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冬生まれスルメイカ 

資源の将来 

我が国のイカ漁業といえばイカ釣漁業で代表され、 

その大宗はスルメイカであるが、 近のイカ釣漁業は

日本海沖合の漁場が開発されてからは、漁業生産の中

心は太平洋側から日本海域に移ってしまった感が深い。 

その 大の原因は東北・北海道漁場で主対象となる冬

生まれ系統群の資源の減少であろう。この系統群の過

去の 大の生産は昭和好年で、北海道のみで40万トン 

、に達したが、それ以来漁獲量は

減少の一途を辿り、48年にはつ

いに10万トンを割ってしまった。 

戦後の北海道のスルメイカ漁況

は一般に平年漁を約25万トンと

みて好不漁の程度が評価され、 

20万トンを割ることは大変な不

漁であったのであるが、45年が 

17万トン、46年カり1万トン、47 
年が18万トン、48年が7 万トン

と凋落を続けたのである。この

ようなことは戦後に例を見ない

ことであって、昭和31,. 39年t 
戦後における大不漁の年ではあ

ったが、それでもその翌年から

は回復に向ったのである。我が

国のスルメイカ（冬生まれ群）の

年漁獲量は、5-6年から11-P 
12年ぐらいの間隔で増減をくり

かえし、平均すると 9 年ぐらいの周期で変動してきた

ことは、すでにいろいろな報告から知られているとこ

ろであるが、この周期によると48年が丁度谷間にあた

り、49年からは回復の時代に入ることになるはずであ

るが、果して今年の漁況がどのような結果をみること

になるか、誠に不安の中にも興味の引かれるところで

ある。 

かつて北海道の春ニシンか明治の末期には約100万ト

ン、また日本のマイワシが昭和10年前後に150万トンも

の漁獲をあげて繁栄した漁業の今日の姿をみるとき、 

スルメイカもやがてそのような状態を迎えるようにな

るのではないかという一抹の不安はかくせないであろ 
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う。しかし一方では、 近のマイワシ資源がやや回復

