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1888  明治 21 年 現さけます・内水面水産試験場の祖である千歳中央孵化場（北海道庁千歳鮭鱒人工孵化場）を設置

1901・ 12 明治 34 年 北海道水産試験場を後志国高島郡高島村に地方費により設置高島本場と称す    
国費運営だった千歳中央人工孵化場を地方費に移し、北海道水産試験場・千歳分場と改称

1907・ 4 明治 40 年 根室外2郡水産組合より西別川の鮭鱒人工孵化場の寄付を受け地方費に移し、北海道水産試験場西別分場
と改称し事業を継承

1910・ 4 明治 43 年 第一期北海道拓殖計画の実施に伴い、地方費から国費による運営に変わり千歳、西別の両分場は支場に昇格

 10    室蘭、釧路、稚内に北海道水産試験場員駐在所を設置

1916・ 4 大正 5 年 駐在所を支場に改め、新たに根室を加え支場を設置

     北海道水産試験場は本場および千歳、西別、釧路、室蘭、根室、宗谷支場となる

1927・ 7 昭和 2 年 第二期北海道拓殖計画により、千歳、西別両支場は北海道水産試験場から分離し、千歳鮭鱒孵化場を設置

1928・ 3 昭和 3 年 北海道水産試験場函館支場設置

1931・ 7 昭和 6 年 北海道水産試験場本場完成　高島町より余市郡余市町大字浜中町64番地に移転    
北海道水産試験場宗谷支場を稚内支場と改称

1932・ 4 昭和 7 年 北海道水産試験場室蘭支場廃止

1934・ 6 昭和 9 年 民間で行われていた主要な孵化施設39ヵ所が国営経費となり、その中央機関として千歳鮭鱒孵化場を北
海道鮭鱒孵化場と改称し4支場（虹別（旧西別）、北見、国後、択捉）を設置

1936・ 12 昭和 11 年 北海道鮭鱒孵化場本場を千歳から札幌郡豊平町（現札幌市豊平区）に移転　千歳支場設置

1937・ 9 昭和 12 年 北海道鮭鱒孵化場渡島支場設置

1941・ 2 昭和 16 年 北海道鮭鱒孵化場を北海道水産孵化場と改称、渡島・虹別・北見支場、千歳事業所の体制となる

 6    択捉島紗那水産指導所新設

1942・ 10 昭和17 年 網走水産指導所設置（後の北海道水産試験場網走支場）       
北海道鮭鱒孵化場虹別支場十勝事業所から十勝支場を設置

1948・ 4 昭和 23 年 北海道鮭鱒孵化場天塩支場設置

1950・ 3 昭和 25 年 紗那・網走水産指導所廃止

 4    国の水産研究機構の改革により、北海道水産試験場は、水産庁北海道区水産研究所と北海道立水産試験場
に分離され、両者併置制となる

 8    水産試験場網走支場、室蘭分場開庁、紋別、留萌の2ヶ所に水産指導所設置

 12    北海道立水産試験場本場および稚内、網走、釧路、根室支場並びに室蘭、紋別、留萌分場となる

1952・ 4 昭和 27 年 水産資源保護法の施行により、北海道水産孵化場は、北海道立水産孵化場と水産庁北海道さけ・ますふ化

北海道水産試験場のあゆみ

はじめに
　北海道は、広大な土地に豊かな自然環境を擁した河川や湖沼を有し、周囲をそれぞれ異なる特徴をもっ
た3つの海域（太平洋、日本海、オホーツク海）に囲まれています。
　また北海道は、多くの水産資源に恵まれ、全国の漁業生産量の4分の1を生産する日本最大の水産基地
です。その中で水産試験場は、明治21年にその礎を築いて以来、1世紀以上にわたり北海道の水産業に
貢献してきました。
　しかし、沿岸漁業が中心となった近年は総漁獲量が減少し、有用魚種の生息環境悪化など、水産業を取
り巻く社会情勢も急速に多様化し、21世紀に入り様々な問題に直面しています。その中で、持続的な水
産資源の利用を基にした水産業の経営安定を求める声がますます強くなっています。
　このため、水産試験場では地域を支える漁業の振興、水産物の安全性確保と高度利用の推進、自然との
共生を目指した水産業の振興を3つの柱とし、平成22年4月からは、道立試験研究機関の独立行政法人化
に伴い、地方独立行政法人北海道立総合研究機構のもとで、水産業が抱える様々な問題や課題の解決の
ため、多方面にわたる試験研究に取り組んでいます。

