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農学およびその関連分野に関する学術研究動向およ

び学術振興方策 

植田 和光（京都大学大学院農学研究科・教授） 

 

① 学術研究動向：トランスポーター研究の最新研究動 

第７回 FEBS Special Meeting “ATP-Binding Cassette 

(ABC) Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic 

Diseases” (2018 年 3 月 6 日―12 日 オーストリア・イ

ンスブルック)に参加し、トランスポーター研究の最新研究

動向を行った。今回の会議は発足以来 11 回目であり、190

人が 22 か国から参加した。今回の会議の特徴は、3 次元

構造に関する情報が豊富に提供されたことであった。特に、

今回の会議の Keynote Opening Lecture として行われた

Robert Tampe 博士（フランクフルト大学）の主要組織適

合遺伝子複合体（MHC）の構造に関する講演は圧巻であ

った。彼らは、約 650 kDa の巨大複合体を、ヘルペスウイ

ルスが免疫システムから逃れるためにもっている阻害蛋

白質 ICP47 を用いて、約 250 リットルのバーキットリン

パ腫細胞から精製し、クライオ EM を用いた構造解析を行

った。X 線結晶構造解析を用いて抗原ペプチドが MHC-I

複合体に載せられるメカニズムの解明も同時に試みてお

り、獲得免疫反応の理解に大きなインパクトを与えるもの

であった。 

現在、クライオ EM を用いた膜蛋白質や巨大複合体の構

造解析はブームとなっており、ABC 蛋白質の分野でも、

遺伝病と関連が深い CFTR、ABCG2、ABCA1 などの構造

が 2017 年以降クライオ EM を用いて解明され、トップジ

ャーナルに次々に報告されている。しかし、それらのクラ

イオ EM を用いて解析された構造は、解像度は高くても３

オングストロームであり、全体構造がどのようなものかを

可視化できたという意味では重要ではあるが、クライオ

EM のデータだけからアミノ酸側鎖の位置を特定すること

は難しく、作用メカニズムを議論するには不十分である。

これからも、巨大複合体の構造解析においてはクライオ

EM が威力を発揮することが期待されるが、それ以外のト

ランスポーターの構造解析においては、クライオ EM を用

いた解析と X 線結晶構造解析を併用した研究が主流にな

ると思われる。 

②学術振興方策 

 外国人研究者研究支援に関する最新の取組や課題を共

有することを目的としたワークショップが、2018 年 2 月

16 日に京都大学で開催された。日本各地の 18 の大学から

40 人の参加があり、外国人研究者支援に対する取り組みと

今後の振興方策について活発な討論が行われ、各大学間お

よび JSPSとの情報交換がさらに学術を振興するために重

要であるという認識を共有した。 

 

農学・環境学分野に関する学術研究動向及び学術振

興方策 ―環境学分野における学融合・国際化の動

向― 

恒川 篤史（鳥取大学乾燥地研究センター・教授） 

 

 環境分野においては、2015年 9月に策定された「持続可

能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs)」

について、各国・各セクターにおいて SDGs の推進・実行

が進められるとともに、学術の側での検討が進んだ。 

 第一に国際科学会議（ International Council for 

Science: ICSU）における SDGsに関する取り組みについて

である。 2015 年には ICSU と国際社会科学協議会

（International Social Science Council: ISSC）により

「持続可能な開発目標のためのターゲットのレビュー：科

学的展望（ Review of Targets for the Sustainable 

Development Goals: The Science Perspective）」が発行

された。また 2017年には「SDG相互作用へのガイド：科学

から実行へ（A Guide to SDG Interactions: from Science 

to Implementation）」が発行されている。また目標 2「飢

餓をゼロに」、目標 3「すべての人に健康と福祉を」、目

標 7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、目標

14「海の豊かさを守ろう」について他の目標との相互関連

を分析した報告書をそれぞれ発表している。 

 第二に日本学術会議では、2017年１月、「持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の達成

に向けた超学際研究とマルチステークホルダー協働の推

進」をテーマに「持続可能な社会のための科学と技術に関

する国際会議」を開催した。その会議の内容に関連する情

報を加え、今後の SDGs実現への道筋を示すために、同年 9

月には報告書「持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け

て：日本の学術界が果たすべき役割」が発表されている。 

 我が国の学術の面からは、環境・経済・社会にまたがる

幅広い研究トピックと関連する研究者が多様なステーク

ホルダーと協働していく仕組みを構築していくことが課

題となるであろう。 

 

