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(III忍クHト 1 

・エゾソvフンウニの生殖板にできる輸紋について

―飼育実験の結栗から一 
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適正な漁業管理並びに増殖事業を推進する上で、対

象とする生物の年齢を知ることはとても重要です。こ

れまで多くの漁業対象生物の年齢を推定する試みがな

され、体長組成から統言博的手法によって年級群を分

離したり、生物の体の一部分を年齢形質として利用し 

（魚類では鱗や耳石、脊椎骨、貝類では殻）、年齢が

推定できるようになっています。 

ウニ類では殻板、特に生殖板に表れる輪紋が年齢形

質として利用しうることが古くから知られています 

(Moore 1935，川村 1966,Jensen 1969，角田 1989)0 

北海道沿岸の代表的なウニ類であるエゾバフンウニの

年齢査定にも、殻径組成から推定する方法とともに、 

生殖板にみられる輪紋を観察する方法が最も一般的に

行われています。現在、北海道内でよく用いられてい

る手法はウニの囲肌部の殻を生殖板を壊さないように

切りとり、砥石あるいはサンドペーパー等で表面の庇

が見えなくなるまで研磨し（削りすぎに注意）、加熱

した後キシロールに浸漬しながら実体顕微鏡で観察す

る方法です。この方法は、慣れないと表面を削りすぎ

て輪紋が何にも表れなかったり、加熱しすぎて炭にな

ったりしますが、何個か練習するとコツを飲み込めま

す。 

ェゾバフンウニの生殖板にできる輪紋は、日本海産一

のものについて、その形成時期、餌の種類との関連な

どが明らかにされています（瀧 1972，川村 1973)。と

ころが、近年、ェゾバフンウニの増殖事業が活発に行

われるようになり、道内各地でェゾバフンウニの年齢

査定が生殖板を年齢形質として行われるようになりま

した。その結果、現場の担当者の方から特に太平洋沿

岸において、生殖板の輪紋が非常に読みずらい個体が、 

また小型なのに多数の輪紋を持つ個体が見られるとい

う声が聞かれるようになってきました。日本海産のエ

ゾバフンウニと太平洋産のエゾバフンウニとでは輪紋

のでき方が異なるのでしょうか？残念ながら、日本海

産のエゾバフンウニに比較して太平洋産ェゾバフンウ

ニの輪紋形成についての知見は極めて乏しく、この海

域のエゾバフンウニの年齢査定を不確実なものとして

います。 

そのため、産地と生年月の明かなエゾバフンウニ人

工種苗を用いて、輪紋形成とそれに及ぼす水温並びに

餌料条件の影響を明らかにすることを目的として、長

期間飼育実験を行ったところ、表紙写真に示した結果  

が得られました。 

さて、この 2枚の写真からそれぞれ何齢のエゾバフ

ンウニだと推定されますか？写真Aは41. 5i皿、写真B 

は殻径32. 0111111の個体です。Aはやや幅の広い黒色の輪

紋が殻板中央部に1本と縁辺に1本認められ、 2齢と

推定できそうです。一方、Bの方は 5--6本の黒色の

輪紋が明瞭に表れ 5 齢もしくはそれ以上と推定できま

す。 

ところが、A, Bともに北海道太平洋沿岸の広尾産 ／「 

親ウニを用いて1986年9月に採卵受精し、翌年 5 月ま

で道立栽培漁業センターにおいて平均殻径12mmにまで

育成飼育されたエゾバフンウニ人工種苗を、当研究所

飼育実験室内で1987年 5 月から1988年10月まで飼育し

た個体なのです。本来同じように現れて良いはずの輪

紋カにんなに違ってしまうとは、いったい何が原因な

のでしようか。 

実は、写真AとBのウニの飼育条件に次のような差

があったのです。Aのエゾバフンウニは水温無調整 

（釧路沿岸の海水温とほぼ同じ温度変化）でコンプを

常時飽食量与えて飼育したものであり、飼料条件の良

い天然漁場を想定しています（以下A区）。一方、B 

のエゾバフンウニは1987年 7月までA区と同一条件で、 

その後 8---11月の 4か月だけ水温を1TCとし、さらに

無給餌とした後、12月以降は再び水温、餌料ともにA 

区と同一条件に戻して飼育したもので、夏から秋の高

水温期を長く、しかも極めて餌料条件が悪かった場合

を想定しています（以下B区）。文章にすると少々複

雑ですのでこの処理を簡単に図1に示しました。飼育

個数はそれぞれ120個体ずつ20 1 水槽に収容しました。 

旨可雇ートどど二＝ニコ合 
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測定月 

図l A, B両区の月平均飼育水温と給餌方法 

B区の1987年 8月～11月は17CC（一〇ー） 
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飼育実験の結果の概要は以下の通りです。図 2 に示

したように、A, B両区のェゾバフンウニの成長（平

均殻径）は餌料条件を良く反映し、A区では順調に、 

B区では絶食期間中は全く成長せず条件がA区と同じ

になった後再び成長をはじめました。実験開始から1 
年 4 か月後（採苗から 2 年1か月）には両区の平均殻

径の差は僅かなものでした。また、色、棟の状態など

外見も全く同じエゾバフンウニでした。しかし、生殖

板に表れた輪紋は表紙に示したように、A区とB区と

では全く異なったものとなりました。A区では毎月の

サンプリングから、夏～秋期に黒色帯、冬～春期に白

色帯が確認され、従来の知見が確認されました（図 

3)。ところがB区では高水温絶食期間中はほとんど

殻が成長していないため輪紋はできず、しかもA区と

同様の条件に戻してからの11か月の間に、季節や水温

等と無関係に黒色帯と白色帯を交互に形成したのです。 

図2 A, B両区のエゾバフンウニ平均般径の変化 

ー●ーA区、一0一B区 
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測定H 

図3 A区におけるエゾバフンウニ生殖板に表れる白

色帯及び黒色帯の月別出現頻度 

ロ：白色帯 ■：黒色帯 

以上の結果を簡単にまとめますと、次のようになり

ます。 

① 餌料条件が良く、水温の変動も季節に応じて上下

する環境では夏から秋にかけて黒色帯、冬から春

に白色帯が形成される。 

② 高水温、餌料不足等の悪条件にさらされたものは、 

輪紋形成のリズムが崩れ、その影響が長期間継続

する。 

③ ②の影響は輪紋形成にのみ表れ、殻の成長は餌料

条件の改善とともに急速に回復する。 

実験を開始する前に、ある程度結果を想像するのが

常ですが、飼育条件によって生殖板の輪紋形成に表紙

写真で示したような大きな差が現れるとは全く予想で

きませんでした。というのも、これまでの研究から生

殖板にできる輪紋（黒色帯）は、夏期、殻の成長が停

滞する時期に現れ、冬期には般が良く成長して白色帯

が形成されるということがエゾバフンウニー般に知ら

れていました。従ってB区のような夏期高水温絶食状

態を作って飼育した場合には、その期間中は明瞭な黒

色帯が形成されその後は通常の成長（白色帯を形成） 

をするものと考えたのです。結果はさにあらず。 

以上のことは室内実験でしかもかなり極端な条件設

定の結果ですが、天然でもェゾバフンウニの生殖板に

表れる輪紋は水温や餌料の影響を大きく受け、この実

験と同様の現象が起こっていることは容易に推測でき

ます。 しかしこの実験からは、なぜ天然の太平洋産ェ

ゾバフンウニに輪紋の不明瞭な個体が多く表れるかと

いう問題の回答は得られません。今後は日本海と太平

洋のェゾパフンウニ生育環境、餌料条件等を考慮した

実験をさらに続ける必要があるでしょう。 

いずれにしても、般径の割に輪紋が多い、たくさん

輪紋があって読みづらいなどというエゾバフンウニが

出現したら要注意です。 そういう時はウニに聞いてみ

ましょう。「お前、若い頃苦労しなかったか？」 と。 

なお、この実験は1987年 5 月から1989年 5 月まで道

立釧路水試、鳥居茂樹海藻科長（現道立栽培センタ 

ー）との共同研究です。成果の一部はすでに平成 3年
度日本水産学会北海道支部例会にて発表しています。 
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1988年 4 月＊日 

A:「あなた、ホツケやってください。」 

私】「はい。」 

＊年＊月＊日 

初めての、ホツケの市場標本の採集。採集地は知床

半島の羅臼。A氏、B氏（前担当者）と 3人で出張。 

漁協のC氏に紹介される。早く名刺を作らねば。 

羅臼漁協に水揚げされるホッケは、そのほとんどが

定置網か刺し網によって漁獲されでいる。漁法別、銘

柄別に標本を採集する。200海里のデータ処理システ

ムが30尾以下は相手にしないシステムになっているた

め、採集尾数は各標本30尾を超えるようにとのこと。 

30尾以下だと何か都合の悪いことでもあるのだろうか。 

＊年＊月＊日 

ホツケの測定を行った。測定項目の中に、私は使い 

，そうにもない項目がみられた。A氏は、今まで測って

きたのだから測りなさいと言う。しかし、項目をいく

つかおとす。D氏のように過去10数年分のデータを解

析するような人物が将来現れたら、かってに測定項目

削りやがってと、彼は私を怨むかもしれない。 

年齢査定のための形質は、これまで鱗が用いられて

いたが、体長に比例して成長する形質を用いるのはあ

まり気乗りがしないので、耳石もとっておく。 

＊年＊月＊日 

測定項目の中には、私のような未熟者にはついて行

けないものがある。成熟度や胃状態がそれだ。成熟度

は、さかなの腹を開いて生殖腺を観察し、このさかな

は「未熟だ」、「今度の産卵期に再生産に初参加するけ

れど今は未熟だ」、 もう既に再生産経験済だけどいま

は未熟だ」、「今度の産卵期は 2度目以降のものでかつ

それに向かって生殖腺が発達中である」、といった判

断を測定者に迫る項目である。産卵期ならともかく、 

それ以外の時期にこの熟度の判定をくだすのは、生殖

腺の切片でも専門に作っていた人じゃないと（人で

も）無理だと思うのだが。E氏日く、「生殖腺の見た

目は未熟のだが、この大きさならもう成熟しているは

ずだから、これは経産卵未熟。」 

胃状態は、これをマスターすると、底魚研の伝統継

承者になれるというものだが、私には無理だった。 

＊年＊月＊日 

測定データを処理するため、プログラムを作りはじ

める。丁度使われていないFM一il AD2＋があっ  

たのでこれを使う。 8ビットだけどマルチタスク、マ

ルチユーザをサポートしていて、勤務時間中にも 

echoによって端末でデータ入力しているバイトのお

ばさんと愛の語らいができてしまう（楽屋おちだなン）。 
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図1囲 羅臼におけるホッケ刺し網漁獲物の体長組成

