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農学（特に水産学）の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

安定性にかかわる分野統合型研究の展開－ 
中田 英昭（長崎大学水産学部・教授） 

 

（１）学術研究動向 

 農学（とくに水産学）の分野に重点を置きながら、健全

かつ安定的な生物資源生産システムを構築していくため

の分野統合型研究について、情報の収集と分析を行った。

以下の 2点について概要を報告する。 

海洋の生態系や生物資源生産システムの健全性に関す

る分野統合型研究の動向 ： 

底層における貧酸素化の進行は、海洋の生態系や生物資

源生産の健全性を脅かす要因として世界的に大きな問題

となってきている。今後、現象や発生要因のスケール別に

問題を整理し対策を検討することが必要であり、それに取

り組む研究者の国際的なネットワークづくりが検討され

ている。 

 一方、日本沿岸における漁獲量減少の要因として、陸域

からの栄養塩流入量の減少による海域の貧栄養化の影響

が指摘され、生産力を向上させるための栄養添加等の有効

性が検討されている。これまでの埋め立て等による浅海域

の干潟や藻場の消失と低次生産力の低下が、漁獲量の減少

に複合的に関与していることは明らかであり、総合的な視

点から生物生産システムの健全性や持続性を確保してい

くための栄養管理の科学的な基盤を確立していくことが

必要である。 

物理学や数理科学の視点を取り入れた海洋生物資源生

産に関する分野統合型研究の動向 

これからの農学には、自然と人間活動の相互作用によっ

て生み出される複雑多様なシステムを適切に理解し運用

していくことが求められている。その意味で、現象の学理

や原理を究める物理学的な思考方法やビッグデータの解

析を可能としつつある情報科学・数理科学の手法を導入し

ていくことは有意義と考えられる。例えば、最近は精度の

高い流れの数値モデルの開発が進み、海洋物理学と数理モ

デリングを取り入れた水産資源研究が新たな分野を形成

している。生物過程に関する知見のさらなる集積とその適

切な定式化を進め、モデルによる予測とそのフィールドに

おける検証を一体のものとして機能的に連携させていく

ことが必要である。 

 

（２）学術振興方策 

地域の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、問題解決に貢献する優れた若手研究者

を育成することが、農学分野の学術振興方策として重要と

考えられる。そうした人材には、専門分野間の橋渡しがで

きるような学際性や総合性が求められる。異分野の研究者

間のコミュニケーションを促進することを目的とするシ

ンポジウム等の事例も増えており、今後の動向を注視する

必要があろう。 

 

 

「農学分野に関する学術研究動向および学術振興方

策」‐農学における学術研究動向と世界のサイエン

スの状況調査 
植田 和光（京都大学 物質―細胞統合システム拠点・教

授） 

 

①学術研究動向：農学の基本となる第 1 次産業は、地域

の豊かな自然や農資源を持続的に利用することによって

経済活動を展開してきた。しかし、生産性や収益性を重視

するあまり農業がモノカルチャー化し、近年それが様々な

弊害をもたらしている。さらに、農村の労働力を都市に集

中させることによって、戦後の日本の経済的成長は支えら

れてきたが、それは地域社会の疲弊を直接的に引き起こし

てきた。しかし、産業資本主義の行き詰りつつある現代に

おいて、自立した多様な地域社会の再構築は、日本の豊か

で柔軟な社会を持続していくための基盤となる。それを実

現するためには、経済政策の再検討はもちろん、科学的基

盤に基づく、長期的な視野に立ったシナリオが必要である。

農資源利用の多様性を回復させるとともに、それを地域社

会の活性化に生かすシステム構築をめざした分野横断的

な新たな研究展開が求められている。 

②世界のサイエンスの状況調査：2016 年 3 月にオース

トリアで開催された「ABC 蛋白質」国際会議において、
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各国の研究費の状況を聞き取り調査した。「ABC 蛋白質」

