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田中 耕一

私にとっては、工学部が一番の選択

「ものをつくる」職人の家で育った

るものだと実感しました。こうした

で、研究は一人ではなくチームでや

展させるということも初めての経験

ものを引き継いで、チームで更に発

研究室の先輩たちが積み上げてきた

を、初めて経験したわけです。また、

もっと前面に出して、若い人たちに

から、そういう楽しさ、面白さを、

今でも実験を楽しんでいます。です

ら毎日のように発見があって、私は

をすると、実際に得られるデータか

ではないでしょうか。しかし、実験

研究の楽しさが伝わっていないから

しょうか。

ない、違う評価軸が必要ではないで

らないのだろうと切り捨てるのでは

とができない人を、素人だから分か

になってしまいます。当然すべきこ

可能性がある人たちを排除する結果

ノーベル賞を受賞した「脱離イオン化法」の開発は、
実験中の一つの失敗がきっかけだったという田中耕一さんに
最先端の技術開発や異分野融合についてお話を伺いました。

肢でした。しかも私が入学した東北

ことは非常に新鮮でしたし、社会に

大学では分子生物学を専攻していた

中で、核となるアイデアを出したのは、

量分析の感度を劇的に高める技術の

昨年（２０１１年）に発表した質

大学は、当時からいわゆる実学、役

伝えていいと思います。
の状況が変わったのですから、現代

また、極端な言い方ですが、社会

出て役立ったと思います。

都会過ぎないという立地にも引かれ
ました。

代の女性研究者です。この発端に

が重要でした。現在書いているもの

ですが、論文の書き方を学んだこと

た日本の状況の中で、大人たちが実

よく聞きますが、これは今の停滞し

現在、
「理科離れ」が起きていると

だ」と言っていては、新鮮なアイデ

が、
「昔はよかった。今の日本はダメ

いくべきところはまだまだあります

もちろん今までのやり方で開発して

めるよう進言しました。これまでの

私はこれを面白いと思い、実験を進

では失敗と考えられるものでしたが、

しまった実験結果です。化学の分野

なったのは、不要な反応を起こして

のものづくりも昔と違っています。

と比べると拙いのですが、卒業論文

験や研究にやりがいや楽しさを感じ

アは取り込めませんし、これからの

大学では、専門の勉強はもちろん

で実験から得られた新しい知見を人

ていないために、若い世代に実験や
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に分かるように説明するということ

これまでにない発想を
受け入れることの大切さ

に立つ学問の実績がありましたし、

説明の重要性とチームプレーを
学んだ大学時代

発想の転換が
「失敗」を「成功」に変える
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田中 耕一（たなか こういち）
島津製作所フェロー・田中最先端研究所所長。1959 年、富山県生まれ。1983年に、東北大学
工学部電気工学科卒業。同年島津製作所入社。技術研究本部中央研究所に配属。その後、イギ
リスの関連会社出向などを経て、2002年、分析計測事業部ライフサイエンス研究所。同年12 月、
「生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」により、ノーベル化学賞を受賞。同年、
文化勲章受章。東北大学名誉博士号を受け、現在に至る。

常識とは違う発想の転換によって、

乳がんの診断能力の飛躍的な向上に

つながる発明に結び付けたのです。

もしかしたら、現在も私自身が研究

を楽しんでいるからこそ、専門家か

ら見たらダメなところを拾い上げた

り、失敗を許すというよりも楽しめ

るために、それが研究チームのいい

雰囲気に結び付いて、独創的な発見

につながったのかもしれません。

かつて、工学部を卒業して電気の

発想しかできなかった私が、質量分

析という分析化学の分野でノーベル

賞を受賞できたのは、質量分析がさ

まざまな分野の知識を持ち寄らなけ

ればできないもので、いろいろな分

野から集まった人たちが、目標に向

かってさまざまな知恵を出せる場が

できていたからこそ、すなわち異分

野からの知識を用いた発想ができた

からこそ、と思います。

異分野融合に必要なのは
分かりやすく発信する力

現在、客員教授をしている東北大

学では、異分野融合の観点から、従

来の研究科の枠をまたいだ大学院コ

ースが用意されています。工学・医学・

薬学・農学だけでなく、文科系の分

野もコースに入っています。そうい

う場を作ることが各大学で行われつ

つあります。今は具体的な成果が表

に見えていないかもしれませんが、
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しいと思います。そのためには、自

