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科学技術政策は、今まで研究者の視点に立った研究振興の

ための政策と考えられてきました。しかし、科学技術が社会の

中に深く根付き、豊かさや便利さをもたらす重要な存在になっ

てきた現代においては、科学技術政策の在り方も変わらなけ

ればなりません。つまり、社会にとって必要な科学技術、望ま

しい科学技術の振興のための政策が必要なのです。端的に言

えば、「人々がどんな世界に生きたいと欲しているか」という

問いに科学技術がどう答えるかを考える政策です。これをわれ

われは「公共圏における科学技術政策」と呼んでいます。

この政策では、科学技術や公共政策に対する社会の期待・

懸念・問題認識を把握し、反映させていくことが求められま

す。そこで不可欠なのは、社会の多様な主体による熟議（対

話と熟慮）をふくむ「科学技術への公共的関与（public 

engagement）」や「科学技術の倫理的・法的・社会的課題

（ELSI）」研究が生み出すエビデンス（根拠）です。 

このような考え方に基づき、本プログラムは、ELSI に関す

る研究を基盤として公共的関与の活動と分析を行い、「学問諸

分野間ならびに学問と政策・社会の間を「つなぐ」ことを通

じて政策形成に寄与できる人材」の育成を目指します。今求

められているのは、自らの専門分野の枠組みを超えて、広く俯

瞰的・多角的に科学技術と社会の諸問題・課題を洞察・理解し、

かつ公共的関与の活動と分析を行えるような知識とセンス、実

践的な能力を備えた人材なのです。

なお、本プログラムは、文部科学省の科学技術イノベーショ

ン政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育成

拠点に選定された、大阪大学及び京都大学の連携による「公

共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS）」の教育プロ

グラムとして実施されます。

副専攻／高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」が目指すもの

公共圏における科学技術・教育研究拠点



主な
イシュー

科目

COデザイン
講義

（インターネット
技術と法規制）

2

総合演習
（生命倫理と法）

2

ライフ
サイエンスの
倫理と
公共政策学

2

特別講義
（Climate Change
in Asia Pacific -
Science and
Solutions）

2

特別講義
（Effectively
Communicating
Your Science
& Research）

2

メディア
リテラシー

2

ナノ
テクノロジー
社会受容
特論 A

2

サステナブル
システム
デザイン論

2

産業環境
マネジメント
論

2

基軸
科目

フィールド
調査法特講

2

訪問術 A
（質的研究の
デザイン A）

2

科学技術
コミュニ
ケーション
入門 B

1

サステイ
ナビリティ
評価・
技術論

2

科学技術
移転論

2

入口 学ぶ 使う 出口

科学技術と
公共政策

（A, B）

科学技術
社会論
入門

科学技術
コミュニケー
ション演習
ディスカッシ
ョン型授業

研究
プロジェクト

社会の中の
科学技術
概論

科学技術
コミュニ
ケーション
入門 A

12 2

1

2 2

科学技術
イノベーション
政策総合演習
サマー
キャンプ 2

など

特殊講義
（開発と環境）

2

ファシリ
テーション
入門

1

科学史・
科学哲学
入門

1

研究手法
入門

2

2

公共圏における
科学技術政策プログラムの科目

CLASSES
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科学技術政策、あるいは、科学技術と関連する公共政策
を形成するためには、科学技術についての理解と社会に
ついての理解の両方を視野に入れる必要があります。
本プログラムの入口として「社会の中の科学技術概論」
を、そして、学習のまとめとして「研究プロジェクト」（副
専攻プログラムの履修者のみ受講可能）を用意していま
す。また、みなさんが、自分の専門分野の枠組みを超えて、
俯瞰的・多角的に科学技術と社会の諸問題を洞察・理解
できるようになるために、複数の分析アプローチを「学
ぶ」ための科目群、そして、学んだ知識やスキルを「使う」
ことを目指した科目群があります。
他大学の学生やゲストスピーカー（専門家や政策実務者
など）との議論、市民参加型ワークショップの体験など、
特色ある科目や活動を通して、あなたの能動的な学習を
サポートします。

※副専攻プログラムの修了には、必修科目 6単位、基軸科目から2単位以上、イシュー
科目から2単位以上、合計で14単位以上の取得が必要です。この図では、必修科目
を赤で、基軸科目を青で、イシュー科目を緑で表現しています。次のページ「本プログ
ラムの学び方」にも説明があります。
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訪問術 A
（質的研究の
デザイン A）

科学技術の側から
公共圏を考えたい

必修科目

選択科目

公共圏の側から
科学技術を考えたい

公共圏における科学技術を
さまざまな視点から見たい

基軸科目（2 単位以上） 主なイシュー科目（2 単位以上）

自由選択

サステイ
ナビリティ
評価・
技術論

科学技術
移転論

産業環境
マネジメント
論

ライフ
サイエンスの
倫理と
公共政策学

サステナブル
システム
デザイン論

ナノ
テクノロジー
社会受容
特論 A

総合演習
（生命倫理と法）

科学技術
イノベーション
政策総合演習
サマー
キャンプ

科学技術と
公共政策

（A, B）

必修科目

フィールド
調査法特講

科学技術
社会論入門

3
選択

4
選択

1
選択

社会の中の
科学技術
概論

2
選択

3
選択

1
選択

2
選択

科学技術
コミュニケー
ション演習
ディスカッシ
ョン型授業

研究
プロジェクト

研究
プロジェクト

科学技術
イノベーション
政策概論

（A, B）

科学史・
科学哲学
入門

特殊講義
（開発と環境）

科学技術
コミュニケー
ション演習
ディスカッシ
ョン型授業

科学技術
コミュニケー
ション演習
ディスカッシ
ョン型授業

社会の中の
科学技術
概論

社会の中の
科学技術
概論

科学技術
コミュニ
ケーション
入門 B

ファシリ
テーション
入門

科学技術
コミュニ
ケーション
入門 A

特別講義
（Effectively
Communicating
Your Science
& Research）

メディア
リテラシー

COデザイン
講義

（インターネット
技術と法規制）

特別講義
（Climate Change
in Asia Pacific -
Science and
Solutions）

研究手法
入門

など

公共圏における科学技術政策について、自分の関心に合わせて、ピンポイン
トで学ぶこともできます。副専攻プログラムは履修できないけれど気になると
いう方は、試しにいくつかの授業を履修してみてください（ただし「 研究
プロジェクト」は副専攻プログラム受講者の、そして、「 科学技術イノベーショ
ン政策総合演習」は副専攻 / 高度副プログラム受講者の専用科目のため履
修できません）。気に入った方は、年度初めに副専攻プログラムに変更でき
ます。

副専攻プログラムに履修登録して学ぶことで以下のようなメリットがあります。

●現役行政官と共同で開催される政策ワークショップへの参加
●他大学の類似プログラム履修者との合宿への参加
　（ 科学技術イノベーション政策総合演習）
●論文作成のための少人数セミナー（ 研究プロジェクト）
●京大拠点の開講科目の単位認定
●プログラム修了認定証の授与

本プログラムの学び方
COURSE

公共圏における科学技術の
あり方をしっかり学ぶ

副専攻プログラム

自分の関心に合わせて
ピンポイントで学ぶ

アラカルト
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必須科目「 社会の中の科学技術概論」を含む 8
単位以上を取得した方は、高度副プログラムの修了
が認定されます。また、他大学の類似プログラム履
修者との合宿（ 科学技術イノベーション政策総合
演習）への参加も可能です。

高度副プログラム

「公共圏における科学技術政策」プログラムは「副専攻プログラム」「高度副プログラム」として学ぶことも、「アラカルト」で自分の
関心に合わせて学ぶこともできます（履修に関する詳細については、14 ページから 17 ページを参照）。

「 副専攻プログラム」として、14 単位以上（必修科目：6 単位、選択科目：8 単位以上。選択科目Ⅰ（基軸科目群）および選択科目Ⅱ（イ
シュー科目群）から、それぞれ 2 単位以上を選択）を取得した場合には、プログラム修了認定証が授与されます。さらにインターンシッ
プや政策ワークショップへの参加サポート、京大拠点で実施される該当科目の単位認定などのメリットがあります。

「 アラカルト」で履修した場合も、入門必須科目「 社会の中の科学技術概論」を含む 8 単位以上を取得した場合、高度副プロ
グラムの修了が認定されます。
下の図の空欄に気になる科目を当てはめていくと、あなただけの学び方が完成します。
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特色ある科目
ACTIVITIES

多様な専門家から、科学技術イノベー
ション政策に関する広範な論点を学ぶ

まだ「答え」の出ていない
社会的な課題にチームで挑む

科学技術がどのように発展し、どのように成果が利用される

か、どのようにして社会・人間にとって望ましい成果を生み

出すかは、科学技術の研究開発や関連する政策における重

要課題です。科学技術やイノベーションの「望ましさ」をど

う実現したらよいか、そのためにはどのような問題を研究

開発や政策形成において考えなくてはならないかを、科学

技術の「倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and 

Social Issues: ELSI）」の観点から多角的に学ぶことができ

ます。

副専攻／高度副プログラムの入口として設定されている科目

で、春～夏学期の隔週水曜に 2 時限連続（5・6 限）で行

われます。

学期の前半は、STiPS 教員による「社会の中の科学技術」

についての講義を予定しています。学期の後半は、各回、

科学技術の ELSI を専門とするゲスト講師による講義（90 分）

と受講生同士の議論（90 分）を予定しており、ゲノム研究

や生殖医療などの生命科学に関する ELSI、人工知能技術や

ビッグデータ利用などの情報科学技術に関する ELSI など、

具体的な事例を扱うことになります。

専門分野の違いによるコミュニケーションの困難さを実感し、

異なる専門知識や背景を持つ者同士のコミュニケーション作

法の獲得を目的としています。

夏に集中講義として開講している科目です。3 日間、1 つの

テーマにじっくりと向き合います。テーマは例年、下記にあ

るような科学技術に関する社会的課題を選び、異なる見解

をもつゲスト講師と共に、多様な研究科の学生で構成される

チームで議論を行います。これらを通じて、専門分野ごとの

視点の多様性を理解すること、自分とは異なる分野に対する

謙虚さをもちこと、“素人”とされる人々の視点も理解すること、

「社会の中の科学技術」という視点を理解することなどを目

指しています。

社会の中の科学技術概論 科学技術
コミュニケーション演習

チームでの議論を通じて、専門分野ごとの視点の多様性を理解できます文理を問わず様々な専門分野を学ぶ大学院生が受講しています　

「BSE 事件に伴って生じたアメリカ産牛肉輸入停止を解除する
ための条件とは何か」、「原子力発電所の再稼働に必要な条
件について」、「地球温暖化問題に関する市民参加のあり方
について」、「現在、想定されているゲノム編集作物の規制の
枠組みの是非」など

過去に扱ったテーマ
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STiPS が提供する科目の中から、3 つの科目を詳しくご紹介します。副専攻プログラムで必修科目となっている
「社会の中の科学技術概論」「科学技術コミュニケーション演習」「研究プロジェクト」をピックアップしています。

副専攻プログラムの総仕上げ、
研究論文の作成

この科目は、副専攻プログラムの履修者のみを対象として

います。自らの専攻分野を生かしつつ、副専攻プログラム

を通じて学んだ、科学技術イノベーションの社会的・政策的

な側面についての知識をさらに深め、学術研究論文を作成

します。

具体的には、「政策のための科学」に関連した社会課題へ

の解決に資する研究テーマを各自が設定して、人文学・社

会科学的な手法を用いた調査および分析を行います。12

月には、京都大学と合同で、研究成果合同発表会も開催し

ます。授業は、履修者・担当教員が一堂に会して研究進捗

報告や研究指導を行うゼミ形式のものと、各々の研究テー

マや進捗に合わせて行う個別指導形式のものとを組み合わ

せて実施しています。

授業科目以外の学びの場
STiPS は、大学の知と社会の知をつなぐ「社学連
携」の実践活動も行なっています。このような「授
業科目以外の学びの場」もぜひ活用してください。研究プロジェクト

STiPS Handai 研究会

市民参加型ワークショップ

サイエンスカフェ＠千里公民館
2017 年度より豊中市立千
里公民館と共同でサイエン
スカフェを開催しています。
科学技術が社会の中でどの
ように扱われるのか、研究
者と一般参加者とで語り合
います。2019 年度は 2 回
のサイエンスカフェを実施し
ました。

提出された論文は年度ごとにまとめて製本しています

「人工知能利用における受容態度と判断基準 ―若手研究者に
対する探索的調査―」、「日本の食品問題において消費者の不
安感に影響を与える要素の考察」、「福島第一原子力発電所
事故における「市民測定」 ―福島市の事例をもとに―」など

過去に提出された論文の題名

社会への導入に向けて研究・開発が進められている科
学技術をテーマに、一般の人々が集まる対話の場づく
りをしています。学生もグループファシリテーターとし
て参加し、参加者同士の対話をサポートします。

学内外の研究者や
実務家をゲストにお
招きする研究会を大
阪大学内で開催して
います。学生だけで
なく教員も相互に学

び合うことを目的としています。学内／学外、学生／
教員を問わず、誰でも参加できます。
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授業を受けて
知識を獲得

各研究科のガイダンスで「STiPS 
STYLE」を配布しています。先輩に
勧められたという人も。

どんな教員がいるのか、どんな同級
生と学ぶのかなど、プログラムの雰
囲気がわかります。

履修動機を提出していただいた方
と面談をしています。履修科目のア
ドバイスなどを行っています。

授業を受けて
スキルを獲得

市民参加型
ワークショップで
スキルを実践する

サマーキャンプに参加する

必修の
ディスカッション型

授業を受ける

他大学の学生や政策実務者との合宿セミナーです。
問題分析や政策提言などを体験します。

就職
活動

残って
いる単位
を取得

夏の間に
データを
とる

研究
プロジェクトに
取り組む

GOAL

研究プロジェクトスタート

研究プロジェクトへの助走
研究プロジェクトについて考え始める

「研究手法入門」を履修して、方法論を学ぶ

主専攻の専門分野とは違ったアプローチが
理解できるようになる

先輩の
成果発表会を
見学する

［4月］研究構想をみがく

［7月］
研究計画を
発表する

［10月］中間発表

［12月］
京都大学との
合同発表会

［1月］論文提出

［3月］副専攻プログラム修了

研究構想
発表会
研究構想（来年度、
どんなテーマに
取り組みたいか）を
発表する
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「履修してみたいけど、研究スタイルやライフスタイルを考えると難しいかも」、
「自分のキャリアプランにあった学び方はあるのかな」とお悩みのあなた。
ここでは、副専攻プログラムを履修する際のモデルケースをご紹介しています。
STiPS と過ごす大学院生活を想像してみてください。

（あくまで一例を図式化したものです。実際には、この通りには進まないこともあります。）

履修モデルケース
MODEL CASE
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どんな教員がいるのか、どんな同級
生と学ぶのかなど、プログラムの雰
囲気がわかります。

履修動機を提出していただいた方
と面談をしています。履修科目のア
ドバイスなどを行っています。

授業を受けて
スキルを獲得

市民参加型
ワークショップで
スキルを実践する

サマーキャンプに参加する

必修の
ディスカッション型

授業を受ける

他大学の学生や政策実務者との合宿セミナーです。
問題分析や政策提言などを体験します。
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残って
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夏の間に
データを
とる

研究
プロジェクトに
取り組む

GOAL

研究プロジェクトスタート

研究プロジェクトへの助走
研究プロジェクトについて考え始める

「研究手法入門」を履修して、方法論を学ぶ

主専攻の専門分野とは違ったアプローチが
理解できるようになる

先輩の
成果発表会を
見学する

［4月］研究構想をみがく

［7月］
研究計画を
発表する

［10月］中間発表

［12月］
京都大学との
合同発表会

［1月］論文提出

［3月］副専攻プログラム修了

研究構想
発表会
研究構想（来年度、
どんなテーマに
取り組みたいか）を
発表する

※「研究プロジェクト」は、副専攻プログラム履修者のみを対象とする必須科目です。
プログラムを通じて学んだ知識をさらに深め、学術研究論文を作成します。

9
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学生インタビュー
INTERVIEW

自分の専門分野の
「社会の中での位置づけ」を
考えることができました。
松田勇希さん  （工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 博士前期課程2年）

