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はじめに 

私は現在，アメリカ合衆国，ノースウェスタン大学 (Northwestern University; 以下 NU と
略す)，Department of Molecular Bioscience，Prof. Richard I. Morimoto 研究室に滞在している．
JSPS科研費・国際共同研究加速基金の支援を受けたものである．Richard Morimoto 教授 (以
下 Rick)は，大学院生時代より共同研究をしている仲であり，今回の客員研究員としての滞
在についても快く引き受けて頂けた．また親切に滞在環境，研究環境について配慮して頂き，
大変感謝している． 

 

NUについて 

 NU は私立大学である．合衆国で有名な大学は，私立大学の方が多い（もちろん州立大学
で有名なところもある）．世界大学ランキング 2018版では 25位，US News による全米大学
ランキングでは 11 位という世界的に高ランクな大学であると共に，合衆国内でも highly 

competitive な（入学競争の激しい） 大学である．正確な統計は調査していないが，聞いて
いる話では国内の学生としては，やはり北東部出身者が多くなるようである． 

 設立は 1851 年．ミシガン湖のほとりを埋め立てて広大なキャンパスを作ったそうである．
それが設立の地，Evanston である．Evanston は NU によってできた街であり，今でも NU の
街という雰囲気が強い．街中には NU のグッズを取り扱う店が何軒もあり，NU ロゴの入っ
た帽子やパーカーを着た（ちょっと大学関係者や学生には見えないような）人たちもかなり
歩いていたりする． NU の設立，そしてメインキャンパスはここ Evanston なのであるが，
Chicago downtownにもキャンパスが存在する．そちらは Medical Schoolおよび Hospital，そ
して Law school ということである．ただ Medical School に以前いたポスドクに聞いたとこ
ろ，Chicago downtownなので治安は悪いらしい．一方，Evanston は大学の街ということもあ
り，大学構内・近辺，そして大学の南端から始まる Evanston downtownの中心部の治安は大
変安全で安定している．深夜になっても学生は歩いているし，怪しそうな雰囲気はまったく
ない．これは寮などに学生を預ける合衆国内の親からも評判が良いということらしい． 

 合衆国の大学は寮制度なども充実していることと，課外演習などが大学近辺の寮や付属
の施設で放課後に行われることも多いらしく，やはり大学近辺に居住するのが学業遂行の
ために良いと考えられているようであるし，その環境が safe であることは大学選びにおい
て重要な因子となり得るようである． 

 NU で特に有名な分野といえば，Kellogg School of management (ケロッグ経営大学院) など



に代表される Business School と Medical School であるようである． 

 私が居るのは Evanston キャンパスであるが，実に広大なキャンパスであることに加え，
高いビルディングがない（せいぜい五階程度）．付近で一番高い建物は教会の塔である．ミ
シガン湖に面したキャンパスで，緑も多く，実にゆったりとした雰囲気を感じられる．学業
を集中して行うことは大切だが，このようなリラックスできる環境があることも学業・研究
では大切だと思う． 

 
NU の Evanston campus 中央部にある The Lakefill という構内湖． 
ミシガン湖の水を引いている．奥の木々の向こうは Lake Michigan． 

 

Morimoto Laboratoryについて 

 Morimoto 研は，The Rice Institute for Biomedical Research に所属している．教育組織として
は，Weinberg College of Arts & Science (ワインバーグ総合学院と訳されている．いわゆる教
養学部とそれに相当する大学院の総合組織のこと)の Department of Molecular Bioscienceに属
する．この Institute と College (または School)の関係性はややこしいのだが，研究室に所属
する例えば客員研究員や客員扱いの留学生などの承認や管理は Department of Molecular 

Bioscienceの元で行われているようである． 

 ラボの場所は，Cook Hall というビルディングの三階にある．この Cook というのは人名
で，Cook group という企業のオーナーである Gayle Cook とその夫である Bill William Cook



