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【研究の内容】 

(1) 研究実施状況 

本研究は、北極海航路における商船の航行可能速度と海氷状況の関係、及び、海氷条件に由来す

るリスクの評価基盤となる海氷状況の統計的性質を明らかにし、北極航路の航行難易度および航行

障害リスクなどを評価するための知見を得ることを目的として実施している。平成 28 年度の研究内容

は以下のとおりである。 

・ 2014 年における衛星 AIS による北極海航路航行記録を整理し、海氷状況との比較を実施し、

月別および海域ごとの実際の航行速度を把握した（図-1、2）。航行速度は海峡など特定の海

域で減速する事例が見られること、海氷密接度が高まる 10-11 月でも航行速度はあまり低下し

ないこと、7 月初旬に東シベリア海において海氷による顕著な航行障害事例を確認したこと、8

～11 月期は全般に安定して 10kn 以上の速度で航行していることなどを明らかにした。 

・ これまでの AMSR2 観測データから海氷厚を推定するアルゴリズムでは、夏期に氷上にメルトポ

ンドが発生すると氷厚を推定することが困難となり、夏期の航行条件を分析することが困難であ



った。このため、海洋データ同化システムTOPAZ4(http://topaz.nersc.no/)による海氷厚を取り

上げ、航行速度との比較分析を通じてその適用性について確認した結果、航行速度の上限値

と氷況には比較的明瞭な相関性が予想される結果となった（図-3）。 

・ AMSR2 を用いた海氷厚推定アルゴリズムの改良（舘山）により、メルトポンドの生じる夏期にお

いても海氷厚を推定することができるようになった。今後、このデータを用いて航行速度との関

係について分析を実施する予定である。 

・ 2016 年夏期における北極海航路の船舶航行記録データベ

ース（衛星 AIS）を購入し、船舶の航行状況の分析に着手し

た。 

・ 北極海航路における海氷状況を総合的に分析・把握するた

めの予備検討として、2014-2015 年における北極海航路ル

ート上の海氷密接度の半月平均値を整理した。今後、海氷

厚を含めて、北極海航路区間の海氷特性を統計的に整理

し、航行性の評価に導入する予定である。 

 

    

図-2：月別の航行速度（2014）          図-3：氷況（氷厚×密接度）と航行速度 

 

(2)研究成果の発表等 

研究の実施に当たり、12 月に開催された課題設定集会を利用して、本研究実施における研究担当

者個別の研究課題とそれに対する研究方針をレビューし、本研究活動に反映してきた。その中間発

表ならびに研究実施状況の確認を、2017 年 2 月に開催された北方圏国際シンポジウムにおいて実施

した。また同シンポジウムにおいては、市民公開講座において一般市民向けの研究紹介を 2 件、学術

ワークショップへの論文投稿と口頭発表 6 件を実施した。 

 

（3）平成 29 年度の研究計画 

・ 北極海航路海域の海氷密接度および海氷厚の統計的性質を分析し、海氷条件に由来する航行

リスクを評価するための基盤として検討する。 

・ 北極海航路における商船の航行可能速度と海氷状況の関係について、2014-2017 年の航行実

図-1：2014 年夏の航行軌跡 



績をもとに整理する。このため、2017年における船舶航行記録を衛星AIS情報サービスにて入手

する。 

・ 上記をもとに、海氷条件や船舶諸元等に基づいて、北極航路の航行難易度、航行障害リスクに

ついて検討する。 
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