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(別紙様式１０) 

2020 年度 北極域研究共同推進拠点 共同研究等報告書 

申請区分： ✓産学官連携フィージビリティ・スタディ 

研究課題名：  北海道における北極海航路活用の実践的検討と課題分析  

研究期間：   2018 年度～  2019 年度 

 

共同研究員 氏名 所属・職名 専門分野 区分 

 (注 1)  

研究代表者 大塚夏彦 北海道大学 北極域研究センタ

ー・教授 

氷海工学  

研究分担者

（拠点外） 

中村栄作 北海道経済同友会・幹事（北海道

21 世紀総合研究所・代表取締役

社長） 

地域経済  

 佐々木秀郎 苫小牧港管理組合・専任副管理

者 

港湾運営  

研究分担者

（拠点内） 

大西富士夫 北海道大学 北極域研究センタ

ー・准教授 

国際政策  

 ユハ・サウナワ

ーラ 

北海道大学 北極域研究センタ

ー・助教 

観光・地域振興

戦略 

 

研究協力者 

(注 2) 

蠣崎友美 
苫小牧港管理組合総務部 港湾

振興室 港湾振興課・主事 
港湾活用戦略  

田中 淳 
一般社団法人寒地港湾技術研究

センター・第１調査研究部次長 
港湾活用戦略  

 
Lawson W. 
Brigham 

Fellow & Faculty, University of 
Alaska Fairbanks 北極海の海事  

 久保木 眞 北海道経済同友会 経済分析  

 鈴木慶律 北海道 
海上物流・港湾

行政 
 

 市川克己 
北日本港湾コンサルタント株式会

社 
海上物流  

 森木 亮 
北海道大学 北極域研究センタ

ー・教授 
海上物流  

 中澤政道 苫小牧埠頭株式会社・ 海上物流  

 Xiaoyang Li 
北海道大学 北極域研究センタ

ー・研究員 
海上物流  
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【研究の内容】 

(1) 図表や写真も交えて、研究の内容や成果等を 1000 字程度で簡潔に以下にまとめてください。 

2 ヵ年目となる 2019 年度は、衛星 AIS による北極

海航路の活動状況の調査・分析、北極海航路の荷

主候補となる企業を含む経済界への情報提供を進

めるなか、コンテナ貨物の試験輸送の可能性のある

ことが明らかになり、貨物輸送関係者との情報交換、

試験輸送の準備を進め、フィンランドから苫小牧へ

の実際のコンテナ輸送プロジェクトを実現した。輸送

されたコンテナには温度・湿度・衝撃計を装着して、

北極海航路輸送期間中の貨物環境の計測を行っ

た。コンテナの苫小牧港到着時には、歓迎式が催さ

れると共に、テレビ・新聞にて報道された。本年度の

研究結果を以下に記す。 

1)  衛星 AIS を利用して、北極海航路における船舶

の航行状況を取得・整理し、季節別・海域別の

活動状況をまとめた。 

2)  苫小牧埠頭株式会社、苫小牧港管理組合、

COSCO Shipping Specialized Carriersと連携し、

北極海航路によるコンテナ試験輸送が実施され

た。貨物は住宅用建材で、コトカでバンニングさ

れ、ヘルシンキ港から多目的バルク船 TianEn

号(37,125DWT）にて苫小牧港に輸送された。

なお同船は、中国向け木材チップの輸送途中

でヘルシンキ・苫小牧間のコンテナ貨物を輸送

したものである。 

3)  ヘルシンキ・苫小牧間は 27 日間、北極海航路

区間は約 7 日間で航行し、北極海航路区間の

平均速度は 12.2kn であった。 

4)  輸送中のコンテナ内部の温度・湿度・衝撃を計

測し、貨物が置かれた輸送環境を明らかにし

た。甲板上に設置したコンテナの内部温度は、データ同化モデルで推算された日平均気温と概

ね同等で、13 時間にわたって氷点下となったが、最低温度は-1.2℃であった。一方、船倉内に

設置したコンテナの最低温度は 6℃であった。 

5)  北極海航路によるコンテナ輸送に関し、荷主を含め、輸送関係者からのレビューをもとに課題と

可能性を考察した。本件では、フィンランドの夏期休暇時期のあとに貨物（住宅建材）を出荷す

ると、スエズ航路回りの場合では到着が 11 月となり、冬場になってしまうところを、10 月に市場

投入できることから、荷主から高い評価を得た。また 9 月の航行であれば、貨物がさらされる環

苫小牧港に到着した TianEn 

コンテナに装着した計器 

衛星 AIS による船の軌跡 

コンテナ内の温度記録 
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境が特に厳しくなることはないことを確認した。しかし今回の輸送は、船の手配がうまくいったこと

と、船社や港湾管理者の負担額を割引したことで実現できたものであり、完全に商業ベースで

成立する状態ではない点に注意が必要である。 

 

(2) 本共同研究に関連する活動 

 

