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渡辺農林水産大臣 

北水研に来所 

道東の漁業問題で来道した渡辺農林水産大臣は、水

産庁山内研究部長他 8 名の方々と共に、 7 月 9 日早朝

釧路の副港水揚場にゆき、折から入港していた中型サ

ケ・マスの水揚状況や、せりの状況、また、たまたま

入港していたイワシの水揚等を視察したあと 9 時から

北水研を訪間、所長より研究所の概要の説明をうけた

あと、分きざみの忙しいスケジュールの中に予定外の

ことであったが、会議室において全職員に対し訓示を

行なった。その後、飼育実験室を中心に、所内を視察

したが、この際カニ、ツブ、カレィ類の生態等につい

ていろいろ質問があり、さらに、魚病の専門家の養成、 

とくに産学協同研究等にっいで強調されていた。 
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人工衛星を水産に応用すること 

ー最近の動向ー 

北 野 清 光 

20世紀も 20年位を残すだけとなり、21世紀の夜

明けも間近である。最近、スカイラブ大気圏再突

入のニュースが世界中の話題をさらった。人類は、既

に月面に足跡を残したが、七タ‘天の川・お月見等々、 

人々が宇宙によせる情緒豊かな想いはなんと現実的な

ひびきをもつようになったことか。赤道をよこぎり、 

南太平洋に入り、南十字星のきらめく満天の星空にみ

とれていると、小さい光の点が可成りの速度で天空を移

動してゆくのがみられる。その時、はじめて人工衛星

が地球上をまわっていることを実感としてとらえるこ

とができる。 

1957年・10月 4 月、スプートニク 1号が打上げられ、 

1961年・ 4 月12日、有人衛星・ウォストーク 1号、19 

70年・12月10日、ノア 1号、1972年・ 7 月23日、地球

の資源・環境調査を目的とする E RT S一iが打上げ

られるようになって、日米両国内でも水産に人工衛星

を利用しようとする気運が生れた。水産電子協会は検

討委員会を設け、1972年から1973年にかけ、農林省の

補助金をうけて 「漁業に人工衛星を利用する基本計画

の設定」 について作業を行っている。この事業は、漁

業情報サービスセンターがうけつぎ、「人工衛星利用調

査検討事業」として漁海況情報速報事業の充実のため、 

人工衛星が提供する諸情報の利用技術の開発と情報シ

ステムの整備を行うことで、作業部会ができた。1976 

年から1979年にかけて検討を行っている。水産研究所

の反応は可成りおそく、1976年に 「リモートセンシン

グ作業部会（RSWG) 」を設けた。 1977年に入り、 

ノア所属の Yetes 氏からニンバス Gの沿岸海色走査計 
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実験チームの参加について非公式のよびかけがあった。 

