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●特研 r親潮水域J の研究期間を終えて 

この 3月で特研「親潮水域」の研究期間が終わりま

した。成果の評価のための研究推進会議も 2月の末に

無事（?）済ませました。しかし、成果を科学論文と

して発表するという大きな仕事を済ませない限り、研

究を完了したとはいえません。その意味では「親潮屋」 

の大売り出しが終わったところで、これから集金にか

かるといったところでしょうか、これからが別の意味

で大詰めです。頭を整理するために、この特研の、企

画、 としての特徴を整理してみました。今さらではあ

りますが、今だからこそでもあります。 

成果については、1990年度中に成果の慨要、成果シ

リーズそして計画中の論文集として発表されます。こ

こで挙げた、企画の特徴、 は、それらの成果のポイン

トが何を意図して試みたかを理解して頂き、、評価．を

下すための材料のーつになる’ものと思います。 

1．水産海洋研究が主題 

題名「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」が示しているように、この特研の主題

は、、索餌域としての親潮水域の海洋環境は、餌の生産

を通じて資源の変動にどのような影響を持っている

か？、 ということに答えようとするものです。これは

水産海洋研究の基本的な問題である、資源と環境との

関係について餌という面からアプローチしようとした

ものともいえましょう。水研においてプランクトンの

研究は多いというわけにはいかないにしても、決して

皆無ではありません。しかし、プランクトンの研究が

即、餌、の研究につながるわけではありませんし、資

源研究とりわけ索餌場の収容力の評価のためにはそれ

なりの研究の組立が必要です。このプロジェクトの中

でそれを試みました。 

2．親潮水域が対象 

この研究で対象とした「親潮水域」は、ふつう親潮

前線以北の親潮冷水の分布域を指します。それは同時

に、日本列島の太平洋側を南北に大きく回遊する浮魚

が索餌のために回遊してくる海域というイメージをと

もなっています。 

この海域を対象にしたプロジェクトとしては、昭和 

45-47年の科学技術庁特別研究促進調整費による「北

方亜寒帯海域に関する総合研究」がありました。この

研究では三陸・道東沖の暖水塊について大きな観測努

力が払われたようです。 この研究以来、親潮と親潮水

域を対象にした研究プロジェクトはほとんどないと

いってもよいと思います。特に親潮の源流域にわたる  

組織的調査は、この「北方亜寒帯海域に関する総合研

究」の中で気象庁が昭和 46年 10月に行った 3船共同

観測以後、200海里水域の設定もあって途切れた状態

でした。そのためもあって、親潮についての海洋研究

は他の海域での研究の前進の中で取り残された感が否

めませんでした。その意味で是非とも必要な研究で

あったといえます。 

この点から、源流域を含めた親潮の流れと水系の姿

を明らかにすることに、海洋関係の課題の努力が向け

られました。 

3．北水研が主査場所 

水産研究所を主体にしたプロジェクトですから、親

潮水域を対象とする限り、北水研が、このプロジェク

トのマネージメントを担当する、主査場所になるのは

当然ではあります。 しかし、これまで外洋域の研究の

蓄積が少なく、転倒温度計の検定や納入後使用実績の

ないCTDの使い馴らしから始めなければならなかっ

た北水研の海洋環境部にとっては、谷に落とされた猫

の仔のように、大変な初体験となりました。 

日本の沿岸で道東だけが、亜寒帯循環の一部を成す

親潮に、周年洗われています。この道東に位置する北

水研が、親潮を焦点にして水産海洋研究を展開する研

究戦略を設定し、研究展開の初速を獲得するには絶好

の機会となりました。 

4．漁海況予報事業からポスト漁海況へ 

この研究と研究チームは、特研「暖水漁場」を引き継

ぐものとなっています。海況の短期変動の機構の解明

を主題とする 「暖水漁場」から、餌を介した海洋環境

と浮魚資源の関係を主題とする「親潮水域」へのバトン

タッチは、これまでの水研での海洋研究の柱であり漁

業情報サービスセンターに移されることになっている

漁海況予報事業から、その後にくる水研での水産海洋

研究の柱への移行を先取りしたものともいえます。 

特研「暖水漁場」の中で、北水研の海洋部は決して

優等生ではありませんでした。もちろんこれには、暖

水の関わる漁場の形成機構を、人工衛星の赤外画像に

よる海面水温情報を生かして研究しようとするこのプ

ロジェクトについて、水温だけで海洋構造が決定でき

ない親潮水域において、名物の霧がかかって画像の得

られない夏季の沿岸漁場の研究をするというハンディ

があったことも一因です。 

北水研の海洋環境部は漁海況予報事業にほとんど関

与していません。どうしてそれが許されてきたのか、 



漁海況予報を必要としないほど北海道の海は安定で豊

かだからなのだろうか、新米の部長としてはその事情

は全く分かりません。といって簡単に明日から予報を

始めるというわけにはいきません。永年のデータの蓄

積そしてなにより永年海況の動きを追って出来上がる

経験の蓄積が不可欠だからです。しかも事業の予算は

全体として削減される一方ですから、いまさら北水研

海洋環境部が改めて参入するための投資をその中から

大きく割けとはとてもいえません。 

少し離れた視点から見直すと、落ちこぼれに最も新

しい仕事のリーダーのポストを与え、うまくいけば一

人立ちのきっかけに、だめならば引導を渡す、そんな

厳しい場面が設定されていたようにも思われます。 

5．マイワシの資源水準がピークから減少の兆し 

現在、親潮水域を索餌域としている浮魚といえば、 

マイワシをおいて他にありません。 当然、マイワシを

対象として研究を展開することになります。しかしマ

イワシの資源水準は、この特研「親潮水域」の期間を

通じて、どんどんその減少の兆しを明らかなものにし

ていきました。もちろんどんな研究でも国立の研究機

関でする以上、スポンサー機関の満足する成果を挙げ

るだけでなく、それを通じて納税者である国民に貢献

するものである必要があります。しかし、研究所の立

地する目の前の漁場の資源の動向が重大な関心のもと

にあるとき、それに関連する研究を進めるものは、ひ

しひしと緊迫感に迫られざるを得ません。 このプロ

ジェクトだけで答えが出るものではありませんが、マ

イワシの資源変動の機構において索餌場の果たす役割

を明らかにする努カが必然的に要求されました。 

6．共同航海を意議的に実行 

