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農学分野 
吉田 稔（独立行政法人理化学研究所 吉田化学遺伝学研

究室・主任研究員） 

 

 近代微生物学は単離した菌株の純粋培養によって進め

られてきた。そのため、通常の方法では培養できない微生

物は研究対象とならず、無視されてきたとっても過言では

ない。しかし、当然ながら生態系における微生物は共存し、

競争及び共生関係を築いていると考えられる。最近の報告

によると、複雑微生物系全体から抽出した全 DNA の解離

曲線の解析結果から微生物種の数を割り出した結果、

99.999％以上の微生物は純粋培養ができない未知のもの

であると見積もられた。細胞数だけでなく、系統分類上の

系統型（Phylotype）においても約 70％は未同定のグルー

プが存在すると推定されている。あらゆる自然環境が共生

系によって成立している以上、環境中の微生物コミュニテ

ィーの基本は、生育に必要な因子を供給する生物との間の

共生関係にあることが容易に推定される。環境中での微生

物生態の理解というだけでなく、培養困難な微生物群が有

する有用遺伝子の取得という点で大きな期待が寄せられ

ているのが微生物群集総体のゲノムを分析するメタゲノ

ム解析である。メタゲノム研究を行う上で参照となるデー

タベースの充実が必要となる。そこで原核生物の種の全

type strain のゲノム配列を解析しようという Microbial 

Earth Project が、米エネルギー省、JGI などが中心とな

って欧米で始まっている

(http://www.microbial-earth.org/)。また、培養に依存せず

に細菌一細胞を分離して増幅し、ゲノム解析を行うという

単一細胞解析の流れも始まってきた。これは全ゲノム増幅

（WGA: Whole genome amplification）の技術が登場した

ことによる。本年２月に報告された海洋動物カイメンに共

生する特殊な未培養微生物 Entotheonella属細菌の遺伝子

解析はその代表的な例である。こうした研究には広い研究

領域の横断的融合が必須である。とりわけ近年、大学にお

いても研究室が激減し、優れた研究者の育成が危ぶまれて

いる微生物分類学を中心に、最先端のゲノム研究、環境生

態学、発酵学、天然物化学、バイオインフォマティクスな

どが連携する必要がある。 

農学分野（とくに水産学） 
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：最近注目されている「生態系の健全性

（Ecosystem Health）」に関する国内外の研究動向と、水

圏における「森里海連環学」等の統合的なアプローチの現

状と課題について情報収集を行った。 

海洋や漁業の管理に関する研究の中心は、従来の「利用」

と「保護」の二元論から、生態系アプローチ（Ecosystem 

Approach）のような多面的・統合的に問題をとらえる方

向に変わってきている。海洋・水産分野で長い歴史と実績

を持つ国際海洋研究評議会（ICES）の将来計画（2014-2018

年）でも、海洋生態系の健全性と生産性の保護・回復をは

かり資源利用の持続性を確保するために、自然科学領域を

超えて社会学・経済学さらには産業界と連携して生態系研

究 を 推 進 し て い く こ と （ Integrated Ecosystem 

Understanding）が最も重要な目標に掲げられている。生

態系の健全性を適切に評価するための指標や基準を具体

化していくことは、そうした動きと関連する基本的な課題

である。最近の国内の研究動向として注目されるのは、沿

岸海域の貧栄養化による生産力低下の問題である。その原

因等について事例の検討が開始されたところであるが、水

域生態系における栄養管理の適正化に向けた包括的な議

論と生産現場における実践的な研究が必要と考えられる。 

森林・農地・河川・沿岸海域のつながりを学際的に解明

することを目指して提唱された「森里海連環学」について

も、それが地域社会にどのような新しい視点や概念、社会

システムを提案できるのか、自然と人間との連環を視野に

入れた幅広い学術分野の連携をはかり、その方法論を地域

社会で具体的に実践していくことが求められている。 

②学術振興方策：食料生産の現場で問題解決に優れた能力

を発揮できる人材を育成する仕組みを強化することが必

要との観点で調査を行った。2013 年 10 月に公表された国

連食糧農業機関（FAO）の Strategic Objectives の中心課

題は「農林水産業の持続性の向上」であり、そこでもフー

ドロスの削減や廃棄物を出さない食料生産システムの構

築等の生態系アプローチが推進されている。食料生産の複
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合性を高めることは、環境変化に対する耐性を強化するた

