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農学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：細胞膜脂質ダイナミクス研究の最新研

究動向 

細胞膜の主成分であるリン脂質は、脂質二重層の内層と

外層に不均一に分布しており、アポトーシスをはじめさま

ざまな細胞機能の調節に関係している。近年、リン脂質の

配向性を制御するフリッパーゼとスクランブラーゼが同

定され、リン脂質分布の制御メカニズムが明らかにされつ

つある。また最近、細胞膜の主要成分であるコレステロー

ルも脂質二重層の内層と外層に不均一に分布しているこ

と、その不均一な分布の維持に複数の ABC 蛋白質が関与

していることが報告された(Liu S-L et al. Nat Chem Biol 

2017)。しかし、その報告が契機となったかの如く、コレス

テロールの細胞膜内分布についての研究や総説が 2018 年

にあいついで報告され、そのほとんどが Liu らの報告に否

定的であった。このように細胞膜における脂質の配向性と

その制御については、熱い議論がいままさに行われてお

り、細胞生物学分野のホットトピックのひとつとなってい

る。細胞膜脂質の配向制御に関わるトランスポーターの研

究に関しては、日本が世界をリードしている。そこで、細

胞膜脂質の配向に関わるトランスポーターを総合的に討

論し、細胞膜脂質に関する新しい概念を日本から発信する

ことを目指してシンポジウム「Membrane Lipid Transporter 

Symposium 2018-Flippases, Floppases and Scramblases」を開

催した。この分野を代表する研究者を日本から 9 人と米国

から 5 人を招聘し、9 月 27 日と 28 日に京都大学 iCeMS セ

ミナー室で開催した。本シンポジウムには 100 人近い聴衆

が日本中から参加し、熱心な討論が繰り広げられた。 

また、8月 26日～9月 1日 米国イリノイ大学（シカゴ）

と国立衛生研究所（ベセスダ）を訪問し、コレステロール

の細胞膜内配向性と ABC蛋白質の作用機構に関して、研究

情報調査を行った。さらに、4 日～9 月 7 日 第 59 回 

International Conference on the Bioscience of Lipids に参加し、

膜脂質関連の最新の研究動向の調査を行った。 

② 学術振興方策 

 文部科学省が平成 31 年度の予算において、若手研究者

の研究への支援を充実させる方針を打ち出したことは評

価できる。しかし、博士課程の学生に対する予算を削減し

たことは、理解しがたい。日本のサイエンスの発展の原動

力であり、さらに将来の日本のサイエンスを支える博士課

程の学生への支援こそが、日本の学術振興の最重要方策と

考える。 

 

農学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策 

-アグロバイオ研究の最先端とこれからの展開- 

白須 賢（理化学研究所・環境資源科学研究センター・グル

ープディレクター） 

 

2050年には世界人口が 90億人を超えると予想され、これ

に耐えうる持続的社会の構築が人類の責務となっている。

そのため、国連が Sustainable Development Goals (SDGs)

を唱え、各国家がその目標に向かって施策、研究を進めて

いる。我が国は、食料を輸入に大きく依存するため、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最

重要課題となっており、特に急激な気候変動による相次ぐ

農業被害、病害虫の北上などの対応に迫られている。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必要があ

る。この研究領域は、次世代シークエンサーの性能向上、

ロボットおよびＡＩ技術の進化が著しいことからも世界

的にも注目を浴びている。 

この中でも、根圏研究は注目されている分野で、この分野

を リ ー ド す る イ ス ラ エ ル で 行 わ れ た 国 際 学 会

International Symposium of Root Research に参加し、

最新の研究内容、アグロバイオ研究のトレンド、新たな研

究領域、分野横断的・融合的な研究分野、さらに今後重要

性を増すと思われる研究分野等の動向を調査した。イスラ

エルは水の再利用で世界のトップ技術を誇り、砂漠での農

業を可能にしてきた。学会では、NMR を利用した土壌中の

根のバイオイメージングを利用した水利用の解析や、根圏

叢のハイスループット解析などによる栽培法の改良等、最

新技術が発表された。また、米国アシロマで行われた第 30

回 Fungal Conferenceでは、カビの研究は比較ゲノム研究

が主流であり、それに続いて CRSPR-CASシステムを使った
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変異体作成が数多く報告されていた。これらのトレンドか

ら、比較ゲノムにより鍵になる遺伝子候補を同定し、変異

体を作成して表現型を定量する研究が主流となってくる

だろう。 

 

農学・環境学(とくに環境学)分野に関する学術研究

動向及び学術振興方策－環境問題の変容と学際連携

を中心として－  

森口 祐一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 実社会で生じる種々の環境問題の現象解明、影響評価、

