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UJA GAZETTE
海外日本人研究者ネットワークニューズレター

   海外MBAが研究者と交流して感じたこと

　私は2018年から2020年6月までミシガン大学ビジネス

スクール(経営学修士/MBA)に留学し、妻はその間、ボン

ド大学のオンラインMBAを受講しました。留学中には夫

婦揃ってミシガン金曜会に参加し、同州在住の研究者と交

流する機会を得るとともに、2019年のミッドウエストカン

ファレンスに参加することで、交流の輪はアメリカ中西部の

研究者まで広がりました。

　大学も経済学部で卒業後すぐにビジネスの世界に飛び

込んだ私にとって、理系研究者はほぼ未知の存在でした。
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しかし、彼らとの交流を重ねることで、少しずつ理解が進

むと同時に、下記の思いが芽生えました。

尊敬する点
　●フロンティア精神

　●知性及び知的好奇心

　●努力と忍耐

大変そうな点
　●競争が非常に激しい、ポストの獲得が難しい

　●凄いことをしているのに、専門外の人にとっては

　　何が凄いか分からない

　私が身を置くビジネスの世界には、アントレプレナーとい

う概念があります。これはリスクをとって新しいことにチャ

レンジしていく人たちのことです。私はアントレプレナーが

とても好きで、果敢にリスクをとって新しいことにチャレン

ジする姿に尊敬と憧れを感じています。前職では公認会計

士として、スタートアップ企業のIPO（新規株式公開）支援を

するほど惚れ込んでいるのですが、実は私が研究者と交流

する中でも、彼らの中にこのアントレプレナーシップを強く

感じています。海外で研究するリスクを取りながら、果敢に

新しいことにチャレンジし、知のフロンティアを拓いていく。

まさにアントレプレナーそのものです。私はいつの間にか、
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日夜研究に勤しまれる方々に強く惹かれていったのです。

　これからの時代はInterdisciplinaryが求められている

といわれます。従前のようなタコつぼの状況では、新しいも

のが生まれにくくなっているのかもしれません。研究者と研

究者以外の人との交流は、新しい考えの発見やさらには将

来的なビジネスへの展開など、Win-Winの関係になるはず

です。実際に、研究室発のビジネスも多数あります。研究者

とビジネス界隈の交流が、将来的に世界をあっと言わせる

ようなビジネス･研究の種につながれば非常によいのでは

ないかと思っています。

　さて、今回のUJA論文賞の受賞者は、私と同年代の研究

者の方々です。海外でチャレンジするという経験も共有し

ています。私と同様に、苦い経験もたくさんあったと思い

ます。次世代を担うのは我々であるという共通の思いがあ

ります。そして一緒に未来を創っていきたいとも思います。

そんな思いをこめて、UJA論文賞とその授賞式をレポート

します。

   UJA論文賞の意義

　UJA論文賞は非常に大きな意義を抱えています。前述の

通り、私が研究者の方と交流する中で、研究者の皆さんが

抱える課題として下記の2点があると考えました。

課題➊ 競争が非常に激しい、ポストの獲得が難しい

→競争の中で疲弊してしまう。モチベーションの維持が難

しい。

課題➋ 凄いことをしているのに、専門外の人にとっては何

が凄いか分からない

→よって、地味。目立たない。家族の理解も得られにくい。

UJA論文賞はこれら２つの課題に対するソリューションに

なっているのではと感じました。

若手研究者のモチベーションとなる、
明確な”マイルストーン”としての位置づけ
　UJA論文賞は若手研究者のマイルストーンになると感じ

ています。次世代を担う研究者の目標となるとともに、研究

者同士の交流を促すことができる。また、研究者にとり崇

高な目標といえるノーベル賞までの果てしなく遠い道の途

中で目指す通過点になり得ると思います。受賞者が活躍す

ることで、賞の権威がどんどん上がることを期待します。

やっていることの”見える化”
UJA論文賞は、研究者の論文がスポットライトを浴びる重

要な機会です。この”見える化”で、他の研究者との交流や

協業を促すことができるのではないかと思います。

　賞というお墨付きに加え、研究者自身による解説や、選

考理由やコメントを通じて、家族や周囲の方も研究の内容

や意義を理解することができます。研究者がラボでしてい

ることがわかると、家族などの周囲のサポートが得られ、

モチベーションを保つことができるという好循環が生まれ

ると思います。これは課 題①のソリューションともなりま

す。

　UJA論文賞の受賞者として名前が出ることで、自身の仕

事について達成感を感じるとともに、仕事について理解し

てもらうことに繋がると考えます。映画やテレビゲームのエ

ンドロールを想像してみてください。制作にかかわった人

は、エンドロールに自分の名前が出ることを誇らしく感じ

ると言います。また、家族や周囲の人に自分の仕事につい

て話をするきっかけにもなるそうです。私も過去に書籍の

執筆をした際、巻末に自分の名前が印刷された本が書店に

並んだ際は、親や友達に胸を張ることができました。賞を

通じて自分の名前が世に出るということは、自分の仕事を

他の人に誇りを持って伝えることに繋がります。

　もちろん論文が 雑誌に載った時点で名前は出ています

し、業績も明確になっているとも言えるかもしれません。し

かし、（特に海外でご活躍の研究者の方にとって）英語論文

は本人は理解できても周りのサポーターは理解し難いと

思います。賞を通じて日本語で業績が明確になることの意

義は大きいと感じました。

   ウイルス対策の思わぬ利点

　研究者にとって非常に意義のあるUJA論文賞ですが、新

型コロナウィルスの影響で今年度の授賞式の開催は非常

に難しい状況となりました。論文賞の選考は例年通り行わ

れましたが、実際に受賞者が集まる授賞式は、感染防止の

観点から好ましくありません。中西部各州の緊急事態宣言

も続々と発表される中、授賞式の開催断念も一度は検討

されました。

　しかし、UJA論文賞の意義を改めて振り返りますと、やは

り授賞式はいかなる形であっても実施し、受賞された研究

者の方々を称えるべきであると運営各位が確信。新型コロ

ナウィルスの感染防止策として、UJA論文賞始まって以来

初めてオンライン授賞式が開催されました。

オンライン授賞式は、アメリカ時間の2020年4月24日金

曜日に開催され、論文賞と特別賞の受賞者を称えるため、

世界中から総勢70名以上が参加する大規模な授賞式とな

りました。

　授賞式のオンライン開催は初の取り組みで不安も大き

かったですが、蓋を開けてみれば、アメリカ中西部に留まら

ず、東海岸のボストン、西海岸のカリフォルニア、さらにはア

メリカを飛び出し、日本、フランス、オーストラリアなど世
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界中から参加者が集いました。これはまさにオンライン開

催でなければ実現し得ない、嬉しい驚きでした。開催時間

はアメリカ東部時間の19時であったため、欧州は深夜、日

本は早朝と大変な時間だったと思いますが、出席いただい

たみなさん、ありがとうございました。

   初のオンライン授賞式

　授賞式は定刻通りに司会の河野ゆりかさんの挨拶で開

始されました。まずはUJA理事であるインディアナ大学の

河野龍義さんから開会挨拶があり、UJA論文賞の意義や選

考プロセスの説明に加えて、UJAの設立経緯をパデュー大

学名誉教授である根岸英一先生との会談内容を交えなが

らご紹介いただきました。根岸先生の「日本人同士が馴れ

合うだけの場ではなく、分野を問わず切磋琢磨できる組織

であってほしい」との想いから、UJA論文賞も分野を問わな

いユニークな論文賞になっているそうです。

　授賞式のメインイベントとして、受賞者が研究内容を発

表しました。研究者が生活のほぼすべてを捧げてたどり着

いた研究成果。成果にたどり着くまでにどれだけの実験、

どれだけのディスカッション、どれだけの書き直しがあった

のか。全く想像もできないほどの時間・苦労があったのだ

と思います。今回、UJA論文賞を受賞したみなさんのお名

前と研究内容をご紹介します。

   論文賞の今後の可能性

　UJA 論 文 賞の今後の可能 性として、①さらなる拡 大と
②さらなる見える化の2点があると考えられます。

さらなる拡大
　UJA論文賞の他分野、他地域に広げることが重要と考え

ます。

初のオンラインのUJA論文賞授賞式。画面越しに受賞者に拍手を送る様子。

各州の論文賞受賞者 

論文賞受賞者には盾が、
特 別 賞 受 賞 者には 賞 状
がそれぞれ送付されまし
た。
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りも分かりやすいと評判になっています。

　つまり、専門分野に長らく浸っている立場では、｢自分に

とっての当たり前が、外から見ると全く当たり前ではない｣

ということがあると思います。専門分野を極めた人と、外部

から新しく入ってきた人が交流を持つことで、初めて外部に

伝えられることもあると考えられます。それが、UJAに所属

する研究者のみなさんの努力の、さらなる見える化に繋が

ればと思います。

   最後に

授賞式の最後には、UJA審査責任者である佐々木敦朗さん

から閉会の言葉として、留学という大変な生活環境の中で

も着実に成果を残されている研究者のみなさんに対する

称賛のメッセージがありました。また、論文賞運営、UJA、

ケイロン･イニシアチブ、協力･協賛など全てのステークホル

ダーに対する感謝の言葉もあり、とても温かい雰囲気に包

まれての閉会となりました。最後に佐々木さんのメッセージ

の一部をご紹介して、本レポートを締めくくります。

　「新型コロナウィルスの影響を受ける中でも、海外で活

躍する研究者たちがこうしてオンラインで集まり、サイエン

スをシェアし、素晴らしい時間を共有できることが素晴ら

しい。この機会を明日への活力にして、新しいサイエンスを

私たちの手で生み出していきましょう」

● 今回の受賞分野としては、生命科学分野での受賞が比較

的多いと感じました。今後は他分野にも積極的に広げて

いくほうがよいと考えており、分野についてはノーベル賞

の分類に合わせては？という意見もありました。
● 他の地域への拡張。UJAの活動もグローバルに拡大し続

けていることもあり、アメリカの中西部以外でも実施で

きるとよさそうです。（授賞式後20団体以上からの参加

希望があり拡大予定とのことです。）

ビジネス分野で有名なアンゾフの成長戦略の理論に当ては

めて考えますと、新製品開発（他分野拡大）と新市場開拓

(新地域拡大)の両方が求められていると考えます。

さらなる見える化
　ビジネス分野に身を置く私のような門外漢の人間が関与

することで、研究の意義をより強く発信することもできる

かもしれません。UJA論文賞の新しい風になれればと思い

ます。

　公認会計士の間では有名な話ですが、会計とは無縁のあ

る研究者が書いた簿記の本が、とても分かりやすいことで

有名です。この研究者は大学運営に携わるようになったこ

とを契機に、簿記の知識が必要となり、独学で簿記を身に

つけたそうです。そして、その学びを活かし、簿記の書籍を

執筆しました。この本は簿記や会計の専門家が書いた本よ

参照情報・図
UJA論文賞の開催内容、応募規定、選考規定、受賞内容等の詳細に
ついては以下のUJAの特設サイトをご参照ください。
2020年UJA論文賞 特設サイト：
https://cheironinitiative.wixsite.com/uja-award-2020
論文賞への参加、スポンサー支援の問い合わせ先：
JapanX.ScienceForum@gmail.com

市場軸
（新地域）

既存
市場 市場浸透 新製品開発

新規
市場 新市場開拓 多角化

既存製品 新規製品

製品軸（分野）

アンゾフの成長戦略

氏名 所属 研究内容 掲載雑誌

インディアナ州 竹俣  直道 インディアナ大学 真核生物の起源となったアーキアの染色体三次元構造 Cell

インディアナ州 草山  隆志 インディアナ大学 多発性不整脈における皮膚交感神経活動の測定 JCI Insight

オハイオ州 大内  梨江 東京医科歯科大学
（留学先：CCHMDC）

ヒト iPS 細胞由来オルガノイドを用いた脂肪性肝炎モデ
ルの樹立

Cell Metabolism

オハイオ州 神田  浩里 兵庫医療大学 哺乳類動物の有髄神経線維における新規伝導メカニズ
ムの発見

Neuron

イリノイ州 山本　聡 ノースウェスタン大学 オートファジーはインスリン産生と感受性を制御する Cell Reports

イリノイ州 片木  宏昭 ノースウェスタン大学 びまん性橋膠腫におけるヒストン H3 脱メチル化酵素阻
害剤による放射線増感効果

Clinical cancer research

ミシガン州 松下  祐樹 ミシガン大学 骨再生機構における新たな再生メカニズムの発見 Nature Communications

ミシガン州 藤原  英晃 ミシガン大学 腸内細菌を介する腸管 GVHD とインフラマソームと関
係性の解明

Nature Communications,
Nature Microbiology

2020年 UJA論文賞受賞者一覧（８名、順不同）
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Q. UCLAでの大学院生活は順調でしたか？

　入って驚いたのですが、90人くらいいる同期のうち、最

初の自己紹介で｢植物を研究したい｣と言ったのは僕だけ

でした。UCLAは3学期制で、1年めには10週ごとにラボを

ローテーションします。その後、2年に上がるときにマッチ

ングをして、ボスと希望が合えばそのラボに所属して博士

研究を始めます。1年めから毎日実験するのですが、授業に

ついていくのが大変で、1年めの実験はあまり覚えてないで

すね...

