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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） 

 

科学研究振興において、なによりも重要なのは「研究者

自身の好奇心に発した研究課題の継続的な支援」であり、

研究者の側に求められるのは「自分自身の研究課題をどこ

までも突き詰めていき、独自性の高い領域まで高める不断

の努力」であろう。しかし、世界的に経済成長が停滞して

いる中で、日本では「選択と集中」という名目で、一部の

経済効果のある研究に資金が集中し、基礎研究に当てられ

る科学研究費は実質的に減ってきている。科学研究費の総

額自体は維持されているが、中身を見ると国際化の名目で

それを目的とする事業に振り分けられている。研究の国際

化は当然のことであり重要であることは言うまでもない

が、日本の科学のレベルが高ければ自然にそれについてく

るものであると考えるべきであり、日本の科学政策が目指

すところは、高い研究レベルをいかに維持し、さらに高め

るかという工夫にあるべきであろう。世界的経済成長の停

滞の解決策となるのは科学技術であり、この時期だからこ

そ研究資金を増やす政策が EU や英国で進む中、このこと

を日本学術振興会が今後もより強く発言をしていく必要

があると感じている。 

一方で、ヒトゲノムのビッグデータの医療応用に伴い欧

米で強力に推進されているのに対して、日本ではヒトゲノ

ム情報の共有体制がまだ十分に整備されていない。ここに

は十分大きな資金が投入されたにも関わらず、日本の研究

者が広く利用できる体制になっていないことが最大の問

題点である。これは制度設計時に、将来を見通した戦略が

十分練られていなかったことを反映しているように思わ

れる。かつてのヒトゲノム計画推進の際に見られた日本の

科学政策推進における大きな反省点は、いまだに解決され

ず残っているといえよう。このような日本の科学制度推進

の根幹に関わる問題点を、誰がどのように解決するのか？

という点自体を明確にして、5 年から 10 年かけて、日本の

科学を再建するために山積している課題を解決していく

体制を整えるべきであろう。 

 

 

生物学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策

－進化生物学と他分野の境界領域における新たな潮

流と展開－ 

巌佐 庸（九州大学大学院理学研究院・教授） 

 

 国外の研究所にある程度の期間滞在しての調査で、進化

生物学の進展に関して特に感じたことは３点あった。 

 第１に実験進化学の興隆がある。生態学の進化的理論の

中心研究室であるグローニンゲン大学（オランダ）では、

乳酸菌のケモスタットにもとづいた進化実験学が始めら

れていた。プレーン（ドイツ）にあるマックスプランク進

化生物学研究所でも、さまざまな微生物をもちいた進化実

験学のグループが立ち上がっていた。理論研究のグループ

が積極的に進化実験学グループをサポートし共同研究を

進めようとしていたことが印象的であった。今後、実験進

化学が進化生物学の中で重要性を増し、中心的な研究手法

として確立するとの予感がある。 

 第２に、ハーバード大学（米国）をたずねたが、発がん

プロセスが進化としての側面を持つことに注目した解析

をすすめていた。配列の決定が早くなるにつれ、１つのコ

ロニーの中においての遺伝子の多様性を解析する手法が

素早くできるようになり、体細胞突然変異の蓄積による細

胞間の多様性解析を行うことが盛んになされている。イギ

リスでは、集団遺伝学の理論の専門家が中心になってガン

のゲノム解析という趣旨で大規模に行なっていた。このア

プローチがどこまで定着するかは興味ふかい。日本でも。

陸上植物における体細胞突然変異による（個体内の）遺伝

的多様化に迫る研究は国内でも試みられつつある。 

 第３に、諸外国への訪問を通じて、改めて感じるのは、

日本ではテニュアトラック制度が定着していないことで

ある。若手教員を試行的に採用し、５年程度の審査期間の

あと、外部の委員を含む厳正な審査を経て、半数程度を教

員・研究員として採用し、そうして採用された人員につい

ては、安定した職を与える制度である。これが若手教員が

独立した PI になる道だが、それは日本では閉ざされてい

る。日本学術振興会においても、テニュアトラック制度推

進のための支援を検討してはどうか。 

 

 

生物物理学分野に関する学術研究動向―イメージン

グ技術によるバイオサイエンスおよびメディカルサ

イエンスの新たな潮流― 

原田 慶恵（大阪大学蛋白質研究所・教授） 

 

科学の進歩は計測分析技術の開発と共にある。様々な計
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測分析技術の中でも特に観察技術は科学の進歩の基本と

