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新世紀の初頭に当たって 

北海道区水産研究所長 稲 田 伊 史 
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明けましておめでとうございます。いよいよ21世紀

の幕開けです。 

21世紀はどのような100年になるのか，誰もが想いを

巡らすものと思いますが，世の中や時代といったもの

は，「ある周期をもって，必ず一回転する」と言われる

ように，いわゆるロゴスとパトスの間を螺旋状に巡っ

ていくもののようです。そういう意味で20世紀という

時代をみると，戦争と破壊というパトスの世紀であっ

たように思います。 

ところで，20世紀後半の戦後の50年間を簡単に振り

返ってみますと，，米ソ冷戦構造の枠組の中で朝鮮戦争・

キューバ危機やベトナム戦争等の幾多の地域紛争を経

て，1991年のソ連の崩壊に至るのですが，その間，日

本は戦後の食糧難に始まり，高度経済成長を経て平成

の不況の時代にいるわけです。水産業はマッカーサー 

ラインの撤廃により「沖合から遠洋へ」と漁場を外延

的に拡大する際に，沿岸・沖合域の過剰な漁獲努力量

には手をつけられませんでした。しかし，1996年の国

連海洋法条約の発効を契機として政策転換せざるを得

なくなり，それが今年の通常国会で審議される「水産

基本法」ということに連なっています。この基本法の

考え方は過剰な漁獲努力量を整理し，資源を回復させ， 

資源管理型漁業に移行して，活力ある水産業の再生に

繋げることにあると考えられます。 

この50年の推移をみますと，ひとつの政策，例えば

高度経済成長政策はせいぜい 4半世紀，また例えば冷

戦構造という体制の枠組は半世紀50年程度しか続かな

いということがわかります。換言すれば，ベルリンの

壁の崩壊に象徴されるように，全くあり得ないと思わ

れていたことが，蓄積されていたエネルギーが一定の

闘値に達すると，一気に「扉」が開かれることもある

ということでしょう。 

こうした点から21世紀前半の25年間について考察し

てみると，ひとつのキーワードは「環境との調和」と

いうことが思い浮かびます。これはゴミの問題でも， 

地球温暖化や環境ホルモンの問題などですでに顕在化

しており，20世紀を「環境破壊の時代」と表現すれば， 

21世紀に生きる我々はこれらの負債を返却するために 

「環境との調和の時代」という命題に立ち向かう必要

があります。宇宙から地球を直接人間の目で見ること

が可能となり，人類の「宇宙船地球号」という地球に

対する認識が大きく変わったということもその背景に  

あるものと考えられます。水産業についても前述した

ように，資源の回復と海洋生態系に基づき資源の合理

的利用をめざすことが唯一の生き残る途であり，北水

研としてもベーリング・オホーツク海を含む亜寒帯水

域の資源について海洋生態系の構造や機能を解明し， 

それをベースに資源利用の科学的な枠組みを提案する

ことが研究機関として重要な課題であることは申すま

でもありません。 

一方，もうひとつのキーワドとして「食料危機」が

あります。20世紀の 後の年に世界人口は60億人を突

破し，2050年には89億人に達すると推定されています。 

1950年の25億人から100年で実に約4倍近くに膨らむこ

とになり，地球の「環境収容力」の限界を超えてしま

う可能性も示唆されています。他方，食料生産の面で

も農耕地や放牧地の拡大は大きくは望めない上，逆に

砂漠化の進行が問題となっています。収穫率の増加に

ついても化学肥料や農薬の投入は地球環境の点からこ

れから規制が強化されることでしょう。また，水産資

源についても20世紀末には世界で1億4千万トンで頭

打ちとなっており，乱獲状態の資源が多い中で，これ

以上の生産量の増大は望めないといわれています。現

在，日本を含め大部分の先進国は飽食の時代を過ごし

ていますが，アフリカ等の発展途上国の 8億人余りの

人々が飢餓に苦しんでいるという現実があります。こ

の状態は食料の配分という典型的な政治的課題ですが， 

食料危機が予測され，国家の食料安全保障を優先する

状況の中ではこの問題は21世紀前半に解決されること

は困難と思われます。 

こうした古くて新しい「環境と食料」の問題に対し， 

水産研究所は科学的なフロンテイアとして 前線に立っ

ており，国民からその基礎的研究の成果に対する期待

も大きいわけです。私たち水産研究に携わる者が新世

紀において担わなければならない役割を考えるとき， 

今日までの研究をとりまく状況の推移を踏まえて，今

後に想定される水産のいろいろな問題を自らの課題と

してとらえ，その課題を解決するよう全力投球する心

がまえをもつ必要があるものと思います。特にこの4 

月には水産研究所も独立行政法人に移行します。我々

は「変わることを恐れるより，変わらないことを恐れ

る」という自己意識の変革からまず始めなければなり

ません。 
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は じ め に 

スケトウダラは北海道で も重要な魚種のーつであ

り，スケトウダラ資源の持続的効率的な利用のために

現存量を正確に把握する事が必要である。北海道区水

産研究所（以下，北水研）では，計量魚群探知機によ

り道東沖合におけるスケトウダラの現存量推定法につ

いて検討を行っている。計量魚探調査は現存量の直接

推定法として， も有効な方法である。 

計量魚探調査では体積散乱強度を測定し，それを分

布密度に換算するのにスケトウダラのターゲットスト

レングス（以下，TS）で割る必要があるため，正確な 

TS値を知ることは重要である。TSとは超音波が魚にあ

たって反射し，それが戻ってくる（後方散乱）の強さ

である。一般的に，TS の90％以上は練に影響し，練の

形態と魚の行動（姿勢）に大きく依存する事が知られ

ている。簡単に述べると魚は等質な球体のように等方

性の散乱体でないために，魚の姿勢によりTSが大き

く変動する。そのため，遊泳行動を調べることは TS を

明らかにするために必要である。しかし，スケトウダ

ラが自然状態下でどのように遊泳しているのか？とい

うことは，ほとんど知られていない。スケトウダラの

遊泳行動については ROV 調査などが行われているが， 

自然状態下でのスケトウダラの長時間撮影に成功した

例はほとんどない。 

また，計量魚群探知機では魚と海底との分離ができ

ない dead zone が存在するので，スケトウダラが海底

上どのくらいの所で遊泳しているのかを明らかにする

必要もある。北水研では2000年9月12日と14日に科学

技術センター所属の「しんかい2000J（有人潜水探査機） 

図1 調 査 海 域 

に乗船する機会を得，スケトウダラの遊泳行動を直接

観察する事ができた。ここでは，簡単にスケトウダラ

の遊泳行動の観察結果について報告する。 

スケトウダラの観察結果 

北海道の大津沖（図1）に水深約330mから190mまで

の調査ラインを2 本設定し，「しんかい2000」により航

走してスケトウダラの遊泳行動を観察した。 9月12日
は柳本（著者）が，9月14日は潰津技官が「しんかい 

2000j に乗り込んだ。今まで行われている ROV 調査

ではスケトウダラをあまり観察できなかったが，両潜

航ともたくさんのスケトウダラを観察することができ

た（写真1）。 

写真1 スケトウダラの群 

「しんかい2000」の周りに多数スケトウダラがいる

時，「しんかい2000」の音と明かりを消して10分後スケ

トウダラがそのままその場所にいるかどうか調べた結

果，スケトウダラはいなくなっていた。「しんかい2000j 
の音や光を怖がって逃げているのではない事が想像で

きる。ROVではエンジン音などのノイズが多く，その

ためスケトウダラが逃避し観察できなかったのではな

いかと考えられたが，今後詳細な検討が必要である。 

ほとんどのスケトウダラは海底上 l m50cmまでに分

布していたが，希に海底上3mの所に遊泳している個

体もあった。特に海底上50cmまでに大部分のスケトウ

ダラが分布していた。計量魚群探知機では，一般的に

パルスが海底と魚を完全に分離できる距離は，音波の

パルス幅て (ms)，水中の音速 c(m/s）として，海底か

ら Ct ノ2(m）離れた所までである。例えば，水産庁の

開洋丸の魚探 KFC-3000 （カイジョー）ではパルス幅 

2りり7 JUN 3 



は2.4 ms, 1.2 ms, 0.6 msがあり，0.6 ms を使用

し音速をl500rn/s と仮定すると海底上4馳mはdead zone 

になってしまう。「しんかい2000」で観察した魚群を計

量魚探調査で現存量を推定する際，dead zoneの結果

を除いて解析するとかなり過小評価になってしまう。 

本観察は昼間のみであったので，昼間での現存量推定

は過小評価の原因となる。一般に，スケトウダラは夜

間に海底から離れて摂餌を行うと考えられている。今

後，夜間における正確な分布水深を明らかにし，計量

魚探調査の有効性を考える必要がある。 

朝9時頃に「しんかい2000」で海底に下降する際， 

海底から少し離れた所にいるスケトウダラはやや下向

きの姿勢で泳いでいたが，その後の観察では海底近く

にほぼ海底と水平に泳いでいた（写真2)。今まで使用

していたTSは水平に泳いでいる事を想定して求められ

たTSなので，本観察結果からも問題ないようである。 

しかし，今後，時間ごとの姿勢を調べる必要がある。 

写真2 スケトウダラの遊泳姿勢 

尾部を少し曲げた状態で海底で休憩しているような

スケトウダラが多数観察された（写真3)。スケトウダ

ラは，外敵からすぐに逃げられるように尾部を少し曲

げているのではないかと想像できた。飼育実験ではそ

のような姿勢が観察されているが，自然状態での観察

結果ははじめてだと思われる。 

写真3 寝ている？スケトウダラ 

計量魚群探知機でのスケトウダラの反応は通常帯状

の連続した反応として観察されているが，自然状態で

は異なり，数尾，数十，数百の様々な群が非連続的に

観察された。計量魚群探知機のデータでは0.1マイルご

とや1分間隔などで平均化されているので，このような

群の微細構造は分からない。 

スケトウダラは水深330mぐらいの所では体長が40cm 

ぐらいのものが主であったが，水深が200m近くと浅く

なると小型の体長30cmぐらいのものが混じるようになっ

てきた。漁獲テストからもこのような結果が分かるが， 

網を降ろす時や揚げる時に水深の浅い所にいた小さい

スケトウダラが採集された可能性が考えられる。しか

し，直接観察により水深ごとの魚の大きさの違いが明

らかになった。 

本目的から少しずれるが，ツブガイやクモヒトデが

群がった死亡したスケトウダラ 2尾を発見することが

でき，「しんかい2000」のマニピュレーターで採集し持

ち帰った（写真4)。自然死亡の原因を明らかにできる

かもしれない。海底にはクモヒトデが多数観察され， 

クモヒトデの械畿といった感じになっていた。 

春一磯鼻 
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写真4 死んだスケトウダラ 

以上のようなことが，「しんかい2000」によるスケト

ウダラの観察の結果分かった。今後，スケトウダラの

密度などを計算して同地点を計量魚群探知機で求めた

密度と比較したり，正確な遊泳姿勢，個体サイズ，個

体間の立体的距離などを解析する予定であり，計量魚

探調査の貴重な情報となるだろう。 

 後 に 

「しんかい2000」による探海調査では，依田代志男

司令をはじめとした「しんかい2000」運航チームと請

蔵栄孝船長をはじめとした「なつしま」乗組員の皆様

方に御協力して頂いた。また，海洋科学技術センター 

の三宅裕志氏をはじめとしたスタッフの方には探海調

査について，いろいろと御指導御助言して頂いた。各

位に厚く御礼申し上げる。 
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北海道虜東沖における親潮の茄動場の 

