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Ⅰ 「北極海航路の利活用に向けた方針」の策定にあたって

１ 方針策定の趣旨

近年、北海道には海外からの注目度が急速に高まっていますが、将来に向けては、人

口減少などの影響で国内市場の拡大が望めないなど、本道を取り巻く環境は大きく変化

している中、本道経済を持続的に発展させていくためには、地域を支える農林水産業の

競争力強化を図るとともに、経済活動のグローバル化の進展にあわせ、食や観光など本

道の強みを最大限活かして海外の成長力を取り込んでいくことが求められています。

このような中、東アジアと欧州を最短距離で結ぶ新たな商業航路として、北極海を横

断する「北極海航路」が世界的に注目されています。北海道にとってもこの航路は、欧

州との間の新たな物流ルート、北極圏からの安定かつ円滑なエネルギー資源の調達ルー

ト、さらには本道港湾が我が国の航路活用における「北の拠点」となるなど、様々な可

能性を秘めており、航路の活用は、道が推進する「道産食品輸出拡大戦略」や「北海道

強靱化計画」における物流ルートの強化にも資し、本道経済の活性化につながるものと

期待されています。

北極海航路を活用した物流ルートを本道に導き、道内の港湾が、我が国、さらには東

アジアの「拠点」となることをめざすためには、荷主や物流事業者、港湾管理者をはじ

めとする関係者が将来を見据え、共通の認識を持って、連携を図りながら様々な取組を

進めることが重要です。

道では、北極海航路に期待される効果を踏まえ、長期的な視点に立って、本道が有す

るポテンシャルを活かし、活用に向けた取組を展開していくため、「北極海航路の利活

用に向けた方針」を策定しました。
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２ 方針の位置付け

本方針は、道における以下の計画・方針等に沿って策定したものです。

・ 知事が掲げた公約を着実に実行していくために策定された『新・北海道ビジョン推

進方針』における「世界にはばたく産業創造プログラム」

・ 北海道の創生に関する施策推進のための目標及び方向等を位置付けるために策定さ

れた『北海道創生総合戦略』における重点戦略プロジェクトの一つである「輝く「ア

ジアのHOKKAIDO」創造プロジェクト」

・ 2013（平成25）年12月に施行された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」第13条に基づく国土強靱化地域計画として

策定された『北海道強靱化計画』における施策プログラムの一つである「経済活動の

機能維持」

３ 方針の目指す姿

この「北極海航路の利活用に向けた方針」は、北極海航路の有効活用に向け、そのメ

リットと可能性と、航路開設による東アジアのゲート（拠点）としての北海道や道内港

湾のプレゼンスを確保・向上させる視点から、関係機関、民間企業が連携した取組を継

続的に推進できるよう、道内関係者が共有すべき今後の取組の方向性を明らかにするも

のです。

＜連携・協力＞

北海道 国 研究機関 荷主 船社 港湾管理者

北海道や道内港湾の

プレゼンスの確保・向上

北極海航路の有効活用に向け、

◯メリットと可能性を明らかにする。

◯今後の取組の方向性を明らかにする。
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Ⅱ 北極海航路に関する現状

１ 北極海航路とは

北極海を横断して大西洋と太平洋を結ぶ航路は、大航海時代から探検、科学調査が繰

り返され、沿岸国の商船や観測を目的とした調査船などに限定的に利用されてきました

が、近年、夏期における北極海の海氷減少とともに、新たな海上輸送ルートとして国際

的に注目を浴びています。

北極海を横断する航路には、欧州からロシア沿岸に沿ってベーリング海峡に至る「北

東航路」と、北米大陸側を通る「北西航路」がありますが、ロシアは、北東航路のうち、

カラゲート海峡からベーリング海峡までのおよそ4,800kmの区間を北極海航路（Norther

n Sea Route:NSR）と命名し、独自の規則を適用しています。

この北極海航路を利用すると、アジアと欧州北部や欧州ロシアの間は、最短の海上ル

ートで結ばれ、既存のスエズ運河ルートと比較して概ね４割の距離が短縮可能となり、

輸送日数だけでなく、燃料消費量の削減や温室効果ガス排出量の削減の効果が期待され

るところです。また、スエズ運河ルートでの海賊問題など、不安定要因を回避すること

ができる代替輸送ル－トとしての重要性も指摘されています。

出典：JAXA、国総研、北開局、青森県「北極海航路に係る衛星AIS データを
活用した共同研究成果」に物流港湾室加筆作成

図-1 北東航路（北極海航路）と北西航路
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図-2 北極海航路ルートとスエズ運河ルート

1980年代の9月最小時期の平均的分布 2012年9月16日（観測史上最小分布） 2015年9月14日

出典：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

図-3 北極海の海氷の減少状況

北極海航路ルート
約13,000km

スエズ運河ルート
約21,000km

約４割の短縮

北海道～

ロッテルダム

ロッテルダム

北海道
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２ 北極海航路の航行実績

(1) 北極海航路を通過した船舶

2009(平成21)年にロシア以外の船舶による初めての商業運航が実施され、翌年には

ロシアのムルマンスク港からガスコンデンセート、ノルウェーのキルケネス港から鉄

鉱石が相次いで東アジアへ輸送されるなど、これまではバルク貨物の輸送を中心に複

数のトランジット輸送が実施されてきました。

以降、北極海航路を通過した船舶の隻数は、2013（平成25）年までは順調に増加し

たものの、2014（平成26）年になると、国際原油価格や貨物輸送運賃の下落、中国の

鉄鉱石等の需要低迷といった要因などを背景に航行数は減少に転じ、2015（平成27）

年においてもこうした市場環境が継続したため、航行数は大きく減少しました。しか

し北極海航路のトランジット輸送こそ減少したものの、北極海での資源開発や資源探

査活動を支える船舶の運航は依然として活発な状況です。

また、2015（平成27）年はバルク船やタンカーのほか、2014（平成26）年にはなか

ったコンテナ船や鯨肉輸送に利用した船舶、カナダ側の北西航路で運航されたクルー

ズ船など、北極海航路の可能性を期待させる多様な用途の船舶が航行しました。

出典：「Arctic Shipping Seminar Ulsan,2015」(ﾛｽｱﾄﾑﾌﾛｰﾄ社、北極海航路局)
「北極海航路の利活用に向けた調査検討業務」(国土交通省)資料により物流港湾室作成

