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Ⅶ ３年間のまとめ 

 

１ 生命情報学プログラム実施の効果 

 

(1) 生命情報学分野担当者の充実 

 本プログラムの先行プログラムが平成 17 年度にスタートした時には，生命情報学の教育研究活

動は，関連する学科や専攻の教育のなかで，個別に行われていた。2 年間の「魅力ある大学院教

育」イニシアティブとしてのプログラムでは，平成 18 年度から複合領域専攻に着任した専任の准

教授，学内の関連分野の教員，さらには非常勤講師の先生方のご協力を仰ぐことにより，学内に

生命情報学の教育カリキュラムの枠組みをたてることができた。本プログラムに移行した平成19年

度には，本プログラムの経費によって，平成 19 年 9 月から 10 月に公募を行い，准教授 1 名の採

用を決定した。平成 20 年 3 月に着任し，平成 22 年 2 月まで，生命情報学の教育，ならびに本プ

ログラムの運営の強力なスタッフとして活動を担った。さらに，平成 20 年度からはライフサイエンス

専攻に教授 1 名が着任，また，文部科学省科学技術振興調整費「挑戦する研究力と組織力を備

えた若手養成」（アカデミック・プロダクション）の生命情報学分野での特任助教，文部科学省委託

研究開発事業「統合データプロジェクト」での特任助教の採用があり，本学の生命情報学分野の

教育研究スタッフの大幅な充実が図られた。 

 

(2) 受講生の増加と学生への支援 

 このようなスタッフの充実をうけて，生命情報学に興味を持つ学生は飛躍的に増加した。平成 19

年度には新規受講生は 7 名であったが，平成 20 年度は 16 名，平成 21 年度には 31 名となった

（図 2）。特筆すべき点は，本プログラムの最終年度には，生命科学コース（前期課程）1 年生の半

数以上が受講するようになり，さらに，物理学コースと数学コースから併せて 5 名も受講したことで

ある。生命情報学は，生命科学に重要な発展をもたらすのみならず，物理学や数学といったあら

ゆる理系の学問領域に関連している。このような背景から本プログラムでは初学者に配慮した教

育を行い，同時に広報活動も余念なく

行ってきた。受講者数の飛躍的な増加

は，本プログラムの教育活動への理解

が学内に広く浸透した表れといえよう。 

 さらに，このような生命情報学への関

心の高まりは，本プログラムが行ってき

た生命情報学に関連した学会発表をと

もなう旅行への支援や研究活動への支

援によって，さらに教育的な効果につ

ながったと思われる。研修支援につい 

ては，3年間で，国外8件，国内25件， 
図 2 受講生数の推移 支援総額は 2,864,977 円におよぶ（図3， 
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表 10）。多くの学会において，さまざまな

領域で生命情報学が活用される現状を学

び，主体的に研究に取り組もうとする姿勢

が，研修報告書からもうかがえる。また，

研究支援は 3 年間で 11 件，総額

1,490,215 円にとどまるが（表 10），この支

援によって研究費を自らが使用するという

経験を得たことは，研究への自覚を高め

ている。今後も，機会があれば，大学院生

に対してこのような支援を行っていくことが

望ましいと思われる。 図 3 研修支援件数の推移

 

