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1. はじめに 

 

 カントリーレポートの作成にあたり、今年度は、①ノーベル賞に関する広報活動・広報戦略、

②スウェーデンにおいて活躍する日本人研究者を中心とした研究ネットワークの状況、の２点を

テーマに選んだ。その理由は、スウェーデンの学術交流の独自性を知る上で、ノーベル賞は看過

できない大きな影響を社会に与えており、また、その影響の一端が、日本とスウェーデンの研究

ネットワークにも現れていると推測するからである。 

 第 2 章では、ノーベル博物館とノーベル平和センターにおける展示・広報、ノーベル・メディ

ア主催のシンポジウムについて、文献調査、インタビュー、イベント視察の結果を基に、個々の

機関の具体的な広報活動について報告し、その広報戦略について考察したい。   

 第 3 章では、スウェーデン在住の日本人研究者、日本・スウェーデン間の共同研究、日本・ス

ウェーデン間の大学・機関の交流協定締結状況について、状況調査、文献調査の結果をまとめ、

その特徴について考察したい。 

 これらの調査を通して、スウェーデンの人々が学術において重視している点や、学術交流の独

自性等が浮かび上がってくるのではないかと考える。 
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2. ノーベル賞に関する広報活動・広報戦略 

 

Alfred Nobel の遺言により 1901 年に創設されたノーベル賞は、生理学・医学、物理学、化学、

経済学、文学、平和に関する最も名誉な賞として、その地位を確固たるものとしてきた。その地

位を維持し理念を世界的に広めるため、ノーベル賞に関する広報活動は、関係組織により様々な

形で広く展開されている。 

ノーベル賞に関する広報活動は、1900 年に設立されたノーベル財団と、その傘下組織により行

われている1。図 2-1 は、その組織図である。 

 

図 2-1 ノーベル賞運営機関組織図2 

 

 

ノーベル財団はノーベル賞のマネジメントを行う機関であり、基金の管理、ノーベル賞に関す

る情報の管理、ストックホルムで行われる授賞式の運営を行う他、各賞の受賞者がノーベル賞授

賞式の時期に合わせて行う Nobel Lecture に関する広報も担当する3。ノーベル財団の傘下組織と

して広報活動における重要な役割を果たしているのが、ノーベル賞や受賞者の業績等を一般に広

く展示するノーベル博物館（2001 年設立）およびノーベル平和センター（2005 年設立）、そして、

シンポジウムの開催とノーベル財団オフィシャルホームページの管理を行うノーベル・メディア

（2004 年設立）である。 

本章では、ノーベル博物館とノーベル平和センターにおける展示や教育活動の紹介、またノー

ベル・メディアについては、2014 年度に開催されたシンポジウム「ノーベル・プライズ・インス

                                                   
1 なお、ノーベル財団とその傘下組織はあくまでノーベル賞の運営機関であり、受賞者の選考及び授賞に関する責任は、各選考

機関にある。各賞の選考機関は次のとおり。【物理学賞、化学賞、経済学賞】スウェーデン王立科学アカデミー（The Swedish 

Academy of Sciences）、【生理学・医学賞】カロリンスカ研究所のノーベル委員会（The Nobel Assembly at Karolinska 

Institutet）、【文学賞】スウェーデンアカデミー（The Swedish Academy）、【平和賞】ノルウェー・ノーベル委員会（The Norwegian 

Nobel Committee） 
2 ノーベル財団「The Nobel Foundation 2013 Annual Review」P.22 より抜粋。ノーベル財団 HP に掲載されている。 

http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/annual_review_13.pdf#search='annual+review' （20151

年 2 月 28 日アクセス） 
3 前掲注 2 P.26 

http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/annual_review_13.pdf#search='annual+review
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ピレーション・イニシアティブ」、「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」、 「ノーベル・プライズ・

ダイアログ・東京 2015」について取り上げ、その広報活動を具体的に紹介して広報戦略について

考察したい。 

 

2.1 ノーベル博物館とノーベル平和センターにおける展示・広報 

 

 ノーベル賞を主催するノーベル財団は、その拠点であるストックホルムとノーベル平和賞の選

考が行われるノルウェーのオスロに博物館を設置している。両博物館では、ノーベル賞、アルフ

レッド・ノーベル、受賞者の業績等について、現地ならではの情報や展示に触れることができる。

ストックホルムにあるノーベル博物館（Nobel Museum）は 2001 年に、オスロにあるノーベル

平和センター（Nobel Peace Center）は 2005 年に開館した。ノーベル賞の長い歴史の中では若

い組織ではあるが、非常に近代的でユニークな展示を行っており、観光地や学習の場として世界

各国から多くの来館者が訪れる。 

ノーベル博物館については、当センターの活動を通して情報の蓄積があり、ノーベル平和セン

ターについても 2015 年 1 月に聞き取り調査を実施することができた。本稿では、これまでの蓄

積や調査等で得た情報をもとに、両館での展示や広報について紹介する。 

 

2.1.1 基本情報 

 

 本項では、ノーベル博物館とノーベル平和センターの概要および来館状況について紹介する。 

 

１）概要 

両館とも、ノーベル賞を運営するノーベル財団の傘下に置かれているが、これらの組織がノー

ベル賞の選考に関わることは無く、受賞者発表後の広報としての役割を担う。二上（2014）の調

査4によると、ノーベル博物館はノーベル賞や財団に関する情報発信等を行う Nobel Foundation 

Rights Association の傘下にあり、2012 年に設立された Nobel Group Interest によって財務管

理が行われているが、資金はノーベル財団から得ていない。ストックホルム市やスウェーデン文

化教育省、民間企業からの寄付、博物館の売上により運営されているとのことである5。ノーベル

平和センターはノーベル財団に直属する機関であるが、ノーベル博物館と同様にノーベル財団か

らは資金を得ておらず、ノルウェー文化省、民間企業の寄付、博物館の売り上げにより運営され

ている6。 

                                                   
4 Alfred Nobel の意思の継承者達－ノーベル博物館・ノーベルの活動内容調査－「平成 25 年度日本学術振興会国際学術交流研

修海外実務研修報告集」p.141, p.148 参照 日本学術振興会 HP に掲載されている。 

http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/data/kenshu/h25_report.pdf  
5 前掲注 2 P.30 参照  
6 ノーベル平和センターHP http://www.nobelpeacecenter.org/en/about-us/organization/funding/ を参照した。なお、Nobel 

Peace Prize Concert を主催する Nobel Peace Prize Research & Info.は、財務管理を Nobel Group Interests によって行われて

いる。 ※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/data/kenshu/h25_report.pdf
http://www.nobelpeacecenter.org/en/about-us/organization/funding/
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表 2-1 に、両館の概要をまとめる。 

 

表 2-1 概要7 

 ノーベル博物館 

英語：Nobel Museum 

スウェーデン語：Nobelmuseet 

ノーベル平和センター 

英語：Nobel Peace Center 

ノルウェー語：Nobels Fredssenter 

設立年 2001 年（現組織による経営は 2004 年～） 2005 年 

所在地 ストックホルム（スウェーデン） 

観光地である旧市街の中心に位置する。外

観は 18 世紀に建てられた歴史ある建物だ

が、館内は非常に近代的な内装となってい

る。 

オスロ（ノルウェー） 

ノーベル平和賞授賞式が行われるオスロ市庁舎

そばに位置する。建物は、イギリスの建築家

David Adjaye のデザインにより、古い鉄道駅を

利用して造られた。 

従業員数 41 名 27.6 名 

館長 Olov Amelin 氏 Bente Erichsen 氏 

年間予算8 53,816,000 SEK 50,800,000 NOK 

営業時間 【夏期（6/1～8/31）】10 時～18 時、 

無休   

【冬期（9/1～5/31）】11 時～17 時 

（火曜 11 時～20 時）月曜定休 

 

【夏期（5/18～8/31）】10 時～18 時 

（火曜 10 時～20 時）無休 

【冬期１（9/19～12/30）】10 時～18 時 

（火曜 10 時～20 時）月曜定休 

【冬期２（1/2～5/16）】10 時～18 時 

月曜定休 

入館料 【大人】100SEK【学生】70SEK  

【18 歳以下】無料【65 歳以上】70SEK 

【年間パス】150SEK 

【グループ】80SEK 

【大人】90NOK、シーズンパス 180NOK 

【学生･シニア】60NOK、シーズンパス 120NOK  

【16 歳以下】無料 

【ファミリー】1 回券 160NOK 

ガイドツアー 【夏期】毎日、4 回開催 

（英語 3 回、スウェーデン語 1 回） 

【冬期】毎日、6 回開催 

（英語 5 回、スウェーデン語 1 回） 

【夏期】･･･毎日、2 回開催（英語のみ） 

【冬期】･･･土日、2 回開催 

 （英語とノルウェー語で各 1 回） 

研究部門 Nobel Museum Research Library 

各授賞対象分野や受賞者に関すること、ま

たアルフレッド・ノーベル自身やその時代

に関することについて研究を行う。地下に

ある図書館には、5,000 点もの関連蔵書や収

集物が収められ、研究者のみでなく、限ら

れた曜日・時間のみではあるが一般にも開

放されている 。 

研究部門は無い。展示等に学術的な見地が必要

な場合、ノーベル平和賞の決定に関与し研究部

門を有するノルウェー・ノーベル研究所（The 

Norwegian Nobel Institute）に協力を依頼する

9 。 

                                                   
7 表の作成にあたり、以下を参照した。 

前掲注 4 の報告書 pp.30-33 

ノーベル博物館 HP、Practical information http://www.nobelmuseum.se/en/praktisk-info#opening-hours   

ノーベル平和センターHP, Visitor’s Information 2015  

http://www.nobelpeacecenter.org/wp-content/uploads/Aapningstider-eng-print.pdf  

ノーベル平和センターHP、History http://www.nobelpeacecenter.org/en/about-us/organization/history/  
8 2015 年 2 月 1 日現在でノーベル博物館は約 7 億 6 千 3 百万円、ノーベル平和センターは約 7 億 7 千万円。OANDA 為替レー

ト計算による。 http://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/  
9 2015 年 2 月 5 日に実施したノーベル平和センターでの聞き取り調査の回答による。 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelmuseum.se/en/praktisk-info#opening-hours
http://www.nobelpeacecenter.org/wp-content/uploads/Aapningstider-eng-print.pdf
http://www.nobelpeacecenter.org/en/about-us/organization/history/
http://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/
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２）来館者数 

図 2-2 は、二上（2014）が聞き取り調査により得たノーベル博物館の年間来館者数と 2015 年

1 月の調査で得たノーベル平和センターの年間来館者数（設立～2013 年）を比較したものである。

開館以来、両館とも来館者数は着実に増加している。2013 年の訪問者数は、ノーベル博物館が

183,226 名、ノーベル平和センターが 225,466 名であった。 

 

図 2-2 年間来館者数10 

 
※ 2009 年のノーベル平和センターの来館者数が前年から急増した理由は、当年度から入場券を購入しな

いカフェやミュージアムショップのみの利用者の計上を開始したためである。なお、ノーベル博物館

の来館者数にも同カテゴリの来館者が含まれている。 

 

2.1.2 展示・イベント 

 

両館の展示に関する大きな違いは、ノーベル博物館は平和賞を含めた全てのノーベル賞11に関

する展示を行っており、ノーベル平和センターは平和賞に特化した展示を行っているという点で

ある。展示方法については、両館とも広く一般人に理解しやすい展示を目指している。まずノー

ベル博物館について二上（2014）の調査12によると、その広報において、より広く一般に関心を

持ってもらうことに焦点を当てており、またこれから研究の道に進む学生に対しても、必ずしも

受賞を目指すことを奨励するのではなく、授賞分野における世界の動きを知ってもらうことを重

要視しているとのことである。また、ノーベル博物館が重要だと考えれば、集客が見込まれる知

名度の高い分野でなくても展示テーマとして取り上げる、という姿勢を取る。ノーベル平和セン

ターについては、平和賞は他のノーベル賞と異なり科学に関する賞では無く、平和に関する問題

は誰でも参加可能であること、そのため一般人にわかりやすい展示を心がけているという点が、

職員への聞き取り調査で強調されていた。意見の発信ではなく中立的な立場で問題提起する役割

                                                   
10 前掲注 4 の報告書 p.143 およびノーベル平和センターから 2015 年 3 月 5 日に提供のあった統計資料に基づく。 
11 物理学賞、化学賞、生理学･医学賞、文学賞、平和賞のみでなく、ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞の授賞者の展示も

含む。 
12 前掲注 4 の報告書 p.148、p.150 を参照 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 



6 

を担う、という考えに基づいており、政治的な要素が含まれる場合は配慮が必要な事項について

は内部で検討を行うが、上記の姿勢を崩すことはない。 

 

１）常設展 

2 章 1 節でも触れたが、2000 年代に設立された両館では、メディア機器を多用し、趣向を凝ら

した展示が行われている。二上（2014）の調査13によると、ノーベル博物館は 2018 年にストッ

クホルムに完成予定の「ノーベルセンター」14へ移転予定であり、その際に展示スペースが拡張

され展示物を増やす予定とのことである。ノーベル平和センターへの聞き取りでも、今後、常設

展示を改装予定との回答があった。以下の各館の常設展示について一部紹介する。 

 

（１）ノーベル博物館15 

○ Current Nobel Laureates, The Nobel Prize over the Decades 

 入口すぐのエリアからいくつものモニターが設置され、最新のノーベル賞受賞者やノー

ベル賞の創設から今日までの軌跡について説明や短編映像が映し出される。 

○ The Cableway 

 約 800 名ものノーベル賞受賞者の肖像パネルが天井に敷かれたケーブルから吊り下げら

れ、館内を回転する。見学者の頭上にランダムにパネルが現れる仕組み。 

○ Creative Individuals / Creative Milieus 

 受賞者の功績および創造性を生む環境をテーマにした短編映画が上映されている。また、

受賞者の功績を紹介するエリアでは、数々の受賞者ゆかりの品々が展示されている。 

なお、ノーベル平和センターについては、受賞者ゆかりの品々をの収集を大規模に行っ

ていないため、同様の常設展示は無い。 

 

