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カムチヤウカ沖合のスケトウダラ漁業 

北水研創立当時の思し 出 

初代北水研所長 大島 幸吉 

A 私が水産学者に転向した動機 

北大農芸化学科を大正 7年に卒業した私は直ちにア

メリカにある高峯研究所に招かれて渡米し麹菌の酵素

化学を研究し、更にアメリカ連邦政府化学局やドイツ

国醸造研究所などに 3 ケ年間留学し（欧州だけでも13 
ケ国を訪問して多くの名勝、旧蹟を見物し、スイス国

サンモリッツで1週間スキー遊びもした）帰国して父  

の資金で農産加工研究所を設立

せんとしてその準備に一寸北大

内に腰掛けせんとして恩師達に

お願いすると水産専門部教授（ 

普通化学の講義と実験）兼北大

助教授（農芸化学科で酵素化学

の講義）の職場を与えられたが、 

農産加工より水産加工の方が

はるかに世界的に幼稚で研究の

余地が多く、且つ当時の日本で

は私立研究所よりも公立研究所

の（大学も）ほうが研究が自由で

好都合に思われ、すっかり腰を

おろして早速魚類中の酵素や魚

類の防腐剤、ビタミンAの簡易

測定器を考案して多くの魚類肝

油中のA 量の測定、ィカ内蔵カち

替油の製造（これが現日本化学

飼料K.K．設立の動機となった） 

などを研究し、昭和 5年春から 6年秋まで（公用だが

私費で）ソ連から欧米の漁業地や水産研究機関、大学

の水産学の講義などを訪間、滞在、聴講し、ドイツの

沿岸底曳船やアラスカのエビ漁船にも試乗し、魚粉飼

料の調査にドイツの農村の豚小屋も訪問した。 

帰国してこれらの調査資料を整理して昭和 8 年に水

産学全集中に「欧来水産概観と我国水産業の発展策」 

と 「世界水産業の科学的改造（本書中に我国水産研究

機関の改善策も述べた）」の二冊を著述して水産学者面 

（ヅラ）をするようになった。 

昭和10年に水産専門部が独立移転して函館高等水産

学校となったので私も函館市に転住したが18年に北水 



試場長へ転任をすすめられて1人ょリも多妥又の研究者

と共に研究しうると思って承諾赴任しにカ、実際は大

戦末期から敗戦、敗戦後の大改革と研究行政事務に

大多忙で全く研究不可能、短い論文は多数書いたが著

書は貧弱な 「北海道の水産業の概況と将来」 25年 1 

冊だけで、水専、高水時代には10冊程も書いた（当時

も考えたことだが場長、所長などは大学の学長、学部

長などのように選挙で決定して2-4年の任期にすべ

きと思う）。 

B 北水研創立の経過とそのウラ話 

表面的経過は「北水試24年度業務功程付録」 として

私が「水産庁 8海区水産研究所、特に北海道区水産研究

所新設及び北海道立水産試験場の分離経過」 として詳

述してあるので本文ではそれを簡単にウラ話とともに

記す。 

敗戦後の20年10月10日、本場における講演会で私は 

「我国水産研究組織の根本的改革案（北水試月報20年 

11月掲載）」の題で「現状は欠点が多い、研究機関の大

統合と研究者優遇、民間研究機関設置奨励、地方水試

はむしろ指導機関とするなど」 を発表しだ。 

敗戦後26年まで我国は占領軍の支配下にあったが彼

等は（日本がまた戦争をおこしては困る、之を抑止す

ることが第一）と考えたのであろう、天皇制廃止、民

主主義化（共産主義化も 初は奨励したが朝鮮戦争か

ら逆転した）農地を細分して大地主の追放、商工業の

大財閥解体などを断行したが、小さな島におし込めら

れた日本民族が再び大陸侵略の野望を起させぬために

無主権の海洋に発展させようと漁業だけは種々好意的

な援助をした。 

漁船建造の奨励、動力用石油の供給（私も函館でイカ

漁船の油を米国から輸入するよう米軍と交渉した）な

どのほかに水産省へ昇格、水産研究機関の改革へも強

力に援助した。 

先づ21年に占領軍中の米国科学者の好意で農業、工

業、理学、医学等の渉タH重絡会が設けられ、農業渉外

連絡会は同年12月に結成されて全国の大学、試験場等

の農林、水産に関する学者が選出され（私も）て連絡

員となり約 2ケ月毎に（現在では想像もできぬ交通難  

であった）東京（京都でも 1回）に集って連合軍の総

司令部天然資源局と科学局並びに我農林省当局なども 

