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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） 

3rd 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/ 

17 総学でお会いしましょう 

 17 総学開催まで 50 日となりました。このサーキュラーに示されているように、平和

と憲法、経済と暮らし、環境・公害とエネルギー、大学・研究機関と教育・文化など

33 の分科会と特別セッションを含めて 160 を越える講演申し込みがあり、３日間の日

程にやっと組込めたほどでした。お寄せ下さった予稿集原稿を読ませて戴き、充実し

た研究集会になると期待しています。 

 2nd サーキュラーをお届けした後、世界でも国内でも政治・経済の情勢が大きく変化

し、17 総学はまさにこの転機の中での開催になります。国内では、突然の首相辞任に

続いて、「構造改革」の名を騙って新自由主義を推進した張本人は引退です。こうし

た激動の転機の中でこそ科学者は、情勢の背景と本質を科学的に把握して、真の改革

の方向を国民に提示することが求められます。 

 核戦略を推進してきた米国の元高官たちが「核兵器のない世界」の提言をしている

のに、辞任した首相は核抑止力が必要だと発言し、国民の安全を無視して原子力空母

の横須賀母港化を許しました。発足した新内閣は核武装論者や靖国派によって占めら

れ、国民の要求からいっそう乖離しています。まさに大きな転機にさしかかっている

情勢の中で、未来を切り開く展望を創り出そうと 17 総学が開かれます。若い科学者や

技術者、大学院生も誘って 17 総学にご参加下さるようお願いいたします。 

2008 年 10 月 1 日 実行委員長 沢田昭二
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1. 開催日程 

１１月２２日(土) 

特別セッション (10:30～13:00) 

「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（フェリス女学院大学 前学長） 

討論 (司会 今井証三、上野鉄男) 

開会全体集会 (14:30～18:00) 

開会挨拶：北村実（日本科学者会議 代表幹事・早稲田大学 名誉教授） 

基調報告：沢田昭二（17 総学 実行委員長・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（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（中京大学 教授） 

「トヨタウェイと人事管理・労使関係」 

懇親会 (18:30～ ) 

１１月２３日(日) 

憲法問題特別分科会 (14:00～18:00) 

「いま改めて問う日本国憲法の意義と役割」 

分科会 (09:00～13:00、14:00～18:00) 

交流会など 
 

１１月２４日(月) 

討論集会 (14:00～18:00) 

「21 世紀社会論－地球生態系の破局か存続か」 

分科会 (09:00～13:00、14:00～18:00) 
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2. 登録と参加費 
会員 

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

但し、事前申し込みされた場合 一般 2,500 円、院生 1,000 円 

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 

院生 １日   500 円、２日 1,000 円、３日 1,500 円、予稿集 1,000 円 

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 

 22 日午後の開会全体集会は一般市民に無料公開されます。 
 

 

☆ 参加申込 

当日受付の混雑を避けるため、できるだけ事前申込みをお願いします。 

参加費割引あり（上記）。 

振替用紙には、氏名、年齢、性別、連絡先等はもちろん、「会員、非会員」「一般、院生」

「懇親会参加（有、無）」を明記し、合計金額を振り込んでください。 

郵便振替 ００１８０－８－８６９０６（口座名：日本科学者会議） 

☆ 受 付 

① 受付は、会場（ＩＢ館）入口で行います。 

② 参加申込書にご記入のうえ参加費等をお支払い下さい。 

③ 予稿集は会場受付でお取り扱いします。 

④ 事前申込みされた方は、お名前を告げて、参加証と予稿集を受取ってくだ

さい。 

☆ 昼食：22 日は生協の食堂が開いています。23、24 日については当日、近隣

の食堂マップ（コンビニ含む）をお配りします。 

☆ 宿泊、乗車券、航空券など：各自で手配して下さい。 

☆ 書籍販売コーナー：会場に書籍販売コーナーを設けます。会員や支部の出版

物の委託販売を受け付けます。書籍は委託者が会場に持ち込み、回収してく

だ さ い 。 希 望 さ れ る 方 は 、 事 務 局 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。

(17sougaku@jsa.gr.jp) 

☆ 懇親会：11 月 22 日 18:30 より北部生協食堂で行います。 
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３．分科会発表者のみなさんへ 

