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西海区水産研究所創立50周年記念式典

西海区水産研究所は昭和24年６月に設立以来，平成

11年で50年を迎えます。これを記念して，平成11年２

月23日に当所会議室において「西海区水産研究所創立

50周年記念式典」を開催することができました。

当日は，資源生産推進部長をはじめ水産庁の関係各位，

長崎県，長崎大学，長崎海洋気象台，西海ブロック関係

試験研究機関，漁業関係団体等の方々に参列いただきま

した。また，当所のＯＢが全国からおいでいただき，約

80名の出席を得て思い出の深い当所において式典を開

催しました。なお，式典に先立ち，絶好の日よりの下，

中庭において庁舎を背景に記念写真撮影を行いました。

式典は，まず，当所中村所長の挨拶ではじまり，水産

庁長官，地元長崎県知事，長崎大学水産学部長，及び西

海ブロック関係試験研究機関を代表して山口県外海水産

試験場長からそれぞれ丁重なご祝辞をいただきました。

この来賓各位の祝辞では，当所の研究に対する期待と

激励が述べられ，改めて，西海ブロックの中核的試験研

究機関としての使命に身が引き締まる思いでした。

当日の夜は船上ホテルとして改造され，当所の近くで

第二の人生を送っている旧青函連絡船の「大雪丸」を会

場として祝賀会が開催され，来賓，ＯＢ，職員等，総勢

110名もの盛況となりました。祝賀会では，ＯＢ代表の

挨拶ではじまり，ご来賓の長崎海洋気象台長，長崎県漁

業協同組合連合会理事会長よりご祝辞をいただいたあ

と，古希を越えられているＯＢの方々により鏡割りが行

われ，記念の升による乾杯でさらに祝宴が盛り上げられ

ました。

なお，本式典に併せて，水産庁長官より巻頭の祝辞を，

またＯＢ各位から西海区水産研究所の研究史及び思い出

のご寄稿をいただき，記念の小史「西海区水産研究所

50年史」を編纂することができ，参会者及び関係の

方々に配布しました。この記念史の編纂へのご協力及び

記念式典・祝賀会にご参加いただきました方々へ深く感

謝いたしますとともに，今後のご支援をお願いいたしま

す。 （企画連絡室長）
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主　催　者　挨　拶
中　村　保　昭

