
平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（生物系科学専門調査班） 

生物系科学分野 

西田 栄介（京都大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

 分野横断的かつ融合的な研究領域としての老化・寿命研

究が世界的に新たに生まれつつある。特に、老化・寿命の

メカニズム研究の基礎研究と老化に伴う慢性疾患の基

礎・臨床研究が、融合・連携して推進されようとしている。

アメリカ、ヨーロッパでは、大きな潮流となりつつあるが、

日本は遅れている。 

現在の老化・寿命に関する基礎研究を概観してみると、

種々のモデル生物を用いて、寿命・老化制御を行う重要な

因子が同定され、それら因子の個体内のどの組織での働き

が重要か、等のより深いレベルでの研究が進んでいると言

える。個体内の組織間相互作用を解析することと並行して、

細胞内小器官の間における相互作用の個体寿命への影響

も調べられている。マウスのパラバイオーシスの研究によ

り、個体の老化が、血中の液性因子によってシステミック

に制御されていることが報告されており、その液性因子の

同定が進んでいる。しかし、特定の組織の老化の程度を変

化させるものは見つかっているものの、個体レベルでの老

化を変化させるものは見つかっていない。個体の老化と共

に、細胞レベルで引き起こされる老化も注目を集めおり、

細胞老化による現象の詳細が明らかになると同時に、細胞

老化による組織の機能低下が個体の老化に影響があるこ

とが明らかになってきている。細胞レベルの老化として幹

細胞の分裂能の低下があるが、個体内の組織の老化の指標

として用いられることがある。パラバイオーシスの実験か

ら、老年マウスの幹細胞の分裂能が、若年マウスの血液に

よって上昇することが報告されている。環境要因が寿命を

制御することが知られており、特に食餌（食餌制限）によ

る寿命制御が活発に研究されている。食餌制限の方法とし

て、様々な方法が開発されてきている。概日リズムと食餌

の関係がよく研究されている。また、環境要因である低温

による寿命延長は、代謝速度の低下だけではなく、インス

リン様シグナル伝達経路の変化によっても制御されてい

ることが明らかになった。 

 

 

生物系分野（とくに多様性生物学）分野 

長谷部 光泰（自然科学研究機構基礎生物学研究所・教授） 

 

前世紀後半の分子生物学の進展とそれと融合した多分

野における発展は生物学の革新的進展をもたらした。これ

らの研究は、実験室内での実験に適した特定の純系ライン

を用いた研究であった。しかし、実際の生物は、野外環境

下において、いろいろな遺伝子型を持った個体の集団とし

て、変動する環境のもと、他の生物との相互作用を持ちな

がら生きている。従って、これまで実験室で明らかとなっ

た生物現象の分子機構が実際に野外でも機能しているか

の検証が必要であるとともに、実験室では思いもよらなか

ったような分子機構が野外では機能している場合も多く

あると考えられてきた。ゲノム解読によって個々の生物の

持つ遺伝子セットが明らかになったが、どのような生物に

おいても実験室環境下で表現型が明確でない遺伝子が少

なくとも全遺伝子の半分程度はあり、これらの遺伝子が変

動環境下において機能している可能性が議論されてきた。

従って、安定環境下での特定の遺伝子型から得られた知見

に加え、野外の変動環境における、生物・非生物環境との

相互作用を考慮した研究の必要性が繰り返し強調されて

きたが、集団を用いた変動環境下での分子生物学的手法を

用いた実験は困難であったため、研究が進展しなかった。

しかし、近年のゲノム技術、遺伝子改変技術の進展により、

野外における多数個体の解析が実現可能となり、世界各所

で研究が開始している。 

 変動環境下における可塑性と頑強性の分子機構は、ネッ

トワーク構造やエピジェネティックな制御によって担わ

れていると推定されており、環境変動に応じたこれらの分

子機構の解析が進展している。実際には、モデル生物を用

いた野外実験、モデル植物と近縁野生種との比較、野外に

おける異なった環境に生育する近縁種間の比較解析が進

展している。野外における生物間相互作用については、従

来、特定のモデル生物と特定の寄主との関係が研究される

場合が多かったが、ゲノム解析技術の進展に伴い、医学分

野におけるヒトと腸内細菌相の関係のように一対多の研

究に加え、いろいろな植物の根と土壌中のマイクロビオタ

との多対多の関係についての研究も可能となってきた。し
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かし、現状での研究は特定の時空間断面での遺伝子発現な

