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北水研の沿革について思う 

所長 川 田 三 郎 

北海道区水産研究所は、その生立ちの点で、他の7 

つの海区水研と一寸趣を異にしたものがあるので、少

しふれておきたいと思う。 

ひとくちに言うと、他の 7つの海区水研は、かって

の農林省水産試験場を 7つに分けたものである。北水

研は、かっての北海道水産試験場の国費の部分を独立

させたもので、道費の部分を北海道立水産試験場とし

て北水研に併置という形で、昭和 25年に同時に発足

させたという事情がある。この処置に当っては、時の

農林大臣と北海道知事との間で覚書を交わし、例えば

水研所長と水試場長の併任、 ほかにも主要ポストの

併任、研究所の施設を水試に使用させるといったよう

な内容の事がもり込まれて、国と地方自治体との間で

は、他に例の少ない措置がとられたいきさつがある。 

その後、昭和 39年に道立水試の機構改革があって、 

その機会に組織、機構および管理運営面において、国

と道と併置の関係は事実上解消されたので、手続き上

というか、また具体的面でも、一部未解消のような形

も残っていて、はっきりしない部面もある。調査試験

研究面においても、若干従来の姿が尾をひいている点

がないでもなかったが、昨今は殆んど整理されたよう

である。もっとも、この事は、水研水試の密接な協力

と運営という観点からは良い面もあったが、まだ変則

的な形の上におかれているという点で、若干問題がな

いではなかった。 

試験研究推進上、また機関の管理運営上、それらの

関係をすっきりさせた上で水研と水試とが協力を密に

してゆくように努力している。しかし、長い間の歴史

をもっているので、内部は勿論、対外的にも思いきっ

た切り換えのチヤンス、予算の裏づけがない限り、一

気に完全解決ということは、なかなかむづかしいもの

とつくづく感じているロ 

しかし、各部門で、また各人の努力によって時間は

か、ったが、徐々にその方向にむかって改めつ、ある  

ことは事実で、この点、所員および場員に感謝Lてい

る次第である。 

北 光 丸 （定けい港 小樽市） 

鋼船 220.44屯、長 33.0 m、幅 6.8 m、深 3.4 

主機 デイーゼル機関550P 

最大速力 12.4 KT、航海 11.OKT 

昭和35年5 月 林兼造船株式会社にて建造 

主要設備及属具 

電動式ネツトホーラー、電動測深機、電気流速計 

レーダー、方探、魚探、音響測深機、ロラン．ジ 

ヤイロコンパス、自動操舵装置 

主な調査海域と調査 

北太平洋において、サケ、マス調査と三陸沖台に 

おいてサンマ調査に従事 

コ ン ブの 養殖 

―促成栽培を中心にしてー 

最近コンブの増産が強く叫ばれてきましたが、これ

は関西筋の加工屋から「良いコンブを増産してくれな

ければ、我々はソ連産のコンブを輸入しましょう。い

ままで北海道庁や漁民に対して良いコンブを沢山作っ

てくれと要求してもなかなかこの要求に応えてくれ

なかったではないか」 ということにあるわけでありま

す。そうしてこのことは今年も一段と強く叫ばれてく 
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ることでしょう。 

