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卵を浮かせる工夫一海産魚の卵の浮遊性 

獲得に関与する卵貰蛋自の分解 
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は じめに 

海産魚の中には、卵が浮く性質を持つものが数多く

見られる。例えば、マイワシ、マサバ、スケトウダラ、 

ヒラメなどがそうであるが、これらの卵はどうして浮

くのだろうか。沈性卵と浮遊性卵の も大きな性質の

違いは、その水分含量にある。前者では未受精卵の水

分含量は60'---70％程度であるのに対し、後者では90% 

を越える水分を含んでいる。卵内の水分は他の細胞内

液と同様、海水と比べて低張であり軽い。浮遊性卵は

こうした軽い液を内部に貯めることで、海水中での浮

力を得ている。浮遊性卵を生む海産魚で、卵母細胞の

終成熟期に顕著な吸水が起こることは古くから知ら

れていたが、そのメカニズムについては不明であった。 

近年、フロリダ大学のR. A. Wallace らのグループが汽

水域に棲むメダカを用いて、 終成熟期に卵黄蛋白の

分解が起こることを発見した（1、 2)。さらに彼ら

は、こうした分解が海産魚や汽水魚の中でも特に卵母

細胞の吸水が顕著な魚種に限られることを見い出し、 

吸水への関与を示唆した（ 3)。すなわち、卵黄蛋白を

分解することで遊離アミノ酸等を増加させ、内部の浸

透濃度を高めることにより水の移入を引き起こす一因

となるというのである（ 4)。卵黄蛋白は、そもそも腫

発生のための貯蔵栄養であり、これが受精前に分解さ

れるケースは硬骨魚以外に見られず、卵の浮遊性を得

るために特化した興味深い現象といえる。そこで我々

は、海産魚の浮遊性卵において卵黄蛋白がどのように

利用されているのかを知る目的で、日本栽培漁業協会

厚岸事業場の協力を得て、マツカワを用いて卵黄蛋白

の分解機構に関する研究をスタートさせた。ここでは、 

これまでに得られた結果を紹介したい。 

マツカワの卵黄蛋白の生化学的性状 

マツカワは、大きなものでは10kgを越す大型のカレ

イで、低温でも成長が良く極めて美味なため、北海道

での増養殖対象種として有望視されている。我々がマ

ツカワを材料に選んだのは次のような利点による。1) 

典型的な浮遊性卵、 2）卵が大きく取り扱いが容易、 

3）大型魚であるため 1尾の雌から連続して卵母細胞

を採取可能、 4) 1群の卵母細胞がそろって 終成熟

する、 5） 終成熟速度が遅い等である。 

マツカワを使って、 初に 終成熟前後の卵黄蛋白

の生化学的な比較を行った（ 5)。図1に結果の概略を 

図 1 マツカワの卵黄形成期および 終成熟期における卵

黄蛋白の生化学的変化 

模式図にして示した。卵黄蛋白は、肝臓でその前駆体

であるビテロジェニンが合成され、卵母細胞に取り込

まれて卵黄蛋白へと分解される。マツカワのビテロジ

ェニンは、約 2割の脂質を含む分子量約52万の複合蛋

白で、卵内に入るとリポビテリン、ホスビチン、β’ーコ

ンポーネントの 3種の卵黄蛋白に分かれて蓄積されて

いく。ところが、 終成熟期を経ると、これら 3種の

卵黄蛋白はいずれも分解を受け、リポビテリンは約41 

万から17万へと変化し、ホスビチンとβ’ーコンポーネン

トはほとんど検出されなくなる。このように卵黄蛋白

は卵黄蓄積と 終成熟時に 2度変化する。 

終成熟期における卵黄蛋白の経時的変化 

マツカワの産卵期はおよそ1ケ月にわたり、 6。Cの

飼育水温下では、1尾の雌は平均3.5日の周期で排卵を

繰り返す（6)。一方、一群の卵群が 終成熟に所要す 

、J 1 乏 」 4 ら 6 ナ日
終成熟経過日数 

図 2 終成熟期におけるマツカワ卵母細胞の形態的変化 
（上段）と重量の変化（下段）I -.-V 】 終成熟期の

卵母細胞、ov】排卵された卵 写真のバーは0.5mm 

o 
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図 3 終成熟期における蛋白含量（A)、卵黄蛋白量（B 

~D）、遊離アミノ酸量（E)、水分含量（F）の変化 

る日数は 6-'--7 日間で、その間に卵母細胞は透明化と

重量の増加を特徴とする形態的変化を行う（図 2)。図 

3 に 終成熟期の各卵黄蛋白の量的変化を追跡し、併

せて遊離アミノ酸および水分含量の変化と比較した結

果を示した。卵内の蛋白量としては 終成熟後半に若

干減少する程度であるが、個々の卵黄蛋白をみると、 

いずれもこの時期に急激に分解されていることがわか

る。分子量41万のリポビテリンは 終成熟 4 日目（ス

テージHI）以降17万タイプへと変化し、β’ーコンポーネ

ントとホスビチン（間接的測定による）は同時期に急

激に減少した。一方、遊離アミノ酸はこれらとは逆に

急速な増加を見せ、卵黄蛋白がアミノ酸のレベルまで

速やかに分解されることをうかがわせた。また、卵内

の水分量の変化は遊離アミノ酸の増加傾向と極めて良

く一致し、卵黄蛋白の分解が大きな吸水の駆動力にな

っていることが示唆された。 

ま と め 

浮遊性卵に見られる 終成熟期の卵黄蛋白の分解に

は、 1）吸水を導き浮力を獲得する、 2 ）初期発生時

に歴に利用しやすい栄養源を提供するという 2 つの大

きな意義があり、その巧妙さには感心させられる。上

記の結果に加えて、 近、膝発生過程における17万リ

ポビテリンの変化を調べ、鱒化前に再度分子内に「き

ざみ」が入ることがわかった。これにより、図 4 のよ

うに卵黄形成から吸収に至る全過程での卵黄蛋白の生

化学的変化が把握された。現在、こうした卵黄蛋白の

分解を弓は起こすメカニズムとその調節機構に関する

研究に着手しており、将来的にそれらが明らかになる

ことを期待している。また、新たな進展が見られた折

にはご紹介したい。 

図 4 卵黄形成期から腫発生期に至る過程の卵黄蛋白の変

化の模式図 
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ウバガイ漁場に棲息する等脚H甲殻類シオムシ 

Tecticeps glaber Gu巧anova, 1933 
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写真1がシオムシである。シオムシ Tecticゆs gla加γ 

は1933年にソ連のGu巧anova が沿海州沿岸産の標本

をもとに記載した（Gu巧anova, 1933)。椎野（1965）は

シオムシの学名として Tbcticeps i功onicu.s を採用し

ているが、これは1934年（したがってzgた加γの記載

が先）に北海道帝国大学理学部の岩佐正夫が厚岸産の

標本をもとに記載したもので（Iwasa, 1934) . T. glaber 

の同物異名（シノニム）とされてる（Kussakin, 1974 】 

1979：布村,1991)。本種は西部太平洋亜寒帯南部の浅

海砂・泥底域に棲息し、日本海北部の沿岸（沿海州・

サハリン沿岸と間宮（タタール）海峡・オホーツク海

南部沿岸（サハリン南部・南千島沿岸）・太平洋沿岸（北

海道・南千島沿岸）に分布する（Kussakin, 1974 】 

1979)。 

北海道東部浜中湾のウバガイ漁場に採泥器を入れる

と体長lcmほどの灰色で卵型の平べったいこの動物が

大量に入ってくる。写真 2 はスミス・マッキンタイア

採泥器（小型・採泥面積 1/20mり による採泥1回分の

底質を 1 mmの飾でふるったあとに残留したマクロベン

トスである。他の動物（おもに端脚（ョコエビ）類・

クマ類・多毛類・二枚貝類がいる）にくらべて体サイ

ズが大きく、数が多い。採泥器の上蓋をあけてのぞく

と、残った海水中をスイスイ泳いだとみるや、採取さ

れた底質の表層に着底して身体を埋めたりと、せわし

なく活発に動き回っている。飾で底質の砂をふるった

あとには節綱の上を旬旬したり、身体を丸めて動きを

止めたりしている。体表は滑らかで硬い。シオムシを

触ったり、急に水からあげたりすると、腹屈して丸ま

る。頭部前縁と尾部後縁とを、また側板の縁同士をぴっ

たりと合わせ、貝殻が閉じたような状態で、第 5胸節

側板後側端の刺と、針状の尾肢外肢とは側方に突出す

る。不用意につまむと、指に刺さり、かなり痛い。こ

れを 「シオムシに刺された」 とか「シオムシにかまれ

た」というひとがいる。なお、シオムシが海面近くを

群永するのはよく知られている。筆者も数回目撃した。 

蚊柱ならぬシオムシ柱であった。 

シオムシは 「ワラジムシそっくり」 というひとがい

るのは当然のことで、系統分類学上は甲殻門・軟甲綱・

フクロエビ上目・等脚（ワラジムシ）目・有扇亜目・

コツブムシ科に位置付けられる。フクロエビ類という

のは、雌個体が育房という抱卵用の構造（通常は体の

腹面に形成）を持つ甲殻類の一群で、形態・生態の多

様性に富み、アミ目・端脚（ョコエビ）目・等脚（ワ  

等脚（ワラジムシ）目 	Order Isopoda 

ミクロケルベルス亜目 Microcerberidea 	約 25種 

ウミナナフシ亜目 Authurdea 	 約 150種 

ウミクフガタ（グナチア）亜目 Gunathiidea 約 100種 

ミズムシ亜目 Aselloto 	 約 600種 

フレアトイクス亜目 Fureatpocedea 	 約 50種 

ヤドリムシ亜目 Epicaridea 	 約 400種 

ヘラムシ亜目 Valvifera 	 約 600 種 

有扇亜目 FabeIITfera 	 約 1500種 

フラジムシ亜目 Oniscidea 	 約 1000種 

表 1 等脚目を構成する 9 つの亜目 

分類名とデータとは布村（1984）から引用。毎年お

びただしい量の未記載種が報告されているので、現

在の種数はこの数値を大幅に上回るはず。今後も増

え続けるだろう。 

ラジムシ）目・クマ目・タナイス目といった沿岸浅海

に多産する小型甲殻類の主要な群を含んでいる。この

フクロエビ類のなかでは端脚（ョコエビ）目と等脚（ワ

ラジムシ）目との種数が圧倒的に多い。McLaugulin 

(1980) によると端脚目約5000種・等脚目約4000種であ

る。等脚目は形態・生態の多様性が大きいため 9つの

亜目に分けられており、シオムシが属する有扇亜目・

ワラジムシ亜目・ヘラムシ亜目の種数が多い（表1)0 

シオムシは北海道のウバガイ漁場の代表的な小型

甲殻類のひとつで、底棲生物による漁場類型化の指標

としても使用された（たとえば浜中湾および琵琶瀬湾

についての高丸・中尾、1982)。しかし、北海道でもそ

の他の水域でもウバガイ漁場生物群集の成立・維持の

機構についての解析はあまり進んでいない（佐々木、 

1993）ので、シオムシの漁場生態系における位置やは

たらきはわかっていない。 

筆者は道立釧路水産試験場が浜中湾で実施した底棲

生物調査（スミス・マッキンタイア採泥器を使用）で

採取された標本（もちろん使用済み）を独自に計数・

計測する機会を得た。浜中湾における本種の個体数の

季節変化を図1に示した。全採集定点14点で採取され

た個体数の合計を個体数の代表値として使用した。 9 

月の個体数の急増は新生仔の加入によるものであり、 

8月にはまったくみられなかった新生の幼体が 9 月に

は全個体数の89.82％を占める。抱卵育房内に卵・腫・

幼体を持つ雌個体は 7月から11月にみられた。シオム

シの属するフクロエビ類では前述のように体腹面の育 

尤水牙ニューズ Ab51 
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図1 浜中湾で採取されたシオムシの個体数 

房内で抱卵し、親とほとんど同型の幼体まで保育する。 

したがって育房内に抱卵されている腫の発生段階を季

節を通して調べることにより、育房内に放卵する時期

や幼体が育房を去る時期がわかる。このようにして調

べた雌の繁殖フェノロジーの概要を図 2 に示した。集

団としてみた場合、雌個体が抱卵開始のピークは 7月

あるいはそれ以前であり、 9月にも小さなピークがみ

られた。これは育房内に発生初期aを持つ雌の割合の

季節的推移から読み取れる。幼体が環境中に出てくる

タイミングのピークは 9 月であり、11月にも小さな

ピークがみられた。これは育房内に幼体を持つ雌個体

の割合の季節推移から読み取れる。したがって浜中湾

のシオムシ集団の繁殖は春以降に始まり、秋に新生仔

が集団に加入して終わるといえる。 

今後は、水温・光周期など環境要因と繁殖フエノロ

ジーとの関係や、生活史（時間尺は一生）と繁殖フェ

ノロジー（時間尺は1年）との関係についても、野外

での標本採取と飼育実験とを組み合わせて調べて行き

たい。と同時に、まだほとんどわかっていない餌・捕

食・被捕食など生態学的知見を蓄積していくつもりで

ある。そして、亜寒帯浅海砂質底域でシオムシがどん

な暮らしを営んでいるのか、そこに成立しているウバ

ガイも含む生物群集においてシオムシの位置・はたら

きはどんなものなのかという問題へと迫りたい。なお、 

北海道沿岸にはシオムシのほかにldotea ocんotensis 

（オホーツクヘラムシ）・のmodoce acuta（ニホンコツ

プムシの近縁種）・7ソlos gnmwilbmS（ハマダンゴム

シ）・Ligia cinerascens（キタフナムシ）など、体長1 

m以上の大型で、しかも普通にみられる等脚目甲殻類

が棲息する。これらについてもいずれ同様の研究をし

たいと考えている。  

100% 

80% 

60% 

40% 

~ 

ロEmpty 麗 Manca 覇 Late 闘 Middle 園 Early ~ 
1 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1 
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図 2 シオムシの繁殖フエノロジー 
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研究ノ =｛ト 3 
	 海水の栄養塩特性を用いた中部チ島列島周辺の 

混合水系の形成機構の解明 

一般に、温帯域の海洋の季節的な基礎生産過程は下

層からの栄養塩の供給（季節躍層の発達、崩壊）と光

環境によってコントロールされる。日本近海の亜寒帯

水域を代表する親潮水域においても、躍層の発達と共

に春季ブルームが生じ、表層への栄養塩供給が躍層に

よって妨げられると栄養塩の枯渇によってブルームは

停止する。また秋季には、躍層が崩れることによって

栄養塩が供給され、秋季のブルームが生じるが光環境

が悪くなるため、ブルームは継続しない。従って、夏

季における親潮水域の表層の栄養塩濃度は季節躍層の

発達によって他の季節に比べて低く推移する。ところ

が、千島列島周辺の表層において夏季にしばしば高濃

度の栄養塩が観測されている。一例として1993年 8月

下旬から 9 月上旬におけるケイ酸塩の水平分布を図1 

に示す。50p mole/iの高濃度のケイ酸塩はムシル海峡 

図 1 1993年 8~9月における中部千島列島周辺域の表面

のケイ酸塩濃度（βmoIeノ~）の水平分布 

図 3 に研究対象海域の範囲を示す 

南東の水深160mの浅瀬（Bank A）ならびに北ウルッ

プ水道の南側で観測された。5Ojimole/l を越える高濃

度のケイ酸塩は、太平洋側では通常100-150m深で認

められ、表層で観測されることは稀である。列島沿い

の高い栄養塩濃度を示す水系は、同時に夏季でも表層

で 5。C以下の低水温を示し、10。C以上の亜寒帯表層水

との間に顕著なフロントを形成している。図1に示し

たムシル海峡を通る測線に沿ったポテンシャル水温と

塩分の分布をポテンシャル密度の関数として図 2 a,b 

に示す。 

オホーツク海と太平洋側の海水の特性の違いは 

1O0'-150m層に存在する 2。C以下の中冷層の下部で顕  

図 2 1993年 9 月のムシル海峡を横切る測線 

（図 1にその位置と観測点を示す）におけるポテ

ンシャル密度（びβ， Ls 0）とポテンシャル水温 

（左）・塩分（右）との関係 

著に認められ、太平洋側には 3。C以上の中暖水が存在

している。Bank A上に認められた栄養塩の高い海水 

（ここでは以降混合水系と呼ぶ）はオホーツク海、太

平洋側の海水と同じ密度で比べると水温が高く、特に

塩分では33.3psu以上の高塩分水が孤立して分布して

いた。表面ではまわりよりも水温が低いが、同じ密度

で比べると水温が高いということは、図 2 からも分か

るように、高密度の海水が表面に露出しているためで

あり、また混合水系のT-S特性が表層でオホーツク海

や太平洋の海水と明らかに異なっていること、両海域

の海水が同じ密度で混合しても形成されない海水であ

ることは明らかである。 

ロシア共和国200カイリ水域に入域する浮魚資源環

境広域調査は1988年から開始され、毎年1500m深 まで

の水温と電気伝導度を測定するCTD観測が表面採水

を含め約 100測点で実施され、栄養塩測定のための各

層採水は20--30測点で行われている。ところが、1991 

年以降、採水器関係のトラプルが航海後半で続出し、 

オホーツク海での採水を 3年間行うことができなかっ

た。1994年の夏季に 4年ぶりにようやく各層の採水観

測がオホーツク海で行われ、各水系毎の栄養塩の特性

を解析することができた。図 3 に表面のケイ酸塩の水

平分布と解析に用いた観測点、観測線の位置を、また

図 4 a,b,cに北ウルップ水道を通る観測線のポテン

シャル水温、塩分、ケイ酸塩の分布をポテンシャル密

度の関数として示す。北ウルップ水道の南側の St. 