なるものである。生物を観察する方法として、光学顕微鏡、

電子顕微鏡はもとより、観察する対象や目的に応じて、原

子間力顕微鏡、ラマン顕微鏡、X線イメージング、PET、MRI、

光音響イメージングなど様々なイメージング技術が開発

されてきた。この 1年間の大きなニュースの 1つは、ノー

ベル化学賞が「溶液中の生体分子の構造を高い解像度で観

察できるクライオ電子顕微鏡の発明」に送られたことであ

る。電子顕微鏡によるタンパク質構造解析は、X 線結晶構

造解析法にくらべ、解析数はまだまだ少ないが、これまで

結晶の作製が難しいために構造解析が困難であったタン

パク質の構造解析で加速度的に力を発揮することが予想

される。研究分野の大きな動きとしては、近年発展が目覚

ましい量子技術のライフテクノロジー分野での積極的な

応用を促すことで生命科学分野の一層の発展を目指す量

子生命科学という研究分野が立ち上げられたことが挙げ

られる、昨年度から JSTは「量子技術の適用による生体セ

ンシングの革新と生体分子の動態及び相互作用の解明」と

いう戦略目標のさきがけ研究を開始した。また、昨年 4月

には「第 1回量子生命科学研究会」が開催され、同時に量

子科学技術研究開発機構の理事長、平野俊夫氏を会長とす

る「量子生命科学研究会」が組織された。今後の量子生命

科学の動向に注目したい。 

我が国の研究者の女性比率は先進国の中で最低である。

この状況を少しでも改善すべく、様々な施策や活動が行わ

れている。実際女性比率がどのように推移しているのかを

知るために、2007 年から 2017 年の 2 年ごとの日本生物物

理学会および生物学系で最も会員数の多い日本分子生物

学会の一般会員と学生会員の女性比率を比較した。一般会

員は分子生物学会でおよそ 20％、生物物理学会で 14％程

度、学生会員は分子生物学会で 35％、生物物理学会は 20％

で、この 10年間緩やかな上昇傾向はあるものの、劇的な増

加とはなっていない。また、ここで重要なことは、学生会

員における女性比率に比べ、一般会員の女性比率が著しく

低いということにある。すなわち、女性は大学あるいは大

学院卒業後、男性に比べてその分野の研究者として研究を

続ける人が少ないということである。今後、研究者の女性

比率を上げるためには、この点を改善する必要がある。 

 

 

遺伝・染色体動態分野に関する学術研究動向 

深川 竜郎（大阪大学大学院生命機能研究科・教授） 

 生命が維持されるためには、全遺伝情報を含む染色体が、

安定に複製され、次世代細胞へ伝達されなければならない。

染色体の間違った伝達は、染色体不安定性と呼ばれ、がん

や各種遺伝病の原因となることから、その動態を調べる遺

伝・染色体動態学は、基礎生物学的にも、医科学的にも重

要な学問分野である。多くの生物種でゲノム情報が解析さ

れた現在、本分野の研究においても、ゲノム生物学を取り

入れた研究方向がトレンドとなっている。昨年度の調査に

おいても、その傾向について報告したが、今年度は、Hi-C

技術を 1 細胞レベルで行う研究や、CRISPR/Cas9 を用いた

ゲノム編集技術と Hi-C 技術を組み合わせた研究など、ゲ

ノム生物学を用いた技術は、昨年に増して活発に行われて

いる。数年前までは、特殊な技術と考えられていたが、今

では、多くの研究者がこの技術を駆使して、この技術がさ

らに一般化していると思われる。一方、日本分子生物学会

での発表を聞いても、限られた一部の研究室から、これら

の技術を活用しての発表があるのみで、世界からの遅れが、

依然として気になった。ゲノム関連の研究者の啓蒙活動が

必要であると思われる。シーケンス技術に関しても、イル

ミナ社の並列シーケンサーに変わり次次世代と言うべき

PacBio のシーケンサーを用いた研究がトレンドである事

について、昨年度に報告したが、今年度は、ナノポアシー

ケンサーがさらに、改良され、長鎖のシーケンサーは、

PacBioに取って代わりつつあることが、調査により判明し

た。ナノポアシーケンサーの導入も日本では遅れ気味であ

るが、遺伝・染色体動態分野に限らず、ゲノム生物学技術

を取り入れた解析は、多くの基礎生物学の研究にとって今

後の基本となることは疑いがないので、今後もこの分野の

進展を注意深く見守りたい。 

 

 

