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圃認β一臣 1 

→ 房総・常磐沖合域におけるスルメイカ功体の分布について 

  

日本近海のスルメイカ（Todarodes 加Cif?cus）は発

生時期の異なる、春～夏生まれ群、秋生まれ群、及び

冬生まれ群の3系群に分けられています。このうち道

東海域をはじめとして東北、北海道太平洋沿岸域に来

遊してくるスルメイカの多くは冬生まれ群と推定され

ています。この冬生まれ群の主産卵期は12--- 3 月で、 

産卵場は東シナ海～九州北部まで広がっていると考え

られています。この冬生まれ群は稚仔の時期が黒潮や

対馬暖流が増勢する春に当たるので、その流れに乗っ

て も北方海域まで流され、大回遊を行っていること

で知られています。卵から購化した稚仔は太平洋側で

は黒潮によって輸送され、その過程でリンコトウチオン

幼生と呼ばれている稚仔期を経て幼体期へと成長し、 

その後暖水域から北方の冷水域へ移動し東北、北海道

の漁場に来遊してくるものと考えられています。しか

し、このリンコトウチオン幼生から外套長10cm以下の

幼体の時期については、その日齢や分布等の生態学的

知見が非常に少ないのが現状です。スルメイカの資源

変動や成長様式、回遊経路等の推定を行ううえで、こ

れら生活史初期の生態を明らかにすることが非常に重

要であると考えられます。そのため頭足類資源研究室 

図I 調査海域におけるlOOm深水温（oc）と塩分（％り 

ではスルメイカの幼体を対象とした調査を年2回、 2 

月と 4 月に行っています。ここでは1994年4月に行っ

た常磐、房総沖合域での幼イカ採集ならびに海洋観測

の結果を紹介します。 

調査は1994年 4 月12--28日の19日間、北海道区水産

研究所所属の調査船北光丸（466.49トン）を用いて行

いました。調査海域は北緯35度から38度、東経141度30 

分から146度の海域に設定し、全57地点の調査点を設け

ました。海洋観測にはメモリーS TDを用い、水深300 

mまで塩分、水温の観測を行いました。また表面水の

採水、測温、海上気象観測等も合わせて行いました。幼

イカの採集には口径2mのリングネット（網目合い 3 

ifim）を用い、表層曳き（船速 2-- 3 ノット、15分曳網） 

と斜め曳き（船速 2-3ノット、目標 大水深をlOOm) 

を行いました。過去に行った調査の結果、幼イカが夜

間に比較的よく採集できたことから、本調査は日没か

ら日の出までの夜間にのみ行いました。 

まず海洋観測結果から示します。調査海域での水深 

lOOmにおける水温と塩分の水平分布を図 1に示しま

した。本調査海域は北方からの親潮系冷水と南方から

の黒潮系暖水がぶつかりあっていて、非常に複雑な海

洋構造を持つ海域となっています。北緯36度、東経 

141--144度付近には水温や塩分が急激に変化する水域

が観察され、また北緯36---37度、東経144--146度付近

には冷水塊が観察されています。関 2 にはドップラー 

流向流速計を用いて測定した調査海域におけるlOOm 

水深の海流の方向とスピードを表しています。これを

見ると調査海域内の潮流は非常に複雑であり、流れの 
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図 2 各調査点における水深100 mの流向と流速（kt) 
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スルメイカ 
スゾ仕 

ホタM力 

ツメイ力 
赫ル伊モドキ科の仲間 
ツメ効科の仲間 
効ギ槽科の仲間 

他のイカ類 
タコの仲間 

Todsrodes psci万cus 
及icleoteuthis luminosa 
Watasenia scintHlens 
Onychoteuthお boreaal 万aponica 
Enoploteuthidae 
Onychoteuthidae 
Gonat idae 
Other squids 
Octopoda 
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表1 ロ径2mリングネットによって採集された頭足類幼体の個体数 

種類 
	

2m リングネット  2m リングネット 合 計 

表層曳き 	 斜め曳き 

方向やスピードにはあまり規則性が無いように思われ

ますが、北緯35'-36度、東経 1 4 2---1 4 4 度付近に

は黒潮の蛇行部分と思われる強い流れが、またそこか

ら派生する北上流などが認められます。 

次に各調査地点で採集された頭足類について示しま

す。表1に口径2mリングネットを用いて採集した頭足 

図 3 スルメイカ幼体の採集地点 

星は表層曳きによる採集、黒丸は斜め曳きによる

採集、白丸は採集されなかった地点を示す。点線は 

lOOm深水温10。C、実線はlOOm深水温15。Cを示す。 

（表層曳きによる採集数,斜め曳きによる採集数） 

類幼体の個体数をネットの曳網方法別に示しました。 

採集された頭足類幼体の個体数は全部で714尾であり、 

その内訳を見るとアカィカ科のイカ類としてスルメイ

カが80尾、スジイカが 7尾、他のイカ類としては、ホ

タルイカを含むホタルイカモドキ科の幼体が 3 45尾、 

ツメイカを含むツメイカ科の幼体が92尾、テカギイカ

科の幼体が130尾、その他の頭足類（タコ類を含む）カ書 

60尾という結果でした。表1から、ネットの曳網方法

の違いにより、採れ方が種によって大きく異なってい

ることが解ります。例えばホタルイカやツメイカなど

はほとんどの個体が斜め曳きで採集されているのに対

して、スルメイカおよびテカギイカ科の幼体は表層曳

きでもよく採集されていました。このことはイカ類の

幼体の生息水深が種によって異なっていることを示し

ています。つまりツメイカやホタルイカなどは夜間で

も表層に分布することはありませんが、スルメイカや

テカギィカ科の幼体は夜間には海表面にまで分布が広

がるということを示唆しています。次にこの調査の目

的であるスルメイカ幼体の分布について示します。図 

3 にはスルメイカ幼体が採集された地点を曳網方法別

に示しています。スルメイカ幼体は調査海域の沿岸側

で少なく、沖合側で多く採集されています。東経144度

以東の海域における出現頻度は56.7％であり、一方、 
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外套背長（皿） 

図 4 表層曳きおよび斜め曳きによって採集されたスルメイカ幼体の外套背長組成 
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東経143度以西の海域では16.7％でした。出現頻度は比

較的高いのですが、1曳網あたりの採集個体数は全般

に少数であり、表層曳きで 大が20尾、斜め曳きで11 

尾となっていました。また表層曳きでスルメイカ幼体

が採集された地点が、斜め曳きで採集された地点より

北側の海域に多くなっていることが解ります。このス

ルメイカ幼体の採集地点と海域の水温（図1）とを比

較してみると、スルメィカ幼体は黒潮フロントの指標

であるlOOm水深10。Cよりも高い水温の海域で広く分

布が見られていますが、より高水温の海域（lOOm深水

温15。C以上）周辺ではほとんど採集されていません。 

調査海域の沖合側に存在する冷水塊周辺においては、 

この冷水域を避けるような形でその周辺部に幼体の分

布が観察されています。図 4 に示しているのは採集さ

れたスルメイカの外套背長組成を曳網方法別にまとめ

たものです。全体的に 5 ---45min前後の小型個体が多く

を占め、20111fflを超える個体はほとんど採集されません

でした。曳網方法別に見てみると、表層曳きで採集さ

れた個体は 9 ---l5mm前後の個体の割合が高く、一方、 

斜め曳きでは 6---11mm前後の比較的小型の個体の割合

が多くなっていました。次に調査地点の水温の違いに

よる採集数の変化を見てみました。図 5 にlOOm深水温 

lOOm深水温（'C) 

図5 各水温帯（水深lOOm）におけるスルメイ力幼体の採

集数 

と採集個体数の対比を示しています。これを見ると全

体としてはlOOm深水温が1O-12。Cの範囲での採集例

が非常に多いことが解ります。曳網方法別に見てみる

と、それぞれ も採集数が多かった水温帯は表層曳き

で10。C、斜め曳きで12。Cと 2。Cほどの差が認められま

す。水温の変化に対する採集個体数について見てみま

したが、同様に水温の違いによる採集個体の大きさに

ついても調べてみました。図 6 にlOOm深水温とその水

温帯で採集されたスルメイカ幼体の外套背長について

示しました。この結果、調査地点の水温が高くなるほ

ど採集された個体のサイズが小さくなる傾向が観察さ

れます。 

40 

10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 

10Dm深水温（ C) 

図6 各水温帯（水深lOOm）におけるスルメイ力幼体の外

套背長 

以上の結果から、スルメイカ幼体は黒潮によって移送

された後、常磐から房総沖合域において黒潮から分派さ

れる北上流などによって沖合域に広く拡散され、その

後幼体の成長に伴ってだんだんと冷水側に移動し、黒

潮フロント周辺に集積していくものと考えられます。 

しかしながらlOOm深水温10。C未満の冷水域で採集さ

れた個体がほとんど観察されなかったことから、黒潮

フロントを越えるのはもう少し成長した後だと考えら

れます。また表層曳きと斜め曳きの間に見られたスル

メィカ幼体の外套背長組成の違いから、体サイズが大

きくなるほど夜間、表層に分布する傾向があると推測

されます。 

後に本調査で明らかとなった問題点を紹介します。 

今回、採集されたスルメイカのサイズは 5 ---15mm 前後

の小型個体が多く、外套長が20mmを越える個体はほと

んど採集されていません。よって本調査で採集された

幼体より大型の個体の分布については確認が出来ませ

んでした。スルメイカをはじめとして遊泳力の大きい

ィカ類幼体の採集は非常に困難です。他の研究例では

大型の中層トロールやアイザックスキッド中層トロー 

ルネット（IKMT）などが使用されています。特に

前者では同じスルメイカの仲間であるカナダイレック

ス（Illex illecebrosus）などの調査で比較的よい採集結

果が得られており、外套長50mmを越える個体も採集さ

れています。しかしながら北水研所属の調査船はト

ロール船型ではないためこのような採集具を使用する

ことは出来ません。またトロール船のチャーターも今

回は出来なかったため、使用可能な採集具を比較検討

した結果、口径2mのリングネットを本調査では用い

ました。しかしながら、この調査器具では十分な結果

が得られませんでしたので、将来的にはこれら調査で

得られた知見を参考にして、より適切な採集具を使用

して調査を行いたいと考えています。 

（資源管理部頭足類資源研究室） 
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圃寵汐cコ臣 2 

北海道日本海滑岸における海洋環境と磯焼けのβ『孫 
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1 ．はじめに 

