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ンブの養殖試験風景・北海道南茅音町 

て日本海は比較的あたたかく 

Intermediate region :属す

るが、太平洋、オホーツク海

は Cold regioilに属し、とく

にオホーツク海域は冬季間流

氷によっておおわれている。 

生物的にはほとんど寒帯種で

あって、それらの大部分は北

海道を分布の中心としてい

る。北海道の水産増養殖を考

えるとき、それぞれの環境条

件に適合した生物種を選定す

ることカ明干要であるとし、えよ

う。 

つぎに、北海道は上記の様 
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過般（8月）の水研増殖部長会議でも討議されたこ

とであるが、水研に席を置く研究員は、常,こ国という

立場から、その地域の水産増養殖をみつめ，課題を選

定し、そしてどのように研究を進めて行くかを考え、 

反省すべきである。 

まず、北海道は日本の全海岸線延長の約10% (2,和 

Okis）を有し、本州とは津軽海峡によって区切られ、 

日本海、太平洋、オホーツク海に囲まれている。そし 

オホーツク海側は流氷のため 

尋・ー .1 養殖施設などの設置は極めて

困難であって，今後の北海道における浅海漁場の開発

は、養殖的手法ではなく、主として増殖的手法によっ

て達成されるものと考えられる。 

さて、北海道において行なわれ、あるいは試みられ

ている水産増養殖としては、魚類：サケ・マス類の海

中養殖、貝類：ホタテガイ・ホッキガイ・ェゾアワビ

の増養殖、その他の動物：ェゾバフンウニ・キタムラ

サキウニの増殖、海藻：コンプ・ワカメ・ノリの増養 
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殖、さらに甲殻類：カニ類・ェビ類の栽培漁業への種

苗生産などが挙げられる。 

これらのうち、上記の諸条件をふまえて、北水研で

手掛けねばならない課題とその内容について述べてみ

よう。 

まず、第 1 にあげられるのは北方系有用貝類の代表

種であるホタテガイおよびホツキガイの増殖である。 

北海道のホタテガイは昭和43年において全国漁獲量の

約刀％を占めているが、漁獲量の推移をみると昭和 8 

-18年の豊漁期の後、減産の一途をたどり、とく’こ主

産地たるオホーツク海沿岸では 盛期のわずか10分の 

1 にしか過ぎない。またホッキガイは主として根室、 

釧路海域および噴火湾で漁獲され、全国漁獲量の約85 

％を占めるが、これも昭禾032年をピークとして次第に

減少の傾向にある。このような減産の対策としては、 

いずれも、 1 ）再生産機構の解明による対策の樹立、 

2）種苗生産から移殖放養および漁獲に到るまでの全

過程管理による増殖法の確立が挙げられる。たまたま

本年度より こ浅海域における増養殖漁場の開発に関す

る総合的研究こが発足したので、その一環として北海

道としては本課題をとりあげ、二れまで1こ道庁、道立

各水産試験場、 大学などの関係者と数回にわたる会

議、打合せを行ない、46年度以降の共同研究体制の組

織化と計画の検討を行なつてきた。 （なお細部につい

ては本紙で別途報告する。）とくに、ホタテガイにつ

いては採苗一中間育成ー移殖放養ー漁獲という一貫し

た大規模な生産方式の完成が近く、より合理的、省力

的方法を導入することによって、底生二枚貝類増殖の

基本的構想を具体化することができると期待される。 

つぎに、北方系有用藻類の代表として挙げられるコ

ンブは北海道のみならず、太平洋北部、日本海北部で

も養殖が行なわれているが、北海道が全国生産量の約 

88% (32000 ton、乾燥）を占めている。 近、消費

の高度化、増大にともない、とくに上質コンブの不足

が生じ、加工業界側からソ連コンブの輸入運動が活発

化している。しかし、これが実現すれば当然、生産者

側の経済的圧迫となることは明らかであり、この対策

として道は国の助成（ 5 カ年、耗、1L200万円）を得

て、 5 カ年間で全需要（35000ton、 内養殖4500 ton) 

