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研究機関の研究内容と組織は、その時代ごとの生産

様式の特徴と密接な関連をもつことはいうまでもない

が、現在のわが国の生産事情は、国内的にも国際的に

も著るしく複雑な背景と急激な変動の中におかれてい

る。一寸あたりをみただけでも、沿岸から沖合、そし

て遠洋へとのびた漁業は、必然的に諸外国との競合や

国際規制等の問題が生じ、更には大陸棚や漁業専管水

域、領海問題がからみ、また国内的にも海洋開発、公

害（汚染）、国民の食品噌好の変化、栽培漁業そして沿 

岸漁業問題 	etc。これらは何らかの形で、夫々の 

研究機関にかなりの大きな波をかぶせており、北水研

もまた例外ではない。このようなときには、研究の基

本的な発展を育ててゆくことは容易なことではないと

つくづく感じさせられている。しかも、事業の複雑化

のためか、往年のように全国的な研究者の連絡も少な

くなり、この困難な環境の中での他機関の動向を知る

ことも十分でなくなった。 

従来、一・二の機関で、独自に所報が発行されていて

参考になっていたが、本年度から研究機関で一斉にニ

ユースを刊行することが場所長会議で決定され、当水

研も第 1 号を出すことになった。予算も少なく、年々

数回出される程度のものなので十分に活用出来る程の

内容をもりこめるかどうかわからないが、少しでも当

水研の動きや外部からの声も反映出来て、それなり,こ

役立てば誠に幸いである。切角苦労して刊行するので

あるから、その役割を果すためには活発な投稿をお願

いしたい。今回は時間的制約もあって、原稿も十分で

なかったが、次回からは内容がより豊かになるように

したいと思っている。 

そ 	 菅 

曇 	 ＊ 

庁 舎 全 景 

研究所の沿革と機構 

明治34年12月に北海道の漁業及び製造を中心とする

試験調査機関として、北海道水産試験場が地方費をも

って創立される事が決定され、現在の小樽市高島町に

事務所、製造加工場を建設、明治35年 3 月北海道水産

試験場高島本場として発足、事業が開始されました。 

これが北海道区水産研究所の古い前身の始めです。 

これと同時に、現在の千歳市に明治21年以来国営事

業としてあった千歳人工ふ化場が水産試験場千歳分場

になり事業を継承しました。 

翌明治36年、水産試験場規定が制定され、漁携、製

造養殖試験の外魚介類種苗の配布、製品その他の分析

及び鑑定、講習、講話等の事業の体制が出来ました。 

明治40年に根室外 2 水産組合より西別ふ化場の寄附

を受け、これに地方費を編入して水産試験場附属西別

分場として事業を継承。 

明治43年、第 1 期北海道拓殖計画の実施と同時に地

方費支弁が国費支弁となり、名称はそのま、北海道水

産試験場とし、千歳、西別の 2 分場を支場に改め、同

時に明治30年以来国費施設であった高島弁天島の水産

調査所を本場に吸収。又この機会に全道を 4 管区に分

け室蘭、釧路、宗谷の 3 ケ所に水産試験場員駐在所を 



置き、漁携、製造に関する試験及び漁業監督を行いま の 2課）又同時に海洋部が新設されました。 

した。因に明治44年度の予算額は78 円と記録され ,700 昭和39年4 月、稚内、網走、釧路の 3支所が廃止さ 

ています。 れ、また北海道立中央水試、同函館、同稚内、同網走 

又同年には、海洋調査ならびに漁場調査用として汽 同釧路各水試が発足しました。 

船探海丸（70屯余）が建造されました。その後、大正 引年 8月、利用部が東海区水研への集中に伴い廃止、 

年間においては稚内、根室各支場を増設し、調査船も これと同時に函館支所も廃止されました。さらに42年 

第 2、第 3 探海丸、三洋丸を建造し、イワシ、サンマ、サ 8月、遠洋資源部が遠洋水産研究所の発足に伴いそち 

ケ・マス、アブラツノザメ等の回遊魚を対象にした沖合 らに移管。又これらの各部、支所等の廃止と水産研究 

