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種苗蒔き付けによる 

コンブ群落の人工造成 

三本菅 善 昭 

近年獲る漁業からつくる漁業へということで水産動

物の種苗放流が全国的におこなわれており、北海道各

地でも種苗放流が大々的に実施され、サケやホタテガ

イなどの資源培養に大きな成果を上げている。いっぼ

う、海藻類では種苗生産の歴史は古いが、ノリ、コン

ブ、ワカメにみられるように、種苗を放流する方法は

とられず、これを網やロープに付着生育させる、いわI 

ゆる養殖が種苗利用の唯一の形態となっている。 

北海道の最も重要な海藻であるコンブについても、 

十年程前から人工種苗の安定的生産が可能になり、各

地に種苗育成場がつくられ、養殖用種苗が大量に生産

されて、養殖コンブ生産の飛躍的増大の基盤となって

いる。いっぽう、天然コンブ礁におけるコンブ生育量

は近年減少傾向にあるといわれており、特にナガコン

ブ、リシリコンブでは雑海藻の繁茂による漁場の荒廃

が著しい。そこで、従来の投石など物理的手法によら

ずに、種苗を荒廃した漁場へ蒔き付けて、コンブ群落

を造成し、漁場の回復をはかる生物的手法を確立する

ため、羅臼漁協と羅臼町のご協力をいただいて、試験

を始めたところ、種苗生産方法などについて多くの問

い合わせをいただいたので、当水研のおこなっている

方法を紹介する。 

成熟したコンブを海中より採取し、 0.5-- 2 日間冷

暗所に保蔵した後、これを殺菌した海水中に浸漬して

胞子を放出させ濃厚な胞子液を作り、この中に 0.1-

20mm程の大きさのガラス、プラスチックス、金属片を

大量に投入浸漬し、この小片上に多数の胞子を付着せ

しめる。これを直ちに海中に蒔き付けることも考えら  

れるが、今回は約40日間培養し芽胞体として海中に蒔

き付けた。種苗培養の方法としては上記により胞子を

付着させた小片を殺菌海水で良く洗捺した後水槽中に

移し海水に栄養塩類（E SI 又は Schreiber氏液） など

を添加した培養液を満たし、10-16で、光3000~ 6000 

lux 照明し、コンプレッサーなどにより海水に空気を

通気するか、またはポンプで海水を循環しながら培養

した。なお培養液はほぼ10日隔に換水した。このよう

にして培養した小片に付着した幼体を天然礁に蒔き付

けることにより、天然では胞子から付着までに生ずる

大きな減耗を回避すると共に生物的に安定したステー 

ジに蒔き付けること、また比重の大きい小片に幼体が

付着しているため海底に定着する。この方法によれば、 

たとえば1本のコンブから数百万個の種苗生産が可能

である。 

この試験は昭和54年度から 3 ケ年間の実施を計画し

ており、現在種苗蒔き付け後の追跡調査などを実施し

ているが、その結果は別途報告する。なお、本試験の

実施については北海道立釧路水試佐々木茂、同稚内水

試鳥居茂樹両氏のご助言とご協力をいただいた。 

（増殖部藻類研究室長） 

これからの 

スケトウダラ資源調査 

好 井 義 明 

北海道周辺海域のスケトウダラの資源調査について

は、従来から水研・水試が大きな研究努力を投じ、進

展を計ってきた。しかし、本種資源をめぐる国内的、 

国際的環境は、200カイリ時代に入るとともに更に厳し

いものとなり、それらに対応する研究基盤は、まだ充

分に確立されてはいない。水産庁は、昭和55年度から 
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新たに、大幅な研究投資を行ない、研究基盤の整備を

