
Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 E会場

A-1-1 [OS] B-1-1 [GS] C-1-1 [GS] D-1-1 [GS] E-1-1 [GS]

遺伝子ドライブを巡るELSIとDURC 防災 科学コミュニケーション

オープンサイエンス・オープンイノベー

ション

（9:30より）

歴史学的アプローチ

（9:30より）

オーガナイザー：藤木 篤 座長： 田中 隆文 座長： 綾部 広則 座長： 横山 広美 座長： 河西 棟馬

藤木 篤 ○岡原 正直；平井 俊男 ○江崎 和音；山口 富子；伊藤 京子

四ノ宮 成祥 中野 元太 ○河村 賢；森下 翔；標葉 隆馬 ○小野田 敬；伊藤 泰信 山根 伸洋

大庭 弘継 城下 英行 池辺 靖
○山崎 吾郎；一方井 祐子；工藤 充；

友尻 大幹
千葉 庫三

立川 雅司

吉良 貴之

A-1-2 [OS] B-1-2 C-1-2 [GS] D-1-2 [GS] E-1-2 [GS]

オーガナイザー：江間 有沙 座長： 藤垣 裕子 座長： 夏目 賢一 座長：標葉 隆馬

江間 有沙 本堂 毅 額賀 淑郎 ○片岡 良美；中尾 世治

赤坂 亮太 佐藤 恭子；田中 幹人；○寿楽 浩太 萩原 優騎 齋藤 芳子

馮 茜 ○横山 広美；一方井 祐子 中山 敬太 小林 俊哉

出井 甫

16:00 - 17:00

17:15 - 18:30

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 E会場

A-2-1 [GS] B-2-1 [GS] C-2-1 [OS] D-2-1 [GS] D-2-1 [GS]

ELSI・RRIの（ための）アプローチ 市民参加・対話
技術と移動性　—国際技術哲学会に向

けて（1）
環境 専門知・専門家・専門的助言①

座長： 見上 公一 座長： 多久和 理実 オーガナイザー：直江 清隆 座長： 城下 英行 座長： 川本 思心

○西 千尋；藤垣 裕子 石川 肇 筒井 晴香 戸田 聡一郎 久保田 唯史

松山 桃世 ○小林 知恵；大沼 雅也 堀江 幸生 ○平井 俊男；岡原 正直 定松 淳

大澤 康太郎 鈴木 俊洋 田幡 琢磨

ディスカッサント：金光 秀和

A-2-2[GS] B-2-2 [GS] C-2-2 [OS] D-2-2 [GS] E-2-2 [GS]

福島原発事故 生物学
技術と移動性　　—国際技術哲学会に

向けて（２）
政策・行政 専門知・専門家・専門的助言②

座長： 柴田 清 座長： 林 真理 オーガナイザー：七沢 智樹 座長：　小林 俊哉 座長： 調 麻佐志

○山口 航平；纐纈 一起 菅原 裕輝 七沢 智樹 ○平田 光司；高岩 義信 奈須野 文槻

八巻 俊憲 猪口 智広 古賀 高雄 ○山田 陽太；神里 達博 黒河 昭雄

林 衛 見上 公一 上杉 繁 廣田 英樹

ディスカッサント：直江 清隆

A-2-3[GS] B-2-3 [OS] C-2-3 [OS] D-2-3 [GS] E-2-3 [GS]

人文・社会科学

放射線の国連科学委員会

（UNSCEAR）と2020/21報告書の検証

（1）

先進生命科学研究のデュアルユース

性への応答：教育・コミュニケーション

の側面から

ELSI・RRI① 技術・工学

座長： 山口 富子 オーガナイザー：柿原 泰 オーガナイザー：川本 思心 座長： 神里 達博 座長： 隠岐 さや香

福本 江利子 柿原 泰 川本 思心 ○佐藤 桃子；武藤 香織 ○中尾 悠里；藤垣 裕子

渡辺 健太郎 高橋 博子 河原 直人 ○一方井 祐子；横山 広美 夏目 賢一

藤岡 毅 木賀 大介
○武田 浩平；古俣 めぐみ；高江 可奈

子；田中 幹人；標葉 隆馬
柴田 清

田口 茂 ディスカッサント：吉澤 剛

A-2-4[GS] B-2-4 [OS] C-2-4 [OS] D-2-4 [GS]

未来技術

放射線の国連科学委員会

（UNSCEAR）と2020/21報告書を検証

する（2）

女性への科学教育および工学教育に

関する歴史資料の現状と課題
ELSI・RRI②

座長： 直江 清隆 オーガナイザー：林 衛 オーガナイザー：多久和 理実 座長： 眞嶋 俊造

林 慎也 林 衛 黒田 光太郎 標葉 隆馬

七沢 智樹 本行 忠志 多久和 理実
○HARTWIG Manuela Gertrud；江守 正

多；三上 直之；八木 絵香；松浦 正浩

鷲江 倫明 黒川 眞一 有賀 暢迪 ○森下 翔；河村 賢；標葉 隆馬

八巻 俊憲 古川 安

ディスカッサント：齊藤 有里加

第3セッション

13:45 - 15:15

中休み

第4セッション

15:30 - 17:00

柿内賢信記念賞授与式

西9号館2階デジタル多目的ホール

第2日目：2022年11月27日（日）

第1セッション

9:00 - 10:30

中休み

第2セッション

10:45 - 12:15

昼休み

中休み

科学技術社会論学会　第21回年次研究大会・総会　タイムテーブル

第1日目：2022年11月26日（土）

第1セッション

9:00 - 10:30

中休み

第2セッション

10:45 - 12:15

サイバネティック・アバター（CA)の社会

実装とその課題
新型コロナウイルス感染症 法・倫理・道徳 STSと実践

昼休み

13:45 - 15:45

大会実行委員会企画シンポジウム（学内公開）

新たなる大学博物館の役割―科学技術教育・史料保存・研究のサイクルについて考える―

イントロダクション：調　麻佐志

山﨑　鯛介　（東京工業大学博物館 副館長）

多久和　理実　（東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院）

今村　信隆　（北海道大学 文学研究院）

西9号館2階デジタル多目的ホール

中休み

総会

西9号館2階デジタル多目的ホール


