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生物系分野（とくに多様性生物学）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 

長谷部 光泰（自然科学研究機構基礎生物学研究所・教授） 

 

 緑色植物の代表的な群のゲノム解読が進行し、緑色植物

内での系統関係が高い精度で推定された。その結果、個々

の系統間での形質のギャップが顕著であることがより明

確になり、大進化と小進化をどう結び付けて理解していく

かが引き続き課題となっている。 

 動物発生進化研究の大きな成果は従来発生様式が多様

であると考えられてきた後生動物間で器官レベルでのコ

アとなる発生遺伝子系が保存されていることだった。一方

で、植物発生進化研究は研究対象となるモデルが被子植物

に限られていたため、陸上植物全体での比較解析が困難で

あった。近年、日本を中心としたグループによるコケ植物

のゼニゴケのモデル植物化、従来より用いられてきたコケ

植物のヒメツリガネゴケとの比較解析が可能となった結

果、後生動物とは異なり、器官レベル（根、茎、葉）の発

生遺伝子系が保存されていないことがわかってきた。一方

で、植物ホルモンのシグナル系、細胞分化、細胞死の誘導

など、細胞レベルでの遺伝子ネットワークは保存されてい

ることがわかってきた。また、オーキシンの極性輸送が多

細胞体制における軸形成、方向性を決める仕組みの共通性

もわかってきた。これらのことから、陸上化に伴う植物の

多細胞化とその後の複雑化を引き起こしたのは、細胞分裂

面の制御機構や細胞間の極性形成など、細胞レベルでの鍵

革新であった可能性が示唆されるようになってきた。つま

り、細胞レベルでの変化がどのようにより高次の発生レベ

ルの変化を生み出しているかという問題があぶりだされ

てきた。この点は特設分野「構成的システム生物学」にも

通じる点であると考えられる。また、このような観点から、

いろいろな現象について、被子植物だけではなく、他の陸

上植物や緑藻類を用いた研究がトレンドとなりつつある。 

 進化においては、突然変異が進化の源泉であるからゲノ

ム上の全ての遺伝子が同等に進化しているはずであるが、

表現型を見ると、系統によって進化しやすい形質、決して

進化しない形質がある。これらは、進化学では「進化可能

性」、「拘束」という概念で現されてきたが実体が不明であ

った。幹細胞からの分化細胞形成などの研究において、幹

細胞で「ゆらぎ」の大きな遺伝子が分化するにつれて「ゆ

らぎ」が小さくなるという研究結果を勘案し、「ゆらぎ」

の大きな遺伝子が進化しやすいという新しい理論が日本

の研究者から提案されており、物理学者と進化学者の交流

が新しい概念を生み出しつつある。また、大腸菌や酵母の

実験進化的手法を用いて、ゲノムのどこでいつおきた遺伝

的あるいはエピジェネティック変化が表現型進化に関わ

るかが定量的に解析できるようになり、自然選択、中立説

に加えて、新たな進化理論が生まれつつある。現在、実験

進化はライフサイクルの早い単細胞生物に限られている

が、その路線での研究をさらに進展させることに加え、多

細胞生物で実験進化を行う研究を推進する必要がある。 

 

 

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） 

 

 ２１世紀になりヒトゲノムの完全解読だけでなく、モデ

ル動物に続き多くの生物種のゲノム配列が明らかになっ

てきた。そこで明らかになった重要な事実は、これまで遺

伝子と考えらえていたものはヒトゲノムのわずか 1.5%を

占めるのみで、半分以上が機能不明の反復配列からなると

いうことであった。この少ない数の遺伝子だけで生命現象

が説明できるのか？それとも最近明らかになってきたよ

うに、遺伝子以外の部分から転写されているタンパク質を

コードしない数多くの non-coding RNA に重要な機能が隠

されているのか？すなわち、ゲノムにはまだ未同定の機能

があるのか？それが、どの位残されているのか？というこ

とに焦点を当てた研究の重要性が増してきたと言える。す

でにヒトゲノムデータについては 1000 人を超える情報が

入手でき、その数はますます増える傾向にあることを鑑み

ると、いかにゲノム機能を読み解くか？ということを、も

う一度真剣に考えるべき時代に入っていると言える。それ

が今後の生命科学や医学への応用の方向に与える影響は

大きいであろう。欧米では、それを意識した新しい研究体
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制が整えられてきており、日本におけるこのような体制の

