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北水研の組織改正 

北海道区水産研究所長 佐々木 	喬 

昨年10月1日をもって、水産庁研究所組織が改正され、北水研も新たな組織体制の下で再出発しました。今

回の改正の背景や要点については、既に説明されている通りですが、本号は、改正後初めてお届けするニュ 

ースであり、この機会を利用し、北水研の組織改正等について、触れておきたいと思います。 

今回の組織改正では、海域の特性及び社会情勢の変化等を考慮して、海区水研の役割分担が見直され、そ

の結果、当時の国際情勢に的確に対処するため、およそ30年前に遠洋水研の設立に合わせて移管された、北

洋関係の調査研究機能が、今回北水研に戻されました。これにより、北太平洋亜寒帯海域も扱う体制となっ

たことは、今回の改正における、北水研にとっての特徴的な出来事と言えるかと思います。 

既に説明されておりますように、組織改正の一般的な背景は、平成8年にわが国も、国連海洋法条約を批准・

発効させたことにあります。同条約は、締約国に対し、将来にわたる水産業の維持・発展、水産物の安定的

供給の確保を前提に、海洋生物資源の持続的利用を確実にし、海洋の環境と生態系を健全に維持するととも

に、海洋の生産力を無駄なく合理的に利用することを求めています。同条約は、世界の新海洋秩序として、 

既に国際的に定着していますから、条約を批准・発効させたわが国は、締約国としての責任に応えるための

体制を早急に整える必要があり、平成 9 年の行政の機構改正に続き、今回研究組織の大幅な改正を行うこと

となったわけです。水産業が抱える今日的問題は、北海道という一地域の問題であると同時に、一方では、 

新海洋秩序の下で、より普遍的なグローバルな問題として捉える必要があります。 

今回の改正により、北水研の新組織は、漁業資源部と海洋環境部にそれぞれ「亜寒帯」を付けることによ

り、海域の特性と対象水域を明確にするとともに、漁業資源部に関しては、資源評価研究室を新設し、資源

評価・管理研究の高度化を図ることにより、国のTAG制度を支える責任を明確にしました。また、海洋環境

部に高次生産研究室を設置し、生態研究への取り組み体制の強化を図っております。さらに、国際対応の強

化、及び研究に関する企画調整と情報の収集・発信機能の強化を図るため、国際海洋資源研究官と企画連絡

科長を新規に配置しました。 

一方、従来の資源増殖分野につきましては、組織改正の基本的視点として、利用・加工や流通・経済など

地域における水産業を取りまく社会・経済的背景まで視野に入れた、沿岸漁業についての総合的研究の推進

が証われ、名称も海区水産業研究部となりました。しかし、水産業が基幹産業のーつである広大な北海道で、 

沿岸漁業の総合的な研究を推進するとなると、相当な組織体制の拡充が必要ですが、限られたパイの配分と

いう現実の前に、残念ながら、逆に縮小という結果となってしまいました。そのため、すぐに理念に沿った

研究活動を展開するのは、難しい状況にあり、今後の課題と考えております。 

ところで、今回の組織改正は、あくまでも水産庁研究所が独自の判断で実施したことですが、それとは別

に、現在、国の行政改革の一環として、組織の統廃合を含む国立試験研究機関の独立行政法人化に向けての

検討がなされております。行革の基本理念は、組織・施設・予算等の効率的運営と活性化にあり、独立行政

法人化についても、単なる整理ではなく、その理念が生かされた、将来への展望が明確に開かれたものでな

くてはなりません。国立試験研究機関に対しては、わが国が掲げる科学技術創造立国の担い手として、大き

な期待が寄せられる一方で、その現状については様々な問題が指摘されており、科学技術基本計画でも改革

の必要性が誰われています。科学技術創造立国を目指すには、国立研究所の拡充と活性化をいかにして図る

かが、国家的課題であり、組織、施設、研究支援者を含む人的資源、予算等の大幅な拡充が必要とされる一

方で、活性化を阻むさまざまな阻害要因については、自らによる積極的な見直しと改革が問われています。 

おわりに、組織改正に伴う施設整備の一環として、平成11年の秋には庁舎の増築が完成する予定であり、 

新たな組織と新たな施設を土台に、新たな意識をもって、亜寒帯海域の水産研究に取り組んでまいる所存で

す。今後とも、一層のご支援とご理解、ご協力をお願い申し上げる次第です。 
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新しい北海道区水産研究所の研究基本計画 

平成10年10月の水産庁研究所組織改正に伴い、研究基本計画が改訂されました。以下にその概要を述べます。 

研究推進の背景 

豊かな水産資源に恵まれた我が国では、従来から水

産物が動物性タンパク質の主要な供給源となっており、 

現在でもその約 4割を供給し国民生活を維持するうえ

で重要な役割を担っています。近年我が国では、国内

生産量の減少を埋めるように輸入水産物が増大し、食

料向け供給量の約 4 割を海外に依存していますが、 

FAOによれば、地球上における漁業生産は現状におい

てほぽ上限に近く、たんぱく源としての需要の増大に

よって、国際的な水産物の需給関係が今後逼迫すると

予想されます。そのため、将来にわたって国民に水産

物を安定して供給するためには、外国に頼らず我が国

周辺における水産資源の一層の高度利用と保全を図る

ことが重要です。 

また、我が国では、水産業が地域における重要産業

として、住民の定住・Uターンなど地域社会の存続と

発展の鍵を握っていますが、地域における高齢化・過

疎化が急速に進む中で、漁業においても就業者の減

少・高齢化が進み、漁業の健全な発展への影響が懸念

される状況にあります。そのため、漁業生産の確保の

みならず、国土の均衡ある発展を確保するためにも、 

水産業を基幹産業として育成し、地域の活性化を図っ

でいくことが重要となっています。 

このような社会的背景の中で、平成 6年に発効した

国連海洋法条約に基づく新たな国際秩序に対応するた

め、我が国も平成 8年 7月に同条約を批准・発効させ

ました。同条約の下で排他的経済水域（EEZ）を設定

することにより、主権的権利の下に我が国周辺水域の

一層の高度利用を図るための条件整備を行うとともに、 

平成 9年I月にEEZ内の主要な漁業資源にてル）て、漁

獲可能量（TAC）による新たな資源管理制度を導入し

ました。また、同条約に関連して、「ストラドリング魚

類資源及び高度回遊性魚類資源の保存・管理に関する

国連協定」が締結される一方、FAOにより 「責任ある

漁業のための行動規範」が策定されるなど、公海・沿

岸ともに海洋生物資源の保存・管理を強化する国際的

な動きが強まっています。さらに、「ワシントン条約」 

や「生物多様性条約」 を背景に、海洋生態系と調和し

た漁業の展開が求められるとともに、世界的な漁業資

源の減少から、従来の資源管理手法の限界が指摘され、 

生態系の概念を取り入れた新たな管理方策の導入が必

要となっています。 

一方、平成7---8年度に「科学技術基本法」とそれに  

基づく 「科学技術基本計画」が策定され、21世紀に向

け科学技術創造立国を目指した新たな取り組みが始ま

りました。この中で、重点的研究開発分野として、食

料問題と地球環境問題が取り上げられており、水産研

究所には、たんぱく源としての水産物の安定的確保、 

及び海洋の環境と生態系の解明などへの貢献が期待さ

れています。また、平成 7年に策定された科学技術会

議の「地域における科学技術活動の活性化に関する基

本指針」に沿って、国立試験研究機関には、地域にお

ける中核的研究機関としての役割の強化が求められて

います。これらの動きを受けて、農林水産省でも、平

成 8年 7月に「農林水産研究基本目標」が改定され、 

基礎的・先導的研究による農林水産技術の高度化、生

産現場に直結する先導的技術体系の開発など、今後10 

年間を見通した研究の重点化方向とその推進方策が示

されました。 

これら研究推進の背景となる大きな情勢の変化に的

確に対処するため、北海道区水産研究所（北水研）は、 

平成10年10月に組織改正を行うとともに、従来の海域

に加え北太平洋亜寒帯海域における研究を担うことと

なりました。亜寒帯海域における漁業の現状を見ると、 

北海道に水揚げされる水産物の総生産量は、平成 8年

には180万トンで全国生産量の25％を占め、漁業生産額

では2,840億円と全国の13％を占めており、引き続き我

が国の水産物供給基地として中核的な役割を果たして

います。しかし、北洋漁業の大幅な縮小に加え、マイ

ワシ資源の衰退を初め、スケトウダラ等主要な資源が

減少傾向にあり、また、沿岸域では、ホタテやコンプ

漁業に続く新たな増養殖業が育っていません。加えて、 

近年の輸入水産物の急増による水産物の産地価格の低

迷などから、漁業経営を巡る情勢は沖合・沿岸とも厳

しい状況にあります。そのため、北海道でも漁業経営体

と漁業就業者数の減少・高齢化が進んでおり、漁業生

産の落ち込みは、漁業のみならず水産加工業やその他

関連産業など地域経済にも大きな影響を与えています。 

亜寒帯海域における漁業の振興を図るためには、 

TACによる新たな資源管理制度を定着させ、沖合域の

主要資源を適正な水準に回復させるとともに、沿岸域

においては、つくり育てる漁業を推進させる必要があ

ります。北海道周辺海域では、スケトウダラ、スルメ

イカ、ズワイガニが国が指定するTAC対象種となって

おり、TACによる資源管理の科学的根拠となる生物学 
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的許容漁獲量（ABC）を高い精度で算出するための研

