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生物学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策

－生物学と数理科学の境界領域における新たな潮流

と展開－ 
巌佐 庸（関西学院大学理工学部・教授） 

 

生物学の進展に関連して次の２点を挙げた。 

[1] 生物学の数理的アプローチ： 

 数理的アプローチは、日本でもさまざまな生物学領域に

展開されている。 

 遺伝子やタンパク質の制御ネットワークの操作への応

答に関するフィードバック頂点集合による理論予測や、代

謝ネットワークの解析での限局則などは、単なるシミュレ

ーションではなく、数理的にも新しい側面を切り開くもの

である。 

 形態形成の３次元シミュレーターは機械工学の専門家

が参入して生命科学の研究者と共同研究に成果をあげて

いる。 

 脳神経科学やバイオインフォマテイックスでは、数理モ

デリングや統計解析がすっかり定着している。 

[2]進化学研究の進展 

  (1)種分化の研究が様々な手法を導入し大きく進展し

ている。分子生物学の背景を持つ研究者が集団遺伝学や進

化生態学を習得し、種分化や新しいニッチを切り開く場面

を見事に解析している。 (2)共生関係の分析は、昆虫と共

生細菌や、哺乳類の腸内細菌、菌根菌や根粒菌などに進展

がみられる。(4)実験進化学は、バイオテクノロジーの専門

家が見事な進化実験を成し遂げており、進化生物学の理論

の検証への寄与が期待される。 

 全体として、進化生物学や生態学などのマクロ生物学分

野と、分子生物学や細胞生物学、発生生物学などメカニズ

ムに関する生物学分野の接点や融合領域においてこれか

ら急速な進展が得られると期待する。 

 

日本の学術進展にとって最重要課題は、 

[1] 生物学の数理的アプローチの進展に対応する教育シ

ステムの確立 

[2] 若手のキャリアパスの開発 

[3] テニュアトラック制度の推進 

[4] 学術界でのジェンダーバランス達成 

の４点であり、それぞれに早急な対策が必要である。 

 

生物系科学分野に関する学術研究動向及び学術振興

方策―特に植物科学における応用科学と基礎科学の

分化に伴う世界的傾向 〜基礎植物科学のセンター

としての日本の立ち位置 

塚谷 裕一（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 植物科学においては近年、モデル植物 シロイヌナズナを

用いた研究には一区切りがついた、一刻も早く 実用植物

への応用を推進しようという動きが、特に米国と中国で始

まっている。その反面、欧州と日本では、基礎科学で解く

べき謎がまだ多いという認識から、さらに シロイヌナズナ

を深く研究する立場や、より基本的な仕組みを調べるため

に新たなモデル系･ゼニゴケ を研究ターゲットに据え直す

立場とが生まれてきている。その現状を調べるため、フィ

ンランドで開催された国際シロイヌナズナ会議と、フラン

スで開催された国際植物分子生物学会、そして国内学会と

しては細胞生物・発生生物合同大会、日本発生生物学会、

日本植物学会、日本植物形態学会、日本分子生物学会、日

本植物生理学会年会、そして日本植物分類学会の各大会に

参加し、研究トレンドを確認した。 

 その結果、海外の国際会議では keynote lectureで応用

指向の強い演題が続き、特に米国の研究者には応用研究へ

のシフトが強く感じられた。一方、plenary lectureでは

基礎研究の第一線のトークが続き、バランスを取ろうとす

る組織委員会の意図も感じられた。ただし次回の第 30 回

国際シロイヌナズナ会議が中国で開催されるように、中国

も当面はモデル植物の研究に注力しつづけるものと思わ

れる。また欧州（EU）では、シロイヌナズナのみならずイ

ネ、トウモロコシ、サトウダイコンなどを対象に、基礎科

学と応用作物科学とを包括的にまとめ、国際研究コンソー

シアムとして推進するプロジェクトが大きな存在感を出

している。全体としては、シロイヌナズナ一辺倒から脱却

し、１つには有用作物へ、１つは新しいモデル系へ、そし

て１つには非モデル系へといった放散が見られる。 

 それと比して、日本の学会大会で特筆すべきことは、新

しい日本初の、陸上植物のモデル系・ゼニゴケを用いた研

究発表演題が急増していることである。日本がその研究手

法をほとんど確立させた新しいモデル系の勃興は、日本の
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基礎植物学の大きな強みとなる可能性が大である。またラ

