
 

拠点大学交流事業  

平成２２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://www2.fish.hokudai.ac.jp/active/FiSCUP/      
 
３．開始年度 
  平成１３年度（１０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（所属部局・職・氏名）：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・ 嵯峨 直恆  
 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。） 
  （１）国（地域）名：大韓民国 
     拠点大学：Pukyong National University  
           釜慶大学校  
  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：College of Fisheries Sciences・Dean・ 
                                         HONG, Yong-Ki（洪 龍基） 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：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） 

 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） 

様式１ 
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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”， “持

続的資源利用に資する健全な増養殖”，“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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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。

○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

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。

○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
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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） 

○昨年度に引き続き，日韓の研究者間で，スルメイカの生態と資源に関する情報交換

を行い，過去 100 年間のスルメイカの生態，生活史，資源変動および翌年の資源量

と回遊経路予測について，日韓で共通の理解ができた。特に，寒冷レジーム期に東

シナ海を産卵場とする冬生まれ群が韓国東岸（黄海，渤海）へ回遊していたことを

明らかにした。この研究成果の一部は，2009 年 10 月に韓国・済州島で開催された

第 18 回 PICES 年次総会年次総会でのサイエンス･ボードの招待講演として，日韓の

共同研究成果として発表した。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に向けて，日本側の標識放流に加えて，韓国側でも標識

放流を開始した。また，再捕依頼のポスター（韓国語版）を韓国側で漁業者に配布

した。 

 ○2010 年度出版予定の図鑑「Fishes of Jeju Island, Korea」の原稿（英文・韓 文）

を作成した。 
（漁業分野） 
○日韓両国の練習船への相互乗り入れを行い，実海域での音響調査を実施することがで

きた。また，各種生物の音響基礎データの充実をはかることができた。 
○１年間の交換留学生として韓国で学んでいた本学大学院生が無事留学を終え帰国した。 

   日本から韓国への長期留学希望者が数少ない中，貴重な成果であった。  
○日本における漁業の CO2 排出問題に関する多くの一次資料および関連する文献の収集

活動を行った。その結果，近年の水産業からの CO2 の排出量は日本全産業の 1％以下

であり，水産業からの CO2 削減による日本全体への貢献は限定的であることが分かっ

た。またこの排出量は水産業の縮小に伴って年々減少傾向にあることもわかった。今

後，水産業の CO2 排出量の問題に限定することなく，水産業の多面的機能に注目し，

LCA のような手法の適用を考える必要性を感じた。これらの成果は，セミナー・共同

研究での発表・意見交換を通じ日韓で共有できた。  
○年度計画には無かったが，ホタテ養殖施設の運動解析を日韓共同で実施した。このよ

うな養殖施設は韓国には見当たらず，今回は日本側の要請に基づき，韓国側でコンピ

ュータシミュレーションを行った。 
○計画していた日韓両国の主要漁業種の漁具性能に関する既存の研究を整理・比較する

研究に関しては，主要漁業種に共通点があまりにも少ないことがわかり日韓で比較す

るに至らなかった。 
（増養殖分野） 
○昨年度は，「韓日・日韓 海藻 Forum」を 12 月に開催し，日本および韓国の若手研

究者（大学院生）を中心に最新の研究成果を公開し相互交流をおこなった。また，12
月にカンヌン大学で開催されたセミナーにおいて，「冷水性魚介類増養殖研究の最新の

成果」と題して研究交流会を開催した。日本からは教員 3 名と大学院生 1 名を派遣し

た。さらに，韓国から大学院生１名を函館に１ヶ月間招聘するとともに日本からは大

学院生 1 名を釜慶大学に派遣し，若手研究者交流をおこなった。これらによって，当

初の目標にしてきた低環境負荷／ゼロミッション型水産増養殖技術の構築にむけた基

礎研究およびその将来の研究発展のあるべき方向性に関する情報交換，若手研究者交

流が順調に進展していることが確認できた。 
○また，これまでの研究交流活動の大きな成果として，北大水産科学研究院の研究者が

韓国 Chonnam National University 教授に就任した。 
（食品利用分野） 
○栄養・食生活比較研究  
 過去４年間，研究成果発表と情報交換を目的として「日韓栄養・食生活比較研究シン
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ポジウム」を開催してきた。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，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 800 名を超