発表時の機器について、各コーディネーターには分科会ごとのとりまとめをすでにお願いし

てありますが、念のためお知らせします。 

① データプロジェクターを準備します。OHP など他の機材の必要な方は事前にお申し出下さ

い。 

② パーソナルコンピュータは、使用するソフトウエアとの関係がありますので、分科会ごと

にまたは各自で準備されるようお願いします。 

③ 準備の都合上、機器を使用される分科会（または個人）は、機器の種類、分科会番号、使

用者名などを < 17sougaku@jsa.gr.jp > にご連絡ください。 

④ 分科会で当日配布する資料は、必ず各自で用意してご持参ください。尚、分科会の両日は、

生協が閉店でコピーサービスはありませんのでご承知ください。 

分科会は一部を除いて、両日とも午前の部は 09:00～13:00、午後の部は 14:00～18:00 です。 

４．会場案内 

名古屋大学工学研究科 7 号館、IB電子情報館
Integrated Bui ld ing

 

〒464-8603 名古屋市千種区不老町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
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会場見取図 
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５．分科会の時間割と会場 

記号 分科会 コーディネーター 会場 

11 月 23 日(日) 09:00～13:00 

A-1,2 
平和の創造に対する脅威—在日米軍と自衛隊の変容

平和の創造における９条の価値と世界化 

今野宏 
阿部一雅 
金子勝 
亀山統一 

IB015 

A-4 平和教育・学 今井証三 IB014 

A-5 戦争と医の倫理 刈田啓史郎 702 

B-5 食と農の政策科学 安部 淳 701 

C-1 
原子力発電をめぐる 近の諸問題 
 (09:00～11:50) 

野口邦和 
舘野淳 IB013 

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― 

市野和夫 
大羽康利 IB012 

C-5 気候変化とエネルギー問題 (12:00～13:00) 
林弘文 
岩本智之 IB013 

D-1 女性研究者・技術者の発展に向けて 金子幸代 IB011 

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～ 

長田好弘 
榊原道夫 
松永光司 

704 

E-4,5 大学における評価と研究教育環境 
細井克彦 
椿淳一郎 703 

11 月 23 日(日) 14:00～18:00 

A-0 
憲法問題特別分科会 「いま改めて問う日本国憲法
の意義と役割」 

北村実 
浦田一郎 IB015 

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 粟野 宏 IB014 

C-2 有害物質による魚介類汚染問題 小野塚春吉 701 

C-4 伊勢・三河湾流域圏の持続可能性を考える(続) 
市野和夫 
大羽康利 IB012 

C-5 気候変化とエネルギー問題(続) 
林弘文 
岩本智之 IB013 

D-2 若手研究者の研究生活と雇用 
杉浦由香里 
大石鉄太郎 IB011 

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～(続) 

長田好弘 
榊原道夫 
松永光司 

704 

D-5 科学者の権利問題 
丹生淳郷 
広木詔三 702 

E-6 深刻化する大学問題とその打開の方策を考える 
上野鉄男 
今井証三 703 
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分科会の時間割と会場(その 2) 

 
11 月 24 日(休) 09:00～13:00 

A-3 平和の創造の具体的取り組み 
南雲和夫 
山崎文徳 IB015 

B-2 小泉改革とその地域における現実 飯田克平 IB014 

B-6 
高齢者の医療・介護・福祉制度を考える— 特に倫
理と財政問題として—  黒須三惠 IB013 

C-3 産業廃棄物問題を考えるー中部の事例を中心に 畑 明郎 IB011 

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 

長田好弘 
久志本俊弘 
酒井士朗 

704 

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 岩田好宏 702 

E-7 国公試験研究機関の現状と法人化の問題 井村 治 703 

11 月 24 日(休) 14:00～18:00 

 
討論集会：21 世紀社会論－地球生態系の破局か存
続か 

松川康夫 
志岐常正 
岩本智之 

IB015 

B-2 小泉改革とその地域における現実(続) 飯田克平 IB014 

B-3 障害者の人権 今井証三 IB013 

B-4 新自由主義批判 
米田貢 
木下ちがや 702 

C-3 産業廃棄物問題を考えるー中部の事例を中心に(続) 畑 明郎 IB012 

C-8 生活・開発と防災 中山俊雄 IB011 

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(続) 

