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尻別川に回帰した左腹鰭切除標識（1+スモルト放流）サクラマス成熟魚（上，雄；下，雌）
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セセセセンンンンタタタターーーー発発発発足足足足かかかからららら１１１１年年年年
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晴介

　北海道さけ・ますふ化場からさけ・ます資源管
理センターとなってはや1年，私が初代嶋所長の
後を受け6カ月が過ぎようとしています．
　この間，5月1日の第7回さけ・ます増殖事業検
討協議会において，移管対象施設について了承さ
れ，国としても移管計画の成案を得ることができ
ました．この際，国への要望事項として，①移管
施設等の無償譲渡及び無償貸与，②増殖事業運営
への支援措置，③増殖施設整備への支援措置，④
国の技術指導の継続，⑤新たな増殖体制に向けた
通達等の整備，の5項目が要請されました．国と
しては，①については現行法制度上無理でありま
すが，②から⑤については検討することとし，先
般の平成11年度予算概算要求において，民間団体
が実施する捕獲・採卵事業への支援として1億
8,000万円を計上しました．
　また，6月9日に中央省庁等改革基本法が成立し，
2001年1月1日からの新体制への移行に向けて，中
央省庁等改革推進本部を中心に検討が行われてい
ます．当センターについては，行政改革会議最終

報告別表2において「民間移譲を検討したうえで，
なお，これになじまない場合に，独立行政法人化
の検討対象とする」とされています．当センター
は改組により，資源造成を目的とするふ化放流業
務を順次民間等へ移管し，最終的には，①さけ・
ます類の資源管理に関する政策の企画立案の基礎
となる調査研究，②国際条約におけるわが国の義
務を履行するための調査研究，③民間での実施が
困難なコスト削減をめざした増殖の効率化や品質
の改良等のための実証的な試験放流，に特化する
こととしており，国の業務としての重要性につい
て理解を求めているところです．
　海外におけるベニザケの不漁，Ｏ－157，大雨，
経済不況，行政改革等，自然環境も社会環境も変
化がめまぐるしいものとなっていますが，さけ・
ます資源管理センターに与えられた任務を全うす
るべく業務を推進していく所存ですので，関係者
の方々の一層のご理解，ご協力，ご支援をお願い
いたします．

調調調調査査査査研研研研究究究究基基基基本本本本計計計計画画画画のののの概概概概要要要要
ひろい　　おさむ

調査課長　廣井　修

　1997年10月より北海道さけ・ますふ化場は「さ
け・ます資源管理センター」となり，本邦系さ
け・ます類の適正な資源管理のための調査研究と
技術開発を行う機関に生まれ変わりました．ここ
では，新たに作成された「さけ・ます類の資源管
理に関する調査研究基本計画」の概要を紹介いた
します．

背背背背景景景景とととと調調調調査査査査研研研研究究究究目目目目標標標標
　わが国のサケ資源は，増殖技術の向上などによ
り，近年7,000万尾以上の高水準に達しました．
しかし，水揚げ金額は減少傾向にあり，漁業経営
の問題が深刻化しています．一方，1991年に「北
太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための
条約」が結ばれ，加盟各国 (日本，米国，カナダ，
ロシア) は自国から生産されたさけ・ます類に対
して権利を有すると同時に，北太平洋生態系の秩
序を保つための義務も負うことになりました．ま
た，1993年に「生物の多様性に関する条約」が発
効したことから，わが国は「生物多様性国家戦
略」を策定し，さけ・ます増殖事業は北太平洋生
態系との調和を図ると共に生物として持つ種の特

性と多様性を維持しながら実施し，調査研究体制
を強化することとしました．
　このような背景のもとに，当センターでは，わ
が国のさけ・ます資源を，その生息域における生
態系の秩序維持と集団の本来保有する遺伝的多様
性と独立性の維持を図りながら，水産資源として
安定的かつ効率的に維持管理することを目標とし
た調査研究を推進します．

調調調調査査査査研研研研究究究究体体体体制制制制
　調査研究は従来通り調査課が担当しますが，下
記の通り魚病研究室を除く5研究室がリニューア
ルされました．また，北海道内の6支所に調査係
が設置され，調査研究体制が強化されました．

　研究室名 (略記)　　　　　　電話番号 (直通)

　生物生態研究室 (ECS)　　　(011) 822-2354
　生物資源研究室 (SAS)　　　(011) 822-2340
　遺伝資源研究室 (GES)　　　(011) 822-2341
　生物環境研究室 (ENS)　　　(011) 822-2344
　魚病研究室　　 (FHS)　　　(011) 822-2380
　漁業経済研究室 (FES)　　　(011) 822-2349
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調調調調査査査査研研研研究究究究基基基基本本本本計計計計画画画画
　今後5年間 (1997-2001年度) の調査研究基本計
画の概要は以下の通りで，6つの大課題が設定さ
れています．これらに加え，「サケ科魚類の生活
史戦略と個体群システムの最適制御」 (農林水産
省大型別枠研究バイオコスモス計画) と「生物間
相互作用を考慮した適切な湖沼利用と総合的な湖
沼保全を目指す基礎的研究」 (環境庁国立研究機
関公害防止等試験研究費) の2課題を担当してい
ます．

ⅠⅠⅠⅠ．．．．ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類のののの資資資資源源源源変変変変動動動動とととと資資資資源源源源評評評評価価価価にににに関関関関すすすす
るるるる調調調調査査査査研研研研究究究究
　さけ・ます類の人工増殖において，生態系と調
和した資源管理を図るために，放流魚の減耗や成
長機構，野生魚など他個体群との相互作用を解明
し，個体群の環境収容力と環境変動との関係など
を調べます．また，主要河川集団において生物モ
ニタリング (体サイズや卵数など繁殖形質や年齢
構成) を実施し，資源状態の評価方法を確立しま
す．さらに，漁業経営安定化のための調査研究を
推進します．主な研究課題は以下の通りで，括弧
内には主担当研究室を略記で示しました．
［研究課題］
・生残機構と成長機構に関する調査研究 (SAS)
・資源動態に関する調査研究 (SAS)
・生物モニタリングに関する調査研究 (SAS)
・資源評価と変動予測に関する調査研究 (SAS)
・漁業経済に関する調査研究 (FES)

ⅡⅡⅡⅡ．．．．ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類のののの生生生生物物物物生生生生態態態態にににに関関関関すすすするるるる調調調調査査査査研研研研究究究究
　淡水や沿岸域における限られた生息空間と餌生
物を有効利用し初期減耗を抑制するため，サケや
サクラマスなどさけ・ます類の生息環境と分布移
動などの生態を明らかにします．また，産卵回遊
と母川記銘のメカニズムを解明すると共に，わが
国におけるサケの自然産卵生態に関する調査を実
施します．さらに，さけ・ます類の回遊経路や生
残率の推定など資源生態研究のための方法として
有望な遺伝的系群識別や温度ショックを利用した
大量耳石標識の技術的確立をめざします．
［研究課題］
・降海移動と索餌回遊に関する調査研究 (ECS)
・産卵回遊に関する調査研究 (ECS)
・生息環境に関する調査研究 (ENS)
・系群識別に関する調査研究 (GES)

ⅢⅢⅢⅢ．．．．ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類のののの遺遺遺遺伝伝伝伝資資資資源源源源にににに関関関関すすすするるるる調調調調査査査査研研研研究究究究
　わが国におけるさけ・ます類の遺伝的固有性と
多様性の保全方法を確立するため，魚種毎に遺伝
的多様性と地理的系群構造を明らかにすると共に，
移殖が在来集団に及ぼす影響等を調べるためモデ

ル河川において遺伝的モニタリングを実施します．
また，経済価値のある高品質資源の作出と安全な
利用のための育種技術の開発を行います．
［研究課題］
・遺伝的多様性と集団構造に関する調査研究
(GES)
・遺伝的モニタリングに関する調査研究 (GES)
・遺伝育種に関する調査研究 (GES)