NUlの表層で40jtmoie/i以上の 高濃度のケイ酸塩が認 

尤．クt研ニュース IF351 
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図 3 1994年 8-'-9 月における表面のケイ酸塩濃度

レmoleノ~）の水平分布 

められ、高塩分、高密度の海水が海面に露出している

ことが分かる。各水系の特徴を示す測点として、 0。C 

以下の中冷構造を示すオホーツク系水（ow）が分布す

るNU'l.. 2。C以下の中冷構造と 3。C以上の中暖構造を

示す東カムチャッカ海流系水（EKCW）が分布するNU 

5 、そして亜寒帯前線の南側の塩分極小の特性を示す

亜熱帯系水が分布する NU9をそれぞれ各水系を代

表する測点として選んだ。 NUlは表層で高温、高塩

分、栄養塩が高く、2。C以下の中冷構造を示さない列島

周辺の固有の混合水系が分布していることが分かる。 

密度を関数とした諸量の分布から、亜寒帯域の密度は

ほぽ塩分で決まること、栄養塩の濃度分布は塩分の分

布にほぽ対応すること、水温の鉛直分布のみでもオ

ホーツク系と東カムチャッカ海流系の亜寒帯水の識別

が可能であることがうかがえる。また、混合水系の栄

養塩特性は50m以深では、東カムチャッカ海流起源水

に近いことが分かる。ケイ酸塩濃度と塩分との関係を

図 5 に示す。混合水系の50m以浅の表層水はEKCWの 

100'-150m深の海水と同じ特性を有している。また、高

温・高塩分の表層水の起源のーつと考えられる亜熱帯

系水とは明らかに異なった栄養塩特性を有している。 

ここで考えられる列島周辺表層の混合水系の形成過

程として、次の点が考えられる。まず、亜寒帯水系ow 

とEKCWの水平的な混合並びに亜熱帯系水の水平的

な輸送では形成されないこと、すなわち何らかの鉛直

的な輸送過程が混合水系の形成にとって重要なことが

うかがえ、塩分と栄養塩の分布が良く対応しているこ

ともそれを支持する要因となる。次に高塩分、高栄養塩

濃度の海水の鉛直的な輸送過程として、既に指摘した

とおり、混合水系表層の塩分と栄養塩はEKCWの 

100-'150m層の特性と一致すリることから、EKCWの中

冷水が表層まで運ばれて形成されることが考えられる。 

それぞれの亜寒帯水系の栄養塩濃度の鉛直分布を図 6 

に示す。白抜きがリン酸塩、黒い印がケイ酸塩濃度を 

NU'4 	3 2 1 NU1 2 3 
	

5 
	

6 
~  

図 4 1994年 9 月の北ウルップ水道を横切る測線 

( ( 3にその位置と観測点を示す）におけるポテン

シャル密度とポテンシャル水温・塩分・ケイ酸塩濃

度（川nole/l）との関係 

表す。同一深度で各水系の栄養塩濃度を比べると、ow 

は400m以浅では他の水系より低い濃度で推移するの

に対し、EKCWは100--150m深で混合水系よりも栄養

塩濃度が高くなっており、I00---150m深の海水が表面

に運ばれて混合水系が形成されるという仮説が支持さ

れる。一方、潮汐に伴う鉛直混合によって大陸棚上の

海水が混ぜられると仮定すると、0 -200m深の水柱の

ケイ酸塩濃度の積算平均はowで29umole/L. EKCW 

で4Op mole/iとなり、混合水系の0-50m積算平均値48 

Fmo1e/I には及ばない。また、塩分でも200m積算平均 
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図 5 各水系毎の塩分とケイ酸塩濃度（Fmoleノり との関係 白丸】NU 1（混合水系） 黒四角】NU'l（オホーツク水系） 黒三角 

】 NU 5 （東力ムチャッカ海流水系） 白三角『 NU 9（亜熱帯水系） 各記号につけた数字はlOOm単位の採水深度を表す 

でそれぞれ33. 007psu、 33. O78psu となり、混合水系の 

50m積算平均値の33. l7Opsu に及ばない。このことは、 

大陸棚の200rn深まで潮汐等によって一様に混合した

としても、混合水系の表層水は形成されないことを意

味しており、特にowについてはその可能性は少ない。 

しかし、ここでもう一度図 5 をみると、それぞれの亜寒

帯水系の塩分とケイ酸塩との関係はほぽ直線に近く、 

潮汐による混合が海面から400mの深度にまで及んだ

場合、EKCWの栄養塩濃度、塩分の積算平均値は混合

水系よりも大きくなる。このことは、中部千島列島諸

海峡のしきい深度が400'-500mであること、列島周辺

ではlrn/sを越える非常に強い潮流や海流が観測され

ること等からも鉛直混合の可能性が高いと考えられる

が、その証拠はまだつかめていない。また、EKCWの

中冷水が表層に運ばれるという仮説も、EKCWの 

100-150mの水柱の平均水温1.8Cが混合水系 0 ---50 

m深平均の3.6。Cまで昇温する過程が必要となり、その

時間スケールや規模については良く分かっていない。 

以上述べたように列島沿いに形成される栄養塩の高

い混合水系は他から水平的に運ばれたのではなく、 

EKCWが何らかの鉛直的な輸送過程を通じて混合変

質した海水であることが考えられる。この水系は、図 

1,3に示されるように主に千島列島沿いに形成され、 

親潮水域の高い生物生産性を支える栄養塩の供給源と

して重要であると共に、オホーツク海と北太平洋の海

水交換の過程において、両海域の水平的な混合・変質

が親潮水の形成にとって重要であるという従来の観点 

図 6 各々の亜寒帯水系のケイ酸塩 

（黒抜き Fmoleノ~) ・リン酸塩濃度 

（白抜き jimoleノ~) の鉛直分布 

に加えて、鉛直的な海水の輸送によって固有の水系を

形成するという別の機構によって形成された水系とし

て重要な位置を占めると考えられる。今後は水系が形

成されてからどれだけ時間が経過しているか検知可能

なトレーサー等を用いてその形成過程を探ると共に、 

潮汐を加えた海水交換過程の解明、並びに列島周辺で

の実測流等を試みてゆきたい。 

（海洋環境部海洋動態研究室長） 



【研究集会参加報告】 

北太平洋海洋科学機関（PICES) 年次会合に出席して 

山 村 織 生 

1995年10月16日～22日に中華人民共和国青島市で行

われた北太平洋海洋科学機関（PICES）年次会合に出

席したので報告します。PICESは海洋と生物に関わる

広範な事象に関する研究の推進を目的とした国際機関

で、今回の年次会合は第 4 回目で昨年の根室に続くア

ジアでの開催となりました。 

会合では、各種委員会（これは私のような下っ端と

は無縁）に加えて以下の科学セッションがおこなわれ

ました：①海洋の環境収容力②亜寒帯太平洋の循環③

食物網構造④海洋生物の豊度変動における密度効果⑤

海洋の科学汚染物質⑥ベーリング海の海洋と漁業。今

回の参加にあたって、私の主たる興味はこのうち①と

④にありました。たとえば近年、サケ科魚類の小型化

や晩熟化が問題になっており、この要因として海洋の

環境収容力を超えた放流量が指摘されています。しか

し、私の頭には学生時代に北洋で目の当たりにした膨

大な動物プランクトンバイオマスが強烈な印象として

焼き付いており、購化放流した程度の量のシロザケが

エサを食べ尽くすとは到底考えられないのです（シロ

ザケが沖合においても分散せずに 「濃い」群れを維持

するすればこの限りではないかもしれませんが・・・）。環

境収容力と密度効果は近代生態学の中心的概念です

が、沖合・外洋域の生物生産とその消費量を評価して、 

系内での過程が本当に密度依存的なのかどうかが慎重

に論議されたことは、実はこれまでほとんどなかった

のです。 

青島市中心部を望む 

実は私自身もこうした問題を念頭に置いて、数年間

にわたって北方系底魚群集で種間競争が生じているか

どうかを調べてきましたが、今のところ競争が生じて

いないという結論を得ています。これは長年の漁獲行

為による資源や生息場所の荒廃、環境変動による不安  

定な再生産関係などによる底魚類の密度独立的な動態

の反映と考えられます。この内容を当会合の密度効果

のセッションで発表しましたが、その顛末については

後でお話ししましょう。 

こんな背景のもと私は当会合で、現場における環境

収容力を定量的に評価した上で生物過程の密度依存性

を検討した研究が紹介されることを期待して会場に乗

り込んだわけです。しかし、蓋を開けてみると①のセッ

ションでは教科書的・概念的な講演が多く、野外デー 

タをもとに環境収容力を云々するのは時期尚早との印

象をうけました。その中にあって、カナダ太平洋漁業

研究所のWelch博士の講演 は、外洋域において進化史

的時間を通じてサケ属魚類の消化器系に形質置換が起

こったことを傍証に、環境収容力がサケ属個体群に影

響を与えてきたと断言しており、スマートなプレゼン

テーション技法と相まってたいへん説得力がありまし

た。しかし、彼自身も形質置換が単なる状況証拠に過

ぎないことは認めており、現在サケ属魚類の個体群レ

ベルが海洋の生産量と措抗しうるレベルにあるかどう

かは検討する必要があることを指摘していました。 

いっぽう④のセッションでは、サケ科魚類、イワシ

類、スケトウダラなど様々な魚類で観察された成長停

滞、晩熟化、再生産率の減少などの密度依存的現象の

観察例が報告されました。発表者の多くは、横軸に個

体群レベルそして縦軸に様々な生物学的パラメータを

とった右肩下がりの回帰直線を次々と示し、 も相関

の高いグラフを”This is my best slide'’などと言っ

て説明するため、なにか「密度依存自慢大会」のよう

な印象を受けてしまいました。発表のほとんどすべて

が密度依存的現象の観察例の紹介にとどまり、その現

象をひきおこす機構の説明が乏しかったのには少々肩

すかしを喰った感がありましたが、それは今後の課題

ということでしょう。とはいえ、沖合・外洋域のこれ

ほど色々な魚種や海域で密度依存的現象がおこってい

たのは驚くべきことで、それを多くの研究者に知らし

めただけでもこのセッションは十分意義があったと思

いますし、当初は懐疑的に眺めていた私をも含めた

セッション参加者間に、「沖合外洋域の魚類において密

度依存的な現象が起こっている」 というコンセンサス

が生じたように思います。セッション後半には総合討

論の時間が十二分にとられており、密度依存的現象を

弓は起こす、または改変する諸要因とその検出法など 
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市場にて 

に関して活発な論議があったようです。「～ようです」 

とは甚だ心許ないのですが、聞き取り能力と集中力の

欠如のため討論の後半部分では完全に「落ちて」いた

ので、論議の詳細は誰か他の出席者に聞いて下さい。 

さて、私の発表の首尾はどうだったのでしょうか？

いままでに何度か国際会議で発表する機会がありまし

たが、そのたびに周到に準備したつもりだった自分の

発表が直前の欧米人のド派手なスライドを使ったプレ

ゼンに霞んでしまい、悔しい思いをしてきました。そ

こで今回はカラープリンタを駆使して彼らに負けず派

手で分かり易いカラ1OHPを用意していきました。 

「これで発表は大ウケ、俺は一躍スターダムにのし上

がるのだ・・・」「この人何か勘違いしてんじゃないの？」 

いや、プレゼンは一種の芸事です。聴衆の関心を引き

つけ内容を完全に理解させ、彼らの頭に発表の中身を

残すことができれば、その発表は成功です。その尺度

は発表後の質問にあります。質問がーつも出ない発表

ほど淋しいものはありません。さて、私の発表そのも

のは大過なく終わり、質間の時間となりました。ここ

で挙手が林立して全部の質問に答える時間がなくなる

予定だったのですが、手はー本しか挙がりません。し

かし、ずいぶんと長い手です。そう、あれはScripps海

洋研からやってきたMullin博士です。 日く「餌生物プ

ランクトンの豊度は細かい時空間的スケールで変化す

る。その変化を捉えなければ餌を巡る競合を云々する

ことは出来ないのでは…」 と。これは質問じゃなくて

言いがかり、いやコメントです。こういう否定的トー 

ンのコメントを貰ったときの返答にキャリアの差が出

ます。私はやや動揺し、しばし考えた末に「そうは言っ

ても、これがデータの 善の表現方法であると信じる」 

と答えましたが、後から考えてみると何とも間の抜け

た答えですね。ここで「うん、それはとても重要な点

だ。確かに餌の豊度は変化するが、データを纏めるこ

とで季節毎の平均的なレベルは反映できると思う」 と

でも答えておけば恰好が付いたのかもしれません。結

局これ以外の質問も出ずに、私は若干の敗北感をもっ

て自分の席に戻ったのでした。やはり密度依存過程の

セッションで密度独立現象の話をしたのがマズかった

のか・・・。 

しかし、この敗北感はひょっとすると謙虚な私ゆえ

の取り越し苦労だったのかもしれません。というのも、 

後日NOAAのLivingston 女 史らと話す機会があった

のですが、彼女らは私のプレゼンを絶賛してくれたの

です。日く、「大変わかりやすくてexcellentで あった。 

特に魚のマンガはよかった」 と。なあ～んだ、発表が

分かり易過ぎて質問の余地がなかったんだ！？プ

レゼンの中身じゃなくて技法ばかりをほめられて喜

んでばかりもいられないのかもしれませんが、修士の  

学生の頃からその論文を読ませて貰ってたLivingston 

女史の知遇を得たのみならず、曲がりなりにもお褒め

の言葉を戴ければ、こいつははるばる異境の地にやっ

てきた甲斐があろうというもんです。因みに彼女は私

の想像では「りえママ」みたいなごついオバハンだっ

たんですが（あのベーリング海の底魚に関する膨大な

仕事をみれば誰だってそう思いたくなります）、30代と

いっても通じそうな金髪の美女でした・・・。 

セッションの空き時間のほとんどを食事と街歩きの

いずれかに費やしました。青島の町並みは何故かョー 

ロッパ風で、ドイツ租借時代を偲ばせます。そういえ

ば道行くクルマもドイツ車が多いし、有名な青島卑酒 

（ビール）もその名残でしょうか。嘗ての街の中心部

に今は廃虚となったゴチック様式のカセドラルが聾

え、そこを中心として放射状に石畳の通りが拡がるの

は、いかにもョーロッパ風です。 この通りは各々が肉

類、鮮魚、乾物、衣類、クツ等々のマーケットになっ

ています。その活気は年末のアメ横のようで、ー日じゆ 

道端で体重を計る商売のオジサン 値段は聞き損ねた 

う見てても飽きません。ただし、こちらが純然たる冷

やかし客とも知らず、熱心に買い物を勧められるのに

は閉口しましたが・・・。市内では至る所で老朽化した建

物をつぶして新しいビルディングを建てていて、なに

か日本の高度成長期を訪悌とさせるようなエネルギー 

に溢れています。道行く人々の表情は明るく、共産主

義の重苦しさを微塵も感じさせません。しかし、昼間

から何するともなくぶらぶらしてる人や、およそ商売 
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になりそうもない商いをしている人がやたらと目にて） 

