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北極夏季海氷面積（2007年、2012年）

Summer extent of sea ice in the Arctic (2007, 2012))



北極海で海洋活動が行われているエリア

Zones of marine activity in the Arctic
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海洋ガバナンス（レジーム複合体）と政治的安定

Ocean governance （regime complex）and political stability

Political

stability

Arctic Ocean Governance is a regime complex

Ohnishi, Fujio “The Struggle for Arctic Regional Order: Developments and 

Prospects of Arctic Politics,” Eurasia Border Review 5:2(2014): 81-97. 
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Northlands Compact  (1960s)
by U. S. government

Rejected by U.S.S.R. and Canada.

(resource , the exchange of scientific data)

Polar Bear Treaty (1973) 
By U.S and U.S.S.R 

Prohibition of the taking (hunting, killing 

and capturing) of polar bears (Art.1)

Arctic Treaty (WWII)
By U.S. vice-President Wallace, 

Henry A. Rejected by U.S.S.R. 

Promotion of multilateral cooperation

National Security Decision 

Memorandum 144  (1971)
By U. S. government

Promotion of multilateral cooperation

Multilateral Cooperation (1946) 
By Canadian PM,  Pearson, Lester

(gathering of scientific data, 

prospecting of resources )  

Scientific Cooperation (1960s) 
By Canadian Geographer Lloyd, Trevor

(expecting political effects)

Neo-functional approach  

Arctic Basin Treaty (1971) 
By Canadian Cohen, Maxwell 

(multinational organizational body)

A Zone of Peace (1987) 
By Gorbachev, Mikhail 

A nuclear-free zone; naval activity; 

resources; science; protection; NSR

Arctic Environmental 

Protection Strategy (1991) 
By Rajakoski, Esko, Finnish Ambassador 

Targeting six pollutants

Arctic Council (1996) 
By Brian Mulroney, PM, Canada

Environmental protection & 

Sustainable Development



北極海洋ガバナンス（レジーム複合体）と政治的安定性

Arctic Ocean governance （regime complex）and political stability

Political

stability

IMO 

polar code

Arctic Ocean Governance is a regime complex

Ohnishi, Fujio “The Struggle for Arctic Regional Order: Developments and 

Prospects of Arctic Politics,” Eurasia Border Review 5:2(2014): 81-97. 



海洋法 （1） 各種海域と主権的権利

Law of the sea （1）maritime zones and sovereign rights

外務省HP「わかる！国際情勢 Vol.61 海の法秩序と国際海洋法裁判所」



海洋法（2） 海氷に覆われた水域

Law of the sea（2）： ice-covered waters

� 第第第第234条条条条 氷に覆われた水域

沿岸沿岸沿岸沿岸国国国国は、自国の排他的経済水域の範囲内における氷に覆われた水域排他的経済水域の範囲内における氷に覆われた水域排他的経済水域の範囲内における氷に覆われた水域排他的経済水域の範囲内における氷に覆われた水域であっ

て、特に著しい気象条件及び年間の大部分の期間当該水域を覆う氷の存在が

航行に障害又は特別の危険をもたらし、かつ、海洋環境の汚染が生態学的均衡

に著しい害又は回復不可能な障害をもたらすおそれのある水域回復不可能な障害をもたらすおそれのある水域回復不可能な障害をもたらすおそれのある水域回復不可能な障害をもたらすおそれのある水域において、船舶船舶船舶船舶

からの海洋汚染の防止、軽減及び規制からの海洋汚染の防止、軽減及び規制からの海洋汚染の防止、軽減及び規制からの海洋汚染の防止、軽減及び規制のための無差別の法令を制定し及び執無差別の法令を制定し及び執無差別の法令を制定し及び執無差別の法令を制定し及び執

行する権利行する権利行する権利行する権利を有する。この法令は、航行並びに入手可能な最良の科学的証拠に

基づく海洋環境の保護及び保全に妥当な考慮を払ったものとする。

� Art. 234 on ice-covered areas

Ice-covered areas Coastal States have the right to adopt and enforce non-discriminatory 

laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from 

vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic zone, where 

particularly severe climatic conditions and the presence of ice covering such areas for most 

of the year create obstructions or exceptional hazards to navigation, and pollution of the 

marine environment could cause major harm to or irreversible disturbance of the ecological 

balance. Such laws and regulations shall have due regard to navigation and the protection 

and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.



