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釧路庁舎の建設進む 

釧路新庁舎の建設は当初の計画が一年延長されて、 

昭和51年度完成を目途にして進められている。 8 月．8 

日に入札が行われ、建築工事は東海興業、電気工事は

三共電気工業、暖房工事は旭工業、．衛生設備は五建工

業、生物環境設備は小糸工業にと夫々工事分担が決定

して総計42,500万円に上る建設の第 1歩が始まった。  

庁舎の規模は現庁舎の1,2階程度であり、さらにこ

の他、次年度には海水取水施設、冷凍施設や研修所等

約25,000万円の建設が計画されている。宿舎関係もR 

C~b. 18;：、 CB~d. 4戸14,747万円が小松葵共同企． 

業体で建設されつつあるが、大蔵省と農林省とのドッ

キング子算なので厳しい内容となった。残りのRC - c 

24戸は次年度計画されている。庁舎の方は、物価の沈

静と不況のため、当初よりも立派なものができそうで

ある。庁舎の充実とともに今度は内容の充実に大いに 

努力をしなければならないと思う。 	（所長） 

庁舎全景 (10月27日写） 
	

庁舎正面玄関 
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この会議が今年の 8 月17日から10日間カナダのヴァ

ンクーバーで開催されたが、今回のメインテーマは 「 

太平洋における人類の未来」というものであり、私が

講演依頼を受けたのは昨年 1月に会議事絡局長 Dr. 

