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議事録（案） 

1． 前回（160407）議事録（案）確認 .......................................................................................... 資料 1 

会議終了までに意見は無く、議事録案は原案通り承認された。 

 

 

2． IODPの動向 

・掘削航海動向報告 ................................................................................................................... 資料 2-1, 2-2 

事務局及び西部会長より資料に基づき報告がなされた。 

・学生が応募した際に相対的に評価が低くなることについて、戦略として考慮すべきと議論があり、過去に応

募があった学生の定着率を調べ検討すべきとのコメントがあった。 

 

実行項目（160713-01）：事務局で過去に応募した学生の定着率を調べ次回以降の執行部会でレビューを行う。 

 

・JRFB報告 ................................................................................................................................. 資料 3-1, 3-2 

安間氏より資料に基づき報告がなされた。 

 

・ECORD FB報告 ....................................................................................................................... 資料 4 

西部会長より資料に基づき報告がなされた。 

 

・SEP報告 ................................................................................................................................... 資料 5 

江口氏より資料に基づき報告がなされた。 

 

・委員ローテーションについて（SEP、JRFB公募、CIB公募） .................................................. 資料 6 

事務局および西部会長より資料に基づき報告がなされた。 

 

実行項目（160713-02）：SEP委員については 2名を選定し、事務局から SSOへ連絡する。EPSPについても同

様に事務局から SSOへ連絡する。 

合意事項（160713-01）：JRFBについては執行部会から 2名の候補者を出し応募する。CIBについても候補者

を選定し応募する。 

 

・Chicxulub K-T impact crater(364)に関して 

西部会長より資料に基づき報告がなされた。 

 ・航海について海外ではニュースになっているが、日本側でも IODPの成果として発表をしていく必要がある。 

 ・IODPが国際プロジェクトとして実施されていることをアピールすべき。 

 ・デイリーレポートを J-DESCのウェブページに掲載する等してはどうか。 

 

実行項目（160713-03）：事務局がサイエンスパーティにコンタクトし、成果発表について検討する。 

 

・IODP Forum & PMO meeting  ................................................................................................. 資料 7 

事務局から報告がなされた。 

 

実行項目（160713-04）：PMO ミーティングへの対応について、事務局が案を作成し、木村会長、西部会長へ資

料の確認・調整を行う。 

 

 

3． J-DESC関連 

・会員提案型審査委員の選出.................................................................................................... 資料 5-1~5-3 

西部会長および事務局より資料に基づき説明がなされた。 

 

合意事項（160713-02）：昨年度に引き続き井上氏（岡山大学）は継続、坂口氏（山口大学）は新任委員として事

務局から打診を行う。 

 



・USSSP堆積スクールへの公募について 

西部会長より説明がなされた。 

 ・USSSP スクールについて公募がなされており、事務局からコミュニティに対し案内を出してもらいたい。 

 ・応募者が多かった場合は執行部会メンバーへのメールなどにより選考を行う。 

 

実行項目（160713-05）：USSSPスクールについて事務局から J-DESC コミュニティに募集情報を送る。  

 

・ちきゅう国際乗船スクール報告 ................................................................................................. 資料 9 

池原委員および西部会長より資料に基づき説明がなされた。 

 ・参加者を班に分けた際に年代層をうまく配置したことにより、まとめ役がうまく機能していた。 

 ・実施後の成果についてホームページにも出しておいてもらいたい。 

 ・IODP Forumの資料にも成果として記載しておくべき。 

 

・ちきゅう特別公開（8/20）＠石巻港について ............................................................................. 資料 10 

事務局より説明がなされた。 

 

合意事項（160713-03）：船内の説明者として池原委員、東北大（TBD）として進めることとなった。 

 

・地質学会出展について 

事務局より説明がなされた。 

 

合意事項（160713-04）：展示について JAMSTEC掘削センターと共同出展（1ブース）する。 

 

 

4． 陸上掘削部会の動向 

小村部会長より報告がなされた． 

・前回執行部会での議論内容について報告された。 

・IODP と ICDPの共同プロポーザルであるADPについて、ICDP として情報を先取りすることが難しい状況。た

だし、IODPでは SEPなどで確認することが可能であることから、それらの機会に情報収集を行う。 

 

 

5． その他 

・ECORD summer school報告 ................................................................................................... 資料 11 

江口氏より資料に基づき説明がなされた。 

 ・これまでコミュニティに対してアナウンスが無かったため、今後は案内を出すべき。 

 ・物性や状態の情報は、様々な分野で議論を行う際の共通言語となる。 

 ・ベーシックなテクニックとしてインテグレートしていくべきで、意識的に普及・教育を進めるべき。 

 ・プロジェクト全体の中でどこにどれだけ人材が必要か、戦略が必要。 

 

実行項目（160407-06）：ECORD summer schoolについて、今後連絡が来た際はJ-DESCコミュニティに対し周

知を実施する。 

 

・台湾沖掘削ワークショップについて ......................................................................................... 資料 12 

山田委員より資料に基づき説明がなされた。 

 ・台湾はこれまでもコアスクール等にも参加があり、様々な面で重要なパートナー。 

 ・ボーダー付近は「ちきゅう」で掘削できないため留意してもらいたい。 

 ・サイエンスベースでのコミュニケーションは大事であるが、プロジェクトベースとなった場合に国と国との契約

になる。J-DESCが過去の日本海掘削でも経験したように、ある種の判断が J-DESC として必要になるケース

もある。 

 ・現段階ではWSの後援は問題ないと判断するが、プロポーザルの段階で改めて J-DESC として確認する。 

 

合意事項（160713-05）：本ワークショップについては J-DESC として後援を行う。 



 

・マッカーサー基金について ...................................................................................................... 資料 13 

山田委員および森下委員より資料に基づき説明がなされた。 

 ・資料だけでは全体が分からないため、もう少し詳細な資料が必要。 

 ・基金の性質、過去の採択案件等の情報を調べるべき。 

 ・J-DESC としては、上記の情報収集後にコミュニティとして支援が妥当であるかを判断してからとしたい。 

 ・JAMSTECがコミュニティと共に外部資金にも目を向けて資金獲得しようとしていることは歓迎する。 

 

・南海掘削についての意見交換 

牧氏より説明がなされた。 

 ・Exp. 365のジーニアスプラグなどの浅いところでは成果が出ている。 

 ・一方で、南海掘削において深掘りを実施していくための科学的なストーリーを予算要求上で説明していくた

め、意見交換をしたい。 

 ・浅いところはごく最近の変動を見ており、深いところはより古い変動が記録されている。つまり、より過去の現

象を把握できる可能性があると考えられる。 

 

・次回執行部会開催日程確認 

9/5の週として事務局より日程調整を行う。 

 

 


