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漂流板によるホタテガイ採苗時期の潮流観測について 

ホタテガィ増養殖に必要な種苗は現在でもすべて天

然採苗で賄われている。近年のホタテガイ生産構造の

変化で内湾採苗だけでは種苗が不足するようになった

ことから、「外海採苗」が極めて重要な技術となって

きている。外海採苗の安定化をはかるために、根室海

域で現在行われている採苗調査の一環として潮流観測

を実施したので、その概要を紹介したい。 

ホタテガイの稚貝を天然採苗するためには、少なく

ともその年の産卵時期や浮遊幼生の分布と成長などに

ついて知る必要がある。また、採苗事業のー層の安定

化をはかるためにはこの他に多くの情報を調査によっ

て収集する必要がある。とくに海況条件は浮遊幼生の

分布を直接左右することから重要な情報となっている。 

海況条件についてはこれまでの根室海域の採苗調査の

なかでは水温と塩分で把握するに留めてきたが、潮流

についても検討すべき段階に達してきたと判断された。 

つまり、この海域では付着直前のサイズの浮遊幼生が 

ー定の規模以上で出現したときに直ちに採苗器を投入

しているが、採苗器投入時期の判定から実際に採苗器

を投入するまでの間には時間的なズレが生じる。この

ズレの間にも浮遊幼生は潮の流れのままに移動してお

り、浮遊幼生を含む水塊は周囲の水塊との相互関係な

どによりその場での言わば気ままとも思える挙動を示

す。しかし水塊の挙動には海域特性による一定のパタ 

ーンがあり、短期的にはかなり高い精度で予測できる

と考えられる。採苗対象の浮遊幼生を発見してから採

苗器を投入するまでの短い期間に浮遊幼生を含む水塊

がどの程度の移動や分散または集積を示すのかを予測

できれば、採苗事業をより一層効率的にすすめること

が可能となる。 このため、昭和60年度は潮流を現場で

簡便に観測する方法の検討と潮流情報の蓄積を目的に、 

採苗器投入後のホタテガィ幼生が付着する時期にあた

る 7月初めの大潮時の潮流を観測した。 

海水の水平的な収束や発散については通常の測器や

手法では把握が困難であるため、現場における簡便な

観測法として、レーダー用漂流板を陸上のレーダーで

追跡記録する方法を試した。試作したレーダー用漂流

板の構造は図に示した通りで、180cmの 方型枠を十文

宇に組んだものにカンバスを張った抵抗板と、レーダ 

ー反射板（リフレクター）を付けた浮標（ボンデン） 

とからなっている。水塊の収東と発散を推定するため

には 3個以上の漂流板を観測することが必要なため、 

根室海峡の標津沖では漂流板 6個を、また根室湾の別

海沖では 3個をそれぞれ流した。標津では昭和60年7 

月 4日から 7月6日の48時間、また別海では 7月 4日  

から 7月5日の24時間にわたって漂流板の位置を連続

的に観測記録した。使用したレーダー（J RC: JM 

A-802, NCD・802）の有効監視範囲が半径 8マイル

であるため、根室海峡では標津漁業協同組合のレーダ 

ーで観測できたが、根室湾では野付漁業協同組合と別

海漁業協同組合の 2 ケ所のレーダーが必要であった。 

また、根室湾では海中にいくつかの漁具が設置されて

いたため野付漁業協同組合の指導調査船「のつけ」が

観測期間の24時間にわたり漂流板に随航し調査を支援

した。根室海峡では標津漁業協同組合の指導調査船 

「はくちょう」が適宣に調査を支援した。 

調査の結果、この時期に根室海峡の標津沖では南北

方向の往復流がみられ、南下流が卓越していた。そし

て古多糠あたり（薫別から忠類にかけて）の沿岸に収

東域が、また忠類から伊茶仁にかけての沖合には発散

域があるように思われた。 また、根室湾の別海沖では

根室海峡に比べ流速は小さく、時計回りの流れがみら

れた。このように、レーダー用漂流板を観測すること

で水塊の収東と発散および流況を現場的に簡便に推定

することが可能であり、潮流の簡易観測法として有効

であることが確認できた。 また、問題点として次のこ

とがあり、検討および改善が必要であることがわかっ

た。つまり、海中に漁具などの障害物が存在した場合

にはこれに引掛り観測に支障が生じること、またレー 

ダー反射板だけでは複数の漂流板の識別が不可能であ

るため連続的観姐になけれぱ見失う確率が高いことな

どである。実際に今回の観測調査で、支援船「のつ

け」の適切な処置により観測を継続できた根室湾では 

1個の漂流板がホタテガィ採苗施設内に入って引掛り

そうになったり、また根室海峡では一時的に1個の漂

流板を見失うといったことが起った。このような障害

に対しては、引掛り対策の支援船を配置することや、 

発信式のレーダープイを使用することなどで解決が可

能であるが、それだけ簡便ではなくなり大掛りになる

ということである。 

調査体制や経費についておおざっぱに述べると、こ

のような小規模な観測でも予備調査を含めて、現地の

調査船 2隻（14トン型）と水研と現地の調査員12名が 

4-.--5 日間の稼働を要した。つまり、少なく見積って

も延べ50-60名の労働力と大衆車一台分程度の実費が

かかった訳で、もしも正当な見積りをしたならば超高

級車一台分くらいの経費になると思われる。このよう

に現場の漁場を対象とした調査には多くの時間と経費

が必要であるため、採苗調査の全体計画を事業レベル

で考える場合には、個々の調査に必要な労働カと時間 
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および経費そして調査で得られる情報の貢献度と価値