対策の基礎となる知見に対するニーズは、環境学分野にお

ける学術研究の発展の重要な原動力の一つである。地域の

汚染から地球規模の問題への展開に見られる中長期的な

変遷に加え、東日本大震災を契機とした自然災害や事故に

伴う環境問題など、新たな問題領域へのニーズ・学術的関

心への高まりが見られる。本調査では、こうした変容を念

頭におきながら、原発事故由来の環境問題に関する調査研

究についての学術研究動向、およびこれを含む環境学分野

の学際連携の動向について調査した。 

 科学研究費による原発事故由来の環境問題に直結する

最も大規模な課題として、2012～2016年度に実施された放

射性核種の環境動態解明に関する新学術領域研究が挙げ

られる。この課題は分野横断的な研究チームによる計画研

究と公募研究から構成され、若手育成策に注力したこと、

分野を超えた連携研究課題が実施されたこと、その後、関

連する共同利用・共同研究拠点事業が採択されたことが特

筆される。 

事故由来の環境問題に関する調査研究は多岐にわたり、

分野横断的な取り組みが必要であるとの認識から、2014年

に上記新学術領域を中心にワークショップが開催されて

いたが、その後、知見の共有の機会が限られていたことか

ら、分野横断的な研究会合を 2019年 2月に開催した。「放

出・移流拡散・初期被ばく」、「環境動態」、「除去土壌・

除染廃棄物」、「コミュニケーション」の 4分科会構成と

し、事故後 8年間の共有知を整理し、今後中長期的に解決

が求められる課題と学術が果たしうる役割について、若い

世代を交えて共有した。 

大震災を契機とする災害・事故由来の環境問題への取り

組みは、環境学分野の学術動向として着目すべき大きな変

容であるが、SDGsの採択、パリ協定の合意など地球環境問

題においても大きな動きがみられる。2018年に立法措置が

とられた気候変動への適応策は環境学と多岐にわたる専

門分野の連携が求められる領域であり、自然災害に関連す

る課題、農林水産業分野の課題など、国内での重要課題と

の接点が多いことから、注視すべき分野である。 

 

「環境動態解析分野に関する学術研究動向」～特に

水環境に注目して周辺分野との関連を含めて～  

小野寺真一（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

Nature 誌について主に環境科学で検索し 2018 年の約 1

年分をレビューした。物質循環関連が 16、地球科学関連が

11、惑星科学関連が 5、気候変動関連が 4 であった。物質

循環関連のうち炭素循環が 10（うち 6 が二酸化炭素）、窒

素循環 3、水循環が 2 であった。また、他の関連分野との

融合研究が 7 あり、土地利用変化、中国の人間活動の影響

を含んだ。特に、小規模農家を含む生産性の追跡に関する

研究は、農学分野との融合で持続可能な発展に関わる内容

で興味深いものであった。 

オーストラリアで 9 月に開催された Elsevier 系国際会議

（ECSA57）に参加し、特に日本発信の「里海」という社会

科学的キーワードに対して、水産・海洋学研究者を中心に

多様な研究者が集まる学会で広く理解が得られていた点

に注目した。地球惑星連合や日本地下水学会では、今後

2050 年までの研究展望について提案された。いずれも、

SDGs がキーワードに入り環境学の色合いが増している

点、同時に人社系を含む分野横断的な傾向を強くしている

点が特徴である。 

昨年度に引き続き、科研費データベースにおいて 2018 年

度の「地下水」キーワ－ドに関連する採択課題を確認した。

2017 年までの過去 6 年間は 430 件で年平均 72 件であった

が、2018 年度は 21 件と激減した。これは、工学分野の減

少と関わっていた。一方、環境学分野は 2018 年に 4 割以

上を占め（2017 年までの 2 割から増）た。科研費改革で複

合領域が解消され、地理学などからの移動傾向を示唆し
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た。多様性という点で環境学の重要性が示された。 

次の企画を行った。平成 30 年度まで実施していた学振

二国間事業（日中）、現在実施中の科研費海外基盤 B（イ

ンドネシア）、広島大学で別の研究室で実施している科研

費のプロジェクト（ブラジルでの研究） それぞれに関わる

海外メンバーを日本に招聘し、国際セッション（5 月;地球

惑星連合大会、10 月；日本水文科学会）を開催した。また、

地域貢献関連で、広島県東広島市で 2 回、岡山県岡山市で

1 回公開シンポジウムを開催した。 

 

