
 

拠点大学交流事業 

平成２１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）：Elucidation of Fish Resource Fluctuation and Development of Zero-emission   

 Fishery with Low Environmental Burden  （交流分野：Fisheries Sciences）  
 
   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（9 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。） 
  （１）国（地域）名：大韓民国 
     拠点大学：（英文）Pukyong National University  
          （和文）釜慶大学校  
  
  実施組織代表者：College of Fisheries Sciences・Dean・HONG, Yong-Ki（洪 龍基）  

様式８ 
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 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） 

 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”， “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
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○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。
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○資源環境の維持
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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
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６．平成２１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 年度から最

終年度まで，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。 

 
（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，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する。 

（漁業分野） 
○日韓両国で，音響による水産資源変動のモニタリングシステムの開発を目指すべく，

引き続き基礎データを収集するとともに，それらを統合したようなモニタリング手法

の高度化をはかる。 
○日韓両国の産業界における漁業のCO2排出量の位置づけを明らかにし，地球温暖化の

防止に対する漁業の役割とその可能性を考究する。 
○日韓両国で漁獲量の多い主要漁業種（10種程度）を選び，それらに求められる各種性

能に関する既存の研究を整理・比較し，漁具性能から見た日韓の漁業の特性およびそ

の将来性について研究する。 
（増養殖分野） 
○これまでの日韓における低環境負荷／ゼロミッション型水産増養殖技術に関する研究

の現状とその将来の研究発展のあるべき方向性に関する情報交換の結果を基に，昨年

度まで実施されてきた２つの共同研究，すなわち，「魚介藻類の種苗生産技術開発の基

礎と応用」と「魚介類の健康管理および疾病防除対策の確立」を統合して総合的な視

点から研究交流計画を発展的に再構築し，目標を「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」とする。これまで研究を続けてきた低環境負荷／ゼロミッ

ション型水産増養殖技術は，その基幹をなす技術と位置づけられる。本年度は，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する。 
（食品利用分野） 
○第４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。またセミナー(江陵)

では，江陵大学校の共同研究者との交流とイカ類の有効利用に関する情報交換のため

研究者を派遣する。 

○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
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明と抽出・精製法の応用研究を進めるため，韓国研究者の招聘を行う。また各種食習

慣調査を継続し，共同で解析をおこなう。 

 
７．平成２１年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

（環境分野） 

○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の方法を検討した。また，日韓

の水産重要種であるスケトウダラの韓国での資源回復に向けた方策の検討を協議した。 

（漁業分野） 

 ○例年同様，韓国側練習船への共同研究乗船による韓国側海域調査や，日本側練習船へ

の韓国側研究者の乗船など両国の研究協力体制は非常にスムーズに行われている。ま

た，韓国側フィールドにおける各種実験時においても，施設の貸し借りなどにおいて

特段の配慮を頂いている。 

（増養殖分野） 

○北海道大学，水産総合センター，江陵大学および NFRDI が中心となり，魚介藻類の遺

伝的多様性および集団構造に関して情報交換および共同研究が順調に進められている。 

○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，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順調に研究が進展している。 

○北海道大学と済州大学の間において両国の重要な水産無脊椎動物資源（韓国:アワビ，

日本:ウニ）の養殖に必要となる基礎生理学的研究を進めており，両大学間では良好な

情報交換がおこなわれている。 

（食品利用分野） 

 ○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，これを活用した共同調査，情報交換，研究試料の共有などがおこなわれている。

たとえば，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

ータは４年目となり，今年度は新たに，両国共通の重要水産物であるイカの嗜好性を

調べた。また，「海藻由来の健康機能性物質」，「水産残渣からの有用酵素や機能性ペプ

チドの生産」などの研究交流を継続している。FiSCUP での研究交流が拡大して，韓国

在外研究員として北大に滞在する研究者もいるなど，研究協力体制は実質的かつ日常

的である。 
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７－２ 学術面の成果 

（環境分野） 

○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。 

（漁業分野） 

○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

活動を行い，成果を得た。これについてセミナー・共同研究を通じ意見交換を行った。 
○年度計画にはなかったが，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，韓国側にコンピ