それをもっと深める方向へ進んで欲
想を、私は高く評価してもいいと思

から、そういうことの得意な人の発

トが生まれることがあります。です

世界の先頭に立たなくてはなりませ

そういう時代は終わり、これからは

れば何とかなっていました。しかし、

ねをし、そこに改良を加え、努力す

最先端とは「世界で初めて」を
やれるチャンス

分の専門のことを別の分野の人に分
うのです。

れ去らなければいけない、という強

ん。失敗してはいけない、失敗は忘

かりやすく伝えることが必要です。
例えば、研究費を申請する際、審
査する人が専門家ではない場合があ

は誰もやっていないことです。です

い思い込みがありますが、最先端と

そのためには「失敗」について、

から、すべてが必ず成功に結び付く

失敗を許さないという
古い価値観にとらわれない

しれませんが、専門用語を用いない

もう少し考えて欲しいと思います。

なんてことは、理論的にあり得ない

ります。その時に厳密性は欠くかも
で説明できることが大事ですし、一

高度経済成長期の日本は、欧米のま

のです。見方を変えれば、自分自身
が世界で初めてのことをやれるチャ
ンスがより多くあるということなん
ですね。ですから、若い人たちも大

くかもしれないというプラスの考え

失敗が、他の分野では成功に結び付

ないのではなく、もしかしたらその

薬学の面で役立てようと思った時に、

ちが企業の中で開発したものを医学、

なってきています。ですから、私た

ートナーであるということが自然に

人も、失敗を単に失敗としてしか見

方をして欲しいと思います。

っと重要になってくると思います。

私も自分の発見が５年、 年の間に、

大学の果たす役割は今までよりもも

発見を現場で役立たせるための
大学と企業の役割とは

思いますし、企業と大学が互いにパ

ろにお願いすることが必要になると

大学でできないことは、得意なとこ

はなりません。一つの企業、一つの

実地で使えるものにしていかなくて

これからは発見で得られたものを、

いうことを考えています。

頑張れば、何か人の役に立つんだと

ればならないと思いますし、自分が

ていると、自分はもっと頑張らなけ

うに、どんどん発展していくのを見

池に投げ入れた石が波紋を広げるよ
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生懸命考えていると次の研究のヒン

田中耕一氏が中心となって開発した最新の質量分析装置とともに

お茶の水女子大学
神戸大学
北見工業大学
埼玉大学
鳴門教育大学
長崎大学
新潟大学
静岡大学
奈良先端科学技術大学院大学

日本の
＂智＂
を発信する

The
Globalization

【特集】
国立大学

智 の国際化

長岡技術科学大学

我が国の産業界に国際化の波が押し寄せて久しい現在、
各国立大学は、世界に展開するさまざまな活動を積極的に行っています。
今号では、医療、農業など、地球全体の問題に関する研究や、
国際社会で活躍する人材育成プログラムなどを紹介します。
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長岡技術科学大学
「ものづくり」の礎となる
ＧＩＧＡＫＵの世界展開