究が重要となっていますが、これらの資源あるいは系

統群の多くはロシアとのストラドリング（跨界性）魚

類資源であり、資源の全体像を的確に把握し、資源を

共同で管理するためには、ロシアとの二国間協定に基

づく連携・協力をさらに進める必要があります。また、 

新たに取り組むこととなったサケ・マス資源やベーリ

ング公海のスケトウダラ資源についても、それぞれ関

係する国際協定に基づき、関係国と協力して資源の利

用と保存に係わる研究を進めていく必要があります。 

また、漁業生産性の高い北海道沿岸域では、つくり

育てる漁業による飛躍的な資源の増大を図るため、冷

水域に適した魚類を対象とした新たな増養殖技術の開

発に大きな期待が寄せられるとともに、種苗放流の効

果を高め、安定した持続的生産の維持を図るため、複

数種による漁場の複合的利用や環境収容力に見合った

増養殖技術の高度化が求められています。また、漁家

経営の安定化を効果的に進めるには、漁業生産に経

営・経済的概念を導入する必要があります。 

さらに、北水研が担当することとなった北太平洋亜

寒帯海域は、世界的に見ても生産力の高い海域として

知られていますが、近年地球温暖化など大規模な環境

の変化が、亜寒帯海域の生物生産に及ぽす影響が懸念

されています。海洋からの食料生産の将来とそれに依

存する水産業を維持する立場から、これらの関係を広

く理解し影響を評価するとともに、漁業活動が環境に

及ぽす影響に配慮し、海洋生態系と調和した漁業の展

開と資源管理技術の高度化を図るために、生態系研究

の推進が重要となっています。また、海洋汚染の影響

が顕在化する中で、 近では、水生生物の再生産を脅

かす内分泌かく乱物質の存在が明らかとなり、海洋の

生物生産への影響が強く懸念されているため、研究へ

の取り組みが急がれています。 

北海道区水産研究所は、新たな組織と基本計画に基

づき、これらの問題の解決を図るための基盤的研究を

重点的に推進し、地域及び北太平洋亜寒帯海域の水産

研究を担う中核的研究機関としての役割に応えていか

なければなりません。 

研究推進の方向と目標 

北海道区水産研究所は、水産研究を担う我が国の中

核的研究機関のーつとして、前に述べた国連海洋法条

約の締結等による水産業を取りまく新たな情勢の変化

及び科学技術政策の推進に係わる我が国の重点的施策

に沿って、高い生産力を持つ北海道周辺海域とそれに

連なる北太平洋亜寒帯海域の特徴を生かした研究を推

進し、漁業振興による水産物の安定的供給と地域社会

の活性化及び環境と調和した漁業の発展に貢献します。 

そのため、亜寒帯海域における海洋生物資源の持続的

利用を目的とした維持・管理。培養技術の確立、それ

を支える海洋環境の役割の解明、沿岸・沖合海洋生態

系における生物生産過程の動態及び漁業活動や環境変

化の生態系への影響の解明等に重点的に取り組むこと

とし、中・長期的視点から、ri．亜寒帯海域における

水産資源の持続的利用技術の確立」と「II．漁業及び

環境変化が亜寒帯海洋生態系に及ぽす影響の解明」の 

2 つの重要研究問題を設定します。 

効率的に研究を推進するため、企画調整・情報部門

の強化、研究施設の整備・高度化、調査船の高性能化

などに取り組みます。また、研究内容の多様化・高度

化が進む中で、関係する国公立・大学・民間等の試験

研究機関との役割分担を明確にし、これら試験研究機

関及び行政・民間団体等との連携・協力を強化します。 

また、北海道における中核の国立水産研究機関として、 

道立水産試験場等地域の試験研究機関及び行政部門と

の連携を一層密にし、地域水産研究の情報の収集、発

信のキーステーションとしての機能を担う研究機関と  

しての責務を果たしていきます。さらに、研究の重点

化に十分配慮しつつ、国際研究交流をより円滑に進め

るための新たな体制の強化を図り、関係する国際機関

や協定に基づく調査研究活動に積極的に参加し、北太

平洋亜寒帯海域の研究を担う中核的研究機関としての

国際的役割を高めていきます。 

I．亜寒帯海域における水産資源の持続的利用技術の

確立 

北海道周辺を囲む、日本海、オホーツク海、及び北

太平洋の 3 海域は、高い生物生産力を有する亜寒帯海

域に属していますが、それぞれの環境特性は海域に

よってかなり異なり、日本海側は対馬暖流の影響を受

け、亜寒帯海域としての特性が比較的薄い。オホーツ

ク海側には、サロマ湖や能取湖など生産力の高い広大

な汽水域が点在し、冬季には沿岸域も流氷で覆われま

す。太平洋側は親潮の影響を直接受け、特に道東及び

それに連なる北太平洋亜寒帯海域は、世界でも有数の

生産力を誇る漁場となっています。 

これらの海域で営まれる漁業が対象とする生物資源

の種類とそれらの分布や生産量は、海域の環境特性の

影響を大きく受けています。そのため、国連海洋法条

約に対応したTAGによる新たな管理制度の下で、資源

の実態と漁場特性を考慮した効果的な管理計画の策定、 

及び海域の生産力の効率的利用技術を開発する科学的

基礎を確立するために、亜寒帯海域の生産力を支配す

る海洋構造の変動や低次及び高次生物生産機構の解明 
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など資源を支える海洋環境の研究を実施します。また、 

重要生物資源の持続的利用を目標とした的確な資源管

理方策に基づくTAG制度の運用には、その基礎となる

精度の高い資源評価、ABCの算出、及び海洋環境と資

源の動向予測が不可欠です。そのため、環境要因に対

応した生物資源の生態的特性と個体群の変動機構を明

らかにするとともに、数理資源解析研究の専門化・高

度化を図り、数理モデル等新たな解析手法の開発・導

入によって、信頼性の高い資源の評価・予測及び管理

技術を開発します。 

さらに、亜寒帯沿岸域の環境及び地域の特色を生か

した沿岸漁業の振興を図るため、漁場の環境収容力の

総合的な利用を目的に、対象生物の生き残りと成長に

関与する生物的・物理的環境要因に関する研究を行い、 

増殖場の造成及び適正管理技術の開発を行います。ま

た、冷水域に適応した新たな増養殖資源を開発するた

めの基礎技術として、耐寒・高成長の特質を持ち市場

性の高い有望種の生理・生態的研究を進めます。 

L 海洋環境の動態と生物生産機構の解明 

(1） 海洋構造とその変動機構の解明 

(2） 低次生物生産機構の解明 

(3） 高次生物生産機構の解明 

2．水産資源の持続的利用のための管理手法の開発 

(1）浮魚・頭足類の生態及び資源特性の解明 

(2）底魚類の生態及び資源特性の解明 

(3）主要漁業対象種の資源評価と資源管理手法の開発 

3． 海域特性に適合した沿岸資源の培養と生産技術の

開発 

(1） 亜寒帯沿岸水域における資源培養技術の開発 

(2） 地域特性を生かした沿岸資源の効率的生産技術

の開発 

II．漁業及び環境変化が亜寒帯海洋生態系に及ぽす影

響の解明 

漁業の影響は対象資源だけに止まらず、対象資源と

生態的な関係を持っ競合種、餌生物、捕食種、混獲生

物など環境中の様々な生物にも影響を与えます。この

ことは、単一種を対象とした資源解析手法に基づく従

来の管理方策の限界を示すと同時に、海洋生態系の保

護に配慮した漁業の展開が必要であることを示してい

ます。そのため、漁業資源の個体群研究と各栄養段階

における生物生産機構の解明など重要研究問題Iにお

ける成果を基礎に、主要な餌生物や捕食生物など対象

資源を中心とする生態系内における食う・食われるの

関係（食物網モデル）及び餌生物や捕食生物の動態モ

デルなどを取り込んだ、漁獲対象資源を鍵種とする生

物生産の動態モデルを開発します。これにより、栽培

漁業を含む漁業の生態系への影響を評価し、複合種あ

るいは複数種一括管理など生態系に配慮した安全かつ  

合理的管理の実現、あるいは沿岸生態系の特性に適し

た増養殖漁業への取り組みが可能となります。 

また、地球温暖化、ェルニーニョ現象、紫外線の増

加など大規模な環境の変化が、海洋生態系の生物生産

に与える影響が懸念されていることから、これらの関

係を明らかにするとともに、生物生産動態モデルに大

気・気象動態モデルを取り込んだ生態系モデルを開発

し、環境の変化が海洋の生物生産、特に亜寒帯海域に

おけるさけ・ます類の環境収容カに与える中・長期的

影響及びニ酸化炭素の収支に係わる海洋生態系の役割

の評価を行います。さらに、深刻化する海洋環境汚染

への対応が急がれていますが、 近特に水生生物に重

大な生殖障害を引き起こす内分泌かく乱物質の存在が

明らかにされ、海洋の生物生産に依存する水産業の将

来にとって極めて重大な問題と女っています。そのた

め、内分泌かく乱物質の影響の実態を解明し、海洋生

態系内における生物生産への影響評価に関する研究に

緊急に取り組みます。 

L 亜寒帯海洋生態系の動態と漁業活動の影響の解明 

(1） 沖合水域の生物生産の動態と漁業による影響の

解明 

(2） 沿岸水域の生物生産の動態と漁業による影響の

解明 

2． 地球環境変化に対する亜寒帯海洋生態系の応答の

解明 

(1） 内分泌かく乱物質による海洋の生物生産への影

響の解明 

(2） 地球環境変化による亜寒帯海洋生態系への影響

及び相互作用の解明 

（文責 企画連絡室長 山本正昭） 
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北海道区水産研究所研究組織及び職員 

（平成10年10月1日現在） 

企画連絡科（科長：中村好和） 

試験研究に関する総合的な企画及び調整、連絡 

	情報係（係長：竹谷清児、係員：杉山成一） 

試験研究に関する情報の収集、整理及び提供、報告書類の編集、 

刊行、保存、交換及び配布 

亜寒帯漁業資源部 

（部長：小林時正） 

―亜寒帯漁業環境部 

（部長：柏井 誠） 

庶務係 （係長：藤橋 孝、係員：石田洋志、土谷和夫） 

	会計係 （係長：大久保浩志、係員：早川研吾、中宮倫子） 

用度係 （係長：三浦正光、係員：越田真一、沼下光輝、矢部美香、 

小林義幸） 

ー資源評価研究室（室長：八吹圭三、研究員：本田聡、箱山 洋） 

さけ、ます、すけとうだら、いかその他の亜寒帯海域の水産生物

の資源並びにその評価及び管理に関する研究 

浮魚・頭足類生態研究室（室長：木下貴裕、研究員：森 賢、福若雅章、 

科学技術特別研究員：東屋智範） 

さけ、ます、いかその他の亜寒帯海域の浮魚類及び頭足類の生態 

に関する研究 

―底魚生態研究室（室長：西村明、研究員：潰津友紀、柳本卓） 

すけとうだらその他の亜寒帯海域の底魚類の生態に関する研究 

―海洋動態研究室（室長：川崎康寛、研究員：葛西広海） 

亜寒帯海域における海洋の動態に関する研究 

生物環境研究室（室長】津田 敦、主任研究官】斉藤宏明） 

亜寒帯海域におけるプランクトンその他の生物的環境に関する研究 

一高次生産研究室（室長：飯泉 仁、研究員】山村織生、 

科学技術特別研究員】鈴木健吾、田所和明） 

亜寒帯海域におけるすけとうだらその他の水産生物に係る高次生産

に関する研究 

―企画連絡室 

（室長】山本正昭） 

ー庶務課 

（課長】角昌 俊、 

補佐：毛利正樹 

 

一資源培養研究室（室長：松原孝博、主任研究官：安藤忠、 

研究官：大久保信幸） 

増殖及び養殖の対象となるかれい、ほたてがい、こんぶその他の 

亜寒帯海域の水産生物資源の維持増進、生理、生態及び育種、増殖

及び養殖の対象水域の環境収容力に関する研究 

海区産業研究室（室長】伊藤 博、主任研究官：坂西芳彦、町田裕二、 

宇田川徹） 

亜寒帯海域における漁業、増殖及び養殖、漁場利用、その他の水産

業に関する技術上の調査及び試験研究 

 

海区水産業研究部 一 

（部長：露田義成） 

 

 

国際海洋資源研究官（石田行正） 

国際的な取決めに関する調査及び試験研究の企画及び調整並びに関係

業務の総括 

ー北光丸（別掲） 

ー探海丸（別掲） 

所 長 

（佐々木 喬） 
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調 査 船 組 織 図 （平成10年10月1日現在） 

北光丸（25名乗組） 466.49 t 	 昭和51年6月新造 

船 長 

（河内淳二） 

甲 板 部

一等航海士ー 

（石森良史） 

二等航海士 

（宮崎孝之） 

三等航海士― 

（江野島岳友） 

	機 関 部 

機関長 ― 

（安成幹男） 

一等機関士 

（阿部六郎） 

二等機関士一 

（吉田明広） 

一無 線 部

通信長 

（冨岡喜志夫） 

甲板長ー甲板次長一操舵手（権代千久美、山本剛志） 

（安田勝美）（川崎喜利夫） 

甲板員（上野誠、大久保俊雄、井本勇、 

斎藤隆宏） 

操機長一操機次長一操機手（木曽芳之） 

（小野寺道生）（五来亨） 

機関員（金沢守、中村祐治、慶長洋之） 

一司 厨 部一司厨長 	 司厨手（菖田信男、中手重成） 

（玉手登） 

探海丸（18名乗組）168,oot 昭和57年3月新造

平成 6年 8 月改造 

船 長 

（土谷貞征） 

ー甲 板 部

一等航海士― 

（本間盛一） 

二等航海士― 

（小林努） 

	機 関 部 

機関長 一 

（藤坂孝） 

一等機関士一 

（気仙仁） 

無 線 部

通信長 

（阿部成典） 

操機長一操機次長 操機手 	機関員 

（上前勲） （小川明弘） （伊藤信寛） （逢坂和） 

―甲板長一甲板次長一甲板員（鈴木忍、安村広文、竹中智之、 

（後藤正己）（黒沼克之） 

ー司 厨 部ー司厨長 

 

司厨員 

（佐原弘行） 

 

