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昭和48年度から 3 ケ年計画ではじまった当所の整備

計画も、49年度中に一応庁舎の建設場所と市道から庁

舎にいたる取付け道路のー部が完成して、50年度の実

行子算の内示があり次第着工することになっていたが、 

去る 5 月17-18日にこの地方を襲った豪雨は70年ぷり

ということで、道東ー帯に約35億円の被害をもたらし、 

このため、この道路、擁壁もご多分にもれずー部欠損 

し修復に約1200万円もか、ると

いうことなので、技術会議と折

衝し、本年度子算の活用を検討

しておリ、この完全修復がなけ

れば、こんごの建築に支障をき

たし、さらに工事が延びること

も考えられ、我々当事者は一刻

も早く工事が進められる様祈っ

ているが、お役所仕事というも

のはそう簡単には行かないので

困っている。本年度は一応、共

同利用研究室と共同利用生態研

究室を建設し来年度には海水取

入工事、冷凍施設、研修員宿泊所、 

車庫、倉庫、フエンス、整地、 

晦丸 	 引‘..L. r', #. .. I,L 」，I. .rd. 叫ル 	 排水工事をすることによって完 

成する予定になっており、工事

費予算も約250000千 円が予定さ

れている。宿舎関係では当初技

会の整備計画で建設されることになっていたが、その

后宿舎法第 4 条の運営要領が変って、大蔵合同でやる

ことになり、大蔵省と農林省との間にいろいろなこと

が多かったが、本年度は昨年の繰越し分4戸と本年度分 

18戸が建つことになり、残り24戸は来年度建設という

ことになったが給排水の関係で3棟全部完成しなけれ

ば、使用できないし、先に述べた庁舎の方も排水関係

で本年度内に庁舎ができても使用できないので、51年

度の完成を待って、引越しをするということになるわ

けで、52年春を目途として諸々の作業をす、めている。 

宿舎の建てられる所は、釧路市白樺台団地に隣接し、 

この周辺は釧路市内で唯ーの樹木の生育している所で 

オホーツク沿岸でケガニ資源を調査する 探海丸 
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あって、市民の山菜採取の広大な原野のー角であり、 

