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平成11年11月12日の午後２時半から支所内の艇庫に

おいて石垣支所竣工披露式を催しました。（写真１）

振り返ってみますと，石垣支所は平成６年６月24日

に開所され，同年に土地造成から始まり，あしかけ５年

をかけて，研究本館，生物実験棟，生物飼育実験棟，屋

外生物飼育実験施設，水温調節設備棟，自家発電室，艇

庫，調査機器保管・工作棟，桟橋，海水取水濾過施設，

生物標本保存・展示棟，外来研究員宿泊施設等の全ての

研究施設が平成10年度末に完成しました（写真２，３）。

その竣工を記念して，当日は，東京から水産庁及び農

林水産技術会議事務局の関係各位，沖縄から沖縄開発庁

沖縄総合事務局，沖縄県庁，沖縄水産試験場，漁業組合

連合会等の方々が，地元八重山からは八重山支庁，石垣

市，竹富町，与那国町，地元漁業協同組合等の方々の参

列をいただきました。また，各水産庁研究所長，水産庁

ＯＢ，水産庁研究所ＯＢや，西海ブロックの各県水産研

究機関，水産関連の各団体，調査関連企業等の方々に全

国からおいでいただき，外部からの参列者は総勢103名

でした。

式では，まず当所中村所長の挨拶があり，続いて水産

庁長官の式辞を水産庁川本資源生産推進部長からいただ

きました。当所酒井企画連絡室長が建設経過報告を行い，

続いて当所所長から支所の建築・電気・設備等に携わっ

た地元八重山及び沖縄本島の11の業者各位に対し感謝

状を贈呈しました。農林水産技術会議事務局長，沖縄総

合事務局長，沖縄県知事の祝辞をはじめ，大 石垣市

長，塩満九州・山口ブロック水産試験場長会会長各位か

ら祝辞をいただきました。来賓各位の祝辞では，新しい

研究施設の完成でこれからの亜熱帯海域の水産研究に大

いに期待し，これを契機に地元沖縄県，八重山地域と連

携協力をして新たな研究の拠点を作るようにとの暖かい

励ましをいただき，石垣支所の研究の重さを改めて実感

しました。筆者が石垣支所の研究業務の概略を披露し，

石垣支所で行った研究主要成果３課題について担当研究

室から報告いたしました。そして，元西海区水産研究所

長，社団法人日本水産資源保護協会の原専務理事から
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写真２．西海区水産研究所石垣支所遠景

写真１．石垣支所 竣工披露式

写真３．研究本館（正面，平成８年３月新築）
生物実験棟（右隣，平成10年３月新築）
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“石垣支所に期待する”という演題で記念講演をいただ

き，滞りなく竣工披露式が終了しました。また，竣工を

記念して関係者による福木（幸せを呼ぶ木）の記念植樹

が構内研修棟横で行われました。（写真４）

引き続き会費制・立食式の祝賀会が，発起人の主催に

より同じ会場で行われ，式に参列した多くの方々に出席

していただきました。祝賀会では，発起人代表として元

水産庁次長，海洋水産資源開発センター島理事長が挨拶

され，沖縄県漁業組合連合会の奥間専務理事，畑中中央

水産研究所長から石垣支所の研究発展に期待する旨の祝

辞をいただきました。小底石垣市議会議長の御発声で乾

杯を行い，祝宴に入りました。和やかなうちにも華やい

だ雰囲気のもと，各テーブルでは亜熱帯域の水産研究や，

建設に至る苦労談などに花が咲きました。嘉数沖縄県水

産試験場長の音頭によって万歳三唱で盛況のうちに祝賀

会が終了しました。なお，都合によりご参列いただけな

かった発起人，水産庁，水産庁研究所の関係各位及びＯ

Ｂの方々等から多くの祝電をいただき，式及び祝賀会で

披露されました。

当日は，曇りのち雨で海がやや荒れていましたが，式

及び祝賀会，サンゴ礁生態観察の為にグラスボート機能

を備えた調査艇による浦底湾のサンゴ礁視察，参列者全

員による記念撮影（写真５）及び記念植樹が降雨や海の

荒れの合間に予定通り実行できました。石垣支所の各施

設をじっくり見ていただくとともに，できるだけ施設の

特徴を活かした手作りの式及び祝賀会になるよう心がけ

ました。また，密かに懸念していた空調設備のない艇庫

での式にもかかわらず，来賓や参列された方々が蒸し暑

さを感じられないほど快適であったことが幸いでした。

日本最南端に近い，緑あふれるサンゴ礁の島石垣に，

最先端の立派な研究施設が整備され，多くの方々の心か

らの御支援により盛大な竣工披露式と祝賀会が開催でき

ました。石垣支所が地元八重山の水産業の発展に寄与す

るとともに，地理的特徴を生かし，日本の南の窓口とし

て地球的視野から熱帯・亜熱帯域の水産研究の中核の拠

点となるための息吹を吹き込んでいただいたと感じてお

ります。これを期に，職員一同の結束を強め，研鑽努力

する所存です。竣工披露式及び祝賀会にご参列された

方々へ感謝の意を表するとともに，今後のご助言・ご支

援の程お願い申し上げます。

（石垣支所長）

写真４．記　念　植　樹

写真５．水産庁西海区水産研究所 石垣支所 竣工披露式　平成11年11月12日
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主　催　者　挨　拶
中　村　保　昭

