サービス科学への期待と
新しい科学技術イノベーション政策

統計数理研究所・サービス科学研究センター
設立記念シンポジウム
２０１２年１月３０日
有本建男
社会技術研究開発センター長
科学技術振興機構

○統計学は、現実の実社会の問題を解決することに存在意義。
○（ﾃﾞｰﾀを扱う時は）現実、実社会（ﾘｱﾙ）との距離感が大切。
○ﾃﾞｰﾀとｼﾐｭﾚｰｼｮﾝが歩み寄るから、より（現実に）ﾌｨｯﾄした結果が出せる。
○重要なのは問題を解く人間ではなく、問題を立てる人間。
ﾃﾞｰﾀを見たとき、関係性を作り出せる人間。ﾃﾞｰﾀ化し、ﾓﾃﾞﾙをつくること
で、新しいものが見えてくる。
○既存のｼｽﾃﾑが崩壊しつつある今、新しい秩序を誕生させる意味で
研究者の力を出すべき。最適化のﾆｰｽﾞが至るところに落ちている。
○他分野と言葉が違う、話ながら少しずつ僕たちの言葉（日本語でも英語で
もない。数学）に置き換える、数式、記号を使って描き出す（ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ）。
○統計調査の研究者は、雑学屋。分析する人にどれだけの引き出しが
あるかで、解釈がまったく違ってくる。
○目指すは、官公庁の莫大なﾃﾞｰﾀを保管し、研究者が自由に使える環境。
○多くの研究機関が穏やかな共同体を形成し、知を共有し、社会的な問題
の解決にあたろう。NOE（Network of Excellence)事業。
○ﾃﾞｰﾀがあればどこへでも。Statisticianは日本では確立していない職種。
○統計は、欧米、途上国では必須科目。かってのﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰは周回遅れ。
「日本の産業界は、統計を極めて高度に活用（MIT、1980年代）」
「データを未来に活かす ｰ ﾃﾞｰﾀ中心科学の最先端
＜統計数理研究所＞の挑戦」、奥松英幸著、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社、20112
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Economic Crisis

How to measure the values of states & cities in 21st century
○Hard power：
military power, economic power
○Soft and smart power：
quality of life, environment, health, safety, peace,
education, culture, university, science & technology,
knowledge management, intellectual network & connectivity,
science diplomacy
* From industrial society to knowledge-based society：
intangible assets, brains, R&D, brand, design,
network & connectivity
* Globalization and localization
* The Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress (Sept.14,2009);
by Stiglitz, Amartya Sen, Fitoussi,
*Classical GDP + Quality of Life +
Sustainable Development and Environment
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S & T and Innovation in the 21st century
○ STI for profit
○
○
○
○
○
○

STI
STI
STI
STI
STI
STI

for
for
for
for
for
for

competitiveness
growth
employment
wellbeing & quality of life
safety, security & social cohesion
sustainability & resilience

Innovation horizon is expanding.
Science and technology policy is changing ;
locally, nationally, regionally and globally.
Redesigning modern science enterprise ;
coherent and compatible
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The OECD Innovation Strategy : Getting A Head
Start On Tomorrow (May 2010)

In the post-crisis world, and with a still fragile recovery, we are facing
significant economic, environmental and social challenges. While no single
policy instrument holds all the answers, innovation is the key ingredient of
any effort to improve people’s quality of life. It is also essential for
addressing some of society’s most pressing issues, such as climate change,
health and poverty.
Innovation today is a pervasive phenomenon and involves a wide range of
actors than ever before. Once largely carried out by research and university
laboratories in the private and government sectors, it is now also the domain
of civil society, philanthropic organizations and indeed individuals.
Therefore, policies to promote it should be adapted to today’s
environment and equip a wide variety of actors to undertake
innovative actions and benefit from its results. Effective
mechanisms for international co-operation in science, technology
and innovation will also need to be put in place in order to make
innovation an engine for development and growth.

