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１　はじめに

日中両国は「黒潮を挟んで一衣帯水の隣国」にも拘ら

ず，一時期近くて遠い国であった。その後日中国交正常

化（昭和47年）を契機に，あらゆる分野において活発

な交流が再開された。しかし，こと海洋・水産に関して

は昭和60年頃までは断片的でしかも分野も極めて限ら

れた。その後あらゆる分野において活発な交流が続き，

日中両国は当初の相互認識から，既に相互理解・相互信

頼へと向かっており，それまでの近くて遠い国から近い

国となってきた。

さて，平成８年に日中韓国三国は，いずれも国連海洋

法条約を批准し，平成９年には新たな日中漁業協定が署

名され，東シナ海の漁業管理に新時代が拓かれた。近年

の中国水産業の伸びは驚異的であるが，東シナ海の水産

資源は総じて過剰漁獲等のため低位の資源水準にあり，

関係国が国連海洋法条約の趣旨に沿って資源の回復と適

正管理を実現することが緊急の重要課題となっている。

国連海洋法下での資源管理には，関係国の研究者が提

出する良質の科学的な根拠がこれまで以上に重要であ

り，また，研究を取り巻く環境は悪化している。一方で

日中新漁業協定が発効（平成12年6月1日）するなか，

両国の調査・研究部門に対して一層の協力要請がなされ

ると思料される。しかし，平成３年に日中漁業共同委員

会での合意事項として，７年間日中双方で進めてきた日

中研究者交流は，平成８年～10年（第３回：「生物特性と

調査手法の整合」）以降休眠状態となっている。長期間

の交流中断後の調査協力体制構築には，多大なエネルギ

ーと時間を要する。研究交流の中断期間が短いうちに，

関係機関を訪問して意見交換等を図り，調査研究交流体

制の基盤を強化する必要がある。

そこで，中国農業部東海水産研究所及び同黄海水産研

究所並びに海洋関連教育・試験研究機関等を時村国際海

洋資源研究官と訪問（平成12年2月20～27日）し，東

シナ海等における水産・海洋研究に関して意見及び情報

の交換を行うとともに，今後の調査研究協力体制等，両

国における研究交流の基盤強化を図ったので，その概要

を紹介する。

２　日中研究交流の概観

西海区水産研究所（以下，「当所」という。）は，日中国交

正常化（昭和47年）以前にも先人等の努力により資源分

野を中心に情報を収集してきた。ここでは，日中双方にお

いて，国レベルで研究交流の再開の契機となった本正常

化以降において，当所が中心となって，組織的に対応し

た経緯を概観しておく。巻末に参考資料を示しておく。

（１）海洋科学技術分野

当分野で戦後初の政府間協力プロジェクトとなった

「黒潮の特性及び黒潮が両国の海洋環境，気候，漁業等

に及ぼす様々な影響の解明を図る」ことを目的とした「日

中黒潮共同調査研究（第Ⅰ期：昭和61～平成４年）」が，

その後の両国における相互の認識・理解に大きく貢献

した。筆者も幸い本プロジェクトへは企画・立案の段階

から第Ⅰ期：７年間参画した。この開始当初は文化伝統

の異なる両国の間において，双方の認識の隔たりにより

戸惑いもみられ，文字通り手探りの状態から出発した。

本プロジェクトは，出遅れていた我が国の東シナ海・

黄海の国際共同研究に大きな足跡を残すとともに，これ

を契機に，分野は幾分限られてはいたものの多くの情報

が我が国に入って来るようになった１－４）。また，これ

は，両国の海洋研究交流の礎の構築のみならず，実行が

急がれていた日中両国における水産資源共同調査等，他

の共同研究実施への布石や他省庁間との連携にも好い事

例として大いに貢献した１，５，６。

（２）資源分野

日中研究者交流の源流は，平成３年の日中漁業共同委

員会の合意にまで遡る。当初（第１回）は相互訪問で，

その後双方の認識が深まり，調査研究面での交流が活発

となり問題解決型の交流へと発展してきた。この間平成

４年～７年（第２回）には，「魚種名の整理統合」を共

通テーマに日中韓による研究者交流が行われた。その成

日中研究交流の基盤強化
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果は「東シナ海・黄海魚種名図鑑」（西海区水産研究

