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サ ロ マ 1号の紹介 

海洋開発の一環として昭和45年度から5 ケ年計画で

之浅海域における増養殖漁場の開発に関する総合研

究こ （略称別枠研究）がスタートしてから3年目にな

るが、北海道においてもホタテガイを対象に、サロマ

湖とオホーツク海沿岸を実験漁場としてプロジエクト

チームを組み調査研究活動を進めてきている。 

このなかで、今年度の特筆すべきこととして、シュ  

ノーケル型採貝用水中トラクタ 

ーこサロマ 1 号こを実験漁場に

むかえたことがあげられよう。 

このサロマ 1号が開発された

研究の背景などの詳細について

は＝北水研ニユース 3号の湖リ

枠研究北海道地区会議こと、東

海水研＝さかなこ 8号の之漁場

工船B.B.システムの開発とそ

の役割なを参照していただくこ

とにして、開発された目的など

のあらましをのべてみたい。 

現在、オホーツク海沿岸での

ホタテガイの生産は、サロマ湖

で人為的に採苗した稚貝を垂下

式の中間育成龍によって種苗に

育て、これを外海漁場に放流育

成して収獲する方式をとってい

るが、これからのホタテ漁業に

とっても、北海道でのホタテガイの増産が養殖よりも

外海資源の維持増大と荒廃漁場の回復により生産をあ

げる方向にむいていること、さらに常呂漁場でのホタ

テガィ種苗の放流効果調査の結果80%に近い生残りが

みられたことから、いかに安い種苗を大量に確保する

かが重要な問題点となっている。 

しかし従来の人為的施設（寵）による中間育成では

労力、資材、海面の利用といった点から、種苗の生産

はある限界量を超えることができないことは明らかな

ため、サロマ湖の天然地盤を利用した中間育成技術の 
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開発が必要とされてきた。そこでこの中間育成を海底

面で展開する技術開発の新しい担い手として登場し

たのがこサロマ 1 号七である。 

つまり、サロマ湖の湖底の天然地盤を利用して中間

育成されたホタテガイ種苗（殻長 2 '-5 cmの底生稚貝） 

を対象に、これらを無傷で、迅速に、あますところなく

採捕するために開発された作業機である。この水中ト

ラクターは昭和46年度に予算化され、水産庁漁船研究

室の葉室、草間両技官が設計し、新潟鉄工所で製作され

たが、表紙写真と外観説明図にみられるように、構造

としては湿地用巾広キヤタピラの上に 120馬力のディ 

ーゼルエンジンを備えた動力部分の格納筒があり、そ

の上部両わきに圧縮空気を入れた浮力タンク、さらに

そのうしろには 2人乗りの操縦用容器がついている。 

サロマ 1 号は波浪の静かな泥または磯まじりの砂底で

水深8mまで作業が可能であるが、 トラクターカ斗替水

する場合には操縦用容器は水深’こ応じて屈曲する吸排

気用のツュノーケルと連結されているため、絶えず水

面上に位置し、すべての操縦が遠隔操作できるように

なっている。 

走行速度は陸上で0.6m/sec、水中では 0.4m/secで

あるが、さらに必要に応じては浮力タンクに注気浮上

し、フィツュポンプを利用して水上航走することがで

きる。 

一番重要な貝を採取するための機能としては、 ドー 

ザー部分に開口したフィシュポンプ（19馬力、 2基） 

によって、 トラクターの前進とともに海底のホタテガ

イ種苗を吸弓際捕し、 トラクターで牽引している金網

製の貝収容車（ 4輪車）にホースで送りこむというも

のである。 

このサロマ 1 号は、 5月11日サロマ湖畔キマネップ

岬の実験漁場前浜に到着後、組立、調整が行われ、さ

らに 5月18日から24日まで葉室、草間両技官をはじめ

とする漁船研究室の研究陣に、東海水研、北水研、網

走水試の研究員と新潟鉄工所の技術陣が加わって、コニ

ンジソをはじめ各機械部分についての陸上での諸計

測、さらに浅海域での計測と走行テスト、フィシュポ

ンプ全没時の揚貝テスト、 ドーザー部分の作動テスト

等が行われ、またこれと併行してサロマ 1 号の走行路

調査が音響測深機などを使用して実施された。 

この結果を要約すると、キマネップ岬の実験漁場の

汀線から水深2mの水域の海底の状況が悪く、30'40 

mにも及ぶ凹凸があり、サロマ 1 号が前後左右に激し

く揺れるため、機体の全没の水深まで走行させること

ができなかった。しかし、機械的部門については各種

の計測ができ、昭和47年度に予定されている改善、改

良点とその方法のチエックができた。とくに殻長 3,- 

4 cmのホタテガイ種苗を使用しての吸引テストでは、 

油圧モーターの回転数を変えてみたが、吸弓陣は 100 

％であり、また種苗の破損率も低かったことが大きな

収獲といえよう。 

5月26日に行なった現地でのー般公開実験には、地

元をはじめとして60数名の関係者が参集したが、さき

にのべたように海底状況の悪さから全没テストまで見

ていただけなかったのが非常に残念であった。 

このサロマ 1 号も昭手047年度予算で、害敵生物であ

るヒトデ類駆除の機能、さらに中間育成場の簡単な整

地作業が行なえる機能等をそなえ、さらに安定性をま

すように改良することが予定されているが、こういっ

た機能を充分発揮してホタテガイの種苗生産のために

漁場で活躍するミサロマ 1 号之の雄姿を 1 日でも早く 

みたいものである。 	 （和久井卓哉） 
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着任のごあいさつにかえて 
~ー＝一一＝一~~一＝~~ー＝~ 