　私には最初から行きたいラボがあったのですが、ロー

テーションで新進気鋭の若手の先生のラボを経験し、非常

に心が揺れました。しかし、まだまだ自分で計画して進め

られる実験も少なく、指導してもらわなければ研究できな

い弱さがあったので、当初の希望通りスパルタで有名な大

御所の先生を選びました。

　そのラボでは、私の前の学生は博士号取得に9年、私は7

年かかりました。アメリカの大学院では学生が何年も残っ

てしまわないよう、学科から指導教員へプレッシャーがか

かります。私の場合も｢あいつには一体何が起こっているん

だ｣と学科から問い合わせがあったようですが、ボスは突っ

ぱねていました。もちろん、卒業に時間のかかるラボであ

ることは知っていたのでネガティブな感情はありませんが、

今思えば自分で提案してもっといろんなことができたよう

に思います。

博士課程後のキャリア

Q. 学位取得後はどのような経緯でシンガポール、
オーストリアで研究をされたのですか？

　博士号を取得したあと半年間はそのまま研究室でポスド

ク（博士研究員）として雇用され、その後、どこで研究員を

しようかと考えた時、２つの候補がありました。近くのUC 

　UJAインタビュー企画は、海外で研究を行う日本人をお招

きし、海外体験にまつわるさまざまな話を伺っています。

　今回は、ケンタッキー大学植物土壌科学科でAssistant 

Professorを務める河島友和さんです。河島さんは、2002

年に筑波大学を卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス

校(UCLA)にて2009年に博士号を取得しました。河島さ

んは、学部生の頃から一貫して｢植物の生殖｣に興味を持

ち、近年では細胞骨格の1つである｢アクチン繊維｣が制御

している受精のダイナミクスや、ダイズを使った食糧増産

に関する研究もされています。大学院・ポスドク・主任研

究員(PI)と長きに渡って日本国外で過ごされた河島さんか

ら、留学の楽しさや大変さ、海外での家族の生活事情など

をお話しいただきましたので、その一部を本記事で紹介し

ます。

UCLAでの博士課程時代

Q. なぜUCLAヘの進学を決めたのですか？

　大学生の頃は教員になろうと思って教員免許まで取った

のですが、卒業研究をしていたら研究が面白くなってしま

いました。それで研究の道に進むことにしたのですが、当

時は全然英語ができませんでした。海外の大学院に行くこ

とが運命のように感じられ、それ以外の選択肢は全く考え

ませんでした。そう思い始めたのが4年生の7月上旬で、そ

こから出願準備を始めました。研究者になるために英語の

トレーニングが必要と知り、夏は筑波から東京まで通い、

塾でGREとTOEFLの攻略に全てをかけました。出願先に

ついては筑波大学の先生と相談し、植物の胚発生を分子

レベルで研究できるラボがあるUCLA、UC Berkeley、

UC Davisの3校に決め、UC DavisとUCLAに合格し、

UCLAへの進学を決めました。

日本人研究者
インタビュー企画
〜ケンタッキー大学 河島友和さん〜

UJAキャリアディベロップメント部 
石田 光南
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Berkeleyとシンガポールの研究所です。カリフォルニアは

生活費が高いので、提示されていた給与の1/3が家賃に消

え、経済的な難しさが予想されました。一方、シンガポー

ルでは、通常の給与に加えてアメリカで学位を取っていた

ため上乗せの給与という特典がありました。さらに家賃補

助も出るため、給与の1/10程度で家賃が払える状況でし

た。

　博士課程4年目に結婚をし、学生のうちに１人めの子供

が生まれていたので、生活のことも考えてシンガポールで

働くことに決めました。実はシンガポールのボスは学会で１

度会ったことのある先生で、私が出した論文をみて｢そろそ

ろ卒業するんじゃないか｣と連絡をくれました。

　シンガポールでの研究生活4年めに、ボスがオーストリア

のウィーンの研究機関への異動を決めたので一緒に行きま

した。その後、論文も出てAssistant Professorに応募す

る段階になりました。漠然とウィーンに残りたい気持ちは

ありましたが、ウィーンの研究所では内部昇進なかったこ

と、また、ドイツ語の必要性やコネクションが少ないことか

ら、ウィーンに残る道を断念しました。

　そんなとき、大学院生時代のボスから｢お前のための公

募がケンタッキー大学に出ている！｣と連絡をもらいまし

た。しかし、同大学には知り合いもいないし、南部の環境

は経験がないからとボスに断りを入れました。そしたら｢お

前はバカか、このご時世に選んでいる暇があったらアプラ

イしろ｣と言われて、｢まぁ、アプライして落ちるのならボス

の顔も立つか｣と思って出願しました。すると面接に招待さ

れ、行ってみたらころっとやられてしまいました。ケンタッ

キー大学の方々がみなすごく優しくしてくれるのです。これ

まで働いていたのは研究所で雰囲気が厳しかったので、ケ

ンタッキー大学のフレンドリーな環境にカルチャーショッ

クを受けました。

　実際に内定をいただいて、承諾を決めたのは2つの理由

からです。1つは自分の好きな研究ができる環境があったこ

とです。必要な顕微鏡を好きに使うことができ、また実験

機材が全て同じ階にあったことが大きかったですね。2つ

めは家族にとって住みやすかったことです。ケンタッキー大

学のあるレキシントン市の隣のジョージタウン市では、トヨ

タの北米工場やウイスキー関連、馬関連の仕事を務める日

本人が多く生活していました。日本人コミュニティの大きさ

はやはり家族にとっても支えになっています。

家族との海外生活

Q. 家族と海外で生活する上でどのような点に
気をつけていますか？

　大学院生の時に結婚し、妻は結婚を機に日本の会社を

辞めて渡米しました。私は、それまでラボの友人とフラット

シェアをしていましたが、到底１人では家賃を払えないの

で、結婚後はそこに妻が加わる形になりました。しかし、

ルームメイトはガールフレンドの家にほぼ入り浸りになり、

フラットを自由に使わせてもらうことができました。子供が

産まれると、私たちの母が子育ての手伝いに来ることもあ

りましたが、フラットを自由に使わせてもらったおかげで協

力して子育てができました。また、子供が産まれるとボスが

給料を上げてくれました。こういうサポートはありがたかっ

たですね。

　ケンタッキーへの異動に家族の存在が大きく影響した

と言いましたが、シンガポールへ移るときも家族のことを

考えていました。収入面でゆとりがあるので生活が楽です

し、日本との時差も少ないので過ごしやすくなります。その

後、ウイーン、アメリカへと異動しましたが、できる限り家族

と仕事が両立するような方法を考えています。

インタビューを終えて

　河島さんのこれまでの道のりを振り返ると、｢えい｣と思

い切って飛び 込んでみる行動力がチャンスを掴むのに役

立っているように感じます。本記事を読んでくださった方の

中にも、海外大学院への進学を希望する方も少なくないと

思います。河島さんでさえGREやTOEFLに苦労した時代が

あったことを知ると、励みになることでしょう。UJAは、今

後も海外で活躍する方々へのインタビューを行います。次

号をお楽しみに！

インタビューのリンク： 

https://www.uja-info.org/post/_i001
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　新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、われ

われの生活は激変しました。医療崩壊の危機、莫大な経済

的損失、教育体制の見直しなど、世界的に大混乱を招いて

います。

　研究の世界も例外ではなく、自身や家族の安全に加え、

細胞やマウスなどの科学的財産をいかに維持し守るかなど

の対応が求められています。また、留学生あるいは留学準

備中の日本人研究者は、自身のライフプランの変更を余儀

なくされています。

　UJA編集部は、COVID-19に直面した世界各国研究者

に、悩んでいること、困っていること、対応策を共有しても

らっています。

　 皆 様 に 提 供 い た だ い た 情 報 は 、U J Aウエブ サイト

（https://www.uja-info.org/covid-19）にて公開して

UJAは、２０１９年１月より奇数月

に、実験医学（羊土社）の「News 

& Hot Paper Digest」にて、研究

留学と研究推進に関する情報を発

信する「UJAだより」を連載してい

ます。羊土社のウエブサイトにアク

セスして、ぜひ、ご一読ください。

います。以下にこれまでの記事の一覧を示します。ぜひ、ご

一読ください。

　 また、記 事 を 執 筆していた だ ける方は 、U J A 編 集 部

（uja-wg-editor@googlegroups.com）までお問合

せください。

COVID-19クライシス
－研究者がおかれている状況とは？

UJA編集部　赤木 紀之

COVID-19クライシス記事一覧
レビュー「研究者がおかれている現状は？」 
UJA編集部 赤木 紀之
＃１  水原 司（アメリカ・ピッツバーグ）
＃２  河野 龍義（アメリカ・インディアナ大学）
＃３  水田 勝利（アメリカ・フロリダ大学）
＃４  中野 亮平（ドイツ・マックス・プランク研究所）
＃５  浜村 有希（ドイツ・ハンブルク大学）
＃６  金澤 宏樹（フランス・ストラスブール大学）
＃７  島垣 凱（フランス・ソルボンヌ大学）
＃８  中能 祥太、柳田 絢加（イギリス・ケンブリッジ大学）
＃９  大森 晶子（イタリア・パドヴァ大学）
＃10 渡邉 美佳（イタリア・トリノ大学）
＃11 山形 一行（日本・千葉大学）
＃12 金城 智章（日本-アメリカ・ノースカロライナ大学チャペル

ヒル校）
＃13 長井 遼（イタリア・パドヴァ大学）
＃14 天久 朝恒（イギリス・インペリアルカレッジロンドン）
＃15黄 地 健 仁（アメリカ・Har vard School of Dental 

Medicine）
＃16 城戸 達雄（アメリカ・UCSF）
＃17 渡邊 雄一郎（アメリカ・パデュー大学）
＃18 江島 弘晃（アメリカ・ユタ大学）
＃19 石原 純（アメリカ・シカゴ大学）
＃20 森岡 翔（アメリカ・バージニア大学）
＃21 中嶋 舞（アメリカ・マサチューセッツ工科大学）

UJAだより一覧
第1回「UJAだより 海外留学「やってみれば、なんとかなる」−留学のすゝめ2018＠日本生化学会」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125154/c4.html

第2回「UJAだより 英語の壁の乗り越え方  第41回日本分子生物学会年会にて」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125178/c4.html

第3回「UJAだより 海外生活で知るボランティアの多様さ」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125192/c4.html

第4回「UJAだより UJA論文賞のスタート  アメリカ中西部４州合同優秀論文賞の開催報告」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125215/c4.html

第5回「UJAだより 留学フェローシップを取る！HFSP, JSPS, 欧米の代表的フェローシップ比較」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125239/c4.html

第6回「海外におけるSNS・Webサービスを用いた情報交換スキル
―Global Information Sharing on Social Networking Websites」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125253/c4.html

第7回「UJAだより 留学先では日本食は食べられる？―海外での日本食材入手法と注意点」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125277/c4.html

第8回「研究者の心の琴線に触れる「留学のすゝめ」7年目に思うこと」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125291/c4.html

第9回「学部卒業後の留学―留学先選びのポイントおよび手続きの注意点」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125314/c5.html

第10回「ネットワーキングイベントを活用して研究の「資本」を蓄えよう」
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/nhpd/9784758125338/c4.html

UJAだより

UJA編集部　赤木 紀之
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発足の経緯　兵庫医療大学　神田 浩里

