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巻頭エッセイ

業績と信用と人間関係



京都光華女子大学

学長

高見

茂

時の経つのは早いもので、白眉センターを辞して早１年

生活を送れると思いきや、今度は恩師が昨年 10 月に１か月

半になろうとしている。研究科長・学部長を最後に教育学研

に２度手術を受けられ、
さらに誤嚥性肺炎も併発され「ひょっ

究科を退職し、白眉センターのプログラムマネージャーに就

としたら」という状態に陥られた。恩師は京大退職後私学に

任したのは 2017（平成 29）年の４月であった。筆者は

移られ、学長をされその後 20 年ほど常務理事として学園の

学部も大学院も社会科学系で指導を受けた事もあり、白眉セ

経営に携わっておられた。しかし 85 歳という高齢に加えて、

ンターでの日々は極めて新鮮なものであった。自分の専門分

大病された事を契機に学園経営から退くことを決意され、私

野から離れた理系、近くて遠い人文系の研究に触れることが

に後のことを依頼して来られた。正直「なんで俺なんや…。」

できた。他のアカデミアの状況、様子、研究作法等が分かり、

なんて思ったりもした。だが、
大学院で厳しく指導して頂き、

これは今でも印象深く記憶に刻まれていて、懐かしい思い出

何とか大学教員として独り立ちできた経緯や、恩師が大病を

の一つとなっている。

患われひょっとしたら・・・という状況になられている時に

自分にとって刺激的な環境の中で始まった白眉センター
での日々であったが、残念ながら僅か１年で白眉センターで

とても断ることはできず、答えは「はい」か「イエス」しか
なかった。

の職を辞さなくてはならなくなった。４月に着任して、いろ

さて話題を元に戻そう。白眉研究者として採用される条

いろ物珍しい興味ある白眉研究者の研究に触れ、白眉研究者

件は、書類審査と面接である。立派な業績とユニークな研究

との交流を通じこれからさらに自分らしいプログラムの運営

計画があれば書類審査を突破し、面接にまで何とか漕ぎ着け

を進めなくては、と思っていた矢先の６月下旬、思いもよら

る可能性は高い。しかし 30 分程度のごく短時間の面接で、

ない事態が生じた。連れ合いの病気が判明したのである。９

志願者の潜在的能力や将来性を正確に把握することは極めて

月初旬に入院・手術という事になった。光山前白眉センター

難しい。４月より学長職を引き受け、人事案件上の問題に向

長にも病状について色々ご相談に乗って頂いた。悪いことは

き合う事も多いが、
中には採用面接をクリアしているのに…、

重なるもので、連れ合いの入院中に、介護施設に入所してい

と思うケースも見られる。

る義理の両親も相次いで病気であることが判明した。10 月

白眉研究者がそうだという意味ではないが、優秀な研究

に義母が、11 月には義父が入院・手術という事になった。

者ほど研究業績が全てだという錯覚に陥り易い。しかし現実

９月以降、私一人で家族３人の病院対応をしなければならな

の世界で生き残るためにはそれだけでは難しい。研究科に在

くなり、精神的にも極めて厳しい状況に陥った。認知症を発

職していた時、私は自分の経験に照らして、指導下にあった

症させている義理の両親は、入院中も看護師さんによる食事

院生達には、「業績」に加えて「信用」と「人間関係」が不

介助ではなかなか食べ物を受付けず、私も時間のある限り病

可欠であり、そのどれが欠けても社会に受け入れられないと

院に行き食事介助を行った。自分の介助で食べてくれるとや

説いていた。白眉研究者は、「業績」については申し分がな

はり嬉しいもので、身内として認めてくれているとの思いを

く、既に PI として独り立ちしておられる。白眉センターの

強くした。介護離職という言葉は、自分にとっては他人事、

さらなる発展を期すためには、「信用」と「人間関係」を効

絵空事であったが、落ち葉が道路に積り気温が下がり始めた

果的に獲得できる仕組みを組込むことも必要ではないだろう

11 月上旬、それを真剣に考え始めていた自分がいた。セン

か。白眉センターの益々のご発展を祈念したい。

ター長の光山先生にも前任のプログラムマネージャー堀先生



（たかみ

しげる）

にも事情をご説明し、翌年３月で退職することを研究推進部
にも申し出た。
その後連れ合いは健康を回復し、今年の夏は７月下旬か
ら８月中旬まで米国国務省の研修プログラムで米国に滞在す
ることになった。義母は手術の甲斐なく昨年の 11 月に逝去

Foreword

し、義父は手術を受ける体力がないため結局手術せず退院し、
介護施設に戻り今は穏やかな日々を過ごしている。
ようやく平穏な日々が訪れ、憧れの悠々自適、晴耕雨読の

シンガポールのマリーナ・ベイにて

（現地に集う日本人の若手起業家と光華女子大の交流プログラムを構築中）
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シリーズ白眉対談

シリーズ白眉対談⑯

「 言 語と記 憶 」

司会（話題提供兼対談者）
田中祐理子 京都大学大学院文学研究科
特定准教授（専門：哲学、科学史）
対談者：
天野恭子 京都大学人文科学研究所特定

准教授（専門：古代インド文献学）

平野恭敬 京都大学医学研究科特定准教
授（専門：神経科学）

鈴木俊貴 東京大学大学院総合文化研究

科助教（専門：動物行動学）

左から、平野氏、田中氏、天野氏、鈴木氏。

れています。鳥の場合は鳴き声と意味
を関連づけて学習したり、もしくはあ
るフレーズが文化的に世代を超えて地
域に伝承される例が知られています。
全てが本能とは言い切れないところが
ある。
（田中）では、天野さんにとっての言葉
というのはどういうものですか。
（天野）私がやっているサンスクリット
語は、印欧語の仲間なんですね。ほと
んど全てのヨーロッパの言語、古くは
ギリシャ語とかラテン語とか、英語も
ドイツ語も仲間です。印欧語比較言語
学は、いろいろな言語に残っている語
彙や文法の材料から、言語が分かれる
前のもとの形を再建していくんです。
専門でない方にそこで出てくる複雑な
活用の話をしたら、「人工的だね」と言
われたんです。私はもともと言語とい
うのは自然発生的なものだと思ってい
たのですが、それでは説明のつかない
複雑さもあることに気づきました。
（田中）わかります。印欧祖語というの
は、インド・ヨーロッパ語族における
祖先となる言語で、それを探っておら
れるということですか。
（天野）さかのぼることができる、分か
れ目になったところを再建するという
ことですね。語彙はある程度共通して
いるところがありますし、文法の活用
もある程度再建することができる。
理性とは何か
（田中）私も付け加えておきますと、や
はり言葉は特に現代哲学では決定的で
す。近代以降ヨーロッパ哲学の流れで
すが、人間が神様の作った特別な生き
物ではなく動物であるということを引
き受けて考えていく時に、それでも人
間は特別だという時の拠り所が言語
だった。言語を駆使し、分節し、論理
関係ができあがっていく、それを使い

Hakubi Dialogue

自己紹介
司会も担当いたします。専門は哲学で、
（田中）それでは白眉対談を始めたいと
19 世紀から 20 世紀にかけての科学
思います。よろしくお願いいたします。 の歴史と哲学の歴史の相互関係、特に
まずお一人ずつ、お名前とご専門につ
科学の進歩が哲学の問題をどのように
いてお話しください。
変えたかを研究しています。今日は「言
（鈴木）9 期の鈴木俊貴です。専門は動
語と記憶」をテーマとして皆さんにお
物行動学で、動物がある振る舞いをす
集まりいただきました。お三方ともそ
ることが、生きる上や繁殖する上でど
れぞれ全然別の研究をしていらっしゃ
のように役立っているのか、というこ
るのですが、まず話の入り口として、
とを研究しています。今着目している
皆さんが「言葉」や「記憶」をどのよ
のは、野鳥の鳴き声です。どのような
うに捉えているのか教えてください。
情報を鳥同士で伝え合っているのかに
興味があります。
動物の言葉、人間の言葉
（天野）8 期の天野恭子と申します。専
（鈴木）言葉というと、まず皆さんが考
門は古代インド文献学です。文字通り
えるのは、私たちが会話の中で使って
古代インドの文献を研究しているので
いる言葉ですね。人の言葉はコミュニ
すが、私のいう古代とはだいたい紀元
ケーション・ツールで、「他者に情報を
前 1000 年くらいのことです。ここ
伝える」というのが基本的な性質です。
にいらっしゃっている研究者の皆様に
そこに着目すると、例えば僕が研究し
とっては、古い時代というと何百万年
ているシジュウカラという小鳥も、言
単位とか何億年単位とかですよね。で
葉を使っているといえるかもしれない。
も文献では紀元前 1000 年は相当古い
言葉を人が持っているものだという前
ということになります。
提を取っ払ってしまえば、いろんな生
（平野）9 期の平野恭敬です。専門は神
物に解釈を広げることができる。そう
経科学と分子生物学です。ショウジョ
すると例えばショウジョウバエにもつ
ウバエを使って記憶の研究をしていま
ながるかもしれない。
す。脳の中でどういう情報処理がなさ
（平野）ショウジョウバエにはつながら
れ、それがどのような分子メカニズム
ないんじゃないでしょうか。少なくと
を経て生涯続くような記憶となるのか
も文章でないことは確かなんですね。
を、遺伝学、分子生物学を駆使して研
文節がない。ショウジョウバエの場合、
究しています。
特殊な周波数帯の音を出して求愛行動
（田中）9 期の田中祐理子です。今日は
しますが、スピーカーでその周波数帯
を聞かせても、間違
えて交尾しやすい状
態になります。
（田中）動物の場合
は、本能というか生
得 的 な ん で す よ ね。
学習によって習得す
るのではない。
（鈴木）実は生得的
じゃないものも含ま
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Hakubi Dialogue

ミュニケーションに使っています。単
純な情報伝達はもちろん多くの動物に
見られますし、シジュウカラの場合は
もっとすごくて、ヘビを見た時にしか
出さないジャージャーという声を聞か
せると、ヘビを探すんですね。つまり
恐怖の気持ちが伝わっているのでなく、
実際にヘビという対象物を指し示すこ
とができている。人間の 1 歳児くらい
の指示能力があるんじゃないかと思っ
ながら共同体を作っているのは人間だ
ています。
けだ、というのがずっと中央にあるテー
（平野）逃げるんじゃなくて探索するん
ゼになっていた。理性＝言語みたいな
ですね。
感じで。
（鈴木）そうですね。ヘビを見つけると
（天野）その場合の理性というのはどう
追い払いに行くんです。音から得た情
いうものなんですか。人間を人間たら
報と視覚的な探索像を結びつけ、ヘビ
しめているものを理性と呼んでいるの
を探しに行く。ちゃんと対象を指示で
か。動物と隔てるものとして。
きるんです。それだけでなく、異なる
（平野）精神医学的な理性の定義は、人
鳴き声を組み合わせてもっと複雑な意
間らしさとか自己の中のもう一つの理
味を伝えることもわかってきました。
想となるロールモデルみたいな存在で
その時にルールも作っているんです。
すね。人間の心はフロイトの時代から
仲間に警戒を促すピーピーという声と、
そうですが、無意識の状態でいつも意
仲間を集めるジジジという声があるん
識の中に入ってくるものを自我が止め
ですが、それを組み合わせると仲間が
ていて、そうしないと人間が知覚する
警戒しながら鳴き声に近づいてくる。
外界と内的な欲求と理性の整合性が取
そこにはちゃんと語順もあって、必ず
れない。その整合性を取るために自我
ピーピージジジと組み合わせる。実験
が何とかしようとしている。その中の
的にジジジピーピーと逆転して聞かせ
一つのコンポーネントが理性だと。
ると意味が伝わらない。一定の語順に
（天野）脳の一つの働きとして。
組み合わさったときにだけ、合成的な
（平野）人間の脳には理性がある。スー
反応を示すんです。
パー・エゴというやつですね。
（平野）合成的な反応というのは、別の
（田中）スーパー・エゴの方が理性なん
行動を取るということですか。
ですね。面白い。無意識ではなくて。
（鈴木）そうです。首を振りながら、気
（鈴木）
「我思う、ゆえに我あり」みた
をつけながら集まってくる。
いに、私たちは人間だから自分を内的
（天野）すごい。なるほど（笑）
。
に知覚して言葉で共有できる。でも実
（平野）生得的な回路ですね、それは多
は動物に意識や理性がないことを誰も
分。学習したものではない。
証明はしていなくて、僕たちは人間が
（鈴木）いえ、実は学習によってできる
特別だと思い込んでいる可能性もある。
ということもわかってきています。シ
ジュウカラはコガラという鳥と一緒に
シジュウカラの語順──学習か本能か
群れ（混群）を作っていて、そのなか
（田中）そこはすごく大事なところだと
ではお互いの言葉を理解します。コガ
思います。言葉は本能から得られるも
ラが「集まれ」といってもシジュウカ
のなのか、経験や教育から構築される
ラは集まってくる。しかもそれをちゃ
ものなのか。今の理性の話も、私たち
んと学習している。このコガラの「集
は人間と動物は地続きじゃないかと経
まれ」をシジュウカラの「警戒しろ」
験的に感じている。鈴木さんのシジュ
の後に実験的に組み合わせてみても、
ウカラの言葉の研究について、特にメ
シジュウカラはちゃんと合成的な意味
ディアから大きな反響があったそうで
を理解できるんです。
す ね。 そ れ ま で 私 た ち は 人 間 以 外 の
（平野）
確かにそれは面白いですね。さっ
生き物には単に言語の原始的な姿をイ
き少し考えていたのは、その言語は、
メージしていたのですが、そうではな
伝えて意思決定させるツールとなるか
くてある程度分節していて文法があり
どうか。例えば「集まれ」という信号
そうだと。
を聞かせて、同時に自分の子どもが巣
（鈴木）先ほど申し上げた、学習なのか
から落ちて鳴いていて、選択しなきゃ
本能なのかがすごく大事なのですが、
いけない時に、優先順位を決める材料
「言語」という用語は結構アバウトで、
として音声を使ってるんであれば、多
複数の認知メカニズムが組み合わさっ
分選択すると思うんです。生得的な回
た も の だ と 僕 は 思 っ て い ま す。 言 語
路をただ駆動させるんじゃなくて、思
には、例えば音を分節化する能力、そ
考する。
れを組み合わせる能力、ルールを使う
（鈴木）実はシジュウカラは、それがで
能力、もしくは音を聞いた時にその音
きるんですよ。
の指示対象─心理学では「表象」と
（田中）すごい！（笑）
いいますが─を頭の中に思い描く能
（天野）やった！ シジュウカラ（笑）
。
力などいろいろなものが含まれて、僕
（鈴木）シジュウカラ、マジですごくっ
たちはそれらの認知機能を総合的にコ
て。