図-4 北極海航路トランジット貨物の動向

図-5 北極海航路（NSR）の荷動きのイメージ

トランジット輸送

欧州・欧州ロシア－NSR内輸送

アジア・極東ロシア－NSR内輸送

NSR内輸送
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(2) 日本への航行実績及び日本近海の航行状況

現在までの我が国への北極海航路を利用した航行実績は、LNGや石油製品の輸送船

など数隻程度となっていますが、中国、韓国、極東ロシアなどの港湾に向かう船舶は、

日本近海を航行しており、そのほとんどが宗谷海峡及び津軽海峡を通過しています。

表-1 日本への航行実績

出典：北日本港湾コンサルタント㈱大塚夏彦氏

図-6 日本近海の航行状況（2013年）

日本到着日 2012.12.5 2013.8.17 2013.9 2013.10.11 2015.8.30

仕向先 九州電力
旭化成ケミカルズ

ほか
不　明 東京電力 三坂商事

調達物 ＬＮＧ ナフサ 石油製品 ＬＮＧ 鯨肉

船舶船型（DWT） 84,682 117,055 47,187 73,920 2,050

起点 ノルウェー オランダ
ロシア

（ムルマンスク）
ノルウェー アイスランド

終点 北九州港 水島港
岩国港・名古屋港

・京浜港
東電富津港 大阪港
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３ 北極海航路の航行ルール

(1) ロシアによるルール

1994（平成6）年に発効した国連海洋法条約では、氷に覆われた水域で、特に厳し

い気象条件が航行に障害、または特別な危険をもたらす水域について、沿岸国に海洋

汚染の防止に無差別に法令を制定する権利が認められています。

北極海航路は主としてロシアの排他的経済水域（ＥＥＺ）内を通過しており、ロシ

アは航行する船舶に対して、事前申請手続き、船舶の構造的要求、航路管制、砕氷船

による支援などについて定めた「北極海航路法」を制定しています。

その規定によると航路の航行時には、海域の海氷状況や船舶のアイスクラスに応じ

て、砕氷船やアイスパイロットによる支援が義務づけられており、その費用を負担す

る必要があります。このため、航路の経済性には、航行支援のための費用負担とスエ

ズ運河通行料との比較や、砕氷船支援の有無による保険料金への影響などが大きく関

わることとなります。

出典：ROSATOMFLOT社

写真-1 ロシア原子力砕氷船による航行支援

(2) 国際機関によるルール

海氷勢力の減退傾向や東アジア地域を発着する国際海上輸送貨物の急伸など、北極

海航路をめぐる背景は大きく変化する一方で、船舶の航行の増加に伴う海難事故の発

生や環境への影響が危惧されています。

国際海事機関（IMO）では、北極海及び南極海の極海を航行する船舶の安全確保及

び極海の環境保護等を目的とする国際基準を定めた極海コード（Polar Code）を策定

しました。この基準は、航行する船舶が満たすべき船体構造、機関装備のほか、航行

計画や船員の配置・訓練などに及んでいます。

なお、極海コードに規定された船舶の技術要件の義務化については，海上人命安全

条約（SOLAS条約）及び海洋汚染防止条約（MARPOL条約）が改正され、2017（平成29）

年1月に、船員要件の義務化については、船員訓練・資格証明・当直基準条約（STCW

条約）が改正され、2018（平成30）年1月に、それぞれ発効する見込みです。
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４ 北極圏の魅力

(1) 北極圏の天然資源開発

北極海航路の商業航路としての活用が現実化したことや、成長を続けるアジア地域

での天然資源需要の拡大にあわせて、北極圏での天然資源開発は大きく進展していま

す。

ロシアでは、ヤマル半島などで新たな石油・天然ガス生産拠点の開発を進めており、

ヤマル半島のプロジェクトでは、砕氷能力を有するLNGタンカーにより、砕氷船の支

援を受けずに単独で、夏にはアジア市場、冬には欧州市場に輸送する計画となってお

り、我が国の海運会社もプロジェクト専用の砕氷LNGタンカー３隻の共同船主として

輸送事業に参加することが明らかになっています。

さらに、北極海での産業活動の拡大に伴い、北極海を航行する船舶は、開発拠点整

備の作業船や生産資源の輸送船など、多様化と増大の傾向を示しています。

図-7 北極海（ロシア側）のエネルギー資源開発サイト

パヤハ（石油）

ヤマル（LNG、
ｶﾞｽｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ)

ノビ（石油）

バラ ンディ（石油）

プリラ ズロムノエ
（石油）

名　　称 開発主体 産　　物 生産量 備　考

バランディ石油ターミナル ルクオイル 石油 集積積み出し基地

プリラズロムノエ ガスプロム・ネフチ
石油 2020年頃：最大500

万㌧/年（計画）

ヤマルＬＮＧ

Novatek（ロシア）

TOTAL（フランス）

CNPC（中国）

ＬＮＧ

ガスコンデンセ

ート

天然ガス2020年：

2,000～3,000億m3/

年（計画）

ノビ石油フィールド
ガスプロム・ネフチ 石油 2020年：最大500万

㌧/年（計画）

バヤハ油田
JSC Payakha 2018年～：300万㌧

/年（計画）
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出典：ノバテク社(http://www.novatek.ru/en/press/photo/)

写真-2､3,4 開発が進むヤマル半島のLNGプロジェクト

出典：㈱商船三井

図-8 新造される砕氷LNG船のイメージ

 掘削サイト  サベッタ港 

 LNGタンク 

 

 

