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お茶の水女子大学長  郷 通子 

 

２１世紀は生命科学の時代であるといわれます。２０世紀の後半は物理学や化学のめざ

ましい発展があり，これらを基盤として分子生物学へ向かう扉が開かれました。２１世

紀に入り，ヒトのゲノム情報が解読され，多くの生物についても，その遺伝情報を，人

類は，今，手にしつつあります。遺伝情報の詳細がわかったことで，生命の設計図の細

部まで見えてきました。 

設計図がすべてわかったということは，生命科学に革命的な変化をもたらしました。

これまでの生物学は，生命の一端を研究しているにすぎませんでした。いろいろな現象

を見ていても，全体像を見ることはできなかったのです。今，設計図全体を視野に入れ

ながら，個々のおもしろいテーマを追求していける時代がやって来ました。生物学が体

系化される時代に入ろうとしています。 

しかし，生物が生きていることを理解するためには，設計図を見ているだけでは，わ

からないことばかりです。これからの生命科学は，ゲノム情報に加え，ゲノムを元に作

られ，生命活動の立役者であるタンパク質やRNAの情報，細胞内または細胞間での分子
間の動的挙動情報などを基礎データとして，その上にあらゆる生命科学が築かれて行く

に違いありません。すなわち，生命情報学がこれからの生命科学の研究者に必須の科目

と成ります。この潮流は基礎から応用まで生命科学の広い分野に及んでいます。 

「魅力ある大学院教育」イニシアティブにお茶の水女子大学の「生命情報学を使いこ

なせる女性人材の育成」プログラムが採択され，平成1７，１８年度の２年間，実施されま

した。学内外の多くの方々のご協力を得ながら，ややなじみの薄かった生命情報学のカ

リキュラムを組み上げ，２１世紀の女性研究者が求められているこの新しい分野をスタ

ートさせることができました。 

お茶の水女子大学の理学部５学科（生物学，化学，物理学，情報科学，数学）の充実

した基礎教育には，伝統的に定評があります。大学院では，理学系分野に加えて生活科

学系の食物栄養学などの分野も同じ研究科で学びます。 

生命情報学という新しい分野を，専攻を超えて大学院生が一緒に学ぶことができたこ

とは，本プログラムが採択されたことによる大きな成果です。最先端生命科学の研究者

として，あるいは企業でバイオテクノロジーに従事する者として，あるいは最先端の生

命科学の教育を担う教員として，必須科目である生命倫理もカリキュラムに加えました。 

博士後期課程でのインターンシップは，本学では初めの試みであり，他大学でも，あ

まり例を見ない画期的なことです。１ヶ月にわたるインターンシップ生の受け入れを，

快諾下さった研究所と企業の方々による温かいご支援は，本学で博士号を取得後のキャ

リア選択に大きく役立つものと信じます。お世話になりました学内外の先生方に，心か

ら感謝いたします。 
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ま え が き 

 

プログラム取組実施責任者           

人間環境科学専攻 教授 松浦 悦子 

 

 本教育プログラムは，生命科学分野の発展にともなって必要とされている“生命情報

学を使いこなす”ことのできる女性人材を育成し，女性のキャリア獲得に貢献すること

を目指している。この分野においては，有能な人材に対する社会的要請が，近年高まっ

てきている。また，女性のライフサイクルにあった研究スタイルを確立し，独創的な研

究を遂行できる能力を向上させるためにも，生命情報学を修得することはきわめて有用

であると考えられる。この教育を実践し，真の研究立案者として自立できる女性を育成

することは，これまでも多くの有能な女性研究者を輩出してきた本学の果たすべき役割

ともいえる。 
 本学における生命情報に関する専門教育は，関連する学科や専攻において，ゲノムや

進化に関する近年の研究成果を視野に入れた講義として，個別に行われてきた。学位取

得者や修士課程修了者のなかには，本学在学中から，または大学院修了後に生命情報学

分野に進み，この分野で職を得ている者，国際的にも高い評価を受けている者がいる。

このことは，これまでのカリキュラムのなかに生命情報学を志向する基盤となるものが

あること，また，高いレベルに到達できる力のある学生を擁していることを示すものと

考えられる。 

 このような状況を背景として，多様なバックグラウンドをもつ後期課程の学生に向け

た生命情報学の教育プログラムは，平成１７年度より学長に就任し，生命情報学分野の

先駆者でもある郷通子学長のリーダーシップのもとに，「魅力ある大学院教育」イニシ

アティブの事業としての支援を受けてスタートすることとなった。幸いにも生命情報学

に対して高い意欲のある学生を受け入れることができ，学内外のご協力，ご指導をいた

だきながら，２年間の課程を一通り終えるところまで来ることができた。 

 本報告書は，この２年間の活動を振り返り，今後のプログラムの実施への新たなス

タートとするためのものである。忌憚のないご批判を仰ぎ，プログラムのさらなる充実

と発展へとつなげたいと願っている。 

 



 

 

 

 

 

１ 「生命情報学を使いこなせる 

   女性人材の育成」プログラム 

     の概要 



１ 「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」プログラムの概要 

 

 「魅力ある大学院教育」イニシアティブは，現代社会の新たなニーズに応えられる

若手研究者の養成を目的として，平成１７年度から開始された文部科学省の新規事業で

ある。大学院における教育取組への重点的な支援により，大学院教育の実質化の推進

と改善をめざしている。本プログラムは，平成１７，１８年度の２年間にわたってこの事

業の支援を受け，お茶の水女子大学大学院において「生命情報学を使いこなせる女性

人材の育成」を目指す教育の実践に着手したものである。 

 

１.１ プログラムの目的 

 ２１世紀の生命科学を推進するためには，既存の生命科学に加え，物理学，化学，生

物学，数学，情報科学などの理学の分野の基礎をもち，広い意味での「生命情報学」

を習得して多様な分野に適用できる人材が必要とされている。本プログラムは，この

ような時代の要請に対応して，まだ十分な大学院教育のプログラムが組まれていない

「生命情報学」分野において，理学分野の基礎と新しい生命観や生命倫理学を学び，

かつ専門分野に関する高い専門性をもって「生命情報学」を使いこなせる人材を育成

する教育プログラムを実施することを目指すものである。また，このプログラムを核

とすることにより，本学大学院における教育研究分野の融合をはかり，新しい生命情

報学分野の整備を促進していくことが可能である。このことは，社会からの人材要請

に対応するとともに，自ら思考し提案できる女性のキャリア獲得への寄与につながる

ものである。 

 

資料１－１ 平成１７年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ計画調書（部分） 

資料１－２ 平成１７年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ審査結果表 

 

 

１.２ 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業としてのプログラム 

 平成１７年度に開始された「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業において，初

年度の理工農系への応募１６８件のうち，採択されたのは４３件であった。このうち，生

命科学分野における教育プログラムは９件，プログラム名に「情報」が含まれるもの

は５件である。社会からの人材要請に答えようとする教育の動向が，この状況からも

うかがえる。また，女子大学としては理工農系で唯一の採択であった。 

 本プログラムによる取組は新聞報道にも取り上げられ，また，本学では人文社会系

において採択された１件とあわせて，学内広報誌においても紹介された。さらに，平

成１８年１１月に開催された文部科学省主催「大学教育改革プログラム合同フォーラム」

では，分科会『「魅力ある大学院教育」イニシアティブ』において，理工農系から２件



の事例報告のひとつとして取り上げられ，取組実施責任者の松浦が報告を行った。 

 

資料１－３ 「魅力ある大学院教育」イニシアティブに関する新聞報道（非公開） 

資料１－４ 「魅力ある大学院教育」イニシアティブに関する学内広報（非公開） 

資料１－５ 「大学教育改革プログラム合同フォーラム」プログラム（非公開） 

 

 

１.３ プログラムの実施体制 

 本プログラムを実施するにあたっては，大学院後期課程の理系２専攻（人間環境科

学専攻，複合領域科学専攻）が中心となった。プログラムの計画段階から関与したメ

ンバーをプログラム担当教員とし，プログラムで指定する必修科目，または選択必修

科目（後述）も担当した。下の表において，＊の教員は主としてプログラム全体の運

営を分担し，学生からの支援申請（後述）の審査には２専攻の専攻長が加わった。さ

らに，選択必修授業科目を担当する教員とあわせると，合計３１名が本プログラムに参

加したことになる。また，プログラム運営のすべての作業に，４名のアカデミック・

アシスタント（教務補佐員）の援助を得た。 

 

  プログラム担当者一覧 

  氏 名      所 属            役割分担 

平野 由紀子  平成１７年度取組代表者，研究科長 

市古 夏生  平成１８年度取組代表者，研究科長 

プログラム担当 

郷  通子 学長 プログラム必修科目担当 

松浦 悦子＊ 人間環境科学専攻 取組実施責任者 

小川 温子＊ 
複合領域科学専攻 
（人間環境科学専攻兼担） 

取組実施副責任者 

山本 直樹 人間環境科学専攻 平成１７年度取組実施副責任者，専攻長 

會川 義寛 人間環境科学専攻 
平成１８年度取組実施副責任者，専攻長 
支援審査担当 

山田 眞二 複合領域科学専攻 専攻長，支援審査担当 

瀬々 潤＊ 複合領域科学専攻 プログラム必修科目担当 
（平成１８年度より着任） 

頼住 光子 国際日本学専攻 プログラム必修科目担当 

室伏 きみ子 人間環境科学専攻  

千葉 和義 人間環境科学専攻  

近藤 るみ＊ 人間環境科学専攻  

今野 美智子 複合領域科学専攻  

柴田 文明 複合領域科学専攻  

吉田 裕亮 複合領域科学専攻  



 

 

選択必修科目担当 

芦原 坦 人間環境科学専攻  

作田 正明 人間環境科学専攻  

小林 哲幸 人間環境科学専攻  

宮本 泰則 人間環境科学専攻  

最上 善広 人間環境科学専攻  

加藤 美砂子 人間環境科学専攻  

松浦 秀治 人間環境科学専攻  

服田 昌之 人間環境科学専攻  

藤原 葉子 人間環境科学専攻  

森光 康次郎 人間環境科学専攻  

香西 みどり 人間環境科学専攻  

大塚 譲 人間環境科学専攻  

千代 豪昭 人間環境科学専攻  

相川 京子 
複合領域科学専攻 
（人間環境科学専攻兼担）  

鷹野 景子 複合領域科学専攻  

アカデミック・アシスタント 

香林 隆子  週２日勤務 

山須 三津枝  週２日勤務 

加部 由美子  週５日勤務 

佐藤 仁美  週２日勤務 

 

 本プログラムの学内外への広報の場として，平成１７年１２月にホームページを開設し

た（http://bioinfo.is.ocha.ac.jp/index.html）。プログラムの紹介，講義やセミナーの開催
を掲載するとともに，プログラム受講生への連絡，諸申請の書類の配布も行った。ま

た，「生命情報学」および「生命情報学演習」の授業のページをリンクさせることによ

り，授業にも活用された。さらに，学外に公開するセミナーやシンポジウムについて

は，大学ホームページ（http://www.ocha.ac.jp/）や大学メールマガジンOchaMailを通し
ても広報を行った。 



 

 

 

 

 

資 料 １ 

 



  

