
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ インターンシップの実施 
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Ⅲ インターンシップの実施 

 

 インターンシップは生命情報学を使いこなすための実践的な教育として実施し，当初は「生命情

報学演習」の一環として行っていたが，平成 20 年度からは，大学院共通科目「インターンシップ

（大学院）」（前期課程），「プロフェッショナルインターンシップ」（後期課程）としても履修できるもの

とし，旅費の支援を行ってきた。今年度も研修先として，国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ 研究

センター，タカラバイオ株式会社ドラゴンジェノミクスセンター，および日本原子力研究開発機構

の 3 つのグループ（生体分子シミュレーショングループ，量子ビーム遺伝子資源研究グループ，

生体分子構造機能研究グループ）にご協力いただくことができた。このうち，国立遺伝学研究所の

五條堀孝教授によるプログラムの元で，1 名の学生が研修を受けた（表 6）。 

 参加学生には，平成 22 年 1 月 6 日に本学でプログラム担当者（松浦）と学生の指導教員（作田）

による事前指導を行った。国立遺伝学研究所においては特別共同利用研究員としての手続きを

とり，五條堀教授との研修内容の打ち合わせ，研修宿泊施設への手配等を経て，2 週間の研修に

至った。 

 研修終了後には，レポート提出のほか，大学に戻ってからの事後指導として，研修成果の成果

報告会を公開で行った（資料 12）。以下には，研修を指導していただいた五條堀教授からの「イン

ターンシップ実施報告書」，および学生による「インターンシップ研修報告書」，および，研修レポ

ートと成果報告会の発表内容を許可を得て掲載する。このような研修によって，生命情報学を駆

使した高いレベルの研究を知ると同時に，研究者や社会人のあり方や，さまざまな分野の研究者

が集まる研究所の様子を知ることができたことは，今後の学習にとっても大きな効果があると考え

られる。 

 

表 6 インターンシップの概要 
 

研修先 担当教員 研修期間 人数 

国立遺伝学研究所 

生命情報・DDBJ 研究センター 
五條堀 孝 平成 22 年 1 月 13 日〜1 月 26 日 1 名 
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インターンシップ実施報告書 
 

平成２２年１月２８日 

 

お 茶 の 水 女 子 大 学 長 殿 

 

所在地   静岡県三島市谷田 1111      

大学共同利用機関法人 
情報・システム研究機構

名  称   国立遺伝学研究所           

責任者   五條堀  孝      印       

 

 貴学とのインターンシップについて、インターンシップ実施計画書のとおり実施したので、 研修

生の個人評価を添えて報告します。 

 ついては、今回のインターンシップについての所見は下記のとおりです。今後のインターンシッ

プ実施に向けての参考としてください。 

 

 

 

記 

      

１.貴学とのインターンシップについての所見    

  

 

研修生が非常に熱心で、知識を得ようという意欲が強く、また、当研究室にとっても研修生の受け

入れは良い刺激となり、有意義であると思う。 

 

 

２.貴学の派遣した研修生についての所見      

 

何事にも積極性が高く、講義や研究紹介などの与えられたカリキュラム以外の行事にも自ら進ん

で参加し、周囲の人と交流し学ぼうと熱心に努めていた姿勢が評価できる。また、課題として与え

た模擬研究にも熱心に取り組み、教えられた方法だけでなく、自らも積極的に方法を模索、試行

し、短い期間ながら一定の成果を出した点を高く評価する。 

 

 

３.貴学への要望など      

 

所属学部・学科や学年の情報だけでは研修生がどのような学修･研究背景を持っているかがわか

らないので、より詳しい学修･研究背景についての情報や、研修生がどういった事を学びたいと考

えているかという希望を前もって教えていただけたら、個々の研修生の能力および期待により合っ

た指導を行えると思う。 
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インターンシップ研修報告書 
 

平成２２年１月２８日 

 

 

お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 

 

 

氏 名    吉澤 江理子    

 

 

授 業 科 目 生命情報学演習 指 導 教 員 作田 正明     印 

研 修 先 国立遺伝学研究所 指 導 担 当 者 五條堀 孝     印 

研 修 期 間 平成 22 年 1 月 13 日～平成 22 年 1 月 26 日 

 

 

１． 今回の研修課題 

 

『ブラシノステロイド情報伝達変異体 bil3 原因遺伝子の進化学的解析』 

 

 

２． 研修課題に対しての成果の概要（課題についてのレポート(自由形式)を添付するこ

と） 

 

