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海藻の組織培養 
嵯 峨 直 恒 

「西遊記」での孫悟空の奇想天外な活躍は我々に読

む度に痛快な気分を与えてくれる。「怪物相手に孤軍奮 

闘の悟空、援軍来ず危うし 	、とその時、突然悟空 

は自からの体毛をむしり取り、フーッとひと吹き。そ

れらは天空に舞い上がったかと思うと幾千もの悟空の

コピーに変化し、悪漢を退治し、めでたし、めでたし」 

という物語を覚えている読者諸氏も多いかと思う。何

かの都合で忙しい時など、悟空のように分身がたくさ

んあればなどと、つい虫のいいことを思ってしまう。 

この物語のように生殖細胞を通さずに体細胞から直接

同質の個体（clone ）を多数生産すること、すなわち、 

栄養繁殖技術（vagetative propagation）をより効率

的に水産業に利用したいという夢を叶えてくれそうな

のが、今回のテーマである阜組織培養クである。 

単離細胞から新個体を作出するという大担なアイデ

アは、Harberlandtにより今世紀の初めに既に存在し

た 1)。彼のムラサキツユクサの組織のin vitro培養実

験は成功するこ‘となく終るが、その夢は彼の弟子達に

ひきつがれ、1922年には Kotte や Robbinsによリエン

ドウやトウモロコシの根端組織の培養が行なわれた 2,3) 

植物の組織培養の基礎が確立するのは1930年代で、 

\Vhite4）やGautheret5）の果した役割は大きい。その後 

1960年代までに、各種培地の創出・改良（MS-mediumの

等）や植物ホルモンの発見・利用（カイネチン 7）等） 

があいつぎ、飛躍的に進歩した。現在では、プロトプ

ラストを利用した細胞融合やベクターによる外来遺伝

子の導入なども可能となり、組織培養は遺伝子工学や

細胞工学と共にバイオテクノロジーの重要なー翼を担

うまでに発展した。又、そのカバーする分野は植物生

理‘発生・遺伝学等の基礎分野はもちろんのこと、農・

林・薬・工業化学等の広用分野にまで拡張されてきた。 

近年、海藻類の組織培養の進歩にともない、水産学分

野でも組織培養技術の導入が話題にのぽるようになっ 

海藻の組織培養に関しては現在までに数十報の報告

があるが、これらを網羅した綜説は残念ながらいまだ

にない。この機会に、筆者等の行ってきた研究を中心

に据え、海藻の組織培養、プロトプラストと声田胞融合、 

そして遺伝子操作の三点について、手短かにreviewを

試みるのが本稿の目的である。 

1．組織培養 

海藻の組織培養は1978年にChenとTaylor 8）により

ツノマタ類の無菌藻体を用いて行なわれたのが 初で  

ある。又、同年筆者等 14）によりミツイシコンブのカル

ス様組織から単離された細胞からクローン・コンブが

作出された。現在までに海藻の組織培養に関して 9 属 

14種について報告されている（表1)。初期の研究では

偶然に生じたカルス様組織を海藻用の一般培地で培養

するという primitive なものであったが、組織培養専

用の培地（ASP -C 113）等）の整備や簡便な無菌培養法 

(One Step Selection - Method 20)や Punching 

Method 15）等）の開発によりsophisticate された水準

の研究へと進展が著しい。現在では海藻特有な糖や諸

抽出物、そして植物ホルモンを添加することにより、 

ある種の海藻では再現性良くカルスや単離細胞を得た

り、かつそれらを再分化させ、元と同質の藻体を作る

ことができる 10・14)。しかも、再生されたこれらの藻体

は生殖細胞を通していないので、遺伝情報の組み換え

がなく、理論的にはそれぞれが全く同形質のコピーを

多数作出でき得る。この技術（micropropagation）を

水産植物の増養殖に導入した場合、ある特定の優秀な

一株からたくさんの種苗をほしい時に、ほしいだけ、 

in vito'o で確保できるという画期的な結果が期待でき

る。しかし、海藻の組織培養は歴史も浅く、克服せね

ばならない課題も多くある。海藻は多様な分類群を含

み、それぞれがたいへん特異的な生理的性質を有する。 

よって、高等植物のようにいくつかの代表的な基本培

地を適用して組織培養を達成するような訳にはいかな

い。それぞれ対象とする材料により、この特異的な生

理的要求性に基づいたきめの細かい培地作りが今後益

々心要になってくるであろう。 

2 ．プロトプラストと細胞融合 

細胞融合や核移植の細胞工学的な技術は1960年代か

ら動物の培養細胞を使用して発達した。植物の細胞で

は動物のそれとは異なり周囲に固い細胞壁を持つが、 

これが細胞工学的な技術を適用する時に障害となる。 

よって、物理的又は化学的な方法で細胞壁が溶かされ

た裸の細胞質塊、すなわちプロトプラストは植物の細

胞工学には必須なものである。植物のプロトプラスト

は古くから知られていたが、酵素処理法による植物プ

ロトプラスト作出は1960年にCocking 21）が木材腐朽

菌の培養ろ液から得られたセルラーゼを用いて、トマ

トの根瑞組織から初めて単離された。植物プロトプラ

ストの研究はその後の性能の良い細胞壁分解酵素の開

発やプロトプラストの培養の成功にともない、1970年

代に急速に発展し現在に至るが、これにはTakebe や 
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Nagata等 22・23）をはじめとした我が国の研究者の貢献

が大である。 

(1） 海藻のプロトプラスト 

現在までに筆者が知り得る限りでは、前核生物であ

る藍藻を除いた真核生物の藻類のプロトプラストは38 

属59種のものにつき報告されており、その内訳は次の

通りである。淡水産藻類が21属35種、海産単細胞性藻

類が 4 属 4 種、海産多核性藻類が 4 属 5 種、海産多細

胞性藻類が 9属15種である。ここでは紙面の分量の都

合上、のりやコンブ等の重要な産業種を含む有用海藻

のプロトプラスト単離の現状を示すにとどめる（表 2 ), 

1979年Millner等 30）により、高等植物で用いる酵素を

利用してプロトプラストの単離が海藻では、はじめて

報告された。続いて、同様な方法で多くの緑藻類から

プロトプラストが得られた 28-33)。しかし、紅藻や褐藻

類には上記の方法は適用できなかった 31)。これは緑藻

類の細胞壁が主にセルロースやペクチン質のような高

等植物の細胞壁を構成する多糖類と共通しているのに

対し、紅藻や褐藻類では細胞壁成分として主にアガロ 

ースやアルギン酸等の海藻特有の多糖類を持つことに

起因する。現在では、紅藻や褐藻類のプロトプラスト

はそれらをえさとする海産動物（ウニやアワビ等）の

消化管から得た酵素 25-27・29）や、藻体を分解する能力

のあるバクテリアが分泌する酵素24・28）を利用するこ

とにより得られるようになった。 

次にプロトプラストの再生について述べる。緑藻由

来のプロトブラストは一般的によく再生し 28・31-33) 、 

細胞壁の形成、細胞分裂を経て、正常な個体へと発生

する。しかし、アマノリ類の一部の紅藻を除いては、 

現在のところ、紅藻や褐藻では再生が難かしいようで

あり、なお一層の生存率の高いプロトプラストの単離

法や培養法の改良が必要である。 

(2） 細胞融合 

高等植物のプロトプラストの細胞融合法としては、 

現在までにNaNO3 法34). High pH・Hi帥 Ca法35)5 

PEG法 36）、 PVA法 37)、そしてデキストラン法 38）な

どの化学的方法が知られている。又、近年、電気的刺

激により細胞融合が試みられるようになり、将来有望

な細胞融合技術として注目されている 39)。高等植物で

は、ジャガイモとトマトのプロトプラストの細胞融合

で得られたポマト 40）でも有名なように、ナス科の植物

を主としたプロトプラストの融合によるハイブリッド

作出が多数知られている。 

一方、藻類では数種の淡水産藻類で報告されている

のみ 41・42）で、海藻ではこれまで皆無に等しい状況であ

った。近年、PEG法 29・32）や電気的刺激法 29）を用いて

同種‘同属のものの他、異属・異科、極端な例として

は表紙の写真にも見られるように、ノリとアオノリと

いう全く異なる植物門の組み合せでも融合体が得られ  

るようになった。しかし、これらの融合体の再生とな

ると仲々難しく、ハイブリッドの培養法やヘテロギャ

リオン選抜等の技術開発は今後の 重要課題である。 

3 ．遺伝子操作 

近年の微生物を中心とした遺伝子組み換え技術の発

展にともない、高等植物でも遺伝子操作による育種が

話題になるこのごろである。宿主・ベクター系の開発

や形質転換系の確立等、まだまだ開発を推める必要の

ある問題も多いが、ここ数年のこの領域の進展状況か

らすると急速な発展が期待できる。高等植物のベクタ 

ーとして、細菌のプラスミ ド（Tiプラスミ ド等）、植

物ウィルス（CaMV)、そして植物ォルガネラ（葉緑体 

DNAやミトコンドリアDNA等）の大きく分けて 3 つ

のタイプが掲げられる 43)。実際、この1-2年の高等

植物の形質転換研究の進展は非常に著しく、筆者が昨

年・米国U.C.Davis 校で開催された阜植物病害に関す

る分子生物学クの国際会議に出席した際、Phase ohi n 

（ダイズタンパク）をコードする遺伝子がタバコで、 

又、エンドウのRuBP carboxylaseの遺伝子がペチュ

ニア細胞で形質発現に成功したという大変興味のある

報告がなされた 44)。 

一方、藻類では今のところ単細胞性淡水藻のクラミ

ドモナスで酵母由来のプラスミドpYe arg4をベクタ 

ーとして用いて形質転換に成功したという報告 45）が知

られているのみで、海藻では全く未開拓な領域である。 

一口に遺伝子操作といっても、DNAを扱う技術ばかり

では成立せず、それを支える周辺技術が必須である。 

よって基幹である海藻のDNA cloning 技術はもちろ

んのこと、周辺技術である宿主・ベクター系、ベクタ 

ーの導入法、形質転換組胞のスクリーリング法、形質

転換後の細胞のアフターケアの問題等、早期開発の必

要性を痛感する。私の米国での共同研究者であった、 

uC.Santa Barbara校・海洋研のGibor 教授のスタッ

フはプロトプラストを利用して薬剤耐性や栄養求性ミ

ュータントの単離等の宿主系の開発を、又、North・ 

eastern Univ．のCheney 教授率いる海洋植物工学研

では主にベクター系の研究を既に開始している。筆者

の所属する現研究室でも、長年のコンブ類をはじめと

した有用海藻の育種研究の蓄積をふまえて、これらの 

orthodoxな育種技術に先端技術である遺伝子組み換

え技術を導入し、より効率の良い海藻育種研究を展開

せんと、研究体制を整理・充実しているところである。 

4 ．今後の展望 

水産研究への組織培養をはじめとした先端技術の導

入により、次のような展望が持てる。①食用海藻の育

種・増養殖研究のより一層の発展i②巨大海藻による

エネルギーや物質生産等のバイオマス研究の発展i③

海洋牧場造成の為の魚礁研究の発展。特に、②のバイ

オマス研究に関しては、筆者等の研究室で米国から導 
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入したMacro の;stisというジャィアント・ケルプは注目