 

農学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策 

-農学研究の最先端とこれからの展開- 

白須 賢（国立研究開発法人理化学研究所・グループディ

レクター） 
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 今世紀半ばには世界人口が 90 億人を超え食料需要が急

激に高まると予想されるが、輸入に大きく依存する我が国

の食料安全保障を考えると、農作物の持続的かつ安定的生

産および病害虫からの保護は喫緊の最重要課題といえる。

また、急激な気候変動により世界中の農業生産に大きな影

響を与えるリスクも高くなってきていることに加え、バイ

オマス資源等、食料生産と競合しない形での土地利用の需

要も大きくなってきている。しかしながら、20世紀型の緑

の革命を推進してきた大量の農薬や肥料の投入はすでに

限界を超えていると考えられている。実際に欧米では化学

農薬の規制が非常に厳しくなり、開発コストの上昇が農薬

会社の利益を圧迫し、業界再編成が世界的スケールで行わ

れてきている。同時に、リン資源の枯渇と高騰、および富

栄養化による環境汚染も大きな問題となっている。これら

の諸問題を解決するため、農作物を植物と微生物の相互作

用から理解し、持続的な新生産技術を確立するための基礎

研究が必要となってきている。 

根圏は植物種と土壌によって大きく異なりかつ非常に

複雑であることから、新しい解析技術の開発が必要となる。

例えば、大規模デノボゲノム解析やネットワーク解析等の

インフォマティクス技術、難培養生物の培養技術、安価な

菌同定と定量技術、根圏の微生物叢再構成技術、根圏化合

物の同定とその応用技術、化合物のスクリーニング技術等

が挙げられる。日本では、これまでも数多くの肥料会社等

が土壌改良用菌ミックス製品を商品化し、小さいながらも

マーケットが存在する。しかしながら、この多くがブラッ

クボックスであり、科学的な裏付けがないものが多い。国

内の土壌ではそこに存在する菌を知りそれを利用するこ

とが最善であり、また国内の土壌中に存在する病原体をゲ

ノムベースでデータベース化して対応することが望まれ

る。本分野の基盤をいち早く築き、近い将来この分野を担

う若手の育成を目指す必要がある。 

 

 

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） 

 

本年度の調査では、植物病害のパンデミックという観点

を取り上げた。歴史的には１９世紀、アイルランドにおけ

るジャガイモ疫病による飢饉が知られている。植物病害の

パンデミックの潜在性と対策を課題として、とくにアジア

地域に焦点をあてて検証した。第６回アジア植物病理学会

では、アジア各国から Country Reports として、病害の発

生と管理について報告がなされた。中でも、バングラデッ

シュでは、歴史的にも未発生であったいもち病がコムギに

発生し、極めて深刻な打撃を与えている。さらに、この病

害は、隣国のインドにも侵入し、病害の拡大が危惧されて

いる。また、未だ、有効な防除法がなく、被害圃場のコム

ギの焼却処理が被害拡大阻止の唯一の手段となっている。

植物病害のパンデミックは病原菌の疫学的な観点と植物

と病原菌の遺伝的な背景から解釈される。近年、植物と病

原体の遺伝子の組み合わせの変化により、感染宿主域の拡

大をもたらす、ホストジャンプと言われる現象の理解が進

んでいる。直近の注目すべき研究成果では、牧草のライグ

ラスに感染するいもち病菌が有する PWT3 遺伝子の変異が

コムギの抵抗性遺伝子 Rwt3の抵抗性の無力化をもたらし、

それがコムギいもち病の発生機序であることが示された。

それゆえ、病害抵抗性植物の開発として、ゲノム編集技術

の適用による遺伝子改変による病害抵抗性の付与も、技術

的には可能となっている。また、バングラデッシュのコム

ギいもち病菌は、南米で発生したコムギいもち病菌と遺伝

的系譜が類似していることも明らかにされており、疫学的

視点や農産物の移動を含めた植物防疫的視点から、発生メ

カニズムの解明と防除対策が望まれる。2020年は国連が批

准する International Year of Plant Health (国際植物衛

生年)に当たる。植物病理学、害虫管理学、雑草防除学、

農薬科学などを含む、植物保護科学分野の連携により、国

際連携とともに、基礎科学的知見の深化と共有をはかり、

持続可能な食料生産に結びつく研究の展開に期待したい。 

 