のきざしのみえていることや、サンマが昭和44年に33 

年前後の全盛時代の約Xo(5万トン）の大不漁に落ち

込み、その後回復がはかばかしくなかったが、48年に

は再び33年当時の生産レベルに立ちもどったことなど

から、スルメイカについても資源回復への期待は大き

いようである。しかしこの不安と期待の入りまじるう

ちに、45年以後の漁況は悪化の方向を辿ってきた。そ

して46年のように大不漁年であっても史上 高の生産

金額をあげ、漁家は豊漁年を上回る収益にうるおった

異例の年もあったが、昨年から今年にかけては、経済

事情悪化の下で、漁家経済はますます苦しい立場にお

い込まれ、漁況の回復がいちるの望みとなっている。 

このような情勢の下では資源の管理・予測はますます

重要な意義を持つことは云うまでもないことで、それ

だけに試験・研究機関の役割は重大である。 

今年の太平洋のスルメイカ漁況予報会議では、今年

の冬生まれ群の資源水準は昨年よりも高いという結論

となった。 その主な根拠は、資源変動の 9年周期から

みて回復の時代に入ること、本州の東南海域における

幼イカの出現数量が昨年よりも多いこと、および6月

の三陸沖におげる漁場一斉調査結果が過去2 カ年の同

調査に比べて、スルメイカの分布量が多かったことな

どである。しかし今夏の漁況は東北、道南、道東とも

に昨年並か昨年をも更に下回っている。東北沿岸では、 

今年は異常冷水現象があり、スルメイカが来遊し難い

状況にあったことは考えられるが、道東・道南海域で

はさほどの異常はなく、釧路近海でサンマ・サバの漁

獲の活発であることをみると、スルメイカの回遊環境

が特に悪いということは考えられない。従って、ここ

に果して今年の資源水準が昨年よりも高いとみてよい

かという疑間が残るのである。ただその年の漁況の大

勢がきまるのは 9月以降の秋イカ漁によるから、今後

のなりゆき次第であろうが、特に道東海域の主漁場で

ある三角水域とその近海の秋の漁況に関心がよせられ

る。この漁場のスルメイカは、夏に釧路近海を北上し

て来遊する群と、秋に中・南部千島列島ぞいに南下し

てくる群であるが、今年は前者については既に釧路・

十勝の現在までの漁況からみて望みはかけられないの

で、後者、つまり沖合を北上迂回して南下する群に望

みをたくすことになろう。この群の動静は第 2回の漁

場一斉調査でよりくわしくなろうが、若し今年の秋イ

カ漁力相乍年を上回ることになれば、第1回（ 6 月）の

漁場一斉調査は太平洋スルメイカの漁況予測に重要な

意義を持つことになる。根室近海の今年のイカ釣漁は 

8月に入って漸く始まったが、ツメイカがスルメイカ

と同量ぐらいに漁獲されている。この現象に関連し、  

不漁であった46年もツメイ力の漁獲力俳常に多かった

ことが、まだ記憶に新らしいところである。また昨年

の漁場ー斉調査ではアカイカ（バカイカ）の分布が大

量にみられたが、このようにスルメイカの不漁にとも

なう他のイカ類の増加現象が、スルメイカの資源の増

減や生活とどのような関係で起るのか興味あるところ

である。 

冬生まれ群の漁況が近年極端に低下していることが、 

資源の減少によるとする見方は、大方の研究者に異論

のないところであるが、その原因が何であるかは依然

として明快な解答が得られていない。ややもすれば自

然要因説に流れがちであるが、近年の漁獲量の減少す

る過程では漁獲努力量の増大が著しく、道東海域を例

にとれば、三角水域だけで約1千隻に及ぶ漁船がひし

めいて操業してきたし、昨年のような大不漁年におい

ても、秋に一時好漁の情報が伝えられただけで、日本

海で操業していた漁船が大挙して移動し、約600隻の漁

船が集中操業したという。そのような苛酷なまでの漁

業が資源に影響しないといえるであろうか。その不安

は漁業者が も痛切に肌を通して感じていることでは

なかろうか。 

将来冬生まれ群の資源がマイワシやニシンのような

道を辿るか、サンマのように再び回復するかは、現在

の知識のもとでは予断を許さないところであるが、こ

のような資源状態の時にこそスルメイカ自体について

は勿論、他のあらゆる側面についての諸現象に注意し、 

情報を整備しておくことが必要であろう。それらが以

上の問題を解きほごす資料として役立っときが来るこ

とを期待して。 

（新谷久男） 

：・試・：・：・苫・：・呂・：・：・苫中：・：くく癌・：・：・試・：・：中：・：・：・：・：・試中：・： '：・】・：く・；,：・：・：・：・苫く‘：・：・：くく．;,:.x.:. 

海況自動観測テレメー 

タシステムの紹介 

昭和45年度から 5ケ年計画で行われている、「浅海域

における増養殖漁場の開発に関する総合研究」（別枠研

究）の一環として、サロマ湖のホタテガイ実験漁場域

の理化学的環境特性について、調査、研究を行ってい

るが、これら水質を継続的に把握するために、海況自

動観測テレメータシステムを導入した。 

このテレメータシステムは、佐呂間漁業協同組合佐

呂間町富武士）内におかれた基地局と、サロマ湖の実

験漁場に設標された観測ブイ局により構成されている。 

（巻頭写真参照） 
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鶴則ブイ局は、海底に保留されている水温・塩分・溶

存酸素の測定器と、電子回路、無線伝送機器、電池な

どを実装したブイ本体とで構成されており、観測デー 

タをパルス符号に変換して、基地局に送信する。無線

周波数は400MHz帯を使用 し、あらかじめ設定された

時間間隔で、基地局よりの観測指令信号によって観測

を行う。また、任意に手動呼出し観測もできるように

なっている。 

基地局では、伝送された観測データをデジタルプリ

ンターで印字する。 

テレメータ監視局装置 
（佐呂間漁協内） 

ブイ局の電源は、充電式の密閉型鉛菩電池（12 V. 
2OAH) 16ケを使用し、1時間間隔の観測で、約 2 ケ

月間作動できる。 

観測ブイ用検出器の仕様は下記のとおり。 

水 温 計 

（鶴見精機） 

塩 分 計

鵬見精機） 

溶存酸素計 

(E I L社中 

イギリス） 

測定範囲 -5--+30t 10-35協S 0-200% 
精 	度 士 0. 1で 士 0.1%声 水温士10での

変化に対し、 

士 5% 
測定方式 白 	金 電磁誘導型 隔膜ガルバニ

ック 

テレメータシステムは、昭和48年9 月に完成したが

無線局の免許が今年の 3 月におり、実際の運用は昭和 

49年度からとなった。 

現在、実験漁場の海底における水温‘塩分・溶存酸

素のデータを1時間毎に観測・記録しており、今の処、 

装置は順調に作動している。この装置の活用によって、  

漁場環境の現状把握が一段と強化され、海洋調査、水

質監視などに役立つものと期待している。 

なお、具体的な例を示すと 

13. 00 	1 	1 336 
13. 00 	1 	2 193 
13. 00 	1 	3 097 
14. 00 	1 	1 335 
14. 00 	1 	2 193 
14.00 	1 	3 094 
（観測データ 849. 8. 12) 

第1項は観測時刻、第 2 項はブィ番号、第 3 項は観

測項目区分、第 4 項は観測値で、この他に、電源電池

の低下、プリヒート異状、漏水などの異常が生じると、 

第 5 項に特殊清報が伝送・印字される。 

上記の13時のデータ換算値は次のようになる。 

1 （塩分） 	 33. 6%0S 
2 （水温） 	 19.3で 

3 （溶存酸素飽和度） 97% 
（久保 正） 

，川岬川園H「卿m岬m聞I「~ .m国川町nmI“画町卿川画川国川山川川国Hl町m岬I皿「胆聞叫” 

北水研に着任して 
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4 月1日付けで果樹試安芸津支場（広島県豊田郡）か