表 10 研修・研究への支援の総計 (3) 教員への研修支援 

 本プログラムでは，学生への教育的な

支援を中心に活動してきたが，本学の生

命情報学関連の教育に資するため，教員

に対しても予算措置が可能な範囲で研修

支援を行ってきた（表 10）。学会発表やワ

ークショップへの参加，およびそれらにと

もなう研究交流が主である。このような活

動は，自らの専門分野および周辺領域の

情報収集の促進のみならず，本学におけ

る生命情報学の教育研究活動のレベルを

高めることにつながった。また，精力的な

教育研究活動は，多数の論文や学会発

表として結実している。 

研修支援 
所属 担当教員 

学生 教員 

研究

支援

芦原 坦 1 0 0 

加藤美砂子 3 0 0 

近藤 るみ 1 1 1 

作田 正明 1 1 2 

嶌田 智 0 0 1 

千葉 和義 2 0 0 

ラ イ フ サ イ

エンス専攻

最上 善広 2 0 0 

相川 京子 5 0 3 

小川 温子 2 0 0 

今野美智子 1 0 1 

瀬々 潤 7 2 2 

理学専攻 

山田 眞二 0 0 1 
生命情報学教育
研究センター 加藤 毅 0 4 0 

合   計  30 8 11 

 さらに，生命情報学教育の国際協力（特

に東アジア諸国）を目的とした，平成20年

10 月の韓国梨花女子大学と韓国高等研

究院（KIAS）への教員の派遣について， 

1 名の支援も含んでいる。その成果として， 

平成 20 年度に本学で開催したシンポジウムでの招待講演，韓国崇實大学での生命情報学集中

講義，平成21年度韓国細胞生物学会での招待講演，梨花女子大学博士後期課程学生への生命

情報学指導，韓国タンパク質構造予測研究会での招待講演，本学でのシンポジウムへの招待，

梨花女子大学での生命情報学集中講義などが実施された。平成 22 年度以降も，引き続き梨花女

子大学らとの協力を強化し，生命情報学の国際的教育を展開する。 
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(4) カリキュラムの改善 —授業アンケートの解析より— 

 

「予測生物学」授業アンケートの解析 

 「予測生物学」では，平成 20 年度と平成 21 年度に同一のアンケート（資料 16）を実施し，需要を

調査しながら講義の改良を行った。 

＜アンケート回答者＞ 

アンケート回答者の所属は，平成 20 年度（8 名回答）は，大部分が理学専攻であったのに対し，

平成 21 年度（20 名回答）は，8 名がライフサイエンス専攻，12 名が理学専攻であった。生命情報

学が数学や物理学を手段として用いていることより，理学専攻の学生による受講が多かったが，プ

ログラム終了期にはその必要性がライフサイエンス専攻の学生にも浸透し，少しずつライフサイエ

ンス専攻からの受講が増えてきたようである。「予測生物学」の講義を需要にあわせて改良した成

果とも言える。 

＜開講時期＞ 

平成19 年度の「予測生物学」は 12 月終わりから 2 月終わりの間に開講された。平成20 年度は 11

月後半から 2 月前半に開講し，時期を少し早めた。しかし，平成 20 年度のアンケートでは，もっと

早い時期の集中開講の要望が強くあらわれた。そこで平成21年度は，10月〜12月第1週までに

開講した。この結果，半分以上の受講生（11 名）から，適切な開講時期であるとの回答を得た。し

かし，就職活動を行っている学生からは，夏休み期間中の集中講義を要望する意見が見られた。

開講時期については，もっと早い時期にする必要があるかもしれない。 

＜講義内容＞ 

各講義内容に関しては，平成20 年度と 21 年度どちらにおいても良好の回答を得ている。しかし，

もっと基礎的なことの教育を要望する回答が両年度に渡って見られる。具体的には，生物学の基

礎及び統計学の基礎，コンピュータやデータベースの基礎などが上げられている。生命情報学が

学際分野であるために，このアンケートの回答は，生命情報学の基礎的事項が既存の学問領域

では分散してしまっていることによる問題を提示している。この問題は大学院の生命情報学副専

攻に閉じて解決できる問題ではなく，学部における学際的教育の必要性を訴えているのだと思う。

この回答を受けて，平成 21 年度には学部に生命情報学副専攻を設けることができ（後述），この

問題の解決のための第一歩を踏み出した。 

 

英語による講義に対するアンケートの解析 

 「予測生物学」では，平成 21 年度に英語による講義を 2 回導入した。このことに関する回答を見

ると，英語による講義は，受講生にかなりの困難を強いた様子であることがわかる。講師の先生が

何を言っているかがわからないなどの回答が多かった。しかし同時に，英語の勉強になったこと

や，留学しているような感じになれたと，肯定的に捉える回答も多かった。現在の科学研究が一国

で閉じてなされることはほとんどないことを考えると，多少の困難があったとしても若いうちに英語

による科学教育を導入することは重要であろう。何を言っているのか全然わからなかった，単語が

わからないなどのアンケートの回答からは，学部における英語教育の重要性も垣間見えた。 
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生命情報学副専攻全般に関するアンケートの解析 

