
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
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．研究交流課題名 

（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          

                   （交流分野：水産学           ）  
（英文）：Fisheries Sciences・Elucidation of Fish Resource Fluctuation and Development  

of Zero-emission Fishery with Low Environmental Burden.                     

                   （交流分野：Fisheries Science      ）  
 研究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 年目） 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点大学：北海道大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：  大学院水産科学研究院・研究院長・ 

原 彰彦 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 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（所属部局・職・氏名）：College of Fisheries Sciences・Professor・ 
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                     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．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。 
 
 

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
 

Ultimate 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。

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

Ultimate 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。 

 

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

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．平成２０年度研究交流目標 
 
（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。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

（環境分野） 
○今後の共同研究として，日韓でのスルメイカの標識放流・再捕データの相互提供によ

る回遊経路の解明，両国が領海内で実施する海洋環境，生物採集データの相互利用に

よるスルメイカの再生産―育成海域での分布･移動の解明について，具体的行動計画を

作成した。 

○群山大学校の崔允教授，全北大学校の金益秀名誉教授，韓国生物資源館の金秉直研究

官など韓国側研究者と日本側研究者は良好な研究協力体制を構築している。 

（漁業分野） 
○昨年に引き続き，釜慶大学校，麗水大学校，水産科学院，海洋研究院の研究者との連

携をはかり，練習船への乗船や韓国側フィールドでの実験を行った。この実験の準備

やサンプルの確保，各種測定において韓国側の協力がさらにスムーズに得られるよう

になってきた。 
○今までの協力体制を基盤として，現在，若手研究者の研究交流に力を入れている。 

（増養殖分野） 
○効率的種苗生産技術開発の基礎となる雌の卵黄形成および卵黄蛋白前駆体を指標とし

た環境エストロジェン調査に関しては，北海道大学・長崎大学，琉球大学，釜慶大学・

済州大学を中心とする研究者間の協力のもと順調に研究が進展している。 

○無脊椎動物に関する研究は主に北海道大学と済州大学が研究を進めており，両大学間

では良好な情報交換がおこなわれている。 

○魚介藻類の遺伝的多様性および集団構造に関する研究では，主に北海道大学，水産総

合センター，カンヌン大学および NFRDI が中心となり，情報交換および共同研究が順

調に進められている。 

（食品利用分野） 
○「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

て実施した。この調査は３年間実施しており，日韓の女子学生を対象とした栄養調査，

食習慣調査，食品嗜好性調査のデータ収集数は６００名を超えた。 

○北海道大学と釜慶大学校間では未利用水産資源からの酵素阻害剤の抽出精製方法に関

する共同研究，北海道大学と江陵大学校の間では健康性機能物質の探索と機能解析に

関する協力関係が深化した。北海道大学と釜慶大学校の両拠点大学と協力大学では，

共同研究テーマに関連する教員はほぼ全員参加する体制となっている。 
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７－２ 学術面の成果 

（環境分野） 
○スルメイカの生態，生活史，資源変動について，日韓で共通の理解ができた。スルメ

イカの資源と漁業の将来予測，特に２１世紀における地球温暖化予測に基づいて，日

韓相互の研究者間で今後とも，双方で得られた結果について意見交換を続けることを

共通認識した。 

○韓国側研究者と日本側研究者の仲谷，矢部，今村が中心となり，済州島産魚類リスト

を完成し，現在北海道大学水産学部研究彙報に投稿中である。出版は 2009 年 3 月末を

予定している。また，済州島産魚類図鑑の出版に向け，記載種の著者割り当て作業な

ど，具体的な行動を開始した。 

（漁業分野） 
○今年度は大型クラゲの大量発生が見られなかった。従って，両国での大型クラゲの基

礎的な音響データの取得は出来なかったが，今までの大量発生年と海洋環境等を比較

することで大量発生メカニズムの一部が判明する可能性がある。音響データについて

も過年度と相違がないかを精査中である。 
○済州特別自治道表善海洋水産資源研究所において済州島における人工漁礁の設置状況

の調査・管理・データベース化の実情を見聞し，北海道との違いを実感した。また，

同研究所においてナマコ養殖について意見交換したが，まだ試行錯誤の段階であった。 

（増養殖分野） 
○環境エストロジェンおよび環境アンドロジェン汚染両者の指標魚であるイトヨのビテ

ロジェニンに関する研究，東アジアに広く分布するため当該地域の環境エストロジェ

ン汚染を調べるのに最適なメナダのビテロジェニンおよびコリオジェニンに関する研

究，重要産業種でありながら研究の遅れていた甲殻類（ケガニ，ベニズワイガニ）や

海藻類（ノリ）の DNA マーカーを用いた集団構造に関する研究，ウニの卵黄タンパク

質に関する研究などが進展した。 

○新たな免疫方法として，Poly(I:C) 免疫法を開発した。すなわち，IFN 誘導物質である

二本鎖合成 RNA [Poly(I:C)]を投与した後に病原ウイルスを接種することで，ウイルス

に対する免疫を誘導する方法である。 

（食品利用分野） 
○日韓女子学生を対象とした３年間の栄養調査，食習慣調査，食品嗜好性調査の結果よ

り，ヒスチジン摂取による抗肥満作用と，その作用に対するプロリンの抑制作用が確

認された。また，赤身および多獲性赤身魚の嗜好性が高いとヒスチジン摂取量が多く

なる傾向が認められた。これらの成果は，肥満防止に有効な食生活の提唱に貢献でき

ると考えられた。 

○研究者の派遣・招聘を伴う共同研究のほか，各種の学会，国際シンポジウム国際会議

の機会を利用した情報・意見交換を通して，関連課題を担う日韓の多くの研究者が切

磋琢磨し，それぞれの研究の発展に努めた。成果として，日韓研究者の共著論文７編
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を含む総数１００編以上の学術論文が発表された。 