出席し農林水産の科学技術に関する調査研究ならびに

普及体制及び教育制度の改組に関して討議し23年春に

結論を得たがその改革案の水産に関する要点は次の通

りである。 

1．農林省に水産技術局を置き従来の国立と府県立

水試を全部統合する。 

2‘技術研究部のみに経営部、普及部を置く。 

3．大学との連絡、人事交流、施設の相互利用を充

分におこなう。 （現在もこの問題は未解決である）。 

その後、連合軍天然資源局長は農林大臣に対して次

のごとく要求した。 「日本の水産資源の高度の生産力

維持のため研究制度を改めるために水産業研究機構改

革委員会を作れ」 

そこで農林大臣は23年 3月に水産学者や水産業首脳

者 9名（私のタ目L大水専卒の横山、七田両氏も入った） 

を任命した。 

その委員会は次の要旨の意見書を作成して24年 9月

に解散した。 

1，水産庁に研究局（実現は調査研究部）を設け全

般的企画、予算獲得をなす。 

9．水産研究所を全国 8区に設け県府水試は可及的

普及指導機関たらしめ国立水研と協力する。 

3．審議会：中央と地方に設け当業者代表も参加し

意見を提出する（予算不成立で実現せず）。 

4．北水研は本所を余市、支所を函館、稚内、根室

釧路、網走に置く。 

5．必要ある場合には地方水試を水研に併置する（ 

私が特に強調したもので本道だけに実現できたが、他

の水研は数県を含むので困難だった）。 

6．本機構改革案を充分実現できるよう予算措置を

講ずること（大蔵省に拒絶されたので改革は形式的で

内容不充分のものになった）。 

私達はこれらの機構改革案の実現に協力するために

道内の水産、工業、農業、林業試験場長と試験機関内 

職員労組連絡協議会会長の連名で「試験機関は皆国立

に移管し道立普及指導機関を設置して国立機関に併置

せよ」 と決議し道知事に提出した（23年 5 月25日）。 

また北水試内の場長、各部長、各支場長連名で国立

移管と道立普及所併置に賛成意見を発表した（24年 4 

月22日）。 

しかし道庁内の国費補助を受ける開発計画課を中心 

に水産部も同調して、道知事名で総理府宛に国立移管

反対意見を提出した（24年 5月16日）。これを知った私 

は同月29日付で道知事宛に 「総理府へ移管反対意見書

を提出された由、提出前に当場へ何等相談もなかった。 

昨年 5月に道立各試験機関の代表者連名で発表した国 
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立移管賛成の決議を無視している。これらは道当局が

研究機関の権威を無視したことで、これらの実例から

だけでも道立研究機関を迅速に国立移管する正当な理

由が示されている」 と反論した。 

24年 6月 1日に北水研は他の水研同様設立が公示さ

れ藤永調査研究部長が所長兼務を命ぜられたが名目だ

けのものであった。 

私は上述のごとく 初からこの案の作成に関与し、 

賛成意見を有していたので、国と道との間に立って実

現に努カしたが、道が頑固に反対するので 後の手段

として飯山水産庁長官を道庁に案内して 「道が絶対反

対するならば拓殖費として国費によって建設した試験 

船、庁舎、官舎などは国有財産であるので皆国に引揚

げる」 と説得させたので道も止むなく前記の移管案を

全面的に承諾し、25年 4月26日場長は所長の併任、多

くの部科長、支場長などたがいに兼任となった。 

道水試の24年度事業費は国費2,275万円、道費1,294 

万円で職員も道費より国費職員がはるかに多く、結果

新設の水研所員が場員より多くなった。私は場員が少

ないと併置して運営上不便とも考え、且つ当時、緊急

問題の食糧増産のため漁獲量増産試験として場員の増

加、試験船と漁具の整備、運航費予算を大きく要求し

たのが容れられたが、実施したら試験船の座礁、漁網

の破損などで漁獲物が無く、内部的に予期した全場員 

、所員の漁獲物の大量分配が場員増加のためかえって

減少するなどの悲喜劇を演じたが定員増の目的は達し

た。 

水研、水試併置の利害、もちろん上記の利益はあっ

たが実際上の問題を記すると、 

利益】 1．国は職員1人当り年少額（ 3千円？) 

