
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 北海道大学 
韓 国 側 拠 点 大 学： 釜慶大学校 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：水産学・水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築         

（英文）：Fisheries Sciences・Elucidation of Fish Resource Fluctuation and Development  
of Zero-emission Fishery with Low Environmental Burden.                     
   交流課題に係るホームページ：http://www.fish.hokudai.ac.jp/active/FiSCUP/                      
 
３．開始年度 
  平成 13 年度（ ８ 年度目） 
 
４．実施組織 
 
日本側実施組織 
     拠点大学：北海道大学 
  実施組織代表者：大学院水産科学研究院長・大学院水産科学院長・水産学部長・ 

原 彰彦 
 コーディネーター：大学院水産科学研究院・教授・ 

飯田浩二 
     協力大学：東京大学・東京海洋大学・長崎大学・鹿児島大学・鳥取大学・ 

東海大学・京都大学・愛媛大学・九州大学 
     事務組織：学術国際部国際企画課および函館キャンパス事務部（事務長， 

事務長補佐，庶務担当，研究協力担当，経理担当） 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は，和英併記願います。） 

拠点大学： Pukyong National University
 釜慶大学校 

実施組織代表者： College of Fisheries Sciences・Dean・ 
PARK, Soo-Il（朴 守一） 

コーディネーター： College of Fisheries Sciences・Professor・ 
LEE, Ju-Hee（李 珠熙） 

協力大学： Cheju National University, College of Ocean Science 
 （済州大学校海洋科学大学） 
 Chonnam National University, 

College of Fisheries & Ocean Science 
 （全南大学校水産海洋大学）（旧）麗水大学校 
 Kunsan National University,

College of Ocean Science & Technology 
 （群山大学校海洋科学大学） 
 Gyeongsang National University, College of Marine Science
 （慶尚大学校海洋科学大学） 
 Kangnung National University, College of Life Science 
 （江陵大学校生命科学大学） 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

近年，産業全般において環境対応の必要性が問われるようになり，水産業も例外ではなく

なってきている。しかしながら，水産は海洋の生物資源を対象とするため，水産業における

環境対応は広く海洋から陸上にまたがって行われる必要がある。特に日本と韓国が，古くか

ら日本海や東シナ海などの隣接する海から様々な共通の魚介類を食料資源として利用し，養

殖や水産加工など共通する関連産業を発展させてきたことにも見られるように，水産におけ

る両国の関連性は高く，環境対応が両国共同で進められることの意義は大きい。 
また，現在，地球規模の環境変化や過剰な漁獲が近隣海域の水産資源を減少させている。

特に，マイワシ，スルメイカ，スケトウダラなどの回遊性魚類は，その生息が両国にまたが

っているため，これらの資源，生息研究には両国の協力が不可欠である。今後，日韓両国が

海洋からのこうした食料資源を長期的に安定して確保するためには，両国の研究者が協力し

て水産資源変動の解明の基となる資源量の正確な調査や再生産のメカニズム，それらを取り

巻く海洋環境の変化等を明らかにすることが必要である。さらに，両国の健全な養殖漁業の

発展のためには，健康な魚を育てる養殖技術，老化した養殖漁場の環境改善，海洋資源の高

度利用，未利用海洋生物の健康食品や医薬品への利用技術などの開発に早急に取り組む必要

がある。 
こうしたことから，本事業では日韓共通の海洋場における水産資源を無駄なく有効に，か

つ，それらを取り巻く環境に負荷を与えずに利用していく非環境負荷・ゼロエミッション型

水産業を構築することを究極の目標とし，その実現のための方策をまとめる。ここで，ゼロ

エミッション型水産業を，「環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資源を高度に利

用した持続可能な水産業」と定義する。現在の水産業は，海洋生態系や地球環境に多大な負

荷をかけている（下図参照）。そこで，水産業の基盤である，環境・漁業・増養殖・資源利

用の４分野において，“環境に調和した持続的生産”，“混獲と投棄のない漁業”，“安全で安

心な魚介類の増養殖”，“未利用資源の高度利用”の実現を目指し，環境負荷の抑制・低減を

はかるとともに，健全な環境から生産された健康な魚介類を供給する方策を実現することを，

本事業の目標とする。 
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増養殖 漁 業

廃棄物等による負荷

陸上環境

○再利用技術の開発
○未利用資源の活用

水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築

timate Goal

ゼロエミッション型水産業とは，環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資
源を高度に利用した持続可能な水産業を言う。