24年の長い間お世話になっておりました東海区水産

研究所をはじめて離れ、北海道に参りまして早くも半

年が過ぎようとしております。これまでも机上では北

方漁業にも微力ながら対応してきたつもりでしたが、 

やはり現地にいて実際の漁業に接触する機会がふえ、 

また直接これに立ちむかっておられる研究者の方々の

話を聞き、今さらながら不勉強であったことを痛感さ

せられました。しかし今までも機会のあるたびに別の

角度から北方漁業をみていたのも悪くはなかったと自

負もしております。その第 1 はやはり資源管理の方法

論の確立に少しでも寄与することであり、私の半生を

費した基礎的な再生産機構の研究の知識を通して漁場

域における北水研の資源研究に少しでもお役に立てば

幸いと念願いたしております。 

つまり暖海回遊性水族であるマサパ・サンマ・スル

メイカは北海道近海が生産の重要な場になっておりま

すが、それらの主要な再生産海域は本州中部以南の太 
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平洋測・日本海測あるいは東シナ海にあって、そこで

発生した卵・稚仔が海流によって移送され、さらに成

長したものが索餌のための回遊によって北海道近海に

集合して漁場を形成するからです。また、現在北方海

域で 大の生産量をあげているスケトウダラは日本海

から北アメリカの沿岸域にかけて北太平洋に広くほぼ

連続的に棲息しており、わが国の海面漁業漁獲量の 3 

分の 1 を占めています。しかし、これらの種類は原因は

ともかくとして、資源量減少の徴候がみられておりま

す。これらの多獲魚は国民の蛋白質補給源として基礎

的な栄養源になっていることを思えば、これらの種類

の生産減は社会的にも経済的にも大きな打撃を与える

ものと予測されます。ごく 近、水産関係の政界（行

政）業界の方々が集まられ水産振興会議などが相次い

で開かれていますが、海洋生物資源の維持’こ関する具

体的な促進方法についてはあまり触れられていないよ

うで、資源研究者にとってはものたりない感がいたし

ます。生物は成長・生殖を行ない、自律的に再生産・

補充をして個体数を維持していく特質をもっておりま

す。人類はこの特質を充分活用することによって、海

洋における生物資源を永続的に利用することができま

す。そのためには、生物資源の変動に大きく関与する

要因を明らかにし、その資源が棲息する水域の自然界

の変動の仕組みをよく調べ、人為的行為によって自然

の仕組みを破壊しないように水産の側も漁獲努力に留

意して長期的な人類の食糧源として確保することが必

要です。水産資源の研究は漁業の対象になる生物の生

産を永久に、豊富にしかも安定して供給するための方

策に資することに力を注ぐ必要がありましよう。 

近年、海洋開発の名のもとにバラ色の計画が数多く

でておりますが、水産における海洋開発の歴史は古く

この上にたって現在の漁業生産が発展してきたといえ

ます。しかし，近年における漁業技術の急速な発達は

生物資源に対して今までになかった強い力で、しかも

資源の利用方法からみて非常に不合理なかたちで圧迫

を加え、資源の生産性をいちぢるしく低下させつつあ

ることは周知の事実です。このような不合理のかたち

を是正するために、各界一致して資源の有効利用のた

めの管理に本腰を入れること、さらに資源の積極的な

増大策を講ずることが急務といえましよう。このため

には行政・研究・業界が小さな枠の中に閉ぢこもるこ

となく、一丸となって真剣に問題解決に当る必要を強

く感じております。水産業発展に少しでも貢献するた

めの生物資源の研究を推進いたしたいと考えておりま

すので、よろしくご叱正・ご鞭健をたまわりますよう 

お願い申しあげます。 	 （服部茂昌） 

漁 況 海 況 予 報 
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漁海況予報事業は昭和47年度から新しい体制のもと

に発足し、北水研は北部太平洋漁場におけるスルメイ

カの長期漁海況予報の責任水研として、またサンマに

ついては東北水研（責任水研）に対する協力水研とし

て、その業務を担当することになり、次の予報会議が

行なわれた。 

L 昭和47年第 1回太平洋スルメイカ長期漁海況予

報会議 

6 月29・30日、函館市の芳明荘（国家公務員共済宿

泊所会議室）において、北海道、東北、東海の水研・

水試および函館海洋気象台、北大水産学部などの機関

からの出席者によって、三陸・北海道海域の夏期（ 7 

-9月）の漁況・海況の見通しについて検討し、下記

の予報が発表された。 

また本会議では、北部太平洋漁場の漁況予測のため

に、本年はじめて実施された、北水研・東北水研八戸

支所・青森県水試・岩手県水試の共同による三陸沖の

漁期前調査結果についても検討したが、この調査は漁

況予測上、太平洋域の盲点となっている補充機構の究

明にきわめて重要であることが確認され、48年以降も

継続することが約束された。 

長期予報の概要 

D 海 況 

三陸近海の暖水塊は近年珍しく大規模で、道東近海

には黒潮分派の強い張出しがあり、親潮第 1 分枝は弱

勢で、全般的に水温は高目の経過から、今夏の海況は 

(1）三陸近海の暖水塊は今後若干道東よりに移動しな

がら長期にわたって持続する。 (2）道東近海の黒潮分

派は孤立して暖水塊になる。 (3）親潮第 1 分枝の南へ

の張出しは弱く、第 2分枝は顕著となる。 (4）近海の

水温は高目’こ経過すると予想される。 

2） 漁 況 

年漁獲量変動の周期性（約 9年前後）ーと、冬生まれ

系統群を主対象とする南西・東海・東北・日本海各沿

岸漁場の漁況の推移、三陸沖漁期前調査結果、および

九州北西海域における稚仔の分布量などから、今年の

冬生まれ系統群の資源水準は低い。海況予想からスル

メイカの分布は相対的’こ北偏すると思われるが、冬生

まれ系統群の資源水準がかなり低いので、北部太平洋

域の来遊資源量水準も低い。漁場別では東北漁場が例

年を下回る。道南漁場が例年並、道東漁場が近年の不

漁年（39、 45、 46年）に相当すると予想される。 

2. 昭和47年ォホーツク海域のスルメイカ・サンマ 
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漁況予報会議 