西海区水産研究所創立50周年記念式典の開会に当た

り，一言ご挨拶を申しあげます。

本日はご来賓の皆様方そして会場の皆様方におかれま

しては，お忙しい中を遠路はるばるご臨席を賜り，誠に

ありがとうございます。西海水研が50年にわたって社

会的責任を果たしてきたことの証として，本日の記念式

典を催すことは，私どもにとって大きな誇りであり，喜

びであります。今日まで西海水研を支えていただきまし

た，水産庁を始めとする産学官の関係者の皆様方に対し

て，厚くお礼を申し上げます。かつてこの研究所に全身

全霊をもってお働きになったＯＢの皆様方を，多数この

場にお迎えできましたことを現役として嬉しく思う次第

でございます。

当所は，ご承知のとおり，戦後の経済の回復に向けて，

漁業が再出発する昭和24年６月１日に，当地長崎にお

いて職員17名（技術：15名，事務：２名）で産声をあ

げました。以来半世紀，諸先輩のご努力により，高い水

準の資源管理研究を推進し，本邦西方海域における以西

底びき網及びまき網の２大漁場の発展に大きく貢献して

参りました。その後も海洋環境の保全，浅海増養殖研究

の推進等，時代の要請に沿って，組織改正を行いながら，

これらに的確に応えて参りました。平成６年にこれまで

研究が手薄でありました亜熱帯域の水産研究の強化を図

るため，石垣支所を設立し，当支所を核に亜熱帯水産研

究の拠点としております。

さて，最近の動きでありますが，政府は科学技術創造

立国を目指して，科学技術の振興を，我が国の最重要課

題の一つとして，科学技術基本法を策定いたしました

（平成７年11月）。また，研究開発を効率的・効果的に

進めるために，研究機関，研究課題等に対して厳正な評

価の実施や競争的資金の拡充等を求めた「科学技術基本

計画」を新たに定めました（平成８年７月）。当所では

外部専門家や外部有識者を評価者にお迎えし，本日，当

式典に先立って初の「西海水研機関評価会議」を開催い

たしました。委員の先生方には，研究開発能力を最大限

に発揮し，着実に研究成果を上げる研究機関として，厳

正な評価をいただいたところであります。

次に，昨年の10月１日付けで，水産庁研究所は平成

８年の国連海洋法条約の発効に基づく漁獲可能量（ＴＡ

Ｃ）制度の導入等，新たな研究ニーズに的確に応えるた

め水産庁の９研究所全体に及ぶ大幅な組織改正を行い，

新しい体制がスタートしました。当所の場合，ＴＡＣの

算出に資する資源評価等の研究を推進するため，東シナ

海漁業資源部を，海域の生物生産力に関する統一的な研

究を実施するため，東シナ海海洋環境部を，つくり育て

る漁業等，海区水産業の振興の基盤となる研究を行う海

区水産業研究部を，また日中・日韓関係等で生ずる水産

研究分野での諸課題に適切に対応するため，国際海洋資

源研究官をそれぞれ新設いたしました。今後は，これら

の新体制の下で，より的確な水産研究が推進できるよう，

本改組の趣旨を十分踏まえ，研究に邁進いたす所存であ

ります。

一方，この組織改正の前提となります「研究基本計画」

の改定も同時に行いました。今回の改定に当たって，研

究問題を「東シナ海における海洋環境の解明と漁業資源

の適正管理」と「九州西岸及び亜熱帯域における地域水

産業の振興」の２つに集約しました。地域の水産研究に

加えて，日中・日韓対応など国際的研究協力が，さらに

我が国の国際社会におけるリーダシップの発揮が求めら

れています。国際化が叫ばれるなか，中国・韓国はもと

より昨年度は海外での国際研究集会等に17件：延261日

参加し，研究者のライフステージの一環として，若い時

代から海外経験を積める時代となりました。一方では，

若者の理科系離れが叫ばれて久しく，地域から１人でも

「海を魚を船を」志す若者の誕生を願い，平成５年に他

の水産研究所に先駆けて，「研究所の一般公開」や「漁

業調査船：陽光丸の船内公開」を行い，その後も機会を

捉え，現在延べ14回，見学者を7,071人を数え，地域に

根づいた恒例行事となっております。

現在当所は，３研究部，１支所，計14研究室，１庶

務課，１庶務室，１漁業調査船から構成されています。

研究職51名，行政職18名，海事職26名の計95名の定員

の他，科学技術庁の招聘諸制度による外来共同研究者や

臨時職員を加えますと，総勢120余名になります。職員

定数の95名は，中央水産研究所に次ぐ規模となってい

ます。現在では８割以上の職員が，当所発足後の生れで
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あり，歴史の重みを感じます。なお，現研究職員の内，

