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エゾバフンウニの棟間に寄生（?）するョコエビ Dactylopleustes obsolescens Hirayama. 
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	 寒海性コンブ目植物の光合成にβダする 

生理生態学fr7 移ど 

はじめに 

コンブ目植物は温帯から寒帯海域に分布し、岩礁生

態系の一次生産者として重要な役割を演じており、漸

深帯に形成されるこれらの群落の生産力が農耕地や熱

帯雨林のそれに匹敵するほどの大きな値を示すことは

よく知られている（Mann 1973)。北海道沿岸は世界

的に見てもコンプ目植物のフローラが豊かで、コンプ

属に限ってみても＋数種が分布する（Druehi et al. 

1988)。そのうちの有用なコンプ類（一部、コンプ属

以外のものも含む）の生産は過去十年の平均値で見て

みると乾燥重量で約27,700トン（うちナガコンプは 

10,000トン）、金額にすると約257億円で、ホタテガイ

とともに北海道の沿岸漁業において重要な位置を占め

ている（金子 1988)。 

ナガコンブ Laminaria longissima Miyabe は道東

沿岸より千島列島に分布し、低潮線より漸深帯の岩上

に生育するコンプ属植物で、最大葉長20m に達する

ものがあり、コンプ属中で最も 「長い」種類といえる 

（川嶋 1989)。ナガコンプの生態については釧路水

試の佐々木（1969, 1973) が長年にわたって野外調査

を行い、その生長、成熟、再生現象と詳細にわたって

報告しているが、これらの記載的なデータを解析して

いくために必要な生理学的知見は極めて乏しく、植物

の生存にとって基礎となる光合成にてル・てはまったく

手がつけられていない。そこで、まずはナガコンプの

光合成の季節変化を明らかにするところから実験をス

タートさせた。 

光合成について 

一般に、光合成とは 「光のエネルギーを利用し、二

酸化炭素と水から炭水化物を合成する働き」（植物の

場合）と定義することができ、その過程は次の様な式

で表される。 

6CO2+6H20 - C6H1206+602 
ここで合成された炭水化物に様々な元素が加わって、 

タンパク質、核酸をはじめとする生長に必要な物質が

つくられることになり、多くの場合、植物体の乾物中

の約 9 割が間接的なものも含めて光合成に由来する有

機物質で、光合成が植物の生長にとっていかに重要で

あるかを理解することができる。 

農学の分野では、作物の豊凶と気象条件との相関関

係を求めることから植物の生長を左右する環境要囚を

明らかにしていく試みがはじまり、その後「植物の生

長は光合成による同化と呼吸による異化の差としての  

物質の蓄積（物質生産）であり、生長量はこれら相反

する 2 つの過程のバランスによって決まる」という考

え方を基礎において、環境要因の影響を光合成と呼吸

に絞って検討し、植物の生長と環境要因との関係を明

らかにしてゆく、いわゆる生理生態学的な手法を取り

入れた研究スタイルが確立された（武田 1971)。こ

ういった考え方・手法は水界における植物の研究にも

広く適用されているが、有用な種類を多数含む日本産

のコンブ属植物については極めて少ない（新原 1975. 
松山 1985)0 

ナガコンブの光合成 

光合成速度の測定法は原理的‘こ 二酸化炭素の吸収

速度を測定する方法」 と 「酸素の放出速度を測定する

方法」 に大別できるが、今回は酸素びんを用いたウィ

ンクラー法で放出される酸素を測定した。ナガコンプ

藻体の中央部縁辺付近よりコルクボーラーで打ち抜い

た藻体片（3.1cm2）を流海水中に一晩漬けた後（Sa-
kanishi et al. 1988)、ろ過海水で満たした lOOml の酸

素びんに入れ、温度、光条件を設定した恒温水槽の中

で振とうしながら一定時間インキュベートし、インキ

ュベート前後の溶存酸素量をウィンクラー法で定量、 

単位時間あたりの酸素の増加・減少をそれぞれ光合

成・呼吸とした。 

水温を現場の月平均水温（ 1 ---H-150C) に設定、 

種々の光強度で光合成速度を測定し、 1年にわたって

毎月、光合成一光曲線を作成した結果、光合成速度は 

200~400pE m2s1' でほぼ光飽和に達することが明ら

かになった（図1)。さらに、毎月の光合成一光曲線 
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図1 ナガコンブの光合成一光曲線（ 3 月の場合） 

(Sakanishi et at. 1990 を一部改変） 

から植物の物質生産に密接な関係を持つといわれる光 

飽和光合成速度（光合成速度が光強度とともに増加し 

なくなり、一定になったところの値）を読み取って、 
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その季節変化を追ってみると、光飽和光合成速度は秋

季に低下し、初冬に極小となり、その後厳冬期に緩や

かなピークを示しながら夏季にかけて徐々に増大した 

（図2)。ここで注目すべきことは、12-"- 2 月にかけ 

ナガコンブの現場水温における光飽和光合成速度

および暗呼吸速度と現場水温の季節変化（Sakani・ 

shi et al. 1990) 

て水温が低下したにもかかわらず光合成速度が緩やか

なピークを示したことである。同一の試料を用いて測

定すれば、この温度範囲（+4-'-- 1。C）では水温の

低下とともに光合成速度も低下するはずなので、初冬

から厳冬期にかけての光合成能力の増大が示唆された。 

そこで、温度も光強度も一定にして光合成速度を測

定し、ナガコンプの光合成能力の季節変化を調べたと

ころ、光合成能カは厳冬期にピークをむかえており 

（図3 ）、図 2 の現場水温での光飽和光合成速度が厳 

S O N D i F M A M i I A 

図3 ナガコンプのー定条件（10C., 400FE m12s~I と 

10で、暗黒）下における光合成連皮および晴呼吸

速度の季節変化（Sakanishi ef al. 1990) 

冬期に示した緩やかなピークはナガコンプの光合成能

力の増大に裏打ちされた結果であることが明らかにな

った。図 3 で示されたような厳冬期にピークをむかえ

る光合成能力の季節変化は、暖海産のコンプ目植物で

も確認されている（Sakanishi et al. 1989)0 

ここまでの結果はナガコンプの藻体中央部を材料に

用いて得られたものであり、それだけをもって 「ナガ

コンプの光合成の季節変化は・・・」というのも多少

後ろめたい気がしてくる。そこで藻体の他の部位の光

合成能力についても調ぺてみることにした。藻体の基

部から先端部にかけて等間隔をおいた 5 つの部分の縁

辺から藻体片を切取り、10。C. 40叫E m12s1 1におけ  

る光合成速度を1年にわたって毎月測定した結果、一

般に藻体の中央に近い部位ほど光合成能力は高いが、 

光合成能力の季節変化は各部位ともほとんど同じ傾向

を示し、秋季に増加、厳冬期に極大に達した後、夏季

に極小に達することが明らかになった（Sakanishid 

al. 1991)。ここで、図 3 で示された季節変化が概ね個

体の光合成能力の季節変化を代表していると言えるよ

うになったわけである。 

陸上植物では光合成能力を低下させたり、葉を落と

してしまうことさえあるというのに、冬季に向けて自

らのポテンシャルを高めてゆくコンプの生活サイクル

は極めて興味深い。北国の冬の海には、動くことはで

きないが、だからといって、決して消極的にではなく、 

むしろ積極的に生活している「彼ら」のような生物が

いることをぜひ覚えておいていただきたい。今のとこ

ろ、ナガコンプの光合成ー光特性の一部と光合成の季

節変化が明らかにされつつあるといった程度だが、コ

ンプ目植物の phenology を生理学的側面から理解す

るために、さらにデータを集積していきたいと考えて

いる。 

おわりに 

引用した文献に幾分偏りがあるので、最後に「偏

り」 を修正する文献を付け加えておきたい。 コンプ目

植物を含む海藻の生理生態学に興味のある方は Loレ 

ban and Wynne (1981). Lobban et al. (1985). k山

ら（1986）の関連する頁を参照されたい。東京の下町

で生まれ育った私にとっては見るもの全てが珍しかっ

わけだが、冬の夜のサンプリングで、水温が11.5C. 

水面にシャーベット状の氷が浮いている海の中でコン

プの新葉部がのび、アオサが文宇どおり青々と茂り、 

ョコエビがスイスイと泳ぐ姿を見て、立ち尽くしてし

まったときのことは恐らく一生忘れないだろう。 
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ー研究集会参加報告― 