に値する。これらはなんと1年に100メートルも生長可

能という驚異的な生産力を持ち、いわば海中の物質生

産工場のようなものである。遺伝子操作等により、こ

のジャイアント・ケルプに例えばダイズなどの良質タ

ンパクの遺伝子や、医療品などの付加価値の高い物質

の遺伝子を組み込んだり、又、Botryococcus というオ

イル含有量の高い（70％以上）淡水藻との細胞融合に

より、オイル生産用のジャイアント・ケルプ株の創造

なども考えられる。③の魚礁研究に関しては、魚介類

の成長を格段に促進する海藻株の開発や、特定の有用

魚種のみを誘引するアトラクタントの遺伝子を組み込

んだ海藻株の作出等も考えられる。 

以上の例からもわかるように、一昔前ならS.F．的な

話題であったものが、今日では具体的なプロジエクト

になり得るまでにバイオテクノロジーは進歩・普及し

た。このバイテク時代に悟空が生きておれば何と言う

だろうか。「へん、先端技術の先取りだいノ」 と粋がる 

だろうか。 	 （増殖部・藻類研究室） 
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表1 海藻の組織培養の現状 

表2 海藻からのプロトプラスト単離の現状 
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タラ科稚魚 3種の外見上の識別について 
入 江 隆 彦 

北水研では昭和55年以来、スケトウダラ資源の変化

を出来るだけ早く子測する目的で、「スケトウダラ新規

加入量資源調査」を実施しており、その中でスケトウ

ダラの卵稚仔期の分布に関する新知見を蓄積しつつあ

るが、ここでは北海道周辺海域に出現するタラ科のマダ

ラGadus macrocゆhalus Tilesius、 コマイEleginus 
gracilis (Tilesius) 、スケトウダラ Theragra chalco-

gramma (Pallas）の 3 種の稚魚の外見上の相異点につ

いて述べる。 

写真~ タラ科稚魚 3 種A 】マダラ B 】コマイ C 】スケトウダラ 

写真1はほぼ同一体長の 3 種を比較するために示し

たものである。体長 3 cm前後になると 3 種は外見上も

かなり明確に区別できるようになる。マダラ（写真1  

一A ）では体側に不規則な斑紋が見られ、この特徴は

その後成長するにしたがって顕著になる。コマイ（写

真11B）では各鰭条上に黒色素が密に分布し、他の 

2 種と区別できる。その他、コマイでは他の 2 種と比べ

て眼径が若干小さく、吻が丸味を帯びている。また、体

長 3 cmくらいになるとコマイでも体側に不規則な斑紋

が見られるようになる。スケトウダラ（写真1 C) 
では体側の背側および腹側寄りに黒色素がまばらに分

布する。体長 5 cmくらいになるとスケトウダラでも各

鰭条上の黒色素が密になり、体側にも不規則な斑紋が

見られる。 

実際はここに示したものより小さい時期での 3 種の

識別が難しいのであるが、この時期のものについては

近、Dunn and Vinter ')による報告がある。 

（資源部第I研究室） 

文 献 

1) Dunn, J. R. and Vinter, B. M. (1984) : Develop-
ment of larvae of the saffron cod, Eleginus 
gracilis, with comments on the identification 
of gadid larvae in Pacific and Arctic waters 
contiguous to Canada and Alaska. Can. J. 
Fish. Aquat. Sci. 41, 304 318. 

アイナメ属稚魚 3種の外見上の識別について 
入 江 隆 彦 

北海道周辺海域には日本に分布するアイナメ属 5 種

のすべてが分布するが、ここではそのうちクジメHexa-
grammos agrammus (Temminck et Schlegel) お

よびウサギアイナメH.lagocゆ halus (Pallas) を除く、 

スジアイナメH.octogrammu.s (Pallas)、アイナメH. 
otakii Jordan et Starks 、およびエゾアイナメ互 

stelleri Tilesius の 3 種のほぽ同程度の大きさの稚魚

を見る機会を得たので、 3 種の主な外見上の差異につ

いて述べる。 

写真1は 3 種を比較するために示したものである。 

肉眼観察による 3 種の も顕著な差異は尾鰭の黒色素

の現れ方にあると思われる。体色はいずれも緑色であ

り、ホルマリン固定の標本では脱色するので識別には

ほとんど使えない。スジアイナメ（写真1一 A ）では

尾鰭の鰭条上に、黒色素が 3 種の中では も規則的に

出現し、6-7列の点列が並ぶように見える。また、  

黒色素の分布の幅は 3 種の中で も広く、尾鰭の半分

より後まで及ぶ。アイナメ（写真1一 B ）では尾鰭の

黒色素の分布は比較的不規則で、尾鰭の付根付近で連

続しており、かろうじて 2-3列の点列が読み取れる

程度である。また、黒色素の分布の幅は 3 種の中では 

写真~ アイナメ属稚魚 3 種 A 】スジアイナメ B 】アイナメ 

C 】ェゾアイナメ 
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も狭く、尾鰭の＋程度まで達するに過ぎない。ェゾ

アイナメ（写真1一 c）では尾鰭の黒色素の分布はア

イナメと同様に比較的不規則で、尾鰭の付根付近で連

続しており、かろうじて 3-..4 列の点列が読み取れる

程度である。また、黒色素の分布の幅はアイナメに次

いで狭く、尾鰭の寺まで達しない。エゾアイナメは 3 

種の中では も体高が低いようである。 

3種のうちアイナメは日本海海域からえりも岬以西

の太平洋海域にかけて、また、エゾアイナメはオホーツ

ク海から日高以東の太平洋海域にかけて分布し、両者

の分布域はほとんど重複しない。スジアイナメは全道

的に広く分布する。これらの分布を考慮すれば 3種の

識別はより簡単になる。道東海域ではスジアイナメお

よびエゾアイナメの他にウサギアイナメが比較的多く

分布するが、ウサギアイナメの稚魚は体長 6 cm以上の

個体しか見ておらず、ここで述べた 3種と同程度の大

きさのものがどういう形態的特徴を示すのか分からな

い。しかし、体長 6 cm程度の個体では尾鰭の黒色素は

淡く、体高がかなり高いように見受けられる。 

実際には、ここで示した大きさより小さい時期の識

別が難しく、これまで、アイナメ類として一括して取  

扱われることが多かった。しかし 近、Kendall and 

Vinter 1)によって、エゾアイナメ、スジアイナメ、およ

びウサギアイナメの 3 種を含むアイナメ科魚類稚魚の形

態に関する詳細な報告が出されたので、それとクジメに

関する福原 2）の報告およびアイナメに関するFukuhara 

and Fushimi 3）の報告を参考にすれば、日本産のアイナ

メ属稚魚の分類はかなりの程度まで可能となるだろう。 

（資源部第1研究室） 

文 献 

1 ) Kendall, A. W. Jr. and Vinter, B. (1984) 】 

Development of hexagrammids (Pisces:Scorpa-

eniformes) in the northeastern PacificOcean. 

NOAA Tech. Rep. NMFS 2, 44pp. 

2 ）福原 修（1971) 】クジメの卵発生と仔魚期、水

産増殖19(4). 159-165. 

3) Fukuhara, 0. and Fushimi, T. (1983) 】 De-

velopment and early life history of the green-

lings Hexagrammos otakii (Pisces: Hexagra-

mmidae) reared in the laboratory. Bull. 

Japan. Soc. Sci. Fish., 49(12), 1843-1848. 

ホタテガイ浮遊幼生の検鏡測定の 

ための簡便装置について 伊 藤 

近年、飛躍的な増加を示しているホタテガイの漁

業生産は天然採苗による大量種苗生産技術が開発さ

れたことで可能となった。この天然採苗は 近ではホ

タテガイの主要な産地のほとんどすべての地域で行わ

れるようになっているが、このことはホタテガイの生

産構造が新局面を迎えて変化したことによる。このた

め天然採苗と中間育成とからなる大量種苗生産技術は 

、一 新しい生産構造に対応して開発する必要が生じてきて

いる。つまり例えば、天然採苗は末だに技術が確立さ

れていないために北海道周辺の外海域だけではなく内

湾域でも採苗成績の変動が大きく、地域的に種苗が不

足するという事態が起ってきている。こうした種苗不

足は全道的な需給関係により昨年までのところは解消

されているが、ホタテガイ生産の源である採苗稚貝の

安定的確保ということを真剣に考えざるを得ない状況

になってきている。この天然採苗を行う場合に浮遊幼

生のモニタリングは不可欠のことであり、すべての採

苗地域で浮遊幼生に関する現場調査が実施されている。 

その際には顕微鏡観察でホタテガイ浮遊幼生を同定す

ることのほかに、採苗時期を予測するために幼生の大

きさ（殻長）を測定する必要がある。この検鏡作業で

は沢山の種類の二枚貝類幼生のなかからホタテガイ幼

生を同定できる技術（技能）が必要であることはいう 

までもないが、同定と同時に個体ごとに殻長の測定も

行い数多くのサンプルを処理するために多大な労力と

時間を費やしているのが現状である。採苗事業の現場

においては日々刻々と変化する幼生の分布と成長およ

び海況などに関する情報を 大限に把握して適確に採

苗器を投入する必要があり、幼生の検鏡処理を出来る

限り短時間のうちに完了することが不可欠の要素であ

る。こうしたことから、テレビ・スケール（TVスケ 

ール）という機械を使用した検鏡測定処理のための簡

便装置を構成し、北海道東部の根室海域のホタテガイ

採苗調査の現場にて試用に供し良好な結果を得たので

その概要を簡単にお知らせしたい。 

この装置は顕微鏡（ 3鏡筒）とTVスケール（TV 

カメラ、TVモニタ、コントローラ、マウス）および

パソコンの 3つで構成されている。このうち顕微鏡と 

ー、ー一ーv二2ニン 

図l TVスケールによる顕微鏡画像処理装置 
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ホタテガイ浮遊幼生調査のプランクトン・ネットとホタテガイの採苗器（袋） 