の旅費がでるだけで額る不足で困つたが、道は事業費

毎に旅費がついて多額なので水研職員の出張にも道旅

費を使うことができた。 

また函館海洋気象台長や函高水教授など多数を嘱託

として旅費を充分に支給して噴火湾の海洋調査など良

い業績をあげた。 

2．予算は国では年 1回だけ決定するが道は年 4回

決定するので事業追行の途中で予算不足の場合にこの

道費を利用することができた。 

3．漁獲物などの収入は水研は毎年 低額（ 3万円 

?）を大蔵省へ納入すれば良いが、道は収入を見返り

に支出予算を得ている場合が多いので、できるだけ収入

を多くした方が利益なので水研の事業で得た収入も 3 

万円以上は道の方へ納めた。 

4，北水研報告書には水研、水試の研究業績を全部

掲載し、北水試月報には指導、普及関係の記事を書い

て道内漁協全部へ無料配布した。 

損害： 1．当時の田中道知事は道職員組合委員長  

出身であるので道職員の待遇改善に 大努力をし国の

職員よりはるかに待遇が良くなった。北水試と北水研

職員は同一庁舎内で勤務しているのにこの待遇のアン

バランスは困った、研究者は自己の研究に 大使命を

感じている人もあったろうが、小使その他の事務職員

は分離当時の場、所の便宣上水研所員とさせられた人

も多く生活難の当時であったので気の毒だったがどう

にもならず、後に研究職の待遇改善には努力した。 

2．国の会計検査員が毎年1回来て調査し 「国費と

道費の使途は明確に区別しインクでも用紙でも別々に

しろ、道の旅費で国の出張するのは規則違反」 という

ので私は「国も道も充分の必要予算をくれないのに

大の能率をあげて職務を逐行するため規則違反も止む

をえぬのでないか、殊に道費で国の出張をするのであ

るから国は道にお礼を言え」 と反論して沈黙させた0 

C、試験研究機関設置に不適当な町 

北大水専や函高水の教授中には 4-5人の学位を有

する人がいたが、北水試に私が就任した時には私以外 

1人もおらず、全体的に研究者として学歴が低かった

優秀な研究者が勤務したがらぬ 大原因は余市町の生

活環境が研究者やその家族にとって不適当だったから

と思う。水産業の研究にも他の多くの研究機関、大学

などの協カが必要である。 

当時は官舎や庁舎から余市駅までバスもなく日帰り

の札幌出張にも苦労した。 

昭和 6年に北水試は小樽市高島町から余市町の現在

所に移転したが、小樽市は土地がないうえ、貿易港と

しての発展を考えていたので水試存置に冷淡で、反対

に余市町は漁港新設予算獲得のため、まず水試を置けば

好都合と敷地の堤供から多額（10万円？）の建設費を

寄付して猛運動して目的を達した。結局水試の事業目

的に 適な土地を選んだのではなく他の目的に水試を

利用したのである。 

終戦後私は小樽市長を訪間し小樽築港付近の市有地 

（国有地？）の寄付を受けて北水研北水試の移転を内

約し、余市の庁舎は陸軍病院とするよう友人の高級軍

医に交渉したが病院の方が研究機関よりも余市町にと

って有利とも考えた。しかし、この問題は実現せず、 

私は公表しなかったが小樽市長が新聞に発表した。 

近く北水研が釧路に移転することも当然と思う。 

その不適当な余市町に私は11年間大戦中と敗戦の

悪時代に場長、所長としてご厄介になったのはやはり 

余市町にそれだけの魅力があったのだろう。自然の景

色が美しい、川でも海でも楽しい釣りができた。海水浴

も何回もいった。自宅からスキーをはいて背後の丘で

すべった。リンゴや魚を沢山食べた。私や家族の健康 

のために 適地であったと思う。 （昭和48年 2月10日

相模原の住居で） 
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北海道における 
水研と水試のあり方 

