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開催年月日 表　題
　　  コンビーナー 会　場 開催都市 掲載巻号

1962年4月6日 水産海洋学（漁況海況調査）のあり方シンポジウム
　　  宇田道隆・斎藤泰一・丸茂隆三・平野敏行・中井甚二郎・
松江吉行

東京水産大学 東京都 1

1962年6月15日 第1回鯨漁場座談会
　　    奈須敬二・宇田道隆 東京水産大学 東京都 2

1962年7月23日 第2回鯨漁場座談会
　　    奈須敬二・宇田道隆 日本水産株式会社 東京都 2

1962年11月5日 西日本近海，東海方面の海況変動と漁況変動の関連
　　    辻田時美・宇田道隆 長崎県農協会館 長崎市 2

1963年2月14日 北洋（主としてさけます）漁場に関する水産海洋研究座談会
　　    宇田道隆・平野敏行 大日本水産会 東京都 2

1963年4月6日 国際インド洋調査に関するシンポジウム
　　    宇田道隆・寺田一彦・松江吉行・元田　茂・佐々木忠義 東海区水産研究所 東京都 3

1963年5月1日 近海漁場に関する研究座談会
　　    岩下光男・井上元男 清水魚株式会社 清水市 3

1963年6月6日 カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    小出勲男・宇田道隆 平河町砂防会館 東京都 3

1963年6月21日 第3回鯨漁場に関する座談会
　　    奈須敬二・宇田道隆 東京水産大学 東京都 3

1963年10月25日 本年（1963年）冬春季の海況，漁況異変に関するシンポジウム
　　    平野敏行 京都大学理学部 京都市 4

1963年11月26日 水産海洋測器に関する座談会
　　    岩下光男 東海大学海洋学部 清水市 4

1963年12月23日 第2回北洋（サケ・マス・底魚）漁場に関する水産海洋研究 
座談会
　　    平野敏行 日本都市センター 東京都 4

1964年4月6日 国際インド洋観測シンポジウム
　　    石野　誠 気象庁 東京都 5

1964年4月28日 底魚座談会
　　    宇田道隆 丸ビル精養軒 東京都 5

1964年6月2日 沿岸の海洋・気象と浅海増殖に関する座談会
　　    斎藤泰一 全海苔ビル 東京都 5

1964年7月10日 第4回鯨に関する座談会
　　    奈須敬二 東京水産大学 東京都 5

1964年9月5日 サケ・マス生活の場としての北洋の海洋学的諸問題
　　    平野敏行・辻田時美・渡辺貫太郎・宇田道隆 函館商工会議所 函館市 6

1964年9月28日 第5回鯨に関する座談会 東京水産大学 東京都 6
1965年2月11日 第3回北洋漁場（サケ・マス・底魚）に関する水産海洋研究 

座談会
　　    平野敏行 全国町村会館 東京都 7

1965年3月16日 第2回水産海洋測器座談会
　　    岩下光男 東海大学 清水市 8

1965年4月6日 水産面から見た黒潮に関するシンポジウム
　　    佐藤　栄 東海区水産研究所 東京都 7

1965年6月29日 のり漁場に関する水産海洋研究座談会
　　    斎藤泰一 全海苔会館 東京都 8

1965年7月9日 第6回鯨に関する座談会
　　    奈須敬二・大隅清治 極洋捕鯨（株） 東京都 7

1965年8月9日 第4回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    宇田道隆 神奈川県水産試験場 三浦市 8

1965年9月3日 底魚漁場座談会
　　    宇田道隆 全国町村会館 東京都 8
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1965年10月12日 シラス，カタクチイワシ，カツオおよびビンナガの研究座談会
　　    中井甚二郎 東海大学 清水市 8

1966年1月17日 相模湾，東京湾に関する研究会
　　    平野敏行 東海区水産研究所 東京都 9

1966年2月17日 第4回北洋漁業（サケ・マス・底魚）に関する水産海洋研究 
座談会
　　    平野敏行 平河町都市センター 東京都 9

1966年4月10日 赤潮に関する研究会
　　    辻田時美 東海区水産研究所 東京都 9

1966年4月26日 第5回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    岩下光男 焼津漁業協同組合 焼津市 9

1966年5月13日 水産海洋生物音響学座談会
　　    宇田道隆 東海区水産研究所 東京都 9

1966年5月23日 温排水に関する研究座談会
　　    宇田道隆 東海区水産研究所 東京都 9

1966年6月29日 海況および気象と沿岸海苔漁場との関連についての座談会
　　    斎藤泰一 全海苔会館 東京都 11

1966年6月30日 潜水工学研究座談会
　　    西村　実 東京水産大学 東京都 10

1966年9月2日 水産海洋研究情報座談会
　　    小牧勇蔵 東京水産大学 東京都 10

1966年11月7日 水産海洋研究会昭和41年度秋季シンポジウム　水産における
海洋観測の意義とその利用
　　    平野敏行 東海区水産研究所 東京都 10

1966年12月7日 第7回鯨に関する座談会
　　    大隅清治 日本水産株式会社 東京都 11

1966年12月8日 第6回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    中込　淳 三崎町商工会議所 三浦市 10

1967年2月27日 第5回北洋漁場に関する水産海洋研究座談会
　　    平野敏行 都市センター 東京都 11

1967年4月10日 水産海洋研究会昭和42年度春季シンポジウム　海底地形・
DSL生物・海流について
　　    宇田道隆 東海区水産研究所 東京都 11

1967年6月8日 第8回鯨に関する座談会
　　    奈須敬二 東京水産大学 東京都 11

1967年6月27日 第4回海苔漁場座談会
　　    斎藤泰一 全海苔会館 東京都 12

1967年7月3日 相模湾，東京湾水産海洋調査研究に関する座談会
　　    平野敏行 東海区水産研究所 東京都 12

1967年8月25日 水産海洋研究会昭和42年度秋季シンポジウム　釧路沖暖水塊の
消長と漁況の関連
　　    辻田時美 東北区水産研究所 塩竈市 12

1967年10月20日 座談会「漁海況予報のための海況と気象との関係を中心として」
　　    本城康至・平野敏行 全国漁業協同組合連合会 東京都 12

1967年11月8日 第7回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会　ミナミマグロ
の問題
　　    中込　淳 三崎水産会館 三浦市 12

1967年11月24日 トロール漁場座談会　海外新漁場開発について
　　    宇田道隆 大日本水産会 東京都 12

1968年2月19日 第3回海洋測器座談会
　　    西村　実 東海区水産研究所 東京都 13

1968年2月28日 第6回北洋漁場に関する水産海洋研究座談会　最近の漁海況の
問題点について
　　    平野敏行 大日本水産会 東京都 13

1968年4月6日 水産海洋研究会昭和43年度春季シンポジウム　世界的規模に
おける水産海洋研究発達の展望と将来
　　    宇田道隆・辻田時美 東海区水産研究所 東京都 13
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1968年6月24日 相模湾・東京湾（駿河湾を含む）水産海洋調査研究に関する 
座談会　本年冬春の漁海況の特徴
　　    平野敏行 東海区水産研究所 東京都 14