STiPS の授業では、「サマーキャンプ※」が印象に残っていま

す。私たちのグループは、ディスカッションで意見が大きく広が

りすぎてしまって、まとめるのにとても苦労しました。今振り返

ると、意見のひとつひとつをグループの全員で共有するという

ことが十分にできていなかったのだと思います。私は、この経

験をとおして、グループワークでどのように意見をまとめるのが

よいのか、より一層考えるようになりました。

「サマーキャンプ」でもうひとつ印象的だったのは、自分と

は違う意見を目の当たりにしたことです。私自身は研究してい

て楽しいという気持ちが強く、また、私と同じようにこの研究

が好きだというひとたちに囲まれて日々を過ごしていて、どうし

ても自分の研究を中心にものを見てしまうところがあるのです。

でも、「サマーキャンプ」で様々な立場の方の意見を聞いて、

私が今まで関わってきたアカデミックな研究にも、まだまだ足り

ない部分やさらに考えるべき部分があるのだな、ということも

実感しました。社会の中には様々な評価の軸があるということ

に気づく経験は、多様な背景を持つひとと話すからこそ得られ

るのだと思います。

ひとりひとりの発言の「背景」を
意識するようになりました。
早見直樹さん  （基礎工学研究科 機能創成専攻 博士前期課程１年）

※サマーキャンプ：授業科目名「科学技術イノベーション政策総合演習」
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「公共圏における科学技術政策」に興味はあっても、「どんな人が集まってくるのだろう」、「だいぶ専門と違うけれど、ついていけるの
かな」と不安を抱える人もいると思います。実際に STiPS の受講生は、どのような思いを抱いて受講をしたのでしょうか。また STiPS
のプログラムについて、どのように感じたのでしょうか。ここでは 3 人の受講生の声を聴いてみましょう。

社会にある
「様々な評価の軸」に
気づくことができました。
三浦彩音さん  （理学研究科 化学専攻 博士前期課程１年）

自分の専門分野の
「社会の中での位置づけ」を
考えることができました。
松田勇希さん  （工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 博士前期課程2年）

私は学部生のころ、物理が好きだという理由で原子力分野

の研究室を選びました。将来エネルギーとして原子力がどうな

るのかは不透明ではありますが、技術者としての需要はあるだ

ろう、ということは考えていました。それと同時に、原子力とい

う研究分野が社会の中でどのように位置づけられるかというこ

とについて、もっと深く考えたいという気持ちが強くなってきた

のです。そのような問題意識に基づき、「研究プロジェクト」では、

大学の旧原子力系学科・専攻の改称について調査し、それが

原子力分野における人材育成にどのような影響を与えたのか検

討しました。調査として行った大学教員に対するインタビューで

は、STiPS の先生方から手厚いアドバイスやサポートをいただ

きました。そのおかげで主専攻の研究と両立させながら論文を

仕上げることができました。

「研究プロジェクト」に取り組むことで、原子力という研究分

野の歴史や、様々な観点からの評価について学ぶことができ、

今まで自分には無かった視点を得ることができました。それは

私にとって、これから社会に出て働くうえで非常に重要な経験

だったと思います。

ひとりひとりの発言の「背景」を
意識するようになりました。
早見直樹さん  （基礎工学研究科 機能創成専攻 博士前期課程１年）

僕が STiPS に興味を持ったきっかけは、 ポスターの「科学技

術と社会をつなぐのは誰か」というメッセージでした。グルー

プディスカッションが経験できる授業を受けたいと思っていたの

も、受講の理由のひとつです。

STiPS の授業では、ファシリテーションのスキルを学んだこ

とが印象に残っています。科学技術をテーマとした市民が参加

するワークショップでもグループファシリテーターを経験するこ

とができました。これらの経験をとおし、その場でのひとりひと

りの発言に対して、そのひとがなぜそう言ったのかという「そ

のひとの背景にあるもの」を意識するようになりました。

STiPS の魅力のひとつは、プログラムを通じて得た経験やス

キルを実践の場で使ってみることができる点だと思います。僕

の場合、授業の中で学んだアンケート調査やインタビューの手

法は、学生委員会などの課外活動でも役に立っています。だれ

かに意見を求めたいとき、どんな質問をするとどのようなこた

えをもらうことができるのかという事前のシミュレーションが今

までよりも深くできるようになり、よりスムーズに対話ができる

ようになったと感じています。
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プログラム修了生のキャリアパスの例

分野を超えた協働がますます盛んになっています。そのよう
な研究の変化に対応するため、科学技術政策はどうあるべ
きでしょうか。他の専門分野の学生や教員との双方向の議
論を通じて、今後の研究に関する政策形成にも貢献できる
研究者を育成します。

他分野とつながる研究者

社会における科学技術の在り方が問われています。今後、
科学技術と社会が調和していくために、どのような科学技
術政策が必要でしょうか。企業、行政、市民など、多様な
ステークホルダーとの双方向の議論を通じて、社会と向き
合いながら研究を担う研究者を育成します。同様に、社会
の側に立ち、自らの専門性だけでなく、他分野の科学技術
の専門家とつながりながら、公共的な問題に取り組む人材
の育成も目指します。

社会とつながる研究者

異なる分野間を「つなぐ」専門家が注目されています。研
究プロジェクトの企画や進捗管理、関係法令等の精査、会計・
財務・設備管理、特許申請等研究成果のまとめ・活用促進
など、幅広い業務が含まれます。研究現場や社会を俯瞰し、
次の一手を打つ人材を育成します。

分野と分野をつなげる人材

科学技術政策の形成において、社会の多様な主体の関与が
求められています。異領域（研究者集団・政策・産業・市
民社会）の間のコミュニケーションを媒介する実践的な人材
や、科学技術と社会の関係、あるいは、科学技術政策その
ものを研究する人材を育成します。また、それらの経験に
基づき、実際に行政に携わる人材の育成も目指します。

社会と分野をつなげる人材
分野

社会

分野

分野

社会

分野

分野

分野
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副専攻／高度副プログラム

「公共圏における科学技術政策」について



副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」について

▽副専攻プログラムの趣旨

大阪大学では、平成 23年度から大学院副専攻プログラム制度が始まりました。これは、所属する研究科（主専攻）と異な

る視点、学際的な視点、俯瞰的な視点といった複眼的視野の涵養のため、教育目標に沿って、主専攻に準ずるまとまりのあ

る高度な専門的素養又は幅広い分野の素養を培うための大学院生に特化したプログラムです。

プログラムに定める修了の要件を満たすことで、副専攻プログラム修了認定証が授与されます。

▽副専攻プログラムの概要

COデザインセンターは「公共圏における科学技術政策」という副専攻プログラムを提供しています。このプログラムは、「科

学技術の倫理的・法的・社会的課題（ELSI）に関する研究を基盤として公共的関与の活動と分析を行い、学問諸分野間なら

びに学問と政策・社会の間を「つなぐ」ことを通じて政策形成に寄与できる人材」の育成を目指します。自らの専門分野の枠

組みを超えて、広く俯瞰的・多角的に科学技術と社会の諸問題・課題を洞察・理解し、かつ公共的関与の活動と分析を行える

ような知識とセンス、実践的な能力を備えた人材を育成します。

なお、本プログラムは、文部科学省の「科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育成

拠点」に選定された、大阪大学及び京都大学の連携による「公共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS）」の教育プロ

グラムとして実施されます。

また、本プログラムでは、京都大学で実施される該当科目の履修により、単位を修得できるほか、STiPS 以外の「科学技術

イノベーション「政策のための科学」基盤的研究・人材育成拠点」（政策研究大学院大学、東京大学、一橋大学、九州大学）

との合同イベント等への参加支援を受けることができます。

▽副専攻プログラムの修了要件

本プログラム修了には、必修科目6 単位および選択科目8 単位以上の計14 単位以上の修得が必要です。選択科目は、「基

軸科目群」および「イシュー科目群」から、それぞれ 2単位以上を履修して下さい。

本プログラムの修了に必要な単位と所属専攻の修了に必要な単位との重複が認められるかどうかは、研究科によって異なり

ます。履修希望者は、事前に指導教員や所属研究科の大学院担当窓口に必ず相談して下さい。ただし、所属する専攻の修了

に必要な最低修得単位数以外に、副専攻プログラムの場合は最低7単位を当該プログラムのためのみの単位として修得する

必要があります。

▽副専攻プログラム科目について

詳細は本冊子p.18 以降を参照して下さい。

▽特記事項

障がい等により、各科目の受講に際し特別な配慮を要する場合は、所属のまたは開講部局の教務関係窓口（教務係、大学

院係など）に事前に相談するとともに、初回授業等、早期に授業担当教員に申し出て下さい。
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▽副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」科目一覧

科目カテゴリー 開講部局（課程） 授業科目名 単位 学期 ページ

入門必修科目（2 単位）
CO デザインセンター（院） 社会の中の科学技術概論 2 春～夏 18
CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策概論 A 1 不開講
CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策概論 B 1 不開講

必修科目（2 単位） CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション演習 2 集中（夏） 19
連携必修科目（2 単位） CO デザインセンター（院） 研究プロジェクト 2 通年 20

選択科目：
8 単位以上

（ 選 択 科 目Ⅰおよ
びⅡから、それぞ
れ 2 単位以上を履
修）

選択科目Ⅰ：
基軸科目群

CO デザインセンター（院） 研究手法入門 2 秋～冬 21
CO デザインセンター（院） ファシリテーション入門 1 春 22
CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 A 1 春、不開講
CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 A 1 秋 23
CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 B 1 夏（豊中） 24
CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 B 1 冬（吹田） 24
CO デザインセンター（院） 科学技術社会論入門 1 春 25
CO デザインセンター（院） 科学史・科学哲学入門 1 夏 26
CO デザインセンター（院） 科学技術と公共政策 A 1 秋 27
CO デザインセンター（院） 科学技術と公共政策 B 1 冬 28
CO デザインセンター（院） 訪問術 A（質的研究のデザインA） 2 春 29
人間科学研究科（博士前期） フィールド調査法特講 2 春～夏 30
人間科学研究科（博士前期） 社会における科学技術特定演習 2 不開講
工学研究科（博士前期） サステイナビリティ評価・技術論 2 春～夏 31
基礎工学研究科（博士前期） 科学技術移転論 2 秋～冬 32

選択科目Ⅱ：
イシュー科目群

CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策総合演習 2 集中（夏） 33
CO デザインセンター（院） 科学技術と社会特論 A 1 不開講
CO デザインセンター（院） 科学技術と社会特論 B 1 不開講
CO デザインセンター（院） 特別講義 A（Science, Technology and Society） 1 不開講

CO デザインセンター（院） 特別講義 B（Crossing Borders in 
Higher Education and Research） 1 不開講

CO デザインセンター（院） 特別講義（Effectively Communicating 
Your Science & Research） 2 春 34

CO デザインセンター（院） 特 別 講 義（Climate Change in Asia 
Pacific - Science and Solutions） 2 秋～冬 35

CO デザインセンター（院） メディアリテラシー 2 集中（冬） 36
CO デザインセンター（院） COデザイン講義（インターネット技術と法規制） 2 秋～冬 37
法学研究科（博士前期） 総合演習（生命倫理と法） 2 秋～冬 38
法学研究科（博士後期） 特定研究（生命倫理と法） 2 秋～冬 38
医学系研究科（博士前期） ライフサイエンスの倫理と公共政策学 2 集中（夏） 39
工学研究科（博士前期） 産業環境マネジメント論 2 春～夏 40
工学研究科（博士前期） サステナブルシステムデザイン論 2 春～夏 41
基礎工学研究科（博士前期）

（ナノサイエンスデザイン教育研究センター提供） ナノテクノロジー社会受容特論 A 2 集中（春～夏） 42

基礎工学研究科（博士前期）
（ナノサイエンスデザイン教育研究センター提供） ナノテクノロジー社会受容特論 B 2 不開講

国際公共政策研究科（博士前期） 環境法 2 不開講
国際公共政策研究科（博士後期） 特殊研究（環境法） 2 不開講
国際公共政策研究科（博士前期） 特殊講義（開発と環境） 2 秋～冬 43
国際公共政策研究科（博士後期） 特殊研究（開発と環境） 2 秋～冬 43

▽副専攻プログラムの履修申請

1.  履修希望者は、副専攻／高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」説明会に参加して下さい。

　　開催日時：4月15日（水）18:00～19:00

　　場所：全学教育推進機構ステューデントコモンズ（2階）セミナー室 A

2.  履修希望者は、下記の期日までにメールにて「履修動機（様式指定）」を提出して下さい。「履修動機」の様式は、4月15

日に開催する説明会などで配布します。また、COデザインセンターウェブサイト内の副専攻プログラム「公共圏における科

学技術政策」のページより入手することもできます。（http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/program/sub-stips.html）

　　提出締切：4月22日（水）16:00

　　提出先：stips-staff@cscd.osaka-u.ac.jp

3.  「履修動機」を受理した後、下記の候補日に面談を実施します。

  どちらの日も都合がつかない場合は、個別相談の上、面談日時を決定します。

　　面談候補日：4月23日（木）、24日（金）両日午後（他は要相談）

　　場所：【豊中】COデザインセンター（全学教育推進機構 全学教育総合棟Ⅰ 4 階）／【吹田】テクノアライアンス棟 C 棟
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高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」について

▽高度副プログラムの趣旨

大阪大学では、平成 20 年度から大学院等高度副プログラム制度が始まりました。これは、大学院生および 6 年制課程の

学部5、6 年次を対象に、幅広い分野の知識と柔軟な思考能力を持つ人材など、社会において求められる人材の多様な要請

に対応する取組として、教育目標に沿って、一定のまとまりを有する授業科目により構成され、体系的に履修することができ

るプログラムです。

これによって、所定の単位を修得した学生には高度副プログラム修了認定証が授与されます。

▽高度副プログラムの概要

COデザインセンターは「公共圏における科学技術政策」という高度副プログラムを提供しています。このプログラムは、「科

学技術の倫理的・法的・社会的問題（ELSI）に関する研究を基盤として公共的関与の活動と分析を行い、学問諸分野間なら

びに学問と政策・社会の間を「つなぐ」ことを通じて政策形成に寄与できる人材」の育成を目指します。自らの専門分野の枠

組みを超えて、広く俯瞰的・多角的に科学技術と社会の諸問題・課題を洞察・理解し、かつ公共的関与の活動と分析を行える

ような知識とセンス、実践的な能力を備えた人材を育成します。

なお、本プログラムは、文部科学省の「科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育成

拠点」に選定された、大阪大学及び京都大学の連携による「公共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS）」の教育プロ

グラムとして実施されます。

また、本プログラムでは、STiPS 以外の「科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育

成拠点」（政策研究大学院大学、東京大学、一橋大学、九州大学）との合同イベント等への参加支援を受けることができます。

▽高度副プログラムの修了要件

本プログラム修了には、必修科目2単位および選択科目6 単位以上の計 8 単位以上の修得が必要です。本プログラムの修

了に必要な単位と所属専攻の修了に必要な単位との重複が認められるかどうかは、研究科によって異なります。履修希望者

は、事前に指導教員や所属研究科の大学院担当窓口に必ず相談して下さい。ただし、所属する専攻の修了に必要な最低修得

単位数以外に、高度副プログラムの場合は最低 4 単位を当該プログラムのためのみの単位として修得する必要があります。

▽高度副プログラム科目について

詳細は本冊子p.18 以降を参照して下さい。

▽特記事項

障がい等により、各科目の受講に際し特別な配慮を要する場合は、所属のまたは開講部局の教務関係窓口（教務係、大学

院係など）に事前に相談するとともに、初回授業等、早期に授業担当教員に申し出て下さい。
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▽高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」科目一覧