は、バクテリアから植物、ヒトまで、地球上のほぼすべて

の生物でトランスポーターとして重要な生理的役割を果

たしており、国際会議には様々な分野の研究者が集うため、

各国のサイエンスの状況調査をするには最適と考えた。今

回参加した 27 か国のうちの 14 か国（イタリア、オースト

リア、オーストラリア、オランダ、カナダ、チェコ、ドイ

ツ、ニュージーランド、ハンガリー、フランス、リトアニ

ア、米国、中国、韓国）の研究者から聞き取り調査した。

その結果、ドイツと中国以外の国からの参加者からは、研

究費が非常に厳しい状況にあることを聞かされた。多くの

国では、研究費の採択率が１０％かそれ以下であり、基礎

研究に対する支援が大幅に削減され、企業とのマッチング

ファンドなどによるイノベーション志向の研究だけに予

算が配分される傾向にあった。さらに、EU の研究者の多

くは EU の機関から研究費に依存する傾向にあり、それが

EU 内の共同研究を促進していると想像された。日本では、

基礎研究とイノベーション研究がほどよい比率で支援さ

れており、このような政策を堅持していくことが、サイエ

ンスを高いレベルで維持し、長い目で見れば全く新しいイ

ノベーションを生み出す原動力となると期待される。 

 

 

昆虫科学分野に関する学術研究動向―外来侵入昆虫

及び感染症媒介昆虫の諸問題に関する調査研究― 
石川 幸男（東京大学 大学院農学生命科学研究科・教授） 

 

 昆虫科学分野において今後重要性を増すであろう研究

領域に、外来侵入昆虫及び感染症媒介昆虫への対応がある。 

 まず、外来侵入昆虫についてみると、地球規模での人と

物の移動の活発化にともない本来の自然分布域の範囲外

に持ち運ばれる生物(外来生物）は年々増加している。その

中には農林水産業や人の健康に被害を与えるものや、捕食

や競合などにより在来の生態系に悪影響を及ぼすもの(侵

略的外来生物)も含まれる。昆虫類についてみると、アリモ

ドキゾウムシ、ミカンコミバエなど農業に甚大な被害を与

える害虫のほか、セイヨウオオマルハナバチ、アルゼンチ

ンアリ、ツマアカスズメバチのように在来生態系に悪影響

を及ぼす外来昆虫が侵入し大きな問題となっている。 

 次に感染症媒介昆虫についてみると、現在のところ問題

となっている媒介昆虫は日本在来のものがほとんどであ

るが、地球の温暖化や人や物の国際的移動に伴って新規の

感染症媒介昆虫や病原体が日本に侵入する可能性は年ご

とに高くなっている。一昨年はデング熱の国内２次感染が

話題をさらったが、この病気を媒介するヒトスジシマカの

徹底した駆除等により昨年の２次感染事例はゼロとなっ

た。しかし、これは国内での発症者がゼロであることを示

すものではなく、海外で罹患した旅行者が帰国後に発症し

ている例は後を絶たない。昨年から今年にかけては、南米

を中心にジカ熱の流行が見られ、妊婦の感染と小頭症の子

供の出産の連関が疑われたため社会に大きな動揺を与え

ている。 

 これまで、これらの問題への対応は対象とする動植物ご

とに個別に行われている。しかし、これらの問題の根底に

は、人と物の国境を越えた移動の活発化、地球温暖化に伴

う動植物の分布域の変化とこれに伴う生態系の不安定化

といった共通要因がある。本問題の解決には、研究領域や

行政の区割りを越えて、こららの共通要因を認識したうえ

で対策を進めていく必要がある。 

 

キーワード：外来侵入動植物、昆虫媒介性感染症、気候変

動、不安定な生態系、人と物の国境を越えた移動 

 

 

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 -ゲノム編集を

用いた育種研究の動向および今後の農学研究の方向

性‐ 

大澤 良（筑波大学生命環境系・教授） 

 