バソコンは 近の機種であれば基本的にはどんなもの

でもよいので、それぞれ現有しているものを転用すれ

ばよい。ここではノぐソコンはNEC PC-9801を使用

した。TVスケールとはTVカメラにより写し出され

たモニタ画面上の座標読み取りまたは長さの測定を行

う機械で、座標の指定はマウスにより画面上のカーソ

ルを移動させて行うようになっている。従って、TV 

カメラをアダプターで顕微鏡に取り付け検鏡像をモニ

タし、TVスケールで測定したデータを R S -232 C イ

ンターフェースによりパソコンに転送し処理するとい

う流れになる。 

顕微鏡の倍率100で約lm‘の検鏡像がモニタされる

が、画素数は230(H)X256(V）であるためこの場合1 

画素あたり約 4 ミクロンの解像度となった。この設定

条件で実際の検鏡に使用したところ、この装置の所期

の目的を充分に達成でき、とくにマウスの操作性が非

常に良好で測定作業の効率化をはかれることが確認さ 

れた。しかしながら、次の主として 2つの問題点が明

らかとなった。①画像は平面的情報であるため直接検

鏡像のような立体的ムードの情報がなく濃淡階級も粗

いことと白黒（モノクロ）画像のため色調情報がない

ことから、外形によりホタテガイ幼生を同定する際に

必要な微妙なニユアンス的な情報が少なく同定技能の

卓越した検鏡者しか使用できない。②サンプル処理の

効率化のために拡大率を下げてモニタ領城を広くした

場合には解像度が低下し実用上の精度が保証されない

ことと、さらに幼生像が小さくなるために同定がー層

困難になる。以上の問題は次のような方法で改善の余

地があると思われる。①についてはカメラの被写界深

度を検討することと再現性の良いカラーTVにするこ

と、②は画素数を増加させることである。 

いずれにしても、この装置がホタテガイ浮遊幼生の

検鏡測定処理に簡便に使用できることを基本的に確

認した訳で、とくにホタテガイ幼生の出現率が高く、 



多くの個体数を測定する場合に一層有効であった。ま

た、この装置はデジタィザみたいなものであるから、 

ホタテガイの検鏡処理だけではなく全く別の用途にも

使用できる汎用機的性格のものであることを蛇足なが

ら付記しておく。 

なお、今回紹介した本装置以外に「長さ」だけでは

なく面積など種々の情報処理ができる画像解析装置が

市販されているが、今までのところ現場的にホタテガ

イ浮遊幼生の同定から測定まで一環して処理できるも

のは開発されておらず、またそのような装置は高価格

になるのが実際である。ホタテガィ採苗調査における

検鏡作業の効率化のための装置化は必要であり、今後

有効な装置の開発が望まれる。こうしたことから、根

室海域の現地の協力により本装置のほかに一般の専用

画像解析装置も同時に試用したが、これは基本的には

使用可能であるものの処理手順に時間を要することか

ら現在までのところ現場的に有効との評価は得られて

いない。 

本装置の現場試験をすすめるにあたり、根室海域の

各漁業協同組合をはじめ関係機関には大変お世話にな

った。とくに根室北部地区水産技術普及指導所には試

験スペースの提供のみならずいろいろと便宜をおはか

り戴いた。それぞれの皆さまに衷心より感謝申し上げ

ます。 

1985年 7月26日記 

（魚介類研究室） 

人工クラゲによる 

海流調査について 

当水研では、北海道周辺に分布、回遊する魚類の棲

息環境解明の一環として、人工クラゲによる海流調査

を実施している。 

人工クラゲとは図に示すように、直径18cmのポリエ

チレン製の笠と40cmの足からできており、足の先端付

近に管状の「オモリ」を付けて比重を調節するように

なっている。今回使用したのは海水より比重の重い海

底用で、海底流調査が目的である。したがって、水中

では足の先端が軽く海底に接して笠の部分が浮き直立

状態を保ち、流れがあると海底を這うように移動する

が、その様子が海中に漂うクラゲに似るところから人

工クラゲと呼んでいる。笠には拾得された場合の報告

事項（記号・番号、拾得月日及び場所、拾得手段など） 

を印刷した耐水性のラベルを貼付してある。 

我が国では、既に1968年頃から、東シナ海大陸棚上

の海底流調査にこの人工クラゲが使用されているが、 

北海道周辺海域では初の試みである。北海道周辺は日

本海、オホーツク海、太平洋の 3つの異質の海に囲ま

れ、それぞれ津軽、宗谷、根室海峡を通じて、水塊は

もちろん生物も微妙に関係し合う複雑多様な海域であ  

る。それだけに従来から行われてきた海洋調査に加へ、 

人工クラゲのような漂流物を用いた調査は、投入、回

収の日時・場所との関係から海・潮流の動向が実証で

きるわけで、なかんずく、海底付近の流れの調査は海

洋観測の中で特に困難であっただけに、その成果が期

待される。 

今回用いた海底用人工クラゲはその性質上、底びき

網、底刺し網、底はえ縄、定置網など海底面を掃海又

はそこに敷設する漁具類で回収されるものと思われる。 

故に第1回目として、海域及び海底条件の特徴ならび

に回収確率の問題を勘案して、本年 6 月下旬に日本海

の宗谷海峡西ロから利尻水道付近にかけて1000個を投

入した。7月20日現在で16個の拾得報告を得ているが、 

全てが宗谷海峡付近で操業するカレイ刺し網によるも

のであった。今後もかなり広域に、また長期に亘る回

収が予想される。 

北水研では、今回のような主として底魚類との関係

での海底流調査のほか、浮魚類の漁場環境や卵・稚仔

魚の移送との関連から表層用人工クラゲの投入も検討

中である。今後、この種の調査が北海道周辺の他の海

域や場所でも遂次行われることを期待するとともに、 

回収に対する何分のご協力をお願いしたい。 

拾得の報告は、人工クラゲの笠に貼ってあるラベル

と、所定の付帯情報をご連絡頂ければよい。 

（資源部 金丸信一） 

海底用人工クラゲと貼付のラペル（実物大） 
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退職のご挨拶 

新 谷 久 男 

戦後間もないまだ民生の安定しない昭和22年に北

水試に奉職し、その後昭手ロ25年の 8海区水研の設立

にともない北水研に移って今日まで、公務員研究生

活38年の歳月を経て、本年 3 月31日に退職いたしま

した。 

過ぎ去って見ますと、まさに光陰矢の如く、短い

時間であったように思われますが、この間の資源部

門の調査研究が、当初のー般漁船並の設備しか持た

なかった調査船から、今日の高度に発達した機器を

駆使出来る調査船に変った姿を見るだけでも、隔世

の感を覚えます。 

一連の研究生活を振り返ってみて、大して業績を

残すことが出来ませんでしたが、諸先輩の御指導と

その他多くの方々の御支持により、どうにか任務を

無事終えることの出来ましたことを、心から感謝し

ているところであります。30余年の間、心に深く残

るものは数々ありますが、対馬暖流開発調査や沿岸

重要資源調査等の担当官会議で、自由な論議の活気

に満ちた30年代、漁海況予報事業を通して、研究成

果の漁業へのフイードバックと予測の方法に論議が

集中した40年代、そして 200 海里時代を迎えて、漁

業のきびしさが一段と増す中で、資源評価から資源

管理方式の開発研究に歩を進めた50年代と、それぞ

れ特色ある時代を、ただただ皆に遅れまいと夢中で

ついて来たといった感じで、悔いばかりが残ってお 

ります。その中で特に50年代の北海道周辺海域の日

ソ、日韓に係る漁業対策や、漁業再編問題等の時代

の要請に答える研究では、私の非力をカバーし、終

始真撃にとりくんでくれた資源部の方々と、その他

御協力いただいた関係機関の方々には心から敬意を

表しております。 

長い研究生活の内で、釧路移転後の 200 海里時代、 

は、北洋漁業撤退のきびしさの中にも、道東漁場の

マイワシの豊漁、シロザケの壮観な大量遡上、また

時にはスルメイカの群来で多数のイカ釣船の集魚灯, 

による海上銀座の景観、サンマ寄生虫ペンネラの大‘ 

量出現等、我が国 大の漁場にふさわしく、興味あ , 

る話題も多く楽しいものでした。また春から夏にか

けては、空には白鳥の渡り、オオジシギの急降下、 

ヒバリのさえずリ、野にはエゾカンゾウ、スズラン、 

チシマフウロウ等の花が咲き競い、そして時にはエ

ゾ鹿が庁舎周辺に出没することもあり、秋には水平

線が燃えるように色どる落日等、四季それぞれに道‘ 

東ならでは味わえない自然のおおらかさに触れて、’ 

心豊かにしてくれました。そして北水研の職員の皆

さんの温い心に支えられて、楽しく勤務することの

出来たことは、生涯の思い出となりましょう。ここ

に重ねて御礼申し上げる次第でございます。 

後に皆様の今後の一層の御発展をお祈りいたし

まして御あいさつといたします。 （前資源部長） 

赴任の御挨拶にかえて 

資源部長 佐 藤 哲 哉 

およそ18年間にわたる遠洋水研勤務に終止符を打

ち、この 4 月1日付けで北水研に配置換えとなりま

した。早いもので新任地釧路での勤務もそろそろ 4 

カ月になりますが、仕事の内容と生活環境とが一遍

に大きく変わったためでしょうか、体のバイオリズ

ムとやらが途中から何となくおかしくなったままの

感じで、いまだに完全復調には至っておりません。 

遠洋水研では、企連室勤務の 後の 2 カ年間を除

いて、発足の当初から我が国南方トロールの対象と

する海外の底魚資源研究を担当しておりましたが、  

これは言わば西海区水研でのそれに先立つ足掛け 8 

年間の以西底魚資源研究の阜応用篇、で、双方を含

めた都合26年間近くを南方系の底魚類と付き合って

参りました。したがって今回の転勤は、私にとりま

しては、企連室という言うなれば後方の指令部付き

からの 2年振りの前線復帰であると同時に、実に19 

年振りの海区水研への復帰ということにもなります。 

しかし、前述のようにこれまでの大部分を南一辺倒

で過ごして来ましたために、北海道周辺海域での漁

業やその対象資源についてはほとんど無知に等しく 
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周囲のお知恵を拝借しながら、目下あれこれと俄か

