
平成 23 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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

2011 年 5 月の日本栄養・食糧学会大会では、｢医農連携に

よるアミノ酸の生理機能研究の新展開｣、「ロコモティブシンドロ

ーム(運動器症候群）と栄養」、「栄養とエピジェネティクス」など

のシンポジウムが開催され、アミノ酸やビタミン類の新しい機能

やその作用機構、栄養素に応答するエピゲノム制御の分子機

構など、食品・栄養科学の研究が、既存の枠組みを越えた横

断的な新しい研究へ展開していることを示していた。 

また、7 月の第 11 回アジア栄養学会議（シンガポール）は、ア

ジア約 20 か国に加え、欧米 10 カ国の計 30 カ国から約 1400

名の参加者があった。アジア地域での、栄養問題や各国の国

レベルでの対策など基礎および実践・応用研究に加え、日本

栄養・食糧学会大会と同様に、栄養成分の新しい研究や、中

国、米国および日本からのニュートリゲノミクスやナノテクノロジ

ーを用いた食品・栄養研究報告がなされ、熱い関心が寄せら

れていた。 

栄養素や食品を摂取した時に起こる生体内の変動をゲノム

情報から解析し、食品の機能を研究する“ニュートリゲノミクス”

は、近年、欧米から始まった新しい研究手法であるが、日本や

中国などアジアでも研究者が急増しており、食品機能研究に

新たな活気をもたらしている。国際フードファクター学会は、食

品機能研究者の学術集会として日本で創立されたものである。

2011年 11月に初めて国外の台北で開催されたところ、世界約

30 カ国から約 1300 名の参加者があり、大盛況で、食品機能研

究に対するアジアの熱気が感じられたと日本フードファクター

学会会長がコメントしている。ニュートリゲノミクスが食品機能研

究の新しい手法としてどこまで発展するか今後の動向が気に

なるところである。そこで、化学関連文献情報サービスである

“SciFinder”で検索される最近 10 年間のニュートリゲノミクス関

連研究論文数の推移を検証した。“ニュートリゲノミクス”でヒット

した論文数は、2001 年は 3 報であったが、15 報(2003)、58 報

(2004)、77 報（2006）と増加し、2007 年には 135 報と前年の２倍

近くの論文数が検索され、2010 年 157 報と毎年着実に増加し

た。2011 年は 96 報と少なめであったが、キーワードとして“ニュ

ートリゲノミクス”ではなく、メタボロームやトランスクリプトームな

ど直接的な手法をキーワードとする傾向もみられ、食品科学分

野において“ニュートリゲノミクス”は有力な研究手法としてさら

なる発展が期待される。  

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

１）分野「農学」、分科｢農学｣の改正案に対し多くのパブコメが

寄せられ、大部分が改正に反対の意見であった。農学班では、

担当専門研究員を中心に関連分野の学会や会員を通して、

分科「農学」の細目名で示される各研究領域及び周辺領域の

研究動向やその相互関連について、広く情報を収集するととも

に、班会議で慎重に討議し、先に公表された改正案を修正し、

最終案を作成した。 

２）分野「総合領域」・分科「生活科学」についての改正案は、

分科名「生活科学」、細目名「生活科学一般 A および B」・「食

生活学 A および B」は従来通りで、キーワードのみ見直したも

のであった。これに対し、多くのパブコメが寄せられ、主たる意

見の趣旨は、分科名は、「生活科学」ではなく「家政学」あるい

は「家政学・生活科学」のほうが適格ではないかという意見であ

った。担当研究員の一人として、データベースや関連分野の

学会や会員を通して情報収集を行った。2012 年 3 月時点での

大学の専攻名を調べたところ、多くの大学において、家政学部

から生活科学部や人間生活学部等に名称変更されており、専

攻として家政学部があるのは 14 大学であった。また、平成 15

年度‐23 年度の細目別・種目別科研費の申請件数を調べた結

果、平成 20 年度以降、細目「生活科学一般」の申請件数が増

加し、「AおよびB」で分割していたA及び B領域は、それぞれ

細目として独立しても充分申請件数が確保できると判断された。

これらのデータをもとに農学班会議で討議し、分科名は「生活