昨年は特に国会においてコソブ問題が論議された程

でありました。コンブの話題が、国会の農林水産委員

会でとりあげられたのは初めてのことなのです。これ

程世間の耳目を集めたコンブの増産の要請に応じて北

海道庁は、大型の予算措置をして本格的な養殖生産に

とり組み、しかも道南地域を中心にして良質コンブの

増産にのりだすことになりました。それではいまどう

して、こうした良質なコンブの増産が進まなかったか

と申しますと、北海道の周辺にはコンブというものが

いたるところに生育しております。そのために定置網

やいろいろな海中施設1こところ嫌わず地場のコンブが

ついたものです。 

そのためにコンブの養殖というものは簡単なもので

ある。ロープを海に入れてただほっておくだけでコン

ブは育つものだという甘い考え方が漁民や指導者のな

かに知らず知らずのうちに芽生えてきたということで

あります。ところが実際に良いコンブを上手に育てる

ということになりますとそう簡単にはまいりません。 

手近かなワカメとノリ等は本州方面から技術をどん

どん取入れて養殖を始めました。コンブについては、 

天然のものが少なければ少ないだけ需要があるので値

段が高くなってくるということばかりではないでしょ

うが、現実には生夢て）ために良質コンブの値上りが激

しく、漁民の懐に入るお金は変らないということにな

ってまいりますとコンブを量的にふやすといった意欲

にかけてくることがしばしばであります。しかし最近

では漁家の増加に伴う資源が増大せず横這いか下降気

味なので、手取りが価格の上昇によって支えられてい

るといった他の魚種と同じような傾向を持っているわ

けであります。 

ところが前述のように国会で大きく論議を呼んで水

産庁から北海道に増産の下駄をあずけられてしまった

ことから、道としては積極的に良質コンブの増産に取

組まざるを得なくなってしまったわけであります。 

ところが、良質コンブというものは、マコンブやリ

シリコンブのようにふた冬海で過さなくては良いもの

ができません。日本海沿岸のように 1 年しか育たない

コンブは良質とはいわれません。消費者が希望してい

るのはこうした良質コンブなのです。 

海藻の養殖をする場合にノリやワカメのように、そ

の養殖期間が 1 年きりというか、とにかくひと冬しか

海で過さないものです。それをコソブ,こ限ってふた冬

も海で越すという場合には波浪の関係あるいは施設の

保持のためのいろいな工夫が必要になってくるし、ま

た採取間際になって大きな時化がーつでも来たら大変

なことになり、 2 年間の苦労が水の泡になってしまう  

という危険率の非常に高いものとなってしまうわけで、 

あります。ふた冬も海で越さなければならないといっ

た危険を伴うことでは、養殖業としては伸びて行かな

いわけであります。特にコンブの場合には適地適種の

原則を無視してはいけないと思います。 

私等のところで天然で 2 年かかって育つものを 1年

で、しかも 2年コンブに匹敵するような良いものがで

きないものなのかということで技術の開発がすすめら

れてきました。勿論こうした技術の開発のもとになる

というものはそれだけが目的のために研究をしたわけ

ではなくして、長い間のコンブの研究の歴史的な発展

過程の中から、こうした研究が生まれてきたわけであ

ります0 このコソブの研究がいわゆる世にいわれてい 

るコンブの促成栽培というものであります。 	 ／ー、 

農業の場合にはこの促成栽培ということはごく当り 	～ 

前のことで、早く苗を仕立て、しかも手をかけて、地

蒔きのものより早く収穫して高い収入を得るというこ

とが、なされております。従って水産の海藻養殖業の

なかでもこうした考え方が実行されても何等不思議で

はないのであります。 

しかし今述べましたように私等の研究のなかからこ

うした苗を早く作って、しかも丈夫なものを早く海に

入れると非常によいコンブが 2年もかからないで、 1 
年で出来上るということが過去 3 カ年間北海道開発局

との共同の試験研究からわかってきました。 43年度

には道南の南茅部町の川汲漁協の中から先達漁民 8名

を選んで、こうした促成栽培の種苗を用いて非常によ

い成績を上げております。この詳しい資料はあとで述

べますが、こうした技術をもとにしてコンブの養殖と

いうものは急速に展開されていく情勢にあるわけであ 

ります。 	 一一、 

そこで促成栽培というものが，従来のいわゆるコン 	1 ノ 

ブ養殖方法とどこが一番ちがうのかといいますと、丈

夫な種苗の生産を夏の高温期に環境の安定した室内で

おこなうということであります。 

夏の暖かい海では種苗がよく育つことは難かしいの

ですが、室内で水温を 1 5-- 18 でに二して、 1 日のうち 

16時間もの間、3,OOO- 4,000 ルツクスの光をあて、 

さらに培養液には栄養塩のたっぷり入ったもので培養

しますと、コンブは急速に生長するわけです。従来栄

養については精々燐酸ソーダや硝酸ソーダの入ったも

ので培養をしたものですが、それに加えて照度が弱

く、水温が不安定といった状態では 2 カ月もかかって

やっとできた 1 センチメートル位の幼体も、色も悪く

繊弱で海に入れると大部分のものが芽落してしまうこ

とが再々でありました。 

ところが今述べましたような培養条件、特に栄養塩 
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としては既に報告したように、燐酸ソーダ、硝酸ソー 

