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農学（とくに水産学）分野に関する学術研究動向及

び学術振興方策－生物資源生産システムの健全性と

安定性にかかわる統合的研究の展開－ 

中田 英昭（長崎大学水産学部・教授） 

 

 （１）学術研究動向 

水産学の分野に重点を置きながら、生物資源生産システム

の健全性と安定性にかかわる統合的研究の動向、とくに以

下の 3 つの課題に関する情報の収集と分析を行った。 

 ①生態系の健全性とそれに基づく海洋生物資源生産環

境の統合的な管理：海洋における生物生産性と生物多様性

の最適化や、森林・農地・河川・沿岸海域を統合したシス

テム全体の管理など、生態系の健全性に関連する課題が顕

在化してきている。海洋生態系の健全性評価の指標や基準

については、バルト海における Helsinki Commission

（HELCOM）の最近の動きが注目される。 

 

 ②生物資源－環境系の現象解析へのモデリングの導

入：水産資源生産のメカニズム解明を進めるためには、こ

れまでの現象解析をより定量的で動的な要素を組み込ん

だ多次元・多変量の生態系解析に発展させていくことが必

要であり、その有効なツールとして生物資源－環境系のモ

デリングが注目されている。今後、モデルによる予測とフ

ィールド情報に基づく検証を一体のものとして連携させ

る方法論の体系を確立していくことが重要である。 

 

 ③海洋の温暖化に適応可能な生物資源生産システムの

科学技術基盤の確立：海洋の温暖化や酸性化等の生物資源

への影響が懸念されている。現状では現象の実態把握に重

点が置かれているが、近い将来の変化を適切に予測し、そ

れに適応可能な生物資源の利用と管理の科学技術的な基

盤を確立していくことが急務となっている。基礎科学から

応用研究開発まで、関連分野を統合した体系的な適応方策

の検討体制を強化することが望まれる。 

 

（２）学術振興方策 

 農林水産業の現場における研究ニーズに対応した課題

に取り組み、その解決に貢献する若手研究者を育成する仕

組みを充実させることが、農学分野の学術振興に重要と考

えられる。緊密な産学連携体制のもとで海洋再生可能エネ

ルギー開発に高度な能力を発揮できる研究者の育成を目

指す英国の博士学位プログラム（IDCORE）や、NPO と

して漁業管理に関する研究成果の漁業現場での実践に取

り組んでいる米国メイン湾海洋研究所の事例等について、

関連の情報を取りまとめた。 

 

 

「農学分野に関する学術研究動向および学術振興方

策」‐細胞膜脂質による細胞機能制御に関わる研究

動向調査 

植田 和光（京都大学大学院農学研究科・教授） 

 

 細胞膜脂質とトランスポーターに関係する３つの国際

学会とひとつの国内シンポジウムに参加し、細胞膜脂質に

よる細胞機能制御に関わる研究動向調査を行った。細胞膜

脂質組成は、私たちが毎日摂る食べ物中の脂質組成の影響

を大きく受け、また健康と密接な関係があるため農学分野

にとって重要な研究課題である。さらにそれだけではなく、

細胞膜脂質のダイナミクスによる細胞機能の調節は、真核

生物が進化の途上で獲得した形質であり、生物学にとって

重要な課題と言える。近年、脂質二重層間の脂質を移動さ

せるスクランブラーゼ、フリッパーゼ、フロッパーゼが

次々に同定され、ダイナミックな脂質組成変化のメカニズ

ムおよびその生理的意義が明らかになりつつある。また、

2016年は、脂溶性化合物を輸送するトランスポーターとし

て真核生物の最初の ABC 蛋白質である MDR１が発見されて

から 30 周年を迎え、米国ベセスダの NIH において記念シ

ンポジウムが開催された。ABC 蛋白質は当初予想された生

体異物排出トランスポーターとしての機能だけでなく、膜

脂質を膜内で移動させるフロッパーゼとしての機能が明

らかになりつつある。特に、ABCA1 が細胞内に蓄積したコ

レステロールを細胞外へ排出し HDLを形成するというエキ

スポーターとしての役割だけでなく、細胞膜中のコレステ

ロールを内層から外層へと移動させるフロッパーゼとし

ても機能していることが報告され、コレステロールの生理

的役割の概念が大きく変化するとともに、その制御機構の

解明が進みつつある。生物は、コレステロールを多大なエ

ネルギーを用いて合成している。しかし、コレステロール

は過剰に蓄積すると細胞にとって毒性を示すため、その体

内循環や濃度調節にはさまざまな精巧なメカニズムによ

って制御されている。生物は、このようにやっかいなコレ

ステロールを、何故に進化の途上で細胞膜の構成成分とし

て利用することにしたのだろうか？細胞膜強化や特殊な

膜ドメインを形成するための素材としての役割だけでな

く、細胞膜中で働くシグナル分子としてコレステロールの

新しい役割の解明が今後進むと期待される。 
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遺伝育種科学・作物生産科学・園芸科学分野にかか

