
平成 23 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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

日本生態学会大会(ESJ59)および日本・中国・韓国合同生態

学会大会(EAFES5)が合同で 2012 年 3 月 17 日～21 日に大津

市で行われ、2000 名以上の参加者があった。 

EAFES5 では 16 のシンポジウムが行われた。内容は、気候

変動に関連するもの 5、生物多様性に関連するもの 4、大気-

陸域ガス交換・炭素収支に関連するもの 2、生態系管理に関

連するもの 2、そして、土地利用変化と生態系に対する人為的

影響、農地生態系、病原菌に関連するものがそれぞれ 1 であ

った。 

ESJ59では、10のシンポジウム、20の企画セッション、32のワ

ークショップ、一般口頭発表、ポスター発表が行われた。シン

ポジウムの内容は、生物多様性に関連するもの 2、そして農地

生態系、侵入生物、大量絶滅、菌類、適応、生態資源・環境問

題、文学・環境教育、天災・人災（東日本大震災とそれに続く

原発事故カタストロフィー）に関連するものがそれぞれ 1 であっ

た。企画セッションの内容は、生物多様性に関連するものが4、

森林生態系に関連するものが 2、そして、土壌生態系、持続可

能性、草地、景観生態、植物社会学、侵入植物、藻類、都市

生態、産卵、地理的変化・変異勾配、歴史生物地理、水界、適

応、気候変動に関連するものがそれぞれ 1 であった。また、32

のワークショップのうち、11 が生物多様性に関連するものであり、

4 つが東日本大震災に関連するものであった。 

以上、震災関連も含めて、生物多様性があらゆる場面に登

場し、生態・環境の分野における重要な概念、キーワードとな

っていることがわかる。この傾向は、生態・環境関係の学術誌

に最近発表された論文や最近の書籍に関しても同様である。 

このように生物多様性や気候変動は生態・環境の分野では

非常に重要なキーワードとなっているが、それらのメカニズムを

明らかにするためには、数十年にわたる長期の地道なモニタリ

ングや生態調査が必要である。このような長期の 10 年規模の

研究期間のモニタリングや調査を支援する科研費の種目も今

後は必要ではなかろうか。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

2012年 1 月 21 日に北海道大学低温科学研究所において、

生物系科学専門調査班の研究員 10 名全員が集まり、それぞ

れの専門分野の最先端の研究内容について講演するセミナ

ーを行った。このセミナーにより生物系科学分野の全体像とそ

の動向を把握することができたので、今後の生物系科学分野

における科研費制度の改善等に活かすことが期待される。 

このセミナーにおいては、改正された科研費番号の順番で

講演を行った。すなわち、分子生物学、構造生物化学、機能

生物化学、生物物理学、細胞生物学、発生生物学、植物分

子・生理科学、形態・構造、動物生理・行動、遺伝・染色体動

態、進化生物学、生物多様性・分類、生態・環境、自然人類学、

応用人類学の順番である。ミクロなスケールからマクロなスケー

ルへという階層性から生物系科学の構造と機能の全体像をより

よく把握することが可能となり、科研費分科細目の改正の成果

を直に感じることができた。 

 

