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旦私達の置カれてしる立場 
×~’~  」ヒ海道区水産研究所長 浮 	
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水産庁研究所は、平成 8年の「国連海洋法条約」の

批准・発効、「科学技術基本法」に基づく「科学技術基

本計画」の策定等に伴う水産研究をめぐる新たな情勢

の変化に対応できる体制を整えるため、平成10年10月

に大規模な組織改正を実施した。当所は、北太平洋亜

寒帯海域を担当してきた遠洋水産研究所北洋資源部の

大部分の機能を引き継ぐとともに、漁獲可能量（TAC) 

制度による生物資源の持続的利用と“つくり育てる漁

業”の確立による水産業の振興及び漁業生産を支える

海洋生態系の動態に係わる基盤的研究を重点的に推進

する体制を整えた。なお、組織改正直後の平成11年度

第I期には、「科学技術に関する行政監察」が水産庁研究

所を含む農林水産省試験研究機関を対象に実施され、 

各研究所で対応している。 

平成13年4月には国立試験研究機関の独立行政法人

移行の政策に沿い、 9つの水産庁研究所は「独立行政

法人水産総合研究センター」に統合された。水研セン

ターは、企画・調整・総務・会計等を司る本部を新た

に設けた。独法移行後1年余が経過し、諸制度等を整

えつつある現在、行政改革の流れを受けた特殊法人等

の整理合理化の政策に添った3法人統合という新たな

事態を迎えている。ここでは、改革の激流に翻弄され

て対応を誤らないよう、また、今後の水産研究の展望

を拓くために、私たちの置かれている立場を概観して

おきたい。 

1. 水産業の現況と水産政策について 

我が国の漁業生産量・生産額は、平成元年以降、連

続して減少しており、平成12年は、それぞれ638万トン・ 

1兆8753億円で、ピーク時（昭和59年：1282万トン・ 

2 兆9466億円）から見れば、それぞれ50％・64％の水

準となっている。一方、水産物輸入は増加を続け、平

成12年の輸入量は354万トン（通関時の形態による重量）、  

金額は1兆7340億円であった。この金額は、世界の水

産物輸入金額の26％に相当し、世界 大の水産物輸入

国となっている。水産物の自給率は低下を続け、平成 

12年の食用魚介類の自給率は53％であった。魚介類の

消費量は年間1人当たり37kgで、動物性たんぱく質供

給量の 4割を占めている。平成12年の海面漁業の漁業

経営体は前年に比べ 3％減の14万6千で、そのうち主

に家族労働によって営まれる沿岸漁業経営体は13万9 

千、95％を占めた。漁業就業者は前年に比べ 4％減の 

26万人で、65歳以上の高齢者の割合は32％となり、就

業者の減少と高齢化が進行している。 

北海道について見ると、漁業生産量・生産額は、そ

れぞれ164万トン・2975億円で、全国の26％・16％を占

め、都道府県別ではいずれも第1位となっている。こ

の生産を全国比12％前後の漁業経営体と就業者で支え

ているが、就業者の減少と高齢化は、同様に進んでい

る 

「国連海洋法条約」発効による200海里体制への移行、 

漁業生産の減少と水産物自給率の低下など、水産をめ

ぐる情勢の変化に対応して、「水産基本法」が昨年 6月、 

制定された。これは「沿岸漁業等振興法」（昭和38年制

定）に代わる新たな水産政策の指針と位置づけられて

いる。「基本法」は、水産資源の持続的利用の確保を図

るため、「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全

な発展」を基本理念として掲げ、漁業部門に加え、加

工・流通も含めた水産業全体を国民に対する食料供給

産業として捉え、施策の範囲も、水産物の生産及び消

費の両面にわたる指針として水産物の自給率目標を設

定することや、遊漁も含めて水産資源の管理を行うこ

と、漁業・漁村のもつ多面的機能と漁村振興を図るこ

となど、国民全体の利益の実現という観点が明確にさ

れている。 

今年3月には「基本法」に基づき、今後10年程度を 
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見通した中期的指針となる「水産基本計画」が策定さ

れた。「計画」には、水産業は、豊かで安心できる国民

生活の基盤を支えるものであって、大きな可能性があ

ること、この可能性を 大限に引き出すことが施策展

開の基本的な方針であると述べられている。そして、 

具体的に水産物の自給率の目標（平成24年度の食用魚

介類の自給率65%）が掲げられ、目標を実現するため

の施策が、さきの「基本法」の 2つの理念の下に示さ

れた。水産資源の持続的利用を確保するため「資源回

復計画」を作成し、具体的な取組みを総合的に推進す

る。我が国が世界の漁業生産及び水産物消費において

重要な地位を占めていることを踏まえ、適切な国際漁

業管理のために必要な体制構築に貢献するとした。な

お、FAOは、遅くとも2005年までに世界的な漁獲能力

を資源の持続的利用が可能な水準とするための方策を

講じるとしている。研究・技術開発については、「水産

資源に関する調査及び研究」、「水産動植物の増殖及び

養殖の推進」、「技術の開発及び普及」として特に項を

起こして方向が示された。「基本計画」は、水産をめぐ

る情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえて、 

概ね5年ごとに見直しが行われる。 

‘】三 /f_ ;'(.-棄誓護発弾 
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水産庁は、「水産基本政策検討会報告書」（平成11年 

8月）及びそれを受けた「水産基本政策大綱」（平成11 

年12月）で提示された新たな水産基本政策の展開方向

に即し、技術開発の一層の効率的推進を図るため、こ

れらの政策を具現化する重点方向及び推進方策を示し

た「水産研究・技術開発戦略一水産新世紀の扉を開く―」 

を平成12年6月に策定した。水産庁はこの「戦略」に

基づいて、付置機関が行う研究及び公立試験研究機関・

大学等への委託・助成事業等を通じて、研究・技術開  

発を推進していくこととなった。「戦略」には、重点課

題として「水産資源の持続的利用のための調査研究の

高度化」、「積極的な資源造成と養殖技術の高度化」、「水

域生態系の構造・機能及び漁場環境の動態の解明とそ

の管理・保全技術の開発」、「水産業の安定的経営の確

立のための研究の推進」、「消費者ニーズに対応した水

産物供給の確保のための研究の推進」、「漁業地域の活

性化のための研究の推進」、「水圏生物の機能の解明と

高度利用技術の開発」、「国際的視野に立った研究の推

進」の 8つが掲げられた。各課題には、I期（ 5年後）、 

II期（10年後）における主要な達成目標が示されており、 

期末毎に達成度を評価し、結果は「研究資金等の重点

的配分等」に反映されることとなった。なお、さきに

実施された行政監察の勧告では、水産庁が「戦略」を

いち早く策定し、達成目標を具体的に定めたことを評

価している。 

北海道は、「水産基本法」制定など水産政策の変革や

水産業の現状を受けて、全国に先駆けて「北海道水産

業・漁村振興条例」をこの3月、制定した。この条例

は、北海道の水産業・漁村をめぐる今後の諸課題に対

処し、施策推進の枠組みを示したもので、基本理念と

して、「将来にわたっての安全かつ良質な水産物の安定

的供給」、「地域を支える活力のある産業としての水産

業の発展」、「水産業の基盤のみならず自然とのふれあ

いなど多様な機能を発揮する漁村の発展」の3つを掲

げている。基本理念を踏まえた「水産資源の持続的な

利用や積極的な増大」、「海の環境を守り育む水産業の

展開」、「快適で活力ある漁村地域の創出」等を含む 5 

つの施策推進の基本的な考え方の下に、施策の展開方

向が示されている。これらの施策を総合的・計画的に

推進するため、道は現在、漁業生産その他の適切な目

標等を盛り込んだ「水産業・漁村振興推進計画」の策

定に取り組んでおり、今年度中にも公表される運びで

ある。なお、北海道立水産試験場は、「水産試験研究の

中長期計画」（平成6年策定）を立てているが、近々、 

「推進計画」等を受けて改訂されると聞いている。 

政府は、経済と財政の改善を図るため「経済財政運

営と構造改革に関する基本方針2002」をこの6月、閣

議決定した。ここでは、構造改革を進める方針に添っ 
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て各府省の重点施策が体系立てて示されている。農水

