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農学分野 
吉田 稔（独立行政法人理化学研究所吉田化学遺伝学教

室・主任研究員） 

 

＜メタゲノムを利用したケミカルバイオロジーについて

の研究動向＞ 

 地球上のさまざまな環境に生育する微生物群は、遺伝子

資源として重要である。とりわけ、天然由来の新規低分子

生理活性物質（天然物）は、医薬、農薬、化成品から食品

に至るまで多様な利用価値があり、産業応用がなされてき

た。一方、1990 年代に入ると、新規物質発見の報告は減

少に転じた。これは、人類が取り扱う微生物の種類に限り

があるからであると考えられた。これまでに記載されてい

る培養可能な約１万１千種の原核生物（細菌類）は、全体

の 1%にも満たないと考えられている。これらは一般に、

培養することが非常に難しい難培養微生物、いわゆるVNC

（Viable but Non-Culturable）と呼ばれ、「生きているけ

れども培養できない」状態にあると考えられる。そこで、

環境試料から培養過程を経ず、微生物の集団から直接その

ゲノム DNA を調製し、そのヘテロなゲノム DNA をその

ままシークエンシングするメタゲノムによって産業上有

用な新規酵素遺伝子あるいは生理活性物質産生酵素遺伝

子を単離する試みが行われるようになっている。最近の

DNA シークエンス技術の格段の進歩により、メタゲノム

解析はさまざまな環境中の微生物の存在状態や生理機能

を解明し、利用するための切り札として広く利用されるに

至っている。ケミカルバイオロジー分野では、メタゲノム

手法により、培養できない微生物の生合成遺伝子を同定し、

それを発現させて新たな天然物を取得しようという試み

が広く行われるようになってきた。すでに土壌細菌の生合

成遺伝子を単離して新規化合物の同定の例も報告されて

いる。一方、海洋天然物では、カイメンに共生する微生物

から生理活性物質の生合成遺伝子が単離され、機能解析が

進んでいる。こうした新たな微生物遺伝子資源の開発のた

めの応用に直結する研究に加え、微生物がどのようにして

VNC 状態になるかという基礎的な研究も始まっており、

進展が期待される。 

 

農学（とくに水産学）の分野－生物資源生産の持

続性の確保と回復に関する学際的・統合的アプロ

ーチ－ 
中田 英昭（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科・

教授） 

 

①学術研究動向：近年の人間活動の増大に伴い、海洋の温

暖化、酸性化、貧酸素化が急速に進行し、それと同時に生

物多様性の低下や漁獲量の減少が共通の深刻な問題とな

っている。海洋における生物資源生産の健全性を回復させ

上記のような変化に適切に対応していく科学技術基盤を

確立するためには、生態系に基礎を置いた生物資源の保全

や食料生産の管理に関する異分野統合型の研究を推進し

ていくことが重要である。それに加えて沿岸海域では、「貧

栄養化」が新たな研究課題として提起されている。食料生

産を含む各種の生態系サービスの持続性を確保するため

の基盤として重要な「生物多様性」の保全と、食料生産の

大きさを規定する「生物生産性」のどのようなバランスを

目標とすべきか、栄養物質の濃度レベルの最適管理に関す

る科学的な議論はまだ緒についたところである。 

 さらに最近は、農学の中でも様々な時間・空間スケール

の物理学的な環境と生物の相互作用の研究や、環境の生態

系影響を予測・評価するための数理学的な研究のニーズが

急速に高まってきている。複雑さを増している世界の食料

問題を解決していくための新たな知恵を生み出す分野横

断型の学術として、物理学や数理学を融合させた農学の新

たな研究展開が求められている。 

 

②学術振興方策：食料生産の問題解決に優れた能力を発揮

できる研究者を育成することは、農学分野における学術振

興の基本方策の一つと考えられる。その観点から、農学の

社会的役割として求められている課題のうち「自然生態系

の保全・修復」を取り上げ、国内外の情報を収集した。ま

た、学術研究の社会貢献の最前線ともいえる東日本大震災

からの復興の現場における農学研究のニーズについて検

討を加えた。 

 沿岸生態系の修復に関して最近は、学際的・機能的な研

究グループを組織し、生態系全体を俯瞰しながら栄養物質
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の収支のバランスを改善し、生物を育てる自然のポテンシ

