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10th Nov., 2017 

KTH 滞在レポート① 

北村 朗 

 

はじめに 

 私は現在，スウェーデン王国，王立工科大学 (Kungliga Techniska Högskolan)，応用物理学
科の Dr. Jerker Widengren ラボに滞在し，共同研究を遂行している．この研究は，JSPS 科研
費・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の採択を得て行っているものである．当該
科研費は，既に科研費・基盤研究などを受けた若手研究者が応募する権利を持っているもの
で，半年から一年程度海外の研究機関に滞在し，国際共同研究を行うものである．金額は
1,200 万円以下での申請であり，交付額は 1,170 万円であった． 

 

大学名について 

Kungliga Techniska Högskolan は KTH と略される．英語に直訳すると，Royal Institute/College 

of Technology であるのだが，英語では公式に KTH Royal Institute of Technology という称号を
用いている．邦訳ではどこの国の王立かわかりにくいためであると思うが，「スウェーデン
王立工科大学」と勝手に“スウェーデン”をつける約束に（日本の中で）なっている． 

現在の日本の法制上，「大学」とは四年制または医歯薬六年制課程の大学のことになって
いる．ただし英語で University とはいくつもの学問領域の departments を抱えた総合大学の
意味で，単科大学あるいは学問領域が限られたものは College と呼ばれることがある．日本
の大学においては，二つ以上の学部を持つ大学では，多くのところが University という英訳
を当てているところが多いと思う．スウェーデン語ではどうなるかというと，University は
Unversitet となる．語尾の-et は実は定冠詞であり，正確に英訳すると The University の意味
となる．それでは The College はどうなるかというと，Högskolan である．Hög は High と同
義．Skola は学校で，その定冠詞が付いた形が Skolan である（発音もフグス・コーランでは
なく，フグ・スコーランと読む．たたし正確な発音はカタカナでは表せない）．ただし，世
界的に工科大学あるいは理工科大学は，College ではなく Institute を使うところが極めて多
いと思う．例えばアメリカの MIT や CalTech，東京工業大学然りである（スイスの ETH は
Eidgenössische Technische Hochschule の略であるが，Hochschule は大学の意味である）． 

 

科研費について 

 科研費はこの研究規模・内容等により，年数や研究費総額が異なるが，この国際共同研究
加速基金における特徴は，海外渡航費に多くの金額を割ける点である（配分は規定に従って
研究代表者自身が決める）．これは日本国内研究者の国際共著論文数の増加率が低調である
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という文部科学省の分析などに基づいている．また，当該科研費の応募要項は毎年少しずつ
変化しているが，私が応募し始めた H28 年度当初は 36 歳以上 45 歳以下という年齢制限が
あった．考えるに，私も含めこの年代は，キャリアとしては「若手」という分類としては成
熟して脱しつつある年代であり，かつ科研費を自ら受給しておれば，単独の研究遂行能力に
ついてはそれなりに保持しているはずである．そのため，そこに海外研究機関とのつながり
があれば国際共同研究を遂行する費用を投資するに相応しいという判断があるのかもしれ
ない．また，海外で中長期に研究を行える若手向けの科研費としては，JSPS 特別研究員 (PD)

および JSPS 海外特別研究員の制度がある（もしくは科研費以外で HSFP の海外滞在助成や
各種財団の海外研究助成も存在する）．前者は国内で研究を行うことが前提であるが，一年
半を最大限度として（期間等ある程度柔軟に）海外の研究機関に所属することもできる．後
者は三年間であるが，日本への帰国制限があるなど制度内容は異なる．この国際共同研究強
化は，そのような学振 PD・海外学振の制度年齢からは脱した研究者を対象にしているよう
にみえる． 

 