機関名 お茶の水女子大学 機関番号 12611 取組実施担当者（責任者） 松浦 悦子 
 
９．本事業の全体像（わかりやすく，具体的に記入してください。） 

9-(1) 本事業の大学全体としての位置付け（教育研究活動の充実を図るための支援・措置について） 

 本事業は，21世紀の生命科学の発展において不可欠でありながら，まだ十分な大学院教育のプログ

ラムが組まれていない「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」を目的とする。女子高等教育の

長い伝統をもつ本学は，数多くの先駆的な女性科学者を世に送り出してきた。共学の時代となってか

らも，この伝統は絶えることがない現状がある。本学は，女性研究者，特に社会において指導的地位

を占める女性の積極的な育成を本学大学院としての使命のひとつとして，教育と研究活動を進めてい

る。現在，大学全体として，リーダーシップを育成するためのプログラムを検討中である。 

 21世紀の生命科学は，既存の生命科学に加えて，生命情報学を中心に，物理学，化学，数学，コン

ピュータ科学など，理学におけるあらゆる分野の基礎と，人文社会学による新しい生命観や生命倫理

を習得できる教育プログラムにより，深い洞察力に加えて，新しい生命科学を推進するための広い意

味での「生命情報学」を習得した研究者を必要としている。平成17年4月に就任した学長の郷通子自

身が，本学理学部物理学科の出身でありながら，大学院で生物物理学を習得，その後，生命情報学の

分野の開拓に実績を持つことから，生命情報学は女性の進出に適した分野であることを体験してき

た。その経験を生かしながら，生命情報学を使いこなせる女性人材を世に送り出すため，本学の重要

課題として新規ポストの充当など，学長のリーダーシップのもとで，本事業を進める計画である。 

9-(2) これまでの教育研究活動の状況（現在まで行ってきた教育取組について） 

 生命情報に関する教育と研究は，これまで教員の個別の活動として行われてきた。理学部では生物

学科と化学科，大学院においては関係の教員が所属する複数の専攻において，遺伝学，集団遺伝学，

分子進化学，細胞生物学，発生生物学，構造生物学，生化学などの分野で，ゲノムや進化を視点に入

れた講義が早くから行われていた。本学大学院の学位取得者や修士課程修了者の中には，生命情報学

の分野で国内外において高い評価を受けている者もいる。また，学部の全学共通科目のなかでも，文

系理系を問わず，生命科学に関心と理解を深める内容の基礎ゼミやコア・クラスター（テーマをしぼ

った講義群）を実施してきた。しかし，このような教育内容を学科や専攻をこえたプログラムとして

学生に提供し，特に急速な発展を遂げつつある生命情報学の分野を多様なバックグラウンドをもった

学生が学ぶとともに，それぞれの専門分野にフィードバックすることを学ぶ体制は，まだ整っていな

い。 

9-(3) 魅力ある大学院教育への取組・計画（大学院教育の実質化（教育の課程の組織的展開の強化）のための具体的な教育取

組及び意欲的・独創的な教育プログラムへの発展的展開のための計画について） 

 本プログラムは，博士後期課程の２年間に生命情報学の教育を提供するものである。それぞれの学

生が専攻する研究テーマに新しい視点を与え，それに基づいて新規の研究計画を立案する方法を学ぶ

ことにより，専門分野に関する高い専門性をもって生命情報学をも使いこなし，自ら思考し提案でき

る女性研究者，また，生命に関して社会へ正しく情報発信できる人材の養成を目指す。 

 生命科学の諸専門分野の講義においては，多様な生命情報をリンクさせ，それぞれの専門分野にお

ける情報の意味を理解し，全体を体系づける。さらに，生命情報学の基礎的な講義，コンピューター

を用いたデータ解析などの実習を含めたプログラムを実施する。また，当該専攻外からの協力者によ

る講義や，単位互換制度に基づく他大学院の講義の履修を以って，カリキュラムの充実を図ることに

より，情報のもつ意味を理解し，独創的に活用できる人材を養成する。さらに，学生の海外での研修

や国際学会における研究発表などを積極的に支援し，国際的にも通用するレベルを目指す。また，ゲ

ノム情報という視点をふまえた社会への啓蒙活動という観点からも，生命倫理，生命観に関する講義

を取り入れる。 

 このプログラムは，生命科学に関する基礎的な内容を修士課程までに修めた学生であれば，従来の

専攻にとらわれずに自由に履修できるものとするが，学生はそれぞれの専攻に所属して学位論文の研

究を行いながら履修するという専門性を重視する。後期課程においてこのプログラムを重点的に履修

することによって，生命情報学の専門家養成も期待できる。このプログラムを核とすることにより，

本大学院における教育研究分野の融合をはかり，新しい生命情報学分野の整備を促進していくことが

可能となる。このことは，多様な人材養成に対する社会からの要請に対応するとともに，女性のキャ

リア獲得への寄与につながるものである。 

資料１－１ 平成１７年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ計画調書（部分） 

 

 



  

１０．履修プロセスの概念図（履修指導及び研究指導のプロセスについて全体像と特徴がわかるように図示してください。） 
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資料１－２ 

平成１７年度｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ 審査結果表 

 

  ◇「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会における評価 

 

機 関 名・専 攻 名 
お茶の水女子大学人間文化研究科ライフ

サイエンス専攻、人間環境科学専攻 
整理番号 b017 

分 野 名 理工農系 

教育プログラム名称 生命情報学を使いこなせる女性人材の育成 

取組実施担当者名 松浦悦子 

＜審査結果の概要及び採択理由＞ 

 「魅力ある大学院教育」イニシアティブは、現代社会の新たなニーズに応えられる

創造性豊かな若手研究者の養成機能の強化を図るため、大学院における意欲的かつ独

創的な研究者養成に関する教育取組に対し重点的な支援を行うことにより、大学院教

育の実質化（教育の課程の組織的な展開の強化）を推進することを目的としています。 

本事業の趣旨に照らし、 

 ①大学院教育の実質化のための具体的な教育取組の方策が確立又は今後展開される

ことが期待できるものとなっているか 

 ②意欲的・独創的な教育プログラムへの発展的展開のための計画となっているか 

の２つの視点に基づき審査を行った結果、当該教育プログラムに係る所見は、大学院

教育の実質化のための各項目の方策が非常に優れており、十分期待できるとともに、

教育プログラムが事業の趣旨に適合しており、その実現性、一定の成果と今後の展開

の面も期待できると判断され、採択となりました。 

なお、特に優れた点、改善を要する点等については、以下の点があげられます。 

 

＜特に優れた点、改善を要する点等＞ 

・ 生命科学領域での現代的ニーズと女性研究者育成に関わる問題点を的確に分析し

統合した優れた取組である。男女共同参画の推進の観点からも、生命科学分野にお

ける女性研究者の育成は時宜を得ており、社会的な説得力もある。現実問題として

も、「生命情報学」の人材が逼迫している現在、生命情報科学を使いこなせる女性人

材の育成は極めて有効であり、家庭との両立という側面からも重要な領域と位置付

けられ、指導するための人材が確保されれば、今後に大きく期待される教育プログ

ラムである。 

 



 

 

 

 

 

２ カリキュラムの実施 



２ カリキュラムの実施 

 

 本プログラムは，主として博士後期課程の２年間に生命情報学を学ぶカリキュラムと

して考えられた。最大の特徴は，さまざまな専門分野を専攻する学生が，学位論文の研

究を行いながら，同時に生命情報学を基礎から応用まで履修できるよう，それぞれの専

門分野における必要性に応じてカリキュラムを組み立てることができることにある。 

 

２.１ カリキュラムについて 

 本プログラムでは，生命情報学の基礎から応用までの講義（「生命情報学」「予測生物

学」）と生命倫理学（「生命倫理学特論」）の講義，これらに加えて，生命科学の諸専門

分野の講義から多様な生命情報について学び（「総合生命科学」，および選択必修科目），

全体を体系づけていくものである。さらに，コンピュータを用いたプログラミングや

データ解析などの演習（「生命情報学演習」），および学外の研究機関や企業の協力によ

るインターンシップを通して，実際に“生命情報学を使いこなす”ための考え方や技術

を身につける機会を取り入れることとした。このために，次ページの図に示すようなカ

リキュラムを標準とした。 

 本プログラムにおいて平成１７年度より新設した科目は，いずれも大学院後期課程共

通科目とし，専攻によらず履修を可能とした。プログラムの全課程としては，上記の「生

命情報学」「生命情報学演習」「予測生物学」「生命倫理学特論」「総合生命科学」の５科

目を必修，人間環境科学専攻および複合領域科学専攻の専門科目で指定の科目から１科

目以上を選択必修とし，合計１２単位以上の履修をプログラム修了の条件とした。この

なかで「生命情報学演習」以外の科目については，単独での履修も受け付けることとし，

より多くの学生が生命情報学分野にふれる機会となるようにした。また，前期課程から

生命情報学の履修を視野に入れて学ぶための参考として，前期課程における推奨授業科

目も提示した。これら関連の授業科目については，資料２－１，２－２にまとめて示す。 

 このプログラム全課程の履修希望者には，本経費により新規に購入したノートパソ

コンMacBook Proを年間貸与し，日常的にコンピュータ使用が可能な環境を与えた。ま
た，学会での研究発表や海外での短期の研修への参加のための旅費支援，国内外の第一

線で活躍する研究者によるセミナー開催などにより，国際的な動向にもふれる機会をつ

くり，より高いレベルでの生命情報学の理解を助けることを目指した。 

   

資料２－１ 後期課程におけるプログラム関連授業科目 

資料２－２ 前期課程におけるプログラム関連推奨授業科目 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 カリキュラム 

 

 

２.２ 授業の実施概要 

 カリキュラムにしたがい，平成１７年度からは「総合生命科学」「生命情報学」を，平

成１８年度から「生命情報学演習」「生命倫理学特論」「予測生物学」を開講した。各科

目の実施状況は以下の通りである。各講義の概要は，資料２－３~６に示す。 

 さらに，これらの講義を実践面で補い，また，生命情報学を使う機会を広く提供する

ため，本経費により購入した，文献情報をもとにしたパスウエイデータベースであるメ

タコアや各種ソフトウエアの利用講習会も開催した。そのうち，マイクロアレイの実験

と解析法を含めた講習会について，２.５に記載する。 

 

２.２.１ 総合生命科学 

 後期課程の理系２専攻の教員に加えて，学長，理事，学外からの非常勤講師で担当し，

オムニバス形式で行った。 

平成１７年度 

 郷学長からは，これまでの自身の研究を振り返るとともに，今後の生命科学における

生命情報学の位置づけについての講義があり，和田理事からは，ゲノム研究の歴史のな

かにみられる“総合する”ことの意義についての講義があった。また，糖鎖研究にお 

博士後期課程 

 
１年 

２年  

人間文化研究科 

１年 

総合生命科学 
生命情報学 

 
予測生物学 

 
生命倫理学特論 

生命情報学演習 

  

(秋学期) 

２年 

(春学期) 

(秋学期) インターンシップ 
協力機関   

国立遺伝学研究所 

産業技術総合研究所 

タカラバイオ(株) 
 

 本プログラム必修 

人間環境科学専攻 
 

 国際学会発表の支援 
 海外研修の支援 

博士前期課程 
専門分野・関連分野の科目 

 
修士論文作成 

専門分野・関連分野の科目 

複合領域科学専攻 

３年 

専門分野の研究・学位取得 

生命情報学特論 



ける生命情報学の適用（小川温子教授），アミノ酸配

列からのタンパク質の立体構造や機能の予測（今野

美智子教授）, 生殖医療の技術的，倫理的側面（千

葉和義教授），ヒトやショウジョウバエのゲノムの特

徴（松浦悦子教授），分子進化学の考え方（近藤るみ

講師）など，担当の教員がそれぞれの専門分野の立

場から生命情報に関する講義を行った。さらに，非

常勤講師による講義として，森山悦子助教授（米国

ネブラスカ大学，本学卒業生）の「トワイライト

ゾーンにおける相同性検索とタンパク質の機能予

測」，加藤晃一教授（名古屋市立大学）の「構造グラ

イコミクスのアプローチ」，五條堀孝教授（国立遺伝

学研究所）の「遺伝子からみた生物進化」は，一般

にも公開とした。 

平成１８年度 

 前年度に引き続き，郷学長，和田理事，小川温子

教授，近藤るみ講師が担当したのに加えて，統計学

的方法の利用（吉田裕亮教授），細胞内の情報（相川

京子助教授）についての講義があり，大塚譲教授は

マイクロアレイの講習会の一部としてマイクロアレ

イの利用について講義した。非常勤講師による講義

として，森山悦子助教授の「タンパク質の機能予測

の方法」，大島一彦助教授（長浜バイオ大学）の「生

命情報学と実験生物学から見たゲノム進化」，斎藤成

也教授（国立遺伝学研究所）の「現代世界観の基礎

としての中立進化論」は，一般にも公開とした。 

 