ら北水研に参りまして早くも 5 ケ月になります。研究

者の方々とはちがい、われわれ庶務課の者にとって農

業関係から水産に代っても多少の相違は覚悟してはお

りましたが、仲々大変です。 

私は昭和27年8 月1日付けで東北農試園芸部（青森

県南郡藤崎町）に採用され庶務課会計係が振り出しで

す。36年3 月に園芸部の本場への統合のため岩手県盛

岡市へ移りそこで現斉藤庶務課長と一緒になりました

が、同年12月1日園芸試験場が独立する事になり、東

北農試の圃場を分けて頂き園芸試験場盛岡支場として

発足しました。庁舎の出来るまでは大変でしたが今お

もえばなつかしい事ばかりです。44年4 月に園芸試験

場の支場が瀬戸内の広島県豊田郡に設立される事にな

り、会計機関の設置と同時に園芸試験場安芸津支場に

配置換になりました。当時の定員増は食糧や統計から

の振替えでしたからこれも苦労したもので、定員は増

えても実員は仲々うまらない状態でしたが、除々に充

実され46年10月に 3 階建の庁舎（共同実験室）が完成

した時の喜びは今でも忘れる事は出来ません。48年1 
月に園芸は果樹と野菜に分れることになりましたが、 

安芸津支場は果樹部門だけでしたからスンナリ果樹試

安芸津支場となりましたが他の支場等は夫々に苦労が 
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あったと聞いております。そのうち48年4月に「農林 