市街化調整区域でもあって、将来にわたって自然の保

護されている所でもある。宿舎からはアスフアルト舗

装された道々昆布森線を通って15分位で庁舎に達する

ことができる好条件の所に位置している。 

こうして庁舎、宿舎の建設が進んでくるにつれて間

題になることは、部分完成した庁舎や宿舎の管理の間

題である。国庫債務負担行為という実行形態であった  

ら管理も業者に責任をもってもらえるが、技術会議の

この予算は単年度に区切られているため、受け渡しを

うけた時点から、工事再会までの空白期問の維持管理

という難かしい問題に逢着している。 

管理者の現地採用とか、ガードマン依頼とか種々考

えていることであるが、中央も現地の苦しみをもつと

真剣に考えて欲しいものである。 

（所長 長谷川由雄） 

釧路市桂恋の庁舎建設予定地 土地造成前（上）と後（下） 

かに類養殖技術開 

発企業化試験経過 

昭和44年の日・ソカニ漁業交渉の中で、日本の母船

式漁業の論議の際、大陸棚資源を主張するソ連に対し

て、日本側の苦しい対応のなかで、従来の漁業生物的

調査をさらに発展させるために、また日本が獲るだけ

でないことを示すために、このような養殖試験が企画

されたものと考えられます。 

研究者のなかからは、いろいろな論議が出され、批

判もありま・したが、従来の研究をより広げていく為の

研究と理解して、45年度より 5 ケ年間の研究がスター 

トしました。この研究は、北大厚岸臨海実験所、道立

水試、根室漁業協同組合の共同で実施され、根室市桂

木にかに類飼育場を昭和45年度に建設し、根室漁業協

同組合がこれの維持管理や飼育技術の開発等におもに  

あたってきました。かに飼育場でゾェア卵より飼育さ

れたタラバガニは、ー尾になってしまいましたが、現

在まで4年間飼育しており、根室漁組の担当者の苦労

は並大抵のものではなかったと思います。これらの結

果の集大成については近く刊行される予定ですが、 5 

年間の概略について述べてみます。 

北方域で甲毅類の中で現在漁護の対象となる主なも

のは、エビ類では、トヤマエピ、ホツカイシマエビ、 

ホッコクアカエビの 3種。カニ類では、ケガニ、ズワ

イガニ、タラバガニ、ハナサキガニが主なものである。 

これらの種類は、なんらかあ形で種苗生産技術の開発

が手がけられているが、クルマエビやガザミのように

確立された技術はできていないので、いろいろな形で

研究、開発の努力がなされている。 

ここでは、私違が主にかかわってきた、タラバガニ

について、現状と問題点を述べたいと思います。 

1，生活史 

卵→発眼卵（ゾエア卵）→ゾェア期（ 1~4期）→ 



グローコテ期→稚ガニ期→若年ガニ（ふ化後1年を経

過したカニ）→親ガニ。 

卵の期間は 300日前後で腹肢に付着している。ゾェ

ア期は水温1o。cで約30日間、グローコテ期は1o,cで約 

30日間で稚ガニ1期となり約30日間隔で脱皮する。脱

皮の間隔は、生長にともない、長くなる。 

2 ．現在までの飼育方法 

秋期にゾェア卵を持った親を捕獲し、越冬して翌春

ふ出させたり（昭和48年度）、春にふ出直前のゾエア

卵を持った親を入手してふ出させて（昭和46, 47, 49, 

50年度）、ゾェアを得た。また、ブリストル産のタラ

バガニを使用する機会を与えられた（昭和46, 49年度） 

ゾエアは約1トンの水槽に 2~ 50万尾入れアルテミ

アのノープリウスを飼料として、ゾェア 4期まで飼育

し、グローコテ期へ脱皮後は、網生貴（昭和46, 48, 

49, 50年度）、又は砂床（昭和47, 49年度）で飼育し

た。飼料としては、アルテミアをニッチア（珪藻）で

一週間飼育してから投与したり（昭和46年度）アルテ

ミアのノープリウスを熱湯で殺して投与したり（昭和 

47年度）、エビや貝のむき身、 青ノリ、コンブのジ

ュースを投与して（昭和48, 49, 50年度）飼育してい

る。稚ガニ期では網生費と砂床を並行して使用してい

る。飼料としては、エビ、貝のむき身、 ウニ等を与え

ている。 

ゾユア期での生存率は昭干ロ46年度以降90％以上であ

り、今後種々の改良点はあるとしても、ほぼ飼育技術 

は確立されたと考えられる。グローコテ期・稚ガニ期

での急激な生存率の低下は、今後1こ原因の検討をおこ

ない、飼育方法を確立していく必要が，あると考えられ

る。 しかし昭不ロ48年度では、グローコテ期から稚ガニ 

1期への生存率は高く、この問題も遠からず解決され

ると思う。 

3 ，今後のタラバガニ増養殖研究の問題点 

現在かかえている大きな問題点は、ゾェア期の飼育

方法の簡略化、グローコテ期以降の適切な飼料および、 

ゾェア期の浮溝生活から、グローコテ期・稚ガニ期の

底棲生活移行にともなう飼育面積の増大への対応策を、 

検討する必要があると考える。 

又放流時期の決定と効果判定についても、有効な標

識の開発と、若年ガニの採捕技術の開発が急務と考え

る。 

こうして述べていくと、ごくあたりまえのことが問

題点として浮びあがってくるだけで、タラバガニ特有 

の問題点は出てこないし、又そこまで研究が進んでい 

ないと考えられる。寒流域に生棲する、甲殻類に関す

る、生物学としての基礎的な知見の欠除が、種苗生産

のなかで提起される問題点を不鮮明にし、その問題点

をー般常識でかたづけようとするところに、努力の割 

に成果の出ない原因があるのではと考える。今後他機

関との積極的な協力のもとに、基礎的な研究の必要を

痛感している。 

時々根室に出張して、かに類飼育場での付事の中で

感じたことを述べましたが、生物の飼育が要求するエ

ネルギーをまかなうだけの人手がないなかでの現場の

仕事に対しては、言い足りないところが山ほどあった

のではと思っております。昭和45年度から続いた、カ

ニ類増殖企業化試験は、ー応昭手049年度で終了し、昭

禾ロ50年度からは、指定事業となって、さらにこの研究

を発展させるために、道水試が中心になって継続され

ることになりました。 

（増殖部 中西 孝） 

ブリストルl嶋の親ア ょり嶋和46＋ふ出し,たゾエアを

根室市のカニ姐飼育場で劇育しているタラバガニ。 
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北海道で多獲されたアカイ

カとツメイカについて 
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近年の北海道太平洋域におけるイカ資源はいささか 