この海域のイカ漁獲量は年によって10万トン、サソ

マは 4 万トソ台’こ達する高い生産がみられるが、昨年

のイカ漁は 1 万トソに満たない大不漁、一方サンマは 

43-.--45年が 1 万トン内外の不振を続けていたところ、 

昨年は約 4 万トンの豊漁となった。このよう・に両魚種

ともに漁況の変動が非常に大きい。それだけにその漁

況の見通し,こついては関心のよせられる海域である。 

本年は 9 月 6・'7 日、網走水産試験場において、北

水研、東北水研、北海道立網走・釧路・稚内水産試験

場、福島県水産試験場、全国サンマ漁業協会など関係

者による検討後、次の予報が発表された。 

長期予報の概要 

1) スルメイカ 

オホーツク海域の漁況は、日本海からめ来遊群より

も太平洋からの来遊群に依存する度合が大きい。今年 

8 月までの道東太平洋測の漁況および沖合域の分布調

査結果によると、道東海域の来遊資源量は第 1 回予想 

(6 月）通り低い水準と推定されるので、ォ糸ーック海

域の来遊資源量もその影響はまぬがれないであろう。 

しかし千島東方集連線が昨年よりも列島’こ接近し、こ

れにともない列島ぞいのイカの分布も昨年なり密度が

高い状況から、オホーツク海域の来遊資源量は低い水

準ながら昨年を上回るであろう。 

2） ・サ ン・マ 

オホーツク海に入る群の主体は南部千島水域への北

上接岸群であるが、今夏のこの水域での発見量は昨年

よりも少なく、45年並みかややそれを上回る程度で、 

魚体は24、 25c皿の中型魚主体に小型魚混ケであること

および千島東方集連線の形成状態、 8‘月におけるオホ 

ーツク海のサンマの分布状況と海況などがら、オホー 

ツク海域の来遊資源量の水準は、非常に豊漁であった

前年よりもかなり低く、45年程度で、魚体は25cm前後

の中型魚が主体で小型魚もかなり混り、漁場は沖合に

も形成されることが予想される。 

3． 昭和47年第 2 回太平洋スルメイカ長期漁海況予

報会議 

：今年の夏イカ漁況は、第1 回予報会議で矛想された

通り、全般的に低調な漁況で推移し、各漁場の漁獲水

準は平年（過去 5 ケ年の平均）を下回った'i.i Uかし道

東の色丹‘国後島近海の漁場では 9 月半ば過ぎから次

第冬漁況好転し、下旬には 1 日約15万箱’(2,400トン） 

の水揚げがみられるようになった。このよう参情勢の

なかで第 2回長期予報会議を 9 月27・28日茎東北水研

八戸支所において開催し、北海道・東北・東海の水研 

・水試などの機関の担当官によって10月以降の漁海況

について検討し、下記の予想が発表された＆ 

またこの会議では、太平洋群の南下機構の究明につ

いて共同調査の必要なことが確認され、さしあたり本

年10'll月に調査を計画している水研・水試の間で、 

具体的調査の調整が行なわれた。なお48年度には更に

共同調査の充実をはかることになった。 

長期予報の概要 

1) 海 況 

近海における黒潮主流、三陸沖暖水塊、釧路南東沖

暖水域、親潮第 1 ・2 分枝、津軽暖流などについての

動静から10-12月の海況について、 (1）黒潮流路は大

きな変動はなく、その北限は36。 N付近にある。(2）三

陸沖暖水塊および釧路南東 180 浬の暖水域は現在位置

から大きく移動しない。 (3）親潮の南への張出しは第 

1 分枝は弱く、沖合分枝は顕著となる。 (4）津軽暖流

の東方への張出しは平年並み。 (5）三陸、常盤沿岸域

の水温は高目と予想される。 

2） 漁 況 

北部太平洋域における今年の来遊資源量は、第1 回

予想通り低水準で、過去10ケ年中の不漁年（39、 45' 

46年）に近い状態である。10月以降の南下来遊資源量

は、夏の沿岸漁場の漁況が昨年を上回ったことと、色

丹・ェトロフ・ウルップ島近海におけるイカの分布が

昨年よりも密度の高い状況から、その水準は昨年を上

回る。漁場別漁況では道東漁場が46年を上回り45年に

近い、道南・東北漁場は平年以下であるが、昨年を上

回ると予想される。 

漁海況予報会議が予報文の作成にとどまらず、これ

まで予測上の諸問題についての論議を重ねてきたが、 

昨年来懸案となっていた漁期前共同調査と、今年第1 

回予報会議に提案された秋の南下機構についての共同

調査が具体化し、実施されたことは、予報会議のもた

らした大きな収獲である。特に共同調査に参加された

機関が、ぎっしりつめこまれた年間事業スケジュール

のなかで、自発的に共同調査のための調整に努力のは

らわれたことは意義が深いと思う。今後も関係機関の

協力により予報会議をしてより実りあるものにしてゆ 

きたい。 	 （新谷久男） 
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「ペーリング海およびカムチャッカ半島周辺海域の