西海区水産研究所石垣支所竣工披露式の開会に当た

り，一言ご挨拶を申しあげます。

本日はご来賓並びに会場の皆様方には，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。

我が国初で，しかも亜熱帯，熱帯域に所在する研究所と

しては，世界的な規模の施設の誕生の下に，本日ここに

竣工お披露目をさせていただくことは，私どもにとって

大きな誇りであり，喜びであります。ご支援を賜りまし

た農林水産省農林水産技術会議事務局，沖縄開発庁，水

産庁，沖縄県，石垣市，水産関係団体，沖縄県漁業関係

者を始めとする産学官並びに工事に携わっていただきま

した関係者の皆様方に対して，厚くお礼を申し上げます。

ご承知のとおり亜熱帯水域は，我が国経済水域の約

50％，国土の約６倍を占める広大な水域であります。

この海域は珊瑚礁域やマングローブ域等により，独特の

海洋生態系を形成し，生物の多様性に極めて富んでいま

す。また，新たな水産業の振興のみならず地球規模での

環境保全を考えるうえで極めて重要な海域であります。

しかしながら，この海域の水産研究が手薄であったため，

これを強化することが急務となっていました。

水産庁はこれに応えるため，平成４年の「亜熱帯水産

研究」の論議を踏まえ，豊かな自然と海洋環境を生かす

ため，本所のあります長崎から東京までとほぼ同じ距離

の約1,000km離れました当石垣市に，平成６年６月に

「西海区水産研究所石垣支所」を創設しました。このご

英断をくだされました先人諸兄に深く敬意を表します。

研究に対する取り組みは，海洋の環境条件が本土とは大

きく異なっているため，従来の本土型研究とは違った対

応が必要でありました。開設当初は施設もございません

でしたので，社団法人日本栽培漁業協会のご厚意により

同協会の八重山事業場内にプレハブ仮設庁舎を設置し，

支所長以下３名の職員で，平成６年７月に業務を開始し

ました。その後，年次計画に沿って組織と施設の整備が

図られ，平成９年度に組織が整い，そして本日ご覧いた

だきましたように環境に配慮しました施設が，本年３月

に当初の計画どおり，完成しました。

現在，支所長以下５研究室，１庶務室から成り，職員

定員は研究職19名，事務職４名の計23名にまで強化さ

れています。この定数は支所でありながら他の水産研究

所に匹敵するほどの規模であります。この他，各種制度

を活用しての長期招聘外国人研究者や臨時職員を加えま

すと，総勢35名余となります。研究職の平均年齢も38

歳と若く，今後が嘱望されます。

さて当支所におきましては，サンゴ礁域やマングロー

ブ域に棲む多種多様な魚介藻類の保全，赤土の流入等に

対する環境保全等，またこの海域で産卵するマグロ類の

初期生態や漁業活動によって混獲されるウミガメ・サメ

類等，希少生物の生態学的研究，さらに生産性に富む海

洋環境の解明等をとおして，これらの豊かな資源を守り，

育て，持続的に有効利用するための研究を進めています。

加えて，この地域の経済の活性化を図るため「環境にや

さしい」増養殖の振興，地球環境の保全，釣りやダイビ

ング並びに船による海洋生物の生態観察等，海洋を多面

的に利用した新しい水産業の総合的な研究を行い，水産

研究の南方の拠点として，国際協力を視野に入れて積極

的に研究を展開しております。このように水産業の対象

となる生物のみでなく生態系を構成するすべての生物を

研究対象としていますことが，大きな特徴であり，持ち

味でもあります。

体制が整備されてまだ日も浅いところですが，お手許

にお届けいたました「西海区水産研究所主要研究成果

集：第１号及び第２号；石垣支所竣工記念特集」からも

お分かりいただけますように，Aサンゴ礁域における生

物の多様性に関する構造，B大型浮魚礁周辺の魚類相，

C造礁サンゴの産卵誘発，D魚介類の行動生態等におい

て，研究の成果も上げられており，関係学会等で高い評

価を受けているものも少なくありません。

次に，水産研究を取り巻く最近の動きでありますが，

21世紀を目前に控え，我が国は長期展望のもと「科学

技術創造立国」を目指した科学技術基本法を平成７年に

策定し，積極的かつ総合的な科学技術政策を展開してい

ます。この中にあっては，厳正な評価の実施や競争的資

金の拡充等が求められています。本年７月に公表されま
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した「経済審議会の答申」によりますと，我が国経済社

会のあるべき姿と，それに至る政策を「知恵の時代」と

して，また最近の「科学技術白書」では，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，さらに，科学技術が国家的・社会