くのは、やはりお国柄でしょうか。 

中国といえば人民服と自転車が定番アイテムです

が、ここ青島ではどちらも左程おおくありません。石

畳の街では乗りにくいためかもしれません。そのかわ

り、ここは狂気の自動車王国です。空港から街へ向か

うバスの車窓からハイウェイの歩道を逆行していくク

ルマをみつけ絶句していると、今度はバスの運ちゃん

が隣のトラックとカーチェイスを始めて我々乗客を青

くさせました。しかし、こんなのはまだほんの序の口

でした。皆さんの廻りにもハンドルを握ると人格が豹

変する奴がいるかと思いますが、青島ではドライバー 

の半数以上がそのクチです。彼らには歩行者優先なん

て考えはこれっぽっちもなく、自分の走行を妨げるあ

らゆる事物に対してクラクションを連打し排除を試み

ます。街には信号が殆どなく、交通量の多い道路の横

断には度胸と俊足が求められます。歩行者を観察して

一…へへ～…～1 

ダβ外の海岸にて 

みると、とりあえず渡れるところ（中央分離帯や車線

の真ん中）まで行ってクルマの切れるのを待っていま

す。当然クラクションの洗礼を受けることになります

が、操かれることもなく皆涼しい顔をしているので、 

私も郷に従うことにしました。 

当地の料理はおそらくは北京料理のカテゴリーに属

すると思われます。けれども海沿いの街だけあって魚

介類が主役なので、むしろ上海料理と呼ぶべきなのか

もしれません。殆どの店の前には水槽が並べてあって、 

その中にはエビ、蟹、そして様々な貝類や魚類を活か

してあります。お客はその中から自分の食べたい個体

を選ぶことができる訳です。メニューは一部高級店を

除いて中国語オンリーですが、そこは日本人の強み、 

注文して出て来た料理が想像からかけ離れていたとい

うことは滅多にありませんでした。いろいろと旨いも

のを食べましたが、特筆すべきはマナガツオの蒸しも

のでしょうか。逆にマズかったのがウナギです。メ

ニューに「鰻」の字をみつけ、さぞかし旨かろうと思っ  

て頼んでみると、ブツ切を妙めた奴が出てきて、これ

がやたら骨っぽくて泥臭い。やはりウナギは蒲焼きで

食べるに限りますな。まあ、こんなスタイルの店が当

地ではスタンダードなのですが、他に四川風「自助的

火鍋」 と認った店が何軒かありました。これはヴァイ

キング式に好きな具を取ってきてトウガラシで真っ赤

なスープで煮て食べるというシステムになっていま

す。私も一度挑戦してみましたがあまりの辛さに敗北

しました。それでも地元では人気があるようで、結構

繁盛していました。これ以外の店では辛さは全く気に

なりませんでしたが、油っこさには少々閉口しました。 

油負けしてきたので「青菜の妙め物でも・・・」と頼んで

みると、これも油漬けになって出てくる始末です。こ

んな食生活でどうして中国の女性はあのプロポーショ

ンを維持できるんだろう！お値段の方は申し訳ないほ

ど安く、フカヒレや飽を食べない限り、どんな賛沢三

昧をしても1,500円を超えることはありませんでした。 

飲み屋さんのほうもそれなりの充実ぶりで、華やか

なクラブこそ無いものの、日本さながらのスナックや

カラオケバーは無数にありました。なかにはキャッチ

バーまがいの店もあり、日本からの研究者達も何人か

が引っかかったようです。その手口は以下の通りです。 

まず、道端やホテルの前で現地の女の子達（必ず複数） 

が、酔っぱらいのカモと見るや「飲みに行こうよお 

～ん」 と誘ってきます。これに鼻の下を伸ばしてノコ

ノコついて行き、案内されるままにバーに入ると「特

別室」を勧められます。訳も分からぬうちにこれを受

けると、部屋には頼んだ憶えも無い各種カクテルが十

数杯、素晴らしいフルーツの盛り合わせ、そして無数

のオツマミ類が次々と運ばれてきます。いい加減に財

布の中身が心配になってきて勘定を聞いてみると、法

外な金額を請求され一気に酔いが醒める、とまあだい

たいこんな仕掛けになっています。どうしてこんなに

詳しいのかというと、私もそのカモの一人だったから

なのは言うまでもありません・・・。 

そんな「得難い」体験もしましたが、今となっては 

（喉元過ぎて？）楽しい思い出です。10年、20年後に

でも訪れる機会があれば、中国、そして青島は今回と

はまた違った表情を見せてくれることでしょう。 

末筆となりましたが、今回の出張は科学技術振興調

整費によるものです。様々なご配慮をいただきました

科学技術庁、水産庁研究部研究課、そして北海道区水

産研究所の皆様に御礼申し上げます。 

（資源管理部浮魚資源研究室） 
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Geo statistics 勉強会報告 

本 田 聡 

皆さん、Geostatistics （空間統計学、地理統計学）と

いう名前を聞いたことがありますか？これは、データ

の内挿補間を行う際のルールのーつで、 近水産の分

野でも使われだしてきている割と新しい手法です。 

このGeostatistics についての勉強会が、昨年12月 

18-19日に釧路で開催されました。今回はその報告をい

たします。 

いきさつ 

すでにご存じの方もおられるかと思いますが、今年

度より 3年or 5 年間を目途に［特定水産資源評価技術

開発調査］というプロジェクトが動きだしました。こ

の中では 3つの大きなテーマに沿って各水研の研究者

が取り組んでおり、私の所属する北水研浮魚資源研究

室も［計量魚探を用いた底魚類現存量推定手法の確立］ 

という課題でプロジェクトに参加しています。 

計量魚探でスケトウダラを捉えること自体はすでに

世界各地で実施例があり、技術的な問題についてはあ

る程度楽観視しています。むしろ問題なのは、得られ

たデータからどの様にして推定現存量を計算するかと

いう点です。計量魚探調査ではデータとして魚群の分

布密度が得られるので、この値に調査面積を掛ければ

現存量の点推定値が算出されます。しかしこれだけで

はこの推定値がどの程度確からしいかについては何の

情報も示されません。 

現存量の区間推定法としては、これまでにいくつか

の方法が示されておりますが、その中にGeostatistics 

の適用も含まれています。この手法が水産の世界に取

り入れられたのは90年代に入ってからとまだ新しいの

ですが、現在ではョーロッパの水産資源研究者を中心

に急速に普及しつつあります。そこで、［せっかくやる

なら世界の 先端を取り入れて使ってやろうじゃない

か］というところから、このGeostatisticsの勉強会 を開

催することになったのでした。  

お迎えし、一日目にGeostatistics について講義をして

いただきました。また二日目にはフリーウエア［EVA] 

を使ったGeostatistics の計算例デモを行いました。 

それでは、Geostatistics についてごく簡単な紹介を

いたしましょう。 

Geostatistics とは？ 

ある海域に調査グリッドを設定して、各測点の表面

水温を観測したとします（図1)。さて、グリッドの中

のある点の水温を内挿推定するには、どの様にしたら

よいでしょうか？ 

Z1, Z2, Z3の 3点の値から 

zの値を内挿推定する 

z=工 wI' zi 

ここで・ W は各点ZI に掛ける重み・ 

例） 

距離に応じた重み付けをする場合， 

Wα二 exp(-n) 

しかし，zの信頼性は？ 

図1 通常の内挿方法 

従来は、その点の周りに分布する測点から、その距

離に応じた重み付けをして推定する方法が多く用いら

れていました。この方法で得られた内挿データを結ん

でいくと、確かに滑らかなグラディェーションを作るノ

等温線を引くことは出来るのですが、内挿値の信頼性

に関する情報がないため、その内挿値の信頼性がどの

程度なのかをきちんと示すことが出来ません。 

翻ってGeostatisticsで は、各測点相互の相関関係を 

2点間の距離との関係で示し、その相関の度合いを利

用して重み付けの係数を決定します（図2)。この方法 

(kriging とも言う）では、対象の空間構造に応じた内

挿が可能となり、内挿値とその誤差分散が同時に得ら

れます。これを利用すれば、ェリア全体での総計値や

平均値の信頼性評価をすることも可能となります。 

会議の内容 

勉強会は、'95年12月18日の午後と翌19日の午前中、 

釧路市内のホテルで開催いたしました。開催が冬にず

れ込んでしまい、人が集まるかどうか心配していたの

ですが、ふたを開けてみると、全国の大学・水研・水

試・その他各機関から60名を越える大勢の研究者の方

にご参加いただき、大盛況の集会となりました。 

講師には、東大生産技術研究所から柴崎亮介先生を 

z＝工町・zi 
ここで,WIは各点2 に掛ける重み 

z~zl 、 	ここまではー緒． 
Z~Z2 

Z3.Zlノ 

この方法ならば，zの信頼性が分かる 

図2 Kr唇ngによる内挿 

Z~ Z3 互いの（距離に応じた）相関関係を 

均～Z2 （→相関が高いと重みが大） 

ZZ~Z3 このルールに従って町を決める・ 

互いの（距離に応じた）相関関係を考慮 

（→相関が高いと重みが大） 

このルールに従ってWIを決める． 
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（もちろんこの方法を実際に適用するためには、いろ

いろな前提条件や説明すべき項目があるのですが、こ

こでは難しい話は省かせていただきました。詳細につ

いては章末の参考文献などをご覧下さい。） 

この方法では、各データ間の全ての組み合わせにつ

いて相関の計算を行うので、かなり煩雑な計算が要求

されます。よって、実際の計算作業については事実上そ

れ専用のソフトウェアにお任せすることになります。 

今回の勉強会ではフランスのP. Petitgasが作成 した

フリーウエア［EVA］を使用しました。 

これからの課題 

さてその適用結果なのですが［そううまく事は運ば

ない］というのが実状でした。 

今回適用したデータは、調査船北光丸で1994年6月

に道東沿岸～沖合域で収録した計量魚探調査結果です 

（図3)。水深に対するエコー分布の関係をみるために

沿岸側と沖合側を交互に結ぶジグザグの調査ラインを

設定し、航走0.5マイル毎にエコー積分値を収録しまし

た。このデータをEVAにinput してみました。 

図 3 1994年 6 月に道東沿岸～沖合域で収録したエコー 

(sA）の分布 

Geostatistics を適用するに当たっての前提条件の一

つに［場所がどこであろうとも、統計的性質が変化し

ない］というものがあります。ところが、今回適用し

たデータでは、深いところではエコーが少なく、逆

に陸棚上ではエコーが多く分布するといった傾向がみ

られるなど、調査ェリア全体を通して分布様式がー緒

とは言い難く、前提条件を満たすためには層化などの

前処理が必要になるであろうことが示唆されました。 

また飛び抜けて大きなノ小さな値のデータ点が存在

した場合の扱い方の問題や、調査定線の配置の問題な

ど、Geostatisticsの適用 に当たっては、それなりの準備

と条件の合致が必要であることが示されました。 

このように、実際の適用に当たっての問題点はまだ  

多く、私自身はGeostatisticsを適用して現存量を算出

するには至っておりません。しかしながら、今回の勉

強会で指摘された問題点をうまくクリアできるような

調査対象、方法を採ることによって、これまで点推定

値を示すのみだった魚探調査結果においても、その信

頼性を併せて表示できるようになるかもしれません。 

本年6月より前述の［特定調査］によるスケトウダラ

の魚探調査が始まりますが、今回の勉強会で得られた

知見をフィードバックして、よりよい成果の上がるよ

うな調査を組み、実施したいと考えています。 

後になりましたが、お忙しい中この勉強会のため

に時間を割いて準備をしていただき、また講義のため

に遠いところ釧路までお越しいただいた東大生産技術

研究所の柴崎亮介先生、この勉強会開催のチャンスを

与えて下さった［直接評価］チームリーダーである西

海水研の原一郎室長ならびに水産庁資源課の皆様、会

議開催の準備で裏方として動いていただいた北水研の

スタッフとアシスタントの皆様、そして全国から冬の

寒い釧路にお越しいただきました全ての参加者の皆様

に、厚く御礼申し上げます。 

おまけ 

GS勉強会に参加された方を初期メンバーとして、音

響資源調査や調査設計などに関わる研究者間での情報

交換のためのメーリングリスト［エコー］を開設いた

しました。連絡や情報交換、質問など、皆様の便利な

ようにこの場を利用して頂ければと思っています。も

しこのMLへ参加を希望される方がおられましたら、 

北水研の本田まで登録希望のメールを下さい。メール

アドレスは ponch@hnf. afire. go. jp です。 

（代表的な）参考文献 

バーロー,P.A. (1986)：地理情報システムの原理ー土地資

源評価への応用一,232pp., 古今書院,東京 

Petitgas, P. (1993): Geostatistics for fish stock assess-

ments: a review and an acoustic application. 

ICES Journal of Marine Science (50), 285-298. 

