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来春に開始が予定されているアラスカのホタテガイ

調査プロジェクトに先立って、アラスカ側専門家の事

前研修を北水研でお世話することになり、その折に先

方の漁業生産のあらましを知る機会がありましたので、 

簡略に紹介したいと思います。 

なお、このプロジェクトは日本と米国アラスカ州政

府との間で合意した覚書に基づいて行われるもので、 

アラスカ州の沿岸漁業の開発と振興を目的とした実験

的事業を計画するにあたって、事前に当地でホタテガ

イ増養殖の可能性を探るために行われる調査（Feasi・ 

bility study フィジビリティー・スタディー）です。 

対象地域はコディアック島周辺水域で、1987年 3 月か

ら開始される予定です。 

旬闘関加 n た刀再万お刀お n印加 

年 	次（西 暦） 

図1 米国アラスカ州のアラスカホタテガイ漁獲量の
推移（1967年～1981年）格子縞模様の部分はコデ

ィアック島周辺を中心とした西方水域、白抜き部
分はヤクタート周辺の南東水域をそれぞれ示す。 

アラスカ沿岸で漁獲されているホタテガイは和名が

アラスカホタテガイと付けられており、英語名では 

Alaska Weathervane Scallop とか Pacific Weath-
ervane Scallop または Giant Pacific Scallop などと

いろんな呼ばれ方をされているようですが、いずれに

しても学名は1そa玩0加Cた” cau,カu'S です。 日本のホ

タテガイ、 Giant Ezo ＆二allop、 Patinopecten yes・ 

soensis と同属であり、雌雄異体で貝殻の形も良く似  

ており極めて近縁の種と思われます。なお、 Weath・ 

ervane ウェズァヴェーンとは風見（風信器）のこと

だそうで、 日本では帆掛け船になぞらえて帆立貝と名

が付いていることから、風に因んでいることも互いに

似ているなあなどと感想を持ちました。 

1968年から1981年の統計によると、アラスカホタテ

ガイの14年間の累積漁獲量は貝柱重量で4,997トンで

あり、米国全体のホタテガイ漁獲量に占める割合は 

3.9％です。また、貝柱歩留りは11.5％とされている

ことから般付換算では43,452トンと推定され、アラス

カ州全体の介類（甲般類と貝類）漁獲量に対しては 

2.7％の割合となります。年間平均漁獲量（1978年を

除く値）は貝柱重量で384トン（殻付換算3,339トン） 

と算出されますが、豊凶変動は著しいようです。年間

最大漁獲量は1969年に貝柱重量で839トン（殻付換算 

7,295トン）が記録されていますが、1977年から1979 
年は20トン以下の年間水揚げで、とくに1978年は漁獲

が皆無でこの 3年間はホタテガイ漁業が極度に低迷し

たようです （図1)。 

アラスカホタテガイの漁場はアラスカ半島先端のウ

ニマク諸島から南東アラスカにかけての太平洋沿岸に

分布しており、コディアック島を中心とした太平洋沿

岸の「西方水域」 とヤクタート周辺のアラスカ湾沿岸

の「南東水域」の 2 つの水域に主要漁場があります。 

西方水域は1968年から1981年の累積漁獲量が貝柱重量 

3,348トン（般付換算29,113トン）でアラスカ州全体

の67％と大半を占めていますが、1977年から19肥年の 

2 年間は漁獲がありませんでした。また、南東水域は 

1,637トン（14,235トン）と33％で、1978年には漁獲

がありません。 このような漁獲実績からみてコディア

ック島周辺水域はアラスカの中心的な漁場といえるよ

うです。 

コディアック島は湾入部が多く非常に複雑な海岸線

をもち、沿岸部はかなり急峻な地形となっているよう

ですが、太平洋側に大陸棚がありそこにアラスカホタ

テガイの主要な漁場が形成されているようです。漁場

水深は数iomから200m近くまでで、日本のホタテガ

イ漁場に比べ深いのが特徴です（図2)。 このような

点だけではなく他の面でも日本とは条件が違うようで

すから、日本の増養殖技術がそのまま使えるというこ

とではなく、事業化のためにはアラスカの海に合った

技術を開発する必要があると思います。 

おわりに、事前研修のためアラスカ州漁業狩猟局の

ウィリアム・マイケル・ケイル博士とコディアック地 
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図 2 コディアック島周辺水域のアラスカホタテガイの主要漁場 
1969年から1975年の年間平均漁獲量が貝柱重量で20トン以上の漁場を表示 