場に分離し、これまでに開設されていた北見・根室（旧虹別）・十勝・天塩・千歳・渡島支場を両者併置
制とする

1957・ 10 昭和 32 年 茅部郡森町に北海道立水産孵化場森養鱒場を設置

1961・   昭和 36 年 茅部郡鹿部村（現鹿部町）に北海道立水産孵化場温水増殖実験所を設置

1962・ 9 昭和 37 年 伊達町（現伊達市）有珠に北海道海そう類人工採苗場設置

1963・ 5 昭和 38 年 スケトウダラの冷凍すり身技術特許出願登録される

1964・ 3 昭和 39 年 北海道立水産試験場根室支場及び留萌分場廃止

 4    機構改革により北海道立水産試験場は従来の1本場4支場制を廃止　新たに、北海道立中央・函館・釧路・
網走・稚内の5水産試験場を設置。分場の名称及び位置を指定、中央水産試験場有珠分場、函館水産試験
場室蘭分場、網走水産試験場紋別分場とした

1965・ 11 昭和 40 年 常呂町（現北見市）に北海道佐呂間海そう類人工採苗場及び北海道立網走水産試験場サロマ分場設置

1969・ 4 昭和 44 年 北海道立水産孵化場森養鱒場を森支場と改称。同北見・根室・十勝・天塩・渡島支場を廃止

1970・ 4 昭和 45 年 北海道立水産孵化場千歳支場を千歳試験池に改組

 10    水産孵化場温水増殖実験所を廃止

1972・ 1 昭和 47 年 茅部郡鹿部村（現鹿部町）に北海道立栽培漁業総合センターを設置

1973・ 11 昭和 48 年 北海道立水産孵化場千歳試験地を廃止

     増毛郡増毛町に北海道立水産孵化場増毛支場を設置

1975・ 10 昭和 50 年 幌泉郡えりも町に北海道立水産孵化場えりも支場を設置

1979・ 10 昭和 54 年 稚内市に北海道立水産孵化場宗谷支場を設置

1981・ 1 昭和 56 年 北海道立中央水産試験場有珠分場と北海道立網走水産試験場サロマ分場廃止

1982・ 4 昭和 57 年 北海道立函館水産試験場室蘭分場と北海道立網走水産試験場紋別分場、支場に昇格

 10    虻田郡真狩村に北海道立水産孵化場真狩支場を設置

1983・ 10 昭和 58 年 爾志郡熊石町に北海道立水産孵化場熊石支場を設置

1985・ 11 平成 60 年 恵庭市に北海道立水産孵化場本場新庁舎竣工、札幌市から移転

1988・ 10 平成 63 年 さけます人工孵化放流事業創設満100周年記念式典挙行

1995・ 2 平成 7 年 余市町の北海道立中央水産試験場新庁舎落成

2001・ 10 平成 13 年 北海道立水産試験場創立百周年記念式典挙行　百周年記念シンポジウム開催

2004・ 7 平成 16 年 北海道立水産孵化場増毛支場を道北支場に、熊石支場を道南支場に、森支場を道南支場の試験池に改組。
中標津町に道東支場、網走市に道東内水面室を設置。同えりも支場、真狩支場、宗谷支場を廃止

2006・ 3 平成 18 年 北海道立網走水産試験場紋別支場廃止

 4    栽培漁業総合センターと函館水産試験場室蘭支場の統合により、北海道立栽培水産試験場（室蘭市）を設置

2010・ 4 平成 22 年 北海道の機構改正（試験研究機関の独立行政法人化）に伴い、北海道立水産試験場の６場及び水産孵化場は、
地方独立行政法人北海道立総合研究機構に移行、また、北海道立水産孵化場はさけます・内水面水産試験
場に改称

2011・ 11 平成 23 年 さけます・内水面水産試験場道北支場を廃止

2014・ ６ 平成 26 年 函館水産試験場　函館市湯川町から同市弁天町の新設「函館市国際水産・海洋総合研究センター」へ移転

2016・ ４ 平成 28 年 さけます・内水面水産試験場道東内水面グループを廃止、道東支場を道東センターに改組

2017・ 3 平成 29 年 釧路水産試験場　場長及び総務部が釧路市浜町から同場加工利用部のある同市仲浜町へ移転
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資源管理型漁業の推進　－安定した漁業生産の確保－

