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第 13 回⽇独先端科学（JGFoS）シンポジウム 実施報告書 

Planning Group Member（PGM）⽇本側主査 

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

フロンティア分⼦グループ グループリーダー 中⻄尚志 

 

 ドイツ・ポツダムの晩秋の曇り空の下、第 13 回⽇独先端科学（JGFoS）シンポジウムが、2016

年 10 ⽉ 6 ⽇から 9 ⽇までの 4 ⽇間、Steigenberger Hotel Sanssouci にて開催された。第 11 回のブ
レーメン、第 12 回の京都に次いで 3 度⽬の参加となる JGFoS は、PGM 主査の⼤役を任されたプ
レッシャーからか、参加直前に扁桃腺炎を煩い、不安の中でのスタートとなった。⼀⽅で、ポツダ
ムには 2007 年から 2010 年の 3 年間、マックスプランク研究所コロイド界⾯部⾨にて MPI-NIMS 

International Joint Laboratory を主宰する⽴場で在住経験があり、私にとってはセカンド・ホームグ
ランドの様な感覚での参加でもあった。個⼈的な話はさておき、JGFoS とは、⽇本とドイツの 45

歳以下（原則）の若⼿研究者、6 分野の異なる科学分野より両国 30 名ずつが⼀同に集い、レセプ
ションを含め 4 ⽇間、ほぼ⽸詰状態で先端科学について発表・議論する場である。Opening Remarks

でも熱弁（？）したが、私⾃⾝の考える FoS は、1 つの結論を導く必要はなく、60 ⼈各々が独⾃
の参加取組をもって最終的に60通りの異なる結論にたどり着くスタンスで良い。FoS経験を基に、
グローバルな⼈材且つ分野を先導するリーダーとしての躍進が参加者には期待されている。しかし
ながら、両国の⼤半の参加者にとって英語は⺟国語ではなく、数⽇間に渡り、主に専⾨分野外の発
表を聴講・議論し続けることは、脳の普段未活⽤な部分が激しく刺激される。1 ⽇の終わりには疲
労感がでるものの、⼤いに楽しめるイベントに仕組まれていることに、参加する度に感⼼させられ
る。おそらくそう思い込んでいる⾃分は、「FoS 向き・FoS 愛の芽⽣えた研究者」なのだろうと⾃
負している。当然、今回の JGFoS ポツダム開催も⼈⼀倍楽しもうと意気込んで挑んだのは⾔うま
でもない。 

 

10 ⽉ 6 ⽇（⽊） 

 JGFoS のイベントは、先ず Session Coordination Meeting から始まる。この会議は本セッション
前⽇の⼣⽅に各分野の PGM とスピーカー全員が初めて顔合わせする場であり、Agenda Book に記
載された担当セッションのスケジュールに惑わされつつ、打合せを⾏う貴重な場である。⽇本から
お⼟産を持参し、場を和ませるなどの⼯夫したセッションもあったようで、⽐較的スムーズに打合
せが開始されていた。セッションで取り上げるテーマのフィロソフィーを語り合った
Mathematics/Informatics/Engineering 分野、イントロダクトリー・スピーカーにテーマを俯瞰でき
る発⾔を取り⼊れてもらえるか否かで調整に四苦⼋苦した Social Science 分野など、各分野で時間
の 過 ご し ⽅ は 異 な り 、 セ ッ シ ョ ン そ れ ぞ れ の 特 ⾊ が 垣 間 ⾒ え た 。 私 ⾃ ⾝ が 担 当 し た
Chemistry/Materials Sciences 分野では、7 ⽉に⽇本で⾏われた事前検討会の準備に合わせて、PGM2