ⅣⅣⅣⅣ．．．．さけさけさけさけ・・・・まままますすすす類類類類のののの高高高高品品品品質質質質資資資資源源源源造造造造成成成成にににに関関関関すすすするるるる調調調調
査査査査研研研研究究究究
　食嗜好と水産物ニーズへの最近の変化に対応す
ることが重要な食糧課題の一つであり，さけ・ま
す類においてもサクラマスやベニザケなどの高品
質資源の造成が求められています．サクラマスの
増殖方法を確立するため，成長と降海時期や回遊
経路など生物特性を系群毎に明らかにすると共に，
河川残留型と降海型への分化を支配する要因等を
解明します．また，湖沼型ベニザケ (ヒメマス)
資源を保全すると共に，降海型ベニザケ漁業資源
を作出するために，これらの生活様式 (成長，降
海，食性，分布，回遊など) を解明します．
［研究課題］
・サクラマスとベニザケの生活史モデルに関する
調査研究 (ECS)
・サクラマスとベニザケの資源造成技術に関する
調査研究 (ECS)
・新漁業種の増殖技術に関する調査研究 (ECS)

ⅤⅤⅤⅤ．．．．ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類のののの健健健健康康康康管管管管理理理理にににに関関関関すすすするるるる調調調調査査査査研研研研究究究究
　飼育および放流されたさけ・ます類の疾病によ
る減耗を防除するため，寄生虫，細菌，ウイルス
などによる疾病発生機構と天然域における病原体
の動態を解明すると共に，予防と治療技術を開発
します．また，健苗の評価方法を確立して，種苗
生産技術の向上に利用します．
［研究課題］
・疾病防除に関する調査研究 (FHS)
・健苗育成に関する調査研究 (FHS)

ⅥⅥⅥⅥ．．．．ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類資資資資源源源源管管管管理理理理総総総総合合合合調調調調査査査査研研研研究究究究
　調査研究課題 (Ⅰ～Ⅴ) による基盤的研究成果
をより実践的な方法を用いて増殖事業や漁業経済
等に還元させるため，実証規模の放流による総合
的調査研究を行い，地域特性と多様なニーズに適
合したさけ・ます資源の増殖と管理方法の確立を
めざします．
［研究課題］
・増殖事業の効率化技術の開発 (ENS, SAS, FHS)
・高品質資源の大量造成技術の開発 (ECS, SAS,
GES, FHS)
・遺伝資源の保全及び利用技術の開発  (GES,
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SAS, ECS)
・沿岸漁業経営安定化のための資源管理技術の開
発 (FES, SAS, ENS)

　当センターは，わが国におけるさけ・ます資源
の増殖と管理のための調査研究の中核を担う所存
でおりますので，今後とも関係機関の皆様のご指
導とご支援をお願い申し上げます．

ささささけけけけ・・・・まままますすすす増増増増殖殖殖殖技技技技術術術術のののの開開開開発発発発
いしぐろ　　たけひこ

増殖管理課技術開発係長　石黒　武彦

　当センターの技術開発業務は，調査研究で得ら
れた知見を事業規模での人工ふ化放流を通じて実
証し，民間ふ化場が受け入れ易い技術として確立
普及させることを目的としています．ここでは，
「さけ・ます類の資源管理に関する調査研究基本
計画」の「Ⅵ．さけ・ます類資源管理総合調査研
究」の一環として取り組んでいる3つの課題につ
いて紹介します．

１１１１　　　　ささささけけけけ・・・・まままますすすす増増増増殖殖殖殖事事事事業業業業のののの効効効効率率率率化化化化技技技技術術術術のののの開開開開発発発発
　サケ稚魚の放流時期及び体サイズと回帰率の関
係を明らかにし，最も効率的な放流技術を海域毎
に開発します．
　具体的には，放流適期とされている沿岸水温5
～13℃の時期に平均体重約1 gで稚魚を放流する
群と，より大型の1.5 gで放流する群や逆に小型の
0.7 gで放流する群などを鰭切除標識で区別して同
じ河川に放流し，沿岸生活期を中心に幼稚魚の分
布調査，生息環境調査を実施しています (図1)．
このような放流時の調査を平成9年春から5年間行
い，これらの稚魚が親魚となって回帰する平成17
年秋までの回帰状況を比較検討して，各海域に合
った効率的な放流時期，放流サイズ及び放流数な
どを明らかにしたいと考えています．

２２２２　　　　ささささけけけけ・・・・まままますすすす高高高高品品品品質質質質資資資資源源源源のののの大大大大量量量量造造造造成成成成技技技技術術術術のののの開開開開発発発発
　高品質志向に対応したさけ・ます資源として，
サクラマスとベニザケの増殖技術を開発します．

ササササククククララララママママスススス
　本号の「サクラマス増殖と調査研究の将来方
向」で詳細は紹介していますが，サクラマスは淡
水生活期間が1年以上あり，数カ月以内に海へ下
るサケやカラフトマスと同じ放流方法で増殖を図
っても，開発が進んだわが国の河川環境下では高
い効果が望めません．このため更に1年間飼育し，
飼育環境コントロールによってスモルト (降海型
幼魚) としてから放流する技術の開発を1984年か
ら進めてきました．

　現在のスモルト放流技術は，回帰率が高く，ス
モルト化した場所であるふ化場へ回帰するので，
再生産用親魚を確保しやすいなどのメリットがあ
る反面，大量の飼育水と池が必要であり，感染症
やサケ，カラフトマスの飼育との競合を避けるた
めに専用の施設が必要になるなど，技術的にも経
済的にも民間が実施できる段階には至っていませ
ん．
　一方，幼魚を越冬期前の10月頃に放流する秋季
放流は，飼育期間が比較的短めで飼育経費が安く，
既存のサケやカラフトマス用施設でも実施可能な
ので，すでに一部の民間でも始まっています．し
かし，秋季放流魚はふ化場ではなく放流場所に回
帰するので親魚の捕獲や蓄養が難しく，安定的な
再生産用親魚の確保には不向きです．
　このため当センターでは，安定的に種苗を確保
できるスモルト放流と，河川生産力を有効に利用
する春季稚魚放流や秋季放流を組み合わせた効果
的な増殖技術を開発しています．また，サクラマ
スは降海時期や成長パターンが遺伝的に支配され，
かつ河川集団間の遺伝的独立性が高いので，地域
ごとに飼育方法や放流方法を確立する必要があり，

西別川

厚沢部川

頓別川

伊茶仁川

渚滑川

釧路川

知内川

敷生川
十勝川

天塩川

石狩川
斜里川

図1. さけ・ます増殖事業の効率化技術の開発実施河
川．○は生息環境調査，赤は幼稚魚分布調査の実施場



さけ・ます資源管理センターニュース　 No. 2　 1998.9    5

図2に示した8河川でそれぞれ放流時期や放流場所
を変えて標識放流しています．更にスモルト放流
ではリボンタグ標識も行っています．標識魚の回
収には，関係道県，漁業者のご協力が不可欠です
ので，今後もよろしくお願いします．

ベベベベニニニニザザザザケケケケ
　わが国はベニザケ生息域の南限域に位置してお
り，降海型ベニザケは生息せず，湖沼型ベニザケ
(ヒメマス) のみが生息しています．このヒメマ
スをもとに降海型ベニザケ資源を造成することを
めざし，1984年からスモルト放流を進めてきまし
た．この結果，ヒメマス由来の種苗では河川回帰
率が0.4～0.6％でしたが，回帰した降海型ベニザ
ケ由来の種苗では2.8％という高回帰率を得た年
級もありました．しかし，高い回帰率で安定させ
るまでには至っていません．なお，サクラマス同
様に秋季放流も試みましたが，河川回帰率は
0.8％と低調でした．
　ベニザケは，①冬期の低水温でも成長する，②
群で行動する習性が強い，③当歳魚でも海水適応
能が高まる時期があるなど，いくつかの点でサク
ラマスと異なる性質を持つことから，当センター
では安平川と釧路川でスモルト放流技術の改良と，
湖沼を利用した稚魚放流技術の開発を進めていま
す (図2)．