的要請によりよく応えていくためには，どのような取り

組みが必要かが問われています。一方では平成８年に，

我が国における国連海洋法条約の発効に伴う新しい漁業

管理の時代の到来等，水産試験研究を巡る情勢は大きく

変化しています。何れにいたしましても，「科学技術の

振興」は，正に追い風にあります。

この内，当所の動きでありますが，昨年の10月１日

付けで，水産庁研究所は漁獲可能量いわゆるＴＡＣ制度

の導入等，「新たな海洋秩序の下での水産業の確立」の

ための研究を効率的・効果的に推進するため，大幅な組

織改正を行い，新しい体制がスタートしました。研究の

推進方向を定めました「研究基本計画」においても，亜

熱帯域の水産研究を当石垣支所において，一層強化する

ことが明記されています。

一方，国際化が叫ばれるなか，研究者のライフステー

ジの一環として，今日まで当支所から先進諸国はもとよ

り開発途上国まで広く，海外での国際学会や研究・技術

指導等に延べ29件，28か国，888日派遣し，若い時代か

ら海外経験を積める時代となりました。また，共同研究

等による来訪研究者は，国内はもとより，外国からも既

に延べ47件，34か国，84名に達しています。このよう

な交流をとおして，明年は当地おいて，支所設立後，初

の国際シンポジウムを企画し，現在準備に余念がありま

せん。本日もハワイにおいて開催されています関連国際

シンポジウムに職員を派遣し，情報を提供させていると

ころであります。

他方では，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」を志す若者の誕生を願い，海洋を利

用するすべての人々に開かれた研究所を目指し，私ども

の「漁業調査船：陽光丸」の地元石垣での公開や本年も，

遂先週の土曜（11/６），日曜日（11/７）に開催されま

した地元の秋の恒例行事「八重山産業まつり」に，平成

９年から毎年参加し，支所の業務紹介を行いました。こ

れまでに数千人に上る市民に親しんでいただいており，

私どもにとりましても，地域に溶け込む，年中行事の一

つとなっています。また地元小・中学校の課外教育・見

学はもとより各地より大学生等の視察も多くを数えてい

ます。さらに常時「海や生物」に親しんでいただくため，

追々整備に努めて参りますが，本年６月に当支所の一角

に標本展示棟を開設いたしました。

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。私どもを含む国の試験研究機

関の大部分は，平成13年４月から独立行政法人として，

新たな体制でスタートの予定であります。食料，環境問

題が地球的規模で大きくなる21世紀を迎え，我が国の

亜熱帯水産研究の進展は，広大で未利用なこれら水域に

おいて，地域や地球環境と調和した多方面での適切な亜

熱帯生物資源の有効利用に大きな道を拓くものと考えら

れます。

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，本日のお披露目を

契機に，所員一致団結し，俳聖松尾芭蕉の「古人の跡を

求めず，古人の求めたる所を求めよ」の教えに沿って，

先人の模倣ではなく，先輩らの精神に学びたく思ってお

ります。本施設から的確な情報発信が皆様方への恩返し

と肝に命じております。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に心掛

けるとともに「地域の研究ニーズに的確に応える活力あ

る研究所」を合い言葉に，亜熱帯の水産研究センターと

して，積極的に行政や産業ニーズに応え，我が国の水産

業の発展を図り，地域はもとより国際的な立場から科学

技術の振興に寄与したく，今後の躍進を期し，精励いた

します。

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）



西海水研ニュース100号 ’00．冬

－ 8－

式　　　辞
中　須　勇　雄

祝　　　辞
三　輪　睿太郎

本日，ここに，西海区水産研究所石垣支所の施設竣工

披露式典の開催に当たり，一言御挨拶申し上げます。

御承知のとおり，石垣支所は，皆様の御支援と御協力

により，平成６年６月に発足し，その後５カ年の歳月を

かけまして，このほど当初の計画どおり，全施設が完成

いたしました。

石垣支所の立地する亜熱帯域の沿岸は，生産性の高い

サンゴ礁やマングローブ域で構成されており，多様な海

洋生物に代表される特異な海洋生態系を形成しておりま

す。黒潮源流域を中心とするこの海域は，マグロ類など

の高度回遊性魚類の産卵，育成場でもあります。これら

の重要な役割を持つ海洋環境の研究を基盤に，亜熱帯域

の特性を活かしたつくり育てる漁業，資源管理型漁業を

推進するための研究を展開してまいりました。

このように，石垣支所が施設整備や研究を着実に進め

てこられましたのも，地元の皆様方をはじめとする関係

各位の御理解と御協力の賜物であり，ここに深く敬意を

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情勢の中で，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，益々高まっていくものと思われます。

