
柳玩な 

ま 	木彫りの鮭と石彫りのトド 

ま 会議情報 

―木彫りの鮭と石彫りのトドー 

会議情報 	 16 

+ 	―不彫りの鮭と右彫リのト トー 	 王な米訪百／有井ラi二果芸参刀日／出娠 主な来訪者／研究集会参加／出張 

表紙の写真 	 24 

ISSN 0285-7952 

No.45  
1993.3 

No. 45 平成 5年 3月 北海道区水産研究所 〒085 釧路市桂恋116番地 電 話（0154) 91-9136 

北光丸から眺めたウルップ島の太平洋側 

t 研究ノート 

ま 	海洋観測資料解析ンステムについて 

＝ 照洋丸航海記 

＋ 研空撃夫誤題一監 	 1 

I 
研究ノート 	 2 

ま  海洋観測資料解析ンステムについて 

＝ 照洋丸航海記 	 7 

＝ 研究発表課題一覧 

＋ 	「おさかなセミナーくしろ‘93] 	15 
+  
+ -8月釧路で開催一 

ま 北水研と」ヒ西大西洋漁業センターとの 

1 友好協力の緯 

ま 会議情報 	 16 	表紙の写真 	 24 

次◆噂→叫→味。叫→→→叫→叫ーg→叫→＋叫→、 
矛 

研究談話会／資源学談話会

海洋環境ゼミナー ル 

国内研修／共同研究

海外出張 

刊行物一 覧 

第9回全国水産研究所親善テニス大会の 	 ＋ 

お知らせ 

北水研日誌 

r＋叫。叫→叫→叫ー釦中中申中→＋＋→叫→中◆目 
f 
曹 

寺 

f 
+ 
申 
+ 
I 
申 
+ 
I 
+ 

+ 	 I 
＋ 	 寺 
編→ー§→申醸。叫→→略。叫ー参叫→叫。叫→叫→→→→叫。叫→叫ー加叫。く争。I。。§ー§。叱→→醸。呼→→叫→→叫ー§→叫。→叫→J 

f 
+ 
I 

一 1 一 



海洋観測資料解析システムについて 
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1．はじめに 

現在、海洋動態研では、CTDや歴史的データのフ

アイルから断面図、地衡流等の基本的な図とリストが 

ほぼ手作業なしで出力できるようになっています。 こ 

れらのソフト群は、PC 980 1のMS一DOS上の 

N8 8 BASICで書かれていて、柏井前1研室長 

（現海環部部長）とともに作ったものが基本となって

います。今回はこのシステム（「システム」 と言える 

程、整っているとは思えないが、ここではこう呼ぶこ

とにする）の特徴と海洋観測資料の解析のためのごく

基本的な部分となる、CTDデータから断面図作成ま

での処理について紹介します。 

2．システムの特徴 

ここで紹介するソフト群はほとんど定線観測データ

解析のため必要に迫られて作られ、更新されてきまし 

た。定線観測データ解析の目的は、親潮の力学的構造 

と水塊構造の変動モニターです。親潮は深層でも流れ

が存在するため、密度構造から得られる相対地衡流速 

（基準層に対する流速）を直接測流データで補正する

必要があります。 また、親潮水の水温・塩分は空間変 

動が大きいため、CTDデータを用いて空間分解能を

上げる必要があり、さらに親潮水域であっても南下流

域、北上流域、および循環域があるので流れの方向と

対応させて親潮水の水温・塩分を調べる必要がありま

す。 

これらの解析を行うために、このシステムの特徴は

次のようになっています。 

①直接測流データを用いて、地衡流を計算することが

できる。 

②CTDデータから半自動的に、地衡流速が計算され、 

断面図がプロツトされる。地衡流計算または図の作成

に至るプロセスの中で、CTDデータの塩分スパイク

が除去され、平滑化される。 

③スプライン補間または直線補間で測点間にデータを

内挿することができる。また、通常の力学計算では測

点間の流速が計算されるのに対し、スプライン法では

測点上と内挿点での地衡流速が計算できる。このため、 

大陸斜面上での流速、流量がより正確に計算できる他、 

ある流域での海水特性を取り出したり、ある海水特性

をもつ海水の体積または輸送流量を計算することがで 

化を示すT一S一V図を図4に示します。 
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プ水道を通る測線のボテンシャル水温（で）断面図。 
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図2.図1に同じ。ただし塩分新面図。 
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きる。 	 図3．図1に同じ。ただし地衡流 (rn/s）断面図。地衡 

例として水温、塩分、地衡流速の断面図をそれぞれ 	 流はスプライン法で1500d bを基準層として計算さ 

図1、図2、図3に、親潮の南下に伴う水塊構造の変 	 れている。 



水 遣 ('C) 

PACE T-D-V DIACRAII 011. 051 110-120 6, '26.$'-2'9T 

図4. 1989年8-9月における北ウルップ水道南側から三

陸沖に至る親潮流路上で南西に輸送される、ムdβ 

= 110-120c1/ton の密度範囲での水塊継の地理的

変ィL x軸は水温、 V軸は流路上の距離、z軸は 

0.05での幅をもつ各水温クラスに含まれる海水の体

積を示す。南部千島列島沿岸域には 2つのコブがみ

られ、このコブが下流域では1つにくっついたよう

に見え、 2つの水系（海水糊生の比較的一様な海水

の集まり）が混合し、北海道沖合に至ったことが示

唆される。 

3．セクションフォーマツトファイル 

以上の①～③を可能とするために、データは、1測

線について同一の形式をもつ複数のデータファイルか

ら構成され、 1つのファイルには、水温塩分等の海水

要素の他、水温・塩分から計算される流速および△D 

等が保存されるようになっています。このファイルが、 

セクションフォーマットとよんでいるシーケンシャル

ファイル（データが区切りの記号を狭んで順番に書き

込まれているファイル）です。これはMS一DOS環

境下のアスキー形式（1つの文字、数字、記号を表す

万国共通の機械語）で書かれていて、次のような構造

をもっています。 

ND 鉛直データ数（水深層の数） 

NH 水平データ数（測点数） 

KETA＄桁 

1=1~ND 

J'l~NH 

DM(I.J) データ（水温、塩分等） 

J=1~NH 

LAT.DEG(J). LAT.MIN(J） 緯度（度、分） 

LONG.DEG(J), LONG.MIN(J）経度（度、分） 

1=1~ND 

PRESSURE( I）水圧または水深 

このフアイル内に観測で得られた水温、塩分などの

データとともに測点の緯経度、水深（圧力）が収めら  

れています。 1つのファイルについて1項目のデータ

が収納され、水温、塩分以外にも解析で得られた値 

（密度、ポテンシャル水温、△Dなど）を書くことが

できます。また、観測層が全ての測点でー致している

データだけでなく、観測が離散的な採水器観測データ

でも水温、塩分とともに水深のファイルを作れば、こ

の形式で保存・解析ができます。ところで、C TDで

は水深を推定するために、圧力センサーを用い〔db 

デシバール〕という単位で出力されますが、数％程度

の誤差でld b= inlといえます。このため、CTD 

からの出力データには水深に変換せずにそのまま圧力

の単位〔db〕を使っています。なお、世界的な大勢

として国際単位系である〔hpaヘクトパスカル〕が

使われるようになっており、気象庁でも〔mbミリバ 

ール〕から〔hPa〕へと使用する単位が変更されま

したが、hPaはdbと桁が違い（lh pa =0.Oid 

b). 1dbはlnlとほぼ等しいので、北水研海洋環

境部ではdbを使っています。また、国外の学会誌で

もまだdbが使われているようです。 

パイナリ形式に対するこのファイルの長所は、シー 

ケンシャルなので拡張が簡単であること（必要な情報

が増えたとき後ろに書き込める）、アスキー形式なの

で異なるハードウェア間のデータ交換が比較的容易で

あることです。しかし、容量が大きくなること、いっ

たんメモリー上に配列変数として格納する必要がある

のでハードウェアのメモリー量を越えたデータを扱え

ないことが短所といえます。 

このファイルはロータスのように作表ソフトでデー 

タを出力したり訂正することができます。 

4．データ処理 

図 5 に観測データから断面図作成に至る基本的なデ 

ータ処理のフローを示しました。この図の中で＊1~ 

*5のマークを施した処理は、工夫をしたところ（問

題のあるところ）なので、それについて説明をしまし

よう。 

1）伝導度補正 

CTDには水圧、水温、伝導度を計測するセンサー 

があり、これら 3つの値から塩分が計算されます。水

圧ゲージと水温センサーの特性は時間が経っても大き

く変化しないので定期的な較正で十分なのですが、伝

導度センサーの特性は観測毎に変化することがありま

す（未補正のデータはニールプラウンC TDで塩分誤

差土0.01-0.02程度で、これが大きいとみるか小さい

とみるかは目的によります）。このため、観測毎に、 

採水検定した塩分値と比較して、センサーの較正定数

を決める必要があります。ところで、北水研には調査

船が 2 隻ありまして、どちらとニールプラウンCTD 

を搭載しているのですが、採水のために、北光丸では

ロゼットサンプラーを、探海丸ではメッセンジャーで 
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10db毎セクシ日ンデータ（鵬 DOSアスキー） 
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絶対海面勾配 （セクシロンデータ） 

MS-DOS了ズキー 
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PODデータ 
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流量（表） 
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絶対等圧面勾配 

（セクションデータ） 
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相対等圧面勾配 
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傾圧地衡流（セクシ巨ンデータ） 

絶対地衡流 （セクシ“ンデータ） 

ー一 ）手入力 

〉コンピュータ内部での 

図 5 ． 観測デー タ か ら 断面図作成に至る基本的な デー タ処理の流れ 	 ＊ 1~ * 5 の処理は本文 にて説明。 泊
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(
D

で
）
 
山α
コ
の
の
山
α

ユ
 

g
 

z
 

R
〕
 

（
乙
 

1
 

2
 

19g 

260 

智b) 

220 

100 

1 42. 

I 80 

dt 

26.20 

ョ3 . 40 

2.20 

閉じるニスキンボトルをCTDの直上に取り付いてい

ます。北光丸の場合、採水をしたまさにその瞬間の観

測値がわかるのですが、探海丸の場合、いつメッセン

ジャーが到着したかわからず、CTDが静止している

ときのデータを用いて良いものかどうか分からないと

きがあります。探海丸CTDのケーブル化とロゼット

サンプラーの導入が望まれます。 

較正方法には、塩分を比較する方法と伝導度を比較

する方法があります。いずれにしても、採水層は水

温・塩分の急変する躍層を避けざるをえないので、対

応させる塩分値は限られた範囲内となって、直線回帰

や多項式近似で較正をした場合、この塩分範囲から大

きくはずれる表層では塩分補正値が明らかに異常とな

ることがあります。こういった理由から、採水サンプ

ルの分析から得られる塩分または伝導度とセンサー値

との差または比を平均して較正定数とする方法が一般

的なようです。塩分で比較する場合Iま 差」 を、伝導

度で比較する場合は「比」 を用いる方が経験上うまく

いくように思われます。オリジナルのファイルは圧力、 

水温、伝導度で記録されていること、函館海洋気象台

でも同じ方法を用いていることから伝導度の比を較正

定数としています（あまり説得力がありませんが）。 

また、この較正処理ではデータ量が少ないので手作業

で計算しています。 

2) 1 d b毎プロセスデータ→lOd b毎セクションデー 

CTDの観測には伯東（現在ェス・イー・エー）か

ら提供されたソフトを使っていて、このソフトは1秒  

26.20 26 40 26 . 60 26 . 80 27 00 
33.40 33.50 33.60 33 TO 33.80 
2 gg 4 gg 5. 0121 8.gg 1g g2 

間に数個のデータが流し込まれる生データファイルと 

1db毎のプロセスデータファイルを1つの観測につ

いて1つずつ作ります。このプロセスデータは、水温

と伝導度について生データをldb毎に区切り、その

中で も 大値と 小値を取り除いただけのものなの

で、塩分の鉛直プロファイルにはトゲ状の突起、すな

わち塩分スパイクが残ります。これは水温センサーと

伝導度センサーが、周囲の海水の変化に対して異なっ

た時間遅れをもって測定値を出力するために、実際に

は存在しない圧力、水温、伝導度の組合せを用いて塩

分を計算してしまうことが原因です。測線上のいくつ

かのCTDプロセスデータについて、この塩分スパイ

クを取り除き、水温、塩分データを平滑化して10 d b 

毎のセクションデータとするのが、ここでの処理です。 

プロセスデータファイルには観測位置が記録されてい

るので、プロセスデータファイルを選べば自動的にセ

クションデータファイルに変換されます。 

スパイク処理と平滑化については、移動平均と生デ 

ータを比較して、平均値からある値（CRIT）以上

はずれた生データを除去したあとで、再び移動平均を

行なう、水野ら（1986）の方法を用いています。CR 

iTを大きくする、移動平均の項数を多くする、また

はこの処理の繰り返し回数を増やすことでデータは滑

らかになっていきますが、分解能はおちていきます。 

現在は繰り返し回数1回で、CRITを水温o.rc. 