留学の経緯について 

私も学位取得直後に，JSPS 特別研究員 PD として金城研に所属していた．その当時から
金城教授に海外での研究経験の大切さを説かれてもいたし，学生時代から米国ノースウェ
スタン大学の Richard Morimoto 教授と共同研究しており，彼からも日本国外で研究するこ
との重要性を聞いていたし，実際「国外で研究したい」と言っていたこともあり，海外の研
究室で研究することについて決して否定的な考えではなかった．ただし一方で，京都大学の
研究室から異動してきたばかりであり，学位を取ってポスドクとなり，自分が今やってみた
い研究テーマを遂行することの方に興味があり力を注ぎたかったら国内で研究することを
優先したという言い方が正しいかもしれない．実際，今研究室でグループ名の冠名となって
いる「TDP-43」の研究を始めたのはこの学振 PD 時代であり，その時はまだ細かくわかって
いなかったことが多かったこのタンパク質の基礎的な性質，現象についての情報が私のグ
ループ内で蓄積されているのは，一貫して研究を行ってきたからであるという点は強く伝
えたいことである．ただし一方で，年齢はかさんでくるし，助教となって duty は年々増加
するため，留学のタイミングは若い頃に比べればどんどん薄れていく点は事実であると思
う．そのような中で，この科研費の存在はとても良い契機となったし，まとまった金額があ
り規定があることも渡航への後押しとなることは事実であると思う． 

ただし年齢柄，「留学」という言葉は自分としてはややこっ恥ずかしく，友人・知人に言
われたときは「共同研究先に滞在なんです」と言い直すようにしている． 

 

留学への考え方 

 これは自然科学・工学・農学・医歯薬学系（いわゆる俗に言う理系）に関していうならば，
いくつか押さえるべき考え方があると思う．第一に，研究をするために行くこと．具体的に
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は，研究テーマを設定し，現地では実験を含め研究を行い，結果を出し，最終的には論文を
出版するという研究者として最低限の目標を持つべきである．この理由として，留学は遊学
ではないからである．論文にするというと近年は利害のように捉えられがちであるが，決し
て利害ではなく，人間が行った科学的活動の広く世界に公平に発信するための形態として
論文出版は重要であると思う． 

第二に，短期間の滞在であれば，自身の研究成果を持ち，うまく接続させた研究を進めて
いくべきであると考える．これは第一の点と関係するが，既に研究成果や蓄積があるからこ
そ，それをさらに発展させることが出来るし，研究者としての信用を得ることができる． 

第三に，英語の学習を主目標にするべきではないと強く思っている．学生の頃，「留学す
れば英語の勉強にもなるでしょうし」と安易に発言したところ，ある研究者から「研究者の
留学は英語の勉強に行くのではない」と強くお叱りを受けたことがあった．もちろん当時か
ら私の本意は研究をすることを主体としたものであるのだが，これは誤解を招く表現であ
ることは強く意識した．それ以来留学で「英語の勉強が出来る」 ということは別段，考え
なくなったし言葉にしなくなった．英語の勉強は研究遂行に対してあくまで補助的なもの
だということである．研究をするために行くのにも関わらず「英語を勉強するために」と置
き換えることは本末転倒である． 

加えて，本格的に留学をして身につけたいのであれば，若いとき．そのほうがより多くの
ことを吸収できると思う．これは諸先輩方のご意見の通りと思う．そして，日本の duty を
持たない方が良いと正直思うし，今回その点は想像以上に実感した．また，現地で研究に対
し真摯に取り組み，頻繁にボスを含めた近隣の研究者と議論することで，得る内容は一層深
くなると思う（これは昔も今も変わっていない）． 

第四に，「よく学びよく遊ぶ」ということをキーワードにしている．この言葉を多くの人
（学生）は勘違いすることが多いので，発言する際には注意が必要だが，ちょっと（あるい
は触りだけ）研究して遊ぶのではなく，研究も精一杯やる，そしてプライベートはきちんと
切り替えてリフレッシュし，当地滞在をよく楽しむ．このようにして過ごすことが，実りの
ある渡航経験になるであろうし，その人を豊かにすると僕は信じている（研究会等での渡航
でもそれを心がけている．これは博士課程指導教員から伝授された考え方の影響もあると
思う）． 

 

 前置きが長くなってしまったので，以下，具体的な内容に移る． 

 

ラボについて 

 Dr. Jerker は，FCS を知っている人間なら知らなければモグリといっても過言ではないほ
ど著名な研究者であり，FCS を実用化に導いた Big boss こと Dr. Rigler 門下生である．FCS

の原理として引用されている有名な論文として下記のものがある（私の論文でも過去に引
用したことがある）． 
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Rigler, R, Ü. Mets, J. Widengren and P. Kask. "Fluorescence correlation spectroscopy with high count 

rate and low background: analysis of translational diffusion. European Biophysics Journal (1993) 22, 

159. 