　アラバマ州の位置を正確に答えられる日本人はどれほ

どいるのでしょうか？The Dixie of Heart（南部の心臓）

がアラバマ州の愛称として知られているように、アラバマ

州はアメリカ南部（ジョージア州とミシシッピー州の間）に

位置しています。州最大の都市であるバーミングハム市に

University of Alabama at Birmingham校(UAB)があ

ります。このUABには10の学部がありますが、なかでも医

学部は全米でトップクラスを誇り、最先端の施設やシステ

ム、または臨床研究･基礎研究も盛んに行われています。

　 私の 最 初 の 留 学 先 は オハイオ 州 の U n i v e r s i t y  o f 

Cincinnati（UC）であり、留学前にUC-Tomorrow（日

本人会）を紹介していただきました。UC日本人会の多くの

方々から出国前準備や生活の立ち上げに関してサポートを

していただき、大きな障害もなくスタートが切れたことを

覚えています。

　転機だったのがPIのUABへのラボ移動に伴うアラバマ

州への引っ越しでした。当時ぬるま湯につかってしまった

私は、UCのような日本人会がUABにもあるだろうと勝手

に思っていました。実際は現地の方とつながる手段すらな

く、生活の立ち上げに関するすべての事に関して一から対処

し、右往左往したことを記憶しています。

　これらの経験をもとに、2015年にUABの日本人会を立

ち上げました。これから留学で来られる方々へのバーミン

グハムの生きた情報の提供（治安や住居、お子様関連情報

等）と、コミュニティ内での有益な情報の共有を目的に活

動しています。当初は人数が集まるか不安もありましたが、

これまで49名もの方に参加いただいています。

　この度、UJAのコミュニティにUAB日本人会を登録させ

ていただきました。これまでコミュニティ内での生活情報

を含めた情報共有が主な活動としています。一方で、UAB

日本人会は外への強い発信手段を持ってはおらず、日本人

会があるにも関わらず、UABに留学を考えている方々にた

どりつかないという現状がありました。実際、来られてか

ら会に参加していただく流れがほとんどです。UJAの発信

力にあやかって、留学を考えている方々の目に少しでも留ま

るチャンスが増えれば幸いに思います。交流の窓口、生き

た情報の発信、サポートができるよう、日本人会としての新

たなステップ・挑戦になればと期待しています。

現状と今後への期待
アラバマ大学バーミングハム校　外村 宗達

　5月現在、新型コロナウイルスの影響で米国への非移民

ビザの発行は停止され 、米国への留学を考えられている

方々は大変つらい思いをされていると存じます。UABにお

いても、実験等が制限されている状態が続いています。こ

のような状況下では、今後留学を検討される方にとっては

さまざまな不安材料があるかと思います。先行きが不透明

な状況ですが、UAB日本人会が当大学へ留学を検討され

ている方々への一助となれば幸いです。

　またUAB日本人会がこの度UJAへ加入させていただい

たメリットとして、当校への留学を考慮されている方々への

有益な情報提供の場となるだけでなく、当会が今後アメリ

カ他大学の日本人会との繋がりを深め、さらなる発展を期

待しています。

　気軽にuabjassociation@gmail.comまでご連絡くだ

さい。

神田 浩里（発起人）

外村 宗達（現管理人）

連絡先：uabjassociation@gmail.com

UAB日本人会

UAB日本人会。大学内Commons on the Greenにて。

UABキャンパス
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序文－研究留学を終えて帰国する機上にて
京都大学ヒト生物学高等研究拠点 (ASHBi）

井上 詞貴　

　2012年から2020年6月まで、UCSFのNadav Ahituv

研究 室に在 籍していました。8年間に渡る研究留学を終

え、2020年7月から京都大学・ヒト生物学高等研究拠点

(ASHBi)に赴任する予定で、帰国の機上でこれを書いてい

ます(6月8日現在)。空港はがらんどう、機上では乗客が距

離をとって座り、客室乗務員はマスク、手袋に保護メガネ

と、一種異様な雰囲気です。

　UCSFに来る前は、神戸理化学研究所、発生再生科学総

合研究センター、相澤慎一研究室で約4年間ポスドクをし

ていました。相澤研では、前方脳を規定するOtx2遺伝子

の転写制御エレメントにフォーカスし、脊椎動物(マウス)の

｢あたま｣がどのようにできるのかについて研究を行ってい

ました。遺伝子が｢いつ｣｢どこで｣｢どのくらい｣発現するの

かを明らかにすることは、脳の発生に限らず生命現象のあ

らゆるシーンで重要であり、ゲノムの中には重要な機能エ

レメントが未発見のまま眠っているはずです。相澤研での

仕事を終えた2012年当時は、ゲノム中の機能エレメントの

大規模発掘作業（ENCODEプロジェクトなど）がアメリカ

を中心にゴリゴリに行われている時でした（今も続いてい

ますが）。そこで私は、ゴールドラッシュ期の49ersさなが

ら、サンフランシスコに研究留学することにしました。

　さて、留学というのはやはりリスキーであり、成功するた

めには何かを犠牲にせねばなりません。それはお金であっ

サンフランシスコで
就職･転職･出産･育児
UCSFにて発生や疾患における遺伝子の発現制御機

構を研究されてきた井上詞貴さん、そして夫を支えな

がら出産･育児のライフイベントとキャリア構築を両

立されてきた寛美さん、Dual-Career Academic 

Coupleとしてtwo-body problemに取り組み、8年

間の研究生活を終え、新天地へ向かう井上ご夫妻から

の留学報告をぜひご一読ください。

UJA外務部・財務部 森岡 和仁

たり、日本の便利な生活環境、美味しいお酒や食べ物で

あったり、日本人研究者界隈との繋がり(コネ)であったりし

ます。特にパートナーがいる場合、そのキャリアがどうして

も犠牲になってしまいます。また、パートナーが留学先の生

活に慣れなかったり、出産、育児、教育上の困難があったり

と、研究に専念する期間に制限が生じてしまうことも多々

あるでしょう。研究留学を成功させる以前に、私たちは私

たちの人生を成功させる使命を負っているのであり、家族

の幸せは最優先です。

　このことに対して私たちがどの様に取り組んで、8年とい

う長期間を乗り切ったのか、以下、妻の寛美を語り手とし

て、私たち家族のケースをお伝えできればと思います。

夫の留学先での貴重な経験
井上 寛美

この8年間に、就職・転職、さらに出産・育児などの経験を

してきた私なりの目線でこの研究留学を振り返ってみたい

と思います。

　渡米前は、修士課程修了後、夫と同じ神戸理研でテクニ

カルスタッフとして働いていました。当時は、大脳皮質誘導

に関わる遺伝子を片っ端からノックアウトして表現系を見

る仕事をしていて、朝から晩までマウスと格闘していまし

た。配偶者の研究留学が決まって最初に決めることは、ま

ず｢一緒に行くか行かないか｣だと思いますが、私は特に迷

うことなく行くことにしました。最大の理由は、留学期間が

どのくらいになるのかも不明で、帰国できる保証もなかっ

たからです。

　同行すると決めたら次に考えるべきことは留学先で“私

が”何をするかです。｢ただ付いていくだけではもったいな

い。日本で学んだ技術や経験を生かせる場所がアメリカに

もあるはずだ！｣と考え情報収集を始めました。そして、アメ

リカでは同行家族も仕事ができること(J ビザに限る)を知

り、大学やバイオテックで技術職を探そうと決めました。

また家族としては、｢生活が落ち着いたら子供を持とう｣と

話し合い、渡米の日を迎えました。

　2012年、なんだか素敵な響きのするサンフランシスコ

は、深い霧に覆われ、また町中にホームレスがたくさんい

て、想像していたのとは少し違う街でした。もちろん言葉も

通じず、友人もおらず、不安しかない中で私の新生活はス

タートしました。一方、夫は毎日楽しそうにラボへ通ってい

ます。夫のラボの人たちはみんな優しく、よく一緒に遊びに

出かけていましたが、どこかで疎外感を感じてしまうこと

もありました。楽しそうに研究の話をするのを見るにつけ、

｢私も早くラボに戻りたい｣との思いが強くなりました。
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　そこで早速仕事を探すために労働許可証（EAD）の申請

を行いました。まずは、移民局(USCIS)とUCSF留学生セン

ター(ISSO)のHPを参考に必要書類を準備しました。書類

の準備自体は難しくありませんが、婚姻証明書など日本に

いるうちに取得しておくべき書類もあるので注意が必要で

す。念のため、ISSOのJビザ specialistに書類を確認して

もらいました。SpecialistからはEADを使って働く際の注

意点なども聞くことができ、大変有益でした。

　労働 許可が 下りるまでの4か月間、英 語を学ぶために

City College of San Francisco （いわゆるコミュニティ

カレッジ:２年制の公立大学）へ通いました。アメリカ各地

のコミュニティカレッジは、移民のための英語クラスを無料

で行っています。さらに有料になりますが、大学への編入

のための単位や働くための資格（Medical interpreterな

ど）も取得できる学校です。City Collegeでは正直英語を

学んだと言うよりは国際交流に励んだと言う方が正しく、

サンフランシスコへ来て以来塞いでいた気分が日に日に晴

れていったのを覚えています。また、クルド難民として祖国

を離れてきた人や、離婚で得た慰謝料を抱えてアメリカで

第二の人生を歩もうとしている人など、様々なバックグラウ

ンドを持つ友に出会えたことは、自分の価値観を見直す契

機となりました。

　さて仕事探しですが、渡米後しばらくして図々しくも夫

のPI（Dr. Nadav Ahituv）に｢私も働きたいと思うのだけ

ど、サンフランシスコの大学やバイオテックで職を得るに

はどうしたらいいか｣とメールを送りました。Nadavは留学

が決まった当初から、私のこともとても気にかけてくださっ

ており、働くように背中を押してくれたのも彼でした。とい

うのも、彼の奥さんもまた慣れない異国での生活に苦労さ

れた人でした。大学のJob searchのサイトやLinkedInや

BioSpaceなどのサイトに登録するように勧められ、労働

許可証の取得とともに応募を始めました。すると数日後、

見知らぬ番号からの不在着信とともに音声メッセージが残

されていました。この当時はメッセージが何を言っているの

かがよく分からず、何度も何度も聞き直してやっとそれが

転職エージェントからの電話だと理解するくらいの英語力

しかありませんでした。それから自分の経験とマッチするよ

うな募集にはどんどん応募しましたが、全く連絡がありま

せん。また、何かアドバイスをもらおうと、当時まだ会った

こともなかった夫の隣のラボのシニアテクニシャンにアド

バイスを求めるメールを送ったこともありました。

　そうして、時に挫折しそうになりながら仕事探しを始め

て1か月ほど経った時、Nadavから｢マウスを扱えるテクニ

シャンを探している人がいるんだけど…｣とメールをもらっ

たのです。急いで教えてもらった連絡先にメールを送ると、

すぐに面接をしてもらえることとなり、夫の協力を得て模

擬面接の練習を重ね、結果無事に採用となりました。採用

されたのはUCSFの血液内科のラボで、造血幹細胞を増殖

させる低分子化合物のスクリーニングに従事しました。こ

のラボで経験した中で一番大きかったことは、UCSFの中

の事務やラボ運営システムを学んだり、人脈を広げられた

ことでした。また、最初は同僚が何を言っているのかほと

んど分からなかったのが、1年後には業者との電話対応も

できるくらいには英語に慣れてきました。今振り返ると、

｢英語なんてものはただの”慣れ”で、アメリカでの職探し

に必須のスキルというわけではない｣と思います。もともと

2年間の研究費ポジションだったこともあり、このラボは

2年弱で退職することとなりました。また、退職の2か月後

には出産を控えていました。

　2015年1月、働いていたUCSFの病院で娘を出産しまし

た。初産は遅れることが多いと聞いていたのに、予定より

1週間早く産まれてしまい、頼りにしていた母は出産には間

に合いませんでした。出産自体も一大事ですが、産後の社

会復帰も私にとって重要なことでした。まず、UCSFの産休

は0−6週間しかないため（ポジションにもよる）、多くの女

性がこの期間に仕事復帰をします。したがって、0歳児を預

かってくれるデイケアは争奪戦になります。基本的には早い

者勝ち（大学付属の場合は学生が優先されます）なので、出

産前から複数のデイケアに申し込みました。デイケアには大

きく２種類あって、日本の保育園にあたるのが大学や企業に

付属しているようなデイケアセンターになり、それ以外に個

人宅で少人数の子供を預かるファミリーケアというものもあ

ります。幸い自宅近くのファミリーケアから、｢6月から空き

が出る｣と連絡があり、お願いすることになりました。

　6月からの仕事復帰に向けて、娘が生後2か月を過ぎた

頃に職探しを始めました。小さい子供がいることがハンデ

になるのではないか、また最初の職探しのように苦労する

のではないかと予想していたものの、１回めの応募ですぐ

に決まりました。Nature、Scienceを連発し、UCSFで独

Golden Gate ParkにてAnna Molofsky labメンバーと。
井上 詞貴（後列左端）、井上 寛美（前列左端）、井上 千遙（娘）、Anna 
Molofsky博士（前列中央）
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立したばかりのAnna Molofskyラボのラボマネージャー