斜線：1歳魚、縦線：2 歳魚 

図2園 羅臼におけるホッケ定置網漁獲物の体長組成

白抜き：当歳魚、斜線：1歳魚、縦線】2歳魚 

＊年＊月＊日 

刺し綱漁獲物の体長組成を作る（図1)。どの月の

標本も、体長30cm前後にモードを持つ体長組成を示し

た。漁具の選択性からいってあたりまえのことか。刺

し網の標本を周年あつめても、成長を調べることはで

きそうにない。 

＊年＊月＊日 

定置網の漁獲物の体長組成を作る（図2)。春から

秋にかけて、モードが大きい方へ移動している。刺し

網の標本では成長を追うことはできなかったが、定置

網の標本ではそれが可能かもしれない。しかし、大形

魚の割合が小さいのが問題だ。 

＊年＊月＊日 

鱗による年齢査定を行う。これは読む輪、これは読

まない輪、こういうのは偽輪、こういうのを年輪とし

て読む、とうるさい。鱗は性に合わないことが分かっ

た。 

轟孤一；1議iー 

風 0ct.24 1989*n1302 

叫軍 19的 
*fl=426 

t

t
l
ll
~
L
 

加
 
。

如
 
。
如
 
。
切
 
口

如
 

0
加
 

（訳
〕
 
，
りc
●
n
b中
し」
 

一
 l
1
 

20 25 ョ0 39 	40 

J2n.15 1
*n 72198 

J*n14,l 998 
*2=3110 

5cl.24 1989 
*n=175 

	~ 
山*25,1的0 
**=4446 

h*m15, 1990 
**=49ョ 

Jo*7, 1991 
*n=4794 

一 4 ー 



＊年＊月＊日 

年齢査定に関して過去の文献を調べる。久新と高杉

が1957年に、ホッケの耳石を「年齢査定のためには有

効な年齢形質とはなり得ないものと判定」 し、「鱗に

よる年齢査定は可能である」 とした時以降、だれも耳

石の年齢査定に取り組んでいないようだ。私は、ホッ

ケの耳石を実体顕微鏡でみた時、これなら何とかなり

そうだと思った（キチジの耳石を見たときも、何とか

なりそうだと思ったんだけど、いまだにどうにもなっ

ていない。 ホッケは、まぐれあたりだったのかも）。 

手法としては、ヤナギムシガレイに使っていたアセテ 

ートレプリカ法でやってみることにする。 

J F M A MJ JA S O N D 
Month 

図3 その年の輪紋形成を終えた耳石の割合 

＊年＊月＊日 

耳石のアセテートレプリカによる年齢査定がうまく

いく。簡単に言えば、包埋、切断、ェッチング、レプ

リカ作り、観察（詳しくは、後出のGSKの報告書

に）。 

観察の結果、耳石透明帯の外縁に沿って太いすじが

レプリカに現れた（こういう観察結果が記述できると

いうことは、実は耳石そのものでも年齢査定が可能だ

ということだったりする。薄片にしないと難しいんだ

けど）。この太いすじの形成周期を調べると、1本目、 

2本目とも 1年に1回、初夏に形成されているのが分

かった（図3)。後は、一番目のすじがいつ形成され

るのかを調べれば、すじの数からそのホッケの年齢が

わかる（厳密にいうと 2本のすじをもつ耳石を有する

ホッケまでで、それ以上のすじについては確認されて

いない）。この 1番目のすじは、ホッケの場合 2年目

の初夏に形成されていた。年齢査定をやっていないの

になぜ 1年目、 2年目が分かるかというと、幼稚魚調

査や市場調査を行って、平均体長の動きを調べると見

えてくるのだ。ホッケの場合、若齢魚には年齢査定の

必要性はあまりないのかもしれない。 

＊年＊月＊日 

Beamish, R. J. and G. A. McFarlane (1983)の 

'Validation was considered successful when all 

reported ages were validated; that is, there were no 

ages reported that were older than the oldest 

validated age.’は、クリアしなくちゃいけないかなと

は思うが、現実的には浮遊期から底棲生活期への移行

の時期（底魚の場合）、初成熟の時期等をおさえて、 

耳石上に現れる変化を見逃さないようにしておけばい

いような気がするのだが（これは、逃げだな）。 

＊年＊月＊日 

年齢査定法の開発に関することはー応終った。あと

は、読輪の精度をあげるよう努力することだ。 

T. Williams and B. C. Bed旬rd (1974）も言ってます 

'otolith reading remains, for the present at least, as 

much an art as a science, and that proficiency 

cannot easily be achieved without examination of 

very large numbers of otoliths.’って。やよ励めよ。 

でも、まちがってもlength・age key (age・length key 

にあらず）なんて頭の中に作っちゃいけない。F氏の

ようにベテランといわれるような人になると、 

length・age keyがしっかり頭の中にできてしまい、年

齢査定にちょっかいを出すようになる。 

ホッケじゃないんだけど、道東海域で漁獲されるス

ケトウダラは、1990年頃から以前に比べて各年齢にお

ける体長のバラツキが大きくなるかもしれない。 

＊年＊月＊日 

GSK北日本底魚部会にてホッケの耳石による年齢

査定を発表する。質疑のなかで、大量処理に向くかど

うかの質問があった。現状では、かなりの時間を必要

とするのは確かだ。これが今後の課題となる。 

＊年＊月＊日 

時間短縮にからんで、アルバイトの人にどこまでや

ってもらえそうか調べてみる。包埋用のシリコンゴム

の型を作ったり、電動刃物砥機を導入してあれこれや

って、耳石の固定、研磨は非常勤の人でもできること

が分かった。しかし、耳石摘出から年齢査定終了まで

の実時間の短縮にはなっていない。さらなる工夫が必

要だ。 

＊年＊月＊日 

羅臼漁協に水揚げされるホッケについて、漁獲物の

年齢組成の推移を、各標本を基に調べてみる。秋口に、 

当歳魚から漁獲され始め、翌年に1歳魚での漁獲量が

最も多く、それに 2歳魚が続いているよ、うだ。 3歳魚

以降の漁獲量は減少し、成熟魚および再生産経験魚の

漁獲は少ない。再生産は、どこで行われているのだろ

うか。 この海域では、ホッケは成熟すると漁業の手の

届かないところに逃げ込むのだろうか、それとも成熟

するまでに取り尽くされてしまうのだろうか。 

＊年＊月＊日 

漁獲物年齢組成を某海峡で漁獲された全ホッケに引

き延ばして作り直してみようと思い、某漁協で市場の 
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図4 
が編導ー 

メチルバイオレット Bで染色したホッケの耳石

薄片に加エし、透過光で撮影した。茶色に見え

る部分が不透明帯。この耳石は 4輪の物。 

担当者に1年前のニワ帳（市場の入荷伝票）の貸し出

しを依頼し、断られる。しかたなく、事務所にて転記

させてもらう。 4-6月分を書き写すのに延べ 4-..5 

日を要した。作業量の多さから、それ以後ニワ帳に手

を出せないでいる。 

＊年＊月＊日 

某漁協より、ホッケについての学習会の講師の依頼

がくる。ホッケに関する一般的なことをしゃべればい

いとのこと。 

＊年＊月＊日 

学習会は、特定漁業種の経営者の集まりのようだ。 

どうも、変な雰囲気だなと思いながら、最後まで話し

終える。みんな興味なさそうだ。質疑応答で、彼らが

期待していたのは、定置網と刺し網で漁獲されるホッ

ケの関係についての話しだったことが分かる。そんな

ことを考える会合であるとはまったく知らされていな

かった。しかし、先方の話しでは、そういう意図で講

師の依頼はなされたようだ。刺し網の漁師は、定置網

が小さな目合の魚取部を使い、小さなホッケまで取り

尽くしていると言い、定置網の漁師は、魚取部の網の

目を抜けて逃げるようなホッケは、鱗も剥げてしまい

逃しても死んでしまう。それに、定置網で漁獲される

ホッケは大きくなって刺し網で漁獲されるホッケとは

違うものじゃないのかと言う。データもなにもなく、 

なんにも答えられず、うなだれておうちへ帰る。 

＊年＊月＊日 

研究評価をする。課題が大きすぎて困ってしまう。 

先人は、いったいどうやってこの課題を解決するつも

りだったのだろうか。日本海側でのホッケの年齢査定

は、ままならない状態だったし、系群はまだ確定して

いないし。系群別資源水準なんてどこから出てくるん

だ？ 

＊年＊月＊日 

なぜこれまで釧路に水揚げされるホッケを扱ってい

なかったのだろう。G氏の部屋のサンプリングにくつ

ついて、釧路にある 2つの市場へ行く。今までこれら

の市場には行ったことがなかった。 

＊年＊月＊日 

レプリカをとる手間を省くため、エッチング終了と

同時に読輪を始められるよう、耳石断面の染色を試み

る。昔ちょっとやってみたメチルバイオレットBによ

る断面の染色法（Albrechtsen, A. 1968）を使ってみ

る。オリジナルの文献の処方に比べて染料の量を少な

くし、酸の濃度を下げ、うまくいく（図 4)0 

大量処理に関しては、同時平行で進めていたスケト

ウダラの耳石の処理と同様、2, 30個の耳石をー度に 

1つの樹脂の中に包埋して、硬組織カッターで切断し、 

染色、読輪するという方法で対処した。  

＊年＊月＊日 

羅臼で市場サンプリング。今まで見たこともないよ j 

うな大きなホッケが出荷されていた。漁師に漁場を尋

ねると、どうやら遥か遠い所のようだ。標本として持

ち帰る。年齢査定をしてみると 9歳まででてきた（図 

5, 6)。こんな大物が、まだいる所にはいるんだと、 

いたく感動したが、あんまり美味しそうではない。グ

ルメのH氏が、 2枚におろして干物にした。 

図5 9歳のホッケの耳石 撮影方法などは図 4 と同じ。 

9輪目は、この写真では見づらい。 

＊年＊月＊日 

羅臼漁協にて標本採集。帰りぎわに市場のすみで、 

ザッパ（雑魚）の箱にはいったホッケ当歳魚をみつけ

る。漁法は刺し網とのこと。 C氏と、同行していたG 

氏に手伝ってもらって、そこら辺のトロ箱から50尾ほ

どの当歳魚を抜き出す。以前に作った刺し網漁獲物の

体長組成は、これらの価値の低い部分を切拾てた結果

であることが推測される。 

こういうのを見つけられたのは、釧路の市場でザッ

パの中にスケトウダラ当歳魚、1歳魚が混入している

のをみつけてから、市場の角っこや、付近に不審な 

(?）トラックがいないか注意するようになっていたお

かげだろう。スケトウダラの場合、こういう小さなや

つを標本にしようとすると、市場も漁師もちょっと身 
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(2） 産卵について 

津野 敬 

構えるのには困っている。 

＊年＊月＊日 

月例の沖底漁獲物のスケトウダラのミッドナイトパ

ンチングへ行く。ホッケ1歳魚が、昨年は見たことも

なかった規模で漁獲されている。昨年、道東海域で底

棲生活に移行したホッケは多かったのかもしれない。 

スケトウダラのパンチングのあと、山積みにされてい

るホッケのパンチングも行う。 

今晩はヒゲ（イトヒキダラ）の水揚げがなく、選別

もれのキチジをサンプリングしようとしているI氏は、 

さびしそうだ。 

諮 

0 加 ” 切 “ 加 
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図6 大型ホッケの年齢別体長組成 1990年9月26日、 

