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難  
荻 島 隆 

近、テレビの天気予報では静止気象衛星「ひまわ

リ」の 3時間毎の赤外画像が写し出され、雲の動きは

手に取るようにわかるようになった。海洋においても、 

人工衛星リモートセンシングによって得られる環境情

報は、広域性・同時性・反復性を備えた面情報である

という利点から、近年、水産分野に応用する試みがな

されている。漁業情報サービスセンターは、昭和57年

度から気象衛星ノアの熱赤外画像を基にした漁海況速

報を試験的に漁業者に放送し、漁業関係者の人工衛星

情報に対する高い評価を得ている。 

北水研では、昭平1:157年 3 月から、気象衛星受画装

置／気象衛星画像解析表示装置（JAA-2N/JCX-5.  

日本無線）を導入し、ノア 6号（昭和58年 6 月からは 

8 号に切替った）および 7号のAPT（自動送画装

置）画像をほぽ毎日、直接受信している。APTは 1 

画素の大きさが地上の約 4 km四方に相当し、HRPT 

（高解像度送画装置）データの約1.1kmに比べ、解像度

は落ちるものの、情報量の少い分、受信設備、解析装

置が小型ですみ、リアルタイムで画像を見ることがで

きる利点がある。 

表紙の写真は、北海道南方海域のAPT熱赤外画像

で、輝度温度の高い順に、赤→黄→緑→青の16段階に

カラー表示したものである。これらの画像から、直接

表面水温の読み取りが可能なわけではないが、相対的

な海面の温度の高低がわかり、前線や渦などの潮境の

識別が可能である。表紙の写真では、北海道南東の親

潮系水は青く、表面水温が低く、また、津軽暖流や黒

潮系北上暖水では黄または赤く、表面水温が高いこと 

" 	 I

ノー ー／‘ 、 黒潮系」ヒ上暖水 
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漁場の位置、点線は画像から判断された潮境の位置 

143 

を示している。 5 月10日以外の画像では、雲の影響と

見られる青い部分が多少あるが、 5 月10日の画像では、 

親潮系水が広く北海道南方海域を覆っており、津軽暖

流域は狭く、4IYN. 144。E付近を中心とする暖水塊

がある。 9 月23日の画像では、津軽暖流が東方に張リ

出し、北海道南西部を覆い、襟裳岬沖で親潮系との間

に顕著な潮境を形成している。また、黒潮系北上暖水

は、 5 月10日に比べ、北上している。10月15日の画像

では、親潮系水が南下しはじめ、釧路南東沖の暖水塊

は親潮域内で孤立化していくように見える。11月 9 日

の画像では、親潮系水はさらに広がりを見せて南下し、 

釧路南東沖の暖水塊ははっきりしなくなっている。ま

た、41。N, 146。E付近を中心とする暖水塊の西側か

ら親潮第一分枝が南下し、親潮第二分枝は暖水塊の沖

合側を回り込んで南西下している。 

9 月23日および10月15日の画像から判断される前線

や渦の位置と、画像の受信日に近い時期の漁場位置 

（図）とを比較して見ると、前線や渦の位置に対応し

てそれぞれの魚種の漁場が形成されていることが強く

示唆される。 

浮魚を対象に漁場を考える場合、漁場の位置は表層

の海況によって左右されると考えられるが、表層現象

は変動の時空間スケールが小さいために、従来の船舶

による観測で得られた環境情報は、漁場位置との関係

を解明するためには不＋分であった。人工衛星熱赤外

画像からは表層の微細な水温分布情報が得られ、漁場

の位置との関係については、現在、急速に解明されつ

つある。 

北水研では、東北水研、東海水研、東京大学および

東北大学と共同で、昭和59年度から 3 ケ年計画の特別 
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研究「東北・道東海域における暖水漁場の短期予測技

術に関する研究」の予算要求をしておリ、漁業の省ェ

ネルギー、効率化を目指し、人工衛星情報から漁場の

短期的予測を行うための基礎的研究を行うことになっ

ている。 

漁場の予測について考えると、短期的予測について

は、海況の短期的変動を予測することで可能となろう

が、中・長期的な予測を行う場合は、資源管理を行う

場合も含め、海況変動の中・長期的予測とともに、対  

象資源の生物学的研究の進展が必要である。これらの

研究面においても人工衛星情報は強力な武器となろう。 

日本周辺海域は雲のかかる場合が多く、赤外域のリ

モートセンシングにおいては、特に夏季に良質の画像

が得にくいという欠点がある。今後、雲に影響されに

くいマイクロ波による表面水温分布や表面塩分分布、 

可視域による水色分布等の把握手法が実用化され、人

工衛星情報を用いた“漁場予報”の実現が期待される。 

（海洋部海洋第一研究室） 

北海道のホタテガイ

増殖に関するメモ 

伊 藤 博 

ホタテガイの増殖事業は成功例として単純には手本

にならない「猿払村におけるホタテガイ資源の回復」 

を契機として今や北海道内の各地で大量の種苗を放流

することにより行われているようである。昭和50年以

降の養殖を除いたホタテガイ漁獲量は飛躍的に増加し

たが（図 1)、このすべてが増殖によるものではなく

猿払などに見られるように天然資源の回復によるもの

も無視できない。こうした天然資源の回復のメカニズ

ムは全く不明であり、手法的にも困難なことなどから

研究はすすんでいないのが現状である。現在のところ

は未だ不明の点が多い地まき放流増殖の方に目標を絞

って研究をすすめておリ、この増殖技術の確立がまず

必要とされている。ホタテガイの増殖においては健苗

をつくる天然採苗・中間育成の技術と放流適地を把握

し害敵生物を駆除した上で適正な放流を行う漁場造

成・放流の技術が重要である。このなかでヒトデなど

の害敵生物を駆除するという考え方は定着しておリ漁

場造成に際しては害敵駆除が実施されているので一応

問題はないと思われ、今後は各地場における放流適地

の正確な把握とそこに見合った適正な種苗放流密度の

決定などが必要である。また健苗づくリに関しても養

殖と同様に地まき放流用の種苗についても大変重要視

されている。しかしこの健苗性については具体的な知

見はなく定義も漠然としていて、高い生残率と生産性

が期待される伸び伸びと育てた種苗ということくらい

になっている。健苗性とは何かということは大変重要

な問題であるがここではさておいて、とにかく増殖に

おいても健苗は必要であリ、やみくもに単に大量の種

苗を大規模に蒔きさえすればいいというものではない

ことが真剣に考えられてきつつある。しかしながら健

苗性について一歩先んじて体験している養殖専業地区

においては健苗による養殖を実践するために増殖用種

苗の生産を制限しておリ、大量の放流種苗を生産でき  

るところは限られてきているのが現状である。またひ

とたび養殖貝の大量へい死などが起これば真っ先に放

流用種苗が減産され種苗不足が起こることになる。こ

うしたことなどから放流種苗のコスト低減と安定的な

大量確保を目的として北海道内の各地で外海採苗が行

われている。図1に示したように渡島・胆振の噴火湾

や網走のサロマ湖などの養殖地区では販売種苗数の減

少や変動が見られており、これを補完するような形で

留萌や宗谷などで外海採苗された種苗が販売されてい

る。従ってこうしたことからも、今や放流事業にとっ

て外海採苗は不可欠のものとなっておリ、種苗の確保

やコストの面だけでなく健苗をつくるためにも外海採

苗は大変に重要な技術となっている。しかしこの外海 
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伊 藤 

採苗はその名の通リ海況が安定している内湾域に比べ

非常に諸条件が変化しやすい外海域において行われる

天然採苗であるため年変動が大変に大きい。この不利 

な条件をいかにして克服するかというところに外海採

苗技術の到達目標があり従って当然非常に難度の高い

技術である。 

ホタテガイの外海採苗は大変に難しい技術であると

ともにその浮遊幼生が産出されてから採苗器に付着す

るまでに約40日間にもわたリ浮遊生活をすることから、 

その浮遊移動距離や範囲は相当大きく広いと考えられ

広域調査の必要性が認識されつつある。こうしたこと

から例えば現場の水産業普及指導所が中心となって自

主的に開催し今年で6回目を迎えた「道東道北ホタテ

ガイ増殖技術検討会」においては宗谷支庁管内から釧

路あるいは十勝支庁管内までの海岸線総延長1120kmの

広範囲にわたる現場担当者が一堂に会し外海採苗技術

の問題を中心としてホタテガイ増殖について討議を行

っている。ホタテガイの外海採苗は大型増殖団地パイ

ロット事業の推進により北海道内の各地で事業として

実施されたこともあって、現在のような外海採苗によ

る種苗生産体制ができたと思われるが、すべての地区

において外海採苗が可能となったのではなく諸条件に

よリ不適地と判明した地区もある。従って外海採苗の

安定性が高いところが企業規模での事業を継続してい

て、不適地では中止しつつあリ、近い将来に外海採苗

を行い得る地域と行えない地域が実態として明確に決

定してくるものと思われる。 

北海道のオホーツク海沿岸域は大規模なホタテガイ

漁場が形成されていることなどから根室や釧路の海域

よリも比較的外海採苗には有利と思われ、比較的良好

な採苗実績をあげてきたようである。しかし昭和58年

は採苗器（袋・コレクタ ）あたりの付着数が全般に

少なく、実績としては減少しなかったものの期待数に

達しなかった地区のほかに、極端に付着が悪く実績が

大幅に減少した地区もあるという状況であった。この

原因については不明であリ、あらためて外海採苗のむ

ずかしさが再認識されたのである。いま現場において

考えられている外海採苗における問題点は①採苗対象

の浮遊幼生がどこの産卵母貝集団に由来しているのか、 

②採苗対象の浮遊幼生がどのような分布・挙動をして

いるのか、③付着初期から採苗器取り上げ分散時まで’ 