省入省以来20年余の長さにわたり 	」 と表彰状を頂 

く齢になっておりました。49年に入って間もなく、北

水研へのお話がありました時には広島県にも満 5年に

なった事ではあるし、園芸、果樹で20年と云う一応の

区切りもついたし多少の苦労は自分のためであると思

い自分で考え自分で決めて、29年9月洞爺丸台風の時

に一回渡った津軽の海を20年振りに渡って参った次第

です。 

北水研に参って 5ケ月間、見るもの聞くもの珍らし

い事ばかりでアッと云う間に過ぎた気が致します。魚

の名も極くすこししか知らず又船を知らない事が一番

こたえます。資源部、海洋部、増殖部夫々の調査、研

究の内容について、1日も早く理解し業務を円滑に進

めて行けるよう努力する心算です。又予算科目が（項） 

で6つもあり戸惑いました。もう少々少なければと思

いましたが、それだけ水研の仕事が多種多様なのだと

考えます。 

日常の生活では宿舎が古くせまい点を除けば、通勤

は楽ですし、久し振りの渉の魚は美味だし、故郷青森

には近いし、云う事はありませんが物価はあまり安い

方ではない様ですね。北水研1年生も1学期が終り、お

盆休みが明けて 2学期に入りますが、浅学非才の悲し

さで何かとご迷惑をおかけする事と存じますが、皆様

のご協カを得て、何とか北水研のためにがんばるつも

りですので、より以上のご指導ご鞭接を賜りますよう、 

よろしくお願い申し上げます。 

（阿部 俊夫） 

ミ15年間ミの覚え書き 

北水研が主催水研となった昨年のGSKのシンポジ

ウムの議事録が、漁業資源研究会議報第16号として刊

行された。このシンポジウムには終始まじめに参加し

ていたものの、こうして活字になったものを改めて読

みかえしてみると、今さらのようにその全貌をうかが

うことができて興味深かった。灰聞するところによれ

ば、一部にはミ相変らずGSKは不毛の論議をやって

いるミという批判があるという。たしかに、ミ漁業資源

の現状と研究のあり方．などという大仰な主題に迫る

には、まだまだ隔靴掻津の感があるにちがいない。そ

れにもかかわらず、この議事録は今日の資源研究者の

もつ問題意識の複雑さと豊かさを散見させている。私

には、この論議がミ不毛ミであったなどとはとうてい  

思えなかった。むろん、ここから日本漁業の危機を救

う特効薬が生み出されるほど話は単純ではない。即効

的な結論をこのシンポジウムに期待するような短絡的

な思考からは、まさにミ不毛ミという評価が出てくる

のかもしれないが。 

この筆をとっている折しも、カ )ブ海の鮮やかな青 

を臨むカラカスで国際海洋法会議が開かれている。大

げさないい方をすれば、人類の社会発展の歴史がゆっ

くりと、しかし着実に動いているひとつの姿をそこに

見ることができる。主観的な期待や好き嫌いとは無関

係に、まさに歴史的必然としてうけとめるべきなので

あろう。 

科学と技術と生産が、相互に規定しあいながら発展

してきたという歴史的な事実をもち出すまでもなく、 

ミ資源ミという概念が本来社会科学的なものである以 

上、資源研究が社会的な生産活動の発展と無関係に存

在するミ高適ミな科学でありえようはずがない。ひと

りひとりの研究者がバイォロジストやエコロジストで

あることとは関係なく、研究の対象となっているのは

まことに生臭い奄資源ミであった。GSKの議事録を

読み返しながら、カラカスや公害や経営の困難などを

正面に見据えて、ひとりひとりの研究者が何と多くの

ことを考えさせられているのだろうーとしみじみと感

じた。 

※ 	 ※ 	 ※ 

資源研究者の問題意識の発展が、社会的な生産活動 

の発展によって大きく規定されているという図式は、 

たとえば研究課題の変化過程をみても明らかだという

ことを、たしか佐藤栄氏に教えて頂いたように思う。 

その佐藤氏のもとに、ちょっと、した期待と抱負に胸ふ

くらませてとびこんだのは1959年春のことだった。そ

れ以来15年間の私自身の過程を、今きちんと後づける

ことはずぼらな私には至極困難な仕事である。 

ともかくも、資源研究というものをまともに学んだ

ことのない私が、北水研の沿岸資源部という所におか

れて、仕事を始めることになったのだから、はじめは

まさに暗中模索であっ，た。 

折しも、所得倍増計画に象徴される成長政策がスタ 

ー‘トを切る。金融資本に支えられて重化学工業を中心

とした未曽有の経済成長が始まる中で、いわゆる新産

業都市計画にもとづいて、後年各地に公害問題をもた