1968年8月9日 第9回鯨に関する研究座談会　1967/68年度（第22南）南極洋
捕鯨操業について
　　    奈須敬二 日本水産株式会社 東京都 14

1968年9月5日 沿岸の気象・海況とノリ養殖に関する座談会
　　    斎藤泰一 全海苔会館 東京都 14

1968年10月29日 座談会「海況通報における研究の現状と問題点」
　　    本城康至 全国漁業協同組合連合会 東京都 14

1968年11月19日 水産海洋研究会昭和43年度秋季シンポジウム　日本海における
漁海況の諸問題
　　    小味山太一 舞鶴労働セツルメント 舞鶴市 14

1968年12月6日 第8回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    井上元男 焼津漁業協同組合 焼津市 15

1968年12月13日 第10回鯨に関する座談会　昭和43年度北洋捕鯨の操業結果に
ついて
　　    奈須敬二 大洋漁業株式会社 東京都 14

1969年1月24日 遠洋トロール漁業に関する水産海洋研究座談会　遠洋トロール
漁業の現況と問題点
　　    奈須敬二・宇田道隆 大日本水産会 東京都 15

1969年1月27日 カタクチイワシに関するシンポジウム
　　    服部茂昌 新居町水産会館 新居町 15

1969年2月25日 第7回北洋漁場に関する水産海況研究座談会　サケ・マス漁況
と海洋環境
　　    平野敏行・奈須敬二 大日本水産会 東京都 15

1969年4月5日 水産海洋研究会昭和44年度春季シンポジウム　海洋生物資源
開発における水産海洋の諸問題
　　    辻田時美・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 15

1969年6月30日 水産資源・海洋研究への電子計算機の利用に関する 
シンポジウム
　　    鉄　健司・河井智康 東海区水産研究所 東京都 15

1969年8月4日 第11回鯨に関する座談会　1968/69年度（第28南）南極洋捕鯨
操業について
　　    河村章人 日本水産株式会社 東京都 16

1969年8月29日 相模湾・東京湾水産海洋調査研究に関する研究会
　　    平野敏行 東海区水産研究所 東京都 16

1969年9月8日 第9回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    中込　淳 三浦商工会議所 三浦市 16

1969年9月25日 冷水域と漁業についてのシンポジウム
　　    小味山太一 京都府漁連宮津支所 宮津市 16

1969年10月18日 伊勢湾・三河湾の漁業開発に関するシンポジウム
　　    平野敏行・服部茂昌・山上　操 三重県立大学 津市 16

1970年1月9日 「漁海況長期変動と予想の問題」に関する座談会
　　    奈須敬二 東海大学海洋学部 清水市 16

1970年1月27日 サンマ資源開発についての座談会
　　    小達　繁・宇田道隆 福島県水産会館 いわき市 17

1970年2月10日 第12回鯨に関する座談会
　　    町田三郎 松本楼 東京都 17

1970年2月16日 サバ釣り漁業に関する研究座談会
　　    花戸忠夫・小倉通男 千倉町役場 千倉町 17

1970年2月25日 遠洋トロールに関する座談会
　　    宇田道隆・奈須敬二 大日本水産会 東京都 17

1970年4月6日 水産海洋研究会昭和45年度春季シンポジウム　漁況海況の 
長期変動について
　　    平野敏行・本城康至・奈須敬二 東海区水産研究所 東京都 17
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1970年7月31日 東京湾・相模湾・駿河湾水産海洋調査研究に関する研究会
　　    平野敏行・上原　進 東海区水産研究所 東京都 18

1970年11月16日 水産海洋研究会昭和45年度秋季シンポジウム　公害と水産海洋
　　    平野敏行・服部茂昌 東海区水産研究所 東京都 18

1970年11月21日 第10回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    井上元男 焼津漁業協同組合 焼津市 18

1970年11月27日 第13回鯨に関する座談会
　　    河村章人 日本水産株式会社 東京都 18

1971年1月18日 遠洋トロール漁業に関する水産海洋研究座談会
　　    三谷文夫・宇田道隆 大日本水産会 東京都 19

1971年3月8日 第11回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    中込　淳 三崎水産会館 三浦市 19

1971年3月25日 第9回北洋漁場に関する水産海洋研究座談会
　　    佐野　蘊 大日本水産会 東京都 19

1971年4月5日 水産海洋研究会昭和46年度春季シンポジウム　基礎生産から
漁業生産までの諸問題
　　    平野敏行・服部茂昌 東海区水産研究所 東京都 19

1971年4月30日 定置網漁業の諸問題―相模湾を中心として　座談会
　　    伊藤　博・信太一夫 神奈川県水産試験場相模湾支所 小田原市 19

1971年9月7日 東京湾・相模湾・駿河湾水産海洋調査研究に関する研究会
　　    上原　進 東海区水産研究所 東京都 20

1971年10月4日 水産海洋研究会昭和46年度秋季シンポジウム　北方冷水域 
海洋開発の基礎
　　    辻田時美 北海道大学水産学部 函館市 20

1971年10月18日 第15回鯨に関する研究座談会
―1972年（第21次）北太平洋捕鯨，特に新しく設定された
北緯40度以南の漁場をめぐって―

　　    河村章人 日本水産（株） 東京都 22
1971年11月9日 第14回鯨に関する研究座談会

　　    河村章人 （株）極洋 東京都 20
1972年1月7日 シンポジウム日本の漁業とその海洋学　第2回　水産海洋学 

研究の今後の進め方について
　　    石野　誠 東京水産大学 東京都 20

1972年2月9日 日本海スルメイカ漁業に関するシンポジウム
　　    小味山太一 香住町文化会館 香住町 21

1972年3月24日 第10回北洋サケ・マスに関する水産海洋研究座談会
　　    奈須敬二・平野敏行 大日本水産会 東京都 21

1972年4月8日 水産海洋研究会昭和47年度春季シンポジウム　新漁場開発と
水産海洋
　　    山中一郎・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 21

1972年4月25日 遠洋トロールに関する水産海洋研究座談会
　　    奈須敬二・宇田道隆 日本分譲住宅協会ビル 東京都 21

1972年11月7日 水産海洋研究会昭和47年度秋季シンポジウム　日本海浅海域の
開発と保全
　　    小味山太一・川合英夫 京都教育文化センター 京都市 22

1972年11月27日 東京湾・相模湾・駿河湾水産海洋調査研究に関する研究会
　　    上原　進 東海区水産研究所 東京都 22

1972年12月11日 研究座談会　カリブ海とその漁業
　　    石野　誠 東京水産大学 東京都 22

1973年1月5日 研究座談会　海洋環境の諸問題に対する国際的動向
　　    石野　誠 東海区水産研究所 東京都 22

1973年2月14日 遠洋トロールに関する研究座談会
　　    三谷文夫 日本トロール底魚協会 東京都 23

1973年3月16日 第12回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    井上元男 清水魚株式会社 清水市 23