（小田好弘） 



項目 スケトウダラ キチジ
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キチジ 

めぬけ類 

ヒラメ 
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ソウハチ 

ズワイガニ 

ベニズワイガニ 

ホッコクアカエビ 

分布 	〇 	 〇 

移動・回遊 △ △

年齢・成長 〇 △

成熟・産卵 〇 △

摂餌・食性 〇 △

成熟体長 〇 △

年齢別加入率 〇 × 

年齢別成熟率 〇 × 

自然死亡係数 〇 × 

再生産関係 〇 × 
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資源評価に必要な情報の不足 

   

     

は じ め に 

筆者は今年 9 月までの 8年間、北海道周辺の底魚類

の資源評価に携わってきました。資源評価といっても

魚種によって内容が異なっており、高度な資源計算を

伴うものから、漁獲量の集計で終わっているものまで

あります。表1に掲げた魚種が北水研で資源評価を担

当している底魚類です。魚種の数としては14種類＊です

が、それぞれの魚種はいくつかの系群（資源の評価単

位）に分かれています。系群の分け方は魚種によって

様々ですが、多くの場合、日本海に分布するものと、 

オホーツク海に分布するもの、そして太平洋に分布す

るものはそれぞれ別の系群であると考えられます。資

源評価は原則的に系群ごとに行われるべきものなので、 

合計すると20以上の資源が評価対象ということになり

ます。今回は実際に資源評価をする上で感じた問題点

のうち、不足していると感じた 3 種類の情報について

述べたいと思います。それは、「生物学的な情報」と、 

「国際的な情報」、および「沿岸漁業の情報」です。 

生物学的な情報 

北海道周辺の底魚類に関する生物学的な情報は、 

1950年頃から収集されてきましたが、現在までの50年

間絶え間なく調べられてきたわけではなく、断片的な

知見がいろいろな期間に散在しているといった状態で

す。また、魚種によっては情報が古く、 近の資源の

特徴をとらえているかどうか怪しいものもあります。 

表1 北水研が資源評価を

担当する主な底魚類 

一方、北水研が釧路に移転してから20年が経過してい

ますが、釧路前浜・近海の底魚類についての生物学的

な情報は十分でなく、このことが前浜の生物を対象と

した資源研究や生態系研究の足かせになっています。 

生物学的な情報の中でも、魚の移動や回遊について

はとりわけ不明な点が多いといえます。特に漁業の対

象になっていない卵・仔稚魚や幼魚については、移送・

移動・回遊に関して限られた情報しかありません。ス

ケトウダラ太平洋系群（北日本の太平洋側に分布）は、 

北水研が担当する底魚類の中で も漁獲量の多い重要

な資源ですが、この資源でさえ移送・移動・回遊といっ

た問題については解明されていません。スケトウダラ

太平洋系群の主産卵場である噴火湾周辺海域から、未

成魚の主漁場である北海道東部太平洋海域まで、卵・

仔稚魚や幼魚の移送・移動。回遊がどのようにつながっ

ているのか、あるいはつながっていないのか実のとこ

ろ解っていません。魚の移動や回遊は、資源の評価単

位である 「系群」の範囲と密接に関係しており、解明

が急がれます。 

表 2 には、スケトウダラ太平洋系群、キチジ、めぬ

け類について、資源を評価するのに必要な生物学的な

情報がどれだけ解っているかを示しました。スケトウ

ダラ太平洋系群では「移動‘回遊」を除くほとんどの

項目についてほぽ把握されていますが、キチジとめぬ

け類ではほとんどの項目について情報が不足していま

す。これらはーつずつ調べていかねばなりません。 

表 2 生物学的な情報と資源特性値の把握状態 

（〇】ほぼ把握、△】ー部把握、×】未把握） 



トン 	 キチジ 

3,000 

2,000 

1,000 

0 	 
85 86 81 88 89 90 

沖底 

→―沿岸 

91 92 93 94 95 年 

キチジ（北海道周辺） 

めぬけ類（北海道周辺） 

ー一ーー沖底 

→―沿岸 

85 86 81 88 89 90 91 92 93 94 95 年 

図1 キチジとめぬけ類の漁業種類別漁獲量の経年変化 

（沖底づ中合底びき網漁業による漁獲量、沿岸】沿岸漁業による漁獲量） 

国際的な情報 

他国漁船の漁業情報や他国水域での資源状態につい

ての情報が不足しています。例えばスケトウダラ太平

洋系群は日本漁船の他、韓国船やロシア船にも漁獲さ

れていますが、これら他国漁船の漁獲量や漁獲物組成

などの情報が不足しているため、資源に対する漁業の

影響を正確に把握することができません。当然のこと

ながら、漁獲量全体に占める他国漁船の割合が増加す

るほど、資源評価結果の信頼性が低下します。また、 

イカナゴ宗谷海峡系群は宗谷海峡に分布する資源です

が、日ロの中間ラインをまたいで分布しているため、 

日本水域での漁の良し悪しが資源全体の水準を反映す

るとはいえません。イカナゴ資源を適切に評価するた

めには、ロシア水域における資源状態についての情報

が欠かせません。北海道の隣はロシアであり、多くの

魚種で同じような問題を抱えています。 

沿岸漁業の情報 

漁業白書にもある通り近年漁獲量全体に占める沿岸

漁業の割合が増加していますが、北海道周辺の底魚類

にもそのような傾向がみられます。図1をみると、キ

チジでは1986年以降、めぬけ類では1991年以降、沿岸

漁業（刺し網や延縄など）による漁獲量が沖合底びき

網漁業による漁獲量よりも多いことが判ります。沿岸

漁業についての情報が重要になってきているわけです

が、その収集には問題があります。沖合底びき網漁業

は操業形態が単純で漁船数も少ないので詳細な漁業情  

報を収集し易いのですが、沿岸漁業は多種多様な漁業

を含んでおり漁業情報の収集は容易でありません。資

源量の指数としてCPUE（漁獲努力量あたりの漁獲

量）を用いることが多いのですが、沿岸漁業の場合は

漁獲努力量（操業日数や網数など）を把握することが

難しいので、C PUEを算出するのが困難です。 

お わ り に 

TACの時代となり、なるべく漁業情報に頼らない

資源評価方法が求められています。「国際的な情報」と 

「沿岸漁業の情報」は主に漁獲量に関係した情報であ

り、漁業情報をもとにして資源評価を行う場合に大き

な問題となります。一方「生物学的な情報」は、漁業

情報によらずに資源量推定を行う場合（音響調査法、 

面積密度法、卵数法）にも欠かせませんので、今後も

精力的に収集していく必要があります。幸い今年10 

月からはこれまで底魚資源研究室が担当していた業務

のうち、資源評価については資源評価研究室が、生態

調査については底魚生態研究室がそれぞれ担当するこ

ととなりました。不足している生物学的な情報の収集

に焦点を絞って取り組めることは、底魚類の資源管理

にとって非常に好ましいことだと感じています。 

＊「いかなご類は 2種、めぬけ類は 3種以上を含むが、 

ここではそれぞれをまとめて1種と数えた。 

（亜寒帯漁業資源部 底魚生態研究室） 

1999」 MiFと二】ダ 
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Jート2 
エゾソfフンウニ幼生はピリヒバが好き？ 

ーウニと海藻のケミカルな関係― 

研究 町
口

裕
 

は じ め に 

ウニ類は沿岸の水産資源として重要であり、主要な

ウニの産地では生産安定や増大のため、漁場の整備や

人工種苗生産および放流など多くの努力を払っている。 

ところが一方でウニは海藻類を主要な餌料としている

ため、海藻群落に対して大きな影響を与えていること

が明らかとなったきた。今日では海藻群落を持続的に

維持することは、単にウニや食用海藻の生産のための

みならず、生態系を保全するためにも重要なことであ

り、ウニと海藻との相互関係を考慮した効果的な藻場

造成ならびに管理技術の開発が急務となっている。そ

のような背景の中、ウニと海藻類とは単に食うものと

食われるものといった関係のみではなく、海藻相互間

の競合関係にウニが大きな影響を与えることや、海藻

がウニに対して物質を介して積極的な働きかけをして

いるということが、フィールドにおける長期間の観察

と化学生態学的な研究から明らかになってきた。ここ

では北海道沿岸の重要な産業対象種であり全国のウニ

生産量の50％近くを占めるェゾバフンウニについて、 

その幼生の変態と海藻との関わりの一端をちょっぴり

化学生態学的な味付けをして紹介して見たいと思う。 

ェゾバフンウニ幼生の変態と海藻との関係 

ウニ類のプルテウス幼生が正常に変態し稚ウニとな

るためには、何らかの刺激が必要である。これまでに

付着珪藻やアワピモなど微細藻類、石灰藻類、ヒジキ

等大型海藻などがウニ類幼生の変態を誘起することが

知られており、ウニの種苗生産ではアワビモや付着珪

藻を着生させた波板を稚ウニ付着基質として使用され

ている。また、変態を誘起する物質としてピリヒバか

らEPAや水溶性変態誘起物質が、無節石灰藻からジブ

ロモメタンが、また海藻由来ではないが幾つかのアミ

ノ酸もウニ類の幼生を変態させることが知られている。 

エゾバフンウニでも種苗生産現場ではアワビモや付着

珪藻を着生させた波板を付着基質として使用している

が、その幼生の変態に及ぽす海藻類の影響については

不明な点が多く残されている。 

そこで道東沿岸の岩礁域で普通に見られる海藻（草） 

7種およびアワビモを着生させた波板の上におけるエ

ゾバフンウニ 8腕後期幼生の稚ウニ変態率（（稚ウニ個

体数／幼生個体数）X 100）を室内実験によって調査し

た。実験は供試藻体の細片（1cm2）と濃過滅菌海水（5 

ml）を満たした 6穴マルチウェルにウニ幼生（約20個

体／1穴）を入れ、その後0.5、 1、 2、 3、 4、 15時間

経過後の稚ウニ個体数を計数したb 

各海藻上での稚ウニ変態率の経時変化を図-1に示  

した。アワビモ波板区では、時間の経過とともに稚ウ

ニへと変態する個体が増加し、15時間後では74.1％の

稚ウニ変態率を示し供試海藻中もっとも高い値であっ

た。 アナアオサ、ハケサキノコギリヒバ、クシベニヒ

バの各実験区でも経過時間とともに稚ウニ変態率は増

加したが15時間経過後での稚ウニ変態率は60％前後で

あり、アワビモ波板区と比較して有意に低かった。こ

れに対しナガコンブとカレキグサ区では実験開始から 

15時間経過後でそれぞれ38.8%、 42.2％の稚ウニ変態

率を示した。維管東植物のスガモ区ではウニ幼生はほ

とんど反応せず、15時間経過後でも稚ウニ変態率が僅

かに 4％と非常に低い値を、そして流過滅菌海水のみ

の対照区ではすべての供試個体がプルテウスのままて‘ 

あった。 

一方、有節石灰藻のピリヒバ区では他の海藻と比較

してウニ幼生の反応が大きく異なっていた。ピリヒバ

区では実験開始から30分経過した時点ですでに供試個

体の40％以上が稚ウニへの変態を終了し、1時間経過

後では供試個体の62.7％となりほぽ飽和した状態と

なった。そして実験開始から15時間経過後での稚ウニ

変態率は73.4％となりアワビモ波板区とほぼ等しい値

を示した。 

このように、ェゾバフンウニ8腕後期幼生は多くの海

藻の上で変態し稚ウニとなることができるが、稚ウニ

変態率や変態に要する時間が海藻種によって大きく異

なることが明らかとなった。特にピリヒバ上での幼生

の反応は非常に速やかであり、ウニ幼生の変態を引き

起こす（変態誘起）化学物質の存在を予感させた。 

ピリヒバからウニ幼生変態誘起物質の摘出 

新鮮ピリヒバをメタノール抽出したのち、その水層

についてSephadex G-15 カラムクロマトを行った。そ

の結果、いくつかの画分でエゾバフンウニ幼生に対す

る変態誘起活性が認められた。このうちもっとも活性

の強かった2画分について分析を進め、TLC上でニン

ヒドリン陽性のほぼシングルスポットの物質を得るこ

とができた。そしてこれらのニンヒドリン陽性物質は

アミノ酸分析の結果、フェニルアラニンとチロシンで

あることが明らかとなった。アミノ酸がウニ幼生の変

態に影響を及ぽすことはすでにいくつかの報告例があ

るが、海藻抽出物から活性物質として得られた例はな

い。現在活性画分の精製を進めているところであるが、 

両アミノ酸とも市販試薬を用いた場合でも抽出画分の

活性濃度とほぼ同程度の濃度（106Mo1）で稚ウニ変態

活性を確認しており、海藻由来のアミノ酸がェゾバフ

ンウニ幼生の変態に関与している可能性が極めて高い

と思われる。 

10 ヲ物t研ニューズ N56 
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海藻藻体上でのェゾバフンウ二幼生の稚ウ二変態率の経時変化 