Promotion of sea farming to enhance fi shery production

　魚の生態や資源状況などの調査結果をもとに、資源を持続的に利用するための管理方法の研究をしています。また、水産
試験場が所有する3隻の試験調査船を用いて、主要な漁獲対象種の分布状況と餌となる動物プランクトンの分布や水温など
の生息環境を調査して漁況予測を行うとともに、環境変動と資源の関係なども研究しています。
　平成８年から「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（TAC法）が制定され、スケトウダラ、スルメイカ、サンマ
などの特定魚種について、資源評価に基づき漁獲可能量（TAC：Total Allowable Catch）を定めて資源を管理するTAC制
度が導入されたことにより、資源評価や管理方法の高度化がいっそう求められています。

　We plan and develop methods of stock management for sustainable development of marine fisheries resources around Hokkaido 
based on the results of biological and ecological  research. We conduct surveys to study the distribution and abundance of target 
species for commercial fisheries, and to monitor water temperature and various types of plankton using our three research vessels. 
These survey data are used for prediction of fishing conditions, and for studying the relationship between stock conditions and 
environmental changes.
　In 1996, the Japanese government established “The law for preservation and management of marine fisheries resources”, and 
introduced a Total Allowable Catch（TAC）management system for walleye pollock, Japanese common squid, Pacific saury, and 
other species. This will require more progressive estimation of stock abundance and management methods.

漁業および水産資源のモニタリングと評価
Monitoring and estimation of fisheries and marine fisheries resources 
　水産資源の管理や漁況予測を行う上で基本となる、漁獲量や操業隻数などの漁業情報や漁獲対象となる生物の体長･体重や年齢組成などを調べ、情報を蓄積
しています（モニタリング）。また、試験調査船を用いて、漁業からは得られない様々な調査データを収集しています。これらの蓄積されたデータを使って、資
源状態に見合った適正な漁業を営むため、北海道周辺海域の主要な水産資源の資源水準や動向などを評価しています（資源評価）。

耳石の輪紋から魚の年齢や日齢を調べ、資源量予測に役立てています。

Ｘ線を使ってニシンなどの脊椎骨
数を調べ、系群の判別を行ってい
ます。

＊耳石（じせき）：魚類の内耳にある石灰質の結晶。成長に伴って輪紋が形成されること
から、その魚の年齢や日齢を調べることができる。

上段左：ソウハチの耳石
　　右：ホッケの耳石

試験調査船によるトロール調査の結果から、スケトウダラ、ホッケ、ハタハタなどの分布量を調べています。 試験調査船によるソリネット調査の結果から、これから
漁獲対象資源に育つカレイの稚魚を調べています。

宗谷地区のミズダコ分布（４月） 宗谷地区のミズダコ分布（９月） 潮流カレンダー

中段左：スルメイカの耳石
　　右：中心付近の拡大図

下段左：ハタハタの耳石
　　右：スケトウダラの耳石

計量魚群探知機を使って、海の中にいる魚の量を調べ、資源評価や漁況予測に
利用しています。スケトウダラ調査データ解析例（北海道渡島、胆振沖）

収集されたデータにもとづいて北海道周辺の主要な水産資源の評価を行っています。
そのうち23魚種47海域の評価結果を北海道水産資源管理マニュアルとして公開して
います。また、様々な会議で結果を広報しています。

水産資源を持続的に利用するための資源管理技術の開発
Development of stock management techniques for sustainable development of marine fisheries resources 
　水産資源を持続的に利用するために、資源を上手に管理する方法や資源にやさしい漁具の研究をしています。これらの研究結果にもとづいて、海域や魚種にあっ
た管理方法を提案しています。

地理情報解析システムを用いて、漁業から得られたデータからミズダコの分布図を作り、季節毎の分布の変化を明らかにしました。また、漁法の特徴を研究して、漁獲に適した
潮流の発生する時間を予測した潮流カレンダーを作成しました。これらの情報を利用して、無駄のない効率的な操業と資源管理を提案しています。

試験調査船によるえびかごの漁獲試験を行い、網目と漁獲されるエビ
の大きさの関係を調べました。

ホッコクアカエビのえびかごの網目を変化させた場合の漁獲金額（左）と資源変動の予測（右）
生産金額や資源の変動を考慮した適正な管理の方法を提案しています。
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調査船による海洋観測（上）と最新の機器を使った海水の分析（下）

