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農学分野にかかる学術研究動向に関する調査研究

及び学術振興方策に関する調査研究 

吉田 稔（独立行政法人理化学研究所基幹研究所・グループ

ディレクター） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 ＜学術研究動向に関する調査研究＞ 

農学領域では、ホルモン・フェロモン・増殖因子に代表され

る内因性の生理活性物質を発見し、応用しようという研究が伝

統的に発展してきたが、こうした研究は新しい方向へと向かい

つつある。その大きな流れを作ったのが、昨年４月に急逝した

故坂神洋次名古屋大学教授である。それまで「植物界からの

内因性生理活性ペプチド」は知られていなかったが、坂神氏は

ペプチド性増殖因子 phytosulfokine（PSK）をはじめて発見し、

さらに PSK 遺伝子および受容体遺伝子のクローニングも達成

し、本格的に植物ペプチドホルモンという分野を開拓した。第

35回日本分子生物学会年会では、「ケミカルバイオロジーの新

展開：ケミカルシグナリングの理解に向けて（坂神洋次追悼ワ

ークショップ）」が開催され、海外からの関連研究者も参加して

内因性生理活性ペプチドや関連する最先端のケミカルバイオ

ロジーの研究成果が報告された。わが国が国際的にもリードし

てきた分野であるので、オミックス、バイオインフォマティクス、

合成生物学分野等と連携するなどして一層の発展が期待され

る。 

応用微生物分野で注目された話題の一つが、タンパク質の

アセチル化やプロピオニル化などのアシル化であった。最近、

質量分析技術の飛躍的な発展により、微生物の一次代謝酵素

の多くがこうしたアシル化修飾を受けることが明らかになってき

た。また、多くの微生物がアセチル化などのアシル化修飾を加

水分解する酵素群（脱アシル化酵素）を持つことから、これらの

修飾が可逆的に代謝活性を調節することが示唆されている。

そこでタンパク質アシル化の中でも最も良く研究されているア

セチル化について、世界的な学術動向を発表論文数の比較

で検討したところ、キーワード「protein acetylation」でヒットする

論文数はヒストンアセチル化酵素及び脱アセチル化酵素がク

ローン化された 1996年頃からほぼ直線的に増加し、2011年以

降は年間 1000件を超えている。一方、農学分野では論分数の

延びはいまだに緩やかである。また、タンパク質アセチル化研

究における農学系の占める割合（5.6%）は、タンパク質糖鎖研

究のそれ（15.7%）に比べて著しく低かった。今後植物・微生物

の代謝や環境応答におけるタンパク質アセチル化の役割が明

らかになるにつれ、農学系での重要性が認識されて行くように

なると予想される。 

 