、変調的クともいえる様相を示している。この海域は

以前から我が国 大のスルメイカ漁場として広く知ら

れており、好漁の年には全国漁獲量のほい半分にあた

る25~ 30万トンのスルメイカが生産された。しかし、 

43年をピークにして以後漁獲量は減少を続け、特に45 

年以降は著しく不振となり、45-49年の漁獲量はさき

の好漁年の20％前後という低落ぶりである。ところが、 

46年にはこれまであまり漁獲されなかったツメイカが

約 2,200トン水揚げされて注目を集めた。このツメイ

カの漁獲は翌47, 48年にはや・減少したが、それぞれ 
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約 750トン、60トンの水揚げがあった。そうして昨49 

年の、大異変カである。北海道統計情報事務所のまと

めによれば、昨年の北海道太平洋域のイカ漁獲量は約 

38,700トンであり、そのうちスルメイカは約18,500ト

ン、その他のイカが約20,200トンとなっている。実に、 

これまで好・不漁の変動はあっても常にこの海域にお

けるイカ社会のトップを占めていたスルメイカの地位

が始めて大きく崩れたのである。別の資料によれば、 

その他のイカの内訳はアカイカ（別名バカイカ、北海

道では通称ムラサキイカ）が約15,000トン、ツメイカ

が約 5,000トンとなっている。アカイカのこのような

大量漁獲は、もちろん、かつて一度もなかったことで

ある。 

このイカ社会における魚種交替的現象をいかに理解

すべきか、またアカイカやツメイカは未開発資源とし

て今後大いに期待できるのだろうか？これらの問題に

ついて若干述べてみます。 

アカイカはスルメイカと同じアカィカ科に属し、世

界の温・熱帯域に広く分布している（奥谷，'73) 。本

邦近海では以前から相模湾の定置網に時々多数乗網す

ることが知られており（Sasaki ,'29) 、北海道・三陸

太平洋域でもその出現は珍しくないが、日本海とオホ 

ーツク海では非常に少いようである。このイカの生態

についてはあまり知見がないが、これまでのスルメイ

カ調査での混獲結果や 2, 3の報告類から本邦近海に

おげる分布と回遊を大胆に想像すれば、冬～春には房

総以南の黒潮域とその沖合域に広く分布しているが、 

6~ 7月には黒潮系暖水分派の北上とともに分布域が

北方へ拡がり、 8-10月には北海道近海の暖水域とそ

の縁辺部へ移動する。10月以降は親潮勢力の増大に対

応して南下を始めるが、11-12月には交接期に入るた

めに急速に南下する。産卵期は冬～春と思われるが、 

日本の沿岸寄り水域では稚仔の出現が少い（奥谷，'65) 