名、イントロダクトリー1 名、スピーカー2 名の 5 名全員で Skype 会議を敢⾏し、事前検討会での
参加者の反応や FoS 会議直前に発表されたノーベル化学賞の話題まで取り⼊れて、全体の流れを固
めていった。特に、3 名のスピーカーによって提供される話題にしっかりと流れと関連性を持たせ
るようにアレンジすることを⼼がけた。既に超⼀流な若⼿の先⽣⽅に指図しなければならず、⾔葉
を選んだり、どう伝えるかを PGM 間で事前に相談したりと、調整⼒は磨かれた気がする。ほとん
どのスピーカーは FoS 初体験であり、JGFoS 参加実績のある PGM がシンポジウムの雰囲気やど
の⾓度から質問が⾶んでくるかも分からないスリル感などをしっかりと伝え、共有しておくことも、
特に発表スケジュールが会期前半に組まれたセッションでは重要である。1 時間の Session 
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Coordination Meeting は、多々確認しきれない部分も残しつつタイムリミットを迎えるのが通例で
あろうか、ドイツ側 Alexander von Humboldt（AvH）財団のスタッフの合図にせかされる形で、
Welcome Reception 会場に移動した。 

 ちなみに、私⾃⾝は JGFoS 会期前に研究ディスカッションメインではあるものの、ドイツ側化
学分野の PGM（Patrick Theato ⽒ @ U Hamburg）のラボを訪問し、イントロの打合せ、スピーカ
ー陣への最終コメントなど確認して Session Coordination Meeting に挑んだのもあり、⽐較的落ち
着いてスピーカー陣との確認作業をこなすことができた。また、Session Coordination Meeting 開
始 1 時間前から、ドイツ側 PGM 主査の Yvonne Stahl ⼥史と翌⽇の Opening Remarks の最終打合
せを⾏い、段取りなど確認した。後述もするが、Co-Chair が Yvonne さんで良かったと熟々思う。
彼⼥とは Opening、Closing Remarks のスライド準備を⼀緒に⾏ったが、とても協⼒的且つアイデ
アも多彩で、ある程度体をなした挨拶を皆さんに提供できるに⾄った。仕事を共にするパートナー
の存在、互いをリスペクトしてミッションに取り組めるかなど、PGM ならびに PGM 主査ならでは
の貴重な経験であった。 

 Welcome Reception では、ドイツ側 27 名、⽇本側 30 名の研究者に加え、AvH スタッフ、JSPS

スタッフ、また今回はベルリンの⽇本⼤使館からも数名の参加者があり、ほぼ全員が初めて顔を合
わせる場となった。⽇本から当⽇午前中に到着した参加者にとっては、時差もあり若⼲疲れの残っ
た状態だったと推測する。逆に⽇本開催においては、ドイツ側参加者の置かれた状況が同様である
ことを考えると、JGFoS は過酷さへの経験値アップも我々に期待しているのものと、勝⼿に解釈し
ている。Reception は⽴⾷形式で、ベルリン地⽅の名物でもあるカリーヴルスト（ソーセージにカ
レー⾵味のソースがかかっている）も振る舞われ、ドイツの雰囲気も⼀緒に味わうことができた。
PGM、スピーカー以外の参加者とも顔合わせ、挨拶もでき、分野毎の交流、PGM 同⼠は 1 年ぶり
の再会など、各々に次の⽇からの本セッションに向けて準備を整えたようであった。おそらくこの
時点においても、PGM および FoS 参加経験のあるスピーカー以外の参加者は、FoS の醍醐味：ど
のような異分野交流がなされ、ディスカッションに参加する楽しさ・雰囲気など、具体的なイメー
ジは掴めていなかったのではないだろうか。 

 

10 ⽉ 7 ⽇（⾦） 

 ⽬が覚めるといよいよ本セッション 1 ⽇⽬となるわけだが、毎朝の朝⾷も実は重要なコミュニケ
ーションの場である。毎朝、朝⾷会場でたまたま居合わせる参加者と同席し、FoS、研究、天候、
⾷べ物、趣味など、⾃由に会話を楽しみ、互いを知る絶好の機会となっていた。そしていよいよ、
開幕である。Opening Remarks では、AvH President である Helmut Schwarz ⽒より挨拶ならびに
JGFoS に参加する若⼿研究者への期待・メッセージが述べられた。Schwarz ⽒の述べられた異分
野・国際交流、FoS 経験を基に広い視野を持った研究分野・活動の拡張など、FoS の⽬指す趣旨に
関して私⾃⾝あらためて得⼼した。JSPS の FoS 事業委員である掛川 武先⽣より開会のご挨拶を
いただいた。また、ドイツ側 PGM 主査の Yvonne Stahl さんと共に Co-Chair としての Opening 

