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図 1 各調査地点におけるスルメイカ（釣り機 1 台 1時問当たり漁獲尾数） 

研究 ノート 1 
● オホーツク海でのスルメイ力資源調査 

は じめに 

資源管理部。頭足類資源研究室では、日本とロシア

両国間での漁業分野における科学技術協力計画に基づ

く太平洋海域でのイカ類資源日口共同調査を、1995年

から実施している。1995年の調査海域は、道東・北方

四島の太平洋側だけであったが、1996年には太平洋側

に加えオホーツク海側でも調査を行った。調査海域に

は、いわゆるロシア200海里水域が多く含まれ、200海

里体制が敷かれた1977年以降、ロシア200海里水域内で

の日本の調査船による調査は極めて少なく、特にオ

ホーツク海でのイカ釣り調査は20---30年振りと思われ

る。以下に1996年の日口共同太平洋イカ類資源調査結

果のうち、特にスルメイカに絞って結果の概要を報告

する。本調査結果の詳細は、北水研研究報告の次号に

投稿予定である。 

調査目的 

道東及び北方四島の沿岸から沖合の太平洋並びにオ

ホーツク海海域におけるスルメイカ・アカイカ等のイ

カ類の分布状態、成長・成熟状態、移動、分布環境に

関する資料を収集し、これら資源の評価に資すること

を目的とした。 

調査の主な内容 

調査船】探海丸（北水研所属、総トン数168トン） 

調査期間：1996年8月22日～9月12日（22日間） 

調査員：中村好和（北水研） 

E.V.Slobodskoy （チンロセンター、 

ロシア） 

N .M.Mokrin （チンロセンター、ロシア） 

調査方法 

(1） イカ釣り漁獲試験（図1の36地点で実施） 

一晩に 2地点で実施。いか釣り機 3,-5台使用。 

原則として 初の地点では18時から 3時間、次の地

点では 0時から 3時間それぞれ操業した。 

(2）海洋観測（36地点で実施） 

メモリーSTDによる水深300mまでの水温・塩分

測定、表面水の採水・測温、海上気象観測を実施。 

(3） プランクトンネット採集（32地点で実施） 

改良型ノルパックネットの鉛直曳き（水深150mか

ら）による動物プランクトンの採集、ボンゴネット

の斜め曳き（水深loomまで）によるイカ類稚仔の採

集。 

(4）標識放流試験 

スルメイカを 6地点で合計3,074尾を標識放流し

た。標識には黄色アンカータグを使い、鰭基部付近

にタグガンを使って装着した。 

調査結果の概要 

(1） スルメイカ漁獲結果 

各調査地点でのスルメイカのCPUE（釣り機1台1 

時間当たり漁獲尾数）を図1に示した。ィカ釣り漁獲

試験の調査地点は、沿岸よりの地点と沖合の地点と

に大別できるが、スルメイカは、おもに沿岸よりの

地点で漁獲された。沿岸よりの地点でスルメイカが

漁獲されなかった地点は 4 地点だけであった。 

高いCPUE (CPUE = 50以上）を示した地点は道東

の浜中沖、色丹島付近、国後水道北側の 2地点、合

計4 地点であった。また、その他の地点でもCPUEが 

40前後を示した地点が太平洋側でもオホーツク海側 

尤刀t牙ニューズ M53 
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でもみられた。 

(2） スルメイカの外套長組成 

太平洋側とオホーツク海側でそれぞれCPUEが

も高かった地点でのスルメィカ外套長組成を図 2 に

示した。 

太平洋側の外套背長組成は、雌雄とも単峰形を示

し、外套背長モードの雌雄差は無く、ともに22cmで

あった。一方、オホーツク海側の外套背長組成は、 

雌雄とも明瞭な単峰形を示さず、外套背長モードは

雄で19cm、雌で19・20cmであり、太平洋側と比べて 

2 --- 3 cm小さかった。 

この外套背長モードの違いの原因は、明確では無

いが、外套背長組成の形などから、オホーツク海側

の地点で漁獲されたスルメイカには、太平洋側から

国後水道を通り来遊した個体と日本海から宗谷海峡

を通り来遊した個体とが混じっており、その比率は

日本海からの方が多かったためと推察される。 

(3） 漁獲結果と海洋環境との関連 

択捉島の太平洋側の 3地点では、スルメイカは漁

獲されなかったが、これらの地点の表面水温は7. 8、 

10.1.. 10.3。Cであった。一方、今回の調査でスルメ

イカが漁獲された地点の表面水温は、11.4--47.6。C 

であった。このことから、表面水温が11。C以下の調

査海域にはスルメイカはほとんど分布しなかったと

推定される。なお、スルメイカが漁獲された地点の

表面水温は、太平洋側ではほとんどが11-12。C台で

あったのに対して、オホーツク海側では14--17。C台

と高かったも 

図 3 上：オホーツク海でのスルメイ力標識放流地点（星

印）・再捕地点（丸印） 

下】太平洋側での標識放流地点（星印）・再捕地点 

（丸印） 

(4） スルメイカ標識放流・再捕結果 

スルメイカは太平洋側で 2地点（図 3 下）、オホー 

ツク海側で 4 地点（図 3上）で標識放流された。1997 

年 2 月末現在の再捕尾数は35尾、再捕率は1.1％であ 

る 

図 2 CPUEが高かった地点でのスルメイカ外套背長組成 

太平洋側で放流された個体は、10.-....11月に浦河沿

岸、渡島半島東岸、羅臼沿岸、オホーツク海枝幸沿

岸で、また翌年1月には長崎県五島列島有川沿岸で、 

それぞれ再捕されている。 

オホーツク海側で放流された個体は、10'--12月に

知床半島～オホーツク海沿岸、道西日本海、日本海

沖合で、それぞれ再捕されている。太平洋側での再

捕報告は無いC 

今回の標識放流調査の結果から、太平洋側に分布

したイカが、国後水道を抜けオホーツク海に入り、 

その後宗谷海峡を抜け、日本海を南下するという回

遊経路の存在も示唆された。 

終わり に 

久し振りに行われたオホーツク海でのスルメイカ調

査では、上記の様に非常に興味深い結果が得られてい

る。今後、日口共同でオホーツク海での調査を継続し、 

オホーツク海のスルメイカが、太平洋側並びに日本海

側のスルメイカとどのような関係にあるかを解明して 

いきたい。 	（頭足類資源研究室長 中村好和） 

1997 MARCH 	3 



45 

44-I 

40, 
140 141 

20 
120 130 140 150 

42 143 144 145 146 147 148 

"'el3 潤「幾謬 
June l5,00吋 

j髭観欝 
Jure l 8,6 0O RecoveIy' 

. .e13 ::00RoIeas.
ne 14,  0:00.+ 

June 15, 0:00 	40 
1el8June 16,  0:00

June 17,  0:00+
re 18,  6:00 Recovery 

QJ
 
つ
」
 

d
I
 
d
 

(Z
)
ep
n一一
花
コ
 

41 

40 

(7
で

甲

E
z
叩
E
)
 

刺
心
刷
爵
暇
訓
 

0 

150 

n
U
 

ハ
U
 

n
U
 

1
 

に

J
 

J‘ート 2 
初夏の親潮水域における基礎生産の短期変動特性 

研究 葛
西
広
海
 

道東海域を含む親潮水域におけるサンマなどの浮魚

類、スケトウダラなどの底魚類の高い漁獲を支えてい

る も重要な要因は親潮水域の高い基礎生産力である

ということは、現在では広く認識されています。基礎

生産とは一次生産ともいい、光合成による有機物生産

のことを指します。海洋では基礎生産のほとんどは植

物プランクトンによって行われています。親潮水域の

基礎生産量は炭素量で年間160g/m2と見積もられてい

て（谷口，1991)、全大洋の平均である年間70g加fの倍

以上高い生産力をもっています。 

親潮水域が属する北太平洋西部亜寒帯海域の基礎生

産には、季節的な変動パターンがあることが知られて

います。冬季の基礎生産は、日射量の低さと盛んな鉛

直混合のため 1年で も低いのですが、春季に日射量

と風の条件があるレベルになると、基礎生産速度は急

激に上昇し、スプリング・プルーム（春季大増殖）と呼

ばれる植物プランクトン量の増加がみられます。ブ

ルーム終了後の夏季には、強固な水温（密度）躍層の形

成とそれに伴う表層混合層での栄養塩の洞渇のため、 

基礎生産量は再び低くなり、秋季の水温躍層の崩壊時

に一時的に高くなることがあるものの、基礎生産量は

また冬季の 低レベルに復します。 

このように親潮水域の基礎生産量の季節変動はある

程度明らかとなっていますが、基礎生産が短期的には

どの程度変動するのかについては、親潮水域では充分

なデータがありません。基礎生産の変動には、日射量

や栄養塩濃度の変化など、様々な要因が関わっている

ことが知られています。基礎生産の短期変動の大きさ

やその原因を解明することで、どの要因がどの程度影

響しているか、またその影響の程度が時間的にどう変

化していくのか、といった親潮水域の基礎生産の特性

を明らかにすることが出来ます。さらに、 近盛んに

行われている生態系モデルのシミュレーションから環

境変動が海洋生態系に与える影響を予測しようという

研究にとっても、これらは重要な情報になると期待き

れています。 

そこで、北水研海洋環境部では親潮水域における基

礎生産の日変動を調べ、その変動要因を明らかにする

ことを目的に、1996年初夏に海洋調査を行いました。 

ここではその結果の一部を紹介します。なお、本研究

は科学技術振興調整費重点基礎研究に基づいて行われ

ました。 

Longitude (E) 

図 1 ．漂流ブイの軌跡。親潮の流れに沿って南西方向に移

動している。 

調査は1996年 6 月12-19日の北光丸航海で行われま

した。13-18日にかけて、ドローグを付けたブイを釧路

沖の親潮水域に漂流させ、南西方向に流れていくブイ

を追跡しながら 4-6時間毎に物理的・生物的海洋観

測を行いました（図1)。表層の栄養塩濃度は充分に高

く、基礎生産を制限しているとは考えられませんでし

たが、表層のクロロフィルa（植物プランクトン色素） 

濃度は低く、観測期間中顕著な変化はみられませんで

した。 

海洋観測と並行して、14日から18日までの毎日、lBC 

をトレーサーとした基礎生産速度と15Nをトレーサー 

とした窒素（硝酸塩及びアンモニウム塩）取込み速度を

擬似現場法を用いて測定しました。15Nトレーサーの

添加量はなるべく少なくし、窒素栄養塩濃度の増加に

よる取込み速度への影響を 小限にするようにしまし 

［扇胃酸塩ロアンモニウム塩圏基ロ 
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図 2 ．有光層内の基礎生産量と窒素取込み量の変動。 
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た。測定結果から有光層（光合成可能な層）内の基礎