（２）ノーベル平和センター16 

○ The Nobel Field 

暗い展示室の中に、小さなモニターが設置され、

各受賞者のポートレートと受賞理由についてモニ

ター上に表示される。モニターにはセンサーが設

置されており、前に立つとセンサーが反応し、受

賞者のポートレートから受賞理由の説明画面に切

り替わる仕組み。 

 

                                                   
13 前掲注 4 の報告書 p.148 を参照 
14 2018 年末にストックホルムに完成予定のノーベルセンターは、スウェーデン国内のノーベル賞関係機関が集約され、ノーベ

ル賞の拠点となる。2015 年末頃に起工予定。「ストックホルム研究連絡センターNewsletter」vol.42, p.9 参照

http://www.jsps-sto.com/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/NLJapanese/JapaneseNL42.pdf  
15 展示に関する情報はノーベル博物館 HP About the Nobel Museum http://www.nobelmuseum.se/en/about-us および博物館

案内リーフレット（日本語版）を参照した。 
16 ノーベル平和センターHP、The Nobel Peace Prize and the laureates 

http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/peace-prize-laureates/  

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

The Nobel Field 

http://www.jsps-sto.com/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/NLJapanese/JapaneseNL42.pdf
http://www.nobelmuseum.se/en/about-us
http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/peace-prize-laureates/
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○ The Wall Papers 

歴代受賞者の人生や業績、ノーベル平和賞やノーベル賞に関する文章や写真、映像を、

壁に設置されたモニターを用いて展示する。展示内容は、閲覧者が画面横のレバーを上下

させることで切り替えることが可能。 

○ The Nobel Chamber 

アルフレッド・ノーベルの生涯に関する展示。展示室の中央に大きな本が設置されてお

り、上部のプロジェクターで画像を映し出す。ページをめくると合わせて画像が切り替わ

り、また閲覧者が触れると詳細が映し出される。 

 

２）企画展 

両館とも、外部機関の協力を得ながら常時複数の企画展を開催している。以下に、両館におけ

る最近の企画展について紹介する。 

 

（１）ノーベル博物館 

○ Nobel Creations17（2014 年 12 月 5 日～2015 年 3 月 1 日） 

ストックホルムにあるBeckmans College of DesignおよびRoyal College of Musicの学

生が、その年の受賞者を衣服、音楽、絵で表現する。同展示は、米国ミネソタ州のミネア

ポリスにある American Swedish Institute でも 2015 年 1 月 30 日から 2015 年 5 月 26 日

まで開催される。 

○ The Nobel Diplomas 201418（2014 年 12 月 11 日～2015 年 2 月 28 日） 

毎年度の受賞者に関する展示として、先に述べた常設モニターによる展示”Current 

Nobel Laureates”のほか、受賞者に授与される Diploma（賞状）の展示が行われる。賞状

の絵画、文字、証書ケースは、スウェーデンもしくはノルウェーの芸術家や職人によって

作成され、芸術的な作品として仕上げられる。 

○ Collages by Wisława Szymborska19（2014 年 11 月 4 日～2015 年 4 月 12 日） 

関係機関や人物の協力のもと、ノーベル賞受賞者を取り上げその業績に関する企画展を

行っている。本展示は 1996 年にノーベル文学賞を受賞したポーランド人の詩人ヴィスワ

バ・シンボルスカに関するもので、近しい友人で翻訳家である人物の協力を得て開催され

ている。 

 同館は海外巡回展を積極的に行っている。以下、近年開催された巡回展である。 

○ Sketches of Science20 

50 名を超えるノーベル賞受賞者が研究内容やメッセージを模造紙に表現したパネルを

展示するというもので、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議基金と共催している。2014 年に

                                                   
17 Nobel Creations http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-creations 

http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-creations-travelling  
18 The Nobel Diplomas 2014 http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-diplomas-2014  
19 Collages by Wisława Szymborska  http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/wislawa-szymborska 
20 前掲注 14, p.9 および「ストックホルム研究連絡センターNewsletter」vol.43, p.9 参照 

http://www.jsps-sto.com/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/NLJapanese/JapaneseNL43_v4.pdf  

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-creations
http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-creations-travelling
http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/nobel-diplomas-2014
http://www.nobelmuseum.se/en/exhibitions/wislawa-szymborska
http://www.jsps-sto.com/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/NLJapanese/JapaneseNL43_v4.pdf
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は、沖縄科学技術大学院大学と東北大学で開催された。 

○ The Nobel Prize: Ideas Changing the World21 

ノーベル賞の仕組みや過去の受賞者、アルフレッド・ノーベルに関して等、ノーベル博

物館の常設展で行う展示を巡回展として行っている。これまで、ブラジル、インドで開催

され、2015 年 3 月からアラブ首長国連邦で開催予定である。 

 

（２）ノーベル平和センター 

 次に、JSPS ストックホルム研究連絡センターがノーベル平和センターを訪問した際に行って

いた企画展について紹介する。なお、同館では、ノーベル博物館のような海外巡回展は行ってい

ないが、2005 年の開館から 2014 年までの間に約 20 の企画展を海外で実施しており22、受賞者

の母国や拠点を置く国で展示を行っている。例えば、2012 年に授賞した欧州連合（EU）に関す

る展示は、EU 本部のあるベルギーのブリュッセルにてオープニングが行われた23。 

○ Malala and Kailash24（2014 年 12 月 12 日～2015 年 8 月 31 日） 

毎年度の授賞者に関する展示は、授賞決定後 8 週間という短い準備期間で展示物の収集

作業を行う。2014 年度は、受賞者の Malala Yousafzai 氏と Kailash Satyarthi 氏に関する

展示が行われており、両氏の写真パネルや 2012 年に Malala Yousafzai 氏が武装集団から

銃撃を受けた際の制服が展示されている。なお、先に述べたとおり、同センターでは受賞

者に縁のある品の収集を大規模には行っておらず、Yousafzai 氏の制服も展示終了後は本人

に返却される。 

○ PEACE AT WORK25（2014 年 12 月 12 日～2015 年 8 月 27 日）  

2005 年の開館後からの同センターでの展示活動の軌跡を辿る。同企画展は、ノルウェー

国内の各所で開催されている。 

○ 1964 Martin Luther King, Jr26（2014 年 9 月 24 日～2015 年 9 月 27 日） 

 平和賞の決定に関する事項は、授賞決定後 50 年間はノルウェー・ノーベル委員会により

非公開とされる。1964 年の受賞者であるキング牧師の授賞について 50 年経ち今年情報が

公開されたことから企画展が可能となった。在ノルウェー米国大使館の後援を得ている。 

 なお、同展示は、米国内務省国立公園局と共催し、アトランタの National Park Service 

Visitor Center で 2014 年 12 月 10 日から一年間開催されている。 

 

                                                   
21 ノーベル博物館 HP、The Nobel Prize: Ideas Changing the World 

http://www.nobelmuseum.se/en/ideas-changing-the-world  
22 ノーベル平和センターから 2015 年 3 月 5 日に提供のあった統計資料に基づく。 
23 ノーベル平和センターHP、Nobel Peace Prize laureate exhibition goes to Brussels 

http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/nobel-peace-prize-laureate-exhibition-goes-to-brussels-8

79101  
24 ノーベル平和センターでの 2015 年 2 月 5 日聞き取り調査および同館 HP、 Malala and Kailash 

http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/nobel-peace-prize-exhibition-2014/ を参照 
25 ノーベル平和センターでの 2015 年 2 月 5 日聞き取り調査および同館 HP、Peace at Work 

http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/peace-at-work-2/ を参照 
26 ノーベル平和センターでの 2015 年 2 月 5 日聞き取り調査、同館 HP、1964 Martin Luther King, Jr 

http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/1964-martin-luther-king-jr-2/ および National Park Service, D.R.E.A.M. 

Gallery Exhibitions http://www.nps.gov/malu/d_r_e_a_m_gallery_exhibitions.htm を参照 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelmuseum.se/en/ideas-changing-the-world
http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/nobel-peace-prize-laureate-exhibition-goes-to-brussels-879101
http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/nobel-peace-prize-laureate-exhibition-goes-to-brussels-879101
http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/nobel-peace-prize-exhibition-2014/
http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/peace-at-work-2/
http://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/1964-martin-luther-king-jr-2/
http://www.nps.gov/malu/d_r_e_a_m_gallery_exhibitions.htm
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カフェに設置された椅子。写真は 2014 年度

物理学賞受賞者である、赤崎教授、天野教

授、中村教授によるもの。 

３）イベントや活動 

 両館とも、展示の他にノーベル賞や授賞対象分野について一般に広く知ってもらうためのイベ

ントを積極的に開催している。 

 

（１）ノーベル博物館 

有識者によるレクチャーや飲み物を片手に気軽に参加

できるもの等、様々な種類の定期イベントを行っている

27。また、研究部門を置く同館では、学術的な観点から

ノーベル賞について学ぶセミナーやワークショップ、シ

ンポジウムも主催する。有識者を対象とする”The Spark 

of Creativity”と題したワークショップでは、ノーベル博

物館だけでなく、海外への出張講義も行っている28。 

その他、日本人受賞者があった際にメディアに取り上

げられるなど、日本でも有名なものとして、博物館内の

カフェの椅子の裏の歴代受賞者による署名がある。署名

がされた椅子は、カフェ利用者が座る椅子として普段から使用されている。 

 

（２）ノーベル平和センター 

ノーベル平和センターでも様々なテーマのイベントが開催されている。これまでの例として、

ノルウェー軍のシリアでの活動、宗教紛争、女性の教育などを取り上げており、関連する展示や

有識者や参加者による討論の場を設けた。討論においても、特定の答えを与えるのではなく問題

提起し、人々の気づきや発見を促すことを重視している。2015 年には開館 10 周年を迎え、6 月

までに記念イベントを計画しており29、ノーベル平和賞受賞者の招待も検討している。 

 ノーベル平和センターの興味深い海外での活動として、2012年からFIFA（国際サッカー連盟）

と連携したキャンペーン活動が挙げられる30。この活動は”Handshake for Peace”と呼ばれ、ノル

ウェーサッカー協会（the Football Association of Norway (NFF)）の働きかけにより、サッカー

の試合後に平和とフェアプレーへの尊敬を表す握手を交わすというものである。同センターがこ

のコンセプトを保有し、FIFA が借りるという形で 2016 年まで契約を結んでおり、2013 年モロ

ッコでのFIFAクラブワールドカップ、2014年ブラジルでのFIFAワールドカップで実施された。 

 

 

 

                                                   
27 ノーベル博物館 HP、Program på Nobelmuseet（スウェーデン語のみ） http://www.nobelmuseum.se/sv/program   
28 ノーベル博物館 HP、The Spark of Creativity  http://www.nobelmuseum.se/en/node/1769   
29ノーベル平和センターHP http://www.nobelpeacecenter.org/en/events/its-our-birthday-nobel-peace-center-10-years/  
30 ノーベル平和センターHP  

http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/the-nobel-peace-center-has-entered-into-an-agreement-

with-fifa-about-handshake-for-peace-939510  

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelmuseum.se/sv/program
http://www.nobelmuseum.se/en/node/1769
http://www.nobelpeacecenter.org/en/events/its-our-birthday-nobel-peace-center-10-years/
http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/the-nobel-peace-center-has-entered-into-an-agreement-with-fifa-about-handshake-for-peace-939510
http://www.nobelpeacecenter.org/en/pressbriefing/#/pressreleases/the-nobel-peace-center-has-entered-into-an-agreement-with-fifa-about-handshake-for-peace-939510
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2.1.3 教育活動 

 

 教育活動については両館とも力を入れており、教育担当職員を置き、多くの学校見学を受け入

れ、学年に合わせた教育プログラムを提供している。 

 

（１）ノーベル博物館 

ノーベル博物館には 6 名の教育担当者が在籍している31。学校のカリキュラムに沿ったものか

ら、テーマを特化したもの、教員向けのものまで、様々なプログラムが提供されており、ホーム

ページ上で教材を提供している32。また、”Akka”と題した小学生～中学生向けの学校訪問プログ

ラムを実施している33。”Akka”とは、スウェーデン児童文学として有名な「ニルスのふしぎな旅」

34に登場するキャラクターであり、同プログラムでは、物語の少年ニルスのようにスウェーデン

各都市の学校を訪問し、ノーベル賞を通して創造力の素晴らしさや創造力が世界に与える影響に

ついて子供達に伝えている。 

 館内の展示についても、両館とも子供が楽しく学ぶことができる工夫がなされており、子供専

用の展示室”The Bubble Chamber”では、遊びを通してノーベル賞や対象分野について学ぶこ

とができる。 

 

（２）ノーベル平和センター 

ノーベル平和センターも毎年多くの学校見学を受け

入れており、聞き取り調査によると、2012 年は 970

件、2013 年は 944 件、2014 年は 1,000 件を受け入れ

たとのことである。センターには 4 名の教育担当者が

在籍しており、小学生から大学生向けのものまで、教

育プログラムの開発を担当している。教育プログラム

は国が策定する学校のカリキュラムに沿って作成され

ることから、教育担当者には教員と同等の知識が求め

られ、現在在籍する教育担当者はそれぞれ教育関係の

バックグラウンドを持つとのことである。プログラムでは、教育担当者から子供達に対し、「あな

たは平和に参加することができる」「あなたが受賞者になるかもしれない」と語りかけ、平和につ

いて考え、参加することは誰にでもできるということを伝える。 

ノーベル平和センターでは、独自のキャラクター”Fred and Toca Loca” 35を設け、レクリエー

                                                   
31 ノーベル博物館 HP、Medarbetare – skolavdelningen（スウェーデン語のみ） 

http://www.nobelmuseum.se/sv/medarbetare-skola  
32 ノーベル博物館 HP、Skolprogram（スウェーデン語のみ）http://www.nobelmuseum.se/sv/skolprogram  
33 ノーベル博物館 HP、Akka http://www.nobelmuseum.se/sv/akka  
34 邦題。原語は”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”である。スウェーデン人作家セルマ・ラーゲルレーヴによ