1973年3月29日 第11回サケ・マスに関する研究座談会
　　    薮田洋一 大日本水産会 東京都 23
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1973年4月7日 水産海洋研究会昭和48年春季シンポジウム　水産海洋研究に
おける海洋汚染の諸問題
　　    辻田時美 東京水産大学 東京都 23

1973年7月3日 STDに関する研究座談会
　　    平野敏行・藤本　実・間庭愛信 東海区水産研究所 東京都 23

1973年8月6日 オキアミ資源に関する座談会
　　    川上武彦 東京大学海洋研究所 東京都 24

1973年8月7日 太平洋における異常現象（1972年度）に関する研究座談会
　　    中山一郎・石野　誠 東京大学海洋研究所 東京都 24

1973年10月1日 海洋環境モニタリングに関する研究座談会
　　    平野敏行・杉浦健三・間庭愛信 東海区水産研究所 東京都 24

1973年10月21日 水産海洋研究会昭和48年度秋季シンポジウム　南日本海域に
おける黒潮の消長と漁業に関する諸問題
　　    竹下克一・平野敏行 鹿児島県漁業研修場 鹿児島市 24

1973年12月14日 第16回鯨に関する座談会
　　    町田三郎 桜田クラブ 東京都 24

1974年1月7日 水産資源研究における環境研究の役割
　　    石野　誠・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 25

1974年1月28日 東京湾・相模湾・駿河湾の水産海洋調査研究に関する研究 
座談会
　　    平野敏行・上原　進 東海区水産研究所 東京都 25

1974年3月8日 第13回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    中込　淳 三崎魚市場 三浦市 25

1974年3月15日 遠洋トロール漁業に関する研究座談会
―北大西洋のトロール資源―
　　    宇田道隆・三谷文夫 大日本水産会 東京都 25

1974年3月18日 第12回サケ・マスに関する研究座談会
　　    薮田洋一・川上武彦 大日本水産会 東京都 25

1974年3月19日 海洋汚染に関する研究座談会　第1回関東・東海地域の海洋 
汚染調査研究（水試・水研）の現状
　　    杉浦健三・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 25

1974年4月7日 水産海洋研究会昭和49年度春季シンポジウム　日本沿岸の 
浮魚資源の変動と環境の変動
―マイワシ資源の回復問題を中心に―
　　    平野敏行・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 25

1974年9月14日 第14回カツオ・マグロ漁業に関する研究座談会
　　    小網汪世 焼津漁業協同組合 焼津市 26

1974年9月26日 流向流速計に関する研究座談会
　　    藤本　実 東海区水産研究所 東京都 26

1974年10月28日 水産海洋研究会昭和49年度秋季シンポジウム　昭和49年三陸
常磐沿岸の異常冷水
　　    川上武彦・黒田隆哉 東北大学農学部 仙台市 26

1974年11月20日 第17回鯨に関する研究座談会
　　    町田三郎 日本水産株式会社 東京都 26

1975年1月10日 漁業生産の将来予測に関する研究座談会
　　    田中昌一・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 26

1975年3月10日 気象海象と増養殖に関する水産海洋研究座談会
　　    平野敏行・大塚一志 東海区水産研究所 東京都 27

1975年3月10日 漁海況に関する研究座談会
　　    上原　進 東海区水産研究所 東京都 28

1975年4月7日 水産海洋研究会昭和50年度春季シンポジウム　海域の有効利用
と水産海洋
　　    平野敏行・辻田時美・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 27

1975年4月25日 第13回サケ・マスに関する研究座談会
　　    薮田洋一・川上武彦 大日本水産会 東京都 27

1975年10月13日 水産海洋研究会昭和50年度秋季シンポジウム　九州西方海域に
おける卵・稚仔の輸送
　　    入江春彦・青山恒夫 長崎大学教養部 長崎市 28
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1975年12月10日 底曳漁場に関する研究座談会
　　    高橋武伸・鈴木春彦 日本分譲住宅ビル 東京都 28

1976年1月6日 水産海洋研究会新春座談会―海外漁業事情放談会―
　　    川上武彦・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 28

1976年1月12日 海洋汚染に関する研究座談会　海外における汚染研究の現状に
ついて
　　    杉浦健三・平野敏行 東海区水産研究所 東京都 28

1976年3月8日 マグロ漁業に関する研究座談会
　　    中込　淳 三崎魚市場 三浦市 29

1976年3月24日 水産海洋研究の諸問題に関する研究座談会
　　    石野　誠・川上武彦 東京水産大学 東京都 30

1976年4月4日 水産海洋研究会昭和51年度春季シンポジウム　日本周辺漁場と
水産海洋
　　    辻田時美・川上武彦・上原　進 東京水産大学 東京都 29

1976年10月8日 水産海洋シンポジウム　遠州灘～伊豆諸島および近接する 
海域の海況変動と漁業への影響
　　    中村保昭・山中一郎 東海大学海洋学部 清水市 30

1977年1月7日 水産海洋新春放談会
　　    川上武彦 東海区水産研究所 東京都 30

1977年1月17日 水産海洋シンポジウム　北日本近海底魚資源の見直しと研究
方法論
　　    安井達夫 青森県勤労綜合福祉センター 八戸市 30

1977年3月2日 昭和51年度カツオ・マグロ漁業研究座談会
　　    山中一郎・小網汪世 焼津漁業協同組合 焼津市 31

1977年3月24日 遠洋トロールに関する研究座談会
　　    高橋武伸 日本トロール底魚協会 東京都 31

1977年4月6日 水産海洋研究会春季シンポジウム　南北太平洋亜寒帯水域の
構造と生産力比較
　　    辻田時美・木谷浩三 東京水産大学 東京都 31

1977年9月7日 シンポジウム「水産海洋」　東部瀬戸内海における漁業と環境の
諸問題
　　    浜田尚雄・村上彰男・平野敏行 神戸大学教育学部 神戸市 32

1977年11月8日 「相模湾の環境保全と水産振興」シンポジウム
　　    平野敏行・渡辺博之 小田原市民会館 小田原市 32

1978年1月11日 水産海洋新春放談会
　　    川上武彦 東海区水産研究所 東京都 33

1978年3月8日 マグロ漁業に関する研究座談会
　　    花本栄二 三崎海洋センタ― 三浦市 33

1978年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　多獲性魚類の漁獲量変動と海洋環境
　　    辻田時美・近藤恵一・奈須敬二・川上武彦 東京水産大学 東京都 33

1978年7月10日 遠洋トロールに関する研究座談会
　　    高橋武伸 海洋水産資源開発センター 東京都 34

1978年12月11日 漁海況に関する研究座談会　関東東海沿岸域の平均的海況に
ついて
　　    藤本　実・久保治良 常盤荘 水戸市 34

1979年1月5日 水産海洋新春放談会
　　    平野敏行・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 35