 育種科学として、ゲノム編集技術に関する情報および実

用化に向けての科学基盤構築の在り方、および農学専門調

査班生産環境農学担当として農学が目指すべき研究の方

向性について調査した。ゲノム編集技術は、日本及び世界

各国で研究開発が進んでいるが、技術の進展とあわせて、

その規制上の扱いや社会的受容の形成にも大きな関心が
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集まっている。各種シンポジウムや学会では各国の開発、

規制、社会受容に関する動向が紹介されるとともに、各国

のケーススタディーを踏まえた具体的な討論が展開され

ていた。植物育種におけるゲノム編集の有効性に関して、

一般市民の理解はまだ不十分である。一方、プロセスで使

用される遺伝子組み換え技術をどのように取り扱ってい

くのかについては、国際的調和を進めることが不可欠であ

ると考えられた。ゲノム編集技術の動向として、初期には

ZFN が主流であり、その後 TALEN、 2013 年からは

CRIISPR/Cas9が主流となっていた。ZFN利用の時代では遺

伝子情報が多い Arabidopsisや Tobaccoが対象となってい

たが、現在主流の CRISPR/Cas9では、全ゲノム情報の公開

が進んだこともあり各種作物の遺伝子を対象とした改変

が発表されている。ゲノム編集技術の利用が社会的に受け

入れられるかどうかは今後、事例を積み重ねることが必要

であろう。しかしながら、痕跡が残らないから不安である、

標的部位以外のオフターゲットリスクがある、痕跡が残ら

ないので規制の対象外となってしまうなどの不安には適

切な対応をとっていく必要があり、正しい意味での規制科

学の構築が急がれる。 

農学研究の将来性に関しては、食資源である植物・昆

虫・動物・微生物・魚を既存の農作物等だけにとらわれず

包括的に捉え、それらが持つ多様性や機能性を理解し、未

利用資源の開発・利用と言う観点から、基礎科学と実学的

なレベルの研究を推進する重要性を明らかにしてきた。ま

た、近年急速に発展しているゲノム解析による遺伝子機能

解析やオミックス解析などビッグデータを駆使した解析

によってもたらされる、従来とは次元が異なる機能解析や

生物種間相互作用解析や遺伝子利用は、食資源開拓や資源

生産制御に新たな展開をもたらす可能性があることを示

した。細分化し、タコツボ化した農学研究において、食資

源の開拓、モノカルチャーからの脱却をキーワードにする

ことで新たな統合研究分野が作れることを提示できた。 

 

 

 

 

 

応用微生物学・応用生物化学分野にかかる学術研究

動向 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 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。例えば、近年様々な生物種で使用されている

CRISPR/Cas9 や TALEN などのゲノム編集技術を微生物（メ

タノール資化性酵母、糸状菌など）に活用した結果が発表

されはじめた。遺伝子操作が確立されていない産業微生物

の高機能開発（ストレス耐性、物質生産性など）に応用で

きる可能性があり、注目すべきである。また、親株から突

然変異や実験室進化により取得した有用な表現型・形質を

示す株のゲノムを次世代シーケンサー（NGS）で解析し、

変異遺伝子の同定と親株への導入により、有用菌の機能解

明を目指した研究が増加している。筆者が実用化（泡盛醸

造）に成功した泡盛酵母の変異株においても、同様の手法

で解析しており、今後 NGS を活用した産業微生物の解析、

育種が盛んになると思われる。シンポジウムや研究会では、

一酸化窒素、活性酸素種など反応性が高く、細胞間シグナ

ル伝達物質として重要な分子に焦点をあて、真菌を用いた

最新の成果を紹介するとともに、実用酵母の育種や抗真菌

薬の開発などの産業利用への可能性について議論した。 

 今後の研究トレンドとしては、転写因子の機能改変が興

味深い。近年、普遍的な転写因子をコードする遺伝子にラ

ンダム変異を導入することで、ある表現型に関わる遺伝子

の転写ネットワークを再構成する方法（gTME）が提唱され

ており、有力な育種戦略になるであろう。 

 

