
別記（第一条関係） 

第一南極特別保護地区 
マック・ロバートソン・ランドのテイラー・ルッカリー 
この地区は、南緯６７度２７分４秒東経６０度５２分５８秒の地点を起点とし、同地点と

南緯６７度２７分１７秒東経６０度５３分２９秒の地点を結ぶモーソン海岸の海岸線、同地
点と南緯６７度２７分１７秒東経６０度５３分３１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７
度２７分２１秒東経６０度５３分２７秒の地点を結ぶモーソン海岸の東にある島の東海岸
線、同地点と南緯６７度２７分２２秒東経６０度５３分１９秒の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯６７度２７分２７秒東経６０度５３分７秒の地点を結ぶモーソン海岸の海岸線、同地点
と南緯６７度２７分２９秒東経６０度５３分４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２
７分２９秒東経６０度５３分２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分３０秒東経
６０度５３分の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２９秒東経６０度５２分５７秒
の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２９秒東経６０度５２分５５秒の地点を結ぶ
直線、同地点と南緯６７度２７分２８秒東経６０度５２分５４秒の地点を結ぶ直線、同地点
と南緯６７度２７分２７秒東経６０度５２分５１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度
２７分２７秒東経６０度５２分４９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２８秒
東経６０度５２分４８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２８秒東経６０度５
２分４７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２８秒東経６０度５２分４６秒の
地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分２８秒東経６０度５２分４６秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯６７度２７分２４秒東経６０度５２分４５秒の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯６７度２７分２０秒東経６０度５２分５０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２
７分１９秒東経６０度５２分４９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分１８秒東
経６０度５２分５０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６７度２７分５秒東経６０度５２分
５７秒の地点を結ぶ氷崖の東端の線、及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域（次
の地図の斜線部分）から成る。 



 
第二南極特別保護地区 
ホルム湾のルッカリー諸島 
この地区は、南緯６７度３３分４５秒の緯度線、東経６２度３４分３８秒の経度線、南緯

６７度３８分１０秒の緯度線及び東経６２度２８分の経度線により囲まれた区域にある諸島
及び岩場（次の地図の斜線部分）から成る。 

 



 
第三南極特別保護地区 
バッド海岸のアーデリー島及びオドバート島 
この地区は、ヴィンセンズ湾の沖合にあるアーデリー島及びオドバート島（次の地図の斜

線部分）から成る。 



 
第四南極特別保護地区 
バレニー諸島のサブリナ島 
この地区は、バレニー諸島の中のバックル島の南約３キロメートルのところにあるサブリ

ナ島から成る。 



 
第五南極特別保護地区 
ロス海のボーフォート島 
この地区は、ロス島の北約３７キロメートルのところにあるボーフォート島並びに同島の

北海岸線、東経１６６度５２分４９秒の経度線、南緯７６度５５分３０秒の緯度線及び東経 
１６７度の経度線により囲まれた海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六南極特別保護地区 
ヴィクトリア・ランドのハレット岬 
この地区は、ハレット岬の北海岸にある南緯７２度１９分５秒東経１７０度１４分３５秒

の地点を起点とし、同地点から氷河の北端の線を南西に進み、南緯７２度１９分２８秒東経
１７０度１３分２５秒の地点に至り、同地点からハレット岬の海岸線を北に進み、南緯７２
度１９分１５秒東経１７０度１２分５９秒の地点に至り、同地点からペンギンの繁殖地から
５メートル離れたところにある線を南に進み南緯７２度１９分１９秒東経１７０度１２分５
４秒の地点に至り、同地点から海岸線を北西に進み南緯７２度１９分８秒東経１７０度１２
分２２秒の地点に至り、同地点から南緯７２度１９分８秒東経１７０度１２分２５秒の地点
に至り、同地点からペンギンの繁殖地から５メートル離れたところにある線を北東に進み、
起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第七南極特別保護地区 
南極半島のマルグリット湾のディヨン諸島のエンペラー島 
この地区は、アデレイド島の南西端から南約１３．５キロメートルのところにあるエンペ

ラー島及び同島の中心（南緯６７度５２分２秒西経６８度４２分３１秒）から１，２５０メ
ートル以内の海域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 



第八南極特別保護地区 
南極半島のベルトロ諸島のグリーン島 
この地区は、南極半島のグレアム海岸から西約３キロメートルのところにあるベルトロ諸

島の中のグリーン島の低潮線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第九南極特別保護地区 
サウス・オークニー諸島のモウ島 
この地区は、南緯６０度４３分４０秒の緯度線、南緯６０度４３分４０秒西経４５度４０

分３０秒の地点と南緯６０度４３分５５秒西経４５度４０分１０秒の地点とを結ぶ直線、西
経４５度４０分１０秒の経度線、南緯６０度４４分４０秒の緯度線及び西経４５度４２分１ 
５秒の経度線により囲まれた区域にある陸地及びその低潮線から１０メートル以内の海域 

（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十南極特別保護地区 

サウス・オークニー諸島のリンチ島 

この地区は、サウス・オークニー諸島の中のコロネーション島の南約２００メートルのと
ころにあるリンチ島の低潮線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十一南極特別保護地区 
サウス・オークニー諸島のパウエル島南部及びその近隣の諸島 
この地区は、南緯６０度４２分３５秒の緯度線、西経４４度５８分の経度線、南緯６０度

４５分３０秒の緯度線及び西経４５度４分の経度線により囲まれた区域にある陸地及び低潮
線から１０メートル以内の海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十二南極特別保護地区 
ロバート島のカッパーマイン半島 
この地区は、カッパーマイン半島南東部の地峡にある二つの小屋のうち、西側のものの西

端から西約１００メートルの地点を通る西経５９度４２分１８秒の経度線及びカッパーマイ
ン半島の海岸線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十三南極特別保護地区 
パーマー群島のアーサー湾のリッチフィールド島 
この地区は、アンヴァース島の南西の沖合にあるリッチフィールド島（次の地図の斜線部

分）から成る。 



 
第十四南極特別保護地区 削除 
第十五南極特別保護地区 
グレアム・ランドのマルグリット湾のラゴテルリ島 
この地区は、南緯６７度５２分３０秒の緯度線、西経６７度２２分の経度線、南緯６７度

５４分の緯度線及び西経６７度２７分の経度線により囲まれた区域にある陸地及びその低潮
線から１０メートル以内の海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十六南極特別保護地区 
ロス島のバード岬のカーフリイ浜のニュー・カレッジ谷 
この地区は、バード岬小屋から南に約１００メートルの地点（南緯７７度１３分８秒東経

１６６度２６分９秒）を起点として、同地点から稜線を南東に進み、南緯７７度１３分２０
秒東経１６６度２７分５秒の地点に至り、同地点からバード岬氷帽の西端の線を南南東に進
み、南緯７７度１３分３６秒東経１６６度２７分２２秒の地点に至り、同地点から西方、北
から７１度の方角に引いた直線を西北西に進み、カーフリイ浜の東の崖にある地点（南緯７
７度１３分２８秒東経１６６度２５分４９秒）に至り、同地点から当該崖線を北に進み、起
点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第十七南極特別保護地区 
南極半島のマルグリット湾北西部のエイヴィアン島 
この地区は、マルグリット湾北西部にあるアデレイド島南西端から南約４００メートルの