所：1995）として出版され，すべての研究活動のベースと

なる生物の分類や名称に統一的な見解が示された７，８）。

次いで第20回日中漁業共同委員会年次会議（平成８

年）の合意に基づいて，平成８年～10年（第３回）に

日中の東シナ海・黄海における主要魚種の生態的知見を

収集し，知見の整合を行って，国際的な資源管理・資源

評価の基礎資料とすることを目的に「生物特性と調査手

法の整合」が共通のテーマとして進められてきた。近々

協議結果が公刊される予定である９－11）。

（３）水産増殖分野

当所独自の前２分野にみられる組織的な対応はなく，

この分野の研究交流は，（財）海外漁業協力財団が主催す

る日中韓三国による「海洋水産資源の培養に関する日中

韓研究者協議会」に水産庁研究所が支援・参画している。

したがって，当所においては，海洋科学や資源の分野に

比べて，その基盤は弱い12）。

３　中国水産業の概要

一方，研究交流を進めていく上で，中国水産業の急速

な発展を見逃すことができない。中国の漁業（平成11

年）は，漁業法を実施してから14年経過し，この間著

しい伸びを見せている。平成11年における中国水産物

総生産量は，4,122万トンと実に世界の1/3強を占め，平

成2年から10年連続世界一位を維持している。なかでも，

養殖生産量の伸びが著しく，水産物の総生産量に占める

割合は，昭和60年の44％から58％へと増加し，漁船漁

業と養殖業とが逆転した。

中国は漁業生産の展望として，「日中黒潮共同調査研

究」の昭和60年代初頭における筆者の訪中開始当初の

生産量は約800万トン（我が国：約1,300万トン）であった。

当時食料の増産は国の重点政策の一つであり，21世紀

の目標値を1,800万トンとした１）。現地において説明を

受けた際，この目標達成は困難かと思われたが，平成5

年には既に1,785万トン（速報値：中国の海藻は干物換算

であり，大部分の貝類は殻を除く）に達し，8年も早くほ

ぼこれに達した。この量は無論世界第一位（世界総生産

量の約20％）であり，これを国際的な統計に換算すると，

既に2,000万トン近く（当時の我が国の2倍強）に達した。

なおこの平成5年の時点で今後，漁業総生産に占める

養殖業（淡水及び海面）の生産比率を50％から70％に

まで引き上げることにしており，海面養殖業（例えば平

成４年：243万トン；乾燥重量，世界第一位）が，さら

にその一部を担うことになった。そして驚いたことには，

この目標値をさらに2,850万トン（世界総生産量の25～

30％）へと上方に軌道修正後，平成8年にほぼ目標の約

2,800万トンをあげ，これも５年の前倒しで達成した。

これは同時期の我が国の約3倍強に当たる６）。

筆者の訪中開始当時は，前述のように海洋はもとより

水産に関する情報も極めて乏しく，この乏しい情報をも

とに推測の域を脱し得なかった。筆者も色々な会合等で，

中国の水産事情に関する情報提供を求められ，これらに

応えてきた。特に上述した昭和60年代初頭における21

世紀の生産目標数値（1,800万トン）を各地において紹

介する機会が多くあったが，周囲の関心は低かった。ま

してや当時隆盛を誇っていた我が国の漁業を知る者にお

いては，その生産量が中国に抜かれるなど思いもしない

ことが底流にあったのであろう。わずか10余年前であ

るが，重い扉が開かれようとした時代を知る一人として，

現在とでは隔世の感がある。

写真１．水産科学研究院東海水産研究所での意見交換
（報告者：時村技官）

写真２．広大な水産科学研究院淡水漁業研究センター（無錫市）
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４　訪問機関の概要及び主対応者（詳細を文末に記す）