域原住民協会のウィリアム・ポール・オズボーン部長

の両氏が5月に来日しましたが、北水研での 3 ケ月余

りの研修を無事修了し9月初めに帰国しました。彼ら

の研修は短期間であったにもかかわらず、北海道庁と

函館・網走をはじめとする各水産試験場および関係す

る支庁・水産技術普及指導所・市町村役場、さらには

各地域でホタテガイ増養殖に携わる漁業協同組合と生

産現場の漁業者など実に沢山の皆様方による心からの

協力と、両氏の熱心さとで所期の目的を上回る充実し

た内容になりました。彼の地でホタテガイ増養殖を事

業化するには今後幾多の難関があることでしょうが、 

彼らが来春から開始する当面のフィジピリティー・ス 

タディーでは日本での研修成果を十分に活用し、増養

殖の可能性を見極めるに足る結果を得るものと期待し

ています。 

（増殖部魚介類研究室伊藤博） 



ホタテガイジンの釧路滞在記 

マイク・ケイル、ビル・オズボーン 

私達 2人の1日は午前8時15分に宿舎の東急インか

ら道路を横断し27系統桂恋行きのバスの中から始りま

す。この時間の車内は高校生やサラリーマンでごった

がえしていますが、この愛すべき乗客と過ごすひと時

が私達にとってー彼らは気付いてはいないでしょうが

―滞在中の大きなウェイトを占めて来るのでした。彼

らはー応に礼儀正しく好意に満ち溢れています。私達

の日本語の不十分さに気づかいながらもアラスカの事

にいろいろと興味を示し、とくにキングサーモンやヒ

グマといった楽しい話題に花を咲かせていました。ま

た、しばしば「日本食は口に合いますか？」などとい

った質問が飛んで来ます。私達 2人は来日以前から日

本食に親しんでいましたし、特に寿司、天井やホッケ

などの焼魚を食べていました。アンカレッジでも日本

食のストアーがあり生の魚が買え寿司も作る事が出来

ましたが、この夏の滞在で以前にも増して日本食が好

きになりました。 

北水研では朝の挨拶、1杯のコーヒーから1日の仕

事が開始、北海道各地のどの研修先でも同じですが、 

研究者をはじめ研究所すべてのスタッフは非常に親切

です。すぐに日本人のスタッフと打ち解け、机を並べ

て仕事をしている私達自身を発見しました。 

ところで、私達2人の今回の研修目的について簡単

に紹介します。現在アラス力ではホタテガイの採貝漁

業は細々と行われていますが、資源量も漁業を常時継

続する程のものは無いようです。 また、桁網による若

令ガニの混獲問題も生じており大変難しい状況です。 

しかし一方では、ホタテガイは価格も高く人気のある  

水産物のーつです。このような事情から、 

アラスカ州政府と日本の海外漁業協力財団

とがアラスカにおけるホタテガイ養殖の可

能性を検討するプロジェクトを計画し、私

達2人が日本に養殖技術の研修に来た訳で

す。私達は 9月に帰国後直ちに具体的なプ

ランを作成し1987年 4 月から本格的にホタ

テ養殖の可能性を追求します。このプロジ

エクトには母員の分布、ラーバーの分布、 

稚貝の付着状況、採苗方法等について調査

を実施する予定です。 

日本滞在中最も印象を受けたのは各機関

の協力体制の凄さでしょう。漁業者、漁協、 

行政、研究の密接な連携プレーには驚きま

した。 アラスカにおけるホタテガイ養殖の

成否も日本のような協力体制を組めるかどうかに大き

なウエイトがかかっていると思っています。 

私達 2人は滞在中ホタテガイの増養殖について数多

くの事を学びました。しかしアラスカと日本とでは

様々な面で非常に異っております。これからコディア

クで仕事を始めるわけですが、引続き多くの事を勉強

しなければなりません。まだまだ日本からの情報が必

要ですし、また、プロジェクトに対する指導もお願い

致します。 

いよいよ釧路を離れる日がやって来ました。休日に

は市内各処を散策し夜はスナックやカラオケも楽しみ

ました。打上げ花火のすばらしさも生れて初めての経

験でした。盆踊りの浴衣姿に見とれ、タイコのリズム

や響きにも驚きました。 

私達は将来再び日本に特に北海道を訪れたいと願っ

ています。この地で得られた協力と友好をいつまでも

保って行きたいと念じています。 

ジュノーではマイクが、コディアクではピルが皆様

のお越しをお待ちしています。 

Thank you all for a valuable and interesting visit. 

（酒井保次訳） 



アリとアリマキ、ナンバンギセルとススキ、 シイタ

ケとシイ・ナラ・クヌギなど雑木の間柄は、いずれも

ある特定の種、もしくはグループどうしが共生・寄生

等により密接に関係し合うという、極めて種特異性の

高い現象を示す。たとえば「マツタケはシイの木では

何故だめなのか」、「マツタケとアカマツは何故相性が

合うのか」 といったパラサイト・ホスト（寄生種・宿

主）関係の問題は長い間我々の興味を引きつけてきた

が、まだまだ謎の部分が多い。海藻においても、こう

したホスト選択性の強い着生藻は古くからいくつか知

らされてきた。しかし着生藻に関する研究は培養法が

難しいこともあり、その種特異的なすみわけ現象につ

いての記載的なものが多く、エピファイト・ホスト 

（着生種・宿主）関係を本質的に理解しようとする生

理・生態学的アプローチは少ない。 

ホスト選択性の強い着生藻としては、ソゾマクラ 

（ソゾに着生）、コプノヒゲ（マコンプに着生）、そし

てモツキヒトエ（スガモに着生）等、紅・褐・緑藻に

わたり数十年知られている。私は十年程前からこのよ

うな着生褐藻の生活史の研究をウイキョウモという海

藻を材料に、頭書ふれた謎を解明せんと試みた。謎解

きというにはあまりにも試行錯誤の連続で、十年経た

今でも謎は解けていないままのお粗末な次第であった。 

しかし、自己だけでは生きてはゆけず、常に特定の他

者の存在により保証されるこの着生藻の、自律と競争

を少々抑制し、宿主に頼り、ときには折り合いながら

生活し、すみわけてゆくけなげな生き様は、私にいろ

いろな事を教え、また楽しませてくれた。着生藻の謎

解きに挑戦した私の迷探偵ぶりの一端を紹介する。 

ウイキョウモという海藻は数十センチメートルの大

きさで図-1に示すように分枝の多い直立体の形態を

しており、通常カヤモノリ、ナガマツモ、ヒバマタ等

数種の限られた藻体を宿主とする。実際私が実験フィ 

ールドとしていた北海道室蘭市のチャラツナイ浜では、 

必ずカヤモノリ藻体上に出現する。近くの岩礁や海藻

には決して着生しない。試しにカヤモノリの生育帯に

カヤモノリに似せて作ったビニールの紐を、その基部

をセメントで固定して設置してみたが、ウイキョウモ

は着生しなかった。昔から、着生藻の宿主選択性は、 

着生藻の遊走子（べん毛を持ち、運動性のある胞子の

ようなもの）が特定の宿主藻体と親和性があり接着し

易いからであるという説がなんとなく信じられていた。 

しかし、ウイキョウモの遊走子を採集し、ー般的に

種女の海藻の遊走子が良く接着できるといわれている

コンプ用の種苗糸や、逆に遊走子が弱くしか接着でき 

ウイキョウモ藻体の形態 

ないスライドグラスやプラスチック板に播いてみると、 

実際良く接着した。よって、遊走子の接着親和性とい

うことは、謎解きのキーには使えなかった。 

フィールド調査にニ年程費やし、浜でのウイキョウ

モの生態をある程度おさえた後、より詳しい生活史を

知りたくなり、まずは室内の培養実験によりその生活

環を調べてみることにした。結論から言うと、ウイキ

ョウモの生活環は図12に示すように、単子のうを付

けたマクロタルス（胞子体世代，注①）と複子のうを

付けたミクロタルス（中性配偶体世代，注（②》 との異

型世代交代を営み、核相交代は無く、全てのステージ

が単相（n=ca.8）であった。 

しかし、ウイキョウモの遊走子を単藻培養法（注

③）により培養していた研究初期の頃は、図一 3 の 

AやA’のようにミクロタルスの生長が続くか、中性

配偶子によるミクロタルスのくりかえしが観察される

のみであった。そこで、生活環を制御するー般的な環

境要因、例えば培地の栄養、光の強さや日長、温度な

どをいろいろな組み合わせでウイキョウモの初期発芽

体に与えたが、結果は前と同じで、ミクロタルス以上

のステージに発生を進めてやることができなかった。 

こんなことをくりかえしているうちに、培養を始めて

からはやニ年が過ぎようとしていた。陸の孤島のよう

な静かな臨海実験所での、一見平穏な研究生活の日々

ではあっても、心の中は研究の行き詰まりであせりが 
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生じていた。また、この種のような生活環においては、 