 

 
７－３ 若手研究者養成 

 

 今年度から大学院生短期留学特別枠を設け,次世代の交流の基盤となる若手研究者の育

成を始めた。初年度は両国の大学院生を１ヶ月間派遣招聘し，授業やゼミへの出席，研究

室での研究交流を行った。 

 

（環境分野） 
○本事業で招聘した韓国の大学院生を PICES サマースクールに参加させ，日韓の持続的

な水産業のあり方について，双方の大学院生が講義とグループデスカッションを通し

て，その共通認識を探ることができた。特に，その成果を PICES 年次総会のポスター

セッションとして紹介でき，日韓の若手研究者育成に大きく寄与した。韓国・釜慶大

学校修士課程修了者 1 名を JSPS 留学生として受け入れ，来年度から博士課程におい

て，気候変動と地球温暖化に応答するスルメイカの摂餌と成長，栄養動態解析に関す

る研究を行う。 

（漁業分野） 
○今年度も韓国で行ったフィールド調査において，韓国側の大学院生や学部生が多数参

加した。これにより彼らの研究に対する意識が高まったと感じている。今後，留学生

の招聘につなげて行きたいと考える。また，今年度は日本側からも大学院生２名を韓

国釜慶大学校へ 1 ヶ月派遣し，語学研修ならびに研究テーマに関するセミナーを開催

した。 
○韓国より博士後期課程の大学院生を1ヶ月の短期留学生として受け入れ，漁船の船体運

動に関する教育をおこなった。また，日本より１名の修士課程学生の１年間の長期留

学が決まった。 

 ○本事業における共同研究を通して博士号を取得した研究者が，来年度より KRF の外国人

特別招聘教授として全南大学校水産海洋大学の教員となり，韓国側での若手教育を行う

こととなった。 

（増養殖分野） 
○国際養殖会議 World Aquaculture Busan に日本から大学院生および PD を派遣し，その

研究成果を広く世界に公表することができた。諸外国の第一線で活躍する研究者との

交流や他国の特に同世代の大学院生・若手研究者との交流は，日本の大学院生の研究・

勉学に対するモチベーションを向上させ，特に世界的な視野と語学能力・発表能力の

重要性を気付かせる契機となった。 

○韓国・江陵大学から 1 名の大学院生を北海道大学に招聘し，共同研究をおこなった。

これは日韓双方の学生に影響を与えた。韓国の大学院生は日本における同世代の学生
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の研究状況を知る機会を得たことになる。一方で，日本の学生は日常から国際的雰囲

気の中で研究・教育を行う機会を得た。 

 ○全南大学校水産海洋大学より 1名，釜慶大学校水産科学大学から 1名の留学生が本学に

入学し，1名は博士号取得後全南大学校水産海洋大学の教員となり，もう一名は本年度

博士号を取得予定である。また，釜慶大学校水産科学大学で博士号を取得した研究者が，

平成１９年度には KRF の特別研究員として，また平成２０-２１年度には JSPS 外国人特

別研究員として，本学において研究を行っている。 

（食品利用分野） 
○昨年度同様，両国における栄養調査，食習慣調査，身体計測において，調査員として

大学院生や栄養士資格を有する若手研究者が参加した。 

○アジア太平洋マリンバイオテクノロジー会議（11 月，釜山）や世界水産会議（10 月，

横浜）において，日韓の大学院生が多くの発表を行い，研究交流した。また，今年度

より試行した大学院生の短期留学制度を利用し，北海道大学と釜慶大学校の大学院生

を相互に約１ヶ月間派遣し，酵素阻害剤に関する共同実験等に参加させた。江陵大学

校で共同研究に関わった大学院生が北海道大学大学院博士課程に進学して研究を継続

している。 

 

  

７－４ 社会貢献 

（環境分野） 
○２００８年１１月６日～９日の間，韓国・江原道県立大学の招請を受けて，日韓のス

ルメイカの資源と利用に関するシンポジウムに参加し，日韓が共有するスルメイカの

生態と資源変動について紹介した。韓国カンヌン市は韓国でも有数のスルメイカの水

揚げ基地でもあり，今後の資源の持続的利用について，最先端の研究を紹介すること

ができた。 

 ○韓国国立生物資源館において，韓国の小学生向けにサメの講演会を２度（2 月 14，15

日）実施した。両日共に，選ばれた親子６０名程度が受講したが，海外からの研究者

が韓国の子供達向けに講演をするのは初めてのことだそうで，館長や受講生親子から

感謝の意が表せられた。 

（漁業分野） 
○大型クラゲの大量発生年と今年度のような大量発生のない年での海洋環境データ等の

比較により，大量発生メカニズムの解明の一助になると思われる。 
（増養殖分野） 
○今まで魚介藻類の種苗生産技術開発に必要となる基礎研究にその主眼をおいてきたた

め，産業化されたという成果はない。しかしながら，このような基礎研究の成果は今後

の新産業創出などのコアとなる科学的データとして極めて重要なものであるため，研究

成果は折に触れて学会や産学官連携セミナーなどで公開している。 
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○両国に共通する魚類ウイルス病問題の解決に共同で取り組み，新たなる免疫法により防