３３３３　　　　ささささけけけけ・・・・まままますすすす類類類類のののの遺遺遺遺伝資伝資伝資伝資源源源源のののの保保保保全全全全とととと利利利利用用用用にににに関関関関すすすす
るるるる技技技技術術術術開開開開発発発発
　近年，生物多様性の保全についての関心が高ま
っていますが，さけ・ます人工ふ化放流事業では
コスト削減のために経費のかかる捕獲場の数を減
らし，1河川から採卵した種苗を複数河川に移殖
する傾向が強まっています．また，例えば時化が
多いなど，何らかの理由で現在は漁業利用が期待
できない時期に回帰する親魚は意図的に採卵しな
いことも多く，河川及びその周辺の開発が進んで
天然再生産が期待できないわが国では，このよう
な個体群が消滅する恐れもあります．
　当センターは地域集団を保全する目的で，1988
年以降，国営ふ化場からサケを放流する河川では
他河川由来の稚魚の放流を避ける一方，各河川集
団の遺伝的な特性の調査を進めた結果，北海道に
は遺伝的に独立性が高い5つのサケ地域集団と1つ
のカラフトマス地域集団があることが明らかとな
りました．
　そこで1997年からは，各地域集団から代表的な
1河川を選定し，遺伝的な多様性の維持保全に取
り組んでいます (図3)．これらの河川においては
回帰時期の偏重を避けるとともに，人工受精での
雄と雌の使用比率を一対一に近づけるなど集団の

有効な大きさにも配慮し，河川集団の特徴 (時期
別回帰数，体重，体長，回帰年齢，よう卵数，卵
サイズ，遺伝形質，病原体の有無，肉質等) を経
年的に調査しています．
　また，別の河川では，異なる河川集団の卵と精
子を交配し，回帰親魚を選択育種することで新た
な品質のサケ資源を開発しています．1985年に石
狩川系精子と標津川系卵との交配を開始し，1991
年には石狩川系精子と網走川系，斜里川系卵との
交配を加え，昨年度まで継続して実施されていま
す．これまでのところ，新たな品質のサケを造成
できることは明らかとなりましたが，交配卵のふ
化率が年により変動するなどの課題を残しており，
本年度から3年間の計画で新たに十勝川系精子と
同じ太平洋沿岸の敷生川系の卵を交配し，全数を
敷生川に鰭切除標識放流することで，サケの品質
改善技術の確立をめざします．

徳志別川

遊楽部
　　川

石狩川

十勝川

西別川

伊茶仁川

図3. さけ・ます類の遺伝資源の保全に関する技術開
発実施河川．青はサケ，赤はカラフトマスが対象．

徳志別川

斜里川

釧路川

静内川

安平川遊楽部
　　川

天塩川

尻別川

石狩川

標津川

図2. さけ・ます高品質資源の大量造成技術の開発実
施河川．青はサクラマス，赤はベニザケが対象．
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ササササククククララララママママスススス増増増増殖殖殖殖とととと調調調調査査査査研研研研究究究究のののの将将将将来来来来方方方方向向向向
まやま　　ひろし

調査課生物生態研究室長　眞山　紘

ははははじじじじめめめめにににに
　わが国の河川で再生産し，沿岸漁業の対象とな
る主要なサケ属魚類はサケ，カラフトマス，サク
ラマスで，このうちサケは1960年代には500万尾
前後にすぎなかったものが1975年頃より北海道を
中心に資源量が急激に増大し，1996年の回帰親魚
数は8,000万尾を越えた．カラフトマスも，わが
国では再生産河川が北海道東部地区に限られるた
め目立たないが，1990年代になって回帰量が急激
に増加した．これら資源の増加は，調査研究成果
に基づく増殖技術の進展が好適な海洋環境に支え
られることによりもたらされたと考えられている
(Kaeriyama 1996)．
　国産サケ資源の増加時期と前後して，北米のベ
ニザケあるいは北欧や南半球における養殖魚など
多様なサケマス類の輸入量が増加し，消費者の嗜
好も急速に変化していることから，今後サケの需
要の伸びはそれほど期待できそうにない．このよ
うな動きに対応し，わが国で再生産するサケマス
類の中で最も高品質なサクラマスをふやすことを
目指した技術開発と放流事業への本格的な取り組
みが1980年代に始まった．
　サクラマスは河川遡上直前まで餌をとり続ける
ため，①高脂質で市場価値が高く，②経費が少な
くてすむ一本釣りなどでも漁獲でき，③冬から春
にかけて生鮮さけ・ます類の品薄の時期にとれる，
という沿岸漁業資源としてすぐれた特性を持ち，
特に北海道から北陸地方にかけての日本海沿岸で
は古くから春を代表する重要な魚種とされてきた．
また，サクラマス幼魚 (ヤマメ) は渓流での遊漁
対象としても人気が高く，その資源回復と増大へ
の期待は大きい．

ササササククククララララママママスススス資資資資源源源源のののの現現現現状状状状
　サクラマスは沿岸域で釣り，定置網，刺し網な
どで漁獲されるほかに，本州各県では河川に遡上
する親魚が遊漁を含む内水面漁業の対象種となっ
ている．
　日本の漁獲統計ではサクラマスとカラフトマス
を区別せずに「マス」として扱われてきたため過
去の漁獲量は明確となっていないが，FAOの統計
資料によれば近年の海洋域での漁獲量は1,500～
2,000トン前後でサケの沿岸漁獲量のわずか1％弱
にとどまり，ここ15年ほどの間だけをみても漸減
傾向が続いている (図1)．日本海の沖合いでは
1980年代半ばまでは，400隻を越える流網や延縄
漁船が出漁し，水揚げ量は1,000トンを越え，わ
が国のサクラマス漁獲量に占める比率が30～40％

と高かった．しかし，その後出漁船が徐々に減少
し，1995年には流網船22隻と延縄船6隻でわずか
45トン漁獲したに過ぎない (1997年には流網操業
船14隻だけとなり，水揚げは10.9トンまで減少)．
　沿岸漁獲量を地域別に比較してみると，北海道
が全体の50％前後，残りの約半分 (全体のおよそ
25％) を青森県が占め，近年はこれに新潟県と秋
田県が次いでいる (図2)．また，北海道の渡島半
島の白神岬と青森県の津軽半島の竜飛岬を境界と
して日本海側 (北海道のオホーツク海沿岸を含
む) と太平洋側 (根室海峡沿岸を含む) に区分し，
両者の漁獲量を比較してみると，1980年代には日
本海沿岸の漁獲量が全体の70％前後を占めていた
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（ト
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沿岸

図1. 日本周辺海域におけるサクラマス漁獲量．総漁獲
量はFAOの統計数値で，沖合いの漁獲量を差し引いた値
を沿岸漁獲量とした．
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図2. 沿岸サクラマス漁獲量の道県別内訳の年変化．使
用した数値はさけ・ます資源管理センターが各道県の協
力により収集しているデータベースに基づく．
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が，1990年代には，日本海側の全域で減少したこ
とと，北海道南部太平洋側 (特に津軽海峡周辺海
域) での増加により，太平洋側とほぼ同量まで減
少している．
　サケやカラフトマスが同じ時期に飛躍的な資源
増大を示したにもかかわらず，サクラマスの資源
量が低迷している要因としては，その生活史の違
いが影響していると考えられる．サケとカラフト
マスは淡水域を産卵場所として利用しているに過
ぎないのに対し，サクラマスはこれらとは比較に
ならないほど淡水生活に依存する度合いが高い．
しかも雄の中に降海型と河川残留型という異なる
タイプの生活型に分岐したり，北海道の場合ほと
んどすべてが降海する雌の場合でも成長の遅れた
ものは2年間の河川生活を送ってから降海するな
ど，複雑で多様な生活史を持つ (図3)．そのため
人為的にコントロール可能な期間が長いにもかか
わらず単一の増殖手法では資源維持培養の効果が
上がりにくい．