＜学術振興方策に関する調査研究＞ 

ケミカルバイオロジー研究は、次世代の生命科学の鍵を握

ると考えられており、欧米では大きな研究投資と学術交流が行

われている。アジアでは漢方薬など伝統的に豊かな天然資源

を活用した農学と関連の深い研究が盛んであり、それが西洋

発の微生物由来抗生物質研究と融合して独自の天然物ケミカ

ルバイオロジー研究が発展してきた。特に中国、韓国ではこの

分野に大きな研究投資を行っており、とりわけ強い意気込みが

感じられる。こうしたケミカルバイオロジー分野の最先端研究を

紹介するため、筆者は英国王立科学アカデミーの論文誌

Molecular Biosystems においてアジアのケミカルバイオロジー

研究に関する特集号の編集を行った（１）。この特集号にはア

ジア各国の最先端のケミカルバイオロジー研究論文が寄稿さ

れ、その中から計 23 編の原著論文と総説を掲載した。また、日

本学術振興会アジア研究教育拠点事業「アジア発ケミカルバ

イオロジー（Asia Chemical Biology Initiative）」に参加して国際

交流・研究者養成の現場を視察した。これは日中韓などの「ア

ジア先進国」の連携を強化するため、研究者によるゴードン会

議タイプのハイレベル国際会議を実施するとともに、アジア新

興国の優秀な若い人材の留学を促進し、新興国からの次世代

研究者を育成しようというものである。本年度はタイのバンコク

で開催され、活発な議論の末に多数の共同研究がスタートし

た（２）。また、アジア先進国に留学を希望する 36 名のタイの大

学院生等のインタビューが行われ、在タイ日本大使館や JSPS

バンコクオフィスによる情報提供も行われた。このような試みは

極めてユニークかつ有意義であるが、同時にわが国における

大学の国際化と人材獲得の制度を構築する必要性を強く感じ

た。 
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植物病理学を中心に分科生産環境農学の関連分野

に関する学術研究動向調査研究 

一瀬 勇規（岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

東日本大震災とそれに伴う原発事故により１年延期された第

15 回国際植物微生物相互作用学会が 2011 年に開催された。

本学会では全世界 42 カ国から 978 人が参加し、21 の plenary 

sessionと concurrent session、6つの workshop、600を越えるポ

スターによる発表がなされた。本学会はアジアで最初の開催で

あり、参加者は日本からの 377 名の他、米国 119 名、ドイツ 73

名、中国 57 名、台湾 46 名、英国 43 名、韓国 41 名とアジアか

らの参加者が増加し、この分野の世界的な広がりが感ぜられた。

ポスターでは植物による微生物シグナルの受容と植物応答に

関わるものが多く、特に病原菌や共生菌の生産するエフェクタ

ーに関わる研究発表が注目を浴びていた。エフェクターの植

物における機能の解析は近年急速に進展している。それらの
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一つ、TAL (transcriptional activator-like) は Xanthomonas 属

細菌が直接植物細胞質に注入するエフェクタータンパク質で

あるが、タンパク質中央部の34残基の類似アミノ酸配列が17.5

回繰返し、一つの繰返し配列が特定の塩基を認識する。この

配列を自由に組み合わせることで、特定の塩基配列に結合す

るタンパク質を人工的に構築できる。さらにこのタンパク質にヌ

クレアーゼを融合させることにより、in vivo における特定遺伝子

のノックアウト、相同組換えによる外来遺伝子の導入が可能に

なった。この技術は植物科学に限らず、動物や医学における

in vivo 遺伝子操作技術として今後新しい領域を築く可能性が

ある。最近は複数のバイオ関連企業により TAL 技術を利用し

たゲノム編集のための受託サービスが展開されるようになり、今

後の進展が注目される。 

  

植物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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

作物学会講演会では、食生産の基盤である水稲、大豆、麦

類などについての報告が多く、コメ品質に及ぼす登熟期の高

温障害の解析とその軽減対策、国内産パン用コムギの加工特

性や転換畑における湿害対策、過剰土壌水分条件下でのダ

イズの生育改善のための耕耘方法や除草管理などが精力的

に研究されていた。福島県の試験研究機関からは、農作物、

加工品、農耕地土壌における放射能汚染の事故後の経過に

ついての報告がなされた。アフリカの作物生産の課題、コメの

食味研究戦略、作物の根系デザイン、転換畑ダイズの湿害対

策、個葉光合成の改良戦略がシンポジウム課題として取り上げ

られた。本学会はアジア諸国との連携が強く、今後は中国や韓

国との間で若手会員が交流できるような仕組み作りが行われる

ようである。2012年 8月にブラジルで第6回国際作物学会議が

開催された。世界の食料安全保障と農耕地の環境保全といっ

た視点から、劣悪化する農耕地環境、アフリカにおける飢餓、

気象変動による農作物の不作、バイオ燃料作物と穀類や飼料

作物との競合など、地球規模での食料供給の不安定性につい

て、今、作物科学領域の研究者が何をすべきかといった点から

論議がなされた。 植物科学を発展させたきたオミクス手法は、

農学研究を大いに進展させたが、一方で、実際の品種育成や

栽培技術の向上といった現実的な課題にどこまで対応できて

いるのかについて、農学者はそろそろ総括をすべきであろうと

いう論議もあり印象深かった。 新分科｢生産環境農学」は、「食

生産」とその「環境」に関して不可欠な学術研究領域であり、地

球規模の気象変動のような巨視的な研究から生産現場固有の

問題を扱う地域研究まで幅広い領域を担う。また、内外の経済

動向や震災復興などと関連した新たな生産、流通技術の開発

や国際活動や地域活動の基盤として必要な社会科学的手法

の利用なども含めた多岐にわたる学術研究領域であり、これら

を俯瞰できる研究者集団の育成が必要である。しかし、研究費

獲得に見合う研究成果を比較的短期間に得る必要があること

も起因してか、しばしば、個別の課題研究に専念し、異分野と

の融合による研究計画の立案が難しくなっているように感じる。

地球環境の保全や食の安定供給などの出口に近い学術領域

について、世界に情報発信できるような研究への積極的な助

成や、それをリードし得る若手研究者の育成が必要であろう。 

 

２．その他 

国際情報発信機能を強化する研究成果公開促進費の変更

は、各学協会でも注目された。各学協会はすでに英文誌も刊

行しており、オープンアクセス機能も有している。国際情報発

信機能をさらに向上させるために、アジア地域の関連学会との

連携の動きも見られるようであるが、今後の動向に注目すべき

である。 

 