生物系科学に関する学術研究動向調査研究及び科

研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

DNAシークエンシング技術の発達と普及によってゲノム解析

が一般的なアプローチの一つとして定着しつつある。それを受

けて、ゲノム解析結果も多様な目的に使用できる実質的な意

義をもつものとなり、学術論文の中にもゲノムの多様性とダイナ

ミズムに関する報告が目立って増えている。近縁種間の比較

ゲノム解析のレベルから同種内での variant 解析へと広がり、

ゲノムワイドな変異と表現型変化、進化との関係を論じることが

可能になってきた。ヒトにおける 1000 人ゲノムプロジェクトのパ

イロットデータをもとにタンパク質をコードする遺伝子に機能欠

失変異がどの程度生じているかを体系的に調査した報告では、

ゲノム（一人）あたり平均的に 100 箇所以上の変異が生じてい

ることが明らかにされた。劣性の遺伝病因子としての臨床的重

要性も指摘されている。一方で、ゲノムデータがそのままでは

基礎遺伝学には利用しにくいという側面も指摘されている。た

とえば、ヒトの１塩基多型を収集するハップマッププロジェクトの

データをもとに変異の発生と集団中での選択過程を解析しよう

とした際、ハップマップが主として病原因子との関連性に焦点

を当てていることによるバイアスが解析の妨げになっていた。今

後、ゲノム解析の高速化が実現した以上、再解析も含めて真

の網羅性が担保されることが必要であろう。ゲノムのダイナミズ

ムとしては、遺伝子の水平伝播もホットである。細胞内オルガネ

ラが水平伝播する報告、系統解析にとっては混乱の元凶とし

かみられていなかった水平伝播を系統解析に利用できるという

論文も興味深い。ライブセルイメージングと１分子計測技術の

発展も目を見張るものがあり、あらゆるミクロな解析において分

子メカニズムの精密描写の有力なツールとして今後さらに利用

が広がり、成果を生むと期待される。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

生物学分野では、二つの大きな改正を行った。一つはこれ

までわかりにくかった基礎生物学と生物科学分野の区分を、細

目名をミクロからマクロを基本として並べ替え、関連して一部の

細目名を変更（「遺伝・ゲノム動態」細目を「遺伝・染色体動態」

に変更）するとともに、キーワードの見直しを徹底して行ったこ

とであり、もう一つは複合・新領域系の分野であった「ゲノム科

学」を「生物系／総合生物分野／ゲノム科学分科」に移動した



ことである。 

23 年度に開催された学会年会での発表内容、24 年度科研

費への申請状況から判断する限り、ゲノム科学の生物系への

移動が問題となるケースはほとんどないと思われた。これは「遺

伝・ゲノム動態」細目から「ゲノム」がなくなったこととも連動して

いるわけであるが、細目内容にふさわしい申請が行われるかど

うかは引き続き検討していく必要があるだろう。 

 

植物分子生物・生理学分野に関する学術研究動向

調査研究 

三村 徹郎（神戸大学大学院理学研究科・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、日本植物生理学会、

CREST「植物代謝」研究会等の学会、研究集会に出席した。

日本における分子・細胞レベルの基礎植物科学関係で最も重

要な学会として、(社)日本植物学会と日本植物生理学会がある。

(社)日本植物学会は、2011 年 9 月に東京大学駒場キャンパス

において第 75 回大会を開催し、日本植物生理学会では 2012

年 3 月に京都産業大学において第 53 回年会が開催された。

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、こ

の数年基礎から応用を考える植物科学のためのグラントプログ

ラムが多数動き出している。また大学や研究機関横断型の「植

物科学最先端研究拠点ネットワーク」や、「グリーン・ネットワー

ク・オブ・エクセレンス」が 2011 年度から活動を開始している。

いずれも基礎植物科学から応用への橋渡しを、農学、工学分

野との連携で進めようとするものである。 

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 188 主要ジャーナルの総論文数は、2010 年に

17,498 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、2010 年度のインパクトファクターは 4.257 で、

全体の 15 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。 

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 

 植物科学分野の後継者の育成、若手研究者のキャリアサ

ポートは、他の基礎科学分野と同様重要な問題となっている。 

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。また、バイオマス利用に関する研究が様々に繰り広げ

られつつある。これらが、実用レベルに何時の段階で到達する

かが、今後の大きな課題となるであろう。 

 