科目カテゴリー 開講部局（課程） 授業科目名 単位 学期 ページ

必修科目（2 単位）

CO デザインセンター（院） 社会の中の科学技術概論 2 春～夏 18

CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策概論 A 1 不開講

CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策概論 B 1 不開講

選択科目：6 単位以上

CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション演習 2 集中（夏） 19

CO デザインセンター（院） 研究手法入門 2 秋～冬 21

CO デザインセンター（院） ファシリテーション入門 1 春 22

CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 A 1 春、不開講

CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 A 1 秋 23

CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 B 1 夏（豊中） 24

CO デザインセンター（院） 科学技術コミュニケーション入門 B 1 冬（吹田） 24

CO デザインセンター（院） 科学技術社会論入門 1 春 25

CO デザインセンター（院） 科学史・科学哲学入門 1 夏 26

CO デザインセンター（院） 科学技術と公共政策 A 1 秋 27

CO デザインセンター（院） 科学技術と公共政策 B 1 冬 28

CO デザインセンター（院） 訪問術 A（質的研究のデザインA） 2 春 29

人間科学研究科（博士前期） フィールド調査法特講 2 春～夏 30

人間科学研究科（博士前期） 社会における科学技術特定演習 2 不開講

工学研究科（博士前期） サステイナビリティ評価・技術論 2 春～夏 31

基礎工学研究科（博士前期） 科学技術移転論 2 秋～冬 32

CO デザインセンター（院） 科学技術イノベーション政策総合演習 2 集中（夏） 33
CO デザインセンター（院） 科学技術と社会特論 A 1 不開講
CO デザインセンター（院） 科学技術と社会特論 B 1 不開講

CO デザインセンター（院） 特別講義 A（Science, Technology and Society） 1 不開講

CO デザインセンター（院） 特別講義 B（Crossing Borders in 
Higher Education and Research） 1 不開講

CO デザインセンター（院） 特別講義（Effectively Communicating 
Your Science & Research） 2 春 34

CO デザインセンター（院） 特 別 講 義（Climate Change in Asia 
Pacific - Science and Solutions） 2 秋～冬 35

CO デザインセンター（院） メディアリテラシー 2 集中（冬） 36

CO デザインセンター（院） COデザイン講義（インターネット技術と法規制） 2 秋～冬 37

法学研究科（博士前期） 総合演習（生命倫理と法） 2 秋～冬 38

法学研究科（博士後期） 特定研究（生命倫理と法） 2 秋～冬 38

医学系研究科（博士前期） ライフサイエンスの倫理と公共政策学 2 集中（夏） 39

工学研究科（博士前期） 産業環境マネジメント論 2 春～夏 40

工学研究科（博士前期） サステナブルシステムデザイン論 2 春～夏 41

基礎工学研究科（博士前期）
（ナノサイエンスデザイン教育研究センター提供） ナノテクノロジー社会受容特論 A 2 集中（春～夏） 42

基礎工学研究科（博士前期）
（ナノサイエンスデザイン教育研究センター提供） ナノテクノロジー社会受容特論 B 2 不開講

国際公共政策研究科（博士前期） 環境法 2 不開講

国際公共政策研究科（博士後期） 特殊研究（環境法） 2 不開講

国際公共政策研究科（博士前期） 特殊講義（開発と環境） 2 秋～冬 43

国際公共政策研究科（博士後期） 特殊研究（開発と環境） 2 秋～冬 43

▽高度副プログラムの履修申請

KOANの受講ガイダンス機能を利用して申請して下さい。

（https://koan.osaka-u.ac.jp/）

・受付期間：4月8日（水）15時～4月16日（木）13時

・KOAN 掲示板も参照して下さい。
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社会の中の科学技術概論

｜開講科目名｜ 社会の中の科学技術概論

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Science and Technology in Society

｜時間割コード｜ 3B2509

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 平川　秀幸、他

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生

｜開講区分・曜日・時間｜春～夏学期　隔週水曜5・6限　授業開始日（4月15日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室A

｜キーワード｜ 科学技術イノベーション、科学技術政策、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）

｜授業の目的・概要｜人工知能やロボット、ゲノム編集など、現代社会において科学技術は大きな恩恵をもたらすことが期待され
る一方で、人の健康や環境に対するリスクや、さまざまな倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and 
Social Issues: ELSI）に対する懸念も広がっている。社会の中で科学技術はどのような役割を果たし、どの
ような問題を惹起しているのか、人間・社会にとって望ましい成果を生み出すにはどうしたらよいのか、研
究者や政策決定者、事業者、市民にはどのような責任や役割があるのか。これらの問いについて本科目では、
科学技術に関する人文学的・社会科学的研究を専門とする講師陣による講義や討論を通じて多角的に学ぶ。

｜学習目標｜ 現代社会における科学技術にはどのような役割と課題があり、人間・社会にとって望ましい科学技術をどの
ように実現したらよいかについて、次の観点から洞察し、説明できるようになる。
・科学技術と社会の相互作用
・科学技術コミュニケーション
・科学技術政策
・安全安心のための科学（レギュラトリーサイエンス、リスクコミュニケーション）
・科学技術の倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues: ELSI）
・研究公正
・責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation: RRI）

｜授業計画｜ 第1回（4月15日）ガイダンス
第2回・第3回（5月13日）社会の中の科学技術の課題概観／科学技術のガバナンス
第4回・第5回（5月27日）科学技術とコミュニケーション／科学技術と公共政策
第6回・第7回（6月3日）事例1（生命科学のELSI）に関する講義と討論
第8回・第9回（6月17日）事例2（生命科学のELSI）に関する講義と討論
第10回・第11回（7月1日）事例3（情報科学技術のELSI）に関する講義と討論
第12回・第13回（7月15日）事例4（情報科学技術のELSI）に関する講義と討論
第14回・第15回（7月29日）　総合討論

（注1：第6～13回に取り上げるテーマは順序を変更する可能性がある。）

｜授業外における学習｜各回の授業後に、復習を兼ねた短いレポートを作成し、提出する。

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜ 特に指定しない。

｜参考文献｜ 講義において適宜、指定する。

｜成績評価｜ 出席とレポート等による。

｜特記事項｜ 本科目は、副専攻/高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」における必修科目である。詳細は本
冊子p.2-5を参照のこと。
定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。

18



科学技術コミュニケーション演習

｜開講科目名｜ 科学技術コミュニケーション演習

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Science, Technology and Communication Seminar

｜時間割コード｜ 3B2504

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 八木　絵香、工藤　充、水町　衣里

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生

｜開講区分・曜日・時間｜集中（夏）　8月26日（水）、27日（木）、28日（金）1限～5限

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：総合棟Ｉ3階341（COデザインスタジオ）

｜キーワード｜ パブリックアクセプタンス、異分野間コミュニケーション、科学技術の社会的責任

｜授業の目的・概要｜近年では再生医療をはじめとする生命技術や遺伝子組換え技術、地球温暖化問題やエネルギー政策など
多種多様な科学技術をめぐる課題において、科学技術と社会の関係が問題視されるケースが増えている。
これに対しては、国内では講演会の実施やわかりやすいパンフレットの作成等のいわゆるPA（Public 
Acceptance）活動が行われてきたが、その有効性が限定的であり、「科学技術と社会の新たな関係構築」
が必要であることが強く認識されつつある。
本演習では、研究の細分化により生じている専門家間のコミュニケーションの困難さを実感すると同時に、
異なる専門知識や背景を持つ人々とのコミュニケーションの作法を獲得することを目的とする。
＜過去のテーマ例＞「BSE事件に伴って生じたアメリカ産牛肉輸入停止を解除するための条件とは何か」、

「原子力発電所から生じる高レベル放射性廃棄物の地層処分の是非について」、「原子力発電所の再稼働に必
要な条件について」、「地球温暖化問題に関する市民参加のあり方について」

｜学習目標｜ 異なる研究科の学生による具体的な科学技術的テーマをめぐる相互討論を行い、ディスカッションを通じ
て、課題となる科学技術と社会のかかわりについて理解することを目標とする。
その上で、自らの専門性をふまえた、主張および応答ができるようになることを目指す。

｜授業計画｜ 8月26日（水）1限～5限
　第1回　講義：科学技術コミュニケーションとはなにか
　第2・3回　演習：具体的なコミュニケーション手法についての実技
　第4・5回　講義・演習：テーマの提示とその背景についての説明およびグループ討議
8月27日（木）1限～5限
　第6回　テーマに対する自らの見解の発表とグループ討議
　第7回　全体討議
　第8・9回　専門家に向けた　key-Questionsの作成
　第10回　key-Questionsの発表と全体討議
8月28日（金）1限～5限
　第11・12回　key-Questionsに基づく専門家との質疑応答
　第13・14回　専門家との質疑応答をふまえたグループ討議
　第15回　発表と全体討議

｜授業外における学習｜第1回ガイダンス時に、今年度のテーマについてのレクチャーを行う。そこで課される課題について、自ら
の見解をとりまとめた上で、グループ討議に臨む。
また、授業時間内でのグループ討議の時間は限られるため、授業時間外でのメンバー間の作業・討議時間の
確保が望まれる。

｜履修条件・受講条件｜特になし。
科学技術についての専門知識は必須ではない。人文社会科学系の学生の履修も歓迎する。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 小林傳司『トランス・サイエンスの時代』（NTT出版、2007年）。その他は授業時に適宜紹介する。

｜成績評価｜ グループワークへの貢献度、および授業中に課す中間レポートおよび最終レポートにより評価する。

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。授業初日の1 ヶ月前をめどに、履修の
登録をしている学生宛に、詳細についてのメールを送信予定。不明な点がある場合には、担当教員まで

（stips-staff@cscd.osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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研究プロジェクト

｜開講科目名｜ 研究プロジェクト

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Research Project

｜時間割コード｜ 3B2704

｜定員｜ 10人程度

｜担当教員｜ 平川　秀幸、他

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生（副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修者のみを対象）

｜開講区分・曜日・時間｜通年　月1回　水曜5・6限　授業開始日（4月22日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室A、他

｜キーワード｜ 政策のための科学、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）、科学技術コミュニケーション、研究方法論

｜授業の目的・概要｜副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」における学習の総括として、それまでに同副専攻プログ
ラムを通じて学んだ、科学技術イノベーションの社会的・政策的な側面についての知識をさらに深め、定着
させることを目的とし、通年の研究プロジェクトを実施する。具体的には、「政策のための科学」に関連し
た社会課題への解決に資する研究テーマを各自が設定し、人文学・社会科学的な手法を用いた調査および分
析を行う。研究の成果は、12月に行われる研究成果合同発表会（大阪大学・京都大学の合同開催）の場に
おいて口頭発表を行い、また、成果をまとめた学術研究論文を作成する。授業は、履修者・担当教員が一堂
に会して研究進捗報告や研究指導を行うゼミ形式のものと、各々の研究テーマや進捗に合わせて行う個別指
導形式のものとを組み合わせて実施する。

｜学習目標｜ 1）「政策のための科学」に関連した社会課題を特定することができる。
2） 1で特定した社会課題の解決に資する、人文学・社会科学的な手法を用いた研究プロジェクトを設計・

計画することができる。
3）2の計画に沿って、研究を実施することができる。
4）3で得られた成果を、発表資料を用いて口頭発表することができる。
5）3で得られた成果を、学術研究論文としてまとめることができる。

｜授業計画｜ 第1回 ガイダンス（4月22日）
第2・3回 研究構想発表（取り組む研究テーマの設定）（5月20日）
第4・5回 研究計画発表（研究全体の計画）（6月24日）
第6・7回 研究計画発表会（調査活動の具体的な計画）（7月22日）
第8・9回 中間発表会（調査・分析活動の成果）（10月14日）
第10・11回 研究成果合同発表会に向けた発表練習（11月11日）
第12・13回 研究成果合同発表会（大阪大学・京都大学の合同開催）（12月12日）
第14・15回 学術研究論文の最終稿提出（提出締め切り：1月31日）

｜授業外における学習｜各自の研究プロジェクトを実施する上で必要な文献・情報収集、発表資料作成、調査・分析、論文執筆といっ
た種々の活動に対し、年間を通じて一定程度の時間・労力を費やすことが必要となる。履修者は、主専攻に
おける研究活動等との両立を念頭に、主専攻の指導教員および本科目の担当教員と良く相談しながら、計画
的に本科目に取り組むことが強く求められる。

｜履修条件・受講条件｜本科目は、副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修者のみを対象とする必修科目であり、
原則として同副専攻プログラムの初年度での履修は認めない。ただし、修了（卒業）年度の関係から同副専
攻プログラムの初年度での履修が必要となる場合は、例外的に履修を認める場合もあるので、担当教員と相
談のこと。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 研究論文のまとめ方に関しては、戸田山和久『新版 論文の教室―レポートから卒論まで』（NHK出版、
2012年）、吉田健正『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 第2版』（ナツメ書房、2004年）
等を適宜参照すること。また、「政策のための科学」に関連した人文学・社会科学的手法を用いた文献につ
いては、授業時に適宜紹介・配布するが、関係の深い学術論文誌として『科学技術社会論研究』や『科学技
術コミュニケーション』等を図書館・ウェブサイト等で随時参照すること。

｜成績評価｜ 研究成果合同発表会での発表（必須）、学術研究論文の作成（必須）に加え、平常点（授業への出席、報告・
発言等による授業への貢献等）を加味して総合的に判断する。

｜特記事項｜
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研究手法入門

｜開講科目名｜ 研究手法入門

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Research Methods

｜時間割コード｜ 3B1705

｜定員｜ 15人

｜担当教員｜ 平川　秀幸、他

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院学生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　隔週水曜5・6限　授業開始日（10月7日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室A

｜キーワード｜ 研究方法論、資料分析、アンケート、インタヴュー、定量テキスト分析

｜授業の目的・概要｜副専攻/高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」の一環として本科目では、人文学・社会科学の

研究手法を用いて、どのように科学技術に関わる現代の社会的課題についての問い（リサーチクエスチョン）

を設定し、研究・調査を行い、その成果を論文としてまとめたらよいかについて学ぶ。具体的には、人文学・

社会科学の代表的な研究手法として、資料分析、アンケート、インタヴュー、定量テキスト分析などを取り

上げ、それぞれの概要について講義で学ぶとともに、各研究手法を用いた研究計画立案の仕方をグループ

ワークを通じて身につける。本科目は、副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修生にとっ

ては、同プログラムの必修科目「研究プロジェクト」に向けた導入・準備のための科目として位置付けられ

る。

｜学習目標｜ 科学技術に関わる現代の社会的課題について、受講生各自の専門とは異なるアプローチでの研究計画を立て

られるようになる。

｜授業計画｜ 第1・2回　「資料分析」という手法（10月7日）

第3・4回　「アンケート」という手法（10月21日）

第5・6回　「インタヴュー」という手法（11月4日）

第7・8回　「定量テキスト分析」という手法（11月18日）

第9・10回　「実践」という手法（12月2日）

第11・12回　研究成果発合同発表会の見学（12月12日）

第13・14回　社会科学の認識論（12月23日）

第15回　研究計画書作成に向けたグループワーク（1月6日）

（注意1：第1～10回の授業日に取り上げるテーマは順序変更の可能性がある。）

（注意2：第11・12回のみ、大阪大学豊中キャンパス 南部陽一郎ホールにて土曜日に開講する。）

｜授業外における学習｜各回の講義内容を復習するとともに、講義で紹介する関連文献を読む。

｜履修条件・受講条件｜特になし。

副専攻/高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修生でなくても履修可。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 講義時に適宜紹介する。

｜成績評価｜ 出席と最終課題レポートによる。

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す

ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.

osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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ファシリテーション入門

｜開講科目名｜ ファシリテーション入門

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Dialogue Facilitation

｜時間割コード｜ 3B1112

｜定員｜ 20人

｜担当教員｜ 八木　絵香、工藤　充、水町　衣里

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜春学期　火曜4限　授業開始日（4月14日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構 ステューデント・コモンズ2階 セミナー室A

｜キーワード｜ 科学技術コミュニケーション、専門家と市民、ファシリテーション、対話、パブリックエンゲージメント

｜授業の目的・概要｜現代社会におけるさまざまな社会課題の発見と解決を目指し、実践するための基礎的な力（汎用力）の一つ
である「対話術」を習得するための「ファシリテーションスキル」を学ぶ。
演習の題材は、自動運転、再生医療、宇宙政策など科学技術と社会のあいだでコミュニケーションが必要と
される社会課題を想定している。専門知識を必要とするテーマについて、意見や関心が異なる人々のコミュニ
ケーションを円滑に進めるためのスキルについて学び、その基礎素養を身につけることが本授業の目的である。