ミクロタルスからマクロタルスに発生のステージが進

む際、何らかの変態ホルモンの様な物が必要で、それ

を自ら生産できないのではないかという漠然とした想

いが内心燃ってもいた。 

三回目の春、あてもなく浜を歩いていると、毎年の

ことながら、いつもの所で、いつもの宿主カヤモノリ

藻体上に、ウイキョウモを観察することができた。突

然あるアイデアが浮かび、私はたくさんのカヤモノリ

を採集して研究室へと急いで戻った。あるアイデアと

は、宿主であるカヤモノリが前出の変態ホルモンのよ

うなものを産出しているのではないかという発想であ

る。早速、ウィキョウモの初期発芽体とカヤモノリの

二員培養（注④）を行ってみた。予想は的中して、ー 

ケ月程すると、培養器の中に数ミリメートルと体は小

さかったが正真正銘のウイキョウモのマクロタルスが

出現した（図一 3 の Bと Bり。このときは大変嬉しか

った。研究者をやっていて本当に良かったと思うのは、 

こんな瞬間である。今思えば、最初から宿主を加えて

培養すればよいことはあたりまえのはずであるが、当

時、このような発想法（注⑤）や培養法の前例はなく、 

浅学非才の私にとっては、宿主との二員培養にたどり

着くまでに二年も費やしてしまったことも、しかたの

ないことだったのかもしれない。 

ここまで来ればあとは順調に研究も進むはずであっ

た。次のような研究計画を立てた。①宿主であるカヤ

モノリ藻体を数十キログラム採集し、②これから適当

な有機溶媒でウイキョウモのマクロタルスの誘導に効

果のある変態ホルモンのようなものを抽出し、③ある

程度まで精製したら、④有機化学の研究者と共同研究

を行って、その変態ホルモンの様な物質の化学構造を

決定し、⑤決定された構造式に従って、この物質の人

工合成を行い、⑥この合成物質がウイキョウモのマク

ロタルスの誘導に効果があるかをバイオアッセイして

みる。以上のことに成功すれば、これは Scienceや 

Natureでもいけるのではないかと内心有頂点になっ

ていたが、現実はそんなに甘くはなかった。猛烈に実

験を開始したが、計画の②のところで早くもデッドロ

ックに乗り上げてしまった。いろいろな抽出法を試み

て多数のフラクションを、いくらバイオアッセイして

も予定の変態ホルモンのような物質は検出されてこな

かった。それでも、抽出法の試行錯誤を数ケ月くりか

えした後、このことはあきらめて、気分転換に発想法

を変えてみた。そして次のような実験をしてみた。①

ワンステップ法（注⑥）により無菌化されたウイキョ

ウモの発芽体を、あらかじめ無菌培用されていたカヤ

モノリ藻体とニ員培養する。②天然のカヤモノリに付

着している微生物（原生動物、藻類、菌類、細菌類

等）を二百株程単離し、これらを前出のウイキョウモ  

図― 2 ウイキョウモの生活環 

の無菌発芽体と二員培養してみる。この二つの実験結

果は次のとうりであった。実験①ではマクロタルスが

出現しなかった。実験②ではある種の細菌類といっし

ょに培養するとマクロタルスが出現してきた。このこ

とは、ウイキョウモのマクロタルスを誘導するのは、 

宿主であるカヤモノリそのものではなく、じつはカヤ

モノリに特異的に寄生するある種の細菌類であること

を示唆している。ウイキョウモはカヤモノリに着生し

ているというのは正確にいうと間違いで、カヤモノリ

共同体に着生しているという方が妥当であるといえる。 

次に、カヤモノリに寄生する数十株の細菌類の中か

ら、マクロタルスを高率に誘導する株をスクリーニン

グし、数種単離したところ、いずれも黄色の細菌類で、 

形態的にはフラボバクテリウム類似種と判断された。 

この中から一番活性の強いものを選び、大量培養し、 

その培養ろ液から蒸留法により揮発性のフラクション

を集め、バイオアッセイしたところ、非常に強い誘導

能力が検出できた。私はこれをさらに大量に収集、精

製し、この未知の物質に "MIS"（マクロタルス誘導

物質，注（②））と命名した。このようにして新しく発見

したこの細菌の産出する生理活性物質‘'MIS”という

物質を培地に加えることにより、いつでもウイキョウ

モの生活環を好きな時に、実験室内で完結させること

ができるようになったことは、着生藻の生活史研究に

とって小さな一歩ではあるが、有意義なことであった

と私は思っている。 

そこで次は、当然’'MIS'’の化学構造の決定へと研

究は流れてゆくはずであった。だれか良い有機化学系 

- 6 
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図13 ニ員培養によるウイキョウモ生活環の制御 

の共同研究者はいないものかと捜していたところ、急

逮、海藻のバイオテクノロジーの修業の為の米国留学

の機会に恵まれた。“MIS'’の構造決定や生理作用の

研究等、やらねばならなかったことが山積みし、ウイ

キョウモの研究を中断することには後髪が引かれる思

いであった。しかし、当時、盛んになりつつあったバ

イテク先端技術を本場の米国で学んでみたい気持ちも

強かったので、これまでのことを、恩師の強い薦めも

あり、一編の論文に急いでまとめ、数日後、米国へと

向かった。時は昭和57年の師走であった。今思えば一

喜一憂の慌ただしい日々であった。 

注① 浜で観察されるいわゆる天然藻体と同世代のも

ので、室内培養でも十センチメートル位にはなる。 

注（②） 大きくなってもーミリメートル位にしかならな

い微少な世代であり、あまりに小さすぎて、天然

で通常観察することは不可能である。通常、この

世代は配偶体的役割を果たすが、世界的にウイキ

ョウ目の仲間では有性生殖があまり発見されてお

らず、室蘭産のウイキョウモでも見つかっていな

い。しかし、近年スウェーデンの西海岸産のもの

で、有性生殖が見つかったとの報告もある。 

注③ 研究対象とする一種類の藻類だけを単独に培養

する方法で細菌類などは除かれていないことが多

いo 

注④ 研究対象とする藻類と、それに何らかの影響を

与えるであろう他の藻類や生物体といつしょに培

養する方法。 

注（5） 当時の流れとしてはこの発想とは逆に、細菌類

など他のコンタミしてくる生物を徹底的に抑えた

純粋培養が主流であり、目標でもあった。 

注⑥ 詳細は次の文献を参照のこと。 

SAGA, N. and Y. SAKAI : A new method for pure 

culture of macroscopic algae, the one step 

selection method. Jap. J. Phycol. 30 : 40 . 43 

(1982). 

注⑦ Macrothallus Inducing Substance の 

なお、ウイキョウモの生活環の制御の詳細について

は、次の参考文献を参照のこと。 

SAGA, N. : Regulation of life cycle in epiphytic 

brown alga, Dictyosiphon foeniculaceus. Sci. Pap. 

Inst. Algol. Res., Hokkaido Univ. 8 】 31・ 61 (1986) 

（増殖部藻類研究室 嵯峨直恒） 

- 7- 



 

北海道釧路町で採捕されたサクラマスの標識魚 
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写真のサクラマスは、 5月13日に北水研から20血ほ

ど離れた釧路町昆布森の小野清さんの定置網に入った

魚で、雪解け水でぬかる道をトラックで40分もかかっ

て研究所まで届けられたものである。 

標識の番号（か2066）から、富山県水産試験場が 

3月19日に、富山湾で放流した86尾のサクラマスのう

ちの1尾であることが判明した。 

魚体にはネットマークと呼ばれる刺網にかかった跡

が見られたが、昆布森では定置網で漁獲されているの

で、富山県で採捕した時のものと思われる。 

放流場所から北海道の再捕場までおよその距離は、 

津軽海峡を通ってきた場合は1000km、 宗谷岬をまわっ 

てきたとすれぽ1印（〕血になり、大型のサクラマスの再

捕報告としては、最長記録になるかもしれない。 

放流時の体長（尾叉長）43.0cmは、55日後の再捕時

には 47.5cmになっていた。体重 1600 gで、卵巣 50 g、 

卵径が 3mmあるところから、今年の秋に産卵する雌で、 

間もなく北海道の河川に朔上するものと思われる。 

鱗の隆起線から、降海時の体長が11.8cm（体重25 g 

前後）、海洋生活での年輪形成時の体長が36.5cm 
(l000g前後）の生後2年数力月目の個体と推定された。 

なお、放流から再捕までの日間成長率は、体長で 

0.18%、体重では0.24％であった。 

（増殖部 加藤禎一、 
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退職の御挨拶にかえて 
飯 塚 篤 