（平野）マジで（笑）
。
（鈴木）例えばヒナは、生まれて 2 週
間ぐらいで匂いがしてきて、ヘビに食
べられやすくなる。この状態でヘビを
見ると親鳥はかなりジャージャー鳴き
ます。匂いがしなかった時はあまり鳴
かなかったのに。さらに、この声を聞
いた他の親鳥は、ヘビがいそうな地面
や 茂 み を 探 し た り、 巣 箱 の 中 に い た
ら食われちゃうから外に出たり、状況
によって行動を変化させます。反射的
な行動でなく解釈を挟んでいると僕は
思っているんです。
（田中）ヘビの概念とヘビの表象が浮か
んでいて、こういう場合は、というふ
うに思考の発生がある。
（平野）そうですね。ネズミはキツネを
知ってるんですよね。生まれる前から。
（一同）へぇー！
（平野）キツネの糞の臭いに特異的な物
質があって、それをネズミは学習しな
くても認識できる。固まっちゃうか逃
げるかという行動を取るんです。シジュ
ウカラに対するヘビは、敵を示唆する
ものとして遺伝的に組み込まれてもそ
れほど不思議じゃないと思います。
（田中）確かにシジュウカラのヘビにつ
いての警戒音は、ヘビっぽい音ですよ
ね。いわゆるオノマトペに近いような
音で、不思議だなと思います。それか
ら地域差があるんですよね、日本とヨー
ロッパとでは違うと。それは日本語と
フランス語の違いみたいなものなのか。
外国語をやってると、不思議と体感的
な似通ってる音に、想像力をかきたて
られることがありますが、鳥の場合に
もそういうことがあるのか。
（鈴木）ヨーロッパのシジュウカラと日
本のシジュウカラは分岐してだいたい
300 万年も経ってるんですが、結構同
じような音を共有しています。文法構
造も似ている。ヨーロッパは寒すぎて
ヘビがいないので、日本のシジュウカ
ラのヘビに対する警戒音を聞かせて理
解できるようなら、生得的な機構があ
るのだろうと思います。
（田中）ここは大事ですよね。語彙が
違うのかというのがすごく気になって
たんです。文法構造が一緒ということ
になると、刺激－反応の連鎖、刺激に
対する内側の反応がどのような順序に
なっているか、外側の音の構造が対応
してるだけじゃないかという解釈もあ
る。
（鈴木）それは一つ一つの要素で考えな
きゃいけなくて、例えば表象する能力
と、表象にかかわる細かな情報を学習
する能力とは別なんじゃないかと思う
んです。ヘビに対する嫌悪感を人間も
生得的に持っていて、そのヘビに毒が
あるかどうかなどの細かい情報は後か
ら学習していく。要するに学習能力と
イメージ能力は別かなと思っています。
（田中）何かに反応する能力と、その反
応の上に何を積み重ねて構築していく
かというところで使われる能力が、必
ずしもワンセットとは限らない。しか
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（平野）それとも、まだ進化してる途中
段階なのか、わからないですけどね。



可塑的変化があって新たなことができ
る。そういう時に何が起きているのか
を、ある行動系で評価しているという
カテゴリー化と記憶
ことです。一方カテゴリーの話でいう
（鈴木）人間のカテゴリーは動物には
と、カテゴリーをなぜ作ることができ
そのまま当てはまらないんですよね。
るのかは、神経科学ではコンセンサス
オナガザルの仲間ではそういうカテゴ
が得られていて、要は「一般化」なん
リー化の研究がされていて、若い時は
です。ある事象全てをそのまま記憶す
空を飛んでいる猛禽類に対しても他の
ると一般化できずカテゴリー化はでき
鳥に対しても全部同じ警戒行動を取っ
ない。一番良い例として、写実的な記
て、区別ができない。親と長い間一緒
憶ができる人は、何万桁かの円周率を
にいることで、カテゴリー化が洗練さ
3 秒間見せるだけで全部言えるんです。
れてくる。生き物がものをどうカテゴ
（天野）すごいですね、それ。
リー化するのかは、進化の歴史の中で
（平野）ハトと同じような記憶システム
その必要があるかないかということと
なんですが、この場合人が覚えられな
対応してるんじゃないかと思うんです。
いんですよ。人は気分によって顔が変
（田中）カテゴリー化というのは、外界
わるし、髪型も変わる、それが一般化
にある全ての刺激を区分けして、ちょっ
できない。特徴を捉えてカテゴリー化
とずつ集合を作って分節化していく作
することができない。概念を通してカ
業ですね。本来なら全部違うものと認
テゴリー化を作っている人間特有のも
識してもいいものを、なぜ分けるのか、 のだと思います。
どういう法則や原理に従って発生して （天野）よくいわれるように、色につ
くるのか。昔からいろいろな学問で研
いての言葉が少ない民族と、色の名前
究されてきたテーマで、今の話はカテ
の多い日本人は認知の違いがあるんで
ゴリー化が自然的なのか文化的に構築
しょうか。
されるのか、何のためにカテゴリーが
（平野）文化的にいろんな色を使って文
出てくるのかということにつながって
化物を作ってくればある程度の言葉は
いると思います。その中で記憶にも話
できてくると思うんですが、文化背景
を広げていきたいと思うんですけれど
だと思います。
も、平野さんのご研究はこの辺の話と
（田中）その場合には認知と、認知によっ
どう関わってくるんでしょうか。
て得られる感覚の細分化は……。
（平野）僕は鈴木さんの話と違って、脳
（平野）ちゃんと分けたほうがいいと思
の動作環境として何か入力があった時
うんですけれども、例えばリンゴを見
に新たな行動を引き出すことができ
ても赤い丸いものと思うのが知覚で、
る、そこで何が起きているのか、入力
それをリンゴと認めるのが認知です。
に対するある特定の行動の出力を観察
色に関しては人間は言葉があるから、
することで記憶を評価する、という研
言葉に当てはめてそれを認知するとこ
究をやっています。記憶の根本は神経
ろがありますね。
の強弱の切り替えなんです。ある神経
（天野）言葉が認知や思考力をリードし
入力が回路に入ってきてそれに対する
ているところはあるんですかね。

シリーズ白眉対談
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も生き物ごとに違うものを組み合わせ
て使っていることもありうるから、外
側から見て「言語っぽい」と思っても、
発動されている機能の性質は全く違う
ところから来ているかもしれない。本
能と文化で分けても無意味で、両方混
じっていることもあるんじゃないかと
思います。
（鈴木）昔から動物学者は、敵に対する
警戒の声は本能で持っているとずっと
信じてきました。それができなかった
ら死んでしまうから。でも最近の研究
では、実は多くの部分に学習が関与し
ていることがわかってきました。捕食
者と出会ったことのない若い鳥が捕食
者を認識できなかったり、声に正しく
反応できなかったりする証拠も集まっ
ています。自分の種類以外の鳥の鳴き
声も理解しあっていることもわかって
きました。
（田中）今の面白いですね。若い鳥は「ヘ
ビだ！」といわれていることはわかっ
ても、ヘビに会ったことがないと危な
いかどうかはわからない。言語が成長
した後に生まれた個体は、ヘビだとい
う言葉は習うけど危ないという体験は
まだしていない。それって歴史の話で
すよね。言語の方の歴史が先に進んで
いる。個体が言語の歴史に対して後か
ら来るので、その個体が持っている本
能では対応できないと。
（天野）例えば何百万年前のシジュウカ
ラたちは今よりも原始的な言葉を喋っ
てたんですか。
（鈴木）そうですね、おそらくめちゃめ
ちゃ単純な声を出しています。シジュ
ウカラみたいに複雑な声を出す鳥って
他にはあまりいない。シジュウカラは
シジュウカラ科に属していて、祖先的
な一番近いグループはツリスガラ科な
んですが、彼らはツィーツィーとしか
鳴かないんです。
（田中）それは身体の構造とも関わるん
ですか。
（鈴木）というより、単純な声でもうま
くやっていけたんじゃないかと思いま
す。ツリスガラは個体同士の距離が近
くて、常に群れています。周りで何が
起きているのか目で見て確認できる。
一方、シジュウカラは森の中で暮らし
ていて、仲間同士が 10 ～ 20m 離れ
ています。しかも、各々で餌を探して
いることが多い。お互いに見えない中
で、自分の置かれた複雑な状況を他者
に伝える必要があったから、複数の情
報を同時に伝えるための文法が進化し
たんじゃないかと。
（天野）でもその必要というのも、もっ
と細やかなコミュニケーションで細や
かな行動ができれば、それに越したこ
とはないですよね。
（平野）最適化に近いですよね（「白眉
センターだより」№ 16 参照）。もっと
細やかな指示もできるけれども、その
種の保存としては逆の選択をした。
（天野）なるほど、じゃあ今が最適な状
態だと。
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（平野）それはあると思います。人間の
特徴は個体を超えて進歩することがで
きることで、普通の動物は一から学習
しなければならないけど、人間は書物
に残して、教えて聞かせることができ
る。スタートが違うんですよ。人間は
蓄積して進歩できるんですよね。その
ツールとして言葉があると思います。
（鈴木）他の動物でも子どもと親の世代
が重なっているような動物、例えば猿
や鳥では、行動や言葉の性質が世代を
超えて文化的に継承されることも報告
されています。アメリカコガラという
シジュウカラの仲間は、オス同士が言
い争いをするんです。複雑なフレーズ
をお互いに鳴くんですが、その時に使っ
てるフレーズがまさに文化的に世代を
超えて徐々に流行語みたいに進歩して
いるんです。
（一同）すごい（笑）。
（田中）しかも喧嘩の中でというのが面
白いですね。喧嘩の中の言葉に流行が
ある。人間の「やばい」や「かわいい」
みたいに、本質的にはどちらでもいい
ような言葉が流行るのと同じ、無意味
なところに流行りが生まれるみたいな。
（鈴木）さっきの話に戻りますが、いろ
んな色を指し示す言葉が多い民族ほど
色を識別する能力が高いっていうこと
ですか？
（天野）いや、言語があるからこそ感性
が育つというのは？日本語で主語が曖
昧なことが、自己意識の薄さと結びつ
くんじゃないか、とか言われますが？
（平野）言語が感性を発展させるという
のは、確かにそうだと思います。
（鈴木）それって多分逆も考えられて、
感性が発達したからそれに対応した言
語が進化すると。

Hakubi Dialogue

記憶の作られ方
（田中）さっきシジュウカラは日本も
ヨーロッパも語順が一緒とのことで、
文法構造と行動様式との関係には簡単
につながりそうにないかなと思います。
知覚と思考と認知の関係みたいに。言
葉の一番基本的な形が見えたかもし
れないとか記憶の始まりのメカニズム
が明らかになるかもと聞くと、普段の
「昨日食べたご飯がおいしかった」とい
う日常的な言葉も全てそのメカニズム
に収まっているのではと、つい思って
しまう。でも「おいしい」と「おいし
いから嬉しい」は全く違う回路を通っ
て成立しているので、そこまでたどり
着くにはいろんな話を組み合わせない
といけない。平野さんが解明されてい
る記憶の研究とどこまでつながるんで
しょうか。
（平野）例えば昨日食べたものがおいし
いというのは新しい脳回路（サーキッ
ト）ができたからです。おいしいパス
タを食べたら、それが情動のサーキッ
トネットワークにつながって報酬とし
て捉えられて、情動的なエモーショナ
ルドライブになるサーキットを作って
るから幸福感が得られるんですね。楽

しい時を思い出すと楽しい気分になる
というのはそういうサーキットができ
ているから。それは例えば人に伝えて
も完全に同じようには伝わらない。
（田中）バーチャルリアリティは装置
がなくてもできると思うことがあるん
ですけど、例えば私が天野さんに昨日
食べたパスタのおいしさを伝えたい時
に、天野さん側にすでにできているサー
キットのどれかを使おうとして、うま
くヒットすると共有できる。
（鈴木）でもそこには言語の限界がある
気がします。対面して言語で伝えてい
る時、非言語的コミュニケーション（表
情やしぐさ）と言語がリンクしている。
本などの文面で見るだけだと限界があ
る。
（田中）サーキットができる時っていう
のは。
（平野）それは記憶ですね。どの記憶に
ついてもある程度同じです。でも視覚
から情動なのか聴覚から情動なのかと
いう、使っている回路は違うかもしれ
ません。
（田中）言語でも記憶でもここにメカニ
ズムがあるといわれると、人も一つの
機械みたいにシステムがあると思って
しまうんですが、平野さんのご研究で
も鈴木さんの研究でも、あまり早合点
してはいけない複雑さがある。
（平野）基本的には脳は進化した最終態
として各動物が持っているものなので、
各動物が生活環に合った脳を持ってい
ると思いますよ。ショウジョウバエは
匂い情報を使うから匂い学習ができる
んだけど、巣がないから視覚情報はあ
まり使わない。ミツバチは巣があるか
ら視覚情報が必要。ハエはミツバチよ
り視覚回路は弱いです。いらないもの
を覚える必要はないし、生存に必要が
ない。
（田中）でもそのあとで、経験の中でこ
れは必要というものは自分の中でどん
どんサーキットを作っていく。
（平野）受容できる領野があれば、です
ね。人間には思春期があって学習の臨
界期とかなり関連があって学習しやす
い時期と全然できない時期がある。
（鈴木）臨界期は鳥の音声学習にもあり
ますよ。小鳥のヒナは巣立ってからお
よそ 1 か月の間、親から餌の食べ方な
どを習うのですが、その時に父親から
複雑な鳴き声を学習していくといわれ
ています。その期間にもし人がヒナを
保護してしまったら、放した後うまく
野外でやっていけない。遺伝的には同
じベースを持っていても臨界期での経