北大西洋条約機構、科学部会主催 

「加山ノidual Cell and Particle anaー 

ノys盾加 Oceano graph 刈 に出席して 
その 2 

5．サプリ駅 

無事サプリ駅に着いた。もっと小さい駅かと思った

が降りても列車はなかなか出発しないし、どうやらそ

れなりに大きな駅のようだ。記念にと改札口近くから

写車を撮った。さあいよいよ待っているはずのバスを

見つけてホテルに行けると思って外に出た。すぐに 

「タクシーは」 と誘いが来る。あたりを見回したがそ

れらしきバスもいない。だんだんと暗くなってくるし

少し不安になってきた。 そんな顔をしてはいけないと

思いながらホテルの電話番号を探し始めた。すると、 

米人が私の方に向かって歩いて来る。「AS!に行くの

か」と聞くので「そうだ」 と答え「バスが待っている

はずなのにいない」 と話をしているうちに彼は南加大

学のロドレフイトリアガ氏だと分かった。 

彼はスベイン語が話せるから適当にイタリア語らし

く話をごまかせるので、少し離れたところに止まって

いる青色のパスまで聞きに行った。その時彼の荷物の

番をすること」こなったが彼はしつっこく 「本当に大丈

夫か」 と聞くのである。後で分かったことだが、彼は

このサプリに来る前まで家族でイタリア旅行をしてい

てローマで荷物をーつ盗られたということだった。 

その青色のバスは市バスでホテルに行かないことが

分かり、彼はホテルへ電話をした。しかし今回はバスの

サービスもないことが分かりタクシーに乗らなければ

ならないことになった。彼が「タクシーの交渉をさせろ」 

と言い出した。もちろん「どうぞ」と言うことになり話

がまとまり一人10. 000リラということで話がついた。 

タクシーは狭い海岸線の道路を走りだした。海は遥

かlOOmぐらい下に見える断崖絶壁のところに造った

道路なのだ。 それでもタクシーの運転手は飛ばしに飛

ばすので、ハラハラすることがしぱしばあった。でも

左側の丘の上には古い城が見えてきたり右側にはエメ  

ラルド色の地中海に陽が沈む光景が見えたりで感激し

たりした。30分もするとホテルに着いた。 

アメリカでもョーロッパでも日本のような出張はな

いので、すべて費用は領収書を集めて旅行が終わった

時に提出しなければ旅費がもらえない。そこで彼に 

「半分ずつの領収書 2枚必要だ」と言った。彼が運転者

にrio.000リラの領収書二枚書いてくれ」と言ったら「総

額20,000リラの額収書ならば二枚書けるけど10,000リ

ラならだめだ」 と言い出した。 これには驚いてしまい、 

10分ぐらい粘ったけれどとうとう譲らないので、英語

で大きな声で「もうこれ以上議論したくないから 

20.000リラの領収書を一枚よこせ」 と言ってしまった。 

6．アクアフレダのホテル 

とにかくホテルのロビーに着いた。そこでまた彼が

振り返って「今日は一日早く着いたのだからその分は

自分達で心配しなくてはいけない筈だから値段の交渉

をさせてくれ」 と言い出した。相当イタリアでおもし

ろくない経験をしてきたのだなと思った。 

フロントには若い女性がいて英語をしゃべることが

出来「一日70,000リラだ」と言われ、それですぐ納得

してチェックインした。でもー日早く着いたのでこれ

から10日間泊まる部屋ではなくコテージに通された。 

暗い階段を降りてやっとコテージに着き、シャワー 

を浴びてホテルのリストランテ（Ristorante ）に彼と

待ち合わせていた時間に行った。ボーイがすぐ会議に

参加するために来た人間だと分かったらしく奥の方に

通された。 

そこにはすでに 6名ほどの米国人がきてワインを飲

んでいた。やっと会話が出来る場にたどり着いた感じ

でほっとした。パスタを食ペワインを飲みながらイタ

リアの経験談に花を咲かせた。予想はしていたものの

すでに 4人がカメラとかバックを盗まれている。 ああ

でもこうでもないと話が続き、とうとうボーイに「も

う時間だから」と言われるまで話をしていた。 時計を

見ると11時も過ぎていた。 7時から食べ出したのだか

ら 4時間も飲み食いをしていたことになる。結論とし

ては「イタリア人は気の毒な人種だ」ということになった。 

7．イタリア式食事 

イタリアの朝食はいたって簡単だ。硬いフランスパ

ンと、とってもふかふかしたクレワッサン、それにコ 

ーヒーか紅茶である。パンにつけるものはバターの他 



は蜂密、ママレード、プルーベリー、チェリー、イチ

ゴのジャムだけ、アメリカのようにベーコンやハム、 

卵が付くわけでもない。それでも話をしながら一時間

は過ごしてしまう。 

昼食はややおもい感じだ。主となる料理は魚か肉を

選ぶことが出来るが、まず席に座ると例の硬いフラン

スパンが薄く切ってあるのでそれをつまみながらワイ

ンを飲む。おもむろに前菜が出てくる。全員が前菜を

食ぺ終わるとその皿を下げる。別のボーイが新しい皿

を置く。それから自分の希望する料理が配られる。さ

らにそれに添える調理した野菜が出てくる。ここまで

くると、次のワインを注文する頃となる。中央のテー 

プルにサラダが出てくる。自分で好きなだけ取り酢の

効いたドレッシングをかける。 ドレッシングに種類が

ないのは、なんとも物足りない感じがする。サラダを

食べ終わるとどういう訳か残っているフランスパンが

片付けられてしまう。もう一切れパンを食べたいとき

には、このときにすばやく取っておかないとなくなっ

てしまう。そして最後がデザート、アイスクリームの

ときもあるしケーキが出たり果物が出たりであった。 

ここまでくると腹はいいかげんいっぱいである。 

不思議に思ったことにコーヒーとか紅茶はこの席上

では用意されていない。席を立って下のバール（Bar) 

に行き、お金を出して自分の好きなコーヒーを飲むこ

とになる。イタリア名物のエスプレツソ（Espresso) 

これは小さなコーヒーカップに入れてくる苦いコーヒ 

ーだ。時間をかけては飲まない。二、三口で飲んでし

まうのが飲み方だ。次に人気のあるのはカプチーノ 

(Cappuccino) 。泡立てたミルクが入っていて飲みや

すい。ミルクを少なくしてもらう。ちょっとコーヒー 

の味を味わいたいのならカフェ・マキアート（Caffe 

Machiatto) 。 もちろんカフィ・ハーグ（Caffe Hag) 

というカフエインの少ないコーヒーもある。それにし

てもこのホテルのリストランテ（Ristorante ）では食事

のテープルではコーヒーが飲めないのである。後日何

軒かリストランテではちゃんとコーヒーが同じ席で飲

めたので所どころで違うということだろう。 

さて、一番大変なのはタ食である。内容はほぼ昼食

と同じであるがやはり一日の終りの食事となると飲む

ワインの量も多くなる。およそ 4 人に一本の割でピッ

チャーに入っている。これはすぐなくなってしまう。 

次からは買わなくてはならない。一本7.000リラのイ

タリアの白ワインがみなに好評だ。ある晩に1968年も

のの赤ワインがでた時にはみな顔をしかめた。ちょっ

と古いワインとはいえ渋みが強すぎた。でもスペイン

人達は「おいしい」と言ってよく飲んでいた。 

8．ワー・クショップ 

いよいよ北大西洋条約機構（North Atlantic Ter・ 

itory Organization，省略NATO）の一機関である  

「上級科学研究所」(Advanced Sience Institute）主

催のワークショップ「海洋学における単一細胞及び粒

子の分析」が11月21日より始まった。受付で自分の名

前を告げるとプログラムを含む各種の書類が入ってい

るホルダーと NATO加盟国18ケ国の国旗が縁にデザ

インとして入っている名札をもらい、いよいよ会議に

来たなという雰囲気になってきた。 

この会議の日程は10月21日から30日までであったが

その日程は以下のとおりである。 

10月21日（日曜日）午後 登録手続き 

20:00-21 : 00 タ食 

21: 30以降 遅れて着いた人のためのセルフ・サー 

ビスのタ食 

10月22日（月曜日）座長：ドナト・マリオ（Dr. Doー 

nato Mario)。彼はナポリ臨海研究所の植物プランク

トン研究室長である。 この会議の地元出身の運営者の

一人である。 

9: 15 開会の挨拶：サージ・ディマーズ（Dr. 

