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生物系科学の分野に関する学術研究動向及び学術振

興方策－ゲノム科学の新しい潮流と医学への応用－ 

石野 史敏（東京医科歯科大学難治疾患研究所・教授） 

 

ヒトゲノムのビッグデータの医療応用に伴い欧米で強

力に推進されているのに対して、日本ではヒトゲノム情報

の共有体制がまだ十分に整備されていないことに危機感

を持つ研究者が増えている。また、ビッグデータを用いた

AI 利用が将来の医療診断に大きな影響を与えることも間

違い無いだろう。これは生物系科学の分野の発展にも大き

く影響を与えることであり早急な対応が必要である。しか

し一方で、AI 技術の進歩から見えてきた現実は、「われわ

れはまだゲノム機能を完全に理解できていない」というこ

とであり、「ゲノム情報の質的な低さが、ゲノム医療体制推

進の大きな壁となっている」ことである。これは生物系科

学においても同様な状況にあることを明確に物語ってい

る。このような現状にありながら、ゲノムの未知機能に焦

点を当てた大型研究プロジェクトは欧米でも日本でも立

ち上がっていない。これは、大型研究の制度設計者側に、

政府が求める研究の効率化やすぐに成果の出る研究を優

先する考え方が強く影響しているためではないだろう

か？国の方針としてイノベーション重視を打ち出しなが

ら、実際にはイノベーション終了後の成果が期待できる段

階の研究の支援には力を入れるが（これは、もちろん重要

ではあるが）、5 年後、10 年後に大きく花開く本来のイノ

ベーション研究に支援が至っていない状況にあることは

明らかであろう。とはいえ、一筋の期待は、今でも将来有

望な研究の芽が国内の研究に散見されることであり、研究

者は自己努力でチャレンジを続けていることであろう。国

の将来を考えるのであれば、研究者の自由な発想と挑戦的

精神を支援する科学研究費制度こそ強化するべきである

ことが最良の施策であることに対しての国民の理解が進

み、実際の政策に反映されることを願う。  

 

 

生物系科学分野にかかる学術研究動向に関する調査

研究及び学術振興方策ー生物学における数理的研究

手法の現状と将来展望の研究調査ー 

巌佐 庸（九州大学大学院理学研究院・教授） 

 