めにも有効な手段である。 

 一方、水産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では、被災地の自然やそこに立地し

てきた水産業の歴史的な経緯、震災前に抱えていた課題、

水産業を支える文化的な背景等の地域特性を十分に認識

することが、これからの取り組みに強く求められている。

産業創成等につながる各種技術についても個別の技術開

発に終始するのではなく、それを水産物の流通や経営とも

緊密に連携させ、そうした技術開発や水産経営を現地で実

践する人材の育成までを一つのパッケージとして推進し

ていくような、地域に根ざした多様で統合的なアプローチ

が必要と考えられる。 

リーディング大学院プログラムやグローバル人材育成

のために、日本の大学が FAO 等の国際機関での研修を希

望する事例が増えているようである。その場合、各大学か

ら個別に希望を出すのではなく、大学側の窓口を統合し国

際機関との協定にもとづいて人材交流を進める体制を整

備してほしいと要望された。公的な国際機関等との人材交

流をはかることは、国際的に活躍する専門家の育成や長い

目で見た学術振興のためにも重要であり、若手研究者も対

象に含めてそうした人材交流システムの整備を検討して

みる必要があるのではないか。 

 

植物保護科学、境界農学（昆虫科学）分野 
石川 幸男（東京大学大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

昆虫科学分野における最近の動向と今後発展が期待さ

れる研究領域について、学会及びシンポジウム等への参加

を通じて調査した。注目される研究には、これまでもアイ

デアとしてはあったものの、技術的な困難等により夢で終

わっていたものが、新素材、新技術の開発などによって新

たにその可能性が開けたものが多い。以下に発展が期待さ

れる研究領域を例示する。a）昆虫の光に対する反応を利

用した害虫の行動制御。高輝度、低消費電力、点滅耐性の

LED 照明の開発は、野外における害虫の行動制御への応用

研究を加速させつつある。LED を高速で点滅させることに

より、植物の日長感受性に影響を与えずに害虫の行動を制

御することが可能となったほか、これまで殺虫性が認識さ

れていなかった「青色」の光にも一部の昆虫に対しては殺

虫効果があることがわかった。b）殺虫剤抵抗性問題にお

けるゲノム情報基盤の活用。これまで抵抗性発達の原因の

究明は生化学的手法から分子生物学的手法へと移行して

きたが、殺虫剤抵抗性の原因の迅速な究明にゲノム情報基

盤を活用することが盛んに議論されるようになった。また、

遺伝子診断による殺虫剤抵抗性害虫のモニタリングによ

り、野外における抵抗性害虫の拡散の動的な解析が可能と

なることが期待される。c）昆虫の機能利用。次のような

新たな展開がいくつもみられる。c-1. 有用物質生産。カ

イコを利用した有用物質の生産は、新規繊維素材、動物医

薬品の生産実用化などへとその可能性が広がっている。

c-2. 疾患再現モデル。カイコがヒトの疾患を再現するモ

デル生物となりうることが数多く示されており、従来の分

野を越えた研究の広がりが期待される。c-3. 形態と機能

の模倣。昆虫特有の外部形態についても、形態と機能のみ

ごとな相関がわかるにつれ、これを工業的に利用すること

の模索が数多く始まっている。c-4. 昆虫とロボットを融

合したハイブリッドシステム。昆虫のセンサ系・脳神経

系・運動系の機能や機構の解明は、工学設計の重要な手本

となる可能性が高い。昆虫とロボットを融合したハイブリ

ッドシステムの構築を通して、感覚、脳そして行動のしく

みを理解し、活用する研究が進められている。 d）DNA バ

ーコーディングの利用。昆虫分類学においても DNAバーコ

ーディング等の世界的な潮流に乗った情報基盤プロジェ

クトに対する関心が高まっている。e）遺伝子編集技術の

昆虫科学分野における利用についての研究が急増してい

る。 

 

遺伝育種科学・作物生産科学・園芸科学分野 

大澤 良（筑波大学生命環境系・教授） 

 

①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、②新

しい植物育種技術（NBT）に関する情報、③新育種技術の

実用化に向けての規制科学の在り方についての 3点に焦点

を絞り調査した。作物のゲノム情報へのアクセスが簡便・
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安価になり、収量や品質など多数の遺伝子が関与する複雑

