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1. 海外MBAが研究者と交流して感じたこと 
 
この記事は研究者ではなく、海外MBA夫婦によって執筆されています。夫はミシガン大学のビジネスス
クールに 2018年から留学しており、その妻は帯同しながらオンラインのMBAコースを受講していま
す。 

 

私はミシガン大学に留学中にミシガン金曜会に参加し、アメリカのミシガン州在住の研究者と交流する

機会を得ました。さらに 2019年にミシガン大学で開催された、Japan X US Science Forum 2019 in Midwest 
(UJAミッドウエストカンファレンス) にも参加することで、交流はアメリカ中西部の研究者とまでに広
がりました。 

 

大学も経済学部で卒業後すぐにビジネスの世界に飛び込んだ私にとって、研究者というのはほぼ未知の

存在でした。しかし、彼らとの交流を重ねることで、少しずつ理解が進むと同時に、下記の思いが芽生

えました。 

 

尊敬する点 

• フロンティア精神 
• 知性及び知的好奇心 
• 努力と忍耐 

 

大変そうな点 

• 競争が非常に激しい、ポストの獲得が難しい 
• 凄いことをしているのに、専門外の人にとっては何が凄いか分からない 

 

私が身を置くビジネスの世界には、アントレプレナーという概念があります。これはリスクをとって新

しいことにチャレンジしていく人たちのことです。私はこのアントレプレナーがとても好きで、果敢に

リスクをとって新しいことにチャレンジする姿に尊敬と憧れを感じています。前職では公認会計士とし

て、スタートアップ企業の IPO（新規株式公開）支援をするほど惚れ込んでいるのですが、実は私が研
究者と交流する中でも、彼らの中にこのアントレプレナーシップを強く感じています。海外で研究する

というリスクを取りながら、果敢に新しいことにチャレンジし、知のフロンティアを拓いていく。まさ

にアントレプレナーそのものです。私はいつの間にか、日夜研究に勤しまれる方々に強く惹かれていっ

たのです。 

 

これからの時代は Interdisciplinaryが求められていると言われます。従前のようなタコつぼの状況では、
新しいものが生まれにくくなっているのかもしれません。研究者と研究者以外の人との交流は、新しい

考えの発見やさらには将来的なビジネスへの展開など、Win-Winの関係になれるはずです。実際に、研
究室発のビジネスも多数あります。研究者とビジネス界隈の交流が、将来的に世界をあっと言わせるよ

うなビジネス・研究の種につながれば非常に良いのではないかと思っています。 
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さて、今回お伝えさせて頂く UJA論文賞の受賞者は、私と同じ年代の研究者の方々です。海外でチャレ
ンジするという経験も共有しています。私と同様に、もちろん苦い経験もたくさんあったと思います。

次の世代を担うのは我々であるという共通の思いがあります。そして一緒に未来を創っていきたいとも

思います。そんな思いから、今回オンライン授賞式に参加させて頂き、研究者の皆様の活躍の様子をレ

ポートとしてお届け致します。 

 

2. UJA論文賞の意義 
 

UJA論文賞には非常に大きな意義を抱えています。前述の通り、私が研究者の方と交流する中で、研究
者の皆さんが抱える課題として下記の 2点があると考えました。 

 

• 課題①：競争が非常に激しい、ポストの獲得が難しい 
→競争の中で疲弊してしまう。モチベーションの維持が難しい。 

• 課題②：凄いことをしているのに、専門外の人にとっては何が凄いか分からない 
→よって、地味。目立たない。家族の理解も得られにくい。 

 

そして、UJA論文賞はこれら２つの課題に対するソリューションになっているのではと感じました。 

 

ソリューション① 

若手研究者のモチベーションとなる、明確な「マイルストーン」としての位置づけ 

UJA論文賞は若手研究者にとってのマイルストーンの役割を果たすと感じています。次の世代を担う研
究者の目標となるとともに、研究者同士の交流を促すことが出来る。また、研究者の方にとって、崇高