 この第三著者が Jerker その人である．本稿では簡単に Jerker ラボでの生活について，主に
研究者の視点から紹介したい． 

 ラボのコアタイムというのは厳密には存在しないようである．ただしおおまかに言うと
朝は九時くらいからちらほら人が集まり始め，午後五時頃から帰り始める．ここは物理系の
ラボであるからだと，インド人のポスドクも言っていた．実際，KTH の中でも biotechnology

あるいは Life science 系のラボメンバーの滞在時間はもっと長いし，PI によってはもっと拘
束が厳しい人も居ると聞いた．まあこれはこれまでの経験と同じである．去年，一昨年とカ
ロリンスカ研究所 (KI)に滞在していたため，どうしても同一国内で比較してしまうが，KI

でみた学生よりは KTH Jerker ラボの学生の方がより仕事をしているし，取り組み方も密で
はないかと感じた． 

 ただし，毎週金曜日の午前九時からは研究室内のグループミーティングがあり，ボスから
全体への連絡事項，ジャーナルクラブ等を行う．必要に応じて研究進捗状況の発表も行うよ
うである．誤解しているのかもしれないが，現時点での私の理解では，研究進捗発表は必要
に応じて行うということのようである．この方針は，ポスドクと Ph.D. student が多く，マス
ターコース以下の学生がいないシニアな環境では，ある意味効率的と切に思う．論文の読み
方指導をラボでみんなの貴重な時間を割いて行っていない（この点はマスターコースの単
位取得科目としては価値があることを私は認めている）．また研究進捗状況は各自自らすぐ
に Jerkerのところへ持って行って discussionするというスタイルが定着している（特に Ph.D.

コースの学生）．このスタイルであればみんなの前で研究進捗状況を話す必要性は必ずしも
ないのだろうと思う．これはラボメンバーの風通しの良さもあると思う．それぞれある程度
進捗状況や困っている点を理解している．例えば，私がある試薬を探していて「ないか？」
と聞いていると，誰に聞いてみろと言われた後も，「みつかったか？」「誰彼にないと聞いた」
「注文した？」「いや．Jerker に聞いてみようと思う」｢それがいいよ｣といったやりとりが
あった．学生時代に覚えるほど聞かされた「他人の仕事を面白いと思えない人に，面白い仕
事は出来ません」という言葉のように，今メンバーの誰がどんなことをやっていて，どんな
ことに困っているかを知ろうとすることは大切なことだと思う． 

 ジャーナルクラブもやんわりと担当が決まっているようであるが，一報の熟読を試され
る演習ではなく，その情報が自分のために，またはラボメンバーの他の具体的な誰に如何に
為になるか？という観点で数報から 10 報程度用意してきたものについて，概要（エッセン
ス）を伝えていく．この時，だれかれがこういう問題を持っていたから改善につながるか
も？といった観点で具体的に紹介されることがある．内容は義務的なものではない．ただし，
これができて，成立するのはそこにいる研究者たちが単なる年齢ではなく意識としてシニ
アであるからであり，表面的な数で優劣を考えないような雰囲気がそこにあると感じた．ま
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た，Jerker 自身が最近見つけた面白い，あるいは面白そうな論文の概要を紹介することもあ
る．やはり示されて概要を知ると，熟読ではなくても自分でも少し読んでみようという気に

なるのが研究者の性であり，確かに押さえてい
くべきポイントがある論文だなと感じること
が多い． 

 午後五時くらいから人は少なくなるのは事
実であるが，卒業を控えたPh.D.コースの学生，
論文投稿を控えた人，そしてボスはもっと遅く
まで残っている．聞いた話では，投稿前の議論
では数日毎夜，午前二時ごろまで残っていたこ
ともあったようである．欧米人がやるべき時に
発揮する集中力と体力は極めて高いのは以前
からわかっていたが，それが終わったので数日
ゆっくり，というようなことはなく，その数日
は少しだけ遅刻してきてすぐに次の仕事にシ
フトしている．ある意味当然であるが，メリハ
リの効いた仕事っぷりを改めて目の当たりに
した．また Jerker については，デスクワークと
会議が忙しいようだが，月に一，二度は夕方，
誰よりもというくらいに早く帰ることがある． 