ところにあるエイヴィアン島及び同島の海岸線から１００メートル以内の海域（次の地図の
斜線部分）から成る。 



 
第十八南極特別保護地区 削除 
第十九南極特別保護地区 
フォルリダス沼及びデイヴィス谷 



この地区は、南緯８２度２６分２３秒西経５１度２４分１６秒の地点を起点とし、同地
点から氷河の縁から５００メートル離れたところにある線を東進し、南緯８２度２６分４
５秒西経５０度５３分４０秒の地点に至り、同地点から南緯８２度２６分４５秒の緯度線
を東進し、南緯８２度２６分４５秒西経５０度５２分１３秒の地点に至り、同地点から氷
河の縁を南進し、南緯８２度２９分３０秒西経５０度５１分５８秒の地点に至り、同地点
から西方、北から１１５度の方角に引いた直線を西南西に進み、南緯８２度２９分３７秒
西経５０度５４分の地点に至り、同地点から西方、北から１６３度の方角に引いた直線を
南南西に進み、南緯８２度３０分９秒西経５０度５５分１１秒の地点に至り、同地点から
西方、北から１３１度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯８２度３０分３４秒西経５
０度５８分５８秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を南進し、南緯８２度３１分４４秒
西経５１度１分５３秒の地点に至り、同地点から西方、北から５９度の方角に引いた直線
を北西に進み、南緯８２度３１分３４秒西経５１度４分５秒の地点に至り、同地点から氷
河の縁を西進し、南緯８２度３１分２７秒西経５１度８分１１秒の地点に至り、同地点か
ら西方、北から１３９度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯８２度３１分５０秒西経
５１度１０分５４秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を南進し、南緯８２度３２分１７
秒西経５１度１３分７秒の地点に至り、同地点から西方、北から１６５度の方角に引いた
直線を南西に進み、南緯８２度３２分３８秒西経５１度１３分５１秒の地点に至り、同地
点から西方、北から１２８度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯８２度３２分５２秒
西経５１度１６分１３秒の地点に至り、同地点から西方、北から９８度の方角に引いた直
線を西進し、南緯８２度３２分５６秒西経５１度１９分の地点に至り、同地点から西経５
１度１９分の経度線を南進し、南緯８２度３３分８秒西経５１度１９分の地点に至り、同
地点から東方、北から１２６度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯８２度３３分１４
秒西経５１度１８分の地点に至り、同地点から東方、北から７９度の方角に引いた直線を
北東に進み、南緯８２度３３分１０秒西経５１度１６分７秒の地点に至り、同地点から西
方、北から１４５度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯８２度３３分２４秒西経５１
度１８分の地点に至り、同地点から西方、北から５８度の方角に引いた直線を北西に進
み、南緯８２度３３分１５秒西経５１度１９分４０秒の地点に至り、同地点から東方、北
から１２度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯８２度３３分６秒西経５１度１９分２
７秒の地点に至り、同地点から西方、北から５７度の方角に引いた直線を北西に進み、南
緯８２度３２分５６秒西経５１度２１分１６秒の地点に至り、同地点から西経５１度２１
分１６秒の経度線を北進し、南緯８２度３２分３８秒西経５１度２１分１６秒の地点に至
り、同地点から東方、北から７０度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯８２度３２分
３２秒西経５１度１９分４０秒の地点に至り、同地点から東方、北から２５度の方角に引
いた直線を北東に進み、南緯８２度３２分西経５１度１７分５３秒の地点に至り、同地点
から氷河の縁を北西に進み、南緯８２度２６分３９秒西経５１度２４分１６秒の地点に至
り、同地点から西経５１度２４分１６秒の経度線を北進し、起点に至る線により囲まれた
区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第二十南極特別保護地区 
ポイント・ジオロジー群島 



この地区は、ポイント・ジオロジー群島にあり、クロード・ベルナール島、ラマルク
島、ジャン・ロスタン島、ル・モーゲン島、ボン・ドクトュール・ヌナタク並びにジャ
ン・ロスタン島、ル・モーゲン島及びボン・ドクトュール・ヌナタクに囲まれたペンギン
の繁殖地の中心（南緯６６度４０分１７秒東経１４０度１分６秒）から１３０メートル以
内の区域（次の地図の斜線部分）から成る。  



 
第二十一南極特別保護地区 



ロス島のロイズ岬 
この地区は、南緯７７度３３分１２秒東経１６６度９分２５秒の地点を起点とし、同地点

と南緯７７度３３分１１秒東経１６６度９分３３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度
３３分１１秒東経１６６度９分３５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度３３分１１秒
東経１６６度９分３９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度３３分１２秒東経１６６度
９分５９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度３３分１３秒東経１６６度１０分２秒の
地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度３３分１５秒東経１６６度１０分６秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯７７度３３分１６秒東経１６６度１０分７秒の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯７７度３３分１４秒東経１６６度１０分２２秒の地点を結ぶロイズ岬の海岸線、同地点
と南緯７７度３３分２７秒東経１６６度１１分８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７７度
３３分１２秒東経１６６度８分１０秒の地点を結ぶロイズ岬の最大高潮時海岸線から５００
メートル離れたところにある線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図
の斜線部分）から成る。 

 
第二十二南極特別保護地区 
ロス島のハット半島のアライヴァル高地 
この地区は、第２Ｔ５１０地点（南緯７７度５０分８．４秒東経１６６度４０分１６．４

秒）を起点とし、同地点から第一火口を越えて北西に進み、南緯７７度４９分５３．８秒東
経１６６度３９分３．９秒の地点に至り、同地点から標高１５０メートルの等高線を北北東
に進み、南緯７７度４９分１８．６秒東経１６６度３９分５６．１秒の地点に至り、南緯７
７度４９分１８．６秒の緯度線を東に進み、南緯７７度４９分１８．６秒東経１６６度４０
分５６．９秒の地点に至り、第二火口の北の縁の線を南に進み、南緯７７度４９分２３．４
秒東経１６６度４０分５９秒に至り、同地点と起点を結ぶ直線を南南西に進み、起点に至る
線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第二十三南極特別保護地区 
ヴィクトリア・ランドのバーリク谷 
この地区は、ヴィクトリア・ランドにあるロス海沿岸より内陸約６５キロメートルのと
ころにあり、バーリク谷の東端（南緯７７度２２分７秒東経１６１度４０分１８秒）を起
点とし、同地点からインゼル山脈の稜線を南西に進み、インゼル山頂（南緯７７度２３分
３０秒東経１６１度３０分４４秒）を経由し、バラム谷の西端（南緯７７度２７分１０秒
東経１６０度４０分）に至り、同地点からバラム谷の崖線を北北東に進み、アパカリプス
連峰の西端（南緯７７度２５分１２秒東経１６０度４２分４２秒）の地点に至り、同地点
からウィレット山脈の稜線を北西に進み、バスション山（南緯７７度１９分１８秒東経１
６０度２９分２３秒）に至り、同地点からウィレット山脈の稜線を北東に進み、スキュー
峰（南緯７７度１３分１０秒東経１６０度４２分４秒）に至り、同地点から稜線を南東に



進み、南緯７７度１８分５７秒東経１６１度の地点に至り、同地点からヴィクトリア・ア
ッパー氷河の分水線を東に進み、スポンサーズ峰（南緯７７度１８分１２秒東経１６１度
２４分２４秒）に至り、同地点からバーリク谷の分水線を南東に進み、ニッケル峰（南緯
７７度１９分１３秒東経１６１度２５分１５秒）を経由し、起点に至る線により囲まれた
区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第二十四南極特別保護地区 
ロス島のクロージア岬 
この地区は、クロージア岬の北海岸にある地点（南緯７７度２７分２７秒東経１６９度１
２分）を起点とし、同地点から東経１６９度１２分の経度線を北に進み、南緯７７度２６
分東経１６９度１２分の地点に至り、同地点から南緯７７度２６分の緯度線を東に進み、
南緯７７度２６分東経１６９度２８分の地点に至り、同地点から東経１６９度２８分の経
度線を南に進み、南緯７７度３２分東経１６９度２８分の地点に至り、同地点から南緯７
７度３２分の緯度線を西に進み、南緯７７度３２分東経１６９度２０分の地点に至り、同
地点から西方、北から７５度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７７度３１分４５
秒東経１６９度２５分２３秒の地点に至り、同地点から西方、北から５２度の方角に引い
た直線を北西に進み、ボム峰（南緯７７度３１分東経１６９度１１分３０秒）に至り、同
地点から東方、北から５度の方角に引いた直線を北北東に進み、ポスト・オフィス丘（南
緯７７度２７分５５秒東経１６９度１２分４０秒）に至り、同地点から西方、北から１６
度の方角に引いた直線を北北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜
線部分）から成る。 



 
第二十五南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のキング・ジョージ島のファイルズ半島 
この地区は、ファイルズ半島西部にあり、南緯６２度１２分３０秒西経５８度５９分１０

秒の地点を起点とする標高５５ｍの等高線に囲まれた区域、南緯６２度１１分３０秒西経５
８度５６分２４秒の地点を起点とし、同地点と南緯６２度１１分１４秒西経５８度５６分２
９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１１分１５秒西経５８度５６分１２秒の地点を
結ぶ標高８０メートルの等高線、同地点と南緯６２度１１分２６秒西経５８度５６分１５秒
の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯６２度１１分３７
秒西経５８度５６分２１秒の地点を起点とし、同地点と南緯６２度１１分３０秒西経５８度
５６分２４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１１分２７秒西経５８度５６分１５秒
の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１１分２８秒西経５８度５６分８秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯６２度１１分２９秒西経５８度５５分５０秒の地点を結ぶ直線、同地点と



南緯６２度１１分３１秒西経５８度５５分５０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１
１分３２秒西経５８度５６分５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１１分３３秒西経 
５８度５６分１３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１１分３６秒西経５８度５６分 