の達成を企図している。この増産計画ではとくに上質

コンブのリシリ系、マコンブ系のものに重点がおかれ

方法としては従来の増殖的方法ではなく、ロープ式養

殖法に依存しているのが注目される。一方、加工業界

では、養殖コソブ、とくに促成ものはいまだ天然産の

ものにくらべ品質（実入り）が劣り、上物加工用には

問題点が残されているといっている。北水研ではこれ

らの情勢を背景に、 1 年生コソブから 2年生コソブに  

到る栄養生理機構の変化を追究すると共に、養殖技術

の基本的な改良を企図しており、近い将来に天然コ二／

ブにまさる上質の養殖コンブが生産されると期待され

ている。 

さらに、北洋水域のカニ類に関して、その年間生産

量は約8万トンであるが、その資源は漸減傾向にあり

それに対応して漁獲量は日米および日ソカニ漁業交渉

により年々大巾に削減されている現状である。この時

点においてカニ漁業の将来を考えるとき、将来の資源

保護的施策から脱皮して、積極的な増殖対策が試みら

れる必要がある。カニ類の卵のふ化、幼生の飼育につ

いては既に実験的には成功しているが、規模の拡大に

は、とくに餌料生物の選定および大量培養、幼生・稚

ガニの飼育条件の検討が必要である。これらの研究は

有用魚類大規模養殖実験事業、カニ類養殖技術開発企

業化試験として本年度より発足し、本年度は根室市桂

木にふ化飼育の陸上実験施設を建設することになり、 

8月10日、同施設の入札がおわり、n月末日までに竣

工する予定となっている。一方、研究計画については

北水研、釧路水試、北大厚岸臨海実験所がそれぞれズ

ワイガニ、ケガニ、ハナサキガニを対象として基礎実

験を行なうと共に、根室漁協の協力を得て同施設にお

いてタラバガニの大量飼育実験を行なうことになって

いる。差し当りの餌料としては、 カニのそれぞれの 

Stage に応じ、培養したアルテミアを投与することに

しているが、多毛類、巻貝類、7ミ類など各種生物の

大量培養が併行して進められる必要がある。なお、た

とえ稚ガニの大量生産が可能になったとしても、放流

効果の解明など問題は山積しており、より多くの方々

の理解と協力が望まれる。 

以上の 3件のほか、当水研ではノリ養殖に関する研

究を行なっており、北海道に適した品種の選定とその

養殖方法の開発を課題として、アサクサノリ、スサビ

ノリ、マルパアサクサノリを用い、糸状体・単胞子体

による採苗、単胞子体の冷凍保存、養殖可能期間、耐

病性などについての比較検討を進めている。 

幸いにも北海道は本州中南部と比較して都市、工場

排水による水質汚濁も少なく、広大な未開発漁場は吾

々の手がさしのべられるのを待っているかのごとく感

じられる。吾かとしてはこれらの課題に対応するため

当水研の研究体制の強化を切望すると共に、国立、道

立各試験研究機関相互の道繋を密にして、研究の組織

化、効率化を図りたいと考えている。 
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ー・公害雑感 

駒 木 

人間は、自然の資源と法則を利用して文明をつくり、 

自然の与える恩恵をうけてその用に供してきた。しか

し、文明はまた、自然を破壊し、大気の汚染、水質の

汚濁、騒音、振動、悪臭などによる公害をもたらした。 

すなわち、公害は、人間がつくり出した産業と都市に

その発生原因が内在し、あきらかに社会的災害であ

る。この公害は、文明の集中的表現である都市、なか 

でも巨大都市東京において著しく 	。これは昭和 

44年7月2日に公布された東京都公害防止条例の前文 

ハ 	の一部である。続いて「公害」を定義し、この条例に 

ー 	おいて「公害」とは、事業活動その他の人為に基づく 

生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、 

騒音、振動、悪臭等によって、人の生命及び健康がそ

こなわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをい

う。としている。 

我が国の経済成長はめざましい発展ぶりで、国民総

生産は世界有位となった。そして幾多のマイナス面も

かかえてきている。GNPのランクがあがる毎に、マ

イナス面のランクも又あがってきた、と云うわけであ

る。公害問題もその一例である。いまや、我国の空、 

河川、湖、海はよごれを増すばかりで、更には、地盤

沈下から食品添加物問題と、その公害領域は拡大する

一方である。新聞、テレビなどのもたらす「マスコミ」 

公害の戦列には、在来の「コマーシャル」公害などに

加えられてきたのが「公害」公害である。 

公害対策に関連のある我国の法律を年代別に見ると

明治29年制定の民法からはじまって、食品衛生法（昭 

〇 	22) 、へい獣処理場等に関する法律・港則法（昭23) 

鉱山保安法（昭24) 、港湾法・漁港法・鉱業法・毒物

及び劇物取締法・建築基準法（昭25) 、民事調停法・

水産資源保護法（昭26) 、と畜場法（昭28) 、清掃法 

（昭29) 、工業用水法（昭31) 、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律・放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律（昭32) 、水