る作品で、妖精に小人にされてしまった少年ニルスがガンの群れととともにスウェーデン中を旅するというもの。 
35 ノーベル平和センターHP http://www.nobelpeacecenter.org/en/children/fred-toca-loca/  

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

ノーベル平和センター館内数箇所に受賞者に

関連したアイテムが入った宝箱が設置され、モ

ニターに写るキャラクターが説明する。 

http://www.nobelmuseum.se/sv/medarbetare-skola
http://www.nobelmuseum.se/sv/skolprogram
http://www.nobelmuseum.se/sv/akka
http://www.nobelpeacecenter.org/en/children/fred-toca-loca/
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ション形式で見学できるよう工夫されている。 

 

2.1.4 広報 

 

両館とも、国内外に情報を発信するため、様々な言語でパンフレットや各種メディアを活用し

広報を行っており、特に、インターネットの利用を積極的に行っている。以下に各媒体による広

報の状況について紹介する。 

 

１）パンフレット 

（１）ノーベル博物館 

二上（2014）の調査36によると、ノーベル博物館では案内パンフレットを 11 か国語（英語、

スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、

中国語、日本語、韓国語）で発行しており、英語版の発行数が一番多く、英語だけでも年間約 25,000

部発行されているとのことである。 

 

（２）ノーベル平和センター 

ノーベル平和センターでは、案内パンフレットはノルウェー語および英語で発行しており、合

わせて年間 50,000 部発行している37。また、簡単な案内リーフレットとして、ノルウェー語、英

語のほか、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語版を作成している。現時点では日本

語版は設置されていない。 

 

２）インターネットの活用 

 両館ともホームページやソーシャルメディアを積極的に活用し、来館案内だけでなく、授賞に

関する情報提供やイベント等に関する広報を行っており、頻繁に更新されている。まず、ホーム

ページについては、国内外の人々に向けた情報発信ツールとして非常に重要な役割を果たしてい

る。ノーベル博物館は 11 か国語で情報を掲載しており、スウェーデン語、英語のページについ

ては日常的に情報が更新されている。ノーベル平和センターはノルウェー語と英語のページのみ

だが、ノーベル博物館同様、両言語で情報が日々更新されている。ホームページへのアクセス数38

については、両館とも月平均 1 万のアクセスがあり、国籍別に見ると、ノーベル博物館について

は、二上（2014）の調査によると多い順からスウェーデン、アメリカ、フィンランド、イギリス、

ドイツ、日本となっている。ノーベル平和センターについては、ノルウェー、アメリカ、デンマ

ーク、イギリス、ドイツ、スウェーデンと続き、日本は 14 番目に位置している。 

ソーシャルメディアの活用も積極的に行われており、ノーベル博物館では Facebook、Twitter、

YouTube、ノーベル平和センターは Facebook、Twitter、Youtube、Instagram、に独自のアカ

                                                   
36 前掲注 4 の報告書 p.148 を参照 
37 ノーベル平和センターから 2015 年 3 月 5 日に提供のあった統計資料に基づく。 
38 ノーベル博物館については、前掲注 4 の報告書 p.144 を参照。ノーベル平和センターについては、同館から 2015 年 3 月 5

日に提供のあった統計資料に基づく。統計は 2014 年 1 月 1 日～12 月 31 日までの結果である。 
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ウントを持ち39、また世界的に利用されている旅行情報サイトTripAdvisorにも掲載されている。

情報は現地語の他、英語でも提供される。両館とも、ソーシャルメディアの活用については、登

録者の数よりも、情報に積極的に興味を持つ人が登録してくれることが有意義であると述べてい

る40。ノーベル平和センターでの聞き取り調査によると、イベント開催時には、希望者がイベン

ト参加登録を Facebook 上で行うことができるため、事前に参加者数を把握するのに役立ってい

るとのことである。 

その他の媒体として、両館ともニュースレターを発行している。ノーベル博物館では、一般向

けの他、子供向け、学術的な内容のニュースレターをスウェーデン語で発行している41。ノーベ

ル平和センターでは、一般向けはノルウェー語と英語で発行し、その他、学校向けのもの、ホテ

ル向けのものもある42。 

 

2.2 ノーベル・メディア主催のシンポジウムについて 

 

 本節では、ノーベル・メディアが主催するシンポジウム「ノーベル・プライズ・インスピレー

ション・イニシアティブ」と「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」について紹介する。 

 

2.2.1 ノーベル・メディアについて43 

 

 ノーベル・メディアは、Nobel Foundation Rights Association 傘下の組織として、ノーベル博

物館に次いで 2004 年に発足した。主な業務は、シンポジウムの開催とノーベル財団オフィシャ

ルホームページの管理（もしくはメディア権利全体の管理）である。 

 Mattias Fyrenius 氏を CEO とし、約 18 名が職員として所属しているが、繁忙期となるノー

ベル賞発表後の 11 月から授賞式の行われる 12 月については非常勤職員を雇い対応している。 

 ノーベル・メディアはロンドンにもオフィスを構えており、このオフィスの Editorial Director

は Adam Smith 氏が勤めている。海外オフィス設置にあたり、ヨーロッパ内で影響力のある都市

に設置したいと考えたこと、また英語圏であるという利点を考慮し、ロンドンが選ばれたようで

ある。このオフィスは、ノーベル・メディア本体の主催シンポジウムで講演するノーベル賞受賞

者への連絡を担当しており、受賞者とノーベル・メディアの橋渡しとしての役割を果たしている。 

                                                   
39 各サービスのアカウントは次のとおり。 

ノーベル博物館 

Facebook https://www.facebook.com/NobelMuseum  Twitter https://twitter.com/nobelmuseum  

Youtube https://www.youtube.com/user/TheNobelMuseum  

ノーベル平和センター 

Facebook https://www.facebook.com/nobelpeacecenter   Twitter https://twitter.com/NobelPeaceOslo   

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCjEGwvnJZzuUn4vG1ff2QRA  

Instagram（ミュージアムショップ） http://instagram.com/nobelshoposlo   
40 前掲注 4 の報告書 p.149 の聞き取りおよびノーベル平和センターでの 2015 年 2 月 5 日聞き取り調査に基づく。 
41 ノーベル博物館 HP、Nobelmuseets nyhetsbrev（スウェーデン語のみ）http://www.nobelmuseum.se/sv/nyhetsbrev  
42 同館から 2015 年 3 月 5 日に提供のあった資料に基づく。 
43 項全体の内容について前掲注 4 の報告書 pp.141-142、pp.145-146 を参照した。 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

https://www.facebook.com/NobelMuseum
https://twitter.com/nobelmuseum
https://www.youtube.com/user/TheNobelMuseum
https://www.facebook.com/nobelpeacecenter
https://twitter.com/NobelPeaceOslo
https://www.youtube.com/channel/UCjEGwvnJZzuUn4vG1ff2QRA
http://instagram.com/nobelshoposlo
http://www.nobelmuseum.se/sv/nyhetsbrev
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2.2.2 「ノーベル・プライズ・インスピレーション・イニシアティブ」に

ついて 

 

１）概要 

  「ノーベル・プライズ・インスピレーション・イニシアティブ（Nobel Prize Inspiration 

Initiative）は、2010 年からノーベル・メディアと製薬会社であるアストラゼネカが主催して

いる。主に、海外の大学にてノーベル賞受賞者がレクチャーをし、学生とディスカッションな

どを行うイベントである44。 

 

２）開催実績 

  開催実績は、以下のとおりである45。 

 

  ①2010 年 

   開催日・国：2010 年 12 月 1 日～2 日・イギリス 

   講演者：Tim Hunt（2001 年、生理学・医学賞） 

   参加者：The University of Manchester と AstraZeneca Alderley Park に所属する学生及

び研究者 

 

  ②2011 年（2 回開催） 

   (i) 開催日・国：2011 年 5 月 12 日～13 日・アメリカ 

     講演者：Michael Brown（1985 年、生理学・医学賞） 

         参加者：The University of Pennsylvania School of Medicine、AstraZeneca 

Wilmington に所属する学生、研究者、職員 

   (ii) 開催日・国：2011 年 9 月 20 日～22 日・中国 

        講演者：Barry Marhsall（1982 年、生理学・医学賞） 

     参加者：Fudan University、Peking University、AstraZeneca China に所属する学

生、研究者、職員 

   

③2012 年（4 回開催） 

   (i) 開催日・国：2012 年 3 月 12 日～13 日・インド 

     講演者：Peter Doherty（1996 年、生理学・医学賞） 

         参加者：Indian Institute of Science (IISc) in Bangalore、AstraZeneca Bangalore に 

         所属する学生、研究者、職員 

(ii) 開催日・国：2012 年 6 月 11 日～12 日・アメリカ 

                                                   
44 前掲注 4 の報告書 p.146 を参照 
45 Nobel Prize Inspiration Initiative HP http://www.nobelprizeii.org/  （2015 年 2 月 28 日アクセス） 

http://www.nobelprizeii.org/
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        講演者：Bruce Beutler（2011 年、生理学・医学賞） 

   参加者：Whitehead Institute for Biomedical Research、AstraZeneca Boston に所属

する学生、研究者、職員 

(iii) 開催日・国：2012 年 10 月 15 日～18 日・中国 

       講演者：Oliver Smithies（2007 年、生理学・医学賞） 

   参加者：Shanghai Jiao Tong University、Nanjing University、AstraZeneca China

に所属する学生、研究者、職員 

(iv) 開催日・国：2012 年 11 月 1 日～2 日・韓国 

        講演者：Elizabeth Blackburn（2009 年、生理学・医学賞） 

   参加者：Catholic University、Seoul National University に所属する学生、研究者、

職員 

 

④2013 年（2 回開催） 

   (i) 開催日・国：2013 年 6 月 24 日～25 日・ロシア 

     講演者：Peter Agre（2003 年、化学賞） 

     参加者：Moscow State University、AstraZeneca Moscow、The Russian Academy of 

Sciences、Pavlov State Medical University に所属する学生、研究者、職員 

(ii) 開催日・国：2013 年 11 月 4 日～5 日・アメリカ 

        講演者：Craig Mello（2006 年、生理学・医学賞） 

   参加者：University of Maryland、Johns Hopkins University、AstraZeneca 

MedImmune Campus in Gaithersburg に所属する研究者 

 

⑤2014 年（5 回開催） 

(i) 開催日・国：2014 年 4 月 8 日～9 日・スウェーデン及びデンマーク 

     講演者：Roger Kornberg（2006 年、化学賞） 

       参加者：University of Gothenburg、Chalmers University of Technology、University 

of Copenhagen、Technical University of Denmark に所属する若手研究者 

(ii) 開催日・国：2014 年 6 月 3 日～5 日・中国 

        講演者：Tim Hunt（2001 年、生理学・医学賞） 

     参加者：Fudan University、Sichuan University に所属する研究者（若手とシニアを

含む）及び AstraZeneca China に所属する研究者 

(iii) 開催日・国：2014 年 9 月 24 日～26 日・ブラジル 

       講演者：Martin Chalfie（2008 年、化学賞） 

     参加者：Fiocruz、Universidade de Brasília、Instituto Nacional de Câncer に所属

する研究者（若手とシニアを含む） 

(iv) 開催日・国：2014 年 10 月 20 日～21 日・イギリス 

        講演者：Joseph L. Goldstein（1985 年、生理学・医学賞）、Michael S. Brown（1985

年、生理学・医学賞） 
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   参加者：University of Cambridge、AstraZeneca、Medlmmune に所属する学生、研

究者 

(v) 開催日・国：2014 年 12 月 15 日～16 日・中国 

        講演者：Paul Nurse（2001 年、生理学・医学賞） 

     参加者：Beijing 及び Tianjin に在住の研究者 

 

３）広報活動について 

  2014 年 2 月 21 日に二上が行ったノーベル・メディア Lena Abrahamsson 氏へのインタビ

ューにおいて、PR 業務は基本的にアストラゼネカが行っているとの回答があった。また、本

シンポジウムは大学が主な開催地となるため、大学内での周知は行うが、町中に開催を知らせ

るようなポスターを貼るなどの PR は行わないとのことである46。 

各回の開催報告や写真等については、オフィシャル HP（http://www.nobelprizeii.org/）に、

情報を掲載し、更新時に Twitter、Facebook で情報を拡散している。 

 

2.2.3 「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」について 

 

１）概要・目的 

 ノーベル・ウィーク・ダイアログ（Nobel Week Dialogue）とは、2012 年より毎年スウェーデ

ンにおいてノーベル賞授賞式の時期に開催されている一般向けの公開シンポジウムである。ノー

ベル賞や世界における重要課題について、ノーベル賞受賞者や世界で活躍するトップレベルの科

学者、社会に影響力のある著名人、政治家、他様々な団体や一般市民を含む社会全体の議論を促

進し、科学界とその他の社会との深い対話を実現することを目的に開催されている47。  

本イベントは、ノーベル・メディアが、スポンサーである Akademiska Hus、 Carl Bennet AB、

ヨーテボリ市、 Ericsson、 Region Västra Götaland、Volvo Group と協力のもと、開催してい

る。二上によるノーベル・メディア Lena Abrahamsson 氏へのインタビューによると、スポンサ

ーは基本的に 4 回契約となっており、より親密な連携を図りながら協力ができているとのことで

ある48。 

国内開催についてはストックホルムとヨーテボリにて今後も毎年交互に開催する予定であり、

2015 年 3 月 1 日には東京において、国外での開催初となる、ノーベル・プライズ・ダイアログ

東京 2015 が開催された（詳細は 2.2.4 で後述する）。 

 

 

                                                   
46 前掲注 4 の報告書 p.150 を参照 
47 ノーベル・ウィーク・ダイアログ HP  http://www.nobelweekdialogue.org/ 参照 