る学術研究動向に関する調査研究 

大澤 良（筑波大学生命環境系・教授） 

 

 分子生物学的手法の生産環境農学における実学的活用

に向けての調査として、①遺伝子組み換え作物の環境影響

評価に関する数年の変遷、②ゲノム編集技術の進展および

社会実装に関する進捗状況を調査した。 

日・米・豪の規制科学の研究者が出席した国際ワークシ

ョップにおいて、遺伝子組換え作物について、高度に栽培

化された植物を宿主とした遺伝子組換え作物が自生能力

を獲得し、 侵略的雑草となることが日・米・豪の共通の

評価エンドポイントであることが確認された。従来の除草

剤耐性あるいは害虫抵抗性作物型の遺伝子組み換え作物

以外に、耐病性あるいは多収性などに関する開発が進んで

いる現状から、外来植物の評価に関する実績を持つ雑草学

の知見を取り入れ、遺伝子組換え作物の特性を生態的側面

から検討する必要性があるといえる。 

ゲノム編集技術の進展および社会実装に関する進捗状

況については、アカデミアからは、研究開発段階では現行

のカルタヘナ法に基づく適正管理が必要であること、育種

プロセス等に関する情報、標的遺伝子の特性や導入形質な

ど関連情報を積極的に提供し、規制の適用判断を仰ぐこと

などが提言されている。ゲノム編集技術による最終産物に

導入遺伝子が残存していないとしても、当面はこれらの考

え方が支持されるであろう。国内においてゲノム編集作物

を社会実装するに際しては、研究開発段階から様々な利害

関係者との双方向コミュニケーションを進め、それら関係

者の期待や不安、懸念等の声を研究開発や実用化のプロセ

スに活かしていくことが重要である。農学研究におけるゲ

ノム編集に関して、新規技術だけの議論に陥らずに、育成

物とともに技術が語られるような局面を作っていくこと

が重要であろう。一方、ゲノム編集技術は、多様な農作物

の変異創成技術の一つとして重要であるものの、過大な期

待を煽るようなことがないように気を付けながら、開発の

初めから社会実装を意識した開発研究が重要である。 

 

 

植物保護科学分野に関する学術研究動向-植物保護

科学（植物病理学）における基礎研究と応用展開 

久保康之（京都府立大学大学院生命環境科学研究科・教授） 

 

植物保護分野でのパラダイムシフトというべき、

「Phytobiomes」という概念に注目した。第 17 回 国際分

子植物微生物相互作用学会議での「Phytobiomes」の独立

セッションの設定や、新規のアカデミックジャーナル

「Phytobiomes」の発汗により、この研究概念の実質的船

出ともいうべき年が 2016 年と位置づけることができると

感じた。「Phytobiomes」とは何か。植物、植物を取り巻

く環境、それに関わる複雑な生物群衆を構成要素とし、そ

れらの動的な相互作用とネットワークの様態をさす。農業

生態系の観点からはその健全性評価にはじまり、土壌の肥

沃さ、作物の生産性や品質、安全性に結びつく概念である。

これまでの、要素還元的な分析手法とその知見の蓄積とい

った研究手法から、統合的、総括的なアプローチにより、

動的な生物相の実相を捉えようとする研究手法である。こ

のような研究手法が現出した背景には３つの要素がある

と考える。一つ目は要素還元的な方法により、農作物の生

産性は格段に上がったが、将来の人口増加に必要な食料確

保に対して、新規の技術革新がなければ、その達成は難し

いこと。二つ目は 2015 年に国連サミットにて「持続可能

な開発目標」が採択されたように、持続可能な技術開発が

普遍的な価値として人類の生存に対して求められている

こと。三つ目はポストゲノム解析技術等の革新的進歩によ

り大規模データの統合的利用の環境が整いつつあること

である。人類と地球と科学技術の革新、この３つの要素が

高い蓋然性をもって、新たな思考の枠組みとなり、発想の

転換を導き出す時代に入ったのではないかと感じる。

「Phytobiomes」は、植物病理、植物生理、土壌科学、昆

虫科学、化学生態学など様々な分野につながる農学分野の

基盤となる考え方であり、統合された精緻なデータ解析は

生物多様性のダイナミズムの様相を提示することにとど

まらず、農業生態系のファインチューニングの可能性を示

している。総合科学として、人間と自然との対話を重ねて

きた「農学」という学問の存在感の高まりを感じる。 

 

