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［はじめに］ 

、結氷した海’の氷下には、寒々とした氷上の世界

とは異なり、氷に依存した独特のそして豊かな生態系

が形成されています。冬季間結氷しない、亜寒帯から

寒帯の海洋においては、低い照度と有光層よりも深い

混合層のために植物プランクトンはその現存量を増加

させることができません。結氷は海表面に到達した光

を更に減衰させますが、藻類は氷の間隙水中に分布す

るか、海氷底部に付着することによって有光層内に留

まり、光合成を続けることが可能となります。この海

氷に依存した藻類、アイスアルジーかの密度は非常に

高くなり、またその一部は海氷から離れ、水柱内およ

び海底に供給されることから、アイスアルジーは結氷

する海洋生態系における重要な基礎生産者となります。 

椀脚類は海洋で も優占する動物プランクトンで、 

その動向は海洋生態系の炭素循環に大きな影響を与え

ます。しかし、結氷した海洋の環境は結氷しない海洋

に比べて多くの点で異なり、椀脚類の生態に様々な影

響を与えることが予想されます。海氷による光の減衰

によって、光周期や照度変化に影響されると考えられ

る椀脚類の鉛直移動、摂餌リズムといった日周行動は

結氷しない海洋と異なる可能性があります。藻類等椀

脚類にとっての餌濃度は海氷との境界面近くでは非常

に高いのに対して、水柱内では低くなるため、このよ

うな餌濃度の鉛直的な差異は椀脚類の鉛直分布に影響

を与えることも予想されます。更に通常氷点下の水温

は椀脚類の代謝活性を低下させると考えられます。そ

こで結氷したサロマ湖において椀脚類の鉛直移動およ

び摂餌行動について調査すると共に、結氷しない海に

おける梶脚類の生態と比較して、結氷が椀脚類の生態

に与える影響について考察しました。 

［方 法］ 

1992年 2 月末にサロマ湖東部の水深 9m の地点で

は、氷は40cm程の厚さに発達し、氷下にはアイスアル

ジーがよく発達していました。この地点で24時間にわ

たり層別にプランクトンを採集しその現存量および摂

餌率を求めました。採集には NIPR-net が用いられま

した。 NIPR-net は電動式のスクリューによって水流

を起こすことによってプランクトンを採集する仕組み

になっています。摂餌率は桃脚類の消化管内色素量に

消化管回転率を乗じることによって求めました 

(Saito et. aL 1991)。調査時にサロマ湖では椀脚類 

の1加udbcalanus spp．と Acartia longrenzis が優占し

ていました。 Aeudocalanu.s spp．は大きさに 2 つの

群が認められたため、大型の個体と小型の個体をそれ

ぞれ large form, small 丘om として区別しました。 

［結 果］ 

調査時のアイスアルジーはよく発達しておりそのク

ロロフィル濃度は氷の底から 5cmの位置で89叫g・ 

liter-' に達していました（図 1)。一方水柱内のクロ

ロフィル濃度は氷直下で18伽g・litter-' と非常に高

いものの、深さと共に減少し、 3m以深では2. 2-

3. 9pg・l iter' の範囲にありました。水温は一1.0-
-1 .4CC、塩分は30.2-31.7PSU の範囲にありました。 
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図1．クロロフィル濃度の鉛直分布 

調査時に椀脚類は、数で99％を占める も優占する

動物プランクトンでした。図 2 に Pseudocalanus spp. 
の smal】拓rm 雌と A. longiremis 雌の鉛直分布の日周

変化を示しました。Aeudocalanus spp． の small 
form 雌は日没後海氷直下の層に分布しますが、この

層には長くは留まらずに降下し、日の出 2 時間以上前

に近底層に移動します。日中も近底層に分布し、日没

と共に再び海氷直下へ鉛直移動します。これと同様の

日周鉛直移動様式は Pseudocalanu.s spp. large form 

でも見られました。A．んngiremis 雌も FSeudocalanus 
spp. small form 雌と同様に日中は近底層に分布し、 

日没後海氷直下に鉛直移動します。やはり海氷直下の

層には長くは留まらず下降しますが、夜の間は近底層

にまでは移動せず、3-6 m 層に分布します。Acar-
tia omoガi も同様の日周鉛直移動様式を示しました。 

摂餌率は Pseudocalanus spp．の small 旬rm 雌、 

large 釦nfl 雌、 Acartia spp. (A. longiremis と A. 

omorガ） の雌と雄について調べました。図 3 は 

Aeudocalanus spp．の small form 雌の摂餌率の日周

鉛直変化を示しています。明らかに夜間に比べ日中の 
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図2.協閥の鉛直分布。縦軸は氷の底部からの距離。横軸で黒

く塗った部分は夜を示し、白抜きが昼を示す。 

摂餌率が低くなっています。ただし日没後30分程経過

した調査開始時に、この時間にはまだ完全に暗くはな

っていませんが、摂餌率の上昇はみられませんでした。 

日中は深度による摂餌率の違いは見られませんでした

が、夜間は、海氷直下のクロロフィル濃度の も高い

層で高く、海氷直下に比ベクロロフィル濃度の低い 3 

m以深の層で低いという傾向がみられました。 

Aeudocalanus spp．の small 加nfl雌以外の椀脚類も 

同様の日周摂餌リズムを示しました。 
Pocodoc山n・‘pF‘・・“ hm、■・I・鵬'india.ノ同 

図3.境脚類のクロロフィル摂餌率。横軸で黒く塗った部分は夜

を示し、白抜きが昼を示す。 

［考 察］ 

結氷したサロマ湖で梶脚類は夜間餌濃度の も高い

海氷直下の層に移動しました。この層で摂餌率も高く

なりますが、この層には梶脚類は長くは滞留せず、す

ぐに餌濃度の低い3m以深に移動してしまいます。 

また昼の摂餌率は水柱内のどの層においてもあまり違

いがありません。これらのことから、椀脚類の鉛直移

動や摂餌といった行動に与える餌濃度の影響は必ずし

も大きくないことが示唆されました。 

日没後擁脚類は近底層から海氷直下にまで上昇し、 

また摂餌率を高めることから、上昇移動と摂餌率の増

加が共に水中照度の変化に関連していると考えられま

す。しかし夜半すぎに近底層まで下降した Aeudocalanus 

spp．の small form 雌の摂餌率は昼のいずれの層にお

ける摂餌率よりも高いことから、日周摂餌リズムが日  

周鉛直移動と対の行動ではなく、それぞれ違った要因

の影響を受けていると考えられます。 

今回観察された、日没後上昇移動し、日中は深い層

に分布するといった日周鉛直移動様式や、昼間に比べ

夜間摂餌率が高くなるという日周摂餌リズムは結氷し

ていない海域でも多くの報告がなされています。結氷

したサロマ湖での昼夜の摂餌率の変化率を結氷しない

厚岸湾において観察されたものと比較しても、大きな

違いは見られません（表1)。これらのことから、サ

ロマ湖における結氷という環境条件、すなわち低い水

中照度、低水温、大きな餌濃度鉛直勾配は、椀脚類の

基本的な日周行動様式には大きな影響は与えていない

と考えられます。 

表1．結氷したサロマ湖と結氷していない厚岸湖における発鵬願

接餌率の日周変イL L"/Im。は摂餌率の一日の 小値に

対する 大値の割合。lH/lりは昼間の摂餌率の平均値に対 

する夜間の摂餌率平均値の割合。 

species 玩×/1mb 	IN/li) 

ん助mロ 叩p present study 8.66 3.90 
large form Akkeahi Bay St.3 Mar. '92 3.41 2.54 

ん助01jun60叩， present st画 5.11 3,93 
snail form Akkeabi Bay st.3 Mar.'92 3.91 L的 

Acarith spp. female present study 5.53 2.05 
ルp,カαomon: Akkeslsi Bay St.3 Oct.'90 4.57 1.49 
kmak Akkeshi Bay St6 Oct'90 6.65 2.36 

Akkeshi Bay St.3 Oct.'91 3.32士0 .81 1.乃士0.笥 
Akkeshi Bay St3 Mar.'92 3.01 1.49 

AcaI助spp. male present study 6.77 2.48 
Aca,加Oman, Akkeshi Bay St,3 Oct'90 5.09 1.77 
male Akkeshi Bay St.6 Oct.'90 6.51 2.07 

Aickeahi Bay St.3(kt.'gl 3.19士0 .74 1.印士0.朽 

では、結氷する海域における桃脚類の行動は結氷し

ない海域での行動と違いがないと結論づけることが可

能でしょうか。サロマ湖は結氷する海域で も低緯度

に位置します。更に高緯度の結氷した海域では、水温

こそ変化しないものの、結氷期間は長くなり、氷の厚

さが増します。氷の厚さが増すことによる水中照度の

減哀は椀脚類の餌環境に大きな変化を与えると考えら

れます。従って椀脚類の行動が結氷によって影響され

るかどうかの結論は、サロマ湖よりも高緯度の結氷海

域で調査を行ってから出す必要があるように思えます。 

現在、北極海での調査結果について解析中ですのでこ

の結論について別の機会に述べたいと思います。 

［文 献］ 

Saito. H., T. Ogishima and S. Taguchi: Gut Clearance Rate of 

Boreal Copepods Eu,ル,nora 加rd,nani Thompson and 

Scott (1897) and Pseudocalanus spp. at Different Food 

Concentrations. Bull. Plankton Soc. Japan, Spec. Vol. 

(1991) 563-572 

*I（海洋環境部生物環境研究室） 

*2（北海道東海大学工学部） 
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●無脊椎動物が持っインスクン様物質 
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図1．ハナサキガニの脳に存在するインスリン様im・ 

munoreactivity 

A：ハナサキガニの脳の前端部（anterior group of 

somata) の水平切片。H-E染色。 

B:Aに連続する切片を抗ヒトインスリン抗体を用

いた免疫組織化学的手法で染色。陽性細胞が散在す

るのがみえる。スケールは A. Bともに20O"m。 

左の写真（図1）はハナサキガニの脳に存在するイ

ンスリン様immunoreactivity を示したものである。 

要は甲般類に脊椎動物ィンスリンに類似した物質が存

在するらしいという結果である（Andoh, in 

preparation) 。文献調査の知識から予想はしていたが、 

進化系統的な観点から考えれば信じ難い結果である。 

甲殻類と脊椎動物は動物の中でもっとも遠縁な関係に

あるからだ。 

平成 2 年に北水研に赴任した。何をやろうか？研究

室長はカレイの分野ではかなり著名な方である。カレ

イの育種かな？某研究室長の方は 「ウニの遺伝はいい

ぞ」（育種対象種として有望である）。ある方は 「アサ

リの成長はどうだ？」（北海道東部には大型のアサリ

が多産する）。某偉い方は「次の時代はカニだ。私の

カンだ。」 という。いや、エビが重要だ。未利用資源

のイソギンチャクはどうだ？結局、水産の研究として

何が重要かを考えた。自分の方針を考えた。海洋学や

資源学はとりあえず関係ない。増殖の分野で何が重要

か？水産増殖とはなに？大きな問題、目的は「いかに

増やすか」 と 「いかに大きくするか」かな？単純に考

えた。ー単純すぎたかも知れない。 

偶然読んだ総説に昆虫ホルモンの権威、石崎宏矩教

授（名大、理）のものがあった（石崎・鈴木，1990 

abc)。その 後に、「寝ていてはだめだ。甘い果実は

走り続けていてこそはじめて拾えるものであろう」 と

ある。素直にそうかと思った。難しいことを考えずに 
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図2．無脊椎動物のインスリン様物質とヒトインスリン、 IGF- I とのアミノ酸配列の相同性。網掛け部分はヒトインスリ

ンと相同な配列を示す。高次構造に深くかかわるシステイン0がほとんど岡じ位置にあることに注目。力イメンのイ

ンスリン様物質の配列がヒトとほとんど相同女理由は不明。 



「いかに大きくするか」で走ってみることにした。 そ

のときは「いかに増やすか」の方が研究者が多いよう

な気がしたからだ。たいした理由ではない。その後、 

石崎教授と直接お話する機会があった。こうおっしゃ

られた。「若い人の研究テーマとは他の人にきいてど

うこう考えるものではない。自分で考えたことをとに

かくやってみなさい。」 

走りはじめたとき、またいろいろ考えた。成長を促

進することは可能か？何が成長をコントロールしてい

るのか？成長ホルモンや成長因子は何をしているの

か？外的要因（環境など）より内的要因（ホルモンな

ど）に興味を持った。 

材料としては、魚類には魅力を感じなかった。どう

せなら研究者の少ない無脊椎動物をやってみようかと

思った。 そこで、無脊椎動物の成長ホルモンについて

文献調査してみた。関係しそうなものは案の定ほとん

どなかったが、興味深いものがあった。 モノアラガイ

の脳で産生される MIP (molluscan insulin related 

匹ptide）が成長ホルモンであり、その構造はなんと

インスリンに類似するという（図2; Smit at al. 