疫対策を確立した。本法により，両国における魚類ウイルス病被害が大幅に軽減される

と考えられる。 

（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平成２０年６月２０日に韓国慶尚大学

校晋州キャンパスで開催した。 

○韓国江原道立大学において開催されたイカ産業活性化のための国際シンポジウム（2008

年 11 月）に，本事業による共同研究の一環として協力した。また，海藻多糖の酵素的

分解によって生ずるオリゴ糖や単糖のエネルギー資源としての利用方法について，東京

水産振興会のセミナーや函館のオーシャンウィークなどで提言を行った。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

（環境分野） 
○すでに，この日韓交流によって，相互の研究者交流ができている。スルメイカ資源の

持続的利用に向けて，PICES や日中韓研究者交流事業など，今後も相互に議論できる

機会がある。また，韓国・カンヌン市のように，スルメイカの持続的利用に強い関心

を持つ都市，それに大学があることから，様々な機会を利用して，今後も研究交流を

継続する。 

○今後は済州島魚類図鑑の出版を行いたい。 

（漁業分野） 
○大型クラゲの大量発生はそれ自体に留まらず，生態系から見て他の生物への影響が大

きい。大型クラゲと他の有用水産資源との音響判別法を開発し，他の生物の量の増減

などについても調査しなければならない。今年度は大量発生が見られなかったため，

次年度以降再び音響判別法の開発を行う。 
（増養殖分野） 

○大学院生を中心とする若手研究者を交流の中心に据え，もっと多数海外に派遣して共

同研究や研究発表の主体的メンバーとして活躍させることで，飛躍的に大きな教育的

成果を得ることができると思われる。このような学生の交流を増やすためにも，日韓

両国で連携して語学教育（特に英語）を推進する必要があろう。 
○今年度開発した新しい免疫法を，様々な魚種およびウイルス病に対応し，普及させる

ことが今後の課題である。 

（食品利用分野） 
○今年度は食習慣や食品嗜好性とヒスチジン摂取量との関係を調べるために，因子分析

および重回帰相関分析を用いた。今後，これらの分析法を有効に活用したい。 

○水産生物資源，副産物，廃棄物の新規健康性機能，加工機能の探索と評価，およびそ

の活用に関する研究は，水産食品の消費，品質や安全性の評価，新製品開発動向に密
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接に関連し，同時に本事業の目標とする環境親和型(ゼロエミッション型)資源利用に

大きく寄与するため，食品利用関係の共同研究は発展的に継続推進されることが必要

である。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

平成２０年度論文総数       ８５本 
  うち、相手国参加研究者との共著   １８本 

  うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  ３本 

 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 

（環境分野） 
○今後の共同研究として，日韓でのスルメイカの標識放流・再捕データの相互提供によ

る回遊経路の解明，両国が領海内で実施する海洋環境，生物採集データの相互利用に

よるスルメイカの再生産―育成海域での分布･移動の解明について，具体的行動計画を

作成した。 

 ○韓国側研究者・金秉直・金益秀・崔允と日本側研究者・仲谷一宏・矢部 衛・今村 央

が著者となり,済州島産魚類リストを完成した。本論文は北海道大学水産学部研究彙報

に投稿中で,２００９年３月末出版の予定である。 

 ○韓国から１名の大学院生を１ヶ月間受入し，授業・ゼミへの参加や論文指導などを行

った。 

○PICES サマースクールが，８月２３日～２６日の日程で北大水産学部（函館）を会場に

開催した。これには，韓国側の若手研究者（大学院生を含む）の招へいを行い，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実習

が実施された。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。   

 

（漁業分野） 
○日本海において多大なる漁業被害をもたらしているエチゼンクラゲの浮游分布を音響

手法を用いて迅速に精度よく把握するための手法開発を目指し，いろいろな音響基礎

パラメータの測定を行った。また，カタクチイワシの音響調査手法の高度化に関して

も韓国側グループにより実施された。 

○済州特別自治道表善海洋水産資源研究所において，済州島の人工漁礁の設置状況とそ

の近傍の魚種相とその効果に関する聞き取り調査・現地調査を行った。また，同研究

所においてナマコ養殖施設を見学した。 

○若手研究者交流については，日本から大学院生２名をそれぞれ１ヶ月間釜山に派遣，

また，韓国から日本へ１名の大学院生を１ヶ月間招聘し，それぞれ受入教員の指導の

もと授業・ゼミへの参加や研究発表などを行った。 

 

（増養殖分野） 
○２００８年５月，釜山において国際養殖会議 World Aquaculture Busan が開催された

折に，日・韓の水産増養殖研究の現状と将来展望に関するセッションを設け，本事業

における共同研究の成果を広く世界に公表した。教員６名を派遣したほか，PD および

大学院生それぞれ２，１名を派遣した。さらに，２００８年１２月におこなわれた本

事業のセミナーに合わせて研究者３名を招聘した。これらによって，日韓における水
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産増養殖に関する研究の現状と将来発展すべき方向性に関して情報交換するとともに，

効率的種苗生産の基礎研究を両国で推進することが出来た。 

 ○韓国から大学院生１名を函館に１ヶ月間招聘し，授業・ゼミへの出席と研究に関する

議論をした。 

 

（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予定通り実施した。また，日韓女子

学生を対象とした栄養調査，食習慣調査，食品嗜好性調査，および身体状況調査（体

脂肪率測定を含む）を実施した。 

  ○釜慶大学校から１名，江陵大学校から２名の共同研究者招聘を行い，各共同研究のと

りまとめと今後の研究計画について協議した。また，江陵大学校で開催されたマリン

バイオテクノロジー国際シンポジウムに２名の研究者を派遣し，日韓関連研究者によ

る研究交流が行われた。 

 ○日韓双方の大学院生が相互に１ヶ月間往来し，ゼミへの参加や研究発表を行った。 

 

