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京都大学 次世代研究創成ユニット (E-NER)
京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム事務局

主催 京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（K-CONNEX）

京都大学を代表機関として大阪大学、神戸大学とともに文部科学省「科学技
術人材育成のコンソーシアムの構築事業」に採択され、平成26年度より開始
いたしました。関西圏にある三大学の地の利を活かし、産業界とも協働しな
がら次世代の学術研究を担う研究リーダーの育成を目指しています。



ニュースリリースの⽬的と
最近の動向

企画・情報部 広報課 国際広報室
菊地 乃依瑠

研究広報の依頼はこちらまで
comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 



京⼤研究成果発信の流れ

プレスリリース
広報素材

絵・動画+⽂章

研究成果

京⼤記者クラブ
（新聞、通信社、テレビなど）

その他の媒体

研究者



成果発信の⽬的は？得られるものは？
・予算やプロジェクト、ポストの確保、

優秀な学⽣や研究者の獲得、研究分野の代表として、
危機に瀕した⾃説を擁護したい 等々
※諸々の決定者はその分野のExpertとは限らない

・⽬的によって、アプローチするメディアや戦略は異なる！
Ex. 政策決定者へのロビー活動とクラウドファンディング

⽂部科学⼤⾂



オーディエンスを理解する
• 世論とは何か？

私たちはどれくらい世論を把握できる？→選挙の話（原発反対など）
世論を捉えるのは難しい→個⼈的経験や価値観への配慮

• では、対象はだれなのか？
興味関⼼：⾼関⼼層、中関⼼層、低関⼼層、変な意味で関⼼をもつ層

（例：STAP細胞での割烹着）、科学嫌い＆科学拒否層
年代：⼦ども＆シニア、⻘年層、４０代主婦層（⽣活⾯記事）など
属性：学⽣、⺟親、サラリーマン、地域の有⼒者、資⾦援助者など

• 対象の⽂脈に沿った問いかけが必要（×知識提供）
成果が対象の⽣活⽂脈にどうつながっているのか思いをはせる
⾃分の問いと対象の問いのマッチングが重要



オーディエンスのタイプ分類(1)

科学的な
興味関⼼

社会的態度
能動的

サラ
リーマ
ン

社会的態度
受動的

学⽣

ステー
クホル
ダー

主婦・
⺟親

変な意味
で関⼼を
持つ層

科学拒
否層

・クラスタモデル

メディア露出が有効

川本思⼼他、「科学技術リテラシーをどうとらえるか〜リテラシークラスタ別教育プログラム提案のための質問紙調査〜」、
科学技術コミュニケーション第3号（2008)

(研究者ではない場合も多い)

⽂部科学⼤⾂



「普通の」⾔葉で語る
• どれも専⾨⽤語に注意し、平易に表現することが必要
• 実は⼀層の知的努⼒が必要な⾏為

Media Training Program 
for Scientists

§1 なぜMTPが必要か？

研究者のための 
Media 
Training 
Program 
β2



対象によって異なるの「普通」の⾔葉（1）

・実験医学（⽤⼟社:「⼈⼯多能性幹細胞（iPS細胞）」より抜粋） 専⾨家向け
体細胞の情報は、脱核した未受精卵に体細胞核を注⼊すること、またはES細胞と体
細胞を融合することにより、初期化された分化多能性細胞型へと再プログラム化を
受ける。これらの知⾒により、未受精卵やES細胞には体細胞を多能性幹細胞に変化
させる因⼦（群）の存在が推定されていた。私たちは、ES細胞で特異的に発現する、
または重要な役割を果たす遺伝⼦群を強制発現させることにより、マウスやヒトの
線維芽細胞から多能性幹細胞を誘導できることを⾒出した。（⽂・⾼橋和利、⼭中
伸弥）

• 朝⽇新聞（2013年06⽉27⽇ 朝刊） 中⾼⽣〜⼀般向け
⽪膚や⾎液などの細胞に特定の遺伝⼦を導⼊し、⼼臓や神経、肝臓などさまざまな
細胞になれる能⼒を持たせた細胞。⼀定条件で培養すれば、無限に増やすことがで
きる。再⽣医療のほか、病気の仕組みの解明、創薬研究など幅広い応⽤が期待され
ている。⼭中伸弥・京都⼤教授らが2006年にマウスで、07年にヒトの細胞で作製に
成功し、⼭中⽒は昨年、ノーベル医学⽣理学賞を共同受賞した。



