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報道発表資料/ Press Release                  

 

平成 30 年 12 月 10 日 
独立行政法人日本学術振興会 

 
ノーベル賞受賞者が市民と対話する公開シンポジウム 

「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019」 
The Age to Come 科学が拓く明るい長寿社会 

 

独立行政法人日本学術振興会（理事長 里見 進）が、ノーベル・メディア AB（ノーベル財団広報部門）

との共催により、「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019」を開催します。 

ノーベル・プライズ・ダイアログは、世界各国からノーベル賞受賞者を含む著名な研究者や有識者が一

堂に会し、社会にとって重要な問題を語り合う、参加費無料の公開シンポジウムです。広く一般の方に、

科学技術・学術への理解を深めてもらうことを目的として行われ、日本での開催は 4 回目となります。 

今回は、「The Age to Come 科学が拓く明るい長寿社会」をテーマに、長寿社会における生き方や高齢

者のための技術革新、老化防止にかかる最先端の研究等について迫る内容となります。 

 

●開催概要 

日時：平成31年3月17日（日）10:30～17:00（予定） 

場所：パシフィコ横浜 会議センター 
主催：独立行政法人 日本学術振興会（JSPS） 

ノーベル・メディア AB 
特設ウェブサイト： 
 https://nobelprizedialogue.jp/tokyo2019/jp/ 
参加登録：平成 31 年 2 月 5 日（火）開始予定 
 
 
 
●登壇予定のノーベル賞受賞者（４名） 

    

本庶 佑 アンガス・ディートン 
エリザベス・H・ 

ブラックバーン 
ティム・ハント 

2018 年 

生理学・医学賞 

2015 年 

経済学賞 

2009 年 

生理学・医学賞 

2001 年 

生理学・医学賞 

 

ノーベル賞受賞者 5 名によるパネルディスカッション 
（ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2018： 
 平成 30 年 3 月） 
©Nobel Media AB/ Photo: Alexander Mahmoud 
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＜開催概要＞  
ノーベル・プライズ・ダイアログ東京は、学術・科学技術への社会の方々の関心を高め、学

術の振興に寄与するため、国内外のノーベル賞受賞者を含む著名な研究者・有識者を招いて

行う、公開の国際シンポジウムです。 
ノーベル・メディア AB が平成 24 年から毎年、ノーベル賞授賞式前日の 12 月 9 日にスウェ

ーデンにて実施している公開シンポジウム「ノーベル・ウィーク・ダイアログ」を、日本学術振興

会とノーベル・メディアABの共催により開催するもので、平成 27年 3月にスウェーデン国外と

しては初めて、日本において開催しました。日本での開催は、4 回目となります。 
 

１ . 会議の名称   
英文名：Nobel Prize Dialogue Tokyo 2019 
和文名：ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019 

２．テーマ  
英文：The Age to Come 
和文：科学が拓く明るい長寿社会  

３．開催日時     
平成 31 年 3 月 17 日（日）10 時 30 分開始、17 時終了（予定）  

４．開催場所    
パシフィコ横浜会議センター（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

５．主  催    
独立行政法人日本学術振興会（ JSPS）  
ノーベル・メディア AB（ノーベル財団広報部門）    

６．後  援    
文部科学省、外務省、横浜市、スウェーデン大使館  

７．言  語  
英語（日英同時通訳付き）  

８．参加数  
1,000 名程度  

９．参加費  
無料  

１０．申し込み方法  
特設ウェブサイト（https://nobelprizedialogue.jp/tokyo2019/jp/）にて、平成 31 年 

2 月 5 日（火）より、参加登録開始予定 
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＜プログラム（予定）＞  

 
※プログラムは変更になる可能性があります。  

1. オープニング  

開会挨拶等 

2. 長寿化と社会 

ノーベル賞受賞者や各分野の専門家とともに、長寿社会における生き方について考

える。 

3. 長寿化と科学 

ノーベル賞受賞者や各分野の専門家とともに、なぜ私たちは年を取るのかを考え

る。 

昼休憩 

4. 長寿社会における挑戦 

分科会１ 分科会２ 

生命科学 

（長寿に関する研究の最先端） 

 