らす工業の地方分散が進められた。一方、いわゆる構

造改善計画が沿岸漁業にもちこまれ、生産性を基準と

した経営体の選別ときりすての政策が推進されること

になった。こうしたなかで、沿岸漁業資源調査がはじ

められ、私もカレィ類の研究にたずさわることとなっ

た。すでに沿岸漁業のなかに脱漁民化がはじまり、生 
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産そのものの深刻な縮少がもたらせられていた。漁業

の不振は、多くの漁民に対して、あたかも魚の資源が

減少したことが原因であるかのような錯覚を与えてい

た。実際、北海道の沿岸に来遊していた莫大なニシン

はその影すらなく、沿岸での漁獲量は昔日のおもかげ

もなかった。 しかし、たとえ昔のようにニシンが群来

していたとしても、あの成長政策のもとで沿岸漁業の

疲弊を避ける道があったのであろうか。 

1949年に 8海区水研が設置されてから数年を経ずに

早くも水研機構改革の問題提起が行なわれ、それをめ

ぐる論議が長期にわたってくすぶり続けた。1962年、 

各水研に海洋部が設置されることとなり、北水研でも

利用部の東海水研への統合、遠洋資源部の函館集中な

どの改変が相次いだ。1963年には栽培漁業センターが

設置され、1967年に遠洋水研が新設される。これらは

いずれも ミ沿岸から沖合ノ＼、沖合から遠洋ヘミという

スローガンがミ海洋開発ミとミ栽培漁業ミを伴って動

き出している中での機構の再編整備であった。 

こうした流れの中で、北水研の資源研究部門では、 

1966年頃を境として課題のきりかえが進められ、沖合、 

遠洋の漁業生産に対応した研究へ重点が移行されてい

く。私も研究の対象をニシンに転向させることとなっ

た。当時、日本のニシン漁業はベーリング海、オホー 

ツク海北部において、短年月の間に急速に発展をとげ

ていた。そして、その過程で資源問題が国際的に次第

にきびしくなっていく。ニシンの資源研究に携わりな

がら、私はミポリチカルバイォロジイミなどという自

咽を本気で口にしないようにするために、ささやかな

努力をし続けてはいた。 

ミ沖合から遠洋ヘミという流れを背景に、「北方水域に

おける漁業への対応」 という目的で北水研の移転問題

が持ち出されたのは1968年頃のことである。1970年代

になってから、遠洋漁業の急速な発展と、その裏返しの

意味でのミ栽培漁業ミの拡充方針のもとで、研究体制

問題は遂に北水研の釧路移転と養殖研の設置へ到達す

る。資源管理の面などで決して先導的な役割を果さな

かったポリチカルウイルも、プラグマチッ久な研究体

制整備にはまことに積極的ではあった。 

実際、日本の漁業生産量は遠洋漁業の急激な伸長に

よって遂に世界第一位の座を占めることとなる。しか

し、その発展のかげに、発展自身のもたらした矛盾と、 

日本の経済構造のひずみとが音もなくしのび寄ってい

た。遠洋漁業も、もはやその伸長をはかる条件を失お

うとしている。すでに、大手水産会社は一部の漁業を

除いて急速に資本の移行を図りはじめている。しかし、 

資本の規模力切、さければ小さい程、その漁業生産への

依存度は強く、中小漁業における経営の困難が今日ほ  

ど深刻であったことはないという。石油問題だけにそ

の原因を求られるようなものではなく、その内部矛盾

の根源はもっと根深いところにあるように私には思え

る。ある米国の業界誌に、日本漁業の近年の姿を批判

して、「彼‘のフイロソフイはミ可能な限り獲りまくれ、 

制限の声が聞えたら急いで努力量を倍増せよ，である」 

と記されてあった。 

かくして、日本漁業は今大きな転換期にさしかかろ

うとしている。佐藤栄氏のミ年表． （日本の海洋・漁

業生物研究の歴史的過程とその発展に関する研究、第 

1報、1970）でいう第7期はまさに終ろうとしている。 

私は北水研の15年間をどっぶりとこのミ第7期，のな

かで過した。無精で不勉強であった私に対して ミ第7 

期ミ はしかし、何とたくさんの物思いの材料を提供し

てくれたことであろう。資源研究というものがようや

くわかりかけてきたひとりの研究者にとって、間もな

くやってくるだろうミ第8期ミでの複雑な研究活動の

ために奄15年間，はきっと有効な役割を果すにちがい

ないーと私は思う。 

※ 	 ※ 	 ※ 

新しい職場で、来し方行末を思いながらの覚え書き 

である。 	(1974. 8. 1) 

