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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） 

 

生物において、遺伝情報は DNA 塩基配列にエンコード

されているため、生物種毎、個体毎、細胞毎の DNA 塩基

配列を決定することは生物学研究に極めて重要である。そ

れ故、核酸配列を 1 塩基の解像度で大量に読むというアイ

デアのもと次世代シーケンサー（ Next Generation 

Sequencer, 以下 NGS）が開発されたのは当然の成り行き

と言えるかもしれない。現在では、既存の分子生物学的手

法と組み合わせることによって、単に一次配列を同定し解

析するだけでなく、DNA や RNA の制御機構や高次構造の

解析にも応用されている。また、１塩基の違いが、それら

制御機構や高次構造を含む細胞内分子制御機構にどのよ

うな影響を与えるのかを推測することが可能となってい

る。さらに、NGS は、上記以外にも多くの研究分野に多

大な影響を与え、活用されている。例えば、種々の生物の

ゲノムが続々と決定され、進化研究にも新しい潮流をもた

らしている。NGS を用いた研究は今後ますます身近なも

のになり増加していくと考えられるが、どのような生物学

的課題を設定して、どのようにサンプルを調製し、どれだ

け効率よく解析するか、といった研究の方向性を考慮する

ステップが、重要であり、研究者の個性の発揮されるとこ

ろである。また、NGS を用いた研究は大量のデータを扱

うため、バイオインフォマティクス等のコンピュータース

キル、統計学等の数学的スキルも個々の研究者が身につけ

る必要がある。NGS の効果的な活用から、新たな分野の

創設に繋がることを期待したい。 

 

生物系分野（とくに多様性生物学） 
長谷部 光泰（自然科学研究機構基礎生物学研究所・教授） 

 