生産速度及び窒素取込み速度を積算したものが図 2で

す。 

基礎生産速度は 1日当り117-342mg C/m2の範囲で

変動しました。この値は春 夏季の親潮水域の基礎生

産速度としてこれまでに報告された値と比較すると

低水準に近く、表層の栄養塩や光が豊富であるにもか

かわらず、基礎生産量及び植物プランクトン現存量が

低い現象を示しました。また、基礎生産速度の変動の

大きさを 大値と 小値の比で表すと、その値は 大

値／ 小値＝2.9倍であり、硝酸塩（2.4倍）及びアンモ

ニウム塩（1.7倍）よりも高く、基礎生産速度の日変動

性は窒素取込み速度のそれよりも大きいことが示唆さ

れました。 

このような基礎生産速度や窒素取込み速度の変動は

何によって起こったのでしょうか？基礎生産速度や窒

素取込み速度の変動には様々な要因が関係しています

が、有光層内の栄養塩濃度は高く、夏季の親潮水域で

普通にみられるように栄養塩が基礎生産を制限してい

るためではないと考えられます。また本調査は同じ水

塊での結果とみなせますから、水塊の交替や海洋構造

の変化による影響も小さいと考えられます。植物プラ

ンクトンの種組成が異なると基礎生産の特性が変化す

ることが知られていますが、サイズ分画したクロロ

フィル濃度の結果からは、観測期間中に植物プランク

トン種組成が変化した可能性は示されませんでした。 

これら以外で基礎生産に も直接的に影響を与える

のが光です。培養中の海表面への日射量の平均と有光

層内の同化数（単位クロロフィル当りの基礎生産速度） 

の関係を図 3 に示しました。 5日分の結果しかありま

せんので統計学的には有意ではありませんが、両者の

間には正の関係があることが分かります。つまり、日

射量が多いと有光層内の基礎生産量は高くなるという

関係です。これは調査期間中この海域では光が も重

要な基礎生産の制御要因であったことを示しています。 

また、光が基礎生産を主に制御していると考えると、 

基礎生産速度と窒素取込み速度の間の変動性の大きさ 

. 
7Jun 

'15 Jun 

'16一Jun. 

0 	500 	1000 	1500 

培養中の海表面の平均日射量（"E m2い） 

図 3 。有光層内の同化数と培養中の海表面の平均日射量の

関係。 

の違いは次のように説明できます。すなわち、基礎生

産の光合成反応に対して光は直接的に関与して基礎生

産量の変動に影響を与えているのに対し、窒素取込み

反応には光は直接的には関与していない、いわば光合

成に引き続く二次的反応であるためと考えられます。 

窒素取込み反応は、光環境によって変動する光合成速

度にしたがってある程度変動しますが、その影響は光

合成速度よりは小さく、他の要因による影響が相対的

に大きくなり、日変動性が小さくなったのではないか

と考えられます。 

硝酸塩とアンモニウム塩の取込み速度から、それぞ

れ新生産と再生生産の量を見積もることが出来ます。 

新生産量の基礎生産量全体に占める割合（新生産ノ（新

生産＋再生生産））をf-ratio といい、海洋の基礎生産力

の高さを示す指標として用いられます。基礎生産力の

高い湧昇域ではf-ratio の値は0.8以上、貧栄養水域で

は0.2以下とされていますが（Lalli and Parsons, 

1993)、今回の調査結果からのf-ratioの平均は0.31士 

0.09となり、大洋における平均的な値をとりました。 

この結果から、今海域では再生生産が卓越していたこ

とが示されました。また、有光層内のアンモニウム塩

濃度は硝酸塩濃度の 1 /10以下であったにもかかわら

ず、再生生産が高かったことから、今海域の植物プラ

ンクトンはアンモニウム塩の方を好んで窒素源として

利用していたと考えることが出来ます。 

本研究での結果から、初夏の親潮水域では基礎生産

の日変動には日射量の変動が大きな寄与をしているこ

とが明らかとなりました。また、基礎生産速度は窒素

取込み速度よりも日変動性が大きく、再生生産が卓越

していることも示されました。しかし、この結果は表

層の栄養塩が豊富であったことにより、栄養塩濃度の

変動が基礎生産に及ぼす影響が小さかったためである

可能性があります。今後、栄養塩が基礎生産を制限す

るほど低濃度である場合、光と栄養塩のどちらがより

臨界的に基礎生産に影響を及ぽすのか、またその影響

の大きさが時間的にどのように変動するかについて、 

現場での観測・調査に加えて実験室での再現実験も含

めて、更なる調査を行う必要があると思われます。 

引用文献 

谷口 旭（1991) 】北水研研報，55, 27-34. 

Lalli, C. M. and Parsons, T. R. (1993) : Biological 

Oceanography 】 An Introduction. Butterworth 

Heinemann, Oxford, 3Olpp. 

（海洋環境部生物環境研究室） 
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研究 

ここ数年、マツカワ（ Verasper mose万）を中心にカ

レイ類のインスリンのアミノ酸配列を調べてきた。そ

の結果、偶然であったが、カレイ類には複数のインス

リンの分子種が存在することがわかってきた。そこで

今回はこの研究の背景とこれまで得られた結果の一部

を紹介したい。 

インスリンと言えば血糖値を調整するホルモンとし

て知られているが、魚類では炭水化物代謝に果たすイ

ンスリンの役割は哨乳類ほど大きくない。それよりも

むしろ、アミノ酸や脂肪などの同化の制御に深く関係

し、さらに成長、成熟、産卵回遊、細胞分化などの調

節機構に関与することが1960年代から報告されてきた。 

私はこのうち、インスリンと成長との関連に も興味

を持ち、かつ重要性を感じて現在研究を進めている。 

成長の人為的制御を行うためには、内分泌的に「どこ

の何をいじるか」ということが重要であり、これまで

多くの研究者が様々な実験動物を使用して研究を重ね

てきた。中でも成長ホルモンを対象とした研究は膨大

であり、このことは特に畜産関係では著しい。それら

の中には輝かしい成功例（Natureの表紙になるような

ものなど）もあるが、その一方、発表されずに埋もれ

てしまった研究結果、特に成長ホルモンを投与しても

ほとんど効果は認められなかったという失敗例が多数

あるらしい。その原因のーつとしては成長ホルモンが

成長のすべてを制御しているわけではないことが上げ

られる。そこで私が着目したのは成長に必要な物質の  

代謝、特に同化を主に制御しているホルモンは何かと

いうことであった。近年の主流的な考え方によれば同

化のキーホルモン（key hormone）はインスリンであ

る。 

近まで私は無脊椎動物からインスリン様物質を精

製し、その構造解析を行うことを目標として研究を進

めていた。昆虫類にはインスリン様物質が存在するこ

とが知られており、細胞分化や糖代謝に関係するらし

いことが報告されている。また、軟体動物ではインス

リン様物質が成長ホルモンである可能性が示唆されて

いる。私は甲殻類を主な材料とし、ヤドカリ類の脳に

インスリン様免疫活性を示す物質が存在することを数

年前に発見した。そこで甲殻類の脳からインスリン様

物質の精製を行ったが、精製を進めると免疫学的反応 

（抗噛乳類インスリン抗体を使用）を示すフラクショ

ンがずれたり、なくなったりしたため、上手く進まな

かった。一方、 3年ほど前、ペプチド精製の練習も兼

ねていくつかのカレイ類からインスリン（インスリン 

I）を精製したところ、簡単かつ短時間に純度の高い標

品が得られ、少量の個体から得たインスリンで全アミ

ノ酸配列を決定することができた。その過程でインス 

リンに疎水性、分子量などがよく似たペプチド（図1) 

が副産物として精製できたので解析してみた。期待は

したが、かなり軽い 「乗り」であった。アミノ酸配列

を解析してみるとそれはB鎖のN末端にピログルタミ

ン酸（pQ）とアラニンが結合したインスリンであった 

0 

Insulin-Ip叫  VLPPQ HLCGA HLVOA LYLVC GERGF FYTP KInsulin-Il pQA 

図 1‘マツカワブロックマン小体の酸ーェタノール抽出物の逆相クロマトグラフィー上で

のインスリンの溶出位置とそのアミノ酸配列． 
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用酵素とし、 基質には蛍光基質の31(p・hydroxypenyl)propionic acidを使用した。 