｜学習目標｜ 科学技術コミュニケーションをめぐる問題を解決するために必要な基礎素養のひとつであるファシリテー
ションスキルについて学ぶ。
その上で、科学技術コミュニケーションの基本的な素養（異なる専門をもつ者同士のコミュニケーションの
困難性や、フレームの違い等）を身につけることが本科目の目標である。

｜授業計画｜ 第1回　イントロダクション、ファシリテーションの基礎に関する講義
第2回　「伝わらない」を体験するミニワーク
第3回　ファシリテーションスキル演習①
第4回　ファシリテーションスキル演習②
第5回　ファシリテーション実践①
第6回　ファシリテーション実践②
第7回　ふりかえりと総合討論

・ 第1～2回の授業では、簡単なミニワークと座学をまじえながら、ファシリテーションの基礎について学ぶ。
・ 第3～6回の授業では、実際にファシリテーションスキルを学ぶための演習に加え、獲得したスキルを実

践場面で使うための実習を行う。実習のテーマは、AIや再生医療、宇宙政策など、科学技術と社会をめ
ぐる諸課題から指定する。課題についての直接的な知識は必要ない。

・第7回の授業では、振り返りと総合討論を行う。

｜授業外における学習｜COデザインセンター学術融合部門が企画するイベント（市民参加型ワークショップやサイエンスカフェな
ど）に、ファシリテーターの補佐役として参加する機会を設ける。これらのイベントへ積極的に参加するこ
とにより、授業を通じて獲得したスキルをより向上させることが可能になる。

｜履修条件・受講条件｜特になし。
科学技術についての専門知識は必須ではない。人文社会科学系の学生の履修も歓迎する。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 講義時に適宜紹介する。

｜成績評価｜ 毎回の授業で課すコメントシート（50%）、最終レポート（50%）

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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科学技術コミュニケーション入門Ａ

｜開講科目名｜ 科学技術コミュニケーション入門Ａ

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Science, Technology and Communication A

｜時間割コード｜ 3B1203（知のジムナスティックス科目）

｜定員｜ 20人

｜担当教員｜ 工藤　充、水町　衣里

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院学生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜秋学期　火曜4限　授業開始日（10月6日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室A

｜キーワード｜ 科学教育、科学報道、リテラシー、市民参加、対話

｜授業の目的・概要｜本科目は、主に小人数グループでのディスカッションを通じて、科学技術コミュニケーションについての基
本的な理解を築くことを目的としている。専門的知識についてのコミュニケーションの場で求められる「正
確さ」とは？　「教育」と「学習」の違いとは？　行動変容を導く報道とは？　ポピュラーカルチャーにお
ける科学・科学者の描かれ方とは？　市民参加に必要な科学的知識の質・量とは？　こうした問いについて、
科学技術コミュニケーションの現代的な事例を参照しながら、様々な角度から議論・検討を行う。履修者は
授業内で取り扱う事例についての課題文献を予め読み、感想等をまとめた上で授業に臨む。授業内で行う少
人数およびクラス全体でのディスカッションでは、問いに対する多様な考え方に触れると同時に、問いをよ
り深く理解する上で重要な科学技術コミュニケーションの理論の基礎についても学ぶ。

｜学習目標｜ 1. 科学技術コミュニケーション論の基本的な概念を説明することができる。
2. 科学技術コミュニケーションの現代的な課題の概要について説明することができる。
3. 科学技術コミュニケーションの実践に対する批判的・反省的な検討を行うことができる。

｜授業計画｜ 第1回　イントロダクション：コミュニケーションと「正しさ」
第2回　科学を教える、科学を学ぶ：科学教育
第3回　報道と行動変容：マスメディア
第4回　科学のイメージ：ポピュラーカルチャー
第5回　専門知のコミュニケーション：社会科学
第6回　科学技術への市民参加：リテラシー
第7回　プレゼンテーション：授業の振り返り
第8回　最終レポート課題の準備
注）各回のトピックや順序は変更となる可能性がある。

｜授業外における学習｜毎回の授業中に、次回の授業で取り扱うトピックに関連したニュース記事や論考を課題文献として1～2本紹
介する。履修者は、次回授業の前日までにそれらを読み、概要、感想、質問等をまとめた小レポート（A4　
1ページ）をメールで担当教員まで提出すること。小レポートは、授業内で行うディスカッションで使用する。

｜履修条件・受講条件｜履修・受講するに当たっての条件は特にない。科学技術についての専門知識は不要で、人文学や社会科学を
専攻する学生の受講も歓迎する。

｜教科書・教材｜ 必要な資料はコピーして配布予定。

｜参考文献｜ • 『現代の事例から学ぶサイエンスコミュニケーション』（慶應義塾大学出版会、2015年）
• 『科学コミュニケーション論』（東京大学出版会、2008年）
• 『サイエンス・コミュニケーション：科学を伝える人の理論と実践』（丸善プラネット、2003年）

｜成績評価｜ ・小レポート（5%×5回 ＝ 25%）
・コメントシート（5%×7回 ＝ 35%）
・プレゼンテーション（15%）
・最終レポート（25%）

｜特記事項｜ 履修希望者数が定員を超えた場合には履修者数の調整を行う。履修希望者は初回の授業に必ず出席する
こと。初回の授業に出席できない場合は、その前日までに必ず担当教員（stips−staff@cscd.osaka-u.
ac.jp）までメールで連絡すること。
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科学技術コミュニケーション入門B

｜開講科目名｜ 科学技術コミュニケーション入門B

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Science, Technology and Communication B

｜時間割コード｜ 夏学期　3B1202
冬学期　3B1204

｜定員｜ 50人

｜担当教員｜ 八木　絵香、水町　衣里、他

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜夏学期　火曜4限　授業開始日（6月16日）
冬学期　火曜4限　授業開始日（12月8日）

｜開講場所｜ 夏学期　豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階 セミナー室A
冬学期　吹田キャンパス：医学部保健学科第5講義室、他

｜キーワード｜ 科学技術コミュニケーション、専門家と市民、アウトリーチ、対話、パブリックエンゲージメント

｜授業の目的・概要｜本科目は、将来的に専門知と社会をつなぐ仕事に関心のある学生を念頭に置き、実務経験者によるゲストレ
クチャーを含む、参加者同士のディスカッションを中心に進行する。
具体的には、科学技術コミュニケーションとよばれる分野の第一線で活躍するゲストティーチャー（実践的
研究者、デザイナー、ファシリテータ−、ジャーナリスト、政策担当者、弁護士、弁理士、シンクタンク研
究者等）を招き、それぞれがどのようにキャリアを形成してきたのか、特に専門知と社会をつなぐためにど
のような仕事をしているのか、について話を伺う。
その上で、受講者それぞれの関心に引きつけて、キャリアイメージを形成することが本科目の目的である。

｜学習目標｜ 自らの専門性に引き付けた上で、専門知と社会をつなぐ仕事に関心のある学生が、具体的なキャリアイメー
ジを獲得し、記述できるようになることが本科目の学習目標である。

｜授業計画｜ 第1回　イントロダクション
第2～6回　様々な実践現場で「専門知」と「社会」をつなぐ仕事をしている方をゲスト講師として招き、
実践現場での工夫や苦労、そこに至るまでのキャリアパスについて、話題提供をいただき、参加者全員で議
論する。
具体的には下記のような実践者をゲスト講師として招聘する予定。
・研究機関に所属するサイエンスコミュニケーター
・学校教育現場で科学コミュニケーションに関わる教員
・報道機関関係者、ジャーナリスト
・政策実務者
・科学コミュニケーションに関してフリーランスやNPO/NGOセクターで活躍されている方　等
第7回　振り返りと総合討論

｜授業外における学習｜受講者の関心に応じて、ゲストティーチャー以外の実践者や実践の場を紹介する。それらを積極に活用する
ことにより、具体的かつ専門性にあったキャリアイメージの形成が可能となる。

｜履修条件・受講条件｜特になし。
科学技術についての専門知識は必須ではない。人文社会科学系の学生の履修も歓迎する。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 講義時に適宜紹介する。

｜成績評価｜ 毎回の授業で課すコメントシート（40%）、中間課題（30％）、最終レポート（30%）

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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科学技術社会論入門

｜開講科目名｜ 科学技術社会論入門

｜単位数｜ 1単位　　　　　　 ｜授業形態｜ 講義科目　　 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to Science, Technology and Society（STS）

｜時間割コード｜ 3B1704

｜定員｜ 50人

｜担当教員｜ 平川　秀幸、岸本　充生

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜春学期　木曜4限　授業開始日（4月9日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室B

｜キーワード｜ 科学知識の社会学、社会構成主義、共生成、リスク、レギュラトリーサイエンス、科学技術の倫理的・法的・
社会的問題（ELSI）、フレーミング、科学的助言、科学技術と民主主義、テクノロジーアセスメント

｜授業の目的・概要｜情報通信技術や生命科学をはじめとして、科学技術は現代社会に広く深く浸透し、その発展によって社会の
成り立ちや私たちの暮らしも大きく変容しつつある。そこには、個人や社会にとって新しい可能性が開かれる
とともに、事故等のリスクや倫理的問題が生じるおそれもある。そうした複雑な現代社会における科学技術
のあり方、社会との関わり方をどのように読み解くのか。誰がどのように科学技術と社会の未来をかたちづ
くるのか。これらの問いに応えられるようになるために、この授業では、科学技術と社会の相互作用に関する
人文・社会科学の学際的研究分野である「科学技術社会論」の基礎となる理論や概念、問題事例について学ぶ。

｜学習目標｜ 以下のことについて洞察し説明できるようになることによって、総体として、理系の学生は、自分たちの研
究の意味を社会の側から見つめ、他者に説明できるようになり、文系の学生は、人文学・社会科学が対象と
する現代の人間や社会が、科学技術によってどのように変わっていくのか、どうあるべきなのかを考えるこ
とができるようになる。
・ 社会（政治、経済、文化・価値規範など）が科学知識や技術の形成にどのように影響するか、逆に科学技

術の発展や利用が社会にどのように影響し、どのような問題が生じるか。
・安全基準の設定などリスクの政策はどのように形成されるか。
・科学技術をめぐる論争において、どのような倫理的・法的・社会的な問題（ELSI）があるか。
・科学技術や関連する政策に一般の市民はどのように関わっていけるか。
・科学技術が社会や人間にとって、より望ましく発展するためにはどのようにしたらいいか。

｜授業計画｜ 第1回 イントロダクション: 科学技術社会論の基本テーマの概観　
第2回 科学技術社会論の基本概念（1） 
第3回 科学技術社会論の基本概念（2） 
第4回 科学技術論争をどう見るか
第5回 「安全」はどのように決まるのか
第6回 科学技術と社会の未来を誰がどのように舵取りするのか
第7回 科学技術への市民参加
第8回 社会に応える研究とイノベーションへ

｜授業外における学習｜理工系の学生は、自らの専門分野が、社会とどのように関わりをもっているかを調べてみること。人文学・
社会科学系の学生は、身近に利用している科学技術について、どのような倫理的、法的、社会的な問題が生
じ得るかを調べてみること。

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜ 毎回の講義で資料を配布する。

｜参考文献｜ 藤垣裕子編『科学技術社会論の技法』（東京大学出版会、2005年）、Sergio Sismondo. An Introduction to 
Science and Technology Studies（2nd edition）, Wiley-Blackwell. その他、担当講師が適宜文献を紹介。

｜成績評価｜ 毎回の講義終了時のアンケートへの回答（30％）、講義中に行う小討論への参加度合（20％）、レポート（50％）

｜特記事項｜
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科学史・科学哲学入門

｜開講科目名｜ 科学史・科学哲学入門

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Introduction to History and Philosophy of Science

｜時間割コード｜ 3B1703

｜定員｜ 50人

｜担当教員｜ 平川　秀幸

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜夏学期　木曜4限　授業開始日（6月11日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室B

｜キーワード｜ 科学革命、科学の制度化、認識論、懐疑主義、論理実証主義、新科学哲学、社会構成主義

｜授業の目的・概要｜現代社会で大きな役割と影響力をもっている科学技術は、どのような歴史を経てここまで発展してきたのか

を、同時代の社会状況との関わりとともに概観する。それとともに、歴史的事例も参照しながら、「人はど

のようにして物事を正しく知ることができるのか」「どのようにして正しいことを知っていると正当化でき

るのか」「科学知識はどのように発展するのか」など科学哲学の基本的問題についても基本概念や理論につ

いて理解する。

｜学習目標｜ 近現代の科学技術史と20世紀中葉以降の科学哲学の基本に関する講義を通じて、以下の事項について説明

できるようになる。

・17世紀以降の西洋近代科学の歴史の概略について

・20世紀の世界および日本の科学技術と社会の歴史について

・知識の「客観性」「パラダイム」など20世紀の科学哲学の基本概念について

｜授業計画｜ 第1回  ガイダンス：本科目で扱う科学技術の歴史および科学哲学・科学論の基本的問いとは何かについて

概略を紹介し、本講義の狙いや構成について説明する。科学史に関する授業の要所要所で、関連す

る科学哲学の概念について説明していく。

第2回 西洋近代科学の前史

第3回 西洋近代科学の誕生

第4回 18-19世紀における自然科学の成立と制度化

第5回 科学哲学の基本問題（1）：科学革命と懐疑主義哲学

第6回 科学哲学の基本問題（2）：20世紀の科学哲学～論理実証主義から新科学哲学まで

第7回 20世紀中葉から現代までの科学技術と社会：世界の動向

第8回 20世紀中葉から現代までの科学技術と社会：日本の動向

｜授業外における学習｜16世紀から19世紀までの西洋史、20世紀の現代史における社会と科学技術との関わりについて調べてみ

ること。科学哲学が、科学技術の歴史上の経験を通じて何を問題とし、どのように議論したのかについて調

べてみること。

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜ 毎回の講義で資料を配布する。

｜参考文献｜ 中島秀人『社会の中の科学』（放送大学教育振興会、2008年）、S・シェイピン『科学革命とは何だったのか』

（白水社、1998年）、野家啓一『科学哲学への招待』（筑摩書房、2015年）。

その他、担当講師が適宜文献を紹介。

｜成績評価｜ 毎回の講義終了時のアンケートへの回答（30％）、講義中に行う小討論への参加度合（20％）、レポート（50％）

｜特記事項｜
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科学技術と公共政策A

｜開講科目名｜ 科学技術と公共政策A

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Science, Technology, and Public Policy A

｜時間割コード｜ 3B1604

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 渡邉　浩崇

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜秋学期　木曜4限　授業開始日（10月1日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室C

｜キーワード｜ 科学技術、公共政策、政策立案・決定・実施・評価

｜授業の目的・概要｜科学技術の進展が人々の生活や社会に幅広い影響をもたらす現代において、科学技術に関する公共政策はど
のような特徴があり、どのように立案、決定、実施、そして評価されるのか。人文科学、社会科学、自然科
学などの専門を問わず、科学技術だけでなく公共政策に対する理解が求められている。科学技術に関する公
共政策について、文系理系の両方の観点から考える。
本科目「科学技術と公共政策A」では、公共政策とは何か？、そして公共政策がどのように立案、決定、実
施、そして評価されるかを学ぶことで、科学技術に関する公共政策の特徴を考える。
＊本科目に続く「科学技術と公共政策B」では、科学技術に関する公共政策の具体例として、宇宙政策、原
子力政策、日本の科学技術イノベーション政策などを取り上げる。

｜学習目標｜ 科学技術に関する公共政策を考える前提として、公共政策の特徴、その政策過程（立案、決定、実施、評価）
などを理解することによって、これまでの科学技術に関する公共政策を振り返り、これからの科学技術に関
する公共政策を考える素養を培う。