験がその後の鳥の人生（鳥生？）を左
右しちゃう。
（平野）ちょっと話が変わりますが、キ
ンカチョウで臨界期の時間がどうやっ
て決められるのかを調べる実験があっ
て、鳴きそうになったら檻を叩いて鳴
かせないようにする、というのを交代
制でやる。すると臨界期が伸びるんで
す。
（一同）へぇー。
（平野）結論としては、自分が鳴くとい
う行動の方が大事なのではないか。聞
いて鳴くのでなく自分が復唱する回数
をカウントしている。
（鈴木）なるほど、時間的な感覚じゃな
くて。
（平野）そう、自分が聞いて学習するの
ではなく自分がどれだけアクションを
起こしたか。
（鈴木）人間でも、頭を使ってないと錆
びるって、のび太のお母さんも言って
ましたしね。
（一同）
（笑）
。
（田中）今みんなで笑ったのは、それぞ
れの頭の中にドラえもんという表象を
作ったからですね。お三方のお話を聞
いていて気になっていたのは、言葉も
そうなんですが、記憶サーキットがで
きていく時に個体差も地域差もある。
その境目って何なんだろう。直接的に
は食物や生死に関わるようなカテゴ
リーを獲得するのはありえそうですが、
美術や文化などは生死には関係ないけ
れども重要で価値があるものもあるし、
一見わからないけれども自分たちの存
在に関わるかもしれない。
記憶をつなぐということ─それぞれの
世界
（田中）天野さんはよく言われると思う
んですが、神話の世界、1000 年を超
えて継承されなければならない話とい
うのはどういうものかというのと、記
憶としてどうしてヘビやタカじゃない
といけないのかと、関係があるような
気がして。日本の小さな共同体の中で
だけ伝承されているものから、天野さ
んが研究されているような文明を支え
ている物語まで、どのレベルにも、
「こ
の姿の神様」とか「女性と男性」とか、
一定の決まった形が残るのが不思議だ
なぁと思っていました。特に天野さん
の場合は言葉遣いも研究されているか
ら、同じものを語る時の変化も見てお
られるんですよね。
（天野）インドの場合はそのあたりが
ちょっと特殊かもしれなくて、ヴェー
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憶としてイン
プットできる
ということで
す ね。 ル ソ ー
は 18 世紀のフ
ランスの哲学者
で『言語起源論』
という本を書い
たんですが、一
番知られている
『社会契約論』
と結びついた、一種の科学（人間科学） は人間よりも複雑で人間ができないこ
とをできるかもしれない。それを理解
のつもりでやっていました。当時のヨー
することも、人間を理解することにつ
ロッパで言語の起源は人間の起源に関
ながるんじゃないかと思っています。
わるものとして流行っていたのですが、
コガラは秋のうちに木の実を貯めるん
ルソーは鳥などの声との結びつきに注
ですよ。1 日のうちに 500 以上の木
目していました。今回改めて読んでみ
の隙間に隠して、場所を全部覚えてい
たら、音楽が言語の起源だと主張して
いました。彼自身も音楽をやっていて、 て、お腹が空くとそこに取りに行く。
それが生きる上で必要だからできてし
ドミソとかの和音でなく旋律が大事だ
まうんですよね。いろいろな生物の複
といっています。旋律が言語のもとに
雑さを平等に見ていくことで、人間を
なっていると。旋律は情念を動かすか
客観的に見られるような気がします。
ら。和音は反応、旋律は情念。
（田中）おっしゃる通りだと思います。
（平野）これも一つの説ですが、情動と
今おっしゃったことがすごく大事なの
感情の区別をどうつけるか。私たちは
は、人間であることを相対化できる視
楽しいから歌うわけじゃなくて歌うか
点が出てきた時に、場合によっては人
ら楽しいんだ、という言葉がよく使わ
間はすごいと信じる必要はないと結論
れています。身体のレスポンスがあっ
して、その中である一定の人間につい
て初めて感情が生まれる。情動と感情
ては価値を置かなくてもいいではない
はそれで区別がつくんじゃないかと思
か、なぜなら他の動物もすごいんだか
います。じゃあ情念っていうのはなん
らとか、あるいは逆に、人間は絶対的
だろうと。
なのだから動物と一緒にしないでくれ
（天野）でも楽しい悲しいだったら感情
とか、危なっかしい方向に向かってし
なんですよね。
まう。それで 20 世紀は人間について
（平野）そうそう。でもその場合はある
の学問はいろんな壁にぶつかっていた。
程度はレスポンスを伴ってほしいです
さっきの天野さんの話を聞くだけでも、
よね。
何千年にもわたって同じことを守り続
（田中）一言に知覚といえなくて、細分
けることが無意味なのかどうかという
化して整理して考えると面白いのがわ
ことと、それが起こっていること自体
かりますね。
が面白いということは、全然別でいい
（天野）じゃあなんでそれが言葉につな
はず。鈴木さんがおっしゃられた通り、
がるんだろう。
シジュウカラはシジュウカラで全然違
（田中）ルソーの場合は人間を徹底的に
う世界がある。これらは両立すること
他の生き物から分けて考えていたので、
だと思います。人間主義とか反人間主
情念はただ単に反応を引き出すのでは
義とか自然主義とか文化主義とか、20
なくて、悲しいとか嬉しいとかという
世紀的な二項対立は特に思想の分野で
状態を相手に伝えることだと。
はときに危険な概念だと思います。視
（天野）感情を伝えるところが、人間の
点が複雑化している、それを処理する
他の生き物との違いだということ？
言葉の方が対応しきれていないような
（田中）そうですね。そこにいわゆる観
感じがあって、先ほどお話があったよ
念を互いにやり取りする回路を見てい
うにもっと複雑化させてそこに関与し
るんですね。ただ単に危険だというの
ている要素が対立しているだけではな
ではなく、その危険生物が持っている
い、質の違うものが同時に作用してい
意味について共有できる回路を人間は
るのを、実際に研究者の方々は知って
生得的に持っている、それが言語だと
おかなきゃならない。そうすれば、単
考えていたようです。人間か動物かと
純に対比だけで語れないものについて
か文化か自然かとか、そういう分け方
も、ふさわしい言葉が見つけられるん
はあまりにも荒くて使えないし、細か
じゃないかと思います。私も今まで自
く分けていってみると逆につながるこ
分が使っていた言葉だけじゃ対応でき
ともある。
ないこともあるので、今後も白眉の皆
（鈴木）これまでは人間を理解するた
さんの研究を聞いて、ふさわしい言葉
めに人間と類似した性質を他の動物が
を見つけていきたいと思います。今日
持っているかどうか、人間と他の動物
は皆さま、長時間にわたり、ありがと
の違うところはどこなのかを探究して
うございました。
きたけれども、その生物にはその生物
の生活スタイルがあって、それは人間
と違ってもいいし、もしかしたら彼ら

シリーズ白眉対談

ダ文献を数百年かけて作って、完成し
た時に完全に固定したんですね。これ
は一言一句、音一つも変えずに語り伝
える、という方針にしたわけで、その
ために全ての音を分類して列挙した。
音便の法則を徹底的に研究したり、知
識とともに完全な形で語り継ぐという
ことをやった。かなり早い段階でそれ
をやって、皆で勉強するという文化が
できていた。紀元前 1000 年から数百
年ぐらいだと思います。
（平野）その頃からずっと変わってない
んですか。
（天野）変えてない。変えないためのあ
りとあらゆる工夫がされています。
（平野）すごいな。実は誰かが変えてる
ということはないですか。
（天野）インドは変えるという習慣はな
くて、注釈をつけていく。聖典そのも
のは変えちゃいけないんですけど、そ
れに対する解釈を書いていく。次の世
代はそれを踏まえた解釈を書いていく。
注釈の注釈の注釈……と、増えていく
んです。インドでバラモンは今日に至
るまで非常に強くて尊敬されているわ
けですが、そのもとにあったのは、彼
が完全に暗記して覚えているというこ
とへの尊敬だと思います。それが今日
まで続くインドの社会を支えてきた。
共通の神話を持って強い形で記憶とし
てつないできたというのがあります。
（鈴木）口頭ですか。書き言葉じゃなく
て。
（天野）そうです。
（鈴木）口頭伝承ゆえに伝わりにくく
なったり、間違いを許したり、全然違
うものができて原型がなくなることは
あるんですかね？
（天野）音自体に意味がある、音に力
が宿っていると最初の頃から考えられ
ていたので、正しい発音に正しい意味
が宿るとされてきました。間違った言
葉で神様に語りかけても答えてくれな
い。厳しく伝承が守られてきています
ね。彼らはインドに入ってきて先住民
がいる中に浸透して上位階級になって
いく過程で、自らの持っている歌を歌
うことによって社会を作ってきた。暴
力もあったとは思いますが、自分たち
がヴェーダを持っていてそれを唱える
ことで皆が支配下に入ってきたという
認識なんです。これを、ヴェーダの価
値を高めるための与太話とは、私は思っ
ていなくて。すごく厳密な言葉遣いで
複雑なサンスクリット語を使いこなし
て、素晴らしいものなんです。それを
朗々と詠める人がいたそのすごいイン
パクト、それが共通の記憶になった。
（田中）ここで一つ、記憶を塗り替えるっ
ていうのはもはや SF 映画の話ではな
いと。意識を塗り替える効果のあるよ
うなインプットができる。
（平野）単純にいうと、網膜に発現して
いるような光受容器を脳内に発現させ
て光を感じさせる。情動の中枢を叩け
ば嬉しくなっちゃうし。
（田中）何らかの経験を、嬉しかった記
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Around the World Promoting Sustainable Carbon Markets



Sven Rudolph

(9th Batch, Associate Professor, Graduate School of Global Environmental Studies)

In modern scientific research international

But the project not only resulted in peer-reviewed

collaboration is paramount. This is particularly true

publications and conference presentations, joint

if the aim of the research is not purely academic,

teaching programs, and an annual UON student study

but if also significant contributions to solving global

tour to Kyoto – January 2020 will see the iteration of

problems such as climate change are intended.

the program hosted by the Hakubi Center –, but also

Hence, after previous research stays in Europe, North

a long-lasting friendship.

America, and Northeast Asia, recently my Hakubi

New Zealand, well known for its beautiful

Project on linking carbon markets in the Pacific

landscapes acting as a backdrop for The Lord of

region has taken me to Australia and New Zealand.

the Rings and The Hobbit movies, is significantly

Australia, land of kangaroos and surf

more progressive than Australia with respect to the

beaches, has a history of being reluctant with

use of carbon markets. Hence, in spring 2019 my

respect to ambitious climate policy and the use of

research took me to Victoria University of Wellington

carbon markets, but still had the Carbon Pricing

(VWU). Hosted by Tim Corballis, PhD, the research

Mechanism (CPM) in operation from 2012 to 2014.

focused on the chances and barriers of establishing

To evaluate the political chances of re-establishing a

a link between the successfully running New Zealand

similar scheme after the 2019 general elections was

carbon market and respective schemes in the

the motivation for a joint research project with my

Pacific region. In the midst of rugby fans getting

Australian colleague Dr. Elena Aydos at the University

increasingly crazy about another possible World Cup

of Newcastle (UON). Arriving at Sydney Airport in

victory of the record winning All Blacks in Japan,

early February at 47°C not only emphasized the

again I conducted expert and stakeholder interviews

necessity of solving the climate crisis, but it also

and studied relevant political documents on site. I

made the two-hours train ride to Newcastle and

was also invited to present about carbon pricing in

a 2-hours train breakdown with air conditioning

Japan and about my vision of sustainable carbon

not functioning a personal challenge. Fortunately,

market design at the renowned economic research

Newcastle Beach offered a cool-down, so that the

institute Motu.

research could be started refreshed. In the following

Whenever I get the chance to do research on

weeks we conducted almost 20 qualitative interviews

site it reminds me not only of the utmost importance

with climate policy experts and representatives from

of collective action against climate change and

political parties, ministries, business groups, and

international know-how exchange, but also of the

environmental organizations in Sydney, Melbourne,

necessity to understand local political cultures and

and Canberra, even getting access to the beautiful

routines as well as the value of establishing inter- and

national parliament building. Upon our returns to

transdisciplinary networks. “Thinking globally, acting

Newcastle we were always reminded of the great

locally”, hence, not only is a promising paradigm for

challenge of making Australia more climate friendly

climate protection but also for respective research.

when seeing huge coal ships bound for China, Japan,

… And, yes, along the way “Down Under” there were

and other heavy polluting countries leaving the

indeed brief encounters with wild kangaroos and

world’s biggest coal port. For a preliminary outcome

Gandalf the Grey!

presentation, UON organized two public events,



（スヴェン

ルドルフ）

which attracted more than 100 people altogether.