 

遺伝育種科学・作物生産科学・園芸科学分野に関す

る学術研究動向－気候変動下における持続的食料生

産に向けた農学イノベーション研究の潮流－ 

齊藤 邦行（岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授） 

 

 生産環境農学が研究対象とする作物やそれを取り巻く

環境との相互作用に関する現象を正確に捉えるには、関連

する遺伝子の挙動を分子生物学的手法により解明するこ

とが有効である。種々のオミックス技術や次世代シークエ

ンサーとバイオインフォマティックスの融合は、これまで

限られたモデル植物の範囲にとどまっていた遺伝子の同

定や機能解析を様々な作物においても可能にし、品種育成

のみならず新しい生産技術を構築する上で有効な科学的

知見と実験ツールを提供している。また，生産生態系を理

解する上でもエピジェネティクスやメタゲノム解析の手
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法が取り入れられ、これまで解明され得なかった生物機能

の解明が飛躍的に進展している。 

さらにゲノム編集技術の進展は、特定遺伝子をターゲッ

トとした機能解析やその改変を可能にしている。農作物の

新品種作出を加速化するためには、ゲノム編集等の新しい

育種技術（New Plant Breeding Techniques：NBT）は有効

である。NBT で作られた作物や遺伝子組換え作物の科学的

理解のみならず、それらの社会的受容について、研究開発

や規制政策に関するレギュレトリーサイエンスの確立も

不可欠である。 

生産環境農学に関わる研究機関や行政機関では、海外か

ら取得した遺伝資源を利用する機会が益々増大すること

が想定される。そのため、今後、生産環境農学分野での研

究教育では、生物多様性条約（Convention on Biological 

Diversity:CBD ） 、 食 料 農 業 植 物 遺 伝 資 源 条 約

（International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture:ITPGRFA）、カルタヘナ議定書、名

古屋議定書や ABS指針における取決めや国内外での議論に

ついて正しく理解し、関連法規を遵守することが求められ

る。 

 

 

応用微生物学および応用生物化学分野に関する学術

研究動向－酵素科学・補酵素科学の新潮流と展開－ 

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．その結果，この 2—3年間で，数は少ないが，これま

での常識を覆すようなユニークな触媒機能や活性が探索

研究によって見いだされ，わが国の研究者がこの領域で大

きく貢献していることが確認できた．ポリエチレンテレフ

タレート（PET）分解微生物の発見（吉田ら, Science, 2016）

はセサミン分解酵素の発見（熊野ら, PNAS, 2016）はその

好例である． 

 酵素科学・補酵素科学領域に限らず，自然界の多様性に

基づいてそこから新規性と独創性の高いシーズを発掘す

る探索研究は古くからわが国のお家芸であり，わが国の研

究者はこれに大きく貢献してきた（2015年のノーベル生理

学・医学賞を受賞された大村智博士の業績や昨年 Gairdner

国際賞を受賞された遠藤章博士の業績は，いずれも探索研

究の成果である）．現在，こうした探索研究が下火になっ

ているなかで，探索研究におけるわが国の独自性を今一度

認識し，その重要性に目を向けるべきである．探索研究の

駆動力となるのは，常識を超えるものを探し出すという意

味では，理屈ではなく，「こういうものを探し出したい」

という研究者の学問的興味（ロマン）と熱意であり，探索

研究の醍醐味もそこにあるといえる．一方，探索研究はリ

スクを伴い，成果が必ずしも保証されないため，費用対効

果の観点から理解が得られにくく，科研費においてもそれ

単独で採択課題となりにくいという側面があることは否

めない．しかしながら，ボトムアップ型の研究を支援する

科研費であればこそ，たとえ少額であってもわが国の特色

ある探索研究をさらに支援することが必要であり，そのた

めの説得力あるロジックが求められる． 

 応用微生物学および応用生物化学分野に関する学術研

究動向としては，次の二点は顕著である．「人工知能」，

「機械学習」，「深層学習」を取り入れた研究（代謝プロ

ファイリングや菌叢構造変動解析への利用，食感予測，創

薬，化学コミュニケーションの解明への利用等）が増えて

いる．また農芸化学の二大研究領域である微生物研究と食

品化学・栄養科学研究が，「腸内細菌」を介して融合し発

展していく潮流が明らかである． 

 

