
直近の学術フォーラム・公開シンポジウム等の開催予定について 

 

 

令和５年２月２２日時点 

開催日時 開催場所・形式 名称 

２月２３日（木・祝） 

 13：00～16：00 

オンライン開催 公開シンポジウム 

「子ども政策の総合化を考えるⅡ 乳幼児の

学びの保障：幼児教育と小学校教育の接続の観

点から」 

２月２４日（金） 

 13：30～16：40 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

公開シンポジウム 

「子育て支援の継続性を高めるために－新た

な視点の提案－」 

３月４日（土） 

 14：00～17：00 

オンライン開

催 

公開シンポジウム 

「地方におけるデジタル・ガバナンス―政治・

行政・民主主義のアップデートに向けて」 

３月７日（火） 

 10：00～16：15 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

公開シンポジウム 

「Gサイエンス学術会議 2023」 

３月８日（水） 

 13：00～17：00 

オンライン開

催 

公開シンポジウム 

「水害対策と建築分野の取組み」 

３月１０日（金） 

 13：00～17：00 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

公開シンポジウム 

「第 8 回理論応用力学シンポジウム－力学の

深化に向けて－」 

３月１１日（土） 

 13：00～17：30 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

学術フォーラム 

「食料システムから地球温暖化の抑制を考え

る」 

３月１１日（土） 

 13：30～16：00 

京都大学 時計

台記念館 百周

年記念ホール

（ハイブリッ

ド開催） 

市民公開講座 

「100年後の人類は？」 

３月１１日（土） 

 14：30～17：00 

オンライン開

催 

公開シンポジウム 

「これからの教育政策のゆくえ―CSTI 教育・

人材育成ワーキンググループ「政策パッケー

ジ」をめぐってー」 

３月１４日（火） 

 11：00～17：00 

日本学術会議

講堂 

公開シンポジウム 

「数理科学の展望 国際的展開と諸科学・産業

との連携拡大を探る」 



３月１４日（火） 

 14：00～16：15 

佐賀大学理工

学部６号館１

階講義室（ハイ

ブリッド開催） 

九州・沖縄地区会議学術講演会 

「潜在的 なエネル ギー・資 源（ Future 

Resource）に着目した学術研究」 

３月１５日（水） 

 13：30～17：50 

上智大学四谷

キャンパス（ハ

イブリッド開

催） 

公開シンポジウム 

「グリーントランスフォーメーションに挑む

応用物理：持続可能な未来社会に向けて」 

３月１７日（金） 

 13：45～18：30 

上智大学 四谷

キ ャ ン パ ス 

A402 6号館（ハ

イブリッド開

催） 

公開シンポジウム 

「これからの半導体産業を牽引する人材育成

と産学連携」 

３月１８日（土） 

 13：00～16：00 

オンライン開

催 

公開シンポジウム 

第３回「With/After コロナ時代におけるケア

の課題と新たな取り組み～医療・ケア、倫理、

政策の捉え直しと提案～」 

３月２２日（水） 

 13：30～17：00 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

学術フォーラム 

「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティ

の推進」 

３月２６日（日） 

 13：30～16：00 

オンライン開

催 

公開シンポジウム 

「コロナ禍で顕在化した危機・リスクと社会保

障・社会福祉～誰一人取り残さない制度・支援

への改革～」 

３月２７日（月） 

 11：00～17：20 

日本学術会議

講堂（ハイブリ

ッド開催） 

公開シンポジウム 

「計算音響学の目指すもの」 

※新型コロナ感染症の等の状況により、開催形態が変更となる可能性がありますので、

学術フォーラム・公開シンポジウム等の参加前には日本学術会議ホームページを御確

認ください。 



13:00

13:05

13:10

13:50

14:30

15:00

15:55



--------------- PROGRAM ---------------

----------------------------------------------







開催概要

主 日本学術会議催

申込方法

◆ 会期： 2023年３月7日（火）
◆ 開催形式：日本学術会議講堂及びYouTubeのハイブリット形式
◆ 言語：日本語・英語（同時通訳）　◆ 定員：50名（現地）　◆参加費：無