計ることになった。 

スケトウダラは、北海道周辺およびその隣接海域で

日本漁業により年間80万トンの漁獲があり、北海道の

漁業および関連産業にとって重要な資源となっている。 

最近数年、この資源は比較的高水準を維持し、漁業は

安定しているが、歴史的にみて大幅な増減を繰り返し

ており、将来とも高水準が持続するとは言えない。ま

た、200カイリ時代に入って広大な北洋漁場を失った現

在、本種資源に対する漁業の圧力は大き〈、資源減少

時にはそれが乱獲をひき起し、減少に拍車をかける危

険性をはらんでいる。 

本種は、日ソ両水域にわたって生活基盤を持ち、頻

繁に両水域を往き来している。これに対し日ソ両国は、 

昭和52年から漁業水域法を発効させ、互いの漁業水域

における漁獲割当量およびその根拠となる資源評価を、 

毎年漁業交渉の場で論議することになった。加えて、 

韓国漁業が本種を対象に操業を行なうようになり、更

に問題は複雑化している。これらの国内的‘国際的環

境のもとで、日本のスケトウダラ漁業の安定を求める

には、より迅速かつ正確な資源の評価と予測を行ない、 

より合理的な資源利用計画を立てることが必要である。 

本種は、日本海、オホーツク海および太平洋の 3 つ

の系統群に分かれて生活しており、その間には部分的

な交流があるものの、基本的には独立性があり、資源

の変化傾向にも差が認められる。この調査の目的は、 

それぞれの系統群に対して、総資源量の推定と変化傾

向の予測を行なうことである。調査は大別して、(1)漁

獲物解析、(2）魚探調査、(3）卵稚仔調査、(4）標識放流の 

4 つに分けられる。 

(1)懲磐惣無販 漁獲物の構造（体長組成、年令組成

など）が資源の構造を代表し、漁の良し悪しが資源量

を相対的に反映するならば、漁獲物の解析を通じて、 

資源の総量と構造を推定することができる。確かに、 

この仮定はある程度成り立ち、利用の可能性も高いが

この理論を進めるためには、漁業者からの漁獲記録の

回収と大量の年令資料が必要となる。その両点につい

て、現状の資料蓄積は充分とはいえない。そして、資

料が充分に整備されたとしても、この方法の欠点とし

て、資源評価が遅れるということがある。資料の整備

には普通でも漁期終了後数ケ月を要し、さらに推理の

対象は過去のものであって、将来の変化を教えてはく

れない。しかし、漁獲物解析を通して得た、資源の構

造についての情報は、後述する他の方法で得られる情

報と結びつけることによって有効な働きをする。 

(2)急蕉韻套 スケトウダラは非常に魚探にうつりが

よい魚である。この魚探を資源量調査の目的のために

更に改造し、使っていこうとする動きが世界的に進め

られている。魚群の量に比例した魚探映像反応を得る 

ことができ、それを電算機が積分し、数字として表わ

すことが可能になったとしても、問題はそれで解決す

る訳ではない。’魚探には同時に、イワシやホッケとい

った他の魚やプランクトンの反応さえも映るために、 

スケトウダラだけを区別することは困難である。この

魚探反応の中身を確かめるためには、ハイカラ釣、中

層トロールといった従来の方法の外に、水中テレビあ

るいは水中カメラといったものが考えられる。 

(3)夏旦獲廷頑套 スケトウダラの産卵場は各水域にあ

るが、岸寄りの水深 50-200 mの範囲に限られている。 

そして、海底で産み出され受精した卵は、海水よりも

比重が軽く、表層に向って浮び上ることが知られてい

る。卵稚仔時代は最も岸寄りに、かつ表層近くに分布

が集約され、しかも遊泳力に乏しいため、その分布様

式は物理的分散法則に支配される。従って、卵稚仔時

代は総量推定に最も適した時代とみなすことができる。 

残念ながら、卵稚仔時代の量と数年後資源に加入して

くる量の間には、多くの要因が複雑に働くために相関

が薄くなる。しかし、卵稚仔の量とそれを産み出した

親魚量の間には高い相関があり、産卵群の総量を推定

することも可能である。この調査にもいくつかの難問

がある。例えば受精の失敗や死亡で沈下していく卵の

量をどう捉えるか。また、マダラやコマイの卵稚仔と

の見分けの問題、さらに、時間的に長い産卵期をどの

ようにカバーするかといった点、そして、氷の下でも

産卵しているとすれば、それらをどう押えるかといっ

た問題がある。 

(4)媛戴旗蕪一三れまで北海道周辺海域で、スケトウ

ダラの標識放流が繰り返し行なわれてきたが、それは

移動回遊を明らかにすることが目的であり、放流尾数

も小規模なものであった。放流尾数に対する再捕尾数、 

再捕尾数に対する漁獲尾数の関係から、資源尾数を推

定する理論があるが、残念ながらスケトウダラには適

用できない。それは標識をつけた魚のうちかなりの部

分が死ぬと想定され、その率が不明であるため、また、 

標識魚が水揚げされても発見されることがないまま処

理されてしまうものが多いからである。そのような問

題があるとしても、200 カイリ時代に入って、魚の扱

いが丁寧になり、研究への協力度が高まってきたため、 

再捕率は近年高くなりつつあり、平均して 7％程度に

なっている。そして、再捕は放流後 4年目まで及ぶ。 

そこで、標識を付けたために起こる死亡が、標識放流

後比較的短時間で決まり、その後の死亡法則が標識を

つけない魚の死亡法則と同じであるとするならば、各

系統群ごとに、第 1年目に放流したものが第 2年目、第 

3 年目、第 4年目までどのような割合で生き残ってい

くかといった法則をつかむことも可能である。 