 ノーベル・メディア HP「プレスリリース」

http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-laureate-eric-kandel-explores-immortality-with-jeff-koo

ns-1067161 
48 前掲注 4 の報告書 p.150 を参照 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelweekdialogue.org/
http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-laureate-eric-kandel-explores-immortality-with-jeff-koons-1067161
http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-laureate-eric-kandel-explores-immortality-with-jeff-koons-1067161
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２）開催実績 

 開催実績は以下のとおりである49。 

①2012 年（第 1 回） 

開催日・場所：2012 年 12 月 9 日・The Stockholm City Conference Centre（ストックホ

ルム市） 

   テーマ：The Genetic Revolution and its Impact on Society 

   出演者：約 35 名のパネリスト 

  うちノーベル賞受賞者は以下のとおり 

       James Watson（1962 年、生理学・医学賞） 

       Steven Chu（1997 年、物理学賞） 

       Craig Mello（2006 年、生理学・医学賞） 

       Bruce Beutler（2011 年、生理学・医学賞） 

       Joseph Goldstein（1985 年、生理学・医学賞） 

       Christiane Nüsslein-Volhard（1995 年、生理学・医学賞） 

  Kurt Wüthrich（2002 年、化学賞） 

参加者：約 1,100 名、当日の様子はオンデマンドでライブ中継された。 

   プログラム：3 回の講演、12 回のパネルディスカッション 

※プログラム内において、挙手で多数決をとる、または、質問を受け付けることにより、

一般参加者との意見交換をしていた。 

 

②2013 年（第 2 回） 

開催日・場所：2013 年 12 月 9 日・The Swedish Exhibition & Congress Centre（ヨーテ

ボリ市） 

テーマ：Exploring the Future of Energy 

出演者：約 36 名のパネリスト 

  うちノーベル賞受賞者は以下のとおり 

  Rajendra Pachauri 

  （2007 年に平和賞を受賞した団体 Intergovernmental Panel on Climate Change   

   (IPCC)の議長） 

  David Gross（2004 年、物理学賞） 

  Steven Chu（1997 年、物理学賞） 

  Alan Heeger（2000 年、化学賞） 

  Hartmut Michel（1988 年、化学賞） 

  Mario Molina（1995 年、化学賞） 

                                                   
49 ノーベル・メディア HP 各回の開催報告を参照 

http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2012/ 

http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2013/ 

http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2014/ 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2012/
http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2013/
http://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2014/
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  Carlo Rubbia（1984 年、物理学賞） 

参加者：約 1,100 人、当日の様子はオンデマンドでライブ中継され、80 か国もの人々がア

クセス 

プログラム：9 回の講演、10 回のパネルディスカッション（分科会も含む） 

※分科会で特に一般参加者からの質問を受け付ける機会を多く設けていた 

その他：シャルマーシュ工科大学の学生を特別招待 

（参加レポートを同大学ウェブサイトに掲載 

https://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/12/13/noble-week-dialogue-2013-in

-gothenburg/ ） 

 

③2014 年（第 3 回） 

開催日・場所：2014 年 12 月 9 日・The Stockholm City Conference Centre（ストックホ

ルム市） 

テーマ：The Age to Come 

出演者：32 名のパネリスト 

  うちノーベル賞受賞者は以下のとおり 

      Elizabeth Blackburn（2009 年、生理学・医学賞） 

      Aaron Ciechanover（2004 年、化学賞） 

      Eric Kandel（2000 年、生理学・医学賞） 

      Eric Maskin（2007 年、経済学賞） 

      Daniel McFadden（2000 年、経済学賞） 

      Craig Mello（2006 年、生理学・医学賞） 

参加者：1000 名以上、当日の様子はオンデマンドでライブ中継され、80 か国以上の人々

がアクセス 

※来場、オンデマンドを含めると、トータルで 95 か国の人々が参加した。 

プログラム：8 回の講演、対話、9 回のパネルディスカッション 

※第 1 回、第 2 回よりも映像を多く利用した講演が見られた。 

   その他： 

   (i)Twitter でインターネット参加者からの質問・意見を募集し、当日は Twitter 上でのデ

ィスカッションも見られた。寄せられた意見の一部を休憩前に発表していた。 

(ii)ヨーテボリから学生を招待し、特別なバスで送迎した（図 2-3）。 

図 2-3 送迎バスのデザイン（ノーベル・メディア HP より） 

 

 

３）広報活動について（第 1 回～第 3 回共通）  

 スポンサーとの協力、もしくはノーベル・メディアのみの資金でポスターの貼付等を行ってい

https://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/12/13/noble-week-dialogue-2013-in-gothenburg/
https://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/12/13/noble-week-dialogue-2013-in-gothenburg/
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るが50、その他、インターネットでの広報活動について以下にまとめた。 

 

広報開始時期：開催年の春（5～6 月） 

手段：ノーベル財団ウェブサイト(http://www.nobelprize.org/ ) 

特設ウェブサイト(http://www.nobelweekdialogue.org/ ) 

YouTube、Twitter、Facebook 

Twitter、Facebook では、参加方法、関連情報（他イベント、2012 年ノーベル賞受賞者の

発表等）、決定事項（テーマ、出演者等）について随時更新をしていた。Facebook ページで

は、テーマに関連する事項についてアンケートを取っていた。（Did you know that a mature 

cell can be reprogrammed to become immature again?（Yes/No）等） 

また、YouTube 公式チャンネルにおいて、前回のノーベル・ウィーク・ダイアログの講演

者へのインタビュー（春頃）、出演予定者から参加者へのメッセージ（参加登録受付前後）、

出演予定者へのテーマに関連したインタビュー（開催直前）を配信している。配信開始時に

は Twitter、Facebook 上で動画の配信について広報している。 

 

４）当日の会場の様子（ブースについて） 

 本シンポジウム開催当日、第 1 回～第 3 回すべてにおいて、メイン会場の外に協力機関によ

るブースが設置され、各機関による事業内容等の PR が行われている。開始前や休憩時にはブ

ース付近でコーヒーやお菓子を提供し、参加者のブース訪問を促進していた。また、第三回時

は、ノーベルセンターPR のためのブースの他、自分が老人になった姿を映し出す機械も設置

されていた。 

 各回のブースの様子を写真とともに以下にまとめた。 

 

①2013 年（第 2 回）の様子 

  (i) 協力機関 VOLVO によるブース     (ii) 協力機関 Ericsson によるブース 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50前掲注 4 の報告書 p.150 を参照 

http://www.nobelprize.org/
http://www.nobelweekdialogue.org/
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(iii) 協力機関 Region Västra Götaland によるブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

②2014 年（第 3 回）の様子 

(i) ノーベルセンターに関するブース    (ii) 協力機関によるブース（全体） 

    

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 協力機関によるブース（右から VOLVO、Region Västra Götaland） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) 協力機関によるブース（右から Ericsson、ヨーテボリ市、Akademiska Hus） 
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2.2.4 「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」について 

 

2015 年 3 月 1 日（日）に東京国際フォーラムにおいて、ノーベル財団／ノーベル・メディア

及び日本学術振興会の共同主催で「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」（Nobel Prize 

Dialogue Tokyo 2015、以下、「ダイアログ東京」）が開催された。 

「ノーベル・プライズ・ダイアログ」は、2012 年からスウェーデン国内でノーベル受賞式の時

期に開催されている「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」を、スウェーデン国外で開催するもの

である。その初めての取組として、東京での開催が実現した。ダイアログ東京の概要は、参考 2-1

のとおりである。 

 

参考 2-1：「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」概要 

１．会議の名称 

 和文名：ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015 

 英文名：Nobel Prize Dialogue Tokyo 2015 

 ２．主 催 

独立行政法人日本学術振興会 

ノーベル財団／ノーベル・メディア 

 ３．後援 

文部科学省、外務省、読売新聞社、応用物理学会、生物科学学会連合、日本医学会、日本

医師会、日本遺伝学会、日本化学会、日本再生医療学会、日本歯科医師会、日本質量分析

学会、日本物理学会、日本薬学会、日本薬剤師会、日本臨床倫理学会 

 ４．開催日時 

2015 年 3 月 1 日（日）10:00～17:30 

 ５．開催場所 

東京国際フォーラム ホール B7/B5 

 ６．テーマ 

「生命科学が拓く未来(The Genetic Revolution and its Future Impact)」 

 ７．出演者 

 （１）講演者及びパネリスト 

26 名（モデレーター含む）、うちノーベル賞受賞者は以下のとおり 

・天野浩 名古屋大学大学院工学研究科教授（2014 年、物理学賞） 

・山中伸弥 京都大学 iPS 細胞研究所所長・教授（2012 年、生理学・医学賞） 

  ・田中耕一 株式会社島津製作所質量分析研究所所長・シニアフェロー（2002 年、 

化学賞） 

・クルト・ヴュートリッヒ スイス連邦工学大学教授（2002 年、化学賞） 

・ティム・ハント 英国がん研究所名誉首席科学者（2001 年、生理学・医学賞） 
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・リチャード・J・ロバーツ ニューイングランド・バイオラボ首席サイエンティフィック・

オフィサー（1993 年、生理学・医学賞） 

・アンドリュー・ファイアー・スタンフォード大学医学部病理学／遺伝学教室教授（2006

年、生理学・医学賞） 

 （２）モデレーター 

  アダム・スミス ノーベル・メディア最高科学責任者 

  アダム・スミス氏は、スウェーデンで行われるダイアログでもモデレーターを務めて 

  おり、スウェーデンと同様の形式で進行した。 

８．参加者 

約 795 名（登録者 1,100 名） 

 ９．プログラム 

  主催挨拶（安西祐一郎 JSPS 理事長、Lars Heikensten ノーベル財団専務理事） 

来賓挨拶（下村博文文部科学大臣） 

全体セッション（講演×７、パネルディスカッション×１） 

  分科会１～３ 

  総括パネルディスカッション 

１０．使用言語 

  英語（日本語の同時通訳入り） 

１１．メディアの使用について 

当日の様子はオンデマンドで英語及び日本語でライブ中継された。 

１２．一般参加者との意見交換 

挙手で質問を受け付けた。 

 

１）「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」に関する報道発表・事前広報について 

ダイアログ東京に関する報道発表及び事前広報は、スウェーデン側と日本側の両方で参考 2-2

のとおり行われた。 

 

参考 2-2：ダイアログ東京に関する報道発表及び事前広報 

① スウェーデン側 

  2014 年 12 月 5 日に、ノーベル博物館にてプレスコンフェレンスを行った。日本のメディ

アも含めて、国際メディアが多く参加する中、ノーベル・メディアがダイアログ東京につい

て発表し、大きな関心を集めた。 

2014 年 12 月 8 日に、ノーベル・メディア・ニュースルームの HP において、プレスリリ

ースのスウェーデン語版が掲載された。 

（http://www.mynewsdesk.com/se/nobelprize.org/pressreleases/nobel-prize-dialogue-faar-

premiaer-i-tokyo-1096204） 

2014 年 12 月 9 日に開催された「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」において、ダイアロ

http://www.mynewsdesk.com/se/nobelprize.org/pressreleases/nobel-prize-dialogue-faar-premiaer-i-tokyo-1096204
http://www.mynewsdesk.com/se/nobelprize.org/pressreleases/nobel-prize-dialogue-faar-premiaer-i-tokyo-1096204
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グ東京について数回アナウンスされた。 

 2015 年 1 月 24 日に、Nobelprize.org の Facebook に投稿された。 

（https://www.facebook.com/Nobelprize.org/posts/10152635868524103） 

2015 年 2 月 27 日に、ノーベル・メディア・ニュースルームの HP において、ダイアログ

東京のリーフレット及びプレスリリースの英語版が掲載された。 

（ http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-prize-dialogue-prem

ieres-in-tokyo-1122991） 

2015 年 2 月 28 日に、The Nobel Prize@NobelPrize により Twitter 上にダイアログ東京に

関する記事が投稿された。 

（https://twitter.com/nobelprize） 

その他、以下の HP でダイアログ東京に関する記事が掲載された。 

・在京スウェーデン大使館 

（http://www.swedenabroad.com/ja-JP/Embassies/Tokyo/4/Calendar-jp/2015-sys/） 

（http://udweb202.ud.episerverhosting.com/sv-SE/Ambassader/Tokyo/Aktuellt/Nyheter/S

ymposium-Nobel-Prize-Dialogue-Tokyo-2015-sys/） 

 

② 日本側 

  2014 年 12 月 5 日（スウェーデンと同日）に報道発表を行い、独立行政法人日本学術振興

会が、ノーベル財団／ノーベル・メディアとの共同主催により、平成２７年３月１日（日）

に「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」を東京にて開催することを決定した旨通

知した。 

2015 年 1 月 22 日 に 再 度 報 道 発 表 を 行 い 、 専 用 の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp/）を開設し、参加登録の受付を開始した

旨を通知した。 

 これを受けて、日本では新聞やウェブサイト等でダイアログ東京について報道された。様々

な団体が記事を掲載しており、以下はその一部。 

・文部科学省 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/kyoryoku/1354618.htm） 

・在スウェーデン日本国大使館 

（http://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/news_141205.html） 

 ・The Japan Times 

（http://www.japantimes.co.jp/events/2015/02/16/educational-things-to-do/nobel-prize-dia

logue-tokyo-2015/#.VPq9IvmsXw8） 

 

