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日本科学者会議 

第１７回総合学術研究集会 （於愛知） 

2nd Circular 

基本テーマ：平和の創造と科学の役割 

開催日時：2008 年 11 月 22 日(土)～24 日(月･休) 

開催場所：名古屋大学工学研究科 7 号館、IB 電子情報館 

ホームページ：http://www.jsa.gr.jp/17sougaku/ 

 

第17回総合学術研究集会（17総学） 2nd Circular をお届けします 

人類社会は今、様々な問題で大きな転機を迎え、そのいずれにおいても科学や技術

の問題が深く関わり、科学者の役割の重要性が増大しています。17 総学の基本テーマ

が「平和の創造と科学の役割」となったのは、平和の問題も重要な岐路にあり、科学

者の果たすべき役割が問われているからです。原爆が完成されそうなのを見たニール

ス・ボーアは、世界各国が相互信頼を強め、核エネルギーを厳重に国際管理すべきだ

と考えました。またシカゴの科学者はフランク報告を提出して、原爆の対日使用に反

対しました。ラッセル・アインシュタイン宣言は、人類が核戦争によって絶滅する危

機を乗り越える上で大きな役割を果たしました。こうした科学者の進言が生かされて

おれば、「先制攻撃戦略」を掲げる核帝国主義が世界を支配する今日にはならなかっ

たでしょう。20 世紀後半には世界世論の力が大きく成長しました。ストックホルムア

ピールは、世界で５億人を超える署名を集めて、朝鮮戦争で原爆が使用されるのを防

ぎ、人類社会が世界世論によって歴史を動かす時代に入ったことを示しました。現在

は世界世論が核帝国主義を大きく包囲しています。 

 この Circular に示されていますように、17 総学では、平和の問題、環境の問題、貧

困と格差の問題、科学者を含む労働の在り方など、様々な深刻な問題の解決方向につ

いて、専門分野を越えて科学的に解明し、世論に訴えることが求められています。17

総学が大きく成功するよう各位の積極的なご参加を呼びかけます。 

２００８年 ６月 ４日  実行委員長 沢田昭二 
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1. 開催日程 

 午前 午後 夕 

22 日 

(土) 

10:30～13:00 

特別セッション 

「大学はどこへ行くのか？ 

－理想像とかけ離れた現状を

どう打開するか－」 

講演：本間 慎氏 

（前フェリス女学院大学学長・ 

伝統と文化と環境福祉の専門

学校学校長） 

14:30～17:30 

開会挨拶：北村 実氏（JSA 代表幹事） 

基調報告：沢田昭二氏（名古屋大学名誉教

授） 「平和の創造と科学の役割」 

記念講演：長谷川正安氏（名古屋大学名誉

教授） 「憲法改正論の現状とその対応」 

特別報告：猿田正機氏（中京大学教授） 

「トヨタウェイと人事管理・労使関係」 

18:30～ 

懇親会 

23 日 

(日・祝) 

9:00～18:00 

分科会 

交流会 

など 

24 日 

(月・休) 

9:00～18:00 分科会、ワークショップ  

9:00～18:00 討論集会：21世紀社会論－地球生態系の破局か存続か 

2. 参加費 

 一般会員 3,000 円（予稿集を含む）、 院生会員 1,500 円（予稿集を含む） 

 非会員（一般） １日 1,000 円、２日 2,000 円、３日 3,000 円、予稿集 1,000 円 

 非会員（院生） １日  500 円、２日 1,000 円、３日 1,500 円、予稿集 1,000 円 

 非会員（学生） 参加費無料、予稿集 1,000 円 

 懇親会費 一般 3,000 円、 院生・学生 1,500 円 

3. 講演募集 

講演申込は、講演者氏名･連絡先（住所，電話・FAX，E-mail）・希望分科会・講演題名・

講演概要（200～400字）を記入してp.13の別紙申込用紙にて実行委員会まで申込み下さい。

申込は電子メール、FAX、郵送で受付け致しますが、可能な限り電子メールでの申込にご協

力下さい。受付後1 週間以内に受付確認を連絡します。 

なお、非会員で講演申込される方は、申込の際に非会員であることを明記して下さい。 

講演者には予稿集用の原稿を作成頂きます。予稿集原稿の書式は、本サーキュラーのp.12

を参照下さい。予稿集原稿のテンプレートは、下記のホームページからもダウンロード可能

です。 

 