２.２.２ 生命情報学 

 平成１７年度は専任の教員の着任前であったため，ゲノム科学，分子進化学，タンパ

ク質の構造解析をそれぞれ専門とする３名の非常勤講師，大島一彦助教授（長浜バイオ

大学），颯田葉子教授（総合研究大学院大学，本学卒業生），白井剛教授（長浜バイオ大

学），による集中講義として開講した。教科書には「基礎と実習 バイオインフォマティ

クス」（大島助教授），および「Fundamentals of Molecular Evolution」（颯田教授）を使用
した。 

 平成１８年度には瀬々潤助教授が理学部情報科学科に着任し，複合領域科学専攻の教

員として本科目を担当，補助教科書として「Java言語プログラミングレッスン」を使用
した。実施の詳細は２.４の項に述べる。 

和田昭允学外理事

事 

吉田裕亮教授 

大塚譲教授 



２.２.３ 生命情報学演習 

 平成１８年度より瀬々潤助教授の担当によって開講した。学生は貸与されたパソコン

を使用し，プログラミングを中心とした演習を行った。補助教科書として「Java言語プ
ログラミングレッスン」を使用した。実施の詳細は２.４の項に述べる。 

 本科目の一環として，インターンシップを実施した。インターンシップの期間は最長

でも１ヶ月としたが，研究の進行状況のために長期間の研修がむずかしい場合があり，

やむを得ずこれを了承した。この実施の状況については，「３ インターンシップの実

施」において述べる。 

 

２.２.４ 生命倫理学特論 

 平成１８年度より頼住光子助教授（国際日本学専攻）の担当によって開講し，教科書

には「初めて学ぶ生命・環境倫理」を使用した。理系の大学院生に対してこのような授

業が行われることは，本学においては初めてのことであった。実施の詳細は２.４の項

に述べる。 

 

２.２.５ 予測生物学 

 平成１８年度に，郷通子学長の担当，および学外の講師に講義および実習を依頼して，

合計６名の教員によって実施した。予測生物学とは，郷学長が早くからアイディアを

もって開拓してきた分野であり，本学独自の講義科目である。分子レベルの情報をもと

にさまざまな生命現象を予測し，それを実証していく方法を学ぶが，今回は，タンパク

質の構造と機能に関する予測を主なテーマとした。各回の担当と内容を資料２－６に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷通子学長 塩生真史講師 

由良敬研究副主幹 池村淑道教授 



 

資料２－３ 必修科目の概要（「履修の手引き」掲載） 

資料２－４ 平成１７年度「総合生命科学」講義概要 

資料２－５ 平成１８年度「総合生命科学」講義概要 

資料２－６ 平成１８年度「予測生物学」講義日程 

 

 

２.３ 履修の状況 

 平成１７年１０月に本プログラムの採択が決定してから，１１月に２回のプログラム説明

会を実施，平成１８年度については，４月に３回のプログラム説明会を実施した。いず

れも，プログラムの全課程履修の希望の他に，本プログラムによって新設した科目の単

独履修の希望もあり，それぞれ履修を受付けた。 

 平成１７年度（平成１８年２月）にプログラムの履修を申請した学生は，４月から後期

課程への進学予定者を含めて１４名（人間環境科学専攻９名，複合領域科学専攻５名）

であった。これは，後期課程においてプログラムの全課程を履修する場合の履修対象者

となる在籍学生６５名（人間環境科学専攻３７名，複合領域科学専攻２８名）の約２割にあ

たる。一方，平成１８年度から履修を開始した学生は，後期課程対象者６２名（人間環境

科学専攻４０名，複合領域科学専攻２２名）のうち，２名（人間環境科学専攻１名，複合

領域科学専攻１名）であった。その一方で，前期課程から１６名（ライフサイエンス専

攻１２名，物質科学専攻４名）の聴講の希望があったことは，本プログラムを大学院の

早い時期から履修できるようにする必要性を考えさせるものであった。各科目の聴講を

含めた履修人数は資料２－７に示す。 

 

資料２－７ 開講科目の履修状況 

 

 

２.４ 授業担当者から 

 

２.４.１ 生命情報学／生命情報学演習 

      複合領域科学専攻 助教授 瀬々 潤 

 生命情報学においては，計算機を利用する技術が 

要求される。授業開始当初，学生にアンケートを行

ったところ，多くの学生が研究でインターネットを

利用しているものの，簡単な検索・閲覧のみであり，

計算機でプログラムを組んだことがない実態が明ら 
かとなった。そこで，本講義・演習においては，「総合生命科学」の授業で提示されて

いる生命情報学研究の先端における計算機やゲノムデータの利用法と日頃の計算機利

 
 
 
 

＜写真＞ 



用法の橋渡しとして，特に，UNIX系 OSを扱うための入門と，Java 言語を用いたプロ
グラムの演習を行い，その後，それらを組み合わせてゲノム情報を扱う方法の実践を行

う授業内容を目指した。この目標を達成するために，学生には，UNIXの操作と同等の
操作が行え，Java言語開発を標準で行える OSである Mac OS Xを搭載する Apple社の
MacBook Proを貸与し，実践的な能力を身に付けてもらえる機会を提供した。 
 本講義・演習においては，前半は UNIXのコマンドに慣れ親しんでもらうこと，プロ
グラミングを行う方法を知ってもらうことを重要視した。UNIX は Windows や MacOS
においてアイコンをクリックする操作と違い，命令を打ち込むことで実行する。たとえ

ば，あるディレクトリのファイル一覧を見たければ“ls”とタイプし，ls コマンドを実
行しなければならない。このようなコマンドの内，UNIXを使い，生命情報学のデータ
操作を行う上で基本的なコマンドを一通り網羅する演習を行った。コマンドによる操作

は一見不便に見えるが，コンピュータが目の前になくても操作が出来ること（サーバ操

作では必須），操作を自動化する（ゲノム情報の様に大規模情報を扱うには，計算が数

日に及ぶことも頻繁にあり必須）ためには，必要不可欠な操作である。また，Java言語
のプログラムに慣れてもらうため，ゲノム配列を模したデータを用意して Java 言語の
文法を解説，演習した。一般のプログラム解説書では，日常生活の例を挙げる場合が多

いが，ゲノム配列の様に研究に密着した例題を利用することで，学生の演習が研究に応

用しやすい環境を心がけた。さらに，Java 言語演習では，統合開発環境の Eclipse を利
用してプログラムの開発を行った。これは，一般のエディタでプログラム開発を行った

場合，単純なスペルミスによる入力間違えの場所を発見するために，それが何行目であ

るかを Java コンパイラ（記述した Java のプログラムが計算機上で実行可能にするため
に文法の確認し，形式を変換するプログラム）が出力するメッセージから判断しなけれ

ばならないが，Eclipse ではプログラムを書いているそばから，スペルのチェックなど
を行い間違っていれば警告をしてくれたり，次に書くべきプログラムの簡単な補完を行っ

てくれたりする。これにより，プログラムを書く敷居が大幅に減少したと考える。また，

Eclipseを用いたことで，学生が自分の間違いを自主的に発見できていると感じた。 
 後半の講義・演習は，前半に行った基礎的内容を

基に，研究に通じる発展的なプログラムの使い方を

学ぶことと，プログラムを目的に応じて改変する操

作を中心に演習を組んだ。まず，チャートとグラフ

を書くプログラムを実行し，変更を行ってもらった。

少数のチャートは論文にも記述することがあるが，

生命情報学においては大量のデータを俯瞰するため 
にさまざまなチャートを自動生成することが不可欠である。グラフは，比較ゲノムにお

ける遺伝子の対応関係や系統樹などを表示するために必須の方法である。次に，今まで

扱ってきたゲノム配列とは異なり，数値を扱うため，基礎的な統計関数（平均，分散，

相関係数など）の実装と計算を，遺伝子発現量データを例にとって行った。また，大規



模計算の一端を見てもらう例として，約３００遺伝子から成る遺伝子発現データから遺伝

子発現の相関が強い遺伝子の抽出を行い，グラフで表示した。さらに，相関の強い遺伝

子同士が共通の機能を有しているかなど，実践的な演習を行った。最後に，生命情報学

では，インターネットから情報を得て解析を行うことが多い。そこでインターネットの

Webページから必要な情報を自動的に抽出する方法について，体験をした。 
 また，本授業に際して必要なデータの配布，データの生成などには，本イニシアティ

ブ経費で購入したワークステーションを利用した。授業当初の予定では，ヒトゲノムの

ように大規模情報を扱うために必要なワークステーションの詳しい利用法を実践して

もらう予定であったが，学生の進度を加味し，本年度の実施は断念した。来年度以降に

実践したい。 
 最後に，生命情報学演習を履修した学生には，本プログラムのまとめとして生命情報

学に関連した研究を立案し，発表をしてもらった（「４ 研修・研究への支援の実施」

を参照）。多くの学生は自分の研究に立脚し，日頃の不便な点を解消するような生命情

報学の利用法や，インターンシップを基にした研究提案を行ったが，現在の研究とは異

なる研究立案を行ってくれた意欲的な学生もいた。これらの立案は，総じて教員が予想

したレベルより高く，現実的な研究立案がなされており，本講義・演習における成果が

垣間見えるとともに，本講義を履修した学生が，生命情報学を使いこなすだけでなく，

生命情報学におけるリーダーとして，国際的で分野横断的な研究をしてくれるだろうと

期待させるのに十分なものであった。 
 

２.４.２ 生命倫理学特論  

    国際日本学専攻 助教授 頼住 光子 

生命倫理学特論の講義は，現代において重要な問題

系をなす生命倫理に関する基礎知識を習得すること

をまず目的とした。 

 生命倫理という学問分野は，そもそも，１９７０年代

のアメリカにおいて，医師と患者というパターナリ

ズム（父権主義）に陥りがちな関係における患者の

人権擁護という問題関心から出発したものであるが， 

その後，医療を中心とした科学技術の飛躍的進歩に伴い，脳死，臓器移植，遺伝子操作，

中絶，生殖医療，終末医療など，人間の尊厳に関わるさまざまな問題において，われわ

れはどのように判断し，どのような選択をすべきかを検討してきた。 

 講義においては，以上に挙げたような具体的な問題について，歴史的経緯や現代にお

ける問題点を中心に説明した。科学者の卵である学生は，科学技術を社会に応用する際

にどのような問題が起きるのか，特に，技術と知識をもっている側にどのような責任と

義務とが発生するのかという問題に対して，自覚を深められたのではないかと拝察する。 

講義では，体外受精，代理母などのような生殖医療などについても，最新の情報を交



えて紹介した。これらの問題に関しては，講義をしていた時期にいくつか報道されるよ

うな出来事も起こり，また，女性として妊娠や出産の可能性をもつ者でもあり，学生た

ちの関心は高く，活発な質疑が行われた。 

このような生命倫理に関する授業に加え，本講義では，生命倫理を，医療分野に限定

された倫理と狭く捉えず，広く，「生命圏」に関わる倫理として捉え，昨今，深刻化す

る「環境倫理」についても言及した。医療分野を中心とする生命倫理は，そのそもそも

の出発点が，患者の人権擁護であったということからも分かるように，個人の権利を守

るという意識が強い。しかし，生命を考えるにあたっては，個々の生命を考えると同時

に，生命全体，時間的にも空間的にも広がる生命のつながりという視点を持つ必要があ

る。そのような見地から，本講義では，生命倫理として，医療に関わる倫理だけではな

くて，広く環境倫理も扱ったのである。 

 本講義を通じて，学生たちの「生命倫理」に対する関心の高さを感じた。私が講義を

していた半年間だけをとってみても，臓器移植，代理母，体外受精，遺伝子ドーピング

など，生命倫理に関するさまざまな事件がマスコミで報道された。学生たちは，それら

の事件の背景にある問題に対して大きな知的関心をもっており，また，上述のように，

科学者として，女性としてもこれらの問題について考えようとする姿勢が感じられた。 

 

 

２.５ マイクロアレイ解析講習会 

 