な目標ともいえるノーベル賞までの道は果てしなく遠い。その目標への途中で目指すべき通過点として

の位置づけを担っているように思えます。また、過去の受賞者が活躍することで、賞の権威がどんどん

上がっていくことを期待したいです。 

 

ソリューション② 

やっていることの「見える化」 

UJA論文賞では、研究者の論文がピックアップされ、スポットライトを浴びる重要な機会です。このよ
うな見える化で、他の研究者との交流や協業も促すことが出来るのではないかと思います。 

 

また、賞というお墨付きに加え、研究者自身による解説や、選考理由やコメントを通じて、その家族や

周囲の方も研究の内容や意義を理解することができます。研究者がラボで一体何をやっているのかが分

かると、家族などの周囲のサポートも得られやすく、また周りからの応援が生まれてモチベーションを

保つことが出来るという好循環が生まれると思います。これは課題①のソリューションともなります。 
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さらに、UJAの論文賞の受賞者として名前が出るということは、自身の仕事について達成感を感じると
ともに、仕事について理解してもらうことにつながると考えます。映画やテレビゲームのエンドロール

を想像してみてください。制作にかかわった人は、エンドロールに自分の名前が出ることを誇らしく感

じると言います。また、家族や周囲の人に自分の仕事について話をするきっかけにもなるそうです。私

も過去に書籍の執筆をした際、巻末に自分の名前が印刷された本が書店に並んだ際は、親や友達に胸を

張ることが出来ました。賞を通じて自分の名前が世に出るということは、自分の仕事を他の人に誇りを

持って伝えることに繋がります。 

 

もちろん論文が雑誌に載った時点で名前は出ていますし、業績も明確になっているともいえるかもしれ

ません。しかし、（特に海外でご活躍の研究者の方にとって）英語論文では本人は理解できても周りの

サポーターにとっては理解しがたい部分もあるかと負います。賞を通じて日本語で仕事が明確になるこ

とは非常に意義があると感じました。 

 

3.ウイルスに負けない新たな取り組み 
 

研究者にとって非常に意義のある UJA論文賞ですが、新型コロナウィルスの影響で今年度の授賞式の開
催は非常に難しい状況となりました。論文賞の選考は例年通り行われましたが、実際に受賞者が集まる

授賞式は、感染防止の観点から好ましくありません。中西部各州の緊急事態宣言も続々と発表される

中、授賞式の開催断念も一度は検討されました。 

しかし、UJA論文賞の意義を改めて振り返りますと、やはり授賞式はいかなる形であっても実施し、受
賞された研究者の方々を称えるべきであると運営各位が確信。新型コロナウィルスの感染防止策とし

て、UJA論文賞始まって以来、初の試みであるオンライン授賞式を開催する運びとなりました。 

オンライン授賞式にあたっては、運営一同で協議の結果、オンライン会議ツールの Zoomとオンライン
QA ツールの Sli.doを使用することになりました。Zoomはちょうどセキュリティに関する課題がニュー

スで取り上げられていたこともあり、ミーティング URLの共有は事前登録を行った参加者に限るなどの

工夫も行われました。また、受賞者の研究発表後に行われる QAセッションについても、通常の QAセッ
ションのようにその場で挙手をして質問をしてもらうことが難しく、今回は Sli.doという QA ツールを活

用することになりました。Zoomと違って参加者に馴染みのないツールである可能性が高く、実際の授賞

式では初めに使用方法の説明時間を設ける工夫がとられました。このような手間や時間を惜しまない丁

寧な前準備が、オンライン授賞式の成功に大きく寄与することとなりました。 

4. オンラインの利点！米・日・欧・豪ワールドワイドな授賞式 
 

今年度の UJA論文賞オンライン授賞式は、アメリカ時間の 2020年 4 月 24日(金)に開催されました。当

日は論文賞 8名、特別賞 7名の受賞者を称えるため、世界中から総勢 70名以上が参加する大規模な授賞

式となりました。なんと参加者の現在地はアメリカ、日本、フランス、オーストラリアなどグローバル

に広がり、さらにアメリカでも中西部に加えて東海岸のボストンや西海岸のカリフォルニアからの参加

もあり、まさにオンライン授賞式の利点を感じた瞬間でした。開催時間はアメリカ東部時間の 19時であ
ったため、欧州は深夜、日本は早朝と大変な時間だったかと思いますが、ご出席頂いた皆様には改めて