職でした。やはり外国人を雇う場合には雇い主にもリスク

が伴うので、１度アメリカで仕事をし、アメリカ国内での評

価を得るとその後の職探しはスムーズにいくようです。

　社会復帰に際しては、産後の体力低下、睡眠不足、搾乳

のタイミングなど、出産前と変わらず仕事ができるのか、そ

して初めて娘と離れることに対しても大きな不安がありま

した。しかし、Annaが私のために授乳室（電動の搾乳機

が設置されている個室）の使用許可を取っておいてくれた

りなど暖かく迎えてくれ、比較的スムーズに復帰すること

ができました。Anna自身が2人の子供を育てる母親であ

り、彼女からは仕事の面だけでなく仕事と家族のバランス

などいろいろと学ぶことがありました。

　アメリカでは性別･役職に関わらず子育て世代は子供の

学校が終わる時間には帰宅します。必然的にラボでの滞在

時間が短くなるので、仕事への適切な優先順位の付け方や

迅速な判断、他者との協力、休日出勤など仕事に効率が求

められます。どのように仕事復帰するかも個人の裁量によ

るところが大きく、私の場合は最初の1か月は週3日娘を預

け、残りの2日は夫と分担し半日在宅勤務という形にしまし

た。私たちの周りでも父親の育児参加が活発で、母親の残

業や週末出勤にも対応できる家庭が多くありました。職場

環境だけでなく家庭環境も、母親の社会復帰、女性の社会

進出のために重要です。多くの男性が子育てに参加したく

ともできない日本の社会に対して、アメリカの環境･文化で

は、女性にとっては社会進出の機会が、男性にとっては育

児参加の機会が、より開かれているのです。

　ラボマネージャーという仕事は日本では馴染みの薄いポ

ジションですが、技術支援だけでなく、ラボの物品購入管

理、会議などのオーガナイズや他のテクニシャンや学生の

指導、安全管理業務や研究費申請などの事務作業の手伝

いなどもするポジションです。Anna自身も独立したばかり

だったので、この5年間まさに二人三脚でラボの運営をして

きました。今では10人を超えるメンバーがいますが、始めは

もう1人のテクニシャンと3人で、何もない広い部屋で仕事を

始めたことを昨日のように覚えています。日本ではなかな

か得られないであろう、一からラボを立ち上げるという楽

しい作業に参加できたのは、研究の本場アメリカで働いた

からこその経験だと思います。また、今まで何人もの研究者

と仕事をしてきましたが、彼女ほど勝負師と呼ぶにふさわ

しい人と働いたのは初めてで、常に世界のトップを狙う緊張

感のある中で仕事をできたのは大きな経験になりました。

ベイエリアという科学とテクノロジーの最先端の街で、その

最先端を走る人たちと仕事を通じて交流できたこと、そし

て彼らの目線の先にある世界をともに見ることができたこ

とは、言葉では言い表せない貴重な経験となりました。

　私たちの研究留学がこんなにも実りあるものになったの

は、AnnaやNadavをはじめ友人や同僚たちに支えられ、

私たちが自己実現できるチャンスと環境を与えてくれたか

らに他なりません。100人の留学生がいたら100通りの留

学がありますが、周囲の人たちとの助け合いが一番大切な

成功の秘訣であることは共通していると思います。

　長々と書いてしまいましたが、ご参考になりましたら幸い

です。

＜著者＞

井上 寛美：（元）UCSF, Anna Molofsky lab, lab manager

e-mail: hiromininoue@gmail.com

井上 詞貴：京都大学ヒト生物学高等研究拠点 (ASHBi）、特

定拠点准教授

e-mail: inuefmtk@gmail.com

website: 

https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/ja/members/fumitaka-inoue/

　私の生まれは岡山県の漁師町で、実家はカキ養殖を営ん

でいます。小さい頃から海や生物が大好きで、釣り好き少

年がそのまま研究者になりました。私の専門は海洋生物の

生態で、特にアオリイカというおいしいイカを研究対象と

しています（写真は屋久島で釣り上げたアオリイカ）。アオ

リイカは、イカの王様という異名の通りイカ類で最も価値

が高く、かつ沿岸で漁獲されることから効率よい優良資源

として注目されています。

　私は、博士課程を卒業した2017年から2年間、日本学術

振興会（学振）の海外特別研究員(海外学振)制度を利用し

て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）の生態進

研究留学を考えている方と
経験された方へのメッセージ
東京大学大気海洋研究所　笘野 哲史
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化生物学部に留学しました。その後、学振の博士学位取得者

（PD）特別研究員（学振PD）に採用され日本に帰国し、現

在は東京大学大気海洋研究所（AORI）に所属しています。

　私は、この海外研究留学を通して大変貴重な経験をする

ことができ、日本から海外へ研究留学する人がもっと増え

てほしいと願っています。本記事では、私の経験に基づく４

つのメッセージをお伝えします。

　まず、海外研究留学を経験され、周囲の研究留学を目指

す人たちから相談を受けている方へのメッセージ2つです。

ユニークな日本人留学生を紹介するサイト
｢Pathfinders’｣を、もしよかったら活用してください。

　私はロサン ゼルスで出会った 仲 間たちとともに 、｢留

学 の『 珍しい』を『 当たり前 』にする｣を 理 念に 掲げ た

Pathfinders’という団体を立ち上げ、留学生へのインタ

ビュー記事をウェブサイトで発信しています。海外での研究

留学に興味を抱いたり希望する人は案外多いと思います

が、実現する人は少なく、大半は諦めてしまっているのでは

ないでしょうか。もし諦めた理由が、｢情報がなくて海外へ

の一歩を踏み出せなかった｣、｢自分を取り巻く環境では，

留学なんて無理だと思った｣、｢そもそも留学の選択肢が浮

かばなかった｣だとしたら，留学に関する情報を得ることで

実現に近づくかもしれません。そこで私たちは，少しでも多

くの方に研究留学に興味を持ったり実現してもらえるよう

に、様々な留学生や留学経験者にインタビューし、生の声

をお届けしています。特に｢社会人の留学｣や｢仕事を辞め

てPhD留学｣など、普段あまり知る機会の少ない留学にス

ポットを当てています。

　例として、高橋 雄宇さんのインタビュー記事｢NA SAで

働く日本人エンジニアが 語る、目標を叶えるための作用

反作用の法則｣を紹介します。高橋さんは、高校時代に観

た火星探査の映像に衝撃を受け、NASAのJPL（The Jet 

Propulsion Laboratory）で働くことを夢見みて大学か

ら渡米しました。そして見事にJPLへ就職し、現在、衛生軌

道のナビゲーションを担っています。高橋さんは、留学から

就職までの約10年間を振り返り、｢大切なことは何事もま

ず行動し、自分のやりたいことや目標を周りに話す、つまり

自分から作用を起こすことだ｣と語っています。自分から作

用を起こすことで、周囲から助言などの反作用が起き、出

会った人の数に比例してチャンスを掴んできたのだと感じ

ました。

　研究者へのインタビューも掲載しています。特に、仕事

を辞めて２度の留学や幾多の試練を乗り越えてアメリカで

PIをされている先生の記事は興味深いです。もしみなさん

の周りに興味がある方がいましたら、ぜひ、Pathfinders’

のウェブサイト（https://pathf inders.hatenablog.

com/）を紹介してください。

みなさんの学振申請書が後輩の役に立ちます！

　みなさんは、学振申請書を作成する際、過去の申請書を

参考にした経験はあるでしょうか？私には、先輩方の申請

書がとても参考になりました。先輩といっても他大学の先

輩で、学会で知り合った方でした。研究室の先輩を参考に

したらいいじゃないかと言われるかもしれませんが、私の

所属していた研究室には過去に学振に採用された方はな

く、ドクターに進学する人がほぼいませんでした。いざ申請

書を書こうと思っても何から手につけてよいか分からず、

相談できる方も教授以外にいませんでした。そんな時に学

会で素晴らしい先輩方に出会い、申請書をシェアしてもら

うことができました。今でも先輩たちには感謝してもし切

れません。

　その私も今では先輩の立場となり、後輩から申請書を求

められることが多くなったので、少しでも役に立つならと、

思い切ってホームページのブログで｢希望者に申請書をお
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渡しします｣と書きました。ブログの閲覧数を観察すると、4