農学分野、特に農芸化学領域に関する学術研究動

向調査研究 

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 

（１）日本農芸化学会・日本生物工学会や酵母遺伝学フォーラ

ム・糸状菌分子生物学コンファレンスなどの国内学会や集会に

参加し、研究者との意見交換による情報収集とともに、学会

誌・報告集などの調査を通してわが国の当該研究分野の研究

動向を把握した。また、第 10 回国際アスペルギルスミーティン

グ（Asperfest10）と第 27 回真菌遺伝学会議（27th FGC）に加

えて、国際天然物生合成会議（ICNPB）、日本-フィンランドバ

イオテクノロジーシンポジウムなどの集会に参加し、海外の研

究発表を聴講するとともに、海外研究者との意見交換と情報収

集を行うことにより、国際的な研究動向についても把握した。 

生物工学会大会は、一般講演の研究領域の傾向は昨年と

同様であり、バイオエタノール生産をはじめとするバイオマスの

利活用が約 6分の1と最も多い。また、環境問題への関心の高

さを反映して、環境浄化や環境保全、廃水処理技術に関する

発表も 10％弱ほどあり、バイオマス関連とあわせて環境に関係

する発表が4分の1を占めている。農芸化学会大会では、微生

物学分野と食品科学分野の研究発表が多く、それぞれ全講演

数の 4 分の 1 と 5 分の 1 を占めていた。これに次いで、有機化

学（生物有機化学）分野の発表が 6 分の 1 を占めている。この

傾向は、科研費の農芸化学分科の各細目への申請件数（=採

択件数）にも反映されているものと考えられる。今回の大会で

は東日本大震災による津波被害やそれに伴って発生した福島

第一原子力発電所からの放射性物質放出事故で汚染された

土壌や水圏などの環境浄化に関するシンポジウムが開催され

たことも特徴であった。 

 

（２）次世代シークエンサーの汎用化に伴い、多種類の糸状菌

のゲノム解析が進められ、ゲノムに存在する二次代謝化合物
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の生合成遺伝子の探索とその機能解析が国内外で非常に活

発になっており、有機化学と微生物学の研究者間での連携も

盛んになってきている。微生物の生産する二次代謝化合物の

種類が極めて多く、生理活性を示すものが多く存在するため、

医薬品素材のリード化合物としての期待が高まっていることが

その背景にある。二次代謝化合物の生合成経路は多くの酵素

反応からなり、それらの生合成酵素遺伝子は染色体上でクラス

ターを形成していることが多い。これらの遺伝子を組み合わせ

て発現させることにより、目的とする化合物だけに限らず、非天

然型の新規構造をもった化合物の生産も行うことが可能となっ

てきており、合成生物工学的なアプローチが盛んに行われてき

ている。一方、植物病原糸状菌においては、トランスクリプトー

ムやプロテオーム解析に基づく植物－微生物間相互作用など

の解析に加えて、植物体内への植物病原菌の侵入過程の分

子機構に関して新たな視点による研究が進められている。ヒト

感染菌においても、病原性の発現に関わる因子の探索や感染

プロセスに関わる酵母－糸状細胞の形態変換の分子機構の

解析が進められており、形態変換に関わる転写因子とその支

配下の遺伝子の機能が解明されつつある。また、ここ数年の国

内外に共通する特徴として、植物病原菌に関する分子生物学

的研究の発表数の増加が著しいことがあげられる。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

農芸化学分野の中で、特に生物有機化学ならびに食品科

学領域の学術研究動向調査を、国内外の関連学会に出席し

て実施した。これらの領域は、医学、薬学分野とも密接に関連

しており、最近、学際的な研究が増加しつつある。平成 24 年 7

月のアルツハイマー協会国際会議（カナダ）や 10 月の第 31 回

日本認知症学会学術集会では、農学分野の参加者はまだ少

ないものの、食品の機能性という観点でのアルツハイマー病予

防に関する研究の重要性が今後高まってくる可能性が感じら

れた。9 月の第 54 回天然有機化合物討論会は、天然物有機

化学の伝統ある国内学会である。天然有機化合物の構造有機

化学と合成有機化学を中心とした学会であるが、近年、生理活

性に重点を置いた化学と生物学の学際的な研究が少なからず

見られた。10 月末に行われた新学術領域研究「天然物ケミカ

ルバイオロジー」の第 1 回国際シンポジウムは、まさにこのよう

な研究を格段に進展させることを目的として開催された。化学

と生物学の境界領域における意欲的、独創的な研究発表が数

多く見受けられた。構造から活性を重視した研究への流れは、

今後加速するのではないかと思われる。 

 