２．その他 

 日本の伝統的な発酵・醸造食品の多くは、複数の微生物

が寄生・共生により複雑な微生物相を構成しながら製造さ

れてきた。これらの微生物間の相互作用を解析することは、
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伝統発酵・醸造技術の理解にも繋がる。今後、最先端の解

析技術（メタゲノム、マルチオミクスなど）を駆使するこ

とで、共生している微生物間（酵母・麹菌・乳酸菌・酢酸

菌など）や内在寄生生物であるミトコンドリアとの相互作

用などを解明し、得られた基礎的知見をもとに日本独自の

新しい次世代型「発酵技術」の確立や「食資源」の開発を

目指す研究は重要である。 

 

 

食品科学分野にかかる学術研究動向調査研究 
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領域の学会、シンポ

ジウム、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、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。超高齢社

会を迎える日本において、医療費の膨大化を防ぐために、

健康な高齢者が構成する（アクティブシニア）社会の実現

が求められている。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

を目的とした機能性食品が創製されている。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

子としてはフィトケミカル、アミノ酸、機能性脂質、乳酸

菌に関する話題が大半を占めており、その作用機序に関す

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、肥満、動脈硬化、糖尿病、アレルギ

ー、炎症、老化、ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症、

サルコペニア、がん、酸化ストレスなど広範囲にわたって

いた。 

 27年度は新たな食品の機能性表示制度ができ、食品機能

を活用する試みは今後も益々増えることが予想される。そ

れに向けて信頼性の高い科学的エビデンスの提示も強く

求められており、意欲的な取り組みが基礎研究ならびに実

用化研究の各レベルでなされていた。 

 

 

木質科学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

－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） 

 

 国際雑誌の論文数や関連学会における研究発表の動向

から、木質科学に関連する主たる学術キーワードに注目し

て研究の動向を探った。 

「Biomass」・「Wood」に関連した論文数は約 36,000本で

あった（2015年出版のもの。以下、同様）。「環境」や「エ

ネルギー」に関連する学術雑誌への投稿が多いのが特徴的

であったが、木材を測定対象として新規解析手法・装置の

有用性をアピールする研究も多く発表されている。

「Cellulose」、「Hemicellulose」、「Lignin」についての論

文数は、約 17,000 本であった。被引用件数が高い論文で

は、これら素材を工業的に有効活用する研究が大半を占め

ており、とくに、新たなバイオリファイナリー技術の進展

を目指した研究開発が注目を浴びている。その一方、生物

学的な観点からのヘミセルロース、リグニンのあり方を問

い直す研究報告も目を引いた。なお、セルロースの分解酵

素である「Cellulase」についても、約 1,400 本の研究が

発表され、木質科学分野以外の研究者からも強い興味を持

たれている。 

木材等の植物繊維をナノオーダーレベルにまで解繊し

た「Nanocellulose（セルロースナノファイバ－：ＣＮＦ）」

の新規製造方法等に関する研究論文は 400本であり、わが

国でも、多くの研究者がＣＮＦ製造に関する研究を展開し

ており、世界でもトップレベルの成果を挙げている。新し

い木質構造用材料である Cross Laminated Timber（ＣＬＴ）

に関連する研究論文数は、約 70本であった。 

欧米および国内で開催された研究発表大会や見本市等

に参加して木質科学に関連する学術研究の動向について

調査した。産官学の連携によってＩＣＴ等との異分野交流

を積極的に展開する動きは国内・国外ともに同様の潮流で

あったが、国内ではこれに加えてスギ材を中心とする国産

材の利活用を目指したプロジェクト型の研究が活発であ

った。 
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森林科学分野に係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） 

 

