
（東京大学大学院理学系研究科）

ー Scientific Committee on Oceanic Research
(SCOR; 海洋研究科学委員会）の活動と

日本の貢献 ―

升本順夫

海洋の仕組みと変動・変化を理解する



SCOR
海洋研究科学委員会

能力開発基盤構築研究
プロジェクト

ワーキング
グループ

目的：海洋に関する分野横断的な問題解決のための研究と国際協力の振興

活動：

一般社会とのつながり：

国際学術会議

• 海洋リテラシーの向上

• 人々と海との関わりの理解や人類活動が海洋に及ぼす影響の
管理や活用に資する知見を蓄積し、安定した社会活動を実現

これまでに162の
WG活動をサポー
ト

国際的な規格・
標準や研究のた
めの技術開発な
どのサポート

途上国研究者の
SCOR活動への
参画、人脈構築
のサポート

大規模な国際研
究プロジェクトの
立案・調整のサ
ポート

国際学術連合会議（ICSU; 当時）が1957年に設置した海洋研究に関する

初めてかつ唯一の学際的学術組織

https://scor-int.org/work/infrastructure/
https://scor-int.org/work/capacity/
https://scor-int.org/work/research/
https://scor-int.org/
https://scor-int.org/work/groups/


目的：海洋に関する分野横断的な問題

解決のための研究と国際協力の

振興

 国際学術連合会議（ICSU; 当時）が

1957年に設置した海洋研究に関する

初めてかつ唯一の学際的学術組織

1957-58年には、国際地球物理年（IGY）
が実施された。このIGYを契機として、
海洋科学の諸問題の解決には真に学際
的なアプローチが必要であるという認
識が世界の海洋研究者によって共有さ
れることになる。SCORは、その実現の
ために設置された。

1957年1月 SCOR事務局会合時の集合写真

三宅泰雄先生

＜設立段階から日本人研究者が深く関与していた＞

日高孝次先生 須田皖次先生

SCORは基礎科学だけではなく、
水産や工学系の課題まで海洋に
関わる幅広い分野をカバーし、
分野間の協力を推進

SCOR（海洋研究科学委員会）とは？

https://scor-int.org/


目的：海洋に関する分野横断的な問題

解決のための研究と国際協力の

振興

 国際学術連合会議（ICSU; 当時）が

1957年に設置した海洋研究に関する

初めてかつ唯一の学際的学術組織

1957-58年には、国際地球物理年（IGY）
が実施された。このIGYを契機として、
海洋科学の諸問題の解決には真に学際
的なアプローチが必要であるという認
識が世界の海洋研究者によって共有さ
れることになる。SCORは、その実現の
ために設置された。

国連の「持続可能な開発目標
（SDGs）」の考え方を先取り

1957年1月 SCOR事務局会合時の集合写真

三宅泰雄先生

＜設立段階から日本人研究者が深く関与していた＞

日高孝次先生 須田皖次先生

「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」

SCOR（海洋研究科学委員会）とは？

https://scor-int.org/


SCOR（海洋研究科学委員会）とは？

第1回SCOR年会での集合写真 (1957年8月）

• 国際的・分野横断的な海洋研究プロジェクトの
中でも最も成功した１つ（先駆け）

• 14か国から 46 隻が参加
• 海洋の物理・化学・生物・地質・気象などの総

合的な観測

国際インド洋調査 (IIOE; 1959-1965)

おしょろ丸 III

海鷹丸 II

耕洋丸 II

かごしま丸

最も未知の海洋であるインド洋の
集中観測キャンペーン（国際イン
ド洋調査；IIOE）を SCOR 最初の
プロジェクトとして決定

• 日本から４隻参
加

• 化学成分分析の
国際基準策定を
主導

https://scor-int.org/


ワーキング
グループ

SCORは、これまでに162の

WG活動をサポート

焦点を絞った課題について深く検討を行い、
その成果を発信する
（設置期間：４年以内）

表１：SCOR設立当初に設置された５つのワーキンググループと
日本人メンバー

WG 共同議長：

鳥羽良明（WG101）：風波

青山道雄（WG147)：栄養塩

野村大樹（WG152）：海氷

WG メンバー ： 多数

SCOR の活動 (1)

https://scor-int.org/work/groups/
https://scor-int.org/


SCORは、これまでに様々な

大型プロジェクトに関与

大規模な国際研究プロジェクトの立案・調整のサポート

研究
プロジェクト

国際インド洋
調査 (IIOE)

全球海洋生態系
変動機構

合同全球海洋
フラックス研究

全球の有害有
毒藻類ブルー
ム研究

熱帯海洋全球
大気研究計画

世界海洋循環
実験計画

海洋生物圏統合研究 国際静寂海洋実験

海洋大気間物質相互作用研究計画

国際インド洋
調査２ (IIOE-2)

海洋の微量元素・同位体による
生物地球化学研究

これらのプロジェクトの下で
多くの日本人研究者が育ち、
活躍してきている

SCOR の活動 (2)

https://scor-int.org/work/research/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Globec_logo.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farchive.eol.ucar.edu%2Fprojects%2Ftoga_coare%2Fpublications%2Fsubmit_pubs.html&psig=AOvVaw35usvsSzXxxiXPHYZ-c8al&ust=1611905168959000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDfme-Mvu4CFQAAAAAdAAAAABAY
https://twitter.com/iioe_2/photo
http://imber.info/
https://www.geotraces.org/
https://www.iqoe.org/
https://scor-int.org/


