
February 2014

理研ーマックスプランク協会　研究協力三十周年記念

C E L E B R AT I N G  3 0  Y E A R S  O F  C O L L A B O R AT I O N



理研とマックスプランク協会の研究協力の歴史

History of the Partnership between 
RIKEN and Max-Planck-Gesellschaft

As we celebrate the thirtieth anniversary of research collaboration between RIKEN and the Max-Planck-Gesellschaft 

(MPG), it is meaningful to note that both institutions, today leading the world in science and technology, were born 

about one hundred years ago and have many things in common.

この度研究協力 30周年を迎えた理化学研究所（以下、理研）とマックスプランク協会は、約 100年前に時を同じくして誕

生した。似通った運命をたどった両者は、現在両国を代表する研究所であると同時に、世界の科学技術を牽引する組織となっ

ている。



1 Origins 両機関の誕生

In October 1910, Kaiser Wilhelm II gave an address at Berlin University’s centenary 

celebration. Firstly, he announced a plan to establish an institute for scientific 

research, different from a university and with the researchers released from the 

obligation of teaching. Secondly, he declared that funds for this institute would be 

raised from the private sector. Following a proposal by the German minister for 

education, the Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) was founded in 1911.

1910 年 10 月ベルリン大学創立 100 周年記念祝典にて、時のカイザー（皇帝）、
ヴィルヘルム 2 世が講演を行った。ヴィルヘルム 2 世は、大学とは異なり教育
の義務から解放され、研究に専念できる研究所を設立する計画を発表し、さら
に、民間セクターから資金を集めることを宣言した。その後文部大臣による『学
術振興のためのカイザー・ヴィルヘルム協会』創立委員会の設置を経て、1911
年にカイザー・ヴィルヘルム協会が設立された。

RIKEN was born based on engineer and pharmacologist Jokichi Takamine’s idea for 

the establishment of a national research institute modeled after the KWG. Takamine 

asserted that the world was moving away from mechanical industry and toward 

scientific industry. Observing that the Western countries were setting up many 

research institutes, he recommended that Japan should establish an institution 

devoted to the study of pure science. Thanks to efforts by many pioneers including 

Eiichi Shibusawa, RIKEN was established as a private foundation in 1917.

一方、財団法人理研は工学・薬学博士であった高峰譲吉の「国民科学研究所」
設立の構想をきっかけに誕生した。この時、理研のモデルとなったのはカイザー・
ヴィルヘルム協会であった。高峰は欧米諸国では既に数多くの科学研究所が設
立されていることを踏まえ、「これからの世界は理化学工業の時代になる。日本
も理化学工業によって国を興そうとするなら、基礎となる純正理化学の研究所
を設立する必要がある」とし、研究所設立の必要性を提唱したのである。財界
の渋沢栄一はじめ数多くの先人たちの努力により、財団法人理研が誕生したの
は 1917 年のことであった。

Founding ceremony of KWG

カイザー・ヴィルヘルム協会の創立式典

First RIKEN building in Komagome

財団理研の象徴「1 号館」
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終戦後カイザー・ヴィルヘルム協会は、1948
年にマックスプランク協会として再編された。
一方、理研も株式会社科学研究所として再編
され、苦難の時期にあった。

その後 1958 年 3 月、理研は特殊法人とし
て日本の科学技術の最先端を担う役割を取り
戻した。その初代理事長に就任した長岡治男
は、「科学の殿堂」と呼ばれ日本の科学技術を
先導した財団理研を、いかに新時代に復活さ
せ、再建するかという難題を背負った。1960
年 5 月、長岡理事長は理研再建構想を模索す
べく欧米視察に向かい、ゲッティンゲンにマッ
クスプランク協会の Otto Hahn 会長を訪ね
た。長岡理事長は後に、「かつてのカイザー・
ヴィルヘルム研究所、今のマックスプランク
研究所は、今では、世界トップランクである。
その歴史と生き方が知りたかった。なぜなら、
理研はこの研究所をモデルにして約半世紀前
に創立されたものだから」と、ドイツ訪問の

感想を寄せている。
1970 年代、理研とマックスプランク協会

の間では、化学、金属科学、生物物理学、植

物バイオテクノロジー、核物理学などの研究
分野で研究交流が開始された。

Transformations and the 
beginning of collaboration
変革と研究交流の始まり

In Germany the KWG was reestablished as the 

MPG and started operating in 1948 after World 

War II. RIKEN struggled as a private company, 

KAKEN (Scientific Research Institute Ltd.), 

during this period.