この度完成しました研究施設をはじめとする諸施設

は，亜熱帯，熱帯域に所在する研究所としては，世界的

な規模であります。これらを十分に活用し，これまで培

ってきた研究成果をさらに発展させ，21世紀に向けて，

亜熱帯水域の開かれた研究拠点として，水産業の発展の

ために，さらに国際協力に，より一層貢献することを期

待してやみません。

御臨席の皆様方におかれましては，石垣支所の任務が

全うできますよう，今後とも，御支援，御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

最後に，石垣支所の施設建設に当たり，御協力を賜り

ました沖縄開発庁，沖縄県，石垣市をはじめとする関係

各位の皆様方に対し，心から感謝を申し上げまして，私

の御挨拶といたします。

（水産庁長官）

本日，西海区水産研究所石垣支所の竣工披露式典が挙

行されるにあたり，ひとことお祝いの言葉を申し上げま

す。

はじめに，本日お集まりの皆様方には，平素より農林水

産業の発展のための技術開発に多大なるご協力，ご尽力

いただいておりますことに対し，厚く御礼申し上げます。

ご承知のとおり，食糧自給率の低下，国際化の急速な

進展など，農業農村を巡る情勢の大きな変化や，国民か

ら農業農村に寄せられる新たな期待に応えるべく，農業

の持続的発展と農村の振興を通じ，食糧の安定供給の確

保と農業農村の多面な機能の発揮を図ることを基本理念

とした，食糧農業農村基本法が本年７月に新たに制定さ

れたところであります。また，水産業についても同様に，

21世紀に向けた新たな展望を切り開くための基本政策

の検討が進められているところでございます。

さらには2001年に予定されている中央省庁再編の一

環として，農林水産省の試験研究機関のほとんどが独立

行政法人に移行することとなり，各試験研究機関は研究

推進における自立性の発揮と透明性の確保が求められて

おります。

このような情勢の変化などに対応し，21世紀の農林

水産業の持続的発展を図るためには，その基盤となる多

様な技術開発が，効果的かつ効率的に行われることが不

可欠となっております。

このため，農林水産技術会議といたしましても，この

ような農林水産業を巡る状況の変化や，科学技術創造立

国を目指した科学技術基本法をふまえ，本年11月，農

林水産業及び関連産業に係る研究開発全体の目標をおお
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祝　　　辞
小　山　　　裕

