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表紙の写真／1999年冬季のベーリング海スケトウダラ音響資源調査風景

大型の中層トロール網のため、僅か数分の曳網でもスケ卜ウダラが

大量に採集される （写真説明 2'-- 5 ページ） 
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プート 1 
1999年冬季のベークング海スケ戸ウダラ青響資源調査について 

研究 柳
本
 
卓
 

は じ め に 

風速20m以上の暴風雪と、波しぶきが船首に襲いか

かる…（写真1)。こんな風景を見ていると、「心猛く

も鬼神ならぬ、男と生まれて、情けはあれど…（東京

水産大学、水産遣遥歌より）」というような歌がよく似

合うと思ってしまう。この写真は、冬季のベーリング

海スケトウダラ音響資源調査の一場面である。この調

査は、遠洋水産研究所旧北洋底魚研究室で計画されて

いた調査であるが、1998年10月に水産研究所の組織改

編のため、北海道区水産研究所の亜寒帯漁業資源部底

魚生態研究室に調査研究機能が移転した。そのため、 

北水研亜寒帯漁業資源部として調査を担当することに

なった。ここでは、スケトウダラ資源調査の背景、実

態、結果などについて紹介する。 

（写真 1）船首に叩きつける波 

ベーリング海アリューシャン海盆の表中層に大量の

スケトウダラが分布し、それを対象とした操業が可能

であることが、1970年代後半に分かってきた。日本の

トロール漁船は東部大陸棚で操業を行っていたが、経

済水域設定のため、1986年からベーリング海公海域の

スケトウダラ漁業を本格的に開始した。1989年には漁

獲量が140万トンとピークに達したが、その後減少し 

1992年には僅か1万トンになった。そのため、漁業関係

国は自主的に操業を禁止し、資源の回復を待つことに

なった。 

ベーリング海の海盆域に生息するスケトウダラは、 

海盆群と呼ばれている。春季に公海域を通って、夏季

に西部ベーリング海へ移動し、秋季に公海域を通って

冬季にボゴスロフ水域に産卵のため集中してくると考

えられている（図1)。そのため、冬季にボゴスロフ水

域でスケトウダラの資源量調査を行うことにより、公

海域を含む海盆群の資源量を推定することができる。 

「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存

及び管理に関する条約」では、冬季のボゴスロフ水域

を含む特定海域において推定資源量が100万トンを越

えた場合、公海域における漁業を再開する事になって

いる。そこで、米国は調査船ミラーフリーマン号を用

いて音響調査とトロール調査を組み合わせた現存量推

定調査を実施している。推定された資源量は、1993年

が60万トン、1994年が54万トンと低位であったが、1995 

年が102万トンと増加した。しかし、1996年が68万ト

ン、1997年が39万トン、1998年が52万トンと再び低水

準の状態が続いている。そのため、公海域における漁

業は未だに再開されていない。 

図:1 スケトウダラ海盆群の回遊経路の仮説 
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米国調査船ミラーフリーマン号は大改修のため、 

1999年冬季のスケトウダラ調査ができなくなった。一

方、日本の水産庁調査船開洋丸は、1989年、1993年、 

及び1996年と3年に1度のペースで調査を行ってきた。 

1999年は、ちょうど3年に一度に当たる年であった。そ

のため米国調査に代わる唯一の科学調査となり、国際

的にも注目が集まっていた。その関心から米国調査員 

2名、ロシア調査員1名が乗船してきた。 

日本の乗船調査員は、北水研の底魚生態研究室の西

村明研究室長が首席調査員として、同研究室の私（柳

本卓）、水産工学研究所水産情報工学部資源情報工学

研究室の高尾芳三主任研究官の3名が乗船した。調査期

間は1月21日東京を出航し3月12日釧路入港までの51日

間で、途中コデイアック島への寄港を挟んで1月30日 

~2月9日（レグ1）と2月21日～3月4日（レグ2）の2回

に分けて調査を行った。調査は、魚種確認、生物学的

データ収集のための中層トロール調査、資源量を推定

するための魚探調査、及び海洋調査からなっている。 

開洋丸には、計量魚探システム1(（株）カイジョー製 

KJ・2000）とシステム2 (Shimrad社製EK500) の2種類

の計量魚探機システムを搭載している。本調査ではス

ケトウダラ資源調査用として開発され、1993年から使

用されているKJ・2000を用いた。 

開洋丸（KJ・2000）は1996年調査の際にミラーフリー 

マン号（EK5Oの との船間較正を行い、日米間の音響

機器間に大きな差がないものと考えられている。また、 

1998年9月にシアトルにおいて開催された中央ベーリ

ング海スケトウダラ保存管理条約科学技術委員会中間

会合においても、KJ・2000の使用が承認されている。 

EK500 は受波モード専用で使用したため、定量的な解

析は行えないが、魚種確認には十分なエコーグラムが

収集できた。 

魚探調査では調査定線を航走しながら音響データを

収集するが、荒天のため何度も中断を余儀なくされた。 

また、着氷防止のため船速を遅くし、着氷した時には

氷落としも行った（写真2)。そのため、思うように調

査定線を消化することができなかった。また、乗組員

の方々には、魚種確認のための中層トロールで荒天や

雪のため非常に危険な状態での作業をして頂いた（写

真3)。このような乗組員の苦労の甲斐があって、 

なんとかデータの収集することができた。 

海洋調査は、XBT観測、XCTD観測、CTD観測、及

びEPCS観測等を行った。これらの海洋データの詳細

な解析は今後行われる予定であるが、スケトウダラ資

源が回復しない原因解明の重要な情報となると考えら

れる。 

（写真 3）荒天時での作業 

（写真 2）氷落とし 

中層トロールは、レグ1で6回、レグ2で8回の計14回

行った。魚種確認と生物学的データの収集のためには 

1トン程度の漁獲で十分だが、中層トロール網が大型の

ため、僅か数分の曳網でもスケトウダラが大量に採集

されることが多かった（表紙写真）。1度に約8トン漁獲

されることが、3回もあった。中層トロールの漁獲物

は、種類別に分け重量と尾数を計測した。漁獲物のほ

とんどはスケトウダラであったが、中層性の反応を

狙った曳網ではコヒレハダカを中心としたハダカイワ

シ類などが多くなる事もあった。スケトウダラについ

ては、雌雄別に約300尾の体長測定、雄雌別に40--'60尾

の精密測定（体長、体重、生殖腺重量他）を行った。 

スケトウダラの体長組成は、西経167度線より東側と西

側で異なっていた。東側では体長が小さく、西側では

大きくなる傾向があった。東側のスケトウダラは大陸

棚海域から南下してきた可能性が考えられ、海盆群と 
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は考えにくかった（図2)。スケトウダラ産卵群の成熟

度を調べるため、生殖腺重量を体重で割った値（GSI) 

を用いた。スケトウダラのGSIはレグ1よりレグ2の方

が高くなり、産卵期を前により成熟していることが分

かった。しかし、過去の調査で得られている同時期の 

GSIよりレグ2のGSIは低く、産卵時期が遅くなってい

ることが伺えた。今後、生物データの詳細な解析は、‘ 

日本ェヌ・ユー・エス株式会社、北海道東海大学と共

同で行われる予定である。 
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図 3 フォーマウンテン諸島周辺海域で観察されたスケトウダラ魚群の工コーグラム例 
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図 2 スケトウダラの海域別の体長組成 

（東西の海域区分は西経167度線により分けた） 

A 】レグ1の東側海域、 B 】レグ1の西側海域、 

C 】レグ 2の東側海域、D 】レグ 2 の西側海域 

魚探調査では、レグ1、 2の定線上で得られた深度1 

mごとの積分データを、EI2nd を用いてスケトウダラ

の選別を行った。スケトウダラは深度4O0---600mに濃

密な反応として観察された（図3)。選別によって得ら

れたスケトウダラのSA値分布を、図4に示す。 

レグ1、 2とも西経167度線より東側のトランセクト

ト4ではアリューシャン海盆沿いと大陸棚斜面域で反

応が見られた。西経167度線より西側のトランセクトで 
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図4 スケトウダラのSA分布図 