漁業の調査指導、底曳漁場の開発等を行ない本道漁業 所の組織機構の一部改革に伴い44年 4 月から総務部が 

の発展に寄与してきました。北洋におけるサケ・マス 廃止され庶務課になりました。 

沖取り漁業の先鞭をつけた業績、三洋丸（217屯、太 尚調査船は35年に第 3探海、大雪、うしお丸の代船 

平洋戦争中沈没）による北海道周辺底曳漁場調査指導 として北光丸（220屯）が新造され、 39年 3月には旧 

等は特筆に価すると思います。 探海丸の代船として現探海丸（112屯）が新造され、 

昭和 2年、千歳、西別両支場は北海道庁さけますふ 調査に活躍しています。 

化場と改称して分離所属替えとなりました。同年、第 現在北海道区水産研究所は、次の機構’こより、調査 

2期北海道拓殖計画の樹立と共に予算額も 435,800円 研究を推進しています。 	 （増田英治） 

と増加をみました。又 3年には函館tこ支場が設置さ ―庶 務 係 

れ、同 4年に試験研究機関施設の整備計画が企画実施 
―庶務課一一会 計 係 

―用 度 係 

され、当時ニシン漁業の盛であった余市町に庁舎新築 
―資源第 1研究室 

の着工を見、昭和 6年、当時としては極めてモダンな ー資源部ーーク 第 2研究室 

庁舎が竣工され、同時に製造工場、附属工場等もIまg ーク第3研研室（函館） 

完成し、同年7月高島町より移転、その業務が開始さ 
所長― 

―海洋部-E?製麟窒 
れました。 

終戦後、当時の占領軍天然資源局より全国水産試験 ー増殖部一口織舞紗 
研究機関の改革が政府に勧告され、これ等に基づいて 

昭和24年から25年にかけてこれらの変革が行なわれま 調査船H-L-I毅〔『麗〕 
した。即ち、北海道水産試験場の国費定員と事業は、 

水産庁北海道区水産研究所として組織が改革され、一 

方地方費による定員と事業は北海道立水産試験場とな 各部の事業計画 
り、全国の再編制より 1 年遅れて昭和25年 4 月それぞ 

れ新機構により発足をみました。 資源部 

北水研発足当時の機構は、庶務課、沿岸資源、遠洋 わが国沿岸の重要資源であり、北方水域を主生産場 

資源、増殖、利用の各部、函館、稚内、網走、釧路各 とするスルメイカ、サンマなどの回遊魚、北海道の重 

支所と調査船探海丸、第 3探海丸、大雪丸、白鴎丸、 要漁業である沖合底曳網漁業をはじめとし、多くの沿 

うしお丸でありました。 岸漁業をささえているスケトウダラ、ホツケ、カレイ 

この組織の改革に先きだち、当時の農林水産関係、 などの底魚類、また、数量的には昔日の比でないが、 

道議会並びに国会議員諸氏の有志は与野党を間わず水 依然高い経済性を保っているニシソ、カニ類、さらに 

産試験研究機構の分離運営に反対し、その結果、農林 近年の日本漁業の著しい外延的発展に伴ない、ベーリ 

大臣と北海道知事との間にこ覚書こなるものが取り交 ング海およびオホーツク海北部のニシン、カムチヤツ 

わされました。その主なる内容は カ半島東西沖合のスケトウダラなど底魚類を研究対象 

1． 研究所長は水産試験場長を兼務する。 種としてとりあげています。そして、これらの生物の 

2． 施設は水産試験場と共同使用する。 生れてから成魚にいたる、いわゆる発育段階別および 

3‘ 研究所の主要人事の任免については、予じめ道 成魚に達してから年々繰返す生活周期別の分布、回 

へ話しをする。 遊、生長、食性、繁殖などの生物学的調査研究を積み 

というもので、この様な形態が昭和39年4月道立水試の 上げ、また、これらの生物と環境とが、どのような関 

機構整備が行なわれた時点まで続けられてきました。 係にあるかについても検討を進め、数量変動および魚 

昭和37年4 日、庶務課は総務部となり（庶務・会計 群行動の要因を明らかにし、それぞれの種について、 
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資源状態の評価あるいは漁況予測を通じて、漁業経営