 

生物有機化学分野に関する学術研究動向 

－農学における天然物化学の方向性－ 

小鹿 一（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

天然物化学は歴史的には、自然界から医薬・農薬のシー

ズを見出すことを主な使命として発展してきたが、近年、

生物材料は探索しつくされた感があり、この分野は岐路に

立たされている。微生物由来の抗寄生虫物質がノーベル賞

の対象になったのは記憶に新しいが、物質の発見自体は 30

年以上前に遡る。今回、国内外の関連学会・シンポジウム

への参加、科学雑誌データベースを利用した調査研究によ

り、こうした課題に世界はどう立ち向かい、どんな新しい

方向性を打ち出そうとしているのかを探った。その中で見

えてきたトレンドとして次の 2 点を挙げたい。(1)生合成

遺伝子群と天然物の関連付け、(2)共生等に関する生物間

シグナル分子。これらは既に国内でも重要課題に位置付け

られているが、世界的にもホットな領域である。ゲノム解

読が容易になった現在、「オーファンクラスター」（代謝

物が同定されない生合成遺伝子群）が次々に見出されてお

り、これらを如何に効率よく発現させ新規シーズ開発に繋
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げるかに注目されている。また後者のトレンドに関して、

天然物化学と共生生物学（Symbiotic Biology）の融合が

新たな研究領域として展開する可能性がある。例えば腸内

共生細菌がヒトの健康に関連が深いことは広く認知され

つつあるが、共生系に関与するシグナル分子の働きはほと

んど解明されていない。以上の動向は主に、国際シンポジ

ウ ム 「 Keystone Symposia - Natural Products and 

Synthetic Biology: Parts and Pathways-」（2018年 1月、

米国）から得たもので、今後の天然物化学の方向性を占う

上で極めて有益な情報源となった。また、これらのトレン

ドは科学系学術論文のデータベース（Chemical Abstract

と PubMed）を用いた調査で得られた論文数の推移からもう

かがい知ることができた。 

 

 

森林科学分野に関する学術研究動向— 森林科学にお

ける生物多様性研究の新たな潮流とその地域エコシ

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） 

 

 1)森林における生物多様性維持・創出メカニズムの最近

の研究動向  

温帯域ではニッチ分化説や中立説が主流であるが、病原

菌や植食者との密度・距離依存的な応答から説明する

Janzen-Connell モデルの研究が急増している。2013 年以

降は植物と共生する菌根菌との feedback を仮定した

Plant-soil feedback(PSF)説が加わった。さらに、Bennett 

ら (2017)は、菌根菌タイプで PSF の方向性が異なること

を見出した。菌類との相互作用は種多様性研究の大きな潮

流となっている。  

 

2)森林における生物多様性の復元プロセスについての最

近の研究動向  

 世界の森林は天然林から針葉樹などの人工林への転換

による種多様性の減少が著しく、世界中の森林で生物多様

性復元の方法論が研究されているが、時間と規模が必要で

成果はまだ少ない。単純な針葉樹人工林への広葉樹導入で

は、埋土種子、種子散布距離、種子の発芽応答、さらには

菌根菌タイプや光環境と実生の成長速度などの研究がな

されている。しかし、長期的な実証的な研究は少ない。 

   

3)生物多様性の復元が生態系サービスならびに地域のエ

コシステムの再生にどのような影響を持つのか、その動向

を解析した。 

 北欧、北米、東南アジアなどでは単純林造成が進んだが、

種多様性回復と生態系サービスの関連について実証的な

研究も進んでいる。東南アジアのオイルパーム林、カカオ

栽培林などの多様性回復が天敵の増加、土壌保全などの生

態系サービスを高めることが報告されている。ヨーロッパ

では混交林化したあとの広葉樹と針葉樹の材質の評価も

進んでいる。これは、種多様性回復が進んでいるばかりか

林業上の知見も得られており、単純林造成の反省を生かし

て種多様性の回復を以前から進めている先進性を示して

いる。  

 

 

木質科学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

「木質資源からの抽出物の活用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、林産物の需要拡大を目指すために林産業

