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北大山岳館第 1回講演会 
講演集発刊にあたって 

 
北海道大学大山岳館は、山岳部出身者で組織する「北大山の会」が北大山岳部創立 70周

年を記念して 1995年に建設し、北海道大学に寄贈されたものです。以来，山関係サークル
等の学生諸君の会合や交流の場として、また大学内外の山関係者の交流や山岳図書の活用

の場として利用され、クラーク会館や遠友学舎などと同様、北大の課外活動施設の一つと

して運用されてきました。 
山岳館の運営は、北大当局から「北大山岳部・山の会」に委託され、これを受けて組織

された「北大山岳館運営委員会」が日々の運営に当たっています。山岳館の運用開始を期

に、山岳部創立以来収集・保有されてきた貴重な内外の山岳・探検に関する文献や地図類

を山岳館に移すことにしました。その後，これを伝え聞いた諸先輩からの膨大な図書の寄

贈や新たな購入によって、今や蔵書数 3000数百冊と世界の山岳地域各地の地図類やビデオ
を備えた山岳図書館に成長しました。 
この貴重な施設の存在と内容を世間に広く周知し、更なる有効活用の促進を図りたいと

考え、山や探検に興味を持つ一般市民や学生を対象に、日頃から推進している山岳館の教

育文化事業の一環として講演会を開催していくこととしました。その第 1回目として、わ
が国の南極観測を取り上げ、「南極観測を支えたスピリット	 ―探検から研究へ―	 北大山

岳館でそのルーツに出会う」と題し、渡辺興亜（国立極地研究所名誉教授）、澤柿教伸（北

大地球環境科学研究院助教）、樋口和生（NPO 法人北海道山岳活動サポート代表）の 3氏

をお招きしました。お忙しい中、講演をお引き受け戴いたお三方には厚く御礼申し上げま

す。 
山岳館が不便な場所に立地しているにもかかわらず、約 80名の聴衆の参加を得ることが

できました。この講演会をきっかけに山岳館がより多くの方々に、益々活用されることを

祈念致します。加えて、この講演集が多くの方々の目に触れ、日本の南極観測への理解を

深めることができればこの上ない慶びです。 
 
 
山岳館運営委員会：安藤久男・橋本正人・神前博・木村恒美・中村晴彦・山田知充 

第１回講演会実行委員会：中村晴彦・山田知充・澤柿教伸・中村一樹  
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わが国南極観測の 50 年と大学山岳部	 

渡辺興亜  
 

○講演要旨  

1956年11月に第一次南極観測隊を乗せた「宗谷」が日本を出発し、東南極大陸オングル

島に昭和基地を建設して11名の越冬隊が観測を開始してから半世紀が経過しました。	 

「宗谷」の時代‐探検観測の時代：南極観測が開始された当初はさまざまな設営的制

約があり、研究観測の多くは予察段階に留まっていましたが、第4次隊は大和山脈探

査に成功し、第5次越冬隊は南緯75度まで達しています。	 

「ふじ」の時代‐探検から本格観測の時代へ：「宗谷」の倍の大きさの砕氷船「ふ

じ」が就航して輸送量は500トンに増強され、南極観測は新しい展開を迎えました。

基地観測の充実とともに観測域拡大が計画され、第9次隊は昭和基地-南極点往復旅

行を成し遂げました。1970年代から本格的な内陸調査が開始され，日本最初の内陸

基地「みずほ基地」も建設されました。	 

「しらせ」の時代‐本格観測の展開：1983年に「宗谷」の約4倍、「ふじ」の約2倍の

「しらせ」が就航し，輸送量は1000トンとなって南極観測は本格的なものとなりま

した。1994年には標高3810mの東南極大陸の頂上域の一つに「ド-ムふじ」基地が建

設され、2500m深までの深層雪氷層掘削計画成功へと発展しました。2006年には3000m

掘削に成功し、70万年間の雪氷堆積層コアの採取に成功しています。	 

こうした歴史の流れの中に、多くの大学山岳部出身者の活躍がありました。その歴史を

振り返ります。	 

	 

○プロフィール	 

1939年生まれ。北大理学部地質学鉱物学科卒・同大学院修了。名古屋大学助教授を経て

1985年から国立極地研究所教授、2000-2004年	 同研究所々長。	 雪氷学が専門。北極・

ヒマラヤを含め世界中の氷河・氷床を研究してきた行動派。北大山の会会員。国立極地

研究所名誉教授。国立大学法人総合研究大学院大学名誉教授	 

第11次（1969-71）第15次（1973-1975）南極地域観測隊越冬隊員、第29次（1978-1981）

観測隊長兼越冬隊長、第35次（1993-1995）観測隊長。	 
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南方の未知なる大陸、南極大陸 
南極大陸は、南瞑の先にある人類が最後に発見した大陸です。南極大陸の中心付近に地球の回転軸、

南極点があります。南極大陸の面積は、大陸氷の底に海水が入り込んだ棚氷域を含めて、日本の約

37倍です（図－１）。 
南極大陸のほぼ中央に南極横断山脈があって、山脈を境に東経側を東南極大陸、西経側を西南極大

陸と言っています。日本の昭和基地は、南極大陸の東経 39度付近にあります。 

 

南極大陸は他の大陸から遠く離れた存在で、南極半島の先のドレーク海峡で南米大陸とは 1000キ
ロと割に近いのですが、オーストラリア、アフリカ大陸とは凡そ 4000キロも離れています。また冬
季には南極大陸の沿岸から凡そ 2000キロの沖合まで、パックアイス（浮氷）という浮動する海氷に
覆われます。この浮氷帯の中に冬季、船で入って行くことは現代の強力な砕氷船でもまずできません

（図－2）。 
太陽からの輻射熱はすべて

宇宙に戻され、一年間の輻射収

支は差し引きゼロになるので

すが、赤道付近を中心にして南

北緯度 40 度付近までは太陽か
らもらった熱が過剰な領域、つ

まり地球が暖まる領域。それに

対してより高緯度では宇宙に

戻した輻射量が過剰な領域、地

球が冷える領域です。温まる領

域を熱源、冷える領域を冷源と

言っています。 
熱源と冷源は温度差があり

図

-2 
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ますから、そこに熱の対流が生じます。この熱の対流の形はやや複雑ですが、それが大気大循環なの

です。この過程は熱源域の余剰の熱が高緯度の冷源域に水蒸気の形で潜熱輸送されます。現象として

は中緯度から南極大陸あるいは北極域に向かう低気圧という形です。 
低気圧の形で運ばれて来る水蒸気は、南半球では南極大陸の冷たい大気に出会い、混合する過程で

降雪となって、凝結潜熱を冷たい大気側に移す仕組みになっています。もたらされた水蒸気は、南極

大陸という大きな氷河を養っている質量収支過程でもあります。高緯度にある南極大陸付近の経度の

長さは、赤道付近の長さに対して 10分の 1程度ですから、中緯度の各地で発生した低気圧が極地の
近くに来ると、経度方向のその存在頻度が非常に高くなるのです。つまり低気圧が発達した暴風圏が

作られます。 
昔、探検船が南極大陸に近づこうとすると、密集した厚い氷の群氷、浮氷帯に出会い、さらに頻繁

に嵐に出会い、しばしば行く手を阻まれるという背景はこうした高緯度の自然なのです。南緯 40度
付近は「荒れ狂う 40度」と言って、昔から船乗りが非常に恐れた海域なのです。 
今でもその状況は変わりませんが、帆船の時代は、そこを突破することが非常に難しかったので、

南極というのは長い間人類から隔絶された未知の大陸でした。 
 
南極探検史について 
南方の未知なる大陸というものが存在するだろうということは、ギリシア人は哲学的思惟推測から、

北に大陸があるから、南にもそれとバランスするような大陸があるに違いないと考えていました。し

かし、南に行くと非常に熱くなるから、灼熱の大陸であろうとも想像されていました。そうした時代

を経て、大航海時代となり大洋の知識が増え、さらに 18世紀に入って船の製造技術が高まり、航海
術が発達してくると未知の海洋を探検する人が出てきました。 
キャプテン・クックという非常に有名なイギリスの大航海家、オーストラリアの東海岸を発見し、

ベーリング海峡を名づけた人ですが、彼が 18 世紀の終わり、1773 年にイギリス国王に命じられて
南方の未知なる大陸の探検に出かけました。 

 
クックの前に、フランス人のブーベやケルゲレン等が南方の海に探検に出かけています。ルイ 16

世時代のフランスは、探検熱が高かかったようです。彼らはブーベ島やケルゲレン島を見つけて、こ

れがいわゆる南方の未知なる大陸であろうと報告し、ルイ王朝から勲章までもらっています。英国国

王は彼らの活躍、ややいかがわしい面もあったようですが、に刺激され、クックに探検を命じたので

す。 
クックは昭和基地の 200キロほど先で、南極圏（66度 30分 S）を通過しています。その先は浮氷

帯となっており、当時の帆船では中に入って行くことはできません。クックは大陸を望むことは出来

ず、大陸は存在するかもしれないけど、あるとしてもこの浮氷帯のずっと南にあり、そこに到達する

ことは出来ないと報告をします。 
彼は南極大陸の周囲を高緯度で一周し、当時としては偉大な航跡を残します。キャプテン・クック

は偉大なる航海者でしたので、彼の報告は正しいと信じられ、その後の 45年間は南極大陸探検史の
空白期となりました。 
しかしその後、1820 年にベルングスハウゼンというロシアの提督、それからアーノルド・パーマ

ーというアメリカの捕鯨家、ブランスフィールドという英国海軍の士官の 3 人がほぼ同時期に南極
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大陸を望見します。ドレーク海峡の南の南極半島付近では当時、海氷域での海獣の狩猟が行われてい

ました。歴史的には、1820~21年を南極大陸が発見された時代とされています。 
 
同時期の 1820年代に、北極海で北東航路、北西航路の探検、ヨーロッパから日本、中国に行くの

に喜望峰を通らない航路の探査が始まりました。グリーンランド海からシベリアの沖合をベーリング

海峡に抜ける北東航路、バフィン湾からカナダ北部のクイーン・エリザベス諸島付近を通り太平洋に

抜ける航路の探検です。これらの探検は困難を極め、北東航路は 1878ー79年にノルデンショルドに
よって、北西航路は 20 世紀の初めにアムンゼンが初通過します。北西航路の探検では 1845 年にフ
ランクリン隊の全滅など悲惨な歴史もありました。 
北西航路の探検で 1830年代に、ロス海を発見したジェームス・ロスという人が、北磁極を発見し
ました。北磁極があるということは、南磁極もあるだろうということで、この発見競争が南極で始ま

