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漁業資源の増殖と管理 

高 木 健 治 

日本起源シロザケ資源は、北海道・本州のふ化場か

ら生産される人工増殖資源であり、生産技術革新によ 

ってその資源量は著しく増加して来た。潮河性さけ科

魚類は母川回帰性の強い魚種なので、資源を作り育て 

るために投入された経費は回帰親魚の商業漁獲によっ 

て回収され利益を生じる機会を待つ。そのため北太平

洋沿岸諸国においてそれぞれ自国のさけ・ます資源増 

殖がすすめられ、その方式は多様である。 カナダ産ベ

ニザケの場合に人工産卵水路方式や人工施肥方式など

が採用されており、その技術開発経過には共感を覚え

る点がいくつかある。 

BC州スキーナ河はベニザケ生産河川の例にもれず

上流域にバビン湖を有する。増殖技術開発の前段階と 

して基礎的調査が行われ、湖の北部と南部では基礎生

産力やプランクトン密度に差がないのにベニザケ稚魚

密度は南部が北部の1/5に過ぎないことが判明した。 

湖全面積の88％を占める南部のベニザケ稚魚収容力に

余カがあり、ここを十分利用すればさらに 3億5,000 

万尾の稚魚が収容できると見積られた。 この水系の資

源増大を阻む制限要因は産卵場の狭陸さであり、十分

な数の稚魚を生産供給することができない。 そこで産

卵場を拡大して稚魚生産量を増大するため、水量調節

を伴う人工産卵水路方式が採用された。 

天然河川産卵の場合には、洪水によ？流木や岩石と

一緒に産卵床が押し流されたり、渇水による産卵床の

干上り、凍結、土泥堆積、酸素不足が起こったりして、 

水位・水量の激しい変化が卵・稚仔期の自然死亡をも

たらす。従って水路に供給する水量を人為的に適正に 

調節することによって卵・稚仔期の生残率が高められ

る。バビン湖は森と山に囲まれた自然のままの湖で周

囲に道路も人家もなく、北端の親魚計教柵から南端の

支流産卵場まで行くのにモーターボートでまる一日中‘ 

走り続けなければならない。そのような立地条件が人

エ産卵水路方式採用の背景にある。日本のシロサlケ生 

産河川は一般に短く、道路網は良く発達し、人口密度 

は高く、付近には水質汚染の危険もあり、これらの条

件の下における最適な増殖方式はさけ・ますふ化場に 

よる生産である。 カナダ産ベニザケの資源増大方策の 

ー環として、産卵場から生産される稚魚量は十分ある

もののそれを受け入れる成育湖の環境収容カが不十分 

であるため資源増大が妨げられているBC州のいくつ

かの成育湖において人工施肥実験が行われている。窒

素や燐酸を含む必要栄養塩類の人工施肥を行い、基礎

生産力及び餌料生産量の増大を図り、ペニザケ稚魚の 

成長速度と生残り率の向上がもたらされた。 

シロザケ、ホタテ、コンプの増養殖業に優れた実績

と伝統を持つ北海道において、ヒラメ、マツカワ、ケ

ガニ、アワピ、ウニ等を対象に栽培漁業技術開発が進

められている。種苗生産、中間育成、種苗放流、放流

効果確認、放流資源管理、投資効果判定等のー連の工

程における資源増大制限要因は対象種や対象水域によ

って異なり、関係者による懸命な技術開発が推進され

ている。技術開発の前段階における天然資源の基礎調

査、遺伝的特性、行動生態、餌料条件、被捕食死亡、 

流動作用等の実態把握は重要である。 

漁業資源管理の典型的な事例としてプリストル湾ベ

ニザケ漁業が挙げられる二親魚量、降海稚魚量、海洋

未成魚量、若齢魚回帰:!it など生活史の各段階における

数量関係に基づいて来遊量予測値が求められ、他方適

正親魚量推定値に基づく目標潮河量を設定することに

より、これらから許容漁獲量が与えられる。漁場の入

口において試験漁獲調査による実際来遊量指数と漁期

前予測値との照合がなされ、漁場の出口において潮河

量計測による目標量達成度が常時監視される。実際来

遊量は漁獲量と潮河量の実測により求まる。 これらの

結果に基づいて緊急規制命令を発して日々の操業時間

を定め、この漁獲努力量制御を通じて漁獲量を許容範

囲内に収める。しかし、この事例はー般に存在し難い

特殊な条件の下で成立している。 

すなわち、さけ・ます類は抱卵数は少ないが産卵巣

を造るなどの発達した産卵習性を有し、産卵親魚量と

発生資源量との間に有意な数量関係が存在する。プリ

ストル湾地域の漁場は各水系の河口域周辺に設けられ

相互に地理的に離れた 5つの漁区に分れ、そこで営ま

れている 2-3人乗りの小型漁船による表層流網漁業

が揚げるさけ・ます類漁獲量の85％はベニザケによっ

て占められる。資源量の絶対値が実測によって得られ

る。従って資源管理施策の主軸を目標潮河量の確保に

置き、単一漁業種類及び単一魚種を対象にして操業規

制を行うことが可能となる。 

日本沿岸域における漁業種類は多岐に分かれ、対象

魚種もまた多様である。親子間の再生産関係が数量的

に解明されている魚種はむしろ少ない。しかし如何な

る魚種にとっても産卵場の荒廃防止や生息環境の保全

は必要不可欠である。漁業が乱獲体質、過当競争体質

に陥りがちであることは、漁業問題研究会報告書の指

摘の通りであるが、同じ対象資源を複数の漁業種類が

利用する場合、さらにその中に外来船が参入する場合

に、資源の合理的利用を図る漁業管理体制の確立がー 

層必要とされる。漁業者が自分達が利用する漁場・資

源を自主管理することにより自分達の漁業所得を向上

させ得るという途が模索されている。 

（所長） 



所歌・知床旅情 

菅 野 尚 