塩分0.03とし、 5dbで移動平均を施してから、lOd 

b毎に再サンプリングしてセクションデータを作って

います。生データと処理データを図6に示しました。 

26,40 26 .60 26 .80 27 00 (g/cm) 

33.50 33 . 60 33 70 33 .80 (PSU) 

4.00 6 gg 8 gg 10 .00 (SC) 

RAW 
	

(/: SPIKE) 
	

PROCESSED 

図6. CTDプロセスデータの水温、塩分、密度（び t ）の鉛直プロファイル。左の図は生データを、右の図は水温、 

塩分のCR11がO.1。C、 0.03、繰り返し 1回で処理された平滑化データを示す。処理データは、生データに比

べ塩分と密度の鉛直変化がよりなめらかとなり、スパイク状の突起がほぽ消えている。 
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3)lOd b毎セクションデータの密度逆転除去

前節で説明したような、 1db毎のデータに対して

スパイク除去と平滑化を行っても、まだ十分ではなく、 

塩分スパイクによると思われる密度逆転が10d b毎の

データにも現れます。ここでは、こういった密度逆転

を見つけてそれを取り除く処理を次のように行います。 

①密度セクションデータの出カ→データファイル

②密度逆転の出力→印刷 

③（②）の結果をみて異常データと補正に用いる層を選び

入力（通常は異常データの上下3-5m程度の範囲） 

④密度データから異常データを取り除き、 3次の自然

スプライン（数値的な自在定規みたいなもの）を用い

て取り除かれた層の密度を補間 

⑤補間された密度データと生の水温および水圧を用い

て塩分を逆算し、ファイルに出力 

以上の③～⑤の処理は画面に出力されるデータを見な

がら、キーポードからデータを選択して半自動的に行

うことができます。かなり強引な方法ですが、密度は

水深の増加に伴い滑らかに単調増加すること、水温セ

ンサーの誤差は小さいことを仮定すれば、補正された

塩分データの誤差は大きくないといえます。処理の 1 

例を図 7に示します。 

THERMOSTERIC ANOMALY (ct/ton) 

図7. 10dbセクションデータの密度逆転除去。520 d b 

には塩分34.0以下の塩分スパイクがみられる。この

スパイクにあたる密度データを取り除いて、白マル

で示すデータを補間した後、塩分を逆算した。 

4）力学的高低偏差・水深データ→相対等圧面勾配 

地衡流は水平方向の圧力勾配と地球自転の偏向力が

つりあって維持される流れですから、この圧力勾配を

見積もれば地衡流速が計算できます。ここでの処理は、 

△D（力学的高低偏差）のセクションデータについて  

3次の自然スプラインで測点間を補間すると同時に、 

生データと補間データ上の水平勾配を計算します。こ

の水平勾配が水平圧力勾配に対応するもので、この値

から地衡流速が求められます。 

5）コンター作図 

水温、塩分、地衡流速等のセクションデータを用い

て断面の等値線を描くことができます。 用いているソ

フトは東芝KN社製の「C ONT 3D」 で、メッシユ

データの他、x、 y、 zの 3次元データでもプロツト

ができます。しかし、 3次元データを使うと時間がか

かる上に、データの間に極値を作ってしまうので、こ

のシステムでは直線内挿でメッシュデータに変換して

から、CONT 3Dで出力しています。 出カの例は図 

1-3に示してし・ます。 

5．おわりに 

私達の業界にパソコンが普及してから久しく、ここ

で紹介したような解析ソフトは個人それぞれが自分用

のものを作っていて、基本的な解析ソフトだと似たよ

うなものが水研の問でたくさんあると思います。私達

の仕事はソフトを作ることではなく研究をすることで

すから、ソフトを作る必要がな‘ナオしばそれに越したこ

とはありません。そこで個人の持っているソフトやソ

フトについての情報を交換する必要があります。こう

いった意味で、ここで紹介したソフト（図 5の実線矢

印の部分）を必要な人があれば、市販ソフト（CON 

T3D）を除き提供したいと思っています。 

今回紹介した、移動平均による塩分スパィク除去の

方法は、塩分データの機械的な平滑化であリ、根本的

などのではありません。所定層データの精度向上と水

塊の徹細構造の把握のためには、水温センサーと電導

度センサーの時定数を一致させるデータ処理が必要で

す。 このスパイク処理ソフトは、現在ワークステーシ

ョンに導入中で（図 5の点線枠内）、これについては

次回お話しま寸。 

引用文献 

水野・安田・奥田（1986)：パーソナルコンピュータ

―を用いた海洋観測データロガー。東北水研研

報、Nu48, 13-29。 

（海洋環境部海洋動態研究室） 



写真1. 

