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ぐ私達の置かれている立場（補遺） 	、 

~ 

\" 	 / 

「北水研ニュース」の先号で水産業の現況や 近の

科学技術政策等についてご報告したが、今号ではその

後に発せられた大綱や、農水省の動き、農林水産技術

会議で検討されている事項等について触れておきたい。 

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002j（平

成14年6月、閣議決定）において、16つの戦略、30の

アクションプログラム」のーつとして、「産業発掘戦略 

（技術革新が拓く21世紀の新たな需要）」が盛込まれ、 

関係本部・会議・府省は、環境・ェネルギー、情報家

電・ブロードバンド・IT、健康・バイオテクノロジー、 

ナノテクノロジー・材料の4分野の技術開発、市場化

等を内容とする「発掘戦略」を昨年12月にとりまとめ

た。これら4分野の産業発掘に当たって取り組むべき

共通政策課題として、研究開発面では、競争的研究資

金の倍増目標の実現、各府省間・産学官連携の推進、 

人材の育成と流動化の促進、実用化・市場化の見通し

の＋分な検討、基礎研究の推進等が書き込まれた。 

内閣総理大臣が開催するバイオテクノロジー（BT) 

戦略会議（平成14年7月設置）は、「BT戦略大綱」を昨

年12月、取りまとめた。rBT大綱」は第一部の総論と第

二部の行動計画・未来像とから構成されている。総論

では、我が国がBT分野で何をなすべきかを明示した戦

略をもつことが必要であるとして、その理由に、BTは

人間の生活に巨大な変革をもたらすものであって、国

家間競争が激化していること、また、国民経済へのイ

ンパクトが大きく、安全・倫理への対応も不可欠であ

ること等を上げている。実際の戦略として、1．研究

開発の圧倒的充実、2．産業化プロセスの抜本的強化、 

3．国民理解の徹底的浸透の3つを掲げ、これらによっ

て実現される2010年を見通した社会像として、健康と

長寿の達成（よりよく生きる）、食料安全性・機能性の

向上（よりよく食べる）、持続可能な快適社会の実現（よ

りよく暮らす）、世界への貢献、国際競争力の向上と新

産業の創出等を描き出した。第二部の「バイオ行動計

画2002」では、50の行動指針の下、88の基本行動計画、 

200の詳細行動計画等が具体的に示されている。「食料

分野」では、BTによる食料の生産・加工の効率化、偽

装表示問題の解決、新たな農林水産業の創出、「環境・

エネルギー分野」では、BTによる新ェネルギーの確保、 

バイオマス・バイオプロセスの活用等を重点的に推進  

するとした。そして3つの戦略とそれに基づく行動計

画の実行により実現される社会の未来像が「バイオ経

済社会ビジョン2002」として示されている。 

「行動計画2002」の1．研究開発の充実に関する戦

略の「食料分野」では、行動指針としてBTによる「食

料の生産、加工の効率化による消費者への良質の食料

の提供」、「食の安全・安心の向上」、「新産業の創出」 

の 3つを掲げ、それぞれの詳細行動計画が示されてい

る。「行動計画2002」の 3．国民理解の浸透に関する戦

略の「食料分野」では、行動指針として「食品の安全

対策の強化」と「食品の安全性・機能性についての国

民とのコミユニケーション」の 2つを掲げ、基本行動

計画として、「今後の食品行政のあり方について」（食

品安全行政に関する関係閣僚会議採択、平成14年6月） 

に沿って、食品の安全対策を大幅に強化するため、「食

品安全基本法」（仮称）の制定、食品の安全に関するリ

スク評価を行う「食品安全委員会」（仮称）の内閣府へ

の設置、食品のリスク管理に関する大幅な組織再編等

が盛り込まれた。 

これを受け、消費者の保護を基本とした包括的な食

品の安全確保を目的とした「食品安全基本法」が、今

通常国会に上程するべく準備が進められている。なお、 

このうち緊急事態への対処等に関する体制の整備（調

査・分析・検査）においては、有害食品の検出・除去

だけでなく、より積極的に有害水産動植物の漁獲・養

殖を防ぐという観点から、水研センターも業務の一端

を担う方向が検討されている。また、農水省において

は食品のリスク管理部門を産業振興部門から分離し強

化するため、食料消費行政とリスク管理を担う「消費・

安全局」（仮称）を平成15年4月、新たに設置する。消

費・安全局衛生管理課の魚類安全室には、防疫企画、 

魚類安全、指導の 3班が設けられ、これまで水産庁の

栽培養殖課魚類防疫室、同内水面班、漁場資源課漁場

保全係、同生態系保全室等に跨って実施していた防疫、 

飼料、貝毒、ダイオキシン等に係わる業務を1室に統

合して推進することとなった。また、リスク管理を徹

底するため（独）農林水産消費技術センター内に「リ

スクコミユニケーション・センター」（仮称）が創設さ

れ、試験研究・検査・検疫機関を結ぶリスク関連情報

のネットワーク化を進めるとした。 
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「生物の多様性に関する条約」の中、バイオテクノ

ロジーの取扱いに関する「バイオセーフティに関する

カルタヘナ議定書」の批准に向けての準備が各国で進

められている。「議定書」は、生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるバイオ

テクノロジーにより改変された生きた生物（Living 
Modified Organism:LMO）の安全な移送、取扱い

及び利用について、特に国境を超えた移動に焦点をあ

て、その＋分な管理のための措置を講じることを目的

としている。環境省は、「議定書」の的確かつ円滑な実

施を確保するため「遺伝子組換え生物等の規制による

生物の多様性の確保に関する法律」（仮称）を今通常国

会に上程する。法律では、遺伝子組換え生物等の規制

を講ずる措置の一環として、検査・検定業務の位置づ

けが明確化され、水研センターも同業務の一端を担う

方向である。なお、「議定書」を締結するための国内法

の整備と、それに併せたLMO規制のためのリスク管理・

評価手法の研究開発、生物多様性についての影響調査

等が、 rBT大綱」の環境・ェネルギー分野の基本行動計

画に位置づけられている。 

総合科学技術会議は、科学技術システムの改革を検

討しているが、農林水産技術会議は、その一環として、 

平成14年度、地域に根ざした研究開発を産学官連携の

下で加速するための「地域の研究開発システム改革の

方向」について検討を進めてきた。生産現場が直面し

ている課題解決のためには、地域において、都道府県、 

大学、民間等の試験研究機関のより一層の結集が必要

になっていること、また、多用なアグリビジネス等の

展開を支える生産から販売までを見据えた研究開発の

実施が求められていること等の情勢変化に的確に対応

する指針として「地域の研究開発システム改革の考え

方及び推進方策（中間まとめ）」が平成14年6月、公表

された。今後、強化すべき具体的な推進方策として、 

以下が挙げられている。研究開発の企画立案機能とし

ては、従来の地域推進会議に加えて、地域における食

品・農林水産業等の産学官連携推進会議の開催が提案

された。効率的・効果的な研究開発としては、公共事業

依存型から科学技術駆動型の地域経済発展へという国

策に沿い、研究ニーズの多様化に対応し、従来の補助事  

業から競争的資金への移行と、その活用を推進すると

した。研究成果の移転・実用化としては、独法の研究成

果の実用化を目指した実証事業等への研究者の参画を

促進し、地域推進会議へ普及組織の参画を要請すると

した。研究開発推進体制及び調整機能の強化としては、 

産学官の研究者の結集を図るため、産学官のネットワー 

ク作り、地域・専門研究所の連携強化、テーマ別研究

会活動の推進等が必要であるとした。人材育成の推進

としては、研究成果の普及のための活動などを研究者

の業績評価の視点のーつとして明確に位置づける必要

があるとした。なお、科学技術会議は、諮問第22号「地

域における科学技術活動の活性化に関する基本指針に

ついて」に対する答申を平成 7年11月に出している。 

農林水産技術開発に係る産学官連携競争的資金のー 

つとして「先端技術を活用した農林水産研究高度化事

業」が平成14年度に創設された。本事業は、産学官の

連携による、先端的農業経営を支える研究開発、新鮮

でおいしい「ブランド・ニッポン」食品の開発、地域

科学技術の振興等を目的としている。平成14年度の採

択課題は、研究領域設定型研究（研究期間3~5年、 

予算額0.5' 1億円）が 8 課題で、そのうち水産関連課

題は「マイクロアレイを用いた魚介類疾病の迅速同定・

診断・防除技術の開発」（水研センターほか）、地域シー 

ズ活用・発展型研究（研究期間3-5年、予算額1-

3千万円）が21課題で、水産関連課題は「未利用魚の

筋原繊維タンパク質を利用した機能性高分子ゲルの開

発と利用」（長崎大学ほか）及び「水産増養殖における

生物餌料（ミジンコ類）の大量培養の技術とシステム

の開発」（福岡県水産海洋技術センターほか）である。 

平成15年度の課題募集は、研究領域設定型研究（平成 

15年度の重点研究領域：現場即応型貝毒検出技術の開

発）と地域活性化型研究とで行われた。地域活性化型

研究には、 1．独創的現場シーズ活用型研究（農林漁

業者が参画する現場の独創性を発揮した研究）、2．地

域競争型研究（地域の特産作物等を活用し、地域産業

を活性化する研究）'3.広域ニーズ・シーズ対応型研

究（複数の地域が抱える共通課題に対応するための研 
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究）がある。本事業の平成15年度予算は19.7億円が計

上されている。 

平成 9年12月に開催された第 3 回気候変動枠組条約

締約国会議（COP3）において採択された京都議定書を、 

我が国は昨年6月に承認、温室効果ガスの削減に本格

的に取り組むこととなった。この流れを受け、経済財

政諮問会議の「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2002j（平成14年6月閣議決定）において、地域産