こうして、スケトウダラの死亡法則が毎年得られて

くると、漁獲の圧力（例えば総網数）の変化が、死亡 

ぐ 
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法則の変化とどのように関係しているかがわかる。こ

れは、資源の総量推定に役立つとともに、資源の合理

的利用を考える上で重要なバロメーターとなる。また

最初に述べた、漁獲物解析で得られた集団の年令構造

にこの死亡法則を当てはめることによって、各種の有

効な資源特性値を得ることができる。 

現在考えている調査は、どれをとってもその目的達

成には非常な困難が予想されており、研究者ならびに

漁業者各位のー層の御援助、御協力を望むものである。 

（資源部第 2研究室・主任研究官） 

探海丸代船 

建造予算の動向 

現在の北水研所属調査船探海丸は、昭和39年 3 月30 

日に建造され、以来、北方水域の海洋調査や魚群分布

調査に活躍してきた。しかし建造以来すでに17年を経

過し、かなり老朽化し、北方遠洋沖合までの航海の安

全性まで危倶されるようになってきた。ー方、200カイ

リ時代を迎えて、沿岸沖合水域の、より精密な海洋生

産研究を行なうためにも、また、乗組員の居住環境改

善の上からも、代船建造の要望となり、 2年程前から、 

代船建造について水産庁と交渉を続けてきたところで

ある。 

しかしながら、近年の予算の圧縮のきびしい悪条件

の中で、 1つの水研に 2 隻の調査船を必要とすること

の理由付けや、調査海域の200カイリによる縮小等々、 

水産庁段階において、建造問題は当初から、その実現

性について、困難な面を露呈していた。 

このような情勢をふまえて、北水研としては、所長

の意向もあって、従来の代船建造委員会をより強力に

すべく、駒木海洋部長が委員長となり、新らしく委員

会を構成して出発したのは本年度の初めであった。 

この委員会は、代船建造予算要求のための基本的な内

部意見のとりまとめから、具体的な船型、大いさ、内

部の居住問題、機器類等について精力的に活動をつづ

けてきた。一方、所長、委員長は、代船建造問題につ

いて、水産庁関係部門と予算化についての必要性につ

き了解を得ることに努力をかさねてきた。 

水産庁当局はこれを受けて、56年度の予算要求の中

に探海丸代船建造予算を入れ、大蔵折衝をつづけた。 

しかし、その実現については、極めて困難な情報のみ

が入ってきていた。しかるに、年末ぎりぎりの段階で当

局の努力が実を結び、12月28日に研究課長より所長の

許に本予算が通過したとの連絡があった。 

だが、予算額は約 4 億 2 千万余円と内示された。 

これは現在の予算の情況下ではやむを得ないものと考  

えられるものの、そのきびしさは今後、建造計画に多

くの問題が生じよう。 

この情勢に対応して、代船建造委員会には（1）船型の

大型化と空間の有効利用を図るため、施設、装置、機

器類の重点的選択を進めること、(2）設計にあたっては

乗組員の釧路港居住に伴う生活環境の改善に留意する

こと等が基本的設計方針として要望されている。 

長い間、心配されてきた探海丸の代船建造は、実現

にその第一歩をふみ出した。しかし、新船をつくるこ

とは、その完成までに尚も多くの問題をかかえて大変

な仕事である。予算をはじめ、多くの制約のある中で

個性味のある近代的調査船の誕生を心から期待するも 

のである。 	 （企画連絡室長） 

Alpha Helix 乗船記 

ーアラスカ大学留学メモより一 

中 西 孝 

所報にーっ書いたので、もう書かなくていいだろう

と安心していたが、滞在中からの宿題とのことで、又

書かされるはめにおちいってしまった。失敗談なら山

程あって、おもしろいと思うが、愉快すぎて筆のほう

がついてこない。そこでアラスカ大学滞在中に、乗船

する機会があったので、その航海記を書いてみます。 

船にはそれ程強くないし、あまり経験もないのに（ 

というより全くといっていい程乗船したことはない） 

生まれついてのなんでもやりたがり屋が、ここでも頭

をもたげてきた。IMSの西山先生から「どうですか

？」とお話があった時、 Ch isf scientist も日本人だ

し、これもいい勉強と思って乗船することに決めまし

た。ただ乗船しているだけじゃつまらないから、甲穀

類の基礎代謝量を、エネルギーフローの面から調べる

のはどうですかとの助言で準備をはじめたのが、乗船 

ーケ月前。 

フェアバンクスは生産地から遠いこともあって、大

学構内に 4 ケ所 shoP があって、仕事に必要なものは

すべてそろいました。スターチを 2gというと、きっ

ちり測り売りしてくれるshop もあって便利このうえ

ない。ただガラス器具等で、こちらで考えている物と

違うのを見せられて何度もめんくらいました。予備実

験をして、たりないものを買いたしているので、ぶ厚

いカタログをもって日参しているうちに、お互に慣れ

てきました。ガラス細工などは、work sh0P があって

専門の人がつくってくれるのですが、これが又大変で

した。へたな絵を何枚も書いてもっていくのですが、 

インチ・ガロン・ポンドの度量衡の単位がぴんとこず、 

お互換算しながらで、もう少し勉強しとけばと反省し

きりでした。私の 2 倍もありそうな太い指が、本当に 
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器用に動いて色々なものを作るのを見ながら、アラス

