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日本を代表する研究者から高校生へのメッセージ

2009年ガードナー国際賞、2014年ラスカー基礎医学研究賞、2017年生命科学ブレイクスルー賞と、
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私と科学の甲子園

東京大学博士課程 谷口大輔さん

研究領域と、
世界に
先駆けた研究成果とは

て機能を発揮できます。体を動かす、も

内容を具体的かつ簡潔にご説明いただ

のを見る、匂いを嗅ぐ、話す、考える、笑

けますか。

う。私たちのこのような何気ない活動

森：一言で言うと「小胞体に備わってい

白石：最初に、先生のご研究を理解する

すべてを、タンパク質は担っているの

る脅威の復元力の秘密を探る研究」で

上で重要な生命現象や概念について教

です。

しょうか。細胞はさまざまな環境変化

えてください。

白石：そこで小胞体の出番ですね。

にさらされますので、時には内部がお

森：一つは、生命の基本単位である細胞

かしくなる、つまりストレ

です。すべての生命は細胞で構成され

スがかかります。小胞体に

ています。私たちヒトはそれが約37兆

ストレスがかかると、形の

個集まってできている多細胞生物で

悪いタンパク質がたくさん

す。一方で、細胞1個だけで生きている

できたり、形の良いタンパ

単細胞生物もいます。細胞は自分の外

ク質が不良品に変わってし

と内を分けるために膜（細胞膜）で囲わ

まったりします。そしてそ

れており、ヒトのような真核生物では、

れらがたくさん溜まってく

細胞膜の中にさらに膜で囲まれた様々

ると、小胞体は、その情報を

な区画が存在しそれぞれが役割を分

別の細胞内小器官である核

担しています。細胞内小器官というも

に送り、分子シャペロンの

ので、例えばミトコンドリアはエネル

森：はい。タンパク質は「特定の形に折

数を増やしたり、不良品を分解する装

ギーを作り、リソソームは古いものを

りたたまれる」と言いましたが、ここで

置の量を増やしたりします。タンパク

分解してリサイクルします。

非常に重要な役割を担っているのが細

質の品質を管理する能力を保とうとす

白石：生物の教科書や上のイラストで

胞内小器官の一種である小胞体です。

るのですね。この一連の反応が「小胞体

確認してもらうといいですね。

小胞体の中には、タンパク質の形を整

のストレス応答」であり、私は、小胞体

森：もう一つは、生物すべての生命現象

える特殊なタンパク質（＝分子シャペ

がどのようにして不良品が増えたこと

を担うタンパク質です。水素・炭素・窒

ロン）が沢山存在しており、その働きの

を感知し、その情報を核に送っている

素・酸素・硫黄から構成されるアミノ酸

おかげで形の良いタンパク質ができ、

のかという仕組みを明らかにしたので

ご希望の方は右記 QR コードを

が鎖状に多数連結してできた分子で、

これが目的地へ行って機能します。一

す。

読み取りお申し込みください

その数と並び方を決める設計情報はデ

方、中には形の悪いタンパク質もでき

白石：それがガードナー国際賞やラス

オキシリボ核酸（DNA）に書き込まれて

ます。このいわば不良品をそのまま送

カー基礎医学研究賞、生命科学ブレイ

います。DNAから読み取られた設計情

り出すと様々な不都合が起こるため、

クスルー賞など数々の国際賞の受賞、

報をもとに様々な工程を経て最終的に

小胞体はそれを判別して壊してもいる

つまり世界の高い評価に繋がったわけ

リボソームというタンパク質合成工場

のです。

ですね。その意義についてもお聞かせ

で合成され、特定の形に折りたたまれ

白石：整えるだけではなく、壊してもい

いただけると、ご研究に対する理解が

ていきますが、この状態になって初め

るんですね。それではいよいよ、ご研究

一層深まると思います。

森先生のサイン入り本を
5名の方にプレゼント

企 画・ 広 告 の お 問 い 合 わ せ は
ユニバースケープ
（株）
info@universcape.co.jp まで
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小胞体とは？その驚異の働きを明らかに
京都大学大学院
理学研究科教授

森 和俊先生
P r o f i l e

1981年京都大学薬学部卒業、1983年京都
大学大学院薬学研究科修士課程修了。 1987
年 薬学博士
（京都大学）
。1985年岐阜薬科大
学助手、1989年米国テキサス大学博士研究
員、1993年 HSP研究所副主任・主任研究員、
1999年京都大学大学院生命科学研究科助教
授、2003年より京都大学大学院理学研究科教
授（生物科学専攻、生物物理学教室）、現在に
至る。2005年ワイリー賞、2009年ガードナー国
際賞、2011年上原賞、2013年朝日賞、2014
年ラスカー基礎医学研究賞、2016年日本学士
院賞・恩賜賞、2018年生命科学ブレイクスルー
賞、他多数受賞。2018年文化功労者に選出。
岡山県立倉敷青陵高等学校出身