変動について 

研究ノ 

は じ め に 

親潮は西部亜寒帯循環を構成する西岸境界流であり， 

北海道南東沖を南西～西南西方面へ向かって流れてい

ます。そして親潮の変動は周辺の漁海況のみならず， 

北日本の天候や農業にも直接的・間接的に影響を及ぼ

しています。親潮についてはこれまで冬から春にかけ

て 大流速になり表層を中心として底層まで流れが分

布すること，夏から秋にかけて 小流速になり表層に

偏在する鉛直シアの大きい流れになることが明らかに

されています（Kono and Kawasaki 1997)。しかしな

がらまだ，その流動場の変動構造については不明な点

が数多く残されています。北海道区水産研究所では， 

図1 厚岸沖定線（Aライン）と係留系の設置位置 

Alhm ご［ 

図2 各流速計で測定された1991年5月～2000年5月までの流動の進行ベクトル図 
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この親潮の流動場の変動構造を解明するために，1987 

年より北海道南東沖に厚岸沖定線（Aライン）を設け， 

海洋観測を継続してきました。さらに1991年からは同

定線上の親潮の本流に近いところに流速計をとりつけ

た係留系を設置し，親潮の流動場のモニタリングを行っ

ています。今回は，この係留観測で得られた親潮の流

動場の観測結果とその変動要因について報告致します。 

【親潮の流動場の観測結果】 

係留系の観測点，及び流速計の設置状況は図1のよ

うになっていて，今回報告するのはAラインの沿岸側の

下層（1148ヘノ1164m) ，沖合側の上層（270'-855m)，中  

層（1152 '-1660m) ，下層（3415-3665回の計4機の流速

計の1991年 5月～2000年5月までの観測結果です。これ

らの流速計を用いて，その設置水深における流れの流

向・流速を1時間毎に測定しました。 

図 2は，観測によって得られた流動ベクトルの始点

をーつ前の流動ベクトルの終点に持っていって順次プ

ロットするということを繰り返して作成したもので， 

それぞれの流速計で測定した流れの軌跡を知ることが

でき，観測期間中の流動場の変動傾向を把握すること

ができます。 

これを見ると，A2（沿岸側）の下層では途中で欠測 

図3.1992年7月～1994年 5 月（ a ）と1997年5月～1999年3月（ b ）における流速の直交成分、並岸成分のパワースペクトル 

6 t*,9T ュース 瓶6l1 



があるもののほぼ南西から西南西方向へ一定して流れ

る傾向が見られました。A5（沖合側）では 3 層すべて

で南西から西南西方向へ流れる傾向が見られました。 

特に上層と中層ではかなり変動が大きく，これは親潮

以外の海況変動が影響していることを示唆しています。 

しかしながら特に注目すべき点は，1997年の秋以降， 

上層と中層で北東方向へ大きく転流しており，この傾

向が現在も続いていることです。下層でもその時期以

降，北西から西北西方向へ転流する傾向が見られまし

た。そこで1997年の秋をーつの区切りとし，それ以前

の南西から西南西方向の流れが卓越する期間と，それ

以降の大きく転流した後の期間とに分けて，流動場の

変動要因について考察してみました。 

【周期解析の結果】 

親潮の流動場の変動要因について考察するために， 

観測によって得られた流速値を厚岸沖定線の方向を直

交成分，親潮の流下方向を並岸成分としてそれぞれの

成分に分解し，1997年秋以前とそれ以降の期間の4つの

流速計のデータがそろっていて，しかもデータ数が等

しくなるように期間（(a）は1992年7月～1994年 5月， 

山）は1997年5月～1999年3月）を設定し，それぞれの

成分に対してFFT法を用いてスペクトル解析を行い，卓

越運動周期の比較を試みました（図3)。 1997年秋より

前の親潮の流下方向の成分が卓越した頃は沖合側の中

層を除いて10-45日前後の周期帯で共通のパワースペ

クトルのピークが現れましたが，これが親潮の流速変

動を示唆しているのではないかと考えられます。さら

に直交成分では上層と中層の流速計で25日と60日前後

の周期帯でピークが見られました。1997年秋以降の北

東方向へ大きく転流した後のパワースペクトルをみる

と，それ以前に顕著だった並岸成分の10-15 日前後のパ

ワースペクトルが比較的弱くなっていることがあげら

れます。また直交成分の上層と中層で30日前後の周期

帯に明瞭なピークが見られます。川崎ら（1990）は本研究

と同様な手法で周期解析を行ったところ，直交成分で

みられた20日前後の周期帯の運動の原因として，沖か

ら岸方向へ向かう暖水塊が楕円状に変形・移動するこ

とによるものであることをあげていますが，今回の場

合はそれよりも周期が長く，しかもそのときとは暖水

塊の移動方向が全く逆でした。しかしながら，直交成

分に見られたこの30日前後の周期帯の運動は，何らか

の形で暖水塊の運動に関係しているものと考えられま

す。また道東周辺海域は南の海域からの北上暖水の発

生する海域であり，それらがこの周期帯の運動に関与

しているのかもしれません。  

お わ り に 

1991年の係留観測開始からのデータを見て明らかな

のは，前述の通り 近の2-3年間で親潮の流下方向

を示す南西から西南西方向の成分が弱くなっているこ

とです。今回は示さなかったのですが，A2（沿岸側） 

の上層，さらに今回報告した沿岸側と沖合側の係留点

の間の親潮の流軸の中心があると思われる係留点でも， 

1998年の 5月から係留観測を行っていますが，いずれ

の流速計でも親潮の流下方向成分が弱まっている傾向

が見られます。この原因としては，道東周辺海域では

流動場が大きく転流した1997年の秋以降，暖水塊が居

座っていることが多いことから，その影響を強く受け

ているからだと考えられます。 

今回10年近くの係留系のデータを使わせてもらいな

がら今年（2000年）の春，はじめて係留系の回収，再

設置という作業を経験したのですが，観測の準備から

現場の作業に至るまでこんなに大変な作業だとは思い

ませんでした。特に今年の春の係留作業では，有珠山

対応の関係で東北水研の若鷹丸の乗組員の皆様，植原

研究員（現遠洋水研）からは多大なご協力とご指導を

頂きました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

なお，本研究は科学技術庁のプロジェクト「北太平

洋亜寒帯循環と気候変動に関する国際共同研究」の一

環として行われました。 

【参考文献】 

川崎康寛，河野時魔，杉本隆成（1990)：親潮の流速変動， 

月刊海洋，22, 199-210. 

Kono T. and Y.Kawasaki (1997) : Result of CTD 

and mooring observations southeast of Hokkaido. 

1. Annual velocity and transport variations in the 

Oyashio. Bull. Hokkaido Nati. Fish. Res. Inst., 

(61), 65-8 1. 

（亜寒帯海洋環境部海洋動態研究室） 
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図1 釧路市の地上光（1998年7月）（坂西ら 2001) 
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は じ め に 

海藻群落の造成事業において，海藻を着生させる基

質の設置水深の決定は極めて重要な作業のーつと考え

られるが，その判断基準は海藻の生育状況の観察を基

本とする経験則に頼っている場合が多い（山本 1999). 

低潮線下に生育する海藻の垂直分布を制限する も基

本的な要因として光量が考えられることから，基質の

設置水深の検討には，対象海域の水中光量と海藻の生

育に必要な光量に関する知見が必要となる。しかしな

がら，海藻群落が形成されるような沿岸浅海域におい

て，高い頻度でサンプリングされた水中光量に関する

データは極めて少なく（L iining & Dring 1979)，現場

の光環境から海藻の垂直分布を解析している例は意外

に少ない。 

暖海産コンブ目のアラメ（Elsenia bicydis ）とカ

ジメ（Eckionia ca va）では，数学モデルを用いた群

落内光環境と幼胞子体の光合成特性の解析結果から， 

天然で観察される両種の垂直分布の差異が理論的に説

明されている（Maegawa et al. 1988)。また，周年

にわたって調べられたアラメとカジメの胞子体の日補

償積算光量（生存に必要な1日あたりの 低限の光量） 

は両種の垂直分布に対応しており，より 浅所に生育す  

るアラメの日補償積算光量が大きいことが明らかにさ

れている（倉島ら 1996)。これらの研究は，海藻が必要

とする光量と吸収できる光量との関係を解析すること

が，天然で観察される海藻の垂直分布についての経験

的事実に理論的根拠を与えるとともに，光量と関連し

た海藻群落の成立条件の解明につながることを示唆し

ている。 

そこで，ナガコンブ（Lamiha万a iongissitna ）につ

いても，必要とする光量と吸収できる光量との解析か

ら群落形成に必要な条件，特に光量と関連し，生育限

界水深と密接な関係がある日補償深度を明らかするた

めの調査・実験を行ったので，概要を紹介する。 

どう考えれば良いか 

基本的な考え方として，「コンブの生存に必要な 低

限の光量」と「群落内でコンブが吸収できる光量」を

それぞれ調べた上で両者の関係を検討し，どのくらい

の深さまで生育できるかを判定することにした。水深

が増すにつれて「コンブが吸収できる光量」は減少す

ると考えられるが，水深とともに減少するこの光量が， 

「コンブの生存に必要な 低限の光量」と等しくなる

ような水深を生育限界とみなすのである。 

8 t*,9T ュース 瓶6l1 
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図2. 釧路市の沿岸浅海域における光の減衰（1998年7月） 