晴海埠頭に停泊している日本丸 

照洋丸航海記 

6月17日、照洋丸は東京の晴海埠頭を出航した。岸

壁では見送りの人々が手を振って別れを惜しんでいる。 

昨日、中央水研に立ち寄った際にお世話になった渡辺

さん木村さんの顔も見える。船は静かに岸壁を離れ始

めた。見送りに来ている人の手がまた一段と激しく振

られている。この航海は、 6月17日に東京晴海を出航

して 9月11日に再び東京へと戻って来るまでの87日間

調査を行う。途中寄港するのは28日後のカナダのビク

トリアと57日後のハワイのホノルルの二港である。船

は見送りの人々に汽笛をならし静かに東京湾へと進み

始めた。 

照洋丸と言えぱ記憶にある人が多いと思うが、北杜

夫が船医として乗った船である。現在はその当時の船

ではないが、その後継調査船で1 * 362トンの大型船で

ある。今回の調査は北太平洋におけるアカイカの資源

調査とアカイカのみを選択して漁獲するような漁具を

開発するための調査で、具体的にはアカイカの南北分

布や群構造や行動と、海鳥の日周行動を調査するもの

である。 

船には、山中船長はじめ37名もの乗組員が乗船して

いる大所帯で、賄いも 5名も乗船している。調査員は

日本からは北水研から僕が、遠洋水研から田中さんが、 

また水産庁から遠洋水研OBの川崎さんの 3名、アメ

リカからはオブザーバーとしてM．ニューカマーさん、 

カナダからはH．マツケルドリーさんの総勢 5名であ

る。遠洋水研の田中さんは 1次航海だけでビクトリア 

斎 藤 和 範 

から日本へ戻り、マッケルドリーさんは 2次航海だけ

でホノルルからビクトリアへ戻る。全航海に乗船する

のは僕と川崎さんとニューカマーさんの 3名である。 

船は岸壁の見送りの人々や、岸壁の後ろに停泊して

いた日本丸に見送られながら、新しく湾岸道路に作ら

れている吊橋の下をくぐり抜けて行く。船に乗ってす

ぐはあまり気分が優れない。年にかなりの日数乗船し

ているのになかなかなれない。船室に戻ってタ食まで

横になることとする。 

船の乗組員は毎回長い航海で大変に違いない。家族

に何か起きても、すぐにそばに戻ってあげられないの

である。身内の人にとっても何かあったときに家の要

が不在ではかなり心細いに違いない。そういう僕も乗

船前に母が入院したりして心配である。親しい友達や

入院先に勤務している友達の医者に病状の連絡等を頼

んできてはいるのだがやはり心細い。 

そうこうしているうちに、船は東京湾を出たらしく、 

揺れがひどくなってきた6 タ食の時間が近づいてきた

があまり食欲がない。食堂は 2つあり士官食堂と部員

食堂とに分かれ、大型船だけのことはあってそれぞれ

かなり広い。調査員は士官食堂の方で食事を取るよう

にとのこと。食事のテープルには、山中船長、機関長、 

ニューカマーさん、川崎さん、田中さんと、僕の 6人

である。山中船長は気さくな人で、よく話しをする。 

ニューカマーさんにも巧みに英語で話しかけいろいろ

な話題を引き出している。 川崎さんもよく喋る。永年、 

調査や外国との交渉等で外国に行っているだけに、い

ろいろと話題が豊富である。僕の方といえば、全然英

語がでてこない、少なくても15年以上は英語と名の付

く勉強をしてきたはずなのに 

船の乗組員でも出航してやはり 初の何日かは、あ

まり食欲がないというが、それでも皆よく食べる。川

崎さんもニューカマーさんもよく食べる。一人田中さ

んだけが青白い顔をして具合悪そうで、ほとんど食事

に手を付けない。早々に船室に引っ込んでしまった。 

船は 2昼夜揺れ続けたがようやく収まってきた。 ニュ 

ーカマーさんの海産哨乳類と海鳥の目視調査はすでに

始まっている。 

6月20日、いよいよ調査が始まる。一次調査はアカ

ィカ流し網に混獲される海鳥の日周行動を観察しその

基礎的なデータを収集することである。調査の実施要 



写真2. 
延縄で採集されたエトピリ力と著者 

領がくるまで、船の上からどのように海鳥を捕獲する

のか見当もつかなかった。捕獲するのに延縄を使うの

である。延縄で本当に海鳥が釣れるのであろうか、半

信半疑である。 

6 時すぎから延縄を流す。いよいよ捕獲作戦の開始

である。直径50cmのざる（鉢）の上に一尾ずつ針に付

いた塩蔵ィワシが数十尾並んでいる。これを20鉢分を

流すのである。作業班の人が鉢を並べた台の両側に立

って鉢をー鉢ずつ前に送りだし、ー番先頭の人が針を

海中に流して行く。すべて流し終るのに30分ぐらいか

かる。縄を上げ始めるのは流し終ってから1時間後で

ある。 

何か掛かっている。「な～んだエッチャンか～」と、 

乗組員の人からため息がもれる。シマガツオ（エチオ

ピア）であった。 初の漁模様は余り良くないのかと

思りていたところ、待望の海鳥が掛かっている。田中

さんから歓声が上がる。この日の水揚げは、ミズウオ 

3 尾、シマガツオ 3 尾、そして待望の海鳥が 2 羽（ハ

イイロミズナギドリ乃功inus griseus、ハシボソミズ

ナギドリ Pガinus tenuirostris ）があり、初日から好

調である。 

早速翌日早朝から、日周行動の観察のために捕獲し

た海鳥に発信器を付けて追いかけるという、洋上での

海鳥との鬼ごっこが始まった。発信器から出る電波を

船に取り付けたローター式のアンテナで、その電波の

来る方向を捉え追いかけるのである。一羽目のハイイ

ロミズナギドリは放鳥後飛期し統け35分後見失ってし

まった。飛び続けられてしまうと、船の速度ではとて

も鳥には追いてはいけない。 

追跡は三交代で行い、 8 時から12時までは田中さん、 

12時から 4 時までは調査担当の主席三等航海士の甲斐

谷さん、 4 時から 8 時までは僕と川崎さんである。何  

日も追跡を統けていると、夢の中にまで発信音のピッ 

ピッという音が響いて来る。 そしてその音が突然途切 

れた夢を見て飛び起きてしまうのである。やはり自分 

のワッチ中にはやはり見逃してしまいたくはない。 

延縄海鳥捕獲作戦も 2 回目から漁模様が良くなって 

きた。サケが掛かり出したのである。サケが掛かり出 

すと今まで余り仕事がなかった僕と川崎さんも途端に 

忙しくなる。尾叉長、全重量、生殖腺重量、胃内容物 

重量を測り、鱗を取る。まるでサケの調査をしている 

ようだ。船が揺れているのでなかなか竿秤りが落ち着 

かず苦労する。さすがに川崎さん、調査担当の主席ー 

等航海士の河内さんや甲斐谷さんは何回もサケの調査 

を手掛けているので手際がよい。僕はサケの調査は初 

めてなので、サケの種類の見分けさえが付かず、要領 

が悪いので足でまといになるだけである。 

ビクトリアに入港するまで全部で10回の海鳥捕獲作 i 
戦を行い、ハイイロミズナギドリ 7 羽、ハシボソミズ 

ナギドリ 2 羽、フルマカモメFulmarus gkdalis 1羽、 

コアホウドリ Diomedea immutabilis 3 羽、ェトピリ 

カ Lunda 功7んzta 1羽、ミナミオナガミズナギドリ、 

Aがnus bulleガ 1羽を捕獲した。追跡は潜水性のミ 

ズナギドリ類 7 羽を用い、ハイイロミズナギドリ 1羽 

については 大75時間以上も追跡することが出来た。 

いよいよ明日はビクトリアに入港である。夜中、ビ 

クトリアに入る海峡は濃霧らしく、計器の明りしか見 

えないプリッジでは無線からでるアメリカの沿岸警備 

隊から各船に対していろいろな指示が響いている。 

7 月13日早朝、船は海峡に入った。波は穏やかであ 

る。海峡南側にあたる船の右舷側はアメリカ合衆国、 

北側の左舷はカナダのバンクーバー島である。船の行 

く手には青空が広がっている。ビクトリアは晴天らし 

い。乗組員は正装しており、ブリッジは緊迫した空気 

が張りつめている。 すでに肉眼でもビクトリアの街並 

が見えている。パイロツト（水先案内人）の乗った船 （ 

がみるみる近付いてくる。その船は本船の左舷に並行 

したかと思っているとパイロツトが乗り込み急旋回し 

て離れて行く。随分背の高いパイロットである。出迎 

えた次席三等航海士の佐伯さんと比べると頭 2 つ違う、 

2m以上はあるであろう。一つひとつの家々、木立が 

はっきりと見える。街全体が公園のようである。いよ 

いよ接岸である。28日ぶりの陸である。船が接岸する 

バースはダウンタウンから比較的近いらしく、街まで 

歩いても行けるそうだ。乗組員全員が浮き浮きしてい 

るように見える。 

エージェントの人が郵便を運んできた。手紙を受け 

とる顔が皆ほころんでいる。川崎さんと佐伯さんが母 

の病状を知らせる手紙が来たかと心配してくれる。手 



写真3. 

インナーベイとビクトリアの街並 

紙がこない。どのような状況になっているのだろう。 

やはり少し心細い。 

ビクトリアに停泊している間、1ケ月間の運動不足

を補おうと毎日歩く。町の中にも少し郊外にもプロヴ

ィンシャルパークと呼ばれる公園が数多く散らばって

いる。造られた公園ではなく自然の森林等を利用した

物が多いので森林浴には 適である。ダウンタウンに

行く。通りに花が溢れ、ラジオの英語番組で聞いてい

た景色そのままである。この点では多いに役に立った。 

朝からタ方までの近郊の公園を散策しタ方からはダウ

ンタウンに繰り出す、これが停泊中の日課である。市

街地にも州立博物館、アンダーシーガーデン、パーラ

メントビルディングといった観光名所が数多くある。 

日が長いので夜10時ぐらいまで明るいので時間の感覚

が狂う。 

遠洋水研の田中さんは日本へ帰ってしまった。カナ

ダの調査員のH．マッケルドリーさんが乗船してきた。 

背が高い人である。2mあるそうだ。「頭をぶつけな

いように」「頭の上にセンサーが付いているから大丈

夫だ」 と言って笑っている。 

7月17日出航である。二次航海の流し網の調査は、 

初の 6地点では商業目合の流し網に縦横に印を付け

たマトリックス網と商業用の流し網を海面から 2fll吊

下げた垂下式流し網の比較操業試験で、後の11点では

マトリックス網と10種類の目合をつなげた調査流し網

を用いアカイカの南北の分布及び群行動を調査する。 

7月20日 初の調査が始まった。タ方 6時ぐらいから

網を入れ始める。全部で100反流し終えるのにおよそ 

30分かかる。 

7月21日早朝、 3時30分に起床の声がかかる。 とて

も眠い。頭がぼーっとしながら準備をする。プリッジ

ではマイケルさんが海産哨乳類等の混獲を観察する準  

備をしている。 初に揚がって来るのは垂下式流し網

である。アカイカ、シマガツオ、ビンナガが次々と漁

獲されてくる。川崎さんと僕の仕事が多くなってきた。 

やっとアカイカの調査らしくなってきた。各魚種の体

長をパンチし性別を識別し重量を測る。大型の雌のア

カイカばかりだ。 ここでも河内さん甲斐谷さんが活躍

する。ハワードさんは僕たちが測定した後アカイカ、 

ビンナガの組織標本を採集している。採集項目が多い

のでとても時間が掛かるので、なれない英語を駆使し

ながら作業の手助けをする。初日の漁はアカイカ47尾、 

シマガツオ35尾、ビンナガ172尾、ヒラマサ 1尾、ョ

シキリザメ26尾であった。 2日目はアカイカ57尾、シ

マガツオ119尾、ビンナガ178尾、ヒラマサ28尾、 4日

目ではアカイカはついに300尾を越え、ョシキリザメ

も100尾を越えた。甲板はアカイカで山になっている。 

サメが多く掛かると網は多数穴が空いて次の日使用で

きない。網が大破した場合はその反を全部を取り替え

ることとなるが、ほとんどの場合は作業班の人がーつ

ひとつ手で修理して行く。天候にかかわらず、揚網時

にどんな穴が空いていても投網時にはほぼ完壁に治し

てある。凄い。CPUEを計算する際に考えさせられる。 

7月27日南北の調査が始まる。 初の地点は緯度的

にはほとんどアカイカ流し網漁場の緯度である。初日

アカイカは700尾を越えシマガツオは200尾を数えた。 

ハイイロミズナギドリの混穫が 9羽あった。 ツメイカ、 

サケ類、ネズミザメも混獲される。表面水温12. 1C0 

お土産用アカイカの製品化に船長までが出陣して乗組

員総動員で行われる。ハワードさんの予定していた標

本採集、測定はすでにほとんど終りに近づき、ョシキ

リザメの測定を手伝ってくれる。 サメの測定データの

多くは本当はアメリカの調査項目なのだが。 

7月30日アカイカの漁獲が53尾に激減もた。ョシキ

リザメは37尾混獲があった。表面水温16. 3Cと暖かく

なって来る。 

8月1日アカイカの漁獲はさらに少なくなり22尾と

なったが、体長組成や性比が変り、中型小型の個体も

混ざってくる。小型個体のなかに雄も見られるように

なる。シマガツオ、ョシキリザメの混獲も激減したが、 

代りにヒラマサ77尾、ドクウロコイボダイ435尾が多

数混獲される。また、トビウオ、カツオ等の魚種が掛

かり出す。表面水温20.5C0 

8月 4日ついにアカイカの漁獲はゼロ尾となる。漁

獲はカツオ、 トビウオ、ダルマザメの 3魚種だけであ

る。表面水温23. 4。C。ハワードさんがダルマザメの歯

の標本を作ってくれた。小さいサメではあるがなかな

か歯が鋭い。 

8月 5日アカイカの漁獲があった。大型の雄が混ざ 



写真4, 

流し網で漁獲したアカイカと次席三等航海士 

写真5. 

イオラニ宮殿前の広場 

っている。 シイラが捕れ出す。表面水温23. 5C。これ

より南の定点では個体数は多くはないが南方系の魚が

見られるようになる。揚網時にハワードさんが今日サ

メに食われる夢を見たと冗談を言う。歯の標本にされ

たサメが化けて出たんだろうというと笑っていた。必

ず毎朝なにかしら面白いことを言って話しかけてくる。 

8月11日、目の前にオアフ島がある。島の上の方は

積乱雲がかかって見えない。有名なダィヤモンドヘツ

ドやホノルルの高層ホテル群の辺りには南の強い日差

しが当っている。あの前の海岸からワイキキビーチで

あろう。船の上空を飛行機がホノルル国際空港に発着

するのに頻繁に飛び交っている。パイロツトが乗り組

んできた。この人も背が高い。ハワードさんよりも高

いかもしれない。ビクトリアもそうであったが、外国

のパイロットは皆背が高いのであろうか。カナダ側の

調査も今日で終りである。ハワードさんはこの後カウ

アイ島で休暇を過ごした後ビクトリアへ帰ると言う。 

アロハタワーの目の前を通ってバースに接岸する。 

ダウンタウンまではやや距離がある。後でもっとダウ

ンタウンに近いバースに移動するとのこと。 エージェ

ントが郵便を運んでくる。母からの手紙と友達からの

手紙が届いた。退院出来るとのことで取り合えず少し

安心する。 

早速ダウンタウンを散策することとする。カメハメ

ハ大王の像やィオラニ宮殿などの名所がある。生えて

いる樹木が全く違う。ほとんど種名が判らない。さす

がに日差しが強い。歩き回ると汗が吹き出してくる。 

ワイキキのメインストリートのカラカウア通りには東

洋系の人間で溢れている。耳に入ってくる声を聞いて

いると日本語・韓国語が多い。半分くらいは日本人で

あろう。そう言えば日本はお盆休みである。よく見る

とお父さんお母さんが子供に手を引っ張られているの  

が多いようだ。ハワイ島に行くためにチケットを手配

する。必死に英語で説明する。隣で子供が不思議そう

な顔で見ている。飛行機の往復、ホテル、レンタカー 

2日分で175$。マイケルさんがどうやって交渉した

んだと不思議がっていた。自分でも判らない。ハワイ

島にはマウナケア、マウナロアという400om を越える

高い山がある。日本の富士山よりも高い火山である。 

ハワィ島のヒロはハワイ州第二の都市であるが、ホノ

ルルとは違って落ち着いた静かな町である。日本人の

観光客もほとんど見ることが出来ない。有名なキラウ

ェア火山もこの島にある。 

8月15日ホノルル出航。この長期航海の 後の航海

である。この 3次航海ではアカイカを釣りで捕獲し背

面に発信器を付け放流し、発信器からの音波を追跡す

ることによってアカイカの遊泳水深の日周変化等を観

察する調査を行う。 

日没後30分ぐらいからィカ釣りを始める。船長はじ

め総勢10名である。ィカ釣りの仕掛にもエ夫が凝らさ

れ、途中にケミホタルという発光体をつけてみたり、 

イカ針もカラフルなものをつけてみたりと結構こって

いる。 なかなかイカが掛かってこない。釣れないとき

のィカ釣りほどつまらないものはない。 

「オィ斎藤、釣れねーな」と黒沼さんが声をかける。 

「今日は釣れねーぞ」 

黒沼さんは前に探海丸にも乗っていたこともあり、 

よく声をかけてくれる。 

1時間アカイカが 1尾も釣れないときは、ィカ釣り

は終了し地点を変えることとする。 

次席甲板次長の小松さんの針に何か掛かったらしい。 

「斎藤、タモタモ。」 

「落すなよ。また釣るのいやだからな。」 

僕が 2 度も落しているので野次が飛ぶ。 
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「どれ俺がやってやる。」 