 参考 2-2 のとおり、報道発表及び広報は様々な形態・内容で行われたが、その中で注目したい

のはノーベル・メディアの作成したプレスコンフェレンス資料である。同資料には、ダイアログ

東京の目的及び参加対象者について参考 2-3 のとおり記載し、誰もが会場または世界中から、ノ

https://www.facebook.com/Nobelprize.org/posts/10152635868524103
http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-prize-dialogue-premieres-in-tokyo-1122991
http://www.nobelprize.org/press/nobelmedia/#/pressreleases/nobel-prize-dialogue-premieres-in-tokyo-1122991
https://twitter.com/nobelprize
http://www.swedenabroad.com/ja-JP/Embassies/Tokyo/4/Calendar-jp/2015-sys/
http://udweb202.ud.episerverhosting.com/sv-SE/Ambassader/Tokyo/Aktuellt/Nyheter/Symposium-Nobel-Prize-Dialogue-Tokyo-2015-sys/
http://udweb202.ud.episerverhosting.com/sv-SE/Ambassader/Tokyo/Aktuellt/Nyheter/Symposium-Nobel-Prize-Dialogue-Tokyo-2015-sys/
http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/kyoryoku/1354618.htm
http://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/news_141205.html
http://www.japantimes.co.jp/events/2015/02/16/educational-things-to-do/nobel-prize-dialogue-tokyo-2015/#.VPq9IvmsXw8
http://www.japantimes.co.jp/events/2015/02/16/educational-things-to-do/nobel-prize-dialogue-tokyo-2015/#.VPq9IvmsXw8
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ーベル賞受賞者等との対話に参加することができる点に重点を置いて、ダイアログ東京を広報し

た。 

 

参考 2-3：ノーベル・メディア プレスコンフェレンス資料（抜粋） 

この終日に及ぶ会議は、科学と社会を近づけるため、ノーベル賞受賞者と交流する機会を

提供するものである。（中略）参加費は無料で、ノーベル賞受賞者、著名な科学者、政策立

案者、オピニオンリーダーと共に対話に参加することに興味があれば、誰でも参加できる。

（中略）一日を通して、参加者は会場またはオンラインで質問し、対話する。その対話は、

会議が終わった後も続く。対話は世界のどこからでもウェブを通じてフォローすることが

できる51。 

 

一方、日本側の報道では、読売新聞（2014 年 12 月 6 日 6 面及び 37 面、2015 年 1 月 22 日 37

面）、朝日新聞（2014 年 11 月 22 日 7 面）、毎日新聞（2015 年 1 月 8 日 12 面）の主要紙におい

ては、開催日時、開催場所、スウェーデン国外初の開催であること、複数のノーベル賞受賞者が

講演すること以外は、公開で参加費無料と伝えるのみの報道に終始した。他方、日経産業新聞

（2015 年 2 月 27 日 11 面）は、「一般市民や若手研究者ら約 1000 人が参加し、受賞者らに質問

したり議論したりする。その様子をインターネットで中継し、参加者以外も視聴できるようにす

る。」と報じた。また、日刊工業新聞（2015 年 2 月 25 日 25 面）は「ノーベル賞受賞者らと一般

研究者・市民との対話型イベント」としてダイアログ東京を紹介し、当日はインターネットの動

画配信サービスがある旨を報じた。ノーベル・メディア作成のプレスコンフェレンス資料で重視

されていた「誰もがノーベル賞受賞者等との対話に参加できる」点については、日本では主要紙

以外でより詳しく報じられた。 

 

２）「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」におけるノーベル賞に関する広報活動につ

いて 

ダイアログ東京において、ノーベル賞に関して詳細に説明するセッションが特別に設けられた

わけではない。しかし、当日、開会式主催者挨拶において、Lars Heikensten ノーベル財団専務

理事から、Alfred Nobel 及びノーベル賞について概ね以下の説明があった52（参考 2-4 参照）。 

 

参考 2-4：開会式における Lars Heikensten ノーベル財団専務理事の挨拶主旨 

Alfred Nobel はダイナマイトの発明だけではなく、自然科学、哲学、人文科学、文学に関心を

持ち、啓蒙主義の理想を持っていた。彼は、人類のために最大の貢献をした人々に賞を与えて

ほしい、科学を飛躍的に進歩させ、優れた文学作品を生み出し、平和に貢献した人に賞を授与

することで、世の中に違いをもたらしたい、より良い世界を創ることに貢献したいと考えてノ

ーベル賞の構想を遺言に残した。ノーベル賞の持つ普遍的な性格は、今日において益々重要な

意味を持っている。ノーベル賞選考機関は独立性を与えられている。ダライ・ラマ法王は、ノ

                                                   
51 ノーベル・メディア作成プレスコンフェレンス用資料より引用。 
52 https://www.youtube.com/watch?v=QPPavDgCaBI 参照。（2015 年 3 月 7 日アクセス） 

https://www.youtube.com/watch?v=QPPavDgCaBI
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ーベル賞選考機関が高潔さを保ち、強い権力に立ち向かってきたことに感謝したいと仰った。

過去には、ノーベル賞は、ナチスやソ連にも立ち向かってきた。より良い世界を創りたいとい

うノーベルの遺志を継いで、我々はノーベル賞の広報に努め、ノーベルが関心を抱いていた自

然科学、人文科学、平和の領域における人々の関与と参加を促進している。今回のテーマであ

る遺伝学では、医学だけでなく、社会との対話を促進していきたいと思っている。対話こそが

真の変革をもたらすと思う。 

 

この発言で注目したいのは、「より良い世界を創りたいという Alfred Nobel の遺志を継いで、

我々はノーベル賞の広報に努める」という点が、明確に述べられたことである。ノーベル賞選考

機関は、人類や平和に貢献した人に賞を授与するために、権力にも立ち向かってきた。それを実

行することによって高潔さを保ち、より良い世界を創ることに貢献してきたのである。そういっ

たノーベル賞の特性を多くの人に知ってもらうことが、ノーベル賞の広報活動における一つの重

要なポイントである。 

また、同専務理事の挨拶では、「ノーベルが関心を

抱いていた自然科学、人文科学、平和の領域におけ

る人々の関与と参加を促進」し、「対話こそが真の変

革をもたらす」という考えも、端的に述べられた。

ダイアログ東京では、参加無料で先着順としたのに

加え、使用言語を英語にして日英同時通訳を付け、

オンデマンドで英語及び日本語のライブ中継をした。

2015 年 3 月 7 日現在で、英語は 1400 回以上、日本

語は 400 回程度視聴されている。こういった工夫に

より、誰もが対話を通じて本イベントに関与するこ

とが可能となった。ノーベル財団は、Alfred Nobel

の「より良い世界を創る」という遺志をノーベル賞

の創設・授与にとどまらず、一般市民参加型のダイ

アログという形で具現化したのである。ノーベル賞

は一般市民にとって手の届かない存在ではなく関与

できるものであると示すことが、ノーベル賞の広報活動におけるもう一つの重要なポイントだと

言える。 

ダイアログ東京の最後に行われた、Mattias Fyrenius ノーベル・メディア CEO による挨拶で

は、概ね以下の発言があった53（参考 2-5）。 

 

参考 2-5：閉会式における Mattias Fyrenius ノーベル・メディア CEO の挨拶主旨 

へイケンシュテイン・ノーベル財団専務理事から、啓蒙運動の理想を忘れてはならないとの発

言があったが、我々は社会について考え、真実を追求していかなければならないと思う。如何

                                                   
53 https://www.youtube.com/watch?v=aghcIBfx2mg 参照。（2015 年 3 月 7 日アクセス） 

開会式挨拶をする Lars Heikensten ノーベル財団

専務理事 

https://www.youtube.com/watch?v=aghcIBfx2mg
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に正しい質問をするか、それこそが、ノーベルダイアログのねらいである。科学者として、社

会として、どういう問題に取り組んでいかなければならないかを明らかにするのが今回の目的。

今日の議論の中で、何が問題かということは絞り込まれ、重要なテーマが浮かび上がってきた

と思う。啓蒙(enlightenment)こそが、ノーベル賞、ノーベルダイアログが目指すものである。 

 

ノーベル財団及びノーベル・メディアが本イ

ベントで重点を置いているのは、科学者と一般

市民が、世界的な課題の解決に向けてどういう

問題に取り組んでいくべきか話し合うことであ

る。「より良い世界を創る」ことへの関与を促進

するために、一般市民や様々な分野の人々を「啓

蒙」すること、それがノーベル・メディアによ

るノーベル賞の広報活動における３つ目の重要

なポイントだと言えるだろう。 

 

３）イベント終了後の報道 

 ダイアログ東京終了後の報道は、スウェーデン側と日本側の双方で参考 2-6 のとおり行われた。 

 

参考 2-6：ダイアログ東京終了後の報道 

① スウェーデン側 

2015 年 3 月 1 日に、The Nobel Prize@NobelPrize により Twitter 上にダイアログ東京に関す

る記事が投稿された。 

（https://twitter.com/nobelprize） 

 

② 日本側 

新聞報道が行われた他、テレビでも報道された。また、HP でも以下のとおり記事が配信され

た。 

・学振トピックス（日本学術振興会） 

（http://www.jsps.go.jp/information/index4.html） 

・在日スイス大使館科学技術部 HP 

（http://www.stofficetokyo.ch/nobel_prize_dialogue/） 

・Yomiuri Online 

（http://www.yomiuri.co.jp/science/20150301-OYT1T50048.html） 

・The Japan News (by The Yomiuri Shinbun) 

（http://the-japan-news.com/news/article/0001965224） 

・毎日新聞 

（http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20150302k0000m040043000c&inb=mo） 

閉会式挨拶をする Mattias Fyrenius ノーベル・メディ

ア CEO 

http://www.jsps.go.jp/information/index4.html
http://www.stofficetokyo.ch/nobel_prize_dialogue/
http://www.yomiuri.co.jp/science/20150301-OYT1T50048.html
http://the-japan-news.com/news/article/0001965224
http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20150302k0000m040043000c&inb=mo
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（http://mainichi.jp/graph/2015/03/02/20150302k0000m040043000c/001.html） 

・日本経済新聞 

（http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H2Y_R00C15A3CR8000/） 

・産経ニュース 

（http://www.sankei.com/life/news/150301/lif1503010049-n1.html） 

・Yahoo ニュース 

（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00000033-mai-sctch） 

 

参考 2-6 のとおり、ダイアログ東京は日本の主要紙で報道され、多くの関心を集めた。新聞紙

上では、ノーベル賞受賞者の発言が取り上げられている報道が目立つが、学振トピックス（日本

学術振興会）（http://www.jsps.go.jp/information/index4.html）では、参考 2-7 のとおり、ダイ

アログ東京において、講演やパネルディスカッション、会場からの質疑を通して、活発な対話が

行われたことが記載されている。このイベントの目的が達成されたことを端的に示す内容である。 

 

参考 2-7：学振トピックスの記事（抜粋） 

このダイアログでは「生命科学が拓く未来」をテーマに遺伝学、ゲノム科学をはじめとする

生命科学の発展が、現在、未来の私たちの社会に何をもたらすのか、例えば、iPS 細胞研究の

医療への応用やオーダーメイド医療、遺伝子組換え食物の問題などの生命科学と社会との関わ

りに関する最先端の様々な話題について、講演やパネルディスカッションが行われ、分科会セ

ッションにおいては会場との質疑を通して、活発な対話が行われました。 

ダイアログの最後にはノーベル賞受賞者による総括パネルディスカッションも行われ、盛況

のうちに幕を閉じました。 

イベント当日は、日本人のみならず様々な国の聴衆も数多く参加し、参加者にとってこのフ

ォーラムはノーベル賞受賞者と対話し、学術を身近に感じることができる刺激的で貴重な一日

となりました。また、当日はウェブサイトを通じて、会議の様子がライブ映像を配信され、海

外の方を含む当日会場に来場できない方々もこのイベントを視聴することができました。 

 

上記で述べてきたとおり、ノーベル賞の広報において重視されているのは、第一に、より良い

世界を創ることに貢献するというノーベル賞の特性を多くの人に知ってもらうこと、第二に、ノ

ーベル賞は一般市民にとって手の届かない存在ではなく関与できるものであることを示すこと、

第三に、一般市民を啓蒙すること、の三点である。総じて言うと、一般市民を啓蒙して、誰もが

より良い世界を創ることに貢献できることを伝えることが、彼らの広報戦略であり、それを具現

化しているのがノーベル・ウィーク・ダイアログ及びノーベル・プライズ・ダイアログだと言え

るだろう。 

 

 

 

http://mainichi.jp/graph/2015/03/02/20150302k0000m040043000c/001.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H2Y_R00C15A3CR8000/
http://www.sankei.com/life/news/150301/lif1503010049-n1.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00000033-mai-sctch
http://www.jsps.go.jp/information/index4.html
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2.3 考察 

 

上記で、ノーベル博物館、ノーベル平和センター、ノーベル財団／ノーベル・メディアのそれ

ぞれの広報活動について述べてきた。各機関が広報活動において重視している点をまとめると、

以下のとおりである。 

ノーベル博物館は、より広く一般に関心を持ってもらうことに焦点を当てており、これから研

究の道に進む学生に対しても、必ずしも受賞を目指すことを奨励するのではなく、受賞分野にお

ける世界の動きを知ってもらう事を重視している。 

ノーベル平和センターでは、平和について考え参加することは誰にでもできることを伝え、一

般市民にわかりやすい展示を心がけている。意見の発信ではなく中立的な立場で問題提起する役

割を担っている。 

ノーベル財団／ノーベル・メディアの重視している点は、第一に、より良い世界を創ることに

貢献するというノーベル賞の特性を多くの人に知ってもらうこと、第二に、ノーベル賞は一般市

民にとって手の届かない存在ではなく関与できるものであることを示すこと、第三に、一般市民

を啓蒙すること、の三点である。 

以上の４機関は、スウェーデンとノルウェーに跨って設置され、博物館での展示や教育活動、

イベントの開催等、それぞれ異なった取組をしている。しかし、共通して言えることは、活動の

根源に、Alfred Nobel の遺志を強く意識していることである。各機関は、Alfred Nobel がより良

い世界を創るためにノーベル賞を構想したことを一般市民に伝え、一般市民を啓蒙して、地球規

模の課題解決や平和に向けて個々人が関与できるよう促している。賞の創設・授与に留まらずよ

り幅広い方途で Alfred Nobel の遺志を実現することが、彼らの広報活動・広報戦略の指針になっ

ていると言える。 
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3. スウェーデンにおいて活躍する日本人研究者を中心とした研究ネッ