Remarks を述べさせていただいた。スライドを使いながらシンポジウムの趣旨、6 分野からなるセ
ッション構成、セッションテーマ決定経緯（前回京都での PGM 会議）、スケジュール、PGM の紹
介、昨年京都で開催された際の雰囲気など写真と共に紹介し、最後に我々⼆⼈が理解する FoS、楽
しみ⽅について、僭越ながら⾔葉を⾜させていただいた（冒頭参照）。その際に利⽤したスライド
（2 枚・・・語りきれないが、仕⽅なく 2 枚に集約）には以下の記述とした。 

1 枚⽬ 

Talking, Talking, Talking 
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• Meet people outside of your field and from the other country. 

• Build networks!  They will have a long lasting effect. 

Don’t be afraid and stretch a bit out of your comfort zone!  

• In FoS, there are no such thing as dumb questions. 

Questions from outside the fields are welcome. 

• When asking a question, please state your name/institution/research field so that we can 

know you.  

2 枚⽬ 

What we believe FoS is about... 

• Brainstorming 

i) No Single Conclusion, ii) Freewheeling Discussions 

iii) Quantity (Multiple ideas) >> Quality, iv) Bond Improvement 

• Future Leaders  

i) Team Networking 

ii) Initiate Research Collaborations (If possible) 

• Enjoy Unusual Opportunity 

i) Forget Your Daily Busy Businesses 

ii) Simply Enjoy FoS 

• Learn from each other 

i) Interdisciplinar & Intercultural Exchange and Communication 

ii) Boost Each Other Up 

勿論、場を和ませることも忘れず・・・⾃⾝が過去にポツダム在住時、Park Sanssouci 内で当時 3

歳だった息⼦を撮影した写真などを⼩ネタにして、最初のセッションへ向けて場を温めることがで
きていたなら幸いである。 

 今回の最初のセッションは、Biology/Life Science 分野であった。⻑⽥直樹先⽣とドイツ側は
Yvonne Stahl ⼥史が PGM としてセッションを担当、「Genome Editing: Function, Application and 

Future」に関して発表・議論が展開された。折しも会議開催前⽇に発表されたノーベル化学賞にお
いてはゲノム編集における⾰新的な技術となった Cripsr/Cas9 システムを開発したドイツ在住の
Charpentier 博⼠らが有⼒な候補として挙げられており、もし受賞となればセッションはさぞかし
盛り上がったことだろうと思われる。残念ながら本年度は他のグループが受賞する運びとなったが、
今後受賞した折には本 JGFoS の参加者は是⾮今回のセッションで得た知識を周りに披露していた
だきたいと思う。トピックはサブタイトルの「Function, Application, and Future」に沿い、先ずイ
ントロダクトリー・スピーカーの Randau ⽒（MPI-Marburg）が Crispr/Cas9 の機能と由来につい
て説明を⾏い、次に落合⽒（広島⼤）が⼀塩基置換の難しさと将来のヒトにおける臨床応⽤につい
て最新の研究報告、最後に Stuttmann ⽒（U Martin-Luther）が植物でのゲノム編集の応⽤例を紹介
した。最初のセッションという PGM ⼆⼈の⼼配事をよそに、⽮継ぎ早に質問が起こり、活発な議
論が⾏われた。将来の我々の⽣命観を変えうる技術であることから、技術的な問題点に関する質問
だけでなく、倫理に関する質問も活発に起り、分野に特化されず、幅広く興味を引いた異分野融合
を⼗分に刺激した良いセッションであった。 