（遠洋水研 森田 祥） 

有用魚類養殖等基礎技術試験 

研 究 協 議 会 

表記事業または有用魚類大規模養殖等実験事業とし

て、衰微している資源を積極的に増殖する方途をみい

だすねらいで、水産庁水産業振興費によっていとなま

れている試験研究が、北海道に 2つあります。にしん

を対象としたものと、かに類を対象にしたものです。前

者は47年度から、後者は45年度から始まっています。 

これらの48年度の研究協議会が昭和49年2 月13-45日

に、にじんを前半にかに類を後半にして、北水研にお

て開催されました。水産庁研究課から本間班長、川口

係長が来会し、北水研がまとめ役をつとめて、まず48 

年度の試験研究の経過が報告され、ついで 年度の計

画を検討し確認しました。 
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1 にしん増養殖技術開発企業化試験 

この実施機関は北海道中央水試、網走水試、稚内水

試、釧路水試、栽培漁業総合センター、小樽市水族館、北

水研です。 

48年度の結果： 種苗量産技術の開発を目的にし

て、卵から稚仔、幼期までの水槽飼育を実施したグIレ 

ープからは、1尾ではあるがふ出後77日まで育成でき

て、種苗生産の可能性が大巾に高まったことと、卵の

発生や稚仔の成長に影響を及ぼす環境要因について、 

生残率の良否を判定のもとにして、 適条件を明確に

したことが報告された。種苗放流技術の開発を目的に

して、天然漁場における稚仔群、若年群、産卵群の生

態調査を実施したグループからは、能取湖を中心にし

てオホーツク海沿岸に存在する系群が、石狩湾北部の

系群や厚岸湖周辺の系群より、増殖対象として適切な

性格を持っていることが報告された。 

49年度の計画： オホーツク海沿岸にしんの存在

様式を追究し、その再生産機構に占める能取湖の産卵、 

稚仔育成場としての意義をできるだけ明確にすること

と、餌料生物の培養技術とも関連して餌料条件を改良

し、卵から幼魚までの飼育成績をできるだけ向上させ

ることが確認されました。このようにして、にしんの

地方群を増殖する見通しが具体性をもって確かなもの

になってくるとの理解が成立したことです。 

2‘かに類養殖技術開発企業化試験 

この実施機関は根室漁協、北大厚岸臨海実験所、北

海道釧路水試、栽培漁業総合センター、北水研です。 

48年度の結果： タラバガニのグループからは、 

根室かに類飼育場で実施した水1厳司育において、ふ出ソー 

ェア約18万尾から、グローコテ約8万尾をへて、第 2令稚

ガニ約3千尾を生残させることができ、その後の減粍

はもっぱら共食いによることがわかり、ふ出後11カ月

の現在約2 百尾が生存していることと、これら飼育個

体の生理状態を電気生理的手法によって明確にする研  

究が軌道に乗ってきていることが報告された。ケガニ

のグループからは、ふ出幼生を稚ガニにまで数種の餌

料生物で比較飼育し、適正餌料を決定することはでき

なかったが、餌料の種類によって脱皮間隔や脱皮によ

る体躯の伸長が大きく異ることが判明したと報告され

れた。 

49年度の計画： 放流種苗として有効な稚ガニを

安定して生産する技術をできるだけすみやかに確立す

ることがこの試験研究の主目標である。タラバガニで

は、第2令稚ガニまでの生残率を施設条件に見合った

高にまで向上させること、第 2令稚ガニの具備して

いる特性を明らかにして、その放流種苗としての適格

性を検討すること、稚ガニの共喰いを防止する飼育法

をみいだすことに努めることか確認された。ケガニで

は、飼育条件について種々の比較実験をさらに継続し

て行ない、これらの結果を集約して合理的な生産方式

を組み立てることか確認されました。 

（篠岡久夫） 

ベ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48年度研究推進会議 

昭和49年3 月27-28日の両日、表記会議が、当所会

議室で開催された。本特別研究の 終推進会議である

ため、出席者も多く29名に達した。 

焦点は、広く北太平洋に分布するスケトウダラの系

統群構造をどのように理解するかということにあった。 

福田主査（遠洋水研所長）から、水産学における系統

群研究の役割、内在する問題点、標本論的吟味の重要

性についてレヴューが出されたあと、尾形（日水研）、 

辻（中央水試）、橋本（東北水研）、北野（北水研）、三

谷（う戴羊水研）、高橋（同）、前田（北大）から、各

水域の系統群構造について見解が述べられた。 そして

木部崎（西水研所長）が要約したのであるが、 「スケ

トウダラが、基本的には、日本周辺、カムチャッカ半

島周辺およびベーリング海東部の三ケ所に地域性の強

い集団を形成しており、相互の間に交流は余りない」 

という点で意見の一致が見られた。この評価に関連し

て、一つの大きな問題は、本特別研究中標識放流の過

程で、北見沖からカムチャッカ半島周辺へ（ 4例）、 

あるいはベーリング海北西部から北東部へ（1例）、 

というような大移動例をどのように理解するかという

ことであった。このことについては、全再捕数に対す

る比重の検討、漁獲や標識づけによる魚の変化の可能

性などを吟味し、単純に交流を復元することは危険で 
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ある点が強調された。 

