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第 9 同日ソ昆布 

科学者会議 

所長 長谷川 由雄 

しばらく延期されていた第 2回の会議がソ連側から

の連絡でやっと11月25日から 3日間釧路市で開催され

ることになって、日本側の科学者一行は現地入りして

待っていたが、日本側のビザの発給が手違いでおくれ

たので、急濃東京で27日から 3日問開催されることに

なり、急ぎ上京して会議を行なう等最後まであわただ

しかった。 

日本側は前回と同じ顔ぶれの

ほかに、本年は新しく釧路水試

田沢増殖部長と、歯舞漁協越湖

指導部長も参加した。ソ連側は

初めて科学者としてT INRO 

サハリン支所実験室長サロチャ

ン女史が参加した。彼女とは10 

数年来の友として文献や資料の

交換に友好を重ねてきた問柄な

ので、逢うのを非常に楽しみに

していた。第1回のときには、 

ソ連側団長に次回には必ず連れ

てきてほしいと依頼していただ

けに期待は大きかった。 

26日安着祝いのリセプション

が会場のホテルニュージャパン

のー室で開かれ、関係者が多数

参加した。ソ連側団長スラブス

キー氏（前回のスマンチエル氏

と同ー人物）の挨拶に開口ー番「日本漁民は貝般島周

辺のコンブ資源の維持には大変良く協力してくれて、 

その状態は極めて良好である」と話され、日本側は驚

くと同時に、春のモスクワ会議で科学的評価に関する

ものはすべて釧路で開催される科学者会議でと、難問

題はすべてこの会議にゆだねられたので、代表として

行かれた大水は勿論、歯舞漁協ではかなり心配して、 

資源減少を理由に減船、漁期の短縮等がこの会議に提

案されるのではないかと考えていたが、このソ連側代

表の一言でホッとしたことは否めないことであった。 

漁民の情報によるとコンプ採取期間中に女性を含む調

査団がきていた様であるとのことなので多分このサロ 
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会議の出席者一同 