などを十分に検討すべきである。従って、事業現場で

潮流調査を応用する場合にもこの点を考慮しなければ

ならない。 

なお、水産の調査研究を漁場を対象としてすすめる

場合の常識について蛇足までに記したい。水産の立場

からみると海は生産の場つまり漁場であることから、 

漁場での調査は漁業との関係を調整して実施するのが

当然であるが、この当たり前のことを全く考慮せず調

査に突きすすもうとすることが水産研究者でも頻繁に

ある。 このようなことを防止するには、現場の漁業者

や漁業協同組合および関係機関との合意にもとずく共

同作業（調査）が最良であると考えている。今回の調

査もこの考え方に沿って可能な限り現地と事前に協

議・検討したうえで実施した。その甲斐あって期待以

上の好結果を得ることができた。 

今回の観測調査をすすめるにあたり、根室海域沿岸

の標津漁業協同組合と野付漁業協同組合および別海漁

業協同組合、さらに標津漁業協同組合の指導調査船 

「はくちょう」と野付漁業協同組合の指導調査船「の

つけ」および別海町役場水産課には直接的に大変お世

話になった。とくに根室湾の調査では別海町役場の佐

藤則夫氏にレーダー観測を担当していただいたことで

正確な観測ができた。また、その他の関係機関や根室

管内ホタテガィ採苗検討会の他の漁業協同組合（羅臼、 

根室湾中部、根室、歯舞）には側面的な支援をしてい

ただいた。それぞれの皆さまに衷心より感謝申し上げ

ます。 

［付記 ］ この調査の結果の詳細は下記により

発表の予定です。 

杜多 哲・伊藤 博・河野時慶・矢野 豊 

(1船6)：根室海域の潮流について、昭和61年度日本水

産学会春季大会． 

1986年 2月15日記 

（増殖部魚介類研究室 伊藤 博） 

ホタテガイ天然採苗に関する
フローチャートについて 

ホタテガイ漁業は増養殖により近年飛躍的に発達し、 

20万トン台の生産時代へ入った。 この新局面を迎えて

ホタテガイの生産構造は変化し、とくに増養殖の源で

ある種苗生産の段階に障害が生じてきている。つまり、 

種苗の需給関係からみて供給不足は1978年頃から潜在

的に生じていたが、この種苗不足は1984年以来最近の 

2年間で顕在化し、ホタテガイの生産に直接影響を及

ぼすようになった。種苗不足は生産の抑制だけに留ま

らず、これが引き金となって新たな問題を起しかねな

い状況となっている。今やホタテガイ漁業は新たな飛

躍のための「種苗の戦略の時代」 となっている。ホタ

テガィ増養殖に必要な種苗は現在でもすべて天然採苗

で賄われているが、1970年代後半から内湾採苗だけで

は種苗が不足するようになり、近年では「外海採苗」 

が非常に重要な技術となってきているのも新たな時代

の現れである。こうしたことから、ホタテガイ増養殖

の出発点である種苗生産について考えるために、天然

採苗を中心としたフローチャートを書いてみた。 

現在のところ外海域における天然採苗技術の確立が

性急に求められているが、これは内湾採苗には問題が

なくなったのではなく、根本的には真の意味での天然

採苗技術は未確立の現状にあるということである。従

って、このフローチャートは今後の採苗技術の新たな

開発と確立にともなってより一層合理的なものに改変

されるべきであると考えている。 

1986年2月15日記 

（増殖部魚介類研究室 伊藤 博） 



図 ホタテガイ増養殖の天然採苗を中心としたフローチャー 
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バイテクーわきみち 

ある魚種の種苗生産を行う時、少なくとも、オスメ

ス、それぞれ1尾ずつの親魚が必要である。そしてま

た、その時、それら親魚の性成熟は一致しなければな

らないであろう。とは言え、実際には、そんな事は考

えてなくとも、多数の親魚を確保できれば、おそらく

五分五分で雌雄は存在し、またその場合、大抵は性成

熟も合致することであろう。しかしながら、対象種が

資源量の極めて低下しているものであったり、あるい

は希少種であるような場合には、親魚の雌雄に偏りが

生じることも起こりうることであろう。また、雌雄の

性成熟の不ー致は、現状では、飼育技術や成熟制御の

確立されていないような魚種、特に海産魚では、考え

うることと思われる。こういった類の問題のうち、成

熟卵だけが手に入るような場合、そのような場合に、 

雌性発生法を応用して、なんとかできないものかと、 

我々の研究室では考えている。つまり、オスがいない

或いは、精液がとれないなら、他種の精子を使ってや

ろう、他種の精子であろうと遺伝的に不活化してしま

えば、その形質は伝達されず、めでたく欲しい魚が手

に入るのではないかという具合である。さらに、その

精子の遺伝的不活化処理も、市販の紫外線灯、1本あ

れば、なんとかなるわけだから、生産現場での活用も

たやすいのではないかと考えた訳である。そういうこ

とで、我々の研究室では、クロガシラガレィ精子とス

ナガレィ卵を材料に、異種精子による雌性発生につい

て検討した。つまり、クロガシラガレイの精子により

スナガレイの卵を発生させ、スナガレイの稚魚を得よ

うということである。この精子と卵の組み合せでは、 

数卵割程度は、進行するものの、全て途中で停止し、 

死亡してしまう。つまり、交雑種が生じることはない。 

だが、卵割が進むということは、この精子を用いるこ

とにより、雌性発生を誘起しうるということを示して

いる。そこで、まず、精子の遺伝情報を破壊するため、 

精子に紫外線処理を施した。すなわち、クロガシラガ

レイの精液をリンゲル液で50倍に希釈し、これをガラ

スシャーレに薄く伸ばしたものに対し、適当時間、紫

外線を照射した。その照射精液を、スナガレイの正常

卵に媒精し、媒精後 3日目（正常なスナガレィ精子と

卵による発生卵ではふ化直前）の生存率を調べた。そ

の結果、紫外線照射時間の増加とともに、生存率も増

加し、照射時間が60秒のとき、生存率は74％に達した。 

この時、ふ化した稚魚は、発育不良・小眼・小頭など、 

外見上、半数体と考えられる状態を示した。このこと

から、紫外線照射により、クロガシラガレィ精子は遺

伝的に不活化され、また、その処理精子によりスナガ

レイの卵を雌性発生させうると考えられた。このよう  

にして、得られたふ化稚魚は、奇形を示すための種苗

としては、明らかに適さないし、またふ化後、数日も

たたないうちに死亡してしまう。これは、おそらく半

数体であることに起因すると考えられ、何らかの方法

で、染色体を倍数化してやる必要がある。そこで我々

は、 Purdom に従い、媒精直後の卵を低温下に置く

という、いわゆる、（万M Shock法によって、第 2極

体の放出を抑制して、染色体の倍数化を行うことにし

た。すなわち、前述のようにして、紫外線処理したク

ロガシラ精子をスナガレイの卵に媒精する。媒精後の

適当な時間に、この卵を、一 2。 Cの海水中に、ill）分間、 

浸漬（Cold Shock）し、その後のふ化率について調

べた。その結果、媒精後、30分以内に、（加ld Shock 

を与えたグループでは、ふ化率は20％前後であり、ま

た、そのふ化稚魚は、外見的には全て、正常発生魚と

差異はみられなかった。一方、媒精後、30分以上、経

過してから、 Cold Shockを与えたものでは、ふ化率

は低くまた、ふ化稚魚の殆んどは、 Cold Shockを与

えないものと同様な、外見上の奇形を示した。 これら

の結果からと、交雑種の生じない組み合せであること

とを考え合わせると、紫外線照射したクロガシラカレ

イ精子を媒精されたスナガレイの卵から、Cold 

Shock を通じて、発生した稚魚は、スナガレイの雌

性発生 2倍体と考えられる。この結果の妥当性を確認

するための各実験段階におけるゲノム数は、現在、検

討中である。 

以上のようにして得られた稚魚が、果して種苗とし

て、健全なものなのか、実用に耐えうるかといった議

論は、別な機会を待つこととして、このような方法は、 

少なくとも、冒頭に述べとような、問題に対応する、 

窮余の策として役立つのではないかと考えている。 

「雌性発生」 というと、即座に「育種」などを連想し

がちであるが、こんな風な、ちょっと夢はないけれど

身近な所でも、活用しうるという、1つの考え方とし

て参考にして頂ければ、幸いである。 

増殖部魚介類研究室 矢 野 豊 
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インドネシアにおいて我が国の海外技術協力のー環