The OECD Innovation Strategy
The last few years have seen a burst of interest in steering research and
innovation to address social challenges. This interest reflects the rise of
“social innovation”, the use of innovation to address social problems.
Many of today’s social challenges, such as those associated with ageing
populations and environmental sustainability, as well as longstanding
problems such as poverty, education and migration, have resisted
conventional government or market solutions. ………….
…….They can in fact be complementary, but this will require changes to
the way policy makers promote innovation, for example by involving
stakeholders so as to link social demands with research agendas.
…… Given the multidisciplinary nature of many social problems, research
to address them must bring together the natural and social sciences.
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科学技術基本法の体系と進展
全会一致で成立

科学技術基本法

1995年

第１期
基本計画
（1996-2000）

●政府研究開発投資の
拡充
５か年総額１ ７兆円

●新たな研究開発システ
ム の構築
・競争的研究資金の拡充
・ポスドク１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施

第２期
基本計画
（2001-2005）

●３つの基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生

●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進
－重点(4+4)分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化
・総額規模は２４兆円
・50年でﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者30人

第３期
基本計画
（2006-2010）

第4期
基本計画案
（2011-2015）
国立大学第2期
目標期間 2010～

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ25
戦略 2007
第３期は
第１、２期基本計画により、
基礎固めは進んだが、
世界の競争は激化

・国民の支持、成果還元
・モノから人へ
機関における個人重視
・男女参画
・政策課題対応
イノベーション
・戦略重点６２領域
・国家基幹技術
★２５兆円

○政策決定機構の再編・総合科学技術会議､文部科学省：2001
年
・日本学術会議：2005年
○実施機関の法人化
・特殊法人･国立研究所の法人化：
2002年

「科学技術イノ
ベーション政策
へ」
「グリーン &
ライフ・イノベー
ション」＋「安
全」
システム改革
（CSTP、法人）
課題解決型
戦略協議会
アジア研究圏
２５兆円

○環境エネルギー
技術革新計画
○科学技術外交
○地域など

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進体制の強化
（第４期基本計画、総合科学技術会議の改革）
21世紀の科学技術の特徴
・ Science for Knowledge and
Science in / for Society
・豊かな持続性社会実現の
ための科学技術イノベーション

○縦割り・分断を排
し境界を越える仕
組み作りと人材の
確保育成
○省庁・分野・組
織・事業・世代、国
境を超える
○人、もの、制度、
金、情報：役割分
担と連鎖、持続性

科学技術イノベーションの
プラットフォーム

海外

国内

総合科学技術会議 →
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略本部（仮）
科学技術政策
決定システム

国会
政党

各省
調整機能

各省

ｼﾝｸﾀﾝｸ機能（分析・評価・提言）
研究助成機能
産学官のネットワーク形成
研究開発実施機能
・ 大学 ・ 研究開発法人
・ 企業 ・ NPO ・シンクタンク

社
会
的
価
値
・
経
済
的
価
値
・
文
化
的
価
値

日
本
学
術
会
議
・
各
学
会

研究開発支援機能
・科学技術コミュニケーション、
ＴＡ，ＥＬＳＩ (倫理・法律・社会的課題）、評価
・ 知的財産 ・ 標準化など

拡大された研究者コミュニティー
（研究者、技術者、研究ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、国際、知財、ＴＡ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝなど）
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The 4th Basic Plan for Science and Technology,
Government of Japan, August 2011
I. Basic Concept
1. Unprecedented Crises of Japan and Change of the World
2. 1st-3rd Basic Plans’ achievements and problems
3. S&T policy to S&T and innovation policy; Issue-driven beyond discipline-based innovation

II. Realization of Sustainable Growth
into the Future and Social Development

Issue-driven
III. Addressing
key challenges facing Japan
STI policy

1．Basic principle

1．Basic principle

2．Realization of Recovery and Reconstruction from the
Disasters

2．Promotion of measures to attain key challenges

3. Promotion of green innovation
4．Promotion
of life
innovation
“Bridging
science
& society”
*Public
participation
5．System
reforms
to promote STI

*Addressing ethical, legal and
IV.social
Enhancement
of basic
issues(ELSI)
& research
technology
assessment
(TA)
and
human resources
development
*Science communication

3．System reforms to attain key challenges (same as II.5)
4．Strategic development of globally integrated activities
“East Asian Science and Innovation Area (e-ASIA)”