分子細胞生物学分野に関する学術研究動向調査研

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 

分子生物学、細胞生物学、生化学、発生生物学、がん生物

学などについて、学会参加や文献調査、研究者との直接交流

などを通じて分野の動向を調査した。 

分子生物学分野では全ゲノム配列解析が様々ながんの症

例にまで進められるに至り目に見える成果が出始めている。例

えば、染色体転座点がクロマチン構造（おそらく転写）と関わり

があることが示唆された。また、研究技術に関しても、全反射照

明蛍光顕微鏡を用いて一分子レベルで分子複合体の化学量

論まで議論できる技術、SIMS の一種である MIMS による質量

分析技術を用いた分子の高解像度での可視化技術など、これ

までの学問領域を超えた進展が留まるところを知らない勢いで

続いている。配列特異 DNA 組換え酵素を用いた体細胞での

相同組み換えに関する技術も実用可能なレベルまできている。

これらの新技術を使った研究の進展が期待される。 

関連分野についても、幹細胞分野の基礎的研究、がん幹細

胞の本態についての研究なども少しずつではあるが進展して

いる。例えば乳がんについては、乳腺組織幹細胞と乳がん幹

細胞との関係がみえ始めた。それに基づき乳がんの分子レベ

ルでの分類も行われつつある。診断と治療の基盤となる情報

がようやく貯まりつつある。一方で、情報量の多さ、質、それら

を踏まえたバイオインフォーマティクスの技術の益々の進展と

それを多くの研究者が活用できるような環境の醸成が大きく望

まれる。 

 

２． その他 

わが国の次代の学術を担う若い研究者の育成に黄信号がと

もっている。様々な研究技術の進展により学術研究が大きく発

展しているにも関わらず、大学及び大学院の研究者の卵たち

は、研究の世界に大きな不安を抱いている。様々な問題の中

で、私はここで研究環境の継続性の重要性について指摘した

い。特に、経常経費を削り続ける中で１年限りのプログラムに多

大な投資をする等に代表される、コロコロ変わる政策プログラム

や制度に対する現役研究者の不安は若い人に伝染している。

若い研究者が自身の将来に希望を持つ為には、研究者社会

は、付け焼き刃のプログラムではなく、継続的な研究環境の確

立に向けたプログラムの必要性をどうどうと社会に訴えて行くべ

きである。 

 

発生生物学に関する学術研究動向調査研究 

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 23 年度に開催された 2 つの国内と 2 つの海外の学術研



究集会に、研究代表者が出席し、研究の動向調査を行った。

発生生物学の分野では、発生生物学と細胞生物学は生物現

象に対する認識と切り口に違いはあるものの、内容的にかなり

オーバーラップしている。発生生物学の解析は細胞生物学の

手法を取り入れ、組織構築を細胞レベルから解き明かす姿勢

が鮮明であり、一方、細胞生物学では近年のイメージング技術

の進歩で、一分子レベルでの解析に向かっており、細胞生物

学的手法で得られる細胞特性のデータはそのまま、その集合

体である組織や器官形成の原理構築につながっている。それ

ぞれの学会で統合を意識した動きがみられ、平成 24 年度 5 月

には両学会が合同で大会を開催する予定であり、両者の距離

がますます近づくことになる。 

 クアラルンプールで開催されたPacific Science Congressは欧

米、アジアから 2000 人を超える科学者が集まり、様々なテーマ

でワークショップ、シンポジウムが開催された。 

アジア新興国は科学・技術に予算を投入しているが、基礎生

物学を含む基礎科学が軽視されがちで、そのような政策の真

価が今後問われることになる。アジアの基礎科学における日本

の役割はますます重要になると思われる。 

北京で開催された Asia-Oceania Zebrafish Meeting はアジア、

オセアニア地域で研究する小型魚類研究者（PI）が約 50 名、

中国国内からの研究者、学生約 40名の参加があった。小型魚

類の実験系は生命科学研究のうち、発生学、遺伝学など基礎

的な研究に適しており、その分野の主要なモデル動物となって

いる。しかし最近中国やシンガポールでは、ヒトの疾病をターゲ

ットとした研究も多くみられ、医学分野への広がりがみられた。

日本でも同様な傾向が表れているので、この動向は今後注目

して行きたい。 

 