①学術研究動向 

 ゲノム解読技術とゲノム編集技術の進展に伴って、いろ

いろな形質の進化や多様性創出の原因となった遺伝子の

同定とその進化動態の研究が活発化している。これまで困

難だった進化、とくに適応進化を引き起こした遺伝子の同

定が可能になれば、どのような突然変異が進化の源泉とな

ったかを明らかにできることに加え、突然変異が集団中に

どのように固定していくかという進化動態についても具

体的な研究の進展が期待され、生物学の全ての現象に関わ

る進化多様性研究における革新的な発展が間近に迫って

いる。 

 従来行われてきた、候補遺伝子アプローチ、即ち、これ

まで研究の進んでいるモデル生物での知見を用いて、非モ

デル生物でそれらの候補遺伝子が本当に進化に関わった

かを調べる研究が盛んに行われており、今後さらに多くの

種類の非モデル生物を用いた研究が進展することが予想

される。一方、進化上の興味深い多くの表現型については、

モデル生物の研究だけでは候補遺伝子が推定できない場

合が多い。例えば、オルガネラ形成、細胞分化、分化転換、

共生、擬態、新規形態など、いろいろな階層において、進

化に関わる遺伝子の研究は端緒についたばかりである。こ

のような形質の進化に関わった原因遺伝子探索には、QTL

解析、塩基多様性のゲノムスキャン、Genome-wide 

association study (GWAS)などの方法によって特定の形質

の責任遺伝子を探索することが可能であり、非モデル生物

の集団レベルでのゲノム解読が可能になれば急激に研究

が進展する可能性がある。しかし、現状では、候補遺伝子

アプローチにおいて非モデル生物から候補遺伝子を探す

ことに大きな労力が必要である。また、QTL 解析などに必

要な非モデル生物の集団レベルでのゲノム解読や SNP 解

析を１研究室で行うことは極めて困難である。 

 このような状況はこの数年で大きく変わる可能性が高

い。今年度、第三世代シーケンサーを用いた de novo ゲノ

ム解析法が確立され、ヒト程度のゲノムサイズの非モデル

生物なら、基盤研究Ｃ規模の予算で概要ゲノム解読が可能

となりつつある。また、今後 1、２年の間に第四世代シー

ケンサーを用いた研究法が確立されると、さらに研究速度

が加速することが予想される。しかし、ゲノム解析は進展

が早く、従来の生物学における研究体制で行うには効率的

でない点も多く、機材と最新知識や技術を常時更新できる

共同利用施設の充実が必要である。新学術領域「ゲノム支

援」のような試験的支援体制は良く機能しているが、規模

として科研費を用いた研究の要望をすべて満たすことが

できておらず、今後、恒常的に生物学においてゲノム解析



平成 25 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（生物学専門調査班） 

が必要になることを考えると、さらなる拡充が必要であり、

かつ、早急な対応が求められる。 

 以上のように生物の持つさまざまな形質の進化多様性

を担った遺伝子候補の推定が飛躍的に進展することが期

待されるが、候補遺伝子が本当に目的の機能を担っている

かを確かめるためには CRISPR/Cas9、TALEN などのゲ

ノム編集技術による機能解析技術の開発も必須である。こ

れらの技術開発が全世界的に進展しており、国内において

もゲノム同様の支援体制の確立が急務である。 

 また、進化に関わった遺伝子を特定し、その機能解析を

行うといういわば進化過程を解析的に研究する方向に加

え、実験的に進化を引き起こし、進化過程を再構成するこ

とによって、進化の実体を明らかにしようという方向性を

持った研究も現れている。現状では、大腸菌などのバクテ

リアを用いた研究がほとんどであるが、今後、多細胞生物

についてもその形態形成に進化などで再構成を介した形

態進化研究が進展しつつある動向である。 

 

②学術振興方策 

 日本は、ダーウィンの自然選択説と並ぶ進化学の重要概

念である中立説を産み出した土壌と、進化的概念に裏打ち

された生物学の歴史がある。また、アジアでは最も近代科

学導入が早かったこと、問題とする現象にあった実験材料

を用いるという古典的生物学の思想もあり、独自のさまざ

まな実験材料を用いた研究が行われてきた。その一部はバ

イオリソースプロジェクトなどで適確に継承維持されて

いる。しかし、それ以外にも個々の研究室レベルでのみ研

究されている実験材料も多い。生物学的に重要であると思

われるが、モデル生物における解析が進展しなかった、あ

るいは、モデル生物では扱うことができなかったために進

展しなかった問題点を解くために最適の非モデル生物が

多く存在する。ゲノム解読技術とゲノム編集技術の進展に

よって、これらの非モデル生物を用いた研究が飛躍的に進

展する可能性がある。しかし、これらの非モデル生物を用

いてきた研究者の多くは新しい技術に習熟していない場

合が多く、技術導入がうまくいっていない。このような状

況を改善するために、異分野融合を推進する新学術領域研

究は良く機能していると考えられるがさらに裾野を広げ

ていることが必要である。 

 この 10 年ほどの生物学はモデル生物を中心として進展

してきた。従って、中堅世代の生物学者はモデル生物にお

ける知識や経験は豊富であるが、非モデル生物を含めた生

物学全般に対する知見が乏しい傾向が世界的に見受けら

れる。若い世代には生物学におけるフロンティア開拓のた

めに、非モデル生物を含めた、より広範な知識習得が必要

であるが、その教育が十分に行われていない状況である。

米国ハーバード大学では、このような状況を改善するため

に、多くの生物材料を保持している植物園を利用した、新

しい教育プログラムを発足させた。国際公募により学生を

募集し、午前中は植物園内で自由に生きた植物を観察し、

自分で興味を持った材料を採集し、午後から、園内に設け

られた最新設備を備えた実験室で午前中に得た材料と独

自のアイデアを元に実験を行うというものである。多様な

生物の中から自ら問題を発掘し、それを最新技術を駆使し

て研究するトレーニングを行う点で画期的システムであ

る。また、ハーバード大学植物園に植栽されている植物は

世界の植物多様性を網羅するには限られていることから、

世界各地に固有だが生物学上重要な植物を用いた実習を

行うために、ヨーロッパ、アジア、オセアニアの植物園と

連携し、同プログラムを拡張させようとしている。このよ

うな試みは植物に限らず、生物学のいろいろな材料につい

て適用可能である。今後、このような地域特有の施設を生

かした、国際的共同教育プログラムが発展する可能性があ

り、日本の積極的対応が求められている。 

 系統分類学は、生物の分類を行う点で、実用と密接に関

わる分野である。日本では多くの図鑑が出版され、国内の

生物を同定するには欧米よりも充実した情報環境にあっ

た。一方、この 20 年間の遺伝子配列比較による系統推定

技術の進展に伴い、生物の多くの分類群において系統関係

が明らかにされ、それに伴い、分類体系の大幅な変更が必

要となった。欧米では、新しい系統関係、分類体系に基づ

いた教科書、一般向け書籍、そして、Wikipedia などによ

る一般への情報提供が進んでいる。しかし、日本では、分

類学者の減少もあいまって、教科書はもとより、図鑑の更

新がほとんどされておらず、国民は日本語では 20 年前の

知識しか得られない状態である。さらに、日本語版
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Wikipedia の分類関連の記述も既に間違いだとわかってい