ササササククククララララママママススススのののの増増増増殖殖殖殖
　わが国のサクラマス人工ふ化放流の歴史は古く，
日本でサケ稚魚の放流が始められた1880年代から
行われてきた．しかし，1960年代まではサケやカ
ラフトマスと同じように，浮上直後の小型稚魚を
早春の低水温の河川に通常は中流域に位置するふ
化場から直接降下させていた．これら放流魚の生
残率が低かったことは容易に想像できる．長い間
それぞれの河川固有のサクラマス資源は大半が自
然産卵によって再生産され維持されてきたといっ
てもよい．
　産卵親魚の河川遡上を妨げる河川工作物が数多
く設置され，幼魚の生息環境に配慮を欠いた河川
工事が進められたことにより，自然再生産域と幼
魚の利用可能水域が減少した．さらに限られた幼
魚分布域に遊漁者が集中するという悪循環によっ
てサクラマス幼魚が降海するまでの生残率は徐々
に低下してきた．自然再生産するための繁殖環境
が河川の中から失われてきた現状のもとで，各河
川の固有群を漁業資源として利用できるだけの個
体群に回復させるには，人工ふ化放流を含む人為
的な増殖手段の導入は欠かせなくなってしまった．
　しかし，天然繁殖する集団はその産卵期の性淘
汰をはじめとする生活史を通した自然選択を経て，
適応的な遺伝的多様性を保持しながら河川固有群
を形成してきた．また，これら産卵親魚は数多く
の支流の源流域付近まで遡るため，幼魚期の利用
空間が広いなど，自然再生産は他の増殖手法では
得られ難い優れた特性を有している．
　稚稚稚稚魚魚魚魚期期期期のののの放放放放流流流流　人工ふ化稚魚による資源培養
の可能性は，人工ふ化稚魚が放流点より上流へ分
散しないため，放流点の上流部分に空白部分を生

じるという点で大きく制限されている  (石田
1981)．
　ふ化場から出来るだけ数多くの支流に，それぞ
れの河川規模に応じた数量に分けて放す「分散放
流」が1970年代に始められ，河川の生産力の利用
度合いが高まった．しかし，一部の河川では放流
効果がみられているものの，現状の河川環境のも
とでは目に見えた資源回復に至っていない．河川
の生産力を有効に利用できる低コストの増殖法と
いう利点を生かすため，稚魚期の分布移動特性に
もとづく放流技術の開発が急がれる．
　ススススモモモモルルルルトトトト放放放放流流流流　サクラマス資源を増大する計
画が1980年代半ばから国や地方自治体によってい
っせいにスタートした (野川 1993)．これらは長
期飼育により作出された降海型幼魚 (スモルト)
を放流するスモルト放流を増殖手法の中心と位置
付けている点で共通している．これらに先立ち農
林水産省のプロジェクト研究として1980年から9
年間行われた「マリーンランチング計画 (近海漁
業資源の家魚化システムの開発に関する総合研
究)」で，サクラマスはモデル魚種の一つとされ
(廣井 1989)，スモルト放流を目玉として研究に
取り組まれた．わが国のように河川規模が小さく
幼魚の生育環境が損なわれた環境下では，河川の
生産力をあてにしない「河川省略型の増殖法」で
あるスモルト放流が適当であるという判断によっ
た．
　北海道日本海側の尻別川での実証放流試験 (眞
山 1992) により，スモルト放流は回帰効果の高
いことが確かめられたが，スモルト化できる条件
を獲得するまでの長期飼育 (通常は1年半) には，
サケとは比べものにならないほどの大量の用水や
飼育施設が必要とされる．また，長期飼育に伴う
病気の発生などリスクも大きく，個体群サイズが
小さくなってしまった河川固有群の早急な回復の
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図3. 日本系サケマス4魚種の生活史の違い．黄塗り及
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ためには有効な放流手法であるが，この方式だけ
で沿岸漁業資源を維持増大させることは経済的な
観点からも現実的でない．
　秋秋秋秋季季季季放放放放流流流流　従来からの稚魚期の放流とスモル
ト放流のほかに放流効果を期待できる方法につい
て，生育環境の季節変化と放流魚の発育に伴う生
活様式の変化の両面から最適時期を検討した結果，
先住魚の成長や生残に与える影響を出来るだけ少
なくしながら翌春のスモルト生産量を上乗せでき
る時期として，水温低下により摂餌要求量の低下
する越冬期の直前が有効と考えられた  (眞山
1992)．越冬適地までの分散移動に支障のない河
川水温が10℃から7-8℃に低下する時期に，6-7ヶ
月間飼育した未分化幼魚を放流する方式である．
　秋季放流の事業化の可能性を確かめるため，
1982年秋から尻別川をはじめいくつかの川で放流
試験が始められた (眞山 1992)．これまでの数多
くのスモルト放流との比較試験の結果，親魚の回
帰率はスモルト放流魚の約3分の1にとどまってい
る．しかし，種苗生産コストの低減，人工ふ化飼
育施設内でのサケ稚魚の飼育との競合の緩和など
を考慮すれば有効な放流手法の一つと評価され，
好適な越冬環境の有効利用や新たな造成により放
流効果の向上が図られるに違いない．

　河川内の限られた生産力を効率良く利用しなが
らサクラマスの資源を増大させるには，以下の方
式をそれぞれの河川環境に応じて有機的に組み合
わせ，これらに有効な保護施策をとっていくこと
が肝要である．

①天然繁殖保護：河川毎の遺伝資源の保存と利用
　　　　　　　　空間の拡大
②人工ふ化放流：漁業資源の安定的増大
・稚魚放流　　　河川生産力の有効利用
・秋季未分化幼　先住魚との共存による未利用生
　魚放流　　　　産力の活用
・スモルト放流　早急な資源回復・基盤資源確立

今今今今後後後後のののの調調調調査査査査研研研研究究究究課課課課題題題題
　サクラマスは銀化変態に伴う生理的変化や幼形
成熟のようにサケやカラフトマスにない生物学的
特徴を持ち，これらのメカニズムに関して多くの
優れた研究が集積されてきた．
　ここではサクラマスの増殖事業や資源管理の推
進のために解明が急務な三つの課題を取り上げて
みた．
　固固固固有有有有河河河河川川川川集集集集団団団団のののの保保保保全全全全
　サクラマスは他のサケ属魚類に比べ河川間の遺
伝的独立性が強いこと (Okazaki 1986) が知られ
ていて，移殖効率の向上のため，そして移入魚に
よる遺伝的撹乱 (結果として固有群の繁殖効率の

低下) を避けるためにも，移殖行為自体あるいは
移入先河川の制定には慎重であることが要求され
ている．
　北海道のオホーツク海沿岸の斜里川と日本海沿
岸の尻別川，どちらも日本の代表的なサクラマス
遡上河川だが，両河川に遡上した親魚から得られ
た卵を交換移殖し，1年間飼育した後にそれぞれ
の放流河川由来の幼魚 (地場産魚) と同じ時期に
放流して回帰状況を比較したところ，どちらの川
でも移入魚の回帰率は地場魚のそれに対し10分の
1から20分の1ときわめて低かった  (図4, 眞山
1992)．その主要因は生息環境の差の大きい遠距
離河川間で移殖した時に生じる放流後の環境不適
合による生残率の低下と考えられた．
　また一つの川の流域でみた場合にも，かつて大
河川のサクラマスはベニザケ (Foerster 1968) と
同様に支流毎に異なる遺伝的特性を持っていたと
思われる．増殖用親魚を本流の下流域で採捕する
ケースが多かったことから，集団遺伝学的検討が
行われないままこれらの多くを消滅させてしまっ
たと思われる．
　河川固有群の保全について，帰山 (1996) は日
本産サケの地域集団の固有性と多様性を高めなが
ら野生個体群の維持増大を図っていくため，目的
別に生産河川を区分して管理していくことを提唱
している．サクラマスの資源培養でも，河川固有
群を保存しながら多目的利用を図るためにはこの
ような考え方が必要となるであろう．
　河河河河川川川川生生生生育育育育環環環環境境境境のののの保保保保全全全全とととと復復復復元元元元
　サクラマスの資源量を減少させてきた要因の一
つである河川の生育環境の変化を放置したままで
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図4. 北海道オホーツク海沿岸の斜里川と日本海沿岸の
尻別川との間で交換移殖されたサクラマス卵と地場河
川卵から生産されたスモルトを放流した時の，沿岸
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較．(眞山 1992より作図)
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は，生物学的な知識に基づいた増殖努力によって
も期待できる効果は低い．増殖効率をいっそう向
上させるには，生育場の環境の保全の努力と共に
適正な生息空間造成のための技術開発を同時に進
めることが不可欠である．
　越冬期，出水期，そして夜間のように活動性の
低下する時に早い流れを避けることが可能な環境
の確保は，特に生残率を高めるために重要で，こ
のような休息空間の不足が河川毎のサクラマス個
体群の大きさを制限する要因の一つになっている
と考えられる．
　基本的に自然界での天然産卵によってサケ・マ
ス類の再生産を図ってきた北米においては，古く
から河川の生息環境が研究対象とされてきた．し
かし，サケ主体の人工ふ化放流事業一辺倒で進ん
できたわが国では，この分野の研究がきわめて遅
れている．
　回回回回遊遊遊遊路路路路のののの解解解解明明明明
　サクラマスの海洋生活期間はちょうど1年で，
そのうち越夏場であるオホーツク海にいるのが7
月から10月ごろまでの4ヶ月ほど，残りを日本周
辺の沿岸で過ごす．サクラマスはスモルト放流な
どサケに比べ増殖経費が高いにもかかわらず，回
遊中に広範囲な海域で各種漁業の対象となり，受
益者が特定しにくいという特徴を持つ．
　サクラマスの海洋分布については，待鳥・加藤