この研究の中で、異なった専門分野の研究者が乗り

合わせる共同航海を計画し実行しました。旅費の制約

さえなければ、そして参加している研究者がこのプロ

ジェクトだけにかかりきりになれるなら、全ての航海

をそうしたいところでした。プロジェクト研究がプロ

ジェクトでなくてはなし得ない成果を挙げるために

は、メンバーの分担する課題は、メインテーマに属す

とみなしうる任意の部分課題の集合ではなく、メイン

テーマの問題に答えるために必要不可欠な構成部分で

なければなりません。そのためには研究の対象あるい

は現場は少なくとも同じになるはずです。現場での共

同作業と議論はそれ自身、相互のアプローチの理解に

きわめて有効でしたし、研究成果を巡る研究討論会で

の論議の深さをもたらしてくれました。 

もちろん、基本課題に導かれ集約される構造をもつ

研究プロジェクト以外に、バラエティ・プロジェクト

とでもいうべき任意課題の集合体としてのプロジェク

ト研究が存在すること、そして存在する理由のあるこ

とは認めます。  

7．研究討論会を軸に 

プロジェクト研究としては予算規模からいっても研

究期間（ 3年）からいっても小じんまりした部類です。 

しかし問題の領域は、海洋構造とその変動、栄養塩の

供給と一次生産、餌としての植物プランクトン、餌と

しての動物プランクトンそしてマイワシを始めとする

浮魚の分布と移動、浮魚の資源量と成長、それらを総

合した索餌場としての生産性の評価と、極めて広い範

囲にわたっています。そのため、コンパクトでしかも

ポイントを外さず、そして有機的な課題構成と研究展

開を必要としました。この点で、毎年度開催した研究

討論会が極めて有効で、これを軸に研究が展開された

といってもよいでしょう。 

研究討論会では朝からタ食後までも真剣な激論を楽

しみました。毎回、スポーツの試合に参加するような気

持ちの高まりと、違う考えに出会いもみ合うなかで仲

間意識が深まるのを覚え、研究がスポーツ以上にアグ

レッシプさを要求される仕事であることを感じました。 

（海洋環境部長） 

  

平成元年度水産増養 

研究推進会議の報告 

平成 2年 2月 5. 6日の 2日間に亘り北水研主催に

より 10年振りに釧路で開催された。参加機関、参加者

数は、水産庁研究課 3名、東北水研；2、中央水研： 

2、南西水研；2、西水研；2、日水研；3、養殖研； 

2、水工研；1、そして北水研 18名の 9機関35名と

多数の参加があり盛会であった。 

会議は、シンポジウムを主体に運営委員会、総会等

を予定通りの日程で行なわれた。シンポジウムはI: 

水産増養殖研究の諸分野における具体例、II：沿岸域

における増養殖～資源の境界領域研究の諸問題、の 2 

テーマで各機関より 8題の話題提供があり活発な意見

の交換・討議がなされた。 また、総会では本推進会議

の今後の方向性に関連し内容、名称、開催時期、開催

回数、開催場所等について討議が行なわれた。討議内

容は、①、研究内容にふみ込んだ具体的な話題を中心

としつつも、研究体制や予算等とも結びついた諸問題

の討議の場が必要である。②、今後の増養殖研究の方

向性を打ち出してゆく場にしては？③、GSKとの関

連、将来の合併の可能性。④、開催場所の東京周辺の

固定化又は従来通りの各水研持ち回り、及び開催時期 

を学会の前後に併せる。 	などいくつかの問題 

点もあげられたが、将来の方向性に関して具体的にま

とめる段階には至らなかった。テーマの設定など会議 
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親潮・ラブラドル海 

日加海洋科学ワークショップ参カ 

内容については、時代にあわせてその都度柔軟に検討

していくのが良いのではという意見があったものの、 

大筋は現状維持という意見が大勢であった。 

なお、シンポジウムのプログラムは以下の通りである。 

平成元年度 水産増養殖研究推進会議シンポジウム

プ ロ グ ラ ム 

第1日目（平成 2年 2月5日） 

運営委員会 

開会挨拶 	 高木健治（北水研所長） 

運営委員会経過報告 事務局長 

Ui NR経過報告 名古屋博之（養殖研） 

シンポジウムーI 

水産増養殖研究の諸分野における共体例 

座長 山崎 誠（西海水研）・名古屋博之（養殖研） 

水産生物学の基礎としての系統分類 

細谷和海（養殖研） 

生物生態における物理的諸問題 川俣 茂（水工研） 

海区水研における生理・生化学研究 

石岡宏子（南西水研） 

総合討論 

閉会挨拶 	 運営委員長 

最後に、本推進会議の大きな目的のーつである懇親

会は、北海道らしくジンギスカンにビールで大いに盛

りあがった事は説明するまでもない。 

（運営委員長 魚介類研究室長 酒井保次） 

（終始なごやかに厳冬の釧路の夜を楽しんだ想談会風景） 

日加科学技術協力協定にもとづく海洋科学に関する

ワークショップが、 3 月 12日から 16日にカナダの

ヴィクトリアで開かれました。その中のテーマのーつ

に、、親潮とラプラドル海流の比較研究クが挙げられ、 

そこに特研「親潮水域」の成果をもって参加するため

に北水研から柏井が、東北水研からボストン留学中の

安田さんが、中央水研からは友定さんが参加しました。 

私にとっては初めての海外出張で貴重な体験でし

た。二期工事を巡って緊張の解けない成田空港から出

るということを忘れ、日本語で書かれた身分証明書な

どカナダでは役立つまいと釧路に置いて出たため、空

港のゲートでのチェックの時にバスの中で私ひとり身

分を証明するものがなくて汗をかきました。パスポー 

トも空港ロビーで受け取ることになっていたため手元

にないのですから。 

このワークショップが年度末に急達実現された背景

には、カナダ政府が日加二国間の研究交流の財源を用

意したので、ぜひとも海洋科学の研究交流に生かした

いとするカナダの海洋研究者の強カな意図、中でも

ヴィク トリアの 'Os（海洋科学研究所）のDr. 

MIYAKEの 努力が大きく貢献しているようです。日本

側には特にこのために計上された予算はまだありませ

んので、ワークショップではこの点の差が初めからあ

りました。 

ヴィクトリアではDr. MIYAIくEが ダプルデッカー 

．を用意していることになっていました。ダプルデッ

カーというのが何か知らなかったものですから、エア

バスの 1/10模型のような飛行機でヴィクトリア空港

に着いて、ロンドンで走っていた二階バスそのものが

現れたのには驚きました。大きな心と多くの知恵を入

れるのにふさわしい体格の先生方（東大の永田教授、 

海洋研の平教授、東海大の杉森教授そして Dr. 