業の活性化あるいは食料産業の改革を進める指針のー 

つとして策定するとされた「バイオマス・ニッポン総

合戦略」が農水省、環境省を中心に取りまとめられ平

成14年12月、閣議決定された。「戦略」策定の背景とし

て地球温暖化防止、循環型社会の形成、競争力のある

新たな戦略的産業の育成、農林漁業・農山漁村の活性

化を挙げ、バイオマスをエネルギーあるいはバイオプ

ロダクトとして利活用を図るためのバイオマスの生産・

収集・輸送・変換等個別の戦略が基本的考え方と具体

的行動計画として示され、達成すべき目標値が設定さ

れた。農林漁業・農山漁村の活性化の項では、農林漁

業は本来自然循環機能を有し、その維持増進をバイオ  

マスの有効活用を通じ図る必要があるとし、農林漁業・

農山漁村はバイオマス生産・利用の場として重要な役

割を果たすことが期待されるところから、農林漁業に

おける利用を促進すると記述されている。なお、平成 

15年度農水省予算では、「バイオマス・ニッポン総合戦

略の強力な推進」として、研究技術開発・地域の実情

に応じたバイオマス利活用の推進等に218億円が計

上されている。 

農林水産技術会議は、バイオマスェネルギー利用技

術の開発について、その現状及び実用的なシステム開

発の方向等を示した研究開発レポート「バイオマスエ

ネルギー利用技術の開発」を平成14年10月、取りまと

めた。レポートにはバイオマスを取り巻く情勢、農林

水産系バイオマス資源の種類と発生量、研究開発の成

果と実用化の可能性、実用的なシステム化に向けた間

題点と今後の研究展開等が示されている。なお、小職

は、貧栄養の日本海沿岸にバイオマスを活用した施肥

タワーを設置して有用大型褐藻類の群落を拡大する技

術開発「ブラウンベルト構想」を提案しているが、こ

れについては次回に触れたい。 

我が国におけるバイオマスの利活用の状況 

種 	類 年間発生量 利用率 用 	途 

家畜排池物 9,10o万トン 80％ 堆肥 

食品廃棄物 2,000万トン 10％ 堆肥、肥料 

稲わら、もみ殻 1,208万トン 89％ 水田すき込み、家畜敷料 

水産加工残済 280万トン 85％ 肥料 

木質系廃材・未利用材 原材料、家畜敷料、ェネルギー 

製材工場等残材 L500万d 90% 

林地残杉 L000万d 殆ど未利用 

建設発生木材 L250万d 40% 

下水汚泥 乙300万ば 58％ 建設資材、堆肥 

農業集落排水汚泥 62万トン 22％ 堆肥 

＊未利用分の殆どは焼却、埋立処分、放置等。（資料：農林水産研究開発レポートNo.5) 
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研究ノ ト 
亜寒艦大型力イアシ類による有機物輸送 ‘田 

敦 

  

   

はじめに 

親潮域やそれに連続する亜寒帯水域はNeocaknus属、 

Eucalanus属に属する大型カイアシ類が卓越する海域で

す。Eucalanus属カ イアシ類としてはE. bungii l種が

卓越しますが、Neocaknus属カイアシ類は全世界で 6 
種、北太平洋亜寒帯域からは、亙 cristatus, 凡 pんmcみrus, 
N.jlemingeriの3種が出現し、春季から夏季にかけて

は圧倒的な生物量で、スケトウダラ、サンマなど魚類

や海産噛乳類、鳥類の餌料となっており、さらには、 

当海域での物質循環にも大きな影響を与えています。 

大西洋では温帯から北極海に至る海域を何種かのCalanus 
属カイアシ類が棲み分けていますが、太平洋において

は、移行域と極海ではCalanus属カイアシ類が優占し、 

亜寒帯域においては、Neocaknus属 カイアシ類が割り

込んだような形で分布しています。本属カイアシ類の

特徴は、夏季から冬季にかけての季節に、成体または

亜成体で500から2000m の深海に潜り越冬し、深海で産

卵し、春になると幼生は表層に浮上して成長するとい

う、季節と強く結びついた生活史のパターンを持って

いることです。このような生活史の解明は、主に太平

洋の東側、すなわちアメリカ、カナダの研究者によっ

てなされたものであり、海流系の異なる太平洋の西側

では、はたして同じような生活史を示すかどうかは研

究されていませんでした。 

生物環境研究室では1996年7月から、年 6 回行ってい

る定線観測において、水深500mからのボンゴネット（口

径70cm）の傾斜曳を行い、優先する動物プランクトン

の生活史の研究を始めました。この研究はVENFISH （我

が国周辺海域における漁業資源の変動予測技術の開発／

環境変動が生物生産力と漁業資源に及ぼす影響の解明） 

という農林水産技術会議プロジェクトの一部として行

われ、プロジェクトは多くの成果を残し2001年に終了

し、その一部は発展的にDEEP（深層生態系・生物資源

の解明及び表層との相互作用の解明）によって引き継

がれています。 

5年間の研究により、1)N.1lemingen の 2形の存

在 (Tsuda et at., 1999). 2) Neocalanus 属 3 種 

E. bungii計4種の生活史 asuda et at. 1999, Tsuda 
etal. 2001a, Tsuda etal. submitted). 3 )Neocalanus 
属 3 種の産卵生態（Saito and Tsuda, 2000). 4) 4種

の体サイズ‘山・昭i'i (Tsudaetal.,2001b). 5)Neocalanus 
属 3 種個体数年変動（Tsuda et at., 1998）などを明ら 

かにしてきました。また同時期に北大大学院の池田、 

小針、山口博士らも親潮域におけるカイアシ類生態の

研究を精力的に進め、親潮域は日本周辺海域の中では

もっとも理解の進んだ海域と認識されるようになりま

した。 

カイアシ類による有機物輸送 

現在、温暖化気体である二酸化炭素の増加が地球環境

問題となっています。海洋は二酸化炭素の 大の貯蔵庫

であり、大気から、物理ポンプ、アルカリポンプ、生物ポ

ンプと呼ばれる3つの作用で二酸化炭素を取り込んでいま

す。一般的に生物ポンプとして考えられているプロセスは、 

植物プランクトンが二酸化炭素を吸収し（光合成の材料と

して）、マリンスノーのような集合体で深層に沈降したり、 

植物プランクトンが動物プランクトンに食べられその糞が沈

降することが考えられています。 

このような背景のもと、生活史研究のーつのゴール

と考えたのは、カイアシ類による有機物（特に炭素） 

の鉛直輸送への寄与でした。一般に、カイアシ類のよ

うな大型の動物プランクトンは植物プランクトンの消

費者としてはそれほど重要ではなく（おおよそ0-30%). 
微小動物プランクトンと称される繊毛虫などがその役

割の多くを果たします。しかし、繊毛虫などは表層で

消費と栄養塩の再生産を繰り返すだけで、系外（深層

への輸送や魚などの高次捕食者の生産）には物質を供

給しません。これに対してカイアシ類は系外への物質

輸送に大きな可能性を持っています。カイアシ類の機

能として過去の研究で注目されてきたのは、冒頭にも

述べた魚類など高次捕食者のえさとしての価値と糞粒

による鉛直輸送ですが、今回、私が注目したのは、個

体発生に伴う鉛直移動による有機物の輸送過程です。 

亜寒帯域に生息する大型カイアシ類は、春季から夏季

にかけて表層に出現し、そこで植物プランクトンなど

を食べ成長し夏の終わりに充分な栄養分を体内に貯め

て深海（200-2000m以深） に移動し、越冬・再生産を行

います。すなわち生物自身が移動することによる輸送

です。マリンスノーのような沈降粒子の沈降量は表層

で多く深層では指数関数的に少なくなります。これに

対してカイアシ類の鉛直移動は能動的移動であるため、 

ほとんど移動期間中の消耗がないと考えられます。す

なわち非常に効率の良いポンプであると言えます。 

この見積もりに必要なのは、カイアシ類の生物量デー 
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タ、成長速度、鉛直分布、冬季の死亡率です。生物量

データは上記観測により得られており、成長速度も生

活史研究の成果から得られています。また冬季の死亡

速度も簡単な生活史モデルの解析から得られていまし

た（Mackas and Tsuda, 1998)。足らないのは鉛直分

布データでした。現在は新しいプロジェクトのもと鉛

直分布に関するデータを取得している 中ですが、こ

の解析を始めようとした 2年前にはありませんでした。 

そこで鉛直分布データを持っていた鹿児島大学小針徹

博士と組んで解析を行いました。 

今回の解析ではE. bungiiは含まれていませんが、そ

れでも、かなり衝撃的な結果となりました。Neocalanus 
属カイアシ類 3 種の生産は年l9gC m2と見積もられ、 

これは親潮域での年間一次生産の13％に達します。夏

の終わりに深層へ移動する生物量は 5 g C m2ですか

ら、生産されたカイアシ類の74％は表層で魚などの餌

となっていることになります。深層に輸送された5gが
翌春そのまま表層へ上がってくれば、ポンプとしての

機能はゼロになりますが、見積もりでは86％の有機物

が深層で呼吸や捕食により消費されていることになり

ました。すなわち、Neocalanus属 カイアシ類 3 種は1 
平方メーターあたり年間4.3gの炭素を深海に押し込ん

でいることになります。この数字は決して小さい値で

はなく、沈降粒子を採集するセディメントトラップと

いう機器で測定したl000mで の年間沈降量とほぼ同程度

です。セディメントトラップには生きたカイアシ類が

採集される機会は少なく、また採集されたとしてもつ

まみ出されてしまっていたようですから、トラップを

使って有機物の移動を考えていた研究者にとっては衝

撃的だったと思います。また試しにこれらカイアシ類

が北太平洋亜寒帯域（9.2X 106'）に親潮と同量分布

したと仮定すると、北太平洋全体で6.OX1O'3gC を深層

へ送り込んでいることになります。地球規模での炭素 

  

→呼吸7.  9 

→ 讐手ト鶴 
鉛直移動 

摂餌量（38. 9) 

 

糞粒 

   

I 
100Dmにおける 
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	 越冬量 
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図1．親潮域における Neocalanus 属カイアシ類の生

物活動による炭素循環（単位gCm-2 y-1)0 
l000m における沈降粒子量は西部亜寒帯域の平
均値（Honda, 2000) 

循環を考える上でもカイアシ類は無視できない存在だ

とわかりました。詳しい内容は2003年春に出版される

予定の論文をご参照ください（Kobari et al., in press)0 
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貝類の移送に伴う有害な生物の伝播について 