の安定、生産性の向上に資することを目的として研究

を進めています。 

昭和44年度の重点的研究項目は次のとおりです。 

1． 底魚類の資源、生態に関する研究 

2． ニシンの漁業生物学的研究 

3． サンマの漁業生物学的研究 

4． スルメイカの資源・生態に関する研究 

5， カニ類の漁業生物学的研究 

増殖部 

沿岸漁業を安定させる目的で、本州方面では魚貝藻

類の養殖がさかんに行われておりますが、北海道海域

は漁場をとりまく周辺の特殊性と本州に比べて浅海資

源にまだ恵まれているために、二・三の海藻類しか養

殖されておりません。どちらかとい、ますと北方系水

域の生産物の主力をなすコンブ、ワカメ、ノリやホタ

テガイ等の資源量を増大させるためには、どうしたら

よいかということに研究の重点を置いております。 

海藻類では漁場におけるコソブ類の生態学的知見を

もとにした増殖技術の開発や、優良品種の移殖効果を

確めるためや、或いはコンブ類の生態系を明らかにす

るために室内で交配、育種の研究を進め、微細な有性

配偶体の時期に雌雄に分離培養し、これらを数年にわ

たって保存することに成功しました。またこれらを用

いて年中何時でもコンブやワカメの葉体をつくること

ができ、さらにタソク培養でこれらの葉体を成熟させ

て胞子をとることにも成功したので、海藻類の品種改

良の研究を数歩前進させることになったと思います。 

ノリの研究は北方地域における種類や生態を明らかに

して増殖事業の基礎をつくったり、さらに従来の糸状

体による養殖ノリの胞子付けによらないで、冷凍して

保存した単胞子体を利用する極めて簡易なノリの採苗

技術を確立しました。 

貝類の研究ではホタテガイの資源量の変動要因を調

査研究するなかで、その成製に浮遊稚貝との関係を研

究しております。 

本年度実施をしている主な研究は次の通りです。 

1 浅海生物の生態に関する研究 

(1） 低温貯蔵したスサビノリ単胞子体による人工

採苗の基礎的研究 

(2）北方地域におけるノリ養殖の基礎的研究 

(8） ホタテガイの増殖の基礎的研究 

『 有用藻類の育種に関する研究 

(1） 葉体の生長特性に関する研究 

(2）胞子体における子嚢斑形成に関する研究 

(3）促成栽培用種苗の生産に関する研究

海洋部 

海洋部は昭和37年4 月に新設されました。新設とい

っても、人員、設備その他が、全く新規に加えられた

のでなく、従来からの海況研究部門と、水質汚濁研究

部門が組織替えして再編成した部門です。新発足した

海洋部の研究課題は、以前のものをそのま、受けつい

で、北海道をとりまく沿岸から沖合の海域について、 

水産海洋の立場から調査研究を行ってきました。 

沖合域では、北海道の周辺が、南下寒流系として親

潮、東カラフト海流、暖流系として黒潮、対馬暖流

群、津軽暖流、宗谷暖流にかこまれて、更に大陸棚以浅

になりますと陸水等でうすめられ、変質された沿海

水系も形成されます。このように、温度、塩分、栄養

塩等の性質が違ったいくつかの海洋構造が、春夏秋冬

の四季のうつりかわりにつれて性質が変ってくるので

非常に複雑ですが、このような事が明らかにならない

限り、魚の環境として、或は漁況のための、海況を予

測する事は困難と云えましょう。現在の海況研究は、 

昭和25年当時に実施された対馬暖流開発調査の結果と

して、いくつかの研究問題が残されましたので、その

ま、引続いて、対馬暖流系の構造研究を行っておりま

す。北海道西側を北上する対馬暖流は、日本海中央部

で毎年冬期生成し、本州の沖合を北上し、津軽海峡に

は流入しないで、北上してきたものと考え、これを対

馬第三流枝と名付けました。この第三流枝も、生成し

てから宗谷沖合で消滅するまで、いくつかの段階で、 

水温塩分等の性質が変ってくる事も明らかです。 

このような構造研究のためにも必要な仕事として、 

北海道一円の漁場海況について資料の入手次第とりま

とめています。又、昭和42年までは、北洋のサケ・マ

ス漁場海況についても年々の変動傾向をとりまとめて

資源量や海況判断の素材として提供し、海洋構造、特

に黒潮変質水であるアラスカ流域の海洋構造を明らか

にし、7ツツ島西のしゆうれん域でアラスカ海流潜入

水が下層部を更に西方へ向うことが明らかとなりまし

た。今後は、北洋から南下してくる親潮の性質や、黒

潮との関係で形成され、海況予測に欠く事が出来ない

暖水塊等について研究を進める必要があります。 

つぎ’こ、 2年前から魚の餌料として非常に大切な動

物プランクトンの研究を進めています。どのような魚

がどのようなプランクトンを食べ、どの種類のプラン

クトンが餌料として重要か等は知られていますが、動

物プランクトソがどのような場所でどのような餌をと

り、どのような生活をしているか等のプランクトン自

体の生態研究が今後の焦点です。 
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一方、北海道でも、金属鉱山、パルプ、等の廃水間

