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　私は学位を取得する直前にバイオインフォマティクス分野
について初めて知りました。それまでコンピュータ科学の研
究をしており、実は今後の研究テーマについて悩んでいた時
でした。「バイオインフォマティクスなら社会に直接役立つ
研究ができるかもしれない！」と思い、コンピュータ科学は
役立たないとは思っていませんでしたが、生命に直接繋がる
研究の可能性に魅力を感じました。
　その後、21世紀に入り、少しずつバイオインフォマティ
クスについて勉強しながら、京都大学のバイオインフォマ
ティクスセンターで糖鎖生物学・情報学の世界に入りました。
これもまたゲノムとは異なる、ケモインフォマティクスにも
重なる分野として、様々な観点から複雑な情報を秘める分子
として面白かったです。
　16年前に創価大学に移り、糖鎖インフォマティクス研究
を粘り強くし続けてきました。すぐに糖鎖生物学研究者との
共同研究には至らず、糖鎖情報学で何ができるか、明確に示
して納得して頂くまで、執念が必要でした。国内外の学会で、
研究開発したツールやアルゴリズムを紹介し、様々な批判的
なコメントも含めて、アドバイスをいただきました。そのア

ドバイスを生かしながら、少し
ずつ共同研究の依頼をいただけ
るようになり、少しでも役立て
るツールやデータベースを開発
できることに喜びを感じました。
　そして今年度、東海国立大学
機構　糖鎖生命コア研究所、自
然科学研究機構　生命創生探究
センター、創価大学　糖鎖生命
システム融合研究所は、文部科学省の「共同利用・共同研究
拠点」：糖鎖生命科学連携ネットワーク型拠点に認定されま
した。認定された成果の一つは我々の研究開発テーマである
糖鎖科学ポータルGlyCosmosの開発にあり、バイオインフォ
マティクスおよびデータベース技術が重要な役割を果たしま
した。
　本拠点を基盤とし、「ヒューマングライコームプロジェク
ト」も推進し、バイオインフォマティクス技術がますます重
要になります。ゲノム、プロテオームに続き、第3の生命鎖
として糖鎖（グライコーム）の重要性を訴えています。バイ
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バイオインフォマティクス研究成果でノーベル賞？
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オインフォマティクスが目指す一つの目標は、生命の働きを
明らかにすることである思います。またその目標に向かって
集めてきた知識に基づいて、創薬のみならず、健康維持、環
境との関係も視野に入れている研究者もいます。これらの研
究の鍵となるのが重要な翻訳後修飾である「糖鎖」にあると
確信しています。
　さてバイオインフォマティクス全般的な話に戻しますと、
バイオインフォマティクス研究の成果から、ノーベル賞を目
指す研究者がいるかと思います。私が糖鎖インフォマティク
ス研究をしている中、バイオインフォマティクスはツール・
道具に過ぎない、と言われてきました。確かに、バイオイン
フォマティクスから得られる成果・情報・知識は、実験など
により証明されなければ、理論に過ぎません。基本的な
Scientific methodは仮説立てとその証明にあります。では、
バイオインフォマティクス研究からノーベル賞を受賞できる
ようにするためには、信用できる・される実験者との共同研

究にしかないことになります。本当に役立つバイオインフォ
マティクス研究はそこにあると思います。
　若手研究者へのメッセージとしては、すぐに信用して頂く
ことは（通常は）難しく、粘り強さとご自分の研究における
確信が必要です。そして様々なウェット系の学会などに参加
して、研究成果のアピールをすることです。最初は様々な厳
しいコメントをもらったとしても、それらのコメントを受け
止めて、研究に生かしていけば、いずれは信用され、認めら
れるようになります。この過程が重要であると思います。
　多様な分野と関係しうるバイオインフォマティクス分野で
すので、会員からできうるライフサイエンスの共同研究ネッ
トワークは膨大になると思います。そしてこのネットワーク
から、いつかノーベル賞が得られるような成果に結びつくと
思います。本学会の益々の活躍に期待しています。
� 木下　聖子
� 創価大学　糖鎖生命システム融合研究所

荒川　和晴（慶應義塾大学　先端生命科学研究所）
岩崎　渉（東京大学　大学院新領域創成科学研究科）

大上　雅史（東京工業大学　情報理工学院　情報工学系）
尾崎　遼（筑波大学　医学医療系／人工知能科学センター）

小林　徹也（東京大学　生産技術研究所）
福永　津嵩（早稲田大学　高等研究所）

（編集：尾崎・福永）

　今から10年前の2012年に、バイオインフォマティクスの
あり方について、若手研究者による多様な議論が交わされた
ことがありました。JSBiニュースレター第25号に「次世代
の生命情報科学に向けて - 若手研究者からの視点・論点」と
題する特集が組まれ、また、同年10月の生命医薬情報学連
合大会において、「NGS 現場の会・オープンバイオ研究会・
生命情報科学若手の会・定量生物学の会　4会合同シンポジ
ウム『これからの生命科学を考える』」が開催されました。
　それから10年経ち、この時の「答え合わせ」と今後の展
望を議論するため、2022年1月31日に、2012年当時の著者・
演者である荒川・岩崎・大上・小林と尾崎・福永で座談会を
Zoomで開催しました。
　本特集では、その座談会の様子を前後編に分けてお届けい
たします。後編は次号に掲載予定です。

配列相同性検索と遺伝子機能推定
尾崎　本日はお集まりいただきありがとうございます。今日
の座談会の目的ですが、まず2012年に何があったかを簡単

に説明させていただきます。2012年は、若手研究者による
バイオインフォマティクスのあり方について、多様な議論が
交わされていました。まずJSBiのニュースレターで『次世代

特集「座談会：次世代の生命情報科学に向けて　前編」

左上から横に、岩崎、尾崎、荒川、福永、小林、大上
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の生命情報科学に向けて・若手研究者からの視点・論点』と
いう特集があり、荒川さん、岩崎さん、大上さん、川島武士
さん、佐藤行人さんが熱い記事を書かれていました。また、
その年の生命医薬情報学連合大会では、「これからの生命科
学を考える」という題で、NGS現場の会・オープンバイオ研
究会・生命情報科学若手の会・定量生物学の会の合同シンポ
ジウムがありました。このシンポジウムではセッションが3
つもあって、4会から12人の演者が参加し、様々な観点から
今後の生命科学の方向性について議論が交わされていました。
　今年2022年はそれからちょうど10年目なので、その「答
え合わせ」をしたいと考えています。テーマとしては3つあ
ります。（1） 10年前に考えていて予想どおりだったこと、（2） 
10年前に考えていて結構変わったこと、（3）10年後どうなる
か、を議論できればと思います。まずは過去から今までの話
をできればと思います。

　まず、岩崎さんから、10年前に考えていて予想どおりだっ
たことと、結構予想と変わったことを話してもらってもいい
でしょうか。

岩崎　私は、配列相同性検索（配列類似性検索）がボトルネッ
クになってるのがしんどいなということは、この10年間ずっ
と思っていました（図1〜2）。これについては、AlphaFold
のように配列から構造を予測できる、配列だけから解析でき
ることも進みつつあるので、そういう意味では、少し変わり
つつあるのかなというふうに思ってはいます。
　「ゲノム解読」という言葉は、昔はよく使われていました
けど、最近あまり使われてないような気がしていました。と
いうのは、解読というからには、何か意味を読み取れないと
いけないと思うんですが、文字列を明らかにしても、そこか
ら意味を読み解くということは、なかなか難しかったという
ことがあったと思います。ただ最近だと、配列からいろんな
ことが、構造も予測できるし、どこの遺伝子がどれぐらい転
写してるかとか、エピジェネティックな状態とかも予測でき
るようになってきたということで、ようやく、20年前から
ゲノム解読という言葉を使っていましたけど、そういうこと
が可能になってきたかなというふうにも思ってはいます。

尾崎　配列相同性検索でアノテーションできるものって増え
たんですか。類似性検索をする場合に、本当に全然データベー
スに類似配列がないねっていう場合と、類似する配列はあっ
ても、結局アノテーションが付いてない配列っていうのが
あって知識が増えないという場合がありますよね。それは
ずっと昔からあると思うんですけど、アノテーションされて
ない配列の知識を精力的に増やす研究って、例えば、バクテ
リアだったり、モデル生物や人でもいいんですけど、あった
りしましたっけ。

大上　私の個人的な意見だと、そういう一つ一つのアノテー
ションを、いわば、博物学的にやるっていう研究は、もちろ
ん今までもこれからも続くと思うんですけど、「よく分かん
ないけど全体から何とか情報を抽出してやろう」みたいな研
究は増えましたね。メタゲノムもまさにそうだと思いますけ
ど、よく分かんないまま全体を扱って、その中からなんか意
味ありげな雰囲気を醸し出している情報を抽出してやろうみ
たいな研究は増えて、たくさん多分出てきたんですけど、よ
く分からんっていうのが現状のところかなというふうに思っ
てます。

岩崎　メタボロームをいろんな条件で網羅的に測って、遺伝
子の機能を予測しようみたいな研究は、荒川さんがつぶやい
てませんでした？「これをやるべきだった」みたいな。

荒川　メタボロームでというのは、ちょっと分からないです
けど、よく使われるのは、発現相関ですよね。どういうタイ
ミングで同じように遺伝子発現が変化しているかということ
を調べて、大体類似しているパスウェイを探そうというよう
なスクリーニングは前からやられていて、それは配列の類似
性は全く関係なくやっている。特に細胞の種類が多い多細胞

図1：2012年シンポジウムのスライドより

図2：2012年シンポジウムのスライドより
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生物だと、発現しているタイミングと、どういう細胞でどう
局在するかというところが一致していれば、比較的似ている
カテゴリーのものが多くなってくるだろうと類推するスク
リーニングは、比較的有効に使われている技術の中の一つか
なというふうには思います。

福永　結局CRISPRで各遺伝子をつぶしてみたいな研究は網
羅的にやられてるわけで、そういう意味では、機能がよく分
かってない遺伝子についても、何らかしらの実験結果は、探
せば出てくるとは思うんですけど、それをどうまとめる、結
局どの段階で既に機能が分かったっていうのがよく分からな
いというところはあるんじゃないかとは思いますけれども。

岩崎　バクテリアだとKeioコレクションは前からあります
よね。

荒川　例えば、酵母とかで、ノックアウトしてもフェノタイ
プが変化しない遺伝子が半分ぐらいじゃないですか。こうい
うことは、もう20年前からずっと言われていることなので、
必ずしもノックアウトで機能が見つかるかっていうと、そう
でもないと思うんですよね。ちゃんと適切に動いていくタイ
ミングが分かってないと。

福永　そうですね。だから、ノックアウトで分かってないと
いっても、ストレスを与えたときにどうなるのかとかいう、
そこまでいろいろ環境条件を振れば、また変わってくるとい
うのもありますので。

尾崎　2018年のPLOS Biologyの論文で、GWASとかCRISPR
とかsiRNAでのスクリーニングの結果から、あんまり論文書
かれていないけど、機能がわかりそうな遺伝子は結構あるよ
という解析がありましたね。今はそこから4年たっているか
ら、また状況は違うかもしれませんが、大規模にスクリーニ
ングしても、誰も研究しない遺伝子は結構転がっているのか
なという印象があります。

荒川　大腸菌のY genesがまずそうですよね。機能未知遺伝
子ってやつですね。初期のゲノミクスで大腸菌でアノテー
ションが付かなかったものがY genes、「Y」から始まる遺伝
子名が付いていて、当時3割ぐらいあって、この20年間で多
分1割5分から2割ぐらいまでは減ったんですけど、いまだに
機能が分かってないものも多くて。ただ、結構コンディショ
ナルに重要な役割をするやつらは多いんですよ。そういうコ
ンディショナルな状況っていうのを実験室内でなかなかつ
くってなかったから、そもそも発現もしなかったり、相互作
用パートナーがいなかったりとかで、よく機能が分からない。
いろんな変動をかけたところで、きちんとよく分かってないっ

ていう状況が多かったんですけど。だから、まだしょせんそ
の程度ですね。大腸菌の全ての遺伝子の機能すら全然分かっ
てないっていう相当未熟なレベルに我々はいると思います。

岩崎　やっぱり10年前は、機能未知遺伝子の推定について
はもうちょっと10年後進んでてほしかったなって思ってい
た気もします。でも、あんまり本質的には変わってないな、
そんな感じがします。

福永　それは結局、岩崎先生の言うところのロースループッ
トな実験が必要になるって部分が解決されてないからってい
うことでしょうか。

岩崎　そういうことですし、さっきのAlphaFoldの話も
ちょっと出ましたけど、配列を読み解くっていうことは、な
かなか出来ていない。つまり、遺伝暗号の解読が50年前で、
1960年代とかじゃないですか。そこから50年たっても、タ
ンパク質のアミノ酸配列は分かるけど、その先が進まないっ
ていう状況が50年間あまり変わらなかったのかなとは思い
ます。