ア語、中国語、韓国語、モンゴル語

の８カ国語を出版しました。その収

た。日本語のできる指導的技術者の
養成が同プログラムの狙いで、国立

録用語は建築・化学・土木・通信・

分野と、広範囲に及

作成された辞書は、教育関係者の

びます。

機械・物理の

情報・制御・電気電子・商船・数学・

大学としては、初の試みです。
また、同大学は、工学系国立大学
としては、外国人学生率もトップク
ラスです。現在では全学生数に対し
％）の学生

みならず、世界に進出している企業・

％（大学院では

が外国人留学生で、国際化されたキ

産業界からも非常に高い評価を得て

て、

らとらえ直し、技術体系を一層発展

ャンパスを実現しています。

Ｕとは、多様な技術を科学の局面か

Ｇ Ａ Ｋ Ｕ（ 技 学 ）
」 を 核 に、
させる科学のことです。同大学は、

タベースは、多言語検索辞書システ

岡 技 術 科 学 大 学 で は、
「ＧＩ

海外の大学・研究機関などとの強固
ＧＩＧＡＫＵは「ものづくり」の礎

開学以来、「実務訓練制度」（４～５

ムとして、インターネット上でも公

日本の技術を支える＂ＭＯＮＯＺ

未来社会に貢献する
指導的技術者を養成

います。編纂作業で蓄積されたデー

な信頼関係に基づいた双方向の国際
であり、今後も日本はもちろんのこ

カ月の長期インターンシッププログ

日本人学生の海外派遣に関しても、

交流を展開しています。ＧＩＧＡＫ
と、世界にとっても、ますます重要

開しています。
％を海外に派

を推進しています。同プログラムで
は、実務訓練生の約

遣しました。更に、教員の活動範囲
は世界人口の９割を占める国と地域

グ・プログラム」を実施しています。

デザイン（ＵＤ）に立脚した工学基

教育プロジェクト、「ユニバーサル・

満たすことを目的とする、野心的な

ニーズと教員の資質向上のニーズを

また、同大学では、留学生の学習

進めることが不可欠です。同大学で

学教育の規範についても、国際化を

ＫＵＲＩ〟文化の礎になる日本の工

強 化 す る た め に は、＂ Ｍ Ｏ Ｎ Ｏ Ｚ Ｕ

されています。
日本の競争力を維持・

では世界の標準語として、広く認知

Ｕ Ｋ Ｕ Ｒ Ｉ（ も の づ く り ）〟 は、 今

２００３年から、ベトナム・ハノイ

礎教育の再構築」などを実施してい

は、 そ の よ う な 考 え に 基 づ き、「 中

をカバーしています。

工科大学とプログラムを開始しまし

ます。同大学の大きな特徴である、

長 期 成 長 戦 略 」 に お い て も、
「技学

語、タイ語、マレー語、インドネシ

これまでにベトナム語、スペイン

くの経験と成果を積み重ねています。

工学用語辞書の編纂なども行い、多

生の学習支援ツールとなる、多言語

ＫＵの国際化に取り組んでいきます。

に、社会の変化を先取りするＧＩＧＡ

を備えた指導的技術者の養成を目標

る、実践的・創造的能力と奉仕の志

今後も未来社会で持続的に貢献す

を核とした国際連携」を一つの柱と

日本語での工学教育のために、平易

効果的な工学教育を行う「ツイニン

秀な学生を受け入れ、２年間に及ぶ

そこで、アジア圏及び中南米の優

充実したプログラムで
教員と学生のニーズを満たす

ラム）を実施し、双方向の国際交流

長
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になると確信しています。
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定めました。

多様な言語に訳された工学用語辞書。
右からベトナム語、モンゴル語、韓国語、
スペイン語、中国語

5
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な 日 本 語 ( P J : Plain Japanese)
を
使った工学基礎教材の開発や、留学

入門クラスの日本語の授業を受ける留学生

お茶の水女子大学
アジアの一国としての視点から、
ジェンダー研究の新領域を開拓
茶の水女子大学は、１８７５

神戸大学

に学び、アジアに生かす
国際農業戦略の実践的トレーニング

る、食料危機を回避するため

世紀を生きる人類の課題であ

むために、ＥＵと日本のそれぞれの

アジアの食料問題の解決に取り組

多くの女子留学生を受け入れてきま

海外留学の機会を与え、アジアから

関として開校して以来、女性教員に

関連する諸問題を解決し、国際農業

務です。神戸大学では、食料危機に

には、農業研究の国際的な連携が急

ています。その成果は、同大学のホ

実践トレーニングと論文発表を行っ

ら廃棄に至るまで、幅広いテーマで

先進的な智を融合し、食料の生産か

年度までに

人を派遣しました。派

遣国はＥＵ５カ国、アジア３カ国に

なお、このプログラムは九州大学

若手研究者のための海外派遣プログ
各分野で最先端の研究が行われて

との共同プロジェクトとして実施さ

及びます。
いるＥＵは、制度的地域統合を実現

れています。
究の場です。派遣研究者がＥＵで国

ての深い見識があるため、絶好の研

しており、歴史的にもアジアについ

ラムを提供しています。

康生命の３分野を対象に、大学院生・

既に、２００７年度から２０１１

戦略に貢献できる若手研究者の育成

した。また、国際情勢を視野に入れ、
女性のための研究及び研究施設の充
実に努めてきました。
このような進取の気性から、１９
７５年の国際婦人年に、女性文化資
料館を設立し、１９９６年に、ジェ
ンダー研究センターを創設しました。
２００３年からは、従来の学問研
究が不可視化してきた、ドメスティ
ック・バイオレンスや、生殖テクノ
ロジー、性と生殖の健康と権利、家

アの一部としての視点から、新領域

うした問題に取り組むことで、アジ

象などの問題も研究しています。こ

較パネル調査を行い、暴力と文化表

係」の最新局面を議論するシンポジ

済のグローバル化とジェンダー関

ＮＤＰ
（国連開発計画）と共催で、「経

際協力機構）などの後援を受け、Ｕ

閣府男女共同参画局、ＪＩＣＡ（国

いであり、特徴の一つです。

に生かすことが、同プログラムの狙

手法を学び、アジアの農業研究教育

際農業戦略と国際連携の学術情報や

を開拓してきました。同時に、外国

ウムを開催しました。

ー研究の国際化にも努めています。

版するなど、日本におけるジェンダ

夜間セミナーを開催し、講義録を出

国内外に発信することで、次世代を

覚を持って研究を行い、その成果を

今後も、アジアの一国としての自

成しています。

国際的視野に富む有能な研究者を養

践・伝達、という３段階で行われ、

た学術情報や手法のアジアでの実

実践トレーニング、③ＥＵで習得し

①アジアでの事前調査、②ＥＵでの

同プログラムは、大きく分けて、

人客員研究員による、市民に向けた

族・仕事・家計などに関する国際比
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そこで同大学は、食料・環境・健

ームページで公表しています。

年に日本初の国立女子教育機

E
U
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を目指しています。

海外の研究者を招いて開催した国際シンポジウム

担う国際市民の育成に貢献します。

派遣先のタイの田んぼで実験用のタガメを採取する

お
２０１１年７月には、外務省、内

6
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北見工業大学
海外との共同調査により
新エネルギー源を研究
タンハイドレートは、低温高