 

食品科学・天然物有機化学分野に関する学術研究動

向 

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も特に食品科学ならびに天然物有

機化学領域の学会、研究集会、シンポジウムなどに参加し、

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、

講演要旨集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。時代の変遷と共に栄養不足から栄養過剰状

態にある日本において、介護を必要としない年数である

「健康寿命」を延伸することが食の機能として求められて
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いる。こうした社会背景の中、食品に含まれる因子に機能

を見出し、それらを健康維持に役立てることを目的とした

食機能に関する研究が盛んである。食品科学関連の学会に

おいてもこうした動きに呼応する形で、食品の機能性に関

する報告が数多くなされた。機能性を担う食品因子として

はポリフェノール、アミノ酸、ペプチド、機能性脂質、乳

酸菌、腸内細菌に関する話題が大半を占めており、その作

用メカニズムに関する研究も最新の分子細胞学的手法や

機器分析を駆使して詳細に検討されていた。食品因子が効

果を発揮できるとされる生理機能として、筋萎縮、骨粗鬆

症、サルコペニアなどのロコモティブシンドロームに加え

て、肥満、動脈硬化、糖尿病、アレルギー、炎症、老化、

がん、睡眠など広範囲にわたっていた。また、健康寿命延

効果が期待されている日本食の機能性に関する科学的エ

ビデンスの提示が様々な角度からなされていた。 

 

 

応用生物化学および応用微生物学分野に関する学術

研究動向 — 代謝システム科学の新しい潮流 — 

中山 亨（東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

 応用微生物学や応用生物化学をカバーし当該調査研究

テーマも取り扱う国内学会・研究集会・国際会議への参加，

講演要旨集の閲覧，セミナーの主催などを行った．それら

を通じて，最新情報の収集や関連研究者との討論ならびに

意見交換を行い，当該調査研究テーマに関わる動向を把握

した．そのなかで，日本農芸化学会が農芸化学研究のビジ

ョン（Visionary 農芸化学 100）を打ち出した点は特筆に

値する．このビジョンでは，応用生物化学および応用微生

物学分野も含めた農芸化学における重要な学術的課題や

今後の研究の方向性が示されており，注目される． 

 一方，代謝システム科学の基本的課題，特に，酵素が細

胞内で具体的にどのように配置され，どのように相互作用

することによりどのように代謝が推進されるのかを明ら

かにする研究は，動植物・微生物を問わず，現在もなお意

外なほど少ない．その結果として，世界的に定評のある生

化学教科書や植物生化学専門書の最新版でも，このことに

関しては依然として「メタボロン（metabolon）」の概念

がイメージ図とともに簡単に述べられるに過ぎない． 

 「metabolon」というキーワードを含む論文は，たとえ

ば 2016 年と 2017 年（３月まで）の間で少なくとも約 190

件でありその数は多くはないが，そのなかには，一次代謝

および植物特化代謝におけるメタボロンの実体解明に真

っ向から取り組む優れた論文が含まれている．一方，応用

的側面では，メタボロンの概念を積極的に導入し，細胞内

に人工的にメタボロンを構築することにより代謝経路の

機能の効率向上と代謝産物の生産性向上を図ろうとする

代謝工学や合成生物学の試みも活発化している．実際，複

数の代謝酵素を特定の足場上に集積させることにより，集

積させない場合と比較して代謝産物の生産性の向上が達

成された事例が報告されている．しかしながら上述のよう

に，個々の代謝のメタボロンについての構造的理解が不十

分なままであるため，こうした成功事例は試行錯誤の上に

成り立っているのが実情である．バイオ燃料や微生物や植

物の有用代謝産物を代謝工学や合成生物学的手法を用い

て量産化する試みが活発化しているが，今後，より効率の

よい「メタボロンを考慮した代謝工学・合成生物学」を実

現させるためにも，個々の代謝についてメタボロン形成の

実体が解明される必要があろう． 

 

 

森林科学分野に関する学術研究動向に関する調査研

究 — 森林科学における生物多様性研究の新たな展

開とその森林管理および生産システムへの応用 

清和 研二（東北大学 大学院農学研究科・教授） 

 