 生物学や生命科学の推進に役立つ数理的手法には、詳細

なプロセスを取り込んで現象の細部までの再現を目指す

シミュレータの作成、多量のデータから情報を抽出し挙動

を直接予測するデータサイエンスなど、さまざまなものが

ある。その中で、一般的な法則を単純な数理モデルとして

表現し、数理解析によって現象を理解し挙動を予測するの

が理論的アプローチである。 

 数理モデルの役割の重みは、生物学の諸分野によって大

きく異なる。生態学や進化遺伝学では、基本法則を数学で

表すアプローチが十分に確立しており、それらを無視して

は何が研究テーマなのかさえ理解できない。脳神経科学や

生体リズムの研究分野で数理的研究の有用性が認められ

ているのは、それぞれの分野での先駆的研究の成功体験に

よるものだろう。 

 これらに比べると、細胞生物学や発生生物学、免疫生物

学の大部分では、数理モデルの重要性はまだ充分に認めら

れているとは言いがたい。過去 30年間、生命機能を実現す

る主要な分子を捉えることが、基本的理解を格段に進め、

大きな成果を挙げてきた。以前には神秘的とも思えた発生

での分化や形態形成、免疫の認識などの基本が、良く理解

できるようになった。主立った遺伝子や分子が解明され、

それらの相互作用の多量の情報が得られた今、それらを組

み合わせれば本当に生命機能が実現できるのか、という点

が重要な研究の関心になりつつある。これらの分野でこそ、

数理モデルに基づく理論が今後大きく進歩して行く可能

性が高い。 

 現実の生命現象には、非常に多数の遺伝子や蛋白質が関

わり、それらはひとつひとつ個性をもち、相互作用をする

ことで機能が遂行される。幸いなことに、ときには極めて

簡単なモデルを作成することで、医学や、環境科学の上で

役立つ例が、日本の若手研究者によって示されてきた。例

えば遺伝子や蛋白質のネットワークの解析で、定常状態の

予測に関してはシステムのごく一部に注目するだけでよ

いこと。発癌プロセスの確率過程は、観察データに基づい

たモデルが、膵臓癌の治療方針にも影響を与えたこと。ま

た、植物の季節環境での開花制御は、室内実験で決めた遺

伝子発現の力学モデルが野外での植物の開花挙動や環境

変化に対する応答を正確に予測できたこと、などがある。 

 生物現象のモデリングの難しさは、数理的な技術にでは

なく、知りたいことは何か、対象のどの側面が本質的なの

かを洞察することにある。モデルを作ることで、それでは

説明できない現象が明確になり、考え直して別の描像での

モデルに改訂し、と繰り返すことで、対象システムの作動

を深く理解でき予測できるようになる。これが理論研究の
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最大の効用である。 

 ここ数年、生命科学と数理科学の境界領域を推進するた

めのいくつかの試みが、JSPS や JST においてなされてき

た。米国やドイツなどと比べると 10 年近く遅れたとはい

え、成果が上がり若手研究者が育ちつつある。今しばらく

はこれらを引き続けて行うことが、日本でのさらに大きな

成果と生命科学全体の変革につながるであろう。 

 

 

生物物理学・細胞生物学分野にかかる学術研究動向

に関する調査研究 

豊島 陽子（東京大学大学院総合文化研究科・教授） 

 

近年、超解像光学顕微鏡法、光遺伝学、ゲノム編集といっ

た技術の開発により、生物物理学と細胞生物学は両者の間

の距離を縮めてきた。生物物理学の分野においては、1 分

子イメージングにより分子レベルの挙動や機能の作動原

理などが解明されてきたが、それを踏まえた次のステージ

として、1 分子を超えた複数分子による機能の創発性や、

分子システムによる現象を対象とする研究など、システム

科学ともつながりをもつ分野が発展し、最近では、生きて

いる細胞のなかで空間的・時間的にどのくらいの数の分子

が働いているかという定量的なデータが蓄積されつつあ

る。細胞生物学においても、特定のタンパク質が細胞内の

ある場所に「いるか、いないか」ではなく、「どのくらい

の数の分子が、どのような相手とともに、どのような状態

で」いるのか、という視点の研究が広がっている。技術の

進歩と研究の発展により、生物物理学と細胞生物学におけ

る研究方法、研究目的、理解のしかたなどにおける溝が埋

まりつつあり、認識を共有できるようになってきたといえ

る。 

生体高分子の構造を決定する構造生物学の研究は、これま

で X 線結晶構造解析法と NMR（核磁気共鳴法）が主流であ

った。しかしそれぞれに制約的な側面があり、それらに替

わる構造解析の方法として注目されるのが、クライオ電子

顕微鏡法である。クライオ電子顕微鏡法では、対象とする

分子を含む溶液を急速凍結することにより、水分子がいわ

ゆる規則的な氷の構造をとらずに液晶状態で凍るので、溶

液中と同様な状態でタンパク質を固定する。その分子を電

子顕微鏡で観察して多数の画像を取得し、画像処理により、

電子密度分布を求めて構造を決定する。近年この方法が大

きく進展し、2016年の報告によると、得られた構造の空間

分解能は 3Åを超え、結晶構造解析と同レベルの分解能に

達し、近い将来的には 1Åに達するとされている。細胞内

で機能しているときと近い状態の分子の構造を明らかに

できることになり、構造研究の新たなステージが開かれる

ものと期待される。 

 

 

生物物理学分野に関する学術研究動向―イメージン

グ技術によるバイオサイエンスおよびメディカルサ

イエンスの新たな潮流― 

原田 慶恵（大阪大学蛋白質研究所・教授） 

 