Hoar(B, C．大学）から「コンブ養殖の現状と将来展望」 

ということから始まった。講演を受諾する前に所長と

いう人格で2, 3週間も年休をとって海外旅行ができ

るものかどうか、気がかりだったので、上司に確めた

ところ可能なことが分かったので、早速受諾の返事を

出して準備にとりかかった。演題は気の向く様に変え

て良いということで「日本におけるコンブ養殖の発展」 

とかえ、40分間の持ち時間の中でスライドを見せなが

ら300 年前から始まっていたコンブ増殖の方法から今

日の養殖に到るまで経過を話し、今後の問題にふれる

ことにした。私は学会主催のpre-excurs ion に参加す

べく 8 月 8 日に出発して10日から 1週間米、中、豪、 

仏国の研究者やその夫人等11人とキャナディアンロッ

ギーの世界の公園を見て廻ったが、この紀行は別な機

会にゆずることにしたい。会議の開会式は B. C．大

学の戦争記念体育館で17日10時30分から始められた。 

大学の音楽部のJohn Lobanによって指揮された大学の

演奏家等の手によるシュスマイエル、バッハ、 モーツ

アルトの曲を奏でる中を入場し、角帽をかぶリ、豪華

なガウンをまとった関係者から立派なプログラムを頂

き格調の高い開会式がはじまった。このような開会式

は英国流とでもいうのかもしれない。この会議には太

平洋地城を主とする国々40数国にも及び、参加者は約 

15'00人とのことであった。私が参加したセクションは 

「水産資源の維持と管理」のなかの「商業的養殖の現状」 

という部門であり、この会議のなかで水産の問題が

一番大きく取扱われていたことが大きな特色であった。 

日本からこの分野では私の他に静岡水試の山田博士が

寒天原藻について講演されたのみで、この会議の講演

者は招待された者のみということからみて、日本が海

藻利用の先進国と考えられるだけに寂しい限りであ 

った。 	このほかにアメリカのDr .Dotvは寒天原藻の 

Euc h euma の養殖、同じくDr .NorthはMacrocys tis 

B edの回復のための養殖のテクニックについて、Dr・ 

Waalandは カラーゲン原藻のIr idaeaやGiga r t maの養

殖研究の現状を話された。内容的には興味があったが、 

非常に大規模な、マスカルチャーの施設は到底日本の

現状では考えられないことで、今後の研究の発展が期

待されるが、日本の研究者等も先進国だと許りいって

はおれないかもしれない。 

会議では 4年前に札幌で開かれた第 7 回国際藻類学

会議に出席した多くの知人と再会し旧交を暖めること

ができた。又この期間には多くのローカル・ツアーを 

含めて各種のパーテーが開かれたが、特にB.0．大学 

Dr. Scagelが主催 した教室の若い海藻学者と会議に出

席した他の国々の海藻研究者とのふれあい程有意義な 

ものはなかった。日本の大学では考えられないよう な

心のなごむワインパーティを開いてくれた。 

又B.0．大学の全植物学者とのパーティ等多彩なプ

ログラムが会議中にすすめられた。カナダ旅行 3週間

は、労務管理や雑用から一切解放された懐かしい学問

の世界への旅でもあった。次回の会議は 4年後にソ連

で開催されることになったが、研究管理に追われて、 

学問の第 1線から段々と疎遠にされてきている身にと

って、発表の素材がなくなってきたことは残念である。 

又52年にはアメリカのサンタバーバラで、第 9 回国際

藻類学会議が開かれることになっているが、日本がも

し海藻増養殖研究の先進国であると自負するなら、 

或いは将来ともこの道のイニシャチーブをとりたいな

ら、若い研究者等は研究のレベルを上げながら、こう

した国際的交流の場で積極的に発言し、成果を積み重

ねていって欲しいものであると同時に、そうした機会

を十分にできるような配慮を上局がしてくれることを

お願いしたい。 
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北光丸の代船建造について 
ニ＝8こコ雲こ二雲ニ冶＝二8にコ敏二8こ二8に’受一舜ー畳h8こコ8に’r一sそど 

現在、日本海・オホーツク海・北太平洋西部の北方

海域において、ニシン、サンマ、サケ・マスなどの重

要水産資源調査、海洋調査に活躍している北水研所属

調査船北光丸は、昭和35年 5 月に下関市の林兼造船株

式会社で竣工し、はやくも15年以上の船令に達してい

る。北光丸が新造された当時は、北方海域の漁業とく

に、さけ・ます漁業の隆興期にあたり、新造船による

調査研究は大きく評価されたところです。しかし、 15 

年にわたる気象・海洋条件のきわめてきびしい北方海

域の常時就航などによる船体・機関および調査機器な

どの老朽化は著しく、さらに近年の北方海域における

調査研究の進展にともなう調査機器の高度化・多様化

などには現在の船の大きさ・設備では十分対応しきれ

ない状態になっている。 

このようなことから、数年前から代船建造の声が高

まって、昭和49年度に新船就航をめざして建造予算の

要求が出されましたが、折からの石油ショックによる

諸物価の高騰のあおりを受けて、建造を 1年見送るこ

とになり、昭和50・51年度の 2 カ年にまたがる建造が

認められました。この間、水産庁漁船課・研究課・北

水研で代船の規模・仕様についてのつめが行われ、 

北方海域を主対象にした漁業調査船として調査研究目 
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的を達成させるための最高度の諸設備を塔載して、寄