V. Science and society
- Development of policies together with society -

1. Basic principle

1. Basic principle

2. Thorough enhancement of basic research

2. Deepening relations between society and
science/technology innovation

3. Development of human resources to support science and
technology
4. Developing international-level research environment and
infrastructure

3．Promoting effective STI policy
4．Expanding R&D investment
13

第４期科学技術基本計画における
サービス科学研究開発に関連する記述

２．重要課題達成のための施策の推進
○最新の情報通信技術等の科学技術を活用した教育、福祉、
医療・介護、行政、観光など、公共、民間のサービスの改善・
充実、人々のつながりの充実・深化。
○・・・統合的システムの構築や、保守・運用までも含めた一体
的なサービスの提供に向けた研究開発を推進、海外展開。
○サービス産業の生産性の向上に向けて、科学技術を有効
に活用するための研究開発を推進。
○数理科学、システム科学技術の推進。
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Science

Funding system for scienceｰbased
national innovation system in Japan

Diversity

Scientific frontier
Technological seeds
Sprouting Phase

ＪＳＰＳ

Intellectual
&
Cultural value
ｓ

Creating new fields

curiositydriven
research
(‘bottom-up’
research)

Science

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

RISTEX/JST
Public sectors
NGO etc.

mission oriented
basic research
Exploratory & high
risk research

ＪＳＴ

”Exit” oriented R&D,
prototype,
demonstration &
Social experiments

seeds to ‘exits’

Valley of Death

Society &
Market

ＮＥＤＯ
backcasting

Social

&
Public
valueｓ

Economic
Values

Private Companies
Universities Redesigning funding system for issue-driven
innovation
Interaction
Fields
International
Public
Venture,
competition and research
Start-ups,
“Cloning”
DARPA（DOD,DOH,DOE,DOEd,
NIH)
Finance,Tax,Regulations,,
collaboration of institutes
VC/riskVINNOVA,ANR etc
EuropeanIPR,Standards,
Technology Platform (ETP),
Proof
funding systems
Prototypes
Input
Social capital, culture etc.
money research
Output
of Concept
Bridging
the gap, Transformative

異分野融合による新しい価値
Converging Technology
:特定目的を達成するために
2以上の異種の科学・技術を
収斂する技術
（NBIC収斂技術）

BT

Biology
Medicine
Health

IT
Computer Science
Mathematics

Physics
Chemistry
Material Science

RT

Modeling
Prediction
Visualization

☆E-science
network,data-deiven,
cloud computing

○課題解決：
社会・経済的価値
○新しい学問領域

NT

☆Theory
☆Experiment
☆Computer simulation :
“third pillar”

CS

ST
CS

Cognitive science
Sustainability technology
Robotics
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２１世紀は生命の世紀
生命科学・医学のパラダイム転換
ゲノム全塩基配列解析、統計数理
生命科学が「精密・定量科学」へ
quantitative, precise science
○ 実験・理論・モデル・統計数理
○ ４Ｐ：予測、予防、個人化､参加

生命ｼｽﾃﾑの究明と
問題解決
←異分野、科学と
技術の連携
・生物学
・医学
・数学、計算科学、
統計数理
・工学、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
・物理学
・化学
・経済学 ・社会学
・心理学 等

研究､開発､知財､商品化､販売、医療戦略の転換
（医療、医薬､食品､栄養､計測機器等)
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社会技術研究開発センター組織図
運営アドバイザリー
委員会

社会技術研究開発 センター長
主監会議

評価委員会
参与

コミュニティで
創る新しい
高齢社会の
デザイン

地域に根ざした
犯罪からの
脱温暖化・
子どもの安全
環境共生社会

科学技術
と人間

研究開発領域

研究開発領域

研究開発領域

研究開発領域

領域総括

領域総括

領域総括

領域総括

研究開発
プログラム

研究開発
プログラム

研究開発
プログラム

研究開発
プログラム

コミュニティで
創る新しい
高齢社会の
デザイン

地域に根ざした
脱温暖化・
環境共生社会

犯罪からの
子どもの安全

研究開発成果 問題解決型
サービス科
実装支援
学
プログラム
研究開発
プログラム
プログラム
総括

プログラム
総括

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」
（仮称）
プログラム
総括

科学技術
と社会の
相互作用
研究開発プログラ
ム

高度21世紀の
科学技術
リテラシー
平成21年度終
了

企画運営室
企画・推進

企画運営室長
運営・支援

フェロー
調査・連携
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社会技術研究開発センターの
活動サイクル