省の関連施策は、「経済活性化戦略」の 6つの戦略のー 

つ「産業発掘戦略」の中に（食料産業の活性化）とし

て書かれている。「食」に対する国民の信頼を回復する

ために、真に「消費者」を基点とした食料産業と農林

水産業に再生するとして、「安全で安心」な食品を供給

するためのトレーサビィリティシステムの導入、「ブラ

ンド・ニッポン」戦略の策定等を進めるとした。また、 

「歳出の主要分野における構造改革」では、国民の間

で将来の食料供給に対する不安と、BSE問題等を契機

に「食」に対する不信が高まっていることから、農業

の構造改革と併せて、農林水産資源を活用したバイオ

マス産業を国際競争力のある新戦略産業として育成す

る（食料産業の改革）を進めるとした。なお、政府は 

「バイオマス・ニッポン総合戦略」を今年中に策定す

るとして、その骨子を 7月発表している。農水省は、 

食の安全と安心の確保、農業の構造改革の加速化、都

市と農産漁村の共生・対流を骨子とする「食と農の再

生プラン」をこの 4月発表、消費者に軸足を移した農

林水産行政を進める。 

2. 科学技術政策について 

我が国は、科学技術創造立国を目指して科学技術の

振興を強力に推進していく上での基本的な枠組みとし

て「科学技術基本法」を平成 7年11月、制定した。「基

本法」には、研究者の創造性の発揮、基礎・応用・開

発研究の調和ある発展、科学技術と人間・社会・自然

との調和等の科学技術振興の基本方針、国及び地方公

共団体の責務、「科学技術基本計画」の策定、国が講ず

べき施策等を規定している。国は「基本法」に基づき、 

向こう10年程度を見通した 5年間の科学技術の振興に

関する施策の総合的な推進計画として「科学技術基本

計画」を平成 8年7月、策定した。「基本計画」により

食料、環境保全等の地球規模の問題をはじめとする社

会的・経済的ニーズに対応した研究開発を基礎研究と

ともに推進し、研究課題や研究機関についての厳正な

評価の実施、研究者交流の促進、競争的研究環境の実

現等、新たな研究開発システムの構築を図るとした。 

これを受けて、水産庁研究所においても、新たに外部

評価委員を迎えた機関評価会議を設置したのは記憶に

新しい。 

平成13年3月、第2期の「科学技術基本計画」が閣

議決定された。科学技術政策の基本理念として、「知の  

創造と活用により世界に貢献できる国一新しい知の創

造―」、「国際競争力があり持続的発展ができる国―知

による活力の創出一」、「安心・安全で快適な生活ので

きる国一知による豊かな社会の創世一」の 3つが掲げ

られた。「基本計画」では、科学技術の重点化戦略とし

て、ライフサイェンス、情報通信、環境、ナノテクノ

ロジー・材料の 4つを重点分野と位置づけた。ライフ

サイェンス分野の 7つの重点施策のーつとしてゲノム

関連技術開発と並んで「食料供給力の向上と食生活の

改善に貢献する食料科学技術の開発」が書き込まれて

いる。環境分野の柱は、地球温暖化研究、資源循環型

技術研究、自然共生型流域圏研究、科学物質リスク総

合管理技術研究等の 5つである。その後、地球温暖化

については、「地球温暖化対策推進大綱」（平成14年 3 

月19日、地球温暖化対策推進本部決定）、自然共生につ

いては、「生物多様性国家戦略」（平成14年3月地球環

境保全に関する関係閣僚会議決定）が発せられた。 4 

重点分野のほか、その他の 4分野としてエネルギー、 

製造技術、社会基盤と並びフロンティア（宇宙・海洋） 

分野が取り上げられ、「海洋資源利用のための技術」と

して海洋生命科学研究に力を入れるとされている。 

一方、研究開発の成果が社会へ一層還元されるよう、 

科学技術システムの改革（競争的資金の改革と拡充、 

産学官連携の推進、地域科学技術の振興、研究者の流

動性の向上、研究開発システムの改革等）について方

針が示されている。研究者の流動性向上については、 

公的試験研究機関は、「任期制及び公募の適用方針を明

示した計画」を作成するよう努めるとし、研究機関の

評価に当たっては、任期制及び公募の適用状況を評価

のーつの重要な観点とするとされた。評価については、 

第1期「基本計画」に基づいて策定された「国の研究

開発全般に共通する評価の実施方法の在り方について

の大綱的指針」に代わって、「国の研究開発評価に関す

る大綱的指針」（平成13年11月内閣総理大臣決定）が定

められ、従来の課題・機関の評価に加えて、新たに研

究開発施策や研究者業績の評価制度、評価結果の予算・

人材等の資源配分への反映、評価体制の整備等が盛り

込まれた。評価については、既に「行政機関が行う政

策の評価に関する法律」（平成13年）があり、「独立行

政法人通則法」（平成11年）にも記述があるが、それら

とも整合するよう取り組むこととされている。 

科学技術政策の企画立案・総合調整を行う司令塔と

して「総合科学技術会議」が内閣府設置法に基づき平 
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成13年1月、設けられた。「会議」は、内閣総理大臣の

諮問に応じ、科学技術政策や資源の配分方針の策定、 

重要な研究開発の評価等を行う。「会議」には本会議の

ほか、重点分野推進戦略、評価、科学技術システム改

革、生命倫理等の専門調査会が置かれているほか、産

学官の連携を強化・促進するための「産学官連携サミッ

ト」が開催されている。「会議」とその専門調査会等は、 

「科学技術基本計画」に添った政策を促進するため、 

戦略や指針を順次、発している。「科学技術振興調整費

の活用に関する基本方針」、「科学技術に関する予算、 

人材等の資源配分方針」、「任期制・公募制導入に関す

る基本的指針」、「競争的研究資金制度改革について

中間まとめ」等である。「平成15年度に向けた科学技術

の戦略的重点化について（案）」では、重要施策を重点

的に実施していくとともに、必要な整理、合理化、削

減を図るとして、以下の 4つの観点から評価を行い、 

結果を適切な研究開発資源の配分に反映させるとして

いる。 

必要性：国にとって必要であり、現時点で国が関与

しなければ実施ができないものか。 

計画性：目的を実現するための手段・体制が計画と

して適切か。 

有効性：期待される成果を、期間中に得られる見込

みがあるか。 

効率性：期待される成果は、投資に見合うものか。 

従来、国立試験研究機関を中心に配分されていた「科

学技術振興調整費」（予算額約350億円）は、総合科学

技術会議が我が国全体の科学技術に関する施策を見渡

した上で、機動的かつ戦略的に活用する資金、政策誘

導経費として一新され、大学にも門戸が開放された。 

新たなプログラムは、戦略的研究拠点育成、若手任期

付き研究員支援、科学技術政策提言、先導的研究等の

推進、振興分野人材養成等である。第 2期「基本計画」 

の方針に添った政策を受け、身の廻りにおいてもプロ

研等の競争的資金への衣替え、研究者の業績評価制度

の導入、任期付き研究員の雇用、産官学連携の活発化

等、研究環境は大きく変わりつつある。 

農水省は、農林水産業及び関連産業に係る研究開発

全体の目標を、おおよそ10年を見通して示した「農林

水産研究基本目標」を定め、これにより農林水産研究

開発に係る施策について重点的・効率的な推進を図る

こととしている。第I期「科学技術基本計画」の策定、 

農水省における「食料・農業・農村基本法」（平成11年 

7月制定）や森林・林業政策及び水産政策に関する基

本政策の見直しを受けて、「基本目標」は平成11年11月

に改定された。農林水産研究の重点化方向が、現場を

支える技術開発等を推進する研究、技術の革新と創出

を担う生命と環境の研究の 2つの柱の下に示されてい

る。水産研究の重点化方向としては、資源量の変動機

構の解明と予測技術の開発、複数魚種一括管理手法の

開発による漁業資源管理技術体系の確立、移植・放流

の天然遺伝資源に及ぼす影響評価に基づく資源培養技

術の開発等を上げている。 

海洋政策については、文部科学省の科学技術・学術

審議会（海洋開発分科会）が作成した「長期的展望に

立つ海洋開発の基本的構想及び推進方策について（答

申）-21世紀初頭における日本の海洋政策のあり方―」 

が本年6月、公表されている。持続可能な海洋生物資

源の利用の項では、水産資源の持続的な利用の推進、 

海洋生物資源の開発・研究等について方策が示される

など水産関連事項の書き込みも多い。 

3. 私達の研究の推進方向について 

水産庁研究所は、研究推進の背景等の分析に基づき

向こう10年を見通した研究推進の方向と課題の体系を

示した「研究基本計画」によって研究を推進してきた。 

「基本計画」は、平成 8年における「科学技術基本計 
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画」の策定、「農林水産研究基本目標」の改定、「国連

海洋法条約」の発効等の諸情勢の変化に対応して、平

成10年10月の組織改正に併せて改訂された。平成13年 

4月の独法移行後、水研センターは農水大臣が指示す

る達成すべき業務運営に関する「中期目標」に基づき、 

「目標」を達成するための「中期計画」を作成、大臣

の認可を受けた「計画」よって研究を推進することと

なった。水研センター中期目標は、「水産研究・技術開

発戦略」に示された 8つの重点課題を、「水産資源の持

続的利用のための調査研究の高度化」、「水産生物の機

能の解明及び積極的な資源造成と養殖技術の高度化」、 

「水域生態系の構造・機能及び漁場環境の動態の解明

とその管理・保全技術の開発」、「水産業の安定的経営

と漁業地域の活性化のための研究の推進」、「消費者ニー 

ズに対応した水産物供給の確保のための研究の推進」、 

「国際的視野に立った研究の推進」の 6つに組み直し

重点研究領域とした。独法移行は組織改正から間もな

く、諸情勢に大きな変化がないところから、研究推進

体制としては新たに設置した本部を除き従来組織を継

承した。「中期計画」及びその事業年度の業務運営に関

する計画を示した「年度計画」は、基本的には「目標」 

の重点研究領域の下に、各研究所が持っていた「基本

計画」の課題を再編成し配置することで作成されてい

る。私達は、「中期計画」の達成に責を負っているが、 

研究成果は、「戦略」の成果としてもその期末に水産庁

に報告し、委託・助成事業等による公立試験研究機関・

大学等の成果と併せて評価を受けることとなる。 

ところで、「研究基本計画」には、研究課題の体系・

段階的達成目標と併せて研究推進の背景・研究推進の

方向について示されていたが、「中期計画」には、背景・

方向の記述はない。そのため、当所は昨年度、独自に 

「亜寒帯水域における水産研究戦略と北水研の役割（案）」 

を作成し、研究推進の背景・研究推進の方向、中長期

的な問題解決の展望を示した。「役割」は、「水産研究

戦略」の中での達成状況を把握し、かつ、評価するた

めの手引きとしても活用されることをねらいとしてい

る。「役割」は、北海道の水産業試験研究機関が、今後 

10年程度の中期的に解決の端緒を切り開かなければな

らない大きな目標は「漁業資源の回復とその持続的利  

用方策の提言」であるとした。今後、私達は「中期計

画」と併せて「役割」を指針とし、置かれている立場

を良く理解し踏まえた上で、関係機関と連携して、問

題解決に遭進していきたい。 

さて、水研センターは、行政改革の一環として平成 

15年10月、認可法人海洋水産資源開発センター及び社

団法人日本栽培漁業協会を統合する。水研センターに

は、これまで実施してきた水産に関する総合的な試験

及び研究に、新たに開発センター・日栽協がそれぞれ

担っていた新漁場における漁業生産の企業化等の業務・

栽培漁業に関する技術開発等の業務が加わる。これに

より水研センターは、水産に関する基礎から応用、実

証化までを一元的に行う総合的な試験研究機関として

再編されることとなった。統合により、応用・実証部

門とより一層連携を深め、一体となって研究を推進で

きる体制が整うことで、私達の研究成果は実地に検証

され、漁業の振興に直接に活かされる道が拓ける。さ

らに合理的な漁業生産システムの構築や、栽培漁業の

総合的な推進等による“統合効果”が期待されるとこ

ろである。 
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魚類のインスリンを扱っていると、「魚にも糖尿病が

