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【研究情報】

各部の平成 年度の活動と平成 年度の方針13 14

［企画連絡室］

研究所の研究の窓口として

独立行政法人となって１年経過しました。 月 日4 10
に所の機関評価会議も終了し，本部に評価結果を提出

し，やっと平成 年度の中央水研企連室の業務が終13
わったと感じているところです。

さて，企画連絡室は研究所の試験研究の企画・連絡

， 。・調整 及びそれらに係る対外的業務を担っています

， ， ，この一年間 中央水研では 各種委員の応嘱が 件79
， ，招待された講演数が 件 県等からの研修生が 名30 14

科学振興事業団の特別研究員が５名，同ＳＴＡフェロ

ーシップが４名 水研として実施した研修会が３件 含， （

）， （ ），JICA 13の研修１件 共同研究 件 含国際共同１件

， ，海外漁業調査協力が 件 マスメデア対応等々があり8
。 ，これらについての対応を行いました 広報活動として

中央水研ニュースを 号，中央ブロック水産研究等情3
， ，報を 号を出すことができ ホームページについては4

欠落していた過去の中央水研ニュースや成果情報を追

加しました。一般公開も，横浜庁舎の他，隔地部であ

る黒潮研究部，海区水産業研究部，内水面利用部でも

実施し，併せて 名以上の方々に参加していただ1,500
きました。

企連室が担う大事な業務として 推進会議 と 機，「 」 「

関評価会議」があります。推進会議では「ブロック関

係 「水産利用加工関係」及び「内水面関係」の推」，

進会議を担当各部と協力して開催しました。今回の推

進会議では，構成機関の共通ニーズに対して科学的な

面から具体的な対応が可能となるように取組みまし

。 ， ，た その結果として 都道府県等の機関と中央水研で

「ブロック」では 「利用加工」では のワーキング3 4，

グループを立ち上げ，一年間かけて研究の重点事項に

関して具体的な対応方策を検討することになりまし

た。また「内水面」でも新たに研究会を立ち上げるこ

ととなりました。機関評価会議関係では， 月 日の2 14
黒潮研究部から 月 日の生物生態部まで， 部の研3 19 9
究評価部会を開催しました。これには，大学，水試，

民間等の識者に評価委員をお願いし，多面的な視点か

ら評価をいただきました。これを踏まえ，中央水研機

関評価会議を開催し，所の運営及び研究の推進方向等

についての評価をお願いしました。その結果，特に運

営について高い評価をいただいたところです。部及び

機関の評価委員として参加していただいた委員各位

に，この紙面を借りてお礼申し上げます。

さらに，平成 年度補正予算として，有明海のノ13
リ対策の一環として「先端技術を活用した有明ノリ養

殖業強化対策研究」事業を水研センターが受託し，中

央水研が担当することになました。このため，これに

対応すべく 月 日に中央水研の企連室に「ノリゲノ2 1
ム」チームが発足し，事業対応を行ってきたところで

す。

以上は，平成 年度に企連室が担った主な業務の13
概要です。この一年間，規程等の不整備，企連室の定

員減等で，取り組みの遅れ等を含め，種々ご迷惑をお

かけしたところですが，一応大過なく対応できたと考

えています。ブロックをはじめとして，利用加工，内

水面の試験研究機関，各種団体，民間機関，及び大学

等のご支援・ご協力を賜り，まずお礼申し上げるとこ

ろです。

平成 年度も，従来の試験研究の企画・連絡・調14
，「 」整等の業務をより充実を図る他 ノリゲノムチーム

が水産庁の受託事業である新しいノリ関係事業に取り

組むことになっています。また，推進会議で了承され

たワーキングループの進捗状況の点検，部及び機関評

価会議で意見として出された事項等について検討を進

めると共に，昨年度，十分にできなかった中央水研ホ

ームページの整備・充実等に対応していきたいと考え

ています。今後ともご指導・ご協力を宜しくお願いす

るところです。

企画連絡室長 中野 広

［生物生態部］

基盤的研究の推進

海区共通基盤研究部門として，平成13年度の成果：

海区水研資源関係部から要請される資源・生態研究に

係わる調査・解析手法に関する基盤的な研究を中心

13 4 5に，平成 年度は経常研究 課題及びプロジェクト

課題を実施しました。この中では，重要浮魚類の成長

・減耗等を明らかにするための研究手法としてオーブ

コム衛星漂流ブイを利用した同一群の追跡調査を黒潮

続流域で企画・実行し，サンマの成長・減耗や浮魚類

稚魚等の餌をめぐる競合等に関し成果を得ました。サ

ンマの個体群動態モデルの開発に関して，サンマ資源

の長期変動に気候・環境指数の間の定性的な関係を見

いだし，これをモデルに組み込んでレジームシフトを
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再現することに成功しました。黒潮研究部からの要請