｜授業計画｜ 第1回　はじめに―公共政策とは何か？、科学技術に関する公共政策とは何か？
　　　　教科書・第1章　なぜ公共政策学か
第2回　教科書・第2章　問題―いかに発見され、定義されるのか
第3回　教科書・第3章　設計―解決策を考える
第4回　教科書・第4章　決定―官僚と政治家の動き
第5回　教科書・第5章　実施―霞が関の意図と現場の動き
第6回　教科書・第6章　評価―効果の測定と活用
第7回　教科書・第7章　公共政策をどのように改善するか
　　　　おわりに―科学技術に関する公共政策の具体的分析に向けて
第8回　テスト（教科書・参考文献・授業配布物の持込可の記述式）

授業は毎回、学生の発表者が、教科書の担当部分の資料（パワーポイントやワード等）を作成・配布して説
明した後、内容や問題点、質問やコメントなどについて議論を行い、必要に応じて担当教員が関連する講義
を行う。最後に学生はコメントシートを回答・提出して、次回の授業の最初に、全体で前回とコメントシー
トの振り返りを行う。

｜授業外における学習｜学 生 の 発 表 者 は、 当 日 の 朝9:00ま で に、 資 料（ パ ワ ー ポ イ ン ト や ワ ー ド 等 ） の フ ァ イ ル を、CLE
（Collaboration and Learning Environment）授業支援システムの課題として提出すること（やむを得
ない場合、担当教員にメール添付提出）。
学生は、各回で扱う教科書の該当部分に関して、授業前に読んで予習し、授業後にもう一度読んで復習し、
また参考文献等も参照して理解を深める。

｜履修条件・受講条件｜特になし。文系理系を問わずさまざまな分野の学生の受講を期待する。

｜教科書・教材｜ 秋吉貴雄『入門 公共政策学―社会問題を解決する「新しい知」』（中央公論新社、2017年）。

｜参考文献｜ 秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎』〔新版〕（有斐閣、2015年）。
鈴木一人編『技術・環境・エネルギーの連動リスク』（岩波書店、2015年）。
城山英明『科学技術と政治』（ミネルヴァ書房、2018年）。その他、講義時に適宜紹介します。

｜成績評価｜ 出席とコメントシート回答：70％（欠席の場合、担当教員に必ずメール連絡）
テスト：30％（教科書・参考文献・授業配布物の持込可の記述式）

｜特記事項｜ 授業日程は、基本的に毎週木曜4限（14:40-16:10）であるが、担当教員の都合等で、木曜4限に続けて5
限まで（14:40-17:50）授業を行い、翌週を休講とすることがある。
定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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科学技術と公共政策B

｜開講科目名｜ 科学技術と公共政策B

｜単位数｜ 1単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Science, Technology, and Public Policy B

｜時間割コード｜ 3B1605

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 渡邉　浩崇

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜冬学期　木曜4限　授業開始日（12月3日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室C

｜キーワード｜ 科学技術、公共政策、宇宙政策、原子力政策、科学技術イノベーション政策

｜授業の目的・概要｜科学技術の進展が人々の生活や社会に幅広い影響をもたらす現代において、科学技術に関する公共政策はど
のような特徴があり、どのように立案、決定、実施、そして評価されるのか。人文科学、社会科学、自然科
学などの専門を問わず、科学技術だけでなく公共政策に対する理解が求められている。科学技術に関する公
共政策について、文系理系の両方の観点から考える。
本科目「科学技術と公共政策B」では、科学技術に関する公共政策の具体例として、宇宙政策、原子力政策、
日本の科学技術イノベーション政策などについて学ぶことで、科学技術に関する公共政策の特徴を考える。
＊本科目の前の「科学技術と公共政策A」では、公共政策とは何か？、そして公共政策がどのように立案、
決定、実施、そして評価されるかを学ぶ。

｜学習目標｜ 科学技術に関する公共政策の具体例に対する理解を深めることによって、これまでの科学技術に関する公共
政策を振り返り、これからの科学技術に関する公共政策を考える素養を培う。

｜授業計画｜ 第1回　はじめに―科学技術に関する公共政策とは何か？、宇宙政策①
第2回　宇宙政策②
第3回　原子力政策①
第4回　原子力政策②
第5回　日本の科学技術イノベーション政策①
第6回　日本の科学技術イノベーション政策②
第7回　おわりに―科学技術に関する公共政策の比較
第8回　テスト（参考文献・授業配布物の持込可の記述式）

授業は毎回、前半は担当教員や外部講師（ゲストスピーカー）が講義を行い、後半は質疑応答と議論を行う。
最後に学生はコメントシートを回答・提出して、次回の授業の最初に、全体で前回とコメントシートの振り
返りを行う。外部講師としては、科学技術に関する公共政策の研究者や行政官を招へいする予定である。

｜授業外における学習｜学生は、各回の授業内容に関して、授業後に配布資料や参考文献等を読んで理解を深める。

｜履修条件・受講条件｜文系理系を問わずさまざまな分野の学生の受講を期待する。本科目の履修前に、「科学技術と公共政策A」
を履修していることが望ましい。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 秋吉貴雄『入門 公共政策学―社会問題を解決する「新しい知」』（中央公論新社、2017年）。
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎』〔新版〕（有斐閣、2015年）。
鈴木一人編『技術・環境・エネルギーの連動リスク』（岩波書店、2015年）。
城山英明『科学技術と政治』（ミネルヴァ書房、2018年）。その他、講義時に適宜紹介する。

｜成績評価｜ 出席とコメントシート回答：70％（欠席の場合は、担当教員に必ずメール連絡）
テスト：30％（参考文献・授業配布物の持込可の記述式）

｜特記事項｜ 授業日程は、基本的に毎週木曜4限（14:40-16:10）であるが、担当教員や外部講師の都合等で、木曜4
限に続けて5限まで（14:40-17:50）授業を行い、翌週を休講とすることがある。
定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
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訪問術A（質的研究のデザインA）

｜開講科目名｜ 訪問術A（質的研究のデザインA）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Art of Field Research A: Qualitative Study and Ethnography

｜時間割コード｜ 3B1401

｜定員｜ 20人

｜担当教員｜ 池田　光穂

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜春学期　月曜6・7限　授業開始日（4月13日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室C

｜キーワード｜ 質的研究、フィールドワーク、インタビュー、ナラティブ、エスノグ ラフィー（民族誌）、研究倫理

｜授業の目的・概要｜この授業は、質的研究のデザイン（計画立案）と実践、また最終的な成果物であるエスノグラフィー（民族
誌）について考える。研究のデザインを立案することは、その研究方法についての具体的な戦略を考えるこ
とにつながる。そのため、それぞれの方法についてのミニ実習とアウトカム発表をおこなうことも、この授
業の目的である。

｜学習目標｜ 1． 質的方法の特性について理解し、量的方法との違いや、それぞれの利点と弱点を、他者（同僚の学生）
に説明することができる。

2． さまざまなタイプの質的方法について、簡潔な定義を与えることができ、その方法を駆使すれば、どの
ようなアウトカムを得られるか、他者に説明することができる。

3． 質的な方法論とそれにもとづくエスノグラフィーの記法を学び、日常生活におけるさまざまなコラボレー
ションのあり方（＝コラボレーション・デザイン） を発見し、各人の立場から具体的な解決方法を提言
することができる。

｜授業計画｜ 第1回　質的研究とはなにか？：意味・歴史・特性・理論
第2回　テキストを通した解釈と理解：エスノグラフィーとエスノメソドロジー
第3回　研究デザイン：プロセスのデザイン、アウトカムのデザイン
第4回　フィールドワークとサンプリングの考え方
第5回　インタビューとはなにか？：構造化／半構造化／非構造化インタビュー
第6回　ナラティブとデータ化の課題と問題
第7回　フォーカス・グループ・インタビューとディスカッション
第8回　オーラル・データの収集と解析
第9回　参与観察、エスノグラフィー（民族誌）、視聴覚資料、フィールドでの心理調査技法
第10回　データのテキスト化とコーディング
第11回　発語のシークエンスの分析法
第12回　質的研究の評価と公刊に関する問題、および研究倫理
第13回　 質的研究史からみる、その意味の変貌：電子化・インターネット化・量的研究との関係・研究経

営化の弊害
第14回　まとめ：質的研究のデザインとはなにか？
第15回　まとめ：エスノグラフィーと私たち

｜授業外における学習｜復習用の資料のダウンロードや、スケジュールの変更などは、ウェブページ【質的研究のデザインとエスノ
グラフィー】（http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/jyugyo.html）などで伝える。

｜履修条件・受講条件｜参加型の授業のために、毎回出席し、また相互に見知らぬ受講生と積極的にコラボレーションすること。

｜教科書・教材｜ フリック, ウヴェ（小田博志ほか訳）『質的研究入門』（春秋社、2011年）

｜参考文献｜ パーカー , イアン（八ッ塚一郎訳）『ラディカル質的心理学』（ナカニシヤ書店、2008年）、B・G・グレイ
ザー、A・L・ストラウス著（後藤隆、大出春江、水野節夫訳）『データ対話型理論の発見 : 調査からいかに
理論をうみだすか』（新曜社、1996年）

｜成績評価｜ 平常点（60％）とレポート（40％）を基礎にして平常点（＝発言を通した授業への貢献）を加味して総合
的に判断する。

｜特記事項｜ シラバスをみて、事前にテーマを想像したり、情報を入手したりしておくと、学習意欲向上のインセンティ
ブになると思われる。復習用の資料のダウンロードや、スケジュールの変更などは、ウェブページ【質的研
究のデザインとエスノグラフィー】などで伝える。
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フィールド調査法特講

｜開講科目名｜ フィールド調査法特講　フィールド調査法の基礎

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Methods in Fieldwork

｜時間割コード｜ 211546

｜定員｜ 設定せず

｜担当教員｜ 森田　敦郎、モハーチ　ゲルゲイ、杉田　映理、髙谷　幸、木村　友美

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜春～夏学期　木曜1・2限　授業開始日（4月9日）

｜開講場所｜ 吹田キャンパス：人間科学研究科 本館51講義室

｜キーワード｜

｜授業の目的・概要｜フィールド調査法の基礎、とくにインタビューと観察の技法を、講義、講読と実習を通して学ぶ。

｜学習目標｜ フィールド調査法の基礎を理解する。インタビューと観察の方法を身につける。これらに基づいて、自らの
研究テーマに関する調査計画を立てることができるようになる。

｜授業計画｜ 1．フィールド調査とは何か
3限：イントロ（30分、班分け10分、課題動画視聴50分）
4限：グループワーク（作業40分、発表50分）、視聴した動画を基にして、フィールド調査とは何かを学ぶ

2．社会調査の中のフィールド調査
3限：社会調査概論　→フリック『質的研究入門』2章
4限：エスノグラフィと社会的状況（スプラッドリー『参加観察法入門』1章、2章、第二部ステップ1、
ステップ2）、倫理について（スプラッドリー2章後半）

3．インタビューフィールドノート
3限：インタビュー入門（ベルトー『ライフストーリー』1章）
お互いにインタビューする実習（30分）
4限：ライフストーリー・インタビュー（同2章）

4．インタビューと観察実習
3限：スプラッドリー（The Ethnographic Interview 2章、第二部ステップ2）
4限：観察（『参加観察法入門』第二部ステップ2、4）

5．フィールドノートの検討（豊中開講）
3限：フィールドノート（『方法としてのフィールドノート』第1章、参考『フィールドノート古今東西』）
4限：観察実習

6．フィールドノートの比較
3限：グループワーク・清書版フィールドノートの比較
4限：複数の手法を組み合わせて調査計画を立てる（宿題：自分の調査計画を考えてくる）

7．インタビューデータの検討／調査計画
3限：グループワーク（インタビューノートの比較）
4限：グループワーク（インタビューデータの簡単なコーディング）

8．調査計画を立てる
3限：グループワーク
4限：発表
レポート　自分の調査プロジェクトの計画書を書く

｜授業外における学習｜実習に関連する課題を行ってくること。課題図書を事前に読み、質問を提出すること。

｜履修条件・受講条件｜フィールド調査に基づいて修士論文を書く計画を持つ大学院生

｜教科書・教材｜ 「授業計画」を参照。

｜参考文献｜ 「授業計画」を参照。

｜成績評価｜ 授業への参加と質問の提出（30%）、実習課題（30%）、宿題（20%）、最終レポート（20%）

｜特記事項｜
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サステイナビリティ評価・技術論

｜開講科目名｜ サステイナビリティ評価・技術論

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Valuation Methods and Engineering Aspects in Sustainability Science

｜時間割コード｜ 281010

｜定員｜ 50人程度

｜担当教員｜ 下田　吉之、原　圭史郎、上須　道徳ほか

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜春～夏学期　木曜3限　授業開始日（4月9日）

｜開講場所｜ 吹田キャンパス：工学研究科M3棟211

｜キーワード｜ サステイナビリティ評価、フューチャー・デザイン、技術政策・イノベーション

｜授業の目的・概要｜文理融合の視点から、持続可能社会の形成やサステイナビリティを支える技術・技術システムについて概観
し、サステイナビリティに関する具体的な課題を通じて、既存の理論・手法の有用性およびその限界を明ら
かし、問題解決に必要となる知識・方法を選択・統合する能力を身に付ける。授業スケジュールにあるテー
マについて外部講師も含めて第一線で活躍する研究者が講義を行う。演習では授業の理解を掘り下げるた
め、グループ演習を行う中で、持続可能社会への転換の鍵となるフューチャー・デザインの考え方を学ぶと
ともに、個別の研究シーズや技術をサステイナビリティの観点から評価し、これら研究シーズを社会実装し
て持続可能社会形成を導いていくための考え方や評価手法に関する演習を行う。

｜学習目標｜ サステイナビリティの概念を理解した上で、フューチャー・デザインの考え方や個別の研究・技術シーズを
サステイナビリティの観点から評価をするための考え方、方法論を習得する。

｜授業計画｜ オムニバス形式で実施し、以下のようなテーマを扱う予定であるが、順番やテーマ内容等については変更が
ありうる。
・イントロダクション：サステイナビリティと技術システム
・持続可能な技術とシステム
・イノベーション政策
・エネルギーのサステイナビリティと技術
・フューチャー・デザイン
・生物多様性の評価
・水技術のイノベーションと実装
・サステイナビリティの見方と評価:バイオ燃料の評価事例などを例に
・日本の農業と林業のサステイナビリティ評価
・演習Ⅰ・イントロダクション
・演習Ⅱ・グループワーク
・演習Ⅲ・グループワーク
・演習Ⅳ・グループワーク

｜授業外における学習｜グループワークでの演習があります。

｜履修条件・受講条件｜文系･理系にとらわれず、他領域の理論やアプローチを学習することをいとわない意欲があることが要件。
授業およびグループ演習への積極的な参加・議論が求められる。

｜教科書・教材｜ 毎回の講義で資料を配布する。

｜参考文献｜ 原圭史郎・梅田靖編著『サステイナビリティ・サイエンスを拓く―環境イノベーションへ向けて―』（大阪
大学出版会、2011年）
西條辰義編『フューチャー・デザイン ‐ 7世代先を見据えた社会』（勁草書房、2015年）

｜成績評価｜ 出席（20 ％）、演習での貢献・期末レポート（80 ％）を想定しているが、最終的な評価の仕方については
初回のイントロダクションで説明を行う。

｜特記事項｜
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科学技術移転論

｜開講科目名｜ 科学技術移転論

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Management of Science Technology Transfer

｜時間割コード｜ 290566（知のジムナスティックス科目）

｜定員｜ 10人

｜担当教員｜ 草部　浩一

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　金曜5限　授業開始日（10月2日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：基礎工/B104講義室

｜キーワード｜ サイエンスライティング、プロジェクトプランニング、知的財産権

｜授業の目的・概要｜高度な競争環境にある先端科学技術研究に将来携わることが期待されている、技術系大学院生に対して、現
在の社会的環境に適応した研究活動を実施するための知識と技能を習得させることを最終的な目標とした、
実習の要素を含んだ系統立てられた講義を行う。
企業活動（産学連携・共創による開発を含む）におけるプロジェクトや国家プロジェクト、国際プロジェク
トなどの実際的な場面において必要とされる、コミュニケーション、マネージメント、プラ ンニング、な
どの要素技術の基礎を提供し、知的財産権論、ベンチャー企業論等を導入して、個別の事例に則した実践的
解法である戦略の立案法を論じる。同時に、教員とのディスカッションを通して具体的事例に基づくプロ
ジェクトプランニングを実習し、コンテスト形式の評価を通して実践的技能を習得させる。