スケトウダラ資源の系統群の解明に関する研究」 （昭

和46年度より 3 ケ年）の昭和好年度中間打合せ会議が、 

6月21-23日の間、 函館市の北海道大学水産学部で開

かれた。出席は、遠洋水研4名、日水研 1 名、東北水

研八戸支所 2名、北大水産学部 5名、小樽商大 2名、 

中央水試 1名、釧路水試 1 名、網走水試 1 名、稚内水

試 2名、函館水試 1名、北水研4名の24名であった。 

第 1 日目に標識放流の分科会が開かれ、各機関で勢

力的に展開された経過が述べられ、道水試が北見沖で

放流した（これは特別研究には含まれていないが）魚

が、タラィカ湾、樺太西岸、武蔵堆、西カム沖で再捕

され、一方根室海峡で放流したものが北見沖で再捕さ

れるなど、この魚の移動性が立証され、従来の知見を

変える新事実が現れた。また、北水研でも東カム沖で

はじめて再捕報告（ 9 例）を得るなど、可能性が低い

と考えられていたスケトウダラの標識放流に明かるい

見通しがえられた。 

2・3 日目の各項目チームの報告で、この種の系統

群構造を考えるための変異性についての多くの事実が

紹介された。しかし、まだ 初の資料をとりまとめ中

の部分が多く、今後の急速な進展が期待される。 

4 日目に、北大、東北水研八戸支所、北水研の関係

者によって、プログラム開発の分科会が開かれた。そ

れは、この特別研究に関するほとんどの資料が磁気テ 

ープにとられ、分析計算は、その都度必要なデータを

抽出テープにとって行なうという仕組みなので、デー 

タの検索方法、計算プログラム作成上の注意点を勉強

しようとするものであった。 

初の資料をとりまとめ中の今、すでに完了計画も

たてなければならない。これについては、毎年中間報

告で、得られた事実やデータを公表していき、指定年

度中はフイールド調査を続け、昭和49年度に 終報告

をとりまとめ50年度に印刷することとした。それにも

とづき、昭和46年度中間報告が 8月に刊行された（取

扱い北水研資源部）。 

次回の会議は、昭禾648年 1 月末に東北水研八戸支所

でもたれ、各担当者の研究発表を主体に行なうことと 

なった。 	 （北野 裕） 

浅海域増養殖漁場開発総合研究 

（別枠）地域推進会議 

昭和47年5 月25日に常呂町栄浦のこかき島荘こを会

場として、ホタテガイ関係の地域推進会議が開催され

た。会議には東北水研の菅野副主査をはじめ、水産

庁、北水研（増殖部海洋部）東海水研、漁船研究室、 

北海道水産部、北海道立水試（網走・函館・稚内・栽

培センター）青森県庁、青森県水産増殖センター等の

関係者が参加し、ホタテガイ研究についての46年度の

調査研究結果の発表報告とその検討を行ない、さらに 

47年度における調査研究の実行計画の決定と、東北、 

北海道におけるホタテガイ漁業の現状と問題点等につ 

いて意見の交換を行なった。 	（和久井卓哉） 

故猪口六郎氏の思い出 

猪口六郎氏が昭和12年6月北海道水産試験場調査船

第3探海丸に奉職して以来昭和16年大雪丸、三洋丸円

年、白鴎丸30年再び大雪丸、35年北光丸に乗船し、好

年 8月下旬北洋サケマス資源調査航海中に突然病を

得、 9月22日死去に至るまで実に35年余一貫して時代

の変化に対応する水産研究の第一線の担い手として近

くは日本海、ォホーツク海に、遠くはベーリングの海

に活躍し、その果した役割は計り知れないものがあり

ます。故人を知る人々には人情とみに薄れ利個的な人

の多い現代にあって、いかなる人にも誠実で、風貌に

にじみ出る人間的な暖かみ、独特な笑いと身ぶり手ぶ

りでの話し方など何かにつけて思い出さずにはいられ

ません。往年活躍した第3探海丸、大雪丸、三洋丸、 

白鴎丸など知る人も少なくなった昨今当時の様子を語

り伝える人を亡くし、私にとっても20数年来の友で、 

まだ53才という前途ある紹強深い甲板長を失なったこ

とは誠に淋しく惜しまれてなりません。心から哀悼の 

意を表します。 	 （津田喜三郎） 
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余 市 の 秋 

余市町は古くからニシソとリンゴの町として有名で

あり、いまでもこの言葉にノスタルジアを感ずる人も

多いことと思う。ところが昭和30年頃から、はっきり

した理由もわからないままに、ニシンはこの沿岸から

姿をけし、リソゴも青森産に攻勢をかけられどおしで

あるが、これは品種の更新もないままに、老木になっ

てしまったために、品質が落ちたことに原因があるよ