I. 森林科学における生物多様性研究の新たな展開 

温帯林における種多様性創出メカニズムの日本での研

究の主流は無機的環境のヘテロ性を仮定したニッチ分化

説や確率モデルである中立説（散布制限説）である。世界

的には、病原菌・植食者などの天敵の攻撃を仮定した

Janzen-Connell 仮説、さらには菌根菌なども取り入れた

Plant-Soil feedback仮説の検証例が飛躍的に増えている。

いずれ森林の種多様性維持メカニズム研究の主流となる

と考えられる。   

  森林における生物多様性の復元に関する大型プロジェ

クトが国内外で多く行われるようになった。日本では単調

なスギやヒノキ、マツなどの人工林に広葉樹を導入すると

いった研究事例が増えているが、まだ試験地設定から数年

レベルであり、初期における事例報告が多い。しかし、日

本森林学会での報告例はこの数年で急速に減った。一時の

ブームでだと懸念される。  

 生態系サービスに関する研究は、未だ種多様性を操作し

た試験地の作成が行われている段階である。しかし、

Ecology Letter誌などに優れた論文が掲載され始めており、

いずれ、大きなトレンドになることは間違いない。生態系

サービスが検出できるまで長期的な支援が必要だ。 
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2. 調査研究活動・企画の報告 

 生物多様性研究・生態系サービス研究が森林管理・林業

の現場にどう適用できるか、について、内外の多くの研究

者から動向調査を行った。その結果は以下の通りである。 

森林における生物多様性維持メカニズムといった基礎的

な知見は増えつつあるが、生物間の相互作用を基にした仮

説の検証は日本では極めて少なく、森林管理における種多

様性の必然性については、あまり理解されていない。 

多様性復元にともなう生態系サービスの回復に関する

知見も極めて不足していおり、多様性復元の緊急性を日本

の研究者はあまり理解していない。実証的なデータを蓄積

するための大規模操作試験地は設定後の経過年数も短く

規模も小さい。さらなる大規模試験地の設定が必要であり、

長期モニタリングを保証する組織や財政的なバックアッ

プが必要であろう。   

 

3. 学振の制度・事業への意見 

 特設分野のテーマの設計は学振の研究員にとって意義

を感じられる仕事である。既存の審査区分では既存の枠組

みに囚われて、個々の分野の蛸壺的思考に陥りやすい。農

学全体の枠組みの中で大局的な見地から研究テーマを見

直し、審査することによって、新しい科学分野を創出する

ことができると考えられる。 

 ただ、予算規模を拡大し基盤 Aなみに発展させるべきも

のは発展させた方が良いだろう。その際に草案作成・制度

設計にかかわった JSPS 研究員にその後の追跡調査を依頼

し、新しい研究員とともに見直しや発展形を考えるべきだ

ろう。 

 

 

木質科学分野に係る学術研究動向に関する調査研究

「特用林産物の需要拡大を目指した新たな連携への

挑戦」 

江口 文陽（東京農業大学地域環境科学部・教授） 

 