Ⅱ.研究開発領域の設定

Ⅰ.社会における取り上げる
べき具体的問題の探索・抽出
NPO
環境

高齢化社会

人材・労働
安全安心・
リスクマネジメント 産業競争力
科学技術ガバナンス・
法規制ギャップ
都市・地域

研究会

インタビュー

ワークショップ

産業

・・・

研究者
人文社会・自然科学

研究開発領域
課題募集・選考、領域会議、
現地調査、ネットワーク拡大

研究開発プロジェクト

フォーラム・シンポジウム

各種調査

社会

社会的・公共的
価値の創出

Ⅲ.研究開発の推進

協働

科学･
技術

PDCA
サイクル

研究体制構築、詳細な現
状調査・分析、仮説設定
解決策立案・改訂

社会実験
研究開発領域

NPO
企業

定着
普及

行政

コミュニティで創る
新しい高齢社会のデザイン

成果の社会
実装・移転

Ⅴ.プロトタイプの
実装支援
研究開発成果
実装支援プログラム

地域に根ざした
脱温暖化・環境共生社
会
犯罪からの子どもの安
全
科学技術と人間
問題解決型サービス科学
研究開発プログラム
「政策のための科学」
研究開発プログラム

Basic Loop for sustainable society after 3.11
– Role of Actors and Scientists 持続性のための科学的知識に基づく行動と科学者の役割
社会の中の
行動者 *

advice

Action 行動

市民
知識提供
Actors *
（科学技術的
政治家
＜行動規範＞
行動者
助言）
政策立案者
Code of Conduct
経営者 Actors in Society
行政者 citizens
構成型
Synthesis,
司法官 statesmen,
科学者
Designing
教育者 policymakers,
Scientists
技術者 businesspersons,
報道者 administrators, 使用（課題解決）
のための知識・
芸術家 engineers,
観察型
経験等の構成・
作家
educators,
科学者
設計
等
writers,
artists,
journalists,
etc…

Evaluation, Synthesis
（ 状態観察、分析による評価）

（専門知識に
裏付けられた行動・復興活動）

社会、自然
Society ,Environ.

Analysisi調査・分析
（行動の
結果生じる現象）

Observing
Scientists

Prof. H.Yoshikawa, JST・CRDS
at CSTP, 3.4.2010.

RISTEX (Research Institute of S&T for Society)
: founded in 2001 based upon the Budapest
Declaration(1999)
○Mission
Creating social/public values through funding R&D which
aims at finding solution of social problems

○Features of RISTEX’s Activities
・Identifying social problems to be funded
* Grip comprehensive various social issues
* Close communication with stakeholders
・Community-based R&D projects
・ Application for outcome-conscious/oriented
Engage in output to Society

○Features of RISTEX activities(cont.)
・Bridging science and society
・Collaboration of social and natural sciences,
Multidisciplinary approach
・Technological innovation and social innovation
・local knowledge, culture, history and social capital
・beyond the boundaries : disciplines, organizations,
generations and national borders

○Manegement & Implementation

・Social experimentation, PDCA cycle
・Hands-on approach
・Collaboration between practitioners/researchers
・Mutual communication between management side and
research project teams

RISTEX Focus Area :“Community Based Actions

against Global Warming and Environmental Degradation”

RISTEX Focus Area
“Redesigning Communities for Aged Society”
Geographic location of R&D sites

Okata PJ

R&D Projects
Started in 2011

Harada PJ
Shinkai PJ*
Ogawa PJ

Nakabayashi PJ
Ota PJ
Teraoka PJ
Tsuji PJ

Cooperating organically with each project

Suzuki PJ

R&D Projects
Started in 2010

Creating a network with external stakeholders
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RISTEX has been responding
to the Great East Japan Earthquake
to redesign and rebuild the affected areas