In March 1958, with its new status as a 

public corporation, RIKEN took back its 

place as the foremost science and technology 

institution in Japan under the leadership of 

Haruo Nagaoka, who had previously worked 

in the private sector. Before the war RIKEN had 

been called a “paradise for scientists” at the 

forefront of Japanese science and technology, 

and Nagaoka’s difficult task was rebuilding 

RIKEN and bringing it back to life in the new 

age.

In May 1960, President Nagaoka visited 

Europe and America to search for ideas on 

how to rebuild RIKEN and during his visit 

he met Otto Hahn, President of the MPG in 

Göttingen. Recalling his trip to Germany, 

President Nagaoka said, “the Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft, now the Max-Planck-Gesellschaft, 

is a top-class institution. I wanted to learn about 

its history because RIKEN was founded a half-

century ago with it as a model.”

In the 1970s, collaborations began between 

RIKEN and the MPG in areas such as chemistry, 

metal research, biophysics, plant breeding, and 

nuclear physics.

Otto Hahn, founding President of MPG

Otto Hahn　MPG 初代会長
Haruo Nagaoka, first President of RIKEN

長岡治男　理研初代理事長



3 Conclusion of the agreement and 
the key players 協定締結と立役者

Institutional cooperation between RIKEN and 

MPG is based on a framework agreement 

signed in 1984 by the presidents, Tatuoki 

Miyazima and Reimar Lüst, for long-term 

scientific cooperation in areas of mutual 

interest on the basis of direct communication 

between scientists. This was preceded by a visit 

to Japan by Heinz Riesenhuber, Germany’s 

former Federal Minister for Research and 

Technology, in August 1983, and during his 

visit Japan first expressed an interest in an 

agreement between RIKEN and MPG.

Along with President Miyazima, MPG 

President Heinz Staab, successor to Reimar 

Lüs t ,  p layed an indispensable  ro le  in 

deepening this cooperative relationship. When 

Miyazima took up his position as RIKEN’s 

President in 1980, he declared, “We need to 

become more international in all aspects,” and 

promoted a policy of making RIKEN a “melting 

pot of world-class researchers,” that engage 

in international collaborative research with 

world-class institutes, starting with the MPG. 

President Staab, following the direction set by 

his predecessor, strengthened the relationship 

with RIKEN by serving as Chair of the first 

RIKEN Advisory Council and by supporting 

RIKEN’s Frontier Research Program. With 

funding from the Japanese government, the 

Frontier Research Program was launched in 

1986 with the objective of having one-third of 

its research staff recruited from overseas. The 

agreement signed between RIKEN and MPG 

was a major reason for the great success of this 

program. 

The exchange of scientists between RIKEN 

and the MPG picked up momentum in the 

early 1990s. In October 1992 President Staab 

wrote a letter to his successor, President 

Hans Zacher, emphasizing RIKEN’s excellent 

experimental facili t ies and outstanding 

scient is t s ,  and s t rongly recommended 

maintaining and expanding the relationship. 

Wolfgang Knoll (MPI for Polymer Research) 

also played a key role as one of the few non-

Japanese Project Leaders in RIKEN’s Frontier 

Research Program.

Collaboration and the exchange of scientists 

between the two institutions continued during 

this period. 

1983 年 8 月、ドイツの Heinz Riesenhuber
研究技術大臣が来日した際、安田隆明科学技
術長官より、理研とマックスプランク協会の
長期協力に関する提案がなされ、翌年、機関
間での協力を推し進めるべく宮島龍興理事長
と Reimar Lüst 会長が理研とマックスプラン
ク協会本部の研究協力協定を締結した。

両機関の協力について語る上で欠かすこと
が出来ないのが、Heinz Staab 会長と宮島理
事長である。宮島理事長は 1980 年に理研の
理事長に就任すると「理研は、あらゆる面で
国際化しなければならない」との方針を打ち
出し、理研を「世界的な研究者のルツボ」と

することを目指した。そして、マックスプラ
ンク協会をはじめ多くの海外研究機関との連
携を推進していったのである。一方 Lüst 会
長の後を引き継ぎ会長に就任した Staab 氏
は、理研アドバイザリー・カウンシルの初代
議長や理研の国際フロンティア研究システム
の運営委員会委員を務め、両機関の緊密な関
係はさらに高まっていった。なお、理研の国
際フロンティア研究システムは、研究スタッ
フの 3 分の 1 を外国人研究者で構成するこ
とを目標に 1986 年に設置されたものである
が、マックスプランク協会との協定の存在は、
このプログラム推進に大いに貢献した。