が NU の生物科学分野の為に寄付した基金を一部の元手にして作られている．そのため，そ
の基金に基づく教員は Bill and Gayle Professor in Biochemistry, Molecular Biology and Cell 

Biology (略して Biologyとなっていることもある)という名称になっているようである． 

 

Cook Hall の Main entrance．他の Building ともつながっている 



 

 ラボは建物が建った 1992 年から変わっていないようである．それ以前（Rick が NU に来
た 1982 年から）は違う場所にあったらしい．建物は築 26 年ではあるが，外観のデザインが
NU 特有の落ち着いた色合いで古さは感じさせない．ラボのベンチは設置型でそれなりの年
季が入っているが，十分使える．歴史の長いラボであるが故に，かなり古い機械も丁寧に使
用している．日本のように電気代を気にするということがないことも一つの要因かと思う． 
 少し前まで，Morimoto 研は大所帯，ポスドクが多くいるというラボであったが，最近多
くのポスドクがポストを得て出て行ったため，現在のラボ構成人数は，事務方管理者（いわ
ゆる日本で言うところの教授秘書のようなもの）1名，ラボ管理者 1名（これは日本では習
慣がないので簡単に訳しにくいが，Lab. manager である），研究助教 1名，ポスドク 4 名（1

名は他ラボとの兼任．他には日系アメリカ人 1名，フランス人 1名，ドイツ人 1名である），
テクニシャン 1 名，Ph. D. student1 名である．この他に，修士課程の学生が 1 名，そして
Undergraduates が 4-5 名来ているものの，Undergraduates は座学の単位取得もあるためあま
りラボにいないし，ゼミへの参加も強制されていないようである．私のような客員研究員が
2 名（1 名はイタリアから），南アフリカからの訪問留学生が 1 名（27 日に帰国予定）であ
る．また夏休みなどを利用して高校生が研究実習に来ることもある． 

 アメリカらしくポスドクと研究助教が研究の第一線を担当するスタイルである．ポスド
クによる Undergraduates の指導は必要に応じてという形であるが，Ph. D student も
Undergraduates の指導を担当している．指導とはいえ，やることは自分の関連するテーマの
一部を担当して貰うという形の研究演習である．ただ上述の通り，Undergraduates はあまり
ラボに来ないので，正直なところ扱いと研究を進ませるという点は難しいようである．実験
をやろうとしても「この時間とこの日は来られない」とはっきり言われて困った，というよ
うな会話もラボ内で行われる．アメリカでは指導の際の言葉遣いはかなり気を遣うと聞く．
学生が不満に感じると訴えることがあるそうである．この訴えるというのはいきなり裁判
所というわけではないようだが，最初は組織の担当者の元へ訴えが起こることが多いよう
で，それから，ラボ管理者 (PI)に連絡が来る．この段階で適切に相手を納得させることがで
きなかった場合，本格的な訴訟に発展する可能性があるので，ラボ運営と学生指導には本当
に神経を使うようである．そのせいも余計にあると思うが，指導担当側としては適度なガス
抜きも必要なことだと思う．また，困っていることやストレスに感じていることは，とにか
く口に出して，人に話して発散させるというのはアメリカのスタイル・文化であるようにも
思う．もちろんそれを言う相手や場面は選んでいるが，Lab. manager がその聞き役となって
いる場面はよく見る．彼女がいなければラボは回らないなあというのは皆が共通して感じ
ていることである． 

 

Undergraduatesの教養課程について 

 Undergraduatesが研究室に常駐しないシステムというのは，Undergraduate School では教養



重視というアメリカの大学らしいものである（教養課程の中身は国によって違うが，卒研配
属がないということ自体は世界的に見ると主流）．一方，Master course もあるが，専門性と
いう点では学部卒業プラスアルファといった立ち位置である．企業に研究職として採用さ
れることも含め，研究者の免許取得者として評価されるのは Ph. D. (博士号)取得者であり，
一人前の研究者になるための教育は Ph. D. student に対して行われる．特に合衆国では，学
位のブランドは大学ブランドと並んでそれぞれ一定の地位がある． 