チャン女史等が調査をしたのと思い、それなら、我々

の今迄の主張と大差のないことが発表されると思って

いただけに、我々としては理解のできる発言と思って

いた。 こんどの会議はきっとスムーズに行くなと直感

したのはこのタ食会である。 

第 2回の議題は、 「貝殻島周辺の」 ブ資源、チガ

イソ駆除の評価」 であったがソ連側の提案で増殖問題

も論議された。詳しい内容は近く印刷戸札る報告書に

ゆずるとして、結論からいうと、資源評価は日ソ全く 

ー致したといって差支えない程であり、チガイソ問題

についても一諸に調査をしたいというぐらーであリ、 

漁場周辺のコンブの増殖も考えたらとのことであった。 

さらに資源調査方法についても、日ソ全くといってよ

いほど同ー方式を考えていた。このことは、彼等がコ

ンブの増養殖の研究は日本が一番進んでいることを認

めているからであった。彼等が今まで日本側がとりす

ぎているという根拠も想像していた通り、操業中の漁

船をチェックして生で換算したものであり、日本側の

干燥数量との関係に大きな誤解のあったことも分かっ

たのは、大きな収獲であった。今度の会議で特徴的な

ことは、ソ連側の団長が資源問題に殆ど発言せず（第 

1回とことなり）、科学者のサロチャン女史に任かせ

たことであり、ソ連側の科学者に対する態度を思わせ

るに充分な一幕であった。ソ連側は極東水域でコンプ

養殖を始めたので、是非一度訪ソされて指導をして欲

しいと要請されたが、このことは漁業省を通じて水産

庁にいってくれということにした。第1回会議に参加

したソ連側の若き科学者イルチュゴ氏が貝殻島調査中

に潜水事故で死亡してから、潜水調査は大変難かしく

規制されるようになって、本職の潜水夫に海底調査を

させたということで、調査点の不足を説明していた。 

こんなことで、資源評価が全く一致したことで会議

もスピーディに終り、スラブスキー団長が「日ソの漁

業交渉は沢山あるがこの昆布協定が一番の模範であり

他の協定もこの様にありたい」 と申していたが、いみ

じくも大水藤田会長も同じことを小生に洩らしていた 

サロマ湖・オホーツ
ク海岸ホタテガイ漁
場開発研究昭和49年

度地域推進会議 

昭和49年10月29・30日に当所会議室で開催されたー 

いわゆる別枠研究である浅海域における増養殖漁場の

開発に関する総合研究の・翼として、サロマ湖および

オホーツク海沿岸域寿夫訓・漁場に、Iにタテガィ漁業の

断 1 い生産体系中開発すぺく、実施してきている研究 

n地域推f佳会識である」杉本議長」東北水研所長

左藤干盾、水産ft研究開発部参事官’、菅野副干査

長北水研増殖部・長 琴が会議招集者側として，和久井

ドンー了ブプ‘班長 当所増殖部室長 ，竹村漁場工船班

糞 東海水研増殖部室長, をはじめとする当所増殖、 

毎洋部、北海道立網走、椎内、函館の各水産試験場の

関係者等が現地調査研究の実施才日当者側ンして出席し

た。最終の地域推進会威こレ、、これょぐにえられた

研究成果の、科学的な評価と実用性の検討をめぐって、 

統一見解に達すべく、きびしい討議に終始した。 

最大の論点は、猿払海域における大量放流種苗のす

ぐれた群成長とその再捕獲に随伴して現象した天然貝

の久方ぶりの発生を、ヒトデ等の害敵生物の駆除を含

む種苗放流行為が必然した効果’として技術体系的に認

識できるかどうかということであった。これらの討議

結果をふまえて、最終とりまとめに向って、論理的に

さらに整合された考察・論議を展開し伸長させること

が確認された。 

（増殖部 篠岡久夫） 

ことから、日ソ間にまつわる各種漁業協定の難かしさ

を浮彫りしているかのようであった。 

2 



塩分検定の昔と今 

月日の過ぎるのは早いもので入所してからはやくも 

22年過ぎてしまいました。その歳月のうちに海水の塩

分検定の測定法も化学反応による硝酸銀滴定法から海

水の電気伝導度を物理的に測定する方法を導入した、 

サリノメーターの利用へと変わりました。 

硝酸銀滴定、略して「銀滴」では、操作として、測

定の誤差を防ぐため 2 人の人が同一試水について行な

い、土0.02％以上の開きがあれば測定のやり直しをし

ます。夏など南向きの西日のあたる室内はただでさえ

暑いのですが、その中で暗幕（日光を防ぐため）を引

いて塩検をしたこと、そのような時には、暑さのため

頭もぽうっとして測定のやり直しが多くなりがちで、 

さっぱりはかどらなく、大変辛かったこと、又硝酸銀