りました。フランスとイギリスと米

國が競争に参加し、当時、南磁極は

内陸にあったため南磁極へ到達は出

来ませんでしたが、その過程で大き

な発見がいくつかありました。南極

大陸の大凡の輪郭が判って来て、南

極大陸（アンタークティカ）という

ものが存在するということはこの時

代に確定しました。ロス海、ロス棚

氷、エレブス火山の発見もこの時代

です。 
それから 50 年間は、ヨーロッパ、

アメリカでさまざまな歴史的変動が

あり、南極探検史も空白の時代とな

っています。 
20世紀の初頭、1895年から 1922
年の間を「英雄の時代」と言ってい

ます。この中にはスコット、シャク

ルトン、アムンゼン、ゲルラッシュ、

フィルフィナー、シャルコー等とと

もにわが国の白瀬矗がいます。 
「英雄の時代」の幕開けをした偉

大な人物は、カールステン・ボルフ

グレビングというノルウェーの博物

学者です。彼は 1894ー95 年にノル
ウェーの捕鯨船に乗って、アデア岬

に上陸します。これは人類が初めて

南極大陸に上陸した瞬間です。 
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それから、数年後、果敢にも彼は 1898年から 1900年、つまり 19世紀の終わりから 20世紀の初
めに、アデア岬で初めて越冬して、しかもスキーで内陸を探検します。 
南極大陸で人間が住めるということを証明したのです。南極点の発見競争はここから始まります。

結果として 1911年にアムンゼンが南極点に到達します（図－3、－4）。 
第一次大戦から第二次大戦にかけて、南極は領土権、国際紛争との関わりなどややこし状況にもあ

りましたが、探検としてはアメリカのバード隊の活躍があります。彼は南極点までの初飛行に成功し

ています。しかし、まだまだ南極については、多くの未知が残されていました。 
 
南極探検「英雄の時代」と白瀬矗 
今年は白瀬矗が南極に行って 100 年目に
なりますので、ここで白瀬隊の紹介をします。

1910（明治 43）年 11月 28日に隊員 10名、
船員 17 名で日本を出発します。当初の計画
では 8月に出発する予定だったのですが、探
検船が見つからなくて、結局 11 月 28 日に
なってしまいます。 
最初「磐城」という 656トンの海軍の砲艦
を借りようとします（図－5）。この軍艦は古
い日本製の木造船で修繕に 10 万円は掛かる
と言われます。白瀬隊の南極探検費用は当初

4万円程ですからとても無理ということにな
ります。いろいろな経過があって、当時、

郡司退役海軍大尉が千島の探検や開拓

のために作った報公義会、白瀬もそこに

参加し、千島の越冬でひどい目に合うの

ですが、報公義会は第二報公丸という漁

船を持っており、それを２万数千円で購

入します。名前を変えて「開南丸」とな

ります。これに厚さ 7 センチ、幅 15 セ
ンチ程の角材を巻き、その上に 6ミリの
鋼鉄板を張付け、対氷対策とし、これに

中古の 18 馬力の蒸気機関を取り付けま
す。これで南極に向ったのです。 

南極大陸に近づいたのは翌年(1911年)の 3月になりました。3月は初冬の季節で、とても船が氷海
に入って行く季節ではありません。 
最初の年（第１次航海）はアデア岬付近まで行って、そこから引き返し、シドニーに行きます。シ

ドニーで半年ほどキャンプ生活をし、再起を計ります。 

 図 -5 	 磐城と開南
丸  
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ロス海は、夏に群氷が比較的早く開くところで、ジェームス・ロスも帆船で奥深く入っています。	 

1912年 1月 16日に鯨湾に到着し、翌日棚氷の上に登り、1月 20日に内陸域へ向う 5人の突進隊が
28頭の犬そりで出発し、1月 28日に 80度を越え、そこを大和雪原と名づけます。 

100年前、小さな船で南極に向かった大先達がいたことは驚くべきことと言えるでしょう。 
この探検隊には西川源蔵、吉野義忠という当時 23歳の早稲田大学の学生が参加しています。吉野

さんは北海道の留萌の出身です。我々もその年頃、南極に憧れていた訳で、親近感を覚えずにはおら

れません。また、野村船長が小さな機帆船を操って厳しい南極の氷の海に入って行き、探検隊を鯨湾

に上陸させたということは驚くべきことであります。 
野村船長たちは突進隊が出発した後、エドワード７世ランド付近の沿岸を探検し、白瀬海岸、大隈

湾の名前を残しています。（図－6、－7）。 
 
国際地球観測年 (IGY) 
図－8は 1929（昭和４）年にオーストラリアで発

行された南極の地図です。当時南極大陸の地理で

分っていたのは、比較的群氷帯が夏季に開きやす

く探検船が近づけた南極半島、ウェッデル海の東

側付近、ロス海付近のみで、南極大陸の周辺の 60
パーセントは未知の領域でした。 
第二次世界大戦のあと、1946年にオペレーショ

ン・ハイジャンプという地理的大探検をアメリカ

海軍が行います（図－9）。砕氷艦、潜水艦、航空母
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艦などの艦船を動員して、南極大陸周辺の写真を撮りました。翌年のウィンドミル作戦ではヘリコプ

ターを使って、大陸沿岸に測量隊を送って露岩域を測量します。そうして 1947年に南極大陸の輪郭
が初めて明らかになりました。しかし、海岸線は明らかにされたが、内陸部は依然、未知のままでし

た。 
1872~74年の探検航海で、フランツ	 ヨセフ

諸島を発見したオーストリア海軍の K.バイプレ
ヒト等の提唱によって、国際極域協同観測（国

際極年）が 1882~83年に行われました。当時は
北極域が中心でした。その 50 年後の 1932~33
年に第二回目の国際極年が行われ、わが国も国

内観測に参加しています。北極圏 42カ所、南極
圏 5 カ所で観測が行われました。第三回国際極
年は第二回から 50年目だと 1982~83年になり
ますが、特に南極域の地球科学上の空白はそのままにすることは出来ず、間隔を 25年に短縮し,南極
大陸での観測を中心に、国際地球観測年(IGY)が 1957~58年に行われることになったのです。 

 
朝日新聞社会部に矢田喜美雄という

記者がおられましたが、オリンピックの

選手でベルリンオリンピックでは走り

高跳びの選手として出場しています。下

山事件の取材でも非常に名を馳せた人

です。彼は第 3回国際極年、地球観測年
（IGY）が始まる 2 年前の 1955 年（昭
和 30年）に、「北極・南極」という記事
を朝日新聞に連載しました。その取材の

中で、1957~58 年に第 3 回国際極年と
いう国際協同で南極観測をやるらしい、

という情報を知るわけです。それで、すぐに半沢朔一朗という、当時科学朝日の編集長だった人と相

談し、朝日として船をチャーターし、南極に探検隊を送って、南極観測に参加しようということを専

務の信夫韓一朗に話し、衆議一決、よしやろう、ということになるわけです。7 月には朝日新聞は、
学者グループとして茅誠司、永田武、和達清夫、荻原雄佑氏等にこの計画に対する朝日の協力を伝え

ます。国際地球観測年には日本は、南極観測には参加を計画していませんでしたが、東経 120 度線
の観測には参加することになっていまして、永田武東大教授はその計画委員会の委員長でした。北大

教授の中谷宇吉郎さんはこの会議に呼ばれますが欠席しています。 
この会議で朝日の信夫韓一郎専務は、学者達に「皆さん、学者の力で、日本の空に青い大きな窓を

開けてください」と挨拶します。当時はまだ、戦後間もない時代で、下山事件とか三鷹事件とか非常

に暗い世相だったのです。それで、南極探検という、非常に大きな夢のある仕事をして、国民を勇気

付けようではありませんかと呼びかけたのです。 
この提案に日本学術会議（会長茅誠司）の学者たちが賛同し、学者グループ、政府内のいくつかの
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会議の後、政府は 11月に南極観測実施を閣議決定します（図－10）。 
 

設営を担う大学山岳部 
当時の日本には、南極観測をするにしても、設営を担当できる組織というものがなかったのです。

英国の南極探検を支えたのは海軍でして、軍隊あるいはそれに類する組織が担当するのが歴史的と言

えるでしょう。それで、茅誠司さんは設営を日本山岳会に頼もうと考え、その主だった人たちと相談

します。これを受けて日本山岳会は京大 AACK の今西錦司、木原均、東大山の会の今井田研二郎等
の大御所、日本山岳会会長の別宮貞俊氏らを集めて相談します。木原均さんは北大スキー部を作った

人で、小麦の先祖の研究の大家で、当時は京大教授でカラコラム・ヒンズークシュ探検隊の隊長でし

た。彼らの議論から西堀栄三郎が副隊長、設営の責任者に良いだろうと茅さんに推薦します。西堀栄

三郎個人を推薦したわけで、南極の設営の主体は海軍出身の多い東大山の会が良いなどという話が出

た、と村山雅美さんが彼の著書に記しています。 
一方、朝日新聞は昭和 30 年 10 月頃に、南極学術探検事務局というのを設けました。この探検と

いう言葉を永田武は非常に嫌がったそうです。当時永田武は、観測隊隊長という役目を期せられた人

です。彼は学術観測隊であって、探検隊ではないと言っていたそうで、この学術探検事務局の設立が、

その後の観測隊運営の展開に影響したと私は考えています。 
	 朝日新聞社内に設けられた探検事務局では半沢さんが事務局長、矢田喜美雄、藤井恒男（1次隊越
冬）など朝日新聞社員、設営委員会の顧問に朝日 OBで山岳会重鎮の藤木九三、早大探検部長の関根
吉郎など朝日、早大色の規格はずれの人たちが中心になって活動していました。特に、関根吉郎さん