平成 4年度～6年度まで実施された特研「磯焼け」 

で得られた成果を紹介する。北海道西岸域はホンメコ

ンプやワカメなどの大型藻類が著しく減少したまま回

復しない磯焼け状態が継続しており漁業にとって深刻

な問題となっている。後志支庁の位置及び後志管内で

のコンブ漁獲量の経年変化をそれぞれ図1、 2 に示す。 

漁獲量の変動には1924年と1926年に顕著な極大があり、 

1926年から1950年にかけて急激な減少がみられる。北

海道西岸域における他の支庁においても、少なくとも 

1940年以降に漁獲量は急激に減少していた。北海道南

西岸にある大成町での聞き取り調査の結果から磯焼け

は少なくとも1930年から始まり1965年頃から進行が明

白となっていたとされており（藤田、1987)、漁獲量の 

45。N 

42。N 

図1 北海道西岸域におけるホソメコンブ統計の集計区分

における各支庁の範囲と沿岸水温測点の位置 

図 2 後志管内におけるホソメコンブ漁獲量の経年変化 

急激な減少は磯焼けの進行の結果と考えられる。 

こういった北海道西岸域における磯焼けの発生機構

を明らかにするために生理・生態学的な知見が蓄積さ

れる一方で、海洋環境と海藻群落の消長との関わりが

議論されてきた。海洋環境の変化については、北海道

南西岸積丹半島付近の沿岸水温は1910年及び1920年以

降に上昇する長期変動傾向をもつことが示された（松  

山、1991)。環境水温の温暖化はコンブの成長を抑制し 

（飯泉、1995)、コンブの食害動物であるウニの活性を

上昇させるため（町口、1995)、水温変動と対応するこ

れらの環境要因が群落を減少させた可能性がある。と

ころで、ホソメコンブは1年草であり幼芽の時期にあ

たる冬～春季の環境水温が漁獲期の現存量に大きく影

響すると考えられる。しかし、寿都における冬～春に

かけての沿岸水温は、寿都の位置する後志管内の1925 

年以降現在に至る長期的な漁獲量の減少に対応して増

加しておらず、1908---1992年にわたるデータを用いた

両者の相関は小さい（大谷、1995)。この結果は漁獲量

と沿岸水温の間に線形的な対応関係がないことを示す

ものの、漁獲量が現存量を反映しないこと、または沿

岸水温で指標される環境の変化がコンブ現存量の変化

に大きな影響を与えないことを必ずしも意味しない。 

本研究では、簡単な再生産モデルを仮定したうえで、 

再生産の良。不良の指標となるコンブ漁獲量増加率（以

下増加率と呼ぶ）の経年変化に着目して沿岸水温との

対応を明らかにし、コンブ再生産に対する海洋環境の

影響を検討した。 

2 ．方法と資料 

再生産量が現存量に比例するという簡単な再生産モ

デルを考え、漁獲量は現存量に比例すると仮定すると、 

i年における漁獲量G(i）は次の式であらわせる。 

G(i）一 G(i一1)=aG(i一1) 

a は再生産成功率で環境の影響を示す。前述のように

はホソメコンブの成長と食害を大きく左右することが

明らかとなっているから、漁獲量の対前年増加率［G(i）一 

G(iJ)] /G(i-1）と沿岸水温の対応を調べて、この再生産

モデルを検証する。用いたデータは田津(1990）による 

1887--- 1985年までの後志管内の年毎のコンブ漁獲量と

北海道立水産試験場によって観測された1899-1965年

までの同管内の高島の旬別沿岸水温である。沿岸水温

データは同試験場保有の原簿から転写して用いた。高

島の位置を図1に示す。 

3 ．結果 

まず、沿岸水温の季節変化の中でどの季節が増加率

と も良く対応するかを調べたところ、3-,5月までの

各句の沿岸水温が良い負の相関を示した。これはコン

ブの発芽期及び伸長期において高水温及び低水温は幼 
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後志管内の漁獲量増加率と3-5月における高島の平均沿岸水温（両変動間には負の相関関係があるため増加率を示す 

縦軸の正負を逆にした。また、 2 以上の増加率は除いてある。） 

芽の成長をそれぞれ抑制及び促進すること、または低

水温はウニによる食害を抑制し、高水温はそれを促進

することと対応する。 3-,--5 月にかけての旬別水温の

平均値と漁獲量増加率の二つの経年変化を図 3 に示し

た。沿岸水温には1930'--1965年にかけての長期的な昇

温傾向がみえるのに対して、漁獲量増加率は1912年以

降ほぽ同程度の値で推移し長期的な変動傾向はみられ

ない。しかし、沿岸水温と漁獲量増加率の経年変化を

みればともに 3-'.-- 5 年程度の時間スケールの変動が卓

越しており、この変動に注目すればすべての観測期間

にわたり水温の増加・減少に対して漁獲量増加率の減

少・増加がそれぞれほぼ対応する。散布図を用いて 3 

-5月の平均沿岸水温と漁獲量増加率の対応を調べる

と、非常に大きな増加率を示す数年があるため相関係

数は 0.37と低いものの1％の危険率で有意な相関を

示した（図 4)。さらに、これら異常増加年と戦時中 

(194 1-'--1945）のデータを除けば相関係数は 0.52を示

した。これらの結果は前述の再生産モデルを支持する。 

4 ．考察 

高島における 3-5月の平均水温は、後志管内の漁

獲量増加率と良い相関を示すにも関わらず、1925年前

後を極大とする漁獲量の長期的な変化に対しては良い

対応を示さない。すなわち、 3.--5月の水温は1947年

頃から磯焼け現象の顕著な1965年まで増加傾向にある

ものの、1926--'-1934年の減少期の水温は1910-1924年

の増加期の水温と顕著な差はない（図 3)。一方、漁獲

量の極大以前の1902, 1911, 1919, 1921年の各年には  

相関関係からはずれた非常に大きい増加率がみられた 

（図 4)。これらの大きな増加率が漁獲量の長期変動に

どのような影響を与えたのであろうか。1887年の実際

の漁獲量を初期値とし1902, 1911、 1919, 1921年の各

年の増加率を2.0とした以外は実際の漁獲量から得ら

れた増加率を用いて漁獲量の変動を計算し実際の漁獲

量と比較した（図 5) 。計算された漁獲量には1920----

1935年の間にわずかな極大がみられるものの、その値

は実際の漁獲量の極大の1/10程度となった。このこと

は極端に大きな増加率によって1925年前後の漁獲量の

極大が実現されたことを示す。すなわち、ホソメコン

ブの現存量は非磯焼け年及び磯焼け年を含めた平均的

な海洋環境下では低水準で推移することが示唆された。 

これらの極端に大きな増加率の原因は何か考察して

みよう。1909--1965年における寿都の月毎の風速と漁

獲量とを対応させると、 2 月の風速が も高い正の相

関を示した。図 6 に 2 月の風速と増加率の経年変動を

示す。 2 月の風速をみれば、1925年以前は10％前後で

推移していたが、それ以降1945年まで6-7％程度で

あった。すなわち、冬季の季節風が急激に減少した年

と非常に大きな増加率が頻繁にみられなくなった年が

一致している。さらに、両者の経年変動にみられる 2 

---3年程度の小さい周期の変動は1925年以降では必ず

しも良く対応しないものの、1925年以前には比較的良

い対応を示している。ところで、寿都の 2 月の風速に

対して寿都及び高島の沿岸水温は 2 月と 3月において

それぞれ も高い負の相関を示し、冬季の季節風によ

る冷却の効果がうかがえる。しかし 2 月の寿都及び 3 

月の高島におけるそれぞれの水温変化には1925年を境

とする顕著な変化はみられず、冬～初春季の水温の低

下が非常に高い増加率の主な原因となりえない。冬季

の季節風は海面を冷却するとともに海域の表層を大き

く撹拝する。流速の増加に伴ってウニの摂餌量が減少

するという報告もあり（北海道、1994)、波浪による撮

拝によってウニの食害が抑制されたことが異常増加年

発生の原因となった可能性がある。 
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5．おわりに 

磯焼けの問題は新聞、テレビ、ラジオ等でこれまで

たびたびとりあげられ、世間の関心の高さをうかがわ

せる。 これらのマスコミを含め磯焼けが話題にされる

とき、これは海の病気であり本来の健康状態では海藻

類が繁茂しているのだという考え方が支配的であると

私は感じる。しかし本研究の結果は、北海道西岸域の 

「本来の状態」 とは必ずしも海藻群落が繁茂している

ものではないことを示している。前号の研究ノート（飯

泉、1995）にも書かれているようにコンプは暑がりで

あり、北海道周辺がその分布南限である。しかも、北

海道西岸域は亜熱帯起源の対馬暖流の流域にあたり北

海道沿岸の中で も高水温であるため、この暖流の流

量、水温等の変動によって繁茂・消失を繰り返しても

不思議ではない。実際、サハリン西岸でも対馬暖流の

影響下にある水域では磯焼けが存在する（八木、 

1994)。磯焼けは漁業者にとって大変な問題であること

は議論の余地はないが、北海道西岸域の海藻群落は他

の北海道沿岸域よりも大きく変化するものだという認

識が必要である。 

北海道西岸域での磯焼けの発生機構については水温、 

ウニ以外にも石灰藻、溶存鉄、ニシンと諸説が存在す

る。本研究は歴史的データの対応を示したものである  

から、これらの説の反証とはならない。今後、水温が

コンプの成長に与える影響及びウニの食害を定量的に

推定するとともにこれらパラメタを用いたモデルを用

いて本研究の結果を検証する必要がある。また、八木 

(1994）が調査を行ったサハリンのような物理・生物的

環境及び社会的環境の異なる他の対馬暖流域における

現場調査結果及び歴史的データの解析結果との比較も

有効であろう。 
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【研究集会参加報告】 

PICES ワークショップ“オホーツク海とその隣接海域’' 