どの情報であり、今後、ライブイメージング技術などを用

いた空間的経時的分解能の高い観察技術の開発が求めら

れている。 

 

構造生物化学分野：アジア・オセアニア諸国にお

ける蛋白質研究の躍進 
後藤 祐児（大阪大学蛋白質研究所・教授） 

 

 Asia Pacific Protein Association (APPA)はアジア・オセ

アニア地区における蛋白質科学の振興と研究者の交流を

目的として設立された学会組織であり、現在の参加国は、

中国、韓国、台湾、フィリピン、ベトナム、シンガポール、

インドネシア、タイ、マレーシア、オーストラリア、ニュ

ージーランド、インド、日本の 13 カ国である。 

APPA の 前 身 で あ る Pacific-Rim International 

Conference on Protein Science の第 1 回会議 the 1st 

Pacific-Rim International Conference on Protein 

Science (PRICPS2004)は、2004 年 4 月に横浜で開催され

た。同会議は日本蛋白質科学会が中心となって企画したも

のであり、アジア・オセアニアを中心とする世界各国から

の約 1000 名の参加者があった。この成功を受けて、第 2

回の会議 PRICPS2008 が、2008 年 6 月にオーストラリア、

ケアンズで開催された。ケアンズにおいて今後の方向が議

論された。そして、新たな組織として、Asia Pacific Protein 

Association を設立することとなった。 

2013 年 5 月には中国、上海で名称を変更した第 3 回

APPA シンポジウムが開催された。2014 年 5 月には韓国・

済州島で第 4 回 APPA シンポジウムが開催され、今日に至

る。APPA は、今後のアジア・オセアニア地区の蛋白質科

学の学術研究の展開において、重要な役割を担うことが予

想される。 

APPA 参加国のなかでも際立つのが中国である。2008

年、中国は「国家中長期科学技術発展規画」において、基

礎研究分野の「重大科学研究」4 課題のひとつを、「蛋白質

の研究」とすることを決めた。この国家計画によって、2013

年 、 上 海 に National Center for Protein Science •

Shanghai (NCPSS)を設立し、北京に National Center for 

Protein Sciences Beijing, China を設立した。共に、蛋白

質科学の重要手法である X 線結晶解析、NMR 構造解析、

電子顕微鏡解析などの最先端設備を重点整備している。ス

タッフとしては、欧米の先端研究施設で大きな成果をあげ

た若手研究者を多く雇用しており、世界トップレベルの研

究成果を中国においてあげることを目指している。 

他方、アラブ首長国連邦(Arab United Emerates, UAE)

における蛋白質研究も興味深い。首長国アブダビにあるニ

ューヨーク大学アブダビは、米国の私立大学ニューヨーク

大学のアブダビ拠点であり、2010 年に開設された研究型

大学である。油田開発による経済力は圧倒的であり、学術

研究を重要な政策として、外国から大学の誘致を進めた。

将来、現在のシンガポールのような学術研究拠点に成長す

ることが期待される。 

グローバル化によって世界の学術研究は活性化してい

る。特に、アジア・オセアニア各国の活性化は著しい。欧

米が衰退しているのではなく、その他の地域の活性化によ

って、世界のレベルが上がっていると見なすことができる。

学術研究における国際化は、今後より一層進むと予想され

る。国内においても留学生を増やしたり、外国人教員を雇

用する動きが盛んである。これに対応して、国際化社会に

おいて強い競争力をもつ人材を育成することが重要であ

る。 

 

遺伝・染色体動態分野―DNA 複製・組換え・修復

分野に関連した国内外の学術動向― 
菅澤 薫（神戸大学自然科学系先端融合研究環バイオシグ

ナル研究センター・教授） 

 