Petitgas, P. (1996): Geostatistics and their applications 

to fisheries survey data. In: Conputers in fisheries 

research (ed. Megrey, B. A. and Moksness, E.), 
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新北光丸に向けて 

大 島 克 幸 

この数年間毎年のように新しく建造された代船のパ

ンフレットが届けられている。殆どの代船が大型化し

設備・装置も省力化され、その勇姿には目を見張らさ

れる。予算の確保もさることながら代船建造となると

その仕様書のページ数たるや何百ページにも及びその

厚さはミリメートルの単位ではない。開洋丸、白嶺丸、 

白萩丸、蒼鷹丸、たか丸、こたか丸と続き若鷹丸が完

成竣工となり、現在、漁業取締船として東光丸が横須

賀市浦賀町の住友重機械工業阻で艦装建造中であり 

2,000トンの取締船が完成しようとしている。又、照洋丸

の代船建造がいよいよ本決まりとなり、日本鋼管眠に

落札されたとのことで完成が待たれるところである。 

代船建造は建造経過年数によって当然古い船から更

新されていくようである。照洋丸の次が遠洋水研の俊

鷹丸であり、その次が我、北光丸ということになるの

であろう。俊鷹丸及び遠洋水研においては代船建造委

員会が組織され、その準備が既に始められているとの

ことである。北水研でも昨年度から北光丸の代船とい

う話題が出始めている。平成 8年度 4 月から代船建造

準備委員会設立する予定とのことで、北光丸乗組員自

身その代船建造に向けての乗組員の意識の向上と、代

船となる場合の乗組員の要望等を得るため、船内にお

いて「代船建造に関するアンケート調査」を実施した。 

以下にアンケート調査の結果を列記し、代船準備をす

る際の乗組員の要望の一端を報告したい。ただ、あく

までも基本的な項目でのアンケートであり各部ごとの

具体的なアンケートではないので、予め了承願いたい。 

アンケートは調査船としての基本的な項目にわたる設

問とした。その項目ごとに設問と回答及び具体的な意

見が付されてあったものについては、それを紹介する。 

1.「トン数について」 

酷寒地、濃霧・荒海域を行動範囲としている本船と

してのトン数はどれくらいあればいいと思われるか、 

以下の設問とした。  

（具体的意見） 

(1）約1,000トン程度を望む。船体は大きいに越した

事はないが、メインテナンスの面で無理が出る

可能性がある。（②回答者） 

(2）研究室、居室、食堂等のスペース確保の為、出 

来るだけ大きい方が良いと思う。（③回答者） 

(3）時化模様の続く冬場や北洋などを考慮して漁労 

調査などが安全に行えるように。（②回答者） 

2.「船型について」 

現在の北光丸の船型は流し網型であるが、研究者は

トロールのできる調査船を希望しているようである。 

従事する調査によって作業の容易性、操縦性等にも影

響があると思うが、どの様な船型が良いと思うか。 

（設問） 	 （回答） 

① 現在の流し網船型 	 ① 20.8 % 

② トロール型（スリップウェイ型）② 62.5 % 

③ 流し網・トロール兼用型 	③ 12.5 % 

④ その他 	 ④ 0% 

⑤ 分からない 	 ⑤ 4.2% 

（具体的意見） 

(1）俊鷹丸の代船予定によって違ってくるが、俊鷹

丸が流し網型になると仮定したら本船は、底曳

き型を考える必要があると認められる。基本的

に中途半端な船は考えたくない。（流し綱の技術

がもったいない）（②回答者） 

(2）この場合、船首ブリッジにして船体中央後部流

し網兼トロールの多機能的ハイテク漁業調査船

にしては。（③回答者） 

(3）何型というよりは、誰が見てもカッコイイ船に

して欲しい。そして、流し網・トロール・サン

マ棒受・イカ釣・海洋調査など多機能な船が良

いと思う。（例】北水試北辰丸）（③回答者） 

（設間） 	 （回答） 

① 	500-1,OOOトン 	 ① 50.0 % 

② 1, 000-1, 500トン 	 ② 41.7 % 

③ 1,500---2,000トン 	 ③ 8.3% 

④ 大きくなると航海が長くなる ④ 0% 

ので今くらいのトン数で良い 

⑤ 分からない 	 ⑤ 0% 

⑥ その他 	 ⑥ 0% 

3.「航行区域の資格」 について 

この設間は、国際航海の資格についてであるが、現

在の第三種甲・国際航海とするかどうかについてであ

る。 

（設間） 	 （回答） 

① 外航してみたいので第 3種甲 ① 100% 

・国際航海の資格を取る 
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（設問） 	 （回答） 

① 洋上において緊急の場合等、 ① 8 

早期に対処できるので可能な

限り速い方が良い。 

② 航海速力が増大すると調査点 ② 1 

が増えるので現在の速力を維

持できれば良い。 

③ 分からない 	 ③ 

④ その他 	 ④ 

(1 0/
/0 

0% 

87.5 % 

12.5 % 

② 第三種甲・国際航海となれば ② 0% 

航海が長くなるので取らなく 

て良い 

③ 分からない 	 ③ 0% 

④ その他 	 ④ 0% 

（具体的意見） 

(1）他の船舶は、国際航海の資格があるので外航す

るしないは別にして、資格だけは取った方が良

いと思う。（①回答者） 

4.「航海速力」 について 

代船建造は大型化が予想されるが、それに伴い調査

海域が広域化し、調査要求等に対応した航海速力を考

慮しなけれならないが・・・。 

（具体的意見） 

(1）速力が上がれば調査点も増えるだろうが、無茶

な運航計画にならないよう努力しなければなら

いだろう。兎に角、いざという時のために速力

は欲しい。（①回答者） 

(2）速力については、取締船並のスピードが出せれ

ばいいと思う。調査ポイントが増えても荒天時

や病人発生時などの緊急時に速力はなるべく速

い方が良いのでは？（①回答者） 

5.「指令機能」 について 

省力化で機能的な職場環境を充実させるため、又、 

非常時において即応できるように近年では統合管制シ

ステムが採用され近代化されているが代船ではこのシ

ステムを採用するかどうか。 

（設間） 	 （回答） 

① 総合管制システム（高度機能 ① 91.6% 

集約型）を採用し機能の向上

を図った方が良い 

② この様なシステムを採用する ② 4.2% 

と人員削減につながり兼ねな

いので取り入れない方が良い 

③ 分からない 
	

③ 4.2% 

④ その他 
	

④ 0% 

（具体的意見） 

(1) 10年・20年先を見れば当然だと思う。 

6.「船体性能」 について 

本船の調査海域は、海域的に気象条件が厳しいため

安全性の確保、生活環境を向上させるためにも船体性

能を高める必要があると思うか？ 

（設問） 	 （回答） 

① 船体性能・耐航性能等を向上 ① 62.5 % 

させるには減揺水槽（アンチ 

ローリングタンク）を設けた 

方が良い 

② ①を更に向上させるためにフ ② 25.0% 

インスタビライザーを併用す 

る方が良い 

③ ①又は②を設置することによ ③ 4.2% 

り他のスペースに歪みが生じ 

るので設けなくて良い 

④ 分からない 	 ④ 8.3% 

⑤ その他 	 ⑤ 0% 

（具体的意見） 

(1）タンクはよいと思うが、スタビライザーについ 

ては調査作業上の問題点がなければあった方が 

良いと思う。(1,000トン程度としての話） 

（①回答者） 

(2）その他、耐氷性もあったらいいのでは 

（①回答者） 

1．「居室」 について 

近年建造されている代船は、海上生活の快適性を求

めて船員室を個室化しているが代船では？ 

（設問） 	 （回答） 

① 快適性を重視し、生活環境 ① 100% 

を向上させるためにも全室 

個室とする 

② 乗組員相互間で親和性がなく ② 0% 

なるので全室個室とする必要 

性はない 

③ 全室個室とすると1人当たり ③ 0% 

の単位面積が小さくなるので 

2人部屋の方が良い 

④ 分からない 	 ④ 0% 
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（設問） 	 （回答） 

① 全室、個人的生活環境が向上 ① 100 

するのであれば狭くても設備 

の行きとどいたものにした方 

が良い 

② 各室の単位面積が狭くなるの ② 0 

で 低限必要な設備が整って 

いれば良い 

③ 分からない 	 0 

④ その他 	 0 

0/
/0 

0'% 

0% 

0% 

（具体的意見） 

(1）その他に防音・防振はしっかりして欲しい。 

（①回答者） 

8.「個室内整備」について 

近は個人的生活環境の向上を図って、テレビ、ビ

デオ、冷蔵庫など設備の行きとどいた船が建造されて

るが代船では？ 

（具体的意見） 

(1）その場に応じた 高のものを希望する（全部屋） 

（①回答者） 

(2）テレビ、ビデオ、冷蔵庫など各部屋に必要ない

と思った場合、取り外しが可能であればあった

た方が良いと思う。（①回答者） 

9 ．「食堂」 について 

現、北光丸は士官食堂、部員食堂に分割されている

が、代船については？ 

（設間） 	 （回答） 

① 機能的な面から云えば、士官 ① 20.8% 

食堂、部員食堂に分けた方が 

良い 

② 乗組員相互間の調和性、スぺ ② 75.0% 

ースの有効利用等を図るなら 

ば統一した方が良い 

③ 分からない 	 ③ 4.2% 

④ その他 	 ④ 0% 

（具体的意見） 

(1）大型船でもないのにわぎわざ分けるだけの利点

が思いっかない。（②回答者） 

10,「浴室・洗濯室・便所」 について 

現在の浴室は脱衣場・洗濯場など同一個所にありま

た、便所についても一個所を全員で供用しているが代

船については？  

（設間） 	 （回答） 

① 浴室・洗濯室・便所は士官、 ①

部員別に分けた方が良い 

② 清水の使用量・スペースを考 ②

慮すれば分割せず集中させて

共用した方が良い 

③ 船体の大きさにもよるが、各 ③

階の居住者が共用することを 

前提に各階毎に設けた方が良い 

④ 分からない 	 ④ 

⑤ その他 	 ⑤ 

（具体的意見） 

(1）基本的には士官・部員の分割はなく幾つかあっ

た方が良いと思う。（③回答者） 

(2）共用させてその他のスペースを倉庫にしては？ 

（②回答者） 

(3）士官・部員に分けるのではなく、せめて 2 個所

位あった方がいいと思う。（⑤回答者） 

(4） トイレについては、 低 2個所は欲しい。上甲

板と上甲板下居住区各1つずつ、出来れば各階

に欲しい。（②回答者） 

(5）もしも使用しないとなった場合でも、倉庫など

の使い方があると思う。（①回答者） 

(6）各階ではなく上部と下部に1個所ずつ設ければ

しュしュのではないか。（③回答者） 

(7）風呂・洗濯場・便所については統一していいと

思う。（③回答者） 

11.「医療設備」 について 

船体の大型化で調査海域の広域化や航続距離の拡大

により航海が長期化することに備え、医療設備を充実

させなければならないが、代船は？ 

（設問） 	 （回答） 

① 安心できるので診療室・病室 ① 66.6 % 

を設け、医療設備・医療器具 

等を整えた方が良い 

② スペースの関係、医療設備、 ② 29.2% 

器具の取り扱い上に問題が出 

るので 低限必要な医療器具 

を備えていれば良い 

③ 分からない 	 ③ 4.2% 

④ その他 	 ④ 0% 

（具体的意見） 

(1）立派な施設があっても医師がいない。しかし、 

蒼鷹丸で看護士乗船している事を考えると①も

捨てきれない。（②回答者） 

② 

③ 

12.5 % 

45.8 % 

37.5 % 

0% 

4.2% 
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（設間） 	 （回答） 

① 現在の岸壁を使用できる対策 ① 1 

を考えた方が良い 

② 現在の岸壁を使用することを ② 

前提に船体設計を考えた方が 

良い 

③ 現在の岸壁が使用できないの ③ 7 

であれば多少通勤距離が遠く 

なっても条件を満たす他の岸 

壁を考えた方が良い 

④ 分からない 	 ④ 

⑤ その他 	 ⑤ 

16.6 0/
/0 

4.2 0/
/0 

75.0 0/
/0 

④ 4.2% 

⑤ 0% 

(1）要目 

① ト ン数 500~1,000トン

② 船 型 トロール型 

(2）基本性能 

減揺水槽（アンチローリングタンク）をもうけ 

て船体性能の向上を留る。 

(3）居住環境 

①全室個室化し、生活関連機器を完備し、生活 

環境を向上させる。 

②乗組員相互の調和性に配慮し、有効利用を 

図った食堂（一本化）。 

③清水の使用量に配慮し、浴室等を共用して集 

中化させる。 

④調査海域の広域化や長期航海に対応して診療 

室・病室を設け、医療設備の充実を図る。 

⑤娯楽室を設け、精神衛生面の向上を図る。 

(4）指令機能 

総合管制システム（高度機能集約型）を採用する。 

③ 航行区域 第 3種甲・国際航海 

④ 航海速力 現在の航海速力以上（1OKt以上） 

500'---1, 000トン 

トロール型 

第 3種甲・国際航海 

現在の航海速力以上（lOKt以上） 

留 

(2）看護士の定員要求。（①回答者） 

(3）診察室・病室までは必要ないにしても医療設備

等は整えておくことに越したことはないと思い

ます。（②回答者） 

12.「娯楽室」 について 

乗組員がくつろげる場所として現在は食堂を使用し

ているが、食堂と娯楽室とを区別して使用できる方が

食事の準備、片付け、食事中の妨げとならず、ゆっく

りくつろげると思うが、代船は？ 

（設問） 	 （回答） 

① より良い海上生活を送るには ① 87.5 % 

精神衛生上の面等から見ても 

娯楽室を設けた方が良い 

② 他のスペースにしわ寄せがく ② 12.5 % 

るので娯楽室は設けない方が 

良い 

③ 分からない 	 ③ 0% 

④ その他 	 ④ 0% 

（具体的意見） 

(1）娯楽室などは休み時間などゆっくりくつろげる 

場所なので絶対あった方が良い。（①回答者） 

(2）食堂のコーナーに娯楽スペースを設ける。（②回 

答者） 

13.「専用岸壁」 について 

大型化すれば、当然全長が長くなり喫水も深くなる

ため現在の岸壁では対応できなくなるのでは？ 

（具体的意見） 

(1）岸壁はやはり近い方が良い。しかし、状況に応

じては近いだけでは色々その他に問題が生じてくる可

能性もあるので、一概にそう云えないとも思っている。 

（①回答者）  

《調査結果による代船の概要》 

以上の結果は、北光丸乗組員に対して代船となる場

合の要望の一端を問うたものである。現北光丸は、昭

和51年に建造され、本年で船齢20年を経ようとしてい

る。 4年毎の定期検査も 5回目を数えた。あと何年後

に新北光丸が釧路港にその勇姿を現すのか代船の順番

が待たれるところである。新しい船の建造となると、 

基本設計・性能・積載する機器類・臓装品の選定など

多種多様の準備、情報の収集等、多くの時間を要する

ものと思われる。 

研究者にとっての調査・研究に沿った調査船のあり

方と、年間の大半を生活の場として、又、職場として

過ごす乗組員の船に対する捉え方とに差は当然あるも

のの、誰が見ても素晴らしい調査船であるといえるよ

うに、既に竣工している調査船の長所を参考にしなが

ら北水研一丸となって、新北光丸の実現に向けて努力

して行きたいものである。 近代船の建造までの経過

年数は25年前後を要している。今後は、建造後25年～30 

年は使用しなければならないものと思われる。そうな

ると、なおのこと、将来を見据えたしっかりとした代

船にするために用意周到な準備が必要なのではないだ 

ろうか。 	 （北光丸 ー等航海士） 
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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〕 

松原 孝博】 

・Vitellogenesis and its environmental control in the 

Japanese sardine (Sardinops melanostictus), (Y, 

Watanabe, Y. Yamashita & Y. Oozeki, eds.), 

Survival strategies in early life stages of marine 

resources., A. A. Balkema, Rotterdam. 1996, Feb. 

本田 

・北光丸による千島列島周辺水域サンマ分布調査の結

果，第44回サンマ資源研究会議報告，平成 7年10月
本田 

・計量魚探によるサンマ調査 一その経過と問題点 ， 

第44回サソマ資源研究会議報告，平成 7年10月
八吹 圭三・演津 友紀】 

・北鳳丸による北洋底魚生物調査（平成 6年度） 道

東太平洋海域，北海道周辺海域に分布するスケトウ

ダラ並びに底魚類の資源調査報告書（平成 6年度）, 
平成 8年 3月 

演津 友紀・八吹 圭三】 

・北鳳丸によるスケトウダラ新規加入量資源調査（平

成 6年度） 北海道太平洋海域，北海道周辺海域に分

布するスケトウダラ並びに底魚類の資源調査報告書 

（平成 6年度），平成 8年 3月 

大下 誠二（西海水研）。演津 友紀】 

・Vertical distribution and acoustic estimation of 

biomass of walleye pollock Theragra chalcogramma, 

and anchovy Engraulis japonicus in the Pacific 
coast of eastern Hokkaido,北水研研報，60，平成 

8年 3月 

中村 好和】 

・大型イカの生態・・・アカイカの日周鉛直移動を例と

して，海洋と生物，17 (6)，平成 7年12月
河野 時慶】 

・親潮水の変質過程と混合水域における塩分極小構造

の形成，月刊海洋，号外 9，平成 7年11月 

河野 時慶】 

・Modification processes of the intermediate subarc-

tic water in the western North Pacific and its 

relation to formation of the North Pacific Inter. 

mediate Water，北水研研報，60，平成 8年 3月
斉藤 宏明】 

・親潮域における低次生産の季節変動特性と桃脚類日

周摂食リズムに関する研究，北水研研報，60，平成 

8年 3月 

飯泉 

・Temporal and spatial variability of leaf produc-
tion of Zostera marina L. at Otsuchi, Northern 

Japan, pp. 143-148, Seagrass Biology: Proceed-
ings of an International Workshop, Rottnest 

Island, Western Australia, eds. J. Kuo, R. C. 
Phillips, D. I, Walker and H. Kirkman, Univer. 

sity of Western Australia Press. 1996, Jan. 