 このアンケートは，平成 21 年 11 月 11 日に行われ（資料 17），20 名からの回答を得ることができ

た。受講生はオムニバス形式の講義を好む傾向にあることがわかった。毎回異なる先生が講義を

することで，広い知識を得られることをメリットとしてあげている。しかし，講義のレベルが毎回異な

ってしまうことに対する不満もあらわれている。さらに実際に PC をさわってデータ解析する実地訓

練型であることも長所としてあげている。広い知識と実地訓練を好む傾向は，国内外の「インター

ンシップ」があることが望まれていること，および統計解析の基礎的講義演習が望まれていることと

整合する。また，多くの学生がこのプログラムを履修すると就職に有利になるであろうと思っている

ことも，実利的な指向と整合性がある。 

 

(5) プログラム修了生の進路 

 本プログラムの履修が，学生の学習や進路選択にどのような影響を与えたかについて見るため，

プログラムの全課程を修了した学生の進路について調査を行った。本プログラムのスタート時に

は，後期課程の大学院生を対象としたカリキュラムであったことから，平成 18 年度から平成 20 年

度までにプログラムを修了した学生 12 名の多くは，後期課程修了か現在も在籍中である。 

 博士の学位を取得した6名のうち，4名は引き続いて本学において，機関研究員（1名），人間文

化創成科学研究科研究院の研究員（2 名），あるいはリサーチフェロー（1 名）として研究を続けて

いる。このうち 2 名については，生命情報学の観点を取り入れた研究を展開し，すでに論文も発

表している。また，1名は産業技術総合研究所で博士研究員として1年を過ごした後に，ストラスブ

ール大学の博士研究員となる予定である。就職は 1 名で，特許庁である。 

 博士課程に在籍しているのは 4 名であるが，そのうち 1 名は今年度に学位取得の見込みであり，

学位論文におけるデータ解析には，本プログラムでの学習成果が十分に生かされている。また，

来年度に学位取得を目指している 2 名の学位論文についても，タンパク質の構造予測やドッキン

グシミュレーションが取り入れられている。さらに，1 名はストラスブール大学に留学中である。 

 前期課程修了の 2 名は就職で，いずれも銀行勘定系にかかわる仕事に携わっている。 

 このように，12 名のうち半数近くが現在も生命情報学との関わりをもち，研究を続けている。本プ

ログラムで身につけた考え方や技術を多様な専門分野において生かすことは，本プログラムの目

指したところである。より広い視野をもってそれぞれの研究に臨むことに，いささかなりとも貢献で

きたといえるであろう。また，生命情報学に今は関わっていないが，さまざまな立場で研究を続け

ているケースが多いことも，注目される。研究に対する考え方や意欲，研究者という職業への意識

などにおいて，本プログラムでのさまざまな学習が刺激を与えた側面があるのではないかと推測

する。 

 さらに，今年度にプログラム修了が見込まれている 27 名のうちの，14 名は前期課程 2 年生に進

学，11 名は前期課程修了見込みである。11 名の修士論文のほとんどにおいて，生命情報学の多

様な活用が見られている。その進路は，生命情報学の研究を目指す進学 1 名と就職 10 名である。

生命情報学分野に直結する就職ではないようであるが，情報系や研究・開発などにおいては，今

後，学習の成果が活かされる局面があることが期待される。また，27 名のうちの2 名は後期課程在
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学中で，これまでの学習を専門分野に活かして研究を続け，学位取得を目指している。本プログ