 採掘  LNG生産・貯蔵 

 積出 
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(2) 北極圏の観光利用

北極圏の広大で美しい自然環境は、観光市場にとって有望な商品になりつつありま

す。既に小規模の観光クルーズが実施されるようになっており、ロシアでは、原子力

砕氷船を用いて北極点クルーズを催行しています。2014（平成26）年には船舶の耐氷

船級（アイスクラス）を持つ客船が北米から北極海を東に横断する航海を実施し、同

年10月にはカナダ側の北極海を航行したクルーズ船が小樽港に入港しました。

また、2016（平成28）年には北極海航路を通過するクルーズツアーが予定されてお

り、北極海の観光クルーズは増加する傾向にあります。

出典：JAXA、国総研、北開局、青森県「北極海航路に係る衛星 AIS データを活用した共同研究成果」より

図-9 2014年10月に小樽港に入港したクルーズ船の航行ルート

出典：JAXA、国総研、北開局、青森県「北極海航路に係る衛星 AIS データを活用した共同研究成果」より

写真-5 図-10のクルーズで小樽港に入港したクルーズ船
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５ 我が国における北極海航路の利活用の動き

(1) 我が国の北極政策

政府は、北極海航路によるアジア・欧州間の海上輸送、北極海におけるエネルギー

資源開発の活発化など、北極海への関心の高まりを背景に、我が国においても海上輸

送の確保や海洋調査の推進など、検討・対応すべき課題が生じているとして、2013（平

成25）年、海洋立国日本の目指すべき姿を示した「海洋基本計画」に、北極海に関す

る施策の基本的な方針と政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策を示しました。

また同年、北極圏における国際的連携に向け「北極評議会のオブザーバ資格」を取

得し、今後の我が国の北極に関する取組を前進させる一つの弾みとなりました。

さらに、政府全体として総合的かつ戦略的な取組を図るため、関係省庁による「連

絡会議」を設置し、我が国の北極政策の検討を進めるとともに、北極海航路の活用に

向けた取組では、国土交通省が、船社、エネルギー関連企業などが参画する「北極海

航路に係る官民連携協議会」を設置し、技術的・経済的な課題の検討に必要な情報収

集などを行っています。

こうした取組が進められる中、2015（平成27）年10月、内閣に設置されている総合

海洋政策本部は、海洋基本計画の考え方を踏まえつつ，北極に関するより具体的な取

組の方針を取りまとめた「我が国の北極政策」を策定しました。

この方針では、北極海をめぐる環境、交通、資源開発といった多岐にわたる分野に

おいて、産学官を挙げて戦略的に取組を推進することを目指し、北極海航路について

は、将来のポテンシャルを見据えて官民が連携して利活用に向けた検討を積極的に行

うべきとされています。また、航路の経済的な可能性を探究するための具体的な取組

として、自然的・技術的・制度的・経済的課題を明らかにするとともに、海氷分布や

気象を予測する航行支援システムの構築など、我が国の海運企業等の航路活用に向け

た環境整備を進めることを定めています。

(2) 民間レベルでの航路研究

笹川平和財団海洋政策研究所（旧・海洋政策研究財団）は、海洋全般に関する研究

を行う公益法人で「北極海航路開発計画」（1993（平成5）年～1999（平成11）年）な

ど国レベルの調査研究活動がほとんど実施されていない頃から、北極海の科学的調査

の実施、管理体制の構築、利用の促進といった視点から北極海航路の問題に取り組ん

でいます。

また研究所では、1995（平成7）年に横浜港からノルウェー・キルケネス港まで商

業航路としての可能性を検証する実証航海試験を実施するとともに、2010（平成22）

年には、国際法や海運、造船といった北極海に関わる各分野の有識者からなる「日本

北極海会議」を発足させ、我が国が取るべき政策や戦略を検討し、2012（平成24）年

には、「北極海航路啓開に伴う物流変化への対応」など９項目の政策提言を行ってい

ます。
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(3) 北極圏の観測・研究

北極海航路における海氷は、５月頃から融け始め、８～９月に最小となり、１１～

１２月には航路全体を覆うまで再び発達します。また、航行船舶の増大により船舶起

因の環境汚染が北極海の生態系に対する脅威となる恐れがあると懸念されています。

このようなことから北極海における海上交通の今後のあり様については、海氷の分布

やその将来予測だけでなく、自然環境、社会、経済、文化といった多面的な視点から

北極圏の変化を観測し、その影響を研究することが非常に重要となっています。

我が国においては、国立極地研究所、海洋研究開発機構、宇宙航空研究開発機構と

いった機関が、観測拠点の整備や、船舶・衛星等の活用による大気、海洋、海水、陸

域、生態系全般の観測を実施しているほか、国内の大学や研究機関において、北極圏

に関する研究が進められており、2011（平成23）年からは、これらが連携して「北極

海航路の利用可能性評価につながる海氷分布の将来予測」などを研究目標に掲げた

GRENE北極気候変動研究事業が開始されています。

また、国、研究機関などが参加するプロジェクトチームが北極海を観測する砕氷船

の建造検討を始めたとの報道などがあるなか、国は「我が国の北極政策」に、新たな

北極域国際研究プラットフォームとしての北極域研究船建造の方向性を示しました。

今後独自の砕氷型観測船を保有することにより北極圏の観測・研究の促進が期待され

るところです。

(4) 海氷域の船員養成

海氷や低温など厳しい環境下を航行する船舶に関わる安全や環境保全についての基

準は、北極海の沿岸国が独自に規定してきました。しかし国際商業航路としての可能

性が議論され始められたことをきっかけに、国際海事機関（IMO）において共通のル

ールである「極海コード」が策定され、船員訓練を義務化する条約が改正されます。

このため航行船舶は「極海コード」に定められた構造、機関装備のほか、航行計画や

船員の配置・訓練などについても関連規則を満たすことが必要となります。

我が国の船社は、現在のところアイスクラスの船舶をほとんど保有しておらず、氷

海航行の経験のある船員も非常に少ない状況にありますが、国は、今後想定されるエ

ネルギー輸送の多様化に備え、対応する船員を養成するために必要な訓練課程等の構

築に向けた取組を進めるとしており、北極海航路を勘案した対応も見込まれます。
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６ 道内でのこれまでの主な取組

[道の取組]