題が明治末期からすでに発生しておりますが、 近は

河川、湖沼から臨海域まで各種の汚濁、漁業被害問題

が生じているのに対し、沿海域の漁業は増養殖が盛ん

になりつつあるので、 「よごされた海」を「よごされ

ない海」或は「よごされても漁業のできる海」にする

ため、現場を中心とした汚濁対策研究とともに、増養

殖漁場の基礎的な生産能を主にした研究を進めてきま

した。根室、厚岸、噴火湾等の主な沿海域について、 

肥沃度の場所や時期の違い、肥沃化の補給源を明らか

にする等、海域ごとの肥沃度を測定して、海藻養殖上

の肥培管理等の基礎資料を作っています。又、 2年前

から、ホタテガイ、ホツキガイ等貝類の養殖上重要な

浮涛幼生時代の初期減耗と関連が深い海の流れや構造 

のIiIに二ついて‘ ， 、‘ '. J： 	、一。 

以上のように、研究を進めている沿岸から沖合まで’ 

の海の状態、或は動物プラソクトンの生態は、いわば 

「魚の環境」に対する研究であって、資源量、漁場形

成機構を明らかにする基礎となり、又漁海況予報事業

を側面的に強化することにもなりますが、このような

研究を進める場合、研究の方法、計画が大切なのは勿

論の事で、人員、設備経費等も重要な条件です。研究

体制が弱体なのはどこの研究部門、機関でも云える

事でしようが、こ、では関係の課題ごとに、資源・増

殖研究部門や 5つの道立水試・大学などと共同協力し

あってきました。しかしながら、これからの海洋部門

で も研究障害となりそうなのは、若手研究者が不足

していると云う点です。今後 5年足らずして、40台、 

50台の研究者だけしかいない事になるので、今後の研

究進進計画に甚大な影響を与えるのは必定であって、 

新の機械器具を備えてもまだ補う事の出来ない問題

のーつです。 

後’こ、今年のトピツクとして、噴火湾の観測結果

を記して、海洋部研究現況紹介のしめくくりと致しま

す。 

栽培漁業開発基礎調査の一環として、噴火湾漁場の

水温、塩分、栄養塩、流れを昭和42年から観測してい

ますが、昭和44年のホタテガイ、ホツキガイ浮溝幼生

期5-7月の特徴として、 

1． 噴火湾はn月中・下旬に湾外から流入する混合外

洋水で肥沃化されはじめ、 3 月以降から次第に肥沃

度が低下するのが基本型であるが、昭和44年は43年

にくらべて、肥沃低下度が鈍い。 

2． 昭和44年3 月迄の冬期高温傾向後、表層水温は 6 

月中旬迄低温、 7月以降から高温となり、一方、中・

下層は高温をそのま、持続し、冷水の分布が見られ

るので、結果として1-8月の昇温期の垂直温度差 

が少く、昇温度は43年にくらべて順調と云える。 

又、塩分は43年の昇温期にくらべて塩分が高いの 

で昭和44年の昇温期での海況条件は大約次の傾向が 

見られている。 

42年：高温、高塩分 

43年：低温、低塩分 

44年：低温、高塩分 

3． 漂流ハガキや流速計によって得られた流況は、こ 

の時期の特徴である時計廻りの流れは、沖合が例年 

と同様であって、湾縁辺部の沿岸寄りでは昭和43年 

と違って時計廻りの流れが弱くなっている。沿岸域

の胆振西部、渡島北部・渡島南部で、昭和43年と様

相を異にした流れが偶々見られる等は、恐らく時計

廻りの流れがあまり沿岸域に及んでいない場合の型

と思われる。 

日本のノリと外国のノリ~ 

今年もまたノリの養殖がはじまる季節となりました

が、数年前からノリ養殖の問題点のひとつとしてこ適

地適種こということが広く論議され、多くの調査研究

が実施されています。 近は北海道でもノリ養殖が非

常に盛んになり、また同様の問題点があるので本道近

海産のノリについて調べた結果、23種にもおよぶ多数

の種類が明らかになったのですが、養殖ノリとして適

当なものは、昔から利用されているアサクサノリやス

サビノリであっで，未利用で、しかも養殖に適すると

いう種類は残念ながら見当りません。それはノリが製

品として①香りのよいこと②光沢のよいこと⑧やわら

かいこと④美味であること、また生物学的に⑤生長の

速いこと⑥単胞子を形成すること、以上の 6大条件を

すべて充たさなければならないからです。 （この他に

も、耐病性や生育期間の長さも重要ですが、こ、では

省略します。）したがって、今後さらに養殖適種を開

発するということ’こなれば外国産の優良品種を導入す

ることが考えられるでしよう。しかし、その場合には

外国と日本のノリが種類として共通のものと、そうで

ないものとを、はっきりさせることがぜひとも必要で

す。 

アジャ諸国のうち、韓国産のノリは（特に養殖適種

では）日本とほとんど同じ種類で導入の余地はありま

せん。中国産のものではマルパアマノリ、オニアマノ

り、アサクサノリ、スサビノリその他は日本沿岸との

共通種ですが、日本には分布していない半吋紫菜、辺

紫菜その他は食用として美味ではあるが、葉がかたい

ことと、単胞子を形成しないことによって養殖ノリと 
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して不適当のように思われます。東南アジャ各国産の

ノリは、いずれも葉がやわらかく、単胞子も形成する

が、生長が非常におそいのが欠点です。また、これと

は反対に、カムチヤツカやキユーリル列島産のノリは

大部分が生長は速いのですが、葉がかたいのが難点で

す。したがって、アジャ諸国には養殖適種として導入

できる種類はいまのところ見当らないのです。それで

は太平洋の向側にあるアメリカやカナダ産のノリはど

うかということになりますが、つい 近までは、日本 

（主として北海道）との共通種としてチシマクロノリ

とフイリタサの 2種があげられていましたが、これは

誤りで、両地域に共通なノリは 1 種類もないことが明

らかになりました。 また、7メリカやカナダのノリは

大部分の種類がかたく、また単胞子を形成しない。ま

た一部のやわらかいノリも光沢が悪いので、北アメリ

カの太平洋岸にも養殖ノリとして有望な種類はないこ

とが分ります。 

手もとにある資料の範囲内では、若し外国種を導入

するとすれば北半球よりも南半球のアフリカや南アメ

リカの南端部あるいはニコージーランドの沿岸が有望

ではないかと想像されますが、植物学としてのデータ

はあるが、増養殖としてのデータは皆無ですから、具

体的なことは今後の検討にまたなければなりません。 

（福原英司） 

','‘● ‘ー● ‘ ',1' 