第三層
価値・政策のﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑ転換
新しい学問フロンティア

第二層
メタ分析
個別課題の収集・評価・構造化、
制度・運用改革

第一層
個別具体の課題の解決・対応・事例の蓄積

「エビデンスに基づく政策形成のための“科学技術イノベーション政策の
科学”の構築」､ JST研究開発戦略センター、2011年3月
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international activities by RISTEX
○ OECD Workshops （May & Nov.2009, ＯＥＣＤ in Paris)
organized by : OECD, RISTEX and MEXT
1st workshop “ Fostering Innovation to Address Social Challenges” (May, 2009)
2nd workshop “Transforming Innovation to Address Social Challenges”（Nov, 2009)
*Our approach for social challenge has been highly recognized by OECD , and reflected in
OECD “New Innovation Strategy”(May 2010)

○ East Asian Region International Workshop” Science for Society”
(Oct. 10th- 12th 2010 in Tokyo) organized by RISTEX
* Examine new approaches for ‘Science for Society’ in East Asian countries and
regions comparatively, expand perspectives in line with each
experiences and discuss further collaboration in East Asia

2nd Meeting in Singapore on Dec.6-7 2011
organized by NUS and RISTEX
○Symposium at ＡＡＡＳ Annual Meeting （Feb. 20, 2011 in Washington DC）
“Design thinking to mobilize science, technology and innovation for social
challenges ”
organized by RISTEX and supported by AAAS
* speakers from NPO, US, UK, Germany, Belgium and Japan.
* highlighted elements and good practices that support more systematic approach for policy
implications, looking into barriers and incentive designed to address social challenges
* gathering social entrepreneurs, practioners and researchers in order to develop and demonstrate
knowledge, experiences and technologies, showed its possibility of solving social problems.
* Discussed co-evolutionary approaches

目次
１．世界システムの大転換とイノベーションへの期待
２．第４期科学技術基本計画
・政策転換：分野重点から問題解決型へ
・システム改革：
政策決定機構、研究ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、分野融合
３．社会技術研究開発センターの概要
４．問題解決型サービス科学研究制度のスタート
５．科学技術の新しい方向

問題解決型サービス科学研究開発プログラム
目的
1. 社会における様々なサービスを対象に、その質・効率の向上と新しい価
値の創出・拡大のために、問題解決に有効な技術・方法論等を開発する。
抽出した知見を積み上げていくことで、「サービス科学」の概念・理論・技
術・方法論を創出して、将来的に様々な分野のサービスで応用可能な研
究基盤を構築する。
– 「サービス科学」の横断的要素（本プログラムでは、「研究エレメント」と呼ぶ）
を科学的に検証し、一般化・体系化することで、「サービス科学」の研究基盤
を構築する。
– 新しい技術・方法論等の研究成果を様々なサービスに活用し、個々の問題
を解決することで、社会に貢献する。

2. 「サービス科学」の研究者・実践者の連携・協働を促し、コミュニティ形成
に貢献する。
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社会技術研究開発事業の推進体制
（研究開発プログラム・プロジェクト）
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問題解決型サービス科学
プログラムの方向性
• ビジネス、人、情報、技術を融合し、サービス（価値共創）に
関する重要な問題解決を目指す
– これぞサービス科学研究開発プロジェクトといえる提案
• サービス科学研究への貢献 + サービス価値の検証による社会的貢献
• サービスの生産性、重要課題のサービス・システムのデザインなど

• A型研究(問題解決型）
– サービス研究のためのシステム化は必要だが、システム開発だけを
目的とする提案はプログラムの対象とならないことに注意！

• B型研究（横断型）
– 専門領域を基礎に、どのようなサービス科学の知識を創出するのか
– 複数領域で価値を創出するために、どこで、何をねらい、どのように
攻めるか
32

Specific and Latent Needs of Society

Sustainability
Government & Public Policy
Research & Development Management
Transportation
Medical, Healthcare & Social welfare Services
Management
Learning & Education

Service Science, Solutions and Foundation
Integrated Research Program
Research Type A. Research on Soution-Development
Research Type B.
Research on Scientific Element of Service Science
Fundamental Disciplines and Methodologies
Natural Sciences

Management
Complexity simulation,Emergency Medicine,
Operations Research, Pharmaceutical Sciences, Engineering, Human
Engineering, Quality
Multiple Classification Analysis, etc.
Engineering,etc.