1979年4月11日 カツオ・マグロ漁業研究座談会
　　    小網汪世 焼津漁業協同組合 焼津市 34

1979年4月16日 シンポジウム「水産海洋」　漁海況予報の現状と問題点
　　    中村保昭・花本栄二・上原　進・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 35

1979年10月8日 シンポジウム「水産海洋」　南西海域の海況と漁況
　　    三谷文夫・服部茂昌 高知県水産会館 高知市 36

1979年10月18日 「今後の漁業生産のあり方」に関する研究座談会
　　    中村　悟・奈須敬二 海洋水産資源開発センター 東京都 37

1979年11月22日 研究座談会　漁業研究に関する国際協力
　　    石野　誠・田中昌一・福岡二郎 東海区水産研究所 東京都 36
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1979年12月3日 「科学魚探」に関する研究座談会
　　    鈴木秀彌・川上武彦 海洋水産資源開発センター 東京都 36

1980年1月10日 水産海洋新春放談会
　　    鈴木秀彌・藤本　実 東京水産大学 東京都 36

1980年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　日本近海漁業資源の生産力評価
　　    大方昭広・鈴木秀彌・藤本　実 東京水産大学 東京都 37

1980年10月10日 シンポジウム「水産海洋」　富栄養環境での水産を考える
　　    坂本市太郎・須田　明 三重大学水産学部 津市 38

1980年10月24日 南極海のおきあみ漁業に関する研究座談会
　　    奈須敬二・中村　悟 東海区水産研究所 東京都 38

1981年1月16日 水産海洋新春放談会
　　    石野　誠・鈴木秀彌 東京水産大学 東京都 39

1981年2月10日 水産海洋研究集会　沿岸漁業の実態と水産海洋研究の方向を
考える
　　    今井利為・亀井正法・藤本　実・鈴木秀彌 神奈川県信漁連 横浜市 40

1981年3月9日 第19回かつお・まぐろ漁業研究座談会
　　    花本栄二・榊原哲夫 三崎魚市場 三浦市 39

1981年3月11日 漁海況に関する研究座談会　海洋における魚群の分布・行動
と環境との関係解明のための両者の時空間スケールの整合
　　    黒田隆也・川崎　健 東北大学農学部 仙台市 39

1981年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　日本近海漁業資源の生産力評価
　　    大方昭広・鈴木秀彌・藤本　実 東京水産大学 東京都 39

1981年10月4日 シンポジウム「水産海洋」　瀬戸内海における最近の水産海洋
学的問題点
　　    小山治行・服部茂昌 近畿大学工学部 東広島市 41

1981年11月5日 科学魚探に関する研究座談会
　　    鈴木秀彌・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 40

1982年1月13日 水産海洋新春放談会　沿岸海洋環境調査と環境影響評価を 
考える
　　    辻田時美・鈴木秀彌 東海区水産研究所 東京都 41

1982年4月6日 シンポジウム「水産海洋」　日本近海漁業資源の生産力評価
　　    大方昭弘・鈴木秀彌・藤本　実 東京水産大学 東京都 42

1982年4月27日 第20回かつお・まぐろ漁業研究座談会
　　    奈須敬二・花本栄二・小網洋世 焼津漁業協同組合 焼津市 42

1982年8月20日 科学魚探に関する研究座談会　第3回　計測システム開発の 
国際的動向と我が国の現状
　　    鈴木秀彌・川上武彦 東海区水産研究所 東京都 43

1982年8月27日 水産海洋納涼放談会
　　    鈴木秀彌 東京大学海洋研究所 東京都 44

1982年10月12日 シンポジウム「水産海洋」　陸棚斜面漁場の開発に関する諸問題
　　    茶円正明・竹下克一 鹿児島大学水産学部 鹿児島市 43

1983年1月7日 水産海洋新春放談会
　　    川上武彦・鈴木秀彌 東海区水産研究所 東京都 44

1983年3月18日 第21回かつお・まぐろ漁業研究座談会
　　    花本栄二・榊原哲夫・奈須敬二 三崎魚市場 三浦市 44

1983年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　漁場環境の観測手法の見直しと 
今後の問題点
　　    近藤正人・杉本隆成・石野　誠 東京水産大学 東京都 44

1983年8月26日 外房沿岸漁業に関する研究座談会　イカ釣り漁業を中心として
　　    石野　誠・利渉義宣・花戸忠夫 千葉県漁業研修所 勝浦市 45

1983年10月3日 シンポジウム「水産海洋」　亜寒帯水域の生物生産
　　    三島清吉・箕田　嵩・鈴木秀彌・大谷清隆・河村章人 北海道大学水産学部 函館市 45

1983年11月16日 水産海洋研究集会　常磐・鹿島灘の漁業を考える
　　    鈴木秀彌・二平　章・大方昭弘 常盤荘 水戸市 47・48

1984年1月6日 水産海洋新春放談会　史上最高の漁獲量をもたらしたマイワシ
資源の行く末と環境
　　    田中昌一・近藤恵一・川上武彦・鈴木秀彌 南青山会館 東京都 46
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1984年3月21日 日米水産海洋研究集会　北太平洋の海山の環境と資源
　　    林　繁一・RN Uchida 清水港湾合同庁舎 清水市 47・48

1984年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　短期漁海況予測の課題と展望
　　    青山恒夫・平野敏行・小倉通男・近藤恵一・鈴木秀彌 東京水産大学 東京都 46

1984年8月31日 水産海洋研究座談会　まき網漁業とマイワシ資源
　　    田中昌一・安田　昭・久保雄一 犬吠ホテル 銚子市 49

1984年10月7日 シンポジウム「水産海洋」　日本海西部沿岸水域の仔稚魚と 
海洋環境
　　    近藤正人・坂本　亘・田中　克 京都大学農学部 京都市 47・48

1984年10月12日 水産海洋研究集会　熊野灘・渥美外海の漁業振興と海洋条件
　　    坂本市太郎・杉本隆成・牧戸二彦・落合弘明 鳥羽商船高等専門学校 鳥羽市 49

1985年1月11日 水産海洋新春放談会　提言，昭和60年代に臨んで
　　    中田英昭・鈴木秀彌 南青山会館 東京都 49

1985年4月8日 シンポジウム「水産海洋」　異常海況と漁況
　　    奈須敬二・宇佐美修造・平野敏行・桜井　裕 東京水産大学 東京都 50（2）

1985年6月28日 第1回漁業災害に関する研究座談会
　　    石野　誠 東京水産大学 東京都 51（1）

1985年7月18日 水産海洋研究座談会　漁獲量に関する研究座談会
　　    宇佐美修造・佐藤祐二・鈴木秀彌 南青山会館 東京都 50（1）

1985年10月2日 シンポジウム「水産海洋」　東北沿岸域における漁況と海況
　　    川崎　健・福島信一・佐藤祐二 仙台共済会館 仙台市 50（2）

1986年1月10日 水産海洋新春放談会　200カイリ時代における我が国の国際 
漁業研究
　　    小達　繁 東京水産大学 東京都 50（4）

1986年3月17日 第1回九州地区水産海洋研究集会
　　    竹下　貢・中村保昭 長崎大学水産学部 長崎市 51（2）

1986年4月6日 シンポジウム「水産海洋」　マイワシ再生産の諸過程と資源の
動向
　　    田中昌一・小達　繁・佐藤祐二・山下　洋 東海区水産研究所 東京都 51（1）