１２秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯６２度９分
１５秒西経５８度５５分２５秒の地点を起点とし、同地点と南緯６２度８分４５秒西経５８
度５４分４０秒の地点を結ぶ直線、南緯６２度８分４５秒の緯度線、西経５８度５４分の経
度線、南緯６２度８分５２秒西経５８度５４分の地点と南緯６２度９分２０秒西経５８度５
５分１３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分西経５８度５５分１５秒の地点を
結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分２０秒西経５８度５５分の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯６２度１０分３６秒西経５８度５４分４０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１
０分５２秒西経５８度５４分の地点を結ぶ直線、西経５８度５４分の経度線、南緯６２度１
０分５５秒西経５８度５４分の地点と南緯６２度１０分４２秒西経５８度５５分の地点を結
ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分３０秒西経５８度５５分２５秒の地点を結ぶ直線及び同
地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯６２度１３分３９秒の緯度線、西経５８度
５６分４４秒の経度線、南緯６２度１３分４８秒の緯度線、西経５８度５６秒５４秒の経度
線により囲まれた区域にあるファイルズ半島の一部及び諸島、マックスウェル湾の海岸線及
び南緯６２度１１分３８秒西経５８度５５分２２秒の地点と南緯６２度１１分３４秒西経５
８度５５分１０秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区域、マックスウェル湾の海岸線及び南
緯６２度１１分２２秒西経５８度５４分３３秒の地点と南緯６２度１１分２１秒西経５８度
５４分２０秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯６２度９分１秒西経５８度５６分
４２秒の地点を起点とし、同地点と南緯６２度９分１秒西経５８度５６分３６秒の地点を結
ぶ直線、同地点と南緯６２度９分４秒西経５８度５６分２２秒の地点を結ぶ標高５ｍの等高
線、同地点と南緯６２度９分５秒西経５８度５６分２２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯
６２度９分７秒西経５８度５６分２５秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ海岸線に
より囲まれた区域並びに南緯６２度１０分２７秒西経５８度５９分１３秒の地点を起点と
し、同地点と南緯６２度１０分２８秒西経５８度５９分７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南
緯６２度１０分３０秒西経５８度５９分１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分
３１秒西経５８度５８分５３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分３５秒西経５ 
８度５８分４４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分３９秒西経５８度５８分４
４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分４２秒西経５８度５８分４６秒の地点を
結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分４４秒西経５８度５８分５１秒の地点を結ぶ直線、同
地点と南緯６２度１０分４９秒西経５８度５９分９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２
度１０分４９秒西経５８度５９分１２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分５１
秒西経５８度５９分２０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分５４秒西経５８度
５９分１７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６２度１０分５４秒西経５８度５９分２３秒
の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ海岸線により囲まれた区域（次の地図の斜線部
分）から成る。 



 
第二十六南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のリヴィングストン島のバイアズ半島 
この地区は、バイアズ半島の低潮線から沖に１０メートルの線及び西経６０度５３分４５
秒の経度線により囲まれた区域並びにデビルズ岬の南西約３５０メートルのところにある
２つの小島（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第二十七南極特別保護地区 
ハズウェル島 
この地区は、南緯６６度３１分１０秒東経９２度５９分２０秒の地点を起点とし、同地点

から南緯６６度３１分１０秒の緯度線を東進し、南緯６６度３１分１０秒東経９３度３分の
地点に至り、同地点から東経９３度３分の経度線を南進し、南緯６６度３２分３０秒東経９
３度３分の地点に至り、同地点から南緯６６度３２分３０秒の緯度線を西進し、南緯６６度
３２分３０秒東経９３度１分の地点に至り、同地点から東経９３度１分の経度線を北進し、
南緯６６度３１分４５秒東経９３度１分の地点に至り、同地点から南緯６６度３１分４５秒
の緯度線を西進し、南緯６６度３１分４５秒東経９２度５９分２０秒の地点に至り、同地点
から東経９２度５９分２０秒の経度線を北進し、起点に至る線により囲まれた区域（次の地
図の斜線部分）から成る。 



 
第二十八南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のキング・ジョージ島のアドミラルティ湾西岸 
この地区は、キング・ジョージ島の南西部にあり、パテルニア岬の西端（南緯６２度１３

分４７秒西経５８度２８分３７秒）を起点として、同地点から西方、北から８度の方角に引
いた直線を北北西に進み、ザ・タワーの山頂（南緯６２度１２分５５秒西経５８度２８分４
８秒）に至り、同地点から西方、北から１０度の方角に引いた直線を北北西に進み、ジャー
ディン峰の北西の麓にある地点（南緯６２度１０分３秒西経５８度２９分５４秒）に至り、
同地点から東方、北から７５度の方角に引いた直線を東北東に進み、南緯６２度９分５１秒
西経５８度２８分３秒の地点に至り、同地点から東方、北から４１度の方角に引いた直線を
北東に進み、南緯６２度９分４４秒西経５８度２７分４９秒の地点に至り、同地点からキン
グ・ジョージ島の海岸線を南に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部
分）から成る。 



 
第二十九南極特別保護地区 
アデレイド島のロゼラ岬 
この地区は、アデレイド島東部のロゼラ岬の北東端（南緯６７度３３分５９秒西経６８度

６分５０秒）から２３０メートル以内にあり、かつ、標高５メートル以上の区域（次の地図
の斜線部分）から成る。 



 
第三十南極特別保護地区 削除 
第三十一南極特別保護地区 
ヴィクトリア・ランドのテイラー谷のカナダ氷河 
この地区は、カナダ氷河の東にあり、南緯７７度３６分２５秒東経１６２度５９分４２秒

の地点を起点とし、同地点から稜線を東に進み、南緯７７度３６分２６秒東経１６３度３分
４４秒の地点に至り、同地点から分水線を南東に進み、南緯７７度３６分５０秒東経１６３
度４分５３秒の地点に至り、同地点からフリクセル湖岸線を南西に進み、カナダ氷河の東端
（南緯７７度３７分１２秒東経１６３度３分３８秒）に至り、同地点から当該氷河の北端の
線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第三十二南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のキング・ジョージ島のポッター半島 
この地区は、キング・ジョージ島南西部のポッター半島の西海岸にある地点（南緯６２度

１４分２０秒西経５８度４０分４８秒）を起点とし、同地点から崖の下端を南進し、南緯６
２度１５分２８秒西経５８度３６分５秒の地点に至り、同地点から海岸線を南西に進み、起
点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第三十三南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のネルソン島西海岸のハーモニー岬 



この地区は、ネルソン島の西海岸にある地点（南緯６２度１６分４９秒西経５９度１０
分）を起点とし、同地点から南緯６２度１６分４９秒の緯度線を東進し、南緯６２度１
６分４９秒西経５９度６分１２秒の地点に至り、同地点から西経５９度６分１２秒の経
度線を南進し、南緯６２度１９分２４秒西経５９度６分１２秒の地点に至り、同地点か
ら海岸線を西進し、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成
る。 

 
第三十四南極特別保護地区 
南極半島のダンコ海岸のシィエルヴァ岬 
この地区は、南緯６４度７分４５秒西経６１度７分４３秒の地点を起点とし、同地点から

南緯６４度７分４５秒の緯度線を東進し、南緯６４度７分４５秒西経６１度の地点に至り、
同地点から東方、北から１３５度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６４度９分６秒西
経６０度５７分５０秒の地点に至り、同地点から東方、北から１０１度の方角に引いた直線
を南東に進み、南緯６４度９分２１秒西経６０度５４分３８秒の地点に至り、同地点から東
方、北から１３４度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６４度９分３８秒西経６０度５
３分５９秒の地点に至り、同地点から西方、北から１３５度の方角に引いた直線を南西に進
み、シィエルヴァ岬の標高５４０メートルの丘の頂上（南緯６４度１０分１秒西経６０度５
４分４３秒）に至り、同地点から南緯６４度１０分１秒の緯度線を西進し、シィエルヴァ岬
の海岸にある地点（南緯６４度１０分１秒西経６０度５７分５０秒）に至り、同地点から西



方、北から１５２度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯６４度１０分４１秒西経６０度
５８分２６秒の地点に至り、同地点から西経６０度５８分２６秒の経度線を南進し、南緯６
４度１１分２３秒西経６０度５８分２６秒の地点に至り、同地点から西方、北から１４３度
の方角に引いた直線を南西に進み、南緯６４度１２分３０秒西経６１度の地点に至り、同地
点から南緯６４度１２分３０秒の緯度線を西進し、南緯６４度１２分３０秒西経６１度７分
４３秒の地点に至り、同地点から西経６１度７分４３秒の経度線を北進し、起点に至る線に
より囲まれた区域にあるシィエルヴァ岬の一部及び諸島（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第三十五南極特別保護地区 
ウィルクス・ランドのバッド海岸のベイリー半島北東部 



