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第 2 回日米独先端科学（JAGFOS）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 

国際基督教大学 教養学部 自然科学デパートメント  

准教授 峰島 知芳 

 

2019 年 9 月 26 日-9 月 29 日、京都ブライトンホテルに於いて、日米独（Japanese-

American-German）先端科学（FoS）シンポジウムが開催された。何をおいても参加した

いイベントである。バタバタと会場に到着した。ロビーでチェックインをしていると、その

脇では、既に日米独の研究者が画面を覗き込んで打ち合わせをしている。（うーん、頭良さ

そう。うちのセッションは大丈夫か。）雰囲気に気圧されながらも、期待に胸を膨らませ、

会場に乗り込んだ。 

 

このシンポジウムは、「生物学／生命科学」、「化学／材料科学」、「地球科学／地学／環境

学」、「数学／応用数学／情報科学／工学」、「物理学／宇宙物理学」、「社会科学」の 6 つの分

野の研究者が集まり、この分野の最先端のトピックについて発表と討論をするだけでなく、

3 泊 4 日同じホテルで生活し、食事を共にし、交流する。学振のホームページを引用すると、

これは、「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」である。 主催は、日本は日本

学術振興会、ドイツはフンボルト財団、アメリカは米国科学アカデミーであり、各国の学術

研究を振興する主要機関である。私はこの会議に参加して、大きな刺激を受けた。皆さんに

も是非参加して味わっていただきたいと思うので、このシンポジウムの雰囲気を、実際のシ

ンポジウムの様子を通してお伝えしたい。また、私が思う、FoS の魅力を、全く私の主観か

らお伝えしたいと思う。 

 

FoS の魅力は何だろうか。何がそんなに素晴らしいのか？ 私にとっては、一流のサイエ

ンティスト（本稿では、自然科学のみならず社会科学を含めた JAGFOS の全対象領域の研

究者の意。）との交流が筆頭に来る。サイエンス（本稿では、自然科学のみならず社会科学

を含めた JAGFOS の全対象領域の研究の意。）とは、全く客観的で無機的なものだと言う

人もいるだろう。しかしながら、サイエンスといえども、人が行うことである。コミュニテ

ィに属し、周りの信頼を得ながら、学説が徐々に受け入れられ、サイエンスのフロンティア

が開拓されていく。私は、サイエンスは人間臭い営みの一つだと思う。だから、サイエンス

の先端にいる人々に会って知り合いになることに意味があるのだと思う。 

 

また、どのような職業でも、その道を究めた者達、究めようとしようとしている者達には、
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何か輝きがあるように思う。愚痴ばかり言って終わる一日も多くあることだろうが、少しで

も前向きに山頂に登ろうとしている雰囲気が感じられる。自分を追い込む様はアーティス

トに通じるものがあるのではないか。こんな話ができるようになるまでに、普通は何年もか

かるのに、FoS で出会った人達とは、いつの間にかできるようになってしまう。異分野の人

達は、競争の対象ではないから、もっと優しくなれる？ それもあるだろうが、何か同士の

ような共通項があるからではないだろうか？ 一流の研究者の哲学、生活、趣味、悩み、下

手な冗談など、3 泊 4 日、食事を共にしていれば自然と聞くことができるのであって、これ

は他では決して得られない機会であった。「一流になりたければ、一流を知れ！」と言った

人がいたかどうかはわからないが、彼らが何を考えてどんな生活をしているのか、私は興味

津津である。 

 

また、友達になると、プラクティカルによいことがある。物事が進む。共同研究が進む。

友達になるには、楽しい経験を共にするのが一番である。FoS という楽しい経験が、友情を

育む。決められたミッションではなく、好奇心の赴くままに、仲間と意気投合して実施する

サイドプロジェクトの方が、思いの外、捗るし面白い。それは、まさにこの友情という要素

も多分にあるのではないか。  

 

FoS の魅力とは何か。異分野の最先端のトピックを分かりやすく説明してもらえる。その

分野のスタープレーヤーに直接質問して、ディスカッションできる。その他に、私は上で述

べたような交流が大きな魅力だと考える。そこで、この報告書は、そのような視点で書こう

と思う。 

 