日本学術会議事務局　参事官（国際業務担当）付　長谷川・幡手
TEL:03-3403-1949 　住所：東京都港区六本木7-22-34

◆日本学術会議講堂での傍聴をご希望の場合※定員：50名（現地）
　 https://form.cao.go.jp/scj/en_opinion-0011.html

◆YouTubeでの傍聴をご希望の場合
 https://form.cao.go.jp/scj/en_opinion-0012.html

受付期間：2023年２月10日（金）～3月1日（水）正午
お問い合わせ

プログラム

10:00-10:30

10:30-11:30

開会挨拶

16:00-16:15 閉会挨拶

基調講演・ディスカッション

Session 1: 気候変動

● 梶田 隆章（日本学術会議会長）
● 髙村 ゆかり（日本学術会議副会長）

● 梶田 隆章

● Gサイエンス学術会議2023「気候変動」執筆対応小分科会
● ミシェル・トランブレ（カナダ王立協会科学アカデミー会長）
● ロビン・グライムス（英国王立協会外務担当副会長）

12:30-13:30
基調講演・ディスカッション

Session 2: ヘルス

● Gサイエンス学術会議2023「ヘルス」執筆対応小分科会
● アラン・フィッシャー（フランス科学アカデミー会長）
● マリア・クリスティーナ・マルクッツォ（イタリア・リンツェイ科学アカデミー国際担当役員）

13:30-14:30
基調講演・ディスカッション

Session 3: 海洋

● Gサイエンス学術会議2023「海洋」執筆対応小分科会
● ジェラルド・ハウグ（ドイツ科学アカデミー・レオポルディーナ会長）
● マルシア・マクナット（全米科学アカデミー会長）

15:00-16:00

ディスカッション

Session4: 社会と科学

● 梶田 隆章
● ナリンダー・クマール・メヘラ（インド科学アカデミー副会長）
● ピーター・グルックマン（国際科学会議・会長）
● フィリッポ・ロッシ（グローバルヤングアカデミー理事）
● マリア・クリスティーナ・マルクッツォ

時  間 内  容 登壇者

サイエンス
学術会議2023G

一般公開 国際シンポジウム



IUTAM

7-22-34

5 2023 3 10 ( )  13:00 - 17:00

e-mail takagi mech.t.u-tokyo.ac.jp @ 

3/7( )12:00

IHI

IUTAM
JAMSTEC

Prof. M. Matsubara, (Shinshu Univ.) “Series of IUTAM symposia on laminar-turbulent transition:  
the 40+ year struggle to understand origins of turbulence”

Prof. P. Cesana, (Kyushu Univ.) “Fully automatized optimization of ring-opening reactions in lactones via 
2-step machine learning”

Prof. A. Chabchoub (Kyoto Univ.) “How ocean freak waves are generated in the lab”
Prof. T. Sano (Keio Univ.) “Mechanics of flexible materials; from foods and toys to soft- robotics”

13 00

13 10

13 40

14 10

14 40

15 00

16 50

17 00

https://forms.gle/Pxmr1dXbovWZFHKQ8



Committee on Mechanical Engineering, Committee on General Engineering, Committee on Civil Engineering 
and Architecture, Science Council of Japan Joint Subcommittee on Theoretical and Applied Mechanics

Symposium on Theoretical and Applied Mechanics

Classical mechanics is often regarded as a fundamental discipline established in each field of study, like the so-called four
dynamics in mechanical engineering (mechanics, mechanics of materials, fluid mechanics, and thermodynamics). However, with
the diversification of problems covered by mechanics, unsolved problems in mechanics across various disciplines have emerged.
In order to tackle these problems, it is necessary to integrate a wide range of disciplines beyond the framework of existing
fundamental disciplines. This symposium, the eighth in the series, has been held to review the latest trends in advanced
research that can broaden the scope of classical mechanics research, and at the same time, to discuss the prospects for next-
generation mechanics research that should be newly developed by researchers based on classical mechanics in collaboration
with different fields. In the first half of this year's lecture, we will have lectures by researchers active in this field, with carbon
neutrality as the keyword. The second half of the lecture will be given by a foreign researcher who is a member of the
IUTAM/International Collaboration Subcommittee and active in Japan.