Social Sciences
Cognitive Science,Social Psychology,
Educational Psychology,Ethnography,
Environmental Economics, etc.

平成22-23年度公募 提案状況

ﾓﾉの流れに関す
るｼｽﾃﾑ

人の行動に関す
るｼｽﾃﾑ

H23

H22

差異

交通／ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ

5

7

▲2

水

2

2

0

食品／製品

6

12

▲6

ｴﾈﾙｷﾞｰ／環境

4

6

▲2

情報技術

11

10

1

都市

12

12

0

流通／ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ

13

13

0

0

1

▲1

25

49

▲ 24

5

22

▲ 17

13

18

▲5

9

14

▲5

105

166

▲ 61

金融
ﾍﾙｽｹｱ
教育／ﾋﾞｼﾞﾈｽ

統治するｼｽﾃﾑ

公共ｻｰﾋﾞｽ

共通

産業共通・基盤

合計
採択

A研究：問題解決型

B研究：横断型

平成22年度 「問題解決型サービス科学研究プログラム」
研究開発プロジェクト採択結果
研究代表
内平 直志
（株）東芝

木嶋 恭一
東京工業大学

原 辰徳
東京大学

藤川 佳則
一橋大学
2012/5/24

型

タイトル

概要

A

音声つぶやきによる医療・
介護サービス空間のコミュ
ニケーション革新

「音声つぶやき」による看護師や介護士
の新しいコミュニケーション技術を開発
し、医療や介護の間接業務の効率向上
を可能とする。

A

サービスシステムモデリン
グによる産業集積における
価値共創の可視化と支援

合意形成／価値創出のプロセス可視化
技術・支援手法により、多様なステーク
ホルダーによる合意形成の効果的な支
援を可能とする。

顧客経験と設計生産活動
の解明による顧客参加型
のサービス構成支援法

サービス・システムの表現方法、顧客経
験の解析方法、サービスの部品化と再
構成技術、顧客参加型サービス計画支
援技術を開発する。

B

B

〜観光サービスにおけるツ
アー設計プロセスの高度化を
例として〜

サービス・システムの表現方法、顧客経
文脈視点によるサービス価 験の解析方法、サービスの部品化と再
構成技術、顧客参加型サービス計画支
値共創モデルの研究
35
援技術を開発する。
Japan Science and Technology/RISTEX
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平成23年度 「問題解決型サービス科学研究プログラム」
研究開発プロジェクト採択結果
研究代表
飯田 俊彰
東京大学

石田 亨
京都大学

小林 潔司
京都大学

舘岡 康雄
静岡大学

藤村 和宏
香川大学

2012/5/24

型

タイトル

概要

A

農業水利サービスの定量的評価
と需要主導型提供手法の開発

サービス提供者である農業水利システムの設
計・管理者から受益者への農業水利サービス
の効率的提供手法を開発し、研究成果の社
会への実装を図る。

A

サービス指向集合知に基づく
多言語コミュニケーション環境の
実現

複数のサービスを連携させて新たな価値を生
み出す手法を研究し、多様な価値観を持つプ
レイヤによる価値の共創を支援する。

B

日本型クリエイティブサービスの
理論分析とグローバル展開に
向けた適用研究

日本のクリエイティブサービスの良さを表出し、
グローバル市場において価値評価を行う基準
を明示し、サービスを持続・発展させる理論的
基盤の構築する。

B

やさしい社会の実現を目指した
サービスにおける利他性の研究:
自殺防止相談員の事例を中心に

誰もが利他性を発揮するやさしい社会の実現
に向け、利他性に基づくサービスの科学的基
盤を確立する。

B

医療サービスの「便益遅延性」を
考慮した患者満足に関する研究

「便益遅延性」という医療サービスの特質を考
慮した患者満足測定尺度の開発、及び理想
的な関連性を導く方策について考察する。

Japan Science and Technology/RISTEX
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サービス科学 採択プロジェクトの主要活動地域
平成２２年度採択
平成２３年度採択
農業水利サービスの
需要主導型提供
日本型クリエイティブ
サービス