Nanaimo の三か月 

日本とカナダの間に結ばれた研究者交換の計画にの

せて頂く機会をえて、ことしの1月から約3か月間カナ

ダの Nanaimo 市にある有名な Biological Station 

に滞在することができました。 

ことしのB.0．州の天候は例年にくらべて大変寒く、 

1 月中もずっと雪が降り続いていたということでした

が、到着の日は珍らしく晴れ上っていて、初めてみる 

Vancouver を囲む自然の美しさが大変印象的でした。 

出迎えて頂いた I NPFC の多々良さんに別れをつ

げ先着の待鳥技官の案内でフエリーボートにのって 

Nanaimo i:.入りました。 

Nanaimo では Station の総務部長 Mr. Strong 

の手配して下さった下宿に落ち着きました。 

下宿のご主人はドイツからの移民で、パルプ工場の

ユレクトロニクスの技術者、奥さんは市内のデパート

幸二、パートタイマーで働いています。期待以上に親切

で朗らかなこの夫婦のおかげて、私は毎日すっかり 

at home な気分にひたることができました。下宿か  

ら Station まで徒歩で約25分ということでしたが、 

実は 1 度も歩き通したことはありませんでした。毎朝 

Station の誰かが歩いている私を、車に拾ってくれる 

のです。こうした親切に囲まれて、私はほとんど心細

さを感ぜずに、のんびりした気持ちで毎日を過すこと

ができました。 

私の滞在の目的は Dr. Taylor をはじめとするニりノ

ソグループの方々と接触して、 B.0．ニシソの資源研

究の進め方や漁業事情を学ぶことでした。それにして

は 3 ケ月という滞在期間は余りにも短かすぎました。 

到着した日から数えて 3 日目、私は Dr. Taylor の計

画した調査航海の船上の人となりました。Station 所 

属の G・B・ Reed 号は 759 トンのトローラーで手頃な

大きさといい、すぐれた設備といい、カナダが世界に

誇る優秀調査船です。日本から行った研究者には、こ

の船に乗ったことのある方が多いので、この船の名は

日本でも有名になっています。B.0．州の沿岸沿いを、 

ニシソの分布と組成調査のため約半月間航海を続けま

したが、この間、魚体測定など Dr・Taylor らの仕事

を手伝いながら、Field での調査のやり方を見学しま

した。 Sampling は Echo-Sounder を同調させた中

層トロールが用いられましたが、私にとっては初めて

のことでしたので、いろいろな意味で、大変よい経験

となりました。 

B.0．ニシンについての調査は、当時この Station 

にいた Dr・ Tester らによって古くから行なわれ、標

識放流その他の結果から、この水域のニシンは、おお

むね 8つの Population によって構成されているとさ

れてきました。近年のデータによれば、I 964-65年期

頃までは毎年20万トン以上を漁獲していたのに、翌年

から漁獲量が減りはじめ、67-68年期には、 2万トン

を割るという状態を招来しでいます。 

ことしの漁期においても、私が滞在中 meal工場を

みたいという希望を述べたところ Dr. Taylor は「残

念ながらその希望は叶えられない。何故なら、水揚げ

が極端に少なくなっているため工場が閉鎖されたまま

だから一」という返事でした。この急激な減少は、 

カナダにとって、きわめて重大な関心事であり、すで

に55-66年期より実施されているきびしい漁獲規制も

役に立たない現状です。 

こうした背景のもとで行なわれているニシン研究は

再生産や補充の問題をどう考えるかという意味で、私

にとって方法論的に非常に関心の深いものでした。し

かし、B・C‘ニシンについての研究は、我が国の資源

研究が当面している複雑で豊富な問題意識にくらべる

と一僅かな経験から言うのはおこがましいことかもし

れませんけれどーずっと単純なような気が致しまし 
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た。ニ・ンンの数量変動を漁獲物曲線の解析から予測し