荒川　10年なんて一瞬ですから。

定量生物学的視点から10年を振り返る
岩崎　次は定量生物学的な観点を小林さんに伺うのはどうで
しょうか。この10年を振り返っていかがでしょうか。

小林　まず10年前と比べて大きな変化だったなと思うのは、
バイオインフォと定量の接点が大きくなってきたことですね
（図3〜5）。定量計測とか理論は元々イメージジングと相性
がいいんですけど、シーケンスやバイオインフォの間ではや
りたいことがちょっとずれてて、これまで接点が少なかった
と思います。ただ最近は、バイオインフォのほうからシング
ルセルRNA-seqの技術が出てきてから、分類とか同定だけ
でなく分化系譜のような、擬似時間的なものを推定しましょ
うという話が出てきています。
　さらに、RNA velocityのような話題も出てきましたよね。
スプライシングのモデルを入れて、遺伝子発現の時間的な変
化方向も推定しましょうというふうになってきたことで、も
ともと時間変化やダイナミクスと理論とを組み合わせると
いった研究は、どちらかというと定量のほうの話だったわけ
なんですけど、シーケンスのほうがこういう問題に結構近づ
いたというか、接点が大きくなってきて、いつの間にかワディ
ントン・ランドスケープとかベクトル場のような話とかもバ
イオインフォからいろいろ出てくるようになってきています。
　一方で、定量のほうは、10年ですごい進んだかっていうと
そうでもないんだけど、順当に1個の細胞とかを測っていた
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ところから、マイクロ流路とか、画像の自動追跡とかを使っ
て、かなり多数の細胞を同時計測して、時間方向で見るみた
いなことができるようになりました。だから、昔はシーケン
スのほうが多数の細胞を見れて、イメージングは少数しか見
れなかったという状況だったのが、定量の方も多数・多次元
になってきている。最近だとラマンとか使って、イメージン
グなんだけどオミクス的に高次元情報も取ってきましょうみ
たいなの技術が出てきてるので、オーバーラップがかなり大

きくなってきたなというのが、この10年で僕がとても感じ
る変化と思ってます。自分は定量の中でも理論系なので、実
験のほうの人からすると、自分とはあまり接点ないよみたい
な人もいるとは思うんですけど、理論系としてはやることが
すごい広がって、10年たってより楽しくなってきたなとい
う感じがあります。

岩崎　予想どおりという感じなんですかね。予想以上ですか？

小林　予想より早い感じですね。もうちょっとかかるかなと
か思っていたんですけど、結構早いなと。最近RNA velocity
のことを調べたりもしているんですが、使っている技術とか
中のモデルとかを見ると、これが出てきてから、さらに近づ
いたと個人的には感じてます。

尾崎　最近、空間トランスクリプトームデータとかが取れる
ようになってきて、シーケンスベースの手法もあるんですけ
ど、イメージングベースでマルチプレックスされたFISHみ
たいなデータを取って、それをシングルセルみたいに扱うと
いう手法もあります。結構データ解析手法の論文とか出てき
てるんですけど、イメージングで使われてるようなアルゴリ
ズムを使ってたりとかもするので、データ解析手法も交流と
いうか、混ざってきてるなって思って面白いです。

NGSとシングルセル解析
岩崎　シングルセル解析って、10年前はどんな感じでしたっけ。

尾崎　プレートベースの手法で、96ウェルに一個一個、細
胞が入って、だからN＝100もないという状況でした。それ
で、たくさん細胞があってすごい、みたいな。今は、数万と
か数十万とか細胞を集めてきて解析するというような話にな
るので、もうすごいスピードで変わりましたね。

岩崎　シングルセルとか、空間トランスクリプトームみたい
なのは、この数年でものすごい進みましたよね。そういうの
は、案外みんな予想してなかったのか、みんな思ってたのか
……。

荒川　Drop-seqありませんでしたっけ？　2012年の段階
で。SMARTerは普通に使ってた気がするんですけど。

尾崎　Drop-seqは、2015年ぐらいですね。その前のプレー
トベースの技術は多分10年前にあったのかな。Tang et al. 
が確か2009年なので。

岩崎　だから、そういう分野ってのは、多分10年前に思っ
てたよりも進んだっていう、答え合わせ的な意味で言えば、

図5

図3

図4
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そういうとこはありますか。
　あとラマン光学もすごく進みましたよね。一方で、さっき
言ったような非モデル生物のゲノミクスは、同じようなこと
をずっとやってるような気が私はしています。だから、そう
いう意味では、予想というか、期待どおりにはいかなかった
かなっていう感じですかね。

福永　10年前は、BGIが「ゲノムをバシバシたくさん読むん
だ」という雰囲気の時代だったような気がしますね。

尾崎　あとENCODEプロジェクトとかもありましたよね。

荒川　ナノポアとかで本当に気軽にみんながゲノム決められ
るようになったのは、予想できた未来だったけど、ちゃんと
順当に民主化はされてきたなという気がしますね。

福永　10年前だとロングリードはPacBioは既にありましたね。

荒川　ナノポアがちゃんと製品を出したのは2016年からだ
と思うので、10年前はプロトタイプがやっと世の中に知ら
れたぐらいの時期だったと思いますね。だから、本当に全て
のラボでちゃんとゲノム読めるようなレベルになるっていう
のは、簡単に予測ができた未来だったけども、ちゃんと実現
してよかったなとは思います。

岩崎　あとは、配列類似性検索でDIAMONDとかMMseqs2
のようなソフトウェアがこれだけ一般的に使われるようにな
るっていうのは、ちょっと予想してなかったですね。BLAST
でみんなやってましたし、NCBIや配列アルゴリズムやソフ
トウェアを作るのが得意な人もたくさん取り組んでいた中
で、こういう変化は正直予想していなかったです。

荒川　いや、速いのはずっと昔からたくさんあったんですけ
ど、結局BLASTのほうが引用数もあるし、みんな使ってるし、
レビュアーから文句言われないからっていう理由でBLAST
が使われてるだけで、結構、内側ではみんな色んなツールを
使ってたと思いますね。

尾崎　それで言うと、バイオインフォの論文って結局、一つ
のタスクにたくさんあって、でも、使われるのは少数ってい
うのは変わってないなっていうのは何となく思っています。
ちょうど数日前に……。

岩崎　論文のジニ係数が高い、みたいなことが話題になって
いましたね。

尾崎　そう。それを読んで、バイオインフォは知識積み上げ

型の分子生物学と違うなと強く思いました。

岩崎　細胞生物学で流行ったのは、相分離とかですか、この
10年。というか、最近ですけど。

小林　クロマチンとかもかなりやってますよね。

尾崎　そうですね。エピゲノムは、やっぱ読めるようになる
と、みんな測りたくなるっていうのはありますね。測ると、
何か出てきたり、出てこなかったりする。

荒川　挑戦的なことを言えば、そういう技術の中でシングル
セルって、いまいちできることに対して見つかったことが少
ないというか、あんまりきちんと有効活用できてない印象な
んですけど、その辺、尾崎さん、コメントあります？

尾崎　なんとなくですが、人間からデータ解析を離したほう
がいいんじゃないかなっていうのはありますね。いろんな分
野で使える技術なので、いろんな分野のシングルセルの話を
聞いて思っているのは、基本的にデータ解析する人は、その
同じ分野のシングルセル解析で、何が使われてるかっていう
のを見て解析するんですけど、一方で、解析手法のカタログ
によって分かることって、もっとあるだろうと。そのデータ
で分かることはもっとあるはずなのに、みんなそうしないで
論文書いて、論文書いたらもうシングルセルのデータはその
ままみたいな感じになっている印象ですね。

荒川　そういう技術的にもいろいろと不幸な面があって、そ
の空間情報とか細胞の種類っていう別のラベル情報がない状
況でシングルセルやっても、よほどしっかり目的が固まって
いないと、いい情報が取り出せないっていう中で技術が発展
してきていますよね。すごく技術先行で、アプリケーション
としては取りあえず使ってみるみたいなものが結構多い時代
があった部分は否めなくて。そういう意味では、今、ようや
くそこのラベリングができるようになってきつつあるのか
な。まだだいぶ不安はたくさんありますけれどもっていう状
況かなと思います。

尾崎　それはおっしゃるとおりで、やっぱりうまく使えてる
人って、特定の細胞を特異的に分取するための仕掛けを持っ
てる人とか、もともと細胞の分離のノウハウを持ってる人と
かだったりするので、その細胞集団をうまく切り分けられな
いと、今のところうまく使いこなせてないかなっていう印象
はあります。

荒川　新しいテクノロジーが論文レベルで出てくるのがまず
あって、そこからそれが一般的な試薬化とか機械化されて販
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売されるまでに、5年から10年弱のタイムスパンがあって、
さらに、そこからそれがユーザーが増えるのに、5年から10
年ぐらいのスパンがありますよね。例えば、NGSの一番根
本的な技術って、90年代半ばぐらいにはもう完全にできて
たんだけど、2005年ぐらいに市販化されるまで、そんなに
多くの人の手には渡ってなくて。でも、ちゃんとそれをみん
な使い始めたのって、2010年とか、遅い人は2015年ぐらい
からみたいな感じだったと思うんで、10年って、そういう
意味では、テクノロジーができてから普及フェーズに入って、
さらにユーザーが使って、集団でコミュニケーションができ
るまでっていうところの半分ぐらいの時間でしかないんです
よね。
　ちゃんと前が見えてる人にとってみると、10年前にはも
うそのテクノロジーは論文としては存在しているので、それ
が世に広がることっていうのは目に見えている状況なはずな
ので、それが多分、ここで話が出ている、意外と予想どおり
というか、あるいは何だったら、ちょっと期待外れぐらいな
ところに話が落ち着きがちな理由かなと思いますね。

生命システムの理解と創薬
岩崎　2000年ぐらいの『日経サイエンス』では、たとえば
どの遺伝子をどの順番で処理すればアポトーシスへ導ける
か、みたいなことがこれからシステム生物学で可能になる、
と議論されていましたね。こういうことは言われていたよう
に可能になってきたんでしょうか。

小林　どうですかね。あまり詳しく追ってないですけれども、
そもそも何を操作すればそうなれるのかという問題と、操作
できるのかという技術的な問題の二つがあると思います。そ
の辺で言うと、合成生物学はシステム生物学と同時期ぐらい、
2000年ぐらいにいっぱい出てきて一時期すごい流行りまし
たけど、2010年ぐらいにはちょっと下火だった気もします。
でも、最近でも合成生物学って海外だと継続的にいろいろや
られていて、思ったより息が長いなと思っていますね。カウ
フマンが描いたような工学よりの合成生物学は廃れちゃうか
なと思ってたんです。実際、日本ではあまりやられていなく
て、むしろ、プロトセルとか細胞を創る会とかのアクティビ
ティのほうが高くなっいたんですけ。カウフマンっぽい考え
方のやつは、海外ではまだ生き残ってて、ちゃんと積み上げ
て成果が出てきてるなというのはあります。

岩崎　あと創薬ですけど、創薬も、バイオインフォマティク
スは10年前よりは確実に貢献していると思うんですけど、
昔考えられていたようなバラ色の未来というほどでは、やっ
ぱりないかなと。着実に進んではいるけど、そんなに理想的
には進んでない。

荒川　mRNAワクチンは、完全にバイオインフォマティク
スじゃないですか。

岩崎　それは、ちょっと私は何とも言えません。もうちょっ
と地道な生化学という感じがしてましたけど。

荒川　RNAのアジュバントだったり、アジュバント効果を
抑制したりというようなところはもちろん生化学ですけど
も、そのターゲットを決めて簡単に設計できるっていうとこ
ろで。

岩崎　そうですけど、「あれはバイオインフォマティクスの
成果です」とか言ったら、ちょっと怒られそうじゃないかな。

荒川　もちろん。でも、最も理想的な設計が作用できるドメ
インに落とし込んでるなということですね。

岩崎　疾患遺伝子の研究とかも、ヒトの個人ゲノム解析がも
のすごい進んだので、いろんな発見はありましたよね。だけ
ど、遺伝率だけでは説明できないものがどうしても残った。
いろんな分野ですごい進んだけど、やっぱり生体分子とか生
命の複雑さというものの本質は、まだつかめてないかなって。
勝手にまとめてますけど。
　10年前にも話したことですけど、配列相同性検索によって
基本の分子生物学知識と結びつけていくのは、このペースで
配列が来ると計算が大変だし、しんどい。よく中村保一さん
も言っていたけど、予想の予想の予想の予想みたいになっ
ちゃうので、怪しい結果だし、結局どうするかは実験をしな
いといけない。計算コストがかかりすぎるので、分子計算の
ようなことがいいのではということを言っていました。分子
計算という感じにはならなかったけど、結局GPUとかでまた
違った計算が可能になったかなというふうには思ってます。
実験室進化みたいなのはできますけどね。あとやっぱり配列
相同性検索は既存知識の枠を出ないので、ab initio解析でき
るように技を増やす。これは、やっぱりAlphaFoldのように
技が増えたのかなと。
　あと分子生物学をすっ飛ばす、とも10年前に言いました
が、これは、一回遺伝子の知識にしないで配列から直接表現
型を予測するとか、メタゲノムデータから直接、環境診断す
るとか、そういうことをやったらいいんじゃないかなってい
うことですね。この辺は、まだこれからっていうところなの
かな。でも、こういうこともちょっとやられてますよね。そ
んな感じの10年でした。