農業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研究トレンドとその方向性 

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、

ここ数年、ICT 利用、スマート化、ロボティクスなど研究が

活発化している。特に、深層学習をはじめとした人工知能技

術の農業生産への応用に関する研究が急激に増えている。農

学系の研究者だけでなく、工学系の研究者の参入も多く、大

学だけでなく、関連分野の企業による製品開発としての研究

も多くなっている。この背景としては、インターネットにお

ける利用可能なオープンデータの充実や IoT や農業用クラ

ウドの普及などにより解析に使用できるデータが増えこと

に加え、ドローンや分光反射測定機器の低価格化によってデ

ータ取得が容易になっていること、およびオープンソースに

よる開発環境の充実や解析用ハードウエアの低価格化によ

り、解析が容易になってきていることによるところが大きい

と考えられるが、政府主導による Society5.0 に係る研究開発

の推進も大きく寄与していると考えられる。 

世界的に見ても、農業における ICT 利用、スマート化

（Smart agriculture/farming, Digital agriculture/farming）に関し

ての研究は増加傾向にあり、人工知能利用の研究も活発化し

ている。また、農林水産省による推進もあり、地方公共団体

の公設試験研究機関においてもスマート農業の研究が活発

化してきており、現場での応用を想定した研究がなされてい

る。 

 国内学会の研究発表課題の解析などから、当該分野におけ

る最近の研究キーワードとしては、一次産業の情報化（スマ

ート化）、画像利用、深層学習・機械学習、ドローン（UAV）、

3 次元計測・モデル、植物工場、収量予測、生育モデル、フ

ェノタイピング等があげられる。これらの中で、画像を利用

したモニタリングに関する研究が、特に急激に増えている。

このことは、人工知能、特に、深層学習との相性のよい画像

解析が、近年の画像取得方法の多様化や低コスト化とも相ま

って、スマート農業の基盤技術として考えられていることを

表している。 

 

木質科学分野に関する学術研究動向–特用林産物資

源の新規活用を目指した探索研究の動向と研究推進

のための連携への挑戦- 

江口 文陽（東京農業大学地域環境科学部・教授） 

 

我が国の林業産出額は、1980年をピークに減少を辿り政

策による基盤整備からわずかな回復も見られるが、木材生

産額の大幅な減少は顕著であり、国策としての取り組みが

必要となっている。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。こ

の状況は、本学術動向調査からも明確であり、未利用資源

などの林産物および特用林産物の新規活用が急務となっ

ている。 

諸外国では、木質科学分野が研究領域として抱える特用

林産物の科学的研究はさほど推進されておらず、伝承的に

林産物が有用物質として山村地域の振興や生活者の報酬

の源となっている。伝承を科学的アプローチによって研究

推進することは、森林圏分野において産業に直結した国際

的な分野強靭化を意識した研究としても注目される。すな

わち、トレンドとしての特用林産物資源に関する研究にき

のこの分野が存在する。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はいるものの解

決しなくてはならない課題が山積している。その課題を少

しずつ解明すれば 21世紀の新規医薬品、機能性食品、病者

用食品、化粧品としての研究開発にも期待が寄せられる。

また現在、人工栽培技術の研究開発が精力的に実施され、

多くのきのこが人工的に生産されているものの名称や機

能性効果、応用活用事例が消費者のみならず研究者にも知
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られていないことが学術動向調査の結果から明確になっ

た。 

 ここ数年間でのきのこの機能性に関する論文検索を実

施するとメタボリックシンドロームに対処した研究、認知

症などの加齢性疾患に対処した研究、原発被害を考えての

放射性防御効果の研究などの論文が散見される。高齢社会

や健康危害回避の研究が急務となっているのも事実であ

る。特用林産物としてのきのこの研究は、現在我が国が抱

えている問題を解決するための実用化研究が多く、地球環

境や生物多様性に対応した長期的な展望を見据えた研究

の実施は非常に少ない。 

また、きのこの研究領域は、多岐にわたっているものの

少ない研究者で広い守備範囲を担当しているのが現状で

ある。きのこの機能性研究は、当該分野の一つのトレンド

でもあり医学や薬学領域からのアプローチも数多くある。

しかしながら、きのこは天然物であり、種菌や栽培方法に

よって活性成分が異なる。こうした天然物の特性を熟知し

たきのこの研究者と医学・薬学領域の研究者とのマッチン

グと有機的な連携が今後の学術振興には不可欠であると

本調査をもとに提言する。 

 

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） 

 

