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(別紙様式１０) 

2019 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： □萌芽的異分野連携共同研究  □共同推進研究 

■産学官連携フィージビリティ・スタディ 

□共同研究集会    □産学官連携課題設定集会 

研究課題名： 産業界からの意見集約のための北極域技術研究フォーラム 

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 福場 覚 ジャパン マリンユナイテッド
株式会社 艦船事業本部 
官公庁船・特殊船統括部 
参与 

氷海船舶  

研究分担者
（拠点外） 

山口 一 東京大学大学院 新領域創
成科学研究科 教授 

氷海予測  

吉永 浩志 三菱造船株式会社 マリン
エンジニアリングセンター 
造船設計部 外艤設計課 
主席技師 

氷海船舶  

黒川 悦彦 国際石油開発帝石株式会
社 技術本部  開発技術ユ
ニット シニアコーディネータ
ー 

資源開発  

柏木 孝夫 株式会社商船三井 技術部 
技術研究所 所長  

船舶運行  

吉田 基 株式会社 ゼニライトブイ 営
業支援室課長 

氷海観測  

研究分担者
（拠点内） 

大島 慶一郎 北海道大学低温科学研究
所 教授 

氷海観測  

矢吹 裕伯 国立極地研究所 国際北極
環境研究センター 

氷海観測  

兒玉 裕二 国立極地研究所 JCAR 事務
局・事務局長 

氷海観測  

研究協力者 
(注 2) 

深町 康 北海道大学低温科学研究
所 教授 

氷海観測  

菊地 隆 国立研究開発法人海洋研
究開発機構 北極環境変動
総合研究センター長 

海洋物理学・極
域海洋学 

 
 

石原 敬浩 海上自衛隊幹部学校 戦略
研究室教官 

安全保障  

宮本 悦朗 株式会社ホッコウ代表取締
役 

ビジネス  

礪波 亜希 筑波大学  ビジネスサイエ
ンス系 准教授 

ガバナンス  

伊東 弘人 セントラルコンサルタント
株式会社 
東京事業本部技術第 3 部み
なとグループ グループ長 

クルーズ  

寳楽 裕 株式会社パスコ 衛星事業
部 GEOINT 部 副部長 

リモセン・宇宙  
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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。 

「産業界からの意見集約のための北極域技術研究フォーラム(Arctic Technology Research 
Forum、以下 ATRF)」は、企業技術者・研究者・官公庁関係者が連携して北極域研究を話し合う

