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第14回日独先端科学（JGFoS）シンポジウム 実施報告書 

プランニング・グループ・メンバー（PGM）日本側主査 

埼玉大学 長谷川靖洋 

 

 日本学術振興会が主催する先端科学（Frontiers of Science）シンポジウムは、日本とドイツ(JG)、日本と

アメリカ(JA)など今までに合計6種類のFoSがある中、2018年9月6〜8日の日程で京都ブライトンホテルにて第

14回日独先端科学（Japanese-German Frontiers of Science: JGFoS）シンポジウムが開催された。JGFoSでは、

Biology / Life Science（生物学・生命科学）、Chemistry / Materials Science（化学・材料科学）、Earth 

Science / Geosciences / Environment（地球科学・地学・環境学）、Mathematics / Informatics / Engineering

（数学・情報学・工学）、Physics / Astrophysics（物理学・宇宙物理学）、Social Sciences（社会科学）

の6分野から、予め選出された企画委員(Planning Group Member: PGM)と呼ばれる取りまとめ役が議論すべき

最新(Cutting Edge)の科学トピックスを選び出すことから準備が始まる。 

  

 2017年9月24、25日、ドイツのBad NeuenahrにてPGM会議が開催された。日本及びドイツ側から各6人、そし

てFoS事業委員会委員と呼ばれる相談役の前で、１セッションあたり４つ程度のトピックスのプレゼンがPGM

によって繰り広げられ、最終的にはPGM全員の投票・合議の元、第14回のトピックスが決定した。日本側PGM

の中には時差ボケでフラフラになりながら会議に参加した者もおり、濃密な２日間の会議を経て、6つのトピ

ックスが無事決まった。 

 

2017年Bad Neuenahrで行われたPGM会議風景 

 

 1年前に行われたPGM会議と、2018年6月11日に日本学術振興会にて日本人だけで行われた事前検討会を経て、

実に2年の準備期間を費やし、2018年9月6日に無事、第14回日独先端科学シンポジウムが開催されたと書きた

いのであるが、残念ながら、まだ開催には至らなかった。というのも、開催日の前々日、9月4日に関西地方に

上陸した台風21号が大きな被害をもたらし、ドイツから関西国際空港に到着する全ての便がキャンセルとなっ

たためである。JGFoSを無事開催・成功させるための数多くの方々の支援の元、最終的にドイツ側参加者のキ

ャンセルは4名に抑えられ、ドイツ側参加者は中部国際空港や成田空港を経由して、無事、京都に到着した。

さらに、9月6日早朝に北海道胆振東部地震が発生した影響で、Biology / Life Science分野のPGMである長田

氏（北海道大）の到着がシンポジウム初日時点では未定であった。 

 以上のような問題を乗り越えて、9月6日午後7時より、参加者が一同に会して、レセプションが始まった。

まずはFoS事業委員会委員長である藤垣氏（東大）より、全参加者に向けてJGFoSの意味合いや、その楽しみ方

について話を頂いた。その後、ドイツ側を代表しKatja Hartmann氏（フンボルト財団）より、第13回JGFoSが
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ポツダムで開催されて2年後、京都という場所でJGFoSを通して再会したメンバーならびに新しく出会ったこと

に言及があり、藤垣氏によって祝杯があった。 

   

レセプションでの乾杯風景 

 

まずは自己紹介から始まっていきます 

 

 明けて9月7日、朝9時よりオープニングセレモニーが開催され、牛尾氏(学振)ならびにThomas Hesse氏（フ

ンボルト財団）より挨拶があった。その後、PGM主査として日本側より長谷川（埼玉大）、そしてこれまでPGM

を共にしてきたMichael Schmiedeberg氏より、JGFoSについての説明、6分野で選ばれたトピックスの紹介とそ

の過程、FoSの楽しみに方について説明を行った。FoSの期間中は、レセプションや食事を含めたSocial phase、

各自の研究をフラッシュトークならびにポスターセッションで解説するResearcher phase、そして１つのトピ

ックについて議論するFoS phaseの３つがあることを理解した上で、前日までの疲れなどを全く見せることな

く、参加者は前のめりで準備が出来たところで、FoS phaseに入っていくことになる。 

 