海洋境界画定二国間条約 （１７条約）

Bilateral Treaties on maritime boundaries

ダーラム大学国際境界研究所をもとに長岡さくらにより加筆修正（北極海季報16号、p13）
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IMO関連協定 （1）

IMO conventions

IMOのHPより Status of conventions

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/status-x.xls

MARPOL条約: 船舶による汚染防止 船から

の排出物・廃棄物の基準

SOLAS条約: 船の装備、安全確保のための設

備についての規程

STCW条約: 船員の技能を保証する資格等

の国際スタンダードの設定



IMO関連協定（2）：ポーラーコード

IMO conventions： Polar Code

IMOのHPよりダウンロード

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default.aspx



北極海漁業

Arctic fisheries

＜大西洋側＞＜大西洋側＞＜大西洋側＞＜大西洋側＞

④大西洋の鮪類の保存のための国際条約④大西洋の鮪類の保存のための国際条約④大西洋の鮪類の保存のための国際条約④大西洋の鮪類の保存のための国際条約 ICCAT

（（（（1966採択、採択、採択、採択、69年発効）年発効）年発効）年発効）

⑤⑤⑤⑤北西大西洋の漁業について北西大西洋の漁業について北西大西洋の漁業について北西大西洋の漁業についての今後の今後の今後の今後の多数国間の協力の多数国間の協力の多数国間の協力の多数国間の協力

に関するに関するに関するに関する条約条約条約条約 （（（（1978年採択年採択年採択年採択、、、、79年発効）年発効）年発効）年発効）

⑥⑥⑥⑥北東大西洋の漁業における今後北東大西洋の漁業における今後北東大西洋の漁業における今後北東大西洋の漁業における今後の多数の多数の多数の多数国間の協力に国間の協力に国間の協力に国間の協力に

関する関する関する関する条約条約条約条約 （（（（1980年年年年採択採択採択採択、、、、81年年年年発効）発効）発効）発効）

⑦⑦⑦⑦北大西洋北大西洋北大西洋北大西洋におけるさけ類の保存におけるさけ類の保存におけるさけ類の保存におけるさけ類の保存のための条約のための条約のための条約のための条約

（（（（1982年採択、年採択、年採択、年採択、1983年発効年発効年発効年発効））））

＜一般＞＜一般＞＜一般＞＜一般＞

①①①①UNCLOS（（（（1982年採択・年採択・年採択・年採択・1994年発効年発効年発効年発効））））

②②②②国連公海漁業実施国連公海漁業実施国連公海漁業実施国連公海漁業実施協定協定協定協定 （（（（1995年採択・年採択・年採択・年採択・2001年発効年発効年発効年発効））））、、、、 ③③③③国連食糧農業機関（国連食糧農業機関（国連食糧農業機関（国連食糧農業機関（FAO）拘束的）拘束的）拘束的）拘束的・・・・ 非拘束的文書非拘束的文書非拘束的文書非拘束的文書

＜太平洋側＞＜太平洋側＞＜太平洋側＞＜太平洋側＞

⑧⑧⑧⑧中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理

に関する条約に関する条約に関する条約に関する条約）（）（）（）（1994年採択、年採択、年採択、年採択、1995年発効）年発効）年発効）年発効）

⑨⑨⑨⑨西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存

及び管理に関する条約及び管理に関する条約及び管理に関する条約及び管理に関する条約（（（（2000年採択、年採択、年採択、年採択、2004年発効年発効年発効年発効））））

⑩⑩⑩⑩北太平洋における溯可性魚類の系群の保存のための条約北太平洋における溯可性魚類の系群の保存のための条約北太平洋における溯可性魚類の系群の保存のための条約北太平洋における溯可性魚類の系群の保存のための条約

（（（（1992年採択、年採択、年採択、年採択、1993年発効年発効年発効年発効））））



スピッツベルゲンに関する条約

Spitsbergen Treaty

� Signed in 1920, entered into force in 1925

� Japan is an original member

� Disputes over maritime zone

左：http://www.spitsbergentravel.com/start/adventures/activity-calendar/

右：http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/sv-map-5.gif|||



北極評議会（1996）

Arctic Council （1996）

� 成立背景 historical back ground

� 2つの出会い meeting of two different things

� 組織 organizational structure 

� 条約形成プラットフォーム law-making platform

� 特別委員会＆専門家会合 task forces & expert group 

� 議長国アジェンダ chair’s agenda



組織

organizational structure 

閣僚会合

Ministerial meeting

高級北極実務者

Senior arctic officer

作業部会*

Working group

オブザーバー

Observer

常時参加者

（Permanent 

Participants

*各作業部会

（ア） 北極圏汚染物質行動計画作業部会（ACAP：The Arctic Contaminants Action Program)