当時、このようなグローバルな調査態勢に即応できる

ものは何もなかった。10月に、シーサットの研究会が

科学技術庁内に設けられ、1978年 6 月に、リモートセ

ンシング推進会議の中間報告が公表された。ついで、 

10月に本答申案の作製にこぎつけた。この中で、漁業

分科会は漁業への応用について、15年の長期計画をた

て推進をはかることにした。同じ頃、経団連にリモー 

トセンシング開発検討会が発足し、この中で漁業情報

サービスシステムの確立のため、宇宙開発事業団‘衛

星受信局を中心に、ランドサット情報を全国各単協に

流し、ここを中継点として操業中の各漁船に情報をリ

アルタイムに流すことが検討された。 

リモートセンシングを水産に応用するには、一般に

直接的方法と間接的方法がある。前者は魚群の直接探

知で、たとえばレーザ光線の利用、魚群により、かく

はんされたプランク トンの生物発光 low light image 

intensifier を使ってとらえること等が考えられる。 

人工衛星を使って魚群を探査することは将来、十分可

能であるが、現在の所、理論的に可能であっても実際

に、直接魚群の映像をとらえることは解像度の点から

みて、むずかしい。後者は、表面水温・表面塩分・ク

ロロフィルム A・にごり・流れ等の parameter と魚

群分布の相関関係を明かにし、最終的に漁場を予測す

るためのcomputer classification algorithm を発展

させることである。 

シーサット Aの応用として、散乱計による表層の流れ

の測定、卵・ラーバ・プランク トンのdense patch の

予測、再生産機構の解明等が考えられる。合成開口レ 

ーダーにより漁船の速度・方向・船型等を鮮明にとら

えることができると200カイリ内での漁業資源管理が

容易になる。 

タイロスNのRams による海洋動物の追跡も可能で

ある。 

ニンバス 6 による使用例では、800gm位の 電池で、 1 

年以上追跡が可能である。又、APTによりノアーA, 

タイロスNから直接、表面温度・渦・前線・黒潮の蛇

行等の漁業環境情報を受信し、real time に漁業者に

通報できるtotal systenl を確立することができる。 

所で、水産に応用できる人工衛星として最有力視さ

れているのはニンバス Gである。ニンバスGは955 km 

の高度をまわる。昨年、10月24日に打上げられ、Data 

の収集は10月29日頃開始された。Ualidation の期間

を入れると、 1月中旬以降 Data 利用可能の状態にあ

る。Data はすべての研究者に入手可能で、主なセンサ 

ーは、沿岸海色走査計と走査型多周波マイクロ波放射

計で軌道は 6 日毎に反復し、 1軌道・16分作動、1日 

14軌道として、1日約200分作動する。 

1日・ 2時間作動するとして、 1年22000 imags 、  

7300MTを入手できる。雲の影響を入れると、12000 

images , 4000MTとなる。 2分間のsegment でl.3 

1<1000,000km'の水域をcover できる。 

沿岸海色走査計により、漁場でのStanding stock 

の見積りおよびCarring capacityの評価か可能となる。 

ニンバスGが成功するかどうかは Sea truth の入手

いかんにかかっている。そのため、グローバルな規模

での協同研究態勢の確立が不可欠となる。不幸にして

日本はこの計画にのりおくれた。目下、米・英・西ド

イツ・フランス・イタリー・オランダ・ベルギー・南

アフリカ各国が参加し、EEC加盟各国はEurosep と

いう組織で共同歩調をとっている。 

1977年夏、皆様方の御配慮により、欧米 8 ケ国の主

な海洋研究所を訪門することができた。スクリップス

海洋研究所ではDr. Bernstein が黒潮の蛇行や渦につい 

て、ノアの画像を手にし、Gulf Stream と上峨しなが ぐ 
ら話してくれた。画像の入手経路が確立されているこ 

ともあって、日常の研究業務の中に自由にとり入れら 

れているようである。ウッズホール海洋研究所も事情 

は同じであるが、水産研究所に、 リモートセンシング 

の専問家がおかれていた。水研のDr. Wright から、19 

76年秋、マイアミに全水研から30人位の科学者があつ 

まり、資源・海洋・生態の各分科会に分かれ、ニンノぐ 

ス Gの水産への応用についてOcean Workshop が開 

かれ、きめこまかい予算づくりの打合せがおこなわれ 

たことを知らされた。当時、このようなWorkshop に 

対応するものは日本の水研には何もなかったのである。 

カナダのベッドフォード海洋研究所ではUandal 氏に 

お会いし、名刺を拝見すると、remote sensing spe 

ーcialist と印刷してあった。欧米ではこのようなSpe 

ーcialist の在存はめずらしくないようである。ハリフア 

クス市の海軍の研究所では、人工衛星の画像を手にし、 

丹念にreal time な表面水温の分布図をー枚一枚製図 一 

しながら、海況予測の基礎資料として積重ねていた。 、 

太平洋岸・パトリシアベイの海洋研究所にはリモート 

センシングのsection が設けられている。 ョーロッパ 

各国はEECの旗の下に共同歩調をとっており、デン 

マーク・コペンハーゲン工科大学にEuropean assoc 

ーiation of remote sensing laboratory がおかれて 

いる。デンマーク Cha llotenlund の ICESでは人工 

衛星の水産への応用について、プログレスレポートの 

ような報告書を、折にふれだしている。 

1978年は新しい人工衛星がいくつか打上げられた年 

であった。ニンバス Gについてはすでにお話しした。 

シーサット Aは、ランドサットに対し、初の海衛星 

となったが、不幸にして10月10日・グリーニッチ標準 

時・0200に故障し、すべての連絡はとだえた。しかし、 

6 月打上げ後、 1ケ月位の間画期的な資料が得られて 

いる。 
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主なセンサーはALT, SARS SASS, SMM 