 授業においてカバーしきれなかったが，生命情報

学において非常に重要な技術として，網羅的実験デ

ータの解析がある。この網羅的実験データ解析の例

として，マイクロアレイによる遺伝子発現量情報の

解析講習会を行った。マイクロアレイは，実験的な

困難さもさることながら，データ解析においては計

算機を駆使する必要があり，データの解釈では数理

科学的な高度な思考能力が要求される。このマイク

ロアレイを利用した実験として，この講習会では，

ヒトのガン系細胞に酸化ストレスを与え，遺伝子発

現がどのように変動するかの実験を公開で行い，採

取した３万を越える遺伝子の発現データを実際に解

析することで，酸化ストレスの強さに応じて変動す

る遺伝子群の抽出や，それらの遺伝子がどのような

パスウエイに関与しているかの観察を行った。 

 講習会は２週間に渡り，５日間に分けて以下の日

程で行った。 



 

マイクロアレイ講習会日程 

月 日 時 間 内 容 

1／12（金） 10：40~12：10 マイクロアレイ概説 
1／17（水） 10：00~11：00 マイクロアレイ実験見学(I) RNA増幅 
1／18（木） 14：00~15：00 マイクロアレイ実験見学(II) スキャンニング見学 

1／22（月） 13：00~16：15 
マイクロアレイ解析講義・実習(I)  
前処理と基礎統計 

1／25（木） 13：00~16：15 
マイクロアレイ解析講義・実習(II)  
データマイニング入門 

 

 本講習会には部分参加も含み，２０名を越える参加があった。参加者には本プログラ

ムの受講生のみならず，教員や研究員も含まれており，関心の高さがうかがえた。さら

に，講習会の受講生には，生命科学系や生活科学系だけではなく，情報科学系の学生や

教員も含まれており，分野横断的な交流の機会ともなった。 



 

 

 

 

 

資 料 ２ 



資料２－１  後期課程におけるプログラム関連授業科目 

 

 

 科目区分 科目名 担当 単位数 

必修 共通科目 総合生命科学 郷 他 2 

  生命情報学 瀬々 2 

  生命情報学演習 瀬々 2 

  予測生物学 郷 他 2 

  生命倫理学特論 頼住 2 

選択 共通科目 生命情報学特論 (未定) 4 

選択必修 人間環境科学専攻 生体高分子科学 小川(温) 4 

 専門科目 代謝制御学 芦原 4 

  生態環境応答 作田 4 

  分子遺伝情報 松浦(悦) 4 

  情報分子機能学 室伏 4 

  細胞・発生生物学 千葉 4 

  細胞膜機能学 小林 4 

  植物生理学 山本 4 

  分子細胞生物学 宮本 4 

  生体応答ダイナミクス 最上 4 

  植物分子生理学 加藤 4 

  進化・多様性 近藤(る) 4 

  人類年代学 松浦(秀) 4 

  生物圏科学 服田 4 

  生体分子科学 相川 4 

  加齢制御学 藤原 4 

  食品機能学 森光 4 

  嗜好性設計学 香西 4 

  食品栄養化学 大塚 4 

  遺伝カウンセリング論 千代 4 

 複合領域科学専攻 生物超分子科学 小川(温) 4 

        専門科目 生体機能分子科学 相川 4 

  分子反応設計 山田 4 

  構造分子科学 今野/鷹野 ４ 

  統計物理学 柴田 ４ 

  統計データ解析論 柴田 ２ 

  非可換解析論 吉田 ４ 



資料２－２  前期課程におけるプログラム関連推奨授業科目 

 

 

 

 

専攻 科目名 担当 単位数

ライフサイエンス専攻 ライフサイエンス論 専攻全教員 2 

 糖質科学 小川(温) 2 

 機能生化学特論 相川 2 

 植物分子生物学 芦原 2 

 植物分子細胞生物学 山本 2 

 動物分子細胞生物学 宮本 2 

 細胞情報特論 室伏 2 

 分子遺伝学特論 松浦(悦) 2 

 生体膜代謝論 小林 2 

 分子進化学 近藤(る) 2 

 分子発生学 千葉 2 

 進化発生学 服田 2 

 細胞生理学特論 最上 2 

 植物環境応答学 作田 2 

 植物相関生理学 加藤 2 

 ゲノム医科学特論 千代 2 

 調理科学特論 香西 2 

 食品機能・分析化学特論 森光 2 

 代謝制御学特論 藤原 2 

 生化学特論 大塚 2 

 人類進化学特論 松浦(秀) 2 

物質科学専攻 蛋白質結晶学 今野 2 

 有機立体化学 山田 2 

 統計力学特論 柴田 2 

 糖鎖生物化学特論 小川(温) 2 

 細胞機能化学特論 相川 2 

数理・情報科学専攻 情報構造特論 吉田 2 

 生命情報科学特論 瀬々 2 



資料２－３  必修科目の概要 

 

総合生命科学 生命科学とその関連分野において，最新の研究の現状について概観する 

  とともに，それぞれの分野でどのような生命情報が扱われ，どのように生か

されているかを，それぞれの立場から解説する。これによって，生命情報

を総合的に理解する。人間環境科学専攻，複合領域科学専攻に所属す

る複数の教員が担当する。 

生命情報学 （担当：瀬々 潤） 

遺伝子工学の発展はゲノムワイドな生命情報の収集を可能にし，膨大な

生命情報が溢れる時代となった。本講義では，この膨大な生命情報を扱う

上で必要な情報科学について講義した上で，どのように生命情報を効率

よく採取し，利用し，生命の理解へと繋げるかを議論する。 

生命情報学演習 （担当：瀬々 潤） 

大規模な生命情報を解析する上で必要な汎用的なプログラミングスキル

を習得する。このような技術を身につけることで，今後，実験技術の発展に

よって現れるだろう，新たなデータに対しても，臆することなくデータ解析

プログラムを書けるようになることを目指す。 

予測生物学 （担当：郷 通子 他） 

２１世紀は生物のもつゲノム情報が迅速に解明され，生命活動の基本とな

る種々の生命情報を手にできる時代となった。しかし，それらの情報は，い

つ，どのようにして働くのか，その仕組みは，まだ，ほとんどわかっていない。

そこで，大量の生命情報をもとに，いろいろな物理的または数理的手法に

より，生物的な機能を予測することが大切になってきた。生物学は本来実

験科学とされてきたが，実験する前に，予測生物学により，実験の可能性

を絞りこむ必要がある。 

生命倫理学特論 （担当：頼住 光子） 

社会全体が激しく変化しつつある現代において，人々の倫理観が大きく

ゆらいできているおり，新たな倫理観の確立が急務となってきている。とり

わけ生命科学の発達にともなって起こってきた生命倫理の分野では，遺

伝子技術，移植医療，生殖技術，安楽死などをめぐって活発な議論が繰

り広げられている。本講義は，生命倫理学について，成立背景や歴史，議

論されている諸問題などを紹介しながら，その概要を示すことを目指す。 

 

 

 

 



資料２－４  平成１７年度 「総合生命科学」 講義概要 

 

第 1 回  2 月 22 日（水） 9:00-10:30 (人間文化研究科棟４F４０５室）        松浦  悦子 

「オリエンテーション」 

プログラムにおける本講義の位置付けと，さまざまな「生命情報」について知ることの

意義について述べる。 

第 2 回  2 月 22 日（水） 10:40-12:10 （人間文化研究科棟４F４０５室）       和田  昭允 

21 世紀の生命科学は，科学と技術の総力を挙げて取り組まなければならないほど大

きな“知の挑戦”です。学問を隔てている垣根を取り払い「総合」することの意義につ

いて話します。 

第 3 回  2 月 24 日（金） 13:20-14:50 (人間文化研究科棟４F４０５室）         郷   通子 

第 4 回  2 月 24 日（金） 15:00-16:30  

「広い意味での生命情報学」は，生物学や情報学の他に，化学，物理学，数学の全

てに関わる総合科学である。生命情報学分野の最近のトピックスや私自身の研究に

ついてのエピソードも交えながら，生命情報学の位置づけと生命科学への期待を概

観する。 

第 5 回  2 月 24 日（金） 16:40-18:10 (人間文化研究科棟４F４０５室）        松浦  悦子 

これまでに明らかにされてきたさまざまな生物のゲノム情報について，ショウジョウバ

エやヒトを取りあげて，その特徴を概説する。 

第 6 回  3 月 1 日（水） 13:20-14:50 (理学部２号館４F４０５室）             近藤  るみ 

第 7 回  3 月 1 日（水） 15:00-16:30 

ＤＮＡ塩基配列を生物種間や相同な遺伝子間で比較することによって，どのような情

報が得られるのか。ＤＮＡレベルの分子進化の基本的な考え方について概説する。 

第 8 回  3 月 1 日（水） 16:40-18:10 （理学部２号館４F４０５室）            小川  温子 

第 11 回  3 月 6 日（月） 16:40-18:10 

糖鎖は細胞間のコミュニケーションや多細胞の統御に関わる情報分子である。生命

情報学を適用する対象としての「糖鎖」に関する基本的知識、最近の知見，関連する

データベースについて解説する。 

第 9 回 3 月 6 日（月） 13:20-14:50 （理学部２号館４F４０５室）            今野 美智子 

多くの生物のゲノム配列が完全解読されたが、配列から推定されたタンパク質の大部

分は機能が未知である。これらのタンパク質について，アミノ酸配列から立体構造を

予測し，その機能を見出す考え方について解説する。 

第 10 回  3 月 6 日（月） 15:00-16:30 （理学部２号館４F４０５室）            千葉  和義 

 「生殖医療と発生生物学」 

 生殖医療の現状と問題点を，発生生物学的な視点から捉えながら，その技術的、倫 

理的側面について議論する。 



 

 

第 12 回  3 月 14 日（火） 13:20-14:50 （人間文化研究科棟４F４０５室）        森山  悦子 

第 13 回  3 月 14 日（火） 15:00-16:30 

タンパク質のアミノ酸配列情報からの機能予測に関して，現在使われている様々な方

法の概要とその現状，トワイライトゾーンにおける相同性探索と機能予測への新しい方

法の開発について解説する。 

第 14 回  3 月 17 日（金） 15:00-16:30 （理学部３号館７F７０１室）             加藤  晃一 

「構造グライコミクスのアプローチ」 

ＤＮＡ，タンパク質についで第３の生命鎖とよばれる糖鎖の機能解明を目指したグラ

イコミクスについて，生命情報学と構造生物学の観点から解説する。 

第 15 回  3 月 17 日（金） 17:00-18:30 （理学部３号館７F７０１室）             五條堀  孝 

「遺伝子発現から見た生物進化」 

大規模な遺伝子発現解析をＤＮＡチップを用いて行うことにより，脳・神経系の進化

的起源を探索する考え方と方法を解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２－５  平成１８年度 「総合生命科学」 講義概要 

 

第 1 回  11 月 24 日（金） 9:00-10:30 （人間文化研究科棟４F４０５室）      松浦  悦子 

「オリエンテーション」 

プログラムにおける本講義の位置付けと，さまざまな「生命情報」について知ることの

意義について述べる。 

第 2 回  11 月 24 日（金） 10:40-12:10 （人間文化研究科棟４F４０５室）      郷   通子 

21 世紀は生命科学の時代だといわれる。同時に情報科学や通信技術の急速な進歩

が様々な学問分野を大きく変革することは間違いない。生物のゲノム情報をはじめと

する莫大なデータベースなどの各種情報を使いこなせるかどうかは，21 世紀の生命

科学を極めようとする研究者にとって最重要の課題である。生命情報学の位置づけと

期待を概観する。 

第 3 回  11 月 27 日（月） 13:20-16:30 （人間文化研究科棟６F 大会議室）    森山  悦子 

タンパク質のアミノ酸配列情報からの機能予測に関して，配列相同性探索からプロフ

ァイル HMM まで，現在使われているさまざまな方法の概要とその問題点，そして，最

近の新しい方法の開発について解説する。 

第 4 回  11 月 28 日（火） 15:30-16:40  (徽音堂)   シンポジウム『いのち探検物語』 第１部 

第 5 回  11 月 28 日（火） 17:00-18:30  (徽音堂)   シンポジウム『いのち探検物語』 第２部 

第 6 回  12 月 8 日（金） 9:00 -10:30 （人間文化研究科棟４F４０５室）      近藤   るみ 

ＤＮＡ塩基配列を生物種間や相同な遺伝子間で比較することによって，どのような情

報が得られるのか。ＤＮＡレベルの分子進化の基本的な考え方について概説する。 

第 7 回  12 月 8 日（金） 10:40-12:10 （人間文化研究科棟４F４０５室）       吉田  裕亮 

コンピュータによる（計算機を援用して初めて可能となると言う意味）統計的データ解

析からい，くつかの話題について具体的な事例を用いて解説する。本講では「ブー

トストラップ法と回帰分析」および「混合分布問題とＥＭアルゴリズム」に関して，統計

的学習の視点からの解説を予定している。 

第 8 回  12 月 15 日（金） 9:00 -10:30 （人間文化研究科棟４F４０５室）       相川  京子 

「細胞の情報処理」 

細胞は周りの環境に存在する特定の物質に対して高い反応性を持つ。本講義では

細胞がどのように外界からの情報を受け，処理し，そして応答するかについて概説す

る。また，細胞の情報処理のしくみを調べる方法についても紹介する。 

第 9 回  12 月 15 日（金） 10:40-12:10 （人間文化研究科棟４F４０５室）        和田  昭允 

これからの生命科学は，生物学に閉じこもることなく，物質科学も含めて自然科学を

広く俯瞰することが肝要である。「生命とは何か？」という原点に帰って２１世紀に予想

される生命科学の新しい発展を展望する。 

 