形質である量的形質に関してゲノムワイドな DNA マーカ

ーによる遺伝子型を指標にしたゲノミックセレクション

が作物育種においても実用化に向けて検討が始まってい

る。ここ数年の分析機器の進化と情報科学の進展によって

生物科学分野で進展してきたオミックス科学の成果を積

極的に農業形質解析に応用する研究が進展してきている。

モデル植物では単純化することの多い多様な環境と遺伝

子作用の交互作用など様々な問題を、生物学者と農学者が

協働して解明する研究が期待される。新たな植物育種技術

（new plant breeding techniques; NBT）に対する関心が

世界的に高まっている。NBTによって作出される作物は，

開発の過程で遺伝子組換え技術を使用することはあって

も，最終産物の段階では遺伝子組換え技術を使用した痕跡

が残らない場合が多いため，検知技術の開発も含めて今後

アカデミアにおいて議論すべき問題になる。我が国では、

これまでにも数多くの分子生物学的業績がありながら、実

用化を念頭に置いた研究への支援は少なく、遺伝子組換え

技術の応用においても生物多様性影響に関する科学的知

見の少なさが実用化研究の速度を制限してしまっている

側面もある。この点に関しては、生態学と農学、社会科学

の融合領域による研究拡充が必要なものと考える。規制科

学の概念は、生産環境農学分野において、遺伝子組換え作

物の環境影響評価などにおいて使用されているものの、そ

の実体については議論が残るところが多々ある。行政的な

意思決定と密接に連携して行われる実証的科学研究と実

証的科学研究に基づく規制や行政文書の作成の両側面を

とらえなければならないような本分野に関するさらなる

調査を継続する。 

 
農芸化学分野 
入江 一浩（京都大学大学院農学研究科・教授） 

 

 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、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 25 年 9

月に開催された第 55 回天然有機化合物討論会は、天然物

有機化学分野の伝統ある国内学会であり、今回は実行委員

長を務めた。天然有機化合物に関する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、少しずつでは

あるが増加している。しかしながら、参加者はここ数年間

にわたって減少傾向にある。その背景には、企業において

天然有機化合物を対象とした創薬研究が少なくなってい

ること、また、生物学に重点を置いた研究は、本討論会よ

りも生化学会、分子生物学会、ケミカルバイオロジー学会

等で発表されていることなどの要因が考えられる。 

 一方、平成 25 年 10 月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 2回国際シンポジウムでは、

化学と生物学の境界領域における意欲的かつ独創的な研

究発表が数多く見受けられた。さらに、11 月に名古屋で行

われた天然物ケミカルバイオロジーの国際シンポジウム

では、主として中国ならびに日本からそれぞれ約 10 名の

著名な研究者による先端的な講演が行われ、この分野の今

後の更なる発展を予感させるものであった。 

・科研費の分科細目について 

 農芸化学における有機化学分野の細目であった「生物生

産化学・生物有機化学」は、平成 25 年度より「生物有機

化学」に改訂された。ここ数年の応募件数は、150 件前後

で推移していたが、平成25年度は130件を少し下回った。

この理由が名称の変更によるものなのか、数年前に新設さ

れた複合新領域の「ケミカルバイオロジー」の影響による

ものなのかという点については、今後の検証を待たなくて

はならない。一方で、農芸化学における「食品科学」には、

ここ数年間にわたり安定して 300 件を優に越える応募が

あり、この分野の研究がきわめて活発に行われていること

が伺える。 

 

農芸化学分野 
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、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・報
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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 27%）、食品科学（22%）、生