さて、本特別研究は、48年度をもって終了し、取纏

めに入ることになる。わが国漁業生産の％を占め、漁

業のみならず各地の関連産業を支える重要な原料とな

っており、国民の蛋白源としても比重が大きい。しか

し、年ごとに、ソ連、韓国および北朝鮮の進出が目立

っており、日本漁業の内懐ろと云える北海道西岸のス

ケソ漁業をとっても、過半のものは樺太西岸や沿海州

沖で漁獲しており了本漁業の国際的環境は楽観を許さ

ない。また漁獲に強いと云われる本種の資源動向につ

いても、 近の漁獲性能の飛躍的な発展を考えると、 

警戒すべき要素が強い。会議は、このような情勢判断

の下に、ますます厳しくなる情勢に対処し、研究者の

理論的武器を作り上げるという立場で、本特別研究を

頂点に長年進められてきた底魚研究の中から 「本種に

ついての開発の歴史、生物学的特性、系統群構造、資

源動向を明らかにする」 ような報告を作ろうというこ

とが確認され、執筆分担を行なった。 

単一種の研究会議に、 3人の所長（遠・西・北）が

揃うのは珍しく、それなりに、本種の社会的重要性や、 

日本漁業の将来展望の厳しさを反映しているものと考

えられる。昼の部、夜の部ともに熱気を帯び、また考

え直させられる点の多かった2日間であった。 

（北野 裕） 

昭和48年度漁業資源研究会議 

底魚分科会北部ブロック会議 

表記の会議が、昭和49年3月26日午前10時から午後 

5時まで、当所会議室で開催された。研究発表は、次

の 6篇であった。 

1， 日本海におけるベニズワイカゴ漁業の現況と間 

題点 	 伊藤勝千代（日水研） 

2．東北海区の小型底びき網漁業の現状 

三河正男（東北水研） 

3．スケトウダラの卵巣卵について 

北野 裕（北水研） 

4．酵素多型によるスケトウダラ系統群の研究なら 

びにその背景 	岩田宗彦（中央水試） 

5．北海道・内浦湾におけるスケトウダラ Theraー 

gra chalcogramma (Pallas) 稚魚の摂餌生態 

神庭 恵（北大水） 

6. 1972年10月～11月のベーリング海におけるスケ

トウダラと他の底生魚種との食物関係 

水戸 啓一（北大水） 

研究発表の後、会議は議事に移り、(1）底魚研究協力

体制、(2）西部底魚ブロック会議との交流、(3）次期会議 

の3点を論議した。(1）については、水研、水試、大学

から、底魚研究の現状について紹介があり、研究環境

人員、予算、研究自身の骨組みに多くの問題を抱えて

いるという指摘があった。(2）については、その後尾形 

（日水研）を窓口に「西部」 に打診を行なったのであ

るが、双方とも希望が強いにも拘らずまだ合同会議開

催のめどが立っていない。(3）の次期会議は49年度後半

に新潟で行なわれ、(1）の問題を更に堀下げようという

ことになった。スケソ特研推進会議と連続して開かれ

たため出席者が多く、34名が参加した。 

この会議の議事録は、北水研によって印刷配布され

る予定である。 

（北野 裕） 

漁業資源研究会議第13回シンポジウム 

開催について 一委員会事務局から― 

来る11月12-44日の 3 日間にわたって、G,S K第13 

回シンポジウムが新潟市で開催されることになった。 

テーマは「沿岸漁業の特性と研究のあり方」一とくに、 

自然ならびに社会環境の変化に関連する問題を中心と

してーというものである。 シンポジウム開催にあたり

コンビナー水研として日水研のみなさんが担当するこ

とになり、毎年各水研持回りとはいうものの、準備、 

設営に大変ご苦労をわずらわすことになったことに対

し、GSK事務局として深く感謝申し上げたい。 

とくにこのシンポジウムは、昨年秋余市で開催され

た第12回シンポジウムで論議された、すべての海洋魚

類資源の減少にともなう科学的方策のあり方や、今ベ

ネズエラのカラカスで論議されている国際海洋法会議

との関係から、日本漁業構造変化が予想され、その対

応の仕方、魚類蛋白供給のための資源有効利用のあり

方等について、充分といえないまでも問題点について

共通の認識が得られたものと考えられる。このことを

更に正しく継承するために、とりわけ日本漁業の基幹

となっている沿岸漁業の現況を第13回シンポジウムで

とりあげ、あらゆる角度より分析検討を加えることに

よって、水産にたづさわる研究者として今後の展望が

より具体的に開けるし、共通の認識も得ることができ

るというものであった。したがって、それぞれの分野

からの適切な意見反映をGSK全体として要望してい

るわけであるが、沿岸漁業について考えるとき、地域

的に見ると長い歴史的経過のなかで、非常に複雑な構

造と側面が伺い知るわけで、今回の限られたシンポジ

ウムの時間の中で充分な分析、問題点の整理がなされ、 

今後の方向が確認されるかどうか、全体として困難視

されるところであるが、しかし、今後において更に解 



明される糸口となればということで各水研が次のよう

な話題提供の題材に基づいて努力しているところであ

る。したがって、GSK関係者以外の方々からも是非

積極的な提言を心から期待したい。 

第13回シンポジウムプログラム（案） 

開催期日 1974年11月12日て火） 44日（木） 

開催場所 新潟市新潟会館 

主 題 「沿岸漁業の特性と研究のあり方」 

ーとくに、自然ならびに社会環境の変化に関連す 

る問題を中心にして一 

第1日目の話題提供 

【 1) 沿岸域における環境研究の現状と問題点 

（東海水研） 

2） 海洋汚染と水産資源研究の接点はどこか 

（東海水研） 

(3）瀬戸内海におけるカタクチイワシ資源研究の現 

状と問題点 	 （南西水研） 

(4）南西海域における沿岸漁業の多様性と資源の合 

理的利用 	 （南西水研） 

(5） 日本海における漁業実態の変遷とその特性 

（日 水研） 

第 2 日目の話題提供 

6）北海道沿岸漁業の特性 	（北水研） 

⑦ 東北沿岸漁業の分析 	 （東北水研） 

(8）経済成長と内水面漁業の変化 （淡水研） 

(9）国際海洋法改定にともなう日本漁業への影響 

（遠洋水研） 

第3日目 総 合 討 論 

以上が一応の話題の題名であるが、今後の進行にと

もなって多少題名の変更もありうることを申し添えて 

おく。 	 （加賀吉栄） 

ニ5つ二”』””,,,5叱互加”，ニ』，5,』，皿皿当”，5,"5コ 

オーストラリヤ産の 

海藻とのめぐりあい 

に同定することができた。この海藻は原産地では大き

さが5-8mで枝分れが多く、見事な海中林を形成し、 

魚介類の繁殖場として重要ではあるが、海藻自体とし

ては産業的な価値は全くないということである。また

本種には雌雄の区別があり、今回いただいたものは明

らかに雄の個体であった。つぎに参考のために余市産

のホソメコンブを同じ位の大きさに切って写真のBに

示したが、よく知られているように、同じ褐藻類の仲

間でありながら、この時代のコンブには雌雄の別はな

い。なお、このDurvillea potatorum(LabiII.) Ar-

esch．は昭和39年9 月にオーストラリヤから北大水産

学部に送られたことがあり、北海道では今回が2 回目

のことである。 

ちなみに、本種の命名者 Aresehoug は、スエーデ

ンの海藻学者であり、北海道の代表的な海藻であるマ

コンブの学名の命名者であることはよく知られている。 

（福原英司） 

A. Durvillea potat orum(Labill. ) Aresch. 

B. Aと同じ天きさに切断した余市産ホソメコンブ 
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先日、資源部の加賀技官が室に来て「北光丸から水

産庁所属の東光丸に移られた柏木さんに、しばらくぶ 

りでお目にかかったが、その時、南方航海のお土産だと 1. 28 

云ってこんなものをくれた」 と云う。それが写真のA 

で、コンブなどと同じように褐藻類に属する海藻の一 1.  30 

破片であった。そこで、これを調べてみたが、この海 

藻は日本近海に分布しないだけでなく、アメリカやョ 2.  2 

ーロッバをも含めた、北半球には無いもので、結局オ 

ーストラリヤ南部沿岸からタスマニヤ島沿岸にかけて 2. 5 

特産するDvrvillea potatorum (Labill.) Aresch. 