R, VIR等である。 

ランドサットは、打上げ後間もなくセンサーの一部

が故障したが、その他は順調に動いている。 

1日14 orbitsをとり、18日毎に反復する。life は 2年、 

高度9 15km、 解像度80 mで多重スペクトル・マイクロ波

映像放射計のバンドは、 4 (o.s~o.伽m). 5 ( 

O.6"-0.7jm), 6 (O.7-0.8im), 7 (0.8-1.1 

Hlll）である。 

タイロスNは10月13日に打上げられ、835kmの高度を

まわっている。ノア Aはノア資金による最初の人工

衛星となりノアシリーズ第 3世代の原型となる。 

所内一般公開の実施 

毎年 4月中の科学技術週間内に試験研究機関におい

て、夫々普及的行事を行なうことが科学技術庁から要

望されていたが、当水研では、従来実施されていなか

った。昭和52年の秋に現在地に移転以来、新しい国立

の研究機関ということで、かなり見学希望者が多いこ

とから、本年 4 月22日（日）10 : 00時より15 : 00時まで全

職員が出勤して一般公開を実施した。 

当日は、早くから見学者がつめかけ、また車で来る

人々も多く、その駐車の整備やら、所内の案内コース

の説明、夫々の実験室の説明等に職員の対応は大変で

あった。また、ふ化場より借入した16mmカラー映画、 

「サケの一生」 (30分）は大変好評であったため 5 回

も上映が繰り返された。来訪者は1341名に達した。 

長谷川所長 

科学技術功労者表彰を受ける 

所長は20数年にわたるコンブの研究の成果から生み

だされた促成栽培技術の産業界への応用という功績に

よって、既に、昭和50年には農林大臣賞、52年には北

海道新聞文化賞（科学技術部門）、53年には、この技

術をいち早く企業化した南茅部町より、漁業開拓300 

年を記念して、漁業功労賞を受賞されていたが、この  

度昭和54年度科学技術庁長官賞（科学技術功労賞）を

受与され、春の赤坂御苑における、天皇陛下ご招待に

よる円遊会にも招かれ、皇太子殿下より200海里問題

で親しくご下間があり、激励のお言葉を頂いてきた。 

今後もますます斯界のために大いに尽くして欲しいと 

願うところである。 	 （飯塚 記） 

/  

会議情報  
、 

(I）第 2 回北海道区ブロック会議開催 

前年、はじめて実施された本会議は、道内の道立水

産試験機関の各場長と北水研の所長、各部長との間で、 

調査研究にかかわる情報、問題点等を互に報告し、複

雑化してきている事業について、連絡をとりつつ理解

を深めようとする会議である。当初 5 月に開催の予定

であったが、水試等の場長の移動等があり、このため

遅れて本年は 7 月10日（刈、 10時より、釧路東急ィンに

おいて第 2回が開催された。 

〔出席者〕 小杉中央水試場長、結城釧路水試場長、 

内藤網走水試場長、田元稚内水試場長、川嶋函館水試

場長、鈴木栽培漁業総合センター場長、伊藤水産ふ化

場長、長谷川所長、飯塚企画連絡室長、新谷資源部長、 

駒木海洋部長、白旗増殖部長、阿部庶務係長、13名 

議 題 

1、開会 

2、あいさつ 長谷川所長 

3 、議事（司会・飯塚企連室長） 

(1）中央情勢報告（所長） 

(2）本年度の北水研研究実施計画と諸問題 

1）海洋牧場の技術開発に関する総合研究（事

例解析）の54年度実施事項と55年度計画 

（飯塚） 

2)海域総合開発調査事業（根室湾）の概要 

（駒木） 

3）農林水産業における自然ェネルギーの効率

的利用技術に関する総合研究の概要と54年

度実施計画（白旗） 

4)200カイリ水域内資源調査（含む大陸棚） 

の進捗状況と問題点（新谷） 

5）さけ・ますの大量培養技術の開発に関する

総合研究の進捗状況と問題点（白旗） 

(3）本年度の道立水試、栽培漁業総合センター及び

水産ふ化場の研究実施計画と諸問題（各場長） 

(4）水産研究所と道立水産試験研究機関との調査研

究上の役割についての検討 

(5）その他 

以上の議事について熱心な報告と討議が行われたが

特に（41の議事については時間が足りなくなり、10月 8 
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日前後に余市で更に続行することが申し合わされたp 