本ニュースの編集に長年携わってきた私が、私自身

の退職の挨拶文を書くようになった今、改めて研究所

を離れた感を深くしています。 

昭和23年4月、北海道水産試験場に初めて就職して

以来38年におよぶ研究公務員の生活でしたが、その間、 

日本の水産の激動の中で、水産学という体系の出来て

いない科学・技術でもって、どのように仕事の位置づ

けを組みたてたら良いのかと迷い続けてきて、遂に定

年を迎えてしまったというのが現在の心境です。 

振り返ってみますと、私の研究員としての生活は、 

前半がもっとも充実した時代であったと思います。北

海道の漁業の主役であったニシン資源衰退原因追求に、 

手さぐりで研究の手法を勉強し、また、マイワシ資源

の数量変動が乱獲によるものか、自然要因かというー 

つのテーマをめぐって、全国的に展開された資源研究

者の方々の激しい議論の渦中に入れてもらって、そこ

で知り得た相川広秋先生、中井甚二郎氏、横田瀧雄氏、 

福田嘉男氏（何れも故人となられた）らをはじめ、当

時の我が国の優れた第一線の研究者の方々から、資源

に対する考え方、研究の手法について随分と刺激を受

け、私自身の勉強になりました。 さらに、佐藤策氏を

中心とした北水研・北水試内での生態研究談話会での

生き生きとした勉強会は、全国からすぐれた新人を集

める動機となる等、今日ではみられぬ程活気に満ちた

ものでした。 

我が国の水産の方向が、沿岸から沖合へ、沖合から

遠洋へと延びたために、国際漁業として日米加、日ソ

の漁業交渉の場に臨むようになってから、資源研究者

の多くが、漁業対象種の資源評価をめぐって、業界や

行政に対応するよう要請され、国益？という名のもと

に非常に苦しい道を歩まざるを得なかったことは、外

国の漁業事情や研究内容を知り、そして外国の研究者

とも知り合い交流出来て、視野を広めたというメリッ

トがあったにせよ、我が国本来の資源研究の体系づく

りや地味ながら重要な基礎的研究が中途のま・推移し

てしまった点は、大変残念に思われてなりません。私 

~‘~ ~ ~●●＋ ．~＋.，一 ．~ 

着任御挨拶 
和久井 卓 哉 

このたび 4月1日付けで東海区水産研究所企画連絡

室より北海道区水産研究所企画連絡室へ配置換えにな 

自身、ニシン問題で日ソ漁業委員会に十数年携わって

きて、しみじみとこの感を深しくしておりました。 

200カイリ時代に入った今日、今度は沿岸振興のも

と栽培漁業や資源管理型漁業への指向が呼ばれ、沿整

事業等が盛に行われつつありますが、その中で、魚貝

類の種苗生産技術の発展には目をみはるものがありま

す。 しかし、育成された種苗の放流という段階で、多

くの問題がまちうけています。その中でもっとも大き

い問題は発育場の capacity であろうと思われます。 

これは、資源管理型漁業や沿整事業にとっても共通す

ることであり、しかもこの問題に何時もついてまわる

のが、水域の生物生産機構が依然として暖味なま・で

あることです。この古くて新しい課題を究明してゆか

ないと、栽培漁業や資源管理型漁業に科学的根拠を確

立することは出来ないのでないかと思われます。 

研究人員と予算の不足は、これら課題を取組むには

大きな障害ですが、プロジェクトを組むにも、目にみ

えて成果の上る課題のみが予算化され、必要な地味な

課題は仲々予算化するのに困難な今の時代となってい

ますが、しかし、これからの水研は、この様は問題を

なんとか切り開く努力をして頂きたいし、一方では、 

水産学を真の科学の体系の中に確立する論議をおこし

て頂きたいと願うものです。 

水研を去って、はやくも半年を経ていますが、その

間、北海道のこれからの海岸開発に関係する仕事や、 

ニシンに関する仕事に引っぱり出されています。今ま

で海の見えるところぱかりで生活してきましたが、今

度は北海道のド真中、大雪山に囲まれた内陸に住み、 

山の上から、これからの北の海の海洋開発の在り方を

頭を冷して模索してみたいと考えています。 

長い年月の研究生活で、いろいろなことがありまし

たけれど、私にとって良き大学の先生方、優れた研究

機関の先輩後輩、そしてすばらしい友人に恵まれ、業

界、行政の方々からは暖い援助を頂きつつ定年を迎え

ることが出来たことは、つくづく幸であったと皆様に

心から感謝している次第です。 

末筆ながら、皆様の御健勝を祈ると共に、今後も御

指導、御交誼の程を切にお願い申し上げ、退職の御挨

拶にかえさせて頂きます。 

（前・企画連絡室長） 

~→~ ‘ 	 ●~ 	 ●＋ + 	 ．→→ 

り北海道にもどって参りました。 3年ぶりにみる釧路

の海は、どこまでも青く変っておりませんが、水産業

のおかれた状況は大きく変っておりました。特に北洋

漁場に大きく依存してきた北海道の漁業は、日ソ、日

米の漁業交渉結果による規制強化により大きな打撃を

受け、さらに水産加工業をはじめとする関連産業と地

域経済も甚大な影響を受けております。北水研が所在 



します釧路市は、日本一の水揚げを誇ってきただけに、 

減船問題等も深刻であり、漁業のおかれた状況の厳し

さを痛感しております。 

―方、水産研究所を取りまく情勢も厳しく、総務庁

行政管理局による行政監察と研究所のマネージメント

レピユー、水産庁が行う研究所の見直し等が予定され

ております。また、21世紀を見通す中で国の試験研究

機関の試験研究の推進方向を示す「水産業関係研究目

標」の策定が、水産庁関係各課と各研究所によって進

められており、さらに、それに基づいてこれからのお

およそ10年間に想定される研究課題を設定する、「北

海道区水産研究所の研究基本計画」の検討も進められ

ております。 

近年、国立試験研究機関には、これまで以上に長期

的な観点に立った基礎的、先導的な試験研究が求めら

れております。 また一方、水産業のおかれている厳し

い状況から、北海道周辺海域の漁業生産システムの再

編成に向けての試験研究の推進が緊急の課題となって  

おり、さらにそれに関連する国際漁業問題等への行政

対応研究もますます重要になっております。研究者と

研究支援部門関係者の増員が簡単に出来ない状況の中

でこれらの研究需要にどのように対応するかというこ

とは大きな問題です。研究者と支援部隊が、それぞれ

の立場で全力投力している中で、新たに何かをおこそ

うとする場合、それに見合うものを引き算しなければ

なりません。新たに何をおこすのか、何を引き算すれ

ば良いのかといったこと。 また、研究者と支援部隊が

若がえってきている中で、研究者の着想、能力を活か

して研究の活性化をはかる運営のシステムはどうある

べきなのかなど、所員の皆さんと一緒に考えて行きた

いと思います。 

問題の山積する中での企画連絡室の任務の重大さを

考えますと、任が重すぎる感が拭えませんが、微力な

がら頑張る所存でごぎいます。今後とも皆様の一層の

ご指導とご鞭捷を賜りますようお願いして着任のご挨 

拶といたします。 	 （企画連絡室長） 

五里霧中 
酒 井 保 次 

霧は釧路の夏を彩どるシックなベールだそうです。 

この霧の季節が終ると弦ゆいばかりの陽光が射し込む

秋になるとのことです。 

私は 5月1日付で北水研増殖部魚介類研究室に配置

換になりこのたび着任いたしました酒井です。過ぎ去

った事を想い出すのは失敗の連続が難えり気乗りはし

ないのですが、この世界の仕来たりを無視する勇気も

持ち合わせていないので簡単なプロフィールだけを紹

介させて頂きます。 

生れは大阪ですが学生生活を九州で過ごし南国生活