 日本では理系諸学部において伝統的に学部卒業研究というものがあり，卒業研究は必修
となっているところが依然多い．学生の視点からは時間を拘束されるなど，卒研システムに
対する意見もあると思うが，日本の大学では伝統的に，学生にも研究の第一線を経験させて
研究能力の平均値を高めるという考えがあると思う． 

 日本でも，学部の教養重視化の議論はあるし，あるいは大学院ですら深い専門性だけでな
く幅広い教養というようなキーワードが発生していたりする．専門性教育をどのような立
ち位置で扱うのか，過去の価値観だけでなく，社会的な動向も含めて様々な議論があると思
う．ただ私が経験した海外の大学においては，学部で様々な教養課程を履修させているため
か，大学院では専攻が決まるため，「広い視野」ということをわざわざお題目にしていると
ころはないと思う．そもそも研究を続けていると，新たな視点・観点は常に求めないといけ
ないし，新しくやってくる情報に対して迅速に対応しないといけないという面もある．頭は
常に柔らかくしておく必要がある．その中で専門性はもちろん高めていく必要があるわけ
であるし，テーマという１本筋が通ったものがあるからこそ，散発的に習得した（が，習得
内容を一言で実証できない）という事態になりにくいのではないかと思っている．なので，
高度な研究指導というものがいわゆる専門性だけを持った狭い視野の人間を育成するシス
テムではないと信じているのだが． 

 

生活スタイル 

 Morimoto 研の様子は以前から様々な人に，アメリカのラボとしてはハードワークな方だ
と聞いていたが，コアタイムのようなものは明確には存在しない．Lab. manager は 9 時か 10

時くらいにはラボに来て，午後は 6 時から 7 時に帰ってることは多いように思う．ポスド
クは朝がもう少し遅いが，夜は 7時でもまだ実験をしている人もいる．ただ毎日そうかとい
うとそういうわけでもなく，実験や研究の内容に合わせて調整しているように思うし，昼間
でもいないときはいない． 

私の生活スタイルとしては，朝は 9 時半頃にラボへ行き，11時半にランチ（diningが混む
前に済ませる），帰宅はその日の実験終了に合わせて変化するが，早くて午後 5 時，遅けれ
ば 7 時というときもある．実験が多いときや，朝一番から始める必要があるときは，朝 9時
にほぼ一番乗りで実験を始める日もある（Manager 以外ほぼ誰もいない）．週末は実験の必
要に応じて行くが，ラボは基本的に誰もいない．昔は週末にもっと人がいたということで，
時代の変化というのか，ラボでの生活習慣の変化はあると Lab. manager は言っていた．逆に



言えば，昔はもっと厳しかったのだろうね… 「日本人はどうだ？」と聞かれて，「週末に
実験している学生は正直少ない」と答えると，「日本でもそうなのか？ 日本人は勤勉だと
思うからラボではしっかりやっているのかと思ったけど…」とかなり驚きの表情で言われ
た．アメリカのラボが全てそうではないと思うが，生化学系のラボはハードワークになる傾
向があると思う． 

ラボにいる時間だけで研究成果を語ることはできないが，実験をスタートさせた直後は，
スケジュールを埋めることが難しいのはそうだと思う．ただ，軌道に乗ってくると問題が発
生することもあれば，何か一つのクローンで上手くいかなかったということも発生したり
して，同時にいくつかのことを並行して進ませねばならないことが出てくる．この時に，ど
ううまくスケジュールを埋めて進ませられるかが大切なことで，できないことばかりに手

をかけていても駄目だし，それを放ってお
いても結局研究は進まない．優先順位や最
終ゴールをしっかり見据えて有効に時間を
使って遂行しなければならないと思う． 

最初の報告はこのあたりで． 

 

 
左図：私の借りているベンチ．生化学のラ

ボなので当然個人ベンチである． 
下図：ラボのある Cook 3F の廊下 