⑩ 昭和54年度太平洋イカ・サバ

漁海況予報会議 

昭干ロ54年度の太平洋ィカ・サバの予報のための会議

が、釧路市厚生年金福祉会館において 6 月28日・29日

の両日にわたり、漁業情報サービスセンター、北水研

東北水研八戸支所、東海水研、そして釧路水試をはじ

め、本州太平洋側関係水域の担当官が出席して熱心な

討議がくりひろげられた。 

1、長谷川所長あいさつ 

2、議事進行説明（新谷資源部長） 

3、議題 

(1）道東、東北近海の海況の現況と予側の検討 

（司会、駒木海洋部長） 

(2）資源状態、漁況予側の検討 

サバ（マイワシを含む）（司会」叶資源第団「多睦長） 

ィカ類 	 （司会 新谷資源部長） 

(3）総合討論とまとめ 	（司会」闘開畿蝶資隣阪） 

(1）は全体会議で、各水研、水試、情報センターの夫

々の調査からの情報が報告され、これにもとづいて、 

小委員会で本年の漁期前の概況、そして今後のみとお

し（ 7- 9月の東北近海）等がまとめられた。 

(2）のサバ、イカ、マイワシ等についても、夫々分科

会がもたれ、夫々の調査結果をもとに現状分析と予測

にてル、て討議がもたれた。 

これらの中で、アカイカとマイワシが道東、東北で

漁業上大きなウエイ トをしめるようになってきている

現実からみて、情報として終らず、予報として出して

いってほしい旨の発言があり、今後その方向で、この

会議がすすめられることが申し合わされている。 

夫々の分野での予測は次のとおり 

(1）海況 

1）黒潮の流路は 6 月の蛇行状態からみて今後か

なり変動が起こるかもしれないが、北偏気味

に経過するとみられる。 

2）黒潮北上分派の北への張り出しは、黒潮流路

の変動と共に西寄りに変化する可能性がある。 

3）親潮第1分枝は平年並に経過するであろう。 

4）津軽暖流の東への張り出しは平年並に経過す

るであろう。 

5）落石南東の暖水塊は変動がはげしいと思われ 

今後の動向に注目する必要がある。 

(2）スルメイカ 

スルメイカの冬生れ群の資源は依然として回復

の徴候が認められていないので、本年の東北、 

北海道海域における来遊資源量は昨年同様、著

しく少なく、東北、道南、道東の各漁場ともに 

51- 53年並の不漁が予想される。 

(3）アカイカ 

1) 6 月に行われた漁場一斉調査の結果によると 

アカイカの分布密度の状態は昨年よりやや低 

い程度で近年の変動の範囲内にある。 

2）昭和53年の漁獲量15万トンは、漁場の拡大及 

び漁獲努力の増大に漁期後半に始まった流網 

の漁獲が加わったことによるものである。 

3）昭手ロ52, 53年と年を追って小型魚のしめる割 

合が増大している傾向は、漁場の拡大に伴っ 

て、漁期が早まり、漁場に早く出現する大型 

群の先獲り及びまだ＋分に成長していない魚 

体の漁獲などが考えられる。 

4)11月以後の流網による漁獲は大部分が雌であ 

った。 

⑥以上の状況から判断して、54年の資源状態 

は昨年より低下することが憂慮される。 

(4）マサバ 

1）魚群の分布一道東におけるマサバの分布は、 

過去 3 ケ年の場合と同様、沖合に偏ると思わ 

れ、近海はマイワシ主体になろう。 

2）年令構成ー本年漁獲の対象となる索餌群の年 

令構成はm年魚（51年生まれ）が主体で、N 

年魚（50年生まれ）もあらわれるが、例年漁 

獲の主体となるII年漁（52年生まれ）の数量 

水準は、昨年（II年魚51年生まれ）よりもか 

なり下回り、またI年魚の水準も低い。ー般 

的に成魚は東寄りに未成魚は灘寄り及至は西 

寄り（三陸寄り）に分布する。 

3）漁場の推移ーマサバの漁場形成は、ほぽ昨年 

並に漁期中局所的にあらわれる程度で、後半 

(9月以降）に集中するようになるであろう。 

魚群の分布の重心は沖合（42N以南、145'E以 

東）であろう。 

八戸沖では今期末になって、まとまった漁 ぐ 
場形成がみられるだろう。 

4）漁獲量ーマサバ漁獲量は道東漁場においては 

マイワシ主体の漁況が予想されるので、昭和 

51年以後の水準とあまり変わらないだろう。 

(5）マイワシ 

本年漁獲の対象となるマイワシの資源量は、主 

対象となる52. 51, 53年級群の数量や、これま 

での漁獲物中に占める割合などからみて、昨年 

並程度と思われるが、53年級の大巾な加入があ 

れば、上回ることもあろう。道東沿域で多獲さ 

れるというパターンはほぽ昨年までと同様であ 

ろう。 

＊ 一一一 中 

会議出席者【沢田兼造・鈴木史紀（青森水試）、道又

昭・井ノ口伸幸（岩手水試）、門馬善彦・川村享（ 
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宮城水試）、竹内啓（福島水試）、石川弘毅（茨城水