Chair Yoko Yamanishi (Associate Member, Science Council of Japan; Professor, Kyushu University)

Auditorium, Science Council of Japan and  Online
13:00 - 17:00, 10th of March(Fri), 2023Date

Venue

Contact Shu Takagi (Professor, The Univ. Tokyo)  
e-mail takagi mech.t.u-tokyo.ac.jp Please change * to @ when you send it.

If you wish to participate, please register in advance by 12:00 on March 7th (Tue) at the 
URL below or by using the code on the right. Pre-registration will be closed as soon as capacity 
is reached. https://forms.gle/Pxmr1dXbovWZFHKQ8

Co-
sponsorship

Organizing

Opening Remarks Koichi Maekawa Member of the Third Section of the Science Council of Japan,                                         
Professor, Graduate School of Engineering, Yokohama National University

Invited Lecture “Analysis of Multiscale Water and Oxygen Transport Phenomena in Polymer Electrolyte    
Fuel Cells - A Pathway to Sustainable Energy Systems Starting from Thermodynamics –”

Yutaka Tabe Professor, Hokkaido University

Invited Lecture “Current Status of Ammonia Power Generation Technology Development Toward Carbon                   
Neutrality”

Toshirou Fujimori Chief Engineer, IHI Corporation

Invited Lecture “ Development of Refrigerants with Low Environmental Impact Using Molecular Simulation”
Chieko Kondou Associate Member, Science Council of Japan Professor, Nagasaki University

Break

IUTAM Lectures planned by the International Cooperation Subcommittee
Address Muneo Hori Director-General, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology  (JAMSTEC)
Lectures

Prof. M. Matsubara, (Shinshu Univ.) “Series of IUTAM symposia on laminar-turbulent transition:  
the 40+ year struggle to understand origins of turbulence”

Prof. P. Cesana, (Kyushu Univ.) “Fully automatized optimization of ring-opening reactions in lactones via 2-step 
machine learning”

Prof. A. Chabchoub (Kyoto Univ.) “How ocean freak waves are generated in the lab”
Prof. T. Sano (Keio Univ.) “Mechanics of flexible materials; from foods and toys to soft- robotics”

Panel Discussion

Closing Remarks Yasuyuki Takata Member of the Third Section of the Science Council of 
Japan Research Professor, International Institute for Carbon-Neutral Energy  Research
(WPI-I2CNER), Kyushu University

Closing

13 00

13 10

13 40

14 10

14 40

15 00

16 50

17 00 Registration

Support The Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) , The Japan Society of Applied Physics (JSAP) 

The Japan Federation of Engineering Societies (JFES), The Society of Chemical Engineers, Japan (SCEJ), The Japanese Geotechnical Society (JGS), 
Japan Society of Civil Engineers (JSCE), The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME), The Meteorological Society of Japan (MSJ),
The Japan Society for Computational Engineering and Science (JSCES),The Architectural Institute of Japan (AIJ), The Atomic Energy Society of Japan(AESJ),
The Japan Society for Aeronautical and Space Sciences (JSASS), The Society of Materials Science, Japan (JSMS),  The Japan Association for Earthquake 
Engineering (JAEE), The Mathematical Society of Japan (MSJ), The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers (JASNAOE), 
The Physical Society of Japan (JPS) , The Japan Society of Fluid Mechanics (JSFM), The Society of Rheology, Japan (SRJ), 
Japan Society for Computational Methods in Engineering (JASCOME), The Japanese Society for Multiphase Flow (JSMF)



