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美しい紅葉に思わずうっとりすること。運動会
でゴールに向かって走ること――。感情が生まれ

脳の表層

るのも，運動ができるのも，全身の神経を統合し
ている大脳皮質の働きによるものです。大脳皮質
は 6 つの層になっていて，形態や機能の異なる
神経細胞が規則正しく並んでいます。神経細胞の
もととなる細胞は，6 つの層のさらに奥に存在し，
分裂しながら新しい神経細胞を生み出します。ま

神経細胞

た，脳の表面に向かって長い突起が伸びており，
新しくできた神経細胞が移動するレールの役割を
しています。
神経細胞がこの長い突起をつたって移動すると
いう事実は，今から 30 年も前に報告されていま
したが，移動のしくみは謎に包まれたままだった
のです。川内健史さんのグループは，神経細胞表
面からレールと結合する「手」のような物質が伸
びていて，その「手」は細胞から出たり引っ込
んだりしているのではないかという予想を立てま
した。そして，細胞表面の物質を細胞内に取り込
んで細胞外の別の場所に運ぶ Rab11 というタン
パク質の働きを抑えてみたのです。すると，普段
は細胞表面にあって他の細胞との接着にかかわる
「カドヘリン」というタンパク質が，細胞の中で
大量に蓄積し，神経細胞の移動も見られませんで
した。これにより，細胞のうしろから前に向かっ
てカドヘリンという名の「手」が次々と輸送さ
れ，前方で「手」がレールをつかみ，たぐり寄せ
るようにして神経細胞が進むということが明らか
になったのです。
基礎研究の世界では，このような研究成果の積

脳の奥

み重ねが疑問を解決するための重要なカギになり
ます。
「
『おもしろい研究をかぎつける嗅覚』が新
たな成果を生む。それが積み重なって，何十年か
先には，社会をがらりと変えるような大きなうね
りが生まれると信じています」と話す川内さん。
これからも抜群の「嗅覚」を頼りに，一歩一歩前
へ進んでいきます。
（文・森 夕貴）

▲脳の奥で分裂し，のぼっていく神経細胞。

取材協力：慶應義塾大学
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温度（℃）

温度ロガーで測定した巣内の温度（赤）。親鳥が巣にい
る時間帯（黄色）には温度が上昇するが，巣から離れ
ると低下する。黒線は，巣の外に設置した温度ロガー
の計測データ。

時刻
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東京大学大学院農学生命科学研究科生物多様性科学研
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究室博士後期課程所属。また，NPO 法人リトルターン・
プロジェクト理事を務める。
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身近な気体を利用して
プラスチック製品が復活！？
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ҲӤҬӁҥӀҦӗҲѶҬӇዂ⛉ӫҮӢӄẼҦݯҫ

 ᠢಹӫ⤫ҡӤӁ⤪⎂Ჾ &2Ɋ ӄӃӣ⦲⨹Ӄ

ӤҬӁҥೀᰇᱨൡӄूҰҝື૰ᄾӇⲿᶃӁᄾ

ᭁ⣸ӇމӀӈᔵӛὸӝҤӃᕳࠁӀ⤪⎂Ჾ᭡ሒӄ

Ღӫଉ⌃ӄҲӤӇӀҲѶືӇӀᄢᱨ೭Ợࠖҥ

৯⪒ҰӗҲѶဩߒືӇᗍ༯ޛҮӬӈҬӥӫ

ᰅໟӄӃӤҶӬӃᕎᕷӫᗍҮӬӈ᷍ጌҰҿҝ

ᦈӄ৫ᲦҰҿ⬱ᾜℕ12ɊӀԮՀԐԘԚ

ӗҲѶ

Ԇӫ➐ҲӤṠᾌӫทӚӗҰҸѶ
䓼䓹

ຨӅ⪶ӥԯՁԑԙԛԇ
ԱԚԟԳԟՂӇᕧᑜӀқӤԴՁӿԘՃՊԝՃԬ
ԖՃՓԟӄ߶⛘ҮӥӤԴՁӿԐԝՂӝԡӻՄՊ
ӄ߶⛘ҮӥӤԴՁӹԶԠӁҝҼҸԮՀԐԘԚԆ
ӈ
⎃᪱ӄӈӃҤӃҤ➐ҮӥӃҝӇҥே⹂ӀҲѶ
協力：柳原

尚久（やなぎはら なおひさ）
帝京大学理工学部
バイオサイエンス学科教授

ҰҤҰҬӥӢӈ⤪⎂Ჾ᭡ሒӇ &2Ɋ މӀ12Ɋ
ӄӡҼҿ➐ҮӥӝҲҝҬӁҮӢӄҶӇ➐ᭁ
ӄӈԮՀԐԘԚԆ✤இӇᑜӄӃӤԏԂՂԳՊ⬱

1985 年，Univ. Autonoma de Guadalajara 大 学 院 に て

ӁҝҟଗᭁҥභҨମӗӥҿҝӤҬӁҥӨҤҼҸ

博士課程修了。同大学化学科助教授，Univ. of Arizona

ӇӀҲѶҬӥӫԈԶԂՂՁԌӻԆՂӁҝҝӗҲѶ

博士研究員を経て，1990 年に帝京大学理工学部に赴任。
2008 年より現職。

ҀᲞ➐ᅪԮՀԐԘԚԆӈ✤இ⎃࠲ҥವӄ⪵Ҽҿ
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私たちのとなりにある「水」
ၫҦ❭ҢӥӕӃ᧲әҧҽҹခӞ६ಭӈᠩӁӉㇰԍՁԍՁӂᣅӦ
ӥᠩҦॕӬ૱༟үҵӀ⧪ҞӀҞӘҳѷҷӭӄॕᓦӬ᷷ӛӀҞӥӂㇰ
ӏұҨӂᄰҞӞүӦӥᠣጊһӅӄӥҭӂӉҜӤӘҵӭҥѷ߁ᇻӬ⩫
ҲӀߚӬᄰುӢҩүҵӥᠩ⨭ӂҞҠᱩൢㇰҷӈ⠌ᗔӂ➸➢Ӭ⛆Ҡṡ
䔊䕆䔌䓵