はお会いしたことがありますが、強烈な個性の持ち主です。 
矢田さんと永田さんは共に自信家で、最初はうまくいっていたそうですが、朝日探検事務局設立の

頃から次第にぎくしゃくし始め、結局、昭和 31年 1月末の北海道濤沸湖の訓練で矢田さん、関根さ
んを中心にした探検事務局の設営グループと永田武隊長候補との間で何かあり、（濤沸湖のクーデタ

という人もいます）両者は袂を分かつ事になります。この辺の事情は人によって見解が分かれ、その

原因にも諸説ありますが、事実として南極探検提唱者の矢田さんは表舞台から去ってしまいます。 
この後にというか、この空白に入りこんできたのが、東大スキー山岳部 OB達（東大山の会）です。

東大スキー山岳部（TUSAC）は、各地の旧制高等学校の山岳部 OBの集まりで、東大山の会自体は
非常にゆるい結束の組織だそうですが、その組織のフィクサー役を演じたのが鳥居鉄也さんです。こ

のことについては本人が書かれた文章が残っています。もう亡くなられましたが、第 1 次から第８
次の観測隊まで参加された南極観測の大御所ですが、南極観測は国の事業だから東大山の会が設営の

中心になるべき、と考えていたようです。このことは結果的には、当時の動員力といった点で正しい

選択だったとも言えるでしょう。 
東大山の会は、第 1次から第 6次隊までの「宗谷」の時代に、２回行った人もいますが、36人を

送り込んでいます。越冬隊長は極点旅行に成功した９次隊までに、西堀、（村山）、村山、鳥居、村山、

武藤、鳥居、村山と続きますが、西堀、武藤さんを除いた他はすべて東大山の会です。 
	 第１次隊には北大山岳部から４人が参加しています。越冬隊の医師、中野征紀、設営担当、佐伯富

男、地質担当、菊池徹、夏隊設営担当、小林年の４人です。中野さんや佐伯さんは西堀‐加納一郎さ

んの関係で推薦されたのでしょう。西堀さんが設営に芦峅寺の山案内人の佐伯宗広さん等４名を連れ

て行きますが、佐伯富雄さんの参加もそれと関係するのでしょう。第 1 次隊には西堀さんの意見で
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犬そりを採用しますが、この犬の訓練に北大山岳部の木崎甲子郎、安藤久男、宮地隆二、永光俊一さ

んらが参加します。この訓練の成就には西堀‐加納一郎‐犬飼哲夫北大教授の良き関係があったので

しょうが、その線で小林年さんが参加したのでしょう。菊池さんは地質調査所の推薦でしょう。北大

山岳部からの参加は「宗谷時代」に限れば、4次隊に参加された木崎さんを除いて他にいません。１
次隊への参加はすべて、西堀‐加納さん、あるいは北大にも在籍し、村山さんの山仲間でもあった日

大の初見一雄さんの筋での参加と思われ、東大山の会の筋とは無縁のようです。 
村山雅美さんは、昭和基地－南極点往復 5000 キロの旅行に成功する人ですが、彼はわが国の南極

観測のまさに設営の創始者とも言える人でしょう。彼は旧制の松本高等学校から東大、卒業後海軍の

予備学生となり、海軍大尉で復員し、マナスル登山に参加します。東大山の会の推薦もあって、西堀

さんの補佐役として南極観測に参加します。その後の経歴は、まさに設営の担い手としての人生だっ

たと思います。彼は学閥とか山岳部閥といった意識の無い人で、その後の南極の経営に大きな影響を

与えた人です。西堀さんもそういうこだわりが全くない人で、永田さんと違って「学術探検」という

表現を認める探検志向の人で、有名な「永田‐西堀論争」の片方の立役者でした。村山、西堀と言っ

た人たちは南極観測の「探検」的志向を根付かせた人たちであったとも言えます。 
南極で観測する以上に、南極大陸の内陸部に入って行くという、つまり地理的探検志向がそもそも

ある訳です。当時、昭和基地の南方大陸は全く未知の空白域ですから、そこを明らかにするというこ

とが大きな探検的テーマだったわけです。学術観測であろうと内陸探検は避けることの出来ない大き

な課題であり、この課題に向かって大学の山岳部の OB達が、それは東大だけではなく、北大、京大、
日大、その他多くの山岳部の出身者達が関わってきたのです。大学山岳部（探検部、ワンゲル部など

を含めて）の果たした役割は大きいものであると考えています。 
 
わが国観測隊、南極へ 
第一次南極観測隊は「、宗谷」という船で 1956

（昭和 31）年 11 月 29 日に日本を出発します。
「宗谷」は、満載排水量 4900トン程の砕氷船で
す（図－11）。砕氷船の場合は船の重さをエンジ
ンの力で氷の上に乗りかかり、氷を割るという

方法で進むので、満載したときの船の重さとい

うのが非常に重要になります。「宗谷」は 2400
馬力のエンジンを 2つ持つ、合わせて 5000馬力
の船で、厚さ 50センチの氷を割る能力しかあり
ませんでした。 
南極大陸の周辺には、パックアイス（浮氷）という風と海流によって動く氷と、陸地に固定されて

動かない氷、定着氷の 2 種類があります（図‐2）。南極大陸の周辺は現在の気候ですと、定着氷の
厚さは一年間に 1 メートル 50 になります。定着氷縁からおよそ 60 キロ、この定着氷を割って入ら
なければ昭和基地に着けません。宗谷の砕氷能力は 50センチですから、この定着氷を割ることは本
来出来ないのです。 
第 1 次南極観測の時の定着氷は通常の状態ではなくてかなり割れており、宗谷は定着氷域をかな

り奥まで進むことが出来ました。わが国は 50年も南極観測をやっていますが、20年に一回、数年間
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そういう状況が続くのです。第１次隊はたまたまそういう年に当たったのです。 
	 昭和基地のすぐそばまで入って行って、それなりに苦労して荷揚げに成功し、越冬隊を残すことが

出来ました。もし氷状が例年並であったならば、南極観測がその後続けられたかどうか分りません。

まさに僥倖であった訳です。南極の特に海の行動は今でも時の運任せの面があります。 
	 1957(昭和 31)年 1月 29日、第 1次南極観測隊は上陸式を行います。非常に運良くオングル島に辿
り着ついて、そしていよいよわが国の南極観測が始まりました。 

 
図－12 は三代目の砕氷船「しらせ」です。満載排水量 1 万 9000 トン、3 万馬力のエンジンで、1
メートル 50の氷を連続 3ノットで砕氷航行できます。 
「しらせ」は、南極観測輸送に 25 回従事しましたが、私が隊長であった 35 次の 1 回だけ、すご
く厚い氷、4メートル位あったそうですが、この
厚い海氷を突破できず接岸が出来ませんでした。

その前の「ふじ」は満載排水量 9000トン、宗谷
の倍ですが、この船は 18年間輸送に従事し、昭
和基地に辿り着けた、つまり定着氷を割って入

ることができたのは 6回だけです。「ふじ」の規
模では十分ではなく、「しらせ」になったのです。

四代目の「しらせ」は三代目と同規模です。つ

まり南極観測では「しらせ」規模で十分と言え

ます。 
 
第１次隊が建設した当時の昭和基地を図－13 に示

します。かまぼこテントは発電棟で、中に 20KVA
のエンジンが設置されています。１次隊は雪上車を

5 台持ち込みましたが、その中の 1 台がディーゼル
エンジンの雪上車で、このディーゼルエンジンは発

電機の予備機です。通常時には輸送に使います。 
 

当時の昭和基地建物は４棟、総面積 70平方米です。
この建物を使って 11人が越冬を開始します。図－14
は 1980 年代の昭和基地で、相当大きくなっていま
す。青い建物は観測棟です。オレンジ色の建物が発

電棟、レンガ色は食堂棟です。「ふじ」の時代には越

冬隊は 30名ほどです。最近の基地の写真が図－15で
す。床面積は全体で、5000平方米以上で、数え切れ
ないくらいの建物があります。最近は女性の越冬隊

員もおり、設備はビジネスホテル並に整っています。 
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昭和基地の後方に二つのレドーム

（レーダードーム）が見えます。大き

い方には、中に直径 10メートルのパラ
ボラアンテナ設置されており、このア

ンテナは、遠くの星から来る電波を使

って大陸間の距離、例えば南極大陸と

オーストラリア大陸の距離を測定して

います。本来の目的は、極軌道衛星か

らの大量のデータを受信することです。

こうした設備をもっている基地は僅か

です。 
 

小さい方のレドームには、インテルサットのアンテナが設置されています。現在、日本との通信は

この衛星回線を使い、大量の通信が可能です。私は 11次隊から参加していますが、その頃はすべて
短波通信で、29次隊の頃にやっと、衛星回線を使ったファックスができる時代になりました。20年
前までは私用の電報は 1ヶ月 150字に制限されていました。衛星電話は 25年前頃に可能になりまし
たが、電話代が大変で、越冬中に電話代が 100万円も掛かった人がいましたが、現在は無料です。 

 
第１次越冬隊 
ここで第１次南極観測隊の越冬隊に話を

戻します。この越冬隊には北大山岳部の OB
が 3人もおり、今日の話の主題でもあります。
図－16は第 1次観測隊の幹部の人たち、永田
武、西堀栄三郎と「宗谷」船長の松本萬次さ

ん達です。幸運にも 250トンの物資が輸送出
来、建物を造って、11 人の越冬隊を残しま
す。図－17は越冬隊の顔ぶれです。西堀越冬
隊長、佐伯富雄、中野征紀さん達ですが、中

野さんが写真を撮られたのか、彼の姿が見当

たりません。彼は当時 52 歳で、西堀栄三郎
さんが 53歳、当時としても十分長老ですが、
中野さんや佐伯さんは西堀さんの指名で第 1
次隊に参加したと言われています。先に話し

ました、東大山の会主導の設営グループとは

系列が違ったのでしょう。その後、しばらく

北大山岳部 OBが加わることはありません。 
	 第 1次越冬隊は、西堀越冬隊長以下の探検
精神旺盛な人達でした。第１次越冬隊は西堀

隊長指揮のもとに、なんとしても内陸に入っ
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て行こうとします。越冬隊の皆がそうだった訳ではなく、

