
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（農学専門調査班） 
 
農学分野に関する学術振興方策及び学術動向の

調査研究 

松田 幹（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 学術振興方策に関して、Research Councils UK （RCUK）に

ついて、審査員や審査基準などの審査制度に関して調査研

究した。また、関連文献の調査により、農学領域、特に植物科

学分野の学術動向を調査し、学術集会でのシンポジウムの企

画や発表演題の傾向などを基に、日本国内での農学領域、

特に医学との境界領域分野での学術の動向を調査研究した。

さらに、科研費申請データベースを活用して、分野「農学」

における学術研究動向を調査研究した。以下に、分野「農

学」における学術研究動向を調査研究した成果の概要を紹

介する。 

 各細目を自身の専門と考える農学系大学教員数と申請

件数（全種目の総件数）との関係を調べた結果、大学教員

数よりも申請件数が相当上回る細目がある一方で、ほぼ同

数かむしろ申請件数が少ない細目も多く存在した。その理

由として、重複申請が可能な種目への申請件数、研究員な

ど科研費に申請できる人員の数、さらに、農学系学部等以

外の機関・組織からの申請件数、などが細目間で異なるこ

とが考えられる。 

 次に、基盤研究ＢとＣの応募件数について調査研究した。

図１に示したように、基盤研究ＢとＣの申請件数がほぼ同

数の細目から、基盤研究Ｃの申請件数がＢの３倍あるいは

４倍の細目まで大きな差異が見られる。細目間でこのよう

な開きがある理由は明らかではないが、研究遂行に必要な

経費の多少や、規模の大きな（あるいは小さな）研究を実

施する研究者の比率、さらには基盤研究ＣからＢへ移行す

る際の研究者の心理など、多様な要素が考えられる。この

ような細目毎の研究者母集団のメンバー構成と種目ごと

の申請件数の動向をさらに詳しく調査研究することは、有

効な研究助成により農学系の多様な学問領域を一層活性

化するために重要と考えられる。 
謝辞：科研費への申請件数や申請額などの詳細なデータベースの調査、デ

ータの抽出、加工などに関して、研究助成第一課の山下長義氏に多大なご

支援をいただきました。ここに厚くお礼申しあげます。 

農学分野に関する学術動向の調査研究 

一瀬 勇規（岡山大学・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 第１２回植物病原細菌国際会議と第８回 Pseudomonas 
syringae とその関連病原細菌に関する国際会議に参加し、近

年問題となっている細菌病をはじめ、細菌病菌の分類、診

断学、疫学、生態学から遺伝学、進化、そして分子レベル

における植物との相互作用学について最新の研究動向を調

査した。両学会とも世界各国から 150 名前後の研究者が集

結し、活発に発表討議を重ねた。研究発表は、作物生産現

場における新病害の報告から、診断、防除、疫学から病原

性因子、植物との相互作用研究、さらに植物側の抵抗性因

子研究と幅広いものであったが、時に細菌病原性と、植物

との相互作用研究において、大量の DNA 情報に基づいたゲ

ノミクスを活用した研究が際立った。従来は全ゲノム解析

が終了した P. syringae pv. tomato DC3000 などの一部の植物

病原細菌を研究対象としたモデル研究が多かったのに対

し、昨今では、解析対象のゲノムをまず明らかにした上で、

それに基づく研究の展開も多くなってきた。植物と病原細

菌相互作用研究では、植物病原細菌の生産するエフェクタ

ーの機能解析がさらに進展してきた。エフェクターの機能

は多様で、宿主植物の転写調節や、病原体由来分子の認識

に起因する植物防御応答シグナル伝達の遮断により、宿主

を罹病化させているメカニズムが明らかになりつつある。

参加学会ではないが、このようなゲノム解析を基盤とした

研究で、病原性の進化研究にインパクトを与えたのが、寄

生植物の EST 解析である。Yoshida らは、双子葉植物であ

る寄生植物ストライガの EST の中に、宿主単子葉植物由来

と考えられる遺伝子を発見し（Science 2010）、宿主から寄

生植物への遺伝子水平伝搬を報告した。この遺伝子の機能

解明が病原性の進化を説明することに繋がるとの期待がか

かる。病原体の病原性発現に至る遺伝子発現制御機構につ

いても研究データが蓄積してきた。これらの一部について

は検証を行った。 
 
農学分野とくに作物栽培，雑草学に関する学術動向

の調査研究 

大門 弘幸（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教

授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 22 年度における育種学，作物学，雑草学，園芸学，造園学