上記また以後の各セッションの総括的な⽂章に関しては、⽇本側 PGM に聴取して作成された。
私の浅はかな知識のみでまとめられる⽂章より、各 PGM に担当セッションを総括いただく良い機
会にもなり、セッションの⽬指した⽅向性と実際蓋を開けた結果のギャップなども正確に伝わると
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思う。 

 全体写真撮影に次いで、ポスターセッションの Flash Talk が⾏われた。初⽇の昼⾷後と 2 ⽇⽬の
昼⾷前にポスターセッションが組まれており、参加者は誰でもポスター発表を利⽤して⾃⾝の研究
をアピールできる。今回は、参加者 60 ⼈中 46 ⼈のポスター発表エントリーがあり、⼀⼈ 90 秒の
持ち時間を使ってポスター内容のエッセンスを紹介いただいた。PGM、スピーカー以外の参加者数
は全体の半分を占めるが、彼らが全参加者向けにアピールできるのはこの Flash Talk と各分野発表
後の約 60 分ｘ６回の質疑応答時のみである。果たしてそれを意識して挑んだ参加者がいたかどう
かは判りかねるが、46 ⼈の Flash Talk はあっという間に終了した感覚であった。さすが⼀線級で活
躍する若⼿研究者、キレのある濃密な 90 秒をそれぞれが⼯夫して準備しており、ポスター発表で
の説明も合わさって相互理解が⼗分に深まった。私⾃⾝は、投影されたスライドはほぼ使わず、研
究で開発している新奇「液体」素材を発光インクとした writing の実演を⾏った。また、ポスター
セッションでは、昨年同様に分野毎にまとめてポスターが配置してあり、⾮常に分かり易かった。
指定されたポスターセッションのスケジュール以外でも、休憩時間等を利⽤して⾃由に研究討論が
⾏われており、有効に活⽤されていたようだ。実際にこのポスターセッションでの意⾒交換を機に、
共同研究に発展したケースが何件（何％）実在するのか、アンケートを採って調査してみてはいか
がだろうか。 

 ポスターセッション後は、JSPS（川上幸⼦係⻑）と AvH（Katja Hartmann プログラムディレク
ター）より両組織ならびに担当するミッションに関する説明が⾏われた。最も記憶に残っているの
は JSPS の肝いりで作成されたビデオ動画である。研究費⾯接での不採択、採択の⼀コマは、国籍
を問わず相通ずるものがあったようだ。また、FoS 後の国際共同研究へのフォローアップファンド
の準備があり、その活⽤を推進するとの話が両機関より紹介された。私⾃⾝もドイツ側参加者との
共同研究の機会を作り、本ファンドを申請・利⽤することで、研究の更なる発展、異分野への拡張・
展開に繋げたいと考えている。 

 ⼆つ⽬のセッションは、Chemistry/Materials Science 分野の「Chemistry of confined space」で
あった。PGM は、Patrick Theato ⽒と⼩⽣とで担当した。⾝近にある⽔も制限空間に閉じ込められ、
⼀⽔分⼦として振る舞うことで、バルクの⽔とは異なる性質を持つことを事例として紹介し、ナノ
空間の先端化学に関するセッションを開始した。イントロダクトリー・スピーカーに抜擢した植村
⽒（京都⼤）は、「MOF」と⾔われる⾦属と有機分⼦で作られるフレームワーク中に規制ナノ空間
を保持する材料を題材に、制限空間で繰り広げられる様々な材料機能を紹介した。講演で使⽤した
ウナギ（アナゴ？）が整然と筒の中に配列するビデオは、聴衆に強烈な印象を植え付けていた。MOF