長田好弘 
久志本俊弘 
酒井士朗 

704 

E-3 個性とコミュニケーション 碓井敏正 703 
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分科会と論文発表プログラム 

Ａ 平和と憲法 

A-0 憲法問題特別分科会「いま改めて問う日本国憲法の意義と役割」 

（23 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：北村 実、浦田一郎 

１. 松川康夫：いま改めて問う、日本国憲法の意義と役割―自然科学者として 

２. 深井英喜：労働市場の変容と生存権の形骸化の危険性―ワークフェア型福祉国家の問題

点に関する一考察 

３. 成澤孝人：21 世紀における憲法と国家 

 

A-1  平和の創造に対する脅威―在日米軍と自衛隊の変容 

（23 日 9:00～11:30） 

コーディネーター：今野宏、安部一雅 

１. 横江英樹：戦場に直結する愛知の自衛隊 

２. 亀山統一：日米同盟の変革と在沖米軍基地問題 

３. 加村崇雄：佐渡のレーダーとミサイル防衛 

 

A-2  平和の創造における９条の価値と世界化 

（23 日 11:30～13:00） 

コーディネーター：金子勝、亀山統一 

１. 金子 勝：日本国憲法「第九条」の価値の全体像 

２. 小林 武：名古屋高等裁判所の航空自衛隊イラク戦争における米軍空輸違憲判決 

３. 近藤 真：日本国憲法第 9条の世界史的意義 

 

A-3  平和の創造の具体的取り組み 

（24 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：南雲和夫、山崎文徳 

１. 大西 広：少数民族問題とは何か— チベット、ウイグル地区の調査から—  

２. 沢田昭二：広島原爆の残留放射線の研究 

３. 中川益夫：平和の創造の総合的取り組みー原爆症認定集団訴訟を主例にー 

４. 山崎文徳：戦争と世論～被害の平和運動と加害の平和運動 

５. 山崎文徳：アメリカの軍事経済と日本の産業・技術の一体化 

６. 小森田精子：ガンディーの非暴力主義 

 

A-4 平和教育・学 

（23 日 9:00～11:30） 

コーディネーター：今井証三 

１. 安藤富雄：「平和と人権」の授業における学生の歴史認識―教養科目としての平和学

の可能性― 

２. 赤井純治：私の実践平和教育・平和学 新潟大非核平和宣言から：「平和を考える」

の講義へ、そして学生平和サークルを支えた経験から 
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A-5 戦争と医の倫理 

（23 日 09:00～13:00） 

コーディネーター：刈田啓史郎 

１. 末永恵子：医学・医療者の戦争責任 

２. 松井英介：医師の立場で考える細菌戦の責任―加害の意識を自らに問う—  

３. 鈴木 静：３０代研究者にとっての戦争責任―ハルビン・長春・瀋陽を訪ねて 

４. 岡田麗江：１５年戦争と看護・看護教育―旧満州国における看護と看護教育を中心に

—  

５. 吉中丈志、西山勝夫：十五年戦争に対する医学界の荷担をわが国の医学部医療倫理教

育で取り上げるために 

６. 刈田啓史郎：１５年戦争当時の東北大学医学部の戦争加担 

７. 沢田昭二：ABCC と放射線影響研究所がもたらしたもの 

 

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 

（23 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：粟野 宏 

１.  粟野 宏：変革主体形成論の史的素描とまちづくり運動におけるその展開 

２.  岩渕善弘：政策形成のあり方、合併・非合併の二つの自治体の都市再生 

３.  岩鼻通明：山形県内における映画を通した地方都市再生とボランティア集団 

４.  粟野 宏：積雪寒冷都市におけるまちづくりと担い手集団形成の挑戦―山形県米沢市

での経験― 

 

B-2 小泉改革とその地域における現実(その２) 