無謀だという人、もっと果敢にという人などが居り、そ

れなりの葛藤があったと言うことは、西堀さんが「南極

越冬記」に書いています。 
KC-20と犬そりの内陸旅行隊です（図－18）。当時の雪
上車は現在のクラス分けでは小型雪上車で、重量２t で
す。雪上車は自重に等しい牽引力があると言われます。

木製のそりにドラムカン 10 本積めますが、その重さが
約 2ｔ、この雪上車はそりを一台が曳ける程度の性能と
いうわけです。 

今の一番新しい雪上車は、ＳＭ100という自重 10トンの、ドーム
深層掘削計画の為に開発された雪上車ですが、最近はゴム製のキャタ

ピラの性能が良くなって、自重 10トンで 14トンの牽引力がありま
す。雪上車の能力には隔世の感があります。 
第 1次越冬隊に戻りますが、彼らは小さな雪上車と犬そりで越冬中に
1500キロの旅行をします。 
当時の犬そりというのは、誰かが先頭を走らないと走らないそうで、

犬そり係の北村泰一さん、オーロラの研究者で九大の名誉教授ですが、

この人が 1500 キロの旅行のうち 1000 キロは犬の前を走ったと言っ
ています。彼らの最大の目標は、昭和基地から南東 200 キロのとこ

ろにあるポツンヌーテンという露岩でした（図－19、20）。ここに中野さんをリーダーに地質研究者
の菊池徹さん、こ

の人も北大山岳

部のＯＢです。そ

して北村さん。こ

の 3 人が海氷上
は雪上車の支援

を受けて、犬そり

で到達します。南

極観測が始まっ

たとき西堀さん

の強い意向で、犬

そりを用意する

ことになりまし

た。その犬そりの

訓練を北大山岳

部が稚内に訓練

所を設けて行い

ました。その結果
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として犬そりがあるわけですから、それを使って内陸旅行を成功させ、稚内で培った夢を実現したい

と思ったそうです。ポツンヌーテンの登頂に成功しただけでなく、天測にも成功し、その位置を確定

します。当時は非常に重要な成果だったのです。この旅行はかなり冒険的要素があり、今でも陸路で

の接近は相当困難です。 
西堀さんは大陸進出に執念を燃やし、越冬開始直後の 3月に、11人の越冬隊員のうち 8名を連れ

て凍ったオングル海峡を渡り、大陸への登路を探査しています（図－20 右図）。昭和基地付近の海岸
線で大陸に登れる場所は昭和基地の対岸、「とっつき岬」と呼ばれる 1箇所しかありません。あとは
氷崖になっていて雪上車では登ることはできません。その登り口から大陸に上がり、ラングホブデ露

岩付近まで行っています。これは西堀さんの執念が実った、わが国最初の記念すべき内陸旅行です。

ポツンヌーテン旅行はそうした努力の積み上げの、仕上げの旅行と言えるでしょう。北大山岳部で培

われた何か、がこうした探検行に貢献しているのでしょう。 
 
内陸を拓いた人達 
こういった初期の時代の内陸探査行（図－21）を企てたのは大学山岳部 OBの猛者達です。 
第 3次隊はたった 57トンの物資輸送しか出来なかったのですが、14人が越冬します。内陸旅行に
使える燃料は、ガソリンド

ラム 17本、3.5トンほどで
す。それをどう使うか、観

測に使うべきか、内陸探検

に使うべきかで大論争があ

ったと越冬隊長の村山雅美

さんが書き残しています。

村山さんは明確な探検派で、

将来のためにできるだけ内

陸に入りたいと願っていま

した。それで、昭和基地か

ら 350キロの内陸奥地に向
かいます。目的は地磁気観測とオーストラリアの観測隊が航空機から望見したという山脈の発見です。

250キロまで 2台の雪上車で進み、燃料節約のためにそこに１台をデポして、さらに 100キロ内陸
に入ります。そのあと雪上車をデポして、村山、武藤さん、彼は慈恵医大山岳 OBでラバウル航空隊
の軍医をしていた人、平山善吉さん、日大山岳部 OBです。その三人が徒歩でそりを曵き、まぼろし

の山の探査に向かいます。しかしヌナターク（氷床

上に突き出た基盤岩峰）はまぼろしで、実はモレー

ン原でした。 
翌年の第 4次隊は 3台の雪上車の輸送に成功しま

した。東大山の会の観測隊設営への参入に貢献した

鳥居鉄也さんが越冬隊長です。彼らの内陸探検の目

的は 1937 年に、ノルウェーの探検隊のリーセルラ
ルセンという飛行家が航空機から発見した「1937年
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山脈」の探査です。 
リーセルラルセンは宗谷海岸付近を広範囲に写真撮影し、地名を付けました。昭和基地付近の地名

のほとんどがノルウェー語である理由です。そうした成果を基に、ノルウェーは潜在的領土権を主張

しています。 
「1937 年山脈」の探検には木崎甲子郎、琉球大学名誉教授で北大山岳部のＯＢ、が、大いに活躍

しました。「1937 年山脈」は彼らの成果をもとに、「やまと山脈」とよばれています。その最高峰に
登頂し、地質、地理調査に大きな成果をあげました（図－21、22）。 

 
一方，犠牲も払いました。福島

紳さん、京大の地球物理の研究者、

がブリザードの中を犬にエサを

やりに行き、基地に戻れず、遭難

されます。南極観測でこれまでの

唯一の犠牲者ですが、その人を記

念して「やまと山脈」の最高峰に

「福島岳」という名がついていま

す（図－23）。 
その翌年の第 5 次越冬隊は再

び村山さんが越冬隊長で、彼は執念を持って更なる内陸を目指します。KD20というディーゼルエン
ジン雪上車 3台で南方の内陸高原域に向い、南緯 75度、標高 3000メートルの内陸高原の端に到達
します。まさに信じがたい、冒険的な旅行を敢行し、満身創痍になって、最後はソ連の飛行機に部品

を落としてもらってやっと帰ってくるという旅行でした。 
 
わが国南極観測の歴史 
南極観測の歴史を振り返ると、大きく 3つの時代に分かれます。この時代区分は要するに物資輸送
量を反映しています。つまり、南極での観測、生活の質、行動規模は、第一義的に物資量に依存して

いるということです。図－

24に主な観測、設営の歴史
を示します。 

 
第１の時代は「宗谷」の

時代です。隊次でいえば第

6 次隊（夏隊のみ）までで
す。この時代の観測隊が昭

和基地に持ち込んだ物資量

は、第 1 次隊が 240 トン、
第 3次隊が 57トン、4次隊
が 154 トン、第 5 次隊は
121 トンです。持ち込まれ

福

島

岳  
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た雪上車は、小型の KC、KD20クラスの 9台のみです。 
この時代は「宗谷」の輸送、砕氷能力が低く、わずかな物資量、小型雪上車しか輸送、陸揚げ出来

ませんでしたが、そうした悪条件を克服し、果敢に探検的内陸旅行に挑みました。その主役は大学山

岳部の OB達でした。 
 
しかし、南極観測という観点から見ると、「宗谷」の輸送量、砕氷能力ではとても安定した南極観

測は経営できないということで、1961年の第 6次隊を区切りに、いったん観測を中断することにな
りました。結果的には「中断」ということになっていますが、正確には「終了」です。一度止めた事

業を大変な努力によって再開したというべきでしょう。その再開を実現した最大の功績者は村山雅美

さんです。彼は当時、政界の青年将校と言われた中曽根康弘さんを南極点まで連れて行きます。再開

反対派だった中曽根さんを賛成派にさせるという信じがたい離れ業を演じて、南極観測の再開を計っ

たのです。 
1965 年に第 2 代南極観測船「ふじ」が就航しました。第 2 期の」「ふじ」の時代です。輸送量は

500トンに増えます。発電、車両燃料が 300トンです。このくらいの燃料量ですと昭和基地の電力、
内陸旅行車両用の燃料としてはまずまず充足したと言えます。しかし、それでも「ふじ」では十分で

はなかったのです。「ふじ」は、18年間輸送に従事しますが、その間、昭和基地に接岸できたのは 3
分の 1の 6回のみです。12回は定着氷域に侵入できませんでした。昭和基地に辿り着けないと、大
型の雪上車や観測機材は輸送出来ません。燃料はドラム缶に積み替え、ヘリコプターで輸送しますが、

膨大な労力を要します。「ふじ」では安定的な物資輸送が実現出来なかったのです。 
しかし、この「ふじ」の時代に昭和基地‐南極点旅行に成功し、さらに内陸域への大きな科学的展

開がありました。初めての日本の内陸基地「みずほ基地」も建設されました。この建設には北大、京

大、日大の山岳部の OB達が大いに活躍しました。この基地で氷床掘削が着手され、氷床深層掘削計
画の先駆けとなりました。 
また、超高層物理分野では最初のロケット観測が行われました。1969 年に初めて昭和基地からロ

ケット発射に成功しました。 
1982年に三代目の「しらせ」が就航します。第 3期の始まりです。「しらせ」は満載排水量 1万 9

千トン、3万馬力の強力な砕氷船です。昭和基地周辺の定着氷を簡単に割って入ることは先に紹介し
ました。「しらせ」の時代に入ると、物資輸送量は 1000 トンと飛躍的に増大し、基地、内陸観測と
も安定的に発展して行きます。二番目の内陸基地「あすか基地」が創られ、1995 年には三番目の内
陸基地「ドームふじ基地」が創られました。この基地は昭和基地から 1000キロ奥地、標高 3810メ
ートルの高所にある氷床深層掘削のための基地です。雪上車も大型化し、ＳＭ100という非常に高性
能な雪上車が導入されました。これも「しらせ」になって物資輸送量にゆとりができたお陰でしょう。 

1970年代「ふじ」の時代、「みずほ基地」では夜中に発電機を止めないと燃料が足らず、ディーゼ
ル発電機では一旦止めると始動が大変なので、ガソリン発電機を使います。しかし、地吹雪になると

排気管がすぐ詰まり、雪の中に埋もれた基地の中を、一酸化炭素ガス検知器でしょっちゅう巡回しチ

ェックしないと非常に危ない。そのため昼のみガソリン発電機を使って、夜は暖房無しで寝るという

ことをやっていました。そのくらい、内陸で使う燃料が不足していました。 
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「宗谷」、「ふじ」、「しらせ」