の間に稚貝がどのように脱落・減耗するのかというこ

とが主なものである。これらについて明らかにし も

合理的に採苗を行いたいと考えている訳である。また

これらについて調査しながらも、いかに沢山採苗する

かということを当面の 重要ポイントとしてそこに重

点をおいた調査および事業をすすめている地域もあり、 

地域によって諸事情が異なるためすべてが同一のレべ

ルで調査を行うという訳にはいかないのが現状のよう  

である。 終的な目的としては沢山のホタテガィ種苗

を採ることであり目的は同一であることから、現在は

地域によリ当面のすすめ方が若干異っている点もある

が、近い将来には同ーレベルでの足並みをそろえたー 

斉調査を全道的な規模で行えるものと希望している。 

（魚介類研究室） 

従来型のかご(10段） 

標津かご 

(15段） 

ホタテガイの中間育成に使用される 

従来型のかごと新開発の「標津かこ’’」 

北海道東部の根室海峡に面する標津においては過去

からホタテガイ漁場があり、昭和36年頃からすでに種

苗放流による増殖事業が小規模ながら行われていた。 

その後、昭和51年から大規模な地まき放流や外海採苗

の事業が開始されたことなどにより 近ではホタテガ

イの着実な増産がみられ、増殖効果があがっている。 

このように根室海域の12％の海岸線（42km）をもつ標

津町は道東海域におけるホタテガイ増殖の先進地とな

っている。ここには標津漁業協同組合があり従来から

さけ定置網漁業が基幹漁業であることから、さけ‘ま

すのふ化放流事業が盛んに行われ増殖事業への理解度

が高いところである。ホタテガイはさけ・ますに次ぐ

増殖対象種として位置づけられ大規模に事業が推進さ

れている。この海域は毎年流氷が到来するなど特有の

海洋条件をもつため、標津漁業協同組合はホタテガイ

増殖事業をすすめるなかでこの海況などに対応した独

自の技術をいくつか開発している。このため今回はこ

こで開発された改良型中間育成施設などについて紹介

してみたい。 

標津かご（しべつかご） 

この 「標津かご」は標津漁業協同組合がホタテガイ

中間育成事業をすすめるなかで昭和57年に開発した新

しい形式の育成かごであり、稚貝分散作業の簡略化と 

標津におけるホタテガイ 

中間育成施設等の改良について 
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匡に●のホ●テ”イ中闘”呪”脱 

叫‘ト“:1ヤめホクテガイ中聞”鳴●” 

ホタテガイ中問育成施設の従来形式と 

標津で開発された改良形式の概略図 

中間育成の効率化を目的として作られたものである。 

同漁協においては従来からパールネットや10段かご 

（写真左）を使用し現在も相当の数量を使用している

が、これらを使用する場合稚貝の出し入れ時にその開

口部を開閉する作業、つまり膝（かが）ってある糸や

針金をほどいたリ再び騰ったリする作業は相当な作業

時間の浪費になっている。ある一定期間内に大量の稚

貝を処理する分散時や放流時においては効率的に作業

をすすめ作業時間の短縮をはかることが必須であり、 

また「生きている」稚貝の活力低下を防止し健苗をつ

くるためにも大変重要なことである。これらのことか

ら稚貝の出し入れの際に開口部を糸や針金で騰る必要

のない形式の育成かごを新たに開発したわけである 

（写真右）。つまり、円形枠と袋網から成る 1個（段） 

ずつの「ユニットかご」を順次に先絞りにより合計15個 

（段）を連結させ 3 本の縦綱で固定して15段かごとし

たものである。このかごの連結部分は開口部にもなっ

ていて、かごを垂下するとその自重により自然に開口

部が閉じるようになっている。こうした形式のため15 

段という基本型にこだわることなく必要によリ任意の

段数のかごが随意に簡単に作れるという長所も持って

いる。また従来型の10段かごに比べ段と段の間隔、つ

まリ段の幅が10cmから 7 cmへ狭められていて、単位長

さ当りの段数が 4 割多くなるため立体的に効率的な中

間育成が可能となるようにも考慮されている。 

標津改良型中間育成施設 

この「標津改良型中間育成施設」も標津漁業協同組

合がホタテガイ中間育成事業をすすめるなかで昭和57 

年に開発した新しい形式の育成施設であり、中間育成  

の効率化と施設の保全を目的として作られたものであ

る。従来の形式は中間育成に一般的に使用されている

はえなわ方式による垂下施設であリ、同漁協でも過去

に使用していた（図上）。この根室海域はオホーツク

海域と同様に冬期間に大量の流氷が到来し漁業に大き

な影響を及ぽすため、ホタテガイ中間育成においても

越冬育成の際に施設の保全策を事前に講じている。つ

まリ従来型の育成施設では越冬直前に施設を流氷が届

かない水深まで沈下させる作業を毎年行ってきた。こ

の沈下作業には大量の土俵と労力を必要とし、さらに

この土俵は毎度使い棄てとなっておリ大変に不経済で

もあった。また分散時に育成かごを垂下する作業にお

いても手順が繁雑であリ、労力と時間を浪費していた。 

これらの短所を解決するために、標津において行われ

ているタコ箱漁法を参考として底はえなわ方式で「底

層浮き型」の施設が開発された（図下）。この新しい

形式の標津改良型中間育成施設は 初から海底に沈設

されていて海面への浮上物がないため流氷対策の沈下

作業が不要であり、また周年にわたって設置しておい

ても船舶の航行などにはまったく障害とならないとい

う長所もある。さらに分散時の育成かごの「底層浮か

せ」作業においても手順が極めて簡単であリ作業が効

率的にすすめられている。 

現在では同漁協のホタテガイ中間育成事業はすべて

新開発の標津改良型中間育成施設を使用して行ってお

リ、同じく新開発の標津かごを使用してホタテガイ種

苗の大量生産を円滑にすすめている。（魚介類研究室） 

根室海域における 

ホタテガイ外海採苗の現況 

伊 藤 博

全国におけるホタテガイの生産量は昭和56年に15万

トンを越え、400億円産業にまで発展した。こうした

ホタテガイ生産の伸びは昭和50年頃までの養殖の発達

とそれ以降の増殖その他の生産増加によるものである。 

ホタテガイは天然採苗から出荷までの全過程を垂下育

成管理する養殖と中間育成した種苗を造成漁場へ地ま

き放流する増殖との増養殖および天然の資源によリ生

産されている。このうち養殖は主に内湾域において行

われているが、このような養殖に適した海域では他種

漁業との関係などから利用可能な海面は現在までにほ

ぽ利用し尽されているため、現在の養殖生産量は上限

値に近く今後の伸びは少ないものと思われる。また、 

天然資源については年変動があり安定生産にはつなが

らない。従って、今後の生産増加と安定生産を担うの

は地まき放流による漁場造成つまり増殖と考えられる。 
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図~ 根室海域の調査定点O982年） 

近までの増殖による生産増はホタテガィ増殖に も

良い条件を有する過去におけるホタテガイの 優良漁

場を対象として地まき放流事業を実施して得られたも

のと考えられるが、今後一層生産を増加させるには現

在は荒廃していても過去においてホタテガイの生産漁

場となっていたところなどで増殖可能な海域を開発す

ることが必要となるであろう。しかしながら地まき放

流による増殖事業はある一定規模以上の造成海域と放

流種苗量が必要であリ、さらに増殖で十分に利益を上

げることが可能な経済性と技術が必須となるため、ホ

タテガイが生息可能なところであればどこでも増殖が

出来るという訳ではなく、今後の増殖対象海域はおの

ずから決まると思われる。さてここで述べる根室海域

は昭和50年代になってから大規模なホタテガィ増殖事 

業をすすめているところであリ、過去においてホタテ

ガイ漁場となっていたところであるが北海道オホーツ

ク海沿岸域のホタテガイ漁場のように生産性が高くは

なく、むしろ基礎生産量が低いことからホタテガィ増

殖事業は採算ラインすれすれのところにあると考えら

れたところである。このように厳しい条件下での事業

実施にあたっては経済性と技術の向上が必須とされ、 

とリわけ技術については高度で徴密なものが必要とさ

れているわけである。こうした背景のもとにこの海域

においてホタテガイの外海採苗事業も取リ組まれ多く

の失敗を経て昭和57. 58年の 2 ケ年間にわたリ安定し

た外海採苗実績をあげたので今回概要を紹介してみた 

' so  

まず、根室海域は北海道の東部にあり、自然のまま

の秘境知床半島東岸にある漁業のまち羅臼（らうす） 

町、今や観光名所となった回帰したサケを目のあたリ

に見れる薫別（くんべつ）川のある標津（しべつ）町、 

ホソカイエビや西別（にしべつ）川のアキアジがとれ

る日本一広いミルクランド別海（べっかい）町、北方

領土が目と鼻の先でハナサキガニがおいしい根室市が

面しておリ、海岸線の総延長は347km である。海はオ

ホーツク海につながる根室海峡と根室湾および太平洋

があリ、またト ドワラのある野付湾、野鳥など動植物

の楽園の風蓮湖および隣リの温根沼という汽水域もあ

リ地理的にも大変おもしろいところである（図 1). 

