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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に関する調査研究 

漆原 秀子（筑波大学生命環境系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

関連の学術集会参加、文献調査などにより動向を調査した。

生物科学の諸分野で DNA シークエンシング技術に立脚した

研究の報告が増加しているが、ドラフトゲノムで解析を終了す

ることにより曖昧な点解消されないなど、新しい問題の気配も

見える。系統解析でも全ゲノム配列を大量に用いることが信頼

性の向上にならない例もあり、塩基配列を大量に迅速に決定

する以上のトータルな技術革新、ゲノム科学としての適切な対

応が必要となっている。発生生物学関連では John Gurdonと山

中伸弥氏のノーベル生理学・医学賞受賞がトップニュースであ

るが、多分化能の維持と細胞分化は発生生物学の重要な一翼

として研究が進められてきたものである。研究対象の多様化に

より、幹細胞の分化や自己複製の制御が周囲からのシグナル

によらず確率的に決まる例なども報告され、新たな展開が見え

る。構造生物学、細胞生物学、遺伝学との融合的な研究報告

例も多い。 

学術支援方策の問題点についても検討した。新学術領域ゲ

ノム支援は有効に活用されているが、バイオインフォマティクス

関係の人材育成、データベース構築支援が不十分である。研

究成果公開費補助金（データベース）はインフォマティクスを基

本としたゲノムデータベース構築には馴染み難く、抜本的見直

しが必要である。女性研究者養成を目的とした方策である

JSPS の RPD は、業績の多い研究者のみに支援が集中しやす

いことから、長期的観点で趣旨を生かせるようシステムの検討

が課題であろう。文部科学省の女性研究者支援モデル育成、

女性研究者研究活動支援事業は 7年間76大学の取組を支援

しており、支援終了後も学内措置によって支援体制が継続して

いる。世界的に最低ランクにある我が国の女性研究者比率を、

30%に近付けるという数値目標はやはり影響力があり、さらなる

継続が望まれる。一方、30 代後半から女性研究者の比率が低

迷する現状などは、やはり丁寧な分析に基づいた支援方策が

必要である。男女共同参画学協会連絡会による大規模アンケ

ート分析結果などの活用が望まれる。 

 

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に関する調査研究 

西田 栄介（京都大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

生命科学領域の新しい潮流として、二つの相互に関連する

融合的かつ複合的な大きな潮流が明らかになりつつある。一

つは、「合成生物学」であり、もう一つは「定量的生物学」とも言

うべき潮流である。 

「合成生物学」とは、主に、人工遺伝子ネットワークの作製な

どを介して、システムを再構成あるいは新規作製する研究分野

であり、生物学と工学の融合領域と考えられる。最近、この合

成生物学の目指す方向が二分されてきたように感じられる。一

つ目の方向性は、生命システムの動作原理を探る基礎研究と

して行うものである。定量や数理モデル化が容易であるというメ

リットを生かし、遺伝子ネットワークが複雑な生命活動・挙動を

生み出す原理を研究する方向である。この方向性は、システム

バイオロジーに近いものである。二つ目の方向性は、将来的な

応用を意識し、医療問題やエネルギー問題への解決策として

の可能性を探るものである。この方向性はバイオテクノロジー

に近いと言える。また、この二つの方向性に共通の基盤を提供

するような、より大規模な遺伝子ネットワークを作製するための

方法論を探る研究も生まれつつある。 

「定量的生物学」は、生命現象を定量的なアプローチにより

理解しようとするものであり、生物学と数理科学との融合領域と

考えられる。日本においてボトムアップで設立された研究集団

として、「定量生物学の会」があり、極めて活発に活動しており、

注目に値する。生物系以外に工学系、情報系、統計学、化学

系などの非常に多岐にわたる分野の研究者が集まっている。

大きな特徴は、大半がポスドクや学生という若手中心であること

である。 

 上記二つの潮流は、相互に関連しながら、将来の生命科学

研究の一つの大きな方向性を示していると言える。上述の「定

量生物学の会」のように、我が国の若手研究者の中からボトム

アップで設立された会もあり、学術研究動向としても、また研究

者養成に係る学術振興方策の面からも、大いに注目すべきこ

とである。 

 