えた。この調査結果により，ヒスチジン摂取による抗肥満作用が確認された。またこ

の作用は，タンパク質充足率が高く，かつタンパク質摂取量当たりのプロリン摂取量

が少ない状態で有効であることが示唆された。さらに同時に行った食習慣調査，食品

嗜好性調査の結果を併せて解析した結果，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。また昨年度から，両国共通の重要水産物であるイカの嗜

好性を調べ，日韓両国女子学生はイカの嗜好性が高いここと，韓国人女子学生におけ

るイカの嗜好性の方が日本人女子学生のそれよりも有意に高いことを明らかにした。

以上のように，両国研究者による共同調査を通じて，研究交流の目標は順調に達成さ

れている。 
○水産資源利用研究 
時代の流れとともに食文化は変遷し，またそれと係わって水産資源の利用実態と活用

方法，新規食資源の探索目的も変遷してきた。水産利用分野の日韓共同研究では，こ

れら の背景をふまえ，無駄なく有効活用する方法，健康機能成分の探索や安全性の確

保のための方策の提案を行ってきた。日韓両国の直面する課題は類似しており，共通

の文化的かつ科学的背景のもと，交流実績を積み上げてきた。数年間におよぶ研究交

流の結果，両国研究者間に複数のネットワークが構築できており，共同研究の申請，

実行，さらに韓国水産学会や韓国国内におけるセミナーでの講演など交流の度合いは

深化している。成果としての共著論文も公表され，順調に目標は達成されていると判

断する。 
 
７．平成２２年度研究交流目標 
○次世代の日韓交流の基盤となる若手研究者を養成する。そのため，平成 20 年度から，

大学院生の短期留学制度を設け，日本から韓国，韓国から日本へ，約４名ずつ一人１

ヶ月ほどの交換留学を実施してきた。今年度も大学院生の交流を推進する。 

 
（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。2008 年度以降

は，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･移動に関する共同調査を実施しており，こ

の研究を継続する。また，最終年度として，これまでの研究交流を総括する。 

 
（漁業分野） 

○最終年度も日韓両国の練習船に相互乗り入れし，日本海，黄海，東シナ海の音響調査

を行う。 
○クラゲ，プランクトンなどに関する音響基礎データを収集する。 
○前年に引き続き、日本の漁家経営調査資料などにより漁業のCO2排出量の概算を行う。 
○近年注目されているエコラベルに関連して、カーボンフットプリントの技法を水産分

野に適用する可能性について情報収集・研究を行う。 
○昨年度計画していた日韓両国の主要漁業種の漁具性能に関する既存の研究を整理・比

較する研究に関しては，ホタテ養殖施設のフィールド計測およびシミュレーション研

究を中心に共同研究を実施していく。 
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（増養殖分野） 
○昨年度において，これまでの研究交流計画を発展的に再構築し，新しい目標「持続可

能な水産資源の有効活用に資する増養殖技術の構築」を設定した。本年度は，昨年度

に引き続き情報交換を一層進めるとともに，実際の研究を日韓両国で推進し，12 月に

開催されるセミナーにおいてこれまでの成果をとりまとめるとともに，将来の発展の

方向性を明らかにしたい。 
 
（食品利用分野） 

○栄養・食生活比較研究 

  第５回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを日本（文教大学）で開催する（予定：

平成 22 年 8 月 7 日）。また，引き続いて日韓の女子学生を対象とした栄養調査，食習

慣調査，食品嗜好性調査を継続するとともに，調査結果をとりまとめて発表する。 
 ○水産資源利用研究 
  これまで共同で行ってきた成果のとりまとめと論文作成が，最終年度の重要な課題と

なろう。６月に韓国の江陵大学校で行われる第 13 回海洋生物資源の有効利用と保蔵に

関する国際シンポジウムにおいて，同大学校の研究者と研究交流ならびに最終年度の

本分科会のとりまとめについて実務的に打合せを行うとともに，将来的に東アジア圏

の水産資源の有効利用と水産科学の持続的発展のために，参集する日本，韓国，中国

の各大学の研究者と意見交換を行う。またこの際，大学院生による研究発表をエント

リーし，両国の若手研究者間の交流を促進する。さらに，従来の成果を踏まえて，二

国間共同研究など他の資金獲得に向けた取り組みを行う。 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
 
８－１ 共同研究 
○日本から４名程度の大学院生を韓国に約１ヶ月間派遣する。この間，語学研修や，授

業への出席，ゼミの開催，研究成果の公表などを行う。そして，今後の日韓交流のキ

ーパーソンになるような若手の育成を図る。 

 
（環境分野） 
○昨年度に引き続いて，日韓でのスルメイカの標識放流・再捕データの相互提供，成長

履歴解析，寄生虫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・移動に関する共

同調査を実施する。また，最終年度として，これまでの研究交流を総括する。 

 