Ul

水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築

timate Goal

ゼロエミッション型水産業とは，環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資
源を高度に利用した持続可能な水産業を言う。

○生産技術の改良
○資源環境の維持
○資源の適正管理

資源と環境の持続性の維持

廃棄物の減量化

消 費

海洋環境

再生産への負荷

健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供

○疾病予防
○種苗の効率的生産

健全な増養殖生産

負荷の抑制・低減のためのアプローチ

増養殖分野

食品利用分野

環境・漁業分野

日韓周辺海域の水産資源の再生産

増養殖 漁 業

廃棄物等による負荷

陸上環境

○再利用技術の開発
○未利用資源の活用

○生産技術の改良
○資源環境の維持
○資源の適正管理

資源と環境の持続性の維持

廃棄物の減量化

食品利用分野

消 費

健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供

○疾病予防
○種苗の効率的生産

健全な増養殖生産

海洋環境

再生産への負荷

負荷の抑制・低減のためのアプローチ

増養殖分野 環境・漁業分野

日韓周辺海域の水産資源の再生産
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
（環境分野） 
○日韓双方での過去の温暖・寒冷レジームシフトに伴う回遊経路と資源変動について，

共通の認識を持つことができた。特に，韓国側の大学研究者だけでなく，韓国水産科

学振興院のイカ資源研究者の参加が促進された。日韓とも，スルメイカ資源の動向に

は強い関心がある。これまでの交流により，特に韓国側研究者がスルメイカに関する

日本側の最新の研究への理解が深まった。 
○前年度まで，韓国半島部や済州島各地で標本採集，標本調査，研究成果の発表会など

を実施し，研究者の研究内容の紹介などを通し，韓国側研究者や学生と様々な研究交

流を行ってきた。その中で，共同研究の成果を共著等で論文化し，また，サメに関す

る一般向け啓蒙書を韓国語で共同出版した。また，韓国側研究者が以前から進行中で

あった韓国産魚類大図鑑の刊行については，様々な情報提供などの協力を行い，その

出版に貢献をしてきた。 

（漁業分野） 
○大型クラゲやカタクチイワシの音響調査を実施すべく基礎データが集まってきた。さ

らに，サンプリング・ギヤを併用し，より精度よく資源変動をモニタリングする方法

の構築を目指す。 

○韓国からの留学生の博士号取得が達成できた。 

（増養殖分野） 
○当初の目標にしてきたゼロエミッション型増養殖システム構築に向け，日韓両国にお

ける現状の相互理解と共通した問題点の抽出，これを解決するための共同研究の方向

性の論議は順調に進展している。たとえば，昨年度は，1）日韓共同での環境エストロ

ジェン調査結果の整合性を保つため，エストロジェン感受性マーカー蛋白質の多型性

に関する研究を進展し，研究会（長崎，１１月）で報告した。2）海苔の新品種開発の

基礎となるスサビノリおよび近縁種の DNA マーカーを用いた多型解析を日韓両国の

試料を用いて行った。3）両国に共通する魚病対策の一環として，ニジマスの伝染性造

血器壊死症（infectious hematopoietic necrosis: IHN）ウイルスをモデルに抗体検出

ELISA 法を確立し，これによりニジマスの感染履歴および感染状況を把握することが

可能になった。4）マハタで複数の病原体による感染（混合感染）が発生していること

が明らかとなり，混合感染が両国の魚病対策における新たな課題であり，その対策を

共同で早急に企画することとした。 

（食品利用分野） 
○「日韓栄養・食生活比較研究シンポジウム」を，文教大学湘南キャンパスで２回開催

した。（第１回：平成 18 年 10 月 29 日，第２回：平成 19 年 11 月 4 日）内容について

は，講演要旨集および Proceedings を参照されたい。また，「ヒスチジン高含有タンパ

ク質摂取と肥満との関係を調べる日韓共同研究」を平成 18 年度から開始している。こ

れまでに，女子学生を対象としたデータ収集（約 250 名分）を行った。その成果の一

部は第２回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムで報告した。 

○これまでに両国の水産資源の利用のあり方と問題点を実地検証しながら，ゼロエミッ

ション的発想により，水産未利用資源や利用副産物からの機能成分の単離・精製と機

能分析について取り組み，また安全活用に関しても情報交換が進んできた。これらは

実際的な共同研究に進展して学術雑誌への論文投稿につながり，当初の目標は概ね達

成されつつあり，さらに発展が期待される。 
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７．平成２０年度の研究交流目標 
（環境分野） 
○2006 年以降，スルメイカ資源の年変動が顕著となっており，日韓双方での漁獲動向，