国際植物病理学会（International Congress of Plant 

Pathology (ICPP) 2018）が米国ボストンにて開催された。

“Plant Health in A Global Economy“のテーマが設定さ

れ、地球的視野から経済活動を含めた人間の諸活動におけ

る植物保護の役割を考察することを主題として会議が構

成された。現在、地球上の人口 70 億人のおよそ 11 パーセ

ントを占める８億人が十分な栄養を取得できない飢餓状

態にある。2050 年までに人口は 100 億人に達すると予測

され、飢餓を如何に克服するかは直視すべき課題である。

気候変動はすでに農業生態系にもはや無視できない影響

を与えており、淡水資源の枯渇、さらに耕作適地の崩壊な

ど厳しい条件下で、持続可能性を指向した食料の生産と品

質の向上、食料安全保障の向上、安全で安定した食料供給

体制の確保、食物廃棄物の削減を推進しなければならない

状況にある。持続可能性を確保しながら、劇的に変化する

環境に適応した農資源を開発する必要性が益々高まって

いる。本国際会議では植物保護分野における持続可能な発

展のためへの具体的なアプローチとして、学際的で柔軟な

共同的究の推進とセンシング技術、データサイエンス、ゲ

ノム編集、マイクロバイオームなどの情報技術の展開が鍵

を握るとの認識が示された。植物病理学の学問体系は病原

微生物学、感染生理学、生態学、系統進化学、診断、防除、

疫学、検疫など基礎科学から現場での応用科学として体系

化されており、各分野で発展を遂げながら、基礎科学から

植物保護に関わる実学領域において大きな貢献をしてき

た。しかしながら、世界の農と食をとりまく諸問題に関わ

る要因は複雑性と相互依存性を拡大している。また、情報

技術を中心として、科学技術の進展が時代を画す中、伝統

的な学問体系のみでは、問題の解決はできないのではない

かと懸念する。迅速かつ融通性の高い、教育・研究システ

ムの構築の必要性を強調したい。 

 

食料農業経済関連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） 

 

農業経済学の研究対象領域は急速な広がりを見せてい

る。その研究対象領域は、農業生産における合理的な資源

配分はもとより、環境問題、フードシステム、食と健康の

問題にまで拡大しつつある。近年、開発経済学分野では健

康に関する格差問題が注目を集めている。2015 年のノー

ベル経済学賞の受賞者が開発経済学者のアンガス・ディー

トンだったこともあって、経済成長と共に拡大してきた所

得格差に加え、健康の格差問題がクローズアップされるよ

うになった。経済成長によって死亡率は低下し、健康状態

も改善されると考えがちであるが、経済成長だけが健康状

態の改善を促すわけではない。人々の関心は長寿のみなら

ず、より豊かで健康的な暮らしを送ることに向いている。

多くの途上国は栄養不足と肥満という問題を同時に抱え

込んでいる。食事に由来する健康問題やその格差の発生メ
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カニズムは、糖分や塩分、脂肪分の含有量が多く、カロリ

ー単価の安い食品を選択してしまうという経済的要因と

無関係ではない。このように、栄養問題に関しては、過体

重・肥満が途上国・中所得国も含む世界中で増加し、カロ

リー不足から微量栄養素欠乏、発育阻害、低体重、過体重、

肥満と多岐にわたる（Allen and de Brauw，2018）。微量栄

養素の摂取不足が未解決のまま、カロリー・脂肪分の過剰

摂取が同時に同一国内で進行しているのが現状である。

SDGs では 2030 年までにフードセキュリティの達成およ

び栄養の改善を目標としているが、両目標の達成には程遠

い(IFPRI 2018)。世界では約 8 億人が慢性的に栄養不足で

あり、隠れた飢餓（hidden hunger）である微量栄養素欠乏

は 20 億人にも上るといわれている。栄養摂取・健康の改

善には教育、公衆衛生など栄養に関わる分野に加えて農

業・食料分野でも何らかの施策が必要である（Maestre and 

Henson, 2017）。このように健康の格差問題と食に関する問

題領域においては、農学と医学、そして家政学が連携する

など包括的アプローチが望まれ、今後重要性を増す研究領

域である。 

 

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。今回は、アメリカ合掌国

のサンタフェで開催された 14th Congress of the International 

Society for Developmental and Comparative Immunology 

(ISDCI) 、 フ ラ ン ス の モ ン ペ リ エ で 開 催 さ れ た

AQUA2018(World Aquaculture Society 主催)、カナダのシャ

ーロットタウンで開催された American Fisheries Society 

Fish Health Section 主催の The Eighth International Symposium 

on Aquatic Animal Health 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 Fish and Shellfish Immunology 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、中国で、次にアメリカが占めている。日本

は、６位に位置していた。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、中国で養殖される

ようになったコイや東南アジアで養殖されているエビ類

についての研究も増えてきている。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。 

 

「社会受容性のモデリングに関する学術研究動向」-

環境と開発に関わる社会ライセンス－ 

土屋 範芳（東北大学大学院環境科学研究科・教授） 

 
人と社会と環境問題を論じる場合，環境―社会―人間の

関係性を十分に理解しておく必要がある．すなわち，自然

共生システム，持続的システムおよび多様で持続的な社会

の創成のためには，環境と開発の問題を社会での受け入れ

方の問題として理解する必要がある． 

本調査研究では，文理融合領域としての「環境学」の今

後の課題について内外の状況調査を進めた．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
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と文系の境界領域の開拓が進んでいる．日本ではこの文理