（漁業分野） 
○４，６月に韓国練習船への乗船派遣，10 月に日本練習船への乗船招へいを行い，実海

域での音響調査手法の高度化をはかる。 

○8 月に韓国麗水の実験水槽において魚類やプランクトン類の音響基礎データの収集を

行う。 

○日本の漁家経営調査資料などにより，漁業の CO2排出量の概算を行う。 

○エコラベルに関連して，カーボンフットプリントの技法を水産分野に適用する可能性

について情報収集・研究を行う。 

○ホタテ養殖施設の動態についてフィールド計測およびシミュレーションを実施する。 
 

（増養殖分野） 
○水産増養殖上重要となると思われる冷水性の有望種の生殖生理学的研究（卵黄形成に

関する生化学的研究など）や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
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ンモニタリングを推進する。 
○水産無脊椎動物の栄養代謝やストレス応答などに関する基礎的知見を集積する。 
○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の分子マーカーにより探索

を続ける。 
○飼育魚の健康管理に関し，韓国 Chonnam National University との研究交流活動を一

層深める。 
 

（食品利用分野） 
 ○栄養・食生活比較研究 

「ヒスチジン高含有タンパク質摂取と肥満との関係」，「食習慣と食品の嗜好性とヒス

チジン摂取量との関係」，「イカの嗜好性と他の食品の嗜好性や食習慣との関係」を調

べる日韓共同研究を継続して実施する。前２者の研究は，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および成人を対象として調べるこ

とを目的としている。今年度は，前年度までに行った若年層を対象とした調査に加え，

日本と韓国の成人を対象として３日間の栄養調査を行う。調査後，一日当たりのエネ

ルギー，タンパク質，ヒスチジン，プロリン摂取量を算出する。また，アンケート法

による摂食回数や嗜好性を含む食習慣調査を同時に実施し，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およびプロリン摂取量との相関関係，および食習慣

の回数や食品の嗜好性とタンパク質摂取量当たりのヒスチジおよびプロリン摂取量と

の相関関係について調べる。さらに，日本と韓国の若年層および成人のイカ（数種）

の嗜好性についても調べ，イカの嗜好性と他の食品の嗜好性や食習慣との関係につい

て考察する。 
 

○水産資源利用研究 
江陵大学校で行われる第 13回海洋生物資源の有効利用と保蔵に関する国際シンポジウ

ムに教員 4 名と大学院生 5 名が参加し，水産資源の健康性機能探索と評価，保蔵技術

の展開，有害微生物の検出技術に関する討論を通して，日本，韓国および中国の研究

者と東アジア圏の水産資源の有効利用に関する課題について，意見交換する。 
 また「イカ内臓に含まれるプロテアーゼを利用した機能性ペプチドの生産に関する

研究」については，慶尚大学校の崔教授が在外研究員として北大に滞在して実施中で

ある。共同研究の合意に基づいて平成 22 年度に帰国後も，継続実施する。さらに，韓

国食品研究所と北大間で，食品残渣からの有用成分の分離に関する研究についてもさ

らに進めることで合意しているので，交流を継続する。 
 

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 8 日～10 日の３日間，函館において

実施する。今回は，「持続可能な水産業への提言」と題し，今まで 10 年の総括をすると

ともに，その成果を持って如何に持続可能な水産業を実現するかについて議論する。 

 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流は，日韓の各実施組織代表者，コーディネーターをはじめ，本事業の中核

的な役割を担う研究者の交流であり，企画・立案を担う両国の事務局交流でもある。 

今年度の計画－セミナーが１２月に函館で開催されるため，事前に詳細なスケジュール

調整等打合せを行う必要があるため，韓国側事務局が函館にて交流する。 
今年度の招へい計画－セミナーは「持続可能な水産業への提言」をテーマに開催するが，

特に本テーマに関与する日本側教員との事前打合せ及びセミナー実施計画の確認と準備

作業を６月に，また，年明けには今年度および 10 年間の実施成果をまとめるために，韓

国側事務局を招へい予定である。 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 
日 本 

<人／人日> 
大韓民国
<人／人日>

     
<人／人日>

 
<人／人日>

 
<人／人日> 

合計 

日 本 
<人／人日> 

 