ダは勿論のこと P II Metals という処方の薬品を使っ 

たり、水質の安定化のために緩衝液を入れたりする 

他、コソブの生長に欠かせないものとして沃度がある

ことを知ったので、これを微量に添加して、前述のよ 

うな光や水温で培養をしますと、従来のような方法に

よる種苗と異なって 1 セソチメートル位になっても芽

落ちがしないで、生長を続けます。 

こうして 1 カ月たつと種苗が 0.5 '- 1.0 センチメー 

トル位まで1こ育ちますが、これをいわゆる種苗として 

用いるわけですが、本養成するときの水温は従来の常 

識では考えられなかった高水温即ち 18 で位の海に入

れるわけですが、本養成をする海の水温が 18 で位で、 

これから下って行くといった時期に本養成を始めるの 

が一番のポイントのように思われます。 18 での水温

という場合には、天然で1ま瀞走子が発芽しても栄養 

生長をつづけて、 なかなか成熟しません。 50-60 日

も経つとようやく雄雌の配偶体が成熟して、そこで受

精現象が行なわれて幼体の形成があるわけですが、こ

の時期は大体 H--12 月になります。 

こうした頃には先程述べた促成用種苗からなる幼体

群は、その長さが 50' 60 セソチメートルにもなって 

いるわけです。川汲の場合ですと天然よりも 2~ 3 カ

月も早い種苗といわれております。このように促成種

苗を用いて養殖をしますと 1 年間で立派なコンブがで

き上るということが、過去 3 年間の試験からわかって

きたことであります。 

それでは促成栽培用の種苗を用いた具体的な成績は

どうかといいますと、第 1 回の昭和41 度には淋走子

の発芽からちょうど 12 カ月で生産することができま

した。この場合その当時の天然の 1 年コンブ（ミズコ

ンブ）と比較してみますと非常に良い成績だったの

で、これならいけるのではないかと考えるようになり

ました。 

即ちその約 80 パーセントが花折コンブに仕立られ

自主検査では、 1 等検格ということでしたが、これを

大阪の力正L屋でいろいろに加工してもらった結果、 

まだ厚さやその他の点でもの足りないということを指

摘されました。そこで第 2 回の昭和 42年度の試験で

は、たまたまふた冬海におくようになってしまいまし

たので、溝走子の培養後 22 カ月たっ七調査したので

すが、ふた冬も海においたのだからさぞかし立派なも

のができたかと思っていたところ、そうではなくて促

成 1 年のものより悪いような状態でした。 

これは生長が他の種苗の場合より非常に早いのにも

かかわらず、同じようにふた冬も海においたので1ま老

化ともいわれる現象で、製品が悪くなったり、あるい 

は他の雑藻類や動物等がついて品質を損ったり、また

間引きの遅れたノレンのものは密植気味で身入りが悪

いといったようなことで、 2 年たった 44 年 7 月に採

取した時に、長さの平均値は 145 セソチメートルで、 

これは大体天然の 2 年コンブのそれと等しいのです

が，ところが重さについてみるとこれは 1 本当りの平 

均で 593 グラム（生）。これは天然のものより軽いとい

うことになります。こうしてアカパの部分等を切り落

して製品化をはかったところ、 1 等検 2.2 キログラ

ム、 2 等が 8 キログラム、3等が 16 キログラムといっ

た元揃いコンブとその他花折が 6.5 キログラムできま