MIYAKE) を含め、全員が 2 階に乗るとやはりカープ

では不安でした。しかし眺めは最高でした。会議が持

たれた LOSは空港の横にあるので、毎朝このバスで

ヴィクトリア市のホテルから運んでもらいました。 

会議はもちろん英語を使ってされました。午前中の

気力が緊張を支えられる間は、話し手によりますが何

とか 5割～7割は理解できましたが、午後ともなると

ほとんどBGMに近く眠気の方が概ね根気より勝って

いました。緊張のためか時差ぽけは余り意識しません

でしたが、時刻と日にちが最後まで混乱していました。 

水産あるいは海洋の研究は海の側でするわけで、カ 

餌料用微細藻類の育種にてル・て 岡内正典（西海水研） 餌料用微細藻類の育種にてル・て 岡内正典（西海水研） 

話題提供 

‘水産庁研究所をめぐる諸情勢 淀江哲也（研究課） 

総 会 

第2日目（平成 2年2月6日） 

シンポジウムーII 

沿岸域における増養殖～資源の境界領域研究の諸問題

座長 赤嶺達郎（日水研）‘酒井保次（北水研） 

マイワシ雌特異血清蛋白の免疫学的測定系の確立とそ 

の利用 	 松原孝博（北水研） 

三陸沿岸におけるヒラメ放流の問題点 

山下 洋（東北水研） 

ヒラメの増養殖研究と資源研究の接点 

野口昌之（日水研） 



ナダの研究者は、大陸を挟んで太平洋側と大西洋側に

飛行機で一日がかりの距離を隔てて仕事をしていま

す。相互の距離だけでなく、相手にしている海と魚そ

して漁業が違うのですから当然なのですが、両者のプ

ランにはかなり違いがあるのを感じました。 

ワークショップで取り上げられたテーマは、①親潮 

ーラプラドル海流の比較研究、②北太平洋規模の海洋

物理、③海洋データの交換、④海洋音響電子工学など

新技術の四つです。日本から 11人、カナダから 17人

参加しました。親潮ーラプラドルのテーマの中で、特

研「親潮水域」の概要と成果について私が報告しまし

た。カナダ側の研究者の関心は、親潮との比較に加え

て、日本での新しい技術（たとえばソーフアーフロー 

トや海氷のレーダーによる追跡）の導入そして漁業資

源に関する研究などにありました。カナダの研究者も

資源研究と環境研究の結合に悩んでおりこの点での研

究協力と交流を今後進めることは必要と感じました。 

資源と環境との関係を明らかにするためには、資源

量の変動機構のモデルだけでなく、分布の動態を含め

たモデルが必要であると考えています。これについて

は、カナダの水産海洋研究者も同意見であると、賛成

してくれました。昨年の仙台での「浮魚資源とその環

境の長期変動に関する国際シンポジウム」のとき、北

水研の和田さんといっしょに話し合ったナナイモの 

Dr. WAREが昼休みに会いにきてくれました。打ち合

わせの電話を公衆電話でかけるのにひどく苦労しまし

た。 

親潮ーラプラドルについての研究交流の次のステッ

プとして日本側から提案したのは、来年 2月の紋別で

の「オホーツク海と流氷に関する国際シンポジウム」 

の中に、親潮ーラブラドルのセッションを設け、日本

の研究者にラプラドル海流についての知見を広く紹介

する機会とするとともに、研究者間のface・to・faceの交

流を広げさらに進んだ研究交流の計画を練る機会にし

ようということです。幸いなことに、このシンポジウ

ムの主催団体であるオホーツク海・氷海研究グループ

の代表者が東大の永田教授であるため、日本側での事

前の合意はほとんどできており、日加双方で研究者の

招へいの財源確保に努カすることになります。同行の

科技庁サイドも招へいについて可能性が高いことを表

明しました。 

特研「親潮水域」の推進会議で半分夢として語り合っ

ていた、親潮についてのインターナショナルシンポジ

ウムが実現できるかもしれません。「親潮水域」では、 

海流としての親潮の存在、そして日本周辺の暖流との

カ学的性格の違いを明らかにすることに力点が置かれ

ていました。いま、大西洋の亜寒帯循環の西岸境界流

であるラプラドル海流との対比という視点に立つと、 

研究の視野が大きく広がるのを覚えます。ラプラドル  

海では冬の冷却で重い水が形成されそれが沈降して南

太平洋では深層水となるため、世界の海の深層水の源

のーつとなります。亜熱帯の海ではこういうことは起

こりません。北太平洋の亜寒帯循環では淡水の供給が

大西洋に比べて大きいためもあって、この海域の冬に

強い風と冷却による対流混合でつくられる水は中層水

となります。いずれも深層あるいは中層の水が大気に

対して開いていて、大気の年々の変動をここを通じて

受ける場所となっています。北半球の高緯度の大気の

年々の変動が、この海域でつくられる水の性質と量と

して太平洋に大西洋に広がっていくわけです。太平洋

の場合は大西洋と違って中層に広がりますから、その

水が表層の海況に影響する時間スケールは大西洋より

も短いことになります。日本の海洋研究は南を向いて

いるためか、大洋規模のこうしたダイナミズムに関心

を持っている研究者がきわめて少なく、いいかえれば

彼らの海には亜寒帯循環はないように思います。しか

し北太平洋のどの場所で水塊の生成がなされているか

は、まだ十分わかっていません。地球温暖化の影響が

高緯度で大きく現れるとされていることを考えると、 

北太平洋の亜寒帯循環の研究をしっかりやらねばなり

ません。 

ヴィクトリアのワークショップの後、ラプラドルの

研究をしている大西洋側を訪れるため、恐れ多くも東

大の永田教授を道案内にセントジョーンズにいってき

ました。セントジョーンズは釧路とひどく似た点を感

じるところでした。森がなく、低い家並がゆとりをもっ

て広がった町並み、鼠色の空と海、街角のそこここに

残っている雪の山、港に張った薄氷。釧路はタ焼けの

きれいな所ですが、東に開いたセントジョーンズは朝

が美しい町でした。 

北西太平洋漁業センターで研究者との交流と、小さ

なセミナーを持ちました。セミナーでは永田先生が北

太平洋の亜寒帯循環と親潮について概論的な紹介を

し、私は親潮の流れと水位及び海面形状についての研

究結果の報告をしました。この研究所は八角形の要素

を組み合わせた建物になっていました。規模は北水研

とは比ぺものになりません。ただしお巡りさんのよう

な制服を着た漁業の取締り部門も併せてありました。 

沿岸の漁業者と沖のトロール漁業者との間の紛争があ

り、訴訟になっているとのことでした。 

（海洋環境部長 柏井 誠） 



第 3回資源解析シンポジウム 