神経科学分野に関する学術研究動向－脳研究におけ

る分子細胞生物学の新たな潮流と展開 

上口 裕之（理化学研究所脳科学総合研究センター・シニ

アチームリーダー） 

 

 現代の脳神経科学では、分子細胞神経科学で得られた研

究成果がシステム神経科学・行動神経科学へ応用され、記

憶・学習・行動などの脳高次機能の理解へ結びつく流れが

構築されつつある。光遺伝学（オプトジェネティクス）で

は、ウィルスによる回路選択的な遺伝子導入法、改良型の

神経活動依存的プロモーターや光活性化イオンチャンネ
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ル、体表から脳深部まで到達する近赤外線の利用などの技

術が開発され、脳高次機能の回路メカニズムの解明が飛躍

的に進みつつある。光の代わりに薬物を利用する化学遺伝

学的手法も実現しており、光照射用デバイスなしで大型の

脳を持つ動物にも適用可能である。また、脳内神経細胞活

動を可視化するプローブも改良された。例えば、膜電位変

化の小さいグリア細胞の活動をより良好に検出できるカ

ルシウムセンサー、脳深部での神経活動計測用に開発され

たカルシウムセンサー、細胞内膜系の膜電位変化をモニタ

ーできるセンサーなどが報告された。同時に、顕微鏡技術

が改良され、脳の深部や広い範囲を高分解能で観察できる

ようになり、脳活動の詳細なデータが蓄積されつつある。 

脳神経系の一細胞トランスクリプトミクス解析により、細

胞多様性を転写レベルで分類することが可能となり、例え

ば、神経変性疾患において特定の神経細胞が脆弱である理

由の解明や、新たな種類の神経細胞の発見といった成果が

得られている。近年の超解像度顕微鏡による細胞核などの

微細構造可視化技術と組み合わさって、一細胞レベルでの

個性獲得メカニズムの解明が飛躍的に進むものと期待で

きる。 

これら分子細胞生物学から発展した解析技術のおかげ

で、脳の生理的な作動メカニズムだけでなく病態機序に関

する知見も蓄積しつつある。例えば、神経軸索変性の分子

メカニズム解明と新規治療法開発への応用、精神疾患のシ

ナプス基盤、慢性疼痛を惹起する分子の同定と治療標的と

しての研究などの進歩が著しい。脳科学分野だけでなく生

命科学全般を支える基盤として、分子細胞レベルの基礎研

究は今後も継続的に推進すべき学問領域であると言える。 

 

 

発生生物学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究 -発生生物学にとそれに関連する他分野の研究

の新展開- 

藤森 俊彦（自然科学研究機構・基礎生物学研究所・教授） 

 

 発生生物学とその関連分野における若手研究者の育成

の実情、学会参加者の推移、学会の今後の進め方に関する

状況を把握するために 50 回目にあたる日本発生生物学会

に参加した。また、これを機に日本における近年の発生生

物学会の歴史を文献を通じて検証すると共に、関連する学

会との違いを比較した。日本にける発生生物学は、常に他

の研究領域からの新規の研究手法の導入を積極的におこ

なうと共に、国際的な人的交流による情報発信を進めてお

り、学際性と国際性の 2つの面が他の研究領域と比較して

強力であった。若手、シニアな研究者が自由闊達な議論を

進められる一方で、意識的に若手研究者の支援を目指す小

集会を開催されていた。 

関連する学会として、日本数理生物学会、細胞生物学会、

分子生物学会、生理学会などの諸学会及び小シンポジウム

に参加し、学会のテーマやセッション構成、発表内容につ

いて解析を行った。それぞれの学会の特性は維持している

が、テーマや発表内容に関しては、以前と比較すると学会

間の特徴が減少する傾向が見られる。学術研究としては、

専門性だけでなく生物学に共通の問題が存在しており、学

会という枠にとらわれない形で研究が展開されていると

考えられた。 

研究者 3名を招聘し基礎生物学研究所においてセミナー

を実施し、今後の研究の発展性などについて議論を行った。

膨大なゲノム情報を活用した行動様式の進化に関する考

察、初期発生研究を通して多分化能と胚の中での細胞の挙

動との関係の理解、機械的入力とその下流シグナルの機能

的連関など、分野を超える研究展開が様々な形で進められ

ていた。 

海外におけるバイオイメージング技術の展開と、それを

支える基盤施設に関して調査を行った。顕微鏡観察技術は

めざましく進歩しており、それぞれの技術が高度化してい

る中で、先端顕微鏡などの共通施設の維持・運営には高い

技術力や専門的知見を豊富にもった専門の職員が必要と

なっている現状が国や地域を問わず共通していた。 

 

