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Neocalanus plumchrus (Marukawa, 1921）のコペポダイトV期 
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研究ノ 可ト 

●消化管回転率を用いた焼脚類摂餌量の

推定法について 
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はじめに 

海洋における基礎生産は、海藻の繁る海岸やプレー 

ト開口軸付近における熱水噴出口といった極めて限ら

れた海域を除くと、そのほとんどすべてをOJnun以下

の植物プランクトンが担っており、その大きさ故に基

礎生産者である植物プランクトンを直接利用できるの

は動物プランクトンや一部の魚類に限られている。椀

脚類は体長がO.5~10rnin程の海洋中で も優占する動

物プランクトンであり、同時に も重要な植食者（第 

1次消費者）である。ほとんどの魚類は植物プランク

トンを直接利用できないため、動物プランクトンまた

は動物プランクトンを食べる小型の魚類を補食するこ

とによって間接的に基礎生産を利用できる。したがっ

て、優占する植食者である桃脚類が植物プランクトン

に対してどの様な機能的応答をするかは海洋生態系に

おけるエネルギー収支や魚類生産を考える上で重要な

要因となってくる。 

表紙の写真は釧路沖で採集された四eoCaんnz(.s 

plumchrus (Marukawa, 1921）のコペポダイト V期で、 

親潮水域で優占する焼脚類である。親潮水域は世界で

も有数の好漁場であるが、その漁業生産を支える魚種

は夏季～秋季に親潮水域に索餌回遊するマイワシ、サ

ンマ、サバ等のプランク トン食者であり、N. 

plumchrus は来遊魚種の重要な餌料となっている。 

消化管回転率を用いた桃脚類摂餌量の推定 

20世紀の半ばから現在に至るまで、植物プランクト

ンに対する擁脚類の機能的応答について、数多くの室

内実験がなされてきた。しかしながら実験系内の環境

と現場における環境との間には椀脚類の摂餌に影響を

与えるであろう多くの差異があり、事実、室内実験で

得られた結果と現場において観察される現象の間には

矛盾点がみられることも多い。このような実験室で得

られた結果と現場との間の不一致を背景として、現場

の桃脚類を直接用いた消化管内容物量と消化管回転率

から摂餌量を推定する方法が開発され、この手法を用

いた椀脚類摂餌量の推定が行われるようになってきた 

(Dagg&Grill, 1980 など）。 

ある時点での消化管内容物量（G:ng- animal-1）の変

化は、摂餌速度（I:ng・animal'-time'）から排世速度 

(E:ng-animal'-time'）と消化管内での崩壊速度（B: 

ng-animal' -timeI) を引いた値であり、次式のよう

に表される。 

dG/dt=Iー (E+B)  

ここで dG/dt= 0 であるなら 

I=E+B 	 (2) 

となる。排潜速度は消化管回転率（k:time りと消化管

内容物量（G:ng-animal りの積 

E=kXG 

で定義する。次に消化管回転率が摂餌している、して

いないにかかわらず一定であると仮定するとき、摂餌

を止めた t 時間後の消化管用容物量（Gt）は 

G=G0Xe_kt 

で表される。 (G。は摂餌を止めた時点（t=0）での消化

管内容物量）。消化管内での崩壊速度は何を消化管内

容物量の指標として分析を行うかによって異なるが、 

B=0 の場合（2), (3）より 

J=kXG 

となる。つまり（5）式で表されているように、消化管回

転率（k）と消化管内容物量⑥を求めることによって摂餌

量を推定することが可能となる。 

多くの場合、消化管内容物量を表す指標としてはク

ロロフィルαおよびその分解物であるフェオピグメ

ントが用いられている。これらの色素量は蛍光法によ

って比較的容易に求めることができる。一方、消化管

回転率は椀脚類を流過海水中に移すことによって摂餌

を止め、時間経過とともに排世され減少する色素量を

求めることによって、時間と消化管内容物量の関係を 

(4）式に回帰させて求めることが多い。 

しかしながらこの手法も他の多くの手法と同様に

様々な問題点を持っている。それは大きく（1〉消化管内

容物量（色素量）測定上の問題と（2）消化管回転率測定

上の問題に分けることができる。 

消化管内容物量（色素量）測定上の問題点 

植物プランクトンの現存量の指標とされるクロロフ

ィルαは蛍光法による測定が容易である上、現場の

炭素／クロロフィルα比を求めておくことによって

炭素量にも換算できるため摂餌量の推定にしばしば用

いられている。しかしながら消化管内でのクロロフィ

ルαの分解には不明な点が多い。特にマグネシウム

とフィ トールがとれたフェオフォルバイ ド a より進

んで分解され、蛍光法では測定できない物質になる割

合には種や個体の前歴、餌によって異なることが示唆

されており、その割合として 0 ---99％まで様々な数値

が報告されている。このため何らかの方法を用いて 

（例えば Conover et aL, 1986の生体珪素を利用した

方法）フュオピグメントの崩壊率を求める必要がある。 
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消化管回転率測定上の問題点 

前述したように消化管回転率は、摂餌しているして

いないにかかわらず変化しないとの仮定にたって、摂

餌を止めた椀脚類の消化管内容物（色素量）の減少を

追うことによって求めている。第ーの問題はこの仮定

が成り立つかどうかということである。この問題を解

決する方法として、 14c や 68Ge といった放射性同位

元素でラベルした植物プランクトンを餌として与え、 

続いてラベルしていない植物プランクトンを与えるこ

とによって放射性同位元素の減少を追う方法や、植物

プランクトンからほぼ同じ大きさの動物プランクトン

に餌を変えて色素の減少を追うといったような、摂餌

を止めないで消化管回転率を求める手法が開発されて

いる。これらの実験結果によれば、餌を止めて求めた

消化管回転率は餌を止めないで求めたそれと比べると、 

餌を止めてから一定時間を経過したとき、または餌を

止めた時点での消化管内容物量(G0）の一定の割合以

下にまで消化管内容物量が減ったときに、回転率が低

下し始め、仮定が成り立たなくなることが明らかにな

った。つまり餌を止めてからしばらくの間は(4）式を得

るための仮定が成り立つということであり、船上での

放射性同位元素を用いた実験が事実上不可能な日本に

おいて餌を止めても（4）式が成り立つということは消化

管回転率を求める上で大変都合がよい。そこで、消化

管回転率の減衰が起こる時間 dにおける消化管内容

物量（Gd〉が G。の一定の割合j であると仮定すると 

Gd = G0 Xj 

これを（4）式に当てはめることによって 

d= mi/k 

となる。すなわち jと消化管回転率（k)によって、消化

管回転率の一定である、摂餌を止めてからの時間の長

さ(d）が決まることになる。図1に摂餌を止めてからの

時間と消化管回転率の関係を模式化して表した。 

- k constant phased 

k 	 へ＼ 

d=1a1 	/ 
T I M E 	k 

図1 摂餌を止めた後の消化管回転率の変化 

図 2 に夏季に釧路港内で優占する焼脚類Eur 

ルmora herdmani 雌の摂餌を止めてからの時間と消

化管回転率との関係を示した。図 2から得られた消化

管回転率が一定である dの長さは50--57分で、 J の

値は0.06-0.11であった。従ってE herdmani 雌で

は消化管内容物量（G）が G。の11％以上のデータを用

いて（4）式に回帰させることによって消化管回転率を求  

めることが出来る。 

消化管回転率が常に一定なら現場における摂餌量の 
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図 2 摂餌を止めた後の Eurytemora herdmani消

化管回転率の変化 

推定はかなり容易になるのだが、現実には（ユ）水温、②

光環境・時問、③餌濃度・消化管内容物量、④餌の質、 

⑤椀脚類の前歴といった要因に影響されることが示唆

されている。これらの要因の消化管回転率に対する影

響については様々な実験が行われている。例えば、①

水温については Dam&Peterson, 1988が数種の椀脚類

で行われた実験結果を基に、消化管回転率 k = 0.0117 

+0.001794T (T=temperature, 。 C)、 Q10{2.21を

得ている。(2）光環境・時間については消化管回転率へ

の影響がないという報告がなされている（Head, 1986; 

Durbin et al, 1990)。図 2 m 示した実験は2.0---8.1 

jigchla-lite戸の餌濃度で行われたが、消化管回転率

は0. 044'---0 . 047min1 の間で有意な差はなかった。し

かしながらこういった結果に反する実験結果も報告さ

れており、また①～⑤の要因はそれぞれが他の要因と

影響しあうものであるためこれらの要因を十分に考慮

した実験の設計が必要であろう。 

おわりに 

ここまで消化管回転率と消化管内容物量を用いた摂 

餌量の推定について、その理論と問題点について書い

てきたため、この手法には制限が多く、使いづらいよ

うな印象を与えたかもしれない。しかしながら現場で

実際に摂餌をしていた桃脚類を直接用いて摂餌量を求

めるという点で、その魅力は薄れないと思う。また手

法の容易なことという利点も見逃せない。例えば目標

とする種と海域についての基本的な知見を調べておく

ことによって、ある調査点における消化管回転率と消

化管内容物量を調べるために必要な ship timeは 2-'-- 

3時間程度に節約できる。また消化管回転率を後から 

当てはめることが可能ならば、消化管内容物量を調べ

るための試料は10分程度で採集可能であるから、海域

の基礎生産者がどの様に利用されるかという量的な知

見を得るための、 routine な観測項目となることも可

能であると思える。 

※引用文献は Saito et al., 1991. J. Plankton Soc. 