よそ10年を見通して示した，農林水産研究基本目標を

策定したところであります。

この基本目標におきましては，今後の農林水産研究に

ついて我が国農林水産業の体質強化につながる現場を支

える農林水産技術の開発や，農林水産技術の革新と創出

を担う生命と環境の研究などを，関係省庁や産官学の連

携のもとに強力に推進していくことが重要とされており

ます。

水産関係試験研究につきましても，資源管理型漁業と

作り育てる漁業の推進に視点をおき，現場に直結した技

術開発から先端的な研究開発まで，幅広い対応が求めら

れており，今後その一層の強化が期待されているところ

であります。

この西海区水産研究所石垣支所におかれましては，我

が国の東シナ海や亜熱帯水域における資源管理型漁業を

はじめとする水産関係の試験研究を担う中核的試験研究

機関として担うべき役割は極めて大きなものがありま

す。

今後，本支所で開発された技術や研究成果の活用を通

じ，地域の水産業の振興，さらには，我が国水産業の発

展に大きく貢献されますことを，切に期待申し上げる次

第であります。

最後に，本日，ご臨席の皆様のご健勝並びに今後の

益々のご発展を祈念いたしまして，私の祝辞とさせてい

ただきます。

（農林水産省農林水産技術会議事務局長）

本日はここに，西海区水産研究所石垣支所竣工披露式

典が盛大に開催されますことを，心からお祝い申し上げ

ます。

水産庁より委任を受け，企画・設計および工事監理を

担当した沖縄総合事務局といたしまして，この式典にお

招きをいただき，感謝申し上げる次第であります。

沖縄周辺の沿岸域は，サンゴ礁・マングローブ等に代

表される独特な海洋生態系を形成しております。また，

黒潮源流域を中心とするこの海域は，亜熱帯性気候の豊

かな自然環境の中で育まれる，回遊魚の産卵と育成の場

でもあります。

本格的な200海里時代を迎え，水産資源の保護・育成

が求められている今日，当支所が海域の特性を活かした

増殖及び養殖の研究はもとより，希少生物の保護など地

球環境問題にも積極的に取り組まれておられることに，

深く敬意を表するものであります。

沖縄総合事務局におきましても，農林水産業の振興と

農山漁村の活性化を図るため，生産基盤の整備や助成・

指導に努めているところでありますが，ここ八重山の地

に，地域の特性を活かした，海洋生物を対象とする研究

施設が完成いたしましたことは，水産業の振興はもとよ

り，海洋環境の保全にも大きく寄与するものと確信して

おります。

平成６年度に敷地造成に着手して以来これまでの間，

水産庁をはじめ関係各機関・団体各位はもとより，本施

設の建設に深い御理解と御協力をいただきました地域の

皆様，並びに，高度な技術力を駆使し，誠心誠意工事に

あたった請負者の皆様に対しまして，この場をお借りし

厚くお礼申しあげる次第であります。

終わりに，この研究施設が大いに活用され，大きな成

果を上げられますよう念願致しますとともに，職員各位

の益々の御活躍と，関係者各位の御発展を祈念いたしま

してごあいさつとさせていただきます。

（沖縄総合事務局長）

「ひるぎ」によるサンゴ視察
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祝　　　辞
稲　嶺　惠　一

水産庁西海区水産研究所石垣支所竣工披露式典の開催

にあたり，ごあいさつを申し上げます。

本日，ここに水産研究所石垣支所が完成し，盛大に御

披露される運びとなりましたことを心からお祝い申し上

げます。おめでとうございます。

水産庁におかれましては，国立水産研究機関の設置に

関して格別の御配慮を賜り，我が国の亜熱帯域における

水産業の振興を図るため，平成６年６月に当支所が設立

されました。

この間，研究本館，生物実験棟，さらに今回の研修棟

などの施設整備が行われました。また，研究体制につい

ても各種研究ニーズに対応して順次強化され，５研究室

及び庶務室が整備されました。

このことは，亜熱帯域における多様性に富んだ海洋生

態系の構造と機能の解明及び重要資源の生態と生物特性

の解明等を行うことにより，本県水産業の振興をはじめ，

東南アジアなどにおける水産研究を飛躍的に進展させる

とともに，その成果の活用により，本県の調査研究等も新

たな展開が可能になるものと大きな期待を寄せています。

さて，本県の水産業は，温暖でサンゴ礁の発達する海

域特性をいかし，健康的で豊かな食生活に欠かすことの

できない魚介類や海藻類，水産加工品などの食材を，安

定的に供給する役割を担っております。

また，近年，豊かで潤いのある自然を求める国民の声

の高まりに応じて，自然環境と一体となって営まれる水

産業の，環境保全に果たすべき役割も重要となっており

ます。

県としましては，これまで水産試験場八重山支場や栽

培漁業センターの施設整備を進めて参りましたが，平成

11年２月に策定した「沖縄県農林水産業振興ビジョ

ン・アクションプログラム」において，革新的水産技術

の開発を水産業振興の柱として位置づけ，活力のある農

林水産業の確立を目指しております。さらに，現在，21

世紀を見据えた沖縄県水産試験研究推進構想の策定作業

を進めており，同構想に基づき，水産技術開発に取り組

んでまいります。

石垣支所におかれましては，既にサンゴ礁海域におけ

る増養殖技術やソデイカの資源調査等において御指導を

いただき，さらに，今年中には貴支所を中心に鹿児島県

も含めた水産業研究部会が発足するものと聞いており，

今後とも御指導，御支援をお願いいたします。

終わりに，西海区水産研究所石垣支所のさらなる進展

と各研究機関が連携を密にすることにより，亜熱帯域に

おける水産技術開発がより一層進展いたしますことを祈

念し，ごあいさつといたします。

（沖縄県知事）

祝　　　辞
大 長　照

a�
本日ここに，水産庁資源生産推進部長川本省自殿，沖

縄県農林水産部長小那覇安優殿，沖縄開発庁沖縄総合事

務局開発建設部長池田龍彦殿をはじめ，内外多数のご来

賓のご臨席のもとに，本市漁業者はもとより，全市民が

久しく待ち望んでおりました，西海区水産研究所石垣支

所の竣工披露式が，厳粛かつ盛大に執り行われるにあた

り，一言お祝いの言葉を申し述べることができますこと

は，私の最も喜びとするところであります。

近年，わが国の漁業をめぐる情勢は，国連海洋法条約

の発効に伴い漁業環境が著しく変わってまいりました。

海外漁場の制約はもとより，漁獲量の制限に加えて，

燃油価格や漁業資材等の相次ぐ高騰など，依然として厳

しい状況下にありますことは，皆様すでにご承知のとお

りであります。しかしながら，国民の伝統的食生活にお

いて魚介類等水産物に対する国民の需要は揺るぎなく根

強いものがあります。このためそれらの安定供給を図る

上から，国におかれてはすでに漁業諸施設の整備をはじ

め，増養殖事業の推進を期し，全国的な規模で水産研究
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所の設置を行い，沿岸漁業の振興を強く進めてこられた