羅臼にて刺し網漁獲物より採集。 

斜線：雄、白抜き：雌。 

1992年 2 月＊日 

J：「八吹さん、原稿書いてeJ 
私：「いやだ0] 
＊年＊月＊日 

「何でもいいから、やっぱり書いて。」 

「何書いてもええのか？」 

「いいです（きっぱりと）。」 
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1991年11月13日、午前 6時25分、場所は釧路市副港

水産卸売市場第 6揚場。パレットいっぱいに巨大なド

テッとしたものがふたつ横たわっているのが見えた。 

近づいてみる。オヒョウであった。全長204cm、体重 

148取、もうー尾は全長206cm、体重121取。始めて目

にした大物オヒョウであった。資料としては知ってい

たが、こんなにも大きくなるものなのかと実感した。 

しかも、なんと 2枚とも透明なツャツャ光る卵をこぼ

していたのである。 

オヒョウは、カレイ類の中で最も大きく成長するこ

とで知られており、北海道周辺でも1971年 3 月に240 
an. 150取、また1972年 3 月に210cm. 200取の漁獲記

録が残されているが、それに負けず劣らぬ大きさのオ

ヒョウである。 

日本においては、北海道や南部千島海域を中心に古

くから漁場調査や資源学的調査が行われてきたが、日

本沿岸におけるオヒョウの生物学的知見はきわめて乏

しく、漁獲されている魚がいつどこで産卵され、どの

くらいの成長をし、どのような再生産サイクルを形成

しているのか等は全く明らかにされていないのが現状

である。 

我々の研究室では、北海道東部太平洋岸におけるオ

ヒ白ウの漁獲の実態や生物学的・生態学的特性の把握

を目的として、平成元年度より調査・研究がスタート

している。その戦略と展望については、北水研ニュー 

スNo40に南卓志室長が書いておられるのでご覧頂きた

い。それら課題の中で、道東海域における産卵の可能

性を検討するために、昨年の秋から沖合底曳網漁業で

漁獲される大型オヒョウの市場調査を、釧路魚市場、 

釧路機船組合、釧路市漁協の協力を願い、開始した。 

,
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オヒョウの産卵に関する情報としては、ペーリング

海から北部太平洋岸で行われた米・加・旧ソによる調

査では、11月から 3 月末にかけて、水深200m以深の

大陸棚縁辺部の急な落ちこみに産卵するとされており、 

雄では平均8歳（体長約80cm)、雌では平均12歳（体

長約12 0cm) でおよそ50％が成熟し、その抱卵数は50 

~400万粒ときわめて多く、ほぼ体重に比例して増加

する（G S I =6--10%）と言われている。また、オ

ヒョウは卵巣内の卵の不均一性から多回産卵魚である

とされているが、初回成熟の後は、毎年産卵するとも 

2年またはそれ以上に1回産卵するとも言われている。 

一昨年の秋に、広尾町海洋水族館で飼育されているオ

ヒョウが雌雄ともに成熟したことが確認されているが、 

次の秋には腹部のふくらみなどは見られていないと聞

いており、水槽内飼育魚とはいえ、この秋にどうなる

のか楽しみにしている。なお、広尾町水族館をはじめ、 

地元の漁協、水産課、十勝水産指導所とすすめている 

「十勝海域オヒョウ増殖計画」共同研究で行ったオヒ

ョウの飼育条件下における成熟・産卵過程の追跡手法

の確立については、北水研・浮魚資源研究室の松原さ

んと共同で、雌特異血清蛋白であるピテロジェニンを

指標としてドットブロツトやマンシーニ法などの免疫

学的雌雄判別・熟度判定法を北水研研報56号に印刷中

である。また、卵の大きさは、未受精卵で直径が平均 

3.14mm、受精卵で平均3. 27mmで、受精後15-20日間で

購化すると報告されている。 

一方、日本のオヒョウの産卵に関する知見はほとん

ど無く、産卵期は 5 月下句から 6月末頃とされている

ものが多く、また 2'-3月を盛期とする秋から冬にか

けて産卵するとの報告もあり、不確かなままである。 

卵については、放出卵は無色透明な大きさ径約 3mmと

の報告があるに過ぎない。 

これまでの市場調査により道東海域で漁獲された成

熟したオヒョウは、り雌12個体（全長229''143cm、 体重 

174'-36聴）、雄 1個体（全長166cm、 体重63露）が確

認されており、場所は沖合底曳網漁業がスケトウダラ 

道東海域におけるオヒョウの水深別分布 

をねらいとしているため、襟裳岬と厚岸・霧多布沖合

が主で、その漁獲水深は200---600mであった。また、 

こぼしていた卵は無色透明で、直径は3.10--3.55mn 

（平均3.27皿）であった。そこで、成熟個体の年齢や

抱卵数を知りたいところではあるが、値が下がる大型

のオヒョウとはいえ、取当たりやはり1,000円前後の

浜値がつき、仮に小さめの50聴の成熟雌を買い上げる

としても、50,000円が1匹に必要となり、充分なデー 

タを得るには、相当なサンプル用の研究費がいること

になる。また、大型オヒョウは北海道内の北見、斜里

方面では需要も高いことなどから、なかなかサンプル

を得ることができず、今のところ解らずじまいでいる。 

そして、1月下旬から 2 月上旬には、腹部が大きくノ、 

こんだ残留卵をもつ雌個体が見られたことから、道東

海域におけるオヒョウの産卵期は、少なくとも11月上

旬から 2月上旬と推定された。これは、これまでの曳

網調査によりオヒョウの稚魚（体長40'--80皿）が8-

9 月にかけて釧路沖合の水深20-30mで採集されて

いることと、オヒョウは体長約35皿で、卿化後5-6 

か月で着底すると報告されていることからもほぼ妥当

な時期であり、道東海域でのオヒョウの産卵期及び産

卵水深は、ベーリング海から北部太平洋岸のそれとほ

ぼ一致するものと思われる。 

これをより確かなものとするために、さらに市場調

査を続けるとともに、オヒョウ稚魚の耳石日周輪によ

る産卵時期の推定、そしてオヒョウの天然での発生卵

や浮遊仔魚をぜひとも捕獲したく、 2月下旬に北水研

調査船・探海丸にて稚魚ネット曳網調査を実施し、そ

の結果に期待しっつ、実のところ、この原稿を船の調

査員室で書いているのである。 

（資源増殖部浅海育種研究室） 
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196。Cから生還したコンブ 

オニコンブ配偶体の入ったチュ 

液体窒素中で4日間凍結されたオニコンプ

聞生配偶体の再増殖．スケールは100pm 

写真は、大型藻類の凍結保存法を開発するために、 

私たちが進めている実験結果のー部で、液体窒素中

什196て）で凍結されたオニコンプ．Lamina via 
厳2加limの細胞が、解凍後に再び増殖している様子

です。 

海藻の培養株の保存は、継代培養によるものが主流

となっていますが、この方法にはいくつかの問題点が

あり、凍結保存法を含む新たな保存技術・条件の開発

に期待が寄せられています（嵯峨 1990)。海藻の凍

結保存は潮間帯に生育する緑藻と紅藻に関しては報告

があるのですが、褐藻しかも漸深帯に生育する種類に

ついては殆んどありません（右田 1964、照本 1965. 
福原・渋谷 1966. Sakai and Sugawara 1978. 
van der Meer and Simpson 1984、嵯峨・三本菅 

1987、土屋 1989、坂西・嵯峨 1992)。一般に、潮

間帯に生育している海藻の方が漸深帯に生育している

ものよりも耐凍性が高いといわれているので、主たる

生育帯が低潮線下であるコンプの仲間は潮間帯の海藻

に比べて凍結保存が難しいと想像されます。 

実験の流れを簡単に説明すると、オニコンプ雌性配

偶体を凍害防御剤混液に懸濁させ、ゆっくりとした冷

却速度で零下数十度まで予備凍結した後に液体窒素に

投入、 4 日後に取り出し、温水中で急速解凍、再培養

という手順です。偉そうに書いてはみたものの、「ダ

メもと精神でやってみたら、少しは生きていた」程度

のシロモノです。「実用的な技術」 にたどりつくまで  

には検討事項が山積しており、それらをーつずつ片付

けていかなければなりません。また、この作業は材料

ごとに行う必要があります。膨大な作業量を考えると

途方に暮れてしまいますが、最近、本や学会の講演記

録で他の水産研究所が海洋生物の凍結保存に関する研

究成果を発表していたのを見つけ、不勉強な自分を再

確認したのと同時に少しばかりほっとしました。諸先

輩の貴重な御意見を伺うことができればと思っていま

す。 
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が液体窒素に投入される様子 
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親潮・ラブラドル海流水域の比較研究~ 