など，調査研究担当者の専門領域における学術会合の開催

状況と各学協会の動向は以下の通りである． 

 育種学会，作物学会，園芸学会では，年に 2 回の講演会が

開催され，各 500-800 人が参加し，150-300 課題の発表が行

われた．雑草学会と造園学会では，春の全国大会と秋のシン

ポジウムおよび支部会が開催された．何れの学会でもアジア

 
図１：分野「農学」における基盤研究ＢとＣへの申請件数の比（％） 

25 の細目について比率の小さい順に示した（H19-H23 の平均） 
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地域との連携が進み，国際会議のアジアでの開催などが計画

され，中でも韓国，中国との連携が強化されつつある．研究テ

ーマについては，過剰土壌水分条件下におけるダイズなどの

畑作物の生産性向上，水稲登熟期の高温のよる白未熟粒の

発生，バイオ燃料作物の生産，多収イネの特性評価，超多収

イネのゲノム解析，園芸作物を含む各種作物におけるマーカ

ー選抜による実用品種の育成，植物工場における効率的生

産，里山などの景観保全，農耕地生態系の環境保全などに関

するものが多かった．また，2010 年に名古屋で開催された

COP10（生物多様性条約第 10 回締約国会議）との関連から，

遺伝子組換え植物に関する基礎研究と品種育成への応用研

究だけでなく，遺伝子拡散などの生態系への環境影響評価に

関する研究への取り組みも見られた． 

東アジアとの共同研究や情報交換が進む中，これらの学問

領域に関する学術振興会の国際事業への申請あるいは期限

付き細目などの新たな提案が行われ，農学分野の学会横断

型の研究費申請などがなされることを期待するところである．

なお，学界から社会への積極的な情報発信の必要性が言わ

れているが，いくつかの学会では注目される研究成果につい

て講演会前に記者発表を行い，HP も充実させている． 

 

２． その他 

 各学協会の会員数は，全体ではやや減少気味である．女性

の割合は 10-20％程度とやや低いが，何れの学協会も男女共

同参画学協会連絡会に加入し，講演会時には保育室を設け

るなどの取り組みを進めている．日本の農学系学会の発刊す

る英文誌への海外からの投稿数が非常に増える傾向にあるこ

とは注目すべき点である． 

 

農芸化学における食品科学分野に関する学術動向

の調査研究 

久保田 紀久枝（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科

学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 主に、1) 学術会合等に出席、かつ、2) データベース解析を