試）、芝田健二（千葉水試）、山本浩ー（静岡水試）、 

渡辺安広（函館水試）、小島伊織・小林喬・村上幸ー 

・小笠原惇六・中田淳（釧路水試）、市川和平（漁業

情報サービスセンター）、宇佐美修造（東海水研）、 

小滝ー三・橋場敏雄（東北水研、八戸）、長谷川由雄 

・飯塚篤・駒木成・新谷久男‘北片正章・北野清光・

大迫正尚・石井正（北水研） 以上28名。 

⑩ 昭和54年度第 1 回北海道ブロック漁業

資源調査および漁海況調査連絡会議 

開催日時 昭和54年 5 月29日因 9時30 -17時 

会場 	北海道区水産研究所会議室 

議題 

1. 54年度200カイ リ水域内漁業資源調査計画 

(1） 委託費調査 

イ．漁獲成績報告書の収集

ロ‘生物測定調査 

ハ．卵稚仔魚群分布精密調査 

(2） 漁獲統計、生物統計 

2.54年度漁海況調査計画 

3. 54年度委託費、補助金について 

4, 53年度調査結果と資源評価について 

(1） 資源調査集計結果表の配布 

(2） 資源評価についての取りまとめ計画 

(3） 関係会議の開催 

5 ．その他 

〔会議出席者〕丹羽和美・名和大作（水産庁）、内田

泰（道・水産課）大浜衛（札幌統計）、三上正一・黒

島和夫（中央水試）、鈴内孝行・田中富重・北浜仁（ 

函館水試）、小島伊織・村上幸一・坂本寿勝・小池幹

雄・阿部晃治（釧路水試）、辻敏・中山信之・大槻知

寛・佐々木昭（網走水試）、福田敏光（稚内水試）、 

新谷久男・北片正章・北野裕・金丸信一・村田守・小

林時正‘入江隆彦・石井正・好井義明‘駒木成（北水

研） 以上29名。 

⑩ 昭和54年度さけ別枠研究 

現地検討会開催 

時】昭和54年7 月19日、場所】釧路東急ィン 

議事 1．開会の辞（飯塚企連室長） 

2 ，所長挨拶 

3‘研究主査挨拶（藤谷参事官） 

4 ．副主査報告（白旗部長） 

5‘座長選出 

6 ．中課題ごとの報告と討議（座長】白旗部長） 

1）放流稚魚の健苗化（まとめスピーカー、ふ化場ノ」寸木課長） 

健苗の条件、飼料の改善（養殖研） 

健苗の条件（ふ化場） 

" 	（北大） 

飼育法の改善（ふ化場） 

最適サイズ （ " ) 

II 	（北水研） 

質疑と討論 

2）放流適期（まとめスピーカー、北水研駒木部長） 

石狩川河口域の環境（卿化場） 

石狩沿岸海域の環境（ふ化場） 

I, 	 （北水研） 

I, 	 （中央水試） 

昼食（この間 主査・副主査・補佐打合せ） 

宗谷沿岸海域の環境（稚内水試） 

オホーツク東部・網走湾の環境（北水研、網走 

水試） 

釧路沿岸域の環境（釧路水試） 

さけ稚魚とプランクトン（北大） 

さけ稚魚の生理・生態（ふ化場） 

I, 	 （北水研） 

質議と討論 

3）実験放流（まとめスピーカー、ふ化場阿部室長） 

親魚のタグ標識放流（ふ化場） 

サロマ湖の稚魚追跡（北水研） 

石狩川放流稚魚の追跡（ふ化場） 

質疑と討論 

4）未熟親魚の有効利用（まとめスピーカー、広井研究 

員） 

成熟コントロール（ふ化場） 

精液の凍結保存（東大） 

さけ・ますの病害防除（北大） 

質疑と討論 

5）河口環境の改善（水工研） 

7.さけ・ます稚魚の離岸期の生態についての 

考察（北水研大迫室長） 

8 ．その他 

9 ．閉会の辞（企連室長） 

〔出席者〕木村教授・箕田教授・山崎助教授（北大水 

）黒倉寿（東大）、藤谷参事官・稲垣友三郎（農林水 

産技術会議）、小林哲夫・阿部進一・橋本進・広井修 

・真山紘・関二郎・清水幾太郎（北海道さけ、ますふ

化場）、麓龍司（ふ化場十勝支場）、菅野尚（東北水

研）、佐野親（遠洋水研）、能勢健嗣（養殖研）、吉

牟田長生（水工研）、原高史（道水産部）、坂本寿勝

近藤平八（稚内水試）、結城了伍・小島伊織・小笠原惇

六（釧路水試）、今田和史（道水産ふ化場）、菊地健三 

・今井肇（水産資源技術開発協会）、吉田雄司（根室水

産普及）、前田基（網走水産普及）、長谷川由雄噴反塚篤 

・新谷久雄 大迫正尚・小林時正・入江隆彦・駒木成 
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‘久保正・藤井浄・佐藤芳和・白旗総一郎・和久井卓 
	

哉・横山雅仁・坂口洋尚 以上43名 

昭和54年度調査船運行計画※ 
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底魚 

北海道周辺

樺太東西 
オホ一ック

かに 

※本年度の計画は以上のように決ったが、重油の値上と、入手難という問題発生のため、果してどこまで実行

出来るのかと心配されている。 

刊行物ニュースー 

北水研 研究報告44号 
（印刷中） 

(1）金丸信一，北野 裕，吉田久春】カムチャッカ半島

周辺海域のスケトウダラの卵・稚魚の分布にてル、て

②入江隆彦，小林時正，猪股 東】オホーツク北部水

域のニシンの研究 1． 摂餌習性について 

)3)Moriyuki KOTORI & Tokimasa KOBAYASHI 

PLANKTON INVESTIGATION IN ISHIKARI 

BAY, HOKKAIDO, IV. 