 

８－２ セミナー 

本年度で,後期３年間実施してきた８課題の共同研究が終了することから，前期５年間

の実績も踏まえ，各共同研究の成果報告と，今後２年間の活動方針について議論した。

特に，専門分野の異なるこれらの共同研究の成果を，本事業の目標である，非環境負荷・

ゼロエミッション型水産業の実現に向け，如何にして融合を図るべきかを中心に議論し

た。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

例年通り，今年度の実施計画の確認およびセミナー打合せのため６月に，また，今年

度の実施成果のまとめと来年度の計画打合せのため２月に，韓国側事務局を招聘した。 

派遣については，来年度のセミナーに関する打合せおよび残り２年間の実施計画を議

論するため３月に日本側事務局を韓国に派遣した。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 韓国  合計 

日本 
実施計画  32/255  32/255 

実績 30/215  30/215 

韓国 
実施計画 51/318   51/318 

実績 52/323  52/323 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 51/318 32/255  83/573 

実績 52/323 30/215  82/538 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 21 ／ 95  （人／人日）  21 ／ 48  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1A 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）スルメイカおよび他の主要種の資源変動解明と 
資源予測に関する研究 

（英文）Study on Stock Fluctuation and the Forecasting of Common
 Squid and the Other Key Species 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）桜井泰憲・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）SAKURAI, Yasunori・Hokkaido University,  
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

KIM,Young-Seup・Pukyong National University， 
College of Environmental And Marine Sciences And Technology・
Professor 
（金 榮燮・釜慶大学校環境海洋科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  １ / ３  １ / ３

実績 １ / ４  １ / ４

韓国 

 

実施計画 ９ / ７０   ９/ ７０

実績 ８ / ６７  ８/ ６７

 実施計画     

実績      

合計 
実施計画 ９ / ７０ １ / ３  １０/ ７３

実績 ８ / ６７ １ / ４  ９/ ７１

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

釜慶大学校および国立水産科学院の研究者，および日本側の北大，水

研，水試研究者間で，スルメイカの生態と資源に関する情報交換を行う

ことができた。特に，2005年冬―春の日本海―東シナ海産卵場の寒冷に

伴う変化があったことから，これに伴う索餌回遊と資源量の変化につい

て，２００６年にどのような現象が生ずるか，日韓で情報を収集した。

スルメイカの生態，生活史，資源変動について，日韓で共通の理解が

できた。これに伴い，双方の調査手法（海洋環境測定，衛星データによ

る漁船分布と海洋環境との関係，ふ化幼生のボンゴネットによる採集）

を共通化することができた。特に，韓国側の大学研究者だけでなく，韓
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国水産科学院のイカ資源研究者の参加が促進された。 

２００６年２-３月の東シナ海産卵場の縮小と南偏に伴って，黄海・

渤海へのスルメイカの回遊の可能性を日韓相互に検証した。スルメイカ

の資源と漁業の将来予測，特に21世紀における地球温暖化予測に基づい

て，日韓相互の研究者間で今後とも，双方で得られた結果について意見

交換を続けることを共通認識した。 

PICES サマースクールでは，日韓の持続的な水産業のあり方について，

双方の大学院生が講義とグループデスカッションを通して，その共通認

識を探ることができた。特に，その成果を PICES 年次総会のポスターセ

ッションとして紹介でき，日韓の若手研究者育成に大きく寄与した。 

 

日本側参加者数  

５０ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

８８ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1B 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 
（和文）韓国およびその周辺海域の魚類の種多様性に関する研究 

（英文）Species Diversity of Fishes in Korea and Adjacent Waters 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）仲谷一宏・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）NAKAYA, Kazuhiro・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

CHOI, Yoon・Kunsan National University， 
College of Ocean Science & Technology・Professor  
（崔 允・群山大学校海洋科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ４/４５  ４/４５ 

実績  ２/１０  ２/１０ 

韓国 実施計画 ２/１０   ２/１０ 

実績 １/ ４  １/ ４ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/１０ ４/４５  ６/５５ 

実績 １/ ４ ２/１０  ３/１４ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

済州島産魚類の調査は，平成１６年度頃から韓国側の金秉直・崔允な

どが中心となり，日本側研究者の仲谷一宏，矢部衛，今村央，遠藤広光，

佐々木邦夫などを派遣し，長期にわたって調査研究を実施してきたが，

その成果が Checklist of the fishes of Jeju Island, Korea として，

２００９年３月末に出版される。また，次の段階として，前記の

Checklist に基づき，済州島産魚類図鑑の出版に向け，具体的な行動を

開始した。韓国産コチ類の分類学的な再検討を実施し，韓国に新たな２

種のコチ類を確認した。韓国国立生物資源館において，韓国の小学生向

けにサメの講演会を２月１４日，１５日に２度実施した。両日共に，定

員５０名を超える数多くの申し込みがあり，それぞれ選ばれた親子６０

名程度が受講した。海外からの研究者が韓国の子供達に直接講演をする

のは初めてのことだそうで，終了後館長・研究部長，そして受講生親子
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などから感謝の意が表せられた。 

 

日本側参加者数  

１１ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１０ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－2A 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）音響技術とサンプリングギアを用いた日本海・東シナ海の 
資源量評価技術の高精度化に関する研究 

（英文）Cooperative Study on High Precision Stock Assessment in 
        the Sea of Japan and East China Sea using Acoustical 

 Method and Sampling Gear 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）向井 徹・北海道大学大学院水産科学研究院・准教授 