実施し、食品科学分野の研究動向を調査した。調査により判明

した主な研究動向の概要を 1)および 2)にまとめて示す。 

1) 平成 22年度に開催された以下①～⑨の国内外の学術集会

に参加し、調査を実施した。 

①４月ドイツ “９th Wartburg symposium on flavor chemistry & 

biology”、②-④５月 日本栄養・食糧学会大会(徳島)、うま味研

究会シンポジウム(東京)、日本家政学会大会(東広島)、⑤-⑥９

月 食品科学工学会大会(東京)、日本育種学会第 118 回講演

会シンポジウム (秋田)、⑦10月 第54回香料・テルペンおよび

精油化学に関する討論会(甲府)、⑧11月 第25回日本香辛料

研究会（静岡）、⑨12 月日本栄養・食糧学会関東支部大会シン

ポジウム (東京)。 

調査により、(1)生理学的モデルを用い、化学分析手段により

香気成分の受容体タンパク質との結合動態についてモニタリン

グする解析方法の開発やなど生理学者ではなく、化学者サイド

からの風味成分の生理学的知覚機構解明研究の進展、(2)食

品機能性成分が生体内である種のタンパク質と相互作用により

新たな成分となり、生体内でメディエーターとして働き機能性成

分に新たな機能が付加されるという「標的分子への結合から解

き明かされる食品因子の新たな生理機能性」が機能性食品研

究の新しい研究の展開 等の研究が新しい研究の流れとして

注目された。 

２）データベース解析により、2010 年一年間に食品フレーバー

に関する論文を最も多く発信した研究機関はミュンヘン工科

大学で（Profs. Hofmann ＆ Shiebelre グループ）43 報発信さ

れた。研究においても、安定同位体を組み込んだ標準物質の

合成と LC-MS/MS の利用により、食品中の機能性成分の精

度よい定量法の開発や、”こく”を中心とした風味物質間相関

性による呈味増強測定法の開発など食品科学研究の先導的

役割を果たしていると考察された。また、近年中国からの論文

発信が多く、例として茶フレーバー研究では 2010 年に約 35

報（うち中国語 20 報）報告があり、今後、中国における食品科

学研究の動向が注目されると推測された。 

 

農芸化学、特に応用微生物学分野に関する学術動

向の調査 研究 

五味 勝也（東北大学大学院農学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

ゲノム情報をもとにした網羅的な遺伝子発現解析に関して

は、ゲノム解析の進展により多くの微生物でマイクロアレイが作

製され、それを用いたトランスクリプトーム解析が進められてい

る。また、次世代シークエンサーの普及により、さまざまな微生

物のゲノムまたはメタゲノム解析が進展しているとともに、発現

プロファイル解析にも次世代シークエンサーが多く利用されて

きている。 

有用物質生産に関わる遺伝子の発現制御に関しては、近年

再生可能な燃料資源として期待されているバイオマスエタノー

ル製造に重要なセルラーゼやキシラナーゼなどのバイオマス分

解酵素生産に関わる糸状菌の転写因子に関する研究が進展し

ている。また、誘導基質の細胞内取り込みに関わるトランスポー

ターの同定が進められている。一方、トランスポーターのタンパ

ク質レベルでの分解制御機構の解明についても、ユビキチン

化とエンドサイトーシスに関する研究が進んでいる。今後はトラ

ンスポーターのユビキチン化の引き金になるシグナル伝達シス

テムの解明に興味が持たれる。 

 

（２）日本農芸化学会・日本生物工学会などの学会発表の傾向

や報文として公表される内容から、農学、特に農芸化学領域に

おける研究動向を把握するための有益な情報が多く得ることが

できた。今年度に行われた平成 25 年度から適用される科学研

究費補助金の系・分科・細目の見直しの作業において、このよ
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うな研究動向に関する情報が非常に有用であった。農芸化学

ならびに境界農学における応用分子細胞生物学においては、

最近の研究動向をもとにして重要と考えられるキーワードの追

加修正を行うことができ、これらの情報が大いに役立った。 

 

２． その他 

2011 年 3 月に開催予定の日本ゲノム微生物学会年会およ

び日本農芸化学会大会は、東北地方太平洋沖地震により大

会が中止となったため、出席すること自体が不可能であった。

しかし、すでに講演要旨集は発行済みで、大会発表の実績も

認められるとのことであり、プログラム及び発表要旨から研究

の動向調査は可能であった。 

 

森林科学に関する学術動向の調査研究 

白石 進（九州大学 教授） 

 