甲板員の鈴木さんが簡単にすくい上げる。 

待望のアカイカだ。45cmは越えている雌であろう。 

取り合えずこの個体に発信器を付けることにする。発

信器は直径 2cm、長さ 8cmぐらいの円筒形のものであ 

る。それをゴムパンドに張り付け、イカの外套膜の背

面のひれの付け根の部分に背負わすのである。取り付

け具合を見るために30分ぐらい円筒形の水槽の中に入

れ泳がせておく。 その間予備個体の捕獲のためにまだ

ィカ釣りを続けてもらう。具合が良いようなのでいよ

いよ放流する。プリッジの受信機をスタンバイさせ、 

コンピューターを作動させる。これにイカの遊泳水深

とその時間が表示され、プリンターからプリントアウ

トされるようになっている。 

後部甲板では川崎さんと小松さんがスタンバイして

いる。 

「プリッジ準備できました。放流してください。」 

「放流しました。」「イカはまだ浮いています。船尾

方向に泳ぎ始めました。」 

「了解。電気を消しますので中に入って下さい。」 

「了解。」 

また鬼ごっこが始まる。鳥とは違って泳ぐ速度が早

くないのでそれほど見逃しはしないが、昼間潜航した 

際に音波の届く深度よりも深いところに行ってしまう 

とどう仕様もない。イカワッチは12時から 4時が甲斐 

谷さん、 4時から 8時が僕、 8時から12時が河内さん 

である。 

「イカが潜航始めました。現在30m。右30度方向で 

す。」 

「遠いか。」 

「少し離れています。水深データが入りません。」 

「少し進むぞ。近くなったら言ってくれ。」 

「データが入り始めました。イカは現在120m。右 

90度くらいです。」 

「止めるぞ。」 

「現在180m信号が入り難くなってきました。」 

「付角を変えてみろ。」 

「イカは後ろ左10度ぐらいです。現在214m0J 

この間約30分ぐらい。明け方近くになるとイカの行

動が活発になり、急速に潜航を開始し出す。アカイカ 

のほとんどの個体が基本的に日の出、日の入りに同調

して潜航浮上を繰り返しているが、中には昼間もほと

んど潜航しないで20m前後を遊泳する個体もある。光

りが鍵となっているか水温障壁が鍵となってその水深

までしか潜航できないのかよく判らない。 

追跡は 8個体で行われ、かなりの個体が基本的な行

動を示した。遊泳水深が何によって制御されているの  

かはこれからの問題であるが、今後ィカ流し網漁業が

なくなるので二度と出来ない調査なのかも知れない。 

これからの水産研究は、いかにして多く漁獲するか、 

とか、どのように増やすかだけではなく、直接すぐ産

業的に役には立たないけれども、その基礎となる生物

の基本的生態や行動、分類といった企業では出来ない

重要な基礎研究に対して、その重要性を認め率先して

予算を付けて欲しいものである。 

いよいよ調査もすべて終り明日は東京である。よう

やく終りである。約 3カ月あまりの長い航海は初めて

であった。この次、長期航海をするときには自分の調

査計画で乗ってみたいと思う。 

後に航海中いろいろお手伝いしてくれた船長はじ

め乗り組員の皆様、出航前にいろいろ便宜を図ってい

ただいた中央水研の渡辺室長、木村さん大変ありがと

うございました。 

（資源管理部頭足類資源研究室） 
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研究発表課題ー覧 

〔印刷刊行物〕 

湯 祖格・桜本 和美・和田 時夫・北原 武： 

・道東沖マイワシ漁況のファジイ推論による予測， ョ

水誌，58(10), 4.10 

和田 時夫 

・魚種交替のメカニズムと予測 (2）魚種交替 何に

注目すべきか，水産海洋研究，55(4), 4. 12 

和田 時夫． 

・道東海域におけるマイワシまき網の操業経過と時間

配分,北水研研報，町, 5. 3 

Matsuishi,T.,T.Wada,Y. Matsumiya and H. Kisino 

・Optimal School Selection and Abundance Index in 

Purse Seine Fishery, H 7J 誌, 59(2), 5. 2 

松原 孝博・笠原 昇・山内 暗平・原 彰彦： 

・サクラマス Oa.cor句,nchus maso“の卵巣発達に伴

う血中ビテロゲニンおよびェストラジオールー17fi 

濃度の変化，北水研研報，（助5. 3 

古屋 康則・尾原佐知子・池内 俊貴・足立 伸次・

松原 孝博・山内 暗平】 

・胎生硬骨魚ナガガジ Zoarces elongatus 雄の精巣発

達と精子の形態，北水研研報，勘，5. 3 

古屋 康則・尾原佐知子・池内 俊貴・足立 伸次・

松原 孝博・山内 暗平 

・胎生硬骨魚ナガガジ zbarces eん,lgatus 雌の生殖周

期,北水研研報，(57), 5.3 

本田 聡・川崎 康寛・河野 時慶・斉藤 宏明 

・北光丸による中・南部千島周辺水域調査航海の結果， 

第41回サンマ資源研究会議報告， 4. 10 

渡辺 一俊・八吹 圭三・潰津 友紀・山村 織生： 

・初夏の道東太平洋沿岸におけるスケトウダラ 

Theragra C加Icogramma の分布，北水研研報，励， 

5 3 

八吹 圭三・潰津 友紀・渡辺 一俊： 

・南千島太平洋海域におけるスケトウダラ T五mlgm 

Cんzicogramnulの分布,北水研研報，（助， 5. 3 

演津 友紀・八吹 圭三・渡辺 一俊； 

・道東太平洋沿岸におけるスケトウダラ The ragra 

chalcogramnalの成熟度と挙卵数，北水研研報，励， 

5 3 

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86 B 

の変質と減衰過程，月刊海洋，25(2), 5. 2 

河野 時慶・ 

・海洋観測資料解析システムについて，北水研ニュー 

ス，圃，5.3 

岸 道郎・吉森 明： 

・暖水塊のエコシステム 3次元モデル，月刊海洋,25 

(2), 5. 2 

Taguchi,S.,H.Saito and H. Kasai, 

・Effect of shape of sediment trap on measurement 

of vertical flux of particles : Preliminary results, 

Proceedings of National Institute of Polar 

Research Symposium of Polar Biology, (6), 5. 

1 

Taguchi,S. and M.Takahashi 

・Summary of plankton colloquium of ecosystem of 

Lake Saroma under sea ice covered condition in 

winter, 日プランクトン報，39(2), 5. 2 

害藤 宏明： 

・結氷したサロマ湖における椀脚類の生態，北水研ニ

ュース，⑩， 4. 10 

Hattori,H. and H.Saito: 

・Vertical distribution of copepods and diel change 

of their feeding under ice in Lake Saroma, Hプ

ランクトン報，39(2), 5. 2 

宇田川 徹 

・亜寒帯沿岸の等脚目甲殻類 zd0た4 ocみ0たflsお 

Brandt, 1856，北水研ニュース，岡， 4. 10 

izumi,H. 

・Acetylene reducing activity at a tropical seagrass 

bed in Papua New Guinea, J.Oceanogr., 48(4), 4. 

3 

Iizumi,H. 】 

・Separation of chloroplasts from seagrasses in 

Western Austalia, Proc. 5th. International Marine 

Biological Workshop. The Marine Flora and 

Fauna of Rottnest Island, Western Australia, 5. 

3 

坂西 芳彦・飯泉 

・褐藻ナガコンブLam訊mia 伽lgissiml の光合成お

よび呼吸の温度に対する特性，北水研研報，(57), 5. 

3 

坂西 芳彦・飯泉 仁． 

・褐藻ナガコンブの光合成一温度特性の季節変化，藻

類, 41(1), 5. 3 

町口 裕ニ： 

・キタムラサキウニ Strongッんcentrotus fludus天然種

苗の成長と摂餌にてハ・て,北水研研報，励，5. 3 

安藤 忠 

・無脊椎動物が持っィンスリン様物質，北水研ニュー 

ス，“り， 4.10 
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〔口 頭 発 表〕 

Wada,T.,T. Matsubara,Y. Matsumiya and N. Koizumi: 

Influence of environment on the fluctuation of 

Japanese sardine, Sardinops melanostictus, 

International Symposium on Climate Change and 

Northern Fish Population, Victoria, B.C., Canada, 

4. 10 

松原 孝博・津野 敬― : 

・終成熟期におけるマツカワ卵黄蛋白の二次解裂， 

平成 4年日水学会秋季大会，下関， 4. 10 

本田 聡・和田 時夫 

・科学魚深を用いたサンマ北方索餌群量の推定，第42 

回サンマ資源研究会議，塩釜， 5. 3 

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， 

1992年日口漁業専門家・科学者会議，新潟，4. 10 

渡辺 一俊・八吹 圭三・演津 友紀‘ 

・ョ本水域におけるオホーツク海系スケトウダラの漁

業と資源の動向，1992年日口漁業専門家・科学者会

議,新潟， 4.10 

八吹 圭三・潰津 友紀・渡辺 ー俊・ 

・北方四島水域のタラ類について（日露共同タラ類資

源調査報告），北海道スケトウダラ研究シンポ，札

幌， 4, 9 

八吹 圭三・演津 友紀・渡辺 ―俊 

・タラ類に関する日口共同資源調査，1992年日口漁業

専門家・科学者会議，新潟， 4. 10 

演津 友紀： 

・道東太平洋海域におけるキチジの春季の成熟度と季

卵数，GSK北日本底魚部会，八戸， 4. 11 

斎藤 和範： 

・1990-1992年に小笠原東方海域において採集された

アカィカ科稚仔の分布と分類について，平成 4年度

ィカ類資源・漁海況検討会議，清水，5. 3 

Kashiwai,M.' 