は、アリューシャン列島沿いにのみ反応が見られた。 

また、レグ1では東側の海域でも反応が観察されている

が、レグ2ではアリューシャン列島沿いに密集している

ように見られた。スケトウダラが産卵のため、密集し

ていたと考えられた。特にフォーマウンテン諸島周辺

で最もSA値が高くなる傾向が見られた。トランセクト

の北部では、反応は見られなかった。西経167度線を境

に東と西で体長組成が異なっていたことから、現存量

推定の際に西経167度線を境に分けることにした。 

スケトウダラ現存量推定値は、レグ1の東側海域では

調査面積約3900k‘で約8万 トン、西側海域では調査面積 

約21000kth2で約37万 トンであった。変動係数は、それぞ

れ0.32と0.17であった。レグ2の東側海域では調査面積

約3900kni2で約9万 トン、西側の沿岸海域では調査面積約 

12400km2で約49万 トンであった。変動係数は、それぞれ 

a40と0.28であった。沖合域では反応がなかったので、 

本報告では取り扱わなかった。1998年の米国調査によ

る推定値が52万トンであるので、今回の現存量推定値

は若干多くなっていると考えられた。しかし、まだ予

備的な推定値なので、今後最終的な現存量推定を行う

予定である。 

本調査で得られた資源量推定値はまだ予備的なもの

であるものの、条約で定められた漁業再開の基準値で 

ある100万トンを大きく下回っている。そのため、2000 

年の漁業再開は難しいものと考えられる。予備的な年

齢組成の結果が得られており、本調査で採集されたス 

ケトウダラは1989年級群が中心であった。1989年級群 

は東部大陸棚上では卓越した年級であることが知られ

ているが、海盆への加入量は期待されていたほど大き 

くなかったため、近年の推定資源量が少いものと考え

られた。今後、海盆群の資源回復には若い卓越した年

級群の出現と海盆への加入が必要である。 

調査を振り返って、いくつか問題点が見つかったの

で述べておく。スケトウダラの産卵時期が年々遅く 

なってきており、調査時期を 3月中旬にずらさないと

スケトウダラが密集する前の現存量を推定してしまう 

事になり、過小評価の原因になるかもしれない。しか 

し、 4 月1日付けで乗組員の転船等があり、その準備

のため遅くても 3月中旬には東京へ帰ることを考慮す 

る事になる。しかしながら、スケトウダラ資源調査は

国際的に重要な科学調査であるため、このような問題

点をクリアできる工夫をする必要があると考えている。 

また、冬季のベーリング海という極寒で荒天の中での

調査にも関わらず、この調査には寒冷地手当も極地手

当もでない。改めて乗組員の方には大変なお願いして

いるものだと思ってしまう。 

掲載した写真は、開洋丸三等航海士若林氏がデジタ

ルカメラで撮影したものを使用させて頂いた。これら

の写真は北海道区水産研究所のホームページで掲載し  

ているので、興味のある方は見て頂きたい。 

調査では、田遅船長はじめ乗組員の皆様方に荒天の

中での調査に御協力を頂いた。水産工学研究所の高尾

芳三主任研究官には調査に参加して頂き、音響調査実

施から結果解析の御指導して頂いた。音響調査解析に

はアラスカ科学漁業センターのTaina Honkalehto女

史、Neal Williamson氏、ロシア太平洋科学調査・漁

業センターのNikolaev Alexandre氏に貴重な情報や

御助言を頂いた。水産庁、外務省の担当者には、米国

領海内調査の許可申請に際して多くのご助カを頂いた。 

各位に厚く御礼申し上げる。 

（亜寒帯漁業資源部 底魚生態研究室） 
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図1 厚岸湖での水質調査地点（St,1-3とSt,6）と 

Drop net採集地点およびアマモ場の分布 

Jに＝ト2 
沿岸域における魚類の定量採集方法 

鈴
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研究 

は じ め に 

生態学の基本的な課題のーつに生物の数を数えると

いう問題があります。生物の生活を調べるうえで、い

つ、どこに、何個体の生物が生息していたかという情

報が欠かせないからです。しかし、これは簡単なよう

で難しい問題です。特に水の中にいる生物の数を数え

ることは、直接目で見て数えることが難しいためたい

へんです。深い海の底ならいざ知らず、浅いところな

ら観察できるじゃないかと思われるかもしれません。 

実はそれを難しくしているのが、水の濁りなのです。 

私たちが調査を行なっている厚岸湖の様子を紹介しま

しょう。図1は汽水湖である厚岸湖の概略図です。別

寒辺牛川の川筋以外の広い部分にアマモが生育してい

ます。私の目的はこのアマモ場に生息する魚類を調べ

ることですが、このあたりの水は濁っていることが多

いのです。厚岸湖では北海道による水質調査が行なわ

れており、図中のSt.1-3とSt.6の4点で透明度の測定

を行なっています。図 2 は北海道により1993年から 

1998年にかけて行なわれた5年間の測定結果をグラフ

にしたものですが、アマモが育成しているSt.2.. St.3で

は透明度が2m以下であることが多いことがわかりま  

す。このような環境で魚の数を数えるためにはやはり

捕まえて見るのが早いかと思いますが、どうしたら良

いか過去に行なわれた研究を調べてみました。 
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図2 水質調査地点での透明度（北海道による公共用水域水質測定結果から） 
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沿岸魚類調査に使用される漁具 

沿岸魚類調査で定量的調査に使用されている漁具を

調べたところ、次のようなものがありました。 

1. Popnet 

Pop netの主要な構成はおもりになるフレーム

とこれに張る袋網、網に取り付ける浮体の三点で

す。この網を水底に沈めておき、網の上に魚群が

戻ってきたときに網を浮上させ捕獲するものです。 

浮体には通常の浮子やェアバッグが使われていま

す。通常の浮子を使う場合1.2) は、網を沈めてお

くためのおもりとなるフレームに切り離し装置を

介して網本体を取り付け調査地点に沈めておき時

間をおいてからフレームと網を切り離して網を浮

上させる。ェアバッグを用いる例3）ではエアポン

プによってェアバッグの空気量を変え沈設した網

を浮上させることにより魚を捕獲します。この場

合、網をボートで曳航していけば網の沈設、浮上

を繰り返し行うことが出来ます。Pop netの問題

点としては、捕獲対象が中層を遊泳している生物

に限られること、水底に植生が在る場合にその中

にいる生物は捕獲が難しいことです。そこで、水

底に植生がある場合の解決策として底網を付けな

いカーテン状の網を使ったPop netも考案されて

います。このタイプではPop netを浮上させた後、 

底の部分を閉じてから網全体を回収するようにし

ています。全体の大きさは通常フロートのもの1.2) 

で1.8m ><3.lm X1.8m、ェアバッグを使ったも

の3）では約lOmXlOmの大きさです。また、一定面

積の網を沈設しておきこれを引き上げるという点

ではカレイ類稚魚を対象としたコドラートネッ

ト 4）も同様のサンプリング方法と考えられます。 

2. Drop net 

Drop netは沈子綱、網地、浮子綱によって構成

されるカーテン状の網を、一定面積を囲い込むよ

うに落下させ、囲った中の魚を捕らえる方法です。 

始めに考案されたときは固定式のもので、調査地

点に打ち込んだ杭に網を取り付けて、しばらく時

間をおいた後網を落下させー定面積を囲い込むも

の5）でした。囲い込んだ魚は潮が引いた後で採集6) 