しかしながら、目の前には国後（くなしリ）島などの

北方領土の島々がある大変厳しい「国境」の海でもあ

リ、今回の調査においても根室海峡では海の半分につ

いてしか調べることはできず、大変もどかしい思いを

している。ホタテガイ漁場は根室海峡の標津沖と別海

沖にあリ、この 2 ケ所で地まき放流増殖事業が行われ

ている。この漁場には北海道内の噴火湾海域などから

購入した種苗を放流してきたが、昭和52年に噴火湾海 

採苗袋からの稚貝の取り出しと選別作業 

育成かこ’(10段かご）への収容作業 

根室海域（根海共29号、野付地区）におけるホタテガイ稚貝の分散作業 
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図 2 ホタテガイの生産量と価格の推移 

域で養殖ホタテガイに大量へい死が発生したことから

昭平053年には種苗不足が起こり、また同時に健苗性が

重要視されるようになった。こうしたことから、従来

から小規模なあるいは企業化をめざした外海採苗試験

を行ってきたこの海域で企業規模の外海採苗が昭和53 

年に羅臼地区で、昭和54年に標津地区、昭和55年に野

付地区で開始された。昭和54年までは採苗袋（コレク

ター）あたり平均して数10 -400個体が付着し年変動

も見られたが、昭和55. 56年の 2年間は海域全体で採 

図 3 根室海峡におけるホタテガイ外海採苗の推移 

苗が不振に終わリ事業の継続が危ぶまれた（図 3)0 

そこで昭和56年度末の昭和57年 3 月にホタテガィ増殖

事業に関係する漁協、市町、水産技術普及指導所、釧

路水産試験場および北水研による全体での採苗検討会 

を初めて開催し、従来各部所に蓄積していた調査資料

を持ち寄リ検討を行った。その結果としてこの海域に

おける関係全機関の共同によるホタテガィ外海採苗に

関するー斉調査の必要性が共通の認識となリ、系統的

に統制のとれた体制を自主的に作るなかでこのー斉調

査を実施した。調査範囲は羅臼町合泊（あいどまリ） 

から根室市落石（おちいし）までで、そこに総計28定

点を設けて昭和57年 4 月～ 7 月の 4 ケ月間に毎週 1回

ないし 2 回一斉に調査した。 

その結果の詳細については報告書Dを参照していた

だきたいが、この調査によリこの海域の海洋構造とホ

タテガイの産卵生態および浮遊幼生分布との関係につ

いて概略的に理解することが可能となリ、また採苗実

績も過去に例のない大きな成果をあげた。とくに標津

地区では地場放流用の種苗をすべて地場採苗分で賄っ

たほかに他地区へ種苗の供給を行ったほどであった。 

これは昭和57年が海況的にも良好な条件にあリ浮遊幼

生数も多かったことにもよるが、この海域全体をカノぐ 

ーした一斉調査体制によるリアルタイムの相互情報交

換と逐一の浮遊幼生の挙動推定とさらに追跡がこの大

成功の大きな要因であると言える。なお採苗数は羅臼

地区では 2 億粒、標津地区では 1億 7千万粒、野付地

区では 1千 6百万粒であり、このなかから選別して中

間育成を行い放流種苗を生産した。 

また、昭和58年も同様の体制によリー斉調査を実施

した。本年は昭和57年に比べ浮遊幼生が少なく採苗器

投入時期における海況も複雑となリ採苗が危ぶまれた

が、調査体制の確立と精度の向上により昭和57年の実

績までには至らなかったものの予定採苗数を採苗し、 

安定した採苗実績をあげた。つまリ採苗数は羅臼地区

で6千万粒、標津地区で8千 6百万粒、野付地区で 3 

千 7百万粒だった。 

なお、前述のようにこの海域においてはホタテガイ

の大量種苗地まき放流による増殖事業が行われている

が、昭和58年には約5000トンの漁獲をあげるに至って

おリ、今後ー層の増産が期待されている。この海域の

ホタテガイ漁業は昭和40年代までは天然の大量発生群

を中心に利用してきたため年変動が大きく不安定なも

のであったが、増殖事業によリ昭和40年代天然資源水

準を上回る生産を今やあげるようになった。この増殖

事業には大量の種苗が必要であり、かつ健苗でなけれ

ばならない。しかし、北海道全体としての種苗供給体

制は系統的なものはなく、また養殖許容量の設定など

により養殖地域では「殺さない養殖ホタテづく リ」 の

ために当然のことである地まき放流へ供給する種苗の 
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生産を制限するところもあり、放流種苗の供給事情は

不安定なままであるとともに健苗育成にも限界がある

のが実情である。こうしたことから、この根室海域は

海況変動が大きく外海採苗には不利であるという試験

研究機関側の統一見解がありながらも、このリスクを

犯してまでも強いて外海採苗事業を積極的にすすめる

ようになったとも言える。つまリ、健苗の大量確保の

ためには地場における中間育成以外にはないという情

勢にあリ、そのためには地場採苗も必要なのである。 

ホタテガイの価格は全国平均で昭平056年には260円ノkg 

であり、物価上昇率と比べ上昇しておらず、根室海域

においては過去に天然貝を漁獲していた頃と比べると

近は増殖貝であるため逆に価格が下がっており、昭

手ロ57年は標津で290円ノkg、野付で260円ノkgであった 

（図 2)。こうしたことから、ホタテガイ増殖において

も生産コストをいかに低減させるかということが今後

の課題である。つまり今後は出来る限り「少なく」 

「安く」蒔いて「沢山」獲る技術を開発する必要があ

る。少なく蒔くためには高い生残率が期待できる健苗

が必要であリ、安くするためには少なく蒔くことと地

場採苗、地場中間育成などによリ種苗コストを下げる

ことが必要である。地場採苗、地場中間育成が可能で

あれば健苗が安く出来ることになり増殖事業にとって

大変有利であるが、実際には各地場における海況、地

理・地形的な問題や他種漁業との関係などからこうし

たことは出来ない場合の方が多いと思われる。従って、 

ホタテガイの採苗は年によりまた地域によっても変動

することもあリ、全道的な規模での種苗供給の安定化

も重要なことと思われる。ホタテガイ増殖の発展のた

めには少なく、安く蒔いて、沢山獲るための様々な手

段や技術などのノウハウをいかにして開発してゆくか

が非常に重要になると思われる。 

（魚介類研究室） 

文 献 

1）根室管内ホタテガィ採苗検討会（1983)I 昭平057 

年度根室海域におけるホタテガィ外海採苗事業

安定化のための基礎調査報告書． 1一 58. 

伊 藤 博八戻 

北海道東部の根室支庁管内にある風蓮湖は根室市と

別海町にまたがって位置しておリ、野生の動植物の宝

庫といわれ野付風蓮道立自然公園の一部として有名で

ある。その面積は52knf で北海道内ではサロマ湖、ノト

ロ湖に次いで3番目に大きなかん水湖であり、淡水湖

も含めると道内で6番目、全国で15番目の広さを持っ  

ている。 大深度はulrnと浅く溶が発達していて、そ

れ以外は浅い潟になっている。こうした地形のためか

水産上もあまり開発の手が入ってなくて自然のままの

漁場が形成されている。また湖内で行われている漁業

について自体あまり知られていないのではないかと考

えられるのでおおまかに紹介してみたい。 

この風蓮湖は根室市にある根室湾中部漁業協同組合

と別海町にある別海漁業協同組合の 2つの漁協が漁場

として利用している。両漁協ともに外海である根室湾

とこの湖を漁場にしているが、漁獲統計上は湖内と外

海との区別はむずかしく資料もあまリない。ところが、 

ここ数年間にわたり風蓮湖内の調査にも関係している

ことから、主として湖内の北部水域についての若干の

漁獲資料を別海漁業協同組合の協力により集収するこ

とができた。それによると主な漁獲対象魚種は、魚類

ではチカ、ワカサギ、サケ、カレイ、キュウリウオ、 

ニシン、マス、コマイ、シラウオ、二枚貝類ではシジ

ミ、アサリ、オオノガイ、その他ではツブ（ヒメエゾ

ボラ）といったものである。漁獲量は 近の 5年間の

平均値で、魚類は129トンでチカ64トンとワカサギ33 

トンで大部分を占める。二枚貝類は120トンでシジミ 

104トンが大部分を占める（写真）。このシジミは風蓮 

風蓮湖の位置とそのなかの北部水域（点描部分） 

川の河口周辺で主に漁獲され大型貝が多く味も良いが、 

消費者の皆さんは小型で小奇麗なシジミを好むと思わ 

れ、この風蓮湖産シジミのうち老齢貝などで殻皮のー 

部が取れて白く見えるものは売リ物にならず漁家の悩

みとなっている。 

ニシンは量的には多くはないが、キュウリウオやコ 

マイのような低価格魚と違いワカサギと同程度の単価

であり重要魚種である。また昭和57年から日栽協厚岸 

事業場で生産したニシン種苗をこの湖内で中間育成し

放流することを継続しておリ、現地においてはその放

流効果があがることを期待している（写真）。 

風蓮湖は従来からあまり開発事業が行われていない

が、 近では漁協の単独事業などで増殖の試みがなさ

れている。例えば別海漁業協同組合ではアサリ、シジ

ミ漁場の耕うんや移殖放流などを行っている。また、 

かん水湖とは言っても風蓮川のように大きな河川が流 

18一 



入しているためかなリの低塩分環境にあるが、それに

もかかわらずここにはコンブが自生している。このた

め同漁協では外海で大量に発生する稚ウニを湖内でこ

のコンブを餌料として中間育成したリ、またはコンブ

の自生水域へ放流したリしている。その結果、中間育

成が可能であることや放流ウニが生残リ生殖巣も成熟

してくることが確認されている。湖内の塩分では従来

の知見によると生存が不可能と思われていただけに、 

規模は限られているもののウニ増殖の可能性が認めら

れたことは風蓮湖におけるトピックである。 

（魚介類研究室） 

ジョレンによるシジミ漁 

風蓮湖のニシン中問育成 

（日栽協・別海町・別海漁協） 

ースケトウダラ標識放流の経験から― 

和 田 哲 史 

10年ー昔と言われますが早いもので、但州丸が水産

庁の用船調査船として、北水研担当の底魚資源調査に

従事するようになってから10年になリました。この間、 

初の1974年には第一次オイルショックの影響による

燃油制限のため調査途中で帰港命令を受けたことなど

の懐しい思い出が去来します。就中、当時花形漁業と

いわれた北転船漁業に対応しての、カムチャッカ周辺

中心の北洋海域調査から、200海里時代に伴う近海へ

の撤退、北水研の釧路移転、そして、わが但州丸も 

300トンから450トンの近代船に生まれ変るなど、様々

なことがあリました。調査内容や調査方法もそれなリ

に変化がみられます。 

ところが何が変っても唯一つ変らないのが、調査主

対象がスケトウダラであること、そしてこの助宗を釣

っての標識放流調査を営々と続けて来たことでしょう。 

放流供試魚確保の手段として現在の手釣リ（ハイカラ

釣リ）に落ち着くまでには、 トロール漁獲物を使って

の失敗、然しトロールで何とかならないかと、竹枠生

け費をコッドエンドに連結してみたリ、調査員の方法

と試行錯誤してきたのがつい昨日のことのように思わ

れます。こうして実施してきたスケトウダラ標識放流

数も46,000尾を数え、その再補データは本種の資源・

生態研究に貴重な情報を与えていると聞いています。 

誠に調査船冥利に尽きるよろこびであり、こうした成

果がまた乗組員一同が今後の調査活動に一層精進でき

る糧になるのだとも思っておリます。 

以下に、この業務に関する但州丸の拙ない経験的方

法が、関係者の参考の一助になればと考え、貴重な紙

面をお借リして紹介することにしました。 

釣獲から放流までの体制と装備について 

乗組員数19名、 2 ワッチ制（ 0 -12---24時）で通常

の調査業務は各 6名（航海士1、甲板部員 4 、機関部

員 1名構成）で対応し、標識放流の場合は 5 名が釣獲

専門、 1名は標識票の準備と記録係となる。放流作業

には無線局長（標識の装着）と調査員（測定と放流） 

風 蓮 湖 （槍昔 I ヤリムカシより望む） 
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写真左から 釣獲作業と 、集魚樋ク ならびに