お聞きしています。
森：大きなプレッシャーで体調不良に
陥った時もありますが、あの苦悩がなけ
れば今の自分はありません。
ウォルター博士としのぎを削ったの
は、小胞体ストレス応答の各ステップを
担うタンパク質を同定するために遺伝学
解析を行っていた1990年代初頭です。私
は、IRE1というタンパク質が、小胞体が
ストレスにさらされ不良なタンパク質が

何が数々の国際賞受賞に
つながったのか？
次世代研究の展望も

リボソーム」と小胞体膜の外側に付着す

蓄積すると活性化し、内部の情報を核へ

る「小胞体膜結合性リボソーム」の二種

伝達する証拠を捉えました。しかし論文

類があることを見つけ、1974年にノーベ

発表する段階で、既に生命科学研究の分

ル医学生理学賞を受賞しました。第二世

野で名をはせていたウォルター博士が突

森：それには、小胞体、あるいは細胞生物

代にはギュンター・ブローベル博士を挙

如乱入してきたのです。彼は、タンパク質

学全般に関する研究史を振り返るといい

げたい。タンパク質を構成するアミノ酸

しく折りたたまれたタンパク質だけがゴ

としての詳細な機能解析なしに、同定し

と思います。

には「シグナル配列」と呼ばれる配列が

ルジ体に輸送されること、また不良なタ

たIRE1に関する研究成果を『Cell』という

小胞体に関する研究には数々の研究者

あり、いわば荷札のように、それぞれのタ

ンパク質は細胞質に排出されて分解され

世界の一流雑誌に発表しました。1993

が参画していますが、いくつかの重要な

ンパク質が細胞内のどこで機能するかを

ることなどが解明されました。

年 6月のことでした。研究は一番早い者

発見を境に「世代」として分類すること

決定している仕組を発見し、1999年に

白石：第四世代の次、第五世代が気になり

だけが認められる世界。先を越されたと

ができます。私は、1950-60年代から成果

ノーベル医学生理学賞を受賞しました。

ます。どのような研究分野が第五世代に

いう焦燥感で、一度は頭が真っ白になり

を挙げられた方を第一世代、1970年代か

第三世代は、2013年にノーベル医学生理

当たるのでしょうか。

ました。しかし、私たちはタンパク質とし

らを第二世代、1980年代からを第三世代、

学賞を受賞したジェームズ・ロスマン博

森：『網羅的遺伝子発現解析』に代表され

ての詳細な機能解析など、ウォルター博

1990年代からを第四世代として分けてい

士とランディ・シェックマン博士らです。

るような解析手法を用いた研究だと思い

士の論文よりもさらに高いレベルでの研

ますが、私は第四世代に属します。

彼らは、タンパク質が小胞体に入った後

ます。第４世代までは、個々の遺伝子（多

究成果を盛りこんで、彼から遅れること

白石：ほかの分野と比較すると、短期間

に、小胞輸送で別の細胞内小器官である

くても10個程度）を調べていたのに対し

約２か月、同じ『Cell』に論文を発表する

で、驚くべき速さで発展していますね。

ゴルジ体へ運ばれることなどを発見しま

て、第５世代ではゲノム全体（ヒトだと

ことができました。同じ様な研究成果が

森：第一世代はアルベルト・クロード博

した。タンパク質が機能するには正しく

約２万遺伝子）をいっぺんに調べて統合

このように短期間で二報も発表されるこ

士、ジョージ・パレード博士、そしてクリ

折りたたまれる必要があることを解明し

的に理解しようとしました。

とは、
『Cell 』では極めて異例で、あきらめ

スチャン・ド・デューブ博士に代表されま

たのもこの世代です。そして第四世代に

す。タンパク質を合成する工場であるリ

は、私や後に紹介するピーター・ウォル

ボソームには、細胞質に存在する「遊離

ター博士などが含まれます。小胞体で正

コラム1

森先生の進路選択、大学・大学院の思い出、若き研究者時代。
バントヒットよりホームランを！
机2つとベンチ3台の研究室から出発
岡山県倉敷市の風光明媚な児島地区に

の職位を捨て、博士研究員として米国へ。
「バ

トよりもホームランを
！」
の信念の下、テキ
生まれ育った森先生。
「将来は博士か大臣に」 ントヒッ
と夢見て幼少期を過ごされたそうです。中学生

サス大学では『Cell』への論文投稿等、その

の時には、
チャーリー・チャップリンの『モダン・タ

後に繋がる大きな業績を積み重ねられました。

イムズ』
を観たのがきっかけで、
「会社員にはな

振り返れば、研究の世界で生き残りたいと常

りたくない」
「社会の歯車の一部にはなりたくな

に念じられていた日々だったとのことです。

い」
と。

HSP研究所副主任研究員として帰国され

大学は、ノーベル物理学賞受賞者である

ると、ここでよき上司と弟子となる優秀な研究

湯川秀樹博士と朝永振一郎博士に憧れて

者と出会い、1999年には京都大学大学院

京都大学へ。一旦、工学部合成化学科に入

生命科学研究科の助教授として着任されま

学されますが、一年次に学んだ生命科学の面

す。
ただ、最初にあてがわれたのは机2つとベ

白さ、予想外のその合理性に惹かれて、二年

ンチ3台の狭い研究室。
その後も、ゴミ捨て場

次に薬学部へ転学部。大学院薬学研究科

を改造して作った50平米の研究室と、研究

博士課程在学中に岐阜薬科大学に正規の

環境には必ずしも恵まれたわけではありません

ポジションを得て助手として着任、研究者の

が、2003年に京都大学大学院理学研究

道を歩み始められます。
しかし4年間で8報の

科の教授となり、漸く400平米の研究室を獲

