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夏のヘルシンキ大聖堂 

 
1. 所長ご挨拶 

欧州ヘルシンキオフィスは北海道大学3

番目の海外オフィスとして2012年に設立さ

れました。この度、当オフィスの活動状況を

より広く情報発信する目的で、ニュースレタ

ーを年2回（春/夏号、秋/冬号）発刊するこ

とといたしました。ヘルシンキオフィスでは、

本学と欧州の大学・研究機関との間に立ち、

教育・研究両分野において橋渡しを行う活動

拠点としての役割を担っています。教育分野

ではFirst Step Programによる北大生の受け

入れ、研究分野では協定校との北大交流デー

の開催、各種留学フェアなどヨーロッパにお

ける本学の広報、また本学同窓生のネットワ

ーキングなどを積極的に行っています。本ニ

ュースレターではこのような取り組みについ

て紹介していきたいと思います。 

さて、世界が新型コロナウイルス禍に見舞

われてから1年以上が経ちました。今なおコ

ロナ禍の懸念が続く中、7月〜9月にかけて東

京2020オリンピック・パラリンピックが原則

無観客で開催されています。現在、日本では

大都市圏を中心に再び感染が急拡大しオリン

ピック開催との因果関係も一部指摘され、ま

た、オリンピックにおける政治的・商業的な

側面が表出していますが、アスリートの競技

にかける熱い想い、最高のパフォーマンスそ

してスポーツマンシップには純粋に感動しま
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す。もちろん競技ですから勝者敗者が存在し

ます。しかし、今日に至るまでの弛まぬ鍛錬

が勝敗に関わらずアスリートと観戦者そして

アスリート同士の間で深い共感を生むのでし

ょう。 

近年、多様性（diversity）の重要性が盛

んに叫ばれています。生物社会は極めて多様

性に富んでおり、人間社会においても性別、

年齢、人種、国籍、宗教、文化、価値観など

多くの多様性が見られます。オリンピック・

パラリンピックにおいてアスリートは背景に

ある様々な多様性を超えて自身の競技に集中

し、技能・体力・知能を競い合います。人種

や国境を越えた連帯感・一体感の醸成はスポ

ーツが生み出す素晴らしいエネルギーです。

ところで、熱力学で知られている「エントロ

ピー増大の法則」とは、自然界では時間の進

行に伴い「無秩序さ」「乱雑さ」が増える方

向に向かうという法則です。そのように考え

ると生物社会においても人間社会においても

多様性の存在は自然な成り行きであり、それ

に抗うことなくありのままを認め、受け入れ、

尊重することがとても重要であることをオリ

ンピックを観戦しながら感じました。生物社

会においては多様性が確保されており、ダイ

ナミズムに富みながら高度に秩序化されてい

ます。すなわち、人間社会においても多様性

を持続させるためには相互理解に基づいた秩

序形成が不可欠です。不確定要因に支配され

る人間社会こそ秩序の上に立った“美しい多

様性”を実現したいものです。 

多様性は、想定外の変化に対して対応でき

る高い柔軟性（flexibility）と早い復元力

（resiliency）を具備していると言えます。

まさに現在、世界は知能と技術を結集して新

型コロナウイルス禍を乗り越えようとしてい

ます。世界は変容していますが、「禍福は糾

える縄の如し」です。17世紀にロンドンで腺 

 

 

 

 

 

 

東京オリンピック・マラソン競技ゲート（札幌） 

ペストが大流行した際、当時、ケンブリッジ

大学の学生であったニュートンは、大学の休

校を受けて故郷のウールスソープにて研究を

行っていたそうです。その帰省中に木から落

下するりんごを見て「万有引力の法則」に気

付いたという有名な伝説が生まれました。ニ

ュートンの三大業績はこの時期になされ、こ

の期間はニュートンの「創造的休暇」と言わ

れています。このコロナ禍において、平時は

気付かなかったことを感じ、考えなかったこ

とに思いを巡らせていることに、感性や思考

の多様性を涵養する機会を与えられているの

だと解しています。 

8月下旬に開幕するパラリンピックに先駆

け、2週間余りにわたり熱戦が繰り広げられ

るオリンピックは早くも中盤に差しかかりま

した。テレビでは、連日、様々な競技を中継

しています。今週末には札幌においてマラソ

ン競技が開催され、本学の札幌キャンパスを

ランナーは疾走します。直接の観戦は自粛要

請のため叶いませんが、画面を通してアスリ

ートの素晴らしいパフォーマンスに静かに熱

い声援を送りたいと思います。 

大橋 俊朗 

教授、北海道大学大学院工学研究院 

2021年8月1日（日）、猛暑の札幌にて 

 