 本調査研究は、特用林産物の需要拡大を目指すために林

産業の視点から特用林産物(きのこ)に関する学術研究動

向を探った。 

 高齢社会の到来で、医療費の負担が巨大化する一方、新

しい健康問題に対応してわが国では、「生活習慣」が疾病

の発症や進行に深く関わっているとし、予防を重視する観

点から生活習慣病という概念を導入して国民の生活習慣

の改善を進めている。 近年、このような背景をもとにき

のこが持つ機能性にも期待が寄せられている。しかしなが

ら、きのこの機能性解析に関する真の科学的研究は、数種

のきのこで開始されているが課題も山積している。きのこ

の学術研究動向を探ることは、森林圏科学や健康科学の研

究推進のために不可欠であり、若手研究者の育成や研究分

野の活性化になるものである。 

ここ数年間の研究動向としては、社会の需要にこたえる

ための新品種栽培法の開発、機能性に特化した成分の研究

や機能性を発揮する最良の栽培研究が多くみられる。こう

した研究の多くは、研究者の分野ごとにいろいろな学会で

報告されており、有機的な連携や交流は希薄である。 

また、機能性に関する先端研究の学術論文検索は、英語

論文を網羅的に検索する傾向にあるが、CiNii で検索され

た日本語の論文について、Scopusではほとんどヒットしな

かったことから、きのこ分野における文献検索は、国内デ

ータベースでの検索も必須であると考える。こうした文献

検索の技術も学協会の組織、研究者および研究の連携に寄

与するものと考える。 

現在、きのこの栽培や機能性の研究に従事してきた研究

者の多くが、福島原発事故以来、業務として「放射性物質

ときのこの関係」、「放射性物質汚染を回避したきのこ栽

培技術の開発」および「風評被害対策」などの研究実施を

余儀なくされており、きのこに関する基礎研究や応用研究

の数が減少している。アジアのみならず世界の多くの国々

は低カロリーで機能性効果の高いきのこに着目し、きのこ

の生産技術や応用食品開発に特化して、日本をキャッチア

ップしようとして戦略研究を開始している。きのこに関す

る日本の科学技術を維持するためには、若手研究者の育成

とともに基礎と応用研究の充実化を図り、産業に直結する

ような有用性および実用性の高い研究をサポートする政

策も必要であると本調査研究から確信した。また、国内外

の研究者による連携が磐石なきのこ研究の基盤を構築し、

世界を牽引する研究を可能にするものと考える。 

 

 

農学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

農学分野におけるトランスオミクス研究の学術研究

動向 

潮 秀樹（東京大学大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

 従来の生命科学研究では，仮説の設定→実験系の構築→

実施→結果の解釈および考察という流れのアプローチが

なされてきた．このアプローチは現在でも有効であるが，

実験者の興味や仮説の設定に偏りが生じることで部分的

にバイアスがかかり，本来の因果関係や機序を見逃す可能
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性があった．最近の科学技術の進歩によって，いわゆるオ

ミクス研究の遂行が可能となり，農学分野でもその適用が

盛んにおこなわれているが，オミクス研究は膨大な情報量

を吐き出すため，真の網羅的解析にはデータ処理技術の進

歩が望まれている．一方，生体反応の全機構を明らかにす

ることを目的として，複数の階層に存在する各対象（ゲノ

ム，エピゲノム，トランスクリプトーム，プロテオーム，

メタボロームなど）を有機的につなげることによってシス

テム全体として理解しようというトランスオミクス研究

が始まっている．農学分野では対象種が非常に多く，非モ

デル生物種も取り扱う必要がある．そのため，ゲノム解析

から取り扱う必要があると考えられ，多くの農林水産業対

象種のゲノム解析が進められているが，あまりにも対象種

が多いことがその進みを著しく遅延している．現在，非モ

デル生物において，全 RNAを抽出し，近縁のモデル生物等

のゲノムなどを参照して遺伝子発現の全容を明らかにす

ることが可能となりつつある．近縁種のゲノム，トランス

クリプトームやプロテオームデータを参照することによ

って，解析対象種のトランスクリプトームやプロテオーム

を部分的に整備し，その表現型と連携させる取り組みが進

められている．このような手法を用いることによって，ゲ

ノム解析と同時にトランスオミクス研究を進めるための

基盤構築を進めることが可能であると考えられる． 

トランスオミクス研究では，階層ごとに莫大な量のデー

タが出力され，それらの積によって最終的なデータ量が規

定されるため，表現型を決定するための諸因子が表面に出

にくい．これらを連携づけ，有意な変化量を見つけ出すた

めには，最後の関門であり，最も困難なステップとも考え

られる，数理科学的解析手法の成熟と統計的な差の検定手

法との連携・融合が必要とされる． 

 

 

水圏生産科学分野に関する学術研究動向－水産増養

殖学の研究動向と新たな展開 

酒井 正博（宮崎大学農学部・教授） 

 