この地区は、南緯６６度１６分５２秒東経１１０度３２分７秒の地点を起点とし、同地点
と南緯６６度１６分５１秒東経１１０度３２分１２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６
度１６分５２秒東経１１０度３２分１６秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１６分５
３秒東経１１０度３２分１９秒の地点を結ぶ直線、東経１１０度３２分１９秒の経度線、南
緯６６度１６分５５秒の緯度線、南緯６６度１６分５５秒東経１１０度３２分２４秒の地点
と南緯６６度１６分５３秒東経１１０度３２分２５秒の地点を結ぶ直線、南緯６６度１６分
５３秒の緯度線、南緯６６度１６分５３秒東経１１０度３２分２９秒の地点と南緯６６度１
６分５４秒東経１１０度３２分４４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７分５秒東
経１１０度３３分９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７分６秒東経１１０度３３
分１１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７分９秒東経１１０度３３分１０秒の地
点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７分１１秒東経１１０度３３分２秒の地点を結ぶ直
線、南緯６６度１７分１１秒の緯度線、南緯６６度１７分１１秒東経１１０度３２分５０秒
の地点と南緯６６度１７分１０秒東経１１０度３２分４１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南
緯６６度１７分７秒東経１１０度３２分２２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７
分６秒東経１１０度３２分２０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１７分２秒東経１
１０度３２分１８秒の地点を結ぶ直線、東経１１０度３２分１８秒の経度線、南緯６６度１
７分の緯度線、南緯６６度１７分東経１１０度３２分１４秒の地点と南緯６６度１６分５６
秒東経１１０度３２分９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１６分５４秒東経１１０
度３２分８秒の地点を結ぶ直線、南緯６６度１６分５４秒の緯度線及び南緯６６度１６分５
４秒東経１１０度３２分５秒の地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線
部分）から成る。 

 
第三十六南極特別保護地区 
ウィルクス・ランドのバッド海岸のクラーク半島 
この地区は、クラーク半島の北海岸にある地点（南緯６６度１４分１５秒東経１１０度３

８分６秒）を起点とし、同地点とレーケンモレーンの北端（南緯６６度１４分１５秒東経１
１０度３８分４６秒）を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１６分６秒東経１１０度３７分１１
秒の地点を結ぶレーケンモレーンの西端の線、同地点と南緯６６度１５分４３秒東経１１０
度３４分４５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１５分３７秒東経１１０度３４分４
０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度１５分２４秒東経１１０度３５分９秒の地点を
結ぶ直線、同地点と南緯６６度１５分２１秒東経１１０度３４分の地点を結ぶ直線、同地点
と南緯６６度１５分２９秒東経１１０度３３分２６秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６
度１５分１５秒東経１１０度３１分５９秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶクラー

ク半島の海岸線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第三十七南極特別保護地区 
マクマード入江のホワイト島の北西海域 
この地区は、ロス島のハット岬から南西約２５キロメートルにあるホワイト島の北西にあ

り、スペンサー・スミス岬の東端（南緯７８度４３秒東経１６７度３２分４２秒）を起点と
し、同地点からホワイト島の海岸線を南西に進み、南緯７８度９分１２秒東経１６７度５分
の地点に至り、同地点から南緯７８度９分１２秒の緯度線を西に進み、南緯７８度９分１２
秒東経１６７度の地点に至り、同地点から東経１６７度の経度線を北に進み、南緯７８度５
分東経１６７度の地点に至り、同地点からホワイト島の海岸線から５キロメートル離れたと
ころにある線を北東に進み、南緯７８度４３秒東経１６７度４６分３７秒の地点に至り、同
地点から同地点と起点を結ぶ直線を西に進み、起点に至る線により囲まれた海域（次の地図
の斜線部分）から成る。 



 
第三十八南極特別保護地区 
ヴィクトリア・ランドのアスガード山脈のリニアス台地 
この地区は、アスガード山脈の東端から北約１．５キロメートルのところにあり、リニア

ス台地の西端（南緯７７度３５分３８秒東経１６１度３分９秒）を起点とし、同地点から当
該台地の北崖の稜線を東南東に進み、当該台地の東端（南緯７７度３５分４４秒東経１６１
度６分４５秒）に至り、同地点から標高１，６１５メートルの等高線を南南西に進み、南緯
７７度３６分１３秒東経１６１度５分７秒の地点に至り、同地点から当該台地の南東にある
斜面の稜線を北西に進み、標高１，７００メートルのところにある南緯７７度３６分１０秒
東経１６１度４分４２秒の地点に至り、同地点から標高１，７００メートルの等高線を北西
に進み、南緯７７度３６分東経１６１度４分５秒の地点に至り、同地点から当該台地の南に
ある斜面の稜線を北西に進み、南緯７７度３５分５５秒東経１６１度３分４３秒の地点を経
由し、当該台地の南西の斜面にある南緯７７度３５分４９秒東経１６１度３分２５秒の地点
に至り、同地点から当該斜面の稜線を北東に進み、南緯７７度３５分４４秒東経１６１度３
分４３秒の地点に至り、同地点から当該台地の南崖の基部に沿う線を北西に進み、起点に至
る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第三十九南極特別保護地区 
アンヴァース島のビスコー岬 
この地区は、ビスコー岬の位置する小島の低潮線で囲まれた区域、同線から１００メート

ル以内の海域にある島並びに同島の北約３００メートルの地点にある半島の海岸線及び南緯
６４度４８分２０秒西経６３度４６分５秒の地点と南緯６４度４８分２４秒西経６３度４６
分４秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のデセプション島 
この地区は、南緯６２度５９分４７秒西経６０度３５分１９秒の地点を起点とし、同地点

から標高１０メートルの等高線を南東に進み、南緯６２度５９分５０秒西経６０度３３分５
５秒の地点に至り、同地点から東方、北から１７２度の方角に引いた直線を南進し、南緯６
３度６秒西経６０度３３分５１秒の地点に至り、同地点から稜線を南西に進み、南緯６３度
１６秒西経６０度３４分２７秒の地点に至り、同地点から標高２３０メートルの等高線を北
西に進み、南緯６３度６秒西経６０度３５分１５秒の地点に至り、同地点から稜線を北西に
進み、起点に至る線により囲まれた区域、南緯６２度５８分５２秒西経６０度４０分２１秒
の地点を起点とし、同地点から東方、北から６８度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯
６２度５８分４８秒西経６０度３９分５７秒の地点に至り、同地点から東方、北から１２４
度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６２度５８分５０秒西経６０度３９分４８秒の地
点に至り、同地点から西方、北から１６５度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯６２度
５８分５７秒西経６０度３９分５２秒の地点に至り、同地点から稜線を南東に進み、南緯６
２度５９分１３秒西経６０度３９分５２秒の地点に至り、同地点から東方、北から１７０度
の方角に引いた直線を南進し、南緯６２度５９分１９秒西経６０度３９分４９秒の地点に至
り、同地点から西方、北から７８度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯６２度５９分１
６秒西経６０度４０分１６秒の地点に至り、同地点から西方、北から３３度の方角に引いた
直線を北西に進み、南緯６２度５９分５秒西経６０度４０分３１秒の地点に至り、同地点か
ら稜線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域、南緯６２度５８分２７秒西経６０
度４２分２８秒の地点を起点とし、同地点から東方、北から４８度の方角に引いた直線を北
東に進み、南緯６２度５８分２９秒西経６０度４２分３３秒の地点に至り、同地点から東
方、北から１３０度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６２度５８分２５秒西経６０度
４２分５１秒の地点に至り、同地点から西方、北から１１９度の方角に引いた直線を南西に
進み、南緯６２度５８分３３秒西経６０度４２分１２秒の地点に至り、同地点から西方、北
から４２度の方角に引いた直線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域、南緯６２