を受けて平成 年度に新たに取り組んだゴマサバの13
， ，耳石による年齢査定技術の開発では 一定の成果を得

海区担当部と共同でその成果を発表することができま

した。水産総合研究センターが水産庁から委託を受け

て推進している資源評価調査事業では，資源評価体制

確立推進事業担当部長，資源評価・ 算定基準作ABC
業部会リーダー， 作業部会リーダー等を務FRESCO
め事業の推進に資するとともに，平成 年度から新13
たにマサバの資源評価及び漁況予報を分担・担当し，

中央ブロック資源評価会議，太平洋イワシ，アジ，サ

バ等長期漁海況予報会議等でブロック対応における役

割の一端を果たしました。また，国が推進する資源回

復計画に関連してマサバの資源管理方策の提案等を行

うとともに，水産庁関係部局及びまき網業界からの要

望にも積極的に対応しました。これらの成果は，学会

7 5 12 33誌 報 公刊図書 報 その他の報告 報 口頭発表， ， ，

報，その他 報として発表・公表されました。委員10
等では，海洋水産資源開発センター資源評価調査（ス

ケトウダラ音響調査）検討委員， 共同議長PICES
， 委員（ － など応嘱(WG16) PICES GLOBEC SPACC)

した委員は計 件，学会等の委員計 件に上ります。7 9
外部に対する所レベルでの研修の実施では，中央ブロ

， ，ック資源管理研修会講師 件 招待された講演等 件3 3
海外漁業協力等の実績 件でした。他機関との連携・2
協力では，海洋生産部とともに科学技術振興事業団と

の共同研究「日本周辺の海洋環境及び海洋生物データ

ベース」に参画するとともに，北里大学との共同研究

「 」黒潮親潮移行域における魚類の餌生物に関する研究

を実施しました。協同研究は 件，受け入れ研修者は1
１名でした。学会等のシンポジウムの企画などでは，

水産海洋学会シンポジウム「マサバとゴマサバ太平洋

系群の漁業，資源，管理の現状と将来展望」及び「水

産海洋分野におけるモデル研究の最前線」のコンビー

ナー 日本水産学会 周年記念国際シンポジウム 生， 「70
9態系，気候変動と資源管理」のコンビーナー等，計

件を引き受けました。

資源・生態研究に関わる調査・平成14年度の目標：

解析手法に関する基盤的な研究を一層促進するととも

に，そのために役立つプロジェクト研究には積極的に

参画します。水産庁からの資源関係委託事業の推進に

あたっては全国的な総括，調整業務を率先して行うと

ともに，マサバの資源評価や資源管理方策の提案等を

通じ，資源回復計画等の水産行政施策の遂行に努力し

ます。海洋環境研究部門との連携・協力を強化し，生

態系や環境要因を考慮した浮魚類の加入量変動の予

測，資源評価手法の開発を目指すとともに，当部の研

究評価部会で外部委員から要望のあったレジームシフ

トと資源変動との関係解明，成長管理への取り組み，

業界への対応強化等についても力を注ぎます。

生物生態部長 入江隆彦

［生物機能部］

魚介類の体のしくみや働きを調べる

所掌事項としての生物機平成13年度の成果・総括：

能部の役割は 水産生物の機能に係る調査試験研究に,
関する業務を行うこととなっており 年度も先端的, 13
な手法で 水産物の持続的利用に役立つ基礎的先導的,
研究を行う方針で業務を推進しました。年度計画課題

で例えば以下のような成果が得られました。 クロソ1)
イをモデルに マイクロサテライト座を用い親子DNA
判別法を開発し，今後栽培漁業や資源管理に役立てて

行きます。 海産魚の卵の による種判別法を考2) DNA
案し 資源管理のための初期生態機構研究への応用に,
繋げて行きます。 マガキ内臓神経節で発現するイン3)
スリン関連の遺伝子を同定するなどの世界的にも先端