構築は急務といえる。また、ヒトゲノムがどのようにして

現在の構成となったのか、その由来を進化的に考察するこ

とは、ゲノムに内在するレトロウィルス由来の配列の生物

学的な意味、例えば疾患に関係することだけでなくホスト

生物の機能進化に対する貢献などという側面から、「生物

とウイルスの共進化」という新しい生物学的概念の展開に

つながることが期待される。 

 

 

構造生物化学分野に係る学術研究動向に関する調査

研究―蛋白質研究におけるグローバル化の加速とそ

れに対応した研究環境整備の必要性― 

後藤 祐児（大阪大学蛋白質研究所・教授） 

 

 学術研究における国際化（あるいはグローバル化）の加

速は著しい。蛋白質研究においても、かつて、その中心は

欧米にあったが、今日では、日本だけでなく、中国、韓国

をはじめとするアジア・オセアニア地域の国々が台頭して

いる。さらには、アラブ首長国連邦などにおける学術研究

の進展も印象深い。International Union of Biochemistry 

and Molecular Biology; IUBMB（国際生化学・分子生物学

連合）のような歴史のある国際組織は、学術研究の国際化

に長年に渡り大きな貢献をしてきたが、このような状況を

受けて Asia Pacific Protein Association (APPA)のよう

な新たな組織が生まれ、研究者の連携と研究の進展を図っ

ている。APPAには、中国、韓国、台湾、フィリピン、ベト

ナム、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、

オーストラリア、ニュージーランド、インド、日本の 13

カ国が加盟している。APPAシンポジウムは 3年毎に開催さ

れており、次回は、2017年にタイで開催される。 

国際化の流れに大学や学会等が適切な対応をとること

が重要である。各大学では、国際的な学術交流を締結し、

国際的なシンポジウムを数多く企画している。国内におけ

る留学生や外国人研究者の増加も著しい。このような状況

を考えると、国内の学会においても口頭発表やポスター表

記を英語にするなどの国際化に向けた改革を一層推進す

ることが必要である。全て英語がよいわけではないが、論

文に代表される学術研究の共通言語が英語である以上、で

きるだけ英語に接する機会を増やすことが、基礎能力と国

際競争力の強化につながる。 

他方、国内から国外に長期に留学あるいは出張する学生

や研究者の数が激減している。国外での長期の研究生活を

経験することは、トランスファラブル・スキルの育成につ

ながる。トランスファラブル・スキルとは、異なる領域で

移行可能な技術であり、正に異なる文化の交わる国際化の

時代に必要とされる能力である。かつて国外長期滞在は、

研究者としてのキャリア形成に必要なことと見なされて

おり、大学の教員になってからでも海外に長期滞在するこ

とが当然のように行われた。今日の研究環境では、それが

困難となっている。海外での長期滞在経験者に対して、大

学などの研究機関に応募するときに有利に働くような優

遇措置をとることが考えられる。このようにして、学生や

若手研究者が外国での教育や研究に挑戦することがより

魅力的になる環境を整備することが必要である。 

国際化は自由競争をもたらす。その長所は、より多くの

研究者が研究に参加し、競争することによる研究展開の加

速である。他方、欠点として格差の拡大があげられる。例

えば、学術雑誌のインパクトファクターによる過度なラン

キングなどがその代表的な例である。国際化のもたらす欠

点に配慮しながらも、国際化の長所をより活用することが、

正に新たな世界の学術研究の創造につながると期待する。 

 