１. 調査研究活動の概要等 

森林科学に関する学術動向の調査研究として，森林関連

学会（日本森林学会）が刊行している学術雑誌に掲載された

論文情報をもとに，（1）森林科学における研究活動の推移，

（2）森林科学研究分野における各種競争的研究資金の活用

とその貢献について調査した。 

1）森林科学における研究活動の動向 

（1） 森林科学関連の学術雑誌 

わが国における森林科学関連学会である日本森林学会が

刊行している学術雑誌の過去約 30 年間の掲載論文をもとに，

森林科学関連の研究活性の動向を調べた。調査対象とした雑

誌は，1919 年刊行の「日本森林学会誌（以下，日林誌）」と，

1996 年刊行の国際誌「Journal of Forest Research（以下，

JFR）」である。 

（2） 学術雑誌における研究成果発表数 

日林誌における過去 31 年間の平均年間掲載数は 63.4 編，

JFR が 47.4 編であり，論文数では，日林誌が JFR に比べかなり

高い。しかし，最近 5 年間では，日林誌が 59.8 編，JFR が 55.0

編と均衡し，発表論文の半数を国際誌である JFR が占めてお

り，わが国における森林科学研究の国際化が確実に進んでい

る。 

（3） 研究成果発表数の動向 

調査した過去 31 年間（1980〜2010 年）において，日林誌は

1997 年以降，論文数の減少傾向が認められた。これは，1996

年に国際誌として JFR が刊行されたことによるものである。2005

年以降，日林誌の掲載数は回復傾向にあり，再び高い水準を

維持している。他方， JFR では，年々，論文数が増加してお

り，（1）近年の国際化の波による国際誌への投稿等，研究者の

意識の変化，（2）森林科学研究の「環境」へのシフトが反映され

ている。 

 

2）森林科学研究における各種研究資金の貢献 

（1） 競争的研究資金の貢献 

日林誌における最近 31 年間（1980〜2010 年）の競争的資

金による論文は 20.2％，JFR では 46.7％となっており，森林科

学研究における競争的資金の貢献は極めて大きい。とりわけ，

最近 5 年間では，それぞれ 37.8％，61.1％とさらに大きくなって

いる。このように，今日では，森林研究の多くが何らかの研究資

金により実施されており，競争的資金無くして森林研究の発展

は望めない状況である。 

（2） 研究資金別の貢献度 

科学研究費は，日林誌（過去 31 年間）で 12.0％， JFR（過

去 15 年間）で 23.2％であり，最近 5 年間では，日林誌で

18.1％，JFR で 28.4％と，その割合がますます高くなっている。

その他の研究資金としては，農林水産省関連（日林誌：3.5％; 

JFR：4.0％）と環境省関連（日林誌：1.5％; JFR：3.9％）の研究

資金が目立つ。最近 5 年間では，日林誌で，科学研究費

18.1％，農林水産省関連 8.0％，環境省関連 7.0％，JFRで，科

学研究費 28.4％，農林水産省関連 4.7％，環境省関連 5.5％と

なっており，農林水産省関連と環境省関連の伸びが大きい。 

（3） 各種競争的資金における科学研究費の貢献度 

科学研究費の助成を受けた研究論文数の推移は，日林誌

で横ばい，JFR で増加の傾向にある。しかし，競争的資金全体

に占める科学研究費の割合は，JFR では横ばいを維持してい

るが，日林誌では低下傾向がみられ，科学研究費の相対的な

低下が認められる。 

 

木質科学分野に関する学術動向の調査研究 

鈴木 滋彦（静岡大学農学部・教授） 

 

１.調査研究活動の概要等 

アジア地域における木質資源の再生利用に関する研究打

合せを目的として、マレーシアを訪問した。木質系原材料の資

源的価値が時代とともに変化することやアカシアハイブリッドな

どに代表される早生樹の植林と利用技術に関する研究が精

力的に行われていることは注目に値する。北米では、木質科

学の中心的な存在である米国林産研究所が創立百周年を迎

え、記念式典は米国林産学会大会回大会とリンクして開催さ

れた。木質科学関連の研究者や学生の数が漸減するなかで、

ナノセルロースコンポジットなど新たな分野へと関心がシフトし

ていることが特徴である。百周年の経緯を記した資料は、研究

所の歴史であると同時に、木質科学の歴史をたどる上でも貴

重な情報である。同研究所における木質材料研究が注目する

研究は以下の四課題に集約される。 (1)従来型木質

ボード、(2)湿式三次元成形繊維複合物、(3)木材プラスチック

複合材料、(4)ナノ繊維複合物。第一は合板、OSB、パーティク

ルボード、繊維板などの従来型（conventional）木質ボードのこ

とである。MDF や OSB は比較的新しいタイプの木質ボードで

はあるが、すでに｢traditional｣と呼ばれ始めた。従来型木質ボ

ードの課題は、これらを enhance し improve することにある。第
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二は湿式で木質繊維他を成形した三次元の複合物で、3-D 

