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文頭から唐突で恐縮だが、ひょっとすると「JAFoS シンポジウムって何だろう？報告書

があるから、ちょっと読んでみよう」と思って本稿を読み始めた方もいらっしゃるかもし

れない。JAFoS シンポジウムは、一言で言えば、日本学術振興会（学振）が開催する独特

な形態の研究者向けの異文化・異分野交流イベントである。私はこのシンポジウムに関わ

ることで、専門分野の異なる数多くの友人を得ると同時に、様々な最先端トピックや研究

のあり方・研究者の生き方などを実体験として学ぶという、貴重な経験をすることができ

た。そこで、これまで JAFoS シンポジウムに参加する機会の無かったという方にも（むし

ろ、そういう方にこそ）、その雰囲気をお伝えすると同時に、もし興味があればぜひ参加を

お勧めしたいという気持ちで報告させていただく。 
 

FoS シンポジウムとは、先端科学（Frontiers of Science: FoS）シンポジウムの略称であ

り、学振のホームページによれば「次世代を担うリーダーの育成と世界をリードする人材

を結ぶネットワーク形成を目的として、日本及び諸外国の新進気鋭の若手研究者を対象に、

最先端の科学トピックについて分野横断的な議論を行う合宿形式の国際シンポジウム」を

指す（http://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/sinpojum.html）。これまで、日米、日独、日仏、日

英などの二国間で FoS シンポジウムが行われてきているが、中でも、日米で行うシンポジ

ウム、つまり日米先端科学（JAFoS）シンポジウムが最も古く、1998 年から開始され、2016
年の今回が第 15 回目であった。 
 

JAFoS シンポジウムは 3 日間の日程で開催され、自然科学・社会科学全分野をカバーす

る 8 つのセッションが行われる。各セッションでは、前もって選定されたトピックについ

て専門家による 3 つの講演を聞いた後に、日米約 40 名ずつの参加者全員で自由に討論を行

う（各セッションは講演 75 分＋討論 45 分）。参加者も、自然科学・社会科学全分野をカバ

ーする広い範囲から選ばれた研究者である。なお、参加研究者の参加資格には独特の制限

があり、45歳以下かつこれまでにFoSシンポジウムに参加したことのない方に限られる(※)。
これは、若手研究者を重視し、しかも幅広い研究者に参加する機会を与えよう、という配

慮による。 
 
さて、今回の第 15 回 JAFoS シンポジウムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アーバ



インの Arnold and Mabel Beckman Center において、平成 28 年 12 月 2－4 日の日程で開

催された。私は、本シンポジウムには、第 13 回（2012 年）にチェア(現在のイントロダク

トリー・スピーカー)として参加し、第 14 回（2014 年）はプランニング・グループ・メン

バー（PGM）として参加し、今回は PGM 主査として参加した（なお PGM は上記の参加

回数制限の適用外になる）。PGM は、日米 8 名ずつおり、8 つのセッションのトピックを

選定し企画するという役割を担っている。今回の我々PGM の活動は、2 年前の第 14 回

JAFoS シンポジウムにおける PGM 会議から始まった。最初の仕事は、各 PGM がこれぞ

と思うトピックについて幅広く情報収集することであった。そして、本番のシンポジウム

から 1 年前にあたる 2015 年 11 月に、トピック選定のための PGM 会議がハワイで開催さ

れた。各 PGM 選りすぐりのトピック候補を日米の PGM 全員で 1 日かけて議論し、投票で

最終決定をするという会議である。PGM の仕事としては最も重要な仕事である。なにしろ、

幅広いバックグラウンドを持った（しかも各分野で実績を上げている、目の肥えた）参加

者に楽しんでもらえるようなトピックを選定することがセッションの成功に直結するから

である。他分野の PGM に対しては、自分の関わっている分野がいかに面白いか、重要な研

究をしているかというところを見せたい。と同時に、日本側の提案か、アメリカ側の提案

か、どちらが選ばれるかという側面も持つ。私は「物理学・宇宙物理学・天文学」セッシ

ョンの PGM であったが、やはり、PGM 会議には相当気合を入れて臨んだことを思い出す。 
 
トピックが決まれば、今度は、各 PGM がそれぞれの国から、トピックに相応しい講演者

を計 3 名選出する（より正確には、PGM が講演者を何名か推薦し、学振に設置される先端

科学(FoS)シンポジウム事業委員会が決定するのが日本側の正式なプロセスである）。選定さ

れたトピックを背負って立てるような実績を持ち、かつ、分野外の参加者の興味を引きつ

けることのできるプレゼンテーション能力の高い講演者を確保すること、これもまた、PGM
の重要な任務である。このプロセスには数ヶ月を要する。このような経緯を経て開催され