海洋環境のモニタリングなど，より緊密に連携する必要が生じている。そこで，日韓

の水産研究機関の資源評価研究者も参加して，迅速な資源変動予測とモニタリングの

確立を目指す。 

 ○共同研究を実施する過程で，韓国南端に位置する済州島の魚類に未解明な部分が多い

ことが判明，数年前より済州島魚類を主要な研究対象とし，標本採集などのデータ収集

を実施してきたが，平成 20 年度は済州島産魚類のチェックリストの完成と，済州島産

魚類図鑑の発刊をめざす。 

（漁業分野） 
○前年度に引き続き音響手法を用いた大型クラゲの，さらに，カタクチイワシなどの表

層性多獲魚類の資源量の高精度推定手法の構築をはかる。 
○ゼロエミッション漁業研究の視点の認識の共有化を深めることを目指す。またさらに

若手研究者の交流を目指す。 

（増養殖分野） 
○非環境負荷・ゼロエミッション型水産増養殖技術の構築を目標に，日韓における水産

増養殖に関する研究の現状とその将来の研究発展のあるべき方向性に関して情報交換

する。 
○研究面では，効率的種苗生産の基礎となる魚介類の生殖生理学的研究，魚介藻類の低

コスト・低環境負荷養殖法に関する基礎研究，安全安心な増養殖環境を保証するため

の環境汚染物質に関する研究，生産される魚介藻類の遺伝的多様性の保証や育種の基

礎として重要な遺伝育種学的研究，また魚介類疾病の効率的な制御を目的とした実学

的研究を日韓共同で一層推進する。 
（食品利用分野） 

○第３回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを韓国で開催する。（予定：平成 20 年 6

月 20 日）また，「ヒスチジン高含有タンパク質摂取と肥満との関係を調べる日韓共同

研究」を継続して実施する。 

○前年度に引き続き，水産未利用資源，既利用資源の機能探索を継続するとともに機能

成分の作用機構の解明と抽出・精製法の実用化研究を進めるため，韓国研究者の招聘

を行う。また，機能素材として水産資源の量的，質的有効利用と安全活用のために両

国の資源利用実態に即した技術を共同で研究，提案し，あるいはそれに向けて情報交

換する。また，韓国でのマリンバイオテクノロジー国際シンポジウム等にも研究者を

派遣し，各種機会を利用しながら共同研究成果の整理を行う。 

 

８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
 平成 20 年度から最終年度まで，大学院生の短期留学制度を設ける。日本から韓国，韓国

から日本へ，約４名ずつ１ヶ月ほどの交換留学を計画する。この期間，授業への出席，ゼミ

の開催，研究成果の公表などを義務付ける。そして，今後の日韓交流のキーパーソンになる

べく本交流事業で活躍してもらう。 

 以下，各分科会における研究交流の概要である。 

（環境分野） 
○2007 年秋の異常高温による日本海の産卵海域の縮小，2008 年 1-3 月の異常低温による

東シナ海の産卵場の縮小が，2008 年のスルメイカ資源の動向と回遊などにどのように

影響するか，日韓相互の研究者で情報交換を行う。また，その解析結果について，メ

ールを通して資源変動予測の評価を行う。気候変化と漁業などの人間活動に伴う水産

資源への影響に関して，2008 年 8 月末に PICES サマースクールを，北大水産学部（函

 4



 

