
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（生物系科学専門調査班） 
 
生物系科学分野に関する学術振興方策及び学術

動向の調査研究 

原 登志彦（北海道大学低温科学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

2011年の日本生態学会・第 58回札幌大会には、2100名

の参加者があった。その参加者数記録が残っている最初の

大会は、1956 年に行われた第 3 回仙台大会であり、参加

者は 150名であった。その後、1995年の第 42回・盛岡大

会の 844 名まで増加しつつも各大会とも 1000 名以下であ

った。1996 年の第 43 回・八王子大会で 1189 名と初めて

1000 名を超えた。それ以降はほとんどの大会において

1000名以上で増加してきた。そして、2009年の第 56回・

盛岡大会で 2003名と初めて 2000名を超える参加者数とな

った。それ以降、2010年の第 57回・東京大会の 2400名、

2011年の第 58回・札幌大会の 2100名と、確実に 2000名

以上の研究者等が参加している。札幌大会だけに限っても、

1981 年・第 28 回大会の 450 名、1997 年・第 44 回大会の

945 名、そして 2011 年・第 58 回大会の 2100 名とほぼ倍

のペースで増加してきている。以上の参加者数の増加から

も、近年の生態・環境に対する研究者等の関心の高さがう

かがえる。 

 また、2010 年度日本生態学会の宮地賞や大島賞、第 58

回・札幌大会のシンポジウム・企画集会・口頭発表・ポス

ター発表・一般向け公開講演会等のプログラムからも、生

態系、環境、生物多様性の保全や再生を目指した大規模長

期フィールド調査と同時にモデリングなどの理論的な基

礎研究が、最近は盛んに行われていることがわかる。 

 関連分野における注目すべき研究例としては、地球規模

の環境に関し、2011年 2月 23日に「IPCCに向けた主要な

数値実験の終了とその成果－世界の気候変動研究を先導

－」と題したプレス発表が行われた。海洋研究開発機構、

東京大学大気海洋研究所および気象庁気象研究所らは、文

部科学省｢21 世紀気候変動予測革新プログラム｣(2007～

2011年度)に参画し、地球環境予測、近未来予測、極端現

象予測等、世界に先駆けた気候変動予測研究を進めている。

その中で、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 5次評

価報告書(AR5)に向けた気候変動予測の主要な数値実験が

ほぼ終わり、その計算結果の解析から新たな知見が出始め

た。地球環境予測では、将来のCO2などの濃度シナリオを

用いた実験を行い、それを実現させるために要求される化

石燃料起源のCO2排出量を求めたところ、温度上昇を 2℃以

下に抑えることを意識したシナリオの場合、今世紀後半に

は化石燃料起源のCO2排出量をゼロ以下(人為的回収)にし

なければならないこと、などが分かった。 

 
発生生物学及びゲノム科学分野に関する学術振

興方策及び学術動向の調査研究 
漆原 秀子（筑波大学大学院生命環境科学研究科・教授） 

 
１．調査研究活動の概要等 

ゲノム科学分野においては新型シークエンサーの能力

をいかに効率よく活用するかが決定的に重要な課題であ

る。活用としては、ヒトに役立てる、個別研究の進展を

図る、新たな地平を開拓する、という３方向がある。ヘ

テロな微生物集団のゲノムをまるごと配列決定するメタ