Japan, Special Vol. (in press）を参照されたい。 

（海洋環境部生物環境研究室） 
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平成 2年度、アワビ・ウニ 

増殖場造成事業 
効果調査検討会議 

平成 3年1月31日水産庁振興部開発課主催の標記の

会議が北水研において開催された。 

当日の参加機関、参加者は14機関・26名と多数の参

加があり盛会であった。 

会議は増殖場造成施設、藻留め施設、底質改善施設

等の効果調査およびアワビ類の初期減耗要因に係わる

調査などの 7課題の報告があり、活発な意見交換・質

疑が行われた。主たる討議内容として、①ウニ増殖場

施設での稚ウニ発生状況についての詳細な調査が必要

ではないか？、②アワビ礁の設置は有用餌料海藻が形

成される時期、場合によっては積極的な海藻種苗の播

種を考慮する必要があること、③藻留め施設の設置場

所、構造はアワビ等の蛸集・滞留を十分検討すべきで

ある…などのいくつかの問題点があげられた。 

なお、会議のプログラムは以下の通りである。 

平成2年度アワビ・ウニ増殖場造成事業 

効果調査検討会議 

プログラム 

1．開会の挨拶 水産庁開発課 

2．北水研所長挨拶 

3．平成2年度調査中間報告及び平成 3年度計画について 

(1） ウニ】北海道浦河地区 

町口裕二（北水研） 

宮本建樹（函館水試室蘭支場） 

(2） アワビ】阿武郡宇田郷地先 

高山繁昭（山口県外海水試） 

(3）河津地区地先型増殖場造成効果調査（アワピ） 

佐々木良（宮城県気仙沼水試） 

(4） 藻留め施設の効果に関する研究 

浅野昌充（東北水研） 

(5）藻留め施設の海藻捕捉効果に関する研究

川俣 茂（水工研） 

(6）底質改善礁の海藻群落形成効果に関する研究

谷口和也（東北水研） 

(7） アワビ類初期減耗要因の解明に関する研究

山川 紘（東水大） 

4．総合討論 

5．閉会の挨拶 北水研資源増殖部長 大池数臣

参加機関】水産庁開発課、山口県外海水試、宮城県気仙

沼水試、気仙沼水産事務所、北海道漁場整備課、日高

支庁水産課、道立函館水試室蘭支場・釧路水試、日高

東部地区水指、日栽協本部、東水大、水工研、東北水研、 

北水研 （世話人代表資源増殖部長大池数臣） 

―研究集会参加報告ー 

北大西洋条約機構、科学部会主催 

[In助idual Cell mdParticle Andysis 

in Ocean磐γゆ勿1に畠席して 
田 口 	哲 

1．口ーマ到着 

ボーイング747の大きな機体は朝早く 6時30分には

ローマの空港に着いた。 

まだ、朝早いのか入国審査を受ける窓口には我々の

飛行機からの乗客しかいないので、手続きに時間もか

らず、いとも簡単に通り過ぎ、その後の税関も機内で

用意した書類を見せるだけで済んでしまった。このロ 

ーマの空港はレオナルド・ダ・ビンチ空港ともフィウ 、 

ミチーノとも呼ばれ、その土地の人が使う名前を知ら

ないと 「ローマ空港」とはどこに書いてあるのだろう

かと迷ってしまうことになる。 

到着ターミナルは一階。大きなトランクを片手で引

っ張り、イタリア国内線乗り換え口へ行くため二階に

昇った。大きな駐車場の上に架かっている歩道コンベ

アーに乗り、それを降りるとイタリア国鉄の空港駅と

なっている。それを右手に見ながら、また歩道コンベ

アーに乗り、階段を降りるとやっと国内線の出発ロビ 

ーに着く。 

まず目についたのが自動小銃を持った警察官二人が

常時警備していることだった。自動小銃を町中で見た

ことのない人間にとっては異様な光景だった。片手は

いつも引金に指を掛けている。いつでも対応できる体

制なのだ。その後、その一人が警察犬を使って警備を

始めた。何かが起こったらすぐに床に腹這いになるこ

とばかり飛行機を待っているとき考えていた。 

ところで、出発前忙しくてイタリアの「リラ」を日

本にいるとき用意して来なかったので、空港の待ち時

問に銀行で「リラ」を買おうと思って、銀行の開業時

間8時30分もとうに過ぎて出発時間10分前まで待って

いたがとうとう銀行は開かなかった。仕方なく両替屋

で「リラ」 を買った。日本円一万円を換えるのに手数

料6,500リラもとられた。とにかくイタリアの現金を

少しポケットにいれ搭乗口へと急いだ。 

すでに搭乗手続きは始まっていた。早速羽田で乗る

バスよりも幅が1.5倍以上も広いバスに乗り、まもな

く満杯となりドアが閉まった。すると大きな音と共に

バスの床がだんだんと上昇していくのが分かった。こ

のバスは乗客が乗りやすいように床が低くなっていて、 

いざ動く時になると床が上がる構造になっている。こ

れは高齢者のための配慮かと思う。 
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2．ナポリ 

目的地ナポリに向かう飛行機はDC-9型の小型な

もので満席ではなかった。搭乗員は男性のスチワード 

ー人。非常時の説明もいとも簡単、その後の機内サー 

ビスも何もない。 

ローマを眼下に見おろしすぐ地中海上に出た。左側

に海岸線を見ながら40分もするとナポリだ。飛行機が

旋回するために丘の上に建っている白い壁の家並が目

に入ってくる。 

滑走路に降りると誰かが拍手をした。飛行機は空港

ターミナルに向かった。このまま着くのかと思ったら

またもとの滑走路に戻り、やっとターミナルに着くか

と思ったら、ターミナルから離れた所に止まり、そこ

からバスでターミナルに連れて行かれた。 

ナポリの空港ターミナルは、釧路空港と同じくらい

の大きさだが施設はやや劣り、建物もきれいではなか

った。荷物を受け取りロビーに出るとカナダの大学院

生が「AS I」 というプラカードを持って到着する人

を待っていた。彼にどのようにナポリ中央駅から国鉄

に乗って会場に行くのか教えてもらった。 

タクシーに乗り、ナポリ中央駅に向かったが道幅は

狭く、人は沢山いて運転者は警笛を鳴らしっぱなしで

ある。だんだんと人混みがひどくなり車の数が多くな

る。 それでも歩行者は止まるわけでもなく、車の前後

を歩いて行く。 よく事故が起きないものだと思ってい

たら、ある街角で警察官が 2-3人事故の処理をして

いるのを見て、やはりと思った。 

突然大きな広場に出た。ナポリ中央駅が見えてきた。 

でも車の量が多くなかなか進めない。 クラクションは

さらに激しく鳴る。とうとう運転手は諦めたようだ。 

車を止め「あそこが駅だ」と言い車のトランクから荷

物を下ろし「いくら」 と聞いたら 「メーターの数宇の

倍だ」 と言い出した。彼は車を止めてもメーターは止

めない。そんなやり取りをしいる間もメーターは回り

っぱなしである。数字は 9千になった。その倍だから 

1万8,000である。「領収書が必要だ」 と言うと1万 

9,000リラと書いている。 ナポリ空港で迎えてくれた

カナダの大学生が「タクシー代は多分3万リラにはな

らないだろう」と言っていたら 2万リラ以下なのだか  

らいいだろうと思い、何も言い争う事なく領収書をも

らい駅まで歩いた。 

3．ナポリ中央駅 

ナポリ中央駅は一階建ての白い建物である。中に入

ると目の前にプラットホームが並び汽車が入っている。 

まず時刻案内板がどこにあるのかなーと探したが見あ

たらない。まだ自分が乗る列車の出発時間まで 3時間

もあるし、腹もすいたので昼食をとることに決めた。 

駅のロビーの一角に 3軒ほど食べるところがあるの

が見える。そのーつはピッレリア（Birreria) と呼ばれ

るピールとそのツマミになるようなものを出すところ

である。もうーつは、タボーラ・カルダ（Tavola 

Calda) と呼ばれる火の通した料理を出してくれると

ころ。もうーつはピッツエリア（Pizzeria) と呼ばれ

る軽食とかファースト・フードを出してくれるところ

である。どうして注文するのかなーとしばらく見てい

ると、売店の横に食券売り場があるのに気が付き、まず

壁に掛かっているメニューを見てそれを伝え、食券を

手に入れてタボーラ・カルダに行きラザニアを食べた。 

さていよいよ時刻案内板と切符売り場を探さなくて

