第 31回 UJNR水

産 増 養 殖 専 門部 会 日米 合 同会 議 議 事 要 録

第 31回 UNR水

産増養殖専門部会 日米合同会議は ,平 成 14年 10月 16〜17日 に 日本国横浜市に
おいて開催 された。事務会議お よびシンポジウムは 16〜17日 に横浜市内の水産総合研究セ ンター
本部で行われた。シンポジウムのテーマは 「
藻類及 び濾過食動物 の増養殖」であ り,要 旨は別添資
料の通 りである。サテライ トシンポジウムは 10月 21日 に塩釜市内において 「
東北地域 における沿
岸漁業資源 と増養殖 に関する研究 」のテー マで行われた。
日本側は中村保昭理事 (畑中理事長代理 )と 松 里寿彦部会長か ら開会 が宣言され ,JamcsP M誤 鞘
部会長をは じめ とする米国側参加者 に対 し,歓 迎 の言葉 が述べ られた。
開会 の挨拶
松 里部会長 か ら開会 の挨拶 の後 に 日本側参加者 の紹介 が行われた。
平成 14年 4月 か ら中村前部会長か ら引 き継 いで ,松里が部会長にな つた。今回 ,久 しぶ りに u眠
の会議 に出たが,特 に MN鞘 ,Mahnkcnの 両博士は年 をとつた様 には見えないのに驚 かされた。ま
た ,Park博 士は ,退 職後 も UJNRの 活動 に奉仕 してお られ る姿 をみ るのは大変 に嬉 しい。
今年のシンポジウムの企画等では ,Yansh,N釣 朝 の両博 士に大変お世話 にな つた ことに感謝 し
たい。
昨年は ,フ ロ リダでの第 30回 合同会議では 日本側参加者 が米国側 に大変 にお世話 にな つたこと
に心か ら御礼申 し上げる。フロ リダは保 養地 として日本でも有名だが,養 殖 のことはあまり知 られ
ていない。日本側 としては ,フ ロ リダで行われてい る増養殖 について知るのに とても良い機会 とな
つた。
昨年 4月 か ら,そ れまで独法になつて事務局その他 で多少混乱 してい るが ,宜 しくお願 い したい。
いずれ に しても,こ れまで 30年 にわたる UJNRの 活動は偉大なものであ り,こ れまでの関係者
に感謝申し上げる。幸いに して ,独 法 にな つて U」NRの 体制 は ,以 前 よりは つきりしたものにな つ
て来 たので以前よ り活動 しやす くなると思われる。
私たちとしては ,浜 松市および婦奪 市へ の現地検討会およびサテライ トシンポジウムを企画 して
い る。
最後 にこの事務会議 における論議 がよ りい っそ う水産増養殖研究 の交流等で成果 をもた らす こ
とを望む。
anlcsP MN職 部会長か ら松 里部会長 と日本側参加者 に対 し
米国参加者および NOん 代を代表 し,」
て本会議設 曽のための多大な努力に感謝する旨述 ぺ られた。
UJNR増 養殖専門部会の 31年 間の活動が 日米両国 に多 くの利益 をもたらして きた。私たちは ,こ
の第 31回 目の会議で横浜の水研センター本部で再会出来たのは嬉 しいことである。私たちとして
は ,学 問的な もの だけでな く,国 内での現地 検討会 も楽 しみに してい る。
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これ までのべ数百名の研究者や学生が uいR増 養殖専門部会 に貢献 して来た。毎年選ばれたテー
マについてプロシーデ ィングスが出され ,多 くの文献交換 を行 い ,ま た一般向けのホー ムベー ジ維
持 して きた。共同研究では出版だけでな く,今 日の協力体制 が形成 された。
現在,第 6次 5ケ 年計画が進行 中であ り,特 に今の ものは重要 と思われる。日米双方は行政上 の
組織変更を経て ,今 は科学技術 に焦点 を向ける時である。今回のテーマは 「
藻類及 び濾過食動物の
増養殖」であるが,こ れはよ り大 きな話題 ,す なわち沿岸生態 系の総合的管理の一部を成すもので
ある。私 たちは栄養物質の環境への負荷許容量 についての研究 も含 めて ,バ ランスの とれた生態系
を目指 していることになる。
養殖産業は,今 や全世界 の水産食品の 40%に 迫 る勢 いである。国際的に見て養殖産業 は ,雇 用や
経済面で プラス面の影響を与えてきてい るが ,一 方で環境へのネガテ ィブな面も出ている。私たち
はこの産業 を前進させるために,プ ラス ・マイナス両面から自然環境への影響力 に注 目しなければ
ならない。これは科学技術 の世界 に特に当てはまるものである。最近,米 国では環境面に関 して多
くの人々が異を唱えつつある。マス コ ミもまたこの傾向に同調 して きてい る。しか し,こ のマイナ
ス面は概 して科学的根拠 に基 づいているとは思 えない面があ り,養 殖業 における多 くの問題は ,科
学 と技術 によって克服 されるべ きものである。
今回の会議では ,養 殖業 のポジテ イプな面に焦点 が当てられてい る。沿岸生態系の環境保全推進
のためには ,環 境中の (余剰)栄 養物質を除 くことが重要であろう。今年のテーマは ,か ように重
要であるので ,私 たちは優秀な研究者たちによる論議 を持ち,ま たこの機会を今後 の共同研究 に向
けて活用すべ きと思 う。これまでの互いの協力が ,今 回のテーマ を推進 させ るのに役立つ こ とを望
む。
事務局員 ,参 加者 ,オ ブザーパ ーの紹介
松里部会長によ り,以 下の順で 日本側参加者の紹介 が行われた :中村保昭理事 (中央水産研究所
長 ,本 国は理事長代理 ),酒 井保次副部会長 (本部研究推進部長),小 林正裕氏 (水産庁 ,小 林時正
副部会長代理 ),爾 事務局長補佐 (養殖研究所 ),飯 田次期事務局長補佐 (養殖研究所),小 西光一
事務局員 (養殖研究所 ),知 ￨1忠
英事務局員 (養殖研究所),こ の他 にオブザーバー として中野 広
(中央水産研究所企 画連絡室長 ),中 島員洋 (本部研究開発官),古 川 厚 (顧間)。
続 いて Mcvcy部 会長 か ら,以 下の順 で米国側参加者 の紹介 が行われた :COwadMancn副