「栽培漁業における資源学的課題」 

主催：北海道区水産研究所 

日時：平成2年 2月26日 9:20--17:30 

場所：釧路シーサイドホテル（釧路市南大通） 

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 

北水研 底魚資源研究室長 若林 清 

3 講演 

1）サンプリングによる放流効果の推定と標識再

捕データからの死亡係数の推定 

日栽協 調査課長 北田 修一 

2)沿岸資源研究の考え方と統計的手法による幾

つかの研究事例 

北大 水産学部 講師 菅野 泰次 

4 話題提供 

1）ヒラメを例とした標識放流実験結果について

道立中央水産試験場 沿岸科 富永 修 

2）マツカワ種苗の標識放流・再捕について

日栽協 厚岸事業場 中川 亮 

3）ハナサキガニ種苗の無標識放流・再捕について

日栽協 厚岸事業場 高橋 誠 

4 ）シシャモの生態と資源管理 

道立釧路水産試験場 沿岸科長 吉田 英雄 

5）異体類の生活史特性と種苗放流の方策について

北水研 浅海育種研究室長 南 卓志 

5 総合討論 

6 閉会の挨拶 

北水研 資源管理部長 大迫 正尚

参加機関：北大水産、北里大水産、日栽協本部、日栽

協厚岸事業場、中央・函館・同室蘭・釧路・網走・

稚内水試、道栽培漁業センター、北水研 

第1回「沿岸水産生物の資源評価と漁業管理」、第 

2回「資源解析一理想と現実」（北水研ニュース第36. 

37号で紹介）に続く標記のシンポジウムが12機関32名

の参加を得て開催された。この研究集会の名称は、こ

れまで「漁業高度管理適正化方式開発調査に係るミニ

シンポジウム」であったが、今回から単に「資源解析

シンポジウム」 として冠をはずし、また、ミニの文宇

をはずした。これは、上記開発調査が今年度をもって

終了するのを契機に、この研究集会を資源解析全般に

ついて論議する場とするとともに、より参集範囲の広

い発展したものとしたいと希ってのことであった。 

今回のテーマ「栽培漁業における資源学的課題」は、 

近年栽培漁業の分野で資源解析的手法が積極的に用い

られ、発展してきており、また、大量の種苗放流が、 

標識放流や系群判別、環境収容カの評価等の問題を具

体的に検討する絶好の機会であり、更に、論議の輪を

資源生物分野から資源増殖分野にも広げたいと希って

選定された。 

シンポジウムでは、先ず日栽協企画調査室北田課長

には、漁業者による発見、報告に依存する従来の標識

再捕にかえた、市場でのサンプリングに基づく有標識

率調査の理論的、技術的な展開、標識再捕データに基

づく死亡率の推定理論について講演いただいた。死亡

率の推定については、放流から死亡までの時間の確率

分布を用いた死亡係数の定義・一般化、最小二乗法や

最尤法を用いた解析手法等最新の情報に基づく話であ

った。 

北大水産学部の菅野先生は、資源研究において数学

的研究が重要であるものの、従来生物学的理論と数学

的理論が独自に発展し、相互の交流が乏しかったこと

を指摘された。 そして生物学的研究における数学的手

法の適用についてご自身の研究である、非線形方程式

のパラメタ推定と応用、魚群の移動量分析を例とした

パスモデル解析の理論とその特徴、プラックボックス

モデル（ARMAモデル）の成長履歴の推定への適用

について講演いただいた。 

話題提供では北海道周辺で進められつつある種苗放

流事業の実例として、日本海のヒラメ、道東海域のマ

ツカワやハナサキガニに関する調査研究の現状と問題

点、また、異体類の生活史特性と種苗放流における魚

種、サイズ、時期、場所等検討すべき事柄の関連につ

いての検討結果の紹介があった。また、沿岸資源であ

るシシャモの資源調査・研究手法の実際、種苗放流事

業導入の背景や問題点が紹介された。 

同一分野のみでなく、関連分野更には他分野との交

流の必要性を感じたシンポジウムとなった。このこと

は、 S月22日に陸上生態研究者を混じえて北水研で開

催された研究集会「浮魚類の資源変動と管理」がはな

はだ刺激的であったことを思い起こさせた。論議が佳

境に入らんとして時間切れになったことは大変に残念

であった。次回はもう少し時間的にゆとりのある時期

に成長等基礎的事柄をテーマとして開催すぺく検討し

ていくこととなった。今後ともよろしくご支援をお願

いする次第である。 

シンポジウム開催にあたっては、水産庁資源課には

ご理解と援助をいただいた。菅野先生、北田氏はじめ

皆様には遠路の来釧のうえ、興味深いご講演や話題提

供そして活発な論議をいただいた。厚く御礼申し上げ

る。 

（世話人代表 底魚資源研究室長 若林 清） 



平成元年度 研究業績一覧 

（元年9 月～ 2 年 3 月まで受付分） 

業績番号 発 表 論 文 題 名 発表誌・ 学会名 著 者 名 

A- 1 

A- 2 

A- 3 

A- 4 

A1 5 

ス・ルメイカ平衡石における日周期的な輪紋形

成にっいて（予報） 

海面形状および水位差と親潮の流世変動との

関係（英文） 

地まき放流漁場におけるホタテガイ、 

F4inopecten yessoensis(Jay）の消化率と

その季節変化 

藻琴湖のヌマガレイに見られるx細胞腫にっ

いて 

海産緑藻プロトプラストの染色法による生存

率決定（ノート）（英文） 

北水研報 第54号

北水研報 第54号

北水研報 第54号 

北水研報 第54号

北水研報 第54号 

中村好和・桜井泰憲

柏井 誠・河野時贋 

矢野 豊・伊藤 博

酒井保次 

加藤禎一・正仁親王

石川隆俊・南 卓志

嵯峨直恒・石川 豊

坂西芳彦 

B-i 

B- 2 

B- 3 

B- 4 

B- 5 

B- 6 

B- 7 

B- 8 

B- 9 

B-b0 
B-li 

B-12 

B-il 

B-14 
I’一 i5 

B一16 
8-17 

B―・lB 

Bー一19 

changes in Growth and Feeding Ground of 
Japanese Sardine with Fluctuation in 
Stock Abundance 
Assessments of walleye pollock abundance 
off the Pacific coast of southern 
Hokkaido, based on catch statistics and 
survey data 