カの話を聞くのは楽しいものでした。 

6 月16日 Seward 出航予定。準備の為 6 月12日にフ

ェアバンクスを大学院生等 4 人と、まだ20マイルしか

走っていないフォードの新車で出発。Seward までは

約 800km。人が多く住んでいるのは、アンカレッジ周

辺だけで、あとはマッキンレーを左手に見ながら、樹

林につけられた道のドライブ。Sewardには真夜中の12 

時頃ついたが、まだまだ明かるい。フェアバンクスじ

ゃ青空のところだが、さすがに少し暗い。 

4 日間は準備にあけくれて、ハイキングぐらい行こ

うと思っていたのに残念。Alpha Helix は 500トン程

で、少し古い船でしたが、中の設備はつかいやすく整

備されていた。乗組員は船長以下 9名、研究者は夏休

み中のアルバイトの大学院生等を入れて 8名。seamam 

に女性が 1人、コックさんも女性。このseaー womam 

(?）の力の強いこと。私達が採泥器の重り（100 kg 

近くあったのでは）をよたよた動かしていたのを、ぐ

っとひっぱりあげたのにはびっくり。 

NSF所属の船は禁酒とかで低温恒温室の中に入れ

てあったビールを 1打没収された人もいて大変。大学

所属の船でも一応禁酒になっているけど、ここまで厳

しいのはないよと、なげいてもあとのまつり、私は知

らないでワインを持込んでいたけど、ベットにつっこ

んであったので無事。食事でステーキが出た時は、一

度部屋にもどって、ワインを飲んでから食堂へ来ると

のこと。これが本当の食前酒だ。でも夜中に、実験室

で滴定等していると、真赤な顔をした人が、実験用に

作った氷を取りに来たりしていたから、お神酒をあげ

ている人もいるみたい。そのせいか仕事は順調に進ん

でおりました。入港中でも船内では飲めないので、岸

壁に並んでビールを飲む程厳しいそうです。本当かな。 

出航してすぐに消火訓練がありました。ひまな時は

何度でもやるとのことでしたが、もう一度あっただけ

でした。説明がよく判らなかったので聞きかえしたら、 

学生が「ベーリングの水は冷たいから、水中に入った

ら 1分ももたないから判らなくてもいいよ司 といって

皆なで大笑い。 

コディアック島とアラスカ半島の間の Smion で観

測。はじめなのでみんなえらいはりきりよう。私もこ

こで予備実験用に採集。 6 月20日に Cold bay 到着。 

真夏でも雪が降るそうでこの名がついたらしい。皆は

レーダーサイトの見学へ、私はしこしこと滴定。嵐が

来ているとかで、湾内を 1日走り回る。天気の回復を

まってベーリング海へ。 6. 7年前、タラバガニの雌

ガニが入手出来ない時、このブリストル湾から、タラ

バガニを輸送してきてもらったのを思い出す。 

日本の船は現在も底魚を獲りに来ているらしい。観

測の最中に、霧の中からジュースのカンがプカプカと  

近づいてくる。どうも日本語が書いてある。船員が日

本のじゃないかと聞いたので、 「シアトルで同じよう 

なの売ってたよ」と、とぼける。底棲生物採集用のネ

ットがあがるたびに、日本のジュース等のカンが入っ

ていないことを祈る。幸い、さびついたのが何回か入

っていただけで、字の判読は出来ない。ただアメリカ

国内のはアルミカンがほとんどだから日本製かも。そ

のことを言われれば「アルミもステンレスじゃないか

らさびるよ」と言ってやろうと思っていたが、そこま

で追求する人は幸いなことにいない。 

緯度としては下に行くのか、1-2時間程暗い時が

ある。ひさしぶりの暗やみで、夜は少々ぶきみ。しか

し幽霊が出たって英語で言われたのでは、恐ろしくな

いだろうと一人がてんする。私達もかなりバテぎみだ

ったが、乗組貝の人達は 6時間おきのワッチのようで

やたらあくびばかり。食堂のカレンダーを毎日黒丸で

消している人もいる。航海の半分をすぎるころから＋

づつ消されていくので、かなりまい7ているのかと思

う。食事は、カフェテリャ形式でいくら食べてもいい

のだが、毎日肉料理。この油の臭いが鼻について 2週

間目から 2 日間食欲が全く失せる。仕方ないのでくだ

ものとか、小形の底引きで取れるツブやェビ、カニを

食べる。朝食はトーストと卵ぐらいなので朝食を多く

とる。さしみは、船員の人達もかなり食べる。しかし

貴重品のワサビを、まるでバターか何かのようにどっ

さりつける。ワサビがもったいない。 

タ食後、テレビ映画をビデオで見る。ポップコーン

も出てなかなか楽しい。普通の番組をそのままコピー 

したものだから、CMも入っている。ハンバーガーの

宣伝に、ー同で「食べたい」。 

7 月 2 日に仕事を終えてダッチハーバーへ。ウニが

多数生息しているとのことなので、学生は磯採集へ行

こうとさそって（だまして 7 ）多くあるという空港の

うらへ。10分もしないうちにバケツー杯ぐらいすぐに

取れる。ひさしぶりにうまい。フェアバンクスの日本

人に言ったらさぞうらやましがるだろうと思いながら

食べる。学生達はのんびりと歌を歌ったりしてみむき

もしない。 「味わうのも勉強のーつだ」と勧めるが手

をつけない。乗船員へのみやげをかついで帰る。そ

のあと島内見学。タラバガニ漁が終ったあとらしく、 

カニかごが島内ところせましとおいてある。カニ工船

等が岸壁につながれており、カンヅメ工場として使わ

れているとのこと。可搬式の家が大量に宿舎として作

られている。ショッピングセンターもあり、銀行もあ

るとのこと。そのむかいの食堂で無事の帰港をビール

で祝う。工場で働いている人達も多勢で楽しんでいる。 

労賃は1時間5-6ドルとのこと。 日本製の 4 WDが、 

パトカーとして使われている。島内で1台のタクシー 

は、1960年頃のオンボロのフォード。この運転手かな 
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りもうけているみたい。この車のフロントに乗ってあ