自動的に集魚されたスケトウダ

ラの標識・放流作業風景と ’放

流用樋％ 

が専任、機関士と司厨員が諸々の作業補助を務める。 

船長は終始魚探反応と釣獲状況を見ながら、魚群層の

指示や魚群探索の任に当るが釣獲にも加わる。 

漁獲は右舷で行う。釣獲魚の自動集魚と活度維持を

目的とした内径 4 インチの鉛ビ製パィプの“集魚樋“ 

が、右舷ブルワーク内側に、船の中心付近に当る放流

場所の水槽を挟んで取付けてある。樋には所どころに

魚の投入口が開けられ通水するので、釣獲魚はその場

所から次々に水槽に集まる。舷が高く放流時のショッ

クが大きいことを考え、同上の樋を海面まで斜めに吊

り下げ滑リ台式にしてショックの軽減を図っている。 

漁具について 

釣リ具の仕様は図の通リで、はじめは個々人の思惑

で仕立てに相違もみられたが間もなく画一化した。市

販の既製釣り具での 大の障害は、枝糸が長過ぎてよ

く絡み合うこと。撚りがかかって幹糸に巻き付くこと

だった。釣獲経験を通して枝糸が少々短くなっても釣

獲率に左程影響しなかったことから、枝糸の長さを必

要 小限度に縮め操業仕易くしたのが大きな改良点で

ある。釣リ糸は、鶏毛擬餌鈎と鶏毛にビニール製タコ

を被せた 2 通リを使用したが、前者の方が効率が良か

った。通常はサバ用14号鈎を使用しているが、魚体に

合った大きさのものがよいのは当然である。沈子は、 

軽いほど操業が楽だが漁具成りを考えると重い方が良

い。しかし労力との関係で既製品の900g丁（250勿）位

のものが限度と思われる。道糸には、適当な間隔でサ

ルカンを付けておくと、釣獲層のコントロールに便利

であリ撚リ取リにも役立つ。 

釣り具の揚げ降しは操業条件を広くするために、道

具を使わず素手で行っている。その方が作業効率もよ

い。道糸は四角い木枠の糸巻きに、釣り具は図示の収

納枠に整理して各人で管理している。 

魚群の探索について 

海域の特徴や時刻、また魚自身の発育段階や生活の  

諸側面によっても、分布や集群状態が変るでしょうが、 

但州丸の調査は主として 4---6 月で、時期的にはスケ

トウダラの産卵後期から索餌期に当る。これまでの経

験から対象となる魚群は、陸棚から斜面縁辺部にかけ

て多く、次のような観点で探索している。 

海図上からの、急傾斜な陸棚付近、凹凸の多い水深

帯、等深線の曲りくねった水域、また、陸棚外での表

中層に何がしかの魚群が認められたら、その魚群層の

水深になるまで陸棚に向って航走してみる。沖底操業

船の付近などである。 

釣獲層が深いほど労力を要し効率の悪いのは当然で、 

1日1000尾以上の大量放流は、10011】前後以浅層への

浮上群に遭遇した場合である。夜間に集魚灯で3om層 

（刃 
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にまで浮上させ成功したこともあった。 

釣獲時の操船について 

適当な魚群を見つけることが先決であるが、釣獲に

当っては気象・海象の外的条件に見合った船の据え方

も重要な側面であり、次の方法を使いわけている。 

(1） 漂 流 

も多く用いられる方法であるが、凪の好いこと、 

風潮で船の流れる場合移動方向に魚群が連続するなど

が条件になる。風速が5m/sec位以上になると、漁具

成リの関係で困難になるが、①簡単で移動が容易なこ

と、②魚群分布が広い場合により効果的である、③潮

流の強い水域で有効などの特長がある。 

(2） 錨 泊 

トロールウインチのメインワーフp(2,000m）を用

いて予備錨（190kg) をスリップウェィから投揚錨し  

ている。任意の場所に停泊でき、且つワープの長さの

範囲で移動可能で、天候にあまリ左右されず風速10 
rn/sec位までは操業出来る等の利点がある。反面、準

備が大変なこと、潮流が0.5ノット以上では漁具成り

が悪くなり操業出来ない、漁具間のトラブルが多い、 

などの欠点もある。 

(3） シーアンカーの使用 

ィカ釣り漁船でよく用いる方法で、よリ悪天候に強

く、潮流および風による圧流を 小限にくい止められ

るが、準備や揚げ入れに多くの労力と時間を要する。 

魚群の分布範囲の狭い場合は適さない。 

(4） その他 

海況にあわせて船首を波・風に立てる操船は、通常

よく行われることであるが、手釣リでも有効である。 

しかし、多人数でフ）操業は漁具トラブルから難しい。 

（香住高校 但J'Il丸船長） 

中 野 広 

はじめに 

前号において、資源研究における成長のとらえ方に

ついて現在的問題を提起した。その主たる内容は、成 

長を体長や体重等の量的概念だけでなく、生理学、組

織学、生態学等の生物学研究として展開されるべきで

あるということであった。さらに、これら一面的な把

握の原因は、日本の水産学の形成過程、産業形態ある

いは研究体制に由来するとともに、研究者側にも問題

があるのではないかというものであった％ 

本小論は、 2~ 3の論文を参考に、過去、成長につ

いてどのように検討されてきたのかについて私見を述

べ、つづいて、成長を把握する重要性を種苗生産との

関連で考えてみた。 

1，資源研究の中で、成長をどうとらえようとした

のか 

人間の成長は、常に二面を結びつけられながら論じ

られている。第一の面は、いわゆる成長（growth) 

であって、身長、体重、頭囲など計測できる要素の量

的拡大である。これは、現在の資源研究をはじめ水産

研究所で成長をみる場合用いられている方法である。 

第二の面は発達（development) であって、吸う、食

べる、歩くなど計測しがたい要素の質的、機能的拡大

である。この二つの側面は、互いに相補的で密接な関

係があり、これは、体が大きくなれば、運動能力が進

歩するし、酵素の働きが高まるから、細胞や組織の分

裂が盛んになるということからも明らかである。欧米

では、一般に’Growth and Development" という具 

合に、両側面が互いに車の車輪のように切り離せない

ことを現わす意味で、二つのことばを並べて記載する

習慣になっている（日本では、このgrowth and 

development の両方を指して、発育という言葉を使

うことが多い）2）・3)。したがって、当然、この類の研

究は、 growth and development の二面から展開され

ることになる。 

もっとも、私がすでに述べてきたような論議、すな

わち、成長を把える際には常に growth と develop. 

ment両方から行われなければならないということは、 

すでに多くの識者によって語られてきたところである。 

佐藤 4｝は“日本の海洋・漁業生物研究の歴史的過

程とその発展に関する研究クで、過去行われてきた研

究を魚種別、分野別に整理すると共に、漁業生物学の

方法論を展開している。この中で成長について次のよ

うに言及している。 

生物の発達の過程で、生長と発育中は物質の代謝の質

的転換を根拠として統一されるべきものである。 

＊水産をはじめ、生物界で、生長、発育、発達という

用語が相互に混同され、流用されることがある。通常、 

本論で述べたように、形態的にみた大きさや形が成熟

に達するまでの変化を〈成長〉、機能的変化を〈発達〉 

とし、成長、発達を総合した概念として発育という語

が用いられるのが普通である。したがって、ここでい

う発育は、発達を指していると思われる。 

高等動物の生長から発育まで単純な物理的、あるいは

化学的過程として、何かーつの式あるいは曲線であら

わそうとする試みからは、生長の本質や生物生産にお

ける生長の本質的役割はとらえられないだろう。 

種の生活は発育段階および生活年周期の一連の諸段階

によって質的に変化するものである。したがって発育

段階および生活年周期によって質的に区別された種の 

111一 
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生活の一連の諸段階について、普遍的な矛盾が特殊化

していく過程をとらえることによって生物的生産の本

質に迫ることができる。 

川崎 5）は、資源研究の対象について言及したあと、 

その生物学的内容を次のように述べている。 

種の段階別の分布状態から出発して発育段階および

世代交代の変動の法則性を明らかにし、将来の段階別

の分布状態を予知することにある。（中略）分布を研

究する場合の出発点は、発育段階、生活年周期別に魚

が外部条件に対してどのような要求をもっているかを

明らかにすることである。 

花村 6）は、サケ・マスの生長について論じ、生長

の側面のみを切リ離して分析考察するのでは不充分で

あって、生長とは矛盾する関係にある発育とか成熟と

かの生活側面との統一においてとらえる必要があると

述べている。 

このように、生長・発達およびそれらのー側面であ

る発達段階の重要性については、方法論的に、かつ実

際の生態とのかかわリの中で述べられてきた。このこ

とは、生物学的に多角的な視野で成長を把える必要性

を暗黙のうちに語っている。 

しかし、上記に述べたような仮説や経験則が、どの

ように生かされてきたのだろうか。また、これらの仮

説や経験則が、現在まで検証され理論化しようと努力

されてきたのだろうか。 

残念ながら私の知リ得る範囲では、そのことが生か

されているとはいえないと考える中申。 

*＊近藤はこれらに関して次のように述べている。「種

の生活研究」の問題提起がすでにあり、「発育段階・

生活年周期」の概念が常識化しているのに、魚の発育

段階生活年周期を基盤として、「種の問題」に肉薄し

つつ、社会的に要請される諸問題の解明をめざしてい

る研究論文はごくわずかであることも現実である。 

なぜなのか。どうしてこのようなことが検証され得

ないだろうか。 

当然にも、行政対応が先行することや、体制上の問

題がそこに主要な原因として存在することは否定でき

ないかも知れない。しかしただ単にそのことだけに出

来なかった理由を帰してしまうことは無責任な論義に

なるだろう。 

発達段階を例にして検討してみたい。 

川崎 5）は、魚の状態としては、(1）形態の変化、(2) 

