日本産学フォーラム設立20周年記念 国際シンポジウム
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FOSTERING THE YOUNG FOR THE FUTURE
日

時

2012年 9月19日(水)～21日(金)

場

所

帝国ホテル東京

言

語

日英同時通訳付

今、我々人類はますます発展する物理、化学、生命科学、情報科学などに基づく大きな行動力を獲得する
一方で、資源、エネルギー、空間などが無限でないことを知ることになった。まず地球を劣化せずに良質
化させながらしかも各国に繁栄をもたらす人類の行動力の基準とは何かを発見し、次にその行動力を向上
させるのに有効な科学とは何かを探り当てることが緊急に求められていることを知らなければならない。
そのためには、多くの社会的仕組みを変えることが必要である。この国際シンポジウムにおいては、新し
い道を示すだけでなく、苦痛を明示し、また社会的コストを負担する仕組みについても現実的な方法が提
示され、議論されることを期待する。
（～吉川弘之 プログラム委員会委員長 開催趣旨より抜粋～）
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Sep19
18:30～21:00 レセプション
プログラム
（変更・調整の可能性あり）
(WED)

<登壇者及び BUF 委員のみ>

張 富士夫（トヨタ自動車株式会社 取締役会長）
北城 恪太郎（日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役）他

Sep.20
(THU)

9:00～9.50

開会挨拶
小宮山 宏（株式会社三菱総合研究所 理事長、東京大学前総長）
豊田 章一郎（トヨタ自動車株式会社 名誉会長）
相澤 益男（内閣府 総合科学技術会議 議員、東京工業大学前学長）
William E. Kirwan（メリーランド大学システム総長）
椋田 哲史（一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事）

9:50～12:20

基調講演
李遠哲（中央研究院教授・前院長、国際科学会議(ICUS)会長）
徐南杓（KAIST 総長） 他

12:30～13:50 昼食
14:00～14:50

分科会前 特別講演
松本 紘（京都大学総長）

15:10～17:00

分科会Ⅰ「イノベーション」
ディスカサント：

李遠哲（中央研究院教授・前院長、国際科学会議(ICUS)会長）
David Docherty（英国産学フォーラム 議長）
Pornchai Mongkhonvanit（IAUP 名誉総長、ｻｲｱﾑ大学総長、ﾀｲ産学ﾌｫｰﾗﾑ副議長）
齋藤 ウィリアム 浩幸（株式会社インテカー 代表取締役社長）
佐藤 正敏（株式会社損害保険ジャパン 取締役会長）
モデレーター：濵口 道成（名古屋大学 総長）
ファシリテーター：黒田 玲子（東京大学名誉教授、東京理科大学教授）

15:10～17:00

分科会Ⅱ「持続可能な成長の為の新たなシステム及びコンセプト」
ディスカサント：

徐南杓（KAIST 総長）
Richard Thornley（ロールスロイス・ジャパン社長）
小枝 至（日産自動車株式会社 相談役名誉会長）
西本 淳哉（経済産業省 大臣官房 技術総括審議官）
モデレーター：有本 建男（独立行政法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター長）
ファシリテーター：久村 春芳（日産自動車株式会社 フェロー ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ担当）

15:10～17:00

分科会Ⅲ「科学技術教育の重要性、その理由と方策」
ディスカサント：

Philip Bell（ワシントン大学 学習科学准教授）
Cindy E. Hmelo-Silver（ラトガーズ大学院 教育心理学教授）
Susan R. Goldman（イリノイ大学 教育心理学教授）
Daniel Stevens（英国ワーウィック大学院生、英国学生会代表）
庄山 悦彦（株式会社日立製作所 相談役）
三宅 なほみ（東京大学 大学発教育支援ｺﾝｿｰｼｱﾑ推進機構 副機構長）
モデレーター：Brian K. Fitzgerald（米国産学フォーラム事務局長）
ファシリテーター：松重 和美（京都大学名誉教授、龍谷大学教授）

17:00～20:00 夕食（屋形船 or 帝国ホテル）<登壇者及び BUF 委員・幹事のみ>
Sep.21
(FRI)

9:00～9:50

最終セッション
－基調講演
William E. Kirwan（メリーランド大学システム総長）
野間口 有（独立行政法人産業技術総合研究所 理事長）

9:50～11:20

－ラウンドテーブル・ディスカッション（分科会まとめ）
ディスカサント：分科会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの各モデレーター
モデレーター：有信 睦弘（東京大学 監事）

11:20～11:50

報告
吉川 弘之（独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター長）

11:50～12:00

閉会の辞
佐々木 元（日本電気株式会社 名誉顧問）