ゲノム解析はこの技術によって初めて可能になったアプ

ローチであり、体内細菌叢や環境の研究にさかんに利用

されている。３番目の活用方向の例と言える。１番目の

例に関して、ゲノム医科学関係研究の聴取では、たとえ

ば GWAS（ゲノムワイド関連解析）により遺伝病の原因

変異を特定することを目指した研究が展開されているが

データの統合化に必要な倫理問題のクリアに時間がかか

っている等、環境整備に困難見受けられた。一方、1000
人のゲノム解読を行ってヒトの遺伝子型と表現型の関係

を精密につきとめようという欧米コンソーシアムの「1000 人

ゲノムプロジェクト」は 179 人のゲノムを解読したパイロット

実験の結果を報告し（Nature 2010. 467:1061）、ヒトゲノム

研究は基礎生物学的にも応用的にも次のフェーズに突

入しつつある。第２の方向に関して、新型シークエンサー

による配列決定はゲノムに限らずトランスクリプトーム

解析にも大いに力を発揮している。mRNA の大規模配列

決定は従来のマイクロアレイ解析に比べ格段に信頼性の

高い結果を得ることができ、ゲノム科学以外の領域でも

大きく貢献しつつある。バイオインフォマティクスを含

む早急な環境整備が必要である。 
国内発生生物学会大会における発表構成は多様な生物

材料を用いて発生生物学分野全般を広くカバーしてお

り、将来的な発展の下地として評価すべきと考える。し

かし、欧米との合同大会では、一般に関心の高い IP 細胞

等、現時点での国際的通用性が求められている。この両

面をうまく育てることが必要と思われた。DNA 解析テク

ノロジーはこの分野でも大いに利用されている。全能性

幹細胞の研究は応用に直結するだけでなく、発生生物学

の伝統的で重要な領域のひとつであるが、近年では、エ

ピジェネティックな修飾の関わりがホットである。リプ

ログラミング過程解析のために卵割期の１細胞について

上述の mRNA 配列決定によりトランスクリプトーム制

御を検出する（Nat Protoc. 2010. 5:516）等、精度の高い

研究が行われている。また、比較ゲノムに基づく進化発

生学の領域も推進している。 
 
生物系科学分野に関する学術動向の調査研究 
三村 徹郎（神戸大学理学研究科・教授） 
 
１． 調査研究活動の概要等 
１-１．国内外における当該分野の研究状況の調査・研究 
 本年度は、(社)日本植物学会、第 21 回国際シロイヌナズナ
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研究会議、CREST「植物代謝」研究会等の学会、研究集会に

出席した。日本における基礎植物科学関係で最も重要な学会

として、(社)日本植物学会の他に、日本植物生理学会があり、

その年会は例年 3 月中、下旬に開催されるが、本年は開催地

仙台（東北大学を予定）が、東日本大震災の被災地となり、年

会開催は見送られた。 
 植物科学における現在の先端研究者が一堂に会する「国際

シロイヌナズナ 研究会議」が日本で初めて開催され、33 カ国

700 名以上の海外参加者を含む 1300 名以上の参加者があっ

た。 
 植物分子生物・生理学分野では、食糧・環境問題を見据え

た応用面への基礎科学の活用が重要な視点とされつつあり、

日本学術会議主催による「植物を活かすー植物を利用したグ

リーンイノベーションに向けてー」が開催された。 
 
１-２．データベースに基づいた当該分野の研究状況 
 トムソン・ロイター社の Web of Science によれば、Plant 
Sciences 分野 173 主要ジャーナルの総論文数は、2009 年に

