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9月における北半球の
海氷面積予測

2050年9月の海氷面積予測（IPCC AR5 WG1 

Technical Summary TS-Fig.17）

⚫ 海氷減少
⚫ 海面上昇、極限気象の変化
⚫ 気候変化による植生、生態系の変化

⚫ 海水酸性化や水温上昇等による海
洋生態系の変化

⚫ 海氷減少による経済活動環境の緩
和～産業利用の拡大へ

2050年には、夏の北極
海から海氷が消える可
能性も予測されている。 ⚫何が起こるのか？

⚫地域・社会への影響は？
⚫対応策、持続的利用策は？
⚫北海道の地勢的環境変化
は？
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現状と予測

将来への提案

1．北極域研究センター(ARC)の活動 北極域の海氷の急激な減少
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1. 研究開発
■グローバルな政策判断・課題解決に資する
北極域研究の強化

■観測・解析体制の強化と最先端の観測機器等の開発
■国内の研究拠点のネットワーク形成
■北極圏国における研究・観測拠点の整備
■北極域研究船の検討

2. 国際協力
■科学的知見の発信と国際ルール形成への貢献
■北極評議会の活動への一層の貢献（科学の活用）
■北極圏国等との二国間、多国間協力拡大

3. 持続的な利用
■北極海航路
■資源開発（鉱物資源、生物資源）

「我が国の北極政策」
北大の取組
・異分野連携
・組織的産学官連携
・人材育成

研究強化・大規模化
北極域研究推進PJ
(ArCS、2015.9)

北大の北極域研究機能を集約
北極域のナショナルセンタ－
北極域研究センタ－
(ARC、2015.4)

異分野連携による課題解決研究と
発掘・大規模研究・産学官連携支援

北極域研究共同推進拠点
(J-ARC Net、2016.4)
2016.4～2022.3～

1．北極域研究センター(ARC)の活動 北大の北極域研究の取組

総合海洋政策本部
2015年10月16日
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第3期海洋基本計画 新たに「北極政策の推進」の盛り込み(H30年5月)

「我が国の北極政策」（平成27年10月、総合海洋政策本部決定）に基づき、北極に潜在する可能性と環境変化の脆弱性
を適切に認識するとともに、我が国にとっての北極の重要性を踏まえ、以下のような論点を基本的な考え方として、時宜
を得た主要テーマ施策として新たに取り組むべき「北極政策の推進」があげられた。
(1) 観測・研究活動の推進を通じた地球的課題の解決による我が国のプレゼンスの向上
(2) 国際的ルール形成への積極的な参画
(3) 我が国の国益に資する国際協力の推進

河野外務大臣の第6回北極サークル出席(H30年10月19日@レイキャビク)
日本の外務大臣としては初めての出席
我が国の北極政策に関する基調講演(国際社会にとって「望ましい北極」)

第１北極の環境変化のメカニズムが解明され，よく理解され，その変化への必要な対応策が
国際社会で共有される北極。この点に関し，科学研究をさらに進める必要がある。

第２生態系や先住民の生活を尊重しつつ，持続可能な経済活動が探求される北極。
第３ 「法の支配」が確保され，平和で秩序ある形での国際協力が促進される北極。

柴山文科大臣の第2回北極科学大臣会合共同ステ－トメント(H30年10月25日-26日@ベルリン)

・各セッションのテーマについて共同ステートメントが取りまとめられた。
（1）北極における観測網の強化・統合・維持、北極に関するデータへのアクセス容易性の促進、研究インフラの共同利用
（2）北極の変化の地域的・全球的ダイナミクスの理解
（3）北極の環境と社会の脆弱性評価と回復力の構築
・クロージングセッションにおいては、我が国とアイスランド両国の第3回北極科学大臣会合をアイスランド共和国と共催し、
2020年に我が国で開催することを提案し、了承を得た。