1988など）。オランダのョース教授のグループの研究

であった。 

一方、石崎・鈴木両教授のグループが発見した、カ

イコの脳が産生するボンビキシンも脊椎動物ィンスリ

ンに類似することが知られていた（Nagasawa et al. 

1984 I Nagasawa et al. 1986)。こちらはカイコに近

縁のエリサンの脱皮（前胸腺からのエクジソン分泌） 

をごく微量で誘導することから前胸腺刺激ホルモン 

(PTTH）とされていた（注1)。 

無脊椎動物のインスリン！？無脊椎動物にインスリン

が存在するだけでも不思議であるのに成長や脱皮に関

係するとは！脊椎動物の肝臓などから分泌される 

insulin like growth factor I (IGF- I ）はインスリン  

にその構造が類似し、脳下垂体から分泌される成長ホ

ルモンの mediater としてよく知られている。また、 

加 vitro ではインスリン自身も細胞の増殖を促す 

(IGF- I receptor を介してではなく、 insul血 rece・ 

ptor を介してである（清水，1991))。文献調査をし

てみるとさらにいろいろと興味深いことがわかった。 

ショウジョウバエの培養細胞はウシインスリン投与で

細胞分化を引き起こし（Seecof and I元whurst, 1974).. 

insulin rece誹or like protein の cDNA の報告（Ni・ 

shida d al. 1986）がすでにある。 ウニの insulin like 

peptide は初期歴に存在する（De Pablo d al. 1988)。 

この現象はボンピキシン（Fugo et 司．1987) にも共

通し、成長因子として細胞の分化や増殖の制御に関係

する可能性が考えられる。まだある。（中略） 

文献調査で行き着いた先は、何と大腸菌である。 

E. coil k12に免疫学的に哨乳類インスリンに類似する

物質が存在するとのことであった（LeRoith et al. 
198O)。 

インスリンとは何だ？生物は皆持っているのか（表 

1)。現段階ではその理由は不明だが、私は次のよう

に考えている。一単細胞生物が多細胞生物に進化する

際に、欠くことのできないシステムのーつに情報の伝

達系が上げられる。 これなしでは各細胞は勝手気まま

に行動（分化、増殖）して多細胞化の利点、「各細胞

の分業化、専門化（細胞分化）」がなされない。細胞

間で情報交換することが多細胞化には必要だと考えら

れる。その際、何を介して情報を交換したのか？神経

系が行う電気信号の交換は原始的な多細胞生物では行

なわれていないとすると、考えられるのは、物質のや

りとり、つまり、ホルモンや成長因子である。 インス

リンは生物が単細胞生物から多細胞生物に進化した際

に 初にもった細胞間情報伝達物質のーつなのではな

いだろうか。つまり、細胞の分化や増殖の制御に関係 

表 1．いろいろな方法で検出された無脊椎動物のインスリン軸質。〇印はその方法により検出されたものはあるいはアミ

ノ酸配列、 cDNA 配列が調べられたものを示す。 

RlA'I RRA52 にひ3bioassay'4アミノ酸配列 CDNA配列 
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することがその基本機能なのではないだろうか。とす

れば、動物に存在するインスリン様物質の多くは細胞

の分化や増殖に関係する機能を有したホルモンや成長

因子であり、それらの分泌のタイミングの調節や遺伝

子の発現の機構を解明することによって、動物の成長

制御機構のー端を解明できるのでは？一ーつの仮説 

（注 2 ）である。是非ともこれに関するご意見等を皆

様より頂きたい。 

さて、免疫組織化学は抗体を使用して、いろいろな

ものがごちゃごちゃと存在する中からでも、正確に目

的物質の存在箇所（細胞）を見つけることができる方

法である。文献調査をはじめた少し後からこの方法で

インスリン様物質の探索をはじめた。今回、私が使用

した抗体はモルモット抗ヒトインスリン抗体である。 

negative control slide （注 3）は全く染色されない

ことから非特異染色ではないことはまちがいない。カ

イコやモノアラガイの例から考えて、甲般類の脳にも

インスリン様物質が存在することは reasonable であ

る。だからといって、ハナサキガニにもインスリン様

物質が存在すると結論づけることはまだはやい。免疫

組織化学だけではなく、全く異なる他の手法を用いて、 

さらに検討する必要がある。 

軽い気持ちではじめたこの研究に今ではすっかり執

着している。なかなか進まないがこの分野の研究は出

てくる結果の価値が非常に高い（自画自賛？）からだ。 

この分野の現状を知って頂きたい。脊椎動物の成長ホ

ルモン（因子）に関する研究を行なっている方は、幸

か不幸かかなり多い。しかし、無脊椎動物の成長ホル

モン（因子）となると信じられないかも知れないが昆

虫でさえほとんどいないのだ。つまり、この分野の研

究は脊椎動物にのみ知見が集中し、無脊椎動物につい

てはモノアラガイの場合以外にはほとんどわかってい

ないのだ。無脊椎動物のインスリン様物質に関する論

文についてもその数に関しては決して少なくはないが、 

そのほとんどはあとが続かない「単発論文」である。 

集中し、連統した研究を行なっているのは、 Joose 
教授と石崎・鈴木両教授の 2 グループのみである。水

産無脊椎動物に関してはポッカリと大きな穴があいて

いるようなものである。 

私の研究の次の段階は、精製したものの生化学的性

質をある程度把握することとコード遺伝子を釣り上げ、 

インスリンと比較することである。 どちらをやるにし

ても難しいことが山積みであるが、是非ともこの研究

を進めたい。 

注1：話が複難になるが、ボンビキシンはカイコには

脱皮誘導効果がないので真の PTTH ではない。石

崎・鈴木両教授のグループはバイオアッセイにエリサ

ンを使用しており、 Nagasawa etal. (1984）の時点 

ではカイコでの効果を試験していなかったのだ。力イ

コに近縁のエリサンに有効でカイコに無効の物質が存

在するとは様々な知見から夢にも考えなかったらしい。 

ボンビキシンの機能はいまだに不明である。（詳細は

石崎、鈴木，1990を参照）。 

注 2 ：もちろんインスリンのみが 初ではないだろう

とは思っている。somatostatin (LeRoith et al. 
1985) や TRH 様 immnunoreactivity (Jackson et 