港地のほとんどない北方海域において、ある程度の気

象・海況の悪条件の下でも期待される調査研究結果を

得るための船型が検討され、船首棲および船橋棲を有

するー層甲板船で、船橋棲上の甲板室は 2 層と決りま

した（図参照）。主要要目は長さ（漁船法）43.50 inY 

幅9.00 m、深さ4.45 ?Th、計画総トン数約,400トン、主

機関：中速 900馬力以上×2台、 2 基1軸、可変ピッ

チプロペラー駆動、低速時の旋回性能向上のためバウ

スラスターを設け、航海速力約11.5ノット、航続・距離

約 5,500浬である。竣工予定は昭和51年 6 月末日で、 

今年 6 月末に水産庁において入札が行われて、室蘭市

の櫓崎造船株式会社で建造されることに決定した。 7 

月以降、楢崎造船株式会社で基本設計をはじめとする

船体・機装・織装などの設計が行われており、12月上

旬でほぼ完了するように進められている。その後、12 

月上旬に起工、51年 3 月に進水、 5 月下旬に公試運転

などがあり、 6 月末日に引渡しが行われる子定です。 

調査研究用機器類としては、STD（プレッシー社 

9050- 1 A型、専用ウインチ、ロゼット・マルチサン

プラー付）1式、サーモサリノグラフ（プレッシー社 

6600- T型）1式、オートアナライザー（ィンストル

メンツ社 テクニコンIT型） 1式、大型調査用ウイン

チ（鶴見精機、9.1 呪,× 5, 500m亜鉛鍍鋼索付）1 

式、 5,000m調査ウインチ（鶴見精機、3呪, >< 5,000 

mステンレスワイヤー付） 1台、 2,000 m調査ウイ ン

チ（鶴見精機、 3呪‘ X 2,000imステンレスワイヤー 

付）1台、GEKl式などが塔載される。また、漁携

装置としては、さ1干・ます流し網、にしん刺し網（浮

刺網・底刺網）の揚網機、かにかごなどの揚縄機およ

びそれらの漁携作業を能率よく行なうための付属機器 

（送網機・コンベアー類）やイカ類・サンマなどの集

魚灯、いか釣り機などが装備される。 

これら装備される調査研究用の機器類を用いて、重

要水産資源調査・漁場環境調査および海洋観測などを

行い、国際的に制約がきわめて強まるなかで、科学的

調査研究資料の充実をはかり、北方海域における漁業

資源の解明・評価に新船の機能は十分に期待がもたれ 

よう。 	 （資源部 服部茂昌） 
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航海技術の進歩 
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最近の科学の発達はすばらしく、目をみはるものが

ありますが、こ、では船舶の航行に関する計器につい

て 2. 3述べてみます。 

周知のように現在の電波航法システムにはオメガ（ 

Q ）と衛星航法の両システムがあって、両者ともアメ

リカ海軍が軍事目的のため研究開発したものでオメガ

航法は電波航法システムのなかで双曲線航法の最後で、 

これ以上のものはないという意味でギリシャ文字最後

のQと名付けられたものです。 

7つの海で天候や時間に関係なく自船の位置を正確

に知ることは人類多年の夢でした。ですから、世界 8 

局のオメガ送信局によ．って、ロランやデッカにはでき

なかった全地球表面をカバーできるので、夢が実現し

たということができます。 

また、オメガの応用としては次のようなことが考え

られています。 

1，世界標準時（GMT）、地方標準時（J MT) 

および船舶時の決定 

2 ．海洋，気象観測や海底調査の精密化 

3 ，広範囲な海域での操業場の選定 

4 ．海難救助のスピード・アップ 

日本では海上保安庁が’69年から調査をはじめ、長

崎県の対馬に世界で 5 番目のオメガ局を建設し、本年 

5 月から発信をはじめ国際的な航法システムのひとつ

として期待されているのです。 

衛星航法システムはNNS Sと略称されているもの

ですが、この装置は人工衛星によって船の位置を決め

るものですが、人工衛星は地上 1,100k,,,にあって約 

108 分で地球を1周し、現在 6 個が回っているので平

均1時間に 1回受信できるようになっています。両者

ともコンピューターを内蔵して最初に自船の位置をセ

ットすると、その後の操作は必要がなく積算方式でデ

ジタル表示されるようになっています。 

これにくらべると昔はかんにたよることが多く、と 

〔註〕図は仕様書添付の一般配

置図から転写したもので、 

詳細設計の段階で部分修

正がみこまれる。 
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りわけ視界不良のときにはとんでもないところを航行

していたということを先輩諸氏から聞いていますが、 

私達調査船に乗組む者は目的地に速く正確に、そして

安全に到着して、より良い調査データを得る使命があ

ると思っています。 

また、本船が今年の北西太平洋において濃霧のなか

でオメガを試験しましたが非常に高性能で安定したデ 

ータを得ることができたことを付記します。 

最後に述べたいことは、いくら精度の高い計器でも

故障や事故の可能性があるので、そのためにも常にチ

エックして、いつでも対応できるようにしたいもので 

す。 	
（探海丸 松田 勇） 
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北 水 研 日 誌 
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9. 7 FAO主催いか・たこに関する協議会出席の 