横軸は相対光強度（水面上の光強度を1とした場合）, 
縦軸は水深を示す.1本の曲線は1回の測定結果を示

す。 
（坂西ら 2001を一部改変） 

まず，「コンブの生存に必要な 低限の光量」（日補

償積算光量）は，数式化した光合成一光曲線から求め

ることができる。次に，水中光量の測定を行う必要が

ある。 近，小型のデータロガーが出回っているので， 

これらの測器を利用するのも良いが，設置場所をかな

り慎重に選ばないとセンサーが海藻のラックに埋もれ

る等のトラブルも意外に多く，長期にわたる測定はそ

れなりに難しい。また，群落周辺の測定では，設置場

所の条件（群落の葉群密度など）についてのデータが

揃っていないと，測得データ自体の評価が難しくなる

ことがある。 

そこで，今回は，地上光，海水の吸光係数，潮位， 

群落の葉群密度等のデータから「群落内のナガコンブ

が吸収できる光量」を求めた。地上光は，研究所の屋

上に設置したメモリー式の測器を用いて10分間隔で連

続測定した（図1)。海水の吸光係数は，1'2日おき

の頻度（1ケ月間で12回）で実測した種々の深度にお

ける水中光データをもとに相対光強度と水深の関係か

ら計算した（図2)。対象とした水深帯では，潮汐によ

る水深の変化が水中光量の計算に及ぼす影響が大きい

と予想されたので，地上光データのサンプリング間隔

に合わせて，潮位推算プログラム（山本 1971）で計算

した10分間隔の潮位データで水深を補正し，計算に用

いた。これらのデータにナガコンブ群落の葉群密度の

データを加え，「群落内でナガコンブが吸収できる光量」 

を，1日あたりの積算光量（月平均値）として深度毎

に計算した。 
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図3. 釧路市の沿岸浅海域において群落内のナガコンプが

吸収できる1日あたりの光量と水深との関係（1998年 
7月）点線はナガコンプの生存に必要な1日あたりの

低限の光量（日補償積算光量）を示す。（坂西ら 

2001) 

ナガコンプの日補償深度 

ナガコンブが群落内で吸収できる1日あたりの光量

と水深との関係を図 3 に示す。ナガコンブが吸収でき

る光量と日補償積算光量（生存に必要な1日あたりの

低限の光量）との関係を明示するために，光合成―

光曲線より求めた日補償積算光量を点線で示した。 

図 3 において，ナガコンブが吸収できる光量と水深

との関係を示す曲線と日補償積算光量を示す点線との

交点は，1日の光合成量と呼吸量がつり合い，物質収

支が0となる状態をあらわしており，この交点からY軸

におろした垂線が示す水深が日補償深度（daily 

compensation depth)であり，7月の平均値は4. 4m（平

均水面からの水深）となった。日補償深度は季節によっ

て変動するが，植物の生育限界深度は，その植物の日

補償深度の平均値と考えることができる（生嶋 1972)。 

また，ナガコンブが吸収できる光量が，点線より右側

にある場合では，光合成による物質生産が呼吸による

物質消費を上回っており， 1日あたりの物質収支がプ

ラスになる状態を示す。一方，ナガコンブが吸収でき

る光量が，点線よりも左側にある場合では，光合成に

よる物質生産が呼吸による物質消費を下回り，1日あ 
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たりの物質収支がマイナスになる状態を示す。 	 山本正昭（1971)：潮位推算．農業土木試験場技報ーF, 
以上の結果から，7月の釧路市沿岸の浅海域の光環 	6, 85-96. 

境下では，水深が4m（平均水面からの水深）を越える 	山本正昭（1999)：藻場造成．p.650-660.堪木 亨（監 

あたりから，群落の物質収支が悪化し，ナガコンブは 	修）環境圏の新しい海岸工学．フジテクノシステム, 
濃密な群落（LAI=8.34）を保った状態で生育すること 	東京． 

が難しくなると判断された。釧路市桂恋周辺の海域で 

は，一定の群落密度を保持し，漁場価値があると判断 	 （海区水産業研究部 海区産業研究室） 

されるナガコンブ群落が観察される水深帯は基本水準

面からの水深で3m（平均水面からの水深で3. 9m）付

近までと報告されている（水産庁 1988)。本研究で得ら

れた結果は，天然で観察されるナガコンブ群落の成立

限界水深に関する知見と概ね一致するものであった。 

ここまでの結果とともに，この海域の海水の吸光係数

が極めて大きいこと（とても濁っている）や光量以外の

要因が群落の成立限界を制限している可能性を示すデー 

タが見当たらないことを合わせて考えてみると，「釧路

沿岸のナガコンブ群落の成立限界水深は光量に制限さ

れており，その限界水深は補償深度によって理論的に裏

付けられる」と言えるのかもしれない。 

今後，さらにデータを集積した上で解析を行うこと

により，水中の光条件から判断されるナガコンブ群落

の成立限界水深を提示することが必要であろう。また， 

そこで求められる群落の成立限界水深は，群落造成事

業において「経験則だけに頼らない」有益な情報にな

ると考えている。 
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当所は，今年，平成12年（2000年）の4月に設立か

ら50年目を迎えた。 

北水研はいまから100年前に北海道水産試験場として

明治34年12月6日，後志国高島村に地方費をもって創

設され，昭和25年（1950年）4月に水産研究所機構の

改革により，水産庁北海道区水産研究所と北海道立水

産試験場に分離された。ここに初めて，北海道区水産

研究所の名称が誕生した。その後，昭和52年（1977年） 

に道東地域の釧路市桂恋に拠点を移し，現在まで亜寒

帯海域の漁業に係る水産研究に取り組んできた。これ

までの先達の業績を顧み，21世紀に向けた水産研究機

関としての責務への決意を新たにするために50周年記

念式典・祝賀会を行うこととした。 

50周年記念行事を執り行うにあたり，実行委員会は

作らず，部課長会議の下に50周年式典・祝賀会の実行

グループを作り，庶務課長・補佐を中心とした庶務課

グループが準備を進めることとなった。記念行事の日

程は，10月1日（日）と既に決まっていて，作業の第一

歩は7月7日，参加者名簿の洗い出しから始まった。関

係行政機関と団体機関そして，OBを始めとする個人

の名簿は幸いにも釧路移転20周年記念行事（1997年） 

の資料を参考にして作成した。だが，年月が経ってい

て，正確な住所等の確認をするため，市販されている

ソフトを活用し，住所から電話番号を確認するなどし

て，かなり正確なデータを集めることができた。作成

した住所一覧を部課長メンバーにより精査し，式典案

内状の発送数は約160名と確定した。名簿作成作業を進

める傍ら，8月4日に釧路市内キャッスルホテルを会

場として選定し仮予約をした。封書・葉書のあて名書

きは，市販のパソコンソフトにより，入力した式典案

内状の発送名簿から，8月10日に発送し，出欠締め切

り日を8月31日として作業に取りかかった。案内状発

送後数日。返信葉書より先に，あて先不明の封書が届

き，不安が心をよぎる。徐々に返信葉書が届き出すが， 

あいにく出席できませんとの葉書が目立ち，ますます

不安が助長する。返信葉書に書かれた，OBからの一

言の書き添えられた伝言に一喜一憂しながらの作業が

ほぼ終了した9月12日，ホテル側との式典・祝賀会の具

体的内容について打ち合わせを行い，開催日を待つだ

けとなった。開催日を前にした一週間，出張の日程が

入っていて，その間，課長補佐に 終段階の点検等を

取り仕切って頂いた。式典・祝賀会成功の陰の功労者  

であると感謝申し上げる。 

50周年記念式典の模様 

式典・祝賀会の概要について，記述する。 

2000年10月1日（日）釧路市内のキャッスルホテル

を会場とし，タ刻の17時30分庶務課長の司会による， 

式典が始まり，当所 稲田伊史所長から主催者として

挨拶した後，津端英樹水産庁資源生産推進部研究指導

課海洋技術室長より水産庁長官の祝辞を御披露頂いた 

（⑩ページに掲載）。次いで来賓紹介の後，釧路市 綿

貫健輔市長，釧路支庁 大畑邦彦支庁長，北海道立中

央水産試験場 員田篤弘場長から祝辞を頂戴した（⑩～ 

⑩ページに掲載）。 

その後，北海道区水産研究所の沿革をOHPを使用

して，山本正昭企画連絡室長が紹介した。式典には， 

来賓13機関15名，OB（転出者を含む） 9名，当所職

員50名，合計74名が参加した。 

式典に続いて同会場において，司会を藤橋孝庶務係

長に替わり，祝賀会を開催した。祝電披露を中宮倫子

さんが読み上げたあと，鏡割りに移り，飯塚篤元企画

連絡室長，金丸信一元資源部主任研究官，角昌俊元庶

務課長，稲田伊史所長らの木槌で祝いの薦被りが開か

れた。乾杯の音頭は新宮千臣元所長にお執り頂いた。 

歓談に移り，田中邦三元所長，千葉秀子遠洋水研会計

課長，松原孝博資源培養研究室長のスピーチと祝宴が

盛り上がる中，佐々木清元庶務課長の乾杯で閉会した。 

後に，記念式典の参会者，祝賀会を遂行した研究

所職員・OB各位等，当所50周年記念事業にかかわっ

た全ての皆様にあつくお礼申し上げて稿を終えたい。 

（庶務課長 今田 了） 
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北海道区水産研究所創立50周年記念式典の開会に当

たり，一言ご挨拶申し上げます。 

本日はご来賓の皆様方，そして会場の皆様方におか

れましては，お忙しい中を遠路はるばるご臨席を賜り， 

誠にありがとうございます。 

北．’‘水’闘立所 

創立50周年記念式典 

,Iく 

挨拶をする稲田北海道区水産研究所長 

北水研が戦後50年にわたって，その社会的責任を果

たしてきたことの証として本日の記念式典を催すこと

は，私どもにとって大きな誇りであるとともに，21世

紀を目前に，今後の果たすべき責務への決意を新たに

するターニングポイントと考えております。今日まで

北水研を支えて頂きました，水産庁を始めとする試験

研究機関の皆様，また地域との連携協力を頂きました

地元釧路市を始め関係機関の方々，そして何よりも北

海道の漁業者の方々に厚くお礼申し上げます。またか

つてこの研究所で全身全霊を龍めて働かれたOBの皆

様方をこの場にお迎えできましたことを現役として嬉

しく思う次第です。 

ところで，北水研は元を札せば，今から100年前の明

治34年に北海道水産試験場として現小樽市に創設され

ましたが，その当時は国と道の研究組織が未分化で揮

然一体で運営されたようです。北水研として正式に発

足しましたのは昭和25年であり，その後昭和52年に釧

路に移転してまいりました。この辺りの経緯につきま

しては，後程企画連絡室長から紹介させていただきま

すので，ここではこれからの水産研究のあり方につい

て触れたいと思います。 

すでに皆様ご案内の通り，大部分の国の試験研究機

関は来年4月に独立行政法人に移行しますが，北水研

も他の 8つの水研と組織上一体化された法人となりま

す。このねらいは研究機関に裁量の自由を与え，かつ  

評価を適正に行うことにより研究の効率的な展開を図

ろうという所かと思います。すなわち研究者集団にも

コスト意識という意識変革が求められているのだと思

います。その背景として，ノーベル賞を獲得した科学者

はここ久しく日本から輩出していないという事実から

もわかるように，日本の科学技術の力が衰えてきている

ことにあるかと考えられます。従って，21世紀に突入す

る今日，科学技術創造立国としての日本をより発展させ

るため，より競争的な環境の下で研究者の個性を活かす

べきと考えられているためと思っております。 

一方，21世紀は地球と人類の共存の時代と言われて

おり，地球人口の爆発的増加が予測されている中で， 

水産業も食料産業としての位置付けをしっかりと行う

とともに，地球環境と調和した形で産業を持続的に発

展させることも求められてきています。これに も近

いところにあるのが漁業現場であり，それを支えるべ

き研究機関であると考えます。 

「我々は今まで何をなし得たのか？謙虚に省み。こ

れから何をやらなければならないのか？しっかりとし

た目標を見定め」目に見える形で国民に，あるいは地

域の人々に科学技術の側面から貢献することがますま

す重要となるものと考えます。この50周年を機会に， 

我々はいわば「試される研究集団」であると自覚する

ことから歩みだす決意でございます。 

本日，ご来席の皆様方を始め，日頃多くの関係者の

方々から賜りました暖かいご理解とご支援に対し，改

めて感謝申し上げますとともに，なお今後とも一層の

ご支援を賜りますようお願いする次第です。以上をも

ちまして私の挨拶とさせて頂きます。 

本日は誠にありがとうございました。 
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******************* 