Serge Demer)．彼はフランス系カナダ人で、今回こ

の上級科学研究所の所長をした人である。 

9: 30 ルイス・レジェンドレ教授。「個々の生態

系から地球規模の生化学系へのつながり」を講演した。 

彼もフランス系のカナダ人でラバル大学生物学部の教

授である。彼は紋別の流氷シンポジュームに毎年来て

いる親日家である。 

10：釦 コーヒー・プレイク。 これは会議の入り口

に二人のポーイがコーヒーとリンゴジュースを用意し

てくれる。このコーヒー・プレイクは30分もあるので

とてもゆっくりできる。 

11: 00 ロプ・オレソン博士。「フロー・サイトメ

トリーの海洋学への応用」を講演した。彼はスクリッ

プス海洋研究所で学位をとり、現在はウッズホール海

洋研究所勤務である。 

14: 00 フロー・サイトメトリーの展示。ここでは

米国の 2社が自分の所の製品の展示をするとともに、 

実際に資料の分析を行った。 

10月23日（火曜日）座長：サージ・デイマーズ博士 

9 : 15 アンドレ・モレール博士。「光学と粒子」 

を講演。彼はフランス人でこの分野では世界の第一人

者である。 

11: 00 ゲリー・サルツマン博士。「細胞の光拡散

特性」を講演。彼は米国人で光学物理の専門家である

が、生物家にも分かりやすい話をして好評であった。 

17 : 30 「粒子の光学的特性」 ダリウス・ストラム

スキー博士。「海産ピコプランクトンの光学特性」を

講演。彼はポーランド人で現在アメリカに留学中の若

手の優秀な研究者である。 

ー メリージェン・ペリー博士。「植物プランクト

ン単，胞の横断面の光吸収のフローサイトメトリー 



による測定」 を講演。彼女はスクリップス海洋研究所

で学位をとり、現在はシアトルにあるワシントン大学

に勤務している。 

ー チャーリー・イエンチェ博士。「光学特性による

海域の分類」を講演。彼はアメリカが生んだ著名な海洋

生物学者であり、今回は彼の奥さんのクラリス・イエン

チェ博士がこのワークショップの運営委員の一人である。 

10月24日（水曜日）座長：ピーター・パーキィル博士。 

9 : 15 ウインフリド・ギースク博士。「分類手法

としての光合成色素」を講演。彼はオランダ人で植物

プランクトンの色素の研究では世界第一人者である。 

10 : 00 トーマス・オーエン博士。「光合成のエネ

ルギー転換と蛍光」 を講演。彼はアメリカ・コーネル

大学勤務であるが、彼がワシントン大学の大学院生の

時に NOAAの研究船「オーシャノグラファー号」の

マンガン鉱床の航海に一緒に乗船したことがあり、そ

の昔話に花を,さかせた。 

16: 00 「生物物理学と色素」バリー・プルース博

士。「クロロフィル色素ー蛋白化合物の分子構造、組

織及び蛍光特性」を講演。 

ー ワーナー・ワーマイヤー博士。「フコビリーム

の組織の変化」を講演。彼はドイツ人でありながら英

語があまり得意ではなかった。私とホテルで同室した。 

ー チャールス・マゼル博士。「単一細胞の蛍光特

性の変動」 を講演。彼はアメリカ人である。 

10月25日（木曜日）ポンベイ旅行。 このことについて

は後に書く。 

10月26日（金曜日）座長：ペニー・チズホルム博士。 

彼女はマサチューセッツ工科大学の教授である。 

9:15 アルバート・ベェディテ博士。「画像解析

の発達」を講演。 

ii : 00 ハロルド・ステーン博士。「フローサイ

ト・メトリーの構造」を講演。彼はノルウェー人であ

り癌研究所勤務である。彼は自分でフローサイト・メ

トリーを造った大である。 

14: 00 機械説明集会。この午後の集まりは10名程

度の小さなグループにわかれて米国ニ社の技術者がフ

ローサイト・メトリーの説明をするものと、実際に使

っている研究者がどのような実験が出来るのか説明し

たのでとても参考になった。 

10月27日（土曜日）座長：クラリス・イエンチェ博士。 

こういう会議の良いところは、ホテルにかんづめにな

り土曜日も日曜日もなくせることだ。 

9 : 15 グンター・ヴィレット博士。「蛍光特性を

もととした生理学」 を講演。 

n：加 ケニス・オルト博士。「標準化と定量分析」 

を講演する。 

16: 00 「細胞生理学」エギル・サクシセプ博士。 

「標的理論を主とした新しい光一光合成モデル」 を講 

演する。彼はノルウェー人で著名な植物プランクトン

の研究者である。 

ー フレド・リプショルツ博士。 「海産植物プラン

クトンにおける光適応の範囲：種類ごとの方法」を講

演。彼はバミューダから参加である。 

ー シヴィ・ダビンスキー博士。「植物プランクト

ンの光適応：細胞機能とその生態学的意義」を講演す

る。彼はイスラエル人であるが、私がハワイ大学時代

からの知り合いである。 

10月28日（日曜日）座長：ダニエル・ヴァロー博士。 

彼はフランス人であるが、私がハワイ大学をやめた直

後、海洋物理学者である奥様とハワイ大学に来た人で

ある。しかし現在はまたフランスにもどっている。 

9 : 15 エドワード・デロング博士。「分子生物学

的分類」を講演する。彼はアメリカ人で今はやりの内

容の話をした。 

11: 00 ファルーク・アザム博士。「食物網動態」 

を講演する。彼はパキスタン人であるが現在はスクリ

ップ海洋研究所で勤務。海洋の微生物の分野では第一

人者である。 

16 : 00 ミッシェル・ウード博士。「単一細胞分析

手法の進化と微生物群の発展の研究への応用」 を講演

する。彼女は現在アメリカ・オレゴン大学で生物を教

えている。 

ー リサ・キャンベル博士。 「ピコプランクトンの

分類への免疫学的手法」を講演する。彼女はニューョ 

ーク州立大学で学位をとり、現在ハワイ大学で研究を

している。男の双子の母親でもある。 

ー テム・ワイアット博士。「海洋におけるプラン

クトンの戦略」 を講演する。彼はスペイン人で、いつ

も冗談ばかりいってとても学者とは思えない人である。 

10月29日（月曜日）座長：マーロン・ルイス博士。彼

はカナダ・ダルハウジー大学の海洋学部の教授である。 

9: 15 パトリック・ホリガン博士。「細胞から海

洋へ：光拡散」を講演する。彼はイギリス人で植物プ

ランクトンの生態学で新しい方向をひらいた人である。 

11: 00 マーロン・ルイス博士。「細胞から海洋

へ：水色」 を講演する。彼は過去二年間アメリカ 

NASA（宇宙局）にいたので人工衛星から海洋学の

話をした。 

17: 00 マラテアのタ食会。このことは後でまた書く。 

10月30日（火曜日）座長：ダニエル・ヴァロー博士。 

9:15 ポール・フアルコスキー博士。「海洋学に

おける単一粒子解析の可能性と制限」を講演すことに

なっていたが、このワークショップのまとめをマンガ

でやってしまい、拍手喝采であった。 

ー サージ・ディマース博士。閉会のあいさつ。これ

で無事ワークショップは終了した。 （次号へつづく） 

（海洋環境部生物環境研究室長） 



―研究集会参加報告― 

操軒ラブラドル海流の比較研究ノ経過報告

バンクーバーへの旅 

柏 井 誠 

シーン 1：バンクーバーのビル衝 

小車付のトランクをゴロゴロ引っ張っているやや猫

背でノッポのw。鼻水をすすりながら黒いバックをく

くりつけたカートを曳いている赤帽子の K,, 

（語り）1991年8月12日から24日まで、浮魚資源研究

室の和田時夫さんとバンクーバーに旅をしてきました。 

東京の熱帯夜でクーラー風邪をひいたり成田発が 5時

間遅れたりしましたが、充実した旅でした。 

この旅は、、親潮・ラプラドル比較研究かのための

研究集会と 、ワークショップ水産海洋学Iの二つの研

究集会への参加のためです。二人して私費でやってき

た主眼はやはり 、親潮・ラプラドル比較研究ク の具体

的前進のためです。 

シーン 2：快晴の海峡を渡って行くフェリー／見晴ら

しの良い一番前の席の日溜りでうたた寝している二人 

（語り）この親潮・ラプラドル海流の比較研究は、 

1990年 3月の日加海洋科学ワークショップ（北水研ニ

ユースNa39）をきっかけに始まりました。北水研と北

西大西洋漁業センターの研究者は、この共同研究を実

現することを決め、そのためのステップを積み重ねて

きました。 

シーン 3：テロップく1991年 2 月紋別〉／紋別の流氷

祭りの氷像を眺めながら語り合っているカナダと日本

の研究者達のショット／国際シンポジウムでの、親

潮・ラプラドル’ セッションのショット 

（語り）1991年2月にはカナダから 3人の研究者を招

いて、研究の基本構想を立案するために必要な共通の

知識を交換するためのシンポジウムを開きました。 

シーン 4：テロップ〈1991年 2 月釧路〉／快晴の空、 

雪の中の北水研の庁舎／合同セミナーのショット／星

空の下の雪に囲まれた露天風呂の中で話し合っている

カナダと日本の研究者 

（語り）釧路の北水研で開いた合同セミナーでは、科

学技術庁に申請している個別重要国際共同研究の実行

計画を論議し、今後 3年の基本的な計画を固めました。 

シーン 5:バンクーバー島ナナイモ／針葉樹の森に抱

かれた入江／太平洋生物学研究所のクラシックな建物

の遠景／テロップく1991年 8月ナナイモ・ミーティング〉 

（語り）夏になって、平成 3年度個別重要国際共同研

究への予算申請が承認されるとの通知を得ました。そ

こで、 8月に開かれる 、ワークショップ水産海洋学’ 

の機会に、承認される予算規模に合わせた今年度の具

体的研究計画を打ち合わせることにしました。 

シーン 6 : OHPを使って研究構想を説明している 

w／言葉を聞き分けようと集中しているカナダ人研究

者／言葉に詰まって唇の端を歪め白目をむいている 

w／コクンと頭が落ちてはっと集中し直すK／コンピ

ュータの回りに集まって議論している研究者達 

（語り）この共同研究は、データ交換とその共同解析、 

そして研究者の交換を主体にした、こじんまりしたも

のです。このために、それぞれの取り組んでいる研究

プロジェクトの内容、具体的な研究の細部をお互いに

よく理解し、その上で共同研究で用いる解析の基本的

手法とプログラムなどを選定する必要があります。そ

して派遣するあるいは招聴する研究者を誰にしどこま

での仕事をするか、時期はいつにすれば良いか、それ

までにそれぞれの側でどのような作業をするかを決め

ることになります。これらのステップを今回の旅でほ

ぼ達成しました。 

シーン7:バンクーバーのプリティッシュ・コロンビ

ア大学（UBC）のキャンパス／20mを越す木々、そ

の高さを感じさせない広々とした芝生／ワークショッ

プ、水産海洋学かのショット 

（語り）水産研究における資源研究と環境研究の統合

は、カナダでもアメリカでも日本でも、成就できてい

るとはいえません。しかし、長期的な環境の変動が水

産資源の変動に及ぼす影響を明らかにするためには、 

この問題を正面突破するしかありません。 ワークショ

ップにおける意見交換は、熱のこもった有益なもので

した。 

シーン 8：夜のバンクーバー／垂直のバーを使った床

運動／いくつかの基本技とそれをつなぐ応用動作／表

情による芸術的表現／リズムによる統合 

（語り）言葉疲れした我々を考えてだろうか、カナダ

の研究者達が慰労のために連れてきたのは、く床運動

の鑑賞〉であった。頭の隅で、プロとしての彼女達の

日常の鍛錬を思いながら、カナダのビールを味わいま

した。このー杯は、熱の入りすぎたステップで靴を飛

ばしてよこした彼女からのお詫びの一杯なのです。 

シーン 9：テロップく終〉 

（語り）ローカルな現象の比較研究というこの国際共

同研究の今後の展開にご期待下さい。 

（海洋環境部長） 
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―研究集会参加報告― 

1991年国際頭足類シンポジウム 

頭足類の漁業生物学における 

最近の進歩 

中 村 好 和 

「頭足類の漁業生物学における最近の進歩」という

テーマの国際シンポジウムが、1991年7月17-19日の 

3日間、清水市の東海大学海洋学部で開催された。こ

のシンポジウムは、C I A C (Cephalopod Interna・ 

tional Advisory Council）が 3年毎に行っている研究

集会のーつとして位置づけられる。過去の研究集会で

は「頭足類の幼生の同定」(1985年、於フランス）や 

「頭足類の分類と生物地理」(1988年、診アメリカ） 

という限定されたテーマであったが、今回は頭足類の

漁業が盛んである日本での開催ということで上記のテ 

ーマが選ばれたとのことであった。 

シンポジウムには、アメリカ、カナダ、イギリス、 

フランス、イタリア、ドイツ、ソ連、スペイン、ポル

トガル、南アフリカ、セネガル、オーストラリア、タ

イ、韓国、日本の15カ国から、総勢100名余りの研究

者が参加した。 

シンポジウムでは、54題の口頭発表と15題のポスタ 

ー発表が行われた。その内容は、分類、成長、成熟、 

分布生態、行動、食性、日齢査定、資源解析、神経生

理など多岐にわたっていた。発表の大部分はイカ類を

対象としていた。また全体の 4割は日本人研究者によ

る発表であり、筆者も 2題の口頭発表を行った。口頭

発表は質疑も含めて1題につき17分間で行うことにな

っており、次から次へと発表される研究成果を集中し

て聞くことは、ー英語の苦手な筆者にとってはかなりハ 

ードであった。語学能力の低さに加え、専門的知識も

乏しいことから発表された内容の理解度は低かったが

以下に日程をおって印象に残った発表について記す。 

シンポジウム1日目の午前には、漁業や資源に関す

る発表が行われたが、その中では函館水試の中田さん

が発表したスルメイカの資源量水準の変動とそれに伴

う生物学的特徴の変化についての研究が印象に残った。 

それは正統的な資源研究であると感じられたし、外国

の研究者の関心も集めていた。午後の発表では東大の

館野さんがタコの外套運動を超音波やx線による断層

映像やコンピュータグラフィックスで解析した研究を

話したが、最新技術の導入ということで聴衆の注目を

浴びていた。 

1日目の夜には、清水港内で船上バーベキューによ  

る懇親会が行われたが、立食ではなかったために色々

な外国人研究者と話す機会がなかったのが残念であった。 

2日目の午後には、平衡石による日齢査定の研究が 

5題発表されたが、このセッション以外でも平衡石に

基づく研究発表があり、イカ類でも魚類の耳石でのよ

うに平衡石による日齢査定に関する研究が拡がりつつ

あるようだ。午後は、エクスカーションにあてられ、 

富士山に登ったり、白糸の滝を見たりした。 

3日目の午前には、魚類や噛乳類の食餌中の頭足類

についての発表が 4 題あったが、補食される時間帯や

補食者と被食者の行動の比較に関心があったので、興

味深く聞いた。 また補食者のデータに基づくイカ類の

個体群量推定に関する発表もあったが、推定方法やそ

の精度については問題が残されている感じがした。 

3日目の午前中には、C I ACの公開討論会も行わ

れた。その中で、International Cephalopod Asso・ 

ciation （略してI CA、イカ？）の創設についての

討論が行われた。また、次回の研究集会は1994年にナ

ポリで神経生物学をテーマに開催予定であるとの案内

もあった。 

3日目の午後には、東大の演田先生によるオウムガ

イの漂流の話があったが、イカ・タコ以外では唯一の

発表であり、珍しく聞いた。その他では、オーストラ

リアでのヤリイカ類の種分化について発表があったが、 

よくまとまっていて好印象を受けた。これは、発表者

が若くて美しい女性であったためかもしれない。 

シンポジウム全体を通して感じたことは、発表され

た研究のレベルにかなり差があったこと、全体として

まとまりが無かったことである。しかし、これは研究

者の数が少ない頭足類研究においてできるだけ多くの

研究者に発表してもらうという趣旨からすれば、仕方

が無いことかもしれない。 

シンポジウムに参加して良かったことは M.R.Clar・ 

ke博士や K.N.Nesis博士を始めとする世界中の第一

線の頭足類研究者の発表を聞くことができたこと、そ

して多くの研究者と顔見知りになれたことである。 こ

のことは今後、研究を進める上できっと役立つと思う。 

最後に、筆者が今回のシンポジウムに参加すること

にあたって、多大の尽力をいただいた水産庁研究課の

担当官の皆様、北水研の大迫企連室長、村田資源管理

部長にお礼を申し上げる。 

（資源管理部頭足類資源研究室長） 
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7月上旬から、ほぼ1か月にわたってソ連に滞在し、 

日ソたら類資源共同調査に参加した。これは、漁業分

野における日ソ科学技術協力計画に基づき、スケトウ

ダラをはじめとする、たら類の資源状態の把握を目的

として企画されたものである。調査結果の詳細は、10 

月以降にソ連国内で開催予定の日ソ漁業資源専門家科

学者会議において、ソ連側から報告を受けるはこびと

なっている。したがって、この稿では、私が見聞きし

た範囲のことを、いくぶん下世話な話も少しまぜて述

べるにとどめる。 

写真1. 