イブイメージングを用いた発生メカニズムの解析は、国際

的にも多くの取り組みが盛んとなっているが、その中で日

本のライブイメージング技術は、分野にもよるがほぼ世界

のトップ集団をキープしている。最近、日本の有力若手研

究者が中国にヘッドハンティングされる事例が増えてい

るが、新しい基礎研究材料･技術のセンターとしての地位

を確たるものとし、基礎研究に気兼ねなく取り組める研究

環境を整えれば、海外の優秀な研究者を日本に呼び寄せる

ことも可能であろう。 

 
神経科学分野に関する学術研究動向-脳研究におけ

るグリア細胞生物学の新たな潮流と展開 

上口 裕之（理化学研究所 脳神経科学研究センター・副セ

ンター長） 

 

  近年の脳科学における技術開発により、グリア細胞

研究は長足の進歩を遂げ、脳機能と病態を理解する上で必

須の学問分野へと成長した。 

  ミクログリアはアルツハイマー病・筋萎縮性側索硬化

症・パーキンソン病・前頭側頭葉変性症などの神経変性疾

患へ関与し、さらにミクログリアを介した視床下部の炎症

が肥満と関連することも示唆されている。TREM2 遺伝子の

点変異がアルツハイマー病発症のリスクを高めることが

報告され、脳内で TREM2を特異的に発現するミクログリア

の研究が精力的に進められている。TREM2 は、同じくアル

ツハイマー病発症に関わるアポリポタンパク質 E（ApoE）

と機能的に関連することも報告された。ミクログリアは、

沈着したアミロイドβタンパク質（Aβ）などを貪食し神経

変性疾患の発症・増悪を負に制御する一方、Aβなどの変性

タンパク質に遭遇するとインフラマソーム活性化により

炎症性因子を放出して神経細胞死を引き起こすなど、神経

変性疾患に対して改善／増悪の両方向の作用を有するこ

とが示された。このようなミクログリアの両方向性の機能

を切り替える仕組みが活発に研究されている。例えば、末

梢の免疫刺激により脳内ミクログアリアの自然免疫応答

を両方向性に操作し、アルツハイマー病モデルマウスの A

β蓄積量を増減させることが可能になった。 

  活性化アストロサイトも貪食能を有し Aβクリアラン

スに寄与する一方で、活性酸素などを放出して神経細胞毒

性を発揮することが知られている。アストロサイトが放出

する液性因子が網羅的に解析されており、脳内恒常性の維

持あるいは脳内炎症・神経変性を媒介する分子シグナルの

同定も進んでおり、アストロサイトを標的とした神経変性

疾患の治療法開発も大いに期待できる。 

  健康な脳における役割に加え、様々な中枢神経系の病

態や損傷でグリア細胞は重要な機能を発揮しており、グリ

ア細胞生物学はこれら疾患の診断と治療法を開発する上

で欠くことのできない学問領域となっている。 

 

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ハイスループット

（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。

特にモデル生物以外の多種多様な生物種間での比較解析

が求められる進化生物学の分野では、この技術導入の恩恵

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、利用にあたって必要な条件が

極めて少ないからである。 

本調査研究では、日本における進化生物学分野の発展に

資するため、当該分野の研究におけるハイスループット・

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ハイ

スループット・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学生にハイスループット・シーケンシ

ング技術を利用してもらい、利用に必要な要件を検討した。 

その結果、ハイスループット・シーケンシング技術は、

国内外共通して、最近 1～2 年間で急速に普及してきたこ

とを確認した。特に平成 30年度は、ハイスループット・シ

ーケンシングはすでに先端技術の域を出て、汎用的に用い

られる研究手法になりつつあることが分かった。学会での
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大学院生によるポスター発表では、RNA-seq や RAD-seq に