仕込みの勉強に勤しんでおります。何かと御迷惑と

は思いますが、今しばらく色々とよろしく御指導の

ほどお願い申しあげます。 

ところで、この度担当することとなりました仕事

の内容やこれまでの推移をつぶさに検討しておりま

して、今迄とは事情が全く違うと思われることのー 

つに 200 カイリ水域の問題があります。これは当然

と言えば至極当然の話ですが、これまで常にライン

の外側から他国の陸地に向かって我が国漁業の継続

を考えていた者にとっては、それは正に沿岸国のエ

ゴ丸出しの唾棄すべき障壁と映ったものが、逆に内

側から外を眺める時には夷を防ぐ万里の長城にも似

て、誠に頼もしい守りのラインにー変するわけで、 

視点の違いが物事の評価を変える好例といえます。 

この掛替えのない道周辺の200 カイリ水域について

は、先頃の日・ソ漁業交渉の遅滞に伴うさけ・ます

漁業の不調に象徴されますような北辺での国際漁業

の先行き不安も手伝って、域内の漁業資源の見直し

とより正確な数量評価が改めて強く要請されていま

す。そして、この先北海道の漁業が200 カイリ内で

の操業に強く依存すればする程、規制の強化とあわ

せて資源の管理と適正利用が益々重要な課題となる

わけで、いわゆる資源管理型漁業の下での資源の有

効利用や、それを達成するための生産技術の開発研究

に対する生産現場からの期待と要望はこれから一層

強まるものと思われます。 

北海道の漁業は、近年我が国漁業生産の％強を占

め、海産食品供給源として極めて重要な役割を果た

して参りました。しかし、前述のような外圧の強化

による遠洋漁業の先細りや沖合漁業の経営面からの

伸び悩み等環境は厳しく、今後の発展は周辺海域の

優れて高い生産力を活かした各種沿岸漁業の振興に

かかっているとも言われております。したがって、 

このような漁業そのものの構造的な変化に対応する

ためには、北水研での漁業資源研究もこれまでの沖

合漁業資源主体から、今後は各種沿岸資源の培増及

び有効利用に関る漁業規制等をも含めたより広範か

つ多様な展開が不可欠で、その辺を見据えたうえで’ 

の早目の体制づくりが先決ということになります。 

また、漁場管理や漁業管理に関る生産現場や行政か 

らの多様な要請に適切に対処するためには、やはり 

個々の魚種研究の組立てを今のうちからしっかりと

考えて置く必要があります。つまり、研究の基礎面 

（例えば成長、生殖、回遊、系群等の生態的特性） 

と応用面（例えば資源評価、漁況予測）とのバラン 

スを確かなものとするための不断の努力が要求され

るわけですが、実際はとかく応用面が先行し、基礎 

面の知見の蓄積が必ずしも充分とは言えない場合が

多いようです。これは本来、一連の研究の手順とし

てはおかしいわけで、基礎的知見の不足が当面の課

題の1つである資源評価や漁況子測の推定精度を高

めるうえでの 大の阻路となっていることは否めま

せん。しかしこれは何も北水研に限ったことではな

く、他水研の多くでも近年における資源評価への社

会的要請の急増によって、その対応にかなリの無理

を強いられていることは周知の事実でもあります。 

国内的には資源管理型漁業の推進、国際的にも海洋

生態系を考慮にいれた多元的な資源評価、漁業管理

の主張が大勢を占めつつある昨今、 阜急がば回れ“ 

の響もありますように、当面は前記基礎面での所要

の知見の補損に 大限の時間と労カを注ぐのが得策

と思われます。しかし、対象海域の海況を含めた自

然的条件と対象生物のlife cycleをも含めた生態的

特性の把握を基礎とするこの新しい方向は、その性

格上、1資源部門のみの専門的知見と解析技術では

到底充分な対応のできるものではなく、いずれは海

洋、’増殖の 2部門をも含めた全所的な取組が一般化

するものと考えられます。このような言わば学際的

な研究プロジェクトは、 1水研内の部門間にとどま

らず、必要に応じて関係水試、大学等他機関をも含

めた も適切な研究単位の組合せにより、知恵を出1 

し合って推進するのが も効率がよいわけで、 終

的にはこの方式の定着が望まれます。この学際的な

共同研究体制は、たとえ必要に迫られてでも実現すー 

れば大変有益なことで、それによる各研究機関内外

の部門間、階層間での研究者の日常的な交流の促進

と緊密化が相互の研鎖と北海道の漁業の発展につな

がれば正に一石二鳥ということになります。北水研

はもちろん、道水試、大学でもそれぞれ次代の漁業

研究を担う若手の俊オが着実に育っています。先ず， 

は比較的時間のやり繰りがつき易いこれらの若い力

が、互いに専門の壁を越えて交流し、矛軟な発想を

駆使して共通の課題で論議し、行動しながら互いに

自らを高めて行けるような、時流を先取りした形の1 

何らかの組織づくりができないものかなどと見果て

ぬ夢を追っています。 

色々と申し述べましたが、多くは事情を弁えぬ新

参者のたわ言であったかも知れません。しかし、当

地での仕事はこれからが本番、無定見ながら所感の

―端を述べて赴任の御挨拶に代えさせて頂きます。 

末筆ながら、前任地清水で永年の御厚誼を賜わっ

た遠洋水研の皆様方を初め、関係各方面の皆様方に 

本紙をお借りして心からの御礼を申し上げますとと

もに、今後とも一層の御指導及び御鞭捷のほどお願

い申し上げます。 



北光丸に転船して 

北光丸船長 中 山 覚 介 

‘ 地のはての果て、ケープホーンを。はたまた、喜 

,望峰を踏破した航海者は人前で片足をテーブルのう

えにして話す無礼が許されたと語りつがれています。 

大航海時代英国でのはなしでしょうか。 

' 10年間にわたり私がお世話になった開洋丸の昭和

二 59年度南極海調査航海は、まさに両足がそろってテ 

ーブルに達しそうな規模でドウリーミーな航海でし 

J た。南極半島からドレイク海峡を横断観測しアルセ’ 

ンチン南端へ。南極大陸クウイーンマウドランドか

ら南アフリカ南端にいたる観測線を含む大西洋区南

極海の広範囲な調査が実施されたのです。調査対象

であるナンキョクオキアミの魚群の多くは大陸縁辺

に近い流永域にみられ、開洋丸の行動も当然ながら 

‘高緯度指向のものとなりました。連日氷山域、流永

域での奮斗が続けられたものです。 

ここに『1月21日 Princess Astrid Coast 沖、 

69。51' 6 S 6。 34' 3 E』のメモがあります。開洋丸

に乗船し 4 たび訪れた南極海で本年1月21日達した

南点を示す船位です。それは私の1つのゆめであ

った 、サウザン・クロスをきたの空に仰ぐ“をギリ

ギリで満たしてくれた点でもありました。もっともこ

の時季南極海で実際に星をみることはのぞめません。 

連日曇天の上、第ー、夜の無いシーズンなのです。 

現実にもどり開洋丸は 3 月10日帰国。私は北光丸

へ転船の内示を受け、 4 月1日付け発令され、こん 

ーどは北極星をシンボライズした市章をもつ釧路へあ

わただしく着任しました。きたのみなとに舶う北光

丸船上のひととなり、心地よい緊張感の中、ようや

くわずかばかりの落着きをとりもどしたものです。 

さすが 大級をほこる漁業基地のまち釧路。訪れ

る水産マンは限りなく、わずかな期間にも旧友、知

人とのおもわぬ出合いも幾度かあり楽しみの1つと

なりました。ー方、新聞紙上には連日水産に関する

記事が大きく報導され、はだで噂すいさん“が感じ 

られる環境のまちくしろに生活する実感が湧いてま『 

いりました。 

今年の日ソ漁業交渉も難航の上、さらに詰めの段二

階にきて細部での調整がはかどらず、さけます漁船ご

の出漁は今月（ 6 月）4 日になってからと 1ケ月以―・

上もずれ込み、まち全体が焦燥感にかられました。 

日ソ漁業交渉妥結のタイミングを見計らったよう山

に、今度は米国からギングサーモン捕獲禁止のアピ二 

ールがなされました。 心母川国主義、を主張する両

大国のはざまにあって新しい海洋秩序への国際環境ー 

の急速な変化を感じずにはいられません。北洋に限 , 

らず捕鯨に例をみるように遠洋漁業の低迷、水産業

全体の地盤低下等幾多の難題がよこたわっています。 

また一方では、人々はやはりたんぱく源を海にもと

めざるを得ないことも現実なのです。水産の将来に’ 

は幾多の困難や障害が予想されましょう。しかし、 

やがて国際社会の中で人々の英智は真に資源を有効 , 

に利用するすべを見出してゆくはずなのです。 

そのために、今から大切なことがらがあります。 

真の漁業秩序の確立でありましょう。又、科学的デ 

ータと手法に基づいたたゆまぬ調査の蓄積でありま

しょう。調査先行型のあたらしい漁業が未来のうみ

を高度に利用しながらまもってゆけるのでしょう。 

文面がかなり大上段に振りかざされた感じでおもは

ゆいのですが、発想としてうわずってはいないつも

りです。その意味で科学調査船がほんとうに真価を

問われる正念場はこれからであろうとおもうのです。 

このたび調査船北光丸の噂かじとり．を仰せつか

り光栄とその重責をしみじみ感じています。極星を

きたのそら高くに仰ぎ、気分を一新して北光丸の調

査活動と航海に地道な精一ぱいの努力を注いでゆく

所存でございます。 

みなさまのご指導とご支援をたまわりますようお

願いいたします。 

昭和60年度北光丸初調査航海をまえに、 6 月 8 日

記。 

C) 