ゲノム DNA の複製・組換え・修復は、遺伝情報の安定

維持と多様化の制御に関わる根源的な生命現象であり、そ

れらの分子機構の解明は分子生物学の発展においてきわ

めて重要な役割を果たしてきた。その過程では、主に遺伝

学的解析による関連遺伝子の同定と、生化学的解析による

タンパク質産物の機能解析、さらには精製タンパク質によ

る無細胞反応系の再構成が主な原動力となって分子機構

の理解を推進してきた。 

 DNA 複製、修復を中心とするゲノム安定維持機構の破
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綻が、突然変異や染色体異常の蓄積、さらにはがんの発生

につながることは広く理解されている。また DNA 損傷に

よる持続的な転写阻害は細胞死の亢進につながり、神経変

性や早期老化を引き起こすことが明らかになっている。さ

らに DNA 修復機構に欠損を示す遺伝性疾患の患者は、上

記のような症状に加えて、単純に DNA 修復の異常では説

明し難い複雑な症状を示す例が少なくない。この事実から、

DNA 修復機構が当初予想されていたよりも幅広い生命現

象に関与することが考えられる一方、個々の DNA 修復因

子がまったく異なる機能を合わせ持つ可能性も示唆され

る。DNA 複製・組換え・修復の分子機構は、染色体・ク

ロマチン動態、細胞周期、エピジェネティックな遺伝子発

現制御などと密接に関わることが明らかになってきてお

り、このような分子機構のネットワークがどのように高次

生命現象を維持・制御しているか、解明することが重要な

課題となっている。  

 国内学会における分野別の演題数、あるいはキーワード

検索による論文数において、当該分野（DNA 複製・組換

え・修復）に関連したものの増加傾向が見られる。特に

DNA 修復やクロマチンをキーワードとする論文数は伸び

ており、創薬の標的としての重要性が注目されていること

によるものと考えられる。一方で、女性研究者のキャリア

パスの問題や、大規模データを適切に取り扱える人材の育

成が今後の重要な課題であると思われる。 

 

生物物理学・細胞生物学分野 
豊島 陽子（東京大学大学院総合文化研究科・教授） 

 

生物物理学と細胞生物学の分野においては、数年前から、

1 分子生理学から複数分子の生理学へ、複数分子や複数種

の分子による超分子複合体の協同性と制御システムにつ

いて、また、多細胞システムにおけるシグナル伝達やメカ

ノセンシング、集団の形成・維持機構など、より複雑な系

を扱う研究が一層と進展してきている。平成 26 年には新

設の科研費特設分野「構成的システム生物学」の酵母が開

始されたが、生命の基本となる特性を合成する研究や、分

子や細胞の集団がシステムとして機能するしくみ、集団に

おける個性の問題など、新たな研究が発展しつつあり、こ

れらの研究に共通する新たな概念の模索や理論との結び

つきが強まり、数理科学の分野の研究者との共同研究も目

立つようになっている。 

もう 1 つの動向として、生物物理学分野と細胞生物学分

野では、これまでに発展してきたイメージングや計測技術

を一層進化させ、物理学、化学、数理科学、情報科学、工

学などのあらゆる分野を統合し、「生命システムの複雑な

動態を見て理解する」統合的なイメージング技術とその解

析システムを強化・推進させようという動きがある。従来

のバイオイメージングの空間的・時間的分解能を格段に上

げるために、工学や情報科学までを含んだ幅広い分野の統

合し、日本の研究者が得意とする分野をさらに発展させる

ための研究体制の整備が望まれる。 

専門分野における若手研究者の育成とキャリアパスに

関する状況について、特に生物科学系では任期付職から正

規職員になれない若手研究者が多く発生し、健全な若手研

究者育成を阻んでいる。そのような認識から、生物科学系

の 28 学会の連合（生物科学連合･浅島誠代表）では「博士

号保持者の優先的キャリアパスの創出」と「職業選択の幅

を広げる若手研究者教育の実施」が必要であるとする提言

をまとめ、働きかけを行った。 

 

発生生物学、神経科学一般分野 

日比 正彦（名古屋大学生物機能開発利用研究センター・

教授） 

 