度５７分４２秒西経６０度４３分５秒の地点を起点とし、同地点から標高１０メートルの等
高線を南進し、南緯６２度５８分４秒西経６０度４２分４２秒の地点に至り、同地点から稜
線を北東に進み、南緯６２度５７分５３秒西経６０度４３分８秒の地点に至り、同地点から
稜線を北に進み、南緯６２度５７分４３秒西経６０度４３分１３秒の地点に至り、同地点か
ら南緯６２度５７分４３秒の緯度線を東進し、起点に至る線により囲まれた区域、南緯６２
度５７分５３秒の緯度線、西経６０度４４分３秒の経度線、南緯６２度５７分５５秒の緯度
線及び西経６０度４４分１２秒の経度線により囲まれた区域、南緯６２度５５分２秒西経６
０度４０分１７秒の地点を起点とし、同地点からエストレマドラコーブの海岸線を南進し、
南緯６２度５５分１３秒西経６０度３９分４６秒の地点に至り、同地点からテレフォン湾の
海岸線を南西に進み、南緯６２度５５分４６秒西経６０度４０分５２秒の地点に至り、同地
点からスタンコームコーブの海岸線を北進し、南緯６２度５５分３０秒西経６０度４１分１
３秒の地点に至り、同地点から標高１０メートルの等高線を北東に進み、起点に至る線によ
り囲まれた区域、南緯６２度５６分１０秒西経６０度３５分１５秒の地点を起点とし、同地
点から氷河の縁を南東に進み、南緯６２度５６分２０秒西経６０度３４分４１秒の地点に至
り、同地点から標高４０メートルの等高線を南進し、南緯６２度５６分２８秒西経６０度３
４分４４秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を西進し、南緯６２度５６分２１秒西経６０
度３５分１６秒の地点に至り、同地点から標高１０メートルの等高線を北進し、起点に至る
線により囲まれた区域、南緯６２度５５分５１秒西経６０度３３分３０秒の地点を起点と
し、同地点から西経６０度３３分３０秒の経度線を南進し、南緯６２度５６分１２秒西経６
０度３３分３０秒の地点に至り、同地点から南緯６２度５６分１２秒の緯度線を西進し、南
緯６２度５６分１２秒西経６０度３３分４８秒の地点に至り、同地点から西方、北から３１
度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯６２度５５分５７秒西経６０度３４分４２秒の地
点に至り、同地点から西経６０度３４分４２秒の経度線を北進し、南緯６２度５５分５１秒
西経６０度３４分４２秒の地点に至り、同地点から南緯６２度５５分５１秒の緯度線を東進
し、起点に至る線により囲まれた区域、南緯６２度５７分５０秒の緯度線、西経６０度３３
分２５秒の経度線、南緯６２度５８分５秒の緯度線及び西経６０度３３分５０秒の経度線に
より囲まれた区域、ホエーラーズ湾に面した海岸にある地点（南緯６２度５８分５７秒西経
６０度３４分３１秒）を起点とし、同地点から西方、北から８４度の方角に引いた直線を西
進し、南緯６２度５８分５８秒西経６０度３４分４６秒の地点に至り、同地点から西方、北
から１３度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯６２度５８分４８秒西経６０度３４分５
１秒の地点に至り、同地点から東方、北から５３度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯
６２度５８分４３秒西経６０度３４分３９秒の地点に至り、同地点から西経６０度３４分３
９秒の経度線を北進し、南緯６２度５８分３４秒西経６０度３４分３９秒の地点に至り、同
地点から標高１０メートルの等高線を北西に進み、南緯６２度５８分３２秒西経６０度３４
分１９秒の地点に至り、同地点から西方、北から１１７度の方角に引いた直線を南西に進
み、南緯６２度５８分３５秒西経６０度３４分３０秒の地点に至り、同地点から西方、北か
ら１７１度の方角に引いた直線を南進し、南緯６２度５８分４３秒西経６０度３４分３３秒
の地点に至り、同地点から東方、北から１０４度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６
２度５８分４４秒西経６０度３４分２１秒の地点に至り、同地点から東方、北から１６７度
の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６２度５８分５３秒西経６０度３４分１７秒の地点
に至り、同地点から西方、北から１２２度の方角に引いた直線を南西に進み、起点に至る線
により囲まれた区域並びに南緯６２度５８分５４秒西経６０度３１分１２秒の地点を起点と
し、同地点から南緯６２度５８分５４秒の緯度線を東進し、南緯６２度５８分５４秒西経６
０度３１分の地点に至り、同地点から海岸線を南進し、南緯６２度５８分５７秒西経６０度
３０分５８秒の地点に至り、同地点から南緯６２度５８分５７秒の緯度線を西進し、南緯６
２度５８分５７秒西経６０度３１分１９秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を北東に進
み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 
 



 



第四十一南極特別保護地区 
リュツォ・ホルム湾のラングホブデの雪鳥沢 

この地区は、リュツォ・ホルム湾東岸のラングホブデにあり、南緯６９度１４分の緯度線、
東経３９度４８分の経度線、南緯６９度１５分の緯度線、南緯６９度１５分東経３９度４５
分２０秒の地点と南緯６９度１４分３２秒東経３９度４３分１秒の地点を結ぶやつで沢の右
岸線、同地点と南緯６９度１４分３１秒東経３９度４２分５７秒の地点を結ぶロープによっ
て示されている境界線、同地点と南緯６９度１４分東経３９度４４分２０秒の地点を結ぶラ
ングホブデの海岸線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第四十二南極特別保護地区 
スヴァルトハマレン 
この地区は、ドロンニング・モード・ランドのプリンセス・アストリ海岸の棚氷の北端か

ら内陸に約２００キロメートルのところにあり、南緯７１度５４分３秒東経５度７分４７秒
の地点を起点とし、同地点からスヴァルトハマレンの崖線を北北東に進み、南緯７１度５３
分１６秒東経５度９分２４秒の地点に至り、同地点から当該崖線を南東に進み、南緯７１度
５５分４７秒東経５度１４分２５秒の地点に至り、同地点から東方、北から７７度の方角に
引いた直線を東北東に進み、南緯７１度５５分４４秒東経５度１５分１４秒の地点に至り、
同地点から東方、北から１１６度の方角に引いた直線を東南東に進み、南緯７１度５５分５
１秒東経５度１６分５秒の地点に至り、同地点から西方、北から１５６度の方角に引いた直
線を南南西に進み、南緯７１度５６分１０秒東経５度１５分３７秒の地点に至り、同地点か
ら西方、北から９２度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５６分１１秒東経５
度１４分２４秒の地点に至り、同地点から西方、北から３２度の方角に引いた直線を北北西
に進み、南緯７１度５５分４７秒東経５度１３分３７秒の地点に至り、同地点から西方、北
から６８度の方角に引いた直線を西北西に進み、南緯７１度５５分４１秒東経５度１２分４
７秒の地点に至り、同地点から西方、北から３２度の方角に引いた直線を北北西に進み、南
緯７１度５５分４８秒東経５度１１分３４秒の地点に至り、同地点から西方、北から１１７
度の方角に引いた直線を西南西に進み、南緯７１度５５分１１秒東経５度１０分５８秒の地
点に至り、同地点と起点を結ぶハマルクレバス帯の端の線を北西に進み、起点に至る線によ
り囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十三南極特別保護地区 
プリンセス・エリザベス・ランドのヴェストフォール丘陵のマリーン台地 
この地区は、ムーレ半島の南海岸のところにある地点（南緯６８度３７分４１秒東経７８

度３分）を起点とし、同地点から東経７８度３分の経度線を北に進み、南緯６８度３７分３
０秒東経７８度３分の地点に至り、同地点から東方、北から５６度の方角に引いた直線を北
東に進み、バートン湖の北西約５００メートルのところにある地点（南緯６８度３７分東経
７８度５分）に至り、同地点から東方、北から７１度の方角に引いた直線を東北東に進み、
バートン湖の北東約１，５００メートルのところにある地点（南緯６８度３６分３０秒東経 
７８度９分）に至り、同地点から東方、北から１１２度の方角に引いた直線を東南東に進
み、南緯６８度３６分４５秒東経７８度１０分３０秒の地点に至り、同地点から東方、北か
ら１３５度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯６８度３７分３０秒東経７８度１２分３
０秒の地点に至り、同地点から東経７８度１２分３０秒の経度線を南に進み、南緯６８度３



９分８秒東経７８度１２分３０秒の地点に至り、同地点からマリーン台地の南側の低潮線を
北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第四十四南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のグリニッジ島のディスカバリー湾 
この地区は、グリニッジ島のディスカバリー湾にあり、南緯６２度２８分４５秒の緯度

線、西経５９度４１分５秒の経度線、南緯６２度２９分１５秒の緯度線及び西経５９度４１
分４５秒の経度線により囲まれた海域並びに南緯６２度２８分５秒の緯度線、西経５９度４
０分５秒の経度線、南緯６２度２８分３５秒の緯度線及び西経５９度４０分４５秒の経度線
により囲まれた海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十五南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のデセプション島のフォースター泊地 
この地区は、サウス・シェトランド諸島のデセプション島のフォースター泊地にあり、南

緯６２度５５分３０秒の緯度線、西経６０度３７分の経度線、南緯６２度５６分１２秒の緯
度線及び西経６０度３８分の経度線により囲まれた海域並びに南緯６２度５７分１２秒の緯
度線、西経６０度３６分２０秒の経度線、南緯６２度５７分５４秒の緯度線及び西経６０度 
３７分２０秒の経度線により囲まれた海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十六南極特別保護地区 
パーマー群島のドゥメール島のサウス湾 
この地区は、南緯６４度５２分の緯度線、ピイ岬の北海岸線及び西経６３度３６分の経度

線により囲まれた海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十七南極特別保護地区 
アレキサンダー島のアブレーション谷及びガニメデ台地 
この地区は、アブレーション岬の南端（南緯７０度４８分１１秒西経６８度２０分）を起