創薬は難しくなってきている
尾崎　大上さん、創薬は楽になりましたか。
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大上　厳しくなってるんですよね。10年前に思っていたこ
とは、私、計算屋なので、10年たてばスパコンも進化するし、
手元のノートパソコンだって速くなるし、できることは増え
るよねっていうのは、もちろん考えていて（図6）。当時10
年前から、もちろん機械学習、当時はAIって呼ばれ方をし
てませんでしたけど、機械学習が技術的にはたくさんあった
ので、機械学習でバイオインフォマティクスの応用はたくさ
んあるだろうなって、これからも増えるだろうなっていうの
は、本当に予想どおりだし、計算機がそのまんま速くなった
のも予想どおりでした。使えるデータも、もちろんたくさん
増えましたし、いろんなことができるようになりましたねと
いうのは、変わらず予想どおりという感じですよね。ただ一
方で、こういう実験のデータって全然ないよねとか、こうい
う疾病の薬のデータがないよねとか、そういう領域も相変わ
らず足りないですよねっていうのも現時点で変わってないで
すよねっていう感じです。
　その中で、マイナーですけど結構変わったなと思ってるの
は、思ったより機械学習が流行っててびっくりしてるってい
うことと、AIの浸透度が尋常じゃないなっていうのがありま
す。あとは、その影響もあって、CPUで計算するんじゃなく
て、用途特化型のハードウェア、要は、GPUとかTensor 
Processing Unitとか量子コンピューターとかって言いだし
てる人たちがたくさんいるとか。あとはFPGAでもいい感じ
に仕立てたFPGAがあったりとか。本当にいろんなハード
ウェアが増えて、それをみんなが使いこなしてるのは、ちょっ
と想像を超えたところがあります。ただ、総じてあんまり変
わってないですよね。
　10年後にじゃあどうなるかっていうと、まず量が増えるっ
ていうのは想像の範囲ですし、一方で何か質が変わるかって
いうと、これは自分自信の課題でもありますけど、それはそ
んなに期待できないなっていうところはあります。ただし、
量が増えた結果、新しいように見える、質的に変わったよう
に見せられるような成果はいくつか出せるんじゃないかなと
思っています。僕が興味あるのは創薬ですけど、でも一方で

やっぱりあらゆるところがケース・バイ・ケースだし、パラ
メーターの組合せの沼にはまっていく未来がずっと続くだろ
うなというのは思っているところです。
　大きかったのはBLASTとAlphaFold2なのかなとは思って
いて、AlphaFold2は想像を遥かに超えて爆発的に普及して
るなというふうには感じています（図7〜8）。AlphaFold2
の一連の出来事で、結局気軽に使えるかどうかっていうのが
まず一番本当に重要で、しかも、細かいことはあんまり気に
しなくてもいいんだなっていうのはちょっと感じました。実
際にうまく予測できない配列だってたくさんあるんですけ
ど、8割方うまくいけば、すげえってみんな言ってくれるっ
ていうのはそのとおりだと思うので、細かいことを気にせず
にうまくいくようなものを作れれば、それでいいんじゃない
かっていうのは今後も多分続くんだろうなと思っています。
　僕はPPI （タンパク質間相互作用）の予測っていう話を
やってますけど、今でも実験的にどんどん新しいPPIが発見
されていて、1年で10万ペアくらいは新しく見つかってるん
ですよね。じゃあ実際どのくらいありそうかっていうのも、
これは妄想で試算すると、ヒトでもあと2.5倍ぐらいあって
もいいんじゃないかと思います。要は、まだまだ実験的に
PPIだって見つけることができるし、それらに何らかのアノ

図6

図7

図8
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テーションが付いてこれはとても重要な機能だっていうふう
に言われる可能性だってあるし、それが創薬標的になるなん
て話ももちろんあるということで、やれることはたくさんあ
りそうだなというのは簡単に想像ができます。
　スパコン「富岳」は話題ですが、今後このペースで計算機
が発展するかどうかはちょっと分からりません。でもきっと
伸び続けるだろうと思っています。スパコンって、大体10
年で1,000倍ぐらいの計算の速度の向上が続いているので、
このペースで10年後に1,000倍の計算能力が実現したら、目
の前のパソコンだって1,000倍ぐらいの性能になってるかも
しれない。「京」ぐらいの性能を持つノートPCになってるか
もしれないなって、勝手に想像はしています。最近、MDシ
ミュレーションとかでも、すごく大変な計算が何とか頑張れ
ばできるようになってきたっていう事例が増えています。私
たちがやってるのは細胞の膜を透過する分子の計算なんです
けど、こういうシミュレーションができるようになってきて
ようやく、細胞の中に入りやすい分子をデザインするとか、
PPI制御ができるペプチド配列を設計するとか、ヒトをコン
トロールするための手数が増えてきたかなという感じはして
います。1,000倍の速さになったときに何ができるかなと、
よく考えています。あんまり答えはないですが。

岩崎　立体構造のペアってのは、もう全部、2、3年後には
分かっちゃうんじゃないんですか。

大上　予測では分かってるんじゃないですかね、きっと。

岩崎　もうタンパク質配列を与えれば、結合する小分子も2、
3年ぐらいしたら、結構予測できるようになるんじゃないか
なと思ってるんですけど。だから、機能未知遺伝子も構造を
予測して、何と結合するかみたいなことは、2、3年後ぐら
いには、もっとハイスループットに分かってもおかしくない
なと。甘いですか。

大上　低分子に関しては、多分、この標的に結合するっぽい
といった情報を列挙することは今でもできると思います。た
だ、それを列挙したところで、その後の開発の部分で、これ
は難しい、これはちょっと物性が、とかっていう話になって
くるので、困難はまだまだたくさんあるんですけど。

岩崎　あとは転写因子を入れたら、結合DNA配列が分かっ
ちゃうとかもできそうですよね。
　そうすると、その先に、システムの青写真みたいなのが書
けると思うんですけど、生命システムをコンピューター上で
再現するための。その先は、どうなるのかな。

液－液相分離のインパクト
尾崎　例えば、今、相分離（Liquid–liquid phase separation; 
LLPS）ってバイオインフォでやってる人っています？　最近
ではデータベースをつくってる人とか相分離するタンパク質を
コードする遺伝子を予測するとかがありますよね。

大上　分子シミュレーション界隈では、結構やってるんです
よね。

荒川　どういう部位が相分離に効くかとか、相分離のときの
パートナーが何になるかとか、そういうようなところってい
うのは、やってますね。

岩崎　アルギニンがどうとか、芳香族アミノ酸残基が大事と
か、あとシンプルリピートが大事だとか、いろんな人がいろ
んなことを言っていて、私もよく分かってないんですけど。
でも、細胞内コンパートメントとかを扱おうと思ったら、ど
うするんですか。やっぱりミカエリス・メンテンとかじゃ駄
目ですよね。

荒川　そこ、まさに僕がこの10年間で最も意外だったとい
うか、大きな発展だったところで、今まで分子クラウディン
グって言ってたところとか、in vitroとin vivoでのkinetics
の違いみたいにいってたところが、LLPSで大体全部説明で
きてしまうので、最近あまりクラウディングって言わなくな
りましたよね。そこが分かってきたおかげで、いろんなこと
が統一的に考えられるようになってきたかなというのが、こ
こ5年間ぐらいかなと思いますけど、僕的に一番意外だった
ことですかね。

小林　これ、でも、結局in vitroとin vivoで速度定数のスケー
ルが合わないみたいな話なのか、それとも、岩崎さんが言わ
れてたみたいに、ミカエリス・メンテンでは駄目という話な
のか。、後者なら、反応速度の関数形というか、反応系のキ
ネティクスの法則自体をもうちょっと考えなきゃいけないと
思うんですけど、どうなんですかね。相分離のほうで新しい
反応をうまく表現するための新しい式みたいなのができて
るってことですか。それとも、パラメーターの整合性がうま
くとれるようになったというか、一応説明できるようになっ
たということなのか？

荒川　要するに、状態によって物質の濃度を一定のコンパー
トメントに高濃度で取り込み続けられるし、あるタンパクか
らあるタンパクへの受け渡しってところが、ものすごく狭い
空間スケールの中で行えるということになるので、基質の量
とKmの値のところっていうのが、コンパートメント依存で
変わっちゃうっていうことですよね。だから、ミカエリス・
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メンテンの延長で説明できなくはないんだけど、もはやミカ
エリス・メンテンで考える必要があんまりないというか、ミ
カエリス・メンテン自体を変数に入れた、もう1次上の式が
ないと、ちゃんと表現し切れない。
　それをやるぐらいだったら、もはや最適化を入れちゃった
ような計算式でも、ある意味、きちんと動いてしまうという
とこですね。だから、意外とSシステムとかでやってたことっ
てのが、そんなに間違ってなくて、最適化するっていう条件
を入れてしまうと、実は生物の中でも、各反応が、そういう
コンパートメンテーションレベルで最適化されていたので、
実は正しい挙動をやっていたっていう。だから、ミカエリス・
メンテンで一個一個作るよりも、むしろ、そういうほうが自
然に当てはまっていたっていう。代謝で言えば、そういう感
じですかね。代謝以外のところは、なかなかそれが当てはま
らないところがありますけど。

尾崎　そしたら、システム生物学も、そういうLLPSを考慮
に入れると、今までよりも予測が当たるようになるっていう
ことですか。

荒川　システム生物学ってそもそも学問じゃないと思うん
で、あれが何かをやってたかよく分かんないんですけど、か
なりLLPSを入れることで説明がつくようになったことはた
くさんあって、結局、僕、クマムシもクモの糸も両方とも、
最終的にLLPSに行き着いちゃってるっていう状況です。

ゲノムの解読に必要な情報
尾崎　福永さんは、10年前の予想はどうでしたか。

福永　まだ10年前は、正直10年後のことはあまり深く考え
られてなかったですね。荒川さんと岩崎さんの原稿は、非常
に勉強になり、何度も読み返していましたが。
　あと、荒川さんが講演で、Debora Marksのタンパク質立
体構造予測の論文を非常に押していて、今後こういうことを
やらなきゃいけないんだということを主張していたのは、す
ごい印象に残ってます。

荒川　これ、1本だけ引用してて（図9）、予想どおりAlphaFold
は、この方向で来たなっていうところで。僕、この発表は実は
2007年ぐらいから聞いてて。ずっと論文出ないなと思いながら
待ってて、やっとここで出たっていう感じなので、もうこれが
発表されたときには、かなり私は完全に確信になってたんです
けど、多分初めて聞くと、なかなかイメージしにくいところもあっ
たのかなと。
　ゲノムの解読をするっていう、さっき岩崎さんがおっ
しゃった、まさにそこを本当に攻めなきゃいけないところで、
それを全然攻め切れていなかったけど、もっとまじめにやり

ましょうと。やったらAlphaFoldみたいなことになるよって
ことだと思います。今、うちのラボでは、hypothetical遺伝
子って名前を使うことを禁止していますが、それでちゃんと
議論が成立しています。やっぱり何かしら構造とか、そうい
うとこからエビデンスを持ってきて、せめて何をやってるか、
何やってそうか、どんなときに動いてて、こう思われるかっ
ていうところを議論しないで、例えば「GOだけで全体のプ
ロットとか出すのは、まじやめろ」っていうようなことを言
うようなレベルにまで来たので、そこは10年間で非常に大
きな変化だったかなと思いますね。
　やっぱそれができるのは、ゲノムっていうのは独立情報な
ので、それをベースに学問が構築できるというのが非常に大
きいので、われわれは、これをやっぱり誇りに思ったほうが
いいし、それをより継続的にいろんなことをやったほうがい
いだろうなというふうに考えています。僕が結局この10年
間でやってきたのは、その部分もあります。クモ糸で配列と
物性のデータ、たくさん取って、1塩基レベルでどういう物
性が変わるかっていうのを一応、予測できるようになって、
実際にそれでいい製品を作れるようになったりとか、そう
いったこともできるようになってきているので、ゲノム情報
から表現型をちゃんと定量的に予測ができるようできるよう
になってきたかなと思うところですね（図10）。
　結局、その遺伝子がいつどこで発現するか、どれぐらい発
現するか、何と相互作用するか、何をリガンドにするかって
いうことは全部ゲノムに書いてあるはずなんで、書いてある
ことは、僕らは解読しなきゃいけなくて、できるはずなんで
すよ。だから、それを本気でやらなきゃいけなくて、できな
いとか、この情報が足りないとか、この技術が足りないって
思うんじゃなくて、やるっていう気持ちで、ちゃんとやって
いかなきゃいけないなということを、ずっと10年前から言っ
ていて思っているという感じですね。同じようなことが、今
後10年間もどんどん起きてくるでしょう。だから、やっと
タンパクがどうフォールドするかが分かったので、これから
何とインタラクトするかとか、何をリガンドにするかとか、

図9
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どう発現制御をするとかとか、そういうようなことっていう
のが、かなり分かってくるだろうなと思いますね。

尾崎　とはいえ、データが足りないと思うんですよね。

荒川　いや、進化の情報とか入れると、結構情報があります
し、データがなければ取ればいいだけなんですよね。データ
取るっていうときに、トランスクリプトームとかって、どう
いう条件で取るかのほうが重要だから、データベースにして
も、あんま意味がなくて、実験条件も違えば、取ったタイミ
ングも、厳密には、ちょっと違うようなデータが山ほどデー
タベースにあっても、そこから何もマイニングできないんで
すよ。だから、こういうデータが取りたいっていうふうに思っ
て、何個データが必要だっていうことを計画して、そこで
1,000個でも1万個でも取ればよくて、今、別に1,000個、1
万個のトランスクリプトームなんて余裕で取れるじゃないで
すか。だから、そのデザインこそが重要で、データがあるか
ないかは、今は多分もう、あんまり重要じゃないんじゃない
かなと思いますね。