ᾍҦҁ❼ᠩဈຸ҂ӄӈӁҳѷ

ು߹ඵӈӘһҿҩӤ
䓵

Ӄᠨ⨬ᱨൡҥӃӇӀҲҁѶҶҰҿҬҟҰҸ

䔠

ߒ⫳ӇࠋᗲᲱྞӇᣛ྆ҝӄҳӢӣӁރӏ

⠋ᗓℶᖚӫໟⵇӇӗҺҾҨӣӄᢿҤҲҬӁҥល

⎺ӫ  ⴾӄ૱ℇӀҦӤ  ⴾႦҿӇҀ⎫༨ཌྷҁ
Ѷ

ӃӤጓኌӁӃӣӗҲѶ

䔁䕀

૿ᕐཌྷӇঌᷦⵥӇމӀ᷍ӄҰҸҶӇ॔ᓥӄ᳅
䔷䔝䔀

Ӊᣜ⫴ݰလ

䔥

ᗍ ᒵⵣҮӬӈვҨᄯᇠҤӥӗҰҸѶᠨӁ❻ҰӘ
८ຮҲӤҀ❻ᠨҁӁҝҟ≻ҡᑯҥᣜ⩡ҰทӚҸ

ҶӇ॓ӄᣛ⫳ݯရӫҽҨӣҸҝӁҝҟӇҥ᳅

 ၖ߶KӨӣӇҬӁӀҲѶҶӇᄐԂՊԳԏӹ

ᗍҮӬӇරӀҲѶᰅ⫳ရӫᣗҤҴӤዂ⛉ӈҲӀ

ӝ⻉᥈ӀᠨݯᲞᢿӫәߙѹӇᲞᢿԐԖӻՂӝႦ

ӄẤ᾽ҰҿҝӗҲҥே⹂ӈߙѹӇᠨӄ༙ҲӤᇭ

⁍ᭁӫⲴၖ⠋ӒҿҦӗҰҸѶ
ҀἩҸҺߙⳆӄӁ

⡣Ѷᠨ⨬ӈҝӝҰӇᾏⳆӀқӤӁଛᓃӄᠨ

ҼҿӇᱨൡӈӝӈӣ⫳ရӀҲѶ⫳ရӄңҪӤᠨ

ᐮӃӂՁԐԆҥҦҝ഻ኝӀӛқӤҤӢӀҲѶҶ

⨬ӇᄀਚӁӈ࠴ҤҶӇ⠋ᗓӫӛӁӄӗҺҾҨӣ

ӥӄӈҬӥӗӀ⛅ҼҿҦҸߙѹӇᇭ⡣⠋ᗓӝႦ

ӫҰҸҝӇӀҲҁӁ⟠ҰӗҲѶ

⁍ᭁӇᛥ⩯ӇṠᾌӀ➐ᡏӀҦӤӁ≻ҡҿҝӗҲѶ
ᣛݯӀә⫳ရᲞᢿӈߙ૾ҥ൫ҰҸᕎᕷӇೀ

⫴လӅ࠰ӚߚӈᄰӉㇰᠩ⨭ӒଡҥҠ

ᰇӀӈყҸӣਂӇ॔ᓥӄӃӤҤӛҰӥӗҴӬѶ

ߙӁᠨ⨬ӇⳎࡱӫṊӤҸӚӄӗҳ१ಟ  ⫳ရ

ҬӥҤӢӗҺӫែҨӁҦᠨӇ⸎ӄ⊗ӫँҪ

 ೀઓӇߙ૾ၲӁᾏⳆ৫ᲦӇⳎ⩲ᅪӫ⠋ᗓҰӗ

ᠨ⨬ӄ❱ӫҰҿӘӗҰӠҟѶἩҸҺӈᠨӁ

ҰҸѶҶӇყᓃ NPs қҸӣ  ߙݬҥӬӀҝ

ҮӢӄ❻ҰҨӃӥӤҤӛҰӥӃҝӇӀҲҤӢѶ

Ҹஇကઓӄӈ໌ᲦႦᭁҥⵥҰᠨ⨬ӃӂӇ

ᑑՒᖖ ሣශ

ỢࠖᶌᾏⳆӈ ӛқӣӗҴӬӀҰҸѶҮӢӄ
ߙ૾ၲӁ❻ᠨ⛅ӇⳎ⩲ᅪӫ⠋ӒҿӘҸӁҬ

協力：畔柳

昭雄（くろやなぎ
日本大学理工学部
海洋建築工学科教授

Ӧߙ૾ၲҥ⽉ҝೀӇߙӔӂౖᠨӝကӑ⛅
ҬҟӁҲӤҀ❻ᠨ⛅ҁӫӤँଠӄқӣӗҰҸѶ

あきお）

1981 年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課

ҶҰҿ⠋ᗓӇℶᖚӡӣᣄӥҥқӤကӇӔҟӄ➐

程修了。2001 年より現職。人間と水のかかわりについて，

ᐫᇺӫᇺұӤҬӁҥӨҤҼҿҦҸӇӀҲѶ
Ҁභ༩

アジアを中心に水上生活の文化や建築物の現地調査を幅

ᠼӥҿҝҿӛᣄӥӤᠨӇӔҟҥ❱❴ӄ৸ᨕӫݳ

広く行っている。著作に，
『海水浴と日本人』( 中央公

ҡᄯೀӡҨᇺұӤӛӇѶҽӗӣ߀ᇺҥऊҨӡҟ

論新社 ) などがある。
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ߚⳇҦᲟҧӀҞҩҹӛӅӉ
ҷӈಶುӂӈ९ᲟҦݳଊលҺѷ

ҷӈᒧㇰߚѺӉ
ӓӣӦӥᙼᭂӬ።ұұ
ᾐӬ߽ҞӁශᠣӬયҽҹѷ

ᰆ߷ӉㇰҞӧҞӧӄἴຸӞዃ⛊Ҧ
९ᲟӈҹӛӅᣀҥүӦӀҞӥѷ
䓿䔺䓷䔋䔸

⫴လӈᾐⳇӬ॑үҵӄҦӣㇰ⎄᪲ӈᆖәӜߒҳӥѷ

ҭӦҥӣӜㇰ⫴လӂ⎄᪲ӈҁⳇ҂ӈṡᾍӉ
ҥҹһӬඬҢӄҦӣ⩺ӭӁҞҩѷ

10

ポケットにサイエンス

M47 ℞⋲ӬҾҩӥ⪮࠙ຨѶᶄ❭ӈෑ⥋
 ၖᒋᕐӇṠᾌ≽ҥᔭҝҸݦᕐӇ⠗ᑑҥ

ᕎᕷӫᇚऌҮҴӤᲲᕉᶌӃᶃ⛘ҹҼҸӇӀҲѶ

䔊䕆䓼䕆

ݺᲾމӫⶊᏣҮҴӗҰҸѶԵӽԐӇᶥ⍐Ӈℝ⋱Ҥ

ѴҬӇ L36 ℝ⋱ӫݺᲾӀӚҿẤ⟯ҰҸӇӈߒ

ӢҝӦҝӦӃℝ⋱ӄҲӤ⌃ӫጉҼҸҀݬ

⫳ືӇṠᾌ≽⽉ୢ৫ҮӬӀҰҸѶᶥ⍐ℝ⋱

⌃ℝ⋱ҁӫҽҨӤҬӁӄችਲ਼ҰҸӁҝҟॼӀҲѶ

ӄҸҼҸ  ҽӇ⪭࠘ວӫℬӘ⨮әҬӁӀL36

ӇҺӄҀL36 ℝ⋱ҁӁӉӥӤҬӇℝ⋱ӫংᲞઔ

ℝ⋱ҥҽҨӥӤҬӁӫᶃ❬ҰҸӇӀҲѶࢫ✔ӁӃ

ᵠӄᄾᲦҲӤҬӁҥӀҦӥӉᶥ⍐Ӈℝ⋱ҤӢқ

Ӥ⪭࠘ວӈ  ࢟қӗӣѶҮӢӄҝҨҽҤӇ

ӢӟӤ⍱్ҥҽҨӥӤҤӛҰӥӃҝ̆̆ѶҶӬӃ

⪭࠘ວҥҝӄ⩲ᎮҰҿӇ⌃ӫᶃᎊҲӤଉ
⌃ᅪӛқӤҸӚ᪪ⴗӇℬӘଗӨҴҥ≻ҡӢӥӤ
ӇӀҲѶ⽉ҮӬӈӂҟӝҼҿҬӇ᪪ⴗӇℬӘ
ଗӨҴҤӢ⌃ݬℝ⋱ӫҽҨӤ  ҽӇ⪭࠘ວӫ❬
ҽҪӤҬӁҥӀҦҸӇӀҰӠҟҤѶ⽉ҮӬҥ
ҶӇැ⥊ӇḮⳆӫ⟷ӣӗҲѶ
ѴҬӇᕐӈL36 ℝ⋱ӄⳎҲӤടᕐᇀഹӈӛҺӦ
ӬӇҬӁҤҤӨӤߙѹӇҝᇚҝӫᶿӣ⨮Ӭ
ҹॿݦӀҲѶᒋᕐᶃӇᶃ❬ҥടịṠᾌӇݺᲾ
ᲢᚰᲾઔᵠᲾӫӈұӚỢࠖӀဖҦ⤧ҬҰҿҝ
ӤԪԚԇӽӾՓԭӫқӗҲӁҬӦӃҨ™ߥҰӗ
ҲѶઔᵠӝԧӻԁԝԆԥՄԏՓӃӂӄ⎘ӇқӤ
ᑯӈᄱ⠂ӀҲ

▲ 京都大学の高橋先生。

協力：京都大学 iPS 細胞研究所

book
M47 ℞⋲Ӂક▁ṡᾍӈᕏᕸӬӤዯҩѶ
࡚ҹһӈᭂ⟸

҃M47 ℞⋲ᭂ⟸҄
坂本真一郎，井上浄，高橋宏之，
立花智子，松原尚子，木村聡 著
リバネス出版
1,575 円（税込）
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第2回

