
A．成長した胎仔が入っている妊娠期（ 2月）の卵巣 

B．妊娠前期の騨化後間もない胎仔（スケールはlcm) 

C．妊娠後期の成長した胎仔（スケールはlcm) 
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ナガガジ Zoarces elongatus Kner（写真解説 2ページ） 
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・胎生魚ナガトガジの妊娠中の胎仔の成長 

  

 

1．はじめに 

釧路周辺で海釣りをしていると、ウナギを短くした

ような魚が外道としてよく針にかかる。釣り人の間で

は「ガンズ」と呼ばれ厄介ものあつかいされているが、 

この魚がナガガジという胎生の魚であることは以外と

知られていない。大部分の魚類が卵生の繁殖様式をと

っている中で、胎生種が占める割合はきわめて少ない

こともあるが、この魚の場合、産業上あまり利用され

ないこともあって、繁殖生態や生殖生理に関する研究

はほとんどない。 

胎生魚が生理学的に卵生魚と大きく違っている点と

して、卵形成を終了した後、産卵せずに妊娠期に入る

ことがあげられる。しかし、妊娠維持の制御機構に関

する研究はこれまでにほとんどない。そこで著者は採

集と飼育が比較的容易なナガガジを使って、この点を

明らかにすることを目標として研究を行なってきた。 

今回は、妊娠期中の胎仔の成長に焦点をあてて、これ

までに得られた結果を紹介する。 

2．生殖周期と季仔数 

まず始めにナガガジの妊娠期がいつ頃なのかを明ら

かにするために、雌魚を定期的に採集し、卵巣重量、 

卵母細胞の発達段階、および胎仔の有無を調べた。生

殖腺体指数（図1）は 6月から 8月までは1％以下の

低い値で推移したが、 9月以降に急激な増加を見せた。 

2月には最大30％以上に達し、 5月には再び1％以下

にまで減少した。卵巣組織を観察した結果、6, 7月  

には直径 2mm以下の卵黄形成途上の卵母細胞が認めら 

れ、 8 月から 9月にかけて卵母細胞の直経は急激に増 

大し、最大4.4皿IIと胎生魚としてはきわめて大きな卵 

を形成した。 9月から翌年の 2月頃までは卵巣内に発 

生中の胎仔が存在していることから（表紙写真A), 

この時期が妊娠期であることが明らかとなった。出産 

は 2月から 5 月の間に個体ごとに散発的に行われるよ 

うである。以上のように、ナガガジは春から夏にかけ 

て活発な卵黄形成を行ない、 9月に排卵された卵はす f 
ぐに受精し、その後数か月の妊娠期を経て、冬から春 

にかけて出産を行なう年1回出産型の胎生魚であるこ 

とが明らかとなった。 

ナガガジの季仔数は母体の大きさと正の相関関係に 

あり、これまでに調べた個体で胎仔数の最も少ないも 

のは母体の体長が25cmの個体で11尾、最も多いもので 

は母体の体長が38cmの個体で134尾であり、卵生魚の 

季卵数と比較すると極めて少ないものであった。この 

ことは、本種では卵、稚仔魚期における死亡が卵生魚 

とは比較にならないほど少ないことを反映しているの 

であろう。 

3．胎仔の成長 

胎生魚における腫と母体の栄養関係の型は、「卵黄 

栄養依存型」と 「母体栄養依存型」とに分類されてい 

る（Wourms, ユ981)。卵黄栄養依存型とは、発生中 

の歴が栄養の大部分を自身の卵黄に依存するもので、 

これに対して母体栄養依存型は、妊娠期間中おもに母 

体から栄養の供給を受けて成長する。したがって、妊 

娠期中の胎仔の乾燥重量の変化を調べれば、どちらの 
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図1 ナガガジの生殖腺体指数の周年変化。平均値土標準 	図2 妊娠期中のナガガジ胎仔の全長、体重および乾燥重 

誤差。力ッコ内は個体数。 	 量の変化。平均値土標準誤差。 
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10月の胎仔の腸の組織写真r左はヘマトキシリンーエオシン染色。右は抗 BSA抗体による免疫染色。毎前腸：hg 後腸 

型に属するのかがわかる。ナガガジの妊娠期中の胎仔

の成長を図 2に示した。胎仔の体長の変化を見てみる

と、鱒化して間もない仔魚ですでに 4cm程あり（表紙

写真 B), 2月には 6cmに達する（表紙写真C)。また、 

乾燥重量では 1~2月までに成熟卵のおよそ10倍程度

にまで増加した。このことは、胎仔が明らかに妊娠中

母体から栄養を受けていることを示している。したが

って、本種の胎仔は胎生魚としてはきわめて大きな卵

から多量の卵黄を吸収するとともに、母体からも栄養

を供給されているのである。 

次に、胎仔の成長が実際に外因性の栄養によるもの

かどうかを、胎仔を母体外で培養することによって調

べた。妊娠のほぼ中間期に当たる12月に胎仔を母体か

ら取りだし、プドウ糖、アミノ酸、蛋白質などをいっ

さい含んでいないリンガー液で20日間培養した。その

結果（図 3)、体長は培養開始時の3. 2cnlから、20日後

には5.0cmにまでのびた。しかし、体重、特に乾燥重

量は培養開始時よりも減少した。このことは、体長は

栄養の有無にかかわらずのびるが、その分だけ胎仔が

やせ細って行くことを示している。卵巣内に維持され

ていれば体長がのびても体重が減少することはないこ

とから、妊娠期の胎仔は明らかに外因性の栄養を受け

ていることがわかる。 

母体栄養依存型の胎生魚の胎仔では、母体からの栄

養を吸収するための特殊な器官を発達させるものがい

る（Wourmus, 1981)。そこで、ナガガジの胎仔が母

体からの栄養をどこで吸収しているのかを調べた。方

法は、牛血清アルプミン（BSA）をトレーサーとし

て培養液中に加え、数時間胎仔を培養した後固定して、 

免疫組織学的に BSAを検出するというものである。 

その結果、 BSAは腸上皮でのみ検出され、その他の

部位では全く認められなかった（図 4)。また、胎仔

の発育段階を追って調べた結果、10月の卵黄嚢を持っ

ているもので、すでに腸が吸収能を持っていた。した

がって、胎仔は牌化後、卵黄嚢を吸収しつつ母体から

も何らかの栄養を受け、卵黄嚢吸収後は母体からの栄

養のみに頼って成長しているものと思われる。 
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図3 ナガガジ胎仔を20日問リンガー液中で培養した時の

胎仔の全長．体重、乾繰重里の変化。＊は Initialと

の間に有意差があることを示すし 

4．おわりに 

以上のようにナガガジは、胎仔が自身の持つ多量の

卵黄を吸収しているだけでなく、母体からも栄養供給

を受けるといった非常に賛沢な魚であることがわかっ

てきた。また、それだけ胎生魚として特化した魚であ

るともいえる。妊娠期に母体から供給される栄養がど

のような物質で、どのような内分泌支配を受けてつく

られているのかといった問題は、今後の課題であり、 

現在、母体の脳下垂体が胎仔の成長に及ぼす影響を調

べているところである。 

文 献 

Wourms, J. P. (1981): Viviparity: the maternal-

fetal relationship in fishes. Amer. Zool., 21, 

473.515. 

（科学技術特別研究員） 
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図1 表層硝酸塩濃度（pM）の水平分布。点は観測点を、影の海域は10pM以上を示す。 
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図 2 表層混合層における33りm以上のネットプランクトン密度（mg carbon・n戸）。 

影の海域は20mg carbon・m1以上を示す。 
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●亜寒券水域に方ゲる海岸窮塘とプランクメン結渡ごの変動について‘ 

斉藤 宏明・葛西 広海・田口 哲・川崎 康寛 

［はじめに］ 

近年、人類活動の結果としての地球温暖化や紫外線

放射量の増大といった地球環境変動が大きな問題とな

っています。このような地球環境変動は海洋物理・化

学環境変動を伴い、結果として海洋生態系のー部を構 

成している漁業資源の変動を引き起こすと予想されま

す。現在のところ、地球環境がどの様に変動していく 

か、そしてその変動がある海域でどの様に現れるのか

についての明確な答えを私たちはもっていません。し

かし、現時点での海洋環境変動様式と、その変動が海

洋生態系および漁業資源にどの様に影響するかを研究

することは、現在の漁業資源を有効に利用する上でも、 

そして近い将来の地球規模の環境変動に対応するため

にも是非とも明らかにしなければならないことである 

と考えます。また、このような研究は地球環境変動が

誰の目にも明らかになる前に行う必要のある、すなわ

ち現在最も急ぐべき研究ではないでしょうか。 

北海道区水産研究所海洋環境部では毎年8--9月に

北海道から千島列島周辺の西部亜寒帯太平洋において、 

海洋物理・化学環境を調ぺると

共にプランクトン量を測定して

います。夏季の西部亜寒帯太平

洋は、さけ・ます類、ハダカイ

ワシ等の冷水性魚類に加え、マ

イワシ、マサバ、サンマ等の暖

水性魚類にとっての索餌場とな

っています。この時期のプラン

クトン量変動は、これらプラン

クトン食の魚類の成長だけでは

なく、再生産に備えた栄養蓄積

の意味においても、大きな影響

を与えていると考えられます。 

本報告では1990年から1992年の

調査によって明らかになった海

洋環境の変動と魚類餌料環境の

関係について述べたいと思いま

す。 

［方 法］ 

調査は1990年から1992年の 8 

月下旬から 9 月上旬のほぼ同時

期に、北海道区水産研究所調査

船北光丸によって行われました。  

海洋物理構造を明らかにするため CTD によって水

温・塩分を1500m まで調べ、また各層採水によって

栄養塩およびクロロフィル a 濃度を測定しました。 

ネットプランクトンは水温躍層から表層までのボンゴ

ネット鉛直曳網によって採取しました。このネットに

は一方に333戸nの、もう一方には183pm と 35pm の

網地が取り付けてあり、1回の曳網によって＞333 

pm1 > 183pm、およびl83-35pmの大きさのプラン

クトンを採集することができます。採集したネットプ

ランクトンは乾燥重量を測定した後、炭素・窒素含有

量の測定を行いました。 

［結 果］ 

調査海域における海洋環境およびプランクトン密度

には調査年によって大きな違いが見られました。図1 

は表層の硝酸塩濃度を示しています。1990年には北緯 

43度以南の海域では硝酸塩濃度が lpM以下で、硝

酸塩はほとんど使い果たされていることがわかります。 

これに対して1991年には lpM以下の海域は調査域

の南端にみられるだけで、調査域全域にわたって硝酸 
1991 	 50。N 1992SIll) 1990 

50ロN 	 
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0.379 
0.306-0.471 

(28) 

4.6 
3.6-5.9 

(21)  

17.8 
11.3-28.1 

(22)  

11.6 
7.3-18.3 

(22) 

0.308 
0.225-0.420 

(29) 

5.1 
3.5-7.4 

(22) 

19.5 
11.6-32.7 

(22) 

11.4 
6.5-19.8 

(22) 
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表 1 表面水温、表層混合層深度、表面硝酸塩濃度、表面

クロロフィル濃度およびサイズ別のプランクトン密

度の緯度経度 1度格子毎に求めた算術平均の幾何平

均（GM）および95％信頼区間。括弧内の数字は格

子の数。 

1990 1651 1992 

15.4 12.7 13.7 
14．ユ-16 .8 11 .5-14 .1 11 .7-15.8 

(32) (28) (29) 

16.6 21.7 16.4 
15.4-17 .9 19 .5-24 .2 14 .0-19.3 

(32) (28) (29) 

2.20 5.49 3.03 
1.32-3.40 
	

3.91-7.58 
	

1.81-4.79 
(32) 
	

(28) 
	

(29) 

0.168 
0.116-0.244 

(32) 

10.0 
7. 2-13 .6 

(16) 

11.9 
7.6-15.7 

(16) 

6.7 
4.1-10.9 

(16) 