あるのですか？」と専門の学会においてもよく質問さ

れる。魚類においても糖尿病は存在し、コイにおいて

は養殖上の問題になったことも確かにあった。しかし、 

魚類におけるインスリンに関連する研究の重要性は実

はインスリンが糖尿病よりも成長や栄養素を「身にす

る」際に重要な役割を果たす点にある。 

「栄養を身にするホルモン」とはどういう意味だろ

うか？成長のための材料となる栄養素は腸で消化、吸

収された後、血流にのって各組織に運搬され、各細胞

に取り込まれ、細胞の構成成分あるいは貯蔵成分とし

て固定化される。この過程で細胞中に栄養素を取り込

み、さらに取り込んだ栄養素を固定化する作業の促進

的制御がインスリンの役割である。この過程は「同化」 

とも呼ばれ、物質的に体を作り上げていくことから、 

インスリンは「栄養を身にするホルモン」と呼べるわ

けである。さらにインスリンは呼吸量や運動量の増加

による栄養素の燃焼、つまり、栄養素が「身」になら

ずに燃やされてしまう作用（「異化」）を抑制する働き

も合わせ持つ。したがって、必要なときに適度な量の

インスリンが分泌されることは個体が成長する上で必

要不可欠であり、また、摂取された栄養素を異化過程

に転換させずに「身にする」ことは餌料転換効率や成

長速度に直接的に反映されることから、魚類の成長を

制御する上でインスリンは特に注目すべきホルモンの 

ーつになる。このような背景がありながら、魚類のイ

ンスリンにおける研究は出版された論文数は少なくな

いが断片的でかなり基本的なことが把握されていない。 

その も大きな原因が実験魚として長期飼育可能な魚

種のインスリンの測定法がサケ・マス類以外になかっ

たことにある。魚類のインスリンの測定はしばしば「も

のの重さを測るのに身長計を使っている」ような状態

であった。 

このような背景から、まず実用的な魚類のインスリ

ン測定法を開発することを始めた。何度かの改良の後、 

平成12年に精度、感度、特異性ともに満足できるもの

が完成した。対象種には迷うことなくマツカワ（図1) 

を選択した。本種は低温下においてもヒラメ並の成長

速度を示すと言われており、水温の低い北海道におい

ては重要な栽培漁業対象種である。そして何よりも栄

養同化の制御機構の解析で得られた結果を現場で応用

できる可能性が高い。さらに重要な点としては、これ  

まで魚類インスリンの測定法は海産魚においては飼育

が困難なカツオやタラなどのものが開発されてきた。 

マツカワのように完全養殖が可能である魚種を使用で

きることの利点は言うまでもない。 

以下、 近得られた成果の一部についてご紹介したい。 

図1 天然のマツカワ 

近はほとんど漁獲されない。この個体はまだ未成魚。 
全長約30cm0 

1.魚類においても哨乳類と同様にインスリンは摂食

により分泌が誘導される 

「こんなことは常識」。まったくその通りである。魚

類においても絶食すると血中インスリン濃度が下がる

ことは知られていた。しかし、摂食がインスリンの分

泌を誘導することを魚類で証明されたことになってい

るのは哨乳類のインスリン測定法によるデータに基づ

いている。たいていの論文で触れられていないが、実

際には哨乳類のインスリンの測定法は抗体の交差性の

問題から魚類のインスリンの正確な濃度を測定するこ

とがきわめて難しい。相対的変動を把握できることも

あるがそれすらできない方が多い。非常に変な気がす

るがマツカワでのデータが摂食によりインスリン分泌

が起こることを証明した 初の報告である（Andoh and 

Nagasawa, 2002; 図2)。いわば「体重計で測った体

重の値」である。 
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図2 マツカワにおける給餌によるインスリン分泌誘導効果 

給餌により血中インスリン濃度は急激に上昇し、時間の経
過とともに減少するがこの効果は長時間持続する。 
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2.魚類においてはアミノ酸がインスリン分泌を誘導

哨乳類においてグルコースは非常に強力なインスリ

ン分泌誘導物質であり、インスリンは血糖値を下げる

働きを持つ唯一のホルモンである。つまり、炭水化物

の代謝制御はインスリンによって制御されている面が

非常に大きい（糖尿病＝インスリンと連想される理由

である）。しかし、マツカワではグルコースのインスリ

ン分泌誘導能はごく弱く、投与により有意差は出るも

ののアミノ酸の方が誘導能は強いものが多い（Andoh, 

2001; 図 3)。つまり、マツカワではインスリンの糖代

謝に果たす役割は小さく、むしろアミノ酸代謝と密接

に関係することが考えられる。このことはヒラメ・カ

レイ類が成長の原料やェネルギー源として3大栄養素 

（タンパク質、脂質、炭水化物）のうちタンパク質（ア

ミノ酸）にほぼ依存していることとつじつまが合う。 

さらにこのことは他の硬骨魚類において得られた断片

的データとも一致する。すなわち、魚類全般において

インスリンはアミノ酸代謝制御に深く関わることが予

想される。そして、栄養素が同化されるための適度な

インスリンの分泌にはアミノ酸の摂取が重要であるこ

ともうかがえる。 

3.ストレスはインスリンの分泌を強く抑制し、取り

込まれた栄養を無駄にする 

給餌後にストレスを与えた時のインスリンの分泌量

変化を図 4 (Andoh, unpublished data) に示した。 

ストレスを加えるとインスリンの分泌は強く抑制され、 

せっかく栄養が取り込まれても同化には配分されにく

い。特にこのような状態の時は異化過程を活発化させ

るアドレナリンやグルカゴンなどが分泌され、栄養は 

図3 マツカワにおけるグルコースとアミノ酸のインスリ
ン分泌誘導効果体重（臨）あたり3. 5mmol投与 したと
きの投与 3時間後までの血中インスリン濃度を積算し
た。 

運動や呼吸、基礎代謝で失われてしまうと考えられる。 

全長が約100皿以上のマツカワは多少汚れた水、高密度

飼育や連続採血でも死亡することは少なく、非常に丈

夫である。この性質はマツカワが多少の悪環境下でも

飼育しやすいという誤解を生むことに成りかねない。 

実際には、足音や物音に非常に敏感で驚かすと（その

つもりがなくても）摂食しても少なくともインスリン

の分泌量が落ちるためか成長が停滞する。特に飼育コ

ストを意識しながら高成長を達成するには、水質や水

温等の一般的飼育環境はもちろんのこと、物音や足音

などに細心の注意が必要となり、できるだけストレス

を加えないことが適度な量のインスリン分泌を起こさ

せる上でも重要であると考えられる。 

4.マツカワにおいては20で付近で成長とともにイン

スリンの分泌量や効きが 大になる 

マツカワは寒冷域の魚種ながら成長の 適温度は天

然ではほとんど経験することのなt,、18-20てである。 

このことは種苗生産現場ではすでに知られていること

であり、マガレイやハタハタにおいても飼育条件下で

は天然で経験することのない高温で高成長を示すこと

が報告されている。このような現象は飼育による特殊

な例と考えられやすい。しかし、現在のところマツカ

ワに限ったことではあるが、血中インスリン濃度やイ

ンスリン受容体とインスリンの結合（効き）は20で付

近で高くなる（一部未発表のため、図は割愛、Andoh & 

Matsubara, 2001)。すなわち、少なくともマツカワで 
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図4 マツカワにおけるストレスのインスリンの分泌抑制効果 

給餌後1 5--45分間にマツカワを棒で追い回しストレスを加 

えた。追い回し時間を5分間としても同様の結果が得られ

た。 

はこの高温での高成長は飼育条件下における特殊な例

ではなく、栄養同化系の特徴に裏打ちされた本来の生

理的特徴だと考えられる。寒冷域の魚種でも高温での

飼育適温の検討は重要である。 

以上、 近の話題を御紹介したが、マツカワに関す

る他の研究の進展状況についてもご紹介したい。マツ

カワは市場価値が高いもののマイナーな地域特産種的

なイメージを持たれている方が多いと思う。しかし、 

ここ数年のマツカワの分子生物学的研究の進展速度は

少し大げさかもしれないがヒラメを追い越しそうな勢  

いがある。例えば、すでに成長ホルモンやインスリン、 

生殖腺刺激ホルモンなどの内分泌学的に重要ないくつ

ものホルモンの遺伝子構造やアミノ酸配列が 近数年

で続々と発表され、発現状況や機能に関する研究も見

かけられるようになってきた。さらに性分化の分子機

序、個体・親子判別のための遺伝子解析やクローンの

作出も進められている。卵黄タンパク（ビテロジェニ

ン）に関する研究は（一部手前味噌になるが）さらに

先端的で、遺伝子構造、測定法、 終成熟期の限定分

解、発生に伴う利用機序等、重要でありながら他の魚

種では報告が少ない分野が急速に進められている。い

まやマツカワは栽培漁業対象種であるだけではなく、 

生理学・内分泌学の重要なモデル種である。今後、マ

ツカワの栽培漁業がこれらの成果をベースにさらに高

度化されることが期待できる。 

後にこの場をお借りして、実験魚としてマツカワ

を恵与いただいている日本栽培漁業協会厚岸事業場の

皆様に謝意を表します。 

（海区水産業研究部資源培養研究室） 
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去る 6月1O-14日にかけて、南仏のモンペリエにお