祝 辞 

水産庁長官 中 須 勇 雄 

本日，ここに北海道区水産研究所創立五十周年記念

式典が，多くの関係者皆様のご参加を得て盛大に挙行

されることを，皆様と共にお慶びし，一言お祝いのご

挨拶を申し上げます。 

北海道区水産研究所は，我が国の水産物の供給基地

として重要な役割を担う北海道周辺海域及びそれに連

なる北太平洋亜寒帯海域を担当する国立水産研究機関

として，昭和25年に設立されました。 

以来50年間，地方公共団体等関係各位の御理解と御

協力を得て，漁業資源，海洋環境，資源増殖等の各分

野において，数多くの研究成果をおさめ，国の水産施

策の推進に貢献してまいりました。 

特に，漁業資源の分野におきまして，資源生物の生

態や資源変動機構の解明等の研究により，漁獲可態量

による新たな資源管理制度の設定，つくり育てる漁業

等を推進し，亜寒帯水域漁業資源の持続的利用と資源

の回復のため，大きく貢献してまいりました。このこ

とは，歴代所長をはじめとする皆様の御尽力の賜であ

り，深く敬意を表す次第であります。 

ご承知のとおり，水産業をめぐっては，周辺海域に

おける水産資源の悪化等による漁獲量の減少，担い手  

大綱」・「水産基本政策改革プログラム」を取りまとめ

たところであります。現在これに沿って，平成13年の通

常国会提出に向けた「水産基本法」のとりまとめなど， 

施策の具体化を進めているところであります。 

今後の水産に関する試験研究や技術開発の役割は， 

極めて重要なものがあります。そこで，本年6月，水

産基本政策大綱で示された技術的な課題に対応した試

験研究・技術開発目標の重点化及び効率的推進方策を

明らかにするため，「水産研究・技術開発戦略」を策定

したところであります。 

さて，皆様ご承知のとおり，水産庁研究所は来年4 

月より「独立行政法人水産総合研究センター」に移行

することが決定しております。独立行政法人化後にお

きましても，TAC制度や国際交渉への対応，つくり

育てる漁業等を推進していくため，引き続き水産業界， 

都道府県，大学等との密接な連携を図っていただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

北海道区水産研究所におかれましては，新たな水産

施策の展開方向に的確に対応するため，過去50年間に

培ってきた研究成果をさらに発展させ，21世紀に向け

て，より一層貢献することを希望いたします。 

後に，本日，ご出席の皆様及び職員の皆様の今後

のご活躍と北海道区水産研究所の益々の御発展を祈念

いたしまして，御挨拶といたします。 

l 祝 辞 

釧路市長 綿 貫 健 輔 

~‘． ー 

祝辞を読み上げる津端水産庁海洋技術室長 

の減少・高齢化の進行，漁村の活力の低下等激しい状

況に直面しております。 

このような状況下で，水産庁といたしましては，漁業

の生産性の向上，生産の増大等を主眼に展開してきたこ

れまでの水産施策を抜本的に見直し，昨年12月，水産業

を取り巻く情勢の変化に対応し，水産業の持続的発展と

水産物の国民への安定供給を図るため，「水産基本政策 

本日ここに，「水産庁北海道区水産研究所創立50周年

記念式典」が，盛大に挙行されますことを，市民を代

表して心からお祝い申し上げます。 

創立以来，半世紀の長きにわたり，地域漁業と密着

した不断の研究とその成果をもって，国民の食生活の

基幹を担う本道水産界の揺るぎない発展に多大なるご

貢献を賜って参りました歴代所長はじめ，北水研関係

者の皆様に哀心より敬意を表し，感謝を申し上げる次

第でございます。 

顧みますと貴研究所創立の昭和25年は，我が国が戦

後の混乱からようやく立ち上がり始めた時期にあたり， 

本市にもその支所が開設され，「水産都市・釧路」の復

興に向けて第一歩を踏み出した時でございました。 

その後，二百海里元年を迎えた昭和52年には本庁舎

を本市に移転され，北洋漁業への依存度が大きい道東

地域の水産界の心強い支えとして，今日まで様々なご 
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祝辞を読み上げる綿貫釧路市長 

指導・ご協力をいただいて参りました。 

この間，我が国漁業が，沿岸から沖合，更には北洋

へと漁場を拡大していく中で，釧路市は全国屈指の漁

業基地として確固たる地位を築き上げることができま

したが，これもひとえに荒海に命がけで挑んだ生産者

をはじめとする漁業関係者と思いをーつにして精力的

に研究活動を続けられた北水研の皆様方のご尽力の賜

物と重ねて深謝申し上げる次第でございます。 

また近年は，調査船や研究所内の一般公開，おさか

なセミナー等を定期的に開催され，水産業に対する市

民啓発活動も積極的に実施いただいております。 

これらの催しは，街の発展を担う水産業について， 

市民が等しく正しい認識を深める上で極めて有用な事

業であり，重ねて感謝と御礼を申し上げる次第でござ

います。 

皆様ご案内のとおり，今日，水産業は国際漁業規則

の強化や流通環境の変化など，大変厳しい状況に置か

れておりますが，本道周辺海域は，我が国にとって残

された重要な漁業生産の場であり，また，限られた水

産資源を持続的・安定的に利用していくため，的確な

資源評価とその有効利用に努め，つくり育てる漁業を

進める拠点漁場でもあります。 

こうした中で，貴研究所の果たす役割は，これまで

に増して益々重要となっているところであり，私ども

地元自治体並びに漁業関係者一同，水産業の振興に今

後とも 大限の努力を重ねて参る所存でございますの

で，一層のご指導を賜りますよう，この場をお借りし

て哀心よりお願い申し上げる次第でございます。 

結びにあたりまして，本日の記念すべき慶典を契機

とされ，北海道区水産研究所様が益々の充実・発展を遂

げられますようご祈念申し上げますとともに，ご臨席

各位のご健勝とご多幸を心からお祈りいたしまして， 

お祝いの言葉とさせていただきます。 

祝 辞 

北海道釧路支庁長 大 畑 邦 彦 

只今ご紹介いただきました釧路支庁長の大畑でござ

います。 

本日は北海道区水産研究所が創立50周年を迎えられ， 

多くの関係者の方々のご参会のもと，このように盛大

に記念式典が開催されますことを心からお祝い申し上

げます。 

当研究所は，昭和25年に北海道周辺水域に特性を生か

した水産研究を推進することを目的に，高島町（現在の

小樽市）に設立され，その後，昭和52年に当地釧路市へ

移転され，現在に至っております。 

昭和52年は200海里元年とも言える年であり，当時， 

大きく依存していた北洋からの撤退を余儀なくされた

北海道としては，全国に先駆け，いち早く資源管理型

漁業への取り組みを始めたところでありましたが，当

研究所のスケトウダラ，ニシンなどの生態解明や資源

評価，また，カレイ，ホタテ，コンブなどの資源培養

や養殖技術の開発など数々の研究成果は，今日まで， 

私どもの取り組みの大きな支えとなってまいりました。 

祝辞を読み上げる大畑北海道釧路支庁長 

お世話になりました研究員の方々には改めてこの席を

お借りし厚く御礼を申し上げる次第であります。 

また，これら貴重な調査研究の情報は，道内はもと

より全国へ発信され，今では漁業関係者にとってなく

てはならないものとなっておりますし，さらには，釧

路市民や管内住民を対象に「おさかなセミナーくしろ」 

としてセミナー・パネル展を毎年開催されるなど，開

かれた研究機関として地域にたいへん親しまれてると

ころであります。 

近年，地球温暖化等，気候変動により海洋環境が変

化しており，漁場形成もそれに伴い大きな影響を受け 
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ている状況にあり，地元関係漁業者からはサンマ漁場