科学」とし、細目については、生活科学分野の専門領域をでき

るだけ網羅し、かつ、各専門領域を明確に示すよう、「家政・生

活学」・「衣・住生活学」・「食生活学 A および B」の 3 領域にす

ることを最終案として提案した。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

オーストラリアで開催された第４回アジア植物病理学会議で

は、特に中国からの参加者が多く、この分野における中国の進

展ぶりが伺えた。植物病害管理・診断・防除など生産現場にお

ける課題に関わるセッションが多く、アジアオセアニア地域にお

ける植物病害管理の重要度を改めて認識させられた。IUMS の

国際会議は札幌で開催されたが、海外からの参加者にキャン

セルが多く、原発事故の影響と思われた。第 2 回日韓合同シ

ンポジウムでは、韓国からの 133名を含む総勢 481名が参加し、

口頭発表、232 題のポスター発表など盛況であった。参加者の

約３分の１が学生会員であったことからこの分野の発展が期待

できる。本シンポジウムは平成21年に韓国で第１回が開催され、

今後も継続的に開催されることが合意された。韓国側では特に

バイオコントロール研究が、日本側では分子レベルにおける植

物-病原体相互作用研究が盛んであるが、今後テーマを絞っ

た研究会を開催することにより、両国の研究の進展、協力関係

がさらに推進されると期待される。 

近年、植物病理学分野では、一部の植物病原細菌が宿主

植物に分泌するエフェクター分子の機能解析が注目されてい

る。その中でも注目を浴びているのは TAL (transcription 



activator-like)エフェクターである。TAL エフェクターは植物細

胞の核に移行し、特定の DNA 配列に結合する。近年、この結

合特異性の機構が解明され、特定の DNA 配列に結合する人

工 TALエフェクターの開発が可能となっている。このエフェクタ

ーに他のタンパク質を融合させ、植物、動物やヒトの特定の内

在性遺伝子を高い特異性で操作することが可能となった。この

技術は、植物保護の分野だけでなく、新しいバイオテクノロジ

ー技術として幅広い利用が期待されている。本研究において

も一部の植物病原細菌のエフェクターの植物における機能に

ついて検証した。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

作物学会、育種学会、園芸学会では春と秋の 2 回にわたり

講演会を実施しているが、23 年度は東日本大震災の影響で、

春の講演会が中止された。作物学会では、6 月に研究集会と

称した発表の機会を設けた。同時に、日本学術会議農学委員

会農学分科会の主催、同育種学分科会、同土壌科学分科会、

日本作物学会、日本育種学会、日本園芸学会、日本土壌肥

料学会の共催によって、学術会議シンポジウム「水田稲作を中

心とした日本農業の展望と作物生産科学の果たすべき役割」

が開催された。食料、飼料としてのイネとその生産基盤である

水田の多面的な機能の重要性が再認識され、東日本大震災

後の水田農業のあり方についても意見交換がなされた。シンポ

ジウムは市民にも公開されたが、参加者は必ずしも多くなく、食

料自給率や農耕地環境の保全など、国民生活に直結する課

題を扱う農学系関連学会では、研究情報の社会への発信手

法のさらなる工夫が必要であろう。  

作物学会（23 年 9 月と 24 年 3 月）における研究発表では、

水稲品質に及ぼす登熟期の高温障害に関する解析、水稲直

播技術についてはコーティング種子の利用、集中豪雨による

稲作の被害と復旧、国内産コムギの品質、耐湿性、施肥管理、

飼料作物の水田転換畑への導入、低投入型栽培、ダイズの水

田転換畑での安定生産、過剰水分、重金属、病害、乾燥、高

温などのストレス耐性についての生理学的解析などが報告さ

れた。収量性向上については、耐倒伏性の QTL 解析や光合

成機能、特に個葉の光合成速度に焦点を当てた研究が注目さ

れ、強桿性遺伝子座のマッピングなどの取り組みが発表された。

また、「アジアの平和のための作物科学」と題して、中国、カン

ボジア、アフガニスタン、東チモールから研究者を招き国際作

物セミナーが開催された。アジア作物学会議は、7 回目を迎え、

インドネシアのボゴール農業大学で 9月に開催され、作物学会、

育種学会、熱帯農業学会は、合同シンポジウム「湿潤地帯に

おける持続的農業の発展と作物生産性の向上」を開催した。 

 