チンロ・サハリン支部。建物は

サハリン漁業公団の所有。 

調査の経過 

調査のあらましは、次のとおりだった。 

日 程 

調査船

中型冷凍トロール船 シウルシャ号 

723トン、1,160馬力、トウルニフl’所属

調査海域 

テルペニア（多来加）湾沖および湾内

調査員 

L. M．ズヴェルコーワ（チンロ 2’・サ‘  

A. V．ボロディン 	（同上） 

I. N．ムハメット 	（同上） 

U. N．アルパトフ 	（チン、ロ本部） 

V. L．プロネヴィッチ（同上） 

渡辺 一俊 	 （北水研・資源管郵） 

松浦 健 	 （通訳） 

内 容 

中層・着底トロール網によるたら類の漁獲試験

および水温の測定 

着底トロールの漁獲物。 

バケツの中の魚はニシン。 

航海中の天候はほとんど霧または小雨で、うっとう

しかったが、さいわい時化には遭わず、中層トロール 

8点と着底トロール68点で調査を実施できた。めあて

のスケトウダラは、調査全体を通じて、計100尾を満

たない採集にとどまった。テルペニア湾一帯の海域で

は、例年この時期に多くのスケトウダラが分布するそ

うで、予想外の結果に、ソ連側主席調査員のズヴェル

コーワ博士は非常に困惑していた。日本水域オホーツ

ク海沿岸のスケトウダラは、この海域のものと同じグ

ループに属している。これは他人ごとでない。 

中層トロールでは、オオカミウオの稚魚やカラフト

マスがわずかに獲れただけだったが、着底トロールで

は、1網（30分びき）で 2 --'3 トンの漁獲を越えるこ

とが何度となくあった。漁獲物のなかで目についたの

は魚類ではコマイとニシン、それにかれい類だった。 

とくに、水深50mより浅いところでは、前の 2 種が、 

みた目で漁獲物の半分ほどを占めていた。また、無脊

椎動物では、なまこ類、つぶ類、そしてタラバガニ・

ズワイガニなどのかに類が多かった。 

ソ連でも、底魚資源のレベルは、ひところに比べて

随分と落ちているらしいが、それでもまだまだ高いと

感じた。しかし、経済の悪化や統制の乱れなどが原因

で、いつだれが乱獲に走らないとも限らない。 他国の

領分とはいえ、北海道の隣のことだけに心配だ。 

だんどりの悪さ 

事前に受けとった書面では、私たちはハバロフスク

からナホトカへ行き、そこで乗下船する手はずになっ

ていた。また、乗るのはレンスク号というわりあい大 

7/08 新潟発。ハバロフスク着。 

7/09 ハバロフスク発。 

7/13 コルサコフ（大泊）から出港。 

7/15 調査開始。 

7/29 調査終了。 

7/30 コルサコフへ入港。 

8/04 ユジノサハリンスク発。 

ハバロフスク着。 

8/05 ハバロフスク発。新潟着。 

新潟発。 ハバロフスク着。 

ハバロフスク発。 

ユジノサハリンスク（豊原）着。 

コルサコフ（大泊）から出港。 

調査開始。 

調査終了。 

コルサコフへ入港。 

ユジノサハリンスク発。 

ハバロフスク着。 

ハバロフスク発。新潟着。 

リン 

支部） 



型の船になる予定だ、とも聞いた。ところが、実際に

は先に示したとおりでまる、違っていた。サハリン支

部と本部（ウラジオストク）のあいだの、意志の疎通

がうまくいかなかったせいらしい。事情は、どうあれ、 

うっかりすると、ソ連滞在中、私たちは行方不明同然

になりかねなかったのだから、ことは存外重大だ。 

ちなみに、レンスク号は、調査開始直前に、故障修

理のためドック入りしたとのことだった。しかし、じ

つは魚を積んで日本へ売りに行ったのだ、という噂も

耳にした。 もちろん、これはデマだろうが、つい信じ

たくなってしまった。 

~写真3. 
中型冷凍トロール船シウルシャ号 

トウルニフ所属船シウルシャ号 

チンロは、自前の調査船をもたない。調査は、トウ

ルニフや漁業公団からの用船でまかなわれている。私

たちが乗船したシウルシャ号は、トウルニフの所属だ

った。 この船の外側は錆だらけ、中身はぼろぼろで、 

出港直後に主機故障で漂流はするし、いくらソ連でも、 

これは廃船まぎわだろうと思ったら、85年の建造と後

から聞いて、驚いた。世の中には、不思議なことがた

くさんあるものだ。 

不思議といえば、 トウルニフは、科学調査を看板に

しているのに、調査にはわりあい冷淡にみえた。どう

も、漁業の商売に熱をいれているらしい。 

網があがってくると、乗組員たちは、調査などそっ

ちのけで売りものの魚を選別し、さっさと処理してい

た。こんな様子だから、標本の測定なども、甲板の片

隅に並べたドラム缶に板を敷いた上でやらなければな

らない始末だった。それでもめげずに、雨や霧に濡れ

ながら仕事をしていた、サハリン・チンロの調査員た

ちは、立派だった。 

ところで、私たちに割り当てられた居室は、部員用

の 2人部屋で狭かった。居住区画が全体に窮屈だった

ので、これはやむを得ない。別段不平をいうつもりも

ない。しかし、たくさんのゴキプリが、机の上といわ

ず、ベッドの中といわずのべつはい回るのには正直ま

いった。通訳の松浦氏などは、手足を何か所も噛まれ

て、ぼやくこと頻りだった。ロシア話では、ゴキプリ  

のことをタラカノフという。いくらたら類調査だから

といって、冗談ではない。 ぜんぜん笑えない。 

体のあちこちがムズムズしてきそうだ。このはなし

は、そろそろやめにしよう。 

写真4. 
甲板片すみでの標本測定 

ソ連人の生活態度 

ソ連では、給科の遅配がよく起こると聞かされた。 

時には、何か月も統けて。これでは、ばかばかしくて、 

誰も働く気にはなるまい。 

じっさいソ連人は働かない。彼らがいうには、、コミ

ュニストかのせいなのだそうだ。悪いことは何でも、 

他人のせいにしてしまう。おのれの責任ではないのだ。 

それにしても、ソ連人の間では共産党の評判がすこぶ

る悪い。コミュニスト、という言葉が一種の差別語に

なってさえいるらしい。それかあらぬか、ソ連共産党

は解体されてしまった。 

しかし、私は思う。郵便ポストが赤かったり、電信

柱が高かったりしたとき、彼らはこのさきいったい誰

のせいにするつもりなのだろう。そろそろ反省しても

いいころだ。 

チンロの研究者たちは、給料の遅配にもめげず、熱心

に働いていた。彼らの名誉のために付け加えておく。 

むすび 

ここまで、ずいぶんなことを書いてきたような気がす

る。もしこれが、ソ連の誰かの目にはいったら、はっきり

いってごめんなさい。けっして、悪気はありません。 

ともあれ、今回の調査では、なかなか貴重な体験を

した、と思う。他の人たちも、機会があれば是非いち

ど味わってほしいものだ。おしまいに、ソ連船での生

活に必要と感じた品を、いくつかあげておく。 

ゴキプリホイホイ、ゴミ袋、洗剤、サバイパルツー 

ル、そしてティッシュまたはトイレットペーパー（お

尻の丈夫さに絶対の自信をもつ人には不用）。 

1）魚類調査研究船団太平洋部門 

2）太平洋漁業海洋研究所 

（資源管理部底魚資源研究室長） 
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退職・離任 

離任のご挨拶 

高木 健治 

おおらかでしがらみのない北海道人気質は、自然の

広大さや歴史の新しさと関係があるのかも知れません

が、お陰様で充実した日々を過ごしました。釧路の秋

冬の晴れわたった明るい青空の素晴らしさは、在勤中

の数々の思い出と共に胸に深く刻み込まれています。 

平成 2年10月に釧路市において開催されたポスト北

洋シンポジウムも忘れられない行事のーつです。パネ

リストの一人として参加し、北洋漁業の縮減による強

い打撃を受けながら新しい水産振興の途を模索する熱

気を身をもって感じ、試験研究機関の責任について思

いを新たにしました。 

お世話になった皆様に厚くお礼申し上げます。 

（養殖研究所長） 

北洋鮭鱒漁業が再開されて間もない昭和28年 5月、 

当時余市町にあった北海道区水産研究所所属調査船農

林おやしお丸（木船37トン）の通信士として乗船以来、 

平成 3年 3月退職まで第三探海丸、大雪丸、探海丸 

（二代目、三代目、四代目、現在の探海丸）と約38年

漁業指導通信を一途に携わってきました。 

この間、楽しかったこと、苦しかったことと思い出

は多く尽きない懐かしい歳月でした。もう一度味わっ

てみたい、真っ赤な太陽、水平線の日の出、落日、広

く青く深い海原、深い霧と思い出は遠くなる。在職中

は二度も入・退院を繰り返し関係の皆様にご迷惑をか

けましたことをお詫びします。 

退職後は小樽に双錨碇泊しました。今後ともによろ

しく交誼のほどお願いします。末筆ながら皆々様のご

多幸とご発展をお祈り申し上げご挨拶とします。お世

話になりました。 

（前探海丸通信長） 

定年退職 

神崎 友也 

離任のご挨拶 

勝呂 孝 

釧路での単身赴任中の 2年間、公私とも皆々様には

お世話になりました。 

夏の濃霧、冬の寒さ、ソ連調査員との交流やサケ・

マス調査など思い出多く心に残っています。 中でも印

象深かったのは北海道の雄大さで、丹頂鶴や北キツネ

など自然の豊かさをしみじみ感じた次第です。また北

光丸、探海丸、水研の皆さんとの交流も良き思い出と 

なりました。（あの女性今頃どうしているかなァ 	） 

白嶺丸に転勤してからは瀬戸内海、三陸沖、九州日

本海側と監視に歩いています。各地それぞれに規制の

問題をかかえ、海も陸地もまた風景が違っています。 

日本も色々だな、と実感しています。 

白嶺丸も来年度には新造船になる予定で、お披露目

には是非釧路にも、と楽しみにしています。 

北光丸、探海丸両船のご安航と北光丸皆様の益々の

ご発展を祈ります。 

（白嶺丸船長） 

退職のご挨拶 

山川 初美 

昭和21年 4 月終戦間もない頃、内務省北海道水産試

験場第三探海丸に採用されました。 

第三探海丸は木造船の農林型50トンで主機関は、イ

ケガイ鉄工所のディーゼル機関100H P焼玉機関が主

流だった当時としては官庁船だけであって漁船では優

秀な方だったかもしれません。 それでも冬の機関始動

の時はずい分苦労したものです。 

船は大切な人命を乗せて、避難することの出来ない

大海に出て調査をするのですから、安全があってこそ

調査研究の成果が上がると、その事を心がけて44年勤

めてまいりました。幸い大過なく退官できました事は、 

これひとえに皆様方のご助力賜物と心より感謝申し上

げます。最後になりましたが皆様方のご健康とご発展

をお祈り申し上げまして退職のご挨拶にかえさせてい

ただきます。 

（前探海丸操機長） 



武田 靖昭 

桜の曹が膨らみ始めた 4月1日、水産大学校で北光

丸船長の辞令を戴き、翌日小倉でフエリーに飛び乗り

行程 5日を費して、まだ道路の脇に残雪のある釧路に

着きました。 

入庁以来練習船で学生相手に過ごし、水研に関係あ

る事といえぱ、東北水研のサンマ調査だけで、加えて 

20年来南の海に慣れ親しみ、北の海の経験は無きに等

しい有様です。 

着任して 3日目に一番気にしていた霧にみまわれ、 

5日目には準備する間もなく出港、前途多難な出だし

となりましたが、常に海上では先の事を明確に掴めず、 

思い悩んでも事が目前に至らないと的確な方策を見い

出す事が難しく、生じた問題から順に最善の方法と努

力で解決する以外に道なしと達観し、新しい業務に専

心する積りですので、不慣れな点は新参船長のことと

て大目に見ていただき皆様のご助言をお願いします。 

（北光丸船長） 

新任ご挨拶 
吉森 明 

1991年 4月1日付で北海道区水産研究所に配属さ

れました。 

大学時代は海とは何の関係もない、生物物理学を専

攻しておりました。しかも、いわゆるモデル屋といわ

れる奴で、自分では決してデータを取らず、他人のデ 

ータを使って研究する方法をみっちり勉強してきまし

た。現在、海洋動態研究室で親潮を中心に研究する様

いわれていますが、海洋物理学はまったく初めてであ

るばかりか、実際に船にのって観測するのは、初めて

の経験なので、皆様のご指導、ご助言よろしくお願い

いたします。 

現在、海洋物理学や水産学等勉強中ですが、将来は

実際の観測を中心にした数理モデル的な研究ができれ

ばと思っています。 

（海洋環境部海洋動態研究室） 

着任ご挨拶 
飯泉 仁 

転任といってももう 5ケ月も過ぎてしまい今さら挨

拶というのもおかしいかも知れませんが、この 5ケ月

間部屋からあまり出ず「背の高いヒゲ面」 としか知ら

ない人もいるのでは、と駄文を書くことにします。 

私はこの 3 月まで海洋研究所大槌臨海研究センター 

に勤務しておりました。大槌センターは岩手県三陸の

国立公園内の中、風光明婚な場所にあります。 全国の