それでは、このシンポジウムの参加者はどのような人達だろうか。様々な分野のトップサ

イエンティスト達で、主催者により厳選されている。参加資格は、45 歳以下、または博士

号取得後 15 年以下に制限されている。また、参加形態は、プランニンググループメンバー

（PGM）としての参加、スピーカーとしての参加、討論者としての参加（いずれも他薦）

がある。討論者としての参加は、このシンポジウムに参加したことのない人に限られる。な

るべく多くの研究者に参加する機会を提供するという配慮からである。今回は、各分野（6

分野）、PGM 1 名、スピーカー1 名、討論者 2 名の 24 名、3 か国合計で 72 名の参加者（急

遽欠席により結果的には 68 名）で開催された。 

 

さて、その 6 つの分野の最先端のトピックであるが、各分野、各国 1 名ずついる PGM、

合わせて 18 人が準備してきたものである。ちょうど 1 年前の 2018 年 9 月に京都に於いて

日米独の PGM が一堂に会し、面白いトピック案を持ち寄ってプレゼンし、先端性があり、

タイムリーで、皆の興味をかき立てられるものを、全分野の PGM の投票により選定した。

日本チームに関しては、更にその前の 2018 年 6 月に PGM だけで集まり、提案するトピッ
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クに関する検討を行っている。 

 

その後、PGM はそのトピック全体を紹介してくれるイントロダクトリースピーカー、ご

自身の研究を発表してくれるスピーカー候補にコンタクトを取り、発表内容を調整してき

た。各セッション、発表者は各国から 1 名ずつとなる。私はこのシンポジウム全体の Co-

Chair（主査。各国 1 人ずつ。）というだけでなく、地球科学セッションのプランニンググ

ループメンバー（PGM）を仰せつかっている。自身は発表しないが、発表者を選出し、日

本学術振興会の名前をお借りして世界的に著名な研究者にご講演をお願いし、発表者達の

講演内容を調整するのが務めである。（果たして自分のセッションは盛り上がるだろうか。） 

 

9月 26日（木）Session Coordination Meeting及びレセプション 

今日が最初で最後の打ち合わせ。レセプションの前に Session Coordination Meeting が

行われた。PGM、イントロダクトリースピーカー、スピーカーが参加した。メールでは、

やりとりしていたが、皆が顔を合わせるのは今日が初めてである。初対面の、しかもこの分

野の最先端を走る世界のトップの研究者 3 名に向かって、スライドのダメ出しをする。も

っとイントロを広くして欲しい。ここの順番を代えて欲しい。字が多い。ここを削ったらど

うか？ せっかく苦労して取ったデータのスライドを、惜しげもなく削れなどと提案する。

（なんて畏れ多い！ しかし、セッションを盛り上げたい。遠慮してはいられない。言うこ

とは言うのである。）振り返ってみると、発表者の方々は、よく応えてくれたものだ。 

 

セッション毎に最初で最後の打ち合わせ。 

 

さて、いよいよシンポジウムの開催である。今日は、Session Coordination Meeting の後

にアイスブレーカーのレセプションがあり、次の日から本番である。4 日間のスケジュール

は以下の通りである。 
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図 1 FoSのプログラム概要 

 

 

さて、レセプションは、熱い開会の挨拶、乾杯の音頭で始まった。ドイツのフンボルト財

団の Honorary President である Helmut Schwarz 教授、日本からの Co-Chair である私が

挨拶をし、先端科学シンポジウム事業委員会の委員長代理である有村博紀先生が乾杯の音

頭を取られた。なんと、会場のご厚意によりケーキが提供され、日米独の Co-Chair にケー

キカットをさせていただいた。温かい歓迎と、特別で晴れやかな舞台であることが改めて感

じられ、これからの 3 日間へ期待が高まった。 

           

 

レセプションの様子 

 

ケーキカット 

 

 

9月 27日（金）本番 1日目 

日本学術振興会の理事長である里見進教授の開会の挨拶で、本番が始まった。まずは、ア

メリカの Co-Chair である Scott Kominers さんが、この会の流れを説明した。Scott も、ア

メリカの経済学会のものすごい人だとのことであるが、FoS が大好きだそうだ。「FoS がお

もしろくてたまらない。 前回の FoS で僕が飛び上がって喜んでやってたから、Co-Chair

にしてもらえたのかな」と言っていたのが印象的だった。彼の一人称 I は「僕」が相応しい

ように感じた。また、アニメのファンらしく、プレゼンにも日本の漫画がちりばめてあった。

ハーバード大学の Scott Kominers 准教授と聞くと、どのような人物を想像するだろうか。
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論文やニュースだけでは伝わらない、その人の人となりに触れることができるのも、FoS の