はと思い「どこだ」 と売店の売子に聞いて行ってみる。 

するとそこにはなんと、長い列が何列もあるではない

か。 とにかくその中のーつに並んだ。 

待つこと30分、やっと自分の番になったので目的地

のサプリ（Sapri ）駅までの切符と急行券を求めた。 

1万4,000リラだった。日本の一万円札ほどの大きだ“ 

切符をくれた。15時30分発の急行だからと時刻表を見

たけれども14時過ぎまでの列車しか時刻表に載ってい

ない。しばらく見ていると、突然すべての文字がパタ

穴タと変わっていく。 それで、一番上の列車がでるた

びに新しい列車の時刻が一番下に出てくるのだと分か

り、重いトランクを持ってどこにも行きたいという気

持ちもないのでトランクの上に腰掛けて待つことにし

た。ふと後を振り返って見るとそこは「観光案内所」 

と英語で書いてある所だった。アメリカ人の観光客が

地図をもらいなにかしゃべっている。そこで早速英文

のナポリ市の地図を無料でもらい、それを読みながら

待つことに決めた。 

やっと自分が乗る列車が時刻案内板に出てきた。 と

ころが、ホームの番号を示すところに番号がなく、 

Garib としか書いていない。 当然ホームの番号が出て

くると思っていたので全く面食らってしまった。思い

きって「Garib はどこだ」と聞いたら 「地下だ」 と言

うのである。地下にもホームがあることが分かり階段

を探した。すぐ分かり地下に行くと、さらにホームに

降りて行く階段が 3つ並んでいてそれぞれ両側に番号

が付いている。行き先を書いてあるわけではなく、ど

のホームに降りてよいのか分からない。 回りを見渡す

とまた切符売り場があったので「サプリに行く急行は 



何番から乗るのだ」 と尋ねたら「 2番線だ」 と教えて

くれた。 

ホームに降りると中は大きな空間となり、電車が入

る線路が 4本ある。時間があるのでステンレス・スチ 

ールの網で出来ているどちらからも座れる折りたたみ

式のイスに座って本を読みだした。回りには東洋人は

全く見あたらない。視線を感じながら本を読んでいる

と大学生らしい若い男性が座った。何回もノートを読

み直している。 どうやら勉強をしているらしい。多分

英語が出来るのではと思い話しかけたら「少ししか出

来ない」 という返事が返ってきた。サプリに行くのに

はこの 2番ホームで待っていればいいのですかと聞い

たら「そうだ」 と教えてくれた。 

いよいよ電車が入ってきた。今まで静かに待ってい

た人が急にキョロキョロして走りだした。それはどの

車両を見ても混んでいるためだと分かった。私は重い

トランクを持っているので走ることが出来ず、成るよ

うにしか成らないと決めた。自動のドアが開き、人が

降りてきた。まだ降りる人がいるにもかかわらず、す

でに乗り込む人がいる。なんとなく席を取ろうとあせ

っているように思えた。空港で乗ったバスとは大きな

違いで、この電車の階段は30センチはある。日本とは

違ってホームが低いのでなおさら乗るのに大変だ。や

っとの思いでトランクを載せて乗り込んだ。 

4，エスプレッソにてサプリへ 

この急行に乗る前に向いのホームに入ってくる地下

鉄を見ていたら普通の座席となっているので、そんな

車両を期待していた。いわゆる 6人掛けの小部屋式に

なっている車両だった。もちそん空席はなかった。座

席指定券を買っておけばよかったと思っても後のまて） 

り。でも通路に入ると各部屋の入り口の向い側の窓の

下に折りたたみ式のイスがありそれに人が座っている

のが見えた。空いている所を見つけてとにかくそこに

座ることに決めた。でも大きなトランクを入れる柵も

空いていないので仕方なく通路に置いた。人が通る度

に立ってよろけるようにして人を通さなくてはいけな

いのにはまいった。 

「水とサンドイッチはいかがー」 と売子がきた。両

手にプラスチックの袋にミネラルウォーター、ペプシ

コーラ、サンドイッチを入れて売っている。驚いたこ

とに先ほどの Garibardi（ガリバルデ乗り場）のホー 

ムで売っていた同じ男性であった。明らかに私設の売

子である。ちょうど向いの若い男性がペプシコーラを

買った。私も買うことに決めた。2,000リラだった。 

その男性が英語で2 ,000リラだと教えてくれた。 

ペプシコーラをすすりながら車窓からナポリの町並

みを眺める。遠くのベスピオ火山（Vesvius)に雲がか

かっているのが見える。子供の頃からよく知っている

火山だ。 そんな思いに更けながらしばらく見ていた。  

列車が曲がり見えなくなってからは家並ばかり見ていた。 

この国鉄は旧都市の間を縫って造ったものだろうか。 

電車と線路の脇に立っている建物に手ば触れることが

出来るくらいごく近い。しかも線路に合わせたという

感じでなく、線路を造るためにそこにあった建物を線

路の幅だけ切り取ったという感じである。とにかく一

軒家は全くない。見なれないビルディングでその中を

区切ってアパートにしている。洗濯物は窓から堂々と

干してある。レンガ建ての家はみな相当古いように見

える。そうこうするうちに、外の景色が少しずつ田園

風になってきた。 

30分位して初めての駅に止まった。「次の駅は何々

です」 と案内があるわけでもなく、静かに止まりしば

らくするとまた静かにドアが閉り動き出す。駅名もよ

く注意していないと分からない。乗ってきた人みなあ

まり豊かそうではない田舎の人という感じである。そ

れでも女性は小さい子供までもが金のイヤリング、指

輪、ネックレスをしている。よっぽど東洋人の私が珍

しいのだろう、よくよく見られているのが感じられる。 

この列車は急行だと聞いているけれども、サプリに

止まるとは列車の乗客にも確かめたわけでない。早く

車掌が来ないかなーと思っていたらやっと来た。車掌

は私の切符を見て何も言わないので間違いないだろう

と思った。それでも念のため聞いたらイタリア語で早

口で言われたので戸惑ってしまった。そうしたら、先

ほどの男性が英語で「そうだ」 と助けてくれた。 

イタリアの鉄道はほとんどが国鉄である。「オリエ

ンタル・エクスプレス」のような映画に出てくる列車

は「ユーロシティ」 と呼ばれる欧州横断急行で国際列

車である。この他に国際列車としてはョーロッパの主

要都市間を結ぶインターシティ（Inter city）と呼ば

れるものがある。イタリア国内の主要都市を結ぶ特急

はラプド（Rapido) と呼ばれ急行料金が必要だ。私

が乗ったのはエスプレツソ（Espresso) と呼ばれる

急行列車で目的地のサプリに止まるがラプドは止まら

ない。急行と言っても急行料金を必要としないのがよ

い。 この他には準急にあたるディレツト（Diretto) 

と呼ばれるものがある。 日本の各駅停車の鈍行にあた

るものはローカレ（レxale）と呼ばれる。とにかく

自分の乗った列車がラプドでなく目的地のサプリ駅に

止まることだけは分かったので17時30分頃に着く駅に

注意していなくては（あと 2時間がかかると言われて

きたので）と思いながら車窓から外を眺めていた。 

次回はサプリ駅到着からを予定。 

（海洋環境部生物環境研究室長） 



研究集会参加報告 

カレイ類の生態に関する国際

シンポジウムに参加して 

南 卓 志 

カレイ類の生態に関する国際シンポジウム（Inter・ 

national Symposium on Flatfish Ecology) が 1990年 

11月19-23日にオランダの TEXEL 島にある Nether・ 

lands Institute for Sea Research (NIOZ）で開かれ、 

筆者は科学技術庁国際研究集会の派遣として参加する

機会を与えられた。 

カレイ類は、世界中の漁業にとって重要な対象のー 

つであるにもかかわらず、この種の国際集会は開かれ

ていなかった。今回、このシンポジウムを企画したの

は Beverton,R. J. H., Veer, Henk. w. van der, 
Berghann, Rudiger, Rijnsdorp, Adriaan, D, co 4名で.. 
Bevertoil さんとは、、あの有名な、方である。あとの 