(4）久保 正】津軽海峡北東岸の沿岸流について 

⑤横山雅仁，三本菅善昭】促成コンブ葉体内における

硝酸態窒素の時期的変化 

(6)Kiyomitsu KITANO 】 NOTE ON THE FLUCTU-

ATION TENDENCY OF THE TOAL CATCH 

OF THE COMMON SQUID IN THE LIGHT 

OF UNUSUAL OCEANIC CONDITION 

⑦小林時正，入江隆彦，猪股 東，飯塚 篤】オホー 

ツク海北部のニシン資源とその漁業（総説） 

(8)Kiyomitsu KITANO : RECENT DEVELOPME-

NT IN THE STUDIES OF THE RINGS OFF 

KUSHIRO, A REVIEW 

(9) Kiyomitsu KITANO : SATELLITE REMOTE 

SENSING AND THE FISHERIES 

1978年度農林水産技術会議別枠研究

湖河性さけ・ますの大量培養技術の

開発に関する総合研究 

「河川型研究グループ」リポート C 
（北水研、'979年 3 月） 

内 容 

1.小笠原惇六 小池幹雄】道東沿岸域における海況（19 

78年 4 月） 

2．阿部深雪1オホーツク海沿岸域の海洋構造（1978年） 

3．大規知寛・丸山秀佳・辻 敏・中山信之・山本正義

小鳥伊織】網走沿岸域の環境について 

4．久保 正】猿払沿岸およびサロマ湖の物理的環境特性 

5．鈴木梅二・近藤平八・小野田豊・北口孝郎・佐野満

広】宗谷沿岸域の物理的環境条件の把握と分析 

6．阿部深雪】日本海北部の海況（1978年） 

7．苫米地洋文・茄子川郁夫・渡辺智視・土門和子】石

狩湾沿岸海域の環境条件一1.春季における沿岸水の

動向について 

8．北海道立水産購化場調査研究部水質科・増殖部鮭鱒 
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科】石狩川下流域の水質条件（1978年 3 ---11月） 

9.箕田 嵩・志賀直信・金子 実】沿岸域におけるさ

け・ます稚魚の食性と動物プランクトンー2．春季石

狩川河口域表層における動物プランクトンの分布 

10．箕田 嵩・上平幸好】石狩湾沿岸渚帯の大型無脊椎

動物（短報） 

11．黒倉 寿・平野礼次郎】サケ・マス類精液の保存に

関する研究ー授精方法の検討と長期保存の可能性に

ついて 

12一山崎文雄・荒井克俊】サケ・マスの発生異常と奇形

仔魚について 

13．木村喬久・吉水 守】シロザケ（ Oncorhynchus keー 

ta）採卵親魚の魚類病原ウィルス保有状況について 

14‘能勢健嗣・江村利信・秋山敏男】放流用シロザケ稚

魚飼料の改善に関する研究一Il飼料中のタン白質お 

よび脂質レベルの成長および絶食に対する抵抗性に

およぼす影響 

15．秋山敏男・八木沢功・能勢健嗣】放流用シロザケ稚

魚飼料の改善に関する研究一III飼料中のタン白質お

よび脂質の至適添加量 

16‘白旗総一郎・石井克也】シロザケ稚魚の海水適応一 

1.卵黄の吸収程度と100％海水移行時の生残との関係 

17‘白旗総一郎・石井克也】シロザケ稚魚の海水適応一 

2．絶食と100%海水移行時の生残との関係 

18.小林哲夫・阿部進一・広井 修・真山 紘・帰山雅

秀・野村哲一】北海道沿岸におけるさけ親魚の標識

放流試験（オホーツク海区知床岬及び網走沿岸より

の放流） 

19．白旗総一郎・羽鳥達也】1978年サロマ湖放流シロザ

ケ稚魚の追跡 

	.I。 	 ．ト 

Yoshiaki SANBONSUGA & Michael NEUSHUL 

Hybridization of Macrocystis(Phaeophyta) 

with other float-bearing keips. Jour. 

Phycol. 14(2), 1978. 