生物科学分野に関する学術研究動向調査研究 

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 

オープンアクセス（OA）の問題点 

OA は、大手出版社による学術誌市場の寡占状態を打破し

て、税金を投入して行われた科学の成果を納税者が等しく享

受できるように考えだされたシステムである。これは、科学者が

料金を負担して論文をネット上で公開するもので、いわば科学

者自前の出版システムとして構想された。この思想は広く受入

れられ、オープンアクセスジャーナル（OAJ）は増え続けてい

る。 

しかし現在、OAJ の論文掲載料は US$1,500〜4,000／編で

ある。これは、個人ではもちろん、研究費不足に悩む研究者に

は負担できない額である。OA 論文の出版に二重に多額の税

金が使われる現状は不健全ではないか。そもそも、4,000 ドル

が一編の論文を OA にするコストとして適切か。さらに、大手出

版社も、従来の方法で学術誌を売る一方、論文毎に何千ドル

かで OA 化するサービスを始めている。 

研究そのものに税金を使い、学術誌の購入に税金を使い、

さらに OA 論文の発表にも税金を使う。これでは、OAJ の導入

が却って研究費の無駄を生んでいることにもなる。また、依然と
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して影響の強いインパクトファクター（IF）も影を落とす。IF の高

いOAJが出ると、その編集方針次第では、IFが“買える”からで

ある。今年度は定量的調査ができなかったが、OAJ の成熟過

程は今後注視すべき問題と考える。 

 

研究費申請の審査体制 

研究の国際性を評価するため、特別推進研究の書面審査

を外国人研究者に依頼しているが、これには多くの問題がある。

外国人審査員の件につき、今年はスロベニア・リュブリャナ大

学で議論した。結局、欧州の国々では、自国内で審査員を確

保できないため、必然的に外国人に審査を依頼せざるを得ず、

そのため申請書は英語ということだった。研究の国際化に資す

る面はあるが、莫大なコストがかかっているようだ。日本では十

分な審査員を確保できると思われるが、本当に審査員が不足

ならば申請書をすべて英語化し、NIH や NSF のように国内外

に審査員を求めるべきと思われる。 

 

動物生理学分野の研究動向 

生物学分野では、マウス・ゼブラフィッシュ・ショウジョウバエ・

センチュウの４種が Core4 と総称されるモデル生物である。８月

の国際神経行動学会（メリーランド大）では、冒頭の講演でリー

ダー的存在である研究者がCore4での研究に批判的な発言を

し、それが会議の期間中、多数の演者によって半ば真面目に

半ば冗談として繰り返されるということがあった。これは、生物

学の現状をよく表している。つまり、Core4 ではカバーできない

重要な問題が多くあること、しかしそうした問題には様々な理由

で取組みにくいという事実である。それでも神経行動学分野で

は新しい試みが盛んで、とくに技術的には RNAi がかなり浸透

していた。これを突破口に、Core4 以外の種での研究もこれか

ら急速に進展するだろう。 

 

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 

坂本  亘（岡山大学資源植物科学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は、植物分子生物・生理学分野に関する国内外３つ