(1985) が初めて想定図を示したが，当時の断片
的な情報からは地方系群別の回遊までは言及でき
なかった．遡上系サクラマスの海洋分布と回遊を
明らかにするため，北海道の主な地区を代表する
河川でリボンタグ標識幼魚の放流調査を1992年に
開始したところ，その再捕結果から季節毎の分布
域の移り変わりが明らかにされ，特に津軽海峡周
辺海域がすべての放流群にとって冬季の重要な生
息場であることが知られた (さけ・ます資源管理
センター資料)．また，1996年春には，本州8県11
河川からリボンタグ標識魚が一斉に放流され，日
本海側の河川からの多数の幼魚が津軽海峡を抜け
て太平洋沿岸を回遊していることや，越冬期には
津軽海峡周辺に数多く分布することなど，本州系
サクラマスの回遊の一端が明らかとなった (図5)．
　スモルト放流を初め各種増殖手法の効果の判定
と科学的な資源管理を行うためには，海洋での分
布回遊生態の解明が欠かせないことから，回遊に
与える環境要因や放流魚の種苗特性との関連など
についても検討する必要がある．
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図5. 本州各県から1996年春に放流されたリボンタグ標
識サクラマスの北上回遊期 (3月～6月) における再捕
地点．円の中の数字は再捕尾数を，無記入の円は再捕
数1尾を表わす．矢印は放流河川を示す．(各県から提
供を受けた再捕データにより作図)
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水水水水温温温温制制制制御御御御にににによよよよるるるる大大大大量量量量耳耳耳耳石石石石標標標標識識識識
ふくわか　　まさあき

調査課生物資源研究室　　福若　雅章
かわな　　　もりひこ
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調査課遺伝資源研究室長　浦和　茂彦

ははははじじじじめめめめにににに
　動物にマークをつけて野外に放しその後に確認
すると，マークをつけた動物の成長様式や行動範
囲，さらにその場にいる動物の数などがわかる．
このような方法を標識再捕法と呼ぶ．これまでさ
まざまな人工標識により，魚類の資源量，成長速
度，回遊経路，系群識別，分布などが調べられて
きた (田中 1985)．さけ・ます類では人工ふ化放
流事業が古くから行われてきたことから，鰭切除
や色素注入によるマーキングやリボン型やコーデ
ッド・ワイヤー型のタグ標識が施され，ふ化場か
らの放流魚の識別に利用されてきた．さらに，沿
岸や沖合で捕獲されたさけ・ます類にディスク・
タグ標識を施して再放流し，回遊経路などが調べ
られてきた．しかし，従来の標識方法の欠点とし
て，標識作業が煩雑で数百万尾単位の大量標識が
困難であることがあげられる．
　多種類の標識を大量の放流魚に施すことができ
れば，放流群別の識別が容易となり，放流魚の海
洋における分布，回遊経路，野生魚との相互関係
など様々な資源や生態の研究に利用することがで
きる．ここでは，最近開発された水温制御による
大量耳石標識技術の現状と，さけ・ます資源管理
センターが進めている研究計画を紹介する．

耳耳耳耳石石石石標標標標識識識識技技技技術術術術
　耳石とは，脊椎動物の内耳 (平衡感覚をつかさ
どる器官) にある炭酸カルシウムの結晶である
(山田・麦谷 1988)．硬骨魚類の耳石は3対あり，
扁平石，星状石，礫石と呼ばれている．もっとも
大きいものは扁平石で，内部構造の観察によく用
いられる．耳石の断面には半透明層と不透明層が
同心円状に重なっているのが観察される．これら
は1年にそれぞれ1層づつ形成されることが多い．
水産資源の分析では，これを利用して耳石を古く
から年齢査定に用いてきた (田中 1985)．近年に
なり，耳石の微細輪紋は1日に1本できる日輪であ
ることが確認され，日齢査定に用いられている．
　これらの周期的な輪紋以外に，環境や生活様式
の変化により形成される“チェック”あるいは
“マーク”と呼ばれる微細輪紋がある  (麦谷
1996)．最近になり，水温変化 (± 4°C以上) を与
えると，非周期的微細輪紋が形成されることが明
らかとなり，これを利用して，ふ化場産さけ・ま
す類の発眼卵あるいは浮上以前の仔魚の耳石に標

識を施す技術が開発された (Brothers 1990; Volk et
al. 1990; Bergstedt et al. 1990)．発眼卵あるいは仔
魚期に飼育水温を変化させるので，一度に大量の
標識が可能となる．また，複数回の水温変化を与
えそれらの間隔を変えることによって，バー・コ
ード状の標識が可能となり，パターンを変えるこ
とによって多種類の標識が可能となる (Volk et al.
1994)．また，標識魚の生残に対する影響はない
とされている (K. Munk 私信)．
　稚魚の段階 (尾叉長50 mm以下) では，耳石そ
のものが透明で厚みがないため，標識パターンは
透過光で簡単に観察できる．しかし，この発育段
階を過ぎると，耳石は厚みを増し不透明になって
くる．そこで，耳石の中心 (核) まで耳石を削る
必要がある．さらに，成長すると耳石の左右両側
を削り薄膜切片を作成して観察することになる．

耳耳耳耳石石石石標標標標識識識識のののの実実実実施施施施状状状状況況況況
　水温制御によるさけ・ます類の耳石標識放流が
もっとも盛んに行われているのは，米国のアラス
カ州である．アラスカ州では，耳石標識はすでに
複数のふ化場でルーチン化されている (Munk in
prep.)．標識放流数は毎年増加しており，1995年
級のサケ属魚類は全部で約8億尾が耳石標識され，
そのうち6.5億尾をカラフトマス，約1億尾をサケ
が占めた (図1)．米国ワシントン州では，1987-
1993年に3,500万尾以上のサケ属魚類標識幼稚魚
を放流した (Volk et al. 1994)．
　これらの州では，ふ化放流事業の評価や回遊経

図1. 米国アラスカ州における耳石標識魚の放流数の経
年変化 (Munk in prep. より改変)．
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路，野生魚とふ化場魚の相互関係，漁獲物中の両
者の組成，他の標識方法の影響などを調べるため
に利用されてきた (Volk et al. 1994; Farley and
Munk 1997)．現在では，これらの試験研究目的以
外にも，大量標識放流再捕によりふ化場魚と野生
魚の混合資源の管理にも利用されている (Hagen
et al. 1995)．
　これらの耳石標識技術の発展を受けて，ロシア
でも1997年に試験的に数千尾規模の耳石標識放流
を実施した．1998年3月に開催されたNPAFC研究
調整会議では，北太平洋沿岸国から放流される耳
石標識パターンの混乱を避けるための特別な作業
部会が作られ，これまで実施された耳石標識放流
魚の情報をまとめることになっている  (本誌
NPAFC関連記事を参照のこと)．