ᄰ⍲ㇰ⋎⍲ㇰ⍟⍲ӄӃㇰүӘҰӘӄ⍲ӬҾҩ
ӤұԪԠӈ࠳ॽӒὈᙼҳӥ̆̆ᕏᕸӈકᵡӅଡ
ҫӀㇰݻᲿފӁṡᾍҦ⛆өӦӀҞӘҳѷ⍲ӬҾ
ҩӥӅӉㇰҷӦӬᛦቾұӀҞӥ℞⋲Ҧᄲ❦ӁҳҦㇰ
ҹҺ℞⋲ӬⵦӛҹҺҫӁӉι࠳ᶍӄ⍲ӈҥҹһ
ӬҾҩӤҳҭӂӉӁҧӘҵӭѷ

ҥӣҺӅӄҲӚߚဈ№ᕨ
ᴏᠢӝᐮӃӂӀኤ⤷ӝ➈⍒ॼ⍱ӃӂӇℬ⇔ӝ
⍱్ҥӨӥҸӁҦᒦҤӢҮӗүӗӃ߶Ღஇӫࡐ
Ҽҿᝃ⌃ӫ✔ҼҸӣᄡҮҴҸӣҰӡҟӁҰҿҦӗ
ҰҸѶ≍⤷ԊՊԖԆԟՃՊԑҤӢߙဇ⍱్ӗӀ
ℝ⋱ӝ⚾ӃӂӇᲞ࠲ችӁ፣➒ҰҿࡐҟᕧᑜӇҬ
ӁӫҀԧӻԁԵԝՁӹՂҁӁҝҝӗҲѶҤӢҹӄ༙
Ұҿ᪪᠀ӀқӤҬӁይ⅌૰ᄾӫ⤧ҬҮӃҝҬӁӄ
ޓ᷷ӫ∩ҝҿⲿᶃҥ⛅ӨӥҿҦӗҰҸѶҸӁҡӉ
⼯ӃӢԘԖՊӝԐԝՊՃԐԒՀԶԆԐ⨹ၖӀӈ
ԦӻԠՄԄԎӹԨԖӻԟӁҝҟᲞ࠲ችӫ৫ᲦҰҸ
ℕᕧҥӘӢӥӤӡҟӄӃӣӗҰҸѶҶӥҷӥӇℬ⇔
ӝ⍱్ӄ⪡ҰҸ✤இҥᲞӘҮӥҿҦҿҝӗҲѶ

ҥӣҺӒऋҧҥҫӥᑪұҞᕨᑝѴ
ԧӻԁԵԝՁӹՂӇⲿᶃҥ⩹әӁҸҹҤӢҹӇ
ᝃ⌃ӫ✔ਸҲӤҹҪӀӈӃҨ⍱్ӝℝ⋱ӄ༙ҰऊҦ
ҤҪӫҲӤӡҟӃӛӇҥᶄ഻ҰҿҦӗҰҸѶ
ҸӁҡӉᄯ⍱Ӈ⚾‼ҥ⌊ṿӀ᭹ҨӃҼҿҰ
ӗҼҸӁҦ
ҀԐԝՊԟҁӁӉӥӤ᭡Ӈ⭩མӇⅲ
ӫ⚾‼ӄ॥ӥҿॼࣝҤӢၤҫӤӁҝҟᡶᵠӫҰӗҲѶ
⚾‼ӄ॥ҼҸԐԝՊԟӈқӤݦӇਚଗӀॼࣝӄ⚾
‼ℝ⋱ҥⵥӗҼҿংӌ᭹ҨӃҼҿҰӗҟҬӁҥே⹂
ӀҰҸҥ⨹ၖӀӈҶӥӫⴇӀҦӤ▀ਐӫോҼҿ
қӤԐԝՊԟҥⲿᶃҮӥໟⵇӄࡐᲦҮӥҿҝӗҲѶ
▀ਐҥᄒѹӄᦈҪӤҬӁӀ⚾‼Ӈℝ⋱ӄऊҦҤҪ
ӤӇӀҲѶҬӇӡҟӃℕᕧӄᝃ⌃ӫጉҸҴӤ⟘Ә
ҥ߬ӄӛභᑅ⛅ӨӥҿҝӗҲѶ

ঃᲟકᵡӬᐣҢ⩺ៃүҵӥ
ἩҸҺԩԟӛମӚᲞҦᭁӄӈࣾӫࢌᄡҰংᲞ
ҲӤ⌃ҥࣰӨҼҿҝӗҲѶҶӇ⌃ӫᔵⴗႾҦ
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からだをつくる

細胞を育て

連載◆再生医療物語

ҰҮӗүӗӃℬ⇔ӝ⍱్ӫংᲞҰӡҟӁҝҟᑩ
ҰҝઔᵠҶӥҥҀংᲞઔᵠҁӀҲѶᰅӀӈԧ
ӻԁԵԝՁӹՂဇືӁҮӗүӗӃὠ⹐Ӈℝ⋱ӫᲞӘ
ҲҬӁҥӀҦӤҀၛℝ⋱ҁӇṠᾌӁӫ♧ଗҮҴӤ
ҬӁӀংᲞઔᵠӫໟᰅҰӡҟӁҰҿҝӗҲѶҶҰҿ

未来素材

ᑩҰҝӹԮՄՓԘӇߙဇᕧᑜӇⲿᶃӄӡҼҿߤ
ংᲞઔᵠҥҮӢӄᶃཔҰҿҝҬҟӁҰҿҝӗҲѶ

᥄ၳᄿ‑ᅫԵՂԶՔҦӤዯҩᕏᕸકᵡ
ℝ⋱ӫ൫ӝҰߙဇᶌӄ⍱్ӫჰችҲӤҸӚӄӈ
ℝ⋱ҥ൫៝ҲӤҸӚӇҀ⤷഻ҁӁӃӤԧӻԁԵԝՁ
ӹՂҥᄱ❥ӀҲѶҰҤҰҬӥӫߙဇᭁӀҽҨӤӁ
ҤӢҹӄᙻҰҸ഻ଗӄӈይ⅌૰ᄾӃӂӫݦᲞᄯ⬙
Ұ⅟ҪӃҪӥӉӃӣӗҴӬѶ➐ҮӥҳӄҳҼӁ
࠲ॼӄ៚ӣ⅟ҪҿҰӗҟҤӢӀҲѶҶҬӀℝ⋱ҹ
ҪӀ᾽࠲ᶌӃ⍱్ӫҽҨӣҶҟӁҝҟṠᾌҥ⛅Ө
ӥҿҦӗҰҸѶҸӁҡӉ࠲ॼӀ⎃᪱➐Ұҿᣤᦒ
ҰҿҰӗҟᲞ➐ᅪԴՁԵՓӀ⍱్ӫҤҸҺ࠻ӣ
ҶҬӀℝ⋱ӫ൫៝ҮҴӗҲѶᄐӄ⤷഻ҥᣤҡҸᄐӇ
഻ኝӫ൫៝ҰҸℝ⋱ӄӡҼҿഅӚӤҬӁҥӀҦӥ
Ӊℝ⋱ҹҪҤӢӃӤ⍱్ҥӀҦݯҥӤӈҳӀҲѶ
ҮӢӄℝ⋱ӁҨҼҽҦӝҲҝᅪ⣸ӁҨҼҽҦӄ
Ҩҝᅪ⣸ӫၲ৴ᄜҹҪӀ⁹પӄԐӻԚԘҲӤҬӁ
ҥӀҦӤҀၲᄾ‐ᅪԴՁԵՓҁӁӉӥӤℕᕧҥ
қӣӗҲѶҬӇݯӀℝ⋱ӫ൫៝ҮҴӤӁၲӫණ
ҡӤҹҪӀ⤷഻Ӂℝ⋱ӁҥӥӤӡҟӄӃӤӇӀℝ
⋱ҹҪҤӢӃӤ╦ҝԎՓԟҥᄖӢӥӗҲѶҬӇℝ⋱
ԎՓԟӫ࠴ᖘӛ⭥ӆଗӨҴӤҬӁӀ᾽࠲ᶌӃҤҸ
ҺӇℬ⇔ӝ⍱్ӫҽҨӤӁҝҟӗҼҸҨᑩҰҝᑯᢇ
ҥ≻ҡӢӥҿҝӤӇӀҲѶҬӇӡҟӄҰҿҽҨӢӥ
Ҹ⍱్ӫᙻҲӥӉҶӛҶӛߙဇᕧᑜӫ࠲Ӈމӑ
ጉҺ⨮ӗҳӄҲӘӗҲѶၲᄾ‐ᅪԴՁԵՓӫࡐҼ
ҿℝ⋱ҹҪҤӢӃӤԎՓԟӫҽҨӤӁҝҟᑩҰҝᑯᢇ
ӄӡӣይ⅌૰ᄾӁҝҟே⹂᪆ӫ➐ᡏҰҸ⍱్ӫҽҨ
ӣҰᙻҲӤҬӁҥӀҦӤӡҟӄӃҼҸӇӀҲѶ
රӇᡶᵠӁᅣӨӥҸҀংᲞઔᵠҁӈԧӻԁԵԝ
ՁӹՂṠᾌӇᶃཔӄӡӣᰅໟӇӛӇӄӃӦҟӁҰҿ
ҦҿҝӗҲѶ
ᑑՒ⽉⏖ວ