（英文）MUKAI, Tohru・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

HWANG, Doo-Jin・Chonnam National University， 
College of Fisheries & Ocean Science・Associate Professor 
（黄 斗溱・全南大学校水産海洋大学・副教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ３/５４  ３/５４ 

実績 ５/８９  ５/８９ 

韓国 実施計画 ２/ ８   ２/ ８ 

実績 ２/ ８  ２/ ８ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/ ８ ３/５４  ５/６２ 

実績 ２/ ８ ５/８９  ７/９７ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 

○６月末に韓国全南大学校練習船 DongBaek 号に乗船し，例年同様，東

シナ海・黄海において音響データを収録するとともに，ネット採集具

による動物プランクトンや魚類の採取を行った。今回，韓国側共同研

究者が網深度センサーを購入したため，リアルタイムでの網深度調整

が可能となったが，センサーがうまく動作せず本格的使用は来年以降

となった。また，エチゼンクラゲの目視調査ならびに音響データの収

録も行ったが，当年はエチゼンクラゲの目視量・採集量が極端に少な

く，実海域での良好なデータは取得できなかった。 

○８月に韓国麗水において，エチゼンクラゲに代表されるゼラチン状動

物プランクトンの音響実験を予定していたが，派遣期間中に，エチゼ

ンクラゲのみならず他のゼラチン状動物プランクトンも全く出現し
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なかったためにサンプリングできず，実験ができなかった。 

○１０月に鳥取でエチゼンクラゲの音響基礎パラメータの測定を行う

予定であったが，エチゼンクラゲが出現しなかったため中止。 

○その他，次の事項に関する議論を行った。 

・２００６,２００７年同様，５，７，８月に韓国側共同研究者のグ

ループが行った，韓国南海周辺におけるカタクチイワシの成魚と幼

魚の音響調査の結果について議論した。他生物の混在による種判別

法構築が課題であるという共通認識を得た。 

・１０月に日本側グループが行った，ミズクラゲの音響基礎パラメー

タの測定。韓国側でも測定可能なのでデータを増やすためにも韓国

側で測定して欲しい旨依頼した。 

・１１月に日本側グループが水産工学研究所において行った，ミズク

ラゲの音響反射の測定。韓国でも同様の測定が行われていることが

わかった。 

 

日本側参加者数  

１６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１８ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－2B 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）混獲･投棄魚の発生メカニズムの解明と混獲回避型選択性漁具

の開発 

（英文）Development Studies of the High Selective Fishing Gear to 
Reduce By-catch and Discards Based on the Mechanism of 
the Issues 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）蛇沼俊二・北海道大学大学院水産科学研究院・准教授 

（英文）JANUMA, Shunji・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

LEE, Ju-Hee・Pukyong National University， 
College of Fisheries Sciences・Professor 
（李 珠熙・釜慶大学校水産科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ２/１０  ２/１０ 

実績  ２/ ８  ２/ ８ 

韓国 実施計画 ２/３４   ２/３４ 

実績  ３/４１  ３/４１ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/３４ ２/１０  ４/４４ 

実績 ３/４１ ２/ ８  ５/４９ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 

済州特別自治道表善海洋水産資源研究所において済州島における人

工漁礁の設置状況に関する調査・管理・データベース化の実情を見聞し，

漁礁設置後の管理，および漁民への情報の提示の重要性を認識し，同時

に北海道における漁礁の設置後管理との違いを実感した。 

日韓両国における漁業過程および養殖漁業には大きさ差異があり，こ

れらの違いを考慮した上でのゼロエミッション研究が必要である。これ

らを数年単位で解決するには期間が短いので，翌年度以降もこの問題に

ついて活動することとした。 
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日本側参加者数  

３５ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

３６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－3A 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 
（和文）魚介藻類の種苗生産技術開発の基礎と応用 

（英文）Integrative Approach for Production of Marine Bioresources
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）都木靖彰・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）TAKAGI Yasuaki・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

NAM, Ki-Wan・Pukyong National University， 
College of Fisheries Sciences・Professor 
（南 基完・釜慶大学校水産科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ６/２４  ６/２４ 

実績 ６/２８  ６/２８ 

韓国 実施計画 ２/３４   ２/３４ 

実績 ２/３３  ２/３３ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/３４ ６/２４  ８/５８ 

実績 ２/３３ ６/２８  ８/６１ 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 ２００８年５月，釜山で開催された国際養殖会議 World 

Aquaculture Busan において，3A, B 班にて日・韓の水産増養殖研

究の現状と将来展望に関するセッションを設け，FiSCUP における共

同研究の成果を広く世界に公表した。3A 班からは教員４名を派遣し

たほか，PD および大学院生各 1名を派遣した。これに加え，大学院

生，PD 数名を別途予算で派遣した。これは大学院生や若手研究者に

対して大きな教育的成果をもたらした。すなわち，諸外国の第一線

で活躍する研究者との交流や他国の特に同世代の大学院生・若手研

究者との交流は，日本の大学院生・若手研究者の研究・勉学に対す

るモチベーションを向上させ，特に世界的な視野と語学能力・発表

能力の重要性を気付かせる契機となった。 

 長崎大学，琉球大学，済州大学，上海海洋大学と合同で，5th 
International Meeting on Reproductive Biology of Aquatic 
Animals of the East China Sea を韓国・済州大学において開催し，
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FiSCUP 共同研究の成果を含む魚類の生殖に関する最新の研究成