光陰は矢の如く 

倉 田 博 

盛夏の候、皆様には益々御精祥のこととお慶び申

し上げます。私共もお陰様でどうにか無事に日々を

過しておりますので、他事ながら御放念下さい。 

この夏の東京の暑さは格別なものがあったようで  

連日30度をこえる猛暑に焼かれていますと、釧路の

涼しさがつくづくと恋しくなります。何しろ、ここ

では誰もがー斉に自分の住いや事務所からせっせと

熱気を汲み出して外へすてていますので、ビルの谷

間の外気は、舗道から照り返すお天道様の熱気と合

奏して、まるで地獄のカマのふたが開きっ放しにな

ったような具合になります。そんなところを 5 分も

歩いていますと、脳みそが沸騰するような錯覚にお 

- 12- 



そわれ、ここで 1,200万もの人々が毎日汗を流してい

るかと思うと、一種異様な気持になります。もっと

も、そんなことにもいずれは慣れるでしょう。誰に

でも具わっているはずの環境順応力が、神悌のお思

召しで、私にもまだ残っているならば 

早いもので、皆様とお別れしてから三月めになり

ます。光陰矢の如しといいますが、その矢にまたが

って、どことも見分けのつかぬ空間を、行先知れぬ

旅をしている自分の姿を想像してみますと、突然、 

過ぎ去っているのは光陰ではなく、実は自分自身な

のだと気付いて、いささかぎょっとさせられます。 

時が過ぎるのではない、人が過ぎるのだ、とフラン

ス人はいうそうです。一寸先は闇なのに、速さだけ

が実感として残るのも、妙に落付かない想いです。 

それもこれも、たぶん年のせいでしょう。 

いつかGSJKで、海流にのって流れている卵・仔

魚は止っている、という話をしたことがあります。 

立場を変えてみますと視点が変り、それまで愚いて

いた狐が落ちたように、まるで違ったものの姿がみ

えてくることがあります。日本水産資源保護協会は、 

わが国の水産資源を保護培養することを目的とし、 

必要な情報の収集と提供を通じて、研究と行政や営

漁との橋渡しをしている公益法人ですが、水産資源

の内容は、現に漁業が対象としている資源に止まら

ず、わが国の水面が潜在的に保有する水産資源の全

体を包含しています。既存の漁業と漁場を守ること

はもちろんですが、必要ならば、漁業権のない水面

に新たに漁業権を設定したり、漁業のない水面に新

しい漁業を導入することなども本気で考える立場

にあります。そういう立場から世間を見渡してみま

すと、たとえばある公有水面について、埋立てや港

湾建設などに伴って、既存の漁業者が補償金と引き

替えに漁業権を放棄してしまうと、水産関係者とし

てはもはや何もモノが言えなくなってしまうかのよ

うな風潮は、実はとんでもない話なのです。特定の

漁業者が特定の水面で特定の漁業を営む権利を放棄

したにすぎないのであって、残された水面の水産的

有効利用まで全面的に放棄したわけではないのです

から、漁業権に基づかない漁業の操業はもちろん、 

できることなら権利放棄をした漁業者以外の団体な

どを対象として、残存水面に更めて漁業権を設定す

るなど、単に既存の漁業者の立場だけでなく広く水

産業という立場からの視点が大事なことを痛感して

います。どっこい生きていた、といきたいものです。 

フエニックス計画などという名は、広域廃棄物処理

場ではなく、水産的水面利用計画にこそふさわしい

のではないでしょうか。 

科学が進歩したせいか、水域の環境変化を伴う近  

年の各種関発計画は、大変大仕掛けなものが多いの

ですが、開発側の影響評価書は申し合せたように、 

環境や漁業に及ぽす影響は軽徴であるとなっていま

す。一方、これらの開発事業に較べますと、水産自

前の開発行為は、魚礁設置といい漁場改良といい、 

まことにささやかなものなのですが、私共は、それ

によって漁場環境が効果的に改善され、漁獲統計に

反映するほど目に見えて漁業資源が増えるはずだと

信じて（ ? ）います。一方は大規模な環境変化の影

響を軽微だといい、他方は小規模な環境変化でも効

果的な漁場改善ができると言っているのです。まる

で、露は尾花と寝たといい、尾花は露と寝ぬという

といった具合です。あまり深く考えなくても、両方

とも正しいはずがないことは、誰にでもわかリます。 

どちらかが間違っているか、それとも両方が少しづ

つ間違っているかでしょう。どうやら、ホントよ 0 

もウソの方を好む抜き難い人間のくせが、まるで違

う二つの神話を、21世紀が見えかけた現代に仲良く 

(?）共存させているように思われてなリません。 

こんな状況の下で、真実をあばき出そうとするのは

いささかやぼな話かも知れませんが、あえてそのや

ぽに挑戦するのも科学者の因果というものでしょう。 

それにしても、真実の追求は玉ねぎの皮をむくよ

うなものだ、という言葉には実感がこもっています。 

むいてもむいても皮ばかリ。真実という硬い芯にゆ

きつけるかどうかさえさだかではありません。よく

よく考えてみますと、世の中ではいつも真実がわか

っているわけではないし、物事がそれを軸に廻って

いるとは限りません。むしろ、誰かが単に真実だと

考えた（もしくはたくらんだ）にすぎないことが世

の中を動かす例が多いようです。そうだとすれば、 

あくまで真実にこだわりつづける精神も大変貴重な

ものでそれこそが世の中の進歩を支えていることは

事実ですが、一方ではどうすればよリよい合意形成

が円滑に進むかを考える立場もまたそれに劣らず大 

事だということになリます。一見頼リになりそうな

硬い芯よりも、それをとり巻く柔かい果肉の方が栄

養もあリすぐにも腹の足しになるのだという認識が、 

次第に強くなってゆくのを感じています。故郷を離

れて故郷を知り、日本を離れて日本を知るといいま

すが、水研を離れていささか水研を知ることもある 

ようです。いつかどこかで、そんな話を肴に焼酌を

くみ交し、「日交を暖める機会を楽しみにしています。 

とりとめのないお話で、貴重な紙面を浪費したこ

とをお詫びします。末筆ですが、北海道水産業の発

展と、関係者の益々の御健勝を心からお祈り申し上

げます。 

（前所長） 
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到来すると思われる高度情報化社会の時代では、従来

では使用できなかった情報を価値あるものとして利用

する事が可能となるはずです。現在の多くの漁船に装

備されている電子機能は数年前には想像も出来なかっ

たものであり、操業の航跡、位置、水温、流速、魚群

探知機による広範囲にわたるプランクトンや魚群情報

など多数の情報が同時的に記緑され、漁獲効率の向上

に大きく貢献している事は良く知られています。しか

し、それらの情報は漁携長の経験として蓄積はされる

でしょうが、操業が終了すればすべて消え去ってしま

う運命にあります。おそらく、大手の漁業会社はそれ

らの情報をアッセンブルして漁業予測に用いていると

想像されますが、中小の企業ではその利用は難しいの

ではないでしょうか。しかし、もしもそれらの情報が

すべて集約され、その他のリモートセンシングなどに

よる海洋、気象情報と結びつけられ、資源量、回遊予

測、漁況予報を取り出すことが可能となり、それらの

データバンクへのアクセスが容易となれば、漁業のあ 

I）かたもかなり変わって来るものと思われます。高度

の電子機器を備えて操業中の漁船の隻数を考えて見れ

ば、漁況予報、資源予測に使用可能な情報量は莫大な

ものとなる筈です。それらの情報を有効に活用するソ

フトが開発されることは、漁況予報の精度の向上に大

きく貢献しうることは間違いないでしょうし、近い将

来の高度情報化社会における資源管理型漁業のバック

グラウンドを作り上げることになると思われます。恐

らく、資源研究に従事されておられる方々はこのよう

な事はすでに考えられておられるでしょうし、極めて

小規模ながらこの様な方向への研究が北海道水試と共

同でケガニについて開始されていることを知りました。 

この研究の芽が大きく育つことが期待されます。漁獲

物を構成する魚種組成が比較的に単純な北海道周辺の

漁場は、このような研究には 適の場所であろうと思 ／一

われます。この研究の発展のためには、漁民の方々を 又ノ

始め、漁協、道水試や関連企業との協力が不可欠です

ので、出来ればその橋渡しをなんとかつけてみたいも

のと思っております。 

私自身、長いこと魚類養殖畑を歩いてきたものです

から、北海道に集約的な養殖業、特に魚類の養殖がほ

とんど見当たらないのはなんとなく寂しい気がいたし

ます。 近、水産庁からあい次いでマリノベーション、 

マリノフォーラム等の構想が発表になりました。これ

らの構想の中で取り上げられている新技術は北海道の

沿岸漁業、特に増養殖の発展の為には不可欠なものが

多数見受けられ、北海道でこそ展開すべきと思われる

課題が数多く取り上げられています。また、バイオテ

クノロジーの利用によって従来では不可能であると思

われていた種について、その増養殖が可能になる時代

に入りつつあると考えてよいでしょう。比較的安価な 

御挨拶 
北海道区水産研究所長 能 勢 健 嗣 

去る 5 月末に北水研に着任した時の釧路は、丁度ソ

ビエトとのサケ・マス漁業交渉が難航し、船体を黄色 

く塗ったサケ・マス船団が釧路漁港の岸壁に群がって

停泊していた時で、いつもならサケで埋まり、人とト

ラックでごったがえしているはずという釧路漁港の市

場は、ガレージ代わりに数台の車が放置されているだ

けで、人影もなく閑散としていており、北海道の漁業

の置かれている極めて厳しい立場を無言のうちに物語

っているようでした。 

北海道の近海漁業、特に道東はソビエトと国境を接

する所だけあって、国際問題がもろに影響するという

特質を持っており、また、狭められた漁場の中で、大

小合わせて約 5万隻もの沖合底引き網漁船や沿岸漁船

などが操業を続けなければならず、過密操業は漁業の

なかに様々な形で歪みをもたらしており、北海道の漁

業の苦悩や減船の必要性がテレビ・新聞などにおいて

しばしばとり上げられています。200海里時代に入って

から急速に高まってきた母川国主義の止ることの無い

主張の前に北海道のサケ・マス沖合漁業は風前の灯と

いえる状態であり、一方、北海道の厳しい気象条件、ある

いは、本州に見られるような養殖に適した内湾が少な

いことなどの地理的条件のために、ホタテやコンブ以

外には養殖と呼び得るものが育ち難いというハンデを

持っており、また、酪農を中心とする北海道の農業も

減反・機械化に伴う様々な問題点を抱えており、 2次

産業の少ない北海道では、減船に伴う余剰労働力を吸

収する余地がきわめて少ない事も事実です。さらに、 

太平洋およびオホーツク側に比べて日本海側の生産性

が著しく低いという地域格差も問題の解決を難しくし

ているようです。まさに、北海道の漁業は再編成・再

出発の前の苦悩の唯中に置かれているという感じが、 

着任そうそうの私にもひしひしと感じられました。 

着任してから 2か月半という短い期間のために、ま

だ漁業の実態を見る機会が少なく、これから北海道の

漁業を何のような方向に展開すべきであるのかはよく

は判りませんが、少ないながらも訪れた漁場の現場で

は、それぞれの地域で増殖をベースにした新しい動き

が確実に育っていることを知りました。このような芽

は大事にしなければならないと考えています。幸い、 

新のバイオテクノロジーあるいはエレクトロニクス

を中心とした高度技術は水産の中に確実に根をおろし

ています。北水研で行われている様々な研究の中に

もこれから大きく飛躍するであろうと思われる新技術

が芽生えていることも判り、将来が楽しみに思えてお

ります。ここ数年あるいは10数年のうちには、確実に 
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土地、長い海岸線などを考慮すれば、冬期の厳しい寒