3名は若手研究者といえる人達であるが、それぞれカ

レイ類の生態に関する研究では既に国際的な人達であ

る。今回のシンポジウムの牽引役を果したのは Veer 

さんで世界中からカレイの研究者をオランダに集めて

しまう、という永年の夢を実現させた。彼は1988年に

既に来日したことがあり、当時筆者は新潟の日水研に

勤務していたが、ここへも訪れてくれていた。その頃

から彼はこのシンポジウムの企画を持っていた。 

シンポジウムの会場となった NIOZ へは、成田、 

ロンドン、アムステルダムと飛行機を乗り継ぎ、アム

ステルダムからオランダの北東部の北海に面したデ

ン・ヘルダーまで列車で、さらにフエリーでテクセル

島へ渡ってたどりついた。およそ20時間ぐらいかかっ

ている。テクセル島は、夏ならばリゾート地として観

光客でにぎわうらしいのだが、この季節はひっそりと

して、フエリーの乗客は地元の人ばかりの様子であっ

た。海はプレイスの研究で有名な北海の Wadden 

Sea． 広々とした海岸が続いているがおそろしく風が

強い。トランクごと吹き飛ばされそうになりながら 

NIOZ にたどりついた。 

シンポジウムへの参加者は、アメリカ、イギリス、 

ドイツ、フランス、オランダからは多数、デンマーク、 

スウェーデン、ベルギー、スペイン、南アフリカ、エ

ジプト、メキシコ、韓国等、約120名に達した。日本  

からは京大の田中 克さん、日水研の藤井徹生さん、 

後藤常夫さんと私の計 4 名。面識があるのは Veer さ

ん（オランダ）,Berghan さん（ドイツ）,Chain・ 

bersさん（カナダ）ぐらいなものだが、論文のやり

とりや、著者として名前を知っている人はたくさんお

り、対面するのがたのしみでワクワクした。 Henk 

(Veer さんのこと）など、私の姿をみるなり大げさ

なゼスチャーで「遠くからよくたどりついたなグ」と

とびついて歓迎してくれたし、オヒョウの研究者の 

Trumble さんは、初対面にもかかわらず、「お前のこ

とを、ターキー、 と呼ぶから俺のことをボプと呼ぺ」 

とすっかりうちとけてしまった。 もっとも私は再三彼

のことを、ケント、 と呼びそうになってしまった。T 
Vタレントのケント・デリカットさんにそっくりだっ

たからである。 

シンポジウムは 5 日間にわたって行われ、口頭発表

とポスター発表合わせて88題、それらは生活史パター 

ン、浮遊期、底生期、成魚期及び漁業、摂餌と代謝、 

魚病と汚染の影響等 6つのトピックスに区分され、さ

らに、生活史パターン、年齢（日齢）査定、採集用器

具と採集方法、データ解析等のワークショップによっ

て構成されており、連日朝 9時から夜遅くまで続けら

れた。さらにコーヒープレイクのあい間もあちこちで

討論がくりひろげられたので、文字どおり 、カレイづ

け、の 5日間ということができる。 

講演の折には、長老 Beverton さん（英）は、 前

列に陣どって、講演に対して質問をあびせ 

IGOOD.ク」とか「 	！？」とか声を発して今なお精 

力的に活躍しておられることを実感させられた。彼の

総括講演はカレィ類のみならず漁業資源研究を総括し

た内容ですさまじい気迫が感じられるものであった。 

もっとも詳しい内容は私には理解できない程盛りだく

さんで早口であったのだが。 Beverton さんと研究課

の嶋津靖彦さんは、ロン、 と 、ヤス、 と呼び合う仲だ

そうで、しきりに日本での出会いをなつかしがってお

られた。 

講演、ワークショップ、ポスター発表を通じて印象

に残ったのは、仔魚の耳石の日周輪の解析に関する研

究の発展で、アメリカの Dean さん，Sogam さん， 

ドイツの Karakiri さん等によって Winter Flounder 

や Plaice の仔稚魚の生態に関する研究が耳石を用い

てすすめられていた。日本からの発表の田中さん、藤

井さん、後藤さんのものも耳石の日周輪解析に基づく

データを用いたものであり、このような研究内容の発

展ぶりはあらためて目をみはるものがあった。 

私の印象に残った発表をいくつかあげてみると、 

Roff さん（カナダ）は、成熟年齢、成熟サイズ、寿

命等、生活史のパラメーターを比較する中で、進化と

適応戦略について検討を加えた。同じくカナダの 



Chambers さんは，Winter Flounderの室内飼育と

野外採集調査から変態完了の時期とサイズの種内変異

を追跡し、加入に与える影響との関係を論じた。この

テーマは、ヒラメについて私が、魚類の初期生活史に

関する国際シンポジウム（ベルゲン），で発表したも

のと同じで、彼とはペルゲンでいろいろ情報交換をし

た仲である。彼は、私の研究や、京大の青海忠久さん、 

日水研の福原 修さんの研究に大変興味を示しており 

、「日本へ行って彼らにも会いたい」 と言っていた。ス

ウェーデンの Pihlさんは、方形枠の落とし網を考案

して plaice の成育場での定量的採集を行い、緑藻類

が繁茂している海域には、 Plaice の稚魚は分布しな

い事をつきとめた。この採集方法は初めて知ったもの

で、岩礁地帯や藻場での採集には効果的だとのことで

ある。Kamermans さん（オランダ）は、Plaice による

二枚貝（Macoma baIlhim）の水管の捕食が、マコマの

摂餌パターンを変えてしまうというフィールドでの調

査結果を発表した。 

全体的に見れば、カレイの研究について私がこれま

でに把握していた世界の動向以上に今回のシンポジウ

ムによって飛躍的な展開が示されることは少なかった

が、世界の各地でカレイ類の生態に関する数多くの研

究が行われ、データが着実に蓄積されつつあることを強

く印象づけられた。これらは今後、海域間の比較を可能

にし、海域の特性を明らかにする方向へ進むであろう。 

今回のシンポジウムは、カレイ類の生態にだけテー 

マが絞られていたが、近接する諸分野を含めた企画が

たてられれば、さらに生理的、生化学的側面における

近年の研究の進展を含め、より新しい研究の指針を検

討することができると思われた。生態的側面にテーマ

を限っては、もうやってゆけない段階に、カレイ類の

研究は達していることは明白である。また、カレイ類

の研究では実績があるソ連やノルウェーの研究者は、 

今回参加しておらず、デンマークからの参加者も少な

かった。これらの国における研究の動向も知りたいと

ころである。日本からの参加は 4名だけであったが国

内にはさらに多くのカレイ類研究者が多様な研究を行

っている。これらも広くアピールしてみたい。筆者は、 

日本で現在進行中の「バイオコスモス計画（大型別枠

研究）」での浅海域生物制御サプチームにおいて、カ

レイ・ヒラメ・ウシノシタ類の生態についての研究が

すすめられていることをPRしたが、次の機会にはそ

ろって成果を発表できたらよいと思っている。 

今回のシンポジウムに発表された論文は、 NIOZ 

のジャーナルである Netherlands Journal of Sea 

Researchにプロシーディングとして掲載される予定

で、発行は今年 5月をメドとしている。 

研究発表以外にもパーティーや、Flatfish Compe・ 

tition、 というゲームが行われ、深夜まで飲んだり踊っ  

たり、また Texel 島の繁華街にある中華レストラン

での、シンポジウム・ディナー、は楽しいものであった。 

Veerさんらは、第 2回のカレイ類の生態に関する

国際シンポジウムの開催にも意欲を示しているので、 

その実現を期待したい。国内のカレイ類研究者は、是

非、新しい研究成果をもって参加する準備を行ってほ

しい0 

後に、筆者が今回の国際シンポジウムに参加する

にあたって多大な援助と尽力をいただいた科学技術庁、 

農林水産技術会議、水産庁研究課の担当官の皆様、北

水研の田中企連室長に感謝いたします。 

（資源増殖部浅海育種研究室長） 

Nil FR （水産業関係試験研究知識情報
ネットワーク）の導入について 

「郵便よりすばやく、電話より正確に」がパソコン

通信のメリットといわれています。その機能を水産研

究所の研究業務・事務処理にいかせないか、というの

が NIIFR 構想です。 

この構想は水産庁研究課で話が持ち上がったそうで

すが、平成 2年10月の NHFR 担当者打ち合せを経て 

12月に必要機器を購入し、このほど実現されました。 

NHFR の代表的な機能としては、電子メールと電

子掲示板があります。 

電子メールはその名の通り端末から端末へ宛先を指

定して、手紙のように文書ファイルを送ることができ

る機能で、事務連絡等に便利でしょう。 また、送信・

受信にはプリントアウトを必要としないので、経費や

時問の節約にもなります。北水研は札幌のNTTPC 

ネットワークのアクセスポイントと送受信するわけで

すから、他の水研や水産庁に直接ファクシミリや郵便

物を送るより送料も安くすむわけです。 

電子掲示板とはューザーが自由に見ることのできる

ファイルの掲示板のことです。もちろん自分で書き込

んだり、掲示しているファイルを自分のフロッピーな

どにダウンロードすることができます。これは研究所

間の研究データの共有などに大変重宝するのではない

でしょうか。 CUG（クローズド・ユーザーズ・グルー 

プ）というグループを組んで契約をすれば、グループ

のメンバーしか見ることのできない掲示板も作れます。 

以上の二つの他にも様々な機能をそなえていますが、 

初のうちはパソコン通信に慣れることを兼ねて、手

のつけることができることから始めて行きたいと思っ

ています。 

（企画連絡室情報係早川研吾） 



会議情報 

平成 2年度スケトウダラ新規加入量資源調査会議

日時】平成 2年12月12日 9 】 30-'-17 : 00 

場所】北水研会議室 

議事】 

1．講演 

(1）計量魚探による底魚資源調査とその問題点 

飯田浩二（北大水産） 

2．話題提供 

(1）樺太西岸のスケトウダラの産卵期にてル・て 

夏目雅史（稚内水試） 

②標識放流による根室海峡のスケトウダラの資

源量推定（中問報告） 三宅博哉（釧路水試） 

(3）スケトウダラ稚仔魚移送における岩手県沿岸 

の海洋条件 	高杉 知（岩手水試） 

(4）金華山海域におけるたら類未成魚の分布と成長 

児玉純一（宮城水試） 

⑤南東ベーリング海におけるスケトウダラ群の

食物要求量の試算 西山恒夫（北海道東海大） 

(6）水中テレビカメラによるスケトウダラ幼魚の 

観察 	 北川大二（東北水研八戸） 

奥山勇作（岩手水試） 

⑦但州丸・わかたか丸によるスケトウダラ調査 

結果 	 稲田伊史（東北水研八戸） 

平川英人（福島水試） 

(8）スケトウダラ新規加入量調査結果の概要

渡辺一俊（北水研） 

八吹圭三（ 刀 ） 

潰津友紀（ " ) 