ラムの全課程を修了せずに，必要な科目のみを履修した学生も多い。また，後期課程においても，

前期課程においても，一つの学位論文がまとまるまでには，それぞれの指導教員のもとに在籍す

る多くの学生が，互いに影響を受けあっての学びがある。したがって，ここにあげた数字以上に，

学生の意識において生命情報学は浸透していると考えられる。今後の進路選択も含めて，さらに

追跡を続けていきたいと考えている。 
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２ 生命情報学の教育システムの充実 

 

(1) 大学院のカリキュラム 

 本プログラムが開始して 3 年の間，大学院後期課程で行われていた「総合生命科学」，「生命情

報学」，「生命情報学演習」，「予測生物学」の授業を継続するだけではなく，これらの授業を大学

共通科目として，所属する課程や専攻によらずに受講できるよう拡充を行った。また，これらの授

業は専攻の異なる多様な背景を持った学生が受講するため，TA を多く配置することで授業効果

の向上を図ることができた。 

 また，生命情報学を学ぶ上で必須となる計算機の充実に努め，本プログラムを受講する学生一

人一人に個人用の計算機を貸し出すことができた。個人の計算機があることで，日頃から計算機

に触れ，データ解析を行い研究へと繋げていく流れを身近に感じられるようになってきている。 

 研究面においても，独立行政法人産業技術総合研究所生命情報工学研究センターの諏訪牧

子先生，油谷幸代先生をそれぞれ客員教授，客員准教授としてお迎えしたことにより，学生が研

究できる生命情報学の内容に幅を持たせることができた。 

 今まで大学院の講義はほとんど日本語であったが，国際化社会の中で英語力は必須となる。

「予測生物学」の授業の約半分を国内外の講師により英語で行うことで，大学院教育の国際化を

拡大することができた。 

 本プログラムは大学院における副専攻として位置づけられていたが，いくつかの支援をともなっ

たプログラムとして独自に運営されてきた。今後は大学院生命情報学副専攻として，通常のカリキ

ュラムのなかにおいて，その充実が図られることになる。 

 

(2) 学部のカリキュラム 

 平成 21 年度より，本学学部教育に生命情報学副専攻を導入した（資料 18）。間近にせまってい

る個人ゲノム時代には，ゲノム情報を解読できる人材の養成が求められている。そこで，自然科学

の基礎を修得した学生が，ゲノム解読などのこれからの生命科学にその力を大いに発揮できるよ

うに，生命情報学副専攻を設置した。この副専攻は本学で平成 23 年度から開始する専門教育複

数プログラム選択履修制度のパイロット導入としても位置づけられている。生命情報学副専攻では，

生命情報学の概要と基礎がわかるようにコンパクトな科目群を設定している。自然科学の様々な

分野の出身者が本副専攻を受講することを配慮して，「生命情報学概論」を必修とし，分野の全体

像をとらえやすくした。選択科目には，「計算生物学」「進化遺伝学」「バイオインフォマティクス」

「計算化学」「統計学」の中から，4 科目を履修することを求めている。本プログラムにおけるアンケ

ートなどで明らかになっている統計学教育の要望は，まずは学部副専攻で答えることとした。この

学部副専攻を履修した学生が，大学院で生命情報学副専攻を履修することで，本学における生

命情報学教育をさらに体系的にできることが期待されている。 
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(3) 生命情報学教育研究センターの設置 

 本学における生命情報学教育のさらなる強化をめざして，平成 20 年 4 月に生命情報学教育研

究センターが設置され，由良敬教授がセンター長に着任した。本センターは，生物学の全領域を

対象として生命を原子のレベルから捉え，ゲノム塩基配列，タンパク質の構造や相互作用，細胞

の形などのデータを情報科学の方法論を用いて系統的に解析するバイオインフォマティクスとシ

ステムバイオロジーの教育および研究を目的としている（資料 19）。大学院生命情報学副専攻の

目に見える運営母体としての活動と，学部生命情報学副専攻の立ち上げと運営が期待されており，

平成20年度以降，大学院生命情報学副専攻の運営をさまざまな側面から支持するとともに，平成

22 年度以降の運営を展開する予定である。 
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３ さまざまなプロジェクトとの連携 