果の公開と討論をおこなった。ここでも大学院生をはじめとする若

手研究者が発表の機会を得ることができ，大きな教育的効果を上げ

た。 

 ビテロジェニンのサブタイプ特異測定系の確立において，ボラの 3
型ビテロジェニン (VgA, VgB, VgC) に対する化学発光免疫測定法

(CLIA) を確立した。 

 イトヨの２型ビテロジェニン (VgB, VgC) に関して，マンシーニ法

を確立し，成熟に伴う雌の血中レベルを明らかにした。 

 イトヨの VgB と VgC に関して，VgB は卵黄形成期や産卵期の殆ど

の時期で主要なビテロジェニンサブタイプとして血中に存在する

ことが明らかとなり，一方，VgC は産卵期後の個体において主要な

ビテロジェニンサブタイプとして存在することが明らかとなった。

 メナダのビテロジェニン (VgB) とコリオジェニン (Chg H, Chg 
L) の血中濃度を測定できるマンシーニ法および肝臓での mRNA
発現量を測定できるリアルタイム PCR 定量法を確立した。 

 メナダのビテロジェニン (VgB) とコリオジェニン (Chg H, Chg 
L) に関して，エストロジェン投与実験を行い，これらの蛋白およ

び mRNA 発現誘導性状を観察した結果，VgB が最もエストロジェ

ン感受性が高いことが明らかとなった。 

 ミトコンドリア DNA マーカーを用いて朝鮮半島から日本周辺海域

のケガニの遺伝的集団構造を初めて分析し，本種の遺伝構造の成立

に海流が深く関わっていることを明らかにした。 

 環太平洋サケ集団の各種 DNA マーカーを用いた分析から，従来認

められていなかった環日本海，環オホーツク海，環ベーリング海の

地域集団の存在を明らかにした。 

 ベニズワイガニおよびヒメエゾボラの集団遺伝学的解析に有用な

マイクロサテライト DNA マーカーを初めて開発した。 

 日本の北海道沿岸と韓国東岸に生息するマガレイは遺伝的にほぼ

同じであることがわかった 

 日韓二国間のアマノリ属植物に属する産業品種および天然株の系

統について DNA マーカーにより明らかにした。 
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 スサビノリの細胞小器官である葉緑体とミトコンドリアの遺伝様

式について DNA マーカーにより調査し，本種においては両者とも

母性遺伝であることを確認した。 

 ウニの主要卵黄蛋白質がリンを結合することを明らかにした。 

 ウニの主要卵黄蛋白質 MYP は雄生殖巣にも含まれることが古くか

ら知られていたが，MYP 以外にも雄生殖巣に卵黄タンパク質が 3
種存在することを確認した。 

日本側参加者数  

２８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

５５ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－3B 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）魚介類の健康管理および疾病防除対策の確立 

（英文）Health Management of Fish and Shellfish and Establishment 
of Prevention Methods of Infectious Diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）吉水 守・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）YOSHIMIZU Mamoru・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

PARK, Soo-Il・Pukyong National University， 
College of Fisheries Sciences・Professor 
（朴  守一・釜慶大学校水産科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ４/４２  ４/４２ 

実績 ３/１４  ３/１４ 

韓国 実施計画 ２/ ８   ２/ ８ 

実績 ２/ ８  ２/ ８ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/ ８ ４/４２  ６/５０ 

実績 ２/ ８ ３/１４  ５/２２ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

非病原性の伝染性膵臓壊死症ウイルス（infectious pancreatic 

necrosis virus, IPNV）を予め接種したニジマスではインターフェロン

（IFN）が誘導され抗ウイルス状態になること，また抗ウイルス状態に

あるニジマスを IHNV で攻撃すると，ニジマスを殺すことなく IHNV に対

する免疫が誘導されることを見出した。本現象をヒントに，Poly(I:C) 

免疫法を開発した。すなわち，IPNV の代わりに IFN 誘導物質である二本

鎖合成 RNA [Poly(I:C)]を接種した後に IHNV を投与し，IHNV に対する

免疫を誘導する方法である。さらに，本 Poly(I:C)免疫法が，マハタ VNN

における混合感染症にも有効であることを明らかにし，未同定のウイル

ス混合感染症における新たな免疫方法が確立された。一方，マダイイリ

ドウイルス病（red seabream iridovirus disease, RSIVD）もまた，RSIV

と未同定のウイルスとの混合感染症であることが明らかになった。 

 これらを通して，ゼロエミッション型養殖システム中の環境水細菌相

の推移，水質の推移の検討を行い，ゼロエミッション型養殖システムの

開発・実現に向け，次年度以降の取り組みとした。 
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日本側参加者数  

１２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

２３ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－4A 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 

（和文）日韓の栄養・食生活比較研究 

（英文）Comparative Studies on Food Intake and Nutrition between 
Korea and Japan. 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐伯宏樹・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）SAEKI, Hiroki・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Jeong, Bo-Young・Gyeongsang National University， 
College of Marine Science・Professor 
（鄭 甫泳・慶尚大学校海洋科学大学・教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ７/２７  ７/２７ 

実績 ５/１８  ５/１８ 

韓国 実施計画 ２/３４   ２/３４ 

実績 ３/３９  ３/３９ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ２/３４ ７/２７  ９/６１ 

実績 ３/３９ ５/１８  ８/５７ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 

肥満は糖尿病や高脂血漿などの生活習慣病の原因となる。日本におい

ても韓国においても，若年層における生活習慣病の増加は深刻な問題で

ある。肥満を防ぐことは生活習慣病の予防に重要である。肥満の原因と

しては，代謝異常や運動不足など様々な要因があげられるが，最も大き

な原因は食べ過ぎである。近年の研究によって食欲を制御する物質の存

在が報告されている。ヒスチジンの前駆体であるヒスタミンは，視床下

部において満腹中枢の一つであるヒスタミンニューロンを活性化する

ことによって，過食を防ぐことと体脂肪を減少させることが報告されて

いる。 

 これらの知見に基づき本研究では，ヒスチジン高含有タンパク質の摂
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取と肥満との関連を，日本と韓国の若年層および成人を対象として調べ

