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歯車が つ廻る 

菅 野 尚 

水産資源の維持培養と計画的・合理的利用に資する

試験研究の一層の推進を図るため、農林水産省の水産

研究所（東海区水産研究所を除く。）の内部組織を再

編成する。これに伴い、分室 5か所を廃止する等、試

験研究体制の合理化を行う。これは昭和62年12月28日

に閣議決定された、昭和63年度に講ずべき措置を中心

とする行政改革の実施方針についてのー項である。 

昭和61年と62年の両年は北海道区水産研究所にとっ

て特筆すべき年である。水産業関係研究目標（昭和61 

年9月）、北海道区水産研究所の研究基本計画（昭和 

62年 3月）、水産庁研究所の研究レビュー（昭和62年 

9月）、そして総務庁の行政監察と水産庁研究所の見

直し。これらを通じて21世紀に向けての試験研究体制

を確立するための作業と諸手続きが進められ、歯車が

昭和63年度に確実にーつ廻ることになった。北海道区

水産研究所は、余市町にある余市分室を閉鎖し、研究

要員を釧路庁舎に移して、資源管理・資源増殖・海洋

環境の三部門の体制を整備し、北方圏における国立研

究機関としての重責を担うことになる。 

歯車がーつ廻る。廻る歯車の歯が欠けないように、 

研究所の中はもとより、関係者の方女にも大変なご協

力をいただいている。水産庁研究部から昨年10月に北

海道区水産研究所長として着任して以来、まだ 5か月

ほどしかたっていないが、この間、北海道内の行政機

関、試験研究機関、漁業関係団体、そして新聞報道関

係の方々の御協力をいただきながら、歴史の重さを常

に感じさせている余市分室の閉鎖の手続きを進めてき

た。当所の庶務課をはじめ多くの職員の協カが心強い

はげましになっている。 

北海道区水産研究所が余市町から釧路市に庁舎を移

転して、すでに十年を経過した。現在、研究所を構成

する職員の中で、余市時代を知る人は小数派となって

しまった。昭和29年に余市の浜におしよせた産卵ニシ

ンを見た人も極く少ない。余市時代の研究の歴史を新

たな北海道区水産研究所の体制の中に、どの様にして

継承し、生かして行くのかが、大きな課題となってい

る。歯車がーつ廻る、その廻る内容がこれから問われ

ることになる。 

時代時代の社会経済の仕組みが、時代に生きる人を

育てている。昭和ー桁から二桁初期の世代は重厚長大

に価値感を見出す一次産業型人間、ニ桁中期は軽薄短

小の二次産業型人間、そして現世代は美しい物に感じ、  

遊びを創ることに価値感を見出す美感遊創の三次産業

型人間であると説明してくれた先生がいる。なんとな

く、そんな感じがする。これから研究所の独自性と研

究者の独想性が問われようとしているが、北海道区水

産研究所の研究基盤の確かさを、ニシン、スケソウダ

ラ、ホタテガイ、コンプ等、北海道の水産業の発展期

を支えた試験研究と学問に求めたいと思っている。勿

論、釧路時代の十年の研究基盤の確かさも忘れるつも

りはないけれど。重厚長大、軽薄短小、美感遊創の三

世代の職員が新しい研究所の独自性と研究者の独想性

を生み出すためには、ルールを定めて、この中で思い

切った討論をして、その結果に基づく実行力を引き出

すことが、所長の任務だと思っている。 

昨年11月、北海道定置漁業協会主催の秋さけの小型

化に関する研究会で総合討論のコーディネイター役を

準備していただいた。体長にして約 5cmの小型化と回

帰親魚の高齢化が確認され、さらに北洋生活 3年目の

成長が悪化している現象に大きな関心が寄せられた。 

原因として密度効果や北洋水域の低温化傾向などの意

見が出され、本当に活発な議論が会場を熱気につつん

だのが印象に強く残っている。 

また、今年1月から 2月にかけて、ホタテガイ増養

殖の研究会に講師として招かれ、昭和47年から52年に

亘っておきた三陸沿岸、青森県陸奥湾、北海道噴火湾

の養殖ホタテガイの大量艶死の原因と殺さないホタテ

ガイの生産技術を、種苗性や技術劣化の考え方で説明

する機会に恵まれた。真剣に話を聞いてくれた漁業者

の方々、そして鋭い質問に新しい研究課題が頭の中に

湧いてくる、そんな楽しい勉強会だった。この感激を

地元釧路新聞の、番茶の味中シリーズに次の第一稿か

ら始まる随想を載せて、釧路の生活を楽しみながら、 

歯車がーつ廻る昭和63年度に期待を寄せている。 

くごつい手の平＞ 

釧路がどんどん好きになる。だんだんではなく、ど

んどんである。どうやらこの原因は、釧路の自然の素

晴らしさと人間との付き合いにあるらしい。 

仕事の性質上、ホタテガイやサケの増養殖のことで

漁業関係の方々にお目にかかる機会が多い。東北水研

時代の私を覚えていてくれて、またぜひ話を聞かせて

くれ、という温かい気持ちにふれて感激する。ごつい

手の平との握手のたびに、何かが胸を打つ。 

葉隠れの「武士は己を知るもののために死す」 とい

う言葉に憧れた少年時代が、また新たな形で、この釧

路の生活に蘇りそうである。 

（所 長） 



変革の時代と水産業 

養殖研究所長 能 勢 健 嗣 

近の社会の動きは目まぐるしいものがあり、日本

の社会全体に産業構造の変革の波が激しく押し寄せて

いる感じである。水産業も例外ではなく、水産業の生

産システム自体が大きく変わろうとしている。 これら

の変化をもたらした要因のうち、 も大きいものは、 

D200海里、②円高、③国際化、④情報化ではないだ

ろうか。これらの要因が もきびしく作用した地域は

北海道であるといってさしつかえないであろう。 

北海道の漁業にとって昭和60年は も厳しい時代で

あった。200海里時代も10年を経過し、次第に各国の

排他的傾向が明瞭になりつつあり、この傾向は今後も

強化されることはあっても、緩和される事はないであ

ろう。これをナショナリズムと結び付けることは簡単

であろうが、むしろ水産物の国際商品化がもたらした 

ーつの経済現象と考える方が妥当ではないだろうか。 

国際商品化が急速に進むことにより、従来は漁場価値

の少なかった海域が経済価値を持つようになり、それ

ぞれの国で自国の漁船漁業が発達する基盤が成立する

ようになった結果、排他的傾向が助長されたものと思

われる。その典型的なケースがアラスカ周辺海域での

外国船の締め出しである。外国200海里内に漁場を依

存する割合の多い北海道漁船漁業にとっては、まだま

だ苦難の時代は去っていない。 

漁船漁業の衰退をカバーするために沿岸漁業の見直

しが緊急課題として浮上して来ているが、シロザケ、 

ホタテガイおよびコンプ以外には増養殖事業のなかで

産業的に大きく成功している事例がまだ少ない北海道

にとって、沿岸漁業の振興にとって切札的な技術を見

つけ出すことはかなり難しい状態にあると思われる。 

一方、円高によって水産物の輸入は急速に増加を続け

ており、その品目も著しく多様化しつつある。また、 

それに伴って輸送手段を含めた流通機構も大きく変貌

しつつある。地球の裏側から送り出された生きた魚介

類が翌日には日本の市場でせりにかけられる時代では、 

どの様なものを日本の各地で新たに作るかは、よほど

慎重に考えなければならなくなっている。さらに、水

産物に対する人々の持つ価値観の変化も急速に変化し

ており、商品の過剰供給の時代にあっては商品の持つ

情報が商品の価値を決定するようになって来ている。 

いわゆる商品の差別化の時代の到来である。近年、野

菜・果物では多様な種類が市場にでまわり、消費者の

購買意欲をさそっているように、水産物も多様化の方

向に進むことは間違いなく、それも地方色豊かなもの

が求められつつある。北海道はその点では豊かな情報  

を持っており、有利な条件と考えられよう。 また、国

内の流通機構も市場経由の大量流通システムから宅配

便の利用による生産者と消費者の直結的流通システム

まで多様な方法が工夫され、従来では不可能と思われ

たことも可能になる時代となっている。 

このような時代の背景の変化を考えると、従来のよ

うに他人がやったから自分もやるといった思考方法で

はすぐに過剰生産・過当競争におちいることは目に見

えている。是非とも増養殖のみならず漁労・加工・流

通など多方面にわたる新技術を結集して独自性のある

生産システムを開発してほしいと思う。近年めざまし

い発展を示している研究分野は学際的領域であり、従

来には無かった新しい思考方法の下で異なる手法を巧

みに組み合わせた形で発展を遂げている場合が多い。 

水産業の振興においても同じ事が言えるのではない

だろうか。 

数年前に発想されたマリノベーション構想も次第に

具現化されようとしており、また、マリノフォーラム 

21などを通じて新しい漁業への技術的展開が企画され

実証へ動きだしている。これらの背景にあるものは水

産業全体に流れている産業構造の変革であり、新しい

コンセプトの下での生産システムの構築であろう。そ

の達成のための研究のシーズとニーズの見直しが改め

て問いなおされている。 

昭和60年に北水研に着任以来、 2年 4 カ月という短

い期間ではあったが、私にとっては初めての海区水研

の経験でもあり、皆様の温かいご支援に支えられ、数

多くの事を学ぶことができた。心から御礼を申し上げ

たい。その間、私の胸に絶えず浮かんでいたことは、 

専門水研と海区水研のきずなをどの様につけるかと云

うことであった。養殖研に戻った現在、 大の関心事

は海区水研の研究を見据えながら、養殖研の研究が真

に海区水研の基盤研究になるための方向性をどの様に

して設定するかということである。海区水研の研究の

シーズとニーズに関する情報無しには基盤研究の方向

を定める事は不可能であり、海区水研の研究者諸兄姉

の協力なしには達成できないであろう。北海道の沿岸

漁業における新しい増養殖生産システムの開発・発展