 森林の生物多様性研究およびその適用に関する学術分

野における新しい動向と展開を探った。以下の３点にまと

められる。1) 植物群集内の種多様性創出メカニズムにつ

いて、無機的環境のヘテロ性を仮定したものから親木近傍

における菌類との相互作用を仮定したものに、研究の重点

がシフトしつつある。特に熱帯林でその傾向は顕著だが温

帯林でも研究の主流となると考えられる。2) 森林におけ

る生物多様性の復元に関する大型のプロジェクト（例えば

スギやヒノキ、マツ,トウヒなどの人工林に広葉樹を導入

する）が国内外で多く行われるようになった。しかし、ま

だ試験地設定から数年レベルでの更新初期過程の研究事

例が多く、現地適応的な研究はこれからである。3) 生物

多様性のもつ生態系機能については草地群集を主に爆発

的に研究例が増加しているが、森林生態系では試験地の作

成が行われている段階である。しかし、いずれ、大きなト

レンドになることは間違いない。 

 

調査研究活動・企画の報告 

森林の生物多様性回復は地球レベルでの大きなテーマ

であるが、なぜ生物多様性の回復が必要なのか、があまり

理解されていないので実際の森林ではあまり進んでいな

い。森林管理・林業の現場に適用できる生物多様性研究を

いかに推進するか、について関連分野の研究者、十数人に

直接聴取した。その結果は以下の通りである。生物多様性

維持メカニズムといった基礎的研究は多いが、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は不足し

ている。生態系サービスに関するデータ蓄積には大規模操

作実験が必要であるが、そういった試験地は日本には東北

や北海道などに数点しかなく、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と長期モニタ

リングに向けた人的・財的投資が必要である。生態系機能

に関する研究成果を増やし林業技術者や行政にも開示し

続け、それを理解されて初めて、生物多様性の復元が進む。 

水圏生産科学分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究 

佐藤 秀一（東京海洋大学学術研究院・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，米国やイギ

リスにも同様にアメリカ水産学会やイギリス諸島水産学

会が組織されており，その動向について報告する。また、

水圏生産科学の 1分野である水産増養殖学に関して世界的

に研究の発展が目覚ましい。そこで、フランスのモンペリ

エで開催されたシンポジウム Aquaculture 2015 において

は、これからの水産増養殖学の目指す方向について，議論

がなされた。 

 日本水産学会秋季大会は，宮城県の東北大学で開催され

た。4 年前に起きた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。 

 7 月 27 日～31 日にはイギリスのプリマス大学でイギリ

ス諸島水産学会の定例シンポジウムに出席した。イギリス

諸島水産学会は、Journal of Fish Biology の編集担当学

会でもある。そのため、毎年、テーマを決めて国際シンポ

ジウムの形で開催をしている。イギリス諸島水産学会は大

きな学会ではないが、このようにテーマを一つに絞り、会

員以外からも参加を求め、国際シンポジウムを開催するこ

とは今後の学会のあり方との一つと思われ、大変参考にな

る。 

次に第 145回アメリカ水産学会では、特定なテーマを設

定せず、36の独立したシンポジウムから構成され、合計で

2100 題の発表がなされた。また、60 ほどの短いムービー

も上映された。 

最後に、シンポジウム Aquaculture 2015 がフランスの

モンペリエで開催された。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，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。90億人に達すると予想される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。

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，
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大変有効であると思われた。 

 

 