トワークの状況 

 

3.1 調査の背景 

 

 日本とスウェーデンは 1999 年に科学技術協力協定を締結54し、着実に共同研究の実績を積み重

ねている。日本学術振興会の事業による研究者派遣も多く、平成 25 年度実績は 118 名55であり、

ヨーロッパでは 9 番目に多い。ストックホルム研究連絡センターでは、2001 年の設立以来、ス

ウェーデンにおける両国の研究者交流や大学間交流を促進するため、様々な事業を通して積極的

に日本人研究者とのコミュニケーションを図っている。近年では、スウェーデン王立科学アカデ

ミー（KVA）および在スウェーデン日本国大使館と共催で、スウェーデン在住の日本人研究者と

スウェーデンの研究者や学生の交流促進を目的とする“SWEDEN-JAPAN Academic Network”

を年 1 回開催し、毎回 100 名を超える参加を得ている。また、大学間交流については、2014 年

度には大阪大学、京都大学、東京工業大学等がスウェーデン側の大学と共同で開催した大規模な

セミナーやシンポジウムを支援したところである。 

本章では、ストックホルム研究連絡センターの活動におけるこれまでの情報の蓄積やネットワ

ークを活用して集計した、スウェーデン在住の日本人研究者の状況、日本・スウェーデン間の共

同研究の状況、日本・スウェーデンの大学間の交流実績に関するデータをまとめる。 

 

3.2 スウェーデン在住の日本人研究者 

 

 本節では、ストックホルム研究連絡センターの活動におけるこれまでの情報の蓄積を活用し、

スウェーデン在住の日本人研究者の状況について集計し、表にまとめることとする。 

 

3.2.1 集計方法および対象者 

 

 2014 年 10 月 22 日現在でストックホルム研究連絡センターが連絡先を把握している、スウェ

ーデン在住の日本人研究者 86 名に連絡を取り、以下の項目について情報登録および更新を依頼

した。回答締め切りは 2014 年 11 月 6 日とした。 

                                                   
54 外務省 HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/technology/nikoku/ja_swe.html  （2015 年 2 月 12 日アクセス） 

55 海外特別研究員および二国間・多国間等の交流による派遣数の合計。数値は『独立行政法人日本学術振興会概要 2014 年‐2015

年』pp.62-63 参照 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/technology/nikoku/ja_swe.html
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・ 所属先（学部名含む） 

・ 職名 

・ 研究分野56 

・ 滞在期間 

・ 来瑞前の所属機関 

なお、本節における「日本人研究者」に

は、日本の機関に所属し、交流協定等によ

りスウェーデンの機関で研究に従事する研

究者、スウェーデンの機関に所属している

研究者（永住者含む）の両方を含める。 

 

3.2.2 回答状況 

 

 回答締め切り後に登録があった分も含め

ると、2014 年 12 月 3 日時点の回答者は 64

名、未回答（連絡不可含む）は 44 名であっ

た。本調査では、回答者のうち、スウェー

デンに滞在し、スウェーデンの機関に所属

のある日本人研究者 59 名（新規登録 21 名

含む）を集計対象とする。 

 

3.2.3 集計結果 

 

１）所属機関 

 スウェーデンの国土は約 45 万平方キロメートルで日本の約 1.2 倍だが、人口は約 968 万人で

あり、ストックホルム都市圏に約 212 万人が集中している57。大学についても図 3-158のとおり、

その多くがストックホルム近郊、またはストックホルム以南に本部を置いている。今回の集計に

おいても、多くの研究者がストックホルム近郊の機関に所属していることが分かった。3 名以上

の所属があった機関で最も人数が多かったのは、カロリンスカ研究所で 27 名、続いてウプサラ

大学が 9 名、カロリンスカ大学病院が 7 名、スウェーデン王立工科大学が 4 名で、いずれもスト

ックホルム近郊の大学であった。それ以外では、マルメ大学、ルンド大学からそれぞれ 3 名の回

答があった。 

                                                   
56 平成２６年度科学研究費助成事業 系・分野・分科・細目表に基づく。日本学術振興会 HP に掲載 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h26/I/h26_koubo_06.pdf  
57 外務省 HP、スウェーデン基礎データ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sweden/data.html#section1  
58 スウェーデン高等教育省 HP、Karta med nyckeltal från 2013 から転載

http://uka.se/faktaomhogskolan/universitetenochhogskolorna/kartamednyckeltal.4.1c251de913ecebc40e78000515.html 
※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 12 日 

図 3-1 スウェーデン国内大学の所在地 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h26/I/h26_koubo_06.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sweden/data.html#section1
http://uka.se/faktaomhogskolan/universitetenochhogskolorna/kartamednyckeltal.4.1c251de913ecebc40e78000515.html
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２）研究分野 

情報の更新にあたり、「平成２６年度科学研究費助成事業 系・分野・分科・細目表」に基づき

研究分野を選択してもらった。今回の集計にあたっては、医学系の単科大学であるカロリンスカ

研究所所属の研究者からの回答が突出して多かったこともあり、回答者の研究分野で最も多かっ

たのは、医歯薬学分野であった。続いて総合生物分野、生物学分野と、生物系が多くを占める。 

図 3-2 に回答者の研究分野別数を示す。複数の研究分野の回答があった場合、それぞれを 1 件と

して集計した。 

図 3-2 研究分野別数 

 

 

３）職種別数と男女比 

職種比率を算出するにあたり、スウェーデン高等教育省が定めるスウェーデンの大学における

職種区分59に基づいて、職名の振り分けを行った。区分は、「教授」（客員教授、名誉教授など含

む）、「上級講師」、「ポスドク等」（博士号を有する研究者）、「その他研究者・教育職」（医師を含

む）、「博士課程学生」60とした。図 3-3 に職種別数および区分ごとの男女数を示す。人数は、「そ

の他研究者・教育職」が最も多く、「ポスドク等」がそれに続く。男女比については、殆どの区分

で男性の割合が高いという結果となった。 

 

       図 3-3 職種別数および男女数 

 

                                                   
59 スウェーデン高等教育省 List of type of staff posts 2012, “Employees in Higher Education 2012”, pp. 78-89, 

http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780002356/1403093617339/UF0202_2012A01C_SM_UF23SM

1301.pdf  
60 スウェーデンにおける博士課程学生は、大学に雇用され給与を受け取る立場として在籍する。Study in Sweden san 参照

https://studyinsweden.se/study-information/degree-programmes/phd-studies/ （2015 年 2 月 12 日アクセス） 
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http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780002356/1403093617339/UF0202_2012A01C_SM_UF23SM1301.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780002356/1403093617339/UF0202_2012A01C_SM_UF23SM1301.pdf
https://studyinsweden.se/study-information/degree-programmes/phd-studies/
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４）滞在期間 

図 3-4 は、調査対象者の滞在期間の比率である。すでに滞在期間が決まっている研究者につい

てはその期間、帰国時期が未定である研究者および永住者については、来瑞時から 2014 年 12 月

現在までの滞在期間とした。 

集計の結果、滞在期間が 1 年~3 年の研究者が最も多かった。大学間交流等による交流プログラ

ムによって、多くの日本人研究者が数週間から数か月単位でスウェーデンの大学に滞在している

と考えられるが、1 年未満の人数は少なかった。これは、所属機関外の、つまりストックホルム

研究連絡センターで把握できる日本人研究者間ネットワークへの接触が無いまま帰国する場合が

多い事が理由と考えられる。 

 

図 3-4 滞在期間比率 

 

 

また、職種別に見る滞在期間の状況は図 3-5 の通りである。集計では、職種別での滞在期間に

大きな特徴差は見られず、雇用形態や永住者かどうかなど、各研究者のバックグラウンドにより

滞在期間は様々であった。 

 

図 3-5 職種別数における滞在期間 

 

 

５）来瑞前の日本での所属機関 

 対象者の渡航前の日本での所属機関について、国立大学、公立大学、私立大学、独立行政法人
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等、民間企業、病院、その他に分類し集計を行った。なお、集計時点での日本での所属機関での

籍の有無については区別を行っていない。図 3-6 に対象者全体における機関別の割合を示す。集

計では、半分以上が国立大学出身者との結果であった。 

            図 3-6 来瑞前の日本での所属機関の割合 

 

 

3.3 日本・スウェーデン間の共同研究について 

 

 前述の科学協定締結以降、日本学術振興会（JSPS）や科学技術振興機構（JST）は日本・スウ

ェーデン間の共同研究をあらゆる方法で支援している。本節では、両機関がスウェーデンの学術

振興機関との協力の下、支援を行ってきた共同研究について、現在進行中のものも含めてまとめ

る。 

 

3.3.1 日本学術振興会（JSPS）二国間交流事業による共同研究 

 

JSPS は、スウェーデンの学術振興機関であるスウェーデンイノベーションシステム開発庁

（Swedish Agency for Innovation Systems（VINNOVA））及びスウェーデン研究・高等教育国

際協力財団（Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher 

Education（STINT））との覚書に基づき、共同研究の実施に要する経費の支援を行っている61。 

本事業に採択された日本－スウェーデン間の共同研究を表 3-1 にまとめた62。 

 

                                                   
61 日本学術振興会 HP、二国間交流事業 共同研究・セミナー 事業概要 https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/gaiyou.html  
62 日本学術振興会 HP、二国間交流事業 申請・採用数、実施課題一覧 

https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/shinsei_saiyo_jisshi.html  

VINNOVA  HP、VINNOVA - JSPS Joint Projects 2010  

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNOVA---JSPS-Joint-Projects-2010/  ※HP への

アクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 
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表 3-1 VINNOVA との覚書に基づいた共同研究（平成 22 年度から平成 25 年度開始分） 

※対象分野：自然科学 

研究内容（採用期間） 
日本側研究者名・役職 

（所属機関） 

スウェーデン側研究者・役

職（所属機関） 

細胞癌化における  IGF-I 受容体／

IRS ユビキチン化の新しい役割 

（平成 22 年 4 月 1 日  

～ 平成 24 年 3 月 31 日） 

高橋 伸一郎 准教授 

（東京大学・大学院農学生

命科学研究科） 

Leonard Girnita 准教授 

（カロリンスカ研究所） 

アテローム性動脈硬化症を理解するた

めのシステム生物学的アプローチ 

（平成 22 年 4 月 1 日  

～ 平成 24 年 3 月 31 日） 

五斗 進 准教授 

（京都大学・化学研究所） 

Jesper Haeggstrom 教授 

（カロリンスカ研究所） 

ナノパーティクルテクノロジーを用い

たアレルギー性疾患に対する免疫療法

の開発 

（平成 22 年 4 月 1 日  

～ 平成 24 年 3 月 31 日） 

明石 満 教授 

（大阪大学・大学院工学研

究科） 

Carl A. K. Borrebaeck 教

授 

（ルンド大学） 

ナノ領域の近接場光相互作用に基づい

たナノフォトニックシステム基盤構築 

（平成 23 年 4 月 1 日  

～ 平成 25 年 3 月 31 日） 

大津 元一 教授 

（東京大学・大学院工学系

研究科） 

Lars Thylén 教授 

（スウェーデン王立工科

大学） 

 

生体用コバルトクロム合金製インプラ

ントの骨形成能に関する研究 

（平成 23 年 4 月 1 日  

～ 平成 25 年 3 月 31 日） 

千葉 晶彦 教授 

（東北大学・金属材料研究

所） 

Thomsen Peter 教授 

（ヨーテボリ大学） 

強いスピン軌道相互作用を持つナノワ

イヤーと量子ドットにおける新しい量

子現象 

（平成 23 年 4 月 1 日  

～ 平成 25 年 3 月 31 日） 

樽茶 清悟 教授 

（東京大学・大学院工学系

研究科） 

Hongqi Xu 教授 

（ルンド大学） 

多階層化と信号劣化を考慮したルーテ

ィングによる次世代超大容量光パスネ

ットワーク 

（平成 24 年 4 月 1 日  

～ 平成 26 年 3 月 31 日） 

長谷川 浩 准教授 

（名古屋大学・工学（系）） 

Lena Wosinska 准教授 

（スウェーデン王立工科

大学） 

質量顕微鏡法によるパーキンソン病モ

デル動物と死後脳のメタボローム解析 

瀬藤 光利 教授 

（浜松医科大学・医学（系）） 

Per E Andren 准教授 

（ウプサラ大学） 
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（平成 24 年 4 月 1 日  

～ 平成 26 年 3 月 31 日） 

分子生物学と認知神経科学の複合的ア

プローチによる認知症早期診断 

（平成 24 年 4 月 1 日  

～ 平成 26 年 3 月 31 日） 

阿部 康二 教授 

（岡山大学・医歯薬学総合） 

Jin-Jing Pei 准教授 

（カロリンスカ研究所） 

非平衡濡れ現象の分子・連続体マルチ

スケールシミュレーション 

（平成 25 年 6 月 1 日  

～ 平成 27 年 5 月 31 日） 

塩見 淳一郎 准教授 

（東京大学・大学院工学系

研究科） 

Gustav Amberg 教授 

（スウェーデン王立工科

大学） 

ツュンベリィによる植物コレクション

のデジタル化 

（平成 25 年 9 月 1 日 

 ～ 平成 27 年 8 月 31 日） 

海老原 淳 研究員 

（独立行政法人国立科学博

物館・植物研究部） 

Stefan Ekman 館長 

（ウプサラ大学博物館） 

FIT システムを用いた膜タンパク質へ

の非蛋白質性アミノ酸の導入 

（平成 25 年 4 月 1 日 

 ～ 平成 27 年 3 月 31 日） 

菅 裕明 教授 

（東京大学・大学院理学系

研究科） 

Gunnar Von Heijne 教授 

（ストックホルム大学） 

 