当所で採用された者は29名（試験採用者17名，選考採

用者12名）で約６割を，残り４割が他の研究所育ちで

あり，人事交流による活性化が行われているといえまし

ょう。今後特に海区における水産研究の中核的研究機関

として，また，日中・日韓を中心とした国際的対応等に

おいて，専門的かつ継続的な研究者の配置が要請される

中で，どのようにして将来の幹部を育て，また外から優

秀な人材を配置するかについて，歴代の所長の苦悩を感

じないわけにはいきません。因みに，この50年間の水

産庁研究所長85名の中で，26名が当所勤務の経験者で

あり，また，現在水産庁９研究所の内，６名の所長がや

はり当所を経験いたしております。

最後に当所の今後の展望について触れたいと思いま

す。

一昨年来，国の組織の全面的見直し等，中央省庁等の

改革が進められています。試験研究機関に対しては，小

規模，地域・分野別，類似機関など含めて再編・統合も

求められています。また，国の試験研究機関の大部分は，

独立行政法人化の対象とされているところであり，平成

13年には新たな体制がスタートの予定であります。私

どもは水産試験研究機関が水産業を取り巻く諸問題の解

決に向けて，今後とも適切な対応が可能となるよう努力

いたします。

一方，社会の大きな変革の実現に向け積極的な行動が

求められている時代を「変革の時代」として捉え，この

時代においてどのような対応が重要かが問われていま

す。世紀と千年紀との変わり日が重なる新たな歴史への

歩みに大きく踏み出すための礎として，お手許にお届け

いたしました50年小史の刊行を契機に，所員一致団結

し，芭蕉（柴門ノ辞）の教える「古人の跡を求めず，古

人の求めたる所を求めよ」の例を引くまでもなく，先人

の模倣ではなく，大事なことは先輩たちの精神に学ぶこ

とであります。これからも，海区における水産研究の中

核的機関としての役割を果たし，産業・行政ニーズに積

極的に応えたく思っています。また，納税者：国民に対

して，研究成果を適切に還元し，研究所の顔がよく見え

るよう心掛けたく思うとともに，地域における科学技術

の振興に寄与し，さらに次代への躍進を期し，精励する

所存であります。

本日ご来席の皆様方を始め，日頃多くの関係者の方々

から賜りました暖かいご理解とご支援に対して，改めて

感謝申し上げますとともに，なお今後とも一層のご支援

を賜りますようお願いする次第であります。以上をもち

まして私のご挨拶とさせていただきます。本日はまこと

にありがとうございました。 （西海区水産研究所長）

祝　　　　　辞
中　須　勇　雄

本日，ここに，西海区水産研究所創立50周年記念式

典が，多くの関係の皆様の御参加を得て盛大に挙行され

ますことを，皆様とともにお慶びし，一言御挨拶を申し

上げます。

御承知のとおり，西海区水産研究所は，東シナ海，黄

海及び九州西方海域を担当する国立水産研究機関とし

て，昭和24年に設立されました。

以来50年間，地元地方公共団体等関係各位の御理解

と御協力を得て，漁業資源，海洋環境，資源増殖等の分

野において数多くの研究成果をおさめられるとともに，

その成果を多方面に活用・普及してこられました。特に，

漁業資源の分野における資源生物の生態や資源変動機構

の解明等の研究により，以西底びき網漁業，大中型まき

網漁業及び九州西岸における沿岸漁業の発展に大きく貢

献してこられました。

加えて，海洋環境の保全，つくり育てる漁業の推進等

に対応した組織体制の整備も行い，平成６年には，我が国

の亜熱帯域における水産業の振興を図るため石垣支所を

新設するなど，常に時代の要請に的確に応えてこられま

した。この間に生み出された数々の研究成果は，地域の

水産業のみならず，我が国水産業の発展にも大きく貢献

しております。このことは，歴代所長をはじめとする皆様

の御尽力の賜であり，深く敬意を表する次第であります。

今日の我が国水産業を取り巻く厳しい環境の中で，水

産業の健全な発展と水産物の安定供給に対する国民の期

待は今後ますます高まっていくものと思われます。
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祝　　　　　辞
金　子　原二郎

