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ユニットは珍しくほとんどのメンバーが日

私が OIST のインターンシップに参加し

本人で構成されており、リサーチインター

ようと考えた理由は主に三つあります。ま

ンの留学生が何人かいるユニットでした。

ず、生物学的実験の基礎的な技術を身に付

コアタイムはなく、各々好きな時間にラボ

けることです。生物資源科学科は学生実験

で実験し、また土日はしっかりと休むメリ

のコマ数が他学科に比べて少なく、また研

ハリのある研究室でした。お昼休みにはラ

究室に配属されてから本格的な実験が始ま

ウンジでご飯を食べたり、毎週金曜日にミ

るため、専門以外の実験をする機会がほぼ

ーティングで研究の進捗報告会をしたりな

ありません。私の専門は作物生理学なので

ど交流する時間が長かったように思います。	
 

すが、様々な分野の実験手法を経験してみ

	
 

たいと思っていたので、あえて専門とは異
なる植物エピジェネティクスユニットへの
応募を考えました。第二に、大学院生や研
究者としての生活を具体的にイメージする
ためです。学部を卒業した後に進学するか
就職するかを迷っているのですが、院生と
しての生活を知ることで将来の設計の役に
立てようと考えました。最後に、多様なバ
ックグラウンドを持つ人々と交流を持ちた

	
 

かったからです。留学にも興味があったの

	
  	
  	
  	
  	
  	
  OIST の学生寮	
 

ですが、語学力に関する不安もあり、いき

研究内容	
 

なり海外に行くのは躊躇われました。その

植物後成体ユニットでは、プライマー作

点、OIST は日本国内にありながら留学生の

業を確認する基本的な手順を学びました。	
 

数が非常に多く、まるで海外かのような環

モデル植物であるシロイヌナズナの新し

境が整っているため、私にとって理想的で

い dCAPS マーカーが突然変異を検出できる

した。	
 

かどうかを確認するために一連の実験を行

	
 

いました。私はシロイヌナズナの新しい遺

植物エピジェネティクスユニットについて	
 

伝子型それぞれに対応する制限酵素を 3 種

	
  OIST のほとんどのラボはほとんど外国人

類使用しました。まず、私はシロイヌナズ

だったのですが、植物エピジェネティクス

ナから DNA サンプルを抽出し、PCR でそれ

らを増幅しました。次に、DNA サンプルを

いたので、理解しやすいものでした。	
 OIST

EcoRI、HhaI、HpAII、HindIII などの制限

滞在中、研究室メンバーの研究や生活につ

酵素で一晩処理し、電気泳動で制限酵素が

いての興味深い話が多く聞くことができま

うまく機能するかどうかを確認しました。

した。	
 

この結果、これらの点突然変異を検出する
ために、3 つの dCAPS マーカーのうちの 2

OIST では、私はいくつかのことを達成し
ました。	
 

つが利用可能であることがわかりました。

まず、実際に多くの実験を行うことで、

失敗の原因は酵素処理の条件であると考え

実地経験を積み、基礎的な生物実験の方法

られました。別の制限酵素も試しましたが、

や最新の器具を学びました。これまでのと

利用可能かどうかは定かではありません。

ころ、私は大学で実験する機会はまれであ

プロトコルの見直しが必要だという結論に

ったので、最初はうまくいかずに何もでき

なりました。	
 

ませんでした。しかし、研究室の方が丁寧

インターンシップの最終日に、ラボの進

に方法を教えてくださったので、自分の実

捗報告会で OIST での生活と研究結果つい

験スキルを向上させることができました。	
 

てのプレゼンテーションを英語で行いまし

第二に、この研究インターンシップは、

た。	
 1 週間に 1 回、佐瀬ユニットでラボ会

私の将来について深く考える機会となりま

議が開催され、すべてのラボメンバーが研

した。	
 OIST では、世界中の人々と話す機

究進捗状況を報告します。その内容を英語

会がたくさんありました。彼らの話を聞く

で理解することは難しく、英語と生物学に

ことで、私は OIST に来る前よりも広い視野

ついてもっと学ぶべきだと感じました。近

を得、今までとは違った将来像を描くこと

い将来の私の計画を方向付ける良い機会で

が出来ました。	
 

した。	
 

第三に、英語に関する私の考えは大きく

	
 