時代と進むにつれ、内陸調査旅

行のやり方、規模あるいは昭和

基地での生活、観測は大きく変

わってきています。これからの

南極観測を考える時、そのバラ

ンスをどう考えるかは、現代社

会の諸問題と同じでしょう。 
 
新しい南極内陸観測の展

開へ 
第 9 次南極観測隊の村山雅
美隊長は、昭和基地から約

2500kmの南極点に、120日ほどかけて往復旅行
に成功します。この成功は世界で 9番目ですが、
旅行距離は最長です（図－25）。しかも旅行ルー
トは 3700mの高所を越えねばならず、そのため
に軟雪帯に苦しみます。図－26は軟雪帯を行く極
点旅行隊と村山隊長です。この旅行の成功はそ

の後の内陸観測展開への大きな礎となりました。 
 

ここで、南極大陸を広く覆う氷体の実態を説

明します。 
南極大陸の地形概念を図－27 に示

します。図中、黄色で示した部分は

昭和基地南方の単元氷床流域です。

氷床の質量収支を考える場合の単元

です。その回りの扇形領域がわが国

の観測範囲です。南極大陸の平均の

高さは 2000メートル程ですが、これ
は大陸としては異常に高い大陸です。

なぜ異常に高いかという理由は、そ

のほとんどが氷で成り立っているか

らです。氷の密度が 0.9g/立方 cmに
対し、大陸地殻をつくる花崗岩のそ

れは 2.7くらいですから、氷はその 3
分の 1の重さですので、3倍の高さになり得るのです。もしこの氷がすべて融けてしまうと、アイソ
スタシーの考えに基づけば、その本来の高さを回復し、普通の大陸の平均の標高である 900 メート
ル程になるでしょう。氷床下での大陸基盤の標高はほぼ海水準の高さです。「やまと山脈」は、氷床

 
	 ↓ 
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上に見える大陸基盤の高まりとい

うわけです。南極大陸の鳥瞰図を

図－28に示しました。距離に対し高
さを強調していますので、実態は

異なりますが、イメージとしては

鏡餅のような形態でしょう。この

地形の特徴は 3000mを越す内陸高
原が全表面積の四分の一を占める

ことです。内陸高原で冷却された

接地大気は“カタバ斜面”を常に

流下し、その上空を補償流が内陸

に向うという特有の気候システム

が形成されます。	  
南極大陸の断面図を図－29 に示します。横断山脈や棚氷の概念もこの図から読み取れるでしょう。

南極大陸を作る大陸地殻は図中の

茶色の部分で、その上に東、西南

極氷床という巨大な氷体が載って

います。この氷の部分が氷床です。

氷床というのは巨大な氷河で毎年

降り積もる雪によって質量が「涵

養」され、氷体の一部は毎年、融

解、氷体の切り離しによって氷体

から「消耗」するという現象です。

質量収支とは「涵養」と「消耗」

の差で、その差が０なら質量収支

は平衡状態にあり、氷床の規模は

変化しないということになります

（図－30）。我々が見ている南
極大陸の大部分は、「南極氷

床」ですが、「氷床」は一般

になじみのない用語ですか

ら、ここでは氷床を含めて

「南極大陸」と呼ぶことにし

ます。しかし雪氷研究者にと

っての観測、調査対象は「南

極氷床」です。氷床は気候的

な現象ですから、数千年、数

万年の気候の変動に対応し

てその規模は変動します。 

西南極大陸 

 

西南極大陸 
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「宗谷」の時代の探検的内陸探査、

その締めくくりとしての「極点旅

行」の成功の後に、1960 年代の
終わりから 70年代前半にかけて
第一期「エンダービランド雪氷総

合計画」が、1980 年代後半には
第二期計画「東ドローニングモー

ドランド計画」が行われ、そして、

1990 年代前半には第三期計画
「ドームふじ深層掘削」が行われ

ました。これらの歴史をまとめて

図－31に示しました。図の右側は
これらの計画に参加した北大山岳部の OB 達です。 

 
第一期~二期の調査地域が図－

32 に示されています。この地域
は地図の空白部でして、調査の第

１の仕事は地図を作ることです。

続いて、雪氷、気象の諸情報、氷

床に関する諸情報を明らかにし

て行きます。1970 年代には緑線
の地域を、1980 年代には赤線の
地域を調査しました。ひと夏に

3000 キロほどの内陸旅行をしま
す。第一期計画では極点旅行で開

発された大型の雪上車ＫD60、小型の KC20 が使われ（図－33）、第二期では中型の SM60 が主に使
われました（図－34）。第二期以降の SM 型は誘導輪が鉄製からゴムタイヤに変り、乗り心地も牽引

力も格段に向上し、内陸調査の拡大

に大いに貢献し、第三期計画で導入

された SM100 は多分世界最強の雪
上車でしょう。10トンの自重に対し、
14トンの牽引力を持っています。 
南極大陸の内陸部は図－35 のよう

に、波のたった海を凍らして、雪を

まぶしたような風景です。見えるも

のは雪面以外に全く何もない世界で

すが、当時はこうした中を航海と同

じように 100 キロ毎に天測をして位
置を求めて旅行します。正中時の太

 
 

図 -32 内陸観測ルート	 緑線：1970S	 

赤線：1980S～1990S  
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陽の高度を測り、当時は便利な関数計算機がなく、

タイガー計算機を使って手計算で位置を出してい

ました。計測と計算に一日も掛かっていました。

今はGPSを用いて面倒なこともなく旅行していま
す。天測点間の位置は磁方位と走行距離で按分し

ます。５km毎に最大傾斜方向を測定し、最大傾斜
線に直行する線が等高線という訳です。こうして

地図の空白域が地形図に変わって行く訳です。ま

さに地上最後の「探検」の醍醐味を楽しみました。 
氷床雪氷層のボーリングで過去の状態を明らか

にしようという計画も 1970 年代以降始まりまし
た。1967年にグリーンランド氷床で、アメリカ隊
は 1340m の深さの氷床全層ボーリングに成功し、
そのコアを解析し、10万年前に遡る気候の変動明
らかにしたというニュースが届き、我々もこれに

大いに刺激を受けたのです。 
 
氷床掘削（ボーリング）をするためには、内

陸に基地を作る必要があります。そのために

1970 年に建設したのがわが国最初の内陸基地
「みずほ基地」です（図－36）。その後、「あすか
基地」、「ドームふじ基地」が作られますが、こ

れらの基地は南極大陸の気候区分（図－37）に対
応した観測プラットホームのネットワークになっています。 
「みずほ基地」では 11 次隊から氷床ボーリングが試みら

れましたが、700m の中層ボーリングに成功するまでに 10
年以上掛かりました。 

 
氷床雪氷層にはさまざまな気候や環境の情報が残されて

います。例えば、表面積雪層の 10m の深さの雪温は、その

場所の年平均の気温を示しています。また、積雪層にはさま

ざまな物質が積雪とともに、あるいはドライフォールアウト

の形で堆積しています。例えば、核実験で生成された人工放

射性物質（Cs137、Sr90やトリチウムなど）は、成層圏経由
で南極に輸送され、氷床に堆積します。その堆積年代から年

平均降水量が推定できます。 

図

-34	 
雪 上

車

SM6
0 
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南極氷床雪氷層（図－38）にはこの他に、火山、砂漠、海洋、宇宙、人為などさまざまな起源から
の物質が、対流圏あるいは成層圏を通じて、南極に飛来

し、堆積します（図－39）。南極氷床中核部の上空には、
成層圏から対流圏への大気の流入をもたらす特異な気候

システムも存在します。地球上で大気に放出されたあら

ゆる物質は、南極に収束する対流圏大気の流れにより、

成層圏からの流入によって南極氷床にもたらされる仕組

みがあると言えます。 
衛星画像で示した内陸域

を図－40に示します。昭和基
地、みずほ基地、ドーム基地

の位置関係が良く分るでし

ょう。南極氷床には幾つかの

高まり（ドーム）があって、

ドームＡ、ドームＢ、ドーム

Ｃと呼ばれています。ドーム

ふじ（F）もその 1つです。 
 
氷床深層掘削はこうしたド―ムの頂上で行わ

れます。その理由を図－41に示しました。ドーム
頂上で堆積した雪は、図中に矢印の流線で示し

たように、ほとんど真下に流れていきます。氷

床斜面の途中でボーリングをすると（図中の左

端）、上部はその場所の積雪ですが、下部の氷層

の起源は、ずっと内陸だという事が分ります。

こうしたコアはその年代を決めるのは非常に難

しい。一番容易なのは氷床頂上の雪氷層コアと

いうわけです。昭和基地から遠く、寒く、標高も高い基地を掘削場所に選んだ理由です。標高 3810m
というのは、気圧換算では 4500mにもなります。極域の大気層は、地球の自転による遠心力で薄く
なっています。居住環境としては過酷ですが、科学的利益は大きいのです。 
地球は第三紀から気温が下がり始め、200万年

前の第四紀に入ると気温低下は顕著になり、地

球上の高緯度、高山に氷河が形成される「氷河

期」に入ります。気温低下は一様ではなく、寒、

暖候期の繰り返しで、100万年前頃から気候の変
動は周期的になります。70 万年前頃から現在の
気候の地球システムが確立したと考えられてい

ます。もし、70 万年前からの気候、環境変動の
情報を得ることができれば、現在の地球気候シ

 

図-37 
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ステムの仕組み、およびその変動の仕組みの解明に役立つはずです。 
氷床深層コアによる地球気候、環境変動研究のために「氷床ドーム

深層掘削計画」が 1992年から始まりました（図－42）。そのための実
際の準備は 1970年の「みずほ基地」建設から始まったと言って良い
でしょう。そのためにドーム位置の発見を含めて、内陸調査が 30年
の長きに亘って行われてきたと言っても過言ではないでしょう。この