វಎӉㇰ℞⋲ӬԏՔԠ᭢ӅӉҦҳᑪұҞዃ⛊ӅҾҞӀ⟣ұҩҤ⟡ұұӘҳѷ
ਲㇽᗩႺࠗợԓՃԏՔԡѵLXXT[[[GIPPWIIHGSQ
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オリーブ

彩り豊かな

Ѵ緑色の輝きを放つ塩漬けの実や，スパゲッティ

ケール 5 〜 7 の実は塩漬けにすれば食べること

やサンドイッチの中から顔をのぞかせる小さな黒

ができます。では，カラースケール 1 〜 3 の未

色の輪を見て，「これは何だろう」と思ったこと

熟な実は，まったく食べることができないので

はありませんか。料理の具材やオイルの原料とし

しょうか。実はこれらも，塩漬けにすれば食べる

て活躍しているオリーブは，約 5000 年前から地

ことができます。苛性ソーダは，水酸化ナトリウ

中海沿岸などで栽培され，世界に 1000 種類以上

ム（NaOH）とも呼ばれる，アルカリ性の比較的

の品種があるといわれています。

強い薬品。オレウロペインはアルカリ性になると

実ったばかりの頃は緑色ですが，成熟が進むに

構造が不安定になる性質があり，苛性ソーダを

従って，皮も中身も黒色へと変化していきます。

加えると実から溶け出していくのです。もちろ

未熟な緑色から熟した黒色へ 0 〜 7 の 8 段階の

ん，その後およそ 3 日間，何度も水を変えながら，

「カラースケール」で表され，その成熟度によっ

苛性ソーダ分をしっかり抜きます。

て味わいと用途が異なります。スケール 3 以上

高塩濃度や強アルカリ性の環境に耐え抜いて食

の実がオイル用に使われますが，3 〜 4 は酸度が

卓にやってくるオリーブたち。
彼らに出会ったら，

低く緑色のオイルになり，熟した 5 以上は，黄

（文・上原 正大）
ぜひほめ讃えてあげましょう。

たた

みが強く品種独特の香りの強いオイルになりま
す。スケール 1 の外側の皮が黄色・黄緑色の若
しんづ

い実は，そのフレッシュな味わいが新漬けに向い
ています。
オリーブの実は，そのまま生で食べることがで
協力：日本サブウェイ株式会社

きません。果実中に「オレウロペイン」を多く含
むため，とても渋いのです。しかし，果実の成熟

もっと、野菜でサイエンス！

とともに含量が低下して渋みも和らぎ，カラース

http://www.831lab.com/yascience/
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おさかなサイエンス

大きな「耳」を持つ

シログチ の成長日記

⊘Ṗ

耳石
Ѵᶆ⯃⏘ӄҦӢҦӢ⧩ҨҟӦҬӫҤӢҹӄӗӁ
ҝҡӢӇԬԖ⫩ӄҝӗҹӢᛯӫጉҽԎՄ
䔍䓾䓵䔆䔗

ԇԘѶ⸲┍⼯Ӈ⨹Ҩӄӈဈ༙ݦӇ⣀ҥӢӇӡ
䔋䔎䓿

ҟӃҤҸҺӫҰҸҀ⊗ṕҁӁӉӥӤҤҸӗӣҥ
қӣӗҲѶҶӇาҥӗӤӀṕӫዚҡҿҝӤӡҟӄ

▲ シログチの頭部と耳石の位置。

❬ҡӤҬӁҤӢ
ҀӻԎԹԘҁ
ӁӛӉӥҿҝӗҲѶ
⊗ṕӈ⾔ҥᢞҩӁҦӇၕ⛔ᇺ❴ӫࢄҽӁଛᓃӄ

Ѵᠨᤡ  ㉀  P ӇᙚӫމᄯӄݺᲾމ

⊴❴Ӈᄀ᷍ӫᖚҸҰҿңӣ
ἩҸҺߙⳆӀҝҡӉ

ӄၤҨလҲӤԎՄԇԘӈິ⁇ҥණӨӤҭӁӄ

Ҁ⊗ҁӄ᷒ყҰӗҲѶҶӇҦҮӈ᷑ᄉ  FP Ӂ

Პᆓ഻ኝӫҰ ㉀  ᔹӄҤҪҿᲢાӫҲӤҬ

⩪့Ӈ⾔Ӈ  ࢡӛқӣӗҲѶҬӇҦӃ⊗ṕ

ӁҥṊӢӥҿҝӗҲѶމಟӁᒋᕐӄጘӗӥҸᕾԎ

ӈԎՄԇԘҥམҲӤԐԑԄ᷍ԢἳӇ⾔⹐ҥጉ

ԡᣛ⸨ӀችⲴҰҸԎՄԇԘӈၪӌҦⅲӀӁӢҡ

ҽᭈᄨӀӛқӤӇӀҲѶ

ӢӥᒋᕐӀӈޓӄҤӗӕҬӇᑜӁҰҿࡐӨӥ

ѴໟӈҬӇ⊗ṕҤӢ⾔ӇችⲴӫṊӤҬӁҥӀҦ

ӗҲѶݺᲾމӄ  ὠҝӤӁӛҝӨӥҿҝ

ӗҲѶ⹉ᄥⱫӀ➀༄ҲӤӁွӇၤҝ⩡ᒣӃူӁ

Ӥ⾔⹐ӇމӀҤӗӕҬӇᑜӁҰҿूӥҿҝӤ

ွӇ᭹ҝ⩡ݲᒣӃူҥߍӄॽӫ፷ҝҿҝӤӇҥ

ӛӇӈӨҳҤҰҤҝӗҴӬѶҶӇމӀӛԎՄԇ

❬ҡӗҲѶ⊗ṕӈ⬱ԂՂԎӽԷӇ⩡ᒣӃℶᓩӀ

ԘӈҤӗӕҬӇӀқӤҰӃӝҤӀვҝმӫ

ӀҦҿҝӗҲҥᔺᝃᭁӛ┉ὶҰҶӥӈ⩡ݲᒣ

ҽҨӣҲӇӄӁҿӛ⪡ҰҸ

ӃཞӫჰችҰӗҲѶҬӥӈݦᒋӇ୍ᕉӀҨӣ⨻Ү

ӇӀҲѶ

ӥҿҝҨҸӚ⩡ݲᒣӃူӁ⩡ᒣӃူӇℬӘଗӨ

Ѵߤၖӛ᧥ӃӂӇᓽᣄӄޥҼҿᙚӫҲ

ҴӈᄁӢӇችⲴᒋ➮ӁӛҝҡӤӀҰӠҟѶҶӥ

ӤԎՄԇԘѶᣛӣӝ⾔ཌྷҮӬӀᄁӢӁࠖҼҸ

ӫ⠂әҬӁӈҝҽᲞӗӥӂӬӃᲞᢿӫҰҿҦ

ӢҦӃ⊗ṕӄ৹ӗӥҸችⲴӇҰӤҰӫ❬ҽҪ

ҸҤӫṊӤኤҥҤӣӄӃӣӗҲѶ

ҿӘӗҰӠҟѶ
ᑑՒຳ⏤⏤

⋂ӫጉҼҿҝӤ

シログチ
スズキ目ニベ科シログチ属
学名 Pennahia argentata
英名 White croaker

協力：鈴廣かまぼこ株式会社

かまぼこづくりのサイエンスはこちら！ >> http://www.sakanalab.com/
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実践！検証！サイエンス