対象によって異なるの「普通」の⾔葉（2）
・「まなびのずかん ヒトの遺伝⼦と細胞」より抜粋 ⽣物に興味がある学⽣向け
（技術評論社 2014年中に発売予定）
……⼭中教授は、「体細胞からもES 細胞のような細胞がつくり出せるのではない
か」と考えました。そして、マウスの⽪膚の細胞（線維芽細胞）に、「多能性を保
つために必要で、ES 細胞でもはたらいていた3つの遺伝⼦（Klf4 、Sox2 、Oct3 
/4 ）」と、「細胞増殖を促す機能をもつ遺伝⼦（c -Myc）」を導⼊し、マウスのES 
細胞と同じ条件で培養することで、2006 年に世界ではじめて体細胞から多能性幹細
胞をつくり出すことに成功しました。iPS 細胞の誕⽣です。さらにわずか1年後には、
ヒトの線維芽細胞からもiPS 細胞をつくり出すことに成功しました。

• きっずジャポニカ（⼩学館） 7〜8歳以上
体のどの組織にも成⻑できる万能細胞の⼀種。⼈⼯多能性幹細胞。体から取り出し
た細胞に、特定の遺伝⼦を組みこんだもので、培養の条件によって、さまざまな組
織に成⻑できる。患者⾃⾝のiPS細胞でつくった組織は、⾃分の細胞を成⻑させたも
のであるため、移植しても免疫反応を起こさない。医学者の⼭中伸弥が、2006年
（平成18）年にマウスの体の細胞から、続いて2007年には⼈の⽪膚からつくること
に成功し、2012年にノーベル⽣理学医学賞を受賞した。



Altmetrics =Alternative Metrics
・従来の研究成果物の影響度測定⼿法(Bibliometrics)

→IF、h指数(どちらも論⽂の引⽤数を元に計測)

・出版から計測まで時間が掛かる(2-3年)
・社会への影響とのつながりが薄い(話題と引⽤は別)
・研究者間のみの影響⼒を評価(⼀般⼈は無関係)

・2010年前後より、SNSやMendeley での個々の論⽂に対する
SNSでの⾔及などのデータ取得が可能になり、より広範な社会へ
の影響を測定する試みが始まる

※評価の即時性って必要？
Twitterでの⾔及から⾼頻度引⽤論⽂の推測がある程度可能



オーディエンスのタイプ分類(2)

科学的な
興味関⼼

社会的態度
能動的

サラリー
マン

社会的態度
受動的

学⽣

ステー
クホル
ダー

主婦・
⺟親

変な意味
で関⼼を
持つ層

科学拒
否層

・クラスタモデル

川本思⼼他、「科学技術リテラシーをどうとらえるか〜リテラシークラスタ別教育プログラム提案のための質問紙調査〜」、
科学技術コミュニケーション第3号（2008)

研
究
者

Bibliometrics

Altmetrics



主な指標提供

Nature Publishing Groupが提供
Scopusなどで表⽰される
成果物に着⽬したスコア(DOIがあればデータセットでも可)
ニュースメディア、ブックマークサービスの影響度によって

重み付けを変えて計測、可視化

研究者個⼈に着⽬したスコア
⼀般⼈と研究者に分け、誰にどの程度影響があるかを計測

DOIの無い⽇本語論⽂も取り上げる
Yahoo!知恵袋、はてなブックマークなども計測



Pros and Cons
良い点
・専⾨家以外への影響度が測定可能になった

ex. 2012年 Sci Repヤマトシジミの奇形論⽂
・引⽤による影響⼒評価を補完することができる

論⽂を⾒る→保存する→引⽤する(保存時点での影響⼒も評価)
・即時性がある

⾼被引⽤数論⽂をある程度予測可能→研究トレンド把握の資料
⽋点
・データの標準化が途上
・ソーシャルメディアでの⾔及も反映→偏りもある
・商業主義に陥りやすい
・指標が何を意味するのかという議論の最中