2. 同窓生便り〜北海道大学での思い出〜 

 私は日本学術振興会のフェローシップ研究

者として、リグニン炭素繊維の研究のために
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9 か月を北海道大学で過ごし、そこで新しい

文化を経験しました。この場を借りて、日本

学術振興会にお礼を申し上げます。私はイン

ド出身であり、博士号をドイツで取得し、ポ

スドク研究をフィンランドで行いました。大

阪の空港に降り立った際、まず日本人の親切

さに驚きました。多くのことがよく組織され

ており、空港でビザを受け取ることができま

したし、入国手続きも非常にシンプルなもの

でした。札幌の空港では、同僚に温かく迎え

てもらいました。日本では人の礼儀正しさに

圧倒されました。すぐに、自然の中で科学を

愛する人たちと共に過ごすことの心地よさを

感じるようなりましたし、北海道大学は、そ

の見事なキャンパスでの強力なコラボレーシ

ョンと研究インフラストラクチャーの面で日

本で最高の大学の一つだと思います。さらに、

私は今北海道大学欧州同窓会のメンバーとな

ったことを嬉しく思っています。北海道では

豊かな自然に驚嘆する機会が多くあり、例え

ば雪まつりや苫小牧研究林での調査、登別温

泉など多くの場所を訪れました。日本語は難

しかったですが、日本の人々の温かさや独特

の文化は、何度も日本に戻りたくさせるよう

な魅力を持っています。日本に滞在したこと

で、私は三つのことを習得しました：勤勉で

あること、共有すること、そして礼儀正しく

あること、です。教授陣はとてもレベルが高

く、自分の研究に献身的です。さらに、日本 

 

 

 

 

 

 

Dr. Manish Kumar 

 

 

 

 

 

 

北海道大学農学部・農学研究院・農学院前にて 

食はとてもおいしく、ぜひ他の人たちとも共

有したいものでした。学生達にも北海道大学

での経験を勧めたいと思っています。 

 現在、私はドイツのブレーメン大学の固体

物理学研究所でシニア・リサーチャーとして

研究を行っています。私の担当は電子化学・

生物化学センサーの開発で、例えば、III族

窒化ナノ細線とハイブリッド・ナノ構造ベー

スの光電気化学センサーなどです。他にも、

GaNベースの電解質ゲート電界効果トランジ

スタを心臓の電気活動を検出するための酵素

修飾トランジスタとして使用する研究にも携

わっています。現在の研究テーマは、半導体

デバイスの表面での生体分子（酵素など）の

固定化と電気的特性評価であり、エネルギー

蓄積とバイオメディカル機器のための「グリ

ーン・マテリアル」にも関心を持っています。 

Dr. Manish Kumar 
University of Bremen, Bremen, Germany 
 
3. フィンランド・ヘルシンキの最新情報 

3.1 コロナ後の学術研究予算計画 

2021年春に政府で今後数年の予算計画が

話し合われ、その際学術研究に充てられる予

算が2023年から継続的に削減されていくこ

とが計画に入っている、とフィンランド国営

放送によって報じられた。すでに数年前に特

にヘルシンキ大学など主要大学を中心に大幅
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な予算と人員削減が行われたが、今回決定さ