うである。数年前からやっと品種を、需要の増加して

きたデリシヤスやキングスター系の種類に切替えてき

たようであるが、こうした樹々が勢揃いするのはまだ

先のことになるらしい。以前にはニシン粕を沢山使っ

て、金肥はわずかだったと聞くが、こうした肥料の種

類の変化が品質に影響を与えた原因のーつでもあると

思うと、かって栄えたリンゴ園の復活は大変だという

ことになりそうである。ニシンもだめ、 リンゴもだめ

だというと、一体何が町の中心的産業かと思われる現

状では「町のシンボルはニッカと試験場」 という言葉

が町民の間にでてくるのも無理はないと思う。余市リ

ンゴーとなりの仁木町のほうが作付面積が多いので

仁木リンゴというのが正しいと仁木町の人々が言って

いるーは 近人手が足りないために、袋かけの作業

が思うようにいかず、アメリカ研修帰りの農家の子弟

が始めたスピード・スプレーにまる薬剤の反復散布に

よる無袋栽培ということが成功して、リンゴの袋かけ

作業がだいぶ省力化されたようである。これが実施さ

れた当時は、なんと良いことを考えるものだと思って

いたが、よく考えてみると、いくら開花期のすんだあ

ととはいえ、昆虫ーリンゴは虫媒花であるからリン

ゴにとっては大切なお客さんであるはずであるーを

害虫に含めて全部殺してしまうことになり、 リソゴの

生産に大影響があるのではないかと思ったりしてい

る。 近、農作物に対する薬害がいろいろと取沙汰さ

れているとき、余市の無袋リンゴは果たして大丈夫か

なと心配されてくる。公害というとすぐ敏感になって

各地では、すぐ「〇〇を守る会」 とか「××を考える

会」等が沢山できて、思いのままに勢力的に活動をし

ている今日であるが、余市の町には農薬禍に関心を向

ける会もなく平和な町の様子を示している。しかしリ

ンゴに蓄積された農薬がどんな成分で、どの位の量か

が分からないままに、私はこうした運動にかかわりな

く、なるべく無袋栽培のリンゴを食べないようにして

いる。聞くところによると農薬は皮と芯に多く残留す

るというので、余市リンゴを食べるときには、皮をう

んと厚くむくことにしている。これも全くのひとりよ  

がりで気休めであるかもしれないし、こんなに神経質

に考えるとなにも食べるものが無くなってしまうかも

しれないけれど。 

薬害があるかどうか分からぬままに紅い実が、樹々

にたわわに稔ってくる秋は、余市川にサケが続々と帰

ってくる季節でもある。 

余市川にサケ・マスの遡上が絶えてから久しく、ニ 

シソも無く、力レイ・スケソも少なくなった後志沿岸

漁民のせつなる願いが、数年前から始められたサケ・

マスの稚魚の放流となって現れ、昨年初めてその生長

した姿を見せたときの漁民の喜びはひとしおのことで

あったと思う。ことしもこれから昨年以上の遡河が期

待されてをり、連日 50へ-100尾のサケがャナに入って

くるそうである。 

新しい漁業だけに、こうして再生産された漁獲の配

分が、漁協幹部の嬉しい、頭痛のたねであろう。 

日本海沿岸漁業の新しい方向のーつとしてこんごの

発展を願い、見守ってゆきたいと思っている。 

（長谷川由雄） 
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タラパガニの大きい方の鉄の可動指と不動指の付根

に緑色の色素のついているものをアオガ＝と漁夫は呼

び、このカニの群は大きく、また、沢山カニの獲れる

ときは、切断脚や、再生脚を持ったカニが多いと、漁

する人々は、長年の経験の積み重ねから漁況判断をし

ている。これらの人々の事象観察は直接的であり、素

朴で楽しく、覚え易い。 

一般に、漁携長となった人は、他船より多くカニを

獲るため1こは、それなりに漁具、技術を 大限に利用

し、生産の過程で対象の現象的な特徴をつかむことに

真剣である。それには、彼等自身の生活がかかってい

るからであり、現象は魚の生活の実態の部分的な反映

でもあるからである。 

しかし、現在、沿岸、沖合、遠洋とも魚が獲りづら

くなったといわれている。名人芸といわれる漁携技術

をもってしても思いどおりの漁獲生産を挙げることは

容易でなくなっている。 

このような場合、漁況の良杏を水温の適否に求める

意見がしばしば聞かれるが、漁携する人にとうて直接

計測しうる環境要因として水温がもっともてつとり早 
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いということもあるが、魚そのものが減ったというこ