として現在行われている浅海養殖プロジェクトのェヴ

ァリュエーションを行うために、海外技術協力事業団

から巡回指導チームが派遣されることとなり、その団

長として今年の1月 8 日から22日まで、インドネシア

を訪問する機会を得た。 このプロジェクトは1978年に

発足したもので、途中 2 度に亘る期間延長を経て、ほ

ぼ 7年半の歳月をかけた後、今年の 3 月末に完了の運

びとなる予定となっている。今回、北水研ニュースに

紀行文を書くように勧められたけれども、気の利いた

紀行文などは書ける自信は全くないので、思いつくま

まに雑感を書きならべてお許しを得たいと思う。 

インドネシアはジャワ島を中心に、東はスマトラ島

から西は西イリアンにいたる東西5000km におよぶ広大

な地域に互って広がる大小1万数千の島々からなり、 

その200海里経済水域の総面積は580万平方キロにもお

よび、我が国の200海里経済水域 386万平方キロの

約1.5倍を占有する海洋国家であるといえよう。現在

のインドネシアの漁業は近代化は余り進んでおらず、 

200万戸と推定されている零細漁民によってもっぱら

伝統的な漁法により営まれているので、その生産性は

低い。内水面を含めた漁業生産高（1983）は 212万

トン程度の水準であり、GNPの 7 ％を占めるにすぎ

ない。そのうち、海面漁業は 168万トン（1380億
円）であり、金額的にはエビが23％を占めるという。 

しかしながら、 200海里経済水域内の漁業開発には、 

インドネシア政府は極めて熱心であり、今回の浅海養

殖プロジェクトも沿岸漁業開発の一環として取り上げ

られたものである。 

ここで簡単にインドネシアの国際収支に重要な輸出

について見てみると、総額218万億ドル（1984）のう

ち、 73％は石油および天然ガスであり、ついで天然

ゴム、ベニヤ板、コーヒーで11%、さらに、スズ、非

鉄金属鉱石、アルミニウム、茶がそれぞれ2-3億ド

ルで、エビも 2億ドルの水準にある。したがって、エ

ピの輸出に占める役割はかなり大きく、その85％は日

本に向けて輸出されている。 ここ1-2年に見られる

石油価格の下落はインドネシアの経済に強烈な打撃を

与えており、一説によれば、インドネシアの経済を維

持するには、石油価格は 1バレルあたり27ドルの水準

が必要であり、昨今のように15ドルまで下がった状態

ではインドネシアの経済は火の車といってよいのかも

しれない。 

初めて訪問した1981年から前回の1984年の間におけ

る経済成長はまことに目覚ましいものがあり、主都ジ  

ャカルタでは高層ピルの建設ラッシュが続き、街を埋

めつくすように走る自動車（95％以上は日本車）も 

1981年にはかなりひどい中古車が大部分であったが、 

1984年には目だって新車（ノックダウン方式によるイ

ンドネシア製日本車）が増え、人々の服装も著しく改

善され、高級ホテルに宿泊するインドネシア人の数も

目に見えて増えていた。今回のインドネシアの訪問は 

5回目であったが、インドネシア人の自動車好きのた

めか新車の割合はあいかわらず向上しているものの、 

さすがにビルの建設ラッシュは見られなかった。もっ

とも、ジャカルタには初代正副大統領の名を取ったス

カルノ・ハッタ新国際空港がチェンカレンに新たに建

設され、新空港まであるいはジャカルタからセランへ

むけての有料高速道路が建設され、米の自給率が100 
％を越えて輸出国になるなど、表面的には近代国家へ

の建設が着実に進んでいるように見えるが、世界銀行

等からの借款は相当の額にのぼっているはずであり、 

下降に向かっているインドネシアの経済情勢の中で、 

これからの経済の建て直しはなかなか容易ではないと

思われる。街には日本車があふれるように走りまわり、 

日本製の家電製品があらゆる家庭に浸透しているのを

見ると、インドネシアは日本の大事な顧客であること

を改めて認識せざるを得ず、直面している経済危機に

出来得るならばなんとかお手伝いしなければならない

のではないかと考えさせられるものがあった。 

この浅海養殖プロジェクトが発足した 7 年半前には

インドネシアには海面養殖は全く存在せず、ゼロから

の出発であったといえる。 プロジェクトサイトとして

ジャカルタから1 0 0kmほど西方にあるバンテン湾に

面したカラガンツとボジョネガラの 2 箇所が選定され、 

貝類および魚類養殖の技術移転のための研究所づくり

が開発され、同時にインドネシアにおける養殖適種の

開発研究が行われることとなった。バンテン湾は太平 

養殖いけす 



洋戦争の初期に日本軍がジャワ島へ侵攻した際の上陸

地点であり、その当時に敷設された鉄道が現在も使わ

れているのを見ると、なにか因縁めいたものを感じさ

せられる。1981年にはじめてこの地を訪れた時は、研

究所の建物は新しく建設されてはいたものの、インド

ネシア側でセットされたヂーゼル発電機は中古品で、 

あとで判ったことであるが電気の配線はでたらめで年

中停電に悩まされ、日本から送った研究資材は電気な

しでは殆ど使えず、いけすに収容した魚は盗まれるし、 

さんたんたる有様であり、発展途上国の技術援助の難

しさを目の当りに見せられる思いであった。一つの事

業を興すには、電気、上下水道、電話などの通信、道

路などのいわゆるソシアルインフラストラクチャーの

充実、さらに質の良い労働者の確保がいかに重要であ

るか、そしてそれ等は一朝ータに達成されるものでは

ないことをつくづく思い知らされたものであった。こ

のような状態で始まったこのプロジェクトも次第に軌

道に乗り始め、これまで日本から送り込んだェクスパ 

ートは、延べ長期で9名、短期で21名、日本に留学

したインドネシア側カウンターパートは 20名にのぼ

り、現在ではボジョネガラはインドネシアの主要な水

産増養殖研究施設になり、そこには、ドライラボ、ウ

エットラボ、研究室棟、発電室、海水取水施設、陸上

池、また、海上飼育施設として作業浮台を備えた大小 

45基のいけすが整備され、調査船も配置され、かな

りの能力を持った研究施設が出来上がっている。しか

し、淡水の取水施設が未完成であり、研究所までの道

路はものすごい悪路であるなど、完成に向けてはかな

りの投資が必要であろう。 この間に生活条件の悪い現

地で施設の建設、技術移転のために努力された日本の

長期短期専門家の方々の苦労には頭が下がる思いであ

る。 

いけすには、アイゴ類、ハタ類、アカメ、フェダイ

類等の 1年魚約1万尾が飼育され、数十尾の各種親魚

が2-12取までに飼育されているのは見事であった。 

水温が高いために、これらの魚の成長速度は早く、ま

た、体脂肪の過剰蓄績もない良好な品質の魚を飼育し

うるなど、魚類養殖の可能性は大きいと思われる。現

在、種苗生産のための天然餌料の培養技術、仔魚飼育

技術、ホルモン処理による産卵誘発、自家製の魚粉の

製造、モイストペレツトの作成等、かなり高度な技術

の移転が行われている。 

インドネシアでは日本と異なり、魚の生食の習慣は

ほとんどなく、すべて煮るか焼くかするために、魚の

鮮度に対する関心はうすい。もっとも、漁船そのもの

も極めて小さくて冷凍設備は無く、市場にすら冷凍庫

らしきものも見られず、いわゆるコールドチェーンが

日本のように発達している訳ではないので、鮮度に対

する関心が無いのもしかたがないのかもしれない。魚 

ハタ類 

市場での魚の取り扱いは誠にお粗末であり、同行した 

1人はジャカルタの魚市場を見学してからは、それま

