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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 北海道大学 
韓 国 側 拠 点 機 関 ： 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）  
 研究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年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：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・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 
 協力機関：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（拠点機関名・協力機関名は、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  
 コーディネーター：College of Fisheries Sciences・Professor・LEE, Ju-Hee（李 珠熙）  
     協力機関：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 Wonju National University, College of Life Science 
                    （江陵原州大学校・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

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．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。 
 

（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。 
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７．平成２２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） 

○昨年度同様，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，H22 年度のスルメイカの日韓での漁獲状況について検討した。 

（漁業分野） 

 ○日韓両国の練習船に相互乗り入れし，日本海・黄海・東シナ海においてクラゲ・小型 

の動物プランクトンを対象として音響調査を実施するとともに，麗水および茨城県・

水産工学研究所の海水水槽においてこれら生物の音響基礎データを収集した。 

○前年度に引き続き、今年度は陸奥湾のホタテガイ養殖施設の運動特性の調査と設計 

問題の中心に研究交流を行った。その中で、日本側研究者は主に噴火湾での養殖の実 

態に関して、その問題点、問題の原因および解決策を検討した。これに対して韓国側 

研究者はその得意分野であるホタテガイ養殖施設の自然条件化での運動シミュレー 

ションを行い、研究の進展に有効な貢献を行った。また水産業の CO2 排出問題に関し 

て新たな年更新データーを収集し資料を蓄積した。 

 ○日本での調査研究は、多くの学生・大学院院生の参加の下実施した。また、これには 

青森県産業技術センターの職員、調査船の多大な協力が得られた。韓国側のコンピュ

ータシミュレータの構築は韓国研究者の指導の下に釜慶大学の大学院院生および一部

韓国民間企業の協力を得た。これら、本交流事業に登録されていない多くの研究者の

協力も得ながら本事業を実施した。 

（増養殖分野） 

○本年度は，韓国済州大学において増養殖技術開発の基盤となる水産魚介類の生殖に関

する国際会議を開催し，韓国および日本研究者間の交流を図るとともに，両国におけ

る先端的研究成果を交換した。本国際会議は次年度以降も続けることが約束され，次

年度は長崎大学において開催されることが決まった。 

（食品利用分野） 

○昨年までと同様，両国研究者間に構築できた複数のネットワークを利用して共同調査

や情報交換，研究試料の共有などがおこなわれている。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５年目となり，データとりまとめ

の段階に入っている。８月７日には「第 5回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウム」

を東京で実施した。「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」の研究交流は継続されており，後者の研究に基づく修士論文も作成

された。このように，日常的な研究協力体制が構築されている。 

 

７－２ 学術面の成果 

（環境分野） 

○H22年春の韓国東岸の低水温がスルメイカの沿岸での漁獲減と関連すること，夏以降の

高水温の影響で，南下回遊時の韓国沿岸への接岸が12月以降になることなど，韓国側

への情報提供ができた。 

（漁業分野） 

○魚類，プランクトンの音響基礎データが多く蓄積されてきた 

○クラゲの音響データに関する研究成果が韓国の学術論文に公表された。 

○両国の研究者の取り組みによって、日本のホタテガイ養殖施設の自然環境化での運動

特性のメカニズムを明らかにする為の準備が整った。今後、より実際・精密な海象条

件、施設の運用条件の計測を行い、これを用いたシミュレーションの実施とその両者

の結果の整合性の検討によって、さらに精度の高い調査・シミュレーション研究が可

能となった。 
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（増養殖分野） 

○韓国・江陵大学校他との間の共同研究であるサクラマスの遺伝的多様性に関する研究

の成果が学術論文として公表された。 

○韓国・全南大学校他との共同研究であるヒラメ，ハタおよびブリのウィルス病の防除

に関する研究の成果が学術論文として公表された。 

○韓国・国立水産研究所（NFRDI）他との共同研究であるマツカワの遺伝的多様性に関す

る研究の成果が学術論文として公表された。 

○韓国・済州大学校他との共同研究である日本および韓国沿岸海域における女性ホルモ

ン様内分泌攪乱物質汚染に関する研究の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，研究交流を行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（投稿中）。両国の女子学生を対象とした栄養調