ています。

存在し、内部に大量のメタンを含む

ている氷状の結晶です。海底に多く
サハリン沖での海底探査や、サンプ

の研究機関と共同で、オホーツク海

研究センターでは、ロシア及び韓国

北見工業大学の未利用エネルギー

ため、石油や天然ガスに代わる新エ
ル採取を行い、メタンハイドレート

圧の条件下で、天然に生成し

ネルギー源として、現在注目を集め

人

﹁先輩後輩の互助」がこのプログラ

琢磨しながら、国際性と研究遂行力

も相互に近況を報告し、互いに切磋

鳴門教育大学

門教育大学は、ＪＩＣＡ（国
際協力機構）と連携し、国際

途上国の教員などを対象とする研

トなどに参画してきました。

ガニスタン教師教育強化プロジェク

での理数科教員再訓練計画や、アフ

これまでにも、南アフリカ共和国

でいます。

教育の協力活動に積極的に取り組ん

鳴

途上国における
教員の資質向上に貢献

海底探査機による共同調査

の生成メカニズムを研究しています。

研究の結果、海底からメタンが湧

き出すと、表層部にメタンハイドレ

ートが成長しますが、サハリン沖で

は、それが広域にわたって密集して

いることが分かりました。

日本周辺や世界の海底にも、多く

のメタンハイドレートが存在してお

り、新エネルギーとしての実現化が

期待されています。

からの研修員

人に対し、理数科分

野での教科内容の強化や、教授法改

善に関する研修を行いました。

国の教員などに対する研修を通して、

今後も、国際教育協力事業や途上
して、現地での学習者の学力改善に

の成果を世界に発信していきます。

これらの活動を通して得た教育研究

国際教育活動を展開すると同時に、
のアフリカ諸国及びアフガニスタン

大洋州地域、ケニア、フランス語圏

貢献しています。２０１０年度には、

修を実施し、教員の資質の向上を通

フランス語圏のアフリカ諸国からの
研修員への研修

埼玉大学

代で少なく

化は急速に進み、埼玉大学の

内の技術現場でのグローバル

グローバル化する技術社会で
活躍できる人材を育成

国
卒業生も半数以上が、
とも１度、海外での仕事を経験する
ようです。

人

り、実践教育を受けます。開始から
２年半を迎えた現在、

このような状況を踏まえ、理工学
の知識に加え、海外の人々と意思の

の学生を派遣し、

カ国に

疎通を図り、自らの意見を述べる能

を受け入れ、教員の相互交流も

人の外国人学生

力や方針を決定する能力を持つ人材

に達しています。

ムの基本理念で、教員や大学院生が

を磨いています。

学生たちは、同プログラム体験後

進める国際共同研究に学部生が加わ

46

燃えるメタン
ハイドレート

を 育 成 す る た め、
「世界環流型」実

24

30

践教育プログラムは企画されました。

89
58

32

国際共同研究を通して、交流を育む

メ
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長崎大学

ルスなどの病原体の危険度）３レベ

しました。実験室にはＢＳＬ（ウイ

成と、幅広い分野の研究者との共同

研究材料を生かし、若手研究者の育

同拠点では、ベトナムならではの

内に設立され、２００５年度より、

ルの病原体安全実験施設も備え、こ

研究を活動の基本としています。

と共同で開設されました。開設７年

の他にも、ケニア内に３カ所の研究

例えば、日本では、１９９０年代

熱帯医学に関する研究に従事してい

フィールドを構えています。日本人

後半に、従来の日本脳炎ウイルスが、

目の現在、ナイロビのオフィス面積

イ）があります。これらの拠点では、

スタッフは、長期滞在者が６人、数

別の遺伝子型を持つ日本脳炎ウイル

ます。

崎大学の熱帯医学研究所は、
次世代を担う若手研究者・学生の教

カ月単位の滞在者が３人で、その総

スに置き換わりましたが、この新タ

だけで３５０平方メートルまで拡大

１９４２年に創設された、長
育を行うと同時に、研究成果を現地

人を超え、

ケニアとベトナムの２拠点で
熱帯病や新興感染症を研究

崎医科大学附属東亜風土病研究所を
社会で生かすことを目標に、活動が

数は、季節によっては

長
前身に、１９６７年に熱帯医学研究
行われています。

月に

アフリカ問題を現実的に
解決できる研究者集団を養成

を目的とする国内唯一の公的機関と
して設立されました。同研究所は熱
帯病や新興感染症の予防、治療に役
立つ研究活動を推進しています。

「ケニア拠点」は２００６年

ケニア中央医学研究所（ＫＥＭＲＩ）

1

コウモリがウイルスを
持っているか調査する「ベ
トナム拠点」のスタッフ

海外拠点として、「ケニア拠点」（ナ
イロビ）と、
「ベトナム拠点」
（ハノ

「ケニア拠点」での母子保健に
関する聞き取り調査

やトイレもままなりませんが、現地

域が僻地のため、電気はおろか水道

ウイルス性出血熱などです。対象地

ラリア、下痢症、寄生虫病、結核、

同拠点での現在の研究対象は、マ

ケニア人スタッフも数 十人に上ります。

経由して日本列島にたどり着くこと

プのウイルスが、中国沿岸部などを

結果、東南アジアで出現した新タイ

取されたウイルスを同拠点で調べた

不明でした。しかし、ベトナムで採

イプのウイルスがどこから来たのか

またベトナムでは、近年コレラが

が分かりました。
実に根差した問題解決に当たる研究

大流行しましたが、それは食用犬が

