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評価資料の要約 

日本と韓国は古くから，日本海や東シナ海などの隣接する海から共通の魚介類を食

料資源として利用しながら，養殖や水産加工などの関連産業を発展させてきた。しか

し，今日，海洋環境変化や漁業活動が近隣海域の水産資源を減尐させている。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，その生息域が両国にまた

がっているために，これらの資源，生態研究には両国の協力が不可欠といえる。 

日韓両国が海洋から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や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取り組む必要がある。 

このような背景から，北海道大学水産学部と韓国釜慶大学水産科学部は 2001 年度か

ら 2010 年度までの 10 年間，日本学術振興会（JSPS）と韓国科学財団（KRF）の支援

を受けて拠点大学方式による学術交流事業を実施した。本事業は「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」を主テーマとして，両国の拠点

大学を中心とする大学連合間で研究者交流，共同研究，セミナーなどを実施した。 

本事業では主テーマの下に４つの副テーマ，すなわち，(1)日本海・東シナ海の海洋

環境変化と水産資源変動の解明，(2)選択的漁獲技術と資源量評価手法の開発，(3)魚介

類の品種開発，種苗生産，育成技術の開発，(4)未利用資源の食料，健康食品，医薬品

への利用技術の開発を設けるとともに，10 年間を４期間に分け，共同研究テーマの策

定と研究グループの組織化，共同研究の具体化，実質化，研究者交流，学生交流など

多くの事業を実施してきた。その結果，10 年間で延べ 35 課題の共同研究が実施され，

約 900 名の研究者が参加した。共同研究の成果は学術論文や書籍として公表した。 

隔年で交互開催したセミナーや合同ワークショップも合計 12 回実施した。セミナー

で発表した論文を収録した年次報告書/プロシーディングスを発行し，関係機関や研究

者に配布したが，活動状況の把握や共同研究の推進に大変有効であった。 

また副次的に，拠点大学交流をきっかけとして各大学組織間の交流が進み，多くの学

術交流協定が締結され，それに伴って多くの研究者交流，学生交流が行われるように

なった。とくに，韓国からの留学生数が飛躍的に増加し，この 10 年間で拠点大学が受

け入れた韓国人留学生は長期短期合わせて約 150 名に及んだ。この中で博士の学位を

取得して帰国した学生が 17 名いることは特筆すべきである。
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評価資料の要約（英語） 

Japan and Korea are surrounded by the Sea of Japan and the East China Sea, and have 

been used common marine resources under the same environmental conditions. However, 

fisheries resources in these areas have been remarkably decreased past decade due to the marine 

environmental change and the fisheries activities. In order to utilize the fisheries resources in 

these areas from now on, both countries must cooperate for environmental improvement, fish 

stock management, and their optimum utilization.   There are many researchers study on 

fisheries science in the universities in both countries, hope to advance cooperative research in 

fisheries science between both countries, such as the exchange of coastal environmental data, 

measurement of target strength for common species, sampling of indigenous species in coastal 

waters, and collection of genetic information from viruses pathogenic to fishes.  

Hokkaido University and Pukyong National University as core universities in each 

countries have been conducting the Core University Program on fisheries sciences since 2001 

for ten years supported by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and Korea 

Research Foundation (KRF, former agency was KOSEF). The main theme of this program was 

named “Elucidation of fish resource fluctuation and development of zero-emission fishery with 

low environmental burden”. 

As the main theme cover a wide range of disciplinary, the four sub-theme were 

established, namely, (1)Elucidation of the relationship between stock fluctuations and ocean 

environmental changes in the Sea of Japan and adjacent waters. (2)Development of efficient 

marine fishing technologies and promotion of resource assessment and conservation engineering. 

(3)Improvement of aquaculture for producing healthy fish, shellfish and seaweed. 

(4)Exploitation of new fisheries resources for food and medical supplies. Under these 

sub-themes, a total of 35 issues of cooperative researches were conducted participated by about 

900 scientists during the decade. 

To discuss fisheries sciences from diversified viewpoints, joint seminars and 

workshops have been held once a year among scientists in each of the above subjects. Results of 

seminars and workshops contribute to many scientific papers and patents. 

The program activity also contributed to the promotion of inter-university academic 

exchanges. During the program, Hokkaido University made a contract of an academic exchange 

to all of the core university and cooperative universities in Korea. Accordingly, more than 150 

students were exchanged including 17 Ph. D students. 

 

 