函館水産試験場 川嶋 昭二 

北海道における水産業を支える柱のーつとして、試

験研究機関の存在はかかすことのできない大きな意義

をもっている。水産研究者なら誰でも北水研や北水試

が、その時代の要請に対応し、大小の違いはあっても、 

それなりに道内水産業界のために貢献してきたという

自負を持っているだろう。ところが、これはわれわれ研

究機関の殻の中から外部を眺めての感じであって、反

対に外部の人にから眺めると、われわれは一体どんな

に見えるのであろうか、いささか気になる点が多い。 

第一、今でも北水研と北水試の区別がつかない漁業者

が多く、ましてや一般の人々にはその判別は全く不可

能であろう。われわれもこれに対し 「北水研は国（の

機関）で、北水試は道（の機関）です」 と説明になら

ない説明をして、その仕事の内容や関連についてはほ

とんど語らないし、相手の方もなんとなく分ったよう

な顔をしておたがいにお茶をにごしている。 

北海道というーつの行政区域のなかに国と道の水産

研究機関がーつずつ併立しているということは、本外~ 

のように 1水研と数県以上の水試が対応しているとい

う状態とはかなり変った関係のように見られてきた。 

昭和25年の機構改革で北水研と北水試が分離されたわ

けであるが、外観的にはその後も長い間、同じ屋根の

下に同居してきたことが、深い事情を知らない人々に

両者を混同させた原因のーつであろう。大変外面的な

ことであるけれども、北水研が釧路に新天地を求め新

庁舎に移るという新聞報道は、外部に対してはかなり 

PRの材料になったようである。 

しかし、本質的に、北水研と北水試の立場の違いは

どこにあるのだろうか、ということになると、案外問

題は複雑である。いろいろな表現方法はあろうが、た

とえば水研は「基礎を」、あるいは「広域的（国や国際

的な）立場で」、水試は「応用を」 あるいは「地域に密

着した立場で」研究を担当するという考え方が存在す

る。 しかし一方、われわれ研究者の間では基礎研究と

応用研究の区別はどこにあるのか、いやそんな区別は

できないなどと議論が華やかに行なわれて、それぞれ

思わくを主張しあい、一向にらちがあかない。人為分

類学的立場からは基礎研究と応用研究は厳然と存在す

るだろう。しかし水産のように雑学の集大成の代表み

たいなものは、はさみで1枚の紙をきつぱり二分する

ように、基礎と応用が左右に並んでいるはずがない。 

天にかかる虹はたしかに七彩であるが、おたがいの彩  

の中間は、どちらとも区別がつかないうちに次の彩に

移る。研究もこのようなもので、基礎から出発したも

のが、何時の間にか応用となり、その中から生れた問

題がまた知らぬ間に基礎に移る。水研と水試は、この

ような一連の研究をたがいに引継ぎながら、一歩ー歩

総合科学としての水産技術を生み出すものであって、 

内容に上下の差があるはずはない。ところが、役所の

世界には上級官庁、下級官庁という呼び名がある。 

これはおたがいのパイプをつまらせないための機構に

過ぎないのに、いつの間にか、下は上の命にそむいた

仕事ができなしュとしュう上意下達式機構と感違いしやす

いのが一般である。水研と水試の間には「基礎」 と 「 

応用」 に代表されるような、何かの区別は必要であろ

う。またそれがなければ、国と自治体が別々に研究機

関を置く意味がない。しかし、それが知らないうちに

上級と下級の区別にすり替えられてはおたがいにたま

らない。一昔前ならいざ知らず、現代のように複雑極

まりない問題をかかえる水産研究のなかで、そのよう

なことを意識する研究者がいたらナンセンスである。 

これからの北水研と北水試のあり方とは一体何であ

ろうか。たがいに「わが身内」 という感情は人間生活

のうえで好ましい面を多く持っているが、同時にわが

ままと、なれ合いの温床にもなりやすい。水研と水試

が上下の区別なく仕事をするといっても、それはぬる

ま湯の中でも成りたつし、反対に厳しい競争でも成り

たつ。私は第一に北海道の水産のかかえる問題を一連

の研究ルートのうえにどのように乗せていくかという

討議の場をもっと多く持ちたいし、それには国と道の

高度な協力と理解が必要であると思っている。第二に

は水研も水試も、まやかしでない権威を持たなければ

いけないと考える。おたがいに官庁である限り、それ

ぞれの行政目的に沿った考えと行動は必要であろうが

それはあくまでも研究者としての良心を基盤としたも

のでなければならない。研究者の良心とは言いかえれ

ば研究者の権威である。一人ー人の権威はやがて、水

研と水試の権威を生む。おたがいが認めあうに足る権

威を持つ限り、違うものが同じに見られたり、上下の

区別が起ったりするはずがない。 

編集子の希望によってこんな表題について書かせら

れたが、お前の意見は20年前の話だと笑われたら、こ

んな嬉しいことはない。迷言多謝。 
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ニシン増養殖技称『 
開発企業化試験 