道では、2013（平成25）年に策定した「北東アジア・ターミナル構想」の中で、北海

道が持つ独自性や優位性といったポテンシャルを活かす施策として、北極海航路の利活

用の促進を設定し、構想で期待する北極海航路の可能性を現実のものとし、北海道や道

内港湾がアジア側の拠点として、国内外の関係機関にしっかりと位置付けられるよう取

り組んでいるところです。

具体的には、航路の運航環境、海運市場の動向、海上輸送コストに関する情報の収集

と分析を行う「北極海航路可能性調査事業」を実施し、その成果の情報発信を行うとと

もに、国内外の専門家を招聘した国際セミナーを開催しました。また、行政機関、研究

機関等で構成する「北海道『北極海航路』調査研究会」を開催し、関係者間で航路に関

する情報の共有を図るとともに、北海道における航路の運航の可能性とその活用につい

ての調査・研究を行っています。

さらに、2013（平成25）年には、ロシアの現地調査として、ムルマンスク州政府やロ

シア国内の関係機関、国営企業などを訪問し、ロシア・欧州の拠点を目指すムルマンス

ク港と東アジアの拠点を目指す本道の港湾が、北極海航路を挟んで共通の目標を有する

ことを確認したところです。また、このことを契機として、道とムルマンスク州との間

で、航路に関する情報交換などを続けています。

【道におけるこれまでの取組】

「北極海航路可能性調査事業委託業務」の実施 （2012年度）

北海道「北極海航路」調査研究会の開催 （2012年度～）

北海道が拠点として位置付けられるよう、国へ要望（2012年度～）

「北極海航路国際セミナーin札幌」を海洋政策研究財団と共催 （2013.9.6 , 2014.11.10）

北極海航路の活用について、道内外の荷主、船社、商社など民間企業へ働きかけ

（2013年度～）

北極海航路の活用に関するロシア現地調査 （2013.11.24～30）

ロシア連邦ムルマンスク州との交流（2013年度～）

北極海航路活用に関する官学の共同研究（2014年度～15年度）
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写真-6 ムルマンスク州政府との 写真-7 国際セミナーin札幌

ミーティング

[北海道開発局の取組]

国土交通省北海道開発局では、北極海航路活用の可能性と航路における道内港湾のポ

テンシャルについての検討のほか、航行する船舶の実態とアジア側の玄関口である道内

の港湾や津軽海峡が持つ将来の可能性や重要性に関しての国内研究機関との共同研究

や、道内関係者に北極海航路に関するロシア国内などの現地情報を発信する体制構築に

向けた検討などを行っています。

出典：JAXA、国総研、北開局、青森県「北極海航路に係る衛星 AIS データを活用した共同研究成果」より

図-10 北海道開発局等による衛星AISデータを活用した共同研究成果の例

北極海ロシア側航路航行船舶の一例（7,000GT 級貨物船）

 注：①→②→③・・・はロイズデータから把握した当該船舶の寄港順を示す． 
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[道内の各港湾管理者の取組]

室蘭港、苫小牧港、稚内港、紋別港など道内港湾では、国内外と結ばれる航路ネット

ワークや背後地域の産業、港湾内の機能といったそれぞれの港湾の特性を活かした航路

の活用可能性に向けた調査・検討や北極海航路の理解を深めるための講演会を開催する

などの取組を行っています。

[道内の経済団体の取組]

一般社団法人北海道商工会議所連合会は、2014（平成26）年７月に策定した「北海道

成長戦略ビジョン」の中で、「北極海航路・北米航路とアジアとの交差点にある北海道

の地理的優位性を活かし、港湾等の整備を進め、海外からのエネルギー資源受入基地化

を目指す」との提案を盛り込んでいます。

また、北海道経済同友会は、道内港湾が、北極海航路の中継港、ハブ港となるための

諸課題や戦略を検討し、その実現に向けた動きを後押しすることを目的とした「北極海

航路研究ワーキング」を設置し、航路の活用に向けた調査・研究を行っています。

[学識者等による取組]

学識者や行政機関で構成される研究プロジェクトチームによる共同研究では、欧州社

会の視点で北極海航路が東アジアとの相互関係に及ぼす影響や、その中で日本及び北海

道がどのようにとらえられているか分析し、北海道を拠点とした北極海航路輸送ネット

ワークの提案や、航路の活用に向け北海道が志向すべきシナリオについての研究が行わ

れています。
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Ⅲ 北海道の優位性

１ アジア側の玄関口

本道は、周辺に経済成長が著しいアジア地域、北方にエネルギー開発が進むロシア極

東地域を控えた要衝にあり、また本道の太平洋沖では、東アジアと北米を結ぶ定期航路

が運航されています。

また、北極海航路についても、本道は航路の出入り口となるベーリング海峡に近接し、

東アジアで最も北に位置する国際港湾を備えており、航路活用における地理的優位性を

有しています。

このように、既存の航路では東アジアのなかでヨーロッパから最も遠かった北海道が、

北極海航路の活用により東アジアの新たな玄関口に変わることになります。

２ 拠点機能の集積

四方を海に囲まれた本道において、交通の結節点として重要な港湾は、国際拠点港湾

として室蘭港・苫小牧港の２港が、重要港湾として函館港・小樽港・釧路港など１０港

が、また地方港湾として白老港など２３港が整備されています。

また、広大な面積を有する本道の観光振興や地域経済の活性化などに重要な空港は、

航空輸送網の拠点である新千歳空港をはじめとして、１３の空港が整備されています。

さらに、広域分散型の地域構造を持つ本道では、自動車交通への依存度が高く、高規

格幹線道路網の整備が進められています。

このように本道には、物流・人流の拡大に資する交通インフラが蓄積されており、こ

れらのインフラ施設は、物流機能の高度化や人流の拡大に向け、大きなポテンシャルと

なっています。

写真-8 新千歳空港



- 17 -

写真-9 国際拠点港湾 苫小牧港

図-11 北海道内の主な港湾、空港と高規格幹線道路
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３ 産業の集積