講演申込先・原稿送付先： 日本科学者会議 第１７回総合学術研究集会実行委員会 

〒113-0034 東京都文京区湯島1-9-15 茶州ビル９階 

（郵送の場合は封筒に「17総学講演申込」と表記） 

FAX：03-3813-2363、E-mail：submit-17sougaku@jsa.gr.jp （申込・原稿送付専用アドレス） 
 

講演申込の締切日：   ８月 ８日（金） 

予稿集原稿の締切日 ： ９月 １２日（金） 
 

申込用紙、および予稿集原稿のテンプレートは下記のホームページからダウンロード可能で

す。 

１７総学ホームページ： http://www.jsa.gr.jp/17sougaku/ 
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4. 全体集会について 

【11月22日（土） 10:30～13:00】 特別セッション 

「大学はどこへ行くのか？－理想像とかけ離れた現状をどう打開するか－」 

 現在、日本の大学は、「競争原理」と「成果主義」のもとで、高等教育機関の存在理由を

見失ったかに見えます。現状を直視し、打開する道を議論するため、全体会として特別セッ

ションを企画します。全国の状況や教訓について意見交換し、議論を深めるため、多くの皆

さんのご参加を期待します。 

 

【11月22日（土） 14:30～17:30】 開会全体集会 

 北村実氏（JSA全国代表幹事）から、本総学が解明すべき問題点の整理が提起されるのを受

け、沢田昭二氏（実行委員長）が基調報告に立ち、続いて日本の憲法学研究の泰斗、長谷川

正安氏、大企業トヨタの経営分析で有名な猿田正機氏にそれぞれ講演頂きます。いずれも愛

知に行かなければ聴けない重要な報告、講演が期待されます。皆さん、ふるってご参加下さ

い。 

 