耳耳耳耳石石石石標標標標識識識識調調調調査査査査研研研研究究究究計計計計画画画画
　当センター調査課では，昨年度から水温制御に
よる耳石標識に関する調査研究を進めている．
1998年1-2月には水温を約4°C低下させることによ
ってサケ仔魚の耳石に温度マークが形成されるこ
とを確認した (図2)．また，今年の秋には，千歳
事業所において水温制御装置と大量標識技術の開
発，耳石標識の安全性の確認を行うことを計画し
ている．その後，地域集団を代表する当センター
の各事業所に大量耳石標識技術を導入し，地域集
団毎の様々な生物特性の解明に利用する予定であ

る．
　このような耳石標識技術が開発され，大量放流
が可能になると，サケの幼魚や親魚の回遊経路，
自然産卵，ふ化場放流魚の生存率などのより詳細
な調査研究が可能となるばかりではなく，サクラ
マスやカラフトマスのような野生・ふ化場産混合
資源の管理にも役立てることができる．また，海
洋域の調査と組み合わせることにより，海洋分布
や生活史，他の地域資源との競争関係など，国際
的な資源研究や管理にも利用できる．これらを通
して，さけ・ますの地域集団ごとの資源管理と人
工ふ化放流技術の効率化に貢献することを期待し
ている．
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図2. 1998年1月11日–2月10日の水温変化 (A)

とサケ稚魚の耳石断面に形成された4本の温度
チェック (B)．
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うらわ　　　しげひこ

調査課遺伝資源研究室長　浦和　茂彦
ふくわか　　まさあき

調査課生物資源研究室　　福若　雅章

　カナダのバンクーバーにおいて，北太平洋溯河
性魚類委員会  (NPAFC) の調査計画調整会議
(RPCM) が1998年3月24-25日に開催され，続く
26-27日に気候変動とさけ・ます類の生産に関す
るワークショップ (NPAFC Workshop on Climate
Change and Salmon Production) が開かれました．
　RPCMは，加盟各国のさけ・ます調査の調整を
図るため，秋の年次会議時に加え毎年春に開催さ
れるのが恒例となりつつあります．日本より遠洋
水産研究所の若林清部長 (現中央水産研究所水産
研究官) を代表とした8名 (水産庁1名，遠洋水産
研究所4名，さけ・ます資源管理センター3名)，
カナダ6名，ロシア3名，米国10名，さらにオブザ
ーバーとしてPICESの3名が参加し，科学調査統
計小委員会 (CSRS) 議長に新しく選出されたロ
シアのグリチェンコ氏が議事を進めました．まず
各国の1998/99年調査計画が説明され，日本は従
来通り， (1) さけ・ます類の生活史，分布，成
長と摂餌生態，(2) 資源変動，死亡率，環境収容
力と海洋環境，(3) 資源評価，生物モニタリング
と系群識別，に関する研究を進めることを表明し
ました．他国の調査計画も概ね従来のものを踏襲
したものでした．なお，1999/2000年調査計画は，
各国で進展状況のレビューを行い課題を整理して
大幅な改定を行うことで合意しました．
　近年，温度ショックを利用した大量耳石標識
(thermal otolith marking, TOM) が北米を中心に進
められ，その有効性は昨年の年次会議でも指摘さ
れています．ただし，各国が独自に標識放流を行
っているため混乱が起きる可能性があり，それを
避けるため現在実施している標識放流の情報を整
理すべきとの提起がカナダ側よりなされました．
そのため本件を論議するグループが組織され，と
りあえず1996-98年に行われた耳石標識放流の情
報を年次会議までにまとめることとなりました．
本誌でも紹介しているように，日本でも当センタ
ーが来年放流群よりTOMを開始する予定であり，
この分野においてもNPAFCが調整機能を発揮す
ることが期待されます．
　NPAFC運営資金を有効利用するため，各国よ

り幾つかの提案がなされましたが，日本は
NPAFCの活性化のために科学シンポジウムを開
催してプロシーディングをNPAFC Bulletinに印刷
することを提案しました．米国は日本提案を支援
し，米国で1999年秋に開催される年次会議に併せ
てシンポジウムを開く案を示しました．このシン
ポジウム開催案は各国の了解が得られ，運営委員
会を組織して内容などの検討を行うこととなりま
した．
　続いて開催されたワークショップは，グローバ
ルな気候変動がさけ・ます類の資源量にどのよう
な影響を及ぼすかが課題でした．北太平洋全体の
さけ・ます漁獲量は，過去数十年間に激しく変動
していますが，最近数年間は約90万トンで過去最
高の水準となっています．この増加は人工増殖の
成功も影響していますが，気候変動によってもた
らされた海洋生産力の増加が関与していることが
幾つかの発表で示されました．その中で注目され
たのはロシアの研究者の発表で，大気循環指数
(ACI) とさけ・ます漁獲量の変動が良く一致する
ことを示し，ACIの長期変動を考慮すると，北太
平洋のさけ・ます資源量は今後少しづつ減少し，
2020年頃には現在の約半分になると予測していま
す．
　1997年に中央太平洋で発達したエルニーニョは，
ブリストル湾まで及ぶ北米沿岸の海水温度を上昇
させました．これがアラスカ湾などにおけるさ
け・ます類の分布や食性に影響を与えたとの発表
がありましたが，さけ・ます類の成長や生残など
に及ぼす影響についてはまだ明らかとなっていま
せん．
　今回のワークショプを通じて，気候変動がさ
け・ます類の資源量に大きな影響を与えることが
強く認識されましたが，まだ多くの課題が残され
ています．わが国のサケ資源量は高水準を維持し
ていますが，今後の動向が注目されます．北太平
洋の西岸と東岸では気候変動の影響が異なるとの
指摘もあります．地球規模での研究に加え，各地
域におけるさけ・ます類の資源変動に関する研究
を国際協力により進める必要があります．
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　1998年3月29日から4月4日にかけてカナダのブ
リティッシュ・コロンビア州 (以下BC州) と米国
アラスカ州において，さけ・ます類を中心とした
水産物の生産，加工と流通事情に関する調査を行
う機会を得ました．バンクーバー，ダッチハーバ
ー，アンカレッジで連邦政府，州政府の水産関係
者や民間水産団体との意見交換，水揚げ港，水産
加工場，さけ・ますふ化場，小売り現場の視察な
どを行いましたが，ここでは増殖関係について得
た情報を紹介します．
　わが国の沿岸さけ・ます漁業は定置網漁法が主
体で，産地市場でのせりで価格決定されています
が，両州では移動漁法のまき網，刺網，曳縄で漁
獲し，加工業者が個々の漁業者から直接買い付け
ています．政府は資源維持に必要な産卵親魚を河
川にそ上させるため，魚種ごとに漁獲状況，そ上
状況を監視し，操業可能な水域と時間を調整して
います．
　さけ・ます増殖については，ふ化場を使用して
人工受精から人工ふ化，給餌飼育までの工程を経
るわが国で一般的な人工ふ化放流も行われていま
すが (図1)，河畔に設置したふ化槽による無給餌
放流 (ストリームサイド・インキュベーション)
や人工産卵床 (スポーニング・チャンネル) を設
けての自然産卵など，より人為管理部分が少ない
人工ふ化放流も盛んです．また，魚道の整備，湖
の施肥，河川の清掃など内水面環境の改善も明確
にさけ・ます増殖事業として位置づけられ，増殖
事業による回帰数にはこのような野生に近いもの
も含んでいます．わが国においてはさけ・ます増
殖とさけ・ます人工ふ化放流は同義語的に用いら
れる場合が少なくありませんが，北米と比較する
ときには，ふ化場での人工ふ化放流，それ以外の
やや粗放的な人工ふ化放流，人工ふ化放流以外で
の増殖事業，そして野生産を区別しておく必要が
あるようです．
　人工ふ化放流について地域的に見ると，ベニザ
ケの大産地として有名なブリストル湾を含むアン
カレッジより西の地域ではほとんど行われていま
せんが，アラスカ中央部から南東部にかけては34
のふ化場があって (図2)，特にサケとカラフトマ