した。これはノレン 1 台で幹綱 20 メートル ,こ 4 メー 

トルのノレンを 22 本からとれたものであります。 

そこでいかに促成種苗を用いても、海中養成の時期

が遅かったり、ふた冬も海で越したりするといろいろ

な条件が重なってきて大変なことだと考えてきまし

た。それなら何時種苗を入れたら良い成果を得ること

ができるかということで 3 年目の 43 年には 7 月から

種苗生産を始めて、8 月下旬、9 月中旬、 10 月上旬及

び 10 月下旬の 4 回に分けて、海に入れる試験を行な

いましたところ、初めの 8 月下旬に入れたものは例年

とことなって途中で水温が 18 で以上に昇ったために

芽落ちをしてしまいましたので、調査はあとの 3 回分

だけについて行なわれました。 

初めのうちは 9 月中旬に入れたものが、生長が一番

良かったのですが、約 1 年経った 8 月にはほぼ等しい

生長を示すようになりまして、葉体の長さの平均値で

は 375-480 センチメートル、重さでは 570---- 658 グラ

ムで、ー番長く伸びたものには 570 センチメートルと

いうのもあり、また一番重いものでは L330 グラムと

いうもの、あるいは同程度のものが沢山ありました。 

収量の結果天然コンブと同じ仕立をして道の水検の

検査を受けてみますと、ノレン式 1.5 台から元揃いコ

ンブとして 1 等検 40 キログラム、 2 等検 16 キログラ

ム、 3 等検 24 キログラム、花折コンブ 16 キログラム

というように非常に良い製品ができました。これは全

部、大阪に送って加工中であります。この第 3 年目の

うちのノレン式半分は 2 年コンブの試験をするために

さらに残したわけであります。 この 43 年には、私等

の試験と平行して、川汲漁協の中で先達漁民 8 名を選

んでこの種苗 800 メートルを渡して、その中で特に良

いと思われる種苗 200 メートルを 16 台 G 台の施設

費は約 6 万円）に用いて養殖した結果、次のような製

品が出来上り、実際に販売したところ白口上浜（川汲） 

の70 パーセントの価格で、取引されました。この価

格からみますとちようど鹿部コンブの 2 年コンブとい

う評価を受けたことになります。 
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生産量 	販売代金 

1 等 検 	624キ Fグロム 741.376円1 

2 " 	688 	 653,944 ｝元 揃 

3 'I 	584 	 416,333 j 

4 ii 	2,400 	 600,000 	花 折 

ミズコンプ 2,400 	 168.000 

（施設についた地場コンブ） 

合計しますと 6,696キログラム、 2,579,653円にな

り、 1 人平均約 32万円ということになりました。 44 

年の天然コンブの 1 漁家当りの収獲は平均約 15万円

程であるときいておりますが、こうした養殖の成果を

みて現地の漁民は我も我もと促成種苗をほしがるわけ

であります。道の検査規格は感応検査で、それに一枚

の長さや幅、重さが規制されてきますが、 44年の促

成コンブの 4,..-.7 月までの標本のェキスアミノ酸の消

長を北大水産学部の大石博士等が調べた結果によりま

すと（詳細は 45年4 月の日本水産学会定期大会に発

表される予定）天然の 2年ものコンブの特徴を持つこ