の最⼩単位に相当する篭状分⼦の化学を、Clever ⽒（TU Dortmund）が紹介した。当セッションの
2 ⽇前に発表されたノーベル化学賞の受賞分野が「分⼦マシーン」に関する研究であり、篭状分⼦
内の制限空間を動的に制御する Clever ⽒の研究は極めて類似性が⾼く、まさに Hot Topic であった。
次いで⽣体タンパク質内に存在する制限空間・チャネルの機能に関して、井上⽒（名⼯⼤）が紹介
し、化学でフォーカスされている制限空間で起こるサイエンスの多様性を理解してもらえたと思う。
また、井上⽒の紹介したタンパク内で起こる光応答チャネル機能を模倣した⼈⼯分⼦系の研究に、
Clever ⽒が取り組んでおり、3 者の取り扱った空間制御の化学が、深い関連性を持っている点は極
めて興味深い。Quantum MOF は可能かとの物理分野からの問いは、個⼈的にツボにはまった。MOF

や⾃⼰組織化に⽤いる新規材料が環境や社会に悪影響はないのか？など FoS らしい議論も起こっ
た。FoS 最終⽇においても MOF という単語が、他分野の参加者から発せされているのを⽿にし、
化学セッションで取り上げた題材がしっかりと聴衆の記憶に残っていることを確信でき安堵した。 
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10 ⽉ 8 ⽇（⼟） 

 本セッション 2 ⽇⽬の朝は、Social Sciences 分野の「Gender, Education and Inequality」で始ま
った。PGM は、遠藤環先⽣と Hella von Unger ⼥史に担当いただいた。まず、イントロダクトリー・
スピーカーの Kessels ⼥史（FU Berlin、⼼理学者）より、現在最も注⽬されている現象が、⼥性の
STEM 科⽬における相対的なプレゼンスの低さと男性全般の学業達成における相対的低位である
ことが指摘された。⼼理学の⽴場からはその要因は、ステレオタイプに影響を受けた個⼈の主観に
よって説明されうる。次に、スピーカーの中澤⽒（⼤阪⼤）からは⽇本における議論と実態が紹介
された。中澤⽒の発表では、マクロには教育における男⼥差は全体としては縮まりつつあるものの
根強く残っていることを紹介した上で、独⾃の調査結果を⽤いて、⾼校⽣男⼥の学業達成、アスピ
レーション、選択の違いとその階層性、また想定される要因に関して議論が展開された。3 ⼈⽬の
スピーカーである Fritzsche ⼥史（U Education Freiburg）は、⽇々の学校での実践の中でいかに「男
らしさ」、「⼥らしさ」といった認識が作られ実践されているかについて、⼩学校のある教室内での
事例をエスノグラフィー的⼿法から明らかにした。上記 3 つの報告は、「⼼理学」、「社会学」、「教
育学」とアプローチが異なり、各分析⼿法は排他的ではないものの、個⼈の主観、制度や組織、実
践など、分析の⼊り⼝は異なり、社会と個⼈の相互作⽤の捉え⽅でも重きをおく点が異なっている
（セッション内でも学際的）。議論では、複雑な社会現象をいかに分析するかについて興味深い議
論が展開された。特に、個々⼈の主観や制度を分析する際に社会科学者の中にも⼊り込む可能性が
あるバイアスをどう処理するのか、また不平等と対の概念である「平等」の状態とはどのようなも
のか、といった点にも多くの質問が寄せられた。単なる属性の差異が制度的に⽣成・強化され、何
らかの社会的条件の違いと結びついていく場合、社会科学者からは不平等研究の対象となりうる。
個々⼈の選択に関する質問が多かったのは、「personal is political」つまりはいかなる個⼈の領域も
社会の⽂脈や制度からの影響を免れない点が、質問者が意識的、無意識に関⼼を持つ内容にも反映
しているかのようであり、印象深かった。 