｜学習目標｜ 受講者自らが研究・開発の結果を産業界に技術移転する際の課題を見つけ出すことができる。
受講者自ら、研究テーマと関連技術が解決できる課題を選定して、その技術の優位性を見出し、事業展開や
研究展開に繋げていく方策を選択できる。
受講者自ら、研究成果や開発成果を社会に発信するためにプレスリリース、特許、論文など多様なメディア
を適切に用いた情報発信ができ、技術移転の方策を立てることができる。

｜授業計画｜ 講義内容：
第1回　ガイダンス・科学技術の移転
第2回　自然科学者のための文章化技術・基礎I
第3回　初歩からの知的財産権戦略
第4回　自然科学者のための文章化技術・基礎II
第5回　自然科学者のための知的財産権入門I
第6回　自然科学者のための知的財産権入門II
第7回　自然科学者のための知的財産権入門III
第8回　企業におけるイノベーションI
第9回　企業におけるイノベーションII
第10回　発想法入門
第11回　プロジェクトプランニングI
第12回　プロジェクトプランニングII
第13回　サイエンスライティングの基礎と応用
第14回　科学技術者のためのプレゼンテーション技術
第15回　プロジェクトプランニングとキャリアパス形成

｜授業外における学習｜受講者自ら研究計画を立案し、或いはプレスリリースを具体的に作成する経験を積む。その結果を講義時間
において添削・評価する。受講者自ら研究活動や技術開発のプランニングに対する自己評価を行って、提案
内容を申請書形式に纏める。その結果を評価する。

｜履修条件・受講条件｜特になし。積極的に実習や討論に参加する履修者を希望している。

｜教科書・教材｜ 必要に応じて講義時間に指示する。

｜参考文献｜ 講義時間中に配布する資料を参照のこと。

｜成績評価｜ 出席点に加えて、レポート課題への対応やプロジェクトプランニングの実践結果を評価する。

｜特記事項｜
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科学技術イノベーション政策総合演習

｜開講科目名｜ 科学技術イノベーション政策総合演習

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Advanced Seminar on Science, Technology and Innovation Policy

｜時間割コード｜ 3B2703

｜定員｜ 10人

｜担当教員｜ 平川　秀幸、八木　絵香、渡邉　浩崇、工藤　充、水町　衣里、岸本　充生

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生（副専攻/高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修者のみを対象）

｜開講区分・曜日・時間｜集中（夏）

事前ワークショップ：9月4日、他大学との合同合宿セミナー：9月17～19日（2泊3日）

｜開講場所｜ 9月4日：豊中キャンパス 総合棟Ｉ 3階 341（COデザインスタジオ）

9月17～19日（2泊3日）：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

｜キーワード｜ 科学技術イノベーション政策、公共政策、科学技術コミュニケーション

｜授業の目的・概要｜科学技術イノベーション政策分野の先端的な知見を得るとともに、様々な視点から政策立案の在り方を検討

する。問題分析や政策提言等のグループワークを通じて、得られた知識の応用力を高めるとともに、各拠点

の学生間の知的交流を促進する。

｜学習目標｜ 科学技術イノベーション政策に関する課題について、多様な意見を踏まえつつ、限られた制約（時間・情報・

資源等）の中で、一定の成果（政策提言）を生み出す体験をするとともに、各拠点学生との共同作業を通じ

て、異なる知見の融合方法を習得する。

｜授業計画｜ 本科目では、科学技術イノべーション政策における「政策のための科学」基盤的研究・人材育成拠点（政策

研究大学院大学、東京大学、一橋大学、大阪大学・京都大学、九州大学）合同の合宿セミナーを行う。副専

攻/高度副プログラム履修者のみによる事前ワークショップの後、2泊3日の合宿（9月17～19日、東京

都内にある国立オリンピック記念青少年総合センターでの開催を予定）において、ゲスト講師による講義や、

各拠点の学生とのグループワークを通じて、共同で問題分析や政策提言等の作成・発表を行う。

第1～4回　　事前ワークショップ（9月4日）

第5～15回 　他大学との合同合宿セミナー（9月17～19日：2泊3日）

｜授業外における学習｜合同合宿セミナー前、他拠点学生とのグループで、事前課題（基本文献）を読むとともに、テーマに応じて

グループ別に情報収集を行う。

｜履修条件・受講条件｜本科目は、副専攻/高度副プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修者のみを対象とする科目であ

る。履修希望者多数の場合は選抜を行う。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 講義時に適宜紹介・配布する。

｜成績評価｜ 成果物・提出物等により、総合的に判断する。

｜特記事項｜
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特別講義（Effectively Communicating Your Science & Research）

｜開講科目名｜ 特別講義（Effectively Communicating Your Science & Research）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 英語

｜開講科目名（英）｜ Special Lecture: Effectively Communicating Your Science & Research

｜時間割コード｜ 3B1309

｜定員｜ 15人程度

｜担当教員｜ BARRETT BRENDAN FRANCIS DOMINIC、工藤　充

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜春学期　木曜4・5限　授業開始日（4月9日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：総合棟Ｉ3階341（COデザインスタジオ）

｜キーワード｜ Research communication, creative presentation, communication design

｜授業の目的・概要｜This course is designed for students who are concerned about how best to effectively 
communicate their scientific knowledge and research outputs to their target audience. The 
course provides valuable insights and develops competencies around representation, issue 
framing and the expression of scientific concerns. Applying knowledge developed through 
this course, students will experiment with the design of media communication strategies.

｜学習目標｜ At the end of this course students will be able to:
Speak vividly about their science and why it matters, in terms non-scientists can understand

（communication and expression）.
Describe and apply strategies for effective media engagement in the communication of their 
research（communication and literacy）.
Constructively and critically analyze popular science communication in a variety of real-world 
settings（collaboration）.

｜授業計画｜ Session 1: Course Introduction: Why be a Science Communicator?
Session 2: Thing from the Future Game
Session 3: Understanding Issue Representation and Framing
Session 4: Resonate with Your Audience
Session 5 & 6: Peer collaboration（group work）, Review and Feedback
Session 7: Pecha-Kucha Presentations
Session 8: More than Research Game
Session 9: Scientisits Need Artists
Session 10: Development of a Media Campaign
Session 11: Media Strategy For Living in Fukushima Documentary
Session 12, 13 & 14: Students work on Media Strategy（group work）
Session 15: Seeing is believing – Harnessing the power of Audio-visual messaging.
Session 16: Students present Media Strategy. Wrap-up/Feedback

｜授業外における学習｜Students will develop pecha-kucha style presentations. The final assignment will involve the 
development and presention of a media strategy on a scientific issue/topic.

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜ Baron, N.（2010） Escape from the Ivory Tower – A guide to making your science matter, Island 
Press, Washington.

｜参考文献｜ Webb, J. 2009, Understanding representation, Sage: London.
Lakoff, G. 2004, Don't think of an Elephant: Know your values and frame the debate, Chelsea 
Green, Vermont, USA.

｜成績評価｜ Participation and Engagement in Class: 20%
Pecha-Kucha Presentation: 30%
Media Strategy and Group Presentation: 50%

｜特記事項｜ This is a communications intensive course. The emphasis is on presenting and strategizing. 
The purpose of the course is to build student competencies in communication and to improve 
student ability to inform, persuade, explain to and convince a target audience.
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特別講義（Climate Change in Asia Pacific - Science and Solutions）

｜開講科目名｜ 特別講義（Climate Change in Asia Pacific - Science and Solutions）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 英語

｜開講科目名（英）｜ Special Lecture: Climate Change in Asia Pacific – Science and Solutions

｜時間割コード｜ 3B1528

｜定員｜ 20人程度

｜担当教員｜ BARRETT BRENDAN FRANCIS DOMINIC

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　金曜3限　授業開始日（10月2日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：総合棟Ｉ3階341（COデザインスタジオ）

｜キーワード｜ Climate change, energy transitions, low carbon economy, Asia Pacific

｜授業の目的・概要｜Students are introduced to the science of climate change and its impacts on the Asia Pacific 
region. Students apply their learning through the examination of decarbonization strategies 
for low carbon cities in the region and explore a range of issues including the impact of sea 
level rise, the transition to renewable energy and climate change adaptation. This course 
connects classrooms at university partners across Asia Pacific via videoconference.

｜学習目標｜ Critically analyze, synthesize and reflect on recent trends and scholarly analysis of the effects 
and consequences of climate changge internationally, including the interplay of ecological, 
economic, political, social and cultural factors.
Apply specialist knowledge and technical skills to analyze the effectiveness locally inspired 
solutions to climate change.

｜授業計画｜ Session 1: Course Introduction 
Session 2: Understanding Climate Change in Asia Pacific
Session 3: Japan’s Climate Change Policy in a World of Decarbonization
Session 4: Student Collaboration
Session 5: Student Collaboration
Session 6: Student Presentation
Session 7: Renewable Energy in Small Island Communities
Session 8: Waste to Energy in the Circular Economy
Session 9: Carbon Emissions in Shanghai
Session 10: Climate Change and Coral Reefs
Session 11: Student Presentations 
Session 12: Low carbon society within the limits of the Earth 
Session 13: Energy Use Dynamics in South East Asia 
Session 14: International Imperative to Respond to Climate Change

｜授業外における学習｜Students will participate in online collaborations using Zoom video conference. They will 
prepare a short reflection essay on the inter-relationship between national and local climate 
policies. They will also work in groups to prepare a presentation on the decarbonization 
strategy of a specific city.

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜

｜参考文献｜

｜成績評価｜ Student Collaboration: 20%
Short Reflection Essay（800 words）: 30%
Group Presentations: 50%

｜特記事項｜ The course syllabus has been jointly developed by faculty at the Osaka University Center for 
the Study of Co*Design, the University of Hawaii（USA）, Waseda University and the National 
University of Samoa.
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メディアリテラシー

｜開講科目名｜ メディアリテラシー

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Media Literacy

｜時間割コード｜ 3B1205

｜定員｜ 30人程度

｜担当教員｜ 久保田　テツ、八木　絵香、水町　衣里

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生、全学部生

｜開講区分・曜日・時間｜集中（冬）
事前視聴日：12月3日（木）、講義日：12月4日（金）、10日（木）、11日（金）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：全学教育推進機構ステューデント・コモンズ2階セミナー室A、学外

｜キーワード｜ 放送、公共、ジャーナリズム、メディア、NHK、映像、インターネット

｜授業の目的・概要｜本科目は、多様なバックグラウンド・視点を持つ受講者と、実際の放送現場で活躍するゲストとのディスカッ
ションを中心に進行する。
具体的には、1）ある社会課題に関する番組の企画制作のミニワークを行い、それに対して、ゲストからコ
メントを受ける、2）現場見学を通じて、放送の最前線を知る、3）さらに、企画をブラッシュアップする
という作業を通じて、情報を送る側の放送倫理を知るとともに、情報を受ける側のメディアリテラシーを学
ぶ、ことが本科目の目的である。

｜学習目標｜ 本科目は、放送の今と未来、放送の公共性など幅広く学習できる内容となっている。放送に興味を持ってい
る学生、将来、放送業界に携わりたいと考えている学生や、マスコミやジャーナリストなどを希望する学生
が、自らの専門性に引き付けた上で、具体的なキャリアイメージと、メディアリテラシーの基礎素養を獲得
することが本科目の学習目標である。

｜授業計画｜ 本科目では、メディア関係者との意見交換および、NHK大阪放送局の現場見学などを通じて、番組企画提
案を行う。
第1～2回　イントロダクション、および映像視聴と論点の整理
　社会問題を対象としたドキュメンタリー番組を視聴し、その中で取り扱われている論点を分類・整理する
と同時に、番組の訴求対象などについても検討を加える。
第3～5回　メディア関係者からの情報提供、および番組企画提案作成のためのグループワーク
　メディア関係者からの情報提供を受けた上で、視聴した番組等を対象に、フレーミングの違いを学ぶため
のグループワークを行う。それと同時に、グループごとに社会問題を対象としたドキュメンタリー番組の企
画提案を作成する。
第6～10回　NHK大阪放送局の現場見学および、メディア関係者との意見交換
　現場見学、および多様な部門に所属するメディア関係者との意見交換を通じて、番組の企画提案をブラッ
シュアップする。
第11～12回　グループワークを通じて、番組の企画書を完成させる。
第13～14回　発表とメディア関係者からのコメント
第15回　振り返りと総合討論
＊ 3日間の集中講義（12月4日、10日、11日）以外に、事前視聴日（12月3日）を設け、番組を何本か

視聴する。

｜授業外における学習｜グループによっては授業外のミーティングの可能性がある。

｜履修条件・受講条件｜特別な知識・スキルは必要ない。
3日間の集中講義（不定期）形式で実施するが、3日間全てに参加できることが履修の条件である。

｜教科書・教材｜ 講義によって、適宜映像資料・配布資料を用意する。

｜参考文献｜ 授業時間内に紹介する。

｜成績評価｜ グループワークへの貢献度、および授業中に課す中間（事前）レポートおよび最終レポートにより評価する。

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。

36



COデザイン講義（インターネット技術と法規制）

｜開講科目名｜ COデザイン講義（インターネット技術と法規制）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Co-Design Lecture: Internet Technology and Law

｜時間割コード｜ 3B2205

｜定員｜ 10人程度

｜担当教員｜ 渡邉　浩崇、養老　真一、田中　規久雄、谷　次郎

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　水曜4限　授業開始日（10月7日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：文法経講義棟23教室

｜キーワード｜ インターネット、法規制、科学技術、政策、法律

｜授業の目的・概要｜本科目は、インターネットに関する法規制と、その前提となる技術を理解することを目的とする。

｜学習目標｜ ・インターネットに関連した法規制の基本的な事柄について、説明することができる。
・インターネットのいくつかの基本的な技術について、説明することができる。

｜授業計画｜ 第1回：ガイダンス
［法規制パート］
第2回：インターネットにおける人格権侵害（名誉毀損）
第3回：インターネットにおける人格権侵害（プライバシー侵害）/インターネット上の個人情報保護
第4回：デジタル知財1
第5回：デジタル知財2
第6回：サイバー犯罪
第7回：インターネットにおける消費者保護

［技術パート］
第8回：インターネットの基本的な仕組み
第9回：インターネットの発信者情報
第10回：メール配送の仕組み、不正アクセス/コンピュータ・ウィルス
第11回：暗号と認証技術
第12回：bitcoin

［技術・法規制パート］
第13回：サイバーセキュリティと国際関係
第14回：技術と法規制がオーバーラップするテーマ
第15回：まとめ

｜授業外における学習｜法規制パートについては、毎回、授業内容の簡単なまとめを提出する。
技術パートについては、毎回、課題を提出する。
技術・法規制パートについては、毎回、コメントシートを提出する。

｜履修条件・受講条件｜特になし。文系理系を問わずさまざまな分野の学生の受講を期待する。

｜教科書・教材｜ 教科書はなし。
資料等は、授業支援システム等に提示する。

｜参考文献｜ 法規制パートについては、松井茂紀ほか編『インターネット法』（有斐閣、2015）が参考になる。
技術パートの一部のテーマについては、例えば、戸根勤『ネットワークはなぜつながるのか』第2版（日経
ネットワーク、2007）。

｜成績評価｜ 法規制パート50%、技術パート45％、技術・法規制パートは5%で、総合的に評価する。
法規制パートは、パート終了後に課すレポートにより評価し、出席状況を評価に加味する。
技術パートは、毎回の課題により評価する。
技術・法規制パートは、コメントシートにより出席状況や理解度を評価に加味する。

｜特記事項｜ 定員を超える履修希望者がいる場合には、受講人数の調整を行う。履修希望者は、初回の授業に必ず出席す
ること。初回の授業に出席できない場合は、授業開始日の前日までに、担当教員まで（stips-staff@cscd.
osaka-u.ac.jp）メールで連絡すること。
本科目は、名古屋大学と共同で実施されている科目であり、名古屋大学の学生も単位取得可能とするため、
テレビ会議システムによって名古屋大学に配信される。
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総合演習（生命倫理と法）
特定研究（生命倫理と法）