２．その他 

農芸化学分野の生物有機化学（旧：生物生産化学・生物有

機化学）におけるここ数年の応募状況を見ると、応募件数が

150 件前後で推移している。複合新領域の生物分子科学—ケミ

カルバイオロジーの新設に伴う応募件数の減少が予想された

が、その影響はあまり受けていないように思われる。また、細目

名変更による応募件数への影響は、来年度以降検証する必

要性が感じられる。一方で、食品科学にはここ数年安定して

300 件を越える応募があり、400 件を越えた年もあった。関連す

る細目として、平成 23年度に時限付き細目「統合栄養科学」が

新設され、来年度の継続が決定している。さらに、現行細目で

応募件数が 600 件を越える「食生活学」もあり、これらの細目の

キーワードについてもう少し整理し、それぞれの細目の特徴を

明確にする必要性が感じられる。 

 

木質科学分野に関する学術動向調査研究 

鈴木 滋彦（静岡大学農学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

米国林産学会ならびに国際木質科学技術学会年次大会に

おける研究発表課題を分析することで、北米における木質科

学の動向を概観することができる。木質材料科学分野におい

ては、エレメントが小形化する傾向が一層進み、ナノオーダー

にまで微細化して利用する研究が注目を集めている。一方で、

木質科学教育の現状に懸念を抱く研究者が増えている。北米

ならびに欧州の高等教育機関におけるWood Scienceの在り方、

後進の指導方法に関する論議が行われている。 

一方、アジアでは木質科学は発展する傾向を示し、材料開

発研究などが精力的に取り組まれている。アカシア・マンギウム

に代表される早生樹とそのハイブリッドや一年生のリグノ・セル

ロース系材料の利用に関する研究が進められている。中国で

はこの 10 年間で、木質資源の使用量が倍増しているが、森林

は偏在しているため、対応する研究機関も哈爾濱、北京、南京、

長沙、臨安、福州、昆明などに限られている。研究意欲は高く、

国際シンポジウムの招聘等についても積極的である。また、マ

レーシアでは技術的な専門知識と森林資源の効果的管理を

目途に、早生樹を中心とした植林木への移行を推進している。 

 欧州では、木質関連の工業会と研究者が協力して環境への

課題に取り組んでいる。木材の利用により二次林の植林が促

進されること、木材消費の増加が二酸化炭素吸収増となること

を数値化するなど、科学的な論拠を公開している。また、

IUFRO(国際森林研究機関連合)木質科学部会大会が 2012年

8 月にポルトガルで開催された。 

国内の事例として、第 11 回環太平洋木質バイオマス複合材

料シンポジウムの概要を報告する。2012 年 11 月、静岡市にお

いて開催された。「Bio-composites for an environmentally 

symbiotic society」をテーマに掲げ、国内外あわせて 230 余名

の 参 加 を 得 た 。 研 究 発 表 は Wood-based Materials 、

Engineered Wood、Cellulose Nano Fiber、Natural Fiber、

Chemical Modification、Wood Plastic Composites、Adhesives、

Testing / Durability、Biomass Utilization の 9 分野 15 セッショ

ンが設けられた。セルロースナノファイバーや WPC など最新の

研究が紹介されるなど、木質科学の最近の傾向をうかがうこと
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ができる。 

 

森林科学分野に関する学術研究動向調査研究 

黒田 慶子（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）H24 年度の日本森林学会大会と日本木材学会大会が盛岡

市で期間を重ねて開催され、どちらかへの登録で両方に参加

できるなど連携が図られた。このような取り組みは研究発展の

ために重要である。森林生態学、生理学、病理学等の研究で

は分野横断的な研究が増える傾向が認められた。分野によっ

て異なる学説で説明されている現象もあり、多面的な研究取り

組みが良い成果につながるものと期待される。 

森林病理学・昆虫学分野では、「IUFRO 侵略的外来種と貿

易に関する国際会議」が東京で開催され、貿易のグローバル

化に伴う侵入病虫害の危険性について議論された。約百年前

に北米から日本に侵入したマツ材線虫病（マツ枯れ、松食い

虫）は、東アジア諸国からヨーロッパ（ポルトガル、スペイン）へ

の拡大が近年確認された。その環境的・経済的損失について

危機感が高まると共に、先進的研究成果のある日本の研究者

の貢献が期待されている。現在他国で深刻な被害を起こして

いる森林病害の日本への侵入の可能性を想定し、共同研究の

推進が必要と考えられる。 

２）近年は１〜２年程度の研究助成が多いことや短期で成果が

求められるためか、１シーズンの実験結果で論文投稿する傾

向が強い。森林科学分野の野外実験では、気象の短期変動

（冷夏や酷暑）による結果の変動があり、以前は３〜４回の繰り

返し実験の後に論文にすることが多かった。このような分野の

特性を無視した研究助成や任期つきポストでは、普遍性のある

論文が出にくくなることが危惧される。 

 