細胞生物学分野に関する学術研究動向調査研究 

米田 悦啓（大阪大学大学院生命機能研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

細胞生物学は、生命科学・医学全般の最も基盤となる研究

分野の１つであり、多くの他分野とのつながりが強いという特徴

を持つ。従って、細胞生物学の分野では、異分野との融合研

究が盛んに行われるようになってきている。このような状況下で、

細胞生物学の観点から、異分野融合研究がどのように展開し

ているのかを調査研究することを目的として研究を進めた。先

ず、平成２４年６月に大阪で開催された第１１回日本蛋白質科

学会年会に参加し、構造生物学と細胞生物学のインターフェ

イスに関するシンポジウムなどに参加することを通して、様々な

研究者と意見交換を行った。この学会は、近年の構造生物学

の発展により、学会参加者数は年々増加の傾向にある。この

年会の１つの特徴的なテーマとして、細胞内の様々なオルガ

ネラ研究と構造生物学の接点が挙げられる。オルガネラ研究

に関わる細胞生物学者とオルガネラ機能などに関わる分子を

構造生物学的に解析する研究者が一堂に会し、細胞システム

の理解を念頭に置きながら議論することで、新しいアイデアが

生まれるという効果があった。また、構造生物学を創薬研究に

つなげようとする取り組みが活発に議論された。今後、様々な

分子を標的にした機能制御分子の探索研究などはますます進

展するものと思われ、「創薬」は１つのキーワードになりつつあ

る。 

また、平成２４年６月に札幌で開催された第６３回日本細胞

生物学会大会に参加し、多くの研究者と意見交換を行った。こ

の大会では、近年進展の目覚ましい生細胞分子イメージング

技術による研究成果が発表された。特に、組織・臓器のレベル

でのイメージング技術が進展しているのが大きな特徴であった。

また、細胞生物学と発生生物学を融合する研究の展開が見ら

れ、より高次なレベルへ細胞生物学の研究が展開していること

が裏付けられた。今後、日本発のこれらの研究成果が世界に

発信されていくことが大いに期待される。 

 

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 

琉球大学農学部、宇都宮大学工学部・農学部、国立台湾大

学農学部、台湾・台東県蘭嶼の自然保護区、フィンランド・オウ

ル大学、オランダ・フロニンゲン大学を訪問、特に、動物生理

学の応用科学との関連について意見交換した。また、公的研

究費の審査体制についても意見交換した。 

動物生理学は、バイオミメティクスや害虫防除技術など、応

用科学とのつながりも深い。ただし医学と生物学の繋がりに比

べると注目度は低く、必ずしも社会的に明確に認知されている

とは言えない。バイオミメティクスは生物の構造を模した「ものづ

くり」をめざし、工学系研究者の活躍が目立つ。生物学の視点

から吟味された研究ではないが、こうした流れを活用して生物

学分野での研究成果が上がることを期待する。害虫防除につ

いては、食の安全・安心への関心の高まりを背景に、化学薬品

を使用しない技術、特に視覚や嗅覚を利用した技術が注目さ

れている。農業関連の技術には現場での観察に基づいて培わ

れた伝承的技術が多く、害虫防除もその例外ではない。昨今

の研究動向は、新しい技術を生み出す一方、伝承技術を動物

生理学的視点から再検証して、さらに洗練するという方向性も

ある。純粋な生物学的研究とは少し趣を異にするが、公的研

究費の投入対象としては分かりやすい。こうした研究動向は、

今後、農学分野に純粋な動物生理学、動物行動学の研究を

推進する機運につながる可能性があり、生物学分野としては注

目に値する。それにしても、農学系と理学系の分野間で、研究

者の交流がきわめて低調であることが気になった。 

科研費の審査体制については、特に特別推進研究におけ

る外国人査読者のあり方がひとつの大きな問題になっている。

確かに、公的研究費の審査に外国人査読者を積極的に活用

している国は多いように見える。この点についてオーストリア、

フィンランド、オランダ、スウェーデンの研究者と意見を交わし

た。いずれも動物生理学を含む多くの分野でトップレベルの研



究者を擁する国である。これらの国における事情は明白で、国

内では審査員が確保できないために、主として欧州内の外国

人に審査を依頼しているということであった。必然的に英語で

の申請が義務づけられている。この体制によって研究の国際

性が担保されるという意見がある一方、国内で査読者が確保さ

れればこの必要はない、国際性は研究成果で判断できると述

べた研究者もあった。 

 