したり、大きなタモ網で囲いの中を何度もすくっ

て採集2）しています。固定式のものは大きな規模

で出来ますが、小型で曳航可能な筏の上に網のフ

レームを取り付けたものも考案されています7)0 

Drop netで問題となる点は囲い込んだ後の魚の

捕獲をどのように行うかという点ですが、 

Dewey2) は幅1.8m長さ3. im高さ1.2m のフレー 

ムを持ったDrop netを使いDrop netと同じ幅のタ

モ網で中をすくった場合、3回から4回すくったと

きのデータを使って除去法で全個体数を推定でき

るとしています。Drop netと同じように魚を囲い

込む方法として、水産工学研究所で潜水式囲い

網・）を考案しています。これは水深の深いところ

で近底層にすむ魚類などを定量的に採集すること

を目的としたもので、Drop netのように網を落と

し込むのではなくダイバーが網の端を持って泳い

で網を展開し、魚を囲い込んで捕獲します。 

3. Throw trap 

Throw trapは、おもりの役目をする円形もしく 

は矩形のフレームに袋状の網を取り付けその上端

にフロートを付けたものです。Throw trapの漁獲

過程はDrop netとほぼ同じで、舟からこのTrapを

投げ込むとフレーム部が沈み、網を底まで展開し

て空間を囲い込みます。フレームの大きさは lmX 

im程度とDrop netより小型で、フレームと底質の

間に出来る隙間に対応するためフレームにスカー 

トを付けたり9)、フレームを高さのある筒形にし 

て底質の中に押し込むなどの方法を採っていま

す1。・m。囲い込んだ後、Trapの中にいる生物はタモ

網で採集するほか、ポンプで吸い上げて捕獲して

います。Throw trapは簡便ですが、囲い込む面積

が小さいことから密度の低い生物は採集されない

可能性があると考えられます。この点について 

Jacobsen ら 12）が行なったシミュレーションによ

る検討では囲う面積が小さくなると密度の推定値

は過小評価になるが種類数の推定は信頼できると

しています。 

4. Erectrofishig frame 

電気ショックによる魚類の採集具は主に淡水 

で使用されています。Dewey2）はPop net, Drop 

net, Erectrofishing frameの 3 種類の漁具を使用

してローレンス湖の藻場において漁獲効率の比較

を行っています。この結果では、電気ショックに

より魚を麻痩させることが出来たとしても水が

濁っている場合に麻痔した魚を見つけることが出

来ないため捕獲に結びつかないことが指摘されて

います。この報告ではPop net, Drop netはどちら

も電気漁法より多くの魚が捕れており、2種類の網

は同程度の漁獲効率と評価されています。海水中

における電気漁法の例としてはPhillipsら13）が藻

場の中に同心円状の電極を設置してロブスターの

捕獲を行っています。 
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厚岸湖の調査 

これらの漁具の中から、厚岸湖で魚類を定量採集す

る方法としてDrop netを試みることにしました。作っ

た網の大きさは3mX3mXlmで91112を囲い込むもので

す。この網を使って去年の11月と今年の5月に図1に示

すA---Cの調査地点で捕獲調査を行なってみました。 

図3 の写真はその時の様子です。捕獲された魚種は表 

1に示すようなものでした。また、1網で取れた魚の尾

数とその度数をグラフにしたものが図 4 です。面白い

のは全く魚が入らないときが多いのに対し、魚が取れ

るときには2-3尾とかたまって取れるように思われる

ことです。まだデータが少ないので統計的に有意では

ないのですが、森下のIJ示数で1.27と集中分布の傾向

にあるように思われます。 アマモ場の中で魚は案外小

さな空間にパッチ状に分布しているのかもしれません。 

現在使用しているDrop net の漁獲効率についてはま

だ検討すべき点がありますが、今後このような細かい

データを集めることによって、沿岸魚類の生活にとっ

てアマモ場がどのような意味を持つかを調べていきた

いと思っています。 

なお、本研究は科学技術振興事業団科学技術特別研

究員事業の一環として行なわれています。 

図 3 Drop netを展開したところ 

表1 厚岸湖のDrop net調査で捕獲された魚種 

アシシロハゼ シモフリカジカ クロガレイ

タケギンポ イソバテング トウガレイ 

凝 
燭 

1 	2 
1網の捕獲尾数 

図4 1網で取れた魚の尾数の分布（N=12) 
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釧路の海の底はどんな季候 

 

生き物をみるとき、どんな環境に棲んでいるのかと

いうことにも興味がわく。北海道にいる底棲性の沿岸

生物の生き様を知りたいので、棲み場である海の底の

環境にも関心がある。海の環境情報として一般的な水

温を概観してみて、北海道沿岸の海底の情報はどうも

多くないらしいと感じている。ところで、沿岸という

語意のひとつは水際に沿った陸域のことだが、水産で

は水域のことを意味する。沿岸漁業とは一般に陸から

日帰り範囲の漁業で、生産統計では漁船非使用漁業、 

無動力船及びlOT未満の動力船を使用する漁業並びに

定置網漁業及び地びき網漁業としている（金田，1985 】 

農林水産省,1999)。沿岸漁業の積極的な振興策として

増養殖技術は従来から活用されており、今後もさらに

発展することが期待されている。海面の増養殖業は沿

岸漁業の漁場内で営まれ、なかでも増殖生産は沿岸漁

業統計に含まれる。事実、増養殖はより岸に近い水域

で盛んに行われている。沿岸の水産振興といえば浅海

帯から潮上帯までを思い浮かべるが、浅海帯は陸棚（大

陸棚）にほぽ相当する広い領域である。開発が盛んな

のは上部浅海帯より浅い場所のようで、開発に係わる

中心は上部浅海帯から波しぶきが洗う潮上帯までだろ

う。しかし、岸近くの沿岸水といえども沖合いの外洋

水の影響を間接的であれ受けている。岸に近い沿岸の

様子を知りたいのであるが、そうしたことまでも考慮

しようとすれば、陸棚近辺から前浜までを調べる必要

があるということになる。それで予察的なのだが、釧

路沿岸で陸棚の先までの海底の水温と塩分を観測した

ので、データを簡単に紹介したい。 

釧路など北海道東部太平洋沿岸は水温が低く、この

一帯は日本一冷たい海域であるといわれる。そのこと

は北海道の沿岸水温の観測記録をみるとわかる。この

記録は北海道水産資源技術開発協会により取りまとめ

が始められたもので、すでに30年近くにわたり蓄積さ

れ、毎年公表されている（北海道栽培漁業振興公社， 

1999)。この沿岸水温は多くが岸辺で旬別に周年にわた

り定地観測されている貴重なデータである。気候も、 

全国の天気予報テレビ画面でもすでにお馴染みのよう

に、当地は海に面している地域のなかではわが国沿岸

で最も寒冷だという。釧路はいつもたいへん涼しい海

辺なのである。素晴らしい砂浜があり人々に親しまれ

ているが、盛夏でも海水浴をする人を見つけるのは難

しい。この寒冷な海の底はどんな季候なのだろうか。 

釧路の海岸は知人（しりと）岬から東側の岩礁海岸  

と西側の砂浜海岸に大別できる。岩礁海岸はコンプの

生産地帯である。岬内側の知人岸壁は当所の北光丸と

探海丸の両調査船の係留場所であり、近くの高台にあ

る米町公園には啄木碑が立ち、散策の名所なので機会

があればどうぞ。観測海域は砂浜海岸沖の砂泥域で、 

大楽毛（おたのしけ）海岸の前浜から釧路海底谷の谷

頭にかけてである（図1)。観測点（A~F）の各間 

図1．釧路沿岸の観測点の位置 

A- Fの丸印が観測点、右下の横尺は1海里、上は

釧路港 

DEPTH(m) 

0 

500 

DISTANCE(nm) 

図 2．釧路沿岸の観測点の海底地形 

縦軸は深さ（m)、横軸は岸からの距離（海里）、 

A-- F が観測点 
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隔は 1.5海里で、沖の観測点Fは岸から 9 海里（約17 

血）である。海底地形はAからDにかけてゆるやかな

傾斜で浅いが、DからFは谷頭にあたり急に深くなる 

（図2)。 Fは 440mの深さで、海底は太陽光がほとん

ど届かない暗黒の世界である。この先、釧路海底谷は

南東に大きく蛇行して超深海帯の深さ7100mで千島海

溝底に合流するまで続くという。もし眺望できたなら、 

それはとてつもない大渓谷で壮観だろう。 

最も岸近くの観測点Aは深さ16mと浅いところで、 

そこの底層水のT一 S プロットは 6 回（1998年 4 月、 

5 月、 8 月、10月、12月、1999年 3 月）の観測値を折

れ線でつなぎ周年サイクルとして表せる（図 3)。水温

は冬から春先まで低く夏から秋には上昇し冬に再び低

下するという推移であり、観測値は 0.4-'-12.9。Cの範

囲で変化し平均は6.28。C（変動係数83%）である。塩

分は春に低く秋から冬に高くなるのがわかり、範囲は 

32.25--33.13で平均32.58 (1.0%）である。他の観測

点に比べ平均値が水温は高く塩分は低いのがわかる。 

だがやはり、冷たいことに変わりないのでここら辺で

潜水する人へはドライスーツを推奨したい。BからD 

へ沖に向かうとゆるやかに深くなるにつれて平均水温

は少しずつ下がり逆に平均塩分は徐々に上がる。Aか

らDまでは周年サイクルが大きな輪となっていること

からもわかるように、水温・塩分ともに変動が大きく、  

季候の変化が明瞭である。変動係数が水温は83---104% 

と、塩分はlD----1.1％と大きいことでも示されている。 

また、 5 月の低塩分水と10・12月の高塩分水が親潮の 

T S関係（小笠原，1990）と異なることから、沿岸

水や道東沿岸流の影響が強いようにみえる。Eは 230 

mと深くなり、平均水温が2.35。Cと観測点中で最も低

く平均塩分が 33.20と高くなるが、水温・塩分とも変

動は小さくなる。変動係数は水温が31%、塩分が0.4% 

と小さくなっている。Fはさらに深くなり塩分が高く

なるが、平均水温はFよりも高く変動が小さくなり水

温が安定しているのが特徴的である。F とFは冬季の

親潮に似たT~ S関係にあるが、周年にわたり水温が

低く変動が小さいことから、深層水的な性格の水にみ

える。また、冬には岸寄り（A--D）に比べ水温は逆

にやや高い。深くなると、季候は低水温で比較的安定

している。密度をみても、A'Dは変動するが、E・ 

Fは比較的高い値で安定している（図 4)。浅いAでは

密度は低いが、深くなるにつれて順次に密度は高くな

る。ちなみに、平均値はAで25.50だが、深いFでは 

26.79と高い。深みの水はいつも冷たくてしょっぱくて

重いが、冬はさほど冷たくないということ。このよう

に、場所（深さ）が違えば海の底の季候も違うようで、 

当然のことながら特に陸棚と陸棚縁外側とでは明確に

違いがある。釧路沿岸の海底は太平洋という外海に面 
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図 4。釧路沿岸底層水の密度の変化 

A--- F は各観測点ごとのグラフ、縦軸は密度、横軸は時間（月） 

しているため外洋水の影響をよく受けるのだろうが、 

時期により様々な水塊が来訪しているような印象を借

越ながら持っ。つまり、よくわからない。このように

まだ即断はできずいろいろと暖昧であり、例えば水塊

ひとつを検討するにしてもさらにデータを蓄積する必

要があるのは間違いない。 

この海域にも水産利用される動物が棲息している。 

Aより岸側はウバガイ （ホッキガイ）やシシャモ遡上

前群が、Bのあたりはカレイ類やシシャモ接岸群が、 

CoDはケガニやツプ類が、E・Fはエビ類などが出

現するとされる（桜井ほか，1972)。みんな美味しいも

のばかりで、今夜は和食がいいな。これらの水産種は

各観測点が必ずしも主要漁場にあたるというわけでは

ないが、生物帯を形成していることは十分に示唆され

る。こうした情報も考慮すると、A・B地点は上部浅

海帯、C・D地点は下部浅海帯、F・F地点は漸深海

帯という生物帯区分が想定される。 

浅海帯から潮上帯にかけての海況は変化に富むこと

は容易に想像できるが、十分に把握するのは相当に困

難であるというのが実際ではないだろうか。生物を知

る必要から海洋観測に手を染めてみて、これからも実

測データを蓄積する長い道のりをそれなりに楽しみた

いと思っている。  

引用文献 

金田禎之（1985)：和英・英和 総合水産辞典，成山堂

書店，東京，827pp. 