ではおいしいと食ぺていたナシゴレン（エビなどが入

ったインドネシア風焼飯）を食ぺる気がしなくなった

とこぼしたことからも取り扱いの程度が想像されよう。 

したがって、現在の段階ではインドネシアで魚類養殖

が発展することは難かしいと思われるが、所得水準の

向上によって鮮度の高い高級な魚に対する需要は増加

するはずであり、将来的に見れば魚類養殖の発展の余

地は充分にあると考えて良いであろう。現にシンガポ 

ールに近接したタンジュンピナンでは魚類の養殖が盛

んに行われており、ほとんどがシンガポールに輸出さ

れているという。 

帰国の前日に、サタリ農業技術開発長官を始めとす

るこのプロジェクトに関係されたインドネシアの高官

と日本大使館、 J I CAの方々を招待し、プロジエク

トの成功裏の完了を祝ってジャカルタの一流ホテルで

あるサリパシフィックホテルで立食パーテーを開くこ

ととなった。その折、PRをかねて、ボジョネガラの

研究所で飼育されている 2 一 3蛇のアカメ、フェダイ

を活作りにし、ハタを中国風に料理して賞味してもら

うことにした。その結果は大変好評であり、特にホテ

ルの支配人や調理をしてくれたコックさんも味見をし

て品質の良さに太鼓判を押してくれ、是非このような

魚を活魚で供給してもらえないかと大変なもてようで

あった。 ジャカルタには 30軒以上も日本料理店があ

り、かなりの材料を日本から持ちこんでいるとのこと

で（ー度そのような店で会食する機会があったが、サ

ケやイクラなども提供されていた）、キロものの活魚

は喉から手がでるほど欲しいということであった。長

官もこの話を聞いて魚類養殖にかなりの関心を抱いた

ようで、かなり細かい点まで質問されていた。 

日本においても、内水面養殖は長い歴史があるが、 

魚類の海面養殖が発達し始めたのは1950年代の半ばで

あり、GNPがあるレベルに達し、それなりの社会的

条件が整わないと海面の魚類養殖の発達は無理である 



ことはいうまでもない。 しかし、インドネシアには古

くから内水面養殖があって、現在20万トン弱の生産

をあげ、また、マングロープ地帯にはエビやサバヒー 

などを生産する粗放的な養殖池（タンバック）が多数

あり、 15万トン程度の生産があるので、養殖の発達

する技術的基盤はあるとみてよい。今回のプロジェク

トは、未開墾地を耕して小規模ではあるが海面養殖と

いう苗木を植えたことに意義があったと考えて良いで

あろう。十年後にこの苗木がどのように大きく育って

いるのかをこの目で確かめて見たいものと思う。 

インドネシア政府は水産業の発展、特に海面養殖の

振興に力を入れており、そのための研究施設を数箇所

で建設中であり、また、それらの施設で働く研究者の

養成のために、日本のみならずアメリカにもかなりの

数の研究者を派遣している。さらに、大統領直轄のエ

ビの養殖プロジェクトがジャカルタの近郊で開始され

るなど、海面養殖の発展に対して大きな期待を寄せて

いることをもろもろの政策の中から読み取ることがで

きる。半面、これらの計画は、数年前、すなわち、石

油価格が高値であった時になされたものであるために

かなり大規模であり、現在の低石油価格時代にそぐわ

ない面が幾つか見受けられ、規模の見直しを計らなけ

ればならない事態にたちいたっているのも事実のよう

である。インドネシア政府は海面養殖に対しての技術

援助を日本に引き続き期待しており、どのような形で

技術援助したらよいかは充分に検討しておく必要があ

ると思われた。 

第 14 回 

1．日時：8 月1日困13時30j 

2．場所：会議室 

3．話題提供 

1）釧路沖における暖水塊の境界渦について 

北野 清光 

2 ）マコンプ、リシリコンプ、オニコンプ、ホソメ

コンプおよびナガコンプ芽胞体の生長ならびに形態と

培養温度との関係 

岡田 行親

三本菅善昭

町口 裕二 

第 15 回 

1．日時：8 月27日因15時～ 

2．場所：会議室 

3．講演 

「海藻のバイオテクノロジー」 

Dr. A. Gibor 

カルフォルニア大学サンタバーバラ校

海洋研究所教授 

第 16 回 

L 日時：昭和60年10月22日因15時～ 

2．場所：会議室 

3．講演 

北大名誉教授 

酒 井 昭先生

植物の凍結保存と各国の植物遺伝資源保存の

現状 

第 17 回 

所内シンポジウム 

1．日時：昭和60年11月18日旧)13時30分～17時00分 

2．場所：会議室 

3．テーマ 

北海道でニシンを難させうるか？ 

I．話題提供 

1）風蓮湖のニシンの特性は 	小林 時正 

2 ）ニシンに中間育成は必要か 	杉山 元彦 

3 ）ニシンにとって風蓮湖の環境は・・・藤 井 浄 

II総合討論 

第 18 回 

1．日時：昭和61年1月28日因15時～ 

2．場所：会議室 



11）日本海のホッケ 	 日水研 11）日本海のホッケ 	 日水研 

12）北海道太平洋岸のホッケ 	北水研 

13）コマイ（道東・南千島海域） 	北水研 

14）宗谷海峡のイカナゴ 	 稚内水試 

15）太平洋海域のメヌケ 

釧路水試・室蘭支場 

16）道南太平洋海域のキチジ 	室蘭支場 

17）道東太平洋のキチジ 	 北水研 

18）マガレイ（北海道周辺） 

稚内・中央水試 

室蘭支場 

5 ）東北海域のスケトウダラ 	東北水研 

6）スケトウダラ太平洋系群総括 北水研 

7 ）根室海峡のスケトウダラ 	釧路水試 

8）日本海本州沿岸のスケトウダラ 日水研 

9 ）ホッケ（道北系群） 	 稚内水試 

10）後志、道南海域のホッケ 

中央・函館水試・北水研 

北水研

北水研

稚内水試 

19）ソウハチ（道北沿岸・オホーツク） 

稚内・中央水試 

3．話題提供 

1）ホタテ稚貝の中間育成期間の成長について 

	 伊 藤 博・矢 野 豊 

2 ）地蒔き放流 2 齢ホタテガイの分布密度と相対成 

長について 	伊 藤 博・佐女木孝夫 

矢 野 豊・杉山 元彦 

3 ）釧路沿岸におけるサケ稚魚の分布と海洋・餌料 

条件について 	 入江 隆彦 

4) 1985年 5 月に石狩湾で漁獲されたニシンの特性 

と系群について 	 小林 時正 

議情報 

昭和60年度底魚類の資源評価検討会議 

日時：昭和60年8・月29日（木）~30日（金） 

場所：北海道区水産研究所会議室 

議題 

1. 評価・予測の対象魚種の資源状態及び漁況に 

ついて 

1）オホーツク海南西域のスケトウダラ 

網走・稚内水試 

2 ）北部日本海のスケトウダラ 

中央・稚内・函館水試 

3) 沿海州のスケトウダラ 

稚内・中央水試 

4 ）道南太平洋海域のスケトウダラ  

20）道南太平洋海域のソウハチ 室蘭支場 

21）北海道周辺海域のハタハタ 	北水研 

22）エビ類（北海道周辺） 	 中央水試 

23）タコ類 	 中央水試 

24）ケガニ（二丈岩周辺） 	 稚内水試 

20）道南太平洋海域のソウハチ 室蘭支場 

21）北海道周辺海域のハタハタ 	北水研 

22）エビ類（北海道周辺） 	 中央水試 

23）タコ類 	 中央水試 

24）ケガニ（二丈岩周辺） 	 稚内水試 

2 ．その他 

1）日水研のハタハタ調査について 

2 ）国際漁業交渉に係る会議等について 

3 ）委員会旅費に係る会議について 

参加機関：稚内水試、網走水試、釧路水試、中央水 

試、函館水試、室蘭支場、日水研、東北水研、北 

水研 

昭手060年度太平洋イ力類資源評価検討会議および