フルーツゼリー、つくってみました。
ԺԺㇰԢԏㇰԮԡӾ……ἱӉҩҺӜӈҦҤҞұ

＋＋実験材料・機材＋＋

Ҟີ⁈ӁҳӇѷᲟӁӓӥӈӜҞҞӁҳҦㇰӑӥ

キウイフルーツ，ナシ，バナナ，ゼラチンパウダー

ӑӥӂұҹ᭹ᭉӈᇻӈԔՂՔӅҳӥӈӜҤҞұ

（5 ｇで 250 cc のゼリーができる商品を使用しました）
，

ҞӓᑰӈӌӂҾѷҷҭӁ↙ⵦ⫪ӁӉㇰҩҺӜӈ

耐熱性プラスチックカップ，温度計

ӬࡑҽҹԔՂՔӬҾҩҽӀәӥҭӂӅұӘұҹѷ

ѴԓՁՓҾҨӣችਲ਼ӇἸҪҽӈ॥ӥӤҨҹӛӇ
ӄқӣӗҲѶὠ⹐ӄӡҼҿӈԓՁՓҥಞӗӢӃҝ
ҬӁҥқӤӡҟӃӇӀҲҥߤ⪫ӬҹԄӽӻԬ
ՂՓԛԡԎԧԡԡӀӈԓՁՓӫҽҨӤҬӁ
ҥӀҦӤӀҰӠҟҤѶ
▲ 準備したもの。

＋＋実験方法＋＋
①くだものを 1 cm 角のさいころ状に切る。
②耐熱性プラスチックカップに，①を 3 個ずつ入れる。
1 種類のくだものにつき，カップ 2 個ずつを用意する。
③それぞれに水を 10 cc ずつ加える。
④同じくだものが入ったカップのうち，一方をレンジ
で 20 秒加熱する。
⑤ゼラチン 5 gを125 ccの熱湯に入れ，
よく混ぜて溶かす。
▲ 電子レンジで加熱した状態。

⑥ゼラチン溶液の温度が 40℃程度まで下がったら，
10 cc ずつカップに注ぐ。
⑦冷蔵庫に入れて 2 時間程度冷やす。

Ѵ ᓃⳆᄐӨҨӨҨҰӃҥӢঢ┽ၶӇމҤӢ
ԂԚԮӫӣҰҿӘӤӁᲞӇԄӽӻԬՂՓԛ
ӫ॥ӥҸӛӇҹҪҥಞӗҼҿҝӗҴӬӀҰҸѶ
▲ フルーツとゼラチンをそれぞれのカップに入れる。
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▲ 固まらなかったキウイフルーツ入りゼリー。

▲ 固まったキウイフルーツ入りゼリー。

加熱なし

加熱あり

ӫ➐ҰҿҰӗҼҸӇӀҲѶݦᑯҲӤӁҬ

キウイフルーツ

固まらない

固まる

Ӈ⬯ℕӈණҰҿऊҪӃҨӃӣԓՁՓӇމӇԊ

ナシ

固まる

固まる

ՀՓԉՊӈ➐ҮӥӗҴӬѶҶӇҸӚӫҰ

バナナ

固まる

固まる

ҸԄӽӻԬՂՓԛ॥ӣԓՁՓӈಞӗҼҸӇӀҲѶ
ӃңԡԎӝԧԡԡӄӈԄӽӻԬՂՓԛӔӂӇ

ѴҶӇᰊᲬӈԓՀԘՊӇޓችҀԊՀՓԉՊҁ

ვӃԖՊԨԆ⣸➐⬯ℕӈମӗӥҿҝӃҝҸ

ҥԖՊԨԆ⣸ӀӀҦҿҝӤҬӁӁԄӽӻԬՂՓ

ӚҰӃҨҿӛԓՁՓӫҽҨӥӤӇӀҲѶ

ԛҥԖՊԨԆ⣸➐⬯ℕӫጉҼҿҝӤҬӁӄқӣ

ѴԖՊԨԆ⣸➐⬯ℕӫጉҽҨҹӛӇӈԄӽӻ

ӗҰҸѶԊՀՓԉՊӈݦၲҰҿᠨӄᦈҤҰҸ

ԬՂՓԛӇ߬ӄӛԨӻԡԚԮՂӃӂಟӇӛӇӄ

ᄐӄঢӝҲӁⅲ᷍ᛥ⩯ӫҽҨҼҿᠨӫމӄⲽұ

භҝӡҟѶҵӋӘӃҮӬӛԖՊԨԆ⣸➐⬯ℕ

⨮ӚӗҲѶҶӥӄӡҼҿӐӤӐӤӁҰҸԓՁՓ

ӄᠢӫҽҪӃҥӢԓՁՓӫҽҨҼҿӘҿҨҹҮ

ӇᇺҥᲞӗӥӤӇӀҲѶԄӽӻԬՂՓԛӄӈ
ҀԖ

ҝѶᒐӇԬՂՓԛңҝҰҨҝҸҹҦӗҰӠҟ

ՊԨԆ⣸➐⬯ℕҁҥମӗӥҿңӣԊՀՓԉՊ

ᑑՒ᾽⏽ᓬວ

コラーゲンのひみつ
コラーゲンは動物のからだの中にあり，何万個ものアミノ酸がつながって鎖状の構造をしてい
ます。細胞の構造を保持したり，細胞どうしを接着して器官の構造をつくったりする大切な成
分で，ヒトでは全タンパク質の 30％を占めています。
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研究者に会いに行こう

ᡣ↦Ӭ⧪ҥҵӥṡᾍӬᠳӛӀ
⠰௭Წ ॑ѵᰍᰈවຸѵଝ⟮ᐼፑ
⣅ಒᢈߚᡣ↦ἴຸዃ⛊ጞ⎙ԓՋԗՔѵᰋⲵ
ԀԫӞԃԣӬҥҹӃҽҹᡣ↦ӈ࠙ⅉဈ␃ஈㇰᒌᕑᲮ៱⹑ຸࠗҦҾҩҽҹӂҞҠԀԫӞԃ
䔊 䔺 䓿 䔒