の学会に参加して動向を調査した。 

日本植物生理学会第 54 回年会は、3 月 21 日〜23 日に岡

山大学で開催され、約 1600 名の参加者のうち、ほぼ 3 分の 2

が研究発表(1044 件)をしている。光合成（色素、光化学系、環

境応答）、植物ホルモン（合成と生長制御、シグナル伝達）、生

物・非生物ストレス応答（免疫、浸透圧、乾燥、温度その他）・シ

グナル伝達、細胞・分化（胚発生、栄養器官、生殖器官）、遺

伝とエピジェネティクス、植物栄養（イオン、養分輸送、輸送体）、

新技術などの研究発表が 10 の口頭発表会場、１つのポスター

会場であった。「植物科学最先端科学研究拠点ネットワーク」

や拠点研究機関による共同研究も進んでいる。座長やシンポ

ジウムオーガナイザーには若手研究者が多く選ばれていた。

学会での女性比率は 17%で、男女共同参画への取組みもあっ

た。若手による学会のサテライトワークショップが新旧のテーマ

で進んでおり、新たな研究分野（植物ゲノム編集など）の展開

も若手中心に進んでいる。学会は英語化を推奨してある程度

進んでいるが、英語発表することで学術研究自体のレベル低

下を懸念する声もあった。社会との関わりとして、高校生のポス

ター発表を開催し、全国各地から 28 題の参加があった。長期

的な若手研究者の育成には重要な取り組みである。 

The Society for Experimental Biology(SEB)は英国を中心とし

た生物科学の学会で、「Animal Biology」「Plant Biology」「Cell 

Biology」と対象を３つに分けて活動を行っている。今年の年会

はオーストリアのザルツブルグで 6 月 29 日〜7 月 2 日に開催さ

れ た 。 Plant Biology の カ テ ゴ リ ー で は 、 「 Improving 

Photosynthesis 」 「 Chloroplast Development 」 「 Evolution of 

Physiological Traits」「Plant Hormone Signal Transduction」

「Induced Resistance Against Biotic Attack」「Environmental 

Control of Development」の６つのセッションが設けられ、活発

な意見交換が行われていた。若手研究者のネットワーキングを

明確な目的としたミキサーが行われており、PI の育成にはこの

ような取り組みは重要であると感じた。今年度はさらに、発展途

上国における研究動向を調査するため、ケニアのジョモケニア

ッタ農工大学が開催する学会で植物科学関連のシンポジウム

をサブテーマとして開催してもらい、研究発表と研究交流を行

った。アフリカ諸国でも研究集会を行う意欲が高まっており、農

業生産に結びつく植物科学研究、特に最先端研究を熱心に

理解しようとする学生が多く見られた。 

日本植物生理学会が発行する専門誌 Plant and Cell 

Physiology は、植物科学関連の学術誌の中で 10 位にランクさ

れ、2011 年のインパクトファクターは 4.702 であった。国外から

の投稿も着実に増えており、投稿論文の半数以上が海外から

である。Plant and Cell Physiology の充実化を目指して、エディ

ターの増員や、外国人エディターの増員も検討されている。国

内からも、投稿を増やすための試みとして、年会でもランチョン

セミナーを開催して投稿プロセスの紹介をするなど、積極的な

取り組みがなされていた。 

 

生物多様性分野に関する学術研究動向調査研究 

中静  透（東北大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

生物多様性の研究および、それに関連する政策的な動きお

よび企業などの動向も含め、日本生態学会、日本景観生態学

会、International Association for Vegetation Science などの学

術集会、CBD COP11、World Heritage Convention などの政策

関連集会、および企業を中心とした集会やシンポジウムなどに

出席して動向を把握した。 

生物多様性に関する研究の多くが、社会的な要請と強い結

びつきを持つことが明確になりつつある。植物園協会の総会で

は、絶滅危惧種の現地外保全に関する共同研究が大きな話
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題になりつつある。日本景観生態学会や日本生態学会では、