道法・下水道法・工業用水道事業法・水洗炭業に関す

る法律（昭33）などに続いて出されたのが、公共用水

域の水質の保全に関する法律・工場排水等の規制に関

する法律（昭33年12月）の「水質二法」である。 

公共用水域の水質保全を図り、あわせて水質の汚濁

に関する紛争の解決に資するため、これ’こ必要な基本

的事項を定め、もって産業の相互協和と公衆衛生の向

上に寄与すること。製造業等における事業活動に伴っ

て発生する汚水等の処理を適切にすることにより、公

共用水域の水質の保全を図ること。がこの水質二法の 

目的であり、水質汚濁に対する国の考え方が明らかに

され、総括された。企業優先が背景となり、ために、 

被害側からはザル法と呼ばれた本法制定以降も続寿各

種法律が制定された。 

首都圏の既成市街地における工業等の制浪に関する

法律・工場立地の調査等に関する法律（昭34) 、薬事

法（昭35)、水資源開発促進法・水資源開発公団法（昭 

36) 、新産業都市建設促進法（昭37) 、河川法・工業

整備特別地域整備促進法（昭39) 、公害防止事業団法 

（昭如）、から公害対策基本法（昭42）が制定された。 

前出の水質二法に続いて国の公害対策に対する基本路

線がやっと敷かれたのが、昭和42年と云うことにな

る。この法律は、事業者、国及び地方公共団体の公害

の防止に関する責務を明らかにし、並びに公害の防止 

,こ関する施策の基本となる事項を定めることにより、 

公害対策の総合的推進を図り、もって国民の健康を保

護するとともに、生活環境を保全することを目的とす

る。 

公害対策基本法制定以降、船舶の油による海水の汚

濁の防止に関する法律（昭42）が国際条約との関係で

制定され、大気汚染防止法・騒音規制法・都市計画法 

（昭43) 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措

置法（昭44）が逐次制定された。 

公害は産業・経済の発展段階に対応する社会的災害

であって、政治権力と企業と地方自治体間のアンバラ

ンスがもたらした落し子である。国の立法措置で見ら

れた流れの中にあって、地方自治体は、各都府県独自

の公害防止条例制定の方向に進んでいる。福岡県（昭 

30）を皮切りに、新潟（昭35) 、静岡（昭36) 、埼玉 

（昭37) 、愛知・神奈川（昭39）大阪・長野・兵庫・

宮城（昭40) 、千葉・福島・栃木・茨城・岡山・和歌

山（昭41) 、東京・熊本・北海道（昭44）などが公布

している。 

公害の中で も古くから事例の多いのは水質汚濁で

あって、いつもその被害者となってきた漁業側とは、 

不倶戴天の間柄であり、両者間のトラブルは今後とも

果てしなく続くことになるであろう。憲法と民法と水

産資源保護法を楯として戦ってきた漁業側は、その科

学技術の衆知をあつめて、水産用水の基準化を図ろう

としている。漁業団体（水産資源保護協会）によって

昭不040年に水産用水基準の提案が行われ、ついで昭和 

44年にはその内容の拡大も含めた第二次の水産用水基

準案を作成中とのことである。 

北海道における公害事例でも、やはり水質汚濁が多

く、その水質汚濁による被害者はその九割が漁業側で

ある。漁業被害の歴史は古く、大正元年（1912）より

現在に至る間、社会情勢、産業構造の変化と共に歩ん 
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できた問題なのである。残されている記録としては初