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、宮城県水試、岩手県水試、北海道

東海大、北大水産学部、東北水研八戸支所、 

北水研 

1990年度GSK北日本底魚部会 

ョ時：平成元年12月13日 9 : 30---17 : 00 

14ョ 9 : 30-12 】 00 

場所：北水研会議室 

議事】 

1．話題提供 

(1）三陸北部沿岸におけるヒラメの年齢・成長及 

び成熟 北川大ニ・石戸芳男（東北水研八戸） 

桜井泰憲・岡本浩明（北大水産） 

福永辰臓（日裁協） 

(2）日本海武蔵堆海域のマダラの年齢と成長 

三宅博哉（釧路水試） 

(3）ポーランドにおいて開催されたスケトウダラ

ワークショップに関しての報告 

西村 明（遠洋水研） 

(4）北部日本海スケトウダラ産卵群の年齢組成に

みられる地域差とその原因 

宇藤 均（函館水試） 

(5）ケガニの配偶行動 佐々木潤（釧路水試） 

⑥道東海域の深海性十脚甲殻類について 

駒井智幸（北大水産） 

(7）タラ目魚類の系統分類 

遠藤広光（北大水産） 

(8）メバル類数種の初期生活史 

永津 亨（日水研） 

(9）金華山～常磐沖のタラ類の春・秋の分布様式に

ついて 稲田伊史・石戸芳男（東北水研八戸） 

⑩道東太平洋海域での底魚類の分布 

渡辺一俊・八吹圭三

潰津友紀（北水研） 

2，部会運営に関する協議 

参加機関 

北海道立中央・網走・稚内・釧路・函館水試・同

室蘭支場の各水試、宮城県水試、北大水産学部、 

東北水研八戸支所、日水研、遠洋水研、北水研 

平成 2年度イ力類資源・漁海況検討会議 

（第21回ィカ類資源研究連絡協議会） 

日時】平成 3年 3 月7日 9 :30-8日13 : 00 

場所】札幌市 

議事】 

1．平成 2年度イカ類資源漁海況の経過報告 

①日本海のスルメイカ 

(2）太平洋のスルメイカとアカイカ 

2．特別講演 

日本海におけるいか類の資源と利用 

笠原昭吾（日水研） 

3．研究発表 

①外套膜が短いスルメイカ 

鷹見達也（中央水試） 

②九州西岸域における秋季スルメィカ稚仔の出 

現と分布 	 後藤常夫（日水研） 

③低温保持法によるスルメイカの体計測と個体

識別飼育による摂取量と成長関係の解析 

桜井泰憲‘池田譲・清水宗敬

島崎健二（北大水産） 

④スルメイカの簡便な成熟度判定基準の設定 

池田譲・桜井泰憲

島崎健二（北大水産） 

⑤道東海域で底曳網により漁獲されるスルメイ 

カの分布と豊度 	中田淳（函館水試） 

9 



⑥岩手県南部沿岸域におけるスルメイカの漁獲

量の日変動について 山本裕（岩手県水試） 

⑦八戸港における近海釣りスルメイカの銘柄別

水揚げ量について 

山口聞常（東北水研八戸） 

⑧日本海（沖合域）スルメイカ漁獲量のベイズ

予測モデル 

山田陽巳（海洋水産資源開発センター） 

平松一彦（遠洋水研） 

⑨日本海におけるスルメィカ秋生まれ群資源の 

変動要因 	安達二郎（島根県水試） 

⑩アカィカの日周垂直移動と光との関係

中村好和（北水研） 

⑩ニ連式釣り針によるアカイカの漁獲試験

谷津明彦（遠洋水研） 

⑩アカィカ釣り漁場における資源動向について

鈴木史紀（青森県水試） 

4斜申奈川県沿岸のヤリイカについて 

久保島康子（神奈川県水試） 

⑩ャリイカの食性について 

佐藤雅希（山形県水試） 

⑩東シナ海ケンサキイカ漁場調査結果について（2) 

清水拘道（神奈川県水試） 

⑩佐賀県玄海域におけるアオリイカの漁業と生

態について 異儀田昭弘（佐賀県玄海水試） 

⑩中部熟帯太平洋で採集されたアカイカ科幼稚仔

窪寺恒己（国立科学博物館） 

⑩アカィカ科 3種の平衡石を用いた日齢査定の

可能性について 

魚住雄二（遠洋水研）・中村好和（北水研） 

谷津明彦（遠洋水研）・芝 千景（東海大） 

(1) Outline of Squid Fishery in Thailand 

（タイ国のイカの漁業のあらまし） 

C. Chotiyaputta （東水大） 

⑩ 199O年ペルー・メキシコとのアメリカオオア

カイカ共同調査 

贋川浩（海洋水産資源開発センター） 

4．平成 3年度の調査・研究計画 

参加機関 

北海道立中央・函館・釧路水試、青森・秋田・山

形・新潟・富山・石川・福井・鳥取・島根・佐

賀・鹿児島・岩手・神奈川の各県水試、北大水産

学部、北大おしょろ丸、東水大、国立科学博物館、 

海洋水産資源開発センター、漁業情報サービスセ

ンター、全国いか流網漁業協会、函館製網船具 

K.K... KSJ、水産庁沖合課、東北水研八戸支

所、日水研、遠洋水研、北水研 

平成 2 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 3年3月19日 9:00-47:00 

場所：北水研会議室 

議題： 

1．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 

2．平成 3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計画にてル・て 

(1)200海里、漁海況、水産生物生態調査補助金 

及び委託費の予算について 

ロn00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）大臣許可に関わる漁獲報告書について 

4．平成 3年度北水研、道水試調査計画及び調査 

船運航計画について 

5．平成 3年度資源、海洋関係諸会議の開催予定 

について 

6．北水研、道水試の関与する諸事業についての 

情報交換 

(1目ヒ水研が実施する漁業資源・海洋調査等に関 

する情報 

①資源関係 

・マイワシ資源緊急調査 

・底魚類資源調査 

・アカィカ特研

②海洋関係 

・海洋大循環（科技庁）及びバイオコスモ

ス（大型別枠） 

・日加、日ソ国際共同研究プロジェクト

③その他 

・長期予測高度化技術開発試験 

・沖合漁場等再開発基礎調査（北見大和堆） 

・対馬暖流域の磯焼け漁場における生物の生理・

生態学的研究（特研） 

(2）道水試が実施する漁業資源・海洋調査等に関

する情報 

・資源培養管理対策推進事業 

・北海道・サハリン間の水産研究交流等について 

・資源・海洋調査研究に関するその他の情報 

7．その他 

(1比海道区水産業関係試験研究推進会議と、当

会議及び漁況予報会議との関係について 

（検討事項） 

参加機関 

北海道漁業調整事務所、札幌統計情報事務所、北 

海道立中央・函館・釧路・網走・稚内の各水試、 
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北水研 

第 4 回資源解析シンポジウム「個体および個体群の成

長について」 

日時】平成 3 年 3 月20日 9 : 30-17 : 30 

場所】北水研会議室 

議題： 

1．講演 

(1）魚類生活史への定量的アプローチ 

北原 武（東水大） 

(2）マダラの年齢と成長、成熟および繁殖特性、 

特に繁殖行動の特徴について 

桜井 泰憲（北大水産） 

2．話題提供 

(1）スルメイカの成長解析における平衡石の利用

中村 好和（北水研） 

(2）サロマ湖産クロガシラカレイの年齢と成長

石野 健吾（網走水試） 

(3石狩湾におけるヒラメの 適放流サイズについて

富永 修（中央水試） 

(4）仙台湾沖の底生魚類群集における食物網の構

造と資源利用パターン 

山村 織生（北大水産） 

3．総合討論 

参加機関 

東京水産大学、北海道大学水産学部、北海道立中

央、釧路、網走、稚内の各水試、北水研 

研究談話会 

第39回 

日時】平成 3 年1月10日 16 : 00-17 : 00 

場所：北水研会議室 

話題提供】水産学への免疫学的手法の導入

話題提供者：原 彰彦（北海道大学助数授） 

第40回 

日時】平成 3年 2 月 7 日 13 : 00-17 :00 

場所：北水研会議室 

話題提供及び話題提供者】 

1. 1) The Northern Cod Science Program 

2) Numerical modeling of the Labrador Current 

	J. A. Helbig (Northwest 

Atlantic Fisheries Center) 

（北太平洋のタラに関する研究プロジェ

クト・ラプラドル海流の数値モデル） 

2. Interarnnual Variability and Fish Recruitment 

in the North Atlantic 

	R. A. Myers (Pacific  

Biological Station, Departm-

ent of Fisheries & Oceans) 