生長の速度、(3）胃内容物の質と量、(4）生殖線の状態、 

⑤集団の大きさ、(6）集団の構造等をしらべることが重 

要であるとするとともに環境条件に触れた後、マサバ 

を例として、同時に調べられた魚の状態とを対応させ

ることによって、ある発育段階のものがそのような外

部条件を要求する生理的なメカニズムに迫らねばなら

ないとしている。さらに、このことによって初めて、 

我々は真の意味で発育段階の内容を理解することはで

きると述べている。 

佐藤 4）は、生物的生産過程の矛盾を典型的に内臓

する対象として、まず種の生活様式の特性が、移動 

（集合分散）の面からはじめられているというような

方向で方法論を具体化している＊*＊。 

**＊佐藤は、この論文の中で、生物生産の基本的諸特

性として、栄養、生長、増殖、自己再生産、移動、反

応を挙げ、これらの総体的展開を通じて実現されると

述べている。 

発育段階は、通常、生物の質的相違によって区分さ

れた発育期（渡部・服音ド 7り として定義されている。 

この定義そのものは妥当なものであると思うが、この

質とは何をさすのだろうか。上記の引用したいずれも

が発育段階について注目しているが、発育段階をどう

区分するのか一質の問題ーについては触れていない。 

通常、発育段階区分する場合、一つの目安として形

態的差をもってあらわされている場合が多い。冒頭に

述べたgrowth and developmentの観点からみれば、 

形態的差でもって、それを表現しようというのは不十

分なことであるといえる。また、スキャモンによれば、 

身体と臓器の成長パターンは 4 種に区分できるとい

う 8)。したがって、形態的差による区分でも十分に検

討されるべきものであろう（図 1)0 

200 

図l Scammonの各器官系の発育模型図 

このように発育段階をはじめとして、成長にかかわ

る仮説は提出され論議されているものの、ひとつひと

つ具体化していく方法論や手法論が欠けていたリ、あ

るいはそれらについて、論議の欠落があったといえる

のではないだろうか。GSKの会議報をみても、資源 
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生物的要因（生想的位置・告度） 

そ
一

他
 

研究を貫徹する手法論や方法論についての論議は少な

く、かつ水研共通のものとなっていないように見受け

られる＊*”。だが、すでに伊東 10）は、第16回のGSK 

**“本城はこれに関してすでに次のように述べてい

る。「資源研究及び調査の方法上の問題」 について、 

多獲性浮魚資源研究分野の持つ全課題が包括され、た

とえ現在は未熟であっても、研究の発展を保障し得る、 

その全過程を貫徹する方法的認識を研究者が相互に誘 

導し合うことが何よリも今日必要である。 	今回の 

討議は、この種の研究の条件の分析をするところでは

ない。そのような条件を乗リ越えられる方法的基盤を 

見出さなくてはならない。 	多獲性浮魚資源研究に 

ついて、個々の方法を通じて得られた諸結果や相互間

の問題を直接的に取リ上げ、研究の方法を論じること

が必要である 9)。 

のシンポジウムで、松川の「資源研究の方法論の展開

におけるマンネリ化とは」 との質問に対し、「資料の

収集ならびに解析の方法に改良された面が余リみられ

ないこと、さらに方法論に関する担当者間の討論の不

十分な点など指適したい」 と答えている。 

また、これに関連して、 近、北水研の若手で 

Marine Fish Lavae (ed. R.Lasker) につづき現在、 

The Biology of the Clupeoid Fish (J.H.S.Blaxter and 

J.R.Hunter) を輪読して気づいたことがある。この二

冊の総説は、著者らが自ら仮説をたて、それを検証し

ようとする方向で論議が展開されていることであリ、 

日本人による研究の引用がほとんどといっていい程な

いことである。私達、水研の研究者が論議を展開する

とき、借リ物が多いのとは全く好対照である。これを

研究条件の違いだけだけで済まして良いのだろうか。 

それとも、言葉による違いなのだろうか。 

むしろ、この原因は過去の研究において、定型的な

調査が多く資源調査の設計そのものに仮説がなさすぎ

るのか、あるいは、仮説は多いんだけれど、仮説を検

証するための調査が少なかったのか 12)、それとも、 

資源研究が調査、解釈、調査、解釈というように進ん

できたところによるものなのかなど 13)、私達が、自

から考えなければいけないことが多々あろう。 

2．魚の発育の実態 

生物の発育の実態は、身体を構成する細胞の増殖が

破壊を上回リ、それらが組織一器官系を形成し、さら

に全身を構築する。その際、その方向、順序などを調

節しているのは中枢神経系と内分泌系であリ、発育の

営みの原動力は代謝機能である。そして、こうした発

育のための生理作用に対して、環境等の因子がいろい

ろなタイミングで影響を与えながら成長が進行してい

くといえる 2)。 

したがって、発育を左右する因子は、内的因子と外

的因子に区分することができる 2) （図2).  

図 2 成長・発達の左右する因子の相互関係［諏

訪］2) 

内的因子とは、先天的ないし遺伝的要因のみ規定さ 

れるものであり、理想的条件下で、種の特性にしたが 

ってエネルギーが確実にフローされる機構の形成を指 

す。 

外的因子とは、栄養（餌料量）、感染、生態的地位 // 

等生物的因子、水温、光、放射能、薬剤等の無機的要 

因、あるいは、外的因子を包みこむ因子としての経済 

的因子が存在する。 

それ故に、魚の成長をみる場合、魚の種としての特 

質（内的因子）を正しくつかむと共に、これら内的因 

子が、外的因子によって相対的にどのような影響を受 

けるのか明らかにしていく必要があるだろう事＊申中＊。 

串中中“田中は、「仔稚魚の器官形成に関する研究の現 

状と課題」と題する講演で、内的因子（器官形成～神 

経系をはじめとして）が外的因子（環境）によってど 

のような影響を受けるのか、さらに、これらが生態と 

どのような関係にあるのかを明らかにする必要性を示 

唆している '4)。 

このように述べたとしても、内的因子の把握は困難

なことであるが、何かの標準となりうるデータをつく

らなければ比較できないことも、また事実である。そ

の意味で、魚を飼育し、内的因子を押さえると共に、 

外的因子に対する影響を検討することが重要なことと

なってくる。 

この分野で比較的研究が進んでいるヒトについてみ

ると、ヒトの発育は、受精の段階で遺伝子によって決

められている内的因子と、生態因子による外的要因が

相互に複雑に影響し、発育にバラツキ（個体差）とし

てあらわれる。しかし、そのバラツキのなかにも、お

のずからいくつかの原則が存在する。第一は、発育に 
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は遺伝子にきめられたプログラムに沿って順序よく進