生物物理学分野に関する学術研究動向調査研究 

片岡 幹雄（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研

究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

11 月に国際生物物理学会議が北京において開催され、50

カ国から 2500 名の参加者があった。アジアでは 1978 年京都

（37カ国、1800名）、1999年ニューデリー（インド）（600名）に継

ぎ、３回目の開催であった。国際生物物理会議のサテライトシ

ンポジウムとして、メカノバイオロジー国際会議が開かれた。メ

カノバイオロジーは、細胞の力学知覚に関わる分野で、医学と

も深くかかわるため国際的に重要性が認識されている。科研費

において、平成 21 年度に時限付き細目に採用され、3 年間継

続したことは時宜を得たものであった。 

構造生物学分野においては、光合成の光化学系 II やモー

ター蛋白質キネシン等、重要な超分子複合体やタンパク質の

構造解析に日本の研究者が成功した。次世代構造生物学の

一つの流れとして“ゆるい相互作用”や“ゆらぎ”の解析が着目

されてきている。９月に開催された日本生物物理学会第４９回

年会において、イスラエル生物物理学会と合同で、タンパク質

動力学のシンポジウムが開催された他、揺らぎ関係のシンポジ

ウムがいくつか開かれた。細胞生物物理においても、複雑に絡

み合う生命動態システムとして、揺らぎをあらわに取り入れ新た

な地平を開こうとする試みが本格化してきた。この流れに沿っ

て、理研に生命システム研究センターが開設されたのは２０１１

年度の特筆すべき事項である。 

一分子観測分野においては、超解像度顕微鏡や多色蛍光

同時測定など技術の進展があった。多様な色の蛍光タンパク

質が開発されるとともに、非天然蛍光アミノ酸を用いる研究も実

用化されつつある。この分野では、理論を開発しつつその理論

を検証するために実験も行うという柔軟性のある 30 代の研究

者が育ってきている。新しい生物物理学の潮流として歓迎すべ

きことである。 

脳・神経の生物物理関係では、人が動画を見ている時の脳

活動を fMRI で観測し、脳活動と動画の関係をモデル化するこ

とに成功した。この研究は、障害者との意思疎通等今後大きな

可能性を開くことになろう。また、光生物学分野では、クモが焦

点のずれで距離を測っていることを示した研究が興味深い。 

２．その他 

科研費成果報告書について 

成果報告書の業績欄が枠内記載になっているのは、何とか

ならないだろうか。申請書と同様、著者、題目、雑誌名、巻号、

始めと終わりのページ、発表年があれば、順不同でよいという

ようにできないのか。本質的でないところに時間がかかりすぎる。

平成24年度から、交付申請書もウェブ化されたのだから、成果

報告書も改善してほしい。 

 

構造生物化学及び機能生物化学分野に関する学術

研究動向調査研究 

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 

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、蛋白質科学会年会（大阪）、生化学会大会（京都）、日

本分子生物学会年会（横浜）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。国際会議としては、EMBO Conference on Protein 