さに対処する技術が確立されたならば陸上施設による

北海道特産の高価なヒラメの養殖も可能かも知れませ

ん。また、沖合養殖施設が開発されれば、新しいタイ

プのザケ、たとえば、大西洋のサルモ・サラーなどを

養殖することが可能であると思われます。 

北海道の漁業は新しい体制への脱皮の時期にさしか  

かっており、将来の発展のためにはいま暫く模索の時

を過ごさなければならないかも知れません。その半面、 

技術の面では新しい時代の波が大きいウネリとなって

押し寄せていることを感じます。北水研として北海道

漁業の脱皮のために、何が出来るのか、何をなすべき

かを、所員の皆様と共にじっくり考えて行きたいと思

っておリます。 

新 人 紹 介 
唾 議 置 積】増殖部藻類研究室 

出身地】宮城県仙台市 

自己紹介・抱負】北大海藻研究施設で博士課程を終了

後、昭和57年から米国のカ J フォルニア大学やノース

イースタン大学に留学し、海藻の組織培養や遺伝子操

作を勉強して参リました。微力ではありますが水産バ

イテク研究推進の為がんばる所存ですので今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。趣味は音楽鑑賞とピアノ等

の演奏です。ジャンルはジャズが好きです。 

渡 辺 二 後】資源部第 2研究室 

出身地】秋田県秋田市 

自己紹介・抱負】資源に関する仕事を手がけるのは、 

初めてです。勉強しなければならないことが山ほどあ

リますが、私にできぬ道理はないと内心思っています。 

きっとそうです。いや、本当にそうかな？ま、とにか

く日々これ研鎖（と若干の息抜き）に努め、またきび

しい船酔いにも歯を食いしばって耐え抜こうと固く決

心しています。 

対 野 蒔 農】海洋部第二研究室 

出身地】大阪府堺市 

自己紹介・抱負：早いもので、赴任してから三ケ月が

過ぎました。ようやくこちらの生活にも馴れ、仕事に

スポーツにと“充実した日々を送っています。仕事につ

いてはまだ暗中模索の状態で、早く先輩方の様に独自

の研究分野を確立したいと思っています。良きアドバ

イスをお願いします。 

それにしても釧路には夏がない，ノ 

田 辺 和 弘】探海丸 

出身地】神奈川県川崎市 

自己紹介・抱負】初めまして。今度新しく探海丸の甲

板員に採用されました。四国今治の波方海貝学校を卒

業して今年で19歳です。 

学生時代は陸上や馬術などをやっていました。もう

釧路に来て 4 ケ月になりますが、まだまだ知らないこ

とが多く、失敗ばかりしている毎日ですが、めげずに

ガンバッテいきたいと思っています。 

第 加 回 
1、日時】3 月12日15時～ 

2 、場所】会議室 

3 、話題提供 

1)CZCS画像の大気補正処理手法の現状と問題点 

	 荻島 隆 

第 11 回 
1、日時】3 月27日13時15分～ 

2 、場所】会議室 

3 、話題提供 

1）生態系モデル研修会出席報告 	入江 隆彦 

2）北日本太平洋海域におけるサケ稚魚の分布と海 

洋条件について 	 入江 隆彦 

3）北海道根室海域におけるホタテガイの種苗放流

による資源の造成について 

	 伊藤 博・和久井卓哉 

第 12 回 
1、日時： 4 月16日13時30- 

2 、場所】会議室 

3 、話題提供 

Dゼニカタアザラシの食性について 

	 中岡 利泰（帯広畜大） 

2）成長に伴う糖代謝酵素活性化の変化 

中野 広 

第 13 回 
1、日時】7 月 2 日15時～ 

2 、場所】会議室 

3 、話題提供 

1）海藻の組織培養と遺伝子操作 	嵯峨 直恒 

2）異体類の健苗育成に関する研究 I．白化等の

異常個体出現率に及ぽす注水量の影響について 

	杉山 元彦・中野 広‘矢野 豊 
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5)  

6)  

会議情報 

第 3 回磯焼対策研究協議会 

日時】昭和60年 2 月23日 9 時30分～12時

場所】札幌市 北海道庁別館 

議題】 

1） 昭和59年度研究成果 

2） 昭和60年度研究実施計画 

3） 磯焼に関連する知見の整理 

4） その他 

参加機関】北大水産学部、道教大函館分校、北海道

庁水産部、道立中央水試、道立函館水試、道

立釧路水試、道立稚内水試、道立網走水試、 

道立栽培漁業総合センター、渡島西部水産

指導所、桧山南部水産指導所、北水研 

昭禾ロ59年度イカ類資源漁海況検討会議 

日時】昭和60年 3 月 7 日 9時30分～ 8 日17時

湯所】札幌市 北海道自治会館 

1） 講演 講演『戦後におけるスルメイカ漁業の変遷

と資源の動向』北水研 新谷資源部長 

研究発表 

昭手ロ59年度イカ類資源・漁海況の経過報告

総合討論 

昭和60年度の調査研究計画 

その他 

参加機関 I 水産庁、稚内、中央、函館、釧路、網走、 

青森、岩手、福島、千葉、神奈川、静岡県伊

東、秋田、新潟、富山、石川、福井、鳥取県

境、島根、山口県外海、長崎の各県水試、東

水大、北大水産学部、海洋水産資源開発センタ 

ー、全国いか流網漁業協会、道いか流網漁業

協会、北海道水産部、北海道漁業調整事務所、 

遠水研、日水研、東北水研、北水研 

昭和59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 

日時】昭手060年 3 月28日 9時30分～29日17時

場所】釧路市 北海道区水産研究所 

議題】 

1) 昭和59年度200カイリ水域内漁業資源調査・

漁海況予報事業実施経過について 

2） 昭和60年度200カイリ水域内漁業資源調査・

漁海況子報事業実施計画について 

3) 200カイリ水域内漁業資源調査に係る漁獲成 

績報告書のー部変更についての経過報告 

4 ） 昭手ロ60年度北水研、北水試調査計画および 

調査船運航計画について 

5） 昭和60年度関係諸会議の開催について 

6） 北水研・北水試に係る諸事業についての情

報交換 

7） その他 

参加機関】水産庁、札幌統計情報事務所、北海道漁

業調整事務所、北海道水産部、北海道立中央、 

函館、釧路、網走、稚内の各水試、北水研 

1） 昭和60年度事業計画概要説明 昭和60年度事業計画概要説明 

昭和60年度事業実施状況報告 

昭和60年度中間育成試験計画概要説明 

種苗の放流、追跡調査等の今後の進め方に

ついて 

5 ） その他 

参加機関 I 釧路、網走の両水試、道立栽培漁業セン

ター、道水産部、渡島、釧路、根室、網走の

各支庁水産課、釧路東部、根室、根室北部、 

枝幸の各地区水産指導所、砂原、厚岸、根室

羅臼、枝幸の各市町水産課、日本栽培漁業協

会、道栽培漁業振興公社、砂原、厚岸、根室、 

歯舞、別海、羅臼、枝幸の各漁業協合組合、 

北水研 

第 8 回北海道区ブロック場所長会議 

日時】昭和60年 7 月 5 日 9時30分～17時

場所】釧路東急イン会議室 

議題】 

1） 重点的試験研究課題の59年度成果と60年度

計画および60年度新規課題等の紹介と質疑応

答 

2） 試験研究の推進についての意見交換 

3） その他 

参加者】道立中央水試内藤場長、笹木副場長、釧

路水試田沢場長、函館水試辻（敏）場長、稚内

水試坂本場長、網走水試辻場長、栽培漁業総

合センター岩間場長、道立水産購化場水野場

長、同大塚総務課長、北海道さけ・ますふ化

場九鬼場長、同小林調査課長、北水研能勢所

長、飯塚企画連絡室長、佐藤資源部長、井上

海洋部長、加藤増殖部長、小間課長補佐 

昭和60年度第1回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

日時】昭和60年 7 月 9 日 9時～10日17時 

場所】いわき市 常磐ハワイアンセンター 

場所】札幌市

議題】 

昭禾ロ60年度第1回北海道栽培漁業技術連絡会議 

日時】昭和60年 5 月16日13時～17日 2時

場所】厚岸漁業協同組合会議室 

議題】 

?
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議題】 

1） 昭和59年度の漁況の総括 

2） 昭和60年の東北～道東近海の海洋条件につ

いて 

3） 昭和60年の地域別漁獲量、漁況および生物

情報について 

4） 予報案の作成、検討、採択 

5） その他 

参加機関：水産庁、釧路、函館、青森、岩手、宮城、 

福島、茨城、千葉、東京都大島、神奈」取静

岡、愛知、和歌山の各水試、三重水産技術セ

ンター、海洋水産資源開発センター、漁業情

報サービスセンター、東海区、東北区、同八

戸支所、北海道区の各水研 

I 昭和60年の根室海峡のホタテガイ  ~ 
― 	 生産状況について”ユ 

近になりホタテガイの生産を着実に伸ばしている

根室海峡の現況について簡略に紹介したいと思う。根

室海域は過去から北海道沿岸のなかでもオホーツク海

沿岸海域に次いでホタテガイの生産量が多く、ホタテ

ガイが増養殖による量産期に入った現在もその生産動

向が注目されている。近年の根室海域の主要なホタテ

ガイ生産地は根室海峡のなかの根室湾海域（別海町と

根室市の沿岸）と標津海域（標津町の沿岸）であり、 

この根室海峡以外での生産は非常にわずかである。

近の根室海峡のホタテガイ生産は種苗の地まき放流に

よる増殖でその大部分が支えられるようになり、ここ

でもいよいよ増殖による量産期に入ってきたといえる。 

とくに根室湾海域では昭和54年から昭和57年にかけて

大規模漁場保全事業として全国で唯一の事例として注

目された害敵生物のヒトデ類駆除を大規模に（駆除量 

1,000-3,000トン／年）実施し、この造成漁場に大量の

ホタテガイ種苗を放流したところ、昭和58年からその

事業効果が確認されはじめ生産量が飛躍的に増加して

きている。また、一方の標津海域ではその海域特性に

合った特色あるホタテガイ増殖技術の開発をすすめて

いる。この根室海峡のホタテガイ増殖方式の確立とさ

らにはこの海域を実験地としたホタテガイ増殖生産シ

ステムあモデルをつくることをねらいとして、この海

域で実施されているホタテガイ増殖事業と直接関連し

ながら昭和52年以来調査研究をすすめているところで

ある。その成果についてはすでに報告したものもある

が、 近の事業効果確認の部分などについては現在も

調査を継続中であり今後報告して行きたいと考えてい 

昭和60年の根室海峡のホタテガイ漁業は現在も継続  

されているが、今年の生産は終期を迎えており現在ま

での漁獲量は 終的な年間統計量に近似するものと思

われる。昭和60年 7月27日現在までのホタテガイ漁獲

量は根室湾海域で7,228トン、標津海域で2,330トンとこの

根室海峡漁場では合計 9,558トンと 1万トンに近い値に達

しており、対前年の約 1.5倍強と増産が著しい。この

漁獲量の大部分は漁場造成による地まき放流増殖事業

の生産で支えられているが、このような成果が得られ

たのはこの事業を積極的に推進した現地の漁業者と漁

業協同組合の皆様の努力があったからであり、さらに

市町および関係機関の指導や協力が効果的であったた

めでもある。今後は安定的な量産期を確立するために

この海域にみあったさらに一層の技術開発が必要であ

り、またホタテガイを定着性沿岸資源のなかの基幹生

産として定着させ漁家経済の安定に資することが望ま

れる。 

嚇 
10 
	 20Cm 

（魚介類研究室伊藤 博） 

刊行物 
Nakamura, Y. : Sodium-dependent absorption of 

inorganic phosphate by the carp intestine. 