のために養殖研で行われる研究がお役に立つことを望

んでおり、そのための太いパイプ作りに北水研のご協

力を心からお願いしたいと思う。 

（養殖研究所長） 



正3ク＝｛ド，ョ 
特別研究「親潮水域における海洋環境と 

餌料生物生産維持機構の解明」への取組み 
柏 井 ま 

初めまして、私は昭和61年10月付で北水研海洋部で

働くことになりました、もと京都大学農学部水産学教

室に所属します漁業調査船白浪丸（4.4 t）の自称船

主船頭、変じましての「親潮屋」釧路店番頭こと、柏

井 誠です。よろしく。 

この「親潮屋」といいますのは、今年度（昭和62年

度）開始の特別研究「親潮水域」すなわち「親潮水域

における海洋環境と餌料生物生産維持機構の解明」の

実行部隊の自称です。この研究プロジェクトは、北水

研が主査場所となって 3ケ年の研究期間で行われます。 

参加しているのは、北から「親潮屋・紋別店」こと北

大・流氷研究施設、「釧路店」こと北水研・海洋部 

（海洋1・2研）および資源部（資源1研）、「八戸店」 

こと東北水研・八戸支所（ 2研）「塩釜店」こと東北

水研・海洋部（海洋1・2研）および資源部（資源 3 

研）、「仙台店」こと東北大・地球物理、「東京・勝ち

どき店」 こと東海水研・海洋部（海洋1・2研）、「東

京・中野店」こと東大海洋研・資源環境、すなわち 3 

水研の 9研究室と 3大学の 3研究室、計12研究室です。 

先日、若い報道記者が親潮の大（!?）プロジェクトの

取材に来ました。そして私の一通りの説明を、例の職

業的相づち「なるほど」を連発しながらメモした上で、 

こう言うのです。「中学の社会で、、親潮は千島列島に

沿って流れ下って三陸沖で黒潮とぶつかり世界有数の

漁場を作っている” と習った。今さら親潮の何がわか

らないのですか？」不覚にもグッと詰まってしまいま

した。やむなく 「研究者はそういう既知の世界の縁に

立ってその外を、未知の大海を見渡しているのです。」 

といった類の訳の判らないことで話を濁してしまいま

した。 

これは研究の目的いやもっと正確にいって研究の動

機を理解してもらうのに失敗したのです。私は失敗！

と思いました。確かに全ての研究について研究の動機

がその分野の専門家以外の人々に理解される必要はな

いかも知れません。しかし水産研究は人間の生産・生

活に密接しています。少なくともこうした分野の研究

の入口と出口は、複雑な予備知識と難解な専門用語の

ジャングルを奥深くわけいった所にではなく、いやお

うなく、白日の下ともいうぺき人々の関心のさなかに

ならざるを得ないはずです。 

なぜ私が研究の動機を理解してもらうのに失敗した

かを反省してみると、第一に私の研究の動機がその問

題を与えられたからに過ぎず自らの動機を持っていな  

かったこと、第二には得られるであろう成果を控え目

に確実なものについてだけ語ろうとする気持ちがあっ

たからだと思います。 

研究の動機とは決して研究のきっかけのことではな

く、研究を押し進めていく motive forceであって、 

研究課題が解くに値する問題であることの自覚といっ

てよいでしょう。 そしてそれは職業としてするからに

はスポンサー（私達の場合には国民あるいは漁民）を

納得させられるものでなければならないでしょう。 

達成できるであろう成果を控え目に見積っておくの

は失敗したときの安全策にはなりますが、その結果取

り組んでいる問題をごく小さな解くに値しないものに

してしまいます。それでは改めて尋ねよう。 

「親潮水域の海洋環境を、そして親潮水域の餌料生産

をなぜ問題にするのか？」 

「親潮水域」、「餌料生産」 この組合せで先ず浮かび

上がる現下の問題は、マイワシをおいて他にないでし

ょう。現在高いレベルにある資源量がこのまま維持さ

れるのかそれとも激減するのか？激減するとすればい

つなのか？これがマイワシをめぐる漁業者はじめ釧路

港のカモメにいたる全ての関係者のまさに焦眉の関心

事です。 

数十年から百年にわたる長期変動、そして卓越年級

群の発現に伴う数百倍におよぶ資源の量的変動、これ

らはマイワシだけに限ったものではなく、似た現象は

多くの多獲性浮魚類に共通して見られます。しかしそ

の変動の機構は皆目判っていません。北海道周辺で漁

獲の増え始めたニシンが再び浜を埋める群来を見せる

のかどうか、判断の指標を全く持ちません。マイワシ

の大変動の機構を調べることは、浮魚資源をめぐる資

源・環境研究に共通の問題を解くことにほかなりませ

ん。 

今マイワシは量的にピーク期にあります。このピー 

ク期を次に再び経験できるのは1世紀先かも知れませ

ん。したがってこの時期に、拡大した資源量を支えて

いるメカニズムを調べて置かねばなりません。この拡

大したマイワシ資源の量的主体が索餌のために来遊す

るのが親潮水域なのです。この親潮水域でマイワシの

食ぺる大量の餌料の生産がどのようにして維持されて

いるのか、何が変動すると餌料生産が大きく変動する

のかを知っておくことが、マイワシ資源の今後の動向

を見守るために先ず必要です。 うまく行けばその動向

を予め推察できるかも知れません。そうでなくとも、 
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マイワシ資源の大規模変動を解明するための研究プロ

ジェクトの入口のーつは見いだせると思います。 

「なぜ、親潮水域の海洋環境と餌料生産’なのか？」 

特研「親潮水域」の大きな課題は、親潮水域の海洋

構造とその変動機構の解明と、餌料生物生産維持機構

の解明の二本建てです。なぜいま親潮そのものを対象

とするのか？先ほどの記者氏の質問です。これまでの

研究で、親潮をめぐる大きな謎中か何かが浮かび上が

ってきているからか？それどころか、「親潮」がある

かないかからしてが問題なのです。びっくりでしょう。 

真正面から「親潮はない」 と論文に書く海洋研究者は

ないようです。 しかし、ウキルソンの霧箱をよぎる宇

宙線のように、多くの海洋研究者の脳細胞に「親潮は

ないかも知れない」という思いを飛跡として残す、疑

惑素粒子かが「親潮」から飛来するようです。これを

鋭敏に捉えた人を私の身近に二人知っています。一人

は「流れとしての親潮第一分枝はない、親潮第一貫入

と呼ぶべきだ」 と提唱したかつての私のボス川合英夫

氏、もう一人は「北太平洋のガうレフストリームの帯状

構造とのアナロジーから、黒潮前線を第一黒潮統流、 

親潮前線を第二黒潮続流、西部亜寒帯環流の東

縁をなす北流を第三黒潮続流と定義した」前任 

者北野清光氏です。親潮がないとしたら、親潮

水域の海洋構造をーから調べ直す必要がありま

す。 これが「親潮」を取り上げなければならな

い理由のーつです。 

これは「親潮屋」番頭としては、看板を書き

換えなければならないかもしれぬお店の一大事

です。そこで少し割り引いて、「親潮には、黒

潮と比べると無きに等しいと人に言わせるよう 

な、そんな特徴があるのだ」と理解して仕事を

進めています。この考えには味方がいます。杉 

浦次郎氏は、黒潮ははっきりした流軸を持ち表 

層に強流部を持つが親潮は緩やかであるが黒潮

よりも深くまで流れているという、黒潮と親潮 

の海流としての性格の違いを明らかにしていま

す。これに力を得て、「ゆったりと深々と流れ

る親潮」あるいは「千島海溝一日本海溝の北側

の壁をなす陸棚斜面をなめて流れる中・深層に

おける沿岸境界流の性格を持った流れ（こんなものが

力学的に有り得るかどうか知らないが）」を見いだす

べく、観測者の本能に忠実に出来るだけ深くまでST 

Dや流速計を降ろすことを考えています。そしてさら

に、これまでの水産海洋学はあまりに黒潮（暖流）の

それであり過ぎたのではないか、200m水温はその下

数千mの海の全てを表すはずがない、やはり観測者

は海底まで測りたいという本能に従うべきなのだ、な

どという妄想さえ抱き始めています。 

もうーつ、親潮と取り組むべき理由があります。再  

びマイワシとの関わりです。 

マイワシの長期的なあるいは大規模な変動は、漁獲

の影響では全く説明できません。初期餌料あるいは成

魚の餌料が絡むにせよ、海洋環境の変動が重要な役割

を果していると多くの研究者が考えています。更に、 

太平洋の同族の種：日本産のマイワシ、カリフォルニ

ア・サーディンそして南米のマイワシの変動が同期し

ていたことが知られています。 また一方で、海洋環境

の大洋規模での現象の連関が次第に解明されつつあり、 

エルニーニョがその代表として関心を集めています。 

しかしマイワシの大変動に関する限りエルニーニョだ

けでは説明できません。ひとつの可能性としては、黒

潮を含む北太平洋亜熱帯循環系の変動だけでなく、親

潮を含む北太平洋亜寒帯循環系の変動も重要な役割を

していることが考えられます。ひょっとすると後者の

方がより重要なものかも知れないと、密かに思ってい

ます。親潮が、そしてその潜流が、親潮水域そして黒

潮沿岸域の餌料の生産を大きなスケールにおいて支配

しているかも知れません。いやさらに、太平洋の深層

水が、深海の嵐なぞという局所的なイメージではなく 

太平洋規模で大きな変動をしているのかもしれない。 

大蛇のごとき黒潮が、蛇行だ直進だのと、海面をの

たうち回るおどろおどろしい姿よりも、暖水塊がその

表層を遡り、黒潮系暖水が表面を覆って衛星画像にそ

の姿を見せずとも、その下を深々と幅広く悠然たる流 

れがあって 	なんていう方に、身震いするような 

ダイナミズムを感じるようになりました。 

これはもはや典型的親潮性常識不全症候群でしょう

か？ 

（海洋部海洋第1研究室長） 
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平衡石によるスルメイカ日齢査定の可能性 

