JST 社会技術研究開発センター「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」
第 2 回ワークショップ
～科学技術イノベーション政策のための科学の「地域における実践と普遍化」～

１．開催概要・目的
「科学技術イノベーション政策のための科学」では、研究開発活動の成果を政策のためにいかに寄与でき
るようなものにするかがポイントです。公募プログラムの採択において採択基準になるばかりでなく、採
択された後の研究開発活動においても、さらに政策のために資する成果になっていくように意図されてい
ます。
第２回目となる今回のワークショップでは、特に「地域における実践と普遍化」を目指すプロジェクト
に焦点をあて、海外専門家からのアドバイスも参考に、地域イノベーションと科学技術イノベーション政
策との関係性を考えていきます。
２．日時・場所等
日時：平成 25 年 12 月 5 日（木）13：30~17：00
場所：JST 東京本部別館 1F ホール （東京・市ヶ谷）
地図 http://www.ristex.jp/stipolicy/site/contact.html
言語：日・英（同時通訳あり）
３．プログラム構成（変更する場合があります）
（１）主催者挨拶
〇「科学技術イノベーション政策のための科学」プログラム総括

森田朗（学習院大学法学部 教授）

（２）海外招聘者の紹介
〇Dr. Thomas Stahlecker
ドイツ フラウンホーファー協会(FhG)システムイノベーション研究所(ISI)
地域＆クラスターユニット、プロジェクトマネージャー＆コーディネーター
〇Dr. Barend van der Meulen
オランダ ラテナウ研究所、科学システムアセスメント科長
（３）海外研究の紹介：プレゼンテーション
〇“Public-private-partnerships as a new approach in the German RTDI policy
and implications for their evaluation”
Dr. Thomas Stahlecker (FhG ISI)
（４）関係プロジェクトの目標と進捗：プレゼンテーション
〇「イノベーション政策に資する公共財としての水資源保全とエネルギー利用に関する研究」
天野 良彦 (信州大学 地域共同研究センター センター長／教授)
〇「地域科学技術政策を支援する事例ベース推論システムの開発」
永田 晃也 （九州大学 科学技術イノベーション政策教育研究センター長／教授）
＜休憩＞
（５）ディスカッション
〇 各プロジェクトへのアドバイス：「地域における実践と普遍化」
〇「科学技術イノベーション政策のための科学」における地域イノベーションの捉え方
〇 プログラム全体における位置づけ 等
４．お申込み・お問い合わせ先
参加お申込みは【12 月 3 日（火）】までに下記メールアドレスにお名前、ご所属をご連絡ください。
独立行政法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター
「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」事務局（担当：前田、佐野）
E-mail : stipolicy@ristex.jp
Tel : 03-5214-0132

2nd RISTEX Workshop for
Research Funding Program on Science of Science, Technology and Innovation Policy
“ Regional Innovation : Implementation and Generalization ”

RISTEX（Research Institute Science and Technology for Society）has been providing a fund
to R&D program on “Science of Science, Technology and Innovation Policy” to encourage new
challenge by field fusion. The program launched in 2011, and 16 research projects has already
adopted. http://www.ristex.jp/stipolicy/en/program/
The 2nd workshop focuses on research projects aiming to contribution to regional innovation.
We would also like to discuss about the role of these projects in the whole design of SciREX,
under which this funding program is running.
SciREX: Science for RE-designing Science, Technology and Innovation Policy
http://scirex.mext.go.jp/en/
DATE :
December 5, 2013
13 :30 – 17:00
PLACE : 1F_Hall in JST annex building, K’s Gobancho ( Ichigaya ,Tokyo)
Style : Simultaneous Interpretation (English – Japanese)
Invited commentators:
Dr. Barend van der Meulen
Head, Department of Science System Assessment, Rathenau Institute
Dr. Thomas Stahlecker
Project Manager, Coordinator of Business Unit Regions and Clusters,
Fraunhofer ( FhG) - ISI
Program (Tentative)
Opening remarks

Prof. Akira Morita (Area officer of this funding program)

Introduction of the invited commentators
Short Presentation on “Regional innovation and their evaluation in Germany”
Dr. Thomas Stahlecker (FhG ISI)
Presentation: Examples of the adopted projects
“ Conservation and Energy Utilization of Water as Common Resources for
Leading Innovation ”
Prof. Yoshihiko Amano (Shinshu Univ.)
“ Development of the Case-Based Reasoning System for Regional Science
and Technology Policy ”
Prof. Akiya Nagata (Kyushu Univ.)
Discussion on:
・ Advices to the adopted projects mainly on the target of each project in the view of
“Regional Innovation : Implementation and Generalization”
・ Position in the funding program and in SciREX
・ Thinking for the Science of Science, Technology and Innovation Policy
Moderator : Dr. Kumi Okuwada, RISTEX
Contact & Registration
For registration, please e-mail your name and affiliation to RISTEX secretariat,
stipolicy@ristex.jp, by December 3.