塩濃度が高くなっていることがわかります。また1990 

年にはほとんどみられなかった硝酸塩濃度10pM以上

の海域は、1991年には太平洋側の北緯45度以北の海域

に広がっていました。このような観測年による違いは、 

ネットプランクトン密度にもみられました。図 2 は 

333pm以上の大きさのプランクトン密度を示してい

ます。1990年には20mg carbon・m一9 以下の海域が、 

調査域の大半を占めていましたが、1991年および1992 

年には20mg carbon・m18以上の海域が調査海域の半

分近くを占めるまでに広がっています。 

そこで、調査年毎の海洋環境・プランクトン密度の

比較を行うために、調査海域を緯度・経度1度毎の格

子に区切り、その格子毎に、それぞれの環境要因およ

びネットプランクトン密度の算術平均を計算し、調査

海域内でこの算術平均の幾何平均を求めました（表 

1)。その際、調査点の位置は年毎に異なり、特にオ

ホーツク海側と調査域の南端は調査海域が変わってい

るため、調査海域が 3年間ほぽ共通となる亜寒帯前線

以北の太平洋に限って比較を行いました。 

1991年は 3年間で表面水温が最も低く、表層混合層

深度、表面硝酸塩濃度、表面クロロフィル a濃度は 

3年間で最大となりました。一方、最も表面水温の高

かった1990年は硝酸塩、クロロフィル a濃度共に最

も低く、表層混合層深度は1992年よりは僅かに深いも

のの1991年よりは低い値となりました。これら、 4 つ

の環境要因すべてにおいて、1990年と1991年の間には

有意な違いがみられました（t-test, P <0.05)。ネッ

トプランクトン密度では、183-35,um のマイクロプラ

ンクトンで、1990年が他の年より有意に高くなってい

ます。l83pm以上および333pm 以上のマクロプラン  

クトン密度には年毎の有意な相違はみられませんでし

たが、1990年は他の年にくらべ 6 割程度の密度しかあ

りませんでした。 

このような年毎の海洋環境およびネットプランクト

ン密度の違いから、夏季の西部亜寒帯水域における魚

類の餌料であるネットプラジクトン密度の変動要因に

ついて次のような仮説を立てました。すなわち、低い

表面水温はなんらかの要因で鉛直混合が盛んであった

結果を示し、その結果、硝酸塩が表層により多く供給

され、植物プランクトンがより多く増殖することを示

している。深層から供給される硝酸塩を利用して増殖

する植物プランクトンは比較的大型の（>lOpm）珪

藻等が多いため、それを餌とするマクロ動物プランク

トンも増加すると考えられます。これに対して、鉛直

混合があまり盛んでなく、表面水温の高い年には硝酸

塩の表層への供給が少ないため、クロロフィル a濃

度は低くなり、また低い硝酸塩濃度に対応して小型の 

(<lOpm）植物プランクトンが優占するため、それ

を餌とするマイクロ動物プランクトンは相対的に増加

する、というものです（表 2)。 

表 2 西部亜寒帯太平洋における、表面水温の高い夏と低

い夏の海洋環境とプランクトン密度の関係について

の仮説 

高い 
	

表面水温 
	

低い 

浅い 
	

表層混合層 
	

深い 

低い 
	

硝酸塩濃度 
	

高い 

低い 
	

クロロフィル濃度 
	

局い 

高い 
	

マイクロプランクトン密度 
	

低い 

低い 
	

マクロプランクトン密度 
	

高い 

低い マイクロ＋マクロプランクトン密度 高い 

この仮説で述べているように、表面水温とプランク

トン密度の間に負の相関関係があるならば、過去にさ

かのぼって、または real timeで広範囲な情報を手に

いれることができる表面水温を用いて、魚類の成長と

餌料環境の関係について過去にさかのぼって解析し、 

また real timeで推定することも可能になると考えま

す。 

この仮説は 3年間の観測結果とは矛盾しませんが、 

他の年にも適応可能かどうかを明らかにするためには、 

仮説の中のそれぞれの過程について、観測や実験によ

って1つずつ検証していく必要があります。そして、 

この仮説の検証は、将来の地球環境変動、特に海水温

の変化や風速の変化による表層混合層の発達が魚類餌

料環境に与える影響を評価する上でも、重要であると

考えています。 

（海洋環境部・生物環境研究室、海洋動態研究室） 

Year 

Temperature (。C) 
GM 
95% conf. Urn. 

Depth of mixed layer Cm) 
GM 
95% conf. Em 

NO (pM) 
GM 
95% conf. Hm. 

Ghl. a (mg m) 
GM 
95% conf. lirn. 

183-3りm (mgC・m') 
GM 
95% conf. uirn 

>18みm (mgC ・ rn3) 
GM 
95% conf. lEa. 

>33りm (mgC ・ nlーり 
GM 
95% cxxi. urn. 



PICES （北太平洋の海洋科学に関する機関） 

第 2 回年次会合報告 

和 田 時 夫 

1993年10月25日から30日まで、米国シアトル市にあ

る米国海洋大気庁（NOAA）北西水産科学センター 

において、P1 CES の第 2 回年次会合が開催されま

した。私は水産科学委員会の日本国委員の一人として、 

この会合に出席する機会を得ましたので、その概要を

報告するとともに、あわせてPT CESの機構と役割

についても紹介します。 

1. P l CE Sの目的と機構 

PT CESは、 カナダ、中国、日本、米国の間の国

際的な協定によって1992年に設立されました。PlC 

ESの正式な名称は、北太平洋の海洋科学に関する機

関 (North Pacific Marine Science Organization) で

すが、北大西洋において長い歴史と権威を誇るlCE 

S (International Council for the Explaration of the 

SeaS 1902年設立）にあやかってこの略称が使われる

ようになったと聞いています。この機関の目的は、北

太平洋とその付属海およびそこに棲息する海洋生物に

対する科学的知見を蓄積するための研究を促進し調整

することにあります。P1 CESの傘下で推進しよう

とする主なテーマは、海洋環境とその陸地および大気

との相互関係、地球的な気象と気候変動における海洋

の機能と反応、植物相、動物相および生態系、海洋汚

染をはじめとする海洋環境に対する人間活動の影響、 

などです。海洋の科学的研究に関する情報とデータの

収集および交換もPT CESの重要な目的のーつです。 

また、 P1 CESは、 北太平洋の海洋科学を推進する

上で重要な国際交流の場であると同時に、関係各国の

科学者に対して、重要な研究課題について情報をわか

ち会い協力関係を築く機会を提供する場でもあります。 

PT CESは海洋学、 海洋化学、モデリング、海洋

環境の質、気候と漁業などの広範な分野にわたる学際

的な機関であり、生物海洋学、水産科学、海洋環境の

質、物理海洋と気候、の 4 つの常設の科学委員会、科

学委員会を統括する科学評議会、PT CESの意志決

定機関である総務会、および行財政委員会から構成さ

れています。さらに、科学委員会および科学評議会の

傘下に特定のテーマに対応するワーキンググループが

設けられています。第 2回会合終了時点でのP1 CE 

Sの機構図と、日本からの総務会代表および委員会委

員のリストを報告の末尾に示します。 

2．第 2回年次会合の日程と構成 

第 2 回年次会合はワシントン州シアトル市のNOA 

Aの北西水産科学センターで1993年10月25--30日に開 

催されました。今回の年次会合では、常設の各委員会 f" 

の会合に加えて 5 つのトピックスについて科学セッシ 、 

ョンが開かれ、P1 CES の実質的な活動の幕開けと 

も言うべき会合となりました。米国、カナダ、日本、 

中国、ロシア、韓国および他の関係国際機関から合計 

234人がこの会合に参加しました。日本からの参加者 

は実に36人を数え、ホスト国である米国に次ぐ人数で 

した。 

この会合にあわせて、N OAAアラスカ水産科学セ

ンターの企画による、「ペーリング海および北太平洋 

の生態系における加入前のスケトウダラの重要性」に

関する国際ワークショップが開催されたほか、米国と

ロシア間でのサケ・マスに関する研究計画や、関係国

間でのベーリング海の調査航海計画の調整についても、 

この会合を機会に協議が行われました。 

3，科学セッションの概要 

今回の科学セッションのポイントは、北太平洋にお

ける生態系の状態と有用魚類資源の動態の概観、およ

び地球規模での気候・海洋変動現象の把握と物理学的

過程の検討であり、以下の 5つのトピックスについて

研究発表と討論が行われました。 

①亜寒帯水域の海洋循環と気候変動 

②亜寒帯木域の古生態学的研究 

③北太平洋における化学的、生物学的重要汚染物質

④沿岸水域における魚類資源豊度と卓越種の交代

⑤利用可能なプラットフォームからの長期海洋観測 

科学セッションを通じ、以下の点が今後の重要検討

課題として指摘されました。 

①北太平洋における海洋の循環や海水混合などの海洋 
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変動の特性とそれが重要生物資源に与える影響を解

明すべきこと。 

②海洋生態系を理解する上で、排水や沿岸の汚染を通

じた人間活動の影響の解明が重要であること。 

③汚染物質の大気による輸送機構を解明すべきこと 

（例えばダイオキシンなど）。 

④富栄養化にともなう有毒藻類の大増殖機構の解明と

予測の必要性が増加していること。 

⑤船舶のバラスト水による生物の輸送と他海域への侵

入が問題となりつつあること。 

⑥海底に堆積した魚鱗や木の年輪等を用いる魚類資源

や海洋環境の歴史的変動過程の再現が、これらの長

期変動を検討する上で有効な手法であること。 

⑦捕食一被食関係、分布と海洋条件との関係、および

海洋変動の把握が、魚類資源の豊度の予測や生態系

を理解する上での基本的な知見であること。 

4．今後の科学活動に関する計画 

1）第 3 回年次会合のトピックスおよび関連ワークシ

ョップ 

各ワーキンググループは第 2 回年次会合に先立ち、 

根室（WG1. 3. 4, 6)、アンカレッジ（WG 5)、 

およびシアトル（WG 2 ）で会合を持ち、与えられた

テーマについての既往の知見をレピューするとともに

今後の研究計画を検討し、Pr CES第 2 回会合への

ンポートをとりまとめました。ワーキンググループか

らのレポートは関係する科学委員会で検討の上、科学

評議会へ送付され、科学評議会ではこれを素材として

総務会への提案をとりまとめました。 

総務会では、科学評議会の提案に基づき、来年度お

よび第 3 回年次会合へ向けたワーキンググループ活動

のポイントを、 

①亜寒帯太平洋の物理過程のモデリング、サケ・マス

をはじめとする魚類生産に対する北太平洋生態系の

環境収容力の検討、 

②気候および海洋変動の魚類資源、海産ほ乳類、海鳥、 

および他の栄養段階に対する影響、 

③太平洋の東西での魚類資源と再生産（加入）の動態、 

およぴ沿岸生態系における栄養動態、 

におくことに合意しました。 

また総務会は、第 3 回年次会合は日本からの提案に

基づき、後述の関連ワークショップの開催期間を含め

て、10月15-24日に根室市で開くことに合意レ、科学

セッションのトピックスとして、  

①北太平洋亜寒帯域における生態系の動態（Science 
Board) 

②北太平洋亜寒帯域とその縁辺海における物理過程の

モデリング（POC) 

③北太平洋亜寒帯および移行域における生物の季節変

動および長期変動（BlO) 
④ニシン類およびサバ類の加入量変動（FIS) 
⑤汚染物質が海洋生態系に与える影響評価に関する学

際的方法（MEQ) 

の 5 つを承認しました。 

加えて総務会は、現在までの知見のレビューや国際

共同研究計画の立案を目的として、以下の 3 つのワー 

クショップを第 3 回年次会合と前後して開催すること

を承認しました。 

①亜寒帯の海洋変動のモニタリングに関するワ ショ

ップ 

②気候変動と環境収容力に関する PT CES~GLO 
BEC国際計画設計のためのワークショップ 

③ォホーツク海の千島海域に関するワークショップ 

①は物理海洋学と気候委員会の日本側メンバーから

の提案に基づくもので、国際海洋観測計画であるGO 

0 S (Global Ocean Observing System）との連携を

企図したものです。 

②の具体的な目的は、 

a．太平洋亜寒帯水域の高次栄養段階（サケ・マス

等）に対する環境収容力の決定、およびその気候変

動に対する応答を解明するための研究戦略の検討、 

b．北太平洋沿岸域における主要魚類の生産性に対す

る海洋変動の影響解明のための共同研究計画の立案、 

であり、科学評議会、WG 6 「亜寒帯循環」、WG 3 
「沿岸浮魚類」が中心になって、企画・運営委員会を

作り、ワークショップの枠組みと研究計画素案の策定

を進める予定です。 

また③については、物理海洋学と気候委員会が中心

となり、この海域の海洋と漁業に関する知見のレビュ 

ーおよびデータの利用可能性と交換についてロシア人

研究者と話し合うことを目的に、1995年夏にウラジオ

ストックでの開催を目指して準備中です。 

第 3 回年次会合の第1回目の案内は、1994年 2 月中

には、P ICES事務局よ り加盟国および関係国、お

よび各国の関係者あて発送される予定です。 

ショ 
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2）出版、情報交換計画 

総務会は、科学評議会からの提案に基づき、今回の

会合で出版や情報に関する以下の事項を検討、決定し

ました。 

a. PICES Scientific Report Seriesの刊行：ワーキ

ンググループレポートやワークショップ議事録を出

版する。編集は科学評議会が担当する。当面WG 1, 

3. 6の1993年度のレポートが対象となる。 

b．研究者の招聴、派遣のための信託基金の創設；P 

I CES活動にとって有益な研究者の年次会合やワ 

ーキンググループ会合等への出席を確保するため、 

加盟国の自発的搬出による信託基金を設ける。加盟

国間での研究者の交換制度についても、この基金の

もとでの運用を検討する。 

C．調査船運航スケジュールの交換】事務局に加盟国

の調査船の運航計画を集め、関係者および機関に広

報する。加盟国は、このための事務局との連絡窓口

を設置する。 

3) P ICESの役割と関係機関との関係 

PT CESにとって、 北太平洋の海洋科学に関する

課題に関して、他の機関との協力関係を確立すること

が重要です。また、協力関係のありかたにより期待さ

れる P1 CESの具体的役割も変化します。 

P1 CESの果たすべき役割については、設立以来

加盟国間に見解の相違があります。カナダは、FTC 

ESが北大西洋におけるI CESと同様、漁業資源管

理問題に関しても一定の科学的勧告機能を持つべきこ

とを主張し、現在NPAFC （北太平洋の遡河性魚類

に関する委員会】North Pacific Anadromous Fish 

Commission) のもとで行われている調査、研究も P 

ICES傘下に移すことを主張しています。これに対

し、日本および米国は、漁業資源管理およびこれに関

わる調査は、NPA FC等の漁業に関する国際条約等

で扱うべき事項であること、また、現在のPT CES 

には、漁業管理問題についての科学的勧告の要請に答

えるだけの組織体制がないこと、を理由に反対してい

ます。 

第 2 回会合でも、この問題、特にNPAFCとの関

係は、水産科学委員会や総務会での主要な検討事項の 

ーつでした。現時点では、NPAFCとしても、サ

ケ・マスに関係する魚種等を含めた自前の調査活動が、 

機関の目的達成のために不可欠であるとの認識を持っ

ていることから、関係国が従来からの主張を繰り返す

にとどまり、両機関の関係の取り決めについて具体的

な進展はありませんでした。 

しかしながら今回の会合では、PT CESに対し加

盟国および関係国際機関から科学的助言の要請があっ

た場合、それへ回答するための手続きについて、科学

評議会の素案を基に総務会で協議、決定が行われまし

た。さらに、対象海域の各種の科学的データセット蓄

積と交換促進を目指して、 PにES事務局を中心に、 

加盟国の持つデータセットの目録作りを進めることも

承認されました。これらは PT CESが国際的調整機

関としての具体的活動へ、一歩踏み出したことに他な

りません。今後P1 CESの活動がより具体的になる

過程で、他の国際機関との協力関係について実際的な

議論と調整が進むことが期待されます。 

4）新規加盟国問題および副議長の選出 

新規加盟国問題では、PT CES議長がロシアおよ

び韓国政府に対し加入を呼びかける書簡を送ることに

なりました。最近の PT CES事務局からの情報によ

れば、ロシアはウラジオストックにPT CES対応の

国内委員会を設置しましたが、韓国はまだ国内での調

整がついていない様子です。また今回の会合でPlC 

ES副議長として中国のLiu氏が選出され、FTC 

ESの執行体制が整いました。 

5．おわりに 

PT CESの具体的活動は、今回の年次会合を経て

ようやく緒についたと言えましょう。日本は、第 3回

年次会合のホスト国として会合の成功に事務局ととも

に責任を持つだけでなく、加盟国の一員として第 2 回

会合で合意された事項を積極的に推進する責任を負っ

ています。現時点では合意事項を推進する国内の体制

は必ずしも十分ではありません。今後PT CES活動

の具体化にともなって増加する事務局や科学評議会か

らの連絡や要請事項に機動的に対応できるよう、対外

的にも日本を代表できる国内体制（国内委員会）の確

立が急務です。 

P1 CESの活動は、 特定機関による特定海域を対

象とする調査研究のみを対象としているのではありま

せん。加盟国の沿岸域の水産海洋分野における日常的

な問題の比較検討や、問題解決に向けた国際的な連携

も重要な要素です。国内関係機関および関係者のP1 

CES活動に・対する日頃からのご理解ご支援と、来る

第 3回年次会合への積極的な参加をお願いいたします。 

最後になりましたが、第 2回会合に出席するにあた

りご高配をいただいた水産庁国際課および研究課の皆

様に厚くお礼申し上げます。 

（資源管理部浮魚資源研究室長） 



第 2回年次会合時点の日本国総務会代表および委員会委員 

  