査は，昨年行った「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」を含めて取りまとめの段階にある。 

 

７－３ 若手研究者養成 

  今年度も大学院生の短期留学制度を設けたが，該当者が得られなかった。これは両国

の学期開始時期の違いなどの影響によるものであった。 

（環境分野） 

○韓国からの博士課程留学生（国費）1名は，スルメイカの生活史と回遊について研究し

ており，H23 年度で学位取得の予定である。加えて，博士課程留学生（私費）1 名は，

スルメイカとスケトウダラの再生産機構について研究を継続中である。 

（漁業分野） 

○韓国からの博士課程留学生（拠点枠）がプランクトンの音響資源調査の高精度化につ

いて研究しておりこれを継続中である。韓国の博士課程の大学院生を招聘し，水産工

学研究所においてクラゲの音響基礎データの収集を行った。 

○本共同研究の実施に当たり、両国の若手研究者、学生が多く参加した。また、本年度

は韓国から 3名の交換留学生を受け入れた。 

（増養殖分野） 

○7－1に記した国際会議においては，日韓両国とも大学院生をはじめとする若手研究者

を積極的に派遣し，その成果を発表させる機会を与えた。北大からは大学院生が 5題

の発表をおこなった。 

（食品利用分野） 

○従来同様，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。ア）

平成22年6月に韓国江陵で開催された第13回水産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４名の大学院生を派遣して発表させるとともに，韓国はじめ，各

国の研究者等と研究交流を行った（FiSCUP10D-01）。イ）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。（本事業経費外）ウ）両

国の栄養嗜好性調査では，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（FiSCUP10D-04）。エ）昨年度の合意に基づいて，日本政府(文部科学省)奨学

金(拠点枠)を活用して江陵原州大学校から研究留学生を北海道大学が受け入れ，平成

23年4月より大学院博士課程に入学が決定した。 

 

７－４ 社会貢献 

（環境分野） 

○12 月に韓国 KBS の取材を受け，韓国東岸からスケトウダラがなぜ消えたか，変わって

スルメイカの漁獲が増えているかを説明した。 

（漁業分野） 

○前年度・本年度とホタテガイ養殖施設に関する実際的・および理論的研究を行ったが、
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これは北大が青森県産業技術センターと釜慶大学とを結びつける形で実施した。 

○フィールドでの計測データーとコンピュータ計算結果のデーターについて緊密に連

絡・理解を深めながら進め、青森県のホタテ産業に対してデータの提供ができた。結

果の一部は「青函交流（ホタテガイ部会）」（22．2.16-17)において公表しホタテ研究

者へ研究結果を還元した。 

（食品利用分野） 

○FiSCUPセミナーの一環として，第５回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを東京

で開催した。この会合には，例年同様，FISCUP研究者の他に栄養士養成系の大学生も

参加し，研究成果の広報に努めた（FiSCUP10D-02,-03）。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

（環境分野） 

○韓国・カンヌン市のように，スルメイカやスケトウダラ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。 

（漁業分野） 

○今後、より緊密な研究交流を続けるためには若手研究者の交流が重要になってくると

思われる。特に日本から韓国への留学生の増加が望まれる。 

（増養殖分野） 

○これまでに本事業により構築された研究者間のネットワークにより，多くの共同研究

が実質的な研究成果を公表する段階にいたっている。FiSCUP 交流事業は本年度で一応

の完結を迎えるが，今後このネットワークを維持し，両国研究者，特に若手研究者の

交流を図ってゆくための具体的行動をとらなければならない。 

○これまで研究交流を主として両国間の交流を進めてきた。今後はこの研究者ネットワ

ークを教育にも活かし，両国における水産教育の国際化を図る必要がある。 

（食品利用分野） 

○本事業は今年度で終了して制度的枠組みが無くなるが，７−１で述べたように，実質的

な研究ネットワークが構築できている。これまでの協力体制を維持し，引き続いて研

究交流を進展させるためには，研究資金獲得のための活動を積極的に行う必要がある。

実際，「両国の食習慣や食品嗜好性に関する比較研究」に関しては，「JSPS：韓国と

の共同研究申請」にも応募した。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   ６２本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ９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。） 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
  