ュータシミュレーションを行って頂いた。 
（増養殖分野） 

○重要産業種でありながら研究の遅れていた軟体動物および海藻類のDNAマーカーを用

いた集団構造に関する研究，サケマス類のDNAマーカーを用いた集団構造に関する研究，

異体類（カレイなど）のDNAマーカーを用いた集団構造に関する研究，ボラを試料とし

た日韓における環境汚染のサーベイ結果，ニジマスのIHNウィルスおよびエビのwhite 

spot syndromeウィルス防除に関する新技術の確立，等に関する研究成果が学術論文と

して公表された。 

（食品利用分野） 

○７－１で列挙した分野では，研究交流をおこなっている研究者間で共著論文が執筆さ

れ，研究活動の実質的成果が得られている。また，来年度の取りまとめを目標として

いる栄養調査では，「赤身魚の摂取を前提とした肥満防止に有効な食生活の提案」と「イ

カに対する両国女子学生の嗜好性の違い」を論じられつつある。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 昨年度から実施している大学院生短期留学特別枠における交流を今年度も実施した。日

本から韓国へは５名，韓国から日本へは２名の交流があった。両国の語学習得のための研

修会への参加やゼミへの出席など若手が少しずつ育ち始めた。 

 

（環境分野） 

 ○昨年，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，スルメイ

カの群れ行動について研究を継続している。加えて，平成 22 年 4 月から，江陵大学か

ら博士課程留学生を受け入れ，スルメイカの再生産機構について研究を開始する。 

（漁業分野） 

 ○例年同様，韓国側フィールドでの実験において，韓国側の大学院生や学部生が多数参

加した。調査を通じて日韓の文化，教育などについて議論するとともに，研究に対す
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る意識が高まったと思われる。いままで本事業による当該実験に携わってきた韓国全

南大学の大学院生が平成 21 年秋より研究生として来学し，平成 22 年春より博士後期

課程に入学することがきまった。 

○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。 

（増養殖分野） 

○FiSCUP 交流事業の一環として「韓日・日韓 海藻 Forum」を開催し，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た。日本からは大学院生

１名を派遣し，研究発表をおこなわせた。日韓の大学院生・若手研究者の相互交流は，

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・済州大学から 1名の大学院生を北海道大学に招聘し，ウニの遺伝子クローニン

グに関する共同研究をおこなった。また，北海道大学から釜慶大学へ大学院生１名を

派遣し，韓国若手研究者と交流をおこなった。これは日韓双方の学生にとって両国の

教育・研究状況の相互理解につながった。 

（食品利用分野） 

 ○ア）従来の研究者交流に加えて，若手研究者を共同研究に参加させることで，体制の

拡充をはかった。イ）北海道大学の大学院生１名が釜慶大学校に約１ヶ月間滞在し，

海藻の機能性に関する実験を共同で行なった。その後，韓国大学院生が日本水産学会

で研究発表をおこない，学生同士の学術的交流が実施できた。ウ）両国の栄養嗜好性

調査では，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，実践的教育に役立て

ている。エ）アジア太平洋食品保蔵シンポジウム(11 月，ソウル)に北海道大学大学院

生を派遣し，発表させるとともに関係する韓国初め各国の研究者と交流した。オ）江

陵大学校から大学院博士課程入学を前提として研究留学生を北海道大学が受け入れる

ため，日本政府(文部科学省)奨学金(拠点枠)を活用することで合意した。 

 

７－４ 社会貢献 

（環境分野） 

○2009 年 12 月 7 日～8日の間，本事業のテーマであるスルメイカの生態と資源変動につ

いて，韓国側の研究者と漁業関係者を交えてワークショップを開催した。また，12 月

9 日には，韓国・国立東海水産研究所にて，韓国側で資源が激減しているスケトウダラ

の資源回復について，ワークショップを開催し，その手法について提言を行った。 

（漁業分野） 
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 ○実際に韓国側練習船に乗船し取得してきた日本海・韓国側海域の諸データは，長期に

わたる海洋環境や生物相のモニタリングに必要不可欠なものであり，また水産のみな

らず，今後本海域における環境変動などを調べるためには貴重なものとなるであろう。 

（増養殖分野） 

○本課題は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きわ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。 