論文発刊と順調に研究成果を出しながらも、

得されたそうです。

1989年、
さらに大きな夢の実現に向けて助手

ライバルとしのぎを
削った1990年代

ずに挑戦してよかったと心から思ってい
ます。その後も、国際的な学術会議などで
ウォルター博士とは研究結果に関する解
釈が異なるなど、ライバル関係が続きま

白石：これまでの５つの国際賞は、ピー

したが、くじけることなく自分の研究結

ター・ウォルター博士との共同受賞でし

果・解釈を信じぬいたことが、2009年の

た。ライバルでもあるウォルター博士と

ガードナー国際賞等の共同受賞に繋がっ

は壮絶な研究バトルを繰り広げられたと

たのだと思います。
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困難やプレッシャーを乗り
越える精神はどこから？
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文武両道

白石

2008年京都大学農学部卒業、2014年京都大学大学院農学研究科修士
課程修了。修士課程在籍時、日本国際協力機構（JICA）を通じて短期青年
海外協力隊としてバングラデシュに派遣。2015-2016年国連食糧農業機
関（FAO）でのインターン及び2016-2017年日本学術振興会特別研究員を
経て、2017 年に京都大学大学院農学研究科から博士号（農学）を取得。
また、同年京都大学大学院思修館プログラム修了。同大学院博士課程修了
後、2017-2018年外務事務官として外務省経済局経済安全保障課に勤
務。2018-2020年FAOジュニア専門官、2020-2021年FAO食品安全専
門官を経て、2021年1月より京都大学大学院農学研究科助教、現在に至る。

されなかったのはなぜでしょうか。
森：私の精神的な強さは、幼いころから続
けてきた剣道のたまものではないかと

岐阜県立多治見北高等学校出身。

思っています。剣道では流派に関係なく、
「驚・恐（懼）・疑・惑」の四つを「四戒」と

恐

呼び、修業中にはこの中の一つでも心中
に起こしてはならないと戒められていま
す。剣道の勝負は技だけでなく、心の動き
に支配されることが多く、相手に隙が生
じても、四戒の中の一つが心に生じると
それを見ることができない。しかも自ら
萎縮し相手に隙を与え、その結果、打たれ

殖を続けていると考えられていますか

てしまうからです。私は研究においても

ら、抗ガン剤のターゲットとしても注目

常に、この四戒を脱して平常心を保ち、思

されています。

慮深く活発な精神を養うよう修練してき

もう一つはビッグデータとAIによる生

たつもりで、それが活きているのかもし

命科学研究の進展です。例えば、2021年

れません。

にタンパク質構造予測センターが発表
したAlphaFold2は多くの研究者に衝撃を
与えました。AlphaFold2はDeepMind社に
よって開発されたAIシステムでタンパク
質の構造を予測できます。その精度は驚

白石：数々のプレッシャーにも打ち勝っ

くほど高く、数年来謎だった構造がいと

て、「小胞体のストレス応答」という研究

も簡単に予想できたという事例もありま

分野を牽引されてこられたのですね。最

す。このように生命科学分野では次々と

後に先生の将来展望などをお聞きかせく

新しい技術が開拓され、日進月歩の発展

ださい。

を見せています。

パーキンソン病などの神経変性疾患、腎
臓病、肥満や脂肪肝などの代謝異常と小

晃將

P r o f i l e

やプレッシャーの中で、それに押しつぶ

森：一つは医療への応用研究です。近年、

03

京都大学大学院農学研究科助教

白石：壮絶ですね。このように大きな困難

医療への応用や、
AlphaFold2について
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森先生から
高校生へのメッセージ

胞体ストレスとの関連が報告されてお
り、今後、広がりを見せると思います。癌

白石：最後にもう一つ、高校生や未来の研

細胞は小胞体ストレス応答を悪用して増

究者にメッセージをお願いします。

森：まずは、やりたいこと、熱意を持って

分の力ではどうにもならないことでクヨ

取り組めることを2個見つけるというこ

クヨ悩まない。これは、スポーツや研究に

とです。私の場合は研究と剣道。大学生の

限らず、あらゆることに当てはまると思

ある時期から研究の道を究めることを目

います。自分の信じた道を突き進み、その

指しましたが、もしもうまくいかなかっ

結果負けたのなら、そこで考え直し、出直

た場合は、剣道に携わりながら生きてい

すことが重要だと思います。新型コロナ

こうと心に決めていました。だからこそ、

ウイルスパンデミックの影響もあって

覚悟を決めて研究の道を突き進めたのだ

か、現在は特に、夢よりも現実を追いかけ

と思います。ちなみに今でも、京都府剣道

る若者が多くなっているように感じま

道場連盟を通じて小・中学生に剣道を教

す。そんな空気を振り払い、一歩踏み出す

えています。

勇気を持って欲しい。自分のやりたいこ

もう一つは、常にプラス思考でいるこ

と、熱意を注げるものを見つけ、夢に向

と。剣道の驚・恐（懼）・疑・惑の四戒とも

かって邁進する高校生、若者が一人でも

通じますが、特に、競争している間は負け

多く出てくることを願っています。

ることなどは考えないことです。また、自

「小胞体ストレス」
を学べる大学・大学院
大学(学部)
大学名
京都大

学部

研究室詳細

理学部(生物科学専攻)

