第 36回 U」RN水 産増養殖専門部会事務会議
議事録
ー
第 36回 U」NR水 産増養殖部会は 10月 29日 より11月 2日 にかけて,ニ ュ ハ ン
プシャー 大学,ケ ー プコッド(マサチチューセッツ州)およびミルフォー ド(コネチカット
州)で開催 された。事務会議とシンポジウムはニュー ハンプシャー 大学のニュー イン
グランドセンター において 10月 29日 から30日 にかけて1またミニシンポジウム は米
国海洋大気局 (NOAA)北 東水産研究センターのミルフォー ド研究室 において 11月 2
無脊椎動物の養殖技術」であつた。
日に実施された。シンポジウムのテーマは 「
開会 の辞
イワモト博 士が,日 本側部会の代表
開会を宣言した後,米 国側部会長 の 回バー ト・
各位 と部会長 の 中野広博 士に対し歓迎 の意を表した。イワモト博士は米国側部会を
代表 し,今 回 の会 に参 加するための ここに至 る長旅 の労 をね ぎらった 。彼 はまた
U」NR水 産増養殖部 会の重要性を強調し,また過去 36年 間 における日米間 の協力と
連携 が米国側にとつて非常 に利の多いものであつたことを述 べた。彼はまたこれらの
U」NR水 産増養殖専門部会を通 じた科学技術交流 の成功は,両 国 の1特 に若手研究
者 にとっての技術と文化交流の架け橋となつていると述 べた。
中野博 士は本年度 のテーマに対する興味について述 べ ,また U」NR水 産増養殖
専門部会 は U」NRの 各部会 の 中でも非常 に重要で活発なものであると述 べ た。中野
博 士は 日本側部会を代表し,米 国側代表団の 本会議 の 開催 の 労 に対する謝意を示
した。そじて最後 に,本 会議が実り多きものになることを期待する旨の意を表 した。
参加者 の紹介 と議事確認
部会員 と参加者 の 自己紹介 が行われた。イワモト博士は議事 日程 の了承を求 め ,
全員がそれに同意した。
科学交流 と文献交換
日本側部会 の事務局長補佐である生回和正 博 士が 1前 回の U」NR会 議以降 日本
人 6人 が共 同研究 のために米 国に赴いたと報告 した。米国側部会副会長 のマイケ
ル・
ラスト博 士は,同 間 に 3件 の新たな共同研究を含めて,計 9件 が実施されている
旨 の報告を行 つた。研究交流で実施されている課題 には,パ イオテクノロジー,沖 合
養殖,ア ワビ類 の生活史,生 理学や遺伝学が含まれる。生回博 士はまた 4件 の様 々
なシンポジウム,会 議あるいはワークショップに参加するため,18名 の科学者 が米国
に赴いたことを指摘 した。これ には資源増殖,サ ケ類資源管理,お よび魚類健康に関
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する会合 が含まれ ている。
生 回博士 から,今 現在 日本側 か らの文献 出版は 123件 であることが報告された。
ラスト博 士からは米国側 は 45件 であると報告 した。米国側 の文献は NOAA図 書館 の
エイリーンマクベイ氏 により準備され,二 重 県の生回博 士の元に送付された。
その他とし,U」NR関 連事項 の将来的な科学交流あるいは事務的な事項 として6件
の追加的事項が生回博 士より報告 があった。これらには生 回博 士および他の 日本 人
科学者 が米国と米国 の 支援 により開始した韓 国およびハ ワイの沖合 養殖施設 の 視
察 が 含まれる。ラスト博 士は彼の報告 に謝意 を表 した。
プロシー ディング集 の進捗状況
イワモト博 士から第 34回 U」NR会 議 のプロシーディング集はすでに出版済 みであ
り,見 本 が各部 会員の書類閉じの 中 に入っているとの報告 があった。また 150部が既
に二重県の生 回博士の元に発送済みである。それ らのプロシー ディングスは U」NR
ホームペー ジあるいは北西水産研究センター のホームページから PDF形 式書類とし
てダウンロー ドすることが可能である。
生回博士は第 35回 U」NRシ ンポジウムのプロシーディング集 の原稿 は,水 産総合
研究センター 研究報告 に特別号 として出版される前 に編集作業 のためラスト博 士に
送られる旨を述 べた。生回博士は次 回の U」NR会 議 の前 に出版するため早急 に作業
することを述 べ た。ラスト博 士はその重要性 に同意した。ラスト博 士と部会員である口
バー ト・
スティックニー博士 が原稿 の 到着次第編集 に着手する予定である。
前回 からの 感案事項
ラスト博士は文献交換 の 変更を以下 のように提案 した。第 35回 U」NR年 次合同会
議 において,ひ とつの U」NRの 役割として実施されている文献交換の見直しを提案 し
た。米国側 は 日本側の検討のためその年案文を準備した。
昨今ヨンピュー ター を利用 した検 索能 力が 向上しており,増 養 殖 の 幅広 い課題 の
中から選択された文献を綿密 に調 べ てゆく必要が少なくなつてきている。しかし日本
で書 かれている文献 の 多くは 日本 語 で書かれたものであり,米 国研究者 にとつて検
索 の 際 の困難性がある。米国側 は ,日 本側 からの文献交換作業 の可能性 のある変
更 のいかなる別案も含めていくつかの 案 の検討を求める。
提示され た案は以下 の通 りである。
1)交
2)代
3)文