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

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試み（トランスオミクス

研究）が始まっている．そこで，農学や関連する分野にお

けるトランスオミクス研究の動向について報告する． 

 トランスオミクス的アプローチが応用的に機能を発揮

するのは，疾患の解析や創薬標的の探索などの分野であろ

う．代謝性疾患の重要な因子の一つとして考えられるイン

スリンは，いかなる要素の動きによってその表現型に至る

のか，システム全体としてどのような複合的なベクトルを

誘導するのかなどについて精力的に研究が進められてい

る．一方，農学分野に目を転じると，収量の増大，早期成

長，耐病，高ストレス耐性など求められる表現型は多岐に

わたる．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，数理的解析手法の成熟と統計的な差の検定

手法の確立が必要とされている．このハードルがまだまだ

高いことが主因であると考えられるが，農学分野ではそれ

ぞれのオミクス研究を連携づけるのではなく，別々に解析

するマルチオミクス研究は散見されるものの，複数の階層

をお互いに連携づけたトランスオミクス的な研究は残念

ながら調査した範囲内では認められなかった． 

 以上述べてきたように，現時点ではまだまだ黎明期と考

えられるトランスオミクス研究の分野であるが，農学のよ

うに多様な生物，環境，経済，社会，倫理など多岐にわた

る分野を統合して理解しようとする学問分野をさらに一

歩進めるためには，トランスオミクス的に複数の分野を有

機的に連携付ける試みが有効な方策のひとつになると考

える． 

 

 

社会経済農学分野に関する学術研究動向 －社会経

済農学設立の意義と成果に関わる調査研究－ 

福田 晋（九州大学大学院農学研究院・教授） 

 

 社会経済農学分科は、25年度より農業経済学分科から分

科名が変更したものである。また、従来 1細目であったが、

同時に細目が経営・経済農学分野と社会・開発農学分野の

2 つの分野に分かれており、より一層分野の細分化と研究

の先端化、精緻化が進んでいる。 

当該調査研究の中で、25年度は経営・経済農学分野に焦

点を当てて調査研究を行い、26年度は社会・開発農学分野

に焦点を当てて調査研究を実施した。これら 2か年の成果

を踏まえたうえで、27年度は、２つの分野に分類した意義

及びその成果について検証を行った。 

実際に社会経済農学分科トータルの科研費応募件数は、

従来の農業経済学分科のそれより増加している。このよう

に、社会経済農学という分科名の変更と経営・経済農学と

社会・開発農学という細目数の増大は、十分その成果が出

ていると言える。それは、農学の領域における諸問題を社

会経済的観点から多面的に極めようとする社会経済農学

の名称変更の意図が奏功しているともいえる。 

一方、経営・経済農学細目の応募件数は、社会・開発農

学細目のそれの 2倍近い実績があった。また、キーワード

の数が経営・経済農学で 25、社会・開発農学で 17 ときわ

めて多く、関連学会における研究動向をみてもキーワード
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間のアンバランスが明瞭となった。このような細目間のア

ンバランス、キーワード間のアンバランスは的確な審査を

実施するうえでも支障をきたすことが考えられる。 

したがって、研究内容と研究方法の分類に大きく齟齬が生

じないような細目の名称設定が必要となる。また、細目の

内容を的確に表す同レベルのキーワードを選定すること

が重要となる。以上を受けて、社会経済農学全般にわたっ

た上述の問題意識の調査研究のもとに、新たな細目名の提

案、キーワードの提案につなげることができた。 

 

 

 

 

エネルギー・資源の有効利用や環境保全を含む高効

率食料生産システム構築への展望 

北宅 善昭（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教

授） 

 