２． その他 

 関連領域における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、若手

研究者に占める割合は必ずしも低くない。日本学術振興会に

おいても、研究支援などの点から、男女共同参画について引

き続き積極的に取り組むべきであると考える。 

 

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） 

 

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・日本ゲノム微生物学

会や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、情報収集および意見交換を行うとともに、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、国際微生物連合会議（IUMS 2011）や国

際アスペルギルスミーティング（Asperfest9）、欧州真菌遺伝会

議（ECFG11）に参加し、情報収集と海外研究者との意見交換

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

会では、昨年に引き続きバイオマスエタノール生産をはじめと

するバイオマスの利活用や環境浄化や環境保全に関する発

表が 4 分の 1 を占めている。農芸化学会大会も生物工学会同

様、バイオマス利活用など環境関係の発表が多かったが、ゲノ

ム情報に基づく微生物機能の解明と物質生産への応用や、医

薬品開発につながるケミカルバイオロジーに関する研究も非常

に盛んである。さらに農芸化学会大会の大きな特徴として、食

品の機能性に関わる成果が非常に多く発表されており、この分

野に多くの研究者が参加していることがうかがえる。 

（２）次世代シークエンサーの性能の飛躍的な向上やコンパクト

化などにより、塩基配列決定に要するコストの低下・解析時間

の短縮に加え、解析塩基数も飛躍的に増加しており、多くの生

物におけるゲノム解析や遺伝子発現解析が進められている。

また、次世代シークエンサーを利用した mRNA 解析

（RNA-seq）では、発現プロファイルだけでなく転写開始点やイ

ントロンの決定、選択的スプライシングの有無が解析できるだ

けでなく、non-coding RNA の解析も可能であり、今後は

RNA-seq がマイクロアレイ解析を凌駕する方法として定着する

可能性がある。一方、バイオマスエタノール製造に重要なバイ

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

究がさらに進展し、複数のセルラーゼやキシラナーゼの生産制

御に関わる転写因子 XlnR とは異なる新たな転写因子がコウジ

カビやアカパンカビで見出されてきている。また、アルコール生

産に重要な役割を果たしている酵母のエタノール高発酵性に

関する新たな知見が得られつつあり、高アルコール生産性酵

母の育種につながる可能性がある。 

 

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 

・天然物化学  (ISCNP27) 第 27 回国際シンポジウム

（H23.7.8-15 ブリスベン、オーストラリア） 

参加人数：約 200 名（米国、日本、中国、韓国、オーストラリ

アなど） 

開催地がオーストラリアであるため、海洋生物を対象とした

生理活性天然物の単離構造決定に関する研究が多かった。

ただし、新しい骨格の化合物の単離例は少なく、いわゆる「も

のとり」の研究は、今後益々厳しい状況になるものと予想され

る。 

 ・第 22 回日仏医薬精密化学会議（H23.9.10-16 ルーアン、

フランス） 

参加人数：約 100 名（フランス、日本） 

医薬品のシーズ探索、合成、作用機構のみならず、関連す

る基礎化学に関するレベルの高い研究発表が多かった。本会

議は 30 年以上の伝統があり、日仏の薬学領域の研究者の交

流に役立っている。最近では、薬学に限らず関連する分野の

著名な研究者を招待しており、今後の発展が期待される。 

・第 53 回天然有機化合物討論会（H23.9.27-28 大阪国際交

流センター） 

参加人数：約 800 名 

天然有機化合物の構造決定、合成、反応、生体内分子機

構、並びに生合成に関する研究発表ならびに討論を行なう目

的で、50 年以上にわたり開催されている。理学、薬学、農学分

野の研究者が集う学際的な討論会である。ここ数年の傾向とし

て、天然物の構造有機化学から、生物活性に重点をシフトした

研究、いわゆる天然物ケミカルバイオロジーとも言うべき研究が

増えつつある。一方で、有機合成に関する研究発表は、安定

的に推移している。 

・第 30 回日本認知症学会学術集会（H23.11.11-12 タワーホ

ール船堀） 

参加人数：約 2,000 人 

ここ数年間で急激に参加者数を増やしている学会である。

基礎から臨床まで幅広い研究者を取込み、学際的な研究が多

い。農学分野の参加者は少ないが、食品の機能性という観点

から接点のある研究分野と思われ、今後の発展が期待される。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

