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 第 10 回 日独先端科学シンポジウム（JGFoS）が、2013 年 10 月 31 日から

11 月 3 日の 4 日間、紅葉シーズンが始まった京都で開催された。私にとっては

3 回目の JGFoS である。初めて FoS に参加した時の新鮮な感動を思い出し、

Planning Group Member（PGM）の主査として、ワクワクしながら大学から会場

に自転車で乗り付けた。会場の京都ブライトンホテルは、京都御所の隣に位置

し、とても静かな場所にある。JGFoSの会場が東京近辺から離れるのは初めての

ことで、日本ドイツ双方の文化・社会を理解する上で、東京のみに縛られない

ことは好ましいことである。（注：京都開催は私が京都在住ということとは関

係なく決まったことで、歴代の PGM と学振スタッフの熱意の賜物である）。そ

れでは、JGFoSの内容をプログラムに沿って紹介していこう。 

 10月31日（木）：本番前日 

この日は、最初にSession Coordination Meetingがあり、日本側PGMメンバ

ーとスピーカーはドイツ側スピーカーと初顔合わせである。また、セッシ

ョンの順番が発表される重要な日でもある（JGFoSでは当日までセッション

の順番が公開されない）。ただし、ドイツ人側の旅程の関係から、全ての

スピーカーが、会場入りしていないケースが発生する。私が担当する物理

のセッションも、Introductory Speakerが不在であった（まだ会場に到着

していなかった）。今いるスピーカーと顔合わせし、発表ファイルの確認

や内容の議論等、お互い緊張しながらのスタートであった。その後、Welcome 

Receptionで、旧知のメンバー、他のPGMメンバーとも打ち解け、本番セッ

ションに備えた、良いDiscussionができた。レセプション中に、学振スタ

ッフによる洒落た演出で、ドイツ側PGM主査のStefan BOESCHEN氏と私の初

共同作業として、JGFoS10周年のケーキカットを行なったことも良い思い出

である。また、別プログラム（サイドイベント）として、次期PGM主査の浮

田先生と川嶋先生の企画で「スマートエネルギーホームのデモハウス見学

会」が初日午後に開催されており、10名が参加した。スマートエネルギー

ホームのデモは、現場ではシステムがハングアップするという不測の事態

が起こったが、それでも京都大学・情報学研究科の教員・院生の方が一生

懸命説明して下さり、とても興味深い見学会であった。 



 11 月 1 日（金）：本番 1日目 

 最初は Opening Ceremony、 その中で、PGM 主査である私と Stefan 氏も

Welcome Address をおこなった。我々の発表で強調したことは、「JGFoS を

共に楽しもう！」ということである。科学者の原動力は好奇心であり、様々

な新しいことに出会い、ワクワクする感動は、すばらしい経験である。JGFoS

では、様々な分野からの新進気鋭の若手研究者が、それぞれの分野の最先

端の研究内容とその抱える問題を紹介し、そして議論する。我々の好奇心

に訴えるネタが満載で、科学者にとって、とても楽しいシンポジウムであ

る。しかも、分野内の慣れきった知識についての議論ではなく、とても新

鮮な話題を聴け、素朴な疑問を持つことができる会である。 

 第 1セッションは、前日に見学会を企画してくれた 

 Mathematics / Informatics / Engineeringセッションの「Energy meets 

informatics: Smart electric-power management」 

である。日本は 2011年の大震災のあと原発停止により電力問題が大きな社

会的関心事項であり、ドイツでは再生可能エネルギーへの移行で電力料金

が高沸するお家事情があり、共に大きな関心が集まった。ここで、PGM とス

ピーカーは社会の要求に答えるスマートなシステムを開発しているという

立場で講演されたが、一部の参加者からはスマートなシステムにより、我々

の日常が知らないうちに覗かれる恐怖とプライバシー問題に関する質疑が

おこった。このような質疑応答が FoS の良いところで、エンジニア、科学

者、人文学者と幅の広い意見が飛び交い、新しい価値観を創造する土壌と

なる。第 2セッションは、 

 Chemistry/Material セッションの「Imaging molecular motion」 

化学と生物にまたがる内容で、広く会場の興味を集めた。特に、分子モー

タの効率が 100%という発表が、100%の効率は存在しないという物理学者の

常識と一致せず、議論が沸いた。JGFoSの特徴として、質疑応答に十分な時

間が用意されていることがある。最初の辺りは、ドイツ側参加者からの質