共同利用施設ということで年間延べ約1,500人の研究

者の利用があり、その世話が主な仕事でした。水研か

らも利用があったように思います。私はそこで主に海

草を中心とした沿岸生態系の豊富な生物相、高い生産

力を維持しているメカニズムは何か、を物質循環・基

礎生産の面から解明したいと考えいろいろ試行錯誤し

ていました。海辺にある実験所のいい点は海況が許せ

ばいつでもフィールドに行けることで、そのメリット

を生かしセンターでは一年中潜りにでかけていました。 

低水温の時や波の荒い時はかなりきつい作業でしたが、 

必要な作業が終わった後ちょっと寄り道して、ホヤ、 

ナマコ、ホタテ（天然産）、ウニ、カレイ、種々の魚

類の稚魚等、店では美味しそうに並んでいるものが海

の底ではどんな格好をしているのか眺めるのが楽しみ

でした。このように豊かな海のしくみのー端でも知り

たいと思っていたものです。 

今後とも宜しくお願いします。 

（資源増殖部藻類増殖研究室長） 

新任ご挨拶 
葛西 広海 

私の尊敬する映画人C．チャップリンの作品を淀川

長治氏は次の様に分析している。日く、「彼の作品は 

3つの要素より成り立っている。即ち、「食べる、働

く、愛する」事である」と。 

これも我が身に当てはめると、「食べる」事と「愛

する事にかけては人後に劣らぬ自信があるものの、こ

と 「働く」事だけはダメである。思うに、私はこれま

で真面目に働こうと思った事は無かったのかも知れな

い。 コレデハ、イケナイク 

そこで私は、より「働く」為に自分に壮大な野望を

課する事とした。その野望とは、死後「知ってるつも

り！？」に取り上げられ、加山雄三らを感動させる様な

人物になる事である。その為には、立派な人物になる

事は勿論、波乱に富んだ人生を送らねばならない。私

は、ここにこれからの人生の目標を無謀にも公けに宜

言し、新任の挨拶とさせて頂きます。 

（海洋環境部生物環境研究室） 
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新任のごあいさつ 

宇田川 徹 

4月1日付で新規採用され、北海道区水産研究所資

源増殖部魚介類増殖研究室に配属となりました。 

理学部では海産無脊椎動物研究を主とする講座に所

属したのに、カタツムリの地理変異を研究するはめに

なりました。農学研究科（修士、研究生）ではワラジ

ムシの繁殖や生活史を研究していました。 

ワラジムシを含む等脚類は多くが海産で、種類数・

個体数ともに豊富です。巨大な分類群なのに、日本で

はあまり研究されていません。北海道沿岸でもバイオ

マスが大きいので、血が騒ぎます。 

なにぶん水産学について何も知らない未熟物ですの

で、ご迷惑をおかけすると思います。皆様のご指導・

ご鞭捷のほどをよろしくお願いいたします。 

（資源増殖部魚介類増殖研究室） 

北水研が連続3年優勝なるか 

平成 3 年度 

3場所2る =o9 郵会 
大迫 正尚 

開催日時：平成 3年 8月 4 日同 AM9 :oo-

開催場所：釧路圏摩周観光文化センター 

種目別等：ソストボール交流、総当たり方式

平成元年から、釧路水試、網走水試、北水研 3場所の

交流を深めることを目的として始まったこの交流会は、 

第 3回目を迎えた。今回の事務局担当は、釧路水試で、 

ちょうど行事の多い時期のためご苦労された。 

開催場所は、・3年連続で同じ文化センターとなった。 

さて、なぜか北水研は過去 2年連続優勝し、今年はど

うかがたいへん興味ある点であった。しかし結果は以

下の通りである。 

優勝：網走水試 2勝 0敗 

2位：北水研 1勝1敗 

3位】釧路水試 0勝2敗 

心配された雨も上がり、よい試合日和となってなご

やかな雰囲気の中で試合が進んだ。1勝同士の網走水

試対北水研の対決、手に汗握る好試合であったが、そ

の内容はいずれ他の機会に。 

試合の後、懇親会が開催され試合の話や漁業の情勢

の交換等有意義な交流会であった。 

（企画連絡室長） 

ー――ー北水研ミニ情報 

「北の漁火堕肝りされる 

創刊に当たって 
田中 邦 

水研の研究内容の紹介は、行政を始めとして広く―

般には理解され難いといわれていましたが、その策も

ないまま研究側でも検討をしていました。しかし、公

刊図書には出ているものの、読まれていないという現

状から、ダイレクトメール方式を考え、何時でも、速

やかに、自由にそして手軽に、情報を伝達することを

意図し、企画連絡室の情報機能として刊行することに

しました。先ずは、研究課題別の概要を掲戴しつつ、 

話題の広場、諸活動、人の動き等の記事を盛り込み、 

9月から毎月1回のペースで情報を届ける予定です。 

ご期待下さい。 	 （所 長） 

会議情報 

平成 3年度第1回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

日時：平成 3年7月10・11日 

場所：茨城県土浦市 

議題： 

1．海況予測（東北海区） 

1）海況の経過 

2）現況 

3）今後の見通し 

2．スルメイカ漁況予測 

1）太平洋海域における資源動向 

2）本邦北部太平洋漁場の漁況予測 

3．予測の根拠となる情報 

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・東京都・神 

奈川・静岡・愛知・和歌山の各県水産試験 

場、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、茨城県 

まき網漁業協同組合、東北大農学部、東海 

大学海洋学部、水産庁資源課、中央水研、 

東北水研、同八戸支所、北水研 
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平成 3 年度北海道ブロック水産業関係試験研究機関企 

画情報連絡会議 

日時：平成 3年 7月11日 9 : 3O-12 : 00 

場所】釧路東急イン 

議題： 

1．日ソ研究交流に関する状況について 

2．国費関連事業についての平成 3年度の現状と今 

後の取り組みについて 

1）事業・プロジェクト等の現状と推進方向につい 

て 

2）調査研究推進に関する要望等について 

3．部会設置に関する現状報告と取り組み方につい 

て 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水 

産試験場、北海道立栽培漁業総合センター、 

北海道立水産卿化場、北海道さけ・ますふ 

化場、水産庁研究部、北水研 

平成 3 年北海道ブロック水産業関係嶺負研究推進会議 

日時：平成 3年 7月11日 13:30-'17:00 

場所：釧路東急ィン 

議題： 

1．水産関係試験研究を巡る情勢 

2 ．各場所の平成 2 年度研究推進概要・ 3年度研究 

計画の概要 

3．各場所の研究関連主要トピックス 

4．企画情報連絡会議の報告 

5．研究推進等に関する意見交換 

1）資源研究分野 

2）海洋研究分野 

3）増養殖研究分野 

4）研究交流の活発化を図るための具体的な検討の 

あり方について 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水 

産試験場、北海道立栽培漁業総合センター、 

北海道立水産牌化場、北海道さけ・ますふ 

化場、水産庁研究部、北水研 

平成 3 年度北海道周辺水域底魚類資源評価検討会議 

日時：平成 3年 8月22日 9 : 30-17 : 00 

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 

2）北部日本海海域のスケトウダラ 

3）本州日本海沿岸域のスケトウダラ 

4）道南太平洋海域のスケトウダラ 

5）東北海域のスケトウダラ  

6）スケトウダラ太平洋系群総括 

7）根室海峡のスケトウダラ 

8）宗谷海峡のイカナゴ 

9）道北海域のホッケ（道北系群） 

10）後志・道南海域のホッケ 

11）日本海本州沿岸海域のホッケ 

12）北海道太平洋海域のホッケ 

13）道南太平洋海域のキチジ 

14）道東太平洋海域のキチジ 

15）道北日本海・オホーツク海海域のマガレイ 

16）道西日本海・オホーツク海海域のソウハチ 

17）道南太平洋海域のソウハチ 

18）北海道周辺海域のハタハタ 

19）北海道周辺海域のえび類 

20）北海道周辺のたこ類 

2. 1)--20）についての総合討論 

3．国際漁業交渉に関する会議についての状況説明 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水 

産試験場、東北水研、日水研、北水研 

「磯焼け」研究準備会議 

日時：平成 3年8月30日 9:00-14:30 

場所：北海道さけ・．ますふ化場会議室 

議題： 

1.「磯焼け」研究の全体計画について 

2.「磯焼け」実施計画について 

3．総合討論 

4．その他 

1）今後のスケジュール等について 

参加機関：北海道立中央水産試験場、青森県増殖セン 

ター、富山県水産試験場、マリノフォーラ 

ム21、水産庁研究部研究課、振興部開発課、 

東北水研、日水研、北水研 

平成 3年度オホーツク海域のサンマ漁況海況予報会議 

日時：平成 3年 9 月26日 

場所：北海道立網走水産試験場 

議題： 

1．昨年の漁況について 

2 ．今年の海況について 

3．今年の漁況と来遊状況について 

4 ，漁況予測 

参加機関：北海道立釧路・網走・稚内水産試験場、北 

水研 
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資源学談話会 

研究談話会 
第41回 

日時】平成 3 年 5 月28日 16 : 0O-17 : 00 

場所：北水研会議室 

講師】 Dr. Diane Stoecker (Maryland Univ.) 

演題】 Planktonic protozoa in marine food webs 

第42回 

日時】平成 3 年 5 月30ョ 15 : 00---17 :00 

場所】北水研会議室 

演題】 

① FGLOBECに ついて」杉本隆成（東大海洋研教授） 

②「研究トピックスについて」 

森永 健司（東大海洋研資源環境部門） 

秋 孝尚（東大海洋研資源環境部門） 

③北海道周辺の底魚研究について 八吹 圭三 

第43回 

ョ時】平成 3年 6 月19ョ 16 : 00--17 :00 

場所：北水研会議室 

講師】丸茂 隆三（東京農業大学生物産業学部教授） 

演題】マングロープとサンゴ礁について 

第44回 

日時】平成 3年 6 月26日 16 : 00 J7 : 00 

場所】北水研会議室 

講師】 Dr. J. Harms (Biologische Anstalt Helgoland) 

演題】 Growth Rate of Crustacean Larvae, with 

special Emphasis on Nutrition 

第19回 平成 3 年 4 月19ョ 15 : 00-- 

論文紹介‘'The effect of population structure on 

recruitment in herring'’ 	本田 聡 

論文紹介‘'Duration and intensity of spawning in 

herring Clupea harengus as related to the age 

structure of the mature population" 

和田時夫

第20回 平成 3 年 5 月10日 15 : 30~ 

論文紹介‘'Hatching period, growth and survival 

of young walleye pollock Theragra chalcogramma 

as determined from otolith analysis”・・・八吹圭三

第21回 平成 3 年 7 月 5 日 15 : 00~ 

論文紹介 "Effects of extended jurisidiction on 

management and conservation of Canada's 

Pacific coast fisheries" 
	

渡辺一俊 

第22回 平成 3年 7 月24日 15: 00- 

論文紹介‘'Search models in fisheries and agri- 

culture" 	中川晃子（三重大生物資源） 

Bioenergetics of stock and recruitment. 