表 3-2 STINT との覚書に基づいた共同研究（平成 26 年度以降開始分） 

※対象分野：全分野  

研究内容 

（採用期間） 

日本側研究者名・役職 

（所属機関） 

スウェーデン側研究者・役

職（所属機関） 

移植用臓器の生体適合性の向上を目指

した細胞の表面修飾法の開発 

（平成 26 年 6 月 1 日 

 ～ 平成 28 年 5 月 31 日） 

寺村 裕治 特任准教授 

（東京大学・大学院工学系

研究科） 

Bo Nilsson 教授 

（ウプサラ大学） 

電子磁気二色性による局所スピンモー

メント測定技術の開発 

（平成 26 年 6 月 1 日 

 ～ 平成 28 年 5 月 31 日） 

武藤 俊介 教授 

（名古屋大学・エコトピア

科学研究所） 

Jan Rusz 助教 

（ウプサラ大学） 

細菌感染と自己免疫疾患における

SOCS 分子群の意義の解明 

（平成 26 年 9 月 1 日 

 ～ 平成 28 年 8 月 31 日） 

吉村 昭彦 教授 

（慶應義塾大学・医学部） 

Martin Rottenberg 教授 

（カロリンスカ研究所） 
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3.3.2 日本学術振興会（JSPS）先端研究拠点事業（拠点形成型、国際戦

略型）による共同研究 

 

 JSPS は平成 15 年度より、我が国と複数の学術先進諸国の大学等学術研究機関との間に、先端

的分野における国際的な研究協力体制構築促進を目的とした先端研究拠点事業を実施している。 

 本事業に採用された研究課題においては、日本側と他の学術先進国の拠点機関にそれぞれ配置

されたコーディネーターが所属組織等を超えた研究者グループを形成し、「共同研究」、「セミナー

等学術会合の開催」、「研究者交流」の三つの態様を組み合わせた交流を実施している。 

本事業には拠点形成型と国際戦略型の 2 種類が存在する。拠点形成型では、日本と他の学術先

進諸国の研究者同士の研究協力網の基盤となる協力関係を短期間に形成することを支援する。国

際戦略型では、長期的な視野の下、研究機関間で構築した研究協力関係を、発展性及び持続性を

備えた国際学術交流拠点として拡充するための戦略的な取り組みを支援している。一般公募は拠

点形成型でのみ実施しており、拠点形成型として採択された拠点機関は、拠点形成型終了時に所

定の審査結果に基づき、国際戦略型へ移行することができる63。 

本事業に採用された課題のうち、交流相手国にスウェーデンの機関が含まれるものを表 3-3 に

まとめた64。 

なお、本事業は平成 24 年度より、「研究拠点形成事業」として募集が行われている。（※「研

究拠点形成事業」については、3.3.3に記載。） 

 

表 3-3 拠点形成型及び国際戦略型移行時の研究内容等について 

※対象分野：我が国及び交流相手国の各学術領域において先端的と認められる分野 

拠点形成型 

もしくは 

国際戦略型 

研究課題 

（採用期間） 

日本側コーディネータ

ー名・役職（日本側拠点

機関名） 

相手国側コーディネーター名・役職

（相手国側拠点機関名） 

拠点形成型 

 

 

 

２１世紀の「開発支

援と法」研究 

（平成 16 年 4 月 

～平成 18 年 3 月） 

鮎京 正訓 教授 

（名古屋大学・法政国際

教育協力研究センター） 

Christian Hathen 教授 

（ルンド大学、スウェーデン） 

Charles R. Irish 教授 

（ウイスコンシン州立大学、米国） 

Thomas R. Bruce 教授 

（コーネル大学、米国） 

 

                                                   
63 日本学術振興会 HP、先端研究拠点事業説明 http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/gaiyo.html 
64 日本学術振興会 HP、先端研究拠点事業拠点形成型終了課題一覧 http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/kyoten_keisei.html 

日本学術振興会 HP、先端研究拠点事業国際戦略型終了課題一覧 

http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/h19_kokusai_ichiran.html 

日本学術振興会 HP、先端研究拠点事業国際戦略型平成 25 年度採用拠点機関一覧 

http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/jisshi_kadai.html 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/gaiyo.html
http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/kyoten_keisei.html
http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/h19_kokusai_ichiran.html
http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/jisshi_kadai.html
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拠点形成型 

 

 

 

幹細胞生物学・再生

医学の拠点連携 

（平成 18 年 4 月 

～平成 20 年 3 月） 

須田 年生 教授 

（慶應義塾大学・医学

部） 

Sten Eirik Jacobsen 教授 

（ルンド大学、スウェーデン） 

国際戦略型 幹細胞とがん幹細

胞 

（平成 20 年 4 月～

平成 23 年 3 月） 

同上 Stefan Karlsson 教授 

（ルンド大学、スウェーデン） 

Sten Lindahl 教授 

（カロリンスカ研究所、スウェーデ

ン） 

Sten Eirik Jacobsen 教授 

（オックスフォード大学、イギリ

ス） 

上野 直人 教授 

（MD アンダーソン癌センター、米

国） 

Linheng Li 教授 

（ストワーズ医学研究所、米国） 

拠点形成型 

 

 

 

 

有機エレクトロニ

クス 

関連薄膜・界面の電

子 

構造と電子過程 

（平成 19 年 4 月 

～平成 21 年 3 月） 

大内 幸雄 准教授 

（名古屋大学・理学研究

科） 

William Salaneck 教授 

（リンショーピン大学、スウェーデ

ン） 

Antoine Kahn 教授 

（プリンストン大学、米国） 

Friendrich Reinert 教授 

（ビュルツブルグ大学、ドイツ） 

拠点形成型 

 

 

 

最先端マイクロ・ナ

ノ化学国際研究拠

点形成 

（平成 20 年 4 月 

～平成 22 年 3 月） 

北森 武彦 教授 

（東京大学・大学院工学

系研究科） 

Ulf Landegren 教授 

（ウプサラ大学、スウェーデン） 

John Ralston 教授 

（南オーストラリア大学、オースト

ラリア） 

国際戦略型 同上 

（平成 22 年 4 月～

平成 25 年 3 月） 

同上 Ulf Landegren 教授 

（ウプサラ大学、スウェーデン） 

John Ralston 教授 

（南オーストラリア大学、オースト

ラリア） 

Tze-Chiang Chen フェロー・副所

長 

（IBM ワシントンリサーチセンタ
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ー） 

Ai Qun Liu 教授 

（電気電子工学科、シンガポール） 

Petra Dittrich 助教授 

（スイス連邦工科大学チューリッ

ヒ校、スイス） 

拠点形成型 

 

 

 

ＴＧＦ-Ｇファミリ

ーシグナル国際共

同研究拠点 

（平成 22 年 4 月 

～平成 24 年 3 月） 

宮園 浩平 教授 

（東京大学・大学院医学

系研究科） 

Carl-Henrik Heldin 所長 

（ウプサラ大学、スウェーデン） 

Peter Ten Dijke 教授 

（ライデン大学、オランダ） 

国際戦略型 同上 

（平成 24 年 4 月  

～平成 27 年 3 月） 

同上 同上 

拠点形成型 

 

 

 

 

サステイナビリテ

ィ学国際ネットワ

ークの展開 

（平成 23 年 4 月 

～平成 25 年 3 月） 

住 明正 教授 

（東京大学・サステイナ

ビリティ学連携研究機

構） 

※コーディネーター名未公表 

（チャルマーズ工科大学、スウェー

デン） 

（スイス連邦工科大学チューリッ

ヒ校、スイス） 

（アリゾナ州立大学、米国） 

（ローマ大学、イタリア） 

国際戦略型 サステイナビリテ

ィ学 国際メタネ

ットワークの構造

と展開 

（平成 25 年 4 月 

～平成 28 年 3 月） 

武内 和彦 機構長/教授 

（東京大学・サステイナ

ビリティ学連携研究機

構） 

Thomas ELMQVIST 教授 

（ストックホルム大学、スウェーデ

ン） 

Sander Van Derleeuw 教授 

（アリゾナ州立大学、米国） 

Vincenzo Naso 教授 

（ローマ大学サピエンツァ校、イタ

リア） 

Jean-Louis Armand 教授 

（エクス・マルセイユ大学、フラン

ス） 

Gerhard Schmitt 教授 

（スイス連邦工科大学チューリッ

ヒ校、スイス） 
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3.3.3 日本学術振興会（JSPS）研究拠点形成事業（A.先端拠点形成型）

による共同研究 

 

 本事業は、上記 3.3.2において紹介した「先端研究拠点事業」が、「アジア研究教育拠点事業」

「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」と統合し、平成 24 年度より新たな事業として実施され

ているものである。同事業には、我が国において先端的かつ国際的に重要と認められる研究課題

を対象とする「Ａ．先端拠点形成型」と、アジア・アフリカ地域に特有、又は同地域で特に重要

と認められる研究課題で、かつ、我が国が重点的に研究することが有意義と認められるものを対

象とする「Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型」の 2 種類が存在する65。 

 本事業の「Ａ．先端拠点形成型」に採用された研究課題のうち、交流相手国にスウェーデンの

機関が含まれる研究課題を表 3-4 にまとめた66。 

 

表 3-4 研究拠点形成事業（A.先端拠点形成型）採用課題 

※対象分野：全分野 

研究交流課題 

（採用期間） 

日本側コーディネーター

名・役職（拠点機関） 

相手国コーディネーター名・役職（拠点

機関） 

高齢化時代に克服すべ

き疾病の予防法開発に

向けた新しい分子基盤

の構築 

（平成 24年 4月 ～平成

29 年 3 月） 

高橋 伸一郎 准教授 

（東京大学・大学院農学生

命科学研究科） 

Leonard Girnita 准教授 

（カロリンスカ研究所、スウェーデン） 

Ignacio Torres-Aleman 教授 

（スペイン国立研究所、スペイン） 

東 祐輔 博士研究員 

（ミシガン大学、米国） 

グリーンエネルギー計

算機ナノマテリアルデ

ザイン 

（平成 24年 4月 ～平成

29 年 3 月） 

吉田 博 教授 

（大阪大学・大学院基礎工

学研究科） 

Olle Eriksson 教授 

（ウプサラ大学、スウェーデン） 

Stefan BLUEGEL 所長 

（ユーリッヒ研究所、ドイツ） 

Risto Nieminen 教授 

（アールト大学、フィンランド） 

Su-Huai Wei チームリーダー 

（エネルギー省再生可能エネルギー研究

所（NREL）、米国） 

省エネルギーのための

知的層材料・層構造国際

高木 敏行 教授 

（東北大学・流体科学研究

Fredrik Lundell 准教授 

（スウェーデン王立工科大学） 

                                                   
65日本学術振興会 HP、研究拠点形成事業概要 http://www.jsps.go.jp/j-c2c/gaiyou.html 
66日本学術振興会 HP、研究拠点形成事業実施中課題 http://www.jsps.go.jp/j-c2c/jisshichu_a.html 

※HP へのアクセスは全て 2015 年 2 月 28 日 

http://www.jsps.go.jp/j-c2c/gaiyou.html
http://www.jsps.go.jp/j-c2c/jisshichu_a.html
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研究拠点 

（平成 25年 4月 ～平成

30 年 3 月） 

所） Jean-Yves Cacaille 教授 

（国立応用科学院リヨン校、フランス） 

Christian Boller 教授 

（フラウンホーファー非破壊検査研究

所、ドイツ） 

Jinhao Qiu 教授 

（南京航空航天大学、中国） 

散逸ゆらぎ制御ナノ電

子フォトン国際研究拠

点 

（平成 26年 4月 ～平成

31 年 3 月） 

田畑 仁 教授 

（東京大学・大学院工学系

研究科） 

Lars Helge Thylen 教授 

（スウェーデン王立工科大学、スウェー

デン） 

Olivier Martin 教授 

（スイス連邦工科大学ローザンヌ校、ス

イス） 

Dave Blank 教授 

（トゥエンテ大学、オランダ） 

Michel Gendry 教授 

（国立中央理工科学校リヨン校、フラン

ス） 

Fedor Jelezko 教授 

（ウルム大学、ドイツ） 

  

 

3.3.4 科学技術振興機構（JST）戦略的国際科学技術協力推進事業によ

る共同研究 

 

 JST は、スウェーデンのファンディングエージェンシーである VINNOVA 及びスウェーデン戦

略財団（Swedish Foundation for Strategic Research（SSF））の協力の下、平成 16 年より、「ラ

イフサイエンスと他の分野を結合した複合領域(Multidisciplinary BIO)」に関する研究交流の支

援を開始した67。 

本事業による日本－スウェーデン間の共同研究は表 3-5 のとおりである。 

 

 

 

 

                                                   
67 科学技術振興機構 HP、戦略的国際科学技術協力推進事業の概要 http://www.jst.go.jp/inter/sicp/summary.html 

http://www.jst.go.jp/inter/sicp/summary.html
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表 3-5 戦略的国際科学技術協力推進事業採用課題68 

※対象分野：ライフサイエンスと他の分野を結合した複合領域(Multidisciplinary BIO) 