・Change in distribution of favorable water and 

migration of Japanese sardine, International 

Symposium on Climate Change and Northern 

Fish Population, Victoria, B.C., Canada, 4 . 10 

Kashiwai,M., T.Kono and Y.Tamura 】 

・Analysis of mean sea-level drift at Hanasaki by 

BAYTAP-G, 第 8回オホーツク海と流氷に関する

国際シンポ／国際宇宙年・極域氷圏ワークショップ， 

紋別， 5. 2 

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86 B 

の変質と減衰過程，シンポ「暖水塊周辺部の暖水ス

トリーマ及び暖水塊の相互作用」，東京， 4. 10 

川崎 康寛・河野 時慶： 

・西部亜寒帯循環に及ぽすオホーツク海の影響，第 2 

回Japan WOCE研究フォーラム，東京， 5. 3 

Kawasaki,Y. and T.Kono 】 

・Water exchange between the Okhotsk Sea and 

Pacific Ocean through the middle of Kuril Islands, 

第 8 回オホーツク海と流氷に関する国際シンポ／国

際宇宙年・極域氷圏ワークショップ，紋別， 5. 2 

河野 時慶： 

・ニールブラウンCTD塩分スパイク除去手法の開発， 

第42回東北海区海洋調査技術連絡会議，大湊， 4. 
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河野 時鷹 

・沿岸親潮と厚岸湾の海況，研究交流小集会「厚岸

湾・厚岸湖の生態系について」，厚岸， 4. 11 

Kono,T. and Y.Kawasaki 

・Water mass fine structure around Kuril Islands, 

第 8 回オホーツク海と流氷に関する国際シンポ／国

際宇宙年・極域氷圏ワークショップ，紋別， 5. 2 

吉森 明 

・2つの暖水渦の生物物理モデル，農林水産試験研究

における情報研究会，つくば， 4. 11 

Yoshimori, A., J. Ishizaka, H. Kasa i, S.Taguchi, 

H.Saito and M.J.Kishi・ 

・Spring bloom model in the subarctic North 

Pacific，第 8 回オホーツク海と流氷に関する国際シ

ンポ／国際宇宙年・極域氷圏ワークショップ，紋別， 

5. 2 

田口 哲 

・厚岸湖の植物プランクトンと基礎生産量，研究交流

小集会「厚岸湾・厚岸湖の生態系について」，厚岸， 

4. 11 

田口 哲． 

・海氷の役割は何か？オホーツクマリンフォーラム， 

紋別，5.2 

田口 

・海氷】漁業に幸をもたらすか，第 2 回栽培漁業セミ

ナー,札幌, 5. 2 

Taguchi,S.,H.Kasai and H.Saito 」 

・Local algorithm of chlorophyll pigments for 

remote sensing study in the western North 

Pacific, Part 1. Modelling of vertical distribution 

by Gaussian curve and spatial and temporal 

variability in the・ parameter controlling Gaussian 

curve, 第 15回極域生物シンポ，東京， 4 . 12 

Taguchi,S. and R.Smith 

・End products of photosynthesis by ice algae in 

Resolute Bay，第 2 回北極科学研究会，東京，4. 
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Taguch(S. and R.Smith 】 

'Effect of salinity on ice algae at different con-

centrations of silicate in Lake Saroma,第 8 回

ホーツク海と流氷に関する国際シンポ／国際宇宙

年・極域氷圏ワークショップ，紋別， 5. 2 

Smith,R. and S.Taguchi 】 

・DOC in Lake Saroma，第 8 回オホーツク海と流氷

に関する国際シンポ／国際宇宙年・極域氷圏ワーク

シ aップ，紋別， 5. 2 

TaguchiS. and R.Smith: 

・End products of photosynthesis by ice algae in 

Resolute Bay, Canadian Arctic，第 8 回オホーツク

海と流氷に関する国際シンポ／国際宇宙年・極域氷

圏ワークショップ，紋別， 5. 2 

Smith,R. and S.Taguchi 】 

・Enrichment experiment in Resolute Bay, 

Canadian Arctic，第 8 回オホーツク海と流氷に関

する国際シンポ／国際宇宙年・極域氷圏ワークショ

ップ,紋別， 5. 2 

Gosselin,M.,M.Levasseur,R.Smith,S.Taguchi, 

S.Michaud and C. Beizile・ 

・Influence of light and dissolved silicon on the 

carbon and nitrogen metabolism of ice algae in 

Resolute (High Canadaian Arctic)，第 8 回オホー 

ツク海と流氷に関する国際シンポ／国際宇宙年・極

域氷圏ワークショップ，紋別, 5. 2 

北河 康之・鳥居千佳史・宵藤 宏明・久保田 正・

沖山 宗雄． 

・本州東方海域における中深層仔魚群集，日魚類学会， 

下関， 4.10 

宵藤 宏明 

・動物プランクトンと摂餌，研究交流小集会「厚岸

湾・厚岸湖の生態系について」，厚岸，4.n 

宵藤 宏明・葛西 広海・田口 

・索餌域の環境構造と変動，バイオコスモス研究報告

会，東京， 4.12 

服部 寛・宵藤 宏明】 

・サロマ湖氷下における椀脚類のョ周鉛直移動と摂餌， 

第15回極域生物シンポ，東京， 4. 12 

Saito,H. and H.Hattori' 

The relationship between vertical migration and 

feeding rhythm of Pseudocalanus app. under the 

ice at Saroma Lake，第 2 回北極科学研究会,東京， 

4. 12 

Saito,H. and H.Hattori 】 

・ Diel vertical migration and feeding behavior of 

copepods under sea-ice in Lake Saroma,第 8 回

ホーツク海と流氷に関する国際シンポ／国際宇宙

年・極域氷圏ワークショップ，紋別， 5. 2 

Hattori,H. and H.Saito【 

'Diel changes in vertical distribution and feeding 

behavior of copepods，第 8 回オホーツク海と流氷

に関する国際シンボ／国際宇宙年・極域氷圏ワーク

ショップ，紋別，5. 2 

葛西 広海【 

・栄養塩類の分布，研究交流小集会「厚岸湾・厚岸湖

の生態系について」，厚岸， 4. 11 

Kasai,H.,H.Saito and S.Taguchi: 

・On the factors controlling the spring bloom in 

subarctic Northwestern Pacific during 1991-1992, 

第 8 回オホーツク海と流氷に関する国際シンポ／国

際宇宙年・極域氷圏ワークショップ，紋別，5. 2 

中村 義治： 

・簡易モデルによる二枚貝資源の自主管理について， 

第 4 回漁業管理研究会，東京，4'10 

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（II), 

研究交流小集会「厚岸湾・厚岸湖の生態系につい

て」，厚岸 4'11 

伊藤 博 

・飼育によるアニワバイの成長の検討，平成 4年度日

水学会北海道支部例会，札幌，4.12 

宇田川 徹 

・Ide tea 属等脚目の繁殖について，第 6 回日本ベン

トス学会大会，清水，4. 12 

字田川 徹： 

・等脚目甲殻類の繁殖フェノロジーと環境温度との関

係は？平成 4 年度応動昆学会北海道支部大会，札幌， 

5 1 

飯泉 仁・ 

・アマモ場の物質循環，研究交流小集会「厚岸湾・厚

岸湖の生態系について」，厚岸 4. 11 

矢野 豊・町口 裕ニ・酒井 保次 

・エゾバフンウニ消化管中の生菌数とアルギン酸分解

酵素活性，平成 4 年度日水学会秋季大会，下関，4. 

10 

町口 裕ニ： 

・積丹半島二漁場間のキタムラサキウニの比較，第 6 

回日本ベントス学会，清水，4. 12 

町口 裕ニ 

・エゾバフンウニとキタムラサキウニの摂餌及び成長

について，平成 4 年度日水学会北海道支部例会，札

幌， 4.12 

南 卓志： 

・魚介類の成育場，研究交流小集会「厚岸湾・厚岸湖

の生態系について」，厚岸,4. 11 
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南 卓志・浮野 敬ー： 

・北海道東部沿岸におけるカレィ科魚類の成育場，平

成 4 年度日水学会秋季大会，下関，4. 10 

塚本 洋ー・南 卓志・上野 康弘・沖山 家雄： 

・アプラガレイ Al加resthes ewmmmiの変態期仔魚

について，平成 4 年度日水学会秋季大会，下関，4. 

10 

安藤 

・日本産マガレイにみられる地理的変異，平成 4年度

生態秩序テーマ別研究会，つくば，4. 12 

深野 敬ー・松原 孝博： 

・海産魚12種の卵黄蛋白の比較および排卵前後にみら

れた変化，平成 4 年度日水学会秋季大会，下関，4. 

10 

おさかなセミナーぐしろ’93 ー 

8 月釧路で開催 

これは、一般市民にはなじみの薄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、釧路水産協会が企画委員会を構成

しています。 

本セミナーは昨年（平成 4 年）初めて開催されました。 そのメインテーマは「マイワシの科学ー変動の謎を

探る」で、講演会には約90人、バネル展には1,900人前後の市民の参加がありました。 

第 2回目の、おさかなセミナーくしろ’93,, の開催に向けて、第1回企画委員会が平成 4年12月14日に、第 

1回制作担当者打合せ会が平成 5年1月26日に開かれ、以下の企画案が現在検討されています。 

時期／場所：セミナー平成 5年8月7日、パネル展 8 月 4 日～22日／釧路市立博物館 

メインテーマ：イカの科学ーその生態・漁業・利用

講演の題目と演者 

①ィカ研究の 前線 中村 好和（北水研） 

②ィカの利用加工 	木田 健治（釧路水試） 

③道東のスルメィカ漁業 高 昭宏（釧路水試） 	 守 

北水研と北西大西洋漁業センターとの友好協力の紳 

木彫りの鮭と石彫りのトド 

北水研とカナダ漁業海洋省北西大西洋漁業センターとは、親潮とラプラドル海流

の比較研究を通じて、研究協力を深めてきました。この研究協力への感謝と今後の

更なる深化の意を表すために、北水研から、アイヌ工芸の木彫りの鮭が贈られまし

た。贈物は、親潮・ラプラドル海流の比較研究のために北西太西洋漁業センターを

訪問した柏井と和田によって、先方の Cordy所長に手渡されました。所長は大変

喜んで、早速記念の写真をー緒に撮った上で、所長室近くの壁に掲げられました。 

Cordy所長は、当漁業センターは、水産研究だけでなく、資源管理、漁業取締り、 

水路測量、海図作成、水産物の検疫検査など幅広い業務を持っている。 も重要な対象は、グランド・バンクのタラ

漁場である。しかし、現在タラ資源が激減したため休漁措置をとっており、その対応と激減の原因の解明という大き

な問題に取り組んでいる。この問題を解明する上でも、親潮とラプラドル海流の比較研究、なかでも栄養動態モデル

による魚類生産システムの比較研究の成果には大きな期待を寄せているか と共同研究に支持と激励を表明しました。 

そして、今後さらに連携の発展を図りたいとの意を表すために、イヌイット工芸の石彫りのトド（ ?）が北水研に贈ら

れました。この黒いトドは、北水研所長の机の上に、無事寝そべっています。 

海洋環境部長 柏井 誠 
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会議情報 

ワークショップ「J N~GLOBE Cの設計」 

（平成 4年度スケトウダラ新規加入量調査会議・ 

第 6回資源解析シンポジウム） 

日時：平成 4 年12月17日～18日 

場所：北水研会議室 

1．全体会議 

1）スケトウダラを鍵種とする JN-GLOBEC】 始動 

に向けての提案 

・コア・プラン／先行的研究 渡辺 一俊 

・環境一基礎生産過程 

・動物プランクトンの動態 	斉藤 宏明 

・魚類個体群の動態 	 八吹 圭三 

・EcoPhysiology の開拓 	松原 孝博 

・亜寒帯生物生産システムの動的モデル

和田 時夫 

2)J N一GLOBECの意義とこれから 

・資源、環境研究の将来と JN-GLOBEC 

柏井 誠 

・（J）ーGLOBEC の動きと方向 

杉本 隆成（東大海洋研） 

2．分科会（目標の発見；問題の整理：あらたな問題 

の発見：研究課題の設定） 

1）卵一稚魚期のスケトウダラをめぐる生態系 

2）着底以後のスケトウダラをめぐる生態系 

3．全体会議 

1）分科会からの報告、提案 

2）課題の統合（目標の共有） 

3）研究チームの結成（関連するグループ、動きと 

の関連を整理） 

4）連絡体制づくり 

5）今後の活動予定 

・会議報告の作成／実行計画の作成 

参加機関】東北大農学部、東大海洋研、北海道東海大、 

北大水産学部、科技庁海洋開発課、北海道

立中央・釧路・函館・同室蘭支場・稚内・

網走水産試験場、岩手県水産試験場、遠洋

水研、東北水研八戸支所、北水研 

第 2回北水研・日栽協研究交流会 

日時：平成 4 年12月18日 

場所：釧路市生涯学習センター“まなほっと幣舞” 