関与している可能性があることも判

になってきました。この「ケニア拠

凝縮していることが、ますます明確

地球規模の課題の多くがアフリカに

い病原体の研究を、精力的に進めて

ンザウイルスや、日本では見られな

ウイルスや、狂犬病、鳥インフルエ

この他にも、コウモリが伝播する

明しています。

点」では、アフリカの問題解決に取

成していきます。

て、課題を解決していく研究者を育

かしつつ、グローバルな視野を持っ

長崎大学は、今後もその伝統を生

います。

一方の「ベトナム拠点」は、ベト

ベトナムならではの研究で、
ウイルス研究に成果

なることを使命と考えています。

り組む研究者、学生が集う梁山泊と

現在までの研究で、現代的問題や

います。

者集団を養成することを目標にして

での研究を通して現状を把握し、現

20

ナム国立衛生疫学研究所
（ＮＩＨＥ）
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新潟大学

イなど、主に東アジア地域の

潟大学では、中国や韓国、タ

海外の大学と連携し、
教育研究の国際化と
高度化を図る

新

静岡大学

のデータを記録できる次世代

岡大学では、大容量・高密度

韓国の大学とともに
次世代光メモリーを開発

静

の光メモリーの開発を目指して、韓

います。

ローバルサーカス」事業を推進して

究活動の国際的な展開を目指す「グ

大学から２つの学位を取得すること

プログラムにより、協定大学と新潟

ます。また、ダブル・ディグリー・

究を行い、教育を受けることができ

び大学院生を延世大学に派遣します。

を行うと同時に、静岡大学の教員及

研究の打ち合わせや、シンポジウム

両大学の共同研究の成果として、

と共同研究を行っています。

的拠点であり、国内外の多くの企業

は、
Inform at ion Storage Device)
韓国における光メモリー開発の中心

国の延世大学と共同研究を進めてい

「グローバルサーカス」とは、国際

も可能です。両大学の教員も相互に

派遣された教員と学生は、同大学に

協定大学と連携し、大学院教育と研

的大学間ネットワークの中で、それ

訪問して、協定大学の学生に対して

次世代多層光メモリー、近接場光メ

大学間の壁を越えて、優秀な人材を

大学院教育研究の一層の国際

良先端科学技術大学院大学は、

部と連携し、合宿形式の研究交流会

フォルニア大学デービス校生物科学

学院遺伝学発生生物学研究所、カリ

C I SD (Cent er for

います。

育研究国際ネットワークを形成して

ど、積極的な交流を通して強力な教

方法に関する相互啓発に取り組むな

更に、教員同士も大学院生の指導

ラスのゼミナールを実施しています。

員を講師として招聘する、少人数ク

カリフォルニア大学デービス校の教

１カ月間の滞在型研修プログラムや、

たり、研究室で実験を行ったりする、

校において、学生が英語研修を受け

り組みを進めています。

現在は、これらの実用化に向けた取

モリーの基礎技術を開発しました。
ターである、

延世大学の光メモリーの研究セン

します。

延世大学の研究者を日本に招聘し、

ます。

ぞれの大学が得意な技術や専門知識

長期間滞在して、実験や研究に従事

同プロジェクトに参加する大学院

養成することを目指しています。

この国際的なネットワークを通し、

生は、協定校と同大学の両大学で研

奈良先端科学技術大学院大学
組織的な国際連携教育と
密な人材交流

化と研究活動の推進を図るため、海

である国際学生ワークショップと、

奈

外の大学と活発な国際連携を行って

国際シンポジウムを共催しています。
またカリフォルニア大学デービス

います。
具体的な活動の例として、中国科

少人数クラスで行われる「国際バイオゼミナール」

共有する知の広場を意味します。

教育や研究指導を行います。

多層光メモリーの概念図

を持ち寄り、学習・研究環境として

研究の成果を見せるポスター展示

9

Voice

“発信する人”
からのメッセージ

シリン・ネザマフィ
作家・システムエンジニア

できなくて他の学部の留学生とばかり
一緒にいました。工学部には、興味の
あることはとことん追究する人たちが
多かったので、今にして思えば、留学
生である私に興味がなかったのかもし
れません。しかし、貴重な出会いもあ
り、今でも悩み事を真っ先に相談する
先生や友人に出会えました。
個人的には、日本人の学生と接する
機会がもっとあったらよかったと思っ
ています。留学生向けのプログラムだ
けでは、留学生が孤立しますし、やは
り学生は学生同士の関係で成り立って
いるので、学生同士が交流できる場を
授業を通して提供するなどの工夫が必

自分でつくった壁を壊して、
やりたいことに挑戦すべき

神戸大学に留学した当初は友だちが

要ではないでしょうか。日本のことを
本で勉強するのではなく、交流の中か
ら学ぶのです。
また、日本と海外の大学との大きな
違いは、日本の大学は日本で働くよう
に人を育てるのに対し、海外の大学の
教育は国内外を問わず働くことを想定
していることだと思います。日本では、
海外へは就職後、仕事を通じて行くと
いうイメージがあります。
知らない世界に入っていくのは勇気
のいることです。私自身初めはとても
怖かった。でも、自分でつくった壁を
壊して進めるように、
「今しかない」と
思って、やりたいことに挑戦して欲し
いと思います。