的成果を上げ，今後環境と貝類資源の管理に役立てる

ように発展させます。これらの成果は他機関との共同

研究等で得られたシーズ的成果の例です。研究評価部

会では更に最新の先端的手法を用いて効率的に研究を

推進するよう指摘を受けた。また水産研究所間の分担

で 他の部や研究所の業務に共通的基盤研究を一層進,
， 。め それらの成果が生かされるように指摘されている

平成 年度補正予算で先平成14年度の主な目標： 13
端的な機器が整備されました。これらの機器を十分に

活用してデータを集中的に蓄積し中期計画を推進する

ことが当面の目標です。基盤研究部であるため 産業,
にすぐ役立つ事業経費はあまり期待できません。バイ

テクや分子生物学 生化学等の先端的研究手法は高額,
の費用が必要で いかに研究費を獲得するかは重要で,
あり 競争的資金に応募するため 常に質の高い成果, ,
を上げていく必要があります。水産研究所間の役割分

担や連携を考慮し ニーズの把握や研究資源を効率的,
に運営して行うことのできる研究課題の探索や新規プ

,ロジェクトへの参画をめざします 例えば 育種プロ（ 「 」

「先端技術利用農水高度化」 「有害物質イニシャチ,
ブ」 「原子力」等（いづれも略称））。人材の育成,
や大学等センター外との協力や共同研究も大切です。

年度の成果・総括を踏まえ，今年度も一層先端的13
手法を取り入れて海区ばかりでなく全水研の共通基盤

的研究を進めるとともに，その成果を生かす工夫を考

えていきます。さらに分子生物・細胞生物・生物特性

の 研究室の名が示す分野から 産業を見据えた基盤3 ,
的研究の推進をはかって行きます。

生物機能部長 和田克彦
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［海洋生産部］

連携・協力の強化

海区共通基盤研究部門として，平成13年度の成果：

漁業生産の基礎となる海域の基礎生産力に関する研究

や低次から高次に至る物質循環の研究を中心に，平成

年度は経常研究 課題，プロジェクト研究 課題，13 4 19
シーズ研究１課題を実施しました。この中では，御前

崎沖の定線観測により海洋の物理構造，基礎生産，プ

ランクトン量を季節別に把握する調査を継続実施する

とともに，国の要請に基づき，我が国周辺海域の海底

土や魚類の放射能レベル及びバックグラウンド値の把

握による放射能汚染の監視など全国対応的な研究を継

続実施しています。また，プロジェクト研究等に取り

，「 （ ）組む中で 走航式自動連続鉛直観測システムMVP
による黒潮続流中層の海洋鉛直構造の観測 「自然」，

蛍光と基礎生産力の関係解明による自然蛍光高度計を

利用した生産力の見積もり手法の開発 「核酸比の」，

微量定量による小型カイアシ類再生産力の見積もり手

法の開発 「 標準生態系モデル の三」， PICES NEMURO
次元モデルへの拡張」など，海区の研究に役立つと考

えられる手法の開発，手法の標準化などを積極的に進

めてきました。さらに，平成 年度には神奈川県下13
の漁業者・水産試験研究機関からの要請を受けた海区

水産業研究部と共同で，所内プロ研として「カギノテ

クラゲの毒性・分布生態の解明と分類・生活史の再検

討」に初めて取り組み，現在も試料の採取，調査を続

けています。近年注目されるようになってきた森と川

と海の関係に関連する研究として 「林地・農地から，

」 ，水域への環境影響物質の負荷過程の解明 に取り組み

陸上からの土壌流失による沿岸域へのリン負荷量，影

響等に関し着実に知見を蓄積中です。成果の発表は，

学会誌 報，公刊図書 報，その他の報告 報，口答9 6 20
発表 報等により行った。委員等では，海洋科学連17
絡会委員（日本学術会議）をはじめ，海洋放射能検討