柏 井 誠 

なにしろ初めてのロシア旅行のため、親切半分おど

かし半分の助言に従って、トイレツト・ペーパーのロ 

ールーつ、日本酒4合瓶ひとつ、ミネラルウオーター 

のペットボトルひとつ、何でもついているアーミーナ

イフひとつくこれらを鞄につめて新潟空港から旅立つ。 

＜その1 ウラジオストック・ワークショップ＞ 

このワークショップは、P1 CES （北太平洋海洋

科学機構）が、オホーツク海およびその隣接海域に関

するロシアの研究の現状を把握するために開催した。 

新生ロシアが政治と経済の体制を再構築しつつある現

在、ロシアの外で開催される国際研究集会に出席する

科学者からだけでは、ロシアにおける科学の現状を見

定め、共同研究の相手を正しく識別することは困難で

ある。 このためワークショップをロシア国内で開催し

て、多くのロシア人科学者の参加と研究発表が可能に

なることを狙った訳だ。ワークショップは、1995年6 

月19日から24日まで、ウラジオストックの Pacific 

Academy of Management and Businessを会場に開催さ

れた。会議初日は開会セッションと基調講演、夜はレ

セプション。 レセプションは、歴史の厚みと国の大き

さをを感じさせる沿海州美術館が会場に使われた。二

日目以降は、科学セッションである。 

ホテルから会場までの道路は、日本語のロゴを付け

たままの中古自動車があふれ、交通渋滞の状態だ。街

並みはロシア人好みの壮大な建物が並び、そこここに

屋台の並んだ広場が買い物をする人で埋まり、古びて

はいるものの清掃されて、おおざっぱではあるが真面

目なロシア人の性格を反映した街である。泊まったホ

テルにレストランがなかったので、朝食はホテルの前

に並んでいる屋台でパンと果物を買ったり、駅前の立

ち売りおばさんからピロシキを買ってきてすませた。 

立ち売りおばさんはピロシキをロールからピーッと切

った紙でくるんでくれた。食べるときにそれがペン書

きレコーダの新しい記録紙であるのに気が付いた。ペ

ン書きレコーダはもはや使わなくなって記録紙がどこ

かに大量に余っているのだろうか、それとも研究が止

まってしまっていて違う用途に流出しているのだろう

か。タ食は二三人の仲間とレストランやパブの探検。 

駅前の汚いパプが気に入って都合三回行き、まるっき

り言葉を知らないとかえって気が楽であることを発見

した。 

科学セッションは、海洋物理セッション、水産およ

び生物学セッション、生物多様性セッションからなり、 

海洋物理セッションは、①オホーツク海および北西太

平洋の海洋循環と水塊構造、②海氷と海洋循環および

気候との関連、③波と潮汐、④日本海の海洋物理の四

つのテーマのサブ・セッション、水産および生物学セ

ッションは、①オホーツク海および隣接水域の群集： 

組成、構造および動態、②ォホーツク海の主要魚種の

豊度、分布、動態、③オホーツク海のさけ：生物学、 

豊度および系群識別の3テーマのサブ。セッション、 

生物多様性セッションは、①北太平洋の島喫および海

浜生態系の生物多様性のテーマの下で、それぞれ研究

発表がなされた。ロシア人研究者の発表の多くはロシ

ア語でなされ、通訳あるいは英語の堪能な科学者が英

語へ逐次通訳した。通訳を介した発表技術、学術用語

の誤訳など、もどかしさと二重に聞く時間と神経活動

の非効率に大変疲れを感じた。それというのも発表す

るロシア人科学者の熱意に対して注意を逸らすことが

できなかったためでもある。 

終日前日（ 6月23日）は、2600トンの海洋調査船 

(R/V Akademik M . A. Lavrentyev) で海上科学ツアーと

運営委員会の船上会合が行われた。昼のディナーは、 

なかなかのご馳走で、シャンペン、ワイン、スピーチ、 

スピーチ代わりの歌もあり、素晴らしいものになった。 

科学アカデミー太平洋海洋学研究所の調査船バースに

縦列駐車のように左右5メートル位のゆとりしかない

櫨付け状態から、船の全長の倍位の距離に見える対岸

に太平洋艦隊の軍艦がやはり縦列駐車で並んでいる水

路に、タグなしで出航したのには驚いた。だが帰港の

時、タグなしで係船索も全く取らずに、後進でその狭

い船と船の隙間にするすると瞳付けしてしまったのに

は完全に脱帽。操船の腕前もさることながら、少々ぶ

つけることを意に介さないこともあるのだろう。観測

デッキは見てびっくり、解体船バースから持ってきた

みたいに赤錆だらけ、朽ちかけの木枠やワイヤーの切

れ端あるいは錆の固まりと化したブロックが散乱して

いて、一月あまり前にアメリカとの共同調査航海に就

役していたとはとても思えない状態。 

終日の閉会セッションは全体会合で、運営委員会

で検討したワークショップ報告および提言の案を論議

した。主な内容は、1）ワークショップの概要報告、 
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すなわち各セツションの座長によるセッションの総括

とセッションからの提言と、 2）運営委員長（永田豊

教授）による各セッションからの提言と運営委員会案

との集約報告と論議。この結果、①第 2回ワークショ

ップの開催（1998年あるいは1999年に、北海道で）、②

プロシーディングの刊行、③地名の呼称対照表の作成、 

④関連研究者および関連機関の一覧表の作成、⑤共同

研究プログラムの立案・実行の調整と推進の支援を提

言としてワークショップ報告に記載することになった。 

既に実行に入ろうとしている共同研究プログラムの好

例として北海道水試がサハニロ（前サハリンチンロ） 

と進めている宗谷海峡プログラムが挙げられた。また 

cccc計画共同議長として小生が発言した結果、C 

CCC計画に貢献するオホーツク海の共同研究計画の

立案の必要性に報告書で言及することになった。 

＜その2 ペトロパブロフスク・エクスカーション＞

この旅行は私費だから、公費出張では不可能な会議

後のエクスカーションに参加することにした。エクス

カーションは、温泉宿付きのカムチャツカの火山探訪

である。参加者は、金と暇と旺盛な好奇心を持ち合わ

せた四人の日本人だけ。ペトロパプロフスク行きの飛

行機は座席指定ではなく我先に席を占める自由席、自

分の穏やかな性格を再確認した。オホーツク海を空か

ら眺めたかったのだが、ペトロパプロフスク空港に着

くまで下界は雲に覆われていたので、窓際の席でなか

ったことを後悔する必要はなかった。ペトロパブロフ

スク空港は、滑走路の脇の木立の間のあちこちに軍用

機がごちゃごちゃ固まっていたり、移動式レーダの残

骸などが隅の方に放置してあり、 果ての地の感を盛

り立てている。空港に着くと乗務員は先に降りてしま

い、代わりに国境警備隊の兵士が乗り込んできてパス

ポートの検査を始める。四人の日本人のパスポートを

取り上げてお前たちは飛行機の中に残っていろと言わ

れたときは、いよいよ来るべきものが来たのかと顔を

互いに見合わせた。何のことはなく外国人である我女

だけ応接室に通してお茶のサービスをするためであっ

た。それならそうと笑顔で応対してくれればいいもの

を。 

ペトロパプロフスクの市街から小一時間ほど車で爆

走（ロシア国産の車で時速80キロを超えるとこの表現

が適切）して、宿に着く。食堂と厨房になっている半

地下階の上に二階の宿泊室があるこじんまりした一戸

建ての施設。凍土を避けて基礎を掘り下げると半地下

が自然にできるのか。階段を上がって左の四つの部屋

がー行 4人の部屋。冷蔵庫の置いてある前室にバスル 

ームが続いている。宿泊棟から小さな吊り橋を渡って

少し歩くと、温泉プールが湯気を立てている。25メー  

トルプールで脇にシャワー室のある脱衣所の建物が建

っている。プールと同じ位の大きさの床面積の建物で

温泉の熱で暖房がされている。滞在中はタ食の前に泳

ぎに行き、大きなデカンタのビールを分け合って飲む。 

タ食は豪華ではないものの、レストランでは現れない

普段のロシア食を毎晩楽しめた。プールにビールをデ

カンタで持っていくとタ食の分が減ることが分かった。 

ペトロパプロフスクは、太平洋に面するユーラシア

大陸 東端の港である。カムチャツカ半島の東南のア

バチャ湾の湾口近くの東北岸にあり、人ロは約12万。 

湾内は静かでトロール漁船や貨物船が錨を降ろしてい

る。荷役岸壁への着岸以外は湾内に錨泊しているよう

である。湾の背後には巨大なアバチャ火山（2200m) 

が思いがけない大きさで空の一角を占め、彼方のそち

こちに鋭角的な火山の姿がある。造船所と荷揚げ岸壁

のある小さな入り江沿いの斜面に細長く古い港街があ

る。そこから丘の背後と湾の北岸の平地にアパート群

や工場が広がっている。市街の周辺部は平屋の民家、 

農地、林、その中の日曜農民の一坪農地と野小屋、放牧

地、原野と移り変わる。旧市街の真ん中には、大きな

レーニン像が広大な広場を前に偉大さをポーズに決め

ている。カムチャツカ唯一の都会であり、数多くの歴

史的旧跡、博物館、劇場、映画館、もちろんバーなど

などがあるとともに、四つの自然科学関係の研究所 I 

カムチャツカ漁業研究所（もとのチンロのカムチャツ

カ支所で現在は独立。科学活動は、海洋生物学とりわ

けサケ・マス、そして東カムチャツカ海流域の海況）、 

カムチャツカ海象気象署（数隻の調査船を持ちカムチ

ャツカ周辺水域の経常調査を実施）、沿岸生態系複合

研究研究所（ウラジオストックの海洋生物学研究所の

支所）、そして火山研究所（四つの中で 大。ロシアの

中でここだけに立地）がある。街の治安はウラジオよ

りよさそうである。しかし英語を話せる人に出会うこ

とは殆ど期待できない。 

旅行社は 2 台の小型ロシア車と運転手 2人そして露

英通訳 2人を用意してくれた。もちろん料金は請求さ

れた。このツアーの目玉は、ヘリコプターによるカム

チャツカ火山群の探訪である。毎朝、旅行社の女性ボ

スの所で打ち合わせをして、今日は天候が悪いので市

内観光、今日は博物館と研究所、今日は土産物の買い

物と方針を立てて行動開始。日本の旅行社ツアーとは

大違い、行ってみたら休みだったり、無料にしろと交

渉してだめだから見学をやめるとか、ヘリが飛ぶかも

しれないというので予定を変更し発着場を目指すカ又

移転先が分からずに走り回って訪ね探し、先行車は着

いたが後続車ははぐれるで、好天の隙間を逃がす。まあ

こちらも四人がそれぞれ勝手な希望を言うのだから、 
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そんなもんでしょう。せかせか名所を引っ張り回され