総務会 

畑中 寛（遠洋水産研究所企画連絡室長） 

山田洋一郎（外務省国際科学協力室主席事務官） 

行財政委員会 

山田洋一郎（外務省国際科学協力室主席事務官） 

物理海洋学および気候委員会 

永田 豊（東高大学理学部教授） 

杉森 康寛（東海大学海洋部教授） 

宇治 豪（気象庁海洋課長） 

生物海洋委員会 

杉本 隆成（東京大学海洋研究所教授） 

池田 勉（西海区水産研究所海洋環境部長） 

 

海洋環境の質委員会 

平野 敏行（トキワ松学園女子短期大学学長） 

渡辺 正孝（環境庁国立環境研究所水土壌圏環

境部長） 

木下 正明（環境庁水質保全局海洋汚染・廃棄 

物対策室長） 

水産科学委員会 

大谷 清隆（北海道大学水産学部教授） 

佐々木 喬（遠洋水産研究所北洋資源部長） 

和田 時夫（北海道区水産研究所浮魚資源研究

室長） 

 

           

           

     

総務会(Governing Council) 

議長：W.S.Wooster, 副議長】C.Liu 

   

           

           

 

科学評議会（Science Board) 

議長：D.M.Ware 

 

行財政委員会（Finance & Admin. Committee) 

議長： J.C.Davis 

 

事務局（Secretariat) 

事務局長：W.D.Mckone, 

事務局次長】M.Miyata 

 

          

  

物理海洋学および気象委員会（Physical Oceanography 

and Climate Committee) 議長】 Y.Nagata 

生物海洋学委員会（Biological Oceanography 

Committee) 	 議長 : M.M.Mullin 

海洋環境の質委員会（Marine Environmental 

Quality Committee) 	議長 : J.Zhou 

 

Working Group 1】オホーツク海と親潮水域（終了） 

(Okhotsk Sea and Oyashio Region) 議長： L.D.Talley 

Working Group 7 】北太平洋亜寒帯循環のモデリング（新設） 

(Modelling of the Subarctic North Pacific Circulation) 

Working Group 2 】共通の海洋汚染評価法の開発 

(Development of Common Assessment Methodology 

for Marine Pollution) 議長】 R.Addision & MZhou 

 

    

    

           

  

水産科学委員会（Fishery Science Committee) 

議長】Q.Tang 

 

Working Group 3 】沿岸生態系における浮魚類の動態 

(Dynamics of Pelagics in Coastal Ecosystems) 

議長】J.Hunter & T.Wada 

 

  

Working Group 4 】データ収集と品質管理 

(Data Collection and Quality Control) 議長】 S.Mckinnell & D.Yang 

   

  

Working Group 5：ベーリング海 

(Bering Sea) 議長】 A.V,Tyler 

     

  

Working Group 6 】亜寒帯循環 

(Subarctic Gyre) 議長 : B.Hargreaves & T.Sugimoto 

     

       

第 2回年次会合終了時点でのPlCESの機構 
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「ーー第53回 研究談話会 「― 弟コJl」 切 Tブt云’靖白云 

く海藻研究セミナー〉について~ 

~  
［ーーーーーーーーーーーー． 	--―飯皇ー一一焦― 

昨年 8 月18日久しぶりで研究談話会が開かれた。 

話題提供は Centre for Microscopy and Mi-

croanalysis, University of Western Australia の 

John Kuo教授と飯泉で、題は各々 Seagrass 

Research in Japan 】 Past, Present and Future と 

Seagrasses at Kushiro 】 What, Where and Howで

った。 

Kuo教授は電子顕微鏡を駆使して生物の微細構造

を研究し、それを基に分類を行う専門家である。対象

生物は昆虫から植物まで広く、特に海産顕花植物（海

草、例えばアマモ、スガモ）の研究では世界の第一人

者である。大学のあるオーストラリア、パースの周辺

は温帯性海草の分布で特異的な地域で、教授はこれま

でいくつかの新種を発見している。教授は10年近く飯

泉らと日本に固有な海草類にてハ・て共同研究を行って

きた。今回、 International Workshop of Seagrass 

Biology, Kominato 1993に出席するために来日し、打

ち合わせ・サプリングの為に来釧した。その機会に談

話会でこれまでの教授の研究活動の概要を話してもら

った。以下に Kuo教授の話を要約したい。 

日本における海産顕花植物の研究は 19世紀末

の松村や牧野による記述に始まる。そのなかに 

Phyllospadix iwatensis Makino （スガモ）のように

新種も含まれていた。これはその学名から分かるよう

に岩手県宮古で発見されたものである。1930年代に入

り三木は日本全土及び当時日本領内であったその周辺

地域における海産顕花植物の分類・分布をまとめ、 

subgenus Zosteraのなかで 3新種を記載した。また

三木らは「菊石」とよばれているものが海草の化石で

あると報告した（我々の研究では菊石は海草類の祖先

とは考えられないという結果になった）。しかし、三

木による報告の後、新種に関する研究は分類学的研究

は勿論特に生理生態学的研究などほとんどなされなか

った。 

このように、日本で見られる海草類には沖縄県等に

分布している熱帯性海草（赤道域と共通な種）の他に、 

温帯性海草の Zosteraceae に関して上記の牧野、三

木らや記載した固有種が 5種もある。これは Kuo教

授がフィールドとしている西オーストラリアとよく似

た状況で種の分化等、興味ある研究対象である。今後、 

形態だけでなく静・II構造の研究結果を含めた海草類の  

分類の分類を考え直す必要があると思われる。まだ微 

細構造に注目した分類学的研究を始めたばかりである

が、今後DNA l よる分子分類学、詳細な分布調査を

含めた生態学、等の研究が必要となろう。 

スライドを使った微細構造の話など紙上で簡単に表 

現できないが、以上のような内容であった。 

最後に教授が強調した点がある。それは海草類に襲 

いかかっている人間活動の影響である。「オーストラ

リアでは広大な藻場が消滅あるいはその過程にある海 

水の汚濁が主な原因と考えられているがその詳しい調

査研究が必要であろう。これは地球上各地域で起こっ

ていることで緊急の研究がなされなければならない」 

ということであった。 

千葉県小湊で行われた国際ワークショップに出席した

研究者達も同様な意見を持っていた。ワークショップ 

で合意した宣言（共通の認識）を下に載せる。ワーク

ショップ等、関心のある方はご連絡下さい。 

International Workshop on Seagrass Biology-

Kominato Marine Laboratory 

Twenty-eight seagrass scientists from eight 

countries representing the Mediterranean, East 

Asian, North American and Australian regions, 

experessed grave concern 

1. at the loss of seagrass ecosystems worldwide; 

2. that despite major advances in seagrass 

research in the last decade basic information such 

as species distributions are lacking for many 

parts of the world ; and 

3. that the urgency of the problem requires 

environmental policy and public education be 

raised to a high priority. This cannot be achieved 

unless the gaps in scientific understanding are 

filled. 

The meeting recognised the need for scientists to 

collaborate internationally to provide expert advice 

on seagrass environmental issues 

Australia will host the next international seagress 

meeting in early 1996. An International Seagrass 

Science Association (ISSA) will be formed with a 

major objective being to communicate knowledge of 

seagrass. 

（資源増殖部藻類増殖研究室長） 
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第 2 回 WPECワークショップ 

この集会は、昨年度に発足したWPEC“の研究を進

めることを目的に開かれた。以下に集会のあらましを

紹介する。 

日 	程：1993年12月13, 14日 

会 場】北海道区水産研究所 

参集範囲：中央・函館・釧路・網走・稚内水試、青森

水試、岩手水試、北大水産学部、北海道東

海大、東北大農学部、東大海洋研、東北水

研八戸、水産庁、および北水研から約40名 

（ほかに、ロシア太平洋漁業生物研究所の

ファデーェフ博士らが傍聴） 

文な内容：活動経過と研究計画案の発表 

調査・分析手法および資料にかかわる問題

点の抽出 

94年以降の重点課題・行動計画の設定 

ヲ移三進行のマネージメントおよびチームの強化 

WPECの仕事のおもな部分は、親潮水域において、 

環境の変化と生物（スケトウダラ・オキアミが鍵種） 

の量的変動との関係を、過去のできごとも含めて分析

することから成っている。一方、鍵種であるスケトウ

ダラの初期生残と、これにつづく加入の過程は、明か

でない。また、オキアミの生態・動態もほとんどわか

っていない。 

論議は、これらを踏まえた研究計画の練り上げと、計

画を実行するにあたっての問題点のあぶり出しを中心

に展開された。計画は、全体としてスケトウダラの量的

変動過程の把握に重心を置いた内容となった。これは、 

WPECが、スケトウダラからオキアミへと生物生産の

過程を遡るかたちで研究を進める方針をとっているこ

とに基づく。しかし、このやり方ゆえに、WPECは 

GLOBEC”の 趣旨に必ずしも沿っていないとの意見

があった。 

WPECの研究は、94年以後、大きく分けて北水研、 

北大（HUBEい’）、道水試、および東北水研八戸・

関係水試の、 4 つのグループの分担によって進められ

ることとなった。WPECの研究フィールドが親潮水

域だとはいっても、その中の環境と生物生産過程には

地域性がある。研究チームも、専門分野および所属の

異なる、さまざまなメンバーから構成されている。し

たがって、研究はこれらに対応するかたちで設計され

るべきとの判断がはたらいた。 

北水研らのグループは、スケトウダラの生命表の作

成と、栄養動態モデルの原型の改良をおこなう。そし  

て、生活史のなかでも特に不明な、漁獲対象への加入

前後のスケトウダラの動態をとらえることをめざす。 

この計画に対し、内容が総論的で焦点の絞り込みが不

足との指摘があった。 

北大（HUBEC）らの,グループは、スケトウダラの

産卵場である噴火湾を中心1こ、産卵～初期生活史にお

けるスケトウダラの量的変動と環境との関係を探る。 

計画は、物理環境（流れ・水塊配置・水温）、餌生物

の動態、およびスケトウダラ仔稚魚の生残を相互に関

連づけた仮説の検証を軸に設計されている。 

道水試のグループは、上の 2 つのグループと連携し

ながら、日ごろの調査のなかでスケトウダラの生態・

資源に関する情報を収集・分析していく。なお、現在

このグループは、日本海沿岸において、NDA分析な

どに基づくスケトウダラの系群判別を試みている。親

潮水域でもスケトウダラの群構造の分析が必要である

ことから、その成果はWPECに応用されることにな

るだろう。 

東北水研（八戸）と関係する水試のグループは、関

係する調査事業を利用して、東北沿岸のスケトウダラ

に関する知見を蓄えていく。また東北水研は、スケト

ウダラの群構造の分析と加入時の現存量の推定を試み

ながら、オキアミやマダラ（スケトウダラの競争者、 

捕食者）についても併せて調べる。 

論議を進めていくうちに、研究の基礎となるべき歴

史的資料にはどんなものがあり、それらはどこにどれ

だけ蓄えられているのが、実は調べられていないこと

がはっきりしてきた。そこで、北水試、北大、および

北水研のメンバーから成る数人で、データ発掘・点検

の作業グループを作ることが決まった。このプループ

において、関係資料の所在と内容、蓄積（死蔵？）の

度合い、あるいは利用の適否などを、94年の1年間を

かけて調べていくことになる。 

今秋には、PICESの年次総会が根室で開催される。 

北太平洋の生態系研究をめぐる国際的な動きが活発に

なる中で、WPECは、しかるべく寄与することにな

るはずである。 

（資源管理部底魚資源研究室長 渡辺一俊） 

*1 北水研技報第 3号に、WPECの意義と第 1回ワー 

クショップの内容を報告した。 

* 2 GLOBal ocean ECosystems dynamics : &Jプラン

クトンの変動に着目して、海洋生態系の動態の解明をめぎ

す世界規模の研究プロジェクト。WPECは、GLOBEC 
の国別プログラムである、J-GLOBECの 傘下にある。 

* 3 Hokkaido Unversity, Subarictic Ecosystem 
dynamics and Climate,北大水産学部の北太平洋亜寒帯