engineered fiberboard と呼ばれている。湿式手法により、接着

剤を用いないで成型した加工物を構造用途に用いたいとの思

いから開発研究が続けられている。第三はWPCのことであり、

同研究所において研究の重点に掲げられたのは 1990 年代で

あった。素材生産の旺盛な北米において注目に値するのかと

訝る向きもあったが、その後の木プラの発展をみれば、「次世

代の材料」として当時の方向性が正しかったことを裏付けてい

ると言えよう。第四はナノコンポジットであり、この分野の研究

動向は、現在、最も注目されるトピックの一つである。また、

2010 年には５年に一度開催される IUFRO（国際森林研究機

関連合）世界大会が韓国で開催された。木質科学はこれまで、

分野別の課題に取り組む傾向が強く、応用研究は製品分野

に分化する傾向があったが、カーボンシンク機能という評価軸

を得て、共通の課題としたまとまりを論ずる動きが認められる。

木質科学が持続可能な社会形成のための科学として評価さ

れる機運が広まりつつあると認識している。 

 

水産化学分野における学術動向の調査研究 

堀 貫治（広島大学大学院生物圏科学研究科 教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 水産化学分野における学術動向調査に先立ち、関連学会

の会員名簿を資料として、水産学分野における「水産化学」研

究者の占める割合（科研費審査区分の２つの細目、「水産化

学」/「水産学一般」、の研究者数比）を国内の機関別および

地区別に調査した。その結果、大学機関および民間企業にお

ける同比は 1/3〜1/4 であるが、大学以外の公的（国立）研究

機関においては 1/10 程度であることがわかった。この研究者

人口比は地区（北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九

州）レベルでも同様の傾向を示し、地区間での差異も特にみら

れなかった。但し、大学以外の公的（国立）研究機関において

は、関東地区と中四国地区を除くと、「水産化学」研究者人口

はきわめて低い。「水産化学」研究者が所属する主要な大学

機関および公的（国立）研究機関を対象に、現在実施中の研

究課題を調査した。大学機関では研究者個人の自由な発想

に基づいた多様な研究課題が実施されているが、研究成果の

社会への還元性については未知数のものが多いと言える。一

方、大学以外の公的研究機関では社会的要請の高い実用的

研究が実施されている。概して、「水産化学」研究の最近の動

向としては、分子生物学的手法を用いた水圏の生命科学を指

向した内容が増加している。水圏生物は種の多様性とともに、

進化と生息環境に由来する特異な代謝・代謝産物、行動、生

物現象などを示すものが多く、これらに着目した研究課題が

増加しつつある。水産の食品科学関連については、食素材と

しての水産生物・水産物の評価、食品衛生および品質評価・

管理など安全性に関する研究が多く、この研究領域において

も分子生物学的手法を用いた研究内容が多くなってきている。

多様な研究対象に恵まれている水圏のフィールド科学の中で、

「水産化学」分野は発展が期待できる分野であり、そのために

は有機化学的手法を含む先駆的で新たな手法が研究者に広

く導入されることが肝要と思われる。 

 

３． その他 

 国外の学術動向調査として、東南アジア諸国の中でも最近

の発展が著しいベトナム 

に赴き、同国の「水産化学」分野の活動状況を調査した。研究

の実施内容は日本を含む世界各国と同様で、学術動向にもグ

ローバル化がみられる。但し、設備的にはまだ後進性から脱

却していない。 

 

水産学一般分野に関する学術動向の調査研究 

萩原 篤志（長崎大学大学院生産科学研究科 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）水産業の現状と水産学の役割について 