1986年5月8日 第22回かつお・まぐろ漁業研究座談会
　　    花本栄一・榊原哲夫・小川二郎 三崎魚市場 三浦市 51（1）

1986年7月2日 シンポジウム「水産海洋」　水産資源開発の将来展望
　　    奈須敬二・鈴木秀彌・岡田啓介・町田三郎 全共連ビル 東京都 52（1）

1986年10月6日 シンポジウム「水産海洋」　西日本海域における対馬海流の 
流動特性と水産生物
　　    青山恒夫・俵　悟・大塚一志 九州大学総合理工学研究科 福岡市 51（3）

1986年11月10日 水産海洋研究会創立25周年記念シンポジウム　21世紀の漁業
と水産海洋研究
　　    鈴木秀彌・小達　繁・石井丈夫・小倉通男・代田昭彦・
杉本隆成・友定　彰

駒場エミナース 東京都

1987年1月9日 水産海洋新春放談会　最近の内外における資源情報
　　    小達　繁 東京水産大学 東京都 51（4）

1987年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　黒潮周辺の生物生産機構
　　    杉浦健三・杉本隆成・佐藤祐二 東京水産大学 東京都 52（2）

1987年10月2日 シンポジウム「水産海洋」　駿河湾・遠州灘におけるシラスの
生産と海洋環境
　　    松村皐月・水野恵介・平野敏行・稲葉栄生 東海大学海洋学部 清水市 52（3）

1987年12月19日 水産海洋研究集会　熊野灘の海洋条件と水産振興
　　    坂本市太郎・杉本隆成・山下悦夫・伊藤宣毅 尾鷲中央公民館 尾鷲市 53（2）

1988年2月18日 第23回かつお・まぐろ漁業研究座談会　エルニーニョと漁業
　　    林　繁一・花本栄二・水野恵介 東海大学三保研修所 清水市 53（1）

1988年4月6日 シンポジウム「水産海洋」　水産海洋研究の方向を探る
　　    田中昌一・杉本隆成・鈴木秀彌・糸洌長敬 東京水産大学 東京都 52（4）

1988年8月5日 水産海洋納涼放談会　水産海洋研究と人材養成
　　    糸洌長敬・杉本隆成 東京水産大学 東京都 53（4）

1988年10月16日 シンポジウム「水産海洋」　西日本海域における底魚漁業資源
と環境の諸問題
　　    中村保昭・林　小八・松宮義晴 長崎大学教養部 長崎市 53（3）
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1988年11月19日 シンポジウム「水産海洋」　東北海域における海洋環境と浮魚
資源の動向
　　    小達　繁・杉本隆成 グランドパレス塩竈 塩竈市 53（4）

1989年1月9日 水産海洋新春放談会　海外の水産海洋研究事情
　　    杉本隆成・木原興平 東京水産大学 東京都 53（4）

1989年2月25日 水産海洋研究　熊野灘の海洋条件と漁業振興
　　    杉本隆成・関根義彦・関　政夫・伊藤宣毅 尾鷲市役所 尾鷲市 54（1）

1989年4月6日 シンポジウム「水産海洋」　水産海洋研究における調査船の 
新時代
　　    鈴木秀彌・山中完一・大塚一志 東京水産大学 東京都 54（2）

1989年7月4日 1989年度研究発表大会
　　    大会委員長 石井丈夫 東京大学海洋研究所 東京都 53（2）

1989年7月4日 水産海洋納涼放談会　国内外の水産海洋研究事情
　　    杉本隆成・鈴木秀彌 東京大学海洋研究所 東京都 54（2）

1989年10月6日 シンポジウム「水産海洋」　水産海洋学と沿岸生態系制御技術
　　    杉本隆成・大方昭弘・糸洌長敬 工業技術院 つくば市 54（4）

1989年12月8日 シンポジウム「水産海洋」　まぐろ類の生態と資源
　　    久米　漸・杉本隆成・大森迪夫・小達　繁 ホテル望洋 気仙沼市 54（3）

1990年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　地球環境問題と水産海洋研究
　　    嶋津靖彦・松宮義晴・友定　彰 東京水産大学 東京都 55（4）

1990年5月8日 第24回かつお・まぐろ漁業研究座談会
　　    花本栄二・小川二郎・水野恵介 三崎魚市場 三浦市 55（2）

1990年7月4日 1990年度水産海洋学会研究発表大会
　　    大会委員長 木立　孝 中央水産研究所 東京都 54（2）

1990年7月4日 水産海洋学会講演会
　　    千国史郎，ユ・ヴィ・ノビコフ 中央水産研究所 東京都 55（1）

1990年7月28日 水産海洋研究集会　熊野灘の最近の海況変動と資源の変動を
めぐって
　　    杉本隆成・伊藤宣毅・栗藤和治・松宮義晴・関根義彦 三重大学生物資源学部 津市 55（3）

1990年11月15日 水産海洋シンポジウム　水産生物の海洋環境としての日本海
　　    俵　悟・小川嘉彦 須磨海浜水族館 神戸市 55（3）

1990年12月7日 シンポジウム「水産海洋」　木村記念第3回研究集会　浮魚資源
をめぐる中・長期漁海況
　―特にマイワシ・サバ資源を中心として
　　    黒田隆哉・小達　繁・杉本隆成 石巻リバーサイドホテル 石巻市 55（4）

1991年2月8日 水産海洋学会地域研究集会　関東近海におけるさば資源の変
動と漁業―再生産の現状と今後の動向―
　　    川尻正博・岩田静夫・黒田一紀・鈴木秀彌 大平荘 箱根町 56（1）

1991年4月5日 シンポジウム「水産海洋」　日本近海における漁業資源の中・
長期変動と海洋環境
　　    中田英昭・黒田一紀・俵　悟 東京水産大学 東京都 56（2）

1991年7月12日 水産海洋学会研究発表大会
　　    大会委員長 村野正昭 東京水産大学 東京都 55（2）

1991年7月14日 水産海洋学会30周年記念シンポジウム　水産海洋研究への提言
　　    谷口　旭・柏井　誠・杉本隆成 東京水産大学 東京都 56（2）

1991年10月25日 地域研究集会　日向灘の水産振興
　　    奈須敬二・田之上克司・金丸一弘・椿原良一 門川町勤労者総合福祉センター 宮崎県 57（2）

1991年12月6日 第2回九州地区水産海洋研究集会　予測を目指したモニタリン
グのあり方
　　    青山道夫・中村保昭・松野　健・宮地邦明 長崎海洋気象台 長崎市 57（1）