をいつ手につけたのか知らないうちについておリ、皮

膚がやけてまっ黒になったことに気がつき、人の前に

手を出すのがとてもいやであったことなど、昔の辛か

ったことが今ではなつかしい思い出となっています。 

サリノメーターでは、 1人で測定出来る利点があり

ますが、測定時の室温に気を使ううえ、測定上の注意

事項がたくさんあり、神経を使い機械にふり廻わされ

ている感じで、最初の頃は大変つかれた思い出があり

ます。銀滴では 1日平均80~ 90本測定しましたが、サ

リノメーターでは 1日平均150--200本測定できるので、 

サリノメーターは、銀滴に比べかなり能率的です。ま

た、1年中で最も測定しやすい時期は気温と試水温の

差が少ない 7月か 9月で、北海道のよIうに、10月頃カ

ら 4 月末頃迄は暖房の影響で、夜間には室温か低く、 

したがって試水温も低くなっています。朝暖房が入り

室温が上がるほどには試水温は上がりませんから室温

と試水温の差はだいぶ開いてしまいます。この時期に

は温度調節に手間どり大変時間もか、り苦労しますが、 

これも北海道という特殊性の結果だろうと考えていま

す。理想としては、標準温度（20CC）に近い恒温室内

で測定すると大変能率的なのですが、冬期間になると

殊更その思いが致します。また、技術的な面での苦労

はありますが、実際に測定していて海域の特性を現わ

す値が出た時は、自分の研究上の考え方が検証された

ような気持になり、測定もー段とはかどることも多々

あります。 

サリノメーターと取組んでから、早くも10年たちま

したが、この気持があればこそ、最初の頃とはちがっ

て、このサリノメーターにふり廻わされる感じが失わ

れ愛着と興味をおぽえるようになりました。この気持  

をこれからも大切にして行きたいと考えています。 

（海洋部 阿部深雪） 

略ョ晒略ョ略ョ晒略ョ略9略ョ略ョ略ョ略ョ晒瞬）略ョ略ョ 

わが乗船ふなよい記 

（アー、調査船ノ） 
晒略ョ略ョ晒卿略ョ略ョ略ョ晒略ョ略ョ申略ョ晒略ョ 

青い大海原に浮かぶ一隻の真白い調査船 	近代 

調査機器のあふれた研究室では真新しい白衣の科学者

達が熱心に仕事をしており、ブリッジでは制服、制帽

姿もりりしい海の男達がさっそうと船をあやつってい 

る 	これがわが子供時代の夢であった。それから 

約20年、その夢はまさに実現した。少くともそのー部

は？ク 

わが愛すべき調査船探海丸、102.12トン、 350馬力、 

乗組員17名、その調査室は広さ約 3m2、ナンゼン採水

器12本、BTl式、調査用具箱、他に洗濯機1台（も

ちろん、調査に使うわけでない、他に置場所がないの

だ）、流し台（全員の洗面等に兼用）、これで全て。 

あとは人ー人どうにか通れる空間があるのみ、自由に

思索できるのはうすいカーテンで仕切られた小さなベ 

ットルームだけ 	寝返りすれば仕切板にぶっつか 

り、座すれば天井が頭にキッスする。 

この調査船にお世話になること早や 9年、多いとき

には年 3航海、一航海20-30日前後の日程で悪天候で

名高い北の海をはるか千島列島ウルップ島沖合まで出

かけることもしばしばである。調査員はほとんどの場

合が自分一人だけ。乗組員は三交代でやっているのに

調査員のみ一交代ーォールワッチというのはチト合点

がいかぬ。もし、船の人達が“俺達は船の運航だけや

ればいいんだ、調査は調査貝でやってくれ’’というあ

る意味では当然な要求を真正面に出してきたら何とす

る？事実、船の人達の労働環境は陸の職員に比べて数

段悪い。本船はやっと今年から長年の念願であった定

員 3名増が実現して定員16名＋臨時1名の体制になっ

たが、それ以前は定員12名だけの 2直制の時期や、定

員13名＋臨時 4 名の時期が長くつづき、 2 直制のため

に＋分な休息がとれずボンヤリして小事故につながっ

たことや、臨時船員が見つからずせっかくの調査が流

れたことなど、苦難の道をたどってきた。現在でも定

けい港（小樗）に専用岸壁のないこと、航海諸手当が

著しく低いこと、前述のように居住区が大変狭く、ま

た週休 2 日制が次年度から実施されるという情勢にも

か、わらず好きな時に年休を取ることさえ仲々むずか

しく、一日24時間動揺と騒音に満ちた小空間の中でい

わば死と隣り合って仕事していることのハンディ等々 
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数えれば限りないくらいである。 