点とし、同地点から西経６８度２０分の経度線を南に進み、ガニメデ台地の北海岸にある地
点（南緯７０度５０分２２秒西経６８度２０分）に至り、同地点から当該台地の海岸線を南
に進み、ムトンネー岬の南端（南緯７０度５２分３秒西経６８度１８分２６秒）に至り、同
地点から西方、北から１６６度の方角に引いた直線を南南西に進み、ムトンネー湖の南端 
（南緯７０度５２分４８秒西経６８度１８分５６秒）に至り、同地点から当該台地の海岸線
を南に進み、ジュピター氷河の東端（南緯７０度５５分１２秒西経６８度１９分２１秒）に
至り、同地点から当該氷河の北端の線を西に進み、ガニメデ台地の南西端（南緯７０度５５
分２０秒西経６８度２７分５１秒）に至り、同地点から稜線を北北西に進み、南緯７０度５
２分１５秒西経６８度３２分２１秒の地点を経由し、ヒマリア峰（南緯７０度５０分３２秒
西経６８度２６分１３秒）に至り、同地点から稜線を西北西に進み、アマルティア峰（南緯
７０度５０分１２秒西経６８度３２分５６秒）に至り、同地点から稜線を北東に進み、南緯
７０度４６分２２秒西経６８度２５分１７秒の地点に至り、同地点から稜線を南東に進み、
起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第四十八南極特別保護地区 
南極半島のホープ湾のフローラ山 
この地区は、ホープ湾の南岸から約７５０メートルのところにあるフローラ山の北部斜面

にあり、ケニー氷河の北端（南緯６３度２４分５８秒西経５７度１分３９秒）を起点とし、
同地点からファイブ・レイク谷の南にある崖線を東北東に進み、フローラ氷河の北東端（南
緯６３度２４分４８秒西経５７度１１秒）に至り、同地点から当該氷河の北端の線を南西に
進み、フローラ山の北側の山頂（南緯６３度２５分４秒西経５７度１分９秒）に至り、同地
点から稜線を西北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から
成る。 



 
第四十九南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のリヴィングストン島のシレフ岬 
この地区は、南緯６２度２８分西経６０度５０分４秒の地点を起点とし、同地点から東

方、北から６５度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯６２度２７分４０秒西経６０度４
８分３８秒の地点に至り、同地点から南緯６２度２７分４０秒の緯度線を東進し、シレフ岬
の海岸線から１００メートル離れたところにある地点（南緯６２度２７分４０秒西経６０度
４８分２５秒）に至り、同地点からシレフ岬の海岸線から１００メートル離れたところにあ
る線を東進し、南緯６２度２８分５８秒西経６０度４６分１３秒の地点に至り、同地点から
西方、北から１４９度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯６２度２９分３秒西経６０度
４６分２０秒に至り、同地点から南緯６２度２９分３秒の緯度線を西進し、南緯６２度２９
分３秒西経６０度４７分の地点に至り、同地点から西方、北から１１５度の方角に引いた直
線を南西に進み、南緯６２度２９分３０秒西経６０度４９分３秒の地点に至り、同地点から
南緯６２度２９分３０秒の緯度線を西進し、南緯６２度２９分３０秒西経６０度４９分２３
秒の地点に至り、同地点から西方、北から３６度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯６
２度２８分５７秒西経６０度５０分１３秒の地点に至り、同地点から東方、北から３度の方
角に引いた直線を北進し、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成
る。 



 
第五十南極特別保護地区 
キング・ジョージ島のマックスウェル湾のアードレイ島 
この地区は、キング・ジョージ島のファイルズ半島の東海岸から約５００メートルのとこ

ろにあるアードレイ島の海岸線により囲まれた区域から同島の北東の海岸線及び南緯６２度
１２分３４秒西経５８度５５分３４秒の地点と南緯６２度１２分４０秒西経５８度５５分４
秒の地点を結ぶ標高１メートルの等高線により囲まれた区域を除いた区域（次の地図の斜線
部分）から成る。 



 
第五十一南極特別保護地区 
サウス・シェトランド諸島のキング・ジョージ島のライオンズ・ランプ 
この地区は、ライコニック岩の東端（南緯６２度７分４８秒西経５８度９分１７秒）を起

点とし、同地点とツイン・ピナクルズの北端（南緯６２度７分４９秒西経５８度７分１４
秒）を結ぶ直線、同地点とライオン・ヘッドの東端（南緯６２度８分１９秒西経５８度７分
１９秒）を結ぶ直線、同地点と南緯６２度８分１６秒西経５８度７分３０秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯６２度８分１６秒西経５８度９分１５秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起
点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第五十二南極特別保護地区 

ブランスフィールド海峡の西部 



この地区は、サウス・シェトランド諸島のブランスフィールド海峡の西部にあり、南緯６
３度１５分西経６２度４５分の地点と南緯６３度１５分西経６２度１３分１７秒の地点を結
ぶ直線、ロー島の海岸線、南緯６３度２０分西経６２度の地点と南緯６３度３０分西経６２
度の地点を結ぶ直線、南緯６３度３０分の緯度線及び西経６２度４５分の経度線により囲ま
れた海域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第五十三南極特別保護地区 
ダルマン湾の東部 
この地区は、南緯６３度５３分の緯度線、西経６２度１６分の経度線、南緯６４度２分西

経６２度１６分の地点と南緯６４度２０分西経６２度３６分の地点を結ぶブラバン島の西海
岸線、南緯６４度２０分の緯度線、南緯６４度２０分西経６２度４０分の地点と南緯６４度
１０分西経６２度４０分の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６４度西経６２度４５分の地点を
結ぶ直線及び同地点と南緯６３度５３分西経６２度４５分の地点を結ぶ直線により囲まれた
海域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第五十四南極特別保護地区 
ヴィクトリア・ランドのジオロジー岬のボタニー湾 
この地区は、ヴィクトリア・ランドのボタニー湾の南西にあり、ジオロジー岬の南西約４

００メートルのところにある地点（南緯７７度１９秒東経１６２度３１分５３秒）を起点と
し、同地点からヴィクトリア・ランド北岸の最大高潮時海岸線を東に進み、南緯７７度１２
秒東経１６２度３６分１２秒の地点に至り、同地点から同地点と南緯７７度１３秒東経１６
２度３６分１０秒の地点を結ぶ直線を南に進み、南緯７７度１３秒東経１６２度３６分１０
秒の地点に至り、同地点から稜線を南西に進み、南緯７７度１分１６秒東経１６２度３４分
１５秒の地点に至り、同地点から稜線を北西に進み、南緯７７度５９秒東経１６２度３３分
２２秒の地点を経由し、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成
る。 



 
第五十五南極特別保護地区 
ロス島のエヴァンス岬 
この地区は、ロス島の西部にあり、ロス島の西海岸線、南緯７７度３８分５秒東経１６６

度２５分１３秒の地点と南緯７７度３８分６秒東経１６６度２５分３６秒の地点を結ぶ直
線、東経１６６度２５分３６秒の経度線、南緯７７度３８分１５秒の緯度線及び南緯７７度
３８分１５秒東経１６６度２５分９秒の地点と南緯７７度３８分１２秒東経１６６度２４分 
４９秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第五十六南極特別保護地区 
ロス島のエレバス山のルイス湾 
この地区は、ロス島の北部にあり、ロス島の北海岸線、東経１６７度３３分２７秒の経度

線、南緯７７度２６分３３秒の緯度線及び東経１６７度２３分３３秒の経度線により囲まれ
た区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第五十七南極特別保護地区 
ロス島のロイズ岬のバックドアー湾 
この地区は、ロス島の西岸にあり、ポニー湖の北東にある地点（南緯７７度３３分１１秒

東経１６６度９分５９秒）を起点とし、同地点から東方、北から８度の方角に引いた直線を
北北東に進み、ポニー湖の北東にある湖の東にある地点（南緯７７度３３分１１秒東経１６
６度９分５９秒）に至り、同地点からポニー湖の北東にある湖の東湖岸線を通り、野営地点
（南緯７７度３３分７秒東経１６６度１０分１３秒）に向かう谷線を北東に進み、南緯７７
度３３分７秒東経１６６度１０分１３秒の地点に至り、同地点から南緯７７度３３分７秒の
緯度線を東に進み、南緯７７度３３分７秒東経１６６度１０分３２秒の地点に至り、同地点
からロイズ岬の東海岸線を南西に進み、シャクルトン小屋の南１５０メートルのところにあ
る地点（南緯７７度３３分１５秒東経１６６度１０分６秒）に至り、同地点から西方、北か
ら１７度の方角に引いた直線を北北西に進み、ポニー湖の西２５メートルのところにある地
点（南緯７７度３３分１２秒東経１６６度１０分１秒）に至り、同地点から西方、北から６
３度の方角に引いた直線を西北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜
線部分）から成る。 