スで大きな成果を上げています．BC州の場合は
25前後のふ化場がありますが，資源量の減少が続
いており，人工ふ化放流よりも内水面環境の改善
が急務と考えられています．
　また，魚種によっても事情が異なり，サケとカ
ラフトマスについてはふ化場からの人工ふ化放流
が比較的盛んですが，ベニザケはスポーニング・
チャンネルと湖の施肥を中心に増殖され，ギンザ
ケ，マスノスケ，ニジマスは遊漁での利用を主目
的にした幼魚放流が多いようでした．

図1. バンクーバー市郊外のキャピラノふ化場

ダッチハーバー

アンカレッジ

ブリスト
ル湾

バンクーバー

アラスカ州 カナダ

図2. カナダとアラスカ州の主なふ化場の位置
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【【【【主主主主なななな人人人人事事事事異異異異動動動動】】】】
4.1付
嶋建男 退職 (所長)
井貫晴介 所長 (水産庁栽培養殖課魚類防疫室長)

【【【【主主主主なななな所所所所内内内内会会会会議議議議】】】】
2.12～13　技術専門官・調査係長合同会議
2.26～27　支所長会議
3.9～10　庶務係長会議
7.14～15　技術専門官・調査係長合同会議

【【【【ササササーーーーモモモモンンンンセセセセミミミミナナナナーーーー】】】】
第62回 (1998.3.17) さけ・ます資源管理センター
調査課生物資源研究室長　帰山雅秀：日本系
サケ資源の現状と今後の資源管理のあり方．

第63回 (1998.7.6) 中央水産研究所経営経済部長
家常高：海洋生態系と漁業～社会経済研究の
一視点から～．

【【【【リリリリササササーーーーチチチチセセセセミミミミナナナナーーーー】】】】
第18回 (1998.3.26) 鈴木俊哉：遊楽部川における
サケ産卵場の分布と河川環境．

第19回 (1998.4.17) 帰山雅秀：Ocean distribution,
feeding ecology, and return of Pacific salmon in
the 1997 El Nino event year.

第20回 (1998.5.18) 浦和茂彦：①消化管寄生鞭毛
虫 Hexamita salmonis がサクラマス幼魚の成
長と生残に与える影響；②日本系サケ幼魚の
海洋分布．

第21回 (1998.6.16) ①伴　真俊：海水移行試験に
基づくサケマスの種苗性の評価．②野村哲
一：さけ・ます増殖事業におけるせっそう病
原因菌 Aeromonas salmonicida の疫学的検討．

【【【【会会会会議議議議等等等等へへへへのののの出出出出席席席席】】】】
2.17　第7回環境影響評価技術検討会 (札幌市) 眞
山生物生態研究室長

2.19～21　寒冷域魚類の移動・回遊行動の研究打
ち合わせ (東京都) 帰山生物資源研究室長

2.20　平成9年度北海道環境審議会第2回水質部会
(札幌市) 大西次長

2.20　第3回北海道河川環境研究会 (札幌市) 眞山
生物生態研究室長

2.20　平成10年度北海道農林水産航空事業対策協
議会 (札幌市) 長谷川技官

2.21～22　第19回魚類系統研究会 (小樽市) 帰山
生物資源研究室長，大熊主任研究官，鈴木研
究員，福若研究員

2.24～25　平成9年度さけ・ます担当者会議 (東
京都) 廣井調査課長，眞山生物生態研究室長，
奈良増殖管理課長補佐，野川企画係長，鈴木
研究員

2.27　洞爺湖ヒメマス現地懇談会事前打合せ (札
幌市) 帰山生物資源研究室長，長谷川技官

3.4　日本海沿岸漁業資源育成型流域総合開発基
盤整備事業推進調査幹事会 (札幌市) 高橋企
画課長補佐，浅井技術指導官

3.4～5　洞爺湖に係るヒメマス遊魚関係者現地懇
談会 (苫小牧市) 帰山生物資源研究室長

3.4～7　中日渓流生態保育検討会 (台湾) 眞山生
物生態研究室長

3.6　北海道さけ・ます増殖事業協会平成9年度第
4回役員会 (札幌市) 薫田企画課長，野川企画
係長

3.9～17　日ロ漁業合同委員会第14回会議 (東京
都) 眞山生物生態研究室長，大熊主任研究官

3.16　第7回さけ・ます増殖事業検討協議会専門
部会 (札幌市) 薫田企画課長，廣井調査課長，
松島増殖管理課長，野川企画係長

3.18　「生物間相互作用を考慮した適切な湖沼利
用と総合的な湖沼保全を目指す基礎的研究」
事前評価会議 (札幌市) 嶋所長，帰山生物資
源研究室長，鈴木研究員，福若研究員

3.18　二風谷ダムモニタリング部会 (札幌市) 眞
山生物生態研究室長

3.19　日本海沿岸漁業資源育成型流域総合開発基
盤整備事業推進調査委員会 (札幌市) 眞山生
物生態研究室長，高橋企画課長補佐

3.20　第2回千歳川水産環境調査委員会 (札幌市)
眞山生物生態研究室長

3.23　第6回さけ・ます増殖事業検討協議会 (札
幌市) 嶋所長，薫田企画課長，廣井調査課長，
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松島増殖管理課長，野川企画係長
3.23　第16期第6回北海道連合海区漁業調整委員
会 (札幌市) 薫田企画課長，野川企画係長

3.23～29　NPAFC調査計画調整会議及びワークシ
ョップ (カナダ) 帰山生物資源研究室長，浦
和遺伝資源研究室長，福若研究員

3.25　平成9年度第3回北海道栽培漁業推進協議会
(札幌市) 嶋所長

3.29～4.4　サケマス生産・流通・加工等現地事情
調査 (米国，カナダ) 佐藤情報係長

3.30～31　平成10年度日本魚病学会春季大会 (東
京都) 野村魚病研究室長，浦和遺伝資源研究
室長

4.1～4　平成10年度日本水産学会春季大会 (東京
都) 野村魚病研究室長，浦和遺伝資源研究室
長，伴主任研究官，鈴木研究員

4.8～9　第115回中央漁業調整審議会 (東京都) 井
貫所長

4.16～17　水産庁研究所長会議 (東京都) 井貫所
長

4.23　第8回さけ・ます増殖事業検討協議会専門
部会 (札幌市) 薫田企画課長，廣井調査課長，
松島増殖管理課長，野川企画係長

4.24　第15期第7回北海道内水面漁場管理委員会
(札幌市) 廣井調査課長，高橋企画課長補佐，
長谷川技官

4.23～5.8　1998年日ロ科学技術協力計画に基づく
さけ・ます資源調査 (新潟県) 眞山生物生態
研究室長

5.1　第7回さけ・ます増殖事業検討協議会 (札幌
市) 井貫所長，薫田企画課長，廣井調査課長，
松島増殖管理課長，野川企画係長

5.7　平成10年度支笏湖のヒメマスに係る打合せ
会議 (札幌市) 廣井調査課長，高橋企画課長
補佐，梅田増殖管理係長，長谷川技官，鈴木
研究員，福若研究員

5.15　(社)北海道さけ・ます増殖事業協会第31回
通常総会 (札幌市) 井貫所長，薫田企画課長，
廣井調査課長，松島増殖管理課長，浅井技術
指導官，野川企画係長