各機関を訪問した際には，筆者より「日本における水

産研究の展望（日中研究交流の強化を含む）」を時村国

際海洋資源研究官から「西海区水産研究所における資源

研究の実際と最近の研究成果等」話題提供を行い，意見

交換の素材とした。また，明年度からの研究組織体制

（独立行政法人化）の変更を含め，我が国の研究者交流

の制度についても示した。我が国の水産研究の展望及び

当所の資源研究の実態等について理解が得られた。

また，中国側からも同様の報告を受け，研究に対する

認識は概ね一致した。

５　主要な情報

（１）総　括

中国農業部，大学，国家海洋局，科学院等の各機関か

ら当所との研究交流の一層の強化の要請を受けるととも

に，当所としても研究交流の基盤強化を図ることができ

所期の目的を達した。

A中国側の国家重点課題，各研究機関等の組織，定員，

予算，得意とする研究分野等の特徴，各研究分野に

おけるキーパーソン，研究動向・展望等を把握し，

今後当所が研究交流を的確に進めていく上での基礎

資料として整備された。

B総予算の増加，プロ研や自前予算比率の増加等による

基本支給予算の減少，国家海洋局関連の2法案（環境

保全・海域利用）の実施の動き，省庁を超えた大型

プロジェクト等による競争的資金の配分，省庁をま

たぐ教育・研究機関の組織再編の動き・連携の推進，

大幅なスリム化の推進等人員整理，文化大革命の後

遺症等による科学技術の挽回・推進や幹部の大幅若

返り等，中国政府は大幅な改革を進めている。

C日本側の研究組織・体制等に理解が得られたものと思

料する。

（２）特筆すべき事項

A研究の効率化を一層推進するため，研究体制を従前の

縦割りから組織を超えた横断体制へと転換を図って

いる。その強化は，例えば大型プロジェクト研究の

実施（国家重点基礎研究発展費）により，従来のバ

ッテｲングの弊害を除去する努力が進められている。

例えば，

ア）The New Age of China-GLOBEC Study［東・黄

海海洋生態系研究（1999～2004年：3,600万元：約

5億円］農業部（水産科学研究院黄海水産研究所），

科学院（海洋研究所），教育部（青島海洋大学），

国家海洋局（第二海洋研究所）等９機関から百余

名が参画。

イ）東シナ海海洋変動機構，沿岸環流の数値予報シス

テムの開発等［（1999～2004年：400万元：約56百

万円］，国家海洋局（第一，第二海洋研究所を含む），

科学院（海洋研究所），教育部（青島海洋大学，華

東師範大学）等から百余名が参画。

B既に各機関とも，我が国が想定する「独立行政法人」

の形態を導入・実行している。

例えば，研究所は自前で人件費を含む所運営費を調達

している。したがって，所長（例えば，農業部水産

科学研究院東海水産研究所）は，5つの企業の総経理

（我が国，企業責任者：社長）も兼務し，これらの一

部は人件費を含む所運営費に充当されている。

C水産庁研究所よりも重点的に取り組んでいると考えら

れる研究分野

ア）海洋生態系研究

key species（例えば，カタクチイワシ）を核に，

物理，化学，生物等総合的観点から，大型予算の

もとに推進。

イ）海洋生物の食料外利用の研究：海洋生物の多面的

利用，特に，海洋生物の各種の機能性物質や生理

活性物質等，有用新物質の探索・応用の研究を深

化。既に一部は企業化（薬品等）へと発展，新産

業創出へと展開。

ウ）海洋モデル研究

海洋ダイナミックスを中心に，数値予測研究の推

進・深化。

D海洋開発（水産関連を含む）を国家重点課題として推

進。海洋関係予算の大幅な増加，例えば，首相（朱

鎔基）特別枠による強化予算（5,000万元？：7億円），

国家海洋局所属調査等新船建造（13隻予定）

E水産増養殖の一層の特化

増養殖研究の一層の推進（養殖生産量：全生産の６

割）。特に，養殖技術（特に淡水養殖）及び魚病研究

に対する研究並びに研究所経営（資金調達）に関心が

高く，我が国の水産増養殖研究の支援を大いに期待，

なかでも「ウナギ」増養殖研究に多大な関心がある。
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課題：増養殖の魚病対策が最大の関心事であり，特