16,151 で、総発行数は昨年度より上昇している。そのうち日本

植物生理学会が発行するPlant & Cell Physiology誌は 186編
の論文を掲載し、2009年度のインパクトファクターは 3.594で、

全体の 17 位にランクし、国内で発行される自然科学系雑誌と

してはトップジャーナルの一つである。 
１-３．国内外における当該分野の研究者育成状況の調査・研

究  
他分野と同様、植物科学分野の後継者の育成、若手研究

者のキャリアサポートが重要な問題となっている。 
 
１-４．国内外における当該分野の社会的認知に関する調査・

研究 
 植物科学分野における現在の最重要課題は、遺伝子組換

え技術の応用可能性を上げることと、その成果である遺伝子

組換え植物や遺伝子組換え食品類の社会的認知を進めるこ

とである。2010 年は日本学術会議・植物科学分科会が中心

となって、「我が国における遺伝子組換え植物研究と そ
の実用化に関する現状と問題点」が発刊されるとともに、

日本学術会議公開シンポジウムとして「遺伝子組換え作物

とその利用に向けて」が開催された。 
 
生物系科学、特に基礎生物学分野に関する学術動

向の調査研究 

大野 茂男（横浜市立大学大学院医学研究科・教授） 
 

１． 調査研究活動の概要等 

 組織形成の分子機構、及び基本的な細胞機能の中でも細

胞の形態形成（極性）の分子機構に着目した。また、ゲノ

ムプロテオームなどのオーム研究にも着目した。 
 高等動物個体の組織形成を巡る研究においては、幹細胞

研究が確かで着実な進歩を遂げており、分子生物学・生化

学から細胞生物学・分子細胞生物学関連の学会はもとより、

癌学会や腎臓関係の専門学会に至るまで、幹細胞のセッシ

ョンの行われない学会はないという状況になっている。な

かでも、組織幹細胞を巡る研究の着実な発展がようやく始

まりつつある。また、癌関係の学会では、がん幹細胞研究

がメインテーマの一つとなり、これまで先端的に行われて

きた研究の成果の普及が始まりつつある。組織幹細胞との

関わりを含めて不明の点が多く、今後の発展が大きく期待

される。その成果は、組織幹細胞の理解にも大きく貢献す

るであろう。 
 オーム研究に関しては、解析技術的が目覚ましく進歩す

る一方で、ソフト面での進歩が追いつかない状況が続いて

いる。プロテオーム及びメタボローム関係では、この傾向

が強い。一方、次世代シーケンサを用いたゲノム研究の成

果が続々と現れつつあり、画期的な進歩を遂げつつある点

は特筆すべきである。 
 分子レベルでは、後述するオーム研究に加えて、RNA
を巡る研究が確固たる地位を築き、様々な学会でセッショ

ンがたてられる状況となっている。着実な進歩を目指す段

階に入った。RNA を巡る研究の中で極めてユニークで画

期的な展開として、NMD(Nonsense-mediated mRNA 
decay)の阻害により、がん免疫が誘導されるとの報告がな

された。これまで NMD は一部の分子生物学者の趣味的な

研究のレベルに留まってきた感があるが、この発見は全く

新たな制癌剤の開発を触発するはずである。NMD は遺伝

性疾患との関わりが明白であり、医学分野への展開が予想

される。 
 

２． その他 

 様々な研究助成制度の中で、本会が果たす役割は極めて

大きく、多くの研究者がそれを認めていると感じている。

一方で、社会的には、本会は数ある独法の一つとしてネガ

ティブなとらえ方をされかねない状況にある。本会の活動

を社会に広く知ってもらう努力が必要である。 

 
発生生物学分野に関する学術動向の調査・研究 

武田 洋幸（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 22年度に開催された 6つの国内と 4つの海外の学術

研究集会に、研究代表者およびその研究室のメンバーが出

席し、研究の動向調査を行った。 

発生生物学の分野では、数理的ロジックと実験の融合が

求められている。多細胞生物では、細胞集団がいろいろな

パターンを作り、さまざまな器官を発生させる。このよう

な空間的な秩序形成の理解には、分子、細胞（ミクロ）と

細胞集団（マクロ）のふるまいという異なる階層を超える

ロジックが必要となる。そのためには、優れたモデル実験

系を持つ研究者が数理研究者と共同でモデルを構築し、モ
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デルと実験の双方向の検証を行う必要が認識されてきた。