http://www.upr.biophys.kyoto-u.ac.jp/

京都産業大 生命科学部

https://ushioda-lab.com/

岡山大

薬学部

http://www.okayama-u.ac.jp/user/yakko/news.html

広島大

医学部医学科

https://home.hiroshima-u.ac.jp/imaizumi/index.html

宮崎大

医学部医学科

https://nishitoh.jimdosite.com/

金沢大

医薬保険学域医学類

https://med03.w3.kanazawa-u.ac.jp/

大学院(研究科)

コラム2

米国テキサス大学博士研究員時代に実践した森先生の英語学習方法
1989年の渡米時にはほとんど英語が話

Wareにアップロードされています。アカデミア

せなかったという森先生。最初はテレビ番組

の世界でのポジション獲得も最後はプレゼン

を字幕付きの英語で見るなどして、耳を慣ら

勝負。
どのように話すと相手に伝わるか、第

していかれたそうです。それがどのように英語

三者の目を持つコツ、大学生・大学院生への

を学び使えるようになられたのか。その過程

助言などが盛り込まれていて、中学・高校生

が、
「京都大学自律的英語ユーザーへのイン

の英語学習のヒントにもなるはずです。

タビュー」
として、京都大学のOpen Course

https://ocw.kyoto-u.ac.jpcourse/1050/

大学名

大阪大

徳島大

奈良先端大

研究科・所属

研究室詳細

医学系研究科(分子生物遺伝学領域)

https://www.ugscd-osaka-u.ne.jp/mbs/index.html

医学系研究科(精神医学教室)

https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/psy/

先端酵素学研究所(生体機能学分野)

https://www.iams.tokushima-u.ac.jp/lab/oyadomari/

先端酵素学研究所(ゲノム制御学分野)

https://www.iams.tokushima-u.ac.jp/lab/katagi/

河野特任研究プロジェクト

http://www.naist.jp/iri/kouno/

ストレス微生物科学(高木研究室)

https://bsw3.naist.jp/courses/courses305.html
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大学ジャーナル

次代の教育を牽引する新教育棟誕生

創立140周年を迎えた明治大学

新たな学びの拠点
「和泉ラーニングスクエア」
明治大学は4月5日、竣工したばかりの「和泉ラーニングスクエア」
を初公開しました。
創立140周年事業のひとつでもあり、和泉キャンパスにおける教室数の不足や
教育施設の老朽化、
さらには社会の激しい変化に対応し、
総合的な知の基盤である「初年次教育」
「教養教育」
「国際教育」
を展開する“場”の創出を
目的とした新教育棟、
「和泉ラーニングスクエア」
には、大いに注目が集まっています。

①ラーニングサポートベース

④プレゼンテーションラウンジ
気軽に学習支援やアドバイス

広く、オープンなラウンジス

を受けられるスペース。論文

ペース内にカウンターが設置

の書き方から学問への向き合

されていて、さまざまな交流

い方まで、「対話しやすい」

を通じて新たなイノベーショ

空間となっています。

ンが創出されることが期待さ
れます。

②グループボックス

⑤グリーンテラス
学生同士が協働する場。外か

緑豊かな心地よい憩いのス

らでもようすが見えるそれぞ

ペース。リラックスした雰囲

れのボックスは、個性豊かな

気のなかで、交流が広がりま

しつらえが施されており、創

す。

造性を刺激します。

③カイダン教室

雑賀恵子の

⑥ラーニングコモンズ
リビングのようにリラックス

段」を舞台にした教室。対話

できるオープンスペース、新

的な授業が可能になり、既成

しい学びと出会える場で、機

概念に囚われない空間が、自

能的な学びを後押しする学修

由な発想や議論を促します。

スペースです。

書評
現代思想
入門
千葉雅也
講談社現代新書

いまこの文章を読まれる人のほとんど
は21世紀生まれだから、
もしかしたら
「現
代思想」
というのは、インターネットが世
界中を網羅し、その気になればあらゆる
情報にアクセスすることもできるし、後
ろ盾をもたなくても情報を発信すること
ができる
（と信じられてる）
現代の社会を
考察する思想のことだと思うかもしれな
い。
しかしそうではない。本書の冒頭にも
訂正とお詫び

机も椅子も取り払った「階

雑賀

恵子

京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪産業大学他非
常勤講師。著書に
『空腹について』
（青土社）
、
『エコ・ロゴス 存在と食について』
（人文書院）
、
『 快楽の効用』
（ち
くま新書）
。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。