尾崎　先ほど大腸菌でコンディショナルな状況を振るのが大
事ってお話があったと思うんですけど、大腸菌でも、あとは
多細胞生物だと、セルタイプとか、そういうコンディション
振っていくとか、あとは細胞の空間のコンテキストを振って
いくというのが大事だと思うんですけど。実験系の人と話す
と、どうしてもやりやすいコンディションと、やりづらいコ
ンディションみたいなのがあって、そこがまだ自由度が低い
なっていうのが、すごいありますね（図11）。この細胞だっ
たらいいけど、こっちの細胞は実験系をゼロから作り始める
のが時間かかるっていうのがあって。でも、やっぱりそうい
うコンディショナルなところを詰めていかないと、先ほどの
ようなゲノムに書いてあることって解読できないんじゃない
かなっていうのがあって。それは結局、10年前は、もう解
決してると思ってたんですけど、あんまり解決してなくて。

荒川　結局、だから、その条件を探してやろうって気になっ
てないですよね。だから、そういう細胞モデルが必要だって
なったときに、じゃあ、こういう動かし方をしたら、そうい
う細胞系になるっていうことを予測して、実験系も組めるよ
うになってくると、どういうデータポイントを取るかってい
うことにつながってくるかなと思います。

福永　尾崎さんが言うデータが必要っていうのは、具体的に、
例えば、どの遺伝子の機能を解き明かしたいとかいうときに、
どういうデータが必要なんですか。ちょっといまいちぴんと
こなかったんですけど。データが足りないっていうのは、も
ちろん、例えば、活性のデータとかは全然足りないと思うん
ですけど、動態のデータとか、発現周りに関しては、データ
が足りないっていうのは、具体的にどういうことですか。

尾崎　時系列データが足りないっていうのが、まず一つあり
ます。時系列が稠密になれば、前後関係が分かって、どっち
が、因果関係が分かるのに、取りづらいから取れないって。
取りづらいから取ってないっていう。もちろん擬時間解析と
かはあるんですけど。

福永　でも、さっきの荒川さんのロジックに従えば、もちろ
ん時系列データは、いわゆるカンニングのために使えるとは
思いますけど、本質的にゲノムに書いてあるって考えれば、
時系列データを使わなくても本当は解けたりするんですか。
解けたりするものを、点を上げるために時系列データを使い
たいって話なんですか。
　もちろんデータがいっぱいあるに越したことはないと思う
んですけど、荒川さんの発言を聞いてたら、ちょっと多分、
大多数の人は本気度が足りないんだなっていうのを何となく
思いました。

尾崎　確かに。ちょっと自分でも、データを与えられること
に慣れ過ぎているなという反省があります。だから、「取り
あえずもっとたくさんデータがあったら、もっといろんなこ
とが分かるだろう」ということをナイーブに信じているなっ
ていうのを少し反省しました。なので、荒川さんが言ってた

図10

図11
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ことにつながると思うんですけど、当たり前のことですが、
バイオインフォの側からこういうデータを取りましょうって
いうのをもっと言わないといけないかなと。そのときに、も
う少し実験系の人が思い付かない範囲で、そういうことが言
えないといけないんだろうなというのは思います。

荒川　僕らが主導権を握って実験計画からやっていく時代に
なるわけですよ。10年後の話をすると、ゲノムwritingが確
実に普及しますよね。長いDNAを簡単に安く書けるように

なってくる。今まで読めただけなんだけど。そうすると、ど
ういうふうにそれを設計しようかっていうところがキーポイ
ントになってきて、そんなの多分、もう本当に真のバイオイ
ンフォマティシャンじゃないとできないんですよね。だから、
そこの実験計画から本当に僕らが主導するサイエンスをつく
ると、かっこいいんじゃないですかね。

 （次号、後編に続く）

浅井　潔（東京大学　大学院新領域創成科学研究科）

　この度、日本バイオインフォマティクス学会賞をいただき、
IIBMP2021では受賞記念講演をする機会をいただきました。
推薦・選考していただいた先生方にお礼申し上げます。受賞
した研究テーマ「ゲノム・RNA 配列情報解析技術の研究」
では、30年以上にわたって多くの方々にご指導、ご協力い
ただき、本当に感謝しております。
　「バイオインフォマティクス」という言葉・概念も確立し
ていなかった1980年代末に、音声認識に使われ始めていた
隠れマルコフモデル（HMM）が生物配列の情報解析に有用
であることに気づきました。音声認識はパターン認識の一分
野であり、データの生成過程に基づく物理モデル、ヒトの音
声認識機構に関わる物理モデルと言語構造を確率モデルで統
合的に扱うことに成功し、今日の音声自動認識の成功につな
がっています。その中でも重要な役割を果たしたのが大量の
データ取得と機械学習です。生物配列情報の解析でも、計算
機科学の分野で発展した文字列の効率的な情報処理だけでな
く、生物の分子メカニズムや進化を考慮した確率モデルに基
づいた研究が発展してきましたが、大量データと機械学習が
重要な役割を果たす時代になりました。高速シークエンサー
の登場以降、大量データを高速に処理すれば正確な結論が導
けると考える風潮があるように思いますが、直接観測できな
い進化のプロセスと、様々なエラーを含む生物配列の情報処
理に確率を考慮することは欠かせません。情報技術としての
機械学習の理論的背景も確率モデルです。私自身の近年の研
究は、RNAの2次構造と相互作用の解析、修飾塩基との関係、
それらを応用した配列設計へと進展していますが、確率モデ

ルを基盤とする点は変わってい
ないように思います。私の研究
が実データ解析よりも理論・手
法に寄り過ぎているという批判
は覚悟しているのですが、今後
も独自性のある研究ができれば
と願っています。
　私がバイオインフォマティク
スに関わってきた中で、常に心
がけてきたことの一つは、研究者がアイデアを共有し、自由
に研究テーマを選び、組織の壁を超えてディスカッションで
きる環境を目指すことです。このルーツは、私が若い頃に所
属した電子技術総合研究所で体験した自由な研究環境です。
音声認識研究室に属していた私が始めた生物配列情報解析を
単に許すだけでなく、研究予算をつけて応援してくれた先輩
方には、敬意を抱いています。今日の多くの研究プロジェク
トが、何年も先までの研究計画と研究目標を立て、研究計画
通りに研究が進んだか、研究目標を達成したかで評価する、
というプロセスが（少なくとも書面上は）正しいかのように遂
行されていることには、戸惑いを覚えます。このようなやり方
でやった方がアカデミアの取り組む研究開発がうまくいく、
ということの証明は十分では無いように思います。研究の醍
醐味の重要な要素は、思いもよらなかったアイデアや結果が
得られることではないでしょうか。若いみなさんには、このワ
クワクする研究の喜びを追求してほしいし、私は、そのよう
な環境が得られるような努力を続けたいと思っています。

日本バイオインフォマティクス学会賞受賞報告
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尾崎　遼（筑波大学　医学医療系／人工知能科学センター）

　2021年度のOxford Journals - JSBi Prize受賞いたしまし
た尾崎と申します。この度は過分な賞をいただき、誠にあり
がとうございます。これまでの様々な場面でお世話になった
全ての方々に感謝申し上げます。ここでは、受賞タイトル（？）
の「シーケンシングデータ解析による転写制御の多様性の解
明」を中心に、これまでの研究生活を振り返ってみます。
　大学入学後、学部では生物化学を専攻したものの、「1つ
の分子を追いかけるだけでなく、全体像をつかみたい。その
ためにはバイオインフォマティクスが必要ではないか。」と
考え、大学院からは東大・新領域・情報生命科学専攻（当時）
に進み、生命科学の知識整理やデータベースなどの研究を
行っていた高木利久研究室に入りました。しかし、入った当
初は論文を読んで研究テーマを考えては諦めるというのを繰
り返していました。
　そんな折、卒研先の研究室だった深田吉孝研究室（東大・
理学部・生物化学）の吉種さんらと共同研究をすることにな
り、転写因子ChIP-seq、mRNA-seq、small RNA-seqといっ
たNGSデータ解析を進めました。その中で、ウェット研究
者はPWMなどのDNAモチーフだけでなく、「この実際の配
列が転写因子認識配列か」を知りたいと気づきました。そこ
で、ChIP-seqデータからk-merベースで転写因子認識配列を
抽出するというMOCCSという手法を開発しました。MOCCS
を用いてk-merごとに転写因子結合配列の妥当性を評価し、
実際見つかった転写因子認識配列の候補を実験検証していた
だき、手法の有効性を確認することができました。
　当時高木研で助教だった岩崎渉さんが東大・大気海洋研究
所で独立されることになり、大気海洋研の岩崎研にも出入り
するようになりました。大気海洋研では、魚類生理学の竹井
祥郎先生、Marty Wongさんとの共同研究で、浸透圧変化に
応じた遺伝子発現変化をトランスクリプトーム解析から明ら
かにする研究を行いました。また、岩崎研では、当時ポスド
クだった平瀬祥太朗さんと一緒に、イトヨの自然集団の
WGSデータを再解析することで、遺伝子コピー数変異の平
行進化が起こっていることを明らかにしました。
　2015年に博士号を取得後、理研の二階堂愛研究室にポス
ドク（1年後から基礎科学特別研究員）として参加しました。
二階堂研は、バイオインフォの研究者がPIでありながら実験
手法を開発しているという特殊な環境に身を置くことに惹か
れました。当初は、ENCODEプロジェクトなどで利用可能
になった大量のエピゲノム（特にヒストン修飾）計測データ
からのパターン抽出手法の開発に取り組んでいましたが、次

第に興味がエンハンサー領域か
ら 転 写 さ れ る エ ン ハ ン サ ー
RNAに移りました。そんな折、
二階堂研の林哲太郎さんが新規
な1細胞RNA-seq技術RamDA-
seqの開発に取り組んでおり、
しかも、エンハンサーRNAが1
細胞計測できるかも、と聞きま
した。その開発プロジェクトに
参加し、林さんと一緒にRamDA-seqの論文を書くことがで
きました。
　RamDA-seqの研究の中で、リードカバレッジ（ゲノム上
の座標ごとのRNA転写量）の可視化の重要性に気づきまし
た。リードカバレッジの形状は、エキソン-イントロン構造、
正常あるいは異常なスプラインシング、エンハンサーRNA
といった転写レベルの様々な生命現象を反映します。そのた
め、遺伝子発現量（の細胞間不均一性）だけでなくリードカ
バレッジ（の細胞間不均一性）を把握することで、リードカ
バレッジの反映する生命現象（の細胞間不均一性）を発見で
きると考えました。一方で、ゲノムブラウザだと一覧性が低
かったり自動並べ替えができないといった限界がありまし
た。そこで、1細胞RNA-seqのリードカバレッジの可視化ツー
ルMillefyを開発しました。Millefyにより、胚性幹細胞やが
ん細胞集団において、様々な転写現象の不均一性を見出すこ
とができました。
　2018年からは筑波大で研究室を主宰しています。医学部
に所属にしているということもあり、応用寄りのテーマに興
味を持つ学生さんが多い印象です。助教の土屋貴穂さんや大
学院生・学部生と一緒に研究できることで、自分一人では届
かなかったであろうところまで進められるのではないかと
日々実感しつつ、これまでのテーマの発展や新しいテーマな
ど様々な研究プロジェクトを進めています。
　最近は、「生命科学研究の自動化」を研究室のテーマと位
置付けています。例えば、NGS解析では、様々なソフトウェ
アを組み合わせ、あるソフトウェアの出力ファイルを別のソ
フトウェアの入力ファイルに渡すといったパイプラインで、
一連のデータ処理・データ解析が可能になります。こういっ
た「パイプライン」の再現性や可搬性を高めるために、複数
のワークフロー言語が提案されており、実際に理研二階堂研
の芳村美佳さんと一緒に1細胞RNA-seqデータのQCパイプ
ライン「ramdaq」を開発しています。また、理研の髙橋恒

Oxford�Journals�-�JSBi�Prize受賞報告
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一さんのグループと共同で、複数の自動化機器で構成される
実験ワークフローのスケジューリング手法の研究も行ってい
ます。さらに、データ解析と実験計画法・逐次最適化手法な
どを組み合わせることで、生命科学のサイクルを自動・半自
動で回すことができないか試行錯誤をしているところです。
　研究を通じた様々な人との交流が常に刺激になっていま
す。特に、バイオインフォマティクス学会年会、生命情報科
学若手の会、NGS現場の会にスタッフや参加者としてかか
わってきたことは、生命科学やバイオインフォマティクスの

広さや奥深さを発見し続ける機会となりました。バイオイン
フォマティクスやデータ解析を軸に、所属・年齢・専門・研
究テーマなどが多様な方々と知り合ったり議論したりしたこ
とは自分の中で大きな糧となっています。また、ISMBや
ECCBといった国際会議、ENCODEプロジェクトなどの論文
特集が組まれるたびに、それらの論文の読み会を他の方々と
一緒に企画することは単純にとても楽しいです。今後もこの
ような場を大切にして、研究も精進していきたいと思います。