委員会委員（海洋生物環境研究所 ，地球科学技術フ）

ォーラム委員（地球科学技術推進機構 ，藻場・干潟）

環境保全調査事業検討委員（水産庁 ，生物多様性分）

野の環境影響評価技術検討委員会委員（環境省）など

応嘱した委員は計 件，学会等の委員 件に上りま15 11
す。また，科学技術振興事業団との共同研究として，

水産研究所が長年にわたって調査・収集し，紙ベース

， ，で保管されている日本周辺海域の海洋環境 卵・稚仔

プランクトン，及び魚体測定データをデータベース化

する事業「日本周辺の海洋環境及び海洋生物データベ

ース」を開始しました。招待された講演等 件，協同4
研究 件，受け入れ研修者 名，学会等のシンポジウ3 2

ムの企画 件です。水産学会 周年記念ポスターセ1 70
ッションでベストポスタープレゼンテーション賞を受

賞（森田貴己）しました。

海洋物理，海洋化学，海洋生物平成14年度の目標：

部門との共同調査，共同研究を継続して実施し，デー

タの取得及び解析の効率化・高精度化を図るととも

に，海区の研究に役立つ新手法の開発，標準化などに

積極的に取り組む。資源研究部門との連携を強化し，

マサバの資源予測等の具体的課題で協力して問題解決

に当たります。黒潮研究部と連携・協力して，ブロッ

ク推進会議海洋環境部会等で論議になった沿岸定線調

査等の問題に積極的に取り組みます。国民生活の安全

に関わる放射性物質や地球環境に関与する化学物質の

モニタリング体制を維持するよう努力します。当部

の研究評価部会で外部委員から出された地方水試への

成果の還元，実用面での活用，研究の指導等の要請を

念頭に置きながら進めて行きます。

海洋生産部長事務取扱 入江隆彦

［内水面利用部］

ブルーギルの研究を開始

， ，内水面利用部は 平成 年度に交付金課題を 課題13 3
プロ研を 課題，受託を 課題実施し，中期計画の中9 2

「 」課題の 内水面における天然生産力の回復技術の開発

。 ，を主に担当しています これらの研究課題については

外部委員を長野県水産試験場長に委嘱して， 月 日2 26
に開催された研究評価部会で検討されました。この他

の活動としては，論文を 編，公刊図書を 編を発表12 1
し，特別研究員，重点支援研究協力員，研修生をそれ

ぞれ 名受け入れ，委員等の応嘱は 件でした。さら1 6
に，当部が事務局を担っている内水面関係試験研究推

進会議を 月 日～ 日に開催し，水産研究・技術戦2 14 15
略に関する研究状況の整理を行い，重点を置くべき研

究等について協議しました。この中で部会及び河川環

境の悪化に対応し，今後の研究方向を検討するために

「 」 。河川環境研究会 を設置することが合意されました

次に，平成 年度で実施した 課題のうち，主な13 14
研究成果を紹介します。

①アユの生態的特性と遺伝的特性に関する課題は，

降下仔魚から親魚までの減耗過程を解明し及び河川の

環境収容力を把握しアユの放流管理に資することを目

的とし，潜水目視法が資源量推定に有効であること，

アユの放流によって魚種組成が変わること明らかにし

た。アユの地域個体群の遺伝的差異に関する研究にお

いては，琵琶湖に流入する河川でも遺伝子組成に違い

があることが判明しました。

②ブラックバスの生態的特性の把握と駆除技術の開
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発に関する課題では，バスの産卵は水温 ℃以上で15
始まり，産卵床は水深 ～ の砂礫底の大石や倒40 170cm
木，人工構築物周辺に形成されること，在来魚のウグ