 

遺伝・染色体動態分野にかかる学術研究動向に関す

る調査研究 - DNA 複製・組換え・修復分野に関連

した国内外の学術動向 – 

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・修復は、遺伝情報の安定維

持と多様化の制御に関わる根源的な生命現象であり、それ

らの分子機構の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。その過程では、主に遺伝学

的解析による関連遺伝子の同定と、生化学的解析によるタ

ンパク質産物の機能解析、さらには精製タンパク質による
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無細胞反応系の再構成が主な原動力となって分子機構の

理解を推進してきた。 

 DNA 複製、修復を中心とするゲノム安定維持機構の破綻

が、突然変異や染色体異常の蓄積、さらにはがんの発生に

つながることは広く理解されている。また DNA損傷による

持続的な転写阻害は細胞死の亢進につながり、神経変性や

早期老化を引き起こすことが明らかになっている。さらに

DNA 修復機構に欠損を示す遺伝性疾患の患者は、上記のよ

うな症状に加えて、単純に DNA修復の異常では説明し難い

複雑な症状を示す例が少なくない。この事実から、DNA 修

復機構が当初予想されていたよりも幅広い生命現象に関

与することが考えられる一方、個々の DNA修復因子がまっ

たく異なる機能を合わせ持つ可能性も示唆される。DNA 複

製・組換え・修復の分子機構は、染色体・クロマチン動態、

細胞周期、エピジェネティックな遺伝子発現制御などと密

接に関わることが明らかになってきており、このような分

子機構のネットワークがどのように高次生命現象を維

持・制御しているか、解明することが重要な課題となって

いる。  

 近年、特に DNA修復や染色体・クロマチン関連の論文数

の増加率が高い傾向が続いており、関連因子が疾患や創薬

の標的として世界的に注目されていることを反映してい

ると考えられる。一方、国内学会における演題の投稿傾向

から、当該分野の研究が高次生命現象との関連をより強く

意識し、融合研究的色彩を強めていることも見て取れる。

ゲノム編集技術の応用・普及を進める上で DNA修復機構の

基礎的研究が重要な役割を担うことが期待される一方、質

量分析や次世代シークエンサーによって蓄積された大規

模データの統合的解析により、生命の本質に迫るような新

たな研究領域の創出が求められる。 

 

 