ԣӈ৹ұӟҠ०ӤԥԇԗӼ……ѷᲮ៱⹑ҦවҧӁҹҩүӭӈԈԛԒӬⵦӛӀҞӥ⠰௭Წ
॑үӭӉㇰುॏᡣ↦Ӭᣀᅫҳӥҹӛӈዃ⛊ӂߚӬ⋝ӀҹҞӂ⹍ҽӀҞӥѷ

⼅ӁԀԫӈݧᲟӬ⩕Ҡ

䔌

ԝԡԃӿԪӈ❣⛘ྞӄӇӘᲞᆓҰᒋᕐӄᙪә

ѴԝԡԃӿԪӝԣԵӿԪӃӂӄ߶⛘ҮӥӤᠨᲢ

ᠨᲢӿԪӇމӀӈӚҳӢҰҨાҤӢች࠲ӄӃӤ

ӿԪӇභҨӈကӀાӫᲢӘᲞӗӥҸԕӿӹၞᲞ

ӗӀӇݦᲞӫကӀ⪌ҭҲѶҮӗүӗӃᲞᢿଌӫӛ

ӈကӫݰҼҿᣛӝᡱ૾ӀԮՀՊԆԟՊӫӒҿ

ҽӿԪҸҺӇ⺈⋜ᑯᢇӫ≻ҡᲞᢿଌӫҨӨҰҨ

䔔

⋜ҽѶὙӿԪӗӀችⲴҲӤӁကၪӫែҝҿကӑ

ṊӤҬӁӈဟ༩ӃӿԪӫࢄ१ҲӤҟҡӀӁҿӛ

ኙӣҶӇᄐӈҳҼӁကӀ⪌ҭҲѶ⠯௬ᲫҮӬӈ

⭥❥ҹѶ⠯௬ᲫҮӬӈ⎃ӇṠᾌӫᢿҤҰᡢ↥

ҬӇӡҟӃӿԪҥӂҬӀӂӇӡҟӄҰҿᲞӗӥ

ӄᙪә⭦ᲞᲞᭁӇᲞᆓ᭡ӫ➮⧝ҰҸՃԚԠԞՓ

࠴ӫӿԌӄҰҿ⋜Һ⇉៝ҲӤӇҤӁҝҟᲞᢿଌ

ԖԭԚԆӇ࠻ችӄӛᎮӨҼҿҝҸѶ

䔒䔍䔈

ӫṠᾌҰҿҦҸѶ⭦පӀ⩔⥊ҲӤӇҥಗӃ༨Ү

ುॏӈᠩᲣᚱӅ⣆ᮝұҹҞ

ӃાӝၞᲞӫໟ⼄ӇᠨᜆӀ⺈⋜ҰӂӇӡҟӄ
ችⲴҰҿҝҨӇҤ⹉ᄥⱫӫࡐҼҿ⟢ℝӄ➀༄Ұ

Ѵ⠯௬ᲫҮӬҥӿԪӝԂԢӃӂӇᲭ៰⹐ӄҽҝҿ

ҿҝҨӇҹѶӿԪӇᲞᢿଌӈҶӇὠ⹐ӄӡҼҿᭈ

ṠᾌҰӡҟӁᡏӚҸӇӈᡢ↥ӇᠨᲢᚰᭈӄ⺐

ᄨҥқӣᲞᢿଌҥӨҤҼҿҝӃҝӿԪӇ഻ଗӈ

៝⭦Ӈᶃཔӄ⣅ᮜҰҸҝӁҝҟვҝᇚҝҥқҼ

ҶӇ⺈⋜ᑯᢇҤӢ≻ҡҮӃҪӥӉӃӢӃҝѶҸ

ҸҤӢҹѶືદᚰᄐӛ⎃ӢӇࢇᅎӫ⣋Ҧᰌᰇ

ӁҡӉ⠯௬ᲫҮӬӇଜਂҥҽҪӢӥҸԎԾԄԖ

ᐬၯ⨧ᖖཇᰌᰇᠨᲢṠᾌኝᰅՒᡢ↥ᷟᠨᲢᣛ
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▲ 諸喜田さんのエビ・カニコレクションの数々。

ᢤṠᾌԒՊԖՓӀყᓃӗҹᡢ↥ӀẤ᾽Үӥҿ

ӁҥᠲӚӢӥҿҝӤѶᰅҬӇ⋜ችԮՄԇՀԷ

ҝӃҤҼҸՁԼӽԄԼӽӹԽӝԆՂԵӿԪӇ⺐៝

ӄ૧ҰҿҝӤӇӈ  ߙѶ ះҤӢ  ះӁҝ

ዂ⛉ӇⲿᶃӄӣℬӬҹѶҶӇⵇᒋᕐ१ಟӇᠨ

ҟွၤҝၖㅎཞӇߙҸҺҥⵥӗӣᡢ↥Ӈ⣢ӫ

ᲢṠᾌኝӝᠨᲢ⟘⼄഻ӫ❬ҿӣ⾔ߥ⹐Ӈ⺐៝
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諸喜田

ᶿӬӄ⛅ӨӥҿҝӤҥҶӇṠᾌችᖚӫೀӀᢿ

1966 年琉球大学文理学部卒業。その後，琉球政府農林局

ᲦҰӡҟӁҝҟҦӈӗҹқӗӣ⩹ӬӀҝӃҝѶ

琉球水産研究所，琉球大学理工学部助手，琉球大学理学部

ҶҬӀṠᾌӝ⠋ᗓӀᄖӢӥҸችᖚӁໟỢࠖӇᲢ

助教授を経て 2005 年に琉球大学理学部教授を定年退職し，

ᚰӁӫℶӌҽҪᑩҰҝஇӝዂ⛉ӫᲞӘҲҬ

2006 年より現職。京都大学にて理学博士を取得している。
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茂充 （しょきた

しげみつ）プロフィール

診察風景︒

▼昭和花子の
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宏太郎（まき

こうたろう）プロフィール

1984 年昭和大学歯学部卒業。1989 年に昭和大学大学院歯
学研究科修了後，1998 年カリフォルニア州立大学サンフ
ランシスコ校客員教授。2003 年より現職。
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ҹѶҬӇӁҦӣℬӬӀҝҸӇҥ⚾‼ӫዺდҮ

1994 年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了。博士

ҴӤ࠻ᲦӇқӤ⬱ݦᾜℕӄ૰ᄾҰҿ॔ӤԮՄՓ

（薬学）。2 年間にわたる海外での研究生活を経て，1997

ԭ࠻✤ҹѶ໒ችӗӀӄ  ၖડӛӇၖᔹҥҤҤҼҸѶ

和也（きくち

かずや）プロフィール

年より東京大学に勤務，2005 年より現職。

ᕨਲㇽවⴃවຸවຸⴡԈՅՔԨՃ '3) ԯՅԈՁԸᲟᱩൢຸԈՅՔԨՃᐼ⋝ṡᾍዺ᪇
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21