の移動やサケの回帰状況の変動に関する数多くの疑問

が寄せられております。ご承知のとおり，現在，国で

は水産基本法の制定に向けて検討が進められておりま

すが，この中で水産資源の適切な保存管理と持続的利

用を進めていくことが大きな柱となっており，当研究

所の調査・研究はこのためにも極めて重要なものであ

ることから，水産関係者からの期待は今後益々高くな

るものと確信しております。 

なお，平成8年の海洋法条約批准，TAC法の制定

にはこれまでの調査・研究の積み重ねが大きな裏付け

となったところでありますが，未だに北海道沿岸では， 

台湾漁船などが規制の枠外で操業を続けている状況に

あり，これらの問題解決を含めた早急な200海里内の資

源管理体制の構築のためにもさらなる調査・研究の進

展・拡充を期待しております。 

終わりになりますが，本日の50周年を契機に当研究

所がなお一層発展され，その成果が漁業振興や地域の

発展に大きく寄与されますことを心からご祈念申し上

げ，ご挨拶とさせていただきます。 

本日は誠におめでとうございます。 

祝 辞 

北海道立中央水産試験場長 員 田 篤 弘 

ご紹介いただきました，北海道立中央水産試験場

場長の員田でございます。 

本日はこのようなお祝いの席にお招きいいただき， 

誠に有り難うございます。 

北海道区水産研究所が記念すべき創立50周年を迎え

られたことに，心からお慶びを申し上げますとともに， 

一言お祝辞を申し上げたいと存じます。 

さて，かえりみますと，北海道区水産研究所は私共

北海道立水産試験場と同じ組織であった歴史をもって

おります。皆様の中で既にご存知の方も沢山いらっしや

ると思いますが，両方の組織とも，99年前の明治34年

に創立された「北海道水産試験場」がその母体であり

ます。 

戦後の昭和25年，国の水産研究所機構の改革により， 

水産庁北海道区水産研究所と北海道立水産試験場に分

離され，別々の組織となって今日に至っておりますが， 

この間，昭和39年までは，北海道区水産研究所の所長

さんが道立中央水産試験場長を兼任されておりました

し，また昭和52年にここ釧路市に移転されるまでは，  

余市の旧庁舎に同居しておりいました。 

このように，北水研と道立水試は「兄弟」ともいえる

関係にあり，いわゆる「兄」である北水研が「50周年」 

という記念すべき日を迎えられたことは，「弟」である

私共道立水試にとっても大変うれしいことであります。 

改めてお慶びを申し上げる次第でございます。 

このように近しい関係にある二つの組織は，これま

でお互いに協力しながら数々の研究業績を挙げてきて

おり，その中で特に世界に誇るべきものとして，二つ

ご紹介したいと思います。 

そのーつは，「ホタテガイの増養殖」です。 

本道のホタテガイ増養殖漁業は，平成11年では，そ

の生産額が約570億円と，全道の漁業生産額の約2割を 

祝辞を読み上げる員田道立中央水産試験場長 

占めており，本道漁業を支える大きな柱となっており

ます。 

そのもとになっているのは，双方の研究者からなる「ホ

タテガイ研究グループ」が昭和40年代後半に確立した「天

然採苗技術」であり，これは，その後の噴火湾における「垂

下式養殖業」や，オホーツク海域等の「地蒔き式増殖漁業」 

の飛躍的な発展を可能にした画期的なものです。 

もうーつは「コンブ養殖」です。 

現在のコンブ養殖技術は，昭和30年代初頭に道立水

試によって取り組まれた「人口採苗試験」を基盤とし

て，北水研が昭和40年代初頭に確立した「コンブの促

成栽培技術」が発展してきたものであります。 

平成11年の全道のコンブ生産額は約285億円ですが， 

養殖コンブは，年によって豊凶の差が顕著な天然コン

ブを補完する，大きな役割を果たしているところであ

ります。 

北水研におかれてはこの他にも，日露間の漁業交渉

の基礎となる，各種漁業資源の評価や，亜寒帯におけ

る海洋の構造や生産力の解明などに，大きな研究業績

を挙げておられます。 

皆様既にご承知のとおり，今，わが国の水産政策が

大きく変わりつつあります。 
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国においては，水産業が将来にわたって国民生活の

安定に貢献していくため，従来の生産増大等を主眼と

してきた政策を，我が国周辺水域における資源の適切

な保存管理と持続的利用を基本とした政策に転換する

こととし，水産の基本法の制定や，各種法制度の見直

しについて検討が進められているところであります。 

本道周辺水域における水産施策の展開に当たっては， 

資源の適切な評価手法の確立や，これを有効に利用する

ための管理技術の開発，更には積極的な培養を図るた

めの新たな栽培漁業技術の開発などが不可欠であり， 

水産試験研究機関の担う役割は従来にも増して大きく

なっていくものと考えており，また水産業界等からは， 

その研究成果に大きな期待が寄せられているものと思

います。 

このような中で，北水研におかれては，他の国立水

産研究所と共に，来年4月から「独立行政法人」に衣替

えされるとのことであり，自ら裁量可能な範囲がより

広がるなかで，より研究の効率などを高めていかれる  

と伺っております。 

私共道立水試におきましても，限られた研究予算や

研究資源を有効に活用し，より研究成果を挙げるため， 

全ての分野の試験研究予算の一元化や，研究評価のあ

り方等の検討が進められているところであります。 

本道の水産関係者の期待に答えられる水産試験研究

機関として，北水研と私共道立水試が，従来にも増し

てお互いの連携を強め，水産業の振興に，そして地域

の発展に貢献できる研究成果を挙げていく必要がある

と考えております。 

どうか北水研におかれては，今後とも私共道立水試

の良き「兄」としてご指導賜りますよう，この場をお

借りしてお願い申し上げる次第でございます。 

終わりになりますが，北海道区水産研究所が，この

たびの50周年を節目として益々発展されますよう，そ

してご出席の皆様のご健勝を心から祈念申し上げ，お

祝いの言葉とさせてただきます。 

I 
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当所職員 

所 長 

企画連絡室 

亜寒帯漁業 

資源部 

亜寒帯海洋

環境部

海区水産業

研究部

国際海洋資源

研究官

北 光 丸 

稲田 伊史 

山本 正昭 

竹谷 清児 

土谷 和夫

中宮 倫子

石田 洋志

森 一洋 

小林 時正

木下 貴裕 

川崎 康寛 

鶴田 義成 

石田 行正

河内 淳二

平井 俊行

桐畑 友明

林田 圭介

山口喜久夫

鈴木 忍

上野 誠

村塚 正久

小野寺道生

慶長 洋之

松田 順一

菖田 信男 

中村 好和

杉山 成一

五＋嵐啓喜

矢部 美香

三浦 正光

小嶋 吉高

沼下 光輝

小林 義幸 

八吹 圭三

西村 明 

日下 彰 

松原 孝博 

石森 良史

小見 聡史

阿部 六郎

冨岡喜志夫

川崎喜利夫

大久保俊雄

斎藤 隆宏

皆川 太一

伊藤 信寛

山田 晃弘

玉手 登

中手 重成 

庶 了
 
孝
 

田
 
橋
 

Aフ
 
藤
 

課
 

務
 

創立50周年記念式典参加者名簿 

（敬称略） 

来 賓 

水産庁海洋技術室室長 	 津端 英樹 

総括総務班係長 	 泰磨 孝 

釧路市長 	 綿貫 健輔 

釧路支庁長 	 大畑 邦彦 

釧路支庁漁港漁村係長 	 沼田 辰巳 

（社）日本栽培漁業協会 

厚岸事業場長 	 錦 昭夫 

北海道指導漁業協同組合 

連合会道東支所長 	 永谷 浩一 

根室市水産経済部長 	 小形 峯雄 

昆布森漁業協同組合長 	 小西 久年 

釧路町農業水産課長 	 工藤 勝行 

北海道立中央水産試験場長 	員田 篤弘 

北海道立釧路水産試験場長 	竹内 健二 

北海道立水産購化場長 	 川村 特官 

海洋水産資源開発センター 

開発部次長 	 高橋 正憲 

全農林労働組合 

北海道地方本部執行委員長 天本 裕治 

OB等 

田中 邦三（元所長） 

新宮 千臣（元所長） 

飯塚 篤（元企画連絡室長） 

大槻 俊秋（元函館支所研究員） 

佐々木 清（元庶務課長） 

金丸 信一（元資源部主任研究官） 

兵藤 務（元探海丸司厨長） 

角 昌俊（現中央水産研究所会計課長） 

千葉 秀子（現遠洋水産研究所研会計課長） 
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サケのタッチ水槽 
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魚介類の実物展示 
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解剖見学 

~ 

機器分析室公開 

北水研一般公開の概要 
平成12年10月1日（日曜日）の午前 9時から午後 4 

時まで，北水研の一般公開が行われました。一般公開

は，庁舎と北光丸の 2カ所で行われました（探海丸は， 

航海中）。以下に，その概要を紹介します。 

［庁舎一般公開について］ 

庁舎では，以下のイベントを行いました。 

①タッチ水槽：活きているサケ，ウニ，ヒトデ，アブ

ラコなどに触れることができる水槽を設置しました。 

〔場所は屋外〕 

②みる水槽：活きているマツカワ，クロソイ，ロブス

ターをみることができる透明の水槽を設置しました。 

〔屋外〕 

③解剖見学：スケトウダラ，シロサケ，イカ類の解剖

を研究員が実施し，説明をしました。〔魚体測定室〕 

④実物展示：トロール調査でとった色々な魚，釣り調

査による色々なイカ，定置網に入ったチョウザメな

どを半解凍の状態で展示しました。〔玄関ホール〕 

⑤メダカの実験：ヒメダカを使って，魚の数を推定す 

る実験を行いました。〔玄関ホール〕 

⑥シールラリー：各イベント会場に関係したシールを

作成し，それをすべて集めた人に，完走記念品を配

布しました。 

⑦研究室公開：1階の機器分析室を公開し，色々な測

定機器について解説をしました。 

⑧研究紹介：各研究室による研究紹介パネルや標本の

展示，顕微鏡による耳石，鱗，コンブ遊走子の観察

を行いました。 C2 階，会議室〕 

⑨インターネット体験：パソコンを 2台設置し，イン

ターネットで水産や海に関係のあるホームページの

紹介を行いました。 [2階，会議室〕 

⑩ビデオ上映：有珠山噴火により行った北光丸での調

査風景と「しんかい2000」釧路沖潜水調査によ

るスケトウダラなどの映像を約 6 分間に編集し上映

しました。 [2階，格納庫〕 

⑩おさかなセミナーパネル：これまでの「おさかなセ

ミナーくしろ」で作成したパネルが展示してある廊

下を順路に入れ，見てもらうようにしました。また， 
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パネルの内容に関係したクイズもシールラリーの中

で実施しました。 C2階，北側廊下〕 

その他に，飼育実験室の一部も見ることができように

しました。 

公開当日には，出張中等の職員を除き，すべての職

員が各会場に配置され，来場者への対応及び説明にあ

たりました。庁舎への来場者数は，185名でした。これ

は，前回（平成 9年9月28日）の一般公開での庁舎来

場者数303名の約61％でした。減少の原因として，シド

ニーオリンピックや他の催し物との競合，宣伝不足な

どが考えられます。 

来場者の方には，一般公開についてのアンケートを

お願いしました。その結果（回答数：121枚，回答率： 

65%）によると，年齢層は，小学生が も多く，以下 

30代，50代と続きました。実施したイベントの中では， 

タッチ水槽と解剖見学が特に好評でした。また，一般

公開を見ての意見・感想では，「楽しかった」「勉強に

なった」など好意的な感想が多く寄せられ，関係者一

同，ひと安心といったところです。 

［北光丸一般公開について］ 

船内の公開区域には，船橋・無線室・研究室・機関 

研究紹介パネル展示 

管制室などの他に，普段，一般の方が見る機会があま

り無いバウスラスターや居住区も加えました。 

公開内容としては，研究者によるCTDシステムの説

明，ボンゴネット・ノルパックネットなど各種プラン

クトンネットの展示，各種観測ウィンチや航海計器の

解説，さけ・ます調査航海のビデオ上映，北光丸によ

る各種調査の紹介パネルの展示などが行われました。 

公開当日には，船内各部署及び駐車場に，すべての

乗組員を分散配置し，来船者への対応にあたりました。 

来船者は，幼児から高齢者に渡るばかりでなく，船に

不慣れであることが予想されるので，来船者の安全確

保には万全の対策で臨みました。北光丸への来船者数

は，103名でした。これは，前回（平成 9年9月28日） 

の一般公開での北光丸来場者数168名の約61％でした。 

減少原因については，庁舎と同様なことが考えられる

ことに加え，庁舎と北光丸が離れていることも影響し

たと思われます。 

見学を終わって，タラップを降りる際に，「どうも有

り難うございました」「頑張って下さい」との挨拶を多

くの方々から頂いたことは，乗組員にとって喜びであ

るとともに，調査船役割について一定の評価と理解を

得られたと確信するところであります。 

終 わ り に 

一般公開の様子については，翌日（10/2）の釧路新

聞に写真入りで大きく掲載されました。また，北水研

ホーム・ページ（http://www.hnf. affrc . go .jp）でも

一般公開について掲載中です。 

後に，一般公開の準備，当日の各種対応，後片づ

け等にご協力頂いた多くの方々に，お礼を申し上げま

す。今後の水研の一般公開については，毎年行う方向

に固まりつつありますので，今回の反省点を次回に活

かしたいと考えています。 

（企画連絡科長 中村好和） 

インターネット体験 おさかなセミナーパネル展示 
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おさかなセミナーくしろ2000 
麟麟i気候と魚の科学～魚と気候の関係を探る～」終わる 