5. 講演募集分科会の概要 

【A.平和と憲法】 

［A-1］ 平和の創造に対する脅威—在日米軍と自衛隊の変容— 

コーディネーター：今野宏、阿部一雅（平和問題研究委員会） 

設置趣旨：米国による「軍事同盟の再編」押し付けの日本における具体化が、米陸軍第一軍

団司令部の米本土から座間への移転と陸自中央即応集団司令部の座間設置であり、横田の在

日米空軍司令部への空自司令部の移転である。また費用のほとんどを日本国民の税金で負担

させて、在沖海兵隊の一部グアム移転や、作戦能力強化を目的とした普天間に替わる辺野古・

大浦湾への航空基地建設などを強行しようとしている。さらに、横須賀の原子力空母の母港

化、岩国への空母艦載機移転が目論まれている。これに反対する地域住民との連帯した取組

み、平和的生存権をどう具体化していくかなどを議論したい。 

［A-2］平和の創造における９条の価値と世界化 

コーディネーター：金子勝、亀山統一（平和問題研究委員会） 

設置趣旨：自衛隊が海外に派兵される中で、平和憲法擁護の運動が高まり、イラク特措法に

よる航空自衛隊による戦闘員の空輸が 9 条に反するとの違憲判決が憲法制定後初めて確定し

た。その訴訟において証言された小林武教授の報告を受けて、こうした 9 条に反する行為を

どう告発していくかの理論的検討とともに、「9 条世界会議」に示された人類共通の理念「戦

争のための institution を一切排除する」をどう世界化していくかなど、9 条をめぐる問題を掘

下げる。 
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［A-3］平和の創造の具体的取り組み 

コーディネーター：南雲和夫、山崎文徳（平和問題研究委員会） 

設置趣旨：ミサイル防衛など宇宙の軍事利用に道を開く宇宙基本法制定、軍産複合体と科学

者の関係、原爆被害の研究と科学の自立性、さらに北朝鮮脅威論なども含めた平和の創造に

おけるにおける科学者の役割と責任など、広い問題について議論したい。さらに 3 つのセッ

ションを通した総合討論も行う。 

［A-4］平和教育・学 

コーディネーター：今井証三（愛知支部） 

設置趣旨：大学における平和教育は、今後、一層重要になってくるものと思われる。大学に

おける「平和学」講義の経験に基づいた報告を用意する。日本のシンドラーといわれた杉原

千畝(岐阜県出身）について「杉原千畝の人道主義」というテーマで研究報告を予定している。

また、童謡で知られる「青い目の人形」について「『青い目の人形』と国際理解」というテー

マの調査報告が予定される。平和学とは何か？ 平和教育の方法とは何か？ 専門領域を超

えた論議を期待している。 

［A-5］戦争と医の倫理 

コーディネーター：刈田啓史郎（宮城支部） 

設置趣旨：１５年戦争当時、中国などアジアの地において、日本の医師・医学者は非倫理的

な生体実験をおこない多くの民を殺めた。しかしながら、その医学的犯罪行為は、冷戦のは

ざまの中で秘匿され何ら罪に問われることなく今日にいたっている。医学界は、残念ながら

戦後これまで、自らの、あるいは先人の行為に対し、謝罪などの対外的な行動を全くとって

こなかった。憲法の平和主義が犯されようとしているとき、ふたたび同じような過ちが生じ

ないよう科学者の努力が必要である。「科学者の戦争責任」という観点で、医学以外の方も積

極的に応募願います。 

 

【B.経済と暮らし】 

［B-1］地方都市の再生をめざす担い手集団形成の現実と課題 

コーディネーター：粟野宏（山形支部） 

設置趣旨：今日、日本経済のゆがみ、格差の拡大、農林業の衰退、住民の精神的退廃を背景

に、地域社会の崩壊が問題視されているが、自治体財政の逼迫、中心市街地の空洞化、地域

経済の疲弊が著しい地方都市ではとりわけ深刻である。そこでは主体形成の問題も重要な課

題となろう。本分科会では、(1)地方都市の再生をめざすとりくみで担い手集団形成の果たし

た役割についての事例研究、(2)担い手集団形成のとりくみについての事例研究、を募集する。 
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［B-2］小泉改革とその地域における現実（第２回） 

コーディネーター：飯田克平（日本海委員会） 

設置趣旨：第１６回総学において、同一の表題で分科会を開催した。それから２年、地域社

会の貧窮の進行あるいは崩壊は、止まっていない。かつて、敗戦では、「国敗れて山河あり」

は実感であった。今や「国家栄えて、山河なく」「一極功なり、草木枯る」の観となっている。

この課題を継続して取り上げ、さまざまの視点からの報告・討論によって、「小泉改革、その

現実」を具体的に明らかにしたい。また、その中でのわれわれの役割についても提起してい

ただく。 

［B-3］障害者の人権 

コーディネーター：今井証三（愛知支部） 

設置趣旨：２００９年５月から国民の司法参加である「裁判員制度」が始まる。国民が裁判

官と一緒になって裁判の審理に参加し判決を下すことは、民主主義の観点から大いに喜ぶべ

きことである。しかし、障害者が健常者と同じ「裁判員」に選ばれ、審理に参加する道が用

意されているかどうかは分からない。今回の報告は障害者になった市議会議員が議会で意見

の「代読」を要求したところ、市議会議員によって拒否されたことに対し提訴した「代読裁

判」（岐阜県）について、障害者の人権を確立する立場から、「裁判員制度」も射程において

なされる。国民の人権を守り発展させることは、広い意味で科学者の任務ではないのか？ま

た、障害者となった教育研究者の問題はないのか？ 

［B-4］新自由主義批判 

コーディネーター：米田貢、木下ちがや（東京支部） 

設置趣旨：戦後の先進資本主義国家では市場規制と再分配政策によって市民的権利に実質を

与えられ、支配は暴力による「強制」よりも「同意」に比重が置かれるようになった。この

ような支配の様式はだが今日大きく変容をきたしている。その支配の教義と実践を仮に「新

自由主義」であるとするならば、それは国家、経済、社会、文化の位相の変化は政治的実践

とどのように結びついているのか。分野を超えた討議をもとに明らかにしていきたい。 

［B-5］食と農の政策科学 

コーディネーター：安部淳（岐阜支部） 

設置趣旨：今、食と農をめぐる問題は、かつてなく深刻な事態に直面している。食料危機が

未曾有の規模で世界を席巻し、食への安全・安心は損なわれ、人々の暮らしと命を脅かして

いる。市場原理主義の破綻、食料海外依存路線の行き詰まりの諸相を、事実と真実をとおし

て解明し、食と農をめぐる諸問題の打開策を探ることを目的とする。 
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［B-6］高齢者の医療・介護・福祉制度を考える―特に倫理や財政問題として 