わけであります。

本市は，亜熱帯海洋性気候のもとにあって，その地理

的特性に立つ第一次産業の振興開発が内外から大きく期

待されるものとして，鋭意これらの諸事業を進めている

ところでありますが，さらに，加えて沿岸，沖合の重要

魚介類並びにサンゴ礁，マングローブ域など沿岸域の海

洋環境の研究を核とする，漁業振興の拠点としてここに，

西海区水産研究所石垣支所の竣工をみるに至りましたこ

とは，まことに喜ばしく市民共々に喜びを分かち合って

いるところであります。

財政事情の最も厳しい折，本事業の重要性は，緊急の

課題として，強く認識された国，県ご当局並びに関係皆

様の示された誠意溢れるご尽力に対しここに改めて感謝

の意を表す次第であります。

当市におきましても国，県ご支援のもとに魚類養殖場，

あるいは種苗の中間育成施設の整備を行い，目下漁協組

合員がハタ類，シャコ貝，モズク等を中心とした養殖漁

業に積極的に取り組んでいるところであります。

また，漁場の有効利用を図る上から，クチナギの資源

管理の実施，あるいは魚礁の設置と，さらに漁場保全の

ため有害水産動物の駆除を行ってまいりました。

一方，さきに完成をみております国営栽培漁業センタ

ー八重山事業場におかれてもマグロ類の大型回遊魚やカ

ンパチ，スジアラ，ノコギリガザミ，コブシメ等有用魚

種の放流を行っており，さらに沖縄県水産試験場八重山

支場におかれても地元養殖漁業の有望種となっておりま

す，シャコ貝，ヤイトハタの種苗生産を行い県内の養殖

漁業者へ配布が行われておりますように，つくる漁業と

呼応する種々の施策が着実に推進されてまいりました。

他方で，漁業者の拠点港として石垣漁港をはじめ登野

城漁港，さらには本島北部地域の振興を図るため，伊野

田漁港，船越漁港が，第九次漁港整備計画にもとづいて，

着々と整備が進められておりますことはご高承のとおり

であります。

このたびは，文字通り亜熱帯の拠点として２万平方メ

ートルの当敷地に，西海区水産研究所石垣支所が，巨費

を投じて建設され，多様な各種整備をもつ研究所として

目出度く開所のはこびに至りましたことは，四面好漁場

に恵まれた当市はもとより，わが国の沿岸漁業振興に多

大な利益をもたらすものであると確信してやまないとこ

ろであります。

亜熱帯生態系研究室，沖合資源研究室，沿岸資源研究

室，海洋環境研究室，資源増殖研究室から構成され，佐

藤支所長はじめ十九名の研究員と四名の庶務職員が配置

され，沖合並びに沿岸における有用魚介類資源の，科学

的な調査研究並びにサンゴ礁やマングローブ域の，沿岸

域を利用した増殖研究等，海洋の多面的利用の研究開発

が行われることになりますが，今日の水産業を取巻く厳

しい環境を切り開く，活路として，また栽培・養殖漁業

の，具体的な展開として漁業者や市民が，日常強く意識

づけられる拠点としてはもとより，本市北辺集落の，発

展の象徴として本研究所が位置づけられることにより，

本市の振興開発がここにまたひとつ，一段と促進される

わけであります。

願わくば当研究所で勤務される職員の皆様をはじめ，

水産庁並びに全国の関係者の皆様には，どうか漁業振興

にかける当地の漁業者並びに当市の意とするところをご

理解いただきますよう一層のご精進とご支援を，切にお

電子顕微鏡室視察

屋外飼育水槽視察
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願い申し上げる次第であります。

もとより当地漁業者におかれても，これまで以上に海

洋資源の保護培養と，資源管理に強い関心と努力を傾注

され，積極的に漁業振興に取り組んでいただきますよう

強く期待してやみません。

眼下に広がる紺碧の大海原と，於茂登連山のおりなす

風光明媚な桴海大田地区は，本研究所の竣工によって，

着実にそのステップを踏み出すことになりました。

地域住民皆様の誇りとして一層の励みとされるよう

益々のご自愛を切にお願いするものであります。

ここに，本研究所の建設にあたり，用地提供に協力さ

れた方々並びに建設に携わった各業者の皆様には，無事

息災のうち見事に竣工されたご労苦に対し感謝を申し上

げる次第であります。

結びにあたり，西海区水産研究所石垣支所が日本最南

端の漁業振興の拠点としてその機能が充分に発揮され，

わが国はもとより国際的な水産研究所として発展されま

すようご祈念申しあげまして祝辞といたします。

（石垣市長）

祝　　　辞
塩　満　暁　洋

本日ここに，「西海区水産研究所石垣支所」の竣工披

露式が，関係者多数のご臨席のもと盛大に挙行されます

ことを，心から御祝い申し上げます。

平成６年６月に，亜熱帯水域におけるわが国唯一の国

立研究機関として設立されて以来，年次計画で研究機能

の充実に鋭意取り組まれてこられましたが，５年あまり

の歳月の末，整備が完了し竣工の日を迎えられましたこ

とは，誠に慶びにたえません。

最近におけるわが国の水産業は，資源水準の低下や漁

業経営の悪化など厳しい問題に直面しているところであ

り，水産業振興のうえから資源管理型漁業を推進し，水

産資源を持続的かつ高度に利用することの重要性が，強

く認識されるようになってきております。

国際的にも，クロマグロを初めとする高度に回遊する

魚種などについて，資源管理のあり方をめぐる議論が活

発に行われるなど，海洋水産資源に対する関心は世界的

な高まりを見せております。

国におかれましては，このような厳しい情勢を的確に

認識され，わが国200海里経済水域の50パーセントを占

める広大な亜熱帯水域の水産研究に力を注がれることに

対しまして深く敬意を表す次第でございます。

申し上げるまでもなく，九州各県はもとよりわが国の

海洋水産資源は黒潮の影響を強く受けております。従い

ましてご当地沖縄県のいわゆる黒潮源流域における海洋

構造，基礎生産力などの研究は，的確な漁海況情報の解

析を志すわが国の研究者にとって大変重要な海域である

と認識しているところであります。

さらにこの亜熱帯の海域は，鹿児島県トカラ海域，奄

美海域を含めマグロ類を始め高度回遊魚の産卵・回遊の

場になっており「西海区水産研究所石垣支所」の開設に

よりましてこれら黒潮の動向研究やマグロ類の生態研究

などが一層進展することを期待いたしますとともに，亜

熱帯海域に特有なサンゴ礁，マングローブ域における海

洋環境の把握・保全研究，有用水産動物の生理生態研究，

また増殖対象種の種苗生産，放流技術開発研究などが鹿

児島・沖縄両県の「つくり育てる漁業」の推進に大きく

寄与するものと確信いたしております。

亜熱帯水域が水産業発展の大きな可能性を持っている

ことを再認識して，私たち各県水産試験場も試験研究に

取り組んでまいりたいと考えておりますので，更なるご

指導，ご支援をお願い申しあげます。

終わりに西海区水産研究所の試験研究が当石垣支所の

完成を契機としてさらに進展しますとともに本日ご臨席

の皆様のますますのご健勝，ご活躍を祈念いたしまして

御祝いの言葉といたします。

（九州山口ブロック水産試験場長会会長）鹿児島県水産試験場長　
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石垣支所竣工記念講演－石垣支所に期待する