換を変更 のないまま継続する。
替案を考えず に文献交換 は廃止 する。
献交換を科学 シンポジウムの 話題 に焦点を当て,通 常は
a そ れぞれの論文の主要な成果の要約を付ける(注釈としての文献
交換)。
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b 論

文の主要な成果の要約は付けない。

文献交換を科学シンポジウムの話題 に焦点を当て, それぞれの発表に

4)

その人の 研究分野とその人の発表する話題に関連する3 ‑ 5 行 程度 の
要約 のついた文献リストの提供を依頼する。
その他 の提示可能な案。

5)

生回博 士は,日 本側部会 は無理のない文 献交換 の改善として第 4案 が最も効果
的な案と考えると応 じた。日本はまた県水産試験場の出す 年次技術報告の内容リス
トを供給する。日本側部会 はまたASFA(海 洋科学水産要 覧)の更なる活用を求め,
結論とした。この新たな策は第 37回 会議から実施されるものとする。詳細なる形式と
講演者 へ の指 示は第 36回 会議終了後,第 37回 会議までに事務局 により準備が完
了されるものと期待される。発表者 は可能であれば文献交換 のための 別帰lりも供給
されたい。
イワモト博 士は U」NRの 成果の歴史 を編纂するための作業グル ープの構成 のため
の提案を第 35回 U」NR年 次部会で始めて行つた。米国側部会は両会議の間に日本
側 の検討用 の提案書を準備した。
米国側 の提案は両国の2‑3人 からなる長期にわたる関係者,あ るいは 名誉会員
が過去 35年 以上にわたるU」NRに よって成し遂げられた成果に焦点を当てた文献を
作成するため の小作業部会の立ち上げを求めるものであった。この 文献は U」NRに
興味を持 つ人々のために1ひ とつの歴史的背景を示すものとして利用され1さらに重
要な点としてはひとつの確固たる U」NR水 産増 養殖専門部会 の価値をそれぞれの所
属機関 に文章として示すために利用 されるものである。
本作業部会 の詳細な目的は以下のものである。
1)文
2)可