社会 

（幸福に長生きできる社会とは） 

休憩 

健康 

（健康寿命を延ばすには） 

イノベーション 

（長寿社会に関する新たな技術と政策） 

休憩 

5. 未来に向けて  

ノーベル賞受賞者による総括パネルディスカッション 

閉会挨拶 
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＜主な登壇予定者（敬称略、アルファベット順）＞  

●エリザベス・H・ブラックバーン  
ソーク研究所  名誉会長  

カリフォルニア大学サンフランシスコ校  モリス・ハーズスタイン冠講座

生化学・生物物理学部門  名誉教授  

（2009 年ノーベル生理学・医学賞受賞）  

●アンガス・ディートン  

プリンストン大学ウッドロウ・ウィルソン・スクール  上席研究員兼ドワ

イト・D・アイゼンハワー経済国際関係  名誉教授  

南カリフォルニア大学  プレジデンシャルプロフェッサー  

（2015 年アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞受賞） 

●本庶  佑  
京都大学高等研究院  副院長・特別教授  

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構  理事長  

（2018 年ノーベル生理学・医学賞受賞）  

●ティム・ハント  
 沖縄科学技術大学院大学  客員研究員  

（2001 年ノーベル生理学・医学賞受賞）  

 

●秋山  弘子  

 東京大学高齢社会総合研究機構  特任教授  

●アン・ケース  

 プリンストン大学 1886 年アレクサンダー・スチュワート経済・公共問題

学  名誉教授  

同大学開発学  リサーチ・プログラム・ディレクター  

●藤垣  裕子  

 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部  教授  

●原山  優子  

 東北大学  名誉教授  

●伊藤  裕  

 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科  教授  

同大学百寿総合研究センター  副センター長  
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●川島  隆太  

 東北大学加齢医学研究所  所長  

●トム・カークウッド  
 ニューカッスル大学  名誉教授  

●齋藤  安彦  

 日本大学経済学部・日本大学人口研究所  教授  

●山海  嘉之  

 CYBERDYNE 株式会社  代表取締役社長／CEO 

筑波大学大学院システム情報系  教授  

●アダム・スミス  

ノーベル・メディア AB チーフ・サイエンティフィック・オフィサー  
 

※登壇予定者の情報は、特設ウェブサイトにも掲載しております。また、今後決定される方に

ついても、順次ウェブサイト上で情報を追加する予定です。  

 
 
 
＜ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019  

運営委員会委員名簿＞  
 
委員長 里見 進 独立行政法人日本学術振興会 理事長 

 秋山 弘子 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授 

 伊藤 裕 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科  教授  

同大学百寿総合研究センター  副センター長  
 遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所 所長 

 川島 隆太 東北大学加齢医学研究所 所長 

 
（敬称略、五十音順）  
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＜協賛企業（アルファベット順）＞  
 
ノーベル・インターナショナル・パートナー：  

3M、ABB、ERICSSON、SCANIA、VOLVO Cars  
特別スポンサー：  
 株式会社ナガセ  
スポンサー：  
 花王株式会社  
 

＜過去の開催実績＞  
（第 1 回）ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015 
 日  時：平成 27 年 3 月 1 日（日）  

場  所：東京国際フォーラム  
 テーマ：The Genet ic Revolution and I ts Future Impact 

生命科学が拓く未来  
 講演者数： 25 名（うち、ノーベル賞受賞者 7 名）  
 

（第 2 回）ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2017 
 日  時：平成 29 年 2 月 26 日（日）  

場  所：東京国際フォーラム  
 テーマ：The Future of Intel l igence 

知の未来～人類の知が切り拓く人工知能と未来社会～  
 講演者数： 36 名（うち、ノーベル賞受賞者 5 名）  
 

（第 3 回）ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2018 
 日  時：平成 30 年 3 月 11 日（日）  

場  所：パシフィコ横浜  会議センター  
 テーマ：The Future of Food 

持続可能な食の未来へ  
 講演者数： 30 名（うち、ノーベル賞受賞者 5 名）  

 
 
 

 本件問い合わせ先：独立行政法人日本学術振興会 

国際事業部 研究協力第一課 課長 濱田 陸太郎、国際事業部 企画官 清水 美和 

TEL：03-3263-1793  FAX：03-3234-3700  E-mail：nobelprizedialogue@jsps.go.jp 