められていること。第二は、発育速度は必ずしも一定

でなく、いくつかの段階にわかれること。当然そこに

は年令的特徴が存在する（図 1)。第 3 は、発育には

決定的時期があリ、この時期に何らかの障害を受ける

と、生涯発育に欠陥を残すことがある。第四は、発育

には方向性があリ、発育は身体の中心に近い方から遠

い方向へ、頭部から尾部方向へ、粗大から精級な方向

へ、個体差の少ない方から個体差の大きい方向など発

育には一定の方向性があること 3)。第五は発育には 

catch up現象（追いつき現象一例えば体重は、健康

不調になると成長が止まるが、体調が回復すると、急

速に増加し、本来の体重曲線のうえに乗るようになる

こと）が存在する 4)。 

魚の場合も、稚魚にトビやチビが出現するなど、発

育の個体差が存在するし、器官形成をはじめとして、 

一定順序で発育することが明らかになっている。しか

しこの反面、魚は変温動物であリ、自然環境に大きく

依存するため、発育速度の段階性や、発育に必要な決

定時期に何らかの障害を受けやすいことなど（例えば 

time of no return など、またこれらの影響を受けた魚

の、天然状態の生存は困難で、 catch up現象はない

だろうと考えられる）、いくつかの点で特徴をもって

いる。これらの特徴は、資源変動の要因のーつでもあ

リ、また、生態的現象を説明するためには重要でもあ

ることから、種ごとに発育を正しく把握することが必

要である。 

魚の発育を正しくつかむことについては、漁獲物が

本当に、その魚の系群の母集団を代表しているのか、 

発育が環境因子にどれだけ左右されているのか、さら

に、私達の経済活動がそれにどのような影響を与えて

いるのか、また、このー方では環境動向の把握が必要

など困難な面がある。したがって、そのためには、魚

を飼育して発育を見た方が生態現象を理解しやすいこ

とが多い。 

すでに、小西 mは、飼育実験と天然状態下におけ

る初期減耗率について、それぞれの長所と弱点にふれ

ながら比較した結果、大巾にくいちがうものではない

ことを示している。また、私達も、シロザケの飼育よ

リ、その発育を内的因子からみているが、それらの結

果から予想される内容は、入江 16）によって展開され

ている降海→沿岸滞留→離岸→回遊という行動と対応

していることが明らかになっている。しかし、この積

極面と共に、飼育魚は天然魚と活力や形態的に異なる

ところもあるという否定的な面も報告されている 17)。 

この否定的面を差し引いても、魚を飼育することによ

リ、成長を正しくとらえ、生態現象を説明するような

データを得ることは大切なことである。したがって、 

私達は、資源研究や成長研究において、飼育の限界を  

ふまえつつ、飼育実験を位置づける必要があろう。 

3‘種苗生産にふれて 

栽培漁業の優等生であるシロザケをはじめとして、 

クルマエビ、ガザミ、マダィ等、35種以上にわたって

種苗生産が行われている。 

これらの種苗生産をーつの柱とする栽培漁業は、常

に経済面から制約される。そこには、放流効果や放流

者と補獲者との関係などと共に、種苗の生産効率、そ

れよリ派生する放流魚の質、サイズ、数などの重要な

科学的に明らかにされなければならない課題が存在す

る。また、ホタテガイの技術劣化や、種苗生産や増養

殖において、病気の多発、異形魚や奇形魚の出現など

現実的課題も多く存在する。これらのことは、成長に

おける内的因子と外的因子との関係であリ、外的因子

の大半を支配する人間の側の問題（＝技術）でもある。 

これら人間の支配による生物生産は、すで1こ家畜生

産においては、数千年の歴史を持っておリ、種苗生産

における諸問題の多くを経験しているところでもある。 

今後の種苗生産の技術を考える上で、参考になると思

うので、豚の生産に関する現状にふれてみたい。 

豚の生産は非常に合理化されておリ、飼育は、完全

に冷暖房完備、空調を配し、しかも光条件も制限し、 

運動をさせないなど、餌料の転換効率が 大に達する

ような形で実施されている。したがって、以前は、生

後 5 ケ月で出荷されていたものが、早いもので3 ケ月

で出荷されているという。この結果、いわゆる肝臓変

性＊“中＊＊や P.S. E豚＊****＊中が多発している。肝 

＊中＊＊申＊肝臓が拠色、くすんだ淡黄色への変色、並び

に肉眼的所見において混濁と水腫性変性する。これら

の中程度のものから重度のものが廃棄。 

*＊事＊＊中申と豚の筋肉が、 Pale （青白く）、 Soft （や

わらかく）、 Exudative （水っぽく）なる現象。 

臓変性についてみれば、北海道上川食肉総合センター 

における過去 3年間で、と豚415,617頭のうち肝臓廃

棄は102,775件（24.7%）に達し、このうち肝臓変性

による廃棄は35,524件（8.55%）にも及んでいる 18)。 

PSE豚は、ストレス感受性の品種に発生率が高いと

されている。これらは、生物の生態を無視した高能率

な生産（経済性を第ー義においた結果）の結果、生物

の適応限界を越えているところ（ホメオスタシスの崩

壊）に起因するものであろう。したがって、これは、 

生産体系が高能率化することによって生じる病気（生

産病）であるといえる。 

私達が家畜での問題を繰リ返さないためには、魚の

生理、生態を把握し、生理耐性をつかむことが必要で

ある。そのためには、すでに述べてきたような形で成

長を課題化する必要があるだろう。 
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まとめにかえて 

私達水研の研究者は、現在二つの危機に直面してい

る。その第一は、乱獲による資源の減少や社会構造の

変化による漁業の位置付けの低下など施策上の問題で

ある。これは現在、管理型漁業として展開されようと

している。第二は、経常研究費をはじめとして、研究

費の実質的削減である。 

これら二つの事項は、かっての水研をめぐる情勢と

は全く異なったものである。前者についていえば、漁

業の位置付けの低下は、当然にも水研の位置付けの低

下につながると共に、乱獲による資源減少を許してき

た背景、いいかえれば資源管理ができなかった背景に

は、水研側もその責任の一担を負わなければいけない

面もあるといえる。管理型漁業がうたわれている現在、 

漁業の実態をふまえつつ、私達の研究成果を、施策的

な提言ができるところまで私達の研究レベルを高める

ことができなければ、ー層水研の位置の低下を導くだ

ろう。また、研究予算の削減は、以前のように、調査、 

解釈という形での展開から、仮説、実験（調査）、検

証という形に進まざるを得ないことを意味している。 

すでに、私達の周リでは、大学での深遠なる基礎研

究や、水産試験場でなされた前浜を中心とした調査研

究等、多くの資料がある。さらに、私達自身も膨大な

研究成果をもっている。しかし、基礎研究がどれだけ

素晴しいものであれ、前浜を中心とした調査研究がす

ぐれていたとしても、それだけでは資源研究は成立し

ないことも事実である。いいかえるならば、大学の研

究は、ひとつひとつは立派でもそれを集めただけでは

栄養にはならないし、前浜の調査研究は、素材は素晴

しくとも、それだけでは食うことができない。すなわ

ち、私達、水研の仕事は、大学での研究をふまえると

共に、前浜での調査研究を説明しうる、まさに幕の内

弁当の形であらわさねばならないようなものであろう。 

幕の内の形で提供した研究成果を、行政側が食べ、そ

してそれは、施策として展開して行くであろう。その

ことを進めるためには、成長についての研究をはじめ

として、研究の方法論それを具体化していく手法論に

ついての絶えざる論議と、共通認識の形成が必要であ

ろうし、それらを保障していく体制をつくっていかね

ばならないだろう ぐ83年GSKシンポジウムのテー 

マ）。 

水産試験場や大学の間で地盤沈下が指摘されて久し

い水研を魅力ある、あるいは発言力の大きいものにす

るためには 20)、上述したように、具体性をも内包す

る水産研究所の水産資源学が必要でなかろうか。 

（増殖部魚介類研究室）  
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新任のご挨拶 

 

環境に関する研究が魚介類の増殖や資源の有効利用

などのために不可欠な分野であるとは言え、水研の

終目標はあくまでも「漁獲物」です。環境側から

魚介類を見るにしても、あまリにも「生きもの」を

知らなさすぎると少々あせっておりました。本格的

に魚や貝のことを勉強する機会があればと願ってい

たことも事実です。「魚」を知リ、魚側から「環境」 

を見られるようになれば、また一回り視野の広い 

「環境研究」ができるようになるのではないか 

そう考えたのが北水研への転勤話に応募した理由の 

ーつです。 

今更自分に魚や貝の仕事ができるだろうか 	転 

勤の話が煮つまるにつれ不安も大きくなってきまし

た。赴任して 4 ケ月がたった今でも不安は残ってい

ます。でも「引き受けたからにはやって見せようじ

ゃないか」。養殖研の三”ネアカ （楽天家？）の一

人と言われた小生、こんな開き直った心情もないわ

けではありません。 

いずれにしても白旗部長の御指導の下、ベテラン

の伊藤 博、理論家の中野 広の御両所に両脇を支

えられ、自分にとっては全く新しい道をともかく歩

み始めたとニろです。件のごとく何分にも駆け出し

のこととて、今後とも皆々様の御指導、御鞭捷を切

にお願い申し上げます。 

後になりました、研究者にとってすばらしい環

境を醸し出し、その中で小生をこれまでに育んで下

さいました養殖研究所の皆様をはじめ、関係各位に

深く御礼申し上げます。（増殖部魚介類研究室長） 

杉 山 元 彦 

「北海道区水産研究所増殖部魚介類研究室長に配

置換えする」。昨年10月 1日付の人事異動に関する

掲示をご覧になられた方の多くは「杉山？ 

Whoつ」とお思いになられたのではないでしょう

か。これまでさしたる業績もなく、従って、知名度

の低い小生のこと、当然のことと存じます。で、と

リあえず、小生の略歴を御紹介致します。昭和48年 

11月、それまで学生として籍を置いていた京都大学

に別れを告げ、当時の京都府水産試験場（現在、京

都府立海洋センター）にPCB分析要員として就職

致しました。ここで約 5年 6 ケ月、沿岸の海洋汚濁

に関する業務を担当するかたわら、ヒオウギやカそ

の養殖に関する研究のお手伝いをしておりました。 

次いで昭和54年 3 月、当時発足したばかリの水産庁

養殖研究所に移らせて頂き、以後、環境管理部の―

員として過して参りました。 

で、小生の履歴を多少とも御存知の方はまた、 

「杉山？ 	Why?」と思われたのではないでしょ 

うか。大学の卒論のテーマに水中の硝酸塩の定量法

を選んで以来、わずかな経験を除いては水質一本槍

で来た小生です。小生自身、当時の上司から北水研 

への転勤話を聞かされた時、思わず「私に 	です 

か？」と問い直した位です。ただ、これまでにも水

研という産業研究機関におりながら魚や貝のことを

ほとんど知らない自分に不安を感じてはおリました。 

研究談話会発足す 

所内外の研究情報の交換や、研究報告・学会発表等

の事前検討、外部からの特別講演、各部、研究室から

の研究問題提起と討議、その他研究に関することを所

員で話し合う場としての研究談話会が、昭干ロ59年1月 

23日に発足した。世話人は企画連絡室長が当分の間行

なうこととなっている。第1回は次の話題提供が行わ

れ、質疑と論議が交された。次回は 3 月か 4 月開催予 

場所】北海道区水産研究所会議室 

議 事 

1．北海道周辺水域における各魚種に関する漁況及び

海況の特徴について 

2．魚種（系統別を含む）の資源評価及び予測 

3.「スケトウダラ新規加入群量調査」の57年度及び 

58年度春季調査並びに58年度冬季調査及び59年度 

春季調査について 

(1） 前年度調査及び今年度春季調査の結果の概要と

問題点 

(2） 今年度冬季調査及び来年度春季調査計画の検討 

4 ．その他 

昭和58年度太平洋イ力類資源評価会議及び第 2回太平 

洋イ力長期漁海況予報会議 

日時】昭和58年 9 月20日 10時～21日 16時 

場所】釧路市商工会館 

議 事 

1一開会、あいさつ 

定。 

  

(1）サケ稚魚の分布回遊 	入江隆彦氏 

(2）研究室長の行政研究に参加して 	杉山元彦氏 

 

会議情報 

 

昭和58年度北海道周辺水域の底魚類の資源評価検討会

議 

日時】昭和58年 8 月31日～ 9 月 1日 
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2．議事運営について 