物有機化学（16%）の発表が多く、科研費の農芸化学分科

の各細目への申請数と相関があると思われる。その反面、

動物や植物に分類される発表は比較的少なく、各分野にお

ける専門性の多様化・細分化の影響で、農芸化学会に参加

しない研究者が増加しているとも考えられる。日本生物工

学会大会では、代謝工学・オミクス解析に関する発表が増

加の一途を辿っており、特にモノづくりを目指した in 

silico 代謝経路の予測、鍵酵素の機能改変などの報告が多

い。酵素関連では医薬分野への応用を目指した発表は多か

ったが、バイオ燃料に関する発表は減少傾向にあった。国

家プロジェクトが一段落し、実用化に近い研究成果の発表

を控えたか、逆に実用化のメドが立たず、研究が中断され

た可能性がある。 

 また、これから一段と重要性が増す研究分野の動向も調

査した。合成生物学は、様々な生物から組み合わせた「遺

伝子回路」の設計・作製技術がほぼ確立され、多数の遺伝

子の発現制御、細胞の表現型を再現させる試みが行われて

いる。科研費の新学術領域研究において当該分野をサポー

トしているが、今後は実用化に向けた人材育成、教育活動、

ベンチャー支援、安全性・倫理問題などに対する産官学の

取り組みが必要である。次世代シーケンサを含めたオミク

ス解析は、微生物の細胞機能や代謝制御機構の解明、有用

菌株の育種などに活用されている。一方で、膨大なデータ

の処理と解析を行う人材が不足している。今後、生命科学

と生物情報学の教員が連携し、この分野で通用する人材の

育成が、学生のキャリアパスの視点からも喫緊の重要な課

題である。 

 日本農芸化学会大会では、今回科研費で新設された特設

分野研究「食料循環研究」、および分科細目表に採用され

た「統合栄養科学」に関連する研究内容が含まれた一般講

演やシンポジウムも幾つか見られた。今後、科研費への申

請件数の増加を期待するとともに、他の学会（生物工学会、

生化学会、分子生物学会、栄養・食糧学会など）における

発表件数も検証する必要があろう。 

 

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）農学分野における環境保全の課題には社会・経済的要

因が必ず絡む。従来の文系理系という分類に基づいた研

究・教育態勢では、この課題に対応できないことは明らか

である。社会学と自然科学を融合した研究の重要性が高ま

ると思われ、教育・研究の現場では迅速に対応する必要が

ある。 

２）多くの学会でテーマ別セッションが増え、興味のある

発表を網羅して聞くことが難しくなった。そのためかポス

ター発表が増えているように思われる。複数で議論できる

口頭発表には利点があるので、セッション構成について検

討が必要と思われる。また、関連のある学会の大会が共催

になると、共同研究の活発化が期待できる。年度末に集中

して開催される複数の学会への参加は負担が大きいこと

もあり、共催の機会を増やしても良いと考えられる。 

３）近年は短期で結果を出すことが重視されるためか、「植

物の組織片」を使った室内実験の結果をそのまま野外の大

木に当てはめて考察するような安易な傾向が見られ、研究

の発展を阻害しかねない。また、数名で実施できるシンプ

ルな研究の論文に多数の著者が並ぶ例がある。この傾向は、

出版論文数で業績を評価する大学や研究機関が増えたこ

とによる弊害ではないかと思われる。 

３）「侵略的外来種と貿易に関する国際会議」（中国青島市）

では、従来の個人の研究成果を発表する形ではなく、招待

講演者が諸問題の解決手法に関して解説し、討論する形式

で実施された。問題解決のための取り組みを重視したため

である。その後の病害発生地視察（マツ材線虫病）では、

適切な処置ができていないことが判明し、技術伝授の困難

さが明らかになった。今後の国際交流に向けて検討が必要

と判断された。 

 昨年、多くの学会で女性理事が極めて少数であると指摘

した。しかし今年度末、日本森林学会の選挙では理事の半

数が女性となり、全体の年齢層も若くなった。世代や男女

比が大幅に変わった理由は不明であるが、学会の運営方針

の変化や活動の活発化が期待できる。他の学会の状況も調

べ、男女共同参画の理念の浸透について把握したい。 
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木質科学分野 
土川 覚（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