変化しました。私は英語がうまくなく、流

OIST での生活	
 

暢に話すことができないと感じていました。

最初は分からないことだらけで不安でし

発音やアクセントは頻繁に間違っているの

たが、ルームメイトや他のラボのインター

で、最初は恥ずかしく感じていたのですが、

ン生と仲良くなり多くを教えてもらえたの

他の研究インターンシップの学生とコミュ

ですぐに慣れることができました。私は

ニケーションをとるにつれ、各々が母語の

OIST で研究だけでなく、レジャー活動も充

アクセントで英語を話すことが分かりまし

実させることができました。平日はラボで

た。もちろん、正しく話すように努力する

実験をし、週末には他のインターン生と観

ことは大切ですが、それよりも伝えること

光に行ったりもしました。ほぼ休みがなく

が重要だと気づくことができました。様々

せわしない二週間でしたが、充実した生活

な背景の人々とコミュニケーションを取る

を送れました。	
 

ことで英語力を向上させることができたよ

研究室では、マンツーマンの指示を受け
ました。すべての指示は日本語で行われて

うに思います。	
 
	
 

最後に	
 

れてくださった佐瀬先生、毎日ご指導して

	
  二週間という短い期間でしたが、多くの

くださった宮崎さんをはじめユニットの皆

ことを学ぶことができ貴重な体験を得られ

様に心から御礼申し上げます。

た素晴らしい春休みとなりました。受け入
	
 

OIST Research Internship 報告書	
 
（インターン期間：2018 年 2 月 19 日～3 月 29 日）
北海道大学農学部生物環境工学科 4 年
二宮秀輝
1.

2.