コーディネーター：飯田克平 

第１部 地域の現実、課題と展望 

（24 日 09:00～13:00） 

１. 神田健策：小泉「構造改革」と食糧・農業・農村―北東北地域の実態― 

２. 左近拓男：秋田県の現状と将来展望 

３. 荒木田岳：交付税改革の歴史的位置 

４. 吉田 浩：徳島県における非正規労働者の闘いと運動の一定の前進 

第２部 地域の自主的組織を展望する 

５. 立石芳夫：地域自治区の現段階～一般制度としての地域自治区に限定して～ 

６. 宮田猪一郎：老人の居場所 

第３部 地域と環境問題 

（24 日 14:00～16:00） 

７. 寺西秀豊、林 節男：屋久島の自然と住民の花粉症について 

８. 磯部 作：沿岸海域における海底ゴミ問題の状況と問題－瀬戸内海を事例に、行政の

対応を中心に－ 

９. 森 透・笹木智恵子：福井県敦賀市の中池見湿地の現状と課題 

－ラムサール条約登録湿地を目指して－ 
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B-3 障害者の人権 

（24 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：今井証三 

１. DVD 上映『声の壁』 

２. 小池公夫(代読：小池木綿子)：発声障害者の人権と議会活動の保障 

３. 川崎和代：障害を持つ議員の政治活動の自由と平等原則 

  

B-4  新自由主義批判 

（24 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：米田貢、木下ちがや 

１. 木下ちがや：新自由主義とセキュリティ国家の肖像 

２. 中谷義和：グローバル化と現代国家：構造的変貌期の理論化の課題 

３. 丸山真央：新自由化する都市―東京圏のネオリベラル・ガバナンスとその担い手 

 

B-5 食と農の政策科学 

（23 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：安部 淳 

１. 安部 淳：世界食糧危機と日本の農業・食料 
２. 遠藤和生：投機規制と超多収飼料米で畜産・大パニックを阻止できる 
３. 斎藤芳美：食品の安全を確保するための生活協同組合の取り組み 
４. 小出弥生：食育の現場から日本の「食」を考える－今、管理栄養士ができること－ 
５. 山口英昌：食の安全と消費者の課題―食料供給の健全化のために消費者の手で情報を一元化

する― 
６. 竹谷裕之：東アジアにおける農業廃プラと環境問題 
７. 松尾龍平、増田恭次郎、北川洋、亀山悦正：破壊された自然と文化を取り戻そう 

 

B-6  高齢者の医療・介護・福祉制度を考える— 特に倫理と財政問題として—  

（24 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：黒須三惠 

１. 小笠原卓：２１世紀の長寿社会を創造するー後期高齢者医療制度の徹底批判― 

２. 真野響子：高齢者の在宅医療における問題点―訪問看護を中心に 

３. 藏野秀文：高齢障害者の生活と権利―障害者自立支援法が与える生活への影響 

４. 牧野忠康：高齢者保健・医療・介護・社会福祉政策の倫理欠落を衝く－「後期高齢者医

療制度」問題の現在・過去・未来― 

５. 黒須三惠：人間の尊厳から高齢者の医療・介護・福祉制度を考える 

  

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 近の諸問題 

（23 日 9:00～11:50） 

コーディネーター：野口邦和、舘野 淳 

１. 立石雅昭：中越沖地震による柏崎刈羽原発被災の教訓と新耐震設計審査指針    

２. 青柳長紀：東電柏崎刈羽原発被災と運転再開を巡る復旧対策の問題点 

３. 青柳長紀；中越沖地震における東電柏崎刈羽原発被災時の原子力防災上の問題点 
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４. 市川富士夫：六ヶ所村の核燃料サイクル施設の現状と問題点 

５. 館野 淳：エネルギー本位論の試み 

 

C-2 有害物質による魚介類汚染問題 

（23 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：小野塚春吉  

１. 渡邉 泉、平岡香保利、小野塚春吉：水銀による魚介類汚染の実態と問題点 

２. 本間喜久子：ダイオキシン類による健康影響―母乳汚染を中心にー 

３. 泉 邦彦：臭素系難燃剤汚染の脅威 

４. 小野塚春吉、松田真由美：EU 法における「事前対策および予防の原則」と食品安全 

 