議事： 

1．研究報告及び討論 

1）マツカワ 

①マツカワの性決定と成熟及び産卵の現状 

中川 享（日栽協・厚岸事業場） 

②マツカワの卵黄蛋白 	 松原 孝博 

③マツカワ稚魚の底質選択性 

南 卓志 

ニシン 

①ニシン標識放流結果と今後の課題 

山本 和久（日栽協・厚岸事業場） 

②これまでのニシン放流追跡結果と今後の課題

八幡 康一（日栽協・宮古事業場） 

2．総合討論 

参加機関：日栽協本部、日栽協厚岸事業場、日栽協宮

古事業場、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」 

研究推進会議 

日時：平成 5年 2月251.1 

場所：北水研会議室 

議題： 

今年度研究成果の検討 

1.研究室別研究成果の報告 

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 

2．総合検討 

3．研究推進上の問題点 

4.次年度計画 

参加機関：北大水産学部、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、農技会議事務局、水産庁研究部、東北 

水研、日水研、北水研 

平成4年度北海道ブロック漁業資源調査 

及び漁海況連絡会議 

（北海道ブ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 5年 3月16日 

場所：北水研会議室 

議事： 

1．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経過の概 

要について 

2．平成 5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 

一 16 ー 



3.200海里水域内漁業資源調査に関わる漁獲成績報 

告書についての経過報告等 

1）道知事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 

4．平成 5年度北水研、北水試調査計画及び調査船運 

航計画について 

5．平成 5年度資源、海洋関係諸会議の開催予定につ 

いて 

6．北海道プロック水産業関係試験研究推進会議への 

意見反映について 

7．北水研、道水試の関与する諸事業についての意 

見・情報交換 

1)200海里資源調査等の見直し 

2)WPECワークショップの報告と今後の活動 

3）オホーツク海サンマ漁海況予報会議の見通し 

4) P 1 CE Sに関する動き 

5）北水研が実施する漁業資源・海洋調査等に関す

る情報 

①資源関係 

・マイワシ関連プロジュクト 

・底魚類資源調査、日口関連研究情報 

・アカイカ特研

②海洋関係 

・海洋大循環、紫外線影響評価及びバイオコ

スモス（大型別枠） 

・日加、日口国際共同研究プロジェクト

③その他 

・沖合漁場等再開発基礎調査（北見大和堆） 

・ロシア水域での調査船調査について 

・沖合底びき網総合対策事業の経過 

6）道水試が実施する漁業資源・海洋調査等に関す

る情報 

・資源管理型漁業推進総合対策事業 

・北海道・サハリン間の水産研究交流について 

・三角水域における生物資源の日口共同調査 

・資源・海洋調査研究に関するその他の情報 

参加機関：札幌統計情報事務所、北海道水産部、北海

道漁業調整事務所、北海道立中央・函館・

同室閲支場・釧路・網走・稚内水産試験場、 

北水研 

新品種作出基礎技術開発事業検討会 

昭時：平成 5 年 3月24日 

場所：北水研会議室 

議事】 

1．平成 4 年度結果報告 

2．次年度計画 

3．採卵計画の打合せ  

参加機関：福島県水産種苗研究所、静岡県栽培漁業セ

ンター、山口県外海水産試験場、熊本県水

産研究センター、高知大学農学部、水産庁

研究部、北水研 

研究談話会 

第52回 

日時：平成 5 年 3月25日 14:00-17:00 
場所 北水研会議室 

1) Interannual variability of primary produc-

tion and plankton biomass in subarctic 
Pacific 	斉藤 宏明・ 

葛西 広海・川崎 康寛・田口 哲 

2) Trophodynamic modelling in the Oyashio 

shelf region-Present satus and future 
problems 	D.M.Ware(Pacific 

Biological Station, Canada) ・和田 時夫

話題提供： 

1) What is North Pacific Marine Science 
Organization (PICE町? 

-Its purpose, structure, and activity 
	D.M.Ware (PBS,Canada) 

2) Perspectives of PICES activity in subarctic 

regm 

-Working plan of PICES Working group6 
	N.B.Hargreaves (PBS,Canada) 

3) Present status of JNP-GLOBEC 
-Report of the workshop in Ocean 

Research Institute on Mar.22-23 
柏井 誠 

資源学談話会 

第38回 平成 4 年10月8 日 16: 00~ 
'92年北洋底魚調査（一次航海）中間報告 

	八吹 圭三 

第39回 平成 4 年10月20日 16 :00~ 

海産魚の卵黄蛋白の二次解裂（平成 4 年度重点基礎 

中間報告） 	松原 孝博 

第40回 平成 4 年10月27日 16: 00~ 

覇
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海洋環境ゼ ナール 

論文紹介： 

Roger Villanueva(1992) : Interannual growth 
differences in the oceanic squid Todarodes 
angolensis Adam in the northern Benguela 
upwelling system, based on statolith growth 
increment analysis, J.Exp.Mar.Biol.Ecol.,159: 
157-177 	森 	賢 

第41回 平成 4 年11月 4 日 16: 00- 
道東太平洋海域におけるキチジの春季の成熟度と季 

卵数 	済津 友紀 

第42回 平成 4 年11月10日 15: 00- 
1) '92年8-9月北光丸浮魚資源・環境広域調査

航海の結果報告（特にサンマの分布） 

	本田 聡 

2）ニジカジカに見られる体内配偶子会合型の繁殖 

様式の生理的成り立ち 	古屋 康則 

第43回 平成 .4 年11月17日 16 : 00-- 
照洋丸による1992年度北太平洋アカイカ流し網調査 

の予備的な報告 	斎藤 和範 

第44回 平成 4 年11月25日 16 :00~ 
マイワシ資源変動に及ぼす環境の影響 

	和田 時夫 

第45回 平成 4 年12月1日 16: 00~ 
論文紹介： 

Keith A.Bigelow(1992) : Age and growth in 
paralarvae of the mesopelagic squid Abralia 
trigonura based on daily growth increments in 
statoliths, Mar.Ecol.Prog.Ser.82 : 31-40 

	中村 好和 

第46回 平成 4 年12月 8 日 16: 00~ 
論文紹介： 

B.E.Skud(1982): Dominance in Fishes : The 
relation between environment and abundance, 
Science 216 : 144-149 	和田 時夫  

第72回 平成 4 年12月11日 10 : 30- 
1992年8-9月のH K9208次航海結果について 

	川崎 康寛 

第73回 平成 5 年1月 8 日 16 : 00--- 
ハダカイワシの話 

	川口 弘一（東京大学海洋研究所） 

第74回平成 5 年1月12日 15:00- 
1）浮遊性桃脚類（ンzianus sinicus の分布と生産 

	上 真一（広島大学生物生産学部） 

2）カイアシ類のフラクタル分布 

	津田 敦（東京大学海洋研究所） 

第75回 平成 5 年 3 月10日 9 : 00- 
夏季の西部亜寒帯太平洋における海洋構造とプラン 

クトン分布の変動 	害藤 宏明 

・平井 俊行（探海丸二等航海士） 

研修目的：平成 4 年度船舶職員研修（衛生管理者講 

習） 

研修先：日本海運救済会神戸病院 

研修期間：平成 4 年11月11日～11月18日 

・吉森 明（海洋環境部海洋動態研究室） 

研修目的：平成 4 年度環境技術研修

研修先：農林水産技術会議事務局筑波事務所

研修期間：平成 4 年11月15日～11月20日 

・久保田直樹（庶務課庶務係） 

研修目的：平成 4 年度一般職員行政研修

研修先：農林水産研修所（東京高尾） 

研修期間：平成 5 年 2 月14日～ 2 月27日 

第69回 平成 4 年10月 2 日 16 : 00~ 
Giles & McDougall(1986）を用いたCTD塩分スパ 

イクの除去について 	河野 時魔 

第70回 平成 4 年10月23日 16: 00-- 
植物プランクトンの硝酸同化制御と新生産 

	神田 穣太（東京大学海洋研究所） 

第71回 平成 4 年10月30日 16: 00- 
厚岸湾の栄養塩分布 	葛西 広海 

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室） 

共同研究先：カナダ漁業海洋省太平洋生物学研究

所 (D.M.Ware) 
共同研究内容：平成 4 年度個別重要国際共同研究 

「生物生産システムとしての親潮水

域とラプラドル海流水域の比較研 

究」 

共同研究期間：平成 5 年 3 月15日～3 月25日 
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・飯泉 仁（資源増殖部藻類増殖研究室長） 

出張先：フィジー 

出張目的：熱帯海草藻場生態系の発達過程と物質循 

環の構造に関する研究 

出張期間：平成 4 年11月15日～12月7日 

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室長） 

出張先】カナダ 

出張目的】国際シンポジウム「気候変動と北方魚類 

資源」参加 

出張期間：平戦 4年10月11日～10月26日  

・柏井 誠（海洋環境部長） 

出張先：カナダ 

出張目的：太平洋亜寒帯循環域におけるカナダとの 

共同研究打合せのため 

出張期間：平成 4 月10月12日～10月20日 

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室長） 

出張先：カナダ 

出張目的：親潮水域とラプラドル海流水域の比較研究

出張期間：平成 5年 2月24日～ 3月12日 

・柏井 誠（海洋環境部長） 

出張先：カナダ 

出張目的：親潮水域とラプラドル海流水域の比較研究

出張期間：平成 5年 2月24日～ 3月8日 

刊 行 年 月 刊 	行 	物 	名 刊行部室名 

4・10 北海道周辺海域の底魚類の資源動向（200カイリ水域内漁 資源管理部底魚資源研究室 

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Na23) 

