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2020 年度 北極域研究共同推進拠点 共同研究等報告書
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□産学官連携フィージビリティ・スタディ
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（拠点内）

大西 富士夫

地域開発

北海道大学北極域研究センター・准教 国際政治
授

高橋 美野梨

北海道大学 北極域研究センター・助 安 全保障、
教

先 住民族社
会

研究協力者

Aldo Chircop

Dalhousie University・教授

国際海洋法

(注 2)

原田 大輔

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱 資源開発
物資源機構 調査部・担当調査役

Jorge

Garcia 北海道大学 北極域研究センター・助 海洋生態学

Molinos

教

福山 貴史

北海道大学観光学高等研究センター・ 観光学
博士研究員

立澤 史郎

北海道大学大学院文学研究院・助教

シベリア地
域

Marina Lomaeva 北海道大学国際部・特定専門職員
Li Xiayang

国際協力

北海道大学 北極域研究センター・研 海上輸送
究員
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【研究の内容】
(1) 研究内容
北極域研究共同推進拠点の支援により、H28～H29 に実施した産学官連携フィージビリティ・スタ
ディ共同研究『北極域における産業発展シナリオ』により、北極域の産業将来像に関し、予想される
事象の基本的な因果関係・連携構造を検討可能であることが把握できた。本研究では、この先行研
究で用いた 118 のシナリオ項目から重複を整理した 57 項目を抽出し、ISM(Interpretive Structural
Modelling)法を用いて問題構造の解析を行った。その結果として、中心度と影響度によるシナリオ項
目の相互関係の整理、および階層構造化をはかり、各シナリオ項目の相互影響特性を整理した。こ
れより、本手法がシナリオ分析において有用な知見を与える可能性を得た。
表-1 シナリオ項目リスト
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28

zeroize of marginal expense
free WIFI
intensifying Northern Sea Route
Change of nuclear strategy
Controlled immigration and migration
China's ocean advance
Advancing AR & AVR
Low population growth
Decline of main grain production
Generalization of environmental ethics
threat of new disease
Extending land utilization
World wide water shortage
Maldistribution of fishery resource
Strengthening national security
Achievement of non-state actor
Diminishing Greenland ice cap
worsening waste problem
Political awareness of indigenous knowledge and
modern science
World wide middle class increase
Increase of Arctic cruise demand
Advance of Japan-Russia economic cooperation
increase of energy price
Increase of natural gas production
Rising awareness of environmental concerns
Increasing methane from permafrost
Increase of natural disaster
Increasing new natural resource exploitation

S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47

Development of trans Arctic IT network
Transforming world politics and economics
Life of hydro carbons
Shifting crude oil exploitation site to tough area
life of mineral resource
Hydrocarbon reserve in the Arctic
CO2 emission
Society5.0
Micro satellite business
Arctic sea ice retreat
Structural change of marine ecosystems
Changing indigenous people’s life
Achievement of international cooperation
Global warming in the Arctic
Realizing climate change among people
Territorial dispute in the Arctic Ocean
Potential of the Northern Sea Route
Militarization of the Arctic
Maritime activity and political stability in the Arctic

S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57

Arctic governance and politics
Weakening ocean current and response of the world
Warming of atmospheric air
Increase in population
Change in fishery resources
Decreasing solidarity of EU & NATO
Implementation of renewables
Approve of Paris climate accord
Arctic Council
Emerging rational particularism

図-1 シナリオ項目の依存関係
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図-2 ISM 分析による北極の将来シナリオの分析（階層構造）
ただし当該分析では、シナリオ項目の相互関係を十分に抽出できない部分(Linkage グループ)が
多数残る結果となった。この解決策として、実際に起きている事象と今後想定される変化を、専門的
見地から、より的確に整理する必要性のあることが考えられた。このため、北極に関する研究分野を
横断的に網羅する形で研究集会を開催し、国際政治、国際海洋法・海運ガバナンス、北極圏にお
ける資源開発・データケーブルネットワーク、先住民族の信仰と海洋の産業利用、北極海と接続海
域における海洋生態系と生物分布の変化、に関する現
状分析と将来展望に関する議論を実施した。今後は、研
究集会の内容をガイドとして現在のシナリオ項目の構成・
項目・内容を再構築し、シナリオ分析手法の修正、定量
的考察・分析の導入をはかり、北極海の社会・利用に関
する将来シナリオの構築をはかる計画である。

図-3 研究集会
表-2 研究集会(2020.3.09)内容
name
Aldo Chircop
Professor of Law, Dalhousie
University*
Fujio Ohnishi.(ARC)
Minori Takahashi.
(ARC&SRC)
Jorge Garcia Molinos.(ARC)
Juha Saunavaara
Assistant Prof.(ARC)
Daisuke Harada
Japan Oil, Gas and Metals
National Corporation
Natsuhiko Otsuka.(ARC)
Natsuhiko Otsuka.(ARC)

Expected Theme
How the regulation of Arctic shipping has developed, where it stands today and where it
might be going in the near future.
International politics in the Arctic
the question of indigenous people and the exploitation of marine mammals and fisheries
Distribution shifts of marine taxa in the Arctic under contemporary climate changes
Trans Arctic fiber optic cable and regional development
Rising oil &gas flow from Russia to East,
~Current status, role of the Arctic and challenges in the future
Arctic Shipping, today and future
Future scenario of the Arctic
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(2) 本共同研究に関連する活動
日程(月
日)
2020.3.09

日数
(日)
1

活動内容

場所

研究集会
札幌
International seminar
on Arctic Future,
Trans-disciplinary
discussion
of
transforming Arctic
and human society

共同研究員・研究協力者の参
加者名
大塚夏彦、Juha Saunavaara、大
西富士夫、高橋 美 野梨、Aldo
Chircop 、 原 田 大 輔 、 Jorge
Garcia Molinos、福山貴史、立
澤 史 郎 、 Marina Lomaeva 、 Li
Xiayang

参加者数
(人)
12

【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

Natsuhiko OTSUKA, Eisaku NAKAMURA, Akira MORIKI1 and Juha
無
SAUNAVAARA.(2020): Future Arctic utilization Interpretive Structural
Modelling (ISM) approach. Proceedings of The 35th International
Symposium on the Okhotsk Sea & Polar Oceans. pp.131-133.
(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

分野(注
3)

⑨

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

招待

地

講演
(〇)

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

2020.2.17

大塚夏彦 （ 北 海 道 Future
Arctic
大学北 極域研 究 セ utilization,
ンター）
Interpretive
Structural Modelling
(ISM) approach

【特許等】
なし。
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CANADIANJAPANESE
EXCHANGE ON THE
LAW OF THE SEA

カナダ
（ハリ
ファッ
クス）

The
35th 紋別
International
Symposium on the
Okhotsk Sea & Polar
Oceans.(第 35 回北方
圏国際シンポジウム)

〇

【本共同研究に関連して実施した集会(注 4)等】
(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。）
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(

2020.3.09 札幌
（既述と
同じもの）

International
seminar on Arctic
Future,
Transdisciplinary
discussion
of
transforming
Arctic and human
society

地球気候変動が急速に顕 主に研究者
在化する北極域において
表出する経済・社会におけ
る問題に関し、多様な専門
分野を横断して、将来どう
なる可能性があるか、論じ
る。
当初は公開での研究集会
として企画したが、北海道
知事による緊急事態宣言を
受けて縮小開催となった。

)
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【本共同研究の発展】
本研究を本格的に推進するため、令和 2 年度 J-ARC Net(萌芽)共同研究に応募した。

【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。
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研究集会開催案内
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