あるように通常日本で
「現代思想」
といえ

ないにしても、
ドゥルーズ＋ガタリ、フー

君たちには、
「現代思想」
は現代ではない

ば、1960年代から90年代を中心に主に

コー、
デリダの名前や、彼らのキーターム

フランスで展開された
「ポスト構造主義」

時代遅れのものであるだろうか。いや、そ

であるリゾームとか、スキゾとか、逃走と

の哲学を指す。

の安心で安全な社会だという認識こそ、

か、一望監視システムと規律訓練とか、二

と聞くだけで、
なんだか難しそうだと早

疑ってほしい。現代思想は、今なおその

項対立とか、脱構築とか、いろんなところ

くも敬遠したい向きもいるだろう。そう、

方法を教えてくれる。なぜ疑うのかという

で使われたのである
（間違った使い方も

実際難しいのだ。翻訳だということを割り

と、思い込んでる自分は実は息苦しさに

多々あったようだが）
。わからなくとも、
ド

引いても、使われている言葉が独特で、
と

慣れてしまっているだけで、呼吸困難を

ライブがきいてかっこいい、何かスカッと

いうか造語も多く、難解だ。言い回しその

常態だとしているうちに呼吸不全に陥っ

するような感じを受けたのだ。それは、従

てしまう危険があることを知るためだ。

ものも、慣れていないとなにを言ってい

来のものの見方をぶち壊し、権力概念を

るのかさえわからないことも多い。がっ

本書は、難解な現代思想をとても易し

変え、内面化されてしまっている価値観

ちりと築かれてきた哲学体系の上に成り

く読み解いた数ある入門書の中でも多

や規範を暴いて揺るがし、監視／管理社

立って、それを壊しながら新しいものを創

分抜群に面白い。それは、著者の千葉哲

会から逃れる在り方を考える力を与えて

る闘いが現代思想を担った人たちの営み

也さんが、哲学の専門家としてだけでは

くれるように見えたからかもしれない。

なのだから、何よりも哲学体系そのもの
の素養がなければ読めない。

しかし、時代は変わった。情報社会に

なく、自分自身の息苦しさを抱えつつ、
と
りわけ若い人たちに息苦しさから逃れ、

なって価値観は多様になり、個人は法の

深く呼吸ができるところを探そうと呼び

もとで主体性を持って自由に行動がで

「気の利いた」学生たちに熱狂的に支持

かけているような気がするからだ。その

き、社会秩序が保たれ安心で安全な社会

され――というのは言い過ぎかもしれ

ために本書は書かれたように思う。

に生きているともしかしたら思っている

それなのに80年代にもなると、当時の

呼吸を止めるな。考えよ。

前号（2月号／ vol.146：令和4年2月22日発行）
にて、下記のような誤植がありましたので、下記の通り訂正しお詫び申し上げます。
【該当箇所】3ページ、左から３段目、第2段落上から８行目

【誤】3365回

→ 【正】365回

大学ジャーナル

ウクライナと大学

ウクライナ避難者の受け入れに大学も動く

相次いで学費無償での受け入れを表明

去る2月24日の、
ロシアによるウクライナ侵攻から約2か月余り。
事態が混迷を深める中、
国外に逃れたウクライナ難民は、3月末時点で４００万人を越えました。
世界各国で避難民の受け入れが進んでいますが、日本でも、教育・研究の継続を
希望する学生や研究者の受け入れを表明する大学が相次いでいます。
いち早く
「ウクライナ人大学生の
受け入れ」
を表明したICU

ロシアの軍事侵攻開始後、
いち早くウクラ

盟は、
平和的解決が早く行われるよう声明を
出しました。
自治体との連携も

イナ人大学生の受け入れを表明したのが国

その後、
国内の大学や日本語学校が相次

際基督教大学
（ICU）
。日本国際基督教大学

いでウクライナ学生の受け入れを表明して

財団
（JICUF。在ニューヨーク）
と共同して、
ロ

います。3月18日には、
長崎大学がウクライ

シアの軍事侵攻を逃れるために日本へ入国

ナの学生を受け入れ、
学びの場を提供すると

し、
教育の継続を希望するウクライナの大学

発表しました。大学院生30人、
学部生10人

生の受け入れを行うと公表しました。ICUと

のあわせて40人を受け入れる方向で、
「日本

JICUFは、
2017年よりシリア内戦を逃れたシ

の文化、
長崎平和学などを英語で学ぶ講義

リア学生を支援してきましたが、
同じ人道的

に参加できるようにする」
としています。住居

精神に基づいて、
ウクライナ人学生を受け入

として大学が持つ宿舎を提供するほか、
生活

れる意志を表明したものです。ICUでの学び

費も支援するとのこと。

を希望する学生の特定や、
ICUが提供できる

新潟県三条市の三条市立大学
（アハメド・

具体的な支援については、公的機関および

シャハリアル学長）
もウクライナ学生の受け

民間の関連諸機関と相談のうえ行われてい

入れを発表。県内自治体でもウクライナから

ます。
また、
国立大学協会や日本私立大学連

の避難者の受け入れを表明しており、
各自治

１６歳から
の

大学論

第31回

ます。
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東京大学も、
研究や学ぶ場を確保できな
くなった研究者、
学生を受け入れる制度を設
けました。国籍は問わず、
最大数十人程度を