Altmetricsスコアと広報
他の指標と同様に、向上の⼯夫は可能
・研究成果をメディアへ発信(プレスリリース)→記事化の可能性
・興味を引く動画や画像を付けてメディアへ発信
・計測に使⽤されるサービスの使⽤⾔語は主に英語

→英語圏のメディアへ英語でリリース、記事化されると⾶躍的に伸びる
・⼀般受けするようなタイトルにして⾃分でTweetするだけでも
その他、スコアを稼ぐだけなら…

・ソーシャルメディアに広告を出す
・ネイティブアドの利⽤など

悪貨が良貨を駆逐しないために
・社会にとって重要な研究はきちんと宣伝しましょう
・最低限のメディア対応はしましょう。お⼿伝いします！



なぜメディアを通じて語らねばならないのか？

• 「専⾨家の社会的責任」
• 専⾨家の本業は研究! 
• しかし、社会に呼ばれたとき、専⾨家はその専⾨知をもとに 社会に向けて

語る責任を負う。 
• 「メディアに不満があるならば、あなたも語る科学者として 参加して下さ

い」 (副次的効果→研究資⾦獲得能⼒の向上)

• 専⾨家は遅れてやってくる

Media Training Program 
for Scientists

「専門家は遅れてやってくる」
「科学が真実をもたらすことができるとしても、 
　　　政治に求められるスピードでもたらすことはできない」 

-Collins&Evans,”Rethinking Expertise (2007)

Wien & Elmelund-Praestekaer (2009)

専門家は議論の趨勢が
決まった後で「したり顔で」
語る（？） 
→「もう一歩早く」語るに
は？

Wien & Elmelund-Praestekaer (2009) 

・専⾨家は議論の趨勢が決まった後、
「したり顔で」 語る

→「もう⼀歩早く」語るには? 

・成果発信もタイミング良く⾏うことが重要



現代のメディア環境はどうなっている？
• インターネットが発達した現在も(だからこそ)

社会に流通する情報の⼤半は報道機関やプレスリリース依存 
∴適切にメディアに対応することが重要! 

背景:歴史的混乱期 
• インターネット(+SNS)の登場(1995-)

 新規メディアの登場に伴う社会的混乱(メディア史) 
コンテンツの質の低下 (cf. 映画) 

「メディアとの付き合い⽅」が社会で共有されるまで混乱が続く 

「第五権⼒」は何か? 
「第四権⼒」としてのジャーナリズム 

ハプ゙リック・リレーションズの台頭
社会に流通する情報の約80%は発表依存!(12%がオリジナル) 



成果発信の今後の展開

プレスリリース
広報素材

絵・動画+⽂章

研究成果



⼤学広報の対応
⽐較的裕福な⼤学は、国内外への本格的な研究広報能
⼒を持とうとしている最中
→リリースの作成・投稿だけではなく、

コミュニケーション戦略を⼀緒に考えてくれるはず

・論⽂が出た時以外にも
ぜひ広報を頼ってみてください

・広報をうまく使うための参考資料→

⽇本語版：
http://dennismeredith.com/files/documents/WorkingWithPIOs_Japanese_rev1.pdf



K-CONNEXセミナー・2015.6.10 
今羽右左 デイヴィッド 甫・広報課 国際広報室

研究成果を世界へ発信： 
欧米メディア比較



point 1

why 
?

研究成果を世界へ配信



point 1: why
研究成果を世界へ配信

success!



発信元

余談2: 情報の流れ ～日欧比較～

記者クラブ

Source

A u d i e n c eオーディエンス

Paid 
Services

Social 
Media

Free/ 
In-House

メディア各社 Media Outlets

研究成果を世界へ配信



point 2

how 
?