コーディネーター：黒須三恵（生命倫理研究委員会／保健・医療・福祉問題研究委員会） 

設置趣旨：前回の 16 総学で生命倫理研究委員会は、終末期医療について「延命治療について

考えるー人工呼吸器の取り外しは許されるか」という分科会を企画し討論を行った。その後、

終末期医療に関する指針や報告書が厚労省、救急医学会、医師会、学術会議から公表された。

これらは、本人の意思を尊重して終末期医療を行うことで基本的には一致していた。また、

この 4 月から厚労省は後期高齢者医療の終末期医療に関する診療報酬において、患者の意向

を書面にする行為を保険点数化し経済的に評価することになった。しかし、この後期高齢者

医療制度に国民からの多くの反対があり参議院では野党４党提案の本制度の廃止法案が可決

された。そこで、今回は保健・医療・福祉問題研究委員会と合同で開催し、高齢者の医療・

介護・福祉制度を、特に倫理や財政問題として検討する。 

 

【C.公害・環境・エネルギー・災害問題】 

［C-1］原子力発電をめぐる最近の諸問題 

コーディネーター：野口邦和（エネルギー・原子力問題研究委員会） 

設置趣旨：新潟県中越沖地震では、柏崎刈羽原発で、世界で初めて原発の地震災害が起きた。

これを受け、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、各地の原発では、耐震安全性評価の

見直しをすすめている。地震災害との関わりで日本各地の原発の安全性を検証することは重

要な課題である。原発をめぐる最近の問題は、地震災害にとどまらない。本格化する軽水型

原発でのプルトニウム利用、六ヶ所再処理工場の操業、公募開始から 6 年経過しても応募の

ない高レベル放射性廃棄物の最終処分場など、検討すべき課題は山積している。これらの問

題について報告・討論を行い、問題点を整理・解明したい。 

［C-2］有害物質による魚介類汚染問題 

コーディネーター：小野塚春吉（東京支部） 

設置趣旨：メチル水銀およびダイオキシンによる魚介類汚染対策は、政府の「放置政策」と

「先送り政策」によって遅れた状態となっている。日本科学者会議公害環境問題研究委員会

と日本環境学会では提言をまとめるため、「有害物質による魚介類汚染問題調査検討委員会」 

を合同で立ち上げ調査検討を進めている。この分科会でも汚染の実態と問題点について、関

係者・関係団体の参加を得て議論し、共通認識を広げるとともに「今度どう対応していくべ

きか」についても意見交換したいと考えている。 

［C-3］産業廃棄物問題を考える－中部の事例を中心に 

コーディネーター：畑明郎（大阪支部） 

設置趣旨：最近、中部地方では、「石原産業フェロシルト不法投棄事件」、「日本最大の四日市

市大矢知の産廃不法投棄事件」、「岐阜市椿洞産廃不法投棄事件」、「愛知県小牧市桃花台ニュ

ータウンの産廃投棄と地盤沈下問題」など、産廃問題が多発している。これらの事例報告と

その解決策を考える。 
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［C-4］伊勢・三河湾流域圏の持続可能性を考える―これまでとこれからの５０年― 