 

 

第 10 回  1 月 12 日（金） 9:00 -10:30  （人間文化研究科棟６F 大会議室）     小川  温子 

糖鎖は細胞間のコミュニケーションや多細胞の統御に関わる情報分子である。生命

情報学を適用する対象としての「糖鎖」に関する基本的知識，最近の知見，関連する

データベースについて解説する。 

第 11 回  1 月 12 日（金） 10:40-12:10  （人間文化研究科棟４F４０５室）      大塚   譲  

ＤＮＡマイクロアレイの種類と原理，利点と問題点について話し，当研究室で行って

いる細胞にさまざまな薬品を添加した場合の遺伝子発現の変化を網羅的に解析した

例を用いて分析して得られた結果や，うまくいかなかったことなどを説明する。 

第 12 回  2 月 16 日（金） 14:00-15:30  （理学部２号館４F４０５室）           大島  一彦 

第 13 回  2 月 16 日（金） 15:30-17:00 

「生命情報学と実験生物学から見たゲノム進化」 

真核生物ゲノムをバイオインフォマティクスで解析する際の勘所を紹介した後，エキソ

ン混成による遺伝子進化についての最近の研究を紹介する。また，分子生物学（実

験生物学）から生命情報学（計算生物学）へと彷徨する経験を紹介し，両者の共存・

止揚の可能性について考察する。 

第 14 回  2 月 27 日（火） 17:00-18:30  （人間文化研究科棟６F 大会議室）    斎藤  成也 

「現代世界観の基礎としての中立進化論」 

われわれの世界観に，今後重要な影響を与えると思われるのは，偶然を重視する中

立進化論である。偶然を持ち出されると，もはや論理の必然性はたちうちできない。

偶然の積み重ねが進化であり，ひいては宇宙全体の時間発展であるのならば，それ

らの記述こそが，自然科学の核であるはずだ。物理化学法則は，記述の短縮のため

の便法にすぎないのだから。この観点からゆけば，記述とはすなわち歴史であろう。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２－６  平成１８年度 「予測生物学」 講義日程 

 

第 1 回  2 月 19 日（月） 10:40-12:10  （人間文化研究科棟４F４０５室） 

 タンパク質モジュールの同定法（講議編）                     郷  通子 

お茶の水女子大学長 

第 2 回  2 月 19 日（月） 13:20-16:30  （人間文化研究科棟４F４０５室） 

 タンパク質モジュールの同定法（実習編）                    塩生 真史 

             長浜バイオ大学 講師 

第 3 回  2 月 26 日（月） 10:40-16:30  （人間文化研究科棟４F４０５室） 

 ゲノム配列に潜む生物種の個性を読み解く情報学 池村 淑道 

長浜バイオ大学 教授 

第 4 回  2 月 28 日（水） 10:40-16:30  （人間文化研究科棟４F４０５室） 

 アミノ酸配列から予測するタ ンパク質の disorder 部分            由良  敬  

日本原子力研究開発機構 量子生命情報解析チーム 研究副主幹 

第 5 回  3 月 7 日（水）  10:40-16:30  (人間文化研究科棟４F４０５室) 

 タンパク質間相互作用予測                               藤  博幸 

九州大学 生体防御医学研究所 附属感染防御研究センター 教授 

第 6 回  3 月 8 日（木）  10:40-16:30  （人間文化研究科棟４F４０５室） 

 細胞膜に埋め込まれたタンパク質の機能予測                   諏訪 牧子 

   産業技術総合研究所 生命情報科学研究センター 副研究センター長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２－７  開講科目の履修状況 

 

 科目 履修人数 

平成 17 年度 総合生命科学 13 名 

 生命情報学 13 名 

平成 18 年度 総合生命科学  6 名 

 生命情報学 14 名 

 生命情報学演習 11 名 

 生命倫理学特論  9 名 

 予測生物学 11 名 

   

 



 

 

 

 

 

３ インターンシップの実施 



３ インターンシップの実施 

 

 本プログラムでは，１年目に「生命情報学」を履修し，２年目には「生命情報学演習」

においてプログラミングを中心とした授業を受けるカリキュラムを組んでいる。さらに，

この演習の一環として，学外の協力機関におけるインターンシップによって実践的な教

育を進めることを計画した。本学大学院としては，初めてのインターンシップの試みで

ある。 

 このインターンシップについては，すでに「インターンシップ実施報告書」にまとめ

たところであるが，本活動報告書にはその一部を再録している。 

 

３.１ 実施の概要 

 研修先として，産業技術総合研究所生命情報科学研究センター，国立遺伝学研究所生

命情報・DDBJ 研究センター，タカラバイオ（株）ドラゴンジェノミクスセンター，の

３機関にご協力いただくことができた。研修時期や期間，研修内容をはじめ，事務的な

手続きなどについては，前年度末から，それぞれの研修先の担当の方々や大学の事務部

との打ち合わせを開始し，平成１８年４月には学生への説明会を実施した。さらに，希

望者が確定した７月末に本学学生課による事前指導を行った後，８~９月の夏休みの期

間を利用したインターンシップの実施に至った。研修先と期間を下の表に示す。 

 

 インターンシップの概要 

研修先 指導担当員 研修期間 人数 

長野 希美 平成１８年８月  １日 ~ ８月３１日 １名 
産業技術総合研究所 

堀本 勝久 平成１８年８月 １７日 ~ ９月１９日 １名 

タカラバイオ（株） 鈴木  徹 平成１８年８月 ２１日 ~ ９月２２日 １名 

国立遺伝学研究所 五條堀 孝 平成１８年９月  ３日 ~ ９月１４日 ３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業技術総合研究所 

タカラバイオ(株) 

国立遺伝学研究所 

 
 
 

＜写真＞ 

 
 
 

＜写真＞ 

 
 
 

＜写真＞ 



３.２ 研修成果 

 平成１８年度のインターンシップに参加できたのは，博士後期課程１年から３年まで

の「生命情報学演習」履修者１２名のうち，６名であった。それぞれの研修先において

は，担当の教員，指導員の方々による懇切丁寧な指導の下で研修を受けることができ，

大変に充実した期間を過ごさせていただいた。資料３－１~４には，それぞれの研修の

実施計画と学生による報告レポートを示す。研修の成果は，平成１８年１０月２０日開催の

「インターンシップ報告会」において発表された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 産業技術総合研究所生命情報科学研究センタータンパク質機能解析チーム

における研修（非公開） 

資料３－２ 産業技術総合研究所生命情報科学研究センター生体ネットワークチームに

おける研修（非公開） 

資料３－３ タカラバイオ株式会社ドラゴンジェノミクスセンターにおける研修（非公開） 

資料３－４ 国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ 研究センターにおける研修（非公開） 

 

 

３.３ インターンシップへの評価 

 インターンシップにおける研修は，学生にとっては本来の研究分野とは異なる分野で

の研修となったが，参加した学生からは，受け身になりがちな大学での講義や演習とは

異なる経験を得たこと，より高いレベルでの学習ができたことに対する評価とともに，

研究者や社会人としてのあり方を学ぶよい機会となったことがあげられた。担当の教員

や指導員からは，その理解力，吸収力と熱意が高く認められ，本学とのインターンシッ

プが有意義であるとの評価を得た。一方で，実践力の養成という点においては，さらに

研修期間を確保することが課題となった。以下に，各研修先からいただいたコメントを

まとめて示す。 



 

♦本学とのインターンシップについて 

・ 異なる分野の研究活動に関して，実際に体験し見聞を広めることは，今後の研
究活動において非常に有意義なことであると考える。 

・ 優秀な大学院生と接する機会は非常に貴重な体験である。 
・ 若干の負担にはなったが，研修生が非常に熱心であったため，報われた思いが
した。その熱意がある以上，貴学とのインターンシップは有意義であると思う。 

・ １ヶ月と比較的短期間での研修であったため，Unixやプログラミングの基本技
術の習得については，研修生に負担をかける結果となってしまったと思われる。 

 

♦学生への評価 

・ 異分野の研究方法にもかかわらず，習得しようと終始努力する姿勢が見られた。 
・ 大変優秀で，新しいことを吸収していく能力が高いと思われた。 
・ 全期間中非常に熱心であり，高く評価する。 
・ まじめでよく頑張っていたと思う。 
・ セミナーや講義等で積極的であった。特に，自身の研究との相違を感じながら
自身の研究に本研修がどのように関係づけられるか，自分の研究テーマを講義

の内容にどう応用できるか,を意識して本研修に取り組む姿勢が見られた。 

・ 生物を専攻したことがないにも関らず，幅広い所見を持って講義に臨んでいた。
またバイオインフォマティクスという新しい分野にも専門を生かし，積極的に

取り組んでいた。 

・ 当初は戸惑う場面もあったが，研修にまじめに取り組み，最終的にはデータマ
イニングの基本的な知識を身につけた。生活面では，社会的能力の高さもみら

れた。 

・ 不便な場所での生活だったにもかかわらず，不平不満もいわず，まじめに取り
組んでいた。丁寧な言葉遣いが身についており，このまま社会に出ても十分通

用すると感じた。 

 

♦本学への要望など 

・ 本格的な習熟には若干期間が短いように思う。 
・ バイオインフォマティクスと呼ぶ領域は多岐に渡るため，短期間で行える研修
は基礎的な非常に限られたものにならざるをえない。今後インターンシップを

行う際には，日程に余裕を持った期間として欲しい。 

・ これを機会に就職希望者が増えることを期待する。 
・ それぞれの研修生の将来において，このインターンシップでの経験をどう役立
てていくのかがある程度示されていると，今後のインターンシップ実施に役立

つと思う。 



・ １ヶ月という短期間でコンピュータの基礎から始めたため，バイオインフォマ
ティクスの実務研修がやや不足してしまったように思う。次の機会には，事前

に参考書などを提示して，事前学習をお願いした方が効率的かと思う。 

 

 