10

シリン・ネザマフィ
1979年、イラン生まれ。神戸
大学情報知能工学科卒業後、
同大学院自然科学研究科で学
び、システムエンジニアとし
て日本企業に勤める。日本語
で書いた小説『白い紙』で、
第108回文學界新人賞を受賞
し、同作は、芥川賞候補にも
なった。さらに、
『拍動』が
２度目の芥川賞候補に選ばれ
た。現在は、働きながら、執
筆活動を行っている。

撮影／金澤 篤宏

支部通信
東京藝術大学（東京支部）

全国の国立大学が取り組む新たなプログラムや
地域に密着した研究､ ユニークな活動など、
新鮮な話題を各支部からお届けします。

北海道大学・帯広畜産大学（北海道支部）

「第6 回藝大アートプラザ大賞展」で
学生の作品を展示・販売

それぞれの大学の特徴を生かす
「共同獣医学課程」を2012 年に開設

東京藝術大学では、学生の制作活動の成果を広く社会に発信す
るため、毎年学内アートコンペ「藝大アートプラザ大賞展」を開
催しています。

北海道大学と帯広畜産大学は、
「共同獣医学課程」の開設に向け
た協定書調印式を行いました。
それぞれの大学の強みを生かした教育体制を通し、世界的な視

第 6 回となる2011年度は「時」というテーマで募集を行い、入

野を持った獣医師を育成するのが同課程の狙いです。北海道大学に

選した総勢 61人（86 点）の作品を、同大学の藝大アートプラザで

は、ペットなどの伴侶動物の教育研究実績と多様な学問領域があり

展示し、更に、学生の創作意欲向上のため、販売も行いました。

ます。一方、帯広畜産大学には、産業動物の教育研究実績と充実し

入選した学生は、販売の機会を得たことで、社会との交流を図
りながら、アーティストとしての自覚を持つことができます。また、
この展示は、一般の方に学生の制作活動の一端に触れていただく、

千葉大学（関東・甲信越支部）

元巨人軍監督・長嶋茂雄氏を学問的に研究
千葉大学教育学部では、たくましい子どもを育てられる、魅力

生が、共通の講義や実習を受講できます。
教員や学生が双方の大学に出向く講義や臨床実習も設けており、
卒業生には両大学連名で学位を授与します。

協定書調印式で握手を
交わす両大学長

大 賞『 妙 に 清 ら の 』（ 乾 漆 ） と
作者の大谷佳那子さん

貴重な機会となっています。

た施設があります。同課程では、両大学の獣医学課程に在籍する学

山形大学（東北支部）

世界的な先端研究拠点となる
「有機エレクトロニクス研究センター」

ある教育者を養成するために、青少年文化の研究に精力的に取り

山形大学は、日本初の人造繊維開発の流れをくむ「有機材料」の

組んでいます。なかでも、
元巨人軍監督の長嶋茂雄氏を研究する
「長

基盤技術と、産業化に貢献する精神を踏まえ、2011年に「有機エ

嶋学」は、従来の教育学を超えたユニークな研究の一つです。

レクトロニクス研究センター」を設置しました。

この研究は、現役・監督時代ともに活躍し、世間の注目を集め

同センターは、有機エレクトロニクス研究の最先端の基礎研究所

続ける同氏の発想や社会でのとらえられ方を研究し、そこから教

で、有機ＥＬ、有機太陽電池、有機トランジスタの 3 部門を柱とし

育学への知見を得ることを目的としています。これまでに、文献
調査やアンケート調査、同氏の知人やマスコミ関係者に直接会っ
て話を聞くなどの活動により、長嶋氏の人間性に迫ってきました。
長嶋氏を通して、日本人に親しまれる人間像を探っていきます。

ています。同大学が招聘・組織化した、ノーベル賞級の実績を持つ、
「卓越研究教授」による ＂ドリームチーム＂ が核となり、研究に取
り組んでいます。
今後は、同センターによる研究成果を産業化に結び付けるための
応用研究施設として、
「有機エレクトロニクスイノベーションセン
ター（仮称）
」が設置される予定です。
同センターが研究の柱の一つとする
有機太陽電池部門

「長嶋学」調査レポート
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北陸先端科学技術大学院大学

広島大学（中国・四国支部）

（東海・北陸支部）

「STARTプログラム」で
新入生の海外留学を支援

広島大学では、2010 年度から、海外経験の少ない学部新入生を
海外の協定大学に派遣する「STARTプログラム」を実施しています。
学生が 1 年生のうちに海外の大学を訪問することで、国際交流
や留学への関心を高めるきっかけ（START）となることが目的です。

北陸先端科学技術大学院大学の情報社会基盤研究センターは、東
京都の健康安全研究センターの協力要請を受け、東京都が行う環
境放射線測定結果の情報提供に、技術協力を行いました。