年会長・大会長・実行委員長　浜田　道昭（早稲田大学　理工学術院）

　本年度の年会は2021年9月27日から29日まで、昨年に引
き続きオンライン開催となりました。例年と同様に、日本オ
ミックス医学会との共催で生命医薬情報学連合大会（IIBMP）
として開催され、IIBMPとしては記念すべき10回目の大会
となりました。
　当初は早稲田大学の国際会議場で開催予定でしたが、新型
コロナウイルスに対する安全面に配慮し、早い段階でオンラ
イン開催を決定し、オンライン学会に特化した準備を行って
きました。特に現地実行委員の皆様が多くの慣れない業務を
行ってくれたことにより、円滑な大会運営が実現しました。
オンライン学会のプラットフォームとしてはGather.townと
Zoomを併用し、オンサイト学会に近い感覚を参加者に体感
してもらうようにつとめました。実際ポスター会場やロビー
では、現地学会と同様に久しぶりの立ち話に花をさかせてい
る光景を何度も見ることができました。結果として、23社
のスポンサー企業のご支援のもと参加者も昨年に引き続き
1,000名を超え、大盛況のうちに大会は閉幕しました。
　令和3年の本大会では「次世代の生命科学・医薬学を切り
拓くバイオインフォマティクス」というテーマを掲げて開催
しました。「次世代」の生命科学・薬医学研究へのパラダイ ム・
シフトが進んでいる中で、バイオインフォマティクスの果た
す役割について参加者と共に様々な議論ができたと考えてい
ます。
　まず基調講演として、斎藤典子先生（公益財団法人がん研
究会がん研究所がん生物部　部長）と佐藤一誠先生（東京大
学 大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻　准教
授）をお招きし、それぞれ「ノンコーディングRNA による
核内構造とゲノム制御」と「異分野研究者との対話から始め
る機械学習研究」というタイトルのご講演をして頂きました。

これらの基調講演では、生命科
学と情報科学の両方の側面から
活発に議論が行われました。
　さらに7つの企画セッショ
ン、5つのワークショップ、7
つの口頭発表・ハイライトセッ
ション、3つのシンポジウム、
8つのスポンサーセッション、
キャリアパスセッション、デー
タサイエンティスト養成セッションを行いました。日本バイ
オインフォマティクス学会・日本オミックス医学会 合同シ
ンポジウムでは、「5〜7年後のゲノム社会を考える」という
題目で次世代のゲノム研究のあり方に関する議論が活発に行
われました。データサイエンティスト養成セッションは昨年
と同じく参加費を無料とし、スパコンを用いた効率よい解析
のノウハウが参加者に伝授され大変好評でした。口頭発表
セッションにおいては実行委員の予想を上回る口頭発表の希
望がありました。どれもすぐれた内容ではありましたが、プ
ログラム委員の審査により最終的には28演題の発表を厳選
しました。さらに86件のポスター発表を採択し、当日は
Gatherプラットフォーム上で活発なポスター発表が実施さ
れました。
　今回の年会においては受賞審査委員会を設け、20名の先
生方に厳正な受賞審査を行っていただきました。結果として
最優秀口頭発表賞1件、優秀口頭発表賞2件、優秀ポスター
賞9件が選出されました。いずれの発表も素晴らしく、今後
の日本のバイオインフォマティクスの発展に貢献してくれる
ものと期待しております。
　恒例となっている一般公開セッションでは、例年に無い新

年会開催報告
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しい試みとしてプログラミングコンテスト「DNA配列解析
チャレンジ」を開催しました。必ずしもバイオインフォマティ
クスのバックグラウンドを必要としないようなプログラミン
グ課題の設定をおこなったため、バイオインフォマティクス
にそれほど馴染みがない情報系の学生・研究者・技術者も数
多く参加し、バイオインフォマティクスの裾野の広がりに貢
献できたのではないかと思います。
　以上、本大会の開催を通して皆様の研究の発展、さらには
日本のバイオインフォマティクスの発展の一助になりました

ら大会長として大変嬉しく思います。今回の大会の成功はス
ポンサー企業様、発表者の皆様、JSBi理事・幹事・監事の皆
様、実行委員の皆様、そして何より議論を盛り上げてくださっ
た参加者の皆様があってのことだと思います。すべての皆様
に大会長として改めて深く御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。これからも皆様と一緒に日本のバイオインフォ
マティクスを盛り上げていけると幸いです。また来年度の年
会でお会いしましょう。

細田　至温（早稲田大学大学院　先進理工学研究科　博士3年）

　第29回ISMB （The annual international conference on 
Intelligent Systems for Molecular Biology） 及 び 第20回
ECCB （The European Conference on Computational 
Biology） の合同大会がオンライン開催されました。約80カ
国から2,100名が参加し、盛況となりました。オンライン開
催では旅費がかからず手軽に参加できるというメリットがあ
る一方で、時差により参加の難しいセッションがある、参加
者との交流が難しいなどのデメリットもあります。そうした
デメリットに対し、本大会ではバーチャルプラットフォーム
というものが用意されました。これは大会の情報収集や参加
者同士のやりとりをオンライン開催でも円滑に行うため用意
されたwebページです。このプラットフォーム上からZoom
ミーティングに移動したり、発表の録画やスケジュールを確
認したり、参加者にメッセージを送ったりすることができま
す。目的の発表にたどり着くのが難しく少し使いづらいと思
うこともありましたが、トピックを立てて特定の議論ができ
る掲示板や、分野ごとに24時間開いているZoomのディス
カッションルームなどネットワーキングのための機能は充実
していると感じました。
　発表内容のトレンドとしては、やはり昨年に続きCOVID-19関
連の発表が挙げられるでしょうか。本大会ではCOVID-19 
Special TrackというトラックがSpecial sessionsとは別に設けら
れ、情報学の立場からCOVID-19を解明する試みについて発表
されました。セッション全体を眺めてみると、様々なアルゴリズ
ム（深層学習、統計モデル、テンソル分解、グラフなど）と様々
な研究対象（配列、微生物、RNA、ガン、創薬など）で溢れ
ており、今一度この分野の幅広さを感じました。専門や目的の
異なる研究者同士が国境を越えて （物理的には越えていません
が）「生物を情報学で紐解く」という共通点で一つの会に集まる

のは、刺激的で知識共有が楽し
い分野だなとつくづく思います。
　ところ で、 私 は “Umibato: 
estimation of time-varying 
microbial interaction using 
continuous-time regression 
hidden Markov model” という
タイトルでProceeding trackに
て発表しました。ISMB/ECCB
でproceedingとして採 択された論 文はOxford University 
PressのBioinformatics誌の特集号として公開されます（豆知
識ですが、Bioinformatics誌の論文Webページの左側に記載
されている巻ナンバーや、タイトルの下の “Article history”
がないこと、PDF版の右上に学会名が書いてあること、などの
控えめな情報からproceedingであることが分かります）。発表
時間は20分で、最初の16分間は事前に録画した発表を再生し、
残りの4分間で座長からの質問と会場からのチャットによる質
問に対して応答するという方式でした。チャットに書き込む時
間の都合上、座長によって一つ目の質問がされる発表が多かっ
たです。査読プロセスとしてはまず初稿に対して条件付き採
択とされた場合に修正作業を行いその後正式に採択となりま
す。ちなみに、今年度の条件付き採択となった演題は全て正
式に採択となったようです。この条件付き採択は三月上旬に
通知があったのですが、私はこのときから大会当日まで緊張
しっぱなしでした。本当は講演内容などをお伝えしたいところ
だったのですが、発表開始までは緊張で、発表終了からは脱
力感で、音声は右から左に流れ頭には何も残っていません。
しかし得られたものは緊張だけではありませんでした。分野最
大の場で発表を行ったということは達成感がありましたし、質

国際会議参加報告
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問が多く出たことは自分の研究への関心の高さを感じ誇らしく
思いました。このような貴重な機会で発表できて本当に良かっ
たと思います。
　最後に、本国際会議の関連情報としてISMB読み会の紹介
をしたいと思います。去年はコロナ禍により企画されなかっ

たISMB読み会が今年はオンライン開催されました（https://
connpass.com/event/221002/）。 こ の 会 で は、ISMBの
proceedingに採択された論文を参加者同士で紹介し合い、
論文のキモや採択された理由などを議論します。ご興味ある
方は是非来年度の会に参加して頂けると幸いです。

岩崎　渉（東京大学・ISMB/ECCB2021 Proceeding Area Chair）

　JSBiは日本のAffiliate Societyとして国際学会ISCB（Inter-
national Society for Computational Biology）に所属していま
す。そして、ISCBが毎年開催しているバイオインフォマティク
ス分野を代表する国際会議が、ISMB（Intelligent Systems for 
Molecular Biology）です。ISMBは近年は北米とヨーロッパで
交互に開催され、ヨーロッパで開催される際にはECCB
（European Conference on Computational Biology）と合同
開催されています。昨年は、ISMB/ECCB2021として合同開催
の年にあたりました。ISMB/ECCB2021は当初はフランスのリヨ
ンで開催予定でしたが残念ながら変更となり、2021年7月25日
から30日にかけてオンラインで開催されました。インタラクティ
ブなセッションは日本時間の夕食後にあたる時間に開かれるな
どタイムゾーンについても配慮がなされ、約80の国から2,100 
名以上の参加がありました。
　私はISMB/ECCB2021（と一年前のISMB2020）において、
「Evolutionary, Comparative, and Population Genomics 
Area」のProceeding Area Chairを務めました。以下は、そ
の経験からの国際会議開催報告となります。今後のISMBへ
の論文投稿や参加にあたって、JSBi会員のみなさまにとって
参考になる部分があれば幸いです。
　ISMBは情報科学系の国際会議として、アブストラクトを
投稿してポスター発表や口頭発表を行うことができるだけで
なく、論文を投稿して採択されれば論文掲載（と口頭発表）
ができるProceeding Trackを持っています。Proceeding 
Trackへの論文投稿の締切日は、おおよそ、その年の1月ご
ろに設定されています。投稿された論文の審査は、以下に示
すようなAreaごとに行われます。

1.  Bioinformatics Education
2.  Bioinformatics of Microbes and Microbiomes
3. Biomedical Informatics
4.  Evolutionary, Comparative, and Population Genomics
5.  Genome Privacy and Security

6.  Genomic Sequence 
Analysis

7.  Macromolecular Sequence, 
Structure, and Function

8.  Regulatory and Functional 
Genomics

9.  Systems Biology and 
Networks

10.  General Computational 
Biology

　Proceeding Trackには、全体を統括するProceedings Co-
chairs 2名に加えて、各AreaにProceeding Area Chairが2
名ずつ配されており、計約20名で論文のハンドリングを行
います。Proceeding Area Chairは、それぞれのAreaごとに、
まず論文投稿締切日よりも前に、論文の査読を割り当てる
Proceeding Committee Member（PC Member）のリストを
作成し、PC Memberへの就任の依頼をします（論文投稿締
切日の後で若干PC Memberを追加することもあります）。
論文投稿締切日が過ぎたら、速やかに、論文内容とPC 
Memberの専門分野との関連性、および、所属の重なりや過
去に共著論文が無いかなどの利益相反の可能性を検討しつ
つ、査読者となるPC Memberを全ての投稿論文に割り当て
ます。そして、最終的に査読結果を取りまとめ、採否の推薦
を行います。いずれも大変ですし、論文の採否に関わるもの
ですから責任も重い作業です。なお、当然ながら、自分自身
の論文や利益相反のある論文の審査については、その全過程
について、該当するProceeding Area Chairは関わらない仕
組みになっています。
　このようにProceeding Area ChairがそれぞれのAreaごと
にハンドリングを行うため、ISMBに論文を投稿する場合に
Areaをどう選択するかは極めて重要です。先述のようにPC 
MemberもAreaと紐づけられているため（複数のAreaを持

国際会議開催報告
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つPC Memberもいます）、論文に割り当てられる査読者は、
Areaが異なれば全くと言っていいほど異なります（一部の
論文については、投稿されてきた論文の内容を読んだ上で、
別のAreaのProceeding Area Chair同士で相談して、Area
を移動させることもあります）。各Areaごとにどういった査
読者が割り当てられるかを予測する上では、前年以前の
ISMBのPC Memberをウェブページで確認することに加え
て、ISCBの中のサブグループであるCOSI（Communities of 
Special Interest、https://www.iscb.org/cms_addon/cosi_
reporting_system/COSIs/）の活動について調べることが有
効です。ISCBは近年、運営体制について多くの変革を行なっ
ていますが、その一貫として、特に学術的な内容については
COSIによる運営に大きく比重を移しました。COSIはいわば
ISCBの中の「ミニ学会」とも言え、私の実感としては、バ
イオインフォマティクス分野が急速な拡大と進歩を続ける中
で、学術的な専門性を深めつつ「顔が見える」コミュニティ
の繋がりを広げるために、よく機能しているように思います。
各COSIのアクティブなメンバーは、関連するAreaのPC 
Memberに 入 っ て い る こ と が 一 般 的 で す。 そ し て、
Proceeding Area Chairも、関連するCOSIから推薦されま
す（私ならEvolCompGen COSI https://evolcompgen.org/
people から推薦されています）。
　そのような理由で、会員のみなさまがISMBに参加した際
には、聴講・発表するだけではなく、各COSIのネットワー
クイベントなどにもぜひ参加していただければと思います。
近年、なかなか日本からISMBのPC Memberが増えない印
象がありますが、関連するCOSIで活動すると、PC Member
（やProceeding Area Chair）に自然に推薦されるようにな
ると思います。また、そうした活動を通じてProceeding 
Area Chairに研究背景を良く理解されていると、投稿した