るよりよほどのんびりできる。日本に日本のペースが

あるようにロシアにはロシアのペースがある。 

博物館はこじんまりしているが内容豊富である。お

ばさんがロシア語でとうとうと説明してくれる。若い

通訳たちが、知っている英単語で翻訳できる部分だけ

を英語に直してくれる。若い本人たちには興味が無く

二つ目の部屋ですでに飽きてしまったことも大いに関

係している。カムチャツカ半島の火山群は千島列島と

陸棚上の海底火山から北方四島・知床。摩周・阿寒に

連なっていること、帆船時代に大英帝国海軍が襲撃し

ていること、大黒屋光太夫がここを訪れていること、 

寛永通宝が出土する先住民遺跡が綱走郊外のものとそ

っくりであること、日露戦争の時に日本帝国海軍の軍

艦がペトロパブロフスクを襲撃したことを知った。 

午後にはウラジオに飛ぶ 終日の朝、ヘリで飛ぶこ

とになった。発着場に 2台の車で乗りつける。すぐに

飛び立つなどとは期待しないし、結局飛ばないことに

なっても驚かない。ここはロシア。他にも客がのんび

り待っている。そのうちにー台のヘリに燃料が補給さ

れ、なにも起こらない時間がたって、ローターが回り始

め別の組の客を乗せると飛び立っていってしまった。 

またしばらく何も起こらない時間が過ぎて、もう一台

のヘリに燃料を入れはじめた。こんな悠々たるシナリ

オの中では感激も落胆も極めて穏やかな速度で高まっ

ていく。鈍感とは少し違う。精神の質量が大きくなり

細々した雑音には反応せず、大きく永続する力に反応

して壮大なスケールで動く。そんな境地。 

乗り込む。座席があるのは操縦席と副操縦席だけ、 

あとはリノリュームの床。生魚らしい臭いがする床に

防音ヘッドセットを付けて座り込む。シートベルトな

んぞついていない。 3時間飛ぶのだそうだ。電源車が

来てエンジンを始動。短い滑走路の向こうまで地上滑

走。向きを変えて離陸。大して高度も速度も上げずに

広がる放牧地の上を飛ぶ。広大な平野だ。アバチャ湾

の北西岸には湿原が広がっているようだ。副操縦士を

見ると普通の二十万分のーのような地図を見ながら道

路を指でたどっている。山岳地帯の取っつきにある放

牧地からさらに延びる林道をたどって飛んでいく。高

木の針葉樹林帯は見あたらない。なぜだろう。  

部の隙間を探しているようだ。次々試して三つ目くら

いの鞍部を越える。尾根の向こう側の雲の高度は低く

一面の雲。谷の斜面と雲との間をダイナミックに大き

くスパイラル降下、起伏は緩やかだがどこも同じよう

に見える平坦部を地標を探してジグサグに飛ぶ。副操

縦士は二十万分のーを調べる。緩やかな尾根を回り込

むようにして越えると、青空の下に開けたカルデラに

でる。湿原の中に大小の池、いくつかからは湯気が立

っている。ここが 終点。漁業用の浮子でマークされ

た小さな空き地に着陸する。 

ハイマツ、コケモモ、名を知らぬ高山低木などの間

に、赤茶けた大地、噴気孔、湯を湛えた池、ラムネ玉

色の池、灰色の池が点在する。カルデラの北側の尾根

はかなり高い。野球スタジアムのように南側の尾根は

低く、火口原もそちらに向かって下がっており、南側

は湿原になっている。切れ切れ雲が青空を流れ、火口

原を涼風が吹き渡る。タバコがうまい。踏み分け道に

熊の足跡がある。この火口は何頭の熊を養ってきたの

だろう。荒々しく火を噴いていた大きな火口の一時の

休息の間だろうに。あ、風が膝雨を運んできた。 

＜その 3 感じたこと＞ 

ロシア語しかはなせない研究者が多く、Faxもろ

くに届かない国で、果たして国際ワークショップが運

営できるのかと、私を含め運営委のメンバーには少な

からぬ心配があった。しかし準備の間に、インターネ

ットの通信が大いに改善されたほか、現地組織委員会

のロバノフ博士をはじめとする英語の話せる若い研究

者たちが物事をリードできる体制ができあがったよう

である。心配は杷憂であった。たぶん北海道の根室で

年次会合を開催した時も外からは大いに心配であった

のだろう。ロシアの科学研究の現状は厳しいようだ。 

給与を含めた予算が極めて少なく、多くの研究者・研

究支援部門技術者が半給レイオフのためアルバイトで

暮らしている。ウラジオを立つ前の昼食にロバノフ博

士が新しいカナダ・レストランに招待してくれた。ー 

年前の半給期に彼はこのレストランの建設に携わり、 

天井板の裏に彼の署名が悪戯書きしてあるそうだ。北

水研の研究者とロシア研究者の間に、こうしたワーク

ショップやオブサーバ乗船などを通じて、友情が育ち

つつある。苦しいときに手を差し伸べるのが真の友で

ある。 

（海洋環境部長） 

深くなっていく渓谷をたどり、尾根を越える。右に

アバチャ火山の巨大な円錐形の姿が雲の隙間に切れ切

れに見える。この高度でも山頂は見上げる高さだ。頭

の上の雲と足下の山腹との間が窮屈になってきた。操

縦士は、山塊を大きく迂回するために、雲と尾根の鞍 
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【退職挨拶】 	 【離任挨拶】 

退職挨拶 
ます だ えい じ 

増 田 英治 

  

北水研に期待する 
うえきた ゆき お 

上北 征男 

早いもので退職して半年、仲秋の名月も過ぎ、窓か

ら見える田圃も黄金色になり、実りの秋を感じます。 

定年で退職するということは頭の中ではずーと前か

ら分かっていることでしたが、少なくとも私は退職す

るその日まで”前進あるのみ” をモットーに仕事をし

てきたつもりです。この日を境に予算のこと、人事の

こと、運営のこと、そして山と積まれた書類に目を通

すこと等々、これらのことがすべて目の前からなくな

りました。俺は自由だノ何時に寝ようと起きようと誰

にも迷惑を掛けずにおもいっきりパチンコでもしよう

と思って出かけてはみたものの、負けることが多く、そ

うたびたび行けるものではなく、趣味の少ない私にと

って暇は必ずしも歓迎すべきことではありませんが、 

わが家の外回りのこと、そして小さな菜園の手入れな

どをして元気で過ごしております。 

今後この生まれ故郷の良い地（余市）で過ごすわけ

ですが、こちらに来る機会がありましたらぜひお立ち

寄り下さり水研の新しい情報でもお聞かせ下さい。 

本当に長い間公私にわたりお世話になりありがとう 

ございました。 	 （元庶務課長） 

霧のまち 
た ぐち 	さとる 

田 口 哲 

ハワイは夏と冬しかありません。夏は雨も少なくダ

イモソドヘツドも茶色になります。冬は雨期なので緑

色に変わります。そんな単純なハワイとは異なり釧路

には四季があります。新緑の森の中を歩く、なんとも

いえないあの気持ち。ちょっと寒い紅葉。今でも忘れ

ることができません。冬はたしかに寒かった。でもほ

とんど毎日晴天に恵まれ、とても気持ちがよかった。 

海を超え、十勝の山に落ちるタ日は毎日素晴らしい。 

研究所では良い人に恵まれていました。北光丸と探

海丸には素晴らしい仕事をさせて頂きました。わがま

まを黙って通してくれた庶務の皆様に感謝しています。 

釧路には年間 3ケ月程しかいませんでした。さまざま

な出張をこなすことが出来たのもアルバイトの皆様の

おかげです。夏、末広町で飲んで朝 3時頃外に出ると

朝日が見えないほど霧が濃い。でも、霧でジェットに

乗れなかったこともなくラッキーでした。今後は大学

で教育に専念して若い人たちのために頑張りたいと思

っています。何年か後には大学から研究所に人を送り

出すことができるでしょう。 

（創価大学工学部教授） 

3月16日付けで水産工学研究所に配置替えになりま

した。平成 4年 4月から短い 2年間ではありましたが、 

大自然の懐に抱かれ、また人情あふれる人々との付き

合いの中で、初めての水産研究所での勤務を過ごさせ

ていただいたことは北水研の職員の暖かい協力があっ

てのことと一生忘れられません。 

その間、研究基本計画の策定、調査船探海丸の代船

建造での激論、根室でのP1 CES国際シンポジウム

と直前の根室東方沖地震（激震）により本会場等が使

用不可能になるというアクシデントにもかかわらず開

催された年次総会等、職員一丸となった協力、研究者

個々の熱意が、成功に導くという良い教訓を、経験い

たしました。 

水工研に来て半年、新しい時代に向けて、生物と工

学の境界領域の技術開発という専門水研の役割の達成

に、北水研での経験が生きるものと確信しております。 

北水研は、亜寒帯水域という恵まれた研究フィール

ドの漁業・生産力解明に、今後とも日本・世界をリー 

ドするすばらしい成果を世に送り出していただくこと

を期待いたしております。 （水産工学研究所長） 

離任のご挨拶 
きく ち 	よ l ひろ 

菊池 賛洋 

わずか 2 年間の北光丸勤務でした。上京して半年に

なりますが、霧中航海・時化模様の海での流し綱操業・

天気図とにらめっこの航海などがなつかしく思い出さ

れます。下手の横好きながらゴルフやスキー・山登り

などずいぶん楽しませていただきました。北光丸の乗

組員はじめ北水研の職員の方々に助けられて、事故も

なく過ごさせていただきましたことを心より感謝いた

します。 

調査船から取締船に移って戸惑いもありましたが、 

どうにか業務をこなしております。本年度は、九州南

西海岸や山陰沖合での外国漁船の指導取締が主な仕事

です。国連海洋法条約の批准が迫っており、外国漁船

の指導は一層重要となりそうです。 9月上旬、韓国水

産庁指導船との親善のため釜山へ寄港しました。レセ

プションの席上、指導船事務所所長は「海洋資源を保存

し水産物の恒久的な利用と持続的生産をあげること、 

そして漁業紛争をなくすことが日韓両国の責務」であ

る趣旨の挨拶をされました。日本漁業は外国に対し決

して優等生ではなかったですが、隣国同士ぜひそうあ 

ってほしいと感じました。 	 （白嶺丸船長） 
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【着任挨拶】 