ばれる酔っぱらいがいたり大変。 7 月 4 日のお祭に花

火をやると、あちこちにビラがはってある。花火が出

来る程夜に暗くなるのかと思っていると、タぐれにな

ってきた。午前1時頃だった。 （現・日本海区水研） 

く会議情報） 

昭和弱年度・北海道海域スケトウダラ新規加入量調 

査打合せ会議 

場所： 北海道区水産研究所会議室 

日時： 昭和55年 7 月30日 9 :30--17:00時 

〔出席者〕 

水産庁研究部資源課・丹羽和美課長補佐 

中央水産試験場・北浜部長、林科長 

稚内水産試験場・坂本部長、近藤科長 

網走水産試験場・辻部長、佐々木研究員 

函館水産試験場・田中分場長、坂本科長 

釧路水産試験場・小島部長、小池研究員 

北海道大学水産学部・前田辰昭教授 

北海道区水産研究所・新谷部長、北野室長、 

吉田技官、好井技官 

金丸技官、小林技官、 

入江技官 

昭和弱年度オホーツク海サンマ漁況検討会議 

場所： 網走水産試験場 

日時： 昭和55年 9 月10日～11日 

〔出席者〕 

北見統計情報事務所網走出張所・野越所長 

稚内水産試験場・坂本部長、小野田研究員 

中央水産試験場・黒島科長 

釧路水産試験場・小笠原研究員 

網走支庁・水産課・武内技師 

網走水産試験場・辻部長、中山科長 

山本科長、大槻研究員 

丸山研究員、宇藤研究員 

'I 紋別分場・佐々木研究員 

北海道区水産研究所・北片室長、和田技官、 

千葉技官 

昭和55年度太平洋イカ類資源評価検討会議 

第 2 回太平洋イカ長期漁海況予報会議 

場所： 北海道庁共済会館 

日時： 昭和55年 9月17日10 : 00時 

- 19日15:00時 

議 事 

1）水産庁挨拶（小達研究管理官） 

2) 200 カイリ水域内資源調査経過報告 

3）資源状態及び評価方法についての討議 

イ）スルメイカ（太平洋系） 

①過去の研究結果及び現状との比較 

検討 

②現状における状態の検討 

司アカイカの資源状態評価及び検討 

バその他のィカ類に関する現状説明 

4）第 2 回太平洋ィカ類長期予報会議 

イ）漁、海況予報に関する現状説明 

回予報案の作成、採択 

5）その他 

1）卵稚仔調査計画 

2）電算機集計の現状説明 

3）会議日程等について 

4）調査計画等について 

5）その他 

〔出席者〕 

水産庁研究課・小達繁研究管理官 

日本海区水産研究所・笠原主任研究官 

東北海区水産研究所・橋場技官 

東海区水産研究所‘川上主任研究官 

南西海区水産研究所・通山主任研究官 

北海道区水産研究所・大迫室長、村田技官 

石井技官 

北海道大学水産学部・鈴木恒由教授 

漁業情報サービス・センター・市川和平氏 

北海道いか釣協会・渡辺正春氏、石垣清治氏 

全国大型いか・つり漁協・生方明三郎氏 

日高管内いか・つり協議会・横山美雄氏 

小林鈴子氏 

宗谷いか・つり協議会・木田幸太郎氏 

函館水産試験場・若生部長、村上科長 

釧路水産試験場・小笠原研究員、中田研究員 

中央水産試験場・北浜部長、田村科長、 

高研究員 

青森県水産試験場・中田凱久氏、石川哲氏 

岩手県水産試験場・井ノ口伸幸氏 

福島県水産試験場・小松昭衛氏 

茨城県水産試験場・大方昭弘氏、堀義彦氏、 

鈴木正伸氏 

神奈川県水試伊東分場・山本浩一氏 

高知県水産試験場・平田益良雄氏 

愛媛県水産試験場・満田春馬氏 

宮崎県水産試験場・黒木敏行氏 

沖縄県水産試験場・崎山憲一氏、 

兼浜安信氏 
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昭和弱年度底魚類の資源評価検討会議 

日時：昭和55年 9 月30日 9時30分～ 

10月 1日15時00分 

場所：北海道区水産研究所会議室 

〔出席者〕 

中央水産試験場 	林科長、宮口研究員 

稚内水産試験場 	坂本部長、近藤科長、 

北口研究員 

網走水産試験場 	辻部長、佐々木研究員、 

丸山研究員 

釧路水産試験場 	小島部長、山下科長、 

小林科長、小池研究員、 

鳥沢研究員 