農林水産省（1999)：平成 9 年漁業・養殖業生産統計年

報, 農林統計協会，東京,327pp. 

北海道栽培漁業振興公社（1999) 】養殖漁場海況観測取

りまとめ 28, 208pp. 

小笠原惇六（1990)：北海道東部・南部沿岸海域 II 

A．東部沿岸海域，続・日本全国沿岸海洋誌（総説編・

増補編）,pp.473一 483，日本海洋学会，東海大学出版 

.Zュ、 
コ可． 

桜井基博・山代昭三・川嶋昭二・尾身東美・阿部晃治 

(1972)：釧路のさかなと漁業，釧路叢書 13，釧路

市，366pp. 

（海区水産業研究部 海区産業研究室） 
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【退職挨拶】 

北水研頑張れ、もっと存在感を示せ 

佐々木 喬 

さる 4 月1日付けで、水産庁を中途退職致しました。 

水産庁では、遠洋水研を主に計31年間お世話になり、 

この間、大勢の方々からご指導とご厚情を頂き、厚く

お礼申し上げます。特に、最後の 3年間を過ごした北

海道では、民間、行政、研究機関の方々に大変お世話

になり感謝しております。 

北海道に転勤して初めて沿岸漁業の実態に触れる機

会を持ちましたが、制度的、技術的、環境・資源的問

題が複雑に絡み合った実態を知るにつけ、今日の沿岸

漁業が抱える問題の深刻さを改めて認識させられまし

た。問題解決に貢献すべき研究現場からエスケープし

た私としましては、全ての関係者の努力が実り、沿岸

漁業の再生に向けた道筋が明らかになることを願うば

かりです。また、昨日まで当事者だった者が、急に評

論家に変身して語るのも撃盛ものですが、独立行政法

人化を機会に、水研がより柔軟かつ開放的・競争的な

組織に生まれ変わっていくことを期待しています。 

私の転職先は水族館ですが、研究機関及び漁業現場

の方々には、なにかとお世話になっておりますので、 

これで水産の世界と縁が切れたわけではなく、今後と

もお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。 

おわりに、北水研頑張れ、もっと存在感を示せとま

たまた無責任なことを申し上げ、ご挨拶とさせて頂き

ます。 

（前北海道区水産研究所長） 

【新任挨拶】 

オペラが大好きです 

日下 彰 

平成11年 4 月1日付けで亜寒帯海洋環境部、海洋動

態研究室へ新規採用となりました。生まれは東京で、 

20数年ずっと生活してきたので、いきなり環境が激変

して、最初は色々な面で戸惑っていましたが、最近は

ようやく新生活にも慣れてきました。 

趣味はジョギング、料理、音楽鑑賞で、特に料理は

こっちへ来てからはまってます。ジョギングの方は車

を運転するようになってからはサボりがちになってい

ましたが、最近少しずつ再開しています。音楽のジャ

ンルは特に、オペラが大好きです。ちなみに小、中学

校では野球部、高校では陸上部、大学では合唱部でし

た。修士時代は東北海域における春季ブルーミングと

環境要因との関係というテーマで研究をしてまいりま

した。 

これから研究をしていく海洋物理学に関しては、今

までほとんど不勉強で、それだけに、まだまだ力不足

で皆様にご迷惑をかける事があると思いますが、足り

ない部分を勉強しながらがんばりたいと思いますので、 

ご指導宜しくお願い致します。 

（亜寒帯海洋環境部海洋動態研究室） 

【着任挨拶】 

H本をグルリと一周して 

稲田 伊史 

八戸、新潟、長崎を経て、 4 月1日付けで佐々木喬

前所長の後任として赴任してまいりました。日本をほ

ぽ一周してきたわけですが、漁業はあくまでも地域ご

とに異なる自然風土の中で、それぞれの地域の特徴に

根ざして成り立っていることを実感しています。従っ

て海区水研の研究ニーズも、また成果の一次的な還元

も地域にあるべきと考えており、北水研も北海道ブロ

ックにおいて国の試験研究機関としての基本的な役割

を果たす必要があります。 

ところで、すでにご存じのとおり、水産庁研究所は

平成13年 4 月には独立行政法人に移行することがほ

ぽ決定されています。独法化後の水産研究所の組織が

どのような形態になろうとも、TACや国際対応等の

国として実施すべき施策には水産研究所の研究機能は

不可欠であり、研究者がより一層の切瑳琢磨を重ね、 

日本の水産業の再生のための礎となる成果を出すこと

が期待されています。 

着任以来、北海道の雄大な大地は心身とも私をリフ

レッシュさせてくれています。この大地を愛し、また

そこに生きるものと一体感を味わいながら、己に与え

られた責務を果たすつもりです。どうかご指導・ご鞭

捷のほどよろしくお願いいたします。 

（北海道区水産研究所長） 

12 尤丞牙ニューズ N257 



~ 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〕 

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．漁業資源研究会議底魚部会報，(1), 39-50, 

平成10年12月 

木下貴裕】 

・オホーツク海南部・北見大和堆周辺海域における底

魚群集構造．月刊海洋，30(6), 332-338，平成10年 

6 月 

木下貴裕・園慶靖志（中央水試）・多部田修（長大水）: 

・標識放流に基づくオホーツク海南部におけるキチジ

の回遊．日水誌，65(1), 73-77，平成11年1月 

木下貴裕】 

・イカ類の生態学的特徴，平成10年度指標生物による

有害物質海洋汚染の監視手法の高度化．15-22，農林

水産技術会議事務局，平成11年 3 月 

佐々千由紀・川口弘一（東大海洋研）・木下貴裕】 

・西部北太平洋移行域におけるハダカイワシ科魚類の

群集構造．月刊海洋，31(4), 218-222，平成11年 4 

月 

木下貴裕・飯田あゆみ・岡本弘樹（日大）: 

・黒潮続流域から移行域におけるマイワシ仔稚魚の分

布生態．月刊海洋，31(4), 231-235，平成11年 4 月 

中村好和： 

・1997年の道東スルメイカの日齢．平成 9 年度いか類

資源研究会議報告，東北水研八戸，平成11年1月 

森 賢・中村好和】 

・九州南方海域のスルメイカ稚仔の分布．平成9年度い

か類資源研究会議報告，東北水研八戸，平成11年1 

月 

森 賢・土屋光太郎（東水大）: 

・黒潮親潮移行域におけるイカ類の分布生態。月刊海

洋，31(4), 211-217，平成11年 4 月 

福若雅章・鈴木俊哉（さけ・ます管理セ）: 

・Role of a riverine plume as a nursery area for  

chum salmon Oncorhynrhus keta. Marine Ecology 
Progress Series, 173, 289-297，平成11年11月 

西村 明・長津和也（遠洋水研）・浅沼 徹・青木英剛・

久保田正（東海大学）: 

・Age, growth, and feeding habits of lanternfish, 
Stenobrachius leucopsarus (Myctophidae), collecting 
from the near-surface layer in the Bering Sea. 
Fisheries Science, 65 (1),11-15，平成10年1月 

本田 聡】 

・計量魚探を用いた底魚類現存量推定手法の確立，平

成 9 年度我が国周辺漁業資源調査特定水産資源評価

技術開発調査報告書, 平成10年12月 

津田敦・斉藤宏明・鷹瀬太郎（日水研）】 

・Effect of gut pigment on the vulnerability of 

copepods. Limnology and Oceanography, 43, 
1944-1947，平成10年12月 

斉藤宏明： 

・親潮域における低次生産特性とカイアシ類日周摂食

リズムに関する研究．海の研究,7, 383-393．平成 

10年12月 

斉藤宏明・葛西広海・津田敦： 

・春季の親潮域および移行域における珪酸塩と硝酸塩

の消費過程．月刊海洋，13, 116-121，平成10年 8 月 

葛西広海・斉藤宏明・津田 敦】 

・Estimation of standing stock of chlorophyll a and 
primary production from remote-sensed ocean 
color in the Oyashio region, the western sub-
arctic Pacific, during the spring bloom in 1997. 
Journal of Oceanography, 54(5), 527-537, 平成 