Comp. Biochern. Physiol., 80A (3), 1985 (B. 434) 

三本菅善昭：太陽ェネルギー利用ハンドブックー藻類。 

日本太陽エネルギー学会、1985 (B. 435) 

三本菅善昭【太陽ェネルギー利用ハンドブックー水産

資源。日本太陽ェネルギー学会、1985 (B. 436) 

井上尚文】日本全国沿岸海洋誌、第21章 有明海、II 

物理。pp・ 831一845、東海大学出版会、1985 (B. 

437) 

井上尚文・三井田恒博・俵 悟】日本全国沿岸海洋誌、 

第23章 対馬海峡、II物理。pp. 914-933、東海

大学出版会、1985 (B. 438) 

和田時夫・村田守・新宮千臣・入江隆彦・藤井浄】日召

和58年度漁業資源評価システム高度化調査。水産

庁, 1985 (C. 559) 

加藤禎一】成長の良くない方が大型になるヒメマス親

魚の話。北水研ニユース、32. 1985 (C. 560) 

ぎ」 
'I 

天然ホタテガイ 

殻長18cm、体重0.9kg 

6年貝、昭和60年春 

0 

コ．ース 
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伊藤 博】北海道のホタテガィ種苗放流と漁獲量につ 

和田時夫】道東海域における調査定線の間隔と結果の

拡大方法について。同上（C. 568) 

大迫正尚・吉田久春・小林時正・藤井浄・橋本良平】 

スケトウダラ太平洋系群の1983年及び1984年にお

ける卵の分布。同上（C. 569) 

北海道区水産研究所】昭和58年度漁業資源評価システ

ム高度化調査結果報告書。1985、水産庁（C. 570) 

北海道区水産研究所・日本海区水産研究所】日本海北

方沖合域における魚群分布調査。昭手058年度漁業

資源評価システム高度化調査結果報告書。1985, 

水産庁（C. 571) 

北海道区水産研究所】漁場海況概報、No.30. 1985 (C. 

572) 
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（1984年）。1985 (C. 573) 

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（1984), 1985 (C. 573) 

r 	 h一一 一ー 「 

I 北水研日誌ー』 

2. 4 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官標津へ出張、 7 日まで。 

増養殖推進会議出席のため中野技官伊勢へ出

張、 7 日まで。 

北光丸第 7 次航海（昭手059年度冬期サンマ産

卵魚群分布調査）出港、 3 月10日まで。 

2,6 農林水産技術会識事務局企画連絡室長会議出

席のため飯塚企画連絡室長東京へ出張、 8 日

まーて’。 

水産庁漁政課小松課長補佐来所。 

2. 8 襟裳以西及び道東沖海域スケトウダラ新規加

入群量資源調査のため加賀主任研究官北鳳丸 

乗船、22日まで。 

後志地区人工礁調査のため新谷資源部長余市

へ出張、14日まで。 

水産庁資源課国際資源班石田課長補佐来所。 

イワシ資源検討会出席のため村田室長、和田

技官東京へ出張、16日まで。 

ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官標津へ出張、17日まで。 

北海道農業試験場井上場長、西部次長来所

マリンランチング研究推進協議会出席のため

飯塚企画連絡室長東京へ出張、19日まで。 

バイオマス研究打合せ会出席のため三本菅室

長東京へ出張、20日まで。 

増養殖場検討会出席のため加藤増殖部長、杉

山室長東京へ出張、20日まで。 

道立水産購化場えりも支場宮本、黒川氏来所。 

海洋構造物活用による浅海域開発整備事業推

進調査のため倉田所長、三本菅室長、町口技

官札幌へ出張、24日まで。 

2.25 資源海洋部長会議出席のため新谷資源部長、 

井上海洋部長東京へ出張、28日まで。 

スケトウダラ新規加入群量資源調査のため小

林主任研究官羅臼へ出張、 3 月 2 日まで。 

3.3 北洋海域生態系モデル研修のため入江主任研

究官谷田部へ出張、 9 日まで。 

3.5 襟裳以西及び道東沖海域調査のため小林主任

研究官北鳳丸乗船、14日まで。 

大規模増殖事業に関する打合せのため杉山室

長東京へ出張、 9 日まで。 

3. 6 沿岸域漁業管理適正化方式開発調査のため倉

田所長札幌へ出張、 8 日まで。 

昭和59年度イカ類資源漁海況検討会出席のた

め新谷資源部長、井上海洋部長、村田室長、 

石井主任研究官、中村技官札幌へ出張、 9 日

まで。 

深海丸第11次航海（昭手ロ59年度ホッケ幼稚魚

調査）出港、加賀主任研究官乗船、25日まで。 

東海大学岩下教授来所。 

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、町口技官東

京へ出張、12日まで。 

3 . 12 昭和56年度ズワイガニ資源調査のため新谷資

源部長札幌へ出張、14日まで。 

東海区水産研究所大久保放射能部長来所。 

放射能調査打合せ及び特別研究推進会議出席

のため荻島技官東京へ出張、18日まで。 

3 . 17 漁業資源研究会委員会出席のため藤井室長、 

小林主任研究官東京へ出張、19日まで。 

3'18 東海区水産研究所和久井企画連絡科長来所。 

いて。同上（C. 561) 

村田守・新宮千臣】太平洋海域におけるスルメイカの

漁況予測の現状と課題。1984年度GSK浮魚環境 

2.12 

合同部会報告、1985 (C. 562) 2 	. 14 

和田時夫】1983年南下期におけるサンマの分布と海洋

条件。第17回サンマ、マサバ、マイワシ及びスケト

ウダラ協同研究会議経過報告、水産庁、1985 (C. 

563) 

北片正章】1984年の北方水域におけるサンマの分布と 2 . 17 

海洋条件。同上（C. 564) 

和田時夫】1983年北海道沖（道東海域）まき網による 

マイワシ漁況。同上（C. 565) 

和田時夫】1984年北海道沖（道東海域）まき網による 2 . 18 

マイワシ漁況の中間報告。同上（C. 566) 

和田時夫・新宮千臣】科学魚探によるマイワシ資源現 2 . 20 

存量の推定。同上（C. 567) 2 . 21 

3. 7 

3 . 11 

3.7 

3.11 

3 . 13 

3 一 14 

3,13 

3 一 14 
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3 . 19 栽培事業推進に関する打合せのため倉田所長