中 村 好 

はじめに 

私は、1984年からスルメイカを対象に、平衡石によ

る日齢査定の可能性を探ってきたユー助。 これまでの結

果から、平衡石によるスルメイカの日齢査定の可能性

はかなりある、と私は思っている。 ここでは、これま

での研究の概要を述べる。 

日本周辺で漁獲されるスルメイカ（Todarodes 

加czflcus 翫eenstrup) は、次の 3 つの型に分けるこ

とができる。すなわち、沿岸で獲れて夏に成熟する小

型のもの、主に沖合で獲れて秋に成熟する大型のもの、 

比較的沿岸で獲れて冬に成熟する中型のもの、の 3つ

である。 このことから、スルメイカには夏生まれ群・

秋生まれ群・冬生まれ群の 3群があると考えられてい

る。ただし、各群の推定産卵場は重複しているので、 

各群の間で交流が起きる可能性がある。 また、各群の

寿命は、漁獲物の体長組成の推移などから、およそ1 

年であると考えられている。 

スルメイカ資源の評価・予測をする場合に問題とな

るのは、これら 3群をそれぞれ数量変動の単位として

取り扱うことができるか、ということである。すなわ

ち、各群の間での交流はどの程度あるのか、というこ

とである。 これに答えるためには、各群の生まれた時

期がわからなければならない。また、もし生ま

れた時期がわかれば、生まれた時期の違いがそ

の後の生残や成長にどのように影響するのか、 

という問題を調べる手掛りにもなる。 

近年、魚類では耳石に日周期的に形成される

輪紋構造一いわば日輪一が発見され 4.'>、 

これによる日齢査定が行われている。いか類に

も耳石と同じものがあり、平衡石と呼ばれてい

る。 近、スルメイカ・カナダイレックスなど

数種のいかの平衡石にも、耳石と同様の輪紋が

観察され、日齢査定への応用が検討されてい

る‘→’。 もし日齢がわかれば、各群の生まれた

時期の推定ができ、前述の問題を解く鍵となる。 

平衡石の観察方法 

'84年6月～10月に三陸・道東沖合で調査船（ 3隻） 

といか釣り船（1隻）によって漁獲されたスルメイカ 

111尾を平衡石観察のための材料とした。また、これ

ら個体に、同じ時期・同じ海域で調査船（ 3隻）とい

か釣り船（ 6隻）によって漁獲された個体を加えた合

計791尾18標本について、標本ごとの体長（外套背長）  

の範囲とモードを測定した。 

平衡石の摘出は、頭部軟骨に囲まれた左右ー対の平

衡胞（図1）を切開し、ピンセットまたは針を用いて

行った。摘出した平衡石を、スライドグラスの上に少

量のせたエポキシ樹脂系の接着剤の中に方向を定めて

包理した。接着剤硬化後、耐水性紙やすりとミクロト 

ーム刃用研磨ペーストを使って、平衡石の側面方向か

ら研磨した。光学顕微鏡で適宜観察しながら、平衡石

の中心（以下核と呼ぶ）付近まで研磨したら、包理片

を反転・接着し同様に核付近まで研磨をし、平衡石輪

紋観察標本とした。 このような観察標本が得られる確 、、 

率は約50％であった。 

図2． スルメイ力平衡石研磨面の顕微鏡写真 

輪紋の計数は、研磨面全体あるいはー部分の顕微鏡

写真を撮り、400-500倍に引き伸した陽画（図 2）上

で行った。図 2に見られるように、研磨面には黒い部

分と白い部分からなる輪紋が核から平衡石周縁まで広

がっていた。ここでは、この黒い部分を平衡石輪紋と

し、輪紋の中央にある輪紋の見られない部分を核とし 
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た。核から平衡石外縁までの輪紋を、輪紋の見えやす

い部分を選んで計数した。 

輪紋形成の日周性 

輪紋数と外套背長との間には、正の相関関係が認め

られた（図3)。輪紋がある一定の時間間隔で形成さ

れるとしたら、成長期にあっては成長に個体差はある 

輪 紋 数 

図3， 輪紋数と外套背長との関係 

各印は各標本を白抜きは雌を黒塗りは雄を表わす 

にせよ、輪紋数の増加とともに外套背長も一連の増加

傾向を示すはずである。従って、図 3の関係から、輪

紋があるー定の時間間隔で形成されていると考えるこ

とができる。図 4 に、図 3 と同じ時期・同じ海域で漁

獲された個体の外套背長の範囲とモードを漁獲日ごと

に示した。モードはどの標本でも1つであり、それは 

漁獲年月 日 

図4, 外套背長の範囲とモード（◆）の漁獲日

による変化 

連続した変化を示した。図 3 と図 4 を重ね合せたもの

が図 5 である。この時、横軸の輪紋数1本と漁獲日1 

日とが同じ間隔になるようにした。図 5において、外

套背長の増加傾向は両者でよく一致した。このことは、 

輪紋形成の日周性、すなわち日輪の存在を間接的に示

していると考えることができる。 

輪 紋 数 

図5． 輪紋数による外套背長の分布と漁獲日に

よる外套背長の変化との比較 

今回の標本の場合、時間の経過とともに一定の割合

で成長が起きているので、輪紋形成は時間経過ではな

く、成長と関係していると考えることもできる。 この

点については、成長の割合が異なるような標本で検討

する必要があろうが、平衡石輪紋の形状が耳石日輪に

類似していることやカナダイレックスでの平衡石輪紋

形成が日周期的であるとの証明例のがあることから、 

スルメイカ平衡石での輪紋形成は、成長ではなく時間

経過に関連している、と私は考えている。 

おわりに 

今後の問題のーつは、輪紋形成の日周性をより直接

的に証明することである。このためには、飼育実験に

よる方法のなどが考えられる。現在、他機関の協力

を得てスルメイカの飼育を試みているところである。 

もうーつの問題は、輪紋観察方法の改良である。現在

の方法では、観察標本を得るのに時間がかかり、その

上得られる割合も低い。また、体長が大きくなるにつ

れて、周辺部の輪紋が判読しにくくなる。これらの点

の改良は、日齢査定が可能となった場合に、その利用

範囲の拡大につながると思われる。 
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昭和62年 4 月1日付けで、遠洋水産研究所北洋底魚

資源研究室から資源部資源第二研究室に移ってきまし

た。桜咲く春欄漫の清水から風も氷り雪もまだ降る釧

路に来て戸惑ったこともありましたが、春から秋はも

のめずらしさも手伝って野外活動に楽しく過ぎ、早い

もので 初の冬を迎えています。 

遠洋水研では約20年間過ごし、東部ベーリング海を

中心とした北洋海域における底魚類のうち、主にカレ

イ類の資源生物学的研究等に従事しました。200カイ

リ体制に入ってからは、特に資源評価や許容漁獲量の

推定、また、その基礎資料となるバイオマスのトロー 

ル曳網調査による直接推定に力を注ぎました。このト

ロール調査は、北転型トロール船を毎年 4-..-5 か月間

用船して200-400点の曳網を行ない、米国からも 2--

3隻の調査船が参加するという大規模なものでした。 

米国水域内における漁獲割当量の減少に伴なって、 9 

年間統いたこの日米共同調査も昨年限りとなってしま

い、残念な思いでいます。この調査で得られたデータ

を用いて魚種別バイオマスや体長・年齢組成等資源評

価に必要な解析は行ないましたが、蓄積された多くの

データが解析され、研究に利用されるよう願っている

ところです。 

北水研では、スケトウダラ、マダラ、コマイ、カレ

ィ類、メヌケ、キチジ類、イカナゴ、ハタハタ等の底

魚類、タコ類、ェビ・カニ類が研究室の担当種となっ

ています。魚種が多く、また、複数の系統群に分離さ

れている魚種もあって現在員 4名では全てに取り組む

ことは困難な状況です。更に、これらの種を沖合底び

き網漁業をはじめ、はえなわ、刺し網、小型底びき、 

定置、かご等の沿岸漁業が漁獲しており、漁獲量や魚

種毎の漁獲努力量、代表性のある体長、年齢組成等の

情報を集めにくい事情もあります。幸い、北海道立の 

lecebrosus). Can. J. Fish. Aquat. Sci., 42, 380-

383. 

7) KRISTENSEN, T. K. (1980): Periodical growth 

ring in cephalopod statoliths. Dana, 1, 39一51. 

8) SPRATT, J. D. (1978): Age and growth of the 

market squid, Loligo opalescens Berry, in 

Monterey Bay. Calif. Dept. Fish Game, Fish 

Bull., 169, 35-44. 

（資源部第 3研究室） 

5水産試験場でも底魚類の研究に力を注いでおられま

すので、そのデータを使わせていただいたり、分担・

協力で仕事を進めています。 

今 重点に取り組んでいる魚種は、産業的にも重要

な太平洋沿岸域のスケトウダラです。スケトウダラは

年級群豊度の変動が比較的大きく、それが資源量変動

の主要因になっています。現在のところ他の多くの魚

種同様、年級群豊度を決定する要因は不明であり、資

源に及ぼす漁獲の影響の評価や資源動向の予測が困難

な状況です。年級群豊度の変動機構を解明するには、 

卵稚仔の減耗要因と考えられる移送・拡散・飢餓及び

被捕食を量的に把握することが必要です。現在「すけ

とうだら新規加入量資源調査費」及び「北洋底魚生物

調査費」で卵稚仔調査を実施していますが、減耗機構

の解明に向けてどう調査を進めていくか、大きな課題

です。この他、これまでも継続実施されてきた生物学

的知見の集積、資源量の把握、資源の評価、1200カイ

リ水域内漁業資源調査」で集積された生物情報の活用

など取り組むべき課題が多くあります。これからも勉

強しつつ取り組んでゆきますので、どうかよろしくお

願い致します。 

この原稿を書いている今、釧路にはめずらしくしき

りと雪が降っています。雪がめったに降らない清水か

ら来たせいか、何もかも真白に包み込んでしまう雪に

はただ美しさを感じてしまいます。北海道は、春は山

菜とり、春ー秋は旅行・キャンプ、そして今は毎週の

ようにスキーを楽しんでいます。これから全道隅なく

旅行してまわり、また、あちこちのスキー場に出没し

たいと思っています。釧路は、冬も晴天の日が多く、 

日昼はとても暖かで、夜も大きなストープがあって快

適です。寒さなんか恐くない！？いや、寒くなんかな

い！？あなたも北水研に来ませんか。 

（資源部資源第二研究室長） 
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つかしきサンマ棒受網 
田 中 平治郎 

 