西海区水産研究所の50周年記念式典が開催されるに

当たり，一言お祝いを申し上げます。

西海区水産研究所が，その前身の農林省水産試験場長

崎臨時試験地として発足されて以来，東海，黄海から日

本海西部における水産業の発展に寄与されてきたご功績

はまことに大きなものがあります。

かつて，当研究所でご精励なされた方々とご出席のな

かで偉大なる50周年をお迎えになられましたこと心か

らご同慶に存じます。

戦後の復興期の中で，国民への蛋白質供給の役目を担

った水産業，とりわけ本県の以西底引き網漁業と旋網漁

業に対しましては，高い水準の資源研究により，その進

展に大きく寄与され，水産県長崎の基幹漁業として支え

ていただきました。

その後も，水産業を取り巻く環境に対応し，海洋環境

の保全，浅海増殖等の研究により，沿岸漁業の振興にも

お力を賜っております。

また，この間，東海，黄海を取り巻く中国や韓国との

情報交換，研究交流を推進され，1993年，94年の２年

間亘って取組まれた日中韓３国共同による魚名整合作業

は，今後，東海，黄海の資源管理を進める上で大変貴重

な業績であると，高く評価されているところでありま

す。

しかしながら，この世界有数の漁場といわれる東海，

黄海においても，近年では日本，中国，韓国を中心とす

る過剰な漁獲により，各種資源，特に底魚資源の減少が

顕著になっております。

国連海洋法条約の発効により，水産資源の管理が沿岸

国の責任となった現在，この漁場を守るのは，これまで

この漁場の恩恵に浴してきた日本をはじめとする周辺諸

国の責務であります。

水産資源の持続的利用を図るためには，科学的な裏付

けによる資源の適正管理が不可欠であり，当研究所が周

辺諸国の研究機関の中心となって国際的研究協力を進め

ていただくことを念願いたしておりますことに併せ新し

い漁業秩序の中で沿岸漁業，養殖業を中心とした地域水

産業の振興が課題となっておりますが，このことにつき

ましても貴研究所の積極的な，ご指導を期待いたしてお

ります。

離島半島の多い長崎県にとりましては，水産業は地域

経済の中心であり，また本県の基幹産業であります。こ

のため，水産業振興のための施策を積極的に展開してい

るところでございますが，その施策を技術的側面から支

える総合水産試験場を，新長崎漁港の一画に一昨年４月

に開設いたしました。

新長崎漁港地区においては，水揚げから加工までの総

合水産機能に加え，東海，黄海の海洋資源管理と国際交

流の拠点づくりを目的とした国際マリン都市構想を官民

一体となり進めているところでありますが，その構想の

一環として立地を要望しておりました長崎大学水産学部

付属海洋資源教育研究センターの建設が，総合水産試験

場の隣接地に進められており，本年４月から一部供用開

始とうかがっております。

国の厳しい行財政改革の中で，国立の各研究機関は独

立行政法人への変換等が計画されておりますが，世界有

数の漁場である東海，黄海，日本海西部の水産資源の持

続的利用を図るためには，貴研究所のこれまで集積され

た貴重な資料・見識と卓越した研究調査機能は不可欠で

あります。

長崎県といたしましては，長崎国際マリン都市の中核

研究機関として，その機能を十分に発揮していただくた

め，一日も早く長崎国際マリン都市に近代的な機能を備

えた西海区水産研究所が誕生することを期待いたしてお

ります。関係各位のご指導，ご支援をよろしくお願い申

また，日中，日韓漁業交渉の際しては，科学的側面か

らの貢献が期待されています。西海区水産研究所がこう

した期待に応えるため，過去50年間に培ってきた研究

成果をさらに発展させ，21世紀に向けての水産業の発

展のため，より一層貢献されることを希望いたします。

最後に，本日御出席の皆様及び職員の皆様の今後の御

活躍と西海区水産研究所の益々の御発展を祈念いたしま

して，御挨拶といたします。 （水産庁長官）
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祝　　　　　辞
多部田　　　修