 水圏生産科学分野に関する学術研究動向を調査するた

めに、この分野（特に水産増養殖関連分野）における国外

の学術会合の開催状況、学会参加者の推移（人数・所属・

出身国・専門分野等）、学会のテーマやセッション等の構

成の変化等について調査を行った。アメリカで開催された

2nd International Conference of Fish and Shellfish 

Immunology および PAG XXV(Plant and Animal Genome)の

国際学会およびペルーで開催される LAQUA16に参加し、最

新の研究動向について調査を行った。 

  さらに、同分野の学術学会誌に焦点をあて、これらの

学術雑誌に掲載される学術論文のトレンド（国別・育種学、

疾病学、栄養学、生理学等の分野・対象生物・引用回数等）

を調査することによって、今後の研究の動向を把握した。 

 これまで、水産増養殖の研究は、欧米を中心としたサケ

科魚類の研究が主流であった。しかし、水産増殖に関連す

る３つの国際学会に参加し、それ以外の魚種（マグロ、シ

ーバス、ウナギ、ヨーロッパヘダイ等）についての研究が

盛んに行われていることを認識した。さらに、アジア地区

（中国、台湾）の研究者の増加し、今後、ますますこの分

野での、アジアの研究者の貢献が期待できると思われる。 

 今年度は、水産増殖全般を扱う国際的に最も知られてい

る学術雑誌である Aquaculture 誌に、掲載された論文を詳

しく分析することによって、水産増殖のトレンドについて

調査を行った。国別の論文であるが、一番論文数が多いの

は、アメリカで、次にノルウエーが占めている。日本は、

1900年代までは３位に位置していたが、最近、中国に抜か

れている。次に、対象魚種であるが、これまで、欧米系の

投稿が多かったために、圧倒的にサケ・マスを扱った論文

が多い。しかし、最近、地中海で養殖されるようになった

ヨーロッパヘダイやシーバスについての研究も増える傾

向にある。さらに、最近、絶滅危惧種と認定されたマグロ

やウナギについての論文も徐々に増加してきている。この

ように、水産増殖の分野においても、中国の躍進が大きく、

今後、目を離せない状況にある。これらの研究の多くは、

欧米や日本で行われた研究の後追いほとんどであるが、今

後、高いオリジナリティーを持つ研究が出てくる可能性が

高いので注視が必要である。 

 

 

社会・開発農学分野に関する学術研究動向－社会・

開発農学の新たな潮流－ 

近藤 巧（北海道大学大学院農学研究院・教授） 

 

 社会経済農学の中では中心的な地位にある日本農業経

済学会の個別報告を整理して研究動向を把握した。科学研

究費助成事業の細目である「経営・経済農学」と「社会・

開発農学」のキーワードを参照に研究内容を分析した結果、

以下の傾向が明らかになった。第一に、社会経済農学関連

分野では研究の多様化・細分化が著しいことがうかがえる。

第二に、研究報告の約７割が「経営・経済農学」で「社会・

開発農学」は 3 割であった。このような研究報告数の違い

は、かつて主流であった「農業経営」、「農業生産」とい
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った川上サイドの研究から「フードシステム」、「流通・

消費」、「マーケティング」、「食の安心・安全」、「貿

易」など川下サイドの研究へとその重点が移行しているこ

とを示しているとも考えられる。「社会・開発農学」の分

野においては、「国際農業」、「国際農漁村開発」の合計

比率が 3割と高かった。第三に、研究テーマが多様化する

中にあって農業と福祉の連携に関する研究が目についた。

ただし、この背景として、昨今の農業現場での労働力不足

という背景を考慮する必要があろう。第四に、少数ではあ

るが、計量経済学的分析においてミクロレベルでのパネル

データを駆使した実証研究が見られるようになってきた

ことが注目される。例えば、農家家計のミクロのパネルデ

ータを用いると個別家計の「観察不可能な異質性」のコン

トロールが可能となり、政策効果の推計や農家経済行動仮

説の検証をより厳密に行うことができる。そのため、ミク

ロのパネルデータを利用した研究は今後さらに増加する

と思われる。 

 社会・開発農学の国際的な研究動向として、開発経済関

連の研究分野では中国とアフリカを対象とする研究が圧

倒的多数を占め、研究手法としては「ランダム化比較実験」

や「行動経済学」的アプローチが注目される。 

 ところで、「経営・経済農学」と「社会・開発農学」の

研究報告数の差は、科研費助成事業への応募件数の差にも

反映されていると推察される。「経営・経済農学」での応

募件数は「社会・開発農学」のそれの約 2.4倍に匹敵しア

ンバランスな状況が続いている。わが国の農業経済学界の

現況を考慮して、研究内容と研究方法に齟齬が生じないよ

う次年度に向け、細目の名称とキーワードが変更された。

この成果を見守る必要があろう。 

 

 

地域環境工学・計画学分野に関する学術研究動向 − 

既存領域の状況と新領域の進展調査 – 

西村 伸一（岡山大学環境管理センター・教授） 

 