体に避難した学生の学びを止めないために

想定。研究者の受け入れ表明は国内では初

社会的役割を果たそうと受け入れを決めた

めてで、
渡航や住居、
生活面での援助も行う

としています。避難大学生の専攻分野に関

とのことです。

する三条市立大学1、
2年次開講科目の受講

難民問題は受け入れ後の支援も課題と

を許可するもので、
避難大学生の専攻分野

なってきます。経済支援、住居支援、生活支

や基礎知識などを確認して受講の可否を決

援に加えて、
精神面でのサポートも必要で、

め、
受講できる場合は科目等履修生、
あるい

地域社会や行政との連携が不可欠であるこ

は聴講生として受け入れる方針のようです。

とは言うまでもありません。学生・研究者だ

避難大学生への経済支援、
住居支援、
生活支

けでなく、
女性や子どもの避難民が増えたと

援などは、
避難受け入れ自治体の負担を基

き、
あるいは今回の事態に限らず、
祖国を追

本とし、
詳細は自治体と協議して対応すると

われ難民となった人たちにどのような支援

のこと。

の手を差し伸べるか、
この機会に今一度よく

学生だけでなく研究者にも救いの手を

考えてみたいものです。

ウクライナ危機に対する大学の取組
留学生
受け入れ

募金活動

長崎大

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/kouhou/press/file/2021/20220318.pdf

ICU

https://www.icu.ac.jp/news/2203081600.html

神戸大学

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_03_23_02.html

上智大学

https://www.sophia.ac.jp/jpn/news/PR/220317ukraine_unhcr.html

龍谷大学

https://www.ryukoku.ac.jp/donation/

清泉女子大

https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00001216.html

東北大

https://www.ukrainesupport.shuyukai-tohoku-u.net/

著作が入試問題に
使用された著者の想い

学問や大学についての内容だからかわ
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京都大学 学際融合教育研究推進センター 准教授

宮野

公樹 先生

P r o f i l e

１９７３年石川県生まれ。
２０１0 ～１４年に文部科学省研究振興局学術調査官も兼任。
２０１１～２０１４年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科学。南部陽一郎研究
奨励賞、
日本金属学会論文賞他。著書に「研究を深める５つの問い」
（講談社）
など。

ら選びなさい」
と言うのは難しかった！ 正

試験問題を
「作る側」
の観点で見ると、
また

直いって、それ編集者の方が作ったので著

言葉が多くの人に届く。それだけで著者

違った感じの面白さがあります。試験問題の

者の僕にはその見出しを創作した記憶が

冥利につきます。加えて、試験問題の性格

「出し方」
に各出題者の特徴が色濃く出て

ないのです。なんか、受験生に申し訳ない

上、みなさん必死に読んでくださる
（笑）
。

いるのです。
「ははーん、
この文章を受験生

気持ち。あと、今回の
「問いの立て方」
（ちく

例え、それが著作のほんの一部分であって

に読ませたかったのだな！」
といったように。

ま新書）
は、第一章から最終章まで全体を

例えば、
「この段落を要約せよ」
という問題

かりませんが、著作が入試問題に使われる

まず、率直に
「嬉しい」
ものです。自分の

ことが多々あります。4年前に出版した
「学
問からの手紙」
（小学館）
もこれまでに4、5
回、最近では2021年度の入試で4つの大
学で
「問いの立て方」
（ ちくま新書）
が出題
されました。今回は、著作が入試問題に使

も、僕の言葉は、僕の言葉。試験問題ゆえ

用されて感じたことをつらつらと書いてみ

通してひとつの大きな流れがあり、それに

に問題を解くことが第一の目的と思いつ

なんかは、なるほど、明らかに試験問題に

よって思考の追体験ができるのが最大の

かこつけて、我が大学に入学するであろう

つも、もしかして
「あ、
この文章、いいな」
っ

特徴、
と著者は考えているのですが、試験

て思った受験生の方が書籍名、著者名を

受験生にあらかじめこの内容に触れさせて

問題にするには作品を丸ごと掲載するわけ

おきたかったのだな、
とか
（笑）
。そういう試

覚え、後日、実際にその本を手に取ってみ

にもいかないので、長くても2 、3ページ程

る・
・
・そういう物語があったらいいなと妄想

験の使い方もあるのか！と本当に感心しま

度の抜粋となり、
これが余計に僕の文章を

します。

す。

難しくしてる、
と感じました。やはり、全体の

僕など、試験問題は単に問題を解くため

文脈を意識して読まないと、理解するのは

だけとしか考えていませんでしたが、著作

ちなみにですが、当然ながら国語の試
験問題に使用されることが多いのですが

大変だと思います。受験生の皆さんが
「何

（なんと今回、一件だけ英語の試験にも

が使用される経験を通じ、試験もまた、作

この文章、全然わからん！」
と頭を抱える姿

る側から解く側へのメッセージの一つとし

用いられました！）
、その問題を著者が答え

を想像すると、
なんか申し訳ないです。

てみると、
やはり難しい。とても満点は取れ

さて、上記は試験問題を
「解く側」の観

ません。特に、
「この段落の見出しを下記か

点から感じたことを述べましたが、他方、

て見るようになりました。新しい気づきをも
らえ大変勉強になりました。(続く)

