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Art in Science

IVth
アジアは、近年最も目覚ましい経済発展を遂げている地域

であり、学術研究の発展についても世界的な注目を集めてお
ります。アジア太平洋地域の更なる科学技術の発展のために
は、地域固有の文化に基づき、個々の専門を超えた広い視野
を持つ才能ある若手研究者を育てることが必要です。「HOPE
ミーティング」は、アジア太平洋地域でネットワークの強化
を図り若手研究者を育成することを目的としたアジア随一の
催しです。
今回は、「未来を創る化学」をテーマとして、2010年にノー

ベル化学賞を受賞された鈴木章先生と根岸英一先生をはじめ
とした化学分野のノーベル賞受賞者や世界トップレベルの研
究者が参加します。参加者は、第一線の研究者との交流し、
本質的な知識の探求者としての精神や哲学に触れることで、
大きな刺激を得ることができ、未知の挑戦にいたった原動力
と情熱を感じ取れるはずです。また、同じ問題意識を持った
国や地域を越えた仲間と話し合う中で、新しいイノベーショ
ンに向けてのモチベーションを得ることができるものと思い
ます。科学という同じ道を志す若者同士がHOPEミーティン
グを通じて知り合い、異なる文化を認め合い、友人となり、
そして将来にわたって切磋琢磨することによって、アジア太
平洋のみならず世界の科学の発展と人類社会全体をより豊か
にすることにつながることを期待しています。

アジア太平洋地域の科学技術の発展には、
広い学問的視野や多様な文化に基づく高い
価値観をもった若手研究者を育成すること
が不可欠です。
2008年に開始したHOPEミーティング

では、アジア太平洋地域から選抜された優
秀な大学院生を対象として、科学者として
より広い教養の涵養と人間性の陶冶を図
り、彼らが将来のアジア地域の科学研究を
担う研究者として飛躍するとともに、同
地域の科学技術コミュニティの基礎と
なる相互のネットワークを構築するよう
な機会を提供することを目的としています。
そのため、プログラムは、ノーベル賞受賞者
などの世界の知のフロンティアを開拓した
人々との対話、寝食を共にしての参加者同
士の交流、さらには人文社会・芸術分野の
講演やコンサートといった幅広いものと
なっています。
会議名には、「若手研究者の活躍への希望」

と「将来のアジア科学技術コミュニティ形
成への希望」という2つの意味が込められ
ています。
また、科学を志す若者が「科学の美しさ」

を自ら実現していく契機となることを期
待して“Art in Science”を大会コンセプトと
しています。
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小林 誠 博士
2008年ノーベル物理学賞
独立行政法人 日本学術振興会
学術システム研究センター 所長

日本学術振興会
国際事業部 地域交流課 HOPEミーティング担当

〒102-8472 東京都千代田区一番町8番地　
電話：03-3263-2414　FAX：03-3234-3700
E-Mail: hope-meetings@jsps.go.jp

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

お問い合わせ先

独立行政法人日本学術振興会

バングラデシュ
バングラデシュ科学アカデミー

ニュージーランド
研究科学技術省

中国
中国国家自然科学基金委員会

フィリピン
科学技術省

インド
インド科学技術庁

台湾
中央研究院

インドネシア
インドネシア科学院

タイ
タイ学術研究会議

イスラエル
科学技術省

ベトナム
科学技術アカデミー

大韓民国
韓国研究財団

ベトナム
科学技術省

マレーシア
マレーシア国立大学長会議

海外協力機関

シンガポール
国立シンガポール大学

エジプト
エジプト高等教育・科学研究省

オーストラリア
オーストラリア科学アカデミー

モンゴル
モンゴル教育文化科学省
モンゴル
モンゴル教育文



2012年3月7日（水）～ 11日（日）

つくば国際会議場 （茨城県つくば市）

「未来を創る化学」

会　期

会　場

テーマ

参加予定講演者（敬称略）
［ノーベル賞受賞者］
　ジョン・Ｅ・ウォーカー 1997年化学賞
　野依 良治 2001年化学賞
　ロデリック・マキノン 2003年化学賞
　鈴木 章 2010年化学賞
　根岸 英一 2010年化学賞
　ダン・シェヒトマン 2011年化学賞
　江崎 玲於奈 1973年物理学賞
　小林 誠 2008年物理学賞、
 組織委員長