海区水産業研究部長 内 田 卓 志 

貝類の増養殖には用いる種苗の確保が不可欠である。 

そのため種苗が不足した場合に他の海域から移入する

ことがしばしば行われる。しかし、貝類は貝殻の中に

他の生物を含むことが多く、移動に伴って様々な生物

を運ぶ可能性がある。運ばれる生物が有害なものであ

れば、これは大変危険な行為である。本稿では貝類の

移送に伴う有害な生物が移送される事例について述べ

てみたい。 

1.海藻類 

米国ワシントン州やカナダ・ブリティッシュコロン

ビア州など北米大陸西海岸に生育するホンダワラ類の

一種、タマノ、ノ、キモクは日本から導入されたものであ

るとされている（吉田 1990)。この種類の生育場所が

カキ養殖場の近くであることから、牡蝦の種苗輸入と

ともに日本から導入されたものであると考えられてい

る。また、本種はもともと生育が知られていなかった

ョーロッパでも1970年代以降、分布拡大を続けている

ことが判った。ョーロッパに生育するタマノ、ノ、キモク

が日本、北米いずれから伝播したのかは明らかではな

い。本種はョーロッパ沿岸で高さ5'10mに成長し、濃

密な群落を形成して船の航行を妨害することがあると

のことである（吉田，1990)。ちなみに、タマノ、ノ、キモ  

クはもともと生育が知られている日本ではせいぜい1 

m位にまでしか成長しない。また、有害藻ではないが、 

ワカメがフランス沿岸のカキ養殖場等で生育している

ことが1971年に発見されており、日本からのカキ種苗

の輸入に伴って侵入したと考えられている（吉田，1990)。 

ワカメは、1987年にニュージーランド・ウエリントン

港で、1988年にオーストラリア・タスマニア島で生育

していることが発見されたが、これらは貝ではなく船

のバラスト水に混じって運ばれた可能性がある（吉田， 

1990)。 

2.赤潮・貝毒原因プランクトン 

渦鞭毛藻類の一種であるヘテロカプサ サーキュラ

リスカーマ（以下ヘテロカプサと略）は西日本で赤潮

を形成し、貝類を直接殺すことが知られている（松山

他，1995、 Nagai et al., 1996)。本種は1995年に記載

された種であり、1988年まではその存在が知られてい

なかった。1992年に三重県英虞湾で赤潮を形成し、ア

コヤガイの大量驚死を引き起こして一躍有名になった

が、その後またたく間に西日本一帯に発生がみられる

ようになった。本種がどうして日本で発生するように

なったのか、また、各地にこれほど速く伝搬したのか

当初議論になった。本種は貝類の養殖場やその周辺に 

1940 	1950 	1960 
	

1970 	1980 	1990 	2000 
年 

図1 米国東海岸におけるバージニアガキ生産量と原虫症の発生時期の関係 
（矢印はそれぞれの原虫症発生が認められたおよその時期を示す。FAQ統計等をもと
に作成（良永原図）) 
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飛び火的に出現することから、アコヤガイやカキの貝

殻内に潜み、貝類の移送に伴って分布が拡大する可能

性が考えられた（本城・今田 1999)。この貝類による

ヘテロカプサの移送機構はその可能性の高いことが実

験的に確認されている。すなわち、現場でヘテロカプ

サ懸濁海水にアコヤガイを一定時間浸した後、実験室

に輸送し、アコヤガイによって運搬されたヘテロカプ

サ細胞を培養したところ、生存している細胞がかなり

の量に上ることが明らかになった（本城・今田 l999)。 

また、麻癖性貝毒原因種であるアレキサンドリウム

属の数種について各国の個体群間の関係について考察

がなされており、日本とカナダの間で貝類の移送に伴

うアレキサンドリウム タマレンセの伝播について、 

その可能性が指摘されている（Sholin et al., 1995)。 

3. 病原性生物 

貝類には様々な疾病が知られているが、外国産種苗

の輸入に伴う新たな疾病の我が国への侵入が懸念され

ている。北海道においてホタテガイの増養殖は一大産

業であるが、外国産種苗の輸入等に伴って新たな疾病

が侵入した場合に甚大な被害を受けることが強く懸念

される。かつて、カナダに輸出された日本のホタテガ

イ種苗が現地のパーキンサス原虫の一種によって死滅

したことが知られている。これは日本産のホタテガイ

が外国の病原性原虫に対して免疫力がないことを示し

ており、もしカナダ等外国に生息するホタテガイのパー 

キンサス原虫が北海道に侵入した場合、ホタテガイの

増養殖が危機的な状況に陥ることを示唆するものであ

る。米国東海岸ではバージニアカキの生産量がパーキ

ンサス原虫及びハプロスポリディウム原虫を原因とす

る疾病によって1950年には200千トン以上あったカキの

生産が1990年には50千トン以下に落ち込みまだ回復の

兆しがない（図1)。このように新たな病原性原虫が我

が国に蔓延した場合には駆除が困難であり、増養殖対

象種はもとより、生態系まで大きく変化する可能性を

考慮する必要がある。パーキンサス原虫は複数種あり、 

ホタテガイ、カキ、アサリ、アワビ、アコヤガイ等貝

類の病原種として知られている。アサリのパーキンサ

ス原虫は道東等一部の地域を除いて日本全国に既に分

布しており、生理生態について研究が比較的進んでい

るが（浜口，1999)、北海道において も懸念されるホ

タテガイやアワビのパーキンサス原虫については研究

事例が極めて少ない。今後研究者や病気診断に熟練し

た専門技術者の養成、防疫対策等が必要である。 

以上のように外国産種苗の輸入等貝類の移送には有

害な生物の侵入が伴う危険性があり、対策が急務であ

る。法的な規制がない現状ではその危険性について普

及活動等を通じて認識を深めることが極めて重要と考

えられる。 

稿を終えるにあたり、北海道ブロック水産業関係試

験研究推進会議・増養殖部会において外国産養殖種苗

の移入に伴う疾病の侵入についてご講演戴いた東京大

学大学院 良永知義助教授および討議戴いた増養殖部

会の方々に厚くお礼申し上げる。また貝類の疾病に関

して資料の提供等ご教示戴いた独立行政法人水産総合

研究センター本部 井上 潔次長、及び講演会の設定

等にアドバイス戴いた養殖研究所 飯田貴次病理部長

に深謝する。 
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1.はじめに 

rC}jef Officer! Watch終わ ったら部屋まで」と船

長に耳打ちされたのは、照洋丸において、インド洋東

部オーストラリア北西域のミナミマグロ産卵場海域で

釣獲されたミナミマグロをピンガー追跡調査中でのこ

とであった。この時、北光丸船長という人事の打診が

あり、船長が帰港後に定年退職となっていたのでまさ

か船長と首席一航が交替すると考えていなかったため、 

自分に北光丸へとの話があるとは夢にも想っていなかっ

た。3月上旬に東京帰港後、内示を受け、水研センター 

主催の船長懇談会、水産庁主催の船長会議に出席を命

ぜられ前任船長から引き継ぎを受け、慌ただしく行事・

予定を消化して4月1日付で辞令交付を受けて、北光

丸船長を拝命するに至った。 

4年前までの7年間を一等航海士として北光丸に乗

船勤務し、 4年間の新船照洋丸を経て再び北光丸に乗

船することとなったものの、当然ながら乗組員の大半

は交替となっている。新米船長を迎えることとなった

乗組員の不安は、計り知れないほど大きなものだった

に違いない。 

昭和51年に建造・竣工した現北光丸は、二代目であ

り船齢27年をむかえ老朽化が著しくまた、調査観測機

能も現在行われている調査実態に対応できなくなって

きている。そこで代船である三代目北光丸が計画・予

算化され、平成16年夏に竣工される運びとなった。 4 

月着任後、代船計画、平成14年度の調査航海の実施と

新米船長の文字通り船出が始まったのである。 

以下に、平成14年度の北光丸の調査航海の現況と代

船に関する進捗状況を紹介させていただくことにする。 

2.平成14年度北光丸調査航海 

(1）北光丸における調査航海の現状 

現北光丸は、もともとサケ・マス流し網、イカ釣り、 

カニ篭調査を主体とした船型で建造されたものであり、 

船首甲板での調査観測作業に適する船型をしている。 

近年、資源調査は流し網を使用することなくトロー 

ルによる資源調査を行う研究者が増えてきた。必然的

に北光丸の資源調査航海は、激減し主として海洋調査

を担当する機会が増えている。平成14年の調査計画に

ついては、 8航海のうち資源調査が2航海、他6航海

は海洋調査である。 

また、 8航海のうち5航海が北水研の調査であり、 

他3航海が日水研2航海、東北水研1航海となってい

る。海洋環境調査ももちろん重要な任務と認識してい

るものの、調査船の乗組員としては、資源調査が少な

いということは一抹の寂しさを禁じえない。 

私が以前、乗船していた当時は、年3航海程度の流

し網を使用した資源調査が実施されていた。特にサケ・

マス調査航海は、無寄港25日で東経160度線を北緯52度

から北緯40度にかけて1度おきに流し網調査を行ってい

た。公海上での流し網漁業の禁止、流し網調査の敷設

長の制限、他国経済水域内での流し網調査の禁止等に

より調査計画をたてにくくなっているのに起因してい

るのかもしれない。 

現在行われている資源調査は、稚魚ネットを使用し

た幼稚魚の採集が主となっていて、漁携をともなう調

査項目は皆無である。 

時代の流れと共に調査観測の方法、手段が変化して

きているとは言え、平均年齢が若い乗組員を抱える調

査船にとってはもったいない限りである。用船を使っ

ての調査も必要かもしれないが、現有調査船の改造と

いう方法も考えられるのではないかと想うのは浅心な

ことであろうか？ 

平成16年夏に新北光丸が竣工することとなれば、こ

の問題も解決されるものと思われるが、新船が竣工す

るまでの間、現北光丸を放置しておくわけにはいかず

代船建造と並行して他調査船並に任務を遂行するのが

当然と考えている。 

水産業界の厳しい現況と公務員等に対する視線を考

えれば心痛の思いである。老朽化した時代遅れの調査

船を使っての調査計画は容易ではなく致し方ないとは

考えるが、もう一考の余地があるような気がしてなら

ない。 

今後、水研センターで調査船の調査運航計画を一元

化する方向であるとの情報もあり各船の特殊性がある

にせよ歓迎すべきことと考える。 

(2） 平成14年度北光丸調査航海動静 

平成14年は、大型台風の来襲が例年になく多く、調査

航海を行うにあたっては天気図との覗み合いであった。 

まして新米船長にとって、連続で来襲する大型台風

には胃痛のもとであった。 

多いときには天気図上に台風の卵や熱帯低気圧を含 
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めると4-5個も存在する時もあったと記憶している。 