（北太平洋における環境の経年変動と魚

類資源の加入） 

3. Long-period oscillations in upwelling favorable 

winds and fish production off the west coast of 

North America 

	D. M. Ware (Pacific 

Biological Station, Departm 

ent of Fisheries & Oceans) 

（北米西岸における湧昇に好適な風の 

長期変動と魚類生態） 

海洋環境ゼミナール 
	ノ 

第30回 平成 3年 2 月15日 16 : 00--J7 : 00 

1990年ソ連200海里水域内における海洋構造 

	・・川崎 康寛 

第31回 平成 3 年 2 月22日 16 :00～ユ7 : 00 

1990年 8 月～ 9 月北光丸ソ連200カイリ内観測結果より 

1．水系分布 	 河野 時慶 

2 ．植物プランクトンサイズの空間分布 

	田口 哲 

3．表層混合層内の動物プランクトン水平分布 

	斎藤 宏明 

第32回 平成 3年 3 月13日 15 : OO---17 :00 

1. '5N トレーサー実験による海洋の基礎生産 

過程の解析 	東大海洋研 神田 穣太 

2 ．春季大槌湾における微小プランクトンの消長 

東大海洋研 津田 敦 

／ 	 、 

資源学談話会 
、 	 ノ 

第 7 回 平成 2 年10月 9 日 15 : 00- 

マイワシの光周期、温度処理実験について 

	松原 孝博 

第 8回 平成 2 年10月23日 16 :00~ 

「コガネムシ上科・卵巣の比較形態」 

	演津 友紀 

第 9 回 平成 2 年11月 6 日 15 】 00-- 

ホッケの年齢査定について 	八吹 圭三 

10回 平成 2 年11月19ョ 15 : 00- 

日ソ漁業専門家・科学者会議のあらまし 

	渡辺 一俊 

第11回 平成 2 年11月27日 14 : 00~ 

浮魚類の資源変動と気候変動 

	川崎 健 教授（東北大学農学部） 

八吹 圭三 
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第12回 平成 2 年12月 5 日 15: 00- 
マイワシの摂餌量と成長量に関する予備的研究 

	本田 

第13回 平成 3 年1月10日 15 : 00~ 

紹介論文題名 

Deangelis, D. L. and R. M. Cushman (1990). 

Potential application of models in forecasting the 
effects of climate changes on fisheries. 

Trans. Am. Fish. Soc., 119: 224-239 
	和田 時夫 

第14回 平成 3 年1月24日 15 : 00- 
北海道・三陸太平洋海域における、イカ類 4 種の分 

布環境の違い 	斎藤 和範 

第15回 平成 3 年 2 月1ョ 15 : 00~ 

Stock fluctuation of Japanese sardine 
	和田 時夫 

第16回 平成 3 年 2 月20日 15: 00へ

紹介論文題名 

Rosenberg, A. A, G. P. Kirkwood, J. A. Crombie 

and J. R. Beddington (1990) 
The assessment of stocks of annual squid species 

Fish. Res. 8: 335-350 	 ・・・中村 好和 

第17回 平成 3 年 3 月11日 15: 00-- 

マイワシの成熟に対する光周期、温度処理の影響 

	松原 孝博 

第18回 平成 3 年 3 月26日 15 : 30- 
道東太平洋海域におけるスケトウダラ再生産関係解

明へのステップ その1 
演津 友紀 

共 同 研 究 

・渡辺研太郎（国立極地研究所助手） 

'Dave Garrison（カリフォルニア大学サンタクルス校教授） 

・工藤 栄（東京大学理学部大学院生） 

共同研究内容：海氷域における低次生産の生理生態 

学的研究 

共同研究先：海洋環境部生物環境研究室 

共同研究期間】平成 3 年 3 月 2 日～3 月 5 日 

・神田 穣太（東京大学海洋研究所海洋生物化学部門） 

・津田 敦（東京大学海洋研究所プランクトン部門） 

共同研究先】海洋環境部生物環境研究室 

共同研究内容】紫外線増加が植物に及ぼす影響に関

する研究 

共同研究期間】平成 3 年 3 月11日～ 3 月18日 

国 内 研 修 

・津野 敬一（資源増殖部浅海育種研究室） 

研修目的】ミトコンドリアDNAのクローニング、シ 

ーケンシング及びPCRによる多型解析

研修先】養殖研究所 栄養代謝部代謝研究室

研修期間】平成 2 年10月 1ョ～12月28日 

・早川 研吾（企画連絡室情報係） 

研修目的】平成 2 年度北海道地域公立試験研究機関図 

書資料関係職員研修 

研修先：北海道農業試験場 

研修期間】平成 3年1月29日～1月30日 

受け入れた研修 

・原 彰彦（北海道大学水産学部助教授） 

共同研究内容】マイワシの脳下垂体成長ホルモンの 

精製技術の開発に関する研究 

共同研究先：資源管理部浮魚資源研究室 

共同研究期間】平成 3 年 1月 4 日～1月15日 

・Dr. J. A. Heib唱（北西大西洋漁業センター） 

・Dr. R. A. Myers （北西大西洋漁業センター） 

・Dr. D.M Ware （太平洋生物研究所） 

共同研究内容：親潮とラプラドル海流域の比較研究

共同研究先：海洋環境部海洋動態研究室、生物環 

境研究室、資源管理部浮魚資源研究 

室 

共同研究期間】平成 3 年 2 月1日～ 2 月 8 日  

・石崎 裕之（網走支庁網走中部地区水産技術普及指 

導所） 

研修目的】資源解析（大型生物）方法について 

研修先：資源増殖部魚介類研究室 

研修期間：平成 2 年10月1日～11月30日 

海 外 出 張 

・南 卓志（資源増殖部浅海育種研究室） 

出張先】オランダ 

出張目的】異体類の生態に関する国際シンポジウム出席

出張期間】平成 2 年11月17日～11月25日 
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平成 2年10月～3年 3月 

刊行年月 
	

表 
	

題 

2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 資料ぬ21) 