基盤構築

研究そのものではなく、研究・観測・モデリング等の下支え

となる活動へのサポート

国内予算の確保が難しいこのような活動をサポートすることで、
海洋科学研究全体の活性化を図る

 Changing Ocean Biological Systems (COBS)
海洋生物に対する環境因子の複合的な影響に関する新たな評価手法の開発

 Global HAB
有害有毒藻類ブルームに関する研究基盤構築プログラム

 IAPWS/SCOR/IAPSO Joint Committee on Seawater
海水の状態方程式を検討する委員会 Thermodynamic Equation of State-2010 (TEOS-10)の作成

 International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP)

海水中の炭素に関連する観測ネットワーク整備を、技術的側面や協力強化を通じて促進

 Southern Ocean Observing System (SOOS)

南大洋観測網の構築

SCOR の活動 (3)

https://scor-int.org/work/infrastructure/
https://scor-int.org/


能力開発

SCOR 設立当初から、海洋科学分野での能力構築に注力

特に、発展途上国の研究者や若手研究者などが SCOR の活
動に参加すること、研究を活発に行っている研究者らとの
ネットワークを構築することを重視

SCOR Committee on Capacity Building
独自の委員会を設置

Visiting Scholars 
Program

各ワーキンググループは能力構築の要素を
取り入れることが必須

Travel Support
(for meeting organizers)

Visiting Fellowship
(for students/early-

career scientists)
Research Discovery 
Camps Ocean Capacity 

Building Portal 

SCOR の活動 (4)

https://previews.123rf.com/images/lunarcat/lunarcat1808/lunarcat180800006/111652270-a-team-of-web-developers-build-a-website-teamwork-project-flat-vector-illustration-.jpg
https://www.dreamstime.com/discussion-communication-office-teamwork-brainstorming-vector-illustration-discussion-communication-office-image132144335
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffreedesignfile.com%2F637295-travel-cartoon-illustration-vector-2%2F&psig=AOvVaw3yzdeCxF3_NUoFRXjqoyxF&ust=1611914361578000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjan5Wvvu4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://scor-int.org/work/capacity/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkeep-it-moving-consulting.teachable.com%2F&psig=AOvVaw0Ng__lO-tYEkLP94Dc9oqN&ust=1611913813915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOje1Latvu4CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Fjp%2Fimages%2Fspeaker-ang-people-group-at-conference-in-holl-business-meeting-and-education-concept-vector-illustration-flat-style%2F249132650&psig=AOvVaw373YwPYETs77OhQnpLzVrF&ust=1611914733204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCX0MWwvu4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://scor-int.org/


 SCOR 年会開催：東京（1970）、札幌（2002）、富山（2019）

 SCOR 副議長：浅井冨雄（1988-1994）、谷口旭（2002-2006）、

田口哲（2010-2014）、張勁（2018-現在）

 SCOR WG (共同)議長：三宅泰雄（WG1）、鳥羽良明（WG101）、

青山道雄（WG147)、野村大樹（WG152）

 SCOR などの国際協力を通じて、日本の学界は海洋科学研究を世界的に
牽引する立場になっている

SCOR : 日本の貢献

富山城前に集合した2019年SCOR年会参加者

https://scor-int.org/


 SCORが立案や運営に参画した国際共同研究やワーキンググループに日本

人研究者が多数参加し、日本の海洋科学研究の振興と普及を促進

SCOR : 日本への影響

 日本の対応体：

日本学術会議 海洋科学研究連絡委員会、

2005年からは地球惑星科学委員会SCOR分科会

＜世界の海洋研究の動向を探るレーダー、研究成果発表の場、
国際的な研究推進の場＞

 多様な学協会の連携促進 （関連17学協会が連携した「深海アルゴフロート

の全球展開による気候・生態系変動予測の高精度化」が学術会議マスター

プラン2020の重点課題に採択）

海洋基本法の制定・海洋基本計画の策定・総合海洋政策本部の設置へ貢献

海洋科学研究連絡委員会からの提言など

https://scor-int.org/


私たちと SCOR

海水の状態方程式

海洋と鉄

海洋酸性化炭素循環

水産資源と気候
プランクトン動態

微量元素と同位体
WG

WG
WG

WG
WG

WG

人材育成
基盤構築

大型プロジェクト
ワーキング
グループ

海洋循環

国連海洋科学の10年
持続可能な開発のための

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Globec_logo.jpg
https://twitter.com/iioe_2/photo
http://imber.info/
https://www.iqoe.org/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farchive.eol.ucar.edu%2Fprojects%2Ftoga_coare%2Fpublications%2Fsubmit_pubs.html&psig=AOvVaw35usvsSzXxxiXPHYZ-c8al&ust=1611905168959000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDfme-Mvu4CFQAAAAAdAAAAABAY
https://scor-int.org/
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