
平成 23 年度学術動向等に関する調査研究報告＜東日本大震災の学術研究への影響について＞ 

（農学専門調査班） 
 
農学に関する学術研究動向調査研究及び科研費分

科細目の改正に係るフォローアップ 

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） 

設備や試料の壊滅による研究の遅延や縮小など被災研究

者への直接的な影響の他に、被災地以外でも、放射性物質の

測定や復興に寄与する研究を最優先して行うため、継続して

いた個々の研究が滞っている研究者が出ている。 

また、震災関連以外の競争的資金が獲得しにくい傾向がみ

られ、基盤運営費の縮小もあり、設備備品費や研究費の減少

など学術研究への影響が徐々に出始めている。 

 

植物病理学関連分野に関する学術研究動向調査研

究 

一瀬 勇規（岡山大学大学院自然科学研究科・教授） 

東日本大震災により、被災３県を中心に大学・研究機関に

及ぼした影響は極めて大きく、インフラ整備とともに早期の復旧、

復興が必要とされることは言うまでもないが、原発事故により、

日本で開催予定の国際会議は、延期、開催地の変更を余儀な

くされるなど、その影響は極めて大きかった。例えば、平成 23

年度の８月に京都で開催を予定していた「国際植物微生物相

互作用学会 (IS-MPMI)」は参加者数の減少が予想されたため、

24 年度 8 月に延期された。また、10 月につくばで開催予定で

あった「国際ナス科・ウリ科合同会議」は１１月に神戸で開催さ

れた。 このような変更に伴い、各国際会議の開催事務局では、

学会会場のキャンセル代や印刷代の増加などの予期せぬ出

費を強いられた。大震災による東日本の大学・研究所における

直接的被害だけでなく、日本で開催予定であった各種国際会

議等への影響も大きく、国からの支援が求められる。 

 

農業生産科学分野とくに作物生態生理学および栽培

技術に関する学術研究動向調査研究 

大門 弘幸（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教

授） 

震災により春の学術講演会は、多くの学協会において中止

または延期された。作物学、育種学、園芸学、土壌肥料学分

野では、学術会議の主催で合同シンポジウムが開催され、そ

の際に、東日本大震災後の農業生産現場において解決される

べき課題などが論議された。特に東北地方の水田地帯におけ

る津波による塩害、福島の原発事故による農耕地の放射能汚

染と風評被害を含む農生産物流通の問題点などが指摘された。

そこでは農耕地におけるファイトレメディエーションの困難性や

表土剥離による修復効果の有効性が示された。植物科学分野

においてこれまで比較的大型の研究費によって遂行されてき

た研究の成果は、中長期的な視点からは、これらの課題に情

報を提供できるものであるかもしれない。しかし、速効性のある

生産現場での支援技術については、必ずしも十分な情報を提

供できていない点が指摘される。生産現場における本学術領

域からのさらなる支援の取り組みと、科学研究費などを有効に

利用した新たな研究課題の遂行が望まれるところである。 

 

農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） 

津波被害にあった水産系の大学や研究室では実験試料を

はじめとして機器類などほとんどのものが喪失してしまい、研究

の続行が困難な状況にある。また、地震により全壊または半壊

した研究室でも、他の学部などに間借りをしながら研究を続行

できているところはあるが、研究の進捗に遅れが見られる。また、

東日本大震災による数日間の停電により、バックアップ電源の

ない研究室ではディープフリーザーなどの冷凍保存庫の温度

が上昇してしまい、貴重な遺伝子資源や生物資源が喪失した

ため、研究の進捗に遅れが出ている。また、大型機器が高層

階にある研究室では、それらの倒壊による破損のため、大型機

器を用いた研究に遅延が認められるほか、多くの研究室では、

補正予算の決定を待ってからでないと機器類の修理依頼がで

きなかったこともあり、数ヶ月の研究の遅れを余儀なくされた。 

 