８－１ 共同研究 

（環境分野） 

○昨年度同様，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，H22 年度のスルメイカの日韓での漁獲状況について検討した。 

（漁業分野） 

○日韓両国の練習船に相互乗り入れし，音響調査を実施し，日韓での調査手法の統一化

を行った。 
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○韓国・麗水，日本・水産工学研究所において両国の研究者・大学院生参加のもと，ク

ラゲやプランクトンの音響基礎データを収集すべく水槽実験を行った。 

○日韓両国の今後の漁業研究の動向として、養殖漁業が重要であるとの共通認識に立ち、

日本で行われているホタテガイ養殖施設の運動力学的研究を理論・フィールド試験の

両面から取り組んだ。水産業における CO2 排出問題およびカーボンフットプリント問

題についてデータの収集を行い、また、水産業における LCA 研究について意見交流を

おこなった。これらは今後の水産業研究の重要な事項となることが予想される。 

（増養殖分野） 

○韓国・済州大学にて開催された水産魚介類の生殖に関する国際会議に大学院生を中心

とする若手研究者を派遣し，両国間の最新の研究情報を交換するとともに，若手研究

者養成をおこなった。また，日韓両国における水産無脊椎動物や海藻の増養殖および

魚病に関する最新の研究情報を交換した。 

（食品利用分野） 

○研究交流の目標はほぼ達成することができた。まず，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，日本，韓国，中国の各大学の研究者間で

意見交換を行った。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した(FiSCUP10D-01)。次に，第５回日韓栄養・食生活比較研

究シンポジウムを日本（平成22年8月7日：文教大学）で開催した（FiSCUP10D-02,-03）。   

さらに，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

好性調査を継続した（FiSCUP10D-04）。調査結果は，現在とりまとめ中である。 

 

８－２ セミナー 
今回は「持続可能な水産業への提言」と題し，今まで 10 年間に及ぶ共同研究の総括を

本セミナーの目的とした。日韓各１名が基調講演と特別講演を行い，各国の現状と今後
の問題点が提起された。 
また，如何に持続可能な水産業を実現するかについて，セミナー開催前日に各共同研

究グループごとに来日韓国チームと最終的な打ち合わせをするとともに，各共同研究グ
ループの日韓代表者が総括とトピック発表を行ない共通認識をはかることができ，次世
代への提言に結び付けることができたと考える。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

  韓国側事務局 2名を 5月に招聘し，セミナー開催のための詳細な打ち合わせを行った。

また，1月には本事業の今年度の取りまとめのため 7名の事務局を招聘した。さらに 3月

には，日本側 12 名を釜山に派遣し，本事業の最終とりまとめと今後の交流について打ち

合わせを行った。 
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９．平成２２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>

 

<人／人日> 
 

<人／人日> 
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画 
 

29/264    29/264 

実 績 34/204    34/204 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 52/236 
 

   52/236 

実 績 52/268    52/268 

 

<人／人日> 

実施計画   
 

   

実 績      

 

<人／人日> 

実施計画    
 

  

実 績      

 

<人／人日> 

実施計画     
 

 

実 績      

合計 
<人／人日> 

実施計画 52/236 29/264    81/500 

実 績 52/268 34/204    86/472 

 

※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 

   16／80  <人／人日>    15／56  <人／人日> 
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１０．平成２２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－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 大韓民国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画
 

5/47  5/47 

実 績 5/20  5/20 
大韓民国 
<人／人日> 

実施計画 4/17 
 

 4/17 

実 績 3/15  3/15 

 
<人／人日> 

実施計画   
 

 