一方、調査員の三直制を実施したくてもそんなこと

をすれば資源部、海洋部の現体制はパンクしてしまう

だろう。 “研究室あるいは部間のやりくりを上手にや

ればもっと効率的な調査船の運用が可能なはずだ”と

いう意味のある管理者の発言を人づてに聞いたことが

ある。イカとサンマは巨視的にみればほい同じ時期、 

海域を北上・南下回遊するのだからその環境も含めて

各パートから1人つづ乗船すれば三直制が組めるし、 

また多目的でより合理的調査が出来るのではないかと

いう指摘かと思われる。 

しかし、現体制をみると、イカ 3名（内女ユ名） 

サンマ 2 名（内女1名）、沖合海洋 3 名（内女1名） 

というスタッフと時間的制約の強い業務（例えばイカ、 

サンマ共に年少くとも 3回の予報会議に出席）からみ

て、また三直制にともなう子算的裏付け面、さらには

イカ調査は夜間停船しての釣獲試験が、サンマはサー 

チライトを付けての夜間航走による魚群探索が主体で

ある等々、これらの問題点を十分に認識したうえでの

三直制実施の具体案があればぜひうけたまわりたい。 

資源、海洋研究にとって調査船によるフィールド調

査の必要不可欠性を否定する者はいないであろう。に

もか、わらず海上勤務に対する評価が非常に低いのは

一体なぜか。例えば、調査員の乗船手当が陸上出張の

それと同じというのはおかしくないか。陸上動物たる

人間が海で働くのと陸で働くのとどちらが苦労かは明

々白々なことと思うが 

以上、いろいろと不平、不満を並べたが、これは私

自身のちょっとした病気と台風16号接近のダブルパン

チを受け、調査の途中、ー週間近くも函館港に足止め

をくらい、さらには出航後もなお高い波浪にいささか

船酔気分の故もあるが、それ以上に海上労働のきびし

い現実を多くの人にいささかなりとも理解してほしい

ためである。 

もちろん、乗船調査ならではの喜びも多い。陽気で

博識な乗組員の方々から海や魚のこと、その他諸々の

話を聞くのは楽しいし、日頃暇がなくてできない軟・

硬とりまぜての読書、またイカ、サンマ、マンボウな

どの海の幸でー杯やるのは楽しいことだ。しかし、今

回は乗船調査のきびしい側面の紹介が主目的なので、 

ゆかいな話はまたの機会にしたい。いずれにしても、 

世界に冠たる水産国日本の名にふさわしい調査体制の

充実が望まれる。 

最後に、このようなきびしい環境にもか、わらず常

に調査に全面的なご協力をいたいいている調査船の乗

組員の皆様方に心よりお礼をいいたい。 

(1974年 9 月、スルメイカ調査の探海丸船上にて記 

す） 	 （資源部 村田守） 

、新人紹介ク 

その1 転船雑記 

私は生れは台湾、育った所は九州で二十年以上をこ

こで親のすねをかじってきましたが、ある年、人並に

水産界に希望をいだき乗った船が鮪船、五年ばかり南

大西洋のアフリカから南米大陸の沖合を、わがもの顔

に駈けずり廻っていましたが、もののはずみで三年前

水産庁に入りました。 

そのふりだしが本庁調査船の照洋丸、つづいて遠研

の俊鷹丸とそれぞれ勤務し南の海のようにおだやかに

くらしていました。それで転船希望の話しがあった時

も、ーにもニにも九州の船を希望し遠研の皆さんのと 

I）はからいもあって、もう発令になったような気持に

なって前祝いをやっていました。 

ところが、ある日突然「北光丸に行かないか」と言

われた時には呆気にとられて驚きました。これじゃま