a). 1981）がインスリンと同様に植物にさえ検出され

る事実は気になることである。 

注 3：抗ヒトインスリン抗体陽性反応が認められる切

片と連続する切片において、 primary antiserum を

① nonimmun モルモット血清と置き換えたもの、②

粗精製ウシインスリンで吸収したもの、（③）標準ヒトイ

ンスリンで吸収したもののいずれを使用しても陽性反

応は観察されなかった。 
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研究トピックス ーーーーーー 

亜寒帯沼岸の等脚1目甲殻頬 

オホーツクヘラムシ 

Idotea ocholenszs Brandt, 1856 

宇田川 

釧路東部には崖海岸が多い。北海道区水産研究所の

前浜も波食台が発達した崖海岸で、岩見浜とよばれて

いる。大潮干潮時に出現する平磯の水深は 大で数10 

mで、溝や転石が散在し、コンプ類などの海藻やスガ

モなどの海草が繁茂する。この平磯の先は水深数mま

で落ち込み、優良なコンプ漁場となっている。 

岩見浜の平磯ではカニ類・ヤドカリ類・ワラジムシ

類・ョコエビ類・フジツボ類などの甲殻類や巻貝類・

イソギンチャク類・ゴカィ類・稚魚・未成魚などさま

ざまな動物がみられる。その中で印象的なもののーつ

は、浮き石の下面にびっしりとへばりつく長方形様の

動物たちだ。体は平たくて硬い。いくつもの節にわか

れていて、体長は数mmから 5~ 6cmである。体色は

茶・緑・黄・赤といろいろで、斑点状や筋状の模様が

あるものもいる（表紙写真）。とにかく数が多い。ノ、 

ばりつくかれらをひきはがそうとしても、しがみつく

のでなかなか離れない。へばりついているときは緩慢

にみえるが、泳ぐとなかなか俊敏である。腹面を上に

した「バサロ泳法」でひらひら泳ぐ。かれらは 

Idotea ochotensis Brandt, 1856 オホーツクヘラムシで

ある。甲殻門軟甲綱震蝦（フクロエビ）上目等脚目に

属するれっきとした甲般類だ。体は頭部・胸部・腹部

の 3部にわかれる。頭部には、触角が大小それぞれ1 

対、複眼が 1対（左右）、大顎・第一小顎・第二小

顎・顎脚からなる唄噛型の口器がある。胸部は 7節か

らなり、各節にそれぞれ1対の歩脚がつく。 7対とも

太くて短いがっしりした歩脚で、把握力はかなり強い。 

しかも、先端には鋭い爪がある。 この強力な脚をふん

ばってしがみついていれば、波にやすやすとさらわれ

ることはあるまい。鯉は腹部にある。雌雄異体で、繁

殖期の雌成体は胸部腹側に育房（保育嚢）をつくる。 

交尾ののちに体内で受精した卵は育房のなかに放出さ

れる。仔は親とほぼ同じかたちになるまで育房のなか

で発育したのちに育房を去る。したがって、エビ・カ

ニその他の海産無脊椎動物にみられる浮遊幼生（プラ

ンクトン）世代はない。かなり小型の個体も大型個体

と―緒にみつかるから、育房を去った仔はおそらく親

たちと同じような生活をはじめるのだろう。 

Kussakin (1974, 1982）によれば、 I. ochotensis は

アジア大平洋岸に広く分布する亜寒帯系の動物であり、 

ベーリング海に面したカムチャッカ半島東岸からオホ  

ーツク海を囲むサハリンと沿海州との沿岸と千島列島

南部沿岸・北海道沿岸に分布するが、千島列島北部沿

岸には分布しない。 また、岩や転石・砂泥といったさ

まざまな底質で、海藻類や海草類の群落・岩の裂け

目・転石の下などに一年中みられる という 

(Kussakin, 1974 :1982)。日本沿岸では「本州中部

以北の海岸に普通」（椎野，1965）とされる。北海道

沿岸の分布については、太平洋・オホーツク沿岸全域

と日本海沿岸の一部（小樽市忍路）とには分布するこ

とを Nunomura（富山市科学文化センターの市村昇

氏：等脚目分類の第ー人者）(1991）が標本にもとづ

いて記録している。 

ゲッというほどたくさんいるあたりまえの動物だと

いうのに、食性や行動・繁殖・生活史といった生態が

ほとんど研究されていない（研究されていないのはl 

ocんルnsis の生態に限らない。生態が研究されている

日本産の等脚目はごくごくー部である。日本では等脚

目研究者が少ない。専門の分類学者はひとりだけだ。 

端脚目研究者は、ベントス学会で「ョコエピ軍団」 を

形成する程度には人数がそろっている。分類について

も、分類群ごとに特化した専門家がいる。）。したがっ

て、現状ではlochotensisがなにをやっているのか具

体的にはわからない。 

周知のように、同じく等脚目の TecticゆSgk加γ シ

オムシが北海道東部沿岸でかなりのトン数漁獲されて

いた時代がある（これについては機会をあらためて紹

介したい。）。現在どうなっているのかはわからないが、 

当時はたくさんいたにちがいない。北海道沿岸の生産

力がきわめて大きいことは、ホタテガイやコンプ類の

巨大な生産量が示すとおりである。沿岸漁場生態系の

なかに多産する等脚目甲殻類のl ochoたnSおや T 

誹1加γ にはもっと注意をむけてもよさそうだ。筆者

は新規課題「沿岸漁場の底棲性中・小型甲殻類の生態

解明」 を担当しているので、そのー環としてこれら等

脚目もあつかっていく所存である。 
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【研究鵬会参j加t言II告】 ー一ーーー一一ー…ー一ー 