麻痺性貝毒プランクトン
Alexandrium tamarense

（アレキサンドリウム・タマレンセ）

試験調査船による流し網を使った漁獲試験

1台1時間あたりの釣獲尾数を指標として用い、分布密度を調べます。

採集されたサンマの数やサイズを船の上で計測します。

調査点ごとのスルメイカの釣り機１台１時
間あたりの釣獲尾数から、分布状態を調べ、
速報として提供しています。

調査船に搭載された計量魚群探知機を使ってスケトウダラ
の分布図を作成して漁場や来遊量の予測を行い、速報とし
て提供しています。

北海道のはるか沖合まで航海し、水温とサンマの分布量を
調べた結果を速報として提供しています。

海洋観測結果と貝毒プランクトンの分布
上：貝毒プランクトンが多かった時期
下：貝毒プランクトンが少なかった時期

オホーツク海における麻痺性貝毒プランクトンの発生と海洋環境の関係を調べ、貝毒の発生を予測する手法を開発しました。これを利用して、計画的なホタテ貝
の出荷を支援しています。

麻痺性貝毒予測フローチャート

ネットを使ったプランクトン採集
と採集された動物プランクトン

試験調査船を用いて行った定期海洋観測結果をもとに作成した、北海道周辺海域の
1989～2006年の平均水温（水深50m）水平分布図です。このような長期間にわた
り蓄積されたデータがあるので、毎年の観測結果が例年より高いか低いかがわかります。
（上6月、下12月）

資源管理型漁業の推進　─漁場環境変動の監視・予測─

Eff ective management of marine fi sheries resources

水産試験場所属の試験調査船
Research vessels of Hokkaido Fisheries Research Institutes
　水産試験場所属の３隻の試験調査船は、北海道周辺海域でスケトウダラ、ホッケなどの底魚類の資源調査、マイワシ・マサバ、スルメイカ、サンマなどの広
域に移動、分布する浮魚類の資源調査、ホタテラーバ調査、定期海洋観測など各種の調査研究を行っています。また、試験調査船による調査は、漁業のはじま
る前の資源状態や将来の資源となる稚魚などの情報も得られるので、漁況予報や資源の動向を予測する上で非常に重要な位置を占めています。

安定した漁業経営を支える漁海況予報技術の開発
Development of marine fisheries techniques and environmental prediction to ensure stable fisheries economics
　漁場への移動を効率的にしたり、魚群探索にかける時間を少なくするなど、漁獲コストを減らすことで漁業経営の安定化をはかることを目的として、サンマ、
スルメイカ、スケトウダラなどを対象に、来遊する資源量や漁場の形成に関する精度の高い予測技術の開発・改良に取り組んでいます。さらに、情報システム
を利用し、これらの予測結果をより広く迅速に提供しています。

海洋環境のモニタリングと評価
Monitoring and estimation of the marine environment
　水産資源の動向や漁場形成の予測、種苗放流時期の決定などに重要な海洋環境を観測して長期間にわたりデータを蓄積しています。これらの長期間にわたり
蓄積されたデータを用いて、海洋環境の変動を明らかにするとともに、環境変動や貝毒プランクトン発生などの予測技術に取り組んでいます。

北洋丸（237トン）稚内水試所属 金星丸（151トン）函館水試所属 北辰丸（255トン）釧路水試所属

水温（℃）

緯
度
（
°
）

経度（°）

水温（℃）
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左は鰓が白い貧血症のヒラメ、右は正常魚

ホタテガイの生息環境調査を実施しています。 免疫染色でホタテガイ幼生を判別します。採苗情報発信が、
迅速に行えます。

様々な魚介類の病理検
査を実施しています。

ホタテガイ垂下養殖
のロープに付くヨー
ロッパザラボヤ。
養殖貝に甚大な被害
を及ぼします。

魚類に寄生し脳に至るスクーチカ

漁業の生産力を高める増養殖技術の推進
Enhancement of fi shery production

　北海道では各地でヒラメ・ニシン・マツカワ等の魚類、ホタテガイ・アサリ等の貝類、ウニ類やマナマコの栽培漁業が行われ
ています。これらは、沿岸の水産資源を増やし安定させるために不可欠なものとなっており、水産試験場ではこれらの技術向上
を図るため、様々な調査研究を行っています。また、波や流れが生物に与える影響等について、水槽実験や環境シミュレーショ
ンによる解析も行っています。このような研究成果をもとに漁業生産力を高めるための増養殖技術の開発に取り組んでいます。

　Large-scale sea farming of more than ten fi sh species, including  the Japanese fl ounder, Pacifi c herring, and Barfi n fl ounder, 
shellfi sh such as the Japanese scallop and short-neck clam, sea urchins and also sea cucumber, is being promoted in various parts 
of Hokkaido. This research is essential  for enhancing and stabilizing coastal fi shery resources, and various aspects are currently 
being investigated. In addition, computer simulations of hydrodynamics are being conducted to estimate the infl uences of wave 
action and water current on fi sheries resources. These research activities have led to the development of sea farming techniques 
to enhance fi sheries production in Hokkaido.