イ，コイ等によりかなりの卵稚仔が捕食され，特にウ

ナギ等の夜行性の魚類は卵稚子を減少させるのに有効

であることを明らかにしました。

③主要淡水魚地域個体群の生態的特性と遺伝的多様

性の解明に関する課題では，イワナを対象に鬼怒川を

モデルとして調査した結果，在来個体群と推定される

ものは滝や堰堤で遡上が阻害されている源流部のみに

わずかに生息するのみで，過去に生息していたと言わ

れる沢でも半数が，絶滅あるいはそれに近い状態であ

ることが明らかになりました。

④砂礫底を産卵場所とする魚類の再生産に及ぼす河

川構造の影響解明の課題では，ウグイにおいて産卵場

環境に雌のみを移行した場合には，排卵・放卵が認め

られ，雄のみを移行した場合には排精が起こらないこ

とが明らかとなりました。

⑤アユ冷水病の防止方法の研究では，アユの輸送過

程において，水流を起こして成群させることによりス

トレスの減少が可能であることが判明しました。

以上平成 年度の活動を示したが，平成 年度に13 14
は，引き続き交付金課題，プロ研を継続して実施する

他，新たに，滋賀県からアユ冷水病対策総合研究を，

水産庁からブルーギル駆除対策事業を受託します。ブ

ルーギルに関しては県等の試験研究機関との課題設計

。 ， ，会議の開催を予定してます この他 内水面関係では

希少魚の保護，カワウ対策，アユの冷水病等，湖沼・

河川の生態系の保全に関することから漁業，遊魚の振

興に関すること等まで，問題が非常に多岐にわたって

います。これらに限られた人的資源で対応するには，

内水面推進会議での論議を踏まえ，県等との役割と分

担を明らかにして連携協力を強化する必要がありま

す。今後とも，ご協力ご支援をお願いします。

内水面利用部長 梅澤 敏

［利用化学部］

水産食品は健康生活の源

年度計画に記されている大課題「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」が，水産利用

加工分野が行う試験研究の中心となっています。この

うち，利用化学部は，水産生物等の成分の理化学的性

質及び機能性物質の特性を探索・解明し，これらの利

用技術の開発を行うこととなっています。

平成 年度には，この大課題に沿った経常研究，13
プロジェクト研究，事業など， の小課題について24
試験研究を実施し，研究広報として，学会誌への発表

が７件，公刊図書が５件，その他の報告が 件，口23
頭発表が 件，特許が３件，合計 件を公表しまし27 65
た。主な研究成果としては， や 以外の高度DHA EPA
不飽和脂肪酸が抗炎症作用などの有益な生理活性を持

つこと，ワカメと魚油（魚油を含んだ焼き魚など）の

同時摂取が脂肪肝や高脂血症等の生活習慣病の予防に

有効であること，水産加工残滓からの効率的な蛋白質

の回収及び重金属を含んだ加工残滓からの重金属の少

ない蛋白質の回収法の開発，イワシの原産地特定が遺

伝子の解析から可能となったこと等が挙げられます。

なお，ウニの苦味成分の解明について，素材化学研の

村田裕子主任研究官が日本水産学会奨励賞を受賞いた

しました。

試験委員などの対外的な各種委員や連携大学院教

官，特別講演などにおいても，求めに応じて対応いた

しました。また，他機関との連携協力は，大変重要な

ことと考えており，契約に基づく共同研究を 件，連2
携協力した研究を 件，研修の受け入れを 件，海外12 3
協力を 件というように，民間，都道府県， ，2 JICA

などからの要請に積極的に対応しました。JIRCAS
3これらについては 利用化学部評価部会に報告し， ，

名の外部評価委員から「初年度の課題が多いという事

情はあるが，学会誌などへの投稿が他の報告形態と比

較すると，やや少ない」との指摘があり，平成 年14
。 ，度には積極的に対応していくこととしました この他

一層の試験研究の進展に向けた建設的な助言をいただ

き，試験方法の小規模な修正などを行なうこととしま

した。

また，都道府県の抱える水産利用加工関連の問題を

つに集約し，ブラッシュアップして問題解決を図ろ4
うとする勉強会の立ち上げを水産利用加工関係試験研

， 。 ，究推進会議に提案し 了承を得ました この勉強会は

都道府県が直面している利用加工関係の問題点をアン

ケートや推進会議「都道府県部会」からの提案として

受け，中央水産研究所が集約したもので，①イカ新需

要開拓のための技術開発，②水産加工廃棄物の創資源

化技術開発，③腸炎ビブリオ対策など魚介類の安全性

確保技術開発，④美味しい養殖魚作りと超鮮度保持技

術の開発，の つです。加工流通部長と利用化学部長4
が全体の責任者となり，課題毎の世話役として室長を

あて，都道府県試験研究機関からの参加を募って，平

成 年度から勉強会として立ち上げ，ファックスや14
メール，各種の会議前後に開催する等によって，進め

ていこうとしています。参加・不参加・脱退は自由で

5 15 14 15 38 43すが 月 日現在では①は 機関 名 ②は 機関， ，

名，③は 機関 名，④は 機関 名の参加申し込20 22 27 29
みがあります。加工流通部と協力して，勉強会を運営

していきます。



- 7 -

平成 年度は，平成 年度に策定した小課題の 年14 13 2
目に当たり，平成 年度の年度計画として利用化学14
部評価部会で了承いただいた計画に沿って，試験研究