とが明らかにされており、従来天然コンブに微量しか

検出されていなかったヒスチヂンやトリプトフ7ンカ二 

10-20 (m9、 %）というように明瞭に見出されたとい

っております。こうしてみると促成コンブは 1 ケ年間

の生育過程で外観は勿論のこと成分的にも天然の 2年

コンブに劣らないことが科学的に立証されたことにな

ります。このことは製品化に重要な意義をもっている

ことになります。ところでコンブの養殖試験というも

のは随分前から、あちこちで実施されてきて新聞等で

は良かった良かったと記事としてでるわけですが、ど

うしたことか、あとの始末がさっぱり発表されてきま

せん。これは最終的には失敗してしまって、生産販売

にまで行っていないことを意味することでしようし、 

こう Lた養殖事業に対する技術陣の研究不足のために

起きる指導のあいまいさが招いた結果という他はあり

ません。 

今迄 3年間の試験の経過を申し上げましたが、そこ 

で考えてみますと、種苗をできるだけ早く海に入れる

ということが第一条件のようですし、しかもこのとき

の水温が 18 でから下がり気味のときを狙って入れる

ということは、非常によい結果をもたらすものである

ということを確信を持っていえると思います。 

北海道の第 3期の総合開発計画の策定に当って，こ 

うした促成栽培技術を基盤としてコンブの増産計画が

組まれておりますし、それに必要な従来の採苗場と異

なったタイプのものも当然考えられているわけであり

ます。 

44年度から道は上質コンブの増産のための緊急措

置として推進本部を作り、 2 億数千万円を投じて 46  

年には約 1.700 トンの生産を見込んでいるようであり

ます。まだ促成栽培用のための種苗生産の採苗場がな

い限りほとんど種苗生産が天然あるいは従来の採苗、 

仮植の域を脱しないわけですが、漸くコンブ養殖の機

運が湧き上ってきたということになりましよう。 

こうした大事業を無にしないためにも水産試験場は

栽培漁業に対応する体質改善を急いで行ない、新しい

技術をどんどんいれて漁民の要請に応える義務があろ

うかと思うわけであります。 

（増殖部 長谷川由雄） 

探 海 丸 （定けい港 小樽市） 

鋼船 112.79屯、長 29.9 m、幅 5.7 m、深 2.6 m 

主機 デイーゼル機関350 H' 

速力 1OKT 

昭禾039年3月 東造船株式会社にて建造 

主要設備及属具 

底曳ウインチ、ネットホーラ、 ラインホーラ、棒 

受網ウィンチ、魚探、音響測深機、自動方探、レ 

ーダー、 ロラン 

主な調査海域と調査 

北海道周辺海域において、海洋観測、底引網、流 

網、延縄、棒受網漁業等の調査研究に従事。 

ら論コ葬蘇髭繭臨1 
I磨魯禦 i3fj讐亘一 $4 

昭和 45年 1 月 28日から29日にかけて、北海道区

水産研究所において、漁業資源研究会議、北部底魚分

科会が開催され、北水研、日水研、東北水研、遠洋水

研、北海道立水試等がこれに参加しました。課題は、 

(1）スケトウダラ資源について、(2）漁業資源研究の方法

論的問題、(3）底魚資源研究における標識放流の問題の 

3 分野にわたっており、各水研より次のような話題提

供と、終始活発な論議が行われました。なおスケトウ 
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ダラ資源問題は、現在の水産界の関心のまとであった