にホタテ（中国ホタテ）の大量へい死防止策の策定。

なお，大量へい死は3年前から起こり，奇しくも我が

国「アコヤ貝」大量へい死と期を一にしている。

（３）研究予算（所運営費を含む）の獲得法

例えば，

A農業部水産科学研究院黄海水産研究所

政府（農業部）から約30％（500万元：約7,500万円，

所運営費のみ研究費含まず），各種成果（種苗生産工

場，制約工場等の販売収入約 15％（250万元：約

3,500万円），プロジェクト研究費約55％（約1,000万

元：約1億4,000円），今後もプロジェクト研究費の寡

占へのシフトが想定される。

B海洋関係の研究所でもプロジェクト研究等の成果（例

えば，特定海域における波浪予想，海流変動特性等）

を他関連産業（石油掘削等）へ販売・収入。これを

元に新測器等，周辺機器整備等へ充当する。中国の

場合，このような業務を可能とすることは，我が国

に在る環境コンサルタント的な私企業がないことも

下地の一つである。

C試験研究機関がその研究成果や技術力をもとに，研究

所の運営資金を補填することは，我が国では馴染み

の薄い制度であるが，中国では珍しいことではない。

（４）研究交流の基盤強化に向けての留意点及び当面の

対応

A留意点

ア）研究所の独立行政法人化は，中国が先行してる感

想を持った。したがって，先方の大胆な組織再編

が想定されるなか，予算，組織等の仕組みを十分

理解しておく必要がある。併せて，共同研究等の

パートナーの選定には，柔軟な対応を要す。

写真３．絶滅危惧種の揚子江白イルカ
江蘇省無錫市東方水族世界にて

イ）研究の質的向上（例えば，組織，研究者等）が格

段に進みつつあること，及び「中韓共同研究」が

活発化していることから，我が国もこれに対抗で

き得る体質強化を図る必要ある。

B当面の対応

ア）各種外国人招聘制度＊の活用を図り，中国研究者

を招聘（共同研究）し，我が国におけるコンタクト

パ－ソンの確保・育成に努めるとともに研究交流を

推進し，情報収集の体制を強化する必要がある。

イ）水産資源分野においては，共同調査のあり方等，

基本事項の確認作業を実施する必要がある。

＊：例えば，

b科学技術庁科学技術振興調整費重点基礎研究

（外国人招へい）

b科学技術庁科学技術関係外国人研究者招聘制度

（招へい中国人研究者）

b科学技術庁STAフェローシップ制度

b農林水産省日中農業技術交流制度

bその他各種共同研究制度による招聘　等

注：平成13年４月から独立行政法人化等に伴って，

外国人招聘諸制度に大きな変化が想定される。

（５）中国における今後想定される研究体制の整備

A現在青島には，中国科学院（海洋研究所），中国国家海

洋局（北海分局：昭和40年創立職員数1,700余，内技

術・研究職員数約1,000名，第一海洋研究所：昭和33

年創立，技術・研究職員数約485名），中国農業部水産

科学研究院（黄海水産研究所：昭和22年創立，職員数

583名，内技術・研究職員数270名），教育部（青島海洋

大学：昭和元年創立，学生数：8,000名，教育・研究職

員数約1,000名）をはじめ，25の海洋調査・研究・教育

等，海洋・水産関連機関があり，これに従事する者は，

教育・研究者，技術者等，約6,200名を数えている。

Bこのように「青島」は，海洋・水産関係等の総予算が

大幅に増加するなか，中国政府によって水産・海洋

研究・教育のメッカとして位置付けられており意気

込みを感じた。今後「青島」を水産・海洋研究の一

層の拠点化・効率化をさらに推進するため，農業部，

科学院，教育部，国家海洋局等の枠組みを超えた再

編・統合も想定される。

C再編・統合の形態は種々想定されるが，一つには調査

部門を研究所に残し，基盤研究部門を統合，他案と
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しては組織全体の統合等が想定される。