加え、最新の MinION の利用に挑戦したものや新しい解析

技術の開発に取り組んだものも見られた。若い世代への活

用の拡大は、今後の発展の加速を期待させる。 

実際に学部生、大学院生の研究に導入し利用してみても

らったところ、シーケンサや試薬キット、解析ソフトウェ

アの改良によって、数年前に比べてはるかに使用のための

技術的ハードルは下がり、大学での学生教育にも十分活用

できることが分かった。一方、日本の大学院生と海外から

の留学生に聞き取り調査を行ったところ、調査人数は多い

とは言えないものの、留学生の方がシーケンシング技術よ

りもそこから得られるデータの解析技術の重要性に対す

る理解度が高い傾向が感じられた。国内での若い世代への

さらなる啓発が重要であると思われる。 

 
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

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。2017年 2月に日本学術会議が、学術の大

型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン 2017

を策定し、政府に提言した「重点大型研究計画」全 28計画

のひとつに「次世代統合バイオイメージング研究所を設立

計画」が選ばれた。この計画は、日本生物物理学会を中心

に、大阪大学、理化学研究所、情報通信研究機構が中心機

関となって、生物学、物理学、計算科学等の研究方法を統

合的に用いて、生命システムの複雑な動態を可視化する計

測技術を開発し、生命科学の重要課題の解明を目指すこと

を目的とするものである。2019 年 3 月には第 24 期学術の

大型研究計画に関するマスタープラン (マスタープラン

2020) に選ばれることを目指し、「次世代統合バイオイメ

ージング研究所を設立計画」の改訂版が学術会議に再度提

出された。日本のバイオイメージング技術は世界的に非常

に高いレベルにあり、日本で開発された技術も多い。しか

し最近、米国、英国、中国などでは、1 細胞レベルの研究

開発が急速に推進されており、1 細胞解析に必須な技術で

あるバイオイメージング技術の開発が進むことが予想さ

れる。我が国もより一層バイオイメージングの開発を推進

させる必要がある。 

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、2006 年から 2018 年の年度ごとの日本生物物

理学会会員の女性比率を調べた。学生会員の女性比率は

2016 年までは 20％程度で横ばいであったが、その後増加

し、2018年には 23％にまで達した。一方、一般会員の女性

比率は 11～12％の間で横ばいであった。学生会員の女性比

率がわずかながら増加しているにもかかわらず、一般会員

の女性比率が増えないということは、女性が社会人として

研究を続けていないことを意味している。この結果は、

様々な施策や活動にもかかわらず、生物系分野の研究者の

女性比率がこの 10 年間わずかしか増えていないという残

念な結果を示している。研究者の女性比率を上げるために

は、まだまだ様々な施策や活動が必要である。 

 

分子生物学関連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、全遺伝情報を含むゲノムが、

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。

ゲノムの間違った伝達は、ゲノム不安定性と呼ばれ、がんや

各種遺伝病の原因となることから、ゲノム動態を調べる研究

は、分子生物学分野の中心課題としても、医科学的にも重要

である。多くの生物種でゲノムの配列情報が解析された現

在、あらゆる分子生物学の研究においても、ゲノム生物学を

取り入れた研究方向は、欠かせない。昨年度までの調査にお

いても、ゲノム生物学を取り入れた研究の動向について報告

したが、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高度化し、分

子生物学の中心的な手法となっている。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、世界では、この技術が一般化していると思わ
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れる。一方、日本分子生物学会を始めとする国内学会の視察

では、限られた一部の研究室から、これらの技術を活用して

の発表が聞けるのみで、世界からの遅れが、依然として気に

なった。ゲノム・分子生物学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や PacBio シーケンサーに変わり、次次

世代と言うべき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。また、ナノポアシーケンサーは、

RNA 修飾などの解読も可能であり、今後幅広く使用される

ことは疑いもない。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、分子生物学分野に限らず、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。ゲノム解析に限らず、近年の分

子生物学研究は、高度化・高額化しており、一研究室では手

に負えない課題も多い。大学のあり方、研究費の配分なども

この学問動向とリンクして真剣に考える必要がある。 

 

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） 

 

昨年度に引き続き、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。自然人類学においても、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続

いていた。以下の研究会を主宰あるいは企画参画した： 

 4 月 中国・深圳 第一回 AsiaEvo Conference 

シンポジウム「Molecular and genetic basis of adaptive 

evolution」 

 7 月 横浜 Society of Molecular Biology and Evolution 

(SMBE) 