Research Abroad
Australian Parliament House in Canberra

Me just before giving a talk at the University of
Newcastle branch in Sydney
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ナイジェリアにおける感染症アウトブレイク対応
祐気



第８期特定助教（ウイルス・再生医科学研究所）古瀬

2018 年・2019 年にそれぞれ２～３か月ほどナイジェリア

ですが、京都大学はいつもこころよく送り出してくださり感

に渡航してきたので、その話をさせていただきます。が、な

謝しています。
（諦められているだけかもしれませんが…。
）

ぜそのような国に行ってきたのかを説明するためにはわたし

現地では、患者さんの診療をすることはほとんどなく、

のバックグラウンドを少し知っていただく必要があると思いま

公衆衛生的な活動を行います。例えば、治療や診断のガイド

すので、まずは簡単な自己紹介からはじめさせてください。

ラインを作成したり、病院から政府機関に患者の発生を報告

大学生のときに、ろくに勉強もせずにアルバイトやバン

するシステムを作ったり、対応のために必要な予算をパート

ド活動ばかりしていたわたしは、「このままではいけない！

ナー（世界銀行や日本政府など）に要求したりするなどです。

自分を変えなければ！でも、自分が変わるのは難しいから、

どうですか？きっと、この文章を読んでいる多くのかたの想

周り（環境）が変わればいいのに！！」と思い立ち、休学を

像する「アウトブレイクの緊急対応」とはかなり違うんじゃ

してフィリピンにいきました。当時のフィリピンでは、肺炎

ないでしょうか。
もちろん、
最前線で患者さんの診療にあたっ

などの感染症がどの細菌やウイルスによって引き起こされて

てくれる人たちもいますが、それは WHO ではなく、
“国境

いるのかが十分に検査されておらず、わたしはフィリピンの

なき医師団”や各国の援助隊・NGO などになります。現地

当局と協力してそれを明らかにするための活動を行いまし

の医療従事者や、それをサポートする上述したようなさまざ

た。また、そもそもそういった病気がどの程度蔓延していて、

まな団体、それらをさらにサポートする当該国の当局（厚生

それによってどのくらいの方が亡くなっているのかなども調

労働省のようなところ）を、さらにさらに後ろからサポート

査しました。そうしたことをしていく中で、もっと直接的に

するのがわたしたちの仕事です。

人々の健康に役立ちたいと考えた結果、わたしは大学にもど

今回の仕事（
「ミッション」といいます。かっこいい！）

り医学部を卒業して小児科医となりました。医師としての仕

は現地当局 30 人、WHO 現地スタッフ 10 人、わたしのよ

事はとてもやりがいがあり楽しかったのですが、
「これは“自

うに派遣されてきた外国人スタッフ５人ほどの体制で行いま

分にしか”できない仕事なのだろうか」と疑問がわいてきて

した。チームの中でわたしは唯一のアジア人でしたし、街中

しまったので、離職してアメリカにわたり、HIV や結核な

にもほとんど非アフリカ圏の外国人はいませんので、いろい

どの研究をはじめました。その後２年ほどして日本に帰国し

ろな会議に参加したり病院を訪問したり、単純に街を歩いて

たそのタイミングで、エボラの大流行が西アフリカで起こり

いるだけでも、
「一緒に写真を撮ってくれ」とせがまれます。

（最終的に１万人以上が死亡）、「医者で、感染症に詳しくて、

文化の違い（世間話や家族の話などを 10 分くらいしてから

英語が分かり、ヒマそうで、死んでも構わないだろう」とい

でないと、仕事の話はしない。いきなり仕事のことから話は

うことで WHO からの要請を受け現地に派遣され対策活動

じめるのは、むしろ失礼。）や宗教の違い（どのような宗教

をしてきました。その活動自体は数か月で終了しましたが、

を信じていても攻撃されることはほとんどありませんが、
「無

それ以来、腐れ縁（？）として途上国におけるアウトブレイ

宗教であること」はなかなか理解してもらえません。）、食事

ク対応を、研究活動とは別に行っています。

の違い（何度アフリカにいっても、
必ずおなかをこわします。

さ て、 前 置 き が 長 く な り ま し た が、 今 回（2018 年・

それに適応した後、日本に帰国すると、やっぱりまたおなか

2019 年）はナイジェリアでラッサ熱という病気が流行した

をこわします。）に悩んだり困ったり苦しんだりしたときに

ため、
「何とかしなさい」との依頼（命令？）を WHO から

は、「もう２度とくるもんか！」と思うのですが、しばらく

受け行ってきました。ケースバイケースではありますが、
「そ

すると「また、いきたいなぁ」となってくるのは本当に不思

のうち呼ばれるかもよ（この時点では、本当に呼ばれるかも、

議なものです。「アフリカの水を飲んだものは、再びアフリ

いつ呼ばれるかも不明）
」というメールを受けた数週間後に

カに帰ってくる」という諺がある、という記述をアフリカに

「
（すぐに）きてください」という依頼が来て、ビザが取れ次

いったことのある日本人のブログなどでよく散見します。ま、

第（数日で）出発となります。この、
「きてください」と「出
発」の間がとても短いので、いろいろなところに慌ててその

そんな諺を実際に現地で聞いたことはありませんけど。


（ふるせ

ゆうき）

後数か月間の仕事のキャンセルを連絡しなければならないの

Research Abroad

対策チーム集合写真

対策会議のひとこま - 古瀬を探せ！
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研究の現場から

曲面の運動方程式に対する数学解析
第８期特定准教授（理学研究科）

高棹

圭介

私の専門は偏微分方程式で、特に平均曲率流方程式を中

図３のように、「Γに張る面積π +0.1㎠の曲面」はいくら

心に研究を行っている。平均曲率流方程式は、1950 年代

でも作れるし、針のようなきわめて細い曲面を足し合わせれ

に William W. Mullins によって提唱された金属の焼きなま

ば、針の表面積は限りなく 0 に近いので、その形は剣山の

し（加熱の後に少しずつ冷却する方法）における金属粒の境

ようにすることだってできる。これは面積をπ +0.01㎠等、

界（金属粒界）の運動を記述する方程式であり、その解であ

どんどん小さくしていっても同様である。ゆえに、面積が小

る曲面は自身の面積を減らすように動くという性質を持って

さくなる曲面 M1, M2, M3…を選んできたとしても、選び方

いる。同様な性質を持っているものとしては石鹸膜がおそら

によってはそれが正しく平面に近づくのかどうかはあまり自

く一番身近な物理現象であり、実際、平均曲率流方程式は石

明ではないことがわかる。「トゲトゲした曲面を近似として

鹸膜の形状とも深いかかわりがある。

選んでくるのはおかしい、
平たくあるべきだ」というのはもっ

平均曲率流方程式の定常解に関する問題として、
「与えら

ともらしい意見ではあるが、複雑な形状の針金を考えたとき

れた針金の間に張る面積極小の曲面（極小曲面）は存在す

にはその針金に張る石鹸膜の形状もまた複雑となりうるし、

るのか？」というプラトー問題が挙げられる。図１のよう

様々な形状の極小曲面が見つかるので、「極小曲面は平たい

に、細かいことに目をつぶれば、針金の輪の間に張られた

はずだ、こうあるべきだ」と言い切って本当にいいのであろ

石鹸膜がその答えだと思えるし、実際 1930 年に Jesse

うか？この極限の存在についての問題は、実は幾何学的測度

Douglas、Tibor Radó によってこの問題はいくつかの仮

論と呼ばれる曲面を測度論的に扱う手法を用いれば解決する

定の下で解かれている。

ことが出来る。

では具体的に私は何を研究しているのかというと、上で

ところで、平均曲率流方程式の扱いの難しいところは、

述べたプラトー問題のように、対象となる偏微分方程式の解

解が曲面であること、しかも図４のように特異点（この場合

の存在証明とその性質の解析を主に行っている。解の存在性

は、３枚の曲面が重なる部分）が存在する点が挙げられる。

は偏微分方程式の数学的な研究として最初に取り組まれるこ

曲面がグラフで書けるのであれば、高さを y として y=f（x）

とのひとつであるが（ミレニアム懸賞問題（注１）の１つで

等としてしまえばよいが、ちぎれたり割れたりと目まぐるし

ある、気体や液体等の運動を記述するナビエ－ストークス方

く変わる曲面の運動をこのように書き表すのは難しい。また、

程式の解の存在性は未解決問題として有名である）
、この手

特異点では曲面の接平面を定義できない（微分できない）た

の話を白眉セミナー等の異分野研究者の集まる場で話すと、

め、「微分」方程式の解のはずが微分できないものを解とし

大抵「我々は偏微分方程式を日常的に数値計算で解いている

ていいのか？という問題が生じる。

のに、なぜそんな自明なことを研究するのか？」といった質

それらの問題を解決する手段として、私は主にフェイズ

問が必ずと言っていいほど来る。というのも、数値計算では

フィールド法や幾何学的測度論で平均曲率流方程式の解析を

基本的に近似解を求めることになるが、スパコン等でもっと

行っている。ここでいうフェイズフィールド法とは、Allen-

丁寧に時間をかけて計算すれば真の解に限りなく近づく、と

Cahn 方程式を用いて平均曲率流方程式を近似する手法であ

思われるからであろう（そもそも真の解の存在を仮定してし

る。この手法は、曲面を記述する方程式を直接考えるのでは

まっているのが数学的には問題なのであるが）
。数学におい

なく、例えば容器の中に満たされた水（液体）と氷（固体）

ても非線形問題では、近似解を構成しその極限を考えること

を記述する方程式を考えて、この氷の表面を解とみなすよう

により真の解を得る、といった議論をよく行うのであるが、

なものである。前述の通り、平均曲率流方程式の解はその曲

そこで「（解の条件を満たす）極限は存在するのか？」といっ

面積が小さくなるという性質があるが、氷が解けて表面積が

た問題が現れる。

小さくなることを考えれば、この手法は自然だと思える。

この問題が自明ではないことを、たとえばプラトー問題

Research Scene

で扱う極小曲面を近似の曲面の収束先として得ることが出来

最近の私の仕事としては、平均曲率流方程式に滑らかで

るかという問題を例に挙げて考えてみよう。つまり、真の解

ない外力が加わった場合、これをうまく近似するフェイズ

の形が全く分からなくても「与えられた針金に張っており、

フィールド法を考案し、その近似解から弱解（数学的に意味

面積がどんどん小さくなる曲面 M1, M2, M3…を順に選んで

のある広義解）が構成できることを示した。先行研究では、

くれば、極小曲面 M に限りなく近づく」という命題が正し

ある程度滑らかな外力でのみ証明が出来ていたが、要求する

いかどうかを考えればよく、直感的には正しいように思える。

滑らかさを数学的に妥当なところまで下げることが出来た。

この問題について、極めてシンプルな状況を考える。半

今後は、得られた結果を用いて、細胞膜のモデル方程式等の

径１㎝の円の形に丸めた針金Γに張る面積最小の曲面は平ら

解析を行いたいと考えている。

な曲面、即ち平面で、その面積はπ㎠である（図２）。しか
も、「Γに張る面積π㎠の曲面」はただ一つである。しかし、
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研究の現場から

注 １： ク レ イ 研 究 所 に よ っ て 発 表 さ れ た ７ つ の 問 題 で、
100 万ドルの懸賞金が掛けられている。ポアンカレ予想は
ペレルマンによって解決されているが、残りは未解決である。


（たかさお

けいすけ）



図２、図３

カテノイドと呼ばれる極小曲面の形をしている。

図４

Research Scene

図１

２つの曲面の形は違うものの、面積はほぼ等しい。

トリプルジャンクションを含む極小曲面の図。

ギャラリー

ギャラリー



第９期白眉研究計画発表会
（2018年10月11日 学術研究支援棟地下会議室にて）

Gallery

ワーキンググループのミーティングの様子
（前方は PRWG、後方はセミナー WG）
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研究の現場から

小脳機能と新しい学習則
第６期特定准教授（理学研究科）
私が白眉センターの独立研究者として活動を始めてから、

大槻

元

顕著に減退した。これは鬱様や自閉症様の症状であった。さ

早いもので４年あまりの月日が経った。普段は広報方の仕事

らに、ミクログリアを脳内から除去することや、薬剤によっ

が多かったのではあるが、今回は、待望のニュースレター記

て炎症性サイトカイン（注４）を抑制することによって、それ

事として執筆の機会を戴いたので、自分のこれまでにひたす

らの動物行動異常を回復させることに成功した。また、小脳

ら続けてきた独立研究を紹介できる場を貰うことができて、

に炎症が起こると大脳の前頭前野との機能的な相関が異常に

非常にありがたく感じている。

高まることも分かった。これらの結果は、小脳の炎症が、プ

まずは私の来歴であるが、京都大学に入学してから、留

ルキンエ細胞の興奮性可塑性を誘導させることで、鬱様や自

学し、日本で CREST 助教をさせて頂いた後、特定准教授

閉症様症状などの広汎性発達障害に見られる精神障害を呈す

として現職にある。オランダやシカゴ、福岡で研究を行って

ることを示している。また、小脳の興奮性が「考えること」

きた。そのなかで、神経生理学と呼ばれる分野のうち、パッ

を司る前頭前野の興奮を変えることも示した。このことは霊

チクランプと呼ばれる神経細胞一つ一つの電流や電位を直接

長類の組織標本での知見に合致し、生体哺乳類での小脳と大

計測する方法（電気生理学）と、イメージングと呼ばれる蛍

脳に機能的連関があり、小脳の活動が動物のやる気や社交性

光顕微鏡（共焦点および二光子顕微鏡）を使って、シナプス

など、高次脳機能に関わることを意味するという「驚きの結

棘や複数の神経細胞の活動を脳組織切片と生きた動物の脳内

果」である。本研究は、白眉研究者とさきがけ研究者らとの

で観察する技法を習得してきた。しかしながら、
白眉研究者、

共同研究で、自身が先導する独立研究を行うことができて嬉

すなわち一人の自立した PI 研究者として活動を始めるには、

しく思う。

4

4

4

時機が早いわけではないし、潤沢なサポートがあったわけで
もなかった。これまでに所属してきた研究室は、それぞれ立

小脳樹状突起における新しい学習過程の発見

ち上げの時期にあり、研究室が波に乗るかどうかの最も重要

神経科学において、学習則と言えば、長期増強や長期抑

なタイミングであった中で、PI と同僚のおかげで、なんと

圧といったシナプス可塑性を指す。しかしここに大きな疑問

か最良の研究を成し遂げることができたと感じている。潮流

があった。「果たして、遠位（注５）の樹状突起で起きた一つ一

の早い現代科学では「どのような環境に合っても、絶対に新

つのシナプス電流は、
神経細胞の細胞体に届いているのか？」

たな概念を打ち立てて挑戦し続ける」、このようなスタンス

私はこれまでに小脳プルキンエ細胞の複数の樹状突起か

をモットーとするべきだと感じた。今回は特に、業績として

ら全細胞記録に成功していた。（この技術は古い手法ではあ

形に挙げられる自身の研究を紹介したい。

るが、非常に難しく、世界レベルで成功者は少ない。）今回、
細胞体と樹状突起から同時にシナプス電流を多数記録するこ
とで、プルキンエ細胞のシナプス電流の伝搬には到達距離に