日本側研究代表者名・役職

（所属機関） 

スウェーデン側研究代表者・役

職（所属機関） 

プロジェクト名（支援期間） 

都甲 潔 教授 

（九州大学大学院システ

ム情報科学研究院） 

Lundstroem Ingemar 教授 

（リンショ―ピン大学） 

バイオミメティクス匂いセンサー

の開発 

（平成 17 年度～平成 18 年度） 

宮園 浩平 教授 

（東京大学大学院医学系

研究科） 

Aristidis Moustakas 主任研

究員 

（ルードビッヒ癌研究所） 

Smad 経路におけるユビキチン依

存性のシグナル伝達制御と疾患に

関する研究 

（平成 17 年度～平成 18 年度） 

北野 宏明 会長 

（特定非営利活動法人シ

ステム・バイオロジー研究

機構） 

Stefan Hohmann 教授 

（ヨーテボリ大学） 

Systems Biology of signal 

transduction 

（平成 17 年度～平成 18 年度） 

五斗 進 准教授 

（京都大学化学研究所） 

Mats Wahlgren 教授 

（カロリンスカ研究所） 

マ ラ リ ア 原 虫  Plasmodium 

falciparum ゲノムの解析 

（平成 17 年度～平成 18 年度） 

林崎 良英 プロジェクト

ディレクター 

（理化学研究所・横浜研究

所・ゲノム科学総合研究セ

ンター） 

Ulf Landegren 教授 

（ウプサラ大学） 

単一細胞における遺伝子の発現と

転写産物の共局在の解析 

（平成 17 年度～平成 18 年度） 

北森 武彦 教授 

（東京大学大学院・工学系

研究科） 

Mats Nilsson 准教授 

（ウプサラ大学） 

単一細胞生物学研究のためのマイ

クロ流体デバイス 

（平成 18 年度～平成 19 年度） 

上田 実 教授 

（名古屋大学大学院・医学

系研究科） 

Joens Hilborn 教授 

（ウプサラ大学） 

ＢＭＰ付加細胞外マトリックスを

用いた新たな骨再生法 

（平成 18 年度～平成 19 年度） 

白髭 克彦 准教授 

（東京工業大学大学院 ・

生命理工学研究科） 

Camilla Sjögren リーダー 

（カロリンスカ研究所） 

The Faithful Transmission of the 

Genome; a System Biology 

Approach 

（平成 18 年度～平成 19 年度） 

後藤 順一 特任教授 

（東北大学病院） 

寺崎 治 教授 

（ストックホルム大学） 

新規経皮吸収型薬剤伝達システム

（TDD システム）：薬剤の放出制御

                                                   
68 科学技術振興機構 HP、スウェーデン〈各国との協力について〉 http://www.jst.go.jp/inter/sicp/country/sweden.html 

（2015 年 2 月 12 日アクセス） 

http://www.jst.go.jp/inter/sicp/country/sweden.html
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機能を有するメソ構造結晶の設計

と開発 

（平成 18 年度～平成 19 年度） 

光岡 薫 研究チーム長 

（産業技術総合研究所・生

物情報解析研究センター） 

Hans Hebert 教授 

（カロリンスカ研究所・スウェ

ーデン王立工科大学） 

エイコサノイドとグルタチオン代

謝を行う膜タンパク質の構造学的

研究 

（平成 18 年度～平成 20 年度） 

金城 政孝 准教授 

（北海道大学・電子科学研

究所） 

Jerker Widengren 教授 

（スウェーデン王立工科大学） 

先端的単 1分子蛍光揺らぎ測定によ

る免疫細胞表面受容体分子動態の

詳細な分析 

（平成 19 年度～平成 20 年度） 

北野 宏明 会長 

（特定非営利活動法人シ

ステム・バイオロジー研究

機構） 

Stefan Hohmann 教授 

（ヨーテボリ大学） 

Systems Biology of signal 

transduction 

（平成 19 年度～平成 20 年度） 

鈴木 治和 プロジェクト

副ディレクター  

（理化学研究所・横浜研究

所・ゲノム科学総合研究セ

ンター） 

Jesper Tegner 教授 

（リンショ―ピン大学） 

マクロファージにおけるアテロー

ム性動脈硬化症関連遺伝子ネット

ワークの解析 

（平成 19 年度～平成 20 年度） 

明石 満 教授 

（大阪大学・大学院工学研

究科） 

Carl Borrebaeck 教授 

（ルンド大学） 

細胞内抗原徐法型ナノキャリアに

よる新たなワクチン療法の開発と

免疫活性化機構の解明 

（平成 19 年度～平成 20 年度） 

松岡 英明 教授 

（東京農工大学・共科技研

究院） 

Thomas Laurell 教授 

（ルンド大学） 

食品試料からの微生物細胞の生菌

としての音波分離 

（平成 19 年度～平成 20 年度） 

大橋 俊朗 教授 

（北海道大学・大学院工学

研究科） 

Helene Andersson Svahn 教

授 

（スウェーデン王立工科大学） 

単一細胞解析と細胞バイオメカニ

クスのための新規バイオアッセイ

システム 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

Paul Horton 研究チーム

長 

（産業技術総合研究所 

生命情報工学研究センタ

ー） 

Arne Elofsson 教授 

（ストックホルム大学） 

ミトコンドリアβバレル型外膜タ

ンパク質の輸送と膜組み込み機構

及びタンパク質相互作用の解明 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

菅 裕明 教授 Gunnar von Heijne 教授 蛋白質-リピッド相互作用のケミカ
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（東京大学先端科学技術

研究センター） 

（ストックホルム大学） ルバイオロジー 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

二木 史朗 教授 

（京都大学化学研究所） 

Ülo Langel 教授 

（ストックホルム大学） 

核酸医薬品伝達のための新規方法

論の開発 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

白髭 克彦 教授 

（東京工業大学・大学院生

命理工学研究科） 

Camilla Sjögren チームリー

ダー 

（カロリンスカ研究所） 

真核生物染色体高次構造構築原理

についての革新的研究 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

神原 秀記 フェロー 

（（株）日立製作所 

中央研究所） 

Sten Linnarsson 准教授 

（カロリンスカ研究所） 

一細胞遺伝子発現解析技術の開発 

（平成 21 年度～平成 24 年度） 

阿部 洋 専任研究員 

（理化学研究所・基幹研究

所） 

Ralf Morgenstern 教授 

（カロリンスカ研究所） 

単一分子レベルの酵素反応解析か

らがん治療法開発までの複合領域

研究 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

白川 昌宏 教授 

（京都大学・大学院工学研

究科） 

Mikael Oliveberg 教授 

（ストックホルム大学） 

細胞内におけるＳＯＤ１たんぱく

質の構造・運動性解析による神経変

性疾患の発症機構の解明 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

中垣 俊之 教授 

（公立はこだて未来大

学・システム情報科学部） 

David Sumpter 教授 

（ウプサラ大学） 

生物輸送ネットワークのダイナミ

クス 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

藤井 輝夫 教授 

（東京大学・生産技術研究

所） 

Thomas Laurell 教授 

（ルンド大学） 

マイクロ流体ガン診断プラットホ

ーム 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

安井 正人 教授 

（慶應義塾大学・医学部） 

Per Uhlén 准教授 

（カロリンスカ研究所） 

単一細胞における水・イオン動態の

同時観測を可能とする技術開発 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

安田 賢二 教授 

（東京医科歯科大学・生体

材料工学研究所） 

Anders Lindahl 教授 

（ヨーテボリ大学） 

ヒト心毒性検査のためのヒト細胞

ネットワークプラットホームの開

発と評価 

（平成 23 年度～平成 25 年度） 

 

 表 3-1～3-5 の全体を通して、採択された全 52 件の共同研究のうち、私立の大学や研究機関の

所属者が日本側研究者となっているものは 6 件と、全体の約 12％にとどまることから、スウェー

デンにおいて、国立の大学や独立行政法人の研究機関の活動がより活発であることがわかる。共

同研究の対象分野については、表 3-1 と表 3-5 の事業は応募条件が自然科学分野と設定されてい
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るが、全分野を対象とする表 3-2、表 3-3、表 3-4 の事業においても、約８割（17 件中 14 件）は

自然科学分野の研究となっている。 

 また、表 3-3 の先端拠点型に採択された 6 件の共同研究のうち、4 件が国際戦略型に移行する

形で継続して採択され、計 5 年の間本事業の支援を受けている他、表 3-4 に記載の 4 件全ての共

同研究が 5 年間の共同研究に対する資金を獲得している。これにより、全体の約 15％が少なくと

も 5 年以上の長期的な共同研究であることがわかる。 

 さらに、表 3-4 によると、すべての共同研究にスウェーデン以外のヨーロッパの大学や研究機

関が参加している。日本・スウェーデン以外で共同研究に参加している機関の 75％がヨーロッパ

の大学・機関であることから、研究協力においてヨーロッパ内のつながりが大きいことがわかる。 

 

3.4 日本・スウェーデン間の大学・機関の交流協定締結状況 

 

 本章の冒頭でも述べたとおり、日本とスウェーデンの大学間交流は近年活発化している。文部

科学省による、「大学における教育内容等の改革状況調査(平成 24 年度実績)」において、調査対

象である日本の全ての国公私立大学から報告されたスウェーデンの大学との交流協定等は、218

件にも昇り、これらの協定等により、平成 24 年度までの間に約 5000 人の学生の派遣・受入が行

われてきた69。 

本節では、上記調査を基に大学間交流協定や部局間交流協定等の締結先となっている大学数を

集計し、スウェーデンの大学・機関及び日本の大学の上位 5 大学をそれぞれ表 3-6 及び表 3-7 に

まとめ、各協定を利用して相手国に派遣された学生の総人数（平成 24 年度まで）を集計した。 

 

表 3-6 日本の国公私立大学を相手側とした大学間・部局間交流協定等を多く締結している大学 

 

スウェーデン機関名 

（英語名称） 

 

大学概要 

大学間交流協定や部局間

交流協定等の相手大学と

なっている日本側大学数 

日本から

の派遣総

数 
   国立 公立 私立 計 

リンショーピン大学 

(Linköping University) 

工学系、経営系等実用性の

高い分野の 4 学部から成る

総合大学。 

16 2 6 24 21 名 

ヨーテボリ大学 

(University of Gothenburg) 

スウェーデン第二の都市で

あるヨーテボリ市に在る総

合大学。文系、芸術系、理

系の 8 学部を持つ。 

10 2 11 23 60 名 

ウプサラ大学 スウェーデン最古の大学。 9 0 7 16 66 名 

                                                   
69文部科学省 HP、海外の大学との大学間交流協定、海外における拠点に関する調査結果 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1287263.htm （2015 年 2 月 28 日アクセス） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1287263.htm
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(Uppsala University) 文系、芸術系、理系の 9 学

部から成る総合大学。 

スウェーデン王立工科大学 

(KTH  

Royal Institute of 

Technology) 

工学系のみならず、物理や

化学等の理系一般を対象と

している。理工学系の 10 学

部が在る。 

10 0 5 15 35 名 

リンネ大学 

(Linnaeus University) 

スウェーデン南部に位置す

る総合大学。文系、芸術系、

理系の 5 学部が在る。 

3 1 11 15 24 名 

 

表 3-7 スウェーデンの大学や機関を相手側とした大学間・部局間交流協定等を 

多く締結している日本の国公私立大学 

 

大学間もしくは部局間交流

協定等の相手大学となって

いる日本側大学の数 

日本からの

派遣総数 

東京大学 10 7 名 

立命館大学 8 39 名 

東北大学 8 23 名 

早稲田大学 7 18 名 

九州大学 6 31 名 

慶應義塾大学 6 18 名 

関西外国語大学 6 13 名 

 

また、大学間の協定等により単位互換が行われている分野の割合は以下のとおりである。 

 

図 3-7 

 

 

 表 3-6 によると、リンショーピン大学やスウェーデン王立工科大学のように日本の国立大学と

54% 

13% 

12% 

7% 

4% 
3% 

7% 全学 

工学・情報 

経済・商学（国際経

済も含む） 

理学・理工学 
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より多く協定を締結している機関もあれば、リンネ大学のように私立大学とより多くの協定を締

結している機関もある。 

 また、表 3-7 によると、上位 7 大学のうち、3 大学が国立、4 大学が私立であることから、前

章の共同研究と違い、スウェーデンの大学との交流協定締結については、国立・私立による差は

見られないことがわかる。 

 さらに、図 3-7 によると、全体の 54％で全学的な単位互換が行われており、その他の特定の部

局間交流協定においては、「経済・商学（国際経済も含む）系」と「その他」以外の約 6 割は自

然科学分野であることがわかる。 
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4. おわりに 

 

 第 3 章で述べてきたとおり、当センターで把握しているスウェーデン在住の日本人研究者は、

図 3-2 のとおり、生物系 50 名、理工系 7 名、総合系 7 名、人文社会系 3 名と、自然科学分野が

突出して多い。また、共同研究においては、全分野を対象とする事業であっても、約 8 割は自然

科学分野の研究が行われている。大学間協定については、全学を対象としている協定が 54％を占

めているが、特定の部局間交流協定においても約 6 割は自然科学分野である。このように、自然

科学系が多くを占める理由には、スウェーデンの学術における特性が関係してくると思われる。 

 スウェーデンにはノーベル賞選考機関が設置されているため、生理学・医学、物理学、化学、

経済学について、世界中から最先端の学術情報が集まってくる仕組みになっている。それらの分

野の最先端の知が集結するこの地で自然科学を学びたい、あるいは、共同研究をしたいという学

生や研究者が多いのは、ある意味当然の結果とも言える。Alfred Nobel の遺志は、賞の創設・授

与のみに留まらず、その二次的効果として、スウェーデンの学術機関の魅力を高めて、我が国と

の学術交流を促進する原動力にもなっていると言えるだろう。 

 今年度のカントリーレポートでは、「ノーベル賞の広報活動・広報戦略」と「日本人研究者を中

心とした研究ネットワークの状況」という二つの異なるテーマを選んだ。両者は、一見、関連性

の無いテーマに見えるが、両者の間に以下のようなプラスの循環が生まれているという見方もで

きるのではないか。ノーベル賞の広報戦略は、一般市民を啓蒙し、より良い世界の創造に関与す

るのを促進することを重視している。そうした「啓蒙」活動の結果、学問の更なる探求を目指す

日本の研究者や学生が、自然科学の最先端の知が集結するスウェーデンとの学術交流を求めて

やってくる。学術交流によって、世界的な課題の解決に貢献するような知が創造され、より良い

世界の創造に共に関与していく。両テーマを検証していく中で、このようなスウェーデンの特性

が浮かび上がってきた。 

 ノーベル賞設立までの道のりは大きな困難が伴い、また、設立後も権力と立ち向かう等様々な

苦難があったという。しかし、スウェーデンは、Alfred Nobel の遺志に従ってノーベル賞を設立・

運営することにより、ノーベル賞それ自体の魅力だけでなく、自国の学術界の魅力を高め、日本

を含む多くの優れた研究者や学生を惹きつけて、人類や社会の発展に大きく貢献していると言え

るだろう。 