しかし、そのような融合研究で成功した例はまだ少なく、

今後の課題となっている。また、発生生物学と細胞生物学

の接点は意外に多く、現象の発見は胚など個体レベルであ

っても、最終的には in vitroの培養系でメカニズムを詳細

に調べることが要求されている。平成 23 年度の学会は、2

つの学会が合同で大会を開催する予定で、今後の動きが注

目される。 

一方、ゲノム科学の分野ではゲノムワイドにエピジェネ

ティック修飾を調べる動きが国内外で広がっている。ゲノ

ムワイドな解析は、ENCODE（Encyclopedia of DNA 
Elements）プロジェクトを始めとする様々なプロジェクト

でその一部が行われている。ヒト ENCODE プロジェクト

は米国国立ヒトゲノム研究所により 2003 年に立ち上がり、

並行して、2007 年にショウジョウバエ・線虫を用いて

modENCODE（model organism）プロジェクトが開始さ

れ、昨年の 12 月にそれぞれの論文が発表された。一方、国

内からのこのような国際的なプロジェクトへの貢献はあま

り多くなかった。個別研究では、EC 細胞、iPS 細胞、神経

幹細胞などを対象としたエピゲノム解析が国内でも盛んに

行われており、その成果が学会や論文で発表されるように

なった。エピジェネティック修飾のゲノムワイドの研究は

重要なトレンドの一つであり今後ともその動向に注目する

必要がある。 

 
細胞生物学分野に関する学術動向の調査研究 

米田 悦啓（大阪大学生命機能研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

細胞生物学、とりわけ「核―細胞質間蛋白質輸送研究」の動

向を探り、核―細胞質間機能分子輸送に関する最先端研究が

どのように進展するかなどを調査するため、先ず、平成２２年９

月２６日から１０月１日にかけて、オーストラリア・メルボルンで開

催された国際学会第１２回 IUBMB/第２１回 FAOBMB 

(OzBio2010)に参加し、研究成果を発表するとともに、様々な研

究者と意見交換を行った。全体で５６個企画されたシンポジウム

の中の１つの特徴的なテーマとして、 「 Organelles 」や

「Subcellular targeting」が取り挙げられていたが、これらのシン

ポジウムでは、細胞内の様々なオルガネラへの分子輸送のメカ

ニズムが議論された。これまで、個々のオルガネラの輸送メカニ

ズムが個別に議論されていたのに対し、最近の１つの流れとし

て、異なるオルガネラの研究者が一堂に会し、細胞内のネットワ

ークを念頭に置きながら、それぞれのオルガネラ輸送を議論す

ることで、細胞を１つのシステムとして捉える試みが進んでいる

ことが大きな特色である。また、たとえば、核蛋白質輸送の研究

者が、ミトコンドリア輸送の研究成果を聞くことで、新しいアイデ

アが生まれるといった効果もあり、有意義なシンポジウムとなっ

ている。 

また、アジア・オセアニア地域の研究の動向を調査するため、

平成２３年２月２５日から３月１日にかけて、フィリピン・マニラで

開催された第６回 APOCB に参加し、主としてアジア地域の研

究者と意見交換を行った。アジア地域では、やはり、感染症克

服が１つの大きな課題となっており、細胞生物学的なアプロー

チから感染症に取り組む研究の発表が多く見られた。トピック

スとしては、細胞膜に存在する膜貫通蛋白質が核膜にまで移

動し、遺伝子発現を制御するという研究成果は、細胞内情報

ネットワークの新しい発見として興味深い。また、核―細胞質

間輸送研究は、精子発生や筋分化など、個体レベルを意識し

た研究の展開が見られ、より高次なレベルへ研究が展開して

いることを示している。日本においても、核―細胞質間分子輸

送の研究者と発生・再生の研究者が共同研究を推進し、世界

に情報発信していくことが期待される。 

 
生物科学分野に関する学術動向の調査研究 
蟻川謙太郎（総合研究大学院大学先導科学研究科・教授） 
 

１．調査研究活動の概要等 

 生物科学、とりわけ動物生理学・行動学の分野に関する

学術動向を中心に調査研究を行った。 
スェーデン・ルンド大学動物学教室の Eric Warrant 教

授、国立台湾大学農学部昆虫学教室のHow-Jing Lee教授、

En-Cheng Yang 教授らを日本に招聘し、関連分野の現状

と展望について討論した。繰り返し語られたことは、現代

生物学における比較生物学的発想の重要性である。 
 生物学ではすでに長年にわたっていわゆる“モデル生

物”での研究が主流となっている。世代交代が早い、遺伝

学的な解析手法が利用できる等の利点から、ショウジョウ

バエ、ゼブラフィッシュ、マウスなどがモデル動物として

重用され、動物を貫く共通原理の探求が行われている。ま

たこの根底には、モデル生物を使ってヒトの理解を深める

という発想があり、特に医学系分野では大きな成果が上が

っている。モデル動物を用いた研究無しに、現在の生物学

はあり得ない。 
 その成果は最大限に認めつつも、しかしそれだけでは不

十分であることも強調されねばならない。モデル生物種の

研究から得られるのは、直接的にはその種に関する知見で

あって、それ以上でもそれ以下でもないからである。多く

の生物に共通する原理を探ろうとすれば、自ずと“比較”