（食品利用分野） 

○ア）FiSCUP セミナーの一環として，第４回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを

韓国江陵大学校で開催したが，この会合には，FISCUP 研究者の他に大学生や地元企業

人も参加した。また本研究交流を通して，日韓両国の企業技術者が面識を得て，開発

商品に関する意見交換をおこなう機会を持つことができた（FiSCUP09D-05）。イ）江

陵大学校で平成 22 年 6 月に開催される第 13 回水産資源有効利用に関する国際シンポ

ジウムに本分野の研究者（大学院学生を含む）を派遣することを決定した。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 ○韓国・江陵市のように，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。 

○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。 

○本事業も来年で最終年度を迎えるが，学術交流を継続するには，若手研究者間の交流

を活発化させる必要がある。栄養嗜好性調査に関しては，今年度も昨年度と同様に食

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。最終年度にむけて，これらの分析法を有効に活用する必要があ

る。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数     40 本 

   うち，相手国参加研究者との共著 15 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  6 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２１年度研究交流実績概要 
 

８－１ 共同研究 

 

（環境分野） 

○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） 

○日韓両国で，音響による水産資源変動のモニタリングシステムの開発を目指すべく，

基礎データの収集を行った。 

○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

活動を行い，成果を得た。セミナー・共同研究を通じ意見交換を行った。 

○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，韓国側にコンピュー

タシミュレーションを行って頂いた。 

○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

究に関しては十分な成果をあげることが出来なかった。 

 

（増養殖分野） 

 ○2009 年 12 月，全南大学校において FiSCUP 交流事業の一環として「韓日・日韓 海藻 

Forum」を開催し，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

を公開した。日本からは教員 2名と大学院生各 1名を派遣した。 

 ○済州大学より研究者 1 名を招聘し，両国の重要な水産無脊椎動物資源（韓国:アワビ，

日本:ウニ）の養殖に必要となる基礎生理学的研究の今後の推進に関し議論した。 

 

（食品利用分野） 

○ 韓国研究者の招聘５回（うち北海道大学４回，文教大学１回）と日本側研究者および

大学院生の韓国訪問（それぞれ１回，慶尚大学校，釜慶大学校）をおこない，実質的

な研究交流を進めることができた。 
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８－２ セミナー 

韓国江陵は，韓国内でも有数のスルメイカ水揚げ地域であり，独自の産業が成り立って

いる地域でもある。日韓両国でスルメイカを対象として，生産から加工消費にいたるまで

のプロセスを明らかにし，お互いの状況を知り，ケーススタディーとしての非環境負荷ゼ

ロエミッション型水産業の構築について討論を行った。また，セミナーの中で江陵科学産

業振興院・院長の地域特別講演があり，江陵の地域産業に根差した各種新規産業の紹介な

どがあり，日本での状況を伝えるとともに今後の交流においての共通認識をはかることが

できた。 

 

 

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ち合わせのため 6 月に，また，今

年度の実施成果の取りまとめと来年度の計画打ち合わせのため２月に，コーディネータを

はじめとする韓国側事務局を招へいした。 

 派遣については，7月にセミナー打ち合わせのため，および，来年度最終年度に向けて協

議するため 3月に日本側コーディネータと来年度の組織代表者が韓国を訪問した。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  42/327

（2/10） 

 42/327

（2/10） 

実績 43/305 

（4/20） 

 43/305 

（4/20） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 47/315   47/315 

実績 50/272  50/272 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 47/315 42/327

（2/10） 

 89/642

（2/10） 

実績 50/272 43/305 

（4/20） 

 93/577 

（4/20） 

 

※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 

   ２／１４ <人／人日>    ２／１０ <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/56  5/56 

実績 4/18  4/18 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/62   9/62 

実績 7/33  7/33 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/62 5/56  14/118 

実績 7/33 4/18  11/51 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 昨年度に引き続き，釜慶大学校，江陵大学校，国立水産科学院，国立東

海水産研究所の研究者，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。具体的に

は，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，釜慶大学校のSuam Kim教授他7名（日本
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側3名，韓国側4名）の共同研究成果として発表した。その発表題名は，

「Effect of atmospheric and oceanographic variability on the common 
squid (Todarodes pacificus) in Korean and Japanese waters during the 
last 30 years (日韓両水域に生息するスルメイカの過去30年間の資源変動

に対する大気・海洋環境変動の影響)」である。 
 若手研究者育成に関して，昨年，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，スルメイカの群れ行動について研究を継