の視点から木材成分・精油に関する学術研究動向を探った。

我が国の林業産出額は、1980年をピークに減少の一途を辿

っている。木材生産額の大幅な減少は顕著である。また、

東日本大震災によって発生した福島第一原子力発電所の

放射性物質の拡散による風評被害から一部地域の国産材

の需要拡大は伸び悩んでいる。 

しかしながら、海外から輸入される木材や木質資源から

の抽出物（精油、油脂、ロウなど）は、年々増加の一途を

辿っている。海外では、木質資源から抽出される物質の科

学的研究が多く見られ、アロマセラピーやフレグランスの

有用物質として山村地域の振興や雇用確保(東南アジア・

インド・中国・台湾・カナダなど)に貢献しており、森林

圏分野において産業に直結した研究は各方面から注目さ

れている。我が国では、木材からの抽出成分などの成果が

横断的に集約されて学術連携を有機的に図り、研究・教育

および産業振興に向けた統合的な提言はされていない。 

木質成分の利用に関する科学的な情報を日本国内の学術

や技術を最大限活用して社会に還元できる学問体系を急

ぎ構築しなくてはならない。 

年代別に木質成分の利用に関する論文数を調査した結

果、20 世紀後半から増加傾向にあり、特に 2000 年頃から

論文数が急激に増加していることがわかった。天然物であ

る木本植物からの成分の抽出に関しては、樹種と抽出量に

着眼していることが多い。例えば、スギとヒノキにおいて

は、採取部位と産地の違いのみでも抽出成分の種類(物質)

と量比には大きな違いがある事がいくつかの研究論文に
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よって明らかになっている。すなわち、精油に含まれる化

学成分の種類は多岐にわたることから、天然物を医薬品、

医薬部外品および機能性食品などとして開発するととも

に利活用するには、産地や抽出方法の特性や傾向を科学的

に解明する研究の実施が素材の需要拡大と医療従事者に

対するエビデンスの提示となり、産業振興や害作用のない

相補代替医療などの実用研究になるものと考える。 

木材成分に関する国際的な研究は、フレグランス(調香

化学)に関する学会であるが、国内では日本木材学会が幅

広い木材成分利用に関する研究発表の場であり、国内外か

らの学術雑誌(学会抄録)への検索アプローチも多い。木質

科学分野の学術専門集団が、木質成分利用を提言する 1つ

の基幹団体となることが重要であると本調査研究から認

識した次第である。 

 

 

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・開発農学分野、開発経済学分野に関係する新たな

研究領域として経済学とコンピュータサイエンス、人工知

能、機械学習研究などとの融合があげられる。2015年で約

７億人の人々が極度の貧困での生活を強いられており、い

かにこの貧困者数を削減するかが課題となっている。貧困

者の多くは農業に従事しており世界の中で誰が貧困か、あ

るいはどこの地域が貧困かを明らかにすることがまずも

って重要な課題である。貧困者あるいは貧困地域か否かの

判断は古くからセンサスデータ、所得や消費水準に関する

家計調査に依存していた。この方法の問題点は、途上国で

はインフォーマルな経済活動のウエイトが高く調査デー

タの質が低いこと、全国規模での調査が必要であり調査費

用が嵩み時間がかかることである。調査地が戦闘エリアの

近辺であれば事実上調査は不可能である。それに対し、新

しい方法では安いコストでしかもタイムリーに貧困者や

貧困地域を識別することができる。新しい方法は、貧困マ

ッピング技術(poverty mapping-technique)と呼ばれてい

る。この領域は、開発経済学者と衛星データなどの情報処

理技術者、人工知能の専門家らの学際的研究により、チャ

レンジングな研究領域へと発展している。携帯電話の通話

記録（CDRデータ）や衛星写真（RSデータ）の活用によっ

て、貧困者の空間分布や人々の経済福祉の推計がリアルタ

イムでかつ低コストで可能となりつつある。スタンフォー

ド大学の Marshall Burke らのグループによる研究を嚆矢

とする。伝統的調査方法に比べれば、非常に調査コストが

安いので、世界の国々の貧困状態を分析する上で有効であ

る。また、データを蓄積すればするほど貧困の空間的予測

の有効性は高まるし、リアルタイムでの貧困の動態的把握

も可能であるといえる。 Nigeria, Tanzania, Uganda, 

Malawi, and Rwanda の国々で試みられ、”Combining 

satellite imagery and machine learning to predict 

poverty”として Science 353 (6301), 790-794 に掲載さ

れている。 

 