研究成果を世界へ配信



point 2: how

英 英

英英

英英 英
英英

英

…但し、単純に日→英ではない！

研究成果を世界へ配信



日 英

論文ベース 

長い 

細かい 

図が多い 

専門用語だらけ

記事ベース 

短い 

（やや）一般向け 

図が少ない 

専門用語控えめ 

「研究者の声」

余談3: 日英プレス向け研究成果発表文の違い
研究成果を世界へ配信



https://www.google.co.jp/search?rls=en&q=writing+a+newspaper+article

https://www.google.co.jp/search?rls=en&q=writing+a+newspaper+article


http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/j/pr/2012/06/25-nr.html

http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/j/pr/2012/06/25-nr.html


http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/e/pr/2012/06/25-nr.html

http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/e/pr/2012/06/25-nr.html


①組織、関係者紹介



②成果・背景、応用



③英文のみコンテンツ



日 英

論文ベース 

長い 

細かい 

図が多い 

専門用語だらけ

記事ベース 

短い 

（やや）一般向け 

図が少ない 

専門用語控えめ 

「研究者の声」

余談3: 日英プレス向け研究成果発表文の違い

タイト
ル ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

図 
﹅

キャプ
ション﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

研究成果を世界へ配信



http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-06/ific-fcg062212.php



余談4: インパクトのあるタイトルを書こう！

• “ASAP” 

• applications

• results

• jargon-free!

できる限り短く 

応用

結果

専門用語

研究成果を世界へ配信



余談5: 中身の話し ～英文発表文のミソ～

• Lead (applications & results) 

• Background 

• (more background) 

• Quotation 1 

• Still more background 

• Quotation 2 

• (more applications) 

• (Quotation 3)

応用と結果
背景

「若手研究者の声」

「偉い先生の声」

専門用
語 

↙はこ
こ！

研究成果を世界へ配信



余談6: リリース解剖劇場
研究成果を世界へ配信



① ＆ ②







point 2: how

英 英

英英

英英
英

英英

英

英 英

英

英
英

英

英

英
英

英英 英

英英

英英
英

英英

英
英 英

英英

英
英 英

英
英

英

研究成果を世界へ配信



ニュースリリース用 
画像の作り方

次世代研究創成ユニット URA　小野英理

1



2

画像によってどの学問領域の内容か 
すぐに分かる／目に飛び込んでくる

アイキャッチとして 
用いる画像について 

説明します



ニュースリリース用 
アイキャッチ画像のポイント

1. 一瞬で研究への興味を引くものにする 
論文の絵では分かりにくい 

2. 気持ち悪いものや、公序良俗に反す
るもの、性差別等の差別に関係する
可能性のあるものは避ける

3



ニュースリリース用アイキャッチ画像

4

・専門用語なし 
・印象的 



ニュースリリース用 
アイキャッチ画像のポイント

1. 一瞬で研究への興味を引くものにする 
論文の絵では分かりにくい 

2. 気持ち悪いものや、公序良俗に 
反するもの、性差別等の差別に 
関係する可能性のあるものは避ける

5



6

使用する画像について 
気になったら広報課へ 
ご連絡ください。

「掃除をする女性風 
　アンドロイド」 
• 女性蔑視？ 
• 気にしすぎ？ 
• 学会誌の表紙として
どうか？



7

「ブラックホールが可視光線を出すことを発見」
M Kimura et al. (2016) Repetitive patterns in rapid optical variations 

in the nearby black-hole binary V404 Cygni. Nature.



　画像作成の流れ

1. 研究成果が出る 

2. 伝えたいポイントを絞る 

3. 絵の要素を考える 

4. 写真・画像素材の用意

8

5. 制作環境 

6. ラフに作る 

7. 全体のバランスを確認 

8. 作り込む



9

本日のお題



2. 伝えたいポイントを絞る

研究内容をひとことで表す

10



実際の例

11

「魚油を摂取すると脂肪の燃焼効率が 
上がる可能性がある」

M Kim et al. (2015) Fish oil intake induces UCP1 upregulation in brown and 
white adipose tissue via the sympathetic nervous system. Scientific Reports.