 

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る。本調査では、植物分子・生理学

分野研究において他分野との連携がどのように進んでい

るかを、主要な学術集会などに出席し情報を収集した。さ

らに、今後の学際的な研究の可能性を、生物物理学、系統

分類学、生態学、農学、など他分野の研究者との連絡を通

じて探った。また、いくつかのテーマについて実際にデー

タを取得し、その発展可能性について調べた。 

「植物の光応答研究の最新動向」； 学会等において当該分
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野の学術動向を調査し、光シグナル伝達の分子機構に関し

て活発に研究が行われ、様々な新しい分子機構が発見され

ていることを確認した。なかでも、光受容体が生理的な温

度センサーとして働くことが発見されたことは注目に値

する。 

「オプトジェネティックス」；植物の光受容体のオプトジ

ェネティックへの応用については、まだ未開拓の観がある。

そこで、植物の光受容体 phototropinについてこの可能性

を検討し、開発の余地が十分あることを確認した。今後、

さらに多くの研究者がこの問題に取り組むことを期待し

ている。 

「植物学分野におけるシステム生物学」；理学的な研究動

向を国内学会を中心に探る限り、植物分野でシステム生物

学的なアプローチは限定的であった。しかしながら、少数

ではあるが、情報科学や数理科学を基盤とする研究者が植

物生理学を対象とする学会に出席して発表していること

から、分野の協力関係は構築されつつあるように見えた。 

「分子細胞レベルの研究とフィールド研究の融合」；昨年

に引き続き、京都大学の工藤教授の協力を得て、担当者が

専門とする光環境について調査を行った。今後、両分野の

さらなる融合を進めることで、新しい分野が拓かれること

を期待したい。 

「レーザー技術の植物生理学への応用」；レーザー応用を

専門とする研究者と意見交換を行い、今後の発展について

討議した。これらが実際に試みられその価値が明らかなる

にはまだまだ時間がかかりそうであるが、今後の発展が期

待される。 

 

 

進化生物学分野に関する学術研究動向 －次世代

DNA シーケンシング技術による進化生物学の新たな

潮流－ 

田村 浩一郎（首都大学東京大学院理工学研究科・教授） 

 

 近年、目覚ましい進歩を遂げている次世代 DNAシーケン

シング技術は、生物学、生命科学のあらゆる分野において

革新的な進歩をもたらしてきたが、モデル生物以外のいろ

いろな生物種の間で比較解析が必要な進化生物学の分野

では、この次世代 DNAシーケンシング技術導入の恩恵がと

りわけ大きい。全ての生物の遺伝情報を担う DNAの塩基配

列を直接解析するため、あらかじめ必要な他の情報が無い

からである。 

本調査研究では、日本における進化生物学分野の発展を

占うため、当該分野の研究における次世代 DNAシーケンシ

ング技術活用の動向を調べた。具体的には、(1)国内外の学

会に参加し、発表される研究成果における次世代 DNAシー

ケンシング技術活用の状況を調べ、日本と欧米との間で比

較し、(2)将来、当該分野の研究者になることが期待される

大学院生に次世代 DNAシーケンシング技術を利用した解析

を行ってもらい、利用に必要な要件を検討した。 

その結果、日本国内では、昨年度に比べて次世代 DNAシ

ーケンシング技術の急速な活用を確認することができた。

特に昨年度は、次世代 DNAシーケンシングは主に研究所に

おける大型プロジェクトでポスドク以上の研究者によっ

て利用されていたが、今年度はほぼ同等に大学院生の研究

での利用が認められた。具体的には、進化生物学分野の学

会発表で次世代 DNAシーケンシングの利用率を調べた結果、

学生の研究では 27%、一般の研究では 33%の研究で次世代

DNA シーケンシングの使用が認められた。一方、欧米では

次世代 DNAシーケンシングの使用はもはや特別なことでは

なく、「次世代 DNAシーケンシング」という言葉を聞くこ

とはなかった。むしろ、従来の DNAシーケンシングのこと

をあえて「サンガー・シーケンシング」と呼ぶ場面があっ

た。 

ハードウェアおよびソフトウェアの発展により、次世代

DNA シーケンシングのハードルは低くなり、大学院生でも

使用できるようになった。今後、次世代 DNA シーケンシン

グ技術のさらなる普及のためには、大学院教育での活用が

鍵となると思われる。 

 