一般市民に水産に関わる調査，研究活動を知って戴くために，道立釧路水産試験場，釧路市立博物館など 8機関

で共に始めたセミナーも既に今年で9回目の開催となり，8月10日～9月10日にパネル展，8月24日に講演会を開

催し，無事終了しました。 

今回は「気候と魚の科学」と題し，気候と海と魚の資源との関わり，釧路の漁業などを取り上げ，また，自然現

象をどのように研究していくかについても触れました。 

このテーマは，今，身近で起こっている温暖化や環境変化にも関わる話でもありますで，市民は多少なりとも関

心を抱くと思っていましたが，講演会の参加者は約90名にとどまり，また，従来の「魚」をメインとしたテーマで

はないためか，制作担当者はどのようにわかりやすくアピールするかなど，かなり苦労したようです。パネル展は， 

概ね好評でしたが，小学生でも読めるように「ひらがな」や「専門用語等の説明」を付けてほしいとの要望もあり， 

このような課題と反省を次回のセミナーに少しでも生かしていければと考えております。 

おさかなセミナーくしろ2000 

企画・実行委員会事務局 竹谷 清児 

（情報係長） 

h"'F亡と●ー‘レ“I：ロロ 
気嶋と．の科学ー‘“，こ”セ“ 
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【転任挨拶】 

大変お世話になクました 

小林 時正 

この度の異動により東北水研企画連絡室に移ること

になりました。北水研在勤中の 2年半，皆様には大変

お世話になりました。 

TAC制度の導入や国際的な漁業資源の利用配分に伴

う資源調査への期待が高まる中で，北海道周辺水域の

資源調査や日口漁業委員会，ベーリング公海スケトウ

ダラ条約等，先を見ながら調査研究に取り組んできま

した。また，亜寒帯漁業資源部の研究員もそれに応え

るよう一緒に努力してきました。そして少なからずも

前進できたと感じております。これも水産研究所を支

えて下さった多くの方々のご理解とご協力によるもの

と感謝しております。特に北海道周辺のスケトウダラ

資源評価精度向上のため，新規加入量の早期把握と移

動・回遊に関する生態調査の重要性について北海道ブ

ロック水産業関係試験研究推進会議で合意され，大学

を含めて調査を開始する体制が構築されようとしてお

ります。また，スケトウダラ系群構造解析に関する国

際ワークショップの開催やスルメイカ及び日本系サケ・

マス類幼魚については新手法の導入による生残過程と

加入機構の解明に取り組もうとしております。 

このような時期に去るのは残念ですが，立派な成果

が出ることを期待しております。 

（前亜寒帯漁業資源部長） 

【着任挨拶】 

亜熟帯から亜寒帯へ 

水戸 啓― 

この10月1日付で，西海区水産研究所石垣支所から

小林時正亜寒帯漁業資源部長の後任として赴任いたし

ました。 

石垣支所では，亜熱帯域の沿岸資源研究を担当し， 

特に有毒・薬用魚介藻類資源の開発を中心に，潜水調

査，市場調査，潮間帯での標本採集等により，データ

収集，解析を進めてきました。北海道区水産研究所で

は，サンゴ礁の海でのダイビングから凍てつく北洋の

独航船（イメージです）へと大変換し，亜寒帯の資源

研究として，北海道周辺のスケトウダラ，スルメイカ

資源等に加えて，さけ・ます資源，ロシア水域やベー 

リング公海のスケトウダラ資源等も担当し，これらの

調査研究を推進することになりました。亜熱帯と亜寒

帯では対象種や海洋環境は全く異なりますが，両方の

海洋生態系を比較することは双方の理解を進める上で

重要と思っています。石垣には 4年半ほど居りました

が，その前には，清水の遠洋水産研究所でベーリング

海のスケトウダラ資源をはじめとした底魚資源研究や

生態系モデル開発等を担当しておりましたので，北水

研の仕事にはなじみがあり，初めての職場とは思えま

せん。 

今後も，亜寒帯漁業資源の調査研究を推進するため， 

水産試験場，ロシアや米国等の研究機関との連携，研

究環境の整備等に努力していきたいと思いますので， 

ご指導，ご鞭捷，よろしくお願レ、レ、たします。 

（亜寒帯漁業資源部長） 

撃 
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研究課題発表―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〕 

箱山 洋・巌佐 庸（九大）: 

・Bias-corrected estimitor and confidence intervals 

based on the Monte Carlo method. Jap. J. of 

Biometrics, 20:143-154, 2000年 

箱山 洋・巌佐 庸（九大）: 

・Extinction risk of a density-dependent population 

estimated from a time series of population size. 

J. Theor. Biol., 204 (3):337-359, 2000年 

箱山 洋・巌佐 庸（九大）・中西準子（横国大）: 

・Comparing risk factors for population extinction. 

J. Theor. Biol., 204 (3): 327-336, 2000年 

巌佐 庸（九大）・箱山 洋・中丸麻由子（九大）・中

西準子（横国大）: 

・Estimate of population extinction risk and its 

application to ecological risk management. Popul. 

Ecol., 42/1, 73-80, 2000年 

箱山 洋： 

・Ecological risk assessment and feedback 

management based on the time-series data of the 

catch per unit effort. Proceeding of the 3rd 

international workshop on risk evaluation and 

management of chemicals, (org. J. Nakanishi) 

Yokohama, Japan, 265-268, 2000w 

巌佐 庸（九大）・箱山 洋・中丸麻由子（九大）・中

西準子（横国大）: 

・Management of toxic chemicals based on the 

estimate of population extinction risk. Proceedings 

of the 3rd international workshop on risk evaluation 

and management of chemicals, (org. J. Nakanishi) 

Yokohama, Japan, 141-148, 2000年 

箱山 洋： 

・書評「トドの回遊生態と保全，大泰司紀之・和田一

雄 編著，東海大学出版会」．生物科学,52 (1) , p.54, 

平成12年 

箱山 洋： 

・書評「カワムツの夏，片野 修著，京都大学学術出

版会」．日本動物行動学会,NEWSLEYrER, (36) 'p.13, 

平成12年6月 

磯田 豊・竹山洋平（北大）・東屋知範： 

・噴火湾における珪藻ブルーム前後の海洋構造変化． 

沿岸海洋研究，38 (1), 3-14，平成12年8月 

西村 明・柳本 卓・高尾芳三（水工研）・片倉靖次（北

大） 

・1999年冬季ベーリング海南東部における中層性スケ

トウダラの生物学的特性．北水研研報，64, p.11-23, 

平成12年8月 

柳本 卓・西村 明・高尾芳三（水工研）: 

・1999年冬季ベーリング海ボゴスロフ水域におけるス

ケトウダラの分布と現存量推定．北水研研報，64, p.1ー 

9，平成12年8月 

中村知裕・淡路敏之・畑山隆紀・秋友和典（京大・理）・

滝沢隆俊（JAMSTEC) ・河野時慮（北海道東海大）・

川崎康寛・深沢理郎（東海大）: 

・The generation of large-amplitude unsteady lee 

waves by subinertial K1 tidal flow: A possible 

vertical mixing mechanism in the Kuril Straits. J. 

Phys. Oceanogr., 30, 1601-162 1, 2000w 

日下 彰： 

・平成11年の北海道周辺海域の海況，養殖漁場海況観

測とりまとめ. 第29号，社団法人北海道栽培漁業振興

公社，p2，平成12年 3月 

津田 敦・杉崎宏哉（東北水研）・木村伸吾（東大海洋

研）: 

・Mosaic horizontal distributions of three species 

of copepods in the subarctic Pacific during spring. 

Mar. Biol., 137, 683-689, 2000年11月 
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品田晃良・池田 勉・伴 修平（北大水産）・

津田 敦： 

・Seasonal changes in micro-zooplankton grazing 

on phytoplankton assemblages in the Oyashio 

region, western subarctic Pacific. Plankton Biol. 

Ecol., 47, 85-92, 2000年 8月 

葛西広海： 

・夏季の北海道周辺海域の基礎生産． 平成11年度，水

産庁，宇宙開発事業団共同研究成果報告書，176-177, 

平成12年 3月． 

品田晃良・伴 修平・池田 勉(;Jt 大水産）・津田 敦・

斉藤宏明： 

・親潮域における低次食物連鎖構造の季節変化．日本

プランクトン学会報， 47, 119-124, 平成12年 8月 

斉藤宏明・津田 敦： 

・Egg production and early development of the 

subarctic copoepods Neocaknus cristatus, N. 

plwnchrus and N. flemingeri. Deep-Sea Res., 

47, 2141-2158, 200O年1月 

斉藤宏明： 

・Evaluation of the enhanced UVB radiation on the 

interrelationship between phytoplankton and 

zooplankton. Global Environment Research of Japan 

(Final Reports for Projects Completed in 1998) Part 

1, 211-221, Environment Agency, 2000年 4月 

斉藤宏明： 

・動物プランクトンによる植物プランクトンの摂餌機

構．月刊海洋，号外No.21, 185-189, 平成12年 5月 

飯泉 仁： 

・Photosynthetic characteristics and depth limit of 

Halophila ovalis at a seagrass bed in Thailand. 