しかし、前述の通りウニのプルテウス幼生に変態を

引き起こす物質はいくつか報告されており、それらが

複合的に作用していることも十分に考えられる。今回

ピリヒバから得られた物質についてもいくつかの予備

実験の結果から、二つの活性画分を単独で用いるより

両者を混合したほうがより低い濃度で活性が現れるこ

とや、アミノ酸を含まない画分からも活性が認められ

ている。また、ピリヒバ上では短時間で供試個体のす

べてが正常個体に変態するのであるが、今回得られた

活性画分では、完全な稚ウニが出現するまで12時間以

上かかるなどすっきりしない部分も残されている。プ

ルテウス幼生の変態を細かく観察していると、連続し

たいくつかの過程を経て正常な稚ウニへと変態してい

るようであり、その過程には基質への接触などの「物

理的な刺激」 と物質を介在した「化学的な刺激」がと

もに重要であることが伺える。正常な変態にはいくつ

かの鍵となる部分があり、その鍵のーつが今回得られ

た画分であると考えたほうか良いようである。 

 後 に 

ェゾバフンウニ幼生の変態について海藻とのケミカ

ルな相互関係についてほんの入り口をご紹介したが、 

「なぜ特定の海藻に幼生が良く沈着するのか」、「この

ことがウニや海藻にとってどんなメリットがあるの

か」、その生態学的な意味を理解するためフィールドで

観察と室内実験とを上手く結び付けながら研究を進め

ていきたいと考えている。 

なお、本研究は長崎大学水産学部の北村教授との共

同研究の一部である。 
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研究 ノート3 
・北太平洋西部亜寒帯水の水塊特性の経年的な変化について 
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北太平洋西部亜寒帯循環は、50。 N, 165。 Eを中心

とする反時計回りの循環で、北海道東方沖はその西南

端に位置するに過ぎません。しかし、循環の西南端を

流れる親潮にはオホーツク海が直接影響するため、水

塊特性の季節的変動が大きいことが分かってきました。 

一方、地球規模の気候変動に伴う海洋の応答としてエ

ル・ニーニョ現象が挙げられますが、冬季の海面冷却

のされ方の違い等による中冷水の経年的な特性の変化

などと同様に、亜寒帯水中層水などの水塊特性にも経

年的な変化が現れることが考えられます。 

そこで、本研究では北ウルップ水道を挟むオホーツ

ク海、および北太平洋の亜寒帯水系の水塊特性につい

て、特に季節変動が小さいと考えられる密度躍層以深

の水塊特性がどのように年によって違うのか検討を加

えました。図1に解析に用いた観測点の位置を示します。 

北ウルップ水道（Bussol' Strait）はオホーツク海と

北太平洋を結ぶ主要な海峡のーつで、2200mの敷居深

度で平均水深330Dmの千島海盆 とつながっています。 

北海道区水産研究所（北水研）では1988年以降毎年 8月 

Station boc昌tbons abong め● P4U・fin・ 

図1 解析に用いた観測点の位置 

図2 NU-lineにおける密度層毎のポテンシャル水温の10年間の平均（a）と標準偏差（b) 

12 尤水牙ニューズ M56 



DensHy 
(sigma4flataI 

7 	9 	11 

25.5 

巨 2.2 

26.0 	
17 

a7 

a2 

一a3 

-0.8 

p1.3

- -1.8 

2
o
七
石
）4与
上
ゲ
ゃ雲
［
●ロ
 

a
 

《
つ
 

．
・
、
 
《
 

 
り
 
》
 

、
‘、

 
「
 G
v
 

。
 

、
『
『
 

300 	400 	500 	600 	700 	800 

Distance (kmj from NU5 
HK9608 NtJ-4ine 

図3 1996年のN U-lineにおける規格化された密度層

毎のポテンシャル水温平年偏差（単位は司 

千島海盆では年と共により軽い密度層に向かって低

温・低塩分化、逆に重い密度層では高温・高塩分化の

傾向が見られます。 

一方北太平洋西部亜寒帯循環の中央では、前述した

ように近年中冷層下部（26.5-27.Oo-O）で高温・高塩

分の傾向が見られました。 

そこで、近年の中冷層下部の温暖化の原因を明らか

にするため、千島列島による混合・変質の影響を受け

ない東カムチャツカ海流の水塊（図1の青三角は解析

に用いた測点の位置を表わします）を各年毎に拾い出

し、その経年変化を見ました（図 5) 。図から明らか

なように、1990年以降中冷水下部の水温が年と共に正

の偏差を示す領域に移行し、変動の傾向が図 4bと似

通っていることが分かります。このことは近年の中冷

水下部の高温・高塩分化の原因がカムチャツカ半島東

部、あるいはベーリング海起源であることを示してい

ると考えられます。北太平洋亜寒帯水の温暖化の傾向

はオホーツク海の深暖水にも及んでおり、今後更に監

視を続ける必要があるでしょう。 

これまでに様々な研究者によって親潮に及ぽすオ

ホーツク海の影響について議論がされていますが、東

カムチャツカ海流の役割についてはあまり研究が成さ

れていません。本研究は親潮水域の中層水の経年変動

には東カムチャツカ海流の影響が本質的に深く関与し

ていることを示唆しています。 

ちなみに今年1998年の変動傾向を見ると正の偏差の

値はやや小さくなったものの中冷層以深の温暖化の傾

向はまだ続いていたことを 後に付け加えます。 

（亜寒帯海洋環境部 海洋動態研究室長） 

下旬～ 9月上旬にかけて北水研所属の北光丸でこのラ

イン（ NU-line) の観測を継続しています。 

これまでの調査・研究で北太平洋西部亜寒帯循環域、 

およびオホーツク海の亜寒帯水系の特性は特有の密度

層における水温極小・極大として特徴づけられること

が分かってきました。海水の密度は水温、塩分、圧力

で決まりますが、亜寒帯域では一般に水圧が大きくな

るにしたがって水温は低下、塩分は増加します。この

とき海水の密度に対して塩分は保存量であるのに比べ、 

水温は圧力によって変化するため、圧力効果を除いた

保存量として水温の代わりに用いられるのが温位（β、 

ポテンシャル水温）です。したがって密度とポテン

シャル水温の関係はそのまま密度と塩分の関係に対応

します。一例としてNU-line における密度層毎のポテン

シャル水温の10年間の平均場と標準偏差を図 2 a、 bに

示します。 

水平的に見るとNU 8---10で亜寒帯水と亜熱帯水の 

0 違いが明瞭に現れ、両者の間に形成されるフロントの

南北移動が原因で変動が大きくなること、またオホー 

ツク海千島海盆のNU'3- 5では、東サハリン海流に由

来する低温水の流入のため比較的変動が大きいことが

分かります。 

一方、太平洋とオホーツク海の亜寒帯水の構造的な

違いは中冷層（水温極小）の下に認められる 3。C以上

の中暖層（水温極大）の存在であると考えられます。 

ここでは示しませんが、北太平洋亜寒帯中冷水は75.-

150m、中暖水は 200----400mに出現し、オホーツク海

中冷水は50-200m、深暖水は900'llOOmで認め られ

ます。したがってこれらの図の上半分は約lOOm以浅の

亜寒帯域のポテンシャル水温の平均と変動を示してい

るに過ぎないことに注意する必要があります。中冷層

下部から中暖層にかけての密度層で比較的変動が大き 

● いのは、中暖水が現れる密度層が後述するように近年、 

より軽い密度層に移行するようになったためと考えら

れます。一方、 2つの亜寒帯水系が接する海峡域では

より重い密度層では他の海域に比べて変動が大きく、 

2つの亜寒帯水の混合の影響がより重い密度層に及ん

でいることがうかがわれます。 

1988年からの資料を眺めていて気づいたことは、 

1996、 1997年と続けて起こった中冷層の下から中暖層

にかけてのポテンシャル水温の上昇です。1996年の密

度層毎のポテンシャル水温を、標準偏差で規格化した

形で平年値からの偏差として図 3 に示します。図から

明らかなように北太平洋亜寒帯水の中冷層から中暖層

にかけての密度層（26.6-27.3o0）で1び以上の正の偏

差が広い範囲で認められ、1997年にはその影響がオホ 

ーツク海にも及んでいました。 

このことをオホーツク海と北太平洋の定点における 

10年間の変動傾向で見ると（図 4 a、 b)、オホーツク海 
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図 4 オホーツク海千島海盆 (a)、西部亜寒帯循環中央（b）における密度に対するポテンシャル水温の規格化された

平年偏差（単位はび）の経年的な変化 

Standarized POT anomaly (sigma) of EKCW 

図 5 規格化された東力ムチャツ力海流水のポテンシャル

水温平年偏差（単位はび）の経年的な変化 
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【研究集会参加報告】 

PICES （北太平洋海洋科学機関）第 7回年次会合 

柏 井 誠 

今回のPT CESパイセスの年次会合は、これまで

の内で も北の地、アメリカのアラスカ州フェアバン

クスで、平成10年10月14日から25日まで、開催されま

した。 

フェアバンクスは遠い。釧路から羽田、羽田

から成田、成田から釧路のすぐそばを通り次

いでフェアバンクスの近くを通り過ぎてシア

トル、シアトルからアンカレッジ乗り継ぎで

プェアバンクスである。着陸してタキシング

の間、DC 3やらC46とおぼしきレシプロ双

発の旅客機がやたら目に付く。どうも半数以

上は実働機のようだ。空港には、ローカル・

サポートを1人でこなしているらしいミス・

マギーが、アラスカ大学のバンで、同じ便で

付いた参加者をホテルまで送ってくれる。 

今回は第7回ですから、第1回から 6年目、2X3= 

6. 2年あるいは 3年任期の各種議長の多くが同時に

改選される始めての機会に当たります。議長・副議長・

事務局長をはじめ、多くの委員が改選されました。科

学評議会を含む科学的組織の部分でも、17の議長ポス

ト中12が改選されました。この結果、太平洋の東と西

のバランスが、9:8から7 :10に逆転し、参加国の

数のバランスに近づきました。しかし中国が依然とし

てゼロであることは問題です。科学評議会議長も改選

され、私の任期もこの会議の終了と同時に終わる訳で

す。しかし、事務局長の選任については、政府代表で

構成される総務会の全会一致の合意が必要という取り

決めがあります。今回の事務局長の選任は、票が3: 