る知見に基づいて書かれたものが多く、英語版に較べて正

確な知識の提供ができていない。一般向け図鑑やインター

ネットは、国民が生物学の基礎を学ぶ上で極めて重要な役

割を果たすと思われるが、業績評価につながりにくいこと

から、現役の大学の研究者が参画しがたい状況にある。こ

のような状況は、政策的に解決する必要があると思われる。 

 科学者から国民へ研究成果を発信することの必要性は

言うまでも無い。しかし、諸外国の最先端研究者と議論す

る過程で、日本では、その方法に大きな問題があることが

わかってきた。日本では、科学者自身が一般の人にわかり

やすいようにプレスリリースの原稿を書いたり、サイエン

スカフェで話をすることが奨励されている。しかし、欧米

では、このような仕事は、基本的に大学のアドミニストレ

ーターが行っている場合が多い。私の少ない経験なので一

般化はできないかもしれないが、10 ヶ国の国際共同研究と

してゲノム解読を行ってプレスリリースを行ったときに、

研究者自らが１から原稿を書いていたのは日本だけであ

った。他国においては、大学のアドミニストレーションオ

フィスが書いた原稿に手を加えるが、基本的には研究者以

外のコミュニケーターが実務を行っている。研究者が広報

を行うことにより、研究の時間が減少するという直接的な

問題があることは既に多くの場所で指摘されている。それ

に加えて、科学者倫理が麻痺してしまう可能性をここでは

危惧したい。市民に話をするときには科学的厳密性をかな

り犠牲にする場合がほとんどである。また、研究の本筋で

はなく、キャッチーな部分を抜き出す場合も多い。新聞記

事を読んでも専門家にはどんな研究をやったのかがよく

わからない場合も多い。業績として新聞掲載回数などが勘

案されるとどうしても新聞にでやすいストーリーが明確

かつ綺麗な研究を産み出そうという無形の圧力がかかる

ように思われる。広報担当者から、一般の人にはもっと論

理を単純にして、枝葉を省いたように文章を書かねばなり

ません、と言われ添削されている学生を見るにつけ、科学

リテラシーの育成に大きな危惧の念をいだく。もちろん、

研究の論理と新聞の論理を上手に使い分けられる人もい

るかもしれないが、多少とも研究者、特に若い研究者に対

して悪影響を与えているのではないかと心配である。研究

者と適確な科学の知識を持ったアドミニストレーターの

分業を早急に進める必要があるのではないかと思われる。 

 

生物物理学分野 
後藤 祐児（大阪大学蛋白質研究所・教授） 

 

生物科学、生命科学の重要な課題に、蛋白質異常凝集と

これを原因とする病気がある。アミロイド線維は、アルツ

ハイマー病、透析アミロイドーシス、プリオン病などヒト

では 20 種類以上のアミロイド病に付随して蓄積する代表

的な異常凝集体であり、アミロイド病の主要な原因物質と

考えられている。今日、プリオン病の話題は、以前程聞か

なくなったが、その脅威が去った訳ではない。アミロイド

線維や関連する異常凝集体を理解することは、これらの関

連する疾患の予防と治療、蛋白質の基本的理解に重要であ

る。 

アミロイド線維研究がはじまった当初、アミロイド線維

の形成は蛋白質の結晶形成に類似した反応であり、過飽和

状態が解消され原因蛋白質が結晶性の析出をすることに

よって起きると考えられた。その後、アミロイド線維の立

体構造を解明することによって、その形成機構を理解し、

アミロイド病の予防や治療を達成しようとする研究が盛

んになった。蛋白質のミスフォールディングをキーワード

として、これまで不明であったアミロイド病の分子レベ

ル・構造レベルでの理解が深まり、アミロイド病の特異的

な治療薬の開発に至るなどの成果をあげている。 

他方、近年の蛋白質異常凝集研究において、古典的な「過

飽和」を再認識することの重要性が議論されている。例え

ば、過飽和によって蛋白質の異常凝集の関わる疾患を統一

的に理解できるという考えに基づき、過飽和度を評価する

ことがこれらの疾患の予防や治療につながることが提案

された。蛋白質凝集の構造生物学的研究と、溶解度や過飽

和に基づく物性研究は相補的な関係にあり、両方の研究が

連携することによって、蛋白質異常凝集研究は一層の進展

をすると期待される。 

以上、従来の生命科学においては、平衡論と速度論が基

本であり、また、これらが混在する状況は非平衡状態とし

て議論されてきた。他方、過飽和状態あるいは準安定状態
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は、基本的な物理化学現象としてはよく知られているがそ