渡辺 研一（日栽協厚岸）・南 卓志（日水研）・

飯泉 仁・今村 茂生（日栽協厚岸）: 

。北海道厚岸湖における魚類の胃内容物組成から見た

種間関係，北水研研報，60，平成 8年 3月
町口 裕ニ・高橋 延昭（札医大）他 5名： 

'Flat form reversion of ras transformants by 

fucoidan from brown algae, Journal Marine 

Biotechnolgy, 2, 1995. Dec. 

町口 裕ニ。飯泉 

・造成漁場に放流されたエゾバフンウニ種苗の成長と

生残、平成 6年度沿岸漁場整備開発事業に関する水

産庁研究所研究報告書、水産庁、平成 8年 3月
中村 義治・田口 哲（創価大学）・飯泉 仁・

三村 信男（筑波大学）・村井 克詞（エコニクス）: 

・二枚貝の餌料環境と資源変動モデルに関する一考

察，海洋工学論文集，42，平成 7年11月 

〔口 頭 発 表〕 

村田 

・国連海洋法と今後の日本漁業について，水研として

の対応：現状と課題，日本水産学会北海道支部例会， 

函館，平成 7年12月 

本田 

・北光丸による千島列島周辺水域サンマ分布調査の結

果，第45回サンマ資源研究会議，東北区水産研究所， 

平成 8 年 3月 

山村 織生】 

'Density-independent niche dynamics in demersal 

fish assemblages: are fish communities saturat 

ed?, PICES 4th annual meeting, Qingdao, People's 

Republic of China, 1995, Oct. 

渡辺 一俊】 

'Changes in the relative abundance of demersal 

and bentho-pelagic fishes around the coast of 
Hokkaido, observed in the data from trawlers 

and Danish seiners, PICES 4th annual meeting, 

Qingdao, People's Republic of China, 1995, Oct. 

渡辺 一俊】 

・スケトウダラをめぐる資源管理研究，漁業資源研究

会議第25回シンポ，横浜，平成 7年12月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・演津 友紀】 

・千島・北海道系スケトウダラに関する調査の報告 

(1994） サケ・マス，サンマ，マサバ，マイワシ， 

イカ及びその他の魚類の調査，資源状態及び資源の

合理的な利用に関する日口漁業専門家・科学者会議， 

ロシア，平成 7年10月 

渡辺 ー俊・八吹 圭三・演津 友紀】 

・1994年度のスケトウダラ調査結果 サケ・マス，サ

ンマ,マサバ，マイワシ，イカ及びその他の魚類の

調査，資源状態及び資源の合理的な利用に関する日

ロ漁業専門家・科学者会議,ロシア，平成 7年10月
八吹 圭三・演津 友紀】 

・日口共同タラ類生態調査 サケ・マス，サンマ，マ

サバ，マイワシ，イカ及びその他の魚類の調査，資

源状態及び資源の合理的な利用に関する日口漁業専

門家・科学者会議，ロシア，平成 7年10月 
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演津 友紀】 

・北海道東部太平洋沿岸におけるマダラの成熟度と学

卵数，平成 7 年度GSK底魚部会統合準備会，広島， 

平成 7 年11月 

森 	賢・中村 好和】 

・1991--1995年に実施した東北・北海道太平洋海域に

おけるスルメイカの標識放流再捕結果について，平

成 7 年度イカ類資源研究会議，新潟，平成 8 年 3 月

柏井 

・History of carrying capacity as an index of ecoー 

system productivity, PICES 4th annual meeting, 
Qingdao, People's Republic of China, 1995, Oct. 

柏井 

・Importance of tidal exchange through Kuril 
Islands, 「海氷が気候と海洋生態系に及ぼす影響に

関する国際シンポ」，東京，平成 8年2---3月 

永田 

・Climate change and carrying capacity (CCCC) 
program of PICES，第11回オホーツク海と流氷に

関する国際シンポ，紋別, 平成 8 年 2 月 

柏井 

・北海道をとりまく海洋構造 特に流れからみた物質

の移動の可能性にてル、てー，「海域環境におよぽす陸

域の影響」シンポ，札幌，平成 8 年 3 月 

川崎 康寛】 

・Recent changes in water characteristics around 
the Kuril region during summer, PICES 4th 
annual meeting, Qingdao, People's Republic of 
China, 1995, Oct. 

川崎 康寛】 

・オホーツク海における観測，北大低温研シンポ「オ

ホーツク海研究の展望」，札幌，平成 7 年12月
川崎 康寛】 

,Thermal fine structure around the straits of Kuril 
Islands, 「海氷が気候と海洋生態系に及ぽす影響に

関する国際シンポ」，東京，平成 8 年2-3月 

河野 時慶】 

・千島列島周辺海域における中層亜寒帯水の変質，第 

45回東北海区海洋調査技術連絡会，東塩釜，平成 8 
年1月 

河野 時慶】 

・厚岸定線における海洋上部混合層の物理及び一次生

産の数値モデリング，大槌湾の生物生産と栄養塩類

の動態及びその数値モデリングに関するワーク

ショップ，東京, 平成 8年 3 月 

田口 哲（創価大工）・斉藤 宏明・服部 寛（道

東海大工）・白沢 邦男（北大流氷研）: 
・アイスアルジーの鉛直輸送の日周変化」日出時にみ

られる特異的なクロロフィルのピークについて， 

1995年度海洋学会秋季大会，名古屋，平成 7 年10月
田口 哲（創価大工）・斉藤 宏明・服部 寛（道

東海大工）・白沢 邦男（北大流氷研）: 
・Vertical flux of ice algal in Saroma-Ko Lagoon 

during the ice melting and breaking period, 第 17回
極域シンポ，東京，平成 7 年12月 

田口 哲（創価大工）・斉藤 宏明・服部 寛（道

東海大工）・白沢 邦男（北大流氷研）I 
・Vertical flux of ice algal cells during the ice  

melting and breaking period in Saroma-Ko 
Lagoon, Hokkaido, Japan, 第11回オホーツク海と

流氷に関する国際シンポ，紋別，平成 8年 2 月
斉藤 宏明・服部 寛（道東海大工）: 
・The role of zoopiankton in the ecosystem under 

sea ice of the Okhotsk Sea, 「海氷が気候と海洋生

態系に及ぼす影響に関する国際シンポ」、東京、平成 

8 年2'--3月 

葛西 広海： 

・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，第 4 回厚岸シンポ，厚岸，平成 8 
年 3 月 

飯泉 仁・広田 浩志（北大環境）・南川 雅男（北

大環境）・宇田川 徹： 

・Variation of stable isotope ratios at a semiclosed 
estuary in northern Japan, Estuary Resesarch 
Federation, 13th International Conference, Cor-
pus Cristi, Texas, USA, 1995, Nov. 

飯泉 

・アマモの成長と生産，平成 7 年度水産増養殖推進会

議，東塩釜，平成 7 年12月 

飯泉 

・厚岸湖における水温と日照の変動，第 4 回厚岸シン

ポ，厚岸，平成 8年 3 月 

飯泉 仁・広田 浩志（北大環境）・南 卓志（日

水研）・宇田川 徹」 

・厚岸湖の無脊椎動物の食物網，第 4 回厚岸シンポ， 

厚岸，平成 8 年 3 月 

飯泉 仁・町口 裕ニ・坂西 芳彦： 

・ホソメコンブ（Laminaria religiosa Miyabe）胞子体

の伸長に対する温度の影響，日本藻類学会第20回大

会，船橋，平成 8 年 3 月 

向井 宏（北大臨海実験所）・飯泉 仁： 

・厚岸湾における水質と底質とベントス相について， 

第 4 回厚岸シンポ，厚岸，平成 8 年3 月 

坂西 芳彦： 

・低温条件下における寒海性褐藻ナガコンブの光合成

について、日本藻類学会第20回大会，船橋，平成 8 
年 3 月 

伊藤 

・アサリ増殖場の地盤変動の簡易観測，日本水産学会

北海道支部例会，函館，平成 7 年12月 

宇田川 徹・吉田 秀嗣（道立釧路水試）: 
・等脚目甲殻類 Tecticeps glaber の初期成長，日本

ベントス学会, 京都，平成 7 年11月 

宇田川 徹・城野 草平（道立栽培漁業総合セ）・吉田

秀嗣（道立釧路水試）】 

・フクロエビ類の繁殖にみられる季節性について，厚

岸シンポ，厚岸，平成 8年3 月 

安藤 忠・大久保信幸・南 卓志（日水研）・有瀧

真人（日栽協能登島）: 
・マガレイの成長速度と飼育水温の関係，日本水産学

会北海道支部例会，函館，平成 7 年12月 
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会議情報 

平成 7 年度北水研・日栽協研究交流会 

日時】平成 7年11月20日 

場所】北水研 会議室 

議事： 

1．研究調査報告 

1）飼育下におけるニシンの産卵行動 

尾花博幸（日栽協厚岸） 

2）飼育下におけるニシンの成熟について 

松原孝博（北水研） 

3）マツカワの 終成熟における卵黄蛋白分解機 

能 

・プロテアーゼの検出（中間報告） 

松原孝博（北水研） 

4 ）マツカワ卵の発生、発育にともなう構成成分

の変化 

大久保信幸（北水研） 

5）平成 7年度マツカワ種苗生産の概要 

渡辺研一（日栽協厚岸） 

6）ケガニ種苗生産における大量艶死の要因につ 

いて 	 渡辺研一（日栽協厚岸） 

7）ハナサキガニ中間育成技術開発の現状 

中川雅弘（日栽協厚岸） 

8）マガレイの成長速度に影響する環境的要因に 

ついて 	 安藤 忠（北水研） 

9）厚岸湖における魚類の胃内容物組成 

渡辺研一（日栽協厚岸） 

2．総合討論 

参加機関：日裁協厚岸事業場、北水研 

平成 7 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 7年12月 5日 

場所】北水研 会議室 

議事 I 

1．平成 7年度研究結果中問報告 

1）成長優良形質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）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） 

4 ）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） 

5）育種による成長優良品種の作出技術開発 

（山口県外海水試） 

6）カレイ科魚類の生理的特性における海域間の 

変異性の検討 	 （北水研） 

2．次年度研究計画 

3．総合討論 

参加機関】高知大農、福島県水産種苗研、静岡県栽培

漁業セ、山口県外海水試、熊本県水研セ、 

北水研 

特定水産資源評価技術開発調査 

Geostatistics勉強会 

日時】平成7年12月18日～19日 

場所】釧路市 

主催】水産庁 特定調査中課題［直接推定法］チーム 

（世話人：本田 聡、北海道区水産研究所） 

12月18日 

1．所長挨拶 	 新宮千臣（北水研） 

2．趣旨説明・講師紹介 	本田 聡（北水研） 

3，講義［Geostatistics入門］ 

柴崎亮介（東京大学生産技術研究所） 

12月19日 

4．ソフトウエア［EVA]によるGeostatisticsの計

算デモ 

参加機関：東大生産技術研、北大水産、東大海洋研、 

東水大、水産大学校、道立函館・釧路・網

走・稚内の各水試、島根・鳥取・山口県外

海・長崎の各県水試、福岡県水産海洋技術

セ、（株）日本海洋、日本NUS，水産庁資源

課、開洋丸、東北水研、中央水研、日水研、 

水工研、遠洋水研、西海水研、北水研 

水中探査方式技術開発検討会 

「音響水産資源調査の高度化のための調査検討」 

日時】平成7年12月20日 

場所：北水研 会議室 

議事： 

1．わが国の音響調査の現状と問題点 

2．調査設計、解析方法の高度化 

3．我が国沿岸での調査のための技法の高度化 

参加機関：東水大、東大海洋研、開洋丸、北光丸、探 

海丸、水工研、中央水研、遠洋水研、西海 

水研、北水研 

平成 7 年度いか類資源研究会議 

日時：平成7年3月5日 

場所：新潟市 

議事： 

1．いか類資源研究会議に至った経緯 

20 
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2 ．研究発表 

1）但島海域で漁獲されたソデイカについて 

武田雷介（兵庫県但島水産事務所） 

2 ）九州北西部海域におけるアオリイカ漁獲実態

金丸彦一郎（佐賀県玄海水産振興セ） 

3) Multielemental analysis for various 
tissues of purpleback flying squid, 
Sthenoteuthis oualaniensis with ICP-AES 
and HR-ICP-MS 

市橋秀樹（農環研）・河野裕美（東海大、 

沖縄研）・津村昭人・山崎慎一（農環研） 

4 ）南東太平洋産アメリカオオアカイカの日齢査

定に基づく成長と成熟の関係 

増田 傑（東海大海洋研） 

5) 1994年漁期の漁獲物日齢査定に基づくパタゴ

ニア陸棚上のアルゼンチンイレックスの回遊 

と成長 	 余川浩太郎（遠洋水研） 

6 ）平成 7 年度東北海区底魚類資源量調査（東北

水研）に混獲された頭足類 

窪寺恒己（国立科博）・北川大二 

・遠藤広光（東北水研八戸） 

7 ）平衡石周期輪計測支援システムの開発 

米田利己・野中秀樹（大熊商会） 

・山田陽巳（西海水研） 

8) 1991-1995年に実施した東北・北海道太平洋

海域におけるスルメイカ標識放流の再捕結果

について 

森 賢・中村好和（北水研） 

9 ）冬季に富山湾周辺海域へ来遊したスルメイカ

の移動 

原田恭行（富山水試） 

10）冬季西日本太平洋側および薩南海域における

スルメイカ稚仔の採集方法の検討 

中村好和（北水研）・J. R. Bower （北大水） 

・森 賢（北水研） 

11）スルメイカ卵塊の沈降仮説と浮遊仮説の実験 

的検証 桜井泰憲・ェR. Bower （北大水） 

12）八戸沖漁場における水中ビデオカメラと魚群 

探知機によるスルメイカの観察 

川端 淳（東北水研八戸） 

13）水温をもとにした日本海北部海域におけるス

ルメイカ各群の分布域の推定 

木所英昭（日水研） 

14）中部北太平洋における大型アカイカの釣り漁

場形成（平成 5,-7年度アカィカ好漁場探索

調査より） 

谷津明彦・渡過朝生・田中博之 

・森 純太（遠洋水研） 

15）タ刻操業におけるアカイカの釣り漁獲特性

稲田博史・住 明香・高山 剛（東水大） 

・谷津明彦（遠洋水研）  

16）自動イカ釣り機の漁獲時刻からみたアカイカ 

の群構造 	 田中博之（遠洋水研） 

17）集魚灯下で釣獲されたアカイカの水深別網膜

順応状態 

渡辺俊広（水工研）・高山 剛 

・稲田博史（東水大） 

18）アカイカ網膜の灯光に対する順応状態 

高山 剛・稲田博史（東水大） 

・渡辺俊広（水工研） 

19）中部北太平洋におけるアカイカの餌魚類に関

する研究 

20）北太平洋産アカイカに対する寄生虫の寄生強

度の海域的な差異 

森 純太（遠洋水研） 

参加機関．道立中央・函館・釧路の各水試、青森・山

形・福島・茨城・千葉・新潟・富山・福井・

鳥取・島根・高知・長崎の各県水試、静岡

県水試伊藤分場、秋田県水振セ、石川県水

総合セ、京都府立海洋セ、兵庫県但馬水産

事務所、福岡県水海技セ、佐賀県玄海水産

振興セ、岩手県水産技セ、神奈川県水産総

合研、道教育庁実習船管理局、山形県立加

茂水校、鳥取県立境水校、島根県立隠岐水

校、北大、東水大、三重大、日大、東海大

海洋、国立科学博物館、農環研、全国沖合

いかつり漁業協会、全国いか流網漁業協会、 

大熊商会、漁業情報サービスセ、農林水産

省統計情報部、海洋水産資源開発セ、水産

庁、日水研、東北水研、同八戸、中央水研、 

遠洋水研、西海水研、北水研 

平成 1年度北海道ブロック水産業関係

試験研究推進会議 増養殖研究部会 

日時】平成 8 年 3 月 8 日 

場所】釧路市 

議事】 

1．平成 7 年度実施課題および平成 8 年度計画課題 

の紹介 

2 ．話題提供 

1）シシャモの大量鱒化技術 

楠田 聡・寺西哲夫（道立購化場） 

2 ）クロソイ人工種苗の標識放流について 

田嶋健一郎（道立中央水試） 

3 ）厚岸湖における魚類の胃内容物組成 

渡辺研一（日栽協厚岸） 

4 ）カレイ類の生物学的特性の多様性と増養殖手 

法 	 南 卓志（日水研） 

5 ）波浪によるウバガイ稚貝の減耗に関する実験 

的検討 	桜井 泉（道立中央水試） 

6 ）二枚貝の初期資源動態に関する数値モデルー 
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浜中湾のウバガイ資源を対象にして 