3 に割れて遂に決定できず、再度公募の上、選任する

事になってしまいました。その間の暫定体制や再公

募・再面接など余分なお金と労力を別にしても、 

PICESの も重要な雇用契約を決められないと言う、 

統治力の欠如を露わにしたことや事務局員の志気への

マイナスなどを考えると、合意の重要性もさることな 

がら、健全な組織基盤の維持は、加盟各国政府の大切

な義務ではないのだろうかと、少し悲しい気分です。 

フェアバンクスは、オーロラ帯にある北の街

だ。ホテルの前でオーロラの椅麗に見えると

ころに連れていってくれと頼むと、タクシー 

の運転手は「オーロラなんか出てさえいれば

街のどこからでも見える」といって走り去っ

てしまった。そんなものかと思って、ホテル

近くの駐車場の隅の暗闇にいってみることに

した。もちろんゴアテックスのアウターシェ

ルに身を包み、成田で買った温度計と磁石を

持って。温度計の感度が鈍いのに励まされ、 

まだまだマイナス 5度と、粘っていると、見

えたのですよ！青緑色のハイライトが、サー 

チライトのように、あるいは緩い風になびく

紗のように、穏やかに緩やかに形を変える。 

確かに磁北が動きの中心だ。帯が南から北に

動く晩もあった。時差修正を不十分に夜中に

起き出すかいがあった。 

今年の科学評議会シンポジウムは、1997/98エルニーニ

ョとその影響というテーマでした。ご承知のように、 

今回のエルニーニョは、昨年の年次会合の時にすでに

これまでの 大級であることが、明らかになっていた

のです。今回のエルニーニョは、北米沿岸にも顕著な

昇温をもたらし、はるかアラスカ湾にまで及んだこと、 

また、資源が増大し始めていたカルフォルニア・マイ

ワシがこの高水温によって、アラスカ湾北部にまで回

遊したことなど、これまでに見られなかった現象が報

告されました。エルニーニョの時の我が国とくに北日

本周辺水域は、どちらかといえば暖冬と低温の夏にな

ります。この表面水温の暖冬・冷夏は1996年から続い

ていましたから、エルニーニョの影響というよりも、 

赤道では、エルニーニョを、そして北太平洋東岸の高

温化と北太平洋北西部の暖冬・冷夏をもたらすような 
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気候状態が北太平洋で卓越した、というべきでしょう。 

エルニーニョは、1976年以降、それ以前に比べて起こ

りやすくなっているのです。こうした気候状態の交代

現象、すなわちレジームシフト現象が、海洋物理学と

気候科学委員会の科学セッションのテーマとして取り

上げられました。数十年規模の長期的な気候と海況の

変動についての予測の研究がかなり進んできていて、 

予測の可能性が見えてきているようです。 

十月のフェアバンクスは思ったほど寒くない。 

十一月の釧路くらいのものか。さらさらと細

かい雪が降り、道路は圧雪でつるつる。しか

し、車はタイヤをヒュルヒュル滑らしながら

平気で走る。さすがアラスカ。厳しい冬を歴

然と示すものがあった。駐車場に並んだコン

セントだ。聞くと、車に特別のヒータがつい

ていて、このコンセントに繋いで一晩中加温

しておくのだそうだ。そう言えばどの車のラ

ジェータグリルからも、電気の差し込みプラ

グが顔を覗かせている。 

学委員会、水産科学委員会、海洋環境の質委員会、海

洋物理学と気候科学委員会）で海洋科学全体をカバー 

するものとして、設計されています。今年、この組織

設計の考えを見直す必要のある案件が持ち上がりまし

た。それは、海産晴乳類と海鳥の科学者を、どのよう

にPICESの組織と活動に組み入れるかという問題で

す。もともとは、生物海洋学委員会が、PICES-GLOBEC 

プログラムには海産哨乳類と海鳥が欠けているため、 

海産哨乳類と海鳥が消費するプランクトンや魚の量の

見積もりを得て、PICES-GLOBEC プログラムに役立

てる為に、作業グループを設立したことに始まります。 

作業グループが 2年の活動のまとめを行う中で、海産

浦乳類と海鳥の研究者たちは、報告書を提出して終わ

りという訳にはいかないと考えるようになったのです。 

それは、一つには、とてもとても無視できない量の魚

をこれらの生物群が消費しているからであり、もうー 

つにはPICESが海産哨乳類と海鳥の研究者たちにと

っても、きわめて有益な学際的な科学の場を提供して

いることを知ったからです。どうするのかを、一年か

けて検討することになりました。 

今年から、PICESが推進している国際共同研究PICES-

GLOBEC プログラム「環境収容力と気候変化」の研究

発表セッションが常設となりました。したがって、科

学評議会と四つの科学委員会がそれぞれ主催する、五

つのトピック・セッションと、四つの科学委員会およ

びPAICES-GLOBEC プログラムがそれぞれ主催する、 

5つの一般研究セッションが、年次会合の科学プログ

ラムとなったのです。我が国でも、このPICES-

GLOBEC プログラムの目標に一致する研究プロジェ

クト、「太平洋漁業資源」（農技会一般別枠研究）が現

在進行中ですが、私の発表を含めこのプロジェクトの

中からいくつかの研究発表がなされました。 

ホテルに併設された会議センターが年次会合

の会場である。センター内は禁煙で、少数派

の愛煙科学者たちは、戸外の灰皿の周りでス

モーキング・ブレイクを楽しむ。全く話をし

たことがなかった何人かの研究者と話ができ

た。これをたばこの効用といったら禁煙運動

家に叱られるかな。 

PICESの科学的組織は、四つの科学委員会（生物海洋 

科学評議会議長をしていたこの三年は、空港

から会場のホテルに入り、会期中は一日中ホ

テルを出ず、会議が終わるとホテルから空港

に向かうので、会場がどこの国のどこの街で

あっても、ほとんど無関係だった。ただーつ

の違いは、ホテルのレストランのメニューか

ら、その土地独特らしきものを選んで食べて

みることだ。フェアバンクスでは、トナカイ

のソーセージとかトナカイのスープなどを試

した。シーフードも試したが、「サンマは目黒

に限る」というほど新鮮な経験はできなかっ

た。多すぎず脂っこすぎず、そしてすばやい

朝食がいるときは、スープとパンとコーヒー 

を頼むことだと発見した。 

この年次会合に私が用意し提案したものが二つありま

す。一つは、「科学評議会の活動の総括と今後の作業計

画案」です。これは、先の年次会合で導入を合意して

いたもので、今回の大量の議長の交代を見越して、各

種委員会の活動の継続性すなわち中長期的展望を持っ

た活動を確保する為に、各委員会議長が用意し委員会

での論議に付すためのものです。論議の結果、作業文 
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書として議事録に添付し、次期議長が発展させて今後

の論議の材料とすることになりました。もうーつは、 

事務局長と協力して作成した「諸議長及びコンビーナ

のための指針」です。PにESも結成以来 6年経過し、 

PICESのための条約に付帯する手続き規則では綱羅

しきれない部分についての習慣的作業手順や毎年積み

重なれてきた多くの決定事項を参照しないと、各種委

員会の議長あるいは科学セッションのコンビーナの仕

事がうまく機能しない為、それらを取りまとめて、仕

事の流れを説明した冊子にしたものです。印刷刊行さ

れることになっています。 

毎年のことだが、今年も日本からの参加者は

となりのホテルにミーティング・ルームを持

ち、毎日その日の会合の結果を報告し合った。 

「森に入って木を見る」 あるいは「群盲象を

なでる」ように、人のいた場所や触れた場所

によって、会合の姿と感触は違う。それを総

合して始めて全体が見えてくる。その意味で

大変有効であった。またこのミーティングが、 

一番臨場感のある形での、JPN-PICES 科学

者グループ（仮称）とでもいう、学際的な科

学連携の場でもあった。いろんな人と随分突

っ込んだ話ができた。家主の資源保護協会の

林さんと世話役の研究管理官の原さんに、感

謝。 

来年の年次会合は、ウラジオストックで開催されるこ

とになりました。10月11日から17日までが本会議の会

期で、この前にいくつかのワークショップが計画され

ることになります。科学セッションのトピックスとし

ては、“レジームシフト】なにが、どこで、いつ、そし

てなぜ起きたか？”】“北太平洋におけるGLOBECお

よびGLOBEC タイプの研究プログラムの 新の成

果”】 "GLOBECお よびGLOBEC風の研究 と漁業資源

管理”】沿岸の汚染一富栄養化、植物プランクトンの動

態、有害藻発生”】“石油流出および石油開発の生態系

への影響とその緩和”】 “モデリングと予測 その現

状”が選ばれています。この中で“GLOBEC および 

GLOBEC風の研究 と漁業資源管理”は水産科学委員会

のトピックセッションであり、GLOBEC に関連する我

が国のプロジェクト 「太平洋漁業資源」 を資源管理に

つなげていく為に、研究者の発表だけでなく資源管理 

実務者からの問題提起もぜひ聞きたいものです。また 

“石油流出および石油開発の生態系ハ、の影響とその緩

和” は、サハリンの石油開発を念頭に置いたものであ

り、北水研に無関係でもなさそうです。 

レセプションの出し物は、二人の少女のバイ

オリン二重奏、若者達のダンス付きコーラス、 

先住民の歌。飾り気がなく、濃刺とした活力

が現れていて、アラスカという地はこうした

若い風土なのかもしれないと思った。それに

してもこの北の地で、本土？と同じ夏時間を

採用しているのにはびっくり。 

科学評議会の閉会を宣言した後、次期科学評議会議長

のミズ・パット・リビングストンから、ご苦労様の言

葉とともにプレゼントとして柄のところが曲がってい

るカクテルグラスを贈られました。これで初代 

PICES 議長の認定書付きのカクテル・パイセスを飲

もうと決めました。科学評議会の報告と提言が総務会

で承認された後、ダプルデイPICES 議長から感謝状

を贈られました。事務局の弓は払いのための片づけの

傍ら、今期で退職のマツコーン事務局長と、おまえと

はよく電子メールでけんかしたな、それもお互いパイ

セスのことを思えばこそだと分かっていたからできた

ことだった、と述懐し合いました。こうしてこの年次

会合の終了とともに、私の科学評議会議長の任は終わ

りました。 

（亜寒帯海洋環境部長） 
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【研究集会参加報告】 

第 3回国際海草生物学ワークショップに参加して（その 2) 

(3rd International Seagrass Biology Workshop，於フィリピン共和国） 

飯 泉 

前回のニュースにワークショップの様子を書いた。 

今回は、このワークショップの参加者によって採択さ

れた藻場生態系の重要性・研究の必要性をアピールす

る憲章を紹介する。これは国連事務総長に送付される。 

（拙訳で不明なところは私のインターネットホームペ 

ージを参照して頂きたしユ(httpゾノ撃.hnf.affrc.go.jpノ～ 

hiizumi) 。 ) 