 

水圏生命科学分野に関する学術研究動向－トランス

オミクス研究－ 

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．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

が可能となった．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

な手法を用いるとともに，多重線形性や非線形性に基づい

たシミュレーション解析などを駆使することによって，非

モデル生物でもプロテオーム解析とその動的表現型解析

との連携を進めることが可能であると考えられた． 
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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－特に魚介

類疾病分野の研究動向 

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。イギリスのベルファス

トで開催された 18th International Conference on 

Diseases of Fish and Shellfish、インドネシアのバリ島

で開催された 10th Symposium on Diseases in Asian 

Aquaculture、クロアチアのドブロブルクで開催された

Aquaculture Europeおよびアメリカ合衆国のサンディエゴ

で開催された Plant and Animal Genome 26 (PAG XXVI)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４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 Journal of Fish Diseases 誌に、掲載

された論文を詳しく分析することによって、研究のトレン

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５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。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。 

 

 

農業環境・情報工学分野に関する学術研究動向－農

業生産環境工学、農業情報システム工学における新

たな潮流 

荊木 康臣（山口大学大学院創成科学研究科・教授） 

 

 農業工学分野、特に、農業環境・情報工学分野において

は、農業の成長産業化に向けた ICT利用、スマート化、ロ

ボティクスなどの研究が急激に活発化している。これは、

政府主導による研究プロジェクトの推進によるところも

大きいと思われるが、大学教員など個々の研究員による独

自の発想に基づいた研究や他分野（例えば、情報工学系）

や民間企業からの技術開発・研究参入も少なくなく、比較

的、大きな流れとなっている。世界的に見ても、農業にお

ける ICT利用、スマート化に関する研究は活発化している。 

 国内学会の研究発表課題などから、当該分野における最

近の研究のキーワードを列挙すると、人工知能、ディープ

ラーニング（深層学習）・機械学習、ビッグデータ、画像

解析、ドローン、3 次元計測・モデル、植物工場、気候変

動対応、生育モデル等となる。これらの中で、人工知能、

特に、ディープラーニング（DL）の農業利用は、取り組む

研究者が増加していると同時に、各学会等で DL の手法に

関する入門的なセミナーが開催されるなど、今後、研究ツ

ールとして DLの利用が進んでいくことが期待される。 

 生物を内包したシステムの設計を対象とする農業工学

分野は、応用科学（設計科学）的な側面が強く、研究の実

用化に向けては、技術にかかるコストが重要な意味を持っ

ている。この点において、近年のセンシング技術における

コストの低下、例えば、ドローンや画像取得デバイスの低

価格化、システム開発・解析用のオープンソースの普及は、

植物モニタリング研究の推進を後押ししている。特に、植

物フェノミクスや農業における ICT利用にかかる技術開発

においては、植物や環境のモニタリング技術はその中心的

な基盤技術であり、当該分野の研究の推進に重要な役割を

担っている。 

 また日本学術会議では、2017年度に、農業生産環境工学
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分科会が、農的エネルギー、都市農業などをテーマに公開

シンポジウムを開催しており、「都市農業」や「農的エネ

ルギー」も、農業工学分野において、今後の重要な研究テ

ーマになると考えられる。 

 

 

地域環境工学・計画学分野に関する学術研究動向 

− 国内および外国の現況調査と比較 − 

西村 伸一（岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授） 

 

 地域環境工学および農村計画学（農業農村工学）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．最初に，農業農村工学会