 科学の進歩は計測分析技術の開発と共にある。様々な計

測分析技術の中でも特に観察技術は科学の進歩の基本と

なるものである。生物を観察する方法として、光学顕微鏡、

電子顕微鏡はもとより、観察する対象や目的に応じて、原

子間力顕微鏡、ラマン顕微鏡、X線イメージング、PET、MRI、

光音響イメージングなど様々なイメージング技術が開発

されてきた。それぞれの技術は常に進歩し続けている。電

子顕微鏡においては、クライオ電子顕微鏡法に加え、単粒

子解析法、電子線トモグラフィーが開発され、ナノメート

ルの空間分解能で複雑な立体構造情報が得られるように

なった。電子顕微鏡によるタンパク質構造解析は、X 線結

晶構造解析法にくらべ、解析数はまだまだ少ないが、今後

これまで結晶の作製が難しいために構造解析が困難であ

ったタンパク質の構造解析で力を発揮するであろう。 

光学顕微鏡では、1995年に 1分子蛍光イメージング顕微

鏡が開発され、個々の生体分子の動きを観察することが可

能になり、生体分子の機能の研究が大きく発展した。最近

では細胞内での 1分子イメージングが行われ、将来は 1細

胞内全分子イメージング解析を目指す、という話も現実味

を帯びてきている。また、最近さかんになってきた組織を

透明化する技術と組み合わせることで、個体内の全細胞イ

メージング解析が提案されている。しかし、細胞内の分子

の動きや構造変化、そして化学反応や信号伝達の様子を観

察するには、少なくともマイクロ秒からミリ秒以下の時間

分解能とナノメートル以下の空間分解能が必要である。最

先端の超解像光学顕微鏡でも解像度は数十ナノメートル

であり、細胞内の分子間相互作用ネットワークの実態を把

握することは難しい。そのためには今後さらなる技術開発

が必須である。 

本年 2月に日本学術会議が、学術の大型施設計画・大規
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模研究計画に関するマスタープラン 2017 を策定し、政府

に提言した「重点大型研究計画」全 28計画のひとつに「次

世代統合バイオイメージング研究所を設立計画」が選ばれ

た。この計画は、日本生物物理学会を中心に、大阪大学、

理化学研究所、情報通信研究機構が中心機関となって、生

物学、物理学、計算科学等の研究方法を統合的に用いて、

生命システムの複雑な動態を可視化する計測技術を開発

し、生命科学の重要課題の解明を目指すことを目的とする

ものである。日本のバイオイメージング技術は世界的に非

常に高いレベルにあり、日本で開発された技術も多い。し

かし最近、米国、英国、中国などでは、1 細胞レベルの研

究開発が急速に推進されており、1 細胞解析に必須な技術

であるバイオイメージング技術の開発が進むことが予想

される。我が国もより一層バイオイメージングの開発を推

進させる必要がある。 

 

 

遺伝・染色体動態分野に関する学術研究動向 –特に

ゲノム科学導入の必要性について 

深川 竜郎（大阪大学大学院生命機能研究科・教授） 

 

 生命が維持されるためには、全遺伝情報を含む染色体が、

安定に複製され、次世代細胞へ伝達されなければならない。

染色体の間違った伝達は、染色体不安定性と呼ばれ、がん

や各種遺伝病の原因となることから、その動態を調べる遺

伝・染色体動態学は、基礎生物学的にも、医科学的にも重

要な学問分野である。多くの生物種でゲノム情報が解析さ

れた現在、本分野の研究でも、ゲノム生物学を取り入れた

研究方向がトレンドとなっている。今年度の国際学会での

動向調査の結果、次世代シーケンサーを取り入れたゲノム

解析技術の発展が世界の大きなトレンドとなっているこ

とを認識したが、残念ながら日本ではその導入が遅れてい

る。特に、単にシーケンスを読むだけではなく、Hi-Cや 4C

などゲノムの３D あるいは４D 構造の解析に関して、世界

では盛んに研究が行われている。2-3 年前までは、特殊な

技術と考えられていたが、今では、多くの研究者がこの技

術を駆使して、この技術が一般化していると思われる。た

だし、日本分子生物学会での発表を聞いても、2,３の研究

室からのこの技術を使用しての発表があるのみで、世界か

らの遅れが気になった。ゲノム関連の研究者の啓蒙活動が

必要であると思われる。また、シーケンス技術に関しても、

イルミナ社の並列シーケンサーに変わり次次世代と言う

べき PacBio のシーケンサーが世界では、高頻度に使われ

ているが、その導入も日本では遅れている。特に、ゲノム

配列の解析が困難な反復配列領域では、PacBioシーケンス

が有効であり、Gordon Conference などでは、この PacBio

シーケンサーを使っての報告が散見されたが、日本ではや

はり導入が遅れている。染色体動態分野に限らず、ゲノム

生物学を取り入れた解析は、生物学に研究にとって今後の

トレンドとなることは疑いがないので、今後もこの分野の

進展を注意深く見守りたい。 

 