昭和31年に、北水研のうしお丸16トンに乗船して石

狩湾を調査した頃は、狭い船室と船倉に簿、その上に

其産を敷いた粗末な居住区で、測温・採水も手動ウイ

ンチで全員で、交代要員もなくやったものです。 

同年、第三探海丸53トンで秋サンマの棒受網調査を

釧路を基地にやりました。主たる漁場は根室の花咲沖

から厚岸沖でしたが、当時は資源が豊富であったため

か、港内にも15cm位のザミサンマが沢山入っており、 

港を出てから漁場につくまでも沢山の小型サンマを見

かけたものです。第三探海丸の発電設備は20W足らず

のもので、タ暮時から船橋上の 3田1台の投光器を手

動で左右に照射しながら航走して探索するわけです。 

霧の晴れた日は視界もよく、航海も比較的楽でしたが

そのような日は少なく、濃霧の時は多数の漁船が魚群

発見のために、我れ先にと全速力で航走するので、そ

のようなときには、甲板・機関部の別なく全員ゴム合

羽に身を固め、他船のエンジン音、投光器の光芭、航

海灯の色別（進行方向）に注意を払いながら、見張と

探索を続けるのも大変苦労なものでした。僅か50m位

先に船体がポカッと現われることも再三でした。なに

しろ航海計器は測深器、ピーコン、方探よりない時代

のことです。 

投光器の光を水面にあて探索中に、サンマの群の上

に光があたると、何十尾ものサンマが銀鱗を輝かして

光の行く手に飛しょうし光を追跡するので、150m位

先でも容易に発見することが出来ました。魚群を発見

するとすぐに右舷側を風上にしてストップし、投光器

で自船に魚群を引き寄せながら左舷の集魚灯を点灯し

て群の大きくなるのを待ちます。早いときには30-4O 

分ほどで大型サンマが大きな渦となって、集魚灯の下 

退職の御挨拶 

田 中 平治郎 

―言お別れのご挨拶を申し上げます。 

昭和33年に北水研所属調査船おやしお丸に乗船した

のを振り出しに、北光丸、 2代目北光丸、 3代・ 4代

探海丸と乗り継いで、28年余り皆様のお世話になって

参りました。 

生まれたのが大正の終りで、大東亜戦争も 後の現

役兵で終戦となりました。 また、停年の今年は国鉄の

民間移行等により世の中が大きく変ってきております。 

を大きく旋回するようになります（魚探がないので魚

群の深さは不明）。次ぎに右舷側から投網し、さらに

右舷側の赤色灯（光度加減器付）を点灯して頃合いを

待ちます。時は良しとなったら、まづ左舷集魚灯を消

灯し、一呼吸後に右舷赤色灯の光度を弱くすると、左

舷側で旋回中の群がーせいに船底をくぐり、赤色灯の

下水面上に飛び上がります。この時の水音が見事で、 

中国の白髪 3千丈の表現を借りれば、日本中のタ立が

一度にきたような、ザァーと云う、それは壮観な海の

男でなければ味わうことのできない雄大なながめが展

開されます。先に仕組んでおいた網の沈子部分のワイ

ヤーをウインチで巻き揚げ、一網打尽とするわけです。 

漁の 高のときには、21時30分頃までに漁倉にー杯

になり、デッキ積で満船になったこともあります。時

間的な差はあっても連日満船で、荷揚げ、せり場まで

の人力による運搬を乗組員でやらなければならないの

で、ときにはヘコタレて海の時化るのを心待ちしたも

のです。 しかし、皆は文句を云うこともなくー生懸命

頑張っておりました。考えてみますと、船長と私を除

くと、他は10代、20代の若い乗組員ばかりでした。 

無尽蔵と思われていたサンマも資源が減少し、高級

魚の仲間入りをする時代となりましたが、当時を知る

者にとっては予想もできなかったことです。何時の日

にかサンマ資源が回復して、当時を想い浮べることの

出来る漁獲風景等の写真や映像が、新聞・テレビ等で

見ることのできるのを期待しております。 

（前・探海丸機関長） 

世の中の大きな変化と、人生の節目が計らずもー致し

ているように感じられます。ともあれ、永い勤務生活

の中で、皆様から色女とご指導を頂き無事退職できま

したことを、心より厚くお礼申し上げます。 

これから小樽で生活することになりますが、船の生

活が永かったので陸上生活に馴染むのがー苦労のよう

に思いますが、第ニの生甲斐を求めて頑張りたいと思

います。 

後になりましたが、皆様の御健勝をお祈りします

と共に、今後も御指導、御交誼の程をお願い申し上げ、 

退職の御挨拶にかえさせて頂きます。永い間、本当に

有難うごぎいました。 

（前・探海丸機関長） 



調査船の運航（昭禾U62年 4 月～63年3月、北水研調査員乗船分） 

船名・期 間 用 	 務 調 査 海 域 乗 船 調 査 員 

北 光 丸 

62年 4 月20日～5月16日 イカ産卵調査 伊豆七島、小笠原周辺海域 中村好和 

7月27日～ 8月11ョ サンマ・マイワシ資源調査 道東沖合域 和田時夫、松原孝博 

9月 2 日～9月16日 親潮変動調査 道東沿岸・沖合域 藤井浄、佐藤芳和、荻島隆 

11月11日～11月25日 同 	上 道東沿岸・沖合域及びオ
ホーック海 

河野時慶、田中勝久 

63年1月19日～1月22日 同 	上 道東沿岸・沖合域 同 	上 

1月25日～1月30ョ 同 	上 同 	上 同 	上 

探 海 丸 

62年 4 月20日～ 5月10日 海洋・放射能調査 
道東沿岸・沖合域及びオ
ホ一ック海 柏井誠、河野時鷹、藤井浄 

佐藤芳和、荻島隆 

5 月28日～6月10日 浅海域漁場調査 
オホーック海沿岸及び根
室海峡 酒井保次、伊藤博、矢野豊 

河野時慶 

6 月16日～6月30日 マイワシ資源調査 道東・三陸沖 和田時夫 

7月15日～ 7月28日 親潮変動調査及び栽培環境改善調査 
道東沿岸・沖合域及びオ
ホーック海 河野時魔、藤井浄、 

佐藤芳和、荻島隆 

8 月28日へ-9月11日 知床半島沿岸調査及び近海放射能調査 
オホ一ック海沿岸及び根
室海峡 河野時魔 

10月1日～10月15日 浅海域漁場調査 同 	上 酒井保次、伊藤博 

63年 2 月25日～ 3月19日 ホッケ幼稚魚資源調査及び海洋調査 道東沖合域及び北部日本海 藤井浄、荻島隆、加賀吉栄 

照 洋 丸 

62年 9月29日～10月24ョ 親潮広域調査 中南部千島沿岸・沖合及び 柏井誠、荻島隆、和田時夫 

道東、三陸沿岸・沖合 

開 洋 丸 

62年 4 月15日～ 5月14日 北上期イカ、マイワシ、マサバ幼魚調査 三陸・常盤沖 村田守 

但 州 丸 

62年 5 月1日～6月24日 北海道・東北海域底魚類生物調査 北海道・東北太平洋、津
軽海峡及び根室海峡 

金丸信一 

若 潮 丸 

62年 6 月20日～7月 5 日 
いか等浮魚類の資源調査及び漁海
況調査 

三陸沖 中村好和 

7月17日～ 8月 4 日 いか等浮魚類の資源調査 道東太平洋、三陸沖 村田守、斉藤宏明 

北 鳳 丸 

63年1月21日～'2月19日 スケトウダラ卵・稚仔分布調査 北海道襟裳以西太平洋 渡辺ー俊、吉田久春 

三陸沖 

第58歓喜丸 

62年 5 月 6日～5月30日 スケトウダラ・ホッケ等幼稚魚資源調査 北部ョ本海水域 加賀吉栄、松原孝博 

 