にドップリ首まで漬っていました。49年に水産庁に入

庁し、最初に配属になったのは四国は高知にある南西

水研海洋部でした。アマチュアとプロのギャップの大

きさにとまどいながらプランクトン、ベストスの調査

要員として様々な調査船に乗船し仕事のイロハを教え

て頂きました。その後漁場保全研、赤潮部の発足に伴

い広島に移り住み気候温暖で風光明娼な瀬戸内での漁

場環境のーつとして主にベントスの生態について仕事

をして来ました。当時はまさに公害、赤潮が狼火のよ

うな勢で瀬戸内を中心に拡がっており、席を温める暇

もなく調査、調査の連続でしたが結構楽しくお陰で西

日本のほとんどの港を知る事が出来ました。 

此度急に北水研に転勤の話がありわが国最大の水産

王国の地で仕事が出来る期待感を胸に抱き赴任して来

ました。北海道はもちろん初めてですが、釧路はテレ  

ピの天気予報からいろいろ想像していました。着任後

いまだ数か月ですが聞くと住むとは大違いで大変くら

しよい処と気に入っています。 

ところで新参者の私が云うまでもなく、北水研の担

当する海域は200カイリ問題をはじめとし四面楚歌の

非常に厳しいのが現状であり、今後とくに沿岸浅海域

の開発・高度利用化に活路を見つけ、今まで以上のよ

り積極的な増養殖の展開が不可欠でしょう。また、好

むと好まざるとにかかわらず増養殖もスケールメリッ

トを追求する時代から多様化するニーズに合った付加

価値の高いものを創り出す方向に向って行くことでし

よう。 

一方、当地の漁業者自身の増養殖への研究および実

践力に敬服するとともに一般の地域住民の方々の水産

研究に対する熱い期待にも驚いております。 

いままで沿岸浅海漁場の保全の立場での仕事の経験

しかない私にとっては大変な難問の連続が予想されま

す。正直いって現在の私の頭の中は釧路名物のシック

な霧のベールどころか、冷たいジリに覆われー寸先も

見えない五里霧中といったところです。 

幸い増殖部は世帯は小さいが伝統的に優秀な研究者

がチームワークよくまとまっており、また沿岸漁業者

からも絶大な信頼があるようです。私も体力だけは自

信がありますので、先輩・同僚の足手まといにならな

いよう1日も早くクリーンな釧路の秋の空になるよう

努力する所存です。 

最後に、この紙面をお借りして、水試漁協をはじめ

関係各機関の皆様の御協力と御指導をお願い申し上げ

ます。 

（増殖部魚介類研究室長） 
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日時】昭和61 

22）北海道周辺海域のたこ類 	中央水試 

2，その他 

1）国際漁業交渉に関する会議について 

2）スケトウダラ新規加入量調査に関する会議

について 

会議情 報 

第 9回北海道区ブロック場所長会議 

年 7 月 3日 

場所】釧路東急イン 参加機関】中央・稚内・網走・釧路・函館水試、室 

議題 蘭支場、東北水研八戸支所、日水研、北水研 

1．重点的試験研究課題の61年度計画及び6ユ年度 

新規課題等の紹介（各機関） 昭和61年度放射能担当者会議 

2．試験研究をめぐる最近の諸情勢にてル・て 日時】昭和61年 9月17日 

3‘試験研究の推進について（意見交換） 場所】北海道区水産研究所小会議室 

4．その他 議題 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内 1，昭和60年度調査結果の報告と検討 

水試、栽培漁業総合センター、水産磐化場、北海 2．昭和61年度調査実施状況の報告と検討 

道さけ・ますふ化場、北水研 3．昭和62年度以降の調査計画について 

4．チェルノプイリ原発事故への対応について 

昭和61年度北海道周辺海域底魚資源評価検討会議 5．その他 

日時】昭和61年 8月28-29日 参加機関】水産庁漁場保全課、東海水研、西海水研、 

場所 I 北海道区水産研究所会議室 日水研、北水研 

議題 

1．漁況と資源状態の評価・予測 昭和61年度第 2回太平洋イ力長期漁海況予報 

1）オホーツク海南西域のスケトウダラ 日時：昭和61年 9月17日 

網走・稚内水試 場所：北海道区水産研究所会議室 

2）北部日本海海域のスケトウダラ 議題 

中央・稚内・函館水試 1．海況 

3）本州日本海沿岸域のスケトウダラ 1）現況 

日水研 2）今後の見通し 

4 ）道南太平洋海域のスケトウダラ 2．スルメイカ漁況予測 

室蘭支場 1) 8月下旬までの漁況の経過 

5) 東北海域のスケトウダラ 	八戸支所 2）漁況予測（1O-12月） 

6) スケトウダラ太平洋系群総括 	北水研 3）予測の根拠 

7) 根室海峡のスケトウダラ 	釧路水試 3．アカイカ漁況予測 

8) 宗谷海峡のイカナゴ 	 稚内水試 1）昭和60年までの資源動向 

9) 道北海域のホッケ（道北系群） 	稚内水試 2）漁況予測（10---12月） 

10) 後志・道南海域のホッケ 	稚内水試 3）予測の根拠 

中央水試、函館水試、北水研 参加機関】青森県・岩手県・宮城県・福島県水試、 

日本海海域のホッケ 
	

日水研 

北海道太平洋海域のホッケ 
	

北水研 

道東・北方四島海域のコマイ 
	

北水研 

太平洋海域のメヌケ 

室蘭支場・釧路水試 

道南太平洋海域のキチジ 	室蘭支場 

道東太平洋海域のキチジ 	北水研 

道北沿岸域のマガレイ 稚内・中央水試

道北沿岸域・オホーツク海海域のソウハチ 

稚内・中央水試

道南太平洋海域のソウハチ 室蘭支場

北海道周辺海域のハタハタ 北水研

北海道周辺海域のえび類 中央水試 

釧路・函館水試、漁業情報サービスセンター、全

国いか流し網漁業協会、海洋水産資源開発センタ 

ー、東北水研八戸支所、北水研 

昭和61年度オホーツク海のサンマ漁況予報 

日時：昭和61年 9月19日 

場所】北海道立網走水産試験場 

議題 

1．昨年の漁況について 

2．本年の漁況について（6~8月） (6~8月） 

3．本年の漁況にてル・て 

4．漁況予報 

参加機関：中央・釧路・網走・稚内水試、北水研 

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

- 11 ー 



昭和61年度スケトウダラ新規加入量調査会議

ョ時】昭和61年12月16日 

場所】十勝川簡易保険保養センター会議室

議題 

派遣：1/13~2/12 酒井室長

招鵬研究員受入れ 

・生物資源の効率的利用技術の開発に関する研究 :8ノ 

25-8/31 愛媛大学工学部武岡英隆講師 

1．スケトウダラ研究における当面の問題点につ 海外研修員受入れ 

いて ・ホタテガイ養殖技術：5/23--8/23 アラスカ州漁業 

1）北見大和堆周辺海域の表・中層に分布する 狩猟局 Dr. William M. Kaill、原住民協会 Mr. 
スケトウダラの生態的特徴について William P. Osborne 

2 ）根室海峡におけるスケトウダラ産卵群の刺 

し網による網目選択性について 刊行物ニュース 
3）エリモ以西海域におけるスケトウダラ資源 

調査（昭55, 56年級の評価について） 水産庁北海道区水産研究所研究報告，51号 

4 ）スケトウダラ標識再捕結果からみた系統群 （昭和62年 3月発行） 

についての一考察一太平洋系群について一 入江隆彦：海洋生活初期のサケ・マス稚魚の生態に 

2 ．その他 関する研究一V．道東沿岸の小港に滞泳するサ 

1) 61年度以降の調査計画について ケ稚魚の食性と餌のサイズについて（A. 361) 