 当該分野の関連学会が得意とする研究領域のトピック

スに注目し、農業環境工学・農業情報工学分野の学術動向

を調査した。平成 27 年度に各関連学会で重点的に議論さ

れた主な項目を以下に列挙した。農業における情報化と

ICT、農業機械の自動化・ロボット化技術、畜産技術の情

報化、農産物・食品の次世代型サプライチェーン／バリュ

ーチェーン構築、農業機械化技術の国際展開、地域生物資

源の 6次産業化技術、地域性を考慮した温室や畜舎の最適

環境制御、全自動植物工場の最新要素・運用技術、スピー

キングプラント手法に基づく植物の計測・制御・植物生産、

医薬品原料などの有用植物生産・機能性物質生産への植物

工場利用、園芸工学研究における照明技術、土壌炭素動態

解明に向けた多角的アプローチ、気候変化で顕在化するフ

ェノロジーの変化とその影響、水田の微気象と物質循環

（環境調和型農業）。この調査から、当該分野においても、

従来の国内農業生産力強化に寄与する研究に加えて、環境

保全などの環境課題解決に向けて、エネルギー有効利用お

よび物質循環有効利用に関する研究の進展が望まれてい

ることを再確認した。 

また、2014 年に策定された第 22 期学術の大型施設計

画・大規模研究計画に関するマスタープラン（マスタープ

ラン 2014、現在改定中）を中心に、農業環境工学および農

業情報工学に関連する 8課題の計画について調査した。こ

の計画は公募に基づき、各学術分野が必要とする大型研究

計画を網羅するとともに、学術の将来ビジョン・体系に基

づいて、速やかに推進すべき計画として学術会議が策定す

るものである。この調査から、農業環境工学・農業情報工

学に関連する大型施設や大規模研究の計画（農学分野４課

題、食料科学分野 4課題）が策定されていることを確認し

た。今後これらの計画が実行されれば、当該分野の学術研

究が大きく進展すると考えられる。 

 

 

地域環境工学・計画学分野に係る学術研究動向に関

する調査研究 − 基礎学問の成熟と新領域の進展

調査 – 

西村 伸一（岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授） 

 

 地域環境工学・計画学分野（農業農村工学）の伝統的な

学問領域は，農地整備・保全と灌漑・排水である．その領

域が分野の核になっていることには，過去・現在も変わり

がない．農地に関連して，その基礎学問である土壌物理学

も大いに発展を遂げており，農業農村工学の学問上の核と

なっている．灌漑排水は，狭義には，農地の水循環を担当

する応用学であるが，さらに大きな問題として水資源確保

を担っている．これに付随した基礎学問として，水循環を

広く研究する，水理学，水文学，気象学，水質学が存在す

る．また，貯水池や，水路等の水利施設を整備するための

材料・施工学，応用・土質力学などの学問も発展している．

水文・気象学，応用・土質力学は，豪雨や地震災害に対す

る防災にも大きく関わっている．近年の気候変化による豪
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雨や，近い将来の発生が懸念されているプレート型地震対

策も大きなテーマとなっている． 

当該分野は，行政との関わりが深い分野であるため，農

山村振興を目的とした農村計画関連の研究も多い．最近の

トレンドとしては，情報や，環境，生態系をテーマとした

研究が多くなっている．情報に関しては，インターネット

の発達や，リモートセンシング技術の著しい発展を背景に，

これらを積極的に利用しようとする傾向が強まっている．

また，環境問題については，主に，水環境に与える汚染物

質の負荷分析が盛んになってきている． 2011 年以降，農

地の放射能汚染からの復旧が大きなテーマの一つとなっ

ている．生態系サービスというキーワードにも深く関わっ

ているが，ため池や水路の動植物の生態に関する研究が発

展してきており，これらの施設整備に配慮されるようにな

ってきている． 

全体的な学問の流れとしては，従来中心であった，「農

地，水資源開発」という研究は全く陰を潜めた．代わって，

老朽化がすすむ現存設備を評価し維持管理するためのス

トックマネージメントや環境保全が分野の研究の中心と

なりつつある． 

 

 

動物生命科学および比較動物医学が橋渡し学術研究

に果たす役割についての学術界の動向に関する調査

研究 

田中 あかね（東京農工大学大学院農学研究院・教授） 

 