1．北極域研究センター(ARC)の活動 最近の政府の動き



研究者コミュニティ

企業関係者
官公庁関係者

北極圏国ステークホルダー

・北極域における新たな産業分野や市場の創出
・北極の諸課題解決に参画する多様で豊富な人材の供給
・課題解決を通して国際社会における日本の地位向上への貢献

・異分野連携による北極の研究に係る新たな学術領域の創成
・異分野連携を通した新たな視点・技術等の導入
・北極の研究に係る国際、産官学の連携推進とコミュニティ拡大

➢ 期待される波及効果等

北海道大学
北極域研究センター

国立極地研究所
国際北極環境
研究センター

海洋研究開発機構
北極環境変動
総合研究センター

②北極域産学官連携の推進 ③北極課題解決
人材育成の推進✓ 北極域オープンセミナー

企業や官公庁の関係者に北極域の最新情
報を提供すると共に新規参入の需要を喚起
✓ 産官学連携課題設定集会
産官学が共同で解決にあたる課題を議論し、
共同研究を形成する機会を提供
✓ 産官学連携フィージビリティ・スタディ
産官学連携による課題解決研究を進めるた
めの実現可能性調査活動を支援

俯瞰的視野を持ち、北極の
課題解決に貢献する人材を
育成するためのコースを提供。
提供するコースでは、北大が
設置する日露ジョイントセン
ター等を活用し、北極域で
フィールド研修等を実施

①研究者コミュニティの支援

✓ 萌芽的異分野連携共同研究
共同研究集会や一般共同研究の実績も踏まえて企画された異分野
連携による課題解決に関する萌芽的研究を促進
✓ 一般共同研究
自然科学系、人社系、実学系など幅広い研究者の自由な発案による
共同研究を促進
✓ 共同研究集会
研究者を対象に、各共同研究に係る研究プロジェクトを形成するため
の議論の機会を提供

④成果の発信 ✓ 国際シンポジウム 拠点の活動に関する成果の発信と、有識者による事業の展開に関する議論を実施
✓ HP等媒体整備 共同研究や共同研究集会の成果を集約するとともに、拠点の情報を掲載し公開

北極域課題解決に資する
①異分野連携による先端的・学際的共同研究推進
②産官学の取組促進

③人材を育成（俯瞰的視野。産学官若手）

代表

52．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業 本年度実施事業



北極域の自然科学、人文社会科学分野などの最新情報提供
産業界、官公庁からの北極域の課題解決に向けた新規参入を喚起

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度オ－プンセミナ－

第1回 将来の北極域、北極海航路と北海道

参加者数
産/ 官/ 学

44 19 24

第2回 北極海・航路の利活用とその展望2017/3/17 
@東京

2017/1/17        
@札幌

24 14 28

第3回 産業創出(海運・物流、石油・LNG、通信、水産、農業・食品)に向けた北極域の利活用
2017/7/24
@札幌

75 24 27

第4回 北極域をめぐる経済開発と国際的ガバナンスの動向 25 14 402017/12/14
@東京

2018/7/20
@札幌

2018/12/12
@東京

第5回 最新の北極域研究の進展と
産業・社会への応用の
可能性に向けて

第6回 最新の北極域観測・予測
技術と産業への応用の
可能性と課題

(1) AMAP(北極評議会－北極モニタリングアセスメントプログラム作業部会)報告書から見る北極研究
(2) 研究北極域から日本への気候影響とその予測
(3) 北極海航路の新たな活用モデル ～可能性と課題
(4) 気候変動がサケの生活史とバイオマス動態に及ぼす影響

～今後の持続可能なサケ資源管理に向けて
(5) 北極域観光・クル－ズの現状と展望 ～北海道を含む広域クル－ズの可能性
(6) 北極海光海底ケーブルの実現可能性とその波及効果

- 第3回北極経済評議会ブロ－ドバンドサミット(6/27-28)の話題から

(1) 気候変動観測衛星「しきさい」による北極域観測とその応用
(2) 気候変動による北極域永久凍土の変化・動向とその影響
(3) 気候変動下における北方圏の水産資源 ― 経済影響評価の考え方
(4) 海洋地球研究船 「みらい」 による北極海観測と砕氷船への期待
(5) 最新の砕氷船における北極域海洋・海氷の観測とその応用
(6) 北極海航行支援に向けた観測・予測技術の展望と砕氷船への期待

21 19 26

31  2 19

大計 453 220/ 83/150

H30年度小計 52 21 45
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【Q2】北極域に関し、自然科学系のどの分
野に興味をお持ちですか?

【Q1】本オ－プンセミナ－は

役に立ちましたか?

【Q5】北極域への産業創出に向け
てオ－プンセミナ－に何を期待
しますか?