 2 ⽇⽬のポスターセッション、昼⾷を挟んで午後のセッションは、Physics / Astrophysics 分野の
「Breakdown of Dynamics」に関して、PGM の⻑⾕川靖洋先⽣と Michael Schmiedeberg ⽒が担当
した。PGM としては、理科系研究者だけでなく、社会学研究者も含めた様々な議論を深めていく
ことを狙ったテーマ設定であった。Breakdown of Dynamics とは、⾝近にある複雑な物理現象であ
る。イントロダクトリー・スピーカーの Timme ⽒（MPI-Göttingen）より、例としてコンピュータ
ネットワークや電⼒送電について具体的なモデルの紹介が⾏われた。⽇本側スピーカーの⻄⽒（⿃
取⼤）より、交通渋滞を取り上げていただき、渋滞が何故起こるか、その解消にはどのような⼿法
が有効かなど、⼀⾒、物理学と関係なさそうな分野にも、その知識が活かされていることが紹介さ
れた。ドイツ側スピーカーの Krüger ⽒（MPI-Stuttgart）はソフトガラスについて取り上げ、ガラ
スが液体なのか、固体なのかなど、ガラス特有の複雑さについて紹介した。質疑応答についても、
参加した 6 分野に偏りなく、純粋で、物理学の研究者にとって鋭い意⾒ならびに議論が⾏われた。
当初狙っていたできるだけ多くの参加者が議論に参加できたという点が印象的で、我々の⾝の回り
に物理学の考えやモデルが活かされていることを共有できたという点で、PGM としても⾮常に⾯
⽩かったと感じた。 

 このセッション後、Cultural tour として Park Sanssouci の散策を 2 グループに分かれて⾏った。
ガイドの説明も準備されており、ポツダムの歴史なども学びながら宮殿公園内の建造物を巡って、
ディナー会場の Krongut Bornstedt まで到達した。巡ったルートでカバーできたのは宮殿公園全体
の半分ほどであった事実を参加者は気付いていただろうか？それほど Park Sanssouci は広⼤であ
る。Cultural tour とディナーを通して、分野に関係なく参加者同⼠が⾃然に会話を楽しんでおり、
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それまでホテルに約 1 ⽇半の間、⽸詰状態だったフラストレーションを解放していたようだ。⾷事
の後、ホテルまで戻ってきた後も約 1/3 のメンバーはホテル近くのバーで交流を続けていた。ここ
で率先して国際交流の⼿本を⾒せていただけたのが、FoS 事業委員である掛川先⽣であり、私もし
っかりと学ばせていただいた。 

 

10 ⽉ 9 ⽇（⽇） 

 いよいよ最終⽇である。朝のセッションとなった Mathematics/Informatics/Engineering 分野では
「Machine Consciousness（⼈⼯意識）」という挑戦的なテーマが取り上げられた。⽇本側 PGM に
Google Japan の⼭崎俊太郎⽒、ドイツ側は Gabriele Peters ⼥史が担当した。両 PGM の専⾨から
遠い分野であることもあり、開始前は⼤きく 3 つの不安があった。第⼀に、Consciousness（意識）
という、厳密に定義できない事象に対する科学的⽅法論を、説得⼒を持って伝えられるか。第⼆に、
発表者が必ずしも「⼈⼯意識」を直接研究しているわけではないため、細かい質問が出た時に的確
に答えられるか。第三に、質疑セッションが定義論争・哲学論争などに陥らないようにうまく流れ
を作ることができるか。結果として、幸いにも全て杞憂に終わった。当⽇はイントロダクトリー・
スピーカーの⽇⾼⽒（JAIST）から、Consciousness 研究の歴史と⽅法論の紹介があり、Quality と
Quantity の両⾯からの分析が必要であるという明確な問題設定がなされた。続いてドイツ側スピー
カーの Butz ⽒(U Tuebingen)から、意識の Quality 的側⾯の研究として、⾔語による推論機構に関
する発表があった。最後に、意識の Quantity を測る⽅法論として、⼤泉⽒（理研）から意識の情報
統合論に関する発表がなされた。質疑セッションでは、途切れることなく質疑があり、またその内
容も本質的かつ分野横断的な FoS らしいものであった。 