たり、親仔間の数量相関を解析するといった従来の方

法は、今日の激減状態の説明を導く力にはなり得ない

事が明らかになってきています。 近では、 もっと

基本的な生態学的研究の積み重ねが必要だとして、 

Mr. Autrum らによって、補充機構の実験的研究が手

がけられています。 

一方、研究をめぐる諸条件は、私達にとって比較の

対象にはならないほど恵まれていてこればかりは手放

しで羨しいと思いました。帰国の途次立ち寄った米国

のBCFの研究所が、近年予算が 3割以上減らされた

り、人手が不足したりしている（ベトナム戦争の影響

だそうです）のとくらべても、カナダははるかに恵ま

れているように思います。 

Nanaimo の研究所は、 日本の水産・海洋研究者が

数多く訪間したり、また、こちらにやって来たりして

いるので、 近ではお互いにずい分と親近感を持つよ

うになっています。こうした交流が繁く、もっと気軽

に行なわれるような条件が確保されるように希望した 

いものです。 	 （森田 祥） 

噴火湾 深部0と竺旅讐 

昨年の夏、偶々潜水作業調査船よみうり号に乗船し

て、噴火湾の海底を観察する機会を得た。この湾は現

在栽培漁業発展のため、いろいろな角度から調査研究

されている 中でもあってよみうり号には非常に期待

してきたところである。 

潜航観察は、 7月17日の伊達沖魚礁とホタテ場、 7 

月19日の 深部の合計 3回であり、特に 深部は数日

後に海洋観測を予定していた関係もあって、特に興味

があったわけである。 

当日の海上は静穏で潜航予定の 深部（海図上 107 

m）は母船「やまと」によって水深98 mを測深した。 

この 深部付近はすりばちの底に相当している事に

なっているが、魚探にあらわれた現在の海底は殆んど

平たんである。そうだとすれば、恐らく長年月にわた

って運搬されてきた土砂が徐々に 深部に堆積してき

たのであろうか。 深域の海底地形は別の機会に精査

するとして、潜航は予定通りの場所に決定され、よみ

うり号に移乗した。 

ハツチがしまり、やがて深度計の針は 0から次第に 

1 Om・20m 	と進むにつれて、前面観察窓から見え 

る水色は、明るい緑色から次第に暗さを増し、50 mを

すぎてライトが点ぜられた。垂直降下中の海中は17日

伊達沖の場合にくらべて透視良好で緑色をパックにし 

た白いマリンスノーやライトをあびて虹色に光るくら

げが印象的である。 

80 rnを通過したとたん、突如ライトをめがけて婿集

してきた大型プランクトンの群れがあった。大きいの

は 4---5c皿もあろうか、一見ェビによく似ているので

とっさにトヤマエビと口走ってしまった。 

前面窓にもぶつかってきたこの大型プランクトンに

は頭胸部から腹部にかけての赤い色素腺と腹部には淡

桃のしま模様があり、こぜわしく脚を動かしている。 

この大型プランクトン（その後専門家の判定によりア

ミ類である事が分った）に加えて、白粒を頭にした透

明な全長lC皿位のマッチ棒状の動物プランクトン（矢

虫類）が大群時々体をくねらせながらライト下で乱舞

している。 

船は 深部のやや西寄り、水深97 mの海底にて八、た

着底のためまき上る海底の泥は淡褐色のフロック状で、 

ゆっくりと北北東（静狩ー豊浦方向）に向って移動し

て行く。この掃流方向は噴火湾における時計廻りの流

れに相当している。 

海底のにごりが消えると再びライ ト下ではプランク

トンが蝦集してきた。船底窓から海底表土剥れ具合カ、 

ら見て、粘土様泥土の堆積は厚いようである。 

船内は水温 3.8での影響を受けて冷えこんできたが