ので、主産卵場はかなり沖合域が予想される。本種は

スルメイカと分類学的に近縁であるだけに、その生態

にも似た面がいくつか見られる。しかし、北海道近海

では両種は明らかに棲み分けをしており、スルメイカ

は沿岸寄りの冷水域（表面水温 7~ 14'C）に分布の重

心があるのに対して、アカイカは沖合寄りの暖水域（ 

同15~ 22'C）に主として分布している。また、食性面

でも若干の差異がみられる。北海道近海の夏～初秋の

アカイカは胴長20~ 37cm級、体重 200~ 1,500q級が

主体であり、雌雄ともにほとんどが未熟状態である。 

昨49年の大量漁獲の原因についてはこの年の来遊資源

量が例年に比べて特に多かったことに加えて、利用・

加工技術の開発により珍味原料としての需要が起り、 

中・大型イカ漁船が本種をねらって多数操業したこと

の 2点があげられる。すなわち、43-49年の調査によ 

れば、北海道太平洋域では43, 44年にはスルメイカの

分布が卓越していたが、48年にはアカイカ、49年には

アカイカとツメイカの分布量が明らかに増大していた。 

また、関東近海でも48, 49年にはアカイカの出現が特

に多かったようである。48年にアカイカの水揚げが全

くなかったのは経済的価値がないものとして漁獲の対

象にされなかったためと考えられる。 

一方、ツメイカはツメィカ科に属し、北太平洋―帯

に広く分布している（奥谷，'73) 。特に夏には北部太

平洋の亜寒帯域に多数分布することが知られている（ 

村上，75) 。日本近海では以前から道東沿岸で時々大

量に漁獲されることがあった（Sasaki, '29） が、日本

海では稀であり、オホーツク海にはほとんど出現しな

いようである。このイカの生態もほとんどわかってい

ないが、43-49年の調査では北海道近海における主要

な分布域は43N以北の中・南部千島列島ぞいに形成さ

れる、いわゆる千島前線帯（表面水温7-14で）にあ

ると思われる。このうち漁場として利用されているの

は花咲付近のごく沿岸域であり、漁獲のピークは 9-

10月である。この海域の夏の群は胴長20-28cm級、体

重160-450 q 級が主体であり、雄の大部分は成熟、雌

は未熟状態である。しかし、 9 月の雌ではかなり成熟

に近い個体が増加することや、初期幼生の採集結果（ 

Okutani,'68, '69）からみて、これら北海道近海の夏の

群は晩秋～冬には親潮南下分枝にそって南へ移動し、 

冬～春に黒潮反流域付近で産卵することが予想される。 

このように、近年のツメイカとアカイカの新たな登

場にはスルメイカ不漁のピンチヒッターという面と、 

来遊資源量自体の増大という両側面があると考えられ

る。また、これまでの断片的な知見からは北海道近海

におけるスルメイカ、アカイカ、ツメイカの 3種間に

餌や棲息域をめぐる織烈な生存競争があるとは思われ

ない。スルメイカの不漁は冬生まれ系統群の資源量（ 

発生量）自体の減少によるとする意見が一般的である。 

しかし、アカイカとツメイカの生態に関する知見はあ

まりに貧弱であり、スルメイカの発生～補給の過程で

どのようなか、わりがあるのかは全く不明である。 

近年、将来の食料タンパク源としてイカ類資源の開

発が注目されており、全海洋における外洋性イカ類の

漁獲可能量は年 1~ 5億トン（Vos s, '73) ’どいう試算

もなされている。たしかに、昨年のアカイカ、ツメイ

カの大量漁獲やクジラ類の餌としてイカ類が大量に消

費されている点をみても、イカ類の潜存資源量が非常

に大きいことは容易に予想される。しかし、その開発

には多くの問題が残されており、まず当面はこれら外

洋性イカ類の分布や生活実態を明らかにするための調

査・研究が先行されねばならないと思われる。 

（資源部 村田 守） 
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「北水研に赴任して」 
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5 月31日にこちらに来てから1週間たちました。北

海道に来たのはこれが 3度目です。この前来たのは夏

と秋だったので、春は初めてです。丁度リンゴの花が

満開で、その他にもライラック、レンゲツツジ、タチ

フジ等、初めて見る花がいっぱい咲いていて、ああよ

い時に来たなあと思っています。朝天気がよいと裏山

でカッコーが鳴きます。暑くもなく寒くもなく、快適

な気候です。これでは釧路へ移りたくないと思うのも

あたりまえですね。生まれは兵庫県の加古川という所

です。大学に入るまでずっとそこに住んでいました。 

大学時代の 8年間を京都と舞鶴で半々くらいに過ごし

ました。大学では魚の生態一特にクジメという魚を調

べていました。車に採集道具一式を積んで、日本中の  

海岸をみてまわりたいというのが夢でした。今度北海

道に来たので、少し余裕ができれば、またサンプリン

グに行きたいと思っています。 

研究室は資源第 2研究室で、ニシンをやっている部

屋に入りました。水研でも数少ない20オ台が2 人もい

るということで、他の研究室の人達に羨ましがられて

います。ニシンについては飲屋で食ったぐらいで、何

も知りませんので、これからぼつぽつ勉強したいと思

っています。 近北海道のまわりではニシンはほとん

どとれないそうで、はるか北方のオホーツク海で、ソ

連沿岸を産卵場にしている群を研究しているようです。 

ニシンは個体数の変動が大きくて、漁業は常に不安定

なものとならざるを得ません。幸か不幸かニシンをや

ることになったということで、資源学の大きな目的で

ある、個体数の変動要因を明らかにする、という大問

題に取り組まざるを得なくなりました。早速7月の終

りには、ニシンの調査で船に乗せられそうな雲行きで

す。ソ連の山々はどんな色に見えるでしようか。 

（資源部 入江隆彦） 
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50. 2.12 水産庁総務課船舶管理班末永技官、田村