	小出水規行（三重大生物資源） 

第23回 平成 3年 9 月17日 16 : 00-

ファジィ制御による鯨類資源の管理 

	桜本和美（東水大資源管理学助教授） 

、 
海洋環境ゼミナール 

第33回 平成 3 年 5 月24日 16 : 00-'-- 

電子移動反応の理論的研究 	吉森 明 

第34回 平成 3年 6 月 7 日 16 : 00---- 

Some evalutions about the role of zooplankton on 

diatom bloom. 	斉藤宏明 

第35回 平成 3 年 6 月21日 16 : 00--- 

The Sinking of Warm-Core Rings. 	吉森 00 

第36回 平成 3 年 6 月28日 16 : 00~ 

論文紹介 "Nutrient distributions in warm core 

ring 82-B April-August'' 	葛西広海 

第37回 平成 3年 7 月12日 16 : 00- 

暖水塊縁辺域と親潮前線域における収束・発散 

	河野時度 

第38回 平成 3年 7 月19日 16 : 00- 

オホーツク海と北太平洋の海水交換 

第39回 平成 3年 8 月 1日 16 : 00~ 

論文紹介‘'Absorption of nutrient by aquatic 

plants" 	吉森 明 

第40回 平成 3 年 8 月 9 日 16 :00-- 

論文紹介‘'The relative roles of diapycnal and 

isopycnal mixing on subsurface water mass 

conversion.'' 	河野時度 

第41回 平成 3 年 8 月16日 16:00--- 

論文紹介“Die! feeding behavior in the marine 

copepod Acartia tonsa in relation to food 

availabillity" 	害藤宏明 

第42回 平成 3 年 9 月 5 日 16 : 00~ 

Research activities relevent to marine science in 

Taiwan. 	Dr. Houng-Yung Chen 

第43回 平成 3 年 9 月11ョ 10: 00-- 

北海道の湖沼研究の現状 

	今田和史（北海道立水産牌化場） 

さけ・ますふ化場の海洋環境調査 

	清水幾多郎（北海道さけ・ますふ化場） 

北水研における低次生物生産の研究 	田口 哲 

第44回 平成 3 年 9 月30日 16 : 00~ 

親潮域における浮魚摂餌量の季節変動 	斉藤宏明 
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~ 研究発表課題ー覧 ~ 

〔印刷刊行物〕 

K. Tanaka 】 

・Farming Techniques for Bay Scallop, Pecten 

(Note vola) albicans, in the Western Regions of the 
Japan Sea. NOAA Technical Report NMF1O2, 

pp.67-76, 1991 
柏井 

・環境単位の形成機構と流れの構造 「流れと生物と

水産海洋学特論一」、3-1、京都大学出版会、平成 

3年 5 月 

・水道一内湾系における潮流の構造と海水交換 「流

れと生物とー水産海洋学特論ー」、3-2、京都大学出

版会、平成 3 年 5 月 

・資源培養における流れの研究の今後の課題 「流れ

と生物と一水産海洋学特論一j、 3-5、京都大学出版

会、平成 3 年 5 月 

・沿岸水位からみた親潮の変動 月刊海洋、23(8)、平

成 3 年 6 月 

H. Saito, 1. Ogishima, S. Taguchi 
・Gut clearance rate of boreal copepods Eurytemora 

herdmani Thompson and Scott (1897) and 
Pseudocalanu.s spp. at different food concentra 

tions. Bull. Plankton Soc. Japan, Special vol-
ume, 1991 

H. Matsuda, T. Wada, Y. Takeuchi and Y. Mat 
sumiya 】 

・ Alternative models for species replacement of 
pelagic fishes. Researches on Population Ecol-

ogy, Vol.33(1), June, 1991 
1. Wada and M. Kashiwai' 

Changes in growth and feeding ground of 
Japanese sardine with fluctuation in stock 

abundance. Long-term variability of pelagic 
fish populations and their environment : Pro 

ceedings of the international symposium. Sendai, 
Japan, 14-18 November 1989, Pergamon Press, 

June, 1991 
中村 好和・村田 守・斎藤 和範】 

・平成 2 年太平洋スルメイカの漁況と資源状態 水産

世界、40(4)、平成 3 年 4 月 

村田 守・斎藤 和範・中村 好和： 

・平成 2 年の北太平洋北西地域におけるアカイカ漁況

の特徴及び資源の動向 水産世界、40(5)、平成 3 年 

5 月 

Y. Sakanishi, Y. Yokohama and Y. Aruga:  

・Photosynthetic capacity of various parts of the 
blade of Laminaria longissima Miyabe (Phaeo 
phyta) Jpn. J. Phycol., 39, pp.239-243, September. 
1991 

〔口 頭 発 表〕 

柏井 

・沿岸水位からみた親潮水域の経年変動 1991年度日

本海洋学会春季大会、東京、平成 3 年 4 月 

・Fisheries Oceanography and Marine Bio-Geog-

ra加y 太平洋の水産海洋学に関するワークショッ

プ、平成 3 年 8 月 

川崎 康寛・河野 時虜】 

・ソ連邦 200カイ リ水域内における黒潮暖水塊 

KWCR-86B の移動と変質 1991年度ョ本海洋学会

春季大会、東京、平成 3 年 4 月 

川崎 康寛】 

・オホーツク海と北太平洋の海水交換 東大海洋研共

同利用シンポジウム「北太平洋の海洋循環と混合水

域の海況変動」東大海洋研大槌臨海研究センター、 

平成 3 年 9 月 

河野 時慶・川崎 康寛： 

・水系分布と流れから見た親潮の変質過程11989年 8 

~9月広域・一斉観測の結果より一 1991年度日本

海洋学会春季大会、東京、平成 3 年 4 月 

田口 

・Size Distribution marine particles : Variability in 

the uniform Distribution of plankton 
日本プランクトンシンポジウム、東京、平成 3 年 4 

月 

'Problems in the estimation of primary production 

丘om ocean color リモートセンシングシンポジウ

ム、東京、平成 3 年 4 月 

斉藤 宏明・田口 

・厚岸湾における椀脚類摂餌活動の日周変化について 

1991年度日本海洋学会春季大会、東京、平成 3 年 4 

月 

H. Saito, T. Kubodera' 
・ Vertical Distribution of rhynchoteuthion par-

alarvae in the Kuroshio region 1991年国際頭足類

シンポジウム、東海大学海洋学部、平成 3 年 7 月

和田 時夫・松原 孝博‘本田 

・マイワシの密度依存的な成長変化について 平成 3 

年度日本水産学会春季大会、東京、平成 3 年 4 月

松石 隆・岸野 洋久・松宮 義晴・和田 時夫： 

・まき網漁業における CPUE 】魚群重量と魚群数

道東のまき網漁業を例としてー 平成 3 年度日本水

産学会春季大会、東京、平成 3 年 4 月 

i 
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T. Wada: 

・Stock fluctuation of Japanese sardine and related 

research programmes in Japan. Fisheries 

Oceanography Workshop Vancouver, Canada 

August, 1991 

松原 孝博： 

・シンポジウム「海産魚の成熟・産卵リズム」111-5 

マイワシ 平成 3年度日本水産学会春季大会、東京、 

平成 3年 4月 

渡辺 一俊： 

・スケトウダラ太平洋系群総括 平成 3年度北海道周

辺水域底魚類資源評価検討会議、北海道区水産研究

所、平成 3年 8月 

・北海道周辺のハタハタ 平成 3年度北海道周辺水域

底魚類資源評価検討会議、北海道区水産研究所、平

成 3 年8月 

八吹 圭三： 

・北海道太平洋海域のホッケ 平成 3年度北海道周辺

水域底魚類資源評価検討会議、北海道区水産研究所、 

平成 3年8月 

漬津 友紀： 

・道東太平洋海域のキチジ 平成 3年度北海道周辺水

域底魚類資源評価検討会議、北海道区水産研究所、 

平成 3年8月 

山村 織夫・渡辺 H変・島崎 健ニ： 

・北海道東南岸におけるスケトウダラとイトヒキダラ

の種間関係 平成 3年度日本水産学会春季大会、東

京、平成 3年4 月 

中村 好和： 

・アカイカの日周垂直運動と光との関係 平成 3年度

日本水産学会春季大会、東京、平成 3年 4月 

Y. Nakamura: 

・Vertical and horizontal movements of mature 

females of flying squid, Ommastrephes bartrami, 

observed by ultrasonic telemetry. 1991年国際頭

足類シンポジウム、東海大学海洋学部、平成 3年7 

月 

V. Nakamura, Y. Sakurai: 

・Age determination with daily growth dncrements 

of statoliths in some groups of Japanese common 

squid, Todarods pacificus. 1991年国際頭足類シ

ンポジウム、東海大学海洋学部、平成 3年7月

古谷 

・大槌湾春季プルーミング期の一次生産 1991年度日

本海洋学会春季大会、東京、平成 3年 4 月 

飯泉 仁・古谷 研・竹内 ー郎・轡田 邦夫・

川口 弘ー： 

・大槌湾における栄養塩、クロロフィル aの周年動態 

1991年度日本海洋学会春季大会、東京、平成 3年 4 

月 

川口 弘一・多田あつみ・岡谷 貞子・飯泉 

・大槌湾におけるシワイカナゴの生活史ー成長・成熟 

-1991年度日本海洋学会春季大会、東京、平成 3 

年 4月 

飯泉 

・海藻の栄養摂取 ワカメシンポジウム’91、盛岡、 

平成 3年7月 

町口 裕ニ・伊藤 史郎・坂田 完三： 

・海藻類に含まれるポリフェノールの植食動物に対す

る影響 平成 3年度日本水産学会春季大会、東京、 

平成 3年 4月 

・赤川 泉（東京大学海洋研究所） 

・猿渡 敏郎（東京大学海洋研究所） 

共同研究内容：稚仔魚研究の打合せのため

共同研究先：資源増殖部浅海育種研究室

共同研究期間：平成 3年5月29日～5 月30日 

・Joachim Harms (Biologische Anstalt Helgoland) 

共同研究内容：資源増殖部浅海育種研究室

共同研究先：カレイ仔魚研究 

共同研究期間：平成 3年 6月20日～ 6月30日 

・甲斐 徳久（水産大学校） 

・花岡 研ー（水産大学校） 

共同研究内容：「海洋大循環」共同研究航海打合せ 

共同研究先：海洋環境部海洋動態研究室 

共同研究期間：平成 3年 6月28日～ 7月1日 

平成 3年7月8日～7月 9日 

・平賀 禎彦（根室湾中部漁業協同組合） 

共同研究内容：根室湾周辺ウニ漁業に関する研究打 

合せ 

共同研究先：資源増殖部藻類増殖研究室 

共同研究期間：平成 3年 8月17日～8月18日 

・桜本 和美（東京水産大学助教授） 

共同研究内容：漁況予測のファジイ制御理論の応用 

について 

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 9月17日～ 9月18日 

・足立 伸次（北海道大学水産学部） 

・古屋 康則（北海道大学水産学部） 

・尾原佐知子（北海道大学水産学部） 

共同研究内容：「バイオコスモス」招へい研究

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 9月21日～9月27日 
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受け入れた研修 