融合的研究領域の開拓が極端に遅れており，早急な対策が

必要である． 

環境と社会との関わりでは以下のような例がわかりや

すい．たとえば，社会とのコンフリクトが生じやすい例と

して，資源開発（鉱山開発を含む），エネルギー開発（化石

燃料の開発を含む），および廃棄物処理施設などがある．社

会的，経済的には必要であることは理解できても，自分の

周辺ではそういった施設や開発は行ってほしくない（Not 

in My Back Yard）．環境は大事だが，自分の周辺は避けてほ

しい．もしくは複雑な社会ネットワークの中でこのような

開発が，それぞれのステークホルダー間でどのような関係

として捉えられているか，こういった問題を定量的かつ包

括的に扱う学問領域は未発達の状態にある．このような分

野では，理系的センスの科学技術とともに，社会科学的手

法の導入が不可欠である．環境への配慮といった表層的な

問題だけでなく，法整備，経済性，地域との共生などを多

面的に考察する必要があり，そのためには，ステークホル

ダーの意識調査，その結果を，情報科学的手法を用いて定

量化し，者秋科学的考察を進める必要がある．まさしく文

理融合的学術領域の創成が待たれる． 
 

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 －生物の環境適応に関わる代謝科学の新

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，研究会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．  

 まず生物の環境適応に関わる代謝科学の学術研究動向

については，進化発生生物学のニックネーム「evo-devo」

にならって「evo-meta」とも称すべき代謝科学の新潮流が

生まれつつある点が注目される．それはすなわち，異な

る生物の代謝系を比較してそれらの系統関係を推測し，

代謝経路の形成がどのように進化したかを研究する「進

化代謝学」ともいうべきものである．生物の環境適応に

関わる代謝科学の新潮流といえるこうした「進化代謝

学」の成果は，微生物や植物の生産する化合物の構造的

多様性を理解する鍵となるばかりでなく，新しい生体触

媒の創出等，応用面での波及効果も高いと考えられ，今

後の進展が注目される． 

科研費の農芸化学の各細目の申請動向は，毎年の日本農

芸化学会大会における研究成果発表数の分布と相関があ

ることが予想されるので，その状況を俯瞰しておくことは

意義があることと思われる．在任中の 3 年間で有機化学・

天然物化学研究の割合が微増しており，特に，微生物の 2

次代謝化合物の生合成研究に優れた研究が多く，わが国の

研究のパワーを感じ取ることができた．また農芸化学に人

工知能を活用しようとする動きが継続しており，この傾向

は農芸化学に限らず農学全般でますます増大するものと

予想され，新しい分野設定の際のヒントになるかもしれな

い．また腸内細菌叢構造解析，腸内細菌とヒト（宿主）の

相互作用，腸内細菌と健康の諸問題など，腸内細菌に関わ

る研究が，農芸化学の一つの趨勢として定着している．農

芸化学会の発表分類としては微生物と食品・栄養・免疫は

二つのもっとも大きな区分であるが，在任中の 3 年間でこ

れらが「腸内細菌」を介して融合する潮流が明確に伺われ

た． 

 

生物有機化学分野に関する学術研究動向－マイクロ

バイオームと天然物化学－ 

小鹿 一（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

 腸内細菌叢（マイクロバイオーム）に関する分野は自身の

専門分野とは異なるが、生物有機化学分野がこの分野に如何

に関与でき、その発展に貢献できるかという点について、国

内外の学会・研究集会への参加やデータベース検索により調

査した。 

 まず、国内外の学会、研究集会に参加して、マイクロバ

イオームの注目度を検証した。例えば農芸化学会の 2019年

度大会での講演のうち、「腸内細菌」「マイクロバイオー

ム」を演題に含む発表は 43 件にのぼった。これは一年前
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（2018年度）の発表件数 25件の 1.7倍、2009年度の発表

件数 7 件に比較すると 10 年で６倍に増加している。さら

に世界的な傾向を化学系学術論文最大のデータベース

（Chemical Abstract と PubMed）を使って見ると、「gut 

microbiota」をキーワードに含む論文数は（英語の原著論

文と総説に限る）、2018年に 3438本、2017年に 2644本、

2008年には 136本と、こちらは 10年間で実に 25倍に増加

していた。この分野が国内外で現在、最もホットな研究対

象の１つであることが納得できる。 

 このことを踏まえ、天然物化学を基盤にした腸内細菌研

究に注目した調査を試みた。まず、腸内細菌に特化した国

内学会では、微生物学、医学、健康など生物系分野の演題

がほとんどで、化学系はメタボロミクスアプローチによる

既知短鎖脂肪酸の研究に限られる。一方、生物有機化学・

天然物化学を基盤とする国内外の学会を調査すると、腸内

細菌関連の演題はほとんど無かった。ただ、産業界におけ

る成果として特定の食品成分（ポリフェノール類）が腸内

細菌の働きで健康機能性成分に変換され、それが実際にサ

プリメントとして上梓されていることが報告されており、

例は少ないが特定の腸内細菌が有用物質の生産に活用で

きることが示された。これからの長寿社会における健康維

持・増進への貢献という観点からも、腸内細菌学と生物有

機化学・天然物化学の融合は今後ますます重要視されるこ

とが予想される。 

 