コーディネーター：市野和夫、大羽康利（愛知支部） 

設置趣旨：２０世紀後半は、高度経済成長政策に則って公共事業を軸とした地域開発により、

四日市に代表されるような激しい公害を惹き起こしたほか、山林・川・海と人々との適度な

関わり合いを断ち切ったり、生態系の要となる部分を破壊したりすることにより、「産業・経

済が栄えて、山河崩壊す」という現況がもたらされた。中長期的な環境保全政策を持たない

限り、持続可能な地域社会を創り上げることはできないと考えられる。現在、焦点になって

いる地域開発問題に焦点を当てながら、 過去５０～１００年間の東海地域の開発に伴う環境

変化について整理し、中長期的な地域環境の保全戦略について見通しを得たい。 

［C-5］気候変化とエネルギー問題 

コーディネーター：林弘文（静岡支部）、岩本智之（大阪支部） 

設置趣旨：気候変化問題は、人類が直面する最大の課題の１つである。IPCC（気候変動に関

する政府間パネル）は、１９９０年から２００７年にわたって、第１次から第４次までの報

告書を発表してきた。第４次報告書は、気候変化の大きな部分は、人類が放出した温室効果

気体による結果であると断定している。この国際的機関は、観測された気候変化の結果を評

価し、将来において、どのような気候になるかという予測をたてている。人類がどのように

対処していかなければならないか、この問題に対して本会も大きな役割をはたさなければな

らない。研究委員会の垣根を越えた総合的で、基本的な議論を展開したい。 

［C-6］ヒト社会の平和と戦争を宇宙・地球ガイア・人類史の中で考える 

その１：地球史から２１世紀の平和を考える 

コーディネーター：志岐常正（京都支部） 

設置趣旨：21 世紀の戦争と平和の問題を人類の歴史の中で位置づけ、下記のような問題その

他について、報告できる科学者を広く求め、討議する。 

＊地球史における現代と近未来ー温暖化、資源枯渇、廃棄物 

＊22 世紀－ポスト石油（ウラン、レアメタル）世界の平和を考える 

＊情報社会の発展に危険はないか。世紀末にカオスが？ 

＊ヒトの闘争本能、愛集団（例えば愛国）の起源とそれを制御するシステム 
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［C-7］ヒト社会の平和と戦争を宇宙・地球ガイア・人類史の中で考える 

その２：自然とヒト社会の変動・”発展”（必然性と制御可能性） 

コーディネーター：志岐常正（京都支部） 

設置趣旨：21 世紀の戦争と平和の問題を、宇宙と人類社会（自然と社会ー世界）の発展の中

でとらえるため、先ず世界の４次元的構造とその認識方法についての科学各分野の到達点を

サーベイする。 

＊世界の４次元階層構造（宇宙、地球、ヒト、クオークなど） 

＊システムの変動パターン、とくにカオス、カタストロフの発生機構 

＊複雑系（地球システム、社会、経済）の変動の予測と制御は可能か 

＊逆問題解析、レジメ解析などの意義 

＊生存本能、種族維持本能の起源とヒト社会 

［C-8］生活・開発と防災 

コーディネーター：中山俊雄（災害問題研究委員会） 

設置趣旨：昨年の能登・中越沖の震災、最近のミャンマー水害・四川省震災と、国内外に災

害が多発して、社会的にも多くの関心が寄せられている。その中で、悲願であった「被災者

生活再建支援法」の改正が実現したが、一方では、柏崎刈羽原発の被災から、浜岡原発の安

全性が法廷で争われる事態にもなった。今回は、研究者と市民の交流の中から、具体的な課

題と到達点を明らかにし、今後の運動の展開に向けて議論を深め合う場としたい。 

 

【D.科学と技術を考える】 

［D-1］女性研究者・技術者の発展に向けて 

コーディネーター：金子幸代（女性研究者技術者委員会） 

設置趣旨：わが国で進行している学術体制の改変が、女性研究者・技術者にどのような影響

を与えているかを分析し、解決の方向を探る。そのため、第 12 回女性研究者・技術者全国シ

ンポジウム（07 年 6 月）や、学術体制部シンポジウム（08 年 1 月）での報告・討議をさらに

発展させる。若手女性研究者から、現在の研究をとおして実際の研究や生活面や将来につい

ての問題点について報告してもらう。さらに中堅以上の研究者との経験交流をおこなうこと

で、女性研究者・技術者の発展に向けて力をあわせていきたい。 

［D-2］若手研究者の研究生活と雇用 

コーディネーター：杉浦由香里、大石鉄太郎（若手研究者問題委員会） 

設置趣旨：今日の若手研究者は、高学費と奨学金という名の教育ローンを抱えながら、务悪

な研究環境のなかで先の見えない研究生活を強いられている。他方では競争的資金配分によ

る影響のもとで若手研究者ポストの削減と若手研究者の使い捨てが横行している。このよう

ななかで、若手研究者の研究生活を保障し、将来の学術研究の担い手の育成をはかっていく

ことは喫緊の課題であるといえよう。そこで、若手研究者問題の実態を把握し、その解決に

向けた展望を指し示すことを目的として本分科会を設置したい。 
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［D-3］科学・技術の現状批判～日本の科学・技術の健全な発展のための課題～ 