C-3 産業廃棄物問題を考えるー中部の事例を中心に 

（24 日 9:00～13:00、14:00～18:00） 

コーディネーター：畑 明郎 

１. 杉本裕明：石原産業・フェロシルト事件の教訓 

２. 粟屋かよ子：四日市市大矢知・平津地域産業廃棄物不法投棄事件 

３. 松井英介：岐阜市椿洞への産業廃棄物不法投棄 

４. 丸山直希：桃花台城山地区地盤沈下問題と産業廃棄物 

５. 大野健治、松村行啓：静岡市における環境・清掃行政の現状と住民運動の到達点 

６. 久野勝治：産業廃棄物処理場周辺の重金属汚染 

７. 畑 明郎：産業廃棄物問題への政策提言－近畿・中部の事例をベースに－ 

 

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― 

（23 日 9:00～13:00、14:00～18:00） 

コーディネーター：市野和夫、大羽康利 

１. 寺井久慈、鮎川和泰：中部国際空港建設が周辺海域環境に及ぼす影響 

①水質～特に低層の溶存酸素濃度環境の悪化 

２. 梅村麻希、八木明彦：中部国際空港建設が周辺海域環境に及ぼす影響 

②底質～5年間の変化に注目 

３. 川瀬基弘：中部国際空港建設が周辺海域環境に及ぼす影響 

③底生生物～生物多様性への悪影響 

４. 水野知巳：伊勢湾の二枚貝類漁業と漁場環境の変遷 

５. 松川康夫：三河湾の埋め立てと水質環境の悪化 

６. 市野和夫：豊川（渥美湾）流域圏の水資源開発と環境 

７. 青木伸一：天竜川・遠州灘における５０年の土砂環境の変化と今後の課題 

８. 伊藤達也：徳山ダムと木曽川水系連絡導水路計画の問題点 

９. 村上哲生：長良川河口堰の環境影響について 

１０. 大羽康利：愛知県三河地方における里山猛禽類生息地の保全問題について―豊田・岡

崎地区研究施設開発事業及び渥美半島陸自ヘリコプター訓練場― 

１１. 矢部 隆：東海地方のため池の生物多様性とその危機 

１２. 市野和夫：伊勢・三河湾流域圏における主要な開発事業と環境変化の年表・地図化（文

書提出のみ） 
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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、岩本智之 

（23 日 12:00～13:00） 

１. 本島 勲：地球温暖化に関わる日本と世界のエネルギー・原子力発電情勢 

２. 深尾正之：持続可能な社会のエネルギー— 原子力は切り札になるか—  

(23 日 14:00～18:00) 

３. 岩本智之：近年の「異常気象」を考える 

４. 林 弘文：地球温暖化と大循環モデルについて 

５. 林 弘文：地球温暖化と海洋大循環モデルについて 

６. 寺尾 徹：最近の地球温暖化懐疑論とその特徴 

７. 歌川 学：日本の排出実態と国内削減の可能性について— 中期の温室効果ガス排出大幅

削減にむけて—  

８. 神山智美：森林の「温室効果ガス吸収機能」を考える— 京都議定書３条４項「森林経営」

推進のもたらすもの—  

９. 青野雄太：九州における自然エネルギー賦存量と利用可能性に関する一考察 

１０. 田中雄三：気候変動対策を進める上での三つの課題―中期的排出削減目標・排出枠の

国別配分基準・排出枠の「制約条件」性― 

 

 C-6,7 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  

    （24 日討論集会「21 世紀社会論」に合流） 

 

C-8 生活・開発と防災 

(24 日 14;00〜18:00)  

コーディネーター：中山俊雄 

１. 木下紀正、坂本昌弥：工場排煙・放射性物質と火山ガスの大気拡散問題 

２. 中山俊雄：岩手・宮城県内陸地震災害調査報告―荒砥沢ダム大地すべりを中心に 

３. 後藤隆雄：大都市集中豪雨で破綻する大都市防災 

神戸都賀川人身被害と大阪市雨水滞水地計画を考える。 

４. 坂巻幸雄：災対運動のなかでの科学者・技術者の立場と役割 

 

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 

(23 日 9:00〜13:00) 