道東沿岸域における栄養塩濃度の季節変化

道東沿岸域におけるクロロフイル分布特性 

Ice Algae in the Subarctic Ocean:Review 

三陸・道夷海域におけるマイワシの餌料生物

と摂餌様メこ 

エストラジオ一ル一i7β投与によるマイワシ

雌特異血清蛋白 2 種の誘導 

マイワシの卵巣発達に伴う雌特異血清蛋白量

および血中ステロイ ドホルモン量の変化 

根室海峡で漁獲されたホッケの耳石による年

齢査定 

暖水塊とその周辺域での流速分布構造

親潮の流速変動 

Fluctuations in velocity field of the 
Oyashio 

広域観測による親潮の流量収支 

1989年海域情報 

Water mass transport of Oyashio 

親潮の水系輸送にっいて

親潮の水系輸送 

親潮の流動構造と水塊構造 

道東海域におけるマイワシの植物性餌料環境 

Long-term Variability of 
Pelagic Fish Populations and 
Their Environment 
Application of stock assess-
ment techniques to gadidis, 
INPFC Groundfish Symposium, 
Seattle, WA, U. S. A. 	Oct. 31- 
Nov.1, 1989 
第 5 回オホーック海と流氷に関す

る国際シンポジウム 

第 5 回オホーック海と流氷に関す

る国際シンポジウム 

第 5 回オホーック海と流氷に関す

る国際シンポジウム 

平成 2 年度日水学会春季大会 

平成 2 年度日水学会春季大会

平成 2 年度日水学会春季大会 

平成 2 年度日水学会春季大会 

月刊海洋 	Vol.21, Na12, 1989 
月刊海洋 	Vol.22, Na 4, 1990 

The 5th international sym-
posium on Okhotsk Sea & sea 
ice abstracts. 119-124 
1990年度日海学会春季大会 

水産海洋研究 5& 1990 
The 5th international sym-
posium on Okhotsk Sea & sea 
ice abstracts, 125-128 
月刊海洋 	Vol.22, Na 4, 1990 
1990年度日海学会春季大会 

大槌臨海研究センタ一報告 

15, 1989 
平成 2 年度日水学会春季大会 

和田時夫・柏井 誠 

若林 清・渡辺一俊

渡辺安慶 

田中勝久・佐藤芳札1 
角田富男 

荻島 隆 

田ロ 哲 

和田時夫・松原孝博

本田 聡 

松原孝博・和田時夫

原 彰彦 

松原孝博・和田時夫

本田 聡・征矢野清

山内自告平 

八吹圭三 

川崎康寛・杉本隆成

川崎康寛・河野時贋

杉本隆成 

川崎康寛・河野時魔 

川崎康寛・河野時庚

柏井 誠・田中勝タ、 

奥田邦明 

阿部深雪 

河野時膚・阿部深雪 

河野時魔 

河野時贋・川崎康寛

柏井 誠・田中勝久

奥田邦明 

河野時魔・川崎康寛 

荻島 隆 

C―ュ 

C- 2 

C- 3 

CPTJE 裏・おもて一まき網漁業を中心に― 

オッタートロール漁法による漁獲努カの中味

―標準化を行う育t「に― 

アワビはなぜ増えない！ 

北水研技報 第i号
北水研技報 第I号 

北水研ニュース Na38 

和田時夫

波辺ー俊 

田中邦三 



会議情報 

平成元年度スケトウダラ新規加入量資源鯛査会隣 

日時：平成元年12月14日 9 : 30--17 : 00 

場所：北水研会議室 

議事： 

1．講演 

(1） 南東ベーリング海におけるスケトウダラ稚 

仔の餌生物とその鉛直分布 

西山 恒夫（北海道東海大） 

(2）相模湾におけるシラス漁場形成機構 

川口 弘一（東大海洋研大槌） 

(3） コマイの産卵行動と卵発生 

陳 二郎（北大水産） 

2．話題提供 

(1）寄生性カイアシ類l?aem功aphes diceraus 

はスケトウダラの成長と成熟に影響を与えるか 

長津 和也（中央水試） 

(2）武蔵堆周辺海域におけるスケトウダラの分 

布について 	夏目 雅史（稚内水試） 

(3）刺し網によるスケトウダラ漁期前調査結果 

- II 	田中 伸幸（函館水試室蘭支場） 

(4）岩手県におけるスケトウダラ卵稚仔の分布 

と海況 	 高杉 知（岩手水試） 

(5）但州丸による三陸南部～常盤沖のタラ類の

資源量調査（1989年5月）結果の概要 

稲田 伊史（東北水研八戸支所） 

(6） スケトウダラ新規加入量調査結果の概要

若林 清・渡辺 ー俊（北水研） 

3．総合討論 

参加機関 

北海道立中央・網走・稚内・釧路・函館水試室蘭

支場の各水試、東大海洋研大槌、北海道東海大、 

北大水産学部、モスクワ大学、東北水研八戸支所、 

北水研 

研究討論会「研究プロジェクト‘親潮水域’の成果」 

日時：平成 2年 2月27日 13:30-20:00 

場所：釧路シーサイドホテル 

議事： 

1．「基調講演」 

'’親潮分岐と親潮貫入：単一流水帯か対交流水

帯か” 	 川合 英夫（京大農学） 

2.「親潮水域の海洋環境」 

”親潮水域の海洋構造についての成果の網舌報告” 

川崎 康寛（北水研） 

”親潮水域の海況変動についての成果の網舌報告’' 

奥田 邦明（東北水研） 

3．「親潮水域の餌料生物生産維持機構」  

'’親潮水域の餌料生物の生産機構についての成 

果の総括報告” 	田口 哲（北水研） 

4.「親潮水域における浮魚の生産性」 

'’親潮水域における浮魚の生産性についての成 

果の総括報告” 	和田 時夫（北水研） 

5．「総括討論」 

“残された課題、発掘された問題” 