 水産関連の国際学会や FAO 等の HP 上で、food safety と

food security が盛んに論じられ、そのための基礎研究推進が、

人口増加の続く人類の未来に不可欠であると提唱されている。

水産資源は世界のタンパク消費の 15％であるが、海洋は地球

面積の 70%を占め、そのタンパク源としての質の高さと健康維

持に有用な物質を豊富に含むなど、その特長と優位性を明確

にして増産を図ることは、水産学推進の大きな原動力になると

考える。 

２）水産餌料生物学に関連する動向 

 日本水産学会では、この分野の主な対象となってきたシオミ

ズツボワムシとアルテミアに加え、Proales属ワムシやミジンコ類、

カイアシ類等の動物プランクトンを餌料生物に応用する研究

が開始されている。これはクロマグロを始めとした現状の餌料

系列では飼育困難な魚種への対策を含んでいる。またワムシ

の特長を生かし、環境毒性評価のための試験生物や、海洋生

物の個体群消長機構のモデル生物として応用する等の研究

例が増えている。さらに、シオミズツボワムシの遺伝子解析が

国際的な連携のもとに進められ顕著な成果が上がっている。 

 国際輪虫類学術会議の第 12回集会が、2009年 8月にベル

リンで開催されたが、そこで報告された研究のうち、審査を経

た厳選論文 29篇が国際学術誌Hydrobiologiaの 662巻（2011）

に掲載された。そのうち水産学の基礎知見として重要と判断さ

れる研究論文として、ゲノムサイズ、ゲノム解析、耐久卵の休

眠遺伝子、両性生殖誘導関連遺伝子についての研究成果が

ある。第 13 回集会は 2012 年にインドで開催の予定である。 

 

４． その他 

１）研究機関の訪問：ベトナム国立第一養殖研究所、ハワイ州

立自然エネルギー研究機構、韓国・漢陽大学校理学部化学

科、ケニア国立ケニヤッタ大学など、国内外の 9研究機関を訪

問し、研究活動の実態について調査した。 

２）東日本大震災：長崎大学水産学部付属練習船長崎丸によ
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る救援航海（2011.3.14-23）に乗船し、被災地に救援物資を届

けると共に、水産関連施設の被災状況と海上での調査を行っ

た。帰港後、水産関連施設や教育研究機関の被災状況につ

いて情報収集に努めた。 

 

農学における社会科学系分野（農業経済，農業経営，

農村計画，実践総合農学）に関する学術動向の調査

研究 

門間 敏幸（東京農業大学 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術会合等を通して入手した学術研究動向に関する調査研

究の概要＞ 

 本年度は，日本農業経済学会，日本農業経営学会，実践総

合農学会，東北農業分析研究会，関東東海農業経営研究会，

日本農業普及学会，北海道農業普及学会に参加するととも

に，これら関連学会における研究動向を調査した。日本農業経

済学会の注目できる動きとしては，近年，学会内での論争が少

なくなっている中で，日本農業の最も基本的な問題を取り上げ

真正面から論争するというスタイルでのシンポジウムを実践した

ことは非常に注目できる。日本農業経営学会では，過去２年間

のシンポジウムにおいて最近の日本農業に誕生している多様

な「企業経営」の経営実態，マネジメントの方法，ナレッジや技

術革新のあり方を取り上げ論議する中で，「ネットワーク型農業

経営」「フランチャイズ型農業経営」のナレッジマネジメントの方

法が農業経営研究の新しい研究領域を創造している。 

実践総合農学会は，東京農業大学，山村再生支援センター

と共催で，高齢化が急速に進行して，その存続の危機に瀕して

いる農山村の崩壊を食い止め，新たな活性化の方途を見つけ

出すために「農山村再生フォーラム」を開催した。このフォーラ

ムには，16の市町村のトップリーダーと関係者，研究者，学生，

農村と都市との連携を目指すNPO組織や生活者組織といった

関係者約700人が参加し，社会に開かれた学会としての活動の

重要性を裏付けた。 

＜農業経営学理論の評価と展望に関する調査研究の概要＞ 

日本農業経営学会では，学会の総力を結集して最近 20 年

間の『農業経営研究の軌跡と展望』をとりまとめ，2010 年度中

の公刊を予定している。門間は，「農業経営学理論の評価と

展望」という課題を担当し，戦後の主要な研究業績をとりまと

め，現在の農業経営理論研究の到達点と，今後の研究の展

開方向を整理した。この成果が公刊されることにより，若手研

究者，農業経営研究を志す大学院生・学生に研究のチャレン

ジ目標の設定という面で羅針盤を与える事ができる。 

 