留学先はオーストラリアやベトナム、アメリカなどで、留学期間

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、東京

は約 2 週間です。参加費用の一部を広島大学基金から援助して、学

都の環境放射線測定結果の情報公開サーバにアクセスが集中し、情

生の経済的負担を減らすなどの取り組みも行っています。参加し

報提供に支障が生じたためです。

た学生は、
「視野が広くなった」
、
「留学したくなった」と、次なる

琉球大学（九州支部）

子どもたちに大学の魅力を伝える
「知のふるさと納税」
沖縄県の多数の離島地域では、近隣に大学がないため、子ども

これに対し、同大学の研究センターは、運用するミラー・サー
バを用いた情報発信機能の代替や、東京都のマスター・サーバの
性能改善・増強の方策に関する助言などを行いました。

石原慎太郎東京都知事から
贈られた感謝状

協定校の一つ、ラ・トローブ大学
（オーストラリア）での授業の様子

挑戦への意欲を高めています。

奈良教育大学（近畿支部）
地域住民とともに、
学生が学校教育支援に参画

奈良教育大学では、教職を目指す学生が、奈良市立東市小学校

たちの進学意欲や学業意識を保つことが難しいと言われています。

及び同小学校区地域住民と連携し、異世代連携型学校教育支援プ

こうした課題に対して、琉球大学では、
「知のふるさと納税」事業

ロジェクトに取り組んでいます。
同プロジェクトでは、学生は補助的な役割ではなく、小学校や

を実施しています。
離島出身の学生が離島地域の小中学生や高校生と交流し、実際
の大学生活の様子や、大学の魅力を伝えることで、離島の子ども
たちの将来の選択の幅を広げることが目的です。
2011年度は、宮古・八

地域の方と一緒に研修や企画会議に参加し、企画を提案するなど、
積極的に活動しています。
これまでに、地域での通学合宿や小学校での夏休み宿題相談室
などの運営にかかわりました。
今後は、認知心理学に基づく学習カウンセリングの知見を生か

人の学生を派遣し、8 日

した小学生への学習支援や、遊びを通じて体力づくりが行えるプ

間にわたって交流活動を

ログラムの実施なども企画しています。

今後は、
「知のふるさ
と納税」をきっかけとし
て、琉球大学に進学した
子どもたちが、この活動
を支えていくという循環
が生まれることを期待し
ています。

小学生に大学の魅力を伝える学生

通学合宿で地域住民とともに、
小学生に料理を指導する学生

重山の両地区に、総勢14

実施しました。
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東京都の情報公開サーバへ
技術協力と助言

く

ん

ま

ど

が

う

い

こずえ

さ

き

プレーにも表れている
インテリジェンス
── 安 藤 梢 選 手 と 熊 谷 紗 希 選 手 は、
どのような学生ですか
安藤選手は現在、博士後期課程の
大学院生です。博士論文の研究テー
マは「コンピュータテストによるサ
ッ カ ー 戦 術 技 能 の 達 成 度 評 価 」 で、
サッカーの専門家として、選手の戦
術能力を評価するコンピュータテス

ドイツの
レベルをしのぐ
大学のトレーニング

高校１年生でなでしこジャパンに

で活躍し、ワールドカップ後にドイ

学１年生から浦和レッズレディース

カーのプレーにも表れています。

察力、問題解決能力、表現力はサッ

安藤 梢

デビューした安藤選手は、筑波大学

ツ女子ブンデスリーガの１ＦＦＣフ

ト方法について分析しています。

に 進 学 し、 女 子 サ ッ カ ー 部 に 所 属。

化の中で成長しています。デュッセ

本の大学生活では経験できない異文

では出会えない人たちと交流し、日

ドイツでの安藤選手は、日本国内

えて下さい

──ドイツでの安藤選手について教

海外の異文化で成長する
ランクフルトに移籍し、欧州チャン
熊谷選手は、大学３年生から卒業

２００２年から浦和レッズレディー
ドイツ女子ブンデスリーガのＦＣＲ

研究領域として研究室に来ています。

ピオンズリーグを勝ち抜いています。
２０ ０ １ デ ュ イ ス ブ ル ク へ 移 籍 し、

安藤選手同様、大学院進学も見据え
二人に共通するのは、数学や理科

その成果をワールドカップ優勝で達
熊谷選手は、高校３年生でなでし

が得意ということです。理科系の観

ています。
こジャパンにデビューしました。大

成しました。

スで活躍しました。２０１０年から、

選手

２０１１年７月、ワールドカップで優勝し、人々を勇気づけた「なでしこジャパン」
。
そのレギュラーとして活躍した、安藤梢選手と熊谷紗希選手は、筑波大学で学ぶ学生です。
現在ドイツでプレーする二人について、指導教員の西嶋尚彦教授に伺いました。