霧の都 釧路に者任して 
しばた のぶかず 

柴田 宣和 

私は平成7年4 月1日付けで、中央水研利用化学部

より当水研の企画連絡室へ着任しました。着任早々、 

大雪、濃霧に遭遇、また、搭乗予定の飛行機が濃霧の

ため欠航することをも経験しました。このように、自

然環境の厳しい洗礼を受け、ややもすると忘れかけて

いた自然とのふれあい（闘い）を思い出すことになり

ました。しばらくの間は、こうした自然とのふれあい

を楽しむつもりでおります。 

私は昭和40年に現在の中央水研の前身である東海水

研利用部油脂利用研究室に配属され、巨畦油脂の酸化

毒」、「南極オキアミの食用化」等の研究課題に取り組

んできました。特に、後者の課題では 3年間の南氷洋

での船上実験を経験し、水産研究と現場とのつながり

の重要性を肌で感じたような気がしました。このよう

に、30年間に亘った利用加工分野をはじめて離れる

ことから、おおいに不安感を抱いておりますが、今後

とも当水研の皆様にはできるだけ迷惑をかけないよう

に粉骨砕身がんばるつもりでおりますので、よろしく 

お願いいたします。 	 （企画連絡室長） 

者任挨拶 
はま 	 み き お 

演 

4月1日付けで、水産庁漁業取締船白嶺丸より北海

道区水産研究所漁業調査船探海丸に配置替えとなり、 

早6 ケ月が経過しました。 

霧の街釧路は大陸的でおおらかな街ですが、海の男

としては濃霧に悩まされ、海上勤務の厳しさを実感し

ました。 

緊張の連続で第1次航海～第7次航海を終えた秋の

季節となりました。本年度は残る第 8次航海～第10次

航海を、初心にかえり心を弓は締めて職務遂行に努め

る所存です。 

今後共、みなさま方のご指導、ご協力をお願いいた

します。 

（探海丸船長） 

【新任挨拶】 

釧路に初めて転居して 
	

はじめまして 
もり た 	じろう 

	
やまむら おり お 

森田 ニ郎 
	

山村 織生 

本年4 月1日付けで、南西海区水産研究所・高知庁

舎から北海道区水産研究所に異動命令を受け、60Hzの

電気の生活圏（富士川ー糸魚川以西、水産研究所の所

在地で言えば遠洋水産研究所以西です）を離れ、生ま

れて初めて50Hzの電気の基で生活を始め、はや 5ケ月

が過ぎようとしております。前任地の夏の夜は、冷房

を入れないと寝苦しく夏ばてを起こす状態でしたが、 

当釧路では日中でも25Cを越すことは希で、初めて30 

。Cを越す猛暑を経験せず、冷房がいらない快適な夏を

過ごすことが出来ました（半袖のワイシャツにノーネ

クタイのスタイルが一度も出来ずに夏が終わってしま

ったノ）。また、水研の所在地は町外れで、コソブの干

場が見渡され、ェゾシカが俳かいし、庁舎の屋上でカ

モメが子育てする自然豊かな環境に囲まれており、春 

（着任当時の気候は、高知と比較すると冬）から夏と

季節の変化を楽しんでおります。ただ、これから迎え

る冬場に関しては、道路の凍結、地吹雪等の未知の世

界であり多少の不安からか、専ら情報の収集を図って

いるところです。今後共、関係各位のご指導、ご鞭捷 

の程よろしくお願いいたします。 	（庶務課長） 

4 月1日付けで資源管理部浮魚資源研究室に着任い

たしました。生まれは東京ですが、18の春に北海道の

土を踏んでから10年以上になるので白分ではもう「北

海道のひと」のつもりです。それでも、ノラ猫よりも

頻繁にお目にかかるキタキツネや通勤途上に出没する

ェゾシカに、道東地方の自然の豊かさ（というより水

研のロケーションの辺郡さ？）を思い知らされていま

す。大学院での専攻は海洋生態学で、5年間にわたって

道東沖や東北沖の底魚群集の生態を調べてきました。 

釧路はつい数年前まではマイワシの豊漁で水揚げ日

本一を誇っていたそうですが、道東漁場の消滅ととも

に昨年以来マイワシの水揚げはゼロと、すっかり寂し

くなってしまったようです。そんな中、浮魚の研究室

に放り込まれて「沖合水域の生物生産システムの環境

変化に対する応答の解明」を命じられました。私の如

き若輩ひとりの力では「解明」 などには遠く及ばない

とは思いますが、皆様のご協カのもと、手の届くとこ

ろから少しずつ「うみとさかな」のことを調べていきた

いと思いますので、よろしくご指導ご鞭捷のほどお願

いいたします。 （資源管理部浮魚資源研究室研究員） 
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研究発表課題ー覧 

＊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 〕 

松原 孝博・津野 敬一（水産庁）】 

・Proteolytic cleavage of vitellogenin and yolk 

proteins during vitellogenin uptake and oocyte 

maturation in barfin flounder (Verasper moseri), 

The Journal of Experimental Zoology, 272, 1995. 

May. 
松原 孝博・足立 伸次・井尻 成保・山内 階平 

（北大水）」 

・Change of lipovitellin during in vitro oocyte 

maturation in Japanese flounder Paralichthys 

olivaceus, Fisheries Science, 61(3) , 1995. Jun. 

古屋 康則（岐阜大教）・演津 友紀・松原 孝博】 

・Annual reproductive cycle and spawning charact-

eristics of the female kichiji rockfish Sebastolobus 

macrochir, Fisheries Science, 61(2), 1995. Apr. 

本田 

・資源評価を考える全ての［資源屋］さんへ 日本の

音響資源調査の現状を改善するには？，音響水産資

源調査研究会ニュース「Echoj, 1995年第 8 号，平

成 7年 8月 

本田 聡】 

・1994年北方水域におけるサンマの分布と海洋条件， 

日口漁業専門家・科学者会議記録（第26回サンマ， 

マサバ，マイワシ，イカ，スケトウダラ等共同研究

会議），水産庁，平成 7年 8月 

渡辺 ー俊・川崎 康寛】 

・日本近海のスケトウダラ資源の長期変動とその機構， 

月刊海洋，27(7)，平成 7年 7月 

渡辺 ー俊・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 

(1993年），日口漁業専門家・科学者会議記録（第26 

回サンマ，マサバ，マイワシ，イカ,スケトウダラ

等共同研究会議），水産庁，平成 7年 8月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・潰津 友紀】 

・1993年度のスケトウダラ調査結果，日口漁業専門家 

・科学者会議記録（第26回サンマ，マサバ，マイワ

シ，イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水産庁， 

平成 7年 8月 

中村 好和・森 

・1993年の太平洋スルメィカ漁況，日口漁業専門家・

科学者会議記録（第26回サンマ,マサバ，マイワシ， 

イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水産庁，平成 

7年 8月 

中村 好和・森 

・1994年の太平洋スルメイカ漁況（中間報告），日口漁

業専門家・科学者会議記録（第26回サンマ，マサバ， 

マイワシ，イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水 

産庁，平成 7年 8月

中村 好和・森 

・太平洋スルメイカの資源状況，日口漁業専門家・科

学者会議記録（第26回サンマ，マサバ，マイワシ， 

イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水産庁，平成 

7年 8月 

柏井 

・海流としての親潮，水産の研究，14(3)，平成 7年 5 

月 

柏井 

・Change in distribution of favourable water tem-

peratures and migration of Japanese sardine 

(Sardinops melcinostictus), Canadian Special Pub. 

lication of Fisheries and Aquatic Sciences, 121, 

1995. 

Goes, J.I”半田 暢彦（名大水圏）・田口 哲（創価

大工）浜 健夫（名大水圏）害藤 宏明】 

・Impact of UV radiation on the production pat-

terns and composition of dissolved free and 

combined amino acids in marine phytoplankton, 

Journal of Plankton Research, 17(6), 1995. Jun. 

寺崎 誠（東大海洋研）・斉藤 宏明・葛西 広海・

河野 時魔・川崎 康寛・田口 哲（創価大工）: 

・Horizontal distribution and seasonal variability of 

the epipelagic chaetognath Sagitta elegans in rela. 

tion to hydrography in the western subarctic 

Pacific Ocean, Fisheries Oceanography, 4(2), 

1995. Sep. 

吉森 明（名大理）・石坂 丞二（資環研）・河野

時鷹・葛西 広海・斉藤 宏明・岸 道郎（東大海

洋研），田口 哲（創価大工）: 

・Modeling of spring bloom in the western subarctic 

Pacific (off Japan) with observed vertical density 

structure, Journal of Oceanography, 51(4), 1995. 

Aug. 
磯口 治・川村 宏（東北大理）・河野 時魔・

川崎 康寛： 

。海面高度計と海洋観測データを用いた北海道南沖合

域の海況変動 一1992年1o.j1月の事例解析ー， 

海の研究，4(3)，平成 7年 6月 

Lynne D. Talley ・永田 

彦・岩尾 尊徳（函館海気）・河野 時魔・稲掛 伝三 

（東北水研）・平井 光行（日水研）・奥田 邦明（中

央水研）: 

・North Pacific Intermediate Water in the Kuro. 

shio / Oyashio Mixed Water Region, Journal of 

Physical Oceanography, 25(4), 1995. Apr. 

坂西 芳彦： 

・寒海性コンブ目植物の光合成特性，「養殖」8月号

平成 7年 8月

中村 義治： 

・二枚貝の生育環境と資源管理技術，土木学会水工学

シリーズ，95-B-9 
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〔口 頭 発 表〕 

松原 孝博・古屋 康則（岐阜大教）: 
・Proteolytic cleavage of yolk proteins during 

oocyte maturation in barfin flounder, 5th Inter 
national Symposium on Reproductive Physiology 
of Fish, Abstract, Texas, USA, 1995. Jul. 

古屋 康則（岐阜大教）・松原 孝博・池内 俊貴（北

大水）・大久保信幸・足立 伸次・山内 暗平（北大

水）: 
・Reproductive cycle and embryonic growth during 

gestation of the viviparous teleost, Zoarces 
elongatus,・ 5th International Symposium on Repro-
ductive Physiology of Fish, Abstract, Texas, 
USA, 1995. Jul. 

本田 聡・柏井 誠・古屋 康則（岐阜大教）: 

。Distribution of walleye pollock on the shelf off 
southeastern Hokkaido, northern part of Japan 
by acoustic survey, ICES International Sympo-
sium on Fisheries and Plankton Acoustics Aber-
deen, UK, 1995, Jun. 