3．座長選出 

4，議 題 

昭手058年度太平洋イカ類資源評価会議 

1). 200カイリ水域内資源調査経過報告 

2). 57年度スルメイカ、アカイカ資源評価 

3). 漁況予測の方法に関する討議 

4)． リモートセンシングについて 

5)．その他 

昭平1158年度第 2 回太平洋イカ長期漁海況予報会議 

1). 漁海況の現状と予測について 

イ．海況の現状及び予測の提案と論議 

ロ．漁況の現状及び予測の提案と論議 

2)，予報案の作成、検討、採択 

3)．その他 

〔出席機関〕 

函館、釧路、網走、青森、岩手、宮城、福島の各水試 

海洋水産資源開発センター、漁業情報サービスセンタ 

ー、全国いか流網漁協、北海道いか釣漁協、及び日本 

海区・東北区八戸・東海区・北海道区の各水研 

漁業資源研究会議第19回シンポジウム 資源研究―そ 

の将来と現状 

日時】昭和58年10月26日 9時～27日 15時 

場所】釧路市 太平洋スカイランド 

議 事 

1，開会、あいさつ 

2．座長選出および議事運営にてル、て 

3．基調報告（大迫正尚 北水研） 

4．話題提供 

1)．北洋底魚類の資源研究と管理の現状 

佐々木喬（遠水研）加藤 守（同）代講 

2)．スケトウダラ漁業とその資源の利用 

小林時正（北水研） 

3)．討論 橋本良平（東北水研八戸） 

4). 1)-3）の問題点の論議と整理 

5)．瀬戸内海漁業の現状と調査研究 

外間源治（南西水研） 

6)． 日本海フりj 資源の利用実態とその改善 

加藤史彦・渡辺和春（日水研） 

7)．討論 明田定満（水工研） 

8). 5)-.-7）の問題点の論議と整理 

9)．九州西海域におけるマイワシ産卵調査について 

庄島洋一（西水研） 

10)．東北海区における多獲性浮魚類の研究について 

飯塚景記（東北水研） 

11)．討論 鶴田義成（東水研） 

12). 10)~ 11）の問題点の論議と整理 

5．総合討論 

1)．研究の現状と将来に向けての問題提起 

西水研下関、南西水研外海、東水研、水工研 

東北水研八戸より話題提起 

2)．全体討議 

問題点の集約、解決策と見通し、提言 

6. GSK部会 27日 15時より 

参加者数】水試、大学、水研よリ合計46名 

10月25日午後には第64回GSK委員会、同28日午前に 

は58年度GSK総会が行なわれた。 

―刊行物ニュースー 

飯塚 篤】ニシンについての総論‘さいばい，No.20, 

日本栽培漁業協会，昭和56年10月．(B .406) 

村田 守・石井 正・大迫正尚】ツメイカの交接に関

する 2,3の知見． 日本水産学会誌，48(3)，昭和57 

年 3 月．(B .407) 

Araya. H : Fishery, Biology and Stock Assess 

ment of Ommastrephes Bartrami in the North 

Pacific Ocean. 	Memoirs of the National 
Museum Victoria, No.44, 1983. ( B .408) 

Okutani T. and Murata M. : A Review of the 

Biology of the Oceanic Squid Onychoteuthis 

boreali【 aponica. 	Memoirs of the National 
Museum Victoria, No.44, 1983. (B.409) 

Murata M. : Quantitative Assessment of Oceanic 

Spuid by Means of Jigging Surveys. Biological 

Oceanography, Vol.2(2-3-4), 1983. (B.410) 

入江隆彦】ホッケ道北系群でのコホート解析．水産資

源の解析と評価．水産学シリーズ，46．恒星社厚

生閣，昭和58年10月．(B .411) 

三本菅善昭：北海道におけるコンブ漁場造成． 新版， 

つくる漁業．資源協会，昭和58年10月．(B .412) 

白旗総一郎】南米（チリ）におけるサケの放流．遺伝， 

1月号．昭和59年1月．(B.414) 

入江隆彦】釧路沿岸に出現した暖流系の魚 2 種．北水

研ニュース，28，昭和58年 2 月．(C .517) 

小林時正】私の見たアメリカ人とマンチェスターのニ

シン．北水研ニュース，28，昭和 58年 2 月I 

(C .518) 

伊藤 博：根室海峡におけるホタテガイ増殖の現況． 

北水研ニュース，29，昭和58年 8 月．(C .519) 

村田 守】尾鷲沿岸で漁獲される「ゴトウイカ」につ

いて．北水研ニユース，29. 昭和58年 8 月． 

(C .520) 

入江隆彦】十勝沖で獲れた「ミツクリェナガチョウチ

ンアンコウ」 について．北水研ニユース，29，昭

ネ U58年 8 月．(C .521) 

和田時夫：道東沖のマイワシ．北水研ニュース，29, 
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昭和58年 8 月． (C .522) 

中野 広】魚の成長をどのようにみるか．北水研ニュ 

ース，29，昭和58年 8 月． (C .523) 

北海道区水産研究所】昭和58年度ォホーツク海サンマ

漁況検討結果一昭和58年 9 月． (C.525) 

北海道区水産研究所】昭和58年度第 2 回太平洋ィカ長

期漁海況予報．昭和58年 9 月‘ (C .526) 

三本菅善昭】褐藻類の培養と養殖事業への貢献，北大

理学部附属海藻研究施設創立50周年記念公開講演

集並びに日本藻類学会第 7 回シンポジュウム講演

集．昭和58年 9 月． (C .524) 

入江隆彦】日本産サケ稚魚の沿岸域における生態．昭

和58年度秋季水産海洋シンポジュウム講演要旨， 

昭和58年10月． (C .527) 

入江隆彦】根室湾海域の海洋生産力．水産資源増大の

ための海洋生産力の有効利用に関する調査．科学

技術庁資源調査所，昭和58年10月． (C .528) 

和久井卓哉】サロマ湖における物質移動とホタテガイ

養殖．水産資源増大のための海洋生産力の有効利

用に関する調査．同上．昭和58年10月． (C .529) 

北海道区水産研究所】北海道沖合底曳網漁業漁場別漁

獲統計年報．1982年（昭和57年）‘昭和58年10月． 

(C .530) 

北海道区水産研究所】遠洋底曳網漁業（北洋転換船） 

漁場別漁獲統計年報．1982年（昭和57年）．昭和 

58年10月． (C .531) 