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 －次世代農業創造技術開発に向け

た農学研究の潮流－ 

齊藤 邦行（岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授） 

 

ゲノム編集技術について 

日本学術会議幹事会では「現在のゲノム編集技術を用い

てヒト受精胚・生殖細胞での遺伝子改変を人為的に行うこ

とについては、学術的にも、社会的にも許容できない。」

との声明を発出している。農業分野においても、家畜・実

験動物や作物でもゲノム編集技術により、ラット・ウシ・

ブタ・ヒツジ・ヤギ・ニワトリ、イネ・ムギ・ダイズ・ジ

ャガイモ・トマト・キュウリ・アマ・リンゴ等の遺伝子改

変生物が得られている。遺伝情報を高い精度で改変できる

ゲノム編集技術について、その円滑かつ迅速な産業利用を

実現するべく、現行カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物に

当たらない範囲を明確にする必要がある。 

環境省は平成 31 年 2 月 8 日 付けで、‘ゲノム編集技術

の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定

された｢遺伝子組換え生物等｣に該当しない生物の取扱い

について’を発表し、ゲノム編集技術の利用により得られ

た生物のうち、①宿主に細胞外で加工した核酸を移入して

いない生物、②移入した核酸又はその複製物が残存しない

ことが確認された生物については、その使用等に先立ち、

その生物の特徴及び生物多様性影響が生じる可能性の考

察結果等に関する所管官庁への情報提供について、協力を

お願いする、と記載されている。すなわち、カルタヘナ法

の対象外とされた生物の使用等にあたっては、生物多様性

への影響に係る知見の蓄積と状況の把握を図る観点から、

当面の間、使用者に情報提供等を求める内容となっている。

農林水産分野での産業利用が想定される生物について、具

体的にどのような情報を提供いただくのか等については、

今後、農林水産省と環境省とが連携して、遺伝子組換え生

物等の生物多様性への影響評価の際の項目等も参考にし

ながら、定める予定である。今後の情報公開を注視する必

要がある。 

SIP スマートバイオ産業・農業基盤技術開発においても、

現行カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物に当たらない場

合でも生物多様性への影響に係る知見の蓄積と状況の把

握を図る目的で情報提供が求められている点で、スマート

農業へのゲノム編集生物の利用は時期尚早と言わざるを

得ない。厚生労働省では、ゲノム編集技術を用いた食品へ

の表示の検討に当たり、食品の生産・製造・流通の実態を

踏まえつつ、消費者の要望、事業者の実行可能性、監視可

能性、国際整合性などを総合的に勘案し、円滑な表示制度

の運用が可能かを検討するとしている。 
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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） 

 

ゲノム情報発現制御に関連する生物学のトレンドとして

「合成生物学」が挙げられる。「生命の設計図であるゲノム

により、生物はどこまで作れるのか」という命題を解き明

かす過程で得られる知見が、生物の根本理解に大きく貢献

する。エンハンサー機能を「ゲノム編集」することで、生

物の進化を研究室レベルで再現する試みなども広く進めら

れており、興味深い。一方で、生物の正常発生には、エピ

ゲノム修飾情報も必須である。しかしながら、同情報がど

の程度、ゲノムに記述されているのかについては未知であ

る。近年、間期クロマチンの高次構造がゲノム配列（cis

制御配列）により規定されることが分かってきた。また、

最も一般的なエピゲノム修飾であるヒストン修飾も、ある

程度は DNA塩基配列により決まるとの知見が報告されつつ

ある。一方で、エピゲノム情報が環境の影響を受けること

で変化し、また、次世代へと継承されうることも分かって

いる。今後、エピゲノム修飾が「ゲノム情報」と「環境」

に、どの程度依存するのか？ゲノム情報に隠されたエピゲ

ノム制御情報をいかに明らかにするのかなどが学術研究上

の課題となる。これに関連して、国際哺乳動物遺伝学会の

参加のおり、GxE（Gene x Environment）のキーワードを知

ることとなった。これは、以前から知られている、表現型

に対する「遺伝」と「環境要因」の貢献度を示す指標であ

る。大型家畜動物を用いた研究では、解析対象（N）数を大

きく取ることが困難であり、環境要因を極力排除すること

で、有意なデータの取得を目指すべきという考え方があ

る。小型モデル道物を用いる実験動物学分野では、環境要

因を排除し、遺伝的均一性を担保した上で実験をおこなう

ことが当然とされる。しかしながら、個々の（動物生産）

現場では当然「環境」が異なるはずであり、この多様性が

動物の振る舞いに対していかに影響を及ぼすのかを含めて

研究することが、応用を見据えた遺伝学のこれからの動向

ではなかろうか。実験動物から得られた知見を現場へとト

ランスレートする手法が、農学-動物分野での今後の大きな

課題となってくると思われる。 

 