（１）進化を続けるゲノム編集技術と発生生物学・神経科

学への応用 

 2012 年に TALEN 法、2013 年には CRISPR/Cas9 法に

よるゲノム編集技術が普及した。これらゲノム編集技術は

さらに進化しており、off-target 効果の少ない遺伝子破壊、

標的領域に目的の遺伝子を正確に挿入すること、遺伝子に

傷をつけることなく遺伝子の発現を制御する方法も開発

されている。新規ゲノム編集技術を用いて、モデル動物で

の全ゲノムレベルでの遺伝子変異体の作製の試みも始ま

っている。変異体が簡単に作製され、過去の研究の検証や、

より正確な遺伝子・タンパク質の機能解明が行える時代に

なっており、発生生物学・神経科学の学問の進歩に寄与し
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ている。 

（２）発生生物学の研究の動向：三つの流れ 

 最初に、次世代シークエンサーを含む遺伝子配列解析技

術の進歩である。これまで殆ど遺伝子解析がなされていな

い生物種が研究対象となり、進化発生生物学の発展に貢献

した。また、遺伝子プロファイリング解析が、DNA チッ

プからRNA sequencingに主流が移っている。これにより、

遺伝子のバリアントの解析や small RNA の解析が可能と

なり、発生現象を司る遺伝子の解析が進んだ。次に、数学

モデルの導入である。観察した発生現象を論理的に説明で

きる数学モデルの作成が、多くの発生生物学研究に取り入

れられつつある。三つ目が、発生生物学の構成的な手法で

ある。これまで、個々の発生現象を分子レベルで説明する

という還元的な手法が学問の主体であった。これとは反対

に、幹細胞から３次元的な組織を構築する、単一細胞集団

の一部に特定の活性を与えることによって多細胞の複雑

な現象を再現するなど、素子から複雑な組織を作る、複雑

な現象を再現することで、発生現象を理解しようとする流

れである。 

（３）神経回路形成および機能解析の研究の動向 

 感度の良い Ca2+ indicator 蛍光タンパク質や光遺伝学

素子の開発、ライトシート顕微鏡や二光子供顕微鏡の使用

により、種々のモデル動物において、広範な脳領域におい

て神経活動をリアルタイムで測定することが可能となっ

た。近年、モデル動物を用いて、生殖行動や社会性に関連

する行動実験が行われている。複雑な行動を行っている際

の神経回路の活動を全脳的に解析し、光遺伝学素子などを

使用して神経回路の活動を抑制・活性化しその影響を観察

することにより、複雑な行動を制御する神経回路の役割を

理解する流れが認められる。直接ヒトや哺乳類の神経回路

を理解するという学問とともに、単純な脳構造をもった動

物の神経回路の研究は、一つの流れとして発展してくるも

のと考えられる。 

 

植物分子・生理科学分野 
坂本 亘（岡山大学資源植物科学研究所・教授） 

 