の事例は、亀田郡尻岸内町古武井における硫黄鉱山の

精錬鉱津が古武井川を汚濁したため、サケ・マスのそ

上に障害を与えたと云う（大正元年）。ついで、大正 

5年（的16) には苫小牧市にある王子製紙工場の廃液

被害があり、河川や海水の水族、漁網に損害を与え

た。同工場廃水は、その後も幾多のトラブルの源とな

って現在に至っている。大正 8年（1919) には、ばれ

いしよ澱粉工場廃水のため、後志を横断する尻別川汚

濁とサケ・マス被害を生じた。現在は、当時の中小工

場群を集中して大規模な、合理化工場となってきたの

で、汚濁負荷を高め、河川の自浄作用能を失はしめる

危険がある。大正15年（1926) には北見地方鴻の舞金

山における金鉱の青化精錬廃水のため、河川そ上のサ

ケ・マスに障害を与えた。昭和年代になって、昭和7 

年（1932）満洲事変による軍需増は、金属鉱山の開発 

・紙パルプの増産を高め、ために坑内水、浮選廃水、 

紙パルプ廃水などによる被害事例が、道内各地で見ら

れるようになってきた。引続き、昭16. 17年迄の約伯

年間は、ひたすら軍事力の増強に向い、石炭、金属鉱

山、紙パルプ、澱粉、ビート製糖等の各種生産は高ま

り、廃水による漁業被害は絶え間がない状態であっ

た。第2次大戦から敗戦後復興期の間は記録に残され

た事例が見当らない。当時の調査資料が欠けたのか， 

加害側、被害側の事情によるものかは明らかでない。 

その後、磯谷発電所排泥による漁業被害が報ぜられる

よになった昭不023年頃より、再び水質汚濁と漁業間の

戦いがはじまり、各種の産業廃水、金属鉱山、紙パル

プ、澱粉、製糖などの汚濁事例が続々と各地で知られ

はじめた。昭禾033年の水質二法が制定された当時頃か

ら、世論も高まり、調査研究活動や行政指導が次第に

強化されたが、その重点はサケ、マス河川の保護にあ

った。北海道庁の行政窓口として企画部に公害課が設

置された昭手ロ38年から39年にかけて、石狩川と常呂川

の水域指定と水質基準が国によって設定された。つい

で、オカシベッ川（登別）と十勝川が昭44・45年に水

域指定と水質基準が設定され、また公害防止条例によ

る前向きの体制ができつつある。 

一方、道周辺海域の汚濁’こついて、関心がむけられ

問題が生じたのは比較的新らしく、ここ10年程前であ

る。海域の問題は、被害の漁業自身（資源生物の多種 

・多様、漁業形態とその変遷）と汚濁源の海域におけ

る存在様式が、河川・湖沼にくらべて動的であり、実

態の把握にかける点が多い。沿岸から沖合へ、遠洋へ

と開拓して行った漁業の時代はすぎて、国際漁業の漁

獲制限、経営の系列化、漁業労働者の老令化は、次第

に、遠洋から沖合へ沿岸への逆もどりを早めてきた。 

これに対して産業汚濁源も、原料などの生産コスト面

と公害トラブルの逃避面から、臨海域に移行してきて

し、る。 

海域での汚濁源は、廃水量、成分共に他を圧する紙

パルプを筆頭に、硫黄・硫化鉄鉱山、製糖、澱粉、水

産加工場などの産業廃水が従来からその対象であった

が、 近は、加えて、臨海都市のし尿・下水処理、港

湾俊漂沖捨のような公共事業や、火力発電などの温排

水問題も生じている。かくして、その汚濁域は道内各

地に及んでいる。 特に、ノリ、ワカメ、コンブ、ホタ

テ、ホッキなどの増・養殖漁業がのびてきている海域

は、臨海工業帯としての立地条件にめぐまれる点も多

い。海洋開発のブームもまた海底石油資源開発、海底

砂鉄資源開発、海中公園工事などの漁業影響も考慮す

る必要がある。 

このように、北海道における水質汚濁の歩みは、一りー 

ケマス河川に端を発し、次第に海水汚濁の傾向を強め

てきた。海水汚濁が直ちに漁業被害に直結するとは限

らないとしても、海水を汚濁してよろしいと云う論に

はならない。河川・湖沼が汚濁のピークに達してから

やっと水質基準の設定が実施され、監視体制が強化さ

れるようになった。海域では前者の轍をふむ事なく、 

漁業被害を事前に防止出来るような対応が、今後の方

向でなければならないと思う。 

オオノノリの Substratum 

と H0l既ast 

オオノノリ 1コりゆ勿ya onoi Ueda は北海道近海特産

のノリとして、よく知られており、また、その学名と

和名が、ともに北水研の前身であった北海道水産試験

場で昭和7年まで活躍された大野磯吉氏に dedicate 

されたことでも有名であります。ところが、このオオ

ノノリは北海道近海とか、日本沿岸としてだけではな

く、世界に例のない特異な存在であるということがで

きます。というのは、普通に養殖されているアサクサ

ノリやスサビノリ、あるいは岩ノリとして知られてし、 

るウップルイノリはもちろん、オオノリ以外の種類で

は海中にある岩、貝類、海藻類はもちろん、陸上から

すてられた木片、ガラスあるいはゴム靴等にまで着生

し、よく生育します。そして、この性質が網挟をもち

いて養殖し、あるいはコンクリート面を造成して増殖

することのできる理由でもあります。ところがオオノ

ノリは岩や貝類はもちろん、網箕等に決して着生する

ことはありません。それでは何に着生するのかといえ 
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ば ,ッノマタ属の数種のものにかぎられるのです。し

かも普通のノリが他物の表面に holdfast を形成する

のに対し、 オオノノリは substratum であるツノマ

タ属植物の内部組織に侵入しています。この様子を普

通のノリ （ここではスサビノリ）と比較して、もっと

も分りやすい初期発芽の形で図示してみました。 

図 の 説 明 

Al~4 普通のノリの発芽 

Bi --4 	オオノノリの発芽 

このように、なぜッノマタ属のような特定の海藻に 

だけ着生するかということは非常に興味あることです

が、その理由はまだ明らかでありません。 

つぎに、あまり一般的ではありませんが、このオオ

ノノリは非常においしく 「ミミノリ」 と通称されて親

しまれています。そして一部の人達から「養殖するこ

とは出来ないか」という質間をうけるのですが、上記

の理由によって、網築や粗柔をもちいて養殖すること 

は不可能です。しかし、ツノマタを増殖して間接的に 

増やすことは可能です。 	 （福原英司） 

「浅海域における増養殖漁

場の開発に関する総合研

究」北海道地区会議 

こ浅海域における増養殖漁場の開発に関する総合研

究こ （いわゆる別枠研究）は、海洋開発の一環として

資源培養技術の開発のために昭和45年度から 5 カ年計

画で設定された課題であるが、この課題にたいして北

海道としてどのように取り組むかを討議するため、北  

水研主催で北海道地区会議を 2回にわたり開催した。 

1． 第 1 回北海道地区会議 

昭和45年7 月15日、北水研会議室に東北水研、北海

道水産部、北海道立水試（中央、釧路‘網走、函館） 

ならびに北水研の関係者が参加して開催されました。 

議 題 

1) 別枠研究の全体計画 

2） 二枚貝増殖漁場開発研究の計画 

3） 昭和45年度実行計画 

4） 昭和46年度研究計画 

これらの議題の協議の中では、特にこの研究が従来

型の基礎研究あるいは対策研究ではなく、開発技術の

開発に関する研究で将来の漁業政策に結びつく方向で’ 

進める必要のあること、またそのために選定する課題

と実験漁場も全国的視野で検討し、それに取り組む体

制についても水研、水試は勿論大学等の関係機関も含

め密接な共同研究体制をとることが重要であるなどの

点が強調された。さらに具体的な問題としては、道内

各地域におけるホタテガイ、ホッキガイ漁業の現状と

研究上の諸問題について討議を行ない、昭和46年度の

研究計画については 8月中旬までに案を提出し全体的

な討議の中でまとめあげることを確認して散会した。 

2， 第 2回北海道地区会議 

第 2回会議は 8 月21日北水研会議室で開催され、東

北水研、北海道水産部、北海道立水試（中央準内’ 