釧路と St. John・S 地域の比較 

川崎 康寛 ~ 

予定より15時間遅れて成田を出てからすでに28時間、 

時差の関係で出発日と同日の深夜11時に St.John's に

到着した。日本との時差は12時間半、ちょうど地球を

半周したことになる。上空から眺めた St. John's の夜

景は、同系色の明りがキラキラときらめき、空気が乾

燥しているせいもあるが、あたかもおとぎの国にやっ

てきたようである。翫,John's の冬の気候は、積雪量

が少ない代わりに寒風が吹きつのり、体感温度は 

30。C、まさに釧路と同様な気候である。 St. John's に

降りてから日加両国の比較研究が始まったことになる。 

空港には Dr. James Helbig (Ji回が深夜にもかかわ

らず出迎えに来ており、再会を祝した。東大理学部の

永田教授は彼をbig hell ならぬ、大地獄ク と呼んでい

たが、彼の風貌はスーパーマンのクラーク・ケントに

似ている。 Jim は1992年 2 月の来道を含めると 3 年

連続して釧路に来ることになる。彼が来釧して最も印

象に残っているのは、満天の星の下一20。Cの冷気の中

で40。Cの hot spa （温泉）に浸ったことだそうだ。 

長旅の疲れもあって、宿となる Hotel Newfound・ 

land に直行した。積雪はなく、空港から町の中心ま

で十数分、釧路のような夜の町の賜わいはなく、10階
建ての近代的なホテルに到着した。ホテルの部屋はツ

イン用で広く、政府機関の特別な計らいもあり、料金

は釧路のホテルのシングル並であった。 

私は初めての土地を訪れたときには、その土地の地

図を買ってそこらじゆうを歩き回る癖があり、次の日

の朝は地図を捜しながらさっそく散歩と酒落こんだ。 

散歩といっても外気は冷たく、重装備で臨んだが、 

St. John's は小高い丘に囲まれた天然の良港に面し、 

急勾配の坂が多い。町の中心には幾つもの教会がまと

まって集まり、町の人々の信仰心の深さがうかがわれ

る。滞在中にはクリスマスの準備期間ということもあ

り、 Dr. Ransom Myers (Ram）に誘われて聖堂内の

コンサートに 2 度出かけた。会場で資料の説明を読む

と、観客全員が合唱する場面があり、困ってしまった。 

メロディーを知っている曲もあったが、日本で歌われ

るクリスマス・ソングと違って、宗教色の濃い歌詞の

内容であった。 St. John's の Memorial Univ, には音

楽の学部があり、学生や教官が演奏、独唱、合唱し、 

町をあげて音楽を楽しむ雰囲気がある。これらクリス

マス関連行事は11月末から毎日のように続き、クリス

マスに向かって町全体が準備に入っていく様子がうか  

がえ、日本のクリスマスとは全く違った印象を受けた。 

町の人々は親切で、車道を渡ろうとする時には皆車

を止めて、渡るよう手で合図をしてくれ、クラクショ

ンの音もない。ただし、遅い車の後ろについた時や交

差点で他車が前方の確認なしで飛び出してきた時には

舌打ちの音が聞こえる。 St. John's は急勾配の坂が多

いので、冬タイヤの使用期間を聞いたところ、10月か

ら 6 月までとのことだった。また、港内に山のように

うず高く積まれている堆積物は融雪剤であった。 

訪問先の Northwest Atlantic Fisheries Centre 
(NAFC、北西大西洋漁業センター）はホテルから車

で10分程度の距離にあり、丘を越えてQuidi Vidi 
Lake （キディ・・ビディ湖）の横を通ると、人気のな

い丘の中腹に位置している。地図だけを見ると、あた

かも釧路市中心から春採湖の側を通り、冬には人気の

全くなくなる昆布干場の中に位置する北水研のようで

ある。職員はもちろん自動車通勤であるが、警備は厳

しく、部外者は簡単に入れない。裏口のドアも専用の

カードを差し込まないと開かない仕組みになっている。 

所内は全室禁煙であるから、ちょっと一服などと寒風

吹きすさぶ中、外へ出ようものなら、人が来ない限り

室内へ戻れないことになる。 NAFC は研究者が70名
程度で、そのほとんどが底魚研究者で占められ、海洋

物理関連の研究者は数名しかいない。研究者にはそれ

ぞれ独立した執務室が与えられ、コンピュータの端末

が備えられている。私は Jimの部屋の隣にある長期

出張中の鯨類研究者の部屋を借りることになった。さ

っそく OMNET (Scientific telemail box）をつないで

釧路の鬼部長から連絡が来ていないか確かめる。こう

いった便利な通信手段ができたおかげで苦労が増える。 
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&.John'sの緯度は北緯4T 、太平洋でいえば千島

列島中央の北ウルップ水道の緯度に相当し、釧路より

約400血も北にある。北アメリカの最東端にあたる 

Cape Spearに立つと、広い大陸棚が300-400kmも沖

まで広がっている。この海域での漁業の中心は At・ 

lantic Cod (Gadus morhua、大西洋タラ）など底魚

類であり、レストランのメニューにもたらを使った料

理が多い。また、少し油が多いのが気になるが、 

Fish and Chips（たらを油で揚げたものにポテトフラ

イを添えたもの）の店も多い。日加共同研究について

北海道新聞に載った記事で、カナダの大西洋岸でカリ

フォルニア・マイワシがとれるという誤報があったが、 

この海域でとれる浮魚の中心は Capelin (Mallotus 

viliosus、ししゃもの近縁種）で、雌のほとんどが日

本に輸出されている。底魚中心の大西洋西岸、浮魚中

心の太平洋西岸という両海域の漁業生産の違いはどこ

からきているのかというのも、この比較研究の目的で

ある。 

Jim達は Atlantic Codの卵稚仔輸送機構を明らか

にするため、数十個のアルゴス・プイをラプラドル海

流の上流域に投入しており、それらの位置情報が毎日

入ってくる。彼らは Memorial Univ．の Prof. Great・ 

batch と共同で数値シミユレーションの研究を進めて

おり、プィ放流後の軌跡とシミュレーション結果とを

比べながら様々なパラメータ（例えば風の応力）の変

化によるシミユレーション結果の違いを見ている。 

St. John's沖には 3月から 4 月にかけて流氷がやっ

て来る。湾口の北側にそびえ立つ Signal Hillは古く

にはョーロッパ大陸との通信基地、大戦中にはUボー 

トの攻撃に備える防衛基地の役割を果たしていた。 

Jimは流氷の季節には Signal Hillに来て氷山の数を

数えるということだった。北水研の研究室からも海が

見えるが、釧路にきてから一度も目前で流氷を見てい

ない。もう 4年以上も流氷が来ていないそうだ。湾口

の狭隣部は The Narrow と呼ばれ、240m幅しかない。 

Signal Hillから眺めると船にとっては難所に見え、 

潮流も早そうだが潮位差が小さいため、最大でも20 

mIs程度ということであった。 Signal Hillのまわり

は National Park となっており、海近くまで散策用

の小路が作られているが、この寒風の中、散歩をする

人はいない。風の通り道に出ると吹き飛ばされそうで

ある。 

St. John'sに来てから気が付いたことだが、こちら

では野鳥以外の野生生物をほとんど見かけない。季節

が季節だけに冬ごもりに入っているかもしれない。釧

路では桂恋官舎のすぐ側でェゾシカが散歩しているの

を見かけたり、水研の玄関先を尻尾の長いキダキツネ

が歩いていたりする。New釦undland の州鳥は、 

Puffin birdいわゆるツノメドリだが近年北海道では  

なかなか見られなくなっている。昨年夏の航海で北ウ

ルップ水道で水中に潜るのを見た程度だ。 

&.John'sを発つ日の早朝、昨夜来の雪でー面真っ

白となり、釧路と同様に早朝から除雪車が出動し、交

通路を確保していたが、札幌などとは違っていわゆる

路上駐車は少なく、除雪はスムーズに行われているよ

うだった。風は強く、雪が吹き付けていたが、航空機

の発着にはほとんど支障がないとのことだった。時差

ぼけがようやく直りかけた頃、約10日間の滞在日程を

終え、日の出と共に St. John'sを発ち、日の入りと共

に成田についた。帰りは順調に乗継ぎができ、．約22時

間で戻ることができた。時差ぼけの中、釧路行き最終

便で釧路上空に差し掛かると、見覚えのある夜景が眼

下に広がり、 St. John's とはまた異なった街の明りの

印象を受けた。釧路の夜景も遠目からみるとなかなか

きれいだが、明りが街の中心から放射状に広がる傾向

があり、 St. John'sのように均等に広がっている規則

的な分散の仕方とは異なっていた。釧路へ戻ってきて

始めて両国の比較研究が始まった気がする。 

陸から眺めた両海域の比較研究も大切だが、今度は

海上から眺めた両海域の比較も試みたい。船に乗った

人なら容易に分かるだろうが、海から眺めた陸の風景、 

海が示す表情の違い、風の重さの違い、顔にかかるし

ぶきの味の違い、もちろん船内生活における慣習や文

化の違いというものを含めて体験したいものだ。 これ

から両国研究者の潮気たっ．ぶりの共同研究が始まる。 

（海洋環境部海洋動態研究室長） 
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〔印刷刊行物〕 

和田 時夫： 

・マイワシ資源、水産海洋研究、55(4)、平成 3年10月 

・餌を求めて紡僅するマイワシ、数理科学、11/1991, 

平成 3年11月 

・道東マイワシの資源動向、養殖、平成 4年 2 月号、 

平成 4年 2 月 

Wada, 1. and S. Honda 】 

・Changes in stomac contents of pomfret, Brama 

japonica, with flucutuation in population size of 

Japanese sardine,北水研研報、56、平成 4 年 3 月

松原 孝博・本田 聡・征矢野 清・和田 時夫】 

・飼育下におけるマイワシ（Sanかzos melanos-

tictu.s）の精巣発達に伴う血清ステロイドホルモン

濃度の変化、北水研研報、56、平成 4 年 3月 

松原 孝博・深野 敬―】 

・ビテロジェニンを指標としたドットプロッティング

によるオヒョウ（H申poglossus steno如is Schmidt) 

の雌雄判別法、北水研研報、56、平成 4年 3 月 

本田 聡・和田 時夫・松原 孝博： 

・飼育下におけるマイワシの摂餌と成長の関係、北水

研研報、56、平成 4年 3月 

北水研（編）】 

・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、No.22、平成 3年10月 

渡辺 11変・八吹 圭三・演津 友紀】 

・道東太平洋海域での底魚類の分布、 GSK北ョ本底

魚部会報,Na24、平成 3 年12月 

八吹 圭三】 

・ホッケ研究雑記、北水研ニュース、43、平成 4年 3 月

川崎 康寛】 

・北太平洋西部亜寒帯循環域における黒潮暖水塊86B 

の変質と減衰過程、北水研研報、56、平成 4 年 3月

川崎 康寛・河野 時贋】 

・亜寒帯循環域の一部を成す親潮の流量と水系の連続

性、月刊海洋、24(2)、平成 4 年 2 月 

葛西 広海・斉藤 宏明・田口 

・1990年 8 一 9月の千島列島周辺海域における栄養塩

分布特性、北水研研報、56、平成 4年 3月 

~ to, H. 】 

・Successful HOTAC methods f or developing 

scallop sowing culture in the Nemuro district of 

east Hokkaido, northern Japan, NOAA Tech. 

Rep. NMFS-102,1991年 5 月 

・Scallop fisheries and aquaculture in Japan, 

Scallop : Biology, Ecology and Aquaculture 

(Elsevier),1991年 4 月 

飯泉 

・海藻の栄養摂取、ワカメシンポジウム’91 三陸ワ

カメの現状と問題点、平成 4年 2月 

坂西 芳彦： 

・ 196CCから生還したコンプ、北水研ニュース、43.. 