道では、世界に通用する道産食品を供給する食産業や、他産業や地域経済への波及性

が高いものづくり産業の育成・強化を推進しており、道内の主要な都市の港湾の周辺に

は、食料品製造業や石油製品製造業、鉄鋼業、製紙業、輸送用機械器具製造業などが集

積しています。

こうした本道経済をけん引する産業や地域経済を底上げする産業の集積により、足腰

の強い自立型の産業構造を構築するとともに、北極海航路を利用した輸送においても安

定的な貨物需要を確保することが可能となります。

写真-10 室蘭港に集積する鉄鋼産業

４ 研究機関の集積

日本の最北端に位置し、冬期間海氷に覆われるオホーツク海域に面する北海道は、気

候・環境的にも北極圏や高緯度地域の影響を強く受けています。このため道内には、充

実した北極圏フィールドの調査研究機関があり、2015（平成27）年4月、北海道大学に

設置された北極域研究センターは、基礎自然科学から応用科学、人文社会科学といった

あらゆる分野が連携して北極域の課題解決に向けた研究に取り組む我が国のナショナル

センターとしての機能をめざしています。

こうした研究機関が、北極海航路のアジア側の玄関口である北海道に集積し、北極圏

に関する各種調査研究成果を蓄積することは、我が国の北極圏研究の推進に向けて、大

きなポテンシャルとなります。

写真-11 北海道大学北極域研究センター
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Ⅳ 利活用における北海道の可能性

欧州とアジア間の物流に、スエズ運河、パナマ運河に匹敵するような劇的な変化をも

たらすものとして世界的な関心が高まる北極海航路は、これまで、鉄鉱石やガスコンデ

ンセートといった北極圏での産出物のアジアへの輸送や、北極圏のエネルギー資源開発

サイトへの資機材の輸送を主体に利用されています。しかし、コンテナ輸送でも大幅な

航行距離の短縮による燃料コストの削減や時間の短縮効果が期待でき、その利活用の可

能性は高いと考えられます。

北海道にとっても、道産品の輸出、北極圏や欧州の産品の輸入といった新たな経済関

係を構築する物流ルートに利活用することが期待され、さらにはこうした経済活動を通

じて、北極海航路によって結ばれる北極圏や欧州と科学研究、資源開発、漁業などの様

々な分野での交流につながっていく可能性があります。

また、道内の港湾には、新たな物流ルートの拠点ほか、北極圏クルーズや航行船舶の

支援、極海の航行技術を有する船員の養成など、航路の利活用に向けた拠点として、新

たな役割を果たす可能性があります。

このような可能性を現実のものにする取組を進めることで、関連する企業の道内立地

への関心が高まり、北海道での新たな産業の創出や雇用の増大につながります。

１ 原材料やエネルギー資源の安定的な調達

北極海を通り大西洋と太平洋を結ぶトランジット輸送では、北欧やロシアからの鉄鉱

石やガスコンデンセート、ＬＮＧ等のアジアへの資源輸送が本格化していますが、その

多くの輸送実績が、欧州側の船社によるもので、受け入れ側が主体的に北極海航路を選

択したものではありません。

北極海航路や北極圏のエネルギー資源に関する種々の情報が提供されることで、荷主

となりうる道内企業等の中でも北極海航路への関心が高まりつつあり、北海道でも北極

圏からの原材料やエネルギー資源を調達する機会、さらには北極海航路を選択して貨物

を輸送する可能性があります。

北極圏での生産拡大が予想される鉄鉱石やＬＮＧを北極海航路を活用して調達するこ

とにより、供給源の多様化や調達価格の抑制を図る効果が期待できます。また既存のス

エズ運河を経由する輸送ルートで問題が発生した時には、代替ルートとしての活用も可

能となり、原材料やエネルギー資源の安定調達への貢献が期待できます。
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写真-12 石狩湾新港 LNG基地

２ コンテナ航路の中継拠点

北極海航路は、天候や氷況による運航期間の不確実性や海氷による具体的なリスク、

ロシアのカントリーリスクなど、コンテナ航路に求められる定時制・安定性に関わる様

々な課題を抱えています。また、北極海に就航できる氷海船級を持つ耐氷型コンテナ船

は少なく、バルト海での利用を想定したものなど限定的となっています。

これまでのところ、コンテナ船として運航した事例は、中国やロシアの船社が試験的

に運航したもののみで、現時点では、コンテナ輸送に求められる通年運航や定期サービ

スの要求に応えられないと考えられています。しかし、新たに耐氷型コンテナ船を建造

する動きもあり、欧州とアジア間での双方向の貨物が確保されれば、コンテナ航路とし

ての利活用につながるものとの期待されます。

北極海航路に船価が高価な耐氷型コンテナ船を就航させる場合、限られた運航期間で

最大限のコンテナを輸送するためには、航路の両端となる欧州及び東アジアの適切な地

点にハブ港を設け、そのハブ港から最終仕向地にフィーダー輸送することが効率的とな

ります。アジア側の港湾は、ベーリング海峡から距離があるため、少しでも高緯度でフ

ィーダー機能を有する港湾を中継点（ハブ港）とすることで、耐氷船で航行する区間を

短縮し、それにより北極海航路の運航回数を増やして、年間の輸送スケジュールを効率

化することができます。

今後、輸送日数の短縮が必要な貨物、絶対に海賊被害を受けてはならない貨物、北極

圏の高緯度地域への貨物など、北極海航路を利活用した輸送の可能性のある貨物の需要

動向を捕らえながら、アジアのなかで北に位置する北海道の港湾が、耐氷船と通常の貨

物船の接続ポイント、北極海航路と北米航路などとの中継ポイントとしての機能を有す

るアジア側の基地となる可能性があります。
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写真-13 苫小牧港東港区国際コンテナターミナル

３ 北極海観光クルーズのアプローチ拠点

北極海の自然環境を商品とした観光クルーズは、既に実施されて始めており、北海道

から北極海にアプローチする場合、その間に続く千島列島やカムチャッカ半島も特徴的

な自然環境を備えており、観光資源として高いポテンシャルを有しています。

このため北海道、カムチャッカ、ベーリング海峡を経て北極海に至るルートによる新

たな観光商品の開発も期待できることから、道内の港湾がそのアプローチのための拠点

となる可能性があります。

写真-14,15 道内港湾に寄港したクルーズ船（左：釧路港、右：小樽港）
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４ 航行船舶の支援拠点