ため資源部新谷室長上京。13日まで。 

9・ 16 探海丸放射能調査のため出港、藤井技官乗船。 

26日まで。 

9・ 17 遠洋水研柴田課長補佐、渡辺事務官事務打合

せのため来所。 

9・ 18 北光丸千島周辺サケ・マス調査のため出港。 

10月12日まで。 

9・ 19 共済組合証検認事務のため佐々木事務官札幌

市へ出張。 

9.20 増殖部三本菅技官ぐ長期在外研究員の海外りK 

遣によりアメリカ、サンタバーバラ向け出発。 

水産庁研究課牧野係長漁海況研究打合せのた

め来所。 

9.27 所長会議出席のため長谷川所長上京。10月 3 

日まで。 

9 . 30 施設関係事務打合せのため小間課長補佐釧路

市へ出張。10月 2 日まで。 

10. 8 探海丸海洋・サンマ調査のため出港、藤井技

官乗船。25日まで。 

10・ 13 サケ・マス増殖研究会議出席のため篠岡部長， 

PI" 
, .4'止京。17日まで。小樽財務部管財課古島係長‘ほ 

編 集 

,今年‘最後の北水研ニュースをどうやら編集して、目

を屋外ば転ずると、すっかり初冬のたたずまいとなっ

ており、 かれたススキの群落がかすかに秋のおもかげ

を残して寧ます。 

友・海に出てみるとスリ、ワカメあるいはホンダ

ワラカミ芽を出しほじめ、小さなチカやサバも群って、 

海も初冬の季節になっていました。本誌の印刷が終了

する頃にはコンブも芽を出すようになり、磯ではノリ 

氏川係長、財産及び宿舎事務打合せのため来

所。 

10. 14 地方連絡会議、事務連絡協議会出席のため、 

増田、高橋、小林事務官札幌市へ出張。 

10. 19 50年度第1回幹部研修受講のため服部部長上 

京。26日まで。 

10. 21 地方連絡会議出席のため長谷川所長小樽市へ

出張。22日まで。 

東海区水研阿部厚生係長、森住用度係長事務

打台せのため来所。 

共済組合事務担当者全道会議出席のため佐々

木、中西事務官札幌市へ出張。22日まで。 

10. 25 北光丸サンマ資源調査のため出港。11月29日

まで。 

10. 27 長谷川所長、篠岡部長庁舎建設事務打合せの

ため釧路市へ出張。29日まで。 

10. 28 水産庁総務課岩崎課長補佐、小田島事務官、 

研究課小川係長、鈴木事務官、事務打合せの

ため来所。 

10. 29 Miss Sarah Horrigan; Carleton College, 

Minnesota ,U. S.A‘増殖関係見学のため来所。 

水産庁研究課本間班長研究事務打合せのため

来所。 

水産庁総務課田中人事第 2係長、研究課小川

係長事務打合せのため来所。 

水産庁総務課大熊係長、猿渡、椿事務官会計

調査、指導のため来所。 

探海丸、定検ドックのため函館（函東工業K 

K）向け出港o 12月上旬まで。 

東京大学客員研究員ハロルド・ソロモン氏海洋

研究打合せのため来所。 

人 事 移 動 

任免関係 

任 北水研北光丸機関長 柏木 栄至（昭和50. 9 . 1) 

、． 免 	 ガ 	、 	中村嘉ー郎（ 	" ) 

命 復職北水研庶務課い佐々木 悟（昭和50. 11. 1) 

シ所内移動 谷口 進 庶務課庶務係（昭平950. 11. 1) 

ブ‘・→ 】 佐タ杏一之 庶務課用度係（昭和50・n・ 1) 

を摘む漁家の主婦や娘さんの姿が見られるでしょう。 

ところで、いつものことでおそれいりますが、今回

も原稿や写真の集りが、かんばしくなく出版委員一同

おおいに閉口しました。次回からは、ふるって投稿し・

ていただくと同時に、北水研ニュースの編集について

のアドバイスを重ねてお願いする次第です。 

(50. 11. 28 福原英司） 

後，’’ー”言ぎ～' 
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