平成 4 年 3 月 

坂西 芳彦・嵯峨 直恒】 

・超低温下におけるコンブ目植物培養細胞の生存につ

いて、北水研研報、56、平成 4 年 3月 

町口 裕ニ】 

・エゾパフンウニに対するジャイアントケルプの餌料

価値、北水研研報、56、平成 4 年 3月 

・ェゾバフンウニの生殖板にできる輪紋について、飼

育実験の結果から、北水研ニュース、43、平成 4年 3月

津野 敬―】 

・北海道におけるオヒョウの生態解明（2）産卵について、 

北水研ニュース、43、平成 4年 3月 

〔口 頭 発 表〕 

Wada, T. and D. M. Ware: 

・Comparative modeling study of the fish tro 

phodynamics off Vancouver Island and Hok 

kaido, 北方圏国際シンポジウム、紋別、平成 4年 2 月

渡辺 ー俊】 

・サハリン南部のタラ類について、 GSK北日本底魚

部会、新潟、平成 3 年11月 

Yamamura, 0., K. Watanabe and K. Shimazaki: 

・Feeding ecology of Pacific cod, Cadu.s ma-

crocephalus, off southeastern Hokkaido, Japan,第 

14回極域生物シンポジウム、東京、平成 3年12月

渡辺 一俊・八吹 圭三・演津 友紀】 

・千島・北海道系スケトウダラに関する調査の報告、 

日ソ漁業専門家・科学者会議、ナホトカ、1991年10月 

・北海道周辺海域におけるスケトウダラの漁獲及び資

源の動向、日ソ漁業専門家・科学者会議、ナホトカ、 

1991年10月 

・太平洋沿岸のスケトウダラ資源と分布、スケトウダ

ラ新規加入量資源調査会議、釧路、平成 3年12月 

・道東太平洋海域での底魚類の分布、 GSK北日本底

魚部会、新潟、平成 3年11月 

川崎 康寛】 

・親潮域における係留系観測、 JAPAN WOCE研究

フォーラム、東京、平成 4年 2 月 

川崎 康寛・河野 時慶： 

・オホーツク海と北太平洋の海水交換、日本海洋学会

創立50周年記念大会、東京、平成 3年10月 
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Kawasaki, Y. and 1. Kono: 

・Water exchange between Kuril Basin and Pacific 

Ocean, 北方圏国際シンポジウム、紋別、平成 4 年 2 月 

Helbig, J. A. and Y. Kawasaki: 

・Comparative study of Labrador and Oyashio 

Current, 北方圏国際シンポジウム、紋別、平成 4 

年 2 月 

河野 時慶】 

・厚岸沖定線における親潮水の季節的変動、第41回東

北海区海洋調査技術連絡会、塩釜、平成 3年12月 

Kono, T., A. Yoshimori and Y. Kawasaki: 

・Seasonal variation of Oyashio Water southeast 

off Hokkaido，北方圏国際シンポジウム、紋別、平

成 4年 2 月 

Taguchi, S. 】 

・Ice Algae in Lake Saroma: Review, 北方圏国際シ

ンポジウム、紋別、平成 4年 2 月 
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・Nutrient distribution around the Kurile Islands in 

August and September, 1990,北方圏国際シンポジ 
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平成 3年度日本水産学会北海道支部例会、函館、平

成 3年12月 

飯泉 

・アマモ（海産顕花植物）の基礎生産量、日本海洋学

会創立50周年記念大会、東京、平成 3年10月 
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Japan, 11th Biennial International Estuarine 

Research Conference, San Francisco, 199 1年 12月

坂西 芳彦・嵯峨 直恒： 
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支部例会、函館、平成 3年12月 
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3・12 イカ類資源・漁海況検討会議研究報告（平成 2年度） 資源管理部頭足類資源研究室 

4・2 1990年太平洋イカ漁場一斉調査資料 資源管理部頭足類資源研究室 

4・3 北海道区水産研究所研究報告第56号 

4・3 北水研ニュース Nu43 

4・3 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 資源管理部底魚資源研究室 

4・3 北海道区水産研究所研究報告文献目録II 

3・9~4・3 北水研ミニ情報 第1-7号（平成 3年 9月創刊） 企画連絡室 
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会議情報 

日時：平成 3年11月26日

場所：ェスカル釧路 

平成 3年11月26日

エスカル釧路 

第 1回北海道区水産研究所・日本栽培漁業協会

研究交流会 

日時：平成 3年11月12日 

場所：北水研会議室 

議事： 

(1） 日栽協における栽培漁業技術開発について 

1）太平洋北区の技術開発の現状と問題点について 

米田博貴（日栽協第 2技術部長） 

2）各事業場の技術開発の現状と問題点について 

	

①北海道・厚岸事業場 	加畑裕康場長 

	

②岩手県・宮古事業場 	福永辰広場長 

(2）北水研における 「つくり育てる漁業」関係研究

推進について 

	

1）推進の全体計画の概要 	 大池一臣 

2）具体的研究概要の紹介 

①異体類を中心とした大型別枠研究 南 卓志

②北海道東部におけるニシンの系群 和田時夫

③厚岸沿岸のアイスアルジーの研究 田口 哲 

(3）意見交換 

(4）その他 

1）次期開催場所・時期について 

参加機関：日本栽培漁業協会、同厚岸事業場、同宮古

事業場、北水研 

平成 3 年度太平洋系マイワシ資源等研究調査 

「南下期魚群分布調査」現地検討会 

議事： 

(1）平成3年度南下期魚群分布調査結果の報告と検討 

1）北海道立釧路水産試験場 

2）青森県水産試験場 

3）北海道区水産研究所 

(2) 関連する定置網入網調査結果の報告と検討 

1）北海道区水産研究所（全体についての概要説 

明） 

2）北海道立函館水産試験場 

3）青森県水産試験場 

(3）今後の調査・研究計画の検討と調整 

1）南下期魚群分布調査について 

2）定置網入網調査について 

3）今後の検討会等の日程等について  

参加機関：青森水産試験場、北海道立函館・釧路水産

試験場、水産庁研究部資源課、北水研 

平成 3 年度スケトウダラ新規加入量調査会議 

日時：平成 3年12月12日 

場所：北水研会議室 

議事： 

(1）集団遺伝学的にみたトミョ属魚類の分化 

高田啓介（信州大理学部） 

(2）道北日本海のスケトウダラ漁況について 

水野政巳（道立稚内水試） 

(3）道南太平洋のスケトウダラの定置網漁業による 

漁獲量について 

田中伸幸（道立函館水試室蘭） 

(4）宮城県沖におけるスケトウダラ（二PUEの分布

につし●て 

和泉裕司（宮城県水試） 

(5）岩手県南部において各季に実施したトロール調 

査の概要 	 高杉 知（岩手県水試） 

(6）北部ベーリング海のタラ科幼稚魚の研究 

西山恒夫（北海道東海大） 

(7）但州丸による常磐沖におけるタラ類資源調査の 

概要 

藤田敏彦・久保田清吾（東北水研八戸） 

(8）太平洋のスケトウダラ資源と分布 

渡辺一俊・八吹圭三・漬津友紀（北水研） 

(9） ソ連水域における底魚資源についての情報

渡辺一俊（北水研） 

参加機関：信州大学理学部、北海道東海大学、宮城県

水産試験場、岩手県水産試験場、北海道立

中央・釧路・網走・稚内水産試験場、函館

水試室蘭支場、東北水研八戸支所、北水研 

第 5 回資源解析シンポジウム 

ー亜寒帯水域の魚類栄養動態と気温・海洋変動ー 

日時：平成 4年 3月6日 

場所：北水研会議室 

議事： 

(1）気候・海洋変動と海洋の生物生産 

（座長：北水研海洋環境部長） 

1)」ヒ太平洋の気候変動と海洋変動 

花輪公雄（東北大学理学部） 

2）海洋の生物生産過程におよぼす、気候・海洋変 

動の影響 	谷口 旭（東北大学農学部） 

(2） プランクトン及び魚類と環境変動 

（座長：北水研生物環境研究室長） 
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研究談話会 

1）親潮水域におけるプランクトン現存量の季節変 

化 	 斉藤宏明（北水研） 

2）マイワシの成熟に対する水温及び光周期の影響 

松原孝博（北水研） 

3）マイワシの回遊と水温場 柏井 誠（北水研） 

4）関連する情報の提供 

①親潮の変動 	 川崎康寛（北水研） 

②北海道・カラフト系ニシンと海洋の長期変動

田中伊織（北海道立中央水産試験場） 

(3）海洋変動と魚類栄養動態 （座長】谷口 旭） 

1）カリフォルニア海流域における魚類栄養動態 

D. M. Ware (Pacific Biological Station) 

C. Robinson (University of British Columbia) 

2）親潮水域における魚類栄養動態 

和田時夫（北水研） 

参加機関：カナダ漁業海洋省太平洋生物学研究所、東

北大学理学部・農学部、北海道立中央・釧 

路・網走水産試験場、北水研 

平成4年度特別研究 

「磯焼けの発生機構の解明と予測技術の開発」 

研究課題別設計打合せ会議 

日時】平成 4 年 3 月12日 

場所】北水研会議室 

議題】 

研究実施計画案の検討 

（司会】北水研資源増殖部長） 

(1) 「研究実施基本計画」 

(2）研究室別計画 

1）海藻類の植生に基づく診断技術 

2）植食動物の摂餌量に基づく診断技術 

3）海洋環境と生物学的要因からみた予測技術 

4）磯焼け発生予測技術の総合的開発 

(3）総合検討、まとめ 

参加機関：北海道大学水産学部、青森県水産増殖セン 

ター、富山県水産試験場、北海道立中央水 

産試験場、農林水産技術会議事務局研究開 

発課、同企画調査課、水産庁研究部研究課、 

東北水研、日水研、北水研 

平成3年度北海道ブロック漁業資源調査
及び漁海況連絡会議 

〔北海道プロック水産業関係試験研究推進会議資源・

海洋部会〕 

日時】平成 4 年 3月24日

場所】北水研会議室 

議事】 

(1）北海道ブロック水産業関係試験研究推進会議と

当会議の関係について 

(2）平成 3年度200海里水域内漁業資源総合調査、 

漁海況予報事業及び水産生物生態調査実施経過の

概要について 

(3）平成 4年度200海里水域内漁業資源総合調査、 

漁海況予報事業及び水産生物生態調査実施計画に

ついて 

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 

2)200海里、漁海況調査等の実施計画について 

(4) 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）道知事許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 

(5） 平成 4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 

(6）平成 4 年度資源、海洋関係諸会議の開催予定に

ついて 

(7）北水研、道水試の関与する諸事業についての情

報交換 

1）北水研が実施する漁業資源、海洋調査等に関す

る情報 

2）道水試が実施する漁業資源、海洋調査等に関す

る情報 

(8） その他 

1）北海道周辺水域底魚類資源評価検討会議の見直

し 

2）その他 

参加機関：北海道漁業調整事務所、北海道立中央・函

館・同室蘭支場・釧路・網走・稚内水産試

験場、北水研 

第45回 

日時】平成 4 年1月13日 16 : 00---17 : 00 

場所：北水研会議室 

講師】寺崎 誠（東京大学海洋研究所助教授） 

演題】太平洋と日本海のキタヤムシ（Sagi 

elegans) 

第46回 

日時：平成 4 年1月27日 14 : 00-17 : 00 

場所：北水研会議室 

研究紹介： 

(1）講師】メディナ・ロドリゲス（メキシコ・エ 
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資源学談話会 