コーディネーター：長田好弘（東京支部）、久志本俊弘（大阪支部）、酒井士朗（東京支部） 

設置趣旨：格差と貧困化の拡大に加えて、国民生活を恐怖に陥れる事故・災害・巨大技術の

不具合等が続発している。安全な高度技術構築のための研究者・技術者の役割と自覚の向上

は強く求められ、そのために必要な諸条件の獲得は、「官民」を問わず、広く根深く共通課題

となってきている。これらの交流と連帯を主とした報告・発言の場としたい。 

キーワード：産官学連携と研究・開発現場の実態、成果主義の破綻、研究者のカローシ、グ

ローバル化(研究開発・生産・部品調達など)、リコール問題、任期制、高学歴ワーキングプア、

研究費、イノベーション、論文・データのねつ造等、研究者・技術者の権利と企業倫理、科

学者会議・労働組合の役割と責任、その他。 

［D-4］科学・技術サロン～日本の科学・技術の現状とロマンを語る～ 

コーディネーター：長田好弘、榊原道夫、松永光司（東京支部） 

設置趣旨：総合科技会議は最近、１月の福田総理の施政方針指示を受けて、革新的技術戦略

「中間とりまとめ」を公表し、大きな経済的・社会的インパクトを与える革新的技術を推進

するとしている。候補として選定された技術は、産業の国際競争力強化ということで「オー

ル光通信処理技術」「スピントロニクス技術」など８つ、健康な社会構築のためということで

「iPS 細胞再生医療技術」「生活支援ロボット技術など」５つ、日本と世界の安全保障という

ことで「感染症ワクチン開発技術」「遺伝子組み換え微生物利用生産技術」など８つ、合計２

１である。今後、さらに精査し、５月を目途に具体的な最終とりまとめをおこなうとしてい

る。これらおよび軍事技術・産業、監視技術など話題となっている他の諸技術等に関して、

「平和と公正な社会を求める」「科学・技術の成果を人々の幸福追求の手段に」との立場から

の報告・発言を求める科学・技術サロンとしたい。 

［D-5］科学者の権利問題 

コーディネーター：丹生淳郷、広木詔三（科学者の権利問題委員会） 

設置趣旨：当委員会はこれまで、研究者をめぐる環境（研究条件、権利、倫理等）の実態を

踏まえ、これを改善すべく様々な活動を行ってきた。昨年大会で公表された「研究者の権利・

地位、倫理に関する報告」は当委員会の活動の到達点であるが、まだ会員諸氏の充分な合意

を得るにはいたっていない。今総学では、本報告について各支部や会員の討議を期待すると

共に、各機関や職場における権利・倫理に関する実態を交流し、研究者の権利・地位と倫理

の向上に資することを目的とする。 
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【E.大学・研究機関、教育・文化の問題】 