各種学会が主催・共催する研究発表大会、シンポジウム、

展示会等に参加し、木質科学および関連分野における国内

外の最新の研究動向等について調査した。また、海外研究

者を招へいして学術研究の動向について意見交換した。 

 ドイツ・ハノーバー市で開催された国際木工林業機械見

本市に参加し、林業および木材加工領域における研究開発

動向を調査した。欧米における木質科学関連の研究は、例

えば、ＩＴ分野との交流を積極的に展開することにより持

続的な進展を遂げていると思われ、我が国においても、同

様の複合的な研究分野の確立が望まれる。 

日本木材学会シンポジウムでは、木材の物理・化学加工に

関連する各種プロジェクトの研究事例が紹介され、産官学

の緊密な連携と異分野で開発された技術をいかに導入す

るかがプロジェクト成否の大きな鍵になっていることが

強調されていた。また、同学会大会では（2014 年 3 月 13-15

日）、木質原材料の超細分化による新規材料の創成に関す

る研究指向が強く、発表のキーワード検索からは、「スギ

材」、「CLT」、「バイオマス」、「セルロース」、「ヘミセルロ

ース」、「リグニン」、「イオン液体」、「放射能」等が目立っ

た。こられから、①国産材の積極的な利活用、②木材構成

化学成分の微細構造解明と新規材料転換、③新規構造材料

の導入、④放射能汚染等に関連した研究が今後も増加する

と考えられる。 

その他に、国際振動分光学会やピッツバーグコンファレ

ンス 2014 に参加し、テラヘルツ分光学や小型化の装置開

発が木質科学の進展に大きく関わる分析技法であること

が判った。また、イタリア林業技術研究所の Jakub Sandak

プロジェクトリーダーおよびドイツ デュイスブルク-エ

ッセン大学の Heinz Siesler 教授を名古屋大学に招へいし、

欧米木質科学分野および分光計測法にかかる学術研究動

向について討論した。 

 

 

 

 

水圏生命科学分野 
落合 芳博（東海大学海洋学部・教授） 

 

本調査では、水圏生物を対象とした生物化学、生命科学

的な研究についての研究動向を、国内外の関連学会に出席

して調査を行うことを目的とした。今回は、日本比較生理

生化学会大会、日本食品化学学会、日本冷凍空調学会、日

本水産学会春季大会、 International Conference on 

Marine Sciences、International Marine Biotechnology 

Congress に参加し、水圏生命科学分野の研究者構成や研

究テーマ、研究対象および方法について調査した。上記以

外のいくつかの学会の研究発表の動向については、データ

ベースを基に調べた。 

水圏生物対象の研究発表が行われている学会の中でも、

日本水産学会には、水圏生物を対象とした発表の多くが集

中するが、生命や食品を研究対象とする他の学会にも水圏

生物を扱った発表が散見され、水圏生物を対象とした研究

動向について網羅的な情報が得にくい状況にある。複数の

学会に重複して発表する研究者も見られるが、「棲み分け」

している者が多い。科研費の申請においても、様々な細目

に分散していると考えられる。水産分野では最近、震災復

興がらみの研究報告の数が増加した。復興には長い時間を

要することから、時限付きではなく、一つの細目として永

続させたい。一方、水圏生物を対象としたバイオテクノロ

ジー関連学会の現状から、基礎研究に止まらず、出口を見

据えた、長期的展望に立った応用研究の推進が不可欠と考

えられる。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は、日本との協力体制の確立が

必要である。最後に、生理、生化学分野の学術論文につい

て系統的に分類した結果、本分野における日本人研究者の

貢献度は決して高くはなく、モデル生物を用いた研究も多

いが、有用魚種に特化した研究の展開が望まれる。 

今回の調査を通じて、水圏生物を対象とした生化学、生

理学分野の研究が多くの国内外の学会等に分散している

実態が浮き彫りにされた。全体を統括する仕組みがあると、

より効率的な研究や研究費の配分が可能となろう。 
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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。