10年10月 

葛西広海： 

・親潮域における基礎生産の季節変動特性．平成10年

度水産庁，宇宙開発事業団共同研究成果報告書「衛

星観測システムの海洋生態系研究及び水産業への利

用のための基盤研究に関する研究」，22-30，平成11 

年 3 月 

川崎康寛】 

・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．北水研ニュース，56, 12-14，平成11年 3 

月 
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宮島利弘・小池勲夫（東大海洋研）・山野宏哉（東大地

理）・飯泉 仁】 

・Accumulation and transport of seagrass-derived 

organic matter in reef flat sediment of Green 

Island, Great Barrier Reef. Marine Ecology 

Progress Series, 175, 251-259，平成10年12月 

山村織生・稲田伊史（西水研）・島崎健二（北大水）: 

・Predation on Euphausia paczfica by demersal 

fishes: predation impact and influence of physical 

variability. Marine Biology, 132, 195-208, 平成 

10年11月 

杉本隆成（東大海洋研）・田所和明（特別研究員）: 

・Interdecadal variations of plankton biomass and 

physical environment in the North Pacific. Fish 

eries Oceanography, 7, 289-299，平成10年 7月 

杉本隆成（東大海洋研）・田所和明（特別研究員）】 

・Interdecadal variations of plankton biomass and 

physical environment in the subarctic North 

Pacific. Proceedings of 'Aha Huliko's Hawaiian 

Winter Workshop, University of Hawaii at 

Manoa, SOEST Special Publication, 51-60,平成 

11年1月 

塩本明弘（遠水研）・石田行正・長沢和也（遠水研）・

田所和明（特別研究員）・高橋素子（東水大）・茂中浩

司（香川大農）: 

・Distribution of chlorophyll-a concentration in the 

transition domain and adjacent regions of the 

central North Pacific in summer. Plankton Biol-

ogy and Ecology, 46, 30-36，平成11年 2月 

大久保信幸・松原孝博】 

'Sequential utilization of free amino acids, yolk 

protein, and lipids by developing embryos and 

larvae in barfin flounder Verasper moseri. 

UJNR Technical Report 26, 61-66，平成10年11月 

安藤忠： 

・硬骨魚類インスリンの一次構造，遺伝子構造および

分泌動態に関する研究．北海道大学学位論文．平成 

10年12月 

安藤忠・長津寛道（東大院農）】 

・Two molecular forms of insulin from barfin floun-

der, Verasper moseri, derived from a single gene. 

Zoological Science 15, 931-937，平成10年12月 

安藤忠・長津寛道（東大院農）: 

・Purification and structural determination of insu-

lins, glucagons and somatostatin from stone 

flounder, Kareius bicoloratus. Zoological Science 

15, 939-943，平成10年12月 

坂西芳彦】 

・寒海および暖海産コンブ目の光合成特性．東京水産

大学博士学位論文，平成11年 3月 

町口裕ニ： 

・エゾバフンウニはピリヒバが好き？，北水研ニュー 

ス，56，平成11年 3月 

〔口 頭 発 表〕 

森 賢・土屋光太郎（東水大）】 

。イカ類稚仔の分布生態，東京大学海洋研究所共同利

用シンポジウム（黒潮・親潮移行域における浮魚類

の分布・生態と海洋環境），東京，平成10年11月 

森 賢・土屋光太郎（東水大）】 

・黒潮親潮移行域におけるイカ類の分布生態．平成11 

年度日本水産学会春季大会，東京，平成11年 4 月 

東屋知範（特別研究員）・石田行正】 

・北太平洋亜寒帯水域におけるカラフトマス（Oncor-

勿m加s gorbuscha ）とシロザケ（Oncorhynchus 

たeta）の種類関係．日海洋学会春季大会講要,平成11 

年 3月 

東屋知範（特別研究員）・石田行正】 

・北太平洋亜寒帯水域におけるカラフトマス（Oncor-

加chus gorbuscha）とシロザケ（Oncorhynchus 

heta）のCPUE及び体長の経年変化。日海洋学会春季

大会講要，平成11年 3月 

石田行正・東屋知範（特別研究員）: 

・さけ・ます類の資源変動と生物学的特性．北洋研究

シンポ講要，平成11年1月 

演津友紀】 

・スケトウダラ太平洋系群の再生産構造の変化．平成 

10年度漁業資源研究会議底魚部会，八戸，平成10年 

12月 

渡辺一俊（さけ・ます管理セ）・演津友紀】 

・北海道オホーツク海沿岸でのズワイガニの分布．平 
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系に与える影響．1998年度水産海洋学会研究発表大

会,函館，平成10年 8 月 

成11年度日本水産学会春季大会，東京，平成11年 4 

月 

柳本 卓： 

・中部北太平洋海山海域と日本海で採集されたカガミ

ダイの形態的，遺伝的変異性について．平成11年度

日本水産学会春季大会，東京，平成11年 4 月 

吉成浩志（北大地環研）・安田一郎（東大理）・成田尚

史（北大地環研）・小埜恒夫（中央水研）・松尾豊・杉

崎宏哉・清水勇吾（東北水研）・河野時慶】 

・黒潮・親潮・混合水域における北太平洋中層水の特

徴．1997年度日本海洋学会秋季大会，鹿児島，平成 

9年10月 

河野時慶・渡辺ー俊・演津友紀】 

。Temporal change in distribution of walleye polー 

lock eggs at south of Hokkaido, Japan. 第 29回

洋研究シンポジウム「親潮域とベーリング海域生態

系の比較研究」，函館，平成10年1月 

和田時夫（中央水研）・D. Ware(PBSカナダ）・柏井誠・

山村織生・C. Robinson (PBSカナダ）: 

・Response of plankton and fish population 

dynamics to sardine abundance regime shift in the 

Oyashio current region．第29回北洋研究シンポジ

ウム「親潮域とベーリング海域生態系の比較研究」， 

函館，平成10年1月 

川崎康寛： 

・オホーツク海，千島列島南方海域における水塊特性

の経年的な変動について，東大海洋研，大槌シンポ

ジウム「北太平洋西部亜寒帯循環域の変動と力学」, 

大槌，平成 9年11月 

川崎康寛： 

・北太平洋西部亜寒帯水系の経年的な変動について． 

1998年度日本海洋学会春季大会，横浜,平成10年 4 

月 

川崎康寛： 

・On the year-to-year change in subarctic water 

characteristics around the western North Pacific 

Ocean. The 2nd PICES Workshop on the Okhot-

sk Sea and adjacent areas．根室，平成10年11月 

柏井誠・和田時夫（中央水研）・D. Ware・C. Robinson 

(PBSカナダ）・山村織生： 

・マイワシの高水準来遊の有無が親潮陸棚域海洋生態  

河野時魔・M, Foreman ・ P. Chandler (lOSカナダ）・

柏井誠】 

・Inflow of the coastal Oyashio into the southwest 

coast of Hokkaido. International Marine Science 

Symposium on Ecosystem Dynamics of the 

Kuroshio-Oyashio Transition Region，函館，平成 

10年 8 月 

河野時慶・川崎康寛： 

・係留系とCTDデータによる親潮の流動構造と流量

の季節的変化．1998年度日本海洋学会秋季大会，京

都，平成10年 9月 

種子田雄・河野時慶・川崎康寛： 

・親潮流域における流速の短周期変動．1998年度日本

海洋学会秋季大会,京都，平成10年 9 月 

柏井 誠・和田時夫（中央水研）・D.Ware・C. Robinー 

son (PBSカナダ）・山村織生】 

・Carrying capacity changes of Oyashio Shelf eco-

system with disappearance of Japanese sardine. 