0 
ー 	（以後、インスリン IIとする】Andoh and Nagas- 

awa, 1996)。脊椎動物において複数のインスリンを有

する種としてはカツオ、toadfish、 アフリカツメガエ

ル、ラットなどが知られているがpQを含むインスリン

はこれまで例がない。そして収量がインスリン Iより

も約2倍多い点は注目すべき点である。その構造から

インスリン IIがプロインスリン（インスリンの前駆 

体）からインスリン Iへの中間産物である可能性が考

えられるが、哨乳類の場合では中間産物は極めて速く

インスリンに転換ざれるのが普通である。もし、イン 
,/  

スリン IIが中間産物だとするとインスリンの転換経

路に浦手噸とは異なる何かをカレイ類が有することに

なり興味深い。インスリンをコードしている遺伝子が

複数存在する可能性もある。インスリン IIの生成機

序、作用に関しては現在、研究を進行させているとこ 

0 ろである。 

さて、将来的には魚類のインスリンと成長に必要な

物質の同化との関係について研究を進めるつもりであ

るが、その際、インスリンの血中濃度等を高感度で測

定する必要がどうしても出てくる。これまで放射性同

位体を使用した魚類インスリンの測定法に関してはい

くつかの報告があるが、残念なことに当研究所に放射

性同位体を扱える施設がない。そこで新たにカレイイ

ンスリン用のホモロガスな酵素免疫測定法を開発した。 

できた測定法の感度、特異性ともに満足のいくもので

あった（図2 】安藤・長津、1996)。ただ、使用した抗

血清はイ,ンスリン IとインスリンーIIの両方に交差性

があり、しかも交差性に数倍の差があった。しかしな

がら、血中におけるインスリン総量の大まかな変化は

この方法で把握することが十分可能であり（具体的

データは別の機会に紹介したい）、今後アミノ酸等の同

化とインスリンの関係に関する研究の便利な道具にな 

ると考えられる。 

科学の世界には変な習慣（ ? ）だが「流行」がある。 

流行にうまく乗れる研究を行えば研究費も取れ、就職

や昇進が可能なこともある。産業的背景などがその発

端となった流行は重要であり必要かもしれないが、衣

服の流行のように（この例えは不適当かもしれない） 

重要な背景のない流行もあるように思える。インスリ

ンの研究は過去30年間を見ると何度か小流行に乗った

ことがある。特にヒト以外のインスリンの臨床的応用

可能性が考えられた時は魚類も含めて多くの種のイン

スリンの一次構造や活性部位の研究などに多くの労力

と研究費が注ぎ込まれた。しかし、 近は流行が過ぎ

去ったせいかインスリンの研究者人口はごく限られて

いる。発現や分泌制御の機序、作用機構などに不明な

点が多いにもかかわらずである。本当に重要な研究と

は何かということを考えながら流行などには流されな

い研究を進めたい。 

なお、本研究を進めるにあたり、多大な便宜を図っ

て下さった日本栽培漁業協会厚岸事業場、今村茂生前

場長および渡過研一氏に御礼申し上げます。 

参考文献 

Andoh, T., and Nagasawa, H. (1996) : A novel type of 

insulin from the barfin flounder (Verasper 

moseri). 3rd Internationl symposium on Fish 

Endocrinology, Abstracts, May 1996, Ha 

kodate. 

安藤 忠・長津寛道（1996)：マツカワ（カレイ科）のイン

スリンの一次構造とその酵素免疫測定法．第21回

日本比較内分泌学会講演要旨，1996年8月，浦和 

市． 

（資源増殖部浅海育種研究室） 
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【研究集会参加報告】 

ICESの年次会合 

柏 井 誠 

'‘お前さんしかいない”という言葉に尻を蹴飛ばされ、水産

庁からも“断れ”とは言ってもらえず、PICESの科学評議会

議長になってしまった。“お前さんの英語の能力には期待し

ていない、だけどお前には出来る”というウースター前議長

の励ましとも落第評価ともつかない言葉が心の中をコロコ

ロ転がっている。 

PICESは、太平洋におけるにESを目指して作られた

海洋科学に関する政府間国際機構であり、その組織や

運営方法には類似点が多い。PICES加盟国の半分の

米・加・露の三国は、ICESのメンバー国でもあるし、 

ウースター自身にESの議長を務めたことがある。した

がって、100年に近い歴史の中で形作られたにESの文

化と変転の動きは、当然PICESに持ち込まれているは

ずである。これを見極めておかなくては、PICESの科

学的運営をこなせない。そこで、当時のウースター議

長とマツコーン事務局長ににES年次会合へ出席させ

て欲しいと頼むと、二人とも大いに賛成してくれた。 

会議は、1996年 9月26日から10月 4日の期間、アイスランド

のレイキャヴィックで開催される。会議に先立って、ICES 

事務局を訪問するためにコペンハーゲンで一日滞在するこ

とにした。前日に釧路から東京に飛んで、9月23日11時45分

成田発、シベリア廻りでコペンハーゲンに同日の16時20分

に到着。 

CES事務局 

コペンハーゲンは、日本と時差一 8時間。運河にずらりと繋

がれている帆船のマストとタ日を眺めながら、石畳の歩道

に並ぶ戸外カフェのーつでビールを飲む。何世紀も変わら

ずに保たれている街並み、石畳、運河、帆船。観光資源だか

ら残すというのではなく、変えることがあり得ない国土の

風景としての存在。住む人々のアイデンティティーの源。私

は何時どこで風景の構築に参加できるのだろう。もう一杯

ビールを注文する。タ日の中で尖塔の旗が柔らかくはため

く。 

ICESは、コペンハーゲンの王宮に近い三角の街角に

本部の建物を持っている。街角の部分は円錐の尖塔を

もった塔になっている。この塔の部分にあたる部屋は

地位の順に占められ、ー番上にプレジデントの部屋が

あった。まさかICESが経営しているわけではあるまい

が、円塔の一階は宝石屋である。横町の側にある玄関  

の上には斜めに突き出した旗竿に大きなにESの旗、玄

関を入ると受付、狭い階段と段差のある廊下で複雑に

連なる内部には、総務部門、図書室、ワークステーショ

ンの置いてあるコンピュータ室、分野別事務局長と事

務局、いくつかの会議室、立派な理事会室、そして印

刷室には日本製の印刷機が動いていた。ICESの刊行物

はすべてここで印刷するそうだ。にES事務局には、海

洋学、漁業、海洋環境汚染の各分野について、三人の

分野別事務局長がいる。順番に訪問し、ICESの構造と

機能、そして今後の展望について、用意した質問をし

て情報を収集した。 

~CESの組織改革 

にESは1902年に設立され、現在では加盟国は19ケ

国、12の常設科学委員会と85の作業グループを持って

いる。にESはここ数年、組織改革に取り組んでいる。 

これが今回の情報収集の目玉のーつである。 

組織改革の動機は、第一に科学の世界のボーダレス

化が進み学際的課題が重要になっている現在、確保で

きる専門家の数に対して科学委員会と作業グループの

数が多すぎること、第二にこれら内部単位組織間の横

の連携をとることが実質的に不可能に近いこと、第三

にはメンバー国あるいは関連国際機構からの科学的助

言の要請が、これまでの漁業問題から環境問題に移り

つつあり、これまでの漁業資源管理への科学的助言を

念頭にした組織編成では対応できなくなりつつあるこ

とである。したがって、組織改革は全体の構造を縮小

すること、科学活動と助言活動との適切な関係を作る

こと、科学委員会間の協力関係を強めること、助言の

要請に迅速に対応できるようにすること、より学際的

な科学活動を展開できるようにすること、年次会合を

第一級の科学会合にすること、などを目指している。 

提起され論議されている組織改革の内容は、1）漁

業問題に関する助言委員会と環境問題に関する助言委

員会の連携を強め、将来的には両者を統合した単一の

助言委員会を目指す、 2）科学委員会の数を減らして

より広い守備範囲の学際的委員会に統合する、 3）科

学委員会の設立とその任務の決定を手続き規則ではな

く、総務会の決定によるものとする、 4）実行レベル

の裁量範囲を大きくし、重層的な承認を 小限にする、 

5）海洋に関係する社会科学および経済科学の推進を

活動の視野にいれること、などである。 

PICESの構造と活動において、いくつかは既に先取 
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りされているが、今後の課題となるものもある。水産