計画は内陸志向派の総仕上げだったのです。 
 
計画は正確なドーム頂上位置の確定、基盤地形の把握から始まりま

した（図－43）。ＳＭ100 の横についているアンテナ素子はアイスレー

ダー用で、氷の厚さを測るものです（図－44）。アイスレーダー観測技

術も長足の発展を遂げ、南極氷床は深さだけの２次元から基盤地形図

の３次元自然となり、さらに内部反射層の解析技術の発達で、年代分

布を含む４次元の自然の認識になっ

ています。氷床コア解析の成果は明

確な時間軸の導入を可能にし、さら

に精緻な過去の気候、環境変動の復

元を可能にしています。 
 
「ドームふじ基地」の建設には

SM100 雪上車が主役を演じました
（図－45）。３年間に 250トンもの物
資がドーム頂上に集積され、基地が

建設されました（図－46）。 

深層掘削は 2500mの深さまで、直径９cmのコア（図
－47）を取り出すことに成功し、現在から 34万年間前
までの気候、環境の復元に成功しました。その氷コア

の中には、気温の変化だけではなく、大気成分の炭酸

ガス、メタンなどさまざまな成分が気泡として保存さ

れています。 
氷床コア中に含まれる過去 34 万年間の酸素同位体
組成、大気成分、海洋、陸起源物質の組成濃度などの

変動を図－48、－49に示しました。この変動の解釈はい
ろいろありますが、今回の講演の目的ではないので省

きます。酸素同位体組成の変動が 3回の氷期、間氷期
を示していることは容易に理解出来るでしょう。また、

現在が間氷期の盛りを過ぎ、既に次の氷期に向ってい

ることも明らかでしょう。 
最後に、山岳部の貢献を述べ、講演の締めくくりし

ます。深層掘削の成功には掘削を担当するチーム、掘
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削機を開発するチームが必要です。またその両者のチームワークが必要です。このチームワークには

北大山岳部の OB達が大いに貢献しました。木村恒美さん、山田知充さんに始まり、黒川武さん、高
橋昭好さんと続きました。特に、高橋さんは深層掘削機の開発に大い貢献され、彼の努力なしにはそ

の成功はなかったでしょう。彼らの貢献はまた大学山岳部の文化力の発露ではなかったのかと思う次

第です。	  
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南極から見る地球環境の今	 ‐南極氷床変動史を語るー	 

澤柿教伸	 

	 

○講演要旨	 

草創期より南極観測を担う人材を多く輩出してきた北大山岳部に憧れて北大に入学

し、登山に明け暮れる学生時代を過ごしました。	 34次観測隊で念願の南極の地を踏ん

で以来、	 氷の下の堆積物からダイナミックな氷河像を地質学的に解き明かす「氷河地

質学」を専攻して、氷河学と地質学の境界領域で氷床の安定性に関する問題を追究して

います。南極の他にも、ヒマラヤ・パタゴニア・カムチャツカ・日高山脈などで野外調

査を実施しています。	 

	 南極の氷・地形・石・泥・化石が語る地球の過去と未来を読み解くには、	 南極の自

然環境と直接向き合う野外調査が不可欠ですが、それを可能にしている極限環境での野

外観測技術は、山岳部によって培われたものだと言っても過言ではありません。	 南極

の氷を掘ってわかること、南極の海底を掘ってわかること、南極の砂浜を掘ってわかる

こと．．．	 

	 極限のフィールドワークによって解き明かされる地球環境の変動について紹介しま

す。	 

	 

○プロフィール	 

1966年	 富山県生まれ。1990年	 北大理学部地質学鉱物学科卒業、1997年	 北大院環境

科学研究科博士課程修了、国立極地研究所JSPS研究員、北大低温科学研究所COE研究員

を経て、1999年から北大院地球環境科学研究科助手、2007年より北大地球環境科学研究

院助教。	 北大山の会会員。	 

第34次（1992-1994）第47次（2005-2007）南極地域観測隊越冬隊員。南極氷床変動

史を語る 
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	 私は北大・地球環境科学研究院で教員をしています。私の前に渡辺さんが 50年間の南極観測の経
緯についてお話されましたが、このあとにお話しされる樋口さんも同様で、今回の講師は三人とも北

大山岳部の OB です。私は、南極観測 50 年のうちの後半 20 年くらい南極に関わってきました。こ
れはまた、私自身の研究人生にとっても大半の時間に相当します。人生の岐路において北大山岳部や

南極から大きな影響を受けてきたのは言うまでありません。加えて、実際に大学で教えて研究もして

いるということでもありますので、今日は、南極に関する研究、そして、そこへ至る学生時代からの

経緯、という二つの内容についてお話ししたいと思います。 
◇◇◇ 

私は、これまで 2 度、南極で越冬しました。最初は 18 年前に大学院生だった時に第 34 次南極観
測隊に参加しました。その時に調べたことをもとに学位を取得して、以後ずっと、次に南極に行く機

会を狙っていたのですが、5 年前にようやく機会が巡ってきて、47 次隊で再び越冬することができ
ました。47次隊の時はちょうど南極観測が 50年目を迎える記念すべき年にあたり、その時に昭和基
地に居ることができたというのは、大変光栄なことだと思っています。 
私の専門は、氷河地質学と言いまして、氷河の氷と大地の地質との境界領域を扱う学問です。氷河

地質学がどういうものかということについて少し説明します。この写真は、日高山脈のポロシリ岳で

す（図 1）。現在、ここには雪は積もりますが氷河はありません。けれども、ほぼ 2 年万年前にはこ

こに氷河がありました。現在、ここにはスプーンでえぐったような形をした地形が残されています。

これは「カール」という地形で、七つ沼カールといわれている日高でも有名なカールの一つです。昔

はここに氷の塊があって地面を削っていました。 
私は、こういう地形を見ながら想像をたくましくして、数万年前にどんな氷河があったのかを復元

する仕事をしています。ヒマラヤとかパタゴニアとか南極とかヨーロッパアルプスには、現在も氷河

がありますから、そういうものも実際にイメージしながら過去の氷河を復元していくわけです。とい

うことで、氷の下の見えない作用や過去の現象というのを、科学的な理論と想像力で復元するという

のが私の仕事の役目です。 
◇◇◇ 

私は富山県の上市町という所で生まれました。皆さんご存知のように、富山県は立山連峰を擁する

山岳県でして、その中でも上市町は、日本有数の秀峰との誉れ高い剱岳のピークを持っている町です。

その剱岳の麓で毎日立山連峰を眺めながら育ちました。私が通っていた中学校、上市中学校というの

ですが、の校章は剱岳をかたどっています。 
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子どものころは、立山連峰を眺めながら、先ほど渡辺さんが話されていた白瀬・アムンゼン・スコ

ットといった探検家の英雄談を本で読んで夢をふくらませていました。先ほど「船が重要」と言う話

がありましたが、イギリスのテラノバ号とかノルウェーのフラム号、日本では宗谷など、南極で重要

な役割を果たしたのが船ですね。さらに、白瀬さんが乗っていた開南丸という船もありました。本多

勝一さんが極点初到達争いを描いた本を書いています。アムンゼンがスコット隊との競争に勝って、

12 月１４日に南極点に到達するわけですが、一方のスコット隊は惜しくも敗れて、しかも、全員が
死亡してしまうという悲劇を迎えてしまいます。そして、日本の白瀬中尉が、同じころに極点到達競

争に加わっています。白瀬中尉は南極点には到達できず、彼自身が「大和雪原」と命名した所で引き

返しています。こういう話に胸を躍らせる少年時代をすごしました。  
 
いよいよ日本の南極観測が始まることになると、世の中を挙げて南極観測隊を送りだそうと日本中

が湧いたわけですけれども、その後も有名な所では『南極物語』という映画が、ちょうど私が中学生

か高校生くらいのときに上映されて、それに感銘を受けて、自分の将来の方向性が決定付けられまし

た。この映画の主役を演じた高倉健のモデルとなったのが、北大山岳部 OBの菊地徹さんという方で
す。もう亡くなりましたが、第一次越冬隊で地質学者として活躍されています。そしてもう一人、同

じく北大山岳部 OBの佐伯富男さんという方も第一次越冬隊に参加されています。佐伯さんは私と同
じ富山県出身です。私が育った上市町の隣町には立山信仰の拠点として江戸時代から栄えてきた芦峅

寺がありまして、そこで、立山の山岳ガイドとして活躍されていました。昔からの立山信仰の里で、

代々山岳ガイドとして名を馳せてきた佐伯一族の一人です。家も近かったこともあって、佐伯さんが、

何かお話をされたり新聞やテレビに出られたりするたびに、こういう人になりたいと思って憧れて見

ていました。 
こういう方々の活躍を見るにつけ、北海道大学に行けば南極に行けるかもしれない、という期待を

抱くようになったわけです。 
 
というわけで、なんとか北大に入学することができました。本当は勉学に打ち込むはずでしたが、

山岳部に入部し、年間 100 日以上、山に登る日々を過ごしました。おかげで、卒業まで 5 年かかっ
てしまいました。山登りからは、勉強以上に、大自然の素晴らしさとか極限の状態で生きぬく術など

を学びました。山岳部に入ってなによりも感動したのは、今まで本の中でしか知らなかった南極に関

係する人たちが、今、実際に動く人として自分の目の前に存在していて、実際その人たちが作ってき

たものが、本や資料として大学の中にあるということでした。憧れてきた人たちが関わってきた実物

に触れることができる、そういうことがなによりもうれしかったのです。 
学部は菊地さんのいらっしゃった理学部の地質学教室に進みました。映画『南極物語』の一シーン

には、南極から帰ってきた菊地さんが北大を辞めるという場面がありますが、そのシーンは、実際に

私が地質学教室で勉強していた部屋の隣の部屋で撮影されています。 
そのあと大学院に進み、ネパールやチベットやカムチャツカなどに行って研究するようになりまし

た。そしてついに、博士課程一年のときに南極に行かせていただくことになりました。 
 
今から 18 年前の第 34 次隊の時の昭和基地の写真をお見せします。当時でもすでにかなり立派に

なっています（図 2）。この写真の真ん中にあるのが、今では昭和基地のシンボル的な建物になって
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いる「管理棟」と呼ばれる建物で、34次隊のわれわれが最初に使い始めた建物です。我々の前の 33
次隊が非常に苦労して造ったのですが、彼らは住