中村義治（北水研） 

7）甲殻類雄の成熟サイズをいかに決定するか？ 

：イボトゲガニを例に 五嶋聖治（北大水） 

3．総合討論 

参加機関：道立中央・函館。釧路・網走・稚内の各水

試、道立栽培漁業総合セ、道立購化場、日

栽協厚岸事業場、東京理科大総研海生研施

設、日水研、北水研 

平成 7 年度北海道海域漁場生産力モデル化検討会 

日時：平成 8年 3月18日 

場所：北水研 会議室 

議事】 

1．平成 7年度調査結果報告 

調査結果の概要報告と質疑 

2．漁場生産力モデル開発基礎調査に関連した研究 

発表 

1）親潮域における動物プランクトンの地理的・ 

周年変動 	 斉藤宏明（北水研） 

2）北海道東部海域におけるオキアミについて 

安達 大（エコニクス）・小鳥守之（道立中央

水試） 

3）平成 7年度の計量魚探F Q -70の調査結果に 

ついて 	本間隆之（道立釧路水試） 

4）道東沖合海域におけるスケトウダラとイトヒ

キダラの種間関係 山村織生（北水研） 

3，平成 8年度調査・研究計画の検討 

4．平成 7年度報告書の作成 

参加機関：道立中央・釧路の各水試、漁業情報サービ

スセ、囲ェコニクス、北水研 

平成1年度北海道ブロック水産業関係

試験研究推進会議 資源・海洋部会 

日時」平成 8年 3月19日 

場所】北水研 会議室 

議事】 

1．平成 7年度我が国周辺漁業資源調査、漁海況予報

事業、海況情報収集迅速化システム開発試験、およ

び漁場生産力モデル開発基礎調査の実施経過概要 

2．底魚類等の資源評価票の協議 

3．平成 8年度我が国周辺漁業資源調査、漁海況予

報事業、漁況情報収集迅速化システム開発試験、 

および漁場生産力モデル開発基礎調査の実施計画 

1）国連海洋法条約に関する状況説明 

2）各事業の実施計画 

3）我が国周辺調査関係の問題点と今後の対応策 

4．平成 8年度北水研、北水試の調査船運航計画 

5．平成 8年度資源、海洋関係諸会議の開催予定  

6．北水研、北水試等の関与する諸事業についての

意見・情報交換 

1）北水研が実施する漁業資源、海洋調査・研究

等に関する情報 

・浮魚資源関係 

・底魚資源およびWPEC関係 

。イカ類資源関係 

・海洋関係研究プロジェクト 

・PICESおよび関連国際共同研究の動向 

2）北水試が実施する漁業資源、海洋調査・研究

等に関する情報 

・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 

・資源管理型漁業総合対策事業 

・資源管理型漁海況予測技術開発試験（道東海

域のシシャモ） 

・資源評価・管理委員会 

7，その他 

1）日韓共同資源調査 

参加機関：道立中央・函館・釧路・網走・稚内の各水

試、道漁調事務所、札幌統計情報事務所、 

漁業情報サービスセ、北水研 

第 4 回WP ECワークショップ 

日時：平成 8年 3月21日 

場所】北水研 会議室 

議事： 

1．趣旨および会議の進め方の説明 

渡辺一俊（北水研） 

2.P1 CES-GLOBEC関連研究計画の紹介 

と論議 

・水産庁（水研）提案のプロジェクト 

概要 	 村田 守（北水研） 

分野別の言親亘 川崎康寛・渡辺一俊（北水研） 

・文部省（大学）提案のプロジェクト 

桜井泰憲（北大水） 

3．計量魚探によるスケトウダラ現存量推定法開発

に関する活動について 

。特定水産資源評価技術開発調査 

本田 聡（北水研） 

・日本海沿岸での計量魚探調査 

水野政巳（道立稚内水試） 

4 ，調査・研究などに関する 新の話題の紹介 

・計量魚探を用いたオキアミ研究 

稲垣 正（東大海洋研） 

・道水試とロシアの研究交流の経過および成果 

（海洋関係） 八木宏樹（道立中央水試） 

・ベーリング海の大陸棚におけるオキアミ類幼

生の分布および体長と水温の関係 

瀬尾 学（道東海大）・西村 明（遠洋水研） 
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研究談話会 

西山恒夫（道東海大） 

・冬季の岩手県沿岸におけるスケトウダラの現 

存量 	 野沢清志（岩手水技セ） 

・日本海・太平洋海域における春季の生物。物 

理環境 	 渡辺一俊（北水研） 

5．会議の総括 

参加機関：道立中央・釧路・稚内の各水試、岩手水技

セ、北大、道東海大、東北大、京大、東大

海洋研、北水研 

第83回 

日時：平成7年10月18日 

場所：北水研 会議室 

話題提供： 

アルゼンチンマツイカに関する研究の紹介 

Dr. Brunetti （アルゼンチン国立水産開発研究所） 

第84回 

日時：平成7年11月2日 

場所：北水研 会議室 

話題提供】 

1.北海道西岸域におけるホソメコンブ再生産と 

海洋環境の対応 	 河野時慶 

2．北海道日本海沿岸における磯焼けの発生機構

飯泉 仁

第85回 

日時】平成8年I月26日 

場所：北水研 会議室 

話題提供】 

1.Decadal climate variability in Northeast 

Pacific 

Dr. Daniel Ware (Pacific Biological Station) 

2 Inter-annual of coastal sea water tempera- 

ture around Hookaido 	河野時慶  

world's largest fihery 	 八吹圭三 

第85回 平成7年12月4日 

特別研究［魚介類の初期生態解明のための種判別技

術の開発］課題 （底魚類等の卵の免疫学的特性の

解明）について 

一これまでの成果と今後の展開ー 

松原孝博 

第86回 平成7年12月14日 

イトヒキダラの年齢査定 高橋素光（東水大

第81回 平成8年1月23日 

道東海域で漁獲されるスケトウダラ胃内容物中の

ホタルィカ Watasenia scintillansについて 

森 賢 

第88回 平成8年2月27日 

春季の太平洋と日本海における生物・物理環境 

渡辺一俊 

海洋環境ゼミナール 
× 	 ノ 

第102回 平成7年10月31日 

栄養塩の鉛直分布からみた千島列島周辺の水塊特性 

川崎康寛 

第103回 平成7年11月17日 

椀脚類の生残戦略 

日周摂食リズムを持っ適応意義ー 

斉藤宏明 

第104回 平成7年12月6日 

D. Archer: Upper ocean physics relevant to eco-

system dynamics : A tutorial, Ecological Appli- 

cations, 5(3), 724-739,1995 	 河野時慶 

研究情報セミナー 
× 	 ノノ 

高橋素光（東水大） 

/  

資源学談話会 
、 

第83回 平成7年11月1日 

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 	 潰津友紀 

第84回 平成7年11月22日 

A discussion of the importance of aging errors, 

and an application to walleye pollock : The 

日時】平成 8年 3月 5日～7日 

場所：北水研 会議室 

講師】農技会筑波事務所研究情報課情報処理第 2係 

林 賢紀氏 

1. UNIX入門ーサーノぐ系システムー 

内容：計算センターの概要（サ バ系システ

ム）、UNIXの概要、UNIXコマンドの

使い方、X端末の操作法（HP-VUE) ,X 

-Final によるテキストの新規作成・修正 

2 。インターネットを利用した情報検索ーサーバ

系システムー 
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内容：インターネット上の文献データベ ス、 

ドキュメント、ソフトウエアなどの情報

資料の収集方法 

3. WWW構築法ーサーバ系システムー 

内容】HTMLの概要及びその機能、構築の実習 

国 内 研 修 

・森 賢（資源管理部頭足類資源研究室） 

研修目的：平成 7年度数理統計短期集合研修

研修先：農林水産研究計算センター 

研修期間】平成7年11月6日～17日 

研修生の受け入れ 

・Mrs.Norma Edith 

BRUNE丁TI DE HANSEN（国立水産海洋研究所） 

研修目的：イカ類の生態 日齢査定に基づく成長の

解析 

研修先】資源管理部頭足類資源研究室 

研修期間：平成 7年10月16日～18日 

招 へ い研究 

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 

研修先】筑波大学下田臨海実験センター 

研修期間】平成 8年 2 月 5日～13日 

共 同 研 究 

・安藤 忠（資源増殖部浅海育種研究室） 

共同研究先：東京大学海洋研究所 

共同研究内容】魚介類が有するペプチドホルモンに 

関する研究 

共同研究期間：平成 7年11月 6日～10日 

・飯泉 仁（資源増殖部藻類増殖研究室） 

共同研究先：東京大学・東北大学・北海道大学・熊

本大学・地質調査所 

・ Australia, CSIRO 

共同研究内容：熱帯浅海域における海草生態系と海

藻生態系における物質循環の比較研

究 

共同研究期間】平成 7年12月 5日～19日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

・河野 時慶（海洋環境部海洋動態研究室） 

・山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

共同研究先】カナダ漁業海洋省太平洋生物学研究所

共同研究内容】亜寒帯陸棚域における海洋環境のレ 

ジームシフトと食物網スィッチング 

の比較研究 

共同研究期間：平成 8年 2 月 4 ---22日  

・Daniel M. Ware（カナダ漁業海洋省太平洋生物学研

究所） 

・Clifford Robinson（カナダ漁業海洋省太平洋生物学

研究所） 

招へい先：海洋環境部 

研究課題：亜寒帯陸棚域における海洋環境のレジー 

ムシフトと食物網のスイッチングの比較

研究 

招へい期間：平成 8年1月23日～31日 

・津田 敦（東京大学海洋研究所） 

招へい先：海洋環境部生物環境研究室 

研究課題】索餌域におけるマイワシ餌料環境と変動 

様式の解明 

招へい期間：平成 8年 2月 5日～10日 

.Charles Rockwell Booth 

(Biospherical Instruments, Co. Ltd) 

招へい先：海洋環境部生物環境研究室 

研究課題：科学技術振興調整費総合研究「革新的ブ 

イシステムの基盤技術開発研究」 

招へい期間：平成8年3月14日～ 3月22日 

・田口 哲（創価大学工学部） 

招へい先】海洋環境部生物環境研究室 

研究課題：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 

招へい期間：平成8年 3月17日～26日 
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委 託 研 究 

委託先】三重大学 

生物資源学部助教授 古谷 研 

委託管理」海洋環境部生物環境研究室 

研究者 斉藤 宏明 

研究課題：平成 '-7 年度科学技術振興調整費 

総合研究 

「世界海洋観測システム構築に資する革 

新的ブイシステムの基盤技術開発研究」 

・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 

委託先：広島大学 

生物生産学部教授 上 真― 

】東京大学海洋研究所 

助手 津田 敦 

委託管理：海洋環境部生物環境研究室 

研究者 斉藤 宏明 

研究課題】平成 7年度地球環境研究総合推進費 

「紫外線増加が動物プランクトンに及ぽ 

す影響の評価に関する研究」 

・紫外線増加が動物プランクトンの再生

産機構に及ぼす影響 

委託先：北海道立中央水産試験場資源増殖部 

委託管理：資源増殖部藻類増殖研究室 

研究者 飯泉 仁 

研究課題】平成7年度水産資源調査委託費 

「忍路湾水域環境・生態系調査」 

・ウニ類個体群の実態調査 

・海藻類の現存量の把握 

・海洋環境の把握 

海 外 出 張 

・安藤 忠（資源増殖部浅海育種研究室） 

出張先：アメリカ 

出張目的：第24回U J NR水産増養殖専門部会日米 

合同会議出席 

出張期間：平成 7年10月7日～18日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

川崎 康寛（海洋環境部海洋動態研究室） 

渡辺 ー俊（資源管理部底魚資源研究室） 

山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

出張先：中国 

出張目的】PT CES第4 回年次会合出席

出張期間】平成7年10月14日～23日 

・八吹 圭三（資源管理部底魚資源研究室） 

出張先： ロシア 

出張目的】日口漁業専門家・科学者会議出席

出張期間：平成7年10月29日～11月10日 

・飯泉 仁（資源増殖部藻類増殖研究室） 

出張先：アメリカ 

出張目的：第13回国際汽水域学会出席

出張期間：平成 7年11月8日～19日 

・飯泉 仁（資源増殖部藻類増殖研究室） 

出張先：フィジー 

出張目的】熱帯浅海域における海草生態系と海藻生 

態系における物質循環の比較研究 

出張期間】平成 7年12月5日～12月19日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

・河野 時慶（海洋環境部海洋動態研究室） 

・山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

出張先】カナダ 

出張目的】平成 7年度個別重要国際共同研究課題 

「亜寒帯陸棚域における海洋環境のレ

ジームシフトと食物網のスイッチングの

比較研究」の在外研究 

出張期間】平成 8年2月 4日～22日 

・渡辺 一俊（資源管理部底魚資源研究室） 

・八吹 圭三（資源管理部底魚資源研究室） 

出張先：韓国 

出張目的：日韓漁業共同資源調査に関わる専門家会 

議出席 

出張期間：平成 8年3月27日～30日 

（研究集会参加） 

・飯泉 仁（資源増殖部藻類増殖研究室） 

出張先】オーストラリア 

出張目的：国際海洋生物学及び国際海草生物学ワー 

クショップ出席 

出張期間】平成 8年1月6日～30日 
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平成 7年10月～平成 8年 3月 