続している。加えて，平成 22 年 4 月から，江陵大学から博士課程留学生を

受け入れ，スルメイカの再生産機構について研究を開始する。 
この他，2009 年 12 月 7 日～8 日の間，本事業のテーマであるスルメイ

カの生態と資源変動について，韓国側の研究者と漁業関係者を交えてワー

クショップを開催した。また，12 月 9 日には，韓国・国立東海水産研究所

にて，韓国側で資源が激減しているスケトウダラの資源回復について，ワ

ークショップを開催し，その手法について提言を行った。この中で，韓国

側が希望するスケトウダラの卵発生と仔稚魚の育成実験のため，2010 年 2
月に北大で飼育研究中のスケトウダラの受精卵を提供した。提供した卵は，

現在，江陵の飼育研究施設でふ化させて，仔稚魚の育成試験を継続中であ

る。 
2010 年 3 月に日本側研究者 3 名（矢部・仲谷・今村）が訪韓し、国立生

物資源 研究所（仁川）において韓国側研究者と 2010 年度出版予定の図鑑

「Fishes of Jeju Island, Korea」の原稿（英文・韓文）の最終チェックを

行い、今後の出版まで行程を検討し、作業分担を行った。 
 

日本側参加者数  

６２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１０２ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/55  3/55 

実績 7/102  7/102 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/85   9/85 

実績 8/35  8/35 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/85 3/55  12/140 

実績 8/35 7/102  15/137 

② 国内での交流       ２人／１０人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

○当初予定していた 6 月の韓国側練習船への乗船については余席の関係

で乗船できなくなった。しかし，そのかわり４月の末に同じ船で調査

を行う機会を与えられ，実海域における音響調査を行った。 
○水槽における音響基礎データの収集については，例年通り，韓国麗水

の実験水槽ならびに別経費で水産工学研究所で行い，それぞれクラゲ

やプランクトンの音響データを収集した。 
○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い，成果を得た。セミナー・共同研究を通

じ意見交換を行った。 
○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，韓国側にコンピュータシミュレーションを行って頂い
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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，日韓双方の研究者が共に本計画課題

の実施に必要な時間を確保出来ず，十分な成果をあげることが出来な

かった。 
 

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 

５５ 名 （１３－２ 韓国国側「参加研究者リスト」を参照） 
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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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  6/50  6/50 

実績 7/53  7/53 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/62   9/62 

実績 10/62  10/62 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/62 6/50  15/112 

実績 10/62 7/53  17/115 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 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。本セミナーにおいて，養殖

技術開発のためのウニの生物学，サケマス類種間雑種の生存性，韓国

におけるサケ増殖事業の現状，韓国におけるアサリの病気に関する最

新情報，ニジマスおよびヒラメのウイルス病対策の基本と現状・将来

展望，韓国における回遊中のサケの病原体に関する情報などが公開さ

れた。 

 １２月に FiSCUP 交流事業の一環として「韓日・日韓 海藻 Forum」
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を開催し，日本および韓国の若手研究者（大学院生）を中心に最新の

研究成果を公開して情報交換をおこなった。日本からは大学院生１名

を派遣し，研究発表をおこなわせた。日韓の大学院生・若手研究者の

相互交流は，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。

 これまで日韓の研究者が協力して研究をおこなってきた水産重要種の

DNA マーカーを用いた集団構造に関する研究に関して，ワカメ，カレ

イ類，サケマス類，貝類の成果が学術論文として公表された。 

 これまで日韓の研究者が協力して研究をおこなってきたニジマスの

IHN ウィルスおよびエビの white spot syndrome ウィルス防除に関す

る新技術に関する研究成果が公表された。 

 これまで日韓の研究者が協力しておこなってきた，ボラを試料とする

海洋汚染状況のサーベイ結果が公表された。 
 
 

日本側参加者数  

４１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

８０ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  6/57  6/57 

実績 3/24  3/24 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 9/62   9/62 

実績 9/66  9/66 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/62 6/57  15/119 

実績 9/66 3/24  12/90 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

ア）各研究交流の概要を次に列挙する。 
１．韓国釜慶大学の全炳秀教授を招聘。超臨界抽出法による水産残渣

からの有用酵素抽出の実験をおこなった。また，同教授による講

演会をおこなった（参加学生約５０名）。 
２．昨年度と同様に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。 
３．韓国国立食品研究所から研究者 1 名を招聘し、未利用資源からの