水域研究プログラム。 
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研究発表課題―覧 

＊著者名のゴシック体は北海道区水産研究所所属 

〔印刷刊行物〕 

谷津 明彦・平松 一彦・島田 裕之（遠洋水研）・

村田 

・北太平洋における流し網の目合と海産浦乳類の混獲 

CPUEの関係、日本水産学会誌、61X1)、平成 6 年1月

村田 守・早瀬 茂雄（遠洋水研）】 

・Life history and biological information on flying 

squid (Ommastrephes bartyami)in the North 

Pacific Ocean, International North Pacific 

Fisheries Commission, Bulletin, 53(11), 1993 

谷津 明彦・島田 裕之（遠洋水研）・村田 

・Distribution of epipelagic fishes, squids, marine 

mammals, seabirds and sea turtles in the central 

North Pacific, International North Pacific 

Fisheries Commission, Bulletin, 53(11), 1993 

松原 孝博・高野 和則（琉球大熱海科学セ）: 

・サクラマス Oncw'hynchzis masmの体腔液産生に伴

う水分の移動、北水研研報、58、平成 6 年 3 月

松原 孝博・原 彰彦（北大水産）・高野 和則（琉

球大熱海科学セ）】 

・Immunohistochemical localization of coelomic 

fluid-specific protein in the coelomic epithelium 

and mesovarium of chum salmon Oncorhynchus 

keta、日本水産学会誌、59(10)、平成 5 年10月 

古屋 康則‘宗原 弘幸（北大水産）・高野 和則 

（琉球大熱海科学セ）・高橋 裕哉（北大水産）: 

・Effects of extracellular environments on the 

motility of spermatozoa in several marine 

sculpins with internal gametic association, 

Comparative Biochemistry and Physiology, part 

A, 106(1), 1993 

古屋 康則・演津 友紀・松原 孝博】 

・道東太平洋海域におけるキチジSebastolobus maー 

cro硫か雄の精巣発達過程、北水研研報、58、平成 

6 年 3 月 

古屋 康則】 

・胎生魚ナガガジの妊娠中の胎仔の成長、北水研ニュ 

ース、47、平成 6 年 3 月 

中村 好和】 

・イカ類の野外行動観察の手法一特にバイオテレメト

リーを中心に、平成 4 年度いか類資源・漁海況検討

会議報告、遠水研、平成 6 年 3 月 

斎藤 和範： 

・1990一 1992年に小笠原東方海域によって採集された

アカイカ科稚仔の分布と分類について、平成 4 年度

いか類資源・漁海況検討会議研究報告、遠水研、平

成 6 年 3月 

斎藤 和範： 

・小笠原諸島東方海域におけるアカイカOmmastre-

加es bartra 房とスジイカEucleoteutis んm訊osaの

分布について、北水研研報、58、平成 6 年 3 月 

斎藤 和範： 

・アカイカOmmastrephes bartrami 稚仔の採集法につ

いて、北水研研報、58、平成 6 年 3 月 

柏井 

・亜寒帯循環、月刊海洋、号外、 6 、平成 6 年

河野 時鷹： 

・ニールブラーウツCTD塩分スパイク除去法、北水研

ニュース、46、平成 5 年10月 

服部 寛（北海道東海大工）・斉藤 宏明： 

・Vertical distribution and feeding behavior of 

copepods under sea-ice in Lake Saroma, Pro-

ceedings of the NIPR Symposium on Polor 

Biology, 7, January 1994 

斉藤 宏明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・The relationship between vertical migration and 

feeding rhythm of Pseudocalanus spp. under the 

ice at Saroma Lake、北極科学研究会、平成 5 年12 

月 

斉藤 宏明】 

・亜寒帯水域における海洋環境とプランクトン密度の

変動について、北水研ニュース、47、平成 6 年 3 月

飯泉 仁・坂西 芳彦】 

・Temperature dependence of photosynthesis-irra-

diation(P-I) relationship of gametophytes of 

Laminaria re嬉iosa Miyabe、北水研研報、58、平

成 6 年 3月 

坂西 芳彦： 

・貝殻に着生するコンプ ーェナガコンプー、北水研

ニュース、46、平成 5 年10月 

町口 裕ニ： 

・キタムラサキウニStrongylocentrotus nudusの飼育

下における摂餌選択性、北水研研報、58、平成 6 年 

3 月 

中川 義彦・角田 富男・城野 草平（釧路水試）・

伊藤 博・根室北部水指： 

・尾岱沼地区アサリ増養場造成事業調査、平成 4 年度

釧路水試報告、平成 5年11月 
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南 卓志・深野 敬一（農技会）・中川 亨・渡辺

研一（日栽協厚岸）】 

・マツカワ種苗の底質選択性について、北水研研報、 

58、平成 6 年 3月 

爆野 敬一（農技会）・南 卓志： 

・北海道東部海域におけるオヒョウの産卵期、北水研

研報、58、平成 6年 3月 

安藤 

・ホタテガイの雌雄同体個体、北水研ニュース、46、 

平成 5年10月 

大久保信幸・渡部 終五（東大農）・尾城 隆・

隆島 史夫（東水大）・中島 浩（大洋漁業中央研）: 

・Subunit structures of multiple hemoglobins in 

carp, Journal of Comparative Physiolgy, B, 163, 

1993 

〔口 頭 発 表〕 

和田 時夫・八吹 圭三： 

・Compensatory mortality in juvenile walleye 

pollock (Tlzeragra chalcogramma) along the 

Pacific coast of southeasterm Hokkaido, 

Workshop on the importance of prerecruit 

walleye pollock to the Bering Sea and North 

Pacific ecosystems, Seattle, October, 1993 

松田 裕之（九大水産）・和田 時夫・竹内 康弘 

（静岡大工）・松宮 義晴（東大海洋研）】 

・Effects of environmental fluctuation and inter 

specific competition on the species replacement 

pattern of pelagic fish, PICES第 2 回年次会合、シ

アトル、平成 5年10月 

古屋 康則・松原 孝博・池内 俊貴・足立 伸次・

山内 暗平（北大水産）】 

・胎生魚ナガガジのビテロジェニンの精製と血中濃度

の周年変化、日本動物学会第64回大会、沖縄、平成 

5年11月 

古屋 康則・松原 孝博・中川 亨（ョ栽協厚岸）】 

・マツカワの人工受精法の確立、1993年度日本水産学

会北海道支部例会、釧路、平成 5年12月 

古屋 康則・潰津 友紀】 

・道東太平洋海域におけるキチジの生殖腺発達、1993 

年度GSK北日本底魚部会、釧路、平成 5年12月

松原 孝博・本田 聡・古屋 康則・和田 時夫】 

・マイワシの生殖腺発達に対する光周期および水温の

影響、1993年度日本水産学会北海道支部例会、釧路、 

平成 5 年12月 

本田 

・計量魚探によるサンマ現存量の評価、1993年度日本

水産学会北海道支部例会、釧路、平成 5 年12月 

本田 

・流し網を用いた魚群分布調査の問題点、第43回サン

マ資源研究会議、塩釜、平成 6 年 3月

渡辺 一俊・川崎 康寛・河野 時鷹】 

・Abundance of eggs and juveniles of walleye 

pollock and the physical environment along the 

Pacific coast of northern Japan, Workshop on the 

importance of prerecruit walleye、 pollock to the 

Bering Sea North Pacific ecosystems, Seattle, 

October, 1993 

渡辺 ー俊・八吹 圭三・三宅 博哉（釧路水試）・

山村 織生（北大水産）】 

・Ecology of juvenile walleye pollock along the 

coast of southeastern Hokkaido: Distribution, 

feeding and predation by fish, Workshop on the 

importance of prerecruit walleye pollock to the 

Bering Sea and North Pacific ecosystems, Seattle, 

October, 1993 

渡辺 一俊・八吹 圭三・漬津 友紀】 

・スケトウダラの資源の動向】北海道周辺海域、1993 

年日口漁業専門家・科学者会議、ウラジオストク、 

平成 5 年10月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・漬津 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、1993年日口漁業専門家・科学者会議、ウラ

ジオストク、平成 5年10月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・三宅 博哉（釧路水試）: 

・コマイ資源についての調査結果、1993年日口漁業専

門家・科学者会議、ウラジオストク、平成 5 年10月

八吹 圭三： 

・ホッケの耳石染色法による年齢査定と根室海峡にお

ける成長、1993年度GSK北日本底魚部会、釧路、 

平成 5年12月 

矢部 衛・成松 庸二（北大水産）・八吹 圭三・

漬津 友紀】 

・北方四島太平洋沿岸における底魚類の魚類相、1993 

年度GSK北日本底魚部会、釧路、平成 5年12月

中村 好和】 

・日本周辺海域におけるスルメイカの分布特性、第24 

回シンポ「水産と海洋生物の地理学」漁業資源研究

会議、高知、平成 5年10月 

斎藤 和範・黒沢 信道（釧路農協共済組合）・武田

忠義（釧路支庁）・永安 芳江（北海道庁）】 

・釧路湿原に流入する河川の河川環境と水生昆虫相の

群集構造、第17回水生昆虫研究会、岡山県川上、平

成 5 年11月 

森 

・房総・常盤沖合域におけるスルメイカ及びツメイカ

幼稚仔の分布について、平成 5年度いか類資源・漁 
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海況検討会議、八戸、平成 6年 3 月

柏井 

・親潮海流像の変遷と海洋学の課題、東大海洋研大槌

シンポ「亜寒帯循環と北太平洋の中層水」、大槌、 

平成 5年11月 

川崎 康寛】 

・中部千島列島周辺の海水交換について、東大海洋研

大槌シンポ「亜寒帯循環と北太平洋の中層水」、大

槌、平成 5年11月 

川崎 康寛】 

・1993年夏季および秋季の千島海盆および千島列島周

辺の循環構造について、第43回東北海区海洋調査技

連、塩釜、平成 5 年11月 

河野 時鷹・川崎 康寛】 

・千島列島周辺海域における亜寒帯水の混合過程と北

太平洋中層形成に及ぼすオホーツク海の役割、第 3 

回JAPAN WOCEフォーラム、横浜、平成 6年 3 

月 

河野 時慶・川崎 康寛： 

・Formation process of the Oyashio Water, PICES 

第 2 回年次会合、シアトル、平成 5年10月 

田口 哲・青藤 宏明・葛西 広海： 

・Characteristics in penetration of ultraviolet 

radiation in the sea and its effects on marine 

phytoplankton community、第13回産業医科大学

国際シンポ、小倉、平成 5年10月 

田口 哲・害藤 宏明・葛西 広海： 

・自然蛍光とクロロフイル a との関係について、1993 

年度日本海洋学会秋季大会、仙台、平成 5年10月

斉藤 宏明・葛西 広海・田口 

・夏季の亜寒帯水域における物質鉛直輸送にはどの生

物のはたす役割が重要か？、1993年度日本海洋学会

秋季大会、仙台、平成 5年10月 

田口 

・厚岸湾月別調査結果「海底直上水と海底泥のクロロ

フイル色素の分布について」、厚岸シンポ「厚岸

湖・厚岸湾の生態系」、厚岸、平成 5年11月 

田口 哲・R.E.H. Smith （ウォータールー大学）・

白津 邦男（北大流氷研）】 

・Effects of low salinity on survival of ice algae in 

Saromako lagoon、第16回極域生物シンポ、東京、 

平成 5 年12月 

田口 哲・R.E.H. Smith （ウォータールー大学）】 

・Effects on nitrogen enrichment under different 

concentrations of silicate on the end products of 

photosynthesis by ice algae from Resolute Pas 

sage, Canadian Arctic、第16回極域生物シンポ、 

東京、平成 5 年12月 

Smith, R.E.Hにウォータールー大学）・M. Gosselin, 

（リモスキー大学）・B. Robineau （ラバル大学）・

田口 

・Dissolved organic carbon in sea ice and seawater 

of Saroma-ko and Resolute Passage,、第16回極域

生物シンポ、東京、平成 5年12月 

田口 哲・斉藤 宏明・葛西 広海・服部 寛 

（北海道東海大エ）】 

・サロマ湖におけるアイス・アルジーの鉛直フラック

ス、第 9回北方圏国際シンポ、紋別、平成 6年 2 月

田ロ 

・Prospect of biological oceanography in the 

marginal ice zone of the Sea of the Okhotsk、第 9 

回北方圏国際シンポ、紋別、平成 6 年 2 月 

田口 

・Effect of increased ultraviolet radiation on the 

phytoplankton、 第 1回地球環境研究総合推進国際

ワークショップ、っくば、平成 6年 2月 

斉藤 宏明・葛西 広海・田口 

・有光層における冷水性大型椀脚類の物質鉛直輸送に

はたす役割、東大海洋研共同利用シンポ「深海生態

系と表層生態系の相互作用」、東京、平成 6 年1月

斉藤 宏明・葛西 広海・川崎 康寛・田口 

・Annual variation in plankton biomass in the 

western subarctic Pacific Ocean、日加科学協定に

基づくさけ・ます類の生産に関するワークショップ、 

ナナイモ、平成 6年 2月 

斉藤 宏明・服部 寛（北海道東海大工）】 

・Diel vertical migration and feeding rhythm of 

copepods under sea ice at Saroma-ko lagoon. 第 

16回極域生物シンポ、東京、平成 5年12月

斉藤 宏明・津田 敦（東大海洋研）・葛西 広海‘ 

田口 

・紫外線増加が動物プランクトンに及ぼす影響につい

て、地球環境推進会議紫外線分科会、っくば、平成 

6年 2 月 

葛西 広海・声藤 宏明・田口 哲・吉森 明 

（名大理）: 

・西部北太平洋亜寒帯海域における春季プルーム時の

クロロフイル aのサイズ組成、1993年度日本海洋学

会秋季大会、仙台、平成 5年10月 

服部 寛（北海道東海大エ）・斉藤 宏明： 

・カナダ北極圏海氷下における擁脚類の鉛直分布と摂

餌の日周変化、1993年度日本海洋学会秋季大会、仙

台、平成 5 年10月 

服部 寛（北海道東海大工）・斉藤 宏明】 

・Diel changes in vertical distribution and feeding 

activity of copepods in ice-covered Resolute 

Passage, Canadian Arctic、第16回極域生物シンポ、 
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東京、平成 5年12月 