2年10月 北水研ニュース No40 

3年3月 北海道区水産研究所技術報告 第2号 

3年3月 北水研ニュース 恥41 

3年 3月 北海道区水産研究所研究報告 第55号 

3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（平成元年度） 

10. 1 

主な来訪・見学者 

10. 2 国立科学博物館宮崎信之氏表敬訪問。 

10. 3 釧路支庁水産課長中島裕光氏他1名、「ポス

ト北洋を考える」 シンポジウム企画打ち合わ

せのため0 
10. 8 釧路白樺台小学校（ 3年生）70名所内見学。 

10. 5 北海道企画振興部（海洋開発担当）口石幸範氏

他1名、北海道釧路支庁地方部振興課吉野照光

氏、沖合養殖システム及び道東沖合魚種、並び

に北水研研究内容について打ち合わせのため。 

10. 20 水産大学校長青山恒雄氏、北水研施設の視察

のため。 

10. 24 北海道食料事務所所長大住借成氏他 3名、北

水研見学。 

10. 25 水産庁資源課海洋開発センター米盛保氏他 2 

名、北見大和堆海域総合開発調査打ち合わせ

のため。 

10. 31 科学技術庁官房会計課予算第 2係長藤井恭則

氏他一名、北水研研究内容見学。 

11.5 釧路市役所水産部長清水富士雄氏、道立釧路

水試漁業資源部長小林 喬氏、合弁事業「カ

ムカイドウ」と関連したカムチャッカ・チン

ロ所長の来釧計画及びカムチャッカ沿岸水域

における資源調査に関する経過報告及び意見

交換のため。 

11. 27 東北大学農学部教授川崎健氏他一名、資源学

談話会講演及び研究打ち合わせのため。 

11. 28 水産庁研究部長水谷 宏氏及び研究調整班長

末永芳美氏、北水研職員との研究懇談のため。 

11. 30 片無去小学校P TA 15名、 北水研施設見学。 

12. 10 カムチャッカ・チンロ所長セリフォーノフ博 

3 .31 
	

士及び魚類研究室長サゾーノフ博士、北水研 

見学。 

1. 8 北海道水産部漁政課新原義昭氏、北海道立中

央水産試験場海洋部長小笠原惇大氏他3名、 

サハリン・チンロと北海道との交流について

の打ち合せのため。 

2. 6 中央水産研究所漁業管理研究室長近藤恵一氏

北水研表敬訪問。 

2. 13 札幌統計情報事務所松本 武課長補佐、曽山

達也係長、北海道漁業調査事務所坂内 裕技

官、沖底漁獲成績報告書審査のため。 

2. 18 水産庁研究部参事官原 武史氏、北水研職員

との研究懇談のため。 

2. 21 十勝水産振興協議会会員、十勝支庁水産課長、 

十勝地区水産技術普及指導所長、他8名北水

研視察のため。 

2. 28 北海道栽培漁業総合センター宅見俊司氏、北

水研見学のため。 

3. 12 根室青年会議所国際水産都市推進室長佐藤敏

三氏他 3名、北水研海洋環境部の研究概要・

親潮の研究及び国際研究協カの現状と計画に

ついて打合せのため。 

3. 15 水産庁研究課長片山正宜氏、北水研職員と水

産行政と研究の今後について意見交換のため。 

3. 22 水産庁研究部研究課大塚管理班長、藤橋経理

係長、庁舎等施設視察及び管理事務打合せの

ため0 

3. 25 北海道さけ・ますふ化場十勝支場長安川雅夫

氏、庶務係長今田 了氏、事業係長小村氏退

職挨拶のため。 

3. 29 中央水産研究所会計課堂園事務官、金庫検査

のため。 
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出 張 

10. 1 
、 

10. 3 

10.、 1 

12. 28 

10. 3 
i 

10. 5 

10. 3 
i 

10. 5 

10.i 4 

10. 6 

10. 6 
i 

10. 8 

10. 12 
、 

10. 15 

10.、 12 

10. 18 

10,i 14 

10. 26 

10. 15 
、 

10. 17 

10. 15 
I 

10. 19 

10. 16 
i 

11. 5 

10.、 16 

10. 17 

10. 17 
i 

10. 19 

10. 18 
i 

10, 19 

10. 19 
i 

10. 27 

10. 22 
I 

10. 25 

10.声 
10. 27 

10.i 28 

11. 1 

10. 29 
i 

10. 31 

（研究集会参加含む） 

大規模砂泥域開発研究会第一種目現地検討会

出席のため、田中企画連絡室長東京へ出張。 

農林水産省試験研究機関研究費バイオテクノ

ロジー研修出席のため、津野技官南勢野添に

出張。 

平成 2 年度水産庁図書資料担当者会議及び農

林水産技術会議情報資料業務担当者会議出席

のため、高係長つくばへ出張。 

北海道図書館大会出席のため、早川事務官芽

室へ出張。 

漁業生産技術研究会出席のため、南室長えり

も町へ出張。 

第14回水生昆虫研究会出席のため、宵藤和範

技官秋田へ出張。 

親潮沿岸域調査及び流れ網等調査のため、田

口室長探海丸乗船。 

親潮沿岸域調査及び流れ網等調査のため、斉

藤宏明技官探海丸乗船。 

1990年日・ソ科学者会議出席のため、渡辺室

長東京へ出張。 

図書資料事務打合せ及び文献情報検索システ

ムの利用法講習会出席のため、早川事務官つ

くばへ出張。 

給与実務担当者研修出席のため、越田事務官

旭川へ出張。 

海洋学における単一細胞及び単一粒子の分析

のため、田口室長イタリアへ出張。 

平成 2 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、河野技官札幌へ出張。 

自家用電気主任技術者会議出席のため、小林

技官札幌へ出張。 

平成 2 年度全国沿岸漁場整備開発事業担当者

技術連絡会議出席のため、田中企画連絡室長、 

大池部長、増田課長、酒井室長、南室長、土

谷技官阿寒湖畔へ出張。 

親潮沿岸域調査及び流れ網等調査のため、川

崎室長、河野技官探海丸乗船。 

ホッコクアカエビの生態と資源管理に関する

研修会出席のため、南室長金沢へ出張。 

水産庁研究所課長懇談会及び庶務部課長会議

出席のため、増田課長東京へ出張。 

平成 2 年度第 2 回大規模砂泥域開発研究会及

び企画連絡室長会議出席のため、田中企画連

絡室長東京へ出張。 

水産業関係試験研究知識情報ネットワーク 

(NIIFR) 担当者打合せ出席のため、早川

事務官東京へ出張。 

平成 2 年度日本水産学会秋季大会出席のため、 

南室長奈良へ出張。 

漁業資料評価システム高度化調査のため、松

原技官、本田技官北光丸乗船。 

地先資源培養管理指導者会議出席のため、田

中企画連絡室長札幌へ出張。 

1990年度日本海洋学会秋季大会出席のため、 

川崎室長神戸へ出張。 

平成 3年度宇宙開発関係在外研究員選考面接

試験受験のため、河野技官東京へ出張。 

水産庁研究所課長補佐事務打合せ出席のため、 

岩隈課長補佐東塩釜へ出張。 

第20回施設関係担当者会議出席のため、千葉

係長盛岡へ出張。 

カレイ類の生態に関する国際シンポジウム出

席のため、南室長オランダ テクセルへ出張。 

東京大学海洋研究所における共同利用研究の

ため、田口室長東京へ出張。 

プロジェクト研究終了課題の研究成果報告会

出席のため、柏井部長、和田室長東京へ出張。 

平成 2 年度放射能調査担当者会議出席のため、 

荻島主任研究官東京へ出張。 

大規模砂泥域開発研究会出席のため、田中企

画連絡室長東京へ出張。 

放射能資料収集及びGSKシンポジウム出席

のため田口室長東京へ出張。 

平成 2 年度庶務・会計事務担当者会議出席の

ため、土田係長、久保田事務官、半田事務官

東京へ出張。 

平成 2 年度第 2 回磯焼グループ検討委員会出

席のため、大池部長札幌へ出張。 

平成 2 年度第 2 回磯焼グループ検討委員会出

席及び現地調査のため、町口技官寿都へ出張。 

北海道水産業振興審議会出席のため、高木所

長札幌へ出張。 

国立極地研究所シンポジウム出席のため、田

口室長東京へ出張。 

第 3 回木村記念研究集会「浮魚資源をめぐる

中・長期的漁海況」 出席のため、和田室長石

巻へ出張。 

平成 2 年度沿岸漁業等動向検討協議会出席の

ため、大迫部長帯広へ出張。 

底生動物及び卵の識別・計数装置の開発検討

会出席のため、南室長東京へ出張。 

東京大学海洋研究所における共同利用研究の

ため、南室長東京へ出張。 

放射能調査資料収集及び第40回東北海区海洋

技術連絡会出席のため、川崎室長函館へ出張。 

11.、 1 

11. 5 

11. 4 
i 

11. 16 

11. 7 
I 

11. 8 

11.、 9 

11. 16 

11. 9 
、 

11. 10 

11.i 12 

11. 14 

11. 13 
、 

11. 16 

11.、 17 

11. 25 

11. 19 
i 

11. 25 

11. 20 
、 

11. 22 

11.、 20 

11. 22 

11. 25 
i 

11. 27 

11. 27 
l 

11. 30 

11.、 28 

11. 30 

11. 29 
i 

11. 30 

11. 29 
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12. 1 
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、 