原　　　武　史

水産庁西海区水産研究所石垣支所は，平成４年の水産

庁研究所長会議における「21世紀に向けての水産研究

のあり方」の討議のなかで，亜寒帯及び亜熱帯研究の重

要性が提起され，同年に亜熱帯支所の所属は西海区水産

研究所とすることが決定された。その後翌年には建設候

補地が石垣島に決定され，平成６年には仮庁舎による業

務開始式と石垣支所開所式が行われ，建設工事と並行し

て研究活動が開始され，平成７年３月には建設用地の整

地が終了し，平成７年度から４カ年をかけて庁舎の建設

工事が行われて，今日全施設が予定どおり完成したもの

である。

石垣支所における今後の研究展望としては，環境調和

型「つくり育てる漁業」の推進研究，環境保全型水産研

究，新しい水産生物資源の探索，水域の多面的有効利用

及び国際的な貢献が予定されており，５研究室19研究

職員によって，各研究分野ごとに精力的な研究が開始さ

れている。このような状況の下で石垣支所の竣工式に当

たり，支所の研究推進方向及び研究課題への期待を述べ

てみたい。

１．水産庁研究所との研究協力

亜熱帯水産研究の推進が討議されて以来，水産庁研究

所の総力を挙げて支所の設立のために協力してきてお

り，特に，支所の定員については新規に認められたもの

のほかは，各研究所からの拠出によって，今日があるこ

とを忘れてはならない。したがって，他の水産庁研究所

が必要とする研究課題を分担したり，研究所間の共同研

究は精力的に展開することが必要と考えている。また，

水産生物のなかにはクロマグロのように，生活行動範囲

が広いものがあり，一つの研究所で生活史のすべてを研

究することは不可能であることから，研究所間の研究協

力が望まれるが，そのような研究課題は多く存在してい

る。亜熱帯水域はまぐろ類，ぶり類の産卵場となってお

り，初期生活史の研究には，重要な位置を占めているこ

とは周知の事実である。

亜熱帯水域のうち，深海に生息する生物はその種類も

多く，水産資源として未利用なものが存在する可能性も

ある。また，海洋生物からは各種の機能性物質や生理活

性物質などが発見される可能性もあり，この点でも他の

研究所との共同研究が望まれる。

２．地域との連携

亜熱帯研究のための施設を建設するに当たって，沖縄

県に所在する研究機関等との研究連携が可能な位置に建

設することが，用地選定の条件の一つとされており，こ

の意味では沖縄県水産試験場八重山支場との共同研究は

重視されなければならない。亜熱帯海域における環境保

全型「つくり育てる漁業」の技術開発研究では，緊密な

研究協力を欠くことはできない。最近の動きとして，本

州におけるウイルス病の蔓延による影響もあって，クル

マエビ養殖業が沖縄県に相次いで進出し，その生産量が

急激に増加したが，本州からの親エビの導入によると考

えられるウイルス病の流行による打撃は大きく，早急な

防疫対策の確立が切望されている。このような防疫対策

の策定に当たっては，国と県との有機的な連携が不可欠

である。

また，琉球大学にも水産生物，サンゴ礁に生息する海

洋生物の研究が行われており，支所の立地条件からすれ

ば，共同研究は可能であると考えている。
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３．国際農林水産業研究センターをはじめとする農林場