ドイツ側PGM主査であるMichael Schmiedeberg氏（右）によるJGFoS説明と 

自分の説明分が終わって気が抜けている長谷川 
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 はじめのセッションはMathematics /Informatics /Engineeringで、日高昇平氏(JAIST)、Sanaz Mostaghim

氏の2名のPGMの主導の元、セッショントピック「Programmable matter: The future of robotics」によって

JGFoSのセッションが遂に始まった。産業ロボットだけでなく、自動車の自動運転などを例に挙げ、今、我々

の周りには“ロボット”と呼ばれる機械が、大きいものから小さいものまで様々なものが至る分野で見られる

ようになったという紹介の後、ドイツ側のFlorian Röhrbein氏がイントロダクトリー・スピーカーを務めた。

日本は特にロボット産業従事者が世界で最も多く、一昔前はBio-inspired robotと呼ばれる生体にヒントを得

たロボットの開発が進められてきたが、最近ではNeuro robotと呼ばれる人間の脳の構造を元にした開発が進

んでおり、第12回JGFoSのトピックスの１つであったDeep learningとNeuro robotによる脳の思考構造の対比

など、本分野のめざましい進化の報告などがあった。Mariana Medina Sánchez氏より、特に医療分野での活躍

に焦点を当てたマイクロロボットの紹介があった。人間の体内の特定の場所に薬を届けることは50年まではSF

と呼ばれていた。しかし、Mariana氏らの研究では、マイクロファブリケーションと呼ばれる微細加工を用い

たマイクロサイズのコイルと、自由運動する精子を組み合わせて、外部から磁場などを加えることで、数十ミ

リメートルサイズの実時間移動制御などが可能であることが紹介され、がん細胞へ特定の精子を輸送すること

に成功していた。また、中西淳氏(名城大)からは、人工知能とDeep learningと組み合わせた最近のロボット

であっても実世界において不定形の作業をする際に問題になる点と、それについての解決方法に関する研究の

紹介があった。 

 その後、議論の時間に移るのであるが、やはり一番の関心事は、ロボットに対する信頼性と、問題が起こっ

た場合誰が責任を取るのかなどで、ロボットを利用するのはあくまで人間であることに対して、社会科学的な

観点からの質問が挙がった。今回3人のスピーカーからは特定領域のロボットの紹介となったが、これまでに

無い他分野へのロボット・AIの普及、ヨーロッパで進められているHuman Neuro-Robotics Projectなど、現在

進行形の研究に関する質問が多々寄せされた。もちろん、ロボットがロボットを作成するシンギュラリティへ

の純粋な興味に加えて、ロボットが活躍すると人間の労働力を奪うことになり雇用が減ることなどを受けて、

ロボット税の導入や給料へどのように反映するかなど、FoSならではの議論が続き、はじめのセッションから

闊達な議論が繰り広げられた。 

 

Mathematics /Informatics /Engineeringセッションでの一幕 

左からSanaz Mostaghim氏、中西淳氏、Mariana Medina Sánchez氏、Florian Röhrbein氏 

 

 セッション終了後、熱気冷めやらぬ中、別室に移動し全体のグループ写真は、参加者皆さんの笑顔一杯での

一瞬を切り取ることになった。 
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皆さん一緒に記念写真 

 