ャルを高めることによって自律性の高い生態系を回復さ

せる方向が求められるようになってきた。しかしながら、

その基礎となる生態系の構造や物質循環等の機能につい

ては科学的に未解明の部分が多く、この分野を担う人材を

育成するためにも、現場での実践的な研究を推進していく

ことが必要である。 

 一方、東日本大震災から 4 年余りを経過し、復興に向け

た農学研究のニーズは、当初のハードウェアの再建を中心

としたものから、地域の自然と人間の関係の原点に立ち戻

り、従来よりも頑健で持続性の高い農山漁村を創出するた

めの科学基盤を確立することに変わってきている。経済的

思考だけにとらわれず、自立した安全な地域社会を構築し

ていくことは、わが国全体の重要な課題でもあり、それを

担う人材の育成が急務である。 

 

昆虫科学分野：感染症媒介昆虫及び ABS（Access 
and Benefit-Sharing）問題にかかわる調査研究 

石川 幸男（東京大学大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

昆虫科学の分野において昨年とくに話題となった、感染

症媒介昆虫、ABS 問題をとりあげ、その概要と動向につい

てとりまとめて報告する。 

１．感染症媒介昆虫 

 2014 年の夏から秋にかけて、東京都の代々木公園を訪

れた人を中心に、162 人に及ぶデング熱の国内感染例が報

告された。この感染は、海外でデング熱ウイルスに感染し

た人が、代々木公園を訪れ、この公園に生息していたヒト

スジシマカに刺されたことから始まったと考えられてい

る。この蚊は日本国内に広く分布しているため、海外でデ

ング熱に感染した人が帰国し国内を不用意に移動すると

広範囲に感染が広まる恐れがある。従来、衛生昆虫学は医

学部の「医動物学」研究室を中心に研究者の人材育成がな

されてきたが、日本においては医動物学研究室は、この数

十年で大半が廃止されるか、または他分野と統合されてし

まった。感染症の知識をもった医師の絶対数が少なく、こ

れまで蓄積してきた知識の世代間伝達も困難になってい

る。デング熱の流行を防止するためには、媒介昆虫を駆除

することが最も効果的である。効率的な蚊の防除には、蚊

の吸血行動、生活史、生態などに関する総合的な知見の積

み重ねが重要であり、衛生昆虫学に対する期待が高まって

いる。平成 27 年には「衛生動物が媒介する病気と被害」

と 題 し た シ ン ポ ジ ウ ム が 企 画 さ れ て い る

（http://www.insect-sciences.jp/information/1191/）。衛生

昆虫学の研究者のみならず、一般人、マスコミ等の関心が

高まることに期待したい。 

 

２．ABS（Access and Benefit-Sharing）問題 

 1993 年に発効した生物多様性条約は、生物多様性の保

全、生物資源の持続的利用について定めているだけではな

く、遺伝資源の利用から得られる利益の公正かつ衡平な配

分(=アクセス及び利益配分, ABS)について定めている。ま

た、ABS に関する国際的な法的取り決めを定めた「名古屋

議定書」が 2015 年中に発効する予定となっている。生物

多様性条約と「名古屋議定書」の発効により、資源提供国

から遺伝資源を持ち出すためには多くの要件を満たさな

ければならない。すなわち、遺伝資源を利用するには、事

前の同意(Prior Informed Consent, PIC)、利益の配分に関

する条件(Mutually Agreed Terms, MAT)、素材移転契約

(Material Transfer Agreement, MTA)を取り決めておく

必要がある。問題なのは、海外の遺伝資源へのアクセスに

関する制限は商用利用だけでなく、学術分野の利用にも適

用されるということと、現状では資源提供国の大半は法的

整備が進んでいないため、実際に PIC と MAT を締結する

のには大変な困難が予想されことである。海外から遺伝資

源を日本に持ち込む可能性のある研究者は、ABS 問題に深

い関心を持つ必要がある。 

 

参 考 資 料 ：『 遺 伝 資 源 へ の ア ク セ ス 手 引 』

(http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bi

o/Seibutsukanri/index.html) 

 

 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seibutsukanri/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seibutsukanri/index.html
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遺伝育種科学・作物生産科学・園芸科学分野 
―フィールドフェノミクスの進展と NBT 研究の