生物多様性の保全に関する研究の数が増加しており、生物多

様性のモニタリングや地図情報化、生態系サービスの評価が

新しいテーマとして話題になってきた。韓国で行われた

International Association for Vegetation Science のシンポジウ

ムでは、気候変動による生態系や生物多様性への影響がテー

マとなっていた。日本をはじめとしてアジア地域では、この分野

の研究は欧米に比べてこれまで少なかったが、近年急速に増

加しつつある。 

一方、CBD COP11 では、名古屋の COP10 で採択された愛

知目標が、話題の中心となっており、サイドイベントのほとんど

が愛知ターゲットを意識した構成になっていた。World 

Heritage Convention でも、世界自然遺産の保護地域としての

意義についての議論があった。さらに、科学と政策のインター

フ ェ ー ス と な る IPBES （ Intergovernmental Platform of 

Biodiversity and Ecosystem Services）が発足し、こうした科学的

知見をどのように政策に反映させるかが問題となってきた。そ

の点は、シンポジウム“Interface between Science and Policy”で

も、参加した多くの研究者が重要性を指摘しており、今後こうし

た方向での相互作用が増えるものと予測される。 

2010 年に発表された TEEB（The Economics of Ecosystem 

and Biodiversity）の影響を受け、生態系サービスの経済評価

が進んだ。また、企業なども、「企業が語るいきものがたり Part 

6.」などの集会に見るように、生物多様性や生態系に関するビ

ジネスリスクとチャンスの評価を進めており、生物多様性オフセ

ットの国際的基準を整備する動きも大きくなってきた。シンポジ

ウム「開発と生物多様性保全の在り方を考える」では、生物多

様性の保全に対して資金の流れを作る具体的な方法としての

生物多様性オフセットが注目され、すでに導入した国での例を

検討するとともに、日本に導入する場合の問題点が議論され

た。 

全体の傾向として、生物多様性に関する研究動向にはいく

つかの方向がある。大きく分類して、生物多様性そのものの情

報、地球規模でのモニタリング、生物多様性と生態系機能およ

びサービスとの関係、生物多様性の評価、生物多様性と生態

系の持続的管理などが、大きなテーマとなっている。いずれも、

生物多様性条約などを中心とした社会的要請とつよい関連性

があり、政策とのインターフェースも大きなテーマになりつつあ

る。また、企業などを含めた共同研究も進みつつあり、関係者

の幅も広がっている。 

 

２．その他  

生物多様性の研究は、基礎的研究もさることながら、政策や

企業活動などと結びついた形でより、分野的に拡大しつつあり、

生物学だけでなく経済学や社会学など広範な研究分野との融

合的な研究が必要になっており、実際にもそうした研究が増え

ている。また、生物多様性条約などの社会的要請も大きく、今

後さらに動向に注目する必要がある。 

 

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 

専門分野及びその関連分野の小さな学会や大きな学会へ

の参加を通じて、研究内容、研究者の意識、研究システム、研

究と社会などに関する動向を、大きな視野で把握することを目

的とした。 

本年最も印象に残ったことは、現在ドイツで起きている事で

ある。一つは、各地域に設置されている地域研究拠点制度で

ある。この制度はわが国の最先端研究開発支援プログラムや

COE などと一見類似しているが、特定の個人が突出している

わけでも教育に特化しているわけでもなく、理念が大きく異なる。

これに加えて、数百名の若手研究者に PI ポストを与えるプログ

ラムにより、世界中から若手研究者をリクルートしている。いず

れのプログラムも、設備や機械ではなく「人」、多数の個人研究

者を育てることを目的としているところが共通している。少数の

研究者に使い切れないほど多額なグラントをばらまき不要な設

備を揃えるわが国とは全く異なると感じた。今後、ドイツにおけ

る基礎科学が大きく進展する予兆を感じた。 

 

２．その他 

研究者の業績の評価の指標の一つとして、その便利さから

新聞掲載を用いることが行われるようになって久しい。これはこ

れまで多くの研究者が、ややもすると社会とは隔絶された環境

で研究を行ってきた（研究者仲間のみを対象として研究を行っ

てきた）ことに対する反省から発していると推測する。しかし、新

聞記事は事実関係の裏を取らずに研究者の一方的な主張を

記事にしている場合がほとんどであり、危険な要素を大いに含

んでいる。新聞掲載は、異分野の研究者にとってたしかに便利

ではあるが、誤った判断に陥りかねない危険性も秘めている。

宣伝上手な研究者ばかりを増やす事でわが国の学術が発展

するとは思えず、社会から見放される前に、研究者自身がそろ

そろ過剰宣伝の弊害を議論すべき時期に来ているかもしれな

い。 

 

発生生物学分野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 

発生生物学、ゲノム生物学の研究現場では、いくつかの技

術革新が研究の進めた方に大きな影響を与えている。平成 24

年度に参加したシンポジウム、学会年会などで収集した情報を

元に、以下２つの点を報告したい。 

１）ゲノム編集技術の広がり 

ゲノム標的部位切断する編集技術として、この数年の間に

ZFN、TALEN が導入され実用化されている。この技術により、

ES 細胞が樹立不可能なモデル動物でも、自由に遺伝子ノック
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アウト、ノックイン等が行われるようになった。テマセック生命科