我慢していただいて、船はやや東方向の海図上の 深

部に向って、ゆっくりと移動を開始した。海底は粘土

様泥土であちらこちらに穴があいていて泥にもぐって

いる生物の存在を確認出来、又幸にして汚泥らしいも

のは発見出来ない。 

前方向には依然としてプランクトンの乱舞が続き時

たま窓をかすめる小魚・泥’こもぐっているカレイ、よ

みうり号に驚いて泥の中から出てくらやみに逃げ去る

小魚と動物が見られる。海底で暖い昼食をとって再び

よみうり号は 深部に向ったが，海底こうばいは殆ん 

（写真） ライトに集まってきた大型プランク

トン （オキアミ、ヤムシ類） 

「 
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どなく、又通過した海底は一様の平たん地で波浪によ

って生ずるうねは全く見られない。 

深部の海底旅行もそろそろ終りに近づいた。観察

を終了して浮上を開始する。 

水深80-75mでェビと間違えたアミ類に別れ、水深 

40 m位で矢虫類と別れ、待ちわびる母船の40-50m近

くで浮上、かくて海底旅行を終えたわけである。 

（駒木 成） 

！研究会議等のおしらせ 

昭和44年度、北部底魚

ブロック会議の開催 

本年度のこの会議は、近年、冷身スリ身の開発から

急速に多獲されてきている沿岸、沖合、遠洋のスケト

ウダラ資源問題を中心に、日水研、東北水研（八戸支

所）、遠洋研、北水研、また道内水試の底魚研究者が

会議開催の当番にあたっている北水研に集り45年1 月

に、2 日間にわたって討議を行うことになっています。 

尚、この会議は、 4 水研の外の他水研の研究者にも呼

びかけて出来る丈多く参加してもらうことになってい

ます。 

予定議題は次のとおり。 

(1）各水域のスケトウダラ資源について 

(2）底魚類の標識放流の諸問題 

(3） その他 

生態研究談話会 

従来からつづけてきた生研談の次回の予定は次のよ 

うに予定されています。 

日時：10月初旬 

話題：海洋開発について 

―その背景と問題の本質ー 

話題提供予定者 

(1）科学技術的側面…北水研・海洋部・藤井 浄 

ク ・増殖部・和久井卓哉 

(2）経済的側面 	中水試・漁業部・苫米地洋文 

昭和44年度オホーツク海区の

スルメイカ・サンマ漁況予報

会議について 

北水研主催、水産庁、道内各水試、全漁連漁海況セ

ソター、北海道いか釣協議、北海道サンマ漁業協会参

加のもとに、オホーツク海のスルメイカ、サンマの漁  

況予報会議が開催される。 

1． 開催期日：昭禾044年 9月lOSH日 

2・ 開催場所：北海道立網走水産試験場 

3． 議 題 

(1） スルメイカ、サンマの漁海況経過報告 

(2）予報の検討と作成 

(3） その他 

昭禾ロ44年度第 2回スルメイ力

漁海況長期予報会議の開催 

水産庁調査研究部、東海水研、日水研、東北水研八

戸支所、北海道内 5水試、東北 6県各水試、函館海洋

気象台、北大水産学部、道水産部、道イカ釣協議会、 

全漁連センタ，ー、漁場知識普及会（塩谷）、その他地

元関係機関参加のもとに、北水研主催で、スルメイカ

の漁海況予報会議（第2回）が、次の日程で開催され

ます。 

日時：昭和44年9月29日・30日 

場所：北海道立函館水産試験場 

議題： 

(1）各海区漁海況経過報告 

(2）予報の作成 

(3） 日本海沖合のイカの分布、回遊調査結果の検

討 

(4） 太平洋、オホーツク海沖合全域のイカの分布 

・回遊調査について 

(5） その他 

ノ戸一さ一 	E.D.P.S. 