［招待講演者］
　グンナー・エクイスト
 （前スウェーデン王立科学アカデミー事務総長／
   ウメオ大学植物生理学教授）

　相田 卓三
 （東京大学大学院工学系研究科教授）

第4回  HOPEミーティング開催概要

第4回  HOPEミーティングプログラム案

日本（25）、オーストラリア（5）、バングラデシュ（3）、中国（10）、エジプト（3）、インド（8）、インドネシア（5）、
イスラエル（5）、韓国（8）、マレーシア（5）、モンゴル（3）、ニュージーランド（5）、フィリピン（3）、シンガポール（5）、
台湾（5）、タイ（5）、ベトナム（5）（  ）は参加予定人数

参加予定国

AM

3/7
（水）

3/8
（木）

3/9
（金）

3/10
（土）

3/11
（日）

Date

開会式 基調講演 講　演

プレゼンテーション 閉会式

講　演

講　演

講　演

PM

グループ
ディスカッション

エクスカーション

HOPE Jr.

研究施設見学

HOPEダイアログ

グループ
ディスカッション

ポスター
セッション

ポスター
セッション

文化
プログラム

グループ
ディスカッション

文化
プログラム

講演者 （敬称略）

［ノーベル賞受賞者］
　江崎 玲於奈 1973年物理学賞、組織委員長
　ロバート・Ｂ・ラフリン 1998年物理学賞
　ハインリッヒ・ローラー 1986年物理学賞
　アラン・ヒーガー 2000年化学賞
　白川 英樹 2000年化学賞

［招待講演者］
　●ボルゲ・ヨハンソン （ストックホルム王立工科大学/ウプサラ大学教授）

　●飯島 澄男 （名城大学大学教授）　●荒川 泰彦 （東京大学教授）

　●藤嶋 昭 （財団法人神奈川科学技術アカデミー理事長）

　●安藤 恒也 （東京工業大学教授）　●柳田 敏雄 （大阪大学教授）

　●平山 郁夫 （文化財保護・芸術研究助成財団理事長、画家）

　●デイヴィッド・スウィンバンクス
　　（ネイチャーパブリッシンググループ パブリッシングディレクター）

2008年2月24日（日）～29日（金）

つくば国際会議場（茨城県つくば市）

ナノサイエンス＆ナノテクノロジー対象分野

会　　場

会　　期

第1回  HOPEミーティング

開催実績

講演者 （敬称略）

［ノーベル賞受賞者］
　小林 誠 2008年物理学賞、組織委員長
　江崎 玲於奈 1973年物理学賞
　デイビッド・J・グロス 2004年物理学賞
　益川 敏英 2008年物理学賞
　リヒャルト・R・エルンスト 1991年化学賞
　野依 良治 2001年化学賞
　白川 英樹 2000年化学賞
　田中 耕一 2002年化学賞
　アダ・E・ヨナット 2009年化学賞

［招待講演者］
　●グンナー・エクイスト
 （前スウェーデン王立科学アカデミー事務総長、

   ウメオ大学植物生理学教授）

　●ロバート・キャンベル （東京大学総合文化研究科教授）

2011年3月7日（月）～11日（金）

グランドプリンスホテル新高輪

物理学（及び関連分野）対象分野

会　　場

会　　期

第3回  HOPEミーティング

講演者 （敬称略）

［ノーベル賞受賞者］
　野依 良治 2001年化学賞、組織委員長
　ピーター・アグレ 2003年化学賞
　李 遠哲（ユアン・Ｔ・リー） 1986年化学賞
　田中 耕一 2002年化学賞
　江崎 玲於奈 1973年物理学賞
　小林 誠 2008年物理学賞
　利根川 進 1987年医学・生理学賞

［招待講演者］
　●スヴァンテ・リンドクヴィスト
　　（スウェーデン王立科学アカデミー会長、ノーベル博物館館長）

　●高階 秀爾 （大原美術館館長）

　●安藤 忠雄 （建築家）（ビデオ講演）

　●中村 栄一 （東京大学教授）

2009年9月27日（日）～10月１日（木）

ザ・プリンス箱根（神奈川県箱根町）

化学（及び関連分野）対象分野

会　　場

会　　期

第2回  HOPEミーティング