2 ）スケトウダラの耳石読輪のマニュアルの確

認 

3) 次年度以降の本会議の持ち方について 

参加機関：中央・函館・釧路・網走・稚内水試、室

蘭支場、北水研 

第 5 回磯焼対策研究協議会 

日時】昭和62年 2 月24日 

場所】北海道庁別館 2 階会議室 

議題 

1。昭和61年度研究成果経過報告 

1）日本海南部資源培養技術開発事業推進調査 

報告 	 道水産部、中央。函館水試 

2 ）無節サンゴモに関する研究 

北大、道教大函館分校 

3）水産庁沿整直轄調査報告 	北水研 

4 ）質疑討論 

参加機関：道水産部、中央・函館・釧路・稚内・網

走水試、栽培漁業総合センター、渡島西部地区・

桧山南部地区水産技術普及指導所、北大水産学部、 

道教育大函館分校、北水研 

研修その他 

研 修 

・農学情報機能部門研修：11/9-11/15 五十嵐係長 

・環境技術研修；11/30-'-12/6 町口技官 

・バイオテクノロジー研修：2/8-3/1 坂西技官

海外派遣 

・インドネシア農林水産業プロジェクトファインディ

ング調査：8/4--8/2O 能勢所長 

・フィルピン人造りセンタープロジェクト短期専門家 

三本菅善昭】小島（松前町）の海藻フロラについて 

(A. 362) 

町口裕二】Y型水路内におけるエゾバフンウニの索

餌行動（A. 363) 

嵯峨直恒、町口裕ニ、三本菅善昭 I 藻類培養細胞の

生死判別への染色剤の応用（A. 364) 

三本菅善昭、町口裕ニ、嵯峨直恒：コンプのバイオ

マス生産における収量の把握と栽培条件の評価 

(A. 365) 

荻島隆、北野清光、藤井浄、井上尚文】人工衛星赤

外画像からみた道東海域の海況 1984年10月の 

APT画像と調査船による海洋観測結果― I 

(A. 366) 

河野時慶、井上尚文】北海道各地の沿岸定地水温の

変動特性（A. 367) 

〔短報〕 

渡辺一俊：トゲクリガニ Tbimessus acuガdens の血

リソパ浸透圧及びイオン調節（A, 368) 

伊藤博：漂流板によるホタテガイ採苗時期の潮流観 

測について 北水研ニユース34. 1986年 3月

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 同上 

矢野豊：バイテクーわきみち一 同上 

研究談話会 

第19回 昭和61年 3 月19日 

1)1985年秋季の釧路海底谷付近の観測 

荻島 隆。藤井 浄・北野 清光 

2 ）北海道各地の沿岸定地水温の変動について 

河野 時慶 

第20回 昭和61年 5 月30日 

アラスカ州コディアック島と漁業について 
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P．オズボーン氏（アラスカ州原住民協会） 

第21回 日爵口61年7 月25日 

アラスカ州におけるサケ・マス研究について 

M．ケイル氏（アラスカ州漁業狩猟局） 

第22回 昭和61年 8 月 8 日 

シダ植物の生活史にみられる寒冷適応 

佐藤 利幸氏（北海道大学低温研究所） 

第23回 昭和61年 8 月22日 

世界海洋大循環実験計画 

永田 豊教授（東京大学理学部） 

第24回 昭和61年 8 月29日 

沿岸海域の海水交換 

武岡 英隆氏（愛媛大学工学部） 

第25回 昭和61年10月20日 

海藻のにおいとその応用 

梶原 忠彦氏（山口大学農学部） 

北水研日誌 

(1）おもな来訪。見学者 

61 
4. 9 羅臼漁協青年部12名、所内見学。 

4. 17 北海道教育庁実習船管理局三畑局長外1名、 

用船事務打合せ。 

4.17 青森県水試植木龍夫漁業部長、研究打合せ。 

4. 21 名古屋南山大学留学生、米国アラスカ州キ

ンバリー・ウィリアムズ、増殖部見学。 

4, 30 落石漁協佐藤専務理事外 2名、所内見学。 

5.9 東海区水研竹内保蔵部長、研究打合せ。 

5, 20 日本たばこ産業KK諏訪氏外 3 名、所内見学。 

5.20 HBC放送釧路局奈良暁氏外1名、研究業 

務取材。 

6.11 道立老人大学釧路分校50名、所内見学。 

6. 23 海外漁業協力財団森川常務外 2名アラスカ

計画打合せ。 

6. 24 YWCA釧路支部16名、所内見学。 

6. 24 道開発調整部武田参事外 4名、研究事務打

合せ。 

6.27 照洋丸大村船長外 4 名、業務打合せ。 

7, 1 水産庁海野海洋漁業部長外 6名、研究視察。 

7.4 綱走水試辻場長、研究打合せ。 

7.4 北大水産学部小城助教授、黒森丸佐々木船 

長、研究業務及び用船計画打合せ。 

7, 5 蒼鷹丸山中船長外 2 名、業務打合せ。 

7. 8 釧路市公民館「お母さん社会科教室」26名、 

所内見学。 

7.23 農林水産技術会議事務局企画調査課岩津研

究調査官、研究打合せ。 

7. 24 釧路市白樺台終末処理場種田場長外10名、  

所内見学。 

8.8 北大低温科学研究所佐藤利幸氏、研究打合 

せ及び研究談話会出席。 

8.12 釧路新聞社鈴木氏、研究業務取材。 

8,13 釧路市教育委員会川上氏、事務打合せ。 

8. 22 海外漁業協力財団長谷川、大串氏、アラス

カ計画打合せ。 

8. 22 東大理工学部永田教授、研究打合せ及ぴ研

究談話会出席。 

8. 23 会計検査院吉田第 4 局長外 4 名研究視察。 

8.25 青森放送報導局佐々木副部長外 3 名、研究

業務取材。 

8.26 釧路市立昭和小学校PTA56名、所内見学。 

9. 3 北大練習船おレょろ丸実習生56名、所内見

学。 

9.9 釧路市社会福祉協議会関係者16名、所内見

学。 

9, 12 自由新報上地編集長外1名、取材。 

9.18 北海道教育庁実習船管理局兼頭毅指導室長

外1名、用船事務打合せ。 

10. 1 海洋産業研究会・海洋牧場システム研究会 

市村幹事長外21名、移動研究会で来所。 

10. 2 青森県水産増殖センター能登谷特別研究員 

外1名、研究打合せ。 

10. 16 海洋生物環境研究所多々良氏外1名、業務

連絡打合せ。 

10. 20 山口大学農学部梶原忠彦氏、研究談話会出

席。 

10. 20 古野電気KK星野久雄氏外1名、所内見学。 

10. 30 マリノフォーラム21関係者25名、視察訪間。 

11. 25 俊鷹丸角田船長外 5名、業務打合せ。 

12. 4 北海道管区行政監察局鈴木第1部長外 2 名、 

研究視察。 

62 
1.6 NHK釧路放送局取材班 5 名、研究業務 

（ジャイアントケルプ）取材。 

1.7 UHB釧路放送局取材班 4 名、研究業務 

（ジャイアントケルプ）取材。 

1.12 大間原子力調査所吉塚所長代理外 2 名、所

内見学。 

1. 19 スウェーデン国ウプサラ大学大学院植物生 

20 理掌研究所マッツ・ビオルグ氏外 2 名、増 
7旦口Pフしゴーo 

1.22 大蔵省主計局勝課長補佐外12名、研究視察。 

2.14 大間町役場森野係長外 7名、所内見学。 

2.19 北海道中小企業団体中央会関係者15名、所

内見学。 

(2）出 張 
61 
4. 8 スケトウダラ新規加入量資源調査のため加 

1. 12 
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賀主任研究官若潮丸乗船、 5月14日まで。 