いてICES水産音響シンポジウムが開催されました。こ

のシンポに参加する機会を与えていただきましたので、 

その内容について報告いたします。 

水産研究における音響を用いた研究は、水棲生物を

対象とした研究と、流れや広範囲の海洋構造を対象と

するものの 2つに大別されます。このうちICES水産音

響シンポは、前者の研究領域を主対象として数年に一

度開催される大規模な国際シンポジウムです。 

日本語では簡単に水産音響シンポと書いてしまいま

すが、本当の英語タイトルは毎回少しずつ違っていま

す。今回のタイトルは’'The 6th ICES Symposium on 

Acoustics in Fisheries and Aquatic Ecology" と、特

に［生態研究］を抜き出して記述しています。これは、 

近年音響を用いた研究の中で特に注目を集めた、ある

いは発展した分野が［生態研究］であることを反映し

ているものと思われます。またこれに併せて、特にecology 

あるいはbehavior と名前のついたセッションがいくつ

か用意され、多くの発表が行われておりました。 

Road to Montpelier 

前回（1995年）のシンポに参加した際には、自分も

音響資源調査を始めたばかりの頃で、欧米における水

産音響研究の発展にただただ圧倒されるばかりでした。 

あれから7年が経ち、自分自身の音響調査の経験も増え

てきたところで、世界の水準と自分の関わる調査との

距離がどの程度残っているのか、再び自らの感覚とし

て測れることを楽しみに、参加準備をはじめました。 

まず、シンポの9 ケ月前までにアブストラクトを提

出し、参加の意思表明をします。これが 初のセレク

ションになります。私は口頭発表希望で申し込んだも

のの、あまり魅力的な内容とは映らなかったらしく、 

ポスター発表に回されてしまいました。次のステップ

は、シンポの2ケ月前までに要旨集掲載用のアブストラ

クト 終版とポスター宣伝用スライドの提出です。普

段私はMSパワーポイント（以下PP）を使うことはな  

いのですが、先方の指定ということでいやいやPPをい

じくる羽目になりました。本番の口頭発表では、OHP 

かPPによるPCプロジェクタのどちらかでという選択肢

は残されておりましたが、OHPを選択した人達は、大

きくゆがみ、非常に見づらいスクリーンによるプレゼ

ンを強いられ、PCプロジェクタを使った人に比べて明

らかに見劣りする発表環境しか与えられませんでした。 

やはり時代の趨勢、MSワードがいつの間にか論文原稿

提出のデフオルトフオーマツトになってしまったよう

に、PPも好き嫌いに関わらず、否応無しに覚えなけれ

ばならない［決まりごと］ということなのでしょう。 

大分話が脱線しました。シンポ1ケ月前にはミメオ 

（説明用資料）の提出です。この時点までには、おお

よそ論文の形にまとまっていなくてはなりませんでし

たので、春の連休頃から数週間は、この原稿書きにずっ

と掛かりっ切りでした。そしてシンポ当日に 終原稿

の提出となります。その後コンビナーらによるセレク

ションをクリアした原稿が、やっとレフェリーの元に

送られ、それでさらに生き残った論文が晴れてプロシー 

ディングス（今回はICESJ. Mar. Sci，とAquat. Living 

Resourcesの 2誌）へ掲載されることになります。 

シンポジウムの数日前になって何とか提出原稿を仕

上げ、丸めたポスターを抱えて、時差一7時間のフランス

に旅立ったのでしたSW。 

シンポの内容 

1）不景気なキーノートスピーチ 

5日間にわたるシンポジウムは、主催者、市長らの

挨拶で始まりました。［フランス語は分からないから仕

方ないや］と聞き流していると、いつの間にか英語で

話が進んでいたりしてびっくりしつつ、キーノートス

ピーチへ。このスピーチがちょっと変わっていました。 

私のつたない英語力のために勘違いしてとらえている

部分もあるのかもしれませんが、非常に印象に残った

部分でもありますので、ここに紹介したいと思います。 

水中音響技術に特定したシンポなので、通常ならば

そのテクニカルな展望や将来に向けての課題など、割

と前向きの話があってもよさそうなものですが、今回

の演者は研究者ではなくプロジュクトの企画あるいは

予算を担当する人だったらしく、研究者に対してかな

り厳しい注文をつけていました（自らの反省とも言っ

ていましたが）。いくつか例を挙げると】 

…研究者は、往々にして問題解決のために解

法を探すのではなく、自分の興味に基づいてその言い 
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訳のために問題をこしらえる。自分の仕事にどれだけ

のコストが掛かっていて、その結果市民にどれだけの

結果を返すことが出来たかよく考えろ・・・研究者のやる

仕事はラブストーリーに夢中になるのにそっくりだ。 

ここ数年、皆クリギングだ、ジオスタテイステイック

だとたくさんプロジェクトを提案し、走らせているが、 

調査全体のうち 後の一過程の精度を上げることばか

りになぜ躍起になるのだ。それよりも10倍も重要な（そ

してかつては研究者自身がそう言っていた）ターゲッ

トストレングスの精度を求める仕事などをほったらか

しにして、皆が 新の、はやりの解析法に夢中になる 

のはおかしい 	研究者は、あれも知りたい、これも 

知りたいと言って 新の機器を搭載した 新鋭の調査

船を作るが、一体それだけの金をかけただけのことを

研究者は納税者に還元できているのか・・・等々。シンポ

ジウムの幕開けにはずいぶん不景気なキーノートスピー 

チでした。このような厳しい内容のスピーチをするに

至った背景は分かりませんが、欧州における水産研究 

（者）を巡る状況も大分厳しくなってきたのかなと感

じさせるスピーチでした。ただその一方では莫大な予

算を突っ込んで新たな測器の開発を続けている国もあ

ることを考えると、国による体制の違いは非常に大き

く、また拡大しているのかもしれません。 

2)10のセクション、100の口頭発表、150のポスター 

開会セレモニー、キーノートスピーチが終わると、 

それから約4日半、セッション毎に分かれた口頭発表に

移ります。セッション全体で、口頭発表が約100、ポス

ターが約150で計250という大量の発表を、一部セッショ

ンを並行で走らせながら朝からタ方までびっちり掛かっ

てこなしていきました。ポスターについても、ただ貼

り放しではなく、そのセッションの座長がスライドを

使って一枚一枚簡単に紹介する場が設けられており、 

面白そうなポスターに目星を付ける上では非常によい

試みでした。ただ、せっかくそのような機会を設けて

もらいながら、そのための準備スライドを提出しない

発表者も多く、主催者側の熱意と、発表者側のやる気

の無さのギャップを感じるところでもありましたが。 

発表は玉石混交の感がありました。その中でも特に

印象に残った話題について、いくつか紹介いたします： 

3）新しい機器、テクニック 

キーノートスピーチのような批判はあるとはいえ、 

やはり新たな音響機器や技術の開発は、純粋に我々の 

興味を引く分野であることは確かです。 

i）マルチビームソナー 

今回のシンポジウムでは、マルチビームソナーを用

いた研究が多く発表されていました。海洋関係では、 

海藻群落の表現、あるいは浮魚類の魚群行動研究での

利用が多く報告されておりました。これは、マルチビー 

ムソナーの技術が製品レベルまで達し、ぽちぼち調査

船に配備されはじめたことが関係しているものと思わ

れます。一方、陸水関係では、米国のダム湖における

放水口付近でのサケ稚魚の行動観察でこの技術が利用

されておりました。これは、北米において、川を遮る

ダムがサケ稚魚の降下の妨げとなっているという環境

保護団体からの批判への対応が背景にあるものと思わ

れ、マルチビームソナーに限らず、あらゆる 先端の

観測、追尾技術が試みられていました。ダムを［守る］ 

ために相当額の予算が投入されているのだろうと、政

治的な背景を想像しつつ聞いておりました。 

11）深海曳航体、AUV 

計量魚探の送受波器を、調査船の船底から切り離し、 

より機動力を持たせようという試みがいくつか発表さ

れていました。一つは、送受波器を海中に沈めて魚群

の近くまで持っていき、高精度で音響計測を行おうと

いう試みです。実は私も既製品を若干改造した形で同

様の測定を行い、その結果をポスターにして持っていっ

たのですが、ノルウェーは、（対象魚群や海域の規模の

違いはあれど、）新たに深海型曳航体を作ってしまいま

した。音響計測の横綱と同じ土俵に上がっても、とて

も勝負になりませんので、これから自分の研究が生き

残れるニッチを探さなくてはなりません。 

もうーつ面白かった測器は、イギリスが開発した自

航式の魚探機（AUV）です。あらかじめプログラミン

グされた定線上を自律的に航走させ、音響データを採っ

て帰ってくるという魚雷の親玉のような測器です。調

査船よりも速いとか、人件費がかからないなどいろい

ろ将来的な利点を挙げておりましたが、特に調査上の

利点として、調査船が行けない場所でも調査が可能と

なる点に興味を引かれました。ナンキョクオキアミの

音響資源調査の例では、南極の大陸縁辺の氷の下にAUV 

を走らせて調査を行った結果、開氷域の調査で得られ

ていたよりも多くのナンキョクオキアミが、氷の下に

分布している可能性が示唆されたということでした。 

これが本当だとすると、南極海におけるオキアミ分布

量の試算、それに依存する栄養動態研究などは今後大

きく影響を受けることになるのかもしれません。 
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日本でも数年前に水中ロボットの研究が行われ、測