 

(1) 文部科学省ライフサイエンス統合データベースプロジェクトとの連携 

 本学では，文部科学省ライフサイエンス統合データベースプロジェクト（以下，統合 DB）の委託

で，社会人を含めた生命情報学教育を請け負っている（平成 19～22 年度）。異分野融合の場合

に問題となる，自分が専攻としない分野の知識を学ぶ講義を統合DBにおいて開講しており，これ

を本学大学院生にも開放している。具体的には，計算機科学を専攻している人が生命情報学を

学ぶ場合に必要な分子生物学・遺伝学の知識に関する 1 日集中演習，および，生命科学を専攻

する人が生命情報学を学ぶ場合に必要となるデータベース，ネットワークの知識に関する 2 日集

中の講義・演習を開講した。 

 また，公開セミナー「バイオインフォマティクスへの招待」は，本プログラムと統合 DB，および生

命情報学教育研究センターとの共催となっている。 

 

(2) 国際化加速推進事業「異分野融合型疾患生命科学教育の国際連携」（文部科学省）との連携 

 本学は東京医科歯科大学と共同で，国際化加速推進事業（国際共同・連携支援）「異分野融合

型疾患生命科学教育の国際連携」（文部科学省）を平成 20 年度から 3 年間展開している（資料

20）。本学では生命情報学教育研究センターがこの事業の中心となっており，大学院博士前期課

程の教育の部分英語化を目指している。この一環として，平成 20 年度には英語による生命科学

の講習会を本プログラムと共同で開催し，平成 21 年度には「予測生物学」の講師を海外から招き，

英語で講義実習を行っていただいた。「予測生物学」アンケートの回答にあるように，受講生は多

少の当惑をもって英語による講義を受け入れている様子である。しかし，生命科学の最先端にお

いては英語が共通語になっており，最新の研究成果はほとんどが英語で発表される事実を見ると，

大学院生にとって英語で情報を得る能力は必須である。来年度以降も国際化加速プログラムによ

る英語の講義の支援は受け続ける予定である。 
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資料１６ 「予測生物学」に関するアンケート 

 

「予測生物学」講義アンケート 

 
１．コース/専攻と学年を教えてください。 

 
 
２．今年度は昨年度よりも早い時期に、間隔をつめて「予測生物学」を開講しました。開

講の時期はよかったですか？  

□ちょうどよかった 
□別の時期に間隔をおいて開講してほしかった（いつごろ？：     ） 
□集中的に開講してほしかった（いつごろ？：            ） 
□その他（                            ） 

３．今年度は、講師の先生方に海外の方をおよびしました。そのことで受講への長所短

所はありましたか？ 

□よかったこと（                       
                                 ） 
□悪かったこと（ 
                                 ） 

４．講義の内容はどうでしたか？（複数選択可） 

■第１回「タンパク質と RNA の相互作用部位を推定する」（由良 敬） 

□満足した □物足りなかった □学部の時に勉強したかった □研究に役立

ちそう □想像していた内容と違っていた □生命情報学をもう少し勉強して

みたくなった □教科書参考書がほしかった □教材やツールがいつでも使え

るようになっていてほしい □ＰＣの使い方がよくわからなかった 
□その他（                             ） 
感想： 
■第２回「タンパク質の機能予測 −膜タンパク質を中心として−」（諏訪牧子） 

□満足した □物足りなかった □学部の時に勉強したかった □研究に役立

ちそう □想像していた内容と違っていた □生命情報学をもう少し勉強して

みたくなった □教科書参考書がほしかった □教材やツールがいつでも使え

るようになっていてほしい □ＰＣの使い方がよくわからなかった 
□その他（                             ） 
感想： 

■第 3 回「発現プロファイルデータから推定する遺伝子ネットワーク」（油谷幸代） 

□満足した □物足りなかった □学部の時に勉強したかった □研究に役立ち

そう □想像していた内容と違っていた □生命情報学をもう少し勉強してみた
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くなった □教科書参考書がほしかった □教材やツールがいつでも使えるよう