Ａ：ふ化したばかり
Ｈ：目が移動してくる
Juvenile：稚魚

マツカワ人工種苗の船上放流

マツカワ仔魚の発育過程

ウニ口器の中間骨
リングが認められ、放流した
個体だとわかります。

人工種苗にALC標識をつけ
て放流効果を調べます。蛍光
顕微鏡下でオレンジ色に光っ
て確認できます。

ニシンの耳石
中央とその外側にリング状に
標識が認められます。このよ
うな組み合わせで放流群も区
別できます。

チヂミコンブの養殖技術開発を行っています。
チヂミコンブの生長過程

マナマコの卵から稚ナマコに
至る発育過程

マナマコの放流技術開発を行っ
ています。
マナマコ人工種苗の潜水放流

磯焼けした海底

波浪環境シミュレーション水槽

環境刺激シミュレーション水槽

海域特性に適した種苗生産・増養殖技術の開発
Development of technology for seed production and enhancement appropriate for sea areas with specific characteristics 
　大量かつ安定した放流用種苗の生産技術や種苗の放流後の成長、生残、回収率など、水産資源の増加あるいは安定のための栽培漁業に関する技術開発を進め
ています。また、地域振興への貢献を目指し、新たなコンブ類の養殖技術開発も実施しています。

地域を支える基幹産業の安定化のための技術開発
Development of technology for stabilization of key regional industries
　ホタテガイ漁業は、北海道を代表する基幹産業となっています。このような地域を代表する漁業が安定して、安心して続けられるように、漁場環境等を調査・
研究し、常に監視するとともに、これらが円滑にかつ効率良く進められるための技術の改良や様々な情報の発信を担っています。

海洋を効率的に利用するための漁場造成に関する調査研究
Investigation and research for creation of fishing grounds for effective use of ocean areas
　沿岸域の開発や大規模な環境変化による藻場・干潟の減少や、閉鎖水域での水質悪化等が問題となっています。そのため、土木工学的手法を用いて、水産生
物をはじめ多くの生物にとって産卵・成育・生活の場となる沿岸環境の保全や、漁場の生産力を向上させるための調査研究に取り組んでいます。

増養殖対象種の防疫に関する技術開発
Development of technology for prevention of epidemics in fish and shellfish for enhancement of culture efficiency
　種苗生産や養殖では、時折病気が発生し、ひどい時には大量斃死を引き起こし大変な被害を及ぼします。発生する疾病対策、また、それを起こさないための
防疫に関する試験研究、現場への指導を行っています。そのような疾病の診断や治療、発生原因の究明、蔓延しないための対策を行っています。

流動環境シミュレーション水槽

ウニの摂餌圧を、流れによって制御する
手法で造成したホソメコンブ群落

ホタテ貝殻を散布することで、アサリ
稚貝の着底・蝟集を促進させ、資源の
回復・増殖を図っています。

水産工業分野では生物の生息条件を研究するため、生物
の行動特性と波や流れとの関連の解明などに取り組んで
います。
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水産物の安全供給技術の確立
Establishment of safety- promoting techniques for marine products
　二枚貝などが有毒プランクトンの発生により毒化する貝毒について、時期や部位による毒性値の変化を把握することにより、消費者へ安全・安心な水産物を
提供するための基礎的なデータを蓄積しています。また、水産物の食中毒菌や寄生虫による汚染調査、加工場での衛生調査や講習会による安全管理の啓発を行っ
ています。

　道産水産物の安全性及び品質に対する評価を高めるとともに、限られた資源の有効利用を図るため、地域水産物の品質管
理や付加価値の向上、未利用資源の有効利用などに関する試験研究や技術開発を行っています。

　We are studying some investigation techniques and technological developments aimed at quality control to enhance the value of 
local marine products and the utilization of unexploited stocks, and to increase the safety of Hokkaido marine products, as well as 
evaluation of their quality and planning of the efficient utilization of limited stocks.