有用タンパク質およびペプチド生産の新たに開発した方法につい

て議論を深め、共同研究を進めることにした。 
４．機能成分の作用機構の解明と抽出・精製法の応用研究を進めるた
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め韓国研究者２名を招聘して，海藻由来成分の効率的精製法の検

討，海藻多糖の生理機能の検討をおこなった。また，両国の海藻

利用に関する情報収集と意見交換をおこなった。 
５．海藻利用研究については，全体セミナーの期間中に，韓国側の若

手新メンバー迎えて意見交換をおこなった。 
 
イ）日韓栄養比較研究の成果を次に概説する。 
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８００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。

これまでの中間結果は次の通り。 
ア）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

質充足度が高い場合に高まった。さらに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は、タンパク質充足率が高く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。また、

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。 
イ）22 種類の肉類と魚介類の嗜好性調査結果より、両国女子学生の肉類に

関する嗜好性はほぼ同じであったが、魚介類に関する嗜好性は日本人女子

学生の方が韓国人女子学生よりも高い傾向が認められた。また、両国共通
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の重要水産物であるイカの嗜好性を調べた結果、日韓両国女子学生におけ

るイカの嗜好性は共に高かった。さらに、魚介類全般に関する嗜好性は日

本女子学生の方が韓国女子学生より高いにも関わらず、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が

示された。これらの結果より、両国共通の重要水産物であるイカは、女子

学生に好まれる食品であることと、その嗜好性は韓国人女子学生の方が日

本人女子学生より高いことが示唆された。 
 本調査は，来年度での取り纏めに向けて継続中である。 
 

日本側参加者数  

３３ 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） 
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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 

スルメイカとゼロエミッション 
（英文）JSPS Core University Program  
Japanese Common Squid and Zero-Emission 

開催時期 平成 21 年 12 月 07 日 ～ 平成 21 年 12 月 09 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）大韓民国・江陵市・江陵大学校 
（英文）KOREA, Kangnung-city, Kangnung Nat’l Univ. 

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) 

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 
(   韓国    ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. １９／９５ 
B. ３／１５ 
C. ４／２０ 

 
韓国 

<人／人日> 

A. ０／０ 
B. ０／０ 
C. ３８／１１４ 

 
 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. １９／９５ 
B. ３／１５ 
C. ４２／１３４ 

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 日韓両国においてスルメイカは貴重な漁業資源であり，様々に利用

されている。また，その漁獲方法，輸送方法，流通・加工などにお

いて，両国独自の工夫がなされ，様々な面から効率化・省エネ化が

図られている。そこで，スルメイカをケーススタディーとして，非

環境負荷ゼロエミッション型水産業がどのように，また，どの程度

構築できるかを議論することを本セミナーの目的とした。 

セミナーの成果 韓国江陵は，韓国内でも有数のスルメイカ水揚げ地域であり，独自

の産業が成り立っている地域でもある。日韓両国でスルメイカを対

象として，生産から加工消費にいたるまでのプロセスを明らかに

し，お互いの状況を知り，ケーススタディーとしての非環境負荷ゼ

ロエミッション型水産業の構築について討論を行った。また，セミ

ナーの中で江陵科学産業振興院・院長の地域特別講演があり，江陵

の地域産業に根差した各種新規産業の紹介などがあり，日本での状

況を伝えるとともに今後の交流においての共通認識をはかること

ができた。 
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

と金額 

日本側 内容 外国旅費       金額 2,584,740 円 

（  ）国（地域）側 内容            金額 

（  ）国（地域）側 内容            金額 
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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 
<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  4/16  4/16 
実績 3/13  3/13 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 11/44   11/44 
実績 16/76  16/76 

 
<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 11/44 4/16  15/60 
実績 16/76 3/13  19/89 

②  国内での交流       <０人／０人日> 
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１１．平成２１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 ４，０５１，９５２  

外国旅費 ５，６３０，７８７  

謝金 ４５１，２４４  

備品・消耗品購入費 １，５１９，２６７  

その他経費 ５００，９２７  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

３１５，８２３  

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 ７５３，１５０  ８／ ３６ 

第２四半期 ２，７７４，０３４ ２０／１７７ 

第３四半期 ４，７４９，４９７ ３６／２３５ 

第４四半期 ４，１９３，３１９ ３１／１３９ 

計 １２，４７０，０００ ９５／５８７ 

 