昭和60年度第2 回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

日時：昭和60年9月19日（木）~20日（金） 

場所；釧路市商工会館 

議題 

昭和60年度太平洋イカ類資源評価検討会議 

1. 200カイリ水域及びその他の資源調査経過

報告（各機関） 

2. 59年度スルメイカ、アカイカの資源評価

について（北水研） 

3 ．漁況予測の方法に関する討議 

昭和60年度第2 回太平洋イカ長期漁海況予報会議 

1．第1回予報と実況について 

2 ．第 2 回予報に関する海況と漁況の現状と見

通しについて 

3 ．予報案の作成、検討、採択 

4 ．その他 

参加機関：函館水試、釧路水試、青森水試、岩手水

試、宮城水試、福島水試、海洋水産資源開発セン

ター、漁業情報サービスセンター、日水研、東北

水研、北水研 

昭和60年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査

第 2回オホーツク沿岸域漁業管理方式検討会 

日時：昭和60年11月 8 日（金）~9日（土） 

場所：釧路市商工会館 

主催：日本水産資源保護協会 

議題 

1．資源、漁業及び経営各作業部会検討結果報告 

2 ．今後の計画 

3 ．その他 

参加機関：水産資源保護協会、東大海洋研、東水大、 

- 10 - 



北大水産学部、道水産部漁港課、稚内水試、網走

水試、北水研 

昭平ロ60年度漁業資源研究会議北日本底魚部会 

日時：昭和60年12月4日（水）~5日（木） 

場所：北海道区水産研究所会議室 

話題提供 

1．三陸沿岸におけるババガレイ卵の分布につい

て 石戸芳男・橋本良平（東北水研八戸支所） 

2．大和堆ズワイガニの移殖放流について 

伊藤勝千代（日水研） 

3 ，東部ベーリング海スケトウダラ資源の近年の 

動向について 	 佐々木喬（遠洋水研） 

4．ホッケ標識放流結果について ー系統群考察

のための資料として一 加賀吉栄（北水研） 

5．釧路近海シシャモの漁況予測と資源保護につ 

いて 	 鈴内孝行（釧路水試） 

6．噴火湾周辺海域におけるスケトウダラ卵の定 

量化の試み 	 大迫正尚（北水研） 

7．スケトウダラ幼稚魚の標識放流の試み 

金丸信一（北水研） 

8 ．その他（情報交換等） 

9．ヒラメ栽培漁業の展望 林 清（中央水試） 

10．総合討論 

部会運営に関する協議 

a．昭和60年度部会報の印刷について 

b．昭和61年度の部会開催について 

C ．昭和61年度の部会責任者及び運営委員につい 

て 

d．その他 

参加機関：中央水試、稚内水試、函館水試、室蘭支 

場、網走水試、釧路水試、遠洋水研、日水研、東 

北水研八戸支所、北水研 

昭和60年度スケトウダラ新規加入量調査会議 

日時：昭和60年12月5日（木）~6日（金） 

場所：北海道区水産研究所会議室 

議題 

1．昭和60年度夏季以降の漁海況について 

1）日本海北部海域 中央水試・稚内水試 

2）オホーツク海南西海域 

網走水試・稚内水試 

3）襟裳以西海域 函館水試・室蘭支場 

4）道東及び北方四島海域 釧路水試・北水研 

5）根室海峡海域 	 釧路水試 

2 ．昭和59年度及び昭和60年度に実施された調査

結果の概要報告 

1）昭和59年度太平洋海域スケトウダラ卵稚仔

魚分布調査（北鳳丸） 

2）昭和59年度根室海峡調査 

3）昭和60年度北洋海域生物調査（但州丸） 

3 ．スケトウダラの年齢査定に関する諸問題につ

いて 

1）問題点の摘出 	 各水試・北水研 

2）問題点の整理と今後の対応 

4 ．資源量推定及び資源評価に関する検討 

1）現在用いている数値糾〒法を例にして 

北水研 

2）生態系モデルの概要について 北水研 

5．最近のスケトウダラ標識放流結果について 

北水研 

6.その他 

1）根室海峡調査のとりまとめについて 

2）昭和60年度の冬期及び61年度に計画されて

いるスケトウダラ調査についての情報交換 

3）その他 

参加機関：中央水試、稚内水試、網走水試、釧路水

試、函館水試、室蘭支場、北水研 

刊行物ニュース 

水産庁北海道区水産研究所研究報告，第50号 

（昭和60年11月発行） 

和田時夫、村田守：三陸～道東海域におけるエチオ

ピア、Brama japonica HILGENDORF の 分布と生

物学的特性（A.卸） 

入江隆彦、中村健蔵：海洋生活初期のサケ・マス稚

魚の生態に関する研究一W．道東沿岸の小港に

おけるサケ稚魚の滞留と成長（A. 350) 

岡田行親、三本菅善昭、町口裕ニ：マコンプ、リシ

リコンプ、オニコンプ、ホソメコンプおよびナ

ガコンプ幼芽胞体の生長ならびに形態と培養温

度との関係（A. 351) 

町口裕二、三本菅善昭、岡田行親：再生期における

ナガコンプの無機態窒素吸収と生長について 

(A. 352) 

杉山元彦、中野広、矢野豊、福田雅明、村上直人： 

異体類の健苗育成に関する研究ーI．白化等の

異常個体出現率に及ぼす注水量の影響について 

(A. 353) 

中野広、安藤義秀、白旗総一郎：成長にともなうサ 

ケ稚魚の酸性フォスターゼ活性、総蛋白質、 

RNAおよびDNA量の変化（A. 354) 

坂田澄雄、中野広、安藤義秀、白旗総ー郎：成長に

ともなうサケ稚魚のグリコーゲンと脂質含量の

変化（A. 358) 
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中野広、安藤義秀、白旗総一郎：成長にともなうサ

ケ稚魚の酸性プロテアーゼ活性の変化 

(A. 357) 
中野広、安藤義秀、白旗総一郎：サケ稚魚の浸透圧

調節能力について（A. 355) 
中野広、安藤義秀、白旗総一郎：サケ稚魚の鯉の 

Na-K-ATPase 活 性の成長にともなう変化と

降海サイズについて（A. 鰯） 

伊藤 博：ヤナギダコ稚仔の温度、塩分耐性につい

て（英文）(A. 359) 
伊藤 博：ホッキガイの標識方法について（英文） 

(A. 360) 
Fukushima, H. and T. Ogishima: Applicabity of 

Atmospherie Correction Algorithm for 
CZCS Data to Japanese Coastal Area. 
1985 International Geosicence and 
Remote Sensing Symposium. Univ. 
Massachusetts. Oct 7-9, 1985. (B. 
伽） 

小林時正：スケトウダラ漁業とその資源の利用 

漁業資源研究会議報、第24号 

1985年2月（B. 441) 
入江隆彦：1985年 5 月、津軽海峡周辺におけるマダラ 

稚魚の出現について 水産海洋研究会報 50(1) 
1986. 1 (B. 439) 

入江隆彦：サケ稚魚、分布と回遊ー海洋条件と稚魚の

発育段階を考慮した放流時期について 漁政の

窓 瑠号 昭和60年 9 月（B. 442) 
荻島隆、福島甫、杉森康宏：CZCSデータの大気補

正手法の現状とその問題点 空と海 第 8 号 

(B. 444) 1986 
加藤禎一：水産バイオテクノロジーの胎動 漁村 

51(9）昭和60年9 月（B. 445) 
加藤禎ー：サケ増殖事業の今後の発展のために 養殖 

10月号 1985年10月（B. 備） 

嵯峨直恒：海藻の組織培養 北水研ニュース 33 
1985年 9 月（B. 447) 