松原 孝博： 

・ニシン I 北海道 サハリン系，平成 7 年度我が国周

辺漁業資源調査北海道ブロック底魚類資源評価会議， 

釧路，平成 7 年 8 月 

渡辺 ー俊： 

・スケトウダラ：太平洋系，平成 7 年度我が国周辺漁

業資源調査北海道ブロック底魚類資源評価会議，釧

路，平成 7 年 8 月 

渡辺 一俊： 

・マダラ（オホーツク，北海道南，北海道西海域），平

成 7 年度我が国周辺漁業資源調査北海道ブロック底

魚類資源評価会議，釧路，平成 7 年 8 月 

八吹 圭三： 

・ホッケ（北海道南，根室海峡，北方四島海域），平成 

7 年度我が国周辺漁業資源調査北海道ブロック底

魚類資源評価会議，釧路，平成 7 年 8 月 

八吹 圭三】 

・ズワイガニ（オホーツク海域），平成 7 年度我が国

周辺漁業資源調査北海道ブロック底魚類資源評価会

議，釧路，平成 7年 8 月 

演津 友紀 I 
・キチジ（オホーツク，北海道南, 根室海峡海域）, 平

成 7 年度我が国周辺漁業資源調査北海道ブロック

底魚類資源評価会議，釧路，平成 7 年 8 月 

演津 友紀： 

・めぬけ類（オホーツク，北海道南，太平洋北海域）, 

平成 7 年度我が国周辺漁業資源調査北海道ブロック

底魚類資源評価会議，釧路，平成 7 年8 月 

演津 友紀・渡辺 ー俊・八吹 圭三」 

・北海道噴火湾周辺海域におけるスケトウダラ卵の卵

径変異，平成 7 年度日本水産学会秋季大会，京都， 

平成 7 年 9 月 

中村 好和： 

・東北・北海道太平洋海域に来遊したスルメイカの資  

源量推定，平成 7 年度日本水産学会春季大会，東京， 

平成 7 年 4 月 

森 	賢・中村 好和： 

。房総，常磐沖合域におけるスルメイカ幼体の分布， 

平成 7年度日本水産学会春季大会，東京，平成 7年 

4 月 

葛西 広海。斉藤 宏明。田口 

・春季一夏季の道東沿岸域における植物プランクトン

による窒素取込みの光依存性，1995年度日本海洋学

会春季大会，東京，平成 7年 4 月 

田口 哲（創価大工）。斉藤 宏明・葛西 広海： 

・自然蛍光と基礎生産の関係について，1995年度日本

海洋学会春季大会，東京，平成 7年 4 月 

斉藤 宏明・田口 哲（創価大工）: 
・摂餌モデルを用いた焼脚類摂餌日周変動様式の解析， 

1995年度日本海洋学会春季大会, 東京，平成 7 年 4 

月 

河野 時鷹： 

・中層亜寒帯水の混合水域における変質，1995年度日

本海洋学会春季大会シンポジウム「STA-WOCE（世

界海洋循環実験計画）の結果」，東京, 平成 7年 4 月
川崎 康寛】 

・中部千島列島周辺の鉛直一様水形成機構について， 

1995年度日本海洋学会春季大会，東京，平成 7年 4 

月 

磯口 治・川村 宏（東北大理）・河野 時鷹・

川崎 康寛： 

・TOPEX/POSEIDON 海面高度計による亜寒帯循環

の検出，1995年度日本海洋学会春季大会，東京，平

成 7 年 4 月 

田口 哲（創価大工）。斉藤 宏明・服部 寛・ 

（北海道東海大工）。白洋 邦男（北大流氷研施設）: 
。Diel variability in vertical flux of chioro-

phyll a and biogenic silica in Saromako lagoon, 
Hokkaido, Japan,「北極圏環境」国際シンポジウム

東京，平成 7 年 7 月 

川崎 康寛： 

・On the formation process of the subsurface mixed 
water around the middle of Kuril Islands, PICES 
workshop on the Okhotsk Sea and adjacent areas, 
Vladivostok, 1995. Jun. 

河野 時慶： 

・係留系データと定線観測結果を用いた親潮の季節変

動特性，大槌シンポジウム「親潮とその周辺海域の

構造と力学」，大槌，平成 7 年8 月 

飯泉 

g 熱帯藻場の窒素固定，日本海洋学会，東京，平成 7 
年 4 月 

飯泉 仁・吉森 明（名大理）: 

・北海道南西沿岸における磯焼けについて，日本生態

学会，盛岡，平成 7 年 8 月 

町口 裕二】 

・造成漁場に放流されたエゾバフンウニの成長と生残

について，平成 7 年度日本水産学会春期大会，東京， 

平成 7年 4 月 
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会議情報 

平成 7 年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会

議 

日時：平成 7年 7月13日 13 : 30'--17 : 00 

場所：釧路全日空ホテル 

議題： 

1．水産関係試験研究を巡る情勢報告 

乙各場所の平成 6年度研究推進概要及び平成 7年度 

研究計画概要 

3．各場所の調査・研究関連主要トピックス 

4．企画情報連絡会議報告 

5.資源・海洋部会報告 

6．増養殖研究部会報告 

z運営細目の改正について 

8．北海道ブロック地域の水産研究推進に係わる意見 

交換 

1）国連海洋法に関する情報提供 

2）国連海洋法にともなう水産研究の対応について 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内水 

産試験場、北海道立栽培漁業総合センター、 

北海道立水産購化場、北海道さけ・ますふ 

化場、日栽協厚岸事業場、北海道水産部、 

水産庁研究部・漁政部、北水研 

平成 7 年度北海道ブロック水産業関係試験研究機関

企画情報連絡会議 

日時：平成 7年 7月13日 9 : 0o---ii : 30 

場所】釧路全日空ホテル 

議題： 

1．日・ロ研究交流について 

乙国費・道関連事業等について 

3．その他 

1）国連海洋法にともなう水産研究所および道水試 

の対応について 

2) PICES第 3回年次会合にてル・て 

3）日韓共同資源調査について 

4）資源・海洋部会報告 

5）増養殖研究部会報告 

6）運営細目の改正について 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路。網走・稚内水 

産試験場、北海道立栽培漁業総合センター、 

北海道立水産購化場、北海道さけ・ますふ 

化場、北海道水産部、北水研 

平成 1年度第 1回太平洋イカ長期漁海況予報会議 

日時：平成 7年7月11-----12日 

場所：中央水産研究所 

議題： 

1．海況予測（東北海区） 

1）海況の経過 

2）現況 

3）今後の見通し 

2．スルメイカ漁況予測 

1）太平洋海域における資源動向 

2）本邦北部太平洋海域（常磐以北太平洋）の漁況 

予測（1995年 7月～ 9月漁期） 

3）予測の根拠となった情報 

参加機関：北海道立釧路・函館水産試験場、青森・福 

島・茨城・千葉。東京都水試・静岡・愛知 

・和歌山の各県水産試験場、岩手県水産技

術センター、宮城県水産研究開発センター、 

神奈川県水産総合研究所、三重県水産技術

センター、海洋水産資源開発センター、漁

業情報サービスセンター、気象庁、水産庁、 

中央水研、東北水研、同八戸支所、北水研 

平成1年度我が国周辺漁業資源調査 

北海道ブロック底魚類資源評価会議 

日時：平成 7年 8月29日 9: 15-17 : 00 

場所】北水研会議室 

議題： 

1.各対象魚種の漁況及び資源状態の評価・予測 

1）ニシン：北海道系 

2）スケトウダラ：北部日本海系（北海道西海域） 

（日本海北海域） 

3）スケトウダラ】根室海峡系 

4）スケトウダラ】北見沖合系 

5）スケトウダラ】太平洋系 

6）マダラ（オホーツク、北海道南、北海道西海域） 

7）ホッケ（北海道南、根室海峡、北方四島海域） 

8）ホッケ」道北系 

9）ホッケ：道南系 

10）イカナゴ類（宗谷海峡海域） 

11）ヒラメ（北海道西、北海道南海域） 

12）ベニズワイガニ（北海道西海域） 

13）キチジ（オホーツク、北海道南、根室海峡海域） 

14）コマイ（オホーツク、北海道南、根室海峡海域） 

15）メヌケ類（オホーツク、北海道南、太平洋北海 

域） 

16）カレイ類 

ソウハチ（オホーツク、北海道西海域） 
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研究談話会 

マガレイ（オホーツク、北海道西海域） 

17）ホッコクアカエビ（北海道西海域） 

18）ズワイガニ（オホーツク海域） 

19）イトヒキダラ（太平洋北、北海道南海域） 

2．議題1．についての総合討論 

3．今後の調査実施についての協議 

4．その他 

・国際漁業関連事項の情報・意見交換 

参加機関：北海道立中央・函館・同室蘭支場・釧路・

網走・稚内水産試験場、水産庁資源課、 

中央水研、日水研、北水研 

第65回 

日時：平成 7年 5月31日 

場所：北水研会議室 

話題提供： 

さけの母川回帰機構について 

上田 宏（北海道大学水産学部洞爺湖臨湖 

実験所） 

第66回 

日時：平成 7年 8月23日 

場所】北水研会議室 

話題提供： 

工1995年 2 月のスルメイカ稚仔調査の暫定的 

な解析結果 

中村 好和・J.R.Bower （北大水）・ 

森 賢 

2. Estimate abundant and stock Ommastrephes 

bartrami in North-West Pasific 

Y.V.Slobodskoy (TINRO) 

3.Fecundity of mature females Todarodes 

pacificus in Japan sea 

N.B.Bessmertnarya (TINRO) 

第67回 

日時」平成 7年 9月12日 

場所：北水研会議室 

話題提供】 

Seasonal development of plankton community 

of North-West Pacific Subarctic waters and 

possibilities of its forecasting 

Yury I.Zuenko, Larisa N.Bokhan Pacific 

Fisheries Research Center (TINRO) 

資源学談話会 

第78回 平成 7年 4月14日 

論文紹介： 

Seasonal movements of Pacific cod, Gadus, 

macrocephalus, in the eastern Bering Sea and 

adjacent waters based on tag-recapture data. 

Allen M. Shimada and Daniel K.Kimura. Fish. 

Bull., 92(4): 800-816 (1994) 

。・・・・演津 友紀 

第79回 平成 7年 4月24日 

仙台湾沖底生魚類群集の生態学的研究 

―食物網構造と優先種間のニッチ動態一 

・・・・・山村 織生 

第80回 平成 7年 4 月28日 

沖合水域の生物生産システムの環境変化に対する応 

答の解明のための研究構造について 

・・・・・柏井 誠 

第81回 平成 7年 5月18日 

計量魚探によるサンマ資源調査 

―その経過と問題点ー 

・・・・・本田 聡 

第82回 平成 7年6月 2日 

論文紹介】 

Flexible reproductive strategies in the squid 

Loligo forbesi. P. R. Boyle, G. J. Pierce and L. C. 

Hastie, Mar. Biol., 121 : 501-508, 1995 

・・・・・中村 好和 

、 

海洋環境ゼミナール 
	ノ 

第100回 平成 7年 6月 9日 

論文紹介： 

J. J. Elser (1992) 】 Phytoplankton dynamics and 

the role of grazers in Castle Lake, California. 

Ecology., 73: 887-902. 