第2回 研究協議会 

シンポジウム 
ミ栽培漁業クについて 

水産の研究機関でいわゆるミ栽培漁業カをめぐる論

議が盛んになっています。それは、1969年 5月の閣議

で「新全総」が決定されて以来、わが国の海洋関発の

構想の中に 「栽培漁業」が位置づけられ、それぞれの研

究機関にいろいろな課題として出されてきたのが契機

であったと考えられます。 

昨年12月、漁業資源研究会議（略称G. S .K ）のシ

ンポジウムが長崎で開かれ、栽培漁業を中心とした論

議が行なわれました。これに先立って、北水研でも、 

そのプレシンポジウムの意味で論議をしてみようと

いうことになり、資源部、海洋部が主催して11月 2日

北水研において 「栽培漁業について」 というテーマで

シンポジウムが開かれました。 

このシンポジウムは北水研資源部、海洋部のほかに

同増殖部、道立中央、稚内水試、栽培漁業総合センタ 

ー、総合経済研究所、さけ、ますふ化場、北大水産学

部等の研究者46名が参加し、次のような話題提供を中

心に論議が交されました。 

1 こ栽培漁業この定義と問題点の提起 

（北水研 森田祥） 

2 寒冷水域におけるミ栽培漁業ぐの歴史と現状と間 

題点 

1）ニシンのふ化放流の歴史（北水研 飯塚篤） 

2）ニシンの増養殖企業化試験の現状と問題点（ 

北水研 桑谷幸正） 

3）タラバガニのふ化増殖の歴史（北水研 土門 

隆） 

4 ）カニの増養殖企業化試験の現状と問題点（北 

水研 中西孝） 

5 ）サケ、マスふ化放流の歴史と現状と展望 

（さけ、ますふ化場 石田昭夫） 

6）ホタテ養殖の現状と問題点（北水研 和久井 

卓哉） 

3‘寒冷水域におけるミ栽培漁業クの環境 

1）寒冷水域における無機環境の問題点 

（北水研 久保正） 

2）寒冷水域の環境特性と栽培漁業（さけ、ます 

ますふ化場 石田昭夫） 

4．栽培漁業の内包する問題点 

1）社会経済的背景と問題点 （道立中央水試 

苫米地洋文） 

2）種苗生産と放流効果についての科学的技術的 

問題点（北大水産学部 富士昭）  

5．資源研究の立場からの問題提起 

（北水研 服部茂昌） 

総合討論を含む内容は後日小冊子にまとめられ、関

係機関に配布されましたが、なおご希望の方には、ご

連絡を頂ければ若干の余部が残っています。 

このシンポジウムは、内輪でこじんまりとやつてみ

ようという当初の心づもりであったのに、主題の魅力

からか思いがけない多勢の方々が参加され、熱心なご

討議をいただきました。まだ十分に意をつくせないま

まで終ってしまったこと・が心残りですが、こうした間

題に対する研究者の関心が非常に高いことを今さらの

ように感じさせられ、準備に当った私たちにとって大

変貴重な経験でありました。 

（森田祥） 

昭和47年 2月25日、北水研で行なわれた第1回研究協

議会（北水研ニュースNo.5 に報告）につづいて、48年 2 

月2-3日、北水研において第 2回研究協議会が開催

された。 

参加者は、水産庁研二課本間企画官、三村技官のほ

か、道水産課 1、道立中央水試 3、釧路水試 1、網走

水試 1、稚内水試 1、道立栽培漁業総合センタ11、 

小樽市立水族館1、北水研所長ほか資源部 4 、増殖部 

4 の計20名であった。 

議事は、まず47年度経過報告、ついで研究の今後の

進め方、 後に48年度研究計画の順に進められた。 

47年度経過報告要約 

1．卵発生およびふ出仔魚の飼育に関する研究…… 

	（北水研増殖部） 

内容は（1卯発生におよぼす水温、塩分および pHの

影響。(2）ふ出仔魚の生残におよぽす餌料種類の 2項目

で、実験方法に関する多くの問題点が摘出された。 
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2，卵質がふ出仔魚の生残率におよぼす影響 

	（北水研 資源部） 

47年春は石狩湾北部水域で充分な材料を得ることが

できなかったため、太平洋沿岸の 7~ 8系群のニシン

を集めて、抱卵数、卵の大きさ、卵質を調査した。結

果として成長のよい pcpuIatioriお よび同一 populai ton 

内では高年令魚が抱卵数が多く、卵の大きさが大きく

卵質では栄養分の濃度が高いことが明らかになった。 

3．オホーツク海沿岸に来遊する若年魚群の生態調 

査 	（稚内水試、網走水試） 

47年 4 月から12月まで沿岸に来遊する沿岸刺網では

主として 4才魚（モード22-24cm) 9~ 12月の小定置、 

チカ刺網、棒受式抄網では当才魚（モード8-9cm) 