Yoshiaki SANBONSUGA : Cultivation and Hybrid-

ization of Giant Keips. Proceedings Nmnー 

th International Seaweed Symposium,pp. pp. 

91一96, 1979 

和田時夫】北海道沖の南下サンマの生物学的特性，19 

78年の群行動について。第28回サンマ研究討論

会議事録、東北水研、1978、印刷中。 

高 幸子】1976年 7 月の北方水域におけるサンマの消

化管内容物について。第28回サンマ研究討論会

議事録、東北水研、1978、印刷中。 

阿部深雪】北海道周辺海域の海況（19771 漁場海況概

報、北水研、印刷中。 

阿部深雪：1977年の噴火湾の海洋構造の特徴、漁場済

況概報、北水研、印刷中。 

駒木 成】オホーツク海南西沿岸域の漁場環境に与え

る流氷の影響。沿岸海洋研究ノート、17(1), 1979. 

北水研】昭和54年度第 1回太平洋イカ長期漁海況予 

報、昭和54年 7 月 

駒木 成、他】有珠山噴火による火山噴出物の海中挙

動に関する防災的調査。1977年有珠山火に関す

る特研研究報告書、科学技術庁、昭和54年。 

rー一ーー一ーー‘」”’日’’一‘'"’一‘’馴」‘ '"'"“ーー一甲ー 

~ 北水研 日 誌 
L~．、，m」m"”ー，日“‘町」”引，“旧山．‘ ,，町 .,"‘町」m 』山‘山ーー叱 

~・ 5 釧路市水産部岩井次長、本川課長外 3名来所。 

~・ 8 釧路水産協会専務理事桜井基博氏来所。 

~・ 3 日本銀行釧路支店長島村高嘉氏外25名来所。 

~・~ 8 人工礁漁場造成事業の北方地域検討会議開催、 

於札幌石狩会館。 

I 20 北光丸第 8 次航海（サンマ産卵生態調査）出

港、東北水研高橋、小坂両技官乗船、 2 月 9 

日まで。 

I 22 技術会議事務局連調課伊藤庶務係長外 3名来

所。 

~・24 帯広統計釧路出張所保坂業務課長外1名来所。 

~・30 所長会議、企連室長会識出席のため長谷川所 

長、飯塚企連室長東京都へ出張、 2 月 3 日ま 

で。 

2 ・~ 厚岸水産高校長、アラスカ大学ハンクペニン

トン助手来所。 

2 ・ 8 場所長会議出席のため長谷川所長東京都へ出

張、10日まで。 

2 ・~ 0 瀬戸内海栽培漁業協会大島常務理事、水産庁

山根開発課長補佐外 4 名、開発庁鈴木主査、 

道開発局中谷専門官外1名来所。 

3・ 5 探海丸第 9 次航海（日本海及びオホーツク海

海洋並に卵稚仔、カニ資源調査）出港、土門、 

藤井両主任研究官来船、20日まで。 

3 ・ 9 水産庁開発課山川専門官、大臣官房経理課池

田営繕専門官外 3名来所。 

3 ・~ 4 道開発局土木試験所小崎三郎氏外1名来所。 

3 ・I6 道立釧路水試細谷総務課長、道水産部漁政課

河合課長補佐来所。 

3 ・~ 9 技術会議事務局稲垣友三郎副研究管理官来所。 

3Il 9 昭和53年度北海道ブロック漁業資源調査およ 

び漁海況調査連絡会議開催、於北水研、20日 

まで。 

3 ・20 元水産庁研究部長花岡氏外 2名来所。 

3・22 イカ類資源、漁海況検討会議開催、於札幌氏

北海道自治会館、23日まで。 

3・23 筑波大学大学院研究生理学修士ショイウイン

マー・アロイス氏来所。 

3 ・23 農林水産大臣官房調査課志村課長補佐来所。 
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3 ・26 水産庁研究部資源課今村課長補佐来所。 6 ・25 行政管理局渡辺管理官、農林水産大臣官房文 