両館）と北水研の関係者が参加した。会議十こは北水研

と網走水試とで立案したオホーツク海沿岸とサロマ湖

を対象水域とするホタテガイについての研究計画と、 

函館水試の立案による噴火湾と道東海域を対象漁場と

するホッキガイの研究計画が提案された。討議の中で

は、それぞれの漁業の将来展望の問題、また各対象種

の全体の研究計画の中で別枠研究の占める位置、対象

漁場の価値の問題などが話し合われた。 

以上の 2回の討議にもとづいて取り纏めたのが下記

の研究計画である。 

北海道地区こ浅海域における増養殖漁場の開発に関

する総合研究こ 

（二枚貝増殖漁場の開発に関する研究） 

地域および対象種 

1, オホーツク海沿岸およびサロマ湖 
ホタテガイ 

？ 暗火湾および根富海域 	 ホッキガイ 2. 噴火湾および根室海域 	 ホッキガイ 

I ホタテガイの研究計画 

1， 研究のねらい 

わが国のホタテガイ漁業は、北海道沿岸及び青森県

陸奥湾と北水域を主産地としており、その生産は1934 

（昭 9年）の全国生産量80,000トンを頂点として、大

きな年変動を示しながら減産の一途をたどり、近年で 
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は低生産にとどまっている。このことは特に北海道に

おいて著しく、日本海沿岸では漁業が行われなくなっ

てから20年以上を経ており、またオホーツク海沿岸の

宗谷地方では資源の枯渇により漁場価値を失いつつあ

るというのが現状である。 

例えば1968（昭43年）の本道ホタテガイの漁獲量は 

3,841 ton（全国の76.9%）であるが、そのうちの81.1 

% (3118 ton) は根室海域で占められ、オホーツク海

沿岸（宗谷・網走地方）では僅かに13.7% (525 ton) 