れた計画によれば、フィンランド国内の学術

プロジェクトや個人研究への財政的支援を担

うフィンランド・アカデミーへの予算配分を

2023年から35万ユーロ削減することを決定

している（2020年にはフィンランド・アカデ

ミーから50億ユーロが様々なプロジェクト

に付与されている）。 

この背景として新型コロナ感染対策に伴

う財政状況悪化があげられるが、学術研究に

充てられる予算は国内のギャンブル収入に一

定程度依拠しており、新型コロナの感染拡大

に伴ってギャンブルからの歳入が4億ユーロ

以上減少したため、これを補うために学術予

算削減を政府は決定したとフィンランド・ア

カデミーは説明している。 

3.2 新年度のフィンランド大学状況 

フィンランドの各大学は8月末－9月頭よ

り二度目のコロナ禍の新年度を迎える。2020

－21年度は最初の1－2か月は新入生を中心

に一部対面授業が試みられたものの、10月後

半から21年5月末の年度終了までほぼ全面的

にオンラインでの授業、キャンパスへの立ち

入り禁止が行われた。昨年春には突然のロッ

クダウン導入の中でオンライン大学入学試

験・面接などが行われたが、今年度は大きな

混乱もなく、入学試験も大規模会場などを確

保して対面にて行われた。 

フィンランドのワクチン接種状況は8月

上旬の時点で一回目接種が全住民の67％・二

回目接種が34％という状況にあり、各大学は、

新年度からオンラインと対面でのハイブリッ

ド方式の講義とキャンパスの再開放を行い、

感染悪化が見られないようであれば2022年

度1月より通常授業の全面再開を目標として

いる。これに対し政府は、全大学に2021年末

まではオンライン授業の実施を強く推奨して

いるが、教員・学生の時間的・精神的負担減

を求める各大学側は対面でのイベント開催許

可なども含め、秋から一層の制限緩和を行う

予定である。 

 

4. ヘルシンキオフィスの活動状況 

4.1 ヘルシンキオフィス発のフィンランド情報 

欧州ヘルシンキオフィスは2019年夏より、

FM北海道のAIR G’で毎週日曜日（7:30-8:00）

に放送されているラジオ番組「fika」に毎月

最新のフィンランド情報を提供している。こ

のラジオ番組は主にスウェーデンを中心とし

た北欧音楽・文化を紹介しているが、オフィ

スからのフィンランド情報は毎月の最終放送

日（最後の日曜日）に特集されており、オフ

ィスの活動だけでなく、フィンランドの社会

や文化、政治などその時々に話題になってい

る様々なテーマを提供している。 

フィンランド情報の内容は、「fika」のホ

ームページでも放送後に紹介されており

（https://www.air-g.co.jp/fika/）、また、

欧州ヘルシンキオフィスホームページでも過

去のフィンランド情報を公開している

（https://www.hokudai.fi/）。 

4.2 ヘルシンキ市小学校訪問企画 

欧州ヘルシンキオフィスでは、2017年度

よりヘルシンキ大学に留学中の日本人学生

（北大生を含む）を対象に、ヘルシンキ市内

の小学校の授業を見学し、日本とフィンラン

ドの小学校教育の現場でのあり方の違いを学 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルシンキオフィスの様子 
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ぶ企画を行っている。パンデミック前まで毎

年15人前後の学生がこの企画に参加してお

り、好評を得ている。企画に参加する学生の

バックグラウンドとして、教育学や言語学（特

に英語教育）、社会福祉といった分野への強

い関心がみられる。その中で、2020年1月に

この企画に参加した学生の一人が日本に帰国

後、フィンランドと日本の小学校における特

別支援教育の比較を議論した論文を共著者と

して発表した。論文は「フィンランドと日本

における教師教育に関する一考察－特別支援

教育に着目して－」と題して追手門学院大学

社会学紀要（2021年第15号）に掲載された。 

4.3 大黒屋光太夫の記念企画（2022 年） 

漂流の末ロシアにたどり着き、首都ペテル

ブルクを経て日本に戻った大黒屋光太夫が遣

日使節アダム・ラクスマンと共に北海道（現

在の根室）に来航・帰国してから、2022年で

230年にあたる。漂流先のロシアにて光太夫

ら漂流民を世話し、当時のロシア皇帝エカチ

ェリーナ二世に引き合わせたのが博物学者キ

リル・ラクスマンであり、日露交渉を目的に

光太夫とともに北海道にやってきたのが彼の

次男であったアダム・ラクスマンであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キリル・ラクスマンは現在のフィンランド

東部の都市であるサヴォンリンナ出身（当時

はスウェーデン王国領）であり、スウェーデ

ン系貴族の生まれでロシアで活躍した人物で

あるものの、フィンランド出身の歴史的人物

ともされる。 

ラクスマン親子と光太夫はフィンランド

と北海道、ロシアとをつなぐ存在であり、ヘ

ルシンキオフィスは、在フィンランド日本大

使館・在ロシア日本大使館・本学ロシアモス

クワオフィスと連携し、2022年に記念行事を

企画している。 
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