動向― 
大澤 良（筑波大学生命環境系・教授） 

 

ゲノム情報を駆使した育種技術およびオミックス科学

を取り入れた新たな形質評価システムの進捗状況、②NBT

（新しい植物育種技術、New Plant Breeding Techniques）

に関する情報、③新育種技術の実用化に向けてのレギュラ

トリーサイエンス(Regulatory Science)の在り方の 3 点に

着目して調査した。ゲノム情報利用については、育種学会、

園芸学会、作物学会ともにゲノミックセレクションやゲノ

ムワイドアソシエーション解析に関連した講演数が増加

しており関心が高いことが理解できる。多くの研究機関で

これらの技術がより正確に使われるようになるためにそ

の理論の理解を普及させる必要性があろう。一方、フィー

ルドにおける高精度で作物の表現型を計測し、その環境応

答性などを把握する方法について、多くの試みがなされて

おり、ゲノム科学の進展とともに表現型の精度が必要であ

ることが再認識されていた。平成 27 年 3 月に日本学術会

議農学委員会・食糧委員会主催で日本学術振興会農学専門

調査班が共催として開催した「分野横断型農学の新展開に

向けて 物理学・数学の視点とその重要性 」は本分野の

これからの方向性に示唆を与える良い機会となった。新し

い育種技術（NBT）研究では、基礎科学としてのゲノム編

集方法の開発などが望まれている。また新しい技術の規制

については、遺伝子組換え技術との比較ばかりが優先され

ているが、育種技術としての価値判断をしたうえで、生物

多様性影響あるいは食品安全性評価法などの開発を進め

る必要がある。新技術や新物質を大いに活用すると同時に

その安全性を確保するという、一見すると二律背反に近い

非常に扱いが難しい問題を、科学的根拠と社会的見地に基

づいて解決するための新しい科学分野がレギュラトリー

サイエンスとして求められている。現在、レギュラトリー

サイエンスは医薬・医療機器開発の分野で発達しているが、

農学分野にも打ち立てる必要があろう。 

 

 

応用微生物学・応用生物化学分野 
高木 博史（奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエン

ス研究科・教授） 

 

応用微生物学・応用生物化学領域を網羅する国内外の学

会や研究集会、ワークショップなどに参加し、シンポジウ

ムの企画や講演などによって、情報発信・収集および関連

研究者との意見交換を行うとともに、学会誌・報告集・紀

要などの調査を通じて、当該研究分野の国内外における最

新動向を把握した。日本農芸化学会大会では、従来と同様

に微生物学（全体の 29%）、食品科学（22%）、生物有機化

学（14%）の発表が多く、科研費の分科・細目への申請数

と相関があると思われる。一方、動物や植物に分類される

発表は減少傾向にあり、各分野における専門性の多様化・

細分化の影響で、本学会に参加しない会員が増加している

と考えられる。日本生物工学会大会では、最新の質量分析

技術を活用したマルチオミクス解析が多数報告された。今

後、同位体化合物を用いたフラックス解析に加えて、in 

silico 代謝シミュレーション技術、次世代シーケンサの活

用、データベースや解析ツールの構築、ソフトウェアの開

発などを通して、微生物による物質生産・機能発現のため

の代謝系改変や培養条件の最適化が可能になるであろう。

シンポジウムでは「ミトコンドリア機能」「ユビキチンシ

ステム」など高等生物の重要な生命機能に関して、酵母を

用いた研究を取り上げ、次世代型の育種・発酵技術、疾病

治療や創薬スクリーニングなどイノベーションの可能性

を議論した。 

また、微生物-微生物または-植物との相互作用に関する

研究も注目されている。例えば、多様な細菌が生成する物

質が酵母に作用し、グルコース以外の炭素源を資化できる

細胞集団を誘導することで、エタノール発酵を抑制する機

構が見出された。伝統的発酵食品における微生物共生系の

理解にも繋がるであろう。また、植物葉圏に生息する酵母

は、選択的オートファジー経路の関与によって、利用可能

な窒素源が植物の生活環で変化することが示された。 

日本農芸化学会大会では、特設分野研究「食料循環研究」

に関連する内容（環境保全・浄化技術、バイオレメディエ

ーション、資源変換・再生利用技術など）を含むと思われ
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る一般講演が 60 件程度、シンポジウムが 1 件あった。関