1992年2月21日 水産海洋学会地域研究集会　関東近海におけるさば資源の変
動と漁業―マサバの不漁をどう考えるか―
　　    川尻正博・岩田静夫・黒田一紀・鈴木秀彌 中央水産研究所 東京都 56（4）

1992年4月6日 魚種交代のメカニズムと予測
　　    河井智康・平本紀久雄・松川康夫 東京水産大学 東京都 56（4）

1992年8月27日 水産海洋学会第4回研究発表大会
　　    大会委員長 佐野　蘊 塩竈商工会議所 塩竈市
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開催年月日 表　題
　　  コンビーナー 会　場 開催都市 掲載巻号

1992年8月27日 洋上シンポジウム　松島湾の環境と生物
　　    河井智康 はくつる号船内 松島湾 57（1）

1993年3月19日 水産海洋地域研究集会　関東近海におけるさば資源の変動と
漁業
　　    川尻正博・岩田静夫・鈴木秀彌 中央水産研究所 東京都 58（1）

1993年4月5日 水産海洋シンポジウム　「海の変化から魚まで」
　　    為石日出生・杉本隆成・松川康夫 東京水産大学 東京都 58（2）

1993年7月8日 水産海洋学会第5回研究発表大会
　　    大会委員長 川口弘一 東京大学海洋研究所 東京都

1993年7月8日 水産海洋学会納涼放談会　「最近の国際共同研究から」
　　    杉本隆成・木谷浩三 東京大学海洋研究所 東京都 58（3）

1994年2月27日 第25回かつお・まぐろ漁業研究座談会　「マグロ類の資源・海洋に
関する調査研究における新手法の導入」
　　    鈴木治郎・水野恵介 清水市中央公民館 清水市 58（4）

1994年3月22日 水産海洋地域研究集会　関東近海の漁業を考える
　　    川尻正博・岩田静夫・鈴木秀彌 中央水産研究所 横浜市 59（3）

1994年4月6日 変動する資源の管理システムに関する数理学的検討
　　    松宮義晴・船越茂雄・和田時夫 東京水産大学 東京都 59（1）

1994年7月13日 水産海洋地域研究集会　オキアミ漁況予測の現状と手法の確立
　　    遠藤宜成・児玉純一・黒田一紀 女川町漁業協同組合 女川町 59（2）

1994年7月26日 1994年度水産海洋学会研究発表大会
　　    大会委員長 林　繁一 東海大学海洋学部 清水市

1994年7月26日 1994年度水産海洋学会研究発表大会シンポジウム　東海地方の
内湾域における生物生産の理解と将来展望
　　    川尻正博・小網汪世・松田義弘 東海大学海洋学部 清水市 59（2）

1995年1月23日 水産海洋学会1995年新春放談会　日本漁業はどうなる
　　    松川康夫・竹内正一 東京水産大学 東京都

1995年4月5日 水産海洋シンポジウム　水産資源・海洋環境モニタリングの
あり方
　　    杉本隆成・和田時夫・松川康夫・鈴木秀彌 東京水産大学 東京都 60（2）

1995年7月13日 1995年度水産海洋学会研究発表大会
　　    大会委員長 原　武史 中央水産研究所 横浜市

1995年7月13日 水産海洋研究会納涼放談会　計量魚探による資源量推定の 
課題と展望
　　    青木一郎・小林時正・二平　章 中央水産研究所 横浜市 60（3）

1995年7月15日 1995年度水産海洋夏季シンポジウム　東京湾の漁業の現状と
将来展望
　　    清水詢道・岩田静夫・江川紳一郎・柿野　純・松川康夫 中央水産研究所 横浜市 60（3）

1995年12月2日 水産海洋地域研究集会　沿岸域における生物生産システムと
漁業生産
　　    大森迪夫・小林時正・谷口和也・山下　洋 戦災復興記念館 仙台市 60（4）

1996年4月7日 水系をつないだ生態系研究―統合的な沿岸の管理の可能性を
探る
　　    河村章人・中田英昭・中野　広 東京水産大学 東京都 61（2）

1996年7月16日 1996年度納涼放談会　漁獲可能量（TAC）制度下で資源・ 
海洋研究に求められているものは
　　  小林時正・内山雅史・大西修平 中央水産研究所 横浜市

1996年9月7日 1996年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 坂本　亘 京都大学農学部 京都市

1996年9月7日 1996年度水産海洋学会シンポジウム　日本海西部における海況
変動と浮魚の資源変動との関連を探る
　　  桑原昭彦・平井光行・小林時正 京都大学農学部 京都市 61（3）

1996年9月30日 第26回かつお・まぐろ漁業研究座談会　まぐろはえ縄漁業に
よる小型水深水温計の利用
　　  柴田達夫・芹沢勝則・水野恵介・一色竜也 三崎魚市場 三浦市 61（3）

1997年4月6日 水産海洋研究の将来展望―研究戦略と学会活動への提言―
　　  杉本隆成・和田時夫・二平　章 東京水産大学 東京都
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1997年7月30日 第1回津軽海峡研究集会
　　  黒田一紀・佐野満廣・小田切譲二・高津哲也 八甲荘 青森市 62（2）

1997年9月13日 1997年度水産海洋学会研究発表大会
　　大会委員長 木原興平 東京水産大学 東京都

1997年9月13日 海洋生物資源管理における海洋生態系研究の役割
　　  和田時夫・柏井　誠・桜井泰憲 東京水産大学 東京都

1997年10月10日 水産海洋地域研究集会　九州沿岸域の主要漁業種の資源の現状
と問題点
　　  大会委員長 小澤貴和 鹿児島大学水産学部 鹿児島市 62（2）

1998年2月18日 第27回かつお・まぐろ漁業研究座談会　まぐろ類等大型浮魚の
遊泳水深に関する研究
　　  鈴木治郎・花本栄二 清水市中央公民館 清水市 62（3）

1998年3月31日 回遊行動生態解明に向けての新たなアプローチ
　　  二平　章・中田英昭・和田時夫 東京水産大学 東京都 63（2）

1998年8月25日 GLOBEC国際シンポジウム　Ecosystem Dynamics of the  
Kuroshio–Oyashio Transition Region
　　  事務局長 寺崎　誠 プラザホテルむつ むつ市

1998年8月27日 1998年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 大谷清隆 北海道大学水産学部 函館市

1998年12月8日 水産海洋地域研究集会　加入管理の理論と実践
　　  松宮義晴・和田時夫・平松一彦・松田裕之 東京大学海洋研究所 東京都

1999年3月31日 1999年度水産海洋春季シンポジウム　日本周辺海域における
1980年代末以降の漁海況変動のシナリオ
　　  和田時夫・為石日出生・杉本隆成 東京水産大学 東京都 64（3）