 「地域環境工学・計画分野」に含まれる研究項目として，

農村計画，生態環境，環境保全，土壌物理，水理，灌漑排

水，農地造成・整備・保全，農業土木教育・農業情報，水

文・水質・気象，材料・施工，応用力学・土質力学が挙げ

られる．今年度は，これらの研究項目について，昨年度か

らの状況の変化について重点的に調査した．同時に，学会

等での研究領域の論文発表件数と科研費の応募テーマの

キーワードとの関連を調査し，研究と専門領域の関係性を

明らかにした． 

地域環境工学では，学問分野の特性から，国内農業生産基

盤のインフラ整備への関わりが深く，国内問題に取り組む

事例が多かったが，グローバル化の進展により，国際的な

問題を取り扱う場面が増えている．平成 28 年度は，国際

問題への取り組みや国際誌での論文の公表状況について

も調査を行った． 

平成 28 年度の農業農村工学会全国大会での総発表件数

は 443件，科研の応募件数は 194件であり，前者に対する

後者の比率は 0.44である．注目すべき点は，「土壌物理」

領域について，この比率が大きく，0.82であった．次いで，

「水文・水質・気象」が大きく，0.6 であった．これは，

これらの領域が，地域環境工学・計画学分野の基礎研究的

な部分を担っているという実態を表している．一方，「農

村計画」，「灌漑排水」，「農地整備・保全」，「材料・

施工」の分野では，この比率が低い．これは，研究以外に，

実業に直結した部分が多いことによる．これら基礎と実業

への応用という 2極の存在は，研究分野の両輪の役割を果

たしていえるので，今後もバランスの良い維持発展が望ま

れる． 

国際誌への論文の公表状況を調べた結果，傾向としては，

「灌漑排水」，「農地造成整備・保全」など，直接的に農

業生産に結びつく研究領域での論文が多い傾向がある．こ

れは，世界的には，食料の増産というのが重要課題である

という事実に基づく．日本では，食料増産を意識した研究

は一段落着いており，水・土地の維持管理，環境保全を中

心とした課題に，研究がシフトしていることが明らかであ

る．日本の研究者にとって，本来の食料増産を目指した研

究課題は，その対象地を海外（特にアジア）に移しつつあ

る事実が覗えた． 

 

 

農業環境・情報工学分野に関する学術研究動向 ―

農業環境・ 情報工学分野における最新の研究キーワ

ード－ 

荊木 康臣（山口大学大学院創成科学研究科（農学系学

域）・教授） 

 

 農学は、課題解決型の設計科学の側面が強い。特に農業

工学分野においては、実学として、農業や関連産業の発展

に貢献することを目的に研究が進められている。近年、農

業の成長産業化に向け、ロボティクスやスマート化など、

農業工学分野、特に農業環境・情報工学分野の研究の果た

す役割は非常に大きいと期待されている。国内学会の研究

発表課題などから、当該分野における最近の研究のキーワ
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ードとして、人工知能、ディープラーニング（深層学習）、

ビッグデータ、画像解析、植物工場、気候変動対応、ガス

フラックス、生育モデル等が挙げられる。さらに、融合領

域として、育種のためのフェノミクス技術や概日リズム

（時計遺伝子発現）を利用した環境制御技術に関する研究

なども活発化してきている。これらの中で、近年、急激に

取り組む研究者が増加しているのが、人工知能、特に、デ

ィープラーニングの農業利用である。政府の積極的な推進

により農業への ICT利用が活発化するなか、ツールとして

のディープラーニングの利用環境が急速に整備され、植物

分類、生育モニタリング、病害診断、栽培管理等への利用

が試み始められている、世界的に見ても、ディープラーニ

ングの農業利用に関する研究論文報告が、2015年から急増

している。しかしながら、まだ当該分野においては、既存

の技術に対する優位性を明確に示すような成果が得られ

ているとは言えず、学習に必要なデータの蓄積を通じ、今

後の研究の進展が期待される。また、画像解析に関しては、

画像取得デバイスとして、これまでの CCD・CMOS カメラ、

デジタルカメラ、フィールドサーバーなどの定点カメラ、

スマートフォン、タブレットの利用に加え、UAV、全天球

カメラ、デプスカメラ、マルチスペクトルカメラなど、よ

り多くの情報を持った画像の撮影を可能とする撮像デバ

イスの利用が急激に増えてきている。近年これらの画像取

得デバイスが安価で提供されるようになり、研究用として

だけでなく、実際の農業での利用の可能性が高まっており、

実用性の高い研究が行われつつある。また、植物工場に関

する研究も引き続き多く行われており、生産物の付加価値

を高める研究や栽培植物種の多様化を図るものとして、薬

用植物や医薬原材料生産に関する研究が増えている。 

 また、日本学術会議では、2016年度に、農学委員会農業

情報システム学分科会や農業生産環境工学分科会が、都市

農業、スマート・メガスケール植物工場、農業災害リスク

マネジメント、ジオエンジニアリングなどをテーマに公開

シンポジウムを開催しており、これらも、当該分野におい

て、今後の重要な研究テーマになると考えられる。 

 

 

動物生命科学分野に関する学術研究動向 

−獣医学が果たす社会的な役割とグローバル化につ

いて− 

田中 あかね（国立大学法人東京農工大学大学院農学研究

院・教授） 

 