２． その他  

大学・研究所には男女共同参画推進室が設置されているが、

多数の学会では女性理事の比率がゼロまたはきわめて低いま

ま推移している。研究の多様性を高めるためにも男女共同参

画の理念の浸透は重要であり、日本学術振興会においても引

き続き積極的にこの課題に取り組むべきと考える。 

 

水産餌料生物学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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 24 年 9 月開催の世界水産養殖学会では、地球規模で

の食糧保障と貿易・流通、養殖を取り巻く環境と社会経済の持

続可能性、次世代の研究者や技術者の育成を全体テーマとし

て、50 のセッションがあった。世界の養殖業の趨勢は環境の持

続可能性とバランスさせるための複合養殖や、飼育コストが安

い草食性・雑食性の淡水魚養殖に大きな力点を置く傾向が現

れている。一方、日本の魚類養殖では、嗜好性の高い海産高

級魚(肉食魚）を養殖対象としており、魚粉価格の高騰が近年

著しいことから、魚粉の量を抑えた配合飼料の開発研究や、高

成長や抗病性を備えた魚類の育種研究、取扱が容易で成長

の早い小型魚を代理親魚として高級魚の卵を産ませることを最

終目的とした研究が注目を集めている。  

平成 24 年 9 月と平成 25 年 3 月に開催された日本水産学会

では、昨年度と同様、仔魚飼育のためのワムシ栄養強化、ワム

シ培養の細菌相、培養診断プログラムの開発、光環境とワムシ

の生物機能についての成果発表があった。資源量の減少が懸

念されている貝類等の幼生飼育餌料として植物プランクトンの

培養研究例も増えている。 

第 13 回ワムシ類国際シンポジウムが（3 年に一回開催）、平

成 24 年 11 月にインドのシロンで行われた。20 カ国から 150 名

の研究者が参加し、分類・多様性・動物地理、生態、行動、分

子生物、水産養殖、環境毒性の 7 セッションが設けられた。基

調講演は、「ワムシ類の体サイズ、摂餌、成長」、「老化研究の

モデルとしてのワムシ類」、「生物多様性の分子生物学的研

究」、「魚介類幼生飼育の初期餌料としてのワムシ類」、「生活

史と環境毒性評価用モデルとしてのワムシ類」の 5 題である。

水産分野では水生動物幼生飼育の餌料生物としてワムシが広

く用いられ、また、環境毒性評価用の試験生物としての応用研

究も着実に進められている。本分類群の基礎生物学的知見を

蒐集し、各国の研究者と生産性の高い共同研究を計画する上

で、本会議の位置づけは依然として極めて高い。 

 

２．その他 

１）国内外の学術集会や研究機関の訪問を 9 回行い、研究動

向調査を行った。 

２）科研費「細目・キーワード」の変更後の今年度科研費申請

状況を調査し、解析を行った。 

３）韓国の農学分野の学術研究資金の動向について解析し、

日本と比較した。 

 

水産化学分野(特に食品科学分野)に関する学術研

究動向調査研究 

落合  芳博（東海大学海洋学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国内外の食品関連学会大会、研究集会、意思決定会議等

（日本栄養・食糧学会、日本食品化学学会、日本食品工学会、

International Food Technologists Annual Meeting、Aquatic 

Sciences Meeting 、North Atlantic Seafood Forumなど）に参加

し、情報収集を行なった。特に水産食品に関わる研究発表の

テーマ、研究者の分布、政策決定の場における基礎研究の位

置づけ等について、調査を実施した。 

調査の結果、水産食品に関わる研究発表は、数の多少の違

いこそあれ、どの学会においても行なわれていたが、日本水産
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学会を母体として活動している発表者の顔ぶれは学会によっ

て少しずつ異なり、研究テーマ、研究者による住分けが行なわ

れていることが明らかとなった。住分けの理由としては、各学会

設立の趣旨や経緯、運営団体構成員の経歴や背景が異なる

ことによるものと考えられる。また、協賛団体の構成についても

各学会の特徴が認められた。以上の諸結果にもとづき、関連

学会の研究動向を俯瞰する機関なり専門員を設けることが必

要ではないかと思われた。一方、海外における調査の結果、米

国や台湾においても水産食品に関わる研究発表は一定数行

なわれているが、前者では日本人研究者によるものが散見さ

れるものの、後者ではごくわずかであった。また、北欧における

水産食品に関する政策決定の場においては、基礎研究の重

要性はあまり認識されておらず、研究成果の広報や啓蒙活動

の重要性が感じられた。 

 