の実体は不明であると共に、生体内での意義についてはほ

とんど認識されなかった。基本的な物理化学現象である過

飽和は、生体内にも現われ、さまざまな生命現象に深く関

与している可能性が高い。過飽和とその解消を新たな切り

口として、生命現象をより普遍的に理解する試みが広がっ

ている。 

 

遺伝・染色体動態分野 
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・修復の分子機構解明は、

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。遺伝学的解析による新規因子の同定と、生化学的

解析による反応機構の理解を両輪として推進されてきた

これらゲノム機能の研究は、最近の技術革新により新たな

展開を見せている。 

 当該分野では、いわゆる一分子解析により詳細な分子機

構の理解を目指す研究が着実に増えている。ここでは高感

度イメージング技術に加えて、光や磁気を利用した分子操

作、あるいは微小な反応液の組成を変化させるためのマイ

クロデバイスなど、工学分野の技術が大きく貢献しており、

今後このような分野融合研究の重要性がますます高まっ

ていくことは疑いない。一方、質量分析による相互作用因

子の網羅的同定や、ゲノム機能制御におけるエピゲノム情

報、クロマチン高次構造の重要性に関する認識は、より生

体内に近い形でのゲノム機能の再構成を指向している。

DNA とヒストンから成る単純な系を超えるためのブレー

クスルーが必要であり、ゲノム機能の全体像を俯瞰するよ

うな新たな構成的生物学の展開が期待される。 

 ゲノム機能の異常が、がんを初めとする様々な疾患と関

連することは広く知られているが、特に次世代シークエン

サーを駆使したがんゲノミクス関連の論文は一流雑誌に

コンスタントに掲載されている。一方、これらの解析で得

られる膨大な量のデータから、発がんプロセスに関わる変

異やその原因となる DNA 傷害の解明につながる分子機構

の理解は必ずしも十分とは言えない。大規模解析データを

適切に扱うことができるバイオインフォマティクス人材

の育成も重要な課題である。 

 東日本大震災以来、放射線の生物影響は社会の重大関心

事となっている。ゲノム機能の研究は放射線影響の理解と

密接に関わるものであり、積極的な役割を果たすことが求

められる。古典的な放射線生物学と他の生物学領域との融

合を積極的に図ることで、広く国民の要請に応える新たな

学問分野の創出・展開が期待される。 

 

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の研究動向として、タン

パク質 1 分子の可視化とその動態計測（生物物理学分野）

や細胞内の特定分子の同定と可視化（細胞生物学分野）と

いった 10 年ほど前に全盛であった研究法は一定の水準で

飽和した感があり、複数分子が生み出す協同性や多細胞シ

ステムの形成や維持機構についての研究など、新たな分野

への動きが見られる。具体的には、たとえば米国細胞生物

学会 (ASCB) の年会（2013 年 12 月 14 日～18 日、ニュ

ーオリンズ）においては、細胞骨格タンパク質の動態を細

胞内で捉えるような研究はかなり新見を欠くとされ、新た

に、多細胞集団が形成されるときに互いにコンタクトや力

学的作用の影響を授受しながらどのように大きさや形を

決めていくか、という研究が注目されるようになった。そ

のような観点から、生物物理学は分子レベルを対象とする

これまでの研究から、直接、細胞とその集団のシステムを

対象とするようになり、生物物理学と細胞生物学の距離が

縮まり、細胞生物物理学ともいうべき分野が現れてきたと

いえる。 

生物物理学の分野では、1 分子生理学のような素過程に

注目する研究の高度化が図られる一方、従来の要素還元型

の研究から新たに統合システムとしての生命を捉える研

究や、構成的なアプローチによって生命現象を模倣・再現

してその理解を深めようとする動きが広がっている。日本

生物物理学会第 51 回年回（2014 年 10 月 28 日～30 日、

京都）においては、「構成アプローチの進展によって見え

てきた細胞合成」、「生物物理学による生体分子ロボットの
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設計原理の探求」、「反応場デザインによる生命現象の再構