 動物生命科学分野の中でもとくに獣医学は、生物学、動

物学、生命科学に立脚し、産業動物、伴侶動物、実験動物、

野生動物など、人及び社会と関係のある全ての動物を対象

として、動物の健康管理や病気の治療だけではなく、人社

会の安心・安全、生活の質の向上に寄与する学問領域であ

る。近年、獣医学と医学との連携は進み、人の病気を再現

する疾患モデルあるいは治療モデルとしての有用性が世

界的に認識されるようになっている。そこで、平成２８年

度はとくに、医学あるいは工学と獣医学の連携や共同研究

に力を入れるヨーロッパの研究者との交流を通じて、様々

な意見や情報の交換を行った。 

 ヨーロッパ先進諸国では、動物を用いた研究に対する規

制が強化され、申請をしてから許可が降りるまでに数ヶ月

から年単位で時間がかかること、計画内容に対する審査が

大変厳しくなっており、動物に痛みや苦痛を与える可能性

のある処置がなかなか行えないことが、研究遂行上の障害

となっているとの見解が多く聞かれた。とくに犬や馬のよ

うな伴侶動物を用いた試験では、人試験以上に規制が厳し

くなっていることがわかった。現在日本は、欧米諸国に比

べて動物を用いた試験や研究に対するハードルが低いも

のと考えられるが、その中で獣医師はどのような責任を果

たしていくべきなのか考えさせられた。医学系の研究では、

有効な成分が見つかっても、臨床応用するためには莫大な

予算と長い年月がかかる。基礎研究から臨床応用へと効率

的に橋渡しを行う新世代型トランスレーション研究への

期待は大きく、獣医学系研究者が医学研究の中で果たさな

ければならない役割は、今後ますます大きくなると考えら

れた。 

 獣医学が果たすべき大きな役割のひとつが防疫である。

地理的な特性を生かして感染症の制御に成功してきたわ

が国であるが、近年、渡り鳥などの野生動物や人の往来に

よる感染症の拡散を必ずしも防止できていない感染症も

存在している。本調査研究を通じて、多様化する社会のニ

ーズに応える獣医系研究を醸成するとともに、次世代の獣

医学研究者育成にも力を注いでいかねばならないと強く

感じた。 

 

 

動物生産科学分野に関する学術研究動向-動物幹細

胞工学と他分野の境界領域における新たな潮流と展

開 

鏡味 裕（信州大学学術研究院農学系・教授） 

 

動物生産への幹細胞応用に関する研究を調査・俯瞰した。

このため、アジア・大洋州畜産学会において、動物生命科



平成 28年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（農学専門調査班） 

 

学における最先端研究ワークショップを主宰した。本ワー

クショップには、当該分野で世界を先導する研究者が結集

し、研究発表・討議を展開した。本ワークショップには各

国から多数の同学研究者も聴衆として参加し、研究推進に

極めて有益な機会となった。ゲノム編集技術の活用が幹細

胞研究においても益々重要性を増していると思われた。ま

た国際幹細胞学会での研究情報収集によって、幹細胞の基

礎的解析から再生医療の現場への臨床応用へと重点が推

移していることが実感された。幹細胞を用いた動物育種・

繁殖効率の改善や、感染症に対する免疫力改善、等に極め

て有用であろうと思われた。日本畜産学会や分子生物学会

においても、幹細胞工学研究の成果が多く発表され幹細胞

工学の重要性が強く認識された。これらの研究動向調査の

概要は、全国農学系学部長会議においても特別講演として

公表した。動物幹細胞工学に携わる研究者のバックグラン

ドは、生命科学、農学、工学、理学、医学、等と多岐に渡

る事が認識された。しかし、当該研究分野は極めて競合的

で、若手研究者の多くが優れた研究成果を挙げながらも正

規の研究職に就けない過酷な状況に置かれていることも

認識された。将来的に我が国における当該分野を先導する

ためには、研究環境・待遇改善も重要であろうと思われた。

内外の主要学術論文や学会講演要旨、等のデータベースを

精査した結果、当該分野の研究成果は、インパクトファク

ターの高い生命学術誌での公表数を増やしていることが

確認された。さらに、研究進展の著しい東南アジア諸国で

の現状を認識するため、（独）日本学術振興会バンコク研

究連絡センターを訪れ、我が国の各大学と東南アジアの研

究機関との国際共同研究に関する情報収集をおこなった。

この結果、両者の共同研究実績は顕著に増加していること

が認識された。以上の学会参加、データベース解析、国内

外の研究機関での訪問調査、による様々な結果を俯瞰する

と、幹細胞の動物生産科学への応用は今後も一層重要性を

増し、活発に展開されて行くであろうと判断された。 

 

 