［E-1］新教育基本法下の教育改革を問う 

コーディネーター：佐藤広美（東京支部） 

設置趣旨：教育基本法が改正されました。問題点は大きく２点、復古的国家主義的なイデオ

ロギーに基づく価値が「教育の目標」となり、教育行政が学校現場に種々の規制を加えるこ

とが可能になったこと、です。学習指導要領が改訂され、詰め込みによる早期選別が行われ、

指導方法まで細かく例示して教師にたいする統制が厳しくなるでしょう。また、道徳教育の

いっそうの押しつけが進むでしょう。全国学力テストとＰＤＣＡサイクルによって学校現場

の国家戦略への統合がすすむ危険性が増大するのではないでしょうか。こうした教育改革の

ねらいと問題点をあらためて議論し、真の教育改革の展望を語りたいものです。 

［E-2］個（人間性）の確立にとって理科教育は何をなすべきか 

コーディネーター：岩田好宏（教育基本法と教育実践研究委員会） 

設置趣旨：教育は、子ども一人ひとりの幸福実現と、平和な社会の形成者としての人間性確

立（人格形成）をめざして営まれるものである。とすると、自然と自然科学を教える教科で

ある理科では、それに対してどのような役割を果たすべきか。改悪 2007 教育基本法ではなく、

教育基本法に基づいて、小学校、中学校、高等学校、大学教員養成課程での実践者による講

演に基づき討論し、この課題に対しての展望を明らかにしたい。 

［E-3］個性とコミュニケーション 

コーディネーター：碓井敏正（思想文化研究委員会） 

設置趣旨：個人主義化、情報化が進む現代において、コミュニケーションのあり方は、大きな社会的

テーマとなりつつある。コミュニケーション能力の回復と豊かなコミュニケーションの回復は、人間関係

の再構築や地域の再生の条件であるだけでなく、学力問題解決の近道でもある。分科会ではコミュ

ニケーションの問題を多様な角度から、分析検討することとする。 

［E-4］大学評価と研究教育環境 

コーディネーター：細井克彦（大学問題委員会）  

設置趣旨：2004 年に国立大学法人、認証評価制度、法科大学院をはじめ専門職大学院が発足

してから 5 年目を迎え、いよいよ大学評価制度が本格的に起動しようとしている。また、2001

年の「遠山プラン」による 21 世紀 COE（現在の GCOE）や GP 政策のようなプロジェクト評

価も一種の大学評価としての機能を果たしている。これらの評価制度の多くは資金配分や組

織・事業の改廃に結びつくことにより、大学の研究教育環境を大きく変えてきたし、これか

らも大学間の再編統合や学内での組織再編にも多大な影響をもたらし、大学の教育研究のあ

り方のみならず、大学のあり方を大きく変える可能性がある。本分科会は、大学評価制度を

あらゆる角度から多面的に検討し、その打開策を探ることを目的としたい。 
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［E-5］評価が大学にもたらしたもの 

コーディネーター：椿淳一郎（愛知支部） 

設置趣旨：10 年前に文科省大学審議会に出された答申によれば、大学は現在「競争的環境の

中で個性の輝く大学」になっていなければならない。競争には勝負や順位付けのための評価

が必須となる。そのために大学評価をはじめとして個人評価など様々な評価が大学に導入さ

れた。本分科会では「競争的環境」が教育と研究活動を阻害こそすれ決して発展的に活性化

するものでないことを、評価に関する現場から報告によって浮き彫りにしたい。 

［E-6］大学問題 

コーディネーター：上野鉄男（京都支部）、今井証三（愛知支部） 

設置趣旨：現代日本の大学と研究機関は、「競争原理」と「成果主義」のもとで、高等教育研

究機関としての存在理由を見失ったかに見えます。私立大学は「生き残り作戦」の中に投げ

出された感があります。私立学校法の改定が、理事会の権限が強化されたものと誤って理解

されています。どこの私大も経営主導の下で教学が固有の責任を果たすことができない現状

にあります。又、法人化された国・公立大学では、運営費交付金の削減、外部資金の獲得な

どに追われて落ちついて研究教育に専念できない現状、学長を中心とした「トップダウン」

方式の強化によって教学機関の形骸化が指摘されています。高等教育の公財政支出の対 GDP

比０．５％は、OECD 加盟諸国の平均１．０％の半分しかありません。国・公・私立大学（短

大・高専を含む）の現状と課題を明らかにして、「競争」ではなく「協同」のために力を出し

合うことが求められます。 

［E-7］国公立試験研究機関の現状と法人化の問題点 

コーディネーター：井村 治（国公立試験研究機関問題委員会） 

設置趣旨：国立研究機関の大半が独立行政法人に移行し、運営費交付金の削減、上意下達式

の運営、成果主義の導入、長期的・基礎的研究の阻害等々さまざまな問題が顕在化し、加え

て一方的な整理合理化計画が押し付けられている。また都道府県の公設試験研究機関も大幅

な合理化や法人化の動きが加速している。こうした中で公的な研究機関が果たしてきた役割

を遂行することが困難な状況になっている。国公立試験研究機関の現状と問題点を明らかに

し、人々の福祉と科学・技術の発展に貢献出来る研究機関の民主的な改革について議論する。 

 

【ポスターセッション】 

［F-1］ポスターセッション 

上記の分科会以外に、自由演題としてポスター発表を受付けます。 

日本科学者会議ならではの総合的、自由で闊達な議論の場として活用下さい。 

ポスターのサイズは、A0 用紙縦置き（横 84.1cm×縦 118.9cm）内のサイズに収まる様に準備

ください。 
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6. 予稿集原稿の書式 

用紙サイズと枚数： A4 用紙２枚。（図表を含む。） 

ページ設定： １行文字数 46 文字、行数 40 行 

その他の各設定は下記を参照して下さい。 

  