生鮮魚介類及び水産加工品の鮮度・品質保持に関する技術開発
Development of techniques for maintaining the freshness and quality of fish, shellfish and processed marine products
　消費者の自然志向や健康志向に対応し、地域水産物を新鮮で良質な状態で提供するための高鮮度・高品質保持技術の開発を行い、鮮度・品質保持マニュアル
の作成と普及に取り組んでいます。

ホタテガイの毒化試験 腸炎ビブリオなどの細菌検査 加工場の衛生調査

低温蓄養による活力回復

高酸素塩水製造装置

ホタテガイ活貝柱高酸素塩水パック

脱血による色調改善

鮮度保持マニュアル

水産物の安全性確保と高度利用の推進
Promotion of safety and increased utilization of marine products

水産物の高付加価値化及び品質評価に関する技術開発
Development of techniques for enhancing the value and quality evaluation of marine products
　水産物の産地や漁獲時期、大きさなどによる栄養特性や健康性、旬、おいしさなどを明らかにする原料特性調査や、地域水産物の品質評価技術の開発による
ブランド化の支援を行っています。また、それらの付加価値を高めるため、新しい加工技術の開発を行っています。

未利用･低利用資源の有効利用技術の開発
Development of techniques for efficient utilization of unexploited marine products
　十分に利用されていない魚介類や海藻類を食品素材や医薬品として有効活用するため、有用成分の検索、抽出、分離、精製およびリサイクル技術の開発を行っ
ています。また、その技術開発を効率的に進めるため、他の試験研究機関・民間企業などと連携した取り組みを積極的に行っています。

乾ホタテ貝柱の品質評価 サケ肉の色調とカロテノイドの関係

ホタテ飯寿司の商品化

製造マニュアル

ヒトデ利用技術の開発

生鮮貝柱の硬化（死後硬直）を抑制
　低温蓄養による活力回復と高酸素塩水による呼吸維持により、貝柱のエネルギーが維持
され、活きた状態が持続することで、生鮮貝柱流通上の問題「硬化」を抑制します。
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北海道で水揚げされるサケ属魚類　注）上段：海面で捕られた魚（銀毛）　下段：河川で捕られた魚（ブナ）
Salmonids caught by fisheries programs in Hokkaido

ふ化放流事業の流れ　Flow of artificial breeding

サ  ケ
Oncorhynchus keta

カラフトマス
Oncorhynchus gorbuscha

サクラマス
Oncorhynchus masou

採　卵

卵、仔魚の管理

さけます増殖と資源の効率的管理の増進
Eff ective management of salmon enhancement programs and resources

　さけますとは、北太平洋に生息するサケ属魚類の総称であり、北海道に生息する在来サケ属はサケ（シロサケ）・カラフト
マス・サクラマス（やまべ）、ベニザケ（ヒメマス）のサケ属魚類4種です。なかでもサケは北海道における重要な漁業種であ
り、官民一体となった綿密な捕獲・採卵計画によるふ化放流事業と来遊予測による的確な資源管理を実施しています。さけま
す資源を支えるために、人工増殖・放流方法・来遊予測・生息環境など、これまでさけますに関するあらゆる研究に取り組ん
できました。近年では、生物多様性の保全の観点から、野生サケの生息状況の実態把握と資源管理にも取り組んでいます。

　Salmonids, commonly called “Sakemasu” in Japan, inhabit the North Pacific rim. Anadromous salmonids in  Hokkaido include 
chum salmon, pink salmon, masu salmon, and sockeye salmon. Chum salmon in particular is the most important fishery species. It 
is supported mainly by a hatcheries program on the basis of accurate pre-season prediction  and suitable management of adult-
catch and fry-release during the season. We have been involved in many scientific studies including improvement of artificial 
breeding, accurate forecasting of adult runs, and restoration of the stream habitat to support  salmon resources for fisheries. In 
recent years, from the perspective of biodiversity conservation, we have been studying the status of habitat environments and 
resource management for wild salmon.

効率的増殖管理に関わる調査研究
Research and investigation for effective management of salmon enhancement
　回帰親魚の年齢等の生物情報を蓄積することで、資源構造の解析や来遊予測を行い、持続性の高い資源管理を進め
て行きます。また、標識放流等を通じて河川および沿岸域での幼稚魚の調査を行い、回帰率向上のための効率的なふ
化放流技術を開発します。

生物多様性保全に関わる調査研究
Research and investigation for conservation of biodiversity
　近年、生物多様性保全の重要度が指摘されていることを背景に、人工ふ化放流魚の遺伝的多様性の維持に加えて、野
生さけますの資源管理を進めるためDNA解析や遡上数算定等の生物調査を行っています。