研究者に会いに行こう

ҁԜՃԶԹ҂Ӆ❭ӥԘӼԒӈᕏᕸ
ⴏ⫪ℌѵઁᣜ⪒වຸѵ⨨ຸ⫪ѵবᐼፑ
ూӞұӡҠӠӄӃӈ⠌ᑝҥӣ⢗〉ㇰᫍ⢗Ә

ᒌᕑފӈԜՃԶԹවⵦଘ

ӁㇰનӅᶅ഼ҳӥҭӂӈමҞԘӼԒѷ
ҁ⋝ὡӈṡ
ᾍӬұӀҞӥߚӉමҞҫӦӃㇰҷӦӬ߭ӈᙼᭂӂ

ѴṠᾌӀӈ१ಟଖೀӇԛՂԵԸӫⵥӚҿԪ

ӈҥҥөӤҥӣ❭ӀҞӥߚӉҜӘӤҞӘҵӭ҂
ѷ
ⴏ

ԢՓՂԦӽԐӀᗵഞҰҿҝӤѶᙻᕍ⮵Ӈᑅӈ 

⫪ℌүӭӉㇰᤘѺӂㇰұҥұ⎄ӈṡᾍӅ༚ҳӥ

࢟߸ݯѶҰҤҰ
ҀⵥӚҸԛՂԵԸӇὠວӈҹҝ

⎄࢈ӬӅҲӘҵ⟡ұธӛҹѷ

Ҹҝ  ὠ⹐ҨӢҝӀҲӆҁ
ѶᗵഞҮӥҿҝҸ
ӇӈӔӬӇ⫩ݦӄҲҧӃҤҼҸӇҹѶҬҬӀ⋜ҿ

⨺ҩӅҞӥㇰԘӼԒӈỲ॔ὡ

ӢӥҿҝӤ  ᗨ  ᗨӄӗҹⴎ⫩ҮӬӛṊӢӃ

Ѵԗӻԑӄӈࡐҝ⪑ӄӡҼҿ⢖ӇҤҸҺӝ⏘

ҝ⪭࠘ວҥҶҼӁӋҶӬӀҝӤѶⴎ⫩ҮӬӇṠᾌ

Ӄӂᅪ⣸Ӈ᳘ӃӤභҨӇᗵഞஇὠҥຮҲӤѶҶ

ҤӢᲞӗӥӤᕎᕷӇԗӻԑӈߤᄐӂӬӃҤҸҺ

Ӈὠӈᕾӹԏӹӫ⤧ӁҰᒋᕐӄӛ⎃ᲞҰ

ӀἩҸҺӇਂӄาӫᰅҲӇҹӦҟѶ

ҿҝӤҀԛՂԵԸҁҹӁҮӥҿҝӤѶӋӠӦӣӁ

ᑑՒ▙߁ᔃޞ

ℝҝҽӤӫࠡӉҰҶӇ॓ӄӈᖛ⢖ӡӣӋӁӗӨ
ӣ༨ҮӃໟӫҽҪӤѶҬӇᙻᭁӄ⢖ᗵഞӇៈଌ
ҥⵊҮӥҿҝӤӇҹӁⴎ⫩ҮӬӈ➜ҟѶ

⪮࠙ຨӅ៛ӥ៉
ѴᒦҤӢᗵഞҮӥҿҝӤԗӻԑӇ⏽₵ҥҶӇ
⨹Ҩӄ⎃ᲞҲӤ⭦ᲞӇԛՂԵԸӄ₵Ұὠӫ
ҽҨӤҬӁӛқҼҸѶԗӻԑӈ૱ᾇҮӥҿஇӝ
⺈ᑜӄ৫ᲦҮӥӤҥԛՂԵԸӈҶӇ഻ӄ៚ӣ
ߍӀᄖӢӥҸὠວӫលӇၖӑ៚ҲѶᶃ␇ҰҿҨ
ӤҮӗүӗӃҤҸҺӫҰҸὠ࢟࠲ӇމҤӢং
ӌߙҥ⪫ӌԗӻԑӁҰҿ৫ᲦҲӤӡҟӄӛӃӤѶ
ⲴҝៈଌӇމӀԛՂԵԸҤӢᑩҸӃ⪭࠘ວҥ
ӣ⨮ӗӥҿҮӗүӗӃԗӻԑஇὠҥҤҸҺ࠻Ӣӥ
ҿҦҸӇҹѶ
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阿部

ӁṠᾌҰҿҝӤѶҸӁҡӉԪԖԶՊ ( ମ⭧Ӈ

純（あべ

じゅん）プロフィール

1986 年北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。

⽉ҝԛՂԵԸӫ❬ҽҪҸӢҶӥӁԗӻԑӫߍ

卒業後，助手，助教授を経て，2007 年より現職。農

ҮҴӤҬӁӀӡӣԪԖԶՊ ( ମ⭧Ӈ⽉ҝԗӻ

学博士。

ԑஇὠӫҽҨӣҴӤଉ⌃ᅪҥқӤӇҹѶ
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☆研究者への手紙募集中☆
『someone』に登場した研究者に手紙
を書いてみませんか。次回，返事を
書いてくれるのは P20 に登場した槇
宏太郎さんです。誌面で紹介させて
いただいた方にはセーラー万年筆製
プロフィット万年筆をプレゼントい
たします。ご応募お待ちしておりま
す。
初めまして，こんにちは。
私は小学校の頃からずっと数学が大好きで，生活の中

今回は，2010 夏号に登場した情報科学の研究者，
巳波弘佳さんにお返事を書いてもらいました。

にある数学を見つけると，とてもハッピーな気持ちにな
ります。家には小学生向けの算数大図鑑があり，弟と一
緒に愛読しています。今はパスカルやオイラー，ユーク
リッドに興味があります。先生は尊敬する学者さんなど
いらっしゃいますか？
また，「おもしろいことは何でもやる」という先生の
モットーには，とても共感を覚えました。私もさまざま
なことに関心があるので，たくさん本を読み，多くの講
座やセミナーに参加しています。しかし，ずっと研究に
うちこめるか不安ですし，特になりたい職業もなく将来
が不安です。先生は，研究で大きな壁にぶつかったとき
などはどうされますか？
先生の研究室では，学生さんたちが独自の視点で社会
現象をとらえ，表現されていて楽しそうですね。まずは
あこがれの大学生活を目指して，もっと数学を楽しもう
と思います。
山本 智子（16 歳）

【応募方法】便せんに研究者への手紙，氏名，年齢，住
所を書いて，
以下の宛先まで郵送してください。なお，
お送りいただいた手紙，および研究者からの返事は誌
面にて公開させていただくことがあります。
【宛先】〒 160-0004
東京都新宿区四谷 2-11-6 VARCA 四谷 10 階
someone 編集部 「研究者への手紙」係
【応募〆切】2010 年 11 月 15 日（必着）

協力：
http://www.sailor.co.jp/
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山下

雅道（やました

まさみち）

独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）
宇宙科学研究所

教授

1976 年 東京大学にて理学博士号取得，1976 年から東京
大学宇宙航空研究所，1981 年から宇宙科学研究所，うち
1980 年から 2 年半エール大学（2002 年ノーベル化学賞受
賞の研究に従事），2003 年より現職。
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ҿҝӗҲѶ
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Ҁໍ⢖ԮՄԏӾԆԟҁ⢖ᶃႹ
ѵҁව⢗ԯՅԐӿԇԠ҂Ӊㇰ ὡ⹑ӈව⢗ӬಠⵈԑԞՔԏԿՋҁҧӖҠ҂ᒌᕑ
⼅ᙜӅካһݰҬㇰᑆҥᔺⳇࢅ‽ұҹӈһㇰᾐⳇӁҫҹჽ⸔ӬຸފᲟՓ⽊ᗥᲟҦ⠌ᗔṡ
ᾍҳӥ२ಠԯՅԐӿԇԠӁҳѷ ၗ  ᔺ  ᒌӅӉㇰҭӦӘӁӈ  ὡ⹑ӅਵҢүӣӅ
 ὡ⹑ӈುව⢗ҦӒӂӍιһӘҳѷҷӈካһݰҬӬ➯ᅏұӀㇰཀྵᘸᷠӂỹිခᷠӈ 
ҥኞӁುව⢗ӈᶄႺӬⳀࣸѷཀྵݱүӭӈҩөұҞṡᾍӈ⟡Ӟཀྵྨ᷒ຨ⛆කҥӣӈԫ
ԟԂԹԛԓՔԐӜҜӤӘҳѷӒӈ⩺ӈῷݧៃӬㇰӂӜӅ⥣әұӘұӡҠ

ỸෑကᷟӇೀ⢖Ҁ߁ޛᕷ⢖ҁᶃႹ

ཨᘷᷟᲢҀԡԂԒՊԡՁҁᶃႹ

日

時：2010 年 10 月 9 日（土）14:00 〜 16:30

日

時：2010 年 10 月 19 日（火）14:50 〜 16:15

場

所：神奈川県立相原高校

場

所：山梨県立農林高校

〒 252-0143
対

体育館

相模原市緑区橋本 2 丁目 1-58

〒 400-0117

象：一般の方（小学生以上）

対

体育館

山梨県甲斐市西八幡 4533

象：一般の方（小学生以上）

参加費：無料

参加費：無料

申

込：当日先着順（予約可）

申

込：当日先着順（予約可）

定

員：300 名

定

員：300 名

ңேҝଗӨҴ॓
ᗩႺࠗợՂԨԥԑᐼ⋝ԯՅԐӿԇԠ
ዣშㇽι⏾Փ▚Წ
8)0ㇽѵ*%<ㇽ
)QEMPㇽIHYG$PIEZIERIWXGSQ
LXXT[[[WTEGIIHYGEXMSRNTWS]FIER

ਲㇽೊ⭕⩰ᗩႺࠗợ
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⠾ӛҩ⳦Ӆݧ

猿渡

敏郎（さるわたり

ӈॕӬݴҢӥᤢᣜᗿॽߚ

ЊԷԜԇՂԀԢԄԙԿӾԙՋӺՋԋӾӈ
ѵԹԑݰӂԹԑӅᲟҳӥԂԑ

としろう）

1984 年 3 月東海大学海洋学部卒。1989 年 3 月
東京大学大学院農学系研究科博士課程水産学専
攻修了。農学博士。現在，東京大学大気海洋研
究所資源生態分野助教。
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ᤡᣛཔ