小脳神経免疫機構と動物精神病態の解明
脳の中にはミクログリアと呼ばれる免疫細胞が在中する。

限界があることを見出した。遠位の樹状突起に起きるシナプ

このミクログリアは脳内では神経回路の形成に関わること

ス電流は、
細胞体まで充分届かない。さらに驚くべきことに、

や、シナプス伝達を調節したりすることが知られている。最

上述の興奮性可塑性が誘導されると、細胞体に届くシナプス

近では、脳の炎症と精神疾患症状の発現は密接に関連してい

電流が大幅に増えることを見出した。このような興奮性可塑

ることが知られる。本研究では、微生物（細菌やウイルス）

性が起こると、神経細胞は細胞体に届けるシナプス伝達情報

感染などにみられる脳の炎症に注目し、動物の精神機能との

の量を増加させる。つまり、神経細胞にはシナプス伝達の大

関わりを調べた。

きさを変化させる仕組みだけではなく、樹状突起毎にシナプ

本研究では、小脳の主要な細胞であるプルキンエ細胞に

ス伝達の伝搬を変化させる可能性があることを意味する。神

おいて、ミクログリア活動がプルキンエ細胞の発火頻度

経細胞に入力されるシナプス入力は、実は樹状突起ごとに伝

を持続的に変える興奮性可塑性を誘導することを見出した

搬が取捨選択されているのではないだろうか？ここに新たな

（注１）

。実験
（Yamamoto / *Ohtsuki, Cell Reports, in press ）

生理学的疑問が生まれた．
．
．

本研究は、京大発の、従来の

では、小脳切片から極細のガラス管を使って細胞一つ一つの

学習（あるいは思考？！）の概念に加わる新しい発見である

電気応答を計測した。（時には神経細胞の微細構造である樹

と思う（*Ohtsuki, in revision ）。

状突起（注２）からもガラス細管を使って電気応答を計測する
ことが可能である。）長時間記録や薬剤投与実験を行うこと

これから白眉研究者を目指す方々へ

Research Scene

で、炎症性物質に応答してミクログリア活性化すると、プル

これから独立研究者を目指す心積もりのある方々への

キンエ細胞の発火頻度が長期間、200% 程度も増加するこ

メッセージとして、自身の白眉研究で感じたことをお伝えし

とが分かった。つまり、炎症が起こると、小脳では神経細胞

たい。白眉に合格した後は、それまでに取得した科研費若手

の

（A）を合わせて使うことで、独立研究をスタートすること

誘導の仕組みと、その関連する分子シグナルの全貌を明らか

ができた。しかしながら、これまでの研究背景と周囲の意見

にした。さらに、齧歯類の小脳内に炎症性物質を投与するこ

から、テーマを早々に変えなければならない状況に陥った。

とで、人工的に急性小脳炎を起こしたところ、小脳が過興奮

当初は、大脳皮質のクローン神経細胞の光学的イメージング

し、動物の精神行動（社交性、探索行動、強制水泳など）が

と多細胞記録に挑戦する予定であったので、これは予測でき

は過度に興奮する。本研究では、この興奮性可塑性

（注３）
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眉センター長）、堀智孝名誉教授、（元プロジェクトマネー

奮性可塑性に関する実験を始めることになった。しかしなが

ジャー）
、
松本紘元総長をはじめとする京都大学白眉センター

ら、独立研究と言いながら、特任助教時代に使わせていただ

関係の多くの皆さま、京都大学のご理解・懐の広さには感謝

くことができた高性能な機器も無いし、大学院生も一人とし

しても足りません。かつての師たちへの感謝についても書き

て割り当てを望むことができなかった。外部の財団から支援

切れません。それらのおかげで、白眉期間に研究上の十分な

いただいた助成金などで、やっとアルバイトを雇うことがで

発見と進展があったと実感しています。次の研究の機会に恵

きた程度である。このような、客観的に見ても不利な立場で

まれるのであれば、チームを得て、研究室環境の充実をアグ

一体どのような研究を進められるのか？とても先が見えない

レッシブに望み、自身の研究の進展こそが人類の知性の発展

有様であった。いかに白眉研究者といえども、支援を頂けな

や、後進のさらなる発展の助力になることを信じて、邁進さ

ければ、まさに苦行と徒労に他ならない。周りに目を向けて

せていただきたい。それこそが国民の皆様方へのご理解・ご

も、幸運にも支援を得られたごく一部の方々を除いて、日本

厚意への私なりの感謝の気持ちです。

にいる多くの若手研究者はこのような状況である（これでも



（おおつき

研究の現場から

ない状況だった。結果、かつての研究に立ち返って、小脳興

げん）

恵まれた方である）。よく周囲から聞かされてきたのである
が、資金と人手不足に悩む本邦を反映しているのだと思う。

注釈

私たちの世代も皆が必死なので、上述のように私たちは、手

（注１）神経細胞はその活動として、活動電位と呼ばれる

を取り合って助け合いながら、少ない予算でも世界的な発見

100mV、１ミリ秒程度の微弱な電気パルスを発生させ

に繋げられるように努力を続けてきた。その中でも諦めずに

る。この電気パルスを活動電位と呼び、その発火頻度に

先陣を切って、未踏の研究にチャレンジする気概があるかど
うかが、次の５年、10 年を導くカギとなると思う。

よって次の細胞に伝える情報が変化する。
（注２）神経細胞の基本形態として、樹状突起、細胞体、軸

振り返ると、私が赴任したこの４年間でも、生命科学の

索から成り立つ。樹状突起には突起棘（スパイン）と呼

流れとトピックの変化は激しかった。例えば、神経生物学の

ばれる極小のとげが多数（数千―数十万個）あり、そこ

中で言うと、生体下イメージング技術、ミクログリア（神経

に１µm の大きさの他の神経細胞との接続部位が形成さ

免疫）、トランスクリプトーム、ヒト幹細胞などであろうか。

れ、これをシナプスと呼ぶ。

機械学習などによる自動化された画像解析技術もよく見かけ

（注３）興奮性可塑性とは、神経細胞の発火頻度が長時間増

る。今では、ミクログリアからアストロサイトや癌にも注目

大する現象である。この興奮性可塑性は、シナプス伝達

が移ってきた。データ解析能力と統計学が必要だとよくよく

効率が長期間増大するシナプス可塑性（長期増強）とは

思う。ジャーナルの嗜好に流される必要はないが、真理の追

+
+
異なり、K チャネルの下方調節が関わる。K チャネル

求を目指して挑戦するしかない。結局は論文になるときに注

の活性が下がると、神経細胞は興奮しやすくなる。

目されているか、を考えなければならないが、余力とマンパ

（注４）生体内で炎症が起きた時に免疫細胞から放出される

ワーのない若手には難しい舵取りが迫られるだろう。
諦めず、
未来を見る慧眼を養いたい。私は基礎研究を充実させること
こそが、さまざまな難病の原因を特定・克服し、この社会を
より明るく豊かにする一番の方法であると信じている。

物質群。数十の物質が同定されている。他に、インター
ロイキン、脳由来栄養因子、活性酸素種など。
（注５）注釈２のように、神経細胞のシナプス入力構造であ
る樹状突起は、まさに「樹の枝」のようにその枝幹を広
げる。遠位樹状突起とは、枝の末端のこと。

おわりになりますが、これまで未熟な私たちを担当して
いただき、温かく見守ってくれた光山正雄名誉教授（元白

（２）スペイン シッチェス Cell Symposium: Neuro-Immune
Axis の学会で。
（自撮りである。
）

Research Scene

（１）大脳皮質視覚野錐体細胞からの多数同時パッチクランプ記録
微小なガラス電極を刺入して、４個の蛍光タンパク質を発現させ
た神経細胞から同時に電気記録をしている。
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研究の現場から

次世代の天文学を目指して
第９期特定助教（理学研究科）

藤井

俊博

「ウチュウセンの研究をしています」と話すと「え、
スペー

宙磁場で曲げられ、方向情報を失ってしまう。図１は、低エ

スシャトルですか？」や「アポロですか？」と言われる。妻

ネルギー宇宙線と極高エネルギー宇宙線が宇宙空間をどのよ

ですら「そろそろ私も宇宙旅行に行けるの？」と聞いてくる。

うに進むかの概念図を示す。低エネルギー宇宙線は宇宙磁場

そのたびにウチュウセンとは宇宙空間に存在する高エネル

によって曲げられるが、極高エネルギー宇宙線は宇宙磁場で

ギーの放射線で、極限宇宙物理現象を解明する新たな “ 目 ”、

はほとんど曲げられず、到来方向が起源天体を指し示すと考

すなわち次世代の天文学として期待されているすごいやつと

えられている。これが、宇宙空間最大のエネルギー現象を解

説明するのだが、どうも伝わっていないようだ。ウチュウセ

明する新たな “ 目 ”、
「極高エネルギー宇宙線天文学」である。

ンと話したときに「え、ニュートリノですか？」や「エネル

これまでの研究で起源が明らかになっていない原因は、

ギー領域は？」と質問されるような世の中になることを期待

極高エネルギー宇宙線の観測事象数が少ないことが挙げられ

し、日々研究を進めている。

る。低いエネルギー領域では頻繁に到来する宇宙線も、エネ

ここでのウチュウセン（宇宙線）は宇宙空間に存在する

ルギーが高くなるにつれ到来頻度が激減し、10 の 20 乗電

高エネルギーの放射線で、V.F. Hess によって 1912 年に

子ボルトでは 100 平方 km に年間わずか１個しか到来しな

発見された。平均で１秒間に１個が手のひらを通過する頻度

い。私の研究は、この極高エネルギー宇宙線をより多く捉え

で到来しているが、非常に小さいこと（1000 兆分の１メー

るための新型の大気蛍光望遠鏡の開発である。大気蛍光望遠

トル）とほぼ光速（秒速 30 万キロメートル = １秒間に地

鏡とは宇宙線が大気中で発する微弱な蛍光を捉える望遠鏡で

球７周半）で移動することから残念ながら我々の目では見え

ある。我々の開発している望遠鏡は、極高エネルギー領域の

ない。そのため、宇宙線を観測できる装置を世界中に設置し、

宇宙線観測に特化することで、一基あたりの製造コストを抑

多くの研究機関が定常観測を実施している。そしてこれまで

えた新しい設計になっている。図２に、開発中の新型大気蛍

の宇宙線観測の中で、地上にある粒子加速器で到達できる最

光望遠鏡と日米豪チェコの共同研究者との写真を示す。将来

大加速エネルギーより７桁以上も大きいエネルギー（10 の

計画ではこの新型の望遠鏡を 20km 間隔でアレイ状に設置

20 乗電子ボルト）の宇宙線が、地球へごく稀に到来してい

し、現在の極高エネルギー宇宙線への感度を１桁以上向上す

ることが明らかになった。この宇宙線が私の研究対象であり、

ることで、極高エネルギー宇宙線がどの方向から多く到来し

宇宙空間で最もエネルギーの高い粒子「極高エネルギー宇宙

ているかを明らかにする。そして、極高エネルギー宇宙線の

線」である。しかし、この莫大なエネルギーを持つ極高エネ

観測から宇宙線の起源方向を特定することで、次世代の天文

ルギー宇宙線の起源はこれまでの研究では明らかになってお

学である極高エネルギー宇宙線天文学を確立する。最近は、

らず、現在宇宙物理学において大きな謎となっている。

アメリカとアルゼンチンの夜光の少ない砂漠地帯に試作機を

宇宙線の起源を明らかにするにはその到来方向を調べる
ことが重要である。しかし、宇宙線は荷電粒子であるため宇

Research Scene

図 1：極高エネルギー宇宙線天文学の概念図。宇宙磁場で曲がりに
くい極高エネルギー宇宙線がどの方向から多く到来しているかを
調べることにより、極限宇宙物理現象を解明する新たな目、すなわ
ち次世代の天文学になることが期待されている。©︎ Ryuunosuke
Takeshige and Toshihiro Fujii (Kyoto University)