鱗から年齢情報を得て資源構造を把握する

Focus
1

2 3

野生魚の遡上調査

スクリュートラップを用いた幼稚魚の降河調査

DNAを解析し、
集団を比較

サケ稚魚降海後の沿岸環境調査

倒立顕微鏡を用い、
耳石に付いている
標識を確認

●：野生サケが確認された河川
○：野生サケが確認されなかった河川

親魚の回帰

放流前の稚魚

親魚の捕獲

稚魚の管理
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　ワカサギ・シジミ・シラウオ 　ワカサギ稚魚調査（網走湖）

内水面漁業における資源管理と増殖技術の開発
Technical development of resource management and artificial propagation in freshwater fisheries

　半閉鎖系である河川や湖沼で生活する生物は、自然の、あるいは人間活動に伴う僅かな環境変化に反応してその生息数
などを変動させます。従って、対象生物の生態的特徴や各漁場の環境的特徴を把握したうえで、漁獲量や漁獲時期などを
コントロールする資源管理技術や、効率的な増殖技術の開発に取り組んでいます。

　カワヤツメ幼生分布状況調査（石狩川） 　シシャモ・カワヤツメ（幼生）・ヒメマス

　湖沼のワカサギやシジミ、河川でのカワヤツメなどを対象とする内水面漁業、ニジマスなどを対象とする内水面養殖業は、
北海道内各地の特色ある地域産業として発展してきました。これらの産業を振興するために、主に漁業有用生物を対象とし
て、生物学的及び生息環境情報の蓄積、資源のモニタリングと資源管理・増殖手法の技術開発や指導、養殖経営の安定化や
魚病防除に関する調査研究に取り組んでいます。
　また、漁業生物だけではなく、河川や湖沼湿地の生物多様性の維持を目的として、そこに生息する魚介類全般の保護育成
を図るために、水域の環境調査や外来魚駆除技術の開発ならびに希少種の保全に関する調査を実施しています。

　Both freshwater fisheries and inland aquaculture have been developed as important local industries in Hokkaido. For the 
sustainability and further development of  freshwater fisheries, we carry out research on the biology, resource management and 
artificial propagation of target species. Technical developments for the prevention and treatment of fish diseases, and technical 
improvement of aquaculture production methods are important aspects of our work. We also conduct a wide range of research, on 
water environments, invasion by alien species, and conservation of rare species, in order to preserve the biodiversity in the rivers, 
lakes and wetlands of Hokkaido.

内水面漁業・養殖業の振興と水域環境・
生態系の保全
Studies aimed at promotion of freshwater fi sheries and aquaculture  development, and
conservation of freshwater ecosystems and environments  

　魚の体表や鰓に寄生する原虫類（左：トリコディナ、右：イクチオボド）

　魚類の免疫パラメータの測定

　非成熟三倍体サクラマス（上）とその生殖腺（左下）、雄特異遺伝子による性判別（右下）

  外来魚主要3種（ブラウントラウト・ブルーギル・オオクチバス）と電気ショッカーボートによる外来魚調査（函館五稜郭）

　絶滅危惧種イトウの保護 湖沼環境調査（倶多楽湖）

内水面有用生物の育成技術と魚類防疫対策技術の開発
Technical improvement of inland aquaculture and prevention of fish diseases

　内水面増養殖において商品価値の高い雌のみを作出する性統御技術や不妊化技術の開発など、新しい育成技術開発を行
います。また、増養殖で発生する魚病の診断や治療を行うとともに、どのような環境で魚病が発生するのかをモニタリン
グし、予防方法を開発するなど防疫体制を推進しています。

水域生態系の評価と保全に関する技術開発
Evaluation and conservation of freshwater ecosystems

　道内の湖沼において水質などを継続して調べて、有用魚種をはじめとする多様な水生生物が生息できる環境を維持するた
めの研究を行っています。また、本道の在来生態系を保全するために、イトウなどの絶滅危惧種の保護に向けた調査研究や、
電気ショッカーボートを使用したブラックバス・ブルーギル駆除手法などの外来魚対策技術の開発に取り組んでいます。
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水産博物館

運上家

至小樽

余市駅前

ニッカ
ウヰスキー

警
察
署
役
場
保
健
所

至
倶
知
安

J
R
余
市
駅

国
道
5
号

釧路駅下車　釧路駅から車で5分または徒歩30分

釧路バス　釧路駅前発　新富士新野線
○仲浜町庁舎　寿4丁目下車　徒歩3分
○浜町庁舎　　寿4丁目下車　徒歩5分
仲浜町庁舎から600ｍのところに浜町庁舎があります