学研究所・小型魚類プラクティカルコースでは、特にTALENの

技術導入のコースが設けられていた。アジア各国の研究者も

積極的にこの技術を導入している。さらに最近、切断したいゲ

ノム上の標的配列に対応する 20 塩基程度の RNA を合成する

だけで、ゲノム上の任意の部位の 2 本鎖 DNA を切断できる新

たな手法が導入されたCRISPR/CASシステムが登場し、この技

術の普及も注目される。これらのゲノム編集の技術は、効率が

良い場合はＧ０で表現型が得られることがあり、研究室で次世

代を継げない非モデル動物へも応用が可能である。この意味

でも非常にインパクトのある技術である。 

２）エピジェネティックス研究の広がり 

epigenetic code（DNA メチル化、ヒストン化学修飾）の解明は、

生命現象を解明するために重要である。epigenetic code 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により解析が行われている。一方、解

析技術の飛躍的な進歩により、より少数のサンプル（100 細胞

程度）でも epigenetic codeの解明が可能になった。これにより、

胚から得られる native な少数細胞を対象とする研究が増えて

いる。実際、最近のシンポジウム、研究集会では、従来のマウ

ス、ヒトに加えて、小型魚類、両生類胚での研究報告が非常に

増えている。哺乳類と比べることにより、epigenetic code が持つ

普遍的な意義の解明が進んでいる。 

 

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 

平成 24 年に X 線自由電子レーザー施設、SACLA、が一般

共同利用を開始した。XFEL は、第三世代シンクロトロン放射

光をしのぐ夢の光であり、干渉性を利用したタンパク質の一分

子イメージング、フェムト秒連続結晶構造解析（SFX）などの実

現が期待されている。 

イェロープロテインの 100 ピコ秒時間分解能の時間分解Ｘ線

結晶構造解析の成果が報告された。初めて明らかになった初

期中間体では、発色団が 90°ねじれた異性化の途上の構造

になっており、タンパク質が遷移状態を安定化していることが

実証された。100 ピコ秒時間分解能の構造解析例はもっと増え

ていく必要がある。 

平成 24年度の JSTの戦略目標“多様な疾病の新治療・予防

法開発、食品安全性向上、環境改善等の産業利用に資する

次世代構造生命科学による生命反応・相互作用分子機構の

解明と予測をする技術の創出”に沿って、戦略的創造研究推

進事業および“創薬等支援技術基盤プラットフォーム”事業が

開始された。後者は、タンパク 3000、ターゲットタンパクプロジ

ェクトで整備されてきた技術を一般に公開し、創薬等の出口を

見据えた構造生物学研究に展開しようとするものである。 

新学術領域研究（領域提案型）に“運動超分子マシナリーが

織りなす調和と多様性”が新たに採択され、前年度採択の“少

数性生物学-個と多数の狭間が織りなす生命現象の探求-”と

ともに、一分子生物物理学の新規の展開として注目される。 

極めて特殊な手法である中性子準弾性散乱に関する国際

会議が日光で開かれた。生物研究のセッションが半日設けら

れ、活発な議論が行われた。国内の中性子散乱会議では考え

られないことである。中性子結晶構造解析は、日本がリードし

ていたのであるが、東日本大震災により日本原子力開発機構

の原子炉（JRR3）が長期シャットダウンしている間に、欧米に追

いつかれてしまった感がある。これ以上の停滞を避けるために、

加速器を用いた中性子源、J-PARC における技術開発の進展

を期待するとともに、研究用原子炉のできるだけ早い機会での

再稼働を望みたい。 

日本生物物理学会において、科研費説明会を開いたところ

多くの参加者があり、科研費への期待が大きいことを痛感した。

科研費のシステムをもっと多くの研究者に理解してもらう必要

がある。 

 

２．その他 

センター研究員は、科研費および特別研究員の審査結果

について、各審査員の評点のつけ方、審査コメントなど、丁寧

に検証している。その結果が優秀な審査員の表彰以外に、審

査員に戻されることがないのは、残念なことである。審査員を育

てるということも JSPS の使命である。各審査員の審査はセンタ

ー研究員に検証されているということを、審査員に伝えるべき

ではないだろうか。科研費を受領している研究者は、科研費

（特別研究員）の審査は義務であると考えてほしい。また、審査

を通して申請者を育てているという視点を忘れないでほしいと

思う。 

 