これまでの100年間、科学技術や医療の進歩により人類は寿命を延ばし、
身体機能を向上させてきました。
この公開講座では100年後の人類の未来に想いを馳せながら、
「老化のしくみ」を研究する三浦恭子先生（熊本大）、
「人工冬眠」を目指す砂川玄志郎先生（理研）、
「脳と機械をつなぐ」ことに挑戦している牛場潤一先生（慶應大）の
3名の気鋭の研究者にご講演いただきます。
特に、これからの社会を担って行く高校生らに多く参加して頂き、
講演者を含めて参加者で広く議論して未来を考えることができればと思います。
プログラムや演者の講演内容は背面をご覧ください。

100年後の人類は？
市民 公 開 講 座

砂川 玄志郎
理化学研究所

三浦 恭子
熊本大学

牛場 潤一
慶應義塾大学

2023年3月11日（土）
京都府京都市左京区吉田本町

オンライン視聴は登録不要です。
大会ホームページより視聴ページにアクセスしてください。
配信はZoomを利用します。

現地参加を希望の方のみ事前登録が必要です。大会ホームページ
または右記QRコードより参加登録をお願いします。

2023年2月28日（火）※定員になり次第締め切ります。
250名（先着順）

https://www2.aeplan.co.jp/psj2023/open_lecture/

 日本生理学会、日本学術会議 基礎医学委員会 機能医科学分科会、同IUPS分科会     日本生命科学アカデミー

日本生理学会第100回記念大会事務局
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原2-14-14　新大阪グランドビル6Ｆ　株式会社エー・イー企画内

TEL：06-6350-7163　E-mail：psj2023@aeplan.co.jp�

現地参加を希望の方

参加費：無料

オンライン参加を希望の方

Zoom配信

午後１時30分～４時（１２時30分開場）｠｠

日本生理学会 第100回記念大会

主 催 後 援

会場

会期

締 切

定 員

京都大学 時計台記念館 百周年記念ホール



砂川 玄志郎
理化学研究所 

生命機能科学研究センター

三浦 恭子
熊本大学

牛場 潤一
慶應義塾大学

日本生理学会

第100回
記念大会 100年後の人類は？

市 民 公 開 講 座

「最長寿・老化耐性・がん耐性齧歯類ハダカデバネズミの不思議」
専門は長寿動物医科学。京都大学大学院医学研究科で博士号（医学）を取得（山中伸弥・岡野栄

之両教授に師事）。2017年より熊本大学准教授。老化やがんの革新的な予防戦略の開発を目指

し、長寿哺乳類における老化耐性・がん耐性の分子機構の研究に取り組んでいる。最長寿げっ歯

類ハダカデバネズミは、マウスと同等の大きさながら30年以上の長寿命であり、強い老化耐性・が

ん耐性の特徴をもつことから、近年大きな注目を集めている。本講演では、これまでの研究で明ら

かになってきた、ハダカデバネズミがもつ抗老化・発がん抑制のメカニズム、また長寿哺乳類研究

がもつ未来の可能性についてお話ししたい。

「人工冬眠は人類に何をもたらすのか」
小児科医・冬眠研究者。医者時代に霊長類が冬眠することを知り、人間も冬眠できると確信し、

2006年から研究の世界へ。人工冬眠を実現できれば今は助からない症例を減らすことができると

信じており、研究開発に勤しんでいる。2020年から理化学研究所で冬眠生物学研究チームを主

宰。冬眠中の哺乳類は触れるとあまりの冷たさに死んでいるようにしか感じないが、実際は死んで

ない。この生とも死とも言えない奇妙な状態がどうやって維持されているか明らかにしたい。本講

演では、最新の冬眠研究の紹介をした上で人工冬眠の実現可能性について解説する。また、人工冬

眠が実現することで私たちの社会がどのように変わるのかお話したい。

「脳のしなやかさを科学する」
専門はヒト神経科学。慶應義塾大学大学院理工学研究科で博士号（工学）を取得。2022年より同大学

教授。脳卒中によって機能不全になった脳の神経回路を、脳波反応に応答して動作するロボットを

使ってトレーニングし、機能回復に導く「ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）」を開発。医療機器