1999年9月11日 1999年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会事務局長 松宮義晴 東京大学海洋研究所 東京都

2000年2月19日 東シナ海漁業における衛星リモートセンシングの利用
　　  為石日出生・松村皐月・木谷浩三・林田政康 長崎ワシントンホテル 長崎市 65（1）

2000年3月9日 水産海洋研究の歴史的回顧
　　  杉本隆成・柏井　誠・中田英昭 東京大学海洋研究所 東京都

2000年4月5日 生物学的許容漁獲量（ABC）に基づくTAC制度の運用
　　  大関芳沖・松宮義晴・原　一郎・和田時夫 東京水産大学 東京都

2000年8月21日 2000年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 三本菅善昭 水産大学校 下関市

2000年8月20日 海洋生物の採集・計測手法の開発の現状と挑戦
　　  濱野　明・小松輝久 海峡メッセ下関 下関市

2001年4月1日 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
　　  谷津明彦・松田裕之・岩崎寿男・目黒清美・大関芳沖 東京水産大学 東京都 65（4）

2001年8月21日 2001年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 畑中　寛 中央水産研究所 横浜市

2001年8月21日 水産海洋分野におけるモデル研究の最前線
　　  伊藤進一・大関芳沖・岸　道郎・友定　彰 中央水産研究所 横浜市 66（1）

2002年1月12日 水産海洋地域研究集会　カツオ漁業へのリモートセンシング
利用研究
　　  久野正博・伊藤恭市・松村皐月 国民年金健康保養センター　 

はまじま
浜島町 67（1）

2002年3月31日 水産海洋研究におけるモニタリングについて考える
　　  友定　彰・谷口　旭・桜井泰憲・北川大二 東京水産大学 東京都 66（4）

2002年12月2日 水産海洋学会創立40周年記念大会
　　  大会委員長 杉本隆成 東京大学弥生講堂 東京都

2002年12月2日 水産海洋学会創立40周年記念シンポジウム　「資源変動のしく
みと資源管理」 東京大学弥生講堂 東京都

2003年3月31日 沿岸の環境と生態系に関するモデリング
　　  桜井泰憲・二平　章・平井光行・大関芳沖・堀井豊充 東京水産大学 東京都 67（3）
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2003年5月23日 水産海洋地域研究集会　豊後水道外域を中心とした黒潮内側域
の海況と浮魚漁況
　　  三谷卓美・上原伸二・金尾聡志・林　穂積 国民年金健康保養センター　 

うわじま
宇和島市

2003年12月4日 2003年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 大森迪夫 フォレスト仙台 仙台市

2003年12月4日 PICESにおける海洋・資源研究の成果と今後の展望
　　  伊藤進一・杉本悟史・谷口　旭・和田時夫・谷津明彦 フォレスト仙台 仙台市

2004年1月10日 三陸～房総海域におけるまき網漁業と衛星リモートセンシング
の活用
　　  岡本　隆・二平　章・森山　隆・為石日出生 銚子商工会議所 銚子市

2004年3月31日 1998年に日本周辺でレジームシフトは起こったか？
　　  齊藤誠一・谷津明彦・中田　薫・千葉早苗 東京水産大学 東京都 68（4）

2004年10月8日 水産海洋地域研究集会　地域性ニシンの卓越発生メカニズム
解明に迫る
　　  高柳志朗・佐々木正義・石野健吾・宇藤　均・吉田英雄・
渡邊良朗

北海道立中央水産試験場 余市町 69（2）

2004年12月3日 2004年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 松山優治 東京海洋大学 東京都

2004年12月5日 過去1世紀の水産海洋データの発掘と利用
　　  友定　彰・花輪公雄・阿部篤史・入江隆彦・谷津明彦 東京海洋大学品川 東京都 69（3）

2005年1月15日 水産海洋地域研究集会　駿河湾周辺域におけるトラフグ等 
水産資源の近年の動向と有効利用
　　  杉本隆成・川尻正博・小網汪世・稲掛伝三 東海大学海洋学部 清水市 69（4）

2005年3月5日 水産海洋地域研究集会　日本海の急潮
　―予測技術の開発と被害の逓減に向けて―
　　  又野康男・桑原昭彦・鈴木満平・松山優治・千住智晴 和倉温泉観光会館 七尾市

2005年3月31日 2004年黒潮大蛇行―その実態と水産資源への影響を探る―
　　  秋山秀樹・中田　薫・岩田静夫・谷津明彦 東京海洋大学品川 東京都 70（1）

2005年9月14日 水産海洋地域研究集会　イワシ類の仔稚魚期の生態とシラス
漁況予測
　　  広田祐一・秋山秀樹・石田行正 高知グリーン会館 高知市 70（1）

2005年12月2日 2005年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 井関和夫 広島大学学士会館 広島市

2005年12月4日 瀬戸内海に見る沿岸生産力の現状と今後
　　  時村宗春・井関和夫・浜口昌巳 広島大学東広島キャンパス 広島市

2006年1月7日 水産海洋地域研究集会　未知なる海と魚の関係に取り組む衛星
リモートセンシング
　　  五十嵐輝夫・二平　章・山崎　孝・為石日出生 石巻文化センター 石巻市 70（3）

2006年3月11日 水産海洋地域研究集会　駿河湾とその周辺海域生態系の気候と
黒潮変動に対する応答
　　  杉本隆成・川尻正博・安井　港・小網汪世・稲掛伝三 東海大学海洋学部 清水市

2006年4月8日 沿岸水産海洋学のいま―内湾域における水産資源の維持と 
培養に水産海洋学がどこまで寄与できるか―
　　  山本民次・片山知史・小林雅人 東京海洋大学品川 東京都 70（4）

2006年8月31日 水産海洋地域研究集会　2005/06年の厳冬の実態と北海道海域
における海洋環境と水産資源への影響
　　  奥田邦明・桜井泰憲・丸山秀佳・柏井　誠・谷津明彦 釧路博物館 釧路市 71（2）

2006年9月13日 水産海洋地域研究集会　中央ブロック沿岸定線調査の地域水産
業への活用と今後のあり方
　　  秋山秀樹・広田祐一・宮地邦明 高知グリーン会館 高知市

2006年11月26日 2006年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 山田　久 中央水産研究所 横浜市

2007年1月6日 水産海洋地域研究集会　ALOS衛星「だいち」とカツオ漁業へ
の衛星の利用
　　  佐藤信武・蔭山邦幸・山崎　孝・為石日出生 南郷漁業協同組合 宮崎県 

南郷町
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　　  コンビーナー 会　場 開催都市 掲載巻号

2007年1月11日 水産海洋地域研究集会　三陸沿岸における春季異常冷水の接岸
と水産業への影響
　　  後藤友明・平井光行・関口勝司・井ノ口伸幸 浄土ヶ浜パークホテル 宮古市