を進めていきます。主な研究方向としては，低利用海

藻であるアオサの生理活性機能の探索，水産加工残滓

からの血小板凝集抑制物質やセラミド脂質などの抽出

利用技術の開発，甲殻類のカラに含まれるキチンオリ

ゴ糖の免疫機能に与える効果の解明，太平洋と大西洋

に分布するカイアシ類の脂肪酸組成を解明するため

に，得られるデータの比較を可能にする互換性の確保

のためのドイツと日本での測定法の統一，など原料と

なる海藻，甲殻類や魚類のように，対象とする水産生

物の範囲は広いのですが，低・未利用水産生物や加工

残滓などの低・未利用資源の工業素材・工業原料・医

薬品・化粧品等への利用を目指して研究を推進してい

きます。

また，研修や共同研究などの各種の要請や，研究成

果の広報等についても積極的に対応していこうと考え

ています。

利用化学部長 池田和夫

［加工流通部］

美味しい水産物をつくる

加工流通部では，水産物を食品などとして有効に利

用するための研究に，部長ほか 名の研究者で取り組9
んでいます。近年問題になっている食品の安全性も当

部の研究課題です。

人は，紀元前から何千年という年月を掛けて各地で

固有の食文化を築き上げてきましたが 近年 狂， ， （BSE
牛病）に見られるように，従来の常識を覆すようなさ

まざまな有害物質の存在が明らかになるにつれ，消費

者の間に食品の安全性に対する疑問の声が上がってい

ます。こうした状況を受け，農林水産省を先頭に関係

者は食品の安全性確保のために，さまざまな施策，業

。 ， ，務の改善に着手しつつあります 水産部門では 従来

こうした問題を水産物の高品質化ということで対応し

てきましたが，最近，安全性そのものを前面に出して

取り組もうとしています。当部では本年度全 課題21
のうち安全性に関わる研究は 課題でしたが，次年度7
はさらに つ増やすことにしています。2
利用化学部と加工流通部は，漁獲後の利用を考え・

研究する研究部です。そうしたことから，両部は，水

産庁の委託を受けて「全国利用加工関係試験研究推進

会議」を開催し，全国的な水産利用加工研究の展開を

図っています。平成 年度は，新しい課題の掘り起13
こしのために推進会議の中に 研究会を立ち上げたと4
ころで，その議論の成果を期待しているところです。

今後，両部は全国対応基盤的研究部門として，地方の

さまざまなニーズを吸い上げ，課題化，研究すること

により，消費者の信頼確保，水業業の振興を図ってい

きたいと考えています。

昨年度の成果の一端を紹介しますと，加工技術研究

室では，漁獲後の肉質軟化現象の解明に取り組んでき

ました。軟化は様々な酵素によって引き起こされるこ

とから，漁獲直前に体液に分解酵素阻害剤を灌流させ

るという斬新な解析方法を使い，何処で，どういう酵

素が働いているかを特定する実験が行われています。

品質管理研究室では，加工工程中の生体成分や有用

成分の動向に関する研究を実施しています。良質のタ

ンパク質基材であるすり身に有用脂質を微粒子化する

ことにより取り込ませることに成功し，今後の高齢化

社会に対応した新しい高栄養食品の開発につながる技

術として有望視されています。

食品保全研究室では，食品の安全性確保の観点から

海洋性食中毒細菌の動態把握，高感度迅速測定に取り

組んでいて，結果 法を使うことにより，感MPM-PCR
度の向上，省力化を可能にしました。

こうした研究活動は， 報の学会誌論文， 報の13 11
公刊図書記事， 報の研究報告として取りまとめら21
れ，一部の成果は特許として出願中， 件，です。学3
会で の研究発表を行い，支部評議員，企画広報委18
員，日本水産学会 周年記念国際シンポジュウム企70
画委員などとしても学会活動に携わっています。 つ5
の大学， つの国公立研究機関， つの民間会社と共3 2
同研究を推進しているほか，東京大学，東京水産大学

の連携大学院教官として教育機関の運営にも参画して

います。ハーバード大学や上海水産大との共同研究の

ほか， の研修及び各種活動への参加を通じ広範JICA
な国際貢献を図っています。平成 年度は，科学技13
術特別研究員 名を加え，受け入れた研究者は 名に2 12
達しました。