12. 1 

12. 4 
5 

12. 7 

12. 6 
、 

12. 8 

12.i 6 

12. 7 

12.i 6 

12. 7 

12. 9 
I 

12. 15 

12. 10 
、 

12. 13 

14 一 



12.i 11 

12. 14 

12. 12 
、 

12. 13 

12.、 12 

12. 13 

12.i 13 

12. 14 

12. 18 
i 

12. 19 

12.、 18 

12. 22 

12. 19 
i 

12. 22 

12. 19 
、 

12. 21 

12.、 19 

12. 22 

12. 24 
i 

12. 26 

1・i10 

1. 12 

1. 15 
、 

1. 18 

1. 18 
i 

1. 19 

1. 18 
i 

1. 26 

1. 18 
i 

1. 19 

1. 21 
i 

1. 22 

1. 21 
、 

1. 26 

1. 21 
、 

1. 26 

1. 22 
i 

1. 25 

1.5 22 

1. 26 

1. 23 

1. 24 
、 

1. 26 

1・声 
1. 31 

1. 25 
i 

1. 26 

1. 25 
i 

1. 28 

1. 27 
、 

2. 17 

1. 28 
、 

1. 29 

1. 28 
i 

1. 30 

1. 28 
i 

1. 30 

1. 28 

1. 30 

1. 28 

1. 30 

1. 31 

2. 1 

1. 31 

2. 1 

1. 31 

2. 2 

2・ 3 

2. 6 

2. 6 
、 

2. 8 

2. 6

2. 8 

2. 7 
、 

2. 9 

2. 10 
、 

2. 14 

2. 11 
i 

2. 13 

2・112 

2. 14 

2. 13 
i 

2. 15 

2・、 14 

2. 17 

平成 2年度200カイリ漁業資源調査魚種別研

究チーム検討会出席のため、和田室長大島へ

出張。 

北海道水産統計地域協議会出席のため、田中

企画連絡室長札幌へ出張。 

紫外線研究に関する研究打合せ及び Isyノ 

PGO に関する打合せ出席のため、田口室長

東京へ出張。 

国有財産台帳価格改定説明会出席のため、岩

隈課長補佐札幌へ出張。 

平成 2 年改正給与法案等勉強会出席のため、 

境係長札幌へ出張。 

マイワシ資源検討会及びバイオコスモス推進

会議出席のため、和田室長、松原技官東京へ

出張。 

紫外線研究に関する研究打合せ・資料収集及

びバイオコスモス推進会議出席のため、杏藤

周技官東京へ出張。 

平成 2 年度さけ・ます調査船連絡会議出席の

ため、勝呂船長熱海へ出張。 

地域環境研究者交流会議出席のため、田口室

長つくばへ出張。 

東京大学海洋研究所シンポジウム出席のため、 

柏井部長東京へ出張。 

東京大学海洋研究シンポジウム出席のため、 

田口室長東京へ出張。 

平成 2 年度アワビ増殖技術問題研究会出席の

ため、大池部長東京へ出張。 

研究開発懇話会出席のため、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、八吹技官北鳳丸乗船。 

第99回支部連営委員会出席のため、荻島主任

研究官札幌へ出張。 

平成 3 年度太平洋系マイワシ資源等緊急調査

打合せ会議出席のため、和田室長東京ハ、出張。 

親潮変動調査及び流れ網等調査のため、河野

技官、斉藤周技官北光丸乗船。 

生態秩序報告会及びヒラメ放流技術検討会出

席のため、南室長新潟、鴨川へ出張。 

増養殖推進会議出席のため、坂西技官新潟へ

出張。 

スケトウダラ新規加入量資源調査及び平成 2 

年度指定漁業等調査打合せ会議出席のため、 

渡辺室長札幌へ出張。 

北海道科学技術審議会出席のため、高木所長

札幌へ出張。 

ADEO S・OCTSミッション・チーム委

員会出席のため、田口室長東京へ出張。  

所長懇談会及び全場所長会議出席のため、高

木所長東京へ出張。 

給与等実態調査説明会出席のため、半田事務

官札幌へ出張。 

魚類系統研究会出席のため、安藤技官函館ハ、 

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、演津技官北鳳丸乗船。 

日本水産学会北海道支部例会出席のため、田

中企画連絡室長、大池部長、酒井室長、伊藤

主任研究官、町口技官、津野技官網走へ出張。 

ジーンバンク作業部会出席のため、坂西技官

東京へ出張。 

「海氷圏生物総合研究に関する研究集会」出

席のため、田口室長東京へ出張。 

太平洋北区栽培漁業協議会技術部会出席のた

め、南室長札幌へ出張。 

平成 2 年度北海道地域公立試験研究機関図書

資料関係職員研修出席のため、早川事務官札

幌へ出張。 

第22回北洋研シンポジウム出席のため、田口

室長函館へ出張。 

平成 3年度宇宙開発関係在外研究員選考 2 次

試験受験のため、河野技官東京へ出張。 

磯焼研究計画打合せのため、田中企画連絡室

長東京へ出張。 

第 6 回オホーツク海と海氷に関する国際シン

ポジウム出席のため、柏井部長、和田室長、 

田口室長、河野技官、書藤因技官紋別へ出張。 

マリノフォーラム21研究会の連営検討会出席

のため、田中企画連絡室長東京へ出張。 

第13回ホタテガイ増殖技術検討会出席のため、 

伊藤主任研究官留辺薬へ出張。 

「海氷域における低次生物生産の生理生態学

的研究」のため、田口室長東京へ出張。 

流れの構造と水産動物の分布・移動に関する

基磯研究の取りまとめのため、柏井部長東京

へ出張。 

異体類研究グループ会議のため、津野技官札

幌へ出張。 

平成 3年度特別研究「アカイカ高選択性漁獲

技術の開発」事前検討会及び新規プロジェク

ト研究に関する打合せ会議出席のため、中村

主任研究官折戸ノ＼出張。 

水産生物遺伝資源部門部会出席のため、大池

部長東京へ出張。 

海氷域における低次生産の生理生態学研究に

おける研究集会出席のため、田口室長東京へ

出張。 
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2. 15 家験ウニ及び海藻採集のため、町口技官浦河 3. 13 磯焼け検討委員会議出席のため、大池部長、 
i 

2.  16 へ出張。 3. 14 町口技官札幌へ出張。 

2・、 18 北海道周辺スケトウダラ新規加入量資源調査 3. 14 平成 2年度北方海域漁業基盤調査委員会出席 
I 

3. 1 のため、八吹技官北鳳丸乗船。 3. 15 のため、高木所長札幌へ出張。 

2. 19 増殖部門担当者会議出席のため、大池部長札 3. 14 寒冷地圏域浅海域における沿岸環境保全に関 
i 、 

2. 20 幌へ出張。 3. 16 する研究検討協議会出席のため、柏井部長帯 

2. 20 7条報告説明会出席のため、高係長、早川事 広へ出張。 

2. 21 務官札幌へ出張。 3. 15 カレイ類生態調査のため、海野技官、安藤技 
i 

2・戸1 農林水産省共済組合主催のセミナー出席のた 3. 18 官探海丸乗船。 

2. 	22 め、竹谷事務官、駒形事務官札幌へ出張。 3. 17 海氷域における低次生産の生理生態学的研究 
i 

2. 25 根室市ウニ種苗生産センター修蔵式出席のた 3. 21 打合せのため、田口室長東京へ出張。 

め、大迫部長、土谷技官根室へ出張。 3. 17 平成 2年度第40回サンマ研究討論会出席のた 
l 

2. 26 平成 2年度第 3 回大規模砂泥域開発研究会及 3. 20 め、本田技官東塩釜へ出張。 
i 

2. 28 び同準備会議出席のため、田中企画連絡室長 3. 
、 
22 ウニ並びにコンプ漁業実態調査のため、町口 

東京へ出張。 3. 23 技官余市へ出張。 

2. 26 平成 3年度太平洋系マイワシ資源等緊急調査 3. 24 紫外線の増加が植物に及ぼす影響に関する研 
、 、 

2. 27 事業説明会出席のため、和田室長東京へ出張。 3. 26 究打合せのため、田口室長つくばへ出張。 

2. 26 海氷域における低次生産の生理生態学的研究 3. 25 磯焼特別研究業務打合せのため、田中企画連 
i 

3. 2 のため、田口室長、杏藤因技官湧別へ出張。 3. 27 絡室長、大池部長余市へ出張。 

3. 1 海洋大循環・海洋物理WG（第 2 回研究会） 3. 25 環境関係研究調査資料の収集のため、高係長 
i 、 

3. 3 出席のため、川崎室長東京へ出張。 3. 27 余市へ出張。 

3. 2 第 4 回北海道水生昆虫研究会出席のため、杏 3. 25 ウニ分類学並びにフィールド調査法に関する 

藤制技官札幌へ出張。 3. 30 研究打合せのため、町口技官京都、静岡、東 

3. 3 マイワシ血清のステロイドホルモン測定のた 京へ出張。 
、 

3. 5 め、松原技官函館へ出張。 3. 26 カレイ類調査のため、安藤技官新潟へ出張。 
1 

3. 5 平成 2 年度北海道栽培漁業技術開発推進協議 3. 29 
i 

3. 7 会出席のため、田中企画連絡室長札幌へ出張。 3. 26 沿整事業直轄調査に関する情報収集のため、 

3. 5 水産庁研究所庶務部課長会議及び課長懇談会 3. 30 坂西技官東京へ出張。 
1 

3. 8 出席のため、増田課長東京へ出張。 3. 27 沖合漁場等再開発基礎調査指導のため、大迫 
i 

3. 5 沿整直轄調査担当者会議出席のため、南室長、 3. 30 部長、柏井部長東京へ出張。 
、 

3. 8 町口技官東塩釜へ出張。 3. 28 北海道特定開発事業推進調査打合せのため、 
i 

3・、 5 用度事務打合せ及び北光丸ドック事務打合せ 3. 31 高木所長東京へ出張。 

3. 	8 のため、平内事務官、土谷技官東京、塩釜へ出張。 3. 28 索餌域の環境収容力とマイワシ資源変動の関 
l 

3. 5 研究事務打合せ及ぴ平成 2年度ィカ類資源・漁 3. 31 係の解明のため、松原技官東京へ出張。 
i 

3. 9 海況検討会議出席のため、大迫部長札幌へ出張。 3. 29 沿整事業打合せのため、田中企画連絡室長東 

3. 6 平成 2年度北海道栽培漁業技術開発推進協議 3. 31 京へ出張。 
i 

3. 8 会出席のため、高木所長、大池部長札幌へ出張。 3. 29 主要魚種の系統群および分布・回遊特性のた 
i 

3・、 6 平成 2年度イカ類資源・漁海況検討会議出席 3. 31 め、斉藤和技官東京へ出張。 

39 . のため、村田室長、斉藤制技官札幌へ出張。 3. 29 主要魚種の成長・成熟および産卵生態の解明 
i 

3. 6 平成 2年度イカ類資源・漁海況検討会議及び 3. 31 のため、中村主任研究官東京へ出張。 
i 

3. 10 研究打合せのため、中村主任研究官札幌へ出張。 

3. 7 親潮沿岸域調査及び放射能調査のため、田口 
、 

3. 11 室長、斉藤因技官探海丸乗船。 平成 3年 3月31日発行 

3. 
i 

8 研究会の組織替えに伴う第1回検討会出席の 編 集 北海道区水産研究所図書委員会 

3. 10 ため、田中企画連絡室長東京へ出張。 発 行 水産庁北海道区水産研究所 

3. 12 カレイ類生態調査のため、津野技官厚岸へ出張。 〒 085 北海道釧路市桂恋116番地 

3. 
i 
12 カレィ類生態調査のため、酒井室長、南室長 電 	話（0154) 91-9136 

3. 15 探海丸乗船。 FAX (0154) 91-9355 
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