
 

報道発表資料/ Press Release                  

平成 30 年 2 月 15 日 

独立行政法人日本学術振興会 

 

第１０回ＨＯＰＥミーティング 

― ノーベル賞受賞者との５日間 ― 

取材のご案内 

 

独立行政法人日本学術振興会（理事長 安西 祐一郎）は、「第 10 回 HOPE ミーティング

―ノーベル賞受賞者との５日間―」を横浜にて開催します（3 月 12 日～３月 15 日）。 

 第１０回 HOPE ミーティングの取材登録を開始します。 

●概要 

HOPE ミーティングは、自然科学分野のノーベル賞受賞者等と今後世界をリードするアジア・太

平洋・アフリカ地域から選抜された優秀な大学院生等が、熱い対話を重ねる「知の合宿」です。 

第１０回 HOPE ミーティングは、７名のノーベル賞受賞者と２１か国・地域から１１２名の

若手研究者が参加します。 

 

 

 

 

 

■講演予定のノーベル賞受賞者（７名） 
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＜開催概要＞ 

１ . 会議の名称   

英文名：10th HOPE Meeting with Nobel Laureates  

和文名：第１０回 HOPE ミーティング  ノーベル賞受賞者との５日間  

２．開催日     

平成 30 年 3 月 12 日（月）～ 3 月 15 日（木）  

３．開催場所    

横浜ベイホテル東急（神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-7）  

４．主  催    

独立行政法人日本学術振興会（ JSPS）  

５．言  語   

英語  

６．参加者   

アジア・太平洋・アフリカの２１か国・地域の博士課程学生・若手研究者 

１１２名 
 

＊日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、エジプト、インド、 

インドネシア、イスラエル、ケニア、韓国、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、

ネパール、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、台湾、 

タイ、トルコ 

７．運営委員会（敬称略）  

  委員長  小林 誠   日本学術振興会学術システム研究センター顧問 

            高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授 

委員   大隅 典子  東北大学大学院医学系研究科教授 

       梶田 隆章  東京大学宇宙線研究所長・特別栄誉教授 

       小菅 一弘  東北大学大学院工学研究科教授 

       塩谷 光彦  東京大学大学院理学系研究科教授 

      髙濵 洋介  徳島大学先端酵素学研究所長・教授 

      花岡 文雄  筑波大学生命領域学際研究センター長 

 

本件問い合わせ先： 

独立行政法人日本学術振興会 

国際事業部長 小林万里子 

国際事業部 研究協力第一課 課長代理 金子 郁代 

TEL：03-3263-1793  FAX：03-3234-3700 

http://www.jsps.go.jp/hope/index.html 

http://www.jsps.go.jp/hope/index.html
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＜プログラム＞ 

 

  3/12（月） 3/13（火） 3/14（水） 3/15（木） 

9:00 
9:00 

開会式・記念撮影 
9:00 9:00 9:00 

 
9:30  講演③ 講演⑤ チーム・ 

 
講演① ゲオルグ・ベドノルツ氏 

（物理学） 

フレイザー・ストッダート氏

（化学）  

プレゼンテーション 

10:00 アダ・ヨナット氏   

 
（化学） 10:15 10:15   

 
10:45  ポスターセッション① ポスターセッション③   

11:00 講演②   審査 

 
梶田 隆章氏     11:30 

 
（物理学） 11:40 11:40 閉会式 

12:00 
 

講演④ 講演⑥ 12:30 

 
昼食  バリー・シャープレス氏 

（化学）  

ティム・ハント氏 

（生理学・医学） 
 

 
  研究施設見学・ 

13:00 13:00  
  

エクスカーション 

 
グループ 昼食 昼食 

 

 
ディスカッション①        

14:00 14:00 14:00 14:00   

 
グループ グループ グループ   

 
ディスカッション② ディスカッション③ ディスカッション④   

15:00 
 

15:00 15:00   

  
ポスターセッション② 講演⑦   

 
15:30  グンナー・エクイスト氏   

16:00 フラッシュトーク   
 

  

    

      