4. 9 水産庁研究所長会議出席のため能勢所長東

京へ出張、13日まで。 

4. 10 水産庁研究所長会議及び企画連絡室長懇談

会出席のため和久井企画連絡室長東京へ出

張、13日まで。 

4. 11 北海道周辺海域における放射能調査のため

藤井室長探海丸乗船、30日まで。 

4. 12 いか等浮魚類の資源漁況調査のため中村技

官北光丸乗船、 5月 2日まで。 

4. 16 資料課長・広報担当者会議出席のため五十

嵐係長東京へ出張、19日まで。 

4. 20 コンブ培養殖試験打合せのため三本菅室長

札幌、寿都、東京へ出張、25日まで。 

4. 20 特定海域沿岸開発事業推進調査のため能勢

所長寿都へ出張、22日まで。 

4. 21 栽培漁業東日本ブロック会議出席のため加

藤部長鳥羽へ出張、23日まで。 

4. 21 海洋牧場研究推進協議会（第19回）出席の

ため和久井企画連絡室長東京へ出張、23日

まで。 

4. 24 北洋海域重要底魚生物調査のため金丸主任

研究官但州丸乗船、 6月23日まで。 

5. 5 特定海域沿岸漁場開発事業推進調査のため

能勢所長札幌、留9、香深へ出張、11日ま

でo 

5. 12 特定海域沿岸漁場開発事業推進委員会出席

のため能勢所長札幌へ出張、13日まで。 

5. 12 漁業評価システム高度化調査のため和田技

官探海丸乗船、26日まで。 

5. 14 農林水産技術会議及び水産庁企画連絡室長

会議出席のため和久井企画連絡室長東京へ

出張、17日まで。 

5. 28 浅海・内湾域の環境変動機構解明に関する

研究のため藤井室長、荻島技官北光丸乗船、 

6月10日及び6月 4 日まで。 

6. 7 漁業資源評価システム高度化調査のため中

村技官探海丸乗船、 7月 6日まで。 

6. 8 北海道、済州道沖問題に関する検討会議 

（日韓漁業協定）出席のため佐藤部長、小

林主任研究官東京へ出張、10日まで。 

6. 12 昭和61年度北海道地方連絡会議出席のため

能勢所長札幌へ出張、14日まで。 

6. 24 所長会議出席のため能勢所長東京へ出張、 

27日まで。 

7. 7 昭和61年度第1回太平洋イカ長期漁海況予

報会議出席のため村田室長大洗へ出張、10 

日まで。 

7. 7 昭和61年度第1回トロール漁船操業影響調  

査研究実行委員会出席のため佐藤部長札幌

へ出張、 9日まで。 

7. 18 漁業資源評価システム高度化調査のため村

田室長探海丸乗船、 8月11日まで。 

7. 21 サンマ資源調査のため北片室長北光丸乗船、 

8 月 9日まで。 

7, 28 第 6回漁場保全事業検討会議出席のため井

上部長気仙沼へ出張、30日まで。 

8. 2 日韓北海道問題対策会議出席のため佐藤部

長、小林主任研究官東京へ出張、 4 日まで。 

8. 4 水産生物遺伝資源部門作業部会出席のため、 

三本菅室長南勢へ出張、 6日まで。 

8, 19 開洋丸調査打合せのため藤井室長東京へ出

張、21日まで。 

8. 25 サンマ・マイワシを中心とする浮魚類資源

調査のため和田技官、松原技官北光丸乗船、 

9 月3日まて％ 

8. 25 アカィカ流し網漁業問題検討会出席のため

村田室長折戸へ出張、27日まで。 

8. 25 栽培環境改善調査のため藤井室長、河野技

官探海丸乗船、 9月 8 日まで。 

9. 17 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。 

9. 17 昭和61年度増養殖場検討会出席のため加藤

部長鳥羽へ出張、20日まで。 

9. 19 漁業資源評価システム高度化調査のため和

田技官若潮丸乗船、25日まで。 

9. 23 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、25日まで。 

9. 24 海藻の栄養吸収及び生長と海水流動の関連

解明調査のため三本菅室長、嵯峨、坂西、 

町口技官川波、奥尻へ出張。 

9. 25 暖水漁場の短期予測技術に関する研究のた

め佐藤主任研究官、荻島技官探海丸乗船、 

10月19日まで。 

9. 28 第 3回日・ソ漁業委員会打合せのため小林

主任研究官東京へ出張、30日まで。 

10. 2 評価報告書等専門委員会出席のため能勢所

長東京へ出張、 4 日まで。 

10. 13 所長会議出席のため能勢所長長崎、東京へ

出張、17日まで。 

10. 15 人工礁検討会議出席のため佐藤部長秋田へ

出張、18日まで。 

10. 19 第18回日・ソ漁業協同研究会議出席のため

村田室長東京へ出張、22日まで。 

10, 20 水産庁研究所課長会議出席のため速水課長

塩釜へ出張、25日まで。 

10. 29 企画連絡室長会議出席のため和久井企画連

絡室長東京へ出張、11月1日まで。 
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10. 30 

11. 5 

1L 9 

11. 25 

11. 26 

11. 30 

12. 2 

12. 13 

12. 14 

12. 14 

12. 17 

62 

1. 18 

1. 21 

1. 21 

1. 22 

1. 25 

1. 27 

1. 27 

1. 28 

1. 28 

2. 4 

赤潮防止対策、重要貝類毒化対策中間検討

会議出席のため加藤部長筑波へ出張、31日

まで。 

道東水域海洋調査のため柏井室長、河野技

官北光丸乗船、11月14日まで。 

資源・海洋・増殖部長会議出席のため佐藤、 

井上、加藤部長東京へ出張、 8日まで。 

企画連絡室長会議出席のため和久井企画連

絡室長東京へ出張、12日まで。 

スケトウダラ新規加入量調査のため渡辺技

官俊鷹丸乗船、12月11日まで。 

所長会議出席のため能勢所長東京へ出張、 

29日まで。 

沿整関係研究打合せのため伊藤主任研究官

新潟へ出張、12月2日まで。 

漁業資源研究会議北日本底魚部会出席のた

め吉田、小林主任研究官新潟へ出張、 5日

まで。 

北東太平洋マアジ資源開発調査のため藤井

室長開洋丸乗船、62年3月25日まで。 

暖水漁場研究討論会出席のため柏井室長、 

荻島技官東塩釜へ出張、16日まで。 

漁業資源研究会議北日本浮魚部会出席のた

め和田技官東京へ出張、18日まで。 

北太平洋海域におけるアカイカ標識放流事

業の網目協議会出席のため村田室長東京へ

出張、19日まで。 

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。 

いか釣調査計画検討会出席のため村田室長

東京へ出張、23日まで。 

第 2回オホーツク海沿岸域海域検討会出席

のため佐藤部長、金丸主任研究官札幌へ出

張、24日まで。 

海藻の栄養吸収及び生長と海水流動の関連

解明調査打合せのため三本菅室長札幌へ出

張、24日まで。 

所長会議出席のため能勢所長箱根、東京へ

出張、31日まで。 

漁場保全事業検討会出席のため井上部長東

京へ出張、29日まで。 

ジーンバンクワーキンググループ会議出席

のため三本菅室長東京へ出張、29日まで。 

貝毒・赤潮チームリーダー会議出席のため