函館水産試験場 	若生部長、坂本科長、 

中道研究員、国広研究員、 

田中室蘭分場長 

北海道水産部 	林許可係長、坂下技師 

北海道区水産研究所…新谷部長、北片室長、 

大迫室長、北野室長、吉

田技官、好井技官、金丸

技官、小林技官、入江技官 

スケトウダラ新規加入量調査根室海域調査打合会議

日時：昭和55年12月 9 日10 : 00-17 : 00時

場所：網走水産試験場 

〔出席者〕 

網走水産試験場 	辻部長、中山科長、山本 

科長、大槻研究員、丸山

研究員、宇藤研究員、佐

々木研究員 

稚内水産試験場 	佐野研究員 

釧路水産試験場 	小池研究員 

北大大学院 	佐々木正義氏 

北海道区水産研究所…北野室長、吉田技官、 

金丸技官、好井技官 

刊行物ニュ ス 

金丸信一、土門隆、藤井浄：北海道海域大陸棚斜面未

利用資源精密調査報告．昭和55年1月（業績C' 

379) 

北野裕：漁業資源の直接的推定法、漁政の窓、No.12 2 

昭手555年 8 月（業績C.380) 

三本菅善昭、横山雅仁、岡田行親：海藻の生長と成熟

の生理. 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、昭和54年度研究

報告、pp. 150一151、昭和55年 3 月（業績C .381) 

北水研：我が国期カイリ水域内漁業資源調査結果報告 

書、昭干555年 2 月（業績C. 382) 

飯塚篤：漁業専管水域の設定に伴う北転漁業の変化と 

研究問題．伽海里システムの発足に伴うわが国主 

要漁業の変質と今後の研究問題、東海水研企連室 

編集、昭干1155年 3 月（業績C. 383) 

村田守、石井正、大追正尚：アカイカとスルメイカの 

漁況と特徴，水産世界、 5 月号、昭和55年（業績 

C . 384) 

金丸信一：道東海域のコマイについて，昭手ロ54年度北 

日本底魚部会会議報告、昭和55年 6 月（業績C. 

385) 

北野裕、吉田久春、金丸信一：スケトウダラ標識放流 

調査の概況と問題点．昭和54年度北日本底魚部会 

会議報告、昭和55年 7 月（業績C.386) 

北水研、他：遠洋底曳網漁業漁場別漁獲統計年報、‘ 

和55年7月（業績C. 387) 

和久井卓哉：ォホーツク海におけるつぶ漁業．北水研 

ニュース、No.23、昭和55年 8 月（業績C. 388) 

北水研：昭和55年ォホーツク海サンマ漁況検討結果‘ 

昭和55年 9 月 

北水研、他：北海道周辺海域の底魚類の資源動向．No. 

7 、昭和55年 9 月（業績C'389) 

北水研、他：スケトウダラ資源量調査計画．昭和55年 

9月（業績C. 390) 

北水研：昭干ロ55年度第 2回太平洋ィカ長期漁海況予報、 

昭和55年 9 月 

北水研、他：北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年 

報、昭手1155年10月（業績C.391) 

和久井卓哉：北海道における魚介類増養殖技術の現状 

と問題点．昭和54年度水産増養殖研究推進会議議 

事要録、昭和55年12月（業績C. 392) 

三本菅善昭：北海道における海藻類増養殖技術の現状 

と問題点、昭干ロ54年度水産増養殖研究推進会議し.1 

事要録、昭干1155年12月（業績C.393) 

飯塚篤：オホーツク海における海洋構造と生物生産の 

特性に関する研究．ォホーツク海に関する総合研 

究報告書、16-18頁、科学技術庁、昭和56年1月 

（業績C.394) 

駒木成：ォホーツク海における海洋構造と生物生産の 

特性ー海洋構造とその変化，同報告書］32-138頁 

科学技術庁、昭干1156年 1月（業績C. 395) 

藤井浄、阿部深雪、米沢千鶴子：オホーツク海南西域 

の海洋構造特性．同報告書139-141頁、科学技術 

庁、昭和56年1月（業績C. 396) 

佐藤芳和：オホーツク海南西域における各種水の栄養 

塩とATP~C量．同報告書 141一 142頁、 科学 

技術庁、昭*556年 1月（業績C. 397) 