全国大会におけるこの 3年間の状況の変化について調査し

た．この中で，土壌物理，水理，水文・水質・気象，材料

施工，土質力学・応用力学等の伝統的基礎学問領域は，領

域の規模を維持しており，発表件数は堅調である．一方で，

従来の分野の核である，灌漑排水，農地整備・保全等とい

った応用分野は，近年，発表件数が減っている．環境保全，

生態環境といった比較的新しい領域が，一定数の発表件数

で安定しており，学問領域として定着していることがはっ

きり分かる． 

 関連の，学問領域の国際的動向として，Journal of Paddy 

and Water Environment (PWE)で掲載された論文の研究領

域を分類した．その結果，直接的に農業生産性の向上に結

びつけようとする研究が多く見られ，とくに灌漑排水や．

農地整備・保全に分類される研究が多い．それと比較する

と，日本では，研究の中心が，農業生産基盤の維持管理や

環境問題へのシフトが明らかである．本論文誌への投稿は，

アジア各国からのものが大半であり，この地域が国政的に

見て，食料生産の拠点であることは間違いないので，この

ことも結果に影響している． 

さらに，各研究領域と科研の最近 3年間の採択課題との

関係性を調べた．その結果，基盤研究(A)に代表される高

額申請になるほど，応用力学・土質力学，土壌物理学とい

った伝統的な領域に分類される研究が多く採択されてい

る．農村計画で代表される，ソフト関連の研究は，基盤研

究(C)で多く採択されている．環境保全，生態環境などの

比較的新しい領域は，学会での発表件数は，伝統的領域に

迫る件数があるが，科研の採択件数は少なく，研究費とし

てはこれらの領域には多くは配分されていないのが現状

である． 

動物生産科学分野に関する学術研究動向-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） 

 

多能性を保持する幹細胞は、生命医科学への活用や組織・

器官・臓器再生への応用が期待される。動物生産科学分野

においても、幹細胞の遺伝子発現機構の解析や分化制御に

関する研究が展開されている。そこで、動物生産科学領域

における幹細胞応用に関する研究調査を実施した。また、

国内外での新たな研究潮流と展開を俯瞰した。このため、

国際動物バイオテクノロジー会議を主宰した。本国際会議

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。また、本国際会議には多数の同学研

究者も聴衆として参加し活発な討議が交わされ、当該研究

推進に極めて有益な機会となった。これらを通じて、ゲノ

ム編集技術の活用が幹細胞研究においても重要性を増し

ていると思われた。またハーバード大学幹細胞研究所での

研究討議を通じ、多能性幹細胞は医科学領域では再生医療

への応用が極めて重要であり、動物生産科学分野では育

種・繁殖効率の改善や、感染症に対する免疫力改善、等に

大変有益であろうとの認識が得られた。日本畜産学会や日

本家禽学会においても、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、日本学術会議中部

地区講演会においても特別講演として発表した。当該研究

に携わる研究者の専攻は、医学、農学、工学、理学、等と

多岐に渡る事が認識された。当該分野を世界的に先導する

ためには、若手研究者の研究環境・待遇改善が最重要課題

であろうと認識された。国際学術論文や学会講演要旨、等

の当該研究データベースを精査した結果、当該分野の研究

成果は、国際的評価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、アメリカ合衆国での現

状を認識するため、（独）日本学術振興会ワシントン研究

連絡センターを訪れ、我が国の各大学とアメリカ合衆国の

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。以上の国際会議主宰、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。 
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応用分子細胞生物学・動物生命科学分野に関する学

術研究動向− 実験動物を用いた（エピ）ジェネティ

クスによるゲノム情報発現制御研究の新たな展開 − 

谷本 啓司（筑波大学生命環境系・教授） 

 