加藤部長東京へ出張、30日まで。 

指定漁業等打合せのため吉田主任研究官札

幌へ出張、30日まで。 

増養殖研究推進会議出席のため伊藤主任研 

究官、町口技官東塩釜へ出張、6日まで。 

2. 7 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調

査のため金丸主任研究官室蘭へ出張、11日

まで。 

2. 8 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調

査のため吉田主任研究官北鳳丸乗船、19日

まて％ 

2. 9 遠洋底びき網新漁場開発調査検討会出席の

ため佐藤部長東京へ出張、11日まで。 

2. 15 水産養殖大学初級課程講義のため能勢所長

宇和島へ出張、17日まで。 

2. 16 バイオマス変換計画水産チーム打合せ会議 

出席のため河野技官東京へ出張、19日まで。 

2. 17 コンプ研究者会議出席のため嵯峨、町口技 

官札幌へ出張、20日まで。 

2. 18 磯焼研究協議会出席のため伊藤主任研究官

矢野技官札幌へ出張、21日まで。 

2. 18 動物遺伝資源長期保存法に関する会議出席

のため酒井室長谷田部へ出張、21日まで。 

2. 18 第20回海洋牧場研究推進協議会出席のため

和久井室長東京へ出張、20日まで。 

2. 23 水産生物遺伝資源部会出席のため加藤部長

東京へ出張、25日まで。 

2. 23 磯焼研究協議会出席のため嵯峨、町口技官

札幌へ出張、25日まで。 

2. 24 企画連絡室長会議出席のため和久井企画連

絡室長東京へ出張、28日まで。 

2. 24 磯焼検討会出席のため能勢所長札幌へ出張、 

25日まで。 

2. 24 全道委託試験船連絡協議会出席のため金丸

主任研究官札幌へ出張、26日まで。 

3. 1 スケトウダラ新規加入量資源調査のため加

賀主任研究官探海丸乗船、20日まで。 

3. 2 沿整関係研究打合せのため町口技官東京、 

静岡、玉城、長崎、博多へ出張、 9日まで。 

3. 2 スケトウダラ新規加入量資源調査のため吉

田主任研究官北鳳丸乗船、13日まで。 

3. 5 暖水漁場推進会議出席のため荻島技官東塩

釜へ出張、 8日まで。 

3. 8 いか類資源漁海況検討会議出席のため村田

室長、中村技官鮫へ出張、13日まで。 

3. 9 放流効果調査打合せのため加藤部長札幌、 

稚内へ出張、12日まで。 

3. 10 底魚資源専門委員会出席のため佐藤部長東

京へ出張、12日まで。 

3. 15 資源、海洋、増殖部長会議出席のため佐藤、 

井上、加藤部長東京へ出張。 
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人事 異 動 

昭和61年3月31日付 

退職（北水研北光丸甲板長） 	 岡佐4木貞夫 

退職（北水研企画連絡室長） 	 欄飯塚 篤 

退職（北水研海洋部海洋第1研究室長） 岡北野清光

昭和61年4 月1日付 

退職（北水研資源部主任研究官） 	園石井 正 

（北水研北光丸甲板員） 	 鋤居村哲哉 

命 水産庁白鷺丸甲板員 

（北水研北光丸通信長） 	 岡多加喜征夫 

命 水産庁東光丸通信長 

（北水研探海丸司厨員） 	 岡松本清始 

命 東海水研蒼鷹丸司厨員 

（北水研探海丸機関員） 	 囲榊 晴夫 

命 東海水研蒼鷹丸機関員 

（北水研探海丸甲板員） 	 脚松尾唯之 

命 南西水研しらふじ丸甲板員 

（北海道さけ・ますふ化場十勝支場）園五十嵐啓喜

命 北水研企画連絡室 

（北水研資源部主任研究官） 	園入江隆彦 

命 西海水研資源部底魚資源第2研究室長 

（北水研増殖部） 	 閥中野 広 

命 東海水研生物化学部 

（北水研増殖部魚介類研究室長） 岡杉山元彦

命 養殖研環境管理部環境動態研究室長 

（北水研庶務課） 	 園香西秀道 

命 東海水研総務部会計課 

（東海水研蒼鷹丸甲板員） 	 園伊藤好一 

命 北水研探海丸甲板員 

（日水研みずほ丸甲板次長） 	囲本間欽治 

命 北水研北光丸甲板長 

（東北水研わかたか丸甲板員） 卿中村康男

命 北水研北光丸甲板員 

（水産庁白鷺甲板員） 	 囲浅野 信 

命 北水研北光丸甲板員 

（水産庁研究部研究課） 	 岐坂西芳彦 

命 北水研増殖部 

（日水研みずほ丸機関員） 	 囲鈴木徳行 

命 北水研探海丸機関員 

（水産庁東光丸二等通信士） 	閥冨岡喜志夫 

命 北水研北光丸通信長 

（東海水研企画連絡科長） 	 囲和久井卓哉 

命 北水研企画連絡室長 

（水産庁開洋丸司厨員） 	 鋤小林博明 

命 北水研探海丸司厨員 

命 農林水産技官 北水研資源部勤務 松原孝博

命 農林水産事務官 北水研庶務課勤務 小嶋吉高

命 農林水産事務官 北水研庶務課勤務 半田広生

昭和61年5月1日付 

（南西水研赤潮部主任研究官） 囲酒井保次

命 北水研増殖部魚介類研究室長 

（北水研資源第2研究室長） 	脚大迫正尚 

命 東海水研企画連絡室企画連絡科長

昭和61年7月16日付 

（北水研庶務課課長補佐） 	 園小間勝郎 

命 遠水研総務部会計課長 

昭和61年 8月1日付 

（北水研庶務課用度係長） 	 園毛利正樹 

命 北海道さけ・ますふ化場千歳支場千歳事業場長 

（北海道さけ・ますふ化場根室支場庶務係長） 

働久保秀夫 

命 北水研庶務課課長補佐 

昭和61年10月1日付 

（京都大学農学部助手） 	 柏井 誠 

命 農林水産技官 北水研海洋部海洋第1研究室長 

rーー“一・一ーー,表紙の説明一ーーーーーー、 

I昭和61年 8月北海道奥尻島の磯焼けした岩礁で観~ 

1 北海道の日本海南部沿岸では各地で磯焼けが発~ 

i生し、大きな問題となっている。このような場所I 

Iでは、大型海藻の消失とともに高密度の食植動物I 

I特にキタムラサキウニの分布が観察されることがI 

I多い。海藻の消失により、アワビ及びウニの成長I 

Iは大きく低下する。なお、高密度で棲息するウニI 

Iは実入りが悪く商品価値はない。磯焼けの原因と I 

iして、海況の変化、無節サンゴ藻（石灰藻）の異i 

1常繁茂、食植動物による摂餌と海藻生産との不均l 

l衡など多くの要因が上げられる。当研究所は海藻； 

I群落消失とウニの食害との関連を潜水調査、室内I 

1実験により研究している。 

1 	 藻類研究室 三本菅善昭 
しー一ーーーーー一 	 叫ーーーー． 

I ーーーーー一・一ー・編集後記ーーー―-1 

~姦茎轟翼麟轟麟撫器縄~ 
~等、研究所の将来を決定する重要な問題への対応~ 

~きプ雫fP)賃ニ難轟森雛鷲篇~ 
I 訳ないことになった。これはすべて編集担当者の I 

~ 昨年4月1日付けで企画連絡室に情報係が新設 I 

され北海道さけ・ますふ化場から五十嵐氏が配置~ 

された。本ニュースの編集等も担当してもらった I 

~察されたキタムラサキウニ（strongylocentrotus ~ 

~ mudus ）の高密度の棲息。 	 I 

1察されたキタムラサキウニ（Strongylocentrotus 

Imudus）の高密度の棲息。 
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