 

29/264 

 

   

 

29/264

 

大韓民国 
<人／人日> 

52/236     

 

52/236

 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 52/236 

 

29/264 

 

   

 

81/500

 

 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

 16／80  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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－１ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）スルメイカの資源変動予測に基づく持続的利用のための生態系

アプローチ 

（英文）Ecosystem approach to sustainable use of Japanese common 
squid based on forecasting of the stock fluctuation 

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） 

交流予定人数 
（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 大韓民国  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 
〈人／人日〉 

 ５／４７  ５／４７ 

大韓民国 

〈人／人日〉 
４／１７   ４／１７ 

 

〈人／人日〉 
    

合計 
〈人／人日〉 

４／１７ ５／４７  ９／６４ 

② 国内での交流     ０ 人／０人日 

２２年度の研究

交流活動計画 
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。2008 年度以降は，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･移動に関する共同調査を実施しており，この

研究を継続する。これらの共同研究成果をもとにして，季節別産卵群の

産卵場から索餌海域への回遊モデルと資源動態・変動モデル，地球温暖

化モデルなどの作成に着手する。 

また，最終年度として，これまでの研究交流を総括する。 

期待される研究

交流活動成果 

これらの成果は，日韓のスルメイカ資源変動の近未来予測手法の開発

と資源の持続的利用に寄与するものである。 

 

日本側参加者数  

６０ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１０３ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 

 



 

 9

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－２ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）持続可能な漁業を実現するための諸要素の研究 

（英文）Study of various elements to achieve sustainable fish 
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 

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

交流予定人数 
（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 大韓民国  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 
〈人／人日〉 

 ５／８４  ５／８４ 

大韓民国 

〈人／人日〉 
４／２０   ４／２０ 

 

〈人／人日〉 
    

合計 
〈人／人日〉 

４／２０ ５／８４  ９／１０４

② 国内での交流      ２人／１４人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

 

 

○実海域での音響調査，水槽における基礎データの収集を行う。これに

ついては大学院生の参加を促す。 

○前年に引き続き、日本の漁家経営調査資料などにより漁業の CO2排出量

の概算を行う。 

○近年注目されているエコラベルに関連して、カーボンフットプリント

の技法を水産分野に適用する可能性について情報収集・研究を行う。

○ホタテ養殖施設の形状変化に関するフィールド計測およびシミュレー

ションを実施する。 
 

期待される研究

交流活動成果 

 

○魚類とプランクトンの音響判別や各々の量推定を精度よく行う手法の

開発を目指し，これにより水産資源変動をモニターする。 

○大学院生の相互往来により次世代の日韓交流の礎を作る。 

○日本側の CO2排出量を調べることで，韓国側との比較ができ，今後どの

部分で排出量を減らすべきかを議論する。 

○今後韓国でも益々盛んになる沿岸の養殖施設の設置方法や形状の改造

などに関する知見が得られる。 

 

日本側参加者数  

５１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

５６ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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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－３ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）持続可能な水産資源の有効活用に資する増養殖技術の構築にむ

けた基盤形成 

（英文）Fundamental research on the aquaculture and propagation 
techniques for the sustainable use of fisheries resources  

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） 

交流予定人数 
（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 大韓民国  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 
〈人／人日〉 

 ６／５０  ６／５０ 

大韓民国 

〈人／人日〉 
４／１７   ４／１７ 

 

〈人／人日〉 
    

合計 
〈人／人日〉 

４／１７ ６／５０  １０／６７

② 国内での交流      ０人／０人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

 

持続可能な水産資源の有効活用に資する増養殖技術の構築のための基

盤形成として，特に次世代を担う若手研究者（大学院生等）の研究交流

に主眼を置き，以下の項目について研究交流をおこなう。 
 
・水産増養殖上重要となると思われる冷水性の有望種の卵形成機構の解

明や，安全な増養殖環境を保障するための環境エストロジェンモニタ

リングに関して，若手研究者を中心にした研究交流を推進する（韓国

における研究会もしくはセミナーの開催と日本からの若手研究者の派

遣を予定）。 
・水産重要種である無脊椎動物（ウニ，アワビなど）に関する基礎生理

学的知見を集積することを目的として研究交流を推進する（韓国から

日本への研究者の招聘を予定）。 
・魚介藻類（サケ・マス，ケガニ，ホタテ，ノリなど）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研究