東京大学海洋研究所資源解析部門 

松宮 義晴 助教授 漁業高度管理適正化方式開発調査 

に関わるミニシンポジウム 

「沿岸水産生物の資源評価と漁業管理」 

B．オホーツク海におけるケガニ漁業の管理 

一研究の経過と問題点― 

北海道立稚内水産試験場 

漁業資源部沿岸科 国広 靖志 科長 

C．浅海域における貝類資源の評価 

一現存量推定手法と問題点― 

北海道区水産研究所 

増殖部魚介類研究室 伊藤 	博 主任研究官 

4）総合討論 	座 	長 	佐藤 哲哉 

A‘講演に対する質疑を中心に 

B．これからの課題を中心に 

5）閉会の挨拶 	北水研企連室長 和久井卓哉 

主催】北海道区水産研究所 

日時】昭和62年10月 2日 	10 : 00--17: 00 

場所：北水研会議室 

プログラム 

1）開会の挨拶 	所 	長 ＊能勢 ＊能勢 

2）主旨説明 	北水研資源部長 	佐藤 佐藤 

3）講 	演 	座 	長 	若林 若林 

A.沿岸水産生物の資源評価と漁業管理

―考え方、研究の進め方を中心に一 

健嗣

哲哉 

清 
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参加機関 

東京大学海洋研究所、中央・釧路・網走・稚

内水試、日本水産資源保護協会、東海水研、 

養殖研、北水研 

＊能勢健嗣所長は10.1付け養殖研所長に発令 

されており所長代行として挨拶された 

去る10月2日、北海道区水産研究所において北海道

内外の 9機関から26名が参加して、標記のシンポジウ

ムが開催された。 

このシンポジウムの目的は、昭和59年度から実施さ

れてきた「沿岸域漁業管理適正化方式開発調査」が61 

年度で終了し、62年度からより高度な管理システムの

開発を目指して「漁業高度管理適正化方式開発調査」 

が開始されたのを契機に、これまでの成果を振り返り、 

問題点や今後の方向についての共通認識を得ようとす

るものであった。更に付け加えれば、水研や水試にお

いて、これまでの専攻分野に関わらず資源量の推定 

（水産生物の数を数えること）を仕事の土台に据えな

ければならない若手研究者達の連携の「輪」を作りた

いという切実な願いもその動機のーつであった。 

シンポジウムでは、先ず基調講演として、東大海洋

研の松宮義晴助教授から、水産資源の数量的研究を進

める上での基本的な考え方について、多くの具体例を

交えながらのお話をいただいた。 また資源解析へのベ

イズ流の統計理論の導入や、経験的なフィードバック

システムを取り入れた管理論など、資源学をめぐる新

しい動きについてもご紹介をいただいた。これを受け

て道立稚内水試の国広靖志氏から、オホーツク海のケ

ガニを対象とした「沿岸域漁業管理適正化方式開発調

査」の経過と問題点、特に採集漁具（かにかご）の採

集効率を推定する上での技術的、生物学的問題点等に

ついてご報告いただいた。更に北水研の伊藤 博氏か

らは、栽培漁業における放流効果の判定にも関連した

具体例として、浅海域での貝類を対象とした現存量調

査、特に坪刈り調査や水中TVを用いた調査の実例の

ご紹介と、調査区画の設定、抽出にあたっての問題点

をご報告いただいた。また、それに続く総合討論では、 

講演の内容をめぐって標本の抽出法や漁具の採集効率

についての質疑応答が交わされたほか、漁業管理手法

の検討にあたり、管理目標の設定の仕方や社会・経済

的要因をどの様に考慮するかなどについて活発な論議

が行われた。 

このようなシンポジウムは今回が初めての試みであ

り、部分的には論議が不十分なところもあったが、全

体としてはまずまずの成果をおさめたものと確信して

いる。今後回を重ねながら、より具体的なテーマにつ

いての取組と、連携の「輪」の拡大を進めて行きたい。 

後になったが、このシンポジウムを開くにあたり

ご高配とご援助をいただいた水産庁資源課、有益かつ 

興味深いお話をいただいた講師の方之、さらに遠路に

も関わらずご参加下さった皆様に厚く御礼申し上げる。 

（資源部第1研究室 和田 時夫） 

議情報 

昭和61年度北海道ブロック漁業資源調査及び漁海況連 

絡会議 

日時：昭和62年 3月26日～27日 

場所：北海道区水産研究所会議室 

議題 

1．昭和61年度200海里水域内漁業資源調査、漁 

海況予報事業実施経過の概要について 

2，昭和62年度200海里水域内漁業調査、漁海況 

予報事業実施計画について 

3. 200海里水域内漁業資源調査に関わる漁獲成 

績報告書についての経過報告 

4，肥年度北水研、北水試調査計画及び調査船運 

航計画について 

5. 62年度関係諸会議の関催について 

6．北水研、北水試の関与する諸事業についての 

情報交換 

7．その他 

参加機関 

水産庁研究部、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・稚内水産試験場、函館水試室蘭 

支場、北水研 

第10回北海道区ブロック場所長会議 

日時：昭和62年7月10日 

場所：釧路東急ィン 

議題 

1．昭和62年度研究課題等の紹介（各機関） 

2．機構整備等と今後の研究推進の方向 

3．試験研究の推進について（意見交換） 

4．その他 

参加機関 

北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水産試験 

場、北海道栽培漁業総合センター、北海道立水産 

解化場、北海道さけ・ますふ化場、北水研 

昭和62年度第1回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

日時：昭和62年7月8日 

場所】青森県八戸市 

議題 

1．海況（東北海区） 

経過（1月～ 6月中旬）、現況（ 6月下旬～7 
月上旬）、今後の見通し（ 7月～11月） 

2．太平洋海域におけるスルメイカの資源動向と 

昭和62年度の三陸・北海道太平洋漁場の漁況予 

-11一 



測 

参加機関 

水産庁、北海道立釧路・函館水産試験場、青森・ 

岩手・宮城・福島・茨城・千葉・神奈川・静岡・ 

和歌山の各県水試、海洋水産資源開発センター、 

北部太平洋まき網組合連合会、宮城県まき網漁業 

協同組合、青森県旋網漁業協同組合、八戸漁業協 

同組合、東海区・東北区・同八戸支所、北海道区 

の各水研 

昭和62年度北海道周辺海域底魚資源評価検討会議 

日時：昭和62年 8月26日～27日 

場所：北水研会議室 

議題 

1．漁況と資源状態の評価・予測 

1）オホーツク海南西域のスケトウダラ 

（網走水試、稚内水試） 

2）北部日本海海域のスケトウダラ 

（中央水試、稚内水試、函館水試） 

3）本州日本海沿岸域のスケトウダラ 

（日本海区水研） 

4）道南太平洋海域のスケトウダラ 

（函館水試室蘭支場） 

5）東北海域のスケトウダラ 

（東北水研八戸支所） 

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）宗谷海域のイカナゴ 	（稚内水試） 

9）道北海域のホッケ（道北系群）（稚内水試） 

10）後志・道南海域のホッケ 

（中央水試、函館水試、北水研） 

11）日本海海域のホッケ （日本海区水研） 

12）北海道太平洋海域のホッケ （北水研） 

13）道東・北方四島海域のコマイ （北水研） 

14）太平洋海域のメヌケ 

（醸官水試室蘭支場、釧路水試） 

15）道南太平洋海域のキチジ 

（函館水試室蘭支場） 

16）道東太平洋のキチジ 	（北水研） 

17）道北沿岸域のマガレイ 

（稚内水試、中央水試） 

18）道北沿岸域・オホーツク海海域のソウハチ 

（稚内水試、中央水試） 

19）道南太平洋海域のソウハチ 

（函館水試室蘭支場） 

20）北海道周辺海域のハタハタ （北水研） 

21）北海道周辺海域のえび類 （中央水試） 

22）北海道周辺海域のたこ類 （中央水試） 

2. 1) -22) についての総合討論 

3．国際漁業交渉に関する会議（日ソ、日韓）に  

ついての状況説明 

4．スケトウダラ新規加入量調査に関する会議に 

ついて 

5．ニシンの現況と資源について 

6．その他 

参加機関 

北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水産試験 

場、函館水試室蘭支場、日水研、東北水研八戸支 

所、北水研 

オホーツク海のサンマ漁況予報会議 

日時：昭和62年9月12日 

場所：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 

3．漁況予報 

参加機関 

北海道立釧路・網走・稚内水産試験場、北水研 

昭和62年度北海道周辺水域ニシン資源検討会 

日時：昭和62年 9月17日 

場所：稚内水産試験場 

議題 

1．近年の北海道周辺水域のニシン漁況について 

の検討 

2．今後のニシン資源調査の取り組みについて 

3．その他 

参加機関 

水産庁研究部、北大水産学部、北海道水産部、北 

海道立中央・網走・稚内水産試験場、北水研 

昭和62年度スケトウダラ新規加入量資源調査会議 

日時：昭和62年12月16日 

場所：幕別温泉ホテル会議室 

議題 

1．スケトウダラの漁業及び資源に関する情報 

2．スケトウダラ初期生活史に関する調査研究の 

現状と問題点 

3．その他 

参加機関 

北大水産学部、宮城・岩手県水産試験場、北海道 

立中央・函館・釧路・網走・稚内水産試験場、函 

館水試室蘭支場、東北水研八戸支所、北水研 

- 12 - 



研究発表課題―覧 

伊藤博：アラスカのホタテガイ漁業生産の概要 北水

研ニュース35. 1987. 3 

嵯峨直恒：着生藻の話 同上 

加藤禎ー】北海道釧路町で採捕されたサクラマスの標

識魚 同上 

麟直恒: A new onestep method for obtaining 

axenic cultures of algae. Applied Phycol. 

Forum. 3,1986.5 

嵯峨直恒: Protoplast isolation and sell division in 

the agar produced Gracilaria (Rhodohyta). J. 

Phycol.22,1986.11 

伊藤博、矢野豊：中間育成におけるホタテガイ稚貝の 

相対成長について 日本水産学会講要、1986.4 

伊藤博、藤井浮、他：ホタテガイ浮遊幼生群探索方式 

による外海採苗技術について 同上 

伊藤博、和久井卓哉（青森県庁・田中俊輔）：ホタテ

ガイ 浅海養殖、（大成出版社）1%6.11 
三本菅善昭、他：コンプ 同上 

伊藤博：ホタテガイ採苗器の構造と付着数の関係につ

いて 昭和61年度日本水産学会北海道支部大会講

要、1987. 1 

伊藤博：ヒトデのホタテガィ幼稚貝の飽食量について

同上 

小林時正： （別海漁協・角谷重幸、小笠原豊）、（別海

町・森谷晴男）、（日裁協・加畑裕康、山本和

久）】風蓮湖におけるニシンの産卵と仔魚の分布

同上 

村田守：アカィカ（Ommastrephes 加rtrami）の滑空飛

行の観察 同上 

中村好和、他：スルメイカ平衡石にみられる輪紋によ

る日齢査定の試み 同上 

和田時夫、松原孝博：シルエット法による大型動物プ

ランクトン試料の現場処理について 同上 

柏井誠、河野時膚：漂流測流系による直接測流手法の

開発 同上 

荻島隆、藤井浮、北野清光：釧路沖暖水塊の前線擾乱

現象について 同上 

嵯峨直恒、三本菅善昭：海藻培養細胞の凍結保存につ

いて 同上 

松原孝博：サケ科魚の生殖腔液の起源について W採

卵後のサクラマスの体腔壁に見られた水腫様の膨

隆について 同上 

金丸信ー：北海道周辺海域におけるコマイの稚仔魚の

分布と成長について 同上 

伊藤博：根室海峡におけるホタテガイ浮遊幼生の出現

状況と採苗 昭和61年度北海道増殖部門担当者会 

議シンポジウム、1987. 2 

伊藤博、矢野豊、酒井保次：ホタテガイ漁場における

貝類の複合生産技術 マリーンランチング計画昭

和61年度研究報告、1987. 3 

伊藤博、矢野豊、酒井保次：ホタテガイ漁場におげる

貝類の複合生産技術；北海道東部の地まき増殖漁

場におけるホタテガイの分布と成長 マリーンラ

ンチング計画（イタヤガイ・アカガイ）プログレ

ス・レポート（7). 1987. 3 

伊藤博：魚介類の好適な環境づくりをめざして 

2．栄養環境における諸問題 1）餌料をめぐる

競合 マリーンランチング計画 第II期成果の概

要、1987. 3 

三本菅善昭：コンプ礁 海洋科学 201. 1987. 3 

三本菅善昭：大型海藻類の沖合栽培技術等による効率

的生産技術 バイオマス変換計画第I期研究成果 

（農林水産技術会議事務局）1986. 9 

三本菅善昭、坂西芳彦、町口裕ニ、嵯峨直恒：沖合栽

培施設の設計 バイオマス変換計画昭和61年度研

究年次報告（農林水産技術会議事務局）1987. 3 

三本菅善昭、町口裕ニ、嵯峨直恒、坂西芳彦：ジャイ

アントケルプの生理・生態解明 司 L 

三本菅善昭、蜘直恒、町口裕ニ、坂西芳彦】ジャイ

アントケルプ不稔株の作出 同上 

井上尚文、藤井浮、佐藤芳和、河野時膚：栽培環境改

善 生物資源の効率的利用技術の開発に関する研

究 同上 

嵯峨直恒：海藻類の組織培養と水産育種】現状と展望

水産育種 12. 1987. 3 

嵯峨直恒、他： Protoplasts from seaweeds:Pro・ 

duction and fusion. Nova Hedwigia 83,1987.5 

三本菅善昭、町口裕ニ、嵯峨直恒：ウニ食害作用の海

藻群落形成への影響解明 昭手fl61年度沿整事業に

関する水産研究所研究報告書（水産庁振興部開発

課）1987. 3 

嵯峨直恒： Regulation of life cycle in epiphytic 

brown algae, Diclyosiphon foeniculaceu.s北海道

大学理学部海藻研究所欧文報告、 8. 1986.11 

小林時正、吉田久春、金丸信ー、渡辺一俊：北海道周

辺海域のスケトウダラの資源評価 1986年日・ソ

漁業委員会検討会議提出文書 1986.9 

小林時正、渡辺H変：北海道周辺海域のマダラの資源

評価 同上 

金丸信ー】北海道周辺のコマイの資源評価 同上 

加賀吉栄、松原孝博：北海道周辺海域のホッケの資源

評価 同上 

金丸信ー、小林時正、吉田久春：北海道周辺海域の底

魚類の資源動向（スケトウダラ太平洋系群総括） 

200カイリ水域内漁業資源調査資料16一 1（北水 
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研）1986.10 

金丸信ー：北海道周辺海域の底魚類の資源動向（道

東・北方四島海域のコマイ） 200カイリ水域内

漁業資源調査資料16-2（北水研）1986.10 

加賀吉栄、和田時夫、松原孝博：北海道周辺海域の底

魚類の資源動向（後志、道南海域のホッケ資源量

の試算） 同上 

加賀吉栄、松原孝博：北海道周辺海域の底魚類の資源 

動向（北海道太平洋沿岸のホッケ） 同上

渡辺H変：北海道周辺海域の底魚類の資源動向（道東 

太平洋海域のキチジ） 同上 

吉田久春：北海道周辺海域の底魚類の資源動向（北海

道周辺海域のハタハタ） 同上 

中村好和、村田守：北西太平洋のスルメイカ資源 我

が国200カイリ水域内漁業源調査報告書（水産庁） 

1987.3 

村田守、中村好和：北西太平洋のアカイカ資源 同上

吉田久春：北海道周辺海域におげるスケトウダラ標識 

放流結果について 昭和61年度漁業資源研究会議 

北日本底魚部会講要、1986.12 

小林時正：近年の北海道周辺のニシンの漁況と資源に

ついて 同上 

大迫正尚、加賀吉栄、藤井浄】襟裳以西海域のスケト

ウダラ卵を経年的に量的比較を行うために試みた

一方法について 漁業資源研究会議北日本底魚部

会報 19. 1986.10 

金丸信ー：スケトウダラ幼稚魚の標識放流の試み 同

上 

加賀吉栄：ホッケの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ー同上 

佐藤哲哉、金丸信一、渡辺H変：北海道オホーツク海

沿岸域海域力調査事業報告書 沿岸域漁業管理適

正化方式開発調査報告書（日本水産資源保護協

会）1987. 3 

佐藤哲哉、金丸信ー、渡辺H変：59-61年度北海道オ

ホーツク海沿岸域漁業管理適正化方式開発調査報

告書（ 終報告書）（日本水産資源保護協会） 

1987.3 

金丸信ー、吉田久春、小林時正、渡辺一俊：昭和60年

度北洋底魚生物調査報告 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59・60年度）（北水研）1987.3 

加賀吉栄、入江隆彦：昭和60年度スケトウダラ新規加

入量資源調査 同上 

大迫正尚、加賀吉栄、藤井浮（東北水研・橋本良

平）：昭和59年度スケトウダラ新規加入量資源調

査 同上 

大迫正尚、小林時正（道立水試・鈴内孝行、上田吉幸、 

宇藤均、佐野満広、小池幹雄）：根室海峡スケト 

ウダラ調査（昭和59年度） 同上 

宇藤均（北海道立中央水試）：根室海峡スケトウダラ

の季卵数 同上 

'J4 時正.他 : Lack of genetic stock discretion in 

pacific cod(Gadus macrocephalus).Can.J.Fish. 