森林科学における DNA 研究として，森林資源植物の遺伝

的改良（マーカー育種）や森林の生物多様性の評価，森林生

態系の解明（分子生態学）等を目的として，DNA 分子マーカー

を利用した研究が進められている。そこで，今日の DNA 分子

マーカーの主流である simple sequence repeat（SSR）研究の動

向について，国際誌に掲載された論文数から調査した。 

1990 年前後から SSR 研究論文が発表されるようになり，その

後，発表数は爆発的に増加した。これは，主に医学分野では

法医学関係，生物学分野では生態学（分子生態学）関係，分

類学（分子分類学）関係，農学分野では作物・家畜の育種学

（分子育種学）関係等の寄与によると思われる。現在では年間

4,000 編弱で頭打ちの状況にあり，他の DNA 分子マーカー

（SNP マーカー）へのシフトの影響を受けていると思われるが，

しばらくは SSR マーカーの優位性に変化はないと予想される。

農学分野では，早くからSSRマーカーの有用性を認識し，熱心

な研究が行われてきた。1990 年前後の論文の多くは農学分野

での成果である。現在， DNA 分子マーカーを利用した育種は

実用段階を迎えている。 

森林科学分野における SSR 研究は，針葉樹を中心に，2000

年前後から始められた。しかし，その後の論文数に大きな増加

はない。これは，遺伝育種研究者の層が薄いこと，林木では未

だマーカー育種が実用化レベルにないこと，等によると思われ

る。SSR マーカーは超変異性を有し，PCR ベースでの解析が

可能であり，分析の格段の効率化も可能である。また，繰返し

モチーフの長い SSR を使用することによって，マーカーとして

の信頼性を高めることができることから， SSR マーカーの活用

を積極的に推進する必要がある。そのためには，より迅速・簡

便で，安価な SSR マーカーの開発法等も含め，広範な SSR 研

究の推進が望まれる。 

 

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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