 その後、セッションⅡであるPhysics / Astrophysics分野が開催された。日本側、ドイツ側のPGMは私、長

谷川靖洋(埼玉大)、Michael Schmiedeberg氏であり、トピックは「New observations for cosmology」である。

まずニュートンの反射望遠鏡を例に挙げ、可視光を観察している一方、カミオカンデをはじめとする最新の宇

宙分野の“望遠鏡”が我々の想像を超える進化を続けていることが紹介された後、イントロダクトリー・スピ

ーカーである寄田浩平氏（早稲田大）により、Cosmology、 Astronomy、 Particle physicsの扱っている領域

や、スケールの違いから話が始まった。特に観察については、目が必要であり、地表も含めて宇宙空間では、

基本的に波長の違う光子の観察が行われている一方、2017年ノーベル物理学賞を受賞した“重力波”などを観

察する重力波望遠鏡の紹介があった。加えて、地球上で積極的な実験によるHiggs粒子(2013年ノーベル物理学

賞受賞)の例など、さまざまな観測・実験機器を組み合わせた新しいMulti-Messenger Astronomy開拓が紹介さ

れた。続いて、苔山圭以子氏（東大）より、特にLIGOやKAGRAに代表されるような重力波検出器の詳しい説明

とその報告があった。重力波の存在はEinsteinから出された宿題であり、100年かけて人類が解くことのでき

たこともあり、それを実現するための具体的な方法、究極的な検出技術、今日本で進められている重力波顕微

鏡KAGRAの特徴の紹介があった。Nadine Neumayer氏からは、ブラックホールと銀河についての話題提供があっ

た。銀河の中心はブラックホールがあり、その形成の仕方や、重力波がブラックホール同士や銀河同士の合体

によって引き起こされるなど、シミュレーション動画を踏まえた紹介があった。特に、どのような質量の恒星

が寿命を迎えるときにブラックホールが形成されるかなど、時間・距離・質量に関して想像を絶する宇宙のダ

イナミックな誕生・息吹・終焉を感じることが出来た。 

 その後、連続的な質問・議論が繰り広げられた。もしブラックホールに入って外の銀河を見たらどう見るか

など、直接専門家に質問できる雰囲気が2番目のセッションで出来上がっていたことは驚きであった。重力波

を軸にしたMulti-Messenger Astronomyが始まった今、データの取り扱いをどのようにするかなどの質問は、

まさにFoSならではであった。例えば、2016年2月11日に発表された初めての重力波観察については、一体どの

ようなデータ共有・検討がなされたか、有効な重力波信号であるかなどはどのように決定されるかなど、国際

共同研究という名の元で、世界中の研究者のそれぞれの立ち位置に関する疑問は他分野だからこそ自然に出て

くるのだろうと感じる。宇宙関係がトピックスに選ばれると、やはり巨額の予算が使われることから政治的な

質問が寄せられることが多い中、今回のセッションでは、常に純粋な参加者の疑問と、物理学と宇宙への敬意

が払われる中で議論が行われていたことを感じた。 
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Physics/Astrophysicsセッションでの一幕 

左からNadine Neumayer氏、寄田浩平氏、苔山圭以子氏 

 

 夕方のポスターセッションに先立ち、参加者は自分たちの最新の研究成果について、1分間のフラッシュト

ークを行った。ポスターセッションは奇数番号がこの後直ぐに、偶数番号が翌日行われ、各自、自分の研究を

説明する側、聞く側になってそれぞれの研究に加えて、将来の新しい共同研究やアイディアについての相談も

行われつつ、夕食中も議論が続いていった。 

 

1人1分のフラッシュトークで、時間を気にするMichael氏（左）。次の発表者が待機 

 

始まったポスターセッション。皆さん、研究者としての表情 
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ついつい話し込みます       少しずつお互いの距離が近づいていきます 

 

 3日目の朝は、Earth Science / Geosciences / Environmentより「Astrobiology: Life in extreme conditions」