日本・カナダ共同会議 

「北極圏海氷域における開氷域の生物過程と 

氷下における生物学的炭酸ガスの運搬」 に出席して 

田 口 

国立極地研究所とカナダケベック州都ケベック市に

あるラバル大学共催の共同会議に出席するため、成田

空港で搭乗手続きをしていると、同じくこの会議に出

席する北海道東海大学の服部 寛氏に会った。大韓航

空に一緒に乗り、10時間近くかかり同じ日の朝8時に

ロス・アンゼルスに到着した。そこでノース・ウェス

ト航空に乗り換えて、途中デトロイト経由でボストン

に翌日の 9月23日朝5時過ぎに着いた。 すると、国立

極地研究所の工藤 栄氏がノルウェーのスピッツベル

グ島から直接ボストンに来たのと偶然会った。そこで

久しく待ち、やっとケベック市行きの小都市間を結ぶ

ノース・ウェスト・リンクという小さな20人乗りのジ

エット機に乗り込んだ。車に乗り込むように立っては

歩けないくらいの小さな機内であった。でもその小型

機であるため、低空を飛んだのでボストンから国境を

越えて、ケベック市まで続いている森林が、だんだん

と紅葉していくのがよく見えた。 

18年ぶりのケベック市は懐かしく飛行場に降りる前

に機内からあちこち見た。空港には大学院生が迎えに

来てくれていた。 プロジェクトで借りているというバ

ンに乗り、ケベック市の旧市街にある魚料理のフラン

ス料理店につれていかれた。そこですでにカナダの参

加者と、一日早く来ていた東京大学の高橋正征氏がい

た。昼食をともにして、長旅で疲れていたがそのまま

午後からはじまる会議に出席するためのラバル大学に

むかった。 

ラバル大学は北米で2番目に古い大学で、広大な構

内を持っている。その構内に点々と様々な学部の建物

や学生会館がある。冬の厳しい気候のためすべての建

物は地下にあるトンネルにつながっている。18年前に

来た時には、その数はあまりなかったが、現在はすべ

ての建物がつながっているとのこと、冬国ならではの

ことである。 

午後の会議はウオータールー大学のラルフ・スミス

氏のカナダ北極圏にあるリゾルートにおけるカナダl則

の研究の紹介であった。北緯74’にあるこの基地は

近10年位カナダ人によって氷海域における研究が行わ

れている。 

9月24日火曜日は、昨日の続きでリゾルートの研究 

計画を、 

海氷の物理 

アイス・アルジーの光合成の生理学 

アイス・アルジーの栄養生態学 

アイス・アルジーの鉛直運搬 

動物プランクトン及び稚魚の生理生態 

の 5つのグループに分かれて検討した。 

午後はまれに見る好天気なので、日本側参加者のた 

めに市内見学ということになった。 

9月25日水曜日は午前いっぱいかけて、リゾルート 

での研究実験の具体的な詳細にわたる話し合いを行っ 

た0 

いよいよ午後からは、1992年 2月から 3月に行う北 

海道サロマ湖における実験についての討論である。 

北海道大学流氷研究施設の白海国男氏により物理環

境の紹介、服部 寛氏による動物プランクトンの研究 

の紹介があった。私はアイス・アルジーの研究を紹介

した。カナダの研究者はサロマ湖で実験をしたことが

ないので活発な討論となった。 

終日の 9月26日木曜日は、丸一日かけてサロマ湖

における実験計画について討論した。特にサロマ湖は、 

1989年と1991年には全面結氷しなかったことを私が報

告したので、1992年には果たして結氷するのか、とい

う質問が出てこの問題についてかなりの時間を費やし

た。 

今回の会議は日本側は高橋正征氏、カナダ側はラバ

ル大学のルイス・レジンドレ氏の司会で全て順調に進 

んだ。毎日 8時間にわたる会議をこなし、夜は夜でレ

ストランで会食をした。 終日の夜は特に「おわかれ

パーティー」となり、ラバル大学の理学・工学部長の

招待であった。 サロマ湖にはカナダ総勢18名が来るこ

とが決まったが、サロマ湖で再会することを約束して

ホテルに帰った。 

他の人たちとは別行動をとり、私はカナダの 東端

にあるニューファンドランドの州都セント・ジョーン 

ズにむかった。ケベック市を出て約7時間かけてセン

ト・ジョーンズに着いた。すでに外は真っ暗で、突然

街のあかりが見えてきたが、小さなあかりのかたまり 



であった。空港にはカナダ時代の友人であったマドウ 

ー・パランジャぺ氏が迎えに来てくれていた。早速彼

の家に行き、地下のー室に案内された。 ここで 6日間

のお世話になることになった。 

翌日は土曜日、そして日曜日であったのでセント・

ジョーンズ市内や郊外のドライブにつれていってもら

った。車の中ではもっぱら金曜日の午後からはじまっ

た技術者・秘書等の組合のストライキにどのように対

処するかという話になった。 

10月30日月曜日の朝、念のため北大西洋漁業研究所

に出かけることにした。丘の上にある研究所につなが

る道路に、勤務するために来た、他の組合の人達の車

の列が 2km以上もあった。様子をうかがうため 3時間

程待ったが車は全く動く気配がない。警察官が10名以

上ストライキのゲートに行ったが何も起らない。私は 

10時から講演をすることになっている。メモリアル大

学から10名以上研究者が講演を聞きに来ていたがマド

ウーと相談した結果、メモリアル大学で午後の 2時か

ら講演を行うことに変更した。そうこうしているうち

に、研究所所長のラリー・コウディ氏が我々の車を見

つけ、わざわざ挨拶に来て、ストライキのことをあや

まっていた。 

メモリアル大学は、ニューファンドランド州唯一の

大学で、総合大学である。海洋研究所所長のはからい

で、構内にある研究所所属の会議室で「千島列島海域

の水系と植物プランクトンの細胞の大きさ」 について

講演を行った。もちろんカナダ研究者はあまり親潮に

ついては知識がないのでいろいろ質問が出た。特に 3 

年ごしに存在する暖水塊についてはたいへん興味があ

ったようだ。その後、メモリアル大学の海洋研究所に

行き、施設を見学し、そこで様々な研究者に会った。 

なかでもホタテをやっているレイ・トンプソン氏は、 

日本のホタテに大変興味があるようで、ぜひ日本に行

ってみたいといっていた。 

メモリアル大学 2日目は「炭酸ガスの暗固定による

蛋白質への取り込みと植物プランクトンの栄養制限に

ついて」を講演した。 2週間前に着任したばかりのリ

ャード・リプキンは似た仕事をしているので、たくさ

んの質問が出た。彼とは10年来の知り合いであるがメ

モリアル大学によく転勤したものだと感心した。やは

り米国で永久職につかず研究費をとってきて研究生活

をしていくのに疲れたのかとも思われた。 

時計は 5時をまわったので、もうストライキの人達

はいないだろうと思って北大西洋漁業研究所に戻った。 

まだ10人位の人達がピケをはっていた。マドウーの知

り合いの図書館の女性が運よく通してくれたので研究

所の中に入ることが出来た。誰もいない研究所の中を  

案内され見て回ったが、ただ歩いて回るだけであった。 

建物は小さな建物をいくつかくっつけた構造になっ

ているので、外側にあるオフィスは全て窓があるが、 

部屋の形はそれぞれ全く異なりーつとして同じ形の部

屋はなかった。内側は実験室となっていた。芸術的に

は外から見ると価値の高いものであるかもしれないが

実際に中で仕事をしている研究者にはあまり評判はい

いものではなかった。 

ストライキのおかげで当研究所が共同でやっている 

「親潮・ラプラドル比較研究」のカナダ側の参加者と

は研究所では会うことが出来なかった。でも一同はマ

ドウーの家で、 2日目はラム・マイャー氏の家でパー 

ティーを開いてもらったので、そこでジム・ヘルピグ

ックにも面会して話をすることが出来た。今回の旅で

印象的だったことは、カナダの研究者は日本に行って

研究をすることに大変興味があること、また日本人研

究者の受け入れも積極的に行いたいということである。 

これから特に若い人達を中心に交流をしていきたいも

のだと思った。 

後に今回の出張を心よく認めて下さった田中所長

の配慮に感謝いたします。 

（海洋環境部生物環境研究室長） 

力ナダ女性研究員と 



写真1 アイスキャンプ 

北極海の氷の士で、 

斉 藤 宏 明 

5月13日、カナダ中西部の都市ェドモントンを飛び

立って 4時間で飛行機は北緯75度のレゾリュートに到

着しました。エドモントンとレゾリュートの中継地点

である北緯62度に位置するイエローナイフには針葉樹

林も見られましたが、飛行機を降りて周りを見渡せば、 

雪と氷がただただ周囲を覆っていました。 

今回レゾリュートを訪れたのは、国立極地研究所が

中心となって行っている国際学術研究「北極会ポリニ

ア域における生物生産過程の研究」に参加し、海氷下

における梶脚類の摂餌生態を研究するためです。 日本

からは 8人の研究者が訪加し、北水研から私の他に、 

生物環境研究室の田口哲室長がアイスアルジーの生理

生態の研究のため参加しています。レゾリュートはカ

ナダ北部、パリー諸島のなかのコーンウォリス島にあ

る小さな村です。 しかし、エネルギー・鉱山・資源省

を初めとする力ナダ政府の施設がいくつかある北極圏

調査・開発の 前線であり、週に 2往復ずつェドモン

トンおよびモントリオールの間をボーイング737によ

る定期便が就航しています。ですから緯度こそ南極の

昭和基地よりも高いところにありますが、航空券さえ

買えば誰にでも行ける場所でもあります。 

早速次の日から氷の上での仕事が始まりました。北

極圏での氷の上での調査ということからか、帰国後よ

く「寒かった？」と聞かれましたが、私たちがレゾリ

ュートに滞在した 5月中旬から下旬には気温は 低で

も氷点下一15C程で、風がなくよく晴れた日はセータ 

ーで仕事をしても汗ばむほどでした。もちろん北極で

の調査が全てが快適だったわけではなくいくつか私達

を悩ませた事があります。一つは時差ぼけです。海外

旅行、特に東回りの際には誰でも多少なりとも時差ぼ

けに悩まされるわけで珍しくもないことですが、今回

の時差ぼけは特別でした。宿舎の窓はプラインドがあ

るだけだったため、窓から入る太陽の日差しを完全に

は防ぐことが出来ません。そして白夜のためー晩中差

し込む太陽の光で体内時計は完全に狂ったらしく、ほ

ぽ 3日間ほとんど眠ることが出来ませんでした。 4日

目に眠ることが出来たのは 3日目に行った30時間にわ

たる椀脚類摂餌リズムの調査でくたくたに疲れ果てた

おかげでした。また 、痛勤か も経験しました。調査点

は宿舎から10km程離れた水深130mの地点にあるため、 

毎日宿舎と調査点にあるアイスキャンプの間をスノー  

モービルまたはスノーモーピルにつながれたそりに乗

って通いました。海氷の上はいたるところで氷が盛り

上がり雪が吹きだまっているためでこぼこで、30分程

の通勤の後は激しい振動のため足腰が痛み、船酔なら

ぬ、スノーモービル酔い’7 といった不快感を感じまし

た。また宿舎の中でだけの問題ですが静電気にも悩ま

されました。空気が非常に乾燥しているため体が静電

気を帯び、少しでも油断して金属に手を近づけると 

、バシック と音がして指の先から放電します。私は普

段から特に静電気が嫌いなため、これはすっかり神経

質になってしまい、いつも鍵を持ち歩いて、まず鍵で

ドアの取っ手等に触れて、体が帯びた静電気を放電さ

せてからノプを回す習慣ができてしまいました。その

ためレゾリュートを離れた後でもしばらくの間は、蹟

踏しながらドアのノプに手を伸ばしていました。 

アイスキャンプでの調査は順調にそして快適に進み

ました。それは、北極海の氷の上という条件下で仕事

をするのに十分な施設が整っていたことによります。 

調査は氷にlm四方の穴を開け、そこから採水やネ

ットの曳網を行いましたが、その穴の上にはストープ

付きの天幕が張ってあるため、こういった調査はほと

んど天幕の中で行うことが出来ました。天幕はストー 

プ付きで、発電機によって24時間十分な電力が供給さ

れています。床は防熱材で覆われ、氷からの冷気が上

がって来るのを防ぐと同時に、ストープの熱によって

氷の融けるのを防いでいます。そのため、今年 2月に

北緯44度の氷結したサロマ湖の上で経験した、吹雪の 
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中冷めかかったコーヒー飲みながら足踏みして寒さを

堪える、といったつらい調査に比べるとはるかに快適

でした。 

この天幕の入口にはショットガンが備え付けてあり

ます。これはこの付近に出没する白熊に備えるためで 

写真2 アイスキャンプの天幕内部 

す。先に書いた 初の24時間観測の日、私と、一緒に

仕事をする北海道東海大学の服部寛さんの二人だけで

天幕に泊まるため、ショットガンに触れたこともない

私たちにラバル大学の Martin Fortierが使用法を教

えてくれました。一通り教えた後彼は、「弾は 4発し

かないから、白熊が近づいた時空に向けて撃つのは勧

めない。眼の前にまで近づいた時だけに撃て。」 と云

い、 後に笑いながら「もし 3発撃っても駄目なとき

は 後の一発は自分の口にいれて撃て。」といって宿

舎に帰っていきました。この脅しが効いて、白夜とは

いえ幾分薄暗くなる日付の変わる頃にはしばしば窓か

ら外を見渡して仕事を続けることとなりました。レゾ

リュートを発つ 2. 3日前、宿舎から車で15分程のイ

ヌイットの村に行くと、 3軒に1軒位の割合で軒先に、 

白熊が手足をのばした毛皮となって吊されていました。 

3mをはるかに越すその巨大な毛皮を見て、観測中

ショットガンを撃つチャンスのなかったことに感謝し

ました。 

観測時に氷の厚さは2mを超えていましたが、氷

の下には多くの生物が見られました。とくに目を引い

たのは端脚類とくらげです。太陽の高さが低くなり、 

やや薄暗い時間にinl四方のネットを氷の直下で100 

m水平に曳網すると、バケツー杯分の端脚類とバケ

ツに 4 分の1程のくらげが採集されます。仔魚や魚卵

を採集するためにそのネットを曳いていた Martin は、 

ソーティングに非常に苦労していました。またこのネ

ットの曳網のために天幕の外に開けておいた穴から異

臭がするため穴の中をみると端脚類を含んだあざらし  

のふんが浮いていたこともありました0 

観測中には、北極ならではの光景もいくつか目にす

ることができました。一日中アイスキャップにいると

太陽が糸をつけた球のように頭上を一周し、天幕の影

も天幕を一周します。それをみると、本当は地球が自

転しているのでなく、太陽が今住んでいるこの場所を

回っているのではないかと感じました。晴れた日に降

る雪の中には 7皿もある雪の結晶があり、そのセータ 

ーの図案のような結晶の構造は肉眼ではっきり確かめ

ることが出来ました。また空中の氷の粒が光って、太

陽に向かってそそり立つ光の柱となるのも見ることが

できました。調査期間中は犬や鳥以外の陸上の生き物

を目にする・ことは殆どありませんでしたが、一度だけ

見た、白い氷の上の真っ青な空を飛ぶ白いかもめの美

しさは強く心に残りました。 

全て調査が終了しレゾリュートを離れる日が来まし

た。 まだレゾリュートに残るカナダの研究者達と別れ

を惜しみながら、荷物検査もボディーチェックもなし

に飛行機に乗り込みました。もう一度訪れることがで

きるかどうかわからない北極の島はまもなく海氷と区

別がつかなくなりやがて眼下には雲が広がりました。 

しばらくしてスチュワーデスが飲物を勧めてくれまし

た。レゾリュートではイヌイットにアルコール依存者

がでるのを防ぐため酒の販売が禁止されているので、 

私は15日ぶりの何本かのピールとワインを満喫しつつ

少々感傷的な気分に浸っていました。午後10時過ぎ、 

飛行機がェドモントンに降りようとするころ、窓の外

には15日ぶりにみる日没の光景が広がっていました。 

その光景は私に北極から 、戻ってきた’ ということを

確認させ、また人の心と体をやすらがせる夜の雰囲気

を思い出させていました。 

写真 3 日加の研究者で記念撮影 

（海洋環境部生物環墳研究室〕 
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離任挨拶 着任挨拶 

離任のご挨拶 

岩隈 審

平成元年 4 月1日付、北海道さけ・ますふ化場根室

支場から北海道区水産研究所庶務課長補佐を拝命し着

任しました。 

26年間ふ化場だけに勤務し、同じ水産庁とはいえ他

の機関に勤務するのは始めてであり、不安感が強くそ

れに加え当時私はひどい腰痛で、 2分間立ち統けると

か50メートルも歩くことすら大変苦痛な状態でありま

した。「肉体的苦痛は精神を蝕む？」 というように肉

体的精神的に勤務が可能かと、自分自身に疑問を感じ

ていました。釧路市は気温が低く湿度が高いと聞いて

いましたが、北海道内だけしか転勤していない私にと

ってさほど気になるものでもなく、むしろ快適な生活

を送ることができました。 4 ケ月経った夏には嘘のよ

うに腰痛がなくなっており、釧路市の気候または環境

に深く感謝しています。（腰痛にお悩みの方は是非釧

路での生活をお奨めいたします） 

水産研究所に勤務してまず驚いたのは、前官署と比

すると科目の多いことでした。同じ科目名で支出官が

異なり、また研究実施計画名と予算科目の複雑さに、 

ただただ混迷のー途に陥っていましたが、職員の皆様

方の温かい協力により、情緒不安にもならず勤務でき

たことを心より感謝します。 

3年間北海道区水産研究所に勤務させて頂き、今般

再び北海道さけ・ますふ化場に勤務していますが、 3 

年の間に組織的にまた、仕事の方法もかなり変化があ

り 「浦島太郎」の心境です。 

原因は、水産行政が直面している国内的、国際的状

況の変化、現在推し進められている総務庁行政監察に

よる組織上に変革、OA機器導入による事務推進方法

の変化、等々 

水産研究所でまだまだ多くのことを学びたかったの

ですが、辞令書一枚により異動する公務員ということ

でご容赦を願い、計画途上で中途半端な仕事しかでき

なかったことを心からお詫びし、お礼の言葉に代えさ

せて頂きます。 

（北海道さけ・ますふ化場会計課長補佐） 

霧のまち釧路に着任して 

中村 義治 
昨年の春に北水研への特採の話があって、今年の 4 

月に赴任するまでの 1年間は漢然とした不安の付きま

とう日々でした。それは、これまで馴れ親しんだ気候

風土、職場と仲間、職場外の人間関係等をいっさい断

ち切り、全Jく未知の世界へ出発することに対する不安

であります。 

4月 5日にフェリーで苫小牧に着き、初めて北海道

の地を自動車で走り、沿道に展開する牧場や牛、馬の

放牧風景、残雪の日勝峠、霧の国道38号線等、釧路に

着くまでの 6時間は昨日までいた、いわきの生活環境

とは別世界の感がありました。 

それから半年が経過しましたが、この間、道東海岸

や釧路湿原、屈斜路湖、宇登呂温泉等に家族と一緒に

旅行し、北海道の雄大な自然に接し大きな感銘をうけ

ました。その影響で来道の 初に受けたカルチャショ

ックも少しずつ回復してきました。 

私は 3月まで、福島県いわき市にある県水産試験場

に勤務しておりました。仕事は、発電所からの温排水

影響調査に関する沿岸流動環境やホッキガイの資源増

殖についての分野を主に担当しておりました。今後も

引続き、北海道沿岸の砂浜環境と二枚貝の資源増殖に

ついて、調査研究を展開する所存ですので皆様のご指

導・ご鞭捷のほどを宜しくお願いします。 

（資源増殖部魚介類増殖研究室長） 

家族とともに 

- 12 - 



新任のご挨拶 

森 賢 
1992年 4 月1日付で北海道区水産研究所資源管理部

頭足類資源研究室に配属されました。 

北水研に配属になるということで大学の教授や先輩

達から釧路には霧しかないなどと言われてきたのです

が、実際釧路に着いてみるとその日は特に濃い霧の日

であり北水研の建物も外から殆んど見えない程でした

から、その言葉に嘘はなかったと初日で思い知らされ

ました。 

水産学部では青森県の汽水湖の底生動物の群集構造

について研究を行い、大学院に入ってからはクロタマ

キビガイという潮間帯に生息している腹足類の生活史

などについての研究を行ってきました。同じ軟体動物

門に属しているとはいえイカを始めとする頭足類につ

いては全くの素人です。現在、スルメイカやアカイカ

などいか類の生態や水産資源学などについての勉強を

行っていますが、大学で研究していた頃のフィールド

がかなり狭い範囲に限られていたのに対して、これか

ら研究で扱うフィールドの広さに特に困惑しています。 

これからいろいろとご迷惑をお掛けすると思いますが、 

皆様のご指導とご助言をよろしくお願いいたします。 

（資源管理部頭足類資源研究室） 

よろしくおねがいします 

中宮 倫子 

皆さんよりー足遅れの 5 月1日付けで北水研庶務課

に新規採用となり、 4 ケ月が経ちました。 

思いおこせぱ、バスに揺られながら「一体どこへ連

れて行かれるのだろう」 との不安をつのらせていた 4 
月10日、トップバッターでの面接、その上思いもかけ

ない質間。 すっかり舞い上がってしまいあきらめてい

た13日、採用の知らせを頂いた時には「北水研とはど

ういうことをしているのか」 という以前に存在すら知

らなかった私には、喜びという感情よりも驚きの方が

大きな割合を占めていました。 

そんな私も共済への併任という辞令を受けてから 3 

ケ月が経ちました。まずは人の多さに驚き、雰囲気の

違いなどにもためらいましたが、今では大部慣れてき

ました。けれども、仕事の面では何をするのにも、ど

きどきしながら悪戦苦闘の毎日を送っています。 

まだまだ高校生気分の抜けきっていない私ですが、 

精一杯頑張っていこうと思っていますので、よろしく

お願いいたします。 

（北海道食糧事務所厚生課併任） 

、
 

rーーー→→ーー→→ーーーーーーーーーーーーー中→→中→→→中 + 
I 	日栽協と北水研との研究父流・網終 	I 

+ 鷺2誓漂 Ct7S諜畿窓臨姦鱗響g器認協 jQ): 