農芸化学分野に関する学術研究動向調査研究 

入江 一浩（京都大学大学院農学研究科・教授） 

震災復興に関連した研究が増えているものと思われるが、現

時点で研究成果の発表に至っていないものが多く、判断が難

しい。引き続き、動向を調査する必要性が感じられる。 

 

森林科学分野における DNA 研究に関する動向調査

研究 

白石 進（九州大学大学院農学研究院・教授） 

被災地の試験研究機関においては，研究インフラに多くの

被害が発生した。これに加え，地震後の長期停電により冷凍保

存されていた貴重な研究試料が消失した。これらの中には長

い年月をかけて準備されてきた研究材料もあり，研究の推進に

大きな打撃をもたらしている。また，今回の震災により，森林科

学関連学会の開催が中止になった他，競争的資金の中には

予算の減額措置が行われているものもあり，当初の研究計画

の推進にも影響が出ている。 

 津波とこれに伴って発生した原子力発電所事故による放射

能汚染が，森林へもたらす影響評価が精力的に進められてい

る。津波による海岸防災林の被害や森林の放射能汚染の実態

調査が多くの研究者により実施されている。さらに今後は，これ

らの関連分野では，1）森林生態系内における放射性物質の挙

動や森林からの周囲環境への拡散の解明とその防止，2）海岸

防災林による減災機能の強化と海岸林（主にマツ林）再生に向

けた研究，等が求められている。これは，森林科学の社会貢献

としてきわめて重要であることから，これらの研究課題へ大きく

シフトすると予想される。反面，担当研究者においては，これま

で継続して行ってきた研究に時間的制約が加わることになり，

森林科学の進展への影響は小さくないと思われる。 

 

 



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） 

日本農学会（大熊幹章会長）は 2011 年 11 月「東日本大震

災からの農林水産業の復興に向けて、―被害の認識と理解、

復興へのテクニカルリコメンデーション―」を公表した。これは

14 学会から選出されたワーキンググループ委員により取りまと

められたものであり、科学的理解に基づいた問題解決のため

の技術を提示した報告である。これはまた、東日本大震災の復

興に対する農学の役割を認識し、学会の枠を超えた連携が必

要であることを示したものである。 

森林分野においては、森林・土壌の放射能汚染の現状、生

態系への影響、汚染木材の処理などが課題として提言されて

おり、上記と同様に専門分野を超えた連携が必要であるとの認

識が広まっている。また、木質科学においては、樹木中の放射

性物質の移動や、廃木材の処理などが課題とされている。分

野、分科、細目の枠を超えた学術分野の有機的な組み合わせ

と連携関係の実質化が求められている。 

 

水産化学分野に関す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） 

水産学分野の研究科・学部・学科を有する東北地方の大学

につき、震災の学術研究への影響を聞き取り調査した。その結

果、建物の破壊、実験器具類・測定装置類の破損、試薬類・冷

凍冷蔵保管試料の破損、飼育魚貝類の死滅などにより教育・

研究に多大な支障をきたしていることを確認した。水産学分野

においては飼育生物や関連遺伝子資源などの研究用試料は

研究を実施する上で基本的に必要とされるもので、長年かけて

蓄積されたものが多い。従って、徐々に改善されつつあるもの

の、元のレベルに復帰するまでにはかなりの時間を要すると考

えられ、震災が学術研究に与えた影響はきわめて大きいと言

える。 

 