1才魚（モード11cm）が捕獲された。しかし結果とし

て標本の不足、時期の違いによりこれら小ニシンと沖

合ニシンまたはカラフト系ニシンとの関連を明らかに

することはできなかった。 （稚内水試） 

網走湾および網走川の理化学的環境と生物的環境を

調査すると共に、同水域およびサロマ湖に来遊した小

ニシンの形態について調査した（摂食種および量は未

分析）。形態的に網走川ニシンとサロマ湖ニシンの鰭

条数の変異が注目された。 （網走水試） 

4．厚岸湾の餌料生物分布調査11972年 5月11日 

--13日一 	 （釧路水試） 

湾内19点について幼稚魚調査、プランクトン調査、 

水温塩分調査を行なった。ニシンの餌料となる A Cr ti a 

c1ausi、 Pseudocalanus minutus の出現が多く、雌

は貯精のうをもつ個体が多く繁殖期と推定された。 

5．石狩湾北部水域に来遊する産卵群の生態調査ー 

	 （中央水試） 

47年 3月に厚田、増毛、臼谷、鬼鹿で来遊親魚 210 

尾を測定し、 3月29日、小平町秀浦付近でスガモにう

みつけてある卵を採集調査した。結果としてこれらの

ニシンは鱗相その他からみて従来の北海道カラフト系

群とは質的に変化しており、石狩湾系統と仮称した。 

また、従来に比較して若年魚群の比率が高くなり、ま

た産卵期が次第に早くなる傾向が認められた。 

6，石狩湾北部水域に来遊する若年魚の標識放流試 

験 	（中央水試） 

若年魚の漁獲が皆無であったため、標識放流は実施

できなかった。 

7．ニシン若年魚の飼育試験 	（小樽市立水族館） 

47年 5月12日、能取湖で漁獲され、同水族館へ陸送

した 238尾を飼育した。餌料はエゾメバル胎児（活） 

イサザアミ（冷凍）イカナゴ稚魚（冷凍）を用いた。 

48年 1月23日の生残個体は37尾で、この間の発死は野

外に放養した70尾を除くと、73％が5-8月に発死し

た。この原因について飼育水質、発生した病気、魚の  

生理などの問題点が摘出された。 

研究の今後の進め方 

前回の協議会において決定された共通理解を再確認

した。つまりこニシン資源を積極的に増殖するという

目的のために、一方では天然に来遊する稚仔群、若年

群、産卵群を中心とする生態および環境調査を行ない

また一方では卵から稚魚まで、若年魚から親魚までの

飼育試験を行ない、その方途をみいだすル ということ

となった。 

48年度研究計画 

47年度にひきつづき調査を実施することになったが、 

つぎのとおり参加機関の変更、研究課題の検討の要望

があった。 

1. 48年度より稚内水試がこれまでの分担調査を経

常研究の中で継続実施することとなり、また栽培漁業

総合センターが本共同研究に参加することとなった。 

栽培センターの課題は 

(1卵からふ出した幼仔魚の飼育に関する研究一とく

に照度、波長、水温について 

(2餌料生物の大量培養試験 

2．つぎの各項について検討が要望された。 

(1石狩湾北部水域産卵場における海藻群落が質量と

もに変化していると予想されるので調査が必要である。 

	（北水研増殖部あて） 

(2）オホーック沿岸のサロマ湖、能取湖に湖沼性ニシ

ンの存在が予想されるので、それらについて調査が必 

要である。 	 （網走水試あて） 

(3厚岸湾にはニシン稚仔魚の餌料プランクトンが豊

富であることが明らかとなったので同湾における産卵

を目的としたニシンの海中飼育、他水域天然産の移殖 

などの試みについて検討されたい。 	（釧路水試あ 

て） 

(4耳ヒ方域における餌料生物としてAcartia および、 

Pseudo calanus などが有望であるのでそれらの大量 

培養の技術的開発が必要である。 	（北水研増殖部、 

栽培センターあて） 

(5）若年魚の海中餌育の可能性について検討が必要で 

ある。 	 （小樽市水族館あて） 

⑥水槽飼育若年魚の大量発死原因についての究明が

必要である。病原性のものについてはさけ、ます、ふ

化場、内部生理については北水研資源部に協カを依頼 

されたい。 	 （同上あて） 

なお、47年度報告、48年度計画については 4月末日

までにとりまとめ、印刷することが決定された。 

（桑谷幸正） 
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昭和47年度 

増養殖研究推進会議 
V~~~ 	 v~~vv、 

かに類増養殖企業化 
第 4回研究協議会 

1972年12月 5・6日に鹿部のニュー鹿部ホテル会議

室で、カニ類増養殖企業化試験研究協議会が行なわIれ

ました。水産庁調査研究部、北大厚岸臨海実験所、栽

培漁業総合センター、釧路水試、根室漁協、北水研が

これに参加しました。 

47年度の試験経過について議論がなされ、タラバガ

ニでは、グローコテ・稚ガニ期での大量莞死の原因究

明の討議が行なわれました。種々の試験を行なうえで

も、 飼育が基礎となると考えられるので、48年度は、 

グローコテ、稚ガニ期の飼育方法の究明を中心として

研究を行なうことになりました。 

ケガニでは、「脱皮に光が関係している Iのではと意見

が出され48年度はそれの解明にあたり、又前年度に引

続き幼生の飼育を実施することになりました。 

ハナサキガニでは、臭についての研究経過の発表が

あり、今後も進めていくことになりました。 

会議終了後栽培漁業総合センターの見学を行ないま

した。 

（中西 孝） 

この会議は増殖部のある各水研と真珠研究所がもち

まわりで当番を引受けているが、昭和47年度は北水研

が世話役となり昭和48年 1月29日の夜から 2月1日の

正午まで、札幌市定山渓のホテル新定山渓で開催され

た。 

出席者は、水産庁調研部佐藤参事官、永井課長補佐

本間企画官のほか、東北水研 3、東海水研 8、淡水研  

3、日水研 3、農土試1、真珠研1、南西水研 6、北

水研13の計41名であった。 

I、1月29日（19. 00-21. 00) 

水産庁と各水研から運営委員が出席し、推進会議の

進め方について討議し、つぎのことが決定された。 

1、今回の会議は昨年と同様に体制問題が 重要

なので、できるだけウエイトをおき、他の事項はで

きるだけ簡略化し、課題報告は省略すること。 

2、日水研浅海開発部を推進会議のメンバー（従

来はオブザーバー）に加えることを審議する。 

3、栽培漁業の話題提供は各地の、ミ現状と問題点ル

にしぽる。 

4、テーマ別の座長と話題提供者の決定。 

以上の他に、次のような要望がだされた。 

1、部長会議と魚類分科会を時間的に重復しない

ようにしてほしい（淡水研） 

2, U.J .N.R．と別枠のスライドと 8 ミリを上

映したい（調研部） 

且、 1月30日 	（10. 00-42, 00) 

座長 桑谷（北水研） 

水産庁係官から予算や研究の問題点について説明が

あった。その内容は、 

1, 48年度の増殖事業については、栽培漁業セン

ターの強化をはかり、海外についても協カしたい。 

また、環境問題では赤潮対策にウエイトをおきたい。 

2、増養殖の研究スタッフは全国的に見ても魚病

の専門家が足りないので、強化をはかりたい。 

3、大規模増殖事業についてはカニやニシンは従

来通りであるが、日本海その他、場所未決定のもの

も含めて拡大させたい。 

4、別枠、新別枠および新々別枠の紹介 

つぎに、東北水研係官からTJ.J .N.R．について簡

単な説明があり、 

つづいて、浅海別枠について紹介され、東北水研か

らは、アワビ、ホタテガイおよびチョウセンハマグリ

を例にして、現状が述べられ、南西水研からはエビと

マダイをテーマとして、いくつかの問題点があげられ

た。 

その後、日水研浅海開発部を推進会議のメンバーに

加えることが審議され、全員一致で承認された。 

ffl, 1 fl3OH 13.00-17.00 31H 10.00--11.30 

座長 牟田（淡水研）小川（東海水研）藤谷（ 

南西水研） 

こ、では、体制問題についての白熱的な討議がおこ

なわれた。 

まず、前回の推進会議（昭和47年 2月 8 -10日、於

山口市湯田）における宿題であった 

1、各区水研のになうべき課題 
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2 、増殖部の位置付けと方向 