 

動物生理・行動分野に関する学術研究動向－動物生

理・行動分野における研究の潮流と広がり－ 

富岡 憲治（岡山大学大学院自然科学研究科・教授） 

 

動物生理・行動学の分野では、対象とする生命現象によ

り、分子遺伝学的ツールの使えない動物が研究対象として

多く使用されている。次世代シーケンサーによる遺伝子の

網羅的解析や RNA干渉法など、近年の実験技術の革新によ

り、これらの動物でも遺伝子レベルの解析が普及してきて

いる。実際、2013 年度-2016 年度の基盤研究、若手研究、

挑戦的萌芽研究の採択課題を科研費データベースで調査

したところ、動物生理・行動分野でトランスクリプトーム

を用いた課題が 2013年度 4件、2014年度 6件、2015年度
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3件、2016年度 1件が新規課題として採択されている。ゲ

ノムワイドな解析では、大規模データを効率良くしかも信

頼性を保証しつつ行う必要がある。本年度には、我が国の

研究者も含めて世界規模で研究者が連名し、新たな解析プ

ラットフォームを立ち上げ、その有効性を検証した論文が

国際専門誌に公表された。ゲノムワイドな研究は、時間生

物学分野を含めて生物学全般でここ数年増加の一途をた

どっており、このプラットフォームあるいは類似の解析手

法の開発がますますこの種の研究を加速すると予想され

る。 

近年、ゲノム編集技術の進展も著しく、徐々にモデル生

物以外の動物を用いた研究が始まりつつあり、この技術を

利用した研究成果の発表を聞く機会が増えてきた。そこで、

ゲノム編集技術を用いた科研費採択課題についても、科研

費データベースにより、2013 年度-2016 年度について比

較調査を行った。遺伝子改変生物を用いた動物生理・行動

分野での新規採択課題数は、2013 年度 5 件、2014 年度 3

件、2015 年度 6 件、2016 年度 4 件であったが、これらの

うちゲノム編集技術を用いたものが、それぞれ 2件、2件、

4件、3件とここ数年増加傾向にあった。動物生理・行動分

野においてもゲノム編集技術が徐々に、一般的な手法とな

りつつあることを示している。 

 

 

自然人類学、進化生物学分野に関する学術研究動向

－新たな解析法によるゲノム—表現型進化研究の展

開 

河村 正二（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授） 

 

生物の表現型の進化･多様性に関わる遺伝子レベルのメ

カニズムを理解するには、遺伝子発現制御系の仕組みと進

化を理解することが重要であるという認識は 1970 年代か

らあったが、長らく前者の研究は進まなかった。いくつか

の学会、研究会に出席し、また自ら研究会を企画して、表

現型進化とゲノム進化を結びつける研究の動向に注目し

た。ゲノム一次配列決定の高速化と低廉化、エピゲノム修

飾パターンの読み取り法の確立、人工的誘導による幹細胞

化とその分化制御、ゲノム編集の容易化、クロマチン機能

ドメインの動態解析、トランスクリプトーム解析、これら

の一細胞レベル解析、高度なイメージング技術等の近年の

技術革新と新知見を進化研究に取り込む、まさに分野横断

的な新たな試みへの挑戦が議論されていた。自然人類学に

おいても、上記の新技術、新知見を活用することで、他の

霊長類と異なる、正常状態のヒトの表現型の獲得（「ホミ

ニゼーション」）や多様性という、医学とは異なる視点に

よる新たな研究の模索が始まっていた。このように、異分

野の協奏による新たな人類学、生物進化学に向けた確かな

動きを確認した。以下の研究会を主宰あるいは共同で企画

した：  

 4月 9日 東京大学 

「ヒト表現型の発生と進化多様性のゲノム基盤」  

 6月 18日 総合研究大学院大学萌芽的研究会 

「新たなヒト進化学の創成を検討するための研究

会」  

 7月 15日 日本霊長類学会福島大会自由集会 

「霊長類の中でのヒトの特徴-ゲノムや細胞でどこ

までチャレンジできるか」  

 8月 24日 日本進化学会京都大会シンポジウム 

「比較ゲノムから幹細胞人類学へ：ヒト表現型進化

のゲノム基盤解明に向けた新たな取り組み」  

 9 月 15 日 日本遺伝学会岡山大会ワークショップ

「新たな実験的アプローチから迫るヒト進化」  

 11月 4日 日本人類学会東京大会シンポジウム 

「次世代人類学は何をめざすか？」 