になっていてほしい □ＰＣの使い方がよくわからなかった 
□その他（                             ） 
感想： 
■第 4 回「Protein Interactions and Docking」（Daron Standley） 

□満足した □物足りなかった □学部の時に勉強したかった □研究に役立ち

そう □想像していた内容と違っていた □生命情報学をもう少し勉強してみた

くなった □教科書参考書がほしかった □教材やツールがいつでも使えるよう

になっていてほしい □ＰＣの使い方がよくわからなかった 
□その他（                             ） 
感想： 
■第 5 回「Making Use of MicroRNA Target Prediction」（Gos Micklem） 

□満足した □物足りなかった □学部の時に勉強したかった □研究に役立ち

そう □想像していた内容と違っていた □生命情報学をもう少し勉強してみた

くなった □教科書参考書がほしかった □教材やツールがいつでも使えるよう

になっていてほしい □ＰＣの使い方がよくわからなかった 
□その他（                             ） 
感想： 

５．新しい講義実習を追加するならば、どのような内容が必要だと思いますか？ 

 

 

 

 

６．その他、ご意見ご感想があれば自由に記述してください。 

 

 

 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 
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資料１７ 大学院生命情報学副専攻全般に関するアンケート 

 

大学院 生命情報学副専攻アンケート 

 

 本学大学院では，「生命情報学」副専攻を平成１７年度から設置し，理系における分野横断的教

育プログラムを提供してきました。平成２２年度以降も引き続き「生命情報学」副専攻教育プログラ

ムを提供するにあたり，プログラムをよりよいものに改善し，後輩によりよい教育を提供していきた

いと思っています。プログラムの改善のため，みなさんの声を聞かせてください。 

 

             大学院コース／専攻：                     学年：      

 

１．「生命情報学」副専攻を履修していますか？それとも「予測生物学」を共通科目として単独 

  で履修していますか？ 

  □ 「生命情報学」副専攻を履修            → ２−Ａへ 

  □ 「予測生物学」を大学院共通科目として履修  → ２−Ｂへ 

 

２-Ａ．【「生命情報学」副専攻を履修している学生へ】 

 ・なぜ，この副専攻を履修しようと思いましたか（複数回答可）？ 

 □就職に役立ちそう □学部で生命情報学を勉強したから □友達が履修しているから  

 □自分の主専攻に役立ちそうだから □単位を取りやすそうだから 

 □その他（                                                ） 

 ・「生命情報学」副専攻の講義演習の中でどれが一番よかったですか？ 

 □総合生命科学 □生命情報学 □生命情報学演習 □予測生物学 □インターンシップ  

 □その他（                                                ） 

 ・上記の「よかった」講義演習はどういう点でよかったですか？ 

 （                                                      ） 

 ・「生命情報学」副専攻の講義演習の開講時期（夏期集中，不定期など）は適当でしたか？ 

 （                                                      ） 

 ・「生命情報学」副専攻の中にどのような科目があるとよいですか（複数回答可）？ 

  例）国内インターンシップ，海外インターンシップ，学内留学，統計解析基礎，... 

  （                                                     ） 

 

２-Ｂ．【「予測生物学」を大学院共通科目として履修している学生へ】 

 ・なぜ，「予測生物学」を履修しようと思いましたか（複数回答可）？ 

  □就職に役立ちそう  □学部で生命情報学を勉強したから □友達が履修しているから  

  □自分の主専攻に役立ちそうだから  □単位を取りやすそうだから  

  □その他（                                               ） 

 ・なぜ副専攻を履修せずに「予測生物学」のみ履修しているのですか？   

  （                                                     ） 

 

３．その他，「生命情報学」副専攻に対するご意見ご要望を書いてください。 

 

 

 

 

どうもありがとうございました。
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資料１８ 生命情報学学部副専攻の設置案内 
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資料１９ 生命情報学教育研究センターホームページ 
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資料２０ 国際化加速推進事業ホームページ 
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