大いに役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

1.船舶
2.海洋・海氷
3.気候変動

4.気象
5.航空宇宙
6.天然災害
7.生物生態

8.通信
9.建築土木

10.雪氷
11.陸圏・永久凍土

12.大気
13.健康衛生

14.統計
15.その他

16.医療

1.国際関係
2.経済

3.政策・ガバナンス
4.人間社会

5.政治
6.法律・規律

7.人類・言語・文化
8.哲学・宗教
9.教育・心理

10.考古学
11.文学・歴史

1.興味の深まり
2.産官学共同取組

3.政策提案
4.知識の広がり

5.国際協力
6.課題発掘促進

7.経済評価
8.その他

1.海運・北極海航路
2.オイル・ガス

3.観光
4.漁業
5.鉱物

6.海底ケ－ブル
7.造船
8.物流

9.医療・福祉
10.航空宇宙

11.農業・食品
12.教育
13.金融

森林・製紙
14.建築土木
15.土地家屋

16.重工業・プラント
17.娯楽

18.その他

【Q4】北極域に関し、どの産業分野の展
開に興味をお持ちですか?

【Q3】北極域に関し、人文社会科学系で
どの分野に興味をお持ちですか?

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度オ－プンセミナ－
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J-ARC Net

事業 分野
助成額(最大)

(万円/年度)

X 採用件数

期間
(年)

年度 採用件数

研究者
コミュニティ
支援事業

萌芽的異分野
連携共同研究

250 X 1 最大2

2016 1

2017 0

2018 3

共同推進研究 70 X10 1

2016 9

2017 16

2018 8

共同研究集会
50 X 4 1

2016 8

2017 7

2018 5

産学官連携
支援事業

産学官連携
フィ－ジビリスタディ

250 X 2 最大2

2016 3
2017 1

2018 3

産学官連携
課題設定集会

50 X 4 1

2016 2
2017 3
2018 2

計：71 (研57/産14)

2016 23 (研18/産5)

2017 27 (研23/産4)

2018 21 (研16/産5)

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度公募共同研究
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研究者コミュニティ支援事業
萌芽的異分野連携共同研究：3件

研究代表者所属 研究代表者 研究課題名 分野
東京大学大学院
新領域創成化学無研究科

山口 一
北極域を対象とした国際的異分野連携共同研究・教育に向けたスウェーデン・米国・
ロシアとのコミュニティ形成

教育
異分野連携

国立極地研究所 猪上 淳 MOSAiC国内共同研究スタートアップ
気象
学際的研究

元放送大学 本多 俊和 北米北極域における気候変動起因の環境的社会的課題への日本的貢献の在り方
人間・社会
異分野連携

共同推進研究：8件
研究代表者所属 研究代表者 研究課題名 分野

北海道大学大学院理学研究院 古屋 正人 東シベリア平原の森林火災に伴う地盤変動の時空間変化の検出とモデリング 災害

横浜国立大学 齊藤 孝祐 北極域における自治と基地－視点の相対化に向けて－ ガバナンス

国立極地研究所
地圏研究グループ

金尾 政紀 グリーンランド氷床モニタリング観測網（GLISN)データを用いた氷河地震活動・氷床
内部構造・氷床底面融解度の時空間変動の研究

観測・予測

東海大学海洋学部 合田 浩之
北極域を航行する船舶の船用燃料の利用状況に関する調査研究
エネルギ－評価会社

北極海航路

北海道大学大学院
水産科学研究院

松野 孝平
季節海氷域における海氷期の生態系構造に関する研究
紋別市

生態

北海道大学
アイヌ・先住民研究センター

近藤 祉秋 北極域における人新世の生業システム 人間・社会

北海道大学大学院
理学研究院

増田 隆一 フィンランド・ロシア・日本を含む北方圏動物集団の遺伝的多様性と生物多様性の保
全に関する国際共同研究

生態

京都外国語大学 竹内 俊隆
北極域を巡る日中韓の相克と協調に向けた政策的インプリケーションの構築：中国
の台頭を念頭に

ガバナンス

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度公募共同研究
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共同研究集会：5件