るで逆様じゃないか。怒髪天を突ぐとはこういう時の

言葉だと思いました。 「日本列島どんなカッコかご存

じか？」 「存じません」 

長の机の上に片足あげ、腕をまくり、けんけんごうご

う湯のみのお茶でもぶっかけておれば水産庁に「その

人あり」と勇名を馳せたのでしょうが、もって生れた

理性と協調心に富むその心が災いし、なんとかかんと

か丸めこまれてしまったのであります。その夜家族三

人そろって仏壇の前に整座し父上やご先祖様の位牌に

永のいとまを告げ北海道に渡って来たわけであリます。 

けれども予想に反し、九月と十月の北海道は実にすば

らしかった。秋鮭調査の航海も平穏で鮭の頭に舌つづ

みをうったものです。積丹半島のドライブも紅葉は我

々に微笑みかけ、船の仲間も親切で人情豊かで人間の

原点を見た思いでした。それがあの日、日記にも書い

ているが、十ー月になるとそれもよりによって一日の

日に、猛吹雪となりやがった。北海道人の律義さはか

ねがね聞いてはいましたが天気にまでもピッチを合わ

せることはないのではと思いますが、私の気持を皆さ

んにおわかりいただけるでしょうか。前任地の清水で

は十一月なんかステテコー枚に左手にウチワを持ちビ 

ールでも飲んでいる季節ですから、坊主憎けりゃ袈裟

までも、あの時以来隣りの犬のつらを見るのも嫌にな

ってしまいました。だけどなんでこう雪が多いんだろ

う。 ちったァ人をみて降れよといいたくなります。そ

れにしてもバスも走ってるし、店もあいているのには 
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驚きました。こっちに来る時は、胸までつかる積雪を

かきわけかきわけ歩くんだろうと覚悟してきました。 

勿論バスは不通、あァ今日も職場は休みかと楽しみに

していたのですが、こうも除雪が発達しているとは夢

にも思いませんでした。 

それにしても、あの除雪車やロータリ車とかなんと

かいうものは、実に良く出来ていると感心させられま

した。 

しかし、私に云はせると税金の払いすぎのような気

がしないでもありません。清水にいた時は、台風接近

中、しばしば交通全面不通というのがあったなあと思

いだす今日このごろです。確かに北海道の地理的条件

というのは厳しいものだと思います。低気圧の通り路

高気圧の吹出し、どれをとっても片時も目を離せない 

e ものlボかりです。現在まで探海丸や」ヒ光丸が大過なく
やってきたということが驚嘆に値すると思っています。 

出入港の時、デッキの上に立った時の今にも耳が切れ

れるのじゃないかと思はれ、骨の髄までこたえたシノぐ

レ、この言葉にもどうやらなれました。本気に湯タン

ポを背負わんとならないと考えたものでした。朝の日

課が雪かきというのも恥ずかしながらこの年になって

初めて知りました。仕事の邪魔をする奴は雨ばかりか

と思っていましたが雪には気がつきませんでした。時

たま思うのですが、冬の間北海道を沖縄あたりに引っ

越さすってのはどうでしょうか。宗谷あたりの海岸に

強力な推進器を備えつけ「西高東低の気圧配置となり

ました。海上海岸強風波浪注意報 明日あさっては猛

吹雪となりましょう」と予報がでた時にそれじゃ道民

の皆さん今から南方え走らせますっていうのはいかが、 

こうすりゃ釧路移転がどうのこうのって問題は一挙に

解決すると思うのだがなあ、とかなんどかたわいもな

い事を酒を飲みながら考えることも楽しいものです。 

し’ 

	