柏井 誠（北水研） 

'’水研の海洋研究への期待とこのプロジェクト 

の成果” 	小笠原惇六（道立中央水試） 

参加機関 

農技会、水産庁研究部、岩手水試、北海道立中 

央・釧路の各水試、北大水産学部、北大流氷研究 

施設、東北大理学部地球物理学教室、東北大農学 

部、京大農学部、北海道さけ・ますふ化場、中央 

水研、東北水研、同八戸支所、北水研 

平成元年度特別研究「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」研究推進会議 

日時：平成 2年 2 月28日 13:30--17 】00 

場所：釧路シーサイドホテル 

議事： 

1．報告 

〈海洋課題〉 

(1）親潮の海洋構造の解明 

川崎 康寛’（北水研） 

(2）親潮の変動特性の解明 

奥田 邦明（東北水研） 

く餌料課題〉 

(3）親潮水域の餌料生物生産維持機構の解明 

田口 哲（北水研） 

〈浮魚課題〉 

(4） マイワシ・マサバ・サンマ等浮魚資源に関 

する親潮の生産性評価 和田 時夫（北水研） 

2．成績の総括討議 

3．研究推進上の問題点などの討議 

参加機関 

農技会、水産庁研究部、岩手水試、北大水産学部、 

北大流氷研究施設、東北大理学部地球物理学教室、 

東北大農学部、京大農学部、中央水研、東北水研、 

同八戸支所、北水研 

平成元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：平成 2年 3 月27日 9 : 00--17: 00 

場所：北水研会議室 

議題： 

1．平成元年度200海里水域内漁業資源総合調査、 

及び漁海況予報事業実施経過の概要について 

2．平成 2年度200海里水域内漁業資源総合調査、 

及び漁海況予報事業実施経過の概要について 



(1) 200海里、漁海況、水産資源調査補助金及

び委託費等の予算について 

(2) 200海里、漁海況調査等の実施計画について 

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等 

(1）道知事認可に関わる漁獲報告書について 

(2） 大臣認可に関わる漁獲報告書について 

4 ．平成 2 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．平成 2 年度資源、海洋関係諸会議の開催予定

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 

(1) 200海里水域内漁業資源調査等について

①資源関係 

浮魚類、底魚類、頭足類 

②海洋関係 

親潮、海洋大循環（科学技術庁） 

参加機関 

北海道漁業調整事務所、札幌統計情報事務所、 

北海道水産部、北海道立中央・函館・釧路・網

走・稚内の各水試、北水研 

研究談話会 
第 36 回 

日時：平成 2年1月29日 15:00-47:00 
場所：北水研会議室 

話題提供：U J NR報告及びその研究成果概要 

（診米国） 	 伊藤 博 

第 37 回 

日時：平成 2 年 2 月22日 15:30-17:00 
場所：北水研会議室 

話題提供：研究所生活雑感 	 能勢 健嗣 

海洋環境ゼミナール 
第 1 回 平成元年10月27日 16 : 00--17 : 00 

Pod一Pの河口域堆積物による特異吸着現象 

	田中 勝久 

第 2 回 平成元年11月 4 日 ii: 00-12 : 00 
Appropriate use of regression analysis in marine 
biology by E. A. Laws and J. W. Archie 
Marine Biology 65:13・16, 1981 	荻島 	隆 

第 3 回 平成元年11月10日 16 】 00-47 : 00 
親潮水系の変動 	 河野 時賓 

第 4 回 平成元年11月17日 16 : 00-17 : 00 

親潮水域における植物性餌料環境の解明 

	荻島 隆 

第 5 回 平成元年11月22日 16 : O0--17 : 00 
親潮水系の変動 	 川崎 康寛 

第 6 回 平成元年12月2 日 9 : 00'12 : 00 
①沿岸の水位、水温に親潮の変動はどのように現れ 

ているか 	 柏井 誠 

②Aラインにおける親潮流量の変動について 

	 川崎 康寛・河野 時康 

③親潮水域における栄養塩類の補給過程と海洋構造 

との関係の解明 	 田中 勝久 

第 7 回 平成元年12月8 日 16 : 00-17 : 00 
西部南大西洋（35'S-45'S）におけるアルゼンチ

ン・イレックス（Illex argentinus）幼稚仔の分布 

について 	 斉藤 宏明 

第 8 回 平成元年12月15日 16: 00-17 : 00 
マイワシの生態的適応と資源変動 	和田 時夫 

第 9 回 平成 2年1月12日 16 : 00-47 : 00 
植物プランクトン色素の光分解過程：現場海水を用 

いた実験の有効性について 	 田口 哲 

第 to 回 平成 2 年1月26日 16: 00-17 : 00 
平成元年度の研究成果と平成 2年度の研究課題とそ 

の研究計画 	 荻島 隆 

第 11 回 平成 2 年 2 月 2 日 9 : 00-42 : 30 
①道東沿岸域における栄養塩濃度の季節変化 

	田中 勝久 

②北方海域のアイス・アルジー綜説 	田口 哲 

③親潮の水系輸送について 	 河野 時膚 

④親潮の流路とその鉛直的な流動構造・・・川崎 康寛

⑤親潮の季節変動にともなう海面形状の変動と水位 

変動の関係について 	 柏井 誠 

⑥親潮水域におけるクロロフィル分布について 

	荻島 隆 

第 12 回 平成 2 年 2 月16日 16 : 0O-17 : 00 
平成元年度の研究成果と平成 2 年度の研究課題とそ 

の研究計画 	 柏井 誠 

第 13 回 平成 2 年 2 月23日 15: 00-47 : 00 
平成元年度の研究成果と平成 2 年度の研究課題とそ 

の研究計画 	 川崎 康寛・河野 時鷹 

第 14 回 平成 2 年 3 月 8 日 16 : 00---17 : 00 
日加海洋科学ワークショップの出席にあたって

ラプラドル海流域の海洋研究について・・・柏井 誠

第 15 回 平成 2年 3 月 9 日 13 : 00-45 : 00 
平成元年度の研究成果と平成 2 年度の研究課題とそ 

の研究計画 	 田口 哲・田中 勝久 

第 16 回 平成 2 年 3 月26日 16: 00-17 : 00 
厚岸湾・厚岸湖の栄養塩補給過程 	田中 勝久 

第 17 回 平成 2 年 3 月30日 16 : 00-47 : 00 
Water mass transport of Oyashio 	河野 時鷹 



平成元年10月～2年 3月まで 

刊行年月 表 	 題 

元年10月 北海道周辺海域の底魚類の資源動向（200カイリ水域内漁業資源調査 北海道底魚・ 

スケトウダラ・ホッケ研究チーム 資料Na20) 