とは、彼等自身の生活に直接えいきようを及ぼすとい

う関係もあるので容易に認めたがらないのである。こ

のことは経営者にとくに強く現われている。 

我々、水産研究者の立場からいえば、水温は確かに

魚を取巻く環境条件のーつではあるが、環境のすべて

を代表するものでないことは周知のことである。水の

性質、運動量、運動の仕くみ、それ’こ対応する魚の生

活のいろいろの生活様式との複雑な絡み合いを通して

魚の実在が規定されると考えている。 

そして、この複雑な絡み合いを、どこから解きほご

し、法則性を発見してゆくかという問題があり、過去

から現在に弓暁き努力が払われているというのが現状

である。 

たとえば、数量変動を考えるとき、その原因を水温

の適否（卵の発生、発育、購化率など）などで説明す

ることもできるし、餌料条件の良否（親の栄養、肥満

度など）で説明することもできるが、これだけでは説

明づけられない多くの現象もある。 

したがって、水温なり、餌なりで、説明できる範囲

というか、限界というものが存在するように思われ

る。一ごこで‘吃ち問題を量の問題として考えると同時 

●こ質の問題としてもとらえ、魚の運動の一側面として

理解を深める必要があるのではなかろうか。 

年令解析、漁獲量解析と、新らしい技術を導入して

作業テンポは高まっている。そして、それぞれの資源

の実態把握をするための努力が払われて研究上の成果

はあがっているが、現実の漁業生産に適用するという

点では、いまだしの感がある。 

何故か？、これにはいろいろな原因が考えられるが 

ーつは、諸方法,こよって確認された結果が、実践の場

で検証することが極めて難かしいということであり、 

一つは、研究者自身が仕事をとおして実践的課題にど

う応えるかという自然認識の立場の問題であると考え 

生物的再生産の問題にしても、論理的図式的に、例

えば、自然要因と人為要因を区別はするけれども、こ

れらの同一性というか、連関を生き物として、運動する 

ものとして認識を深める努力が必要ではなかろうか。 

直接、漁業生産に従事する人々が、鉄脚の緑の色素

や、傷の多いカニを見て資源の豊度を判断するという

一見素朴な、経験主義的と思われることの方が、案外

我々より、資源の本質に迫っているのかも知れない。 

我々は、漁民のこの素朴な、経験に裏付けられたも

のを、科学として、自然の体系的認識にまで高めるこ

とが必要であり、このことが、漁業生産を持続的に保

証する一側面になるものと考える。 （土門 隆） 

魚類プランク トン研究 

魚類浮涛生物といえば何のことか一寸分らないが、 

魚類プラソクトン（Ichthyo-plankton) といえば大体

想像がつく。天然に浮溝していて、プランクトン・ネッ

トや稚魚網で採集される魚卵や稚仔魚を指すのだが、 

この用語を、いつ、だれが使い初めたか分らなかった

ので、手元の文献で調べたところ、ソ連邦海洋研究所の 

Rass 教授が、1945年の報告に使っている。案外ソ連

の研究者かも知れない。わが国では、魚卵、稚魚とし

て、動物プランクトン項目に入れてはいるが、特にな

魚類プランクトン之 とは呼んでいなかった。 

魚類プランクトンを研究することは、魚類の初期生

活期における分類、分布および生態などを研究するこ

とであり、イワシ類やサンマなどの重要魚種では、資

源研究の 1 分野として、従来から組織的調査を実施し

多くの研究成果がある。しかし、その他の魚種では、 

一般に同定がむづかしく（特に、魚卵の場合）、北海

道周辺域においては、特におくれている研究分野とい

える。その主な理由は、この研究を進める’こあたって

は、成魚の分類学的、生態学的知識が必要であること

と、長期間保存された標本では、特徴となる色素胞が

消失したり、縮小したりして、種の同定基準が不安定

になるからである。 

ソ連邦では、前述のように、古くからこの研究を重視

して着実に成果をあげているし、この夏聞いた話では

米国でも大規模な海洋調査になIchthyo-p1anktonこ

の項目を設けている。 

20年ほど前に、対馬暖流開発調査で、この研究を手

がけたことがあるが、途中で他の調査に変ったため未

完成のままになった。 

近の栽培漁業の近代的飼育設備を使えば、この研

究も急速に進む’こ違いないと思う。 （竹内 勇） 
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イギリス近海で1959年頃から wash sprat 漁業が