ためか、道内外の研究機関外の人たちも、かなり多く

ききにきて、関係者を驚かせました。 

議 題 

I スケトウダラ資源について  

2，陸奥湾におけるホタテガイ漁業の振興にてル、て 

斎藤 健（青森県） 

3．北海道におけるホタテガイ漁業の振興について 

西川精一（北海道庁） 

4．胆振支庁沿岸におけるホタテガイ漁業の振興につ 

I-1 日 本 海 区 	尾形哲男（日 水研） いて 	 貫戸良孝（道胆振支庁） 

1-2 三 陸 沿 岸 	小谷地栄（東北水研） 5．渡島支庁沿岸におけるホタテガィ漁業の振興につ 

I1 3 北海道周辺 	辻 	敏（中央水試） いて 	 内田 泰（道渡島支庁） 

1-4 カムチヤツカ周辺 北野 裕（北水研） 6．青森県におけるホタテガイ研究の現状の問題点 

1-5 東部ベーリング海 高橋善弥（遠洋水研） 菅野博記（青森県水産増殖センター） 

1一6 生態に関する三つの話題 7．網走支庁沿岸におけるホタテガイ増養殖研究の現 

林 	清（函館水試） 状と将来 	 小原昭雄（網走水試） 

1-7 討 論 	座長：飯塚 篤（北水研） 8．噴火湾南西部におけるホタテガイ増養殖研究の現 

I 漁業資源研究の方法論的諸問題 

庄司東助（東北水研） 

皿 底魚資源研究における標識放流の問題 

皿11 ハタノ、タの系統群研究における標識放流の 

問題 	 沖山宗雄（日 水研） 

皿12 パパガレイを中心とした標識放流と飼育に

よる実験について 石戸芳男（東北水研） 

皿―3 釧路海域のバパガレィ標識放流試験結果に 

ついて 	 坂本寿勝（釧路水試） 

カムチャッカ南西岸のコガネガレイ

金丸信一（北水研） 

皿― 5 討 論 座長：北片正章（北水研） 

なお、本分科会の議事録は北水研で編集し、近く印

刷配布の予定です。 

ホタテガィ研究協議会 

本協議会は、昭和 45年 2 月 4,-5日に北水研主催で

洞爺湖翠明荘において開催され、北海道と東北地方か

ら、 関係者 33名が参加し、熱心な討議がおこなわれ

ました。議題は次の通りです。 

1．海洋開発rこついて 	佐藤重勝（東北水研）  

状と将来 	 有馬健に（函館水試） 

9,噴火湾北東部におけるホタテガイ増養殖研究の現 

状と将来 	 和久井卓哉（北水研） 

10.噴火湾における環境研究について 

駒木 成（北水研） 

総合討論 

昭和44年度 

日本水産学会北海道支部大会 

本大会は、昭和44年 n 月 5日、北水研講堂におい

て開催され、道内各地から50余名の参加がありまし

た。研究発表は次のとおりです。 

1．小樽市沿岸の禁漁区の7ワビについて 

川村一広（中央水試） 

林 忠彦（ ク ） 

高野睦男（鎧畿謝 
2．テトラサイクリ ンによるエゾパフンウニの標識方 

法 
	

滝 裏（稚内水試） 

3. Porphyra umbiicalis について 

福原英司（北 水 研） 

4．春期におけるコンブの子のう班形成について 

三本菅善昭（北 水 研） 

渋谷三五郎（ ク ） 

長谷川由雄（ ク ） 

5．伊達地先におけるホタテガイ稚貝の放流効果につ 

いて 	 和久井卓哉（北 水 研） 
r ゴ＃二せIf 三 1 I中央水試、 
工藤敬司（晋森券携j 

6‘魚類下垂体生殖ホルモンの抽出とその応用 

山崎文雄（北大水産） 

7，噴火湾水の周年変化 大谷清隆（北大水産） 

秋葉芳雄（ ク ） 

111-4 皿― 4 
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8，アュ友釣漁法についての一考察 