庁研究所の推進会議における海洋生態系研究の強化の

方針、水産研究所レビューにおける社会経済研究の重

要性の指摘、そして水産研究所の組織改革の検討など、 

我々は同じ時代を進んでいる。 

朝は雨。コペンハーゲンが海運の一大中心であったころの

倉庫を改造したホテルの三階の窓は、石造りの埠頭を隔て

て、ストックホルム行きの大きなフエリーの窓の列と向か

い合っている。フエリーがでていくと眺望が開ける。フエ

リーと比べるとミニチュアのように小さな二本マストの赤

い帆船が、雨で磨りガラスのように艶消しのかかった水路

に滑り出ていく。さて、こちらも海を越えるのだ。海事博物

館のようなロビーの外には、帆船時代の大砲が二門座って

いる。その横で空港へのタクシーの順番を待ち、9月25日10 

時40分コペンハーゲン空港発。 

~ CES第84回定例年次科学会議 

アイスランド・ケフラヴィク国際空港に12時着。日本との時

差― 9時間。溶岩平原の中をレイキャヴィック市街までバ

ス。 

会議参加者に東大海洋研の中田英昭助教授、心強い。 

会議参加者約500人、驚いたのはそれだけでない。20余
りのテーブルに山と詰まれた、発表要旨の拡張版、委

員会・作業グループのレポート。受付でくれた会議ロ

ゴの付いた布鞄が一杯になる。これらの文書全部に目

を通すのはにESの中に何人いるのだろう？ 会議プ

ログラムは、同じ時間帯に二つのテーマセッションと

二りの科学委員会セッションが並行して持たれる。さ

らに毎日の科学セッション終了後、各科学委員会の業

務会議が開かれる。組織改革の動機のーつが理解でき

る気がする。 

会議の科学セッションで注目し出席したのは、テー 

マセッション“ICESの変革”。科学委員会の数を現在の 

12から 3 に減らすという当初の急進的改革案から数を 

8 にするというかなり漸進的な案が論議された、“専門

分野別委員会が無くなるとホームレスになる科学者が

でる” という意見には、なるほどと思いつつも苦笑し

てしまう。バルト海沿岸国の参加者からは“出席承認

が得易いこと、科学的蓄積が低位であることから地域

別委員会の存続を要請する”意見が出された。PICES 
においても考えさせられる側面である。 

他に関心を持って参加したセッションは、“陸棚縁辺

流とその漁業資源への影響”、“全球的プログラムの北

大西洋での展開】ICES-GLOBECへのWOCE/ 
JGOFSか らの教訓”、ミニシンポジウム“漁業の生態系

ハ、の影響”などである。歴史の長さだけでなく、メン

バー国の数がPICESの三倍あるためか、研究者の層が

厚い。漁業の生態系への影響の問題はPICESではまだ  

取り上げていない。残念ながらICESの先行性は否めな

い。漁業とくにトロールの生態系への影響として、対

象資源そのものに対する影響と混獲と投棄による他魚

種への影響、そして海底地形とベントス群集への影響

が論じられている。しかし科学的内容に関してはそれ

ほど遥か先に進んでいるわけではない。 

会期中に二回開かれたICES-GLOBECの会合には

優先して出席した。ICES-GLOBEC は、やはりメン

バー国の関連プログラムの連携に意を用いようとして

おり、連携事務局が設置され、連携担当官がおかれた。 

しかし各国の拠出金が限られているため、連携担当官

の給料は二年分しか確保されておらず、研究プログラ

ムの連携計画よりもポストの維持が大きな心配事。終

身雇用の我が国の水産研究所の研究者には想像できな

い情況の中での仕事だ。日本にもこうした時代がくる

のだろうか？ 

9 月30日、今日はエクスカーションの日。お仕着せメニュー 

はやめてアイスランド・ホース（アイスランド・ポニーと

いったら牧場のおやじ、目を剥いてアイスランド・ホースと

言い直させた）の一日トレッキングを選んだ。牧場は、市街

から車で小一時間走った山の向こう側である。牧場の馬囲

いに孟宗竹が使ってあったが、牧場のおやじは日本がどこ

にあるか知らなかった。アイスランド・ホースは、道産馬と

同じ特殊な足運びをする。不整地での放し飼いで自然に創

り出された足運びなのだろう。道産馬より小柄だ。 

馬囲いで少し乗ってテストをされ、外乗りOKというこ

とで出発した。生憎、いや幸にも、客は私だけ。空は青空、 

若いスウェーデン女性のガイドと二人だけのトレッキング。 

馬は溶岩平の荒れた道を易々と進む。小さな草っぱらで馬

は草、人はサンドイッチの昼食。平らな道にでると駆足。浅

い河を水飛沫をあげて疾走する。遠くの氷河を眺め。眼下の

湖を覗き込み、湯気を上げる池や小川の横を進む。深い渓谷

の斜面の小径を辿り、ガレ場の下りは馬を牽いて降りる。砂

利道を駆足で行くと家並みに入る。アスファルト道は速歩

の蹄鉄が高らかに鳴る。出発した牧場が見える。その向こう

に青い北大西洋、そして彼方に火山島が霞む。 

刊CES年次会合へ 

10月2日、レイキャヴィック発。コペンハーゲン経由はオー 

バープッキングのためロンドン経由。機内で見る新聞の第

一面にアイスランドの氷河の下で火山が大きな噴火を開始

したというニュース。 

さて、一週間後は科学評議会議長として初めての 

PICES年次会合だ。PICESはこの年次会合から 優秀

発表賞を設ける。これはICESからの輸入であり、研究

発表の質の向上のためのガイドラインの適用と非英語

国科学者の英語による発表への激励のために私が提案

した。うまく機能しますように。 （海洋環境部長） 
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＊著者名のゴシツク体は北海道区水産研究所所属 

〔印刷刊行物〕 

露田 義成・高橋 章策（元東北水研）」 

・黒潮続流域および混合水域におけるカタクチイワシ 

Engraulis j妙onicus H‘の産卵生態，北水研研報， 

61，平成 9 年 3 月 

露田 義成・丹羽 洋智（水工研）: 

・Spawning frequency and batch fecundity of the 

Japanese anchovy Engraulis japonicus caught at 

the nearshore of Miyake Island, Preliminary 

Report of the Hakuho Maru Cruise KH-94-1, 

Ocean Research Insutitute, University of Tokyo, 

1997 

山下 洋（東北水研）・鶴田 義成・山田 秀秋（東

北水研）】 

・Transport and settlement mechanisms of larval 

stone flounder, Kareius bicoloratus, into the nurs-

ery ground, Fish.Oceanogr, 5(3/4), 1996 

演津 友紀・八吹 圭三 I 

・北海道東部太平洋海域におけるイトヒキダラ 

Laemonema longipes の成熟度，北水研研報，61, 

平成 9 年 3 月

中村 好和】 

・オホーツク海のスルメイカ資源調査，北水研ニュー 

ス，53，平成 9 年 3月 

河野 時魔・川崎 康寛： 

。Results of CTD and mooring observations south-

east of Hokkaido 

1. Annual velocity and transport variations in 

the Oyashio，北水研研報，61，平成 9 年 3 月

河野 時慶・川崎 康寛： 

・Results of CTD and mooring observations south-

east of Hokkaido 

2. Annual variations of water mass structure and 

salt flux of the Oyashio，北水研研報，61，平成 

9 年 3 月 

葛西 広海： 

・初夏の親潮水域における基礎生産の短期変動特性， 

北水研ニュース，53，平成 9 年 3 月 

書藤 宏明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・Diel vertical migration and feeding rhythm of 

copepods under sea ice at Saroma-ko lagoon, J. 

Mar. SYS. 11, 1997 

害藤 宏明： 

・基礎生産測定センサの開発研究，科学技術庁振興調

整費「世界海洋観測システム構築に資する革新的ブ

イシステムの基盤的研究」成果報告書（第 I 期 平

成 5~7年度），科学技術庁研究開発局，平成 9 年 2 

月 

服部 寛（北海道東海大工）・書藤 宏明： 

・Diel changes in vertical distribution and feeding 

activity of copepods in ice.covered Resolute Pas-

sage, Canadian Arctic, in spring 1992, J. Mar. 

Sys. 11, 1997 

J.I.Goes・半田 暢彦（名大水圏科学研）・田口 哲 

（創価大工）・演 健夫（名大水圏科学研）・脅藤 宏

明 

・Metabolism of neutral monosaccharide constitu-

ents of storage and structural carbohydrates in 

natural assemblages of marine phytoplankton 

exposed to ultraviolet radiation, Limnol. Oceanogr, 

41, 1996 

伊藤 

・Observations on digestive tract contents of 

Japanese surf clam lコseudocardium sybillae，北水

研研報，61，平成 9 年 3 月 

堀 成夫（東水大）・飯泉 仁】 

。Pyramidellid fauna of intertidal zone to shallow 

depths of Oshoro Bay, Japan Sea coast of middle 

Hokkaido, Japan (Mollusca: Gastropoda: 

Pyramidellidae) ，北水研研報，61，平成 9 年3 月

安藤 忠・長津 寛道（東大海洋研）: 

・Competitive enzyme immunoassay using anti-

serum against mammalian insulin for monitoring 

the purification of fish insulins．北水研研報，61, 

平成 9 年 3 月 

安藤 

。カレイにはインスリンが二つある。北水研ニュース， 

53，平成 9 年 3 月 

飯泉 

。Temporal and spacial variability of leaf produc-

tion of Zosera marina L., at Otsuchi, northern 

Japan. In: Seagrass Biology. Scientific Discussion 

from an International Workshop. (eds. J. Kuo, D. 

I. Walker and H. Kirkman), p139.140．平成 8年 

12 月 

山下 卓也（パプリックコンサルタント）・谷野 賢二 

（開土研）。町口 裕二。山下 俊彦（北大工）: 

・沿岸構造物の魚礁機能に関する考察，土木学会北海

道支部論文報告集第 53 号（B) 
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〔口 頭 発 表〕 

渡辺 ー俊・本田 聡 

・1996年日口共同タラ類資源調査（北海道水域）の概

要，1996年日口漁業専門家・科学者会議，新潟，平

成 8 年11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 

(1995年）,1996年日口漁業専門家・科学者会議，新

潟，平成 8 年11月 

渡辺 一俊・八吹 圭三・演津 友紀： 

・1995年度のスケトウダラ調査結果，1996年日口漁業

専門家・科学者会議，新潟，平成 8年11月 

八吹 圭三・演津 友紀： 

・1996年日口共同タラ類生態調査（千島列島南部太平

洋水域）,1996年日口漁業専門家・科学者会議，新潟， 

平成 8 年11月 

八吹 圭三】 

・北海道沖合底びき網漁業標本船操業実態細目調査表

の解析，平成 8 年度GSK底魚部会，新潟，平成 8 

年11月 

演津 友紀】 

・資源評価に必要な情報の不足，資源管理研究研修会， 

横浜，平成 8 年10月 

中村 好和： 

・1996年日口共同太平洋いか類資源調査報告，1996年

日口漁業専門家・科学者会議，新潟，平成 8 年11月

河野 時慶・河宮未知生（東大CCSR）・葛西 広海・

斉藤 宏明】 

・Influence of the stratification to the primary 

production of the Oyashio region using a one 

dimensional model. PICES 5th Annual Meeting, 

Nanaimo, Canada, Oct. 1996 

川崎 康寛： 

・千島列島海峡域の微細水温観測から，東大海洋研大

槌シンポ「北太平洋西部亜寒帯循環域の変動と力

学」，大槌，平成 8 年11月 

河野 時慶・川崎 康寛】 

・係留系データを基準とした親潮の流動構造，東大海

洋研大槌シンポ「北太平洋西部亜寒帯循環域の変動

と力学」，大槌，平成 8年11月 

河野 時魔・川崎 康寛： 

・Annual velocity variations in the Oyashio south-

east of Hokkaido, International Symposium on 

Climate System and Ecosystem and around the 

Sea of Okhotsk, Institute of Low Temperature 

Science, Hokkaido University, Nov. 1996. 

津田 

・南極発散線付近における動物プランクトン，特にカ

イアシ類の鉛直分布と日周鉛直移動，日本海洋学会

秋季大会，松江，平成 8 年10月 

津田 敦・斉藤 宏明・慶瀬 太郎（東大海洋研）: 

・Dilemma between appetite and fear of predators. 

PICES 5th Annual Meeting, Nanairno, Canada, 

Oct. 1996 

津田 

・Microzooplankton grazing in the surface water of 

Antarctic Ocean during a summer，国立極地研究

所第19回シンポジウム，東京，平成 8 年12月 

津田 敦・西川 淳（東大海洋研）: 

・南極発散線付近における動物プランクトン，特にカ

イアシ類の鉛直分布と日周鉛直移動，シンポジウム 

「南大洋の生物生産と物質循環」，東京，平成 8年12月

津田 敦・川口 創（遠洋水研）: 

・夏季，南極海における微小動物プランクトンの摂食

速度，シンポゾウム「南大洋の生物生産と物質循環」， 

東京，平成 8 年12月 

津田 

・浮遊性カイアシ類Calanus mm'shalleの交尾関連行

動，第 5 回厚岸シンポジウム，厚岸, 平成 8年12月

葛西 広海・河野 時慶・害藤 宏明・津田 

・Short period variability of primary production in 

early summer in the Oyashio region. PICES 5th 

Annual Meeting, Nanaimo, Canada, Oct. 1996 

田口 哲・佐藤 文夫・長尾 宣夫（創価大工）・斉

藤 宏明： 

・海産植物プランクトン細胞の光吸収係数の分析にお

けるフィルター補正係数の補正方法の比較，1996年

度日本海洋学会秋季大会，松江，平成 8 年10月 

書藤 宏明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・Factors influer.tcing vertical distribution of cope-

pods at ice-covered Saroma-ico Lagoon with 

particular reference to ice-water interface. NIPR 

Symp. Polar Biol，東京，平成 8 年12月 

書藤 宏明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・Diel vertical migration of copepods into the ice 

water interface at Saroma-ko Lagoon, Hokkaido, 

Japan. Gordon Research Conference, Ventura, 

USA, March 1997 

服部 寛（北海道東海大工）・斉藤 宏明・ C. 