成－創って知る生物物理－」、「少数個分子の協同が生み出

す生命機能のメカニズム」などのシンポジウムが複数開催

された。生物物理学会会員は専門や研究対象が多岐にわた

っているとはいえ、それぞれの立場において、構成的手法

や考え方によるアプローチに取りかかっていることがう

かがえる。 

 

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）発生生物学の研究の動向 

 発生生物学の研究にいくつかの新たな潮流が認められ

る。まず、ゲノム科学の進歩に基づいた解析である。DNA

配列技術の進歩により、モデル動物でなく、非モデル動物

のゲノム解読も可能になり、遺伝子発現解析ができるよう

になった。また、ジーンチップを用いた遺伝子発現比較か

ら RNA シークエンシング法へと遺伝子発現解析の手法も

変化してきた。膨大な遺伝子情報が得られる一方、その解

析を行うバイオインフォーマティクス研究者のニーズが

増えている。さらに、転写因子結合配列の決定、メチル化

DNA 解析、ヒストンコードを利用した転写調節領域の解

析など、ゲノム情報に根ざした遺伝子情報解析が増えてい

る。次に、システム生物学の導入である。複雑な発生現象

を理解する上で、実験結果を説明する数学的モデルを作成

する流れである。最後に、ゲノム編集技術の進展とそれを

用いた遺伝子改変動物の作製である。2012 年には TALEN

法が普及したが、2013 年には CRISPR/Cas9 法とよばれ

るゲノム編集技術が確立し、短期間で容易に遺伝子改変動

物を作製することができるようになった。これらの技術は

さらに進化を遂げつつあり、正確にゲノムを編集するだけ

でなく、ゲノムを改変せずに遺伝子発現を制御することも

可能となり、発生生物学にとどまらず生物学研究の大きな

流れを生み出すものと考えられる。 

（２）神経科学、特に神経回路形成と機能に関する研究の

動向 

 神経科学のメインテーマの一つが神経回路形成と機能

解析であるが、近年の神経回路研究に関して、大きな位置

を占めているのがイメージング技術である。二光子顕微鏡

やライトシート顕微鏡等のイメージング機器の発展と、神

経活動をモニターできるインディケーターの開発により、

多くの動物種の脳において、機能発揮時に、リアルタイム

で個々のニューロンの活動をモニターできるようになり

つつある。また、神経活動をコントロールできる光遺伝学

素子も年々改良されており、これらを発現する多くのモデ

ル動物が開発されつつある。標的のニューロンを活性化・

阻害し、高次神経活動に対する影響を見ることで神経回路

の役割を解明する流れは、今後も続くことが予想される。

また、得られた神経活動および機能解析データから、より

詳細な神経回路機能のモデルを作ることが可能になりつ

つある。 

 

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） 

 

本年度は、植物分子・生理科学に関する国内外の学会に

参加して動向を調査した。日本植物生理学会は 3 月 18-20

日の日程で開催され、参加者は約 1,700 人、演題数（シン

ポジウム、一般口頭、ポスター発表）の合計は約 1,150 件

程度であり、毎年、会員の年会への参加比率が高く、かつ、

参加者の発表する比率が高い。学会では、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、など従来からのテーマに加え、無機物の輸送、エ

ピジェネティクスなどの転写後制御、細胞壁などのテーマ

で研究が活発であった。また、シロイヌナズナなどモデル

系で行われていた研究を、作物やフィールドへ展開する研

究が増えつつある。この傾向は、大規模データの活用であ

ると考えられる一方で、基礎研究だけでは研究費の獲得が

難しくなっているという昨今の事情も影響しているのか

もしれない。シンポジウムは 22 件あり、うち 7 件が英語

発表であった。植物生理学会では英語での発表を推奨して

いる一方で、英語のみの発表では参加者が減少する、研究

内容のレベル低下を招く、ことなどが懸念されており、学

会の国際化は今度の課題ともいえる。注目すべき動向とし
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て、まず、研究技術・手法に関するシンポが例年増えてい