平成 25 年度日本水産学会秋季大会ならびに aquaculture 

2013 に参加し，近年の水圏生産科学分野における学術研

究動向に関する調査を行った。また，第 144 回アメリカ水

産学会へも参加したのでその内容も加える。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，三重県津

市の三重大学で開催された。この大会には，日本国内はも

とより外国からも参加者があり，応用水圏科学の全般的な

領域に関する最新の研究発表がなされた。昨今様々な面か

ら話題になることの多いウナギやクロマグロなどの重要

魚類の種苗生産技術の開発に関する最新の研究情報や，一

昨年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。 

また，aquaculture 2013 は 11 月 3 日から 7 日まで，ス

ペイン領カナリー諸島ラスパルマスにおいて開催された。

世界各国の水産養増養殖学に携わる研究者が一堂に集ま

り，最新の研究結果を持ち寄り，次世代のための水圏生産

科学分野における研究の方向性について検討した研究集

会であった。来る 2050 年には世界の人口が 90 億人に達す

ると予想されている。この人口を賄う食物は何であるかに

ついて，水産増養殖学の観点から，議論された。その中で，

循環型の食料供給が大きな話題になった。水産養殖に用い

られる飼料は，魚から製造される魚粉を主体とするもので

あった。これでは，商品価値の高い魚を安価な魚で作って

いることにすぎない。このシステムは，自然環境に負担を

課すばかりではなく，持続可能な産業には成り得ない。そ

こで，魚に依存しない養魚用飼料の開発，魚粉代替飼料原

料の問題点について議論された。これに参加することによ

り，我が国の今後の水圏生産科学における方向性を探るの

に，大変有効であると思われた。 

 9 月 7 日から開催された第 144 回アメリカ水産学会では，

アジアからの外来魚であるコイ科魚類の北アメリカにお

ける影響，また新しいトレンドを話題にしたソーシャルメ

ディアを利用した水産業従事者とのコミュニケーション

の改善方法など日本の水産学会の研究発表とは異なるも

のであり，今後の水産学の課題として興味深いものであっ

た。 

 今回の調査を通じ，米国での学会大会は会員の申し出に

よるシンポジウム形式によるものであり，国内の学会のよ

うにある程度固定された分野毎での発表とは異なるもの

であることがわかった。米国の方式では，その時々に即し

た話題を詳細に検討することができると思われるが，基礎

的な分野での発表が隅に追いやられかねないと思われた。

また，多くの国内の学会では一般会員数減少で悩んでいる

場合が多いが，米国の学会では学生，院生への表彰が多く，

学生会員から一般会員への移行も速やかに行われるので

はないかと期待された。 

 

経営・経済農学分野 
福田 晋（九州大学大学院農学研究院・教授） 

 

 まず、経営・経済農学分野の研究者が相対的に多く所属

する日本農業経済学会、日本農業経営学会、日本農業市場

学会、フードシステム学会、農業問題研究学会の 5 学会を

事例として取り上げ、研究者動向を考察した。その結果、

複数学会に所属している会員の中の 94.2％は日本農業経

済学会に所属していた。すなわち、経営・経済農学に関連

の深いこれら 5 つの関連学会でみると、日本農業経済学会

に所属したうえで、より専門的に携わっている学会にも所

属しているという姿が明らかとなった。 

次に、近年の経営・経済農学分野における新たな学術研

究動向については、食の安全・安心をめぐる一連の事件や

事故が発生して以降、食料の消費の分野における研究の精

緻化と学際化が進んでいる。とりわけ、社会心理学、倫理

学、栄養学などの分野との学際研究が著しく進展したこと

に特に着目したい。第２に、先の東日本大震災やＢＳＥ，

口蹄疫、鳥インフルエンザなど農業経営、畜産経営に甚大

な被害をもたらした自然的災害等の影響に関して、そのリ

スク対応という観点の研究が急速に進展していることで

ある。この分野でもリスク学及び広い意味の農学分野との
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学際的研究が進んでいる。 

とりわけ、食料の購買行動分析だけでなく、加工・調理

行動（加工・調理、保存、廃棄）、摂食行動（摂食、吸収・

蓄積）といった食品科学・家政学・栄養学研究分野の領域

との学際的研究の必要性が指摘されている。このような学

際的研究の重要性は、科学研究費の分科・分野・細目にも

関わってくる課題であり、複合領域における「生活科学」

分科・「食生活学」細目は、経営・経済農学分野の食料消

費行動分析におけるニューウエーブとオーバーラップす

る分野である。このような領域で、経営・経済農学分野の

研究者と食品科学、家政学、栄養学さらには心理学・倫理

学までも含んだ研究者との学際的共同研究が必要になっ

てくると思われる。 

また、大規模で詳細なミクロ消費データ収集については、

一定費用をかけることで入手ができる環境が整っており、

今後食料消費分析において、大型の科研費獲得が必要にな

ることを示唆するものである。 

 