実 績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 4/17 5/47  9/64 

実 績 3/15 5/20  8/35 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研

究交流活動 

昨年度同様，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，H22年度のスルメイカの日韓での漁獲状

況について検討した。 

韓国からの博士課程留学生（国費）1名は，スルメイカの生活史と回遊

について研究しており，H23 年度で学位取得の予定である。加えて，博士

課程留学生（私費）1名は，スルメイカとスケトウダラの再生産機構につ

いて研究を継続中である。12 月に韓国 KBS の取材を受け，韓国東岸からス

ケトウダラがなぜ消えたか，変わってスルメイカの漁獲が増えているかを

説明した。 

韓国・カンヌン市のように，スルメイカやスケトウダラの持続的利用に

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。 

研究交流活動

成果 

 H22年春の韓国東岸の低水温がスルメイカの沿岸での漁獲減と関連する

こと，夏以降の高水温の影響で，南下回遊時の韓国沿岸への接岸が12月以

降になることなど，韓国側への情報提供ができた。 

12 月に韓国 KBS の取材を受け，韓国東岸からスケトウダラがなぜ消えた

か，変わってスルメイカの漁獲が増えているかを説明した。なお，韓国・

東海研究所が中心となって，激減したスケトウダラ資源の復活に向けて，

卵・仔魚からの飼育実験を開始している。ただし，韓国沿岸では，まった
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く成熟したスケトウダラ親魚が採集できていない。そこで，北大で飼育研

究中のスケトウダラが産卵した受精卵を提供し，ふ化仔魚・稚魚の育成実

験に協力している。 

日本側参加者数  

60 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

104 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－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 大韓民国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画
 

5/84  5/84 

実 績 5/71  5/71 
大韓民国 
<人／人日> 

実施計画 4/20 
 

 4/20 

実 績 4/35  4/35 

 
<人／人日> 

実施計画   
 

 

実 績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 4/20 5/84  9/104 

実 績 4/35 5/71  9/106 

② 国内での交流       ３人／１７人日 

２２年度の研

究交流活動 

○4 月および 6 月に韓国全南大学校練習船に乗船し，黄海・東シナ海にお

けるプランクトンの音響資源調査を実施した。また 10 月には韓国側研究者

を招へいし，北大練習船「おしょろ丸」に乗船し，クラゲの音響調査を行

った。さらに 8 月に韓国麗水において，1 月に水産工学研究所において，

クラゲなどの音響特性を解明すべく水槽実験を日韓共同で行った。 

○共同研究において韓国の教授 1 名を招聘した。当該教授には日本側の学

生・大学院生を対象としたミニ講義を開いていただき、韓国の大学院生の

学生生活事情等も含め、有益な交流を行った。特にホタテガイ養殖施設研

究に関して韓国側の全面的協力が得られたことは日本側研究者にとって極

めて有益だった。 

研究交流活動

成果 

○実海域における音響資源調査のデータが蓄積されてきた。これをもとに

資源調査手法の高度化のための方策を練った。調査航路，調査時間，サン

プリング等について日韓で統一することで，さらに広海域のデータを蓄積

することとなった。 

○水産業の CO2 の排出問題について調査を重ねていたが、日本の資料とし

て「エネルギー・経済統計要覧」(日本エネルギー経済研究所)および「エ

ネルギーバランス表」（資源エネルギー庁）が現在最も水産研究に有効なデ

ータであることが分かった。これに対応する韓国側データを発掘出来れば

極めて有益な日韓水産研究となるものである。韓国側については調査中で

ある。 

日本側参加者数  

52 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 
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55 名 （１３－２韓国側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> 

実施計画
 

6/50  6/50 

実 績 5/30  5/30 
大韓民国 
<人／人日> 

実施計画 4/17 
 

 4/17 

実 績 4/19  4/19 

 
<人／人日> 

実施計画   
 

 

実 績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 4/17 6/50  10/67 

実 績 4/19 5/30  9/49 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研

究交流活動 

 2010 年 11 月に韓国済州大学校において開催された水産魚介類の生殖

に関する国際会議 The 7th International Meeting on Reproductive 
Biology of Aquatic Animals of the East China Sea. に大学院生を含

