
拠点大学交流事業 
平成１９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．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.                    

 
交流分野・研究テーマ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（ ７ 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
５．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，専門職員，庶務係長，経理係長） 
 
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 
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 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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６．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。 
 
 
Ul

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

（環境分野） 
○スルメイカに関する日本側の最新の研究に対する韓国側研究者の理解が深まった。さ

らに，その生活史，分布・回遊，気候変化に伴う資源変動機構，共有するスルメイカ

資源の持続的利用に向けて，資源管理手法を共有化する方向で日韓の研究者が議論で

きた。 

○12 月に韓国側研究者 3 名を招聘し，今後の研究及び成果発表の打ち合わせを行った。

また，3月後半に日本側研究者 3名が渡韓し，標本調査等を実施した。 

（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。 

○１件の招聘と１件の派遣の２件の共同研究を実施した。招聘では主に留学生の博士論

文に関する指導協議を行った。派遣では函館の企業家を同行し，韓国企業家との交流，

情報交換をおこなった。 

（増養殖分野） 
○ゼロエミッション型養殖の確立と安全・安心な水産物の持続的生産に向け，増養殖環

境の安全安心の確保（特に環境汚染の実態調査や魚病対策）に関して研究を推進した。 
○効率的海藻養殖につながる育種のための基礎研究を推進した。 
○増養殖魚介類の遺伝的多様性を保つための基礎となる DNA マーカーに関する研究を

推進した。 
  ○日韓両国における水産分野での産学官連携の実施状況についての相互理解を深めた。 
（食品利用分野） 
○「第２回日韓栄養・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開催

した。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，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。 

○海藻や水産未利用資源や利用副産物からの酵素，酵素阻害物質の探索，分離・精製，分

析，同定に関して，実際的な役割分担によって共同研究が継続的に進展しており，また，

成果を論文として発表し，あるいはそのための合意ができる段階に成りつつある。 

 

７－２ セミナー 

毎年，日韓交互に開催しているセミナーは，８月 27 日と 28 日の両日，韓国光州市お

よび麗水市において実施した。ホスト校は全南大学校であり，最近，麗水大学校との合

併を行った大学である。そのメインキャンパスが光州市にあり，水産海洋学部が麗水市

にあるため，全体会議を光州で，分科会を麗水で行った。今回のテーマは，「水産・海洋

産業を基盤とした地域活性化」であり，水揚げ量の減少と共に下火になってきた水産・

海洋産業を，海洋レジャー・スポーツ・観光などを総合的に取り入れることで積極的な

展開をはかり，地域の活性化に役立てると共に新しい水産・海洋産業ならびに親環境型

水産業へ展開する方法について議論した。 

 

７－３ 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準備のため６月に，また，２月は

実施結果をまとめるため，韓国側事務局を招聘した。 

派遣については，８月にセミナー，１月に本事業の説明および取りまとめと来年度の

計画立案のため，日本側事務局を韓国に派遣した。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

○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。 

○韓国側研究代表者・金益秀全北大学校教授が定年退官のため，来年度より崔允群山大学

校教授に韓国側研究代表者が交代するが，今までと代わらない協力体制をお願いしてい

る。金教授には韓国側研究者として，今後とも研究協力をお願いしている。また，金秉

直氏は 11 月に国立生物資源館の主任研究官として済州大学校より転出したため，今年度

の実施計画が大幅に遅れた。 

○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。 

○日韓の協力により，これまで日本及び韓国沿岸域から採集したボラを共通指標種として

血中ビテロジェニン（環境エストロジェン活性の生体指標蛋白）量を測定し環境汚染を

評価してきた。19年度にはさらに信頼できる汚染評価系の確立を目指しボラビテロジェ

ニンの多型性に関する研究を日本において推進した。これにより，両国での調査結果の

整合性を高めることが可能となる。 
○魚類病原イリドウイルスの培養法に関する研究協力体制を構築し，共同研究を開始した。

北大にて樹立した GF-2 細胞を用いることで，従来の魚類細胞の約 100 倍のウイルスを

産生することが可能になった。また，魚類イリドウイルスの持続感染細胞系を樹立した。 
○日本においてマハタのウイルス性神経壊死症で新たな混合感染例を発見したため，同現