設置し、遠隔操作によって宇宙線の試験観測を続けている。


（ふじい

としひろ）

図 2：開発中の新型大気蛍光望遠鏡と日米豪チェコの共同研究者

14

白眉センターだより17号.indd

14

2019/08/28

11:34:03

研究の現場から

シジュウカラ語マスター
第９期特定助教（理学研究科）
朝、家を出てから職場や学校までの道で、あなたは何を

鈴木

俊貴

をみつけると「ピーツピ」
、
ヘビをみつけると「ジャージャー」

考えますか。仕事のこと、趣味のこと、恋人のこと、家族の

と鳴くといった具合です。
警戒の声以外にも、
「ピーツィ」、
「ヂ

こと。人それぞれだと思いますが、私が考えるのは、
「今、

ヂヂヂ」
、
「チッチッチ」など、様々な声を使い分けて仲間と

周りにいる鳥たちはいったい何を話しているのか」というこ

鳴き交わす様子がみられます。私はこれらの鳴き声がひとつ

とです。私は今出川通りを 400m ほど歩き大学に通います

ひとつ意味をもち、
全体としてシジュウカラの「言語」になっ

が、その間にもスズメ、ツバメ、シジュウカラ、ヤマガラ、

ているのではないかと考え、研究してきました。

エナガ、ヒヨドリ、メジロなど、様々な野鳥に出会います。

私の「研究の現場」は長野県軽井沢町に広がる森林です。

これらはみな「鳴禽類」と呼ばれるグループに属しており、

軽井沢といえば、避暑地、別荘地という印象があるかと思い

鳥のなかでもよく鳴くことで知られます。実際に、耳をすま

ますが、街の中心から数キロ北上すれば、カラマツやミズナ

せて観察すると、彼らが頻繁に鳴き声を発し、仲間とやりと

ラを中心とした落葉樹林が広がります。ツキノワグマやニホ

りをしている様子に気がつくでしょう。

ンカモシカなど野生動物もたくさん生息しています。私はこ

これまでにも多くの動物学者が鳥たちの多様な鳴き声に

の森に、春と秋の２シーズン、年間３〜４ヶ月ほど滞在して

関心をもってきましたが、それらの意味を明らかにできた例

研究を続けてきました。対象とする鳥にはプラスチック製の

はほとんどありません（スズメの「チュン」の意味すらわかっ

色足環を装着し、個体識別をおこないます。その上で、各個

ていないのが現状です）。哺乳類や両生類など、
その他の「鳴

体が各音声をどのような状況で使っているのか、詳細に記録

く動物」についても音声の意味を体系的に調べた例は限られ

していきます。このような観察を続けていくと、鳥たちがど

ており、
「この声は威嚇だろう」、「この声は求愛だろう」と

のような目的で鳴き声を発しているのか、それぞれの鳴き声

単純化して解釈されてきました。このような研究の背景もあ

の意味はどのようなものかが少しずつわかってくるのです。

り、動物の鳴き声は単なる感情の表れに過ぎず、言語のよう

そのような地道な研究の成果として、シジュウカラが「文

に特定の意味を伝えるものではないと長年信じられてきたの

法」を使っているという驚きの発見もありました。警戒を意

です。

味する鳴き声と仲間を集める声を、決まった語順に組み合わ

しかし、生物進化について学んだことのある方であれば、

せ、
仲間と共に捕食者を追い払う際の号令として使うのです。

「言語はヒトに突如として進化した特殊な能力である」とい

人工的に合成した音列を用いたプレイバック実験から、シ

う盲信されたシナリオが、起こり得なさそうなことは容易に

ジュウカラは鳴き声の組み合わせ規則を正しく認識でき、初

想像がつくでしょう。むしろ進化は漸進的な変化の蓄積であ

めて聞いた音列でも正しく理解できることが明らかになりま

り、その起源となる性質は他の動物においても見出されるべ

した。

きです。もしかしたら、鳥類の音声コミュニケーションも、

14 年以上研究を続けてきたことで、今ではかなりシジュ

詳細に研究すれば、言語に通ずる能力がみつかるのかもしれ

ウカラ語が理解できるようになりました。空を飛ぶタカも地

ません。

を這うヘビも、いつもシジュウカラの鳴き声で気づきます。

私の研究対象は、シジュウカラ科に属する鳥類です。日
本には、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、コガラ、ハシブ
トガラの５種が生息しています。このうち、ハシブトガラは

また、研究を進めていくなかで、鳥の鳴き声とヒトの言語の
意外な共通点にも気づかされました。
白眉プロジェクトでは、これまでの研究をより発展させ、

北海道にのみ生息するので、本州でみられるのはその他の４

鳥類のコミュニケーションの理解を深めるとともに、言語の

種です。

ような複雑な情報伝達がどのように進化したのか、その原理

私がシジュウカラ科に注目したのは、彼らの鳴き声が鳴

を明らかにしたいと考えています。また、生態学や進化学だ

禽類のなかでも群を抜いて複雑なことに気づいたからです。

けでなく、言語学や心理学、哲学など異分野の研究者とも積

たとえば、多くの鳥は捕食者を警戒する際に決まった鳴き声

極的に議論を交わし、動物言語に関する新しい領域の開拓に

を発しますが、シジュウカラは捕食者の種類に応じて異なる

も挑戦したいと思っています。

声を使い分けます。タカをみつけると「ヒーヒー」、カラス

（すずき

としたか）

Research Scene

巣箱の前にカメラを構えてシジュウカラの行動観察



色足環を装着されたシジュウカラ
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ポスト白眉の日常


小石

かつら

（2012 年 4 月～ 2017 年 3 月在籍；2017 年 4 月関西学院大学文学部へ異動）

コーツ ジェニファー
（2014 年 4 月～ 2018 年 3 月在籍；2018 年 4 月セインズベリー日本藝術研究所へ異動）

和田

郁子

（2014 年 4 月～ 2016 年 3 月在籍；2016 年 4 月岡山大学大学院社会文化科学研究科へ異動）
今回の「ポスト白眉の日常」は、通常のスタイルとは異な

本書の執筆 ･ 編纂と相前後して、私たち３人もそれぞれ岡

り、白眉センター在職中から継続している私たちの活動報告

山大学、関西学院大学、セインズベリー日本藝術研究所へと、

を兼ねて、３人の連名でお届けします。2018 年９月、私た

順次白眉を巣立つことになりました。それでも私たちは、ジェ

ちはオランダ・アムステルダムで行われた国際会議 "Cultural

ニファーが日本を離れる 2018 年３月まで、月１回を目標に

Mobilization: Cultural Consciousness-raising and

なるべく顔を合わせて議論を継続してきました。そして、冒

National Movements in Europe and the World"（９月 19

頭に述べた国際会議への参加に至ったのです。

日～ 21 日開催）にそろって参加してきました。ナショナリ

さて、上述のように、このときのパネルでは越境性をキー

ズムと文化ないしは文化に対する意識形成との歴史的な関係

ワードのひとつとしていましたが、実のところ、今回は私た

性を主題とするこの国際会議において、私たちはナショナリ

ち自身が物理的・空間的な「越境」の難しさを体感すること

ズ ム と「 美 」 の 関 係 に 注 目 し、"Imag(e)ing Nationalism:

にもなりました。2018 年９月といえば、西日本が強力な台

Nationalist Aesthetics and Transcultural Flows" という

風 21 号に見舞われ甚大な被害を受けたこと、とりわけ関西

パネルを組みました。ここで目指したのは、あるネイション

国際空港が水浸しになり、２週間以上にわたって閉鎖された

に特有の美を表象する文化的所産と見なされてきた芸術作品

ことを、ご記憶の方も多いと思います。関空からの出発を予

や物質文化を、越境性の視点から――しかも学際的に――分

定していた和田と小石も、この非常事態に巻き込まれ、翻弄

析することでした。

される羽目に陥りました。二人が予約していた便は９月 17

私たちの共同作業の始まりは、2015 年度にポケゼミ（１

日発の KLM 航空。もちろん台風当日の９月５日からニュース

回生向けの入門ゼミ）
を計画したことに遡ります。このときは、

には注目していましたが、まさか 10 日以上も先の便にまで

「
「越境」の男女関係から読み解く人文学――エロスは何を越

影響があるとは思いもよりませんでした。ところが実際には、

えるか：映画とイスラームと港とオペラ」という長い題目の

台風から１週間経っても、果たして私たちの便は飛ぶのか飛

ゼミを、王柳蘭さん（４期；同志社大学グローバル地域文化

ばないのか、まったくわからなかったのです。どうにも身動

学部）を加えた４人で開講しました。前期の間、毎週、授業

きが取れず、やきもきしながら情況の推移を見守るしかない

に向けて４人で準備し、４人でゼミを行い、さらに授業後も

なかで、他の空港発のヨーロッパ行きの便も次々と満席になっ

４人で反省会。

ていきます。とにかく会議に参加できない最悪の事態だけは

ミャンマー、タイ、中国雲南省をフィールドとする文化人

避けようと、二人で相談して、香港乗り換えの名古屋発キャ

類学の王さんと、南インドの港町を研究する歴史学の和田、

セイパシフィック航空の便を押さえ、そうこうしているうち

戦後の日本映画が専門のジェニファー、西洋音楽史の小石。

に、ついに KLM の欠航が決定しました。ところが、これとほ

この、一見バラバラな４人が毎週毎週顔を合わせて議論を重

ぼ時を同じくして、なんと今度は、次の台風 22 号が香港を

ねていると、当初の予想をはるかに超えてどんどん視野が広

直撃し、保険のはずのキャセイ便までもが欠航してしまった

がっていくのです。それこそ、まさに「白眉的」なワクワク

のです。こうしてまたもや代替便の手配に奔走せざるを得な

の連続でした。
こんな刺激的な経験をわずか半年で終わらせるなんて、
もったいないどころではありません。そこで企画したのが、
2016 年１月の第３回白眉シンポジウム「邂逅の作用反作用：
歴史・芸術・フィールドの視角から」です。当日は記録的な
大寒波に見舞われましたが、それにもかかわらず大盛況で、
活発な議論が展開されました。このシンポジウムは、ゼミ担

Hakubi Alumni

当の４人に加えて、中西竜也さん（３期；京都大学人文科学
研究所）と置田清和さん（５期；上智大学国際教養学部）の
協力も得て、白眉初の共同研究の成果報告書『他者との邂逅
は何をもたらすのか――「異文化接触」を再考する』
（昭和堂、
2017）へと結実します。

国際会議の会場となったアムステルダム大学図書館

16

白眉センターだより17号.indd

16

2019/08/28

11:34:05

パネルの打ち合わせをするコーツ

くなった二人が、何とか便を確保すること
ができたのは、15 日の午後でした。結局、
小石は名古屋からのヘルシンキ経由便、和
田は前日に陸路で成田に移動した末のパリ
経由便でアムステルダムに向かいました。
こんな二人が奇跡的に再会できたのは、あ
ろうことかスキポール空港の数あるトイレ
のうちのひとつでした。そして、とっぷり
と日の暮れたオランダの道をバスに揺られ
ながら、二人揃って無事ここまでたどり着
けたことに、ほんの２週間前までは想像も
していなかったほどの喜びと安堵を覚えた
ものです。
さて一方、イギリスはノーリッチに本
拠を構えたジェニファーはというと、最寄
りの空港からスキポールまでは直行便でわ
ずか 30 分、自宅からオランダの宿までの
のように再会に至る道程はバラバラになりましたが、一旦顔

場を他所に移した現在、ときには大変な距離を「越境」する

を合わせれば、
これまで培った蓄積があります。当日のパネル・

必要はありますが、これからも何らかの形でこの活動を続け

ディスカッションでは、息の合った議論ができたと思います。

ていきたいと考えています。

私たちの共同研究は、学問分野の枠を「越境」して刺激し

（こいし

かつら ／ こーつ じぇにふぁー ／ わだ いくこ）

合う、白眉ならではの環境から生まれました。各々が研究の

ポスト白眉の日常

door to door でも１時間半とのこと。こ



山吉

麻子

第 6 期特定准教授、在職 2015 年 4 月 1 日～ 2018 年 2 月 28 日
2018 年 3 月 1 日より長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）
・教授
昨年３月より、長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科（薬

様々な人工核酸を開発して核酸医薬などへの応用を夢見てお

学部）において、教育・研究に携わる幸運を頂きました。現

りますが、化学に立脚しながら機能性分子を創製することを

在は研究室を立ち上げるという、研究者人生の中でも一大イ

ライフワークとしている身として、本学で引き継いだ講座名

ベントの真っ只中におります。長崎大学薬学部は、ノーベル

は「機能性分子化学」
。まさに自分の研究にピッタリだと大

賞受賞者の下村脩先生を輩出した日本最古の歴史を誇る薬学

変嬉しく思っております。
毎日を無我夢中で忙しく動き回り、

部の１つでありますが、最近になって分析究理所（本学薬学

飛んでくる球をひたすら打ち返す日々ですが、異動して約１

部の前身）の遺跡が新たに見つかったことにより、さらに歴

年半が経過し、少しずつ落ち着いてきますと、改めて自分の

史を深めることになるかもしれないそうです。そんな 120

置かれた状況や厳しさを再認識しております。特に地方大学

年以上の歴史を持つ本学薬学部で、大変光栄なことに私は女

におりますと、間接経費をいかに取ってくるかが重要任務の

性初の教授ということで、（色々な意味で）恐れおののきな

１つであり、スグに役立ち実用化される（＝外部資金を取っ

がら着任の日を迎えたのをよく覚えております。

てきやすい）研究を求められます。私は創薬を目指して研究

私は核酸化学を専門にしており、核酸を愛しております。

をしておりますので、「役に立つ」と言いやすい分野ではあ
りますが、
それでも研究のモチベーションは知的好奇心です。
「役に立つ」ことばかり求められますと、心が折れてしまい
そうになることがあります。
ですが、そんな時に白眉での日々を思い出します。知的好
奇心の赴くままに分野を跨いでディスカッションし、議論を
深めていく（時にはお酒を片手に）
。当時は当たり前だった
光景を、今は思い出しては自分を鼓舞しております。白眉を
でも本学で、自分の人生の中で研究に携わる時間を長く得れ
たことを幸せに思っております。今、白眉研究者に恩返し出
来ることは、ポスト白眉の日常から成果を出し、白眉の名を
世に知らしめることです！長崎からも「白眉らしいね」と言
われる様なユニークな研究を発信出来る様、日々精進したい
と思っております！！