２．その他 

今回の調査を通じ、国内の学会では、研究発表やシンポジ

ウム、展示で構成されるケースが多い一方、米国では学生によ

るプログラムの運営、ポジション獲得へ向けての情報提供や交

流機会の設定、社会への情報発信、関連分野の教育に関す

るものなど、多角的にかつ徹底的に討論する場が会期中ふん

だんに設けられており、国内の学会活動の研究発表以外の面

での充実が必要であることを痛感した。 

 

農学の社会科学系各分野の学術研究の動向調査研

究 

門間 敏幸（東京農業大学国際食料情報学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度の調査研究活動は、東日本大震災に伴う放射能被

害に関わる問題領域にテーマを絞って日本農業経済学会、日

本農業経営学会、フードシステム学会、農村計画学会、日本

協同組合学会さらには被災地の農業・農村を抱える東北農業

経済学会における研究成果をレビューし、その到達点と主要

な成果、残された課題をレビューし、今後の研究の展開方向に

ついて、次のような整理を行った。 

まず第１の研究分野は、長期にわたって持続する放射能汚

染がわが国の農業全体、地域経済・農業・農村社会に与える

影響評価がある。特に深刻な被害と各方面への影響が予想さ

れる森林汚染の影響評価は緊急を要する課題である。より実

践的な問題解決方法と政策提言を行うためには、実態と課題

解明に関する詳細な事例分析とマクロ経済分析が同時並行で

行われる事が望ましい。 

第２の研究分野は、放射能汚染地域の復興における営農シ

ステムの再編方向、地域コミュニティの再構築、放射能の汚染

レベルに応じた営農再開に向けての農地の除染と管理システ

ムの解明、放射能汚染地域復興のための担い手像の解明と除

染に関わる農地基盤整備の在り方、新農業システム導入の可

能性評価に関する研究の展開が望まれている。 

第３の研究分野は、風評被害の克服に関する研究である。

風評被害の実態に関する農業の社会経済分野の研究蓄積は

豊富であり、学術的にも注目できる成果が多い。時間の経過と

ともに風評被害は次第に収まる傾向にあるが、完全には払拭さ

れていない。こうした状況を考慮した上で、消費者の放射能汚

染に対する考え方の変化、放射性物質検査の評価、放射能汚

染地域で生産される農産物の購入行動などを継続的にモニタ

リングして、風評被害の克服に有効な情報の質、提供方法に

ついてさらなる研究成果の蓄積が望まれる。 

 

２．その他 

時限付分化細目である「復興農学」の応募件数の増加方法

について、次の提案を行った。 

①すでにプロジェクトで震災復興に関わる研究を実施している

独立行政法人系の研究者の積極的な応募を推進する。 

②より先端的な研究者の応募を確保するよりも、問題解決型研

究を志向するベテラン研究者の応募を推進する。 

③大学、学会、研究機関等の研究組織で積極的な応募を促

すように働きる。特に震災復興に関わる問題意識が強い日本

農学アカデミー、日本農学会、日本土壌肥料学会、日本農業

経済学会、東北農業経済学会、日本農業経営学会、フードシ

ステム学会、農村計画学会、さらには独立行政法人農研機構、

東北各地の公立の試験研究機関に働きかけることが重要であ

る。 

 

農業環境工学分野及びオミクス計測科学に関する学

術研究動向調査研究 

野並 浩（愛媛大学農学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

農業工学分野は、工業・農業に関連した生物環境調節学・

生体計測学・生態学・生理学を包括した広範な学術領域を抱

えている。近年の生体計測技術は分子計測の領域も取り込み、

進歩は目覚しい。これらの背景を含め、農業工学分野から時

限付き分科細目「オミクス計測科学」を提唱し、公募が行われ

ている。これらの複合研究分野における調査研究のためには、

国内外の研究集会への参加、研究機関訪問などを通して情報

収集が必要である。本調査研究は、農業工学分野、特に生物

環境工学・植物工場学と関連した質量分析を含む生体計測学

に関連する調査研究を行い、農業環境工学及びオミクス計測

科学についての国内外の学術動向を調査・整理することを目

的とする。 

ロンドンで開催された the World Congress on Engineering 

2012 (WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K.)に参加し、カ

ナダで開催された the 13th International Conference on 

Systems Biology, August 19-23, 2012, Toronto, Canada に参

加した。続いて、2012 年 9 月 4 日～7 日に東京で開催された

日本生物環境工学会に参加し、さらに、京都で開催されたThe 

19th International Mass Spectrometry Conference, Sept. 15-21, 
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2012 に参加した。質量分析学とシステム生物学の研究がどの