応用面に着目専門用語を省き

褐色脂肪組織（BAT）は、エネルギー恒常性の調節において重要な役割を果たしており、ヒトの肥満の新たな
治療戦略をもたらす可能性がある。BATによる熱産生は、古典的褐色脂肪細胞や異所性ベージュ脂肪細胞のミ
トコンドリアに存在する脱共役タンパク質1（UCP1）によって調節され、また、交感神経系（SNS）により制
御されている。これまでの研究で、魚油摂取がBATにおける脂肪蓄積を抑制し、UCP1の発現を誘導すること
が示されているが、こうした作用の詳しい機序はまだ明らかになっていない。今回我々は、魚油がエネルギー
消費量とSNSに及ぼす作用について調べた。魚油摂取は酸素消費量と直腸温を上昇させ、それと付随して、肩
甲骨間BATと鼠蹊部白色脂肪組織（WAT）において褐色脂肪細胞マーカー2種、すなわちUCP1とβ3アドレナ
リン受容体（β3AR）、また後者においてはベージュ脂肪細胞マーカーの発現量を増加させた。さらに、魚油
摂取は、尿中カテコールアミン分泌量と、肩甲骨間BATおよび鼠蹊部WATにおけるノルアドレナリン（NA）ター
ンオーバー速度を上昇させた。また、TRPV1（transient receptor potential vanilloid 1）をノックアウトし
たマウスでは、魚油がSNSを介してエネルギー消費量に及ぼす作用は認められなかった。結論として、魚油摂
取はTRPV1-SNSを介して古典的褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞におけるUCP1発現を誘導する可能性があり、
それによって脂肪蓄積を低減し脂質代謝を改善することが見込まれる。



“burn fat”でGoogle 画像検索

3. 絵の要素を考える

• 魚油  

• 脂肪燃焼 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「魚油を摂取すると脂肪の燃焼効率が 
上がる可能性がある」

•  
→ 「魚」 

•  
→ 「メジャー」



4. 写真・画像素材の用意

• 手元に適した画像があればそれを使う 

• 適した画像がない場合、インター 
ネット上で使用可能な画像を探す
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(c) US Navy

(c) LENA PALANIYAPPAN

(c) Sandbox Studio, Chicago with Ana Kova

自分で撮った研究対象写真 
＝ 誰も持っていないオリジナル写真



画像・素材探しに役立つサイト

著作権が放棄された画像 

• Public domain または CC0 (Creative Commons 0) 
• Wikipedia (Wikimedia Commons) 
• google検索 “パブリックドメイン 写真” 

著作権はあるが比較的自由に使える画像サイト 
• PAKUTASO 
• photo AC
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Wikipediaも画像サイトも、 
画像ごとにライセンスが 
決められているため、 

使用時には常に著作権を確認する
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常に著作権を確認しよう



5. 制作環境

アプリケーション 

• Adobe Illustrator（ベクター形式） 
後で拡大・縮小可能なためオススメ 

• Adobe Photoshop（ビットマップ形式） 
写真の修正に便利 

• Microsoft PowerPoint 
パワポだけでもある程度作成可能
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ニュースリリース用
だけでなく 

将来的に学会発表で
も使える



6. ラフに作る 
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三分割の配置を活用

スマートフォンの 
写真撮影機能でも 
三分割は一般的な方法



7. 全体のバランスを確認

「見方」を変えてみると色々気づくことがある。
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• 表示サイズを変えてみる 

• 印刷してみる 

• 時間を置いてみる



8. 作り込む

枠線、飾りなどは必要最低限にする 
• 「足し算」から「引き算」へ 

書き出し（制作ソフトウェア → jpg, png 等） 
• 書き出しサイズ 
（72-200 ppi, 1200 × 675 ピクセル 等） 

• 必要に応じて TinyJPG 等の画像圧縮サービスを利用 
• ニュースリリース画像は500KBを超えないように
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なくても分かる飾り 
なら削除する
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「魚油を摂取すると痩せる可能性がある」

M Kim et al. (2015) Fish oil intake induces UCP1 upregulation in brown and white 
adipose tissue via the sympathetic nervous system. Scientific Reports.



お問い合わせ

広報に関するご質問、お問い合
わせは下記まで 

• 企画・情報部広報課 
国際広報室 
 
075-753-5727 
comms@mail2.adm.kyoto-
u.ac.jp
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国際広報室は時計台の 
中にあります


	160603-news_release_表紙
	160609_kikuchi [Repaired]
	1606_K-Connex_ipr_talk_lite
	160616_成果発信セミナー_ウェブ用.key