祝　　　　　辞
小　川　胱三朗

本日は水産庁西海区水産研究所創立50周年記念式典

にお招きいただき，ここにお祝いの言葉を述べさせてい

ただく機会を得まして大変光栄に存じます。

長崎大学水産学部ではこの研究所から多数の先生方を

非常勤講師としてお迎えし，学生の講義の一端を分担を

いただいています。また，水産学部の教官の共同研究に

もご参画いただくなど，水産学部の教育研究に多大のご

協力をいただいており，日頃から感謝しています。

さて，西海区水産研究所の歴史を拝見しますと，戦後

の経済復興期に漁業が再出発した昭和24年６月に発足

し，高い水準の資源管理研究を推進し，東シナ海・黄海

における以西底びき網，大中型まき網の発展に大きく寄

与されました。同時に海洋環境の保全，浅海増養殖研究

の推進など，時代の要請に的確に応えられ，今日50年

の節目を迎えられているところです。

余談ではありますが，研究所が開設された昭和24年

の同じ時期に水産学部も設置され，全く同じ時代に水産

科学の教育研究を推進して参りました。今年の10月に

私どもも50周年記念式を計画しておりまして，今回の

式典を参考にさせていただきます。

さて，この50年間という歳月の間に水産業界は大き

く様変わりを余儀なくされました。漁獲努力の増加に伴

い，漁獲量は減少し，国連海洋法の施行により東シナ海

の漁業資源に関して隣接諸国との協力が必要になりまし

た。一方，獲る漁業からつくり育てる漁業への変革が求め

られ，また，昨今の地球温暖化に対する海洋環境の役割な

ど，問題が相次いで浮上しております。この水産業の変

化はとりもなおさず西海区水産研究所の歴史といっても

過言ではありません。このような社会情勢及び変革の中

で，水産庁及び歴代の所長をはじめ諸先生方の並々なら

ぬご努力によってそれぞれの時代の社会的要請に応えて

努力され，脈々と実績を積まれ，現在の伝統を築いてこら

れました。関係各位に深く敬意を表するものであります。

さて，21世紀を目前にして，水産研究所も国立大学

も大変革期を迎えております。西海区水産研究所は

2001年には独立行政法人に移行予定と聞きますし，国

立大学も 2005年に法人化の動きがあります。西海区水

産研究所の機関評価の導入も一つの現れと理解していま

す。長崎大学水産学部は法人化先行の水産研究所の今後

の運営，研究活動を参考にさせていただきたく注目して

おります。

来る21世紀に向けて，海洋環境保全，海洋生物資源

の持続的生産を維持し，海洋資源の国際的な有効利用を

総合的に推進するため，お互いに手を携えて邁進して参

りたいと考えております。どうぞ宜しくお願いします。

最後になりましたが，この輝かしい歴史と実績を有す

る西海区水産研究所が今後益々発展され，水産業振興の

ためにご活躍されることを祈念しまして挨拶とさせてい

ただきます。

本日はまことにおめでとうございます。

（長崎大学水産学部長）

日頃から大変お世話になっております関係県の試験研

究機関を代表いたしまして，お礼とお慶びを申し上げま

す。

西海区水産研究所は戦後日本の漁業の再出発に時を合

わせるように創設されて以来，東シナ海・黄海，九州西

岸，日本海西南部，沖縄南部の亜熱帯にいたる広大な海

しあげます。

終わりに，西海区水産研究所の今後ますますのご発展

と，ご臨席の皆様方のご健勝，ご活躍を祈念いたしまし

て，お祝いのことばといたします。 （長崎県知事）
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域を担当する国の研究所としてこの海域の水産業の発展

に大きく貢献され，その後も海洋環境の保全，浅海増養殖

の推進など，時代の要請に的確に対応してこられました。

またこの間，私ども関係県の試験研究機関にとっては，

私どもの試験研究をリードし，これを束ねる中核的な研

究機関として常に心強いご指導をいただき，心から感謝

いたしております。

この50年の間，西海区水産研究所の管轄される海区

の水産業界は，世界でも有数の大陸棚漁場である東シナ

海・黄海の以西底びき網，大中型まき網等を中心に，活

発な漁業を展開し，我が国水産業界に大きい位置を占め

るという輝かしい実績をもち，私どももこれを大きな誇

りとしてきたとろであります。

しかし，50年の時の流れは実に大きなうねりを見せ

ました。近頃は東シナ海・黄海での著しい資源の減少，

これに伴う関連漁業の衰退，沿岸海域では高級魚介類資

源の減少，またこれを埋めるように大きく成長した養殖

業においても新たな疾病の発生，そして全国的な課題で

もある海洋全般にわたる環境問題など，21世紀に向け

て解決していく多様な課題が提起されるようになってき

ました。

半世紀という，長い年月の流れ，海洋という大きな器，

水産資源というふところ深い神の恵みに改めて思いをい

たし，国連海洋法条約に基づくこの海域の新しい歴史が，

西海区水産研究所を中核とする確かな科学技術に支えら

れながら，押し開かれることを信じて疑わないものであ

ります。

私ども関係県の試験研究機関も，これから少子化等に

よる漁業就業者の減少をはじめ，水産業を取り巻く社会

構造の大きな変わり目になっても，新しい多くの課題や

ニーズを背負いながら，豊かな水産業の再構築という，

それぞれの期待を携えて西海区水産研究所の元に集うつ

もりです。

どうぞ西海区水産研究所におかれましては，関係試験

研究機関との有機的な連携のもとに，地域における中核

的な研究機関として，今後も変わらぬご指導をくださる

ようお願いをいたしいと思います。

簡単で意を尽くせませんが，心からお祝いを申し上げ

ます。 （山口県外海水産試験場長）