 
第五十八南極特別保護地区 
ロス島のハット岬のディスカバリー小屋 
この地区は、ロス島西部のハット岬にあるディスカバリー小屋から成る。 



 
第五十九南極特別保護地区 
アデア岬 
この地区は、ヴィクトリア・ランドのアデア岬の北西部にあり、南緯７１度１８分３０秒

の緯度線、東経１７０度１１分４４秒の経度線、リドリー浜サウス・ビーチの海岸線及び東
経１７０度１１分３３秒の経度線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六十南極特別保護地区 
フレイザー諸島 
この地区は、ウィルクス・ランドの沖合にあるフレイザー諸島の中のチャールトン島、デ

ワート島及びネリー島（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六十一南極特別保護地区 
ロス海のテラ・ノヴァ湾 
この地区は、ヴィクトリア・ランドの南西部にあり、南緯７４度４２分５７秒の緯度線、

東経１６４度１０分の経度線、南緯７４度４８分の緯度線及びヴィクトリア・ランドの海岸
線により囲まれた海域（次の地図の斜線部分）から成る。  



 
第六十二南極特別保護地区 
デニソン岬のモーソン小屋群 
この地区は、南緯６７度４７秒東経１４２度３９分２８秒の地点を起点とし、同地点から

コモンウェルス湾の海岸線を北東に進み、ボート湾の西岸にある地点（南緯６７度２１秒東
経１４２度３９分２８秒）に至り、同地点から東方、北から１９度の方角に引いた直線を東
北東に進み、同湾の東岸にある地点（南緯６７度２１秒東経１４２度３９分２７秒）に至
り、同地点からコモンウェルス湾の海岸線を東進し、南緯６７度４７秒東経１４２度４１分
２７秒の地点に至り、同地点から南緯６７度４７秒の経度線を西進し、起点に至る線により
囲まれた区域から成る。 



 
第六十三南極特別保護地区 
ドロンニング・モード・ランドのダクシン・ガンゴトリ氷河 
この地区は、南緯７０度４４分１０秒の緯度線、東経１１度３６分３０秒の経度線、南緯

７０度４５分３０秒の緯度線及び東経１１度３３分３０秒の経度線により囲まれた区域（次
の地図の斜線部分）から成る。 

 
第六十四南極特別保護地区 
マック・ロバートソン・ランドのスカリン・モノリス及びマレー・モノリス 
この地区は、スカリン・モノリスの海岸線から５００メートル離れたところにある地点 



（南緯６７度４６分３８秒東経６６度４０分３１秒）を起点とし、同地点からスカリン・モ
ノリスの海岸線から５００メートル離れたところにある線を東進し、南緯６７度４６分２１
秒東経６６度４４分３７秒の地点に至り、同地点から東経６６度４４分３７秒の経度線を南
進し、スカリン・モノリスの海岸にある地点（南緯６７度４６分３８秒東経６６度４４分３
７秒）に至り、同地点から西方、北から１７９度の方角に引いた直線を南進し、南緯６７度
４８分６秒東経６６度４４分３３秒に至り、同地点から西方、北から８８度の方角に引いた
直線を西進し、南緯６７度４８分３秒東経６６度４０分２６秒の地点に至り、同地点から東
方、北から２度の方角に引いた直線を北進し、スカリン・モノリスの海岸にある地点（南緯
６７度４６分５４秒東経６６度４０分３１秒）に至り、同地点から東経６６度４０分３１秒
の経度線を北進し、起点に至る線により囲まれた区域及びマレー・モノリスの海岸線から５
００メートル離れたところにある地点（南緯６７度４６分２０秒東経６６度５１分１秒）を
起点とし、同地点からマレー・モノリスの海岸線から５００メートル離れたところにある線
を東進し、南緯６７度４６分２９秒東経６６度５３分５９秒の地点に至り、同地点から東経
６６度５３分５９秒の経度線を南進し、マレー・モノリスの海岸にある地点（南緯６７度４
６分４６秒東経６６度５３分５９秒）に至り、同地点から西方、北から１７８度の方角に引
いた直線を南進し、南緯６７度４８分５秒東経６６度５３分５１秒の地点に至り、同地点か
ら西方、北から８８度の方角に引いた直線を西進し、南緯６７度４８分３秒東経６６度５０
分５５秒の地点に至り、同地点から東方、北から１度の方角に引いた直線を北進し、マレ
ー・モノリスの海岸にある地点（南緯６７度４６分３６秒東経６６度５１分１秒）に至り、
同地点から東経６６度５１分１秒の経度線を北進し、起点に至る線により囲まれた区域 
（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第六十五南極特別保護地区 
ビクトリア・ランドのエドモンソン岬 
この地区は、シエナ湾の海岸にある地点（南緯７４度１８分２０秒東経１６５度４分４９

秒）を起点とし、同地点から南緯７４度１８分２０秒の緯度線を東進し、シエナ湾上の海岸
線から２００メートル離れたところにある地点（南緯７４度１８分２０秒東経１６５度５分
１２秒）に至り、同地点から東方、北から１５１度の方角に引いた直線を南東に進み、エド
モンソン岬の海岸線から２００メートル離れたところにある地点（南緯７４度１９分１６秒
東経１６５度７分１１秒）に至り、同地点からエドモンソン岬の海岸線から２００メートル
離れたところにある線を南東に進み、南緯７４度２０分２７秒東経１６５度８分２８秒の地
点に至り、同地点から南緯７４度２０分２７秒の緯度線を西進し、エドモンソン岬の海岸に



ある地点（南緯７４度２０分２７秒東経１６５度８分３秒）に至り、同地点から氷河の縁を
北西に進み、南緯７４度２０分１３秒東経１６５度６分４１秒の地点に至り、同地点から東
方、北から３６度の方角に引いた直線を北東に進み、氷河の縁にある地点（南緯７４度２０
分８秒東経１６５度６分５２秒）に至り、同地点から氷河の縁を北進し、南緯７４度２０分
８秒東経１６５度５分４０秒の地点に至り、同地点から西方、北から６６度の方角に引いた
直線を北西に進み、氷河の縁にある地点（南緯７４度２０分５秒東経１６５度５分１７秒）
に至り、同地点から氷河の縁を北西に進み、南緯７４度２０分東経１６５度４分５６秒の地
点に至り、同地点から西方、北から２４度の方角に引いた直線を北西に進み、氷河の縁にあ
る地点（南緯７４度１９分５７秒東経１６５度４分５１秒）に至り、同地点から氷河の縁を
北東に進み、シエナ湾の海岸にある地点（南緯７４度１９分３６秒東経１６５度５分５９
秒）に至り、同地点からシエナ湾の海岸線を北西に進み、南緯７４度１９分５秒東経１６５
度４分２２秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を南西に進み、起点に至る線により囲まれ
た区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第六十六南極特別保護地区 
テール・アデリーのマルタン泊地 
この地区は、南緯６６度４８分５８秒東経１４１度２２分５９秒の地点を起点とし、同地

点と南緯６６度４９分東経１４１度２３分３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度４９
分１秒東経１４１度２３分２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度４９分１秒東経１４
１度２２分５９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６６度４９分東経１４１度２２分５７秒
の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯６６度４８分５９秒東経１４１度２２分５７秒の地点を
結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六十七南極特別保護地区 
プリンセス・エリザベス・ランドのイングリッド・クリステンセン海岸のホーカー島 
この地区は、ホーカー島（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六十八南極特別保護地区 
グローブ山脈のハーディング山 
この地区は、南緯７２度５１分東経７４度５７分の地点を起点とし、同地点と南緯７２度

５１分東経７５度８分の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７２度５２分東経７５度１１分の地
点を結ぶ直線、同地点と南緯７２度５５分東経７５度１２分の地点を結ぶ直線、同地点と南
緯７２度５７分東経７５度１０分の地点を結ぶ直線、南緯７２度５７分の緯度線、南緯７２
度５７分東経７４度５４分の地点と南緯７２度５５分東経７４度５３分の地点を結ぶ直線、
同地点と南緯７２度５３分東経７４度５４分の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線
により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第六十九南極特別保護地区 
プリンセス・エリザベス・ランドのイングリッド・クリステンセン海岸のアマンダ湾 
この地区は、アマンダ湾の海岸線及び南緯６９度１４分４４秒東経７６度４６分４１秒の

地点と南緯６９度１３分２６秒東経７６度５３分５４秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区
域（次の地図の斜線部分）から成る。 