1しょう。主義主張や人間関係を乗り越えて国益のために協調していかなければなりません。 

ま 平成 3 年11月12日に日本栽培漁業協会本部と、水産庁北海道区水産研究所との間で北太平洋沿岸域を対象とし】 

＋て、研究交流を毎年1回程度実施し「つくり育てる漁業」に関する問題解決に向けて動き出すことを正式に取り・

言決めました。第1回は双方の研究や栽培漁業技術の紹介と今後の推進方策について話し合いが行われましたが、言 

舞裁農驚 [讐男議 t:J [ だ tJ 器ふ議震震k階では」 
1の研究交流による技術開発に関する問題は解決の方向に向かうどころか、お互いの摺り合せが悪くなります。】 

ま「共同して 	しよう」「・ 	させてください」 という精神がお互いを近づけ問題解決へとつながります。 	】 

f 先ずは、研究問題の基本的合意のための話し合いが先決となり、担当者レベルでの早急なツメが肝要でしょう。・

ま第 2 回の研究交流は異体類のマツカワを対象として、基礎的問題から応用的な問題へと発展させ、お互いが納得ま 

＋できる研究．技術開発を推進する体制としたいものです。（所 長） 	 一戸奪喫、 	申 

'loI,l，小，I,'I,4,」I:, jII1Iロ‘ 14I','''‘しII 中 44 ,II1Iロ‘ 14I','''‘しII 中 44 j: :1: :*: :II :III :1: :1: :1: :t: :1: :1: j: :1: :1: :; : :I:I.1I II 4I 4申 
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I 研究発表課題一覧 ~ 

〔印刷刊行物〕 

和田 時夫】 

・近の道東海域のマイワシ資源動向，日本水産油脂

協会「マイワシ資源の動向と見通し」，平成 4 年 8 

月 

中村 好和・斎藤 和範： 

・平成 3年度の太平洋スルメイカの漁況と資源状態， 

水産世界，41(4)，平成 4年 4月 

中村 好和・斎藤 和範 

・平成 3年度の北太平洋北西海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，41(5)，平成 4 

年 5月 

飯泉 仁・ 

・水産におけるバイオマス資源量の把握と活用，北農， 

59(3)，平成 4年 7月 

飯泉 

・もうひとつの緑，近畿化学工業界，472，平成 4年 

8 月 

南部 久男・木戸 芳・梨田 ー也・矢部 衛・

南 

・日本海大和堆産魚類，富山市科学文化センター研報， 

価）,69-74, 平成 4年 4月 

南 卓志】 

・異体類の初期生活史19-天然魚と人工魚（1）種苗生産

と初期生活史，海洋と生物，143)，平成 4 年 6月

南 卓志： 

・自然環境と栽培漁場環境一魚類を中心として一

水産海洋研究，56(3)，平成 4 年 7月 

Minami, T. and M. Tanaka: 

・Life history cycles in flatfishes from the 

Northwestern Pacific, with paticular reference to 

their early life histories, Netherlands J. Sea Res., 

29(1-3) 35-48, June, 1992 

川崎 康寛・河野 時魔． 

・オホーツク海千島海盆と北太平洋千島列島南部海域

との海水交換について，海と空，68(2), 41-54，平

成 4年 9月 

Sugimoto, 1., Y. Kawasaki and J. Li: 

・A description of the Time-dependent hydrogra-

phic structure of the warm streamer around the 

Kuroshio warm-core ring 86B, Deep-Sea Res., 39 

(Supplel), S77-S96, April, 1992 

吉森 

・北海道周辺海域（海況），水産海洋研究，56(3), 

平成 4年 7月 

〔口 頭 発 表〕 

和田 時夫： 

・魚種交替一何に注目すべきか？．シンポ「水産海

洋」ー魚種交替のメカニズムと予測，東京，平成 4 

年 4月 

和田 時夫・八吹 圭三・渡辺 一俊・松宮 義晴・

中島 由詞： 

‘道東・千島海域におけるスケトウダラの胃内容物組

成について，平成 4 年度日水学会春季大会，東京， 

平成 4 年 4 月 

小出水 規行・松宮 義晴・和田 時夫】 

・マイワシの生物学的指標の検討と諸特性値との回帰

分析一道東沖の資源動向に関連して，平成 4年度日

水学会春季大会，東京，平成 4年 4月 

湯 祖格・桜本 和美・和田 時夫・北原 武： 

・道東マイワシ漁況のファジィ制御による予測 

ー年齢構造を中心としたモデル，平成 4 年度日水学

会春季大会，東京,平成 4 年 4月 

Wada, 1.: 

・Stock fluctuation of Japanese sardine, 1992年の

業の分野における日本国とロシアとの間の科学技術

協力計画に基づく意見交換，ウラジオストック，平

成 4 年 8 月 

松原 孝博・和田 時夫： 

・マイワシの生殖腺の発達に与える光周期及び水温の

影響，1992年の漁業の分野における日本国とロシア

との間の科学技術協力計画に基づく意見交換，ウラ

ジオストック，平成 4年 8 月 

渡辺 一俊： 

・スケトウダラ系群統括，平成 4 年度北海道周辺海域

底魚類資源評価検討会議，北海道区水産研究所，平

成 4年 8 月 

渡辺 一俊： 

・太平洋海域のスケトウダラ資源，北海道スケトウダ

ラ研究シンポ,札幌，平成 4年 9月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・潰津 友紀・山村 織生： 

‘道東太平洋海域におけるスケトウダラの分布,平成 

4年度日水学会春季大会，東京，平成 4年 4 月

山村 織生・渡辺 一俊： 

・北海道東岸沖合におけるスケトウダラとイトヒキダ

ラの種間関係 排他的競合の可能性一,北海道スケ

トウダラ研究シンポ，札幌，平成 4年 9月 

山村 織生・渡辺 ー俊・島崎 健ニ】 

・北海道東岸沖合の底生群集におけるスケトウダラの

被食,平成4年度ョ水学会春季大会，東京，平成4年4月

八吹 圭三： 

・北海道太平洋海域のホッケ，平成 4年度北海道周辺

海域底魚類資源評価検討会議，北海道区水産研究所， 
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平成 4年 8 月

演津 友紀： 

・道東太平洋のキチジ，平成 4年度北海道周辺海域底

魚類資源評価検討会議，北海道区水産研究所，平成 

4年 8 月 

中村 義治】 

・ホッキガイ漁場形成についての海岸工学的考察，第 

10回生態系工学シンポ，東京，平成 4 年7月

原 政子・沖山 宗雄・南 卓志 

・ハタハタの精子形成過程における徴細構造の観察， 

1992年度日魚類学会年会，東京，平成 4年 4 月

飯泉 

・タチアマモ（乃stera caulescens MIKI）の冬季にお

ける生長，1992年度日海学会春季大会，東京，平成 

4年 4 月 

相生 啓子・飯泉 

・岩手県大槌湾における海草・アマモとタチアマモの

生態，日生態学会，名古屋，平成 4年 4月 

津野 敬一・松原 孝博 

・マツカワのビテロジェニンの精製と酵素免疫測定系

の確立，平成 4年度日水学会春季大会，東京，平成 

4年 4 月 

柏井 誠・ 

・Measurement of the Oyashio, CCCO, Pacific 

climate studies Panel, Tokyo Symposium on 

climate change and the Pacific Ocean, June, 1992 

柏井 誠 

・マイワシの適水温と回遊，平成 4年度日水学会春季

大会，東京，平成 4 年 4 月

川崎 康寛・河野 時鷹・吉森 

・西部亜寒帯循環域における黒潮暖水塊86 Bの変質と

減衰過程,1992年度日海学会春季大会，東京，平成 

4年 4 月 

森永 健司・杉本 隆成・川崎 康寛・河野 時慶 

・アルゴスブイによる親潮流路の観測，1992年度日海

学会春季大会,東京，平成 4 年 4 月

服部 寛・中里 享史・川崎 康寛】 

・千島列島周辺海域における椀脚類の分布，1992年度

日海学会秋季大会，札幌，平成 4年 9月 

田口 

・オゾンホール拡大による紫外線B放射量の増加の海

洋生物に与える影響，漁業資源研究会議環境部会報

告，東京，平成 4 年 4 月 

市川 忠史・松川 康夫・中田 薫・佐々木克之・

下田 徹・松尾 豊・横内 克巳・斉藤 宏明・

田口 哲・葛西 広海 

・WOCE研究における水産庁共同海洋観測の結果： 

定点観測の意義，1992年度日海学会春季大会，東京， 

平成 4 年 4月 

Taguchi, S., H. Saito and H. Kasai 】 

・ Effect of ultraviolet radiation on marine 

phytoplankton community in Akkeshi Bay, 

Japan, Phycological Society of America, 

Honolulu, August, 1992 

Taguchi, S.】 

' Local algorithms of estimation of chlorophyll 

pigments for remote sensing study, US/Japan 

Workshop on Remote Sensing of Ocean Color, 

Okinawa, August, 1992 

Taguchi, S. H., Saito and H. Kasai 】 

' Effect of ultraviolet radiation (UV-B) on growth 

of green algae Tetraselmis sp., 11th International 

Congress on Photobiology, Kyoto, September, 

1992 

田口 

・アイスアルジーの生産と沈降，沿岸海洋シンポ，札

幌，平成 4 年 9月

河野 時鷹・吉森 

・T一S--V による親潮水の形成過程，1992年日海学

会春季大会，東京,平成 4年 4 月 

斉藤 宏明・服部 寛・ 

・サロマ湖氷下におけるカイアシ類の鉛直分布と摂餌

の日周変化，日プランクトン学会シンポ，札幌，平

成 4 年 9月 

寺崎 誠・葛西 広海・査藤 宏明・田口 

・1990-1991年の西部北太平洋亜寒帯海域における毛

顎類の分布生態，日海学会秋季大会，札幌，平成4年9月

斉藤 宏明・葛西 広海・田ロ 

・厚岸湾における桃脚類摂餌リズムとその変動要因, 

日海学会春季大会，東京，平成 4年 4 月 

葛西 広海・斉藤 宏明・田口 

・1990-1991年の西部北太平洋亜寒帯海域における栄養

塩分布の変化，日海学会春季大会，東京，平成 4年 4 月

吉森 

・蛇行流に伴う水平発散のモデル，1992年度日海学会

春季大会，東京，平成 4 年 4 月 

吉森 

・海洋にできる暖水渦中のプランクトンの分布のパタ 

ーン，基礎物理学研究所長期型研究会「パターン形

式・運動及びその統計」，京都，平成 4年 5 月

吉森 明・岸 道郎： 

・暖水塊の生物物理モデルー準地衡流近似による 2 つ

の渦の計算，1992年度日海学会秋季大会，札幌，平

成 4 年 9月 

河野 時慶： 

・北太平洋亜寒帯循環の南西端における水塊構造，大

槌，シンポ「亜寒帯循環と北太平洋中層水」平成 4年 

9月 
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会議情報 

平成 4 年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会

議 

日時：平成 4 年7月 9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 3年度研究推進概要及び平成 4 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．北海道地域の水産研究推進に関する意見交換 