植物分子・生理科学分野は、広く植物を研究対象とする

基礎生物学分野で、様々な自然環境で生命を営む植物の発

生や成長、環境適応を分子、細胞、個体、集団レベルで明

らかにする研究を対象としている。今年度は国内学術動向

調査として日本植物生理学会、国外の動向調査として

Gordon Conference などに参加して研究動向、研究キーワ

ードなどを調査した。国内では光合成・呼吸などのエネル

ギー転換反応、炭素代謝、糖・脂質や二次代謝、発生と器

官分化、シグナル応答、オルガネラ分化、植物免疫応答、

など主要なテーマであるが、最近の特徴としては、「環境

応答」というキーワードで括られた研究領域が台頭してき

た。新たな研究領域としては、バイオインフォマティクス、

システム生物学、エピジェネティクスが増加の傾向にある。

国内学会では国際化の動きが活発であり、英語発表を推奨

し国際大会の開催などが積極的に検討されている。また、

研究に付随したキャリアパス支援活動として、成果発表の

学術誌の出版状況、若手育成、男女共同参画などの現状、

高校生発表会などが積極的に支援されている。国外では植

物科学に関連して特にアメリカでは応用研究への指向性

が高まっているが、発展途上国では逆に基礎研究の重要性

が認識され始めている。国際的なネットワーク構築も進み

つつあり、日本の参加も促されている。また成果発表の状

況として、今年度は、植物分子・生理科学分野におけるト

ップレベルの国際誌でアメリカ植物科学会が発行する

Plant Cell, Plant Physiology と 日本植物生理学会が発行

する Plant Cell Physiology の発汗状況について調査した。

顕著な動向として、国際誌ではオープンアクセス化が進ん

でいることと、学術動向としては、これまでストレス生物

学や生態生理学と呼ばれてきた分野がエコ生理学

（ecophysiology）という体系として統合されつつあること

である。植物分子・生理科学分野における最先端研究法は

多岐にわたるが、注目すべき技術としてはゲノム編集によ

る植物遺伝子の改変と、ビッグデータを基盤とした数理解

析の進展である。植物分子・生理科学分野に関連して現在

行われている大型の研究プロジェクトや公募研究、さらに

はネットワーク型研究についても動向を調査した。 
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生態・進化生物学分野 
浅見 崇比呂（信州大学学術研究院理学系・教授） 

 

海外先進国の中でも米国が先駆的に国家投資を始めた

長期生態研究（Long Term Ecological Research, LTER）

の学術的価値および環境科学への応用的価値が国際的に

共有され、政治・経済・産業上の利潤の追求・グリーン革

命との互恵関係がますます直接的になりつつある。この様

相は、ちょうど分子細胞生物学と医療産業との間に長らく

続く関係と類似する。先進国・開発途上国のいかんにかか

わらず諸外国では、生態科学が環境科学の担い手として応

用力を磨いている。それは日本でも同様に進行しつつあり、

結果として環境省はもとより、経済産業・農水など省庁、

および JST もが、関連の基礎研究を含むプロジェクト研究

に大きな投資・研究助成を別個に行っている。近い将来、

日本版 NIH と同様に、国家予算を統合してのトップダウ

ン型研究の推進が具体化するだろう。地球環境をめぐる国

際的な環境科学の発展的な成り行きであるものの、結果と

して、ボトムアップ型の基礎・基盤研究を主体とする生態

生物学、すなわち日本学術振興会科研費が担う純粋科学で

あるところの生態科学の予算基盤との競合に陥る将来が

予測される。応用実践型の米国流ではなく西ヨーロッパ先

進国の長期生態研究への地道な、文字通り息の長い長期投

資なしには不可能な、純粋科学としての生態科学を計画的

にかつ率先して日本学術振興会科研費が支援すべき時代

の幕開けといえる。その長期的な価値を社会にアピールす

ることが望まれてならない。具体的には、5 年を超える長

期型の基盤研究を、今よりも厳格な中間審査を可能にする

システムへの予算投資を前提として、実現すべきである。 

20 年ほど前までは進化の概念とは無縁とされてきた生

物学の諸領域で、「進化」が研究者・研究題材のアイデン

ティティを示す便利な言葉として多用されている。その現

在、他の細目と比べれば設置されて間もない細目「進化生

物学」の科研費審査は困難をきわめている。この問題は、

学術システム研究センター・生物系班会議でくり返し取り

上げられて久しい。原因は、進化生物学の方法論に依存し

た、たとえば遺伝学、生態学、発生学、古生物学から派生

した発展研究に対する学術的評価が相互の領域の間で著

しく異なることにある。審査委員の見識の狭さに問題があ

るとすれば、それは日本国内で進化生物学が学問体系とし

ては十分には根づいていないことを反映しているのかも

しれない。だが、進化を視点とする多様な学際研究は、昨

今の急激な発展をみるかぎり、いわばフロンティアとして

ますます増えてゆくことが予測される。申請数 100 程度を

基準に同一細目にしていることに無理があり、新しい潮流

の研究に挑む者や、新時代を切り拓くフロンティアの研究

者は、既存の領域にある研究者と比べれば、必然的に少数

派である。少ない申請数であっても、いわばフロンティア

の研究領域は個々の研究が主眼とする問題提起を正しく

審査・評価できるシステムを構築し、ボトムアップ型研究

の新たな潮流・動向に柔軟に対応する見識の共有が望まれ

る。 

 

動物分野：学会発表等に基づく学術動向について 

寺北 明久（大阪市立大学大学院理学研究科・教授） 

 