 
16:30     

17:00 
 

文化体験プログラム 
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＜プログラム詳細＞ 
 

3 月 12 日（月） 

09:00-09:30 

開会式 

開会挨拶 

小林 誠 （HOPE ミーティング運営委員長） 

  安西 祐一郎 （日本学術振興会 理事長） 

アンバサダーズボールルーム 講演者紹介 ・ 写真撮影 

09:30-10:45 

講演① 

アダ・ヨナット 

2009 年 ノーベル化学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム 講演タイトル："Climbing the Everest beyond the Everest" 

10:45-12:00 

講演② 

梶田 隆章 

2015 年 ノーベル物理学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム "Neutrino oscillations and small neutrino mass" 

 
昼食   

 
13:00-13:45 

グループディスカッション① 
小林 誠 梶田 隆章 バリー・シャープレス 

※参加者20名程度を１グ

ループに、講演者と対話す

るセミナー形式の会議 

B2階 「やまゆり」  B2階 「りんどう」 B2階 「はまゆう」 

アダ・ヨナット ティム・ハント 
 

 

B1階 「プリンス」 B1階 「プリンセス」  

14:00-14:45 

グループディスカッション② 
ゲオルグ・ベドノルツ 小林 誠 バリー・シャープレス 

  B1階 「プリンス」 B2階 「やまゆり」 B2階 「はまゆう」 

  
フレイザー・ストッダート ティム・ハント 

 

   

  B2階 「りんどう」 B1階 「プリンセス」  

15:30-17:30 フラッシュトーク              ※参加者が 1 分で自分の研究内容を発表 

アンバサダーズボールルーム  

  

3 月 13 日（火） 

09:00-10:15 

講演③ 

ゲオルグ・ベドノルツ 

1987 年 ノーベル物理学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム 

"Superconductivity－a Physics Phenomenon develops into the Key 

Technology of the 21st Century" 

10:15-11:35 

ホワイエ 

ポスターセッション                     ※参加者によるポスター発表 
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11:40-12:55  

講演④ 

バリー・シャープレス 

2001 年 ノーベル化学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム "New Developments in SuFEx Click Chemistry" 

 昼食    
 

14:00-14:45 

グループディスカッション③ 
ゲオルグ・ベドノルツ 小林 誠 フレイザー・ストッダート 

※参加者20名程度を１グ

ループとして、講演者と対話

するセミナー形式の会議 

B1階 「プリンス」 B2階 「はまゆう」 B2階 「りんどう」 

ティム・ハント グンナー・エクイスト  

B1階 「プリンセス」 B2階 「やまゆり」  

15:00-16:20 

ホワイエ 

ポスターセッション                     ※参加者によるポスター発表 

16:30-18:00 

 

文化体験 

● コンサート－和楽器の演奏 

アンバサダーズボールルーム ● 茶道  ● 書道 

 

 

3 月 14 日（水） 

09:00-10:15 

講演⑤ 

フレイザー・ストッダート  

2016 年 ノーベル化学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム 

"The Rise and Promise of Artificial Molecular Machines Based on 

the Mechanical Bond" 

10:15-11:35 

ホワイエ 

ポスターセッション ※参加者によるポスター発表 

11:40-12:55  

講演⑥ 

ティム・ハント 

2001 年 ノーベル生理学・医学賞 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム "The Control of Cell Division" 

 
昼食    

 
14:00-14:45 

グループディスカッション④ 
ゲオルグ・ベドノルツ 梶田 隆章 バリー・シャープレス 

※参加者20名程度を１グ

ループとして、講演者と対話

するセミナー形式の会議 

B1階 「プリンス」 B1階 「プリンセス」 B2階 「はまゆう」 

フレイザー・ストッダート グンナー・エクイスト  

B2階 「りんどう」 B2階 「やまゆり」  

15:00-16:15  

講演⑦ 

グンナー・エクイスト  

ウメオ大学 名誉教授 

元スウェーデン王立科学アカデミー事務総長 

講演 50 分・質疑応答 25 分 

アンバサダーズボールルーム "Fostering Excellence in Research" 
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 3 月 15 日（木） 

9:00-11:00 

 

アンバサダーズボールルーム 

チームプレゼンテーション 

チーム A – チーム K 

（11 チーム・各 10 分） 

※参加者は、１０名一組の多国籍チームに編

成され、「研究者としてのあるべき姿勢」をテ

ーマに発表を行います。          

11:30-12:00 

閉会式 

・全体講評 

・ポスター賞の発表・表彰 

  ・チームプレゼンテーション賞の発表・表彰 

アンバサダーズボールルーム ・閉会の言葉  小林誠 HOPE ミーティング運営委員長 

12:30-18:30 

エクスカーション 

研究施設見学 

海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 

 文化施設見学 

 鎌倉 

 