水産餌料生物分野に関する学術研究動向調査研究 

萩原 篤志（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科・教

授） 

東日本大震災は水産分野の学術研究の進展に対して多大

な制約を与えている。以下の二点について述べる。 

学術研究機関の被災状況と対応について 

被災域には多くの水産学分野の教育・研究機関がある。特

に、北里大学海洋生命科学部、東北大学女川フィールドセン

ター、東京大学大気海洋研究所国際沿岸センター（大槌）、

（独）水産総合研究センター東北区水産研究所宮古栽培漁業

センターなど、沿岸域に隣接する機関の被害は甚大で、研究

施設・設備の倒壊等によって、研究用機器やサンプル、実験

魚などを失った。関東地域でも計画停電の影響が大きく、断続

的な停電のため超低温庫のコンプレッサーが壊れ、これまでに

長時間かけて収集した試料や細胞などが死滅した例が報告さ

れている。これらに対し、日本水産学会が窓口となって、調査

船や顕微鏡をはじめとした研究機器の寄贈や貸与等が行うな

どの措置がとられたほか、被災した研究者や学生の研究活動

を支援するため、研究活動のためのスペースや機器使用等の

便宜供与が関連の研究機関によって行われている。 

 

研究者の学術研究に対するエフォートへの影響 

 （公社）日本水産学会は平成 23 年 3 月末に開催予定の平

成 23 年度春季大会を中止し、代わりに「震災復興に向けた臨

時勉強会」（2011 年 3 月 29 日）を主催して、復興に向け、今後

の学術研究や調査活動、産学官協力のあり方等について検討

した。これを受けて、4 月 11 日に「東日本大震災からの復興に

向けた日本水産学会の行動計画」を発表し、日本水産学会・

災害復興支援拠点を東北大学農学部に設置した＊１。本拠点

は 7 月 16 日に「東日本水産業復興対策緊急シンポジウム」を

開催し、各県水産業の被災状況についての報告と討論があっ

た。同時に、日本水産学会・水産政策委員会が中心となり、水

産学会 HP＊２上に震災関連データアーカイブを開設し、情報

の共有を行っている。10 月 2 日には長崎大学で、特別公開シ

ンポジウム「震災被災地の水産業と漁村の復興」を開催し、前

述の災害復興拠点のほか、日本水産学会の８つの委員会の

活動報告が行われた。また、水産学会の支部や委員会が震災

関連のシンポジウムを 5 件実施している。以上の取り組みのほ

か、沿岸環境の変化や被害状況調査など、災害復興に直接、

間接的に関係した研究発表が、日本水産学会大会で多くみら

れ、かなりの研究者のエフォートが災害復興に関わる研究や業

務にシフトしている様子が伺える。裏を返せば、従来実施して

きた学術研究活動に対する取り組みが縮小されている可能性

もある。このことが学術の振興にネガティブな影響を与えている

とは限らないが、何らかの形で定量的な把握を行っておく必要

があるのではないかと考える。 

 

*1 https://sites.google.com/site/fukkoushienkyotentohokuuniv/ 

*2 http://www.jsfs.jp/ 

 

農業経済・農業経営・農業普及・実践総合農学・国際

農業開発分野に関する学術研究動向調査研究 

門間 敏幸（東京農業大学国際食料情報学部・教授） 

東日本大震災の農学分野の社会科学系学会の活動に与え

た影響はきわめて大きく、それぞれの学会でシンポジウム、特

別シンポジウム、専門家による基調講演を実施した。これらの

シンポジウムなどの内容を検討すると、震災による被害の実態、

特に津波被害、放射能汚染問題、風評被害の実態をいかに

会員に正しく伝え、その問題解決の方法を検討するという形で

実施されている。これらのシンポジウムの内容をみると、現状で

は実態把握のレベルにとどまっているが、農業経済学分野の

特徴として、被災した農家や農業経営の被害実態、営農再開

に関わる農家の意識、震災復興に取り組む農協の動き、現場

の市町村の動きなどが克明に報告されており、震災被害の人

的側面、経済・経営・社会的側面が事例的ではあるが明らかに

されつつある。また、風評被害の実態なども報告されており、生

産・流通現場における今後の対応を考える上で重要な情報が

提供されている。 



以上のように農業経済分野においても東日本大震災が及ぼ

した社会経済的な影響の実態解明が行われているが、現状で

は実態解明のレベルにとどまっている。今後は、技術研究者と

連携して除塩、除染技術の評価、風評被害を克服するための

モニタリングシステムの方法、津波被害地域における農業生産

基盤の整備による新たな営農システムの構築とその担い手の

組織化方法の解明、放射能汚染地域における農業・林業の再

編方向と再編手順の解明、集落の高台への移転問題とコミュ

ニティ再編の方法とその具体的な実践手順の解明が重要な課

題となるであろう。 

 