むことができず、私たちが漁夫の利を得たという

か、非常に快適な越冬生活をさせていただくこと

ができました。 
 
それからもう一つ、34次隊の時にやったことの
ハイライトであるボツンヌーテン調査についてお

話しします。映画『南極物語』で非常に大きく取

り扱われているのが、ボツンヌーテンへの犬ぞり

旅行です。我々は、その 1次隊以来 35年ぶりにボ
ツンヌーテンに行くことが出来ました。映画の撮

影では、さすがに南極に行くことはできなかった

ので、アラスカかどこかで撮ったようです。一方、

私たちが実際に行ったボツンヌーテンの映像をお

見せします（図 3）。映画で映っているような谷氷
河の真上にある感じではなく、本当に大陸氷床の

真上にあるポツンとした岩です。映画ではゆるい

斜面を登っている映像になっていますけれど、実

際にはもっと急です。ロープを張って、ほとんど

垂直な雪壁を登らなければいけないような所です。

1 次隊は犬ぞりでボツンヌーテンまで行きました
が、われわれはもう犬ぞりは使えないし、雪上車では時間がかかるので、ヘリコプターで麓まで行っ

て頂上に登りました。南極物語の映画には、頂上に記念の銅版を埋めるシーンがあるのですが、残念

ながら私たちはそこには行くことが出来ませんでした。と言いますのも、ボツンヌーテンというのは

いくつかのピークに分かれていまして、一次隊が登ったピークでは面白くないというので、もう一つ

別のピークに登ったのです。それで、残念ながら、一次隊が埋めた銅版は確認できませんでした。麓

のテントからすぐに垂直に近い壁を登っていきます。写真の後ろのピークが、一次隊が登頂した中央

峰で、われわれはその間のルンゼを登って、手前の東峰に立ちました。西端にあるやや低いピークは

「犬山」といって、犬ぞりをひいていた犬たちを記念して名前がつけられています。一次隊は、写真

正面のルートではなく、裏側の絶壁から中央峰に登っているようです。どちらをみても、ほとんど切

り立った所なので、弱点を狙って登るわけです。 
ということで、私がこれまで南極にどう関わってきたかということを紹介いたしました。 

◇◇◇ 
実は今回、この講演会を開催するにあたってこんなポスターを作りました（図 4）。いろいろな人
に見せて、どんなもんでしょうか、と聞きましたところ、二つ指摘をいただきました。一つは「写真

が汚い」という指摘です。南極というと、皆さんは美しい写真を期待されるようです。非常にきれい

で整理された情報を見すぎているというか、それくらい今では南極の情報は巷に溢れています。そう

いう中で「南極の写真というと、だいたいきれいな写真ばかりなのに、これはどうして汚いのか」と

図-3 ボツンヌーテン   

図 4 
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いうコメントをもらったわけです。それはある意味、私にとっては衝撃的な指摘でした。私の中では、

少年の頃から見続けてきた一次隊以来の書物の中の南極

の歴史というと、こういう汚れた絵がイメージとしてあっ

たからです。でも昨今のみなさんには、上質の南極の情報

がありすぎるのですね。阿部幹男さんなどはすばらしい写

真を撮られますから、そういう現代的なきれいなイメージ

が当たり前の時代になっているのでしょう。 
というわけで、講演会のポスターの素材にした写真には

結構ゴミがついていたのですけれども、実はこの写真は、

北大山岳館の一つの事業として画像アーカイブス事業と

いうのがあって、その事業で収集されたものの一枚なので

す。画像アーカイブス事業は、北大山岳部が撮影してきた

いろいろな写真を集めて、それをコンピュータにデジタル

で入れてアーカイブ化して、さらに皆さんに検索して使っ

てもらおうという事業です。みなさん、ご希望になれば、

このアーカイブを使って、南極に限らず、ヒマラヤ遠征と

か北海道の山の開拓とか、そういう歴史をたどるような貴

重な写真をたくさんご覧いただくことができます。この講

演会の舞台であるここ「山岳館」は、そういう事業の拠点にもなっています。その山岳館の事業を紹

介したいという願いも込めて、わざわざ画像アーカイブスから選んだこの写真をポスターに使いまし

た。 
もう一つの指摘は、今回の講演会のタイトルに使った「タンケン」と言うコトバについてです。こ

れについては、ケンは「険」ではなくて「検」ではないか、というコメントをいただきました。実は、

タンケンの書き方には「探検」と「探険」があります。辞書をひくと「探険」と書いてあることが多

いのですが、南極に関して言うと、渡辺さんから話があったように、かつて、「南極観測隊の使命は、

探検なのか学術研究なのか」という論争があったということを考えなくてはいけません。その論争の

当事者である永田武先生や、さらに加納一郎先生らの著書をひもといてみますと、実は「険」と「検」

とがかなり混用されていることが分かります。 
多分「検」というのは、探査、内陸探査、地理的探検というような、かなり学術的な面に重きがあ

るニュアンスです。「険」のほうはどちらかというと、冒険、危険をおかして何かやる、というニュ

アンスが強い。このポスターを作った時の私の頭の中は、「探検から研究へ」というタイトルにする

には「検」ではなくて「険」のほうがふさわしい、という認識が多分にありました。もちろん、「検」

があることは知っていましたが、意識的にこの「険」を使ったということなのです。でも最終的には、

いただいたコメントに従って、「検」にしてしまいました。 
◇◇◇◇◇◇ 

ここで、最近北大で教えていることに関連して宣伝したいことがあります。今、北大では、「南極

大学プログラム」というのを実施しています。もし私が学生のころにこういうのがあるとすぐに飛び

ついたと思いますが、今は逆に教える立場になってしまっています。 
南極大学プログラムは大学院レベルのカリキュラムで、南極に関して研究している世界各地の大学
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や研究機関が協力して国際コンソーシアムをつくって実施しています。日本の中では、国立極地研究

所や北大が手を上げてコンソーシアムに参加しています。特に北大は、独自の南極大学カリキュラム

を始めています。例えば、スイスに実習に連れて行って実際に氷河の上に立って観測方法を学ばせる

とか、講義で日本の南極観測の成果を教えるとか、これから南極観測に行くような人材を育てるため

の野外行動技術を習得させる、などです。2007 年の新聞報道でも取り上げられています。このころ
は始まったばかりで成果もなにもなかったのですが、今ではようやく、ここで学んだ学生が実際に南

極に行くようになっていまして、今年帰ってきた 51次隊ではこの南極大学カリキュラムの第一期生
としてディプロマをとった西村君が、はじめて南極観測に参加しました。そんな感じでちょっとずつ

成果を発揮しつつあります。 
それから、南極大学プログラムのために教科書がほしいね、ということになり、これもまた宣伝で

すが、二年前に飯塚さんと、私と、杉山さんと、的場さんの 4 人で「南極の 100 万年の地球の歴史
を説く」	 という本を書きました。著者はみな、北大の先生方です。これは本屋で売っていますので、

興味のある方はお買い求め下さい。大学院の講義で使う内容なのでちょっと難しいかもしれませんが、

これを読んでいただくと、これから私が話す内容が、良く理解していただけると思います。 
◇◇◇ 

さて、今日私がお話するもう一つの話題に移ります。地球上の水と南極との関係についてです。 
地球上の水というのは、陸上の水、海水、大気中の水、それから生物のもっている水というふうに

大きく分けられます。このうち陸上の水は、氷河、地下水、河川で流れている水に分けられます。こ

れから問題にしようというのは氷河で、全体の比率からいうと陸上の水の 29%くらいです。これに
対して地下水は 10%くらいです。地球全体では、海水の占める比率が圧倒的なので、氷河としての
水は 2.1％くらいしかないのですが、海水以外の水としてはかなりの部分が氷河の氷として存在して
いることになります。 
Ｈ2Ｏという物体は、地球の気温に応じて氷になったり水になったりします。寒くなると氷になり、

暖かくなると水になって、水のほとんどは海に流れ出します。おおざっぱにいうと、陸上に氷として

存在するものと、海に水として存在するものとのバランスで、暖かかったり寒かったりするその時々

の水の配分が決まるという原則があります。 
今、地球温暖化が問題になっています。つ

い先年ノーベル賞をもらった団体に IPCC
というのがあります。日本では「気候変動に

関する政府間パネル」という名前で呼ばれて

いますけれども、そこが 2001年に出した第
三次報告書の中から、1910 年から 1990 年
までの海面変化を示している図を紹介しま

す（図 5）。この図の 80年間を通して、現在
でも、どんどん海面が上昇しているといわれ

ていますが、この図では、その変化がない場

合をゼロとして、この上昇要因の比率をあら

わしています。 
海面が上昇するということは海水量が増

図 5	 過去 80 年の海面  
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えるということですが、実はそれだけではありません。熱膨張が海面上昇に寄与している割合に注目

して下さい。水は暖まると膨張しますので、物質そのものは増えないけれども海面上昇には寄与しま

す。海面上昇全体量の中で海水の熱膨張は全上昇量の 3~4 割で、かなりの割合を占めます。そのほ
かには、たとえばグリーン氷床が融けた分がほんの数%くらいだろうと見積もられています。ところ
が逆に、南極氷床は海面上昇に対してマイナスの方向に働いています。これはどういうことかと言い

ますと、暖かくなるとどんどん海水が蒸発しますが、蒸発した水蒸気が南極大陸にいって、南極大陸

では氷になります。南極大陸は気温がマイナス 30 度とか 40 度なので、地球が平均気温で 1 度や 2
度上昇しても、南極はやはりマイナスです。ですから、むしろ蒸発で海からたくさん水分が供給され