月は10人/日未満でしたが、5月2日を境に一気に50人/日

を超えた日もあり、5月の総閲覧数は500を超えました。

私のブログが申請書のまとめサイトに紹介されたことが大

きな理由だと思います。また、ゴールデンウィークのまと

まった時間に一気に申請書を書く方が多かったためとも思

われます。

　5月にHPを訪れた約500人のうち、10人から申請書を

見せてほしいと問い合わせがあり、みなさんにシェアしま

した。約50人に1人の方が勇気を出して連絡をくれたこと

になります。来年度に申請予定の学生の方や今 年が最後

のチャンスというポスドクの方もいました。分野も教育、経

済、心理、理学と多岐に渡りました。問い合わせた理由と

して、｢先輩や周囲に学振に採用された方がいない｣がみな

さんに共通していました。その状況は痛いほど分かります。

地方大学に所属している方は、オンラインで申請書を入手

できれば、直接会いに行く時間を節約できます。その時間

を研究内容の考察や申請書のブラッシュアップに使うこと

によって、よりよい研究につながると思います。多くの方が

私のように申請書を後輩にシェアすれば、日本の若手研究

者の底上げとなり、さらには世界で活躍する日本人研究者

が増え、研究者コミュニティが発展するのではないかと妄

想しています。人によって事情は異なるので、みなさんに｢

申請書を公開しましょう｣とは言いませんが、｢希望者には

シェアします｣とブログなどで発信するだけでもよいと思い

ます。｢後輩のためなら見せてあげてもいいよ｣と思う方が

増えることを願っています。

　次に、博士課程１年からポスドク３年めくらいで、近い将

来の研究留学を目指して研究留学の情報を集めている方へ

のメッセージ２つです。

研究留学を考えているなら、
少なくとも３年先のビジョンを考えボスに伝えよう。

　海外学振は最長２年間、学振PDは３年のうち最長２年

間、海外で研究を行うことができます。私は、｢研究留学を

考える方は、先にどちらの制度を利用すべきか？｣と何度

も質問を受けました。私は、先に海外学振を取得しました

が、その理由は３つあります。

　１つめは、独身のうちに海外へ行きたかったことです。

30歳前後になると結婚や出産も視野に入ってきます。人に

よって考え方はさまざまですが、私は１人の方が海外へ行

く経済的および心理的負担が小さいと思い、海外へ行くな

ら今の内に行きたいと考えていました。

　２つめ、海外学振は日本へ帰る義務がないことです。日

本で助教身分のまま採用される人を除き、海外学振の方は

日本に所属がありません。私のプランは、海外学振で２年

間過ごした後ボスに雇ってもらい、成果が出るまで５年く

らい研究し、成果が出たら日本へ帰ろうと考えていました

（結局、プラン通りにはなりませんでしたが）。学振PD制

度を取得すると日本に所属を持つので、海外学振よりも海

外へ残るハードルが高くなります。例えば、日本の所属先の

PIとうまく折り合いをつける必要があります。

　３つめは、学振PDは日本へ帰る手段として残しておきた

かったからです。先述のように海外学振は日本に所属がな

いため海外へ残りやすいですが、逆にこれがデメリットに

なることもあります。それは、｢日本へ帰りにくくなる｣ことで

す。学振PDは、申請時に日本の所属先を見付ける必要があ

ります。例えば、採用期間３年間の最初の２年間を海外で

過ごすと、最後の一年間は日本の所属先に戻ることができ

ます。つまり、日本へ戻る手段として使えます。また、学振

PDは申請書１本で合否が決まるので、面接免除で採用さ

れた場合は面接に行く必要がなく、帰国せずに採用手続き

を完了できます。私は、アメリカから申請して採用されまし

たが、採用内定後の事務手続きは非常にスムーズでした。

　学振PDの利点は、海外で２年間研究後最後の１年で日

本の所属先を拠点に就職活動ができ、科研費に応募でき

ることだと思います。海外学振も海外で２年間研究するこ

とができますが、日本に拠点がないので科研費に応募でき

ず、日本の職を探す場合に不利に働く可能性があります。

　学振PDまたは海外学振を取得して海外へ留学したいと

考えている方は、今から２年後を考えてみてください。海外

で２年間研究し、日本へ帰りたいなら学振PDへ応募すれ

ばいいですし、海外で２年間以上研究したいなら海外学振

を応募するとよいと思います。

　私は先に海外学振を利用して海外で2年間過ごし、学振

PDを取得して日本に帰りました。帰国後３年間は日本を拠

点に研究を行う予定ですが、海外へ２年間行くことができ

るので、共同研究の必要に応じて再度海外へ行くことも考

えています。

　最後に、もし海 外 学振の終了後もアカデミアで研究を

継続したいなら、海外学振申請時または渡航後すぐ、ボス

に伝えてください。伝えないと、日本からお金を持ってきた

“タダ”のお客さんとして扱われます。

研究留学が決まったら、
日本人研究者コミュニティに加入しましょう！

　私はUCL Aへの留学以前には、語学留学を含め留学の

経 験は全くありませんでした。海 外 学振の採用内定をも

らってから、研究留学に関する情報を集めるために、 関連

書籍やインターネットを調べました。地方国立大学出身や

UCLAへの研究留学など、私に近い境遇の方の情報を見つ



14

UJA GAZET TE  第2号 2020年7月31日

けることができず途方に暮れていると、学振からフェイス

ブックの海外学振グループを案内するメールが届き、すぐ

に連絡しました。このグループは承認制で、海外学振また

は学振PDで海外留学する人が加入できます。自己紹介＋

聞きたいことをグループに投稿すると、グループメンバーが

回答してくれます。ビザや生活に関する質問をする方が多

く、最近はCOVID-19関連の投稿が多いです。私はグルー

プ内にUCL Aにいる先輩を2人見つけ、すぐに連絡しまし

た。２人ともとても親切に、私の多くの疑問に答えてくれま

した。さらに現地の日本人研究者コミュニティ｢南カリフォ

ルニア日本人研究者フォーラム（SCJSF）｣を紹介してもら

い、渡米後もスムーズに生活を送ることができました。研

究留学や大学院留学を考えている方は、希望する大学や地

域の日本人研究者コミュニティを探し、すぐに連絡すること

をお勧めします。もし見つけられない場合は、世界中の日

本人研究者コミュニティをつなぐUJAを頼りにするのがよ

いと思います。いずれにせよ、最新情報を手に入れるよう

に努めてください。ビザや生活の情報は、短期間で大きく

変わる可能性があります。COVID-19に関しては、UJAの

ホームページで世界中の日本人研究者の記事が公開されて

います。

南カリフォルニア日本人研究者フォーラム：http://www.

scjsf.org/

UJAのCOVID-19特集：https://www.uja-info.org/

covid-19

　以上、私の経験に基づいて考えを述べましたが、少しで

も参考になれば幸いです。本記事へのご意見・ご質問、研

究でイカを使用したい、私の申請書を見たいなどありまし

たら、遠慮なくご連絡ください。

＜著者略歴＞

2012年広島大学生物生産学部卒業。

2014年広島大学大学院生物圏科学研究科修士課程修了，

2017年同博士課程修了。

日本学術振興会特別研究員DC1，同海外特別研究員を経

て，2019年より現職。

ホームページ：https://www.tomano.org

アドレス：satoshi.tomano@gmail.com

Fa c e b o o k：S a t o s h i  To m a n o (h t t p s : // w w w.

facebook.com/satoshi.tomano/)

て研究留学しました。留学中は白血病細胞の遺伝子異常の

網羅的解析や血球分化に関与する転写因子C/EBPの機能

解析に従事していました。2008年9月からは、金沢大学医

学系再生分子医学研究室（横田崇教授）に助教として着任

し、2015年5月に准教授に昇進しました。金沢大学に在職

中は多能性幹細胞の自己複製制御機構や、留学時代の研

究の続きとして転写因子C/EBPの機能解析を遂行してい

ました。

　この度、ご縁がありまして2020年4月に福岡工業大学工

学部生命環境化学科の教授として着任し、研究室を主宰す

ることになりました。

   福岡工業大学の紹介

　福岡工業大学は博多駅から電車で約15分。最寄り駅はJR

鹿児島本線の福工大前駅で、駅と大学キャンパスが直結し

ています。附属高校も同じキャンパス内にあり、高校生から

大学院生までがこのキャンパスで学生生活をエンジョイし

ています。柔道金メダリストの谷亮子選手や、芸能人のな

かやまきんに君などが本学附属高校出身と聞いています。

福岡工業大学はとても綺麗なキャンパスで、池や芝生など

細かなところまで整備が行き届いています。建物や内装も

   はじめに

　2008年9月より11年7カ月に渡り勤務した金沢大学医

薬保健研究域医学系を退職し、2020年4月より福岡工業

大学工学部生命環境化学科の教授を拝命いたしました。

私は1998年4月に横浜市立大学文理学部生物学課程に

入学し、生命 科 学領域への第一歩を踏み出しました。そ

の後、2004年3月に東 京大学大学院医学系研究科を修

了後、出身ラボで1年間のポスドクを経て、2005年 4月

から2008年8月までカリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCL A）医学部シーダス・サイナイ医療センターの血液

学腫瘍学部門（Dr. H. Phillip Koeffler）にポスドクとし

研究室紹介
福岡工業大学 工学部  生命環境化学科　
赤木 紀之
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とてもお洒落で、こんなに素敵なキャンパスで学生生活を

送れる福工大生がとても羨ましく感じます。

　私が所属する生命環境化学科は、｢環境/エネルギー｣、

｢物質科学｣、｢バイオ｣、｢食品｣をキーワードに多岐にわた

る研究活動と並行して、｢For all the students｣を合言葉

とした面倒見のよい丁寧な教育を実践しています。

   

   研究について

　私は細胞の増殖や分化の分子レベルでの制御機構に強

い興味があり、マウス胚性幹（ES）細胞の自己複製制御機

構、並びに血液細胞の分化機構や白血病細胞の遺伝子異

常の解析に従事してきました。

●ES細胞の自己複製制御機構

　ES細胞の自己複製の制御 機構は、転写因子STAT3と

Oct3/4が中心的な役割を担っています。私はこれらの因

子を中心とする｢転写因子ネットワーク｣を明らかにし、自

己複製制御機構の解明に取り組んできました。現在までに

Dax1、Esrrb、ETV4/5、Baf53a、GABPαといった転写

因子群に着目し、以下のことを解明しました。

（１）Oct3/4の転写活性化能は、Dax1により抑制的に、

Esrrbにより促進的に制御されている。

（２）ETV4/5遺伝子破壊ES細胞は、増殖能が低下し外胚

葉への分化が抑えられている。

（３）クロマチンリモデリング因子Baf53aはp53の機能を

抑制しES細胞の生存を促進している。

（４）GABPαはES細胞のG1期と生存を制御している。

　以上から、これらの因子群がES細胞で転写因子ネット

ワークを構築し、ES細胞の自己複製制御機構を制御して

いる可能性を見出しました。

●血液細胞の分化機構と白血病細胞の遺伝子異常の解析

　造 血幹 細胞は、転写因子による制御を受けながら、増

殖と分化を繰り返し成熟した血液細胞を生み出します。一

方、分化段階で染色体や遺伝子に変異が入ると、細胞は腫

瘍化し白血病などを引き起こします。現在までに私は、下

記のことなどを明らかにしました。

（１）ノックアウトマウスの解析から、転写因子C/EBPβは

造血幹細胞のサイトカインに対する応答性や、好中球の生

存に関与している。

（２）C/EBPβとC/EBPεのダブルノックアウトマウスは、

好中球の分化障害を示し、両者が好中球分化に重要な役

割を担っている。 

（３）染色体コピー数の変化の網羅的解析から、正常核型急

性骨髄性白血病（AML）、t（15;17）APL 、t（8;21）AMLは、

今まで知られていない新しい染色体異常を保持している。

   今後の抱負

　福岡工業大学に着任することで、私は理学部、医学部、

工学部の理系３学部を渡り歩いたことになります。学部ご

とに少しずつ異なるカラーや、研究・教育の方向性の違い

を楽しみつつ、今までの経験をフルに生かし、研究推進と

人材育成に邁進したいと考えております。

　これまでに｢ES細胞の自己複製機構の解析｣と｢白血病

細胞の遺伝子異常の解析｣を遂行してきました。両者は一

見、全く異なる学術領域ですが、最近の研究からがん組織

中には、幹細胞性をもつ細胞が含まれており、がん幹細胞

こそが根治の標的となりうると考えられています。私はこ

れまで独立して遂行してきた研究を融合する形で実践し、｢

多能性幹細胞におけるがん遺伝子を介した幹細胞性制御

機構の解明｣に取り組みたいと考えています。

　その上でUJAの編集部ならびに学術企画部の一員とし

て、留学を考える人へ情報・支援を提供する窓口の整備、

研究者が日本・国際舞台において活躍し続けるための相互

支援とキャリアパスの透明化、教育・科学技術行政機関と

の情報交換および連携を推進して参りたいと思います。引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。

＜著者略歴＞

1998年横浜市立大学生物学課程卒業。2004年東京大

学大学院医学系研究科博士課程修了。日本学術振興会特

別研究員DC1、金沢大学医学部再生分子医学ポスドク、

UCLA医学部／シーダス・サイナイ医療センター血液学腫

瘍学部門ポスドク、金沢大学医薬保健研究域医学系助教、

同上准教授を経て、2020年4月より現職。

連絡先：t-akagi@fit.ac.jp、

Research Map：https://researchmap.jp/read0142200

福岡工業大学キャンパス
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した。“鰯の頭も信心から”で、人が何を信じようが自由だ

と思うのですが、それを押し付けられると実に閉口します。

信仰に限らず典型的なのが日本の学校教育です。先生は教

科書に書いてあることを説明する。生徒は黙ってそれを聞

かなければならない。アメリカやドイツの学校と比べると

明らかに異質です。教科書に書いてあることが間違ってい

るかも知れないということを教えてくれる先生はあまり記

憶にありません。実際、世の中には間違いがたくさんある

し、免疫学の有名な教科書にだってたくさん間違いがあり

ます。でも子供が先生や大人に向かって間違っているなん

て言えない空気があるし、質問をすることすら嫌な顔をさ

れることもあります。なぜか。とりわけ日本人の多くは間違

うことを恐れるからではないでしょうか。

　IDは現代社会では荒唐無稽、空想の世界とされます。し

かし例えばネジ１本までバラバラになった時計を46億年、

熱や圧力を様々な条件でかけて振り続けたとしても元の時

計がたまたま復元される可能性は限りなくゼロなように、

合目的で形あるもの、高度に組織された物は知によって

成り立っています。少なくとも生命は神がかった存在であ

り、その複雑な構造と仕組みに多くの人が興味を惹かれま

す。進化も創造もどちらにしたって常識ではあり得ない現

象で、そんな常識が通用しない世界に私達が生きていると

いう現実を突きつけているような気がします。｢サイエンス

｣は、そういった何が正しいのかよく分からない、霧が立ち

込めたような世界で唯一頼りになる武器であり、たどり着

いた事実を積み重ねることによって見える景色が少しずつ

広がります。人種も宗教も政治も立場も関係ない平等に開

かれた世界であり、自分が生きる道はここしかないような

気がしました。

　学生だった頃にすっかり惚れ込んだ免疫学者がいます。

Klaus Rajewskyというドイツ人研究者で、彼の論文には

生命の仕組みや本質を、緻密にデザインされた実験によっ

て美しく解き明かす異次 元の存 在感がありました。留学

先としてKlaus研以外の選択肢は自分の頭になく、2008

年からアメリカとドイツの二つの研究所で通算10年近く

Klausと一緒に研究をさせてもらいました。自分が理想と

する研究者の元で研究の経験を積むことは、かけがえのな

い財産になります。研究をする上でIDが不可欠であること

も、K lausから学

び ました 。ここで

言うI Dとは 、もち

ろん ｢ 研 究 論 文 を

意図的に造り上げ

る｣という意味では

なく、｢クリティカ

ルな疑問に答える

　免疫から少し離れて、自分と生命科学研究との関わり、

海外で研究する意義について、"間違い"を承知で思うこと

を書いてみたいと思います。

　 ｢世羅｣という言葉にピンときたら、高校駅伝が好きな方

かも知れません。広島県世羅町は私が生まれ育った田舎で

すが、駅伝が有名で青山学院の原監督も世羅高校出身だっ

たりします。最近は観光農園が増えたおかげで市街からも

たくさん人が来るようになり、大型スーパーも建ちました。

とはいえ、私の生家はいまだにコンビニも信号も街灯も

ない山奥にあって、周囲はひたすら山と田んぼ。人が一切

踏み入らない広大な土地が広がっており、猪、鹿、猿、狐、

狸、イタチ、フクロウ、キジ、蛇、モグラに牛蛙と野生動物は

たくさんいるけど、人はほとんどおらず、我が家の土地の境

界がどこかすらよくわかりません。生活水は井戸の湧水で、

薪を割って家の風呂を沸かすのが自分の役目でした。野生

のフクロウなんかが裏庭の井戸の上に立って、こっちをじっ

と見ている時があります。首が360度回るなんて言われて

いる通り確かに顔がグルグル回るんですね。２回転ぐらい

しているように見えましたが、実際は体をねじっているか

ら首だけだと360度も回らないらしいです。近所の河川か

らはナウマン象の化石が出土し、田んぼに水が張られる頃

には蛍がたくさん飛び交い、夜には星が煌々と輝きます。

そういう野生環境で育ったせいか昔から人工物にはさほど

興味がなく、天体や生物といった自然物に価値を感じてい

ました。研究者の道を選ぶ動機は人それぞれだと思います

が、自分の場合、生命科学研究に進むきっかけになったの

は｢進化か創造か｣という少し特殊な事情からでした。

　母親は創造主の存在を頑なに信じるとても熱心なクリス

チャンです。進化論を真っ向否定し、昔の人は寿命が1000

年ぐらいあったなんてことを真面目に話し、ノアの方舟や

バベルの塔は歴史的事実のごとく会話に登場します。世間

一般の常識に相反する矛盾と幼い頃から向き合う必要が

ありました。子供の自分としては図鑑に描いてあるように

生命が自然発生して進化を遂げたとか、あるいは創造主

(ID, インテリジェントデザイン)によって生命が形作られた

とか言われても説得力も現実味も欠けるなあと言う感じで

間違いの意味論
広島大学大学院 医系科学研究科 免疫学　
保田 朋波流

編集注：写っている方々に掲載の許可をいただいていないた
め、著者のご意向により写真は加工されています。
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ための最善の実験を緻密にデザインして初めて真に価値あ