応用分子細胞生物学（遺伝子発現制御）と動物生命科学

分実験動物学）の視点から： 

セントラルドグマの流れの中で、DNA 塩基配列そのもの

（遺伝学の対象）と遺伝子転写との間に、新たな制御 phase

が認められつつあることを、学会参加やセミナー開催を通

して感じた。転写前段階の制御に関わる要素として、これ

までにもエピゲノム（クロマチン修飾）があったが、これ

よりは DNA配列に対する依存度が高いクロマチン構造、例

えば局所のループ構造や、その結果としての TAD

（Topologically associating domain）がそれである。ヘ

テロ(ユー)クロマチン構造の例に見られるように、前者と

後者は相互に影響し合うため、これらを厳密に切り分ける

ことに意味はないのかもしれない。局所ループは、CTCFや

コヒーシンなどの DNA結合性構造因子により生じる場合と、

遺伝子発現の際にエンハンサーとプロモーターとの相互

作用により生じる場合とがある。同一の TAD内ではエンハ

ンサーとプロモーターとの相互作用が容易であり、つまり

遺伝子転写が起こりやすく、TAD 構造が変化すると遺伝子

転写、ひいては生物の形質が変わりうる。実際に、TAD 構

造を時間軸（初期発生や病態発症）に沿って理解する試み

（4Dヌクレオーム）も進んでいる。TAD構造の一部は、CTCF

結合部位の配置やゲノムの局所的なエピゲノム修飾を改

変することで操作が可能であり、ゲノム編集によるエピゲ

ノム修飾の操作や、CTCF site に変異を加えることによる

TAD 構造改変の例が出てきている。さらに、育種の側面か

らは、家畜ゲノムの CTCFサイトに見られる SNPsを利用し、

優良 TAD構造や遺伝形質をスクリーニングしていく試みも

見られた。しかしながら、構造と機能（遺伝子発現）との

因果関係については、まだ完全に確立したとはいえず、今

後、次世代シーケンスによる構造データを、機能解析の結

果と照らし合わせる作業が必要であり、ゲノム編集はこの

ような局面でも役立つであろう。 

 

 

環境学分野における学術研究動向 

 －環境動態および環境創成研究に関する新区分や

特設分野・新領域研 究の可能性を想定して‐ 

小野寺 真一（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

水環境というテーマで主に以下のような学術調査を行

った。まず、Nature誌及び Science誌で、水質、地下水な

どのキーワードで最近 2年間検索した結果、関連のものは

それぞれ 130 件及び 10 件該当した。地球環境変化に関す

る気候変動、温暖化、農業、都市化、資源枯渇、汚染など

のテーマが多くみられた。また、窒素、リンに加えて、炭

素ではメタンが多く、重金属についてはヒ素が多くみられ

た。地域的には中国を対象とするものが多くみられ、東北

震災関係（津波影響、放射性影響）も 2件あった。生態系

との関係は最近の中心的な課題であり、生物多様性や微生

物機能や遺伝子特性なども増えてきた。地下水と地表水の

交流場（ハイポレイック帯）など複雑な環境でのものもみ

られた。国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）関連につい

ても、エネルギーや社会の持続可能性との関係のものがみ

られ、水環境を守りながら生産性を上げるなどのチャレン

ジであり、分野横断的な特色が示された。国際会議なども

同様の傾向を示した。 

また、科研費データベースを用いて、過去 3年間（2015

年～2017年）の水環境を示唆するワードで検索した結果は

次の通りであった。「地下水」を含む研究は 380件に達し、

基盤 Sが 1件、Aが 32件、Bが 79件などであった。また、

計 79 の細目にまたがり幅広い分野にわたることが確認で

きた。特に、工学系分野で 100件（地盤工学 41 件、地球・

資源システム工学 15件など）、環境学分野で 70件（環境

動態解析で 25 件など）と多かった。この他、以上の傾向

を確認するため各研究者を招待して関連の研究集会（国際

を含む）を開催し、また各地（アメリカやブラジルなど）

を訪問した。 

 

 

自然共生システム・持続可能システム分野に関する

学術研究動向－環境と開発に関わる社会受容性－ 

土屋 範芳（東北大学大学院環境科学研究科・教授） 

 

自然共生システム，持続的システムおよびその社会の創

成のためには，環境と開発に関わる社会的な受け入れ方を

十分に解析する必要がある．近年，技術や開発の社会への

受け入れ（社会受容性）に関する研究が盛んに行われ，特

にアメリカやヨーロッパの国々での，理系と文系の境界領

域の開拓が進んでいる． 

自然共生社会，持続的社会の形成とそれを支える技術と

開発に異を唱える市民（住民）はいないが，実際に自分の

周辺に開発計画が持ち上がると，さまざまな問題が発生す

る．その技術，その開発は許容できる範囲にあるのか，利
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害が対立するステーク・ホルダーの共生と競合は可能なの

かなどの諸問題を解決する必要がある．自然共生社会，持

続的社会システムの創成とは，技術と社会の双方の複合的

課題である． 

欧米における代表的学会ならびに国際誌のサイトは以

下のとおりである． 

Community web site： 

http://www.paaa.asia/ 

http://www.essa.eu.org/ 

https://computationalsocialscience.org/ 

Journal website: 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html 

この分野の研究は，我が国では非常に遅れており，学会

組織も十分に整っていない．しかしながら，資源開発，エ

ネルギー問題，また廃棄物処理や資源循環の場合，それら

の関連施設の導入および開発．また地域社会との関わりを

定量的に解析する学術の創成は重要である．本研究分野は，

環境，情報，社会などの分野にまたがっており，学際的性

格が強い．新設分野の創設などを視野に入れて，農学・環

境班での議論の基礎資料としていきたい． 