連学会での発表数も検証する必要があるが、異分野融合や

分野横断型をキーワードにこの研究分野が徐々に認知さ

れてきたと考えられる。 

 

食品科学分野 
立花 宏文（九州大学大学院農学研究院・主幹教授） 

 

 農芸化学分野の中で、特に食品科学領域の学会や研究集

会などに参加し、情報収集および関連研究者との意見交換

を行うとともに、学会誌や会報などの調査を通して、当該

研究分野の動向を把握した。従来のポリフェノールの機能

性研究は、ポリフェノールの抗酸化活性に依拠した理解が

多かったが、本シンポジウムでは、そうした抗酸化機能説

に立脚した成果は影を潜め、細胞内における標的タンパク

質との相互作用からその機能性発現を説明する研究成果

がほとんどであった。標的分子相互作用説は十分に説得力

のあるものである。一方、バイオアベイラビリティーの極

めて低いポリフェノールの機能性発現機序の理解は、細胞

内標的分子に到達する量も限定されることから、果たして

標的細胞への直接的な作用で機能性を全て理解できるの

か、より慎重な検討が必要であろう。 

 我々が健康に生きるためには免疫機能や内分泌機能な

どの生理機能が重要な役割を担っている。免疫機能は外来

異物の排除、体内に発生するがん細胞に対する生体防御に

必須の機能であるが、こうした機能を食品やその成分によ

って調節することで健康維持に役立てようとする研究が

活発に行われている。最近の傾向として、腸内フローラが

生体のさまざまな機能に影響を与えることが報告されて

いるが、免疫機能は最も影響を受ける機能の一つであり、

その分子メカニズムに関する演題が多く報告されていた。

また、単に食品の機能性を免疫的視点で評価するのではな

く、食品因子がなぜ免疫機能に影響を及ぼすのか、ケミカ

ルバイオロジー的視点からの研究成果が増加している。 

 和食がユネスコの無形文化遺産に登録され国際的に高

く評価されるとともに、特定の健康食品に限定されていた

機能性表示が農産物にも許可される制度が新設されるな

ど、これまで以上に食品の機能性に対する国民の関心度は

高い。果たして和食は健康寿命の延伸に資するのか、その

科学的エビデンスは何なのか、食品の機能性研究が果たす

べき役割は今後益々高くなるものと思料される。 

 

森林科学分野 
黒田 慶子（神戸大学大学院農学研究科・教授） 

 

1)実学への回帰および経済・社会科学との融合 

 森林科学分野では，生物多様性の保全などの基礎研究を

重視する傾向にあったが，近年では，基礎研究のデータを

現場に応用する，実践的研究の重要性が認められつつある。

また，森林は「伐らずに保全すべきもの」から，「再生可

能な生物資源」へととらえ方が転換しつつある。しかし，

森林生態系保全に経済学的視点を含める研究はまだ進ん

でいない。今後は，国や地方行政の施策に科学データを提

供する研究や，社会・経済分野との融合的研究への支援が

必要である。 

2)学術会合の現状および農学研究の発展方向について 

 多くの学会で，口頭発表よりもポスター発表が増加傾向

にある。「学生ポスター賞」が設定されると，学生の口頭

発表がほとんど無くなる。プレゼンテーションと討論能力

の向上や考察を深めるためにも，口頭発表をもう少し重視

しても良いだろう。 

 農学の研究に物理・数理学の視点が重要という趣旨で，

シンポジウム「物理学・数理学に基づく分野横断型農学の

新展開に向けて」が開催された。受験科目以外の科目を高

校で履修していないことから，農学部の学生は物理的な思

考が不得手な傾向が強い。現在未解明の重要な課題は，生

物学だけでは解決が困難であることを，農学の各研究分野

から具体的事例をあげて説明した。 

3)研究者への育児支援：海外研究者の聞き取りから 

 フィンランドでは，子育て中の研究者に必要な経費とし

て，研究費によるベビーシッター雇用が認められている。

聞き取りをした研究者は日本への留学に，５歳児とベビー

シッターを同行しており，その費用は研究費（日本の科学

研究費に相当）から支出されている。日本の研究現場では

このような支援の発想は無く，国内出張でも乳幼児の同行

はかなり困難で，自己負担である。女性研究者が結婚や育
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児を躊躇する理由としては，子育て時期に自分の研究能力