シンポジウム「 Genomic underpinnings of primate 

phenotypic evolution and diversity」 

シンポジウム「Asian population genomics」 

 7 月 日本霊長類学会東京大会 

自由集会「細胞からみた霊長類：「ヒト生物学」に向

けて細胞研究は何ができるのか？」 

公開シンポジウム「最新テクノロジーが繋ぐ霊長類の

ゲノム、発生、生態、そして進化」 

 8 月 日本進化学会東京大会大会長「揺らぎ、適応、

そして進化へ：表現型とゲノムのはざまで」 

海外プレナリー講演招聘「Systematic perturbation of 

transposable elements by CRISPR/Cas9 reveals 

widespread contribution to human gene regulation」 

シンポジウム「表現型の可塑性〜ホモ・サピエンスの

環境適応のヒントを探る」 

 9 月 日本遺伝学会奈良大会 

ワークショップ「染色体・ゲノム・エピゲノム研究の

新しい展開：ゲノム可塑性から表現型進化への橋渡し」 

 10 月 日本人類学会三島大会 

シンポジウム「皮膚の人類学」 

 11 月 日本分子生物学会横浜大会 

ワークショップ「エピゲノムからみた人類の進化と疾

患」 

 

「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・行動分野では、多様な動物の比較により共通

原理を見出そうとする研究が行われてきている。この重要

性は論を待たないが、分子生物学的なアプローチによりさ

らにそれが明確にされつつある。例えば、本年、九州大学

のグループは中枢神経系も時計遺伝子も持たないヒドラ

が日周的な睡眠様行動を示すことを報告し、遺伝子レベル

から睡眠の起源へのアプローチを試みている。このような

アプローチはゲノム情報の公開によるところが大きいと

思われる。実際、睡眠や概日リズムに関連する分子レベル

の研究は、ここ数年多数の論文が発表されている。PubMed

での検索では、2010 年代初頭には 100 件程度だったもの

が、2014 年ころから急増し 2018 年には 450 件を超えて

いる。  
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ポストゲノムの一つの重要なテーマはエピジェネティ

クスである。特に転写や転写後調節が次第に明らかにされ

つつある。動物生理・行動の分野においても、世界的には

DNA メチル化、ヒストンメチル化や microRNA による遺

伝子発現制御などが、行動や生理の制御に関与することが

報告されつつある。国内ではまだそれほどこの研究は盛ん

ではないが、今後注目される研究分野となる可能性がある。 

様々な生理過程の解析に化学物質を利用するいわゆる

ケミカルバイオロジーの手法によるアプローチも導入さ

れつつある。ケミカルライブラリーを用いて、特定の生理

反応の過程に影響する物質をスクリーニングすることで、

その過程に関る新規遺伝子や新規関連分子を見出そうと

する手法で、従来の分子生物学的アプローチやフォワード

ジェネティクスでは困難な部分を解明できる可能性があ

る。いくつかの系で成功しつつあり、実際、PubMed での

検索では概日リズムや睡眠を対象とする時間生物学分野

で 2010～2013 年には 10 数件だった関連論文数が、2017

年、2018 年と 50 件を超えている。今後はこの手法も有効

な解析手法として、動物生理・行動の分野でも様々な研究

に広く導入されることが予想される。 

 

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） 

 