飯泉 仁・向井 宏（北大理厚岸臨海実験所）: 
・厚岸湾内のオオアマモの分布、1993年度日本水産学

会北海道支部例会、釧路、平成 5 年12月 

飯泉 

・ホソメコンプ遊走子の光合成と呼吸、東大海洋研大

槌臨海研究センターシンポ、大槌、平成 5 年10月
飯泉 

・厚岸湾月別調査結果「栄養塩の変動について」、厚

岸シンポ「厚岸湖・厚岸湾の生態系」、厚岸、平成 

5 年11月 

飯泉 

・大槌湾のアマモ場の生産生態、東大海洋研大槌臨海

研究センターシンポ、大槌、平成 6年 3 月 

飯泉 

・大槌湾の栄養動態、東大海洋研大槌臨海研究センタ‘ 

ーシンポ、大槌、平成 6 年3月 

坂西 芳彦・飯泉 

・コンプ目植物の光合成に関する生理的分化について、 

1993年度日本水産学会北海道支部例会、釧路、平成 

5年12月 

坂西 芳彦： 

・寒海産及び暖海産大型褐藻の光合成と呼吸に及ぼす

温度の影響について、東大海洋研大槌臨海研究セン

ターシンポ、大槌、平成 5 年10月 

町口 裕ニ： 

・エゾバフンウニ人工種苗の成長と水温、1993年度日

本水産学会北海道支部例会、釧路、平成 5 年12月
中村 義治・城野 草平（釧路水試）: 
・浜中湾のホッキ資源動向と漁場環境調査の概要、厚

岸シンポ「厚岸湖・厚岸湾の生態系」、厚岸、平成 

5 年11月 

中村 義治・城野 草平（釧路水試）: 
・浜中湾のホッキ漁業管理システムについて、1993年

度日本水産学会北海道支部例会、釧路、平成 5 年12 
月 

中村 義治： 

・貝桁網漁業管理システムの運用と問題点、ウバガイ

漁業管理に関する懇談会、波崎、平成 6年1月

中村 義治： 

・ホッキガイの漁場環境研究、水産関係調査事業協議

会、釧路、平成 5 年12月 

中川 義彦・城野 草平・角田 富男（釧路水試）・

伊藤 博・松田 洋・虞原 正康・新田 尚 

（根室北部水指）: 
・北海道野付湾におけるアサリの初期成長と沈着期に

ついて、1993年度日本水産学会北海道支部例会、釧

路、平成 5 年12月 

宇田川 徹】 

・等脚目甲殻類の生殖年周期と生活史、第16回個体群

生態学会シンポ、支筋湖、平成 5 年10月 

宇田川 徹： 

・Idotea属等脚目の初期成長、日本ベントス学会第 7 
回大会、仙台、平成 5 年10月 

南 

・魚類の初期減耗研究の課題と方法、研究の歴史と到

達点、平成 5 年度日本水産学会秋季大会シンポ「魚

類の初期減耗研究の課題と方法」、長崎、平成 5 年 

10月 

南 卓志・小西 芳信（西海区水研）: 
・魚類幼期の分布特性と生活史戦略、漁業資源研究会

議第24回シンポ「水産と海洋生物の地理学」、高知、 

平成 5 年10月 

南 

・厚岸湾月別調査結果「厚岸湖のカレィ類稚魚につい

て」厚岸シンポ「厚岸湖・厚岸湾の生態系、厚岸、 

平成 5年11月 

安藤 

・海産魚の地理的変異に関する研究と種苗放流、平成 

5 年度水産増養殖研究推進会議、長崎、平成 6年1 

月 

安藤 忠・海野 敬一（農技会）・大久保信幸・南

卓志： 

・アイソザイムからみたマガレイの遺伝的変異性、 

1993年度日本水産学会北海道支部例会、釧路、平成 

5 月12月 

大久保信幸・安藤 忠・津野 敬一（農技会）・南

車志： 

・マガレイの計数形質にみられる地理的変異、1993年
度日本水産学会北海道支部例会、釧路、平成 5 年12 

月 

オオバナノエンレイソウ 
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〇 磯焼けの発生機構の解明と予測技術の開発 

1．海藻類の群落構成と植食動物の生息量からみた磯焼け発生機構 

の解明 

(2）植物動物の摂餌量に基づく診断技術 

ア．磯焼けに及ぼす韓皮動物の餌料海藻摂餌選択性と摂餌圧 資源増殖部・藻類増殖研究室 

の影響 

2．磯焼け発生予測技術の開発 

(1） 海洋環境と生物学的要因からみた予測技術 

沿岸・沖合の流動条件と海藻群落からみた磯焼け予測技 海洋環境部・海洋動態研究室 

術 

環境条件と植食動物量からみた磯焼け予測技術 海洋環境部・生物環境研究室 
(2）磯焼け発生予測技術の総合的開発 

ア，磯焼け診断ならびに発生予測技術の総合的開発 資源増殖部・藻類増殖研究室 

【大型別枠研究】 

〇 農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究 

バイオコスモス計画」 

III 	異種生物集団の構造と安定性の解明・制御系 

2 ．異種生物集団における多様性と安定性の解明・制御 

(2）海棲生物の多様性と安定性 

② 浮魚類の摂餌環境 

a．索餌域におけるマイワシ索餌環境の構造と変動様式の 海洋環境部・生物環境研究室 

解明 

b．索餌域の環境収容力とマイワシ資源変動の関係の解明 資源管理部・浮魚資源研究室 
Iv 	生物種の変異と種分化機構の解明・制御系 

1．生物種における遺伝的変異機構の解明・制御 

(3）動物の遺伝的変異機構 

③ 底魚系統群の遺伝的変異機構 

a．異体類の成長特性にみられる変異性の解明

〇 科学技術振興調整費 ＜科学技術庁＞ 

資源増殖部・浅海育種研究室 

総合研究 

4 ．世界海洋観測システム構築に資する革命的プイシステムの基盤 

技術開発研究 

2 ブイによる海洋観測の高度化のためのセンサの開発研究 

(1） 二酸化炭素濃度予測システムのためのセンサ技術の開発研 

究 
① 基礎生産測定センサの開発研究 海洋環境部・生物環境研究室 

8 ，海洋大循環の実態解明と総合観測システムに関する国際共同研 

究 
(1）海洋大循環の実態解明に関する観測解析研究 

③ 海洋生物学的観測研究 

a．亜寒帯循環系における海洋構造と海洋生物生産力に関す 

る研究 

ア．親潮域における観測研究 海洋環境部・海洋動態研究室 

重点基礎研究 

1．親潮陸棚水域における魚類生産モデルの開発 資源管理部・浮魚資源研究室 

頭足類資源研究室 

底魚資源研究室 

海洋環境部・生物環境研究室 

〇 地球環境研究総合推進費 ＜環境庁＞ 

1．紫外線の増加が植物等に及ぽす影響に関する研究 

① 紫外線増加が動物プランクトンに及ぼす影響の評価に関する 海洋環境部・生物環境研究室 

研究 （広島大学・東京大学） 
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会議情報 
ノ 

平成 5年度北水研・日栽協研究交流会 

日時】平成 5年11月15日 

場所：北水研 会議室 

議事： 

1．研究報告及び討論 

(1）マツカワ資源添加技術開発における基礎試 

験 	渡辺 研一（日栽協・厚岸） 

(2）マツカワの底質選択性及び被捕食実験 

南 卓志 

(3）マツカワの人工授精法の確立 

中川 亨（日栽協・厚岸） 

(4）最終成熟期におけるマツカワ卵黄蛋白の経

時的変化 

一特に卵の浮遊性獲得との関わりについ 

てー 	 松原 孝博 

⑤北海道道東海域ニシン系群調査の取り組み

山本 和久（日栽協・厚岸） 

(6）マガレイ稚魚の成長量と飼育水温との関係

安藤 忠 

2．総合討論 

参加機関】日栽協厚岸事業場、北水研 

平成 5年度「新品種作出基礎技術開発事業」 

海水魚チーム中間報告会 

日時】平成 5年12月 3日 

場所】北水研 会議室 

議事： 

1．平成 5年度研究結果中間報告及ぴ討議 

1) 成長優良系マダイの作出と遺伝形質の評価 

技術の開発 	（静岡県栽培漁業セ） 

2) 成長優良形質種苗の作出技術開発 

（熊本県水産研究セ） 

3）育種による優良系ヒラメの作出技術開発 

（福島県水産種苗研） 

4 ）育種による成長優良品種の作出技術開発 

（山口県外界水試） 

5）海産魚の品種改良に伴う遺伝的変化のモニ 

ター法に関する研究 	（高知大） 

6）カレイ科魚類における種間及び属間交雑の 

可能性の検討 	 （北水研） 

2．総合討論 

3．今後の取り組みについて 

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、北水研 

1993年度GSK北日本底魚部会 

日時：平成 5 年12月15日 

場所：北水研 会議室 

話題提供】 

1）北方四島太平洋沿岸における底魚類の魚類

相 

矢部 衛・戊松 庸ニ（北大水産学部） 

八吹 圭三・済津 友紀 

2）スケトウダラ耳石の酸素同位体比分析によ

る幼魚期の棲息水温の推定 

平 俊之・吉田 尚弘（富山大理学部） 

稲田 伊史（東北水研八戸） 

3）冬期のアリューシャン海盆における海洋環 

境とスケトウダラの生物学的特性 

水戸 啓一（遠洋水研） 

4 ）ホッケの耳石染色法による年齢査定と根室 

海峡における成長 	 八吹 圭三 

5）ベニズワイの網目選択性の検討 

養松 郁子（日水研） 

6）道東太平洋海域におけるキチジの生殖腺の

発達 

古屋 康則（科技庁特別研究員、北水研） 

演津 友紀 

参加機関：チンロ、北大水産学部、北海道立函館・釧

路・網走・稚内水産試験場、東北水研八戸

支所、日水研、遠洋水研、北水研 

平成 5年度マイワシ資源等緊急調査報告会 

日時】平成 6年 2月16---17日 

場所】釧路市 釧路東急イン 

（対馬暖流グループ） 

1．調査結果報告 

1）主要産卵場モニター調査 

2）若齢期分布・生態調査 

3）沖合分布・生態調査 

4）漁場来遊状況調査 

5）対馬海峡交流実態調査 

6）北部海域移動・交流調査 

7）漁業実態調査 

8）定置網等入網調査 

2．総括質疑・討論 

3．調査チーム別作業部会 

（太平洋系グループ） 

1，調査結果報告 
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1）シラス分布調査 

2）北上期魚群分布調査 

3）南下期魚群分布調査 

4 ）未成魚越冬期魚群分布調査 

5）産卵期魚群分布調査 

6）定置網等入網調査 

①北部海域 

②南西部海域 

2．総括質疑・討論 

3．調査チーム別作業部会 

参加機関：北海道立中央・函館館・釧路・網走・稚内

水産試験場、青森県水産試験場、岩手県水

産試験場、宮城県水産研究開発センター、 

福島県水産試験場、千葉県水産試験場、茨

城県水産試験場、神奈川県水産試験場、静

岡県水産試験場、愛知県水産試験場、三重

県水産試験場、和歌山県水産試験場、徳島

県水産試験場、愛媛県水産試験場、大分県

水産試験場、宮城県水産試験場、鹿児島県

水産試験場、熊本県水産研究センター、長

崎県水産試験場、佐賀県玄海水産振興セン

ター、福島県海洋技術センター筑前海研究

所、山口県外海水産試験場、島根県水産試

験場、鳥取県水産試験場、兵庫県但馬水産

試験場、京都府立海洋センター、福井県水

産試験場、石川県水産研究センター、富山

県水産試験場、新潟県水産試験場、山形県

水産試験場、秋田県水産振興センター、水

産庁資源課、中央水研、西海水研、日水研、 

北水研 

平成 5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 6年 3月 3日 

場所：北水研 会議室 

議事： 

1）今年度研究成果と次年度計画 

〈海藻類の植生に関する研究課題〉 

①海藻群落の食植変化と環境条件との関連 

（道立中央水試・増殖部） 

②コンプ群落の消長と水温変化との関連解明 

（青森県増殖セ・海藻部） 

③無節石灰藻との競合関係の解明 

（富山県水試・水産増殖課） 

〈植食動物の摂餌量に関する研究課題〉 

④磯焼けに及ぽす韓皮動物の餌料海藻摂餌選 

択性と摂餌圧の影響（北水研・藻類増殖研） 

⑤磯焼けに及ぼす小型巻貝の摂餌選択性と摂 

餌圧の影響 （東北水研・魚介類増殖研） 

⑥練皮動物と巻貝類の共存下における摂餌活 

動 	 （日水研・介類増殖研） 

〈磯焼け発生予測技術に関する研究課題〉 

⑦沿岸・沖合の流動条件と海藻群落からみた

磯焼け予測技術 （北水研・海洋動態研） 

⑧環境条件と植食動物量からみた磯焼け予測 

技術 	 （北水研・生物環境研） 

⑨磯焼け診断ならびに発生予測技術の総合的 

開発 	 （北水研・藻類増殖研） 

2）成果の総括討識 

3）研究推進上の問題点等の討議 

4）次年度計画の討議 

5）講評 

6）次年度の予算等について 

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、日本研、北水研 

平成 5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推進会議資源・海洋

部会） 

日時：平成 6年 3月23日 

場所：北水研 会議室 

議事： 

1．平成 5年度200海里水域内漁業資源総合調査、 

漁海況予報事業および水産生物生態調査実施

経過の概要 

2．平成 6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 

1) 200海里、漁海況、水産生物生態調査補助

金および委託費の予算 

2) 200海里、漁海況調査等の実施計画 

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6年度北水研、北水試の調査計画および

調査船運航計画について 

5．平成 6年度資源、海洋関係諸会議の開催予定 

6. 200海里資源調査等の見直しについて 

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 
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1）北水研の新研究基本計画について 

