
２０１８年度 第１回 SOLAS小委員会 

会場：幕張メッセ 会場 106室（千葉市美浜区中瀬 2-1） 

日時：２０１８年 5月 22日 PM 17：15～18：00 

参加者、張、原田、金谷、亀山、谷本、角皆、中岡、西岡、宮崎 

    オブザーバー 岩本（広島大） 

 
１．役員の選出 （委員長、副委員長、幹事） 

・委員長：西岡、副委員長：宮崎さん、幹事：中岡さん、亀山さんに決定 

 

２．今後の小委員会活動として下記を確認 

・国内 SOLAS活動の活性化 

・国際―国内情報交換 

・国内での大気－海連携・他分野連携 

・上記を推進する具体的方策を審議 

 

３．SOLAS national representative personを選定 

・北大・宮崎雄三さんに決定 

 

４．SOLASサマースクールへの若手派遣、小委員会活動 

・日本から２名の参加の報告。 

 

５．SOLAS-OSC札幌 2019準備について下記を確認した 

-------------------------- 

★SOLAS-OSC札幌 2019準備について 

日本における体制について（LOC） 

北大オンサイトメンバー＋小委員会メンバー 

Early Carrierイベントメンバー (亀山さん、岩本さん、Martine Lizotte) 

 

IPO で実施すること  

1) Web site立ち上げ (registration, abstract submission)、運用（2018

年 5月に OPEN） 

2) クレジットカードによる支払いシステム立ち上げ、運用  

3) Hand bookを電子ファイルで用意  

4) 参加者の VISA取得のやりとりのすべて（招聘状の準備と郵送など）  

5) 表看板のデザイン（日本的なものを LOCがアドバイス）  



6) 当日の Registration deskと会場マイク係りなどを IPOと 5名程＋αのボ

ランティアで取り仕切る  

7) 参加者リストを作成、名札の作成（印刷は LOC）、名札ランヤード持ち   

込み  

8) 全ての予算の管理、支払いなどを実施（LOCと相談しながら実施）  

9) 2018年 4月札幌下見 (完了) 

10) 各国企業に賛助・展示・広告のお願い（資金集め） 

11) Invited Speaker手配（SSC）、旅費手配 

12) SCOR他からの資金集め 

13) 他団体との調整 

 

LOC で実施すること  

1) 会場・北大学術交流会館の予約 （完了） 

2) 札幌周辺のホテルのリストを IPOに提出（日本旅行に依頼済み）  

3) VISA招聘状のサイン（西岡） 

4) 表看板の印刷と作成を業者に発注 

5) 会場内のサインボードを業者に発注  

6) ポスターボード 200枚用 を業者に発注（70枚は学術交流会館にる）、

持ち込み、設置、撤去を発注  

7) 会場ボランティアを募る、集まらない場合は業者に人員の発注  

8) 名札の印刷を業者に発注  

9) 4月 24日 Banquet 札幌グランドホテル札幌ビール園予約（300名で予約済

み）、ベジタリ アン、ハラル、Kosher用に料理に原材料を提示するなど

対策する、音楽か何か催し物発注（懇親会 7300円/人で計算＋催しもの

代）  

10) 初日 4月 21日の ICEBRAKERの準備、現在 2か所検討中  

11) コーヒーブレーク用のコーヒ、茶、ジュース、スナック、お湯、を業者に

発注、2回/1日の合計 10回  

12)一般講演の手配（札幌市助成金関係） 

13) 会場の予約の最終調整を 2019年 2月講演スケジュール確定後に実施  

14) 国内企業に賛助・展示・広告のお願い（資金集め） 

 

※LOC で実施することは基本的に業者に発注します。必要予算すべては IPO－

SCORから支出されるように手配。 

※レジストレーション〆切、アブストラクト〆切 2018年 12月予定。 

 



※今後皆さんが参加する学会での宣伝のお願い（カード・ポスターは用意）。 

※国内企業に賛助・展示・広告の企業への連絡のお願い。 

 

★その他 

・VISAの手配が IPOの作業となっているが、LOCが準備しないとならない書類

もある可能性が高い。あらかじめ確認して、LOCのやり易いように計らった方

が良い。 

・予算 Budgetをドルで見積もりをしているが、為替変動には注意が必要 

 

・議事要旨は委員回覧のうえ、委員長一任で確定することとした。 

 

 

 

  



参考資料―１：環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 FE・WCRP合同分科会

小委員会の設置について 

 

分科会等名：SOLAS小委員会 

 

１ 所属委員会名 

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印

を付ける。） 

○環境学委員会 

地球惑星科学委員会 

２ 委員の構 成 ２０名以内の会員、連携会員、又は会員若しくは連携会員以外の者 
 

３ 設 置 目 的 海洋・大気間の物質相互作用研究計画 (SOLAS: Surface Ocean-

Lower Atmosphere Study)は、海洋と大気の境界を中心に化学、物

理、生物分野の研究を展開するコアプロジェクトとして立ち上が

り、国際的な研究活動を活発に推進してきた。これまで国内小委員

会は、国内 SOLAS関連の研究を取りまとめ、推進し、国際コアプロ

ジェクトと連携することで、地球環境の将来予測への統合研究へ発

展させてきた。今後も、この分野の研究において我が国が先導的役

割を果たす実施体制を構築し、国内での他分野連携や国際連携を推

進する具体的方策を審議するために SOLAS小委員会を設置する。 

 

４ 審 議 事 項 SOLAS関連研究の国内実施体制を構築し、分野連携・国際連携を

推進する具体的方策を審議する。 

５ 設 置 期 間 平成 29年 月 日～平成 32年９月 30日 

６ 備    考  

 
 
 
 
 
参考資料―２：環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 FE・WCRP 合同分科会



SOLAS 小委員会 

氏  名 所 属  ・  職 名 備考 
親分科

会委員 

植松 光夫 
東京大学大気海洋研究所 

国際連携研究センター・教授 
連携会員 ○ 

張 勁 富山大学 大学院理工学研究部・教授 連携会員 ○ 

原田 尚美 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境

観測研究開発センター・研究開発センター長代

理 

連携会員 ○ 

大木 淳之 北海道大学大学院水産科学研究院・准教授   

金谷 有剛 
国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境

観測研究開発センター・研究開発センター代理 
  

亀山 宗彦 北海道大学大学院地球環境科学研究院・准教授   

武田 重信 
長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科・教

授 
  

谷本 浩志 
国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研

究センター地球大気化学研究室・室長 
  

角皆 潤 
名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専

攻・教授 
  

中岡 慎一郎 

 

国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研

究センター 大気・海洋モニタリング推進室・

主任研究員 
  

西岡 純 北海道大学 低温科学研究所・准教授   

野尻 幸宏 弘前大学大学院理工学研究科・教授   

野村 大樹 北海道大学大学院水産科学研究院・助教   

宮﨑 雄三 北海道大学 低温科学研究所・助教   

安中 さやか 
海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発セン

ター・研究員 
 

 
 

芳村 毅 北海道大学大学院水産科学研究院・准教授   

 

  



 

参考資料―３ 