	今はもうすっかり諦め、降りたけりゃ降るもいいし、 

雪かきも飽きてきたし、もうすこしすればドックで北

海道にはいなくなると思うと気が楽になってきました。 

この稿も、増殖部の福原技官から北水研ニユースに

投稿してくれと頼まれ、なんとなくひき受け、そのう

ち相手が忘れるだろうとタカをくくっていたのですが、 

全然原稿が集まらないらしく、顔をあわせるたびに、 

「まだか、まだか」と催促され、こいうう羽目になっ

てしまいました。職務柄、船の事を中心に書くべきだ

ったのですが（新船も出来ることだし）あまり身近か

すぎてなかなか筆も進まず、切羽詰ったあげくの雑文

となりました。 

御諒承下さい。 

（北光丸 高柳進） 

その 2 北光小学校を卒業してから 

北光丸に乗組むまで 

昨年の4 月 1日より水産庁に仲間入りしまして、最

初の職場として北光丸に勤務しておりますが、今回は

ご挨拶を兼ね、自己紹介をしたいと思います。 

私の産地は札幌で、現在までほとんどの人生を札幌

で過しております。 

北光小学校、美香保中学校を経て、玉ねぎ畑の真中

にある開成高校に進み柔道をはじめました。北大水産

学部に進んでからも、チャランポランならが柔道を続

け、何とか黒帯が色あせることができました。私は体

が小さいので仲間から、ズルイとか、キタナイとかの

言葉で表現される柔道を意に反して約7年間も続けて

しまいました。しかし、このお蔭で小さい頃弱かった

体は一人前になりました。 

他にスポーツでは、スギー人並み、ワンゲルモドキ

半人前、等々何でも一度は手を出しましたが、結局も

のになったのは柔道だけのようです。 

趣味は蝶の採集で、現在大きな標本箱が5個ありま

す。 今はほとんど採集していませんが、これから北洋

付近の蝶を採集し、大論文をまとめようかとも思って

います。 

言い忘れましたが、私にはまだ若いのに、子供が一

人います。それにどういうわけか妻というのも一人い

るのです。函館での水産学部時代、幼な友達兼ガール

フレンドだった彼女の友達が、わが息子の母親です。 

そして私が本命と考えていた長崎の美人はなぜか今は

全く関係がなくなってしまったのです。 

この点について、何かご質問はございませんか？も

しあれば、この次の北水研ニュースで回答いたします。 

こんな調子の私ですが、たまには真面目に考えるこ

ともあって、水産庁の採用試験をうけたときの作文で、 

自然の破壊と、その防止というテーマで、平素考えて

いることを書きましたが、私の小さい頃モンシロチョ

ウやトンボの大群を追ったり、小川でフナを取ったI) 