水圏生産科学、水圏生命科学関連分野に関する学術

研究動向－グローバル環境変動への水圏生態系の応

答と適応に関する新たな研究展開－  

武田 重信（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科・

教授） 

 

近未来に予測される地球環境と水圏生態系の変化に適

応した水圏生物資源の生産・利用に関する研究力を強化す

ることは、水圏の恵みを持続的に享受する上で重要な課題

である。本調査研究では、グローバルな環境変動への水圏

生態系の応答と適応に関する国内外の研究動向を解析し、

新たな分野横断的・融合的な研究課題を抽出するとともに、

今後重要性を増すと思われる研究分野とその方向性につ

いて検討した。 

環境変動に関する世界的な研究動向については、気候変

動、地球温暖化、酸性化に関する学術論文発表件数が 90 年

代以降が劇的に増えており、気候変動と酸性化に関しては

現在まで関心が高まり続けている。そのような環境変動に

対する水圏生態系への影響を研究する切り口として、富栄

養化を取り上げる研究が世界の主流となっているが、海洋

酸性化に関する研究も 2005 年以降急速に増加している。

一方、我が国では貧栄養化の問題が重要視される傾向が強

く、海洋酸性化への関心は必ずしも高いとは言えない。地

球規模で進行している環境変動の生態系への影響を適切

に評価するためには、個別の環境パラメータを取り出して、

その変化に対する特定の生物の応答を調べるというよう

な従来の研究手法だけでは不十分であり、低次から高次栄

養段階までの幅広い生物群を含めた生物間相互作用や系

内の物質循環に目を向けた総合的な取り組みが極めて重

要になる。また、環境変動そのものを的確に捉えるために

は、、物理・化学系の研究者との協働も不可欠となる。さら

に、そのような複数の研究分野が融合した水圏の総合研究

を推進する上でベースとなる、先端的な観測システム開発

やモニタリング技術の向上といった側面からの支援体制

の強化も同時に図っていくことが望ましい。従って、この

ような研究テーマの重要性を幅広い分野の研究者に認識
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してもらい、新たな共同研究のアイデアや連携体制の構築

を効果的に導出するための学術支援プログラムについて、

更なる検討が必要と考える。 

 

森林科学分野に関する学術研究動向－全体的な研究

トレンドと今後の方向性－ 

戸丸 信弘（名古屋大学大学院生命農学研究科・教授） 

 

森林科学分野は、林政、風致・観光、教育、経営、造林、

遺伝・育種、生理、生態、立地、防災、動物・昆虫、微生

物、特用林産などの分野に細分される。まず、過去 9年間

の日本森林学会大会における分野ごとの発表件数とその

変動を調べた。発表件数は、風致・観光、教育、特用林産

分野で少なかった。それら以外の分野では、経営、造林、

植物生態分野でやや多かったが、著しい偏りはみられなか

った。発表件数は、植物生態分野で減少傾向、生理分野で

増加傾向にあったが、他の分野では大きな変動はなかっ

た。次に、2013 年度から 2017 年度の過去 5 年間の森林科

学分野における科研費採択課題を調査した。生命科学分野

である遺伝・育種、生理、植物生態、動物・昆虫、微生物

分野や、環境科学分野である立地分野の研究が多く採択さ

れていた。林業関連の伝統的な分野では、造林分野が基盤

C で採択数が多いものの、林政、経営、利用の分野では採

択数が少なかった。日本森林学会大会での発表件数と比べ

ると、科研費の採択数は分野間に大きな偏りがみられるこ

とがわかった。 

戦後に造林した人工林が収穫期を迎えるとともに、国産

材需要は上向きに転じ、日本の林業は一時の低迷期を脱し

たように思われる。また、林業の成長産業化に向けた「ス

マート林業」の実現が期待され、森林・林業行政において

は、市町村と都道府県に森林環境贈与税が配分されるとと

もに、森林経営管理制度が施行されて、森林資源の適切な

管理が求められている。このような社会環境の変化を背景

として、林業関連の伝統的分野における研究の重要性が増

すと考えられる。スマート林業に向けた技術開発（航空レ

ーザ計測、UAV、森林 GIS、森林クラウド、ICT、人工知能、

深層学習・機械学習、ビッグデータ、ロボティクスなど）、

低コスト再造林、林業技術者育成に関わる林業専門教育に

関する研究など、上記の調査結果ではまだ大きな流れにな

っていないが、今後注目すべき研究テーマであると考えら

れる。 

 

