(別紙様式１０)

２０２１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
【研究課題名】：

■産学官連携課題設定集会

氷工学分野における産学官連携課題設定のための研究会

【研究期間】：2021 年度（2021 年 10 月 12 日～2022 年 3 月 31 日）
【共同研究員】
共同研究員

氏名

所属・職名

専門分野

区分
(注 1)

研究代表者

宇都正太郎

北海道大学北極域研究セン

氷工学

ター・教授

船舶海洋工学

研究分担者 赤根 英介

国立研究開発法人海洋研究

海洋観測計画

（拠点外）

開発機構 北極域研究船推

(注 2)

進室・室長代理

（拠点内外）
(注 2)

安齋 圭祐

ジャパンマリンユナイテッ

船舶海洋工学

ド株式会社 技術研究所 氷
海研究グループ・研究員

泉山 耕

北海道大学 北極域研究セ 氷工学
ンター・研究員

大山 元夢

大学共同利用機関法人

国

流体工学

立極地研究所 北極海氷情
報室・特任技術専門員

尾関 俊浩
木岡 信治

北海道教育大学 教育学部 物 理 学 , 地 球
札幌校・教授

惑星科学

国立研究開発法人土木研究

土木工学

所

寒地土木研究所 寒冷 氷工学

沿岸域チーム・主任研究員
金野 祥久
澤村 淳司

工学院大学 工学部 機械 船 舶 海 洋 工 学
工学科・教授

流体工学

大阪大学 工学研究科 地球

船舶海洋工学

総合工学専攻・助教

舘山 一孝

北見工業大学 工学部 地球

雪氷学, 海洋

環境工学科・准教授

学, 衛星リモー
トセンシング

長谷川賢太

国立研究開発法人海上・港
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海洋工学

湾・航空技術研究所

海上

氷工学

技術安全研究所・主任研究
員

松沢 孝俊

国立研究開発法人海上・港
湾・航空技術研究所

船舶海洋工学

海上

技術安全研究所・主任研究
員

水野 滋也

ジャパンマリンユナイテッ

船舶海洋工学

ド株式会社 技術研究所 氷
海研究グループ・グループ
長

山内 豊

ジャパンマリンユナイテッ

船舶海洋工学

ド株式会社 技術研究所・技
監

早稲田卓嗣

東京大学大学院 新領域創

応用海洋物理

成科学研究科・教授

学

研究分担者 大塚 夏彦

北海道大学 北極域研究セ 船舶海洋工学、

（拠点内）

ンター・特任教授

(注 2)

矢吹 裕伯

大学共同利用機関法人

海上物流

国 雪氷学、寒冷圏

立極地研究所・特任准教授

水循環学、凍土
学

山口 一

大学共同利用機関法人

国 船舶海洋工学

立極地研究所・特任教授
研究協力者

浅沼貴之

独立行政法人石油ガス・金 海洋工学
属鉱物資源機構・調査役

(注 2)
(注 3)