Transport Systems: Structures、 Mechanisms、 and Medical 

Aspects（イタリア）、 Gordon Research Conference on Protein 

Transport Across Cell Membranes（米国）に出席した。いずれ

の学会もタンパク質の細胞内輸送をテーマに、最前線の研究

者が集まる学会で、講演の内容も未発表のものが多く充実して

いた。この規模（参加者 160 名、講演 50-60 件前後）の国際会

議を財政的に支援できると、わが国の学生や若い研究者にと

ってよい刺激になると考える。 

担当者は、4 月にイタリア、7 月から 8 月にかけてマレーシア

とシンガポール、9月に中国、12月から 1月にかけてルワンダ、

2 月にドイツの大学・研究機関を訪問し、発展途上国も含む諸

外国における生命科学分野の教育研究の動向調査を行った。

イタリアではフィレンツェ大学のCERMを訪問したが、研究グル

ープ単位では対応が困難な高度な設備の導入・維持・更新、

そしてその効率的な共同利用体制の確立に成功していた。わ

が国ではいまだに構造生物学のサステイナブルな研究体制を

整備できない現状が問題であると感じた。マレーシアの研究レ

ベルについてはまだこれからの感があるが、マングローブの利

用など地域の特徴を生かした研究も多かった。シンガポールの 

二つの大学はわが国に劣らず研究レベルが高く、研究費、研

究設備、支援体制も充実しており、国際化という点でも、わが

国が学ぶことが多いように感じた。中国は大学や学部によって

かなりレベルの差があるが、一部の大学の急成長ぶりが目立っ

た。 

アフリカのルワンダでは、二つの大学で学術講演を行ったが、

学生からの質問は積極的かつレベルが高いものであった。一

方で、韓国が大学に寄宿舎を無償で建設するなど、実感レベ

ルで着実にその存在をアピールしているのに対して、わが国は

JICA の活動などを通じて地道な支援を行っているにもかかわ

らず、現場でのプレゼンスが弱いのは残念であった。 

 

２．その他 

 試案であるが、本センターの研究員が、その任期中に１回で



もこうした発展途上国の大学や研究所を訪問してみてはどうで

あろうか。発展途上国の教育研究の現場を視察し、教員や学

生の熱心な姿勢に触れることは、担当者にとってはまさしく目

を開かされる思いであった。おそらくわが国の学術の最先端に

おられる多くの研究員の方々にとっても、こうした体験はきわめ

て有意義であろうし、そこからわが国がこれらの国に対して、学

術や教育面でどのような協力支援ができるかを考えることが可

能になると思われる。また研究員がそうした国々で「出前授業」

や「最先端セミナー」の講演を行うことは、何よりもわが国のプレ

ゼンスを高めることに貢献できるであろうとも考える。ぜひ検討

いただきたいと思う。 

 

自然人類学分野に関する学術研究動向調査研究 

篠田 謙一（独立行政法人国立科学博物館人類研究部・グル

ープ長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

霊長類学の分野では高等霊長類の実験心理学的な研究か

ら、人文科学や社会学研究へ基礎的な知見を提供するような

データが生み出されている。２３年度の振興会賞、育志賞をこ

の分野の研究者が受賞したことはそれを物語っている。従来か

らこの分野の中心的な研究課題と考えられている野生観察を

中心とした霊長類の社会構造研究や化石霊長類の形態研究、

分子レベルの解析については特に目立った変化は無いが、堅

実に研究が進んでいる。 

自然人類学の分野では、遺跡の発掘人骨に関する報告は

減少している。これは行政による発掘が公共事業の削減によっ

て減少しているため、発掘される人骨自体が少なくなっている

ことを反映しているものと考えられる。これはここ 10 年ほどの傾

向である。順調に発表数を増やしているのは、ＤＮＡ解析を使

った人類の起源と拡散、日本人の起源に関する研究で、従来

はミトコンドリアＤＮＡやＹ染色体ＤＮＡを使った研究が主流だ

ったが、ゲノムワイドな研究も散見されるようになっている。形質

人類学の分野では、旧石器学会と連合で、東アジア４カ国（日

本・韓国・中国・ロシア）の研究者を中心とした国際学会が日本

で開催されている。このように自然人類学と考古学分野の研究

者による学際的な交流の場も広がっており、今後もこの傾向は

続くと考えられる。 

医学部解剖学講座における人類学研究者の減少が続いて

いる。また肉眼解剖など従来人類学と近い関係にあった分野

の研究者も減少しており、将来的には医学部における人類学

研究は消滅する可能性がある。一方で、ゲノム研究などから集

団の遺伝的な特性が医学の領域で有用なデータを提供する

可能性も指摘されており、集団の成立などを研究する人類学

の知見のこの分野での重要性は増している。今後とも人類学

研究が医学部内で一定の地位を確保する方策を考える必要

がある。 