館）を会場に開催する。これには，韓国側の若手研究者（大学院生を含む）の招へい

を行って，生態系をベースとする水産資源管理，順応的な持続可能な漁業の講義と，

モデリングの演習を実施する。これらの交流は，日韓相互の共通資源であるスルメイ

カや，他の水産資源の持続的利用に資するものである。 

○チェックリストと図鑑発刊のため，内容の検討や図鑑の記載内容，ページレイアウト

などに関して意見交換を行い，具体化を図る。済州島産魚類のチェックリストは北海

道大学水産学部彙報に印刷公表する予定である。 

（漁業分野） 
○昨年度までと引き続き，大型クラゲの音響調査に必要な音響基礎パラメータを測定す

るとともに，多獲性浮魚類についても同様のパラメータの測定を行う。また，サンプ

リング・ギアの高精度定量化を目指すために，両国練習船への相互乗り入れを検討す

る。 

○日本におけるゼロエミッション漁業の実態と可能性に関する調査研究を行う。これに

平行して，漁業のネガティブインパクトとして問題となっているゴーストフィッシン

グについて，韓国の実情を調査する。 

（増養殖分野） 
○効率的種苗生産の基礎となる，魚類雌の卵黄形成に関する生化学的研究を行うととも

に，卵黄前駆タンパク質をマーカーにした環境エストロジェン研究を推進する。 
水産重要種である無脊椎動物の栄養代謝と成熟機構解明の一助としてウニ類を中心と

して卵黄蛋白の蓄積機構などの解明をおこなう。 
魚介藻類の野生集団の遺伝的多様性および集団構造や系群を分子マーカーにより把握

する。 
○ニジマスの IHN をモデルに，平成 19 年度に確立した「抗体検出 ELISA による養殖魚

の感染履歴および感染状況の把握法」の応用範囲を，他魚種あるいは他病原体へと広

げる。また，より積極的な魚病対策の一つとして，両国共通の魚類疾病に対するワク

チンを開発する。さらに，混合感染対策の基礎として，病原体間の相互作用と死亡率

への影響について明らかにする。ゼロエミッション型養殖システムの開発・実現にむ

け，システム中の環境水細菌相の推移，水質の推移などに関し詳細な検討をおこなう。 
（食品利用分野） 

○研究課題：ヒスチジン高含有タンパク質摂取と肥満との関係を調べる日韓共同研究概

要：ヒスチジン高含有タンパク質摂取と肥満防止との関連を，日本と韓国の若年層と

成人を対象として調べる。ヒスチジンは赤身魚（カツオ，マグロ等）や多獲性赤身魚

（アジ，サバ等）の多く含まれており，これら資源の調理加工過程で排出される廃棄

物中にも多く含まれている。本研究によってヒスチジンの摂取と肥満予防の関係が疫

学的に確認できれば，廃棄水産資源の高付加価値化を通じて水産におけるゼロエミッ

ションに貢献できる。 

○前年度と同様に，水産未利用資源，既利用資源由来の有用成分の機能探索と開発を進め

る。また，水産資源の有効利用と安全活用のための技術開発についても情報交換し，研

究提案する。特に，未利用資源や利用副産物や海藻類からのタンパク質・酵素，脂溶性

機能成分の超臨界技術を応用した抽出・精製，分析方法と機能評価について研究を進め

るとともに，韓国で開催される国際シンポジウム等の機会を利用して討論を重ね，セミ

ナー開催に合わせて分科会で成果を整理，総括する。 

 
８－２ セミナー 
  毎年，日韓交互に開催しているセミナーは，12 月 18 日と 19 日の両日，北海道函館周

辺で実施する。今回は，今年度で一応最後になる各種共同研究のとりまとめを行う。まず

はお互いの共同研究の内容をしっかりと理解し，それらの融合をはかるべく議論する。そ

して，共同研究の間を埋めるような新しい枠組みでの共同研究を１年期限で立ち上げ，本
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事業全体のまとめにとりかかる。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 
  例年通り，平成 20 年度の実施計画の確認およびセミナー準備のため６月に韓国側事務

局を招聘する。また，２月には実施結果をまとめるため，韓国側事務局を招聘する。 

派遣については，平成 20 年度のとりまとめを行うべく１月に日本側事務局を韓国に派

遣する。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日 本 

（JSPS） 

韓 国 

(KOSEF)
         合計 

日 本（JSPS）  32/255    32/255 

韓 国（KOSEF） 51/318     51/318 

        

       

       

合  計 51/318 32/255    83/573 

 

※各国別に，研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお，記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

  21/95（人／人日） 
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