西

竜也

一般財団法人日本海事協会

船舶海洋工学

船体開発部・技師

(注 2) 拠点内外については、募集要項別添の北極域研究共同推進拠点を形成する３研究施設の
研究者リストをご覧ください。
(注 3) 計画申請書に含まれていなかった方でも結果的に本共同研究に参画された方（招へい者等）
が居られれば、研究協力者として記述して下さい。
【研究の内容】
(1) 概要を 400 字以内（文字のみ）で記載してください。
近年、地球規模の環境変動により北極海の海氷の減少傾向が明らかになり、我が国においても北
極海航路の利活用や極域資源開発への期待が高まっている。具体的にはロシア・西シベリアのヤマ
ル半島における天然ガス開発プロジェクト Yamal LNG では、LNG 化プラント建造を JGC（日揮ホール
ディングス）が担当するとともに、LNG の北極海を通じての輸送の一部を商船三井が担っている。ま
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た、オビ河を挟んで対岸に位置するギダン半島において、進行中の第二の天然ガス開発プロジェク
ト Arctic LNG 2 についても、JOGMEC・三井物産コンソーシアムが 10 %の権益を有するとともに、商
船三井が輸送に参画する予定である。また JAMSTEC によって 2026 年度に就航を目指した北極域
研究船の建造計画が進行中であり、その建造及び運航に我が国の企業が従事する予定である。
本事業では氷工学に対する研究需要の拡大が想定される機会をとらえて、氷工学分野における
産学官連携課題の設定を目指すとともに、その基盤となる氷工学分野の国内研究者・技術者の交
流及び研鑽の機会を設けること目的とし、約 3 か月に 1 回の頻度で定例会及び特別講演会を開催し
た。このうち定例会は研究分担者が最新の研究成果を報告するとともに、関連研究の包括的なレビ
ューを行う。また特別講演会ではトピックスを定め、国内のゲストスピーカーによる特別講演を企画し、
氷工学分野の貢献について議論するとともに産学官連携課題の設定を目指した。
(2) 図表や写真も交えて、研究の内容や成果等を 2000 字程度でまとめてください。
本課題は 2021 年度第 2 次募集に応募して採択され、2021 年 10 月 12 日より事業を開始した。本
事業では 3 回の研究会を実施した。各回の内容を以下に示す。
（2-1） 第 1 回（2021 年 11 月 4 日）
氷海開発技術をテーマに特別講演会として実施し、独立行政法人石油ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）調査役の浅沼貴之様をゲストスピーカーに迎えた。JOGMEC は海洋開発関係技術を広
く網羅的に理解しやすい日本語で紹介する資料として、海洋工学ハンドブックを発行している。2021
年に出版した第 7 版では氷海開発に関わる内容が大幅に改訂されている。本講演では初めに浅沼
様から氷海開発に関する JOGMEC の取組み及び第 7 版 の概要を紹介していただき、次に氷海編
の執筆者の一人である研究分担者の泉山氏（北大 ARC）が氷海開発技術について講演が行われた。
参加者から活発な質疑が行われ、特に氷海用ドリルシップの位置保持性能推定手法は北極域研究
船に適用可能であるとのコメントがあった。

（JOGMEC 浅沼様講演資料より）
（2-2） 第２回（2021 年 12 月 10 日）
氷海船技術をテーマとし、定例講演会として実施した。はじめに研究分担者のジャパンマリンユナ
イテッド株式会社安齋圭祐氏から「砕氷船型の最適化技術」と題した講演が行われた。我が国で建
造計画が進む北極域研究船は北極域だけではなく、低緯度海域での運用が想定されており、氷中
と平水中の性能を同時に考慮した船型の開発が必要となる。安齋氏は国内唯一の砕氷船設計・建
造メーカーの立場から、このような砕氷船型の最適化に関する最新の研究を報告した。
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次に研究代表者の宇都正太郎氏（北大 ARC）から「海氷の多様性を考慮した氷中抵抗推定法の
提案」と題した研究発表が行われた。本研究会で得られた議論を踏まえて、2022 年 2 月 22 日に第
36 回北方圏国際シンポジウムにおいて「Evaluation of ship resistance in ice regime using ice chart」
と題した研究発表を行った。

（宇都他第 36 回北方圏国際シンポジウム講演資料より）
（2-3） 第 3 回（2022 年 3 月 24 日）
IACS URI と船体氷荷重をテーマに特別講演会として実施し、日本海事協会技師の西竜也様をゲ
ストスピーカーに迎えた。IACS（International Association of Class Societies）は、加盟船級協会間で
統一的に運用するために設けられた船級規則（Unified Requirement : UR） を定めている。このうち 、
極海域航行船舶の船体構造と推進システム を定めた規則が UR I (Requirements concerning
POLAR CLASS )である。はじめに西様から IACS の活動及び UR の審議全般、URI 策定の経緯及び
URI の今後の改定動向について発表が行われた。UR I には構造要件と推進システムに関する要件
が含まれるが、本研究会では前者に着目し、研究分担者の大阪大学澤村淳司様から「南極観測船

「しらせ」構造応答計測と数値計算」と題した貢献を、また同じく研究分担者である海上技術安
全研究所松沢孝俊様から「海上保安庁巡視船「そうや」構造応答計測と氷荷重推定」と題し
た講演が行われた。これらの講演を受けて、IACS UR I への我が国の今後の貢献のあり方を議論し
た。
(3) 本共同研究に関する活動・実績等を下表に記入してください。
①研究打合せ、学会参加・集会(注 4)、調査等
(注 4) 研究代表者、共同研究分担者、研究協力者、招へい者によるもの
日程(月日)