問の方が多い感じであったが、スロースターターである日本人側参加者か

らも次第に質問が増え、最終的には日独双方入れ混じった感じで、熱い質

疑応答が繰り広げられた。その後、Flash Poster Talks で各人持ち時間 3

分でポスターの内容を紹介し、次いで内容の濃いポスターセッション突入

と、JGFoS本番一日目は幸先よいスタートとなった。参加者の一部は、夕食

後、ホテルのラウンジで夜のセッションを楽しんでいた。 



 11 月 2 日（土）本番２日目 

今日は午後から Cultural tour があるので、8時半開始で午前中に 2セッシ

ョンという少しタイトなスケジュールである。最初は 

 Earth Science/ Geosciences/Environment セッションで「Aerosols; 

sources, depositions and impacts」 

地球温暖化と関係した、やはり最近話題の内容である。「Aerosols により

雲がどう生成され、その雲がどのように気候に影響を与えるか？」といっ

た、間接的な影響を議論しているので、定量的な評価がなかなか難しい。

また、質疑応答では、宇宙線による雲の生成や太陽活動との関係等、物理

に関係した話題にも拡張し、興味深いセッションとなった。次は、 

 Social Sciencesセッションの「Management of uncertainty – dynamics 

of change and problems of control」 

不確実さ（Uncertainty）を、日常（もしくは人生で）どのように取り扱う

かということが主題である。発表中に、動画が再生できないというトラブ

ルがあり「不確実さ」を実証したセッションとなり、大いに沸いた。ここ

で、この Social Sciencesのセッションが、JGFoSを取り分けユニークなシ

ンポジウムにしている。PGMの山中先生の実力に依っているところが大きい

が、自然科学者と違った視点で、科学や人間社会を見る人文社会学者の価

値観は非常に興味深い。人文社会学者の方たちの議論が、JGFoSをより色彩

豊かなシンポジウムとしており、欠くことのできない最重要セッションで

ある。（注：ユニークな女性学者が多いことも特徴である）。 

午後からは、Cultural tourに出かけた。最初、京都名物の南禅寺の湯豆腐

Lunchを満喫し、その後、京都の顔とも言える清水寺を観光、最後は友禅染

体験という、盛りだくさんのツアーであった。合宿型のシンポジウムの宿

命であるが、ホテルに缶詰の生活では、３日目ともなると若干マンネリ化

してくる。その途中、Cultural tourにより、頭脳と気持ちをリフレッシュ

することで、日独双方のメンバーがより打ち解けて議論を交わすことがで

きた。また今年は “Get-Together-Drink”という新企画があった。ツアー

後に、ポスター発表をワインと共に楽しもうという企画で、リラックスし

た雰囲気で、存分に議論することができた。このような素晴らしい企画を

考案して下さった学振のスタッフの方に、本当に感謝している。 

 最後に、別企画として JGFoSの同窓会を夕食後に開催した。第 9回 JGFoS

の PGM 主査の若宮さん、第 9 回参加者の大沼さんがブライトンホテルに駆



けつけて下さり、夕食後の 2 次会もおおいに盛り上がった。 

 11 月 3 日（日）：最終日 

今日は 

 Biology/Life Scienceセッションの「The Pandemic」、 

そして私が PGM を務める 

 Physics/Astrophysicsセッションの「PHYSICS OF THE SUN」 

がある。３日目ともなると、スピーカーも参加者も JGFoS の雰囲気にすっ

かり慣れ親しんでおり、残り少なくなった時間を惜しみ、多くの質問が飛

び交う。そして、「The Pandemic」では、近年のインフルエンザ感染拡大

を起こす様々な要因の複雑さを再考した。「太陽の物理」では、太陽のユ

ニークさと、なぜ今太陽の研究なのか、地球の研究とどう繋がるのか、と

いった質疑応答があった。特に人類が滅んだ後の未来の地球の絵があり、

誰がどのような知識をもって、このような絵を描くのかといった、興味深

い質問も出た。 

 参加者は、JGFoSの素晴らしい雰囲気に酔いしれ、残り少ない時間を惜し

み、多くの友人と最後の言葉を交わしていた。セッション終了後は、次期

PGM は第 11 回 JGFoS のセッション課題を決める PGM 会議に勤しんでいた。

我々はリラックス、そして最後の晩餐、Farewell Dinner。その後は、私は

物理のセッションの PGM とスピーカーを招き、ホテルのラウンジで最後の

会話を楽しんだ。周りを見渡すと、名残惜しそうに、まだ多くの参加者が

ホテルのラウンジに残っていた。 

 