海洋環境ゼミナール 

ンセナダ水産研究所研究員） 

演題：カリフォルニア産のマイワシの研究に 

ついて 

(2）講師】杉本 隆成（東京大学海洋研究所教 

授） 

演題：マイワシの資源変動に及ぽす環境要因 

について 

(3）講師】柏井 誠 

演題】マイワシの回遊と適水温 

研究討論： 

(1) GLOBEC関連の研究動向 杉本隆成 

第47回 

日時】平成 4 年 2 月 7 日 13 : 30'---15: 00 
場所】北水研会議室 

講師】山田 久（中央水産研究所環境保全水質化 

学研究室長） 

演題】有機スズ化合物による汚染と生物影響 

ースクィッド・ウォッチによるモニタリング 

の可能性― 

第48回 

日時】平成 4 年 2 月10日 14 】 O0---17 : 00 
場所】北水研会議室 

講師】 Dr. James A. Helbig (Northwest Atlantic 
Fisheries Centre, CANADA) 

講師：川崎 康寛 

演題】水産資源環境とレての親潮及びラプラドル海 

流水域の比較研究 

①ラプラドル海流域 

②親潮水域 

③親潮及びラプラドル海流水域の比較 

④次年度に向けての研究計画 

第49回 

日時】平成 4 年 3 月 9 日 16 】 00---17: 00 
場所】北水研会議室 

講師】小池 勲夫（東京大学海洋研究所教授） 

演題】海洋表層における窒素循環ーJGOFS 計画の 

一環とレて一 

第24回 

日時】平成 3年10月14日 15 : 00~ 
演題】アカイカ科の分類について 	斎藤 和範  

第25回 

日時：平成 3 年11月18日 16: 00- 
演題】照洋丸によるアカイカバイオテレメトリー調 

査の概要 	 中村 好和 

第26回 

日時】平成 3 年11月27日 15: 00-- 
演題】北大平洋におけるアカイカの生活史と生物学 

的知見 	 村田 守 

第27回 

日時】平成 4 年1月14日 15: 00-- 
演題】ョソ共同タラ類調査のあらましとソ連水域の 

底魚資源についての情報 	渡辺 一俊 

第28回 

日時】平成 4 年 3 月 2 日 15 :00~ 
演題 : Introduction of PBS, and some discussions 

on research collaboration in future (カ
ダ太平洋生物研究所の紹介）・・・Dr. D. Ware 

（カナダ太平洋生物研究所） 

第45回 

日時】平成 3 年10月11日 16 : 00-.-- 
演題】 Model of Horizontal Divergence in Gulf 

Stream Meanders 	吉森 明 

第46回 

日時：平成 3 年11月 1日 16 : 00~ 
演題： Prompt report of HK9108 cruise 

	川崎 康寛 

第47回 

日時】平成 3 年11月 7 日 16 : 00~ 
演題】オゾンホール拡大に伴う紫外線B放射量増加 

の海洋生態系に及ぼす影響 	田口 哲 

第48回 

日時】平成 3 年11月15日 16 : 00ヘノ 

演題：1990年8-9月の千島列島周辺海域における 

栄養塩特性 	葛西 広海 

第49回 

日時：平成 3 年11月22日 16 :00~ 
演題 : A. B. Thompson & R. T. Harrop, 1991. 

[Feeding dynamics of fish larvae on 
copepoda in the western Irish sea, with 
particular reference to cod Gadus morhua.J 
Mar. Ecol. Prog. Ser., 68 , 213-223. 

	害藤 宏明 

第50回 

日時】平成 3 年11月29日 16 : 00~ 
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演題：T S一V解析による親潮の形成過程 

	河野 時度 

・川崎 康寛（海洋環境部海洋動態研究室長） 

出 張 先：カナダ（セント・ジョーンズ） 

出張目的：水産資源環境としての親潮及びラプラ 

ドル海流水域の比較研究 

出張期間】平成 3年11月25日～平成 3 年12月 8 日 

第51回 

日時】平成 3年12月 6 ョ 16 :00~ 

演題】マイワシの好適水温と回遊域の水温場 

	柏井 誠 

第52回 

日時】平成 3年12月11日 16 : 00へ 

演題】親潮水系の季節変動 	河野 時鷹 

第53回 

日時】平成 3年12月24日 16 :00~ 

演題】亜寒帯循環域における黒潮暖水塊KWC R- 

86 Bの変質と減衰過程 	川崎 康寛 

第54回 

日時】平成 4 年1月10日 17 :00~ 

演題】マイワシの好適水温と回遊域の水温場（続き） 

Fuzzy 理論による適水温の決定法一 

	柏井 誠 

第55回 

日時】平成 4 年1月31ョ 16 : 00- 

演題】蛇行流に伴う水平発散のモデル 

吉森 明 

第56回 

ョ時】平成 4 年 2 月14ョ 16: 00~ 

演題】 Effects of N and P Levels on Symbiotic 

Dinoflagellate. -Zooxanthellae 

	Robert A. Kinzie, III 

（ハワイ大学教授、琉球大学客員教授） 

第57回 

日時】平成 4 年 3 月11日 11 : 00---12 :00 

演題】植物プランクトンのアンモニア同化制御と低 

濃度環境での増殖 	神田 穣太 

（東大海洋研究所） 

海 外 出 張 

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室長） 

渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室長） 

出 張 先】ソピエト（ナホトカ） 

出張目的】日ソ漁業専門家科学者会議出席のため 

出張期間】平成 3 年10月17日～平成 3年11月 2 日 

・渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室長） 

出 張 先】ロシア（モスクワ） 

出張目的】オホーツク公海漁業に関する関係国会 

議出席のため 

出張期間：平成 4 年 2 月29日～平成 4 年 3 月 6 日  

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室長） 

出 張 先】カナダ（ナナイモ） 

出張目的】水産資源環境としての親潮及びラブラ 

ドル海流水域の比較研究 

出張期間】平成 4 年1月13日～平成 4 年1月25日 

共 同 研 究 

・寺崎 誠（東京大学海洋研究所） 

共同研究内容：索餌域におけるマイワシの餌料環境 

の構造と変動様式の解明 

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 4 年 1月13日～1月22日 

・James A. Helbig (Northwest Atlantic Fisheries 

Centre) 

共同研究内容】水産資源環境としての親潮及びラプ

ラドル海流水域の比較研究

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 4 年 1月30日～ 2 月12日 

'Daniel M. Ware (The Pacific Biological Station 

Department of Fisheries and 

Oceans of Canada) 

共同研究内容：水産資源環境としての親潮及びラブ

ラドル海流水域の比域研究

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 4 年 2 月24日～3月 9 日 

・小池 勲夫（東京大学海洋研究所） 

神田 穣太（東京大学海洋研究所） 

共同研究内容：紫外線増加が植物プランクトンに及 

ぼす影響の評価に関する研究 

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 4 年 3 月 8 日～ 3 月15日 

・田口 哲・斉藤 宏明・葛西 広海（海洋環境部

生物環境研究室） 

共同研究内容】北極海ポリニア海域における生物生

産過程の研究 

共同研究先】国立極地研究所ほか 

共同研究期間：平成 4 年 2 月25日～3月26日 
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し 