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、 

北海道立水産騨化場、北海道さけ・ますふ 

化場、水産庁研究部、日栽協厚岸事業場、 

北水研 

平成 4 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 4 年 7月 9日 9: 30--12 : 00 

場所】釧路東急ィン 

議題： 

L日ソ研究交流について 

2．国費関連事業について 

1）平成 4年度事業・プロジェクト等の現状と状況 

について 

2）調査研究推進に係る問題点等 

3）部会設置について（確認） 

3．場所間の企画情報連絡の現状について 

4．その他 

1）次回開催場所・日時 

2）会議に関する要望等 

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、 

北海道立水産購化場、北海道さけ・ますふ 

化場、北水研 

平成 4 年度北海道周辺水域底魚類資源評価検討会議 

日時：平成 4 年8月20日 9 : 30-47: 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）東北太平洋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）宗谷海峡のいかなご類 

9）道西日本海・オホーツク海海域のホッケ 

10）後志・道南海域のホッケ 

11）本州日本海沿岸海域のホッケ 

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 

2．議題1．についての総合討論 

3．国際漁業及び資源調査等についての説明 

参加機関：北海道立中央・函館・同室蘭支場・釧路・ 

網走・稚内水産試験場、水産庁資源課、日 

水研、北水研 

平成 4 年度第1回東北・中央ブロック サバ・イワシ

類長期漁海況予報会議ならびに太平洋イ力長期漁海況

予報会議 

日時：平成 4 年 7月 7--8日 

・場所：中央水産研究所 

議題： 

1．予報原案の説明（全体会議） 

1）熊野灘～道東海域の海洋条件 

①熊野灘～房総海域 

②東北海域 

2）マサバ・イワシ類・ィカ類の漁況 

①マサバ 

②ィワシ類 

③ィカ類 

2．スルメイカ漁況予報案の検討（ィカ類分科会） 

3．予報案の検討・採択（全体会議） 

4．協議事項 

参加機関：北海道立釧路・函館水産試験場、青森・岩 

手・宮城・福島・茨城・千葉・神奈川・静 

岡・愛知・和歌山の各県水産試験場、東京 

都水産試験場、三重県水産技術センター、 
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海洋水産資源開発センター、漁業情報サー 

ビスセンター、北部太平洋まき網組合連合

会、全国沖合いかつり資源協会、東北大学、 

水産庁資源課・中央水研、東北水研、同八

戸支所、日水研、北水研 

平成 4 年度オホーツク海域サンマ漁況海況予報会議 

日時】平成 4 年 9 月24ョ 9 : 30--- 

場所】北海道立網走水産試験場 

議題： 

1．漁海況経過報告 

1）平成 3年度オホーツク海サンマ漁海況の総括 

2）平成 4 年度漁海況の経過及び調査結果報告 

z予算案の作成、審議、採択 

検討事項 

1.来年度以降の「予報会議」の内容と、会議の持ち 

方について 

参加機関：北海道立釧路・網走・稚内水産試験場、漁 

業情報サービスセンター、北見統計事務 

所・同網走出張所、網走支庁、オホーツク 

さんま漁調協議会、水産庁資源課、東北水 

研、北水研 

研究談話会 

第50回 

日時】平成 4 年 5 月 8 日 9: 30---11 :00 
場所：北水研会議室 

講師：ウイリアム・ショウ（カナダ漁業海洋省太平 

洋生物学研究所） 

演題】1991年の日本調査船調査（北太平洋）で得ら 

れた生物標本の解析結果概要 

特にプランクトン標本といか類の電気泳動 

分析結果について 

講師】中村 好和 

演題】農林水産技術会議特別研究「アカイカ」の概要 

第51回 

日時】平成 4 年 5月25日 14 : 3O-15 : 30 
場所：北水研会議室 

講師】ピョートル・モイセーエフ教授（C's食料省 

魚類・水産増殖学研究所所長〕 

演題】世界の海産生物未利用資源の利用について 

資源学談話会 

第29回 平成 4 年 4 月23日 15 : 00--- 

平成 4 年度重点基礎研究「北方性重要魚種の卵黄形 

成過程における卵黄蛋白の生化学的変化の解明」に 

ついて 	松原 孝博 

第30回 平成 4 年 5 月13日 15 : 00-- 

論文紹介】 

1) : Bioenergetics and Growth of Northern 

Anchovy Engrulis mordac. 

	本田 聡 

2) Feeding Habits and Daily Ration of Walleye 

Pollock (Theragra cん庇ogramma) in the 

Eastern Bering Sea, with Special Reference 
to Cannibalism． 	和田 時夫 

第31回 平成 4 年 5 月25日 15 : 3O--- 

論文紹介： 

1) Evolution of Recent Cephalopads A Brief 
review 	斎藤 和範 

2）クロタマキビガイ Neritrema sitkana 個体群の

生殖周期と成長様式（1992) 

森 賢 

第32回 平成 4 年 6 月 4 日 15 : 00--- 

論文紹介： 

1) Winter flounder Pseudopleuronectes amer-

icanus reporoductive success. I. Among-

location variability in size and survival of 

larvae reared in the lavoratory. 

	演津 友紀 

2) The forgotten requirement for age validation 

in fisheris biology 

八吹 圭三 

第33回 平成 4 年 6 月25日 15 : 00- 

論文紹介： 

1) Life history characteristics, Reproductive 

volue, and Resilience of Pacific Herring 

(Cliゆe4 ルrengus pallasi). 

	本田 聡 

2)「カナダ太平洋沿岸のスケトウダラ資源」 

iD Distribution and abundance of walleye 

pollock (Theragra chalcogramma) in the 

starait of Georgia based on estimates in 

1981 and 1988． 	渡辺 一俊 

② Delineation of walleye pollock 

(Theragra cんzlcogramsna) stoks off the 

Pacific coast of Canada. 

渡辺 一俊 
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海洋環境ゼミナール 

第34回 平成 4 年 7 月10日 15 : 30- 

論文紹介： 

1)17a, 203-Dihydroxy-4-pregnen-3-one 】 a ste 

roidal primer pheromone incleasing milt 

volume in the goldfish, Calassius auratus. 

第59回 平成 4 年 5 月1日 16: 00~ 

論文紹介】 

Nitrate use by plankton in the eastern subtro 

pical North Atlantic, March-April 1989. 

	葛西 広海 

松原 孝博 	第60回 平成 4 年 5 月22日 16 : 00~ 

lizes male 	北太平洋亜寒帯海域の海洋構造 

ish. 	 その 1：亜寒帯水の特徴とその形成 	河野 時度 

松原 孝博 	第61回 平成 4 年 6 月19日 16 : 00~ 

Gut pigment accumulation and destruction by 

森 	賢 	 arctic copepods in vitro and in situ 	 

及び Bedford Institute of Oceanogro山y におい

て行った arctic copepods による植物色素の分解 

	

and plan 	 についての研究 	害藤 宏明 

}ocean, 	 第62回 平成 4 年 6 月26日 16 : 00- 

和田 時夫 	暖水塊の生物物理モデル 

、小課題】 	 一準地衡流近似による 2 つの渦の計算一 

と成長との 	吉森 明 

	松原 孝博 

2) A steroid sex pheromone synchroiizes male 

female spawing readiness in goldflsh. 

	松原 孝博 

3) Growth in tropical cephalopods 】 an anlysis 

based on statolith microstructure. 

	

an anlysis 	論文紹介】 

第35回 平成 4 年 7 月21日 15 】叩～ 

論文紹介】 

1) Particulate organic matter flux and plan 

ktonic new production in the deep ocean 

	和田 時夫 

2)「研究問題 4 、大課題1、中課題 2、小課題】 

スケトウダラ太平洋系群の年級豊度と成長との

関係の把握」中間報告 

八吹 圭三 

第36回 平成 4 年 8 月 5 日 15 : 00~ 

サンマ漁況予測と資源評価 

―そのシステムと問題点 	本田 聡 

論文紹介： 

Winter flounder Pseudpleuronectes americanus 

reproductive success. II - Effects of spawning 

time and female size on size, composition and 

viability of eggs and larvae. 

・演津 友紀

第37回 平成 4 年 9 月 3日 15 : 00~ 

いか釣り調査結果から導き出せること 

	中村 好和 

論文紹介： 

The effect of illegal harvest on recreational 

fisheries 	 …渡辺 一俊 

第58回 

ョ時：平成 4 年 4 月24日 16 :00-

論文紹介： 

1) Prediction of Phytoplankton Growth in 

Response to the Friction Decay of the Warm 

Core Ring． 	吉森 明 

2) Three Dimensional Ecosystem Model in the 

Oyashio region． 	吉森 	明  

第63回 平成 4 年 7 月10日 16 : 00~ 

、 Tater Mass Structure in the Southwestern Part 

of Subarctic Circulation. 