入江隆彦、金丸信ー：北海道太平洋海域におけるアイ

ナメ科幼稚魚の分布について 1985年度日本生

態学会北海道地区大会講演要旨集 1985年10月 

(B. 448) 
加藤禎一：水産バイテクーわかりやすいバイオテク

ノロジー 評伝社 111-120 昭和60年11月 

(B. 449) 
三本菅善昭：北太平洋の生物、コンプ類、遺伝 40(2) 

1986年 2 月（B. 450) 
新谷久男“スルメィカ漁業の変遷と資源の動向、イカ

類資源 漁海況検討会議研究報告（昭和59年
度）北水研 昭和60年11月（B. 451) 

嵯峨直恒：藻類の無菌培養 現代化学 増刊 5 号 植

物バイオテクノロジー 昭和61年 4 月（B. 
452) 

Saga, N : Algal Cell, Callus and Tissue Cultures 
and Selection of Algal Strains. Nova 
Hedwigia 81, 1986 (B. 453) 

Saga, N: Protoplast from Seaweeds: Production and 
Fusion. Nova Hedwigia 81, 1986 (B. 454) 

加藤禎一：バイオテクノロジーと魚の品種改良

魚肉ソーセージ 218, 1986. (B. 455) 
金丸信ー：昭和58年度但州丸による北洋海域生物調査

報告．北海道周辺海域に分布するスケトウダラ

並びに底魚類の資源調査報告書（昭和57・58年
度） 北水研 昭和60年 3 月（C. 575) 

加賀吉栄：若潮丸によるスケトウダラ新規加入量資源 

調査（昭和58年度） 同上 （C. 576) 
吉田久春：但州丸によるスケトウダラ新規加入量資源 

調査（昭和57年度） 同上．(C. 577) 
小林時正、小池幹雄、宇藤均、佐野満広、鹿又一良： 

根室海峡スケトウダラ調査（昭和57・58年度） 

同上 （C. 578) 
大迫正尚、国広靖志：北鳳丸によるスケトウダラ新規

加入量資源調査（昭和57年度） 

同上 （C. 579) 
入江隆彦：タラ科稚魚 3 種の外見上の識別について 

北水研ニュース 33. 1985年9 月（C. 湖） 

入江隆彦：アィナメ属 稚魚 3種の外見上の識別につ 

いて 同上 （C. 組） 

伊藤 博：ホタテガィ浮遊幼生の検鏡測定のための簡

便装置にてル・て 同上 （C. 582) 
金丸信ー：人工クラゲによる海流調査について

同上（C. 溜） 

伊藤 博：昭和60年の根室海峡のホタテガイ生産状況

について 同上 （C. 584) 
中村好和：スルメイカ平衡石にみられる輪紋の観察、 

イカ類資源 漁海況検討会議研究報告（昭和59 
年度）．北水研 昭和60年12月（C. 585) 

村田守、石井正、中村好和、新宮千臣：北部太平洋にお

けるアカイカの分布と群構造同上（C. 濁） 

伊藤博、矢野豊：ホタテ稚貝の中間育成期間の成長に

ついて 昭和60年度日本水産学会北海道支部大

会講要 昭和61年1月（C. 587) 
伊藤博、佐々木孝夫、矢野豊、杉山元彦：地まき放流 

2 齢ホタテガイの分布密度と相対成長について

同上 （C. 588) 
小林時正：1985年 5 月に石狩湾で漁獲されたニシンの 

特性と系群について 同上 （C. 589) 
入江隆彦：釧路沿岸におけるサケ稚魚の分布と海洋、 

餌料条件について 同上 （C. 590) 
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国 内 留学 

科学技術庁 

和田時夫 （資源部） 

テーマ：北海道・東北海域に来遊するマイワシ

資源の数量的解析に関する研究 

期 間：昭和60年9月1日～昭和61年 2月28日

留学先：東京大学海洋研究所資源解析部門 

北水研日誌 

7. 1 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官、矢野技官、河野技官標津へ出張、 6 

日まで。 

7. 4 魚介類の雌性発生等による育種技術の調査の

ため杉山室長、中野技官厚岸へ出張。 

7. 5 探海丸第 3次（第1回）航海、（漁業資源評

価システム高度化調査）出港、入江主任研究

官乗船、 7日まで。北海道区プロック場所長

会議（診釧路東急イン） 

7. 7 昭和60年度ー般職員初級行政研修のため小関

事務官高尾へ出張、14日まで。 

7. 8 探海丸第 3次（第 2回）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、 

12日まで。 

共済組合主管課長会議及び第88回支部運営委

員会出席のため速水庶務課長札幌へ出張、10 

日まで。 

ドナルドソンニジマス養殖指導のため加藤増 

殖部長佐呂間へ出張、10日まで。 

昭和60年度第1回東海区、東北区長期漁海況

予報会議出席のため村田室長、和田技官湯本

へ出張、11日まで。 

7. 10 ホッキガィ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官別海へ出張、12日まで。 

7. 11 沖合栽培施設の設計打合せのため三本菅室長、 

町口技官羅臼へ出張、12日まで。 

北海道周辺海域における放射能調査のため河

野技官羅臼へ出張、12日まで。 

7. 13 探海丸第 3次（第 3回）航海（漁業資源評価

システム高度化調査）出港、村田室長乗船、 

28日まで。魚介類の雌性発生等による育種技

術調査のため杉山室長厚岸へ出張。 

7. 15 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官尾岱沼へ出張、20日まで。 

魚類の健苗性評価試験の指導のため中野技官

尾道へ出張、20日まで。 

ホタテガイ漁場造成調査指導のため矢野技官

標津へ出張、18日まで。 

7. 18 東海区水産研究所原主任研究官来所。 

北光丸第 3次航海（サンマ資源調査）出港、 

北片室長乗船、 8月10まで。 

7. 22 スケトウダラ、ホッケ資源研究グループ会議

出席のため大迫室長、入江主任研究官、小林

主任研究官、渡辺技官紋別へ出張、26日まで。 

磯焼対策調査のため三本菅室長松前へ出張、 

25日まで0 
7. 23 水産庁資源課竹浜課長補佐来所。 

7. 24 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明に

関する研究のため町口技官羅臼へ出張、29日

まで。 

海洋水産資源開発センター尾島理事長来所。 

7. 25 農林水産技術会議事務局田淵係長来所。 

7. 26 千葉県水産試験場のり養殖分場関分場長来所。 

7. 29 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官尾岱沼へ出張、 8月1日まで。 

8. 3 探海丸第 4次航海（漁業資源評価システム高

度化調査）出港、入江主任研究官乗船、 9日

まで。 

8. 6 沖合栽培施設に関する打合せのため三本菅室

長、小関事務官羅臼へ出張、 7日まで。 

漁場監視装置の物品管理に関する打合せのた

め井上海洋部長、香西事務官、土谷技官佐呂

間へ出張、 8日まで。 

砂海底における有料餌料生物の動態に関する

調査のため伊藤主任研究官稚内へ出張、 9日

まで。 

8. 19 ホッキガィ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官別海へ出張、21日まで。 

8. 20 北海道開発局長官房藤島開発調査課長、 

北海道漁業振興公社菊地専務来所。 

8. 25 北光丸第 4 次航海（昭和60年度漁業資源評価

システム高度化調査）出港、藤井室長乗船、 

9月13日まで。 

8. 26 探海丸第 5次航海（栽培環境改善に関する調

査）出港、井上海洋部長、佐藤主任研究官、 

河野技官乗船、 9月 9日まで。 

8. 27 米国カルフォルニャ大学サンタバーバラ校海

洋研究所A．ギボア教授招へい研究員として 

30日まで滞在。 

8. 28 昭和60年度北海道周辺水域の底魚類の資源評

価検討会議、29日まで。 

道東バイオテクノロジー研究会。 

日高東部地区水産技術普及指導所加藤主任来

所。 

北海道食糧事務所米沢主任、大塚事務官来所。 
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8. 29 ジーンバンク管理運営会議及び水産生物遺伝