と題して、PGMである臼井寛裕氏(JAXA)、Thomas Laepple氏のもと、セッションⅢが開始された。ここで両PGM

より本セッションを始めるにあたり、連絡があった。というのも、当初イントロダクトリー・スピーカーとし

てJean-Pierre de Vera氏を予定していたが、台風21号による欠航と代わりの航空券の調達が出来なかったこ

とを受け、残念ながら不参加となってしまった。しかし、この解決法がFoSの真骨頂であり、両PGMの機転によ

り、Biologyに振り分けられていた参加研究者であるRalf Möller氏が急遽登壇することになった。Ralf氏は

German Aerospace Centerに属していることもあり、全くの門外漢ではないものの、何事もなかったように、

許諾したことを前置きとしてセッションは開始された。現在、この広い宇宙の中で、我々人類だけが唯一の生

命かどうかという生命の根源に関わる設問を出発点にして、Astrobiologyというものはどのような学問なのか

の紹介があった。人類は国際宇宙ステーションでの実験を進めるなど、宇宙進出の第一歩が始まったところで、

地球そのものを理解することが本当の目的であることや、生命の活動可能領域は太陽系では地球に加えて火星

もあることなどが紹介された。地球の砂漠地帯に環境が似ていることを受け、微生物や化石などを踏まえた生

命の痕跡を探すことが新しいAstrobiologyとして紹介された。続いて古川善博氏(東北大)より、地球でどのよ

うに無機物が有機物に変化していき、そして、生命を構成するためのタンパク質やDNAなどの生体分子が形成

されていったかという根源的な話題提供が成された。地球に有機物をもたらしたのは、電気放電、小惑星衝突、

深海熱水鉱床などの可能性などが挙げられたが、小惑星衝突と共に起こる大気中の電気放電と高熱によって原

始的なアミノ酸がもたらされ、地球の数十億年の長い歴史の中で起こった偶然が生命形成のきっかけになるな

ど、あまりにも長い時間スケールの後に、我々が現在議論に至っていることは驚くべきことである。また、基

本なアミノ酸からタンパク質、そして糖に至り、最終的に生命に至る行程の理解はまだ不完全であった。最後

に、Sihane Merouane氏より、彗星や小惑星内にある有機物に関する話があった。ハレー彗星に代表される彗

星は、その大部分が氷で覆われており、その中には想像以上に有機物があるという理解で、日本のはやぶさプ

ロジェクトに代表されるように、小惑星や彗星へ探査衛星を飛ばして実際のサンプルを地球に持ち帰り分析す

る、もしくは探査機内で分析が出来る時代に来ている。また各彗星によってもその成分は異なるものの、想像

以上に多様な有機物などで構成されていることが最近の調査で分かるなど、地球上からの観察に加えて、技術

革新が人類の純粋な疑問を解くための大きな役割を果たしていることが伺える。 

 質疑応答では、生命の定義とは何か、有機物から生命体への進化プロセスはどうなのかなど、やはりFoSら

しい根源的な質問が挙がる。特に、遺伝子解析などが発展した現在において、生命の定義はより明確になり、

質問者に明確な回答が返ってくることなど、分野を超えても根本的な科学への好奇心は同じであることに気づ

いた。また惑星探査などのプロジェクトが各国で進んでいることを受け、10年単位の技術進化で分析装置の精
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度が大幅に上がることで、これまで観測できなかったことが分かってくるなど、より根源的な疑問への答えに

人類が少しずつ近づいていることが感じられた。 

 

Earth Science/Geosciences/Environmentの一幕 

左から古川善博氏、Sihane Merouane氏、Ralf Möller氏 

 

 この後、偶数番号のポスターセッションが行われた。3日目にもなると、参加者同士の顔と名前が一致する

だけでなく、それぞれのキャラクターなども分かってくることから、ポスターセッションもますます熱が入っ

てくる。ポスターセッションとコーヒーブレーク、昼食の境界が分からなくなるような如何にもFoSっぽい雰

囲気が完全に出来上がったのを感じた。 

 