刊行年月 刊 	行 	物 担 当 部 ・ 室 

7.10 北水研ニュース NO. 50 

8. 	2 イカ類資源・漁海況検討会議研究報告（平成 6年度） 資源管理部頭足類資源研究室 

8. 	3 北海道区水産研究所研究報告第60号 

8. 	3 北海道周辺海域に分布するスケトウダラ並びに底魚類の 資源管理部底魚資源研究室 

資源調査報告書（平成 6年度） 

8. 	3 北水研ニュース NO. 51 

7.10'--8. 3 北水研ミニ情報 第50号～55号 企画連絡室 

おさかなセミナーぐしろ’96 

道東のザンマ 
の生活からおいしい食べ方 

これは、北海道区水産研究所や道立釧路水産試験

場などの研究活動や成果を釧路市民に広く知っても

らおうとする主旨の広報企画です。北水研所長の呼

掛けで、道立釧路水試、釧路市立博物館、釧路支庁

経済部、釧路市水産部、日本栽培漁業協会厚岸事業

場、北海道漁連釧路支所が企画・実行委員会を構成

しています。 

本セミナーは平成 4年から昨年まで 4 回開催され、 

~ J メインテーマはマイワシの科学→イカの科学→コン 

I「 ブの科学→釧路の海の科学と続いてきました。 

今年はサンマを対象とした標記のテーマで講演会 

~およびパネル展を右のとおり予定しています。毎回、 

I 参加者やパンフレット配布先からは大変好評をいた 

~だいておりますが、講演会の参加者数がやや少ない 

~状況にありました。そこで今回は、特に主婦の参加 

~を意識した内容とした外、活きの良いサンマの無料 

I 配布等の趣向を考えています。 

博ミ遮g癒ー二】詳参べ 

講 演 会 

日時：平成 8年 9月 6 日（金）14:00---16 】30 

場所：釧路市生涯学習センター 多目的ホール

パ ネ ル 展 

日時：平成 8年 8月1日（木）~9月1日（日） 

場所：釧路市立博物館 ェントランスホール

日時：平成 8年 9月 3日（火）-9月10日（火） 

場所：釧路市生涯学習センタ- 2F展示ホール

講演の内容と演者 

①生物学、漁業、漁況予報など／ 

道立釧路水産試験場 本間 隆之

②資源量の推定、資源の評価と管理など／ 

北海道区水産研究所 松原 孝博 

本田 聡 

こ主婦の参加 ③栄養特性、旬の味など／ 

ナンマの無料 	 道立釧路水産試験場 辻 浩司 

④おいしい食べ方、料理のコツなど／ 

釧路短期大学 	 芳賀みづえ 

「おさかなセミナーくしろ’96」企画・実行委員会 

事務局長 村田 守 
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主な来訪・見学者 

10. 4 東京水産大学資源管理学科水口指導教官他学

生、施設見学のため。 

10. 18 北海道教育庁実習船管理局佐々木局長他、表

敬訪問のため。 

10. 18 日栽協厚岸事業場渡辺氏、組織標本作製方法 
、 

10. 20 研修のため。 

10. 19 水産庁研究部資源課古荘係長、日韓共同乗船

調査計画状況説明及び打ち合わせのため。 

10. 20 会計検査院法規課川端法規専門官、中畑法規

第二係長、大柿法規第二係員、計算証明規則

に関するヒアリングのため。 

11. 7 人事院給与第三課古田企画班長、山岸手当制 

度専門官、秋庭手当第二係長、農林水産省官

房厚生課市毛給与第二班長、技会総務課伊津

人事班長、北農試総務部佐藤庶務課長、松田

管理官、水産庁漁政課篠崎人事班長、給与諸

手当に関するヒアリングのため。 

11. 13 農林水産省共済組合北海道支部長潰事務官、 

新田事務官、共済事務指導のため。 

11. 20 日本栽培漁業協会菅野常務理事他 8 名、平成 

7 年度北水研・日栽協研究交流会出席のため。 

12. 11 農林水産省大臣官房厚生課佐藤総務班長、共済

支部牛田経理係員、宿舎事務打ち合わせのため。 

12. 11 水産庁研究課管理班新井係員、総務班江川係

員、人事事務打ち合わせのため。 

12. 18 大韓民国水産庁生産局梁氏、水産公務員教育

院朴氏、北海道漁調西尾氏他通訳1名、表敬

訪問のため。 

12. 27 東京大学農学部渡部教授、スケトウダラ筋肉 
i 

12. 28 タンパク質サンプリングのため。 

2. 14 熊本県有明水産業指導所松岡指導員、山下指

導員、普及技術水準高度化特別対策事業に係

わる短期研修のため。 

2. 15 農林水産研修所逸見教務指導官、中込教務指

導官、牧野研修第一係長、研修状況実態調査

のため。 

2, 19 水産庁研究課露田研究管理官、研究レビュ

打ち合わせのため。 

2. 24 日本水産資源保護協会佐藤氏、補助事業打ち

合わせのため。 

2, 27 中央水研三本菅企画調整部長、芦田企画連絡 
5 

2, 28 科長、研究レビュ 打ち合わせのため。  

2, 28 農技会筑波事務所管理第二課大西課長、丸山

施設専門官、平山広報専門官、施設関係事務

打ち合わせのため。 

3. 4 農技会筑波事務所研究情報課林氏、UNIX入 

3.、 7 門．インタ ネットを利用した情報検索等、 

講師のため。 

3. 5 大韓民国国立水産振興院金氏他、表敬訪問の

ため。 

3. 6 創価大学工学部田口教授、釧路沖定線観測（探 

3.、 14 海丸乗船）のため。 

3. 10 水工研大久保用度係長、菅谷庶務係員、用度 
、 

3. 12 庶務事務打ち合わせのため。 

3. 18 中央水研会計課渡過経理係員、資金前渡官史

交替検査のため。 

3. 26 農技会連絡調整課山本課長補佐、農林水産

ジーンバンク事業実施状況視察のため。 

研究集会参加 

11. 9 日本ベントス学会第 9 回大会参加のため、宇
i 

11. 13 田川技官京都へ。 

11. 18 根室海洋・水産科学研究会議及び根室海洋・
、 

11. 22 水産国際ワ クショップ’95ロブスタ に参 

加のため、柏井部長根室へ。 

11, 22 北海道水産資源管理委員会出席のため、村田

部長札幌へ。 

11, 27 日本海沿岸漁業資源育成型流域総合開発基盤

整備事業推進調査委員会に出席のため、新宮

所長札幌へ。 

12. 4 「海氷が気候と生態系に及ぽす影響に関する

国際ワ クショップ」企画運営委員会出席の

ため、柏井部長東京へ。 

12. 6 漁業から独立した資源評価手法シンポジウム
5 

12. 9 参加のため、森技官東京へ。 

12. 12 日本水産学会北海道支部例会出席のため、安
、 

12. 14 藤技官函館へ。 

12. 21 構造物による砂泥域生物増殖効果調査の中間
、 

12. 23 検討会出席のため、中村（義）室長千葉へ。 

1. 17 ADEOS/OCTS によるクロロフィル分布観測
、 

1. 20 システムの高度化に関する研究報告会出席の 

ため、葛西技官東京へ。 

1. 23 北日本漁業経済学会第24回大会出席のため、 
、 

1, 26 中村（好）室長函館へ。 

1, 24 1995年度共済支部大会出席のため、宇田川技
、 

1. 26 官札幌へ。 

1. 30 苫小牧港海域調査検討委員会幹事会出席のた
5 

1. 31 め、中村（義）室長札幌へ。 
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1. 31 10. 9 砂泥域生物増殖効果調査のため、中村（義）室 大学院特別講義「Decadal time scale climate 
、 

2. 1 change in the NE Pacific] and rEcosystem 長浜中へ出張。 

modeling」 及びGLOBEC打 ち合わせ会出席 10, 
5 

10 沿整直轄調査に係わるホッキ稚貝生理実験の 

のため、柏井部長東京へ。 10. 18 ため、中村（義）室長札幌へ出張。 

2. 7 10. 11 個別重要国際共同研究におけるデータ探索及 漁場保全対策推進事業平成 8年度ヒアリング 
、 5 

2, 8 及び平成 7 年度第 2 回検討会出席のため、中 10. 13 び平成 7 年度水産業関係試験研究推進会議出 

村（義）室長札幌へ。 席のため、柏井部長横浜へ出張。 

2. 20 北海道水産業振興審議会（第 7期第 3 回）出 10, 
、 

11 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

席のため、新宮所長札幌へ。 10, 13 尾岱沼へ出張。 

2. 23 北海道科学技術審議会出席のため、新宮所長 10, 11 自家用電気主任技術者会議出席のため、小林 
、  

札幌へ。 10, 13 技官室蘭へ出張。 

2. 25 第11回オホーツク海と海氷に関する国際シン 10. 11 平成 7 年度水産業関係試験研究推進会議資源 
(  

ご 27 ポジウム出席のため、柏井部長、川崎室長紋 10. 14 増殖部会及び研究レビュ 	「藻類機能」打ち 

男中、、出張。 合わせのため、大池部長横浜へ出張。 

2. 
、 

28 平成 7 年度第 2 回北海道水産資源管理委員会 10. 
、 

11 平成 7 年度水産業関係試験研究推進会議出席 

3. 1 評価検討会議出席のため、松原室長、渡辺室 10. 14 及び海洋法検討会議出席のため、村田部長横 

長、中村（好）室長余市へ。 浜へ出張。 

2. 28 「海氷が気候と生態系に及ぽす影響に関する 10, 11 道東～東北沿岸沖合部にて沿岸親潮調査のた 
5 、  

3. 2 国際ワ クショップ」出席のため、柏井部長、 10. 16 め、河野主任研究官、斉藤技官北光丸乗船。 

川崎室長、河野主任研究官、斉藤技官東京へ。 10. 12 水産資源適正利用水準の推定のため、八吹主 

3. 13 環境保全型沿岸域利用調査（ワイズユ ス計 任研究官、潰津技官羅臼へ出張。 
i 

3. 14 画）検討会出席のため、大池部長札幌へ。 10. 
、 

12 三陸北部海域にてスルメイカ資源調査のため、 

3 , 18 苫小牧港海域調査検討委員会事前打ち合わせ 10. 18 本田技官若鷹丸乗船。 
、 

3 , 19 及び海域特性総合利用技術開発事業ケガニ解 10 . 14 PT CES第 4 次年次会合出席のため、柏井 
、 

析検討委員会出席のため、中村（義）室長札幌 10, 23 部長、川崎室長、渡辺室長、山村技官、中国 

ハ、0 ・青島へ出張。 

3 . 21 苫小牧港海域調査検討委員会に出席のため、 10. 16 災害補償実務担当者会議に出席のため、千葉 
、 i 

3. 22 中村（義）室長札幌へ。 10. 17 庶務係長札幌へ出張。 

10. 18 エゾバフンウニ人工種苗の放流後の追跡調査 
、 

10. 20 指導のため、町口主任研究官歯舞へ出張。 

10.  20 北海道・日本海及び太平洋海域にて日韓共同 
鵠 	張 、 

11.  22 資源調査及び調査打ち合わせのため、渡辺室 

長開洋丸乗船。 

10, 
5  

1 第 9 回地球環境研究交流会議出席のため、斉 10. 
、 

23 増殖場造成計画指針（アサリ）第 2 回作業部 

10. 3 藤技官東京へ出張。 10. 25 会出席のため、中村（義）室長波崎へ出張。 

10. 1 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 10. 25 水産資源適正利用水準の推定のため、八吹主 
i 

10. 3 余別へ出張。 任研究官、森技官羅臼へ出張。 

10, 
、 

3 給与実務担当者研修に出席のため、樋渡事務 10. 
、 

25 紫外線増加が動物プランクトンに及ぽす影響 

10. 6 官札幌へ出張。 10. 27 の評価に関する研究における研究打ち合わせ 

10, 
i 

3 養殖漁場海況速報事業25周年記念行事出席の のため、斉藤技官仙台へ出張。 

10. 4 ため、新宮所長札幌へ出張。 10. 
i 

25 農林水産研究情報システム整備に係る打ち合 

10 . 4 コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長網走へ 10. 27 わせ会に出席のため、藤橋用度係長、石田事 
、 

10. 5 出張 務官つくばへ出張0 

10 . 5 日口漁業専門家・科学者会議事前打ち合わせ 10, 26 日韓共同資源調査スケトウダラ検討会出席の 
、  、 

10. 6 会義出席のため、八吹主任研究官東京へ出張。 10, 27 ため、村田部長東京へ出張。 

10, 
5 

5 道東沿岸沖合域にて親潮域低次生産機構調査 10, 
i 

26 平成 7 年度第1回海域特性総合利用技術開発 

10. 9 のため、斉藤技官、葛西技官探海丸乗船。 10. 28 調査検討委員会出席のため、町口主任研究官 

10. 
s 

7 第24回UJNR水産増養殖専門部会日米合同 札幌他へ出張。 

10, 18 会議出席のため、安藤技官テキサス州へ出張。 

28 尤水研ニュースノ、55' 