る発見が得られる｣という意味です。Klaus研では議論不十

分のまま実験を開始することは未来永劫許されません。こ

れは日本人研究者が陥りがちな“下手な鉄砲数打ち作戦”

や“ハードワーク至上主義”を否定するものであり、日頃の

意識づけと訓練が不可欠です。トップサイエンティストが何

を考え、物事の価値基準をどこに置いているのかというこ

とは直に接しない限り知り得ないことであり、研究者を目

指す若い人達には躊躇せず日本から飛び出していって、そ

ういった感覚を身をもって感じて欲しいと思います。

　海外に出て外国人と話していると、会うたびに言うこと

が変わって信用できないという感覚を覚えることがありま

す。○○人は嘘つきだから、といった声も時折耳にする話

です。しかし彼らの多くは決して嘘をついているわけでは

なく、間違ったことを正しいと信じて堂々としているに過ぎ

ず、本当に間違いだとわかれば何事もなかったように修正

するのです。若い頃はそういうのが許せなかったりもしま

したが、一周回ると逆にそれでよいと思うようになります。

論文を書くときもそうですが、最初から完璧を目指して間

違えないように気を使って書いた文章より、何度も何度も

間違いを修正して書いた文章の方が遥かによかったりしま

す。間違っていても全く気にしないというのは科学者として

は失格ですが、誰に指摘されようが間違いは間違いとして

素直に聞き入れる心のゆとりがあるなら、間違えることは

むしろよいことではないでしょうか。であるなら、間違いを

恐れる必要は全くないわけで、間違いを指摘した方も指摘

された方もかえって気分がよいかもしれません。この国も

上司-部下、先生-生徒、大人-子供、年上-年下など関係な

く、間違いを指摘できること認めることが当たり前にでき

る社会になって欲しいと、心から願います。海外に出て、サ

イエンスを通じてこういった感覚が理解できるようになっ

たことも、私には価値があったように思います。

　長年研究をやっていると、時には絶望のどん底に沈んで

這い上がれなくなりそうなこともあります。それでも｢サイ

エンス｣を真面目にやっていれば、不思議といつかきっとう

まく行くし、本当に困ったときには仲間が助けてくれます。

間違いを間違いだと誰もが言えるような社会とは、人同士

の距離が近い社会であり、寛容な社会であるとも言えま

す。海外留学の意義とは、ビッグジャーナルに名前が載ると

か、箔を付けること以上に、サイエンスは間違いの修正に

よって成り立っているからこそ強いのだということ、そして

サイエンスを愛する人達が世の中には思った以上にいるこ

とに気付かされることにもあるのではないでしょうか。最

後に以上は私のような凡人が思うことであり、Klausは私

の知る唯一の“間違えることが決してない神のような人”

でありました。

2020年6月19日
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学研究科修士課程修了。2001年東京大学大学院医学系
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介することになりました。研究者人生は人それぞれですが、

その1つの例として、留学前・留学中の方々がキャリアパスを

考える上でご参考になるところがあれば幸いです。

   壁を突破するために

　風邪をひいても、時間が経てば元気になる。怪我をして

も、かさぶたができて治ってしまう。幼い頃の私は、人体が

備えるそんな不思議な力に大変魅了されていました。しか

しやがて、その力も万能ではなく、世の中には様々な病気に

苦しむ多くの人が存在する現実に気づきました。そういっ

た人たちをなんとか助けることができないか。工作やプラ

モデル作製が大好きだった私は、似たような感覚で例えば

　こんにちは。私は、北海道大学にて2018年秋に独立し、

深刻な福祉課題となっているがんの発生機序の解明や新

規治療法の開発に取り組んでいます。今回、UJA Gazette

よりお誘いを受け、留学前から現在までの私の来歴をご紹

意志あるところに
道あり
北海道大学遺伝子病制御研究所 がん制御学分野　
園下 将大
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素材や部品を組み合わせて薬づくりをすることで人々を救

うことができないだろうかと考え、東京大学薬学部に進学

しました。

　研究対象として選択したのは、がん。日本人の死因の１位

であることをはじめとして、世界各国で極めて深刻な福祉

問題となっているためです。｢発がん過程を解明すれば、が

ん治療に有用な治療標的を同定して創薬を効率よく推進で

きるかもしれない｣と考えた私は、当時遺伝子改変マウスを

駆使して最先端の研究を展開しておられたたけとう武藤誠

先生(東京大学薬学部遺伝薬理学教室・当時)の研究室の門

を叩き、消化器がんの研究に取り組みました。その結果、学

部、そして研究室が移動した後の京都大学医学研究科博士

課程にかけて、生理活性脂質プロスタグランジンE2が、そ

して同教室のポスドクの時にNotchシグナル伝達経路が、

大腸がんの発生や進展に関与することを見出しました。ま

た、同教室の助教から准教授時代にかけて、大腸がんの初

の転移抑制遺伝子Aesや、大腸がん患者の予後診断に資す

る予後マーカーとしてリン酸化TRIOタンパクを同定するこ

とに成功しました。同時にこの間、アメリカに14年間もおら

れた武藤先生から｢世界の視点で物事を見ることの大切さ｣

を教えていただき、私に留学への憧れが芽生えました。

　これらの発見は、非常に大きな知的興奮を与えてくれま

した。しかし実際には、マウスやヒトがん細胞を使 用した

これらの研究は膨大な時間と労力を必要とするため、なか

なか創薬の効率を上げられないことにも気づきました。実

際、がんの治療薬の開発は長年極めて難航しており、治験

の成功率はたったの約７％と、主な疾患に対する創薬研究

の中で最も困難な状態が続いています。そこで私は、自身

の研究に別の実験系を、特に個体レベルの解析系を取り入

れることで、研究を加速することができないかと模索を開

始しました。｢がんの発生には多くの場合遺伝子異常が関

与するが、例えば、遺伝学が極めて発達しているだけでな

く飼育も安価かつ容易なショウジョウバエを上手に使い、

哺乳類と相補的に組み合わせるような研究はどうだろう。

哺乳類実験を実施する前にハエを使用すれば、遺伝子の

機能や薬効の評価をより網羅的に実施してさらに詳細に

解析したい項目を絞り込み、迅速な研究遂行が可能になる

かもしれない｣と考えました。30代も後半に差しかかり、独

立したいと強く願うようになっていた私は、新しい解析基

盤を模索すべく情報収集を開始しました。

　転機は2012年に訪れました。ふと手に取ったニューヨー

クからの論文を読んだ私は、読了後に衝撃と感動でしばし

呆然としてしまいました。その論文の著者たちが、まさにハ

エでヒトがんモデルを作ってがん治療薬のスクリーニング

を実施していたからです。先を越されたという悔しい気持

ち半分、一方で、上手にやればやはりハエで創薬研究は可

能なのだと確認できた嬉しい気持ちが半分でした。よくよ

く検討してみると、その論文でなされていた薬物のスクリー

ニングは、運に頼る部分がまだ大きいものでした。改善の

余地が残されていると感じた私は、すぐに責任著者のRoss 

Cagan教授に、｢いまだ誰も確立していない革新的な新規

創薬手法を創りたい｣とレターを書きました。研究室加入の

問い合わせが世界中から数え切れないほど来る中、幸いに

もインタビューの機会をいただくことができました。

　実はRossとのインタビューの日は、アメリカでは３月の

第２日曜日でちょうどサマータイムが始まり、日本との時差

が１時間縮まった日でした。それを知らなかった私は、イン

タビューの準備のためにたまたま１時間早く仕事場に来て

いたのですが、そこにRossからのSkypeの着信が。｢？｣と

出てみると普通にインタビューが始まり、心の準備も何も

できず思い切り素の自分のままで最後まで終わってしまい

ましたが、｢創薬の高い壁を壊してやろうぜ！｣と二人で意気

投合したのでした。後で、｢もしのんびりしていたら留学の

機会を逃していたかもしれない｣と思うと冷や汗が出まし

たが、もしかすると飾らず話せたのがかえって良かったのか

もしれません。今となっては彼とも笑って話せるいい思い出

ですが、留学を検討中のみなさん、大切な約束がある時は

くれぐれも時差にご注意を！

　さて、受け入れる側として当然ありがたいのは、こちら

が自身の給料や研究費を持ち込むことです。ここで渡りに

船。折しも、京都大学が若手教員を海外に派遣して自己研

鑽を支援する事業、通称｢ジョン万プログラム｣を開始した

ところでした。長期出張の扱いで、給料に加えて生活費と

研究費を別々に支給するというもので、意欲的な制度を設

けてくれた京都大学には大変感謝しています。運良く採用

されたことで、かなりの精神的な余裕を持って妻と３人の

幼児と一緒にニューヨークに渡ることができました。時は

2013年、学生の頃から抱いていた留学の夢がついに叶っ

た37歳の夏でした。

　実はRossとのインタビューの日は、アメリカでは３月の

第２日曜日でちょうどサマータイムが始まり、日本との時

差が１時間縮まった日でした。それを知らなかった私は、イ

ンタビューの準備のためにたまたま１時間早く仕事場に来

ていたのですが、そこにRossからのSkypeの着信が。「？」

と出てみると普通にインタビューが始まり、心の準備も何

もできず思い切り素の自分のままで最後まで終わってしま

いました。もしのんびりしていたら留学の機会を逃してい

たかもしれないと思うと冷や汗が出ましたが、もしかする

と飾らず話せたのがかえって良かったのかもしれません。

今となっては彼とも笑って話せるいい思い出ですが、留学

を検討中のみなさん、大切な約束がある時はくれぐれも時

差にご注意を！
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スローンケタリングがんセンター、ロックフェラー大学など