ように発展し、今後、日本における農業工学およびオミクス計

測科学の発展の展望につながるのか、調査研究を行った。リア

ルタイムでの細胞分子計測の手法が質量分析で行われるよう

に進歩しており、その計測技術の進歩に伴ってシステム生物

学の飛躍が見られた。また、このような進展と相まって、質量分

析メーカーもさらに効率の良い質量分析計の開発を進めてい

た。 

時限付き分科細目「オミクス計測科学」が設置され、公募が 3

年間なされており、国外でのオミクス科学に関連する Systems 

Biology 、質量分析学会に関する国際会議に参加して、学術

動向を調査した結果、国内での「オミクス計測科学」を推進する

ことは、学際的な学問領域の発展の観点から重要であることが

明らかとなった。 

 

農業工学分野に関する学術研究動向調査研究 

足立  泰久（筑波大学生命環境系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

農業工学および関連の学術研究動向を、調査・分析した。

農業工学では H25 年度から新細目が設定されたが、科研費の

申請件数でみる限りにおいては過去数年間とほぼ同じ傾向と

なった。一方、平成 25 年度から新たに設定された時限付細目

「復興農学」については、計画時の予想を下回る申請件数とな

った。この結果については農学班内部で検討し、他細目や新

学術領域の公募研究、さらに他省庁のプロジェクト経費などと

の競合が考えられ、班会議において細目の説明文の変更がな

された。科研費の設計においては、単純な社会的な必要性の

みならず、他の要素を十分考慮した上で総合的に判断し、実

施していくことが重要である。尚、農業工学の研究においては、

復興にとどまらず、ＴＰＰなど日本農業に大きく課せられた課題

に対応する研究が不可欠であり、中長期的視点からその対処

に対する検討が学会内部で始まっている。 

第 10 回界面動電現象に関する国際会議（ELKIN2012）を平

成 24 年 5 月に筑波大学で開催し、129 名（海外 23 ヶ国 69 名）

の参加があった。同会議が、アジアオセアニア地区で開催され

たのは、初めてであったが、古典的な界面動電現象の扱いか

ら、最先端のマイクロ流体デバイス、生体界面、さらにはコロイ

ド担体輸送など環境面における展開まで、学術的内容として

極めて充実した会議となった。また、ELKIN に関連した筑波大

学関係者と国内組織委員を中心に筑波大学リサーチユニット

「生物資源コロイド工学」を立ち上げ、その協力のもと国際セミ

ナー(サマスクール：Post ELKIN2012‐水環境、微生物の Soft 

Electrokinetics‐（８月）、土壌・水環境のコロイド界面現象に関

する国際ワークショップ（平成２５年３月）)を実施した。 

学会参加としては、平成 24 年度農業農村工学会大会にお

いて企画セッション「土壌・水環境におけるコロイド界面現象」

を実施し（北海道札幌市 平成24年9月20日）、土壌物理学、

資源科学、水環境学、農業農村工学分野を総合したコロイド

界面科学の環境面の展開と動向を調査、検討した。一方、国

際会議においては「環境汚染におけるコロイド界面現象と界面

科学の取り組み（IAP2012）第７回会議」（フランス・ナンシー 

平成 24 年 6 月 10 日～6 月 14 日）に参加し、役員会に対し日

本の次世代のリーダーの推薦要請があった。 

 

２．その他 

農業工学がカバーする領域は農業基盤整備に関する技術

的基礎課題から、社会経済に関わる計画論まできわめて幅広

く、またその重要性も高い。特に、農学班においては、数理物

理学的手法を担う唯一の存在となっているが、班内部の会議

では実質的な情報交換が難しい。当該分野の発展においては、

工学班などとの他の分野との接点をどのように作り上げていく

かが課題である。 

 

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 淳郎（独立行政法人理化学研究所遺伝工学基盤技術

室・室長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 1)平成 24年度中に国内外で開催された獣医学・実験動物学