資源部会出席のため加藤増殖部長東京へ出張、 

31日まで0 
9. 1 昭和60年度国内留学のため和田技官東京へ出

張、61年2 月28日まで。 

ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明に

関する調査のため三本菅室長、嵯峨技官、町

口技官松前へ出張、 8 日まで。 

9. 2 第90回会計事務職員研修のため香西事務官東

京へ12月13日まで。 

遠矢小学校 5 年生来所。 

9. 3 北海道大学水産学部箕田教授他学生50名来所。 

水産庁研究課奥田班長来所。 

9. 4 水産庁及び農林水産技術会議企画室長会議出

席のため飯塚企画連絡室長東京へ出張、 7 日
まて‘。 

9. 5 人事院企画課長来所。 

9. 8 第 S 回豊かな海づくり大会出席のため能勢所 

長、土谷技官湧別へ出張、10日まで。 

9. 9 昭和60年度給与実務担当者研修のため竹谷事 

務官札幌へ出張、12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、矢野技官標津へ出張、13日まで。 

元水産大学校長木部崎修氏来所。 

9. 12 昭和60年度トロール漁船課操業影響調査専門

部会出席のため井上海洋部長札幌へ出張、 

14日まで。 

9,13 東海大学岩下教授来所。 

9. 15 管理事務打合せのため速水庶務課長東京へ出

張、17日まで。 

9. 17 昭和60年度オホーツク海域のサンマ漁況予報

会議出席のため北片室長網走へ出張、19日ま

で。 

東海区水産研究所大西研究室長来所。 

日本水産資源保護協会山川氏来所。 

昭下ロ60年度オホーツク海域のサンマ漁況予報

会議（於網走水試会議室）19日まで。 

9. 19 昭和60年度太平洋ィカ類資源評価検討会及び

昭和60年度第 2 回太平洋イカ長期漁海況予報

会議（於釧路市商工会館）20日まで。 9. 20 
国内資源検討会議出席のため小林主任研究官

東京へ出張、21日まで。 

9. 23 増養殖場検討会出席のため加藤増殖部長田老

へ出張、28日まで。 

日ソ漁業専門家科学者会議出席のため小林主

任研究官ナホトカへ出張、10月2 日まで。 

9. 25 栽培漁業に関する調査のため能勢所長積丹、 

函館、乙部、札幌へ出張、29日まで。 

探海丸第 6 次航海（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）出港、 

藤井室長、荻島技官乗船、10月14日まで。 

服務制度説明会出席のため境係長札幌へ出張、 

27日まで0 
養殖研究所水本繁殖生理部長来所。 

9.26 水産庁木村研究課長来所。 

9.27 水産庁振興課村井係長来所。 

元北水研資源部長新谷氏来所。 

10. 1 昭和60年度自家用電気主任技術者会議出席の 

ため小林機技官室蘭へ出張、 3 日まで。 

東海区水産研究所資源部原主任研究官来所。 

日本水産資源保護協会鍛田調査役来所。 

櫓崎北海道開発事務次官来所。 

10. 5 水産大学校長青山恒雄教授来所。 

10. 13 昭和60年度電子計算機プログラミング研修の

ため中村技官筑波へ、19日まで。 

10. 14 所長会議出席のため能勢所長伊豆修善寺、清 

水へ出張、16日まで。 

人工礁海況聞き取り調査のため佐藤資源部長、 

井上海洋部長、土谷技官羅臼へ出張。16日ま

で。道東海域調査のため入江主任研究官若潮

丸乗船、21日まで。 

10. 16 青森県大間町役場山田課長来所。 

電源開発KK大間原子力調査所磯野所長来所。 

10. 17 電子計算機共同利用北海道地域運営協議会出

席のため伊藤主任研究官札幌へ出張、19日ま

で。農林水産技術会議事務局林班長、岩片係

長来所。 

10. 10 昆布森漁業協同組合石田理事来所。 

10. 22 チリ国ノルテ大学ルイス．アルベルト．カノ

バス研究員他 4 名来所。 

北海道大学酒井名誉教授来所。 

10. 23 サンマの南下初期における群構造の解明に関

する調査打合せのため高主任釧路へ出張、26 
日まで。 

10. 25 アラスカ州漁業狩猟局コリソズワース局長、 

水産庁石川室長、海外技術協力財団森川常務

来所。 

10. 27 全場所長会議及び評価報告書等検討専門委員

会出席のため能勢所長東京へ出張、11月 2 日
まで。 

10. 28 人工礁検討会出席のため佐藤資源部長嬉野へ

出張、31日まで。 

水産庁研究課畔田研究管理官来所。 

根室市議会議員近藤産業常任委員来所。 

10. 31 北光丸第6次航海（日本海北部海域における

浮魚類資源調査及び太平洋海城における幼稚

魚調査）出港、加賀主任研究官乗船、11月22 
日まで。 
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n.1 北海道大学水産学部、簸助教授来所。 