PICES 7th Annual Meeting, Fairbanks, USA, 

平成10年10月 

柏井 誠】 

・根室半島周辺の海水温が魚の回遊に及ぼす影響につ

いて．1998i$イセスオホーツク海根室国際会議,根

室パブリックセッション，根室，平成10年11月 

津田敦・葛西広海・斉藤宏明】 

・道東沖の基礎生産と動物プランクトン．北洋研究シ

ンポジウム,函館，平成11年1月 

津田敦・佐藤文夫（創価大工）・葛西広海・田所和明・

荻島隆（東北水研）・杉本隆成（東大海洋研）: 

・北部北太平洋における動物プランクトン生物量気候

値，衛星データからの見積りへの道筋．1999年度日

本海洋学会春季大会，東京，平成11年 3月 

品田晃良・伴修平・池田勉（北大水）・津田敦】 

・親潮域における微生物食物連鎖の重要性の季節変

化．1999年度日本海洋学会春季大会,東京，平成11 

年 3 月 

桑田晃（千葉大理）・津田敦】 

・中心目珪藻Chaetoceros 加eudocurvisetusの 3 つの 
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生活形のカイアシ類による摂食と消化管通過後の生

存，1999年度日本海洋学会春季大会，東京，平成11 
年3月 

服部寛・加藤哉子（北東海大工）・斉藤宏明： 

・Primary production and seasonal sea ice in 
Saroma-ko Lagoon. The 13th International 
Symposium on Okhotsk Sea and Sea Ice, 紋別, 
平成11年 2 月 

服部寛・加藤哉子（北東海大工）・斉藤宏明】 

・Seasonal change in primary production in 
Saroma-ko Lagoon. NIPR Symposium on Polar 
Biology, 東京，平成10年12月 

鈴木光次（名大大水研）・宵藤宏明・才野敏郎（名大大

水研）: 
・紫外線による南極産植物プランクトン培養株の光合

成系IIの光化学反応阻害．1999年度日本海洋学会春

季大会，東京，平成11年 3 月 

服部寛・加藤哉子（北東海大工）・斉藤宏明】 

・サロマ湖の基礎生産におけるアイスアルジーの役

割，1999年度日本海洋学会春季大会，東京，平成11 
年 3 月 

古原慎一（創価大工）・斎藤宏明・田口哲（創価大工）】 

・現場法による光吸収係数の変化の検討．1999年度日

本海洋学会春季大会，東京，平成11年 3 月 

葛西広海・斉藤宏明・津田 敦： 

・親潮域及び北海道周辺沿岸域の基礎生産の季節変動

及びその特性．1999年度日本海洋学会春季大会，東

京，平成11年 3 月 

川崎康寛・東屋知範・石田行正： 

・北太平洋西部亜寒帯循環域中央における水塊特性と

その年による違いについて．1999年度日本海洋学会

春季大会，東京，平成11年 3 月 

高橋文宏・斉藤誠一（北大水）・川崎康寛】 

・オホーツク海クリル海盆に形成される渦 1998年秋

季北光丸による衛星同期観測 ．1999年度日本海洋

学会春季大会，東京，平成11年 3 月 

山村織生： 

・ョコスジカジカおよびオクカジカの摂餌量 成長量

関係．平成11年度日本水産学会春季大会，東京，平

成11年 4 月 

飯泉 仁： 

・三陸域における海草の種多様性．国際海洋環境シン

ポジウム「海洋汚染と生物多様性」，東京・盛岡・釜

石，平成10年11月 

飯泉 仁： 

・ビデオを用いた海底植生調査の紹介．東大海洋研大

槌シンポジウム 「海藻現存量調査手法の現状と問題

点ーリモートセンシング」, 大槌，平成11年1月 

田所和明・杉本隆成（東大海洋研）: 
・親潮域の春季ブルーミングに対するオホーツク海か

らの低塩水供給の重要性．北極圏水循環ワーク

ショップ，東京，平成10年11月 

田所和明・中田薫（中央水研）: 
・亜寒帯水域におけるモニタリングとそのデータの応

用例．第30回北洋研究シンポジウム，函館，平成11 
年1月 

大久保信幸・松原孝博】 

・マハゼ，ウグイ雄魚へのエストラジオール17β投与量

と血中ビテロジェニン量の関係について．平成11年
度日本水産学会春季大会，平成11年 4 月 

黒川忠英・鈴木徹（養殖研）・安藤 忠】 

・ヒラメ仔稚魚におけるcholecystokinin, pancreatic 
polypetide, およびinsulin分泌細胞 の分布パターン． 

日本水産学会春季大会，平成11年 4 月 

伊藤 博】 

・野付湾アサリ増殖場の概況．第 3 回北日本ベントス

談話会，臼尻, 平成10年12月 

伊藤 博・宇田川 徹・坂西芳彦・町口裕二】 

・亜寒帯貝類増殖場の生産性高度化方式の検討．平成 

10年度沿岸漁場整備開発調査報告会，波崎，平成11 
年 3 月 

伊藤 博・宇田川 徹。町口裕二・坂西芳彦： 

・北海道野付湾増殖場のアサリの成長．平成11年度日

本水産学会春季大会，東京, 平成11年 4 月 

坂西芳彦・鈴木健吾・字田川 徹】 

・ナガコンブ生育場の光環境．第 7 回厚岸シンポジウ

ム，厚岸，平成10年11月 

宇田川 徹・伊藤 博： 

・等脚目甲殻類の底質上での行動．第12回日本ベント 
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黒講麟舞編認舞麟難麟織講蒜 

ス学会大会，広島,平成10年11月 

宇田川 徹】 

・等脚目甲殻類シオムシ TbcticepS gた加γ の『大発

生』．第 3 回北日本ベントス談話会，臼尻，平成10年 

12月 

宇田川 徹・伊藤 博： 

・漁場環境要素としての底棲甲殻類ーシオムシを中心

として．北海道ブロック水産業研究推進会議増養殖

部会，札幌，平成11年 3月 

津口小有美・古屋康則（岐大教）・松原孝博： 

・胎生魚カダヤシ卵中のビテロジェニン様蛋白の腫発

生に伴う変化，平成11年度日本水産学会春季大会， 

平成11年 4 月 

町口裕二： 

・投石礁に放流されたェゾバフンウニ種苗の生残．平

成11年度日本水産学会春季大会，東京，平成11年 4 

月 

ー～ーーーノ～、 

ニ舞ニ二~舞発霞舞曹誓ブ二二 
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会議情報 

所
事

場
議
 

開催日】平成11年 3 月 4 日

北海道 札幌市 

平成10年度北海道ブロック水産業関係

試験研究推進会議増養殖研究部会 

(3) 