５． その他 

農学班（農業経済学）の専門調査員として，「系・分野・分

科・細目の見直し」に関して農業経済，農業経営，農業普及な

どの各専門分野の学会の役員を中心として意見集約をおこな

うとともに，意識統一を図った。 

 

 

農業工学分野に関する学術動向の調査研究 

溝口 勝（東京大学大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 農業工学分野は、従来、農業土木学・農業機械学・環境調

節工学等で構成されていたが、近年の社会情勢の変化に対

応して、農業土木学・農村計画学、農業環境工学、農業情報

工学に再構築された。しかしながら、農学分野にあって、数物

系あるいは工学的な手法に基づいて、農業の発展を図るため

の重要な学術分野であることには変わりはない。一方、食の安

全安心や食料自給率の方策など、日本の抱える農業問題に

工学系の分野からの参入も増えてきている。 

そのような状況の中、H22 年度は各種学会等に参加し、分

野の再編、細目見直しを中心に情報収集を行い、H25 年度以

降に扱うべき内容について議論した。また、農業工学関連で

新しい取り組みをしている現場に積極的に赴き、農学と工学を

連携するに相応しい農業工学的な学術のあり方について調査

検討した。 

 

2.その他 

H22 年度は H25 年度から適用される細目に関して、関係者と

の議論を頻繁に行った。その活動の一つとして、農業農村工

学会（2010 年 9 月 2 日）の特別企画で、日本学術振興会・宮

嶌和男審議役に講演頂き、学会員と共に新しい農業土木学・

農村計画学について議論した。その要旨は以下に収められて

いる。 

宮嶌和男：科研費をはじめとする日本学術振興会事業につい

て‐もっと科研費を知ろう！‐, 農業農村工学会全国大会講演

要旨集 pp.104-105 , 2010 

 

農業環境工学分野に関する学術動向の調査研究 

野並 浩（愛媛大学農学部 教授） 

 

調査研究活動の概要等 

オ ラ ン ダ で は 、 グ リ ー ン ハ ウ ス － ヴ ィ レ ッ ジ

(Greenhouse-Village)とよばれる植物工場と住宅がセットにな

ったコミュニティの形成が計画されている。温室内に溜まった

夏季の高温を利用して、地下深くの帯水層に蓄熱を行うととも

に、もっと深いところの帯水層の冷たい地下水を地上に汲み

上げて夏季の冷房への利用、逆に、地下水に蓄熱された温水

の冬季利用など、新たな代替エネルギー源の開発研究を植

物工場に取り入れている。さらに、温室の屋根を凹レンズ上に

湾曲させ、光合成に必要な波長を温室内に取り込み、反射さ

せた光を集光し、発電する太陽光発電なども考案されている。

熱の利用を住宅の冷暖房と組み合わせ、さらに、生活排水の

再利用水を温室に潅水するシステムを導入し、水の有効利用、

炭酸ガスの有効利用を計画している。水利用の効率をさらに
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高めるため、太陽光利用型でありながら、温室を完全密閉形

にし、水の再利用を図るウォータジー－グリーンハウス

（Watergy Greenhouse）が考案されており、さらなる水資源利

用の効率化を模索している。 

 2010 年のポルトガルのリスボンでの国際園芸学会では、遺

伝子組換えによるストレス･病害虫耐性を備えた台木の使用に

ついての発表があった。接木に使用する穂木は通常の品種

であるため、食用の果実は遺伝子組換え作物ではなく、根の

ストレス耐性、耐病性のために遺伝子組換え技術を使用する

ことから、ヨーロッパでの遺伝子組換え作物への取り組みにつ

いても今後注目される発表であった。 

 2010 年 6 月つくば市での日本質量分析学会では細胞メタボ

ロミクスに関連する発表があり、今後、前処理無しのリアルタイ

ムでの分析が行われるように発展してきている。特に注目され

たのは、イオントラップとオービトラップを組み合わせてハイブ

リット化した質量分析計の導入で、S-レンズで効率よくイオン

化したイオンを導入し、デュアルイオントラップを用いることで、

分量関連イオンの選別を行い、次のオービトラップで精密質

量の計測により、多段階質量分析が可能になる技術の発展で

ある。イオン化さえ効率よくできると、前処理無しのリアルタイム

質量分析が可能になる展望が開けてきたように思われた。 

 