（１）動物生理・行動分野の学術動向調査 

 日本動物学会第８５回大会における発表の動向を調査

した。動物生理学分野に関わる一般発表は、約１２０件あ

り、その中で感覚生理学に関わる発表が２０％、神経生理

や神経行動学に関わる発表が２０％程度、生体リズムに関

わる発表が２０％前後であり、昨年と同じ傾向にある。ま

た、行動を神経や分子レベルで明らかにする研究に関する

２つのシンポジウム（「行動を制御する脳神経機構」、「動

物の心のしくみを探る～神経回路形成と行動制御を司る

分子機構～」）が開催された。特色ある実験動物を用いる

のが動物生理行動分野の特徴であるが、クリプトーム解析

を含む研究発表数が、昨年より増加しおり、非モデル生物

に関するゲノム解析の重要性が増してくると予想された。 

 神 経 行 動 学 の 国 際 的 な 動 向 に つ い て 、 11th 

International Conference of Neuroethology に出席し、調

査した。国内外から多くの若手研究者の参加があり、400

程度のポスター発表があった。その内の７０％ほどが海外

のグループによる発表であることから、神経行動学分野の

国際的な動向を反映していると考えられた。視覚、味覚、

嗅覚、聴覚などの感覚に関わる発表が３０％程度を占めて
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いることが特徴と言える。 

（２）光生物学分野の学術動向調査 

光遺伝学は、光受容タンパク質を標的細胞に遺伝学的に

導入し、神経細胞の活動を人為的に非接触で制御する研究

分野で、神経科学や神経行動学の分野では、既存の研究ツ

ールとして広く認められている。すなわち、光遺伝学は光

生物学分野の研究成果の神経科学への応用と捉えること

ができる。光受容タンパク質（ロドプシン）関する国際会

議（16th International Conference on Retinal Proteins）

において、光遺伝学に関するセッションを企画し、学術動

向について調査した。ロドプシンには微生物が持つイオン

チャネル型と動物がもつ G タンパク質共役受容体（GPCR）

型の２つがある。現在ほとんどの光遺伝学にはイオンチャ

ネル型ロドプシンが用いられ、光でチャンネルの開閉を制

御し、神経活動をコントロールする。一方、GPCR 型ロド

プシンは、受容体リガンドの代わりに光刺激を用いること

ができ、神経細胞以外の細胞への利用も可能であるので、

急速に構成的な解析方法のツールとして利用されると考

えられる。 

 

自然人類学分野 
諏訪 元（東京大学総合研究博物館・教授） 

 

 自然人類学分野はヒトと他の霊長類を対象とした進化

生物学を中心に、適応進化、中立進化、それらに基づく多

様性と変異について理解を深め、種や系統のありかたとニ

ッチの変遷について、種系統を超えた長期進化あるいは種

内水準の短期進化の双方の視点から追及する研究領域で

ある。時間軸が重要であるため、従来から化石と古人骨の

研究を一つの基軸とし、先史考古学、古環境学などの歴史

科学と融合的に進められてきた。現代および比較的新しい

時間帯を扱う諸研究では、文化との関わりも強く、人文科

学系の諸研究との接点も多い。また、進化はゲノム情報の

変化のみならず、生態系の変遷にも他ならないため、現生

の霊長類各種などを自然生態環境のもとで追跡する研究

が長期にわたり展開されてきた。あるいは現代の諸民族集

団における生物学的適応について調査されてきた。2000

年代以後はアクセス可能なゲノムおよびポストゲノム情

報が急増し、ゲノムの種間と種内比較、aDNA を媒体とし

た諸研究、表現型の関連遺伝子の特定と進化的解釈、遺伝

子カスケードやネットワークの認識、表現型と遺伝子をつ

なぐ分子レベルの諸メカニズムの解明など、ゲノムや他の

分子情報に基づく研究が急速に展開されてきている。これ

らの新規的な研究のみならず、従来型と表現できる諸研究

においても分析手法、計測手法の高度化が格段に進展して

きている。テクノロジーに牽引されて新知見が急増する中、

それらの解釈的背景として必要不可欠な幅広い進化現象

に関する多角的な知識基盤をなおさら充実する必要があ

る。今後は、「新規型」と「従来型」双方の研究それぞれ

を展開しながら、融合的な研究をもますます創出し、多面

的な理解の構築が格段に進展することが期待される。 