 午後からはSocial Sciencesのセッションとなり、トピックは「Mechanism of sociocultural evolution」

である。参加者の多くが自然科学者であるのに対して、社会科学者も同時に参加するFoSならではのセッショ

ンである。PGMである有松唯氏(広島大)とMandy Boehnke氏から社会進化や文化進化など、これまでの分類や分

析の仕方に対して新しい手法が提案・導入されるなどの紹介があり、イントロダクトリー・スピーカーである

中尾央氏(南山大)から、我々の文化は歴史的にどのように変化していったかなど、具体例を挙げつつ、社会文

化進化学とは何かの説明が行われた。その中で、これまでに無い理論モデルやシミュレーションなど、いわゆ

る自然科学者が用いている手法を取り入れながら、これまでは別々に議論されがちだったミクロならびにマク

ロを有機的に連関させる立場から、文化・文明がどのように発展していったかの全体説明があった。Anne 

Kandler氏から、ミクロ・マクロを横断する事例の紹介として、世代を超えて社会的学習の蓄積がなされてい

くプロセスと、それによる文化進化メカニズムへのアプローチが紹介された。文化の変化を理解するには、研

究者によって様々なアプローチがあるものの、様々なデータに対して仮定無しにどのように考えるかなど、ま

さに数学モデルを取り入れた理解が始まっているとの報告があった。同様に、田村光平氏(東北大)からは、日

本人がよく知っている古墳や、遺跡から発掘された銅剣など、一見素人には分からない形体の違いを、まさに

フーリエ変換などの数理モデルを使って分類を行い、これまでは研究者個々人が主観的に扱ってきた考古学の

データをどのように定性化のみならず定量化するかなどの紹介があった。 

 これまでに参加したSocial Sciencesのセッションは研究者の個性が大きく結果に反映されることが多々あ

ったが、我々の歴史自体を表す社会文化進化学という壮大なテーマには、事象を理解するための強力なツール

が必要であり、人間自体も自然の一部であると考えると、数学モデルなどを使うなど、これまでに無い社会学

の研究アプローチであり、参加した自然科学者の多くは非常に興味深く議論に参加していた。特に、文化とい

うのは真似る、もしくは学ぶことの繰り返しであり、環境に合わせて適合していくことで、そんな中で何千年

という間で少しずつ変化が起こっていくことを歴史が物語っている中、インターネットによる交流がうまれる

ことで、新しいアイディアが広がっていくこと、文化が広がっていくことになり、我々人類が一体何を得るの
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かなど議論になった。2つ以上の文化が混ざることが、まさにDiversityであり、FoSを通して研究分野の広が

りを感じた。文化・文明などは歴史から学ぶことであるが、さまざまな文化交流が起こることで、今後、最終

的にどのような文化が残るか、充分なデータがあることで予想が出来るか、これまでにない情報分析などのモ

デル化をどのように行っていくかといったSocial Sciencesとは思えないような数理に即した質問・議論が続

いた。 

 

Social Scienceでの一幕 

左から中尾央氏、田村光平氏、Anne Kandler氏 

 

 夕刻より、参加者一同が京都・嵐山を訪れる文化研修が開催された。参加者一同は天龍寺を訪れ、曹源池を

前に京都の伝統的な写真を撮る、日本人を真似て座禅を組むなど、短い時間で京都を感じようとしていた。そ

の後、写真映えする有名な竹林を訪れることになった。このあたりから参加者の行動はバラバラになったもの

の、私がいた集団を嵐電嵐山本線の嵐山駅構内にある足湯へと誘うことにした。ドイツには足湯の文化はない

とのことで、たった15分の足湯でリラックスした中で一緒に撮った写真は印象的であった。短時間ではあるが、

参加者各々が嵐山での良い思い出を作ったことだろうと思い、夜が更けていく。 

   

天龍寺の曹源池の前にて 

 

嵐山の足湯でのセルフィー、（左）食べ過ぎて期間中2kg太った長谷川、 
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（中央）Sanaz Mostaghim氏、（右）Sihane Merouane氏 

 

 4日目、つまり最終日は、1日遅れで北海道から駆けつけてくれたPGMの長田直樹氏(北大)とTim Nicolai 

Siegel氏からショウジョウバエを例として、生物の進化と種分化について説明があり、「Speciation genomics: 