ている。平成１８年度から今年度までに日韓の女子学生約６００名を対

象として栄養調査を行うことができた。本栄養調査は，３日間の食事状

況を調べるもので，調査データを解析して１日当たりの摂取エネルギ

ー，タンパク質，ヒスチジン，プロリン摂取量を算出した。また，栄養

調査と同時に，アンケート法による食習慣調査と食品嗜好性調査を同時

に実施してきた。 

 エネルギー摂取量とタンパク質摂取量当たりのヒスチジン摂取量と

の間には有意な負の相関関係が認められた。またこの相関関係は，タン

パク質摂取量当たりのプロリン摂取量が増加することにより減弱した。

これらの結果より，ヒスチジン摂取による抗肥満作用とその作用に対す

るプロリンの阻害作用が確認された。また，食品嗜好性との食品嗜好性

とタンパク質摂取量当たりのヒスチジン摂取量との関係を調べた結果，

赤身および多獲性赤身魚の嗜好性とタンパク質摂取量当たりのヒスチ

ジン摂取量との間に負の相関関係が認められた。これらの成果は，肥満

防止に有効な食生活の提唱に貢献できると考えられた。 

日本側参加者数  

９ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

７ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－4B 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 
（和文）食資源としての水産物利用と安全活用 

（英文）Utilization and Safety of Fishery Products as Food Resources
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）川合祐史・北海道大学大学院水産科学研究院・教授 

（英文）KAWAI, Yuji・Hokkaido University， 
Faculty of Fisheries Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

AHN, Dong-Hyun・Pukyong National University， 
Faculty of Food Science and Biotechnology・Associate Professor 
（安 東賢・釜慶大学校食品生命工学部・副教授） 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  ３/４２  ３/４２ 

実績 ３/３２  ３/３２ 

韓国 実施計画 ３/１２   ３/１２ 

実績 ３/１１  ３/１１ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 ３/１２ ３/４２  ６/５４ 

実績 ３/１１ ３/３２  ６/４３ 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

１）韓国と日本の水産未利用資源，既利用資源由来の有用成分と機能の

探索，２）ヒトデ，魚貝類内臓など未利用資源や利用副産物からのタン

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・精製方法

の検討と実用化，３）海藻の機能成分の構造・機能の解明と有用機能の

食品・機能素材としての活用法の検討，４）機能素材として水産資源の

微生物や有害成分の制御・除去技術の構築，等関連課題について共同あ

るいは別個に調査・研究し，討論を行うため，下記の派遣と招聘事業を

行なった。 

１）FiSCUP084B-01（派遣） 

期間：２００８年６月１１日〜１４日 

派遣研究者：宮下和夫，尾島孝男（北海道大学・教授） 

派遣先：江陵大学校 
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内容：江陵大学校で開催されたマリンバイオテクノロジー国際シンポジ

ウムで海藻脂質の機能成分と海藻多糖類の分解酵素等に関して講演発

表するとともに，金相武教授，趙舜栄教授はじめ関連教員と研究打合せ

を行った。また，北海道大学今野久仁彦教授はシンポジウム主催者から

招待され，スルメイカ筋肉タンパク質の特性と利用に関する講演発表を

行った。 

２）FiSCUP084B-02（招聘） 

期間：２００８年１０月３１日〜１１月２日 

招聘研究者：全 炳秀（釜慶大学校・教授） 

場所：北海道大学大学院水産科学研究院（岸村栄毅准教授） 

内容：海産未利用生物内臓酵素および酵素阻害剤の探索と利用，および

環境低負荷型技術としての超臨界抽出法の応用に関する研究成果取り

まとめと今後の共同研究方針について打合せを行った。 

３）FiSCUP084B-03（招聘） 

期間：２００８年１１月１３日〜１６日 

招聘研究者：趙 舜栄（江陵大学校・教授） 

場所：北海道大学大学院水産科学研究院（宮下和夫教授） 

内容：低利用魚肉・内臓の血中脂質低下作用および未利用海藻カロテノ

イドの抗肥満，抗糖尿病作用について，共同研究内容と成果発表に関す

る打合せを行うとともに，江陵大学校から北海道大学大学院に進学した

学生に対する研究指導を行った。 

４）FiSCUP084B-04（招聘） 

期間：２００８年１２月１１日〜１４日 

招聘研究者：金 相武（江陵大学校・教授） 

場所：北海道大学大学院水産科学研究院（高橋是太郎教授，栗原秀幸准

教授） 

内容：未利用海藻類由来の健康機能成分として，抗アレルギー，抗炎症

性効果および抗糖尿病効果を有する酵素阻害物質の探索と単離成分の

構造・機能解析結果に関する検討を行うとともに，研究成果発表と新た

な探索標的としての阻害酵素の選定に関する打合せを行った。 

５）FiSCUP08S-04（招聘） 

第 8回日韓大学交流セミナー 

招聘研究者：安 東賢（釜慶大学校・教授），崔 暎準（慶尚大学校・教

授） 

期間：２００８年１２月１７日〜２０日 

場所：函館大沼プリンスホテル 

内容：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，
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安全活用に関する共同研究の成果発表と来年度の研究計画について協