として社会実装するために、研究成果活用企業（株）LIFESCAPESを創業、代表取締役を兼務しなが

ら事業化を進めている。この講演では、脳が機能を組み替える「可塑性（かそせい）」というユニークな

性質について紹介し、これまでの100年間に先人たちが取り組んできた研究の歴史を振り返る。また、

現代になってAIやロボットが大きく発展し、脳と融合したBMIという技術ができたいま、これからの私

たちの社会はどのように変わっていくのか、その展望を皆さんと共に考える。

伊佐 正（京都大学・日本学術会議会員）

PROFILE

PROFILE

PROFILE

三浦 恭子 （熊本大学）
砂川 玄志郎 （理化学研究所）
牛場 潤一 （慶應義塾大学）

瀬川 茂子 （朝日新聞社 科学部）
樽野 陽幸 （京都府立医科大学・日本学術会議特任連携会員）
川口 真也 （京都大学）

ファシリテーター 
丸山 めぐみ （生理学研究所）

司会 

久保 義弘 （生理学研究所・日本学術会議連携会員）

鍋倉 淳一（生理学研究所・日本学術会議連携会員）
13:40～14:40

14:55～15:55

開会挨拶

講 演

閉会挨拶

プログラム概要

第一部

第二部 総合討論

第一部の講演者3氏、高校生数名





ICM 11:30 12:30

11:00 11:05

(IMU) (ICM) 11:05 11:20

11:20 11:30



13:30 13:35

14:05 15:20

15:35 16:55

16:55 17:00

13:35 14:05







●オンライン（Zoom）オンサ
イト&
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人
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育
成
と
産
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連
携

シンポジウム・プログラム

参加費：無料（一般公開） 定員：200名（事前登録不要）

お問い合わせ先
大橋 弘美 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会委員長／古河電気工業

hiromi.oohashi@furukawaelectric.com

公益社団法人 応用物理学会事務局
03-3828-7721 03-3828-1810 meeting@jsap.or.jp

ご挨拶
平本 俊郎 応用物理学会会長／東京大学

閉会の挨拶
中野 義昭 日本学術会議 電気電子工学委員会委員長／

東京大学

半導体業界における
人材採用と育成の実際
～さらなるイノベーションに向けた
SEAJの活動～
荒木 浩之 SCREENセミコンダクターソリューションズ

半導体デバイス企業が求める人財と
産学連携による育成について
石丸 一成 キオクシア

半導体産業をめぐる状況変化と
人財育成
―STEMと産学共同の行方―
日高 秀人 ルネサスエレクトロニクス

熊本大学における
半導体人材育成への取り組み
青柳 昌宏 熊本大学

これからの半導体産業を牽引する
ワールドクラスの人材育成と産学連携
常石 哲男 東京エレクトロンデバイス

休憩

趣旨説明
日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会委員長／
古河電気工業大橋 弘美

場所：第70回 応用物理学会 春季学術講演会内
＠上智大学 四谷キャンパス A402 6号館 

主催：日本学術会議 電気電子工学委員会 デバイス・電子機器工学分科会／
公益社団法人応用物理学会 

https://meeting.jsap.or.jp/venue_access
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2023/01/campusmap_jpn.pdf

https://meeting.jsap.or.jp/opensymposium

●日本学術会議 一般公開イベント
https://www.scj.go.jp/ja/event/index.html

●第70回 応用物理学会 春季学術講演会
https://meeting.jsap.or.jp/symposium

パネルセッション
産学連携による
半導体産業を牽引する人材育成

髙木 信一 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会幹事／
東京大学

森 勇介 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会副委員長／
大阪大学

為近 恵美 日本学術会議 デバイス・電子機器工学分科会幹事／
横浜国立大学

常石 哲男 東京エレクトロンデバイス

山本 義継 みずほ証券

黒田 忠広 東京大学

若林 整 東京工業大学

遠藤 哲郎 東北大学

青柳 昌宏 熊本大学

井上 史大 横浜国立大学

［司会］

［パネリスト］

※一般公開シンポジウム一覧の「これからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携」
からご視聴ください。
※講演者、パネリストは現地参加です。
※オンラインで視聴される方は、下記マニュアルをご参照ください。
https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/2022/12/2023s_manual-JPN_4.pdf