部会

長 (NOAA),Wulね m Hcard事務局長 (NOAA),Do航 ntt Prclswcrk事
務局長補佐 (NOAA),Paul mO
Park(顧問),」amcs Suu市
an(ハ ワイ海洋開発局),Charlcs Hcsicy(ハ
ワイ海洋開発局),Eiccn Mヽ革
(NOAA),Lmda Chavcsい
大 ),ccorgC tta∝H(ニ
ー ンポ イ ン ト実験 所
)

巾『S),Charlcs Ytth(コ ネチカ ッ ト大 ),Rogcr Nwcll(メ リー ラ ン ド
ュ ー ヨ ー ク 州立 大 ),mmas Chcn(コ
ネチ カ ッ ト大 ),Andlwttztlr(ホ

議事故第 の提案
松里部会長か ら日本側書記 に小西事務局員 ,MN尉
補佐 がそれぞれ指名された。
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部会長か ら米国側書記 に Pr慈 車k事 務局長

協議事項
第 6次 5カ 年計画について
部会長か ら,次 回の会議はカ リフォルニアでの開催 を予定 しているとの説明があ つた。ま
た,会議 のテーマは 「甲殻類の養殖 と病理学 」であ り,同 時 にカ リフォルニアは,甲 殻類以外 に,多
MN璃

くの話題 がある土地価であるので ,ク ロマグ ロ,ア ワビ,チ ョウザメおよびカサゴ類も話題 に入れ
るこ とについても考えて頂 きたい との提案 があ つた。日本側は,こ の話題 の拡大 に賛意を表 したが,
病理学もまた,テ ーマ を構成 していることに留意されたい との希望であ った。米国側は,主 なテー
マが病理学であること,な らび に 甲殻類 とこれ以外の種の話題の比率は半々であると返答 した。
MN軒 部会長は主テーマで落ち着 くためには別な会議 を企画するこ とを提案 した。
Mahよ cn副部会長が平成 14年 2月 に 日本で開催された第 2回 栽培漁業国際 シンポジウムに触れ ,
SIMFSは ,平 成 17年 にこの第 3回 のシンポジウムを計画 していることを述べ た。それゆえに米国側
としては ,平 成 16年 に予定 されてい るテーマ 「
魚類 における資源増殖 と養殖」をこの平成 17年 の
もの として提案 し,平 成 16年 と平成 17年 を入れ替えたい。松里部会長は基本的に賛成であるが ,
水研 センターが第 3回 のシンポジウムについて,ど の様な立場 で参加するかについては,ま だ明確
に出来ない と述べ た。
ここで平成 18年 のテーマは 「
養殖 と天然 資源増殖 による水産食品の安定供給の確立」 となるこ
とが示され ,松 里部会長の提案で ,こ のテー マについて,よ り分 か りやすい表現 にするために 日米
双方の事務局が詰 めて行 く方向で検討す ることとなつた。
U」NRの 広報活動
松里部会長は,今 回の会議の模 様 はプレス リリースによ り広 く伝えること,ま た増養殖専門部会
の活動を水自 手の担当部局に伝えることが重要であることを述べ た。このために 日米双方の代炭者
が水産庁 を表敬訪問 し,ま た今回の会議 の内容は,養 殖研 ニユースや水研センター広報で紹介する
こ ととな つた。締め くくりに,松 里部会長は,会 議 の情報をイ ンターネ ッ ト上に公表することは最
優先課題であ り,こ れまでのプロシーデ ィングスをホー ムペー ジに掲載 しようとしてい ると述べた。
これに対 して ,米国側 もまた,uNRの 活動を広 く一般に知 らせ るための広報 を行 ってい ることを
延べ ,第 30回 以降は ,会 議 の要約 については NOAAの 担当上局に報告され ,ま た米国の UttRホ
ームベー ジに会議報告が掲載 されている。 の に して
(こ 様
)会 議 の成果は,日 米双方の水産 に関わる
会議で報告 されて い るこ とになる。
開事務局長補佐は LIJArRの活動を整理 した もの を平成 15年 3月 まで に 日本側のホー ムペー ジに
載せる予定であると述べ た。
研究活動の連携
米国側は ,韓 国 の沖合養殖 における最近 の新 しい協力関係 について報告 し,特 に McVcy部 会長
は ,沖合養殖は現時点で平成 16年 のテーマである「
養殖漁場の生態系 と環境収容力」と関係 して,幅
広 く論議 されるであ ろうと述べ た。
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これに答えて松里部会長は ,日 本では以前 か ら沖合養殖 を行 つてはい るが,こ の 目的にかなう魚
種は数種で しかな く,そ の有効 性は限 られてい るのではないか と述べ た。日本側は,以 下の 3つ の
分野 において研究面で協力 したい :
1)産 業種 と淡水魚の育種についての特 に遺伝学的研究
2)ア ワビ類 の資源増殖
3)ア ワピ類 の養殖
これについて MN鞘 部会長は ,将 兆 共同研究 が可能な分野 について,論 議ための小委員会 (グ
ルー プ)を 提案 し,日 本側は これに同意 した。 この後 のことについては,資 料 が提出 される。
次回合 同会議 の企 画
Mcvcy部 会長は ,第 32回 UNR水