河野 時慶 

第64回 平成 4 年 7 月17日 16 : 00- 

窒素同位体 15N を用いた海洋基礎生産特性の測

定： 

1.測定の原理 	葛西 広海 

第65回 平成 4 年 7 月24日 16 : 00---- 

道東大陸斜面上の流れについて 

川崎 康寛 

第66回 平成 4 年 8 月 7 ョ 16 : 00~ 

Diel change in the vertical particulate flux in the 

western subarctic in July 

Preliminary report of the sediment trap 

experiment at station All during the last cruise of 

Tankai-Maru-- 	害藤 宏明 

第67回 平成 4 年 8 月21日 16 : 00- 

道東・三陸並びにオホーツク海における円石藻類の

表面分布 

	石川 智庸（東北大学農学部） 

北光丸ソ連200カイリ水域広域調査における担当観

測の目的と方法 

	井口 直樹（ョ本海区水産研究所） 

第68回 平成 4 年 9 月 4 日 ii : 00-12 : 00 

沈降粒子量測定に与えるセジメント・トラップの形 

状と傾斜の影響 	田口 哲 



・渡辺 一俊・八吹 圭三・演津 友紀（資原管理部 

底魚資源研究室） 

共同研究先：ロシア太平洋漁業生物研究所 

共同研同内容：日露たら類共同資源調査 

共同研究期間：平成 4年 4 月22日～5月10日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

共同研究先：国立天文台水沢観測センター 

共同研究内容：道東沿岸平均海水面ドリフトの観測

変動の成分及び地骸動成分への分離

共同研究期間：平成 4年9月7日～9月9日 

・田口 哲・斉藤 宏明（海洋環境部生伽珊究室） 

共同研究先：国立極地研究所・カナダ ラバル大学

共同研究内容：国際学術研究「北極海ポリニア域に

おける生物生産過程の研究」 

共同研究期間：平成 4年 5月11日～6月11日 

・川崎 康寛（海洋環境部海洋動態研究室） 

・本田 聡（資源管理部浮魚資源研究室） 

共同研究先：ロシア太平洋漁業生物研究所

共同研究内容：浮魚資源環境広域調査 

共同研究期間：平成 4年8月22日～9月10日  

・森 賢（資原管理部頭足類資源研究室） 

研 修 目 的：平成 4 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 4年 4月6日～4 月18日 

・和田 時夫（資原管理部浮魚資源研究室） 

出 張 先：ロシア（ウラジオストック） 

出 張 目 的：日・ロ研究シンポジウム出席のため

出 張 期 間：平成 4 年 8 月9日～8月19日 

森
研
 
研
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おさかなセミナーぐしろ’92 
成功裡に終了 

釧路市民に水産研究機関の活動とその成果を広く知ってもらおうと

企画した、おさかなセミナーくしろ’92が無事成功裡に終了しました。 

8月1日から23日まで釧路市博物館でパネル展を開催しました。20 

枚のパネルは、北水研がマイワシの資源変動を、釧路水試が道東の漁

業と加工を、釧路市博物館がマイワシの博物学を分担して受け持ちま

した。パネル展には、期間中入館者数で約5000人、解説パンフ持ち帰

り数で約1900人の観覧者がありました。手前味噌のようですが盛況で反響も好評でした。 

このパネル展の開催期間中に、セミナーを博物館講堂で行いました。 セミナーでは、パネル展の内容と対応

する 4題の講演がなされました。参加者は、実行委員会参加機関の関係者を除いて約90人でした。参加者の年

齢層が大きく広がっていたために講演者は易しく話すのに苦労したようです。 

水産関係 9機関からなる実行委員会によるほぼー年がかりの取り組みでしたが、はじめてのためテーマと予 

算の決定に少し時間を要し、制作担当者はやや時間的に窮屈な思いを感じたようです。反省会では、関係機関

の交流と協力のいい成果であったこと、解説パンフとパネルは後に残るよい財産であること、パネル展を中心

にしたことは成功であったことなど、やって良かったとの評価が出され、次年度のおさかなセミナーくしろ鵬

に向かって動きはじめています。 

「おさかなセミナーくしろ’92」実行委員会事務局長 柏井 誠 

）と
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刊行年月 刊 	行 	物 	名 刊行部室名 

4・7 平成 4 年度第1回太平洋イカ長期漁海況予報 資源管理部頭足類資源研究室 

4・8 平成 4 年度北西太平洋のアカイカ漁況予報 資源管理部頭足類資源研究室 

4・9 平成 4年度オホーック海のサンマ漁況予報 資源管理部浮魚資源研究室 

4・9 平成 4年度第 2回太平洋イカ長期漁況予報 資源管理部頭足類資源研究室 

4・4~9 北水研ミニ情報 第 8号～13号 企画連絡室 

主な米訪・見学者 

4. 23 野付漁業協同組合富田氏ほか1名、ウニ類研

究打合せのため。 

5. 8 カナダ太平洋生物学研究所ウイリアム・ショ

ウ博士、北太平洋におけるいか類、浮魚類の

資源研究打合せと情報交換のため。 

5. 19 北海道庁水産部漁業管理課資源管理係長川合

昭夫氏、資源管理型漁業推進対策事業に関す

る打合せのため。 

5. 25 独立国家共同体ソヴエト連邦食料省、魚類・

水産増殖研究所ピョートル・モイセーエフ教

授、ェレーナ・モイセーエフ氏、北海道東海

大学工学部教授西山氏、ほか研究談話会出席

並びに施設見学のため。 

5. 27 秋篠宮文仁親王殿下、富士宮務官、所内ご視

察のため。 

5. 27 道立釧路水産試験場中川技師ほか 4 名、貝類

研究打合せのため。 

5.27 東大海洋研三jl」所資源生物部門猿渡敏郎助手、北 

海道東部沿岸における稚仔魚の共同研究のため。 

5. 28 増毛、留萌、小平漁業協同組合職員 9名、所 

内視察のため。 

5. 28 中国水産司派遣吉林省さけ・ます増養殖事業 

団干洪才団長ほか 5名、施設見学のため。 

6.3 北海道開発局営繕部建築課長大塚知義氏、ほか 

1名生物鰍棟建設予定場所等の視察のため。 

6. 3 （株）パスコ総合環境センター佐野植氏ほか 

3名表敬訪問のため。 

6. 18 水産庁資源課沿岸資源班長須田健二氏、調査

研究に関する意見交換のため。 

6. 22 下風呂漁業協同組合役員10名、風問浦村役場

職員 3名、所内視察のため。 

6. 30 鳥取県水産試験場海洋漁業部増田紳哉研究員、 

道東海域マイワシ資源動向及びまき網漁況見

通し聞取りのため。 

7. 9 水産庁研究部長水谷宏氏、北海道プロック水

産業関係試験研究推進会議出席のため。 

7. 10 国立台湾海洋大学教授李国添氏ほか 2名、遠

洋漁業の研究についての見学のため。 

7. 12 北海道大学水産学部矢部衛助手ほか 3名、魚

類調査のため。 

7.13 農林水産技術会議連絡調整課環境研究推進室

公害対策技術係長糸瀬裕行氏、所内見学のため。 

7. 13 北海道教育大学釧路分校藤井英嘉教授、ほか 

2名所内見学のため。 

7. 14 ミョシ油脂（株）原料部次長大塚雄三郎氏ほ

か 9名、道東におけるイワシの漁獲見通しと

魚油の生産事情調査のため。 

7. 28 東北大学理学部川村宏助教授、TOPEXノ 

POSEIDON 関連研究計画の立案のため。 

8. 12 北海道開発局営繕部設備課補佐久保了護氏ほ

か 2名新営施設の建築場所視察のため。 

8. 26 水産庁振興課さけ・ます管理班長伊藤氏、北

海道さけ・ますふ化場管理課長薫田氏ほか 2 

名、表敬訪問のため。 

9. 2、開発局営繕部設備課機械第 2係長千明勝彦氏

ほか 3名、生物環境実験棟建設における機械

関係現場確認のため。 

9. 22 国立極地研究所渡辺研太郎氏、共同研究のため。 

9. 29 ロシア太平洋生物研究所アンダンサー・スタ 

ーツエク博士ほか 3名、 PICES, GOOS打合 

せのため。 

9. 30 釧路市教育委員会小・中学校教員 8名、市教

委担当者 3名、平成 4年度初任者研修のため。 
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13 
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研究集会参加 

平成 4 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

八吹技官、坂西技官、東京へ。 

第39回日本生態学会大会参加のため、宇田川

技官名古屋へ。 

平成 4 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

渡辺室長、津野技官東京へ。 

日本魚類学会及び平成 4年度日本水産学会春

季大会参加のため、斎藤（和）技官東京へ。 

平成 4 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

伊藤主任研究官東京へ。 

1992年度日本海洋学会春季大会参加のため、 

田口室長、川崎室長、飯泉室長、河野技官． 

斉藤（宏）技官、葛西技官、吉森技官東京へ。 

平成 3年度日本水産学会春季大会及び1992年 
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シンポジウム「亜寒帯循環と北太平洋中層水」 