・吉森 明・葛西 広海・宇田川 徹

研修目的：平成 3年度I種試験採用者研修

研修先：総務庁人事院・農林水産省

研修期間：平成 3年 4月1日～4 月13日 

・大池 ー臣・村田 守 

研修目的：平成 3年度試験研究機関管理職員研修

研修先：東京都健保会館 

研修期間：平成 3年 6月2日～6 月6日 

・早川 研吾 

研修目的：平成 3年度図書館専門職員養成講習

研修先：富士大学（岩手県花巻市） 

研修期間：平成 3年 7月8日～8月24日 

・半田 広生 

研修目的：平成 3年度ー般職員行政基礎研修

研修先：東京都農林水産研修所 

研修期間：平成 3年 9月2日～10月5日 

・小嶋 吉高 

研修目的：平成 3年度給与実務担当者研修

研修先：札幌市第二合同庁舎 

研修期間：平成 3年 9月9日～9月13日  

・小出水規行（三重大学生物資源学部） 

・中川 晃子（三重大学生物資源学部） 

研修目的：マイワシ生物統計資料の解析

研修先：資源管理部浮魚資源研究室

研修期間：平成 3年 7月15日～ 8月31日 

・渡辺 ー俊（資源管理部底魚資源研究室長） 

出張先：ソピエト（サハリン） 

出張目的：日ソ科学技術計画に基づくたら資源共同 

調査 

出張期問：平成 3年7月 8日～ 8月6日 

・中村 好和（資源管理部頭足類資源研究室長） 

出張先：アメリカ（ホノルル） 

出張目的：バイオテレメトリーによるアカイカの行 

動特性の解明のため照洋丸乗船 

出張期間：平成 3年 7月24日～ 8月23日 

・田口 哲（海洋環境部生物環境研究室長） 

出張先：カナダ（ケベック市） 

出張目的：北極海ポリニア域における生物生産過程 

の研究に関する研究集会出席のため 

出張期間：平成 3年 9月21日～10月5日 

平成 3年 4 月～9月 

刊行年月 表 	 題 

3年7月 

3年8月 

3年9月 

3年9月 

平成 3年度第1回太平洋イカ長期漁海況予報（資源管理部頭足資研） 

平成 3年度北西太平洋のアカイカ漁況予報（資源管理部頭足資研） 

平成 3年度オホーック海のサンマ漁況予報（資源管理部浮魚資研） 

平成 3年度第 2回太平洋イカ長期漁海況予報（資源管理部頭足資研） 

-18 ー 



北 水 研 日 誌 
	

4.1- 9.30 

主な来訪・見学者 

5. 21 昆布森中学校生徒（50名）、所内見学のため。 

5. 28 米国マリーランド大学ダイアン・ステッカー 

助教授、東北大学谷口 旭教授海洋微少動物

プランクトン生態学について意見交換、談話

会で講演のため。 

5. 30 東京大学海洋研究所杉本隆成氏ほか 4名研究

打合せ及び研究談話会参加のため。 

6. 1 北海道教育大学釧路分校学生、(18名）北水

研施設見学のため。 

6. 18 桜ケ岡老人クラブ18名、北水研施設見学のた

め。 

6. 20 ヘルゴランド生態学研究所（ドイツ）ョアヒ

ム・ハルムス博士、カレイ仔魚研究のため。 

7. 16 海洋水産資源開発センター沖合調査チーム山

田陽巳氏、総務部企画課企画係長中奥龍也氏、 

表敬訪問のため。 

7. 16 北海道水産部資源管理係長滝沢陽一氏、200 

カイリ事業関連の漁獲統計の活用のため。 

7. 25 農林水産技術会議事務局長海野研一氏、総務

課総括係長上田 弘氏、北海道農業試験場次

長小林 仁氏、北水研視察・懇談のため。 

9. 4 別保小学校 5年生31名、社会見学のため。 

9. 10 北海道さけ・ますふ化場主任研究官清水幾太

郎氏、北海道立水産鱒化場主任研究員今田和

史氏、研究集会参加のため。 

9.17 東京水産大学資源管理学科助教授桜本和美氏

他1名、漁況予測へのファジィ制御理論の応

用についての研究打合せのため。 

9. 20 北海道大学水産学部水産増殖学科足立伸次氏

他 2名、 「バイオコスモス」 招へい研究によ

る共同研究のため。 

出 張（研究集会参加含む） 

4. 1 生態秩序打合せのため、南室長東京へ出張。 
l 

4. 3 

4・il 平成 3年度日本水産学会春季大会参加のため、 

4. 5 和田室長、中村室長、松原技官、町口技官東 

万1へ、o 

4・、 1 4・、 1 平成 3 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

4. 6 斎藤刊技官、坂西技官東京へ。 4. 6 

4・、 1 平成 3年度日本水産学会春季大会参加のため、 4. 1 
、 

4. 7 本田技官東京へ。 4. 7 

4・Il 平成 3年度日本水産学会春季大会、平成 3年 4. 1 
I 

4. 9 度日本海洋学会春季大会参加のため、柏井部 4. 9 

長東京へ。  

4. 1 平成 3 年度日本水産学会春季大会、平成 3年
i 

4. 10 度日本海洋学会春季大会参加のため、田口室 

長東京へ。 

4. 2 平成 3年度日本水産学会春季大会、平成 3年
、 

4. 10 度日本海洋学会春季大会参加のため、飯泉室 

長東京へ。 

4. 3 平成 3 年度日本水産学会春季大会、平成 3年
l 

4. 9 度日本海洋学会春季大会参加のため、斉藤周 

技官東京へ。 

4. 4 平成 3年度日本海洋学会春季大会参加のため、 
i 

4. 10 川崎室長東京へ。 

4・、 4 平成 3 年度さけ・ます調査船打合せ会議出席

4. 6 のため、富岡通信長東京へ出張。 

4. 6 平成 3年度日本海洋学会春季大会参加のため、 
l 

4. 8 河野技官東京へ。 

4. 11 アカイカ資源調査及び漁業資源評価システム

4. 30 高度化調査のため、中村室長、斎藤制技官北

光丸乗船。 

4. 12 スケトウダラ新規加入量資源調査のため、八
i 

5. 1 吹技官若潮丸乗船。 

4・、 15 日米セミナー 「人工衛星による海色リモート

4. 17 センシング」準備会の出席のため、田口室長

東京へ。 

4. 17 沿岸親潮調査のため、河野技官探海丸乗船。 
、 

4. 21 

4・戸1 
所長懇談会及び所長会議出席のため、田中所

4. 25 長東京へ出張。 

4. 22 平成 3年度第1回所長・企画連絡室長会議出
l 

4. 26 席のため、大迫企画連絡室長東京へ出張。 

4. 22 増殖場造成事業調査委託事業にかかる検討会
i 

4. 23 出席のため、飯泉室長、町口技官札幌へ出張。 

4. 22 沿岸親潮調査のため、田口室長、斉藤周技官 

4. 26 探海丸乗船。 

4. 22 北洋底魚生物調査のため、漬津技官但州丸乗 

4. 29 船。 

4. 24 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明調査
、 

4. 26 のため、町口技官浦河へ出張。 

4. 25 厚岸湾ニシン放流技術検討会出席のため、大 

4. 25 池部長厚岸へ出張。 

4. 30 北洋底魚生物調査のため、渡辺室長但州丸乗
i 

5. 12 船。 

5. 4 「人工衛星による海色リモートセンシング」 
i 

5. 13 参加のため、田口室長米国へ。 

5. 6 平成 3 年度第 1回大規模砂泥域開発研究会出
、 

5. 8 席のため、田中所長東京へ出張。 

5. 7 親潮広域調査のため、川崎室長、河野技官、 
、 

5. 14 吉森技官、葛西技官北光丸乗船。 

5. 8 浦河地区大規模増殖場造成事業効果調査に係 
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5. 	9 る平成 3年度現在検討会出席のため、町口技 6. 	15 会議出席のため、田中所長東京へ出張。 

官浦河へ出張。 6. 	11 カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 
、 

5・、 9 シンポジウム「動物の Migration の意義」参加 6. 11 海野技官羅臼へ出張。 

5. 	12 のため、和田室長三重県へ。 6.5 12 漁業資源評価システム高度化調査のため、斎 

5. 	14 
、 

北見大和堆漁場再開発調査に関する意見交換 7. 3 藤桝技官若潮丸乗船。 

5. 	15 会出席のため、大迫企連室長、柏井部長網走 6. 	13 生態秩序推進会議出席のため、南室長東京へ 

へ0 6. 	14 出張。 

5. 	14 
、 

浅海域漁場調査のため、伊藤主任研究官探海 6. 	17 
、 

千島関係調査資料の収集のため、高係長、土 

5. 23 丸乗船。 6. 	19 谷技官余市へ出張。 

5. 	14 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明のた 6・、19 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明のた 

5. 	15 め、町口技官浦河へ出張。 6. 20 め、町口技官浦河へ出張。 

5・、 16 沿岸漁場整備開発事業調査に係る研究打合せ 6. 20 平成 3年度地方連絡会議出席のため、田中所 

5. 	17 のため、飯泉室長、町口技官余市へ出張。 6. 	21 長定山渓へ出張。 

5・戸 平成 3年栽培漁業プロック会議出席のため、 6. 23 
、 

まき網試験操業指導のため、松原技官第 8明 

5. 23 大池部長陸前高田へ出張。 6. 29 神丸乗船。 

5・、20 平成 3年度太平洋系マイワシ資源等緊急調査 6・、24 カレイ類稚仔期の生態解明のため、伊藤主任 

5. 21 実施計画に係る作業部会出席のため、和田室 6. 29 研究官函館へ出張。 

長東京へ出張。 6・、25 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明のた 

5. 20 
、 

カレイ類生態調査のため、津野技官、安藤技 6. 	28 め、飯泉室長、町口技官余市へ出張。 

5. 	21 官余市へ出張。 6. 	25 カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長厚 

5・、 22 日ソ関係対策検討会議出席のため、田中所長 6. 	25 岸へ出張。 

5. 	23 東京へ出張。 7. 	1 ADEO Sミッションチーム・OCTS委員 
5 

5. 	23 漁業資源評価システム高度化調査のため、和 7. 	2 会出席のため、田口室長つくぱへ。 

6. 	13 田室長、本田技官北光丸乗船。 7・、 1 親潮定線調査のため、河野技官、葛西技官探 

5. 24 
、 

カレィ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 7. 	8 海丸乗船。 

5. 24 海野技官羅臼へ出張。 7・、 2 函館国際イカフォーラムの参加のため、田口 

5. 27 
、 

北洋底魚調査のため、渡辺室長但州丸乗船。 7. 	5 室長函館へ。 

6. 9 7. 2 服務制度説明会出席のため、千葉係長、半田 

5・声 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明のた 
、 

7. 	5 事務官札幌へ出張。 

5. 31 め、町口技官鹿部へ出張。 7・、 5 ワカメシンポジウム‘91出席のため、飯泉室 

5. 29 
、 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、安藤技官 7. 	7 長盛岡へ。 

5. 29 別海へ出張。 7・、 5 カレィ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

5・、31 カレィ類生態調査のため、南室長東京へ出張。 7. 	5 海野技官、安藤技官厚岸へ出張。 

6. 8 7. 8 共済組合支部運営委員会出席のため、増田課 
、 

6. 5 
、 

国有財産増減報告のため、岩隈課長補佐東京 7. 9 長札幌へ出張。 

6. 	7 へ出張。 7. 	8 
、 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

6. 	5 
、 

海洋大循環・海洋物理WG（第1回研究会） 7. 	8 津野技官厚岸へ出張。 

6. 7 参加のため、川崎室長東京へ。 7・、 8 平成 3年度太平洋マイワシ資源検討会及び第 

6・、 5 物品増減報告のため、小嶋事務官東京へ出張。 7. 13 1回中央東北プロック長期漁海況予報会議出 

6. 	7 席のため、和田室長土浦へ出張。 

6. 	6 
、 

照洋丸バイオテレメトリーシステム洋上試験 7・、 9 平成 3年度第1回太平洋イカ長期漁海況予報 

6. 	8 参加のため、中村室長清水へ出張。 7. 	12 会議出席のため、中村室長土浦へ出張。 

6・、 5 主要魚種の成長・成熟及び産卵生態の解明の 7・、 9 カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