海藻憲章（ボリナオ宣言） 

フィリピン、ボリナオで1998年4月23日開かれた第3 

回国際海草生物学ワークショップ（ISBW-3)に参加し

た研究者は次のように宣言する。 

海草藻場は沿岸開発によってその高い生物多様性、 

生物生産性および藻場の持つ数々の機能に大きな影響

を受けている。そもそも、藻場‘珊瑚礁。マングロー 

プの間には本質的な相互関連があり、その為に総合的

な研究や管理が必要である。しかし、世界的に起きて

いる藻場の加速的な減少傾向は、工業化、レクリエー 

ション施設の開発、集水域や周辺農地の開発、俊諜や

埋め立て、持続的利用を考えない漁業などの人的活動

に深く関わって発生している。1930年代の北大西洋沿

岸で発生した海草の枯死病（wasting disease）は水産

を含め沿岸に経済的な打撃を与えた。また、1980年代

には米国チェサピーク湾、サンフランシスコ湾、オー 

ストラリアのコクバ ン海峡で海草の減少が見られ、 

近では地中海、東南アジア、フロリダ南部など熱帯

の各地で藻場の消滅あるい報告されている。この地球

上で見られる藻場の恒常的な減少は、水産生物の生産

性の低下、ジュゴンやウミガメなど絶滅危倶種の増加、 

水質の低下、底質の不安定化、沿岸生態系における生

物多様性の低下など生態学的な重要な機能と人類にと

っての価値の喪失をもたらしている。 

環境問題に注目した海草藻場研究によって、これま

で数多くの知見が蓄積されており現在も進んでいる。 

しかし科学者、政策決定者、管理者の間には知識のギ

ャップが大きく、天然資源の持続可能な利用が妨げら  

れている。この認識の基に、1992年国連環境会議で採

択された総合的アクションプラン】アジェンダ21の17 

章パートDには次のように書かれている。 

「各国は高い生物多様性や生物生産性、その他危機的

な生息域を持つ海洋生態系を明らかにし、これらの地

域の必要な利用制限を行わなければならない。以下の

生態系が優先されるべきである、…、海草藻場、…」 

1970年代に行われた国際海洋探究10年（IDOE）で提

示された先導的な海草研究の方針、1993年千葉県小湊

で開かれた第一回国際海草生物学ワークショップ 

（注）J996年パースで開かれた第二回ワークショップ

で研究者から提起された問題点、国際人権宣言、生物

多様性会議、その他数々の機会に国連で採択された宣

言などによって環境と持続可能な開発の必要性が提言

されてきた。そのためには先ず第一に、沿岸に住み、 

沿岸域に依存している人々の尊厳を守り尊重しなけれ

ばならない。人類共通の海洋資産を受け継ぐ責任を持

った開発を行うためにはこれらの社会との有効な協力

が必要となるからである。また、1998年は世界海洋年

として各政府、機関および個人が海洋の重要性を意識

し、これまで受け継いできた、またこれが無くては生

存が脅かされる人類共通の 大の資産を継承する責任

を自覚する必要がある。 

各政府および関係各機関に対して以下の提言を行う。 

1一 沿岸および海洋のすべての開発活動は持続可能性、 

つまり健全な生態系が維持され、経済的に採算が取れ、 

社会的道義的に平等かつ社会に受け入れられる開発、 

を基準にしなければならない。 

2, この基準は科学的研究によって得られたデータや

情報に基づいたもので、有効に一般に開示され、政府

の 高レベルによる政策決定に反映されなけらばなら 

なし 

3. 藻場生態系の研究には、応用面、つまり天然資源、 

生物多様性、変動に対する環境の受容力に関わる開発

の影響を考慮する必要がある。 

4． 海草に関する全ての活動は、沿岸海域の管理方策 

、 
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一方さかまセミナーぐ bろ留を終どて― 

釧路市民に、水産研究の活動とその成果を知っても

らうため ., 1992年から始めた企画です。 

今回のテーマは、釧路にたくさん水揚げされてい

る割には、鮮魚としてあまり馴染みのない「スケト

ウダラ」がテーマでした。ひと匙の砂糖によって不

可能が可能となった冷凍スリミ技術は、スケトウダ

ラを、産卵期における産卵場周辺での特産魚から、 

食品加工業の原料魚として大きな需要を持つ資源に

変貌させました。ある意味でスケトウダラは、水産

研究の成果としての加工技術が、資源の価値に始ま

り、漁獲する漁業、食品原料としてのスリミ、スリ

ミ関連食品加工業に至る、一つの産業の流れを創り

出した歴史の主役なのです。しかし今日のTACに

よる資源管理の時代にあっては、大量消費のための

食品工業原料としての資源価値だけでなく、かつて

マダラよりも美味とされ評価された鮮魚としての価

値も見直す必要があります。特に沖底漁業の水揚げ

地である釧路では、スケトウダラを鮮魚で食べる食

文化は、日本海側のように古くから根付いたもので

はありません。こうした点を踏まえて、テーマ内容

がセミナーとパネル展で展開されました。このセミ

ナーをきっかけにして、市内でスケトウダラの鮮魚

消費を推進する動きが、加速されたようです。この

セミナーがこうした働きかけを込めたものとして、 

研究と市民生活をつなぐものにできる可能性を学び

ました。 

今後もきちんとしたアピールを根底に持ったセミ

ナーを企画していきたいと思っています。ご声援下

ださい。 

「おさかなセミナーくしろ’98」 

企画実行委員会事務局長 柏井 誠 

について常に重要な役割を果たしてきた地域社会の文

化的資産への影響を考慮しなければならない。 

5， 政府あるいはその他の機関には沿岸および海洋開

発に関する政策を再検討することを求める、特に環境

に対して負の影響がある場合は特に必要である。 

6． 環境変動に敏感な海草藻場において開発が行われ

ている、あるいは開発は予定されている場合、技術的

な協力と持続可能な開発のための予算措置を第一に考

慮しなければならない。 

7． 政府、企業、研究、非政府組織は研究情報の公開

ネットワークの整備を推進し、情報の開示、適切な沿

岸環境に関わる知見の伝達を心掛けなければならない。 

8， 沿岸開発の発案者は持続可能な利用に資する基準

に則らなければならない。 

後に、国際海草生物学ワークショップは今後も藻

場生態系研究とその応用研究を推進する。また、各国

はこの憲章に沿って早急に持続可能な開発に関わるア

クションプランを策定することを要請する。この憲章

を国連事務総長に送付し国連および関連する国際機関

に通知する。 

以下の機関に支援を受けた： 

The UNESCO Intergovernmental Oceanographic 

Commission (bOC/UNESCO) 

The UNESCO Coastal Regions and Small Islands 

Project. (UNESCO/CSI) 

The United Nations Environment Programme 

(UNEP) 

The United Nations Development Programme 

(UNDP) 

Wetlands International (WI) 

World Conservation Union (IUCN) 

Worldwide Fund for Nature (WWF) 

注】北水研ニュースNo47 (1994年3月）p1oに小湊で行

われた第一回ワークショップに関する拙稿がある。 

（亜寒帯海洋環境部高次生産研究室長） 
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【退職挨拶】 

北水研ならびに水産庁の皆様方 

河野 時慶 

拝啓 北水研ならびに水産庁の皆様方には元気でお過

ごしのことと存じます。 

私の退職にあたっては部長、部内の方々をはじめ皆

様方にはご迷惑をおかけしたことをお詫びします。し

かし、優秀な皆様のことゆえ私の抜けた穴などすぐに

埋めてしまっているでしょう（少し無責任でしょう

が）。 私はいま北海道東海大学の海洋開発工学科で授

業の準備（恥ずかしながら海洋力学を教えています） 

と卒研生の世話、家探しに奮闘中です。論文を書く暇

がありませんが、充実した日々を送っています。 

また、小子化がすすみ、不況の真っ只中で、私ども

のような小さな私学がどうすれば生き残っていけるか

を真剣に考えるにつけ、私はどれほどめぐまれた状況

にいたかを痛感するとともに少し「普通の人」に近づ

いたと実感しています。今後、省庁の統廃合とエージ

ェンシー化はほとんど確実に実行されるでしょうが、 

皆様におかれましては十分その荒波を乗り切ってしま

えると確信しています。 

13年間の水産庁在職の折、お世話になった歴代の北

水研所長、井上尚文部長、柏井誠部長をはじめ北水研、 

元北水研の方々、北光丸、探海丸の船長、乗組員の方々

にこの場を借りて深くお礼を申し上げるとともに皆様 

のご多幸をお祈り申し上げます。 	敬具 

（前海洋環境部主任研究官） 

【転任挨拶】 

異 動 の 異 同 

渡辺 ー俊 

図らずも、ということになるでしょうか。北水研の

組織改編で多端な中、さけ・ます資源管理センターに

移りました。北水研には13年余りおりましたが、これ

でもひとところにいる期間としては、比較的短い部類

に属するようです。 

手がける魚は、これまでのスケトウダラ・底魚類か

らさけ・ますへと一転し、同じ魚の内ではあるものの、 

随分と勝手が違うものだと感じています。これは、同

じ人間とは言い条、ロ人（ロは伏せ字です。）をなかな

か理解できないのと同様で、当然のことかもしれませ

ん。 

ところで、札幌はさすがに都会で、通勤の道筋に人

影を見ることの殆どなかった釧路とは、格段に違って

います。おかげさまで、なにがしかの特地手当もつき

ました。かわりに、寒冷地手当を削られはしましたが。 

などと、益体もないことを言ってるうちに、気がつけ

ば、あなたもわたしもエージェンシーになっている・

の・か・な？ 

（前資源管理部底魚資源研究室長） 

【着任挨拶】 

探そう良いとこ・あなたが大将 

石田 行正 

遠洋水研での16年 6 ケ月の勤務から、この10月1日

付けで北水研勤務となりました。日本一の富士山が見

える清水では、国内・国外の研究者、そして先輩・後

輩の協力を得て、サケマス類の調査・研究を有意義に

行うことができました。これらの蓄積を北水研に移転

し、新たなサケマス研究展開のお手伝いができれぱと

思っています。 

さて北光丸では、何度かお世話になりましたが、桂

恋での勤務は初めてです。閉塞感の漂う社会情勢です

が、水産研究でもなんらかの打開策が必要です。規模

の小さな北水研ですが、逆に 3 研究部や企画連絡室、 

庶務課、図書室などがワン・フロワーにあることは大

きな利点です。あとは、各自の自覚と相互の協力です。 

各自が北水研を、そして水産研究所をどうするか、ど

うやって納税者の国民に答えるのか、所長にでもなっ

たつもりで考え、行動することが必要でしょう。あな

たが大将です。 

ということで、ワン・フロワーでの北水研の新たな

展開をお手伝いできればと思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

（国際海洋資源研究官） 

【着任挨拶】 

流れ流れて 

木下 貴裕 

とりあえず自己紹介します。記録によれば、小生の

産卵された所は千葉県で、小学生の一時期北海道（札

幌、千歳）に分布した事もあるのですが、主に九州で

成長しました。 初の就職先は同じ農水省でも食品流

通局に所属する門司農林規格検査所で、その後西海区

水研下関支所、海洋水産資源開発センター、中央水研、 

そして今回の北水研と、かなり流れているように思え

ます。現在40歳ですが、今までに住んだ家の数は現在

の桂恋宿舎を含め19にのぼり、今年中にあと 1回引っ

越しをすると、一つの家の平均滞在時間は丁度 2 年と

なります。 

聞くところによると、今回のお仕事の守備範囲は、 

道東沖のイワシ・サバは当然として、ベーリング海を

回遊するサケ・マス、また薩南に産卵場を持つスルメ

イカまで含まれるそうです。 

いまだに呆然としているのですが、笑って立ち向か

うしかないと思っています。室長初体験の新米で、な

にかとお手数をかける事になると予測されますが、な

にとぞ宜しくお願いします。 

（亜寒帯漁業資源部浮魚・頭足類生態研究室長） 
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【着任挨拶】 

Migr a t jOfl 

西村 明 

10月の水研改革で、遠洋水産研究所北洋底魚研究室

から底魚生態研究室に移ってきました。 

10年ほどの北海道生活の後、 8 年半前に清水に移っ

てから、再び北海道に戻ってきました。道東での生活

は始めてのため、清水の気候に慣れた体に、釧路の気

候はかなり厳しいものと覚悟をしておりますが、一方

では、この地でしか楽しめないことをいろいろと経験

していきたいと若干の期待もしております。 

遠洋水研ではベーリング海のスケトウダラに集中し

て仕事をしておりました。ベーリング対応等の遠洋水

研が持っていた調査研究機能を伴っての異動のため、 

新しい研究室の調査対象海域・内容は、これまでより

広くなることになります。研究室が新たな体制の中で

何とか巧く機能していくようにできればと考えており

ます。北海道に来てみて、改めてこの海域の底魚類に

ついて勉強し直す必要がありそうだと感じております。 

ご指導の程、よろしくお願しュしンたします。 

（亜寒帯漁業資源部底魚生態研究室長） 

【新任挨拶】 

北水研赴任にあたって 

箱山 洋 

1998年10月の改組と同時に資源部の評価研究室に選

考採用されました。 

これまで、北太平洋を大規模な回遊をする魚類や哨

乳類、そしてまた淡水魚を対象に、生態学における実

証的な研究をしてきました。 

九大の博士課程の頃は、中央水研・内水面利用部で

研修生として研究をしていました。ポスドク時代には、 

保全生態学や環境科学における生態リスク評価の枠組

みを、生物集団の絶滅確率を基準にして構築する仕事

もしました。亜寒帯域の漁業対象生物の管理‘生態系

保全に関する研究を進める上で、このような研究背景

を役立てたいと考えています。具体的には、資源生物

の持続的利用管理において、資源学で発展レてきた個

体群動態に関する数理的な取り扱いに加えて、保全生

態学や環境科学のリスク論的な考え方を応用したいと

思っています。 

また資源管理研究を行う過程で、生態学的な実証研

究も取り込んでいくつもりです。研究以外の事では、 

こちらに来てからは金曜日にサッカーをしています。 

将棋は三段で、昔よく歌舞伎町で指していました。 

よろしくおねがいします。 

（亜寒帯漁業資源部資源評価研究室） 

1999 IIAA'Ch' 21 



~ 研究発表課題一覧 

＊著者名のゴシック体は北海道区水産研究所所属 
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八吹圭三： 