という視点が不可欠になる。ショウジョウバエとマウスは

体制も寿命も全く異なる別種の動物であって、その違いが

どこにあるかを知ろうとすれば、やはり両者を比較しなく

てはならない。また、病害虫の駆除や絶滅危惧種の保護を

進めるには、対象となる種に関する正確な知見をもつこと

が必須であって、そのためにモデル生物で行われた解析を、

別の種で繰り返す必要も出て来る。その過程で、それまで

生物学の研究対象としては重視されなかった種で、まった

く新しい事実が発見される可能性は極めて高い。そしてそ

の現象がふたたびモデル生物で詳細に検討されるという



 4 

サイクルが出来る。これが、生物科学全体における現在の

比較生物学の位置づけであるとも言える。更に、ゲノム解

読のコストが低くなったことで、向こう 10 年ほどでさま

ざまな種の“モデル生物化”が急速に進展すると思われる。

これは比較生物学のあり方を大きく変える可能性もある。 
 
生物物理分野に関する学術動向の調査研究 

片岡 幹雄（奈良先端科学技術大学院大学・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 生物物理学分野における研究動向を、国内学会、国際学

会に参加すること及び国内関係者の訪問等により調査し

た。蛋白質構造物性にかかわる研究領域では、結晶構造解

析手法の進歩により、生体機能に直結する重要な蛋白質群

の構造が解析されるようになり、影響力のある科学誌に多

数報告されている。日本の研究者の貢献も高い。個別の構

造解析は今後も重要性を増していくであろう。また、１）

重要な生体機能にかかわる一連の蛋白質群・複合体の系統

的構造解析、２）電子軌道や、水素、プロトンを含んだ構

造を明らかにする超高分解能Ｘ線構造解析、中性子構造解

析、３）ＮＭＲによる細胞中での構造解析という、構造解

析の新たな 3つの潮流ができたと判断できる。 

 一分子可視化技術は、日本発のオリジナルな技術である

が、高速ＡＦＭの開発により、無標識のタンパク質分子の

動きの直接観察が可能となったことが特筆できる。一分子

測定の結果を解析するための方法論の開発、一分子の統計

力学あるいはシミュレーションに取り組む研究が目立つよ

うになり、今後さらに重要性を増すと感じている。 

 テラヘルツ光技術は、世界的に着目されているが日本で

遅れが目立つ技術の一つであるように感じた。ドイツや韓

国ではテラヘルツ技術は国家戦略として取り上げられてい

る。わが国でも早急な取り組みがなされることを期待した

い。 

 インドにおける生物物理学の教育の現状を調査した。イ

ンドにおいては、生物物理学への期待が大きく、生物物理

学科として物理学、化学、生物科学、情報科学を基礎とし、

広く見渡す組織的な教育を行っている大学がいくつかあ

る。日本においても、組織的な教育を行う場を作らなけれ

ばならないと感じた。 

 日本生物物理学会第 48回年会（仙台）において、学術

振興会特別研究員および科学研究費補助金の現状につい

ての説明会、意見交換会を主宰した。科研費で雇用してい

る研究補佐員等の翌年度の雇用継続を提示できるよう、2

月中の内定をしてほしいという要望がなされた。 

 

２．その他 

 仙台出張中に東北地方太平洋沖地震に遭遇し、避難生活

を送った。この時、主要機関のサーバーは、日本各地に分

散して複数設置し、いつでも切り替えられるようにすべき

と感じた。 

 
構造生物化学分野に関する学術動向の調査研究 

遠藤 斗志也（名古屋大学大学院理学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 研究担当者の専門である分子細胞生物学・タンパク質科

学においては， BMB2010 などにおいて様々なシンポジウ

ム，ワークショップが行われ，最新の研究成果が紹介，議

論されたが，とりわけ 9 月に奈良で開催された「タンパク

質社会に関する国際会議」（The 3rd International Symposium 
on Protein Community）が，規模と内容の両面から，特に重