上記のように、第 10 回 JGFoS は、経験豊かな PGM、素晴らしいスピーカー、ア

クティブな参加者、そして優秀な学振とフンボルトのスタッフ、偉い FoS 事業

委員の先生、熱心な旅行代理店トップツアー、の皆さんのおかげで大成功であ

ったと思う。PGM として第 10 回 JGFoS を共に盛り上げて頂いた、浮田さん、上

野さん、堀川さん、山中さん、芳村さん、どうもありがとうございました。こ

れだけの面々が揃っていたので、主査として最低限の仕事をするだけで、JGFoS

は自助的に運営され、それぞれの参加者の個性を輝かせる素晴らしいシンポジ

ウムになった。 

 

FoS の素晴らしさは、これまで多くの事業委員の先生や PGMの方が報告している

が、あえて、私の考えるところを述べて、この報告書を終わりたいと思う。 



（１）科学者として、専門的になればなるほど、異なる分野の科学者と「科学

の話題」を議論する機会は少なくなる。もちろん、日常的に、大学運営

の問題、教育の問題、社会の問題等を、多くの会議で他の分野の科学者

と議論する機会はある。しかし、FoSの素晴らしいところは、科学者の原

点に戻り、「科学の話題」そのものを他分野の方と議論できる機会があ

ることである。多くの科学者が、この機会を活用し、自分の研究活動の

原点を思い出し、新しい価値観やアイデアを創出し、より挑戦的課題に

取り組んで行ってもらいたい。私は基礎科学の研究をしているが、人文

社会学者やエンジニアとの科学的価値観の共通性と相違性の再発見は、

研究を進める上での大きな動機付けとなっている。また、原点に戻った

「科学の議論」は純粋に楽しい。 

（２）FoS のもう一つの素晴らしい点は、学術振興会のスタッフと一緒に、シン

ポジウムを作り上げることにある。普段は、学術振興会のスタッフはサ

ポートする側、研究者はサポートを受ける側と、役割分担があり、共同

作業をする機会は少ない。しかし、FoSの企画・運営においては、シンポ

ジウムを成功させる目標に向かって一緒に活動できる。普段お目にかか

る機会の少ない学術振興会のスタッフの方と、先端科学について、そし

て日本の学術研究について、いっしょに議論できる。このことが、双方

（学振と大学・研究所のスタッフ双方）にとって、シンポジウムをより

有意義なものにしていると考える。特に、「縁の下の力持ち」として日

本の学術を支えている学術振興会のスタッフの方々の有能さを、FoSで実

感した。学振の阿部課長、多田係長、須川さん、藤田さん、本当にあり

がとうございました。 

 
 JGFoSのこれまでの成功は、この企画に関わってこられた多くの方のお力によ

るものです。そのことを承知の上で、PGM を代表し、京都開催と事前準備を主導

され、阿部課長に見事にバトンを渡されて文科省に移られた、宅間さん（元研

究協力第一課長）に感謝の意を表します。最後に、第 11回 JGFoSを率いる浮田

さんをはじめ新 PGM の皆様にエールを送るとともに、日本の学術の発展に大き

く寄与する FoS 企画の更なる進展を祈念しています。



  
 

 

 

 

 

JGFoS10歳のバースデイケーキ     白熱する質疑応答 

 

   
 

 

 

 

 

Uncertaintyを実践した発表中のトラブル  PGM主査の中家と次期主査の浮田氏@友禅染体験 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural tourで訪れた京都清水寺    学振・フンボルト財団の優秀なスタッフ 

  

会場の様子              ポスターセッションの様子 



 

第１０回 JGFoS参加者 集合写真 

 

 

 