幸いにして台風の直撃等の影響は受けなかったもの

の、調査定線の変更や一部調査計画を割愛せざるを得

なかった航海もあった。 

平成14年12月現在で 6 航海を消化し、 1月～3月の

間に2 航海40日を予定している。 

冬季の日本周辺は、台風と違った冬型の気圧配置の

荒天の中での調査が予想されるが老朽化した老体を無

理させることなく無事に調査航海をと気持を新たにし

ているところである。 

以下は北光丸の平成14年度調査航海計画である。 

①第1次航海 スケトウダラ卵・仔魚調査 4月16日～4月23日 (8日間） 北水研 

②第 2 次航海 親潮広域調査 5月10日～ 5月23日 (14日間） 北水研 

③第3次航海 山陰・北陸沖海流調査 5月31日～ 6月19日 (20日間） 日 水研 

④第 4次航海 混合域海況調査 7月1日～ 7月21日 (28日間） 東北水研 

⑤第 5次航海 山陰・北陸沖海流調査 8月19日～ 9月 7 日 (20日間） 日 水研 

⑥第 6 次航海 沿岸親潮調査 10月1日～10月10日 (10日間） 北水研 

⑦第 7次航海 親潮広域調査 1月15日～1月22日 (8日間） 北水研 

⑧第 8次航海 いか類幼稚仔調査 2月14日～3月17日 (32日間） 北水研 

3. 北光丸皿世竣エにむけて 

(1）北光丸概歴 

北光丸が 初に建造されたのは、昭和35年（1960) 

8月、第三探海丸、大雪丸、うしお丸の代船として220 

トンで建造された。これが初代北光丸（ I 世）である。 

主としてサケマス、ニシン、イワシ等の流し網調査

を実施できる船型をし現北光丸と船型が類似していた。 

昭和51年（1976) 6月、初代北光丸（ I 世）の代船

として現北光丸（且世）466トンが竣工しトン数も倍増

以上となり、船型はほぼ類似しているものの調査能力

が強化され、行動範囲が飛躍的に拡大することとなっ

た。 

その北光丸且世も船齢27年目を迎えようとしている。 

(2) 北光丸代船までの経過 

北光丸の代船建造の機運は、平成 8年頃、北水研内

に「次世代調査船委員会」が発足され亜寒帯海域を担

当する北水研としてどのような調査船が必要か、研究

ニーズに対応するためどのような調査船が必要か等に

ついて各作業部会等も立ち上げ、造船所や機器メーカー 

等にも参加していただきながら北光丸代船のいわば準

備と言うべき場が出来たことに始まる。 

同時に、船内においても乗組員の代船への意識向上

のため代船に関するアンケート調査を行いそのまとめ

たものが北水研ニュースにも掲載された。 

この委員会は、代船に対する予算的措置があった訳

でなく、あくまでも所内だけの研究の場として行われ

北光丸一等航海士として委員会に出席していたもので

ある。 

当時、照洋丸が 4年がかりで建造中であり代船の順  

番である俊鷹丸の代船建造がひかえていたため当然の

ことと言える。 

ただ、代船建造というのは半年や1年で準備できる

訳もなく、せめて船型、トン数、速力等の基本的なこ

とだけでも北水研として、どのような調査船が必要な

のかという方向性だけでも出して欲しいと考えていた

のである。 

当時の柏井海洋部長を委員長として、専門家の教示

を受けながら同会は数回にわたり開催されていた。 

その後、平成10年に照洋丸に転出したため、それ以

降の同会での議論・経過の詳細は掌握していないが年

数回は行われていたものと思われる。 

平成14年度予算で北光丸代船に関する予算が通り、 

3月に代船準備委員会が行われ基本方針等が論議され

た。また、建造コンサルタントとして海洋水産システ

ム協会に依頼し契約された。 

4月、北光丸乗船してからの北光丸代船に関する打

合せ・会議が下記の通り行われたが各会議の内容につ

いては省略する。各会議については調査航海の合間の

停泊中に横浜まで出張したり航海途中の寄港地で行わ

れたり、また、停繋港の釧路でも行われ、7月下旬に仕

様書、一般配置図が固まり 7月31日の第 2 回代船建造

委員会で承認されて決定の運びとなった。 

これと並行して建造造船所の決定に向けて入札に関

する手続きが準備され、平成14年11月13日入札が行わ

れ、囲新潟銭工所が落札した。 
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①海洋水産システム協会（コンサルタント）代船打合せ

②第1回代船建造委員会 

③第1回代船基本設計小委員会及び各部作業部会合同会議

④第2回代船基本設計小委員会及び各部作業部会合同会議

⑤第3回代船基本設計小委員会及び各部作業部会合同会議

⑥第2回代船建造委員会 

平成14年4月11日 

平成14年4月25日 

平成14年5月27日～28日

平成14年6月24日～26日

平成14年7月24日～25日

平成14年7月31日 

落札建造造船所との建造契約が平成14年12月13日に締結され、造船所との具体的な建造会議が下記の日程で行わ

れた。 

①第1回代船建造会議 平成14年12月19日 	横浜 

②代船建造打合せ会議 平成15年1月8日～9日 釧路 

β） 新北光丸（皿世）の概要

①主要目等 

・船型 

・全長 

・垂線間長 

・型幅 

・型深さ（船楼ノ上甲板） 

・計 画 満 載 喫 水 

・計画総トン数 

・容積 

燃料油タンク

飲料水タンク

造清水タンク 

・主機関 

・発電装置 

主発電機 

軸発電機 

非常用発電機 

・バウスラスター 

・試運転速力 

・航海速力 

・定員 

・航行区域、資格  

長船首楼付二層甲板船（トロール船型） 

約64. OOm 

約57. OOm 

約11.80m 

約7.00/4.60m 

約4.50m 

約850トン 

約290d 

約 40d 

約 60d 

1,471kW(2,000PS) X 2 

562.5kVA(45OkW) x 2 

562.5kVA(450kW) x 1 

5OkVA (40kw) x 1 

推力4OKn（約4トン）xl 

16.5ノット以上 

15ノット以上 

37名（海事職員25名、調査員10名、その他2名） 

遠洋区域（国際航海）第三種漁船 

②主な特色 

・船型 

全通船楼型トロール船型 

・耐氷、着氷対策 

NK耐氷構造（に級）相当及び船体着氷避ける構造物の採用 

・静粛性能及び減揺性能 

音響調査性能向上のため船体構造における防振、防音、低騒音・低振動の主機、推進機及び各種機

器の採用 

ART、舵減揺装置の採用 

・泡切れ性能の向上及び気泡障害の回避するための船底構造の採用 

・耐航性能及び凌波性能 
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冬季日本海北部において予想される気象・海象状況下で通常の航海及び調査研究活動が支障なく行

える良好なる耐航性、凌波性、復原性及び高い推進性能と操縦性能を有すること。 

・漁携装置及び観測機器 

トロール装置を主体とした漁携装置とし、2種類の大規模トロールネットが使用可能となるようネッ 

トウインチ2台を装備 

自動トロールシステムの採用 

船尾式表・中層、離底曳・底曳トロールネットの装備 

新の水産生物調査観測機器及び海洋観測機器の装備 

資源量評価のための音響調査機器の充実 

・船内情報処理システムの高度化 

船内LANの装備 

航海情報、調査・研究情報、支援情報の制御 

航海情報、機関情報、気象情報を利用したトータルナビゲーションシステムの導入 

連続観測情報、逐次観測情報等の各種調査データーの蓄積、任意に抽出・表示するデーター処理シ 

ステムの導入 

陸船間双方向データー通信の採用 

・自動化及び省力化の促進 

総合管制室は高度機能集約型船橋方式を採用したlBS型を採用 

トータルナビゲーションシステム（自動航海・航法装置）及びジョイスティックコントロールシス

テムの装備 

機関部全般に機関区無人化船、MO船規定の準用、自動化はスタンバイシーケンスによる統合制御シ

ステムの採用 

・維持費の低減 

保守整備支援システム、予備品管理システムの装備

メンテナンスフリー装置・設備の採用 

4.おわりに 

北光丸皿世の代船建造がようやく本格的・具体的に

始動した。 

仏・民族学者フアン・ヘネップが作った言葉に「通

過儀礼」というのがあって、誕生、成人、結婚、死な

ど人生の節目に当たって新しい境遇への移行を社会的

に示す行事を言うのだという。 

北光丸も入札に始まり、起工、進水、臓装・竣工と

船にとっての新しい境遇への移行が始まろうとしてい

る。竣工後の本格的な稼動が「通過儀礼」のメインイ

ベントとなり、社会的真価が問われることになるであ

ろう。 

北光丸の平成15年度調査航海は、151日の予定が計画

され、これらの航海の合間の停泊中に代船建造に関す

る打合せが頻繁に行われるものと思われる。 

私が入庁した頃の代船建造は船齢15-16年、 4回目

の定期検査を受検するころが目処であった。現在はト  

ン数も倍増、調査観測機器・装置の飛躍的な発達・高

額化もあり単年度予算での建造が困難であり必然的に 

2--4年かけて建造することとなり、その分代船までの

船齢が長くなってきている。北光丸皿世も平成14年度～ 

16年度にわたって3年がかりで建造されることとなった。 

水産研究所が独立行政法人水産総合研究センターとなっ

て初めての代船建造である。評価会議での評価、費用

対効果等が言われる昨今、将来的に通常運航経費を低

減できる調査船でなければならないと考えている。 

水産庁、水産総合研究センター本部、海洋水産シス

テム協会、各水研研究者・調査船、建造造船所の多く

の関係者の皆様の御協力を得ながら、その英知を結集

して、すばらしい代船が竣工し、実効ある調査研究に

寄与できるものとなるよう願っている。建造にあたり

私自身も心血を注ぎ、その任に当たる所存である。 

関係各位の皆様には、今後とも引き続き、御指導・

御協力の程、お願い致します。 

（おおしま かつゆき：北光丸船長） 
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平成14年度 探海丸調査航海を振り返って 