感謝申し上げます。 
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授賞式は定刻通りに司会の河野ゆりかさんの挨拶で開始されました。まずは UJA理事であるインディア

ナ大学の河野龍義さんから開会の挨拶があり、UJA論文賞の意義や選考プロセスの説明に加えて、UJA
の設立経緯をパデュー大学名誉教授である根岸英一先生との会談内容を交えながらご紹介頂きました。

根岸先生の「日本人同士が馴れ合うだけの場ではなく、分野を問わず切磋琢磨できる組織であってほし

い」との想いから、UJA論文賞も分野を問わないユニークな論文賞になっているのだそうです。 

続いて、オンライン授賞式ならではのユニークな取り組みについて、UJA理事の足立剛也さんからご紹

介頂きました。Slidoの使用方法説明を兼ねて、実際に参加者の皆さんに Slidoを利用したアンケートを

実施するなど、その後の授賞式全体がスムーズに運営できるよう細やかな配慮がなされていました。 

5. 凝縮された一流の研究成果発表の連続と Sli.doを用いた活発な
Q&A 
 

さて、いよいよ授賞式のメインイベント、受賞者による研究内容発表です。研究者の方が生活のほぼす

べてを捧げてたどり着いた研究成果。成果にたどり着くまでにどれだけの実験、どれだけのディスカッ

ション、どれだけの書き直しがあったのか。全く想像もできないほどの時間・苦労があったのだと思い

ます。 

 

研究内容の発表は、オハイオ、インディアナ、ミシガン、イリノイのディレクター陣がファシリテータ

ーを努め、州ごとに発表を行いました。オンラインでの発表であるため音声や通信のトラブルが危惧さ

れましたが、幸い大きな問題もなく各発表を終えることができました。トラブルや時間延長なくスムー

ズに発表を終えることができたのは、もちろん受賞者の綿密な事前準備によるものが大きいですが、今

回はディレクター陣の果たした役割も多大なものでした。受賞者が発表している最中に全員参加型ライ

ブ投票プラットフォーム Sli.doを通じて積極的に飛び交う質問に全て目を通し、限られた QAセッション
の時間の中で可能な限り多くの質問に答えられるよう時間配分に気を配りながら、受賞者への質疑応答

をマネジメントされていました。Sli.doの効果的な使い方や、質問のピックアップ方法などは、今後のオ

ンライン・オフライン授賞式に対する貴重なレガシーとなりました。今回、UJA論文賞を受賞された皆
様のお名前と研究内容は、添付表にてご紹介させて頂きます。（添付の図・表参照） 

6. 各地から届けられた激励のメッセージ 
 

本会のために大変な状況にも関わらず支援団体からお祝いのメッセージが届けられました。 

 

インディアナ日本人会会長 林武志様からのメッセージ 

受賞者の皆様、本当におめでとうございます。 

本来は 3 月に当会年次総会の中で授賞のお祝いとお二人からのスピーチを頂く予定でしたが、 

新型コロナウィルスの影響にて年次総会を中止せざるを得なくなり、大変残念な思いでおりました。 

今回、オンライン授賞式を準備していただき、皆さまに感謝いたします。 

インディアナ日本人会は、留学研究者の皆様が活動の励みになる様に、微力ながら論文賞表彰の継続を

通して応援を続けていきます。 
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皆さまの益々のご活躍をお祈りして、お祝いのメッセージとさせていただきます。 

 