が充分に発揮できなくなる心配が大きいことがある。育児

支援は保育所設置だけではなく，「育児と研究の両立には

何が有効か」という視点で支援を考えたい。フィンランド

の方法は発想の転換という点で参考になる。 

 

木質科学分野：国内外における研究トレンドと今

後の進展予想 
土川 覚（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

 木質科学に関連する主たる学術キーワードとして、

Wood, Biomass, Cellulose, Hemicellulose, Lignin, 

Nanocellulose, Cross Laminated Timber に注目し、これ

らキーワードを軸として平成 26 年度の学術研究の動向を

探った。 

「Biomass」および「Wood」関連の論文（約 7 万本）

のなかで被引用回数が多い論文の大半は環境・エネルギー

関連、もしくは新規材料開発に関わるものであった。 

セルロース、ヘミセルロース、リグニンを素材として「材

料科学」「高分子科学」「バイオテクノロジー」「生物化学」

分野で幅広い研究が展開されている。とくに、新規燃料開

発に資する研究発表（例えば、細胞壁リグニンの分子構造

を変える新手法の開発）が注目を浴びており、当該学問分

野でも今後はさらに多くの石油エネルギー代替物質の研

究が主流を占めるようになると予想される。環境問題や持

続可能性を意識して生物由来の素材を細分化して積極的

に活用しようとする姿勢がうかがえる。 

Nanocellulose（セルロースナノファイバー：ＣＮＦ）

は、植物繊維をナノオーダーレベルにまで解繊したもので

あり、低線熱膨張係数と高弾性率を兼ね備えた新規生物素

材として世界的に注目されている。これに関連した基礎・

応用研究が活発に進められているが、今年度はとくに日本

人研究者の活躍が目立った。 

ＣＬＴ（Cross Laminated Timber）に関する研究開発

も国内外で活発であり、製造・利用に関連する試験研究が

多岐に亘って展開されている。木質素材を建築材料・工業

材料として利活用するうえで欠かすことのできない「実務

型」かつ「規格作成型」の研究が中心となっている。 

欧米で開催された研究発表大会等に参加して関連学会

の代表への聞き取り調査を行った。メールサービスによる

啓蒙・奨励や異分野融合研究の積極的な推進によって当該

研究分野のさらなるアクティビティを高めることが強く

求められていた。 

 

水圏生命科学分野 
落合 芳博（東海大学海洋学部・教授） 

 

 水圏生物を対象とする生命科学分野における研究動向

について、国内外の関連学会に参加して、詳細な調査を行

った。本年度は、日本食品化学学会、日本栄養食糧学会大

会、日本低温生物工学会大会、International Conference 

on Fisheries Science 2014、International Congress on 

the Biology of Fish、日本食品科学工学会大会、日本水産

学会秋季大会、World Congress of Marine Biotechnology 

2014 および日本水産学会春季大会（以上、開催順）にお

いて研究発表を行うかたわら、ウェブ上のデータをも参考

にしながら、水圏生命科学分野における研究者の構成、研

究テーマ、研究対象、技術・手法等について調査した。 

水圏生物を対象とした生命科学研究は、日本水産学会、

日本魚類学会、日本動物学会、日本生化学会、日本比較生

理生化学会、日本マリンバイオテクノロジー学会のほか、

件数は少ないながらも他の諸学会（食品関連学会等）でも

幅広く発表が行われており、全体像を明らかにすることは

非常に困難と考えられたが、全体を統合する取り組みは重

要と思われる。一方、訪れた諸外国においても、当該分野

の研究は盛んであることを見たが、実用面により重きが置

かれて、科学の基盤が弱いと感じた。水圏生物を対象とし

たバイオテクノロジー関連研究の現状から、基礎研究の重

要性、必要性に止まらず、「出口」を見据え長期的視野に

立脚した研究を推進していくことが重要と思われた。近年

は、中国、韓国等における基礎研究の発展は目覚ましく、

研究レベルの向上や論文の発表数も飛躍的に増えてきて

おり、国内でのさらなる研究推進が必要である。また、東

南アジア諸国で活発化している海洋生物とその有効利用

に関する研究については、人的、物的および資金面での協

力体制の強化を図る必要がある。 
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今回の動向調査により、水圏生物を対象とした生命科学