2007年2月19日 水産海洋地域研究集会　水産資源の音響モニタリングに向けて
　　  宮下和士・濱野　明・二平　章・石田行正・青木一郎 東京海洋大学 東京都 71（4）

2007年3月26日 黒潮親潮生態系の動態メカニズムとモニタリング指標
　　  谷津明彦・千葉早苗・安田一郎・齊藤誠一 東京海洋大学品川 東京都 71（3）

2007年5月25日 水産海洋地域研究集会　資源変動と流通加工の変化に対応し
た多獲性魚類の漁業生産のこれから
　　  上野康弘・新田信一・稲田博史 宮城県民会館 仙台市 72（2）

2007年7月5日 水産海洋地域研究集会　仙台湾の環境と漁業 
―沿岸域の底魚資源を中心として―
　　  上原伸二・筧　茂穂・高橋清孝・南　卓志 東北大学農学部 仙台市 72（1）

2007年11月9日 水産海洋地域研究集会　対馬暖流域における海洋環境と漁業
資源の中長期変動
　　  岸田達・白石　學・大下誠二・井野慎吾・宮原一隆 ガレッソホール 新潟市 72（3）

2007年11月22日 2007年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 小林時正 静岡県産業経済会館 静岡市

2007年11月22日 広域性水産資源と海洋環境の関係解明をめぐる課題と展望
　　  杉本隆成・影山佳之・川原重幸・宮下富夫・宮部尚純・
本多　仁

静岡県産業経済会館 静岡市 73（1）

2007年11月22日 水産海洋地域研究集会　大型海洋動物の移動追跡と生息場所
選択―問題点と最近の解析手法―
　　  米崎史郎・清田雅史・岡村　寛・北川貴士 静岡県産業経済会館 静岡市 72（3）

2008年1月5日 水産海洋地域研究集会　「だいち」（ALOS）等の衛星の九州 
漁業への活用方法を探る アクロス福岡 福岡市 73（3）

2008年3月26日 地球温暖化とその沿岸・沖合海洋生態系への影響 
―検知と予測―
　　  高柳和史・古谷　研・野尻幸宏・伊藤進一 東京海洋大学品川 東京都 72（4）

2008年9月11日 水産海洋地域研究集会　内湾・沿岸域における透明度の変遷
は何を示すか？―環境と水産資源とのかかわり―
　　  市川忠史・津本欣吾・上田幸男 高知グリーン会館 高知市 73（3）

2008年10月14日 水産海洋地域研究集会　瀬戸内海における「だいち」（ALOS）等
の養殖・藻場・赤潮等への活用方法を探る
　　  稲掛伝三・渡辺康憲・米司　隆・山崎　孝 RCC文化センター 広島市 73（4）

2008年11月11日 2008年水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 渡邊良朗 東京大学弥生講堂 東京都

2008年11月11日 研究発表大会シンポジウム　沿岸域のレジームシフトと資源
変動
　　  木村伸吾・河村知彦・平松一彦・小松輝久・小松幸生・
北川貴士

東京大学弥生講堂 東京都 73（4）

2009年3月27日 水産海洋地域研究集会　駿河湾・伊豆海嶺域の現状認識と 
今後の展望
　　  杉本隆成・津久井文夫・中村保昭・小網汪世 焼津市消防防災センター 焼津市

2009年4月5日 水産海洋シンポジウム　生態系アプローチと水産資源の持続
的利用を考える
　　  桜井泰憲・牧野光琢・谷津明彦 東京大学小柴記念ホール 東京都 74（1）

2009年4月5日 水産海洋地域研究集会　南極ロス海域の海洋生態系 
―フィールド調査の最前線と展望―
　　  永延幹男・藤瀬良弘・古谷　研・宮下和士 東京大学理学部 東京都 74（1）

2009年11月17日 2009年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 馬場徳寿 長崎大学良順会館 長崎市

2009年11月17日 水産海洋学会研究発表大会シンポジウム　日本海西部～東シ
ナ海のまき網漁業の未来について
　　  原　一郎・小坂安廣・村田秀樹・森永健司 長崎大学良順会館 長崎市 74（4）
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2010年1月19日 第4回駿河湾フォーラム―海山の海洋環境と漁場形成―
　　  杉本隆成・松村皐月・二平　章・小網汪世 焼津公民館 焼津市

2010年3月30日 水産海洋シンポジウム　小型浮魚類の加入過程の実態と加入
量予測の現状―マアジ・マイワシ・カタクチイワシの例―
　　  大下誠二・塚本洋一・杉崎宏哉・青木一郎 東京海洋大学 東京都 75（2）

2010年9月15日 水産海洋地域研究集会　沿岸域の水産資源の管理 
―愛すべき食卓魚の持続的利用
　　  中田　薫・片山知史・鈴木達也・柳川晋一 高知城ホール 高知市 75（4）

2010年11月6日 水産海洋地域研究集会　日本海で急増したサワラ 
―生態から利用加工まで―
　　  浅野謙治・木所英昭・戸嶋　孝・村田昌一 コープシティ花園 新潟市

2010年11月19日 2010年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 加藤秀弘 東京海洋大学 東京都

2010年11月21日 水産海洋研究発表大会シンポジウム　鯨類を中心とした北西
太平洋の海洋生態系
　　  Pastene L A・藤瀬良弘・村瀬弘人・宮下富夫・宮下和士・
加藤秀弘

東京海洋大学 東京都 75（3）

2011年3月26日 水産海洋シンポジウム　近年の海洋環境とマイワシ等の 
動向：魚種交代の予兆か？
　　  谷津明彦・中田　薫・花輪公雄・渡邊朝生・杉崎宏哉 東京大学柏 柏市 76（4）

2011年9月14日 水産海洋地域研究集会　黒潮域における近年の海洋環境と 
水産資源の動向―環境と水産資源との関わり―
　　  大関芳沖・米沢純彌・津本欣吾・和田隆史・徳光俊二 高知共済会館 高知市

2011年11月11日 2011年度水産海洋学会研究発表大会
　　  大会委員長 齋藤誠一 函館市公民館 函館市

2011年11月13日 東日本大震災後の復旧から復興に向けた水産海洋の課題
　　  和田時夫・齋藤誠一・片山知史 函館市公民館 函館市 76（3）

2012年3月21日 第1回日本海研究集会　日本海の水産資源と環境・地域社会を
考えるシンポジウム
　　  富永　修・山下　洋・安達辰典・木所英昭・升間主計 小浜漁業協同組合 小浜市

2012年11月5日 水産海洋学会創立50周年記念大会
　　  大会委員長 渡邊良朗 東京大学本郷 東京都

2012年11月5日 水産海洋学会創立50周年記念シンポジウム　未来のために
―地域が抱える課題の検証―
　　  木村伸吾・笠井亮秀・岡崎雄二ほか 東京大学本郷 東京都