 私は，おおよそ午前九時にラボへ行って午後
六時に帰るというスタイルである．ただしラン

チは食べず実験の合間に短時間の休憩のみで済ましているため，おそらくラボでの仕事時
間は日本と同じか少し多いくらいではないかと思う． 

10 月は残念ながら日本からの持ち込み仕事が多く，実験に割ける時間が限られていた（科
研費申請書，論文の再投稿２報に加えて，論文レビュー，修士課程の副査一名）．これは言
っても仕方ないが残念で，もっとこちらで実験をしたかったとは正直思う．さらにこちらで
頼んでいる合成 RNA がなかなか届かず，蛍光色素を用いた基礎的検討を行っていたが，そ
の基礎的検討の中から面白い現象が見えてきており，Jerker も「これ続けよう」と言われて
いるため，今後も平行して行う予定である．光学系の構築については Ph. D. student の Johan

が協力してくれて，私は化学的な試料調整と実際の測定を取り扱っている．この形態はラボ
内の非光学系専門のポスドク（他ラボ含む）と光学系専門の学生などがラボ内コラボしてい
たりする形態に似ており，Jerker ラボの標準的な機能形態なのだろうと思っている． 

 

試薬について 

 試薬は原則直送（ただし一度 Office に届いており，ラボメンバーの誰かが取りに行けばそ

実験中の様子 
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の人を介して受け取れるし，行かなければ Office の担当者が「あたに荷物がきてるよ」と持
ってきてくれる）である．支払いは原則 invoice．代理店がないのは欧米ラボの特徴である．
光学装置などでは国内メーカーの製品もあるようだが，アメリカなどで生産されている化
学系試薬についてはほとんどがドイツにある在庫から届くようである．Sweden-Germany 

road と言う物流ルートが確立されているらしく，数日以内には届く．これは札幌にいて東京
在庫の試薬が届くのと同タイムスケールの感覚である．ちなみに，日本国内では京都市内だ
けは例外で，試薬系メーカーおよびそのメーカー傘下の大手代理店が２社ある，加えて，京
大を始めとして大学・研究所関係の顧客が多いため伝統的な仲介業者がしのぎを削ってお
り，納期についても体感的にはものすごく早かった．その経験しか無かったものだから札幌
に来てからは正直「納期が遅い」と思ったものである．ただ，札幌の納期は Stockholmの納
期と同等である．もちろんドイツの試薬メーカーに近い場所やロンドンなどではもしかし
たらもっと体感的に早いのかもしれない（今度，ロンドンの知人 PI にでも聞いてみよう）
が，世界的には試薬納期の（多少の）早い遅いは研究の進展とはさほど相関はないのだろう
なという考えにまとまりつつある． 

 

生活について 

 住宅は，Airbnb で探した民泊である．Jerker ラボのある Albanova Universitetcentrum へは
徒歩で 10 分弱．ラボメンバーが場合によりラン
チへ繰り出してくるあたりにある．近くにはい
くつかバス停があり，なかでも本数が多くハブ
ターミナルへのバスが多く来る Odengatan にあ
る Roslagsgatan のバス停へは徒歩 3 分程度．地
下鉄 (T-banan)の Tekniska Högskoan 駅北口へは
徒歩 5 分程度と交通の便も良い．こちらでは外
食は高価（少なくとも千円～千五百円は覚悟し
ないといけない）で，日本のようなワンコイン
ランチなどは皆無である．また昔アルコール中

Flatの中庭 

Flatのシステムキッチン 
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毒者を量産してしまったという反省からアルコー
ルは高価であるため，バーでも飲むにしても割高で
ある．従って，自宅で料理をすることが優先的にな
る．ただ，節約を兼ねて好きなものを栄養バランス
に気をつけて食べるという私の趣味にもこれはかな
っており楽しいものである．スーパーマーケット 

(ICA と COOP は徒歩数分圏内)で売られている食材
の豊富さは，料理をするものにとってわくわくさせ
てくれる．外食は一週間に一度程度，週末くらいで
ある．特に滞在期間が過ぎた最近は外食の頻度が減
ってきた．部屋には立派なシステムキッチンがあり，
食器類も豊富である．欧州発祥の食材は比較的安価
に手に入るため，外食するよりは家で作る方が格安
である．また食洗機があるため，片付けの時間が伴
わないことも便利である．自炊をする中で，こちら
で作った代表的なもの，あるいは特徴的な食材につ
いて下記の通り． 

 