川田三郎（北 水 研） 

9．ケガニ稚仔の飼育について（予報） 

尾身東美（釧路水試） 

10．海藻の特殊成分の研究。x.成分の結晶化および

その若干の性質 矢野和夫（北教大釧路） 

辻野 勇（北大水産） 

石原義雄（ ク ） 

11．支勿湖産ヒメマスの脂質について 

太田 享（北大水産） 

高田喜美恵（ ク ） 

山田 実（ ク ） 

12．アニサキス幼虫の食品衛生学的研究。虫体の分離

検出方法の検討 大石圭一（北大水産） 

岡 重美（ ク ） 

平沖道治（ ク ） 

13．サケ血清のディスク電気泳動について 

米田 勤（北大水産） 

石原義雄（ ク ） 

生態研究談話会 

北海道における漁業の発達史（ 5回） 

話題提供者 庄司東助（東北水研） 

第一回 2 月 18 日 

北海道における原蓄過程の諸問題 

第二回目以降の予定 

北海道漁業の発展 	（2月 25 日予定） 

漁具漁法の発達 	（3 月 4 日予定） 

漁業近代化の諸問題 （ 3月 H 日予定） 

漁業経営高度化の問題 （ 3 月 16 日予定） 

昭和44年度 漁況海況予報事業 

北海道ブロック会議ならびにス 

ルメイ力に関するシンポジウム 

日 程 3月 12日～叫日

場 所 北 水 研 

第フ 回 国際海藻学会議

北海道地区準備委員会の初会合 

アジアで最初の国際海藻学会議が昭和 46年 8月 9 

日より 8月 13日まで札幌市において開催される予定

になっております。 

この会議は日本学術会議が主催するものですが、実

際の準備は地元である道内の藻類関係者が中心になら

なければなりません。 

そこで、昭和44年 n月 5日に当所で、日本水産学

会北海道支部大会が開催されたのを機会に北大理学

部、同水産学部、道立 5水試および北水研の藻類関係

者が集り、準備委員会が開かれました。その結果、北

水研は道水産部や道立 5水試と共同で、海藻標本およ

び海藻製品の展示を担当することが決定しました。 

「資源部資源第3研究室（函館）コ 
I 余市に移転~ 

これまで資源部資源課第 3研究室は、スルメイカの

資源研究を主として行ってきましたが、北水研函館支

所の廃止以後は、遠洋水研北洋資源部と従来の庁舎に

同居してきました。昭和45年4 月より北洋資源部が、 

清水の本所に移転することになりましたので、これを

機会に、第 3研究室も余市にうつることとなり、新谷

室長、村田技官、石井技官の 3人が 4 月に余市にこら

れます。 

流動研究員 2 名滞在 

農林水産技術会議流動研究員制度の規定,こもとづい

て、共同研究を推進させるため現在 2名の研究員が北

水研に来所しています。 

ひとりは東北水研の庄司東助技官で、近年、沿岸・

沖合・遠洋と急速にのびてきたスケトウダラ漁業につ

いて経済学的側面から研究を展開するために、この漁

業の本拠である北海道へ来られました。 

研究議題 「スケトウダラ漁業の動向に関する経済

学的研究」 

共同研究者 北野 裕技官（資源部） 

期間 昭和44年 12月より 45年 3月まで 3 ケ月間

他のひとりは、小樽商科大学化学商品学教室、斎藤

要教授のもとで魚類の色素に関する研究を進めていた 

北原直教官です。ニシンやスケトウダラなど多挙卵性

魚類の魚卵の質について生化学的側面から共同研究を

進めるため本所に招へいされました。 

研究課題 「魚類資源の補充に影響する卵の質の研

究」 

共同研究者 森田 祥技官（資源部） 

期間 昭和45年 1 月より 3月まで 2 ケ月間 
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◆北水研 日 誌◆ 	 ◆刊行物のおしらせ中 

9. 16 庶務課長会議、於清水市、大野課長出席。 

9. 29 スルメイカ漁況長期予報会議、於函館市、蒲

原資源、駒木海洋両部長出席。 

10. 3 農林省北海道地方連絡会議主催、第 5回庶務

会計事務連絡協議会当所にて開催。 

10. 8 農林水産技術会議横尾事務局長、轟課長補

佐、北海道農試杉場長、保利総務部長来所。 

10. 15 農林水産技術会議整備課、伊藤、町田、幡谷

事務官来所。 

所長、海洋開発懇談会出席、於札幌市。 

10. 21 水産庁研究第 1 課、酒井、河田技官、川淵事

務官来所。 

10. 23 地方連絡会議、企画、運営会議、於洞爺、大

野課長出席。 

10,引 地方連絡会議、於洞爺、所長出席。 

11. 5 日本水産学会北海道支部大会及び国際海藻学

会議北海道地区準備委員会、当所にて開催。 

H. 7 小樽財務部管財課長、宿舎係長来所。 

11.17 水産庁研究第 1課山崎管理班長、東海区水研

佐藤会計課長、加藤技官来所。 

11.18 水産庁林調査官来所。農林水産技術会議西園

副管理官、本庄技官来所。 

12. 9 にしん担当者会議、於当所、各水試担当官来

所。 

45. 