本 間 盛 ― 

1.四季をめぐって 

例年の如く、 4月上旬から海霧の季節となり道東沖

の調査海域は、小型サケ・マス漁業が 4月15日から解

禁となり小型サケ・マス船団の操業海域と重なる。こ

の時期は水温の水平分布も激しく変わり7.5'--lOで代の

狭い適水帯に7月上旬の漁期終了まで船団が1-1.5海

里間隔で密集操業する。 7月下旬頃から小型船サンマ

流し網の解禁出現、以後8月下旬から10月下旬頃まで

小型・大型サンマ棒受け網船が釧路沖合から根室沖合

にかけて幅較操業する。又、道東の厚岸沖合から襟裳

沖合にかけてカタクチイワシの漁場が形成された。 

オホーツク海調査に向かう場合は培揺瑠水道を通り、 

野付水道、根室海峡を通過するが漁具施設が多く水深

も浅く潮流も不規則なので必ず中間線の内側で水深帯

の安全な場所を航行する。 

根室沖、標津沖、羅臼沖には巡視船艇が常時、航行

船とロシア側の監視を続けているので安心感はあるが、 

ロシア水域では警備艇がこちらの様子を伺っている。 

よって、これらの海域は10月中旬頃まで濃霧が続く為、 

調査航海は視界不良の中、種々のトラブルを避ける為、 

安全航海に全神経を尖らす毎日である。 

又、昨年も台風の北上回数が多く3回程釧路港内に

避泊するが、まず先に港湾整備工事の作業台船が港内

の北防波堤沿いに3.-4台程錨泊して続々と商船、漁

船が避泊する為、航路付近まで避難船で埋まるので、 

狭い港内にひしめき合って先を争う格好となる。 

今年度の冬は、12月31日に寒気で一19で近く下がり、 

年明け1月4日の降雪が融け固まって根雪ならぬ、根

氷の季節となり寒気が入り込んで日中の 高気温が― 

9C近く下がった日もあった。相変わらず探海丸岸壁

付近の船溜り一帯は釧路川から流れ出た厚さ10cm位の

大きな蓮氷に覆われ南風が吹けば岸壁から離れ、翌日

には北西の風と共に押し寄せる。この様な状況が 3月

上旬の寒気が緩むまで続く。このため、冬季調査航海

は寒気による船体着氷、曙揺瑠水道から太平洋沿岸に

抜け出た流氷帯が、釧路沖まで潮流と風の影響で押し

寄せる事も有るので注意を要し、岸壁付近の船溜り一  

帯は蓮氷に覆われるので離・着岸作業に難儀する。 

しかしながら、四季感あふれる道東の陸は、春にな

ると釧路湿原の氷雪もすっかり融けて谷地坊主が顔を

出す頃には、自然の恵みが楽しめる行者ニンニク・タ

ラの芽等の山菜狩りと西別川・茶路川方面の渓流釣り

から始まり夏から秋にかけては霧の幣舞橋、釧路のフィッ

シャーマンズワーフ「MOO（ムー）」内の千人炉端、 

釧路湿原展望、阿寒・摩周方面の温泉観光拠点として、 

冬は塘路湖のワカサギ釣りとJR・ノロツコ号乗車で

冬の湿原展望が楽しめる。 

又、スキーで富良野・阿寒・津別方面に出かけるド

ライブ中に丹頂鶴、蝦夷鹿の姿を間近に見られる。文

学に興味があれば石川啄木歌碑巡りを満喫出来るので

趣味多彩と自然志向のある人にとっては、余暇を利用

してリフレッシュ出来る格好の当地です。 

2.共同研究調査の場として 

7月の親潮域とオホーック海域の生物環境モニタリ

ング調査で北海道大学（大学院地球環境科学研究科3 

名）の共同研究乗船を始め、近海生物放射能調査は北

海道東方沖の海底地震で水産・漁業施設に被害をもた

らす地震発生メカニズム解明の為、北海道大学（大学

院理学研究科3名）の共同研究乗船で海底地震計10個 

(1式約60蛇×10個約600kg) を搭載して襟裳東方沖

に投入設置した。北海道東方沖は、過去にしばしば大

きな地震が発生し、津波などの被害も多かった。それ

らは、藻場など沿岸生態系に対しても大きな影響をも

たらしてきた。今後、自然災害が生態系を通じて産業

に与える影響を考慮した研究も必要であろう。この共

同研究調査がその端緒になれば幸いである。 

これらの調査航海で一番大変なのは、研究室が手狭

な為、多量に持ち込む分析器材の設置・保管場所と海

水分析用に積み込む水素・窒素等のガスボンべ等の搭

載場所に苦労する。日常生活に於いて食堂は乗組員と

研究者の待機・娯楽・憩いの場で賑わう。又、清水保

有量が少なく定員24名（乗組員18名・研究員6名／女性

含む）で航海続行すると7日程で清水が尽きるので造水 
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器をフル稼働させ清水確保に努め、入浴は風呂場が団

地サイズ程度で無理をすれば 2人がやっと入れるが多

人数の為、ワッチの時間帯で込み合い順番待ちが続く

ので造水状況により、原則として時化以外は入浴日を

毎日儲け、その中で次の者への配慮として入浴時間の

節約と各自節水に努めて頂いている。無論、洗濯禁止

であり入港前日の清水残有量で洗濯解禁となるのだが

洗濯機・乾燥機各1台の設備では空き時間待ちで到底

順番が回って来ない。そこで、凪もあれば時化もある

船乗りの証しとして釧路上陸時には、多量の洗濯物を

土産品として各自、家庭に持ち帰ることになる。 

この様な海上生活の中、共同調査の現場を垣間見て

水産資源研究の重要性が如何に大切かを悟り、再認識

と共に実感が伝わる。 

3.簡易型表層網の曳網成果と期待 

平成13年度幼魚定量採集法調査の表層曳き試験結果

を参考に翌14年2月に担当研究室長を交えニチモウ囲

釧路営業所と表層網基本仕様（網口高さ約5m×袖先

間隔約lOm）の検討後、作成購入に漕ぎ付けた。14年

度に入ってから表層網仕様で中層曳きも試みたい旨の

要望が研究者から上り再度、ニチモウ囲釧路営業所と

機会ある毎に検討を重ねた。基本的にキャプスタンを

利用するのでワープはクロス／タフラインロープ300m 

で行って、中層曳きの沈降策はブライドルにコンビロー 

プを使用、ウイングカイトのリンク調整及びグランド

側にチエーン取付けて対応、所定層狙いはワープ長調

整・速力調整で行う事とした。 

いよいよ、幼魚定量採集法調査（9/18-9/24）が  

始まり、初日はニチモウ脚釧路営業所の乗船協力（技

術者1名）を得て釧路沖で完全表層網及び中層網を5 

回程、種々に渡り曳網調整試験を行って翌日に釧路帰

港で下船以後、本格的に白糠沖から襟裳沖にかけて幼

魚定量採集法の曳網模索試験を実施した。その結果、 

完全表層網はカタクチイワシの成魚63尾（対水速力5ノッ

ト）の捕獲があって念願が叶った。中層網はワープ長300 

m・200m・lOOmの階段曳きを実施してハタハタ5尾、 

カタクチイワシ2尾、ワラスボ類2尾等があり、時と

して着底失敗で幸いにも念願のスケトウダラ1才魚（2 

尾）の捕獲があった。しかしながら、上・下のウイング

カイトに取付けた深度計の値から判断すると、曳網時

の網なりが浮き上がり網口が充分開かず水平安定に欠

けると推測され、結果として捕獲皆無の時が大半だっ

た。 

従って、表層曳きは実用充分であるが中層は魚群が

時間帯で海底から一定の水深で浮遊群を形成するので

ワープ調整で狙えば捕獲可能と思われる。よって、表

層曳き仕様の網で中層曳きも成果を上げるには、今後

の課題として網口を広げる袖先カイトの仰角関係及び

網地構成と曳網時の水平安定が、更に要求されるので

現在、ニチモウ鯛釧路営業所と改良検討を重ね実用化

に向け努力しています。 

（ほんま せいいち：探海丸船長） 

中層階段曳網時の上・下ウイングカイト深度値 

ワープ長 2. 	5kt' 4. 	Okt' 4. 	Okt' 5. 	Okt' 

30 Urn 
5 Urn （上） 

6 Urn（下） 

3 2m（上） 

43m（下） 

3 4rn （上） 

4lrn（下） 

3 Urn （上） 

3 9rn（下） 

20 Urn 
3 8m（上） 

4 7m（下） 

2 4m（上） 

3 3m（下） - 2 Urn（上） 

2 8rn（下） 

10 Urn 
2 2m（上） 

3lm（下） 

1 2m（上） 

1 8m（下） 

1 2rn（上） 

1 8rn（下） 

1 Urn（上） 

1 8rn（下） 
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海底地震計の組立て 

航海実績 

①第1次航海

②第2次航海

③第3次航海

④第4次航海

⑤第 5次航海

⑥第6次航海

⑦第7次調査

⑧第 8次調査

⑨第9次調査

⑩第10次調査 

沿岸親潮調査 

海鳥類と餌生物の生態及び分布調査 

太平洋イカ類第1次一斉調査 

沿岸親潮調査 

近海海産生物放射能調査 

太平洋イカ類第2次一斉調査 

幼魚定量採集法調査 

スケトウダラ卵・仔魚分布調査 

スケトウダラ卵・仔魚分布調査 

スケトウダラ卵・仔魚分布調査 

4/16- 4/25 

5/10-5/27 

6/11-7/1 

7/5-7/1O 

7/19-7/30 

8/23-9/10 

9/18-9/24 

1/21-'2/1 

2/11-2/20 

2/28-3/9 

(10日間）北水研 

(18日間）北水研 

(21日間）北水研 

(6日間）北水研（共同研究調査） 

(12日間）北水研 

(19日間）北水研（共同研究調査） 

(7日間）北水研 

(12日間）北水研 

(10日間）北水研 

(10日間）北水研 

海底地震計の投入 
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γeIコc4つc一一一一一一一一一Iつe＋コ”つ”コwコ亡Iコc4つぐ一cIコc4つぐIコcIコc4つぐ一Iコc4つc一一一一一一一一一一一一一一Iコc4つぐIコcIコc4つぐ一Iコc4つぐIつ， 

§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 

I「おさかなセミナーくしろ2003]I 
§ 	 § 

~ 	開催のお知らせ 	~ 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
~ 	「おさかなセミナーくしろ2003」は今年で12回目を迎えます。 	 ~ 