日程(月日) 日数 

(日) 

活動内容 場所 共同研究員・研究協力者の参加者名 参加

者数 

(人) 

2020.5.16 1 試験輸送準備

打合せ 

札幌 大塚夏彦、中澤政道 4 

2020.8.19-

24 

6 

 

コンテナへの計

測器設置 

ﾌ ｨ ﾝ

ﾗﾝﾄﾞ 

大塚夏彦 1 

2020.10.9 1 コンテナ着荷確

認 、 計 測 器 回

収 

苫 小

牧 

大塚夏彦、森木亮、中村栄作、佐々木

秀郎、久保木 眞、田中 淳、市川克

己、中澤政道、鈴木慶律 

9 

2020.1.29 １ 研究打合せ 札幌 大塚夏彦、中村栄作、佐々木秀郎、久

保木 眞、田中 淳、市川克己、鈴木

慶律 

7 

2020.2.17 １ 学会発表 紋別 大塚夏彦、森木亮 2 

2020.3.26 1 研究打合せ 札幌 大塚夏彦、中村栄作、佐々木秀郎、久

保木 眞、田中 淳、市川克己、中澤

政道、鈴木慶律 
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【研究論文や著書等】 

 

著者名, 発行年, 論文タイトル, 掲載誌名, 巻・号, ページ, DOI 査読

の 

有無 

IF 分野

(注 3) 

Motohisa ABE and Natsuhiko OTSUKA.(2019):Northern Sea Route (NSR) as a Major 

Transport Route: Opportunities and Challenges. Asian Transport Studies. Volume 5, 

Issue 4, pp.617-634. DOI https://doi.org/10.11175/eastsats.5.617 

有  ⑤ 

Natsuhiko OTSUKA, Hideo SASAKI, Tomomi KAKIZAKI, Eisaku NAKAMURA and 

Akira MORIKI.(2020): Summary of the Northern Sea Route trial shipping of 

containers, Proc. of The 35th International Symposium on the Okhotsk Sea & Polar 

Oceans 2020, pp.43-45. 

無  ⑤ 

Xiaoyang LI and NAtsuhiko OTSUKA.(2020): Characteristics of ship speed along the 

Northern Sea Route. Proc. of The 35th International Symposium on the Okhotsk Sea 

& Polar Oceans 2020, pp.46-49. 

無  ⑤ 

A. Moriki , H. Sasaki, E. Nakamura, T.Kakizaki and N. Otsuka.（2020）：Potential of 

container transport of Northern Sea Route ~from trial shipping between Helsinki and 

無  ⑤ 
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Tomakomai. ISAR-6/Sixth International Symposium on Arctic Research 

X. Li and N. Otsuka.(2020): Overview and prospect of recent shipping activities along 

the Northern Sea Route. ISAR-6/Sixth International Symposium on Arctic Research 

無  ⑤ 

大塚夏彦(2020): 田畑伸一郎・後藤正憲編著、北極の人間と社会（第 1 部第 1 章、

北極海航路）. スラブ・ユーラシア叢書 14. 北海道大学出版会．ISBN978-4-8329-

6856-1, pp.17-44. 

無  ⑨ 

大塚夏彦(2020)：北極海航路の歩みと展望. ユーラシア研究, 2019-6, No.60. 

ISBN978-4-903619-96-5 

.pp.3-8. 

無  ⑨ 

(注 3) 分野：① 化学 ② 材料科学 ③ 物理学 ④ 計算機＆数学 ⑤ 工学  

⑥ 環境＆地球科学 ⑦ 臨床医学 ⑧ 基礎生命科学 ⑨ 人文社会系 

 

【研究発表】 

 

発表年月日 発表者名 発表タイトル 発表学会等名称 発表地 招待

講演 

(〇) 

2019.4.11 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

北極海航路を通じた

発展戦略への提言 

第 32 回経済同友会

全国セミナー 

新潟 〇 

2019.5.17 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

世界と北極、地球環

境変化のもとで進む

北極の利⽤ 

日本技術士会北海

道本部北方海域技

術研究委員会特別

講演会 

 〇 

2019.8.16 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Japan’s Arctic 

Policy and observer 

status of the Arctic 

Council”. 