法政大学の理系は4学部13学科
さらに、150以上の研究室があり、
幅広い学びがあなたを待っています
たくさんの研究分野から、自分のやりたいことが、きっと見つかる！

「気になるキーワード」で
理系学部の研究室を探そう！

情報科学部

デザイン工学部

理工学部

生命科学部

お問い合わせ

法政 入試

検索
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科学の甲子園応援特集

大学ジャーナル

特別企画

私と科学の甲子園

東京大学大学院
理学系研究科天文学専攻
博士課程３年

谷口 大輔 さん

科学の甲子園全国大会出場経験者に、予選や本大会に向けて仲間と切磋琢磨した思い出、
それが進路選択、大学入学後の活動、学問・研究の進め方に
与えた影響などを振り返り、参加の意義について語ってもらいました。

(栄光学園中学高等学校出身)

どのようにたくさんの星が集まって銀

型実験競技、そして競技当日に向けた事

河ができるのか。その謎を解明したいと、

前準備に取り組んだ経験は、現在、様々な

私たちに最も身近な銀河、天の川銀河に

データを試行錯誤しながら解析する際に

ついて研究を続ける谷口大輔さん。

も活きています。またチームで取り組ん

アマチュア天文家の父親の影響で、小

だ経験は、仲間と議論しながら互いに研

学生の頃から天体望遠鏡をのぞき、星の

究を深めたり、協働したりすることが大

写真も撮ってきた。高校時代、星などのモ

事であることを知るきっかけになりまし

ノがたくさん集まることで起きる現象に

た」とも。

も興味を感じるようになり、それが天体

最後に高校生へ向けて谷口さんは、
「今

観測と自然に結びついたのが今の研究

年は残念ながら合宿形式の全国大会が開

だ。大学進学時にはすでに、一刻も早くそ

催されず、今の高３生は悔しい思いをし

れを究める道へと進みたいとも考えてい

ていると思いますが、その悔しさを、ポス

たという。

第2回全国大会終了後の会場で（紺が栄光チーム）

それもあって大学入学後は、専門課程
に進む前から、天文学専攻の松永典之助
教を訪ね、課外で研究の指導を仰ぐよう

トコロナでの様々な活動にぶつけてほし
い。また残された２年生や新入学の１年

※「太った星の体温測定」
（ MNRAS, 502, 4210：2021.3.1）
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2021/7248/