研究代表者所属 研究代表者 研究課題名 分野
北海道大学
スラブ・ユー ラシア研究セン
ター

高橋 美野梨 『The Influence of Sub-State Actors on National Security』成果 報告シンポジウム ガバナンス

東京海洋大学学術研究院 溝端 浩平 北極海環境変動に関する発展的な異分野連携共同研究策定のための研究集会
研究計画
教育
異分野連携

北海道大学大学院
文学研究科

立澤史郎 ”先住民主体の気候変動適応に資する地域研究”ワークショップ の開催 人間・社会

岡山大学
理学部地球科学科

青木 輝夫 北極域研究計画ワークショップ (長期北極研究計画の策定) 異分野連携

中央大学研究開発機構 片石温美 北極域の環境変化と日本周辺の水産資源への影響に関する研究集会 生態/水産

研究者コミュニティ支援事業(つづき)

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度公募共同研究
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産学官連携支援事業

産学官連携フィージビリティ・スタディ：1件

研究代表者所属 研究代表者 研究課題名 分野

アラスカ大学
フェアバンクス校

岩花剛
【継続】永久凍土融解に伴うインフラ破壊および地表面変化の把握と対策
北大、岩田地崎、JAXA、ヤク－ツク国立建築計画科学研、三重大

土木・建築

北海道大学
北極域研究センター

大塚 夏彦
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
北大、北海道21世紀総研、苫小牧港管理組合

海運・物流

海洋研究開発機構北極環
境変動総合研究センター

赤根 英介
「北極海航路運航支援パッケージ（仮称）」の確立に向けた要素検討
JAMSTEC、東大、北見工大、工学院大、海上技術安全研、JAXA、ウエザ－ニュ
－ズ、商船三井、日本海事協会、国立極地研、日本造船技術セ、ロシア北極・南
極研

海運・物流

海洋研究開発機構北極環
境変動総合研究センター

菊地 隆
菊地 隆 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
JAMSTEC、東大、三菱造船、ジャパンマリンユナイティッド、国際石油開発帝石、
商船三井、ゼニライトブイ、北大、国立極地研

エンジニア
リング

産学官連携課題設定集会：3件

研究代表者所属 研究代表者 研究課題名 分野

システム工学研究所株式会
社

中澤直樹
氷海域における油流出問題研究会
システム工学研、東大、日本作業船協会、エンジニアリング協会、JAMSTEC、
北大、ウェザ－ニュ－ズ、クロシマシステム設計

石油開発
海運

低温圏工学研究所 赤川敏
永久凍土と海氷に関する研究会
低温圏工学研、北大、システム工学研、八戸工大、エンジニアリング協会、
クロシマシステム設計、極地研

土木・建築

2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業
H30年度公募共同研究

11
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2．北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)事業

H30年度課題解決型人材育成

課題解決型人材育成講座
2018年11月21日〜22日@札幌＆東京
参加者:33人 (産:13, 官:3, 学:16)

オープニング＆ガイダンス
（1）地理と歴史
（2）大気開発と先住民
（3）氷河・氷床
（4）海洋
（5）海の生態系
（6）陸の生態系
（7）北極海航路
（8）資源開発
（9）人間と社会
（10）ガバナンス
（11）データマネジメント
プレゼンテーションとディスカッション
懇親会
閉会式

ウィンタ－スク－ル
フィールドコース:「北の環境と革新」
北大/北東連邦大学/極寒生物問題研究所
ジョイントリサ－チラボ活用
+HaRP(日露経済協力・人材交流に資する人材育成
プラットフォーム)

2019年2月21日～3月2日
@ウラジオストク、サハ共和国ヤク－ツク
支出：すべての供給
参加者：産業、政府、研究者
日本：6人(産:1,官1, 学:4)、ロシア：5人
言語：英語

プログラム
（1）ウラジオストク市

ツア－
（2）自然環境体験
（3）入門セミナーと
自然史

（4）講義とツアー
a）経済と教育
b）生活
c）歴史と文化
d）参加者フォーラム

東京会場

マンモス博物館巡検



ArCS 日露北欧協力拡大拠点公募事業 各国の研究機関 北極協議会等

北極域研究共同推進拠点(J-ARC Net)

自然科学系
予測チーム

人文社会系
予測チーム 企業

官公庁

大学

精緻な将来予測

北極環境変動適応・緩和策検討プラットフォーム

北極海航路 天然資源開発

異分野連携による予測

北極に関する情報・データ・人脈の集積

情報・データ・人脈 情報・データ・人脈

海底ｹ-ﾌﾞﾙ 他

13

産学官協働

産業創出
漁場開発 観光ﾂ-ﾘｽﾞﾑ

北極域の環境変動
社会的影響・分析評価
・気象変動
・海氷減少／航路可能性
・鉱物資源開発コスト
・水産資源変動
・凍土減少／森林資源
etc.