釧路水産試験場 （仲浜町庁舎・浜町庁舎）

●仲浜町庁舎（場長、総務部、加工利用部）　
　　　　 〒085－0027　釧路市仲浜町4－25
　　　　　TEL 0154－23－6221　FAX 0154－24－7084
●浜町庁舎（調査研究部）　〒085－0024　釧路市浜町2－6
　　　　　TEL 0154－23－6222　FAX 0154－23－6225
J　R

バ　ス

至帯広

釧路日産

浜町庁舎

釧
路
市
漁
協

釧路水産センター
（マリントポス）

仲浜町庁舎

寿4丁目

コンビニ

国道38号
釧路ガス

信組

港湾合同庁舎

郵便局

釧路駅前
ターミナル

至根室

J R
釧路駅

沢町郵便局

北海信金
水産試験場前

J R
室蘭駅

長崎屋

北振中

文化センター

市役所

武楊小

室
蘭
漁
協

追直漁港

網走駅から釧網本線　釧路方面行き
鱒浦駅下車（所要時間約10分）徒歩3分
釧路駅から釧網本線　網走方面行き
鱒浦駅下車（所要時間約3時間）徒歩3分
網走駅からは車で20分

北見バス　網走バス
網走駅前から東藻琴または
斜里行き
鱒浦郵便局前下車　徒歩2分

網走水産試験場（場長、総務課、調査研究部）
〒099－3119　網走市鱒浦1－1－1
TEL 0152－43－4591　FAX 0152－43－4593

J　R バ　ス

オホーツク海

国道244号

至北見

JR網走駅

JR桂台駅

至潮見

鱒浦郵便局前
郵便局

JR鱒浦駅

市役所

NTT

網
走
駅
前

遠軽駅発、札幌駅発、旭川駅発紋別行き紋別バスターミナル下車
紋別バスターミナルから徒歩7分

 

バ　ス

紋別バスターミナル

至稚内

セントラル
ホテル

紋別プリンス
ホテル

至網走

太平洋セメント

道
道
紋
別
丸
瀬
布
線

紋
別
道
の
駅

南稚内駅下車　南稚内駅から車で5分

宗谷バス　南稚内駅前発　潮見5丁目行き
潮見3丁目下車　徒歩15分

稚内水産試験場
〒097－0001　稚内市末広4－5－15
TEL 0162－32－7177　FAX 0162－32－7171 

J　R

バ　ス

国道
J R 南稚内駅

国道40号
西条

至　稚内駅

宗谷支庁

稚内地方
合同庁舎

潮見3丁目
バス停

国道230号
至　宗谷岬

至
　
豊
富

JR恵み野駅

イトーヨーカドー

至北広島市IC至札幌

至恵庭IC 至恵庭市街 至JR恵庭駅

ホーマック

柏陽中

陸上
自衛
隊

道
央
自
動
車
道

道
道
江
別
恵
庭
線

恵庭バイパス

●道南支場　〒043－0402　二海郡八雲町熊石鮎川町189－43
　TEL 01398－2－2370　FAX 01398－2－2375

　八雲駅下車、車で45分 函館バス
 八雲駅から江差ターミナル行（所要時間46分）
 鮎川下車、徒歩10分

●道東センター　〒086－1164　標津郡中標津町丸山3－1－10 
　TEL 01537－2－6141　FAX 01537－2－5188

　釧路バス　中標津ターミナル下車、タクシーで5分または徒歩20分
バ　ス

バ　スJ　R

函館水産試験場
〒040－0051　函館市弁天町20番5号
　　　　　　　　函館市国際水産・海洋総合研究センター内
TEL 0138－83－2892　FAX 0138－83－2849

●網走水産試験場加工利用部　〒094－0011　紋別市港町7－8－5
　TEL 0158－23－3266　FAX 0158－23－3352

函館
どっく前

国
道
27
9号

市  電

函館駅発　函館どっく前行　函館どっく前下車　徒歩15分

J　R

函館駅下車　函館駅から車で15分
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（改訂）

地方独立行政法人

表紙写真

（上段左）

・サケの孵化稚魚と、定置網での秋サケの漁獲風景（網走沖）
※漁獲風景の写真は、㈱水産グラフの高橋正美氏の提供

（上段右）

・免疫染色を行ったホタテガイの幼生と、桁びき網でのホタテガイの漁獲風景（紋別沖）

（下段左）

・海藻類に産卵したニシンの卵（小樽沖）

（下段右）

・刺し網で漁獲したニシンの水揚げ風景（厚田漁港）
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