元年10月 北水研ニュース Nu38 

元年12月 北海道区水産研究所要覧（和文） 

2 年 2 月 平成元年度水産増養殖研究推進会議シンポジウム講演要旨集 

2 年 2 月 平成元年度水産増養殖研究推進会議議事要録 

2 年 2 月 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 推進会議資料 

2 年 3月 北海道区水産研究所要覧（英文） 

2 年 3月 北水研ニュース Na39 

2 年 3月 北海道区水産研究所研究報告 第54号 

2 年 3 月 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63年度） 

・潟野 敬ー（資源増殖部浅海育種研究室） 

遺伝子組換え技術講習会 

主催：北海道大学遺伝子実験施設

期間：平成 2 年1月 9 日～1月13日 

・渡辺 ー俊（資源管理部底魚資源研究室） 

平成元年度数理統計短期集合研修

主催：農林水産技術会議 

期間：平成 2 年1月22日～ 2 月 2 日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

カナダ 

日加科学技術協力協定に基づく 

海洋科学技術に関するワークショップ 

期間：平成 2 年 3月10日～ 3月23日 

舞盛研日誌  
(1）おもな来訪・見学者 

農林水産技術会議整備課阪本正実氏外 3名、 

機械・施設整備等に関する打ち合わせ。 

水産庁漁政課横山昌幸氏外 1名、調査船運航

等打ち合わせ。 

北海道大学名誉教授酒井 昭氏、藻類培養細

胞凍結保存の研究指導。 

人事院北海道事務局長平山氏、視察等のため。 

京都大学農学部水産学科大学院生吉川 毅氏、 

藻類培養細胞凍結保存研究研修。 

12. 19 北海道水産部漁場整備課小林敏規氏、研究打

ち合わせ。 

12. 26 札幌大学生物学教室講師工藤利彦氏、藻類遺

伝子マーカー研究打ち合わせ。 

1. 23 根室信用金庫根本氏外根室市青年会議所 7 名、 

水産業の将来方向に関する研修視察。 

1. 31 北海道さけ・ますふ化場根室支場庶務係高石

利美氏外 2 名、庁舎見学。 

2. 5 水産庁漁政課管理班稲見菊郎課長補佐、事務

打ち合わせ。 

2. 6 農林水産技術会議研究開発課大河原庶務係長

外 2 名、事務打ち合わせ。 

2. 20 岩手県南部栽培漁業センター石川 豊氏外 1 

名、ワカメ組織培養およびマツモ人工種苗生

産に関する研究打ち合わせ。 

2. 22 中央水産研究所長能勢健嗣氏、研究業務打ち 

・深野 敬ー（資源増殖部浅海育種研究室） 

平成元年度ジーン・エンジニア養成研修

主催：農林水産技術会議 

期間：平成元年11月 7日～11月17日 

・高木 健治（所長） 

平成元年度第1回幹部研修 

主催：農林水産大臣官房秘書課 

期間：平成元年12月 4 日～12月 9 日 
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合わせ。 

3. 14 マリノフォーラム21利用資源開発研究会佐川

真治氏外 2名、北海道沿岸の未利用資源調査。 

3.17 北海道機船漁業協同組合連合会46名、庁舎見学。 

3. 17 水産庁研究管理官三本菅善昭氏、アワビ研究

問題について調査打ち合わせ。 

3. 29 Northwest Atlantic Fisheries Center, Mr. 

S. A. Akenhead 外 4名日加科学技術協力。 

3. 30 中央水産研究所会計課用度係山寄秀樹氏、帳

簿、金庫検査。 

(2）出 張 

n.7 学術情報センター調査及びデータ記入説明会 

8 出席のため早川事務官札幌へ出張。 

11. 7 冷水域を回遊する魚類及びィカ類の日・年齢 

10 査定法の確立と成長過程の解析のため中村主

任研究官函館へ出張。 

11. 8 放射能調査担当者会議出席のため荻島主任研 

10 究官東京へ出張。 

11.. 13 放流技術開発（ヒラメ）中間報告会出席のた 

16 め南室長鳥取へ出張。 

n・、 13 文部省科学研究費総合研究（B）長期変動シン 

18 ポジウム出席のため柏井部長仙台へ出張。 

11. 15 GSK西日本・北日本底魚合同部会出席のた 

19 め八吹技官折戸へ出張。 

n.17 文部省（東京大学海洋研究所）シンポジウム 

19 出席のため嵯峨室長東京へ出張。 

n.27 平成元年度水産庁研究所庶務・会計担当者会 

29 議出席のため白川係長、千葉係長、竹谷事務

官、半田事務官東京へ出張。 

11. 29 第22回GSKシンポジウム出席及び平成 2年 

12. 1 度マイワシ資源関係調査船調査打ち合わせの

ため和田主任研究官東京へ出張。 

12. 1 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査 

、13 のため渡辺主任研究官、八吹技官北光丸乗船。 

12.4 水産庁研究所企画連絡室長会議出席のため田 

6 中企画連絡室長東京へ出張。 

12.5 平成元年度第 2回中央プロック長期漁海況予報 

8 会議及び、200海里漁業資源調査魚種別研究チー 

ム検討会出席のため和田主任日院官館山へ出張。 

12.6 国立極地研究所シンポジウム出席のため田口 

9 室長東京へ出張。 

12.7 平成元年度沿岸漁業等動向検討協議会出席の 

8 ため大迫部長帯広へ出張。 

12・、 13 北海道水産統計地域協議会出席のため田中企 

14 画連絡室長札幌へ出張。 

12.10 東京大学海洋研究所シンポジウム出席のため 

、14 柏井部長東京へ出張。 

12.17 CONTAX（会話型数値分類パッケージプ 

19 ロプラム）利用講習会出席のため河野技官、 

斉藤技官、早川事務官札幌へ出張。 

平成 2年度いか釣調査検討会出席のため村田

室長東京へ出張。 

平成 2年度さけ・ます調査船連絡会議出席の

ため勝呂船長清水へ出張。 

流れの構造と水産動植物の分布・移動に関す

る基礎研究のため柏井部長京都へ出張。 

文部省科学研究費総合研究（B）平成元年度班

会議出席のため嵯峨室長東京へ出張。 

北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため八吹技官若潮丸乗船。 

文部省科学研究費総合研究（B）平成元年度班

会議出席のため嵯峨室長大磯町へ出張。 

いか類の資源と利用に関するシンポジウム出

席のため村田室長東京へ出張。 

親潮変動・餌料生物調査及び流れ網等調査の

ため川崎室長、河野技官北光丸乗船。 

北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査

のため八吹技官北鳳丸乗船。 

南太平洋公海域における海洋生態系モデルの

開発に関する緊急研究の研究推進委員会出席

のため中村主任研究官東京へ出張。 

平成元年度水産物遣伝資源部門作業部会（WG) 