4・10 北水研ニュース Na44 

5・3 1991・1992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 

5・3 北海道区水産研究所研究報告第57号 

5・3 北海道区水産研究所技術報告第3号 資源管理部底魚資源研究室 

5・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 資源管理部底魚資源研究室 

資源調査報告書（平成 3年度） 

5・3 北水研ニュース ぬ45 

4・10-5・3 北水研ミニ情報 第14号～第19号 企画連絡室 

第9回全国水産研究所親差テニス大会のお知らせ● 

この度、北水研が第 9回全国水産研究所親善テニス大会の幹事を弓は受けることになりました。 

この大会もいよいよ北海道上陸ということで道南函館近郊、道央札幌近郊、道東釧路近郊といろいろな案が出

され、検討した結果、道東観光の発着点北水研のある釧路近郊で行うことが決定しました。今年の釧路は1月の

地震で有名？になりました。今年 6月には国際的な「ラムサール条約締約国会議」が開催されるため、宿泊施設

も整いつつあります。また大会メインのテニス施設も、市営では道内でも 大規模を誇るコートを備えています。● 

スタッフー同全国皆様のご来釧を心よりお待ち申し上げます。（事務局 三浦正光〕 

開 催 日：平成 5年 7月29日困～31日出 

開催場所】釧路市大規模運動公園テニスコート／16面全天候型オムニコ

宿泊場所：釧路全日空ホテル（ 5月オープン予定） 

大会事務局：北海道区水産研究所 庶務課 三浦・千葉 

× 
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主な来訪・見学者 

10. 13 釧路開発建設部企画課遠藤営繕専門官他1名、 

官庁建物実態調査のため。 

10. 13 北海道開発局営繕部岩本営繕監督官、生物実

験棟建設に関し開発局の建築関係現場監督と

して挨拶及び現場視察のため。 

10. 13 東京大学山口教授他12名、北水研見学のため。 

10. 18 東京大学海洋研究所神田助手、紫外線が植物プ

ランクトンに及ぽす影響に関する共同ヲ沈のため。 

10. 28 水産庁漁政課吉田船舶管理室長、小関船舶係

長、北光丸・探海丸及び北水研視察のため。 

10. 28 北海道財務局釧路財務事務所川本管理官他1 
名、国有財産実地監査のため。 

11. 10 養殖研究所鵜沼研究員他1名、北水研見学の

ため。 

11. 10 中央水産研究所小長谷利用化学部長、水産庁

研究部研究課研究調整班兼田係長他 2名、研

究業務打合せのため。 

11. 13 東北大学竹内教授他1名、北水研見学のため。 

11. 19 中央水産研究所生物生態部渡辺初期生態研究

室長、バイオコスモ研究打合せのため。 

12. 2 中央水産研究所猪瀬総務部長、小川人事係長、 

庶務事務打合せ及び北水研見学のため。 

12. 10 日本栽培漁業協会今村理事長、山本厚岸事業

場長、北水研表敬訪問のためり 

12. 10 農林水産大臣官房経理課長長崎主計第一班長、 

斉藤審査係長、水産庁振興部開発課豊田栽培

漁業助成班長、釧路支庁経済部水産課菅原水

産係長、水北研視察及び表敬訪問のため。 

12. 11 水産庁研究部研究課研究管理班横山管理係長

他1名新規採用試験立会のため。 

12. 16 小松建設工業株式会社三村 充氏、アワビ類

造成礁打合せのため。 

12. 16 農林水産技術会議事務局今城連絡調整課長補

佐、庄司遺伝資源係長他1名、北水研視察の

ため。 

1. 8 東京大学海洋研究所川口教授、「マイワシの

索餌域における餌料環境の構造と変動様式の

解明」研究打合せのため。 

1. 10 広島大学上助教授、東京大学海洋研究所津田

助手、紫外線増加が植物プランクトンに及ぼ

す影響に関する研究打合せのため。 

1. 18 北海道開発局古川営繕計画課長補佐、菊池保

全係長、釧路開発局建設部森鷹営繕係長、釧

路沖地震に対する災害状況視察のため。 

1. 27 清明小学校蒲田教諭他12名、北水研見学のた

め。 

2. 9 農林水産技術会議事務局筑波事務所電子計算

課江口ネットワーク管理係長、新端末システ

ム利用のための講習会開催のため。 

2. 15 北海道財務局宇野主計実地監査官、水産庁豊

田開発課長補佐、釧路沖地震災害実地監査の

ため。 

2. 17 農林水産大臣官房文書課明石能率専門官他1 

名、さわやか行政サービス運動実態調査のため。 

2. 26 北海道漁業調整事務所細川事務官、韓国水産

庁白遠洋生物担当官他1名、北水研見学のため。 

3. 12 科学技術庁研究振興課成田研究基盤係長、 

「重点基礎研究」打合せのため。 

3. 16 北海道開発局中山営繕監督官、上原検査官他 

2名、生物実験棟竣工検査及び仮受け渡しの

ため。 

3. 17 農林水産技術会議事務局田沼資料係長、図書

資料に関する打合せのため。 

研究集会参加 

10. 1 平成 4 年度日本水産学会秋季大会参加のため、 
、 

10. 6 斎藤（和）技官下関へ。 

10. 1 生態秩序打合せ及び日本水産学会秋季大会出
、 

10. 6 席のため、南室長下関へ出張。 

10. 2 日本水産学会出席のため、松原主任研究官下
、 

10. 5 関へ出張。 

10. 5 シンポジウム「暖水塊の物理・化学・生物過
、 

10. 7 程」出席のため、川崎室長東京へ出張。 

10. 5 東京大学海洋研究所共同利用シンポジウム参
、 

10. 8 加のため、吉森技官東京へ。 

10. 11 第16回水生昆虫研究会及び日本陸水学会第57 
、 

10. 18 回大会参加のため、斎藤（和）技官福岡県添

田町及び別府市へ。 

10. 27 平成 4年度第 2回沿岸漁場造成技術開発研究
、 

10. 29 会参加のため、中村（義）室長東京へ。 

11. 6 厚岸湾・厚岸湖共同研究小集会出席のため、 

大池部長、川崎室長、田口室長、中村（義）室長、 

飯泉室長、南室長、河野主任研究官、吉森技官、 

書藤（宏）技官、葛西技官、安藤技官厚岸へ出張。 

11. 24 農林水産試験研究における情報研究会参加の
、 

11. 26 ため、吉森技官つくばへ出張。 

11. 26 平成 4 年度漁業資源研究会議北日本底魚部会
、 

11. 28 出席のため、漬津技官鮫へ出張。 

11. 25 第 4 回北海道水産業振興審査議会参加のため、 
、 

11. 26 田中所長札幌へ。 

11. 27 漁業情報に関する研究会第11回漁海況予測部
、 

11. 28 会参加のため、柏井部長東京へ。 
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10. 16 
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、  
10. 26 

11. 30 POC/P ICESに対する科学的測面から
、 

12. 1 の対応を検討する非公式会合参加のため、柏 

井部長東京へ。 

12. 4 日本ベントス学会第 6回大会参加のため、町 
、  

12. 7 口主任研究官、宇田川技官清水市へ。 

12. 7 シンポジウム「海洋生態系の変動機構」出席
、 

12. 9 のため、柏井部長東京へ出張。 

12. 9 第15回極域生物シンポジウム出席のため、田 
、  

12. 11 口室長東京へ出張。 

12. 14 北海道水産統計地域協議会参加のため、大迫 
、  

12. 15 企連室長札幌へ。 

12. 20 海洋大循環・海洋物理WG第 2回研究会参加’ 
、  

12. 22 のため、川崎室長東京へ。 

1. 18 沖合漁場再開発調査専門委員会参加のため、 
、  

1. 20 柏井部長網走へ出張。 

1. 20 第22回研究開発懇話会参加のため、田中所 
、  

1. 21 長札幌へ。 

1. 24 地理環境観測委員会企画会議参加のため、田 
、  

1. 27 口室長熊本へ。 

1. 28 第24回北洋研究シンポジウム参加のため、 
、  

1. 30 柏井部長札幌へ。 

1. 28 生態系工学研究会第11回シンポジウム参加の 
、  

1. 30 ため、中村（義）室長大阪へ。 

1. 31 国際シンポジウム 「オホーツク海と流氷／国
、  

2. 3 際宇宙年・極域氷圏」出席のため、柏井部長、 

川崎室長、河野主任研究官、吉森技官、葛西

技官紋別へ出張。 

1. 31 国際シンポジウム「オホーツク海と流氷／国
、  

2. 5 際宇宙年・極域氷圏」出席のため、斉藤（宏） 

技官紋別へ出張。 

1. 31 国際シンポジウム「オホーツク海と流氷ノ国際
、  

2. 6 宇宙年・極域氷圏」参加のため、田口室長紋別へ。 

2. 1 国際シンポジウム「オホーツク海と流氷ノ国際 
、  

2. 2 宇宙年・極域氷圏」参加のため、飯泉室長紋別へ。 

2. 15 OCTS・海洋生物過程合同委員会参加のた 
、  

2. 17 め、田口室長東京へ。 

2. 15 海洋大循環・海洋物理WG第3回研究会参加 
、  

2. 17 のため、川崎室長東京へ。 

2. 17 第 5回北海道水産業振興審議会参加のため、 
、  

2. 18 田中所長札幌へ。 

2. 22 第 2回栽培漁業セミナー出席のため、田口室 
、  

2. 24 長札幌へ。 

2. 26 漁業情報に関する研究会・第13回漁海況予測 
、  

2. 27 部会参加のため、村田部長東京へ。 

3. 1 北海道科学技術審議会農林水産学部会参加の 
、  

3. 2 ため、田中所長札幌へ。 

3. 2 平成 4 年度ィカ類資源漁海況検討会議出席の 
、  

3. 5 ため、中村（好）室長、斎藤（和）技官清水へ出張。 

3. 2 平成 4 年度ィカ類資源漁海況検討会議参加の 

、  
3. 5 ため、森技官清水へ。 

3. 8 漁業情報に関する研究会・第14回漁海況予測 
、  

3. 9 部会参加のため、村田部長東京へ。 

3. 10 JAPAN・WOCE第 2回研究フォーラム 
、  

3. 13 出席のため、川崎室長東京へ出張。 

3. 14 平成 4年度第 3回沿岸漁場造成技術開発研究
、 

3. 16 会出席のため、中村（義）室長東京へ。 

3. 22 平成 4年度漁業資源研究会議環境部会シンポ 
、  

3. 24 ジウム出席のため、告森技官東京へ。 

3. 22 平成 4 年度マリノフォーラム21研究会連絡会 
、  

3. 24 議出席のため、中村（義）室長東京へ。 

3. 24 オゾン層の破壊「紫外線の増加が植物プラン 
、  

3. 26 クトンに及ぼす影響」出席のため、田口室長 

つくばへ。 

畠 張 

紫外線増加が植物プランクトンに及ぽす影響

に関する研究検討出席のため、田口室長つく

ばへ出張。 

日・ロ漁業専門家・科学者会議打合せ会議出

席のため渡辺室長東京へ出張。 

国際学術調査国内打合せのため、飯泉室長東

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。 

自家用電気主任技術者会議出席のため、小林

技官札幌へ出張。 

第35回北海道図書館大会出席のため、高係長

苫小牧へ出張。 

新品種作出基礎技術開発事業推進会議出席の

ため、大池部長、南室長東京へ出張。 

放射能資料収集及び厚岸漁協との研究打合せ

のため、田口室長、斉藤（宏）技官厚岸へ出張。 

厚岸湾環境調査・沿岸親潮調査及び流れ網等調

査のため、田口室長、斉藤（宏）技官探海丸乗船。 

厚岸湾環境調査・沿岸親潮調査及び流れ網等

調査のため、河野主任研究官探海丸乗船。 

平成 4年度沿岸漁場造成技術開発研究会現地

検討会出席のため、中村（義）室長大分へ出張。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

別海へ出張。 

平成 4年度特定海域新魚種量産技術開発事業

中間検討会出席のため、南室長大鰐温泉へ出張。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

広尾へ出張。 

日・ロ漁業専門家・科学者会議出席のため、 

渡辺室長新潟へ出張。 
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10. 
、 
19 沖合漁場再開発調査専門委員会北見大和堆分 長羅臼へ出張。 

10. 20 科会出席のため、村田部長網走へ出張。 12. 7 水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹 

10. 
、 
19 水研課長懇談会及び水研課長会議出席のため、 技官羅臼へ出張。 

10. 22 増田課長折戸へ出張。 12. 7 第42回東北海区海洋調査技術連絡会出席のた 
、 

10. 22 沿整調査打合せのため、大池部長根室へ出張。 12. 10 め、河野主任研究官むつへ出張。 

10. 22 カレィ類生態調査のため、南室長羅臼へ出張。 12. 
、 
8 北海道日本海沿岸海洋調査のため、飯泉室長 

10. 22 水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹 12. 17 探海丸乗船。 

技官羅臼へ出張。 12. 
、 
9 平成 4年度200カイリ漁業資源調査魚種別U暁チ 

10. 26 沿整研究打合せ及び水研企連懇及び農技会企 12. 16 -ム検討会出席及びマイワシ再生産に関する調査 
、 

10. 30 連室長会議及び水研企連室長会議出席のため、 打合せのため松原主任研究官蒲郡・東京へ出張。 

大迫企連室長東京へ出張。 12. 
、 
13 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

10. 26 平成 4年度給与実務担当者講習のため、三浦 12. 15 余別へ出張。 
、 

10. 30 係長、半田事務官札幌へ出張。 12. 
、 
14 平成 4年度バイオコスモス検討会出席のため、 

11. 
、 
4 マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 12. 16 和田室長東京へ出張。 

11. 5 南室長厚岸へ出張。 12. 14 多層鉛直曳きサイズ別プランクトンネットの 
、 

11. 
、 
4 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 12. 18 開発及び応用における共同利用研究のため、 

11. 5 海へ出張。 田口室長東京へ出張。 

11. 5 学術雑誌総合目録全国調査実施及びデータ記 12. 14 平成 4年度バイオコスモス浮漁制御サプチー 
、 、 

11. 6 入説明会出席のため、早川事務官札幌へ出張。 12. 17 ム研究打合せ会出席のため、斉藤（宏）技官 

11. 
、 
6 水研課長補佐会議及び施設担当者会議出席の 東京へ出張。 

11. 9 ため、関口課長補佐東京・つくばへ出張。 12. 16 マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 
、 

11. 
、 
9 磯焼け調査のため、川崎室長、河野主任研究 12. 17 南室長厚岸へ出張。 

11.  13 官、北光丸乗船。 12.  
、 
23 マツカワの親魚養成技術開発調査指導のため、 

11. 10 平成 4 年度地域特産種増殖技術開発事業中間 12. 2 南室長厚岸へ出張。 
、 

11. 12 報告会出席のため、中村（義）室長函館へ出 1. 
、 
6 環境庁ヒアリング出席のため、斉藤（宏）技 

張。 1. 7 官東京へ出張。 

11. 13 羅臼漁港内における漁獲物調査のため、南室 1. 7 カレィ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

長羅臼へ出張。 1. 8 カレィ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

11. 13 水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹 1. 8 沿整直轄調査報告会出席のため、伊藤主任研 
、 

技官羅臼へ出張。 1. 22 究官広島へ出張。 

11. 
、 
16 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 1. 