・・・・・葛西 広海 

第101回 平成 7年 7月21日 

千島列島周辺での西部亜寒帯水の変質過程 

これまでの成果と今後の展開 	、 

・・・・・河野 時鷹 
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国 内 研 修 

・山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

研修目的：平成 7年度国家公務員採用I種試験採用 

者研修のため 

研修先：総務庁人事院農林水産省 

研修期間：平成 7年4 月3 日～15日 

・島倉 香（食糧事務所厚生課併任） 

研修目的：平成 7年度III種試験採用者研修のため

研修先】人事院北海道事務局 

研修期間：平成 7年4 月18日～21日 

国 内 留 学 

。斉藤 宏明（海洋環境部生物環境研究室） 

研修目的：日周摂餌リズムを用いた椀脚類摂餌量簡 

易推定法の開発のため 

研修先：東北大学農学部 

研修期間】平成 7年 5月6日～8月 5日 

流動研究員 

・坂西 芳彦（資源増殖部藻類増殖研究室） 

研修目的：物質生産理論を基礎においた大型褐藻の 

生理生態学的研究のため 

研修先：筑波大学下田臨海実験センター 

研修期間 I 平成 7年8月1日～9日 

海 外 出 張 

・渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室） 

出張先：ソウル 

出張目的：日韓水産庁実務者協議出席のため

出張期間：平成 7年4月 4 日～8 日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

出張先】ホノルル 

出張目的IPICES GLOBEC科学運営委員 

会幹事会出席及び会議報告のため 

出張期間：平成 7年5月23日～30日 

・川崎 康寛（海洋環境部海洋動態研究室） 

出張先：ウラジオストク 

出張目的：PT CES オホ ツク海と隣接海域に

関する北太平洋科学機関ワ クショップ

参加のため 

出張期間】平成 7年6月18日～26日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

出張先：ウラジオストク 

出張目的：PT CES オホ ツク海と隣接海域に

関する北太平洋科学機関ワークショップ

参加のため 

出張期間】平成 7年6月18日～30 日 

（研究集会参加） 

・本田 聡（資源管理部浮魚資源研究室） 

参加先：スコットランド 

参加目的】ICES漁業とプランクトン音響に関す 

る国際シンポジウム参加のため 

参加期間：平成 7年6月9日～6月25日 

・松原 孝博（資源管理部浮魚資源研究室） 

参加先：テキサス 

参加目的：魚類の生殖生理に関する第5 回国際シン 

ポジウム参加のため 

参加期間：平成 7年6月29日～7月19日 
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平成 7年 4-.--9 月 

刊行年月 刊 	行 	物 	名 刊 行 部 室 名 

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

7・8 平成 7年度北西太平洋のアカイカ漁況予報 資源管理部頭足類資源研究室 

7・9 平成 7年度オホーック海のサンマ漁況予報 資源管理部浮魚資源研究室 

7・9 平成 7年度第 2回太平洋イカ長期漁況予報 資源管理部頭足類資源研究室 

7. 4-9 北水研ミニ情報 第 44号～49号 企画連絡室 

7.8 釧路の海の科学～豊かさのナゾを探る～ 「おさかなセミナーくしろ’95」企画・実行委員会 

fおさかなセミナーぐしろ’95J を終えてー・ー 

「おさかなセミナーくしろ’95」企画・実行委員会は、市民の方々に釧路の海の豊かさの謎を知ってもらお 
うと、平成 7年8月8日（火）釧路市生涯学習センターでセミナーを開催しました。 

講演は道立釧路水産試験場・小笠原惇六氏（地球の海）、北海道区水産研究所・川崎康寛氏（親潮）、同・斉 
藤宏明氏（親潮の豊かさ）の三名が行いました。 

セミナーには 10代～70代の約82名が参加しました。視聴者の意見を聞くためにアンケートを書いていた 
だきましたので、そのいくつかを紹介しましょう。 

＊とてもよい勉強になりました。霧の発生や魚がどうして釧路で獲れるのかもよくわかりました。 
こういう勉強会ならいつ聞いてもいいです。久しぶりに役に立ったと思っています。 

＊専門用語が少々むずかしかった。 
＊海に出て実際に観測しているビデオ等も見たかった。 

この他、もっと知りたいことなど、「おさかなセミナーくしろ’96」のテーマを考える上でとても良い意見が 

たくさん出されました。 
一方、パネル展は 8月1日（火）-8月31日（木）の1か月間、釧路市立博物館のエントランスホールで 

開催され、期間中の博物館入館者数は約9,500名で陶I路の海の科学」パンフレツトの持ち帰り数は 1,500部 

でした。 
「おさかなセミナーくしろ’95」が成功狸に終了し、早くも「おさかなセミナーくしろ’96」の準備が進めら 

れています。市民のみなさんのご意見を参考に、もっともっと多くの方々に、わかりやすく、内容のある企 
画をしたいと考えています。 

「おさかなセミナーくしろ’95」企画・実行委員会事務局長 柏井 誠 

! 
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会参勿 

平成 7 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

松原室長東京へ。 

平成 7 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

八吹主任研究官東京へ。 

平成 7 年度日本水産学会春季大会参加のため、 

中村室長、森技官、伊藤主任研究官、宇田川

技官東京へ。 

平成 7 年度日本水産学会春季大会及び日本海

洋学会春季大会参加のため、飯泉室長東京へ。 

平成 7 年度日本水産学会春季大会及びシンポ

ジウム「Marine-JISJ に参加のため、本田技官

東京へ。 

1995年度日本海洋学会春季大会参加のため、 

葛西技官東京へ。 

1995年度日本海洋学会春季大会参加のため、 

柏井部長、川崎室長、河野主任研究官東京へ。 

1995年度日本海洋学会春季大会参加のため、 

宵藤技官東京へ。 

生態系工学研究会第15回シンポジウムに参加

のため、中村（義）室長大阪へ。 

平成 6 年度特定魚種漁場整備開発調査委託事

業マダラ調査報告検討会に出席のため、柏井

部長札幌へ。 

平成 7 年度苫小牧港海域調査検討会及び関西

国際空港調査に係わる技術検討会に出席のた

め、中村（義）室長大阪へ。 

漁業情報に関する研究会に出席のため、村田

部長東京へ。 

第1回北海道水産部振興審議会に出席のため、 

新宮所長札幌へ。 

第1回亜寒帯海域研究会に参加のため、柏井

部長東京へ。 

海域環境調和発電所実証調査の実施に係る協

議会に出席のため、中村（義）室長東京へ。 

第42回日本生態学学会大会に参加のため、飯

泉室長、宇田川技官盛岡へ。 

第 3 回計測と情報解析研究会に参加のため、 

飯泉室長っくばへ。 

第28回研究開発懇話会に参加のため、新宮所

長札幌へ。 

苫小牧港海域調査検討委員会幹事会に出席の

ため、中村（義）室長札幌へ。 

第 5 回海域環境調和発電所実証調査技術部会

に出席のため、中村（義）室長東京へ。 

PICES第 4 回年次会合への対応に関する打

ち合わせ会及び革新的ブイシステムの基盤技

術開発研究委員会出席のため、柏井部長東京へ。 
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8. 27 

5 
8. 31 
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、 
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9. 7 
、 
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9. 25 

、 
9, 27 
9, 28 

i 
9, 30 

主な来訪・見学者 

4.24 北海道東海大学工学部大学院生古田雄一氏、 

瀬戸計行氏、アイスアルジーの生態に関する

研究のため。 

5.10 水産庁漁政課主計班高橋給与係長、用度班堀 
5 

5.n 江用度係員、物品検査のため。 

5, 11 創価大学工学部生物工学科田口教授、サロマ

湖におけるサンプル分析のため。 

5,n 水産庁沖合課沖合底引き班川村課長補佐、事

務打ち合わせのため。 

6. 15 歯舞漁協長山指導部長、受託調査研究打ち合

わせのため。 

7, 5 雄武町・興部町。紋別市職員、雄武漁組・沙

留漁組・紋別漁組職員及び網走西部地区水産

業普及指導員他、地域水産業関係施設等の視

察研修のため。 

7.12 水産庁渋川研究部長、企画課木島企画官、北

だ 14 海道ブロック水産業関係試験研究推進会議出

席のため。 

7.13 根室地区水産業普及指導所青柳指導員他 2 名、 

研究打ち合わせのため。 

7.24 会計検査院農林水産検査第三課松本課長、森 

だ 25 井調査官、小林調査官補、平成 6 年度会計実

施検査のため。 

7. 24 水産庁漁政課池田主計班長、研究課山田管理 

だ 26 班長、中央水研笹本主計係長、平成 6 年度会

計実施検査随行及び立ち合いのため。 

7.27 農業生物資源研究所宮坂業務管理課長、森田

だ 28 用度係長、吉原施設管理課長、施設見学のた

め。 

9, 6 サハリン海洋研究所海洋学研究室カンタコフ

室長、サマトフ研究員、中央水試八木主任研

究員、北大低温研究所流氷研究施設青田教授、 

オホーツク海の海洋環境研究における研究協

力の推進に関する打ち合わせのため。 

9.13 千葉県立中央博物館駒井智幸氏、標本採集の

ため。 

9. 26 日本鉄鋼連盟用排水専門委員会丸茂東京大学

名誉教授他12名、研究活動状況等の視察のため。 

9. 28 東北水研月舘所長、中央水研原所長、南西水 

9.、 29 研藤本所長、西海水研加藤所長、日水研新井

所長、遠洋水研畑中所長、養殖研畔田所長、 

水工研上北所長、水産庁水研所長懇談会出席

のため。 
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鵠 	張 
5, 

5 
5. 

17 

20 

平成 7 年度栽培漁業東日本ブロック会議出席

のため、大池部長大島へ出張。 

常磐・房総沖合域にて第 1次イカ類幼稚仔調 5. 18 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 
I 

査のため森技官北光丸乗船。 5. 19 海へ出張。 

道東～東北沿岸沖合域にて沿岸親潮調査のた 5, 19 北海道太平洋及び日本海域にて日韓共同スケ 
、 

め、斉藤技官、葛西技官探海丸乗船。 6. 15 トウダラ資源調査のため、渡辺室長北光メ唾船。 

ホッキガイ調査打ち合わせのため、中村（義） 5, 19 日韓共同資源調査魚探キャリブレーションの 
、 

室長浜中へ出張。 5. 20 ため、本田技官北光丸乗船。 

コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ 5. 22 コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ 

出張。 出張。 

平成 7 年度日韓共同資源調査実施計画打ち合 5, 22 大型褐藻の収集保存のため、坂西主任研究官 

わせのため、渡辺室長、八吹主任研究官新潟 厚岸へ出張。 

へ出張。 5. 22 沿岸漁場の底棲中・小型甲殻類の生態に関す 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 る調査のため、宇田川技官厚岸へ出張。 

海へ出張。 5. 22 国有財産増減報告会出席のため、関口課長補 
、  

コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長厚岸へ 5. 24 佐東京へ出張。 

出張。 5. 22 物品増減報告会出席のため、早川事務官東京 
、 

増殖場造成計画指針第1回作業部会出席のた 5. 24 へ出張。 

め、中村（義）室長東京へ出張。 5. 
I 

23 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

水研所長会議及び所長懇談会出席のため、新 5, 24 耗升」買iデ＼ i』与民o 

宮所長東京へ出張。 5. 25 厚岸湖及びその周辺での環境調査のため、飯泉 

技会企画連絡室長会議・企画連絡室長懇談会 室長、坂西主任研究官、宇田川技官厚岸へ出張。 

並びに所長会議出席のため、柴田企画連絡室 5, 
、 

29 研究業績審査会出席のため、新宮所長東京へ 

長東京へ出張。 5. 30 出張。 

コンブ・ウニ類調査打ち合わせのため町口主 5 , 30 コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口 
i 

任研究官根室へ主張。 6. 2 主任研究官余市他へ主張。 

藻類研究打ち合わせのため、飯泉室長網走へ 6. 4 システム部会（我が国周辺漁業資源調査）に 
i  

出張。 6. 6 出席のため、中村（好）室長東京へ出張。 

我が国周辺漁業資源調査北海道ブロック担当 6. 5 水研所長会議・懇談会及び全場所長会議出席 
i  

者会議出席のため、渡辺室長、中村（好）室長 6. 9 のため、新宮所長東京へ出張。 

余市へ出張。 6. 
、 

10 三陸沖合海域にてイカ資源調査のため、中村 

北海道沿岸にて浅海域漁場調査のため、伊藤 6, 29 （好）室長若潮丸乗船。 

主任研究官探海丸乗船。 6, 
、 

12 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

道東・沿岸沖合部にて親潮広域調査のため、 6. 13 広尾へ出張。 

川崎室長、河野主任研究官北光丸乗船。 6. 13 共済組合主管課長会課長会議及び支部運営委 
、 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 6. 14 員会出席のため、森田課長札幌へ出張。 