出席のため坂西技官東京へ出張。 

文部省科学研究費総合研究（B）平成元年度班

会議出席のため嵯峨室長東京へ出張。 

沿岸整備開発事業打ち合わせ及び共激且合支部

運営委員会出席のため佐々木課長札幌へ出張。 

主要魚種の漁獲対象資源の変動要因の解明の

ため和田主任研究官東京へ出張。 

磯焼け対策にかかる打ち合わせのため田中企

画連絡室長札幌へ出張。 

平成元年度指定漁業等調査打ち合わせ会議出

席のため吉田主任研究官札幌へ出張。 

平成元年度指定漁業等調査打ち合わせ会議出

席のため八吹技官札幌へ出張。 

沿岸整備開発事業に関する打ち合わせ及び全

場所長会議・水研所長会議出席のため高木所

長東京へ出張。 

水産庁研究所図書資料担当者会議及び農林水

産技術会議情報資料課担当者会議出席のため

高係長つくばへ出張。 

生態秩序研究打ち合わせ会出席のため南室長

長崎へ出張。 

平成元年度特定研究開発促進事業（対馬暖流

域のサザェ資源）中間報告会出席のため田中

企画連絡室長山口へ出張。 

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。 

11.、 

11.、 

11.、  

12.、  

12.、 

12.、 

12.、 

12.、 

12.、 

12.、 

12.、 



2. 

第5回北方圏国際シンポジ.ウム出席のため柏

井部長、川崎室長 田口室長、田中主任研究

官、荻島主任研究官、河野技官紋別へ出張。 

ヒラメ放流技術開発検討会出席のため南室長

洞爺へ出張。 

平成元年度雌易凱辱鋤果雑（アワビ・ウそJ 

報告会出席のため田中企画潮各室長東京へ出張i 

増殖場造成事業効果調査検討会出席のため町

口技官東京へ出張。 

隊 華岸前期ニシン資源調査打ち合わせのため加 

1eそ賀室長余市へ出張q 

或雌性発生推進会議出席のたお矢野技官野添へ 

W 出張。 

・、16 文部省科学研究費総令研究（B)王成元年度会 
18 議出席のため嵯峨室長東京へ出張 

2. 16 :lt23 鷲器;- 1'気 JiUA’資源調査 

賢 *22 鷲認’伝資源部会出席のため加藤部長東 

2.2123 	 器鷲需I:: i22 

主任研究官札幌へ出張。 

2. 23 北海道周辺スゲ十ウダラ新規加入量資源調査 

3. 3 のためノ、吹技官北鳳丸乗船。 

2 . 243. 20 芸製器『シンの資源調査のため加賀室長探 

I261 霊讐農器紫畿’出席のため酒井 

I261 驚器器蓄談畿讐卵生態の解明の 

2. 2628 雲器 i ') 器器器獣議’ 
3. 2 アカイカ卵稚仔調査及び漁具’漁法開発調査 

31 のため斉藤技官青海丸乗船。 

も 7 ZJ510 t)*製 u1:l票隣鷲慧諜)O) 

3. 710 お c 島二鏡謡慧鷲ま’シス 

、1216 篇慧1轟認器素響驚 

3. 1214 I1fJ 2 $M11iI糞撚9 ( ;Q)0 	0霊 
函館へ出張。 

3. 14 北海道栽培漁業技術開発推進協議会出席のた 

5 17 め加藤部長、南室長札幌へ出張。 

3. 1417 需慧 39II)- >'-器貰鷺 BjO)た 

3. 1516 *O 離器鷲禁器鷲響出 
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貝毒対策事業検討会出席のため加藤部長東京

へ出張。 

マリノフオーラム21大規模砂泥連絡会及び企

画連絡室長懇談会出席のため田中企画連絡室

長東京へ出張。 

共同利用研究のため和田主任研究官東京へ出

張。 

船長会議出席のため勝呂船長、斉藤船長東京

へ出張。 

沿岸整備ヒラメ初期分布生態調査のため酒井

室長博多へ出張。 

北海道特定開発事業推進調査に関する打ち合

わせのため高木所長東京へ出張。 

学会及びカレイ・ヒラメ類初期着底生態に関

する資料収集のため南室長東京へ出張。 

~―~，…~~一~，一~~… 

表紙の説明 

1 	 話題の魚マツカワ 
l 
I マツカワ Verasper moseri Jordan et Gilbert. 

~地方名であるタンタカの方が北海道ではー‘扇 i 
~ある。本種はヒラメに次ぐ高被肩で」i海志瓦~ 

建70讐誓は比較竺よく市場にも出回っていた I 
''J」、 取ユlいよはとAノど見られ,ないh 主か 膚具力担‘】 

i警議2-3D1，を超える事から冷水性カi 
~レィ類の増養殖対象種のーつとして注目を浴びてi 
~ いる。  しかしながら現在のところ

、  本種の分布や ~ 
I生態など基本的な知見が非常に少なく担当する研I 
~究者を悩ましている。 

I なお本研究所に飼育されているマツカワは 4~1 

Lど磐讐4h56cm. 1 重2.8kg-5.Okgのもの~ 
~で大変人なつっこく研究所の人気者になっている」 

‘現在はマスコミ等でいささか人気が先行~マいス！ 

Iが、将来的に北海道とくに道東方面で重要な増養 

~殖対象魚種のーつになることは間違いなさそうで~ 

‘ある。  

1 	（魚介類増殖研究室長 酒井 保次\ 4 
. 
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