科学技術社会論学会

プログラム早見表

2007年11月10日（土）
A会場 （デジタル）
B会場（W934）
C会場（W935）
A10-1,2
C10-1
B10-1
WS〈日本の研究所に対す 〈科学技術コミュニケーショ 〈安全・安心とリスク〉
る社会的研究（ソーシャル ン〉
〔座長〕宗像慎太郎
スタディーズ）：新しいラボ 〔座長〕蔵田伸雄
ラトリー・スタディーズを目
竹田恵子（大阪大学）
指して〉
伊藤京子（大阪大学）ほか 江間有沙（東京大学）ほか
〔オーガナイザー〕伊藤憲 宮崎和英（福岡大学）
遠藤悟（日本学術振興会）
9:00-1030 二（総合研究大学院大学） 上野哲（日本学術振興会）
伊藤憲二（総合研究大学
院大学）
大谷卓史（吉備国際大学）
佐藤靖（日本学術振興会）
平田光司（総合研究大学
院大学）

D会場（W932）
D10-1
〈科学技術論〉
〔座長〕藤垣裕子

E会場（W933）
E10-1,2
WS〈第二ステージの技術
者倫理—技術者倫理構築
へのストラテジー〉
萩原優騎（国際基督教大 〔オーガナイザー〕戸田山
和久（名古屋大学）
学）
桜井淳（物理学者）
斎藤宏文（東京工業大学） 打田憲生（日本技術士会・
ETの会）
斉藤了文（関西大学）
伊勢田哲治（名古屋大学）
黒田光太郎（名古屋大学）
杉原桂太（南山大学）
比屋根均（日本技術士会・
ETの会）
D10-2
〈科学倫理〉
〔コメンテータ〕比屋根均
〔座長〕宮崎和英
（日本技術士会・ETの会）

C10-2
B10-2
〈安全・安心とリスク〉
〈科学技術コミュニケーショ
〔討論者１〕中井浩二（（財）
〔座長〕宗像慎太郎
ン〉
国際高等研究所）
〔討論者２〕松本三和夫（東 〔座長〕戸田山和久
橋本泰一（東京工業大学） 堀田のぞみ（お茶の水女
京大学）
子大学）ほか
青柳みどり（（独）国立環境 ほか
下田隆二（東京工業大学） 藤垣裕子（東京大学）
研究所）
10:40-12:10
栃内文彦（金沢工業大学）
鶴島暁（北海道大学）
寿楽浩太（東京大学）
鳥羽瀬孝臣（NPO科学技
術倫理フォーラム）

（理事会：W936）

（昼休み）

13:20-14:10

総会

E10-3
D10-3
C10-3
B10-3
A10-3
WS〈科学コミュニケーショ
〈 レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン 〈技術倫理〉
WS〈病気や障害をもつ身 〈科学技術政策〉
ン実践教育〉
〔座長〕針谷順子
ス〉
体を介した技術知と生の 〔座長〕調麻佐志
〔オーガナイザー〕林衛（富
〔座長〕白楽ロックビル
技法〉
田中秀和（大同工業大学、 山大学）
〔オーガナイザー〕松原洋 影山敦彦（静岡県）
安倍竜一郎（四国学院大 標葉隆馬（京都大学）ほか 日本技術士会・ETの会）
子（立命館大学）
塩瀬隆之（京都大学）
上野伸子（東京大学）ほか 松木純也（福井大学）
学）
14:20-15:50 日高友郎（立命館大学）
難波美帆（北海道大学）
塚原修一（国立教育政策 五島綾子（静岡県立大学） 杉原桂太（南山大学）
上山輝（富山大学）ほか
研究所）
水月昭道（立命館大学）
韓星民（立命館大学／
KGS株式会社）
武藤香織（東京大学）