BIL3 遺伝子の植物種内における進化の過程を、バイオインフォマティクスの手法を用いて解析

をした。その結果、アブラナ科において BIL3 のパラログが３つ存在するのではないかという考察

が得られた。 

 

 

３． 指導担当者の所見 

 

短い時間ながら、意欲的にいろいろな事に取り組み、最終的に BIL3 遺伝子の植物種内の分子系

統樹を作り上げた事は、高い評価に値する。好奇心も旺盛で、探究心にも燃えており、研究者の

大事な素質である熱心さをもっている。他の人との協調性もあり、非常に真剣に何でも取り組むの 

で、研究室の皆から好かれた。将来の発展が大いに楽しみである。 
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インターンシップ報告レポート 
 
 国立遺伝学研究所の遺伝情報分析研究室における二週間のインターンシップでは，研究内容

紹介，講義を行って頂き，そこで教わったことをもと

に実習を行った。 

 今まで授業で生命情報学を学んできたが，実際そ

れを利用して何がわかるのかということを理解してい

ないため，データベースなども闇雲に使っていたが，

今回の研修で，バイオインフォマティクスを実際に使

用している研究者の方々に研究紹介をして頂いたこ

とにより実際にどの様に活用して行けばよいのかを

学ぶことが出来た。 

 自分の研究材料の解析を目的とした実習では，より実践的なデータベースなどの使用方法を会

得することが出来たと思う。 

 以下の様に今回の研修の報告を行う。 

A. 研修内容 

B. 実習成果 

 
A.研修内容 

第一日目（1/13（水）） 

1. オリエンテーション（五條堀先生） 

 五條堀先生に，インターンシップについてのオリエンテーショ

ンをして頂いた。 

 お部屋には『啐啄同時』と書かれた色紙が飾ってあった。 

 卵の中からヒナが殻を破って生まれ出ようとする瞬間，内側か

らヒナが殻をつつくのを「啐」，外から親鳥がつつくのを「啄」と

いい，このタイミングが合わないとヒナは死んでしまう。という意

味であるとおっしゃっていた。 

 インターンシップでは知識を得ようとするのではなく，人生観，

哲学を学ぶと良いというアドバイスを戴いた。 

 

2. 自己紹介・研究紹介のプレゼンテーション 

 本来は遺伝研では英語での発表が基本であるらし

いが，日本語での発表をさせて頂いた。これまでは

植物学が専門とする会合での発表がおもだったため，

そうではないときに，どの様に発表したら内容が伝わ

るのかが難しかった。 
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3. 実習内容のカウンセリング（池尾先生・金城さん） 

 私の研究対象である遺伝子 bil3 についての解析を行わせて頂けることになった。先生方が関

連した講義を行って下さるので，その講義を通して手持ちの遺伝子に対して実際に何が出来る

のかを考えていく。 

・ 構造予測，機能予測 

・ 多種でのホモログを探す 

などが出来たらよい。 

 

第二日目（1/14（木）） 

1. 国立遺伝学研究所研究会「次世代シーケンサーを活用したゲノム多様性の研究」 

  ヒトゲノム多様性研究会の集会に参加した。この

研究会は五條堀先生が立ち上げ，年に一度このよう

なセミナーを遺伝研で開催している。 

 今回のテーマは「次世代シーケンサーを活用した

ゲノム多様性の研究」ということで，次世代シーケン

サーで得られた情報を研究にどう生かすか，という

発表が行われた。 

 次世代シーケンサーを用いることで低発現の転写産物や SNP などが検出できるようになり，

配列から得られる情報が多くなった。 

 ヒトゲノムの研究ということで「テーラーメイド医療」など，医学的な発展が期待できるという発表

が数多くなされていたが，「ネアンデルタール人

の DNA 解析」などの進化学的な研究に次世代シ

ーケンサーを用いるという発表もあり，非常に興味

深かった。 

 

第三日目（1/15（金）） 

1. 講義「バイオインフォマティクスの基礎」（池尾先

生） 

 ゲノムが目の前にあったときに，何をしていく  

か。生理学的特徴の差異をゲノムから推測した  

いときの手法として 

1. 機能解析 

2. 比較進化学 

を用いた手法がある。 

例えば，コレステロールからステロイドを合成  

する酵素は植物で見つかっていない。存在は  

するはずだが，動物の酵素との相同性検索で

 45



見つかってこない。その理由として，活性部位は類似だが構造は異なる酵素である可能性があ

る。モチーフ検索を行うことで見つけられる可能性もあるが，生化学的知識を利用していく必要 

がある。 

2. The 1386th Biological Symposium（長谷川先生） 

“Tempo and Mode of Chloroplast Evolution, and Plants Phylogenetics” 