平成 年度は，行政施策への貢献，積極的な各種14
活動への参加に加えて，継続課題については一層の研

究の発展を図るとともに，食品の安全性確保といった

， ，社会的要請も考慮して 新しい研究課題を掘り起こし

意欲的に取り組みたいと考えています。

加工流通部長 中村弘二

［経営経済部］

水産業の活性化を支援

経営経済部では，水産物の国内及び国際的な需給・

消費・流通構造の解明と地域振興計画手法の開発（中

期計画）にむけて，平成 年度は，経常研究 ，交付13 4
金プロジェクト課題 ，委託事業関係 課題を実施し1 8
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ました。

今年度実施した経常研究においては，①まぐろ類の

安定的な漁獲量と価格水準の解明の課題では，需給予

測モデルで必要な漁獲量の予測モデルの開発，②沖合

底びき網漁業における資本投資の経済性評価手法の解

68明の課題では，全国及び太平洋南区における昭和

年以降の沖底の長期の経営動向の分析，③水産業活力

を診断するための「水産業活力指標」の開発の研究で

は，新たな水産業活力指標の構成案の作成，などの成

果を得ています。

経常研究以外では，水産基盤整備の事業評価，廃棄

物リサイクル，水産物需給と貿易問題など，水産政策

の重要課題に関する水産庁等の委託事業課題に取り組

んでいます。

平成 年度は，引き続きそれらの課題に取り組む14
計画であるが，平成 年度の部評価部会や機関評価13
会議において，当部の研究に関して現場との関わりと

他機関との連携の強化が指摘されました。

水試との連携については，神奈川，秋田，福井 県3
が平成 年度から実施している遊漁と資源管理に関13
する特定研究に，当部が側面から支援している事例が

あります。今後，水産業の現場により近い所で研究を

実施している水試等の経営経済関連研究のニーズを把

握し，共同研究の課題化や当部の研究方向の検討に反

映させるため，相互に情報交換する場の設置を今年度

内に検討する予定です。

また，経営経済部は水研センター内唯一の社会科学

研究部門であるため，スタッフ面から現場や行政のニ

ーズへの対応にも限界があります。それらの要請に対

し 大学・民間等の関係機関や 他の独法研究機関と具, ,
体的にどのように連携を取りながら研究対応するか，

といった点についても今後検討していきます。

経営経済部長 平尾正之

［海区水産業研究部］

定着性資源を増やす

海区水産業研究部は，増養殖の対象となるアワビ，

ヒラメを中心に，黒潮域の水産資源の維持・増大に向

けて，生物特性の解明と漁場利用を含む資源管理に関

し， つの経常的課題と つのプロジェクト研究， つ4 2 5
の委託事業を担当しました。

主な成果として，アワビ類については，アワビ親貝

の産卵機能低下の有無判定の基礎研究として，同一個

体を殺さずに組織片を切り取る方法と腹足の血管から

血リンパを必要量採取する方法を確立し， つの卵黄2
タンパク物質を分離しました。生態的研究では，暖流

系アワビ類稚貝が無節石灰藻が繁茂する転石の側面・

下面に多く分布し，トコブシ初期稚貝が， 月の台8-9
風通過後に産卵することを推測しました。ヒラメにつ

いては，相模湾のヒラメ底魚群集は，筋肉の安定同位

対比を測定することにより，種による食性の相違を類

型化しました。その他として，マアナゴのレプトケフ

ァルスの耳石輪紋解析から，変態まで ～ 日を要77 213
， 。 ，し 産卵期が ～ 月と推定しました 平成 年度は9 11 14

アワビの同一個体の成熟サイクルと体成分の関係，野

外におけるアワビの発育段階ごとの分布特性と漁場環

境の解明．ヒラメ底魚群集内の食物連鎖構造，マアナ

ゴの接岸機構を明らかにし，加入量変動の解明に繋げ

たいと考えています。

平成 年度の水産庁関係事業として，マダイ・ヒ13
ラメの資源評価報告書と人工礁の低次生産に及ぼす影

響調査を担当しました。平成 年度は放流効果を取14
り入れた資源評価の高度化，資源回復計画対象種トラ

フグ等の調査研究に取り組みます。

平成 年度のブロック推進会議海区水産業研究部13
