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２０１３年８月１７日より２６日まで大学のご厚意により
私たちは，大学院Elective Study の一環として，
カナダ・アルバータ州での海外研修の機会を得るこ
とができた。この研修は国立大学法人鹿児島大学
北米教育研究センター（井手祐二センター長，カリ
フォルニア州サンタクララ）の主催する海外研修プ
ログラムであり，鹿児島大学の学部学生１４名，大学
院生１名に私達２名を加えた総勢１７名によるもの
だった。研修内容はアルバータ大学，カルガリー大
学での日本人研究者や世界的に著名な教授による講
義の聴講，カナダの自然保護の研究施設見学，自然
と共存するためのビジネスモデルを学ぶための企業
訪問と多岐にわたった。

University of Alberta

アルバータ大学は１９０８年，エドモントンに設立さ
れたカナダの５大大学の１つである。５つのキャ
ンパスと１８の学部，４００の研究施設があり学生数は
３７，０００人を超える。さらに留学生の受け入れも盛ん
で世界１５１か国から４，０００人以上が学んでいる。広大
なキャンパスの中で世界トップレベルの研究が数多
く行われており，世界の大学ランキングでも常に上
位に位置している。カナダの首相や政治家，最高裁
判所長官，その他著名人を輩出していることでも有
名な大学である１）。
今回，アルバータ大学附属病院の見学をする機会

も得られた。附属病院は建物も非常に大きく，日本
とは比べ物にならないほどのスケールには圧倒され
るばかりであった。エドモントンの冬は北米の中で
も寒いことで有名で，一年の半分近くは雪が積もっ
ており，－４０℃を記録することもある。病院と学生
校舎はすべて外に出ることなく移動でき，さらに病
院と地下鉄が直結しているなど，長く厳しい冬の季
節を踏まえた作りとなっていた。臨床では膵島移植
で世界一の症例数を誇っておりEdmonton protocol
として規定も世界中で使用されている。成人・小児
の心臓移植でもカナダで一番の症例数であり，西カ
ナダの医療の中心的な役割を担っている２）。今回の
訪問では診療の見学はできなかったが，世界有数の
病院の一端を垣間見ることができた（図１）。
講義は，まずカナダ内でも唯一学部として先住民

の研究をしているFaculty of Native Studies にてカ
ナダ先住民の講義を聴講した。大自然の中で生きる
First Nation は多数の部族が存在し，言語もその部
族ごとに違っていた。現在はそのほとんどの言語が
使われなくなってしまったが，その背景にはイギリ
スからの移民による英語の強要があり，先住民の言
語を使うことを厳しく制限されたという。そのた
め，先住民の言語を継承する人がいなくなってしま
い，伝統が失われつつあるのが現状だ。多民族国家
の歴史と問題点を垣間見ることが出できた。
またDepartment of East Asian Studies にて日本
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人講師二名による，カナダにおける日本語教育に関
する講義があった。日本語，中国語，韓国語を教え
る学科の中で日本語を担当しているが，残念ながら
日本語を選択する学生は減る一方とのことであっ
た。日本語学科での主な生徒は中国人で，日本語の
微妙なニュアンスを伝えることの難しさなどをお話
いただいた。講義の中で「チャンスをチャンスと気
付けるかが重要であり，誰かの後を追っていく仕事
はダメだ」との話が印象的であった。
Biological Science では恐竜学の世界的権威であ

るDr. Philip J. Currie と日本人研究者の宮下哲人先
生からの話を聞くことが出来た。この研修中に一番
感銘を受けたのはここでの宮下先生の話かもしれな
い。彼は眼を輝かせながら，恐竜の話やこの研究所
に来るまでの経緯を教えてくださった。彼は１５歳の
時にDr. Currie の著書に感動して，直接英語で手
紙を書き文通をスタートさせた。その後，高校を中
退し単身カナダへと留学し，その後Dr. Currie の右
腕として共に研究を続け，新種の恐竜の化石を発見
するまでに至る。楽しいだけでなく，苦労も山ほど
してきたに違いない。彼の勇気と情熱には感動を覚
え，人生観すら変わった瞬間だった。

企業訪問

North Forestry Centre
North Forestry Centre は北米の生態系，気候変

動の森林への影響，山火事のメカニズムなどを研究
する研究施設であり，the Canadian Forest Service
に管理される５つの研究施設のうちの１つである。

ここではカナダ北方圏の森林資源についての講義を
受け，ラボを見学した。講義をして下った平塚保之
名誉研究所長は，森林研究において世界で知らない
者はいないくらい有名な研究者の方だった。森林消
失の原因のうち，寄生虫による被害が山火事よりも
重篤であることは驚きであった。また，石油や天然
ガス採掘のための森林伐採の話もあり，一時的な利
益のためだけではなく将来に向けた長期的なプログ
ラムが必要と感じた。ラボでは諸外国から多くの大
学院生やポスドクが研究に参加していて，人工的に
起こした森林火災の広がりを研究する施設で黙々と
研究する同世代の大学院生の姿が印象的であった。