白糠へ出張。 6. 
、 

14 地方連絡会議出席のため、新宮所長定山渓へ 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 6. 15 出張。 

尾岱沼へ出張。 6. 
、 

15 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 

サロマ湖観測における研究用サンプル分析の 6. 16 海へ出張。 

ため、葛西技官紋別へ出張。 6. 
、 

19 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

道東・千島南部海域にて北洋底魚生物調査の 6. 20 尾岱沼へ出張。 

ため、八吹主任研究官、潰津技官北鳳丸乗船。 6. 20 水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹 

コソブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 主任研究官、演津技官羅臼へ出張。 

尾岱沼へ出張。 6, 
1 

22 生態系保全種苗生産技術開発事業準備会出席 

平成 7 年度特定水産資源評価技術開発調査に 6. 23 のため、大池部長、松原室長東京へ出張。 

係る計画設計会議及び資源調査見直し作業部 6. 
、 

26 大槌湾及びその周辺における大型海藻類の基 

会出席のため、中村（好）室長、本田技官横浜 7. 2 礎生産量及び植生変動研究のため、飯泉室長 

へ出張。 大槌へ出張。 

20 
	

ズ 瓶5り 



7. 3 
5 

7. 10 

7. 4 
5 

7 一 6 

7. 10 
5 

7. 13 

7. 12 
、 

7. 14 

7. 12 
、 

7. 13 

7. 13 
、 

7, 26 

7. 17 
、 

7. 19 

7. 18 
5 

7, 20 

7. 20 
i 

7. 22 

7. 23 
5 

7. 25 

8. 1 
5 

8, 10 

8. 2 

8. 2 
、 

8. 7 

8. 10 
5 

8. 12 

8. 14 
5 

8. 15 

8. 22 
5 

8. 23 

8. 22 
、 

8. 23 

8. 22 
、 

8. 26 

8. 22 
、 

9. 10 

8. 24 
5 

9. 14 

8. 27 
、 

8. 29 

道東～東北沿岸沖合域にて沿岸親潮調査のた

め、河野主任研究官、葛西技官探海丸乗船。 

平成 7年度総合研究⑧「海洋生態系の地球規模

変動（GLOBEC) 研究計画」の立案における研

究打ち合わせ及び報告会出席のため、柏井部

長東京へ出張。 

十勝I'はけ。ますふ化事業創基100周年記念式

典出席のため、新宮所長、土谷技官帯広へ出張。 

平成 7年度第1回東北・中央ブロック長期漁

海況予報会議出席のため、中村（好）室長、山

村技官横浜へ出張。 

水研課長懇談会出席のため、森田課長日光へ

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。 

東北沖合太平洋海域にてアカイカ資源調査の

ため、森技官探海丸乗船。 

スケトウダラグループ会議出席のため、渡辺

室長、漬津技官、本田技官稚内へ出張。 

エゾバフンウニ人口種苗の放流後の追跡調査

指導のため、町口主任研究官歯舞へ出張。 

日韓調査打ち合わせのため、渡辺室長東京へ

出張。 

平成 7年度特定地域開発調査函館周辺地域調

査第1回検討委員会出席のため、大池部長、 

町口主任研究官函館へ出張C 

北海道周辺海域にて近海放射能調査のため、 

葛西技官探海丸乗船。 

魚探校正のため、本田技官北光丸乗船。 

北海道太平洋海域にて我が国周辺調査のため、 

松原室長北光丸乗船。 

外洋性大型ィカ類に関するシンポジウム実行

委員会出席のため、中村（好）室長東京へ出張。 

日韓露共同海洋調査関係者懇談会出席のため、 

柏井部長小樽へ出張。 

漁場保全対策推進事業水産研究担当者会議出

席のため、柏井部長、中村（義）室長横浜へ出

張。 

海洋法条約対策資源管理部長会議出席のため、 

村田部長東京へ出張。 

シンポジウム「親潮とその周辺海域の構造と力

学」に出席のため、河野主任研究官大槌へ出

張。 

北海道～千島列島周辺海域にて我が国周辺資

源調査のため川崎室長、本田技官北光丸乗船。 

北海道～中南部千島太平洋海域にて我が国周

査のため、中村（好）室長探海丸乗船。 

スモス浮魚制御系第III期研究計画検

のため、斉藤技官横浜へ出張。 

8. 28 
5 

8. 30 

8. 30 
5 

9. 1 

8. 30 
、 

9. 1 

8. 31 
、 

9 一 2 

9. 7 
、 

9. 9 

9. 13 
5 

9. 27 

9. 17 
5 

9. 19 

9. 19 
、 

9. 20 

9. 19 
5 

9. 24 

9. 25 
5 

9. 28 

9. 26 
、 

9. 27 

9. 28 

9. 28 
5 

9. 29 

9. 28 

9. 28 
5 

9. 30 

水産庁研究所企画連絡室長打ち合わせ会議出

席のため、柴田企画連絡室長横浜へ出張。 

日韓共同調査中間評価会議出席のため、渡辺

室長、八吹主任研究官新潟へ出張。 

ェゾバフンウニ人口種苗の放流後の追跡調査

指導のため、町口主任研究官歯舞へ出張。 

全場所長会議及び所長懇談会出席のため、新

宮所長東京へ出張。 

共済組合員証更新のため、越田事務官、沼下

事務官帯広へ出張。 

放射能資料収集及びオホーツク海研究計画の

ためのInformal Exective Committe会合出席

のため、柏井部長東京へ出張。 

北海道～千島列島周辺海域にて我が国周辺資

源調査のため川崎室長北光丸乗船。 

水中探査方式技術開発検討委員会出席のため、 

本田技官波崎へ出張。 

日韓共同資源調査北海道水域 2 次調査打ち合

わせ会出席のため、渡辺室長東京へ出張。 

三陸沿岸の海藻生態についての研修のため、 

飯泉室長大槌へ出張。 

全場所長会議及び水研所長会議出席のため、 

新宮所長東京へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

根室へ出張。 

水産資源の適正利用水準の推定のため、八吹

主任研究官、森技官羅臼へ出張。 

計算証明規則に関する説明会出席のため、三

浦係長札幌へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

根室へ出張。 

スケトウダラ等底魚類の卵稚仔調査手法打ち

合わせのため、漬津技官京都へ出張。 
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〇人事の動き〇 
平成7年 2月28日付 

退 （北水研海洋環境部生物環境研究室長） 

（技）田口 哲 

平成7年3月16日付 

命 水産工学研究所長 

（北水研企画連絡室長） 	 （技）上北 征男 

平成7年 3月31日付 

退 （北海道区水産研究所庶務課長） （事）増田 英治 

平成7年4月1日付 

命 日本海区水産研究所資源管理部底魚資源研究室長 

（北水研資源増殖部浅海育種研究室長） 

（技）南 卓志 

命 水産庁白嶺丸船長 

（北水研北光丸船長） 	 （技）菊池 賛洋 

命 日本海区水産研究所みずほ丸一等航海士 

（北水研北光丸二等航海士） 	（技）村塚 正信 

命 水産庁白萩丸三等航海士 

（北水研探海丸二等航海士） 	（技）平井 俊之 

命 水産庁白萩丸操機長 

（北水研北光丸操機長） 	（技）千葉 敏 

命 水産庁白鵬丸機関長 

（北水研探海丸機関長） 	 （技）佐々木玉男 

命 水産庁白嶺丸機関員 

（北水研探海丸機関員） 	 （技）谷口 晃一 

命 西海区水産研究所陽光丸甲板員 

（北水研甲板員） 	 （技）野田 保 

命 北海道区水産研究所企画連絡室長 

（中央水研利用化学部長） 	（技）柴田 宣和 

命 北海道区水産研究所北光丸船長 

（北水研探海丸船長） 	 （技）斎藤 邦夫 

命 北海道区水産研究所探海丸船長 

（水産庁白嶺丸一等航海士） 

命 北海道区水産研究所北光丸二等航海士 

（水産庁船舶予備員） 	 （技）宮崎 孝之 

命 北海道区水産研究所探海丸二等航海士 

（水産庁船舶予備員） 	 （技）西村 直 

命 北海道区水産研究所探海丸機関長 

（水産庁白鷺丸一等機関士） （技）島崎 渉

命 北海道区水産研究所北光丸操機長 

（水産庁白嶺丸操機次長） 	（技）小野寺道生 

命 北海道区水産研究所北光丸甲板員 

（水産庁白嶺丸甲板員） 	 （技）山本 剛志  

命 北海道区水産研究所探海丸操機手 

（北水研北光丸操機手） 	 （技）伊藤 信寛 

命 北海道区水産研究所北光丸機関員 

（水産庁白萩丸機関員） 	 （技）木曽 芳之 

命 北海道区水産研究所庶務課長 

（南西水研高知分室長） 	 （事）森田 二郎 

命 北海道区水産研究所庶務課用度係 

（食糧事務所厚生課併任） 	（事）中宮 倫子 

金 北海道区水産研究所資源管理部浮魚資源研究室 

（技）山村 織生 

命 食糧事務所厚生課併任（北水研庶務課） 

（事）嶋倉 香 

平成7年 5月1日付 

命 遠洋水産研究所総務部会計課 

（北水研庶務課用度係） 	 （事）久保田直樹 

rー……ー…一ー一ーーーーーーーーー一…ーー 、 

表唐の写算 

薦臨えだjる亡ジメンメメラップ勿膚ぎ 

親潮域は浮魚の漁獲高の高いことで知られて

いますが、このことは多くの基礎生産が表層生

態系で転送されていることを示します。しかし、 

同時に基礎生産のかなりの部分は深層へ沈降す

ることが知られています。有機物の深層への輸

送過程は深層に分布する生物の餌環境を考える

上ではもちろん、地球の炭素収支を考える上で

も重要な過程です。この有機物沈降量を調べる

には、セジメントトラップと呼ばれる観測機器

が用いられます。写真のセジメントトラップは、 

捕集瓶が設定した時間に回転することによって、 

沈降量の時間変化を調べることができます。表

紙は、有光層（この地点では50m）の直下にセジ

メントトラップを設置してい、る際の写真で、親

潮域において沈降量が も多い春季に、有機物

輸送過程を明らかにするための研究の一環とし

て行われました。 

海洋環境部生物環境研究室 斉藤 宏明

しーーーーーーーーーーーー 
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