象が韓国でも認められるか状況調査をおこなうための体制を整えた。調査の結果，韓国

においても同様の現象が認められたため，新たな原因ウイルスの解析を共同で開始する

こととした。 
○「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。 

○未利用水産生物内臓酵素および酵素阻害剤の探索と利用に関して，韓国釜慶大学校全炳

秀教授からの超臨界抽出法で脱脂したイカおよび魚類内臓粉末の供与と，日本側での酵

素阻害剤の精製と特性解析で相互協力している。また，江陵大学校金相武教授，趙舜栄

教授とも海藻の機能成分に関する共同研究が継続中である。 
 

８－２ 学術面の成果 

○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。2007 年度の豊漁予測の検証も継続調査することとし

た。また，12 月初旬に函館にて，日中韓 GLOBEC シンポジウムを開催し，本グループの韓

国側研究者が４件，日本側が３件の発表を行った。 

○済州島産魚類のチェックリストの為の，標本調査と最終取りまとめを行い，公表に向け

た準備を行った。また，済州島産魚類図鑑の刊行にむけ，計画の具体化を図った。 

○昨年度に引き続き，両国での大型クラゲの基礎的な音響データの取得が出来た。これら

の解析について両国で議論し，次年度さらなる高度化をはかり，音響モニタリングの手

法開発を目指す。 

○現状では調査範囲や調査量が膨大になり，顕著な成果を挙げるには不十分と考えられる。

調査手法の更なる高度化を探る。 

 5



○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。 
○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。 
○伝染性造血器壊死症 (infectious hematopoietic necrosis: IHN) の防疫対策への応用を

目的に，従来用いられてきた魚類の抗体検出 ELISA 法の問題点について再検討し，IHNV
に対する特異抗体を検出する ELISA 法を確立した。さらに，確立した抗体検出 ELISA
法による養殖魚の IHNV 感染履歴および感染状況の把握について検証した。 