錚々たる研究機関が密集しており、優秀な人材が続々と街

に集まってきます。ボストンやワシントンDCとも近い地理

的条件も相まって、セミナーや共同研究の議論があちこち

で毎日のように行われていました。地の利が科学を発展さ

せる好例だと感じました。

　加えて、日本人も数多く住んでいます。彼らとのつながり

を得た私は、研究者か否かを問わず現地邦人のネットワー

キングを促進したい、そして一般の人にも最先端の科学を

広く知ってもらいたいと考えるようになりました。そこで、

有志の医療従事者や研究者とともに、ニューヨークに拠点

を置く米国日本人医師会（JMSA）と連携し、科学フォーラ

ム｢JMSA New York Life Science Forum｣の開催を企

画しました。｢専門用語を使うことなく最先端の科学を知っ

てもらい、社会の科学力の底上げを図る｣という独自のコン

セプトを日本学術振興会も支援してくれることになり、毎

年の会には数百名が参加、うち３割以上が一般からの参加

という規模にまで育てることができました。UJAでご活躍

の川上聡経さんと出会ったのもこの頃で、研究室を相互に

訪問し、研究だけでなく在外邦人のネットワーキングにつ

いても意見交換ができたことは大変有意義でした。

　さて、研究面でようやく自分が 納 得できる成 果がまと

まってきたのは、留学開始から丸４年が 経 過した頃でし

た。がん治療薬の最大の問題の１つは、服用した患者に極

めて高い毒性をもたらしてしまうことにあります。実際、治

療薬候補の治験の多くは、患者が耐えられない毒性のた

めに失敗に終わってしまっているのです。そこで私が取り

組んだのが、｢既存薬の毒性を招来する阻害標的を化学遺

伝学的手法で同定する。そして、この阻害が発生しないよ

うにその既存 薬の化 学 構造を改

変 することで 毒 性を著 明に低 減

し、治療効果の高いリード化合物

を生み出す｣という新しい論理的

創薬手法の開発です。実際にその

ようなリード化合物を創り出すこ

とに成功し、紆余曲折あったもの

の最終的にこの成果を論文として

   留学生活

　私が留学したのは、ニューヨークのマンハッタンにある

Icahn School of Medicine at Mount Sinai（マウント

サイナイ医科大学）です。貧しいユダヤ人に無償で診療を提

供するために160年ほど前に設立されたマウントサイナイ

病院を前身としています。約50年前に医科大学が設置さ

れ、関連病院を含めると現在ニューヨークで最大規模の医

療機関です。

　 R o s s の 研 究 室 は 、大 学 の 細 胞・発 生・再 生 生 物

学 部（Depar tment of  Cell ,  Developmental  & 

Regenerative Biology）に属していました。Rossのオ

フィスの壁には誇らしげにギターが。もともと音楽家を志し

ていましたが、科学も楽しそうだと目移りして科学者に。転

じた後の彼は、ハエの複眼の詳細な形成過程を解明する

など、発生学の分野で大きな業績を残してきました。

　対象をがんの発症機序の解明と治療薬開発に変えた彼

の研究室で、私は自分が創りたかったハエ遺伝学に立脚し

たがん治療薬の新規開発基盤の確立に取り組みました。

学内外の創薬化学や計算機科学の専門家とも共同研究を

実施しながら試行錯誤を繰り返す日々は、初めて飛び込ん

だハエの分野の新鮮さとも相まって、それまでとはまた異

なる知的刺激に満ちたものとなりました。移動後初日の朝

一番の仕事は、いきなり彼らとのミーティングでした。引越

し疲れでロクに働かない頭に、東海岸の早口英語や馴染

みのない専門用語はとてもこたえました。しかし、初志を

貫徹すると決意して実現したこの留学、何があっても諦め

ないぞと踏ん張って、ひたすらハエと遊び続けました。対象

をがんの発症機序の解明と治療薬開発に変えた彼の研究

室で、私は自分が創りたかったハエ遺伝学に立脚したがん

治療薬の新規開発基盤の確立に取り組みました。学内外

の創薬化学や計算機科学の専門家とも共同研究を実施し

ながら試行錯誤を繰り返す日々は、初めて飛び込んだハエ

の分野の新鮮さとも相まって、それまでとはまた異なる知

的刺激に満ちたものとなりました。

　この 間 、い ろい ろな 意 味 で ｢大 きさ｣を実 感したのが

ニューヨークでした。観光にはまずこと欠きません。地下

鉄の行動圏内に、自由の女神やタイムズスクエア、メトロポ

リタン美術館など、回りきれないほどの名所。職場は広大

なセントラルパークに隣接しており、晴れた日には家族と

共に気持ちの良い散策が楽しめました。

さすがに物価はとても高く、住居費だけでも日本の大都市

比で軽く２倍以上は必要です。しかしそれに見合うだけの

文化的魅力が、世界中から人々を惹きつけてやみません。

　学術面も同様で、近距離にコロンビア大学やメモリアル

The Metropolitan Museum of Art

Statue of Liberty

Central Park

Times Square
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発表することができました。加えて、原著論文をもう１報、

総説論文を１報と、５年間の留学で最終的に計３報を発表

することができました。

　原著論文については、昨今の医学・生物学論文の例に漏

れずregular figuresよりもsupplementary figuresの方

が多くなりました。しかし、仲間と家族に支えられて作り上げ

た一つひとつの図はまるでアルバムの写真のようにとても思

い出深く、現在でもとても大切な宝物であり続けています。

   

   独立

　このようにアメリカで研究に従事しつつ、築いたネット

ワークを通じて科学・一般問わず様々な声を集める過程

で、自分のやりたい方向性が徐々に固まっていきました。す

なわち、｢がんの基礎研究・応用研究の両方を推進したい、

そしてがんの中でも特に膵がんなど治療法開発が困難な難

治がんに取り組みたい｣と考えるようになったのです。これを

実現するために、私は以前にも増して独立を強く意識する

ようになりました。アメリカで独立する選択肢もあったので

すが、母国で後進を育てたい気持ちや、子供も現地校への

通学を続けていたために渡米の目標の１つだった英語をか

なり身に付けることができたなどの様々な状況を勘案し、最

終的に日本でのポジション獲得を目指すことにしました。

　アメリカからの情報収集や応募、インタビュー参加など

は、事前に想像していたよりも難しいものでした。しかし、

自分がそれまでに成し遂げてきたことを信じて地道に取り

組み続けた結果、ついに現職に採用してもらうことができ

ました。ずっと応援してくれていたRossも、本当に喜んでく

れました。彼をはじめとしてずっと支えてくれた仲間たちに

別れを告げるのは心底辛かったのですが、一層の飛躍のた

めの別れだと逆に励まされ、渡米から５年が経った2018

年の夏、ちょうどJ1ビザの有効期限最終日に、アメリカを後

にしました。

　実は、北海道大学にはそれまでほとんどご縁がありませ

んでした。教授選のインタビューが２回目の訪問だったくら

いです。しかし、自由かつ主体性を重んじる校風が私には大

変合っているように感じられ、現在までとても居心地良く過

ごせています。ただ着任当初は、アメリカからグラントはお

ろか研究機器も人も、新しいラボに何１つ持ち込めるものが

なかったため文字通り身ひとつで、一体どこから手をつけれ

ばいいのかと途方に暮れることもしばしばありました。

　そこに追い討ちをかけたのが、北海道胆
い ぶ り

振東部地震や台

風21号でした。帰国直後の札幌でAirbnbに宿泊していた

私たち家族は、アメリカでは一度も遭遇しなかった地震や

台風に見舞われ、｢そうだ、日本は天災が多い国だった｣と

思い出すことになりました。水を汲める場所や買い物がで

きる店もろくに分からないまま戸惑うばかりでしたし、新

しいラボスペースに行っても、突然襲ってくる余震に一人で

怯える日々。本当にやっていけるだろうかと不安ばかりでし

たが、そんな時私を助けてくださったのが、周囲の先生方

やそのラボのみなさんでした。助け合って困難を乗り越え

ていこうとする北海道の開拓者精神に大いに励まされ、感

謝の気持ちで一杯でした。研究所からも広いスペースと貴

重なスタートアップ 研究資金を戴き、本当に支えていただ

きました。

　そして、さまざまな人にやりたい研究やラボの理想像を

伝えて人を探し、グラント申請書を一生懸命に書き続けた

結果、ありがたいことに志を同じくする若い人たち(自分も

まだ若いつもりですが)が徐々に集まってきてくれるととも

に、グラントも採択の知らせが少しずつ届き始めました。

独立してまもなく１年という頃、とうとう自分たちのラボで

出した初めてのデータでラボミーティングを行うことがで

き、｢ついにここまで来ることができた｣と、とても感慨深く

涙が出そうになりました。

　今ではラボも、私を含め総勢12名まで増えました。日々

真剣かつ楽しくサイエンスに取り組める喜びを噛み締めて

います。セミナーをやってほしいとRossを招聘したところ、

はるばる札幌まで来てくれて、｢お前がきちんとラボを立ち

上げて運営できているのを見て本当に嬉しい｣と自分のこ

とのように喜んでくれました。最近のCOVID-19はラボに

とってもさすがに予想外でしたが、なんのなんの、一丸と

なって研究に邁進している我々を止めることなどできるわ

けがありません！

   最後に

　振り返ってみると、私は本当に人との出会いに恵まれて

いたと感じます。２人の素晴らしいメンター、すなわちサイ

エンティストのなんたるかを厳しくかつ温かく指導してくだ

さった武藤先生と、独立の気概を尊重して全面的な支援を

続けてくれたRoss。また、異国の地でまさに｢同じ釜の飯

留学中の恩師のRossとともに。2017年撮影。
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を食べ｣、踏ん張って助け合った日本人同胞のみなさん。札

幌に来て右も左も分からなかった時に公私両面に渡って支

えてくださった周囲の方々。そして現在のラボの仲間たち。

自分ひとりの力では到底ここまでたどり着くことはできま

せんでした。そういった人たちとは現在でも強いつながり

を維持しており、これから少しずつでも恩返しをしていくこ

とができれば、そして、自分の研究室もそういった気持ち

を大切にする人たちを育てていければと願っています。

　大学院生の時には、将来のキャリアパスを具体的に思い

描こうとしてもなかなか果たせず、漠然とした不安を抱くこ

ともありました。ポスドク、留学中も然り。しかし、その時々

に感じた自分の思いを大切にしたことが、今の自分を作る大

きな要因になったのではないかと思います。意志あるところ

に道あり。私の座右の銘ですが、まさにその通りだと感じて

います。実際、ここまで好きなことを存分にやれるとは想像

だにせず、本当に幸せな研究者人生だと感じています。

　しかし、これはまだまだ通過点。これからもどんなに楽

しく知的刺激に満ちた旅が続くか、大変楽しみにしていま

す。一緒に旅をしてくれる新しい仲間も随時募集中です。も

しも人と違った視点からがん研究に取り組んでみたいと思

われましたら、ぜひご一報ください。また、現在助教も募集

しており、がん研究や教育に興味のある方のご応募を心よ

りお待ちしています。私でよければ、進路相談もお受けし

ます。

　最後に、読者のみなさんの留学生活やキャリアパスがよ

り実りあるものとなるように祈りつつ、擱筆いたします。

   謝辞

執筆の機会を与えてくださった川上聡経さん(UJA)、研究

だけでなくネットワーキングの面でも大きな支えとなってく

ださったJMSA（米国日本人医師会）、研究に対して多大な

る理解と支援を頂戴している各省庁・財団、そして、どんな

困難に遭遇してもここまで一緒に歩んでくれた家族に、心

から感謝の意を表します。

＜著者略歴＞

1999年東 京大学薬学部卒業。2001年東 京大学大学院

薬学系研究科修士課程修了。2004年京都大学大学院医

学研究科博士課程早期修了。日本学術振興会特別研究員

DC1、同PD、京都大学大学院医学研究科助教、同講師、

同准教授、Icahn School of Medicine at Mount Sinai 

（NY, USA) 博士研究員等を経て、2018年より現職。

連絡先：msonoshita@igm.hokudai.ac.jp　

研究室HP：https://bmoncology.wixsite.com/mysite

研究室のメンバーも順調に増え、研究体制も充実してきました。前列向かって一番右が筆者。2020年7月撮影。
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編 集 後 記

UJA Gazette創刊号に続き、UJA Gazette第２号も多くの方の協力を得て、無事に発刊することができまし

た。みなさん、ありがとうございました。

UJA外務部　川上 聡経

今回も多くの方々からご協力をいただき、コロナ禍にもめげず第２号を無事に発刊できたことを嬉しく思い

ます。昨今の感染拡大はグローバル化推進の仇ではないかという意見もありますが、スペインかぜのパンデ

ミック時とは異なり、われわれが必要な情報を常にアップデートして無難に対応できているのは、グローバル

化に因るところが大きいのもまた事実です。引き続きUJA Gazetteを通じて、多様性への理解を深めていき

たいと思います。次号もご期待ください。

UJA Operating committee ･外務部･財務部　森岡 和仁

｢UJA Gazette第２号｣にご協力いただいた皆様：赤木紀之、石田光南、石原直己、伊藤有輝、伊藤みどり、井

上詞貴、井上寛美、ウィリアムズまり、川上聡経、神田浩里、園下将大、笘野哲史、外村宗達、森岡和仁、保田

朋波流、UJA世話人のみなさん　(五十音順)