Aqua.Sci.44 (3)1987.3 

北片正章：昭和61年度オホーツク海のサンマ漁況予報 

1986.9 

北片正章：1985年北方水域におけるサンマの分布と海

洋条件 第18回日ソ、サンマ、マサバ、マイワシ

及びィカ協同研究会議経過報告（水産庁研究部） 

1986.12 

和田時夫、中村好和、藤井浮、入江隆彦、村田守、新

宮千臣：昭和59年度漁業資源評価システム高度化

調査結果 同報告書（水産庁研究部）1卵6.3 

和田時夫、北片正章：1985年道東海域におけるマイワ

シのまき網漁況、水産海洋研究会報50(4). 

1986.10 

和田時夫：道東海域へ来遊するマイワシの資源量、年

級と成長、再生産の関係 水産海洋研究会報51(1). 

1987.1 

和田時夫：魚群の加入・逸散が同時に起こる場合の漁

場移動を利用したマイワシまき網の漁具能率の推

定 昭和62年度日本水産学会春季大会講要、 

1987.4 

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 第17回日ソ、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 

（水産庁研究部）1985.3 

和田時夫：1984年北海道沖（道東海域）まき網による

マイワシ漁況の中間報告 同上 

（東海水研・原ー郎、小滝十三、南西水研・古藤力、 

花岡藤雄、小西芳信、東北水研・山口閏常）、和

田時夫：1985年マイワシ漁況 第18回日ソ、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（水産庁研究部）1986.12 

（東北水研・山口閏常、東海水研・原一郎、南西水

研・古藤力、花岡藤雄、小西芳信）和田時夫： 

1986年マイワシ漁況（中間報告）同上 

和田時夫：道東海域におけるマイワシ資源 東京大学

海洋研シンポジウム 「水産資源の解析に関する研

究の現状と展望」講要、1987. 4 

村田守、中村好和：昭和60年度の太平洋海域における

アカィカ漁況の特微 水産世界 3馴5). 1986.5 

村田守：第58歓喜丸による北太平洋における1985年度

アカイカ流し網資源調査報告書 第33回INPFC 

定例年次会議提出文書、1986.9 

村田守、中村好和：太平洋におけるスルメイカ資源の

動向と昭和61年度の東北・北海道太平洋漁場の漁 
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況予測 昭和61年度第一回太平洋イカ長期漁海況

予報、1986.7 
村田守、中村好和：スルメイカ漁況予測、並びにアカ

イカ漁況予測 昭和61年度第 2 回太平洋イカ長期

漁海況予報、1986. 9 
中村好和、村田守：北上回遊期における主要ないか類

と浮魚類の分布、回遊、成長等に関する調査 昭

和60年度漁業資源評価システム高度化調査結果報

告書 1987.3 
中村好和、村田守：昭和61年の太平洋スルメイカの漁

況と資源状態、水産世界 36(4) 1987. 4 
村田守：アカイカの資源評価の現状と問題点 ィカ類

資源・漁海況検討会議研究報告（昭和60年度） 

1987.3 
中村好和：岩手県沿岸定置網で漁獲された若齢スルメ

イカの平衡石の観察 同上 

中村好和、他：Effect of hypophysectomy on 
absorption of inorganic phosphate by the eel 
intestine. Comp.Biochem.Physiol.Vol.84A,No.4 
1986 

河野時魔、井上尚文：ドップラー流速計による宗谷暖

流の観測について オホーツク海と流氷に関する

国際シンポジウム講要 1987.2 
柏井誠、河野時魔：ォホーツク海南部に出現する渦の

成因について 同上 

荻島隆、藤井浮、佐藤芳和：道東水域における立体構

造 61年度特別研究「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」推進会議資

料 1987.3 
（東海水研・大久保勝夫、田端健ニ、南迫洋子、鈴木

秀弥）藤井浄、佐藤芳和（西海水研・浜田七郎、 

日水研・槍山義明、池原宏ニ）：日本近海海産生

物の放射能調査 第28回環境放射能調査研究成果

論文抄録集（昭和60年度及びソ連チェルノプイル

原子力発電所事故に係わる調査）科学技術庁 

1986.12 
（東海水研・鈴木順介、楠一重、大久保勝夫）、佐藤芳

和（日水研・池原宏ニ、槍山義明）】日本近海海

底土の放射能調査 同上 

井上尚文、藤井浮、佐藤芳和、河野時贋、三本菅善昭、 

嵯峨直恒、北片正章、和田時夫、吉田久春、小林

時正、渡辺ー俊、村田守、中村好和：栄養塩類等

と生物生産機構の相互関連に関する研究 昭和60 
年度科学技術振興調整費重点基礎研究成果報告書

農林水産技術会議事務局連絡調整課 1986. 7 

,61年度1ヒ海道区水産研究所研究発表会！

日時：昭和62年 4 月24日 9:15-'-17 : 00 

場所：北海道区水産研究所会議室 

	

開会挨拶 	 能勢所長 

研究発表会のすすめ方 和久井企連室長 

I．資源関係一1 座長 柏井 誠（海1研） 

1．スケトウダラの系群構造と分布・移動生態の 

解明 	 吉田久春（資 2 研） 

2．ホッケの系統群構造について 

加賀吉栄（資1研） 

3．コマイ稚仔魚の地理的分布と成長 

金丸信一（資 2研） 

4．スケトウダラの卵分布調査による産卵群来遊 

量の推定 	 渡辺ー俊（資 2研） 

II．資源関係一 2 座長 三本菅善昭（藻類研） 

5．日本周辺に分布するニシンの遺伝的類縁関係

からみた系統群構造と産卵生態についての若 

干の考察 	 小林時正（資 2研） 

6．ホッケ及びマイワシの卵黄形成について 

松原孝博（資1研） 

7．漁場移動を利用したまき網の漁具能率の推定 

和田時夫（資1研） 

8．水系による Calanus plumchrus の発育段階 

差異について 	北片正章（資1研） 

	

m．海洋関係 	座長 若林 清（資 2研） 

9．南千島列島の海峡群における海水交換と海水 

混合 	 柏井 誠（海1研） 

10．漁場の水質特性一厚岸湾内における栄養塩の 

季節変動一 	 佐藤芳和（海 2研） 

n．厚岸湖・湾における海底堆積物の粒径分布に 

関する研究 	 井上尚文（海部長） 

12．厚岸湖・湾における底生生物の分布と底質環 

境 	 酒井保次（魚介研） 

Iv．増殖関係一1 座長 松原孝博（資1研） 

13．北方系海産魚介類の生殖細胞の凍結保存技術 

の開発 	 酒井保次（魚介研） 

14．カレイ類の雌性発生の 2 倍体魚の作成 

矢野 豊（魚介研） 

15．ホタテガイ漁場における貝類複合生産技術 

伊藤 博（魚介研） 

16．マグネチックワイヤータグによる標識実験 

加藤禎ー（増部長） 

v．増殖関係一 2 座長 和田時夫（資1研） 

17．植食性動物の食害作用の磯焼けへの影響解明

町口裕ニ（藻類研） 

18．ナガコンプの光合成に関する研究 

坂西芳彦（藻類研） 

19．ジャイアントケルプの生理・生態解明 

三本菅善昭（藻類研） 

V. 
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20．ジャイアントケルプの不稔株作出、藻類細胞 

培養系の作出 	嵯峨直恒（藻類研） 

3. 
3. 

26 
27 

日時：昭和62年 5 月26日 	13 : 30-47: 00 3. 30 

I．資源関係 	座長 	藤井 浄（海 2 研） 4. 6 
1．いか流し網漁業によって漁獲されるアカイカ 

の計測学的研究 	村田 守（資 3研） 4. 16 
2．平衡石によるスルメイカの日齢査定の検討 4. 20 

中村好和（資 3研） 

第26回 昭和62年 3 月30日 6. 
1）北海道別海海域の地まき放流と 3 齢ホタテガイの分 

布と成長について 6.  
伊藤 博 7.  