1990 年代に入ると、両者間の交流がさら
に活発に展開された。1992 年 10 月 Staab
元会長は、後継者の Hans Zacher 会長に宛
てた手紙の中で、理研の優れた研究設備や卓
越した研究者について強調し、関係を拡大す
ることを強く推薦している。また、国際フロ
ンティア研究システム・マテリアルグループ
のディレクターに、Wolfgang Knoll 氏（マッ
クスプランク高分子研究所）が任命されると
ともに、同研究所から数名の研究者が参加し、
活発な研究協力が行われた。

Two Presidents, Tatuoki Miyazima (left) and Reimar Lüst (right), meet at MPG Headquarters

MPG 本部にて意見を交わす宮島龍興理事長（左）と Reimar Lüst 会長（右）
Dr. Heinz Staab on laboratory visit as a chair of RIKEN Advisory Council (center)

理研アドバイザリー・カウンシル議長として研究室訪問を行う Heinz Staab 会長（中央）
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Source: Fragments of RIKEN’s History and MPG Archives

参考：理研八十八年史、MPG アーカイブス

連携研究センターの設立

The establishment of a 
joint research center

協力協定締結から 25 周年を迎えた 2009 年 1 月、さらなる連携研究を推進すべく、合
同カンファレンスが開催された。このカンファレンスでは、ケミカルバイオロジー分野
において双方が連携することで、世界的にも貴重な天然と合成を合わせた化合物バンク
を誕生させることができるだろうという結論に至り、2010 年 1 月理研の野依良治理
事長、ならびに当時の理研基幹研究所の玉尾皓平所長、マックスプランク協会の Peter 
Gruss 会長によって、システムズケミカルバイオロジー研究領域での研究協力に関する
覚書が締結された。2011 年 3 月には理研－マックスプランク連携研究センターが設立
され、Herbert Waldmann、Peter Seeberger、長田裕之、谷口直之を中心に、シス
テムズケミカルバイオロジー分野での連携研究を展開している。

今日、日本唯一の自然科学の総合研究所である理研は、最もマックスプランク協会に
類似した研究機関として認識されている。日本の研究システムの変革の中、理研はその
独立性・国際性・評価システムなどにおいて、国内の研究機関のモデルとして位置づけ
られているが、これには外部評価委員としてマックスプランク協会の研究者も大いに貢
献している。

両機関は日独を代表する総合研究機関として広く研究協力を続け、パートナーとして
共に歩みを進めている。

Sign for RIKEN-Max Planck Joint Research Center

理研−マックスプランク連携研究センターの看板

Drs. Ryoji Noyori, Peter Gruss, and Kohei Tamao (left to right) 
after signing the MOU for research collaboration in the field 
of systems chemical biology

システムズケミカルバイオロジー研究分野での研究協力に関す
る覚書調印後の野依良治理事長（左）、Peter Gruss 会長（中央）、
玉尾皓平所長（右）

Main entrance of the MPG Headquarters in Munich

MPG ミュンヘン本部

Main Research Building, RIKEN

理研の研究本館

RIKEN and MPG held a joint conference in January 2009, which marked 25 years of 

cooperation, at the MPG headquarters. At this conference, the suggestion was made for 

the creation of a global resource for chemical compounds by combining the banks of the 

MPG and RIKEN. The following year, the presidents of the MPG and RIKEN, and the Head 

of the RIKEN Advanced Science Institute, signed a memorandum of understanding to plan 

for a joint center in the field of systems chemical biology. This agreement led to a project 

involving the exchange of researchers and students and the joint research centers for 

Systems Chemical Biology were established in March 2011. The Center’s founding teams 

were made up of Max Planck directors, Herbert Waldmann (MPI of Molecular Physiology) 

and Peter Seeberger (MPI of Colloids and Interfaces), and two eminent RIKEN researchers, 

Hiroyuki Osada and Naoyuki Taniguchi.

In the succeeding years RIKEN and the MPG have hosted many researchers from 

each other’s institutions. Research collaboration in many areas continues to deepen the 

partnership. As part of the latest reforms of the Japanese research system, RIKEN was 

officially described as an example and a model for other Japanese research institutions due 

to its independence, its strong international orientation and its evaluation system. Many 

MPG scientists contribute as members of science advisory boards for RIKEN. 

We are greatly honored that RIKEN is recognized today as the research institution in 

Japan the most similar to the MPG.

© Kai Weinsziehr