およびその関連領域の学会学術集会およびシンポジウムに参

加して、研究の動向を調査した。内訳は、学会５、単発シンポ

ジウム８、研究会２である。実験動物学分野における最近の影

響の大きい技術開発の一つとして、ES 細胞を経由しないジー

ンターゲッティング動物（ノックアウト動物およびノックイン動物）

の作出法が挙げられる。2009 年に ZFN(Zn フィンガーヌクレア

ーゼ)が哺乳動物に応用されて以来、TALEN、CRISPR へとめ

ざましく発展し、あらゆる哺乳動物種で容易にノックアウト動物

が作成できるのも間近であると期待される。特に、CRISPR の著

しく高いノックアウト効率が認識されてからは、その応用の競争

が激化している。International Mouse Phenotyping Consortium

のように、ES 細胞を中心とした国際プロジェクトも今後、影響を

受ける可能性がある。エピジェネティクス分野では、昨年度に

引き続き、DNA 脱メチル化機構の解析の競争が激しく行われ

ている。ここ２０年来、未知であった本メカニズムが、この数年で

一気に解き明かされようとしている。この先、当領域の競争を優

位に進めるのは、塩基レベルの解像度とゲノムワイドな解析力

を持つ新しい技術開発および上記CRISPRによるノックアウト動

物による解析であろう。幹細胞生物学研究は、iPS 細胞研究が

樹立法研究から臨床応用をめざした研究に比重がシフトして

いるように見える。このため、ヒトを含めた霊長類およびマウスを

用いた研究が中心となり、発展途上である家畜の ES 細胞や

iPS 細胞の樹立開発研究の遅れがやや目立つ傾向にある。 

 2) 科研費における「実験動物学」および「動物生命科学」の

応募･採択状況ついて、科研費データベースをもとに調査した。

「実験動物学」は、25 年度から分科･細目の改訂で「総合生物」

へ移動したが、当細目の応募状況に特徴（挑戦的萌芽の相対
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的に高い比率など）には大きな影響は見られなかった。一方、

若手（B）への応募数が他の細目の平均レベル以上に増加した。

「動物生命科学」は、少なくとも一部に、非農学系学部･機関か

らの優れた若手の応募が増えていることが推察された。本分野

の活性化が期待される。 

 

畜産学分野に関する学術研究動向調査研究 

眞鍋 昇（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 

我が邦では、２０世紀の中頃から高品質の畜産物を安価に

供給可能となって国民の栄養状況が劇的に改善され、公衆衛

生の普及と相まって１９３０年代には４５歳ほどであった平均寿

命が８０歳前後にまでのびた。この世界最長寿国を実現するこ

との裏方として畜産学は社会に大きく貢献してきた。永らく家畜

や畜産物に関わる課題を研究の主体としてきた畜産学である

が、２０世紀の終わりころから産業動物に加えて様々な実験動

物や野生動物をも研究対象に拡げるとともに、家畜増殖のた

めの技術開発を発端としてはじまった生殖工学的技術などの

先端技術研究の中核をつとめてきたことの延長として生殖補助

医療や再生医療などの基盤的技術の発展にも深く関わってき

ている。 

日本繁殖生物学会大会、日本畜産学会大会、日本農学会

シンポジウム、国際家畜繁殖学会、アジア大洋州畜産学会な

どの内外の畜産学と関連する主要な学会に参加し、講演課題

や内容の調査や学術論文の調査などから畜産学領域の研究

動向を調べたところ、世界的トップジャーナルに掲載された女

性研究者を含む若手の研究者が筆頭著者の論文を含む原著

論分数や関連学会の講演課題数などが増加傾向にあるととも

に学会において外国人講演者が増加傾向にあることがわかり、

動物を利用することに関わる学術領域である畜産学の活性が

高まっていることがうかがわれた。ポジティブな研究動向の裏

側で、多量の糞尿の処理とその有効活用技術、畜産に起因す

るメタン発生などの地球温暖化要因の軽減技術、人間と家畜

の間の食の競合を解決できる基盤技術、家畜と家畜および家

畜と人間の間でパンデミックに伝染する感染性疾病の統御技

術、畜産物や飼料の偽装や安全性担保のための技術、家畜

愛護と家畜倫理の確立と普及などの科学研究が具体的解決

策を提供しなくてはならない社会的貢献度の高い研究が未発

達であり、これらの活性化が望まれた。 

 

２．その他 

国際的研究動向の調査のために、ハンガリー国立畜産試験

場長、タイ国カセサート大学動物科学部長や同牧場長らの招

聘、タイ国チュラロンコン大学獣医学部長、同カセサート大学

獣医学部長、ハンガリー国聖イシュトバン大学長、ポーランドア

カデミー家畜繁殖研究所長、パリ第６大学医学部教授らの訪

問を通して各国における畜産学研究の現況と問題点を聴取し

た。 

 

 