章.図 ,表 ,写 真を用 いて U」NRの 歴史を簡潔に表す 。

能な限り範囲を広 げて共同研究 ,科 学 交流 ,学 生交流,会 議 ,文 献交
換 によりなされたここの発展事項を詳細 に記載する。

3)第

37回 U」NR部 会においてこれらの成果 について発表を行う。
4)U」 NRに よって第 37回 会議に間に合うように NOAAの テクニカルメモや
U」NR部 会に発送可能な他 の様式で出版 に適 した成文の文 章を作成す
る。
もし日本側が7解 するならば米国側は次の人を作業部会員として推薦 する。
マンケン博士 (名誉部会員1元 米国部会長),ジ ェームス・
すなわち,コンラッド・
マクベ
ヘルズレイ博士 (名誉部会員)で
イ博士 (名誉部会員,元 米国部会長),チ ャー ルズ ・
ある。
生 回博士 は 日本側 として作業部会の米国側 の提案 に 同意する旨返答 した。日本
側部会 は 日本側作業部会として松里寿彦博士 (名誉部会 員i元 日本部会長),藤 谷
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超博士 (名誉部会員.元 日本部会長),福 所邦彦博士 (名誉部会 員)を推薦 した。日
本側部会運営委員会 は,本 作業 は 日米両 国にとつて U」NR活 動の成果を世に示し,
未来 に向けて水産増養殖 の研究開発 の方向性を示すために非常 に重要なものであ
るとの意を提示した。これらのことからU」NR事 務局は本作業を強く支持するものであ
る。日本側部会 は米 国作業部会員が それ に関する報告を立案しその車案 に 日本側
の作業部会員からの情報を付け加えることを求めると提案した。
イワモト博 士は生回博士の提案に同意 を示し,さらに本作業 は一 年 以内に完 了さ
せるのは非常な困難を伴うものになるかもしれないが 完逐の努 力は是非とも必要で
あると述 べた。
新たな事 務案件
生 回博 士は過去のシンポジウム参加者 の一人から1彼 が U」NRに 出席して以来米
国か らのスパムメールが非常に増 加したとの苦情を受けた旨報告 した。彼 は,これは
U」NRホ ーム ページに掲示された講演要 旨にある電子メー ルアドレスがいくつかのス
パン会社に調 べ取られ たためであろう考えている。水産総合研究センター はこの種 の
問題を避けるために 」AVAス クリプトを用 いてホームページを管理 している。しかしな
がらプロシー ディングスおよび講演要 旨は PDFフ ァイル形式で貼付されている。生回
博士 は全ての 電子 メー ルアドレスの@の 文字を別の文字に書き換 えるのが最も簡単
な解決策であるとの提 案を行 った。この対応策は第 36回 会議後,わ れわれ が要 旨を
ホームページ上の他の資材に貼り付けるときか ら適用されうるものである。
ラスト博 士は本会議の要 旨から全ての 電子 メー ルアドレスの④のシンボルの 代わ
りに代替文字の atの 前後にスペースを入れ,ス パムを用 いる集団によって使われる
自動収集技術 から守ることを試みると報告した。本趣 旨は読者と電子 メー ルアドレス
に対する合法的要求 に明確 になるよう出版物の前扉のペー ジに示されることとなる。
生 回博 士は講演 パ ワーポイントがホームページ上に掲載されるものかの質問を行
つた。多少 の 議論 の 後,発 表者 が要求した時にのみホー ム ペー ジ上で公 開されるこ
とで同意 された。
生 回博 士は世界水 産会議の開催 に関連し,日 本で水産総合研究センター による
二つ の 国際シンポジウムが 開催される予定である旨アナウンスを行 つた。ひとつ はア
サリ資源増殖と管理 の 国際 シンポジウムであり,もう一件はマグ ロ増養殖 の現状と将
来発 展 に関する国際 シンポジウムである。両者共に横 浜 で世 界 水 産会議 の 直 後
2008年 10月 25‑26日 に開催される。生回博士は U」NR科 学 シンポジウムで配 布で
きるように会 の 案内の配 布物を持参 した。ラスト博士は実務会議 日程と科学 シンポジ
ウム書類に情報を添付することを報告した。
ラスト博 士は養殖魚 の飼料の未来に取 り組むための NOAAに よる第 一段階 の取り
組み に対する報告を行 つた 。魚類飼料の未来 を示 してゆくための国際的な専門家の
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作業部 会を提案した。その概要 は, 1 月 に専門家による作業部会会議を持ち, 2 0 0 8
年 の春の終わ りごろまでに研究成果の公的報告を伴つた文書作成を行うことである。
目的 としては, 魚 類飼料を取り巻く誤解 の正しい方向へ の修 正 と将来的な研究開発
の方向決めにある。生 回博 士は, 日 本側部会はこの取り組みに非常な興味があると
応じ, 作 業部会 に入れるため二 名の科学者を提供することで両 者 は 同意 した。ラスト
博士は 日本側部 会の事務局員である吉松隆夫博 士に情報 と詳細 について提供を行
うこととした。
第 37回 U」NR会 議開催案
生回博 士は 日本側部会が第 37回 U」NR会 議を横浜で 2008年 の 24‑25日 に開
催される世界水産 会議,そ して先に述 べた 25‑26日 に持たれる二件 のサテライトシ
ンポジウムと共 に開催する予定である旨案内した。第 37回 U」NR会 議は 10月 27‑
11月 1日 に横浜近 辺で開催される予定である。また茨城 県 の水産 工 学研究所 にフィ
ー ルドトリップを予定 している。イワモト博 士は 日本側部会 に対 し,そ のような興味深
い計画 を考 えてくれたことに謝意を表 し,来 年の会議を楽 しみ にしていることを述 べ
た。
第 36回 UJNR科 学シンポジウムの予定
シンポジウムの企画担 当であるリチャー ド・
ランガン博士 は科学シンポジウムの詳
細と日程 について報告した。
ラスト博 士はフィールドとリップの旅程 の説明を行つた。
謝辞
イワモト博士は この 会議 へ の参加と協 力について部会 員と参加者 に謝意を表した。
彼はまた通訳者 に対し協 力の謝意 を表した。中野博 士はまた全ての出席者 に謝意を
付け加えた。
開会
す べての協議が無事終 了し,第 36回 U」NR実 務会議は聞会した。これらについて
の 議事録 は 2007年 ‖ 月 2日 にコネチカット州ミルフォー ドにおいて署名された。

日本側部会 長 中野 広

米国側部会長 ロバー ト・
イワモト
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