~ 昨年は 8月23日岡に釧路市生涯学習センター  （まなぼっと幣舞）にて10機関＊の共催で開催されました。  ~ 

~ 今年は、アンケートの結果をもとに企画 実行委員会で検討した結果「魚たちの餌 海の生産力（仮題）」 ~ 

~ をテー マとして開催します。 	 ~ 

~ 

I 
§ 
I 

§ 	 § 
I 	 記 	 ~ 

§ 	 § 

I 	講 演 会 	 ~ 

~ 	 おさかなセミナーくしろ2003「魚たちの餌・海の生産力（仮題）」 	~ 

~ 	 と き 平成15年8月27日()J() 14:OO'- 	 ~ 

I 	 ところ まなぼっと幣舞2F「多目的ホール」 	 ~ 

§ 	 § 
§ 	 § 
I 	パネル展示会 	 ~ 

~ 	 おさかなセミナーくしろ2003ノ（ネル展 	 ~ 

~ 	 と き 平成15年8月上旬～9月上旬（予定） 	 I 

I 	 ところ 釧路市交流フラザさいわい・まなぼっと幣舞・ 	 I 

~ 	 釧路市立博物館（予定） 	 ~ 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
§ 	 § 
~ 	 ＊共催機関名」ヒ海道釧路支庁、  」ヒ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、 	 ~ 

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

~ 	 釧路地区水産技術普及指導所」ヒ海道区水産研究所 	 ~ 

§ 	 § 
§ 	 § 
'c-vコc4つc才つc中コc中つc中つc中コc中つc才つc中コc中つc才つc中コc中つc才コぐ中コc中コc4つぐ中コc才コc4つぐ中コc才コc4つぐ才コc中コc4つc才つc中コc中つc中つc中コc中つc才つc中コc中つc才コぐ中コc中コc才つぐ中コc中コc4つぐ中コc才コc4つぐ才コc中コc4つぐ才っ‘ 

下記にセミナーの主な内容をお知らせしますと共に、たくさんのご来場をお待ちしております。 ~ 

また、 9月頃には例年通り「」ヒ水研一般公開」も予定しています。詳細につレ、ては日時が決まり次第お ~ 
§ 

知らせしますので、  こちらについてもたくさんのご来場をお待ちしております。  ~ 
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研究課題発表一覧（抄録） 

＊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〕 

森 賢・中村好和】 

・黒潮親潮移行域周辺におけるスルメイカ幼体の分布． 

日水誌，69(1), 21-27, 平成15年1月 

森 

・黒潮周辺海域におけるスルメイカ冬季発生群の産卵

海域と輸送経路．月刊海洋，号外No.31，平成14年11月 

箱山 洋： 

・The ideal free distribution when the resource is 
variable. Behavioral Ecology. 14, 47-53, Jan, 2003. 

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，平成15年（印刷中） 

柳本 卓・西村 明・水戸啓一・高尾芳三・Neal J. 
Williamson: 
・Interannual changes of biological properties of 
walleye pollock The ragra chalcogramma in the 
central Bering Sea. Progress in Oceanography, 55, 
195-208, Oct. 2002. 

柳本 卓・北村 徹： 

・mtDNAシ トクロームb遺伝子による北海道周辺のタ

ラ科3種の種判別．日水誌，68(6), 893-899，平成14年 

11月 

志田 修・西村 明： 

・秋季の道東太平洋海域に分布するスケトウダラ0歳

魚の牌化日組成と産卵群の関連．水産海洋研究，66(4), 
232-238, 平成14年11月 

石田行正・東屋知範・福若雅章・N．デービス： 

・Interannual variability in stock abundance and 
body size of Pacific salmon in the central Bering 
Sea. Progress in Oceanography, 55(1-2), 223-234, 
Oct. 2002. 

森田健太郎・森田晶子： 

・Rule of age and size at maturity: individual 
variation in the maturation history of resident 
white-spotted charr. Journal Fish Biology, 61(5), 
1230-1238, Nov. 2002. 

Sarma, V. V. S. S., T. Ono and T. Saino: 
・Increase of total Alkalinity due to shoaling of  

aragonite saturation horizon in the Pacific and 
Indian Oceans: Influence of anthropogenic carbon 
inputs. Geophys. Res.Let., 29,10. 1029/2002GL015135 

葛西広海・斉藤宏明・津田 敦： 

・Aラインにおける低次生産モニタリング．月刊海洋， 

No.389, 777-781，平成14年11月 

Saito, H., A. Tsuda and H. Kasal: 
・Nutrient and plankton dynamics in the Oyashio 
region of the western subarctic Pacific Ocean. 
Deep-Sea Res. II, 49, 5463-5486, 2002. 

葛西広海・斉藤宏明・津田 敦： 

Aラインにおける低次生産モニタリング．水産海洋研

究，66(4), 260-262，平成14年11月 

山田雄一郎・池田 勉・津田 敦： 

・Abundance, growth and life cycle of the 
mesopelagic amphipod Primno abyss alis 

(Hyperiidea: Phrosinidae) in the Oyashio region, 
western subarctic Pacific. Mar. Biol., 141 : 333-341, 
Oct. 2002. 

鈴木光次・津田 敦・清沢弘志・武田重信・西岡 純・

高橋正征・C. S. Wong: 
・Grazing impact of microzooplankton on bloom 
formation by small-sized diatom in a mesocosm 
as estimated with pigment-specific dilution 
technique. JEMBE, 271 : 99-120, Oct. 2002. 

Niizuma, Y., Y. Araki, H. Mori, A. Takahashi, and 
Y. Watanuki: 
・Responses of body components to changes in the 
energetic demand throughout the breeding stages 
of rhinoceros auklets. Canadian Journal of Zoology, 
80 : 1549-1555, 2002. 

新妻靖章】 

・冷たい海洋で凍えない内温動物の潜水生理. 科学． 

73 】 53-54, 平成15年1月 

日下 彰・東屋知範： 

・Thermohaline structures in the Bering Sea basin 
in summer 2002, NPAFC Doc. No.620, 9pp, Oct. 
2002. 

内川和久・山村織生・北川大二・桜井康憲： 

・Diet of the mesopelagic fish Notoscopelus 
j aponicus (Family:Myctophidae) associated with 
the continental slope off the Pacificcoast of Honshu, 
Japan. Fish. Sci., 68, 1034-1040, Oct. 2002. 
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大橋宏史・大久保信幸・持田和彦・松原孝博・

足立伸次・山内暗平】 

・Production of two forms of vitellogenin in cultured 
liver of Japanese goby (Acanthogobiusfiavimanus). 
Fish. Sci. 68, suppi. 1, 969-970, Nov. 2002. 

坂西芳彦・伊藤 博・飯泉 仁： 

・Photosynthetic light-response curves in cold 
water species of Laminariales at the eastern Pacific 
coast of Hokkaido. Proceedings of Algae 2002 

(26th annual and 50th anniversary congress of 
Japanese Society of Phycology and 3rd Asian Pacific 
Phycological Forum), Mar. 2003. 

古屋康則・征矢野清・山本和久・尾花博幸・松原孝博： 

・Testicular development and serum profiles of 
steroid hormone levels in captive male Pacific 
herring, Clupea pallasii, during their first 
maturational cycle. Fish. Sci., 68, 1099-1105, Dec. 
2002. 

古屋康則・征矢野清・山本和久・尾花博幸・松原孝博： 

・Oocyte development and serum profiles of 
vitellogenin and steroid hormone levels in captive 
female Pacific herring, Clupea pallasii, during their 
first maturational cycle. Fish. Sci. 69, 135-143, Feb. 
2003. 

辻野 睦・吉田吾郎・内田卓志： 

宮島干拓におけるメイオベントス動物群一特に線虫類

の現存量について一．水研センター研報，4, 33-39, 
平成14年9月 

内田卓志： 

・有害・有毒プランクトンの発生に関わる生物相互の

関係．堀 輝三・大野正夫・堀口健雄（編），日本藻類

学会創立50周年記念出版21世紀初頭の藻学の現況，p. 
71-74，日本藻類学会，平成14年12月 

〔口頭発表〕 

本田 聡： 

・沿岸親潮域のスケトウダラとその生活史．日本海洋

学会秋季大会，札幌，平成14年10月 

本田 聡： 

・スケトウダラ資源評価一太平洋一．日本水産学会北

海道・東北支部合同支部大会，余市，平成14年11月 

本田 聡： 

・計量魚探調査は，資源調査の一手法として定着した

か．水産海洋学会，東京，平成14年12月  

西村 明・柳本 卓・水戸啓一】 

・Rise and fall of pelagic walleye pollock resources 
in the Aleutian Basin.PICES 11th Anniversary 
Meeting, Qingdao, Oct. 2002. 

柳本 卓・西村 明： 

・Genetic variation in the walleye pollock, 
Theragra chalcogramma by PCR-RFLP and 
sequencing analysis of mitochondrial DNA. PICES 
11th Anniversary Meeting, Qingdao, Oct. 2002. 

柳本 卓】 

・日本産アイナメ類のmtDNA分析 による種判別と分子

系統樹について．余市，日本水産学会北海道・東北支

部合同支部大会，平成14年11月 

漬津友紀】 

・北海道太平洋海域におけるキチジの分布と海底環境． 

日本ベントス学会第16回大会，津，平成14年11月 

西田 宏・谷津明彦・渡過千夏子・森 

・黒潮親潮移行域におけるマアジ幼稚魚の分布．水産

海洋学会創立40周年記念大会，東京，平成14年12月 

森 

・マクロの視点から資源変動を考える．日本水産学会

北海道支部・東北支部合同支部大会，余市，平成14年 

11月 

箱山 洋・八吹圭三： 

・資源管理・保全におけるモデル選択】スケトウダラ

太平洋系群の場合. 日本生態学会，つくば，平成15年 

3月 

漬津友紀・柳本 卓・成松庸二： 

・潜水艇観察によるキチジのトロール網漁獲効率の推

定．第19回しんかいシンポジウム，横浜，平成15年1 
月 

Ono, 1., K. Tadokoro, T. Midorikawa, S. Chiba and 
T. Saino: 
・Decadal oscillations of net primary production 
in the spring Oyashioregion. proceedings in PICES 
11th Annual Meeting, Qingdao, Oct. 2002 

長谷川徹・小川浩史・葛西広海・小埜恒夫・津田 敦】 

・親潮水域のブルーム期における溶存態有機炭素のOC) 
の動態．日本海洋学会秋季大会，札幌，平成14年10月． 

葛西広海・小埜恒夫・津田 敦： 

・南部オホーツク海における低次生産環境の季節変動． 

日本海洋学会春季大会，東京，平成15年3月． 

津田 敦・斉藤宏明・西岡 純・小埜恒夫： 

・Mesozooplankton responses during the Subarctic 
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Ocean enrichment and ecosystem dynamics study 
(SEEDS 2001). PICES 11th Meeting, Qingdao, Oct. 