的研究が多くの国内外の学会等に分散している実態が改

めて浮き彫りにされた。関連研究全体を俯瞰し、夫々の取

組みをうまくリンクさせ、進むべき方向性を見定めること

により、相互の研究のレベルアップと明確なシーズ化が図

られると思う。 

 

水圏生産科学分野 
佐藤 秀一（東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・教

授） 

 

水圏生産科学分野の中で、特に水産増養殖学領域の学術

研究動向調査を、国内外の関連学会に出席して実施した。

我が国の水圏生産科学分野における最も大きな学術団体

は公益社団法人 日本水産学会である。また、米国にも同

様にアメリカ水産学会が組織され、その動向について報告

する。水圏生産科学の 1 分野である水産増養殖学に関して

ヨーロッパの研究の発展が目覚ましい。そこで、ヨーロッ

パの水産養殖学会の年次大会、また、水産養殖学の中で重

要な分野である水族栄養学に関する第 16 回国際魚類栄養

飼料シンポジウムについて報告する。 

 日本水産学会秋季大会は、9 月 19 日より 22 日までの 4

日間、福岡県の九州大学で開催された。3 年前の東日本大

震災からの水産分野での復旧復興にかかわる話題提供な

ど、興味深い内容のものが発表され、水産学の将来進むべ

き方向について、議論された。 

次に第 145 回アメリカ水産学会について、説明する。今

回は 40 のテーマについて１日から数日に渡るシンポジウ

ムが行われた。その他、24 のセッションが開催された。ア

メリカ水産学会は、日本水産学会と学術交流協定を結んで

おり、本学会では合同シンポジウムが開催され、日本より

４人の研究者が発表した。 

 Aquaculture Europe 2014 はヨーロッパの水産増養殖

に関する研究集会であり、毎年開催されている。日本では

ほとんど研究発表がされない有機水産養殖、アクアポニッ

クス、実験動物としての魚類などに関する発表がされた。

また、本学会において発表に占める女性研究者の割合も非

常に高く、魚類栄養学、養魚飼料学に関するものでは、半

分以上が女性研究者による発表であった。 

最後に、第１６回国際魚類栄養飼料シンポジウムについ

て、報告する。世界的な水産養殖業の発展に伴い、その飼

料の主原料となっている魚粉・魚油の供給が逼迫している。

そこで、魚粉・魚油に代わる飼料原料の利用性ならびにそ

の利用性改善を中心に，議論された。 

 

社会・開発農学分野―科研費のキーワードを基準

にした研究の分類― 
福田 晋（九州大学大学院農学研究院・教授） 

 

 日本農業経済学会における学術研究発表の内容をもと

に、科研費の２つの細目、その中のキーワードを基準に分

類して考察した。研究発表の約 80％が経営・経済学細目関

連の内容であり、科研費の経営・経済農学と社会・開発農

学の応募比率７：3 より一層経営・経済農学に特化した構

造となっている。社会・開発農学分野の研究者の方が、そ

の分野に特化した学会（日本農業史学会、日本村落研究学

会、日本農村生活学会、日本有機農業学会等）で発表する

機会がより多いことが推察される。 

 経営・経済農学関連でキーワード比率が高いものは、食

料経済、農林水産業経営であり、経営・経済農学の中心と

なる領域であることがわかる。それに次いで、農漁村経

済・計画、食の安全・リスク管理、国際食料経済・貿易、

マーケティングと農林水産業支援組織となる。食の安全・

リスク管理といった分野が今後とも重要なキーワードと

なると考えられる。 

一方で、食農循環経済、食料政策、農林水産技術・知識

評価、経営管理・診断・計画、食農循環システムの５つの

キーワードは該当がない。フードシステム、経営管理・診

断・計画などのキーワードは、農業経済学会よりも研究報

告でふさわしい場があることも留意しなくてはならない。 

社会・開発農学の研究発表の特徴を考察すると、農村生

活、農村リーダー・NPO、女性の農業・社会参画、農社会

と文化、農史・農法比較の５つのキーワードに関わる研究

発表が相対的に多い。これらは、広い意味の農村問題、地

域社会問題に該当する領域である。これらの課題は、人口

減少社会の中における地方創生という新たな動きとも関
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わる研究動向である。地域の実情に応じた産業育成、6 次