３.４ インターンシップに参加した学生の指導教員の立場から 

複合領域科学専攻 教授 小川 温子 

博士後期課程学生が，国内の協力機関との提携により研究の現場を体験するインター

ンシップは，前述されたように本学ではじめての取組であり，学生達にとっては大変貴

重で刺激的な学習体験となった。本学の理系では，生活科学部の一部の学科を除いては

学部レベルでのインターンシップもほとんど未実施であったため，教員にとっても研究

室の学生を送り出す初めての体験となった場合が多かった。 

まずインターンシップの学生たちへの教育効果は，すぐに日常会話の中にも現れ，自

分達の研究成果を自前でデータベース化できること，またどのようにしてそのデータベ

ースを作りあげられるかの方法を，順序だてて自信に満ちて話すようになった例もある。

このような出発前と帰還後の変化は，最初から自分の研究にも役立てる目標とプランを

もってインターンシップに出かけた学生において大変顕著であり，短期間ながらかなり

の収穫と活用への自信を得て戻ってきたことがうかがえた。各学生にとって，他では得

られない貴重な経験を積むことができ，大変意義深い事業であった。 

一方，送り出す研究室の指導教員としては，事前のいくつかの準備が不備であったこ

とを痛感した。なかには派遣先の職場での携帯電話や私的メール不使用に合わせるため

か，インターンシップ期間中を通して音信不通になった学生もあり，他のメンバーの研

究活動に支障が出るおそれが生じたこともある。本来の専門が実験系分野の場合，ほと

んどの試薬，装置，部品などを共通で使用しているため，助手のいない昨今の研究室で

は，学生のなかでシニアな博士後期課程の学生が，物品の所在や操作などを最も掌握し

ていることが多い。必要になりそうな情報をあらかじめ他の研究室メンバーまたは指導

教員に伝えていくことや，いざというときに指導教員と相互連絡ができる手段を相談し

ておくことを，当然の義務として今後は事前準備の中で指導していけたらと考える。有

意義な本制度が最大の教育効果を挙げるべく，さまざまな反省を生かしながら定着して

いくことを強く希望する。 

 
 



 

 

 

 

 

４ 研修・研究への支援の実施 

 



４ 研修・研究への支援の実施 

 

 本プログラムでは，専門分野における研究活動を進めつつ生命情報学を学び，生命情

報学を自身の研究に生かすことを重要視している。国際学会での研究発表や海外での研

修は，生命情報学がさまざまな分野にどのように応用されているかについて，最新の情

報にふれる機会ともなり，欠かすことはできない。平成１８年度には，これらに必要な

旅費の重点的な支援を行った。また，プログラム担当の教員に対しても，それぞれの専

門分野における生命情報学の活用に関する情報の収集，および研修の目的で，学会参加

などの旅費の支援を行った。 

 さらに，先に述べたように，「生命情報学演習」のなかでは，予想以上に優れた研究

立案が行われ，発表された。これらの研究計画を実行に移すことは，学生の研究活動を

高めるとともに，生命情報学への理解をより深めるのに有効であると考え，研究費の支

援を実施した。 

  

 

４.１ 研修旅費支援 

 学生への旅費の支援は，プログラムの全課程を履修する予定の学生を対象として，学

生からの申請に基づいて審査委員会が書類審査を行った。審査委員会の構成は下記の通

りである。 

 

 委員長 松浦 悦子（プログラム取組実施責任者） 

     小川 温子（プログラム取組実施副責任者） 

     近藤 るみ（プログラム担当者） 

     瀬々 潤 （プログラム担当者） 

     會川 義寛（人間環境科学専攻長，プログラム担当者） 

     山田 眞二（複合領域科学専攻長，プログラム担当者） 

 

 支援の範囲は，国外・国内で開催される学会や会議において本人が研究発表を行う場

合，および国外・国内で開催される生命情報学に関する講習会や研修コースなどに参加

する場合で，交通費の全額と宿泊費の実費を規定に基づいて支給した。プログラムの履

修が２年目で「生命情報学」を履修済みである学生に対しては，年間総額を３５万円と

し，１年目の学生には，国内で開催される英語が公用語の国際学会や講習会などの場合

には８万円，その他の国内の学会や講習会などの場合には５万円を限度とすることとし

た。いずれの場合も，研修終了後２週間以内に，「研修報告書」を提出することを求め

た。 

 学生への支援は，平成１８年度に国際学会１１件，国内の学会８件，教員への支援は，

平成１７，１８年度の２年間において国際学会６件，国内の学会４件である。これらの詳細



は以下の表に示す。なお，平成１７年度末には，米国で薬学分野における生命情報学関

連ソフトの使用に関する講習会があり，これへの参加希望に対しては学長裁量経費の支

援を受け，本プログラムより２名の学生が参加した。 

 

学生への研修旅費支援一覧 

旅行地 旅行期間 旅行目的 

【国際学会（国内開催を含む）】 

京都 H18/5/21 ～ 5/26  The 12th International Congress of Quantum Chemistry 

京都 H18/5/21 ～ 5/26  The 12th International Congress of Quantum Chemistry 

京都 H18/5/21 ～ 5/26  The 12th International Congress of Quantum Chemistry 

兵庫 H18/6/14 ～ 6/17 
 IUBMB satellite symposium: Extracellular Glycomatrix in 

Health and Disease 

韓国 H18/6/15 ～ 6/17 
 韓国植物生命工学学会，韓国作物育種学会共同シンポジ
ウム学術大会 

京都 H18/6/18 ～ 6/21 
 The 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and 

Molecular Biology 

京都 H18/6/18 ～ 6/23 
 The 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and 

Molecular Biology 
中国 H18/7/15 ～ 7/24  The 36th COSPAR Scientific Assembly 

カナダ H18/7/23 ～ 7/29  The 23rd International Carbohydrate Symposium 

茨城 H18/11/20～11/24 
 Joint Conference of the Asian Crystallographic Association 

and the Crystallographic Society of Japan 
アメリカ H18/12/8 ～12/15  The American Society for Cell Biology 46th Annual Meeting 

【国内学会】 

徳島 H18/5/27 ～ 5/28  第 58回日本ビタミン学会 

島根 H18/9/21 ～ 9/25  日本動物学会第 77回大会 

大阪 H18/10/29～10/31  植物化学調節学会第 41回大会 

大阪 H19/3/24 ～ 3/28  日本化学会第 87春季年会 

大阪 H19/3/25 ～ 3/28  日本化学会第 87春季年会 

愛媛 H19/3/27 ～ 3/30  第 48回日本植物生理学会年会 

愛媛 H19/3/27 ～ 3/30  第 48回日本植物生理学会年会 

愛媛 H19/3/27 ～ 3/31  第 48回日本植物生理学会年会 

 
 



 
教員への研修旅費支援一覧 

旅行地 旅行期間 旅行目的 

【国際学会（国内開催を含む）】 

インド H17/12/1 ～ 12/6     The 21st tRNA Workshop 

大阪 H18/3/24 ～ 3/25      
 Integrated Functional Analyses of Disease-Associated Sugar 
 Chains and Proteins 

カナダ H18/7/23 ～ 7/29       The 23rd International Carbohydrate Symposium 

アメリカ H19/1/14 ～ 1/19       Practicing Chemistry with Theoretical Tools 

アメリカ H19/3/7  ～ 3/11     Computational Cell Biology 

アメリカ H19/3/7  ～ 3/14      The 48th Annual Drosophila Research Conference 

【国内学会】 

大阪 H19/3/25 ～ 3/27  日本化学会第 87春季年会 

富山 H19/3/25 ～ 3/29  日本薬学会第 127年会 

愛媛 H19/3/27 ～ 3/30  第 48回日本植物生理学会年会 

愛媛 H19/3/27 ～ 3/31  第 48回日本植物生理学会年会 

 
 
４.２ 研究費支援 

 先に述べたように，「生命情報学演習」においては，自ら考えることの実践を目的と

して，研究計画の立案・発表を行った。発表のいずれもが優れた計画であり，各自の研

究に立脚していたことから，これらの研究計画に対して２０万円を上限として研究費の

希望を募ったところ，３件の申請があった。これについて研修支援の審査委員のうちの

プログラム担当教員により協議し，３件に対する支援を決定した。 
 
研究費支援一覧 

研究題目 主な使途 

タンパク質と糖とのドッキングシュミレーション  長浜バイオ大学への旅費 

アスコルビン酸レベルの違いが及ぼす遺伝子発現への影響  試薬等 

ブラシノステロイド情報伝達変異体 bi14の遺伝子探索と 
機能解析 

 試薬等 
 

 



４.３ 研修・研究の支援の成果 

 本プログラムによって，とりわけ国内外での国際学会への参加を多く支援できたこと

は，学生の研究に対しての自由度を高めることにつながり，有益なものであった。また，

生命情報学に対する関心や理解を深め，以後の学習，研究への意欲が高まることにもつ

ながったようである。このことは，研究計画の立案にも現れ，学位論文の研究をさらに

充実させるための計画を自ら考えて実行できた学生もみられた。また，学内とはいえ，

研究費を申請する書類の書き方やその使い方を指導するという機会ともなったことは，

今後の研究者としての活動にとっても大変有意義であったと思われる。 

 教員にとっては，新しい生命情報学の広がりを吸収することは，今後のこの分野にお

ける教育研究に必須である。この観点から，本プログラムに参加する多くの教員が研修

を行うことが望ましく，今後，学会参加のみならず，シンポジウムや講習会などに参加

しやすくする方策も必要であると思われる。 

 それぞれの研修・研究の成果については，平成１８年３月１０日までに提出された報告

書を資料として示す。また，国内学会の多くが集中している３月１０日以降の研修につ

いては，申請書より「期待される成果」（学生），または「研修目的」（教員）を抜粋し

て示す。  

 

資料４－１ 学生による研修報告書（非公開） 

資料４－２ 教員による研修報告書（非公開） 

資料４－３ 研究成果報告書（非公開） 

 



 
 
 
 
 
５ 公開セミナー・公開シンポジウム 
の実施 
 
 



５ 公開セミナー・公開シンポジウムの実施 
 
 本プログラムでは，平成１７，１８年度の２年間に，プログラム受講生のみならず，学内

外の多くの方々が参加できる公開セミナーと公開シンポジウムを企画，開催した。この

プログラムの取組みについて，本学の学生と教員をはじめとして，できるだけ多くの

方々に知っていただき，生命情報学という学問分野に関心を持っていただくことも，プ

ログラムの目標の一つである。学部や修士課程においては，学生は自分の研究分野を探

している時期でもあり，生命情報学に興味を持っている学生も少なくない。さらに，本

学のサイエンス＆エデュケーションセンターでは，高校生，および中学，高校の理科教

員に対して，さまざまな教育プログラムを実施している。このようななかで，生命情報

学という新しい学問分野の重要性と魅力を学内外に広く発信していくことは，今後の生

命情報学の教育プログラムの展開にとっても，大変重要なことと考えている。 
  
５.１ 公開セミナー「バイオインフォマティクスへの招待」 
 
５.１.１ 公開セミナーの概要 
公開セミナーは，「バイオインフォマティクスへの招待」として，平成１８年３月から

平成１９年３月の間に６回実施した。このセミナーでは，生命情報学を専門としない理

系学生や研究者が多く参加することを想定し，専門性の高い最新の研究内容について，

できるだけわかりやすく解説するように努めた。また，本プログラムの講義内容を紹介

するという目的から，「生命情報学」と「総合生命科学」の講義の一部を「バイオイン

フォマティクスへの招待」の第１回と第５回で公開した。 
 セミナーでは，国内から６名，海外から３名の研究

者に講演をお願いした。第２回の Li 教授と第３回の
Lercher博士は，それぞれ別の用件で日本に滞在する機
会を利用して講演をお願いしたもので，これら２回の

講演は英語で行われた。シリーズ全体を通して，講演

者の方々には，分子進化学，構造生物学，分子生物学，

情報科学，ゲノム科学などのさまざまな視点から，生

命情報学の魅力を語っていただいた。セミナーの開催 
日，講演者，講演内容は次の表に示す通りである。 

第３回 Lercher博士の講演 



「バイオインフォマティクスへの招待」概要 

 回 実施日 テーマ・講演者・講演概要 

第１回 H18/3/15 「トワイライトゾーンにおける相同性探索と 
                 タンパク質の機能予測」 

     講演者：森山 悦子（ネブラスカ大学助教授） 

   

タンパク質のアミノ酸配列情報からの機能予測に関して，現在

使われている様々な方法の概要とその現状，トワイライトゾー

ンにおける相同性探索と機能予測への新しい方法の開発につい

て解説した。また，米国のバイオインフォマティクス教育およ

び米国留学と就職の現状についても紹介した。 

  H18/3/17 「構造グライコミクスのアプローチ」 

     講演者：加藤 晃一（名古屋市立大学大学院教授） 

   

DNA，タンパク質についで第３の生命鎖とよばれる糖鎖の機能
解明を目指したグライコミクスについて，生命情報学と構造生

物学の観点から解説した。 

  H18/3/17 「遺伝子から見た生物進化」 

   
  講演者：五條堀 孝（国立遺伝学研究所生命情報・ 
                DDBJ研究センター教授） 

   