器の部分については試作されたことがありました。し

かし、それを搭載する管体、および動力部を開発する

ための予算がなく、そこで止まってしまったと聞いて

います。この手の［新兵器］の開発には、相当額の予

算と、それを支える総合的技術の両方が必要とされる

のだろうと思います。特に 先端の技術の多くは、軍

事利用の分野で 初に発達し、その後民生品に徐々に

転換され、実用化されていくという過程を考えると（水

中音響技術は、元々Uボート対策から始まりました）、 

軍需関係の産業が発達し、かつ民間が軍と密接に連携

しながら機器開発を行うような体制というのは、この

ような 先端の測器、技術の開発で世界のトップに立

つうえで非常に大きなアドバンテージであろうという

のが、私の素人ながらの感想でした。現在の日本では

いろいろ制約が多すぎて難しいのかもしれません注2)。 

4）音響資源計測はもはや普通の技術へ 

もちろん上述のような［新兵器］に関する発表ばか

りではなく、多くのセッションでは、一般的な計量魚

探やソナーを用いた研究も多く発表されておりました： 

1）魚群行動の観察 

生態のセッションでは、当然のことながら生態的な

成果に重心を置いた研究が多く発表されておりました。 

一方で、これらの研究において音響計測技術は生物モ

ニタリングの極く一部を担っているだけでしかなく、［こ

れが音響シンポで話す内容なの？］というような戸惑

いを感じるものも少なくありませんでした。また音響

調査結果をどのように漁業管理に用いるかといった、 

直接音響計測技術には関係しないような話題提供もあ

り、その意味では［水産音響シンポ］といいながらも、 

［音響テクニック］そのものが話題の中心になること

が少なくなったように感じます（もちろんこれはセッ

ションによって大きく違いますが）。これは、音響計測

が、その他の海洋観測、観察手法と同様に［普通の］ 

観測手法にまで熟成してきたことの反映と言うことも

できるのかもしれません。 

魚群行動の研究では、音響調査に直接影響を与える

日周鉛直移動や、調査船の航走による逃避など、音響

資源調査に直接関わる分野はもちろん、浮魚魚群の移

動、形状変化、あるいは海獣、小型鯨類による［狩り］ 

の様子など、純粋に生態学的興味に基づく（と思われ

る）研究が非常に精力的に行われていたのが印象的で

した（前述のマルチビームソナーも、何度か出てきて  

いました）。魚群の生態や群形状の変化に関する研究の

多くは、生態学的には興味深い部分もあるのでしょう

が、必ずしもその研究が量的評価あるいは量的解釈の

変化に直接結びつくとも思えず、水産研究機関がよく

こんな分野に結構な金と努力量を投入できるものだな、 

というのが私の率直な感想です。ひよっとすると、自

然保護とか鯨類愛護にうるさい欧米のことですから、 

このような生態研究も水産資源研究の一分野として高

い需要があるのかもしれません。あるいはキーノート

スピーチにあったように、研究者の興味が先に立ち、 

研究理由が後付けになっているのでしょうか。 

11）多周波を用いた動物プランクトンの現存量推定

前回のシンポでは、多周波測定によるプランクトン

のサイズ別現存量推定はまだまだ試験的要素が強い技

術であるように感じておりましたが、今回のシンポで

は、多周波測定は既に特殊な測定手法の域を脱し、皆

が普通に試みる計測手法のーつになりつつあるという

感触を得ました。それはそれで良いことなのですが、 

複数周波数を持つ魚探機であればとにかく何でも分け

られるとばかり、一部にはずいぶんと乱暴な解析や、 

理論的に疑問符がつきそうなものがあるなど、調査者

側の解釈が機器の発達に追いついていない部分もある

ように感じました。かつて計量魚探の導入の時期に、 

皆が［魚探があれば何でも分かる］かのように期待（勘

違い？）し、こぞって計量魚探機を調査船に搭載し、 

その後必ずしも魚探は万能ではないことが分かると、［やつ

ぱり魚探なんて役に立たない］と今度は一気に否定的

反応に振れ、結果として何千万～何億とする計量魚探

機が挨を被るいうことが国内の多くの研究機関で見ら

れました。その二の舞いにならなければ良いのですが。 

5）調査デザインの研究は遥か彼方へ 

前回のシンポでは、調査デザインといえばジオスタ

ティスティックスー色という印象でしたが、今回事前

に配付されたタイトル集などを見ると、かつて否定さ

れたジグザグ定線などのデザインが復権していたりと、 

どうも状況は変わってきたようでした。そこで、7年の

間にどのような変化があったのか、 も楽しみにして

いたセッションだったのですが… 

今回は、［シミユレーションとリサンプリング］の嵐

でした。ある統計学的分布形に基づいて仮想の資源を

調査水域にばらまき、その中にどのように定線を引い

たら も効率良く現存量が出せ、また元の分布パター 

ンを再現できるか、あるいはニシンの魚群の分布回遊 
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パターンを既存のタグ情報、水温変化、海流等のデー 

タからシミユレーションし、それを も効率的に捉え

るためにはどのように定線を引くべきか、など、非常

に高度な数学、統計学に基づくシミユレーションの話

ばかりが続いておりました。前回のシンポでは［何と

かして欧米のレベルに追いつかなければ］と感じて日

本に帰ってきましたが、今回は正直なところ［（日本の

体制では）もう追っかけても無理だろう］という諦め

が先に立ちました。欧米の資源解析、生態、統計、（と

きには天文学者まで）の各分野の研究者が束になって

仕事をし、批判をし、またサポートをしあう中でこの

ような仕事が成り立っている一方で、右から左まで一

人で何役もしなければならないような日本の資源研究

者およびそのシステムが、この流れをフオローし、き

ちんと正しい形で取り入れることは極めて困難であろ

うというのが、私の偽らざる感想です。きちんとした

結果とリコメンデーションを欧米の研究者が出すまで

は、もう我々には手を出せないような感じさえ受ける

ほど、［新技術］のセッションと共に、力の差をまざま

ざと見せつけられた分野でした。 

日本と世界との距離 

さて、これまで散々［日本の体制ではとてもかなわ

ない］といったネガティブなことばかり書いてきまし

た。しかし、欧米の研究レベルが高いといっても、全

ての研究者が、全ての分野や態度において日本より遥

かに優れているというわけでもありませんでした。例

えば合格率嬉りと厳しい門だったはずの口頭発表ですが、 

ろくに練習もしてこずに（としか考えられない）［酷い］ 

口頭発表を平気でやったり、直前になって講演がキャ

ンセルになったりする状況を見ていると、［連中も大し

たことないな］という気にもなります（オーラルを蹴

られてポスターに回された身としては［何でこんなの

が選ばれたのだ］とずいぶん恨めしい気分になりまし

たが）。また国際シンポジウムといえばやはり我々日本

人が も恐怖するのは［英語］ですが、欧米の研究者

であっても、英語を母国語としない研究者の中には、 

英語による議論が不得意な人も少なからずいるのだと

いうことを実際に見て、安心したりもしました（下を

見て安心しているようではダメなのですが）。 

また研究内容を見ても、極めて質の高い研究がある

一方で、［高い機械が搭載されたのでちょっとやってみ

ました］的レベルに留まっているような発表もあり、 

クォリテイの幅は以前よりも拡大しているのではない  

かと感じました。予算規模や施設の充実度、あるいは

ある研究対象に対して参集する研究者の範囲とその規

模では、今さら追い付きようの無い部分もあることは

事実だと思いますが、うまく分野（ニッチ）を選んで

闘えば、欧米に負けない研究を行うこともまだ可能な

のかもしれません。もちろんその前提としては、個々

人の研究者としての資質が高いということが必須条件

であり、自分も含めて現在の水研のレベルがそれを皆

満たしているかというと、疑間を感じなくもありませ

ん。 

さいごに 

今回、ICESシンポジウムに公費で参加させていただ

き、大変良い経験をさせていただきました。お世話に

なりました皆さまに、心より御礼申し上げます。その

一方で、業務に掛けるべき努力量が低下して周囲に負

担をかけたり、またシンポの会期中ならびに終了後に

自分自身が体調を崩してしまい、他の業務に支障を来

たしたりと、必ずしも全てが順調とは行きませんでし

た。この場をお借りして、ご迷惑をおかけした皆さま

にお詫び申し上げます。しばらくの間は罪滅ぼしがて

ら業務対応などしつつ、養生していようと思います。 

もっとも、体調が回復し、一連の資源評価業務が一段

落した頃には、再び［研究をさせろ、外国に行かせろ］ 

と図々しくもほざいているかもしれませんが。 

注1）本人はずいぶん苦労して書いた［つもり］のプ

ロシーディングスの原稿でしたが，［新規性に欠け

る］という理由で結局Rejectを喰らってしまいまし

た。改めて国際誌のハードルの高さを思い知らさ

れた感じです。 

注2）この原稿を書いた後で，［海中ロボットと海底の

探査技術に関する技術講習会］の案内が届きまし

た。軍事大国ではない日本においても，海中ロボッ

ト，AUVについての研究が行われていることを付

記しておきます。詳しくは海洋音響学会誌29(4): 

35-42(2002）を御参照下さい。 

1 
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コンプの遊走子の観察 

平成14年9月14日（土曜日）の午前10時から午後3 

時まで、北水研の一般公開が行われました。会場は、 

桂恋庁舎会場と知人町船舶会場（北光丸・探海丸）の 

2カ所で行われ、来場者数は庁舎会場が177名、船舶会

場が163（北光丸90名・探海丸73名）の延べ340名でし

た。本年度は、昨年度のアンケート結果から、研究パ

ネル紹介を減らし、体験型のブースを増やしました。 

桂恋庁舎会場では、例年、好評の生きた魚介類に触

れられるタッチ水槽を拡充しました。また、耳石によ

る年齢査定、コンブの遊走子の観察、ハマダンゴムシ

やオホーツクヘラムシなど、生きている浜の小さな生

き物たちの観察、CTDデータのコンピュータ解析な

ど、実際、見たり触れたりできるコーナーを増やしま  

した。また、水族館のない釧路では、見る水槽が好評

で、今年は25年以上飼育されているツガルウニ（ウニ

の仲間の寿命は、はっきり言ってほとんどわかってい

ないそうです）は事前にマスコミに取り上げられるな

どして注目を集めました。昨年から始めた、全国水研

巡りは西海水研（長崎）でした。組織・業務の紹介に

加え、有明海の漁業や生態系をパネルで紹介するとも

に、有明海のデータ・ブック、写真集などを展示し、 

新の『有明海調査ニュース』の配布なども行いまし

た。 

一方、船舶会場では、漁具や海洋観測機器の展示に

加え、港内のプランクトンをネットで採集し観察する

コーナーを設けました。また、ガラスの浮き玉を網で 

解 部 展 示 

タッチ水槽 
	

見 る 水 槽 
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包む「網編み体験（探海丸）」、「ロープワークの種類展

示と実体験（北光丸：乗組員手作りのミニュチュア救

命浮環を完成させます）」など、こちらも体験型ブース

を大幅に増やしました。 

後に、アキサケ活魚の入手にお骨折りいただいた

富樫・椎野両部長をはじめとする昆布森漁業協同組合

の皆様、貴重なパネルの貸し出しに快く協力いただい

た芦田企連室長をはじめとする西海水研（長崎）の企

画連絡室の皆様、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北水研職員の多くの方々に、 

この場を借りてお礼を申し上げます。 

（企画連絡科長 長谷川誠三） 

操舵室見学（探海丸） 

プランクトン採集（北光丸） 

網編み体験（探海丸） 

ミニ救命浮環（北光丸） 
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「おさかなセミナーくしろ2002」講演会は今年で11 

回目を迎え、去る平成14年8月23日、釧路市生涯学習

センター（まなぼっと幣舞）にて10機関（*1）の共

催で開催されました。今年は、砂浜の生物に焦点をあ

て、釧路でなじみの深い貝類（ホッキガイ、アサリ、 

ホタテガイ）を中心に「砂浜の生き物、貝類」という

テーマで行われました。 

講演会は 4つの講演で構成され、ホッキガイ（ウバ

ガイ）とアサリについて北海道立釧路水産試験場の秦

研究員が、ホタテガイについて北海道区水産研究所の

伊藤室長が、釧路湿原に残されている化石群について

釧路市立博物館の山代学芸員が、貝類を含む砂浜の生

態系の概略について北海道区水産研究所の内田・松尾

部長、が話題提供されました。 

主な内容について紹介しますと、アサリとホッキは、 

重要な水産物であるもののホッキの輸入増加による価

格低落傾向が漁業者の頭痛の種となっていること、資

源を守るためにヒトデ等の外敵生物の駆除、資源管理  

を行っています。ホタテは、垂下養殖と地蒔き増殖の

技術開発により飛躍的に生産量が増え、価格は安定し

て栄養価も高い水産物となっています。釧路湿原の貝

化石については、5--6, 000年前の海岸線に沿って出現

し、現在では青森県迄しか分布しない暖流系の貝類（ハ

マグリ、シオフキ）も出土していることが、また、砂

浜の生態系では、川や海から入ってくる栄養物質が海

藻・草を育て、これらがシオムシやヘラムシ等により

砕かれたりして貝類の餌となっていることが話されま

した。 

今年の来場者は、127名で、柏木小学校から5. 6年

生が73名聞きに来てくれました。いろいろな質間が活

発に行われ、素朴ですが回答に窮するような難しい質

問も飛び交っていました。身近にある砂浜の隠れた一

面を紹介することが出来たと思います。 

この他、本セミナーのパネルは、 8月9日から9月 

8日まで、釧路市交流プラザ、生涯学習センター、釧

路市博物館の 3カ所にて巡回展示されました。 

*1 共催機関名【北海道釧路支庁、北海道立釧路水産試験場、釧路市、釧路市博物館、岡釧路水産協会、 

北海道漁業協同組合連合会釧路支店、囲日本栽培漁業協会厚岸事業所、釧路短期大学、 

釧路地区水産技術普及指導所、北海道区水産研究所 
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西村 明・柳本 卓・水戸啓一・片倉靖次（北海道大学）: 