昭和62年夏、釧路からとどいた一通の暑中見舞にさ

そわれて北海道行きを希望、10月1日付の発令で釧路

へ。そして僅か1年という短い期間で63年10月1日付

で転勤となりましたが、充実した日女を送ることがで

きました。余市分室の閉鎖、グランドやコートの整備、 

所内レクレーション大会、全国水産研究所親善テニス 

大会出場、厚生会、総睦会 	、何もかも釧路の霧 

の中の思い出として残っています。北海道の自然の素

晴らしさ、人間関係の暖かさ、そして漁業、養殖業の

退しさは、実際に体験してみてはじめて分るものでし

た。北海道水産部長から「北海道で生活された方は、 

本州に戻っても、皆さん必ず北海道ファンになられま

す」、というのは本当ですね。 

養殖研究所での生活も、あわただしいなかで、どう

やら軌道に乗りはじめ、平成元年度から本格的にスタ 

ートする水産庁研究所の新しい研究推進体制づくりに、 

一つーつ丁寧に対応する準備を進めています。増養殖

研究に関係のある国内外の動きにも、眼を向ける余裕

も少しはでてきました。激動の時代、国際化の時代、 

そして世代交代の時代、何かが確実に動いていること

を感じます。 

欧州水産養殖調査視察報告書（昭和63年11月、（社） 

マリノフォーラム21、団長佐藤重勝氏）はノールウェ 

ーのサケ・マス養殖について、全体的印象を次の様に

報告しています。「短期間に大きな発展を遂げたサケ

マス養殖業の内面をみると、 Breeding 寧nterに象徴

される選抜育種による種苗の改良、簡便で効率の良い

飼料（ドライペレツト）の開発、そして量ばかりでな

く質を重視した管理、育成技術と販売方針、こういつ

たものが、この発展の原動力となっていると思われる。 

この販売機構はもとより、行政に診いても高品質魚の

生産が出来る技術の発展と、経営的側面と、さらに市

場の大きさを脱み、養殖許可を出しているとのことで

あり、言ってみれば、国際的規模により世界市場への

販売戦略を展開していると言えよう。ノールウェー・

プランドの世界市場への進出、定着を計る官民ー致団

した並々ならぬ熱意が感じられた。」少々引用が長く

なりましたが、タラ、オヒョウ等を新たな養殖魚種と

して研究開発を行ない、養殖生産の Vertical Inte・ 

gration （垂直的統合）に向けての新たな動きが始ま

ろうとしている現状をとらえた調査報告には迫力があ

ります。中国の内水面養殖の飛躍的な発展、台湾の超高

密度養殖に向けての技術開発とエビ養殖生産の技術劣

化による大量へい死現象の出現など、養殖生産技術の 
I 

研究問題は、日本国内だけに留まらず、国際的に共通す

る問題をかかえながら夫々が研究戦略の中で本格的な

基礎的研究を発展させる時代になったと感じています。 

前任の所長は北海道を去るに当って、北海道区水産 

研究所と養殖研究所との有機的な協同研究の必要性を

書き残されています。私も同様に養殖研究所と北方域

の海区研究所との協同研究の重要性を痛感していまする

世代の交代の時期です。戦後、水産業の発展に青春を

掛けた昭和1桁生まれの研究者は、ここ教年で若手に

研究推進の総てをバトンタッチします。大正・明治の

先達は、だんだんと残り少なくなりました。研究の継

承、考え方・生き方の継承が、これからの大きな課題

どなる“でしょう。 

北海道区水産研究所で知識や経験を積み重ねられた 

職員の方々が、ぜひ次の世代へ何かを継承する仕組み

を作ってほしいものだと考えています。北海道区水産

研究所在任中、北水研同窓会づくりを提案しました。 

余市分室を閉鎖し要員を釧路に移した段階で、北海道

内でのこれまで個人的人間関係で結ばれることの多か

った、試験研究機関、行政部局、漁業関係団体との連携

が、新たに組織的な有機的連携の時代に入ったことを

痛感した事も大きな背景でした。そして、北海道区水産

研究所で蓄えた知識を同窓会の良き人問関係を通じて、 

次々に継承するものを残して行く仕組の重要性を感じ

たからでもあります。これは、北海道区水産研究所だけ

ではなく、水産庁研究所全体の問題でもあります。 

北海道釧路の夜、ずい分歌を唄いました。旧制の高 

校生が唄った愛唱歌に、涙をこぼして笑われたことも

あります。前任所長が唄った数以上の歌を覚えようと

ずい分努カはしてみたが、実現はしませんでした。し

かし、また提案。北海道区水産研究所の同窓会が創ら

れた時、職員の家族も含めて皆で唄える北海道区水産

研究所の所歌を選ぼう、この提案の実現を図るべく、 

転勤の間際に随分と皆さんに歌でご迷惑をおかけし売b 

所歌は複数。そのーつは、まちがしsがく「知床旅情」 

になると思っています。何回か北海道区水産研究所の

会議室での送別会や歓迎会の席で、カラオケなしで皆

で肩を組み合い大合唱したが、この歌は所歌にふさわ

しい、よい雰囲気をかもし出しました。 

三重県南勢町。静かな自然に恵まれた太陽と人情の

町。太陽が昇り、そして山の端に消える。その度ごと

に五カ所湾に浮かぶ養殖筏、漁船、そして海面は、秋

には耽拍色、冬には銀白色にキラキラとかがやきを増

します。窓の外からこんな風景をみていると、時々、 

北海道の自然と人間、そして浜の人達を思いだします。 

北海道区水産研究所三重県支部を勝手に発足させて、 

夜になると、所歌「知床旅情」 を唄っています。釧路

は私にとって青春時代を育む街でした。 

（養殖研究所長） 
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マイワシ ビテロゲニンの測定系 

  

 