｜開講科目名｜ 総合演習（生命倫理と法）、特定研究（生命倫理と法）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Bioethics and Law

｜時間割コード｜ 220515＝総合演習（生命倫理と法）（博士前期）、221407＝特定研究（生命倫理と法）（博士後期）

｜定員｜ 10人程度

｜担当教員｜ 瀬戸山　晃一

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　水曜2限　授業開始日（9月23日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：教室はKOAN等で確認すること。

｜キーワード｜ 先端医科学技術のELSI、医療政策、臨床倫理、研究倫理、遺伝子差別、バイオエシックス

｜授業の目的・概要｜次世代シーケンサーによる遺伝子検査技術の向上と低コスト化に伴う遺伝子検査ビジネスの普及、iPSやES
細胞などの万能細胞研究がもたらす再生医療や難病治療の実現可能性、ゲノム編集技術その他の現代の生命
科学の加速度的な進歩は、極めて大きな期待を有している半面、遺伝子格差に基づく遺伝子差別や社会的不
平等といった将来世代にも関わる深刻な新しい倫理的社会的問題を次々と提起してきており、それへの法的
応答に対する社会的要請が極めて強くなってきている。本講義では、出生前診断やデザイナーベビーの問題、
安楽死や尊厳死なども含め、生命科学技術とそれを応用する現代医療をめぐるバイオエシックス上の諸問題
を取り上げ、具体的な事例を題材に法規制のあり方を検討していく。

｜学習目標｜ 医療倫理・臨床倫理・研究倫理を包含する学際的な学問領域である生命倫理学のアプローチから、医科学技
術の発展に伴い生起してきている新たな倫理的社会的問題に対するガバナンスの是非をめぐる論争の背後にあ
る理論（思想）対立にも着目する。そして、比較法文化・法制度論的視角、政策学や「法と経済学」や行動経
済学の視点、さらには法哲学や政治哲学的観点からも分析検討する。それらを通してグローバルで柔軟な思考
枠組みから課題にアプローチする知的態度と実践能力を涵養することを授業の主なねらい（目標）とする。

｜授業計画｜ 【プロローグ】生命倫理と臨床倫理と法学の学問の使命と学際的方法論
第1回　授業ガイダンス：授業目的・講義の進め方・成績評価方法との説明等

【第一部】生命倫理の基本原則とパターナリズム：医療情報のプライバシー・遺伝子差別
第2回　医療倫理の原則と自由制約原理：インフォームド・コンセントとパターナリズム
第3回　癌不告知裁判：自己決定の意味を再考する
第4回　遺伝情報の情報開示：遺伝情報の特殊性と「知る権利」と「知らないでいる」権利
第5回　遺伝情報のプライバシーと雇用や保険契約における遺伝子差別
第6回　遺伝子介入とゲノム編集：能力の増強（エンハンスメント）

【第二部】 生殖補助医療をめぐる生命倫理上の諸問題：法的規制と指針（ガイドライン）
第7回　遺伝子検査と優生思想：着床前遺伝子診断と胚選別、出生前診断と選択的中絶
第8回　体外受精・人工授精と出自を知る権利・死後生殖と親子関係・卵子売買
第9回　代理出産（懐胎）と親子関係（子どもの法的地位）

【第三部】人生の最終段階における医療を巡る倫理問題と法政策
第10回　重度障害新生児の選択的治療中止、赤ちゃんポスト（親の負担と新生児の利益保護）
第11回　消極的安楽死（延命治療停止・胃瘻）（死の自己決定権と代理決定）
第12回　積極的安楽死・医師の自殺幇助・尊厳死（死の自己決定権）

【第四部】医療資源配分の公平性と医療へのアクセスの不平等性
第13回　臓器移植：生き延びる権利と臓器売買の闇市場問題（医療へのアクセスの平等性）
第14回　医学研究（臨床研究）をめぐる問題：研究不正と研究公正、倫理審査委員会の現状
第15回　全体の総括とレポート試験の課題提示と説明及び質疑応答

｜授業外における学習｜双方向的な授業実践を実現するため、指示したリーディングアサイメントに目を通し、授業の内容に関する
フィードバック・コメントの作成とメールでの提出とともに他の受講生のコメント内容に目を通す形での復
習と予習に約60分程度を想定している。

｜履修条件・受講条件｜受講希望者は、自己紹介（専攻や職歴等のバックグラウンドや将来の展望など）及び受講希望理由を、600
文から1000文字でワードで作成しsetoyama@koto.kpu-m.ac.jpに添付ファイルで提出すること。なお
送付の際には、件名に「生命倫理と法2020年度、受講希望　氏名」と記載すること。

｜教科書・教材｜ 甲斐克則編『レクチャー生命倫理と法』（法律文化社、2012年）。その他の教材は、参考文献や新聞記事の
中から、必要に応じて厳選してコピー配布する予定。

｜参考文献｜ 適宜、授業の際に指示する。

｜成績評価｜ 授業中の質疑応答やディスカッションへの能動的参加及び授業の教育効果向上のための貢献度（15％）、毎
回の授業フィードバック・コメントの提出回数と記述内容（35％）を平常点とする。学期末試験は、レポー
ト試験（評価割合50％）とし、平常点（評価割合50％）との総合で評価する。

｜特記事項｜ 高等司法研究科（法科大学院）との合同授業。初回授業は9月最終週の水曜2限に行われるので可能な限り
出席すること。専門分野の異なる多様なバックグラウンドを有する受講生によるディスカッションを通して、
自らの見解を相対化し、多様な視角から深化させる教育効果を狙いとしているので積極的な参加を期待する。
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ライフサイエンスの倫理と公共政策学

｜開講科目名｜ ライフサイエンスの倫理と公共政策学

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Ethics and Public Policy of Life Sciences

｜時間割コード｜ 250520

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 加藤　和人

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜集中　9月7日（月）、8日（火）、9日（水）1限～5限（8:50～17:50）

｜開講場所｜ 吹田キャンパス：教室はKOAN等で確認すること。

｜キーワード｜ 生命倫理、ガバナンス、テクノロジーアセスメント、ゲノム、iPS

｜授業の目的・概要｜20世紀後半から急速に発展してきたライフサイエンスは、現在も多くの新しい分野を開拓しつつ、発展を続
けている。同時に、遺伝情報やヒト細胞の取り扱いなど、研究から生まれる倫理的課題・社会的課題が生じ
てきている。ライフサイエンスが社会から信頼された形で進み、研究とその応用からうまれる成果が最大限
に生かされるためには、社会との接点分野で生じる課題を抽出し、対応策を考える必要がある。また、本講
義では、ライフサイエンスの倫理的・社会的課題にどのようなものがあり、それに対して、どのような対応が
とられているかを、国際的な対応、各国での対応、研究コミュニティーによる対応など、多様なレベルの具体
例を紹介しながら、講義する。また、最新の技術の社会への導入に際して、市民を含む多様な観点から評価
する活動であるテクノロジーアセスメントについても、理論面と具体的ケースの両方を取り上げて解説する。

｜学習目標｜ 最新のライフサイエンス研究に関する倫理的・政策的課題について、多様な分野の視点を取り入れて検討で
きる。

｜授業計画｜ ライフサイエンスの倫理と政策に関する課題と対応の方法について全体像を概説した上で、いくつかの具体
例を取り上げながら解説を行う。
1. イントロダクション−ライフサイエンスの倫理的・社会的課題
2. 事例検討−ヒトiPS細胞研究を例にして
3. 遺伝子診断をめぐる倫理的・社会的課題（1）
4.グループディスカッション実習
5. 遺伝子診断をめぐる倫理的・社会的課題（2）
6. 生命倫理に法律は必要か
7. 感染症と公共政策
8. クローン技術規制法の生成・展開とヒト胚の取り扱い
9. 倫理的課題への政策的対応（1）−日本を中心に
10. 倫理的課題への政策的対応（2）−国際的活動を中心に
11. 研究者コミュニティーの対応−米国科学アカデミーなどを例に
12. 倫理審査制度の歴史と現在
13. 講義1-4についての総合討論　およびヒトゲノム
14. 医学研究における患者参画（1）
15. 医学研究における患者参画（2）

講義日程は変更することがあるので、医の倫理と公共政策学のウェブサイトを確認すること。
https://www2.med.osaka-u.ac.jp/eth/category/lecture/

｜授業外における学習｜レポートを作成する。

｜履修条件・受講条件｜理科系、文科系、いずれを専門とする学生の方でも参加できる。講義の中ではディスカッション形式で参加
者が主体的に議論する時間を設ける予定。最新のライフサイエンス研究に関する倫理的・政策的課題につい
て、多様な分野の視点を取り入れて検討する経験ができる。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 加藤和人「生命科学の倫理と科学コミュニケーション―日本の課題と科学研究コミュニティへの期待」位田隆
一・片井修・水谷雅彦・矢野智司編『倫理への問いと大学の使命』（京都大学学術出版会、119-131頁、2010年）。

｜成績評価｜ 講義参加（20％）、レポート（80％）

｜特記事項｜ 授業を受講するにあたり特別な配慮を必要とする学生は、授業開始前に申し出ること。
講義参加は、講義中に配布したコメントカードの記載および提出により確認する。
全講義回数の2/3以上の講義参加があった者を採点の対象とする。
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産業環境マネジメント論

｜開講科目名｜ 産業環境マネジメント論

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語・英語

｜開講科目名（英）｜ Environmental management for sustainable industrial systems

｜時間割コード｜ 280844

｜定員｜ 50人

｜担当教員｜ 東海　明宏

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜春～夏学期　火曜3限　授業開始日（4月14日）

｜開講場所｜ 吹田キャンパス：工学研究科M1棟213

｜キーワード｜ 工学と公共政策、リスク評価と管理、予防原則、リスクガバナンス

｜授業の目的・概要｜産業活動がもたらす環境負荷やリスクを低減するための企業と組織の環境マネジメントについて、その理念

や方法、実例を論じる。

｜学習目標｜ 産業と環境のシステム、環境管理における企業の自主管理、リスク評価の方法、拡大生産者責任等の概念を

システムズアプローチによって理解する。

｜授業計画｜ 1．序論

 環境規制と自主管理

2．資源性と有害性を有する物質の管理

 化学物質管理、金属のリスク評価、RoHS指令

3．サプライチェーンを通じた環境管理

 欧州の化学物質規制、REACH、WEEE

4．産業技術のリスク評価

 技術のリスクと利益の関係、リスク・リスクトレードオフ

5．産業エコロジー

｜授業外における学習｜3回の講義に対して1回の頻度で宿題を課す。

｜履修条件・受講条件｜特になし。

｜教科書・教材｜ 各回の講義において、資料を配布する。

｜参考文献｜ 中西準子『環境リスク学―不安の海の羅針盤』（日本評論社、2004年）。学術雑誌として、Risk Analysis, 

Environmental Science & Technology、日本リスク研究学会誌、環境科学会誌。

｜成績評価｜ レポートと小テストによって評価する。

｜特記事項｜ 講義資料は、WebCTにアップロードする。
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サステナブルシステムデザイン論

｜開講科目名｜ サステナブルシステムデザイン論

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Sustainable System Design Engineering

｜時間割コード｜ 281260

｜定員｜ 70人

｜担当教員｜ 小林　英樹

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜春～夏学期　月曜4限　授業開始日（4月13日）

｜開講場所｜ 吹田キャンパス：工学研究科M4棟201

｜キーワード｜ ライフサイクル工学、設計工学、サステナビリティ学

｜授業の目的・概要｜人類の最重要課題の一つである持続可能性問題の総合的な理解と、問題解決に向けた人工物システムデザイ

ンによるアプローチを習得する。

｜学習目標｜ ・持続可能性問題を構成する地球環境問題、社会経済問題を俯瞰できるようになる。

・適切なライフサイクルオプションを選択できるようになる。

・方法論に基づいて簡単なライフサイクルデザインを行えるようになる。

｜授業計画｜ 第1回　総論

第2回　持続可能性問題（1）

第3回　持続可能性問題（2）

第4回　持続可能性問題（3）

第5回　ライフサイクルプランニング

第6回　プロダクトおよびプロセスデザイン（1）

第7回　プロダクトおよびプロセスデザイン（2）

第8回　ライフサイクルアセスメント

第9回　ライフサイクルデザイン演習（1）

第10回　ライフサイクルデザイン演習（2）

第11回　演習課題の発表とレビュー

第12回　ライフサイクルシミュレーション

第13回　最新トピックス（1）

第14回　最新トピックス（2）

第15回　まとめ、試験

｜授業外における学習｜復習問題の解答を考えること。

｜履修条件・受講条件｜工学系の学部卒業程度の素養が必要。

｜教科書・教材｜ 教員が用意する資料を用いる。

｜参考文献｜ 小林英樹『製品ライフサイクルプランニング』（オーム社、2003年）

浅井治彦・益田文和編『エコデザイン』（東大出版会、2010年）

伊坪徳宏ほか『LCA概論』（産業環境協会、2007年）

｜成績評価｜ 出席、レポート、演習、期末試験による総合評価。

｜特記事項｜
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ナノテクノロジー社会受容特論A

｜開講科目名｜ ナノテクノロジー社会受容特論A

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 講義科目 ｜開講言語｜ 日本語

｜開講科目名（英）｜ Social Engagement on Nanotechnology A

｜時間割コード｜ 290730

｜定員｜ 30人

｜担当教員｜ 竹田　精治

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生1・2年

｜開講区分・曜日・時間｜集中（春～夏）　http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/01_daigaku/index.html参照

｜開講場所｜ 中之島センターその他　http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/01_daigaku/index.html参照

｜キーワード｜ 社会受容、リスク管理、国際標準化、科学技術コミュニケーション

｜授業の目的・概要｜ナノ理工学人材育成においては、社会との関わりの中での技術応用・ナノリスク・標準化・社会とのコミュニ
ケーション・倫理の問題がこれから益々重要となってくる。本科目はこれらに応えるものであり、グローバル
化の中で製品・デバイスの新規開発に従事する科学技術者自らが果たすべき社会的責任を自覚し、身につける。
担当コーディネータ：阿多誠文特任教授（（株）日本ゼオン）、竹田精治特任教授（ナノサイエンスデザイン
教育研究センター）、藤岡透特認教授（同）

｜学習目標｜ ナノテクノロジーの社会普及、ナノリスク、国際標準化、科学技術コミュニケーションなどを含む社会受容
問題に関心を持つことができるとともに、国際社会における社会受容問題と自らの科学技術の研究開発との
関わりを積極的に考えることができる。

｜授業計画｜ 春～夏学期の土曜日に4回にわたり集中講義として開講する。外部講師の日程が確定した段階で、講師、講
義主題と合わせて、http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/01_daigaku/index.htmlに詳細を掲載する。
ナノテクノロジーの社会受容に関する視野を身につけ、産業化における問題点、国際標準化、知財、オープ
ンイノベーション、リスクアセスメント並びに管理手法等の基礎知識、総合デザイン、科学技術政策の考え
方、科学技術コミュニケーション、科学技術における倫理などを学ぶ。さらにいくつかの検討すべきテーマ
を取り上げて、ケーススタディーを自分の専門領域または設定されたテーマに対して行う。数名の政策担当
者、企業開発担当者、学内教員等が複数回を担当する。内容は、講師による総論・各論の解説と受講生自ら
が参加する討論及び演習により構成される。
各回の講義で質問事項があれば、講師名を明記して、電子メールにてナノサイエンスデザイン教育研究セン
ターナノプログラム事務局に問い合わせること。
宛先：nano-program@insd.osaka-u.ac.jp

｜授業外における学習｜最終回の総合討論に向けた課題テーマに対する資料準備

｜履修条件・受講条件｜本副専攻/高度副プログラムの選択科目である。また、「ナノ高度学際教育研究訓練プログラム」博士前期
課程の副専攻プログラム履修者はコースを越えて選択必修であり、高度副プログラム履修者は、可能な限り
共通科目としてコースを越えて履修することを推奨する。「ナノ高度学際教育研究訓練プログラム」博士後
期課程副専攻・高度副プログラムの受講者、博士後期課程社会人ナノ理工学特別コースの高度副プログラム
受講生、および博士後期課程高度副プログラム受講の社会人特別選抜学生は選択必修である。教室の余裕が
あれば、その他の学生の受講も許可する。

｜教科書・教材｜ 教科書は用いないが、毎回の講義の前に、
http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/01_daigaku/index.html
に講義資料を掲載するので、各自ダウンロードして講義の際に持参すること。

｜参考文献｜ 必要に応じて講義の際に示されることがある。

｜成績評価｜ 出席、質問、討論および演習における役割、およびレポートを総合的に判定する。

｜特記事項｜ 開講形式は、主教室は中之島センターとし、ライブ配信により大阪大学東京オフィスなどでの受講も可能と
する。詳しい開講日時、遠隔教室の場所については、追って、
http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/01_daigaku/index.htmlに発表する。
なお、本講義は社会人教育受講生も中之島センターで同時に受講・討論を行うので、原則中之島センターで
の受講とする。
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特殊講義（開発と環境）
特殊研究（開発と環境）

｜開講科目名｜ 特殊講義（開発と環境）、特殊研究（開発と環境）

｜単位数｜ 2単位 ｜授業形態｜ 演習科目 ｜開講言語｜ 英語

｜開講科目名（英）｜ Lectures: Development and Environment（博士前期）

Workshop: Development and Environment（博士後期）

｜時間割コード｜ 310778＝特殊講義（開発と環境）（博士前期）、310779＝特殊研究（開発と環境）（博士後期）

｜定員｜ 15人

｜担当教員｜ 大槻　恒裕

｜対象所属・年次｜ 全研究科大学院生

｜開講区分・曜日・時間｜秋～冬学期　火曜2限　授業開始日（10月6日）

｜開講場所｜ 豊中キャンパス：教室はKOAN等で確認すること。

｜キーワード｜ 経済、環境、開発

｜授業の目的・概要｜This course will enhance the understandings of the underlying problems in pursuing 
interlinked but often competing social objectives-environmental conservation and economic 
development. This course will cover selective topics in contemporary issues in environmental 
conservation and development, including property rights and natural resource management, 
economic growth and the environmental quality, international trade and environment, and 
transboundary environmental problems.