※ 上記指定フォントの使用ができない時は、これに近いフォントを使用して下さい。 

※ 使用ソフト：Microsoft Word を標準とします。 

（Word 2007 を使用の方は、Word 97-2003 互換形式で保存して下さい。） 

      一太郎も使用可能です。 

（その他のソフトを使用したい場合は、実行委員会にご相談下さい。） 

※ テンプレートが、17 総学ホームページからダウンロードできます。 

※ 上記書式での原稿作成が困難な場合は、早めに実行委員会にご相談下さい。 

2nd Circular をお届けします 
－17 総学成功に向けて－ 

 

総学 太郎、Sougaku Tarou（17 総学大学） 
 

 
１．はじめに 

人類社会は今、様々な問題で大きな

転機を迎え、そのいずれにおいても科

学や技術の問題が深く関わり、科学者

の役割の重要性が増大しています。17

総学の基本テーマが「平和の創造と科

学の役割」となったのは、平和の問題

も重要な岐路にあり、科学者の果たす

べき役割が問われているからです。原

爆が完成されそうなのを見たニール

ス・ボーアは、世界各国が相互信頼を

強め、核エネルギーを厳重に国際管理

すべきだと考えました。またシカゴの

科学者はフランク報告を提出して、原

爆の対日使用に反対しました。ラッセ

ル・アインシュタイン宣言は、人類が

核戦争によって絶滅する危機を乗り越

える上で大きな役割を果たしました。

こうした科学者の進言が生かされてお

れば、「先制攻撃戦略」を掲げる核帝国

主義が世界を支配する今日にはならな

かったでしょう。20 世紀後半には世界

世論の力が大きく成長しました。スト

ックホルムアピールは、世界で５億人

を超える署名を集めて、朝鮮戦争で原
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に所属：MS 明朝、（英）Times 

New Roman、サイズ 12 pt、右揃え 

右
余

白
 

2
 cm

 

見出し：MS ゴシック、

（英）Arial、サイズ 10.5 pt 

本文：２段組み、MS明朝、（英）Times 

New Roman、サイズ 10.5 pt、両端揃え 

句読点：「 、 。」を使用。 

段の幅 8.1 cm    段の間隔 0.8 cm   段の幅 8.1 cm 

段の文字数：22 文字 

下余白 2.5 cm 
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日本科学者会議 第１7回総合学術研究集会 講演申込用紙 
２００８年   月   日 （ 受付番号 ）     

１．講演者氏名（フリガナ）： 

 

                                   

 

２．連絡先： 

ａ）住所 〒    －        

 

                                               

 

ｂ）電話 （    －     ―      ） 

ＦＡＸ（    －     ―      ） 

 

ｃ）E-mail：           ＠                     

 

３．講演を希望する分科会： 

 

番号     分科会名                         

 

４．講演題名： 

 

                                     

 

５．講演概要（200～400 字）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：①申込後１週間経て実行委員会より受領の返信がない場合には連絡して下さい。 

②この紙面をコピーしてお使い下さい。17総学ホームページにもあります。 

③講演申込締め切り8月8日、予稿集原稿締め切り9月12日を厳守してください。 
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会場案内 

名古屋大学工学研究科 7 号館、IB 電子情報館 

〒464-8603 名古屋市千種区不老町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本科学者会議第 17 回総合学術研究集会実行委員会】 

実行委員長 沢田昭二（愛知支部） 

事務局長 岩本智之（全国事務局次長） 

事務局次長 今井証三（愛知支部事務局長） 

実行委員 石井拓児、小島信晃、杉浦由香里、森隆昌、柘植 新、北川勝弘、酒井健次

（愛知支部） 

林弘文、鳥畑与一（静岡支部)、中須賀徳行、椎名貴彦（岐阜支部） 

島内高太、南有哲（三重支部） 

米田貢（東京支部）、上野鉄男（京都支部） 

 

会場へのアクセス 

名古屋駅から地下鉄東山線「本山駅」

で名城線右廻り乗り換え 

「名古屋大学駅」下車 ３番出口すぐ 

（名古屋駅から約 30 分） 

日本科学者会議第 17 回総合学術研究集会実行委員会 

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-15 茶州ビル９階 

電話 03-3812-1472、 FAX 03-3813-2363、 

E-mail：17sougaku@jsa.gr.jp（問合せ用アドレス） 

E-mail：submit-17sougaku@jsa.gr.jp （申込・原稿送付専用アドレス） 

ホームページ：http://www.jsa.gr.jp/17sougaku/ 