はじめに

・一週間のスケジュール

	
  私は OIST の Fluid Mechanics というユ

	
  一週間のスケジュールは月～金が研究

ニットに所属し、
約 1 ヶ月間研究を行った。

室で研究し、土日は完璧に休みであった。

以下に OIST での生活や学んだことを書か

研究室によっては土日も行かなければい

せていただく。

けないところもあるらしいが、私のユニッ

	
  これから OIST のプログラムに参加され

トではそうではなかった。

る方に対して、参加する契機に少しでもな

	
  一日のスケジュールは 9:00～18:00 まで

れたら幸いである。

研究室で研究していた。週によっては 1 時

プログラムに参加した理由

間ぐらいのセミナーが昼頃にあった。多い

	
  私が Research Internship に参加した理

時には 1 週間に 3 回あったのでとても驚い

由は主に 2 つである。それは英語力の上達

た。
昼休憩は 12:00~13:00 の 1 時間である。

と PhD の生活を知ることである。

夜は基本疲れているので家で休んでいる

	
  私はこのプログラムに参加した年に 1 年

が、OIST でできた海外の友達と家でボー

間交換留学することが決まっていたため、

ドゲームしたり、近くのバーに飲みいった

英語を話す環境が必要だった。そんなとき

りした日もあった。

に OIST のプログラムを聞き、絶好の機会

	
  土日は完璧に休みだったので基本観光

だと思い募集が始まってすぐ申し込んだ。

していた。那覇や名護市に出かけたり、

OIST は PhD 課程だけをとっている大学

OIST で自転車を借りることができるので

でいわゆる北海道大学やその他の日本の

サイクリングをしたりしていた。1 ヶ月も

大学とだいぶ異なる。話を聞いていた通り、

沖縄にいることなんてほとんどないと思

OIST にはほとんど日本人がいなく、公用

うので、普段行くことができない地域を周

語は英語である。教務の方に少し日本人が

り、自分なりに楽しんでいた。海外の友達

いるだけで、その他研究者や学生の方はほ

と美ら海水族館やカラオケに行ったりし

とんどが海外の方と思って差し障りない。

た週もあり、いい経験をしたと思う。

一日中英語だけを使う環境なので留学行

・部屋、食事

く前の予行演習になると思い、参加させて

	
  学生は基本 OIST キャンパス内にあるシ

もらった。

ェアハウスに住む。個別の部屋があり、キ

	
  また、私は大学を卒業した後、海外の大

ッチン、風呂、トイレが共同である。私の

学院に進学するかどうか迷っていたため、

家にはスペイン人と日本人の 2 人が先に住

PhD とはどのようなものなのか知りたい

んでいて、計 3 人で共同生活をしていた。

と思った。OIST は日本より海外の大学に

しかし、食事も別々にとっていて、生活時

似ているため、1 ヶ月自分で PhD の生活

間も異なるのでルームメイトに会うこと

をしてみて感じたことや、働いている研究

が少なくほとんど一人暮らしのようなも

者や学生に聞いた話は自分の将来の選択

のであった。

するときに必ず役立つと考え、プログラム
3.

4.

研究内容

に参加した。

	
  私は Pinaki 教授の Fluid Mechanics と

OIST での生活

いうユニットに所属していた。ラボのメン

バーは日本人の学生一人以外全員外国人

論文を再現するという形で行った。まず論

であった。

文を読み、それについて研究員の方と議論

	
  研究内容のテーマは石鹸膜を使い、渦の

をした。分からないところも丁寧に教えて

影響を調べるというものである。インター

下さり、全て分かったうえで実験を開始し

ン期間を多めに設定したので異なる実験

た。研究員と論文について議論する中で論

を 2 回行うことができた。一つ目は石鹸膜

文の読み方というのが身に付いたように

に糸を垂らし、その糸の状態を調べるとい

思える。自分と注目する箇所が違ったりし

うものである。もう一つは石鹸膜に糸を 2

てとても勉強になった。

本垂らし、その糸にかかる力を調べるとい

	
  また、結果が出たらまた議論をし、デー

う実験である。

タがうまく出なかった所をまた実験し直

	
  実験テーマは初回のときにいくつか私

しまた議論をする。何回も議論を行ったお

を指導して下さった研究員の方が提案し

かげでその実験に対する理解がとても深

て下さり、自分が興味あるものを選択した。

まった。私が所属したラボはミーティング

私の専門分野に少し関わりがあるのと、卒

やセミナーの数がとても多く、ミーティン

論でシミュレーションの方をするので実

グに関しては毎日している印象である。学

験的な方もしてみたく、石鹸膜の実験を選

生もポスドクの人も集まって知識の共有

んだ。

をこと細かに行っていた。

	
  流体の中の動きは色んな要素が複雑に

	
  約 1 ヶ月の研究を通して研究者の仕事と

絡み合っているため 3 次元で考えることは

うものを理解することができた。また、自

難しい。だから、流体の実験をするとき 2

分が研究者になるには明らかに知識が不

次元にして考える。石鹸膜を使うと膜が薄

足していると感じた。この経験を踏まえ大

く 2 次元として流体の動きを考えることが

学で卒論や専門の勉強に励もうと思う。

できる。さらに、石鹸膜上の渦は可視化で
きるためデータを取り扱いやすくなる。
	
  実験自体は石鹸膜を作る装置を作るこ
とから始めた。ラボにある石鹸膜を作る装
置の縮小版を自分で作って実験を行った。
私は作るという作業に慣れていなかった
ため、装置を作る作業が大変であった。ど
うしたら誤差が少なく簡単に測定できる
か試行錯誤しながら作った。私の隣でラボ
の研究者の方々も実験装置を製作してい
た。毎日何人かが協力して装置を作り、そ
れがうまく作動するかを確かめていた。大
学で実験装置を作るということがなかっ
たので私の中で実験装置を作るというこ
とがとても驚いた。これから研究を始める
にはまず実験装置を自分で考えながら作
ることから始めなければならないと学ん
だ。こういう研究者の仕事を間近で見られ
たことがとても貴重であると感じた。
	
  実験は研究員の方に論文をもらい、その

自作した石鹸膜を作る装置

経験を踏まえ、自分の専門をさらに追究し
たいと思えたなら PhD に進むことを視野
に入れようと思えた。
	
  最後に自分の英語力や知識の量の少な
さが分かり、専門分野の勉強に対する意識
が変わった。OIST での経験を踏まえ、こ
れから卒論や留学を頑張りたいと思う。
6.