、 
12 国際研究課題の検討及び企連室長会議出席の 

11. 18 広尾へ出張。 1. 14 ため、大迫企画連室長東京へ出張。 

11. 17 平成 4年度放射能調査担当者会議出席のため、 1. 12 ホッキガィ調査のため、中村（義）室長白糠へ出張。 
、 

11. 19 田口室長東京へ出張。 1. 12 契約・会計関係事務打合せのため、土田係長、（ 

11. 
、 
25 庶務・会計事務担当者会議出席のため、久保 1. 14 小嶋事務官東塩釜へ出張。 

11. 27 田事務官、越田事務官東京へ出張。 1. 14 北方性重要魚種の卵黄形成過程における卵黄 

11. 29 二枚貝の大規模生産システムの開発種目第 3 蛋白の生化学的変化の解明のため、松原主任 
、 

12. 1 回検討会出席のため、中村（義）室長東京へ 研究官厚岸へ出張。 

出張。 1.14 
、 

平成 4年度水産生物遺伝資源部門作業部会出 

12. 1 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 1. 15 席のため、坂西主任研究官東京へ出張。 
、 

12. 2 海へ出張。 1. 18 太平洋系マイワシ資源等緊急調査現地作業部 

12. 2 カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 1. 20 会出席のため、和田室長、松原主任研究官函 

12. 2 図書資料管理作業部会拡大作業部会出席のた 館へ出張。 
、 

12. 5 め、高係長東京・つくばへ出張。 1. 
、 
19 沖合漁場開発調査専門委員会北見大和堆分科 

12. 
、 
3 カレィ類研究打合せのため、南室長東京へ出 1. 20 会出席のため、村田部長網走へ出張。 

12. 5 張。 1. 
、 
19 スケトウダラ新規加入量調査のため、済津技 

12. 
、 
3 カレィ類テーマ別研究会出席のため、安藤技 1. 31 官北鳳丸乗船。 

12. 5 官東京へ出張。 1. 
、 
20 増養殖推進会議出席のため、南室長南勢野添 

12. 2 羅臼漁港内における漁獲物調査のため、南室 1. 23 へ出張。 
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計景魚探並びに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、葛

西技官北光丸乗船。 

平成 4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。 

紫外線が植物プランクトンに及ぼす影響に関

する研究における研究打合せのため、田口室

長、宵藤（宏）技官厚岸へ出張。 

北海道特定開発事業計画打合せ及び水研所長

懇・全場所長会議出席のため、田中所長東京

へ出張。 

平成 4年度第1回日本海北部北海道資源管理

型漁推進協議会及び管理計画策定調査検討会

出席のため、村田部長札幌へ出張。 

第103回共済組合支部連営委員会及び共済組合

との事務打合せのため、越田事務官札幌へ出張。 

放射能資料収集及び第1回根室国際ワークショ

ッブ実行委員会出席のため、柏井部長根室へ出張。 

平成 4 年度水産生物遺伝資源部門作業部会出

席のため、大池部長東京へ出張。 

平成 4 年度指定漁業等調査打合せ会議出席の

ため、渡辺室長札幌へ出張。 

任用実務及び給与実態調査説明会出席のため、 

半田事務官札幌へ出張。 

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。 

スケトウダラ新規加入量調査のため、渡辺室

長北鳳丸乗船。 

平成 4 年度放流技術開発事業報告計画検討会

及び生態秩序打合せ会議及びカレィ類研究打

合せのため、南室長東京・福島・東塩釜ハ、出

張。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

別海へ出張。 

平成 4 年度第 2回太平洋北プロック資源管理

型漁業推進協議会天然資源調査部会出席のた

め、村田部長青森へ出張。 

生態秩序打合せ会議出席のため、安藤技官東

塩釜へ出張。 

海面温度の研究打合せのため、河野主任研究

官仙台へ出張。 

平成 4 年度海況情報収集迅速システム開発試

験事業・第 2回開発検討委員会出席のため、 

柏井部長東京へ出張。 

特研「アカイカ」推進会議出席のため、中村 

（好）室長折戸へ出張。 

二枚貝の大規模生産システムの開発種目第 3 

回グループ検討会出席のため、中村（義）室

長東京へ出張。 
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コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

水産庁仮設ハウス設置賃貸契約に係る検査業

務事務打合せのため、土田係長東京へ出張。 

磯焼け調査及び研究打合せのため飯泉室長千

歳・小樽へ出張。 

平成 4年度特定魚種漁場整備開発事業調査委

託事業マダラ調査第 2回検討委員会出席のた

め、大迫企連室長札幌へ出張。 

平成 4年度マイワシ資源等緊急調査報告及び 

200カイリ資源調査等検討に係る第1回作業

部会出席のため、和田室長長崎・東京へ出張。 

平成 4年度特定魚種漁場整備開発委託事業・

マダラ調査第 2回検討委員会出席のため、柏

井部長札幌へ出張。 

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。 

平成 4 年度資源管理型漁業推進総合対策事業

第 2回日本海北プロック担当者会議及び協議

会出席のため、村田部長秋田へ出張。 

水研組織の変更等について北海道地本説明の

ため、増田課長札幌へ出張。 

増殖部門研究者会議出席のため、大地部長札

幌へ出張。 

平成 4年度給与実務担当者講習のため、小嶋

事務官帯広へ出張。 

東大海洋研共同利用研究のため、南室長東京

へ出張。 

ネットワーク施設関係事務打合せ及びNil 
FR情報担当者会議出席のため、早川事務官

つくば・東京へ出張。 

平成 5年度いか釣新漁場開発調査計画検討会

出席のため、中村（好）室長東京へ出張。 

紫外線増加が植物プランクトンに及ぼす影響

に関する研究におけるサロマ湖観測のため、 

斉藤（宏）技官、葛西技官常呂へ出張。 

紫外線増加が植物プランクトンに及ぽす影響

に関する研究におけるサロマ湖観測のため、 

田口室長常呂へ出張。 

水産庁研究所企画室長会議及び企連懇出席の

ため、大迫企連室長東京へ出張。 

平成 4年度海域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、町口主任研究官青森へ出張。 

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。 

ステロイドホルモン測定と結果解析のため、 

松原主任研究官函館へ出張。 
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、 

3. 2 水産庁研究所課長懇及び庶務部課長会議出席
、  

3. 5 のため、増田課長東京へ出張。 

3. 2 厚岸湾の海藻調査のため、中村（義）室長、 
、  

3. 3 飯泉室長厚岸へ出張。 

3. 2 カレィ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

3. 4 日本水産学会北海道支部大会開催打合せのた
、  

3. 6 め、田中所長函館へ出張。 

3. 5 ニシン漁獲状況聴き取り調査及び打合せのた
、  

3. 6 め、松原主任研究官別海へ出張。 

3. 8 流氷域における低次生産の生理生態学的研究
、  

3. 10 のため、田口室長東京へ出張。 

3. 8 特定海域新魚種量産技術開発事業報告会及び
、  

3. 11 沿整水産研究所担当者会議及び生態秩序打合 

せのため、南室長波崎・東京へ出張。 

3. 8 沿整水産研究所担当者会議出席のため、町口
、  

3. 11 主任研究官波崎へ出張。 

3. 9 磯焼け研究現地打合せのため、大池部長青森
、  

3. 12 へ出張。 

3. 9 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別
、  

3. 11 海へ出張。 

3. 11 用度関係事務打合せのため、平内事務官、竹
、  

3. 12 谷事務官東京へ出張。 

3. 12 根室ワークショップ打合せのため、柏井部長

根室へ出張。 

3. 12 親潮域における観測研究に関する海況データ

収集のため、斉藤（宏）技官厚岸へ出張。 

3. 12 カレイ類研究打合せのため、安鰍官厚岸へ出張。 

3. 13 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口
、 

3. 20 主任研究官余市・余別へ出張。 

3. 15 磯焼け検討委員会出席のため、大池部長札幌
、  

3. 16 へ出張。 

3. 15 親潮餌料調査及び流れ網等調査のため、田口
、  

3. 22 室長、斉藤（宏）技官探海丸乗船。 

3. 15 大型褐藻の生理・生態に関する研究打合せの
、  

3. 17 ため、坂西主任研究官盛岡へ出張。 

3. 16 サンマ資源研究会議出席のため、本田技官東
、  

3. 19 塩釜へ出張。 

3. 17 カレィ類調査及びカレィ類研究打合せのため、 
、  

3. 20 南室長能登・新潟へ出張。 

3. 18 平成 4年度地域特産種増殖技術開発事業報告
、  

3. 20 及び計画検討会出席のため、中村（義）室長 

東京へ出張。 

3. 18 スケトウダラ漁況調査のため、渡辺室長羅臼
、  

3. 20 へ出張。 

3. 21 第88回漁業資源研究会議委員会出席のため、 
、 

3. 23 渡辺室長東京へ出張。 

3. 22 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官
、  

3. 23 広尾へ出張。 

3. 24 船長会議出席のため、武田船長、斎藤船長東 

、  
3. 27 京へ出張。 

3. 25 遺伝子組換え実験方法修得のため、安藤技官
、 

3. 27 札幌へ出張。 

3. 28 平成 4年度第 2回日本海北部北海道資源管理
、  

3. 30 型漁業推進協議会及び平成 5年度第1回資源 

検討協議会出席のため、村田部長札幌へ出張。 

3. 28 P1 CESワーキンググループ会合出席のた
、  

3. 30 め、和田室長清水へ出張。 

3. 30 スルメイカ漁況調査のため、中村（好）室長
、  

3. 31 羅臼へ出張。 

表紙の写真 

i北光丸から眺めたウルップ島の太平洋側~ 

4 	 4
4 	 44 	 4  

1 北水研海洋環境部は1989年から毎年 8-  9 月に ~ 

北光丸によりロシア200カイリ水域で浮魚資源環~ 

l境広域調査を実施しています。千島列島の太平洋

；側海域は釧路と同様に夏季には深い霧に包まれ、 

~長い航海にもかかわらず島々を眺める機会があま 

~りありません。千島列島の島々は水深3000m を越~ 

~える海底から聾え立つ山々から成り、稜線の険し 

~さからも人を寄せつ‘ナない厳しさを感じます。 

I 表紙写真は太平洋側からウルップ島中央部を撮i 

I影した写真ですが、当日は珍しく島の全貌を眺め 1 

~られる絶好の天気でした。本号の研究ノートで河~ 

~野技官が紹介している北ウルップ水道は、ウルッ 

1プ島の北東に位置し、水温は 8月でも 5。c以下の 

I潮流の激しい国際海峡です。国境警備艇の接近なI 

lど国際情勢の厳しさを実感した年もありましたが、； 

1近頃はほとんどありません。 

i 海洋環境部海洋動態研究室長 川崎 康寛 
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