大学で学んだ知が生かされている
つくばのなでしこジャパン

筑波大学体育専門学群３年

あ

安藤 梢

筑波大学大学院 博 士 後 期 課 程
人間総合科学研究科体育科学専攻３年

！
熊谷 紗希

ワールドカップの優勝報告会で、筑波大学の学生たちと
記念撮影をする安藤梢選手（中央）
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筑波大学でコンディショニングやト
レーニングの方法、戦術分析などを学
んだ結果、環境の異なるドイツでも自
己管理ができています。クラブの施設
以外に町のトレーニング施設も、積極
的に活用していたところ、町のコン
ディショニングコーチに認められ、施
設を自由に使えるようになりました。
また、ドイツではスプリントトレー
ニングが多く取り入れられているので
すが、
筑波大学で学んだものの方が、
質・
レベルともに上でした。実際にドイツ
女子代表チームのトレーニングに参加
した時には、コーチから褒められ、先
日も練習の時に、
「あなたは速い！ 手
本を見せろ」と言われました。

今、
学生は

ルボックスを確保しました。結果と
して、クラブに対するスポンサーシ
ップを獲得しています。
ドイツは昔からクラフトマンシッ
プの伝統とフットボール文化の歴史
があるので、スポーツ選手、特にフ
ットボール選手の社会的地位は高い
です。たとえ外国人であっても、代
表 選 手 は 心 か ら 応 援 し て く れ ま す。
実際に、ワールドカップで日本が勝
ち進むにしたがって、チームメイト

結果を出し、
信頼とレギュラーを
勝ち取りたい

ツ界においては、選手としてトップ

谷 選 手 は、
「ターバンを巻いた勇敢

す。ワールドカップの６試合での熊

選手

それまでのドイツ語のメールとは違

プレーヤーであるだけではなく、社

な女性」とのドイツ紙の報道から始

熊谷 紗希

って、知っている日本語を交えてメ

会的に発言ができるリーダーが必要

のメールの内容が変化したようです。

ールをくれるようになったそうです。

まり、最後のＰＫを決めてワールド
です。

月に

ャンピオンとなった後は、交流の輪

ワールドカップで優勝し、世界チ

方々に認められているのは、スポー

トを支援しました。ドイツで多くの

ドイツの日本語クラブで新体力テス

安藤選手たち先輩の経験知も吸収し

い 」 と 言 わ れ ま し た。 熊 谷 選 手 は、

タッフから「試合ごとに成長が著し

カップを手にしました。この間、ス

ルドルフの日本領事館の総領事御夫

が広がりました。２０１１年

また、研究室の専門性を生かして、

妻などと親しくお付き合いをしてい

日本人を認めた証拠です。

ドイツ人が世界チャンピオンとして

外国での生活に最初は戸惑いもあり
ましたが、今は自分の生活サイクルを
確立しています。これは食事の管理法
など、大学で学んだ知識をずっと実践
に生かしてきた成果だと思います。
トレーニングは大学のものとほぼ同
じなので、ドイツ人に負けることはあ
りません。こちらでは目に見える結果
が求められるので、常に自分のプレー
をどう見せるかを念頭に置いています。
今後は、ドイツの所属チームでレギュ
ラーを勝ち取り、監督やチームメイト
からの信頼を得られるように頑張りま
す。更にオリンピックの日本代表メン
バーにも選出され、試合で成長した姿
を見せられればと思います。

人倶楽部や日本人会の三役とも知己

ますし、デュイスブルク近郊の日本

大統領専用機で帰国し、ドイツ政府

は ド イ ツ 大 統 領 の 訪 日 に 招 待 さ れ、

博士課程の院生であることも大きい

ツ 選 手 と し て の 実 力 も あ り ま す が、

さい

──二人への今後の期待を教えて下

て、異文化で成長しています。

世界チャンピオンとなりましたの

でしょう。大学で学んだことが、単

で、安藤梢選手と熊谷紗希選手には、

の仕事をこなしました。年末年始に

して生かされている好例ではないで

ドイツでフットボールを進化させて、

を得ています。その結果、安藤選手

監督とともに参加しました。

しょうか。安藤選手は「ドイツに行

なる専門知識に終わらず、専門知と
──安藤選手の活躍にはどのような

は、日本サッカー協会の公式行事に

しています。
フットボール文化が成熟したドイ

ー選手はまだまだ経済環境が厳しい

できる男子と違って、女子のサッカ

ば、安藤選手はこれからの女子サッ

います。このまま経験を積んでいけ

グローバル人材育成が注目されて

熊谷選手は、まだドイツに行った

待できますね

──熊谷選手もこれからの成長を期

たいと思っています。

熊谷さんも大学院に進学してもらい

んには博士号をぜひ取って欲しいし、

筑波大学の学生としては、安藤さ

して欲しいです。

日本の女子サッカーの発展をリード

です。所属するクラブが財務的に厳

カー界において、プレー以外の分野

ばかりなので、安藤選手が経験した

意味があるのでしょうか

しい中で安藤選手は、在独後援会の

でも重要な仕事ができる基幹人材に

のと同じようなことを経験していま

ツでも、給料が高くサッカーに専念

支援によって、ホームスタジアムに

成長すると思います。現代のスポー

す。

って本当によかった」と思っていま

の後援会が、在独法人を中心に発足
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「ジャパンボックス」というロイヤ

14

ワールドカップ優勝の金メダルを胸に、母校に凱旋した熊谷紗希選手。
向かって右は山田信博学長。左はお話を伺った西嶋尚彦教授
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