8.3 ホタテガイ漁場造成調査のため伊藤技官標津

へ出張、 6 日まで。 

8 8 台湾省水産試験場東港分所蘇研究員来所。 

養殖研究所佐々木会計課長来所o 200カイリ

水域内漁業資源調査のため加賀主任研究官、 

入江技官網走へ出張、11日まで。 

8 11 ホッギガイ漁場造成調査のため伊藤技官別海

へ出張、13日まで。 

8 13 国際海洋物理科学協会総会出席のため北野室

長ハンブルグへ出張、30日まで。 

8 16 道東沿岸海域調査のため和田技官第27興北丸

乗船、19日まで。給与勧告説明会出席のため

猪股主任札幌へ出張。 

8 17 札幌統計情報事務所中野課長補佐外1名来所。 

北海道漁業調整事務所佐藤所長来所。ホッキ

ガイ漁場造成調査のため伊藤技官別海へ出張、 

19日まで。 

8 18 生物資源の効率的利用技術の開発に関する総

合研究のため駒木海洋部長別海へ出張、19日

まで。 

8.22 200カイリ水域内漁業資源調査のため金丸主

任研究官厚岸へ出張。 

8 . 23 北光丸第 4 次航海（漁業資源評価システム高

度化調査）出港、藤井室長乗船、 9 月16日ま

で。ずわいがに資源調査のため新谷資源部長、 

紋別へ出張。 

8 . 24 栽培漁業ブロック会議出席のため白旗増殖部

長＋和田湖へ出張、28日まで。昭和58年度電

子計算機共同利用北海道地域運営協議会出席

のため伊藤技官札幌へ出張、26日まで。 

8 . 25 日魯漁業脚海上企画室平野氏来所。 

8 . 29 カ」フォルニア大学 A.Gibor 教授来所。 

8 . 31 水産庁丹羽調査官外16名来所。 

9.2 日本海中北部海域調査のため加賀主任研究官

おおとり丸乗船、22日まで。 

9,5 労務管理のため小間課長補佐余市へ出張、 6 

日まで。 

9.6 昭和57年度人工礁漁場造成事業効果調査報告

会出席のため新宮室長遠別田温泉へ出張、 9 

日まで。昭和58年度給与実務担当者研修会出

席のため札幌へ出張、10日まで。別保小学校

児童35名来所。 

9.7 漁業資源評価システム高度化調査の打合せの

新谷資源部長東京都へ出張、10日まで。 

9'12 海外漁業協力財団鈴木指導課長来所。漁海況

予報事業に関する打合せのため北片室長網走

へ出張、14日まで。 

9 . 13 東海区水産研究所蒼鷹丸、山中船長来所。 

9.19 近海生物放射能調査担当者会議出席のため駒

木海洋部長新潟へ出張、21日まで。共済組合

証更新事務のため米岡事務官帯広へ出張、20 

日まで。 

9 . 20 昭和58年度太平洋イカ類資源評価検討会議お

よび昭和58年度第 2 回太平洋イカ長期漁海況

予報会議（於商工会館）、21日まで。 

9,22 特定海域沿岸漁場開発事業推進調査委員会出

席のため倉田所長札幌へ出張、23日まで。近

海生物放射能調査研究打合せのため駒木海洋

部長、藤井室長、萩島技官厚岸外へ出張、23 

日まで。大韓民国水産庁施設局金漁船課長

来所。 

9 . 26 チリー水産養殖プロジェクト検討会出席のた

め白旗増殖部長東京都へ出張、28日まで。 

9 . 28 水産庁企画連絡室長会議および農林水産技術

会議企画連絡室長会議出席のため飯塚企画連 

絡室長東京都へ出張、10月 1日まで。 

9.29 北光丸第 5 次航海（浮魚資源調査）出港、北

片室長、和田技官乗船、10月20日まで。 

10 . 1 探海丸第 5 次航海（襟裳岬以東、オホーツク 

C、 
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海、日本海沿岸の対島海流水、宗谷暖流水宗

谷暖流変質水の特性把握と採泥）出港、藤井

室長乗船、20日まで。 

10 . 2 日ソ漁業資源検討会議および日ソ科学技術調

査計画にもとずくスケトウダラ専門会議出席

のため小林技官ハバロフスクへ出張、12日ま

を。 

10 . 4 昭手058年度自家用発電主任技術者会議出席の

ため小林技官旭川へ出張、 7日まで。ホタテ

貝漁場造成調査のため伊藤技官尾岱沼へ出張、 

7 日まで’。 

10.6 労務管理のため小間課長補佐余市へ出張、 8 

日まで。 

10 . 8 科学技術庁派遣による中期在外研究のため三

本菅室長サンタバーバラへ出張、1月 6 日ま

で。 

10 . 9 赤潮対策事業調査のため白旗増殖部長、杉山

室長常呂へ出張。 

10.10 所長会議のため倉田所長東京都へ出張、14日

まで。 

10.n ホタテ貝漁場造成調査のため伊藤技官標津へ

出張、14日まで。 

10'14 農林水産技術会議事務局整備課藤田管理係長

外1名来所。環境庁水質保全局土壊農薬課阪

本技官来所。近海生物放射能調査のため佐藤

主任研究官網走へ出張、15日まで。 

10.15 研究施設事務打合せのため土谷技官霧多布へ

出張。 

10.16 ずわいがに資源調査のため新谷資源部長、札

幌、稚内へ出張、21日まで。 

10 . 19 増養殖関連部長会議出席のため白旗増殖部長

東京都へ出張、21日まで。 

10.20 労務管理のため小間課長補佐余市へ出張、22 

日まで。 

10 . 23 第 5回増養殖場造成事業報告会出席のため白 

旗増殖部長浅虫、館山へ出張、28日まで。 

10.24 200カイリ水域内漁業資源調査の打合せのた 

め倉田所長東京都へ出張、26日まで。 

10 . 25 庶務課長会議のため川口課長東塩釜へ出張、 

28日まで。昭和58年度漁業資源研究会議（於

北水研、太平洋スカイランド）28日まで。中

国水産科学考察団農政漁政漁業部盃水産局

長外 6名来所。 

10.27 庶務事務打合せのため余市分室高橋、猪股主

任釧路へ出張、29日まで。 

10 . 31 北海道ブロック人工礁調査効果検討会出席の

ため飯塚企画連絡室長、新宮室長札幌へ出張、 

11月 2 日まで。第16回日ソ サン・マ、マサバお

よびマイワシ協同研究会議出席のため和田技 

官八戸へ出張、11月21日まで。 

n.1 北光丸第 6次航海（日本海北部水域内システ 

ム高度化調査）出港、加賀主任研究官乗船、 

11月25日まで。探海丸第 6次航海（中間検査

工事および一般修繕工事於函館市函東工業

駅）出港、21日まで。 

11 . 4 スケトウダラ新規加入群量資源調査のため吉

田主任研究官羅臼へ出張。 

n,7 日本水産資源保護協会川上理事外1名来所。 

11.9 昭和58年度指定調査研究等報告会出席のため

白旗増殖部長青森へ出張、12日まで。日ソ漁

業委員会第 6 回定例会議出席のため小林技官

モスクワへ出張、21日まで。日本栽培漁業協

会須田常務来所。 

11.10 200カイリ水域内漁業資源調査のため入江技

官厚岸へ出張、11日まで。北海道栽培漁業技

術連絡協議会出席のため杉山室長、中野技官

厚岸へ出張、11日まで。生物資源の効率的利

用技術の開発に関する総合研究のため三本菅

室長、町口技官歯舞へ出張。科学技術庁資源

調査所企画課小畔係長来所。北海道大学庶務

部伊藤課長補佐来所。 

11 . 14 探海丸ドック検査のため渡辺係長函館へ出張、 

16日まで。 

n・ 15 バイオマス変換利用技術研究推進協議会出席

のため三本菅室長東京へ出張、17日まで。昭

和58年度情報活動研修出席のため今村事務官

谷田部へ出張、19日まで。 

11 . 16 近海漁業資源の家魚化システムの開発に関す

る総合研究打合せのため伊藤技官東京都へ出

張、18日まで。 

n・ 24 水産庁研究所庶務、会計事務担当者会議出席

のため境、毛利、渡辺係長東京都へ出張、26 

日まで。ウニ食害作用の海藻群落形成への解

明に関する打合せのため三本菅室長、町口技

官羅臼へ出張、26日まで。 

11 . 27 人事院行政研究、マリンランチング現物検討

会出席のため杉山室長、入間、東京、五城へ

出張、12月20日まで。 

11.28 特定海域沿岸漁場開発事業推進調査委員会現

場調査のため倉田所長札幌外出張、12月 1日

まで。昭平158年度人工礁検討会出席のため熱

海へ出張、12月1日まで。日本学術会議小暮

教授外29名来所。 

12,1 昭和58年度改正給与法説明会出席のため小関

事務官札幌へ出張、 3 日まで。 

12・ 2 ホッキ貝漁場造成調査のため伊藤技官別海へ

出張、 4 日まで。 

12・ 5 漁業資源研究会北日本底魚部会会議出席のた 
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め大迫室長清水へ出張、 8 日まで。昭和58年

度200カイリ水域内漁業資源調査魚種別研究

チーム検討会出席のため和田技官館山出張、 

7日まで。 

12.7 昭和58年度共済組合事務担当者会議出席の米

岡事務官札幌へ出張、 9 日まで。日高支庁経

済部経済課手倉振興計画係長来所。 

12 . 8 北海道大学理学部海藻研究施設館脇助教授

来所。 

12 . 9 ホタテ貝漁場造成調査のため伊藤技官尾岱沼

へ出張、11日まで。 

12.12 200カイリ水域内漁業資源調査のため大迫室 

長、小林技官羅臼へ出張、16日まで。 

121 16 昭和58年度沿岸漁場等動向検討協議会出席の 

ため飯塚企画連絡室長帯広へ出張。 

12 . 19 ホタテ貝漁場造成調査のだめ伊藤技官標津へ

出張、22日まで。 ’ 

12,20 北海道水産統計地域協議会出席の妻め飯塚企と

画連絡室長札幌へ出張、22自まざ‘r 

1.5 船員（探海丸）健康診断打合せのため志田事

務官小樽へ出張。 

1.10 新規採用面接試験 

1,11 船員（探海丸）特別定期健康診断打合せのた

め志田事務官小樽へ出張。 

1 . 13 200カイリ水域内漁業試験調査のだあ金丸主

任研究官厚岸へ出張。 

1 . 16 スケトウダラ新規加入群量資源調査のため小

林技官羅臼へ出張、22日まで。‘ 

1.18 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明に

関する打合せのため倉田所長、札幌、小樽、 

余市へ出張、20日まで。労務管理のため川口

課長、札幌、小樽、余市へ出張、20日まで。 

増養殖推進会議出席の伊藤技官長崎へ出張、 

21日まで。特研「暖水漁場」設計打合せ会議

出席のため北野室長東京都へ出張、20日まで。 

1 . 19 ホタテ貝漁場造成調査のため伊藤技官標津へ

出張、22日まで。 

1.20 北海道太平洋海域調査のため大迫室長北鳳丸

乗船、30日まで。 

1.22 昭平!J58年度数理統計短期集合研修出席のため

町口技官谷田部へ出張、 2 月 4 日まで。 

1.23 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明に

関する打合せのため三本菅室長羅臼へ出張、 

25日まで。スケトウダラ新規加入群量資源調

査のため金丸主任研究官尾岱沼へ出張。 

1.24 海洋牧場技術研究推進協議会出席のため飯塚

企画連絡室長東京都へ出張、26日まで。国家

公務員給与実態調査の説明会出席のため小関

事務官札幌へ出張、26日まで。 

1.25 指定漁業等調査打合せ会議出席のため入江技

官札幌へ出張、27日まで。 

1 . 26 底魚類の資源構造に関する研究打合せのため

新谷資源部長札幌へ出張。スルメイカ調査結

果検討会出席のため村田主任研究官東京都へ

出張、28日まで。 

1 . 27 ホタテ貝漁場造成調査のため杉山室長標津へ

出張、30日まで。近海漁業資源の家魚化シス

テムの開発に関する総合研究のため中野技官

優徳へ出張、28日まで。 

1.28 倉田所長、飯塚企画連絡室長、皇太子殿下御

進講（於パシフィックホテル） 

1.30 ホタテ貝漁場造成調査のため伊藤技官尾岱沼

へ出張、 2 月1日まで。バイオマス研究推進

協議会出席のため三本菅室長東京都へ出張、 

2 月1日まで。 

V.31 底魚類の資源構造に関する研究のため吉田主

任研究官、小林技官根室へ出張。北海道太平

洋海域調査の加賀主任研究官北鳳丸乗船、 2 

月17日まで。 	 （境 記） 

◇人事異動◇ 

昭和58年 8月16日付 

（北水研庶務課） 
	

（事）横山昌幸 

命 東海区水産研究所会計課 

昭禾ロ58年8月21目付 

（北水研北光丸司厨員） 
	

（技）末原清純 

辞職を承認する 

昭和58年10月1日付 

（北水研庶務課庶務係長） 
	

（事）増田英治 

命 日本海区水研庶務課課長補佐 

（養殖研究所人事厚生係長） 
	

（事）境 清 

命 北水研庶務課庶務係長 

（養殖研究所環境管理部） 
	

（技）杉山元彦 

命 北水研増殖部魚介類研究室長 

（北水研所長） 
	

（技）倉円 博 

命 北水研海洋部長事務取扱 

（北水研海洋部長） 
	

（技）駒木 成 

辞職を承認する 

昭干ロ58年11月1日付 

（北水研庶務課主任） 
	

（事）高橋幸子 

（北水研庶務課主任） 
	

（事）猪股 東 

命 北海道食糧事務所に出向させる

昭和58年12月16日付 

（北水研北光丸機関長） 
	

（技）柏木栄至 

命 遠洋水研俊鷹丸機関長 

（水産庁東光丸ー等機関士） 
	

（技）三浦弘毅 

命 北水研北光丸機関長 
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◆目 次◆一 ~「 	 ▼口 	二へ▼  ー  

Il人工衛星情報を用いた漁場手報 	2頁 続引魚の成長」をどのよっにみるか  11頁 
することI i 北海道のホタテガイ増殖に関するメモ 	3 貝 	新任のご挨拶 	 16貝 

て、生理I I 標津におlナるホタテガイ中間育成施設等の 	 研究談話会発足す 	 16頁 

プローチI l 改良について 	 4 頁 	会議情報 	 16頁 

I l 根室海域にお（ナるホタテガイ外海採苗の 

することI l 現況 	 5貝 	北水研日誌 	 18貝 

ていたたI l 風蓮湖の漁業の概要 	 8’ 	人事異動 	 20貝 
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