6. 	6 ため、松原技官別海へ出張。 7. 	9 津野技官厚岸へ出張。 

6・、 5 魚介類の成長機構解明のため、津野技官別海 7・、11 カレィ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

6. 	6 へ出張。 7. 	11 洋野技官、宇田川技官厚岸へ出張。 

6・、 7 水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹 7. 	11 
、 

貝類増殖技術調査指導のため、伊藤主任研究 

6. 	7 技官、漬津技官羅臼へ出張。 7. 	14 官別海へ出張。 

6. 	11 水産庁研究所長懇談会・打合せ及び全場所長 7. 	12 1991年度水産海洋学会研究発表大会出席のた 
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7. 15 
7. 12 

、 
7. 12 

7. 13 

7. 13 

7. 15 
7. 30 

7・、 16 

7. 20 

7. 16 
7. 19 

7・、19 

7. 19 
7. 21 

、 
7. 23 

7. 22 

7. 24 

7. 22 
、 

7. 24 

7. 23 
、 

7. 23 

7. 24 
、 

7. 25 

7. 25 
7. 25 

7・、 26 
7. 27 

7. 26 
、 

7. 26 

7. 29 

8. 3 

7. 29 

8. 6 
7. 30 

8. 4 
、 

8. 6 

8. 5 
8. 6 

、 
8. 10 

8. 8 
8. 8 

、 
8. 8 

8・、 8 
8. 9 

8. 9 
、 

8. 9 

8. 12 

8. 25 

8・12 
8. 14 

8. 22 

9. 2 

8. 25 
、 

8. 26 

8. 22 
、 

9. 13 

8. 22 

9. 13 

8・、22 

9. 13 

8. 22 

9. 3 

8. 23 

8. 26 

8. 30 

8. 28 
、 

8. 30 
8. 28 

8. 29 
8. 29 

8・、30 
8. 30 

9・、 4 

9. 6 
9. 5 

、 
9. 7 

9・、 9 
9. 13 

9・、11 

9. 12 

9. 13 
、 

9. 17 

9. 18 
、 

9. 21 

9・、 18 

9. 19 

め、柏井部長東京へ。 

造成藻場におけるウニ類生産機構の解明のた

め、町口技官厚岸へ出張。 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

安藤技官厚岸へ出張。 

資源評価システム高度化調査のため、斎藤制

技官探海丸乗船。 

1991年国際頭足類シンポジウム「頭足類の漁

業生物学における最近の進歩」、国際頭足類

諮問協議会（C IAC）出席のため、中村室

長、斉藤田技官清水へ。 

貝類増殖技術調査指導のため、伊藤主任研究

官別海へ出張。 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

津野技官厚岸へ出張。 

海外学術調査第1回打合せのため、飯泉室長

東京へ出張。 

課長懇談会出席のため、増田課長折戸へ出張。 

平成 3年度第1回寒冷地圏域浅海域にお砂る

沿岸環境保全に関する研究検討協議会出席の

ため、柏井部長札幌へ出張。 

平成 3年度北方海域漁業基盤総合整備開発事

業推進調査委員会出席のため、田中所長札幌

へo 
平成 3年度共済組合事務担当者会議出席のた

め、久保田事務官札幌へ出張。 

北方系アサリの好適成育場の環境特性の把握

のため、伊藤主任研究官厚岸へ出張。 

沿岸漁場造成技術開発研究会第1種目平成 3 
年度第1回検討会出席のため、田中所長東京

へ出張。 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、深野技官、 

安藤技官厚岸へ出張。 

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。 

漁業資源評価システム高度化調査のため、松

原技官、土田係長北光丸乗船。 

カレィ類調査のため、南室長天昭丸乗船。 

海洋水産資源開発センター専門委員会出席の

ため、柏井部長東京へ出張。 

カレィ類調査のため、南室長天昭丸乗船。 

カレィ類生態調査のため、深野技官、安藤技

官探海丸乗船。 

カレィ類生態調査のため、南室長羅臼へ出張。 

水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹

技官羅臼へ出張。 

造成藻場におけるウニ類生産機構の解明に係

るコンプウニ類調査のため町口技官浦河へ出 

張。 

北海道海洋開発研究懇談会出席のため、田中

所長札幌へ。 

「親潮／ラプラドル」共同研究打合せ、 「水

産海洋（Fisheries Oceanography)」ワーク

ショップ参加のため、柏井部長、和田室長カ

ナダへ。 

海氷域における低次生産の生理生態学的研究

のため田口室長東京へ出張。 

米国・イスラエルワークショップ「サンゴ礁

と共生藻の共生関係における栄養塩制限」に

参加のため、田口室長ハワイへ。 

沖合漁場再開発調査専門委員会北見大和堆分

科会出席のため、大迫企画連絡室長、柏井部

長網走へ出張。 

漁業資源評価システム高度化調査のため、本

田技官北光丸乗船。 

浮魚資源環境広域調査及び流れ網等調査のた

め、川崎室長北光丸乗船。 

浮魚資源環境広域調査のため、河野技官北光

丸乗船。 

近海海産生物放射能調査のため、葛西技官探

海丸乗船。 

カレイ類調査のため、南室長別海へ出張。 

ウニ類調査及び磯焼け検討委員会出席のため、 

町口技官札幌へ出張。 

磯焼け検討委員会出席のため、田中所長、柏

井部長、大池部長、飯泉室長札幌へ出張。 

カレイ類調査のため、南室長天昭丸乗船。 

カレィ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

海野技官、安藤技官厚岸へ出張。 

カレイ類調査のため、南室長天昭丸乗船。 

第糾回北海道図書館大会出席のため、高係長、 

早川事務官紋別へ出張。 

水産庁用船漁獲物売払いのため、岩隈課長補

佐函館へ出張。 

給与実務担当者研修出席のため、小嶋事務官

札幌へ出張。 

造成藻場におけるウニ類生産機構の解明に係

るコンプ・ウニ類調査のため、町口技官浦河

へ出張。 

漁業資源評価システム高度化調査のため、斎

藤制技官探海丸乗船。 

造成藻場におけるウニ類生産機構の解明に係

め、村田部長、柏井部長、大池部長東京へ出

張。 

造成藻場におけるウニ類生産機構の解明に係

るコンプ・ウニ類調査のため、町口技官浦河 
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9. 20 
i 

9. 21 

9. 24 
l 

9. 28 

9. 24 

9. 28 

9. 25 
i 

10. 4 

9. 25 
、 

9. 25 

9. 26 

9. 27 

9'. 26 
i 

9. 28 

9. 26 
、 

10. 1 

へ出張。 

北海道科学技術審議会出席のため、田中所長

札幌へ。 

全場所長会議及び水産庁研究所長会議出席の

ため田中所長東京へ出張。 

「北西大西洋の海洋循環と混合水域の海況変

動」シンポジウム出席のため、柏井部長、川

崎室長大槌へ。 

漁業資源評価システム高度化調査のため、和

田室長探海丸乗船。 

カレイ類稚仔期の生態解明のため、津野技官、 

安藤技官厚岸へ出張。 

平成 3年度オホーツク海サンマ漁況予報会議

出席のため、村田部長、本田技官網走へ出張。 

日ソ科学者会議打合せ及び海洋漁業部長への

資源問題レク出席のため、渡辺室長東京へ出張。 

日本物理学会第 6回年会に出席のため、吉森

技官札幌へ。 

特有の紫色をした物質で満たされており、ウニの体表

組織を食べていることが推測されます。水槽内の観察

ではウ三に対する執着がかなり強く、時折ウニから離

れるもののウニが移動し始めるとまたウニへ戻ったり、 

ピンセット等でウニから離すと急いで棟間に逃避する

行動が見られます。ウニ自身は D,obsolescensが棟の

間を移動するのにともない、さかんに叉棟を開閉し何

とか捕捉しようと努力しているようですが、自力でこ

れを排除することはできないようです。また、同一水 

C 

表紙説明 

エゾバフンウニの棟間に寄生（? ）するョコエビ 

4 	Dactylopleustes obsolescens Hirayama. 
, 
、， 	 ＋ 一一ー， ー ， + , ＋ーーー一 一一 

Dacかlo加eustes 0加olescens（表紙写真）は、1988年

に Hirayama によってはじめて記載されたテングョ

コエビ科のョコエビで、原記載は有明海です 1,。最近、 

北海道産ェゾバフンウニの棟間より得られたョコエビ

が、 D,obsolescensであることが石丸信一氏により確

認されました。すでに同属の D. ehinoicus という種

が沿海州産のチシマオオバフンウニの棟間に生息して

いることが報告されていますが 2)、 D.obsolescensが

ウニ棟間から発見されたのは今回がはじめてです。こ

れまでのところ、羅臼と浦河沿岸のェゾバフンウニか

ら D.0るs（ルscens が発見されており、さらに他の海域

のエゾバフンウニからも発見される可能性があります。 

D'obsoんscens の生態は全くわかっておらず、有明

海以外では、北海道で採集されるエゾバフンウニの棟

間から希に1一 2 個体発見される程度です。しかし昨

年、本研究所のウニ飼育水槽内で大発生し、ウニ1個

体から体長4.5mmの成熟個体が十数匹、体長 1mm前後

の未成熟個体が数百匹採集されたことがありました。 

これほど大量に寄生（?）されるとウニも大変らしく、 

写真に示したように韓が抜け落ちて、ハゲたようにな

ります。このような状態で D'obsolescens が何を食べ

ているのか明らかにされていませんが、ウニから採取

した個体を実体頭微鏡で観察しますと消化管内はウニ 

D.0bsoんscens に寄生（ ?）され 

棟の脱落したエゾバフンウニ 

槽内でエゾバフンウニとキタムラサキウニを飼育して

いても、棟が抜け落ちるほどの大量寄生（ ?）を受け

るのはェゾバフンウニで、キタムラサキウニでは寄生 

(?）されても棟が抜け落ちることはないようです。 

今のところ、天然漁場のウニに被害を及ぼすような 

D.obsokscens の大量寄生（ ?）は確認されていませ

んが、生態が全く不明であり今後の詳しい研究が待た

れます。なお、 D'obsoたscens の同定にあたっては、 

茨城大学森野浩先生、金沢女子専門学校石丸信一先生

にお世話になりました。末筆ながらお礼申し上げます。 

1) Hirayama, A. (1988). Pubi. Seto Mar. Biol 

Lab., 33(1/3): 39-77. 

2) Tzvetkova, N. L. (1975). Zoo!. Zh., (1): 121.124 

（資源増殖部藻類増殖研究室 町口 裕二） 
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