発生生物学、神経科学一般分野に関する学術研究動

向 

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）発生生物学の潮流 

 ゲノム編集技術は年々進化しており、特に off-target

効果が少ない CRISPR/Cas9法が報告され、より正確なゲノ

ムの編集が行われる状況ができた。また、CRISPR/Cas9 法

を用いた網羅的遺伝子機能探索や、人工的遺伝子発現制御

も行えるようになった。ゲノム編集技術は、これまで行わ

れてきた RNAi やアンチセンス技術による遺伝子機能解析

の再検証を促し、遺伝子機能解析の主流となりつつある。

次世代シーケンサーを用いたゲノム・トランスクリプトー

ム解析は、非モデル動物の遺伝情報解析とゲノム編集を可

能とした。今後は、多種類の動物種の遺伝学的解析が進み、

比較解剖学・進化学的解析が発生生物学の一つの流れにな

ると考えられる。幹細胞生物学に関しては、遺伝子導入や

液性因子（サイトカイン・増殖因子）処理による効率の良

い胚性幹細胞や組織幹細胞の誘導、幹細胞から 3D 培養系

を用いた in vitro での組織構築の研究が進んでいる。特

に後者は、組織形成の原理を構成的実験系から理解する新

しい学問の流れとなっている。また、発生現象を理解する

ために、論理的（数学）モデルが多く導入されるようにな

った。これと関連して、細胞や分子にかかる力学的要素を

組み込んだメカノバイオロジーの発想が発生現象の理解

に貢献しつつある。 

（２）神経科学の潮流 

 顕微鏡技術と蛍光タンパク質の開発が神経科学の発展

に貢献している。超解像度顕微鏡は神経回路の微細構造を

明らかにし、二光子顕微鏡やライトシート顕微鏡は神経回

路の構造と機能の解析を進展させた。また、連続ブロック

表面走査型電子顕微鏡（SBF-SEM）や集束イオン電子ビー

ム加工観察装置（FIB-SEM）等、神経回路の微細構造を網

羅的に解析する電子顕微鏡が研究に使用されるようにな

った。一方、蛍光タンパク質をベースとして神経活動を検

出する高感度 Ca インディケーターや膜電位センサー、神

経伝達物質の放出を測定する技術も開発されつつあり、光

遺伝学技術とともに、より詳細な神経回路機能の解析が行

えるようになった。近年、神経回路の接続を詳細に解析す

る方法として、ウイルスを用いた標識技術が盛んに行われ

ている。さらに、神経回路標識と遺伝子プロファイリング

を組み合わせ、遺伝子レベルでの神経回路の解析も行われ

つつある。今後は、これらの技術を統合して、様々な高次
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脳機能を解析する研究が発展するものと考えられる。 

 

 

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） 

 

 生物物理学と細胞生物学の分野では、過去数十年にわた

って、生命現象に関わる生体高分子の構造と機能、および

その細胞内局在等を明らかにすることが中心的課題であ

った。特に、生物物理学の分野では 1分子イメージング・

計測の技術やデータ処理の方法が開発され、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。1 分子計測

の技術開発や、詳細でより深いレベルの分子メカニズムの

研究は引き続き進行中である。一方、この数年のトレンド

として、1 分子を超えた複数分子による創発性の研究や、

分子システムによる現象の解析が行われ、合成生物学的な

アプローチもとられるようになった。さらに最近は、細胞

内で（あるいは生体内で）空間的・時間的にどのくらいの

数の分子が働いて、生命現象をサポートしているかという

定量性の問題に踏み込んだ研究報告がみられるようにな

っている。細胞生物学分野では、CRISPR/Cas9 システムを

用いた遺伝子改変によりゲノム編集が容易に行われるよ

うになった。また、近年の超解像光学顕微鏡技術の進展に

よって、鮮明で詳細な細胞内構造の動態が観察できるよう

になり、細胞生物学の研究は遺伝子操作と光学顕微鏡観察

でなされるものが主流になっている。 

細胞生物学と生物物理学の分野にまたがる細胞骨格と

モータータンパク質の研究分野では、たとえば、オイルド

ロップレットに閉じ込めた水溶液空間でアクチンとミオ

シンからなるリング構造の収縮を観察した例や、細胞内に

おいてチューブリンの重合による微小管形成によりモー

タータンパク質が働かなくても移動が可能であることを

示した例、また、受精後に雄性核の中心体が卵の中央に進

むための原動力は、中心体から放射状に延びる微小管上で

ダイニンによって行われる多数の小胞輸送の小胞が摩擦

となることに由来することを示唆する報告などがあった。

これらは、単に数を増やした分子システムがもたらす現象

という課題ではなく、閉じた空間内の分子システムの時間

変動やバランスを対象にしたものであり、新奇性が高く、

システム科学の考え方を包含している。 

 

 

生態・進化生物学分野に係る学術研究動向に関する

調査研究 

浅見 崇比呂（信州大学学術研究院理学系・教授） 

 