研究課題発表一覧（抄録） 
	

・Interannual variability in growth of walleye 

pollock, The ragra chalcogramma, in the central 

Bering Sea. Fisheries Oceanography, 10(4), p.1-9, 

＊著者名のゴシック体は北海道区水産研究所所属 
	

2001年12月 

〔印刷刊行物〕 

八吹圭三・本田 聡： 

・全国資源評価報告書、スケトウダラ、ホッケ、全国

資源評価会議，平成14年8月 

八吹圭三・森 賢・本田 聡・水戸啓一・演津友紀： 

・我が国周辺水域の資源評価調査（魚種別系群別資源

評価）、12種18系群、平成14年 9月 

本田 聡・八吹圭三・大島達樹（海洋水産資源開発セ

ンター）: 
・Revised method of Age Decomposition for 

interpreting the Echo Traces of Walleye Pollock 

Schools Considering Their Habitat Conditions. 

Proceeding of International Symposium on 

Advanced Techniques of Sampling Gear and 
Acoustical Surveys for Estimation of Fish 

Abundance and Behavior (ACOUSTGEAR2000), 

2001年12月 

本田 聡： 

・漁業者アンケートに基づく北海道太平洋沿岸におけ

るスケトウダラ 0 歳魚の分布および移動，水産総合研

究センター研究報告，②，平成14年2月 

箱山 洋： 

・魚の乱獲のリスク．『環境リスクマネジメントハンド

ブック』（中西準子ほか編）第 7 一 5 一 3章．朝倉書店、 

(in press) 

箱山 洋・中丸麻由子（静岡大）: 
・生物集団の絶滅リスク．『生態モデリング』（楠田哲

也・巌佐庸共編）第2-2章. 朝倉書店、平成14年6月 

福若雅章・鈴木俊哉（さけ・ます資源管理センター）: 

・Early sea mortality of mark-recaptured juvenile 

chum salmon in open coastal waters. J. Fish Biology 

60, p.3-12. 2002年1月． 

津田 敦・武田重信（東京大学）: 

・Subarctic Pacific Iron Experiment for Ecosystem 
Dynamics Study (SEEDS) in the western North 

Pacific, summer200l. PICESPress, 10, 12-13, 2001 
年12月 

津田 敦： 

・北太平洋で初の鉄濃度調整実験．かんきょう、27, 
38-39、 平成14年 月 

山本織生・本田 聡・志田 修（函館水試・室蘭支場）・

漬津友紀： 

・Diets of walleye pollock Theragra chalcogramma 
in the Doto area, northern Japan: ontogenetic and 
seasonal variations.Mar. Ecol. Prog, 238: 187-198. 
2002年9月 

新妻靖章・荒木葉子・森宏枝（東京家政大学）: 

外部計測値からウトウの栄養状態を推定する方法． 

野生生物保護、 7,41-47. 2001年3月 

安藤 忠・長津寛道（東大院農学生命科学）】 

・Development of a time-resolved fluoroimmunoassay 
for insulins and its application to monitoring of 
insulin secretion induced by feeding in the barfin 

flounder, Verasper moseri. Gen. Comp. 
Endocrinol.,125,365-374，平成14年2月 

松原孝博： 

・マツカワとヒラメの早期雌雄判別．養殖，39, 78-81, 

平成14年5月 

持田和彦・松原孝博・安藤 忠・浦和寛・足立伸二・

山内暗平（北大院水産）: 

・A novel seminal plasma glycoprotein of a teleost 
the Nile tilapia contains a partial von Willebrand 

factor type D domain an a zona pellucida like 
domain. Mol. Reprod. Dev.62, 57-68, 2002年 2月 

大久保信幸・松原孝博： 

・Sequential utilization of free amino acids, yolk 
proteins and lipids in developing eggs and yolk-sac 
larvae in barfin flounder Verasper moseri. Mar. 
Biol.,140, 187-196, 2002年2月 
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伊藤 博： 

・アサリとはどんな生き物か：アサリの生態，および

漁業生産の推移．日本ベントス学会誌，57, 134-138, 
平成14年6月 

辻野 睦（瀬戸内水研）・神山孝史（東北水研）・

内田卓志・山口峰生・板倉 茂（瀬戸内水研）: 
・Abundance and germination capability of resting 
cysts of Alexandrium spp. (Dinophyceae) from 
faecal pellets of macrobenthic organisms. J. Exp. 
Mar. Biol. Ecol., 271, 1-7, 2002年 5 fl 

〔口頭発表〕 

本田 聡・大島達樹（海洋水産資源開発センター）・

西村 明・服部 努（東北水研八戸支所）: 
・北海道太平洋側海域におけるスケトウダラ 0歳魚の

分布と移動，平成13年度日本水産学会北海道支部大会， 

平成13年12月 

東屋知範・石田行正・福若雅章・上野康弘（東北区水

産研究所八戸支所）: 
・日本系シロザケ（Oncorhynchus keta）の回遊の行動

パターンとその回遊経路．日本海洋学会要旨集l29p. 
平成13年11月 

柳本 卓： 

・PCR-RFLP法によるハタハタmtDNA の地理的変異

性について、平成14年度水産学会講演要旨集、p.30. 
平成14年4月 

柳本 卓・西村 明： 

・ベーリング海におけるスケトウダラの資源量と生物

特性の経年変化について、東京大学海洋研シンポジウ

ムーレジームシフトの実態とメカニズム解明へのアプ

ローチ、講演要旨集、p.28-31．平成14年6月 

津田 敦・葛西広海・斉藤宏明（東北水研）: 
・親潮時系列観測における栄養塩、クロロフイル、新

生産の年変動．2002年度日本海洋学会春季大会シンポ

ジウム「北太平洋の＋年スケール変動」、平成 14年3 
月 

津田 敦・その他24名： 

・開洋 LSub arctic ocean Enrichment and Ecosystem 
Dynamics Study (SEEDS）航海概要． 2002年度日本海

洋学会春季大会、2002年 3月 

津田 敦： 

・SAGEにおける炭素循環研究の成果概要.2002年度日

本海洋学会春季大会シンポジウム「北太平洋亜寒帯循

環―SAGEの成果一」，平成14年 3月 

西村 明・本田 聡・石田良太郎（北海道立水産試験

場） 

・夏季の十勝沖養育場におけるスケトウダラ幼魚の生

態学的知見、平成13年度日本水産学会北海道支部大会

講演要旨集、平成13年12月 

漬津友紀・柳本 卓・長沼 毅（広島大学）: 
・海底谷におけるキチジの分布状態と生息環境の観察． 

第18回しんかいシンポジウム予稿集，114，平成13年12 
月 

柳本 卓・漬津友紀： 

・襟裳海底谷におけるスケトウダラ幼魚の分布と遊泳

行動について、第18回しんかいシンポジウム予稿集、 

p,112-113. 平成13年12月 

柳本 卓・北村 徹（日本ェヌ・ユー・エス株式会社）・

西村 明： 

・mtDNA シトクロームbによる北海道周辺のタラ科3 
種の種判別、平成13年度日本水産学会北海道支部大会

講演要旨集、p.204、平成13年12月  

葛西広海・斉藤宏明（東北水研）・津田 敦： 

・Aラインにおける低次生産モニタリング.2002年度日

本海洋学会春季大会シンポジウム「水産海洋研究にお

けるモニタリングについて考える」，平成14年3月 

日下 彰・川崎康寛 

・A-lineを横切る親潮の流星の変動について、2002年度

日本海洋学会春季大会. 平成14年 3月 

Ono,T., K. Tadokoro (FRSGC), T. Midorikawa 
(Hakodate Mar. Obs.), S. Chiba(FRSGC) and T. 
Saino(Nagoya Univ.): 
・Decadal oscillations of net primary production 
in the spring Oyashio region. proceedings in PICES 
XIth Annual Meeting, Qingdao, 2002年1月 

山村織生： 

・道東海域におけるスケトウダラの被食量推定.2002 
年度日本水産学会春季大会、平成14年4月 
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新妻靖章： 

・ェネルギー制約下における動物の生理的調節．日本

生態学会大会、平成14年3月 

新妻靖章・G.W.GABRIELSEN (Norwegian Polar Inst.）・

佐藤克文・内藤靖彦（極地研）・綿貫 豊（北海道大学）: 
・Increase of body core temperature during diving 
in Brunnich's Guillemot. XXIV Symposium on 
Polar Biology, 2001年12月 

新勲青章・G. W. GABRIELSEN(NorwegianPolarinst.)・
綿貫 豊・佐藤克文・内藤靖彦（極地研）: 
・Increase of body core but decrease of body 
peripheral temperature in diving thick-billed 
murres Pacific seabird group 296th annual 
meeting, 2002年2月 