Waste Management Centre
本施設は，総面積５５０ha にも及ぶ北米最大のゴミ

処理施設であり，エドモントンで２５年前に発生した
ゴミ問題を契機に設立された。様々なリサイクル技
術を有し，現在ではゴミから燃料を作るという新し
い技術を開発中である。３年後にはゴミの９０％をリ
サイクルするか燃料にすることが目標とのことだっ
た。この技術は資源の少ない日本でも応用が出来れ
ば一大産業となる可能性を感じた。

LANDMARK社
LAND MARK社は，北米最大のプレハブ住宅工

場を有する企業である。家一軒作るのに，わずかな
ゴミしか出さない技術があり，資源の有効利用と，
その生産効率から，莫大な利益を上げている。工場
内でオートメーションにより一戸建ての家が出来て
いく様は圧巻だった。社長自ら説明を交えながらの
工場内見学があり，日本支社を出した時の支社長に
なる者はいないか，とジョークを交えながらの和気
あいあいとした見学だった（図２）。

University of Calgary

カルガリー大学は，アルバータ州カルガリーにあ
る総合大学であり１９６６年に創立された。教育学部，
人文学部，法学部，経営学部，社会学部，芸術学
部，工学部，理学部，医学部，看護学部，獣医学部
など１６の学部と６０以上の学科を有する。アルバータ
州で最も研究に力を入れている大学として，国内
トップ１０の大学と評価されている。学生数は約

図１ アルバータ大学医学部歯学部校舎
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３０，０００人で，それとは別に生涯教育プログラムを受
講している学生が２０，０００人在籍している。キャンパ
ス内にあるオリンピックオーバルは１９８８年の冬季オ
リンピックはじめ，アイススケート世界大会が開か
れる施設として有名である。世界で一番オリンピッ
ク選手を輩出している大学としても知られている３）。
我々は主に，石油ガス工学，生物科学，人類学の

講義を聞きラボを見学することができた。カナダは
天然ガスが世界で３番目，石油が６番目に出ること
で知られ，豊富な天然資源を有する国である。カル
ガリー大学ではより効率の良い石油の採掘法，また
石油の加工の際に出る廃棄物から飼料を作る研究が
行われている。研究室はビルが立ちそうなほどの高
さの天井を有し，大学院生はその中で研究をしてい
た。天然資源の確保と環境の保全という二律背反
とも考えられる内容の研究は大変興味深かった（図
３）。
カルガリー大学に留学中の北海道大学理学部生物

科学科の相澤智康准教授が，高分子機能学の講義を
して下さった。抗菌ペプチドや再生医療の研究も講
座の主力研究として行われており，我々にも馴染み
があり興味深い講義であった。他にもNMR（核磁
気共鳴）装置の見学も行われた。
人類学の講義は文化人類学者である林直孝先生か

ら専門分野であるグリーンランドに関する内容だっ
た。林先生は，研究のため現地の言語を取得するた
めに英語を学び，デンマーク語を学び，そこから更
にエスキモー語を学ばなければならず大変苦労され
た。グリーンランドは北極圏に属す氷床の島国であ

り，フィヨルド地形のため小さいボートかヘリコプ
ターによる移動しかできず，研究のための滞在は年
単位になるとのことであった。医療は整備されてお
らず，未だに呪術的な医療も存在する。日本とは馴
染みのないグリーンランドでの精力的な研究活動の
数々に感銘を受けた。

今回の研修を通して

この研修でこれだけ多くの場所を回ることができ
たのもコーディネートしていただいた井手祐二先生
の人脈によるものが大きかった。ビジネスを成功さ
せるに当たり，人と人とのつながりの大切さも目の
当たりにした研修であった。残されている自然を守
るためにはどうすればよいのか，またその中でどの
ようにビジネスモデルを構築していくのか，その代
表例を見学する機会を得たが，歯科の分野にとらわ
れることなく，今後の方向性を考えるうえで参考と
なる貴重な経験であった。また滞在先で出会ったカ
ナダで活躍中の日本人研究者の情熱的な姿勢に触れ
ることができたことも，大きな収穫であった。
このような貴重な機会を与えて頂いた金子理事

長，井出学長，井上大学院研究科長，所属講座主任
教授，滞在中大変お世話になった井手祐二鹿児島大
学特任教授，北米教育センター駐在員村上晶彦様，
不在中サポートしてくださった講座の先生方にこの
場をお借りして御礼申し上げます。

図３ 研修仲間とカルガリー大学工学部にて図２ 研修仲間と LANDMARK社にて
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