所との研究協力

亜熱帯研究のための施設をどこに建設するかを検討し

た際に，農業場所が存在する土地に建設することによっ

て，研究交流を一層容易にするばかりでなく，研究の発

展に伴って必要となる大型機器等を地域として共同で整

備すること，専門雑誌等の共同利用も可能であること，

研究環境の改善を図る際にもより有利になることも考慮

されていたのである。当時は熱帯農業研究センター沖縄

支所が石垣島に設置されていたことが，石垣島を選定し

た理由の一つになったことは事実である。

国際農林水産業研究開発センターは，国際研究協力の

ための組織体制整備の一環として設立され，水産部にお

いては発展途上国の水産業のための技術開発研究が実施

されているが，石垣島周辺海域は発展途上国の海洋環境

と類似した環境を有しているため，支所の施設を利用し

た共同研究は可能であり，ここでの研究成果が熱帯域の

水産技術の発展に有効に機能することが期待されてい

る。また，石垣支所はこれから発展途上国の水産技術研

究に従事する研究者のためのトレーニング施設として

も，最適な海洋環境と研究施設が完備しており，今後広

範な意味での研究協力が進展することを期待したい。

さらに，亜熱帯域における地球環境保全研究を推進す

るためには，農業，林業及び水産業という研究分野ごと

の研究を推進することも必要ではあるが，これらの分野

を統合した共同研究が行われなければならず，当面の研

究課題としては各分野に共通する「水」の問題で，研究

がスタートすることが期待されている。山野に降った雨

が森林を潤し，農地では食料生産が行われ，川を下った

水はマングローブ林を育み，海洋においてはサンゴ礁を

はじめとする豊かな海洋環境が存在している。山野から

農地，川を下って海へつながる複雑な環境における物質

循環を解明することは，地球環境研究に貢献すること大

であると考えている。

４．民間機関との研究協力

水産研究の将来を考えた場合に，民間との研究交流あ

るいは共同研究は，研究の活性化のためには必須であり，

亜熱帯研究施設の建設立地を検討する際には，これらが

十分考慮されたのである。幸いにして，石垣島にはõ日

本栽培漁業協会八重山事業場が，本島の本部町には国営

沖縄記念公園水族館が存在し，多種類の水産生物をはじ

め海洋生物が飼育されている。これらの施設で研究の対

象として飼育されている海洋生物の一部は，生態研究あ

るいは種苗生産研究の対象とされているので，石垣支所

との研究協力は双方の研究の進展にとって有益であると

考えられる。特に，さめ類，かめ類などを対象とした研

究では，支所との共通の研究課題も存在すると考えられ

るので，今後の研究交流の発展が大いに期待されるとこ

ろである。

５．諸外国との共同研究

国立研究機関は，積極的な国際共同研究の実施が期

待されており，我が国に所在する唯一の亜熱帯研究を

推進する場所として，石垣支所の存在は非常に貴重で

あり，豊かな自然環境のなかに立地していることは勿

論，その施設と研究勢力が世界的なレベルであること

が求められている。

当面の共同研究課題としては，発展途上国とは沿岸

域における魚介類増殖に関する研究のほか，マングロ

ーブの伐採やサンゴ礁の破壊がもたらす環境保全問題

等が考えられ，先進諸国とは今後に予想される食料不

足問題，全地球的な環境保全問題等が考えられる。

６．地の利を生かした研究の推進

亜熱帯研究施設を建設するに当たり，適地の選定過程

における条件としては，１）生物環境の優れた場所に建

設すること。２）新しい研究基本計画において，海区の

特色を生かした水産業に対する研究のほか，地球環境研

究へも積極的に対応することとしているので，これに適

した場所でなければならないこと。３）水産研究分野に

おける国際研究協力を推進するためには，発展途上国の

環境条件に近い立地条件を備えた場所を選定する必要が

あること。４）自然環境が保全されており，今後も開発

される可能性の低い立地を選定すること。等が合意され

ており，幾多の議論の後に石垣島が選定されたのであ

る。

現在の石垣支所は，所内に小規模ながらマングローブ

が存在し，近くの吹通川河口部にはヤエヤマヒルギとオ

ヒルギからなるマングローブが広がっており，絶好の研

究フィールドを提供してくれている。また，浦底湾には

サンゴ礁も発達しており，これらの条件をほぼ満足する
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場所に立地しているので，当初の目的を達成することは

容易であり，「地の利を生かした研究」が精力的に展開

されることを大いに期待したい。

７．研究推進上の問題点

石垣支所のすべての施設が完成し，これから研究活動

が一層活発化すると思われるが，何でも研究の対象とし

て研究論文数を増やすことに腐心することは，決して好

ましい研究活動ということはできない。あらゆる海流系

をカバーする水産庁研究所の一つとして，水産業の維持

発展のための研究がその主体でなければならない。亜熱

帯地域には本州の沿岸とはまったく異なる生物群が存在

し，種類数は多いが個々の密度が低いという特徴があり，

他の水産研究所とは異なり，水産庁経費による研究が推

進し難い状況にある。しかし，漁獲対象となる魚介類の

みを研究の対象としていた従来の考え方では，公海にお

ける漁業活動を維持することは不可能であり，海鳥，か

め類，さめ類，イルカ等の混獲動物の生態を研究し，漁

獲対象生物のみを漁獲する技術を開発しなければならな

い。このような問題を研究する立地として，石垣支所は

絶好の条件を備えており，水産業を維持発展させるため

の研究が進展することが期待されている。

また，石垣支所はその誕生の歴史から，国の内外の意

欲的な研究者を集めてきたために，水産業が必要とする

組織的な研究よりも，個人の趣味の研究が優先されてい

るように誤解している向きもあるが，研究基本計画に沿

った研究課題を着実に消化することによって，支所の研

究活動の正当性の理解を得ることは可能であると考えて

いる。

今後の石垣支所における研究活動では，亜熱帯水産研

究，海洋生物研究及び地球環境研究を推進する拠点とし

て，「地域の研究ニーズに的確に応える活力ある研究所」

をモットーに，地域の中核的研究機関となるよう，職員

の研究努力を期待するとともに，沖縄県，石垣市，農林

水産技術会議，水産庁をはじめとする関係者の絶大な支

援を得ながら，亜熱帯海域における海洋環境研究と海洋

生物研究のCOEを目指して，精力的な研究が展開され

ることを願っている。

（õ日本水産資源保護協会専務理事） 石垣支所 竣工記念絵はがき