｜学習目標｜ Students are expected to understand the underlying problems in pursuing interlinked but 
often competing social objectives-environmental conservation and economic development. 
Students will gain in opportunities to apply the economic theories and quantitative methods 
to systematically analyze the implication of alternative public policies in the light of welfare or 
sustainability criteria.

｜授業計画｜ 第1回　Introduction: fundamental concepts in development and environment
第2回　Background of environmental management and sustainability
第3回　Economic foundation for efficient management and sustainable development
第4回　The economic systems and the environment – Static and dynamic efficiency
第5回　The economic systems and the environment – Defining sustainability
第6回　Methods for valuing environment
第7回　Concepts of property rights, externalities, and environment
第8回　Economic analysis of property rights and environment
第9回　Fisheries conservation
第10回　Economics of local air and water pollution
第11回　Background and economic analysis of tropical forest conservation
第12回　Background of poverty and sustainability
第13回　Economics of poverty and resource degradation
第14回　Population and the environment
第15回　Climate change and international coordination

｜授業外における学習｜Students are expected to read the required readings in prior to each class, and to review the lecture 
notes after the class. They are also expected to do homework assignment from time to time.

｜履修条件・受講条件｜ミクロ経済学の基本的知識があること（It is desirable to have knowledge of introductory microeconomics）。

｜教科書・教材｜ 特になし。

｜参考文献｜ 講義第1日目にリーディングリストを配布する（I will distribute the reading list at the first lecture）。
Major references: Tietenberg, Tom and Lynne Lewis（2011） Environmental and Natural 
Resource Economics（9th Edition）, Prentice Hall.

｜成績評価｜ 平常点及び期末レポートを総合して評価する（Grade will depend on a term paper, class participation, 
and assignments）。

｜特記事項｜ 講義は原則として英語で行う（Lecture is mainly conducted in English）。
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京都大学・科目一覧

※　副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」の受講生は、大阪大学と京都大学との間における単位の相互認定に

関する協定書に基づき、京都大学で実施される下記科目を履修し、単位を取得することができます。履修希望者は、COデ

ザインセンターの担当教員まで、授業開始日の半年から3ヶ月以上前までに相談して下さい。

科目カテゴリー 授業科目名 学期 主担当教員（研究科） 単位

選択科目Ⅰ：
基軸科目群

現代社会と科学技術 A 前期 川上 浩司（医学研究科）、他 1

学術情報リテラシー実践 前期
小山田 耕二

（学術情報メディアセンター）、他
2

科学技術イノベーション政策特別演習 夏期集中 川上 浩司（医学研究科） 1

科学技術・イノベーション概論 前期 関根 仁博（経済研究所） 2

科学技術・イノベーションと大学 後期 関根 仁博（経済研究所） 2

経済原論 I（応用ミクロ経済学） 前期 伊藤 順一（農学研究科） 2

疫学 I（疫学入門） 前期前半 中山 健夫（医学研究科） 1

医薬政策・行政 後期前半 川上 浩司（医学研究科） 1

問題解決思考 後期隔週 末松 千尋（経営管理大学院） 2

公共政策論Ⅰ 後期 佐野 亘（人間・環境学研究科） 2

科学技術と社会に関わるクリティカルシンキング 後期 伊勢田 哲治（文学研究科） 2

選択科目Ⅱ：
イシュー科目群

ビッグデータ分析による問題解決実践 前期
小山田 耕二

（学術情報メディアセンター）
2

政策のための研究方法論 前期
カール・ベッカー

（学際融合教育研究推進センター）
2

文献評価法 前期後半 中山 健夫（医学研究科） 1

技術者倫理と技術経営 前期 富田 直秀（工学研究科）、他 2

情報社会論 前期 大手 信人（情報学研究科） 2

可視化シミュレーション学 後期
小山田 耕二

（学術情報メディアセンター）
2

医薬品の開発と評価 後期後半 川上 浩司（医学研究科） 1

応用経済学 後期 依田 高典（経済学研究科） 2

医療政策のELSI 後期
カール・ベッカー

（学際融合教育研究推進センター）
2

健康情報学Ⅰ 後期 中山 健夫（医学研究科） 2

共生社会環境論演習３Ｂ 後期 佐野 亘（人間・環境学研究科） 2

まちづくりとまち経営 後期 吉田 恭（経営管理大学院） 2

FinTech 概論 前期 岩下 直行（公共政策大学院） 2

現代社会論演習ⅠA 前期
広井 良典

（こころの未来研究センター）
2

現代社会論演習ⅠB 後期
広井 良典

（こころの未来研究センター）
2
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2020 年度 授業時間割表（2020 年3月現在）

（ 吹：吹田キャンパス、豊：豊中キャンパス）、［他］：その他）

【春学期】

月 火 水 木 金

1限
08:50-10:20

2 限
10:30-12:00

3 限
13:00-14:30

・産業環境マネジメント論
（博士前期）吹

・サステイナビリティ評価・技
術論（博士前期）吹

・フィールド調査法特講
　（博士前期）吹

4 限
14:40-16:10

・サステナブルシステム
デザイン論（博士前期）
吹

・ファシリテーション入門
（院）豊

・フィールド調査法特講
　（博士前期）吹

・科学技術社会論入門（院）豊

・特別講義（Effectively 
Communicating Your 
Science & Research）（院）豊

5 限
16:20-17:50

・特別講義（Effectively 
Communicating Your 
Science & Research）（院）豊

・社会の中の科学技術概
論（隔週）（院）豊

6 限
18:00-19:30

・社会の中の科学技術概
論（隔週）（院）豊

・訪問術 A（質的研究の
デザインA）（院）豊

7 限
19:40-21:10

・訪問術 A（質的研究の
デザインA）（院）豊

【夏学期】

月 火 水 木 金

1限
08:50-10:20

2 限
10:30-12:00

3 限
13:00-14:30

・産業環境マネジメント論
（博士前期）吹

・サステイナビリティ評価・技
術論（博士前期）吹

・フィールド調査法特講 
（博士前期）吹

4 限
14:40-16:10

・サステナブルシステム
デザイン論（博士前期）
吹

・科学技術コミュニケー
ション入門 B（院）豊

・フィールド調査法特講 
（博士前期）吹

・科学史・科学哲学入門（院）
豊

5 限
16:20-17:50 ・社会の中の科学技術概

論（隔週）（院）豊

6 限
18:00-19:30

・社会の中の科学技術概
論（隔週）（院）豊

7 限
19:40-21:10

【集中（夏）】 科学技術コミュニケーション演習（8月26日、27日、28日）（院）豊
科学技術イノベーション政策総合演習（9月4日、17日、18日、19日）（院）豊＆［他］
ライフサイエンスの倫理と公共政策学（9月7日、8日、9日）（博士前期）吹
ナノテクノロジー社会受容特論 A（春～夏学期中の土曜日に４回）（博士前期）［他］
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【秋学期】

月 火 水 木 金

1限
08:50-10:20

2 限
10:30-12:00

・特殊講義（開発と環境）
（博士前期）豊

・特殊研究（開発と環境）
（博士後期）豊

・総合演習（生命倫理と法）
（博士前期）豊

・特定研究（生命倫理と法）
　（博士後期）豊

3 限
13:00-14:30

・特別講義（Climate 
Change in Asia 
Pacific - Science and 
Solutions）（院）豊

4 限
14:40-16:10

・科学技術コミュニケー
ション入門 A（院）豊

・CO デザイン講義（インター
ネット技術と法規制）（学
部、院）豊

・科学技術と公共政策 A
（院）豊

5 限
16:20-17:50

・科学技術移転論 
（博士前期）豊・研究手法入門（隔週）（院）

豊

6 限
18:00-19:30

・研究手法入門（隔週）（院）
豊

7 限
19:40-21:10

【冬学期】

月 火 水 木 金

1限
08:50-10:20

2 限
10:30-12:00

・特殊講義（開発と環境）
（博士前期）豊

・特殊研究（開発と環境）
（博士後期）豊

・総合演習（生命倫理と法）
（博士前期）豊

・特定研究（生命倫理と法）
（博士後期）豊

3 限
13:00-14:30

・特別講義（Climate 
Change in Asia 
Pacific - Science and 
Solutions）（院）豊

4 限
14:40-16:10

・科学技術コミュニケー
ション入門 B（院）吹

・特別講義 B（Crossing 
Borders in Higher 
Education and 
Research B）（院）豊

・CO デザイン講義（インター
ネット技術と法規制）（学
部、院）豊

・科学技術と公共政策 B
（院）豊

5 限
16:20-17:50

・科学技術移転論 
（博士前期）豊・研究手法入門（隔週）（院）

豊

6 限
18:00-19:30

・研究手法入門（隔週）（院）
豊

7 限
19:40-21:10

【集中（冬）】 メディアリテラシー（12 月4日、10日、11日）（院）豊＆［他］

【通年】 研究プロジェクト（月１回、水５・６限）（院）豊
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授業時間
第 1 時限  8:50  ～  10:20
第 2 時限 10:30  ～  12:00
第 3 時限 13:00  ～  14:30
第 4 時限 14:40  ～  16:10
第 5 時限 16:20  ～  17:50
第 6 時限 18:00  ～  19:30
第 7 時限 19:40  ～  21:10

○数字 ターム科目の授業日
　試 ターム科目の試験日
●数字 セメスター科目の授業日
　試 セメスター科目の試験日

〈春、夏、春・夏学期、通年　履修登録期間〉
 4月 8日（水）　15時00分～

 4月16日（木）　13時00分

〈夏学期 　変更登録期間〉
 6月11日（木）　 9時30分～

 6月17日（水）　16時30分

〈秋、冬、秋・冬学期　履修登録期間〉
 9月24日（木）　12時00分～

10月 8日（木）　13時00分

〈冬学期 　変更登録期間〉
12月 2日（水）　 9時30分～

12月 8日（火）　16時30分

土・日・祝日及び休業日を示す（太字は祝日）。

大学行事又は入試準備のための臨時休業日（予定）を示す。

春学期授業開講期間（4/9～6/10）

夏学期授業開講期間（6/11～8/7）

秋学期授業開講期間（10/1～12/1）

冬学期授業開講期間（12/2～2/5）

2020年4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

入学式 ⑦❼ ⑦❼ ⑦❼ ⑧試❽ ⑧試❽
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

①❶ ①❶ ④❹ ④❹ ⑧試❽ ⑧試❽ ⑧試❽ ①❾ ①❾
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

①❶ ①❶ ①❶ ②❷ ②❷ ④❹ ④❹ ④❹ ⑤❺ ⑤❺ ①❾ ①❾ ①❾ ②❿ ②❿
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

②❷ ②❷ ②❷ ③❸ ③❸ ⑤❺ ⑤❺ ⑤❺ ⑥❻ ⑥❻ ②❿ ②❿ ②❿ ③⓫ ③⓫
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

③❸ ③❸ ③❸ 4/30は水曜日の
振替授業実施日

⑥❻ ⑥❻ ⑥❻ ⑦❼ ⑦❼ ③⓫ ③⓫
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

③⓫ ④⓬ ④⓬
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

④⓬ ④⓬ ④⓬ ⑤⓭ ⑤⓭ ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

⑤⓭ ⑤⓭ ⑤⓭ ⑥⓮ ⑥⓮
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

⑥⓮ ⑥⓮ ⑥⓮
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

⑦⓯ ⑦⓯ ⑦⓯ ⑦⓯ ⑦⓯
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

①❶ ①❶ ⑤❺ ⑤❺ ⑥❻ ⑥❻ ⑧試❽ ①❾ ①❾ ①❾
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

①❶ ①❶ ①❶ ②❷ ②❷ ⑥❻ ⑤❺ ⑥❻ ⑦❼ ⑦❼ ①❾ ①❾ ②❿ ②❿ ②❿
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

②❷ ②❷ ②❷ ③❸ ③❸ ⑦❼ ⑥❻ ⑦❼ ②❿ ②❿ ③⓫ ③⓫ ③⓫
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

③❸ ③❸ ③❸ ④❹ ④❹ ⑦❼ ⑧試❽ ⑧試❽ ⑧試❽ ③⓫ ③⓫ ④⓬ ④⓬ ④⓬
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

④❹ ④❹ ④❹ ⑤❺ ⑤❺ ⑧試❽
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

2021年1月 2月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

元旦 ⑦⓯ ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

④⓬ ④⓬ ⑤⓭ ⑤⓭ ⑤⓭
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

⑤⓭ ⑥⓮ ⑥⓮
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

⑤⓭ ⑥⓮ ⑦⓯ ⑦⓯ ⑥⓮
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

⑥⓮ ⑦⓯ ⑧試試 ⑧試試 ⑦⓯
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

2/4は月曜日の
振替試験実施日31
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大阪大学COデザインセンター所在地等

〒560-0043　豊中市待兼山町1-16

大阪モノレール　柴原駅下車　北西へ徒歩約10分

阪急電車宝塚線　石橋駅下車　東へ徒歩約15分

全学教育推進機構　全学教育総合棟Ⅰ　４階

豊中
キャンパス

吹田
キャンパス

箕面
キャンパス

万博記念公園 南茨木

阪大病院前

彩都西

山田

北千里

千里中央

新大阪

淡路

大阪・梅田

柴原蛍池大阪空港

石橋

大阪大学COデザインセンター

COデザインセンター
全学教育推進機構
（全学教育総合棟Ⅰ・4F）

履修に関する問い合わせ先

全学教育推進機構等事務部　COデザインセンター担当

Tel.	 06-6850-6214

E-mail	 stips-staff@cscd.osaka-u.ac.jp

URL	 http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/

	 http://stips.jp/

科 学 技 術 と 社 会 を

架 橋 す る の は 誰 か 。

豊中
キャンパス

吹田
キャンパス

箕面
キャンパス

万博記念公園 南茨木

阪大病院前

彩都西

山田

北千里

千里中央

新大阪

淡路

大阪・梅田

柴原蛍池大阪空港

石橋

大阪大学COデザインセンター
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