情報集約・人脈
温暖化
海氷減少
雪氷・凍土融解
海洋淡水化
生態系変化
海岸浸食
etc.

21世紀の社会・
産業構造を変革

3. 産学官連携活動 持続的な産業創出に向けた取り組み
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3. 産学官連携活動 国際会議・アウトリ－チ等

イベント 主催等 開催場所 内容・期待・アウトリ－チ

2018/06.27-28

第3回ブロ－ドバンドサミット
2018と、デ－タセンタ－(石狩・
札幌)サイトビジット

北極経済評議会(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ)主催
道/道経済同友会/北大ARC共
催

札幌
(北極圏外
初)

北欧～アジアを結ぶ北極海海底ケ－ブルの事業可能性、
北海道陸揚げ地としての優位性・課題
(⇒「早ければ2022年には開通を目指す」、記者会見・新
聞記事)★

2018/06.28

持続可能な北極域観光国際会
議「Sustainability is Cool in 

the Arctic Tourism」

フィンランド労働経済産業省主
催
道/道経済同友会/北大ARC/

フィンランド大使館共催

札幌
(本邦初)

持続可能な北極域観光の現状と将来、有望性と課題、産
業界からの潜在的魅力、北海道との類似性・連携
(⇒持続可能な北極域観光、北海道との連携の関心高ま
り⇒2019年度共同研究3件発足予定) ★

2018/10.28-11.1

「北極海航路の拠点形成に向
けた現地調査」に参加

2018/10.28-11.1
道/道経済同友会/北海道二十一世紀
総研/北大ARC/石狩湾新港管理組合
/苫小牧港管理組合/北日本港湾ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ/寒地港湾技術研究ｾﾝﾀ-

ﾍﾟﾃﾛﾊﾌﾞﾛﾌ
ｽｸ･ｶﾑﾁｬｯ
ｷ-/ｳﾗｼﾞｵｽ
ﾄｯｸ

道内港湾が北極海航路の拠点形成に向けて必要となる
取組に資すること及び現地におけるインフラの整備状況
把握
(⇒北海道拠点港の課題明確化と検討の前進)

2018/11.05

北極海航路運行支援システム
構築に向けた国際シンポジウ
ム

J-ARC Net主催 東京 ロシア極域研究機関から専門家を招聘し、支援システム
に必要な技術と信頼性、期待できる将来技術、ロシア研
究機関との連携
(⇒北極海航路運行、研究砕氷船建造への貢献)★

2018/11.27

第3回産業界からの意見集約
のための北極域技術研究フォ
－ラム講演会

J-ARC Net主催 東京 ノルウェ－と韓国から北極域産業開発と船舶の講師を招
聘し、石油ガス、砕氷船開発に向け議論と開発技術と北
極域研究砕氷船に関するニ－ズ調査を実施(⇒砕氷船の
ニ－ズ調査結果は要望書として文科省に説明・提出)★

2019/02.19

第34回北方圏国際シンポジウ
ム(オ－ツク海と北極海)に於い
て産学官ワ－クショップ開催

2019/02.19

紋別市主催、北大ARC後援、
ワ－クショップJ-ARC Net主催

紋別 J-ARC Net産学官共同研究活動成果発表、産業界ニ－
ズ、北極海航路(LNG運行、試行検討、支援システム構
築、使用燃料動向)、油流出、永久凍土の融解と影響、流
氷プランクトン調査等口頭発表10件)

2019/02.15

北極海海運国際シンポジウム
J-ARC Net主催 札幌 アラスカ、中国、韓国から専門家を招聘し、北極海航路の

最適ル－ト比較、航行の現状、船舶停泊調査、北極観光
クル－ズ船、北海道の北極海航行の展望(道)、ACの北
極海海運評価、北極海海運の安全性と環境保全



■北極域
オ－プンセミナ－

10/17

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ通信社・

ｼﾆｱ社等招聘ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

10/18

さくらｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ
石狩ﾃﾞ-ﾀｾﾝﾀ-

見学

2018/2/上旬
ﾌﾞﾛ-ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻﾐｯﾄ
札幌誘致成功

2018/1/上旬
北極経済評議会AEC主催
第3回ﾌﾞﾛ-ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻﾐｯﾄ
札幌誘致プロポ－ザル提出
(道/道経済同友会/北大)