・1997年に実施したニシン調査の結果（北海道西部日

本海，ォホーツク海），日口漁業専門家・科学者会議

記録（第29回サンマ，マサバ，マイワシ，イカ，ス

ケトウダラ等共同研究会議），水産庁, 平成10年 

川崎康寛・本田聡： 

・1997年北方水域におけるサンマの分布と海洋条件， 

日口漁業専門家・科学者会議記録（第29回サンマ， 

マサバ，マイワシ，イカ，スケトウダラ等共同研究

会議），水産庁，平成10年 

渡辺ー俊： 

・1997年日口共同タラ類資源調査結果の概要，日口漁

業専門家・科学者会議記録（第29回サンマ，マサバ， 

マイワシ，イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水

産庁，平成10年 

渡辺一俊・八吹圭三・演津友紀： 

・1996年度のスケトウダラ調査結果，日口漁業専門家・

科学者会議記録（第29回サンマ，マサバ，マイワシ， 

イカ，スケトウダラ等共同研究会議），水産庁，平成 

10年 

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 

(1996年），日口漁業専門家・科学者会議記録（第29 
回サンマ，マサバ，マイワシ，イカ，スケトウダラ

等共同研究会議），水産庁，平成10年 

中村好和】 

・1997年日口共同太平洋いか類資源調査概要報告, 日

ロ漁業専門家・科学者会議記録（第29回サンマ，マ

サバ，マイワシ，イカ，スケトウダラ等共同研究会

議），水産庁, 平成 10年 

Resources Research Center, Tokyo, 1998, Jun. 

中村好和・森 賢： 

・1996年の道東・南部千島太平洋並びにオホーツク海

でのスルメイカとアカイカの分布と回遊，北水研報 

62, 63-82，平成10年 7 月 

中村好和・森 賢】 

・イカ類の回遊特性と環境, 月刊海洋，号外No.13, 
169- 175, 海洋出版（株），東京, 平成10年8月 

津田敦・C.B. Miller （オレゴン州立大） 【 

・Mate-finding behavior of Calanus mars halae 
Frost. Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London, B353, 713-720, 平成10年 

津田敦： 

・カイアシ類Neca彪nus ルmm2gen の 2 形，北水研ニュ 

ース 55, 4-5，平成10年6月 

斉藤宏明・葛西広海・柏井誠・川崎康寛・河野時慶・

田口哲・津田敦： 

・General description of seasonal variations of 
nutrients, chlorophyll-a, and netplankton biornass 
along A-line transect, Oyashio region western 
subarctic Pacific, from 1990 to 1994. 

北水研報 62,1-62， 平成10年 7 月 

吉森明（九大理）・河野時慶・飯泉仁： 

・Mathematical models of population dynamics of 
the kelp Laminaria religiosa, with emphasis on 
temperature dependence. Fisheries Oceanogra-

phy,7(2),136-146，平成10年6月 

河野時慶。川崎康寛： 

・親潮の季節変動．月刊海洋, 号外13, 42-47，平成10 

年 8 月 

柏井誠： 

・黒潮親潮移行域における海洋環境の長期変動の研究

とモニタリングの課題．月刊海洋，号外13, 194-200, 

平成10年 8 月 

村田 守（西水研）・中村好和】 

・Seasonal migration and diel migration of the 
neon flying squid, Ommastrephes batramii, in the 
North Pacific. Contributioned papers to Interna 
tional Symposium on LARGE PELAGIC SQUIDS, 
ed. by T. Okutani, 13-30, Japan Marine Fishery 

山村織生】 

・親潮海域のマイクロネクトン，北水研ニュース 55, 

6-7，平成10年6月 
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(USA), 1998, Oct. 

中村好和： 

・1997年に北海道東部沿岸及び沖合で漁獲されたスル

メイカの日齢，平成10年度日本水産学会春季大会， 

東京，平成10年 4 月 

町口裕ニ・山下卓也（パブリックコンサルタント）・伊

東公人（開土研）・谷野賢二（北海道東海大海洋開発工

学科）: 

・岩礁性底生動物の波浪環境下における棲み場環境の

評価（ウニ稚仔について），海洋開発論文集 VOL. 

14, 土木学会，平成10年 6 月 

坂西芳彦】 

・褐藻ナガコンブの生理特性暖海性種との比較から， 

北水研ニュース，55,G7，平成10年6月 

森 賢・中村好和： 

・九州南方海域における冬季のスルメイカ稚仔の分布， 

平成10年度日本水産学会春季大会，東京，平成10年 

4月 

坂西芳彦・飯泉仁： 

・褐藻ナガコンプの光合成温度特性について， 類, 

46, 105-110，平成10年 7 月 

安藤 忠・長津寛道（東大院農）: 

・Stirnution of insulin secretion by amino acids in 

starry flounder, Platichthys stellathus．北水研報 

62, 107-113，平成10年 7 月 

大久保信幸： 

・環境ホルモンに対する北水研での今後の調査・研究

について，北水研ニュースNo.55, 北水研，平成10年 

6 月 

〔口 頭 発 表〕 

内川和久（北大水）・山村織生明艮部 努（東北水研八

戸）・北川大二（東北水研八戸）・島崎健二（北大水）: 

・秋季，北日本陸棚斜面周辺海域におけるハダカイワ

シ科魚類の分布，平成10年度日本水産学会秋季大会， 

函館, 平成10年 9 月 

本田 聡】 

・計量魚探で捉えた北海道東部沖合太平洋におけるス

ケトウダラの分布生態, 平成10年度日本水産学会秋

季大会，函館，平成10年 9 月 

演津友紀】 

・北海道太平洋海域におけるスケトウダラ未成魚の回

遊例，平成10年度日本水産学会秋季大会，函館，平

成10年 9 月 

潰津友紀・八吹圭三： 

・Spawning biomass and maturation of walleye 

pollock in the Pacific coast of eastern Hokkaido, 

PICES 7th Annual Meeting, Fairbanks 

津田敦。宵藤宏明・葛西広海： 

。西部亜寒帯循環、親潮域におけるNeocalanus sppの

経年変化、日本海洋学会春季大会、横浜、平成10年 

4月 

斉藤宏明・津田敦： 

・カイアシ類Neocaたnus cris加tus, 亙 pんmchn's お

よびN，ノlemingeriの産卵生態と成長, 日本海洋学会

春季大会，横浜，平成10年4月 

津田敦・斉藤宏明・葛西広海： 

・Annual variation of abundance, timing of occur 

rence, and growth of Neocalanus s声1), in the 

Oyashio region, western subarctic Pacific. Inter-

national Marine Science Symposium on Eco-

system Dynamics of the Kuroshio-Oyashio Tran-

sition Region, IGBP-GLOBEC国 際海洋科学シンポ

ジウム及び1998年度水産海洋学会研究発表大会 ,陸

奥，函館，平成10年8月 

西川淳（東大海洋研）・津田敦： 

・Diel vertical migration and grazing of a pelagic 

tunicate, Salpa thompthoni in the Australian sec-

tor of the Southern Ocean. VII SCAR Interna-

tional Biology Symposium, Christchurch, New 

Zealand,平成10年6月 

津田敦・鈴木光次（名古屋大）・武田重信・西岡純（電

中研）・高橋正征（東大教養）,C. S. Wong（カナダ 

lOS): 

Experimental study of the responses of marine 

pelagic community to nutrient input using a 

mesocosm. Macrozooplankton and microzoo 

plankton dynamics. PICES 7th Annual Meeting、 
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Fairbanks, USA,平成10年10月 

山村織生： 

・Temporal variability of food-web structure in the 

Oyahio-Kuroshio transition region. PICES 7 

th Annunal Meeting, Fairbanks, USA, 平成 10年10 

月 

葛西広海・斉藤宏明・津田敦】 

・1997年春季ブルーム時の親潮域における基礎生産特

性 リモートセンシングによるクロロフィルa現存

量推定の有効性 ．1998年度日本海洋学会春季大会， 

東京，平成 10年4月 

鈴木健吾・飯泉仁： 

・シモフリカジカの酸素消費量，第 7 回厚岸シンポジ

ウム，厚岸町，平成10年11月 

飯泉仁・町口裕ニ】 

・Seagrass production under low irradiance. 3rd 

International Seagrass Biology Workshop. Qu-

ezon, the Phillipines, 平成10年 4 月 

飯泉仁： 

・北海道の海藻について、1998年度日本水産増殖学会

地域研究会道東地域研究集会，根室，平成10年9月 

田所和明・中田薫（中央水研）】 

・Present status of phytoplankton survey in the 

North Pacific by Japanese Institute. PICES 7th 

Annual Meeting, Fairbanks, USA, Oct. 1998 

田所和明・杉本隆成（東大海洋研）】 

・Importance of low saline advected water from the 

Okhotsk Sea for spring blooming of phytoplan-

kton in west side of the North Pacific Ocean 

PICES 7th Annual Meeting, Fairbanks, USA, 

Oct. 1998 

杉本隆成（東大海洋研）・田所和明： 

・Interdecadal variations of plankton biomass in the 

North Pacific. PICES 7th Annual Meeting, Fair-

banks, USA, Oct. 1998 

伊藤博： 

。北海道野付湾増殖場でのアサリ生産量推定の試み，  

平成10年度日本水産学会春季大会, 東京，平成10年 

4 月 

伊藤博・宇田川徹： 

・北海道野付湾アサリ漁場におけるその他の貝類の出

現状況, 平成10年度日本水産学会秋季大会, 函館， 

平成10年 9 月 

松原孝博】 

・魚の性の撹乱の現状, 第 1回日本環境ホルモン学会， 

東京，平成10年 8 月 

古屋康則・渡辺寛樹（岐阜大教育）・征矢野 清（長大

水産）・有瀧真人・太田健吾（日栽協宮古）・松原孝博： 

・ホシガレィ雌雄の飼育下における生殖年周期，日水

学会秋季大会，函館, 平成10年 9 月 

洋口小有美（岐阜大教育）・松原孝博・古屋康則（岐阜

大教育） 

・胎生魚カダヤシの卵巣周期に伴う血中ビテロゲニン

濃度の変化，日水学会秋季大会，函館，平成10年 9 

月 

町口裕ニ・北村等（長崎大水産学部）: 