出席のため、河野主任研究官大槌へ出張。 

シンポジウム「亜寒帯循環と北太平洋中層水」 

参加のため、柏井部長大槌へ。 

放射能調査資料収集及び1992年度日本海洋学

会秋季大会出席のため、田口室長、宵藤（宏） 

技官札幌へ出張。 

1992年度日本海洋学会秋季大会出席のため、 

吉森技官、葛西技官札幌へ。 

1992年度日本海洋学会秋季大会出席のため、 

柏井部長札幌へ。 

北海道スケトウダラ研究シンポジウム出席の

ため、村田部長、渡辺室長、八吹技官、流津

技官札幌へ。 

平成 4年度漁業管理研究会出席のため、中村 

（義）室長東京へ。 

幽 張 

平成 4年度さけ・ます調査船打合せ会議出席

のため、武田北光丸船長東京へ出張。 

カレイ類調査のため、海野技官厚岸へ出張。 

小笠原諸島周辺海域にてアカィカ産卵調査の

ため、斎藤（和）技官北光丸乗船。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

三陸～道東沿岸沖合域にて沿岸親潮調査のた

め、田口室長、害藤（宏）技官探海丸乗船。 

流し網代替漁法開発調査第 3回関係者会議出

席のため、村田部長東京へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

釧路沿岸海域にてカレイ類調査のため、南室

長天昭丸乗船。 

・所長懇談会及び水研所長会議出席のため、田

中所長東京へ出張。 

企画連絡室長会議及び所長会議出席のため、 

大迫企画連絡室長東京へ出張。 

カレィ類生態調査のため南室長標津へ出張。・

東北～千島太平洋海域にて北洋底魚生物調査

のため、八吹技官、漬津技官但州丸乗船。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口技官根室へ

出張。 

主要魚種の成長・成熟及び産卵生態の解明の

ため、松原技官厚岸へ出張。 

カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

北海道沿岸域にて浅海漁場調査のため、伊藤

主任研究官、宇田川技官探海丸乗船。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口技官別海へ 

度日本海洋学会春季大会参加のため、柏井部

長、和田室長、本田技官、漬津技官東京へ。 

MF21平成 4年度第1回沿岸漁場造成技術開

発研究会参加のため、中村（義）室長東京へ。 

基礎物理学研究所長期型研究会「パターン形

成運動及びその統計」参加のため、吉森技官

京都へ。 

"Tokyo Symposium on Climate Changes 

and the Pacific Ocean”参加のため、吉森技

官東京へ。 

GOOS誕十のための鏑牙究の計直削議のため、 

柏井部長東京へ出張。 

ワークショップ「大型藻類の生理生態研究」 

参加のため、坂西技官下田へ。 

生態系工学研究会第10回シンポジウム参加の

ため、中村（義）室長東京へ。 

第 8回漁海況予測部会「漁業情報に関する研

究会」参加のため、村田部長東京へ。 

貝類と生息環境及び栽培漁業に関する研究会

参加のため、中村（義）室長千葉へ。 

米国藻類学会1992年学会参加のため、田口室

長ハワイへ。 

地球環境観測委員会、OCT S-WG委員会

参加のため、田口室長東京へ。 

水産海洋学会研究発表大会参加のため、吉森

技官仙台へ。 

Ocean Color Work Shop参加）ため、田口室

長那覇へ。 

第11回国際光生物学会出席のため、田口室長

京都へ。 

生態系工学研究会第1回ワーキング委員会参

加のため、中村（義）室長大阪へ。 
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出張。 

5. 11 三陸～道東沿岸沖合海域にて親潮広域調査及 

C20 び流れ網等調査のため、川崎室長、吉森技官、 

河野技官北光丸乗船。 

5. 12 主要魚種の成長・成熟及び産卵生態の解明の

ため、松原技官厚岸へ出張。 

5. 13 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口

技官広尾へ出張。 

5. 14 カレィ類生態調査のため、深野技官厚岸へ出

張。 

5. 14 コンプ・ウニ類調査のため、町口技官小樽へ 
、 

5. 16 出張。 

5. 14 北海道沿岸域にて浅海域漁場調査のため、飯 
、 

5.22 泉室長探海丸乗船。 

5. 18 平成 4年度東日本栽培漁業日本プロック会議 
、 

5. 21 出席のため、大池部長浅虫へ出張。 

5. 20 コンプ・ウニ類調査のため、町口技官別海出

張。 

5. 22 ニシン研究打合せのため、松原技官厚岸へ出

張。 

5. 24 対馬暖流系マイワシ資源等緊急調査検討会出 
、 

5. 26 席のため、和田室長新潟へ出張。 

5. 24 東京大学海洋研究所附属大槌臨海研究センタ 
、 

5. 29 -における共同利用研究のため、飯泉室長、 

町口技官大槌へ出張。 

5. 26 厚岸湾ニシン放流技術検討会出席のため、大

池部長、中村（義）室長、松原技官厚岸へ出

張。 

5. 26 東北～北海道太平洋海域にて北洋底魚生物調 
、 

6. 9 査のため、渡辺室長但州丸乗船。 

5. 28 カレィ類生態調査のため、南室長天昭丸乗船。 

5. 28 羅臼漁港内における漁獲物調査のため、津野

技官羅臼へ出張。 

5. 28 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。 

5. 28 沖合漁場再開発調査専門委員会北見大和堆分 

C29 科会出席のため、村田部長、柏井部長網走へ

出張。 

5. 29 三陸～道東海域にて漁業資源システム高度化 
、 

6. 13 調査のため、和田室長、松原技官北光丸乗船。 

6. 1 国有財産増減報告のため、関口課長補佐、樋渡 
、 

6. 3 事務官東京へ出張。 

6. 1 東京大学海洋研究所における共同利用研究の 

6. 5 ため、吉森技官東京へ出張。 

6. 1 所長懇談会及び水研所長会議出席のため、田 
、 

6. 6 中所長東京へ出張。 

6. 3 北海道地区任用担当官会議出席のため、千葉 
、 

6. 4 係長札幌へ出張。 

6. 3 会計事務職員契約管理研修出席のため、竹谷 
、 

7. 9 事務官東京へ出張。 

6. 4 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官根

室へ出張。 

6. 5 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

6. 8 コンプ・ウニ類調査のため、町口技官別海へ

出張。 

6. 9 カレィ類生態調査のため、深野技官厚岸へ出

張。 

6.n カレイ類生態調査のため、南室長、津野技官

厚岸へ出張。 

6. 11 平成 4年度北海道地方連絡会議出席のため、 
、 

&. 12 田中所長定山渓へ出張。 

6. 12 三陸沖合域にて漁業資源評価システム高度化 

6.、 29 調査のため、中村（好）室長若潮丸乗船。 

6. 15 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 
、 

6. 17 海へ出張。 

6. 16 浦河地区大規模増殖場造成事業調査委託事業 

6.、 17 に係る現地報告会主席のため、町口技官浦河

へ出張。 

9. 16 北太平洋海域にてバイオテレメトリーによる 
、 

9. 12 アカイカの行動特性の解明及び南北分布群れ 

構造の解明のため、斎藤（和）技官照洋丸乗

船。 

6. 17 カレィ類生態調査のため、南室長、深野技官

厚岸へ出張。 

6. 18 北農試芽室総務分室との予算事務打合せのた

め、関口課長補佐、土谷技官芽室へ出張。 

6. 22 道東沿岸域にてカレィ類生態調査のため、浮 
、 

6. 26 野技官、安藤技官探海丸乗船。 

6. 23 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

6. 23 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口 
、 

6. 26 技官余市へ出張。 

6. 24 カレイ類生態調査のため、南室長、中村（義） 

室長厚岸へ出張。 

6. 29 平成 4 年度特定研究開発事業、アワビの再生 
、 

6. 30 産機構の解明に関する研究に係る現地検討会 

出席のため、中村（義）室長函館へ出張。 

6. 29 三陸～道東沿岸沖合域にて沿岸親潮調査及び 

7.、 6 流れ網等調査のため、河野主任研究官、害藤 

（宏）技官、吉森技官探海丸乗船。 

7. 1 カレィ類生態調査のため、南室長、滞野技官

厚岸へ出張。 

7. 1 コンプ・ウニ類調査のため、町口技官、宇田

川技官別海へ出張。 

7. 2 カレィ類生態調査のため、南室長、深野技官

厚岸へ出張。 

、
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アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

釧路沿岸域にてカレィ類生態調査のため、南

室長、津野技官マリンサーモン 1号乗船。 

平成 4 年度特定魚種漁場整備開発調査委託事

業、マダラ調査第1回検討委員会出席のため、 

大迫企画連絡室長、柏井部長札幌へ出張。 

共済組合主管課長会議及び水研課長懇談会出

席のため、増田課長新潟へ出張。 

平成 4 年度第1回東北・中央ブロック漁海況

予報会議出席のため、和田室長東京へ出張。 

平成 4 年度第1回太平洋ィカ予報会議出席の

ため、中村（好）室長東京へ出張。 

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。 

コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口

技官小樽へ出張。 

生態秩序打合せのため、南室長東京へ出張。 

北海道科学技術審議会参加のため、田中所長

札幌へ。 

アサリ類生態調査のため、中村（義）室長、 

伊藤主任研究官、宇田川技官別海へ出張。 

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。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

南室長、深野技官厚岸へ出張。 

道東沖合海域にて漁業資源評価システム高度

化調査のため、中村（好）室長、森技官探海

丸乗船。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口技官別海へ

出張。 

寒冷地圏浅海域におけ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。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

津野技官厚岸へ出張。 

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。 

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。 

共済組合事務担当者会議出席のため、千葉係

長、久保田事務官札幌ハ、出張。 

緊急所長会議出席のため、田中所長東京へ出

張。 

スケトウダラ調査打合せのため、渡辺室長余

市へ出張。 

沖合漁場再開発調査専門委員会出席のため、 

柏井部長東京へ出張。 

平成 4年度海況情報収集迅速化システム開発

試験事業第1回システム検討委員会出席のた

め、柏井部長東京へ出張。 

流氷海域漁業基盤整備開発事業推進調査委員

会参加のため、田中所長札幌へ。 

平成 4年度特定地域沿岸漁場開発調査青森県

太平洋南部地域調査に係る検討委員会出席の

ため、町口技官八戸へ出張。 

道東海域にてマイワシ資源調査のため、松原

主任研究官北光丸乗船。 

道東沿岸域にてカレイ類生態調査のため、南

室長、津野技官探海丸乗船。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

南室長く津野技官厚岸へ出張。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

津野技官厚岸へ出張。 

全場所長会議出席のため、田中所長東京へ出

張。 

中・南部千島沖合海域にて漁業資源評価シス

テム高度化調査のため本田技官北光丸乗船。 

太平洋及びオホーツク海域にて親潮広域調査

における研究及び器材積み込みのため、川崎

室長北光丸乗船。 

北海道周辺沿岸域にて近海放射能調査及び流

れ網等調査のため、葛西技官探海丸乗船。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

津野技官厚岸へ出張。 

流し網代替漁法開発調査中間結果報告会出席

のため、村田部長東京へ出張。 

親潮域における観測研究に関するデータ収集

のため、柏井部長根室へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口技官別海へ

出張。 

磯焼け調査のため、飯泉室長小樽、寿都ハ、出

張。 

海域特性総合利用技術開発調査検討委員会及

びコンブ・ウニ類調査のため、町口技官寿都、 

余別、小樽へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

P1 CE S国内検討会出席のため、和田室長

東京へ出張。 

海域特性総合利用技術開発調査検討委員会出

席のため、大池部長寿都へ出張。 

胆振～道東海域にて漁業資源評価システム高

度化調査のため、森技官探海丸乗船。 

カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

津野技官厚岸へ出張。 
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平成 4 年度水産業関係試験研究推進会議出席

のため、村田部長、大池部長、柏井部長東京

へ出張。 

ホッキ貝調査打合せのため、中村（義）室長

浜中へ出張。 

北海道水産振興審議会出席のため、田中所長

札幌へ。 

平成 4 年度沖合沖びき網漁業総合対策事業第 

1回中央検討会出席のため、大迫企画連絡室

長東京へ。 

懇談会及び水研所長会議出席のため、田中所

長新潟・東京へ出張。’ 

水研所長会議及び企画連絡室長会議出席のた

め、大迫企画連絡室長東京へ出張。 

異体類に関する技術開発に係る打合せ会議出

席のため、大池部長札幌へ出張。 

オホーツク海サンマ予報会議出席のため、村

田部長、本田技官網走へ出張。 

北方性重要魚種の卵黄形成過程における卵黄

蛋白の生化学的変化の解明に関する研究のた

め、海野技官下関へ出張。 

津軽海峡沿岸域にて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。 

〇人事の動き〇 

平成4年4 月1日付 

命 北海道さけ・ますふ化場会計課長補佐 

（北水研庶務課長補佐） 	（事）岩隈 審 

命 遠洋水産研究所俊鷹丸機関長 

（北水研北光丸機関長） 

命 水産庁白萩丸三等航海士 

（北水研北光丸三等航海士） （技）橋本 高明

命 東北区水産研究所わかたか丸甲板員 

（北水研北光丸甲板員） 	（技）夏堀 康男 

命 水産庁白萩丸甲板員 

（北水研探海丸甲板員） 	（技）伊藤 好一 

命 中央水産研究所蒼鷹丸司厨員 

（北水研探海丸司厨員） 	（技）小林 博明 

命 北海道区水産研究所庶務課長補佐 

（北海道さけ・ますふ化場根室支場中標津事業場 

長） 	 （事）関口 敏明  

命 北海道区水産研究所資源増殖部魚介類増殖研究室

長 

（福島県水産試験場松川浦分場主任研究員） 

（技）中村 義治 

命 農林水産技官北海道区水産研究所資源管理部頭足 

類資源研究室 	 森 賢 

命 北海道区水産研究所北光丸機関長 

（北産庁開洋丸主席一等機関士）（技）佐藤 長臣

命 北海道区水産研究所北光丸三等航海士 

（水産庁船舶予備員） 	（技）若林 道彦 

命 北海道区水産研究所北光丸甲板員 

（水産庁船舶予備員） 	（技）権代千久美 

命 北海道区水産研究所探海丸司厨員 

（水産庁船舶予備員） 	（技）寺迫 勝之 

命 北海道区水産研究所探海丸甲板員 

（水産庁船舶予備員） 	（技）仁田 鉄晃 

命 農林水産技官北海道区水産研究所北光丸甲板員 

大久保俊雄 

命 農林水産技官北海道区水産研究所探海丸機関員 

小村~秀文 

平成 4 年 4 月16日付 

免 北海道食糧事務所厚生課併任 （事）駒形 裕貴

退職（北海道区水産研究所庶務課） （事）駒形 裕貴 

平成4年 5 月1日付 

命 農林水産事務官北海道区水産研究所庶務課 

（事）中宮 倫子 

平成 4 年 6 月 1日付 

命 北海道食糧事務所厚生課併任 

（北水研庶務課） 
	

（事）中宮 倫子 

平成 4 年10月1日付 

命 農林水産技術会議事務局出向 

（北水研資源増殖部浅海育種研究室） 

（技）海野 敬― 
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