 葉緑体ゲノムで系統樹を作成すると，イネ科において枝が長くなり，イネ科における進化速度

がかなり速いということが推測される。だが，その長い枝のどの部分でも同じ速度で進化したと

は限らず，ある一部分で進化速度が急激に上がっていたという可能性も考えられる。そこで，進

化における正しいタイムスケールを作る手段を考える必要が出てくる。 

 イネ科植物の葉部に形成され，形状により種を特定することが可能であるプラントオパールを

用いてイネ科の分岐年代を調べるという方法で，信頼できるタイムスケールを作ることが出来

る。 

 

第四日目（1/18（月）） 

1. 講義「タンパク質の立体構造予測 ドメイン分類の実際」（福地先生） 

配列が似ていれば構造は似ているだろうという考え方によ

り，タンパク質の立体構造が予測されている。 

 ドメインの種類は有限であると言われており，配列からのド

メイン予測は現在かなり実用的になってきている。しかし，ド

メイン間の相互作用，それぞれのドメインがどうくっついてい

るかを計算によって予測するのは現時点では難しい。 

 

2. 講義「公共データベースと解析ツールの紹介」（鈴木先生） 

 本質は「祖先を共有する物を見つけたい」のでありその手段として 

1. 配列が似ているという手法で探す 

2. 構造が似ている 

3. synteny（構造を持たない蛋白質について同じ locus の物をホモロジーがあると見なす） 

などを用いる。「配列が似ている物を見つけたい」訳ではないことに注意する。 

 配列が似ている物からホモロジーを推測するには問題点があり， 

・ 塩基置換が何度も起きて元に戻ることがある 

・ モザイク状に，（全体ではなく）部分的なホモロジーがある可能性がある 

・ non-homology のテストをする必要性がある（ランダムに二本の配列を取ってきたときよりも似

ているか） 

等を考慮に入れる必要がある。 
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第五日目（1/19（火）） 

1. 研究紹介（金城さん） 

ウニ幼生の神経節特異的な発現遺伝子の探索 

2. 研究紹介（小林さん） 

狂犬病ウイルスの感染経路の解析 

哺乳類ゲノム内在性非レトロ RNA ウイルス遺伝子の発見 

3. 講義「生命と知の進化」（五條堀先生） 

 「バイオインフォマティクス」とは，生命現象を『情報の流れ』

として捉え，その全体像の理解と，そのための先端 IT の生

命科学への応用を行うものである。 

 実験的に行えない『生命の再構築』―世代間や個体内外における情報の流れをシミュレート

する，というコンピューター上の実験によって生命情報を捉えることが出来るようになった。 

 最初は生命活動をシステムとしてみていき，情報として記録することから始まる。いきなり生命

現象の全体像をシミュレートすることは出来ないため，階層を順番にたどる必要があるからだ。

しかし，システムの記録を生物を変えて繰り返すだけでは意味がない。大事なのは保存性多様

性を調べていくことだ。一つのシステムだけに囚われると，生命現象の理解という目的に到達で

きなくなる。 

 そのシステムごとのばらけた情報を因果関係で結ぶのが統合化である。データベースは，た

だデータを収集しているものではなく，その「どう結ぶか」を表しており，自分の生命への理解の

表現とも言える。どういう因果関係を使って結んでいくかは｢思想｣を用いる。生命現象の理解に

通じる「思想」とは進化学である。 

 

第六日目（1/20（水）） 

1. 研究紹介（中川さん） 

 真正細菌と古細菌における蛋白質翻訳開始機構の多様性 

2. 研究紹介（シャンさん） 

The search for the origin of cnidarian nematocysts in 

dinoflagellates in Evolutionary Biology from Concept to Application.