3 、体制問題との関連 

について、各水研から報告があり、質疑と討議は非

常に活発であった。これらについて水研別の発言を要

約すると次の通りである。 

北水研 

従来通り地域総合水研として地部、他機関と共同研

究を進めたい。養殖研の設置には疑間がある。しかし、 

止むをえず設置する場合は開発部門との関連について

充分な討議が必要である。 

東北水研 

地域総合水研として、地域の漁業開発を進めたい。 

また、その課題は太平洋北区のサケ、マス、カキ等の

研究であり、今後とも強化する必要がある。 

東海水研 

養殖研の設立は、多数意見として賛成であるが、荒

崎も増殖研究の拠点として残すべきだ。 

南西水研 

南西海域の増殖に対応する総合水研とすることが望

ましく、今後とも栽培漁業を中心として研究を進めた

い。養殖研の設立には特に反対ではないが、水研との

研究分担等では調整を必要とする。 

真珠研 

真珠研は専門研として、業界に貢献するとともに、 

代表的な二枚具であるアコやガイを通して貝類全般の

研究に寄与したい。体制については討議の途中である。 

淡水研 

淡水研は内水面水産業の生産と自然水系の環境保全

を担当する総合水研として拡充強化すべきである。し

たがって養殖研構想には反対である。 

日水研 

昨年 5 月に発足したばかりであり、現在、課題およ

び人員の再編成の検討を進めてはいるが、体制問題に

及ばないでいる。 

農士試 

養殖研については条件付で賛成である。その条件に

ついては、準備委員会に出席して討議しでいる。 

以上の諸報告について、若干の討議がおこなわれ

たが、全員のコンセンサスを得るにいたらず。 2 月 1 

日に再び討議することとした。 

W、 1月31日 11.30-12,30) 

座長 菅野（東北水研）小金沢（日水研） 

はじめに北水研から栽培漁業に関する余市プレシ

ンポと長崎シンポが紹介された。 

つづいて、各海区における栽培漁業の現況について

田中（東海水研）深滝（日水研）菅野（東北水研】 

桑谷（1ヒオく研）本間（水産庁）から夫々説明があった

が、時間不足で討議は極めて不充分であった。 

V、 1月31日 	（ 13. 00- 17, 00) 

分科会が開かれたが話題提供者と題名は次の通りで

ある。 

1、魚類分科会 座長 遊佐（東北水研） 

1）魚類の育種に関する諸問題 加福竹一郎（淡 

研） 

9 ）海産魚類の増養殖業における水産研究の現状 

と問題点 遊佐多津雄（東北水研） 

9 、貝類分科会 座長 和久井（北水研） 

1）アコヤガィ養殖漁場の環境要因と貝の成長と 

の関係について 植本東彦（真珠研） 

9 ）内湾性 9 枚貝の生息環境について 

野上和彦（南西水研） 

3 、藻類分科会 座長 福原（北水研） 

1）藻類研究の今後の課題と方向について 梅林 

情（東海水研） 

2 ）コンブ養殖の現状と問題点 三本菅善昭（北 

水研） 

4 、環境分科会 座長 吉牟田（農士試） 

1）環境開発と生物資源開発（栽培漁場を巡る環 

境の諸問題 吉牟田長生（農士試） 

M、 2 月 1日 	（10. 00-il. 20) 

座長 牟田（淡水研）小川（東海水研）藤谷（ 

南西水研） 

皿に、引続き、体制問題についての討議がおこなわ

れ、つぎに取まとめとなったが、 後まで統一見解と

はならず、結論として、つぎのように意見が分れた。 

1）養殖研設立には反対である。 

2 ）今回の討議、今後の経過などによりなお検討

したい。 

3 ）より良いものができるのであれば原則的に賛

成である。 

皿、 2 月 1日（11. 20-12. 00) 

座長 植本（真珠研）吉牟田（農士試）三本菅 

（北水研） 

1、会議全体の議事録が承認された。 

2, 4 人の分科会座長より夫々の分科会について要

旨が説明された。 
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10. 21 八木課長、境事務官、施設関係担官当会議の