North Pacific Arctic 

Conference 2019 

米国（ホ

ノルル） 

 

2019.9.3 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Step forward to the 

new Arctic research 

through 

transdisciplinary 

cooperation 

North Pacific Arctic 

Research 

Community 2019 

Meeting in Sapporo 

札幌  

2019.9.23 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Prospects for the 

development of the 

transport system of 

Yakutia "river / sea" 

Northern 

Sustainable 

development Forum 

ロ シ ア

（ ヤ ク ー

ツク) 

 

2019.10.11 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Commercial and 

navigational 

feasibility of the 

Northern Sea Route 

Arctic Circle, 

Breakout Session 

Smart and 

Connected Arctic 

Engineering 

ア イ ス ラ

ンド（レイ

キ ャ ビ

ク） 

 

2019.10.11 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Japan’s story for 

study and business of 

the Northern Sea 

Route 

Arctic Circle, 

Breakout Session 

Science meets 

Society: toward the 

co-designing of 

Arctic Research 

ア イ ス ラ

ンド（レイ

キ ャ ビ

ク） 

 

2019.11.16 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Transformation of 

the logistics network 

in the Far North 

Panel discussion 

program “North for 

work and life” 

ロ シ ア

（ノリリス

ク） 
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as part of the 

WWCAM -2019 

(World Winter 

Cities Association 

for Mayors ) 

2019.12.6 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Northern Sea Route:  

Current Status and 

Future 

CANADIAN-

JAPANESE 

EXCHANGE ON 

THE LAW OF THE 

SEA 

カ ナ ダ

（ハリファ

ックス） 

〇 

2019.12.12 森木 亮（北海道大学北

極域研究センター） 

Analysis of potential 

cargo items for 

maritime transport 

from/to Japan via 

NSR 

The 8th Arctic 

Shipping Seminar 

Korea, 2019 

韓国( 釜

山) 

 

2020.2.10 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター 

Different aspects of 

Arctic shipping, 

feasibility studies 

concerning the NSR, 

port development 

 

Finnish-Japanese 

Arctic Studies 

Seminar 2020 

Infrastructure 

Development and 

Sustainable Use of 

the Arctic Ocean 

フ ィ ン ラ

ン ド （ ロ

バ ニ エ

ミ） 

〇 

2020.2.17 大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター）、

佐々木秀郎・蠣崎友美

（苫小牧港管理組合）、

中村栄作（北海道 21 世

紀総合研究所）、森木 

亮（北海道大学北極域

研究センター） 

Summary of the 

Northern Sea Route 

trial shipping of 

containers 

The 35th 

International 

Symposium on 

Okhotsk Sea & 

Polar Oceans 

北 海 道

紋別市 

 

2020.2.17 Xioyang.Li（北海道大学

北極域研究センター）、

大塚夏彦（北海道大学

北極域研究センター） 

Characteristics of 

ship speed along the 

Northern Sea Route 

The 35th 

International 

Symposium on 

Okhotsk Sea & 

Polar Oceans 

北 海 道

紋別市 

 

2020.2.27 森木 亮（北海道大学北

極域研究センター） 

最近の北極海航路

関係の動きについて 

北極海航路整備に

関する JAXA【共同

研究】2019 年度第 2

回全体検討会 

東京都  

2020.3.16 A. Moriki, H. Sasaki , E. 

Nakamura, T.Kakizaki 

and N. Otsuka1 

Potential of container 

transport of Northern 

Sea Route 

~from trial shipping 

between Helsinki and 

Tomakomai 

The Sixth 

International 

Symposium on 

Arctic Research 

(ISAR6) 

Web  

2020.3.16 X. Li and N. Otsuka Overview and 

prospect of recent 

shipping activities 

along 

the Northern Sea 

Route 

The Sixth 

International 

Symposium on 

Arctic Research 

(ISAR6) 

Web  
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【特許等】 

なし 

 

【本共同研究に関連して実施した集会(注 4)等】 

 

実施日 実施地 集会等名称 目的及び内容概略 対象者 参加人数

(  ) 

2020.1.29 札幌 北極海航路の利

活用に向けた意見

交換会（北海道） 

北極海航路の北海道内港湾

における利活用推進を目指し

て、最新の動向情報を共有す

るもの。2019 年実施のコンテ

ナ試験輸送の概要提供。 

主 に 研 究 者

以外（公的セ

クター・港湾

関係者） 

21 

2020.3.26 札幌 北海道「北極海航

路」調査研究会 

北極海航路の最新の動向情

報、利活用方策に関する情報

を共有するもの。2019 年実施

のコンテナ試験輸送の概要提

供。 

主 に 研 究 者

以外（公的セ

クター、企業・

経済団体、港

湾関係者） 

25 名を予

定したが、

北海道知

事の緊急

事態宣言

を受けて

中止し

た。 

 

【本共同研究の発展】 

令和 2 年度科研費 基盤研究(B)応募中：  

北極海航路における氷況と航行可能速度の評価および航行障害発生条件の把握 
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【アウトリーチ、取材、その他】 

 

(1) 日本海事新聞 10 月 23 日 

 

  
日本海事新聞 10/23 

日本海事新聞 
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(2) 日本海事新聞 10 月 23 日 

 
 

 

(3) NHK 10 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海事新聞 
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(4) 日本経済新聞 10 月 10 日： 

 

 
 

（5）プレスリリース 

2020.3 月を目標に、北海道大学・苫小牧埠頭㈱・苫小牧港管理組合による共同プレスリリースを、北海

道にて準備中。仮題『北極海航路によるコンテナ試験輸送と貨物環境の計測結果の成功』。 