海氷面積が減少し、時期によってはほとんど海氷に出会わずに航行できるようになっ

てきましたが、北極海を横断する本格的な商業運航は、はじまって数年であり、海氷域

の航行に伴う船舶の故障など、様々なリスクを抱えています。

一方、北極海航路の沿岸にある既存港湾は、大型船の入港にはいずれも水深が浅く、

施設は老朽化しており、本格的な商業運航に対応した修理、避難を受け入れるには十分

な体制となっていないとの懸念もあります。

このため大型船の修繕に対応した造船所や国内外との交通ネットワークを有する道内

の港湾が、船舶の修繕はもとより部品の調達など航行船舶を支援する基地となる可能性

があります。

写真-16,17 道内港湾の造船及び修繕ドック（左：函館港、右：稚内港）
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５ 北極圏観測船の拠点

北極圏の海洋観測に関しては、船舶による通年での観測が必要不可欠となりますが、

我が国は独自の北極観測船を有していません。このため、これまではカナダや韓国の砕

氷船を利用した観測を実施してきましたが、十分な観測体制を確保するため、砕氷型の

北極観測船の建造の必要性が検討されています。

北海道大学など北極圏フィールドの調査研究機関が充実し、さらに北極海航路の玄関

口に位置し、国内外との交通ネットワークを有する北海道は、我が国の研究者の利用に

とどまらず、国際的な研究・観測拠点としての機能の提供が可能です。

このため道内の港湾が、効率的な調査関係者の乗り換えや観測資機材などの積み込み

など、北極観測船を最大限に活用するための基地となる可能性があります。

出典：函館開発建設部ホームページ

写真-18 函館市国際水産・ 写真-19 稚内港に入港した

海洋総合研究センター 南極観測船しらせ
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６ 船員訓練、養成の拠点

海氷域の安全でかつ効率的な航行のため、船の操船や低温下での機関・装置の操作を

行う船員には、通常海域とは大きく異なる知識と経験が求められ、2018（平成30）年に

は、国際機関が策定した極海コードに規定された船舶要件などを義務化する条約が発効

されます。

現時点では、アイスクラスの船を保有する邦船社はありませんが、今後想定される北

極海航路の活用など輸送の多様化に備え、極海での運航や低温下での機器類操作技術の

習得など、新たな基準に基づく訓練過程が必要になってきます。

このため冬期間海氷に覆われるオホーツク海域と沿岸の港湾が、極海航行を支える船

員等を養成する我が国のフィールドとして活用される可能性があります。

写真-20,21 海氷域を航行する観光船（左：紋別港、右：網走港）
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Ⅴ 今後に向けての方向性

１ 北極海航路や北極圏に関する情報収集

北極海航路は、新たな欧州～アジア間の輸送ルートとして徐々に実績を重ねており、

北海道における利活用の可能性も高まっています。一方で、天候や氷況による航海期間

の不確実性や海氷によるリスク、砕氷船サービスの変更などのロシアのカントリーリス

クなど氷海航行に伴う不明な点も多いのが現状です。

本道が航路利活用に向けた拠点をめざし、道内の関係者が連携し戦略的に取り組むに

は、次に示すような商業利用のための環境整備や試験運航などの最新情報を適切に把握

することが必要です。

・輸送貨物や航行船舶の実績に関する情報

・国連海洋法条約、国際海事機関（IMO）による極海コードに関する情報

・航路運航制度、通航条件、砕氷船支援料に関する情報

・北極海港湾や航路・航行関係インフラに関する情報

・北極海航路を航行した船舶の日本近海における運航情報

・国内外の荷主や船社など関係企業の動向に関する情報

２ 欧州側拠点をめざす地域との交流

欧州側の拠点の一つであるロシア連邦のムルマンスク州は、北極海航路を挟んで北海

道と同様の地理的条件を有しており、同州との航路の利活用をきっかけとした交流は、

本道と欧州やロシアとの貿易の拡大といった新たな経済関係の構築をもたらす可能性を

高め、両地域の発展に貢献するものと考えられます。

このため道では、2013（平成25）年度にロシア連邦の北極海航路関係機関を訪問する

現地調査を実施し、その後もムルマンスク州政府との情報交換に取り組んでいます。引

き続き、北海道とロシア・ムルマンスク州など航路を挟んだ欧州側の地域との相互理解

と連携により、航路の利活用が進むよう、官民挙げた交流が必要です。

３ 欧州と北海道間の新たなルートによるコンテナ輸送

コンテナ輸送には、通年輸送や定時制、安定性が求められます。夏期限定でしかも海

氷域の航行が必要な北極海航路では、航行距離の短縮による燃料費削減効果があるもの

の、現時点ではコンテナの定期航路が成立するだけの貨物需要が本道にはありません。

しかし、不確定要素が大きな冬期間にはスエズ運河経由の既存ル－トを利用し、通年で

の輸送体制を確保した場合や、特定の貨物を不定期で輸送する場合など利活用の可能性

はあると考えます。
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例えば、東アジアへの輸出実績のあるノルウェー産水産品や、ロシア・バレンツ海で