に過ぎない。しかしオホーツク海沿岸における漁獲の

推移をみると、1933（昭8年）から1943（昭18年）の 

n年間が大豊漁期であり、その後急激に減少してい

る。とくに1934（昭 9年）には1968（昭43年）の 100 

倍余の 68, 272 ton、本道漁獲量 78, 674 ton の 87％を

占めていた。つまりわが国のホタテガイ漁獲量の増減

は、‘オホーツク海沿岸の増減によって支配されている

とみることができる。 

オホーツク海沿岸におけるこのような著しい減少の

原因としては、 1．ホタテガイの産卵期における同沿

岸水塊の形成状態に何らかの変化を生じたのではない

か。 2．前述の豊漁期における濫獲の結果としての母 

2， 研 究 計 画  

貝の減少が再生産を不活発化しているのではないかな

どが推察される。 

天然の再生産の回復は同沿岸における 大の課題で

あり、このため同沿岸における再生産機構を海洋学的

に解明すると共に、オホーツク沿岸（とく’こ北部）へ

の種苗の大規模移殖を行ない、移殖効果の判定と共に

再生産に解明すると共に、オホーツク沿岸（とく’こ北

部）への種苗の大規模移殖を行ない、移殖効果の判定

と共に、再生産機構の解明に資する。 

一方、このような減産の直接的対策として、現在、 

サロマ湖内において天然採苗→網寵による中間育成→ 

漁場への移殖が行なわれているが、網寵による中間育

成法では労働力供給の面、資材費の面などから限度が

あり、豊漁期と同程度の生産を得るための種苗 8億個

体（生産予想 8万 ton) には到底達することができな

い。そこで中間育成法をこれまでの網寵による方式か

ら地まき法にかえて省力化を計り、生産目標を達成し

ようとするものである。ただし、このためにはサロマ

湖底の環境調査、害敵駆除、稚貝の移動分散、生残率

などの予備調査と、海底耕転、害敵駆除、種苗採取な

どの機械化についての検討が必要である。 

( 

研 	究 	課 ’ 	題 	 研 	究 	内 	容 

A．オホ一ック海沿岸におけるホタテガイの 

再生産機構の解明（昭和46'-'49年度） 

(1） 同沿岸における暖流水塊の消長に関す 宗谷暖流が沿岸沿し寸こ水塊を形成しっっ南下移動すると考えら 

る調査 れ、水塊の形成機構、移動の状況、浮瀞生物分布などをホタテ 

ガイ産卵期を中心に調査する。 

(2）移殖効果確認のための実験漁場の選定 これまでの沿岸各漁場,こおける当年貝および 1 年貝の移殖に関 

調査 連した資料の蒐集により実験漁場を選定し、それにもとずいて 
大規模実験計画を策定する。 

(3） ホタテ当年貝、 1 年貝の試験用採捕器 大6Dm深における漁場の天然貝の分布量および移殖貝の生残 

具の開発 率を確認するための効率的採捕器具を開発する。 

(4） ホタテ当年貝の標識法にっいての研究 天然貝との識別の困難な移殖当年貝にっいて、放射化物質、放 
射性同位元素の投与、あるいは貝殻・生体染色などにより標識 

法を検討する。 

(5) ホ夕テ種苗の大量移殖試験 当年貝および 1 年貝に区分して移殖し、効果判定を行なう。と 
くに当年貝にっいては貝のサイズ別に比較検討を行なう。 

B．サロマ湖内でのホタテガイの地まき中間 

育成に関する研究（昭和46--'49年度） 

(1） 中間育成場予定地および周辺の環境調 サ口マ湖では近年結氷時に湖内の一部十こ水質悪化現象がみられ 

査 るため、底質・底層水質および潮流調査と周年、とくに結氷時 

に重点をおき調査する。なお、供試貝を入れた網寵を底層に設 
置し、貝の発死率を調査する。 

(2）害敵生物’こ関する調査 とくにヒトデ類を対象として食性（摂餌生態、索餌反応の範囲） 

防駆除方法（駆除剤、防護柵）などの調査を行なう。 

(3）効率的天然採苗技術の開発 天然地盤を利用した中間育成法にみあう効率的な天然採苗方法 
を検討し、採苗数の増大と省力化を計る。 

(4）稚貝の放養試験 予定地に稚貝を放養し、稚貝の移動分散生残率、成長などを調 

査する。 

(5）工作船の開発および防護網、柵の作製 大規模実験における海底耕転、害敵駆除、当年貝、満 1 年貝採 

取のためのエ作船の開発と防護網および柵の作製を行う。 

(6）大規模中間育成実験 昭48年、 49年には約 1 億個体の採苗を行ない、同年秋季より翌 

年 5月まで大規模中間育成実験を行なう。 
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I ホッキガイの研究計画 

1， 研究のねらい 

ホッキガイは北海道全沿岸、茨木県以北の太平洋岸、 

富山県以北の日本海岸に分布し、北部日本ではホタテ

ガイにつぐ重要産業種である。 

北海道におけるホッキガイの生産量は、全国生産量

の84.8% (3377 ton 1968年）を占め、1957年をピーク

として漸減あるいは横這いの傾向にある。これまで本

種に対する増殖対策としては1953年より継続的に移殖

事業、殻長・漁期・漁獲量の制限、禁止、ヒトデ駆除

などの漁場管理が行なわれてきたが、その効果につい  

てはなお不明確な点が多い。 

近年とく十こ重要視されてきた砂浜開発においても、 

ホッキガイは北方系の主要対象種と考えられ、また従

来の既存漁場においても資源の増大を計ることが急務

とされている。そのために従来の漁場管理などととも

に種苗生産～中間飼育～移殖という一貫した人為管理

による積極的増殖対策が必要と考えられ、今回共同研

究体制のもとにそれぞれの問題点を摘出解明し、可及

的速かにこの方式にのっとった大規模実験を実施しよ

うとするものである。 

2． 研 究 計 画 

研 	究 	課 	題 研 	究 	内 	容 

A ．予備調査（昭和46--'48年度） 

(1）天然種苗発生漁場の環境調査 噴火湾および根室海域における天然種苗の発生、漁場の環境諸 

要因の調査を行ない、初期減耗要因の解明に資する。 

幼生の分布、稚貝の沈着、満 1 年貝までの生残などにっいて 

海洋構造、漂砂の実態、害敵生物などの面から比較検討する。 

(2）種苗の移殖試験 根室海域に発生した種苗（満 1 年貝）を噴火湾に移殖し、その 

移動・生残率・成長などを調査する。 

(3）人エ種苗大規模生産実験 大量の沈着稚貝を得るため野外に実験池（ビニ一ル・シート製） 

を設けて行なう。 

稚貝 1 億個体の生産を目標とする。 

(4）漂砂防止対策試験 沈着稚貝の初期減耗の 大因は波浪、潮流にともなう漂砂と考 

えられ、潜堤など構造物の設置による漂砂防止が課題となる。 

(5）エ作船の開発 海底耕転、害敵駆除および中間飼育した満 1 年貝の採取のため 

の工作船を開発する。 

B．大規模増殖実験（昭和48--49年度） 大量の人工種苗を生産し、これを海底構造物などによって漂砂 

を防止し、エ作船により海底耕転、害敵駆除した中間飼育場に 

移し、満 1 年後、工作船によりこの種苗をとりあげ広範な適地 

に移殖する。 

（和久井卓哉） 

7 

数参加するものとみられています。 

学会の日程および内容は次のとおり。 

と 	き：昭和45年 9 月30日～10月 2 日 

ところ：北海道小樽市公会堂 

第 1 日： 9 月30日（水） 

開会の挨拶 会長 須永重光 

＠特別講演 

各 	種 	会 	議 

委員会主催の栽培漁業研修会が道内各水産高校教諭12 

名を対象にひらかれ、当所から福原、和久井、三本菅 

栽培漁業研修会 

月26日から 8 月 1 日まで・の 7 日間に、北海道教育 

の各技官が講師として出席しました。 	 1‘ 卸売市場法案と水産物流通 

農林経済局：石川 弘 

2． 以西底曳網漁業の史的発展と現代的諸問題 

北日本漁業経済学会第3回大会 九大：中楯 興 

この学会は、第 3 回目ですが、北海道で行われるの

は、はじめてであり、しかもシムポジユウムは、現在

極めて注目されておりますスケトウダラを中心とした

漁業生産と流通問題となっているため、業界からも多  

＠シムポジユウム 

ースケトウダラ漁業の生産と流通― 

1 ． スケトウダラ漁業の発展過程 

イ、北洋における資本制漁業の発展 

東北水研：広司東助 
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ロ、 スケトウダラ資源開発の発展過程 