 アジア地域における木質資源の再生利用に関する調査研究

活動の一環として、インドネシア・ジョクジャカルタで開催された

インドネシア国際木質シンポジウムに出席した。研究者数の推

移をみると、我が国において木質科学分野は現状維持あるい

はやや減少気味であるのに対して、インドネシアでは同分野の

研究者数は増加の傾向にあり、国際学会などの開催数も増加

する傾向にある。これまで欧米中心で進められてきた木質科学

研究が、東南アジアへシフトする傾向にあるとみることができる。

木質に関するサイエンスと木質の利用技術を両輪とする木質

科学においては、中国ならびに東南アジアにおける木質資源

利用の急激な変化が、学術分野の構造的な変化をもたらして

いるといえよう。本年度は、インドネシア・ガジャマダ大学の農

学部長、農業工学部長、林学部長を訪問して農学分野の研究

活動について意見交換を行った。また、インドネシア・バンドン

工科大学生命科学部学部長、ベトナム林業大学副学長の訪

問を受け、木質科学は環境生態科学のなかでの位置づけが

肝要であること、東南アジアにおける早生樹の研究と利用技術

開発が急務であることなどの意見交換を、公開シンポジウムを

通して行い、情報発信の場とした。米国で開催された第 65 回

米国林産学会は木質科学関連では最大の学術シンポジウム

である。平成 23 年度はオレゴン州ポートランドにて開催された。



木質科学は木質資源利用を使命の一つとしており、社会の産

業構造の変化に伴って増減する性質を帯びている。特に北米

では社会的な研究支援が研究分野の変化に大きく影響する。

木質の従来型利用技術に関わる研究から、対象とするエレメン

トが小さくなる方向へその関心が移り、最近ではナノ繊維複合

物が最も注目されている。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

今年度は日本水産学会秋季・春季大会およびバイオテクノ

ロジー学会大会に参加するとともに、他関連学会大会・研究会

等での発表内容等を調査し、水産化学分野の学術動向を探っ

た。日本水産学会大会での全発表数に対する水産化学分野

の発表数の割合は秋季大会で約 25%、春季大会で約 20%であ

り、10 数年前に較べると、幾分低下傾向にある。これは天然物

化学関係の発表数減によるところが大きいようであるが、同領

域の研究成果は他関連学会大会等で発表されており、同領域

研究が減少しているわけではない。日本水産学会大会での水

産化学分野の発表は主として水産生物資源利用のための生

体成分化学と食品加工貯蔵・食品衛生学に2大別されており、

シンポジウムもこの線に沿った内容となっている。水圏の多様

な生物資源は食素材および有用物質素材としての多様性と新

規性を与えており、この多様性･新規性に由来する研究、例え

ばフコキサンチンの抗肥満作用、海洋生物由来の海藻多糖分

解酵素、藻類由来レクチンなどがシンポジウムでも取り上げら

れている。通電加熱による水産食品加工技術の開発もホットな

話題となっている。ゲノム・メタゲノム研究は資源管理、養殖、

食品安全性、新素材開発などに寄与することが予想され、水

産分野においても今後の研究潮流の主体となるであろう。藻

類・水圏微生物によるバイオエネルギー生産のための基盤技

術、深海等に生息する‘極限生物’の機能解明と活用技術、バ

イオミネラリゼーションなどに関するマリンバイオテクノロジー研

究も盛んである。  

科研費「系・分野・分化・細目表」の見直しに際し、分科「水

産学」の２つの細目（「水産学一般」と「水産化学」）における過

去８年間（H15〜H22）の科研費応募動向の推移を調べた。そ

の結果、水産環境学、水圏天然物化学および水産食品科学

研究者の中には他系・他分科の各関連分野へ転出応募して

いる傾向があることがわかった。「水産学一般」と「水産化学」の

２細目間での応募変更も結構数見うけられた。分科「水産学」

におけるキーワード別採択率の調査から、キーワードにより採

択率が異なる傾向が見うけられた。応募細目の変更理由に関

しては、採択率も一因となっている可能性もある。年齢別応募

者数について、科研費応募者全体では 35〜40 才台が最も多

く、この年代をピークとして年齢が高くなるにつれ順次少なくな

るが、細目「水産学一般」および「水産化学」では 45〜50 才台

が最も多く、研究者人口が比較的高齢化していることが示唆さ

れた。 

 

2. その他 

謝辞：科研費データベースの調査にあたっては、山下長義氏

（元研究助成第一課）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。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 23 年 4 月開催のアジア水産学会では、養殖魚の品種

改良、複合養殖、プロビオティクスなど、養殖魚の生産性増加

と安定飼育に関わる研究発表が目立ち、多くの関心を得てい

た。日本と異なり、アジアでの水産養殖の対象は淡水魚が主

体であり、養殖形態も粗放的で低密度の池中養殖が多いため、

餌料となるプランクトンの生物機能や生理に関わる研究例は少

なかった。 

日本水産学会では餌料生物学関連分野の一つの柱である、

仔魚飼育のための栄養強化法に関する研究発表が主体であ

った。近年研究が活発な、餌料生物の安定培養のための基礎

知見を与えるストレス関連遺伝子の研究発表も目立つ。ワムシ

類の培養システム改良に資する研究例としては、ワムシ培養の

細菌相、行動解析ソフトの開発、LED 光源を活用するための

光波長がワムシの機能に与える変化などの成果発表があった。

仔魚期の口径が小さい魚種の種苗生産を実現するために新

規に導入された Proales 属小型ワムシに関する研究も継続され

ている。また、資源量が減少している二枚貝の人工種苗生産

研究が近年活発に行われていることもあり、貝類等の無脊椎動

物の幼生飼育の餌料として重要な植物プランクトン種の研究が

増加傾向にある。 

国内外の関連研究者の研究活動について聴取したところ、

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、小型種の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として応用する試みがいくつかの研究

室で開始されていることがわかった。これは、クロマグロを始め

として、現状の餌料系列では飼育困難な魚種への対策として

重要であるためである。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活動は依然として活発であ

る。 

 