5.15　北海道定置漁業協会第19回通常総会 (札幌
市) 大西次長，薫田企画課長，廣井調査課長，
松島増殖管理課長

5.15　日本海さけ・ます増殖事業協会第9回通常
総会 (札幌市) 大西次長，薫田企画課長，廣
井調査課長，松島増殖管理課長

5.15　第15期第8回北海道内水面漁場管理委員会
(札幌市) 眞山生物生態研究室長，長谷川技官

5.22　第8回環境影響評価技術検討会 (札幌市) 眞
山生物生態研究室長

5.25～26　渚滑川水系魚道設置指導打合せ (紋別
市) 眞山生物生態研究室長

5.28～29　平成10年度内水面 (中央ブロック) 水
産業関係試験研究推進会議 (上田市) 野村魚
病研究室長

6.2　平成10年度札幌農林統計協会第1回役員会
(札幌市) 井貫所長

6.3～5　平成10年度第1回秋さけ資源管理調整協
議会 (東京都) 廣井調査課長

6.11　北海道地方連絡会議 (札幌市) 井貫所長
6.11～13　十和田湖水質・生態系調査打合せ会議

(青森市) 鈴木研究員，福若研究員
6.15　平成10年度第1回北海道河川環境研究会

(札幌市) 眞山生物生態研究室長
6.18～7.17　北太平洋東部海域さけ・ます調査

(米国) 浦和遺伝資源研究室長
6.21～29　日ロ科学技術協力計画に係る沿岸水産
資源に関する意見交換 (ロシア) 宮野千歳支
所長

6.24　(社)北海道さけ・ます増殖事業協会平成10
年度第2回役員会 (札幌市) 薫田企画課長

7.9　日本海さけ・ます増殖事業協会主催さけ・
ます増殖事業研修会 (札幌市) 鳥羽上席技術
指導官，眞山生物生態研究室長

7.9　平成10年度北海道ブロック水産業関係試験
研究機関企画情報連絡会議 (釧路市) 野村魚
病研究室長

7.9　平成10年度北海道ブロック水産業関係試験
研究推進会議 (釧路市) 井貫所長，野村魚病
研究室長

7.9　平成11年度国立機関公害防止等試験研究費
ヒアリング (東京都) 鈴木研究員

7.9～11　山形県農林水産研究レビュー委員会
(山形市) 廣井調査課長

7.16～17　平成10年度さけ・ますふ化放流事業担
当者会議太平洋ブロック (土浦市) 眞山生物
生態研究室長，野川企画係長，鈴木研究員

7.22　北海道連合海区漁業調整委員会正副長会議
(札幌市) 薫田企画課長，廣井調査課長，長谷
川技官，福若研究員

7.22　第16期第7回北海道連合海区漁業調整委員
会 (札幌市) 井貫所長，薫田企画課長，廣井
調査課長，長谷川技官，福若研究員

7.24　第9回さけ・ます増殖事業検討協議会専門
部会 (札幌市) 薫田企画課長，廣井調査課長，
松島増殖管理課長，野川企画係長

7.24　北海道さけ・ます増殖コンサルタント協会
総会 (札幌市) 井貫所長，大西次長，廣井調
査課長，高橋企画課長補佐

7.27　平成10年度さけ・ますふ化放流事業担当者
会議日本海ブロック (札幌市) 眞山生物生態
研究室長，奈良増殖管理課長補佐，浅井技術
指導官，野川企画係長，伊藤指導研修係長，
鈴木研究員，福若研究員
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7.27～29　北海道定置漁業協会現地対話集会 (網
走市，標津町，帯広市) 廣井調査課長

7.31　第8回さけ・ます増殖事業検討協議会 (札
幌市) 井貫所長，薫田企画課長，廣井調査課
長，松島増殖管理課長，野川企画係長

【【【【主主主主なななな来来来来訪訪訪訪者者者者・・・・研研研研修修修修生生生生】】】】
2.9　水産庁研究指導課　高橋課長補佐  (事務打
ち合わせ)

2.9　北海道海区水産研究所　森田庶務課長 (庶
務事務打ち合わせ)

2.19　水産庁沿岸沖合課　野田係員外1名 (庶務
事務打ち合わせ)

2.24　福島県水産種苗研究所　平川専門研究員外
1名 (技術指導事務打ち合わせ)

2.26～27　水産庁栽培養殖課　福田課長補佐 (支
所長会議出席)

3.2　米国アラスカ州アリューシャン・プリビロ
フ地域開発協会一行6名 (視察)

3.3　海洋水産資源開発センター　長尾開発部長
外1名 (表敬)

3.5　水産庁漁政課　牧野予算総括係長外1名 (予
算事務打ち合わせ)

3.5　中央水産研究所　土田人事係長  (人事事務
打ち合わせ)

3.12　環境庁環境研究技術課　中島係長，土田係
長 (視察)

3.18　環境庁国立環境研究所　高村総合研究官，
農林水産技術会議事務局　立野地域環境研究
係長，北海道大学水産学部　上田助教授，牧

野博士，青森県内水面水産試験場　長崎技師，
石戸技師，秋田県水産振興センター　水谷技
師 (「生物間相互作用を考慮した適切な湖沼
利用と総合的な湖沼保全を目指す基礎的研
究」事前評価会議)

3.20　中央水産研究所　五十嵐経理係長 (経理事
務打ち合わせ)

3.26～27　南西海区水産研究所　山田庶務課長補
佐外1名 (庶務事務打ち合わせ)

3.30　水産庁漁場資源課　中川係員 (日ロ科学技
術協力計画に係る海洋調査打ち合わせ)

4.15　中川町　松田町長，石田町議会議長 (陳情)
4.20　胆振地区漁協組合長会，胆振管内さけ・ま
す増殖事業協会等，胆振支庁管内漁協，市町
村22名 (陳情)

4.22　網走支庁，紋別市役所，紋別漁協等7名
(渚滑川魚道設置に係る打ち合わせ)

5.14　(社)根室管内さけ・ます増殖事業協会　鈴
木会長外3名 (新任挨拶)

5.14　水産庁栽培養殖課　弓削課長 (事務打ち合
わせ)

6.1　後志総合開発期成会一行7名 (陳情)
6.16～19　環境庁国立環境研究所　春日主任研究
官 (バイオコスモス計画に係る招へい研究員)

6.19　青森県漁業振興課　中田主査，吉田技師
(調査事務打ち合わせ)

7.6　中央水産研究所　家常経営経済部長 (漁業
経済調査に係る意見交換)

7.28　石川県水産総合センター　杉本研究専門員
(調査事務打ち合わせ)

所所所所在在在在地地地地，，，，電電電電話話話話番番番番号号号号，，，，FFFFAAAAXXXX番番番番号号号号案案案案内内内内
●本所　〒062-0922　札幌市豊平区中の島2条2丁目4-1　TEL 011-822-2131（代表）
　　総務課FAX 822-3342
　　　課長,課長補佐TEL 822-2150　庶務係TEL 822-2152　人事係,厚生係TEL 822-2155
　　会計課FAX 822-3342
　　　課長,課長補佐,用度係TEL 822-2176　管財係,会計係TEL 822-2175　営繕係TEL 822-2177
　　企画課FAX 823-8979
　　　課長,課長補佐,企画係,情報係TEL 822-2240
　　調査課FAX 814-7797
　　　課長TEL 822-2321　生物生態研究室TEL 822-2354　生物資源研究室TEL 822-2340　遺伝資源研究室TEL 822-2341
　　　生物環境研究室TEL 822-2344　魚病研究室TEL 822-2380　漁業経済研究室TEL 822-2349
　　増殖管理課FAX 823-8979
　　　課長,課長補佐,増殖管理係,指導研修係,技術開発係TEL 822-2250
　　上席技術指導官,技術指導官FAX 823-8979　TEL 822-2250
●北見支所　〒090-0018　北見市青葉町6-8北見地方合同庁舎　TEL 0157-25-7121　FAX 61-0320
●根室支所　〒086-1109　標津郡中標津町西9条南1-1　TEL 01537-2-2812　FAX 3-2042
●十勝支所　〒089-1242　帯広市大正町基線102　TEL 0155-64-5221　FAX 64-4560
●天塩支所　〒098-2243　中川郡美深町西3条南4-1-1　TEL 01656-2-1152　FAX 2-2794
●千歳支所　〒066-0068　千歳市蘭越無番地　TEL 0123-23-2804　FAX 23-2449
●渡島支所　〒049-3117　山越郡八雲町栄町94-2　TEL 01376-2-3131　FAX 3-4241
●展示施設　さけの里ふれあい広場（千歳支所内）開館時間10:00～16:00　休館日毎週月曜日及び年末年始（12/27～1/5）

NATIONAL SALMON RESOURCES CENTER

2-2 Nakanoshima, Toyohira-ku, Sapporo 062-0922, Japan

TEL, 011-822-2131; FAX, 011-814-7797