魅力である。 

 

図 2 Scott Kominersの演説の様子 

 

                   

さて、各セッションの時間配分は以下の通り。ディスカッションに約 1 時間確保してあ

るのが特徴である。ディスカッションこそ、この FoS の醍醐味である。おかしな質問は何

もないというのが FoS の精神である。その分野のスタープレーヤー達に直接ぶつけてみよ

う。 

 

図 3 各セッションの時間配分 

 

 

さて、いよいよ本番のセッションが始まった。 

今回の 6 つのセッションとトピックを表 1 に示す。面白そうな話題ばかりである。ま

た、非常に幅広い分野の先端的なトピックが取り上げられていることが分かっていただけ

ると思う。これらの発表については、後に web で見られるので、ご興味のある方は是非見

ていただきたい（ http://www.nasonline.org/programs/kavli-frontiers-of-science/past-

symposia/）。スピーカーには、この分野を先導している中心人物、かつ、プレゼンテーショ

ンが上手い先端科学者が選ばれているだけでなく、一般向けの講演ともまた異なり、異分野

ながらも科学的思考のトレーニングを受けた聴衆に対する深いプレゼンが準備されており、

短い時間にそのサイエンスの面白さが十分に伝わってくる。 
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表 1 今回の JAGFOSのセッションとトピック 

（発表者については、https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_jag/jishi_02.html を参考のこと） 

日程 分野 トピック名 

1 日目 

数学／応用数学／情報科学／工学 Collective Intelligence 

化学／材料科学 Soft Matter & Metamaterials 

2 日目 

物理学／宇宙物理学 
The Entanglement Frontier: Quantum 

Information 

社会科学 Origin of Cooperation 

3 日目 

生物学／生命科学 
Phase-changing Droplets as 

Nontraditional Organelles 

地球科学／地学／環境学 Plastics in Ocean and Microplastics 

 

 

 

面白い質問だったのでしょう。 聞いてい

る人達の笑顔が見えます。 

いっぱい手が挙がっています。 

https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_jag/jishi_02.html
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質疑応答です。楽しそうですね。 

 

 

質問も熱が入ります。 

 

物理の PGM3 人。 

 

難解なエンタングルメントを丁寧に説明

するスピーカー。 

 

1 日目は、この他に、Sylvia Sprötge さんによるフンボルト財団の紹介、Jörg Maxton-

Küchenmeister さんによる Joahim Herz Foundation の紹介があり、日本は清水美和さん

による日本学術振興会の紹介があった。更に、ポスター発表のフラッシュトークとポスター

セッション、オープンアクセスの論文について各国、各分野の状況を報告しディスカッショ

ンする時間が持たれ、盛沢山な一日であった。オープンアクセスのセッションは、林（高木）

朗子さん（日）、Scott Kominers さん（米）、Ursula Wurstbauer さん（独）がモデレータ

ーを務め、ディスカッションが行われた。各国間の違いより、分野間の違いが大きい印象を

受けた。今回のような異分野交流の機会は限られており、有意義であった。 

 

Open Access についてプレゼンする 

林（高木）PGM 
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ポスターのフラッシュトークは、各参加者が持ち時間 1分でポスターのアピールをする。

アメリカの Co-Chair の Scott が司会をしてくれた。まるでショーの MC のようで、ノリも

よく、彼が言ってくれる Awesome！がこの会議の合言葉になった。 

 

ポスターのフラッシュトークを列を作って  ポスター発表の様子。 

待つ参加者達。   

たった 1 分ですが、緊張するものです。 

（なんだか学生に戻ったみたい。） 

 

 

9月 28日（土）本番 2日目 

本日は、セッション 2 つと、ポスターセッションの後、文化研修とディナーが開催され

た。文化研修は伏見稲荷に行った。共に歩きながら、また、食卓を共にしながら会話をする

と打ち解けやすく、交流が深まった。夜のディナーでは、来年の第 3 回 JAGFOS の PGM

が紹介された。来年もう一度参加できる幸運なメンバーである。大変なお役目をありがとう、

是非会を盛り上げてくださいという大きな拍手があった。 

 

文化研修。伏見稲荷で。いい笑顔です。 

リラックスして交流です。 
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夜のディナーにて。今回の日本側 PGM。会の成功を祝います。 

 