始められ、 Fisheries Laboratory (Lowestoft） の 

Johnson 氏がきめこまかい調査研究を行なっている。 

この魚の学名は Clupea sprattus L．で、分類学的

には太平洋ニシン（C. pallasi C・ et V.）と同属であ

る。漁獲物の主体は体長旧cm前後、年令は 1 -3才が

多く、 5才魚まで漁獲される。この魚の年令査定は主

として耳石が用いられている。trawl 漁業による漁獲

物なので鱗がはがれやすく、よい標本がえられないか

ららしし、。 

わが国では、古くからニシンの年令査定には鱗が用

いられてきた。 sampling の作業としては耳石よりも

鱗の方がはるかに能率的である。年級群量の変動が大

きいニシンの調査にとって、年令査定は欠かすことの

できない項目である。 

それぞれの標本から鱗を三枚ずつ gum cardには

りつけ、plastic. plate に press するという型通りの

作業はほぼ定型的に進められる。plate の一部は data 

をつけてソ連に送られる。それぞれの標本は 低 2名

の検鏡によって年令査定され、可能な限り誤読を避け

るようにしている。半日も検鏡しつづけると目の奥が

痛くなってくる。若令魚の多い単純な組成の時は比較

的能率的であるが、高令魚が多い group の査定はま

ことに厄介である。 1 日に 100尾がやっとということ

すらある。 

写真のように判断し易い鱗は数少ない。稚魚輪や偽

輪が私たちの目をかき乱す。私に年令査定技術の手ほ

どきをして下さったのはニシンの神様といわれた平野 

カナダ国ブリテイシュ・コロンビャ産の

ニシンより採取したウロコ 

義見氏であった。経験を経るにしたがってどうやら自

分の目に自信がもてるようになったものの、まだまだ

迷うことが多い。 「エイ、ままよ‘勺 とばかり‘L9艮を

こらして判断できる時はまだよい。どうしても判断で

きない標本を「不明」 として処理する気持は何ともや

るせないものである。 

こうして年間数千尾の鱗が年令査定される。省力化

機械化といわれる昨今であるが、当分の間まだこのよ

うなこ職人的こ技術が研究を支えていかなければなら

ないのだろう。北米あたりの研究機関では年令査定は 

scientist の仕事ではなく、権威ある technician に 

よってきちんと実施されている。 	（森田 祥） 

大切な環境の長期年変動 

長期間の資源変動を考察する場合、環境の年変動を

どのように導入するかということは、非常にむづかし

いことではあるが、水研に課せられた も基本的な問

題だと思う。 

ひと月ほど前、長谷川所長あてに、ウラヂオの藻類

研究者から TINRO の業績集第7号が送られてきた。 

拝借したところ、環境の年変動を取り扱った論文があ

ったので、簡単に紹介する。 

ヴイノクロワは、西カムチャッカ大陸棚の底水温に

ついて、1957年から14年間の資料を分析している。 

レワショワは、千島～北海道のサンマ漁初期の水理気

象学的条件の影響にて凡、て、1963年から8年間の資料

を取り扱っている。また、パヴルイチェフは、黒潮の

蛇行性の年変化と産業上の影響について、主として、 

1955年から16年間の水温変化現象と、1952年から19年

間のマサバとサンマの漁獲高を対比し、検討してい

る。 

ソ連邦のマサバやヴツ’マ漁業は、数年前から活動が

目立っている。科学的研究面でも蓄積された資料の分

析段階に入っているように思う。もつとも、黒潮の蛇

行性などについては、わが国の多くの研究結果を引用

しているが、サンマの環境について、気温配置の変化

まで加味している点は特異である。 

一般に、生れた仔が漁獲の対象になるまでには、少

なくとも 3 .-4年かかる訳だから、親仔関係を分析す

るためには、10年以上の環境の年変動が必要である。 

現在、年変動として使える環境要因がいかに少ない

か痛感せざるをえない。 

水研における環境研究としては、各海域に定期観測

の定線を設けて、物理、化学、生物学に亘る多項目調

査を実施して、継年的資料を蓄積した方が、資源変動

に対応してより効果的と思うのだが・・・。 （竹内 勇） 
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お化けアコーのはなし 
～司“、一～、声こ、一声ベセーへ~ 

余市橋から余市)収）上流を望む景観のすばらしさは

筆舌につくしがたい。この川は7ユの友釣りが可能な

川としては北限ではないかといわれている。むろん、 

もっと北の方にもアュが生息していないわけではない

が、友釣りができる程の territoryを形成する川はな

いのであろう。前所長の川田三郎氏は余市川のアユに

興味を抱き、いろいろと調べておられたものである。 

地元の漁業協同組合では、毎年本州から稚アュをとり

よせ積極的に放流事業を行なっている。そういう川だ

から．もちろん天然のアュが生息していることはまち

がいない。 

話は余市川のことではなく、河口がすぐま近いヌツ

チ川のことである。余市川にくらべるとずっと小さく

上流の流域に果樹栽培地帯をもち、北水研庁舎のすぐ

そばに流れ出ている。昔はサケものぼったといわれる

この川も、今はウグイや小さな川魚をとる子供たちの

遊び場所である。 

8月の末、川べりで遊んでいた小学生がつかまえた

といってアュをもってきた。それは全長1 Oc皿たらずの

小さいアュであったが、体型が著るしく曲っていて、 

何とも痛々しい姿である。早速ソフテックスで写真を

とったのがこの写真である。明らかに脊椎骨そのもの 

2異状による変型である。自然条件下でもこうした奇

形魚が発生することはありうることだからーと心を

落ちつかせてみたものの、何となく不安な気持をおさ

えきれなかった。数日後、同じI什でまたとれましたと

いって奇形アュが届けられ、しばしば見つけることが

できると聞いたとき、いやな予感が適中したような感

じに襲われた。こんどの7ュはさらにひどく屈曲して

し、た。 

お化けハゼ釣り大会や奇形ハマチの話は東京湾や瀬

戸内でのことと考えていた私も、美しい自然に囲まれ

た北海道の川や海も、どうやら日本列島の例外ではな

いと感ずると何ともいいようのない寂しさにとらわれ 

た。 

このままでは、日本中の川と海が工業優先主義によ

って汚染され、農漁業が生産としてなりたたなくなる

のではないかという心配は思いすごしなのだろうか。 

ある重化学工業の大会社の幹部が、 こ生産性の低い漁

業なんかつぶしてしまい、工業生産で稼いだ外貨で必

要な魚を輸入するのが良いな といったという又聞きの

話を聞かされた。尊敬する福田嘉夫氏のお言葉を拝借

すれば七それでも地球は廻っているこのか。 

（森田 祥） 

争山』山山山山‘山‘山山山山山山U唯 

1 北水研 日 誌 「 
ふ””"""""""""”市 

4. 10 八木庶務課長および服部資源部長着任 

4. 11 北光丸日本海サケマス調査のため出航、日水

研加藤技官乗船、 5月25日まで 

4 . 25 探海丸日本海海洋調査のため出航、藤井技官

乗船、 5月22日まで 

5. 2 庶務課長会議のため八木課長上京、12日まで・ 

5. 9 所長会議のため長谷川所長上京、13日まで・ 

5 . 13 地方連絡会議於 札幌市、長谷川所長出席 

5 . 24 水産庁研究第一課佐々木課長、山崎班長事務

打合せのため来所。 

5 . 29 水産庁総務課林係長、松田、木村事務官および

東海区水研持田事務官、物品検査のため来所。 

5 . 30 探海丸スルメイカ調査のため出航、村田技官

乗船、 8 日まで 

6. 5 農林水産技術会議 金森、菊川係長来所。 

地方連絡会議 於札幌市、長谷川所長出席。 

6. 8 所長会議及び農林水産技術会議へ事務打合せ

のため長谷川所長上京、15日まで 

6. 9 北光丸東北サンマ調査のため出航、東北水研

高橋技官乗船、30日まで 

6 . 14 水産庁研究第一課丹羽係長来所。 

6 . 16 地方連絡会議 於札幌市、長谷川所長出席。 

6 . 19 水産庁研究第一課浜野谷事務官来所。 

6 . 21 遠洋水産研究所森用度係長事務打合せのため

来所。 

6 . 23 北海道開発局荒谷技官外 4名来所。 

6 . 27 釧路市岩井水産課長来所。 

7. 3 会計実地検査 検査院渡辺管理官、坂本調査 

官、吉田調査官、亀田事務官来所、農林大臣

官房経理課小島係長、水産庁研究第一課大熊

係長、東海区水研平野会計課長立会のため来

所、 4 日まで。 

7, 5 北光丸北方亜寒帯調査のため出航、藤井技官

乗船、 7月21日まで。 

7 . 20 共済組合道支部運営委員会 加賀委員出席、 
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人 事 移、 動 ,与 