How new species are formed」というトピックでBiology / Life Scienceセッションが始まった。イントロダ

クトリー・スピーカーとして山道真人氏(東大)が、他分野の研究者にも最先端研究で何が行っているかを理解

してもらうための話を始めた。生物の種形成・種分化の問題については、1859年のチャーズ・ダーウィンの「種

の起源」まで遡ることができるが、ゲノム技術を手に入れた人類が、多様な生物が一体どのように種分化して

きたのかを系統的に調べることができるようになった。生物の進化を考えるうえでは、「なぜ」と「どのよう

に」という二つの方向からの疑問が存在するが、その二つの疑問についてカタツムリの例を挙げて説明が行わ

れた。カタツムリの殻には右巻と左巻とがあり、その違いによって天敵である蛇からの捕食率が異なるなど、

一見あまり違いが無いようなところに、生物としての生き残りの鍵が実は隠されているなど、興味深い話から

始まった。次に石川麻乃氏(遺伝研)からは、小魚の“イトヨ”がどのように新しい環境に馴染みながら自分た

ちの生育範囲を拡大していったかの説明が成された。その裏には、イトヨがどうやってDHA(ドコサヘキサエン

酸)を摂取するかが大きな鍵になっており、それが餌となる生物と深く関係していることが明らかになるなど、

遺伝子解析を通して全く想像もしないようなところに進化と種分化が起こりつつあることが示された。さらに

Claudius Kratochwil氏からも、小魚である“カワスズメ”を対象として、その形のみならず、色と縞模様の

秘密がゲノムのどこにあるかの最新の研究成果の報告があった。魚の色については一目瞭然であるが、カワス

ズメの縞模様には、進行方向に対して縦模様と横模様があるなど、種を特徴づける大きな違いがあらわれてい

る。縞模様の形成がどのようにゲノムDNAの違いによって形成されているかを知ることで、少なくとも1,650

種類以上存在するカワスズメの種分化がどのようになされたかということだけでなく、なぜ、どうやって分化

していったかという秘密が解き明かされていった。セッションのタイトルにgenomicsというキーワードが含ま

れているので、遺伝子解析技術が重要であることは容易に想像できたものの、30年前に高校で習った生物学の

範囲をあまりにも越えており、急速に進歩する生物学研究の躍動を感じた。事実、議論に移ってからは、種分

化だけでなく、その裏で絶滅した種もいるはずで、どのように遺伝子の情報を用いて系統図を作っていくか、

将来の進化を予想できるかなど、話題提供を越えた質問が投げかけられた。現在の技術では、ある一定の条件

では進化の予想が出来るまでに至っていると答えが返ってきたときは、正直、ここまで日々大きく発展してい

る分野であることに感激を覚えた。また、色や形など、あくまで可視光領域の分析が行われたが、赤外線・紫

外光領域の情報があるのではないか、人間はなぜ縞模様を持たないか、遺伝子に関するデータ情報の共有に関

するポリシーなど、他分野の研究者から率直な質問があり、多くの疑問・質問を経て、セッションの終了を迎

えた。 

 

Biology / Life Scienceセッションでの一幕 
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左から山道真人氏、石川麻乃氏、Claudius Kratochwil氏 

 