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、9 月に開催された農業農

村工学会にて、企画セッション「復興農学を考える」（約

100 名参加）を実施し、時限付き分科細目の「復興農学」

の背景および現状と課題、ならびにその発展の方向性につ

いて討議した。震災復興の問題は同学会の機関誌「水土の

知」においても大きく取り挙げられてきた問題であるが、

当日はより中長期的視点の形成をめざし、特設分野の食糧

循環研究の設定など学術振興会が今後重視する方向性な

ども交え話題が提供され、今後の研究展開について議論が

なされた。討議において指摘されたことは、復興現場では

各省庁、自治体、大学など様々な取組みがなされているが、

その努力とは別に、如何にして科学的なデータや考え方を

整理し深めるかということが、学術の展開として求められ

ていることであった。 

 農業工学の学際的側面として、昨年度より界面科学に関

する調査を実施しているが、昨年度に開催された界面動電

現象に関する国際シンポジウム（ELKIN2014）に関連す

る内容のシンポジウム企画が、今年度は日本油化学会（オ

レオナノサイエンスシンポジウム「生物に学ぶ生体界面科

学」）、高分子学会（「大気・水・土壌の改質と浄化に活躍

する高分子・水・界面の科学」）、土壌肥料学会（「土壌に

おける界面電気現象と農業・環境」）、コロイド討論会（「界

面動電現象の最前線」）で開催され、そのうち高分子学会

と日本油化学会の企画に企画者として参加する機会をも

った。これらのシンポジウムの討議内容は共通して、ソフ

ト界面科学と称せられる不均一、多孔質な界面におけるダ

イナミクスの理解を問題にしており、それらの認識の中か

ら多孔質充填高分子膜や規則的ナノ構造の形成の利用な

どバイオミメティックスとして目覚ましい成果も生まれ

ている。 

筑波大学で行われている新しい試み「生物資源コロイド

工学リサーチユニット」の活動として実施されている水、

土、食品、微生物、林産材料など農学全体に共通する基礎

としてコロイド界面科学のダイナミクスの深化の位置づ

けと関連分野への展開は農学分野の工学的強化としても

重要である。 

 

農業環境工学・農業情報工学分野 
北宅 善昭（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教

授） 

 

農業工学分野は、食料生産の基盤となる農業土木学およ

び農業機械学を中心とした従来の体系から、近年では環境

科学や情報科学を含めてより学際的な体系へと進展して

きている。本調査では、国内 7 学会、２シンポジウム、海

外１会議に出席し、研究の動向を分析するとともに、関連

学会の研究者との面談を行い、農業環境工学・農業情報工

学分野の今後の研究方向について考察した。国内の関連５

学会（農業食料工学会、生物環境工学会、日本農業気象学

会、農業情報学会、生態工学会）の 2013 年度大会におけ

る発表のうち、科学研究費助成事業の分科名「農業工学」

の細目「農業環境工学」および「農業情報工学」に記載の

関連キーワードに該当する発表件数を調べた。その結果、

従来からの生物生産機械、ポストハーベスト工学、生物環

境調節、農業気象・微気象、生物生産システムに加えて、
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施設園芸・植物工場、自然エネルギー利用が多くなった。

また平成 26 年新設の特設分野である食料循環研究分野に

関連するバイオマス農業利用（科研キーワードには該当し

ない）に関する研究が比較的多かった。その他、出席した

微細藻類バイオマス利用、生体界面化学、植物の嫌気応答

に関するシンポジウムや会議では、技術の実用化に向けて

農業環境工学・農業情報工学の観点から解決しなければな

らない多くの課題があることを確認するとともに、農業環

境工学・農業情報工学との境界領域において応用可能な知

見や技術が多く、また微細な対象あるいは環境の計測・解

析技術開発の重要性も再認識した。以上の調査結果から、

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、特にエネルギーおよび物質循

環利用への志向を再確認した。 

 

獣医学・実験動物分野 

小倉 淳郎（理化学研究所バイオリソースセンター・室長） 

 