平成10年度北水研・日栽協研究交流会 

開催日：平成10年12月17日 

場 所：北海道区水産研究所会議室

議 事】 

1．研究調査報告 

(1） 資源培養研究室の主要研究課題とマツカワ増

殖に係わる本年度の研究成果 

…松原孝博（北水研） 

(2） アイソザイム対立遺伝子頻度を指標とした有

効親魚数推定法の確立 

…安藤 忠（北水研） 

(3）厚岸湾ニシン栽培漁業と漁業者意識 

…鈴木重則（日栽協厚岸） ・北田修一・

清水大輔（東水大） ・錦 昭夫（日栽

協厚岸） ・岸野洋久（東大教養） 

(4) DeLury法 を用いた放流ケガニの生存率推定

方法について 

・・・堀田卓朗（日栽協厚岸） 

(5） かい脚類を利用したマダイの粗放的種苗生産

について 

・・・山本義久（日栽協厚岸） 

(6） 環境ホルモンの魚類への影響調査について

…大久保信幸・松原孝博（北水研） 

(7） 異体類の種苗生産の仕方はこれでよいのか？

―異体類の形態、行動特性からみた飼育の

問題点ー 

…鶴田義成（北水研） 

2 ．総合討論及び次年度計画について 

参加機関：日栽協本部、日栽協厚岸事業場、北水研 

平成10年度対馬暖流・太平洋系スルメイ力 

資源評価会議 

(4） 資源評価に関する質疑、論議、資源評価票の

完成 

参加機関： 

道立中央・函館・釧路の各水試、青森・山形・

富山・福井・鳥取・島根・茨城・高知の各県水

試、青森県八戸水産事務所、秋田県水振セ、新

潟県水産海洋研、石川県水産総研、京都府立海

セ、山口県外海水試、福岡県水海技セ筑前海研、 

佐賀県玄海水振セ、長崎県総水試、岩手県水技

セ、宮城県水産研開セ、福島県水試相馬支、神

奈川県水総研、統計情報部水産統計室、漁業情

報サービスセ、水産庁漁場資源課・沿岸沖合課、 

東北水研八戸支、中央水研、遠水研、西水研、 

日水研、北水研 

平成10年度北海道区水産研究所運営会議 

開催日】平成11年 3 月 5 日 

場 所．北海道区水産研究所 会議室 

議 事】 

1．北海道区水産研究所の組織体制・運営について 

1）水産研究所の役割 

2 ）北海道区水産研究所の組織体制と施設 

3）運営予算 

4 ）所内外委員会等の活動 

5 ）企画・調査、連携協カ、広報・情報発信 

2 ．北海道区水産研究所の研究の推進について 

1）研究基本目的 

2 ）研究の進行管理と評価 

3）研究レビュー 

3．主要研究成果について 

4 ，意見交換と評価について 

参加機関：北海道大学水産学部、北海道機船漁業協同 

組合連合会、北海道指導漁業協同組合連合 

会、日本栽培漁業協会厚岸事業場、北海道 

水産林務部、道立釧路水産試験場、北海道 

区水産研究所 

(1） 平成10年度太平洋系スルメイカの資源評価票 

（案）の説明 	 （北水研） 

(2） 資源評価に関する質疑、論議、資源評価票の 

完成 	 （北水研） 

(3） 平成10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）  

開催日】平成11年 3 月16日 

】札幌市「KKR札幌」 

1．話題提供 

1）テーマ討論「北海道の増養殖の最近の問題点と

今後の研究」 

所
 
事

場
議
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(1）磯焼け海域でホソメコンブ群落を毎年造成す

るためには 

・・・桑原久実・川井唯史（道立中央水試） 

(2） 噴火湾における養殖ホタテガイの採苗不良

…伊藤義三（道立函館水試） 

(3） オホーツク海におけるホタテガイの成長

…乗原康裕（道立網走水試） 

(4） 耳石温度標識によるサケの系群識別

・・・川名守彦（さけます管理センター） 

(5） 漁場環境要素としての底棲甲殻類ーシオムシ

を中心として 

・・・宇田川徹・伊藤 博（北水研） 

2 ）特別話題 

(1） 浮魚資源とウトウの繁殖成功の年変動

…綿貫 豊（北大農学部） 

(2） ハナサキガニの種苗生産に行動生態学を応用

する 

…五嶋聖治・和田 哲（北大水産学部） 

芦立昌一（日栽協厚岸） 

3 ）総合討論 

2 ．平成11年度の研究課題と研究計画及び予算状況 

(1） 各研究機関の平成11年度の研究計画と予算項

目 

(2） 科技庁、水産庁等の地域関連予算について 

3 ．その他 

参加機関】北大水産学部・農学部、東京理科大付属海

洋研究施設、道立中央・函館・同室蘭支場・

釧路・網走・稚内の各水試、道立水産鱒化

場、さけます管理センター、水工研、北水

研 

平成10年度北海道海域漁場生産力モデル化検討会 

開催日：平成11年 3 月16日 

場 所：北海道区水産研究所会議室 

議 事 

1．漁場生産力モデル開発基礎調査に関連した研究 

発表 

2 ．平成11年度（および12年度）の調査研究計画の 

検討 

3 ，平成10年度報告書の内容・分担の検討 

参加機関：道立中央・釧路の各水試、漁業情報サービ 

スセンター、（株）エコニクス、北水研 

平成10年度北海道ブロック水産業関係 

試験研究推進会議資源・海洋部会 

開催日：平成11年 3 月17日 

場 所：北海道区水産研究所会議室 

議 事】 

1）報告事項 

1．平成 10年度調査等の結果の概要（水試、購化 

場、さけます管理センター、北水研） 

2 ．平成11年度調査研究計画（水試、購化場、さ 

けます管理センター、北水研） 

3 ．平成11年度調査船運航計画（水試、北水研） 

4 ．平成11年度関係諸会議の開催予定（水試、解 

化場、さけます管理センター、北水研） 

5 ．農林水産統計（水産統計）調査について（北海 

道統計情報事務所） 

6 ，その他 

2 ）研究トピックス 

1．豊かな海と森づく り調査研究計画につい 

て・・・・・・・・・渡辺智視（中央水試） 

2 ，一般別枠研究「太平洋漁業資源」につい 

て・・・・・・・・・柏井 誠（北水研） 

3 ）協議事項 

1，北海道ブロックの研究の推進方向について（北

水研） 

2 ．研究成果の利用及び普及について（各機関） 

3 ．その他 

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、道立水産鱒化場、漁業情報

サービスセンター、札幌統計情報事務所、 

水産庁資源生産推進部、さけます管理セン

ター、北水研 

平成10年度我が国周辺漁業資源調査 

北海道ブロック底魚類資源評価会議 

開催日】平成11年 3 月18日 

場 所】北海道区水産研究所会議室 

議 題】 

1）底魚類の資源評価 

1. ニシン：北海道・サハリン系 

マダラ（オホーツク、北海道南、北海道西） 

ホッケ（北海道南、根室海峡、北方四島） 

4. ホッケ】道北系 

5. ホッケ】道南系 

6. イカナゴ類（宗谷海峡） 

7. ヒラメ（北海道西、北海道南） 

ベニズワイガニ（北海道西） 

(5) 

1999 NOVEMBER l9 



研究情報セミナー 

9．キチジ（オホーツク、北海道南、根室海峡） 

10．カレイ類 ソウハチ（オホーツク、北海道西） 

マガレイ（オホーツク、北海道西） 

11．ホッコクアカエビ（北海道西） 

12．イトヒキダラ（太平洋北、北海道南） 

2 ）平成11年度以降の我が国周辺漁業資源調査の進め

方 

3) FRESCO システムに関する意見交換 

4 ）その他 

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、水産庁資源生産推進部、道

漁業調整事務所、東北水研八戸、北水研 

開催日：平成11年 2月15日 

場 所】北海道区水産研究所 会議室 

講 師：農林水産技術会議筑波事務所 

電子計算課データ管理係 岸 徹 

内 容：1．インターネット入門［11 

2．インターネットを利用した情報検索 

国 内 研 修 

・杉山 成一（企画連絡室情報係） 

研修目的：平成10年度第1回度研究情報業務高度化 

担当者研修 

研修先：農林水産技術会議事務局筑波事務所 

研修期間：平成10年11月30日～12月9日 

・石田 洋志（庶務課庶務係） 

研修目的：平成10年度給与実務担当者研修会

研修先：札幌市 

研修期間：平成11年2月2日～4日 

・毛利 正樹（庶務課長補佐） 

研修目的：庶務課長補佐研修 

研修先】八王子市 

研修期間】平成11年2月15日～20日 

・竹谷 清児（企画連絡室情報係長）・杉山 成ー（同

情報係） 

研修目的 I 平成10年度第2 回度研究情報業務高度化

担当者研修 

研修先】農林水産技術会議事務局筑波事務所

研修期間：平成11年3月18日～19日 

海 外 出 張 

・石田 行正（国際海洋資源研究官） 

出張先】ロシア 

出張目的：北太平洋潮河性魚類委員会（NPAFC）年 

次会議出席 

出張期間】平成10年10月30日～11月9日 

・中村 好和（企画連絡室企画連絡科） 

出張先】アルゼンチン 

出張目的】アルゼンチン水産資源評価管理計画短期 

専門家 

出張期間】平成10年11月1日～22日 

・飯泉 仁（亜寒帯海洋環境部高次生産研究室） 

出張先】タイ 

出張目的】「熱帯海草藻場生態系の構造と物質循環

に及ぽす大型植食動物の影響」に関する

調査 

出張期間】平成10年12月5日～23日 

・柏井 誠（亜寒帯海洋環境部） 

・江野島 岳友（北光丸） 

出張先】ノルウェー、アイスランド、スコツトラ 

ンド 

出張目的】交流育成における海洋生態系の調査 

出張期間】平成10年12月14日～24日 

・柏井 誠（亜寒帯海洋環境部） 

出張先：カナダ 

出張目的」スケトウダラ卵輸送モデルの開発とスケ

トウダラ資源変動予測モデルへの組み込

みに関する研究 

出張期間：平成11年2月18日～27日 

・石田 行正（国際海洋資源研究官） 

出張先：ロシア 

出張目的：日口漁業合同委員会第15回会議出席 

参加期間：平成11年3月9日～20日 

・石田 行正（国際海洋資源研究官） 

・福若 雅章（亜寒帯漁業資源部浮魚・頭足類研究室） 

行 先：カナダ 

参加目的】北太平洋潮河性魚類委員会（NPAFC）調

査調整会議 

参加期間：平成11年 3月23日～28日 
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平成10年10月～平成11年 4 月 