（やまよし

あさこ）

Hakubi Alumni

出た今としては、その環境に戻ることは難しいですが、それ

研究室対抗ボーリング大会に初参加・第 6 位（15 研究室中）！
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エッセイ

白眉の舞台裏 ― 京都の銭湯、居酒屋、パン屋
第６期特定准教授（理学研究科 宇宙物理学教室） 榎戸 輝揚




京都の送り火の始まりはよくわかっていないらしい。いま

た名店だ。居酒屋とは違うが白眉の思い出として、６期が随分

は五山に現れる五文字だけだが、昔はもっと多くの文字が夏

お世話になった素敵な空気の「ルインズ」
、
PM でお世話になっ

の終わりの山々に現れたともいう。京都の過去は歴史の霧の

た堀先生とみなさんがよく行った町中華「七福屋」
、個人的に

向こうに霞んでいる。ネットで調べれば簡単に答えが得られて

ランチで行きまくった肉料理が絶品の農学部裏にある「キッチ

しまう時代に、手の届かない歴史の積み重ねが街の辻々に残っ

ンゴリラ」もある。角野卓造さんの『予約一名、角野卓造でご

ているのは心地よい。京都の街歩きを楽しくしてくれる。さて、

ざいます。
【京都編】
』
（京阪神エルマガジン社）を参考にする

この読み物は研究に関係ないことを書くことになっている。そ

と間違いがない。

こで、遥か未来の歴史学者が、21 世紀の市井の京都を掘り起
こす一助になるよう記録を残す。銭湯と居酒屋とパンだ。

最後にパンだ。京都のパン消費量は日本一らしい。北部キャ
ンパスの傍にある大きな木の机がならぶ「進々堂」
、行列がで

銭湯は消えていっているのだけれど、京都には情緒溢れる

きるシンプルで美味しいパンの「まるき製パン所」
、宇治キャ

名銭湯が多い。浴槽も多く見応えの木造建築な「船岡温泉」や、

ンパスにある名店「たま木亭」など、歩いていると素敵なパン

錦市場の買い物の途中で立ち寄れる「錦湯」
、SNS で様子が

屋に多く出会うことができた。ぜひ、試してみてほしい。私は

わかり昼から入れる「梅湯」などは、
観光客にも有名な銭湯だ。

この５年で大のパン好きになった。山本ありさんの『京都サン

もっと小さな、地元住民で愛用している湯にも味がある。百万

ドイッチめぐり』
（産業編集センター）という漫画もご一読さ

遍の角で京大生で賑わう「東山湯」
、家族ぐるみの経営で自分

れたい。鷲田清一さんの『京都の平熱』
（講談社学術文庫）にも、

もお世話になっている「玉の湯」
、シャワーはないけど味のあ

京都の食の逸話も出てくる。

る「孫橋湯」などなど。銭湯は手ぶらで行っても道具は貸し

登場人物が魅力的な作

てもらえるし、地域ごとの浴槽の作りの違いも見えたりして面

品は、舞台背景も描き込

白い。だいたい三時からやっている。林宏樹さんの『京都極楽

まれている。白眉プロジェ

銭湯案内』
（淡交社）に詳しい。

クトの研究者が活躍する

風呂上がりに、一杯いきたい。それなら居酒屋だ。京都に

舞台設定なら、この奥深

は素敵な店が多いから、好んで使うお店をいくつか。四条河原

い街、京都をおいて他に

町の路地裏で昼飲みできる「たつみ」
、嵯峨嵐山駅近くでカウ

ないのではないか？

ンターに大皿が並ぶ「いのうえ」
、高瀬川のほとりで名物れん

 （えのと てるあき）

こん料理が食べられる「れんこんや」などは、京都で出会え

Y

UMEKUSA

研究の質量

京都の祇園祭から

エッセイ



第８期特定准教授（医学研究科）

武井

智彦

「PI になるためには論文最低 30 本は必要だ」
、
「筆頭著者で

や慣性モーメントを実測することはできません。そのため研究

10 報以上ないと選考にもかからない」などなど、分野によっ

の現場では既存の筋骨格モデルなどに無理やり当てはめて質

て数の違いはあっても皆さん似たような言葉を耳にされたこ

量 m を分かったものと仮定することで、ようやく力 F が推定

とはあると思います。しかしこういった指標は研究者の実力を

できるようになります。

測るのに本当に役立つのでしょうか？

それでは冒頭の「研究推進力」についてはどうでしょうか？

結局のところ、我々が評価したいのは各研究者の「研究を

」を推定するためには、その結果として表れ
「研究推進力（F ）

推進する能力」だと言えます。それに対して「論文の数」は

」を観察するだけでは不十分で、
「研究の質
る「論文の数（a ）

その「研究推進力」の結果として表に現れる結果です。実際

」を知る必要があります。この「研究の質量」は何も「研
量（m ）

にはこの「研究推進力」は外から眺めていてもわからないため、

究の重要さ」を意味しているわけではなく、
実験技術の困難さ、

客観的に観察可能な「論文の数」を使って「研究推進力」を

研究対象の時間スケールなど多くの要因を含んでいます。も

推定しようとしている訳です。

」を推定した場合、
し論文の数だけで研究者の「研究推進力（F ）

ただこの計算は決して簡単なことではありません。自分の

このような複雑な「研究の質量」の違いを無視して、全てに

専門分野に引きつけて恐縮ですが、この問題は身体運動制御に

同じ一定数を無理やりあてはめて無茶な推定を行ってしまっ

おける「逆ダイナミクス計算」の問題に相当します。簡単な例

ている訳です。
「引用数」を使えば「研究の質量」を測れると

を見てみましょう。質量 m の物体に力 F を与えると物体が動

思われるかも知れませんが、
「引用数」も結局のところ各分野

（a=F/
いて加速度 a を与えます。これが有名な運動の第二法則

での総体的な「論文の数」に依存するため、自己言及のパラ

m ）です。この関係を先程述べた方向、すなわち、与えられた

ドクスを起こすだけで根本的な解決にはなりません。

Essay

質量ｍ と力 F から加速度 a を計算することを「順ダイナミク

というようなことを考えて、いつも「他人とは比較しない

ス計算」と呼びます。一方、観測された加速度 a から、もと

ように」と思っているのですが、しかし人間とは非合理的な生

もと与えられた力 F を推測することが「逆ダイナミクス計算」

き物。頭では無意味だと分かっていても、白眉の皆さんの素

です。しかしここで大きな問題が出てきます。通常の実験環

晴らしい業績を見てはため息をつく毎日です。まあ、個人的な

境ではこの質量 m を計測することがほぼ不可能なのです。例

モチベーションを上げる道具に使うぐらいなら罰は当たらな

えば、腕の動きから上腕二頭筋が肘関節に及ぼしている力（ト

いですよね。

（たけい ともひこ）

ルク）を推定したくても、被験者の腕を切り落としてその質量
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活動紹介
秋合宿

第８期特定助教（法学研究科）

中井

愛子

2018 年 度 の 白 眉 秋 合 宿 は、12 月 14 日 か ら 15 日、

に賞品（粗品）を出すコンペ形式をとった。発表順や趣旨の

関西セミナーハウス（修学院きらら山荘）にて開催された。

理解によって多少の運・不運が出てしまったが、最も気合い

合宿は 10 月に着任した新しい期の研究者の歓迎と交流を目

の入った出し物を提供したペアが粗品を勝ち取った。

的としており、９期の研究者にとっては初の本格的な白眉行

空き時間には、付設の茶室でお点前を愉しんだり、直前

事である。彼らがこれから先の行事運営にどう向き合ってく

の台風で荒れた山間の散歩に挑戦したり、持ち込んだ原稿仕

れるかは、ある程度この合宿にかかっている。学問の自由さ、

事に取り組んだり、議論に興じたりと、自由に交流を深めた

面白さ、それぞれの研究の奥深さだけでなく、他の研究者と

り深めなかったりしていただいた。夜会では、９期合宿世話

の交流とコラボレーションが掻き立てる爆発的な創造力。こ

人（カムランザッド、
鈴木雄）が提案したカードゲームを行っ

れらをどう伝え、それぞれの「白眉らしさ」を発見して次に

た。２枚ずつ同じ絵柄のものが入ったカードの山から全員に

つなげてもらうか。８期合宿世話人（天野・中井）としては

各１枚を配り、それぞれ、他人には手元のカードを見せずに、

そんなことを考えていた。

絵柄から連想される言葉を順に述べる。それで誰が自分と同

合宿では、離籍者講演１つ（６期山吉麻子さん）を含み、

じカードを持っているかを当てるという、大変面白いゲーム

７期雨森賢一さん、４期 Henri Deroche さん、８期高棹圭

だった。２人の人間が生来同じ構造の目と脳で同じものを見

介さん、８期天野恭子さん、総勢５名の OB および現役白

る。しかし、そこから何をいかに表現するかはかくも異なっ

眉による講演が行われた。特に同期研究者には、なるべくイ

ているのである。半数が酔っぱらっていなければ結果はまた

ンタラクティブな方法で、そして多分野の研究者に応用が利

違ったかもしれない。

くような抽象的な次元の議論を盛り込んでくれるようお願い

この合宿で皆様が白眉をどう感じとられたかは知る由も

していた。報告はいずれも高度な専門性を有すると共に、分

な い。 だ が、 締 め の 挨 拶 で 小 川 PM が“This is Hakubi

野を超えて真理への探求心を動かされる素晴らしいものだっ

atmosphere.”と評されたとき、まがりなりにも荷が下り

た。いつのまにか「最適化」が一部で共通テーマを構成し、

た気がした。楽しかったというお言葉はなによりの誉め言葉

合宿後も議論が盛り上がっていたのが非常に印象深い。

である。ご多忙のところ、一部でも参加してくださった研究

恒例の自己紹介は、昨年の例を引き継ぎ、ペアを組んで
の他己紹介とした。そのうえで、フロアが採点して優勝ペア

者の皆様、支えてくださったスタッフの皆様には心より感謝
申し上げたい。

（なかい

あいこ）
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第５期白眉離任式

第９期特定准教授（医学研究科）

平野

恭敬


2019 年２月 26 日、楽友会館２階講演室にて白眉第５

ないでしょう（私のような青二才が松本前総長の業績をパク

期研究者の離任式が行われました。離任式典では山極壽一総

るような書き方をして申し訳ありません）
。我々が持つ白眉

長、湊長博理事をはじめ、白眉を支えていただいている学

スピリッツとは何か？我々は過去の白眉研究者から何を引継

内外の先生方をお迎えし、白眉イベントの中でも極めて荘厳

ぎ、次世代に何を伝えるのか？今、現在の白眉研究者が最前

な雰囲気での進行となりました。山極総長、湊理事からは白

線に立っているという意識のもと、交わらないはずの異分野

眉研究者のあり方について、国内外でその存在が認められつ

研究者がどういうわけか京大白眉に集い、なぜかそこで英知

つあるとお褒めの言葉をいただき、これからのさらなる飛躍

を競い、誇り、認め合い、ときには真摯に貶し合い、更には

を目指して激励のお言葉を頂戴しました。日本の大学研究の

新たな創造に着手する、そのような稀有な空気を培うことこ

あり方についての訓話もいただき、我々のキャリアを考える

そが白眉スピリッツと現状では結論つきました（か？）
。こ

うえでもまたとない機会をいただきました。そのような中

れが可能なのは、選ばれた白眉研究者が高い意識と能力を兼

で、武内康則氏「契丹文字・契丹語の解読」
、時長宏樹氏「海

ね備えているからです（でしょ？）。伝統的白眉スピリッツ

洋大気相互作用の視点から見た気候変動と気候変化」、Bill

とは、おそらく「共鳴箱」です。この箱にワンワンと吠える

Mak 氏「天文書 Gārgīyajyotiṣa の出典と伝播」らが演壇

猛犬たちが綿々と入っては出ていけば、10 年後、20 年後、

に立ち、白眉研究者のプレゼンスを遺憾なく発揮していただ

京大白眉がノーベル賞受賞者を乱立すること間違いないで

いたことを、白眉在籍者一同、強く印象に残っています。

しょう。そんなことを話し合い、感じさせる離任式でした。

京大白眉は記念すべき 10 周年を迎えます。他の研究機



（ひらの

ゆきのり）

関にも似た試みがありますが、「本家」の我々に及ぶことは

年次報告会

第８期特定助教（ウイルス・再生医科学研究所）

古瀬

祐気

2019 年 3 月 15 日に、2018 年度白眉プロジェクト年

また、懇親会ではそれぞれが親睦を深めるとともに次年度以

次報告会が京都大学学術研究支援棟で開催され、白眉セン

降のさらなる飛躍を誓い、盛会のうちに終えることができま

ター内外から多くの聴衆にご来場いただきました。
文系理系・

した。

（ふるせ

ゆうき）

古株新顔・男性女性・日本人外国人とさまざまな背景をもっ
た５名の現役白眉研究者が登壇し、最先端の研究成果や、研
究に対するそれぞれの哲学などを紹介しました。わたし（８
期古瀬）は、アフリカにおける感染症対策の現状、６期上峯
は日本考古学の抱える課題と将来性、９期 Rudolph は二酸
化炭素放出削減のための世界戦略の提唱、７期雨森は意思決
定や感情に関わる神経メカニズムを解明するための動物実験
モデル、9 期 Kamranzad は波力発電の可能性とそれに気
候変動が与える影響を報告しました。さらに特別講演として、
京都大学高等研究院の斎藤通紀先生に、生殖細胞の性質や特