論文に適切な査読者をつけてもらいやすくなると期待できま
す。加えて、査読者となるPC Memberが投稿者の研究背景
を知っていたり、一目置いていたりすることは、査読におい
て不利に働くことはないとも考えられます。
　なお、論文ではなく、投稿されたアブストラクトの口頭発
表・ポスター発表への割り当ても、COSIごとに行われます（こ
れについても、各COSIから推薦されたAbstract Chair や
COSI Track Chairが取りまとめます）。さらに付記すれば、
先述のようにCOSIはISCBの学術的な活動の重要な単位と
なっているため、例えばISMBに対する新しいAreaの提案な
ども関連するCOSIを通じて行うことが効果的です。
　Proceeding Area Chairの役割に話を戻します。これは国
際会議論文一般のシステム的な傾向とも言えますが、ISMB
は論文投稿数も多く、査読期間も短く、PC Membersも限ら
れるため、どうしても、一般的な雑誌に投稿された論文より
も専門がやや離れた査読者をつけざるをえないことになりが
ちです。原則として、1論文あたり3〜4名の査読者をつけ、
各査読者は短い時間の中に3〜4本の論文の査読を行います。
最終的な採択率は2割を切るため、評価として平均でweak 
acceptからacceptを得ることが必要になってきます。その
ため、1人でもreject以下の判定をすると、当然ながら採択
は難しくなります。とりわけ、先述のように少し専門分野が
離れた査読者でも（weak） acceptを付けやすい、つまり、
acceptを付けることに躊躇しないための戦略も必要になっ
てきます。
　誤解をおそれずに書けば、国際会議への論文投稿では、一
般的な雑誌論文の査読ともちろん基本は同じですが、より専
門分野の離れた査読者がつきやすい研究費や奨学金の査読の
イメージを少し重ねてみる、ということが有効かもしれませ
ん。例えば「論文の読みやすさ」や「手法的な新規性のわか

ISMB/ECCB2021 Committees
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りやすさ」、「関連論文が既に評価を確立しているかどうか」
などはポジティブに働く傾向にあるように思います。逆に、
「外から見ると細かいようでその分野においては本質的な前
進」や「専門家じゃないと判断がつかない複雑な内容」など
は、なかなか適切な評価がされない傾向にあるように思いま
す。そのような論文は、一般的な雑誌に投稿した方が適切な
査読者を得られやすいかもしれません。
　なお、私は現在ISCBのBoard of Directorsも務めています
が、その中でも、国際会議論文の査読の質に関する議論が出
たことがあります。同様な仕組みを持つ他の情報科学系会議
でも同じようなことが言えるのではないかと思いますが、い
わば博覧強記的なPC Memberを十分に集められないように
なってくると、国際会議論文の査読の質の維持は難しくなっ
てくるとも考えられます。
　各査読者からの査読結果が集まったら、各Areaの2人の
Proceeding Area chairで議論して、Areaからの論文採択の
推薦順を決めます。原則としては点数順に推薦しますが、研

究者なら誰でも知っているように平均して他者の研究に厳し
い研究者や甘い研究者がいることなどもあり、きちんと査読
コメントを見た上で推薦を行います。したがって、機械的に
点数順に推薦することはありません。そしてまた、一律の採
択率を機械的に設定して、Areaごとに採否を決定すること
もありません。最終的にはProceeding Co-chairsと全ての
Proceeding Area Chairが全体で議論を行い、採否が決まり
ます。そのため、Areaごとに最終的な論文採択率にはばら
つきがあります。
　採択された論文は、Bioinformatics誌の特集号に掲載され
ます。ISMB/ECCB2021からは、ぎりぎり採択には至らなかっ
たが高い評価を得た論文については、新しく創刊された
Bioinformatics Advances誌へと査読結果を活用する形でト
ランスファーされることになりました。Bioinformatics 
Advancesについては、本ニュースレターの別記事で紹介し
ていますので、そちらもぜひご覧ください。

岩崎　渉（東京大学・Editorial Board Member, Bioinformatics Advances）

　2021年に、バイオインフォマティクス分野の新たなオンライ
ンオープンアクセス誌となる「Bioinformatics Advances」が
創刊されました（https://academic.oup.com/bioinformatics 
advances）。この雑誌は、ISCB（International Society for 

Computational Biology）と
OUP （Oxford University Press）
との50%ずつの共同所有となり
ます。バイオインフォマティク
ス分野の雑誌として歴史のある
Bioinformatics誌は、ISCBも深
く関わっていますがあくまでも
OUPが所有する雑誌であり、
ISCBが（共同）所有する雑誌と
しては本雑誌が初めてになります。
　このたび、私が同雑誌のEditorial Boardを務めることに
なりましたので、その2つの重要な特徴を以下にご紹介しま
す。雑誌創刊以来、投稿数も予測以上に順調に増えており、
JSBi会員のみなさまの投稿検討のご参考になれば幸いです。

1.  Bioinformaticsよりもスコープが広く、例えば生物学的発
見にフォーカスした論文も受け付けます。アプリケーション
ノートApplication Noteのほか、発見論文Discovery Note
や、データ論文Scientific Dataのセクションがあります。

2.  Bioinformaticsでrejectされた論文のうち評価が高かった
ものについては、査読結果を活用した形で、Bioinformatics 

Bioinformatics�Advances創刊!!

バイオインフォマティクス分野の新雑誌「Bioinformatics Advances」創刊

Bioinformatics Advancesの表紙イメージ
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Advancesへのトランスファーをオファーされます（ISMB
でrejectされた論文のうち評価が高かったものもオファー
されます）。現状のトランスファーオファー率はおよそ
30%で、オファーを受ける割合もOUPの他雑誌に比べて
かなり高くなっています。主にこのトランスファーの仕

組みのために、Bioinformatics Advancesの論文採択率
は40%〜60%と高くなっているほか、査読者割り当てま
で平均5.3日、採否決定まで平均40日と迅速なハンドリン
グが実現されています。

遠藤　俊徳（北海道地域部会長）

　最初の新型コロナウイルス感染症が2019年12月に報告さ
れてから丸2年が経った。対岸の火事は、横浜停泊中のクルー
ズ船に飛び火し、ほどなく日本中に、そして世界中に広がっ
た。導入の進まなかったオンラインの講義や会議は有無を言
わさず定着した。在宅勤務が標準となり、大学の人影もまば
らになり、各学会は中止やオンライン開催になって、出張は
激減した。基盤ができていない北海道地域部会は、あまり活
動できなかった。これで報告とするのも良心が咎めるので、
進行中のパンデミックと今後について思うところを記したい。
　まず、いくつかの業種が打撃を受ける一方、好調な業種も
少なくないようで、日経平均株価はむしろ上がった。感染者
数は増減を繰り返しながらもオリンピック開催を乗り越える
ことができ、先だって始まったワクチン接種普及が奏功した
のか、海外の騒乱をよそに国内の状況は一気に収束しそうに
見えた。が、年の瀬に強感染力のο（オミクロン）株が国内
に入ると再び感染者が激増した。幸い、ウイルス進化の定石
どおりο株は重症化しにくいという海外の報告がある。強毒
性ウイルス株は感染者を増やす前に隔離されるため、消去法
的に弱毒性株が残る。この先の変異株も、感染力は衰えずと
も重症化傾向は低下してゆくだろう。
　コロナウイルスは過去にも殺傷力の強いSARSやMERSを
引き起こしてきた。天然宿主からヒトに移ったばかりのウイ
ルス株は強毒性の傾向があり、COVID19の原因である
SARS-CoV-2もこれを踏襲した。同様のことはこの先も繰り
返し起こるだろう。強毒性はコロナウイルスに限らない。過
去には致死率100％とまで言われたエボラウイルスはアフリ
カで何度か流行を起こしているし、HIVやC型肝炎ウイルス、
インフルエンザウイルスも長らく人々を悩ませてきた。蚊が
媒介するデングウイルスも現役だ。ウイルスは多種多様なの
で個別対策しかできないように見えるかもしれないが、共通
点がないわけでもない。細胞表面の「ウイルス受容体」と呼
ばれるタンパク質に結合したウイルス粒子は、細胞の貪食作
用（エンドサイトーシス）で細胞内に取り込まれ、DNAま

たはRNAの細胞質へのゲノム
放出によって感染成立する。そ
の後、宿主細胞の装置を利用し
つつ遺伝情報を大量コピーし、
ウイルス粒子の構成タンパク質
を大量生産させ、自己複製する。
SARS-CoV-2の場合、ウイルス
粒子と細胞の体積比から、1感
染細胞あたり10万粒子程度の
産生という試算もある。一方、直接的な接触を要するHIVは
約4,000粒子の産生と見積られており、この産生数が感染力
と相関しているのだろう。
　宿主側の入口は「ウイルス受容体」と呼ばれ、ウイルス種
毎に異なる細胞表面タンパク質である。細胞表面タンパク質
の本来の機能は別にあり、その種類は限られている。これを
整理するためCluster of differentiation （CD）という分類体
系がある。タンパク質は抗体を使って見分けるのが便利なた
め、抗体による識別が可能な分子として細胞表面のタンパク
質に連番を付したものだ。抗体は本来、免疫系における異物
排除のための分子だが、特異的に分子認識ができることを利
用して、対象分子の識別に用いられている。CD分類では
CD8やCD4が有名で、この存否により外見の似たキラーT細
胞とヘルパーT細胞を見分けることができる。見かけで区別
のつかない細胞の識別にも使えるのである。CD分類は2022
年1月現在371番まであり、枝番を含めた実数も400程度に
留まる。ウイルスの侵入経路となる細胞種は限られるので、
その表面の分子種の幅はより狭い。
　対象を限定できるとすれば、難しいタンパク質間相互作用
の予測も不可能ではなさそうだ。未知の新興ウイルスの場合、
受容体に対するウイルス側のリガンドは未知となるが、ウイ
ルスの分類や進化の仕組みを考えると探索空間は無限ではな
い。機械学習を上手に取り入れ、結果をデータベース化して
ゆけば、現実的な計算量で解決できるだろう。バイオインフォ

地域部会・公募研究会活動報告

北海道地域部会�-�オミクロンの先の展望�-
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マティクスが力を発揮すべき分野であろうと期待している。

鎌田　真由美（京都大学大学院医学研究科　関西地域部会　部会長）

　関西地域部会では、バイオメディカルにおける教育・啓発、
産官学マッチング、異分野融合によるイノベーション促進を
目指し、発足依頼、春と秋の年に2回、バイオメディカル研
究会を開催しております。昨年は4月の第31回研究会に続き、
11月2日に第31回バイオメディカル研究会を、オンライン
ウェビナーとして開催しました（https://urban-ii.or.jp/
events/detail.php?event_id=433）。
　今回は「スマートシティ構想で目指す医療、健康長寿のた
めの街づくり」をテーマに、スマートシティに対する政策、
研究の実装、実現のためのデータ基盤構築の観点から、4名
の先生方にご講演をいただきました。大阪府CIOの坪田知巳
先生による大阪スマートヘルスシティのご紹介では、構想の
背景から目指す具体的なイメージをお示しいただくととも
に、構想実現に向けた公民エコシステムをはじめとしたビジ
ネスモデルについてもご紹介いただきました。研究の実装と
して、国立循環器病研究センターの小久保喜弘先生より大阪
府吹田市における心不全重症化予防事業の取り組みについ
て、疾患リスクスコア評価と市民への還元について具体的な
事例をお示しいただきながらご紹介いただきました。また、
東京大学の久恒辰博先生より柏の葉スマートシティにおける

脳の老化に関する研究をご紹介
いただき、地域コホート研究の
重要性と介入による参加者への
フィードバックとその成果につ
いてお示しいただきました。ス
マートシティ構想実現の要とな
るデータ基盤については、東京
大学の越塚登先生より、データ
連 携 と 活 用 を 担 う プ ラ ッ ト
フォームである都市OSについてご紹介をいただくとともに、
データ連携における標準化およびその活用での課題について
も共有をいただきました。今回の研究会を通して、ライフサ
イエンス・ヘルスケア領域における関西の強みを知ることも
できました。快くご講演を引き受けて下さった先生方、また
ご参加くださった皆様に心から感謝申し上げます。
　次回は5月20日（金）に「先端構造解析技術」のテーマで
第32回研究会を開催予定です。昨今のオミクロン株急拡大
に伴う様々な制限が予想されますが、可能な限りオンライン
と大阪でのハイブリッド開催を予定しています。是非、会員
の皆様のご参加をお待ちしております。

宮田　龍太（琉球大学・JSBi沖縄地域部会員）

　お世話になっております。2021年度のJSBi沖縄地域部会
における活動を紹介いたします。
　本部会では昨年度に引き続き、沖縄県商工労働部ものづく
り振興課の「健康・医療産業における情報技術活用促進事業」
に申請・採択されました沖縄高専の池松真也先生（沖縄地域
部会長）を中心に、遺伝学研究所の有田正規先生や九州大学
の菊竹智恵先生たちとバイオインフォマティクス（BI）人材
育成講座を実施して参りました（http://ttp-okinawa.jp/
news-event/news/post773/）。
　今年度はBIの基礎から応用までを理解し、単なるツールと
しての技術の習得だけではなく、膨大な情報から新たな仮説
を導くための論理を習得することを目指し、習熟度に応じて
初級・中級とコースを2つ設け、座学と実習をそれぞれ
Zoomによるオンラインセミナーとして実施いたしました。
　私は初級および中級コースの「データサイエンス」と「情
報科学」に関する計5回の座学を担当させて頂きました。今

回とくに私の中級コースでは確率・
統計や機械学習といった従来の情報
科学分野だけでなく、配列アライン
メントや系統樹アルゴリズムも講義
内容として扱い、受講生の方々には
「とにかくBI技術者認定試験の過去
問を解くことで理解を深めてもらお
う」と毎週土曜日の朝10時から2時
間がっつり計算で手を動かしても
らったので、とてもタフな回だったと思います。
　講義のアンケート結果はお察しの通りでしたが、それでも
食らい付いて来てくださる受講生さんはちゃんと居て、沖縄
高専2年生の方が今年度認定試験に合格し、これで池松先生
がご指導されている学生さんが3年連続学会奨励賞受賞の記
録を樹立されたと伺ったときは、こちらとしても嬉しく感じ
ました。