 

＜講演者（敬 称略 ）＞ 

●ゲオルグ・ベドノルツ    IBM 名誉フェロー（IBM チューリッヒ研究所） 

              ＜1987年ノーベル物理学賞＞ 

●小林 誠         高エネルギー加速器研究機構 特別栄誉教授 

              ＜2008年ノーベル物理学賞＞ 

●梶田 隆章        東京大学宇宙線研究所 所長・特別栄誉教授 

              ＜2015 年ノーベル物理学賞＞ 

●バリー・シャープレス    スクリプス研究所 教授 

              ＜2001 年ノーベル化学賞＞ 

●アダ・ヨナット       ワイツマン科学研究所 教授               

              ＜2009年ノーベル化学賞＞ 

●フレイザー・ストッダート ノースウェスタン大学 教授 

              ＜2016 年ノーベル化学賞＞ 

●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＞ 

●グンナー・エクイスト   ウメオ大学 名誉教授 

              元スウェーデン王立科学アカデミー事務総長 
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第１０回ＨＯＰＥミーティング会場案内図 

 会場   横浜ベイホテル東急  〒220-8543 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7 TEL：045-682-2222（代）                                    

●みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩約1分（ランドマークタワー、クイーンズスクエア方面の改札口よりクイーンモール1Fへ） 

●JR根岸線、横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩約10分 
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第１０回 HOPE ミーティングの取材について（お願い） 

平成３０年２月 15 日 

独立行政法人日本学術振興会 

 

第１０回HOPEミーティングの取材は、下記要領により行ってくださいますようご協力お願いいたします。 

 

１.  取材について 

（１） 取材者は、会場において以下のことを行っていただけます。 

・HOPEミーティング会場内における写真撮影 

・ご本人の許諾に基づく来場者への取材 

ただし、講演者の投影資料の撮影はできません。また、会場内ではフラッシュ等は使用しない

でください。 

（２）取材を希望する場合は、２月２８日(水)までにE-mailにて次ページの「第10回HOPEミー

ティング用 取材登録」をご提出ください。 

（３）取材者は、取材当日に会場前受付において受付を行ってください。受付は、３月１２日

(月)～１５日(木)の期間中、横浜ベイホテル東急の中宴会場「アンバサダーズボールルーム」

前に設置します。 

（４）受付では身分証明書を提示の上、事務局が配布する首かけ式の名札を受領し、会場内で

は着用をお願いします。 

 

２．取材場所 

   横浜ベイホテル東急（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7） 

●講演、参加者によるポスター発表・チームプレゼンテーション等 

→「アンバサダーズボールルーム」:３月１２日～１５日 

   ●グループディスカッション 

→「プリンス」「プリンセス」「はまゆう」「やまゆり」「りんどう」:３月１２日～１４日 

 

３．その他 

（１）撮影した写真を記事に使用される場合は、事前に事務局にご相談ください。 

（２）HOPEミーティング会場内では、無料インターネット環境を用意します。 

 

４．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  

HOPEミーティング事務局 

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

TEL 03-3263-1793  E-mail hope-meetings@jsps.go.jp 
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E-mail:hope-meetings@jsps.go.jp 

日本学術振興会国際事業部研究協力第一課 

HOPE ミーティング事務局 宛 

 

       第１０回 HOPE ミーティング 報道関係者 事前登録フォーム                     

 

社名  

取材者氏名 

（日本語） 
 

（ローマ字） 

取材者連絡先 

住所 
 

電話  

Email  

取材希望日 
   月   日 

［プログラム：                    ］例：○○の講演  

カメラの有無 有  ・  無 

種類 スチル  ・  動画 

 

この登録用紙を２月２８日（水）までに HOPE ミーティング事務局宛にお送りください。 

 

 連 絡 先                                                       

 

日本学術振興会 国際事業部研究協力第一課 

HOPE ミーティング事務局 

TEL 03-3263-1793 

Email: hope-meetings@jsps.go.jp 

 

第１０回ＨＯＰＥミーティング用  取材登録 