Events

徴に関する多彩なアプローチを用いた研究の展開とその成
果についてお話を頂戴しました。多くの白眉研究者と同年代
である斎藤先生のご活躍は、非常によい刺激となりました。
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白眉センターでは原則として 8 月を除く月 2 回（第 1・3 火曜日 16 時から）センターの全スタッフ
が出席するセミナーを開催しています。各研究者が順番に企画担当者となり、様々なトピックについ
て議論が行われます。2011 年度からは通常英語で発表・質疑応答を行っています。以下に 2018 年
度～ 2019 年度上半期のセミナー情報を掲載します。

2018 年 
◆第 145 回 白眉セミナー

◆第 158 回 白眉セミナー
2018 年 4 月 3 日（火）

菊谷 竜太『
「口伝の華房」―膨大な教説をどのように
編集するか』
◆第 146 回 白眉セミナー

2018 年 5 月 8 日（火）

高棹 圭介『動く曲面の数学解析』
◆第 147 回 白眉セミナー

2018 年 5 月 15 日（火）

下野 昌宣『脳内のネットワークを異なるスケール間
でつなぐために』
◆第 148 回 白眉セミナー

2018 年 6 月 5 日（火）

武井 智彦『
「巧み」な運動を司る神経メカニズム』
◆第 149 回 白眉セミナー

2018 年 6 月 19 日（火）

井上 恵美子『低炭素技術イノベーションと環境政策』
◆第 150 回 白眉セミナー

2018 年 7 月 3 日（火）

小川 正『知的な問題解決能力の神経メカニズムを探る
－試行錯誤によって未知問題を解決するときの前頭前
野機能－』
◆第 151 回 白眉セミナー

2018 年 7 月 17 日（火）

藤井 啓祐『量子コンピュータ：情報と物理、基礎と
応用、理学と工学の交差点』
◆第 152 回 白眉セミナー

2018 年 9 月 11 日（火）

古瀬 祐気『バッタは倒さないけど、アフリカへ ～エ
ボラが大流行！そのとき何ができるのか、何をすべき
なのか？～』
◆第 153 回 白眉セミナー

2018 年 9 月 18 日（火）

小川 敬也『再生可能エネルギーを用いたアンモニア
の電解合成 ～空気と水と太陽光からパンを作る～』
◆第 154 回 白眉セミナー

2018 年 10 月 16 日（火）

藤原 敬介『発見する言語学：言語学オリンピックか
らイグノーベル賞まで』
◆第 155 回 白眉セミナー

2018 年 11 月 6 日（火）

Sven Rudolph『Carbon Markets: Promising
Climate Policy Instrument or Just the Devil in
Disguise』
◆第 156 回 白眉セミナー

2018 年 11 月 20 日（火）

田中 祐理子『原爆と科学の歴史の転換点』
2018 年 12 月 4 日（火）

2018 年 12 月 18 日
（火）

鈴木 雄太『機能性バイオマテリアルの創成を目指し
たタンパク質デザイン工学』

2019 年 
◆第 159 回 白眉セミナー

2019 年 1 月 15 日（火）

平野 恭敬『
「ヒトが人間になる」ための記憶、その分
子メカニズムをショウジョウバエから紐解く』
◆第 160 回 白眉セミナー

2019 年 2 月 19 日（火）

Bahareh KAMRANZAD『On the use of marine
renewable energies for mitigating global
warming and providing coastal protection』
◆第 161 回 白眉セミナー

2019 年 3 月 5 日（火）

檜山 智美『亀茲（クチャ）国のインド・イラン様式
の仏教壁画を読む』
◆第 162 回 白眉セミナー

2019 年 3 月 19 日（火）

Andres CANELA『トポイソメラーゼ 2 のクロマチ
ンループ形成における役割とそれによるゲノム不安定
性および発がん性に及ぼす影響』
◆第 163 回 白眉セミナー

2019 年 4 月 2 日（火）

鈴木 俊貴『動物言語学入門：鳥類の鳴き声における
指示性と構成性』
◆第 164 回 白眉セミナー

2019 年 4 月 16 日（火）

水本 憲治『Make invisible infectious disease risk
visible』
◆第 165 回 白眉セミナー

2019 年 5 月 7 日（火）

野村 龍一『実験室に地球をつくる』
◆第 166 回 白眉セミナー

2019 年 5 月 21 日（火）

藤井 俊博『極高エネルギー宇宙線』
◆第 167 回 白眉セミナー

2019 年 6 月 4 日（火）

高橋 重成『イオンチャネル：生体内ストレスセンサー』
◆第 168 回 白眉セミナー

2019 年 7 月 2 日（火）

吉川 みな子『Meet the New Project Manager』
◆第 169 回 白眉セミナー

2019 年 7 月 16 日（火）

菊谷 竜太『インド密教における「秘密集会」の抗毒
術について』

Events

◆第 157 回 白眉セミナー



白眉セミナー

潮 雅之『野外生態系動態を理解・予測するための統
合的アプローチ』

21

白眉センターだより17号.indd

21

2019/08/28

11:34:10

お知らせ

受賞・報道


武井智彦 特定准教授が、一般社団法人予防衛生協会より、
「研究奨励賞」を受賞しました。
（2018 年 11 月 10 日）
榎戸輝揚 特定准教授が、科学技術・学術政策研究所（NISTEP）より、「科学技術への顕著な貢献 2018（ナイスステップな
研究者）」に選定されました。（2018 年 11 月 28 日）
榎戸輝揚 特定准教授が、文部科学省より、「平成 31 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 若手科学者賞」を受賞しました。
（2019 年４月 17 日）
「第 19 回 日本蛋白質科学会年会 第 71 回 細胞生物学会大会 合同年次大会」（2019 年６月 24 ～ 26 日）にて、次の二件
の受賞がありました。
林眞理 特定助教が、「日本細胞生物学会 若手優秀発表賞」を受賞しました。
（2019 年６月 25 日）
鈴木雄太 特定助教が、「日本蛋白質科学会若手奨励賞優秀賞」および「EMBO Journal Award」を受賞しました。
（2019
年６月 25 日）
瀧川晶 特定助教が、The Meteoritical Society より、
「The Nier Prize」を受賞しました。(2019 年 7 月 10 日 )

メディア掲載記事
榎戸輝揚 特定准教授の研究活動内容が、
「雷の解明を市民と榎戸（36）に見る科学新潮流」として日本経済新聞に掲載されま
した。関連記事が産経新聞、北國新聞、Yahoo ニュース等にも掲載されました。（2018 年４月～ 2019 年２月）
雨森賢一 特定准教授の研究活動内容が、「京大「悲観的な考え」起こす脳の部位を解明」として毎日新聞に掲載されました。
関連記事が京都新聞、Vice Japan 誌、Daily Mail 誌（UK）
、Science Daily 誌（US）に掲載されました。（2018 年８月
～ 10 月）
堀江真行 特定准教授のエッセイが、「新学術領域研究ネオウイルス学」のニュースレターに掲載されました。
（2019 年４月）

出

版

宮﨑牧人 特定准教授が執筆した「サイズ依存性から見えてきた細胞骨格の自己組織化原理：人工細胞を用いた細胞分裂装置の
再構成研究を通じて」が『実験医学８月号 特集「サイズ生物学」
』
、pp. 2186-2192 として、羊土社から出版されました。
（2018 年８月１日）
～

Bill M. Mak 特定准教授の共編著『天と地の科学：東と西の出会い East-west encounter in the science of heaven and
earth』が京都大学人文科学研究所から出版されました（共同編集者：武田時昌、2019 年２月）
大槻元 特定准教授が執筆した「小脳興奮性可塑性に基づく神経細胞機能変化」が『ブレインサイエンス・レビュー 2019（ブ
レインサイエンス振興財団）』、pp. 83-106 として、クバプロ（株）から出版されました。
（2019 年３月）

Information

金沢篤 特定助教が執筆した論文「Local Calabi-Yau manifolds of type A via SYZ mirror symmetry」が Journal of
Geometry and Physics（139 巻 pp.103-138）から出版されました（共著者：Siu-Cheong Lau, 2019 年２月）

※その他多数の業績のご報告を頂きました。
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センター日誌（2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 7 月 31 日）
2018 年

12 月 14 ～ 15 日

白眉合宿

4月1日

武井智彦（特定准教授）着任

4月3日

第 145 回白眉セミナー

4 月 17 日

2017 年度（第８回）年次報告会

5月8日

第 146 回白眉セミナー

2019 年

5 月 15 日

第 147 回白眉セミナー

1月1日

野村龍一（特定准教授）着任

6月5日

第 148 回白眉セミナー

1 月 10 日

公募説明会（東京）

6 月 19 日

第 149 回白眉セミナー

1 月 15 日

第 159 回白眉セミナー

7月3日

第 150 回白眉セミナー

2 月 19 日

第 160 回白眉セミナー

7月8日

第 9 回伯楽会議

2 月 26 日

第 5 期白眉離任式

7 月 17 日

第 151 回白眉セミナー

3月5日

第 161 回白眉セミナー

8月1日

運営委員会（第 23 回）

3 月 15 日

2018 年度（第 9 回）年次報告会

8月4日

白眉の日

3 月 19 日

第 162 回白眉セミナー

8 月 31 日

Miles KENNEY-LAZAR（特定助教）離任

9 月 11 日

第 152 回白眉セミナー

9 月 18 日

第 153 回白眉セミナー

3 月 31 日	Stefan GRUBER、鈴木多聞、時長宏樹、
Bill MAK、
★藤井啓祐
（以上、
特定准教授）
離任
	Sarah KASHANI 、武内康則、上峯篤史、
山名俊介､ 金宇大（以上、特定助教）離任

12 月 18 日 第 158 回白眉セミナー
12 月 21 日 公募説明会（京都）

10 月 1 日	潮雅之、Andres CANELA、田中祐理子、
平野恭敬、Sven RUDOLPH

（以上、特定准教授）着任
	Bahareh KAMRANZAD、 鈴 木 雄 太、
檜山智美（以上、特定助教）着任
10 月 16 日 第 154 回白眉セミナー
10 月 31 日 飯間麻美（特定助教）離任
11 月 6 日

第 155 回白眉セミナー

11 月 20 日 第 156 回白眉セミナー
11 月 28 日 運営委員会（第 24 回）
11 月 30 日 佐藤寛之（特定助教）離任
12 月 1 日	藤井俊博（特定助教）
、

★水本憲治（特定助教）着任
12 月 4 日

第 157 回白眉セミナー

12 月 13 日 第 10 期公募開始



4 月 1 日	髙橋重成（特定准教授）着任、
鈴木俊貴（特
定助教）着任
4月2日

第 163 回白眉セミナー

4 月 16 日

第 164 回白眉セミナー

5月7日

第 165 回白眉セミナー

5 月 16 日

吉川みな子（特定教授）PM 着任

5 月 21 日

第 166 回白眉セミナー

6月4日

第 167 回白眉セミナー

6 月 16 日

第 10 回伯楽会議

7月2日

第 168 回白眉セミナー

7 月 10 日

運営委員会（第 25 回）

7 月 16 日

第 169 回白眉セミナー



★卓越研究員
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第９期白眉研究者
●潮 雅之
生態学研究センター
生態系予報に向けた野外生態系自動モニタリングシステムの
構築
科学技術振興機構さきがけ専任研究者
京都大学生態学研究センター
●カネラ アンドレス
生命科学研究科放射線生物研究センター
がん細胞における染色体不安定性の原因となるクロマチン高
次構造の解明
National Cancer Institute, National Institutes of
Health, MD, USA
Research Fellow
●カムランザッド バハレ
総合生存学館（思修館）（2019 年４月 16 日 防災研究所よ
り移籍）
気候変動が海洋の波力エネルギーおよび沿岸地域の危険な事
象に与える影響の評価、ならびに持続可能な発展を実現する
上での不確実性の低減
京都大学防災研究所
日本学術振興会外国人特別研究員（PD）
●鈴木 俊貴
理学研究科
鳥類をモデルに解き明かす言語機能の適応進化
東京大学 教養学部 学際科学科
●鈴木 雄太
人間・環境学研究科（2019 年６月 16 日 医学研究科より移
籍）
タンパク質デザインによるバイオナノロボットの創成を目指
して
京都大学大学院医学研究科
博士研究員
●高橋 重成
工学研究科
低 pH ストレス適応を司る低 pH 誘導型転写因子の実体解明
ハーバード大学医学大学院
専任講師
●田中 祐理子
文学研究科
大戦期科学研究の質的変遷：20 世紀史と真理概念の相互影響
研究
京都大学人文科学研究所
助教
●野村 龍一
人間・環境学研究科
新しい超高圧変形実験装置による地球中心核ダイナミクス解
明への挑戦
愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター
助教

名前
受入部局
研究課題
前職

● GL: グローバル型
（従来型）
12 名
★ TT: 部局連携型
（卓越研究員型）1 名

●檜山 智美
人文科学研究所
クチャの石窟壁画の研究を基点とした西域仏教文化の復元的
考察
龍谷大学世界仏教文化研究センター
日本学術振興会特別研究員（SPD）
●平野 恭敬
医学研究科
心の動きを支える記憶をクロマチンから知る
京都大学大学院医学研究科
特定准教授
●藤井 俊博
理学研究科
極高エネルギー宇宙線天文学によって近傍宇宙の極大エネル
ギー現象を解明する：新型大気蛍光望遠鏡アレイ
東京大学宇宙線研究所
日本学術振興会特別研究員（PD）
★水本 憲治（卓越）
総合生存学館
インフルエンザ /RSV 等の感染症による疾病負荷推定
米国ジョージア州立大学 公衆衛生大学院
臨床助教授
●ルドルフ スヴェン
地球環境学堂
環太平洋における炭素市場に向けて―政治的に実行可能かつ
持続可能な炭素市場
京都大学大学院経済学研究科
特定准教授
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