「場」となるものである。産学官の「連携の場」を形成し、専門領域や組織にとらわれない議論

を行い、新たな発想での北極域の研究と基幹的・革新的技術の開発のための産業界からの要望や

意見の取り纏めを行い、これを発信することを目的としている。これまで各年度に産学官を交え

た講演会を実施し、北極に関する現在の活動状況について情報・知見を共有するとともに、これ

からのお互いの活動そして共同研究に繋がる議論を行ってきた。またヒアリングやアンケートを

実施し、産業界からの北極の諸問題に関する意見を取りまとめ、報告してきた。 

なお、当フォーラムは 2016 年度から実施している。 

・2016 年度：第 1 回講演会を 2016 年 2 月 1 日（水）に開催した。主に研究者側から「北極域

における研究の現状・課題」について産業界側に情報提供し、今後の協調について議論した。 

・2017 年度：第 2 回講演会を 2017 年 10 月 31 日（火）に開催した。産業界側から「北極域の

持続可能な利用・発展に資する事業に関して ATRF に期待すること」について情報提供され、パ

ネルディスカッションにおいて議論を行った。 

・2018 年度：第 3 回講演会を 2018 年 11 月 27 日（火）に開催した。「北極域の資源開発と航

路利用」について海外にも目を向け、韓国とノルウェーからそれぞれ「国家戦略としての船舶海

洋工学研究」、「北極海航路や産業開発動向」というタイトルの講演をしていただいた。また、日

本側からも 3 名の方に「北極での石油・ガス開発とその輸送に関する産業・技術動向」について

紹介してもらった。 
・2019 年度：第 4 回講演会を 2019 年 10 月 23 日（水）に開催した。「日本企業の北極ビジネ

スへの参入に必要なもの」と題しはこれまでの活動のまとめと位置づけ、実際に北極圏域での事

業を視野に入れた植物工場、クルーズ、宇宙衛星・リモセンの 3 つの事業を取り上げ、北極域の

安全保障・リスク、ガバナンス等を背景とし、日本企業が北極域ビジネスに参入するために必要

なものについて情報を提供してもらい、本フォーラムのプラットフォーム的な役割を期待してい

ることとして、情報取集の場、意見交換の場、さらには産官学の連携の端緒、などの役割が求め

られていること等を議論した。なお、アンケートも実施し、産業界はビジネス可能性に関する情

報、またビジネスを検討するためのリスク把握のための情報、リスクの低減のための機能、それ

らを行う人材、等が求められていることがわかった。 
さらに、2020 年 2 月 18 日に第 35 回北方圏国際シンポジウム（紋別）の中で開催されたワー

クショップ「北極域をめぐる産学官連携共同研究活動紹介」において、ATRF の活動および第 4

回講演会の概要とアンケートの結果について紹介を行った。 
 

(2) 本共同研究に関連する活動 (研究打合せ、学会参加、調査等)を実施した場合には、下表に記

入してください。 

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) 

2019.5.17 1 第 1 回幹事会 東京 福場 覚、山口 一（※） 

吉永 浩志、黒川 悦彦 

10 

（3） 
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柏木 孝夫、吉田 基 

兒玉 裕二（※）、菊地 隆、田中 雅人

（※）、黒川 明 

2019.6.7 1 第 2 回幹事会 東京 福場 覚、黒川 悦彦、柏木 孝夫、吉

田 基、矢吹 裕伯（※）、兒玉 裕二

（※）、菊地 隆 

田中 雅人（※）、黒川 明 

9 

（3） 

2019.7.09 1 第 3 回幹事会 東京 福場 覚、吉永 浩志、黒川 悦彦、柏

木 孝夫 

吉田 基、矢吹 裕伯（※）、兒玉 裕二

（※）、菊地 隆、田中 雅人、黒川 明 

10 

（2） 

2019.9.3 1 第 4 回幹事会 東京 福場 覚、山口 一、黒川 悦彦、柏木 

孝夫、吉田 基、矢吹 裕伯（※）、菊地 

隆、田中 雅人、黒川 明 

9 

（1） 

2019.10.1 1 第 5 回幹事会 東京 福場 覚、山口 一、黒川 悦彦、柏木 

孝夫、吉田 基、兒玉 裕二（※）、菊地 

隆（※）、田中 雅人（※）、黒川 明 

9 

（3） 

2019.10.23 1 産業界からの意

見集約のための

北極域技術研究

フォーラム第 4 回

講演会 

東京 福場 覚、山口 一、黒川 悦彦、柏木 

孝夫、吉田 基、矢吹 裕伯 

兒玉 裕二、深町 康 

菊地 隆、田中 雅人、黒川 明、石原 

敬浩、宮本 悦朗、礪波 亜希、伊東 弘

人、寳楽 裕 

16 

2019.11.15 1 第 6 回幹事会 東京 福場 覚、山口 一（※）、柏木 孝夫、

吉田 基、田中 雅人、黒川 明 

6 

（1） 

2019.12.9 1 第 7 回幹事会 東京 山口 一、吉永 浩志、黒川 悦彦、柏

木 孝夫、吉田 基、矢吹 裕伯（※）、

兒玉 裕二、田中 雅人、黒川 明 

9 

（1） 

2020.1.28 1 第 8 回幹事会 東京 福場 覚、柏木 孝夫、吉田 基、兒玉 

裕二（※）、田中 雅人、黒川 明 

6 

（1） 

（※）TV 会議参加者 

 

【研究論文や著書等】 
著者名(共著者名含む)、発行年、論文タイトル、掲載誌名、巻・号、ページ数、DOI、査読の有無、イ
ンパクトファクター(IF、分かれば)、分野(表下にある(注 3)から一つ番号を選択)を記入して下さい。 

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) 

Satoru Fukuba, Hajime Yamaguchi, Hiroshi Yoshinaga, Yoshihiko 
Kurokawa, Takao Kashiwagi, Hajime Yoshida, Hironori Yabuki, Yuji 
Kodama, Keichirou Ohshima and Yasushi Fukamachi(2020). Arctic 
Technology Research Forum to consolidate Opinions from Industry, 
Proc., 35rd Int’l. Symposium on Okhotsk Sea and Polar Oceans:127-130 