2002. 

grass and seaweed beds: An introduction of "Global 
Warming Program" of the Fisheries Research 
Agency. Techno Ocean 2002, Kobe, Nov. 2002. 

津田 敦・斉藤宏明・葛西広海・小埜恒夫】 

・Comparison of life histories of Eucalanus bungii 
in the Pacific Ocean and the Sea of Okhotsk. 
GLOBEC OSM, Qingdao, Oct. 2002. 

津田 敦： 

・鉄濃度調節による海洋二酸化炭素吸収機能の強化と

生態系への影響について．地球環境総合推進費一般公

開シンポジウム，平成14年12月 

津田 敦・P. Boyd, M. Lavasseur, N. Sherry, 
武田重信・斉藤宏明・西岡 純・芳村 毅・野尻幸宏・

工藤 勲・久万健志・野入善史・平 陽介・清沢弘志・

小埜恒夫・嶋本晶文・青野辰雄・宗林由樹・小川浩史： 

・Introduction of the iron-fertilization experiment 
in the eastern subarctic Pacific (SERIES). 日本

海洋学会春季大会，平成15年3月 

Niizuma, Y., G. W. GABRIELSEN, K. Sato, Y. 
Wataniki and Y. Naito: 
・Body heat saving in Brunnich's Guillemots during 
diving in cold water. International Symposium on 
Bio-Logging Science, Itabashi-ku, Tokyo, Mar. 2003. 

日下 彰・伊藤進一・植原量行・川崎康寛】 

・Seasonal variability of Oyashio velocity and 
volume transport, southeast of Hokkaido, Japan. 
PICESS 11th Meeting, Qingdao, Oct. 2002 

日下 彰・川崎康寛】 

・A-line を横切る親潮の流量の季節変動．日本海洋学会

春季大会，東京，平成15年3月 

日下 彰： 

・A-line を横切る親潮の流量の季節変動について．北海

道海洋グループ会議，余市，平成15年2月 

安藤 忠： 

・マツカワ（カレイ科）におけるアミノ酸とグルコー 

スのインスリン分泌誘導作用およびインスリンによる

アミノ酸とグルコースの同化効果．第27回日本比較内

分泌学会大会，岡山，平成14年11月 

伊藤 博： 

・アサリ漁場でみられる場合があるアマモ類の生育状

況．日本水産学会北海道・東北支部合同支部大会，余

市，平成14年11月 

井関和夫・寺脇利信・吉田吾郎・吉川浩二・坂西芳彦・

吉村 拓・川俣 茂・桑原久実・野田幹雄： 

・Evalutation of global warming impacts to sea 

宇田川徹・伊藤 博・坂西芳彦・町口裕ニ： 

・寒冷域砂浜の砂温環境とその季節推移．第16回日本

ベントス学会大会，津，平成14年11月 

町口裕ニ】 

・藻場の形成と崩壊に及ぼす植食動物の影響．地球環

境シンポジウム「北海道における海洋生物科学研究の

現状を探る」，札幌，平成14年11月 

坂西芳彦・松本里子・伊藤 博・田中次郎： 

・クロロフイル蛍光による大型褐藻の光合成活性の測

定．日本水産学会北海道支部・東北支部大会，余市，平

成14年12月 

安藤 忠】 

・魚類のインスリンー成長，成熟との関わり合い．琉

球大学熱帯生物圏研究センター平成14年研究会「魚類

の性と生殖に関する研究会」，西表島，平成14年12月 

宇田川徹】 

・水際近傍域における温度環境測定の試み．第 7回北

日本ベントス談話会，釧路，平成14年12月 

宇田川徹・伊藤 博・坂西芳彦・町口裕ニ： 

・釧路沿岸の藻場海底に堆積するデトリタス．日本生

態学会北海道地区大会，札幌，平成14年12月 

松原孝博・安藤 忠・大久保信幸・長江真樹・浬口小

有美 

・魚類のビテロゲニンの数．琉球大学熱帯生物圏研究

センター平成14年研究会「魚類の性と生殖に関する研

究会」，西表島，平成14年12月 

坂西芳彦・松本里子・伊藤 博・田中次郎： 

・PAMによるコンブ目藻類の光合成活性の測定．日本

藻類学会大会，津，平成15年3月 

山口峰生・板倉 茂・長崎慶三・漬口昌巳・松山幸彦・

吉松定昭・内田卓志： 

・西日本海域に出現する有害渦鞭毛藻1九たrocapsa 
circularisquamaの 増殖特性 と遺伝子RFLPの均一性． 

日本プランクトン学会大会，函館，平成14年 9月 

樽谷賢治・新村陽子・内田卓志： 

・アナアオサにおける有機態窒素の利用．日本藻類学

会大会，津，平成15年3月 
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刊 行 物 一 覧 

平成13年11月～平成15年3月 

刊行年月日 刊 	行 	物 	名 刊行部室名 

平成13年12月 平成13年度べーリング海スケトウダラ音響資源国際共同調査調査要領 底魚生態研究室 

平成13年12月 
平成13年度北洋底魚生物調査報告書（北西太平洋グループ，日ロ底魚サブグ

ループ） 
底魚生態研究室 

平成14年1月 2000年の北太平洋におけるさけ・ます資源調査研究報告 
浮魚・頭足類生態

研究室 

平成14年1月 2001年の北太平洋におけるさけ・ます資源調査研究報告 
浮魚・頭足類生態

研究室 

平成14年1月 北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年報2000年（平成12年） 資源評価研究室 

平成14年 2月 1999年の北太平洋におけるさけ・ます資源調査研究報告 
浮魚・頭足類生態

研究室 

平成14年3月 北海道周辺海域における底魚類の資源調査報告書（平成13年度） 底魚生態研究室 

平成14年3月 北水研ニュース No.61 企画連絡室 

平成14年3月 北海道区水産研究所要覧 企画連絡室 

平成14年3月 北海道区水産研究所要覧（英語版） 企画連絡室 

平成14年4月 
平成14年度さけ・ます資源調査要網（オホーック海，北太平洋，べーリング

海） 

浮魚・頭足類生態

研究室 

平成14年8月 おさかなセミナーくしろ2002「砂浜の生き物、貝類」 企画連絡室 

平成14年10月 北水研ニュース No.62 企画連絡室 

平成14年12月 平成13年度開洋丸第 6 次調査報告書／ぐーリング海スケトウダラ音響資源調査 底魚生態研究室 

平成14年12月 北洋底魚生物調査報告書（平成14年度） 底魚生態研究室 

平成14年12月 
オホーック公海および天皇海山における太平洋底刺し網漁業実態報告書（平

成14年度） 
底魚生態研究室 

平成15年1月 2002年におけるさけ・ます資源調査研究報告、さけ・ます調査資料51 
浮魚・頭足類生態

研究室 

平成15年2月 
平成14年度国際資源調査等推進対策事業,開洋丸第2 次調査航海さけ・ます資

源調査報告書 

浮魚・頭足類生態

研究室 

平成15年3月 北海道周辺海域における底魚類の資源調査報告書（平成14年度） 底魚生態研究室 

平成15年3月 北水研ニュース No.63 企画連絡室 
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く会議情報り 
平成14年度北海道ブロック資源管理研修会 

日時】平成14年10月10日10時～16時 

場所】北海道立中央水産試験場会議室 

内容】中央水産研究所生物生態部数理生態研究室赤

嶺達郎研究室長を講師に迎え、成長解析、特

に成長曲線体長組成分解、再生産曲線とそれ

らにかかわる統計の諸問題について、及び死

亡率推定について、北海道立水産試験場等9 

機関30名に対して研修を行った。 

国際資源調査北西太平洋グループ日口浮魚・底魚サブ

グループ推進検討会議 

日時】平成14年10月29日14時～17時30分 

場所】農林水産省共用会議室 

内容】水産庁漁場資源課、沿岸沖合課、管理課、水産

総合研究センター本部、北海道区水産研究所、 

東北区水産研究所、日本海区水産研究所、中

央水産研究所から16名が出席して、平成14年

度日口浮魚・底魚サブグループの調査計画及

び実施状況について、及び日口漁業専門家・

科学者会議呼魚分科会）についての資料を報告、 

検討した。 

北海道ブロック水産業関係試験研究推進会議資源・海

洋部会 

日時：平成15年1月15日13時30分～17時30分 

場所：北水研会議室 

内容：北海道立水産試験場等13機関、25名が出席し、 

各機関の平成14年度の調査・研究経過、平成 

15年度の調査・研究計画について報告した。 

また、本部会のもとに設置しているスケトウ

ダラ太平洋系群資源研究会、さけ・ます調査

研究会の実施状況を報告した。水産研究・技

術開発戦略について、資源評価調査事業につ

いて、及びモニタリング調査について説明し、 

協議した。協議結果は、北海道ブロック水産

業関係試験研究推進会議へ提出した。 

平成14年度亜寒帯漁業資源部研究評価部会 

日時：平成15年1月17日13時30分～17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

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。 

北光丸代船建造打合せ会議 

日時】平成15年1月8日13時30分～9日16時

平成15年1月24日13時～25日12時 

場所】北水研会議室 

内容】本部主催で、当所にて開催した。新潟鍛工所、 

海洋水産システム協会、本部、北水研関係者

が参加し、建造仕様書、一般配置図、等につ

いて協議した。 

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15年1月9日13時～17時 

場所】KKR札幌 

内容】北海道立水産試験場等10機関26名が出席し、 

増養殖分野の平成14年度研究経過及び平成15 

年度研究計画について報告・議論を行った。 

また、東京大学大学院・良永知義助教授によ

る「外国産養殖種苗の移入に伴う疾病の侵入

について一貝類を中心に一」と題する特別講

演を企画し、外国産種苗の輸入に伴う疾病等

の持ち込みの危険性や今後の対応の重要性に

ついて理解を深めた。北海道ブロックにおけ

る水産増養殖研究に関する具体的な連携・協

力について議論を行った。 

平成14年度北海道ブロック水産業関係試験研究推進会議

日時：平成15年1月21日13時30分～22日12時

場所：北水所会議室 

内容：北海道内の水産業関係試験研究の14機関38名

が集まり、北海道区水産研究所の原企画連絡

室長を座長として各議題について協議した。 

平成14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15年2月4日9時～2月5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、さけ・ま