（イ） 北極圏監視評価プログラム作業部会（AMAP：Arctic Monitoring and Assessment Programme）

（ウ） 北極圏植物相・動物相保存作業部会（CAFF：Conservation of Arctic Flora and Fauna）

（エ） 緊急事態回避、準備及び反応作業部会（EPPR：Emergency Prevention, Preparedness and Response）

（オ） 北極圏海洋環境保護作業部会（PAME：Protection of Arctic Marine Environment）

（カ） 持続可能な開発作業部会（SDWG：Sustainable Development Working Group）



北極評議会（1996）

Arctic Council （1996）

� 成立背景 historical back ground

� 2つの出会い meeting of two different things

� 組織 organizational structure 

� 条約形成プラットフォーム law-making platform

� 2011 北極海航空海上捜索救助協定（Arctic Search & rescue agreement）

� 2013   北極海洋油濁汚染準備対応協力協定（Arctic Oil spill agreement）

� 特別委員会＆専門家会合 task forces & expert group 

将来的課題や先駆的取組の検討 （prefetching and pilot programs）

� 北極海洋協力特別委員会（TFAMC）

� 北極遠隔通信インフラ特別委員会（TFTIA）

� 科学協力特別委員会（SCTF）

� ブラックカーボン及びメタン専門家会合

� 議長国アジェンダ chair’s agenda

� 「北極はひとつ：機会、課題、責任の分担共有」

One Arctic: Shared Opportunities, Challenges and Responsibilities 



北極評議会

Arctic Council

包括的目標

（ア）政府間協議体としての北極評議会の強化

（イ）北極評議会における長期的優先課題の導入

（ウ）米国内及び国際社会における北極への関心と気候変動に対する

認識の促進

主題別目標（その下に諸施策が連なる）

（ア）気候変化のインパクトへの対処

・短期寿命気候汚染物質（SLCP）の削減、

・遠隔地にある北極諸コミュニティを念頭においた北極気候への適

応及び強靭性の確保

・地形情報の改善による全北極圏デジタル海抜地図の作成

・適応能力インデックスの作成等の北極気候科学の強化



（イ）北極海セーフティ、セキュリティ、ステュワードシップ

・捜索救助活動の実務者の資質のさらなる向上

・海洋保護区ネットワークの設置等による海洋環境保護の確保、

・北極海の管理に有効となる地域別海域計画の策定、北極海の海洋酸

性化についての理解の向上、

・海洋酸性化が北極生物ならびにそれらとの結びつきの深い経済活動

に及ぼす影響についての理解の向上、

・北極海洋油濁汚染準備対応協力協定の適切な運用に必要となる手段

のステークホルダーへの奨励

北極評議会

Arctic Council



（ウ）北極コミュニティの経済・生活の状態の改善

・再生可能エネルギー技術の発達の促進、

・水資源脆弱性インデックスの策定を含む水の安全の確保、

・商業インフラ構築促進のための北極全土にまたがる遠隔通信インフラの準備、

・自殺予防とレジリエンスを育むことを通してこころの健康に対する支援、

・経済状態と生活水準に関する北極評議会の取組への情報提供を行うための

北極経済評議会の活用、

・北極コミュニティを対象とする公衆衛生リスクの緩和ならびにブラックカーボン

放出の削減、

・遠隔地における水道水ならびに下水設備へのアクセスの向上とその運用コス

トの低減を目的とする産学官連携を促進し、それによって遠隔共同体の水道

設備と公衆衛生の向上

北極評議会

Arctic Council



北極評議会の役割（存在意義）

Role of Arctic Council

Political

stability

海洋境界

画定条約

北極評議会

IMO 

polar code

A core institution of Arctic Regional Order

Ohnishi, Fujio “The Struggle for Arctic Regional Order: Developments and 

Prospects of Arctic Politics,” Eurasia Border Review 5:2(2014): 81-97. 



Russian resurgence in global struggle for power and its impacts

出典：Jeremy Bender, Mike Nudelman, “Chart of Russia’s militarization,” businessinsider.com, 

2015aug15 (http://www.businessinsider.com/chart-of-russias-militarization-of-arctic-2015-8)



“Russia is building an “Russia is building an “Russia is building an “Russia is building an Arc of steelArc of steelArc of steelArc of steel from the from the from the from the 
Arctic to the Mediterranean” by a NATO Arctic to the Mediterranean” by a NATO Arctic to the Mediterranean” by a NATO Arctic to the Mediterranean” by a NATO 
commander, Washington Oct. 6, 2015. commander, Washington Oct. 6, 2015. commander, Washington Oct. 6, 2015. commander, Washington Oct. 6, 2015. 



北極海洋ガバナンスの新しい傾向？

New trends in Arctic ocean governance？

� GLACIER国際会議 Conference on Global Leadership in the 
Arctic （August 30-31, 2015）

� 北極沿岸警備隊フォーラム Arctic Coast Guard Forum

（2015年10月）

� 中央北極海無規制公海漁業防止宣言

Declaration concerning the prevention of the unregulated 

high sea Fishing in the Central Arctic Ocean （2015年7月）

⇓

5 plus 5 会合 (Washington D.C. 2015Dec, 2016April→2016Julｙ)

＞＞＞米国の狙いは何か？ What is the intention of the U.S.?



Concluding remarks:

科学者の役割の重要性科学者の役割の重要性科学者の役割の重要性科学者の役割の重要性 Importance of role of scientists

� The Ministers recognized the contribution of international 

science to the knowledge and understanding of the Arctic 

region and noted the role that scientific cooperation, 

through the International Arctic Science Committee and 

other organizations, is playing in developing a truly 

circumpolar cooperation. 

JOINT COMMUNIQUE  OF THE GOVERNMENTS OF THE ARCTIC COUNTRIES  ON THE 

ESTABLISHMENT OF THE ARCTIC COUNCIL (September 19, 1996)

ご清聴ありがとうございました。

Thank you for your attention!