無  ⑤、
⑥、
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  
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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】 
以下の事項をご記入ください。 
発表年月日、発表者名（共著者を含む）、発表タイトル、発表学会等名称、発表地（国、県、市など）、
招待講演についてはその点も明記してください。 
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) 

2020.2.18 福場覚(ジャパン マリンユナ
イテッド株式会社)、山口一
(東京大学大学院新領域創
成科学研究科)、吉永浩志
(三菱造船株式会社)、黒川 
悦彦(国際石油開発帝石株
式会社)、柏木孝夫(株式会
社商船三井)、吉田基(株式
会社 ゼニライトブイ)、大島
慶一郎(北海道大学低温科
学研究所)、深町康(北海道
大学低温科学研究所/北極
域研究センター)、矢吹裕伯
(国立極地研究所)、兒玉裕
二(国立極地研究所)、菊地
隆(JAMSTEC)、 

Arctic 
Technology 
Research Forum 
to consolidate 
opinions from 
industry ( 産 業
界からの意見集
約 の た め の 北
極域技 術研究
フォーラム), 

第 35 回北方圏
国際シンポジウ
ム 

紋別  

 

第 35 回北方圏国際シンポジウム（2020 年 2 月 18 日） 

 

【特許等】 
特になし 
 
【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(  ) 

2019.10.23 東京 
（エンジ
ニアリン
グ協会） 

産業界からの意
見集約のための
北極域技術研究
フォーラム 

 2019 年 10 月 23 日（水）に
開催した。「日本企業の北極
ビジネスへの参入に必要な
もの」と題しはこれまでの活

北極に関す
る問題に興
味のある企
業・官公庁・ 

42 
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第４回 
講演会 

動のまとめと位置づけ、実際
に北極圏域での事業を視野
に入れた植物工場、クルー
ズ、宇宙衛星・リモセンの 3
つの事業を取り上げ、北極
域の安全保障・リスク、ガバ
ナンス等を背景とし、日本企
業が北極域ビジネスに参入
するために必要なものにつ
いて情報を提供してもらい
議論した。 
 発表者・タイトルなどにつ
いては、別添（講演会プログ
ラム）を参照 

国内外の研
究者 

 

 

第 4 回講演会（2019 年 10 月 23 日） 

 

(注 4) 共同研究者、研究協力者、招へい者以外を含む参加募集によるもの 
実施日、実施地（国、県、市など）、集会等名称、概略内容、対象者（「主に研究者」あるいは「主に研
究者以外」）、参加人数（「主に研究者を対象」とした場合は外国研究機関の所属者の内数について
も括弧内に明記ください。） 
 
【本共同研究の発展】 
特になし 
 
【アウトリーチ、取材、その他】 
取材・新聞掲載などがありましたら、日時、新聞名、記事コピ－を添付して頂くようにお願いします。 
特になし 
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別添 

 

産業界からの意見集約のための北極域技術研究フォーラム第４回講演会 

 日時：令和元年 10 月 23 日（水）13：30～18：00 

 会場：一般財団法人エンジニアリング協会 

 プログラム 
13:30 開会挨拶 

 
菊地 隆 

海洋研究開発機構 

北極環境変動総合研究センター長 
13:35 趣旨説明 

 
福場 覚  

ジャパン マリンユナイテッド株式会社 

艦船事業本部 官公庁船・特殊船統括部 参与 
13:50 
講演 

北極海における安全保障環境の変化 石原 敬浩  

海上自衛隊幹部学校 戦略研究室教官 
ロシア極東地区 極寒の地サハ共和国

に於ける植物工場の建設 
宮本 悦朗  

株式会社ホッコウ代表取締役 

 
複雑化する北極ガバナンス〜日本企業

はどう関われる？動く標的をとらえる

ヒント〜 

礪波 亜希  

筑波大学 ビジネスサイエンス系 准教授 

北極域におけるクルーズビジネスの

現状と日本企業の参入可能性 
伊東 弘人  

セントラルコンサルタント株式会社 

東京事業本部技術第 3 部みなとグループ グループ長 

 
衛星モニタリングビジネスの動向と北

極域でのビジネスの展望 
寳楽 裕  
株式会社パスコ 衛星事業部 GEOINT 部 副
部長 

17:50 
 

今後の北極域拠点活動予定および閉会

挨拶 
田中 雅人 

北海道大学北極域研究センター 特任教授 

18:00 交流会  

 

 

 