	 等々、そんな小さな自然も我々の周囲か 

ら消えようとしているのがとても残念です。ですから

海洋の汚染はもちろんのこと、大変せんえつですが、 

地球の自然を守るために微力をささげたいと思ってい

ます。 

水産庁を選んだのは、上記の理由の他に、出身校の

先生方がすすめてくれたこと、また企業に就職するこ

とは、なんとなくはだにあわないetc，があげられます。 

幸いにも職員になることができ、諸先輩の指導をい

ただき、今後ともがんばりたいと思います。 

まとまりのない文で恐縮に存じますが、宣しくお願 

5 



い申上げます。 

（北光丸 宮野興志郎） 

オホーツクの流氷 

へのあこがれ 

稚内へ出張することになった。ひよっとすると、オ

ホーツクの雄大な流氷のー端と出会うことができるか

もしれない、と心はずませて出かけたものである。 

流氷はなんといっても荒涼とした風景、それが最大

の魅力として私に迫ってくるだろう。何もない、ただ 

白一色だけが続く 	大平原のイメージを与えてく 

れるだろう、と期待していた。 

だが、期待外れ。流氷は訪れてはいなかったのであ

る。いつもなら「最北端の地」からの眺望ができると

いう。流氷は押し寄せる様よりも、流れ出て行く姿が

素晴らしい、と聞かされた。まったく残念であった。 

白く続く流氷の上を、まっすぐ北に向うと、必ず北

極点に達することができるのだ。氷を踏みしめ歩いた

ら、どんなに素晴らしいことだろう。まだ見ぬ流氷原

に冒険心が湧いてくるようだ。是非一度は流氷に出会

いたい。 

しかし、私たちが憧れる流氷は、沿岸住民にとって

は、さぞかし厄介な代物であろう。養殖ホタテに大き

な被害を与え、沿岸は浸食される、船体着氷もさぞか

しだろう。 

こんな厄介なものは科学の力で早くなんとかできな

いものだろうか。 

流氷原に進出して冬も漁業ができるようにならない

ものだろうか。 

（資源部 千葉秀子） 

昭和49年度 

日本水産学会北海道支部大会 

本大会は、昭和50年1月31日、北水研会議室におい

て開催され、道内各地から60余名の参加がありますし

た。 

研究発表は次のとおりです。 

1．オホーツク沿岸沖合で獲れた巨大なハモ（スズハ 

モ）について 	 上野達治（中央水試） 

2 ，然別湖産イワナの分化に関する研究一I・オショ

ロコマの地理的変異からみた然別湖産イワナの特  

徴 	 前川光司（北大・歯） 

3.然別湖産ィワナの分化に関する一II．降湖移動と 

その意義 	 前川光司（北大・歯） 

4 ．魚類血清蛋白の種差 

	 原 彰彦・平井秀松（北大・医） 

5 ．タラバガニの腹肢付着卵の酸素消費量 

	 中西 孝（北水研） 

6 ，春季噴火湾海域における栄養塩類の存在量とその

変化 

築田 満・米田義昭・大谷i剤逢（北大・水） 

7 ．シャコの成体期の群行動について 

	 依田 孝（中央水試） 

8 ．漁獲の対象になる資源量を予測するための1つの 

方法 	 林 清（中央水試） 

9 ．北海道・東北太平洋海域における外洋性イカ類の

生態について―I 

バカイカ、ツメイカ、タコイカ、スルメイカの分 

布 	 村田 守（北水研） 

10．アニワ湾南方水域のイカナゴ 

	 北口孝郎・近藤平八（稚内水試） 

u，カムチャッカ半島周辺海域におけるスケトウダラ

魚卵・仔魚の分布と仔魚の餌料について 

	 、北野 裕・竹内 勇（北．水研） 

12．北海道東部沿岸域における＋脚甲殻類幼生の分布 

とそれらの餌料について 	竹内 勇（北水研） 

13．噴火湾産タラバガニの若令個体の室内飼育と生長

について 

	 尾身東美・山下幸悦（栽漁センター） 

14．飼育によるホテイウオ、稚仔魚の生態および形態 

変化の観察 	 久新健一郎（北大・水） 

15，イトウの人工飼育、特に成長について 

	 山代昭三（北教大・釧路） 

16． ミズダコ卵の発生と購化の稚ダコについて 

	 山下 豊（中央水試） 

17．ニジマスのIchthyophonus病 とその由来について 

	 粟倉輝彦（北水購） 

18．カレイの皮ふ腫傷に関する研究一I．クロガシラ

ガレイの皮ふ腫蕩の疫学的調査 

大石圭一・原田武夫・山崎文雄（北大・水） 

鈴木松朗（名寄女子短大） 

19．カレイの皮ふ腫蕩に関する研究一II．クロガシラ

ガレイの皮ふ腫蕩の病理組織学的観察 

山崎文雄・大石圭一・原田武夫（北大・水） 

鈴木松朗（名寄女子短大） 

、
、
、
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北農試内藤課長補佐、若山係長事務打合

せのため来所。 

釧路市港湾部対馬部長来所。 

国有財産施設担当官会議のため斉藤課長

三浦市へ 29日まで。 

日ソ、コンブ科学者会議のため長谷川所

長上京 30日まで。 