学術研究動向 

進化をキーワードやタイトルに用いる研究課題や論文

が生物学の諸領域で増えつづけている。このため「進化生

物学」の定義がますます難しい時代となりつつある。多様

性生物学という領域の区分けがむしろ進化を冠する最近

の諸分野をうまく包含しているだろう。従来の、進化のメ

カニズムにアプローチするという意味での進化生物学の

領域では、やはりゲノムレベルでの遺伝子解析の技術的革

新により、集団だけではなく地域の群集構造の進化プロセ

スの理解を、ゲノム情報を用いて試みるビッグデータ研究

が増えてきた。現時点では、これまでにありえなかった情

報量の統計解析を遂行してすること自体がまだ目新しく、

概念的な革新がこれによりどのようにありえるかを予測

することは難しい。これから当分は比較法を用いるゲノム

進化生物学において、ゲノム情報を枚挙に用いるビッグデ

ータ研究が増えていくことなる。表現型変異の分子レベル

での理解が当然の成り行きとなって久しいが、同じ表現型

でもたとえば動物行動を司る遺伝子の探索や発現機構の

種間比較がはるかに容易になった今日においても、種間あ

るいは集団間で動物行動が進化するメカニズムあるいは

プロセスを分子レベルで理解する領域は未開拓である。し

たがってこれからの進展が期待される。ただし、研究者人

口の点からしても、科学研究費補助金での細目の選定や検

討で問題になる申請数がこれから増えていくとは思えな

い。 

生態学でも同様に、ゲノム情報を用いてのゲノム生態学

あるいは分子生態学がこれから進展してゆくのはまちが

いない。だが、これまでに扱えなかった情報が使えるよう

になる画期的な時代であることはまちがいないものの、ど
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のような概念的な革新があるか。それは現時点では研究動

向において見えてきていない。むしろ、進化生物学でも純

粋生態学でも、野生集団における多様性の創出・維持のメ

カニズムを進化の自然実験として捉えるアプローチにと

っては、長期生態観測が全体に不可欠である。ところが、

現在変わりつつある科研費システムがサポートすべきこ

の長期継続研究が、純粋科学としての進化生物学、生態科

学において、これからも困難になり続けるのが大きな問題

である。息の長い研究とくくるのであれば、それが難しい

今日の科学研究に対する価値評価に根本的な問題がある

ことは研究者の立場から、多くの領域で指摘されている。

しかし、生態科学、進化生物学でいうところの長期生態研

究は、桁違いに長い期間があってはじめて実証可能、検証

可能になる点で意味がかなり異なる。純粋科学をサポート

すべき科研費システムでの、生態・進化のフィールド研究

が依拠する長期研究をサポートする取組が強く切望され

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） 

 

 構成的アプローチは多岐にわたる生物学分野において、

重要な研究手法となっている。神経生物学や細胞生物学に

おいて、構成的アプローチの１つの方法として、光遺伝学

が注目されている。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ある。動物生理・行動学

周辺分野においても、モデル生物（マウス、ショウジョウ

バエ、センチュウ等）を用いた光遺伝学による構成的に解

析する研究が増加してきている。科研費の採択課題の中で

光遺伝学的アプローチを掲げている課題件数をについて、

データベース KAKENにて調査し、動物生理・行動分野と他

分野の採択件数を比較した。具体的には、実績報告書が記

載されているのが 2013 年度採択分以降であるので、2013

年度および 2012 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調査した。 

 動物生理・行動や発生学を含む生物学分野と神経生理

学・神経科学一般を含む統合生物分野を比較したところ、

採択された総課題数は生物学分野の方が統合生物分野よ

りも 1.8倍程度多いにもかかわらず、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 件であった。

総採択件数を考慮すると、統合生物分野において、光遺伝

学がより一般的なアプローチとなっていると言える。動物

生理・行動と神経生理学・神経科学一般を比較しても、光

遺伝学的アプローチを用いる課題の割合は、後者の方が高

い。光遺伝学的解析による研究は、動物生理・行動分野に

おいて増加してきているが、多様な動物の生理・行動を比

較解析するために非モデル生物を用いる研究が多く、神経

生物学や細胞生物学分野と比較するとまだ少ないと言え

る。しかし、光遺伝学ツールの開発に関わる研究が生物学、

化学、物理学との境界領域で進められており、動物生理・

行動分野を含めた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（京都大学大学院理学研究科・教授） 

 