2 ）北水試の試験研究の中長期計画について 

3）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・海洋関係 

・マイワシおよび浮魚調査関係 

・WP E Cおよび底魚資源調査関係 

・アカイカ特研および日口共同調査関係 

・海況情報迅速化システム開発事業 

・海洋関係研究プロジェクト（海洋大循環／

紫外線影響評価／プイシステム／バイオコ

スモス〉 

・PT CES およ び関連国際共同研究の動向

②増殖関係、その他 

・磯焼け特研 

・ホッキガイ資源の漁業管理 

4 ）北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 

・三角水域における日口共同生物資源調査 

・資源評価・管理体制検討会 

5）その他の調査、事業に関する情報 

・沖合漁場等再開発基礎調査（北見沖大和

堆）の経過 

・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 

・水産試験研究機関で取得される海洋観測資

料のデータベース化作業の J ODCへの一

部移管について 

・水産生物生態調査の平成 7 年度以降の方向

について 

参加機関】札幌統計情報事務所、北海道漁業調査事務

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、水産庁、北水

研 

研究談話会 

第53回 

日時】平成 6 年 2 月16日 10 : oo--- 

場所：北水研会議室 

講演： 

天然植物プランクトン群集の光合成の光依存性 

講師：古谷 研（三重大学生物資源学部） 

、 

資源学談話会 
ノ 

第57回 平成 5 年10月8 日 15 :00~ 

日本周辺海域におけるスルメイカの分布特性 

	中村 好和 

第58回 平成 5 年10月18日 15 :00~ 

スケトウダラ幼魚の補償的な死亡について 

	和田 時夫・八吹 圭三 

第59回 平成 5 年10月28日 16 :00~ 

最終成熟期におけるマツカワ卵黄蛋白の経時的変化 

	松原 孝博 

第60回 平成 6 年11月 9 日 16 】 00- 

スケトウダラの耳石と成長の関係について 

	八吹 圭三 

第61回 平成 5 年11月16日 16 】 00~ 

胎生魚ナガガジのビテロジェニンの精製と血中濃度

の周年変化 

	古屋 康則 

第62回 平成 5 年12月 7 日 16 :00---

計量魚探によるサンマ現存量の評価 

	本田 聡 

第63回 平成 5 年12月21日 16 : 00--- 

常磐・房総沖合域におけるスルメイカ（Todmフdes 

加cificus）およびツメイカ（Ony晩oteuthis 加γadijロ加nica) 

幼稚仔の分布 

森 賢 

第64回 平成 6 年1月10日 14: 00---- 

論文紹介： 

Hinckley, S. (1990) 】 Variation of egg size of 

walleye pollock Theragra chalcogramma with a 

preliminary examination of the effect of egg 

size on larval size, In Fishries Bulletin., 88, 471 

483. 	漬津 友紀 

第65回 平成 6 年1月14日 16 : 00-- 

論文紹介】 

Jobling, M. (1993): Bionenergetics 】 feed 

intake and energy partitioning. In Fish Eco 

physiology. 

	渡辺 一俊 

第66回 平成 6 年1月24日 15 :00-

1）富山県のイカ釣り漁業について 

	原田 恭行（富山県水産試験場） 

2 ）岩手県南部で漁獲されたケガニの甲長組成 

	山本 裕（岩手県水産試験場） 
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海洋環境ゼミナール 

第83回 平成 5年12月10日 15 :00~ 

1993年夏季・秋季の千島海盆、千島列島周辺海域の

循環構造について 

	川崎 康寛 

第84回 平成 5年12月17日 15: 00- 

千島列島周辺海域における混合層の発達について 

-1993年10、 11月開洋丸観測結果から 

	河野 時慶 

第85回 平成 6年1月18日 15 :00~ 

バイオコスモス「マイワシ索餌域における餌料環境

と変動様式に関する研究」についての成果と検討 

	斉藤 宏明 

第86回 平成 6年 3月7日 ii: oo- 

動物プランクトン群集内での捕食に関する生態学的

研究の数例 

	上 真一（広島大学生物生産学部） 

第87回 平成 6年 3 月18日 ii:00~ 

生態学からみた現在の地球環境と資源利用のあり方 

	高橋 正征（東京大学大学院理学系研究科） 

第88回 平成 6年 3月24日 ii :00~ 

Vertical migration and feeding activity of 

copepods in ice-covered Resolute Passage, 

Canadian Arctic 

	服部 寛（北海道東海大学工学部） 

国 内 研修 

・潰津 友紀（資源管理部底魚資源研究室） 

研修目的】平成 5年度数理統計短期集合研修

研修先：筑波農林研究団地共同利用施設

研修期間：平成 6年1月16日～1月29日 

・石田 洋志（企画連絡室情報係） 

研修目的】情報計算センター 

研修先】農林水産研究計算セミナー 

研修期間：平成 6年 2月 8 日～2 月 9日 

へい研究 

・山本 裕（岩手県水産試験場） 

共同研究先 ：資源管理部頭足類資源研究室 

共究研究内容：スルメイカ平衡石による日齢査定技 

術の修得及びデータ解析 

共同研究期間：平成 6年1月17日～ 3月16日 

・原田 恭行（富山県水産試験場） 

共同研究先 】資源管理部頭足類資源研究室 

共同研究内容：スルメイカ平衡石による日齢査定技 

術の修得及びデータ解析 

共同研究期間：平成 6年1月18日～ 3月17日 

・古谷 研（三重大学生物資源学部） 

共同研究先 ：海洋環境部生物環境研究室 

共同研究内容：紫外線増加が動物プランクトンに与 

える影響の評価に関する研究 

共同研究期間：平成 6年 2 月15日～ 2 月17日 

・Danie' M. Ware（カナダ漁業海洋省太平洋生物学

研究所） 

共同研究先 】海洋環境部長・資源管理部浮魚資源

研究室 

共同研究内容：科学技術振興調整費総合研究「革新

的プイシステムの基盤技術開発研

究」 

共同研究期間：平成 6年 2 月24日～ 3 月 5 日 

・上 真一（広島大学生物生産学部） 

共同研究先 I 海洋環境部生物環境研究室 

共同研究内容：紫外線増加が動物プランクトンに与 

える影響の評価に関する研究 

共同研究期間】平成 6年 3 月 6日～ 3月 8 日 

・高橋 正征（東京大学理学部） 

共同研究先 】海洋環境部生物環境研究室 

共同研究内容】紫外線増加が動物プランクトンに与 

える影響の評価に関する研究 

共同研究期間：平成 6年 3 月17日～ 3 月19日 

・服部 寛（北海道東海大学工学部） 

共同研究先 】海洋環境部生物環境研究室 

共同研究内容；紫外線増加が動物プランクトンに与 

える影響の評価に関する研究 

共同研究期間】平成 6年 3 月22日～ 3 月25日 
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海 外 出 張 

・柏井 誠（海洋環境部） 

・和田 時夫（資源管理部浮魚資源研究室） 

出 張先 I シアトル、ナナイモ 

出張目的】PT CES第 2 回年次会合出席及びGL 

OBEC関連打合せ 

出張期間】平成 5年10月24日～11月 8 日 

・河野 時慶（海洋環境部海洋動態研究室） 

出張先】シアトル 

出張目的：P1 CE S第 2 回年次会合出席及びワシ 

ントン大学での研究打合せ 

出張期間：平成 5年10月24日～11月 3 日 

・渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室） 

出張先：ウラジオストク 

出張目的】日口科学技術協力計画に基づく漁業専門 

家・科学者会議出席 

出張期間：平成 5年10月 2日～10月15日  

・田口 哲（海洋環境部生物環境研究室） 

出 張先】モンジョリ 

出張目的】第 4 回日・加ワークショップ「一年性氷

下における炭酸ガスの生物活動による運

搬」及び「北極海域における生物過程」 

出席 

出張期間】平成 5年 9月21日～10月 5 日 

・葛西 広海（海洋環境部生物環境研究室） 

出張先：ロングビーチ、（北太平洋中緯度海域） 

出張目的】WO CEワンタイム化学観測（開洋丸） 

出張期間】平成 6年1月 6日～ 2月15日 

・斉藤 宏明（海洋環境部生物環境研究室） 

出張先】ナナイモ 

出張目的】日加科学技術協力に基づくさけ・ます生 

態に関するワークショップ出席 

出張期間】平成 6年 2月7日～2 月14日 

・渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室） 

出張先】シアトル 

出張目的：ペーリング及び北太平洋生態系における

加入前のスケトウダラの重要性に関する

ワークショップ出席 

出張期間】平成 5年10月27日～11月 2 日 

藍肇篇麟麟麟 
響誓葺掛麟総毒総魯 

平成 5年10月～6年 3月 

刊行年月 刊 	行 	物 	名 刊 行 部 室 名 

5. 	10 北海道周辺海域の底魚類の資源動向（200カイ 資源管理部底魚資源研究室 

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.24) 

5. 10 北水研ニュース No46 

6. 3 1993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 

6. 	3 北海道区水産研究所研究報告第58号 

6. 	3 北海道区水産研究所技術報告第 4 号 

6. 	3 北海道周辺海域に分布するスケトウダラ並び 資源管理部底魚資源研究室 

に底魚類の資源調査報告書（平成 4年度） 

6. 	3 北水研ニュース No.47 

5.10-6.3 北水研ミニ情報 第26号～31号 企画連絡室 
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5 .10. 1 - 6 . 3 . 3 1 

主な来訪・見学者 

10. 8 水産庁振興部遠藤部長、北海道漁業調整事務

所姫野所長、釧路支庁経済部水産課北口課長、 

道東の主要漁業資源の動向及び表敬訪間のた

め。 

10. 18 ウロコ（函館製網船具（株））常務取締役平

永氏他 2 名、ホタテ種生苗生産技術の現状と

将来性について意見聴取のため。 

10. 19 イギリス・マリーンハーペスト（K・K）ア 

ームストロング氏、研究業務打合せのため。 

10. 19 オーストラリア CSIRO マクラフリン博士他 

1名、二国間研究協力打合せのため。 

10. 20 中央水産研究所吉田所長他 1名、施設整備関

係打合せ及び視察のため。 

10. 25 科技庁科学技術振興局研究振興課関経理係長

他 2 名、重点基礎研究・特別研究員制度等に

ついて打合せのため。 

n.4 別海町役場上杉氏他 6名、アサリ調査打合せ

のため。 

11. 4 開洋丸船長他 3名、北水研公式訪問のため。 

11. 8 根室市議会常任委員会事務局河田氏他 7名、 

北水研視察のため。 

11. 12 水産庁資源課富岡係長、200カイリ調査事業

見直しについての意見交換のため。 

11. 16 水産庁研究課藤村総括班長他 2 名、北水研視

察及び庶務事務打合せのため。 

11. 24 農林水産省共済組合北海道支部佐藤氏他1名、 

共済事務指導及び打合せのため。 

11. 30 農林水産技術会議事務局連絡調整課金山地球

環境研究係長他 1名、地球環境関連及び研究

全般についての打合せのため。 

12. 2 中央水産研究所環境保全部角埜氏、いか類の

肝臓中微量成分の分析結果の説明のため。 

12. 9 漁業情報サービスセンター高橋専務他1名、 

表敬訪問のため。 

12, 13 水産庁研究部資源課勝山国際資源班長、 

WPEC 会議出席のため。 

12. 20 北海道大学水産学部山内助教授他1名、マツ

カワの性決定に関する研究打合せのため。 

12. 21 日本水産資源保護協会佐藤氏、東京水産大学

田中氏、沖合底弓は綱漁業総合対策事業につ

いての打合せのため。 

1,25 中央水産研究所鈴木総務部長他 2 名、庶務事 

務打合せ及び庁舎施設視察のため。 

1. 25 水産庁研究課山寄施設係長他 1名、施設事務

打合せのため。 

2. 3 国研センター会計課三井用度係長他 1名、施

設整備事務打合せのため。 

2. 7 養殖研究所日光支所庶務課深沢氏、庶務事務

打合せ及び北水研見学のため。 

2. 8 北海道開発局土木研究所水産土木研究室谷野

室長他 1名、研究交流打合せのため。 

2. 9 新技術事業団（研究交流推進室）蔵並氏、科

学技術特別研究員に係る事務打合せのため。 

2. 14 京都大学理学部加藤博士、コンプ類の光合成

研究打合せのため。 

2. 28 水産庁漁政課竹内総務班長他 1名、総務事務

打合せのため。 

3. 1 水産庁研究課月館参事官他 2 名、平成 5 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」研究推進会議出席及び研究打合せ

のため。 

3. 2 農林水産技術会議事務局企画調査課鈴木研究

調査官他 1名、平成 5 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

進会議出席のため。 

3. 4 神戸女学院大学川合教授、研究打合せのため。 

3. 7 広島大学生物生産学部上教授、紫外線が植物

等に及ぼす影響に関する研究のため。 

3. 8 遠洋水産研究所境庶務課長補佐、庶務事務打

合せのため。 

3. 17 北海道立中央水産試験場川嶋企画情報室長、 

研究情報打合せのため。 

3. 17 東京大学理学系研究科高橋助教授、紫外線が

植物等に及ぽす影響に関する研究のため。 

3. 22 北海道東海大学工学部服部助手、紫外線が植

物等に及ぼす影響に関する研究のため。 

3. 22 水産庁研究部資源課竹演資源技術調査官、北

海道ブロック漁業資源調査及び漁海況連絡会

議出席のため。 

研究集会参加 

10. 1 第16回個体群生態学会シンポジウム参加の 
、 

10. 3 ため、斎藤（和）技官、宇田川技官千歳市支 

甥湖畔へ。 

10. 4 第1回海域環境調和発電所実証調査技術部会
、 

10. 6 出席のため、中村（義）室長東京へ。 

10. 8 第15回漁海況予測部会出席のため、柏井部長
、 

10. 9 東京へ。 
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10. 12 シンポジウム「環境要因が大型海藻類の生理
5 