在シカゴ日本国総領事 岡田健一様からのメッセージ 

受賞者の皆様、この度は誠におめでとうございます。 

日々の努力の結晶である論文がこのような形で認められ、益々研究活動の励みになることと思います。 

予想だにしなかった新型コロナウィルスの感染拡大により、研究活動はおろか、普段の生活にも様々な

制約があるかと思いますが、このような中においてもオンラインでの授賞式を企画・開催するなど、

UJAはじめ関係者の皆様の熱意と底力に敬意を表します。２００８年に物理学賞を受賞された南部先生

と２０１０年に化学賞を受賞なさった根岸先生、２人のノーベル賞受賞者を輩出している中西部から、

若手の気鋭の皆様がお二人に続き飛躍されることを楽しみに期待しています。 

コロナウィルスの状況が許せばですが、７月１１日にシカゴで開催される Japan X US Science Forum 2020 
in Midwestにお越しいただき、直接お会いできるのを楽しみにしております。 

 

実験医学編集部様からのメッセージ 

UJA論文賞授賞式の開催おめでとうございます。また栄えある UJA論文賞を受賞されますみなさまに、
心からお祝いを申し上げます。日々の状況変化に、ともすれば不安が立ち込める最近ですが、世界を動

かす原動力が科学研究にはあり、このような若手研究者を力付ける賞が継続されていることを何よりも

心強く思う次第です。 

受賞者の方々のさらなるご活躍、UJAのますますのご発展をお祈り申し上げます。 

 

7. 参加者からの声（参加者情報と評価の紹介） 
 

今回のオンライン授賞式では、新しい取り組みとして、Sli.doを利用した参加者アンケートも実施しまし

た。このツールを使うと一瞬にして参加者のポジションや評価が集計できます。この場を借りて、アン

ケートの結果をご紹介致します。 

1. 参加者のポジションは？ 博士取得後の年数は？ 

参加者の多くを占めたのは研究者の皆さんであることは言うまでもありませんが、大学院生(10%)、
ポスドク（46％）、PI (10%)、教員など(27%)という結果で、幅広いポジションの方が参加されてい

ることが分かります。 

また、PhD取得からの経過年月で多数を占めたのは 5年以内（44%）でした。未取得（18%）と合わ

せてこれから益々のご活躍が期待できる若手研究者の皆さんに多数参加して頂き、研究者同士の交流

としても非常に有意義なオンライン授賞式となったのではないでしょうか。 

 

2. 本日のイベント・ディスカッションの評価 

平均評価は星 4.9と、非常に高い評価となりました。UJA論文賞の授賞式の成功がここからも理
解できると思います。 
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8.論文賞の今後の可能性 
 

UJA論文賞の今後の可能性として、①さらなる拡大と②さらなる見える化の 2点があるのではないかと
考えられます。 

 

①さらなる拡大 

UJA論文賞の他分野、他地域に広げることが重要と考えます。 

 

・今回の受賞分野としては、生命科学分野での受賞が比較的多いと感じました。今後は他分野にも積極

的に広げていくほうが良いのではと考えており、分野についてはノーベル賞の分類に合わせては？とい

う意見もありました。 

 

・他の地域への拡張。UJAの活動もグローバルに拡大し続けていることもあり、アメリカの中西部以外

でも実施できると良さそうです。（授賞式後 20 団体以上からの参加希望があり拡大予定とのことで

す。） 

 

ビジネス分野で有名なアンゾフの成長戦略の理論に当てはめて考えますと、新製品開発（他分野拡大）

と新市場開拓（新地域拡大）の両方が求められていると考えます。 

 

 
 

 

②さらなる「見える化」 

ビジネス分野に身を置く私のような門外漢の人間が関与することで、研究の意義をより強く発信するこ

ともできるかもしれません。UJA論文賞の新しい風になれればと思います。 

既存

市場
市場浸透 新製品開発

新規

市場
新市場開拓 多角化

既存製品 新規製品

製品軸（分野）

市場軸

（新地域）
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公認会計士の間では有名な話ですが、会計とは無縁の、とある研究者が書いた簿記の本があります。と