（昭和47年 4 月 1 日付） 

（茶業試験場庶務課長補佐）農林事務官 

命 北水研庶務課長 

（東海区水研資源部室長）農林技官 

命 北水研資源部長 

（北水研所長）農林技官 

免 北水研資源部長事務取扱 

（北水研庶務課長）農林事務官 

辞職を承認する 

（北水研庶務課用度主任）農林事務官 

辞職を承認する 

（探海丸二航士）農林技官 

命 北水研北光丸二等航海士 

（北光丸操舵手）J農林技官 

命 北水研探海丸二等航海士 

（北光丸二航土）農林技官 

命 水産庁東光丸三等航海土 

（北光丸操機手）農林技官 

命 北水研探海丸操機次長 

（探海丸機関員）」農林技官 

命 東海区水研蒼鷹丸機関員 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 

命 北水研北光丸甲板員 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 

命 北水研北光丸機関員 

(5月13日付） 

（東海区水研企画連絡室）農林技官 

命 北水研資源部勤務 

(5月16日付） 

（北水研庶務課）農林事務官 

命 北水研庶務課用度主任 

G0月 1 日付） 

（北光丸一機土）農林技官 

命 水産庁東光丸二等機関士 

（北光丸二機士）農林技官 

命 北水研北光丸一等機関士 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 

命 北水研北光丸二等機関士 

~ 

八末一、彦

服部茂‘昌

長谷川由雄

大野 勇

中村勇太郎 

土谷貞征 

〉  γ 
本間 登

飯田’恵三

山川初美

今野 豊

中尾律夫

秋葉 厳 

小林時正 

高橋幸子 

柏木栄至

田中平治良『 

大田浩二 

9. 

於カルルス。 

7 . 21 共済組合道支部主管課長会議 八木課長出席

於カルルス。‘ 

7・ 25 北海道農試場長、『次長、総務部長来所。 

7,31 長谷川所長、，八木課長、桑谷部長、釧路市へ 

8 月 2 日まで。 

8・ 4 水産庁研究第一課山崎班長、藤田事務官、農 

林水産技術会議 好本係長来所、北海道農試

内藤会計課長補佐同行。 

北光丸北洋サケ・マス調査のため出航、遠洋 

水研加藤技官乗船、 9 月21日まで。 

8. 9」濃林犬臣官房経理課戸塚営繕班長外 3 名来所 

8.22』水産庁総務課牛田係長来所。 

8 . 31 北光丸猪口甲板長病気のためアダックにて下 

‘船。 

8. 4 水産庁研究第一課古川企画官、渡辺技官別枠 

研究打合せのため来所。 

9, 6 水産庁森総務課長外来所。 

札幌統計事務所朝井水産統計課長来所。 

9. 9 探海丸海洋観測のため出航、藤井技官乗船、 

16日まで。 

9.n 猪白甲板長、アンカレツジより帰国、国立王

子病院入院。 

9.12 共済組合岩本事務官共済短期給付打合せのた 

め来所。 	 ‘ 

遠洋水研奈須技官来所。 

9 . 22 猪口六郎北光丸甲板長 東京にて逝去。 

長谷川所長、津田船長、増田係長上京。 

北海道開発局奥津営繕部長他 6 名打合せのた

め来所。 

9.25 水産庁総務課船舶管理班小林係長来所、28日
まで。 

9.28 農林水産技術会議柳井課長、草場連調課班長

北農試安達総務部長来所。 

10. 2 北海道にしん沖刺網協会中田事務局長、にし

ん漁獲統計事務打合せのため来所。 

所長会議出席のため長谷川所長上京 6 日まで 

10. 5 水産庁研究第一課瀬戸係長来所。 

相‘ 6--8 釧路根室地方へ、桑谷部長、保田補佐同行。 

10. 19 水産庁松下調査研究部長、研究一課大熊係長

他 1 名来所。 

7 . 25 
7 . 31 

編 集 

今回の北水研ニュースは時代の脚光をあびる「サ

ロマ 1 号」について、目玉記事として和久井技官に

執筆していただきました。また、これに関する巻頭

の写真は東海水研増殖部竹村嘉夫技官の提供による

ものです。厚くお礼申上げます。 

ところで公害といえば、東京湾や瀬戸内海ばかり

と思いこんでおり、余市は山紫水明の代名詞みたい

だったのですが、長谷川所長は農業、森田技官は水 

後 記 

産の公害についての原稿を寄せられました。そうい

えば一昔前の今頃は大空を我物顔にトンボがむらが

っていたものですが、今では見ることができなくな

りました。 

なお、No.5 で約束した外部からの投稿はいただけ

ませんでしたが、次号で実現したいと思っています。 

(47. 10. 18 福原英司） 
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