10, 15 活性におよぼす影響に関する研究の現状と今 

後の課題」出席のため、坂西主任研究官大槌

へ出張。 

10. 12 第13回産業医科大学国際シンポジウム参加の
5 

10. 16 ため、田口室長福岡へ。 

10, 18 GSKシンポジウム及び総会出席のため、中
、 

10. 21 村（好）室長高知へ出張。 

10. 20 日本ベントス学会第 7 回大会参加のため、宇
、 

11. 1 田川技官仙台へ。 

10. 22 1993年度日本海洋学会秋季大会出席のため、 
、 

10. 26 田口室長、斉藤（宏）技官仙台へ出張。 

11. 1 第 3 回北海道水産業振興審議会（第 3 回）出
5 

11. 2 席のため、新宮所長札幌へ。 

11. 1 資源評価・管理体制検討会出席のため、中村 
、 

11. 2 （好）室長札幌へ。 

11. 4 衛星による水色観測と基礎生産推定モデルの
5 

11. 6 構築のため、田口室長函館へ。 

11. 4 日本陸水学会第58回大会及び第17回水生昆虫
、 

11. 10 研究会参加のため、斎藤（和）技官松江及び 

川上村へ。 

11. 8 「海氷域における低次生産の生理生態学的研
5 

11. 11 究」 の研究打合せ会のため、田口室長東京へ。 

11. 17 第 4 次沿岸漁場整備開発計画策定検討会出席
、 

11. 18 のため、新宮所長札幌へ。 

11, 17 シンポジウム「亜寒帯循環と北太平洋中層水」 
、 

11. 19 出席のため、柏井部長、川崎室長大槌へ出張。 

11. 19 第32講小樽科学研究会参加のため、斎藤（和） 
5 

11. 20 技官小樽へ。 

11. 26 厚岸シンポジウム「厚岸湖・厚岸湾の生態系

シンポジウム」参加のため、飯泉室長、南室

長、大久保技官、癖藤（宏）技官、葛西技官厚

岸へ。 

11. 30 第16回極域生物シンポジウム出席のため、田
5 

12. 2 口室長東京へ出張。 

12. 1 第16回極域生物シンポジウン出席のため、斉
5 

12. 2 藤（宏）技官東京へ出張。 

12. 8 地球環境と地球観測衛星に関する国際ワーク
、  

12. 9 ショップ参加のため、田口室長東京へ。 

12. 10 海色研究の将来展望箱根ワークショップ参加
5 

12. 11 のため、田口室長箱根へ。 

12. 24 生態系工学研究会第 7 回ワーキング参加のた
5  

12. 26 め、中村（義）室長大阪へ。 

1. 18 資源評価・管理体制検討会出席のため、村田
、 

1. 19 部長札幌へ。 

1. 23 シンポジウム「深海生態系と表層生態系の相
5 

1. 26 互作用」出席のため、斉藤（宏）技官東京へ 

出張。  

生態系工学研究会第 9 回ワーキング、シンポ

ジウム、幹事会参加のため、中村（義）室長大

阪へ。 

漁業情報に関する研究会第16回漁海況予測部

会出席のため、村田部長、河野主任研究官東

万ミ''0 
第 9 回北方圏国際シンポジウム「オホーツク

海と流氷」出席のため、柏井部長、河野主任

研究官紋別へ出張。 

紫外線が動物に及ぼす影響に関する研究及び

第 9 回北方圏国際シンポジウム「オホーツク

海と流氷」出席のため、田口室長紋別へ出張。 

北海道水産業振興審議会（第 4 回）出席のた

め、新宮所長札幌へ。 

太平洋北部北海道資源管理型漁業推進協議会

及び合同調査部会出席のため、村田部長帯広 

ノ、o 

漁業情報に関する研究会「海洋情報精度向上

部会」出席のため、柏井部長東京へ。 

希少水生生物保存対策試験事業分野別部会出

席のため、南室長東京へ。 

ワークショップ「大型藻類の生理生態学にお

ける光合成研究」に参加のため、坂西主任研

究官下田へ。 

シンポジウム「大槌湾生態系と構造と機能」 

出席のため、飯泉室長大槌へ出張。 

革新的プイシステムの基礎技術開発研究委員

会出席のため、柏井部長東京へ。 

海洋大循環・海洋物理WG (5年度第 2 回） 

研究会参加のため、川崎室長横浜へ。 

第 4 次沿岸漁業整備開発計画策定検討会（第 

2 回）及び流氷海域漁業基盤整備開発事業推

進調査委員会出席のため、新宮所長札幌へ。 

平成 5 年度沖合底引き綱漁業総合対策事業中

央検討会出席のため、村田部長東京へ。 

平成 5 年度第 2 回日本海北部北海道資源管理

型漁業推進協議会出席のため、村田部長札幌 

ノ
＼o  
漁業資源検討協議会出席のため、村田部長札

幌へ。 

畠 張 

10. 4 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口

10. 8 主任研究官小樽ハ、出張。 

10. 11 水研課長懇談会及ぴ部課長会議出席のため、 
、 

10. 15 増田課長南勢野漆へ出張。 
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10. 11 オホーツク海域にて開洋丸さけ・ます幼魚調
、 

11. 3 査のため、川崎室長開洋丸乗船。 

10. 12 ホッキガイ調査のため、中村（義）室長浜中へ5 
10. 13 出張。 

10. 12 三陸沿岸の海藻生態についての研修のため、 
、 

10. 15 飯泉室長大槌へ出張。 

10. 12 道東沿岸にて厚岸湾環境調査・沿岸親潮調査5 
10. 21 及び流れ網等調査のため、斉藤（宏）技官探海 

丸乗船。 

10. 12 道東沿岸域にて厚岸湾環境調査・沿岸親潮調5 
10. 18 査及び流れ網等調査のため、葛西技官探海丸 

乗船。 

10. 13 自家用電気主任技術者会議出席のため、小林
、 

10. 15 技官旭川へ出張。 

10. 14 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

10. 15 生態秩序打合せ及び平成 5 年度特定海域新魚
、 

10. 22 種量産技術開発事業報告のため、南室長長崎 

他へ出張。 

10. 18 道東沿岸にて厚岸湾環境調査・沿岸親潮調査
、 

10. 21 及び流れ網等調査のため、田口室長探海丸乗 

船。 

10. 20 スケトウダラ等浮遊卵稚仔の輸送機構に関す
、 

10. 22 る研究のため、和田室長仙台へ出張。 

10. 20 コンプ・ウニ類調査のため、町口主研究官別

海へ出張。 

10. 20 ホッキガイ調査のため、中村（義）室長鹿部他5 
10. 23 へ出張。 

10. 21 放射能資料収集及び日本海洋学会秋季大会出
、 

10. 26 席のため、葛西技官仙台へ出張。 

10. 22 ニシンのサンプリングのため、松原主任研究

官別海へ出張。 

10. 22 道東沿岸にてカレイ調査のため、安藤技官探5 
10. 26 海丸乗船。 

10. 24 平成 5 年度漁場造成管理マニュアル検討委員
5 

10. 25 会出席のため、上北企画連絡室長東京へ出張。 

10. 26 漁場調査打合せ及び水産庁・農技会企画連絡5 
10. 29 室長会議出席のため、上北企画連絡室長東京 

へ出張。 

10. 27 カレィ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

10. 28 海域特性総合利用技術開発調査検討委員会出
、 

10. 29 席のため、大池部長、町口主任研究官札幌へ 

出張。 

10. 29 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. 29 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

10. 29 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。 

11. 4 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

別海へ出張。 

11. 4 施設整備打合せのため、新宮所長東京へ出張。 
、 

11. 6 
11. 4 ホッキガィ稚貝期の資源動態に関する研究の 

、 
11. 20 ため、中村（義）室長波崎へ出張。 

11. 5 飼育実験用魚類の採集のため、松原主任研究

官、潰津技官、森技官別海へ出張。 

11. 7 オホーツク海域にて開洋丸さけ・ます幼魚調 5 
12. 1 査のため、河野主任研究官開洋丸乗船。 

n.8 ヒラメ放流技術開発中間検討会出席のため、 5 
11. 11 南室長和倉へ出張。 

1L 9 ェゾバフンウニの生産拡大を目的とした放流 
、 

11. 11 種苗の追跡調査指導のため、町口主任研究官 

尾岱沼へ出張。 

11. 9 施設視察及び平成 5 年度施設建設打合せのた 
、 

11. 12 め、上北企画連絡室長波崎へ出張。 

11, 9 第23回施設関係担当者会議出席のため、関口 
、 

11. 12 課長補佐西那須野へ出張。 

11. 10 会計事務担当者会議出席のため、千葉係長、 
、 

11. 12 小嶋事務官、樋渡事務官横浜へ出張。 

11. 10 スケトウダラ卵巣サンプリングのため、八吹 
、 

11. 13 技官、演津技官室蘭へ出張。 

n.12 第 3 回P1 CE S年次総会打合せのため、柏 
5 

11. 13 井部長根室へ出張。 

n.15 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 
、 

n.16 海へ出張。 

11. 17 スルメイカサンプリングのため、斎藤（和）技

官羅臼へ出張。 

11. 17 地域研究技術情報打合せ会出席のため、八吹 
、 

11. 18 技官芽室へ出張。 

11. 20 海氷生態系モデル化のためのエネルギー物質 
、 

11. 23 循環過程の研究のため、田口室長紋別へ出張。 

1L 21 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 
、 

11. 22 尾岱沼へ出張。 

11. 21 WOCE研究打合せのため、川崎室長横浜へ 5 
11. 23 出張。 

n.23 施設整備打合せのため、新宮所長東京へ出張。 
5 

11. 25 
11. 26 厚岸湾・厚岸湖共同研究小集会及びホッキガ 

、 
11. 27 イ調査打合せのため、中村（義）室長厚岸へ出 

張。 

n.26 放射能資料収集及び厚岸シンポジウム出席の 
、 

11. 27 ため、田口室長厚岸へ出張。 

n.29 カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

11. 29 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

11. 29 平成 5 年度土佐黒潮牧場 2 号ブイ回収調査事 
5 

12. 1 業検討会における技術指導のため、上北企画 
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30 
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21 

連絡室長東京へ出張。 

第 3 回東北海区開洋調査技術連絡会出席のた

め、川崎室長塩釜へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

広尾へ出張。 

水産研究所図書資料担当者会議及び平成 5 年

情報資料部会図書資料管理作業部会拡大作業

部会出席のため、高係長つくぼ他へ出張。 

水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹

技官、潰津技官広尾へ出張。 

カレィ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

ホッキガイ調査のため、中村（義）室長浜中へ

出張。 

平成 5 年度さけ・ます資源協議会出席のため、 

菊池船長東京へ出張。 

平成 5 年度特定魚種漁場整備開発調査委託事

業マダラ調査第 2 回検討委員会出席及び事前

打合せのため、上北企画連絡室長、柏井部長

札幌へ出張。 

平成 5 年度沿岸漁業等動向把握検討協議会出

席のため、村田部長帯広へ出張。 

平成 5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第 2 回検討委員会出席の

ため、町口主任研究官青森へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

北海道水産統計地域協議会出席のため、上北

企画連絡室長札幌へ出張。 

沖合漁場開発調査専門委員会出席のため、柏

井部長東京へ出張。 

開洋丸WO CE ワンタイム化学観測航海にお

ける積み込みのため、葛西技官東京へ出張。 

平成 5 年度水産生物遺伝資源部門作業部会出

席のため、坂西主任研究官東京へ出張。 

国有財産事務打合せのため、関口課長補佐北

見へ出張。 

庶務事務打合せのため、越田事務官北見へ出

張。 

用度事務打合せのため、早川事務官北見へ出

張。 

沿岸漁場生物群集に関する研究打合せのため、 

宇田川技官札幌へ出張。 

主要魚種の成長・成熟及び産卵生態の解明の

ため、松原主任研究官厚岸へ出張。 

カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

主要魚種の成長・成熱及び産卵生態の解明の

ため、松原主任研究厚岸へ出張。 

水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹

技官、演津技官広尾への出張。 
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1. 	19 
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1. 	21 

海外学術調査（熱帯海藻場生態系）のとりま

とめ会議出席のため、飯泉室長仙台へ出張。 

開洋丸WOCE ワンタイム化学観測航海にお

ける準備のため、葛西技官東京へ出張。 

北太平洋中緯度海域にて開洋丸WO CEワン

タイム化学観測ガため、葛西技官開洋丸乗船。 

会計事務打合せのため、三浦係長塩釜へ出張。 

法制整備説明会出席及び庶務事務打合せのた 

め、千葉係長札幌へ出張。 

増殖関係生態調査標準化作業部会第 2 回会合

出席のため、南室長波崎へ出張。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

尾岱沼へ出張。 

用度事務打合せのため、久保田事務官南勢野

漆へ出張。 

平成 5 年度異体類研究グループ会議出席のた

め、大久保技官札幌へ出張。 

施設視察及び施設設計事務打合せのため、大

池部長波崎へ出張。 

主要魚種の漁業の実態把握と管理方法の検討

会出席のため、和田室長横浜へ出張。 

WO CE ワンタイム化学観測及びバイオコス

モス平成 5年度浮魚制御サプチーム研究打合

せ会出席のため、田口室長横浜へ出張。 

紫外線の増加が動物に及ぼす影響に関する研

究及ぴバイオコスモス平成 5 年度浮魚制御サ

プチーム研究打合せ会出席のため、青藤（宏） 

技官横浜へ出張。 

バイオコスモス平成 5 年度浮魚制御サプチー 

ム研究打合せ会出席のため、松原主任研究官

横浜へ出張。 

ホッキガイ稚貝期の資源動態に関する研究の

ため、中村（義）室長波崎へ出張。 

会計事務打合せのため、小嶋事務官札幌へ出

張。 

用度事務打合せのため、藤橋係長、樋渡事務

官札幌へ出張。 

北海道日本海沿岸にて沿岸海洋調査のため、 

飯泉室長探海丸乗船。 

平成 5 年度数理統計短期集合研修出席のため、 

済津技官つくばへ出張。 

コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

尾岱沼へ出張。 

北海道太平洋海域にて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 5 年度土佐黒潮牧場 2 号ブイ回収調査事