水産庁研究課、田辺課長補佐、小川係長、 

鈴木、小野事務官事務打合せのため来所。 

北海道開発局次長、水産課長他来所

資源部長会議のため服部部長上京、21日

まで。 

職員定期健康診断、於余市保健所 

科学技術庁主催所長会同出席のため長谷

川所長上京 24日まで。 

別枠研究会議のため長谷川所長南西水研

へ 31日まで。 

北光丸代船建造打合せのため服部部長、 

津田船長上京 30日まで。 

昭和49年度日本水産学会北海道支部大会

当所にて開催。 

所長会議等のため長谷川所長上京 9 日

まで’二 

共済組合運営委員会のため佐々木事務官

札幌へ。 

水産庁総務課船舶管理班末永技官、田村

事務官事務打合せのため来所。 

漁海況等会議のため服部資源部長外担当

官上京 23日まで。 

庶務課長会議のため斉藤課長上京 24日

まで。 

北光丸ドックのため塩釜向け出航二 3 月 

15日まで。 

11. 20 

11. 20 

11. 23 

11. 24 

12. 2 

12. 10 

12. 16 

50. 1 . 9 

1 . 20 

1 . 25 

1 . 26 

I . 31 

2. 3 

2. 4 

2 . 12 

2 . 16 

2 . 18 

2. 9 

8 . 27 

9. 2 

9. 5 

9 . 11 

9 . 11 

9 . 17 

9 . 23 

10. 1 

10. 15 

10. 17 

10. 18 

10. 25 

'""’一~””""""- 

北 水研 日 誌 

""’~~’一●”伽●~“",- 

49・ 8,14 管理班船長会議出席のため北光丸津田、 

探海丸加賀船長上京 18日まで。 

8,. 19 研究指導のため長谷川所長青森県へ 

24日まで。 

8 26 北海道開発局営繕計画課野田課長、石岡

補佐外担当官来所、探海丸スルメイカ調

査のため出航 9 月12日まで。 

人事院北海道事務局細矢給与係長、佐藤

事務官給与監査のため来所。 

仏国ドーマンジュ夫妻、ホタテガイ増養

殖現状調査のため来所。 

日ソ、コンブ科学者会議打合せのため長

谷川所長札幌へ。 

事務打合せのため斉藤庶務課長上京 

15日まで。 

所長会議のため長谷川所長上京 21日ま

で 北光丸さけ、ます調査のため出航 

10月 8 日まで。 

タイ国留学生サンガ、バタナチ氏、日水

研森岡技官同行来所。 

北光丸代船建造打合せのため服部部長上

京 26日まで。 

探海丸サンマ及び海洋調査のための出航 

20日まで。 

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。 

韓国釜山大学学長金光玉外1名来所 

米国商務省海洋気象庁ウイリアム．ショ

ウ氏外 7 名来所。 

庶務会計連絡協議会出席のため阿部係長

外担当官北農試へ。 

林真珠研究所長、杉本東北水研所長来所

別枠研究地域推進会議、農林水産技術会

議佐藤研究管理官外20数名来所。 

探海丸ドックのため石巻市向け出航 12 

月 10日まで、フランス国アグルヂ大学ウ’ 

ァセロ夫妻来所。 

共済組合道支部大久保技官、足達、谷口

事務官事務打合せのため来所、北光丸サ

ンマ調査のため出航 11月30日まで。 

施設打合せのため篠岡部長、小間課長補

佐釧路市へ。 
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人 事 移 動 

（昭和49年 8月16日付） 

（遠洋水研俊鷹丸二航士）農林技官 

高柳 進 

命 北水研北光丸 ー航士 

（昭和49年 8 月24日付） 

（北水研北光丸二機士） 農林技官 

大田 浩二 

命 水産庁開洋丸次席三機士 

（水産庁船舶予備員） 農林技官 

斉藤 真澄 

命 北水研北光丸二機士 

編 集 後 記 

長谷川所長からは、第 2 回日ソ昆布科学者会議"Q) 

原稿をいただきましたが、サケ・マスやカニならばと

もかくとして、コンブが国際問題になるとは、昔は予

想もしなかったこと、ましてやチガイソまでが、日ソ

間の主要なテーマのひとつになったということで、北

海道の水産業もきびしくなったなあと痛感しました。 

阿部技官には塩検の話しを書いていただきましたが、 

科学のどの部門とも同様に up to date であること 

が理解できました。 

村田技官の調査船についての感想は、私のような船

を知らないものにとっては大変勉強になりました。こ

の次は乗船調査ならではの喜びについても御投稿いた

だければ幸いです。 

北光丸の高柳一航からはユニークなエッセイをいた

だきありがとうございました。 

(50. 3, 25 福原 英司） 
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