 最後のセッションである Chemistry/Materials Science では、まず PGM である井上圭一氏(東大)、Stefan 

Schiller 氏から、トピックである「Molecular encryption and processing of information」についての解

説があった。これまで情報演算はコンピュータと呼ばれる固体物理が基盤となっていたが、最新の化学・材料

技術を用いることで、分子化学反応を用いて演算が行われるようになってきたなどの紹介があった。イントロ

ダクトリー・スピーカーとして前に立った Alexander Schiller 氏は、ちょっとしたマジックを披露すること

で、4日目でやや疲れ気味であった参加者が全員顔を上げ、彼の話に引き込まれていった。物質Ａが単純な化

学反応を経て物質Ｂとなるが、計算（演算）を行うためには、条件分けが必要あり、基本となる化学的な演算

は入力（Educt）→計算（Reaction）→出力（Product）の３つからなり、これらをうまく組み合わせて論理回

路を構成する。ここで例として水素イオンとナトリウムイオン(Educt)を用いて、結合形成（Reaction）を起

こさせ、出力(Product)としての光信号を我々が認識することで、基本的な原理実証は出来ていることなどを

示した。次に Andreas Walther 氏からは、化学演算を行う際の元となる材料として、これまで Bio-inspired

と呼ばれる生体分子・細胞からヒントを得た材料開発などが成功裏に行われてきた中、Life-inspiredと呼ば

れる全く新しい自律制御やエネルギー供給も含めた生命そのものを模したシステム構築に関する研究が始ま

っているとの報告があった。例えば、状態Ａでは酸、状態Ｂではアルカリなど、pH による化学反応を自律制

御に用いるといったこれまでの化学材料にとらわれない新しい研究アプローチが示された。石崎章仁氏(分子

研)からは、化学反応のエネルギー供給源となる光合成の理解についての解説が行われた。光合成は最も洗練

されたナノシステムと考えられ、その反応メカニズムを理解するためには、光を光子として扱う量子力学と、

巨大分子であるタンパク質の動きを支配する我々の生活を支える古典力学のちょうど境界を正しく理解する

ことが必要であり、その両極端にある 2つの基本力学を繋げ、光合成を理解・記述する試みの紹介が成された。

特に光合成によって糖が作られる工程は複雑であることは知られていたが、量子力学的なメカニズムを取り入

れることで、その反応速度やエネルギー状態が説明できる段階まできており、自然界が緻密なバランスをもと

に、反応効率が最大化する量子力学と古典力学の正に境界領域（非平衡状態）のいいとこ取りが行われている

ことを示した上で、その理解のために人類一丸となった国際共同研究の推進についての紹介があった。質疑応

答では二値化問題の閾値設定をどのように行うべきか、化学反応を用いた情報処理系の自立性、複雑な生体制

御系と進化の関連についてなどの議論が交わされた。 

 

Chemistry/Materials Scienceでの一幕 

左から Andreas Walther氏、石崎章仁氏、Alexander Schiller氏 

 

 JGFoS の終わりを告げる Closing Sessionでは、まず PGM主査である長谷川（埼玉大）と Michael氏より各



 

 11 / 12 

セッションのまとめが行われた。セッション中に撮った写真の参加者は皆、笑顔であることに気づかされ、各

セッションで実りある議論が繰り広げられたと感じた。それは議論だけでなく、個人個人のポスターセッショ

ンで真剣な顔の中にたたずむ朗らかな表情一つ一つが、参加者の素直な反応であろう。食事の際、研究、教育

に限らず、一見くだらないプライベートな内容まで踏み込んで、笑顔と共に一体化していったことが、振り返

って再認識させられる。はじめから JGFoS を見守ってくれた Katja Hartmann 氏（フンボルト財団）からの言

葉に加えて、日本側を代表して FoS事業委員会専門委員の入來氏（理研）からの言葉があり、JGFoSの成功と

共に、各研究分野のリーダーとしての覚醒・活躍、この体験を次の世代へとつなげていく役割など、JGFoS の

成功に向けて微力ながら関わらせてもらった立場からは、非常に心強く力強く、そして心に浸みた。 

  

発表に耳を傾ける JGFoS参加者の表情 

 

   

   

そして議論が始まります 
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今回の JGFoS に尽力を頂いた 12名の PGM 

 

 今回JGFoSに参加したのは日本から30人であり、日本の研究者人口からすると圧倒的に小さな割合である。

JGFoSは、来年度からは日本−アメリカ−ドイツの 3カ国による日米独先端科学（JAGFoS）シンポジウムとして

新たなスタートを切ることとなる。しかし、JAGFoS のみとなると、日本側参加者は 1 回あたり 24 人となり、

今回のような体験・経験が出来る研究者（博士号取得後 15年以下又は 45歳以下の年齢制限）がより少なくな

くなってしまうことが懸念される。その一方で、参加者代表として、この思いをより多くの人たちに伝えてい

く語り部としての役割を担うことを自覚し、加えて性別・言語・文化・国境などを越えて、我々の根っこに共

通している科学を語り合えることの素晴らしさを、できるだけ次の世代に伝えていく義務も生じる。研究分野

を超え、普段の研究生活を過ごすこと中では絶対に出会うことのない人々と同じ時間を過ごした軌跡の瞬間を

終え、感慨に浸っている自分もいるが、出来るだけ多くの人、特に若い研究者にこの体験をして欲しいと感じ

ている。この繋がりはメディアを通してではなく、一対一の直接的な対話によってつながったもので、かけが

えのないものであることが少しでも伝われば幸いである。 

 このような場を提供していただいた日本学術振興会ならびにフンボルト財団、共にセッションを作り上げた

全 12名の PGM、FoS 事業委員会の皆さん、そして第 14回日独先端科学シンポジウムを支えてくださった全て

の方々に感謝の意を表し、報告書のまとめとしたい。 