北 水 研 日 誌 
◇加◇◇◇◇加・ 

共済組合道支部安達、中村事務官事務打合せ

のため来所 

水産庁総務課浜野谷、山野、加藤事務官事務

打合せのため来所 

北光丸ドックのため清水市向け出航 3 月15日

まで 

北海道さけますふ化場長五十嵐重四郎氏、堀

係長来所 
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長谷川所長、斉藤庶務課長、服部資源部長事 

務打合せのため上京 

2. 13 にしん増養殖担当官会議 

2. 14 かに類増養殖担当官会議 

水産庁研究課本間課長補佐同会議のため来所 

2. 19 う勲羊水産研究所清水庶務課長、山田事務官事

務打合せのため来所 

2'20 東海区水産研究所酒井、小貫事務官会計事務

打合せのため来所 

共済組合道支部山本、小川事務官事務打合せ

二→ のため来所 

斉藤課長事務打合せのため上京、24日まで 

2,26 農林大臣官房予算課鈴木計画班長、官房経理

課高橋営繕総括班長、農林水産技術会議中世

整備班長事務打合せのため来所 

3.n 所長会議のため長谷川所長上京、16日まで 

3. 18 庶務課長会議のため斉藤庶務課長上京、22日
まで 

3.26 農林水産技術会議三村管理官、水産庁研究課

島課長補佐研究打合せのため来所 

3,28 水産庁研究課九鬼班長、漁船研究室工藤検査

官、黒岩、渡辺技官代船建造打合せのため来

所 

4. 25 北海道開発局荒谷技官外5 名打合せのため来

所 

4. 29 所長会議のため長谷川所長上京、 5 月 4 日ま

で 

5. 6 課長会議のため斉藤庶務課長上京、11日まで 

5. 27 増養殖中央推進会議のため長谷川所長上京、 

31日まで 

5. 30 水産庁総務課牛田係長、佐々木、川瀬事務官

物品検査のため来所 

6. 3 所長会議のため長谷川所長三重県へ 7 日まで 

6. 6 水産庁研究課大熊係長事務打合せのため来所  

6. 10 水産庁研究課本間課長補佐、川口技官研究事

務打合せのため来所 

6. 11 力ニ類増養殖研究打合せのため、長谷川所長

外担当官札幌へ出張、12日まで 

6. 17 地方連絡会議のため長谷川所長出張於札幌市

日ソコンブ科学者会議打合せのため長谷川所

長釧路市へ 

6. 28 北海道開発局建築課菊地、島技官外3 名来所 

6. 29 ブラジル、サンパウロ大助教授 Miss Yumi-
ko Ugadin 博士、フイリッピン、フイリッ

ピン大学付属沿岸開発研究所 Miss Erlide 
Banaschan 研究員、東海区水産研究所梅林

惰技官同行来所 

7. 5 共済組合道支部厚生課長、梅野事務官事務打

合せのため来所 

7. 9 海洋開発センター白石総務部長事務打合せの

ため来所 

7. 23 共済組合運営委員会、佐々木事務官出席於カ

ルルス24日まで 

7 . 24 共済組合主管課長会議に斉藤庶務課長出席、 

於カルルス、25日まで 

7. 29 農林水産技術会議、野島、藤田事務官、水産

庁研究課垣谷事務官来所 

人 事 移 動 

（昭和49年4 月1日付） 

（北水研庶務課用度係長）農林事務官 笠島寿雄

辞職を承認する。 

（北水研庶務課） 	農林技官 阿部亀吉 

辞職を承認する。 

（果樹試安芸津支場会計係長）農林事務官 阿部俊夫

命 北水研庶務課用度係長 

命 農林技官 北水研庶務課勤務 
	

土谷和夫 

命 農林事務官 北水研庶務課勤務 今村政志 
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編 集 後 記 

北水研の情報活動の一環として、北水研ニュス

を発行することが決り、第1回の会議がもたれたの

が、つい昨日のように思い出されますが、早いもの

で5年を経過し、 2桁の号数をかぞえることになり

ました。 

No.10を手にされて、お気付きのことと思いますが

表紙の写真をカラーにしました。これには、賛否両

論がありましたが、今後ともアドバイスをお寄せ下

さい6 

昨年に引続き、新谷技官からイカ資源についての

解説をお願いしましたが、資源と漁獲努力との関係

について早急に究明したいものです。久保技官のテ

レメータについての記述も興味深く、東海地方では 

3年ほど前から、この種の施設が実用化されている

そうですが、北海道では、はじめてのことであり今

後の成果を見守りたいと思います。 

（福原英司） 

-10- 

麟 

（北水研北光丸一航士） 農林技

辞職を承認する。 

（北水研北光丸三航士） 農林技

命 西海区水研 陽光丸三航士 

（北水研北光丸司厨長） 農林技

命 水産庁照洋丸司厨長 

（北水研北光丸甲板員） 農林技

命 水産庁照洋丸甲板員 

命 農林技官 北水研北光丸三航士 

（水産庁照洋丸司厨手） 農林技

命 北水研北光丸司厨長 

（水産庁船舶予備員） 農林技

命 北水研北光丸甲板員 

（水産庁船舶予備員） 農林技

命 北水研探海丸機関員 

命 農林技官 北水研探海丸甲板員 

官 谷沢 勉

官 築山一雄

官 兵藤 務

官 松元文行 

宮野奥志郎

官 出口徳夫 

官 中川展彰 

官 吉武政」己 

松尾唯之  

（昭和49年4 月15日付） 

（北水研北光丸司厨員） 雇 	藤崎久一 

辞職を承認する 

（昭和49年4月16日付） 

（水産庁船舶予備員） 農林技官 黒沼克之

命 北水研探海丸甲板員 

命 農林技官 北水研北光丸司厨員 小田好弘 

（昭和49年5月1日付） 

（北水研資源部） 	農林技官 森田 祥 

命 遠洋水研浮魚資源部浮魚第 3研究室長 

（昭和49年6月16日付） 

（水産庁国際課） 	農林事務官 中西美子 

命 北水研庶務課勤務 

（昭和49年7月15日付） 

（北水研資源部） 	農林技官 好井義明 

辞職を承認する。 