農業環境工学分野に関する学術研究動向調査研究 

野並 浩（愛媛大学農学部・教授） 

日本生物環境工学会では、復興支援を積極的に行うため、

シンポジウムでの収益をすべて義援金として寄付することが決

まった。また、復興に関連して、放射線汚染の農産物への影響

を回避するため、植物工場の利用の在り方を広く公表し、普及

に努めることが提案され、シンポジウムでも話題として取り入れ

ることが了承された。この提案により、今後開催されるシンポジ

ウムの話題の一部変更を行うこととなり、東日本大震災に関連

した植物工場関連の話題提供を行うこととなった。 

学会としては、東北支部、関東支部の会員の研究活動に一

部障害が出ていることが報告されたが、大規模な植物工場研

究拠点での被害は大きくなく、日本生物環境学会に関連した

学術研究への影響は甚大というほどではないことが分かった。 

 

畜産学分野に関する学術研究動向調査研究 

宮野 隆（神戸大学大学院農学研究科・教授） 

畜産学・獣医学関連学会宛にメールを配信し，震災の学術

研究への影響と日本学術振興会に期待する対応について調

査した。震災によって受けた影響としては，地震・停電による冷

凍サンプル・培養サンプルの消失や実験の停止，実験機器の

破損が多くあげられたが，その後の節電対策として，冷凍サン

プルの廃棄や実験規模の縮小をせざるを得なかったとの影響

もあげられた。また震災後の交通障害から，東北地方では家

畜や実験動物用飼料の供給不足が生じたこと，さらに原発事

故による放射能汚染によって家畜飼料の供給不足が生じたと

の影響もあげられた。日本学術振興会あるいは国に期待する

対応としては，各研究機関へのディープフリーザー用の非常

用発電機の設置や学生・留学生支援に加え，被災地の研究

者を支援する新規科研項目を設定してはとの意見も寄せられ

た。 

 

獣医畜産分野に関する学術研究動向調査研究 

松田 浩珍（東京農工大学大学院共生科学技術研究院・教

授） 

 我が国には獣医学部および獣医学科を有する大学が合計１

６あるが、その内東日本大震災の直接的影響を受けたと考えら

れる大学は青森県十和田市にある北里大学である。獣医学分

野、特に応用獣医学および臨床獣医学分野の研究に対する

影響を知る目的で、聞き取り調査を実施した。その結果、地震

等の被害はわずかであり、概ね研究に支障はなかった。しかし、

東北大学農学部への聞き取り調査では、大動物へのセシウム

など放射性同位元素の汚染が問題となり、放牧禁止や未経験

の除染対策など、現実的な問題に対応できず、苦慮している

実態が明らかとなった。また、当該原子力発電所周囲の立ち

入り制限地域での野生化（放置）家畜やイヌへの対応が十分

でないことも、動物福祉の観点からも問題となっている。 

 

獣医学・実験動物分野に関する学術研究動向調査

研究 

小倉 敦郎（独立行政法人理化学研究所・室長） 

本調査研究は、23 年 10 月の開始であったため、特に東日

本大震災の学術研究への影響についての調査は行っていな

いが、大震災の影響を受けて 3月 18-19 日から 11 月 5 日に延

期された第 25 回日本糖尿病・肥満動物学会（会長 門脇 孝 

教授）に参加した。急な日程変更であったためにプログラムは

短縮を余儀なくされていたが、会長講演、特別講演、一般口演

に加えて、「東日本大震災における実験動物施設の飼育環境

調査（アンケート）」の報告がなされ、震災時の被害や対応につ

いての情報が共有された。 