 

神経生物学分野に関する学術研究動向 －非タンパ

ク性因子を対象とした異分野連携研究の展開－ 

上口 裕之（理化学研究所脳科学総合研究センター・シニ

アチームリーダー） 

 

 セントラルドグマに基づかない生理活性因子も生命機

能を司ることが知られており、非タンパク性因子である脂

質や糖鎖は以下（１）〜（３）の理由によりタンパク質と

は異なる役割を担う分子種として注目され始めている。

（１）構造上、細胞表面に存在する脂質・糖鎖は、細胞間

相互作用および細胞—細胞外マトリックス相互作用におい

て初期の反応を媒介する可能性が高い。（２）脂質・糖鎖

は分子構造が複雑かつ多様であり、タンパク質だけではカ

バーしきれない細胞機能の多様性を生み出すと考えられ

る。（３）タンパク質と異なり鋳型を用いず合成される脂

質・糖鎖は、構造変容が起こりうるため、細胞機能をダイ

ナミックに制御しうる。 

 非タンパク性因子を対象とした研究では、合成・定量・

局在解析・機能操作などの実験技術は完成しておらず、異

分野との連携あるいは新技術の開発に依存するところが

大きい。例えば、糖脂質の有機化学的な合成法を開発した

研究グループと生命科学領域の研究グループとの連携に

より、これまで機能未知であった糖脂質の働きが解明され

た。また、高感度高分解能質量分析計により生体組織に極

微量存在する分子の構造をより正確に同定することが可

能となり、新規生理活性脂質の発見とその機能解明に役立

った。さらに、質量分析イメージング法により非タンパク

性因子の組織内局在とダイナミクスの解析が可能となり

つつあり、理工学分野でのさらなる技術開発が望まれる。

非タンパク性因子の局在解析のために、蛍光プローブを用

いた従来の方法に加え、ラマン分光顕微鏡の開発などの試
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みも散見される。 

 これら新技術および異分野連携の成果として、非タンパ

ク性因子を対象とした神経生物学研究に新たな潮流が見

え始めている。非タンパク性因子および受容体（特に Gタ

ンパク質共役受容体）の分子構造解析が進歩したおかげで、

リガンド—受容体の構造機能相関に基づいた生理活性の議

論が可能となってきた。糖鎖のリガンド活性を特定の糖配

列に割り当てる「糖鎖暗号」といった概念も提唱され、脂

質や糖鎖の機能発現メカニズムが明らかになりつつあり、

これら基礎研究の成果に基づいた各種作動薬/拮抗薬の開

発も進行している。 

 

 

動物生理・行動分野に関する学術研究動向 -動物生

理・行動分野の広がりと潮流- 

寺北 明久（大阪市立大学大学院理学研究科・教授） 

 