○陸上循環養殖のモデル装置を構築し，魚類飼育時の飼育水中の細菌相の推移に関して新

たな知見を得た。 
○昨年度に引き続いた調査によってサンプリングデータ数を増やしたことにより，解析途

中の結果であるが，ヒスチジンを多く含む食品を摂取することと過食度合いの間に負の

相関が認められ，ヒトにおいてもヒスチジンのもつ過食防止効果が確認できた。また，

朝食の欠食など不適切な食習慣が，正常体重肥満の要因となることを前年度に引き続い

て確認することができた。 

○海藻由来の酵素阻害物質について，共同研究成果をまとめて学術論文に投稿した。また，

超臨界抽出法で脱脂したヒトデおよびイカ内臓粉末から酵素および酵素阻害剤の精製と

性質に関する共同研究の成果についても，学術論文として両国で執筆することを確認し

た。 
 
８－３ 若手研究者養成 

○韓国・釜慶大学校の修士学生 2 名のスルメイカの資源変動と気候変化の関係，およびス

ルメイカの食性研究について，直接指導を行った。 

○本研究の研究協力者で，北大大学院水産科学院への韓国からの留学生（権善萬君）に水

産学博士の学位を取得させ，独立した若手研究者として養成をした。本人は帰国後，国

立生物資源館の正規研究員として採用され，若手研究者として活躍中である。また，全

北大学校で修士課程を修了した金誠勇君を外国人留学生として博士後期課程に受入れた。 

○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り，今後，留学生の招聘につなげて行きたいと

考える。来年度は日本側からも大学院生の韓国への派遣を計画している。 

○１名の韓国からの留学生が博士論文をまとめて，学位を取得し帰国することとなった。 

○協力大学から留学していた１名の韓国人留学生が博士（水産学）の学位を獲得した。協

力大学より新たに 1 名の博士後期課程の学生が留学し研究教育指導を開始した。これに

より，現在大学院生 2 名，ポスドク 2 名が研究を推進中である。 
○日本側協力大学に韓国から留学中の学生 1 名を受け入れ，マングローブキリフィッシュ

の卵黄蛋白質（環境エストロジェン活性の生体指標蛋白）の精製を教授した。 

○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。 

○釜慶大学校 全炳秀教授は共同研究打合せに大学院生 1名を同行させ，安東賢教授は日本

水産学会に大学院生 5 名を同行，発表させるとともに，日韓の大学院生，教員は懇談会

の場で活発に意見交換を行った。また，日韓共同研究を通して交換留学生の受け入れも

実現した。 

 

８－４ 社会貢献 

○韓国・カンヌン市のイカ利用プロジェクト関係者に，スルメイカの一般的生態，資源変

動，今後の資源動向，活イカ，鮮イカの扱い方について，直接指導を行った。 

○大型クラゲについては継続して韓国側でも話題になっている。昨年に引き続き，韓国側
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の TV 局のインタビューを受け，実験の様子が放映された。 

○伝染性造血器壊死症 (infectious hematopoietic necrosis: IHN)に対する抗体検出 ELISA
法を確立し，魚類における，ヒトあるいは家畜と同様のレベルの血清疫学を可能とした。

これにより養殖魚の IHNV 感染履歴および感染状況の把握など効率的な防疫が可能とな

った。 
○第２回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを 2007 年 11 月 4 日に開催した。 

○韓国食品科学工学会シンポジウムで高橋是太郎教授が生体適合性物質としての水産複合

脂質の医療応用に関して招待講演を行った。また，水産物の有効利用と産業振興に関連

して韓国地方大学（江原道立大学）からも新規の学部間交流の申し入れがあった。 
 

８－５ 今後の課題・問題点 

○2006 年以降，スルメイカ資源の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。 

○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。そのため，次年度は韓国沿岸のカタクチイワシ資

源についての音響調査法に関する共同研究を開始する。 

○日韓双方の研究者同士の共同研究の実質的深化が進まない状況が続いている。両国の産

業としての漁業の置かれている状況の違いに主な原因があると思われるので，その調査

も合わせて行う。 

○ゼロエミッション型増養殖の推進に向け，養殖システムの低コスト化と産品の高付加価

値化に関する研究交流のより一層の推進が必要である。また，生産された産品の衛生確

保（産地から消費者まで）に関する研究交流が必要である。 
○協力大学より留学していた学生が学位を取得する時期となった。日本において養成した

研究者が韓国においてポジションを得られるか否か，また，これらの若手研究者と将来

的にどのように研究協力体制を築いてゆくか，が今後の大きな課題である。 

○今年度はサンプリングデータを増やすことができたので，一定の調査傾向を読み取るこ

とができている。今後はより精度の高い議論ができるよう，ＳＰＳＳなどを用いたデー

タ処理において適切な統計処理法を検討していく必要がある。 

○未利用海産資源（ヒトデ）と水産廃棄物（イカおよび魚類内臓）の有効利用とその安全

活用は，日韓両国にとって共通の重要課題であり，独自に研究が行われてきた。共同研

究の成果は少しずつ得られているが，実用化にはさらに工夫が必要である。 
 
 
 
８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   74 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  8 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  1 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・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 
（JSPS）

韓 国 
(KOSEF)    合 計 

日 本 
（JSPS） 

実施計画 
 

42/231    42/231 
実 績 38/167    38/167 

韓 国 
(KOSEF) 

実施計画 48/184 
 

   48/184 
実 績 51/207    51/207 

中 国 
（日本側参加

研究者） 

実施計画  1/  4  
 

  1/  4 
実 績  1/  4    1/  4 

 
実施計画    

 
  

実 績      

 
実施計画     

 
 

実 績      

合 計 
実施計画 49/188 42/231    91/419 
実 績 52/211 38/167    90/378 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  9／39  （人／人日）    6／31  （人／人日） 

 