日数

活動内容

場所

(日)
2021.11.4

1 特別講演会

北大

研究代表者、共同研究分担者、研究

参加者数

協力者、招へい者の参加者名・部署

(人)

代表者：宇都正太郎（北大）

及 び オ 分担者：山口一、矢吹裕伯、大山元夢
ンライ （国立極地研究所）赤根英介
ン

（JAMSTEC）山内豊、水野滋也、安齋
圭祐（ジャパン・マリン・ユナイテッド株
式会社）早稲田卓嗣（東京大学）、金
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1７

野祥久（工学院大学）、澤村淳司（大
阪大学）木岡信治（寒地土木研究
所）、松沢孝俊、長谷川賢太（海上技
術安全研究所）大塚夏彦、泉山耕（北
大）
研究協力者：浅沼貴之（JOGMEC）
2021.12.10

1 定例講演会

同上
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代表者：宇都正太郎（北大）
分担者：山口一、矢吹裕伯、大山元夢
（国立極地研究 所）山内豊、水 野滋
也、安齋圭祐（ジャパン・マリン・ユナイ
テッド株式会社）早稲田卓嗣（東京大
学）、金野祥久（工学院大学）、澤村淳
司（大阪大学）木岡信治（寒地土木研
究所）、長谷川賢太（海上技術安全研
究所）大塚夏彦、泉山耕（北大）

2022.3.24

1 特別講演会

同上
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代表者：宇都正太郎（北大）
分担者：山口一、矢吹裕伯、大山元夢
（国立極地研究 所）山内豊、水 野滋
也、安齋圭祐（ジャパン・マリン・ユナイ
テッド株式会社）早稲田卓嗣（東京大
学）、金野祥久（工学院大学）、澤村淳
司（大阪大学）木岡信治（寒地土木研
究所）、松沢孝俊、長谷川賢太（海上
技術安全研究所）大塚夏彦、泉山耕
（北大）
研究協力者：西竜也（NK）

②研究論文：該当なし
③研究書等著書
著書名・著者名

出版年月

該当なし
④特許等出願
特許、実用新案、商標
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出版社名

該当なし
⑤研究発表(資料添付も可)
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

招待
講演
(〇)

2022.2.22

宇都正太郎(北大北極域研 Evaluation
of 第 36 回北方圏
究センター)、豊田威信（北 ship resistance 国際シンポジウ
in ice regime ム
大低温科学研究所）
using ice chart

北 大
（オン
ライン
開催）

⑥国際シンポジウム等(資料添付も可)
参加をした主な国際シンポジウム等
開催時期（年月）

国際シンポジウム等名称

招待講演/議長の有無

該当なし

⑦本共同研究に関し実施(主催、共催、後援等)したシンポジウム・集会(注 6)等(資料添付も可)
該当なし
⑧本拠点共同研究に係る成果が科学研究費などの外部資金の応募(予定を含む)やプロジェクトに
発展した例があればご記入ください。：該当なし
⑨研究成果が一般社会産業界などに還元（応用）された事例や新しい研究分野の開拓や教育活動
に反映された事例(資料添付も可）：該当なし
⑩その他国際研究協力活動事例
事業名

概要

受入人数

派遣人数

該当なし
⑪学会賞等受賞、アウトリーチ、取材、その他
年月日

所在・出典・新聞名等

受賞者・関係者(所属)

研究課題名・賞名・内容等

該当なし
記事コピ－等を添付してください。
⑫コロナ禍の影響と対策
本共同研究へのコロナ禍の影響と対策(改善・代替策、計画変更、工夫等)、助成金執行率(%)につ
いて記述してください。
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影響の事象

対策の有無と内容
(計画変更・中止、改善・代替策、工夫等)

年 1 回の対面式集会開催を企図したが実現でき すべての研究会はオンラインと対面式のハイブリ
なかった。

ッド開催で行い、講演者は可能な限り北大 ARC
内の会場に招聘した。
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