交流を継続する。 
・飼育魚の健康管理に関し，韓国 Chonnam National University との

若手研究者の研究交流を推進する（北海道大学から大学院生を

Chonnam National University へ 1 ヶ月程度派遣することを予定）。 
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期待される研究

交流活動成果 

いずれの研究交流も若手研究者（特に大学院生）の派遣や招聘をおこな

うことを主眼とすることから，日韓双方の次世代をになう研究者育成が

推進される。これにより，将来の研究交流活動が一層活発になることが

期待される。 
また，本グループにおいては各種魚病や天然および養殖水産魚介類にお

ける遺伝子資源の状況など，日韓に共通の将来解決すべき問題点の抽出

と相互理解の深化に成果を上げており，今後さらに交流を続けることで

具体的解決への端緒となる研究成果が見込まれる。 
 

日本側参加者数 

４２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

８１ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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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－４ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）食資源としての水産物高度利用と日韓両国の食習慣・栄養調査

（英文）Effective Utilization of Fishery Products as Food Resources 
and Food Habitat/Nutritional Investigation 

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） 

交流予定人数 
（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 大韓民国  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 
〈人／人日〉 

 ７／５９  ７／５９ 

大韓民国 

〈人／人日〉 
５／２１   ５／２１ 

 

〈人／人日〉 
    

合計 
〈人／人日〉 

５／２１ ７／５９  １２／８０

② 国内での交流      ２人／６人日 

２２年度の研究

交流活動計画 

○栄養・食生活比較研究 
 ８月に「第５回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウム」を日本で開

催する。この際，韓国研究者と研究の取りまとめについて議論する。同

研究に関しては，目標をほぼ達成してきたが，さらに，「ヒスチジン摂取

による抗肥満作用」の増減因子を検討する必要がある。また「イカの嗜

好性」についても，他の食品の嗜好性や食習慣との関係を調査すべきで

あると考えられるので，今年も引き続いて調査を行い，これまで蓄積し

てきた全データの解析にあたる。 
○水産資源利用研究 
 韓国・統営付近で入手できるスルメイカを用い，イカ内臓に含まれる

プロテアーゼで，タンパク質性水産廃棄物を分解し，得られたペプチド

の機能を検討する。水産，畜産廃棄物である皮からの高機能性コラーゲ

ンの生成について，生成コラーゲンの機能性の研究を進める。また，海

洋生物資源の有効利用と保蔵に関する国際シンポジウムにおいて，水産

資源の健康性機能探索と評価，保蔵技術の展開，有害微生物の検出技術

などに関する討論に参加する。 

期待される研究

交流活動成果 

栄養・食生活比較研究の成果は，両国の肥満防止に有効な食生活の提

唱に貢献できると考えている。また，水産資源利用研究の一連の活動に

よって，日本，韓国，中国の各複数の大学からの参加者が東アジア圏の

水産資源の有効利用に関する課題を共有し，本プログラムの修了後の東

アジア拡大共同研究の枠組み構築の契機となることが期待される。 
日本側参加者数  
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３６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

５４ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 

 
 
 



 

 14

１０－２ セミナー 
―実施する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 

持続可能な水産業への提言 
（英文）JSPS Core University Program  

Proposal to Sustainable fisheries  
開催時期 平成２２年１２月 ８日 ～ 平成２２年１２月１０日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・函館市・会場未定 
（英文）JAPAN，Hakodate， 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

LEE, Ju-Hee・Pukyong National University・Professor 
（李 珠熙・釜慶大学校・教授） 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

( 日本 ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. １２／ ６０ 
B. ０／  ０ 
C. ３０／ ６０ 

 
   韓国 

<人／人日> 

A. ２５／１２５ 
B. ４／ ２０ 
C. ０／  ０ 

 
 

<人／人日> 

A.
B.
C.

 
合計 

<人／人日> 

A. ３７／１８５ 
B. ４／ ２０ 
C. ３０／ ６０ 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しな

いでください。） 
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セミナー開催の目的  

毎年，日韓交互に開催しているセミナーは，12 月 8 日と 9 日の

両日，函館において実施する。今回は，「持続可能な水産業への提

言」と題し，今まで 10 年の総括をするとともに，その成果を持っ

て如何に持続可能な水産業を実現するかについて議論する。 

 