畜産学分野に関する学術動向の調査・研究 

宮野 隆（神戸大学大学院農学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）国内外で開催された畜産学およびその関連領域の学会や

シンポジウム等に出席し，研究の動向を調査・分析した。今年

度はエピジェネティクスに関連した国際会議が 2件開催された。

一つは文部科学省 特定領域研究 ｢生殖系列の世代サイク

ルとエピゲノムネットワーク｣の主催で開催された International 

Symposium on “Epigenome Network, Development and 

Reprogramming of Germ Cells”（2010 年 11 月 22～24 日，九

州大学医学部）であり，シンポジウムの中心は，生殖細胞のゲ

ノムインプリンティング，クローン動物，リプログラミング，DNA

のメチル化であり，これらの分野には畜産学・獣医学分野の研

究が大きく貢献している。理研バイオリソースセンターの小倉

博士らのグループは，マウス体細胞クローンの胚では X 染色

体上の遺伝子発現が低下していることから，X 染色体の不活

化を制御する Xist 遺伝子の発現異常がクローン動物の発生

異常の原因となっていること，Xist 欠損マウスの体細胞を用い

るとクローン作出効率が8〜9倍向上することを発表した（Inoue 

et al., Science, 330: 496-9, 2010）。他の 1 件は，理化学研究

所 発生・再生科学総合研究センターによって開催された

CDB Symposium “Epigenetic Landscape in Development and 

Disease”（2011年3月14・15日）であり，発生生物学者Conrad 

Hal WADDINGTON が提唱した細胞分化を示す概念

Epigenetic Landscape を，現在の発生，分化，幹細胞，病気に

おけるエピジェネティクスの知見によって見直す（新たに形作

る）ことに主眼が置かれたシンポジウムであり，中心的な課題

は，細胞分化，転写制御，ヒストン修飾，ガンであった。 

 

２）学術の動向調査等に基づいて，畜産学を中心とした科学

研究費補助金「系・分野・分科・細目表」およびキーワードの見

直しを進めた。 

 

獣医畜産学分野に関する学術動向の調査研究 

松田 浩珍（東京農工大学 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）学術集会等を通して入手できた学術研究動向に関する調査

研究の概要 

 平成２２年９月に開催された第１５０回日本獣医学会学術集会

では、参加者１,３００名、演題数６２８、で獣医学科を有する日本

の全大学より参加があったが、帯広で開催されたこともあって、

家畜および野生動物関連のシンポジウムの開催が目立った。

特に口蹄疫やインフルエンザの発生により、これらのシンポジウ

ム企画が特徴的であった。 

 国際的にはアレルギーおよび臨床免疫分野ではヨーロッパを

中心に調査したが、医学領域においても、獣医師による発表が

多く見られるようになり、特にアレルギー疾患においては、トラン

スレーショナル研究に焦点を当てた研究への獣医分野の参加

が特徴的であり、その重要性が見受けられた。例えば、生体に

対して比較的優しいプロバイオティクスや入浴療法などが予防

法や抗病性の向上法として取り上げられている。 

 

２）ごく最近、痒みを伝達する末梢神経（ gastrin-releasing 

peptide receptor 発現神経 ）の同定がなされ、この発見・報告

が一研究施設からのみということもあり、その信憑性が国内外で

論じられている。本発見は獣医領域においても問題となってい

るアレルギー疾患の発症機構、特に主症状である痒みの分子

機構を明らかにすることによって困難とされてきた分子標的治

療法の開発を導く可能性がある。 

 

３）京都大学 iPS 細胞研究所の研究システムに関する調査を

実施した。研究所内部はセキュリティーシステムによって管理

されており、研究者の入退室はすべてモニターされている。ま

た、山中所長の意向により、実験機器の収納されている部屋

を除き、研究者はオープンラボで研究を実施し、透明性が確

保されている。すでに、イヌを含めた動物の iPS 細胞研究は始

まっており、これによって、疾病発症機構が再現できるようにな

り、早期確定診断法開発と根治療法開発を視野においた研究

が網羅的に実施されている。 

 