松 原 孝 博【 

はじめに 

浦乳類や一部の胎生魚では、胎児が発生、成長して

いく過程で必要な栄養は母親から随時供給される。こ

れに対して、卵生の魚類や鳥類などでは腫発生に必要

な原料あるいはエネルギーは予め卵の中に貯蔵されて

いる。貯蔵物は卵黄（yolk）と呼ばれ、その主成分

は卵黄蛋白である。卵生脊椎動物での卵黄蛋白の合成

と卵への取り込みは図1に示した経路で起こる。卵黄

蛋白はビテロゲニンと呼ばれる前駆体の形で肝臓で合

成される。この際、卵巣から分泌される雌性ホルモン

が肝臓でのビテロゲニン合成を調節している。合成さ

れたビテロゲニンは、次いで血液中に放出され血流を

介して卵に取り込まれて卵黄蛋白となる 1)。四季があ

る日本の近海に生息する魚は概ね 1年のうちの特定の

時期に産卵期をもつため、こうした卵黄形成も産卵期

に先立つ限られた時期に起こる。 

図1． 卵黄形成の概要． 

卵黄形成が起こらなかった雌魚が次の産卵期に卵を

生まないことは言うまでもないが、卵黄形成開始の遅

速あるいはその後の進行状況が、産卵数や解化率など

に大きな影響を与えることが考えられる。そこで我々

の研究室では、道東海域での索餌に始まり、その後南

下して産卵場に至る過程で、マイワシの卵巣卵の発達

に対してどのような環境要因あるいは内的要因が関与

するのかを明らかにしていくことを目的としてテーマ

を設けた。こうしたことを調べていく上で実験的解析

は欠かせないが、その中でビテロゲニンと卵黄蛋白の

検出や定量は結果を判定する指標として強力な武器と

なる。そこで昨年からそれらの測定系の開発を始め、 

現在までにビテロゲニンの測定系が確立したので、今

回は系を作る過程とそこで起こったトラプルについて  

紹介した 

ビテロゲニンの測定系 

ビテロゲニン量を測定する方法としては、免疫測定

法（immunoassay) が優れている。免疫測定法の中

では、免疫拡散法、放射免疫測定法（RIA)、蛍光免

疫測定法（FIA)、酵素免疫測定法（lIlA）などがポ

ピュラーであるが、マイワシビテロゲニンの測定には

簡便で大量処理に向いている免疫拡散法と酵素免疫測

定法を選んだ。前者は感度は低いものの、高濃度での

測定レンジが広い点、後者は感度が高いため低濃度の

サンプルの測定に適する点でそれぞれ長所を持ってい

る。 

さて、これらの方法によるビテロゲニンの測定系を

作るためには 2つのものが必要となる。1つは精製し

たビテロゲニン溶液、もうーつはビテロゲニンに特異

的に反応する抗体である。マイワシのビテロゲニンを

精製する第一歩として、ビテロゲニンを多く含んだマ

イワシの血液を集めなければならない。ところが、マ

イワシ成熟雌の血液を手に入れることは容易ではない。 

そこで、未熟なマイワシに雌性ホルモンを注射し、1 

週間生かしておいて、人為的にビテロゲニンを誘導し

た血液を採取して代用とすることにした。こうした処

理は1986年と1988年の 2回、調査船北光丸の船上で行

った。養殖研ニュースNalfiに鷹瀬氏が書いておられる

ように、飼育が軌道に乗ってしまうとマイワシという

魚はとても強く、めったに死ぬことはない。しかしな

がら、この魚は手でさわることに対してひどく弱く、 

乾いた手で魚体を握るとものの見事に鱗がはげ落ちて

じきに死んでしまう。そこで、調査船での捕獲には釣

り針のフツクを落として、魚体に触れないようにして

針をはずし、麻酔やホルモン注射の際にも細心の注意

を心がけた。ここまでしてやって歩留まり 8割といっ

たところである。 

次に、こうして得た雌性ホルモン処理マイワシ血清 

(E2S）をウサギに免疫して抗血清を作り、それを用

いてホルモンにより新たに誘導されてきた蛋白の検出

を行った。図 2 の免疫電気泳動像に示したように、多

くの血清蛋白の沈降線に加えて新たに出現した沈降線 

（矢印）が認められる。図 3 に見られるように、誘導

された蛋白は EA と EBの 2 種類あり、沈降線が交差

する（矢印）ことから考えて、これら 2 つの蛋白は全

く別物と判断される。このうちEAは量的にも多く、 

一 4 一 
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図3． 雌性ホルモンにより誘導された 2 種の蛋白 

(EA,EB）の沈降線．矢印は沈降線の交差

を示す． 
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また他の脊椎動物のビテロゲニンと同じ特徴を有して

いることからマイワシのビテロゲニンと考えられる。 

しかし、 EB については今のところ何をしている蛋白

なのかわかっていない。 

図2． マイワシ未熟雌血清（IFS）と雌性ホルモ

ン処理血清（E2S）の抗 E2S を用いた免疫

電気泳動による比較．矢印は E2S にのみ

見られる沈降線を示す． 

ピテログニン、すなわち EA を精製していく過程で 

EA と EB の分離が最大のポイントとなった。図 4 に 

LSのゲル流過での溶出パターンを示した。 EA と 

EB の分子量はそれぞれ約45万および4師と推定され、 

極めて近接しているため両者をサイズによってふるい

分けすることは難しい。さらに、よく用いられるイオ

ン交換クロマトグラフィーや吸着クロマトグラフィー 

での挙動も非常に似ており、それらによる分離も不可

能であることがわかった。抗原性の異なる EA と EB 

の性質がこれ程似ているのは偶然かも知れない。しか

し、こうなってくると泥沼、たたりとしか言いようが

ない。迷わず実験室の壁に「悪霊退散」、「良縁万来」 

の御礼をはった。するとどうだろう。この時、発達し

た卵巣抽出液で免疫して作製していた抗血清に興味深

い性質があることがわかった。この抗血清（抗 

Egg）は、前出の抗 E2S と同じく EA, EB双方に反

応するが、 EB に対する反応性が抗 E2S に比べて強

く、 EB に対する抗体を多く含んでいるものと考えら

れた。 E2S 中の EA と EB の抗原の量比と抗 Egg中

の EA と EB に対する抗体の量比の差によって両者を

分離できるのではないか。一条の光明、御礼の御利益

である。 

20 	30 
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図4. 図4． 雌性ホルモン処理血清のゲル濃過溶出パタ 

ーン． EA,EB の相対量は免疫拡散法によ

り測定． 

分離には抗 Egg を不溶性担体に固相化した免疫吸

着体カラムを用いる。これは、抗原と抗体が特異的に

結びつく力を利用して特定の抗原だけを選択的に抽出

するアフィニティークロマトグラフィーである。抗原

と抗体の他にも酵素と基質、レクチンと糖、ホルモン

とレセプター、互いに相補的な塩基配列を持つ DNA 

や RNA などはそれぞれ相互に親和力（アフィニティ 

ーまたはバイオアフィニティー）をもっている 2)。こ

の性質を利用して、目的とするものを精製するアフィ

ニティークロマトグラフィーが近年盛んに使われてき

ている。マイワシの EA と EB を分離する場合には、 

少し変わった使い方をする。図 5 に模式的に示した。 

図5， 免疫吸着体力ラムクロマトグラフィーによ

る EA と EB の分離． 
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民S の中には EA, EB と、他に様々な血清蛋白（C、 

D, E）が含まれている。この中でEA: EB は 3 】 

1 の割合であったとする。一方、抗 Egg 中では EA 

に対する抗体（a-EA）と EB に対する抗体（a・EB) 