 

第七日目（1/21（木）） 

1. ラジオ収録 

ボイスキュー FM みしま・かんなみ『遺伝研サイエンスアワー』 

 「人類はどう誕生し，どう繁栄し，どんな未来に向かっていくのか  

…遺伝研究機関の世界の頂点，三島の「国立遺伝学研究所」を 

毎週スタジオにお招きして，遺伝に関する最先端の情報をどなた 

にもわかり易く」をコンセプトに 30 分の放送を行っているラジオ番 

組，『遺伝研サイエンスアワー』に出演させて頂いた。 

 47



 私はインターン生ということで，大学生活や外部から見た遺伝研の感想などをお話しした。研

究の内容や研究者が何を考えているのかなど，世間の人に伝えるということはやはり大事であ

ると感じた。一方で，普段全く考えたこともなかった「放送の裏側」を体験し，プロの仕事を見るこ

とが出来て楽しかった。 

2. 研究紹介（フアさん） 

Evolution of animal eye 

3. 研究紹介（リュウさん） 

Coevolution of transcriptional coactivator MBF1 and TATA-box binding protein TBP 

Midline governs axon pathfinding by coordinating expression of 2 major guidance systems 

4. 研究紹介（早川さん） 

The ocelloid of Erythropsidinium is a camera-type eye of endosymbiotic origin 

 

第八日目（1/22（金）） 

研究紹介（冨田さん） 

Bioinformatic approach for exploring and elucidating interactive associations in large-scale 

biological data 

酵母の系統解析 

 

第九日目（1/25（月）） 

研究紹介（高久さん） 

Search for the evolutionary origin of gap junction 

電子顕微鏡の使い方 

 

B.実習成果 

 
実習課題： 

「ブラシノステロイド情報伝達変異体 bil3 原因遺伝子の進化学的解析」 

 

実習の目的： 

 ブラシノステロイドはすべての植物種に存在するため，その情報伝達に関わる BIL3 遺伝子もす

べての植物で見られるのではないかと考えた。そこで，どのように BIL3 が進化したのかの解明を

目的とし，バイオインフォマティクス的手法を用いて，その解析を行った。 

 

概要： 

 BIL3 候補遺伝子 [Arabidopsis thaliana unknown protein]（63aa）のアミノ酸配列を用い，TIGR 

Plant Transcript Assemblies で tblastn を用いてホモロジー検索を行った。 

 対象は Viridiplantae (Green plants) [252 species, 11006058 ESTs] 
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 そしてE-value<10-5であるESTをそれぞれ収集し，Clustalwによりマルチプルアラインメントを行い，

系統樹をNJ法で作製した。 

 アラインメントは塩基配列で行い，BIL3 の CDS と同じ長さで EST を切り取った。 

 

結果： 

 作成した系統樹は以下のようになった 
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 この系統樹によって 

・BIL3 はアブラナ科近縁種の複数の種で見られる。 

・BIL3 のパラログはシロイヌナズナにおいて３つ存在する。 

・祖先において一つの遺伝子であったかどうかはわからないが，アブラナ科において，BIL3 の祖

先遺伝子は４つに分かれた可能性がある。 

ということが考えられた。 

 

感想： 

 どの様なデータベースを使うかということが非常に重要であるということを実感した。概要には記

さなかったが，実際はデータベース探しに非常に時間がかかり，一時はこのまま何も出来ずに研

修期間が終わってしまうのではないかと焦ることもあった。 

 この実習中に一番驚いたのは，「データベースは人が作ったものである」ということだった。よく考

えてみれば当たり前なのだが，これまでは「何か適当に質問してみたら何か答えが出てくる不思

議な箱」の様なイメージでいたように思う。  

 この実習中に意識が今の様に変わったことで，生命情報学をどう使っていくべきかについてこれ

から考えていく第一歩が踏み出せたのではないかと思っております。 

 

謝辞： 

 今回研修生として受け入れて下さり，ご多忙の中ご指導くださいました五條堀孝先生をはじめ，

遺伝学研究所 遺伝情報分析研究室の皆様に心より御礼申し上げます。 
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資料１２ 「インターンシップ報告会」開催案内 

 

 

お茶の水女子大学 女性リーダー育成プログラム
「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」

------------------- 問合せ先 ---------------------

「生命情報学を使いこなせる女性人材の育成」事務局
TEL：03-5978-5698 E-Mail：bioinfo@cc.ocha.ac.jp
HP：http://bioinfo.is.ocha.ac.jp/index.html

日 時：平成２２年２月１８日(木)１２：２０～１２：５０

場 所：理学部２号館４０５室(生物学第２講義室)

発表者：吉澤 江里子(ライフサイエンス専攻 M１) 

本プログラムによる大学院生のインターンシップは、平成21年度で4年目を迎えまし
た。今年度も、参加学生の体験したインターンシップの内容とその成果を発表いたし
ます。皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。
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