ることが挙げられる。RI を用いたライブイメージング研究、

顕微鏡を用いた定量解析に関する研究紹介、ゲノム編集技

術に関する研究紹介、その他フェムト秒レーザーを用いた

顕微操作による定量解析などのシンポがあり、活発な意見

交換、共同研究への足がかりなどになっていた。データベ

ース講習会も定例的に開催されていた。ゲノム、トランス

クリプトーム、代謝産物などのビッグデータを基盤とした

数理解析が今後もますます進み、生態レベルでの個体差、

気象変動なども取り込んだ発現解析などがトレンドとな

っており、植物科学分野においても新たな潮流となりつつ

ある。様々な合成生物学・構成生物学的手法を取り入れた

研究に関連するシンポジウムもいくつか見られ、今後、植

物科学でもこれらの研究アプローチが積極的に展開され

ると感じた。日本植物生理学会が発行する学術誌 Plant 

and Cell Physiology は、2012 年インパクトファクターは

4.134で昨年の4.702から減少して 14番目となっているが、

2013 年度は大きく増加する見込みである。PCP の編集体

制や今後の動向についてもあわせて調査した。 

 国外では、まず７月にアメリカ植物科学会の主催する

Plant Biology2013 に参加した。参加者は 1,400 名程度で

演題数はポスター発表が約 900 件、ミニシンポジウムなど

での口頭発表が約 200 件で、参加者に対する発表者の数が

多い学会である。シンポジウムはゲノム、発生、植物と昆

虫の相互作用、温暖化と植物への影響などで、その他 30

のミニシンポジウムが同時進行していた。ASPB ではアウ

トリーチ活動や大学院教育にも積極的に支援しており、そ

れらの発表や展示も行われていた。ASPB が発行する学術

誌としては Plant Cell, Plant Physiology があり、ともに

植物科学分野では常にトップにランクされている。Plant 

Physiology のエディターを務めていることから、編集会議

に参加し、出版状況などについて動向を調査した。 

 9 月に日本学術振興会ナイロビ研究連絡センターの協力

を得てウガンダを訪問し、在ウガンダ大使館、マケレレ大

学などを訪問し、現地における大学院教育と今後の共同研

究、日本への留学生派遣の可能性について調査した。また、

フランスで 10 月に開催された 6th European Workshop 

on Leaf Senescence（葉老化ヨーロッパワークショップ）

に参加し、ヨーロッパにおける関連分野の研究動向につい

ても調査した。 

 

生態・進化生物学分野 
浅見 崇比呂（信州大学理学部・教授） 

 

生態学では、国際地球生態学が世界の新たな潮流となり

つつある。地球生態学の勃興は、生物群集の多様性・動態

観測に対する科学技術の貢献のみならず、海外先進国がリ

ードしてきた長期生態研究（LTER）に対する研究投資、

およびその成果の蓄積に対する価値観の変化によるとこ

ろが大きい。LTER の価値は、生態の科学にあまりに根源

的でありながら当該領域にユニークなため、他の自然科学

の領域からは理解され難い。しかし、その方法論としての

重要性・実績の学術的な価値に対する認識、および LTER

への国家投資が、多くの海外先進国に定着しつつある。進

化生物学の領域では、国内では研究者が少ないが、生態進

化発生学が世界に定着しつつある。たとえば表現型可塑性

の分子機構は、現時点ではほとんど未知だが、それだけに

これからの展開が期待される。形態形成システムの遺伝的

個体変異と生態・行動パフォーマンスとの因果関係の追究

は、生物の構造・機能に見る多様性が出現・進化するプロ

セスを理解するうえで必須であるが、国際的に未開拓であ

った。実験的・経験的研究が技術的に可能になりつつあり、

中・長期的に展開すると予測できる。 

科学研究費助成事業の細目に関連した調査分析 

 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。既存細目あたりの申請件数にみる

数値は、研究者人口を反映する。時限付き細目や特設分野

研究の選定に「申請件数 100 以上」を重用する根拠は、そ

こに見当たらない。平成 26 年度の特設分野研究に大変に

多くの申請があったのは、本制度の役割の高さを示す。同

時に、他の研究種目との重複申請を可能にしたことが「数

値」に貢献したことは否めない。数値 100 のひとり歩きは、

ボトムアップ型研究の新らたな潮流・動向に柔軟に対応す

る目的と矛盾する。 

若手研究者の育成・キャリアパス 
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 世界の研究教育機関で活躍する日本人科学者が増えれ