北海道中水試：苫米地洋文

ノ、、 スケトウダラ資源について 

北水研：北野 裕 

ニ、スケトウダラ加工の発展過程 

北海道稚内水試：大島 浩 

2． スケトウダラ漁業の経営分析 

イ、母船式底曳漁業の経営 

高崎経大】大津昭一郎 

ロ、北転船の経営（東北） 

水産事情調査部：高橋富土夫

北転船の経営（北海道） 

道総経研：工藤 勲 

ハ、北海道沖合底曳漁業の経営 

北大水：村岡夏雄

第 2 日：10月 1 日（木） 

3. スケトウダラ漁業基地における調査（現状分析） 

イ、日本海沿岸スケトウダラ漁業の再生産と 

漁家の動向 	道総経研：秋田俊一 

ロ、稚内・紋別地区の水揚と加工 

東北水研：庄司東助 

ハ、釧路・網走地区の水揚と加工 

釧路市役所：布施 正

ニ、八戸地区の水揚と加工 

福島大：宮島宏志郎

宮城水試：菊地襲次郎 

4． スケトウダラの流通と消費の動向 

ィ、東京市場を中心とする調査 

水産事情調査所：高橋富士夫 

ロ、大阪市場を中心とする調査 

兵庫県坊勢中学校：吉木武一 

5． 討 論 

第 3 日：10月20日 エクスカーション 

昭和45年オホーツク海域における

スルメイカ・サンマ 

漁海況長期予報会議開催 

昭和45年 9 月相日ーn日の 2 日間’こわたって、網走

市・網走水試を会場にし、(1）今夏の漁海況経過、 (2）オ

ホーツク海域における来涛資源量水準の評価、(3）漁況

予報の作成、 (4）他、等について北水研主催で討議が行

われました。参加したのは水産庁、北水研、道内各水

試、北海道ィカ釣協議会等です。この会議で集約され

た予報の内容は次のとおり。 

漁況予想 

スルメイカ：オホーツク海域の来瀞資源量水準は過

去 6 ケ年中の低位にあった昭和39年～ 

42年の間で、漁況は例年を下回る見通

し。 

サ ン マ】漁期前半は小型魚主体で過去 6 ケ年の

平均。漁期後半は中型魚主体で昭和44 
年並の漁況。両者合計して並漁を下回

る見通し、漁獲量は約 1 万トンを予想。 

Iーーー“、“ー一、、ーーー、 

~ 水産業改良普及員の特別研修 

水産業改良普及員の特別研修は、昭和41年以来恒例

となっていますが、今年も下記の 2 名が 8 月24日から 

11月 7 日まで、増殖部’こおいて研修を実施中で、その

成果が期待されております。 

小野定吉（宮城県志津川町） 

テーマ【コソブの養殖、特に促成種苗の培養につ

し、て 

二村 明（北海道岩内町） 

テーマ：ノリの養殖、特,こ日本海における発芽管

理について 

昭和45年第2回スルメイ力漁

海況長期予報会議の開催予定

について 

全国的なスルメイカの長期予報会議は、本年は、 9 

月28日、 29日の 2 日間、函館市民会館で、水産庁、全

漁連漁海況センター、北水研、日水研、東海水研、東

北水研八戸支所、北海道内各水試、関連本州各水試、 

函館海洋気象台、北海道水産会、道漁連等が参加予定

のもとに開催されます。議題は次のとおり。 

(1）昭和45年第 1 回漁海況長期予報結果の検討 

(2）秋季漁海況長期予報の作成 

(3） スルメイカ調査研究連絡協議会の運営 

(4） その他 

4. 8 川田所長事務連絡のため上京。 

カニ類資源研究協議会当所にて開催。 

水産庁研究第 1 課高島係長、南西水研倉田室

長、北大厚岸臨海実験所長狩野教授、道庁水

産部菊地主事、中央、釧路、稚内、函館各水

試増殖部長等関係者10名来所。 

4. 10 藤井技官、海洋調査のため探海丸乗船、日本

海海域へ、 5 月巧日まで。 

4. 14 飯塚室長モスクワより帰国。 
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4. 16 吉田技官、西カム、スケソ産卵調査のため第 