3 ・28 水産庁漁政部漁政課管理班阿部管理係長来所。 書課高木課長補佐、水産庁漁政課高橋係長来所。 

技術会議筑波事務所電子計算課小岩課長補佐 6 ・27 北海道消費者協会銀崎商品テスト部長、釧路 

外1名来所。 市市民部山内技師来所。 

3 ・29 釧路市監査委員中軽米氏、同委事務局長青山 6 ・28 54年度第1回太平洋イカ漁海況長期予報会議 

氏来所。 開催、於釧路市福祉会館、29日まで。 

3・29 水産庁資源課中田開発センター指導係長、開 7 ・ 5 農林水産技術会議大深会長外4 名来所。 

発センター陣野氏来所。 7・5 羅臼漁業協同組合総代15名来所。 

4 ・6 探海丸54年度第1次航海（日本海及びオホー 7 ・ 9 渡辺農林水産大臣、水産庁研究部長外 8名来 

ツク海海洋並にカニ・サケ・マス調査）出港、 所。 

土門、藤井両主任研究官乗船、24日まで。 7 ・~ 0 第 2回北海道区ブロック会議開催、於釧路東 

4 ・I0 北海道電力株式会社田中火力部長外4 名来所。 急イン。 

4 ・~ 6 北海道開発庁平野開発専門官、鈴木調査員外 7 ・~ 8 浜中漁業協同組合小平企画室長外13名来所。 

6 名来所。 7 ・ 9 別枠研究「さけ・ます（河川型放流）」現地 

4 ・20 北光丸54年度第1次航海（第 2種中間検査及 検討会開催、於釧路東急イン。 

び機関部分割検査並びにー般工事、於清水市 7 ・22 共済組合北海道支部第76回運営委員会及び主 

日本鋼管KK清水造船所）出港、5 月21日まで。 管課長会議出席のため村本課長登別へ出張、 

4 ・22 所内一般公開（10 】00-15 】00) 26日まで。 

4 ・28 厚岸漁業協同組合員35名来所。 （阿部 記） 

5 ・ 7 釧路水産協会大滝会長、対馬専務、桜井前専 

川川酬皿川川III 人 	事 	異 	動川川川川聞囲聞 務来所。 

5 ・~ 0 探海丸第 2 次航海（日本海並にオホーツク海 昭和54年 2 月18日付 

海洋及びサケ、・マス幼魚の沖合分布調査）出 （余市分室） 	 農林水産事務官 佐々木―之 

港、藤井主任研究官、大迫室長乗船、30日まで。 命 東海区水研総務部会計課勤務 

5・lI 北海道市長会水産主管課長15名来所。 昭和54年 2 月28日付 

5 ・~ 2 大蔵省農林第 2係長遠藤氏、水産庁漁政課平 （北水研北光丸操機次長） 	農林水産技官 本間 末吉 

林課長補佐、さけ・ますふ化場西野場長来所。 辞職を承認する 

5 ・~ 2 米国北西漁業センター、リンダー・ジョーズ 昭和54年 4 月 1 日付 

氏外 3名来所。 （北水研北光丸臨時司厨長）農林水産技官 玉手 	登 

5 ・~ 4 長崎大学竹村 陽助教授来所。 命 北水研北光丸司厨長 

5 ・~ 5 遠洋水研俊鷹丸角田船長、中村機関長来所。 （北水研探海丸司厨員） 	農林水産技官 佐藤 春夫 

5 ・~ 8 地域振興整備公団北海道支部豊田審査課長外 命 北水研探海丸司厨手 

3名来所。 （水産庁照洋丸操機手） 	農1林産技官 千葉 	敏 

5 ・24 日本水難救済会北海道支部長遠藤貞雄氏来所。 命 北水研北光丸操機次長 

5・24 遠洋水研北洋資源部佐野部長来所。 （北水研庶務課） 	農林水産事務官 中西 美子 

5 ・25 物品検査のため水産庁漁政課亀山係長外1名 辞職を承認する。 

来所。26日まで。 昭和54年 5 月 1 日 

5 ・29 北海道ブロック資源、漁海況連絡会議開催、 （東海区水研企画連絡室） 	農料泳産技官 岡田 行親 

於北水研。 命 北水研増殖部勤務 

5 ・3 ~ 第 4管区保安本部富田慶厚次長来所。 

6.~ 

6 ・II 

水産庁海洋漁業部国際課本間授官来所。 

北光丸第 2 次航海（さけ・ます調査）出港、 にI Q)4Q)L 鷺1i1. 721 

8 月10日まで。 
I中型船の帰港で好漁裡に終了した。しかし、魚 

lれ防止のため業界が実施した昨年の2-3割安 
6 ・ 9 釧路市役所課長会一行29名来所。 

I特売にも、三分の一近くも売れ残ったといっ。 
6 ・20 俊鷹丸太平洋イカ・サンマ調査出港、村田 

Iに昨年の在庫も多く、今年の秋さけの豊漁予測 

和田技官乗船、 7 月 7 日まで。 I輸入さけ問題、重油問題、定置網漁業権問題等 

6 ・2 ~ 探海丸第 3次航海（オホーツク海サケ・マス

幼魚の沖合分布調査）出港、入江技官乗船。 

I今後の水産界についてまとめて問題を提起して 

じよつである。 	 （飯塚記 7 月13日まで。 

(T: 

一 8 ー 