の比率が 3:2 になっていたとすると、抗 Egg を固

相化して適切な量の LSを流した場合、 EB はすべ

て抗体にトラップされるが、 EA はトラップしきれず

オーバーフローして出てくることになる。またC. D, 

E は素通りする。したがって、この操作により E過

の中から EB だけを完全に抜き取ってしまうことがで

きる。そのサンプルを出発点として、以後ハイドロキ

シルアパタイトカラムおよびマイワシ雄血清に対する

抗血清を固相化した免疫吸着体カラムを用いで、 EA 

すなわちビテロゲニンを精製していった。精製の最後

のステップであるゲル流過の溶出パターン（図 6 ）で

は、ビテロゲニン分画は左右対称の単ーピークを示し、 

免疫電気泳動による純度の検定から、この精製標品の

純度が高いことを確認した。 

図6． 精製ビテロゲニンのゲル漉過溶出パターン

と免疫電気泳動による純度検定． 

こうしてマイワシビテロゲニンの精製標品を得るこ

とができた。一方のピテロゲニンに対する特異抗体は、 

精製ビテロゲニンをウサギに免疫し、できた抗血清か , 

らアフィニティーカラムによりピテロゲニンと反応す

る抗体だけを選り分けて得た。現在、これらを用いた

免疫拡散法による測定系は確立し、下限2O"g/mlま

で測定することができる。また、固相化した抗体と標

識抗体の間に抗原をはさむサンドイッチ法（抗原が卵

の蛋白であることからタマゴサンドと呼んでいる）に

よる酵素免疫測定系も近いうちに完成する見込みであ

る。 

おわり に 

高をくくっていた精製が思わぬところでつまずき、 

当初の予定よりもかなり遅れてしまったが、ともかく  

マイワシのビテロゲニンは測定できるようになった。 

さて、この測定系をマイワシ資源の研究にどう活用し

ていくのかが今後の重要課題である。我々の研究室で

は1988年からマイワシ成魚を飼育し、卵黄形成の期間

を通じて血清と卵巣のサンプルを集めている。これら

サンプルの血中ビテロゲニン量と卵内の卵黄蛋白量を

測定し、同時に卵巣の組織学的観察とその発達に関わ

る主要な血中ホルモン量を検討することで、卵黄形成

の開始と進行に伴うそれら相互の関係が明確になる。 

こうした飼育下での季節的推移を十分に把握した上で、 

次に天然サンプルでの測定を行い、飼育下での結果に

対比させていく必要がある。マイワシが道東海域から

南下回遊していく過程で、卵黄形成はいつ頃どこの海

域で開始されるのか、また最も活発に起こっている時

期と場所は、といった情報は本種の生態を明らかにす

る上で非常に貴重な知見となる。一方、卵巣発達の開

始、進行がどのような環境要因や内的要因によって支

配されているのかは、親魚の側から資源の再生産を考

える上で是非とも明らかにすべき問題である。人為的

環境下での飼育による実験的解析と天然での経年的な

変化のモニターを併せて、今後調べていかなければな

らないと考えている。良い結果が出たらまたの機会に

紹介したい。 

文 献 

1) Wallace, R. A. (1985). Vitellogenesis and 

oocyte growth in nonmammalian vertebrates. 

In "Developmental Biology, Vol. 1 Oogenesis", 

(L. Browder, ed.), pp.127-177, Plenum Press, 

New York. 

2 ）笠井献一（1987).「バイオアフィニティー」，未

来の生物科学シリーズ13, l3Op，共立出版． 
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漁業高度管理適正化方式開発調査に係る

第 2回ミニシンポジウム 

「資源解析ー理想と現実」 

主催：北海道区水産研究所 

日時：昭和63年10月14日 9:30-17 : 00 

場所：日本鉄道共済組合釧路保養所「ぬさまい荘」 

会議室（釧路市新釧路町） 

プログラム 

1）開会の挨拶 	北水研 所長 高木 健治 

2）趣旨説明 底魚資源研究室長 若林 清 

3）講演「水産資源管理に対する＝つの考え方」 

東京水産大学 田中 昌一 教授 

4 ）話題提供 

A、ケガニ資源の解析における資源量指数の取り

扱いについて 

釧路水産試験場沿岸科 佐野 満広 科長 

B. CPUE裏・おもてーまき網漁業を中心に―

北水研浮魚資源研究室 和田 時夫 

C、沖合底びき網漁業における漁獲努力量の再検

討ーオッタートロールの場合― 

北水研底魚資源研究室 渡辺 ―俊 

5）総合討論 

A、研究現場からのコメント 

a、解析に必要なデータの信頼性、収集方法な

どについて 

b. CPUE、資源量指数等について 

C、資源量推定手法の検討ーコホート解析等の

解析的手法及び面積密度法、卵数法等の直接 

推定法について 	． 

d、その他ー許容漁獲量等について 

B、講演、話題提供及び現場からのコメントに基

づく討論 

6）総括及び閉会の挨拶 

北水研資源管理部長 大迫 正尚 

参加機関： 

東京水産大学、中央・函館・釧路・網走・稚内水試

道庁水産部漁業管理課、網走中部・釧路東部・釧路

西部地区水産技術普及指導所、サロマ湖養殖・佐呂

間・常呂・誘別漁業協同組合、北水研 

第1回「沿岸水産生物の資源評価と漁業管理」（北

水研ニュース第36号で紹介）にひき続く標記のシンポ

ジウムが15機関39名の参加を得て開催された。今回の

テーマ「資源解析ー理想と現実」は、資源管理型漁業

の時代を迎えて漁業管理を行う上での科学的根拠の提

供等我々資源研究に携わる者への要請が今後増大する

と予想されるなかで、現実の調査・研究の場において  

は入力データ、資源量指標、解析手法、管理方策それ

ぞれに理想（理論）と現実（実際）のギャップが大き

いとの認識で選定された。そしてシンポジウムで、各

担当者がかかえている問題点、悩みを先ず洗い出し、 

皆で解決に向けての論議を深めたいと希ったものであ

った。 

趣旨説明に統く基調講演として、田中教授には資源

管理に声ける困難性、その克服の諸方策、ありうべき

管理体制・管理方策について、多くの理論的、実践的

な経験をふまえたお話をいただいた。特に、漁業者主

体の管理体制、我々の果たすべき役割り、鯨を例にし

たフィードバック方式をとり入れた現実的な管理シス

テム等具体的提言と示唆に富むお話であった。 また、 

管理型漁業について、いわゆる我慢の漁業といった認

識ではなく、資源を回復させ漁業経営を向上させるた

めの初期投資（負担）と考えるような積極的受けとめ

方と投資に見合う管理効果といった経済論的考慮が必

要との見解を示された。 

話題提供では、北海道を代表するケガニかご、マイ

ワシまき網、沖合底びき網の 3漁業について資源解析

における問題点の指摘があり、その後の総合討論でも

各現場から項目毎に問題点、悩み、要望が提示された。 

このうち、漁獲データの信頼性、漁業実態の把握の重

要性と困難性が共通した問題として挙げられ、特に規

制が導入されている現場で問題が大きいことが指摘さ

れた。 そして、歪みの無いデータの入手や漁業者の意

識向上のためにもっと漁業の現場に入る必要性と生態

的知見や解析結果の還元の必要性が強調され、漁業者

主体の管理体制の実現に諸問題を解決するカギがある

と認識された。 また、資源解析手法については、何か

うまい、数式を必要としない、面白みのある手法はな

いものかといった切実な問いかけもなされた。 

問題が多岐にわたり、また、解決困難であることな

どから充分論議が進まなかった部分もあったが、担当

者個々が問題をかかえて悩むことからお互の問題とし

て考え、論議の輪を広げようという所期の目的は果た

せたと思う。回を重ねつつ、解決に向かって更に論議

を深めていきたいと世話人一同（資源管理部 若林、 

和田、中村、渡辺）願っている。次回には種苗の放流

効果判定等実験資源学的なテーマをとりあげるべく検

討していくこととなった。 

最後になったが、シンポジウムを開くにあたりご高

配と援助をいただいた水産庁資源課、有益かつ興味深

いお話や活発な論議をいただいた田中先生をはじめ参

加下さった皆様に厚く御礼申し上げるとともに、ひき

続くご支援をお願いする。なお、本シンポジウムの議

事録は近之印刷刊行の予定である。 

（資源管理部底魚資源研究室 若林 清） 
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昭和63年10月に当所図書室にE端末が設置された。 