関西地域部会

沖縄地域部会の活動
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　また今年度は上記事業の一環として、今なお世界中で猛威
を奮う新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発症に関
わる遺伝子群を遺伝子発現解析で特定する研究を、琉球大学・
中央大学・沖縄高専の共同チームで実施いたしました。BI人
材育成講座の受講生でもあった藤澤孝太くん（現在は東京工
業大学生命理工学院山田研究室のD1）の修士論文テーマで
ある本成果は、学術雑誌「Scientific Reports」に掲載され
ました（DOI:　1038/s41598-021-95698-w）。
　中央大学の田口善弘先生が開発された少サンプル多変量
データにも適用できる遺伝子選択法（詳細はTaguchi 2020 
Springer を参照）を使い、NCBI GEO（https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/geo/）から取得したCOVID-19患者のmRNAプ
ローブから候補を123個に限定し、さらにエンリッチメント

解析でそれらのGene Ontologyや転写因子を特定した一連
の解析は、これまでの人の繋がりや充実したBIのウェブサー
バあってのことなので、本プロジェクトに関わった全ての方
に感謝申し上げたく存じます（TOGO TV（https://togotv.
dbcls.jp/）もたくさん拝見しました）。
　まだまだ収束が見通せない状況が続いておりますが、
COVID-19の効果的な治療法を確立するには臨床試験のみな
らず、BIをはじめとした多様な病態解析で知見を積み重ねて
いくことが重要だと著者一同は考えております。
　2022年度もぜひ学会にご協力をお願いし、多くの皆様に
サポートいただければと思います。どうぞよろしくお願い致
します。

山本　博之（ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社）

　質量分析インフォマティクス研究会の第6回公開ワーク
ショップ「質量分析情報で代謝を理解する」を2021年6月
10日に開催した。昨年度に引き続き今年度もオンラインで
の開催であり、181名の方にご参加頂いた。講演は招待講演
を3件に加え、今年度は新たな試みとして、実践プロトコー
ルセッション「メタボロミクスデータ解析」を企画した。ま
た一般講演が2件と、招待講演者と参加者の交流のためのパ
ネルディスカッションと意見交換会（懇親会）を行った。
　招待講演は、新保和高先生（味の素株式会社　バイオファ
イン研究所）、大野聡先生（東京大学 大学院理学系研究科 
生物科学専攻）、馬場健史先生・中尾素直先生（九州大学 生
体防御医学研究所）と、プロテオミクス、メタボロミクス、
トランスオミクスの各分野において、第一線でご活躍の先生
方にご講演頂いた。また実践プロトコールセッション「メタ
ボロミクスデータ解析」では、本研究会の運営メンバーであ
る津川裕司（東京農工大学）、早川英介（沖縄科学技術大学
院大学）、山本博之（ヒューマン・メタボローム・テクノロジー
ズ会社）に加え、招待講演者として西田孝三先生（理化学研

究所 生命機能科学研究センター）
にご講演頂いた。パネルディス
カッションと意見交換会では、質
量分析インフォマティクスで解決
すべき課題として、代謝パスウェ
イや化合物データベースを利用す
る際に、IDや化合物名の統一が
されておらずエンリッチメント解
析に利用しにくいことから、ユー

質量分析インフォマティクス研究会
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ザーが使いやすいツールの開発が必要であることなどが指摘
された。本問題は2022年4月に開催予定の第7回公開ワーク
ショップでさらに議論したい。
　最後に、本ワークショップ招待講演の録画は、DBCLSの

小野浩雅氏の協力によりDDBJvideoとTogoTVで公開されて
いる（本研究会のwebページ[https://ms-bio.info/]からリン
ク済み）。

凌　一葦（新潟大学　医学部メディカルAIセンター　助教）

　私が所属する研究室は、旧名は「新潟大学医歯学総合研究
科バイオインフォマティクス分野」と呼ばれていました。
2013年にラボが立ち上がった当時、スタッフは一人もいな
い形の新設研究室でした。奥田教授の下でそれから8年が経
ち、現在はスタッフ7名、学生8名（博士課程2人、学部生5人、
臨床医1人）の構成になり、現在は「メディカルAIセンター」
としての研究室運営が始まっています。クラスタサーバ等の
機器も数台入るサーバ室が完備された広い研究室に昨年引越
しすることになり、ラボの規模が拡大しました。新しい研究
室は、それぞれの部屋がガラス張りで見晴らしの良い非常に
きれいなオフィスで、これまで以上にますます生産性が高
まっています。また、これまでの間に研究室ではバイオイン
フォマティクス人材育成への貢献だけでなく、先端的な医学
研究者との緊密な共同研究を通し、医学研究と人工知能など
それぞれの専門分野の枠を超えた新たな問題設定とその解決
に向けた研究を進めています。
　医学部における研究の一つとして、がんゲノム医療に必要
となるがん組織のゲノム解析も実施しています。がん細胞の
持つDNA変異を調べることで、最適治療方法を選択できる
Precision medicine（精密医療）を実現するための技術開発
をしています。患者集団の間でのゲノムや臨床情報の違いに
ついての検討や分子標的薬の適用性を評価する技術の開発な
ど臨床応用に向けた様々な役割を果たしてきました。さらに、
精密医療における治療方針決定をサポートするための研究に
加え、医療現場において今後より重要性を増すことが予想さ
れる人工知能の開発にも着手しています。深層学習などの機
械学習技術を使い、超早期診断のための医療画像解析アルゴ
リズムの開発を行ってきました。将来的には、ゲノムなどの
オミックスデータと病院の電子カルテ情報等を合わせて解析
することで自動診断補助をするアルゴリズムの開発や、過去
の症例・医学文献の知識に基づき治療方針決定の補助をする
アルゴリズム、疾患の予後予測アルゴリズムの開発なども進
める予定です。
　奥田研究室では研究背景や技術面が多種多様な人材で構成

されている研究室です。研究者
とスタッフたちは、異なる専門
背景を持ち、それぞれに得意な
研究分野においてその知識と技
術を活用しています。例えば、
私の専門領域はソフトウェア開
発と医学統計学でデータ解析を
主に実施していますが、生物と
医療知識はあまり豊富ではあり
ません。しかしながら、ラボの他のスタッフには、生化学や
分子生物学を専門としていてウェット実験の経験のある研究
者や微生物学を専門としていた研究者もいます。このような
多様な背景の人材がお互いに協力しあうことで、クオリティ
の高い研究活動が維持されています。また、欧米のみならず、
中国や台湾なども含めてさまざまな国際交流活動や国際共同
研究も盛んに実施されています。このように多様な人材が同
じ場所にいることと、その個々の人材の経験や学術的背景の
おかげで、さまざまな研究にまつわる活動が円滑で効率的に
進む環境と言えます。
　奥田研究室はバイオインフォマティクスの人材育成とデー
タサイエンスの教育も実施しています。「医学の方向性をも

日本のバイオインフォマティクス研究室

新潟大学　医学部　メディカルAIセンター（奥田研究室）
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ちかつデータサイエンス志向という柔軟な人材を育てる」こ
とを目指して教育にあたりたいと考えています。バイオイン
フォマティクスやビッグデータマイニングに関心のある学部
生や臨床医が実際に研究室に来て勉強しつつ、自身の研究を
実施しています。現在、研究室に参加している学部学生の中
には、自ら自然言語処理を医学の勉強に応用しようと取り組
んでいる学生や、さまざまな病理画像を自動判定する人工知
能の開発を進めている学生もいます。また、普段は医師とし
て臨床現場で患者の診断や治療をしながら、研究室に来てプ

ログラミングから勉強を始めているような若手医師もいま
す。奥田研究室では、学部生や医師以外でもどのような人材
も歓迎し、これからの社会にとって必須となるデータサイエ
ンスを担う人材として育ってほしいと思い、様々な側面から
サポートしています。特に人工知能研究では、数学力やプロ
グラム技術、さらに柔軟な発想と構想力を持った若い研究者
の活躍が成功の鍵になります。私たちは、医学と生物学の分
野で情報学の研究に興味のある多くの人々が私たちラボに参
加してくれることを歓迎します。

学会からのお知らせ

有田　正規（国立遺伝学研究所　生命情報・DDBJセンター）

　認定試験はCBT（ComputerBasedTesting）方式の2年目を
迎えました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のなか
426名という多くの受験者を呼び込めました。今年度は夏に
大きな感染ピークを迎えたこともあり、冬に同様の受験者数
を確保できるのかが課題でしたが、結果からすると直前に
なって受験者が増え、483名という結果でした。
　CBT方式は実施期間中の好きな日に好きな会場で受験で
きるメリットがあります。最寄りの会場に空きがないという
問い合わせに数件対応した以外は特にトラブルも無く、無事
に実施できました。沖縄だけは地域部会を主催する池松真也
先生の尽力で沖縄工業高等専門学校を準会場としてPCを用
意し16名に受験してもらいました。
　収支は例年通りぎりぎり黒字です。試験委員の先生方には
ボランティアでお願いせざるを得ない状況ですが、今後は受

験者数を増やして学会からも独
立し、国家資格として通用する
試験制度に成長させていきたい
と考えています。そのためにも
日 本 生 物 物 理 学 会 や 日 本 オ
ミックス医学会といった他学会
と共同で運営する方向に移行
し、ゆくゆくは認定試験事務局
が独立できるぐらいを目指して
います。最後になりましたが、本試験は委員の先生方および
事務局である東大医科研の齊藤さんの多大な協力があって運
営できています。薄謝で作問や査読を担当してくださった皆
様とともに、この場を借りて深く御礼申し上げます。

2022年日本バイオインフォマティクス学会年会・第11回生命医薬情報学連合大会 開催概要

開催概要

2022年日本バイオインフォマティクス学会年会・第11回生命医薬情報学連合大会（IIBMP2022）
日　程：�2022年9月13日（火）�〜�9月15日（木）
会　場：千里ライフサイエンスセンター（大阪府豊中市）
大会ホームページ：�https://www.jsbi.org/iibmp2022/
大会長：�水口賢司（大阪大学蛋白質研究所、医薬基盤・健康・栄養研究所）
テーマ：�バイオインフォマティクスのフロンティア：環境から健康まで
主　催：�日本バイオインフォマティクス学会、日本オミックス医学会
後　援：�日本メディカル�AI�学会、情報計算化学生物学会（CBI�学会）、日本生物物理学会
協　賛：�大阪大学蛋白質研究所、医薬基盤・健康・栄養研究所

バイオインフォマティクス技術者認定試験　開催報告
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　2021年9月29日のJSBiタウンホールミーティングにおい
て、本法人に特に功績があり、名誉会員に就任いただいた高

木利久会員、宮野悟会員に、名誉会員記を授与いたしました。
 （以上、2021年度通常総会にて承認）

学会議事録等

日　　　時　　2021年9月24日（金）13：00〜17：00
場　　　所　　オンライン
出　席　者　　 五斗進理事長・幹事、山西芳裕副理事長・地

域部会長、岩崎渉理事・幹事、大上雅史理事・
幹事、大林武理事・幹事、鎌田真由美理事・
幹事、木下聖子理事、佐藤健吾理事、清水謙
多郎理事、松田秀雄理事、武藤愛理事・幹事、
浅井潔理事、有田正規理事・幹事、尾崎遼理
事・幹事、清水佳奈理事、白井剛理事・幹事、
竹本和広理事、福永津嵩理事

（表決書提出）　荻島創一理事・幹事
　　　　　　　以上　19名出席扱い
オブザーバ　　 松井求監事、根本航監事、浜田道昭幹事、笠

原浩太幹事、松本拡高幹事、齋藤裕幹事、奥
田修二郎幹事、水口賢司幹事、池松真也地域
部会長、事務局総務牛山絵美子

議　　　長　　五斗理事長（定款35条による）

配布資料
　議事次第
　（審議事項参照資料）
　　別紙s1理事会審議事項

　（報告事項参照資料）
　　別紙h1 年会幹事　2021年年会準備状況について、他
　　別紙h2 会計幹事　2021年度中間会計報告
　　別紙h4 研究会幹事　開催済研究会報告
　　別紙h6 JSBi Bioinformatics Review幹事報告
　　別紙h7 ダイバーシティ推進幹事報告
　　別紙h8 ISCB幹事報告
　　別紙h11 連携幹事報告
　　別紙h12 広報幹事報告
　　別紙h18 総務報告、メール審議議事録
　　別紙h26  公募研究会開催報告（第30回バイオメディカ

ル研究会、質量分析インフォマティクス研究
会、第3回幹細胞情報学研究イニシアチブ研究
会）

　五斗理事長、山西副理事長より第25回理事会開催にあたっ
て挨拶があり、議事録署名人として尾崎理事、山西副理事長
が指名され、満場一致で承認された。

議案
〈審議事項〉
第1号議案　OJP 選考規定の変更の承認

名誉会員記の授与

特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 第25回理事会議事録

右上から、五斗進会長、高木利久会員、宮野悟会員
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　大上幹事より、別紙s1を基に「Oxford Journals - Japanese 
Society for Bioinformatics Prize 選考規定」について以下の
通りに改正したい旨が説明され、これを議事に諮ったところ、出
席した会員の議決権の過半数を持って異議なく可決決定された。
　【旧】
　第 9条　この賞の受賞者には賞状、副賞として賞金三万円、