産増養殖専門部会 について ,カ リフォルニアで開催されるこ

とと,甲 殻類 の病理学の他 にアワビ,ク ロマ グロ,チ ヨウザメ,カ サゴ類 を含む この地域 の産業種
に重点 を置いた内容 になる予定であると述べ た。
研究者交流
日本側は,平 成 14年 に米国を訪問 した日本の研究者 リス トを提出 した。この中にはフロ リダでの
会議 に参加 した 11名 ,第 4回 アジア太平洋海洋バイオテクノロジー学会 に参加 した 2名 ,そ して
その他 の米国での学会等 に参加 した 21名 の 日本人研究者 が含 まれて い る。
米国側は,平 成 14年 に 日本 を訪問 した 1名 の米国研究者の リス トを提出 した。
鞭
日本側は,イ ンターネ ット上で確認出来なかつた 18編 の論文を示 した。M買 鞘 部会長は ,こ れ
らの提出されるべ き論文のタイ トル名を教えて くれる様 に依頼 し,松 里部会長は これに同意 した。
女史は,40編 の論文別刷 をすで に 日本 に送付 してい るこ とを報告 した。Hddcy博 士は海洋
計画 (Sca crant)が実施 して来 た事業 の リス トを日本側 に提出すると述べ た。また,CMvcs女 史は,
llMFSは ,研 究 と行政方針に関する リス トを掲載 したホー ムペー ジを作 つてお り,こ の本一 ムベー
MN鞘

ジには,養 殖 における郎 4SFの 役割 についての自書な らび にllMSFの 研究所 で出された論文が掲載
されてい ると述べ た。
共同研究
日本側は,平 成 14年 に神戸市で行われた栽培漁業国際 シンポジウムに出された日米の講演 リス
トを提出 した。
米国18dは,こ の度の第 31回 合同会議 を通 じて ,今 後 の研究活動 についての論議 を続けることヘ
の希望を表明 した。これ らの 日米双方が共 に扱える話題 をは つきりとさせて行 くためには ,お 互い
の国の出版活動や研究 プロジェク トをまとめた リス トをイ ンター ネ ッ ト上に上げるこ とが提案さ
れ ,日 米双方は これに合意 した。
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出版
日本側は今度 の第 31回 のプロシーデ ィグスは関係者 による査読後 ,水 研センター報告の別冊 と
して発行 され る予定であるこ とを示 した。
現地検討会 について
閲事務局長補佐 は ,18日 か らの今回の現地検討会 についての概略 を説明 した。この内容 について
は資料 を添付 する。
まとめ
米国側は ,閲 事務局長補佐 に今回のU」 NR会 議 に際 しての彼の努力 に謝意 を表 し,ま た異動先
での成功 を望んでい ると述へ た。彼は ,平 成 14年 11月 1日 か ら瀬戸内海区水産研究所 の企画連絡
室長 として転出 し,後 任 として飯 国博 士が就任す る予定である。
松里部会長は ,第 30回 の会議 に関 して ,米 国側参加者に謝意 を表 し,ま た今回の会議 が実 りあ
るもの にな るこ とを再度希望 した。
松里部会長は ,第 31回 日米合 同事務会議のすべ ての議事 がこれて終 了 したことを宣言 した。

平成 14年 10月 16日

ェー ムス P

米国tgd部会長

タ

松里寿彦
日本4FU部
会長
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