安藤 忠・松原孝博： 

・時間分解蛍光リセプターアッセイ（TR-FRA）によ

る魚類と噛乳類におけるインスリンリセプターの結合

特性の解析．第26回日本比較内分泌学会，平成13年12 
月 

松岡須美子・黒川優子・川合真一郎・中造真衣子（神

戸女学院大）・山田久・藤井一則（瀬戸内水研）・大久

保信幸・松原孝博・西村定一（中央水研）・橋本伸哉（静

岡県立大）・沃本達也（西海水研）: 
我国沿岸海水および河川水中のエストロゲン様物質の

検索.1. E-Screen を用いる方法．平成14年度日本水

産学会大会，奈良，平成14年4月 

川合真一郎・黒川優子・松岡須美子・中造真衣子（神

戸女学院大）・山田久・藤井一則（瀬戸内水研）・大久

保信幸・松原孝博・西村定一（中央水研）・橋本伸哉（静

岡県立大）・択本達也（西海水研）: 
・我国沿岸海水および河川水中のエストロゲン様物質

の検索．2．組替え酵母および子宮内膜がん由来細胞を

用いる方法．平成14年度日本水産学会大会，奈良，平

成14年4月 

堀田公明・岸田智穂・員道幸司・佐藤祐介・瀬戸熊卓

見・渡辺幸彦・中村幸雄（海生研）・大久保信幸・松原

孝博・足立伸次・山内暗平（北大水）: 
・17β ーエストラジオール曝露がシロギスの血中ビテ

ロジェニンおよび生殖腺に及ぼす影響．平成14年度日

本水産学会大会，奈良，平成14年4月 

堀田公明・渡辺剛幸・岸田智穂・員道幸司・三浦正冶・

中村幸雄（海生研）・足立伸次（北大院水）・ 

大久保信幸・松原孝博： 

・複数海域におけるシロギス雄の血中ビテロジェニン

濃度と生殖腺の季節変化．平成14年度日本水産学会大

会，奈良，平成14年4月 

伊藤 博・飯泉 仁（日水研）: 
・厚岸湖の干潟におけるアサリの分布と底質の概況． 

平成14年度日本水産工学会学術講演会，鹿児島，平成 

14年 5月 

町口裕ニ・飯泉 仁： 

・GPS魚探を用いた海底地形の把握の試み．平成13年
度日本水産学会北海道支部大会，函館，平成13年12月 

坂西芳彦・伊藤 博・飯泉 仁： 

・釧路・根室地方沿岸に生育する大型褐藻の光合成―

光特性の季節変化. 平成13年度日本水産学会北海道支

部大会，函館，平成13年12月 
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く会議情報り 
評価、次年度計画について報告し、経過・成

果及び計画の評価を行った。結果は、機関評

価会議、研究企画・評価会議へ提出した。 

第4回北水研代船建造委員会 

日時：平成13年12月11日13時30分～17時 

場所：北水研会議室 

内容：議題として、トロール装備について、一般配

置の検討、今後のスケジュール、を取り上げ

た。漁獲機能部会よりトロール装備の取りま

とめ案が提示され検討した。また、研究室を

中心とする一般配置について機能や動線を踏

まえて検討を加えた。 

第5回北水研臨時代船建造委員会 

日時：平成14年1月16日13時30分～17時 

場所：北水研会議室 

内容：1月9日に開催された本部の第1回北光丸代

船建造準備委員会から提示された、建造予定

表、建造組織表、建造委員会構成メンバー、 

基本仕様（案）の検討、本船の特色・性能の検

討を行い、北水研としての意見をまとめて準

備委員会へ報告した。 

13年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会議

増養殖部会 

日時：平成14年1月17日困13 : 00-47 : 15 

場所：札幌市KKR札幌 

内容：北海道立水産試験場、日本栽培漁業協会、北

海道大学、北海道区水産試験場等10機関から 

17名の参加があり、北海道における平成13年

度水産増養殖研究の経過と来年度計画、都道

府県助成事業の状況と今後の取り組みについ

て情勢報告及び検討が行われた。また、北水

試より外国種苗の輸入の現状について説明が

あり、北水研所長から「亜寒帯水域における

水産研究戦略と北水研の役割（案）」が紹介さ

れた。なお、特別講演として北海道大学北方

圏フイールド科学センター厚岸臨海実験所長

向井 宏教授による「亜寒帯沿岸生態系の

特徴と漁業生産への生産生態学的アプローチ」 

が行われた。 

13年度亜寒帯漁業資源部研究評価部会 

日時：平成14年1月23日13時30分～18時 

場所：北水研会議室 

内容：北海道立釧路水産試験場鈴内資源管理部長を

外部評価委員に迎え、亜寒帯漁業資源部が実

施した今年度の課題の研究経過・成果、自己 

13年度北海道プロック水産業関係試験研究推進会議資

源・海洋部会 

日時：平成14年1月24日 13時30分～17時30分 

場所：北水研会議室 

内容：北海道漁業調整事務所、北海道各水産試験場、 

北海道水産購化場の関係者、水研センター本

部研究開発官を迎えて開催した。独法化に伴

う部会運営細目の変更承認を行った。続いて、 

各機関より平成13年度調査・研究報告と平成 

14年度予定が報告された。協議事項として、 

水産研究・技術開発戦略の取扱いに関する説

明が行われ、北水研作成の「亜寒帯水域にお

ける水産研究戦略と北水研の役割」（案）が紹

介され、後日、検討結果を北水研宛に送付す

ることとなった。この他、平成14年度資源

評価調査計画打合せ報告と広報の手続きの確

認が行われた。その他、資源海洋調査研究に

関する意見交換が行われた。 

13年度亜寒帯海洋環境部研究課題評価部会 

日時：平成14年1月31日14時00分～18時00分 

場所：北水研会議室 

内容：北海道中央水試海洋環境部長を外部評価委員

に迎え、部の年度課題について、年度結果、 

自己評価、次年度計画について報告し、評価

を行った。評価結果は、機関評価会議、研究

企画評価会議へ提出した。 

13年度国際資源調査北西太平洋グループ推進検討会議

日時：平成14年2月21日13時30分～2月22日12時

場所：北水研会議室 

内容：水産庁漁場資源課から委託を受けている国際

資源調査の内、北水研が主に担当している本

グループの推進検討会議を北海道東海大学の

西山教授を外部専門家として迎え、日口底魚 

（スケトウダラ、ズワイガニ、マダラ、ホッ

ケ、ニシン等）、日口浮魚（スルメイカ、サン

マ等）、さけ・ますの各サブグループの平成13 

年度調査結果及び平成14年度調査計画につい

て説明し、検討を行った。検討結果は、国際

資源調査事業推進検討会議へ提出した。 
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13年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会議

資源・海洋部会スケトウダラ太平洋系群資源研究会

日時：平成14年3月6 日9時～16時 

場所：札幌市第二水産ビルE会議室 

内容：スケトウダラ太平洋系群の新規加入量早期把

握に関する技術開発を目的として、北海道立

水産試験場、北海道大学、北海道東海大学、 

水研センター東北水研等のスケトウダラ太平

洋系群の資源研究を担当している研究者に出

席していただき、各機関の調査研究結果、調

査計画の報告を受け、今後の本系群の資源調

査研究の方向性を検討し、相互の協力の可能

性について協議した。 

第2回北光丸代船基本設計小委員会・作業部会合同会議

日時：平成14年6月24日11時00分～26日17時30分
場所：北水研会議室 

内容：本部主催で、当所にて開催した。 3 日間にわ

たり、建造要目書及び建造仕様書の詳細につ

いて逐次協議を行い、意見調整の結果、大筋

について合意を得た。 

14年度イカ類資源研究会議 

日時：平成14年7月24日9時30分～17時 

場所：釧路市観光国際交流センター 

内容：38機関約60名の全国のイカ研究者が会合して、 

アカイカ、スルメイカ等の資源生物学や資源

動態に関する 新成果を報告し、議論するこ

とにより、イカ類資源研究についての重要な

情報の共有と今後の発展のための基盤固めに

務めた。 

14年度北海道ブロック底魚類資源評価会議 

日時：平成14年7月25日14時～7月26日17時 

場所：北水研会議室 

内容：北海道大学松石助手を外部委員として迎え、 

水産庁漁場資源課から委託されている資源評

価調査において、北水研が担当している12種 

18系群について、北海道立水産試験場と連携

して得られた資源評価とABC算定結果を報

告し、検討して報告書を完成させた。これら

は水産庁が開催する全国資源評価会議に提出

した。 

資源解析教科書輪読ゼミ 

資源評価研究室の本田主任研究官が中心になり、 

主に亜寒帯漁業資源部の研究者とMalcolm Haddon 
編の 1Modelling and Quantitative Methods in 
Fisheries 」を順番に和訳し、内容を検討して、資源

解析手法の理解に努めた。平成14年4月～6月に実

施し、和訳文は関係者に配布された。 

く研究談話会り 
日 時：平成13年12月7 日岡 15時～15時20分
場 所：北水研会議室 

演題及び演者：冬季～春季の東シナ海におけるスルメ

イカ幼生の分布様式 

森 	賢・木下 貴裕（北水研） 

佐々千由紀・小西 芳信（西水研） 

日 

日 時：平成13年12月12日困 16時～17時 

場 所：北水研会議室 

演題及び演者： 

1. GPS魚探を用いた海底地形の把握の試み 

町口 裕二・飯泉 仁（北水研） 

2．夏期の十勝沖養育場におけるスケトウダラ幼魚 

の生態学的知見 

西村 明・本田 聡（北水研） 

石田良太郎（釧路水試） 

3．飼育下におけるカタクチイワシの産卵数と産卵 

頻度の推定 

鶴田 義成（北水研）・広瀬 慶二（日栽協）・ 

丹羽智洋（水工研） 

日 時：平成14年2月27日困 11-12時 

場 所：北水研会議室 

演題及び演者：石油バイレメディェーションと生態系

影響評価に関する話題提供 

牧 秀明・木幡 邦男・樋渡 武彦 

（独立行政法人 国立環境研究所） 

日 時：平成14年5月24日圏 11: 00-12 : 00 
場 所：北水研会議室 

演題及び演者：サケの回遊研究一湖のモデルから海洋 

への展開 

上田 宏（北大北方生物圏PS) 
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各研究部の情勢報告 申 
	 I 