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・タンパク質科学関係

では、蛋白質科学会年会（名古屋）、生化学会大会（福岡）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、

International Symposium: Molecular Machines in Protein 

Folding and Translocation（ドイツ）等に出席、そこではタンパク

質マシナリーがタンパク質輸送、タンパク質フォールディング、

オルガネラ生合成などをどのように行うかをテーマに、最新の

成果発表と情報交換が行われた。 

担当者は、7月にドイツ、 8月にマレーシア、8月末から 9月

にかけて、コンゴ民主共和国とナイジェリア、3 月に米国の大

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。ドイツも米国も

厳しい財政状況にあるが、今回訪問した大学・研究所は十二
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分に優れた研究環境を確保していた（ただし米国 NIH は予算

の大幅カットが予告されて、混乱を招いていた）。NIH やドイツ

の大学では、PI になれなかった博士研究員をスタッフサイエン

ティスト（任期なしの正規雇用）として遇することで、優れた人材

を確保しているが、これはわが国でも参考にすべき、学位取得

者のひとつのキャリアパスのあり方かと感じた。コンゴとナイジェ

リアでは、大学教員から、わが国で先端科学技術を学んだり、

最先端の研究に触れるような研修制度がないだろうか、という

声を聞くことが多かった。そうした機会があれば、母国における

高等教育のレベルの向上、科学技術政策への反映等につな

がっていく可能性がある。JICA にそのようなインターンシップ的

な制度があると聞くが、ODA の一貫としてでもよいので、発展

途上国の人材育成にわが国が貢献する仕組みがもっとあって

もよいのではないかと感じた。また一般に中央アフリカ〜西アフ

リカ諸国は熱帯雨林からサバンナまで幅広い植生を有しており、

熱帯環境に強く収穫量の多い作物の開発、伝統的な民間療

法に用いられる生物資源の調査・利用など、生命科学分野で

わが国との共同研究が貢献できることは多いものと考える。共

同研究を促進する制度の拡充も、強く望まれる。 

 

２．その他 

昨年度も提案したが、本センターの研究員が、その任期中

に１回でも発展途上国の大学や研究所を訪問してみることを推

奨する。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。 

 

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 

自然人類学を構成する形態学・遺伝学・生理・生長の各分

野で従来通りの研究が遂行されている。遺伝・ＤＮＡ解析では、

次世代シークエンサーを用いた研究が始まっており、古代ＤＮ

Ａ解析でもこの技術を応用した研究が発表されるようになって

いる。今後の数年間でこの分野は大きく変貌していくと考えら

れる。近年、人類学会では若手奨励賞などを設けた関係で、

大学院生の研究発表が増えており、研究の底上げが進んでい

る。 

霊長類学の分野では、主流である生態・行動部門の研究が

アフリカの類人猿を中心として着実に進んでいる。また近年、

遺伝部門の研究も多くなっており、各種霊長類の遺伝子解析

が進むと共に、この技術を生態研究と結びつけた研究も行わ

れている。ゲノム解析技術の進展は、この分野にも大きな影響

を与えるようになっている。 

人類学・霊長類学とも、これまでに共同研究を行っていなか

ったアジアや中南米諸国の研究者との間での共同プロジェクト

が盛んに行われるようになっている。また初期人類の化石を発

見するプロジェクトは今年度大型の研究費が採択されたことで、

今後の進展が期待される。 

解剖学の分野では、人類学研究をメインとする研究室が維

持されており、この分野での研究者の減少には一定の歯止め

がかかった状況にあるが、かつての状況にはほど遠く、今後、

若手の研究者をこの分野に更に増やしていく必要がある。 

 

２．その他 

研究者を擁している地方博物館では、科研費申請ができる

機関に昇格しようとする動きが盛んになっている。大学研究機

関でのポストが削減される中、地方博物館にも充分な研究能

力のある人材が配置されるようになっている。しかしこれらの機

関では地方自治体の財政状況が悪化しているために、研究費

が大幅に削れているという現実もある。能力のある研究者をサ

ポートする意味でも、機関が科研費申請を出来る体制を整える

ように支援する必要がある。 

 