・紅藻ピリヒバのエゾバフンウニ幼生に対する変態促

進活性, 平成10年度日本水産学会春季大会，東京， 

平成10年 4 月 

町口裕二： 

・エゾバフンウニ種苗の餌料海藻種別長期間飼育，平

成10年度日本水産学会秋季大会，函館, 平成10年 9 

月 

町口裕ニ・山下卓也（パブリックコンサルタント）・伊

東公人（開土研）・谷野賢二（北海道東海大海洋開発

工学科）】 

・波浪環境下におけるエゾバフンウニ稚仔の棲み場の

評価，平成10年度日本水産学会秋季大会，函館，平

成10年 9 月 
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会議a清報 

資i原学談話会 

平成10年第 1回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

平成10年度北海道ブロック水産業関係 

試験研究推進会議 

開催日】平成10年7月 9 日 

場 所：釧路市「厚生年金釧路市福祉会館」 

議 事： 

1．水産関係試験研究を巡る情勢報告 

2．研究成果，研究情報について 

1）各場所の平成 9年度研究成果および平成10年 

度研究計画概要 

2）各場所の調査研究関連トピックス 

3）資源・海洋部会報告 

4）増養殖研究部会報告 

5）企画情報連絡会議報告 

3。研究成果情報の素材にてル・て 

4 ．地域研究の推進方向について 

1）水産庁研究所の組織改正について 

2）北海道ブロックの水産研究の推進方向（北水 

研研究基本計画）について 

5．次年度開催場所・時期について 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内の 

各水試，北海道立栽培漁業総合センター, 

北海道立水産購化場，水産庁さけ・ます資 

源管理センター，（社）日本栽培漁業協会厚 

岸事業場，北海道水産林務部栽培養殖課， 

水産庁資源生産推進部研究指導課，北水研 

平成10年度北海道ブロック水産業関係 

試験研究機関企画情報連絡会議 

開催日：平成10年 7月15日～16日 

場 所：中央水産研究所 

議 事： 

1．近年の太平洋海域におけるスルメイカの資源動

向について（北水研） 

2．各地域におけるスルメイカ漁況のこれまでの経

過及び今漁期（ 7--- 9 月）の見通しについて（各

水試他） 

3．第1次漁場一斉調査等の調査結果について（北

水研他） 

4．スルメイカ漁況予報案の説明・検討・採択 

5．その他 

1）来年度の本予報会議の持ち方にてルュて 

2）今年度の他の太平洋イカ漁況予報の作成と日

程について 

参加機関：北海道立釧路・函館の各水試，青森・岩手・

宮城・福島・茨城・千葉・東京都・神奈川・

静岡・愛知・三重・和歌山県の各水試,漁

業情報サービスセンター，海洋水産資源開

発セソター,気象庁海洋課,茨城県漁業無

線局全国，沖合いかつり漁業協会，水産庁

資源生産部，水産庁資源管理部,東北水研

八戸支所，中央水研，北水研 

第110回 平成10年 5月21日 

・［総括］道東太平洋に分布するスケトウダラの音響資

源調査結果 

…本田 聡 

開催日】平成10年 7月 9 日 

場 所】釧路市「厚生年金釧路市福祉会館」 

議 事】 

1．日口研究交流に関する状況にてル・て 

2．国費。道費関連事業の現状と推進方向,要望事 

項について 

3．水産研究所の研究評価について 

4．資源・海洋環境部会報告 

5．増養殖研究部会 

6．次年度開催場所・時期について 

参加機関：北海道立中央・函館・釧路・網走・稚内の 

各水試，北海道立栽培漁業総合センター， 

北海道立水産購化場，水産庁さけ・ます資 

源管理センター,北水研 

第111回 平成10年 6月11日 

・道東沿岸域における底魚類の分布 

ー探海丸底刺網調査199 6----1998ー 

…山村 織生 

第112回 平成10年 6月26日 

・一斉調査結果からスルメイカの来遊量指数は出せる

カ、？ 

…中村 好和 

第113回 平成10年 7月 6 日 

・資源管理基準（値）の概要 

…佐々木 喬 
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海洋環境ゼミナール 

第114回 平成10年8月20日 

・北海道太平洋海域におけるスケトウダラ未成魚の移

動・回遊 

・スケトウダラ太平洋系群の成熟年齢の経年変化

…演津 友紀 

第118回 平成10年5月25日 

・道南海域への沿岸親潮の流入機構について

…河野 時慶 

第119回 平成10年 6 月1日 

・北太平洋高緯度域での海洋表層パラメータの季節変

化ー日加間貨物船観測の成果 

…野尻 幸宏 

（国立環境研究所・地球環境研究グループ） 

・春季親潮観測域における珪酸塩と硝酸塩の消費過程 

・‘・斎藤 宏明 

長期在外研究 

・斎藤 宏明（亜寒帯海洋環境部） 

訪問先：デンマーク 

訪問の目的：海洋生態系擾乱、特に乱流の変化がプ

ランクトン生産に及ぽす影響に関する

研究 

訪問期間：平成10年9月 3 日～平成11年9月 2 日 

海 外 出 張 

（研究集会参加） 

・飯泉 仁（亜寒帯海洋環境部高次生産研究室） 

行 先：フィリピン共和国 

参加目的】第 3 回国際海草生物学ワークショップ参 

加及び講演 

参加期間：平成10年4月19日～26日 

・柏井 誠（亜寒帯海洋環境部） 

行 先】韓国 

参加目的】東アジア縁辺海域の海洋循環に関する国

際共同研究」第二期のための国際研究集

及び研究打合わせ 

参加期間】平成10年 4 月27日～5月1日 

・小林 時正（亜寒帯漁業資源部） 

・演津 友紀（亜寒帯漁業資源部底魚生態研究室） 

・柏井 誠（亜寒帯海洋環境部） 

・津田 敦（亜寒帯海洋環境部生物環境研究室） 

・山村 織生（亜寒帯海洋環境部生物環境研究室） 

行 先：米国 

参加目的：北太平洋海洋科学機関（PICES）第 7回

年次会合出席のため 

参加期間：平成10年10月13日～10月29日 

平成10年 4 月～10月 

刊行年月 刊 	行 	物 	名 刊 行 部 室 名 

10. 	4---10 .10 北水研ミニ情報 第80号～第86号 企画連絡室 

10. 	6 北水研ニュース No.55 

10. 	7 北海道区水産研究所研究報告 第62号 

10. 	9 北海道沖底曳網漁業漁場別漁獲統計年報1997年（平成 9年） 亜寒帯漁業資源部 

10.10 北海道区水産研究所の研究基本計画 
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9. 	9 
-'9. 11 

ロシア チンロセンター副所長アクーリンV.N 
氏外 3 名、日口科学技術協力に基づく意見交

換・視察のため。 

北 水 研 日 誌 

（平成10年 4 月1日～平成10年10月1日） 

9. 	9 別海漁業協同組合立津総務部長外 4 名、風蓮 

主な来訪・見学者 湖ニシン調査に係る打合わせのため。 

9. 	11 ロシア チンロセンター国際対応専門官ノビ 

5, 12 水産庁漁政課川村船舶運航係長外1名、定時 コフY.v氏外1名、日口科学技術協力に基づ 

物品検査のため。 く太平洋イカ調査に係る打合わせのため。 

5,  14 北海道教育大学付属小学校児童 2 名、「自由学 9. 	16 アルゼンチン国立水産開発研究所ベアトリー 

習」のため。 --'10.15 ス・エレーナ氏、国際研修のため。 

5 . 28 ロシア チンロセンター所長ブチヤロフ氏外 
研究集会参勿 

2 名、視察のため。 

6,  2 北大水産学部岸教授、共同研究打合わせのた 5. 	13 地球環境研究委員会 I GBP専門委員会・平 

め。 -5. 15 成10年度 I GBPシンポジウム委員会合同会 

議出席のため、柏井部長東京へ 

6, 9 釧路市小学校長会 28名、研究施設見学のた 

め。 6. 	8 第 23 回海洋開発シンポジウム参加のため、 

-6. 11 町口主任研究官東京へ 

7. 6 日本栽培協会広瀬氏、研究打合わせのため。 

6. 	25 地球環境委員会 I GBP専門委員会及び平成 

7, 9 水産庁杉浦研究指導課長、坂内係長、ブロツ -6.26 10年度 I GBPシンポジウム委員会合同会議 

ク会議出席及び研究打合わせのため。 出席のため、柏井部長東京へ 

7. 14 千葉海区漁業調整委員（ 22名）、視察研修の 7. 	4 炭素循環海分科会出席のため、葛西研究員山 

ため。 --7. 	8 梨へ 

7. 15 北海道開発局鷲見営繕調査官外 4 名、庁舎増 7. 	30 特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の保護研 

築工事現場打合わせのため。 究出席のため、坂西主任研究官阿寒へ 

7. 28 宗谷中学校教諭、生徒研究施設見学のため 7. 	31 ADEOS/OCTS高度利用技術検討会及 

-8. 	1 び海洋生態系観測システム研究会出席のた 

7. 28 ロシア サフロニ副所長ズベリコーワL.N. め、葛西研究員東京へ 

氏外1名、日口底魚調査打合わせのため。 

8. 	2 第1回循環系相互作用研究委員会出席のため、 

7. 29 J I CA研修員一行、集団研修「資源管理型 --8. 3 河野主任研究官東京へ 

漁業」のため。 

8. 	24 IGBP-GLOBEC国際海洋科学シンポ 

7. 29 水産庁沿岸沖合課慶山班長、大臣承認漁業指 -8.31 ジウム及び1998年度水産海洋学会研究発表大 

導会議打合わせのため。 会参加のため、柏井部長陸奥・函館へ 

8. 7 北海道開発局高田係長、電気設備増設工事現 9. 	22 平成10年度日本水産増殖学会地域研究会及び 

地調査のため。 根室水産シンポジウム参加のため、柏井部長 

根室へ 

8. 12 水産庁漁場資源課加藤班長、北洋関係業務打 

合わせのため。 
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9. 23 平成10年度日本水産学会秋季大会参加のた 

~9.26 め、演津研究員函館へ 

9. 23 平成10年度日本水産学会秋季大会参加のた 

-9.27 め、鶴田部長函館へ 

9. 29 炭素循環海分科会出席のため、津田室長東京 

'-9.3O へ 

〇人事の動き〇 

命 北海道区水産研究所企画連絡室情報係長 

（水産庁資源生産推進部栽培養殖課庶務係長） 

竹谷 清児 

【転出】 

平成10年10月 1日付け 

命 さけ・ます資源管理センター 

調査課生物資源研究室長 

（北水研資源管理部底魚資源研究室長） 

渡辺 一俊 

命 西海区水産研究所東シナ海海洋環境部勤務 

【退職】 	 （北水研海洋環境部） 

平成10年 8月31日付け 	 種子田 雄 

（北海道区水産研究所海洋環境部主任研究官） 

河野 時度 	【転入】 

科学技術特別研究員 

【転入】 	 （遠洋水研） 

平成10年10月 1日付lナ 	 東屋 知範 

命 北海道区水産研究所国際海洋資源研究官 

（遠洋水研北洋資源部さけます研究室長） 	 科学技術特別研究員 

石田 行正 	（遠洋水研） 

田所 和明 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部 

底魚生態研究室長 

（遠洋水研北洋資源部北洋底魚研究室長） 

西村 明 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部 

浮魚・頭足類生態研究室長 

（中央水研生物生態部主任研究官） 

木下 貴裕 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部勤務 

（さけ・ます資源管理センター調査課） 

福若 雅章 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部勤務 

（遠洋水研北洋資源部） 

柳本 卓 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部勤務 

(10月1日採用） 

箱山 洋 
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事 務 連 絡

平成11年 4月 22日 

各 位 

北海道区水産研究所

出版委員会事務局 

北水研ニュースNo. 56の正誤表について 

同封の北水研ニュースNo. 56について、下記のとおり訂正願います。 

記 

頁 タイトル 行 誤 正 

6頁 北海道区水産研究所

組織図及び職員 

10行目左 角昌 俊 角 昌俊 

ガ I, 16行目右 東屋智範 東屋知範 

1, ガ 23行目左 亜寒帯漁業環境部 亜寒帯海洋環境部 

II ガ 34行目右 町田裕二 町口裕二 

10頁 研究ノート 2 左29行目 ピリヒバからウニ

幼生変態誘起物質

の摘出 

ピリヒバからウニ

幼生変態誘起物質

の抽出 