ても分かりやすいことで有名な本です。この研究者は大学運営に携わるようになったことを契機に、簿

記の知識が必要となり、独学で簿記を身につけたそうです。そして、その学びを活かし、簿記の書籍を

執筆されました。この本は簿記や会計の専門家が書いた本よりも分かりやすいと評判になっています。 

つまり、専門分野に長らく浸っている立場では、自分にとっての当たり前が、外から見ると全く当たり

前ではない、ということがあるのだと思います。専門分野を極めた人と、外部から新しく入ってきた人

が交流を持つことで、初めて外部に対して伝えられることもあると考えられます。それが、UJAに所属

する研究者の皆様の努力の、さらなる「見える化」に繋がればと思います。 

 

9.最後に 
 

授賞式の最後には、UJA 審査責任者である佐々木敦朗さんから閉会の言葉として、留学という大変な生

活環境の中でも着実に成果を残されている研究者の皆さんに対する称賛のメッセージを頂きました。研

究者の皆さんに加えて、論文賞運営、UJA、ケイロン・イニシアチブ、協力・協賛の皆様など全てのス

テークホルダーに対する感謝の言葉も頂き、とても温かい雰囲気に包まれての閉会となりました。最後

に佐々木さんのメッセージの一部をご紹介して、オンライン授賞式レポートを締めさせて頂きます。 

 

「新型コロナウィルスの影響を受ける中でも、海外で活躍する研究者たちがこうしてオンラインで集ま

り、サイエンスをシェアし、素晴らしい時間を共有できることが素晴らしい。この機会を明日への活力

にして、新しいサイエンスを私たちの手で生み出していきましょう」 

10. 参照情報・図 
UJA論文賞の開催内容、応募規定、選考規定、受賞内容等の詳細については以下の UJAの特設サイトを

ご参照ください。 

2020年 UJA論文賞 特設サイト  https://cheironinitiative.wixsite.com/uja-award-2020 

UJAの活動内容はウェブサイトをご参照ください。https://www.uja-info.org/ 

論文賞への参加，スポンサー支援の問い合わせ先 Email: JapanX.ScienceForum@gmail.com 
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    図１：各州の論文賞受賞者 

 

 

写真１：初のオンライン開催となった UJA論文賞授賞式。画面越しに受賞者に拍手を送る様子。 

最下段、左から二番目が筆者のお二人。 
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写真２：論文賞受賞者には盾が、特別賞受賞者には賞状がそれぞれ送付されました。 

 

	 氏名	 所属	 研究内容	 掲載雑誌	

インディアナ州	 竹俣 直道	 インディアナ大学 	
真核生物の起源となったアーキアの

染色体三次元構造	
Cell	

インディアナ州	 草山 隆志	 インディアナ大学 	
多発性不整脈における皮膚交感神経

活動の測定	
JCI	Insight	

オハイオ州	 大内 梨江	

東京医科歯科大学	(留
学先：CCHMDC)	

ヒト iPS 細胞由来オルガノイドを用

いた脂肪性肝炎モデルの樹立	
Cell	Metabolism	

オハイオ州	 神田 浩里	 兵庫医療大学 	
哺乳類動物の有髄神経線維における

新規伝導メカニズムの発見	
Neuron	

イリノイ州	 山本 聡	

ノースウェスタン大

学 	
オートファジーはインスリン産生と

感受性を制御する	
Cell	Reports	

イリノイ州	 片木 宏昭	

ノースウェスタン大

学 	

びまん性橋膠腫におけるヒストン	H3	
脱メチル化酵素阻害剤による放射線

増感効果	

Clinical	cancer	
research	

ミシガン州	 松下 祐樹	 ミシガン大学 	
骨再生機構における新たな再生メカ

ニズムの発見	
Nature	
Communications	

ミシガン州	 藤原 英晃	 ミシガン大学 	
腸内細菌を介する腸管 GVHD とイン

フラマソームと関係性の解明	

Nature	
Communications,	
Nature	
Microbiology	

図２：2020年 UJA 論文賞 受賞者一覧 （８名、順不同） 

 

アンケート詳細 
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アンケート１：あなたのポジションは？ 

 

 

 
アンケート２：PhD取得から何年経ちましたか？ 

 

 
アンケート３：本日のイベント・ディスカッションの評価 

 

以上 

 