る本番の JAFoS シンポジウムは、PGM にとってはまさに集大成の場であり、自らが企画

したセッションが盛り上がるかどうか、固唾を呑んで見守ることになる。 

 
今回の 8 つのセッションとトピックを表 1 に示す。話題が極めて多岐にわたっているこ

とをご理解いただけるものと思う。講演者は皆、各トピックにおける第一線の若手研究者

であり、参加者は最先端の研究内容を生き生きとしたプレゼンテーションを通して知るこ

とができる。しかも、討論の時間も十分にとられており、その場で何でも聞く事ができる

し、どんな意見でも歓迎される。8 つのセッションとは別にポスターセッションの時間も設

けられており、参加者同士でさらに幅広く各自の研究を紹介しあう。3 日間でこなすにはか

なりハードなスケジュールであるが、好奇心旺盛な人にとっては誠に得難い体験となる。

実際に、自分の専門とは異なる分野でいま何が最先端なのか、という話を、その分野を牽



引している同世代の若手研究者から直接聞いて純粋にわくわくできるというのは、誠に幸

せなことである。JAFoS シンポジウムの魅力は、第一に、この異分野交流にある。 

 

 セッション トピック ※本来のトピック名は英語だが日本語に意訳してい

る。詳しくは http://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_ja/jishi_15.html  

1 日目 社会科学 行動経済学と神経科学で迫る意思決定の科学 

材料科学・生物材料学 3D プリンタによる先端加工技術 

地球科学・環境学 環境考古学と古代の気候 

2 日目 数学･応用数学・情報科学 感染症数理モデルの最前線 

医学・神経科学 脳深部刺激療法と神経変性疾患 

3 日目 生物学・生命科学 ゲノム編集技術 

物理学・宇宙物理学・天文学 観測と理論に基づく数値的宇宙論 

化学・生物化学 眠りの科学：睡眠障害との戦い 

表 1：第 15 回日米先端科学（JAFoS）シンポジウムのセッションとトピック 
 
シンポジウムのもう一つの魅力は、異文化交流である。私見であるが、過去 3 度参加し

てみて感じることは、やはり、日本とアメリカの研究者の議論のスタイルは少し違ってお

り、その違いは、言語の違いだけでは説明できないということである。アメリカの研究者

は、実に饒舌である。時には筋が通っていないような話でも、自信たっぷりである。一方、

日本の研究者の質問は概して短いが、論理的でよく整理されている。どちらにも一長一短

があるのだが、アメリカ的な議論の仕方は、論理性・精密さには欠けるものの、突飛なア

イデアを許容しやすいかもしれない。このような違いは、私が所属している物理分野だけ

ではなく、他の分野にも当てはまることを知り、正直、驚いた。言うまでもなく、科学の

舞台は世界全体であるから、このような「お国柄」による違いを体感しておくことは日本

人研究者が国際的に活躍していくためには決定的に重要である。 

 
以上のように、おそらくほとんど全ての参加者と同様、私は、今回の JAFoS シンポジウ

ムを心から楽しんだ。先に述べたように、本シンポジウムはすでに 20 年近い歴史を持って

いて、フォーマットも完成されている、素晴らしいプログラムである。ただ、今後の事を

考えると若干の課題が無いわけではない。今回、残念だったことは、日本側には全く落ち

度のない話であるが、アメリカ側の参加者が定員 40 名に対して 30 名弱だったこととであ

る。日米交流が大きな目的であるから、参加者の人数バランスは大切である。2 年前に日本

で開催された第 14回シンポジウムの際には、アメリカからも定員一杯の参加があったので、

今回だけの現象かもしれない。とはいえ、このような国際交流においては、両国間に、相

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_ja/jishi_15.html


互の信頼だけでなく適度な緊張感も維持されていることが必要不可欠であることは言うま

でもない。 

 
このような素晴らしいプログラムを長年にわたって継続してくださっている日本学術振

興会、そして今回大変お世話になった担当者の笹川綾香さん、川上幸子さん、林田志保さ

んに御礼申し上げたい。国際交流はその場で結果が出るというようなものではないが、FoS
シンポジウムは間違いなく、学振だからこそ実現可能な、日本の学術の発展に資する重要

な事業であり、分野の枠を超えて日本の研究者の国際的なプレゼンスを高める貴重な機会

となっている。また、先端科学シンポジウム事業委員会の JAFoS 担当専門委員の有村博紀

先生、久保義弘先生、村尾美緒先生には日米 PGM 会議や本番のシンポジウム等、様々な局

面で激励をいただきお世話になった。ここに感謝申し上げる。本シンポジウムのホストで

ある米国科学アカデミーの Edward Patte, Danielle Crosser の両氏、Jacob Hooker をはじ

めとするアメリカ側 PGM の皆さんにも、温かいおもてなしとサポートに感謝する。 
 

最後になるが、今回のシンポジウムを一緒に作り上げた PGM の前島一博、石原美弥、峰

島知芳、吉岡伸也、山岸順一、石井優、高野久紀の各先生方に御礼申し上げる。皆さんと

一緒に JAFoS シンポジウムに関わることができて、素晴らしい体験を共有できた。私にと

って何よりの財産である。どうもありがとう。 

 
もし、本稿をお読みになり、FoS シンポジウムって面白そうだな、と思われた方には、

迷わず参加されることをお勧めしたい。通常の研究活動では得られない非日常の学術的な

体験を通じて、異分野・異文化への視野を広げることができ、それが今度はご自身の研究

にも生かされていくはずである。 
 
※平成 29 年度開催の FoS シンポジウムより参加研究者の選考基準に一部変更があり、「開

催年度 4 月 1 日現在、45 歳以下または博士の学位を取得後 15 年以下の者であること」

が資格要件となった。なお、FoS シンポジウム参加経験に関しては、従前どおり参加経

験のない方を選考する。 
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