・entrecôte steak: ICA で個別パックの二枚で 120 kr．Entrecôte は日本語ではアントルコート
と言うが，主にフランス料理で供されるステーキ肉である．赤身であり，日本語ではフィレ
肉に近い．生肉を触っただけでも柔らかくうまい．この値段ではなかなか日本では食べられ
ないと思う．ソースは，肉を焼いて取り出した後のフライパンの焦げをビールでこそぎ，ハ
チミツ，醤油で．バターは脂っこくなるので使わない．仕事でちょっと疲れた日などは「肉
が食べたい」と思うので，このようなステーキにしたりすることもある． 

・シチュー：私が好みなのはコンソメベースのものでありよく作るのだが，肉・野菜・キノ
コをバランス良くたっぷり取れて温まる．煮汁にしみ出した栄養素も漏らさず食べてしま
えるので良い．残りは冷蔵庫に入れて翌日または翌々日の朝食等にもできる．現在のところ
もっとも経済的かつ便利な一品で，一週間に三度ほど作ることもある． 

・空心菜炒め：Hötorget に大きなアジア食材スーパーがあるため，中央駅周辺などに出向い
た時など寄って何かと仕入れて帰るのだが，中華のみならず日本・アジアの食材を，生鮮食
品を含め驚くほどたくさん取り扱っている．年単位で長期滞在する人にはありがたい存在
になると思う．中でもびっくりしたのは，日本の一般スーパーでは見ることはない空心菜を
束で売っていたことで，これは買ってきてレッドチリと共にピリ辛の空心菜炒めにした．空
心菜の葉っぱもついており，これも炒めた．24 kr くらいで一度買うと，二回は作れる． 

・湯豆腐：上述のアジアスーパーで，日本の豆腐，和歌山産ゆず果汁，シマヤ出汁の素，S&B

ゆず胡椒を買い，近くのスーパーで普通に売っているポロネギ（太いネギ），シイタケ（売

Flatの玄関 
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ってます），白菜を買ってきて鍋にした．ポン酢はアジアスーパーでもミツカンポン酢を売
っていたが大きなボトルで使い切るか不安だったため，醤油・ゆず果汁・出汁・砂糖で自家
製ポン酢を作った．日本よりは高価になったが，下仁田ネギをもっと太くしたポロネギのう
まさは別格． 

・あつもりつけ麺：上述の出汁をかなり濃いめにつくり，醤油・砂糖で味をつけてゆっくり
火を入れてつけ汁とする．これはそばつゆと同じ作り方．麺はうどんまたは中華麺．どちら
もこちらで安価に売っている．汁を温かくしておいて，麺も最後に熱湯をかけて「あつもり」
で食べた． 

・ペペロンチーノ：定番だが，ガーリック・レッドチリを低温のオリーブオイルで煮出して
ゆで汁を加えて乳化させておき，固めに茹でたスパゲッティーニを加えて余熱で和える．  

・クロマグロのソテー：tonfisk はスーパーで
売っている．冷凍品は 250 g で 50 kr くらい．
塩焼きにしてちょっと醤油を振って食べる
とうまい． 
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・キノコソテー：キノコの種類は多く安価なので，いろいろ組み合わせてソテーするとうま
い．食したのは身近に変えたものばかりだが，直径 10 cmくらいの傘を持つ Portabelo，スウ
ェーデン産椎茸，Kantarella (アンズダケ．香りが良い)，普通のホワイトマッシュルーム（料
理にも寄るが，これが一番無難である）． 

・生ハム：イタリアパルマのプロシュート，スペインのハモンセラーノといった日本では高
級と言われる生ハムがワンコイン程度の安価な値段で売られており，どうしても買ってし
まう．またノーブランドというのか，より安価な生ハムもあり，それらは一食分 10 kr (およ
そ 130-140 円程度)で手に入る． 

・白米：こちらは寿司文化であり，sushi ris や海苔などは近くのスーパーで売っている．当
然，炊飯器はないため鍋で炊く．家には鍋が一つしか無いので，白米を炊くときはおかずと
してフライパンで作れるものになる．味噌汁もこちらで売っている． 

・生卵：スウェーデンの卵はサルモネラ菌検査がなされているものであり，欧州圏内でも生
食が可能なものとして売られている（最近，イギリスの卵にもサルモネラ菌検査がなされて
生食が可能になったとかという話を聞いた）．とはいえ，そこまで生卵は食べないが，その
日の気分に応じて半熟に焼いたりボイルしたものを安心して食べられるのは素晴らしい． 