議しとりまとめを行った。 

６）学生特別枠による学生相互交流 

 FiSCUP 学生特別枠を利用して，２００８年６月２９日から７月２９日

まで韓国釜慶大学校 安 東賢教授から大学院博士課程学生１名を北海

道大学岸村栄毅准教授が受け入れ，酵素阻害剤の活性測定方法などを教

授した。一方，同年１０月８日から１０月３１日まで北海道大学岸村准

教授からから釜慶大学校 安教授の下に修士課程学生１名を派遣して海

藻由来の酵素阻害剤の抽出・分離・精製の共同実験に参加した。 

 

日本側参加者数  

２８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

４６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文）JSPS 拠点大学交流事業 
共同研究の融合 

（英文）JSPS Core University Program 
    Fusion of Cooperative Research for Final Stage 

開催時期 平成２０年１２月１８日 ～ 平成２０年１２月１９日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・函館 
    大沼プリンスホテル 
（英文）JAPAN, Hakodate 
    Onuma Prince Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）飯田浩二・北海道大学・教授 
（英文）IIDA Kohji・Hokkaido University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者   21 / 48  （ / ）人/人日 49/160 

（10/40）

 人/人日

相手国側参加者     28  / 112   （10/40）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者        21     人 

２１  

人 

相手国側参加者         0      人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数     ７０  人 

セミナー開催の目的 

 

本事業の前期５年間および後期に入って３年間に亘って９ないし

８つの共同研究を実施してきた。今年度で後期３年間の共同研究が

終わることになる。そこで，これらの共同研究のとりまとめを行う

とともに，９ないし８つの共同研究の融合をはかる。まずは，各共

同研究を直接的に実施してきたメンバーが一同に介し，お互いの研

究内容を理解するとともに，本事業のメインテーマを達成するため

に各共同研究間で埋めなければならない課題を抽出する。そして，

１年限りの共同研究を発足させ，本事業の最終的な着地を目指す。
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セミナーの成果 

本年度で,後期３年間実施してきた８課題の共同研究が終了する

ことから，前期５年間の実績も踏まえ，各共同研究の成果報告と，

今後２年間の活動方針について議論した。特に，専門分野の異なる

これらの共同研究の成果を，本事業の目標である，非環境負荷・ゼ

ロエミッション型水産業の実現に向け，如何にして融合を図るべき

かを中心に議論した。２日間の内容を簡単に記載する。 

１日目の午前） 

日本側と韓国側の参加者全員が８つの研究グループにわかれ，

今まで３年間の共同研究のとりまとめを行なうとともに，不足部

分の確認を行った。また，午後に行う，全体会議で発表する内容

の検討を行った。 

１日目の午後） 

参加者全員が一同に会し，共同研究の目的や成果などについて

共同研究代表者が分かりやすい言葉を使って発表した。お互いの

研究内容が非常によく理解できた。そして，残る２年間の交流内

容に関して議論を行った。 

２日目の午前第一部） 

前日の議論を踏まえ，分科会ごとに主題との係わりについてど

のような貢献ができるかを議論した。 

２日目の午前第二部） 

各分科会のサブコーディネーターより，主題の実現に向けた今

後の取り組みについて提案があり，次年度の共同研究，セミナー

の方向性について議論した。来年のセミナーは韓国開催を予定し

ており，韓国側事務局から開催場所としてカンヌンが提案され

た。セミナー開催の地域性などを勘案し，来年 2月の研究者交流

による事務局招へいまでにセミナータイトルや内容について検

討することになった。今後の共同研究については分科会内での融

合をはかりながら，共同研究を継続することになった。 

 

今回のセミナーを通じて，他の共同研究グループで行っている研

究内容やその成果が明らかになり，これらをどのように融合すれば

主題が実現できるかについて，参加者個々人がそれぞれの立場で考

えたと思われる。今後は，分科会単位で方向性を持ちながら共同研

究を実施し，成果を整理していくことで不足している部分を補って

いくことになるであろう。 

 

 33



セミナーの運営組織 

 
運営委員会の名称 
（和文）日韓水産学術交流セミナー実行委員会 
（英文）Steering Committee of the Japan-Korea Jouni Seminar 

on Fisheries Sciences 
 
共同議長：飯田浩二・北海道大学・教授 
      LEE, Ju-Hee・Pukyong National University・Professor

（李 珠熙・釜慶大学校・教授） 
 
委 員 ：日本側９名，韓国側５名 
 

開催経費

分担内容

と金額 
 

日本側 

内 容               金  額 
国内旅費・韓国側研究者滞在費   １，６３８，５００ 円 
会議費（バス・会場借り上げ，懇親会） ９８９，０１３ 円 
謝 金                 ５５，１６６ 円 
プログラム・要旨集印刷製本費      ５５，６０８ 円 
消耗品費               ５７，８９０ 円 

相手国側 
内 容               金  額 

渡航費              １，５００，０００ 円 
 

 
１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  ２/ ８   ２/ ８ 

実績 ３/１２   ３/１２ 

韓国 実施計画  ９/３６    ９/３６ 

実績 １０/４０  １０/４０ 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  ９/３６ ２/ ８  １１/４４ 

実績 １０/４０ ３/１２  １３/５２ 

② 国内での交流       ０人／０人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ３，９０９，５９５  

外国旅費 ５，６９９，８５２  

謝金 ５７２，２９６  

備品・消耗品購入費 ４４，０５０  

その他経費 １，９１１，３７８  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

３３２，８２９  

計 １２，４７０，０００  

委託手数料 １，２４７，０００  

合  計 １３，７１７，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ４，１７５，２７８  ２２／１３０ 

第２四半期 １，９３２，２８２  １２／１７３ 

第３四半期 ２，７９２，６９０  ５７／２３４ 

第４四半期 ３，５６９，７５０  １２／ ４９ 

計 １２，４７０，０００ １０３／５８６ 

 