同機は筑波にある農林水産技術会議事務局筑波事務

所研究計算センターの端末であり、専用回線により

電話料金の心配なく使用できる。センターで用意さ

れている文献データベースを検索することによって、 

議情報 

第11回北海道区ブロック場所長会議寧 

日時：昭和63年7月8日 

場所：釧路東急イン 

議題 

1，試験研究機関を巡る最近の情勢 

2．北海道内の水産試験研究機関の連携 

3．今後の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 

購化場、北海道さけ・ますふ化場、北水研 

昭和63年度第1回太平洋イ力長期漁海況予報 

日時：昭和63年7月 8日 

場所：岩手県松尾村八幡平 

議題 

海況（東北海区） 

経過（1 -6月中旬）、現況（ 6月下旬～ 

7月上旬）、今後の見通し（ 8月～11月） 

膨大に氾濫している情報の中から、有用なものをた

ちどころに捜し出すことができ、研究の強カな手助

けになるものと思われる。また、ホストコンピュー 

タとコネクトし、大量のデータ処理を必要とする科

学技術計算等に威力を発揮する。 

2．太平洋海域におけるスルメイカの資源動向及

び昭和63年度の三陸・北海道太平洋漁場の漁況

予測 

参加機関 

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・愛知・和

歌山の各県水試、三重県水産技術センター、海洋

水産資源開発センター、漁業情報サービスセンタ 

ー、北部太平洋まき網組合連合会、全国沖合いか

釣漁業協会、岩手県まき網漁業協同組合、東海水

研、東北水研、同八戸支所、北水研 

昭手063年度北海道周辺海域底魚資源評価検討会議

日時：昭和63年 8月24日～25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、函館水試、稚内水試） 

3）本州日本海沿岸域のスケトウダラ 

（日水研） 



4）道南太平洋海域のスケトウダラ 

（函館水試・同室蘭支場） 

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）宗谷海峡のイカナゴ 	（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） 

11）日本海本州沿岸海域のホッケ （日水研） 

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）北海道太平洋海域のめぬけ類 

（釧路水試、函館水試室蘭支場） 

15）道南太平洋海域のキチジ 

（函館水試室蘭支場） 

16）道東太平洋海域のキチジ 	（北水研） 

17）道北日本海・オホーツク海海域のマガレイ 

（稚内水試、網走水試） 

18）道西日本海・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 	 帯 

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、函館水試室蘭支場、日水研、東北水研八戸支 

所、北水研 

昭和63年度オホーツク海のサンマ漁況予報 

日時】昭和63年 9月20日～21日 

場所】北海道立網走水産試験場 

議題 

1．昨年q蝋況について 

2．本年の海況について 

3．本年の漁況について 

4．漁況予報 

参加機関 

北海道立中央・釧路・網走・稚内水産試験場、北 

水研  

昭禾ロ63年度北海道周辺水域ニシン資源検討会 

日時：昭和63年 9月27日 

場所】北海道立網走水産試験場 

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 

参加機関 

北大水産学部、北海道東海大学工学部、北海道立 

中央・網走・稚内水産試験場、北浜仁氏、北水研 

昭和63年度スケトウダラ新規加入量資源調査会議 

日時】昭和63年12月15日 

場所】北水研会議室 

議題 

1．話題提供 

1）但州丸による金華山沖の資源量調査（1988 

年 5 月）の概要 	 （東北水研） 

2）刺し網によるスケトウダラ漁期前調査の結 

果について 	 （函館水試・室蘭） 

3）東北海区のスケトウダラの年齢について 

（東北水研） 

4 ）金華山海域におけるスケトウダラ未成魚の 

成長と漁獲物について 	（宮城水試） 

5）根室海峡及び北海道太平洋海域のスケトウ

ダラ産卵群と若齢魚の脊椎骨数の比較結果 

（釧路水試） 

6）オホーツク海南西域のスケトウダラに関す

るアイソザイム分析（予報） （網走水試） 

7）スケトウダラの成熟体長について 

（中央水試） 

8）スケトウダラの繁殖特性について 

（北大水産） 

9）スケトウダラの幼稚魚研究について 

（北海道東海大） 

10）道北日本海及ぴオホーツク海におけるスケ

トウダラ稚魚の分布について （稚内水試） 

n）岩手県沿岸におけるスケトウダラ稚仔の分 

布について 	 （岩手水試） 

12）スケトウダラの卵・仔魚分布調査の結果と 

問題点 	 （北水研） 

13）スケトウダラの東北海区群と北海道近海群 

との関係 	 （北水研） 

2．総合討論 

3．その他 

1) 63年度以降の調査計画について 

2）その他 

参加機関 

北海道立中央・釧路・網走・稚内水産試験場、函 

館水試室蘭支場、宮城・岩手県水産試験場、北大 
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水産学部、北海道東海大、東北水研、北水研 

