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は年間に５回ほど行っており、
プレゼンごとに内容が充実して
きています。
講義は、スピンマスターもＺ
ＯＯＭにより行いますが、その
際はすべて英語の授業になりま
すので、学生の英語力のアップ
にも大きく寄与しています。
プレゼンされたアイデアが秀
逸であれば、スピンマスターで
の玩具の生産、販売も行われま
す。実際にイスラエルの学生が
考えた玩具がスピンマスターか
ら販売されています。
講座では、おもちゃの開発を
通じて自由な発想方法を教える
ことができ、そのことはどんな
専門分野でも重要なことです。

学生も従来の講義では得られ
ないような実践的な勉強ができ、
自分の持つアイデアを人に伝え
る技術が磨けるわけですから、
社会に出た時に大変に役に立つ
と思います。
初年度は２０２２年１月で終
了しますが、すでに２０２３年
度までの開講が決定されていま
す。次には学習院大学での開講
が叶うことを願っております。

（2）
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ピンマスターは、２０２１年度
から同志社大学で、生命医科学
部医工学科主催による玩具開発
者を養成する寄付講座を開設し
ました。同志社大学の全学部が
対象です。イスラエルとカナダ
で寄付講座を開設してきた実績
がありますが、日本では同志社
大学が初めてとなります。

石川氏・渡辺教授・野畑氏

こうじ た に

物）
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同志社では、日本の大手玩具
会社に長年勤務されていた渡辺
公貴氏が母校同志社大学に教授
として戻り、私と野畑氏の三人
で講座を受け持っています。講
座の受講には応募の必要があり、
初年度にもかかわらず、多くの
希望者がいたため、結果として
優秀な学生が集まりました。
講座では玩具の開発者を養成
するための講義を行います。
内容は 名ほどの学生を５つ
のチームに分け、それぞれが企
画の立案 、練り上 げ、３ Ｄ Ｃ
ＡＤを駆使した玩具の試作、英
語によるプレゼンテーション資
料の作成、ＺＯＯＭによるスピ
ンマスターへの英語のプレゼン
テーションを行うといった、座
学ではなく実践的な授業となっ
ています。プレゼンテーション

同志社大学の受講生の皆さん

糀谷 浩 准教授

化学科准教授 糀谷
ることが分かっています。そこ
で、そのような鉱物の高圧高温
下での性質を知ることにより、
地球マントル深部の状態が推測
できるようになります。当研究
室では、マントル岩石を構成し
ているケイ酸塩や酸化物、そし
てそれらと同じ結晶構造をとる
別の無機化合物について、実験
室で圧力と温度を加えることに
より、どのような結晶構造や化
学組成に変化するのかというこ
とを調べています。
また、高圧高温実験だけでは
なく、熱力学を用いて高圧鉱物
が安定となる圧力や温度につい
ての研究も行っています。熱力
学計算により、高圧高温実験で
観察される相転移の圧力や温度
が平衡のものかどうかを検討す
ることができます。熱力学計算
に必要となるエンタルピーやエ
ントロピー、熱容量などの熱化
学データは、高圧プレス装置で

合成した高圧物質について熱量
測定を行うことにより決定して
います。ところが、高圧物質は
１気圧では高温で結晶構造が壊
れやすいため、熱を加えながら
の測定ができないことがありま
す。このため、測定が困難な熱
容量や熱膨張率の値を理論的に
推定する方法についての研究も
進めています。高圧実験と熱力
学計算の双方を組み合わせた独
自の方法で、地球内部の解明に
貢献していきたいです。
一つの研究室を任されて何と
かやってきたこの一年、学習院
大学での教員生活が長いにもか
かわらず、助教時代とは異なり
講義や研究室の運営など不慣れ
なことが多く、さらに新型コロ
ナ感染症への対応も加わり、ど
うしてよいか分からないことの
連続でした。理学部教職員の皆
様には、その都度サポートして
いただきましたことに感謝いた
します。そして、まだまだ教え
ていただきたいことが沢山あり
ますので、今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。助教の
大平格さんと共に、少しずつよ
り良い研究室にしていければと
思っております。

寄稿

一郎（昭

海外企業と大学のコラボレーション講座

石川

私が日本支社の代表を務める
カナダの玩具総合メーカーのス
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私は１９９１年に学習院大学
大学院に入学し、博士前期・後
期課程を過ごしました。その後、
就職のため５年ほど学習院を離
れていましたが、２００１年に
古巣の化学科旧赤荻研究室に助
手（当時の役職名）として戻り、
以来約 年にわたって助教とし
て教育と研究に携わってきまし
た。そして、停年退職された赤
荻正樹先生の後を引き継ぐ形で、
２０２１年４月に新たに研究室
をスタートさせました。
私の研究室では、地球の内部、
特に岩石でできていると考えら
れている地殻やマントルについ
ての研究を行っています。地球
内部では圧力と温度が共に高い
ため、地下深部に存在している
岩石を実際に採取することは極
めて難しいです。しかし、マン
トルのごく浅い部分にある岩石
については、地球深部から急激
に上昇するマグマに巻き込まれ
て地表に噴出したものがあり、
皆さんが誕生石としてご存じの
ペリドット（カンラン石）やガー
ネット（ザクロ石）、そして輝
石といった鉱物で構成されてい
高圧実験装置
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