Biol. Mar. Medit., 7, 59-62, 2000年 9月 

坂西芳彦： 

・釧根とっておき自然フアイルー6．釧路市桂恋～益浦

の海岸ーコンブと流氷の関係一．道東勤医協ニュース， 

p3，平成12年9月 

坂西芳彦： 

・釧根とっておき自然フアイルー 7．流氷が去った後

で．道東勤医協ニュース，p3，平成12年10月 

山本正昭： 

・浅海域整備の基本計画，改訂第 6 版 農業土木ハン

ドブック本編，86-89 （社）農業土木学会，東京，平成 

12年7月 

〔口頭発表〕 

小林時正（東北水研）・八吹圭三： 

・Recent state of Japanese herring popniations. 

PICES ninth annual meeting，函館，2000年10月 

本田 聡・八吹圭三・大島達樹（海洋水産資源開発セ

ンター）: 

・Applying method of biological samples into the 

echo trace of fish schools considering the shift of 

size / age composition. International symposium on 

advanced techniques of sampling gear and 

acoustical surveys for estimation of fish abundance 

and behavior(ACOUSTGEAR2000), 函館 , 2000年 

10月 

小西健志（北大）・本田 聡・桜井泰憲（北大）: 

・Distribution and abundance patterns of two larval 

anisakine nematodes in walleye pollock collected off 

the Pacific coast of Hokkaido, Japan. PICES Annual 

Meeting IX，函館，2000年10月 

町口裕ニ： 

・ョコエビがウニの頼を抜く！?．北水研ニユース 59, 

7-9，平成12年7月 

箱山 洋： 

・動物の資源競争とサイズ分布の相互作用：アマゴに

よる長期実験から．in自由集会「生態学における数理

的手法ーサイズ構造をどのように扱うか？ー」，第47回 
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日本生態学会大会講演要旨集，p.32，広島，平成12年 	東屋知範・塩本明弘・長津和也（遠水研）・石田行正： 

3月 

森 賢・土屋光太郎（東水大）・西田 宏（中央水研）・

木下貴裕： 

・表層トロールネットを用いたスルメイカ採集試験操

業結果．平成12年度いか類資源研究会議，静岡，平成 

12年7月 

森 賢・土屋光太郎（東水大）・木下貴裕： 

・Distribution and community structure of epipelagic 

squids in the Kurosiho-Oyashio transition zone, 

western north Pacific., CIAC 2000，アバディーン（英

国）,2000年7月 

・Spatial and temporal distribution of 

phytoplankton, macrozooplankton, and fishes along 

a south-north transect in the central north Pacific 

ocean and Bering Sea in summer. PICES Annual 

Meeting IX, 函館，2000年10月 

東屋知範・石田行正： 

・Effects of ocean currents on juvenile chum salmon 

migration. NPAFC & PICES International 

workshop on factors affecting production of juvenile 

salmon:Comparative studies on juvenile salmon 

ecology between the east and west north Pacific 

Ocean, 東京，2000年10月 

森 賢・土屋光太郎（東水大）・西田 宏（中央水研）・

木下貴裕： 

・Community structure of epipelagic squids in the 

Kuroshio-Oyashio transition zone, western north 

Pacific. PICES Annual Meeting IX, 函館， 

2000年10月 

西田 宏・渡辺千夏子・谷津明彦（中央水研）・森 賢・

川崎 清（中央水研）: 

・Distribution and abundance of juvenile small 

pelagic fishes and squids in the northwestern Pacific 

from a midwater trawl survey, 1996 - 2000. PICES 

Annual Meeting IX，函館,2000年10月 

福若雅章・鈴木俊哉（さけ・ます資管セ）: 

・Early sea mortality of chum salmon juveniles in 

open coastal waters of Japan Sea. NPAFC & PICES 

International workshop on factors affecting 

production of juvenile salmon:Comparative studies 

on juvenile salmon ecology between the east andwest 

north Pacific Ocean，東京，2000年10月 

帰山雅秀・中村 愛（道東海大）・福若雅章・石田行正・

上田 宏（北大）・R . V. Walker ・ K. W . Myers（ワシ

ントン大）: 

・Comparison of feeding ecology of pacific salmon 

in the eastern and western north Pacific ocean. PICES 

Annual Meeting IX，函館，2000年10月 

片倉靖次（北大）・西村 明・西山恒夫（道東海大）: 

・Otolith growth patterns of the year-classes 1978 

and 1989 walleye pollock in young ages in the Bering 

Sea. PICES Annual Meeting IX，函館,2000年10月 

漬津友紀： 

・日本の太平洋沿岸域におけるスケトウダラの再生産

の変化．さんま，まさば，まいわし，かたくちいわし， 

いか及びすけとうだらの生態学及び数量動態に関する

日口意見交換会，ウラジオストク（ロシア），平成12年 

8月 

漬津友紀・八吹圭三： 

・Decadal variability on the growth rate and the age 

of maturation of walleye pollock off the Pacific coast 

of Japan. PICES Annual Meeting IX, 函館 , 2000 

年10月 

野別貴博・桜井泰憲（北大）・北川大二・服部 努（東

北水研八戸）・漬津友紀】 

・North western Pacific spawning and feeding areas 

of threadfinhakeling, Laemonema longipes. PICES 

Annual Meeting IX, 函館，2000年10月 

柳本 卓： 

・1999年夏期のオホーツク海におけるズワイガニ現存

量調査結果．オホーツク海重要底魚類生態調査事前説

明会，網走，平成12年7月 
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伏屋玲子・渡過精一（東水大）・養松郁子（日水研）・ 

柳本 卓： 

・ズワイガニとベニズワイの遺伝的変異性．平成12年

度日本水産学会秋季大会講演要旨集，平成12年10月 

柳本 卓・西村 明・漬津友紀・三宅裕志（海洋科学

技術センター）: 

・しんかい2000によるスケトウダラ遊泳行動の観察． 

ベーリング海スケトウダラ関係者会議，函館，平成12 

年10月 

柳本 卓・西村 明： 

・Restrospective study of Basin pollock and 

oceanography. ベーリング海スケトウダラ調査担当者

会議，函館，平成12年10月 

柳本 卓・西村 明： 

・The interannual changes of biological characters 

on walleye pollock, Theragra chalcogramma,in the 

Aleutian Basin of the Bering Sea. PICES Annual 

Meeting IX, 函館，2000年10月 

植原量行（科技庁特別研究員）・伊藤進一・渡過朝生・

清水勇吾（東北水研）・加藤修（日水研）・津田 敦・

川崎康寛・日下 彰・石川孝一・熊谷正光（気象庁）・

三宅秀男（北大水産）・安田一郎（東大理）・野津清志 

（岩手水技センター）: 

・襟裳岬沖親潮集中観測線（OICE）における係留系観

測の展望．2000年度日本海洋学会秋季大会，福岡，平

成12年 9月． 

中村知裕・淡路敏広（京大理）・滝沢隆俊（JAMSTEC）・

川崎康寛： 

・潮流によるクリル海峡での 3 次元的な海水輸送・混

合過程：潮流による長周期輸送が果たす役割．2000年

度日本海洋学会秋季大会，福岡，平成12年9月 

岸 道郎（北大水）・Bernard A. Megrey(NMFS) ・柏

井 誠・David L. Eslinger(NOAA）・Daniel M. 

Ware(PBC)・ Francisco E. Werner(UNC): 

・パイセス北太平洋低次生産モデル（NEMTJRO) につ

いて．2000年度日本海洋学会秋季大会，福岡，平成12 

年9月 

津田 敦・斉藤宏明・葛西広海： 

・Comparative study on the life histories of 

Neocalanus crista tus, N. plumchrus, N. flemin-

geガ and Eucalanus hungガ in the subarctic Pacific. 

PICES Annual Meeting IX，函館，2000年10月 

津田 敦・斉藤宏明・葛西広海： 

・親潮域における大型カイアシ類生活史の比較．2000 

年度日本海洋学会秋季大会，福岡，平成12年 9月 

津田 敦・武田重信（電力中央研）: 

・Zooplankton response to nutrients input. PICES 

Annual Meeting IX, つくば，平成12年10月 

山田雄一郎・池田 勉（北大水産）・津田 敦： 

・Development pattern and maturation of the hyperid 

amphipod Prftnno abyssalis in the Oyashio region, 

western subarctic Pacific. PICES Annual Meeting 

IX，函館， 2000年10月 

斉藤宏明： 

・Can chaetognaths influence the fish 

recruitment? -theoretical approach with prey and 

predator encounter model. PICES Annual Meeting 

IX， 函館，2000年10月 

斉藤宏明・T. Kiorboe （デンマーク水産研究所）: 

・水流刺激闘値を考慮した毛顎類 Sagitta elegans の

餌料掃水率の推定．2000年度日本海洋学会秋季大会， 

福岡，平成12年 9月 

服部 寛・立川憲一（北海道東海大）・斉藤宏明・長深

和也（遠水研）: 

・西部北太平洋亜寒帯海域における海洋環境と円石藻

類の分布．2000年度日本海洋学会秋季大会，福岡，平

成12年9月 

黒川忠英・鈴木徹（養殖研）・安藤 忠： 

・Development of pancreatic exocrine function and 

its endocrine regulation system during the larval 

stage of Japanese且ounder, Paralichthys olivaceus. 

The ninth international symposium on nutrition & 

feeding in fish, p. 79, May, 2000. 