〈記念講演会〉
相澤益男氏
（東京工業大学前学長／
16:00-17:30 総合科学技術会議議員）
〔司会〕
平田光司

17:40-18:00

18:00-20:30

柿内賢信記念賞
研究助成金授与式
懇親会（A会場向い・コラボレーションルーム）

2007年11月11日（日）
A会場 （デジタル）
B会場（W934）
C会場（W935）
D会場（W932）
E会場（W933）
E11-1,2
A11-1,2
D11-1
C11-1
B11-1
WS〈社会が最先端の科学
WS〈「女性は機械に弱い」 〈科学技術コミュニケーショ 〈ナノテクノロジー〉
〈研究マネジメント〉
と出会うとき〉
―神話の生成と現実〉
〔座長〕奥田栄
〔座長〕小林信一
ン〉
〔オーガナイザー〕佐倉統
〔オーガナイザー〕桑原雅 〔座長〕中村征樹
子（NPO法人学術研究ネッ
須田文明（農林水産省農 吉永崇史（北陸先端科学 （東京大学）
ト）
技術大学）ほか
斉藤芳子ほか（名古屋大 林水産政策研究所）
宗 像 慎 太 郎 （ 三 菱 UFJ リ 大熊和彦（東京工業大学） 長谷川良平（産業技術総
学）
9:00-1030 桑原雅子（NPO法人学術 山内保典（名古屋大学）
合研究所）
サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン ほか
研究ネット）
福島杏子（社会技術研究 阿多誠文（産業技術総合
グ）ほか
豊沢純子（名古屋大学）
研究所）ほか
高橋さきの（翻訳者、東京
上田昌文（NPO法人市民 開発センター）ほか
鈴木高宏（東京大学）
農工大）
科学研究室）ほか
廣野喜幸（東京大学）
後藤邦夫（NPO法人学術
研究ネット）
〔指定討論者〕
出浦淑枝（コマツ）
札野順（金沢工業大学）
D11-2
C11-2
〔コメンテータ〕水島希（東 B11-2
〈研究マネジメント〉
〈ナノテクノロジー〉
〈科学技術コミュニケーショ
京大情報学環）
〔座長〕平川秀幸
〔座長〕小林信一
ン〉
〔座長〕塚原修一
柳 下 皓 男 （ ナ ノ テ ク ノ ロ 植木哲也（苫小牧駒澤大
ジービジネス推進協議会） 学）
小俣友輝（北海道大学）
塩谷まき子（北海道大学） 藤田康元（産業技術総合 渡辺翼（東京大学）ほか
10:40-12:10
内山弘美（東京大学）
研究所）
富田涼都（東京大学）
山口富子（国際基督教大
学）

Meet the Board
&
Meet the Editors
C11-3,4
A11-3,4a
E11-3,4,5
D11-3
B11-3
WS 〈 科 学 ／ 技 術 と ジ ェ ン 〈科学技術コミュニケーショ WS 〈 Ethics Crossroads の OS〈リスクガバナンスにお WS〈ローカル知の組織化
形成と科学技術倫理の構 ける科学・政治・アクター〉 と地域社会のデザイン〉
ダー〉
ン〉
築〉
〔オーガナイザー〕小川眞 〔座長〕上田昌文
〔オーガナイザー〕平川秀 〔オーガナイザー〕鬼頭秀
〔オーガナイザー〕札野順 幸（大阪大学）
里子（三重大学）
一（東京大学）
（金沢工業大学）
重松真由美（東京大学）
小川眞里子（三重大学）
横張真（東京大学）
平川秀幸（大阪大学）
安田陽（関西大学）
13:20-14:50 塩満典子（お茶の水女子 本間善夫（県立新潟女子 札野順（金沢工業大学）
中村圭吾（（独）土木研究
松尾真紀子（東京大学）
金光秀和（金沢工業大学） 中島貴子（東京大学）
大学）
所）
短期大学）
西村英雄（金沢工業大学）
河野銀子（山形大学）
西廣淳（東京大学）
栃内文彦（金沢工業大学）
内田由里子（詫間電波工
宮内泰介（北海道大学）
本田康二郎（金沢工業大
業高等専門学校）
丸山康司（東京大学）
学）
財部香枝（中部大学）
関礼子（立教大学）
大場恭子（金沢工業大学）
久田浩司（NPO法人共存
ほか
の森ネットワーク）
D11-4
B11-4
鬼頭秀一（東京大学）
〈気候変動〉
〈科学技術コミュニケーショ
15:40
平井幸弘（駒澤大学）
〔座長〕井口春和
ン〉
------------------〔座長〕塚原東吾
15:50
村山麻衣（東京大学）
板岡健之（みずほ情報総
Tom HOPE（産業技術総合
A11-4b,5
研）ほか
研究所）
WS〈STS研究と政策研究
15:00-16:30
奥田有紀（みずほ情報総
比屋根均（日本技術士会・
（第2回）〉
研）ほか
〔オーガナイザー〕高橋祐 ETの会）
一郎（農林水産省農林水 日比野愛子（京都大学）ほ
か
産政策研究所）
（昼休み）

高橋祐一郎（農林水産省
農林水産政策研究所）
前田洋枝（東海学園大学） B11-5
刀川眞（室蘭工業大学、文 〈科学技術コミュニケーショ
部科学省科学技術政策研 ン〉
究所）
〔座長〕塚原東吾
光盛史郎（文部科学省科
学技術政策研究所）
日高友郎（立命館大学）
宗 像 慎 太 郎 （ 三 菱 UFJ リ 中村理（早稲田大学）
16:40-18:10 サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン
グ）
田原敬一郎（（財）政策科
学研究所）
中川尚志（文部科学省）

D11-5
〈原子力〉
〔座長〕井口春和
篠田佳彦（東京工業大学）
ほか
中島達雄（東京大学）
牧慎一郎（文部科学省）