GUZMAN、 東海区水研笹川技官来月た 

1. 28 北部底魚ブロツク会議、当所にて開催。 

2. 3 ホタテ研究協議会、於洞爺湖、所長、長谷川 

増殖、駒木海洋両部長外担当官出席。 

2. 7 北光丸ドツクのため出航、於清水市、日本鋼 

管清水造船所、 3月巧日まで。 

2 一 16 指定調査研究助成事業協議会、於東京都、長

谷川増殖部長出席。 

2. 17 増殖担当者会議、於日光市、長谷川増殖、駒

木海洋両部長外担当官出席。 

2. 23 資源、海洋部長会議、於東京都、蒲原資源、 

駒木海洋両部長出席。 

探海丸ドックのため出航、於函館市、函東工

業株式会社、 3月 22日まで。 

2. 24 所長会議、於東京都、川田所長出席。 

第 14回 日ソ漁業委員会の随員として飯塚室

長出張於モスクワ。 

北水研研究報告第 36号は、3月中に刊行されます。 

内容は次のとおりです。 

竹内 勇 	新しい改良型ドレツジについて。 

村田 守・新谷久男 	北海道北東海域におけるス 

ルメイカの生態学的研究 

北海道区水産研究所報告文献目録（1) 

◆人 事 移 動◆ 

(9月 30日付） 

（北水研北光丸 1航）農林技官 砂田域介 

辞職を承認する。 

G2月 31 日付） 

（北水研探海丸甲板員）農林技官 池田弥太郎 

辞職を承認する。 

(1月 1 日付） 

命 雇、北水研探海丸司厨員 
	

高橋忠雄 

新規購入機械紹介 

⑨ 低温冷蔵庫 

スケトウダラ・カレイ類・ニシンなど魚体生物測定

に使用する標本魚の冷凍保存用に購入したもので、田

尻機械工業（札幌）製造。 

保蔵温度は一25度、有効内容積は 3.7立方米、冷

凍魚函 32 ケースを収容できます。 

本庫の設置により、標本魚の腐敗防止が可能にな

り、長期間の具存ができるようになりました。 

44. 

9.16 

9'29 

10. 3 

10. 8 

10,15 

10.21 

10.23 

10,31 

11.5 

1. 27 ペルー国 MARIO MESIA、チリ国 OSCAR ペルー国 MARIO MESIA、チリ国 OSCAR 
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飯塚編集委員長がモスクワに出張しましたの

で、私が代行しました。 

海洋開発実行計画が具体化されようとしていま

す。そのー環として、水産増養殖技術を向上させ

る計画がありますが、北海道特産の告コンブこの

養殖経過と現状について、長谷川増殖部長に執筆

して頂きました。 

編集委員：森田祥（飯塚篤代理、資源部）、竹内

勇（海洋部）、福原英司（増殖部）．保田勝、増

田英治、中村勇太郎、佐々木清（庶務課） 

(45. 3. 1 竹内） 

⑨ ポイック積分球式極微濁度計 

本機は増養殖場の理化学的特性に関する研究を効率

的に進めるために購人したもので、海水の濁りの徴量

測定及び散乱ロスとしての濁度も測定できる能力があ

り、海水の基礎生産機構を明らかにするのに役立ちま

す。  

とびだしてくる新鋭機で、データー処理の合理化がで

きます。 

⑥ 炎光光度計（日立 FD F-2形） 

⑥ 高速精密切断機 

こファイン・カツト・100 型母 

タラ・スケトウダラ・メヌケなどの耳石（プラスチ

ツクに埋蔵する）の 1次・2次の切断を目的に購入し

ましたが、カイの貝殻、ェビ・カニの甲殻、海獣の歯

の処理にも適しています。昭和“年度の新製品で、 

従来のものより震動が少なく、精度が高く、耐久性に

も勝れています。 

＠ プリントアウト直示天秤 

プリント装置つきの分析天秤で試料、試薬の精密、 

迅速秤量ができ、秤量値はガムテープにタイプされて 

海藻類の生育段階の生理的特徴づけを行うためには

養分吸収経過を明らかにすることが必要です。このた

めこは各種の栄養物質を定量分析する必要があります

が、その際常法にては定量困難な藻体の Na、K、Ca 

を本機を用いて定量分析します。 

また貝類藻類漁場の生産性は沿岸水の肥沃度と密接

な関係があることは明らかですが、本機を用いて栄養

塩類のミクロ定最分析をおこないます。 