ば、日本人若手研究者のキャリアパスが世界に広がるだけ

ではない。日本人による国内外の研究・教育がどれほど世

界規模で展開するか、どれほど効率よく国内の研究教育が

国際化するか、論をまたない。世界的活躍を目指す若手研

究者の国外就職は、日本の社会・実業界に直接の利益をも

たらす。日本学術振興会の設置目的に合致する、若手研究

者の「国外」キャリアパスを活性化する事業への理解と開

始が望まれる。 

 

動物生理・行動分野 
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 

 国内で開催される学会大会として、動物生理分野の研究

発表が多く行われる日本動物学会第８４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１４０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１０％、学習・記憶に関する演

題および運動生理学に関する演題が５％前後という分布

であった。動物生理学分野では、特徴ある実験動物を用い

ることにより独自の研究を発展させる研究が多く、本大会

でも非モデル生物を実験対象とする研究発表が多数あっ

た。一方で、感覚生理学関連の発表では、光受容タンパク

質、温度感受性チャネル、味覚受容体などをタンパク質レ

ベルで同定・解析する分子生理学的な内容が比較的多く、

またモデル生物を材料とする発表も含まれることが特徴

であった。また、「行動と脳・ホルモンの関係」や「行動

を規定する分子やしくみ」を議論するシンポジウムが開催

されるなど、行動のメカニズムを神経や分子のレベルで理

解しようとする研究が盛んになりつつあることが伺えた。 

 

（２）光生物分野の学術動向調査 

 動物生理学の関連分野である光生物学分野のアジア・オ

セアニアにおける動向について、The 6th Asia and 

Oceania Conference on Photobiologyに出席し、調査した。

本会議では、光生物学は視覚、植物学、医学の３つの分野

に細分され、視覚と植物学分野で、光受容やシグナル伝達

に関あるタンパク質についての演題が大半を占め、分子レ

ベルでの研究が中心であった。視覚分野は日本とオセアニ

アの研究者の発表が多く、日本以外のアジア諸国において

は、光生物学分野に関しては、視覚よりも植物学、医学関

連の研究が盛んである傾向が認められた。 

 光生物学の関連分野として、近年「光遺伝学」が注目さ

れている。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。日本では、ボトムアップ型の研究会が開催

されるなど、近年、研究のすそ野は急速に広がっている。

分子生理学や生物物理学分野で発展した多様な光受容タ

ンパク質の研究成果が、「光」を利用した構成的な研究手

法として、細胞レベルから行動制御レベルへの利用まで急

速に発展しつつある。 

 

自然人類学 
篠田 謙一（国立科学博物館人類研究部・部長） 

 

 20 世紀後半以降の自然人類学は化石とゲノムの研究が

二本柱となって発展してきた。その傾向は現在も続いてお

り、本年の日本人類学会での一般演題では化石・古人骨研

究が全体の 40％を占めているものの、DNA 研究は霊長類

を対象とした研究よりも多く、全体の 15％を占めるように

なっている。特に DNA チップや次世代シークエンサーの

利用が一般化した 2010 年以降では、大量の DNA データ

を比較的容易に取得できるようになり、これまではミトコ

ンドリア DNA や Y 染色体 DNA を用いた系統研究が主流

だったものが、SNP データを用いた集団の構造解析や、更

には遺伝子そのものの機能解析も行われるようになって

いる。このことは従来の自然人類学の学問領域を拡大させ

ることになり、必然的に他の生命科学分野との境界を曖昧

にしている。更に異分野の研究者が人類学分野の研究に参

入する効果も生んでおり、学問全体の構造が変化しつつあ

る。 

 特に自然人類学・応用人類学の双方の分野で医学領域の

研究者の参加が増えているが、これまで医学領域で自然人
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類学者が主たる活動の場としてきた日本解剖学会での形

質人類学の研究が衰退する傾向は続いており、この分野で

の新たな展開が求められている。 

 人類学の各分野横断的な活動としては、従来の５つの学

会（日本人類学会、日本文化人類学会、霊長類学会、日本

民俗学会、日本生理人類学会）持ち回りの総合シンポジウ

ムが行われてきた。最近ではこの活動の他に、人類学若手

の会の活動が始まったことが注目に値する。この会は自然

人類学の若手研究者が自主的に立ち上げた研究会で、本年

度に第２回目の総合研究集会を開催している。このような

領域の枠を越えた集会が若手の活動の中から生まれたこ

とは重要であり、今後の発展が期待される。 