刊行年月 刊 	行 	物 	名 刊 行 部 室 名 

10. 	8 漁業資源研究会議 第99回委員会議事録 亜寒帯漁業資源部 

10. 6-11. 4 北水研ミニ情報 第87号～第92号 企画連絡室 

10.12 平成10年度開洋丸第 3 次・第 4 次調査航海調査要綱 亜寒帯漁業資源部 

11. 3 北水研ニュース No. 56 

11. 	3 北海道区水産研究所研究業績目録 

11. 	3 増養殖研究部会報告書 海区水産業研究部 

11. 	4 平成11年度さけ・ます資源調査要綱 亜寒帯漁業資源部 

北 水 研 日 誌 12. 14 北海道経済連合会事務局次長常俊氏、北海道 

電力株式会社釧路支店支店長付高田氏、試験 
（平成10年10月 1日～平成11年 4 月 1日） 

研究施設見学のため 

主な米訪・見学者 12. 17 日栽協参与広瀬氏、同厚岸事業場長錦氏外 4 

名, 平成10年度北水研・日栽協研究交流会参 

10. 20 農林水産大臣官房経理課会計監査班長池田氏 加のため 

---1O.21 外 2 名、水産庁研究指導課管理班経理係長荒 

川氏外 1名、中央水産研究所総務部会計課主 	2. 3 農林水産技術会議筑波事務所研究情報課収書 

計係長菅原氏、平成 10年度官房経理課会計 	~2. 5 管理第一係長青木氏、図書管理システムに係 

事務監査のため る事務指導のため 

10. 23 人事院北海道事務局第一課給与係長堀井氏外 	2. 15 農林水産技術会議筑波事務所電子計算課デー 

1名、水産庁研究指導課研究管理官今村氏外 タ管理係岸氏、情報研究セミナーのため 

1名，給与簿監査のため 

11, 4 M.A．サンチュス氏、 J I CA研究者研修 	2. 17 水工研庶務課会計係多辺田氏・庶務課庶務係 

-11.25 	のため 平田氏、養殖研会計課会計係本間氏・会計課 

用度係三宅氏、庶務・会計・用度関係事務打 

11. 10 札幌食糧事務所厚生課長南出氏、農林水産省 合せのため 

共済組合北海道支部係員嶋倉氏外1名、共済 

事務指導のため 	 3. 4 さけます資源管理センター十勝支所庶務係長 

13. 5 川原氏、庶務係熊谷氏、庶務係木田氏、庶務・ 

11. 16 北海道櫓山支庁奥尻地区水産技術普及指導所 会計関係事務打合せのため 

--12 . 4 水産業改良普及員南氏、水産資源及び解析・ 

評価手法に係る研修のため 5 北海道大学水産学部学部長山内氏、北海道機 

船漁業協同組合連合会専務理事高田氏、北海 

12. 14 環境庁企画調整局環境研究技術課試験研究調 道指導漁業協同組合連合会参事柳沼氏、日本 

査官加藤氏、調整係長伊藤氏，環境庁現地調 栽培漁業協会厚岸事業長錦氏、北海道水産林 

査のため 務部栽培振興課参事村井氏、釧路水産試験場 
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長川嶋氏、北海道区水産研究所運営会議のた

め 

3. 8 中央水研企画調整部課長補佐坂本氏、情報係 

----3. 10 長演田氏、情報関係事務打合せのため 

3. 10 水産庁漁政課広報班広報第一係長清水氏、人 

---3. 11 事班人事記録係長橋本氏、総務班水大校駐在 

員東氏、情報関係・人事記録関係・給与関係 

事務打合せのため 

3, 10 遠洋水研所長嶋津氏、会計課主任小田氏来所、 

--3. 12 研究所組織改正関係・会計関係事務打合せの

ため 

3. 14 水産庁研究指導課管理官金泉氏・管理班経理 

-'--3. 16 係松本氏、代船建造予算関係・運営予算関係

事務打合せのため 

3. 17 水産庁研究指導課研究管理官原氏、北海道プ 

--3. 18 ロック水産業試験研究推進会議資源・海洋部 

会及び平成10年度我が国周辺漁業資源調査底 

魚類資源評価会議出席のため 

3. 23 日本海区水研企画連絡室長伊藤氏、研究業務

全般に係る打ち合わせのため 

3. 25 科学技術振興事業団研究交流・支援促進室調

査役矢嶋氏、同主査関根氏、社団法人新技術

協会科学技術特別研究員事務局土井氏、科学

技術特別研究員事業に係る実地事務打ち合わ

せのため 

3. 26 さけます資源管理センター総務課長福井氏、 

研究所運営業務全般に係る事務打ち合わせの

ため 

3. 30 西海区水産研究所企画連絡室長稲田氏、研究

業務全般に係る打ち合わせのため 

3. 30 水産庁漁場資源課国際資源班長加藤氏、水産

庁国際課北方班長神頭氏、ベーリング公海条

約関係打ち合わせのため 

研究集会参勿 

11. 3 シンポジウム「沿岸海洋環境の変化と生態系 

-11.5 の変化」参加のため、飯泉室長東京へ 

11. 9 1998年パイセスオホーツク海根室国際会議出 

---11.13 席のため、柏井部長・川崎室長根室市へ 

11. 13 日本生態学会東北地区会第43回大会シンポジ 

-11.15 ウム「生物の保全と生態学」参加のため、箱

山研究員弘前市へ 

11, 21 日本動物行動学会第17回大会参加のため、箱 

'--'11.24 山研究員東京へ 

11. 25 東大海洋研共同利用シンポジウム「黒潮・親 

-11.28 潮移行域における浮魚類の分布・生態と海洋

環境」参加のため、木下室長・森研究員東京 

12. 7 東大海洋研共同利用シンポジウム「新海洋秩 

---'12.11 序時代における水産資源の保全と管理」参加

のため、中村科長東京へ 

12. 10 内分泌損乱化学物質問題に関する国際シンポ 

----12. 14 ジウム参加のため、大久保研究員京都へ 

1. 17 栽培漁業技術研修会「ヒラメ仔稚魚の生理生 

'-1.20 態と種苗生産技術」参加のため、鶴田部長東

京へ 

1. 27 第 2 回化学物質のリスク評価・リスク管理に 

-1.29 関する国際ワークショップ参加のため、箱山

研究員横浜市へ 

1 ADEOS/OCTS高度利用技術検討会及び海 

2. 2 洋生態系観測システム研究会出席のため、葛

西研究員東京へ 

2. 11 炭素循環分科会出席のため、津田室長つくば 

--2.14 "- 

2. 12 ウニ増殖事業研修会参加のため、町口主任研

究官川湯町へ 

2. 13 箱根ワークショップ参加のため、柏井部長東 

-2.15 京へ 

10. 2 根室海洋・水産科学研究会議出席のため、柏

井部長根室市へ 

2. 15 第 2 回環境ホルモン学会講演会及び生活・社 

-'2.17 会基盤研究全体会議出席のため、大久保研究

員東京・つくばへ 

22 
	

ーズ Na57 



	

2. 	24 
-'--2.26 

	

3. 	5 
-3. 6 

	

3, 	31 

平成10年度第 2 回循環系相互作用研究委員会

出席のため、川崎室長東京へ 

「釧路港島防波堤施設検討委員会」第 2 回委

員会出席のため町口主任研究官札幌ハ、 

平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 

命 

命 

北海道区水産研究所北光丸二等航海士 

（水産庁白萩丸三等航海士） 

平井 

北海道区水産研究所北光丸甲板長 

（日本海水研みずほ丸甲板次長） 

山口 

俊行 

喜久夫 

'--4. 3 伊藤室長東京へ 

命 北海道区水産研究所探海丸甲板員 

4. 1 （遠洋水研俊鷹丸甲板員） 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 

-4. 3 森研究員東京へ 細川 礼人 

4. 1 命 北海道区水産研究所北光丸甲板員 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 

-4. 4 柳本研究員東京へ （水産庁船舶管理室船舶予備員） 

村塚 正久 

4, 1 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 

-'--4. 5 山村研究員・大久保研究員東京へ 命 北海道区水産研究所北光丸機関員 

（水産庁船舶管理室船舶予備員） 

4. 2 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 山田 晃弘 

町口主任研究官東京へ 

命 北海道区水産研究所探海丸司厨員 

4. 2 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 （水産庁船舶管理室船舶予備員） 

-4. 5 宇田川主任研究官東京へ 河越 仁 

4. 2 平成11年度日本水産学会春季大会参加のため、 命 北海道区水産研究所北光丸操機手 

-4. 6 露田部長東京へ （北水研探海丸操機手） 

伊藤 信寛 

〇人事の動き〇 
	

命 北海道区水産研究所北光丸甲板員 

（北水研探海丸甲板員） 

佐々木 喬 

【退職】 

平成11年 4 月1日付 

（北海道区水産研究所長） 

【転入】 

平成11年 4 月 1日付 

命 北海道区水産研究所長 

（西海区水産研究所企画連絡室長）  

命 北海道区水産研究所探海丸機関員 

（北水研北光丸機関員） 

【転出】 

平成11年 4 月 1日付 

命 養殖研究所庶務課長補佐 

（北水研庶務課長補佐） 

命 養殖研究所日光支所庶務係長 

（北水研庶務課会計係長） 

鈴木 忍 

中村 祐治 

毛利 正樹 

大久保 浩志 

稲田 伊史 

命 北海道区水産研究所庶務課用度係長 

（日本海区水産研究所庶務課会計係長） 

小嶋 吉高 

命 北海道区水産研究所探海丸一等航海士 

（日本海水研みずほ丸二等航海士） 

内田 靖志 
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命 中央水産研究所こたか丸船長 

（北水研探海丸一等航海士） 

本間 盛一 

命 水産庁白竜丸二等航海士 

（北水研北光丸二等航海士） 

宮崎 孝之 

命 水産庁白竜丸甲板長 

（北水研北光丸甲板長） 

安田 勝美 

命 中央水産研究所蒼鷹丸甲板員 

I（北水研北先丸甲板員） 

山本 剛志 

、・命 水産庁白萩丸機関員 

（北水研北光丸機関員） 

木曽 芳之 

命 日本海区水産研究所みずほ丸甲板員 

（北水研北光丸甲板員） 

井本 勇 

命 水産庁照洋丸司厨員 

（北水研探海丸司厨員） 

佐原 弘行 

【採用】 

平成11年 1月1日付 

科学技術特別研究員 

海区水産業研究部資源培養研究室 

持田 和彦 

平成11年 4 月 1日付

任 農林水産技官 

命 北海道区水産研究所亜寒帯海洋環境部

海洋動態研究室 

日下 彰 

平成11年11月30日発行

編 集 北海道区水産研究所出版委員会 
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