お申込み Web：
http://hadeep.jp/shinkai/
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※ このイベントは，日本財団の助成により東京大学大気海洋研究所に開設された HADEEP「新世紀を拓く深海科学リーダー
シッププログラム（Hadal Environmental Science/Education Program）
」により実施されるものです。
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ѵѵѵѵᗩႺࠗợԣԛԬㇰԩԢԕԣԛԇᗩႺࠗợㇰᗩႺࠗợՂԨԥԑѵӄӃ
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ㇾӻՊԟ⟢ℝ㈀
ㇼ ㉀ ㇼѴⲿࠖႹ
ㇼ ㉀ ㇼѴໟ⼄ᐻཔ
会場に設けられた 4 つの「教室ブース」で，
50 分間の教室を同時開催。
オリジナルの時間割をつくって，プログラムに参加しよう！

⫩ݦӫ༩ҰҹҪ™ߥ
筑波大学…筑波大学発 〜おもしろ不思議実験工作隊〜
積水ハウス株式会社…暮らしの省エネで地球を守ろう！
〜「いえ」から考える「エコロジー」〜
株式会社ニッピ…体の中でも外でも大活躍！〜コラーゲンとゼラチンの性質と利用〜
パナソニック株式会社…エコ・モノ語（がたり）
〜モノづくりの流れとそこに関わる人たちのストーリー〜
株式会社リバネス…研究者からの挑戦状〜 DNA 鑑定で生命を探る〜

※ プログラムは予告なしに変更される場合があります。
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秋の大学に
日本大学

東京工業大学

理工学部
将来を生き抜く自信と
実力をフルサポート 第 2 弾

学園祭も参加して、
大学まるわかり

船橋キャンパス

大岡山キャンパス
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出かけよう！
東京農工大学

関西大学

工学部
テーマは「轟 音」
農工祭へようこそ！

日本が誇る 3 つの
「つくる」を世界へ

小金井キャンパス

千里山キャンパス
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生き物図鑑

from

ラボ

第 14 回
食虫植物
ツルギバモウセンゴケ

▲ツルギバモウセンゴケ。
▲腺毛から出る分泌液。

ѵṡᾍ≾Ҧㇰṡᾍ༚⢦ӂұӀኺҽӀҞӥᲟҧᭂӬ℣ߦұӘҳѷᒌଡҧଘҽӀҞӥ
ҥӣҭҷṋҽӀҞӥㇰҷӈᲟҧᭂӈҤӜұӧүӞ⾋ਲӬҾҿҽӀҞҧӘҳѷ

高山の沼地や熱帯雨林に生育する食虫植物は，

ヌクレアーゼという RNA 分解酵素を出している

特殊なかたちに進化した捕虫葉を使い，近づいて

のです。興味深いことに，一般的な植物では栄養

くる昆虫を捕えます。栄養に乏しい土地で生き残

飢餓，ウイルス感染，傷害などの危険にさらされ

るために，積極的に捕食者になろうと進化してき

たときにのみ，自己防御の一環としてこの酵素が

た彼らには，強い植物というイメージがあります。

分泌されますが，ツルギバモウセンゴケの腺毛で

その一方で，実はこうした捕食行為には大きなリ

は，常に大量生産されていることがわかってきま

スクが伴うのです。

した。つまり，消化のシステムに自己防衛の機能

ツルギバモウセンゴケは，1 枚の葉に 300 本

を組み込むことで，捕食によるリスクを回避して

以上もある「腺毛」から消化酵素を含む粘液を分

いたのです。

泌し，昆虫を葉の上で徐々に溶かして得られる窒

最強の植物だと思われがちな食虫植物ですが，

素，リンなどを栄養素として摂取します。しかし，

自分の身を守るためにさまざまなしかけを用意し

それと同時に昆虫体内にいるウイルスも体内に取

ていたのです。今後，他の食虫植物の遺伝子の働

り込むことで感染症にかかったり，獲物の激しい

きも研究することで，彼らがどのように進化し，

抵抗によって植物体が傷つけられたりすることも

機能を獲得してきたかが少しずつ解明されていく

あります。こうした危険から自分の身を守るため，

でしょう。
（文・塩谷 邦芳）

ツルギバモウセンゴケは消化液の中に S-like リボ

取材協力：早稲田大学
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先進理工学研究科

大山研究室

■教育応援企業（50 音順）

■掲載大学・研究機関（50 音順）

アストラゼネカ株式会社

大阪大学
京都大学
関西大学
関西学院大学
慶應義塾大学
昭和大学
筑波大学
東京工業大学

アトー株式会社
アルテア技研株式会社
ヴイストン株式会社
エプソン販売株式会社
株式会社ＬＤファクトリー
株式会社沖縄計測
株式会社沖縄タイムス社
有限会社沖縄長生薬草本社

東京大学
東京農工大学
帝京大学
日本大学
北海道大学
琉球大学
早稲田大学

オリンパス株式会社
株式会社共立理化学研究所
株式会社グローバックス

■本誌のお取り寄せ方法

グローリー株式会社
ケニス株式会社
株式会社ケミックス

高校生以下の生徒様に向けて配布される場合に限り，本体

ケンコーマヨネーズ株式会社

担いただきお届けします。ただし，100 冊単位での送付と

価格 500 円（税抜）を無料にて，送料のみお客様にご負

株式会社講談社

なります。また，個人向けに書店での販売も行っておりま

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
株式会社 JTB 法人東京
株式会社しじみちゃん本舗
清水建設株式会社
鈴廣かまぼこ株式会社
積水ハウス株式会社
セーラー万年筆株式会社
株式会社セルシード
双日九州株式会社
太陽誘電株式会社
株式会社チヨダサイエンス
DIC ライフテック株式会社
電力館
東京電力株式会社
株式会社常磐植物化学研究所
株式会社トミー精工
株式会社ニコンビジョン
株式会社日刊工業新聞社
株式会社ニッピ
株式会社日本医化器械製作所
日本サブウェイ株式会社
日本ジェネティクス株式会社
日本蓄電器工業株式会社
株式会社パジコ
株式会社ビクセン
株式会社福島商店
株式会社フュージョンズ

す。詳細・お申し込みは『someone』公式サイトをご覧
ください。
■『someone』公式サイト URL

http://www.someone.jp/
＋＋編集後記＋＋
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プロメガ株式会社
株式会社ベネッセコーポレーション
丸善株式会社
三菱電機株式会社
宮坂醸造株式会社
株式会社ユー・ドム
ユニテックシステム株式会社
株式会社読売新聞東京本社
株式会社リバネス
株式会社ロッテ
和光純薬工業株式会社

ҷӭӄἪҦᱩൢᭉⵦӈ↙ⵦⲵӬӞӥҭӂӅӄӤㇰ
ᐪӛӀ≼ҢҹҭӂӉㇰấҥӅԐՄՋԶӬዛҢӀӉҞ
ӘҳҦṡᾍҳӥእӬួӛӀӉҞҫӄҞӂҞҠҭӂӁ
ҳѷἴຸӬᇸҳӥ≾ҹһҦṡᾍӬұⅠҫӀҞҩҭӂ
ӁㇰợࠗӬවҧҩඬҢӥቾᖛҦӥӈӁӉӄҞҥӂ
ᅤҞӘҳѷҭӦҥӣ  ၗᄑㇰ⫴လӉӃҠӄҽӀҞӥ
ӁұӡҠҥѷҷӈ⸗ㇰṡᾍӬұӀҞӥӈҦӜұҜӄ
ҹҺҽҹӣㇰἪӉҭӈݰӄҩၛҵӁҳѷι⏾ᓭຨ

※教育応援企業は，本誌の発行をはじめ先端科学実験教室の運
営など，子どもたちへ「興味の種」を渡し，未来の人材を育

ⓒ Leave a Nest Co., Ltd.

てるための活動を応援しています。
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