２．その他 

研究機関の訪問：上海海洋大学、ノルウェー科学技術大学（ト

ロンハイム市）など、国内外の 4 研究機関を訪問し、研究活動

の状況について調査を行った。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

農学分野の社会科学系学会の学術研究の動向について調

査分析をした結果，近年における動向として，それぞれの学会

で次のような特徴があることを整理した。 

日本農業経済学会における大会シンポジウムの課題を見る

と，2012 年が「食料のリスクと農業問題」，2011 年度が「現代日

本農業のベースライン」，2010 年度が「農政改革－米・生産調

整・水田農業の担い手」であり，いずれも日本の農業問題・農

業政策の根幹に関わる重要な課題を取り上げ，農業経済学分

野としての基本的な研究展開の方向，問題解決の方法の提案

を試みている。しかし，あまりにも問題が多方面に関わっている

ため，論議が拡散している。日本農業経営学会における大会

シンポジウムの課題を見ると，2011 年度と 2010 年度は企業の

農業参入と企業経営の可能性について，2008 年と 2009 年度

は企業経営のビジネスモデルとナレッジマネジメント問題が論

議され，現在，急速に増加している企業的農業経営の経営管

理技術，さらには企業による農業参入の課題と成功要因の解

明が試みられている。 

実践総合農学会では，我が国の食料自給率の向上をいか

にして実現していくかが，ここ数年間の大きなテーマとして論議

されるとともに，「生物多様性と地域農業の発展方向（佐渡

市）」「山村の活性化に果たす農商工連携の役割（岩手県久慈

市）」について地方大会が開催され，地域農業の再編のあり方

と方法が論議されている。日本農業普及学会では，縮小する

普及組織が，今後の日本農業の発展のために貢献していくた

めには，どのような普及哲学，普及方法を工夫すべきかが３か

年にわたって論議され，普及活動に関わる全てのステークホル

ダーを含めた普及活動の展開方向，ステークホルダー間の新

たな関係性構築の重要性が論議されている。 

 

２．その他 

なお，農業経済学分野の科研費の最近の応募状況を見ると，

応募件数は 250件前後で安定している。しかし，応募種別を見

ると，基盤Ｓ，基盤Ａ，基盤Ｂ等の比較的大型の種目への応募

が減少し，基盤Ｃの応募が増加している。このことは，農業経

済学分野における多様な研究者が連携した研究が減少し，研

究の個別化が進行していることを示すものである。なお，この

結果がより基礎的・先端的分野に研究が進化しているのであ

れば良いが，必ずしもそうした傾向は認められない。むしろ，農

業経済学分野が取り扱う問題が従来とは大きく変化するととも

に，多様化しているため，問題解決学である農業経済学が扱う

研究領域が必然的に多様化せざるをえないという研究環境の

変化を反映しているといえよう。こうした農業経済学分野におけ

る研究動向を憂慮した取り組みが，科研費の応募研究，さらに

は学会の特別セッション等でとりあげられ問題提起がされてい

る。 

また，平成 25 年度から改訂が予定されている分科・細目の

見直しの現状と，農業経済学分野における分科・細目・キーワ

ード見直しの必要性については，機会あるごとにその必要性の

意義をＰＲして，関係する学会員の理解を得るように勤めてい

る。 

 

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 

農業工学の一分野である農業土木学・農村計画学領域の

学術研究動向を、調査・分析し、今後の当該分野の進むべき

方向を把握・検討した。特に、H23年度は東日本震災に関する

現地調査を実施し、その成果を H25 年度時限付細目である

「復興農学」の新設に役立てた。また、国内外の研究動向調査

を実施し、農業土木学・農村計画学の新しい方向性を探った。 

東日本震災により、宮城県・岩手県・青森県の沿岸地域の

農地が海水を被った。また、福島県では東電福島原発の事故

により広範囲の農地が放射能によって汚染された。これらの農

地・農村復興はまさに農地農業土木学・農村計画学を抜きに

は果たせない。こうした理由から、H23 年度は被災地の農地・

農村調査を実施した。 

(1) 宮城県津波被災農地の現地調査 

宮城県では，東日本大震災の津波により 15000ha の農地が

塩害を受け、除塩が必要である。除塩には暗渠の利用が有効

であると考えられる。そこで、宮城大学の先生が実験している

名取市の圃場を視察した。その後の聞き取り調査により、暗渠

が利用できる圃場では降雨により塩類が圃場外に排出される

が、暗渠が利用できない圃場では降雨による塩類は排出され

にくく、塩害を受けた農地の復旧には暗渠の整備と利用が重

要であることがわかった。 

(2) 福島県放射性物質汚染農地の現地調査 

福島第一原発から放出された放射性セシウムは土壌表層

5cm 以内に大部分が蓄積されているとの報告がある。その状

況を確かめるために福島県飯舘村の水田を数回視察すると共

に、地元の農家さんと除染実験を行った。その結果、この地域

では事故前の秋に水田を耕起していたり、事故後の夏に耕作

をしなかったために夏草が繁茂したりと、地表面状態が水田ご

とに異なるため、これが効率的な農地除染の障害になることが

わかった。また、飯舘村では冬期に表層土壌が凍結するので、

自然凍結した土壌（凍土）を剥がすことで効率的な除染ができ

ることを確認した。 

２． その他 

学術システム研究センター内の会議では紙媒体の資料が多

いので、Tablet 型 PC 等を利用してペーパーレス化を図ること

を検討すべきである。 

 