の水揚げが増加するタラバガニなど、アジアへの水産品の輸送ルートとして北極海航路

を利用する可能性が期待されます。一方、アジアからは、カムチャッカからサンクトペ

テルブルグ向けに冷凍水産品が輸送された実績もあり、ロシア連邦漁業庁やムルマンス

ク州政府が、ロシア極東地域から北極海航路を利用し、欧州ロシア地域に水産品を輸送

する検討を始めているとの情報もあります。これらを双方向の貨物として結びつけ、さ

らには道産水産品を新たな輸送ルートに乗せられれば、欧州への輸出拡大にもつながり

ます。

このような北海道・欧州間の輸送ニーズの掘り起こしなど道内港湾に寄港する動機付

けに向けた検討や、北極海航路による輸送コストの分析と、競合するスエズ運河経由の

航路やシベリア鉄道との比較など、ビジネスモデル開拓の可能性の調査・検討が必要で

す。

４ 北極圏のエネルギー資源などバルク貨物輸送

北極海航路を利用したバルク貨物の輸送では、北極海沿岸などで生産される天然資源

などの実績があり、今後もヤマル半島などエネルギー資源開発サイト関連の輸送が期待

されています。近い将来、LNG船が通年で定期的に運航する段階になるとも言われてお

り、事実上一つのニッチな市場として成立しつつあります。

北海道への輸送においても、鉄鉱石、LNGなどを既往の仕入れ先より有利な条件や、

仕入れ先の多様化でより安定的な調達が期待でき、北極海ルート利用も視野に入ってく

る可能性があります。

このため、北極海航路を活用した原材料やエネルギー資源の調達の検討が進められる

よう、荷主企業など道内関係者との情報交換や意見交換を行うなど、関係者間の連携強

化が必要です。

５ 航路利活用に向けた我が国の「北の拠点」

(1) 北極海観光クルーズのアプローチ拠点

道内の港湾が北極海に至るクルーズ観光のアプローチ拠点をめざすとともに、北海

道から千島列島、カムチャッカ、ベーリング海を経て北極海に至る観光ルートの可能

性の検討が必要です。

(2) 航行船舶の支援拠点

北極海航路内に貨物船の修理または修理資材を受け取れることのできる港湾インフ

ラの不足が懸念されるため、北極海航路沿岸や近隣諸国におけるインフラの整備状況

に注視しつつ、道内港湾において、航行船舶への可能な支援方法や設備等についての

把握・検討が必要です。
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(3) 北極圏観測船の拠点

北極圏海洋での安定的な観測・調査活動を行うために不可欠となる我が国独自の砕

氷型観測船建造に向けた国の動向を把握するとともに、北極圏研究機関の集積や北海

道のポテンシャルを活かした拠点機能の整備など、円滑な観測研究体制に向けて道内

港湾が果たす可能性の検討が必要です。

(4) 船員訓練フィールド

海氷域を運航する船員の養成に向けた国の調査・検討状況を注視しながら、我が国

の氷海航行技術の訓練フィールドとしてオホーツク海域及びその沿岸港が果たせる役

割や可能性の検討が必要です。
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Ⅵ 「北極海航路の利活用に向けた方針」の推進にあたって

１ 道の取り組み

北海道における北極海航路の利活用に向けては、国、道、市町村、研究機関、民間企

業といった多様な関係者相互の密接な連携・協働を図りながら、各種施策が継続的に展

開されることが重要となります。

このため、道は、道内の関係者と連携し継続的に取組を推進できるよう、次のような

取組を行って参ります。

◯ 『北海道「北極海航路」調査研究会』において、最新情報の把握と関係者間での調

査・研究を進めます。また、航路の現状や利活用に向けた国内外の取組を報告する各

種セミナーを企画するなど、関係者の情報共有のみならず、広く道民の気運の醸成に

努めます。

○ 北極海航路の拠点を目指すという共通の目標を掲げるロシア連邦ムルマンスク州を

はじめとする欧州側地域との協力体制の構築に向け、相互理解を深めるための交流促

進に努めます。

◯ 北極海航路が本道全体に及ぼす効果を明らかにするなど、一層の道民の理解を得る

取組を進めるとともに、各港湾独自の取組が促進される環境づくりに努めます。

◯ 国に対して、航路の利活用に向けた取組や本道周辺海域における環境・安全対策の

推進に必要な国費予算や制度改正、規制緩和などについて要望を行っていきます。



- 29 -

２ 関係者との連携

次のような役割分担のもと、関係者相互の連携した取組を重ねることにより、北極海航

路の利活用における北海道や道内の港湾のプレゼンス、荷主となる道内の企業の関心が高

まり、北極圏から種々の資源貨物を調達する機会、あるいは主体的に北極海航路を選択し

て貨物を輸送する動機付けにつながるものと考えます。

[国、研究機関]

北極に関する科学分野の研究や、海事分野の航路安全、安定的な運航に向けた活動は、

多くの国際協力のもとで遂行されています。また、新たな国際貨物輸送ル－トの実現に

向けては、他国に先駆けて必要な取組を推進することが重要です。

このような観点から、道、市町村（港湾管理者）や民間企業（荷主、運送事業者）な

どが進める取り組みを円滑に推進するための適切な支援や助言が期待されます。

[市町村、港湾管理者]

国や道などと連携を図りながら、北極海航路の利活用の拠点となる港湾やその周辺地

域の機能充実に向けた取り組みを、地域の実情に応じた交通施策やまちづくりと一体的

に展開することが期待されます。

[民間企業等]

国や道などと連携を図りながら、北海道・欧州間の新たな経済関係の構築に向け、荷

主や物流事業者としての主体的な航路選択の検討や、そのために必要となる環境・情報

などについての積極的な発信が期待されます。
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資料－１ 用 語 解 説

【あ】

アイスクラス 船体補強、設備・装備などが一定基準に達している船舶に対して、その砕

氷性能または耐氷性能を証明する公的な等級。国際海事機関が定める極地

氷海船階級や、ロシア船級協会が定めるアイスクラスなどがある。

アイスパイロット 北極海航路を航行する船舶の支援要員。水先案内人。北極海航路の水先誘

導の教育・訓練プログラムなどを終了しロシア政府から資格認定される。

衛星ＡＩＳ AISは、船舶自動識別装置（Automatic Identification System）の略で、

船名、船種、位置、針路、速度、目的地、積載物等の情報を周辺の船舶や

陸上局に向け自動送信するシステム。 衛星AISは、AIS受信機を衛星に搭

載することでより広いエリアをカバーして、沿岸の陸上局では収集できな

い外洋海域等のAIS情報を観測することができる。

ＬＮＧ 液化天然ガス(Liquefied Natural Gas)の略。天然ガスは、約マイナス162

℃という極低温まで冷却すると液体となり、気体の状態に比べて体積が約

600分の１となる。この性質を利用して、天然ガスは産出地で液化され、

専用のＬＮＧ船によって輸送され、消費地で貯蔵、気化して使用される。

【か】

海賊問題 スエズ運河を経由して、アジアとヨーロッパを結ぶ重要な海上交通路上で、

近年、ソマリア沖・アデン湾で海賊事案が多発・急増している問題。

海洋基本計画 「海洋基本法」第16条の規定に基づき、我が国の海洋に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、「海洋立国日本の目指すべき姿」や基本