む若手研究者 5 名を派遣した。 
 水産無脊椎動物の増養殖に関する研究情報の交換のため，韓国済州大

学校および国立水産研究所から 2 名の研究者を招聘した。 
 海藻類の増養殖に関する研究情報の交換のため，韓国国立水産研究所

から 1 名の研究者を招聘した。 
 魚病に関する研究情報の交換のため，韓国全南大学校から 1 名の研究

者を招聘した。 
研究交流活動

成果 

 韓国済州大学校において開催された水産魚介類の生殖に関する国際会

議では，北大の大学院生は 5 題の研究成果の発表をおこなった。若手

研究者間の交流も盛んであり，大学院生らは研究推進のための大きな

刺激を受けた。 
 水産増養殖の重要種であるウニ，アワビおよびノリに関する日韓両国

の最新の研究情報を交換した。 
 日韓両国の共通の増養殖重要種であるヒラメの病気に関し，最新の情

報を交換した。 
 FiSCUP 交流事業 10 年間の交流の成果をまとめ，セミナーにおいて発

表した。増養殖班では 10 年の間に韓国からの留学生 8 名が北大におい

て学位を取得した。その多くは韓国に帰国後大学の教員や国立水産研

究所職員となり，水産関係の研究を活発に進めるとともに，FiSCUP
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交流事業をはじめ様々な形で日韓両国の研究交流の中心を担ってい

る。若手研究者養成が両国間の交流推進にいかに重要であるかが明ら

かとなった。 
日本側参加者数  

44 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

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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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> 

実施計画
 

7/59  7/59 

実 績 6/28  6/28 
大韓民国 
<人／人日> 

実施計画 5/21 
 

 5/21 

実 績 5/21  5/21 

 
<人／人日> 

実施計画   
 

 

実 績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 5/21 7/59  12/80 

実 績 5/21 6/28  11/49 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２２年度の研

究交流活動 

各研究交流の概要を次に列挙する。 
ア）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への

参加 
開催日：平成22年6月3-5日 場所：韓国江陵市  Gangneung Science 
Industry Foundation, R&D Center 本シンポジウムは江陵原州大学校

MarineBio Advanced Material Cluster Center (MACC)の主催によるもの

で，水産食品利用に関する科学技術全般にわたる先端的研究課題について，

第一線で活躍している研究者間の研究交流を目的としている。日本，韓国，

中国，インドネシア，米国，カナダなどから約50名の研究者が参加して33
件の口頭発表と35件のポスター発表が行われた。北海道大学からは，

FiSCUPに関わる研究者9名(大学院生5名含む)が参加して9件の研究発表を

行い (FiSCUP10D-01で研究者5名の派遣)，韓国研究者から20件以上の発

表があった。北海道大学研究者の発表題目は次の通りである。 
 
Scientific Session 
June 4, 2010(10:10-10:40) 
K. Takahashi :  Application of Marine Phospholipids.(16:30-16:50) 
Y. Konno, S. Honda and K. Konno :  Quality Evaluation of Bluefin Tuna 
Meat Studied as Myosin Denaturation. 
 
Poster Session 

June 4, 2010 (12:30-14:00, 15:40-16:10, 17:30-18:30) 
(12) K. Onodera, M. Shibata, M. Ogasawara, H. Kurihara and 

K.Takahashi: Extraction of Koku Compounds from Migaki-nishin by 



 16

Using Supercritical Carbon Dioxide (SC-CO2).
(14) G.W. Kim, T. Nakamichi, I. Asato, H. Yasui and Y. Itabashi: 

Identification of Unusual cis-11-Hexadecenoic Acid and Three Cyclic 
Fatty Acids from the Red Alga Gracilaria tikvahiae cultured Using 
Deep Seawater. 

(15) K. Kamijo, K. Yamazaki, Y. Kawai, Y. Sawaguchi and K. Omura: 
Influence of Sugars on Sensitivity of Gram-Negative Bacteria to 
Lysozyme during Freeze-Thawing and Mild Heating Process. 

(29) S. Shimizu, K. Yamazaki, Y. Kubosawa, M. Matsuura and Y. 
Kawai: Rapid Detection and Enumeration of Viable Staphylococcus 
aureus by a Novel Technique, Fluorescence in situ Hybridization 
with Filter-Cultivation (FISHFC) Method. 

(32) G. Kanno, H. Kishimura, J. Yamamoto, S. Ando and H. Saeki: 
Structural Properties of Trypsin from Cold-Zone Fish. 

(34) K. Yamazaki, T. Kobayashi, D. K. Bagenda and Y. Kawai : 
Synergistic Inhibition of L. monocytogenes by a Combination of 
Nisin, Sucrose Fatty Acid Esters and Citric Acid. 