久保正：宗谷海峡東口北海道沿岸域における流況、海 
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況変動．同報告書、143-144頁、科学技術庁、昭

和56年 1月（業績C. 398) 

竹内勇：オホーツク海における海洋構造と生物生産の

特性一生物生産の特性とその変化．同報告書、145 

-150頁、科学技術庁、昭和56年1月（業績 C .399) 

新谷久男：オホーツク海における有用水族の生物学的

特性に関する研究，同報告書、151- 153頁、科

学技術庁、昭和56年 1月（業績C. 400) 

北片正章、和田時夫、高幸子：オホーツク海における

サンマの回遊に関する研究，同報告書、154- 156 

頁、科学技術庁、昭和56年1月（業績C. 401) 

村田守、石井正、大迫正尚：オホーツク海におけるス

ルメイカの生態学的研究．同報告書、157 -160頁

科学技術庁、昭和56年 1月（業績C. 402) 

北野裕、小林時正、入江隆彦：北海道ォホーツク海域 

ぐ 、 における底魚類の漁業生物学的研究．同報告書、 

161-168頁、科学技術庁、昭和56年1月（業績C. 

403) 

土門隆、千葉秀子：オホーツク海におけるズワイガニ

の生態に関する研究、同報告書、167- 171頁、科

学技術庁、昭和56年:1. 月（業績C. 404) 

和久井卓哉、伊藤博：ォホーツク海におけるつぶ類の

生物学的特性に関する研究．同報告書、172-175 

頁、科学技術庁、昭和56年 1月（業績C. 405) 