農林水産技術会議事務局伊藤係長来所。 

n.4 赤潮対策会議出席のため加藤増殖部長青森、 

道川、函館へ出張、 9 日まで。 

n.5 水産庁試験研究所庶務部課長会議出席のため

速水庶務課長南勢野添へ出張、 8 日まで。 

施設関係担当者会議出席のため小林欄技官谷

田部へ出張、 8 日まで。 

探海丸第 7 次航海（昭和60年度定期検査並び

に―般修繕工事診函館市函東工業KK）出港、 

12月1日まで。 

11. 7 評価報告書検討専門委員会出席のため能勢所

長東京へ出張。 9 日まで。 

n,9 東京大学田中昌一教授来所。 

東京水産大学長谷川彰教授来所。 

日本水産資源保護協会荒井参与来所。 

11. 10 昭和60年度農林水産省試験研究機関管理職員

研修のため佐藤資源部長東京へ出張。14日ま

でo 
11. 18 漁業資源研究会第20回シンポジユム出席のた 

め入江主任研究官長崎へ出張、22日まで。 

11. 12 人事院北海道事務局による任用監査。 

水産庁研究課牧係長、魚政課渡辺事務官来所。 

11. 15 漁業資源研究会所内会議。 

11. 18 コンプ養殖場調査のため町口技官羅臼へ出張、 

21日まで。 

北海道開発局局長官房安田開発調査課長補佐

来所。 

11. 19 生産性の把握及び収量向上技術の開発、栽培

環境の改善に関する調査のため井上海洋部長、 

河野技官羅臼へ出張、20日まで。 

11. 20 ドナルドソンニジマス養殖指導のため加藤増

殖部長佐呂間へ出張、22日まで。 

水産バイオテクノロジー研究者会議出席のた

め嵯峨技官東京へ出張、22日まで。 

n.24 昭和60年度農学情報機能部門研修のため町ロ

技官筑波へ出張、30日まで。 

11. 25 昭和60年度水産庁試験研究所庶務、会計事務

担当者会議出席のため千葉、池田、久保田事

務官東京へ出張、27日まで。 

n.27 資源海洋部長会議出席のため佐藤資源部長、 

井上海洋部長東京へ出張、30日まで。 

11. 28 昭和60年度魚病技術者研修魚類防疫士養成コ 

ース本科（第1次）の講議のため能勢所長東

京へ出張、12月1日まで。 

昭和60年度共済組合事務担当者会議出席のた 

め米岡事務官札幌へ出張、29日まで。 

12. 2 増殖場造成事業にかかわる効果調査打合せの

ため加藤増殖部長東京へ出張、 5 日まで。 

12. 3 根室湾海域総合開発事業全体会議出席のため

能勢所長、佐藤資源部長、井上海洋部長、杉

山室長、伊藤主任研究官根室へ出張。 

12. 4 ジャイアントケルプの生理生態解明に開する

調査のため三本管室長函館へ出張、 6 日まで。 

12. 8 昭和60年度公害研修のため矢野技官筑波へ出

張、14日まで。 

12. 9 釧路工業高等学校電気科生徒来所。 

北海道漁業調整事務所佐藤所長来所。 

札幌統計情報事務所水産統計課北島技官来所。 

12. 13 沿岸漁業動何検討会出席のため飯塚企画連絡

室長帯広へ出張。 

12. 16 コンプ養殖場調査のため町口技官羅臼へ出張、 

19日まで。 

12. 17 特別研究暖水漁場に係わる研究討論会出席の

ため井上海洋部長、荻島技官東塩釜へ出張、 

19日まて％ 

ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明に

関する研究打合せのため三本菅室長東京へ出

張、18日まで。 

12. 19 昭和60年度水産地城協議会出席のため飯塚企

画連絡室長札幌へ出張、21日まで。 

国有財産台帳価格改定説明会出席のため小間

課長補佐札幌へ出張、20日まで。 

12. 23 インドネシア浅海養殖プロジェクト巡回指導

チーム派遣前打合せのため能勢所長東京へ出

張、25日まで。 

12. 26 住友商事KK北井開発室長来所。 

12. 27 北海道新聞釧路支社、忠沢報道部長来所。 

1. 6 インドネシア浅海養殖プロジェクト巡回指導 

チーム派遣前打合せのため能勢所長ィンドネ 

シアへ出張、23日まで。 

1. 14 コンプ養殖場調査のため町口技官羅臼へ出張、 

17日まで。 

1. 18 昭和60年北海道周辺スケトウダラ新規加入量

資源調査のため渡辺技官北鳳丸乗船、 2 月 7 
日まで0 

1. 19 昭和60年度数理統計短期集合研修のため河野

技官筑波へ出張、 2 月1日まで。 

1. 20 休暇制度改定説明会出席のため米岡事務官札

幌へ出張、22まで。 

赤潮防止対策事業重要貝類毒化対策事業リー 

ダー会議出席のため加藤増殖部長東京へ出張、 

22日まで。 

電算処理機械集計担当会議及び音響水産資源

調査研究会議出席のため金丸主任研究官東京

へ出張、24日まで。 

1. 22 バイオマス変換利用技術推進協議会出席のた

め三本菅室長東京へ出張、24日まで。 
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1. 26 漁場保全事業（調査）検討会出席のため井上

海洋部長東京へ出張、28日まで。 

1. 27 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、29日まで。 

卵、稚魚の分布様式の研究に関する打合せの

ため吉田主任研究官羅臼へ出張、31日まで。 

1.28 都道府県水産主務課長会議及び水産庁研究所 

長会議出席のため能勢所長東京へ出張、 2月 

2日まで。 

サンマの南下初期における群構造の解明に関

する打合せのため北片室長東塩釜へ出張、30 

日まで。 

1. 29 漁獲物解折による資源量の推定に関する調査

打合せのため入江主任研究官札幌へ出張、31 

日まで。 

1. 30 卵、稚魚の分布様式の研究のため小林主任研

究官余市、札幌、函館へ出張、 2月3日まで。 

2. 3 昭和60年度魚介類の雌性発生等による育種技

術の開発推進会議出席のため矢野技官南勢野

添へ出張、 5日まで。 

2. 4 増養殖推進会議出席のため町口技官上田へ出

張、 7日まで。 

2. 8 襟裳以西太平洋海域調査のため小林主任研究

官北鳳丸乗船、19日まで。 

2.u 水産庁企画連絡室長会議出席のため飯塚企連

室長東京へ出張、15日まで。 

2. 12 栄養塩類等と生物生産機構の相互関連に関す

る研究情報収集のため井上海洋部長、荻島技

官、河野技官紋別へ出張、14日まで。 

2. 14 日本海区水産研究所田中囲室長来所。 

◇人事異動◇ 

昭和60年10月22日付 

（北水研北光丸二等航海士） 	 個本間盛ー 

命 北水研庶務課併任解除 

（北水研北光丸三等航海士） 	 囲高本 充 

免 北水研北光丸臨時二等航海士

昭和61年1月8日付 

（北水研企画連絡室長） 	 （ザ）飯塚 篤 

命 北水研所長事務代理 

昭和61年1月22日付 

（北水研企画連絡室長） 	 （抹〕飯塚 篤 

免 北水研所長事務代理 

昭和61年 2月7日付 

（北水研探海丸船長） 	 （ザ）加賀 論 

命 病気療養のため下船 

（北水研探海丸一等航海士） 	 囲土谷貞征 

命 北水研探海丸臨時船長  

（北水研探海丸二等航海士） 	（技）熊谷幸夫 

命 北水研探海丸臨時ー等航海士 

表紙の説明 4 

北海道区水産研究所の室内水槽で育成した

ジヤイアントケルプ 

ジャイアントケルプは植物学的には褐藻綱コン

プ目レッソニア科マクロシスティス属（Ma・ 

crocystis) に分類される世界最大の海藻でM. 

pyrzfera (C) Agardh, M．加tegn沃,lia Bori,M. 

angu.stzfolia Boriの 3種が世界に分布する。ジャ

イアントケルプは南北両半球に分布するが、北半

球ではアラスカからメキシコ領カリフォルニア半

島までの太平洋東岸にのみ生育し、太平洋西岸 

（日本周辺）および大西洋には全く生育していな

いo 

北海道区水産研究所ではジャイアントケルプの

中で最も大きい葉体に生長するM.mlgusEifoliaを

カリフォルニア大学サンタバーバラ校海洋科学研

究所より入手し、配偶体で約2年間保存してきた

が、バイオマス変換計画（農林水産省大型プロジ

ェクト研究）のー環として、本年度から生理・生

態的特性を把握するため、長期保存した配偶体か

ら多数の造胞体（葉体）を作り出し室内での育成

を開始した。ジャイアントケルプは水路幅0. 2m. 

水路長 2 Omの循環水槽で1日約0. lmの速い生

長を示し、葉長約1 5mに達した。なお、ジャイ

アントケルプの我が国での育成はこれが最初であ

り、室内水槽で葉長1 Om以上に生長させた例は

世界でも他にない。 

・ーーー一・ーーーーーーー編集後記ー・ーーー・ーーーーー・ 

庁舎の窓から見える太平洋が心なしか明るく感じら

れ、遠くオホーツクの沿岸からは海あけの便りがとど

く今日このごろ、北国の遅い春も間近か。などと当ニ

ュースの編集を終えのんびりしていると、なんと厳し

い現実が待っていました。私の計画では投稿者の皆さ

んの原稿で隙間なく紙面が埋るはずだったのが十数行

分の余白が出来てしまったのです。うーむとうなって

日本漁業の将来について論じようかとも思ったのです 

が、それには少々足りないようでして 	。歴代編 

集者のご苦労を身にしみて感じております。 

（町口記） 

囲高本 充 

徴）飯塚 篤 

俄〕飯塚 篤 
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