Michel （ラバル大）: 

Biogeochemical cycle under the seasonal sea ice 

estimated from copepod feeding and pigments 

flux at Resolute Passage, Canadian Arctic, in 

spring 1992. Gordon Research Conference, 

Ventura, USA, March 1997 
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田口 哲（創価大工）・斉藤 宏明・服部 寛（北

海道東海大工）・白津 邦男（北大流氷研）: 

・Vertical flux of ice algae in Saroma-ko Lagoon, 

Japan. Gordon Research Conference, Ventura, 

USA, March 1997 

Michel, C., L. Legendre （ラバル大）・服部 	寛（北 

海道東海大工）・斉藤 宏明： 

・Does copepod grazing activity determine the fate 

of ice algae under first-year sea ice in the North-

emn Hemisphere? Comparative results from high 

and low latitudes. Gordon Research Conference, 

Ventura, USA, March 1997. 

石井 憲・奥村都誉司（水工研）・松尾 豊（東北

水研）・害藤 宏明： 

・Development of dynamic positioning buoy for 

vertical nutrients and fluorescence sensing avail-

able for truth data collection of remote sensing 

calibration. Fourth International Conference 

Remote Sensing for- Marine and Coastal Environ-

ments. Orland, USA, March 1997 

古田 雄一・瀬戸 計行（北海道東海大工）・害藤 宏

明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・Ciliate abundance and grazing rate in the sea ice 

at Saroma-ko Lagoon. The 12th Tnt. Sym. Okhotsk 

Sea and Sea Ice，紋別, 平成 9 年 2 月 

瀬戸 計行・古田 雄一（北海道東海大工）・斉藤 宏

明・服部 寛（北海道東海大工）: 

・Population dynamics of algae in the seasonal sea 

ice at Saroma-ko Lagoon. The 12th mnt. Sym. 

Okhotsk Sea and Sea Ice，紋別，平成 9 年 2 月

服部 寛・佐藤 広樹・渡辺 誠ニ（北海道東海大

工）・斉藤 宏明： 

・ Distribution of copepods under the seasonal ice at 

Saroma-ko Lagoon. The 12th mnt. Sym. Okhotsk 

Sea and Sea Ice, 紋別，平成 9 年 2 月 

田口 哲（創価大工）・斉藤 宏明・服部 寛（北

海道東海大工）・白津 邦男（北大流氷研）】 

・ Vertical flux under sea ice in 1995 season in 

Saroma-ko Lagoon, Hokkaido, Japan. NIPR 

Symp. Polar Biol，東京，平成 8年12月 

服部 寛・瀬戸 計行・古田 雄一（北海道東海大

工）・斉藤 宏明： 

・Diel changes in microzooplankton and ice algae in 

the seasonal sea ice at Saroma Ko lagoon. NIPR 

Symp. Polar Biol，東京，平成 8年12月 

伊藤 博・中川 義彦・角田 富男・阿部 英治・

吉田 秀嗣（釧路水試）】 

・野付湾アサリ増殖場の底質硬度の計測結果，平成 8 

年度日本水産学会北海道支部例会，恵庭，平成 8年 

12月 

飯泉 仁・F.T. Short （ニューハンプシャー大）: 

・アマモに寄生するカビについて，第 5 回厚岸シンポ

ジウム，厚岸，平成 8年12月 

飯泉 

・北海道東部沿岸における藻場を形成する海草の生育

適正環境の研究，平成 8 年度沿整事業直轄調査水産

研究所等担当者会議，波崎，平成 9 年 3 月 

向井 宏（北大臨海実験所）・飯泉 仁： 

・厚岸湾の海況と底質とベントス群集，第 5 回厚岸シ

ンポジウム，厚岸，平成 8 年12月 

大島ゆう子・岸 道郎（東大海洋研）・向井 宏（北

大厚岸）・飯泉 仁・杉本 隆成（東大海洋研）】 

・北海道厚岸湾・湖における藻場生態系モデリング， 

1996年度日本海洋学会秋季大会，松江，平成 8 年10月

町口 裕ニ・飯泉 

。造成漁場における海藻現存量の変動について，平成 

8 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，札幌，平成 9 年 3 月 

町口 裕ニ： 

・ウニ類育成礁の 適構造の検討，平成 8 年度沿整事業

直轄調査水産研究所等担当者会議，波崎，平成 9年3月

松原 孝博： 

・海産魚の浮遊性卵はどのようにして浮力を得ているの

か？，第 5 回厚岸シンポジウム，厚岸，平成 8 年12月

古屋 康則（岐阜大教）・尾花 博幸・山本 和久（日

栽協）・征矢野 清（長崎大水）・松原 孝博： 

・飼育ニシン雌の初回成熟過程，平成 8 年度日本水産

学会秋季大会講要，福岡，平成 8 年10月 

大久保信幸： 

・カレイ類の卵の成分およびその発生に伴う消費につ

いて，平成 8 年度水産増養殖研究推進会議，玉城， 

平成 9 年1月 

飯泉 

・厚岸湖の生物群集における同位体比の分布，東大海

洋研究所研究集会「安定同位体による海洋生物の展

望」，東京，平成 9 年1月 

町口 裕ニ・酒井 勇一（釧路水試）: 

・餌料海藻種類別のエゾバフンウニ人工種苗の成長, 

平成 8 年度日本水産学会北海道支部例会講要，恵庭， 

平成 8年12月 

町口 裕ニ・阿久津孝夫（開土研）・山下 卓也（パブ

リックコンサルタント）・山本 明（北大工）。谷野

賢二（開土研）・山下 俊彦（北大工）: 

・振動流中のエゾバフンウニ稚仔の行動，平成 8 年度

日本水産学会北海道支部例会，恵庭，平成 8年12月

町口 裕ニ】 

・造成藻場における海藻現在量の変動と植食動物との

関係，大槌シンポジウム講要，平成 9 年 2 月 
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会議In羽支 

平成 8 年度北水研・日栽協研究交流会 

日時：平成 8年11月19日

場所】北水研会議室

議事： 

1．研究調査報告  

6）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） 

2．総合討論 

3．ポスト「新品種」について 

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 

平成 8 年度対馬暖流・太平洋系スルメイ力 

資源評価会議 

(1） (1） 人工産卵基質に 人工産卵基質によるニシンの産卵誘発 

尾花 博幸（日栽協厚岸） 日時：平成 9年 3月 5 日 

(2) (2） 飼育下におけるニシンの生殖年周期の解明 場所】清水市 

松原 孝博（北水研） 議事】 

(3） ニシンの必要親魚数推定法の確立 1）スルメイカ資源評価のスケジュールについて 

安藤 	忠（北水研） （水産庁） 

(4) (4） マツカワ種苗生産の現状について 2）平成 8年度太平洋系スルメイカの資源評価票 

(5)  

(6)  

(7)  

(5） 

⑥ 

(7） 

鈴木 重則（日栽協厚岸） 

マツカワ親魚養成の現状と問題点 

渡辺 研一（日栽協厚岸） 

マツカワの発生に伴う卵成分の消費について 

大久保信幸（北水研） 

海産硬骨魚類の 終成熟及び発生過程におけ

る卵黄蛋白の利用制御機構の解明 

松原 孝博（北水研） 

（案）の説明 	 （北水研） 

3）資源評価に関する質疑、論議、資源評価票の

完成 

4 ）平成 8年度対馬暖流系スルメイカの資源評価 

	

票（案）の説明 	 （日水研） 

5）資源評価に関する質疑、論議、資源評価票の

完成 

	

6 ）関連情報の提供 	 （北水研） 

魚類インスリンの一次構造と機能について 

安藤 忠（北水研） 

2，総合討論と次年度計画 

参加機関】日栽協本部，日栽協厚岸事業場，日栽協宮

古事業場,北水研 

平成 8 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 8年12月9 日 

場所：北水研会議室 

議事： 

1．過去4 年間の研究成果と平成 8年度実施経過報 

1）育種による優良系ヒラメの作出技術開発 

（福島県） 

2）育種による成長優良品種の作出技術開発 

（山口県） 

3）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） 

4）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） 

5）成長優良形質種苗の作出技術開発 

（熊本県）  

参加機関】道立中央・函館・釧路の各水試、青森・山

形・茨城・千葉・富山・福島・静岡・鳥取・

島根・高知・長崎の各県水試、宮城県水産

研究開発セ、秋田県水振セ、石川県水総合

セ、新潟県水産海洋研、京都府立海洋セ、 

兵庫県但馬水産事務所、福岡県水海技セ筑

前海洋研、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、山口県外

海水試、漁業情報サービスセ、水産庁研究

部・振興部、日水研、東北水研八戸、中央

水研、遠洋水研、西海水研、北水研 

平成 8 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 9年 3月3日 

場所】札幌市 

議事】 

1．テーマ討議「海藻群落の変動要因について」 

1）道北日本海定点における’93'---'96年の海藻繁 

茂量について 

菊池 和夫（道立稚内水試） 

2）北海道日本海南西部後志沿岸における海藻群 

落の経年変化 

(8) (8） 

告
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川井 唯史（道立中央水試） 

3）道南海域の環境変動が天然コンブの生産量に

与える影響 

西田 芳則（函館水試） 

4）造成漁場における海藻現存量の変動について

町口 裕二・飯泉 仁（北水研） 

5）無節サンゴモの生死判定 

水田 浩之・山本 弘敏（北大水産） 

2．総合討論 

3．特別講演 

写真撮影によるホタテガイの個体数推定シス

テム 

五嶋 聖治（北大水産） 

参加機関：道立中央・函館・同室蘭支場・釧路・網走・

稚内の各水試、道立栽培漁業総合セ、日栽

協厚岸事業場、野付漁協、囲海洋探査、北

大水産学部、北大理学部附属臨海実験所、 

東北水研、水工研、北水研 

平成 8 年度北海道海域漁場生産力モデル化検討会 

日時：平成 9年3月17日 

場所】北水研会議室 

議事】 

1．平成 8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）道東海域における動物プランクトン変動の概 

要、特にオキアミ類 Euphausiapac夢ca の生 

活史 	 津田 敦（北水研） 

2）道東海域における底魚類群集構造 

山村 織生（北水研） 

3，平成 9年度調査・研究計画の検討 

4，平成 8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、エコニクス、北水研 

平成 8 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 9年3月18日 

場所：北水研会議室 

議事】 

1．平成 8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 9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）各事業の実施計画 