サービス指向
集合知
顧客参加型の
サービス構成支援法

文脈視点による
価値共創モデル

つぶやき空間
コミュニケーション
価値共創の
可視化と支援

便益遅延を考慮した
患者満足研究

やさしい社会の
実現と利他性

問題解決型サービス科学
研究開発プロジェクト（平成22-23年度）
Business & Organization

Information

クリエイティブ・
サービス
サービス価値
共創モデル
基礎理論
便益遅延サービス

利他性

People
A研究
B研究

サービス・マネジメント
農業
水利
キラー
プロ
ジェクト

価値共創の
可視化と支援

サービス指向
集合知

サービス・デザイン
サービス工学
サービス構成支援法
音声つぶやき
Technology
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Ref: “Succeeding through service innovation” http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ssme/

問題解決型サービス科学の構築に向けて
2010
3Q 4Q 1Q

2011
2Q 3Q

4Q

1Q

2012
2Q 3Q

4Q

1Q

2013
2Q 3Q

4Q

2014
1Q 2Q

ベストなプロジェクトを採択し、研究の柱とする
サービス科学コミュニティ（大学、関連事業）の形成
研究開発成果の国内外への発進
プロジェクト採択
公開フォーラム
サービス・サイエンス・セミナー
サービス科学ハンドブック

サービス工学会検討

合宿
国際会議

Human side of Service Engineering

AMA S-SIG?

情報処理学会／情報システム／横幹連合／OR学会／AI学会／SRII等サービス関連イベント
プログラム主催外部イベント
プログラム内イベント
Japan Science and Technology/RISTEX
プログラム外関連イベント
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New Perspectives and Conclusion (No.1)
○ Gravity of scientific activities moving to developing countries
・“Silent Sputnik” (Obama, Rita Colwell );
・AAAS2010 : “Bridging Science and Society”
・AAAS2011 : ”Science without Borders”
・AAAS2012 : ”Flattering the world : Building the 21st C. Global Knowledge Society”
・WSF2011: ”The Changing Landscape of Science:Challenges & Opportunities”

○Reshaping the values and leadership principles
○Global governance of science
Globalization and localization
○Bridging science and society
Scientific integrity, ethics and norm
○New innovation models;
“disruptive”, “reverse”, “frugal” innovation
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New Perspectives and Conclusion (No.2)
○ Redesigning & Reshaping science and innovation system
・issue-driven S&T policy beyond discipline-based policy
・NOE(Network of Excellences) and COE(Center of Excellence)
・Network, platform & connectivity for Innovation
Beyond the boundaries
(disciplines, programs, organizations, genders, generations, nations)

Open innovation
System of systems (ex. ERA, ARA etc)
Coherent & compatible science enterprise
(global/regional/national/local)
○Human resources for new innovations
design and system thinking, non-traditional skills and sense,
diversity and inclusiveness, collective intelligence,
foresight under the complex and uncertain world
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Solving Global Problems
Public Values: QOL, Environment &
Energy, Security & Safety, Employment,
Social Cohesion

Developed
Countries

Challenge of
Sustainability and
Development
Innovation Ecosystem

Corporate Values:

Competitiveness, Growth, Profit, CSR,
Economic Crisis

Developed
Countries

Global
BRICS etc.

Developing
Countries

Knowledge, S&T,

Regional
National
Local

BRICS etc.

Developing
Countries

Market & Society
Finance &
Regulations &
Taxes
Standards
Heterogeneous
International Collaboration Framework
Diverse
Human Resources

Global Innovation
Ecosystem
Since 2006～
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Beyond the boundaries !!

Locally relevant

World Science Conference
(UNESCO/ICSU)
'Declaration on Science and
the Use of Scientific Knowledge'
- Science for the 21st Century
A New Commitment -

20th Century
☆ Science for knowledge
Knowledge for progress

1999

21st Century
Science for knowledge
☆ Science for peace
☆ Science for Development
☆ Science in society &
Science for society
“Budapest Declaration”
World Science Forum 1999 - 2011

Thank you very much
for your attention!!
Questions:
Tateo Arimoto
arimoto@jst.go.jp
http://www.jst.go.jp/