ーノ 

◆亜寒帯漁業資源部◆ 

当部では、運営費交付金や技術会議からの研究費で

実施している中期計画の各課題の他に、水産庁から委

託されている国際資源調査、資源評価調査等の業務に

携わっている。 

国際資源調査に関わる国際会議等については、平成 

13年11月から平成14年9月までに亜寒帯漁業資源部が

関与した会議は 9件に上った。その中で重要なものと

しては、ウラジオストックでの日口漁業専門家・科学

者会議、モスクワでの日口漁業委員会、バンクーバー 

でのNPAFC （北太平洋湖河性魚類委員会）調査調

整会議、東京での日口漁業合同委員会、モスクワでの

中央ベーリング海スケトウダラ漁業条約年次会議であっ

た。今年の 3月までは、国際海洋資源研究官の協力を

得ながら、部長、研究室長、研究員がこれら会議に出

席し、提出した科学文書にもとづき、相互に資源状況

等を検討したり、会議の場で科学的助言を行った。資

源評価調査に関しては、主な会議は 7月～ 8月に開催

されるスルメイカ資源評価会議、北海道ブロック底魚

類資源評価会議、全国資源評価会議作業部会、全国資

源評価会議であり、北海道立水産試験場の協力のもと

に、資源評価報告を作成し、これらの会議で発表した。 

さらに、両方の委託事業においては、事業の推進検討

会が全国レベル、魚種別、グループ・サブグループ別

のレベルで開催されており、これらを主催したり、出

席している。 

また、これらの委託事業において、実施しなければ

ならない調査船調査等として、第 3開洋丸による北海

道太平洋岸におけるスケトウダラ音響資源調査、北光

丸、若鳥丸による東シナ海におけるスルメイカ卵・稚

仔調査、開洋丸によるベーリング海におけるスケトウ

ダラ音響資源調査、探海丸による道東沖合海域におけ

るスケトウダラ卵稚仔調査、探海丸他 6隻による北太

平洋における太平洋イカ漁場一斉調査、開洋丸による

ベーリング海におけるさけ・ます資源調査等、 17の

調査を実施した。職員だけでは運航できず、嘱託調査

員によって実施した調査もかなりある。 

水研センターが実施する、推進会議や評価会議の主

なものとして、亜寒帯漁業資源部研究評価部会、北海

道ブロック試験研究推進会議資源・海洋部会、同スケ

トウダラ太平洋系群資源研究会、イカ類資源研究会議

を開催した。なお、これまで実施していたさけ・ます

資源調査研究会は開催せず、さけ・ます資源管理セン  

ターが開催するさけ・ます資源管理連絡会議に出席し、 

北洋でのさけ・ます資源調査結果を報告した。 

昨年4月に、独立行政法人へ移行してから、水産庁

時代に比べて、委託事業の推進検討会を開催する必要

が生じ、これらを加えて会議の数が多くなった。独法

化により効率的な運営が実施できるとのことであった

が、現実には、これに逆行しており、今後さらに効率

化を図り、これまでの会議の数を減らす必要がある。 

また、本年4月から、浮魚・頭足類生態研究室長が空

席になっており、さけ・ます調査研究とスルメイカ調

査研究の推進に大きな支障を来している。これらは水

産庁の委託事業としても重要であり、このままではこ

れらの業務を＋分に実施できないため、早急にポスト

を埋める必要がある。 

◆亜寒帯海洋環境部◆ 

今年度から新しいプロジェクトが 2つ始まり、また、 

社会的反響が大きい鉄濃度調節プロジェクトが 2年目

に入った。ここでは、今年の鉄濃度調節プロジェクト

の予定と、新しいプロジェクトの計画を紹介する。 

1. 鉄濃度調節プロジェクト（環境省地球環境研究総

合推進費） 

昨年度は西部北太平洋亜寒帯海域で水産庁「開洋丸」 

により実験を行い、散布海域では植物プランクトンの

著しい増殖が認められるなど、顕著な結果が得られた。 

今年度は、東部北太平洋亜寒帯海域で、カナダと共同

観測を行っており、カナダの研究船が鉄を散布し、共

同で散布後の連続観測を行う予定である。 

2. 地球温暖化プロジェクト（農林水産省委託費） 

着実に進行している地球温暖化が亜寒帯海域の生態

系に及ぼす影響を評価し、各種対策構築へ寄与する研

究を、今年から 3年間の予定で実施する。当所では、 

温暖化のモニタリングと生態系影響評価の課題につい

て担当する。 

モニタリングでは、地球環境変動に伴う地域環境変

動（生物・化学）を効率的にモニタリングする体制を

確立する事を目的として、従来から実施している厚岸

沖とオホーツク海定線観測を引き続き行うと共に、他

の水研や関係大学と効率的な観測形態を検討していく。 

生態系への影響評価では、予想される表層混合層深

度の変化に伴う植物プランクトン生産の変化の予測と 
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溶存有機物の物質循環における役割の解明を目的とし

て、光一光合成曲線を求める実験や溶存態有機物測定

に関する検討を進める予定である。 

3．深層生態系プロジェクト（農林水産省委託費） 

表層生態系に比べて知見の少なかった深層生態系に

ついて、系の解明や主要水産資源生物や表層生態系と

の相関解明などを目的としてさまざまな角度から研究

するプロジェクトが今年度より開始された。 

亜寒帯海域では、 

(1）表層生産を効率的に深層に輸送するカイアシ類

の成長に伴う鉛直移動を明らかにし、その輸送量

を見積もること 

(2） 亜寒帯海域マイクロネクトンに関する生物学的

情報（生物量・種組成・水平鉛直分布・食性・被

食etc）を収集し、これらを基にモデル解析を行い、 

さけます類・タラ等産業重要種の生物生産に及ぼ

す当該群集の重要性を定量化することを目的とし

て、今年度は 

(1）表層から深層まで鉛直移動するカイアシ類の分

布と輸送量の見積もり 

(2） ベーリング海におけるマイクロネクトン種組成

や生物量を求め、陸棚斜面の優占魚種の食性分析

を行う予定である。 

◆海区水産業研究部◆ 

当部では今年度17課題の事業、プロジェクト研究等

を担当しており、効率的な種苗生産技術の開発、沿岸

資源生物の生態解明や増養殖技術の開発などを目指し

た活発な活動を行っている。また、所内プロジェクト

研究、シーズ研究ともに当部が担当することになり、 

それぞれにおいてアサリ生産を支える生物生産構造の

解明、ニシンの効率的な受精方法を開発するための精

子運動調節機構の解明に取り組んでいる。 

今年度から水産基盤整備事業として新たに「大型褐

藻群落の海水浄化機能の定量化の検討」が始まった。 

本課題では北海道沿岸藻場の窒素、リンの吸収能を把

握することを目的としており、藻場の栄養物質循環に

果たす役割等具体的に評価されることが期待される。 

また農林水産省委託費「地球温暖化が農林水産業に

与える影響の評価及び対策技術の開発」が今年度から 

5年計画で始まり、当部では「温暖化が藻場に及ぼす

影響の評価と予測技術の開発」及び「温暖化が魚類の

養殖形態及び漁業生産に及ぼす影響の評価と予測技術

の開発」それぞれの課題において細部課題を担当して

いる。 

水産業振興事業委託費「衛星画像解析による藻場等

の分布把握のための技術開発調査事業」も今年度から  

新たに始まった課題であり、人工衛星I KONO Sに

よる画像解析と現場における調査結果をもとに、広域

的な藻場等の種別分布状況を高精度に把握する手法の

開発をめざしている。 

なお新たな取り組みとして、単年度ではあるが大学、 

漁協、民間会社との共同による研究（ノーステック財

団研究開発助成事業）を2課題受託している。課題名

は「海洋生物から抽出する天然由来の高機能性抗菌・

忌避材料の開発」、及び「野草・海藻類を利用した高級

魚介類餌料加工技術」であり、海産動植物の新たな機

能の開発・利用や陸上植物の海産動物の餌としての利

用など新たな面での成果が期待される。 

このような状況で他機関との連携を活発に行ってお

り、本年4月以降、国内では北海道大学、東京大学、 

東京水産大学、岐阜大学、長崎大学等から、海外から

はカリフォルニア大学、ベルゲン大学から研究者が来

訪し、研究協力や情報交換を行っている。また、水産

試験場からの研修生の受け入れや一般市民向けのセミ

ナーで研究成果を判りやすく解説するなどの普及活動

を行っている。 
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所 長 
浮 永久 
(H14.3.1) 

企画連絡室長一企画連絡科長一情報係 
原 一郎 	長谷川誠三 	＠竹谷清児 
(H14.4.1) 

総務課 長一総務課長補佐 総務係 
今田 了 	五＋嵐啓喜 	＠三浦正光 

石田洋志 

＠小嶋吉高 四辻真宏 	 森 一洋 坂西禎視 
(H14.4.1新規採用） 	 (H14.5.16新規採用） 

資源評価研究室 
★八吹圭三 ☆本田 聡 箱山 洋 

浮魚・頭足類生態研究室 
★ 	☆ 	森 賢 福若雅章 東屋知範 

底魚生態研究室 
★西村 明 ☆潰津友紀 柳本 卓 森田昌子 

(H14.4.1新規採用） 

総務係 
＠三浦正光 

―経理係 
＠半田広生 
(H14.4.1) 

―施設管理係 
＠小嶋吉高 

矢部美香 

亜寒帯漁業資源部長
水戸啓一 

亜寒帯海洋環境部長
松尾 豊 

海区水産業研究部長
内田卓志 
(H14.4.1) 

海洋動態研究室 
★川崎康寛 ☆ 

生物環境研究室 
★津田 敦 ☆葛西広海 

高次生産研究室 
★ 	☆山村織生 

資源培養研究室 
★松原孝博 ☆安藤 忠  

日下 彰 

☆小埜恒夫 	 長谷川徹 
(H14.4.1選考採用） （科学技術特別研究員） 

新妻靖章 
（科学技術特別研究員） 

大久保信幸 

海区産業研究室 
★伊藤 博 ☆坂西芳彦 ☆町口裕二 ☆宇田川徹 

国際海洋資源研究官 

北光丸船長 	 等航海士 
大島克幸 石森良史 
(H14・4.1） 	甲板長 

探海丸船長
本間盛一 

等航海士 ニ等航海士 三等航海士
石森良史 平井俊行 小見聡史 

甲板長 甲板次長 操舵手 甲板員 
松本由紀治 宮園 勝 仁田鉄晃 上野 誠 斎藤隆宏 村塚 

(H14.4.1) (H14.4.1) 
機関長 一等機関士 ニ等機関士
桐畑友明 村木治満 林田圭介 

操機長 操機次長 機関員 
小野寺道生 小川明弘 馬場 洋 山田晃弘 松田順一 伊勢和幸 

司厨手 
菖田信男 中手重成 

ニ等航海士
仁井谷真 
(H14.4.1) 
甲板次長 甲板員
鈴木 忍 安村広文 

小潟拓也 細井 護 
(H14.4.1) 

―等機関士
吉田明広 

操機次長 機関員 
伊藤信寛 中村祐治 逢坂 和 

司厨員 
玉手英紀 
(H14.4.1) 

―機関長 
桐畑友明 

―操機長 
小野寺道生 

―通信長 
冨岡喜志夫 

―司厨長 
玉手 登 

	 等航海士 
原 護 

―甲板長 
後藤正己 
甲板員 
関川幸男 

―機関長 
津田真稔 

―操機長 
上前 勲 

―通信長 
阿部成典 

―司厨長 
斎 邦男 

甲板員 
上野 誠 斎藤隆宏 村塚正久 皆川太一 吉川大介 
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