9月 29日（日）本番 3日目 

長いように思ったシンポジウムも、今日で最後である。セッション 2 つが行われた後、ド

イツの Co-Chair である Sanaz Mostaghim により閉会の言葉が述べられた。今回のシンポ

ジウムを写真を交えて振り返った。彼女もまた FoS の雰囲気を体現したような人物であっ

た。伸びやかで、前向きだ。FoS のポスターなどには、よく彼女が写っていることに気づく。

非常に積極的に参加して楽しんでいるようだ。PGM の労を労っていただいた後、最後に、

米国科学アカデミーの Edward Patte さんから、来年度の米国での JAGFOS 開催について

発表があった。 

 

ドイツ Co-Chair の Sanaz Mostaghim さん   PGM に挨拶をする学振の清水さん 

颯爽としています。 

 

今回のこのようなシンポジウムを開催してくださっている日本学術振興会、また、日本学

術振興会 国際事業部・専門調査役の清水さん、国際事業部・研究協力第一課の須藤さん、

池﨑さん、稲垣さん、高木さんには大変な感謝を申し上げたい。日本の研究者を育成してい

こうという並々ならぬ思いを感じて、お話しするたびに勇気づけられる。最初に参加を依頼
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していただいてから、ここまで、励ましていただき、本当にお世話になった。 

 

 また、完璧な会議を運営して下さった、東武トップツアーズの長久保さん、坂本さん、福

山さんにも感謝を申し上げる。託児の手配もいただき、これが無ければ参加できなかった者

も複数いた。 

 

先端科学シンポジウム事業委員会委員長の藤垣裕子先生、委員長代理の有村博紀先生、ア

メリカ・ドイツ担当の浮田宗伯先生、掛川武先生、若宮淳志先生には、日本における PGM

会議、3 か国集まっての PGM 会議、その後行われた事前検討会など、折に触れてアドバイ

スをいただいた。事業委員の先生方は本当に安定感があり、また FoS の精神を体現してお

られる。アドバイスをいただくと、問題が大したことのないように思えてくるのである。フ

ンボルト財団のプログラムコーディネータである Anke Teubner さん、Sylvia Sprötge さ

ん、米国科学アカデミーの Edward Patte さん、Danielle Crosser さんにも感謝申し上げた

い。この方々とも長いお付き合いになり、もうお会いできないかと思うと、とても寂しい。 

 

スピーカー、参加者の皆さんへもお礼申し上げる。皆さんのお名前はこちらを参照いただ

きたい（https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_jag/jishi_02.html）。よく練られた熱のこもった

プレゼン、討論で輝くまなざし、颯爽と質問する姿、人を魅了するポスター発表、それだけ

でなく、3 泊 4 日も共にすれば、穏やかなお人柄、おもしろい方、リラックスした方、優し

い方、とにかく元気な方、それぞれ、表情と共に思い出される。海外のスター研究者に会え

たのも貴重であったが、日本のスター研究者に会えたのも非常に貴重であった。（こんなに

すごい人達がこんなにいるんだ！） 

 

共に Co-Chair を務めてくれた Scott 

Kominers（米）さん、Sanaz Mostaghim

（独）さんにも感謝する。2 人とも人間ら

しく、また、とてもさわやかな人達であ

った。温かく皆を巻き込み、シンポジウ

ムを盛り上げてくれた。 

 

Co-Chairs 

 

  



11 

 

最後に共にセッションを作り上げてくれた PGM の林(高木) 朗子さん、尾坂格さん、延

原章平さん、高瀬恵子さん、高野久紀さんに感謝申し上げる。私は、歴代の主査のようなレ

ジェンドでもカリスマでもなく、重しにもまとめにもならなかったが、私が何もしなくても、

皆さん勝手に頑張って、素晴らしいセッションを創り上げておられた。元気な人達である。

ご縁あって、この FoS にご一緒できたこと、感動を共有できたこと、ざっくばらんに話せ

たこと、本当に幸せであった。 

 

FoS に参加して、改めてサイエンスは面白いと感じた。非常に前向きで、新たな道を切り

拓いている勢いのある人々と知り合えて、刺激を受けた。自分も少し新たな研究に踏み出し

てみようという気になった。魅力的な皆さんにお会いできたことが、本当に私の財産です。

この報告書を読んで、面白そうと思った方、FoS は時間を割く価値があります！ 是非参加

してみてください！ 

 

 

参加者全員の写真 