10. 
、 

27 北海道・日本海及び太平洋海域にて日韓共同 11. 
I 

26 平成 7 年度GSK底魚部会統合準備会に出席 

11, 21 資源調査及び調査打ち合わせのため、山村技 11. 28 のため、潰津技官大野浦へ出張。 

官開洋丸乗船。 11. 
、 

27 コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口 

10 . 29 日口漁業専門家・科学者会議出席のため、八 11. 28 主任研究官網走へ出張。 
、 

11. 10 吹主任研究官ウラジオストックへ出張。 11. 
、 

27 平成 7 年度海面養殖業開発事業ブロック会議 

10. 30 11, 30 出席のため、大池部長浅虫温泉へ出張。 漁場保全対策推進事業総合検討会出席のため、 
、 

10. 31 中村（義）室長東京へ出張。 11. 
、 

29 日本海ブロック栽培漁業技術開発推進会議出 

10. 31 平成 7 年度改正給与法案等説明会に出席のた 12. 1 席のため、中村（義）室長鶴岡へ出張。 
、 

11. 1 め、越田事務官札幌へ出張。 11. 
、 

30 シンポジウム「海洋生態系の変動過程地球環 

11. 5 平成 7 年度数理統計短期集合研修に出席のた 12. 2 境変化への応対過程のモデル化に向けて」 に 
5 

11. 18 め、森技官つくばへ出張。 出席のため、柏井部長東京へ出張。 

11, 
5 

6 学術雑誌総合目録和文編1996年版全国調査説 12. 
、 

4 施設関係事務打ち合わせ及び水研課長補佐事 

11. 7 明会出席のため、高情報係長札幌へ出張。 12. 6 務打ち合わせのため、関口庶務課長補佐東京 

11. 6 第25回施設等担当者会議出席のため、藤橋用 へ出張。 
、 

11. 9 度係長妙高高原へ出張。 12. 
i 

5 東北ブロック底魚類資源評価会議出席のため、 

11. 6 魚介類が有するペプチドホルモンに関する生 12. 8 渡辺室長八戸へ出張。 
、 

11. 10 化学的研究のため、安藤技官東京へ出張。 12. 
、 

5 熱帯浅海域における海草生態系と海藻生態系 

11. 6 水研課長会議及び課長懇談会出席のため、森 12. 19 における物質循環の比較研究のため、飯泉室 
、 

11. 10 田庶務課長大野浦へ出張。 長フィジーへ出張。 

11. 
、 

7 アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別 12. 
、 

6 東大海洋研シンポジウム 「漁業から独立した 

11. 8 海へ出張。 12. 9 資源評価」に出席のため、村田部長、八吹主 

11. 8 プロジェクト研究平成6年度終了課題研究成果 任研究官、本田技官東京へ出張。 
、 

11. 9 報告会出席のため、河野主任研究官東京へ出張。 12. 
、 

7 研究集会「オホーツク海の総合研究の計画・ 

11. 
、 

8 平成 7 年度第 2 回水産資源有効利用システム 12. 8 立 	大気・海洋・海氷・生態系相互作用を 

11. 10 開発研究会出席のため、柴田企画連絡室長東 中心として」に出席のため、川崎室長札幌へ 

京へ出張。 出張。 

11. 
、 

8 プロジェクト研究平成 6 年度終了課題研究成 12. 
I 

7 魚介類の初期生態解明のための種判別技術開 

11. 19 果報告会出席及び第13回国際汽水研究会議出 12. 9 発研究打ち合わせのため、松原室長横浜へ出 

席のため、飯泉室長東京及びコーパス・クリ 張。 

スティへ出張。 12. 
、 

11 コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官 

11. 9 船舶衛生管理者養成講習会に出席のため、西 12, 12 尾岱沼へ出張。 
、 

12. 14 村二等航海士神戸へ出張。 12. 
、 

11 親潮陸棚域の底魚類の動態に関する歴史的デ 

11. 15 砂浜環境と二枚貝生態系に関する研究打ち合 12. 13 タの解析手法の開発におけるデータ探索及 
i 

11. 18 わせのため、中村（義）室長広島へ出張。 び遠洋漁業関係試験研究推進会議さけ・ます 

11. 
、 

16 防火管理者資格取得講習会受講のため、森田 部会出席のため、柏井部長新潟へ出張。 

11. 17 庶務課長弟子屈へ出張。 12. 
5 

11 地球環境研究総合推進費新規課題環境庁ヒア 

11. 19 沿岸漁場整備開発事業調査打ち合わせ及び企 12. 13 リングに出席のため、斉藤技官東京へ出張。 
、 

11. 23 画連絡室長会議・懇談会出席のため、柴田企 12. 
、 

12 平成 7 年度日本水産学会北海道支部例会及び 

画連絡室長東京へ出張。 12. 14 アサリ研究打ち合わせのため、伊藤主任研究 

11. 20 紫外線の増加が動物プランクトンに及ぽす影 官別海へ出張。 
、 

11. 21 響の評価に関する研究におけるサロマ湖観測 12. 
i 

12 共同利用研究「千島列島周辺海域における冬季 

のため、斉藤技官常呂へ出張。 12. 15 混合層の発達過程について」 のため、河野主 

11 . 20 任研究官東京へ出張。 会計事務担当者会議出席のため、小嶋事務官、 
、 

11. 22 半田事務官、沼下事務官東京へ出張。 12. 
、 

12 資源評価適正管理等の研究打ち合わせに出席 

11. 21 沿岸漁場の底棲中・小型甲殻類の生態に関す 12. 15 のため、村田部長函館他へ出張。 

る調査のため、宇田川技官浜中へ出張。 12. 
、 

13 平成 7年度海域特性総合利用技術開発事業ケ 

11 . 24 マツカワの卵質評価手法の研究指導のため、 12, 14 ガニ調査推進検討委員会出席のため、中村（義） 
、 

11. 25 大久保技官厚岸へ出張。 室長札幌へ出張。 
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22 
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27 

漁業資源研究会議第25回シンポジウム出席の

ため、渡辺室長横浜へ出張。 

国有財産台帳価格改定説明会出席のため、関

口庶務課長補佐札幌へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

広尾へ出張。 
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会計事務打ち合わせのため、三浦会計係長、 

樋渡事務官東塩釜へ出張。 

庶務関係事務打ち合わせのため、越田事務官

東塩釜へ出張。 

外洋性イカシンポジウム実行委員会出席のた

め、村田部長東京へ出張。 

平成 7 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。 

平成 7年度農林水産研究計算センタ 端末装

置運営員打ち合わせ会出席のため、河野主任

研究官っくばへ出張。 

北海道東部の沿岸海域における食物網の構造

解明のための研究打ち合わせのため、宇田川

技官札幌へ出張。 

アサリ類生態調査のため、伊藤主任研究官別

海へ出張。 

我が国周辺漁業資源調査情報システム開発事

業システム部会検討委員会出席のため、森技 

革新的ブイシステム委員会（平成 7年度第 3 

回）に出席のため、柏井部長東京へ出張。 

西日本太平洋沿岸～沖合海域にて第 2 次いか

類幼稚仔調査のため、森技官北光丸乗船。 

水産関係試験研究機関長会議出席のため、新

宮所長東京へ出張。 

紫外線の増加が植物等に及ぽす影響研究打ち

合わせ会議及び海域低次生産に関する研究打

ち合わせのため、斉藤技官東京他へ出張。 

襟裳以西～道東海域にて我が国周辺漁業資源

調査のため、潰津技官北鳳丸乗船。 

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、坂西主任研究官下田へ

出張。 

平成 7 年度個別重要国際共同研究課題「亜寒 

官東京へ出張。 

平成 7 年度水産増養殖研究推進会議出席のた

め、飯泉室長東塩釜へ出張。 

日韓共同資源調査結果検討会出席のため、村

田部長、渡辺室長、山村技官東京へ出張。 

第45回東北海区海洋調査技術連絡会出席のた

め、河野主任研究官東塩釜へ出張。 

特定地域沿岸漁場整備開発調査の打ち合わせ

のため、町口主任研究官札幌へ出張。 

日韓共同資源調査結果検討会出席のため、村

田部長、渡辺室長、山村技官東京へ出張。 

任用実務説明会及び平成 8年国家公務員給与

等実態調査説明会出席のため、沼下事務官札

幌へ出張。 

放射能資料収集及びバイオコスモス平成 7 年

度研究打ち合わせ会出席のため、斉藤技官横

浜へ出張。 

帯陸棚域における海洋環境のレジームシフト

と食物綱のスイッチングの比較研究」の在外

研究のため、柏井部長、河野主任研究官、山

村技官ナナイモへ出張。 

共済支部運営委員会及び労務関係事務担当者

会議出席のため、森田庶務課長札幌へ出張。 

アサリ類生態研究打ち合わせのため、伊藤主

任研究官網走へ出張。 

生態系保全型種苗生産技術開発事業成果報告 

会に出席のため、大池部長、松原室長、安藤

技官東京へ出張。 

沖底漁獲統計検討会に出席のため、渡辺室長

札幌へ出張。 

九州西方海域にて 新鋭計量魚探（シムラッ

ドEK-505）の操作法並びに計量魚探調査法の 

道東～東北沿岸沖合部にて親潮広域調査のた

め、川崎室長、河野主任研究官北光丸乗船。 

襟裳以西～道東海域にて我が国周辺漁業資源

調査のため、八吹主任研究官北鳳丸乗船。 

平成 7 年度太平洋北区栽培漁業協議会並びに

技術部会及び平成 7 年度栽培漁業技術開発推

進事業太平洋ブロック協議会出席のため、大

池部長仙台へ出張。 

沿岸漁場整備開発事業調査打ち合わせ及び水

研所長会議・懇談会及び全場所長会議出席の

ため、新宮所長東京へ出張。 

襟裳以西海域にてスケトウダラ卵稚仔採集調

査のため、松原室長探海丸乗船。 

平成 7年度バイオコスモス報告会及び魚介類

が有するペプチドホルモンに関する生化学的

研究のため、安藤技官大野浦他へ出張。 

習熟のため、本田技官陽光丸乗船。 

放射能試料収集のため、葛西技官厚岸へ出張。 

一般別枠研究（P1 CES 一 GLOBEC) 

関連課題組立検討会出席のため、村田部長横 

浜へ出張。 

特別研究（種判別）推進会議に出席のため、 

松原室長大野浦へ出張。 

平成 7年度放射能担当者会議出席のため、葛

西技官横浜へ出張。 
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29 
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施設関係事務打ち合わせのため、藤橋用度係

長、早川事務官横浜へ出張。 

平成 7年度情報資料担当者会議出席のため、 

高情報係長、石田事務官横浜へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口

主任研究官網走へ出張。 

平成 7年度特定地域沿岸漁場開発調査函館周

辺地域調査第 2 回検討委員会及び沿整事業調

査打ち合わせのため、町口主任研究官札幌他

へ出張。 

平成 7 年度給与実務担当者研修に出席のため、 

樋渡事務官札幌へ出張。 

紫外線増加が動物プランクトンに及ぼす影響

の評価に関する研究におけるサロマ湖観測の

ため、斉藤技官、葛西技官常呂へ出張。 

平成 7 年度特定地域沿岸漁場開発調査函館周

辺地域調査第 2 回検討会及び新品種作出基礎

技術開発事業年度末報告会及び水産生物遺伝

資源部門部会及び調査研究事業年度末報告会

に出席のため、大池部長札幌他へ出張。 

施設関係事務打ち合わせのため、関口庶務課

長補佐、三浦会計係長、中宮事務官札幌へ出

張。 

海藻類研究打ち合わせのため、飯泉室長厚岸

へ出張。 

平成 7 年度新品種作出基礎技術開発事業年度

末報告会出席及びカレイ類研究打ち合わせの

ため、大久保技官東京へ出張。 

ハダカイワシの資源化技術の開発種目ハダカ

イワシのすり身化とワックス分離技術の開発

グル プ技術委員会出席のため、柴田企画連

絡室長銚子へ出張。 

会計関係事務打ち合わせのため、半田事務官

新潟へ出張。 

用度関係事務打ち合わせのため、小嶋事務官

新潟へ出張。 

平成 7 年度調査・研究事業年度末成果報告会

出席のため、飯泉室長東京へ出張。 

マツカワの成熟に関する組織学的研究指導の

ため、松原室長厚岸へ出張。 

北海道特定事業関係打ち合わせのため、新宮

所長余市他へ出張。 

寒冷地沿岸域の生物環境保全に関する研究の

ため、町口主任研究官札幌へ出張。 

マツカワの卵質評価手法の研究指導のため、 

大久保技官厚岸へ出張。 

厚岸シンポジウム打ち合わせのため、飯泉室

長厚岸へ出張。 
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厚岸シンポジウムに出席のため、葛西技官、 

宇田川技官厚岸へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長、町口

主任研究官網走へ出張。 

企画連絡室長会議・懇談会出席のため、柴田

企画連絡室長東京へ出張。 

平成 7年度いか類資源研究会議に出席のため、 

村田部長、中村（好）室長、森技官新潟へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、飯泉室長、網走

へ出張。 

水研課長会議出席のため、森田庶務課長横浜

へ出張。 

沿岸漁場整備開発調査打ち合わせのため、新

宮所長根室へ出張。 

平成 7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

札幌へ出張。 

平成 7 年度第 3 回水産資源有効利用システム

開発会議出席のため、柴田企画連絡室長東京

へ出張。 

大槌湾の生物生産と栄養塩類の動態及びその

数値モデリングに関するワ クショップ出席

のため、飯泉室長、河野主任研究官東京へ出

張。 

施設関係事務打ち合わせのため、関口庶務課

長補佐、土谷技官帯広へ出張。 

道東沖親潮域～厚岸湾にて親潮域低次生産機

構調査のため、斉藤技官、葛西技官探海丸乗

船。 

平成 7 年度海況情報収集迅速化システム開発

試験事業海域検討会出席のため、河野主任研

究官新潟へ出張。 

平成 7 年度沿整直轄調査水産研究所担当者会

議出席のため、飯泉室長、町口主任研究官波

崎へ出張。 

マツカワの成熟に関する組織学的研究指導の

ため、松原室長厚岸へ出張。 

庶務関係事務打ち合わせのため、千葉庶務係

長波崎へ出張。 

施設関係打ち合わせのため、小林技官波崎へ

出張。 

平成 7 年度我が国周辺資源調査東北ブロック

評価会議出席のため、本田技官東塩釜へ出張。 

マツカワの卵質評価手法の研究指導のため、 

大久保技官厚岸へ出張。 

平成 7 年度技会情報資料担当者会議出席のた

め、高情報係長っくばへ出張。 

耳石日輪計測システムに関する意見交換のた

め、中村（好）室長横浜へ出張。 
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平成 7 年度増殖場造成事業調査に関する担当

者会議出席及びアサリ類調査研究打ち合わせ

のため、伊藤主任研究官波崎へ出張。 

平成 7 年度増殖場造成事業調査に関する担当

者会議出席及びホッキガイ調査研究打ち合わ

せのため、中村（義）室長波崎へ出張。 

沿岸漁場整備開発調査打ち合わせのため、新

宮所長根室へ出張。 

北海道東部沿岸における藻場を形成する海草

の育成適正環境の研究及び海草類の研究打ち

合わせのため、飯泉室長東京他へ出張。 

カレイ類等が持っインスリン様物質のアミノ

酸配列解析のため、安藤技官東京へ出張。 

平成 7 年度北海道栽培漁業技術開発推進協議

会出席のため、大池部長札幌へ出張。 

コンブ・ウニ類調査のため、町口主任研究官

尾岱沼へ出張。 

紫外線の増加が動物プランクトンに及ぽす影

響の評価に関する研究及び研究用サンプル収

集のため、葛西技官羅臼・常呂へ出張。 

沿岸漁場の底棲中・小型甲殻類の生態に関す

る研究打ち合わせ及び北海道東部の沿岸海域

における食物網の構造解明のための研究打ち

合わせのため、宇田川技官余市他へ出張。 

特別研究（種判別）アミノ酸配列分析のため、 

松原室長函館へ出張。 

水産庁研究所長打ち合わせ会議出席のため、 

佐々木所長東京へ出張。 

平成 8 年度会計事務処理打ち合わせ会議出席

のため、三浦会計係長東京へ出張。 

我が国周辺漁業資源調査の協力・分担等打ち

合わせのため、村田部長札幌へ出張。 

紫外線増加が動物プランクトンに及ぼす影響

の評価に関する研究における打ち合わせのた

め、葛西技官仙台へ出張。 

施設関係事務打ち合わせのため、関口庶務課

長補佐、沼下事務官東京へ出張。 

マツカワの卵質評価手法の研究指導のため、 

大久保技官厚岸へ出張。 

スルメイカ幼稚仔の資源量評価のための調査

打ち合わせのため、森技官横浜へ出張。 

卵稚仔調査打ち合わせのため、潰津技官横浜

へ出張。 

栄養動態モデル開発及び調査船試料の扱いに

ついての打ち合わせ及び調査船試料のソ テ

ィングのため、山村技官横浜へ出張。 

主要魚種成長・成熟及び産卵生態の解明のた

め、松原室長羅臼へ出張。 
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平成 7 年度船長会議及び懇談会に出席のため、 

北光丸斉藤船長、探海丸潰船長東京へ出張。 

資源評価適正管理等の研究打ち合わせ及び全

国資源評価会議出席のため、村田部長東京へ

出張。 

全国資源評価会議及び特定水産資源評価技術

開発調査会議出席のため、中村（好）室長東京

へ出張。 

沿岸漁場整備開発事業調査打ち合わせのため、 

佐々木所長、柴田企画連絡室長札幌へ出張。 

漁場保全対策推進事業水産研究所担当者会議

出席のため、柏井部長横浜へ出張。 

沿岸漁場の底棲中・小型甲殻類の生態に関す

る研究打ち合わせのため、宇田川技官八王子

へ出張。 

紫外線の増加が動物プランクトンに及ぽす影

響の評価に関する研究及び放射能資料収集の

ため、斉藤技官仙台へ出張。 

藻場構成種の生理生態学的研究に関する研究

打ち合わせのため、飯泉室長、町口主任研究

官、坂西主任研究官船橋他へ出張。 

マツカワの卵質評価手法の研究指導のため、 

大久保技官厚岸へ出張。 

特定水産資源評価技術開発調査会議出席のた

め、本田技官東京へ出張。 

マツカワの成熟に関する組織学的研究指導の

ため、松原室長厚岸へ出張。 

貝類研究打ち合わせのため、伊藤主任研究官

藤沢へ出張。 

資源調査打ち合わせのため、佐々木所長名古

屋へ出張。 
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