産業化など競争力のある農林水産業の展開、女性の雇用の

場確保などの問題は、いずれも今日的で重要な課題である

と同時に、社会・開発農学分野の取り扱ってきた従来から

の領域とも関わって一層その重要性が増すと考えられる。 

 

農業工学分野 
足立 泰久（筑波大学生命環境系・教授） 

 

 今年度の調査研究においては、８月に開催された農業農

村工学会に参加したことをはじめ国内外約１０件の学会

に参加した。筑波大学では、学内の行事に合わせ夏休みを

挟む形で７月と９月に６０人程度の規模の環境とコロイ

ド界面科学をテーマにした国際シンポジウムを２回開催

した。また、５月にはオランダのワーヘニンゲン大学、１

１月には国立台湾大学、さらに３月には中国武漢の華中農

業大学を訪問する機会に恵まれ、国際的な違いも含め大学

運営の視点からも、現在ならびに今後の農学研究の展開の

方向性について、情報を得る機会を持った。訪問した３つ

の大学は、いずれもがフードサイエンスの発展を考える上

で特徴的ではあるが、特にワーヘニンゲン大学の動向は注

目すべきものがある。同大学のコロイド界面科学分野は生

命や環境へ大きくシフトし、バイオナノテクノロジーと呼

ぶべき分野を形成しながらその基礎となる親水性コロイ

ド界面化学の新しい方向性の研究領域の創生と展開が図

られている。コロイド界面科学の大きな革新は、６０年以

上も前に発表された DLVO 理論にあるが、ワーヘニンゲン

では過去１０年間で、DLVO 理論で対象とされていない親

水性材料のダイナミクスを扱う方法論について体系的に

取り組み、その成果が顕在化し始めている。華中農業大学

は、北京農業大学、南京農業大学と合わせ、中国の三大農

業大学の一つに数えられる有数の大学である。農業工学の

分野は環境資源学科の名のもとに、土壌学と農業工学の分

野が一つの学科を構成している。研究内容はスタッフが留

学していたワーヘニンゲン大学の影響を強く受けており、

土壌コロイドを中心に据えた研究が展開されている。 

年度末の３月４日にシンポジウム「分野横断型農学の新

展開に向けて－物理学・数理学の視点とその重要性－」が、

システム研究センター農学班が日本学術会議農学委員会

に共催する形で実施された。農学分野の研究において、数

理物理学的方法論にスポットが当てられたことは、農工分

野としては、画期的な経験であった。今後この方向の展開

が模索されていくことを期待する。 

 

農業環境・情報工学分野：エネルギー・資源の有

効利用を含む高効率農業システム構築への展開 
北宅 善昭（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教

授） 

 

本年度は、昨年度報告した日本農業気象学会、生物環境

工学会、農業情報学会、生態工学会の調査に引き続き、国

内 5 学会、2 シンポジウム、3 国際会議に出席し、農業食

料工学会および農業施設学会を中心に各分野の研究動向

を調査し、農業環境工学・農業情報工学分野の研究の方向

性について分析した。昨年度に続く調査結果から、国内外

で環境調和型農業の方向が模索されており、農業環境工

学・農業情報工学分野においても、従来の食料生産性向上

への寄与に加えて、資源利用効率を最大化できる研究や環

境課題解決に向けた研究、およびそれに関連するバイオマ

スなどの自然エネルギー利用および物質循環技術利用へ

の志向を再確認した。 

また本年度は宇宙植物工場の技術開発に資する情報を

収集した。宇宙開発において長期有人宇宙活動を支援する

ための閉鎖生態系生命維持システム（CELSS）に関して、

国際会議を中心に調査した。CELSS は食料生産システム

と環境維持システムからなり、これらは閉鎖型の植物工場

技術を基盤とする。従って CELSS 研究は、農業環境工学・

農業情報工学分野を中心とした分野横断型の協働研究事

例となり、日本の宇宙開発への貢献のみならず、地上での

植物工場研究へのフィードバックが期待できる課題であ

ることを再確認した。 

また日本学術会議公開シンポジウム「分野横断型農学の

新展開に向けて－物理学・数理学の視点とその重要性－」

を学術システム研究センター農学専門調査班有志で企画、

開催した。農学の基礎における複雑な現象論の解明、ある

いは農林水産業の生産性向上や環境共生といった複雑な
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課題を解決するためには、分子、遺伝子、個体、集団、お