13 00

13 05

13 10 With/After 

13 20

13 40

14 00

14 20

15 00

16 00



COVID-19



with/after





コロナ禍で顕在化した危機・リスクとコロナ禍で顕在化した危機・リスクと

社会保障･社会福祉社会保障･社会福祉

日本学術会議社会福祉福祉学分科会・日本社会福祉系学会連合・日本ソーシャルワーク教育学校連盟  共催

登 壇 者

稲葉　剛 大和  三重 竹本 与志人 原田  正樹 古都  賢一

保正  友子 山野  則子 湯澤  直美 和気  純子 和田　肇

2023 年

3月26日(日)
13:30～16:00

On-Line

無 料

主催　日本学術会議社会学委員会・社会福祉学分科会　
共催　日本社会福祉系学会連合　　一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟
後援　社会福祉法人 全国社会福祉協議会　　日本ソーシャルワーカー連盟（JFSW）

コロナ禍で顕在化した危機・リスクと

社会保障･社会福祉

■ 開会　保正友子 （日本学術会議連携会員　日本社会福祉系学会連合会長）

■ 第Ⅰ部 『報告』
　和気 純子（日本学術会議第一部会員　東京都立大学教授）
　　「趣旨説明、日常生活に支援を要する人の危機・リスクの低減と制度改革」
　原田 正樹（日本学術会議連携会員　日本福祉大学教授）
　　「生活困窮者における危機・リスクの低減と危機における差別防止と制度改革」
　山野 則子（日本学術会議特任連携会員　大阪公立大学教授）
　　「子ども家庭における危機・リスクの低減と制度改革」　
　湯澤 直美（日本学術会議連携会員　立教大学教授）
　　「女性における危機・リスクの低減と制度改革」

■ 第Ⅱ部　『コメント・討論』
　和田  肇　（日本学術会議第一部会員　名古屋大学名誉教授）
　古都 賢一（全国社会福祉協議会副会長）
　稲葉  剛　（一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事　立教大学客員教授）　

■ 閉会　竹本与志人（日本学術会議連携会員　岡山県立大学教授）

■ 司会　大和三重（日本学術会議連携会員　関西学院大学教授）

日本学術会議社会福祉学分科会が表出日本学術会議社会福祉学分科会が表出
した（予定）「見解：コロナ禍で顕在化した（予定）「見解：コロナ禍で顕在化
した危機・リスクと社会保障・社会福した危機・リスクと社会保障・社会福
祉～誰一人取り残さない制度・支援へ祉～誰一人取り残さない制度・支援へ
の改革～」にもとづき、見解執筆者らの改革～」にもとづき、見解執筆者ら
による提案の背景、意義、内容の報告による提案の背景、意義、内容の報告
に対し、外部有識者らからのコメントに対し、外部有識者らからのコメント
をふまえ、誰一人取り残さない制度・をふまえ、誰一人取り残さない制度・
支援への改革にむけた今後の展望につ支援への改革にむけた今後の展望につ
いて議論する。いて議論する。

～ 誰一人取り残さない制度・支援への改革 ～

シンポジウム

日本学術会議社会福祉学分科会が表出
した（予定）「見解：コロナ禍で顕在化
した危機・リスクと社会保障・社会福
祉～誰一人取り残さない制度・支援へ
の改革～」にもとづき、見解執筆者ら
による提案の背景、意義、内容の報告
に対し、外部有識者らからのコメント
をふまえ、誰一人取り残さない制度・
支援への改革にむけた今後の展望につ
いて議論する。