 動物生理・行動分野では、他の生物学分野と同様に、生

命現象や生命活動を還元的に解析し、得られたデータから

数学的にモデルを構築し、構成的アプローチによりモデル

を実証するという研究手法がよく用いられる。特設分野研

究に設定された「連携探索型数理科学」及び「構成的シス

テム生物学」について、動物生理・行動分野及びそれに近

接する分野の研究が基礎にあり、研究の広がりとして採択

された課題件数を調査した。データベース KAKENを利用し

て調査したところ、動物生理行動分野に基礎を置く研究の

採択課題は、連携探索型 数理科学（2014年度および 2015

年度）については３件（全体 46件）で、構成的シス テム

生物学（2015 年度）では 1 件（全体 25 件）であった。動

物生理・行動分野では、モデル生物を対象としない研究が

比較的多いため、構成的システム生物学への広がりが限定

的であるように思われる。 

 動物生理・行動分野と密接に関わる光生物学において、

近年多種多様な光受容タンパク質が、微生物や動物におい

て発見され、それらの分子特性の解明のみならず、構成的

アプローチのツールとしての応用研究が活発に展開され

て、光遺伝学（optogenetics）として注目されている。光

遺伝学は、目的とする細胞に光受容タンパク質を遺伝学的

に導入・発現させて、光刺激によりその細胞の活動を制御

するもので、神経生物学において重要な解析方法となって

いる。昨年度に引き続き、光遺伝学的アプローチの広がり

について、科研費の採択課題の中で光遺伝学的に関連する

研究課題の件数を、上述と同様に調査した。具体的には、

2012 -2014年度の基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究の

採択課題について比較調査した。光遺伝学的解析を含む研

究課題については、2012年は生物学４件、統合生物 19件、

2013年度は生物学 6件、統合生物 23件、2014年度は生物

学 4 件、統合生物 16 件であった。統合生物分野の神経生

理学・神経科学一般において、多くの光遺伝学に関係する

課題が採択されており、光遺伝学が神経科学の一般的なア

プローチとなりつつあることを反映している。一方、特設

分野研究の構成的システム生物学（2015年度）では、少な

くとも 2件の採択課題において、光遺伝学が主たる構成的

アプローチとして用いられている。光遺伝学ツールの開発

研究が、生物科学、化学及び物理学との融合領域で進めら

れており、神経生物学以外の分野での今後の動向が注目さ

れる。 

 

 

植物分子・生理学分野に関する学術研究動向―植物

学分野に関わる学際研究の動向 

長谷 あきら（京都大学大学院研究科・教授） 

 

 生物学の分野では、様々な実験手法や解析手法が開発さ

れ、大きな成果が挙げられているが、植物学へのこれらの

手法の導入は万全ではない。そこで、他分野との連携によ

る植物分子・生理学分野研究がどのように行われているか

について情報を収集した。その概略は以下の通りである。 

「力学的刺激に対する植物の応答」；昨年に引き続き、こ

の力学的刺激に対する植物細胞の応答を取り扱った研究

の動向について調査を行ったが、植物学分野ではその例は

極端に少ない。レーザーを用いた研究は大きな発展性を秘

めていると思われるが、機材が高価かつ特殊であり、現状、

大きな広がりを期待することは難しいかもしれない。 

「オプトジェネティックス」；神経分野などを中心に、オ

プトジェネティックスは普及期に入りつつあるが、植物分

野への応用は著しく遅れている。また、植物の光受容体を

オプトジェネティックスに応用する試みについても、少な

くとも国内においては見出すことができなかった。大きな

可能性を秘めた方向性であり、今後の発展を期待したい。 

「分子細胞レベルの研究とフィールド研究の融合」；生理

学と生態学の融合について調査したが、生理学者がフィー

ルドに出て実験を行うような研究はほとんど見られなか

った。そのような中、担当者は共同研究によって予備的な
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野外環境測定を進め、一見ランダムに激しく変動する光環

境であるが、大まかなところは比較的容易にモニター可能

なことが分かった。今後、この融合分野が発展するこを期

待したい。 

「ゲノミックス手法の発展と植物学研究」；網羅的解析手

法が植物学分野にも広く普及しその敷居は下がった。また、

植物のゲノム情報などに関するデータベース、解析ツール

なども、ますます充実しつつある。しかしながら、これら

の情報を新しい視点から解析するような研究はまだまだ

例が少ない。その中で、系統解析への大規模塩基配列デー

タの応用は注目される。また、数理的な研究と生物学の研

究を融合させようとする機運は高まりつつあると思われ

る。植物分野にもこの流れが及ぶことを期待したい。 

 

 

「進化生物学分野に関する学術研究動向 －次世代

DNA シーケンシング技術による進化生物学の新たな

潮流－」に関する調査研究 

田村 浩一郎（首都大学東京大学院理工学研究科・教授） 

 