当該年度の翌年のBioinformatics 誌無料購読の特典、
当該年度の翌年度の年会費免除の特典が与えられる。

　第 11条　第9条の賞金および Bioinformatics 誌無料購読
の特典は Oxford University Pressからの寄付金及び無
償で提供されるサービスに基づきこの法人が運営する。

　【新】
　第 9条　この賞の受賞者には賞状、副賞、および当該年度

の翌年度の年会費免除の特典が与えられる。
　第 11条　第9条の副賞はOxford University Pressからの寄

付および無償で提供されるサービスに基づき、この法人
が与える。

〈報告事項〉
【各幹事、会長、総務からの報告】
1　 年会（木下賢吾幹事、浜田幹事（2021年年会長）、水口

幹事（2022年年会長））
　 浜田幹事より別紙h1に基づき、2021年度年会準備報告が

あった。今年度はGather（バーチャル空間サービス）と
Zoomを利用したオンサイトに近い形式で開催を試みるこ
とが報告された。また、水口幹事より、2022年度年会を
2022年9月13日（火）〜9月15日（木）にかけて千里ライ
フサイエンスセンター（大阪府豊中市）にて開催を計画し
ていることが報告された。五斗理事長より、2022年度年
会事業計画については、来年3月に開催される理事会にて
報告することが確認された。加えて、2023年年会長につ
いては、木下理事に後日確認することとなった。

　 なお合わせて、浜田幹事より、「バイオインフォマティク
スシリーズ」の出版を予定していることが情報共有された。

2　会計（大林理事・幹事、笠原幹事）
　 大林理事・幹事より、別紙h2に基づき、会計の中間報告

があり、問題なく執行されていることが報告された。また、
今年度より年会会計を中心に運用を開始したネット銀行
（GMOあおぞらネット銀行）において、海外からの送金
に対応していないことが報告された。

3　認定試験（有田理事・幹事・認定試験委員長）
　 有田理事・幹事・認定試験委員長より、2021年度のバイ

オインフォマティクス技術者認定試験に関する報告があっ
た。特に、CBT方式（Computer Based-Testing）に移行
したことから、2020年度から試験問題を公開しなくなっ
たことが報告された。また、本認定試験の国家資格化を進
めており、バイオインフォマティクススキル標準の策定に

ついて他学会と連携していることが報告された。白井理事・
幹事より、「バイオインフォマティクス入門」（日本バイオ
インフォマティクス学会編、慶應義塾大学出版会）の改訂
版出版に向けて準備を進めており、1回目の印税は執筆者
への謝金に当てることが報告された。

4　研究会（岩崎理事・幹事）
　 岩崎理事・幹事より、別紙h4に基づき、公募研究会の開

催報告があった。オンラインによる研究会開催が中心にな
り、交通費がかからなくなったため、現在公募一回あたり
25万円となっている予算を減額する方針で進めていく旨
が報告された。

5　ニュースレター（尾崎理事・幹事、松本幹事）
　 尾崎理事・幹事より、日本バイオインフォマティクス学会

ニュースレター第40号が2021年8月末に発行されたこと
が報告された。長井陽子先生の追悼文を掲載したこと、特
集を「バイオインフォマティクスの人の本棚」としたこと
が報告された。

6　JSBi Bioinformatics Review（尾崎理事・幹事、松本幹事）
　 松本幹事より、別紙h6に基づき、JSBi Bioinformatics 

Review に関する報告があった。特に、2021年10月に次
号を発行予定であることと、今回より、入門的な内容を扱
う「Primer」セクションを新設したことが報告された。
日本語総説論文、あるいは、Primersの執筆希望者や推薦
者を常時募集していること、また、査読依頼の際には協力
して欲しい旨のお願いがあった。

7　ダイバーシティー推進（武藤理事・幹事）
　 武藤理事・幹事より、別紙h7に基づき、ダイバーシティー

推進に関する活動報告があった。特に育児休業制度の問題
点について以下の通りの情報共有とお願いがあった。

　 令和3年6月9日公布の改正育児・介護休業法にて、有期雇
用労働者が育児・介護休業を取得できる要件の一つ、「事
業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃
止されたため、任期付研究者も着任初年度から育児休業を
取得できるようになり、若手研究者の出産のハードルが軽
減されることとなった。しかしながら、労使協定では、「事
業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」以外
を対象外とすることが可能となっており、今までの育児休
業規程にならった労使協定を締結してしまう可能性があ
る。そのため、労務担当者・労働者代表者には労使協定で
の撤廃を働きかけてほしい。

8　ISCB（岩崎理事・幹事）
　 岩崎理事・幹事より、別紙h8に基づき、ISCB（International 

Society for Computational Biology）に関する報告があっ
た。 特 に、2024年10月 にInCoB、GIW、APBC、ISCB-
Asiaが合同でアジアで大きな会議を開催する計画があり、
その第一回目の開催を日本で行うことについて、JSBiとし
てサポートすること、2024 年年会とジョイントすること
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について提案があり、引き続き議論することとなった。
9　若手（大上理事・幹事）
　 大 上 理 事・ 幹 事 よ り、 今 年 度 のOxford Journals - 

Japanese Society for Bioinformatics Prizeの候補者が2
名であったことが報告され、今後も引き続き積極的な受賞
候補者の推薦のお願いがあった。生物物理学会との連携を
進めていることが報告された。

10　渉外（浜田幹事）
　 浜田幹事より、賛助会員にアンプラット株式会社が加わっ

たことが報告された。
11　連携（荻島理事・幹事、鎌田理事・幹事）
　 荻島理事・幹事より、別紙h11に基づき、学会連携に関わ

る報告があった。特に、今年度から生物科学連合を鎌田理
事・幹事が担当することになったことが報告された。

12　広報（齋藤幹事）
　 齋藤幹事より、別紙h12に基づき、広報に関する報告があっ

た。特に、2021年3月からリニューアルされたホームペー
ジのバグ修正とアクセス数について、また、2022年度の
年会WebサイトをWordpressにて作成したことが報告さ
れた。さらに、バイオインフォマティクス研究室検索の改
善を引き続き続けることが確認された。

13　人材育成（有田幹事、白井理事・幹事）
　特に報告はなかった。
14　活性化（奥田幹事）
　 奥田幹事より、教育素材に関する動画のリンク集作成につ

いて検討していることが報告された。
15　個別化医療推進（木下賢吾理事・幹事）
　特に報告はなかった。
16　Genome Informatics（五斗理事・幹事）
　特に報告はなかった。
17　会長補佐（岩崎渉理事・幹事、木下賢吾理事・幹事）
　特に報告はなかった。
18　総務報告（岩崎理事・幹事）
　 岩崎理事より別紙h18に基づき、会員数等の基本情報につ

いて報告があった。特に、会員が800名を超え、記録史上
最多となったこと、年齢は20代から40代で6割を占めてお
り、若い世代が増加しつつあることが報告された。また、

理事メール審議議事録（2021年3月〜9月）について報告
があった。

19　会長（五斗理事長）
　 生命科学と機械学習に関する書籍執筆の企画があり、日本

バイオインフォマティクス学会監修としての出版について
検討したい旨が報告され、引き続き検討することとなった。
また後藤先生からの寄付金について若手への賞金に当てる
案があがり、引き続き検討することとなった。

【地域部会長からの報告】
20　北海道地域部会（遠藤地域部会長）
　特に報告はなかった。
21　東北地域部会（木下地域部会長）
　特に報告はなかった。
22　関西地域部会（鎌田地域部会長）
　 鎌田地域部会長より今年度後半に開催を予定している関西

地域部会について、資料共有を行う予定であることが話さ
れた。

23　中国・四国地域部会（森田地域部会長）
　特に報告はなかった。
24　九州地域部会（山西地域部会長）
　特に報告はなかった。
25　沖縄地域部会（池松地域部会長）
　 池松地域部会長より、9/25からバイオインフォマティク

ス人材育成講座（沖縄県委託事業）をスタートする旨、受
講登録者数が100名を超えていることが報告された。

26　公募研究会報告開催報告
　報告に代えて、開催報告資料が配布された。
 以上
以上により議事が終了し、議長は17時00分閉会を宣言した。

　上記の議決を明確にするために、議長および議事録署名人
において次に記名押印する。
2021年9月24日
特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会
 理　 事　 長　五　斗　　　進　　印
 議事録署名人　山　西　芳　裕　　印
 議事録署名人　尾　崎　　　遼　　印
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有効会員数（2022年1月現在）�正会員：652名　学生会員：217名　賛助会員：17社�名誉会員：5名

特定非営利活動法人　日本バイオインフォマティクス学会　2021年度役員一覧

学会の現況

会　　　長 五斗　　進　（情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設ライフサイエンス統合データベースセンター）
副　会　長 山西　芳裕　（九州工業大学大学院情報工学研究院）

地域部会長 遠藤　俊徳　（北海道大学大学院情報科学研究院）北海道地域部会
木下　賢吾　（東北大学大学院情報科学研究科）東北地域部会
鎌田真由美　（京都大学大学院医学研究科）関西地域部会
森田　瑞樹　（岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科）中国・四国地域部会
山西　芳裕　（九州工業大学大学院情報工学研究院）九州地域部会
池松　真也　（沖縄工業高等専門学校生物資源工学科）沖縄地域部会

理　　　事 岩崎　　渉　（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
大上　雅史　（東京工業大学情報理工学院）
大林　　武　（東北大学情報科学研究科）
鎌田真由美　（京都大学大学院医学研究科）
木下　聖子　（創価大学理工学部糖鎖生命システム融合センター）
佐藤　健吾　（慶應義塾大学理工学部）
清水謙多郎　（東京大学大学院農学生命科学研究科）
遠里由佳子　（立命館大学情報理工学部）
長井　陽子　（Varinos株式会社）
松田　秀雄　（大阪大学大学院情報科学研究科）
武藤　　愛　（奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエンス創造センター）
浅井　　潔　（東京大学 大学院新領域創成科学研究科）
有田　正規　（国立遺伝学研究所 情報研究系）
荻島　創一　（東北大学 高等研究機構 未来型医療創成センター/東北メディカル・メガバンク機構）
尾崎　　遼　（筑波大学医学医療系生命医科学域）
木下　賢吾　（東北大学 大学院情報科学研究科）
五斗　　進　（情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設ライフサイエンス統合データベースセンター）
清水　佳奈　（早稲田大学 理工学術院）
白井　　剛　（長浜バイオ大学 コンピュータバイオサイエンス学科）
竹本　和広　（九州工業大学 大学院情報工学研究院）
福永　津嵩　（早稲田大学高等研究所）
山西　芳裕　（九州工業大学 大学院情報工学研究院 生命化学情報工学研究系）

監　　　事 根本　　航　（東京電機大学理工学部）
松井　　求　（東京大学大学院理学系研究科）

賛助会員一覧
（2022年1月現在, 賛助会員口数および五十音順）

株式会社日立製作所
富士通株式会社
株式会社アンプラット
エーザイ株式会社
国立研究開発法人科学技術振興機構　バイオサイエンスデータベースセンター
カクタス・コミュニケーションズ株式会社
株式会社 クリムゾン インタラクティブジャパン
塩野義製薬株式会社
住友化学株式会社
タカラバイオ株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ナベ インターナショナル
ノボザイムズジャパン株式会社
一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム
有限会社パスウェイソリューションズ
三井情報株式会社
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タカラバイオは、遺伝子治療、ワクチン製造、ゲノム解析
などの革新的なバイオ技術の開発を通じて社会に貢献する
ことを目指しています。情報技術を用いて、新しいことに
チャレンジしたい、様々な技術に関わっていきたい、社会
貢献を実感したい、など歓迎します。皆様が活躍できる業
務を用意してお待ちしております！

• 遺伝子医療・再生医療デザイン
• PCR・NGS関連新製品開発
• バイオインフォマティクス解析
• シーケンスデータ品質管理
• 業務効率化パイプライン構築
• ネットワークシステム構築

http://www.takara-bio.co.jp/kaisha/boshu.htm

情報系技術者を募集しています

日本バイオインフォマティクス学会ニュースレター第41号
発 行 日　　2022年3月31日
発 行 者　　特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会（理事長 五斗進）
編　　集　　尾崎遼・松本拡高（学会幹事）、牛山絵美子（学会事務局）
デザイン　　ウチダヒロコ
組　　版　　勝美印刷株式会社
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　今回は特集としてバイオインフォマティクスの未来についての座談会の記事をお送りいたしました。バイオイ
ンフォマティクス分野の拡がりに呼応するように話題が多岐に渡っています。次号に掲載予定の後半部分もお楽
しみに。 （尾崎・松本）

　こんにちは、事務局の牛山です。桜のつぼみもふっくらと、春色のにわかに深まりを感じる頃となってまいり
ました。
　ニュースレター・ホームページ・メーリングリスト・SNS配信など、少しでも会員の皆様にとって有益な情
報を配信できるよう努めて参ります。
　会員の皆様におかれましては、情報発信の場としても、本学会をご活用ください。
　また、学会へのご意見・ご要望等につきましては、お近くの理事・幹事の先生方、あるいは事務局総務までぜ
ひお寄せください。よりよい学会運営を目指して参ります。
　私事になりますが、総務を務めて３年経ちました。今後もより一層尽力いたしますので、よろしくお願いいた
します。 （事務局（総務）牛山）

編集後記
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