UJA Gazetteは、研究に携わる人たちが、情報を発信し、共有し合う場になることを目指しています。UJA 

Gazetteを通して、より多くのみなさんに研究を知ってもらい、交流の輪を広げてもらえると幸いです。

UJA Gazetteは、UJA Facebookページ、UJA Twitter、UJAウエブサイト、UJAに参加している日本人研究者

コミュニティを介して 、１万人ほどの研究者を中心とした読者を得る可能性を秘めています。みなさんがUJA 

Gazetteでアピールしたいことがありましたら、ぜひご連絡ください！また、私たちと一緒にUJA Gazetteの

編集に参加したい方とUJAのスポンサーも募集中です。

UJA Gazetteへの投稿･寄稿やUJAの運営に興味のある方など、その他UJAに関するお問い合わせは 

→ http://bit.ly/35WzA8J

UJA Gazetteバックナンバー

UJA Gazette創刊号：https://r.qrqrq.com/0Ex4eanp

UJA（海外日本人研究者ネットワーク）とは？：https://uja-info.org/about/

UJA ウエブサイト：https://uja-info.org

UJA Facebook ページ：https://www.facebook.com/UJAW2015/

UJA Twitter：@uja_info

UJA Gazette第２号を協賛いただいた皆様：大沼広和様、BOSTON INTERNATIONAL TRAVEL 、

株式会社リバネス

一般社団法人海外日本人研究者ネットワーク（ＵＪＡ）の活動は以下の協賛企業の皆様に支えられて

います。厚く御礼申し上げます。

UJA協賛企業：国立研究開発法人科学技術振興機構、日本ジェネティクス株式会社



。
会

科

私は中塚 久生と申します。私は2004年5月にある日系会社の駐在員として、Bostonに赴任
数年後、あるPROJECTが終了して、帰任の内示がありました。私はBostonに住みたく、
社を退職して、旅行業に転じました。そんなBoston、New Englandの良さをたっぷりとお楽
しみになれるTOURをご用意致しました。 
自由の国、アメリカ。それを肌で感じられる街です。イギリス領だったこの地区が独立した
建国の街。また、Harvard、MITを筆頭に沢山の有名大学が林立。まさしく知的好奇心を満足
させる街でもあります。 
お一人でもご参加出来る「Boston Walking Tour」もあります。 
アメリカの歴史に触れながら、古く美しいボストンの街並みをガイドと一緒に歩いて観光し
ます。 
他に20種類以上の Optional Tourも準備しており、ご希望に沿って選んで頂けます。 
更に、日本からの学校単位の研修や企業視察のボストンならではのコースの造成、実施をし
て参りました。 
特に文科省施策であるSSHやSGHが制定される以前より、日本の理系先生様達とBoston 
学系研修コースを造成、実施して来ました。今でも毎年、内容を改良しつつ継続しておりま
す。 
また、ボストンへ赴任されて来られた方々の生活準備のお手伝い、通訳・翻訳業務、ホテル、
長期滞在型宿泊施設、ホームステイの手配等も承ります。 
ご質問、ご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。 

Boston International Travel代表 
中塚  久生 
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対象分野

テクノロジーを活用して飲食業をアップデートするあらゆる研究
ロボティクス、データサイエンス、情報通信、XR、コミュニケーション、薬学、医学、
材料工学、電子工学、人間行動学、心理学、経済学、建築学、デザイン、ものづくり、など
分野を問わず幅広い科学・技術分野の研究を募集します。

採択件数 　若干名
助成内容 　研究費50万円＋店舗等を研究・実証試験フィールドとして提供
申請締切 　2020年8月31日（月）24時まで

◉ 野家賞

飲食業では、宅配やテイクアウトを快適化するサービスが進化し続けており、社会的な背景
も加わってその流れは加速し、これまでとは異なる実店舗の役割や価値に光が当たりつつ
あります。𠮷𠮷𠮷では、加速𠮷的に𠮷𠮷わりする𠮷𠮷𠮷𠮷に𠮷わ𠮷て飲食業の価値を𠮷𠮷
義する必要があると考え、𠮷々な取り組みを行っております。「ひと・健康 ・テクノロジー」を
キーワードに掲げる𠮷𠮷𠮷では 、𠮷𠮷店舗を𠮷𠮷すわけではな𠮷、ひとがや𠮷な𠮷ても𠮷𠮷

ことはロボットやAIなどのテクノロジーを駆使し、お客𠮷とのコミュニケーションを大切に、従業員も𠮷き𠮷
きと働ける環境の構築を𠮷𠮷して𠮷ます。 今回の研究費はすぐに実装できることでな𠮷ても大丈夫です。 
分𠮷を問わず自由な発想で、飲食業をアップデートする研究テーマを募集します。また、研究費をお渡しする
だけでな𠮷、実際に𠮷𠮷𠮷の店舗𠮷を𠮷𠮷した研究や実𠮷𠮷𠮷も𠮷𠮷的に𠮷𠮷𠮷𠮷たします。

担当者
より

一言

対象分野

アフターコロナ時代のスマート社会の実現に向けたあらゆる研究
ロボティクス、モビリティ、IoT、人工知能、交通、医療、介護、ヘルスケア、バイオ、
ものづくり、農業、海洋開発、食品、防災、環境、エネルギー、資源

採択件数 　若干名
助成内容 　研究費50万円＋システム化に向けてのアドバイス
申請締切 　2020年7月31日（金）24時まで

◉フォーカスシステムズ賞

ネットワークの高度化を基盤に、ビッグデータ解析、AIと関連技術革新が進み、サ
イバー空間と現実空間の融合が進んでいます。特にコロナウィルスにより生活様
式は一変し、デジタル化は加速していくことに違いない。フォーカスシステムズで
は、データ取得、取得したデータの解析、解析結果を用いた社会実装・サービス化
までを、一気通貫して取り組むシステム設計・開発により加速する様々な研究を

募集します。スマート社会の実現に向けて、様々な仮説と取得する現実空間のデータについて、
農学分野、生命科学分野など分野に限らず多岐にわたるアイデアを募集します。

担当者
より

一言

対象分野

健康で快適な生活空間の実現につながるあらゆる研究
ダスキン開発研究所の技術領域である「清掃」「衛生」「快適」にかかわらず、
幅広い分野の研究を募集します。

採択件数 　若干名
助成内容 　研究費50万円
申請締切 　2020年7月31日（金）24時まで

◉ダスキン開発研究所賞

ダスキンでは「キレイを科学する」をテーマに目まぐるしく変化し続ける日本の暮ら
しを、お掃除を通して見つめてきました。これまで暮らしを取り巻く環境は大きく様
変わりしてきましたが、最近では新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、外
出の自粛や在宅勤務などによって家で過ごす時間も長くなりました。また、今回の
騒動が収まった後も、感染症拡大のリスクに対する私達の生活における衛生意識

はこれまで以上に高まると考えられます。このような来たるべき未来を見据え、快適で健康な生活
空間の実現に寄与する研究の応募をお待ちしています。

担当者
より

一言

◉ニップン 食のイノベーション賞

ニップンでは、製粉・食品加工だけではなく、作物育種、機能性食品素材など“食”に
関わる研究開発に取り組んでおり、お客様にとって価値ある“食”を提供するため、
将来を見据えた新規分野の開拓・事業化に向けた調査・研究開発を進めています。
ニップンの既存事業にこだわらず、“食”に関する研究を広い視点で探索すると共
に、研究者との繋がりをつくるため、本研究費を設置しました。左記に例を挙げまし

たが、“食”の付加価値を上げられる研究であれば分野を問いません。“食”をより良くしたいという
方、“食”に対して斬新な発想をお持ちの方とお会いできることを楽しみにしています。

担当者
より

一言

対象分野

“食”に関して新たな価値を生み出すあらゆる研究
原材料に関する研究（育種、栽培、食品素材、薬用植物など）、
食と健康・栄養に関する研究（健康機能性食品、嚥下食品など）、
食品加工技術に関する研究（抽出、造粒、乳化、乾燥、安定化、低コスト化など）、
保存・流通に関する研究（冷凍技術、包装など）、
おいしさに関する研究（おいしさの見える化、味覚等五感の研究など）

採択件数 　若干名　　 助成内容 　研究費50万円
申請締切 　2020年7月31日（金）24時まで

対象分野

研究と社会を繋ぎ、研究成果の社会実装促進・
情報発信の活性化に向けたあらゆる研究
採択件数 　若干名
助成内容 　研究費50万円
申請締切 　2020年7月31日（金）24時まで

対象分野

世界各国のこれまでの習慣や、
それが人に与えてきた影響に関する研究全般
採択件数 　1名
助成内容 　研究費50万円
申請締切 　2020年7月31日（金）24時まで

◉日本の研究.com賞 ◉Delightex賞

日本の研究.comは競争的資金の研究課題をもとに構成した国内随一の研究課
題データベースです。国内で行われている研究の動向や、研究者同士の関連等の
データを有しています。私たちは、研究と社会を繋ぐことであらゆる研究者の研究
活動がさらに活発になる世界を目指すとともに、この活動を共に進めていく仲間
を求めています。今回のリバネス研究費では、研究成果の社会実装を促進したり、

研究の情報発信を活性化したりする、そういった「研究推進のための研究」を募集します。この研
究費は、URAや産学連携コーディネーターなどの研究と社会をブリッジするポジションにある方
からの応募を歓迎いたします。

担当者
より

一言
以下のことに関連する習慣を含みます。
・特定の地域や国の中で伝統的に行われている習慣、または儀式
・天然物（植物・動物・微生物）を利用する習慣

・習慣がその主催者・参加者にもたらす精神的な変化に関わる研究

担当者
より

一言

research-er.jp

募集要項発表!!
意 志 の あ る 一 歩 が 未 来 を 拓 く 研 究 応 援 プロ ジェクト

第49回 リバネス研究費

リバネス研究費とは、「科学技術の発展と地球貢献の実現」に資する若手研究者が、自らの研究に情熱を燃やし、
独創性を持った研究を遂行するための助成を行う研究助成制度です。
本制度は「研究応援プロジェクト」の取り組みの一環として運営されています。
リバネス研究費の登録および採択情報はこちらから▶https ://r.lne.st/grants/

「熱」のある一歩が未来を拓く 研究応援プロジェクト

第49回 リバネス研究費

募集中！

現在募集中の研究費

テクノロジーを活⽤して飲⾷業をアップデートするあらゆる研究
ロボティクス、データサイエンス、情報通信、XR、コミュニケーション、薬学、医学、材料⼯学、電⼦⼯
学、⼈間⾏動学、⼼理学、経済学、建築学、デザイン、ものづくり、など分野を問わず幅広い科学・技術
分野の研究を募集します。

若⼲名
研究費50万円+店舗等を研究・実証試験フィールドとして提供
2020年 8⽉31⽇(⽉) 24時まで（⽇本時間）

ても良いことはロボットやAIなどのテクノロジーを駆使し、お客様とのコミュニケーションを⼤切に、従業員も
⽣き⽣きと働ける環境の構築を⽬指しています。今回の研究費はすぐに実装できることでなくても⼤丈夫で
す。分野を問わず⾃由な発想で、飲⾷業をアップデートする研究テーマを募集します。また、研究費をお渡し
するだけでなく、実際に𠮷𠮷野𠮷の店舗等を活⽤した研究や実証試験も全⾯的にご協⼒いたします。

飲⾷業では、宅配やテイクアウトを快適化するサービスが進化し続けており、社会的な背景も
加わってその流れは加速し、これまでとは異なる実店舗の役割や価値に光が当たりつつありま
す。𠮷𠮷野𠮷では、加速度的に様変わりする⽣活様式に合わせて飲⾷業の価値を再定義する必
要があると考え、様々な取り組みを⾏っております。「ひと・健康・テクノロ
ジー」をキーワードに掲げる𠮷𠮷野𠮷では、無⼈店舗を⽬指すわけではなく、ひとがやらなく

リバネス研究費とは、「科学技術の発展と地球貢献の実現」に資する若手研究者が、自らの研究に情熱を

燃やし、 独創性を持った研究を遂行するための助成を行う研究助成制度です。若手研究者の自由な発想と
行動を促進すべく、本助成制度で支給される研究費は、使用用途に対する制限を設けず、採択者の希望に
応じて自由に活用できる研究費となります。本制度は株式会社リバネスの「研究応援プロジェクト」の取り組
みの一環として運営されています。

次回、第50回リバネス研究費は2020年9月1日（火）募集開始！
リバネス研究費の登録および採択情報はこちらから ▶h"ps://r.lne.st/grants/
リバネスが提供する各種サービスについても、リバネスIDからご覧いただけます。

リバネスの刊⾏する季刊誌はこちら ▶h"ps://lne.st/business/publishing/
・若⼿研究者のための研究キャリア発⾒マガジン「incu・be」
・教育応援、⼈材応援、研究応援、創業応援ほか
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大沼  広和
Hirokazu Onuma, ChFC®

www.hiroonuma.com

Hirokazu Onuma