業検討会における技術指導のため、上北企画

連絡室長小倉へ出張。 



磯焼け調査現地打合せ会議出席のため、大池

部長滑川へ出張。 

平成 5年度マイワシ緊急調査現地作業部会出

席のため、和田室長、松原主任研究官浅虫に

出張。 

会計関係事務打合せのため、半田事務官横浜

へ出張。 

施設関係打合せのため、小林技官横浜へ出張。 

スケトウダラ産卵魚調査のため、渡辺室長室

蘭へ出張。 

増養殖推進会議出席のため、安藤技官長崎へ

出張。 

庶務事務打合せのため、千葉係長、沼下事務

官札幌へ出張。 

施設整備関係打合せのため、関口課長補佐札

幌へ出張。 

道東～三陸沖合海域にて親潮変動調査及び流

れ網等調査のため、川崎室長北光丸乗船。 

道東～三陸沖合海域にて漁業資源評価システ

ム高度化調査のため、河野主任研究官北光丸

乗船。 

給与法改正説明会出席及び庶務打合せのため、 

千葉係長札幌へ出張。 

施設関係打合せ及び所長会議のため、新宮所

長東京・横浜へ出張。 

環境庁地球環境研究総合推進費合同検討会出

席のため、田口室長つくばへ出張。 

ヒラメ放流技術開発報告会出席のため、南室

長京都へ出張。 

沖底統計打合せのため、渡辺室長札幌へ出張。 

船舶特別修繕事務打合せのため、藤橋係長、 

土谷技官横浜他へ出張。 

九州西岸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。 

P ICES TAMの国内体制打合せ会議出

席のため、柏井部長東京へ出張。 

施設関係打合せ及び共済打合せのため、増田

課長札幌へ出張。 

生態秩序打合せ会出席及び平成 5年度特定海

域新魚種量産技術開発事業計画検討会出席の

ため、南室長東京他へ出張。 

小笠原沖海域にてアカイカ産卵調査のため、 

斎藤（和）技官、森技官探海丸乗船。 

沖合漁場再開発調査専門委員会北見大和堆分

科会出席のため、村田部長、柏井部長網走へ

出張。 
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2. 2 生態秩序打合せ会出席のため、安藤技官、大 

2. 4 久保技官新潟へ出張。 

2. 2 特研「アカイカ」推進会議出席のため、中村 

2. 5 （好）室長清水へ出張。 

2. 6 北海道太平洋海域にてスケトウダラ新規加入 

2. 20 量調査のため、渡辺室長北鳳丸乗船。 

2. 7 マツカワ親魚養成技術開発成熟に関する組織 

2. 8 学的研究の指導のため、松原主任研究官厚岸 

へ出張。 

2. 7 情報計算セミナー（UNIX入門第 3回）研 

2.n 修及び事務打合せのため、石田事務官つくば

他へ出張。 

2. 8 国有財産事務打合せのため、関口課長補佐中

標津へ出張。 

2. 9 薩南～土佐沖海域にて漁業資源評価システム 
、 

2. 17 高度化調査のため、中村（好）室長北光丸乗船。ノ 

2. 13 平成 5年度ー般職員行政研修及び漁政課との I 
、  

2. 26 会計事務打合せのため、小嶋事務官高尾他へ 

出張。 

2. 15 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 
、 

2. 16 海へ出張。 

2. 16 第 4 回地球環境研究者交流会議出席のため、 ' 
2. 18 田口室長つくばへ出張。 

2. 17 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ

出張。 

2. 17 カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

2. 17 沿岸漁場の底棲中・小型甲殻類の生態に関す

る調査のため、宇田川技官厚岸へ出張。 

2.21 PICESTAM省庁間会合出席のため、 
、 

2. 22 柏井部長東京へ出張。 

2. 21 船舶修繕繕事務打合せのため、菊池船長東京 
、 

2. 22 へ出張。 

2. 21 船舶修繕事務打合せのため、増田課長、早川 , 
2. 24 事務官東京他へ出張。 

2. 21 平成 5年度増養殖造成事業調査担当者会議出 、 
、  

2. 25 席及び沿整調査打合せのため、伊藤主任研究 

官豊浜へ出張。 

2. 21 紫外線が植物に及ぼす影響に関する研究にお 
、 

3. 1 けるサロマ湖観測のため、田口室長、癖藤 

（宏）技官、葛西技官常呂へ出張。 

2.22 マツカワ親魚養成技術開発成熱に関する組織 

2.23 学的研究の指導のため、松原主任研究官厚岸

へ出張。 

2.22 平成 5年度増養殖造成事業調査担当者会議出 

2.26 席のため、中村（義）室長豊浜へ出張。 

2.24 コンプ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ

出張。 

2. 24 沿岸漁場の底棲中・小型甲般類の生態に関す

る調査のため、宇田川技官厚岸へ出張。 
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2. 24 カレイ類生態調査のため、南室長厚岸へ出張。 

2. 24 主要魚種の資源量の推定と来遊量の予測のた 

2. 25 め、和田室長東京へ出張。 

2. 24 平成 5年度冷凍者研修及び施設関係打合せの 

2. 26 ため、小林技官、樋渡事務官札幌へ出張。 

2. 25 平成 5年度水産生物遺伝子資源部門部会出席 

2. 26 のため、大池部長東京へ出張。 

2. 27 寒冷地圏域浅海域における沿岸環境保全に関 

2. 28 する研究検討協議会出席のため、柏井部長札

幌へ出張。 

2.27 沿整研究協力打合せ特定魚種漁場整備開発調 

3. 1 査マダラ調査結果についての事前検討及び第 

31回検討委員会出席のため、上北企画連絡室

長余市他へ出張。 

2. 28 新品種作出基礎技術開発事業年度末報告会出 

3. 1 席のため、大池部長、南室長東京へ出張。 

3. 28 マイワシ・マツカワのステロイドホルモン測 

3. 2 定のため、松原主任研究官函館へ出張。 

2. 28 北方性有用海産魚の繁殖生態と配偶子の生理 

3. 4 学的特性に関する研究のため、古屋特別研究

員函館へ出張。 

3． 平成5年度特定魚種漁場整備開発調査委託事 

3. 2 業マダラ調査第31回検討委員会出席のため、 

柏井部長余市他へ出張。 

3. 1 施設関係事務打合せのため、関口課長補佐東 

3. 5 京・横浜へ出張。 

3. 2 操業・操船ボイスコントロール技術委員会で 

3. 4 の技術指導のため、上北企画連絡室長東京へ

出張。 

3. 2 植物プランクトンの生理・生態学的研究にお 

3. 5 ける共同利用研究のため、田口室長東京へ出

張。 

3. 2 いか類資源・漁海況検討会議出席のため、村 
、 

3. 5 田部長、中村（好）室長、森技官八戸へ出張。 

3. 3 会計事務打合せのため、三浦係長札幌へ出張。 
、 

3. 4 

3. 4 北海道特定開発事業関係打合せのため、新宮 
、  

3. 5 所長厚岸へ出張。 

3. 4 PICES年次会合準備打合せのため、柏井 
、  

3. 5 部長根室へ出張。 

3. 5 東大海洋研究所での海藻生態に関する研究打 
、  

3. 7 合せ及び沿整事業関係調査水産研究所担当者 

会議出席のため、飯泉室長東京他へ出張。 

3. 6 沿整事業関係調査水産研究所担当者会議及び 
、  

3. 12 ウニ・コンプ類研究打合せのため、町口主任 

研究官京都他へ出張。 

3. 7 カレイ類生態調査のため、南室長、大久保技

官広尾へ出張。 

北海道周辺海域における放射性核種の海産生

物への移行過程の特徴把握のため、葛西技官

羅臼へ出張。 

北海道特定開発事業関係打合せのため、新宮

所長余市へ出張‘I 

平成 5年度第 3回沿岸漁場造成技術開発研究

会及び同準備会議出席のため、中村（義）室長

東京へ出張。 

平成 6年度増殖関係プロック部会打合せのた

め、大池部長余市へ出張。 

平成 5年度造成漁場管理マニュアル実証調査

第 2回検討会及び平成 6年沿整研究計画打合

せのため、上北企画連絡室長東京へ出張。 

マツカワ親魚養成技術開発成熟に関する組織

学的研究の指導のため、松原主任研究官厚岸

へ出張。 

NOAA HRPTデータ収集のため、河野

主研究官横浜へ出張。 

三陸～道東沿岸沖合部にて親潮餌料調査及び

流れ網等調査のため、田口室長、葛西技官探

海丸乗船。 

紫外線が植物に及ぼす影響に関する研究にお

ける資料収集のため、癖藤（宏）技官東京へ出

張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

カレィ類生態調査のため、大久保技官厚岸へ

出張。 

庶務事務打合せのため、千葉係長、沼下事務

官東京他へ出張。 

施設開係打合せのため、柏井部長新潟へ出張。 

海洋大循環海洋物理WG (5年度第 2回）研

究会出席のため、河野主任研究官横浜へ出張。 

海氷域における低次生産の動態に関する生態

学的研究のため、害藤（宏）技官東京へ出張。 

磯焼け調査及び研究打合せのため、飯泉室長

稚内へ出張。 

平成 5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第 3回検討会及び平成 5 

年度第 2回海域特性総合利用技術開発調査検

討委員会出席のため、町口主任研究官青森・

札幌へ出張。 

カレイ類研究打合せのため、南室長、安藤技

官、大久保技官網走へ出張。 

マツカワ親魚養成技術開発成熟に関する組織

学的研究の指導のため、松原主任研究官厚岸

へ出張。 



3. 15 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別
、 

3. 17 海へ出張。 

3. 15 アカイカ科稚仔標本の検討のため、中村（好） 
、 

3. 18 室長東京へ出張。 
'  

3. 16 平成 5年度第 2 回海域特性総合利用技術開発 
5 

3. 17 調査検討委員会出席のため、大池部長札幌へ 

出張。 

3. 16 平成 5年度情報担当者会議出席のため、石田
、 

.3. 18 事務官東京他へ出張。 

3. 16 船舶修繕事務打合せのため、藤橋係長、越田
、 

3. 19 事務官東京他へ出張。 

3. 16 第43回サンマ資源研究会議出席のため、本田
、 

3. 19 技官塩釜へ出張。 

3. 16 沖合統計集計方式の検討のため、渡辺室長東
5 

3. 19 京へ出張。 

3. 17 親潮域における観測研究に関する情報収集の

ため、河野主任研究官根室へ出張。 

3. 17 沖舎漁場再開発調査専門委員会出席のため、 
、 

3. 19 柏井部長東京へ出張。 

3 一 18 開洋丸WO CEワンタイム化学観測のため葛
、 

3. 20 西技官東京へ出張。 

3. 18 海氷生態モデル化のためのエネルギー物質循
5 

3. 23 環過程の研究のため、田口室長東京へ出張。 

3. 21 海洋大循環における研究の打合せのため、川
5 

3. 22 崎室長東京へ出張。 

3. 21 P1 CES年次会合準備打合せのため、柏井
5 

3. 22 部長根室へ出張。 

3. 21 所長懇談会及び水研所長会議出席のため、新
、 

3. 24 宮所長東京へ出張。 

3. 21 海浜調査法の現地視察及びホッキガイ稚貝期
、 

3. 24 の資源動態に関する打合せのため、中村（義） 

室長波崎へ出張。 

3. 22 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官
、 

3. 24 尾岱沼へ出張。 

3. 22 船長会議及び船長懇談会出席のため、斎藤船
5 

3. 26 長横浜・東京へ出張。 

3. 24 P ICES TAM関係省庁連絡会議出席の
、  

3. 25 ため、柏井部長東京へ出張。 

3. 24 船舶建造事務打合せのため、久保田事務官、 
、 

3. 25 早川事務官札幌へ出張。 

3. 24 ニシン研究打合せのため、松原主任研究官厚
5 

3. 25 岸ぺ出張。 

3. 24 カレィ類研究打合せのため、南室長東京へ出
、 

3. 26 張。 

3. 24 海氷域における低次生産の動態に関する生態
、 

3. 26 学的研究のため、葛西技官東京へ出張。 

3. 24 親潮形成機構に関する研究打合せのため、河
5 

3. 27 野主任研究官東京へ出張。  

3. 24 磯焼け調査及び研究打合せのため、飯泉室長
、 

3. 28 小樽他へ出張。 

3. 25 スケトウダラ漁況調査のため、渡辺室長羅臼
、  

3. 26 へ出張。 

3. 25 稚貝生理実験の研究打合せのため、中村（義） 
5 

3. 28 室長東京へ出張。 

3. 26 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

別海へ出張。 

3. 27 紫外線が植物に及ぼす影響に関する研究のた
5 

3. 30 め、斉藤（宏）技官東京へ出張。 

3. 27 北方域におけるスケトウダラ等浮遊卵稚仔の
5  

3. 30 輸送機構に関する研究のため、川崎室長東京 

へ出張。 

3. 27 施設関係打合せ及び課長会議出席のため、増
5 

3. 31 田課長東京・横浜へ出張。 

3. 28 P1 CES年次総会準備打合せのため、柏井

部長根室へ出張。 

3. 28 北海道周辺海域における放射性核種の海産生

物への移行過程の特徴把握のため、葛西技官

厚岸へ出張。 

3. 28 沿整浮魚礁研究検討指導のため、上北企画連
、 

3. 30 絡室長東京へ出張。 

3. 28 平成 5年度放射能調査担当者会議出席のため、 
、  

3. 30 田口室長横浜へ出張。 

3. 28 資源解折の打合せのため、八吹技官東京へ出
、  

3. 31 張。 

3. 29 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別
5 

3. 30 海へ出張。 

3. 29 平成 5年度マイワシ資源検討会出席のため、 
、 

3. 31 和田室長、松原主任研究官横浜へ出張。 

3. 29 コンプ類研究打合せのため、坂西主任研究官
、 

3. 31 東京へ出張。 

3. 30 ,カレィ類生態調査のため、南室長、大久保技

官厚岸へ出張。 

3. 30 コンプ・ウニ類調査のため、町口主任研究官
5 

3. 31 尾岱沼へ出張。 
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