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） 



 

１．調査研究活動の概要等 

 食料生産の基礎研究分野として、植物工場の環境制御のた

めの自動制御学、栽培される植物の生態生理学、施設園芸学、

作物学、分子生物学、分析化学があげられる。これらに関連し

た国際自動制御連盟（IFAC）、国際農業工学会（CIGR）、国際

純正応用化学連合（IUPAC）国際会議、ヨーロッパ生理生態学

会、日本生物環境工学会へ参加し、農業工学と植物工場に関

連した分野の学術研究動向調査を実施した。 

 平成 23 年４月、米国カリフォルニア大学デービス校を訪問し、

植物生体計測、細胞計測の先端技術および植物生理計測を

応用しての果樹栽培、ブドウ栽培について農業分野への応用

について調査研究を行った。さらに、デービス校の園芸学、植

物科学、植物分子生物学を中心に研究を行う研究者と交流を

深め、農業工学分野での今後の発展の可能性について調査

研究を行った。デービス校では、サイクロトロンの総合研究セン

ターが 2014 年を目途に整備される計画が進んでおり、陽電子

発光計測を取り入れた生体計測の著しい発展が見えた。 

 平成 23 年 8 月にイタリアで開催された The 18th IFAC World 

Congress, Milan, Italy, August 28 - September 2, 2011 に参加

し、研究発表、シンポジウムでの学術領域における動向を調査

し、ヨーロッパにおける植物工場の発展と農業工学、自動計測

制御について工学の視点も加味して調査研究を行った。工学

分野で、生物分野への応用が進み始めていることが、目につ

いた。植物工場の制御も含め、制御の研究が活発になされて

いた。とくに、医学分野での人工膵臓の実用化問題がトピック

として取り上げられ、シンポジウムおよび特別セッションが設け

られていて、工学が医学、農業へ入りつつある現状が把握でき

た。また、中国からの研究者の参加が目立つようになり、学会

発表および発表の質の向上がみられ、今後、日本の植物工場

などの先端研究においても中国を無視しての研究は厳しくなる

可能性がみられた。 

 

２．その他 

時限付き分科細目「オミクス計測科学」の提案を行い、公募が

決まった。 

 

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） 

 

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

等に出席し，研究の動向を調査した。日本畜産学会，日本繁

殖生物学会，日本哺乳動物卵子学会の平成 22〜24年度にお

ける一般演題の発表機関の分布は，3 年間を通して一定の傾

向を示した。日本畜産学会では，約6割強を大学の畜産学・獣

医学系分野による発表が占め，残り 3 割は農林水産系の研究

機関（畜産草地研究所等）が占めた。日本繁殖生物学会では，

約 7 割が大学の畜産学・獣医学系分野，残りは研究機関（畜

産草地研究所，理化学研究所等）による発表であったのに対

し，日本哺乳動物卵子学会では，大学の畜産学・獣医学系分

野は 3 割強にとどまり，残り約 2 割は大学の医歯薬系分野，約

4 割は産婦人科系の病院やクリニックによる発表であった。この

3 年間に，「エピジェネティクス」に関わるシンポジウムやワーク

ショップが，いずれの学会においても開催されており，今後こ

の分野の重要性がさらに増すと思われる。 

２）科研費申請における畜産学分野（畜産学・草地学，応用

動物科学，基礎獣医学・基礎畜産学の 3 細目）と他の研究分

野との関係を，科研費データベースをもとに調査した。平成 18

〜23 年の間に，畜産学・草地学，応用動物科，基礎獣医学・

基礎畜産学の 3 細目の研究代表者が，他の研究課題で研究

分担者となっている場合，それぞれ 62%，55%，41%は，同一細

目内での研究分担であった。他の細目としては，「畜産学・草

地学」では，環境農学，応用動物科学，食品科学の順に研究

分担が多く，「応用動物科学」では，畜産学・草地学，基礎獣

医学・基礎畜産学，臨床獣医学，実験動物学の順で分担が多

かった。「基礎獣医学・基礎畜産学」の他細目での分担の割合

は高かったが，分担は分科「畜産学・獣医学」内の他の細目お

よび実験動物学であった。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）平成２３年９月に大阪府立大学で開催された第１５２回日本