2）我が国周辺調査関係の問題点と今後の対応策 

4．平成 9年度北水研、北水試の調査船運航計画 

5．平成 9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 

・「亜寒帯循環」科技庁総合研究 

・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 

参加機関：道立中央・函館・釧路・網走・稚内の各水

試、道水産部、情報サービスセ、北水研 

第 5 回WP E Cワークショップ 

日時】平成 9年3月19日 

場所：北水研会議室 

議事： 

1．一般別枠研究「太平洋沖合域」の概要 

2．スケトウダラ太平洋系群についての現状認識 

1）概観（分布、生態、資源変動） 

渡辺 一俊（北水研） 

2）卵～稚魚期（噴火湾、襟裳以西海域） 

・スケトウダラの初期生活史 

中谷 敏邦（北大水） 

・道南スケトウダラ資源変動と海洋環境の経年 

変化 	 磯田 豊（北大水） 

3）未成魚～成魚期（道東海域） 

・スケトウダラの索餌と成長 

食物関係 	山村 織生（北水研） 

成長過程と資料分析の問題点 

八吹 圭三（北水研） 

・海洋環境の特徴 

物理環境 	川崎 康寛（北水研） 
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資源学談話会 

海洋環境ゼミナール 

研究談話会 

4）分布の南端でのスケトウダラの生態、環境 

（東北海域） 服部 努（東北水研八戸） 

5）スケトウダラ調査の手法 

・稚魚、幼魚の定量採集 

三浦 汀介（北大水） 

・現存量の音響推定 飯田 浩二（北大水） 

6）関連する研究 

・亜寒帯海域におけるオキアミとカラヌスの生

活史と被捕食圧増大に対する応答の関連

谷口 旭（東北大農） 

・オホーツク海北東海域の産卵スケトウダラ群

の体長と年齢組成 

城所 邦行・西山 恒夫（道東海大） 

・南東ベーリング海におけるオキアミ類の水平

分布と鉛直分布の比較 

瀬尾 学・西山 恒夫（道東海大） 

西村 明（遠水研） 

・そのほか、 新の研究情報 

3．総合討論 

参加機関】道立中央・函館・同室蘭支場・網走・稚内

の各水試、青森県水試、北大、道東海大、 

東北大、東大海洋研、東北水研八戸、北水

研 

第86回 

日時：平成 9年 3月14日 

場所】北水研会議室 

話題提供： 

The application of numerical circulation 

model to support fisheries off the west 

coast of Vancouver Island 

Peter Chandler（カナダ海洋科学研究所）  

第91回 平成 8年11月13日 

The status of squid jigging fishery in Korea 

…金 杜南（Doo Nam KIM) 

（大韓民国国立水産振興院遠洋資源科） 

第98回 平成 8年12月11日 

Modelling the selective effects of fishing on repro-

ductive potential and population structure of 

squid. E. J. Murphy, P. G. Rodhouse, and C. P. 

Nolan ICES J. mar. Sci., si: 299-313. 1994 

・・・中村 好和 

第99回 平成 8年12月16日 

北海道沖合底びき網漁業標本船操業実態細目調査表

の解析 

第100回 平成 9年1月16日 

底はえなわ漁具による資源量調査 ‘・・佐々木 喬 

第101回 平成 9年 2月12日 

1994-1996年春季の常磐沖合海域におけるスルメイ

カ幼体の分布 

第102回 平成 9年 3月 3日 

スラウエシ島における浮魚類の分類学的調査 

…山村 織生 

第103回 平成 9年 3月7日 

96年 6月若鷹丸スケトウダラ・オキアミ音響調査の 

結果（ 2） 	 ・・・本田 聡 

第111回 平成 8年11月11日 

栄養環境の変動に対する珪藻の生活史応答 

…桑田 昇（スペイン海洋研究所） 

第112回 平成 8年12月12日 

ADEOS （地球観測プラットフオーム技術衛星） 

「みどり」と水産・海洋学への利用について 

…山崎 孝（宇宙開発事業団地球観測センター） 
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I 

研究情報セミナー  
、 

日時】平成 9 年 3 月12---13日 

場所：北水研会議室 

講師】研究情報課鴻巣情報処理第 2 係長 

1．文献情報検索利用入門 

2 ．インターネットを利用した情報検索 

3. WWWによる情報発信入門 

国 内 研 修 

・佐々木 喬（所長） 

研修目的】平成 8 年度第1回幹部研修

研修先】農林水産省 

研修期間：平成 8 年12月 2 日～ 7 日 

・石田 洋志（企画連絡室情報係） 

研修目的：平成 8 年度農学情報機能部門研修 

研修先】農林水産研究計算センター 

研修期間：平成 9 年 2 月17日～21日 

・早川 研吾（庶務課会計係） 

研修目的】平成 8年度給与実務担当者サ修会（第 2 回） 

研修先 I札幌第二合同庁舎 

研修期間：平成 9 年 2 月 4 日～ 2 月 8 日 

研修員の受け入れ 

・金 朴南（韓国国立水産振興院） 

研修内容：ィカ類の年齢査定と資源評価方法

研修先：資源管理部頭足類資源研究室

研修期間】平成 8 年10月21日～11月20日 

共 同 研 究 

.Clifford Robinson 

（カナダ海洋漁業省太平洋生物学研究所） 

・Peter Chandler（カナダ海洋科学研究所） 

招へい先：海洋環境部 

研究課題：「海洋生態系の食物網スイッチングのモ 

デル化に関する共同研究」 

招へい期間：平成 9 年 3 月11日～15日 

・Brent Hargreaves 

（カナダ海洋漁業省太平洋生物学研究所） 

招へい先 I海洋環境部 

研究課題：「海洋生態系の食物網スイッチングのモ 

デル化に関する共同研究」 

招へい期間：平成 9 年 3 月24日～29日 

海 外 出 張 

・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：熱帯沿岸域における炭素・窒素の挙動と 

生物群集の生産に関する研究 

出張期間：平成 8 年10月13日～11月1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） 

・河野 時慶（海洋環境部海洋動態研究室） 

・津田 敦（海洋環境部生物環境研究室） 

・葛西 広海（海洋環境部生物環境研究室） 

出張先：カナダ 

出張目的】PlCES第 5 回年次会合出席

出張期間】平成 8 年10月13日～21日 

・山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

出張先：インドネシア 

出張目的 I海産魚の資源管理に関する研究

出張期間：平成 8 年10月14日～11月14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） 

。福田 雅明（資源管理部浮魚資源研究室） 

。山村 織生（資源管理部浮魚資源研究室） 

出張先】カナダ 

出張目的：平成 8 年度科学技術振興調整費二国間型 

国際共同研究「海洋生態系の食物網ス 
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ーーー rおさかなセミナーぐしろ’9刀の開催について・ー 

道東のニ 

源増フ 、のチャレンジ 

講演会 

時
 
所

日
 
場
 

イッチングのモデル化に関する共同研

究」に係る在外研究 

出張期間：平成 9 年1月20日～31日 

・柏井 誠（海洋環境部） 

出張先：カナダ 

出張目的：NPAFCの 調査計画立案調整会議出席

出張期間】平成 9 年 3 月 2 日～ 9 日 

・町口 裕ニ（資源増殖部藻類増殖研究室） 

出張先：チリ 

出張目的：貝類増養殖開発計画実施協議調査 

出張期間】平成 9 年 3 月 8 日～23日 

（研究集会参加）  

・福田 雅明（資源管理部浮魚資源研究室） 

行 先：オランダ 

参加目的：異体類シンポジウム出席 

参加期間 I 平成 8 年10月31日～11月13日 

・本田 聡（資源管理部浮魚資源研究室） 

行 先：カナダ 

参加目的：P1 CES第 5 回年次会合出席

参加期間：平成 8年10月11日～18日 

・書藤 宏明（海洋環境部生物環境研究室） 

行先：アメリカ 

参加目的：海氷生態系に関するゴードン研究会議出 

席 

参加期間】平成 9 年 3 月 2 日～10日 

これは、一般の人たちには、馴染みの薄い水産研

究の活動や成果を釧路市民に広く知ってもらおうと

する主旨の広報企画です。北水研所長の呼びかけで、 

道立釧路水産試験場、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、釧路水産協会が企画・実行委

員会を構成しています。 

本セミナーは平成 4 年から毎年開催され、昨年ま

でに「マイワシの科学」「イカの科学」「コンブの科

学」「釧路の海の科学」「道東のサンマ」のテーマで 

5 回開催されました。 

今年はニシンを対象にした標記のテーマで講演会

及びパネル展を右のとおり行う予定をしています。 

これまでの反省と経験を踏まえて、分かり易く面白

い内容にするために制作担当者たちは講演内容やパ

ネル内容等の構想に一生懸命取り組んでいます。 

：平成 9 年 9 月13日田14:00--16:00 

：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 9 年 8 月13日困～ 8 月31日（日） 

場 所】釧路市立博物館 ェントランスホール

日 時：平成 9 年 9 月 2 日因～ 9 月13日田

場 所：釧路市生涯学習センタ12F展示ホール

講演の内容と演者 

①ニシンの博物誌 

釧路市立博物館 	 針生 勤 

②ニシンの漁業と生活史 

道立釧路水産試験場 	 酒井 勇一 

③ニシンの成熟と産卵 

北海道区水産研究所 	 松原 孝博 

④湖沼性ニシンの増殖 

日本栽培漁業協会厚岸事業場 錦 昭夫 

日
 
場
 
日
 

時
 
所
 

昭
 
夫
 

「おさかなセミナーくしろ’9刀企画・実行委員会 

事務局長 大池 数臣 
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表紙の写真 ~ ＋,＋~＋~~~~~~~~,＋~●．＋~~~●~＋司●~~~~~‘~~~＋~~~~●~~~＋~‘~~~~’‘~ 