 近年、目覚ましい進歩を遂げている次世代 DNAシーケン

シング技術は、生物学、生命科学のあらゆる分野において

革新的な進歩をもたらしてきたが、モデル生物以外のいろ

いろな生物種の間で比較解析が必要な進化生物学の分野

では、この次世代 DNAシーケンシング技術導入の恩恵がと

りわけ大きい。全ての生物の遺伝情報を担う DNAの塩基配

列を直接解析するため、あらかじめ必要な他の情報が無い

からである。 

本調査研究では、日本における進化生物学分野の発展を

占うため、当該分野の研究における次世代 DNAシーケンシ

ング技術活用の動向を調べた。具体的には、(1)国内外の学

会に参加し、発表される研究成果における次世代 DNAシー

ケンシング技術活用の状況を調べ、日本と欧米との間で比

較し、(2)将来、当該分野の研究者になることが期待される

大学院生に次世代 DNAシーケンシング技術を利用した解析

を行ってもらい、利用に必要な要件を検討した。 

その結果、日本国内では、進化生物学分野の研究におい

て次世代 DNAシーケンシング技術の活用は広まりつつある

が、主に研究所における大型プロジェクトでポスドク以上

の研究者によるもので、大学における大学院生の研究では

まだあまり利用されていなかった。一方、欧米では大学院

生の研究に利用されている場合も少なくなく、学生による

発表賞をかけたコンペの上位を占める研究の多くで見ら

れた。国内での発展には、大学と研究所との連携強化など

の方策が望まれる。 

一方、ハードウェアの発展により、次世代シーケンサ使

用のハードルは低くなり、大学院生でも比較的簡単に使用

できるようになった。しかし、出力される大規模配列デー

タを大学院生が Linuxコンピュータを用いて解析するため

には、技術指導が不可欠であることが分かった。今後、次

世代 DNAシーケンシング技術普及のためには、解析技術を

持つ人材の育成と大学への配置が鍵になると思われる。 

 

 

自然人類学分野に関する学術研究動向―人類進化研

究と境界領域にみられる新たな潮流 

諏訪 元（東京大学総合研究博物館・教授） 

 

自然人類学における世界的な研究動向として分子レベル

の新規データを基盤とした研究が急速に卓説しつつある

が、進化の研究においては以下の二つの領域の重要性が改

めて認識されている。一つは、化石等の人類進化史を語る

一次資料の新規発見とそれらを基軸とした古環境学、先史

考古学などの諸歴史科学との融合的研究である。これらの

研究では、年々の分析研究の高度化による情報抽出力が各

段に増してきている。また、短期進化の研究では、急速に

アクセスが向上しつつある現代人の膨大なゲノム情報と、

古人骨、考古学、言語学等の近過去の歴史情報との融合研

究が開始され始めている。古代 DNA研究の世界的傾向とし

ては、古代人集団の多数個体のゲノムデータを解析する、

過去を対象とした集団遺伝学的研究が目立ち始め、人類集

団史解明の高次元化への潮流とみなすことができる。こう

した研究では、関連する年代情報、古環境情報、文化情報

等を充実し、可能な仮説解釈を多面的に網羅した検証的枠

組みの構築が極めて重要である。そうした中、研究グルー

プの大規模化が世界的に目立ってきているが、日本におい

ても学術会議の大型研究計画に「日本列島人の成立にいた

る人類進化史の解明」として拠点ネットワーク型の研究体

制によるゲノム解析とコンテキスト情報双方の効率的な

推進が提案されている。もう一つは、現生の霊長類各種に

おける長期研究の重要性である。実際、ヒト以外の霊長類

において、数十年以上の研究歴をもってさえ観察し得なか

った事象が毎年のように新たに報告されており、知識体系

の継続的充実の重要性が改めて示されている。分子・ゲノ
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ム解析とフィールド調査の融合的研究の範囲と可能性が

飛躍的に増しつつある現在、ヒトの生物学的特性の進化的

背景の理解に必要不可欠な多くの実証知見を見失わない

ために、ますます縮小する自然環境における中長期研究を

意識的に支援する必要がある。 