 植物生理学は、植物が生きていく仕組みを理解すること

を目的とする学問であり、最近では、分子遺伝学の成果を

取入れることで大きく発展した。生物学の各分野では、

様々な実験手法や解析手法が次々と開発され大きな成果

を生み出しているが、植物学への新手法の導入は万全とは

言えない。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を、以下の項目を

中心に、国内外の主要な学術集会などへの出席、文献調査、

研究者からの情報収集、実際の実験の試験的実施などを通

じて調査した。 

「力学的刺激への細胞応答」；植物学分野では力学的に

刺激に対する細胞応答の分子機構の研究例がまだまだ少

ない。またこれに挑戦する少数の例を見ても、正確な力学

的な操作という点では大いに改善の余地がある。物理学者
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との連携による今後の発展を期待したい。 

「オプトジェネティックス」；光受容体を遺伝子操作し、

細胞を外部からの光照射により操作する技術（オプトジェ

ネティックス）が、様々な分野で応用されつつある。これ

らに用いられる光受容体には植物由来のものが多いが、植

物の光受容体を専門とする研究者が研究に参加している

例はほぼ皆無である。今後、異分野連携が望まれる分野で

ある。 

「分子細胞レベルの研究とフィールド研究の融合」；実

験室内で分子・細胞レベルの研究をする者と、フィールド

を中心に生態学や進化多様性研究の専門家の間には距離

が存在する。特に、分子細胞レベルの生理学者からのフィ

ールド研究へのアプローチの例は極端に少ない。今後、学

問的にも人脈的にも両者の間が縮まることで融合分野が

発展するこを期待したい。 

「網羅的解析と情報工学」；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。￥さらに、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

充実しつつある。しかしながら、蓄積しつつある情報に対

して新しい視点から情報学的な解析を行うような研究は

まだまだ例が少ない。今後の動向が注目されるところであ

る。 

 

 

自然人類学分野に関する学術研究動向―人類進化研

究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） 

 

 自然人類学は、ヒトと他の霊長類を中心に、適応進化、

中立進化、それらに基づく多様性と変異について理解を深

め、種や系統のありかたとニッチの変遷について、種系統

を超えた長期進化、あるいは種内水準の短期進化の双方の

視点から追及する研究領域である。その研究動向について

は、世界的に見て、以下の三つ主領域が重視されている。

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

研究、それらを基軸とした先史考古学、古環境学などの諸

歴史科学との融合研究である。もう一つは、現生の霊長類

各種の自然生態環境における長期研究と各種分析法との

融合研究である。三つ目は、ゲノム情報を扱った諸研究の

応用と解析範囲の著しい広がりである。化石研究では、欧

米の研究チームが多数を占める中、日本の各研究グループ

は各地域、時代の研究において目覚ましい成果を上げ続け

ている。国内研究グループによる高水準の研究動向として

は、以下に関わるものが含まれる：アジアの狭鼻猿の進化

と多様性、アフリカ類人猿からアウストラロピテクスの進

化、アジアの原人からサピエンスの出現、サピエンスの拡

散と日本列島人の形成。国内をフィールドとする研究では、

沖縄島と石垣島の調査により、南方からの日本列島移住史

について飛躍的に情報が増しつつある。霊長類の研究では、

類人猿研究が各地で推進される中、タンザニアのマハレ調

査の 50 周年を迎え、霊長類（と人類）の行動生態と社会

性の理解に長期継続研究がいかに重要か改めて示された。

自然人類学におけるゲノム研究は、現在、新たな移行期に

位置している。古人骨の核 DNA情報が急増しており、過去

の集団間交流の推定を含んだ膨大なデータ解析が始まっ

ている。こうした研究は、欧米では古代ゲノム研究に特化

した拠点グループを中心に急ピッチで推進されている。国

内におけるゲノム解析と進化コンテキスト双方の研究体

制のよりいっそうの強化が必要である。 

 