現有の主要機関

科学院：海洋研究所

教育部：青島海洋大学

国家海洋局：北海分局・第一海洋研究所

農業部：水産科学研究院黄海水産研究所　等

（６）日本側の話題提供における中国側の主たる関心事

A予算に占める行政経費の多寡，試験研究業務に占める

これ以外の業務費の多寡，多数の船舶の所有等，水

産庁研究所の特徴，突発事故等への迅速な対応，公

正・中立性が求められる基礎的・長期的研究等，業

務が行政と密着あるいは地域から国際対応まで多用

で他面的，成果を得るまでに長期間・高リスクを要

す等，自然を対象とする等，業務の特徴。

B水産庁研究所における水産・海洋の組織・体制（研究

所間の連携のあり方等），漁業調査船の管理・配備等

の実態。

C国，県，大学，民間等の役割分担，研究協力・連携の

あり方。水産研究の研究戦略，重点課題，研究テー

マの決定法等。研究の進行管理・評価等，研究予算

（一般経費を含む）の流れ等。

D水産養殖生態・増殖等，最近のトッピクスとして，我

が国「ウナギ種苗生産」，「イセエビ生態研究」等を紹

介，特にこれらは現成果はもとより，水産研究の特

徴の一つである成果を得るまでに長期間・高リスク

を要す典型的な事例であり，限られた時間で回答を

求められるプロジェクト研究傾斜のなか，基礎的な

研究の必要性の具体的事例として，今後の予算要求

のあり方と関連して，大いに喜ばれた。

E当所が平成12年度から推進する海洋生態系に関する

大型プロジェクト研究の概要。

Fなお，TACに対する考え方及びその展開，浸透が薄

い？漁獲努力量抑制を支配的な策としているためか，こ

の時点ではあまり話題とはならなかった。研究機関と

行政との距離が，我が国に比べてありと思料した。

（７）その他

A研究の体制等

ア）管理職の若返り（文革後の後継）

例えば，水産科学研究院東海水産研究所長：42歳

・国家海洋局北海分局長：50歳

・第一海洋研究所副所長：33歳　

写真４．水産化学研究院黄海水産研究所の幹部と
左隣：
左より程清生助教授（資源分野で日中研究交流第１
号で西海水研へ1991年に来所），時村技官，李恵礼
副所長，Ô景耀名誉所長（大正エビの資源管理の草
分け），筆者，馬紹寶教授，梁振林青島海洋大学水産
学部福学部長（当所へは平成７～10年科学技術特別
研究員として共同研究で滞在，今回青島での案内役）

・青島海洋大学水産学院副院長：38歳　等

イ）近年学位（博士）取得者が増加（現在：５％程度，

10年前：1％程度）

ウ）我が国において環境調査等を業務とする民間コン

サルタント的性格を有する組織は皆無に近い。

エ）研究における地域間較差の顕在化，今後益々競争

が激化（外部予算の獲得が組織の命運を分ける）。

既に，「青島」と「上海」では，活力等にかなりの

差ありとの印象を持った。

B研究分野における実態・関心等

ア）長江における「三峡ダム」の東シナ海に対する生

物生産の影響度少ないとの認識。

イ）生物多様性等に関する取り組みの若干の立ち遅れ

ている。

ウ）環境問題への対応推進，ただし，内分泌攪乱物質

（環境ホルモン）への対応，社会的要請少ない。

エ）淡水研究関係

b希少生物への取り組み必要性が少ない（今後想定

される課題）。

b淡水魚種苗放流，近親交配避ける努力が必要との

認識がある。

bダム建設等による放流魚の行動生態今後の課題で

ある。

Cその他

ア）中・韓共同研究を推進しており，当所としては，

一層の情報収集に努める必要がある。

イ）上海水産大学に訪問時，同大学顧問教授

（JIRCAS長期派遣研究員：福田裕；利用加工分野）
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が推進する「日中共同淡水漁業資源加工利用技術