また筆記競技だけでなく、手を使った工

生は、来年の12回大会へ向けて、チーム一

作（実技）や実験が豊富で、総合得点に占

丸となって予選に向けた準備に臨み、大

めるウエートも高いため、各教科の学業

会を盛り上げてくれることを期待してい

成績だけがものをいうわけではない。

ます」。そして「たとえ予選突破できなく

になった。スタートが早かった分、サイエ

科学の甲子園全国大会には第１回と第

ンスコミュニケーションや高校の出前授

２回に参加した谷口さん。また2019年に

業など、将来、研究者として求められる活

は、２月恒例の大会前の記者発表にもOB

「最近は中高一貫の進学校が上位に顔

ても、全国大会で上位の成績が収められ

動も多く経験できたと言う。もちろん研

として顔を出してくれた。第２回では４

を出すことも多いようですが、実技や実

なくても、予選へ向けての準備や予選会

究者として、実績も上げ始めている。

位とあと一歩及ばず、チーム全員で表彰

験重視は変わっていないから、こうした

の経験、また他校選手との交流など、部活

台に登れなかった悔しさも経験した。

学校の生徒にとっても、泥臭く手を動か

や探究活動とはまた違った、貴重な体験

科学の甲子園に出たきっかけは、中学

して、しっかり考え仲間と議論すること

が得られるに違いありません」と結んで

F＝GMm/r^2をベースに記述できます。

から入っていた物理研究部の先輩からメ

の大切さを知る良い機会になると思いま

くれた。

しかし一つひとつの星の運動はこんなに

ンバーに誘われたこと。第１回と初出場

す」と谷口さん。

簡単な方程式で表されるのに、それが集

とが重なった高校１年の時には、予選を

「実際、『甲子園の土をできるだけ多く

まってできた集団である銀河はさまざま

通過し全国大会で８位。主力メンバーと

入れる容器作り』
（第１回）などの総合競

な形や運動、性質を持ちます。渦巻き構造

して臨んだ第２回大会では４位と健闘し

技や、
『灘の酒』
（第２回）などの事前公開

などもその一つ。とても不思議ですよね。

たが惜しくもスポンサー表彰を逃した。

「星々はお互い重力で引きあっていて、
その動きは高校でも学ぶ万有引力の法則

また周りの銀河との相互作用によっても

参加してよかったことは「チームのメ

形や性質が変わることも知られていま

ンバーとの間で、部活やその他の日常生

す。これらの謎を解く一つの方法は、一つ

活時以上に仲間意識が強まった」ことと

ひとつの星を詳細に観測すること。さい

振り返る。なぜなら、
「当時は部活も、どち

わい、宇宙には数多くの銀河があります

らかというと一人ひとりが好きなことを

が、その中でも天の川銀河はわれわれに

するという雰囲気。しかし科学の甲子園

最も近く、観測しやすい。私が観測する星

では、チームでなければ解決の難しい教

として着目したのは、ペテルギウスやア

科横断的な課題に取り組む必要があるか

ンタレスに象徴され、太陽のおよそ10倍

ら」だと。
最近は天の川銀河の研究に加え、
《天文

く寿命は短いですが、膨張し、すごく明る

学と気象学を融合した》ユニークな研究

くなっているため、遠くにいても観測で

※※も始めているが、この研究でタッグを

きる。天の川銀河にはそれらがたくさん

組むのが同じ大学の地球惑星科学専攻博

散らばっているから、しらみつぶしに観

士課程３年の山崎一哉さん。実は科学の

測していけば銀河全体の今の姿を知るこ

甲子園を目指して頑張る中で仲良くなっ

とができるのではないかと考えました。

た中1や、高３の時の同級生だ。
「山崎君とは最初はたまに話をするぐ

と振動し、対流も起きていて、表面は希薄

らいの関係でしたが、科学の甲子園を通

で最近ではきれいな球形ではないことも

じて急速に親しくなり、高校卒業後も、同

分かっています。そのため、この《変な星》

じ大学・学部へ進んだこともあり、お互い

を天の川銀河理解のベースとしていいの

の専門について定期的に情報交換するな

かという疑問もある。だからこそ、それを

どしてきました。この研究もそんな中か

使って天の川銀河を研究する前に、まず

らアイデアが固まってきたもの。気象衛

はそれ自身の理解を深める必要があるの

星を使うと、一年中コンスタントにベテ

です。いずれにせよ、３、４年かけて赤色

ルギウスの画像が得られる。山崎君は数

超巨星の表面温度を正確に測定するとこ

値シミュレーションなどを活用した気象

ろまでは辿り着きました※。まだまだ課

学が専門で、気象衛星のデータの扱いが

題は多いが、今後も天の川銀河と赤色超

うまい」と連携の効果に期待を込める。

巨星との二本立てで研究を続けていきた
い」と谷口さん。

科学の甲子園では、国際科学オリン
ピック、その国内予選と違って、あくまで
チームで切磋琢磨することを重視する。

「第11回科学の甲子園全国大会」
成績一覧
競技・成績

都道府県

学校名

優勝

文部科学大臣賞
協働パートナー賞
（総合１位）

東京都

筑波大学附属駒場高等学校

第２位

科学技術振興機構理事長賞
協働パートナー賞
（総合2位）

千葉県

千葉県立東葛飾高等学校

第３位

茨城県知事賞
協働パートナー賞
（総合3位）

愛知県

海陽中等教育学校

第4位

つくば市長賞
協働パートナー賞
（総合4位）

奈良県

東大寺学園高等学校

第5位

協働パートナー賞
（総合5位）

北海道

学校法人立命館 立命館慶祥高等学校

第6位

協働パートナー賞
（総合6位）

福岡県

久留米大学附設高等学校

第7位

協働パートナー賞
（総合7位）

神奈川県

第8位

協働パートナー賞
（総合8位）

鹿児島県 ラ・サール高等学校

第9位

協働パートナー賞
（総合9位）

福井県

福井県立藤島高等学校

協働パートナー賞
（総合10位）

新潟県

新潟県立新潟高等学校

物理分野
協働パートナー賞
（物理1位）
第１位

島根県

島根県立松江北高等学校

化学分野
協働パートナー賞
（化学1位）
第１位

滋賀県

滋賀県立膳所高等学校

生物分野
協働パートナー賞
（生物1位）
第１位

北海道

学校法人立命館 立命館慶祥高等学校

地学分野
協働パートナー賞
（地学1位）
第１位

東京都

筑波大学附属駒場高等学校

数学分野
協働パートナー賞
（数学1位）
第１位

山形県

山形県立酒田東高等学校

情報分野
協働パートナー賞
（情報1位）
第１位

千葉県

千葉県立東葛飾高等学校

第10位

分野別表彰

ただ、赤色超巨星は太っていて、ぶよぶよ

さる３月１９日㊏に各都道府県会場で分散開催された結果が、このほど、以下のように公
表された。成績は筆記競技の総合得点（理科4分野、数学、情報各60点、計３６０点満点）
による。表彰式は4月25日(月)。予選となる都道府県大会には総計６６６校、７,７２５人の
生徒が参加した。

総合成績

以上の重さを持つ赤色超巨星。とても重

※※「『気象衛星（ひまわり８号）
を活用した時間領域恒星天文学』
の創出」で令和３年度コニカミノルタ画像科学奨励賞の「連携賞」
を受賞

栄光学園高等学校