今回最後のセッションとなった Earth Science/Geosciences/Environment 分野では、「The future 

of Ice」と題し、⾃然科学および社会科学の両者において重要なトピックである地球温暖化問題が
テーマであった。PGM は⾅井寛裕先⽣と Thomas Laepple ⽒が担当した。近未来の温度上昇およ
びそれに伴う地球環境への影響に⼤きな注⽬が集まる地球温暖化問題だが、本セッションでは
「Past is the key to the Future」をコンセプトに、各発表者とも地球科学として真正⾯から地球温
暖化問題に向き合う熱のこもった発表が⾏われた。イントロダクトリー・スピーカーの飯塚⽒（北
⼤）は、氷床コア試料に記録された古環境条件（温度・CO2 濃度など）の復元から、気候を決定す
る各物理化学要素間のフィードバック機構に関する発表を⾏った。オブラクタ⽒（秋⽥⼤）は、海
洋底の堆積物層序から地球規模での物質⼤循環およびその環境変動への影響に関する発表を⾏っ
た。ドイツ側のスピーカーである Weikusat ⼥史（U Tubingen)は、氷床の海洋への流出が地球環境
を決定する重要な要因であるとの仮説の元、実験および理論の両⾯から氷床流出過程の現実的な予
測値を与えるという、⾮常に野⼼的な研究を発表した。その後の質疑応答では、「では、いったい
将来はどうなるのか？」といった最も本質的な質問がなされ、それに対し PGM を含めた各発表者
がそれぞれ全く異なる意⾒を持っていることがとても印象的深い。地球環境問題は、発展段階にあ
る科学（まさに FoS）にふさわしい内容であった。 

 

 あっという間に 6 分野のセッションが終了し、PGM 主査による Closing Remarks となった。実
は、初⽇よりこの場の為に写真を撮り貯め、セッション中も話しのポイントや印象深い議論などを
メモっていた。PGM 主査を仰せつかってから、ずっとプレッシャーを感じていたのもこの数分間
の挨拶の為でもあった。Closing Remarks のスライドをドイツ側主査のYvonneさんと準備する際、
様々なアイデア、ユーモアのある写真なども数多く提供していただいたお陰で、今回の JGFoS 全
体を魅⼒的に振り返ることができた（無事に）。参加者の皆様にも少しの間、怒濤の 3 ⽇間を楽し
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く振り返って頂けたのではないか。ここまで来ると充実感で⼀杯である。例年、幾つかのアクシデ
ントに遭遇しながら進⾏する JGFoS であったが、今年は幸か不幸かこれといったトラブルは⽣じ
なかった（トラブル無く終えたことがある意味アクシデントだったかもしれない。それぐらい例年
何か起こっていたようだ。）。個⼈的な分析ではあるが、次回の JGFoS は 2 年後（＠京都）となる
予定であり、次回のセッションテーマを選定する PGM 会議が本会期中に設定がなかった。次期
PGM はもとより、AvH、JSPS のスタッフ、アドバイザーの先⽣⽅も含めて、その分リラックスし
て参加されていたのかもしれない。PGM Chair の挨拶に次いで、JSPS の FoS 事業委員の藤垣 裕
⼦先⽣と AvH の Katja Hartmann プログラムディレクターより、総評のご挨拶をいただいた。そし
て最後に、AvH と JSPS より PGM 全員へ記念品を贈呈いただき、全ての公式⾏事が終了した。そ
のまま⼼地よい余韻に浸った状態で Farewell Lunch を楽しんだ。ドイツ側参加者とは昼⾷後に別れ
の挨拶を取り交わし、⽇本側参加者もほとんどが当⽇⼣⽅、ベルリン発の⾶⾏機で帰国の途に就い
た。今回はドイツ開催であったため、開催の準備段階から空港に向かうバスの⼿配など最後の最後
までご尽⼒いただいた Katja Hartmann プログラムディレクター、Anke Teubner プログラムオフィ
サーをはじめとした AvH の皆様には、深く感謝申し上げたい。 