謝辞
	
  今回の OIST での経験で研究者という仕
事を理解することができました。また、英
語や専門をさらに勉強する必要があると
感じました。
	
  このような貴重な機会を与えて下さっ
た Pinaki 教授をはじめ Fluid Mechanics
のユニットの皆さん、OIST の関係者の

渦を可視化している様子
5.

OIST で学んだこと
	
  OIST で 1 か月間生活してまず英語が上
達したと思う。スピーキングを練習できる
機会はめったにないのでとても良い練習
になったと思う。初めの方は研究員の方が
言っていることが全然理解できないこと
が多かったが、徐々に慣れていきまだ完全
に聞き取れなかったが伝えたいことはな
んとなく理解できるようになった。スピー
キングは 1 日のうちに言いたくても言葉が
でてこなかったフレーズをまとめて帰っ
て調べて理解するということを 1 ヶ月続け
ると話せてきているという実感を味わう
ことができた。留学に行く前、また留学中
にも同じことを続けて英語をマスターし
ようと思う。
	
  次に研究の進め方というものを学んだ。
論文の読み方やグラフの読み方など基礎
的なことをもう一度確認でき、自分が知ら
なかったことを学ぶことができた。また、
セミナーやミーティングを何回もし、知識
を共有して研究をグループで進めていく
という研究者の生活を体験できた。私にと
って将来のキャリアを考えている中、研究
者という仕事を体験できたことはとても
貴重だと思う。これからの留学と OIST の

方々に心より感謝申し上げます。
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期間（移動日含む）
：2018/2/19-2018/3/19