北極海・公海

3. 産官学連携活動 持続的な産業創出に向けた取り組み

2018/6/27-28

第3回ﾌﾞﾛ-ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻﾐｯﾄ
開催(北大・札幌)

サイトビジット
・@石狩
・Infinite Loop and Crypton 

Future Media@札幌

さくらｲﾝﾀ-ﾈｯﾄﾃﾞ-ﾀｾﾝﾀ-@石狩

第3回ﾌﾞﾛ-ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻﾐｯﾄ@札幌

2017/3/17・7/24

北極海海底ｹ-ﾌﾞﾙ
講演

報告講演
2018/7/20

15
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日欧新通信ケーブル北海道接続を有力視

フィンランド通信企業

日本経済新聞(ネット) 2018/6/27 22:00

フィンランドの国営企業で通信ケブル事業を手がける
シニア（ヘルシンキ）は27日、札幌市で開いた記者会
見で、北極海を経由してアジアと欧州を結ぶ通信ケー
ブルの陸揚げ地に北海道を有力視していることを明ら
かにした。冷涼な気候やアジア諸国に近いという利点
を強調。2022年の利用開始をめざし、日本の通信企業
などとの連携を呼びかけていく。

3. 産官学連携の活動 ブロ－ドバンドサミット



■北極域
オ－プンセミナ－

北海道庁、
釧路市、室蘭市、苫小牧市、
旅行会社、コンサルタント等
情報交換会

北極域+北海道

3. 産官学連携の活動 北極域観光国際会議

2018/7/20

北極域観光・
クル－ズ講演

2018/6/28

北極域観光国際会議
”Sustainability is Cool in 

Arctic Tourism”

https://www.ytk.jp/cruise/other/area/arctic.html

異分野融合型による北極ツーリズムの展開
2019年度
■J-ARC Net 北極域観光・クル－ズ産学官
連携等共同研究3件応募

■J-ARC Net 産学連携(観光会社)

「北極域基礎市民講座」開設予定

17
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砕氷機能を有する
北極域研究船

みらい (参考)

全長(m) 125 128.5

幅(m) 23 19

深さ(m) 12.4 10.5

喫水(m) 8 6.9

国際総トン数(GT) 12,000 8,706

連続砕氷能力(m) 30ノットにて平坦氷1.2 なし

Ice Class PC4 PC7相当

乗員(内、研究者)(名) 90～99 (55～60) 80 (50)

搭載ヘリ数(機) 2 無し

観測能力 「みらい」同等以上

運用形態 極域はもとより、世界の
あらゆる海で観測可能。
北極海では厳冬期を除
き観測可能

設計・建造機関(年) 4～5

J-ARC Net 産学官連携
「北極域技術研究フォ－ラム」
研究砕氷船ニ－ズ調査

北極海航路運行支援システム
構築に向けた国際シンポジウム

結果 J-ARC Net ホ－ムペ－ジに記載
http://j-arcnet.arc.hokudai.ac.jp/news/21954/

3. 産官学連携の活動 砕氷機能を有する北極域研究船ニ－ズ調査

文科省に要望書提出・説明

http://j-arcnet.arc.hokudai.ac.jp/news/21954/
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Cryosphere Engineering Lab.

System Engineering Association

一般社団法人寒地港湾技術研究センター

COLD REGION PORT AND HARBOR 

ENGINEERING RESEARCH CENTER

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
АРКТИЧЕСКИЙ И АНТАРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФГБУ "ААНИИ")

3. 産官学連携の活動 H30年度 J-ARC Net 産学官連携共同研究

紋別市

共同研究参加団体

http://www.kanchi.or.jp/


【連絡先】
産学官担当
田中雅人（北極域研究センター 特任教授）
mtanaka@arc.hoｋudai.ac.jp

http://www.arc.Hokudai.ac.jp

Tel：011-706-9624 

Fax:011-706-9623

1,598トン
おしょろ丸五世（耐氷船）
2018年北極海

北極域研究共同推進拠点事業への参画、お
待ちしています。

・オ－プンセミナ－

・産学官フィ－ジビリスタディ・課題設定集会

・人材育成プログラム 等

ご静聴ありがとうございました!
20

mailto:mtanaka@arc.hoｋudai.ac.jp
http://www.arc.hokudai.ac.jp/