大規模な遺伝子発現解析を，DNAチップを用いて行うことによ
り，脳・神経系の進化的起源を探索する考え方と方法を解説し

た。 

第２回 H18/7/13 「Evolution of Gene Expression in Yeast 」 
  講演者：Prof. Wen-Hsiung Li（シカゴ大学教授） 

   

酵母の糖新生経路を制御する遺伝子の発現量の違いに，シス制

御とトランス制御がどのように働いているのか。これらの遺伝

子の発現量が異なる同種の実験系統と野生系統からハイブリッ

ドや２倍体を作成し，それらの遺伝子発現量の詳細な比較解析

を行った研究を紹介し，遺伝子発現の進化について考察した。 

第３回 H18/9/1 「Evolution of Bacterial Genomic Networks」 
  講演者：Dr. Martin Lercher（バース大学，EMBL） 

   

バクテリアのゲノムネットワークの拡大には，遺伝子重複より

も平衡伝搬が重要な役割を果たしている。細胞内共生細菌のゲ

ノムネットワークついて，遺伝子欠失を起こすシミュレーショ

ンを行うと，５０％の反応を共有する最小のゲノムネットワーク

を予測することができた。これは，単一遺伝子欠失の研究で予

測されたサイズの２倍の大きさに相当する。遺伝子の平衡伝播

がもたらすゲノムネットワークの進化について考察した。 

   

 
 
 

 

   



   

第４回 H18/10/11 「タンパク質の立体構造予測法概論」 

   
  講演者：太田 元規（東京工業大学 
              学術国際情報センター助教授） 

   

タンパク質の立体構造予測法の研究には５０年ほどの歴史があ

る。どのようなアプローチが行われているのかについて，過去･

現在を概観し，未来について言及した。 

第５回 H19/2/16 「生命情報学と実験生物学からみたゲノム進化」 

      講演者：大島 一彦（長浜バイオ大学助教授） 

   

真核生物ゲノムをバイオインフォマティクスで解析する際の勘

所を紹介した後，エキソン混成による遺伝子進化についての最

近の研究を紹介する。また，分子生物学（実験生物学）から生

命情報学（計算生物学）へと彷徨する経験を紹介し，両者の共

存・止揚の可能性について考察する。 

  H19/2/27 「現代世界観の基礎としての中立進化論」 

      講演者：斎藤 成也（国立遺伝学研究所教授） 

   

われわれの世界観に，今後重要な影響を与えると思われるのは，

偶然を重視する中立進化論である。偶然を持ち出されると，も

はや理論の必然性は太刀打ちできない。偶然の積み重ねが進化

であり，ひいては宇宙全体の時間発展であるのならば，それの

記述こそが，自然科学の核であるはずだ。物理化学法則は，記

述の短縮の為の便法にすぎないのだから。この観点からゆけば，

記述とはすなわち歴史であろう。        

第６回 H19/3/16 「使い倒し系バイオインフォマティクスによる                                    
知のめぐりのよい生物学研究のすすめ」 

   
   講演者：坊農 秀雅（埼玉医科大学                        

ゲノム医学研究センター助教授）             

   

これまで演者は，大学院生時代にゲノム配列が解読された生物

種において予測された遺伝子すべてに対して配列情報から機能

予測を行い，代謝経路の知識をデータベースとして構築し，代

謝経路を「再構築」する研究を行ってきた。その過程で遺伝子

機能予測から一歩進めた遺伝子の機能アノテーションに関わ

り，マイクロアレイによる遺伝子発現情報の解析に利用してき

た。現在，生物がもつシグナル伝達ネットワークの下，どのよ

うにして代謝経路が調節され，必要な場所で必要な時期にのみ

はたらくようになっているか解き明かすべく，ウェットベンチ

(in vitro/in vivo)とコンピュータ上(in silico)の実験の両方を駆使
するハイブリッドなスタイルの研究を推進してきている。ゲノ

ム配列やマイクロアレイデータが公共データベースとして利用

可能になっているにも関わらず，その利用は残念ながらそれほ

ど進んでいないのが現状である。使われていない「知」のめぐ

りをよくする「使い倒し系」バイオインフォマティクスについ

て，演者のこれまでの研究を実例に紹介する。 



  

ムの履修者３名がそれぞれ Li 教授に自分の研究内容を英語で紹介し，質疑応答を行っ
た。学生達が国際会議で研究発表を行った時期にも近く，英語での発表と質疑応答は，

大変良い経験になった。 
 
５.１.２ 公開セミナーの参加状況 

公開セミナーの周知のため，毎回ポスターを作成して掲示板と大学ホームページへ掲

載したほか，学内では，学生と教員のメーリングリストにセミナーの案内を流した。ま

た，学外に対しては，主な新聞社に講演案内の掲載を依頼したほか，本学卒業生，高等

学校教員，学会関係のメーリングリストに案内とポスターを流した。各回のポスターを

資料５－１に示す。 
各回の参加人数は，平均４０名であった。各回の参加人数とその内訳は資料５－２に示

す。学内からの参加者は，大学院生，学部生，教員の順に多く，理系の中でも生物，化

学に所属する学生が多かった。また，学外からの参加者の割合も比較的高かった。講演

者のなかには，数学や物理学から生命情報学に進んだ方も含まれていたが，数学，物理

学，情報科学の学生の参加は少なく，なじみにくい内容であったのかもしれない。一方，

専門性の高い内容であったにもかかわらず，学外や学部生から多くの参加者を得たこと

は評価できる。この公開セミナーの開催を通して，本プログラムの取組みを学内外に広

く発信する目的は果たせたのではないかと考える。 
 

資料５－１ 公開セミナー各回のポスター（非公開） 

資料５－２ 公開セミナー参加者内訳（非公開） 

 

 
５.２ 公開シンポジウム「いのち探険物語」 

 

５.２.１ 公開シンポジウムの概要 

 公開シンポジウムでは，文系の学生，高校生や一般社会人にも興味をもってもらえる

ようなテーマについて，本学の教員がそれぞれの専門の立場から研究内容を話すことと

  セミナーの前後の時間には，学生達が講演者と

直接話ができるような機会も設けた。第１回の講

演者の森山悦子助教授は，本学大学院博士後期課

程の第１回卒業生であり，国内と米国の両方での

就職経験がある。講演会後に開いた談話会では，

学生達が森山助教授を囲んで，生命情報学や米国

の大学の教育や研究について積極的に質問をし，

大変有意義な時間を過ごすことができた。第２回

の Li教授の時には，セミナーの前に，本プログラ 
第２回 Li博士とのディスカッション 



した。したがって，シンポジウムのタイトルや講演題目には，「生命情報」，「ゲノム」，

「バイオ」などの言葉はできる限り避けるようにし，柔らかい表現にするように努めた。

この公開シンポジウムのタイトルを「いのち探険物語」とした理由は，そこにある。ま

た，要旨集も平易なものとなるようにした。 
 シンポジウムは，２００６年１１月２８日，講堂（徽音堂）にて開催した。情報科学の分野

から瀬々助教授，化学／薬学の分野から棚谷助教授，生物学／進化の分野から近藤講師，

生命倫理学の分野から頼住助教授が，それぞれ講演を行った。また，本プログラムの「総

合生命科学」の講義も担当した和田学外理事と本学卒業生の森山助教授は，それぞれ分

子生物学と生命情報学の立場からの講演を行った。講演者と講演題目は以下の通りであ

る。シンポジウムの詳細は資料５－３，５－４に示す。 
 
シンポジウム実施概要 
開会の辞    郷 通子（お茶の水女子大学長） 
第１部 計算機で解き明かす生命 瀬々 潤  （理学部情報科学科助教授） 

薬を創りだす化学  棚谷 綾  （理学部化学科助教授） 
嗅覚の謎を解く  近藤 るみ （理学部生物学科講師） 

第２部 生命をめぐる倫理の新たな潮流について 
       頼住 光子（文教育学部人文科学科助教授） 
        生命情報を読み解く—Gタンパク質レセプターの探索 
       森山 悦子（米国ネブラスカ大学リンカーン校助教授，本学卒業生） 
        生命とは何だろうか？—その本質解明と応用 
    和田 昭允（お茶の水女子大学学外理事，  

理化学研究所ゲノム科学総合研究センター特別顧問） 
閉会の辞   松浦 悦子（理学部生物学科教授） 

 

 各講演の後には学内外の参加者から活発な質問があり，多くの参加者が講演の内容に

興味を持ったことがわかった。また，学外からの参加者には，最後の会費制の懇談会ま

で参加される方が多く見られ，懇談の時間が生かされた。 
 

活発な質疑 質問に答える森山悦子助教授 和田昭允理事の講演 

 



５.２.２ 公開シンポジウムの参加状況 

公開シンポジウムの広報のため，ポスターを作成して学内に配布，掲示した他，さま

ざまな公共機関や報道機関にもポスターを送付して，掲示を依頼した。ポスターの送付

先（枚数）は次の通りである：本学名誉教授（２９），公共機関（６５），報道・出版（９），

教育施設（１７），図書館（３），博物館（５），大学・研究所（１０１），高校（１０１）。ま

た，A４版のポスターを本学の大学祭の受付で配布した他，学内で行われた講演会や SPP
（サイエンスパートナーシッププログラム）等の機会にも配布した。さらに，大学ホー

ムページへ掲載した他，卒業生，東京都の高等学校の理科教員，学会関係のメーリング

リストに流した。 
シンポジウムには，学内から９１名，学外から３３名の合計１２４名の参加を得た。平日

の夕方という時間帯でありながら，このように学外からも多くの参加者があったことは，

生命科学への関心の高さを示すものと思われる。一方で，学内の大学院生については，

文系も含むさまざまな専攻からの参加があったが，学部生が理系のみであったことは，

大変残念であった。参加者の内訳は，資料５－５のようである。また，参加者にはアン

ケートを実施し，回収率は約１／４であった。集計結果を資料５－６に示す。 

 

資料５－３ 公開シンポジウム「いのち探検物語」ポスター（非公開） 

資料５－４ 公開シンポジウム「いのち探検物語」講演要旨集（非公開） 

資料５－５ 公開シンポジウム参加者内訳（非公開） 

資料５－６ 公開シンポジウムアンケート集計結果（非公開） 

 

 

５.３ セミナー企画担当者から 

                                           人間環境科学専攻 講師 近藤 るみ 

 公開セミナーと公開シンポジウムの開催によって，学内外に本プログラムの存在を示

すことができた。特に学内の学生と教員に対しては，本プログラムの取組みについての

理解を深めていただく機会になったと思われる。したがって，当初の目的は達成できた

と考えている。セミナーとシンポジウムでは，講演スタイルや対象とする聴衆を大きく

変えるように企画したが，これは多様な聴衆を得ることにつながり，良かったと思う。 
 参加者には生命科学系の学生が多かった。しかし，他の専攻の学生の中にも，このセ

ミナーやシンポジウムに参加したことで初めて生命情報学を知り，興味を持ち，専門的

に学びたいと考える学生も見受けられた。数学，物理学，情報科学の分野の学生の参加

が少なかったのは残念であったが，これらの分野の学生の参加を得るには，それぞれの

専門分野の学生の立場に立った内容のセミナーを開催することが効果的かと思われる。

本プログラムの展開には，さまざまなバックグラウンドを持つ学生の教育が必須の課題

である。この経験を生かし，今後も多様な話題を提供していきたい。 



 
 
 
 
 

６ まとめ 
 



６ まとめ 

 