地域環境工学および農村計画学関連分野に関する学

術研究動向 －農業・農村環境における自然共生型地

域資源管理への展開－ 

堀野 治彦（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科・教授） 

 

農村空間や農業生産のための灌漑排水システムを中心と

する地域環境の評価や保全・創成を考究する学術領域では、

例えば農業農村工学会をはじめとする関連学会の中で 20

年ほど前からそれまでの科学的・工学的な取り組み方に関

わるパラダイムシフトが検討されており、生産だけでなく

環境を意識した新たな「水土の知」の定礎の重要性が指摘

されている。社会的にも公的に河川整備や土地改変事業な

どを展開する際に、生態系や人の暮らしなどを鑑みた環境

との調和に配慮することが求められるようになった。こう

した流れは、純粋な科学面だけではなく実学的側面の強い

先述の分野では関連学術研究の展開状況にも少なからぬ

影響を与えている。今年度は、特に生態系保全、自然との

共生や地域資源などをキーワードに当該専門分野の取り

組み課題を整理した。その主なアプローチは以下の 2種で

ある。 

①国内外の当該分野関連学会への参加あるいは資料収集、

さらにはシンポジウムの開催を通じて、最新の研究課題や

報告例が伸びているサブテーマの動向を探る。  

②農村や農村域を中心とする地域環境研究に携わる海外

研究者を招聘、あるいは訪問し地域資源管理を中心とした

地域環境工学の研究動向について情報交換を行う。対象は、

環境に影響の大きい稲作が展開されている台湾及びタン

ザニアの研究者（機関）を選定した。 

いずれの調査からも、端的にいえば環境として第 1に注

目されるのは最近では生態系であり、これを支えるための

水環境や土地環境の評価、人の暮らしを守る防災技術、望

ましい資源管理のあり方や事業展開などの研究事例が進

展してきている。総じていえば、今回対象とした講演課題

の約 17％が自然共生や・地域資源管理を主眼とした研究で
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あった。一方、一部タンザニアのような途上国では共生や

環境配慮の意識は先進国に比べ低い傾向にあり、フードセ

キュリティの担保が最優先とされていることも確認され

た。 

 

動物生産科学関連分野に関する学術研究動向―動物

生産科学における新たな潮流― 

万年 英之（神戸大学大学院農学研究科・教授） 

 

・動物生産科学（全般） 

動物生産科学は、従来の畜産学を基礎とし、栄養学、繁

殖・発生学、遺伝学、育種学、などの細目的な学問分野を

統合する応用的科学分野である。近年の動物生産額では、

より高価値を付加する生産物の開発に加え、健康的、機能

的な生産物の開発を目的とするような研究が進んでいる。

加えて、このような我国の畜産物を海外に輸出する動きも

みられることから、より効率的な動物生産を目指す動きも

活発になっている。 

 その中でも近年の革新技術に基づいて活発になってい

る分野としては、ゲノム編集や全ゲノムリシーケンス解

析、幹細胞・iPS 細胞に関する研究分野があげられる。一

方、これまで動物生産科学分野ではなかった、人工知能・

ロボット技術・大規模データを利用する情報工学的な研究

分野が萌芽しつつある。 

・動物生産科学（動物遺伝育種） 

 動物遺伝育種学は大きく、育種学と遺伝学に分かれ、こ

れまで育種学では集団遺伝学に基づく統計的解析、遺伝学

は分子遺伝学に基づく DNAやタンパク質の変異や発現に関

する研究が主であった。近年、主な家畜動物での高密度 SNP

アレイの開発や全ゲノムリシーケンス解析が可能になる

に従い、それら膨大なゲノム情報に基づく解析が必須とな

ってきた。その結果、これまでの統計学と分子遺伝学を橋

渡しする研究分野が必要となり、バイオインフォマティク

スと呼ばれ分野が頭角を現すようになってから久しくな

った。しかしながら、ゲノム解析に基づく大規模情報の在

り方は日進月歩であり、現在では容易に全ゲノム解析や次

世代シーケンサーを用いた発現解析などが可能となり、

様々なバイオインフォマティクス研究の重要性が指摘で

きる。動物遺伝育種に携わる研究者はそれらを解析する技

術の研鑽、あるいはそれら技術を有する者との共同研究が

必須となってきており、今後も共同研究を含むバランスの

取れた研究推進体制の構築が迫られることになっている。 

 