 獣医学は、創薬や医療機器開発など、医学研究分野でも

大きな役割を果たしてきた。動物の管理、適切な実験方法

や薬剤の選択、あるいは疼痛緩和などの観点から、獣医師

が管理者として責任を果たし、積極的に研究の立案や実施

に関わっていく必要がある。平成２７年６月にスペインで

開催された欧州アレルギー・臨床免疫学会に参加して、欧

州の医学および獣医学研究者と意見交換を行った。欧州に

おける医学領域の研究者たちは、伴侶動物としてのイヌ、

ネコ、ウマに自然発症する様々な疾患がヒト疾患のモデル

として重要であると考えており、医学と獣医学がタッグを

組んで研究に取り組んでいる。我が国においても医学研究

科と獣医学科が共同している例があり、今後の医学・獣医

学連携研究の発展が期待される。 

 獣医系大学では、女子学生が定員の半数以上を占めるこ

とが少なくない。平成２７年６月にはバルセロナ自治大学

獣医学分野が主催する交流セミナーに参加し、欧州におい

ては女性研究者が様々な役職でいかんなくその能力を発

揮している現状を知ることができた。 

 社会における獣医学の役割は多岐にわたる。中でも、産

業動物の健康管理や治療などを通じて、安心・安全な水産

や畜産物を国民に届けることは獣医学の果たすべき重要

な役割である。平成２８年３月には、韓国チェジュ大学で

行われた国際交流セミナーに参加して意見交換を行った。

アジア諸国の畜産物生産において、最も重要なことは感染

症の防疫であるため、とくに公衆衛生あるいは家畜衛生お

よび産業動物医療の分野での研究の推進や人材育成が求

められている。チェジュ大学でも、とくにウマやウシなど

の大型産業動物に関する施設を充実させ、学生に様々な実

習や研究の機会を提供していた。今後我が国においても国

内の獣医学に対するニーズを的確に把握しながら獣医師

の配分を考えるとともに、獣医学の未来を見据えて基礎研

究の種を蒔き、芽を育てていく必要性を感じた。 

 

 

動物生産科学分野に関する学術研究動向-幹細胞の

動物生産科学への応用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） 

 

 幹細胞の発生分化機構の解析や分化制御を通じて、将来

的な動物生産性の向上や、新たな動物育種・繁殖の研究戦

略構築へと貢献することが期待されている。そこで、当該

研究分野における研究動向を調査し、新たな潮流と展開を

俯瞰した。このため、日本分子生物学会年会・日本生化学

会大会の合同大会において、発生工学の新展開：Genome 

editing “cells to bodies”、と題する研究フォーラムを

主宰した。本フォーラムには、我が国における動物幹細胞

研究を先導する若手研究者が結集し、各自の研究発表を行

なった。また、本フォーラムには多数の同学研究者も聴衆

として参加し、大変に有益な情報交換・研究討議の場とな
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った。そして、幹細胞研究分野においてはゲノム編集技術

の活用が重要性を増していることが実感された。ゲノム編

集技術は、医学においては臓器再生や癌・感染症治療に新

たな可能性を拓くと思われた。動物生産においても、育種

効率の改善や、鶏インフルエンザ等の動物感染症に対する

抗病性付与・ワクチン開発、等に極めて有用であろうと思

われた。畜産学会や家禽学会においても、幹細胞工学研究

の成果が多く発表され、家畜・家禽においても本研究技術

が重要となっている。また、これらの研究に携わる若手研

究者の専攻も、農学、工学、理学、医学、等と多岐に渡る

事が認識された。公表論文や学会講演要旨、等のデータベ

ースを調査した結果、当該分野の研究成果は、主要な生命

学術誌での掲載数を増やしていることが確認された。さら

に、英国ロンドン大学（UCL）において当該研究を推進す

る世界的権威者とも面談し、英国における研究の現状や将

来性につき意見交換した。この面談を通じて、日本では科

研費等の公的研究資金による基礎研究に重点が置かれて

いるのに対し、英国では公的資金は基より民間企業からの

研究支援も多く得られ、当該研究分野における民間企業の

期待が大きいことも認識された。 

上記の通り、学会参加、データベース解析、外国研究機

関での面談、による様々な調査結果を俯瞰すると、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思われた。 