事務官船舶事務打合せのため来所。 

2.16 服部資源部長外担当官事務打合せのため

上京。 

2 . 18 庶務課長会議のため斉藤庶務課長上京、 

23日まで。 

2 . 19 北光丸ドック検査立会のため阿部係長塩

釜市へ出張、放射能担当部長会議出席の

ため駒木海洋部長上京、23日まで。 

2.24 長谷川所長、篠岡増殖部長、研究事務打

合せのため根室市へ出張。 

2 . 25 共済組合北海道支部、伊原・千葉技官決

算事務打合せのため来所。 

2.28 農林水産技術会議事務局連調課、草野事

務官事務打合せのため来所。 

水産庁研究課本間課長補佐研究事務打合

せのため来所。 

3.5 服部資源部長代船建造事務打合せのため

上京。 

3. 8 長谷川所長、所長会議のため上京、13日

まで。斉藤庶務課長、篠岡増殖部長施設

打合せのため上京。 

誌
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3 . 13 水産大学学生見学のため来所。 

3 . 14 水産庁研究課山本係長、垣谷事務官事務

打合せのため来所。 

3 17 北海道開発局担当官事務打合せのため来

所。 

3 18 長谷川所長、施設事務打合せのため上京、 

24日まで。 

3 24 東北区水研瀬戸課長補佐、今泉事務官、 

事務打合せのため来所。 

3 . 25 篠岡増殖部長、小間課長補佐、施設打合せ

のため上京。 

3 . 26 水産庁漁船課、高山、稲葉、山田、斉藤 

各技官北光丸代船建造打合せのため来所。 

4. 1 斉藤課長、施設打合せのため上京、 6 日 

まで。 

4. 3 淡水区水研境係長事務打合せのため来所。 

4. 6 農林省職員功績者表彰式出席のため長谷

川所長上京。 

4 9 長谷川所長、斉藤課長事務打合せのため

札幌市へ出張。 

4 15 北海道開発局山谷課長補佐外担当官7名

来所。 

4 18 共済組合北海道支部運営委員会のため斉

藤課長札幌市へ出張。 

4 21 長谷川所長、篠岡増殖部長事務打合せの

ため札幌市へ出張。探海丸、日本海スル

メイカ及び太平洋海洋観測のため出港、村

田技官及び藤井技官乗船、 5 月29日まで。 

4 29 所長会議のため長谷川所長上京、 5月 4 

日まで。 

4 30 水産庁研究課藤田事務官事務打合せのた

め来所。 

5 2 北部太平洋海域底魚資源調査のため資源

部金丸技官但州丸乗船、 7月 8 日まで。 

5. 7 北光丸、日本海マス調査のため出港、25 

日まで。 

5 . 12 地方連絡会議幹事会出席のため斉藤課長, 

札幌市へ出張。 

5 16 アメリカ・カ J フオルニア大学 James 

Woessner氏藻類研究打合せのため来所。 

5 18 庶務課長会議出席のため斉藤課長、長野

県淡水研上田支所へ出張、21日まで。 

5 22 会計検査立会のため水産庁研究課田辺課

長補佐、東海区水研二村会計課長補佐来

所。 

5 . 23 会計検査実地検査、検査院調査課根岸副

長、前田調査官、内田主任来所、農林大

臣官房経理課小島監査官立会のため来所。 

5 . 28 西海区水研佐々木係長、山田事務官物品

検査のため来所。 

5 . 29 東海区水研西飯係長、浅田事務官事務打

合せのため来所。 

5 . 31 50年度定期健康診断及び成人病検診。於

北水研。 

6. 2 農林大臣官房厚生課堀江係長、水産庁総

務課竹内係長、研究課松田係長事務打合せ

のため来所。 

長谷川所長、事務打合せのため釧路市へ出

張。 

6. 4 国有財産等事務打合せ会議のため小間課長

補佐外担当官上京。 

6. 9 北海道行政監察局荒谷副監察官、研究事

務打合せのため来所。 

6 . 10 地方連絡会議企画幹事会出席のため服部

資源部長札幌市へ出張。 

6 . 11 探海丸スルメイカ調査のため出港、資源

部村田技官乗船、26日まで。 

人 事 移 動 

（昭手ロ50年 5月22日付） 

（東海区水研企連室）農林技官 

入 江 隆 彦 

命 北水研資源部 勤務。 

編 集 後 記 

北水研ニュースは刊行以来、春と秋の 2回

発行してきましたが‘それでは、どうしても

速報性がうすくなるきらいがありますので、 

思いきって quarterly に変更することにし

ました。しかし、なにぶんにも予算の関係も

あり、ごらんのようにボリウムでは、今まで’ 

より少なくなります。 

(50. 6.10 福原英司） 