持田和彦・松原孝博・浦和 寛・近藤朋子・足立伸次・

山内晴平（北大水）: 

・A high molecular weight glycoprotein in seminal 

plasma is a sperm immobilizing factor in a teleost, 

the Nile tilapia.4th international symposium on fish 
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endocrinology, p. 54. Seattle (USA), 2000. 8月 

持田和彦・松原孝博・工藤秀明（産業医大）・足立伸次・

上田宏・山内暗平（北大水）: 

・ナイルテラピア精巣に発現する脱ユビキチン化酵素

様タンパク質平成12年度日本動物学会講要，p. 40．東

京，平成12年 9月． 

松原孝博・長江真樹（長大環境）・大久保信幸・安藤

忠・持田和彦・C.V.Sullivan （ノースカロライナ州大） 

原 彰彦（北大水）: 

・Molecular cloning of two forms of vitellogenin in 

barfin flounder. 4th international symposium on fish 

endocrinology, p. 62. Seattle (USA), 2000. 8月 

伊藤 博： 

・野付湾・風蓮湖・能取湖のアサリの成長休止輪紋に

ついて．日本ベントス学会第14回大会，仙台，平成12 

年10月 
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く会議情報り 	
ター・日栽協厚岸事業場・北海道水産 

林務部・水産庁資源生産推進部・北水 

平成12年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会 
	

研 

議 

1．日 時：平成12年6月27日（火）13: 30-47 : 00 

平成12年6月28日（水） 9:30-'12:00 

2．場 所：北海道区水産研究所 会議室 

水産関係試験研究を巡る情勢について 

（北水研） 

且．研究成果，研究情報について 

1）各場所の平成11年度研究成果および平成 

12年度研究計画概要 

：道立水産試験場（中央・函館・釧路・ 

網走・稚内，栽培漁業総合センター）, 

道立水産鱒化場，さけ・ます資源管理 

センター，日栽協厚岸事業場，北水研 

2）各場所の研究関連トピックス 

：道立水産試験場（中央・函館・釧路・ 

網走・稚内，栽培漁業総合センター）, 

道立水産鱒化場，さけ・ます資源管理 

センター，日栽協厚岸事業場，北水研 

3）部会報告について 

（イ）資源・海洋環境部会報告 

（ロ）増養殖研究部会報告 

（ハ）企画情報部会報告 

皿．地域研究の推進方向について 

1）北海道区水産研究所運営会議について 

（報告） 

2）北海道ブロックの水産研究の推進方向と連 

携協力について（意見交換） 

3）部会からの提案 

4）その他 

N．研究成果の利用と普及について 

1）平成11年度研究成果情報の評価・分類に 

ついて（協議） 

V．その他 

1）有珠山噴火に係る対応について（報告） 

2）次年度開催場所・時期等について（協議） 

3）その他 

4.参加機関：道立中央水産試験場・道立函館水産試

験場・道立釧路水産試験場・道立網走

水産試験場・道立稚内水産試験場・道

立栽培漁業総合センター・道立水産購

化場・水産庁さけ・ます資源管理セン 

平成12年度北海道プロック水産業関係試験 

研究推進会議企画情報部会 

1. 日 時 平成12年6月27日（火）10 : 00-12 : 00 

2. 場 所：北海道区水産研究所 会議室 

3. 議 題： 

1．有珠山噴火に係る対応について（報告） 

2．日口研究交流に関する状況について（報告） 

3．企画情報に関するトッピックス（報告） 

4．科学技術に関する行政監察について（報告） 

5．場所間のホームページのリンクついて（協議） 

6．百周年記念および50周年記念行事について 

（連絡） 

7．次回企画情報部会の持ち方について（協議） 

8．その他 

4. 参加機関：道立中央水産試験場・道立函館水産試

験場・道立釧路水産試験場・道立網走

水産試験場・道立稚内水産試験場・道

立栽培漁業総合センター・道立水産鱒

化場・水産庁さけ・ます資源管理セン

ター・北水研 

く研究談話会り 
平成12年度第3回北水研研究談話会 

日 時：平成12年5月23日（火） 16時～17時 

場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

1．調査船を巡るいろいろ 

山中 完一（元・水産庁調査 

船開洋丸船長） 

2．水産庁調査船での約40年間を振り返って 

土谷 貞征（前・北水研所属 

調査船探海丸船均 

平成12年度第4回北水研研究談話会

日 時：平成12年6月19日（月） 15時～16時

場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

3．
議
 
題
：
 

場
議
 

I
 

所
題
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1．クリル列島におけるオホーツク海水と北太平洋

亜寒帯水の潮汐交換機構 

淡路 敏之（京都大学大学院 

理学研究科地球

物理学教室） 

2．クリル列島における内部波による鉛直混合 

中村 智裕 （ ガ 	） 

平成12年度第5回北水研研究談話会

日 時：平成12年8月1日（火） 15時～16時
場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

・画像システムによるワカサギ仔稚魚の誕生日組成 

(1998：阿寒湖から） 

工藤 智（北海道水産購化場 

資源管理部） 

平成12年度第6回北水研研究談話会

日 時：平成12年8月4 日（金） 15時～16時
場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

・「1988-1992年の北太平洋さけ幼魚豊度調査」 

ラスサードニコフ・オレグ 

（チンロ・センター漁業予測部） 

平成12年度第6回北水研研究談話会 

日 時：平成12年9月11日（月） 

13時30分～14時30分 

場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

1．チンロセンターについて 

Blinov Yu.（ブリノフ） 

（チンロ・センター副所長） 

2．沿岸資源研究部の組織と研究について 

Pozdriyakov S.（ポジャニコフ） 

（チンロ・センター副所長） 

おさかなセミナーくしろ’2000 
「気候と魚の科学」 

～魚と気候の関係を探る～ 

日 時：平成12年8月24日 

13 : 30-46 : 00 
場 所：釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」 

2F 多目的ホール 

演題及び講演者： 

1．過去にみる気候変化と魚の資源 

釧路市立博物館 針生 勤 

2．近年の気候変化と魚の資源 

道立釧路水産試験場 鈴内 孝行 

3．気候変化と海の生態系 

北海道区水産研究所 柏井 誠 

参加機関：北海道釧路支庁・道立釧路水産試験場・ 

釧路市・釧路市立博物館・日本栽培漁業 

協会厚岸事業場・釧路水産協会・北海道 

漁業協同組合連合会釧路支店・北水研 

ほか、一般市民 

**************** 

平成12年度 

長 期 在 外 研 究 

**************** 

所属・氏名：亜寒帯海洋環境部高次生産研究室 

山村織生 

派 遣 先：米国 

研究課題：「東部ベーリング海生態系の栄養動態モ 

デル解析」 

派遣期間：平成12年9月30日 

～平成13年9月29日 

28 尤丞研ニュース Na60 
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平成12年度第1回太平洋イカ長期漁海況予報

平成12年度北西太平洋アカイカ漁況予報 

平成12年度第 2 回太平洋イカ長期漁況予報 

企画連絡室 

出版委員会 

浮魚頭足類生態研究室 

ガ 

ガ 

北水研日誌 

（平成11年5月1日～平成12年10月31日） 

ノー 
	

× 
主な央訪・見学者 

× 	ノ 

◇5. 31：地域における連携についての打合わせのた

め釧路工業専門学校教頭藤堂氏来所 

◇6. 8 ：さけ・ます国際資源管理関係予算打合わせ

のため水産庁漁場資源課国際資源班長 山

本氏，混獲生物資源係長 金子氏来所 

◇6. 12：スケトウダラの鮮魚流通普及について全国

底曳網連合会 大西氏，北海道機船連 柳川

氏外2名来所 

橋爪氏外1名，（社）日本栽培漁業協会厚

岸事業場 錦氏，北海道水産林務部企画調

整課 杉若氏，水産庁資源生産推進部 川

口氏外1名来所 

◇7.4：おさかなセミナーくしろ2000第3 回企

画・実行委員会のため北海道釧路支庁栗林

氏，道立釧路水産試験場 竹内氏外 2名， 

釧路市水産課 永井氏，（社）日本栽培漁業

協会厚岸事業場 錦氏来所 

◇7. 31：日口科学技術協力計画の日本200海里内 

~8 .6 での漁獲されたさけ・ます類の生物学調査

のためロシア・チンロセンター漁業予測部

技師 ラサードニコフ・オレグ氏，通訳

イワノフ・セルゲイ氏来所 

◇9. 11：深層水プロジェクト打ち合わせのため北海

道開発局 盛氏来所 

◇6. 23：おさかなセミナーくしろ2000第3 回制

作担当者会議のため道立釧路水産試験場

鈴内氏外1名，釧路市立博物館 針生氏来

所 

◇6. 27：平成12年度北海道ブロック水産業関係試験 

'28 研究推進会議及び企画情報部会のため道立

中央水産試験場 員田氏外 3 名，道立函館

水産試験場 小池氏外1名，道立釧路水産

試験場 竹内氏外2 名，道立網走水産試験

場 坂本氏外1名，道立稚内水産試験場

山崎氏外1名，道立栽培漁業総合センター 

西浜氏外1名，道立水産鱒化場 岡田氏

外1名，水産庁さけ・ます資源管理センター 

◇9. 11：日本におけるさけ・ますなどの沿岸水産資

源の管理と増殖技術の意見交換ためロシア・

チンロセンター副所長 ブリノフ氏・ポジャ

ニコフ氏，研究室長 ボロパエフ氏，通訳 

セルゲイ氏来所 

◇9. 11：倫理規定等に係る事務打ち合わせのため水

産庁漁政課管理班長 小松氏，流通課総務

班長 貝塚氏来所 

◇9. 18：文献収集及びタラ耳石包埋実習のため ロ

シア・サフニロ キム・セン・トク氏，道 

立釧路水産試験場 志田氏来所 
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◇10. 1：さけます資源についての意見交換のため小

型さけます流網漁業組合会長 吉田氏来所 9. 8 GLOBEC FOCUSワーキンググルー 

~9.16 プ集会出席のため，津田室長フランスへ 

◇10. 12：平成12年度水産関係試験調査事業協議会の

講演依頼のため北海道立釧路水産試験場企

画総務部長 大友氏来所 

× 
研芳英会参勿 

× 	 ノ 

【国内】 

6. 17 第1回「海」及び「海洋一次生産」分科会出 

'6.21 席のため，津田室長・葛西技官千葉へ 

6. 20 海洋・水産科学に関する根室国際会議支援実

行委員会出席のため，柏井部長根室へ 

6. 28 平成12年度第1回陸・水圏生態系検討委員会 

~6. 29 出席のため，津田室長東京へ 

7. 5 漁業生産研修会出席のため，町口主任研究官 

~7.8 稚内へ 

小林 時正 

9. 23 国際海草生物学ワークショップ第4回出席の 

~10.4 ため，飯泉室長フランスへ 

〇人事の動き〇 
対象期間：平成12年5月～12年10月 

【退職】 

平成12年9月30日付 

北水研亜寒帯漁業資源部浮魚・頭足類研究室 

（科学技術特別研究員） 

東屋 知範 

【転出】 

平成12年10月1日付 

命 東北区水産研究所企画連絡室長 

（北水研亜寒帯漁業資源部長） 

7. 13 平成12年度後期資源評価・管理対策検討会議 

~7.14 会出席のため，津田室長東京へ 

7. 17 第9 回パイセス年次会合第2 回現地実行委員 

~7.18 会出席のため，柏井部長函館へ 

8. 23 「海藻葉面における他生物付着防止作用に関 

~8.24 する調査研究委員会」出席のため，町口主任

研究官札幌へ 

【転入】 

平成12年10月1日付 

命 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部長 

（西海区水産研究所石垣支所沿岸資源研究室長） 

水戸 啓一 

9. 14 海洋生態系観測システム研究会出席のため， 

~9.15 葛西技官東京へ 

10. 4 「海藻葉面における他生物付着防止作用に関 

~10.5 する調査研究」出席のため，町口主任研究官

札幌へ 

【外国】 

5. 10 米国湖沼海洋学会2000年水域科学集会出席の 

~6.13 ため，斉藤技官デンマークへ 

7. 30 第4回国際魚類内分泌シンポジウム出席のた 

~8.4 め，松原室長米国へ 

30 尤丞研ニュース JV6O 