釧路のコンブと冬の海 

写真は釧路地方を代表するコンブと厳冬期の研究所周辺の海岸の様子です。写真の海藻は

ナガコンブ Laminaria longissima Miyabe（左の 3本）とガッガラコンブ Laminaria corー 

iacea Miyabe（右の 2本）で、ともに漁獲対象となる種類です。両者を比べてみるとナガコ

ンブの藻体の方がより「細長い」 ことがおわかりいただけると思います。ナガコンブは 7メ 

ートル前後の長さです。 

右側の 2枚の写真は厳冬期の特に冷え込んだ日の研究所周辺の海岸の様子です。研究所か

ら車で 2---3分の桂恋漁港の中は蓮の葉氷とシャーベット状の氷が強い風で吹き寄せられて、 

写真のようになります。いわゆる 「接岸した流氷」ではないので、アザラシが乗れるような

厚さの氷ではありません。また、研究所の前浜の波打ち際をよく見てみると、打ち上げられ

た海藻などについた海水（恐らく飛沫も）が凍り付いて氷の固まりとなり、写真のように砂

浜に沢山転がっています。この季節になると海水の温度が 0。C以下になることも珍しくあり

ません。 

私たちの研究室では北海道沿岸に生育する海産植物の生理生態に関する研究を行っていま

すが、海産植物が低温に適した仕組みを持ち、低温という環境要因が想像しているほど植物

にとって不利には働いてはいないことを明らかにしつつあります。この地球上で も生産力

が高いと言われている熱帯雨林に匹敵する生産力を低温環境下で実現しているコンブ目褐藻

とその群落に関する研究は「沿岸の重要性」が注目されている今日、避けて通れない研究の 

ーつと言えるでしょう。 

感想等ありましたら sakani@hnf. affrc. go. jp までお寄せいただければ幸いです。 

（藻類増殖研究室主任研究官 坂西 芳彦） 
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10. 3 青森増殖センター工藤氏、田村氏、ホタテガ

イの種苗性評価に関する研究打ち合わせのた

め。 

10. 11 水工研千葉庶務課長補佐、事務打ち合わせの 

ため。 

10. 15 環境庁環境研究技術課近藤総理府技官、尾川

課長補佐、中島企画係長公害防止関係関連事

務打ち合わせのため。 

10, 21 国立水産振興院遠洋資源科金杜南氏、研修の 
、  

11, 20 ため。 

12. 3 技会筑波事務所小田島専門官、施設事務打ち

合わせのため。 

12. 11 宇宙開発事業団山崎氏、ADEOSDTLの 
、  

12. 13 取り扱い説明のため。 

2, 4 （社）マリノフォ ラム21奥田氏、佐川氏、事

業打ち合わせのため。 

2, 20 中央水研石田国際協力研究官、研究事務打ち

合わせのため。 

3. 10 運輸省船舶技術研究所成田氏、砕氷船に関す

る講演会のため。 

3. 11 カナダ海洋漁業省C．ロビンソン博士、カナ 
5 

3. 15 ダ海洋科学研究所P．チャンドラー博士、共

同研究のため。 

3. 12 技会筑波事務所電子計算課鴻巣係長、村田係 
5 

3, 14 長、文献情報検索入門およびwwwによる情

報発信入門研修会のため。 

3, 24 カナダ海洋漁業省B．ハーグリーブス博士、共 
5 

3, 29 同研究のため。 

主な釆訪・見学者 

10. 7 
5 

10. 8 

10. 8 
、  

10. 9 

10. 11 
、  

10. 12 

11. 5 
、  

11. 8 

11. 18 
5 

11. 21 

11, 21 
5 

11. 23 

12. 6 

12. 13 

12. 20 

12. 21 
5 

1. 9 

1, 10 
、  

1, 9 
5 

1. 11 

1. 13 
、  

1. 14 

1. 13 
、  

1. 15 

1. 15 
5 

1, 17 

2. 6 
5 

2, 7 

2. 25 
、  

3. 1 

研究集会参勿 

10. 4 革新的ブイシステムの基盤技術開発委員会に 
、  

10. 5 出席のため、斉藤技官東京へ。 

2. 25 
、  

3. 2 

平成 8 年度「海洋生態系の基幹バイオマスの

動態解明に関する調査」第 2 回ワーキンググ

ループに出席のため、津田室長東京へ。 

平成 8 年度漁場保全対策推進事業北海道ブロ

ック検討会に出席のため、伊藤室長札幌へ。 

第 2 回北太平洋亜寒帯循環研究作業部会に出

席のため、斉藤技官東京へ。 

「海洋デ タ研究」国際シンポジウムおよび

事業調査のため、柏井部長東京へ。 

ADEOS/OCTS高度利用技術検討会お

よび海洋生態系観測システム研究会出席のた

め、葛西技官東京および横浜へ。 

平成 8 年度水産分野プロジェクト国内委員会

養殖分野会に出席のため、町口主任研究官東 

示"'0 

平成 8 年度日本水産学会北海道支部例会出席

のため、町口主任研究官札幌へ。 

第 5 回厚岸シンポジウムに出席のため、津田

室長厚岸へ。 

釧路港水産協調型施設検討委員会第1回委員

会に出席のため、大池部長札幌へ。 

第 3 回AD EQS海洋科学フィールドキャン

ペーン計画策定委員会に出席のため、葛西技

官東京へ。 

「安定同位体による海洋生物研究の展望」に

出席のため、飯泉室長東京へ。 

北海道水産業振興審議会（第 7 期第 6 回）に

出席のため、佐々木所長札幌へ。 

漁業情報に関する研究会に出席のため、中村

室長東京へ。 

平成 8 年度水産資源保護啓蒙普及事業に関す

る巡回教室に出席のため、伊藤室長熊本へ。 

漁業情報に関する研究会・海洋精度向上部会

に出席のため、柏井部長東京へ。 

平成 8 年度第 2 回太平洋北区北海道資源管理

型漁業推進会議および第 2 回北海道水産資源

管理委員会評価検討会議に出席のため、渡辺

室長札幌および余市へ。 

平成 8 年度第 2 回太平洋北区北海道資源管理

型漁推進会議および漁業情報に関する研究会 
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5 

第38回漁況海況予測部会および水産海洋地域 10. 23 調査検討委員会（磯焼けグル プ）に出席のた 

研究集会「常磐・鹿島灘の底魚資源と漁業」 め、町口主任研究官札幌へ出張。 

に出席のため、露田部長札幌、東京および大 10, 22 平成 8 年度栽培漁業東日本ブロック会議及び 
、 

洗へ。 10. 25 平成 8 年度栽培漁業技術開発推進事業太平洋 

2. 26 漁業情報に関する研究会第38回漁況海況予測 北区ブロック協議会出席のため、大池部長鳥 
、 

2. 28 部会および平成 8 年度第 2 回北海道水産資源 羽へ出張。 

管理委員会評価会議に出席のため、中村室長 10. 28 平成 8 年度水産業関係試験研究推進会議に出 
5 

小樽および余市へ。 10. 31 席のため、大池部長横浜へ出張。 

2. 27 北太平洋亜寒帯循環作業部会に出席のため、 10. 28 平成 8 年度水産業関係試験研究推進会議およ 
5  5 

2. 28 斉藤技官東京へ。 11, 1 び漁海況予報事業および資源調査の見直しに 

2. 26 「海洋デ タ研究」事業平成 8 年度（第 4 回） 係る資源管理部長、海洋環境部長合同会議に 
5 

2. 27 研究委員会に出席のため、柏井部長東京へ。 出席のため、鶴田部長、柏井部長横浜へ出張。 

3. 6 平成 8 年度第 2 回日本海北区北海道資源管理 10. 31 1996年日口漁業専門家・科学者会議に出席の 
、 5 

3. 7 型漁業推進協議会に出席のため、需田部長札 11. 6 ため、渡辺室長新潟へ出張。 

幌へ。 10.  31 1996年日口漁業専門家・科学者会議およびス 
、 

11.  7 ルメイカ資源の利用検討会に出席のため、中 

村室長新潟他へ出張。 

主な会議・委貞会 10.  31 1996年日口漁業専門家・科学者会議に出席の 
5 

11.  10 ため、佐々木所長新潟他へ出張。 

10. 2 庶務会計事務担当者会議出席のため、藤橋庶 11. 12 シンポジウム「北太平洋西部亜寒帯循環域の 
、 、 

10, 4 務係長、半田事務官、樋渡事務官横浜へ出張。 11. 16 変動と力学」に出席のため、川崎室長、河野 

10. 6 日口漁業専門家・科学者会議事前打ち合わせ 主任研究官大槌へ出張。 
5  

10, 8 のため、渡辺室長新潟へ出張。 11. 13 所長懇談会に出席のため、佐々木所長東京へ 
、 

10, 9 カナダ国立海洋研究所における研究打ち合わ 11. 15 出張。 
、 

10, 21 せおよびPICES第 5 回年次会合に出席のた 11. 14 第 2 回水産資源有効利用システム開発研究会 
5 

め、河野主任研究官シドニー、ナナイモへ出 11, 15 に出席のため、柴田企画連絡室長東京へ出張。 

張。 11. 18 ハダカイワシの資源化技術開発の取りまとめ 
5 

10. 10 PICES年次会議および事務局打ち合わせのた 11, 22 打ち合わせおよび水産庁企画連絡室長会議に 
、 

10, 25 め、柏井部長ナナイモへ出張。 出席のため、柴田企画連絡室長東京へ出張。 

10. 13 PICES第 5 回年次会合出席のため、川崎室長、 11, 20 平成 8 年度「藻場変動要因の解明に関する研 
5 5 

10. 21 津田室長、葛西技官ナナイモへ出張。 11, 23 究」中間報告会に出席のため、大池部長白浜 

10. 14 海産魚の資源管理に関する研究のため、山村 へ出張。 
5 

11. 14 技官ジャカルタ他へ出張。 11. 24 漁業資源研究会議・環境部会シンポジウムお 
5 

10. 15 第25回UJNR水産増養殖専門部会日米合同会 11. 26 よび餌料選択に関する資料収集のため、柏井 
5 

10. 18 議に出席のため、安藤技官横浜へ出張。 部長横浜へ出張。 

10. 16 平成 8 年度栽培漁業技術開発推進事業ブロツ 11. 24 「オホーツクおよびその周辺域における気候 
5 、 

10. 18 ク協議会に出席のため、松原室長富山へ出張。 11, 26 系と生態系」に関するシンポジウムに出席の 

10. 21 第26回施設関係担当者会議に出席のため、三 ため、河野主任研究官札幌へ出張。 
、 

10. 24 浦用度係長盛岡へ出張。 11. 25 GSK底魚部会出席のため、八吹主任研究官 
5 

10, 22 平成 8 年度第1回海域特性総合利用技術開発 11. 27 新潟へ出張。 
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11. 27 我が国周辺漁業資源調査作業部会および魚種 張。 
、  