 
第七十南極特別保護地区 
シャルコー島のマリオン・ヌナタク 
この地区は、南緯６９度４３分の緯度線、西経７５度の経度線、南緯６９度４８分の緯度

線及び西経７５度３０分の経度線により囲まれた区域にある陸地（次の地図の斜線部分）か
ら成る。 



 
第七十一南極特別保護地区 
キング・ジョージ島のバートン半島 
この地区は、南緯６２度１３分５４秒西経５８度４７分１秒の地点を起点として、同地点

から稜線を北東に進み、南緯６２度１３分４１秒西経５８度４５分３６秒の地点に至り、同
地点から稜線を南に進み、南緯６２度１４分２５秒西経５８度４５分４８秒の地点に至り、
同地点からバートン半島の海岸線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域（次の地
図の斜線部分）から成る。 



 
第七十二南極特別保護地区 
ビクトリア・ランドのマクマード・ドライ谷のテイラー氷河の低地とブラッドフォール 
この地区は、南緯７７度４３分１６秒東経１６２度１６分３８秒の地点を起点とし、同地

点から東経１６２度１６分３８秒の経度線を南進し、南緯７７度４３分２１秒東経１６２度
１６分３８秒の地点に至り、同地点から氷河上の分水界を南西に進み、南緯７７度４３分２
９秒東経１６２度１４分３０秒の地点に至り、同地点から氷河上の分水界を北東に進み、南
緯７７度４３分１９秒東経１６２度１５分４５秒の地点に至り、同地点から東方、北から４
５度に引いた直線を北東に進み、南緯７７度４３分１９秒東経１６２度１５分４８秒の地点
に至り、同地点からサンタフェ川の南岸を北東に進み、南緯７７度４３分１６秒東経１６２
度１６分１１秒の地点に至り、同地点から南緯７７度４３分１６秒の緯度線を東進し、起点
に至る線により囲まれた区域及び南緯７７度４３分２０秒東経１６２度１６分１８秒を起点
とし、同地点からテイラー氷河の境界線を南進し、南緯７７度４８分６秒東経１６１度３０
分の地点に至り、同地点からククリ丘陵の境界線を東進し、南緯７７度４９分６秒東経１６
１度５７分１８秒の地点に至り、同地点からテイラー氷河とフェラー氷河との境界線を南西
に進み、南緯７７度５２分１５秒東経１６１度４４分２３秒の地点に至り、同地点からテイ
ラー氷河の境界線を西進し、南緯７７度４８分東経１６０度５３分５３秒の地点に至り、同
地点からビーコン氷河の境界線を西進し、南緯７７度４７分７秒東経１６０度４４分４２秒
の地点に至り、同地点からターナバウト氷河の境界線を北西に進み、南緯７７度４３分４３
秒東経１６０度４０分６秒の地点に至り、同地点からテイラー氷河の境界線を西進し、南緯
７７度４４分３３秒東経１６０度２６分の地点に至り、同地点から東方、北から１７度の方
角に引いた直線を北東に進み、南緯７７度３９分４０秒東経１６０度３３分２０秒の地点に
至り、同地点からテイラー氷河の境界線を東進し、南緯７７度３９分１２秒東経１６０度４



２分５９秒の地点に至り、同地点からマドレーカールの境界線を北西に進み、南緯７７度３
９分３２秒東経１６０度４８分４３秒の地点に至り、同地点からテイラー氷河の境界線を東
進し、起点に至る線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
 
第七十三南極特別保護地区 
ロス海のテラ・ノヴァ湾のワシントン岬及びシルバーフィッシュ湾 
この地区は、南緯７４度３４分東経１６４度２８分の地点を起点とし、同地点から南緯７

４度３４分の緯度線を東に進み、南緯７４度３４分東経１６４度２９分の地点に至り、同地
点からシールドヌナタクの境界線を東に進み、南緯７４度３３分５４秒東経１６４度３１分
３０秒の地点に至り、同地点からシルバーフィッシュ湾の海岸線を東に進み、南緯７４度３
５分２０秒東経１６４度５３分の地点に至り、同地点からクロス湾の海岸線を東に進み、南
緯７４度３７分東経１６５度２２分の地点に至り、同地点から南緯７４度３７分の緯度線を



東に進み、南緯７４度３７分東経１６５度２７分の地点に至り、同地点から東経１６５度２
７分の経度線を南に進み、南緯７４度４０分東経１６５度２７分の地点に至り、同地点から
南緯７４度４０分の緯度線を西に進み、南緯７４度４０分東経１６４度３３分の地点に至
り、同地点からキャンベル氷舌の境界線を北北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域 
（次の地図の斜線部分）から成る。 

 
第七十四南極特別保護地区 
プリンス・エリザベス・ランドのラーズマン丘陵のストーネス 
この地区は、ウィルロック湾の海岸線、南緯６９度２５分２９秒東経７６度８分２９秒の

地点と南緯６９度２５分２９秒東経７６度８分６秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度
２５分３４秒東経７６度７分４５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分１秒東経
７６度６分の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分４秒東経７６度５分５２秒の地点
を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分８秒東経７６度５分４４秒の地点を結ぶ直線、同地
点と南緯６９度２６分１１秒東経７６度５分３８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度
２６分１５秒東経７６度５分３７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分１９秒東
経７６度５分３８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分２２秒東経７６度５分４
４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分２４秒東経７６度５分５１秒の地点を結
ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分２６秒東経７６度６分１秒の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯６９度２６分３６秒東経７６度８分１２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６
分３８秒東経７６度８分２１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分３９秒東経７
６度８分２５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分４２秒東経７６度８分２８秒
の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２６分４７秒東経７６度８分３０秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯６９度２６分５１秒東経７６度８分２９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南
緯６９度２６分５５秒東経７６度８分２６秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２７分
東経７６度８分２２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２７分３秒東経７６度８分１
８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯６９度２７分６秒東経７６度８分１４秒の地点を結ぶ
直線、同地点と南緯６９度２７分１０秒東経７６度８分８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南



緯６９度２８分３９秒東経７６度３分３６秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯６９度２８
分４０秒東経７６度３分２２秒の地点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部

分）から成る。 

 
第七十五南極特別保護地区 
ロス海地域の高地地熱帯群 
この地区は、ロス海地域にあり、南緯７７度３１分２秒の緯度線、東経１６７度６分５１

秒の経度線、南緯７７度３１分８秒の緯度線及び東経１６７度６分２１秒の経度線により囲
まれた区域、南緯７４度２１分２０秒東経１６４度４１分３２秒の地点を起点とし、同地点
と南緯７４度２１分２０秒東経１６４度４１分３８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４
度２１分１９秒東経１６４度４１分４５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分１
９秒東経１６４度４１分５１秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２０秒東経１
６４度４１分５８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２２秒東経１６４度４２
分４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２３秒東経１６４度４２分７秒の地点
を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２４秒東経１６４度４２分１秒の地点を結ぶ直線、
同地点と南緯７４度２１分２３秒東経１６４度４１分５８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南
緯７４度２１分２２秒東経１６４度４１分５５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２
１分２１秒東経１６４度４１分５０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２１秒



東経１６４度４１分４５秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２１秒東経１６４
度４１分３８秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分２２秒東経１６４度４１分３
３秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯７４度２１分 
１４秒東経１６４度４２分２秒の地点を起点とし、同地点と南緯７４度２１分１３秒東経１ 

６４度４２分９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分１５秒東経１６４度４２分
１３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分１６秒東経１６４度４２分３秒の地点
を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域、南緯７４度２１分東経１６４
度３９分２秒の地点を起点とし、同地点と南緯７４度２１分東経１６４度４０分５秒の地点
を結ぶ直線、同地点と南緯７４度２１分１１秒東経１６４度４０分５秒の地点を結ぶ直線、
同地点と南緯７４度２１分１１秒東経１６４度３９分２秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起
点を結ぶ直線により囲まれた区域並びに南緯７３度２８分１９秒東経１６５度３６分４４秒
の地点を起点とし、同地点と南緯７３度２８分１７秒東経１６５度３６分５５秒の地点を結
ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分１６秒東経１６５度３７分の地点を結ぶ直線、同地点と
南緯７３度２８分１６秒東経１６５度３７分４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２
８分１８秒東経１６５度３７分１２秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分１８秒
東経１６５度３７分１４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分２０秒東経１６５
度３７分１７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分２１秒東経１６５度３７分２
０秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分２２秒東経１６５度３７分２２秒の地点
を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分２２秒東経１６５度３７分２４秒の地点を結ぶ直
線、同地点と南緯７３度２８分２３秒東経１６５度３７分２１秒の地点を結ぶ直線、同地点
と南緯７３度２８分２２秒東経１６５度３７分１７秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３
度２８分２１秒東経１６５度３７分１４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分１
９秒東経１６５度３７分９秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分１９秒東経１６ 
５度３７分３秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分１９秒東経１６５度３６分５
６秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯７３度２８分２０秒東経１６５度３６分５０秒の地点
を結ぶ直線及び同地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成
る。 



 