 獣医学・実験動物学分野における遺伝子改変動物の貢献

はますます大きくなっており、とくに 2013-2014 年（平成

25 年度）には、CRISPR/Cas9 技術により、哺乳動物の遺

伝子改変技術にパラダイムシフトがもたらされた。国内外

における CRISPR/Cas9 を含む in vivo ゲノム編集技術の

現状を調査するとともに、新しい研究領域としての可能性

をとりまとめた。 

 哺乳動物へ in vivo ゲノム編集技術が応用されたのは、

2009 年の人工ヌクレアーゼ(ZFN)によるノックアウトラ

ットの作出が最初であり、次いで ZFN 法の欠点を補うた

めの人工ヌクレアーゼ TALEN 法が開発された。一方、最

新の CRISPR/Cas9 法は、ZFN/TALEN 法と異なり、RNA

誘導型ヌクレアーゼを利用しており、その準備が非常に簡

便であるという利点を持つ。さらに、コンストラクトの骨

格となるプラスミドを購入できる。これらの条件がそろい、

CRISPR/Cas9 法は、驚くべき速度で普及した。わが国で

は、平成 25 年度に CRISPR/Cas9 法により 100 系統以上

のノックアウトマウス･ラット系統が作出され、少なくと

も５つの国立大学で CRISPR/Cas9 法によるノックアウト

マウス作出のサービスが開始された。海外でもアジアでは

特に中国において南京大学などで量産体制が進んでいる。

in vivo ゲノム編集技術に関して、以下の３点が今後の普及

を左右すると思われる。１つが、CRISPR/Cas9 法のノッ

クイン（ジーンターゲッティング挿入）技術の再現性･信

頼性である。昨年 9 月、高効率な CRISPR/Cas9 法による

ノックインマウス作出が報告されたが、必ずしも広く再現

性が得られていない。しばらくは、信頼性の高い TALEN

法と CRISPR/Cas9 法の使い分けがなされるであろう。２

つ目が、総産子数あたりのゲノム改変産子率である。マウ

スやラットなどの多産の小型齧歯類は、10%程度で十分で

あるが、家畜や霊長類は、経済性･生産性から最低 50%程

度の効率が望まれる。実際にブタのノックアウトにおいて

は、現在も核移植クローン技術が主流である。一方霊長類

は、未だ体細胞クローン技術が成功していないため、

CRISPR または TALEN による in vivo ゲノム編集法で初

のノックアウトを目指すであろう。３点目は、ゲノム編集

法によって得られた単純ノックアウト生物が遺伝子組み

換え生物に相当するかどうかの判断である。現時点では、

関係省庁は明確な判断をしていないため、研究機関が独自

の規則を設けている。なお、この問題は、授受の手続きに

も関わるため、将来的には国際的に一致した見解が必要で

あるが、多くの国が一般論として明確な基準は示しておら

ず、個別の生物種（植物を含む）について判断がなされて

いる。 

 「ゲノム編集 genome editing」という用語は、2010 年

前後から TALENやCRISPR/Cas9が一般に広く利用され

てから専門用語としての地位を確立した。現在のその技術

開発と応用は、生物種を超えて広がる水平展開と、さらに

深みへと進む垂直深化とが同時進行しており、まさに今が

多くの学際的な英知を結集して研究開発を進めるべき時

期にある。現在のゲノム編集技術の研究中心は海外にあり、

その技術開発のレベルとスピードは国内をしのいでいる。

ゲノム編集は、単に技術的なアドバンテージをもたらすの

みならず、各動物種あるいは遺伝子･細胞･組織レベルとい

う各階層の研究ツールを生みだし、また新しい有用な農水
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畜産物を作出する可能性があることから、今後激しい国際

競争にさらされると予想される。国内においても、すでに

その現状は認識され、平成 25 年 10 月には第３回目のゲノ

ム編集研究会が開催された（44 演題、約 20 生物種）。技

術の普及に関しては、広島大学で TALEN 技術の普及のた

めの人工ヌクレアーゼ作製講習会が行われ、他の大学でも

CRISPR/Cas9 技術を用いたノックアウトマウス作成の紹

介が進んでいる。出版の世界でも、「細胞工学」や「実験

医学別冊」などの解説･プロトコール本の発行、専門教科

書での紹介がなされている。情報の浸透とともに、本技術

の需要はますます高まると予想される。しかし一方で、こ

れらの急速な展開とは別に、上記の遺伝子組換え取り扱い

や、オフターゲット問題など、解決すべき課題も残されて

いる。これらの急速な技術的発展、多数の研究領域への影

響力、競争力強化の必要性、需要の増加、そして残された

重要な課題の存在等を鑑みると、「ゲノム編集」は今後の

生物学における横断的な学問領域として展開していく可

能性がある。 

 

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。 