獣医学会学術集会では、発表一般演題数５７１（参加者数未

発表）であり、前回の学術集会をやや下回った。本学術集会は

大阪で開催されたこともあり、都市型獣医学に関連するシンポ

ジウムや研究発表が目立った。特にグローバル獣医学教育や

輸出入に関連した食の安全性に焦点をあてたシンポジウム企

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

およびメキシコを中心に調査したが、昨年度と同様に獣医師と

医師、獣医学と医学の共同および融合研究が多く見られるよう

になり、例えば癌研究分野においては、イヌ自然発症乳癌の

分子性状がヒトと類似しており、その診断および治療法の開発

に役立つとの研究発表がなされ、共通の標的分子およびバイ

オマーカーに関する情報は貴重であった。 

２）iPS 細胞の臨床応用に関する基礎的研究が進む中、より現

実的な再生医療の模索が医学、獣医学の両分野でなされてい

る。その一例が間葉系幹細胞である。特に脱分化脂肪細胞

（DFAT）の再生医療への利用が注目を浴びている。すでに、

獣医領域では角膜再生、腱再生などへの臨床応用が行われ

ており、新たなる獣医療およびこれを医療に繋げる重要な橋渡

し研究成果となる可能性がある。 

３）ウイーン医科大学での橋渡し研究所の研究システムに関す

る調査を実施した。本研究所はウイーン医科大学とウイーン獣



医科大学の融合研究の象徴として、２４年３月にウイーン獣医

科大学敷地内に設置され、両大学の研究者が双方に有する

シーズおよびネットワークを利用した研究業務を遂行している。

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。ヨーロッパにお

けるこの先駆的試みに対して、日本では個々のレベルでの分

野融合はあるが、未だ組織的には存在しない。迅速な対応が

必要である。 

 

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・室長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

1) 平成 23 年 10 月以降、国内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 1、単発シ

ンポジウム２、研究会２である。その中でも特に、我が国の研究

が世界的なレベルにあることが知られている生殖細胞学、幹細

胞学、エピジェネティクス関連の講演・発表の内容から、当該

領域研究の最近の方向性や特徴について調査した。この分野

における最近の影響の大きい発見の一つとして、DNA 脱メチ

ル化への 5-hydroxymethylation の関与が挙げられる。非常に

競争の激しい研究分野であり、今後、胚・生殖細胞系列や幹

細胞内で、5-hydroxymethylation を経て DNA 脱メチル化が進

行する経路およびその因子が急速に解明されるであろう。また、

いずれの研究領域においても、分子生物学的解析技術の向

上、特に DNA メチル化、ヒストン修飾、mRNA 定量などにおい

て、次世代シーケンサーを用いたゲノムワイドで高分解能の解

析方法が急速に取り入れられ、膨大なデータが蓄積しつつあ

る。問題は、まだ費用がかかること、微小な材料（胚や少数の

細胞）では解析できないこと、そしてデータが膨大なだけに、そ

の処理に時間と労力がかかることである。これらの問題点は

徐々に解決をしていくと予想されるが、それでも、得られたデー

タにいかに生物学的に意義を持たせるかということが一番重要

であり、それが研究のレベルを決めることには変わらない。本

分野でも、解析技術に長けた研究者と、総合的な分析能力の

ある研究者の共同研究が、ますます進むと予想される。 

2) 科研費における「実験動物学」の応募状況とその推移の

特徴について、科研費データベースをもとに調査した。平成

15-23 年の間に、すべての種目の合計応募課題数は、

150-200 件程度から約 250 件へと増加した。特に、若手研究Ｂ

の増加が顕著であり、2.3 倍に増加していた。また、「実験動物

学」における種目別の応募数の特徴は、挑戦的萌芽研究の比

率が高いということが挙げられる。これは、広い専門領域にわ

たる実験動物学が、独自性のある研究課題を計画しやすいと

いう特徴を反映しているのかもしれない。 

 