OIST にて…勉強編

配 属 ユ ニ ッ ト ： Marine Genomics Unit

・何をしたか
分子系統学の「実技」を経験、勉強した。

(Satoh Unit)
2018 年の春休みの期間を利用して OIST

朝から夕方（9:30~18:00 ごろ）まで割り当

インターンシップに参加した。約一か月間、

てられた座席で、貸していただいた iMac で

国内において異色の研究機関である OIST

作業していた。ここでは詳細は述べないが、

で勉強した内容や生活の様子を記した。

一連の系統解析に用いるソフトウェアのイ
ンストールから実際の使用方法まで、一通

参加した理由

り経験した。対象とする生物の塩基配列を

・沖縄に長期滞在できる：

データバンクから取得し、それに基づいて
分子系統樹を描くことができる、といった

私は毎年春休みには温暖な地域で昆虫採

技能である。

集や自然観察をしていたが、今年はそんな

1 か月という短い期間では「実技」の経験

予定も立たずにいたところ、目に留まった
のが本プログラムだった。

に終始したが、これからの勉強の指針が得

・実際に研究者の方に会ってみたい：

られたのが重要だろう。ソフトウェアが動

北大で研究室に配属されてから、自分の

かせてもその背景にある理論を理解するべ

卒論テーマを考えるにあたっていろいろと

きである。これから読むべき文献を教えて

本を読んでいた。特に生物の進化を広範に

いただき、北海道に戻った今はそれに取り

扱う分子系統学や比較形態学に興味を抱き、

組んでいる。

関連する文献を読んでいた。これらに紹介

・勉強の進め方

される研究者の方々が OIST にいらっしゃ

インターンの期間中、特に具体的なテー

ると知り、特に Marine Genomics ユニット

マは与えられなかった。交渉の末、分子系統

を希望した。

学を勉強することになった。この研究室に
は分子系統学に詳しい研究者の方がいらっ
しゃり、その方に適宜質問に答えていただ

OIST について
OIST は沖縄島中央部のリゾート地、
恩納

き、課題を示してもらいながら、自分のペー

村に位置し、リゾートエリアからはやや離

スで勉強を進めた。全くの自由というのは

れた山側に堂々と建っている。充実した設

最初は苦労するものだが、軌道に乗ればあ

備は国内外から研究者を集めているようで

っという間であった。他のインターン生は

ある。学生はごく少数であり、大学とは違う

研究者の実験を手伝う場合も多いようだが、

緊張感、クールな印象を受けた。

自分の興味ある事柄を黙々と勉強すること
ができて有意義な時間を過ごせたと思う。

1

OIST にて…生活編

だ（少なくとも私の配属したユニットはそ

OIST では学内の寮で生活する。
開放的で

う伺っている）
。今回私は、自分の研究テー

とてもきれいな寮である。なにより部屋の

マも決まっていない段階で OIST に乗り込

広い窓からの景色は素晴らしい。沖縄に来

んでしまい、ご迷惑をおかけした。受け入れ

て生活時間の矯正された私は、毎朝、深いブ

ユニットには自分でアポを取る必要があっ

ルーの東シナ海と本部半島・伊江島を遠望

たのである。前もって研究計画を練ること

しつつ朝食をとっていた。

ができればさらに有意義なものにできたか

寝泊まりする部屋だが、３人部屋で日本

もしれない。ただし、学部生の時点で研究テ

人とニュージーランド人のインターン生が

ーマが決まっていないのは私に限らないは

ルームメイトであった。一人一部屋、プライ

ずで、その点では自分で研究テーマを決め、

バシーは確保されている。共有スペースで

それを遂行できる能力のない場合、そもそ

料理、食事し、タイミングが合えば 3 人で

も学部生に参加を勧められるプログラムで

話したりした。
（というのは 3 人の所属する

はないといえるだろう。

ユニットは異なり、生活時間がばらばらだ

…ただし、ユニットによって事情は異な

ったため、夜の短時間しか顔を合わせるこ

るようなので、一般化はできないかもしれ

とがなかった。
）食事に関しては基本、自炊

ないが。

である。OIST 内に夕食をとれる場所はない
ため、町まで買い出しに出かけ、自炊する必

最後に

要があった。札幌に慣れた私たちには不便

1 か月という期間は当初は長く感じ途方

だが、シャトルバスも本数は少ないが出て

に暮れたものだが、やはり勉強をするだけ

いるので、生活に困ることはない。

でも十分な期間とはいえず、あっという間

週末は沖縄島北部のヤンバル地域で過ご

に過ぎ去った。しかし、普段所属する研究室

すことが多かった。慶良間諸島の渡嘉敷島

から抜け出して異なった雰囲気の研究室で

にも足を延ばした。私のユニットは拘束時

過ごせた意義は大きく、これからの研究生

間がなく週末も全くのフリーだったが、同

活において役に立つであろう視野視点を得

室の日本人学生は実験があったりと忙しか

ることができた。期間中お世話になった

ったようである。

方々に感謝申し上げます。

反省
このインターンプログラム、もともとは
「院生以上」を想定しているもののようで
OIST でとった画像を最後に少々…

ある。というわけで「何かを教えてくれる」
プログラムではない。本来、インターンに来
る学生は OIST の充実した実験施設を使い
たいといった、
「自分の研究」を進めるうえ
で有効なシステムとして利用しているよう
2

▲正面玄関入り口から。長い通路を歩きエ

▲天然記念物イボイモリ。夜、付近をふらつ

レベーターで上がってやっと研究棟にたど

けば会える。OIST の特徴的なつくりは彼ら

り着く。

に配慮したものとか。

▲OIST から森と海。不便な立地だが、周囲

▲寮の中心部。ショップやジムなどがある。

に自然は多い。ちょうど新緑の時期で、緑が
美しかった。

▲マリン・サイエンス・ステーション。海洋

▲ヒメアマガエル。そこかしこで聞こえる

生物を扱う研究が行われている。

カエルの声の主はたいていこの種。
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