コーディネーター：金子幸代 

１. 石渡眞理子：女性研究者・技術者の現状と日本科学者会議（JSA）の取り組み（経過報

告） 

２. 坂東昌子：未来を開く女性たちのネットワーク 

３. 長谷川千春：任期付講師というスタートアップとキャリア形成 

４. 伊藤恵理：明治期女性雑誌「女子文壇」にみる女性の労働 

５. 黒澤ひとみ：女性研究者の育児支援施策と大学関係保育所について－名古屋大学におけ

る保育所づくりを中心に－ 

６. 沢山美果子：私の「生きること」と女性研究者問題 
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D-2 若手研究者の研究生活と雇用 

（23 日 14:00〜18:00） 

コーディネーター：杉浦由香里、大石鉄太郎 

１. 三輪定宣：若手研究者の研究生活と高等教育政策 

２. 石井拓児：新自由主義大学改革における若手研究者の位置づけの変容と若手研究者育成

政策 

３. 松村比奈子：研究者の雇用不安定とはどういう問題か－大学非常勤講師のアンケート調

査からみる現状と分析― 

４. 浜田盛久：理系ポスドク研究員の不安定雇用の現状―当事者の視点から－ 

５. 全国大学院生協議会：大学院生の要求実現を目指して－全国大学院生協議会の活動紹介

と現在の課題 

 

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～ 

（24 日 9:00～13:00、14:00〜18:00） 

コーディネーター：長田好弘、久志本俊弘、酒井士朗 

１. 長田好弘：本分科会開催にあたって－科学・技術の現状批判の今日的意義― 

２. 西田陽子：研究開発者の過労死をめぐって 

３. 増澤誠一：霞が関における過労死事件についての考察－Ａ省の事例－ 

４. 久志本俊弘：企業不祥事―データねつ造と技術者の地位・権利・倫理・待遇・権限 

５. 矢作英夫、酒井士朗：成果主義導入８年目の現実―NTT 研究所の場合 

６. 酒井士朗、矢作英夫：大規模システムの信頼性とソフト開発現場 

７. 木下紀正、坂本昌弥：デジタル映像アーカイブに永続性はあるか 

８. 斎藤安史：「産業競争力」強化のための「科学技術創造立国」政策～この国家戦略は日

本の科学・技術をどこへ導くか～ 

９. 野村康秀：強まる科学・技術分野における情報統制の背景と危険性 

 

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～ 

（23 日 9:00～13:00、14:00〜18:00） 

コーディネーター：長田好弘、榊原道夫、松永光司 

１. 長田好弘：リーディング・トーク 

２. 榊原道夫：２１世紀の科学・技術には夢は 

３. 伊藤 隆：研究環境における“自由”— ベル研究所の教訓—  

４. 中野貞彦、浦崎黎明、伊藤隆：ミサイル防衛システムの本質を考える 

５. 石附澄夫：宇宙基本法の成立と問題点 

６. 小金澤鋼一：ロボット研究の現状と課題 

７. 高橋博久：人間社会はヒューマノイド・ロボットと「共生」できるか 

８. 松永光司、長田好弘：総合科学技術会議「革新的技術戦略」は科学・技術の発展と人々

の生活の豊かさをもたらすか 

９. 秋間 実：『日本学術会議憲章』について 

１０. 野村康秀、大山 光：改めて考える特許制度の光と影―もう１つの知財立国を求めて

—  

１１. 恒川一郎、稲生 勝：「国民のための情報通信を守り、NTT リストラに反対する岐阜

県民の会」の活動紹介 

１２. 上野 哲：サイエンスカフェの現状と展望 
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D-5 科学者の権利問題 

（23 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：丹生淳郷、広木詔三 

１. 湯淺精二：研究者の倫理、権利と地位の問題 

２. 高木秀男：研究者の「権利宣言」「倫理綱領」と技術者問題 

３. 笹倉万里子：大学におけるハラスメント問題とその対策の現状 

４. 白井浩子：現役女性自衛官によるセクハラ訴訟―自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の「自

衛隊１１０番」から－ 

５. 沢田昭二：日本の省庁の科学研究補助金の在り方をめぐって 

 

E 大学・研究機関、教育・文化の問題 

E-1 教育分科会 (取りやめ) 