よび生態系レベルの農学研究を分野横断的・包括的に行う

必要があり、その新たな方向性として、物理学・数理学に

基づく思考を農学へ積極的に応用する必要のあることを

提案した。 

 

畜産学分野 
眞鍋 昇（東京大学大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

２０世紀中頃から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２０世紀初頭には４５歳ほどであった平均寿命が大幅

に伸びて世界最長寿国となった。この裏方として畜産学は

社会に大きく貢献してきた。畜産学は、家畜や畜産物に関

わる課題を研究の主体としてきたが、前世紀末ころから実

験動物や野生動物をも研究対象に拡げ、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技術の中核を

担ってきたことの延長として生殖補助医療や再生医療な

どの発展にも深く関わってきている。 

学術論文の調査や内外の重要な学会に参加して講演課

題や内容の調査を行って畜産学領域の研究動向を調べた

結果、トップジャーナルに掲載された女性研究者や若手研

究者が筆頭著者の論文を含む原著論分数、関連学会の講演

課題数などが増加傾向にあること、学会において外国人講

演者が増加傾向にあることなどがわかり、畜産学領域の活

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、糞尿の処理とその有効活用技術、家畜に起

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

と家畜と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伝染する感染性疾病の統御技術、家

畜愛護と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

未発達であることがわかり、その活性化が望まれた。国際

的研究動向の調査のため、ポーランドアカデミー家畜繁殖

研究所准教授の招聘、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、ハンガリー共和国聖イ

シュトバン大学長らとの交流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。 

動物生命科学および比較動物医学 
田中 あかね（東京農工大学大学院農学研究院・教授） 

 

近年、様々な動物の特性を知ろうとする比較動物学の観

点から、臓器や疾患の特性や特徴により、マウスやラット

だけではない様々な動物から得られる情報を医学研究に

還元させることの重要性が認識されつつある。このような

背 景から 、欧州 アレルギ ー臨床 免疫学 会では、

Comparative Animal Medicine という研究小部会を立ち

上げて、伴侶動物として飼育されているウマやイヌに自然

発症する様々な疾患が、ヒトの疾患のモデルとして研究の

発展に寄与できることを、広く知ってもらい、医学と獣医

学の共同研究を推進しようとする活動を始めている。また、

これまでの癌研究では、免疫不全マウスにヒトの癌細胞を

移植した担癌マウスモデルが広く使用されてきが、近年、

イヌなど、ヒトと同じ環境で暮らす伴侶動物に自然発症す

る癌が、ヒトの疾患モデルとして注目されるようになって

きた。欧州の研究者たちは、実験動物福祉に細心の注意を

払っており、使用する実験動物の数を削減し、実験中の苦

痛をできる限り軽減することが求められる。そしてこれは

世界的な傾向である。そのような社会的要請の中で、伴侶

動物の癌治療から得られる研究や解析の成果が、ヒト医療

への貴重な情報を提供するものとして注目されているの

である。今回参加した World Congress on Advances in 

Oncology and International Symposium on Molecular 

Medicine において、イヌに自然発症する乳癌の病理学的

性質がヒトと類似していることから、治療試験の対象とし

て捉えられていることがわかった。訪問した韓国済州大学

校獣医学部では、すでに国際化に向けて学生の留学や語学

学習支援に注力していた。つまり獣医学には、実験動物学

と医学の間の橋渡しをする重要な情報源として、多分野と

の共同研究や連携の幅を広げていくことが求められる。す

なわち、動物資源の活用や安定的供給などのために貢献す

ることに加え、医科学研究のための橋渡し役として、動物

生命科学研究者だからこそできる独創的な視点からの研

究成果をグローバルに提供するという、真の実学を推進す

る研究土壌の醸成が求められているのである。 