(35) W. Thavaroj and K. Konno: Thermal Stability of Myosin of 
Freshwater Fish in Thailand –Catfish and Tilapia–. 

 
 
イ）第５回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウム 
これまで両国で継続してきた本シンポジウムを日本（平成22年8月7日：文

教大学）で開催した（FiSCUP10D-02,-03）。プログラムは次の通りである。

 
総合司会：笠岡誠一（文教大学） 
開会の辞（文教大学女子短期大学部長 齋藤貴美子） 
13:10- 日韓拠点大学交流事業の目的と経緯 佐伯宏樹（北海道大学） 
シンポジウムⅠ  座長：中島滋（文教大学） 
13:30- 韓国小学生伝統食摂取に関する食習慣とそれらの摂取に対する意

見 
李慶愛（釜山教育大学校） 
14:00-  日韓女子大学生の食習慣と嗜好性の比較 
文修敬、金仁洙、鄭甫泳（慶尚大学校）、李慶愛（釜山教育大学校） 
佐伯宏樹（北海道大学）、中村宗一郎（信州大学）、中島滋（文教大学）

シンポジウムⅡ  座長：佐伯宏樹（北海道大学） 
15:00- 血中ヒスチジン濃度比と肥満およびメタボリックシンドローム診

断指標との関係 中島滋、田中香、浅見悦子（文教大学）、加瀬澤信彦（静

岡健康管理センター） 
15:30- 食事中ヒスチジンおよびプロリンの摂食調節機構 笠岡誠一、奥

畑理久、中島滋（文教大学） 
16:00- 持続可能型農業促進のための未利用農産物の高度有効利用 中村

宗一郎（信州大学） 
16:30- パネルディスカッションパネリスト：全発表者 
 
 
ウ）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

本年度も，昨年に引き続いて，栄調査を継続した（FiSCUP10D-04）。今

年度はヒスチジン摂取と食習慣および食品嗜好性との関連について、デー

タを追加することができた。 
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研究交流活動

成果 

ア）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  
 本シンポジウムでは，日韓両国をはじめとする7カ国の研究者が集い，水

産食品利用に関する科学技術，特に海洋天然物や栄養機能性物質の利用，

バイオテクノロジー，食品安全性，食品加工および工業利用など多岐にわ

たる先端的研究内容について討論を行った。日韓両国の研究者は，FiSCUP
事業を通して，ゼロエミッションと海洋生物資源の持続的活用のために研

究交流してきたが，東アジア圏の新興国における水産資源利用と開発の動

向を注意深く見守り，次代を見据えてこれらの国々と研究協力を進める必

要性を確認した。また，本シンポジウムに連携して韓国のバイオ関連事業

の研究開発施設を見学し，日韓両国が類似した水産資源利用形態を有する

ことと，研究シーズには共通の土壌があることを認識した。両国研究者は

将来的にも一層切磋琢磨しながら研究交流を推進することに合意した。 
 
イ）第５回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムでは，過去４年間の交

流調査の概要が発表された。同研究に関しては，目標をほぼ達成してきた

が，さらに，ウ）日韓の女子学生を対象とした栄養調査，食習慣調査，食

品嗜好性調査によって，「日韓両国女子学生間の摂取タンパク質量の差」

や「ヒスチジン摂取による抗肥満作用」の増減因子を検討できた。まず，

摂取エネルギー量とタンパク質摂取量は韓国の女子学生のほうが日本の女

子学生よりもかなり高いことが確認できた。そして，外食頻度が高くなる

と（ヒスチジン/総タンパク質）比は低下し，サケ，サバ，マグロ，ブリの

摂食機会が増加すると，この比率は増加した。これらの調査結果から，ヒ

スチジン摂取という視点からも外食が肥満を促進させる食事習慣であるこ

と，また一方，上記の様な魚肉の摂取が肥満予防に妥当な食習慣であると

判断できる。これらの成果は，両国の肥満防止に有効な食生活の提唱に貢

献できる。 
ウ）本年度の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

好性調査では，１０−１で述べたように，ヒスチジン摂取と食習慣および食

品嗜好性との関連についてのデータを追加した結果，肥満防止と食生活お

よび食品指向性との関連を提案することができた。調査結果は現在とりま

とめ中で，論文投稿を準備している。 
 
 