開発研究」の紹介を受けたが，それは高い評価を

得ている。

ウ）市レベルのプロジェクトには，事業的色彩（例え

ば，飼料生産，製薬，種苗生産等）を含んでおり，

研究プロジェクトと区分する必要がある。

６　おわりに

中国における年間の最大行事の「春節」の休み明けに

も拘わらず各地において，熱烈歓迎を受けた。

７年前の訪中時に比べて高層ビルが林立しており，現

在も超高層ビルの建設が各地で進められている。都市部

ではモータリゼイション化（既に高速道路を設置，南

京－上海，平成10年）市場経済体制等の浸透に伴い，

購買力昂揚に向けての広告競争の激化（ネオンサイン等

の著増），経済発展は想像を超えている。とりわけ上海

の都市開発（浦東地区）及び再開発（虹橋地区等），上

海第二空港開設（浦東：平成12年）等に見られるよう

に開発が急ピッチで進められている。一般市民の生活も

TVの放映時間がほぼ終日（以前は1日数時間），チャン

ネル数も10局以上と，何れも我が国の高度経済成長時

代と重なって見えた。また，華北地方の農村風景も10

余年前には見られなかったビニールハウスが延々と続

き，農村にも変化の胎動が感じられた。

外国人と真の友人になるには，共通の言語を持つこと，

互いの文化を認め合うことの二つの条件が必要であると

言われている。4,000年の悠久の歴史を有する隣国との

付き合い「水産・海洋」の枠にとらわれるのではなく，

先方の歴史・文化にまで理解の視野を拡げることが肝要

である。当初の相互認識の段階を超えて，相互理解から

相互信頼へと発展させるべく，グローバルな観点から，

日中の絆を強めていく必要がある。正に「日中両国は黒

潮を挟んで，一衣帯水の隣国」である。

本出張に際しては，水産庁資源生産推進部長をはじめ

同部参事官，研究指導課長から特段のご配慮をいただい

た。記して謝意とする。また，今回の中国側受入窓口を

務めていただいた中国農業部水産科学研究院東海水産研

究所長　陳雪忠教授をはじめ関係者に謝意を表する。

（注：1元＝14円換算，平成12年2月20日当時）

追記

帰国後の平成12年4月1日付けにて養殖研究所へ転出

となりました。西海区水産研究所長として在任中（平成

10年10月16日～11年3月31日）は，地域における水産

研究の中核的機関としての役割を担うべく研究環境の整

備や同所の創立50周年並びに同所石垣支所竣工の各記

念事業等に携わる機会を得ました。この間公私にわたり

ご厚情を賜りましたこと，この場をお借りして転出のご

挨拶に代えさせていただきます。

参考：訪問機関の概要及び主対応者

（１）中国農業部水産科学研究院東海水産研究所：所長

陳雪忠，副所長　橋慶林，前所長　郭南麟　他

b昭和33年設立，水産科学研究院傘下で，主として東

シナ海を分担，職員数（平成10年現在）約320名（内研

究・技術者：約200名）。

b漁労からの方向転換遅れ気味。調査船無し（売却：い

ずれ建造）。組織再編問題あり。人員削減強化（150名

程度），当所への研究交流期待大。

b日中漁業共同委員会の合意による「日中研究者交流」

写真５．郊外に新築移転（平成12年５月予定）する国家海洋局
第一海洋研究所

写真６．青島滞在時の宿舎とした青島海洋大学ゲストハウス
（金海苑）
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写真７　中国科学院研究所長主催歓迎会
前列左より時村技官，相建海所長，筆者，李春生教授
（平成６年11月第３回魚種名整合会議にて当所へ滞在）