昭干ロ63年度特研「親潮水域」に関する研究会議・集会 

日時】平成元年 2月26日～28日 

場所】釧路市新釧路町 

議題 

4,6 

5.10 

5,27 

台湾省水産試験所高雄分所蘇偉成所長、所内

見学。 

奥尻町町議会議員 7名、藻類研究内容視察。 

水産庁漁政部漁政課船舶管理室横山船舶係長、 

昭和62年度物品定期検査。 

1. '’親潮の水系をめぐって’' 6. 	16 東海区水産研究所保蔵部微生物研究室内田研 

“く貫入か×分枝〉か？” 究員コンプ漁場海水採取。 

2．研究討論集会「親潮水域の餌料生産性の指 北海道開発局開発調査課富山専門官外1名、 

標」 ドナルドソンニジマスの海中養殖にてル、ての 

3. “親潮変動と浮魚の資源変動をめぐって” 打ち合わせ。 

4．研究推進会議、特研「親潮水域の海洋環境と 6. 	20 釧路青年会議所経営開発委員長済木文雄氏、 

餌料生物生産維持機構の解明」 海・産みコングレス’88」出席依頼。北海道 

参加機関 開発局開発調査課富山専門官外 2名、特定海 

農林水産技術会議、水産庁研究課、北海道立中 域開発調査事業及びドナルドソン養殖見学。 

央・釧路水産試験場、岩手県水産試験場、北大水 6. 21 水産無脊椎動物研究所三村専務外1名、ウニ 

産学部・低温科学研究所、東北大理学部・農学部、 談話会出席。 

東大海洋研究所、三重大生物資源学部、東北水研、 7. 7 農林水産技術会議連絡調整課布野特定研究係 

東海水研、北水研 長、重点基礎研究・ジーンバンク事業打ち合 

わせ。 

研究談話会 7. 	9 水産庁研究課河田課長、研究業務打ち合わせ。 

7,27 野付漁業協同組合組合員及び職員40名、施設 

第30回 昭和63年 6月 9 日 見学。 

1）厚岸湖・湾の自然環境特性について 日本映像記録センター伊江敬和氏、親潮取材。 

藤井 浄 NHK放送局北光丸取材及びふれあいガイド 

2)‘汽水湖の環境改善 放映中継。 

柏井 誠 北海道教育庁実習船管理局鈴木良一氏、遠洋 

第31回 昭和63年 7月15日 水研東技官、業務打ち合わせ。 

海況予報の精度向上をめざして 8.18 水産庁研究部島津研究管理官、研究事務打ち 

藤井 浄 合わせ。 

第32回 平成元年 2月 2 日 8 	25 北海道開発局開発土木研究所水産土木研究室 

1)1988年 9 月照洋丸 親潮広域調査」 竹内副室長、研究業務打ち合わせ。 

（その1）調査の概要 8 	2“ 米国ノースイースタン大学 Dr. D. P. Cheney 

井上尚文・柏井 誠 藻類研究室での海藻バイテク現状の視察。 

2）同 上 9 	7 釧路市立朝陽小学校PTA43名、 所内見学。 

（その 2）栄養塩の分布と海域特性 9 	20 東北水研鈴木会計係長外1名、会計事務打ち 

田中勝久・萩島 隆 合わせ並びに資源調査。 

3）同 上 9. 21 佐呂間町役場産業課川又氏外 2名、ドナルド 

（その 3）流れの分布 ソンニジマス養殖技術打ち合わせ。 

士占什三己う一 If郵こ9 巨I 
り口ブf 	回Jんード刊ロPl不ョ 9.26 東京大学農学部水産学科鴻巣教授外20名、所 

4）同 上 内見学。 

（その 4）水系解析 カナダ・ケベック州政府農水産食糧省関係 3 

河野時鷹・佐藤芳和 名、ホタテガイ増養殖についての視察。 

10. 18 10'18 全国水産都市協議会会長浜森稚内市長外1名 

北水研日誌 見学。 

道中央水試長沢科長外1名、第88富丸アメリ 

(1） おもな来訪・見学者 カ標本受け取り報告。 

4'5 釧路市役所桑原、釧路市漁協斉藤、千葉、釧 10. 	24 北海道開発局釧路開発建設部土山次長外 3名 

路西部地区技術普及指導所今野氏、トヤマエ 開発局関係業務打ち合わせ及び所内見学。 

ビ、カレイ類の飼育施設の指導要請。 海外漁業協力財団大串部長、米国アラスカ外~ 
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に対する技術協カについての打ち合わせ。 

アラスカ計画に基づく海外漁業協力財団受け

入れ研修生 3名、所内見学。 

10. 27 '88バイオツア -22名、所内見学。 

11. 16 水産庁研究課坂本事務官、庶務関係業務打ち

合わせ。 

北海道さけ・ますふ化場阿部調査課長外1名、 

研究事務打ち合わせ。 

11. 18 日本郵船札幌支店長三野典彦氏外1名、所内

見学。 

11. 25 日本水産KK中央研究所藤田所長外1名、研

究業務打ち合わせ。 

12. 5 漁業情報サービスセンター安藤会長外1名、 

業務内容打ち合わせ。 

平成元年 

3.6 北海道大学大学院理学研究科大学院生松本正

喜氏、藻類の組織培養に関する研究打ち合わ

せ。 

(2） 出 張 

4・、 4 さけ’ます調査打ち合わせ会議出席のため中 

6 山船長東京へ出張。 

4. 7 花咲ガニ追跡調査検討会議出席のため酒井室

長根室へ出張。 

4・il2 水産庁研究所長会議出席のため菅野所長東京 

15 へ出張。 

4・il5 道東沿岸‘沖合の親潮水域における物質循環 

5.4 解明のため田中技官、河野技官探海丸乗船。 

4・il5 道東沿岸’沖合の親潮水域における物質循環 

24 解明のため萩島技官探海丸乗船。 

4・il8 あかいか流し網漁船乗船調査計画検討会及び 

21 調査研究会議出席のため村田室夢折戸へ出張。 

4・il9 昭和63年度北洋底魚生物調査のため金丸主任 

5.16 研究官香住へ出張。 

も20 アカイカ資源調査のため中村主任研究官北光 

5.15 丸乗船。 

4・、 26 農林水産技術会議事務局企画連絡室長会議及 

28 び水産庁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。 

も27 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査 

5,15 のため松原技官若潮丸乗船。 

5・、 9 栽培漁業東日本プロック会議出席及び放流効 

12 果調査法打ち合わせのため加藤部長青森・浪

江町・函館へ出張。 

5・、n 北上期におけるアカイカ、マイワシ、マサバ 

6.n 幼稚仔調査のため斉藤技官開洋丸乗船。 

5・、 12 浅海域漁場調査のため伊藤主任研究官探海丸 

20 乗船。 

5.15 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査 

6.3 のため加賀主任研究官若潮丸乗船。 

5・i16 浅海域漁場調査のため酒井室長探海丸乗船。 
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5・、 19 北海道日本栽培漁業検討委員会出席のため菅 

21 野所長、佐藤部長、加藤部長札幌へ出張。 

5・、 19 第23回海洋牧場研究推進協議会出席のため和 

20 久井企画連絡室長東京へ出張。 

5・、 24 ドナルドソンニジマスの養殖指導のため加藤 

26 部長佐呂間へ出張。 

5・i29 北洋底魚生物調査のため渡辺技官但州丸乗船。 

6. 12 

6・il 水産庁研究所長会議出席のため菅野所長東京 

4 へ出張。 

6・、 1 漁業資源評価システム高度化調査のため和田 

18 主任研究官北光丸乗船。 

6・、 10 漁業資源評価システム高度化調査のため中村 

27 主任研究官探海丸乗船。 

6. 11 第16回環境週間記念シンポジウム出席のため

井上部長、柏井室長、藤井室長厚岸へ出張。 

6・i15 水産行政に係る情報交換のため和久井企画連 

16 絡室長札幌へ出張。 

6・i16 昭和63年度第1回地方連絡会議出席のため菅 

17 野所長札幌へ出張。 

6. 21 ブレインテクノフォーラム出席のため菅野所

長、五＋嵐係長札幌へ出張。 

6・i27 造成コンブ礁の天然礁に関する研究のため坂 

30 西技官、町口技官函館へ出張。 

6・、 30 安全対策会議出席のため境係長札幌へ出張。 

7. 1 

7.、 4 北海道沿岸流動調査及び流れ網等調査のため 

18 田中技官、河野技官探海丸乗船。 

7・i6 東北海区’東海区長期漁海況予報会議出席の 

9 ため和田主任研究官松尾八幡平へ出張。 

7. 6 昭和63年度第1回東海区・東北海区サバ・イワ 

9 シ類予報会議並びに太平洋イカ長期漁海況予

報会議出席のため村田室長松尾八幡平へ出張。 

7. 11 共済組合支部運営委員会及び主管課長会議出 

13 席のため佐々木課長札幌へ出張。 

ち12 スケトウダラ研究グループ会議及びホッケグ 

14 ループ会議出席のため若林室長、吉田主任研

究官、金丸主任研究官、渡辺技官、八吹技官

余市へ出張。 

7. 14 親潮研究打ち合わせのため柏井室長東塩釜へ 
i 
16 出張。 

7・i20 漁業資源評価システム高度化調査のため斉藤 

8. 9 技官若潮丸乗船。 

7. 25 サンマ・イワシ資源調査及び流れ網等調査の 

8. 10 ため松原技官北光丸乗船。 

7. 25 漁業資源評価システム高度化調査のため和田

と．lu 王1土旬t究耳北プ亡メし乗’姶o 

4・i12 

15 

4・i15 

5. 4 

4・i15 

24 

4・i18 

21 

4・i19 

5. 16 

4・、 20 

5. 15 

4・、 26 

28 

4・、 27 

5. 15 

5・、 9 

12 

5・、 11 

6. 11 

5・、 12 

20 

5. 15 
1 

6. 3 

7・I 
I 

《
b 
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7. 25 
27 

7. 26 
28 

7. 28 
30 

8・、 3 
5 

8. 11 
23 

8・、 21 
25 

8・、24 
26 

8・、31 
9. 2 
9・、 1 

13 
9・、 2 

4 

9・J2 
14 

9. 12 
13 

9. 13 
10. 10 
9. 17 
10. 5 
9.5 19 

23 
9. 19 

21 
9. 20 

26 
9. 26 

28 
9. 26 

28 
9. 26 

30 
9・、 26 

28 
%28 

30 
10.、 5 
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漁場環境容量検討事業専門委員会出席のため