\“ 研究会の発足 

現代科学技術の発展に電子計算機は重要な役割を果

たしており、水産研究においてもその利用がいろいろ

試みられてきています。北水研としても資源研究を中

心にして積極的に電算機の利用にとりくもうとする気

運がうまれ、このたび研究会が発足しました。研究会

には資源部 6名、総務部 2名、道立中央水試から4名

の合計12名が参加申込みをしています。第 1 回の研究

会は10月下旬に所会議室で 

① E.D.P.S‘の原理 

② フオートラン 

⑧ ァッセンブラー 

などを研究することになりました。 （鈴木記） 

(4) 
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漁海況・放射能 

H 月 月 ~ 2 10 	月 

3P (37) 	5 
I 

サンマ・放射能 	スルメィカ・放射能 

4 

1P  

漁海況・放射能・餌生物 スルメイカ・放射能 

月 12 

ド ツ ク スルメィカ・放射能 餌生物・放射能 

~」ヒ 光 丸~ 

11 (20) 30 	9 
~ 
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「探 海 丸I 

7 
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~ 

月 ~ 8 	月 ~ 

15 21 

月 

24 
~  

10 	月 

6 	(28) 

~ 	11 	月 

2 10(8)17 口
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月 

20 
[ 

マ
 

ン
 
・サ ン マ 	 ド ッ ク サ ン マ 

~人ー  事 異 動、、I 人 事 異 動 

昭和 44年度調査船運航計画 

（注） 北光丸第 1 次、第 2 次サケ、マス調査は遠洋水研が担当し、サンマ調査は北水研と東北水研の

共同調査である。 

北光丸の年間運航日数は 235日、探海丸は 212日である。 

(4月 1 日付） 

（北水研総務部長）農林技官 中森 正元

命 遠洋水産研究所総務部長 

（北水研会計課長）農林事務官 山本 史郎

命 遠洋水産研究所総務部会計課長 

（北海道農試会計課長）農林事務官 大野 勇

命 北海道区水産研究所庶務課長 

農林事務官 保田 勝 

命 北海道区水産研究所庶務課長補佐 

農林事務官 増田 英治 

命 北海道区水産研究所庶務係長 

農林事務官 小間 勝郎 

命 北海道区水産研究所会計係長 

農林事務官 佐々木 悟 

命 北海道区水産研究所用度係長 

農林事務官 中村勇太郎 

命 北海道区水産研究所用度主任 

農林技官 渋谷三五郎 

命 北海道区水産研究所増殖部魚介類研究室長 

農林技官 長谷川由雄 

免 北海道区水産研究所増殖部魚介類研究室長亭務取扱 

（北水研庶務課長）農林事務官 藤井喜一郎

辞職を承認する  

(5月 1 日付） 

農林技官 鈴木 

命 北海道区水産研究所資源部主任 

農林技官 北野 

命 北海道区水産研究所資源部 

(6月17日付） 

（北光丸 0 航）農林技官 砂田

命 北海道区水産研究所北光丸 1等航海士 

農林技官 田中 

命 北海道区水産研究所北光丸 2等航海士 

（北光丸 1 航） 農林技官 末永 

命 福岡漁業調整事務所白鴎丸 1 等航海士 

編 集 後 記 

このニュースの編集をさせられて、どうせつく

るならーといろいろの想いをめぐらせてみたも

のの、仕事や他の用務’こ追いまわされて時間ぎれ

創刊号であることと、言いたいこともま、ならず 

ーが重なり、中途半端な形中内容になってしま

いましたが、止むを得ませんでした。次回からは

夫々の研究面かでの主張を強めてゆきたいと考え

ています。 

この第 1 号の発刊には、筆者の外に竹内勇、福

原英司、保田勝、増田英治、中村勇太郎、佐々木

清の諸氏があたりました。 (44, 9. 1 飯塚記） 

春彦

裕 

城介

禄可 

順雄 

l 
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