講演会などの記録

『社会科学ジャーナル』85〔2018〕
The Journal of Social Science 85[2018]

pp. 85-91

公開講演

医療の進歩と社会

講演者：村上陽一郎（ICU 名誉教授）
日

時：2017 年 9 月 28 日（木）、13:15-15:00

場

所：H-364

安全学の第一人者であり、本学名誉教授である村上陽一郎氏に、「災害」としての
病という視点から、その社会的保障の功罪について論じていただいた。詳細なデータ
や多彩な事例に基づく国際比較を通して、「命を救うことは常に善か」というきわめ
て挑戦的な、倫理的議論が展開された。公共政策、科学技術社会論、哲学倫理学、医
学など、多様な分野にまたがる、まさにリベラルアーツ的な刺激に満ちた講演であっ
た。
（招聘・報告：加藤恵津子）
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公開講演

社会に変化をもたらす NGO の 活 動

講

師：伊藤和子（ヒューマンライツナウ）

日

時：10 月 10 日（火）、9：00-11：20

場

所：H-253

日本の人権 NGO ヒューマンライツナウがどのような人権を守る活動をして社会を
変えていこうとしているか、伊藤氏にその活動を紹介していただいた。日本や世界で
どのように NGO/NPO が力を発揮し、重要な非国家アクターとして国内外の政策に影
響を与えることができるかを考え学ぶ機会となった。
（招聘・報告：大森佐和）
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Open Lecture

Energy Market Integration in Southeast Asia and
Implications on Energy Security
Lecturer: Youngho Chang (Singapore University of Social Sciences)
Date: January 10, 2017 (Wed.), 16:15-17:40
Place: H-251

This presentation examined Southeast Asian integration from the standpoint
of energy markets and comparative advantages in energy capacities. Using the
case studies of ASEAN countries in energy cooperation, this presentation demonstrated that ASEAN countries are integrating energy markets.
(Reported and convened by Stephen Nagy)
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公開講演

政治コラムを書く ─ 官邸政 治 の 裏 表

講

師：高橋純子（朝日新聞社）

日

時：2018 年 1 月 15 日（月）、15:10-17:40

場

所：H-203

今年度の行政学の授業では、内閣人事局の動向など、官邸と官僚機構との関係に焦
点を当ててきた。その一環として、政治部勤務の長い朝日新聞記者の高橋氏に官邸政
治の内実について講演をお願いし、その実態に学生たちを触れさせることができ、非
常に意義深い機会となった。
（招聘・報告：西尾
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公開講演

コペルニクの営利・非営利アプ ロ ー チ に よ る
途上国の課題解決と は
講

師：天花寺宏美（一般社団法人コペルニク・ジャパン）

日

時：2018 年 2 月 1 日（木）、10:10-12:40

場

所：H-213

革新的な手法で途上国の草の根の人々に直接適正技術を届けるコペルニクの代表を
お招きし、その活動を紹介していただいた。そのアプローチやビジョンをとおして、
学生たちにも開発のあり方をより柔軟に考えさせることができたといえる。
（招聘・報告：大森佐和）
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Open Lecture

Liability for Autonomous Vehicles
Lecturer: Prof. Georg Borges
(Managing Director, Professor, Instituts für Rechtsinformatik, Saarland University)
Date: February 14, 2018 (Wed.), 14:00-15:30
Place: H-213

Autonomous Vehicles will widely appear in our society in the near future.
There are, however, several problems related to autonomous vehicles. Especially,
clear and reasonable determination of liability is highly important and now the
legal discussion over liability for autonomous vehicles is done in Germany, Japan,
the U.S. and many other countries. In this lecture, the leading scholar of technology and law professor Georg Borges introduced the discussion of liability issues
that are currently discussed in Germany where many important car industries exist. It will be a great opportunity to think and understand about what the future
with autonomous vehicles will be and how we should think of liability and autonomous vehicles when we face with accident caused by autonomous vehicles.
(Reported by Georg Borges and convened by Mayu Terada)
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Open Lecture

The Growing Importance of
Japan-Australia Relations
Lecturer: Dr. Thomas Wilkins
(Centre for International Security Studies, University of Sydney)
Date: February 15, 2018 (Thu.), 11:30-12:40
Place: H-170

By examining recent Japan-Australia relations and its implications for the
wider contexts, the lecture highlighted the significance of Australia for Japanʼs
security and trade needs.
(Reported and convened by Wilhelm Vosse)
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