II．海洋関係 座長 酒井保次（魚介研） 

3．対馬暖流の海洋構造に関する研究 

藤井 浄（海 2 研） 

4 ．北部太平洋の力学的研究 

荻島 隆（海 2 研） 

5．根室海峡の海洋構造と変動特性の把握一知床

半島東岸の沿岸湧昇 

河野時責（海1研） 

m．情報関係 

6．農林水産研究情報センターオンライン文献検

索サービス（ASFA）について 

五＋嵐啓喜（企連室） 

石耳室コ三 ~ rI I /U 口 

2）北海道標津海域の地まき放流と 3齢ホタテガイの分

布と成長について 

伊藤 博・矢野 豊・酒井保次 

3）水槽内におけるキタムラサキウニの索餌行動 

町口裕二 

第27回 昭和62年 7 月16日 

サケの小型化に関連して「成長のよくない魚の方が

大型魚になるヒメマスの謎」 

加藤禎一 

第28回 昭和62年8 月24日 

藻食性巻貝類の摂餌刺激物質について 

坂田完三教授（静岡大学農学部） 

第29回 昭和62年 9月24日 

アラスカ州における水産研究について 

Dr.STEKOLL （アラスカ大学・ジュノー 助教授） 

北水研日誌 

(1）おもな来訪者・見学者 

3. 10 NTT堀田INS営業課長外 3名、所内見学  

歯舞漁協高岩氏外30名、研修及び所内見学

釧路市水産課清水課長外 2名、釧路市マリノ

ベーション打合わせ 

外務省経済協力局村上周平氏、海外技術協力

打合わせ 

北海道電力眼立地環境部福島課長外1名、所

内見学 

根室信用金庫坂本企画課長外1名、所内見学

釧路青年会議所経済政策委員会中村委員長外 

4 名、研究業務取材 

5.1 北海道新聞釧路支社、研究業務取材 

5. 14 広尾町木村助役外1名、海洋博についての指

導要請 

5. 15 オーストラリア・タスマニア州海洋漁業局デ

リック・A・クロップ氏、増養殖研修及び所

内見学 

東海テレビ竹内氏外 2 名、研究業務取材 

5.23 落石漁協佐藤専務外 2 名、漁業指導の依頼 

5. 27-29 NHK教育テレビ牧野内氏外 3 名、研究

業務取材 

5. 29 北海道開発局官房調査課岡田係長外 2 名、業

務打合わせ 

5.29 北海道水産土木振興協議会高橋氏外 3名、所

内見学 

6.12 釧路市議会漁業対策委員会16名、所内見学 

16 HBC釧路放送局奈良暁氏外1名、研究業務

取材 

26 釧路市船舶関連協議会26名研修及び所内見学 

7 釧路新聞社、研究業務取材 

7.9 北海道開発局開発調査課、吉田博昭氏業務打 

合わせ 

NHK釧路放送局、研究業務取材 

三菱重工眠木村氏外1名、所内見学 

7.10 釧路東部地区水産普及指導所高野所長外1名、 

新任挨拶 

7.11 衆議院議員金子原二郎氏外1名、研究視察 

7. 13 青森県水試山本富士夫総務室長、所内見学

日本たばこ産業KK西川路氏外1名、所内見学 

7. 15 電力中央研究所我孫子研究所本多氏外 2 名、 

藻場形成についての研修及び所内見学 

7. 29 アルゼンチンマルデルプラ市国立水産学院講

師ディアゴ・ロゲリオ・マイク氏外 2名、所

内見学 

8. 3 北海道中央水試坂本企画課長外1名、研究業

務打合わせ 

8. 20 北太平洋漁業委員会ローリー・ロー氏外 2 名、 

研究視察 

8. 24--25 静岡大学坂田教授、研究打合わせ及び研

究談話会出席 
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8. 26 

9. 3 

9. 4 

9. 24 

9. 25 

9. 28 

10. 9 

10. 15 

10. 16 

10. 28 

11. 25 

11. 26 

11. 27 
12. 2 
63 
1. 13 
1. 18 

1. 27 

1. 29 

1. 30 

ロ）出 

3. 17 

3. 17 

3. 17 

農林水産技術会議事務局小林研究開発官、研

究業務打合わせ 

東京農工大学生物学部新田毅教授、名古屋大

学理学部伊藤道夫助教授、研究業務打合わせ

小樽地区漁協監事協議会13名、管外研修によ

る見学 

中華人民共和国台湾省水産試験所高雄分所林

俊長氏、所内見学 

留萌市水産業振興対策委員会 7 名、所内見学

水産庁漁場保全課竹演漁場保全班長、研究業

務打合わせ 

照洋丸大村船長、東北水研福島海洋部長外17 
名、業務打合わせ 

高知水産試験場池本ー専門官、研究打合わせ

釧路青年会議所徳山淳一氏外 2名、所内見学

及び研修会依頼 

大樹町役場中山誠司商工水産課長、水産庁漁

政部漁政課横山事務官外 3 名、所内見学及び

研究内容打合わせ 

湧別町産業課浅野課長補佐外1名、所内見学

及び研究業務打合わせ 

米国北太平洋漁業管理委員会 JOHN R. 
WINTHER 夫妻、海外漁業協力財団塚原調

査役外 4名、所内見学 

道東バイオツア-25名、研究視察及び所内見

学 

北海道十勝支庁経済課小野水産課長外 3名、 

研究内容及び施設見学 

フィンランド農林省ペッカ・トウーナイネン

研究所長外 3名、研究内容及び施設視察

根室地区水産バイオ研究会30名、所内見学

日本経済新聞記者高木靭生氏、研究業務取材 

西興部村三宅豊村長外1名、所内見学 

韓国麗水大学教授宋相縞氏外1名、研究内容

及び施設視察 

落石漁業協同組合佐藤昇専務外15名、所内見

学 

公明党衆議員議員藤原房雄氏外 8名、研究業

務及び施設視察 

北海道開発局開発調査課富山水産係長外 2 名、 

研究業務打合せ 

張 

統計に関する検討会出席のため吉田主任研究

官東京へ出張、19日まで。 

バイテク検討会出席のため三本菅室長東京へ

出張、21日まで。 

サンマ研究討論会議出席のため北片室長、和

田技官東塩釜へ出張、20日まで。 

3. 18 いか流網漁業調査報告会、いか流網大目流網

統計打ち合わせ会議出席のため村田室長東京

へ出張、21日まで。 

3. 23 磯焼検討会出席のため井上部長、三本菅室長、 

町口技官、坂西技官羅臼へ出張、24日まで。 

3. 23 水産庁研究所課長会議及び管理事務打ち合わ

せのため速水課長東京へ出張、28日まで。 

3. 23 磯焼検討会出席のため和久井企画連絡室長札

幌へ出張、26日まで。 

3. 23 GAPサンプリング分科会議出席のため佐藤

部長東京へ出張、25日まで。 

3. 25 船長会議出席のため中山船長、加賀船長東京

へ出張、29日まで。 

3. 28 マイワシ再生産過程の問題に関する意見情報

交換のため松原技官東京へ出張、31日まで。 

4. 7 昭和62年度さけ・ます調査打ち合せ会議出席

のため中山船長東京へ出張、 9日まで。 

4. 12 スケトウダラ新規加入量資源調査打ち合せの

ため加賀主任研究官陸中山田へ出張、16日ま

で。 

4. 13 水産庁研究所長会議出席、水産庁見直し検討

会出席のため能勢所長日光、東京へ出張、18 
日まで。 

4. 14 水産庁所長会議、企画連絡室懇談会出席のた

め和久井企画連絡室長東京へ出張、17日まで。 

4. 14 北洋海域生物調査のため村田室長開洋丸乗船、 

5. 15日まで。 

4. 20 特研「親潮水域」及び海洋・放射能調査のた

め河野技官探海丸乗船、 5. 6日まで。 

4. 20 特研「親潮水域」及び海洋・放射能調査のた

め藤井室長探海丸乗船、25日まで。 

4. 20 特研「親潮水域」及び海洋・放射能調査のた

め荻島技官探海丸乗船 4.20--25、 5.6~ 
5. 10日まで 

4. 20 いか類の北上期の分布と移動特性の究明のた

め中村技官北光丸乗船、 5. 16日まで。 

4. 26 特研「親潮水域」及び海洋・放射能調査のた

め柏井室長、荻島技官探海丸乗船4.26- 5. 
1. 5. 6-5. 10日まで。 

4. 27 北海道栽培漁業技術連絡協議会出席のため加 

藤部長、酒井室長、矢野技官厚岸へ出張。 

4. 28 北海道栽培漁業技術連絡協議会出席のため加 

藤部長、酒井室長、矢野技官厚岸へ出張。 

4. 29 北洋底魚生物調査のため金丸主任研究官香住 

及但州丸乗船、 6. 23日まで。 

5. 2 特研「親潮水域」及び海洋・放射能調査のた

め佐藤主任研究官探海丸乗船、 6 日まで。 

5. 6 スケトウダラ新規加入量資源調査のため加賀

主任研究官松原技官歓喜丸乗船、30日まで。 
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5. 7 第21回海洋牧場研究推進協議会出席のため和

久井企画連絡室長東京へ出張、 8日まで。 

5. 12 昭和62年度栽培漁業東日本プロック会議出席

のため加藤部長館山へ出張、14日まで。 

5. 18 水産庁及び農林水産技術会議事務局企画連絡

室長会議出席のため和久井企画連絡室長東京

へ出張、21日まで。 

5. 21 北洋公海漁業問題打ち合せ会議出席のため若

林室長東京へ出張、23日まで。 

5. 21 昭和62年度オホーツク公海における沖合い底

びき網漁業の試験研究等打ち合せ会議出席の 

ため若林室長東京へ出張、23日まで。 

5. 28 大型別枠「バイオマス」の一環としてオホー 

ツク海系水の根室海峡への流入状況の把握の

ため河野技官探海丸乗船、 6. 6日まで。 

6. 1 浅海域漁場調査のため酒井室長探海丸乗船、 

6日まで。 

6. 1 浅海域漁場調査のため伊藤主任研究官探海丸

乗船、10日まで。 

6. 2 全場所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、 6日まで。 

6. 6 浅海域漁場調査のため矢野技官探海丸乗船、 

10日まで。 

6. 15 水産研究推進方策検討会及び第 2次研究レピ

ュー出席のため能勢所長東京へ出張、20日ま

で。 

6. 16 第 2 次研究レビュー出席のため和久井企画連

絡室長東京へ出席、20日まで。 

6. 16 漁業資源評価システム高度化調査のため和田

技官探海丸乗船、30日まで。 

6. 17 アカイカ資源調査打ち合わせのため村田室長

東京へ出張、19日まで。 

6. 18 昭和62年度第一回地方連絡会議出席のため

佐々木課長札幌へ出張、19日まで。 

6. 20 資源評価システム高度化調査のため中村技官

若潮丸乗船、 7. 4日まで。 

6. 22 農業資材審議会部会出席のため能勢所長東京

へ出張、23日まで。 

6. 24 ジャイアントケルプの生理生態解明のため三

本菅室長銚子へ出張、27日まで。 

7. 5 東北海区並びに東海区第1回長期漁海況予報

会議出席のため和田技官鮫へ出張、10日まで。 

7. 5 昭和62年度第1回太平洋イカ類長期漁海況予

報会議出席のため村田室長鮫へ出張、10日ま

で。 

7. 6 ニシン中間育成打ち合わせ会議出席のため小

林主任研究官別海へ出張。 

7. 7 昭和62年度共済組合支部運営委員会及び共済

組合所属所主管課長会議出席のため佐々木課 

長札幌へ出張、 9日まで。 

7. 13 スケトウダラ研究グループ会議出席のため若

林室長、金丸主任研究官、渡辺技官函館へ出

張、16日まで。 

7. 13 ホッケ研究グループ会議出席のため加賀主任 

研究官、松原技官函館へ出張、16日まで。 

7. 15 近海生物放射能調査のため佐藤主任研究官、 

河野技官探海丸乗船、22日まで。 

7. 17 アカイカ資源調査のため斉藤技官若潮丸乗船、 

8. 4日まで。 

7. 17 漁業資源評価システム高度化調査のため村田

室長若潮丸乗船、 8. 4日まで。 

7. 23 特研「親潮水域」における親潮の季節変動の

解明のための隔月調査のため藤井室長、荻島

技官探海丸乗船、28日まで。 

7. 27 漁業資源評価システム高度化調査のため和田

技官、松原技官北光丸乗船、 8. 11日まで。 

8. 3 昭和62年度第1回北方海域（寿都湾）漁業基

盤総合整備開発事業推進調査委員会出席のた

め能勢所長寿都へ出張、 6日まで。 

8. 4 寿都湾開発検討委員会出席のため三本菅室長

寿都へ出張、 5日まで。 

8. 26 I NPFC事前検討会出席のため村田室長折

戸へ出張、28日まで。 

8. 28 北海道周辺海域における放射性核種の海産生

物への移行過程の特徴と把握のため河野技官

探海丸乗船、9.u日まで。 

9. 1 親潮の海洋構造と変動特性の解明のため佐藤

主任研究官北光丸乗船、15日まで。 

9. 2 親潮の海洋構造と変動特性の解明のため藤井

室長北光丸乗船、 9日まで。 

9. 7 北方海域漁業基盤総合整備開発事業推進調査

現地指導のため三本菅室長札幌、寿都へ出張、 

10日まで。 

9. 8 主要魚種の資源量の推定と来遊量の予測のた

め若林室長八戸へ出張、10日まで。 

9. 9 昭和62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、11日まで。！

9. 10 親潮の海洋構造と変動特性の解明のため荻島 

技官北光丸乗船、16日まで。 

9. 16 全場所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、19日まで。 

9. 17 昭和62年度ニシン検討会出席のため若林室長、 

小林主任研究官、佐藤主任研究官稚内へ出張、 

19日まで。 

9. 24 日ソ漁業交渉検討会議出席のため若林室長東

京へ出張、26日まで。 

9. 24 昭和62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小林主任研究官札幌へ出 
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張、26日まで。 