菅野所長東京へ出張。 

人事関係事務打ち合せ及び水産研究所庶務会

計課長懇談会出席のため佐々木課長東京へ出

張。 

第 9 回漁場保全検討会出席のため井上部長佐

賀へ出張。 

スルメィカ飼育実験打ち合せのため中村主

任研究官函館へ出張。 

国際研究集会参加のため嵯峨室長オーストラ

リアへ出張。 

コンプ礁調査のため町口技官余市へ出張。 

ドナルドソンニジマスの養殖技術指導のため

加藤部長佐呂間へ出張。 

I NPFC第35回年次会議事前検討会出席の

ため村田室長折戸へ出張。 

親潮変動・餌料生物調査及び流れ網等調査の

ため佐藤主任研究官、河野技官北光丸乗船。 

主要魚種の漁獲対象資源の変動要因の解明の

ため金丸主任研究官留萌へ出張。 

赤潮防止対策事業貝毒安全対策事業検討会出

席のため加藤部長青森へ出張。 

第1回核燃料サイクル基地立地対策検討会議

出席のため菅野所長東京へ出張。 

親潮広域調査及び流れ網等調査のため柏井室

長照洋丸乗船。 

親潮広域調査及び流れ網等調査のため萩島技

官、田中技官照洋丸乗船。 

水産庁研究所長会議及び全場所長会議出席の

ため菅野所長東京へ出席。 

昭和63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。 

浅海漁場調査及び流れ網等調査のため酒井室

長探海丸乗船。 

赤潮防止・貝毒安全対策事業調査打ち合せの

ため加藤部長東塩釜へ出張。 

日ソ漁業委員会第5 回会議のための資源検討 ' 
会議出席のため若林室長東京へ出張。 

浅海漁場調査及び流れ網等調査のため伊藤主

任研究官探海丸乗船。 

昭和63年度にしん検討会出席のため加賀主任

研究官、和田主任研究官、松原技官網走へ出張。 

第1回漁場保全対策検討作業部会出席のため

井上部長東京へ出張。 

昭和63年度農林水産技術会議事務局情報資料

担当者会議・農学情報講座出席のため五十嵐

係長筑波へ出張。 

10.、 5 
7 

10.、 9 
11 

10. 11 
、 

14 

10.、 11 
14 

10. 12 
14 

10.、 12 
21 

10. 15 
、 

19 
10.、 19 

21 
10.、 21 

22 

10.、 23 
29 

10.、 25 
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16 
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17 
11.、 20 

22 

第31回北海道図書館大会出席のため早川事務

官千歳へ出張。 

東水大等の都内の大学に属する研究室での海

藻の物質生産に関する研究打ち合せのため坂

西技官東京へ出張。 

岡山大学理学部及び山陽学園短大との海藻の

遺伝子マーカーに関する研究打ち合せのため

嵯峨室長岡山へ出張。 

昭和63年度第 2 回サンマ漁海況予報会議出席

のため北片室長東塩釜へ出張。 

昭和63年度自家用電気主任技術者会議出席の

ため小林技官小樽へ出張。 

道東沿岸域の餌料生物環境調査一I及び流れ

網等調査のため佐藤主任研究官、田中技官探

海丸乗船。 

U J NR水産増養殖専門部会第17回日米合同

会議出席のため伊藤主任研究官伊勢へ出張。 

放射能担当者会議出席のため井上部長新潟へ

出張。 

U J NRサテライトシンポジウムフィールド

トリップ出席のため加藤部長、伊藤主任研究

官女満別へ出張。 

北太平洋漁業国際委員会第35回年次会議出席

のため村田室長東京へ出張。 

増殖場検討会増養殖関係部長会議出席のため

加藤部長東京へ出張。 

水研課長補佐会議及び施設担当者会議出席の

ため久保課長補佐東京へ出張。 

資源・海洋部長会議出席及び放射能調査業務

打ち合せのため井上部長東京へ出張。 

資源・海洋部長会議出席のため大迫部長東京

へ出張。 

水産庁研究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。 

第20回北洋研究シンポジウム出席のため高木

所長函館へ出張。 

昭和63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柏井室長札幌へ出張。 

北海道沿岸流動調査及び流れ網等調査のため

柏井室長、河野技官北光丸乗船。 

ドナルドソンニジマスの養殖技術指導のため

加藤部長佐呂間へ出張。 

1988年日ソ専門家科学者会議出席のため村田

室長東京へ出張。 

1988年日ソ専門家科学者会議出席のため若林

室長東京へ出張。 

GSK浮魚・環境合同部会出席のため中村主

任研究官東京へ出張。 
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特研「親潮水域」の照洋丸調査試料の分析結