要な国際会議であった。この国際会議のテーマは「in vivo
タンパク質科学としてのタンパク質社会の研究」であり，

この数年大きな進展，教科書を書き換えるような新しい機

構，概念，パラダイムが続出している分野でもある。本研

究集会については， meeting report が Nature 誌の姉妹誌

「Nature Structural and Molecular Biology」誌の 1 月号に掲載

されている。 
 研究担当者は，11 月に中国と米国，3 月にシンガポール

の大学・研究機関を訪問し，最新の研究動向の調査研究を

行った。中国においては，応用研究で成果を上げることへ

の強いインセンティブが研究者に与えられているのが印象

的であった。すなわち，競争的資金の獲得状況，IPの高い

雑誌への論文掲載の実績などに基づき，給与等待遇面での

優遇措置がとられており，そのことが研究の急速かつ格段

の推進・発展に寄与しているということであった。 

 ハーバード大学をはじめとする米国の大学では，多くの

研究に，たとえ基礎的な研究であっても，低分子ライブラ

リの提供など研究機関として応用面への展開のサポートが

連動しており，実質的な利益にまで結びついていることが

印象的であった。またトランスジェニック動物の作成・維

持・解析の全学的なサポート等により，高い研究レベルが

安定して継続維持されていることが印象的であった。 

 シンガポールでは，有名な A-STARの分子細胞生物学研究

所を訪問した。ここは国策として生命科学研究などに膨大

な資金を投資している研究施設であるが，5 年の第一期が

終わったところで，応用面での成果と直接的利益が求めら

れ，展望が不透明になっているようであった。応用面で成

果をあげるためには，課題解決型の研究を進める一方で，

次のシーズを発見するための基礎的研究と人材育成にも資

金の投資をすることが重要であるが，このことを政府が理

解していないという不満が聞かれた。いずれにせよシンガ

ポールの A-STARは，科学技術研究推進の新しいモデルとし

て今後十分に注視していく必要があると考えられる。 

 
人類学分野に関する学術動向の調査研究 

山極 壽一（京都大学大学院理学研究科・教授） 
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１．調査研究活動の概要等 

人類学は、近年文理融合の傾向を強め、ヒトの進化と文

化を総合的に理解しようとする動きが加速されて、学会に

もそうした学際的なセッションが増えている。たとえば総

合人間学会は 2005年に生まれた新しい学会であるが、初め

から人間を総合的に理解することを目指している。また、

アフリカはそもそも霊長類学、人類学のフィールド研究の

場として研究者との接触が始まった歴史があることから、

日本アフリカ学会は人類学者が多く参加している。最近は

日本の ODA や NGO が地域開発に力を入れていることもあっ

て、地域研究が多くのセッションを占めている。分野横断

的な討論ができ、同じフィールドを対象の異なる分野で活

動する研究者が一堂に会する貴重な機会として利用されて

いる。10月に北海道で開催された日本人類学会では地域特

性を反映してシンポジウム「アイヌ人骨研究の現状と将来

―その起源と生活史をめぐる最近の話題」が組まれ、この

成果は 3 月に日本学術会議主催で東京で開かれたシンポジ

ウム「今、アイヌであること―共に生きるための政策をめ

ざして」に引き継がれた。アイヌを日本文化に統合せずに

異文化として共生をめざす試みの中に、これまでの人類学

的研究や人骨の扱い方をめぐって積極的な討論がなされた

ことは、今後の人類学を見据えるうえで意義深い。国際霊

長類学会が日本で開催されるのは 3 度目であるが、初めて

大学の施設だけで会場を賄い、大会参加費を低コストに抑

えることに成功した。おかげで 1000人を超える参加者のう

ち 3 分の一以上を人間以外の霊長類生息国である発展途上

国の研究者が占めることとなった。最終日の公開講座でも

「暴力の起源」をテーマに掲げ、霊長類学者のほかに文化

人類学、生態人類学、宗教学からパネラーが発表して国際

的、学際的な討論を行った。日本の霊長類学や人類学の歴

史や志向性を示すいい機会になったと思う。3 月にケニア

のナイロビにある日本学術振興会のオフィスを訪問し、ア

フリカで研究活動を展開するに当たっては、現地国の研究

者の技術研修や研究能力の育成を含め、より広範な支援を

視野に入れたプロジェクトの作成が望ましいということを

実感した。 

 

その他 

こういった調査の成果を班員どうしや、複数の班の間で話

し合う機会を持てればいっそう現在の学術の動向を共有

できると思う。 