写真８　10余年前より大きく変わった農村。施設（ビニール
ハウス）園芸の大隆盛（山東省博付近，青島から上
海への特急列車の車窓より）

（第1回～3回：平成3～10年）による交流実績有り。

注：農業部：我が国「農林水産省」に相当。水産庁に

相当する部署として「漁政局」がある。

農業部水産科学研究院：中国農業部付属で中国の漁業

生産発展のため設立。現在海水及び淡水等を含めて11の

研究所を有す（我が国通商産業省工業技術院に類似か）。

（２）中国農業部漁政局部属院校上海水産大学：副校長

曹徳超，校長補佐　潘宏根　他　

b大正元年設立。漁政局部属院校（我が国水産大学校に

相当か）として，水産の他，農学，理学，工学，経済学

の各学科からなる農業部重点大学，教授相当職約200名，

学生数約5,000人。

b数少ない農業部の大学。人材あり。組織再編問題あり。

注：農業部漁政局部属院校：中国農業部漁政局付属で

中国の水産高等教育のため設立，現在，上海，大

連，廈門に3校有す。

（３）中国国家海洋局東海分局：副局長　張恵栄，事務

部長　陸向宇他

b東海域を分担。海洋調査・モニター，予報，科学研究

（一部：第二海洋研究所とタイアップ）汚染監視，海洋

法の遵守の指導・監督，海洋行政の調整等。職員数約

1,800人

b権限の強化，国策としての海洋開発強化に伴う調査船

等の大量建造，職員の質的向上の推進に伴う組織のスリ

ム化，訪問により交流基盤を強化，専用岸壁の貸与等に

よる収益。別途，講演依頼を受ける。

b「日中黒潮共同調査研究（第ø期：昭和61～平成４年）」

において交流実績有り。

注：中国国家海洋局：国務院（我が国の政府に相当）

の直属で，海洋管理，環境調査，海洋科学研究，

海洋情報サービス，海洋施策の総合調整等，海洋

行政の中心に位置付けられており，昭和 39年に設

立された。我が国の気象庁と海上保安庁（警備救

難部を除く）の各一部を併せた様な組織である。

北京に内部部局を，別に昭和 40年に創設された北

海（青島），東海（上海）及び南海（広州）の 3地

方分局及び昭和 39～ 40年に設立された第一（青

島），第二（杭州）及び第三（廈門）3海洋研究所

の他 9研究所並びに出版社等約 20の機関を擁し，全

職員数は，約１万人にも達する。

（４）中国農業部水産科学研究院淡水漁業研究センター：

副所長　徐，開発課長　戈賢平　他

b昭和53年設立，現在水産科学研究院傘下で，淡水漁

業研究，教育・訓練・情報発信の核，職員数（平成10

年現在）約325名（内研究・技術者：約150名）。

b優良企業（不動産：土地の貸与等による収益，養殖品

種，印刷物等）。

（５）中国農業部水産科学研究院黄海水産研究所：所長

唐啓升，副所長李恵礼，名誉所長　Ô景耀 他

b昭和22年設立，水産科学研究院傘下で，主として黄

海を分担，職員数（1998年）約600名（内研究・技術

者：約270名）

b国際化と大型プロジェクトで飛躍。当所とは非行政ベ

ースの交流希望。

bポスト現所長（唐）が課題。組織再編問題あり。

b日中漁業共同委員会の合意による「日中研究者交流」

（第１回～３回：平成３～10年）による交流実績有り。

（６）中国国家海洋局第一海洋研究所：副所長　喬方利

及び劉昌榮，物理海洋部長郭炳火　他

b昭和33年設立。海洋全般を網羅，伝統として物理海
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洋学に強い。科学技術・研究職員数：約500（内助教授

職相当以上，約210人）。

b現有市内中心地売却，１か月後に郊外の新庁舎に移転。

組織問題有り。

b「日中黒潮共同調査研究（第ø期：昭和61～平成４年）」

及び「日中亜熱帯循環系の調査研究（平成５～10年）」に

おいて交流実績有り。今回の訪問により交流基盤を強化。

（７）中国教育部青島海洋大学：水産学院長　董双林，

副水産学院長　梁振林　他

b大正13年設立。海洋（水産を含む）を母体とするも，

現在は理学，工学，経済，文学，薬学，法学等を有する

国家直属重点総合大学へと脱皮。

b職員数：約1,000人（内教授相当職：200名，助教授

相当職：約350名），学生数約1万人。

b水産に関する教育・研究は水産学院（我が国の学部に

相当）として他の海洋環境，外国語等11学院とともに

独立。

b人材多，交流の強化を強く希望，組織再編の中心にな

る可能性有り。

b科学技術庁の各種外国人招聘関連制度により交流実績

有り。

注：中国教育部：我が国文部省に相当。

（８）中国科学院海洋研究所：所長　相建海，名誉所長

劉瑞玉　他

b中国科学院海洋研究所は中国科学院に所属し，海洋科

学に関する総合研究機関として，昭和25年に設立，本

年創立50周年の老舗。伝統として海洋生物学に強い。

b職員数約800名（科学技術従事者：600名余）を数え，

この内教授職相当約60人，助教授職相当約170人を擁し，

施設ともども最大規模を有する。

b学位（修士・博士）審査・授与権も付加されており海

洋科学国家第一級学位授与機関・国家重点後継者養成機

関にも位置付けられているなど，最も権威がある機関と

して不動の位置にある。

b予算獲得No.１，若返りがやや遅れ気味の印象。

b日中漁業共同委員会の合意による「日中研究者交流」

（第２回：平成４年～７年）及び科学技術庁の各種外国

人招聘関連制度により交流実績有り。別途創立50周年

記念式典への招待を受けた。

（９）中国国家海洋局北海分局：局長　王志遠

b昭和40年設立，主として渤海・黄海域を分担。主たる

業務は東海分局に類似。科学研究は第一海洋研究所と

タイアップ。職員数約1,700人（内，技術者：約1,000人）。

b東海分局と同様か。船舶４隻新造の予定。別途，講演

依頼を受ける。

b「日中黒潮共同調査研究（第Ⅰ期：昭和61～平成4年）」

において交流実績有り。

（10）中国国家海洋局北海海洋・気象予報センター：所

長　呉愛

b当所と研究交流を進めている長崎海洋気象台と海上気

象予報に関する各種資料交換を推進。

参考資料
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４）中村保昭　1991b：中国水産・海洋事情（１），黒潮研究
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