期待される成果  
 10 年間の総括を行い，共同研究の成果を明らかにするとともに，

そこに至るまでの人的ネットワークの構築や若手研究者の交流状

況についても本事業の成果として明らかにする。それにより，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ための方策をまとめる。また

これらをもとにして，次世代への提言に結び付ける。 
 

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６名，韓国側６名 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
国内旅費     ：  計 2,835,000 円 
 
会場借り上げ   ：  計 350,000 円 
バス借り上げ   ：  計 200,000 円 
謝金（学生バイト）：   計 200,000 円 
要旨集作成費   ：  計 150,000 円 
その他      ：  計  872,000 円 

  （懇親会，消耗品費）  
韓国（地域）側 内容              金額 

 外国旅費     ：  計 2,500,000 円 
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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                  

派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 
韓国 

<人／人日> 
 

<人／人日> 
計 

日 本 
<人／人日> 

  

６／２４ 

  

６／２４ 

韓 国 

<人／人日> 

 

１０／３６

   

１０／３６ 

 

<人／人日> 

    

合計 
<人／人日> 

 

１０／３６

 

６／２４ 

  

１６／６０ 

②  国内での交流      ０ 人 ／ ０ 人日 

 
 

 

所属・職名 

派遣者名 
派遣・受入先
（国・都市・機関）

派遣時

期 
用務・目的等 

釜慶大学校・教授 

Lee，Ju-Hee 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  

釜慶大学校・副教授 

Kim，Hyung-Seok 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  

釜慶大学校・副教授 

Lee，Chun-Woo 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  

済州大学校・副教授 

Yeo，In-Kyu 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  

釜慶大学校・副教授 

Ahn，Dong-Hyun 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  

釜慶大学校・教授 

Kim，Young-Seup 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

６月 

今年度のセミナーは「持続可能な水産業

への提言」と題し日本（函館市）で開催

するので，事前に詳細なスケジュール調

整等打合せを行うため  
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釜慶大学校・教授 

Lee，Ju-Hee 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

２月 

これまでに得られた研究成果の集大成を

まとめるために，韓国事務局を招へいす

るものである。 

釜慶大学校・副教授 

Kim，Hyung-Seok 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

２月 

これまでに得られた研究成果の集大成を

まとめるために，韓国事務局を招へいす

るものである。 

釜慶大学校・副教授 

Lee，Chun-Woo 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

２月 

これまでに得られた研究成果の集大成を

まとめるために，韓国事務局を招へいす

るものである。 

国立水産科学院・ 

研究者 

Kim，Seung-Hoon 

 

日本・函館市

北海道大学水

産科学研究院

 

２月 
これまでに得られた研究成果の集大成を

まとめるために，韓国事務局を招へいす

るものである。 

北海道大学水産科学

研究院・教授 

飯田 浩二（コーデ

ィネーター）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 

北海道大学水産科学

研究院・教授 

嵯峨 直恆（実施組

織代表者）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 

北海道大学水産科学

研究院・教授 

桜井 泰憲（サブコ

ーディネーター）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 

北海道大学水産科学

研究院・准教授 

向井  徹（サブコ

ーディネーター）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 

北海道大学水産科学

研究院・教授 

都木 靖彰（サブコ

ーディネーター）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 

北海道大学水産科学

研究院・教授 

佐伯 宏樹（サブコ

ーディネーター）  

韓国・釜山市

釜慶大学校 

 

３月 

今年は本事業最終年であり，韓国にて

開催するワークショップに出席するため 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ４，６０８，０００ 

国内旅費、外国
旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 ５，３００，０００ 

謝金 ７０，０００  

備品・消耗品購入費 ２５０，０００  

その他経費 １，９７２，０００  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２７０，０００  

計 １２，４７０，０００ 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 １，２４７，０００ 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

合  計 １３，７１７，０００  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 １，１４０，０００ １３／ ７１ 

第２四半期 ３，２０５，０００ ２３／２１８ 

第３四半期 ６，２３８，６００   ５０／２５０ 

第４四半期 １，８８６，４００   １１／ ４１ 

合計 １２，４７０，０００   ９７／５８０ 

 