お 申 込 は
こ ち ら か ら

お問合せ：0326symposium@gmail.com

プログラム



公開シンポジウム 

「計算音響学の目指すもの」 

の開催について 

１．主 催：日本学術会議総合工学委員会・機械工学委員会合同計算科学シミュレーショ

ンと工学設計分科会 

２．共 催：一般社団法人可視化情報学会、特定非営利活動法人 CAE懇話会、一般社団法

人日本応用数理学会、一般社団法人日本音響学会、一般社団法人日本機械学

会、 一般社団法人日本計算工学会、日本計算数理工学会、日本計算力学連合、

一般社団法人日本シミュレーション学会、アジア太平洋計算力学連合、国際

計算力学連合（調整中） 

３．後 援：公益社団法人自動車技術会、公益社団法人日本騒音制御工学会（調整中） 

４．日 時：令和５年（2023）年３月 27日（月）11：00 ～ 17：20 

５．場 所：日本学術会議講堂（東京都港区六本木 7-22-34）（ハイブリッド開催） 

６．開催趣旨： 

本シンポジウムは主催分科会に設置されている「計算音響学小委員会」の活動を反映さ

せたものである。当小委員会では、音の発生、音の伝播、聴覚器官による音響感覚、音楽、

騒音等、音に関するあらゆる現象を扱うなど、その領域は物理学・工学・心理学・感性工

学・生理学など多くの分野にわたる、まさに総合工学である。これまで、スーパーコンピ 

ュータを用いた「コンサートホールの音響」のシミュレーション、AIと音質シミュレーシ 

ョン、楽器の発音機構のモデリングとシミュレーションから作曲に至るまで実機を用いず

感性の領域までバーチャル・シミュレーション（MBD）の議論に至っている。ドイツではこ

の動きを第４次産業革命と位置付け「インダストリー4.0」が精力的に進められているが、

当小委員会では「インダストリー4.0」などでは見られない感性とも融合させている。この

ような動きを我が国でも組織的に検討すべき時が来ており、その加速の一助とすべく本シ

ンポジウムを開催する。 

７．次 第： 

11：00 挨拶 

  越塚 誠一（日本学術会議連携会員、東京大学工学系研究科システム創生学専

攻教授） 

11：05 開催の趣旨 

吉村 卓也（日本学術会議特任連携会員、東京都立大学システムデザイン研究

科機械システム工学域教授） 

司会 山本 崇史（工学院大学工学部機械工学科教授） 



11：10 「アンティーク・ヴァイオリンの振動と音場に関する数値解析」 

横山 真男（明星大学情報学部情報学科教授） 

11：40 「楽器の研究における計測とシミュレーションについて」 

若槻 尚斗（筑波大学システム情報系教授） 

12：10－13：10 昼休み 

司会 山本 崇史（工学院大学工学部機械工学科教授） 

13：30 「自動作曲の可能性と限界」 

  嵯峨山 茂樹（東京大学名誉教授） 

14：00 「観察と対話に基づく自律エージェントの音声言語獲得」 

 篠崎 隆宏（東京工業大学工学院情報通信系准教授） 

14：30 「音を直感的に表現するオノマトペの数値化」 

坂本 真樹（日本学術会議連携会員、電気通信大学大学院情報理工学研究科

総合情報学専攻教授、副学長） 

15：00－15：10 休憩 

司会 谷口 隆晴（神戸大学大学院システム情報学研究科准教授） 

15：10 「シンギング・リンの振動音響解析」 

  黒沢 良夫（帝京大学理工学部機械・精密システム工学科教授） 

 「シンギング・リンの脳への影響」 

 満倉 靖恵（慶應大学理工学部システムデザイン工学科教授） 

15：50「計算音響学と自動車」 

  石濱 正男（明治大学客員研究員） 

16：20 総合討論 

司会 石濱 正男（明治大学客員研究員） 

コメンテーター 岡村 宏（芝浦工業大学名誉教授） 

コメンテーター 坂本 慎一（東京大学生産技術研究所教授） 

コメンテーター 満倉 靖恵（慶應大学理工学部システムデザイン工学科教授） 

17：10 閉会の挨拶 

  萩原 一郎（日本学術会議特任連携会員、明治大学研究・知財戦略機構研究 

特別教授、東京工業大学名誉教授） 

（下線の講演者等は、主催分科会委員） 