日本側参加者数  
36 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

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 

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０８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・花びしホテル 
（英文）JAPAN，Hakodate，Hanabishi 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 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（  日 本  ） 

日  本 
<人／人日> 

A. 10/ 35
B.  0/  0
C. 64/128

 
大韓民国 

<人／人日> 

A. 26/130
B.  9/ 45
C.  0/  0

 
 

<人／人日> 

A.
B.
C.

 
合計 

<人／人日> 

A. 36/165
B.  9/ 45
C. 64/128

 
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～10 日に

かけて，北海道函館市において実施した。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

することを目的とした。 

 
セミナーの成果 日韓各１名が基調講演と特別講演を行い，両国の現状と今後の問

題点が提起された。 
また，如何に持続可能な水産業を実現するかについて，セミナー

開催前日に各共同研究グループごとに来日韓国チームと最終的な
打ち合わせをするとともに，各共同研究グループの日韓代表者が総
括とトピック発表を行ない共通認識をはかることができ，次世代へ
の提言に結び付けることができたと考える。 
最終的に，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話し
合い，今後の交流においての共通認識をはかることができた。 

さらに今回，次の時代を担う大学院生によるポスターセッション

を実施し，これが好評を博し，研究者との熱心な質疑応答を通じ各

人のスキルの向上に役立つとともに，日韓の若手研究者の交流を推

進することができた。 
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             金 額 
国内旅費・韓国側滞在費    ３，２４３，９３０ 円 
会議費(バス・会場借り上げ、懇親会)  １，９４２，５５０ 円 
謝 金              １４１，３４０ 円 
プログラム・要旨集印刷製本費    ７８，７５０ 円 
消耗品費               ３，４６５ 円 

韓国側 内容              金額 
外国旅費           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> 
大韓民国 
<人／人日> 

 
<人／人日> 

計 
<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  6/24  6/24 

実績 13/55  13/55 

大韓民国 
<人／人日> 

実施計画 10/36   10/36 

実績 10/48  10/48 

 
<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 
<人／人日> 

実施計画 10/36 6/24  16/60 

実績 10/48 13/55  23/103 

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

大学院水産

科学研究院 

 

５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

調整等打合せを行った。  

釜慶大学校・副教授

Kim，Hyung-Seok 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

５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

調整等打合せを行った。  

釜慶大学校・研究員

Kim，Bu-Yeong 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１２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，最終調整等打合せを行っ

た。  

釜慶大学校・教授 

Lee，Ju-Hee 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

釜慶大学校・副教授

Kim，Hyung-Seok 

 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 
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済州大学校・副教授

Yeo，In-Kyu 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

国立水産科学院・研

究員 

Choe，Mi-Kyung 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

釜慶大学校・副教授

Ahn，Dong-Hyun 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

新羅大学校・教授 

Park，Sun-Mee 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

慶尚大学校・教授 

Moon，Soo-Kyung 

 

日本・函館市

北海道大学

大学院水産

科学研究院 

 

１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

いした。 

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 

 

８月 

１２月開催のセミナーに関する打合

せ。最終的な取りまとめ指針の検討。 

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した。 

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した。 

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した。 
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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した。 

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した。 

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・教授 

阿部 周一  

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・教授 

吉水 守  

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・教授 

川合 祐史  

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・准教授 

蛇沼 俊二 

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・助教 

平松 尚志  

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した。 

北海道大学水産科

学研究院・助教 

笠井 久会  

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した。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ４，９２７，１２０  

外国旅費 ４，０４４，６９３  

謝金 ５２６，３４０  

備品・消耗品購入費 ８３０，２１５  

その他経費 １，９１３，０８１  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２２８，５５１  

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 ７１８，６００ ９／ ５０ 

第２四半期 １，２９１，２０３ １１／ ８４ 

第３四半期 ３，０４８，０４５ ５０／２４０ 

第４四半期 ７，４１２，１５２ ３１／１５４ 

計 １２，４７０，０００ １０１／５２８ 

 
 