的な方針及び具体施策等を規定した計画。

ガスコンデンセート 天然ガスの採収にあたり地表において凝縮分離した原油の一種。常温常圧

で液体。石油化学原料として利用される。

極海コード ポーラコード(Polar Code)とも言う。極海（北極海及び南極海）を航行す

る船舶の安全確保や極海の環境保護などを目的に、国際海事機関が定めた

国際規則。既存の条約である「1974年の海上における人命の安全のための

国際条約(SOLAS条約)」及び「船舶による汚染の防止のための国際条約

(MARPOL条約)」の上乗せ改定により実施。



- 31 -

キルケネス港 ノルウェー北部、ロシアとの国境付近、バレンツ海に面する港で、一年中

凍結しない不凍港。水産業のほか、近郊のシドバランゲル鉱山で産出され

る鉄鉱石の積出港として発展。キルケネスから内陸のロヴァニエミ（フィ

ンランド）までを鉄道で結ぶArctic Railway構想がある。

国際海事機関（ＩＭＯ） 国際連合の専門機関の一つ（IMO:International Maritime Organization）.

海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し有効な措置の勧

告等を行うことを目的に、海運全般に関する技術的事項について、政府間

の協力を促進することをめざす機関。

国際海洋法条約 「海洋法に関する国際連合条約」の通称。領海及び接続水域、国際海峡、

群島水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、島、閉鎖海及び半閉鎖海、内

陸国の海洋への出入りの権利など、海洋法に関する包括的な制度を規定。

【さ】

砕氷船 海氷域で水面に張った氷を砕いて航行できる船。頑丈な船体と氷に乗り上

げて割るのに適した船首や幅広な中央船体、氷の圧力を下方へ逃がすため

の船底の特殊な形状と強力なエンジンを有する。

スエズ運河 エジプトのスエズ地峡に位置し、地中海と紅海（スエズ湾）を結ぶ、人工

運河で1869年11月開通。この運河によりアフリカ大陸を回り込まずにヨー

ロッパとアジアを海運で結ぶ。

【た】

耐氷船 耐氷性能を有し海氷の圧力、衝撃に耐えて航行できる強固な船体と強力な

機関を持つ船。砕氷船のように氷で覆われた水域を、氷を砕きながら航行

することはできない。

耐氷性能 海氷を押しのけて航行するための船体性能。

トランジット輸送 トランジットとは「通過」、「通行」を意味し、本方針では、北極海航路（カ

ラ・ゲイト海峡～ベーリング海峡）内を目的地とせず、航路を通過する輸

送形態を指す。なお、トランジット輸送には国際間輸送のほか、ロシア国

内間輸送を含む。
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【は】

排他的経済水域 国連海洋法条約に基づいて設定される天然資源及び自然エネルギーに関す

る「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科

学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域。 国連海洋法条約では、沿岸国は

自国の基線 (海)から200海里（370.4km）の範囲内に排他的経済水域を設

定することができるとしている。略称はEEZ（Exclusive Economic Zone）

パナマ運河 パナマ共和国のパナマ地峡を開削して太平洋とカリブ海を結ぶ閘門式運河

で1914年に開通。マゼラン海峡やドレーク海峡を回り込まずにアメリカ大

陸東海岸と西海岸を海運で結ぶ。

バルク貨物 石油、鉄鉱石、LNGなどのように梱包されずに大量に輸送される貨物。「ば

ら積み貨物」とも言う。

フィーダー輸送 輸送効率向上のため大型コンテナ船などで主要港まで輸送された貨物を、

小型コンテナ船などで主要港から生産地あるいは消費地に近い地方港へ中

継輸送すること。

北極圏 北極線（北緯66度33分）以北の地域。北極海を取り巻くように北アメリカ

大陸最北部、クイーンエリザベス諸島などの島嶼、世界最大の島グリーン

ランドの大部分、スカンジナビア半島北部、ユーラシア大陸にあるシベリ

ア北部を含む。北極圏に領土を持つ国家はアイスランド、アメリカ合衆国、

カナダ、スウェーデン、デンマーク（グリーンランド）、ノルウェー、フ

ィンランド、ロシア連邦。

北極海航路法 北極海航路の通航に関して事前通航手続き、通航船の構造的要求、船員の

氷海航行経験、航路管制、砕氷船によるエスコート、外国船の通航に対す

る料金などについて規定するため1990（平成2）年に制定されたロシア国

内法。2013（平成25）年には、砕氷船の支援料金や通航手続きの事前通知

期間などを改正。

(GRENE)北極気候変動研究事業 文部科学省が2011（平成23）年度から開始した「グリーン・ネットワーク

・オブ・エクセレンス」（GRENE）事業のうち、北極気象変動分野の事業。

「北極海航路の利用可能性評価につながる海氷分布の将来予測」など４つ

の戦略研究目標を掲げ、急変する北極の現状を捉え、複雑な北極の気候シ

ステムを解明し、北極域全体の変化の把握をめざす。
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北極評議会 1996（平成8）年9月に北極圏８ヶ国が参加し、設立された北極域における

経済活動や環境保護にかかる問題に関する国際協議体。正式な加盟国のほ

か北極圏に居住する先住民団体や北極地以外のオブザーバー国が参加。

北東アジアターミナル構想 北海道全体が北東アジアにおけるターミナル機能を果たすことを目指し、

国内外との物流・人流の拡大に向けた取り組みを示した道の構想。2013（平

成25）年3月に策定。

【ま】

ムルマンスク港 北極海最大の商港で、一年中凍結しない不凍港。ロシアの国営原子力砕氷

船運航会社があり、砕氷船の母港。背後で採掘された石炭、鉄鉱石など鉱

産物の輸出。北極海航路の需要を見越してコンテナターミナルなどを整備

する「ムルマンスク交通ハブ構想」を策定。

【や】

ヤマル半島 ロシア連邦・シベリアのヤマロ・ネネツ自治管区にある長さは約700km程

の半島。「ヤマル」はネネツ語で「世界の果て」を意味する。ヤマル半島

にはロシアで最大量の天然ガスが埋蔵されており、ヨーロッパやアジアへ

の天然ガス供給を視野に入れたプロジェクトが進行。
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資料－２ 北極圏周辺図

出典：北極環境研究コンソーシアム及び国立極地研究所資料を基に物流港湾室作成
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