ため京都へ。 

10. 23 北光丸、東北サンマ調査のため出港 12月 4 
日まで 

10. 26 長谷川所長事務打合せのため釧路市へ

水産庁海洋第二課、井村班長、渡辺技官底魚及 

、 	 びにしん関係打合せのため来所 

ノ 10. 27 北大前田講師底魚関係打合せのため来所 

11. 2 農林水産技術会議整備課大西係長来道、駒木

部長同行根室市へ 

11. 10 探海丸ドックのため石巻向ケ出港 12月10日
まで 

11・ 14 水産庁研究第一課、柳川班長、藤田事務官来

所。 

11. 15 農林水産技術会議連絡調整課川又班長、土肥 

技官、事務打金せのため来所 

11・ 16 長谷川所長、八木課長事務打合せのため上京 

11. 18 農林水産技術会議、総務課須藤係長来所。 

12・ 2 北海道開発局尾形課長補佐他 2 名打合せのた 

め来所 

12・ 14 遠洋水研池田室長、佐藤技官、にしん、底魚

関係打合せのため来所 

3 、北水研桑谷部長より部長会議の要旨が報告され 12. 15 

た。 

4 、 後に各水研から、48年度の世話人を選出し、 12. 19 

っづいて次期当番水研について討議があり、 

真珠研に決定し、会議を終了した。 1・ 9 

（福原英司） 

北海道開発局尾形課長補佐外 3 名、にしん施

設検査のため来所 

農林水産技術会議整備課、芦沢課長補佐、石

井係長来所 

長谷川所長、八木課長、地方連絡会議出席、 

於札幌市 

1・ 18~ 19 道内にしん資源担当官会議のため、稚内

水試近藤教師、釧路水試中山技師、室蘭分場

北浜分場長来所 

1.22 長谷川所長、八木課長、駒木部長、桑谷部長

事務打合せのため北海道開発局へ 

1・ 23 水産庁研究第一課長坂口、牧事務官来所、遠

洋水研音田総務部長来所 

1. 24 長谷川所長、所長会議出席のため上京 

八木課長、駒木部長事務打合せのため釧路市 

ノ＼ 

1. 25 共済組合安達、氏家事務官、住宅調査のため

来所 

1. 29 昭和47年度増養殖研究推進会議 於定山渓 2 
月 1日まで 

1. 30 札幌、石狩会館にて水産統計地域協議会開催

飯塚室長出席 

2. 1 水産研究第一課佐藤参事官、永井課長補佐、 

研究第二課本間研究企画官、事務打合せのた

め来所 

2. 2 水産庁研究第二課三村技官にしん増殖会議の

ため来所 

2. 5 長谷川所長、八木課長、笠島係長事務打合せの

ため上京 

2. 7 札幌統計調査部橋爪氏他 1名、にしん底魚関

係の統計打合せのため来所 

2. 13 水産庁総務課緒方班長事務打合せのため来所

2. 19 水産庁総務課岩田班長事務打合せのため来所

2. 20 遠洋水研千国技官、日水研尾形技官、東北水

研橋本官来所 

ベーリング海スケトウダラのPopulation 
dynamicsについて検討を行う 
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（昭和47年11月 1日付） 

（増殖部魚介類研究室長） 農林技官 渋谷三五郎

命 北水研増殖部主任研究官 

（北水研増殖部） 	 農林技官 和久井卓哉 

命 北水研増殖部魚介類研究室長 

（庶務課用度係長） 	農林事務官 佐々木 悟 

休職を承認する 

（昭和48年1月10日付） 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 石川浩一

命 北水研北光丸三等航海士 

（水産庁総務課船舶予備員）農林技官 松本文行

命 北水研北光丸甲板員 

（北光丸甲板次長） 	農林技官 佐々木貞夫 

命 北水研北光丸甲板長 

（北光丸操舵手） 	 農林技官 菊地栄悦 

命 北水研北光丸甲板次長 

（昭和48年1月18日付） 

（北光丸三航士） 	 農林技官 石川浩ー 

辞職を承認する 

（昭和48年 2月 1日付） 

（北農試農芸化学部庶務主任）農林事務官 笠島寿雄

命 北水研庶務課用度係長 

渋谷三五郎 

和久井卓哉 

佐々木 悟 

石川浩一

松本文行

佐々木貞夫

菊地栄悦 

編、I 集 後 記 

昨年の11月下旬にこ次回の北水研ニュースは、ど

なたに原稿を依頼しよケかク と考えていたところ、 

初代所長の大島幸吉先生から来信があり、 「北水研

ニュースに投稿してもよい」とのことで、渡りに舟

とお願いしたところ、早速、玉稿をお寄せいただき、 

巻頭をかぎらしていただくことができました。厚く

お礼申しあげます。 

聞くところによると、大島先生は、いまなお執筆

活動に多忙な毎日を過され、ときには釣りや水泳で

体を鍛えられておるとのことです。今後とも健康に

留意され、後進のご指導をお願い申しあげます。 

それにしても、北水研創立から、すでに四分の一

世紀に近い年月が流れ、当時を知るものの一人とし

て今昔の感にたえまサん。 

道立函館水試の川嶋昭二増殖部長は、r1ヒ海道にお

ける水研と水試のありかた」 について、卓見を寄せ

られました、が、これからも当所員以外の方々に寄稿

をお願いし、北水研のあり方の反省の素材にしたい

ものです。 

つぎに、所内からの原稿については、以前から庶

務、資源、海洋および増殖のバランスを考えていた

つもりですが、今回は増殖部的色彩の強いものにな

ってしまいました。それで、このようなことをなく

するために、各部門から気軽に多数の原稿をおよせ

下さい。また、表紙にのせる写真が足りないことも

頭痛の種になっていますので、カメラ自慢の方々の

ご協カをお願いする次第です。 

(48. 3. 1 福原英司） 
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