会で，磯焼け現象やアワビ類等の沿岸地先資源の著し

い減少傾向の原因は，沿岸浅海域の生産力の低下，或

いは物質循環や生態系の変化によるもので，環境変動

がその主な要因と考えられること。複雑な海洋構造が

想定される極沿岸浅海域の水温や流況などの微細海洋

構造の知見を蓄積し，沿岸生物の生産性への影響を早

急に解明し，対策を講じることが必要であることが共

通認識となり， が設置されました。ＷＧでは，沿WG
岸浅海域の環境変動が定着性水産生物の生産性に及ぼ

す影響の評価に関する調査・研究手法を検討するため

に共同（共通）研究課題の企画，立案を行うこととな

りました。平成 年度には，幹事県の担当者と各県14
の問題点を集約・整理し，課題化に向けて夏前に会合

を開催する予定としています。また，平成 年度の15
水産庁の予算化に向けて行政官と連絡をとり具体的に

動いています。上記の他に，中央ブロックとして重点

的に取り組むべき課題として，クルマエビの漁獲量減

少の原因解明，アサリ稚貝の発生機構の解明，の２件

が部会で上けられました。これらについては，関係機

関と連絡を取り，問題点を整理し，研究助成枠獲得に

向けて取り組んでいきたい考えています。今後ともご

意見ご協力をお願いします。

海区水産業研究部長 靍田義成

［黒潮研究部］

黒潮と水産資源のなぞに迫る

黒潮研究部は，平成 年度，黒潮域の資源・海洋13
， ， ，研究を中心に 一般研究 件 プロジェクト研究 件5 8

委託事業 件を実施しました。7
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一般研究では，土佐湾のイワシ類や海洋環境の調査

を通して，低水準にあるマイワシ資源などのモニター

を継続しました。また，黒潮内側域の低温化現象の発

生メカニズムを明らかにしました。平成 年度は，14
これらの調査を継続し，マイワシ不漁の原因解明やよ

り良い漁海況予報につなげたいと考えています。

プロジェクト研究では，東シナ海発生群と地先発生

群の識別，黒潮による稚仔魚の輸送・加入過程，減耗

要因，海洋環境の変動とマアジの資源変動との関係を

， 。検討し いくつかの作業仮説を得ることができました

平成 年度にはこれらの仮説を一つ一つ科学的に検14
証し，マアジ資源管理の基礎を提供したいと考えてい

ます。

委託事業では，マイワシなどの生物学的許容漁獲量

を算定するための(Allowable Biological Catch; ABC)
調査研究を実施するとともに，イワシ・アジ・サバ類

の長期漁海況予報会議や資源評価会議などを開催しま

した。平成 年度には，資源評価や予報の精度向上14
だけでなく，どのような漁獲戦略が漁業と資源の維持

・回復を両立させることができるのかについても，い

くつかの選択肢を漁業者と行政官に示していきたいと

考えています。

中央ブロックの研究推進の面では，平成 年度，13
ブロック推進会議のもとに「海洋環境部会」と「漁業

」， 「 」資源部会 また両部会のもとに 資源・海洋研究会

を設置しました。黒潮研究部では 「黒潮流路変動に，

伴う黒潮内側域の海洋環境変動，生物生産変動及び漁

場形成機構の解明と早期漁海況予測システムの開発

（仮題 」と「沿岸定線調査等検討」を当面の課題と）

してワーキング・グループによる検討を開始しまし

た。平成 年 月の「資源・海洋研究会」においてそ14 9
の検討結果を示し，議論の素材にしていただく予定で

す。

このような黒潮研究部の調査研究， 推定などABC
の行政対応，そして中央ブロックの研究推進への対応

といった 本柱の活動は， 月の機関評価会議で一定3 4
の評価をいただきました。しかし，研究成果の論文化

の促進，より精度の高い 算定やわかりやすい説ABC
明，ブロック内で開催される会議情報のよりスムーズ

な伝達などの問題点が指摘されました。これらの指摘

事項を平成 年度の黒潮研究部の課題として着実に14
改善していきたいと考えています。黒潮研究部の活動

は，ブロック内外の各試験研究機関の方々に支えられ

て成立しています。今後ともご意見・ご協力をよろし

-くお願いいたします。

黒潮研究部長 石田行正