ーーー 	 おさかなセミナーぐしろ’92 
8 月釧路で初開催 

これは、一般市民にはなじみの簿い水産研究の活動や成果を釧路市民に広く知ってもらおうとする主旨の、 

広報企画です。北水研所長の呼び掛けで、道立釧路水試、釧路市立博物館、釧路支庁経済部、釧路市水産部、 

釧路市設魚揚場、日本栽培漁業協会厚岸事業場、北海道指導漁連釧路支所、釧路水産協会、釧路東部と西部の

水産技術普及指導所が実行委員会を構成しています。 

平成 3年12月 4日に第1回実行委員会が開かれ、マイワシをメインテーマとするセミナーを平成 4年 8月上

旬に釧路市立博物館で開催すること、具体的企画の立案と実行のため企画委員会を設立することが決定されま 

した。 

第1回の企画委員会は平成 3年12月19日に開かれ、メインテーマの立案を「マイワシの科学ー変助の謎を探

る―」 とし、セミナーは針生（釧路市立博物館）、大堀（釧路水試）、三原（釧路水試）、和田（北水研）に

よる 4題の講演で構成することを案としました。またセミナーの実行のために企画委員会に総務、広報、制作、 

設営の担当部門を置くこと、およびそれぞれの部門のチーフを選任しました。 

現在、詳細計画の立案のために講演者を中心に制作部門で、セミナーの

構成、パネルの計画、クイズなどセミナーを魅力あるものにする工夫につ

いて検討中です。 
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1. 30 
、 

2. 12 

2. 6 
、 

2. 7 

2. 10 
、 

2. 14 

2. 12 

2. 24 

2. 27 

3. 3 

しL燕日．.l:.] 
（平成 3年10月1日～平成 4年 3月31日） 

主な来訪・見学者 

10. 4 札幌統言刊青報事務所江田博美氏、北海道漁業

調整事務所小椋邦雄氏、沖合底びき網漁業審

査のため。 

11. 13 北海道庁水産部漁業管理課滝沢陽一氏、漁業

資源検討協議会などについての検討結果の説

明のため。 

11. 25 ウラジオストク・チンロ所長ほか 2名、表敬

訪問のため。 

11. 26 農林水産技術会議事務局宮沼係長、同筑波事 
、 

11. 27 務所仁平事務官、 7条報告電算化移行の説明 

のため。 

11. 28 マリノフォーラム21藤谷 超氏ほか21名、北

水研施設見学のため。 

12. 2 農林水産省共済組合北海道支部池田事務官、 
、 

12. 3 駒形事務官、事務指導のため。 

1. 13 東京大学海洋研究所プランクトン部門寺崎 誠 
、 

1. 22 氏、索餌域におけるマイワシ餌料環境の構造 

と変動様式の解明のため。 

1・I26 東京大学海洋研究所資源環境部門杉本隆成教 

1.27 授、メキシコ・エンセナダ水産研究所メディ

ナ・ロドリゲス研究員、地球環境変化の水産

資源への影響に関する研究交流のため。 

1.28 北海道開発コンサルタント伊藤昭男氏他 2名、 

根室青年会議所伊藤敏三氏ほか 4名、「根室マ

リノフリーゾーン構想」水産関係打合せのため。 

カナダ漁業海洋省北西大西洋漁業センター、 

ジム・ヘルビック氏、水産資源としての親潮

及びラプラドル海流水域の比較研究のため。 

中央水産研究所山田 久氏、同横須賀総務分

室竹山事務官、イカ類肝臓の蓄積物質による

全海洋の環境監視計画“スクィッド・ウォッ

チ“に関する研究についての協力依頼のため。 

米国ハワイ大学ロバート・キンズィ教授、共

同研究「サンゴ礁共生藻」の研究成果の取り

まとめのため。 

日本水産資源保護協会佐藤祐二氏、釧路水産

試験場小林 喬氏、水産資源の管理に関する

研究打合せ。 

広尾漁協ウニ部会8名、広尾沿岸のウニ漁業

について懇談及び所内見学のため。 

札幌統計情報事務所江田博美氏ほか 2名、沖

合漁獲成績報告書の審査のため。 

水産庁沿岸課松井班長ほか1名、日ソ地先沖

合漁業協定に基づくロシア漁船員の休養増進

及び水産庁駐在担当職員の事務室とする水産

庁仮設ハウスの設置打合せのため。 

水産庁研究課管理係池田 透氏、事務打合せ

のため。 

東京大学海洋研究所寺崎 誠氏、索餌域にお

けるマイワシ餌料環境の構造と変動様式の解

明のため。 

北海道大学水産学部薮照教授、特研「磯焼け」 

の研究計画の打合せと検討のため。 

農林水産技術会議事務局国際研究推進班長西

郷正道氏ほか1名、国際共同プロジェクト研 

3. 5 
、 

3. 6 

3. 8 
、 

3. 15 

3. 12 
、 

3. 13 

3. 17 

1. 26 
I 

1. 27 

1. 28 
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究関係事務打合せのため。 

養殖研究所坂見和子氏、研究打合せのため。 

水産庁水産資料館長補佐鶴岡きみ子氏、図書・

資料に関する打合せのため。 

ラーバル大学マーチン・フォーティェー氏ほか 

2名、庁舎見学及びサロマ湖研究打合せのため。 

出 張（研究集会参加含む） 

10・、 4 磯焼け研究打合せのため、柏井部長、川崎室 

10. 5 長、飯泉室長余市へ出張。 

10・、 6 平成 3 年度日本水産学会秋季大会出席のため、 

10. 9 南室長三陸町へ。 

10・、 7 平成 3年度日本水産学会秋季大会出席のため、 

10. 10 坂西技官三陸町へ。 

10・、13 日本海洋学会創立50周年記念大会出席のため、 

10. 19 吉森技官東京へ。 

10・、13 日本海洋学会創立50周年記念大会出席のため、 

10. 20 川崎室長、飯泉室長東京へ。 

10・、 15 厚岸調査及び流れ網等調査のため、田口室長、 

10. 21 斉藤（宏）技官探海丸乗船。 

10. 15 カレイ類稚仔期の生態解明のため、南室長、 

潟野技官、安藤技官厚岸へ出張。 

1a、17 「漁業情報に関する研究会第 5 回漁海況予測 

10. 19 部会」に出席のため、中村室長東京へ。 

10. 17 羅臼漁港内における漁獲物調査のため、南室

長羅臼へ出張。 

10. 17 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。 

10. 21 水産庁研究所庶務部課長会議出席のため、増 
、 

10. 25 田課長東塩釜へ出張。 

10. 22 放射能資料収集及び紫外線研究打合せのため、 
、 

10. 25 田口室長つくばへ出張。 

10. 22 平成 3年度電子計算機共同利用北海道地域運 
5 

10. 24 営協議会出席のため、河野技官札幌へ出張。 

10. 22 平成 3 年度電子計算機共同利用北海道地域運 
、 

10. 25 営協議会出席のため、吉森技官札幌へ出張。 

10. 24 ヒラメ放流技術開発事業担当会議出席のため、 
5 

10. 26 南室長支筋湖畔へ出張。 

10. 24 造成藻場におけるウニ類生産機構の解明に係 
、 

10. 26 るコンプ、ウニ類調査のため、町口技官浦河

へ出張。 

10・、28 企画連絡室長会議出席のため、大迫企画連絡 

n.1 室長東京へ出張。 

10・、 28 貝類増殖技術調査指導のため、伊藤主任研究 

10. 31 官別海へ出張。 

10・、 30 第15回水生昆虫研究会出席のため、斎藤（和） 

11. 2 技官三重へ。 

11・、 3 北太平洋国際漁業委員会（INPFC) シンポジ 

11. 7 ウム出席のため、村田部長、驚藤（和）技官東

京へ出張。 

11. 3 119911 N.P FCシンポジウム」 出席のため、 
、 

n.7 中村室長東京へ。 

11. 6．第21回施設関係担当者会議出席及び庶務事務 
、 

11. 9 打合せのため、土谷技官、小林技官っくばへ 

出張。 

n.7 「第5 回藻類学合同セミナー」出席のため、 
、  

n.8 飯泉室長大滝へ。 

n.9 「第11回国際河口域研究会議」出席のため、 
、 

11. 23 飯泉室長アメリカへ。 

1L 10 北太平洋における将来のさけ・ます研究に関 
、 

11. 12’する国際研究集会出席のため、柏井部長折戸 

へ出張。 

11. 13 平成 3 年度情報資料業務担当者会議及び水産 
、 

n.16 庁研究所図書担当者会議出席のため、高係長 

塩原へ出張。 

11. 14 平成 3年度第 2 回沿岸漁場造成技術開発研究 
5 

n.16 会準備会議出席のため、田中所長東京へ出張。 

n.15 羅臼漁港内における漁獲物調査のため、南室

長、海野技官羅臼へ出張。 

11・、18 「地球規模の変動の研究に関するワークショ 

11. 20 ップ」出席のため、田口室長つくばへ。 

11. 18 平成 3年度水産庁研究所庶務・会計事務担当 
、 

n.20 者会議出席のため、千葉係長、三浦係長、平 

内事務官東京へ出張。 

11. 21 平成 3年度放射能調査担当者会議出席のため、 
、 

n.23 田口室長東京へ出張。 

11. 25 カレイ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。 

11. 27 平成 3年度漁業資源研究会議北日本底魚部会 
、  

11. 30 出席のため、渡辺室長新潟へ出張。 

12. 3 第14回極域生物シンポジウム出席のため、田 
、 

12. 6 口室長東京へ出張。 

12. 3 主要魚種の成長・成熟及び産卵生態の解明の

ため、松原技官別海へ出張。 

12. 3 魚介類の成長機構解明のため、津野技官別海

へ出張。 

12. 4 水産生物遺伝資源部門作業部会出席のため、 
、  

12. 6 坂西技官東京へ出張。 

12. 5 平成 3 年度甲殻類グループ会議出席のため、 , 
12. 6 宇田川技官札幌へ出張。 

12・、 6 「第13回稚魚研究会」出席のため、南室長愛 

12. 9 媛へ。 

12. 6 ウニ類の増養殖に係る研究打合せ及び大規模 
、 

12. 10 増殖場におけるウニ類増殖に係る検討会出席 

のため、町口技官函館へ出張。 

12. 9 200カイリ漁業資源調査研究チーム検討会及 
、 

12. 14 び研究打合せシンポジウム出席のため、和田、 

3. 17 
、  

3. 18 
3. 18 

3. 21 

-]9 ー 
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1. 	17 
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1. 	19 

	

1. 	18 

	

1. 	20 

1. 20 
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2. 18 
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1. 	20 
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1. 	23 
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1. 25 

	

1. 	21 
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1. 	23 

	

1. 	22 
、 

	

1. 	25 

	

1. 	22 
、 

	

1. 	24 
1. 23 

、 
1. 25 

室長静岡、神戸へ出張。 

シンポジウム「紫外線増加の健康及び生態系

に対する影響」 に出席のため、田口室長つく

ばへ出張。 

「日本ベントス学会第 5回大会」出席のため、 

宇田川技官大阪へ。 

第 2回地球環境研究者交流会議出席のため、 

田口室長つくばへ出張。 

第41回東北海区海洋調査技術連絡会出席のた

め、河野技官東塩釜へ出張。 

カレィ類生態調査のため、南室長、滞野技官

探海丸乗船。 

マイワシ血清のステロイドホルモン測定のた

め、松原技官函館へ出張。 

北海道水産統計地域協議会出席のため、渡辺

室長札幌へ出張。． 

給与法改正説明会出席のため、半田事務官札

幌へ出張。 

コンプ、ウニ調査のため町口技官厚岸へ出張。 

コンプ、ウニ調査のため町口技官厚岸へ出張。 

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。 

カレィ類調査のため、南室長羅臼へ出張。 

スケトウダラ新規加入量調査のため、演津技

官北鳳丸乗船。 

北方系魚介類の資源培養及び管理技術の確立

のため、宇田川技官札幌へ出張。 

漁獲統計等に関する研究打合せのため、大迫

企画連絡室長羅臼へ出張。 

放射能資料収集及び研究打合せのため、川崎

室長、河野技官、斉藤（宏）技官厚岸へ出張。 

漁業資源評価システム高度化調査のため、松

原技官北光丸乗船。 

計量魚探ならびに表中層トロールによる浮魚

類魚群量調査及び流れ網等調査のため、吉森

技官北光丸乗船。 

平成 3年度増殖場造成事業効果調査担当者会

議出席のため、町口技官東京へ出張。 

スケトウダラ新規加入量資源調査及び平成 3 

年度指定漁業等調査打合せ会議出席のため、 

渡辺室長余市へ出張。 

情報（NIIFR) 担当者会議出席のため、早川

事務官東京へ出張。 

漁場別漁獲統計に関する打合せのため、村田

部長札幌へ出張。 

プランクトン採集法標準化作業部会出席のた

め、田口室長東京へ出張。 

「海洋生物の系統保存とジーンバンク」 シン

ポジウム出席のため、坂西技官東京へ出張。 
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2. 	5 

	

2. 	3 
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2. 	5 

	

2. 	5 
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2. 	7 

	

2. 	6 
、 

	

2. 	8 

	

2. 	6 
、 

	

2. 	8 

	

2. 	9 
、 

	

2. 	11 

	

2. 	11 

昇格制度及び給与実態調査説明会出席のため、 

千葉係長札幌へ出張。 

羅臼漁港内における漁獲物調査のため、南室

長、津野技官羅臼へ出張。 

全場所長会議・水研所長懇及びマリノフォー 

ラム21研究打合せ出席のため、田中所長東京

へ出張。 

共済組合支部運営委員会出席のため、増田課

長札幌へ出張。 

バイオコスモス研究チーム検討会出席のため、 

和田室長東京へ出張。 

「海氷域における低次生産の生理生態学的研

究」に出席のため、田口室長東京へ。 

特定海域新魚種量産技術開発事業報告会出席

のため、南室長東京へ出張。 

生態秩序（バイオコスモス）平成 3年度浮魚

制御サプチーム研究打合せ会出席のため、斉

藤（宏）技官東京へ出張。 

平成 3年度沿岸漁業等動向検討協議会出席の

ため、村田部長帯広へ出張。 

シンポジウム「北海道周辺海域における栽培

漁業環境の現状と問題点」に出席のため、南

室長函館へ。 

スケトウダラ新規加入量調査のため、八吹技

官北鳳丸乗船。 

北方圏国際シンポジウム出席のため、柏井部

長、川崎室長、河野技官紋別へ出張。 

北方圏国際シンポジウム出席のため、田口室

長、斉藤（宏）技官、葛西技官紋別へ。 

平成 3年度沿整研究所担当者会議及び太平洋

北区栽培漁業協議会出席のため、南室長東塩

釜へ出張。 

「研究開発懇話会」出席のため、田中所長札

幌へ。 

II GBPシンポジウム」出席のため、飯泉

室長東京へ。 

北方圏国際シンポジウム出席のため、和田室

長、本田技官、吉森技官紋別へ出張。 

「生態秩序」研究打合わせ会議出席のため、 

津野技官、安藤技官東塩釜へ出張。 

北方系貝類資源増殖に関する研究のため、伊

藤主任研究官網走へ出張。 

第1回JAPAN WOCE研究フォーラム出席の

ため、川崎室長東京へ出張。 

サンゴ研究打合せのため、田口室長東京へ出

張。 

平成 3年度水産物遺伝資源部会出席のため、 

大池部長東京へ出張。 

平成 3年度マイワシ資源検討会出席のため、 
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,  
2.13 