9. 28 GSK第21回シンポジウム出席のため和田技

官折戸へ出張、10. 1日まで。 

9. 29 親潮の海洋構造と変動特性の解明のため柏井

室長照洋丸乗船、 10. 25日まで。 

9. 29 北海道周辺海域における放射性核種の海産生

物への移行過程の特徴と把握のための荻島技

官照洋丸乗船、~10. 14日まで。 

9. 30 貝毒赤潮調査打合せ及び増養殖場検討会出席

のため加藤部長青森、函館へ出張、10. 4日

まで0 

10. 1 浅海域漁場調査のため酒井室長、伊藤主任研

究官探海丸乗船、 8日まで。 

10. 3 バイテク研究推進打合せのため嵯峨主任研究

官函館へ出張、 5日まで。 

10, 4 沿整関連研究打合せのため町口技官函館へ出

張、 6日まで。 

10. 4 日本水産学会秋期大会出席のため和田技官、 

中村技官、斉藤技官、渡辺技官、松原技官函

館へ出張、 6日まで。 

10. 5 水産庁研究所庶務課長懇及び水産庁研究所庶

務課長会議出席のため佐々木課長高知へ出張、 

9日まで。 

10. 7 さけ・ますふ化放流百年記念式典出席のため

菅野所長札幌へ出張、 8日まで。 

10. 8 主要魚種の系統群及び分布・回遊特性の解明 

のため吉田主任研究官美登丸乗船、 9日まで。 

10. 12 沿整事業調査打合せ及び貝毒赤潮対策検討会 

出席のため加藤部長網走へ出張、14日まで。 

10. 16 親潮の海洋構造と変動特性の解明のため和田 

技官照洋丸乗船、:25日まで。 

10. 18 資源・海洋部長会議出席のため佐藤部長、井

上部長東京へ出張、22日まで。 

10. 19 放流効果調査打合せ及び増養殖関係部長会議 

出席のため加藤部長東京へ出張、22日まで。 

10. 21 沿整関連研究打合せのため町口技官静岡、東 

京へ出張、23日まで。 

10. 27 昭和62年度人工礁検討会議出席のため佐藤部

長松山へ出張、29日まで。 

n,3 日本北方沿岸域及び北太平洋亜寒帯域の海

流・海況シンポジウム出席のため柏井室長岩

手県大槌へ出張、 8日まで。 

11. 4 日本海海域の貧栄養地帯における魚介藻類増

養殖造成技術開発と砂浜地帯のホッキ貝資源

培養技術開発調査現地視察のため菅野所長札

幌、寿都、留萌へ出張、 7日まで。 

n.9 放射能担当会議出席のため藤井室長東京へ出

張、11日まで。 

11. 11 北方水域における海況の総合的把握技術の開  

発のため河野技官北光丸乗船、25日まで。 

11. 11 厚岸湖・湾をモデルとした沿岸漁場水域の類

型化と生物生産に関する研究のため田中技官

北光丸乗船、25日まで。 

n.13 日本海栽培漁業検討会出席のため菅野所長札

幌へ出張、14日まで。 

11. 13 農林水産技術会議事務局企画連絡室長会議及

び水産庁研究所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。 

n.13 北海道日本海栽培漁業検討委員会出席のため

加藤部長札幌へ出張、14日まで。 

11. 13 北海道日本海栽培漁業検討委員会（専門部

会）出席のため佐藤部長札幌へ出張、14日ま

で。 

H.16 水産庁研究所長会議出席のため菅野所長東京

へ出張、18日まで。 

11. 16 マリーンランチング計画研究会議及び研究打

合わせと標本採集のため伊藤主任研究官松江、 

大野町へ出張、26日まで。 

n.18 水産資源解析とその周辺分野についてのシン

ポジウム出席のため和田技官東京へ出張、20 

日まで。 

n.26 総合研究「生態機構」浮魚生態系グループ会 

議出席のため和田技官東京へ出張、28日まで。 

n.30 昭和62年度第1回幹部研修出席のため菅野所 

長東京へ出張、12. 5日まで。 

12.l GSK北日本底魚部会出席のため渡辺技官折

戸へ出張、 4 日まで。 

12. 1 昭和62年度さけ・ます調査船連絡会議出席の

ため中山船長伊東へ出張、 4日まで。 

12. 10 昭和62年度沿岸漁業動向検討会出席のため和

久井企画連絡室長帯広へ出張。 

12. 15 昭和62年度スケトウダラ新規加入量資源調査

会議出席のため佐藤部長、若林室長、吉田主

任研究官、金丸主任研究官、渡辺技官幕別へ

出張、17日まで。 

12. 15 船舶用調査機器保守管理棟建替工事事務打合

せのため久保課長補佐札幌へ出張、17日まで。 

12. 17 昭和62年度水産地域協議会出席のため和久井

企画連絡室長札幌へ出張、19日まで。 

12. 21 海藻の栄養吸収及び生長と海水流動との関連

解明のため三本菅室長、町口技官札幌へ出張、 

23日まで。 

63 

1. 17 水産音響シンポジウム及びマイワシ資源検討 

会出席のため和田技官東京へ出張、21日まで。 

1. 17 アカイカ流し網調査報告・検討会出席のため 

村田室長折戸へ出張、21日まで。 

1. 17 昭和62年度数理統計短期集合研修出席のため 
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中村技官つくばへ出張、30日まで。 命 北水研探海丸ー等機関士 

1. 19 全場所長会議及び水産庁研究所会議出席のた （北水研探海丸一等機関士） 	囲藤田 和生 

め菅野所長東京へ出張、26日まで。 命 北水研北光丸一等機関士 

1．・19 漁場環境調査のため田中技官、河野技官北光 （北水研北光丸一等機関士） 	囲中村 幸雄 囲中村 幸雄 

丸乗船、30日まで。 命 北水研探海丸機関長 

1. 20 北海道日本海栽培漁業検討委員会専門部会出 （遠洋水研底魚資源部） 	 囲若林 	清 

席のため加藤部長札幌へ出張、21日まで。 命 北水研資源部資源第 2研究室長 

1. 20 北海道日本海栽培漁業検討委員会出席のため （北海道さけ・ますふ化場根室支場）岡千葉 秀子 

佐藤部長札幌へ出張、21日まで。 	‘I 命 北水研庶務課用度係長 

1. 21 研究交流相談担当者会議出席のため和久井企 （北水研会計係長） 	 同平松 柳― 

画連絡室長東京へ出張、23日まで。・ 命 北海道さけ・ますふ化場企画課企画係長 

1. 21 北海道周辺スケトウダラ新規加え血資源調査 （北海道さけ・ますふ化場北見支場庶務係長） 

のため渡辺技官北鳳丸乗船、 2. 3日まで。 網白川 次雄 

1. 25 漁場保全検討会出席のため井上部長東京へ出 命 北水研庶務課会計係長 

張、28日まで。 （水産庁白萩丸一等機関士） 

1. 26 赤潮防止対策事業、重要貝類毒化対策事業推 命 北水研北光丸機関長 

進会議及び同 終報告会打合せのため加藤部 命 農林水産技官 北水研資源部 	、斉藤 宏明 

長東京へ出張、28日まで。 （北水研庶務課長） 	 囲速水 ．昇 

1. 27 昭和62年度地域重要新技術開発促進事業「二 命 北海道さけ・ますふ化場総務課長 

枚貝主要海域における漁場生産力の評価に関 （遠洋水研総務部庶務課長） 	停）佐々木 清 

する研究」についての調査検討委員会出席の 命 北水研庶務課長 

ため和久井企画連絡室長青森へ出張、30日ま 昭和62年 5月1日付 

で。 （北水研庶務課） 	 同小関 克也 

1. 28 昭和62年度指定漁業等調査打合せ会議出席の 命 東海水研総務部会計課 

ため吉田主任研究官札幌へ出張、30日まで。 昭和62年6月28日付 

1. 28 ジーンバンクワーキンググループ会議出席の （水産庁漁政部漁政課） 	 （周瀬戸 法幸 

ため三本菅室長東京へ出張、29日まで。 命 北水研北光丸機関員併任 

昭和62年9月1日付 

人事異動 （西海区水研海洋部） 	 囲田中 勝久 

命 北水研海洋部海洋第 2研究室 

昭和62年3月31日付 昭和62年10月1日付 

退職（北水研探海丸機関長） 	 囲田中平治郎 （北水研資源部資源第 2研究室） 	囲小林 時正 

昭和62年 4 月1日付 命 日水研浅海開発部浅海開発第 2研究室長 

（北水研北光丸操舵手） 	 囲長沼 正幸 （北水研所長） 	 岡能勢 健嗣 

命 水産庁開洋丸操舵手 命 養殖研所長 

（北水研探海メ臓関員） 	 囲土岐 新― （水産庁研究部参事官） 	 囲菅野 	尚 

命 水産庁白萩丸二等機関士 命 北水研所長 

（水産庁漁政部漁政課） 	 囲松原 一日召 （北光丸臨時操機長） 	 囲千葉 	敏 

命 北水研探海メ峨関員 命 北光丸操機長 

（水産庁漁政部漁政課） 	 囲吉田 明広 

命 北水研探海丸機関員 編集後記 
命 農林水産技官 北水研北光丸甲板員 渡辺 	圭 

~ 夏季発行が編集者の怠慢により遅れに遅れて厳l 
（北水研北光丸甲板員） 	 囲浅野 	信 

I 寒期の発行となってしまいました。読者の皆様は 1 
命 北水研北光丸操舵手 I もちろんのこと、早くから投稿していただいた方 I 

（北水研北光丸甲板員） 	 囲川崎喜利夫 
~方に深くお詫び申し上げます。 	 ~ 

命 北水研北光丸操舵手 ~ 	 （企画連絡室 五十嵐啓喜） ~ 
（北水研探海メ峨関員） 	 囲鈴木 徳行 L 	 一J 

命 北水研北光丸二等機関士 

（北水研北光丸二等機関士） 	囲深田 真稔 
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