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 

（24 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：岩田好宏 

１. 岩田好弘：問題提起「理科教育、二つの課題」 

２. 生源寺孝浩：子どもは大人が思うよりもっと賢い－小学校 5年「静力学」を例に－ 

３. 川勝 博：科学教育の国際的転換と日本の「理科教育」の問題点 

４. 飯田洋治：だまされない市民になるために－科学に最も縁遠い人々にこそ必要な科学と

は何か－ 

５. 小川嘉憲：生活に根ざし批判的な学びを理科教育に－授業実践「[関西は地震がない]

はウソだったのか？」をとおして 

 

E-3 個性とコミュニケーション 

（24 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：碓井敏正 

１. 岩間一雄：閉ざされた社会と「コミュニケーション」 

２. 菱山和亮、西田啓二：個性とコミュニケーション 

３. 島崎 隆：コミュニケーションと日本的個性の問題 

 

E-4，5 大学における評価と研究教育環境 

（23 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：細井克彦、椿淳一郎 

１. 細井克彦：日本における高等教育政策の現段階と大学評価 

２. 光本 滋：国立大学法人評価の問題 

３. 大谷 肇：名古屋工業大学における評価の現状 

４. 椿淳一郎：受審してわかったＪＡＢＥＥの実態―継続受審はもうたくさん－ 

 

E-6 深刻化する大学問題とその打開の方策を考える 

（23 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：上野鉄男、今井証三 

１. 石川支部：大学組織の改変と研究費の推移 
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２. 折出健二：国立大学法人化後の問題点と改革のベクトル— 教育系単科大学の場合を事例

として—  

３. 八田耕吉、村上哲生：教育・研究現場の崩壊 

４. 上野鉄男、斎藤安史：２１世紀にふさわしい大学における教育・研究体制を確立するた

めに 

 

E-7 国公試験研究機関の現状と法人化の問題 

（24 日 9:00～13:00） 

コーディネーター：井村 治 

１. 井村 治：公的試験研究機関はどこへ行くか 

２. 安達雅樹：国立試験研究機関独法のゼロベース再編について 

３. 中嶋信美：私たちは研究機関の評価をこう考える 

４. 角田英昭：自治体での試験研究機関の再編、独立行政法人化をめぐる状況と課題 

 

【討論集会】 21 世紀社会論－地球生態系の破局か存続か   

（24 日 14:00～18:00） 

コーディネーター：松川康夫、志岐常正、岩本智之 
問題提起 
１. 松川康夫：人類社会の更なる進化を求めて 

２. 志岐常正：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 

３. 藤岡  惇：持続可能で平和な社会とは何か、どう創ったらよいのか－大地との再結合を

展望しつつ自然順応型文明をめざす－ 

４. 菅野礼司：人工的世界と人類の未来－新しい科学のための哲学を 

５. 湯淺精二：「絶対的生命観」と平和 

６. 後藤隆雄：人類史の中で 21 世紀社会像を考える－江戸の循環社会の見直し－ 

 

ポスターセッション 

１. 河上茂：JSA東京支部の個人会員フィールドワーク活動―分会活動と協働し、市民とと

もに 

 

支部、地区、委員会、研究会の活動をポスターに！ 

会員の皆さん 
2 年に 1 回開かれる総合学術研究集会は日本科学者会議の研究活動の集約

点です。ここに全会の活動の経験、教訓をポスターにして持ち寄って下さい。

このためにポスターを新たに作成されるなら、もちろん大歓迎ですが、すで

に発行された支部ニュース、刊行物など何でも結構です。 
ポスターに貼り合わせるなり、つり下げるなり、創意を発揮してご参加下

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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【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） 
事務局次長  今井証三（愛知支部） 
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） 

 

☆ 予稿集をご希望の方は、実行委員会までお申し込みください。代金

\1,000 に加え送料はご負担となります。送り先を明示して実行委員会

に申し込んでください。 

○１7総学のホームページ 

http://www.jsa.gr.jp/17sougaku/17sougaku.html 

○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   

   Tel.03-3812-1472 Fax.03-3813-2363 
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女性・若手研究者交流会のお知らせ 
１1 月 23 日 分科会終了後 

全国の女性、若手の研究者・技術者のみなさん、親交を深めましょう！ 

食事をともにしながら、心を通わせませんか。 

詳しくは、当日、会場でお知らせします。 