北水研 日 誌 

6 ・ 6 東京水産大学、長谷川彰教授来所。 

6 ・ 7 道釧路支庁長所司栄四郎氏来所。 

6 ・10 水産庁振興部開発課坂本管理官来所。 

く）・11 道釧路支庁水産課加藤税制係長外 2 名来所。 

6 ・H 北光丸第 2 次航海（北西太平洋サケ・マス調

査）出港、遠洋研高木室長外乗船、7 月 5 日

まで。 

・H 探海丸第 3 次航海（ホッケ標識放流調査）出

港、加賀主任研究官乗船、21日まで。 

6 ・21 探海丸第 4 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、 

7月21日まで。 

1・ 8 水産庁研究部森川研究課長来所。 

7 ・22 茨城県議会農林水産委員10名来所。 

1・24 北光丸第 3 次航海（第1次浮魚資源調査）出

港、和田技官乗船、31日まで。 

1・26 在外公館広報担当現地職員ー行来所。 （在タ 

ィ大使館ウボル・ウトング嬢外 8名） 

1・28 太平洋炭砿株式会社矢野取締役次長外39名幹  

部研修のため来所。 

7 ・30 中国科学院海洋研究所任国忠、費修梗両副研

究員来所。31日まで。 

7 ・引 米国UJ NR研究者マコーミック氏来所。 

8 ・ 8 北海道さけ・ますふ化場石田昭夫室長来所。 

8 ・招 北海道電力株式会社道東支店次長紺野功一氏

関口光永氏来所。 

B ・16 探海丸第 5 次航海（オホーツク海力ニ資源調 

査）出港、土門主任研究官乗船、30日まで。 

8 ・21 北光丸第 4 次航海（第 2 次浮魚資源調査）出 

港、北片室長乗船、 9 月 5 日まで。 

8 ・22 水産庁振興部開発課岩本企画官、松永係長、 

松岡係長、道庁水産部三浦主査来所。 

8 ・27 行政管理庁加藤副管理官、水産庁漁政課九鬼 

人事班長、さけ・ますふ化場西野場長来所。 

8 ・28 水産庁真板流通課長、道水産部流通課木村次 

長、道釧路支庁吉田水産課長来所。 

9 ・ 4 北海道大学水産学部練習船おしょろ丸入港、 

藤井船長外教授 3 名、学生59名来所。 

9 ・ 5 道開発局釧路開発建設部長黒木健氏来所。 

9 ・ 8 デンマーク、 ジャーナリスト、ローンニール 

セン水産事情取材のため来所。 

9 ・10 日本栽培漁業協会本間昭郎専務外1名来所。 

9 ・16 東海区水研蒼鷹丸黒肱船長外 3 名来所。 

9 ・26 釧路市美原地区連合町内会会長山谷正雄氏外 

36名来所。 

9 271東北水研林企画連絡室長、水産庁研究部藤谷

参事官、小金沢研究管理官来所。 

9 ・刀 探海丸第 6 次航海（太平洋、根室海峡海洋調

査）出港、藤井主任研究官乗船、10月21日ま

で。 

9 ・29 北光丸第 5 次航海（第 3 次浮魚資源調査）出

港、和田技官乗船、10月 8 日まで。 

10・ 3 東海区水研資源部川上主任研究官来所。 

10・7 東海区水研田中冷凍研究室長、シンガポール

原産局陳有能氏来所。 

10・ 7 西日本栽培漁業公社屋代氏来所。 

10・23 北光丸第 6 次航海（サンマ産卵調査）出港、 

東北水研林技官外乗船、11月13日まで。 

10・23 アラスカ大学教授 S SC副委員長DRドン・

ローゼンバーグ氏、同委員ジョン・P・ドイ

ル氏、大日本水産会アンカレッジ駐在員柏木

完之氏外 6 名来所。 

10・27 留萌市議会議員横山巌氏外 9 名来所。 

10・28 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター事

務主任海原文夫氏外1名来所。 

10・29 釧路市東消防署員 2 名来所。 

10・29 釧路市教育委員会、市民大学一行20名来所。 

10・29 探海丸第 7次航海（一般修繕工事、於函館市 

・ 11 
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函東工業眠）出港、11月18日まで。 

11 5 海洋水産開発センター藤村理事長、高橋総務

課長外1名来所。 

11・ 7 道水産資源保護参事高橋日出彦氏来所。 

H・26 北光丸第 7 次航海（海洋調査）出港、藤井主

任研究官乗船、12月16日まで。 

n・ 1 釧路町立仙鳳跳小中学校PTA一行17名来所。 

12・ 2 遠洋水研資源部伊藤準室長来所。 

12・ 9 北海道栽培漁業振興公社遠藤一夫氏来所。 

12・16 但州丸（香住水産高校）乗組の教官、生徒11 

名来所。 

12・18 道立稚内水産試験場近藤平八科長来所。 

S. 56 

1・ 5 道釧路支庁水産課長来所。 

1 ・ 6 道立釧路水産試験場小島漁業資源部長外 2名 

来所。 

1・ 7 釧路市水産部長高木謙吾氏外 5 名来所。 

1・ 9 水産庁研究課滝沢管理係長来所。 

1・21 北海道さけ・ますふ化場丹羽昭彦場長外1名

来所。 

1・21 水産庁北海道漁業調整事務所漁業監督指導官

梅津尚武氏来所。 

1・22 日本鋼管株式会社斉藤政義部長外1名来所。 

1・24 北海道開発局中谷文義調査官来所。 

1 ・26 北光丸第 8 次航海（サンマ産卵調査）出港、 

東北水研担当官乗船、 2 月26日まで。 

1・26 探海丸第 8 次航海（スケトウダラ加入量調査） 

出港、好井主任研究官乗船、 2 月 9 日まで。 

（阿部 記） 

◇人 事 異 動◇ 

昭和弱年 2 月 1日付 

（北水研増殖部） 	農林水産技官 中西 孝 

命 日水研浅海開発部勤務 

回回回回編集後 記 

私たちが釧路に移転してきて、 4 度目の冬を迎えて

いる。道東特有のすっきりした晴天が連日つづき、雪

は殆んどなく、最低気温は115。～117。といっても、そ

れは夜半から明け方のことであって、日中は寒いと感

ずる日は左程多くない。 

かえって、日本海側の今年の豪雪になやまされてい

る方々に深い同情を寄せている次第。 

illカイリでゆれ動いた北海道の漁業も、今はそれ、 

りに落着いてきた感じがするが、これからの漁業の在

り方が問題であって、漁業界もその方向づけに模索を

はじめているようである。 

ー方研究部門では、昭和44年に設定された段階目標

をふりかえり、これから数年後の漁業事情の動向の変

化を予測しつつ、これに対応した研究の長中期的研究

課題を新にどう設定するかが、全水研で目下討議され

ている。 

しかしながら、漁業の今後の重要問題として、漁業

の後継者の不足問題が上げられているのと同様、研究

陣の高令化問題と、研究の過去の蓄積を生かし、独創的

にまた野生的に研究の発展をになうべき中堅、若手研

究陣の補充の少なさは、研究目標を如何に立派に作っ

ても、その実践の段階で極めて不安があることを感ぜ

ずにはいられない。 

昭和55 -56年度の、北水研の図書出版委員会のメり、、 

1・26 
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バーが、次のようになったのでこ、に紹介する。 	、ー, 

委員長 	飯塚 	篤（企画連絡室） 

信一 入江 隆彦（資 源 部） 

守 横山 雅仁（増 殖 部） 

北野 清光（海 洋 部） 

増田 英治（庶 務 課） 

信男 長沢 聖子（図 書 室） 

清始 

良史 

哲哉 

昭和弱年 4 月 1 日付 

（北水研資源部） 	農林水産技官 金丸 

（北水研資源部） 	農林水産技官 村田 

命 北水研資源部主任研究官 

昭和弱年 7 月比日付 

（北水研北光丸司厨員） 雇 菖田 

任 農林水産技官 

昭和55年12月 1日付 

（北水研探海丸司厨員） 雇 松本 

任 農林水産技官 

昭和弱年1 月16日付 

（北水研北光丸甲板員）農林水産技官 石森 

命 水産庁白萩丸甲板員 

（水工研たか丸甲板員） 農林水産技官 居村 

命 北水研北光丸甲板員 

さ 
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