す、日口浮魚・底魚（スルメイカ、サンマ等、 

スケトウダラ、ズワイガニ、マダラ、ホッケ、 

ニシン等）、スケトウダラ（ベーリング海）、 

及び北西底魚の各サブグループの平成14年度

調査結果及び平成15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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平成14年度亜寒帯海洋環境部研究評価部会 

日時】平成15年2月12日14時～18時 

場所】北水研会議室 

内容】亜寒帯海洋環境部が主として担当している、 

平成14年度年度計画小課題、中課題について、 

北海道立中央水産試験場海洋環境部長を外部

評価委員に招き、評価を実施した。 

く研究談話会う 
日時：平成14年11月20日困 14 :00~ 
場所：北水研会議室 

題目：1．私の履歴書 

小埜 恒夫 

2．私の研究 

平成14年度海区水産業研究部研究評価部会 

日時】平成15年3月3 日10時～17時 

場所】北水研会議室 

内容】平成14年度に海区水産業研究部が主体となっ

て実施・計画した研究課題について評価を行っ

た。外部評価委員として北海道立釧路水産試

験場資源増殖部長を招き、評価対象である11 
課題について評価を行うと共に、評価対象外

の課題についても研究内容等の報告を行った。 

平成14年度北海道区水産研究所機関評価会議 

日時】平成15年3月11日13時30分～17時 

場所】北水研会議室 

内容】北海道大学山内暗平水産学部長をはじめ 6名

の外部評価委員を迎え、北水研より、評価シ

ステムと会議運営要領について、研究所の運

営に関すること、研究所の研究推進方針・計

画に関すること、研究所の研究の進捗状況・

成果に関すること、各種事業実施状況（報告） 

の説明を行い北水研の業務総合評価について

協議した。 

平成14年度北海道ブロック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15年3月14日 9時～16時 

場所】北水研会議室 

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、 

東北水研等のスケトウダラ太平洋系群の資源

研究担当者が出席し特に、卓越した1995年級

群の発生メカニズムに重点を置いて、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。 

長谷川 徹（特別研究員） 

題目：1．アリューシャン海盆中層性 1．アリューシャン海盆中層性スケトウダラ資

源の盛衰 

西村 明、柳本 卓、水戸 啓一 

2. Genetic variation in the walleye pollock, 
Theragra chalcograinnia by PCR-RFLP 
and sequencing analysis of mitochondrial 
DNA（スケトウダラの遺伝的変異性につい

て） 

柳本 卓 

3．日本産アイナメ類のmtDNA分析 による種判

別と分子系統樹 

柳本 卓 

日時：平成14年11月26日因 13 : 30' 
場所：北水研会議室 

題目：スケトウダラ資源評価 一太平洋― 

本田 聡 

日時：平成15年3月25日因 13 : 30- 
場所：北水研会議室 

題目：1．親潮域におけるDICの周年変動と経年変動

小埜 恒夫、 緑川 貴（気象庁） 

石井 雅男（気象研） 

斉藤 一浩（函館海洋気象台） 

渡辺 w．豊（北大） 

佐々木克之（中央水研） 

2.SERIES2002 の概要 

津田 敦 

3．ベーリング海の中暖水 

東屋 知範、磯田 豊（北大） 

日時：平成15年3月26日困 13 : 00' 
場所：北水研会議室 

題目：A-lineを横切る親潮の流量の季節変動について 

日下 彰、川崎 康寛 

日時：平成14年11月25日旧） 13 : 30-
場所：北水研会議室 
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各研究部の情勢報告 申 
I 

	 ノ 

◆亜寒帯漁業資源部◆ 

当部では、運営費交付金や農林水産技術会議、文部

科学省からの研究費で実施している年度計画の各課題

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 

14年10月から平成15年3月までに亜寒帯漁業資源部が

関与した会議は5件に上った。ウラジオストックでの 

NPAFC （北太平洋湖河性魚類委員会）年次会議、 

東京での日口漁業専門家・科学者会議、東京での日口

漁業委員会、ユジノサハリンスクでのNPAFC調査

調整会議、モスクワでの日口漁業合同委員会であった。 

所長の協力を得て、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、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、主な会議はこの時期には開

催されなかった。 

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、とりしまによるオホー 

ツク海での日口共同さけ・ます幼魚調査、第7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、とりしまによる東シナ海におけるスル

メイカ卵・稚仔調査、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（3航海）'4調査7航海

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を開催した。 

本田主任研究官が北海道大学大学院社会人博士課程

において平成15年3月に水産学博士号を取得した。 

◆亜寒帯海洋環境部◆ 

年度末を迎え、各研究課題の成果が出つつある。平

成14年度で終了するプロジェクトは2課題で、全球の

基礎生産マッピングを行う「グローバルマップ」、北海

道周辺の環境ホルモンの実態把握を行う「環境ホルモ

ン」、である。鉄濃度調節プロジェクトは、東部北太平

洋でカナダとの共同観測を実施した。グローバルマツ

ピングは、各水産研究所が共同で参画し、海域別に基

礎生産を季節別に定量して、全球の基礎生産マッピン  

グに大きく貢献した。環境ホルモンでは、北海道沿岸

域が極めて低濃度であることが明らかにされた。 

1．鉄濃度調節プロジュクト 

（環境省地球環境研究総合推進費） 

平成13年度は西部亜寒帯海域で実験を行い、著しい

成果が得られた。今年度は、東部亜寒帯海域でカナダ

と共同して実験を行い、鉄散布による植物プランクト

ン増殖過程を 後まで観測して衰退期まで捉えること

に成功した。また、昨年の結果と比較することにより、 

東西の生態系の違いを明らかにすることも可能である。 

地球温暖化とその人為的対策による海洋の応答は未だ

に未解明な部分が多く、本研究のような、基礎的でか

つ国際的に協調して行う研究が今後とも重要であるこ

とが再認識された。 

2．地球温暖化プロジェクト（農林水産省委託費） 

昨年より、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

寄与するプロジェクトが3年間の予定で始まった。 

今年から、モニタリング体制を強化するため、厚岸

沖定線観測を延長し、東北区水産研究所混合域海洋環

境部と共同で観測を実施して行く。また、温暖化によ

る海洋表層の鉛直構造の変化が基礎生産に与える影響

を明らかにするため、栄養塩一光制御の培養系を設計

した。観測では、昨年から溶存態有機物（炭素）の測

定を開始し、春季ブルームに付随して、溶存態有機炭

素が表層に蓄積することが明らかとなった。 

大気中の炭酸ガス濃度の急激な上昇が、長年の観測

で明らかにされたように、海洋においても、魚類資源

の中長期変動、海洋の中長期変動、大気との相関関係

等、長年の観測結果がなければ変動要因や因果関係が

明らかにされない。しかしながら、海洋のモニタリン

グ観測体制を維持する基盤は脆弱であり、長期間の維

持は極めて困難である。改めて、モニタリングの重要

性に対する理解を求めたい。 

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の研

究プロジェクトが昨年より開始された。 

亜寒帯海域の主要な動物プランクトンであり、成長

に伴う鉛直移動を行うことが知られているカイアシ類 
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について、季節別、深度別の採集を行って鉛直移動の

様相を明らかにし、深層へ輸送される物質を定量的に

明らかにする予定である。 

マイクロネクトンの研究では、沿岸域で優先するタ

ラ類3種の重要な餌料であることを明らかにした。ま

た、沖合域では、中央ベーリング海で定量的採集を行

い、群集組成と生物量を推定した。  

る増養殖試験研究の現状と推進方向、及び今後の連携

について議論を行った。また、魚介類の外国産種苗の

輸入による疾病の持ち込みはホタテガイ等貝類の養殖

に致命的な打撃を与える恐れがある。今回東京大学大

学院・良永知義助教授に外国産種苗の輸入等に伴う貝

類の疾病持ち込みに関連した講演をお願いし理解を深

めた。 

◆海区水産業研究部◆ 

新年を迎えて1年の研究成果をまとめる時期になっ

てきた。今年度の海区水産業研究部の研究課題数は多

く様々な分野に及んでおり、情報交換や共同研究等他

機関との連携をはかりながら研究を進めてきた。研究

内容としては、1）マツカワ等魚類の種苗生産技術の

高度化・効率化に向けた生理・生化学的、分子生物学

的研究、 2）魚類における卵黄の動態等繁殖機構の解

明に関する研究、 3）カレイ科魚類の成長関係ホルモ

ン遺伝子構造とその機能解明を目指した研究、 4）藻

場、干潟等における生物生産機構等沿岸生態系の解明

と修復に関する研究、 5）内分泌かく乱物質の動態等

環境保全に関する研究、6) CO2収支、温暖化の水産生

物に及ぼす影響、衛星による藻場のモニタリング把握

技術の開発等地球環境の変動に関連した研究、 7）野

草・海藻類を利用した高級魚介類の餌料開発及び海洋

生物由来の高機能性抗菌・忌避材料の開発、などがあ

げられる。 

研究の推進方向としては、①マツカワ、ホシガレイ

等異体類の種苗生産技術の高度化・効率化、②沿岸生

態系の食物連鎖等生物相互関係を重視した統一的な把

握とこれを利用した沿岸整備、等があげられる。①は

体色・形態異常、性比の偏りに及ぼす飼育条件の影響

解明や遺伝的多様性の確保が今後の重要課題である。 

また、②に関連して、ウニ、アサリ、アワビ、コンブ

等重要な沿岸水産資源それぞれについては研究が進ん

でいるが、これらを生態的に関連付け、陸域の影響を

も加味しながら統一的に解析し、沿岸生態系を把握す

ることが今後沿岸整備のための基礎として必要である

と考えられる。また、資源酒養の場として注目される

藻場の造成・整備技術の開発は今後益々重要になると

考えられるが、多面的な藻場の効果を具体的に評価す

ることが必要と思われる。 

なお、上記7）の課題は大学、漁協、民間会社との

共同による研究であり、異分野の研究者・技術者との

交流による新たな成果が得られつつある。今後研究開

発上の様々なアイデアを生む上で、異分野交流が益々

必要であると考えられる。 

1月9日に北海道ブロック水産業関係試験研究推進

会議・増養殖部会が開催され、北海道ブロックにおけ 
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