 次期 PGM 兼参加者として 2 年前のブレーメンより参加させていただいた JGFoS、昨年の京都
（PGM）、今回のポツダム（PGM 主査）と計 3 回の参加ではあったものの、その充実度は他では決
して味わうことのできないものであった。PGM 会議から 1 年を費やして（作業は年に数回に集中）
担当分野セッションの構築、PGM パートナーやスピーカーと国を超えて連携を図った経験は、必
ずや今後の研究活動、特に国際共同研究への申請時に役に⽴つだろう。他分野の PGM と FoS を通
じたネットワークを構築できたことは、⾃分にとっての⼀⽣の財産である。JGFoS を共にした延べ
180 名の⽇独の研究者の中から、将来ノーベル賞受賞者が輩出されるとなると、嘸かし嬉しいもの
であろう。私が FoS にのめり込む切っ掛けとなったのは、ブレーメンでの PGM 会議の際に⾃分が
推したテーマが採択されなかった時からである。あの場⾯での悔しさ、推しのテーマを魅⼒的に紹
介できず、他の PGM の⼼を掴めなかった不甲斐なさ。京都での PGM 会議では、⽣憎ドイツ側 PGM

が参加できず⼀⼈で 3 テーマをプレゼンし、しかもその⽇の会議が１分野のみであったことから 1

時間ほど議論も⽩熱した上で今年のテーマ（⾃分の推しのテーマ）を勝ち取った。リベンジ成功で
ある。「FoS 愛」が⾃分の中に芽⽣えていることをいつしか覚った。 

 今年の JGFoS を満喫できたのも、1 年間共に活動頂いた 5 名の PGM の⽀えがあってこそである。
遠藤さん、⼭崎さん、⾅井さん、⻑⾕川さん、⻑⽥さん。皆さん常に協⼒的で、事前検討会から本
報告書を作成するに⾄るまで、貴重な意⾒、アドバイス、各セッションの総括をご提供いただくな
ど、この場を借りてあらためて御礼申し上げます。次期 PGM でもある⻑⾕川さん、⻑⽥さんには、
新 PGM の 4 名と共に、JGFoS に新たな 1 ページを加えていただきたい。2 年後の京都、楽しみで
すね。繰り返しになるが、ドイツ側 PGM 主査の Yvonne Stahl さんとは、主に PGM 会議司会、
Opening と Closing Remarks の準備と挨拶を協⼒し⾏った。最後まで完⾛できたのは、単に彼⼥の
優しさ、協調性、独創性などに⽀えられたからであり、シンポジウムを成功に導くことができた達
成感・充実感を Yvonne さんと分かち合えたことを誇りに思う。また、ドイツ側 PGM の皆さんに
もこの場を借りて御礼申し上げたい。FoS 事業委員の先⽣⽅には、いつも貴重なアドバイスをいた
だき、時に叱咤激励していただき誠にありがとうございました。先⽣⽅の FoS 愛に⽐べれば私のも
のはまだまだ⼤したものではないが、早速、遠藤さんとともにリサイクルされるとの話を伺ってい
ますので、⾃分なりに FoS 愛を育んでみたく思います。改めて、貴重な機会を与えて頂き感謝申し
上げます。いつもながら完璧な準備とサポートを提供いただきました JSPS の川上係⻑（川上様の
FoS 愛、参加者に⼗分伝わっています！）、会期前メール連絡・会期中の写真撮影などアレンジい
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ただいた林⽥様（同郷で⼤学の後輩でもあり、⾊々とお願いし易く⼤いに助かりました）及び⾦⼭
様（いつも変わらぬ冷静さは安⼼感を⽣んでいました）、また事前検討会でお世話になりました笹
川課⻑には、⼼より感謝申し上げます。 

 分野を超えた国際交流、専⾨の先端科学を基軸とした連携など、⻑期的な視野で⼈的ネットワー
クを構築する FoS の理念を理解し、実践することで研究活動の幅を広げ今後に活かして⾏きたい。
この FoS 愛的感覚をより多くの若⼿研究者に体感して欲しい。FoS 経験者が⽇本・世界の科学を
先導し、社会の発展に貢献することを祈念する。 

 

Biology / Life Science           Chemistry / Materials Science 

Social Sciences              Physics / Astrophysics 

Mathematics / Informatics / Engineering   Earth Science / Geosciences / Environment 
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