 「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」プログラムは，平成１７年１１月よりほ

とんどゼロからのスタートを切ったが，実質では１年と少しの期間であったにもかかわ

らず，プログラムを受講した学生たちのこの間の成長には目覚ましいものがあった。講

義やセミナーに出るだけのことが多かった前半に比べ，２年目の後半には，学生自らの

研究への積極的な取組みがみられた。これは，演習やインターンシップなどを通して，

生命情報学の実際の研究への適用が具体的にイメージされるようになったためと思わ

れる。また，プログラムとしての活動にも，後半，高まりが感じられ，新しい授業科目

の開講，公開セミナーや講習会などの開催を通して，大学院教育における生命情報学へ

の理解も高まってきたように思われる。今後，学生たちがどのように研究を発展させて

いくことができるか，どのようなキャリアパスをたどるのかにより，プログラムの真の

成果が問われることになるであろう。 

 本プログラムは，これに専従する専攻や教員のいない，複数専攻の共同実施体制によ

って行われた。プログラムの立ち上げに際して，異なる専門分野をもつ教員によって多

様な角度からカリキュラムを検討することができたことは，実際にさまざまなバックグ

ラウンドをもつ学生の履修に対応するには，有効であったように思う。その反面，運営

においては，一人一人の教員がどこまでプログラムに関わるのかが明らかでない面もあ

ったことは，今後のプログラムの運営においても留意すべき点であろう。このようなな

かで，当初に生命情報学を自らの専門とする専任教員を欠いていたことにより，２年目

の本格的な専門教育の準備が慌ただしくなったことは否めない。それにもかかわらず，

ほぼ予定通りに講義や演習を終了できたことは，それぞれの講義科目を担当した教員の

尽力によるところが大きい。今後の実施体制のさらなる充実を望みたい。 

 一方，大学院であることで，学生の授業に関する時間には自由度が高いとはいえ，実

験系の学生が１２単位以上の授業を履修することは，かなりの負担である。ことに，長

期間のインターンシップへの参加は，時と場合によっては困難ともなる。しかし，イン

ターンシップが学生の成長に大きな効果をもたらしたことは明らかであり，今後もイン

ターンシップを継続していくことは，教育的な観点からも重要であると考える。そのた

めには，プログラムの履修期間を長く設定する方策をたてるとともに，学生や教員のさ

らなる意識改革をはかっていく必要があると思われる。 

 大学院改組によって平成１９年度からスタートする人間文化創成科学研究科において

は，本プログラムの授業科目は大学院前後期課程の共通科目として開講され，より多く

の学生を対象とすることとなる。上述のようないくつかの課題をクリアしてよりよいカ

リキュラムを提供するためは，教員の一層の努力が求められよう。新しい大学院の体制

のもとで，生命情報学分野と既存分野の教員の協力をさらに緊密にし，さらに学部まで

を見通した教育プログラムへと発展させていくことが期待される。 

 



 今後，本イニシアティブの事業が女性リーダー育成事業の一環として引き継がれ，全

学的な支援を受けることは大変に心強いことである。これまでのご協力，ご指導に心よ

り感謝するとともに，今後もこれまでと同様のご支援をお願いする次第である。 

 

 以下に示すのは，このプログラムの課程をインターンシップを含めてすべて修了する

学生たちからの「まとめ」である。今後，それぞれの分野においてリーダーとして活躍

する日のあることを願っている。 

 



「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」プログラムを受講して 

 

人間環境科学専攻 ３年 

      

近年,生命科学分野において，DNA塩基配列，タンパク質のアミノ酸配列や立体構造
の情報，生体分子間の相互作用やネットワークに関する情報などが，非常に多く溢れて

います。これらの情報は，さまざまな生命現象を解き明かすために非常に価値のある情

報であるものの，これまで，その利用に関してはかなり敷居が高く,実験的研究とは立

場を異にするものと感じていました。また，多くの生命情報を，情報科学的な考え方，

解析方法を取り入れて，さまざまなレベルで生命現象の解明に取り組むことや生命現象

を予測するという発想に行き着くことは，これまでの自分の研究過程で,ほとんど機会

がありませんでした。したがって，「魅力ある大学院教育」イニシアティブ理工農系プ

ログラムを受講して，最大に利を得たことは，溢れる生命情報のなかから,いかに有用

な情報を効率的に抽出して着眼するか，それらを自分の研究課題にどのように応用して

いくかが，現在の研究を進める上で非常に大きな課題となっていることに気付かされた

ことだと思います。情報科学分野の知識や技術を駆使することによって，膨大な生体情

報のデータベース化やその検索が有効に行えること，今までと比べ,遥かに効率的に生

命現象の予測が行えることなどを知り，研究への新たな可能性が得られ，道が開けたよ

うに思いました。例えば,私の研究分野である栄養学は，ヒトの健康を維持する上でと

ても重要であるものの，適正な摂取基準や摂取後の体内での影響に関する基礎的知見を

得るために，多くの in vivo や in vitroにおける実験的検証と疫学データが必要となりま

す。これに対し，栄養素の体内動態予測シミュレーションが行えれば，その予測から，

より効率的に栄養素の安全性の評価や適正摂取基準，機能解明などが行えることなどが

考えられます。情報科学分野の知識や技術の習得レベルは，まだまだスタート段階です

が，今後，情報科学分野の知識や技術を活かし，色々なアイディアを生み出していけば, 

非常に面白くて有益な研究が出来るのではないかと思います。本プログラムを受講して，

多くのことを勉強させていただきました。 

最後になりましたが，本プログラムの受講にあたり，多大なご尽力を賜りました先生

方やスタッフの方々に心から御礼申し上げます。  



人間環境科学専攻 ３年 

 

 今回，このようなプログラムを受講させていただくのにあたり，御尽力いただいた郷

先生，松浦先生をはじめ，諸先生方，事務局の皆様に深く感謝いたします。 
 これまでの研究で，バイオインフォマティクスを駆使することはほとんどありません

でした。しかし，このプログラムを受講させていただいてからは，かなり多くのデータ

ベースや予測プログラムを扱うことができるようになり，自分の研究にどんどん取り入

れていくことができ，非常に役立ちました。 
 特に一ヶ月間のインターンシップは大変有意義なものでした。大学での実験もある中

で，一ヶ月間という研修期間をとるのは非常に大変でしたが，実践的に様々なプログラ

ムを駆使することでより深い理解が得られたように思います。 

 

 
 
人間環境科学専攻 ２年 

 

 本プログラムにおいては，５つの講義，演習授業，および国立遺伝学研究所へのイン

ターンシップを通じて，｢生命情報学｣をキーワードにとても幅広い内容に触れることが

できた。 

講義授業においては，色々な専門分野からの先生方が，生命情報学とは何か，生物学

への情報学の利用といった基本的な内容から，ご自身や周りで行われている最新の研究

内容についてまでお話くださった。自分のこれまで携わってきた研究分野に近いことか

ら初めて触れる分野のことまで，視点を様々に変えながら聞くことができ，自身の研究

や生活に対する視野が広がったように思う。 

演習授業やインターンシップにおいては，それまで自分の日常の実験に関係のある上

辺だけを訳もわからず利用しているに過ぎなかった生命情報に関して，その原理や意義

を知ることができ，少しでもその利用に意味をつけていこうという意欲を持つきっかけ

になった。 

 生命情報学という融合的かつ新しい分野には様々なバックグラウンドをもった研究

者が集まっており，その研究内容やアプローチの仕方は非常に多岐にわたっていた。た

くさんの新しい視野や領域に高度に触れることができ，貴重な機会を与えて頂いたこと

に深く感謝する。本プログラムで得られたたくさんの経験を生かし，広い視野と広い知

識に支えられた厚みのある研究生活を目標にしていきたいと思う。 
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 生命の神秘にふれたくて大学院に入学してから，実験による研究とそして思いがけず

大学院在学中に生命情報学を学べる機会が与えられ，大変充実した日々を過ごすことが

できたことをうれしく思います。 

 自然科学は，仮説とそれを裏付ける実験的な証明を繰り返すことで，研究が進行して

いきます。そして，ミクロとマクロの世界が複雑に絡み合う生命体を研究するためには，

常に大きく捕らえることと細かくとらえることの両方が重要です。生命情報学は，今ま

でに蓄積された実験的データを統合し，そこから法則を抽出し，大きな視点で現象の全

体像を探り，予測をするために，最も適した手法であると思います。この手法と実験的

な手法を組み合わせることで，自然科学の研究は飛躍的に進歩すると確信しています。

生命情報学による仮説を実験的に実証し，その成果を社会へ還元し，人々が共有しあう。

科学は，知的好奇心を満たすものだけではなく，人間が生活していくための経済の原動

力であり，そして何よりも人が人として生き抜くための財産であります。 

 このプログラムを通じて，インターンシップや海外研修において様々な分野の研究者

とお会いすることができました。実験と理論を組み合わせて研究をするという行為にお

いて，他者との会話が自然と起き，科学することの喜びを共に分かちあえたことが，こ

のプログラムにおいて得た最大の収穫です。議論することで，お互いの考え方を学び理

解しあい，新しい「何か」を見つけることができるのです。自然科学の歴史は，こうし

た発見の歴史です。「発見」を通して，人間の知恵では計り知れないものを目の当たり

にし，自然の美しさやその理に感動し，それを人々が共感しあうことが「研究」の醍醐

味ではないでしょうか。今後はこの経験を生かし，常に多面的に物事を考察し，生命情

報学と実験の両方から生命の謎を解き明かしていきたいと思っています。 

 最後になりましたが，このようなすばらしい機会を提供してくださいました「魅力あ

る大学院教育イニシアティブ・生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」プログラム

に深く感謝いたします。 



人間環境科学専攻 ２年 

 

今回受講させていただいたこのバイオインフォマティックスのプログラムは，私にと

ってとても有意義なものであり，非常に良い勉強になりました。特にコンピューター言

語を用いたプログラミングや解析ツールを用いた生体分子の構造・機能予測など，私が

これまであまり触れてこなかった分野が多く，初めて知ったことも数多くありました。

また，私が今実際に行っている研究に関連のある分野の講義では，一人頷いたり，納得

したりということもありました。 
 これから研究を行っていく上で，一つのことだけに捕らわれることなく，多くのこと

に目を向けたいと思います。そして色々な角度から一つのことに触れていく姿勢を大事

にしたいと思います。このプログラムを受講して，その重要性を改めて実感することが

できました。 
 

 



あ と が き 
 

プログラム取組実施副責任者     

複合領域科学専攻 教授 小川 温子 

 
２年間とはいうものの，正味１年半未満の期間で，やや過密に行われた新規事業の「魅

力ある大学院教育」イニシアティブが，今年度をもってひとまず終了する。平成１７年

度からの履修生１２名の約半数にあたる５名が，イニシアティブの全プログラムを今年

度で修了し，修了証を手にする予定である。すでに自らの研究の中で生命情報学を取り

入れている学生も，まだ今後の展開を待つ状態の学生もいるが，いずれも本来の専門分

野に加えて，本イニシアティブを通して得た知識，理論および技術をきっかけとして，

今後研究を続ける中でそれぞれの形で生かし，さまざまなキャリアパスへと繋げていく

ことが期待される。 

振り返ると，当初の計画どおり理工農系の本イニシアティブが遂行できたのは，プロ

グラム担当教員，および関連の授業を担当する教員の協力のみならず，大学を挙げて応

援し，また折々に貴重な助言をくださった郷通子学長，柴田文明国際･研究機構担当理

事をはじめとする執行部の方々，事務的側面を支えていただいた柴田正造氏ら本学事務

部の方々，あらゆる業務に献身的に尽くしていただいたイニシアティブ事務局の方々な

ど，学内の関係者のご協力のおかげである。プログラム発足時には，生命情報学を専門

とする教員が郷学長ただ１人という状況からスタートし，平成１８年度より瀬々助教授

の参画を得るまで，実質的な専門教育を行うために，学外の先生方にも多大なご協力を

いただいた。講義，講演会，セミナーなどでご講演をいただいた方々は，延べ２０名に

のぼる。また，インターンシップの実施には，産業技術総合研究所，国立遺伝学研究所，

およびタカラバイオ株式会社に，最大級のご協力を賜った。この場をお借りして，本プ

ログラムにご協力をいただいた多くの方々に，心からお礼の言葉を申し上げたい。 

本事業は来る平成１９年度からは，全学的な女性リーダー育成事業の一環として継続さ

れ，大学院教育プログラムとして本学に定着する予定である。本プログラムの趣旨が生

かされ，生命情報学を活用して独創的な研究プランを立案できる女性研究者の育成が，

今後ますます充実されることを願っている。 

 

平成１９年 ３月   
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