11. 30 別検討チーム会議に出席のため、渡辺室長、 2. 2 革新的プイシステムに関する情報収集および 
、  

八吹主任研究官横浜へ出張。 2. 5 第 2 回北方圏国際シンポジウムに出席のため、 

12. 1 シンポジウム「地球規模の海洋生態系変動（G 柏井部長紋別へ出張。 
5  

12. 3 LOBEC) 」参加のため、柏井部長東京へ出張。 2. 4 平成 8 年度給与実務担当者研修会（第 2 回） 
5 

12. 2 第2回青森県太平洋海域におけるスルメイカ 2. 8 に出席のため、早川事務官札幌へ出張。 
5 

12. 4 資源の利用検討会出席のため、中村室長八戸 2. 5 会計事務担当者会議に出席のため、大久保会 
5  

へ出張。 2. 7 計係長、三浦用度係長、越田事務官、沼下事 

12. 4 平成 8 年度技会情報資料担当者会議に出席の 務官横浜へ出張。 
5  

12, 6 ため、高情報係長、石田事務官っくばへ出張。 2, 6 第19回ホタテガィ増殖技術検討会に出席のた 
、  

12, 4 2, 7 め、伊藤室長、宇田川技官綱走へ出張。 平成 8 年度農林水産研究計算センタ 端末装 
5  

12. 6 置運営員打ち合わせ会に出席のため、八吹主 2, 6 第111回支部運営委員会に出席のため、葛西 
、  

任研究官、大久保会計係長つくばへ出張。 2. 7 技官札幌へ出張。 

12, 5 第19回極域生物シンポジウム出席のため、津 2, 11 水産関係試験研究機関長会議に出席のため、 
、  、  

12. 6 田室長、斉藤技官東京へ出張。 2, 13 佐々木所長東京へ出張。 

12, 5 貝類研究打ち合わせおよび平成 8 年度日本水 2, 11 平成 8 年度「魚介類の初期生態解明のための 
、  5 

12, 6 産学会北海道支部例会出席のため、伊藤室長 2. 13 種判別技術開発」研究報告会に出席のため、 

恵庭へ出張。 松原室長広島へ出張。 

12, 9 東北ブロック底魚資源評価会議に出席のため 、 2. 12 平成 8 年度「藻場変動要因の解明に関する研究」 
5 

5  
12, 12 渡辺室長八戸へ出張。 2. 14 成果報告会および平成 8 年度「ホタテガイ種 

12. 11 苗の種苗性評価および改善に関する研究」成 資源調査・海洋環境調査検討会議の海洋環境 
5 

12. 12 調査部会に出席のため、津田室長横浜へ出張 o 果報告会に出席のため、大池部長東京へ出張。 

12, 11 平成 8 年度水産庁研究所情報資料担当者会議 2, 12 平成 8 年度「藻場変動要因の解明に関する研 
、  5 

12, 14 に出席のため、高情報係長、石田事務官横浜 2. 14 究」成果報告会に出席のため、飯泉室長東京 

へ出張。 へ出張。 

12. 12 水中探査方式技術開発検討会に出席のため、 2, 12 任用実務説明会に出席のため、藤橋庶務係長 
5 、  

12. 14 本田技官東京へ出張。 2. 15 札幌へ出張。 

1, 20 海洋生態系における食物網のスイッチングの 2, 13 国有財産事務担当者会議および水産庁事務打 
5 5  

1. 31 モデル化に関する研究打ち合わせのため、柏 2. 15 ち合わせ会に出席のため、毛利庶務課長補佐 

井部長、福田室長、河野主任研究官、山村技 東京へ出張。 

官ナナイモ他へ出張。 2, 17 平成 8 年度「生態系保全型種苗生産技術開発 
5  

1. 26 平成 8 年度ジーンバンク事業水産生物遺伝資 2. 19 事業」成果報告会に出席のため、大池部長、 
5 

1, 29 源部会ワーキンググループ打ち合わせおよび 松原室長、安藤技官東京へ出張。 

藻類研究打ち合わせのため、坂西主任研究官 2. 19 平成 8 年度増殖場造成事業調査担当者会議に 
、  

東京へ出張。 2. 22 出席のため、伊藤室長波崎へ出張。 

1, 27 水産庁研究所所長会議および懇談会出席のた 2. 19 シンポジウム 「海藻群落現存量の調査方法の 
5  5 

1. 31 め、佐々木所長東京へ出張。 2. 23 現状と問題点」に出席のため、飯泉室長、町 

1, 28 平成 8 年度水産増養殖研究推進会議に出席の 口主任研究官大槌へ出張。 
、  

1, 31 ため、大久保技官昼田へ出張。 2. 24 平成 8 年度新品種作出基礎技術開発事業報告 
、  

1, 30 平成 8 年度放射能担当者会議に出席のため、 2. 27 会および平成 8 年度水産生物遺伝資源部門部 
5 

2, 1 葛西技官横浜へ出張。 会に出席のため、大池部長東京へ出張。 

1, 30 研究会「後志沿岸におけるコンプ漁場を考え 2. 25 平成 8 年度新品種作出基礎技術開発事業報告 
、  5  

2. 1 る」に出席のため、町口主任研究官余市へ出 2. 27 会に出席のため、大久保技官東京へ出張。 
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水産資源有効利用システム開発現地検討会に

出席のため、柴田企画連絡室長東京へ出張。 

平成 8 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打ち合わせおよび

部会に出席のため、伊藤室長、町口主任研究 

3. 
、  

3. 

3. 

10 

15 

11 
5  

官、一宇田川技官札幌へ出張。 3, 13 

北太平洋遡河性魚類委員会（NPAFC) 調査計 3. 12 
5  

画立案調整会議およびNPAFC と PICESとの 3, 14 

合同科学会合およびPICES事務局打ち合わ 

せのため、柏井部長バンクーバーへ出張。 

平成 8 年度北海道ブロック水産業関係試験研 3, 13 
5  

究推進会議増養殖研究部会に出席のため、大 3. 14 

池部長、松原室長、安藤技官、大久保技官札 

幌へ出張。 3, 20 
5 

平成 8 年度北海道ブロック水産業関係試験研 3. 22 

究推進会議増養殖研究部会および寒冷地沿岸 

域の生物環境保全に関する研究のため、飯泉 3. 24 
5  

室長札幌へ出張。 3. 28 

いか類資源評価会議出席および資源評価技術 

会議調査打ち合わせのため、中村室長、森技 3. 24 
5 

官清水へ出張。 3. 28 

北海道ブロック推進会議増養殖部会および水 

産資源有効利用システム開発研究会および水 3. 26 
、  

産研究所企画連絡室長会議および懇談会出席 3. 28 

のため、柴田企画連絡室長、札幌、銚子、東 

京へ出張。 3. 26 
、  

貝類増殖計画実施協議調査団派遣事前打ち合 3. 28 

わせのため、町口主任研究官東京へ出張。 

水産庁研究所庶務部課長会議および第32回水 

産研究所課長懇談会に出席のため、森田庶務 

課長横浜へ出張C 

国際学術研究取りまとめ会議に出席のため、 

飯泉室長東京へ出張。 

貝類増養殖開発計画実施協議調査のため、町

口主任研究官プエルトモントへ出張。 

平成 8 年度沿整事業直轄調査水産研究所等担

当者会議に出席のため、飯泉室長波崎へ出張。 

平成 8 年度沿整事業直轄調査水産研究所等担

当者会議および小型甲殻類研究打ち合わせの

ため、宇田川技官波崎他へ出張。 

3. 10 第23回北海道地区研修担当官会議および「公 
、  

3. 12 務研修協議会方式公務員倫理研修」の改訂説 

明会に出席のため、藤橋庶務係長札幌ハ、出張。 

平成 8 年度共同研究調査報告会・計画検討会

議スケトウダラ音響資源調査連絡会議および

サンマ資源評価会議出席のため、本田技官札

幌他へ出張。 

日本海ブロック底魚会議に出席のため、渡辺

室長新潟へ出張。 

平成 8 年度北海道栽培漁業技術開発推進協議

会および平成 8 年度特定地域沿岸漁場整備開

発調査函館周辺地域調査第 2 回検討委員会に

出席のため、大池部長札幌へ出張。 

平成 8 年度特定地域沿岸漁場整備開発調査函

館周辺地域調査第 2 回検討委員会に出席のた

め、飯泉室長札幌へ出張。 

「太平洋沖合域」研究計画設計会議に出席の

ため、柏井部長、津田室長、河野主任研究官、 

渡辺室長、八吹技官東塩釜へ出張。 

全国資源評価会議および特定水産資源評価技

術調査会議に出席のため、露田部長、渡辺室

長横浜へ出張。 

水産庁研究所所属調査船船長会議および水産

庁船長会議に出席のため、貞包船長、土谷船

長東京へ出張。 

平成 8 年度第 2 回海域特性総合利用技術開発

研究調査検討委員会（磯焼けグル プ）に出

席のため、町口主任研究官札幌へ出張。 

特定水産資源評価技術調査会議に出席のため、 

中村室長、本田技官横浜へ出張。 

〇人事の動き〇 
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