67やまさん丸乗船、 5月 1 日まで。 

4. 17 北野（裕）技官、東西カム水域のスケソ調査の 

ため第32万漁丸に乗船、 4 月29日まで。 

4.20 水産庁総務課二村、三井係長、塩入事務官物

品検のため来所。 

4.23 乗用車購入。 

4,29 鈴木技官、にしん資源調査のため永明丸乗船

北洋・ベーリソグ海域へ、 6月20日まで。 

5. 6 前増殖部長長谷川技官南西海区水研へ赴任出

発。 

5. 8 北水研の移転問題について職員会議。 

村田技官、スルメイカ資源調査のため探海丸 

乗船、日本海海域へ、 6 月30日まで。 

5.11 大野庶務課長、庶務課長会議のため上京。 

5.21 水産庁調査研究部丹羽技官来所。 

5.26 桑谷新増殖部長着任。 

5.27 地方連絡会議、於糠平町、川田所長出席。 

5.30 永年勤続表彰伝達式、大野庶務課長外 8名。 

6. 4 地方連絡会議企画幹事会、於札幌市、大野庶

務課長出帝。 

6.12 地方連絡会議、於札幌市定山渓、川田所長、 

大野庶務課長出席。 

土門技官力ニ類資源調査のため有磯丸乗船、 

オホーツク海域へ、 8月31日まで。 

7, 6 資源、海洋部長会議於水産庁、蒲原資源部長

駒木海洋部長出席。 

7.13 大野庶務課長、佐々木係長事務打合せのため

上京。 

北片室長、サンマ資源調査のため探海丸乗船

道東海域へ、 8 月18日まで。 

7,15 第 1 回別枠研究会議に東北水研、佐藤（重）、 

管野技官、道水産部、道水試担当官来所。 

8, 3 農林水産技術会議整備課石塚、野嶋事務官来

所。 

8. 4 水産庁松下調査研究部長、研究 1 課高島係長 

来道、釧路、根室市へ、．大野庶務課長同行。 

北大理学部海藻類研究施設長中村教授来所。 

8. 6 地方連絡会議、於函館市、川田所長出席。 

8. 8 遠洋水研奈須技官来所、北洋資源問題につい 

て資源部員と懇談。 

8. 9 水産庁、加藤調査官、川上技官、北洋ニシソ

問題で来所、10日まで。 

増殖部長会議、於東京都、桑谷部長、福原室

長出席。 

8 . 18 金丸技官、母船式底曳網漁業監督官として野 

島丸乗船、西カム海域へ、10月12日まで。 

8.21 札幌財務局宿舎課袖澗係長外 1 名、宿舎事情 

調査のため来所。  

ボイラー水圧試験。 

第2回別枠研究会議、東北水研管野技官、道

水産部、道水試担当官来所。 

8 . 24 香港水産研究所、研究員ウイリアムソン氏夫

妻来所。 

8.26 吉田技官、北洋底魚資源調査のため第 6興北 

丸乗船、ベーリング海域へ、n月 2 日まで。 

8 . 28 藤井技官、海洋調査のため探海丸乗船、日本 

海海域へ、10月 5日まで。 

9, 8 地方連絡会議幹事会、於静内町、大野庶務課

長出席。 

◆昭和45年度調査船運航計画◆ 
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10 	月 	11 	月 	12 	月 	1 月~ 2 	月 	3 	月 
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(4月 1 日付） 
本間 盛一 

命 農林技官 北水研北光丸甲板員 

（北水研北光丸甲板員）農林技官 菊地 英秋

辞職を承認する。 

(5月 1 日付） 

（北水研増殖部長）農林技官 長谷川由雄

命 南西海区水研増殖部長 

（北水研資源部）農林技官 森田 祥

命 遠洋水研企画連絡室 

(5月16日付） 

（真珠研漁場環境研究室長）農林技官 桑谷 幸正

命 北水研増殖部長 

4 . 23 

4 . 29 
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進み、それは魚の生物的生産に関する知識を一歩深め

るものとなりましよう。 

将来、本機に立体観察機をとりつけることによって

生体の直接観察が可能となり、培養や餌育をする栽培

漁業への貢献も期待出来ます。 

⑥C・N・コーダー（柳本MT-500型） 

海藻類の生育生理研究、栄養生理研究また貝類藻類

漁場の生産性研究を行う上で窒素成分の定量は も重

要であり、更に貝類の漁場調査において底質の炭素、 

窒素比率の確認は必要なもののーつであります。従来

これらの分析には多くの労力と時間を要しました。 

本機はこれらを極めて精度よく同時に定量し自動記

録する装置でありますので、分析作業合理化に役立ち

上記の研究の一層の進展が期待されます。 

(6月 1 日付） 

（北水研庶務課）農林事務官 佐々木 清 

命 西海区水研庶務課会計係長 

（北水研庶務課）農林事務官 佐々木綾子 

命 西海区水研海洋部主任 

(6月25日付） 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 谷沢 勉 

命 北水研北光丸 1 等航海士 

(7月巧日付） 

（北水研探海丸司厨員）雇 高橋 忠雄 

辞職を承認する。 

(8月16日付） 
谷口 進 

命 農林事務官 北水研庶務課 

(8月20日付） 

（水産庁開洋丸操舵手）農林技官 土谷 貞征 

命 北水研探海丸操舵手 

（北水研探海丸甲板員）農林技官 江原 祐司 

命 東海区水研陽光丸甲板員 	
佐藤 春夫 

命 雇 北水研探海丸司厨員 

新規購入機械紹介 

⑥超軟x線装置（ソフテックス） 

サンマ、ニシン、スケトウダラなどの脊推骨数の計測

を精確化、能率化させるために本機を導入しました。 

しかし本機の特徴は、CMR（微細構造撮影装置） 

にあり、切片化した生物体標本のソフテックス写真を

撮り拡大観察することによって、諸器官の組織学的研

究に役立ちます。例えば卵の発生学的研究、餌料生物

の分類・生理学的研究、骨略・耳石・鱗の構造研究が 

----―ーーー 編 集 
例年にはみられない暑い夏の北海道でしたが、早く

もすがすがしい秋を迎えています。 

数年前から内外共にガヤガヤしてきた当水研の移転

問題も、ようやく内部の意見がほぼ統一され、いよい

よ予算化の問題と思われたのに、こんどは八海区水研

の機構組織の改変という全く異る次元のもとにかえさ

れてしまったようです。激動する日本の漁業生産が背 

後 

景にある丈に、問題は全水研間で大きくなるものと思 

われますが 	。45年度は委員が交替するはずでした 

が、結局は前年と同じ顔ぶれとなりました。御苦労様

です。 

編集委員：飯塚（資源部）、竹内（海洋部）、福原（増

殖部）、保田、増田、中村、佐々木（悟）（庶務課） 

(45. 9.19 飯塚記） 
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