厚岸へ出張。 

国有財産事務打合せのため小間課長補佐余市

へ出張、21日まで。 

沿整調査打合せのため三本菅室長札幌へ出張、 

21日まで。 

3.20 研究事務打合せのため倉田所長余市、札幌、 

稚内へ出張、24日まで。 

スケトウダラ新規加入群量資源調査のため小 

林主任研究官鮫へ出張、24日まで。 

3 . 22 標津漁業協同組合西山組合長、佐賀専務来所。 

3 . 24 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伊藤主任研究官東京へ出

張、26日まで。 

3.25 庶務課長会議出席のため速水課長東京へ出張、 

29日まで。 

3.27 昭和59年度沿岸域漁業管理適正方式開発調査

第 3 回中央検討会出席のため入江主任研究官

東京へ出張、29日まで。 

3.28 沿整事業打合せのため加藤増殖部長東京へ出

張、29日まで。 

昭和59年度北海道ブロック漁業資源調査及び

漁海況調査連絡会議。於北水研、29日まで。 

北海道漁業調整事務所佐藤所長来所。 

4,1 昭平160年度上級試験採用者研修のため渡辺、 

河野技官筑波へ出張、12日まで。 

4.5 昭和60年度上級試験採用者（選考採用）研修 

のため嵯峨技官筑波へ出張、12日まで。 

4. 7 水産庁研究所長会議出席のため倉田所長東京 

へ出張、10日まで。 

4.8 水産庁研究所長会議及び企画連絡室長会議出

席のため飯塚企画連絡室長東京へ出張、11日

まで。 

4 . 12 北海道日本海及び太平洋沿岸海域調査のため 

加賀主任研究官若潮丸乗船、 5 月12日まで。 

4,16 労務管理のため小間課長補佐余市へ出張。17 

日まで。 

4 . 18 4.18 水産庁田宮漁業監督指導官来所。 

4.20 北光丸第1次航海（第二種中間検査及び機関 4 . 20 

部分割中間検査並びに一般工事）出港、於塩

釜市東北造船眠、 5 月23日まで。 

4.21 管理事務打合せのため速水課長東京へ出張、 

23日まで。 

4 . 22 マリンランチング研究推進協議会出席のため

飯塚企画連絡室長東京へ出張、23日まで。 

農林水産試験研究機関予算要求事務打合せ会

議出席のため小間課長補佐谷田部へ出張、25 

日まで。 

4 . 23 バイオマス変換計画研究推進協議会出席のた  

め三本菅室長東京へ出張、25日まで。 

4 . 24 昭平ロ60年度栽培漁業東日本ブロック会議出席

のため杉山室長伊豆長岡へ出張、27日まで。 

4 . 25 管理事務のため飯塚企画連絡室長余市へ出張、 

26日まで。 

昭平660年度根室管内一斉調査に係る実施計画

打合せ会議、於北水研。 

4 . 30 本州北部日本海及び北海道周辺海域調査のた

め金丸主任研究官但J・I」丸乗船、5 月28日まで。 

5. 7 探海丸第 1次航海（北海道周辺の海洋放射能

調査）出港、藤井室長乗船、27日まで。 

5. 8 水産生物ジーンバング運営協議会出席のため

三本菅室長東京へ出張、10日まで。 

5. 9 水産庁北海道さけ・ますふ化場十勝支場鈴木

次長来所。 

佐呂間町岸本助役外26名来所。 

5 . 13 農林水産技術会議及び水産庁企画連絡室長会

議出席のため飯塚企画連絡室長東京へ出張、 

16日まで。 

日本海及び太平洋海域調査のため入江主任研

究官若潮丸乗船、25日まで。 

5 . 15 物品定期検査のため水産庁漁政課宮深係長来

所。 

5 . 16 北海道栽培漁業技術連絡協議会出席のため加

藤増殖部長、小林主任研究官、中野、矢野技

官厚岸へ出張、17日まで。 

5 . 17 道都大学海洋生物研究所長三谷教授来所。 

5 . 19 暖水塊日米セミナー出席のため北野室長東京

へ出張、24日まで。 

5 一 22 研究業務打合せのため倉田所長東京へ出張、 

23日まで。 

東海区水研坂本用度係長物品管理官交替検査 

のため来所、23日まで。 

南西海区水産研究所野上室長来所。 

貝類担当者会議、於旅テル市川。 

5 一 23 第 5 回水産生物遺伝資源研究協議会出席のた

め加藤増殖部長東京へ出張、25日まで。 

5 一 24 北海道開発局馬渡課長補佐来所。 

5 . 27 帯広統計情報事務所片岡水産統計課長来所。 

5 . 28 北海道人事委員会事務局給与課春日主事来所。 

5 . 29 道東太平洋及び根室海峡調査のため吉田主任 

研究官但州丸乗船、 6 月 7日まで。 

5 . 30 米国人民漁業調査研究視察団27名来所。 

職員定期健康診断。 

6. 4 所長会議出席のため能勢所長東京へ出張、 7 

日まで。 

6. 7 青森県風間浦漁業協同組合長外 9名来所。 

6. 8 三陸沖、南千島海域調査のため金丸主任研究

官、渡辺技官但州丸乗船、28日まで。 
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兵庫県立香住高等学校西国領教授外13名来所。 

6. 10 北光丸第 2次航海（漁業資源評価システム高

度化調査）出港、中村技官乗船、 7月 2 日ま

で。 

6. 12 地方連絡会議出席のため能勢所長札幌、定山

渓へ出張、15日まで。 

庶務事務打合せのため速水課長、土谷技官余

市、札幌へ出張、14日まで。 

6. 18 漁業保全検討会出席のため井上海洋部長筑後

柳河へ出張、21日まで。 

6. 19 国有財産増減報告のため小間課長補佐東京へ

出張、21日まで。 

物品増減報告のため香西事務官東京へ出張、 

21日まで。 

6 一 25 昭和60年度第1回スルメイカ長期漁海況予報

会議出席のため村田室長城崎へ出張、28日ま

で。 

6. 29 太平洋及びオホーツク海調査のため小林主任

研究官但州丸乗船、 7月10日まで。 

◇人事異動◇ 
昭和60年 2 月 1日付 

（水産庁東光丸首席1等航海士） 
	

（技）小池利成 

命 北水研北光丸臨時船長 

（北水研北光丸一等航海士） 
	

（技）斎藤邦夫 

免 北水研北光丸臨時船長 

（北水研北光丸二等航海士） 
	

（技）本間盛一 

免 北「水研北光丸臨時ー等航海士 

（北水研北光丸三等航海士） 
	

（技）高木 充 

免 北水研北光丸臨時二等航海士 

昭和60年 2 月27日付 

（北水研探海丸一等航海士） 
	

（技）土谷貞征 

命 北水研庶務課併任解除 

（北水研探海丸二等航海士 
	

（技）熊谷幸夫 

免 北水研探海丸臨時ー等航海士 

昭和60年 3 月12日付 

命 北水研北光丸臨時船長併任解除 （技）小池利成 

（北水研北光丸一等航海士） 
	

（技）斎藤邦夫 

命 北水研北光丸臨時船長 

（北水研北光丸二等航海士） 
	

（技）本間盛一 

命 北水研北光丸臨時一等航海士 

（北水研北光丸三等航海士） 
	

（技）高木 充 

命 北水研北光丸臨時二等航海士 

（北水研北光丸司厨員） 
	

（技）嵩田信男 

命 水産庁船舶予備員併任解除 

（水産庁船舶予備員） 
	

（技）中山正晴 

命 北水研北光丸司厨員併任解除 

昭和60年 3 月31日付 

定年退職（北水研資源部長） 	（技）新谷久男 

定年退職（北水研海洋部主任研究官） （技）久保 正

定年退職（北水研北光丸甲板次長） （技）菊地策悦

昭和60年 4 月 1日付 

（遠洋水研企画連絡科長） 	 （技）佐藤哲哉 

命 北水研資源部長 

（水産庁開洋丸首席一等航海士） （技）中山覚介

命 北水研北光丸船長 

（北水研探海丸一等機関士） 	（技）中村幸雄 

命 北水研北光丸一等機関士 

（北水研北光丸ニ等機関士） 	（技）藤田和生 

命 北水研探海丸一等機関士 

（水産庁船舶予備員） 	 （技）深田真稔 

命 北水研北光丸二等機関士 

（北水研探海丸甲板次長） 	 （技）佐藤千代彦 

命 北水研北光丸甲板次長 

（北水研北光丸操舵手） 	 （技）後藤正己 

命 北水研探海丸臨時甲板次長

命 農林水産技官 北水研増殖部勤務 嵯峨直恒

命 農林水産技官 北水研資源部勤務 渡辺ー俊

命 農林水産技官 北水研海洋部勤務 河野時膚

命 農林水産技官 北水研探海丸勤務 田過和弘 

免 北水研北光丸臨時船長 	 （技）斎藤邦夫 

免 北水研北光丸臨時一等航海士 （技）本間盛一

免 北水研北光丸臨時二等航海士 （技）高木 充 

（北水研北光丸一等機関士） 	（技）斉藤真澄 

命 水産庁白竜丸ー等機関士 

（北水研探海丸操舵手） 	 （技）畑中 享 

命 東海水研蒼鷹丸三等航海士 

昭和60年 5 月 8 日付 

命 北水研北光丸臨時司厨長 	（技）菖田信男 

昭和60年 5 月13日付 

免 北水研北光丸臨時司厨長 	（技）菖田信男 

昭和60年 5 月23日付 

（養殖研究所栄養代謝部長） 	（技）能勢健嗣 

命 北水研所長 

（北水研所長）辞職を承認する。 	（技）倉田 博 

昭和60年 6 月 9 日付 

（北水研北光丸二等航海士） 	（技）本間盛ー 

命 北水研庶務課併任 

（北水研北光丸三等航海士） 	（技）高本 充 

命 北水研北光丸臨時二等航海士 

（水産庁船舶予備員） 	 （技）下像正昭 

命 北水研北光丸臨時三等航海士

昭和60年 6 月16日付 

（北水研北光丸二等機関士） 	（技）津田真稔 

命 北水研庶務課併任 

昭和60年 7 月 3 日付 

命 北水研庶務課併任解除 	 （技）深田真稔 

（技）後藤正己 C' 

（技）能勢健嗣 し’ 

（技）倉田 博 

（技）本間盛ー 

（技）高本 充 

（技）下像正昭 

（技）津田真稔 

（技）深田真稔 
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北水研では昭和55年以来、スケトウダラ資源の変化

を出来るだけ早く予測する目的で、「スケトウダラ新規

加入量資源調査」 を実施しており、その中でスケトウ

ダラの卵稚仔期の分布に関する新知見を蓄積しつつあ

るが、ここでは北海道周辺海域に出現するタラ科のマダ

ラGadus macrocゆhalu.s Tilesius、 コマイ Eleginu.s 

gracilis (Tilesius)、スケトウダラ Themgm chalco・ 

gramma (Pallas）の 3種の稚魚の外見上の相異点につ

いて述べる。 

写真~ タラ科稚魚 3種 A：マダラ B 】コマイ C 】スケトウダラ 

写真1はほぽ同一体長の 3 種を比較するために示し

たものである。体長 3 cm前後になると 3 種は外見上も

かなり明確に区別できるようになる。マダラ（写真1 

北海道周辺海域には日本に分布するアイナメ属 5種

のすべてが分布するが、ここではそのうちクジメHexa・ 

grammos agrammus (Temminck et Schiegel) お

よびウサギアイナメH.lagocゆhales (Pallas）を除く、 

スジアイナメll octogrammus (Pallas)、アイナメH. 

otakii Jordan et Starks 、およびエゾアイナメH. 

stelleri Tilesius の 3 種のほぽ同程度の大きさの稚魚

を見る機会を得たので、 3 種の主な外見上の差異にて） 

いて述べる。 

写真1は 3種を比較するために示したものである。 

肉眼観察による 3 種の も顕著な差異は尾鰭の黒色素

の現れ方にあると思われる。体色はいずれも緑色であ

り、ホルマリン固定の標本では脱色するので識別には

ほとんど使えない。スジアイナメ（写真1一A）では

尾鰭の鰭条上に、黒色素が 3種の中では も規則的に

出現し、6-7列の点列が並ぶように見える。また、 

ーA）では体側に不規則な斑紋が見られ、この特徴は

その後成長するにしたがって顕著になる。コマイ（写

真1 B）では各鰭条上に黒色素が密に分布し、他の 

2 種と区別できる。その他、コマイで’は他の 2 種と比べ

て眼径が若干小さく、吻が丸味を帯びている。また、体

長 3 cmくらいになるとコマイでも体側に不規則な斑紋

が見られるようになる。スケトウダラ（写真1TC) 

では体側の背側および腹側寄りに黒色素がまばらに分

布する。体長 5 cmくらいになるとスケトウダラでも各

鰭条上の黒色素が密になり、体側にも不規則な斑紋が

見られる。 

実際はここに示したものより小さい時期での 3 種の

識別が難しいのであるが、この時期のものについては

近、Dunn and Vinter Dによる報告がある。 

（資源部第1研究室） 
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黒色素の分布の幅は 3種の中で も広く、尾鰭の半分

より後まで及ぶ。アイナメ（写真11B）では尾鰭の

黒色素の分布は比較的不規則で、尾鰭の付根付近で連

続しており、かろうじて 2-3列の点列が読み取れる

程度である。また、黒色素の分布の幅は 3 種の中では 

写真~ アイナメ属稚魚 3 種 A 】スジアイナメ B：アイナメ 

C 】ェゾアイナメ 
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