2.12 
、 

2.14 

2.13 
、 

2.23 
2.17 

、 
2.19 

2.17 
、 

2.20 

2.18 
、 

2.22 

2.19 
、 

2.22 

2.20 
、 

2.23 

2.20 
、 

2.21 

2.21 
、 

2.27 
2.24 

、 
2.27 

2.24 
、 

2.26 

2.27 船。 

2.24 
、 

2.26 

2.24 
、 

2.26 

2.25 
、 

2.26 

2.25 
、 

2.29 

2. 26 出張。 

沿岸漁場造成技術開発研究会第一種目検討会

出席のため、田中所長東京へ出張。 

地域重要新技術開発促進事業報告会出席のた

め、大池部長東京へ出張。 

沿整関係事務打合せ及び課長会議出席のため、 

増田課長東京へ出張。 

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。 

磯焼け関連研究打合せのため、大池部長札幌

へ出張。 

本年度調査結果の検討と来年度調査計画打合

せのため、飯泉室長松江へ出張。 

任用実務説明会出席のため、千葉係長札幌へ

出張。 

平成 3年度第 3回沿岸漁場造成技術開発研究

会出席のため、田中所長東京へ出張。 

契約及び会計事務打合せのため、竹谷事務官、 

樋渡事務官折戸へ出張。 

平成 3年度ィカ類資源検討会議出席のため、 

村田部長、中村室長、斎藤（和）技官新潟へ出

張。 

裁培漁業技術協議会出席のため、南室長札幌

へ出張。 

平成 4年度栽培漁業技術開発推進協議会出席

のため、田中所長札幌へ出張。 

太平洋系マイワシ資源等緊急調査検討会出席

のため、和田室長東京へ出張。 

異体類研究打合せのため、大池部長、久保田

事務官、土谷技官厚岸へ出張。 

親潮餌料調査及び流れ網等調査のため、田口

室長、書藤（宏）技官探海丸乗船。 

サンマ資源研究会議出席のため、本田技官新

潟へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

北方系貝類資源増殖に関する研究打合せのた

め、伊藤主任研究官厚岸へ出張。 

紫外線増加が植物に及ぼす影響に関する研究

におけるサロマ湖観測のため、斉藤（宏）技官、 

葛西技官湧別へ出張。 

船長会議出席のため、武田船長、斎藤船長東

京へ出張。 

第 2回太平洋北プロック資源管理型漁業推進

協議会出席及び東北水研との資源管理研究の

打合せのため、村田部長東塩釜、仙台へ出張。 

平成 3年度資源管理型漁業推進協議会及び合

同調査部会出席及び漁獲統計の打合せのため、 

村田部長札幌へ出張。 

3. 2 
、 

3. 4 

3. 2 
、 

3. 3 
3. 2 

、 
3. 6 

3. 2 
、 

3. 7 

3. 4 
、 

3. 5 

3. 4 
、 

3. 6 

3. 4 
、 

3. 6 

3. 8 
、 

3. 10 

3. 9 
、 

3. 11 

3. 10 
、 

3. 13 

3. 11 
、 

3. 13 

3. 12 
、 

3. 13 
3. 12 

、 
3. 14 

3. 13 

3. 15 
、 

3. 19 
3. 16 

、 
3. 19 

3. 18 

3. 19 

3. 22 
、 

3. 26 

3. 25 
、 

3. 28 

3. 25 
、 

3. 28 

3. 29 
、 

3. 31 

2. 13 和田室長東京へ出張。 

ら12 特研「アカイカ」推進会議出席のため、中村 

2. 14 室長、斎藤（和）技官折戸へ出張。 

ら13 スケトウダラ新規加入量調査のため、渡辺室 

2. 23 長北鳳丸乗船。 

2.17 沖合漁場再開発調査専門委員会北見大和堆分 

2. 19 科会出席のため、大迫企画連絡室長、柏井部

長網走へ出張。 

2. 17 平成 3年度増養殖研究推進会議出席のため、 

2.20 津野技官波崎へ出張。 

2・、 18 沿整水産研究所担当者会議出席のため、伊藤 

2.22 主任研究官波崎へ出張。 

乙、19 平成 3年度沿整研究所担当者会議出席のため、 

2. 22 南室長波崎へ出張。 

2. 20 外国人受託研修員への講議のため、柏井部長 

2. 23 東京へ出張。 

ら20 増殖部門研究者会議出席のため、大池部長札 

2. 21 幌へ出張。 

ら21 カレイ類生態調査のため、海野技官探海丸乗 

2. 24 中央水産研究所において沿整関係打合せのた 

2. 27 め、大迫企画連絡室長東京へ出張。 

ら24 沿岸整備事業打合せ及び平成 4年度施設要求 

2. 26 説明のため、大池部長、岩隈課長補佐東京へ

出張。 

2・、24 対馬暖流系マイワシ資源等緊急調査に係る検 

2. 26 討会議出席及びマイワシ資源研究に関して中

央水研と打合せのため、和田室長新潟、東京

へ出張。 

2. 24 コンプ、ウニ類調査のため、町口技官浦河へ 

ら25 平成 4年度いか釣漁業調査検討会出席のため、 

2. 26 中村室長東京へ出張。 

ら25 紫外線の増加が植物に及ぼす影響に関する研 

2. 29 究におけるサロマ湖観測のため、田口室長湧

別へ出張。 

ら25 カレイ類生態調査のため、南室長探海丸乗船。 

2. 27 

ら25 紫外線の増加が植物に及ぽす影響に関する研 

3. 2 究におけるサロマ湖観測のため、斉藤（宏）技

官湧別へ出張。 

ら25 大型褐藻の生理生態研究に関する研究打合せ 

2. 27 出席のため、坂西技官盛岡へ出張。 

ら27 寒冷地圏域浅海域における沿岸環境保全に関 

3. 1 する研究検討協議会出席のため、柏井部長札

幌へ出張。 

2. 28 「北方海域漁業基盤総合整備開発事業推進調

査会議」出席のため、田中所長札幌へ。 
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C）人事の動き〇 
平成 3年 3月31日付 

定年退職 北海道区水産研究所探海丸通信長 

一一 	 神崎 友也 

定年退職 北海道区水産研究所探海丸甲板長 

嶋本 清人 

平成 3年 4月1日付 

命 養殖研究所長 

（北水研所長） 	 （技）高木 健治 

命 遠洋水産研究所総務部庶務課長補佐 

（北水研庶務課庶務係長） （事）境 清

命 農林水産技術会議事務局研究調査官 

（北水研海洋環境部主任研究官）（技）萩島 隆

命 養殖研究所企画連絡室企画連絡科長 

（北水研資源増殖部魚介類増殖研究室長） 

（技）酒井 保次

命 水産庁白嶺丸船長 

（北水研北光丸船長） 	（技）勝呂 孝 

命 南西海区水産研究所しらふじ丸船長 

（北水研北光丸一等航海士） （技）土谷 貞征

命 水産庁白嶺丸甲板員 

（北水研北光丸甲板員） 	（技）伊藤 寛敏 

命 水産庁白竜丸甲板員 

（北水研探海丸甲板員） 	（技）田過 和弘 

退職 北海道区水産研究所海洋環境部主任研究官 

佐藤 芳和

退職 北海道区水産研究所探海丸操機長 山川 初美

命 北海道区水産研究所北光丸船長 

（水産大学校耕洋丸首席一等航海士） 

（技）武田 靖昭

命 北海道区水産研究所北光丸一等航海士 

（水産庁東光丸首席二等航海士）（技）大島 克幸

命 北海道区水産研究所北光丸甲板次長 

（水産庁白嶺丸操舵手） 	（技）小野川俊也 

命 北海道区水産研究所探海丸通信長 

（水産庁東光丸二等通信士） （技）阿部 成典

命 北海道区水産研究所探海丸甲板長 

（北水研北光丸甲板次長） 	（技）後藤 正巳 

命 農林水産技官北海道区水産研究所資源増殖部藻類

増殖研究室長 

（東京大学助手海洋研究所大槌臨海センター） 

飯泉 仁 

命 農林水産技官北海道区水産研究所海洋環境部 

吉森 明 

命 農林水産技官北海道区水産研究所海洋環境部 

葛西 広海 

命 農林水産技官北海道区水産研究所資源増殖部 

宇田川 徹 

命 北海道区水産研究所長 

（北水研企画連絡室長） 	（技）田中 邦三 

命 北海道区水産研究所企画連絡室長 

（北水研資源管理部長） 	（技）大追 正尚 

命 北海道区水産研究所資源管理部長 

（北水研資源管理部頭足類資源研究室長） 

（技）村田 守

命 北海道区水産研究所庶務課庶務係長 

（北水研庶務課用度係長） 	（事）千葉 秀子 

命 北海道区水産研究所庶務課用度係長 

（北水研庶務課会計係長） 	（事）土田 勝美 

命 北海道区水産研究所資源管理部頭足類資源研究室長 

（北水研資源管理部主任研究官）（技）中村 好和

命 北海道食糧事務所厚生課（共済組合）併任 

（北水研庶務課） 	 （事）駒形 裕貴 

免 北海道食糧事務所厚生課（共済組合）併任 

（北水研庶務課） 	 （事）樋渡 哲也 

命 北海道区水産研究所探海丸操機長 

（北水研探海丸操機次長） （技）小林 豊

命 北海道区水産研究所探海丸操機次長 

（北水研北光丸操機手） 	（技）秋葉 厳 

命 北海道区水産研究所北光丸操機手 

（北水研北光丸機関員） 	（技）小川 明弘 

命 北海道区水産研究所北光丸司厨手 

（北水研北光丸司厨員） 	】（技）菖田 信男 

命 北海道区水産研究所北光丸甲板員 

（水産庁漁政部漁政課船舶予備員）（技）金ぞ 博昭 

命 北海道区水産研究所探海丸甲板員 

（水産庁漁政部漁政課船舶予備員）（技）安村 広文 

命 北海道区水産研究所北光丸機関員 

（水産庁漁政部漁政課船舶予備員）（技）上野 宏幸 

平成3年 5月16日付 

命 北海道区水産研究所庶務課会計係長 

（東北区水産研究所庶務課） （事）三浦 正光 

平成3年6月30日付 

退職 北海道区水産研究所探海丸甲板員 

（技）津口 雅宏 

平成 4 年1月16日付 

退職 北海道区水産研究所北光丸甲板員 

（技）石田 輝文 
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