果及び取りまとめの検討のため田中技官東京

へ出張。 

水産庁研究所会計事務担当者会議出席のため

久保田事務官、平内事務官東京へ出張。 

調査船運航等事業打ち合せ及び水産庁研究所

会計事務担当者会議出席のため千葉係長東京

へ出張。 

東京大学海洋研究所における共同利用研究の

ため柏井室長東京へ出張。 

昭和63年度地域重要新技術開発促進事業「二

枚貝主要海域における漁場生産力の評価に関

する研究」調査検討会出席のため和久井企画

連絡室長青森へ出張。 

第 2 回北海道地域農林水産業連絡会議出席の

ため高木所長札幌へ出張。 

北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため渡辺技官北光丸乗船。 

スケトウダラ卵・仔魚分布及び流れ網等調査

のため八吹技官北光丸乗船。 

昭和63年度第 2 回漁場保全対策検討会議及び

放射能調査打ち合せのため井上部長東京へ出

張。 

昭和63年度第 2 回漁場保全対策検討会議出席

のため高木所長東京へ出張。 

昭和63年度第 2 回漁場保全対策検討会議及び

放射能調査打ち合せのため井上部長東京へ出

張。 

昭和63年度漁業資源検討会議北日本底魚部会

出席のため金丸主任研究官鮫へ出張。 

昭和63年度沿岸漁業等動向検討轡会出席の

ため和久井企画連絡室長帯広へ出張。 

昭和63年度さけ・ます調査船会議出席のため

中山船長清水へ出張。 

北海道水産統計協議会出席のため和久井企画

連絡室長札幌へ出張。 

昭和64年度いか釣調査検討会出席のため村田

室長東京へ出張。 

放射能調査打ち合せのため柏井室長東京へ出

張。 

北海道,周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため渡辺技官室蘭へ出張。 

親潮変動、餌料生物調査及び流れ網等調査の

ため田中技官北光丸乗船。 

親潮変動、餌料生物調査及び流れ網等調査の

ため萩島技官北光丸乗船。 

北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため若林室長北鳳丸に乗船。 

特定開発事務打ち合せのため佐々木課長函館

へ出張。 

昭和63年度指定漁業等調査打ち合せ会議出席

のため吉田主任研究官札幌へ出張。 

水産生物遺伝資源部門作業部会への出席のた

め坂西技官東塩釜へ出張。 

文部省科研費総研B藻類研究の重点課題の検

討会に出席のため嵯峨室長東京へ出張。 

主要魚種の系統群及び分布・回遊特性の解明

のため村田室長、松原技官、八吹技官余市へ

出張。 

北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため八吹技官北鳳丸乗船。 

第 4 回北方圏シンポジウム出席のため柏井室

長、田中技官紋別へ出張。 

放射能試料採取打ち合せ及び第 4 回北方圏国

際シンポジウム出席のため阿部主任研究官紋

別へ出張。 

海洋情報収集並びに第 4 回北方圏国際シンポ

ジウム出席のため井上部長紋別へ出張。 

紋別沿岸域の魚礁効果の聞き取り調査及び第 

4 回北方圏国際シンポジウム出席のため河野

技官紋別へ出張。 

増養殖推進会議出席のため矢野技官南勢野添

へ出張。 

水産研究所長会議及び全場所長会議出席のた

め高木所長東京へ出張。 

北海道栽培漁業推進協議会出席のため高木所

長札幌へ出張。 

北海道栽培漁業技術開発推進協議会出席のた

め大迫部長札幌へ出張。 

道東沿岸域の餌料生産環境調査ー II及び流れ

網等調査のため河野技官探海丸乗船。 

沿岸整備事業調査のための情報収集のため加

賀主任研究官余市、稚内へ出張。 

北海道栽培漁業技術開発推進協議会出席のた

め加藤部長札幌へ出張。 

北海道栽培漁業推進協議会及び道水試担当者

会議出席のため和久井企画連絡室長札幌へ出

張。 

コンプ研究者会議出席のため嵯峨室長札幌へ

出張。 

道東沿岸域の餌料生物調査一 II及び流れ網等

調査のため田中技官探海丸乗船。 

昭和63年度重点基礎研究（遺伝子マーカーの

検索）のための情報収集のため萩島技官函館

へ出張。 

アカィカ標識放流、資源分布調査解析結果検

討会出席のため村田室長東京へ出張。 
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コン声研究者会議出席のため坂西技官札幌へ

出張。 

水産試験研究関係機関会議及び水産庁研究所

長会議出席のため高木所長東京へ出張。 

昭和63年度漁業高度管理適正化方式開発調査

第 3回オホーツク沿岸域漁業管理方式検討会

出席のため渡辺技官札幌へ出張。 

東京水産大学藻類研究室での海藻育種に関す

る研究打ち合わせ及びバイテク植物育種推進

会議出席のため嵯峨室長東京、筑波へ出張。 

沿整事業に関する事務打ち合せのため佐々木

課長札幌へ出張。 

凍結保存会議出席及び研究打ち合せのため酒

井室長筑波へ出張。 

文部省派遣費総研B藻類研究の重点課題の検

討会出席のため嵯峨室長岡崎へ出張。 

水産庁研究所企連懇及び企連室長会議出席の

ため和久井企画連絡室長東京へ出張。 

第78回漁業資源研究会議出席のため和田主任

研究官東京へ出張。 

昭和63年度いか類資源・漁海況検討会議出席

及び日・米間アカイカ問題に関する打ち合せ

のため村田室長新潟、東京へ出張。 

昭和63年度いか類資源・漁海況検討会議出席

のため斉藤技官新潟へ出張。 

昭和63年度いか類資源・漁海況検討会議出席

及びスルメイカ飼育実験標本の解析のため中

村主任研究官新潟、函館へ出張。 

昭和63年度第38回サンマ研究討論会出席のた

め北片室長東塩釜へ出張。 

（北水研北光丸三等航海士） 	閥高本 充 

命 東海水研蒼鷹丸三等航海士 

（船舶予備員） 	 欄村塚 正信 

命 北水研北光丸三等航海士 

（北水研北光丸一等航海士） 	欄藤田 和生 

命 水産庁照洋丸ゴ等機関士 

（白嶺丸一等機関士） 	 囲阿部 六郎 

命 北水研北光丸一等航海士 

昭和63年 4 月12日付 

（北水研余市分室海洋部） 	 囲阿部 深雪 

命 北水研海洋環境部 

（北水研余市分室資源部主任） 囲高 幸子 

命 北水研資源管理部主任 

昭和63年 5月1日付 

命 農林水産事務官 企画連絡室 国早川 研吾 

昭和63年 6月1日付 

（北水研資源増殖部藻類増殖研究室主任研究官） 

欄嵯峨 直恒 

命 北水研資源増殖部藻類増殖研究室長 

昭和63年7月16日付 

退職（海洋環境部生物環境室長） 欄藤井 浄 

, 昭和63年10月1日付 

（北水研所長） 	 欄菅野 尚 

命 養殖研所長 

（遠洋水研北洋資源部長） 	 岡高木 健治 

命 北水研所長 

（北水研資源管理部長） 	 閥佐藤 哲也 

命 水産庁研究部参事官 

（東海水研企画連絡室企画連絡科長） 

技大迫 正尚 

人事 異 動 

昭和63年 3 月16日付 

命 農林水産事務官 北水研庶務課 国越田 真一

命 農林水産事務官 北水研庶務課 園樋渡 哲也

昭和63年 3月31日付 

退職（増養殖部主任研究官） 	 卿福原1 英司 

昭和63年 4 月1日付 

（北水研庶務係主任） 	 園米津千鶴子 

命 北海道さけ・ますふ化場総務部総務課人事係主任

退職（北水研余市分室資源部主任） 働佐々木 悟

退職（北水研余市分室用度係主任） 園志田美穂子 

（北水研増殖部藻類研究室長） 閥三本菅善昭

命 東海水研企画連絡室主任研究官 

（水産庁研究部研究課併任） 

（北水研庶務課） 	 園池田 透 

命 東海水研総務部会計課 

命 農林水産技官 北水研資源管理部 働八吹 圭三 

命 北水研資源管理部長 

表紙の説明 

道東厚岸湖氷上プランクトン調査風景

厚岸湖は太平洋に面する厚岸湾の奥につながる大き

な汽水湖である（面積35kmり。厚岸湖は冬季結氷し、 

湾口部以外では車の走行も可能なほどで氷の厚さは1 

m以上におよぶことがある。東北海道にはサロマ湖、 

網走湖等氷結する汽水湖が多いが、‘中でも厚岸湖は最

も緯度が低く、恐らく世界的に見ても冬季結氷する汽

水湖のうち最も南に位置する湖であろう。ところが今

年はご承知のように記録破りの暖冬となり、厚岸湖で

も全面結氷が見られず、わずかに奥部の岸沿しmlOQm 

程度が結氷したに過ぎない。このような事は漁協関係

者によると昭和24, 5 年ごろに一度あって以来で、何

と約40年ぶりの現象であることになる。 

生物環境研究室 田中 勝久 
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