発生生物学と周辺の生物学の伸展に関して、最近の新しい動

向については幾つかの点に注目される。 

１）一細胞レベルでの遺伝子発現解析の一般化 

胚や組織を個々の細胞にまでばらした後に、一細胞レ

ベルでの遺伝子発現を解析する手法が確立され、様々

な種において実践されている。発生段階や組織間で細

胞間の比較によって、受精卵からどのような経路をた

どって細胞が分化するかの統合的な情報が得られるよ

うになった。 

２）CRISPR/Cas9によるゲノム編集の一般化 

  ゲノム編集技術の伸展は特にめざましい。短い領域に欠

損を入れるだけでなく、狙ったゲノム領域に比較的大きなサ

イズの外来の DNA を挿入する方法についても様々な報告が

なされており、通常の研究室でも短期間にかつ自由に用いる

ことができる手法となっている。更に、ゲノム情報の発展に

よる相乗的効果もあり、遺伝子改変が難しかった｢非モデル

生物｣においても狙ったゲノムの部位に変異を導入すること

が容易となった。生物学の研究にとって強力なツールであ

る。 

３）可視化、顕微鏡技術による伸展 

 遺伝子発現情報、ゲノム編集と並行して継続して新たな

伸展が続く領域が、イメージングである。例えば、ほ乳類

であるマウスの着床後胚において、全細胞をライトシート

顕微鏡を用いて連続観察し、細胞を追跡する研究が発表さ

れた。膨大な画像データから細胞の位置情報、系譜情報を

抽出する情報学的な技術も導入された。他の例としては、

個々の細胞の特定の遺伝子の転写の状況をモニターでき

るシステムが構築され、転写の時間的変動、遺伝子間での

相関などが解析されている。静的な情報としてのみ扱われ

てきた遺伝子発現が、高い時間解像度で動的に理解され始

めている。 

４）in vitroで器官構築を再現する｢オルガノイド｣培養 

 多能性幹細胞を様々な細胞種に分化誘導する研究はこ

の２０年ほどで頻繁に行われ、成長因子などを培養に加え

ることで特定の細胞種に分化誘導することが可能である。

一方で、器官構築を再現する｢オルガノイド｣については、

3 次元で培養するため、単に成長因子などの外的な要因だ

けによらず、本来細胞が有する自己組織化能を上手く引き

出すことで、様々な器官を形成することが可能となってお

り、器官構築メカニズムの理解は飛躍的に進んでいる。 

 

４）他の潮流 

遺伝情報によらない細胞が置かれた機械的な力の環境

にどのように細胞が応答するかについてのメカノバイ

オロジー領域での研究は更に発展する様相を呈してい

る。更に個々の細胞の栄養、代謝状態がそれぞれの細胞

にどのような意味をもっているかについての研究が隆

盛してきている。 

 
 
 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（生物系科学専門調査班） 
 
分子生物学関連分野に関する学術研究動向—遺伝子

発現の正確性を保証する分子機構とその生理機能— 

稲田 利文（東北大学大学院薬学研究科・教授） 

 

翻訳伸長反応の正確かつ厳密な制御は、正確な遺伝子発現

に極めて重要であり、その破綻は様々な疾患の原因とな

る。細胞内の異常タンパク質の蓄積は、様々な細胞機能障

害を引き起こすため、タンパク質恒常性機構により認識さ

れ排除されることが、正常な細胞機能の維持に必要であ

る。細胞の保持する品質管理機構は、異常な遺伝子産物を

認識し排除することで遺伝子発現の正確性を保証する。近

年、異常な翻訳を監視し異常タンパク質を合成途中で分解

除去する翻訳品質管理機構の解明が急速に進み、タンパク

質恒常性維持のごく初期段階として極めて重要な役割を

果たすことが明確になってきている。上記の状況をふま

え、本調査研究では、分子生物学分野、特に遺伝子発現制

御機構とその正確性を保証する研究分野と、関連するタン

パク質の正しい立体構造形成と維持に関する研究、各オル

ガネラへのタンパク質の輸送と膜透過、ヒートショックや

小胞体ストレス等のストレス応答機構、さらに翻訳に共役

した mRNA 分解機構等、に関する研究分野の動向調査を行

った。これらのリボソームを中心とした遺伝子発現制御と

その生理機能の解明は、分野横断的・融合的な研究分野で

あり、最近益々重要性を増している。特にリボソームが超

極低温電子顕微鏡（クライオ電顕）による構造解析に最適

な対象の１つであることから、様々なリボソーム関連因子

との複合体が迅速に決定される状況になっている。一昨年

のノーベル賞受賞に象徴されるように、クライオ電顕は結

晶化が困難でかつ不均一な溶液中のサンプルについても

近原子分解能での解析が可能な、極めて優れた構造決定法

である。欧米ではクライオ電顕の重要性が認識され基盤装

置の整備も進んでおり、解析手法と顕微鏡の開発が加速度

的に進んでいる。日本では、対応可能な施設・クライオ電

顕数や解析手法等で、欧米のみならず中国にも極めて立ち

遅れおり危機的状況にあることが明確になり、緊急的な対

応が極めて重要である。また、mRNA上のリボソームの動態

を塩基レベルで同定可能なリボソームプロファイル法は、

翻訳制御の詳細を解析する手法として標準化しており、当

該研究者が習得すべき状況にあるが、国内では以前立ち遅

れており対応が求められる。 

 