たほうが、南極氷床に水がたくさん運ばれて氷として固定されることになるだろうということです。

要するに、地球温暖化で南極氷床は成長して海面変動にはマイナスに寄与するということが、この報

告書に書かれています。 
ところが、この後 2007年に第 4次報告書が出て、さらに 2014年にむけて第 5次報告書の準備中

なのですが、それらではどうも、ちょっとづつ感触がかわりつつあります。次に、それについてご説

明したいと思います。 
◇◇◇ 

まずその前に、氷はどういうふうにして海に戻るか、という問題を考えなければいけません。私が

講義で良く使う「タライモデル」を使って説明してみま

しょう（図 6）。これは、タライに水が張ってそこに洗濯
板があるという単純なモデルなのですが、氷が海に戻っ

ていく過程は、これで説明できるというものです。最近

の学生さんは洗濯板を見たことがないので、分かりやす

くモデル化したつもりでも逆に説明に苦労してしまうこ

ともあります。 
さてこのタライに張ってある水を海水だと思ってくだ

さい。そして洗濯板の上に氷をのせて、それを南極など

の陸上にある氷だと思ってください。洗濯板は氷が乗っ

ている大地です。なぜ洗濯板かというと、表面がざらざ

らしていることが重要だからです。つるつるではなく、ざらざらしているから、傾いていてもなんと

か氷を支えていられるのです。 
それで、洗濯板の上の氷の水がどうやってタライ、つまり海へ戻っていくのかを考えます。一番単

純なのは、暖かくなって氷が融けて、融け水がだらだらと落ちていくパターン。このほかに、氷の中

が融けて、周りはまだ凍っているのでなかなか出ていかない。ところが、ある時に氷の一部が崩れて

中の水を出してしまう。こういうパターンもあるだろうと考えられます。そして最後に、氷がダイレ

クトに海に落ちてしまうパターンも考えられます。 
実際に南極では何が起こっているのか？南極に限らず、ヒマラヤでもどこでも、とにかく陸上にあ

る氷はどうやって海に戻っていくのでしょうか？タライモデルで示したどのプロセスをとおってい

るのでしょうか？実はこの違いは決定的です。なぜなら、氷が直接タライに落ちてしまうと、融ける

というプロセスをすっとばしてしまうので、その変化が急激になるからです。 
タライモデルの他に重要な点は、海面がどう変わるかという視点です。大陸にあった氷は融けて海
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へ戻ると、大陸は上に乗っていた氷の荷重がなくなって浮き上がります。逆に海水は増えますから、

海のほうの荷重が増えて海底地殻は沈みます。つまり、海面は単純に海水の量だけできまるのではな

くて、大陸地殻の変動・海洋地殻の変動との三すくみのバランスで決まっているのです。 
◇◇◇ 

こうした海面変動のメカニズムと、その履歴を明らかにするために、わたしたちは 3つの「掘る」
ということを南極で実施してきました。一つは、地面を掘ること。もう一つは海底を掘ること。最後

は、先ほど渡辺さんのお話にありましたように、氷を掘ること。その三つを掘ることで、いま言った

ような、氷が海に戻るプロセスと地殻の反応、その履歴を明らかにしようとしています。 
最初ですが、まずは、南極の砂浜を掘ってわかったことについて簡単に説明します。 
砂浜というと、ハワイのようなビーチを想像しますね。サーフィンができるよな大きな波もあって、

暖かい所では日光浴もできるような砂浜です。実は、寒い南極にも砂浜があります。南極には、氷ば

かりではなくて岩も出ている所があって、そういう所に小さな砂浜があります。 
それではハワイの砂浜と南極の砂浜とはどう違うのでしょう。ハワイの場合は、せいぜい、潮の満

ち干き、あるいは台風のときの大波がくるような所までしか砂浜はありません。ハワイでは人工ビー

チもあるようですが。ところが南極は、海氷が張っていますので大きな波がくるようなことは基本的

にありません。でも実際には、波や潮汐が届く所よりもはるかに高い所まで砂浜があります。これい

ったいどういうことなのでしょうか？ 
ここで注目していただきたいのは、砂浜の波が打ちつける所に、段差のある小さな崖ができている

ことです。石狩の浜でも見ることができ

ます。南極の砂浜の写真をお見せします

が、よくみると、海面よりもはるかに高

いところまで何段も段差があるのがわ

かります（図 7 矢印）。実は一番下の段
差は、現在の潮の満ち干きの差や海氷が

ぶち当たることでできつつある「前浜」

という地形です。それより上の段差は、

現在できているものではなくて昔にで

きた前浜です。こういう所からは貝の化

石が出ます。一見、生きている貝のよう

にみえますが、実際に年代を計ってみる

と、数千年とか、１万年あるいは 4万年前の年代がでてきます。 
このように段差のついた砂浜があるというのは、二通りに説明できます。一つは、大地は動いてい

なくて海水面が下がったかもしれないという説明、もう一つは、海水面が一定でも大地のほうが浮き

上がったかもしれないという説明です。正解を先に言ってしまいますが、ここ南極の砂浜の場合は、

陸地が浮きあがった結果であることが分かっています。つまり、昔には上の段差の所まで海岸があっ

たのに、陸地のほうが浮き上がってしまって、今では一番低い段差のところまで海水面が相対的に下

がってしまったのです。 
では、どうしてここでは陸のほうが浮き上がったといえるのか、と言いますと、それは世界的に分

かっている海水準の変動の記録と比較してみることで分かるのです。比較には、その地域特有の狭い
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範囲だけでみられる変動と世界的な変動の記録のタイミングを合わせる必要があって、そのためには

時間の目盛りや連続性が分かっている必要があります。それで、海底や砂浜を掘ってそういうことが

分かる試料を発掘してみよう、ということになります。 
実際の野外調査では、砂浜といってもガチガチに凍っているところを掘ります。削岩機で砂浜を掘

るというのもヘンな話ですが、ほんとに削岩機を使って掘ります。夏の間に 3 メートルか 4 メート
ルくらい掘るのですが、比較的表面に貝があったり、もうちょっと下からも貝が出てきたりします。

こうして調べていくと、ついには砂浜の高さと年代との関係がわかるような詳細な地層断面図が描け

るようになります。現在の海岸線から高さごとに、貝で測った年代をそこに記入していくと、ほぼ現

在と考えてよい一番低い所は、いろんな事情があって 4 千年前くらいの年代がでます。この写真の
場所で一番高い所だと、今から 1 万年くらい前の年代を断面図に書き入れることができます。別の
場所にあるさらに高い所だともっと古くて、今から４万年前の化石が出ます。そういうふうに、何万

年もかかって出来た段差が、現在まで途切れずにここに残されているということが分かってきました。 
世界的な海水準変動からいうと、約 2 万年前に最後の氷河期が終わってから以降は、現在の海面

が一番高いことになっています。ですから、南極のこの場所だけ海面が下がったとは考えにくい。そ

れで、大地のほうが浮き上がったのだろうと考えられるのです。これは、南極氷床が融けて荷重が軽

減されたために大地が浮き上がった結果だと考えられます。 
◇◇◇ 

次に、海底を掘る話をします。南極氷床のすぐ脇で海底を掘る意義は、南極氷床の大きさの変化や

海に流れ出てくる氷山の動向を知るためです。南極に行くと、大きな氷山がたくさんあります。気候

が寒くなると南極氷床が海側にどんどん張り出してきます。暖かくなると逆に引っ込む。俗に「氷山

の一角」というように、海面より上に出ている氷山の約 10倍の体積の氷が海面の下にあるので、氷
床が海に張り出したときには、海底の突起にぶつかったりすることもありますし、海の底をひっかく

こともあります。気候変動につれて氷床が出たり入ったりしているうちに、氷山に含まれていた砂と

か岩が海底に沈んで、海底に層を作っていきます。

こういう層を調べると、氷床がいつ大きくなったり

小さくなったりするのかを復元することができます。 
世界中の海を航海しながら海底を掘って調査して

いる船があって、たくさんの成果を出しているので

すが、普通はそういう船を使って海底を掘ります。

また、南極には夏の間だけ融ける湖があって、そう

いう所にゴムボートを浮かべて掘ってみることもで

きます。でも、南極の海底はこれらに比べて掘るの

は非常に難しいのです。氷を割って進んでいる「し

らせ」の写真をお見せします（図 8）が、このよ
うに、砕氷船を使わないと南極の周りの海は自由

に航海できません。何トンもある雪上車が走って

も割れないような海氷が一年中張っています。で

すから、海底掘削作業も非常に大変です。実際に

海氷の上を雪上車が走っているところの映像をお
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見せします（図 9）。海氷の上をガタガタ走っていきますが、氷山があったり、その周囲を海氷が覆
っていたりします。こういう雪上車すら支えられるような丈夫な海氷をまずぶちぬいてから、さらに

その下の海底を掘らなければならないのです。 
われわれが、この前の越冬のときに実施した作業を紹介します。まず大型の電動ドリルを使って厚

さが 2 メートル近くある海氷に穴をあけます。次に、海氷に開けた穴に遠隔操作できるロボットを
投入してワイヤーを張って、そのワイヤーに探査装置をつるして海底を調べるということをしました。

海底の表面より下がさらにどうなっているかも調べました。一番面白そうな箇所が決まったら、そこ

に掘削機を持ってきて、ずどんと落として、掘削したものを持ち帰る、という作業もやりました。 
そのときに使った機材の写真をお見せします。ま

ずは海氷に穴をあけるドリルの歯。それから、リモ

コン操作で水中を動く水中ロボット。さらに。サイ

ドスキャンソナーといわれる音波探査機。最終的に

は、大きなやぐらを積んだ装備をもっていって、海

氷にあけた穴から海底に落として、海底の堆積物を

取ってきます（図 10）。専用の動力がないので、雪
上車でロープを引っ張ったり、あるいは下げたりし

て、海中に掘削装置を落とす作業に使いました。 
夏の間は氷が不安定なので、この作業は真冬のマ

イナス 30度とか、そういう、海氷が冷えて安定した時期にやっています。写真では天気がよくて温
かそうにみえますが、実際には、海なので海氷の上の風が吹いて、ものすごく寒いです。そういう厳

しい条件で掘削作業をやっています。残念ながら、採取できた堆積物は、長さとしてはせいぜい 2
メートルくらいに止まったので、期待していたほど古い堆積物は確認できませんでした。 
作業をしていると、私たちがあけた穴からアザラシが息継ぎのために顔をだしてきたりします。ア

ザラシが出てきたというので、次の日は、それを記念してケーキを作りました。野外で調査している

と、自分たちは研究者ですが、いろいろな人に手伝ってもらわなければなりません。雪上車を運転す

る人、お医者さん、そういう人たち総出で作業をやってもらいます。手伝ってくれた人たちになかな

か感謝する機会がないということで、アザラシケーキを作ってふるまいました。現地に持っていって

食べたらおいしいだろうなと思ったのですが、マイナス 30度くらいの所で作業していますから、結
局凍ってしまって、じゃりじゃりいわせながら食

べました。 
アザラシの親子の映像をご覧下さい（図 11）。

親子が一緒にいる様子は、南極の春先から夏にか

けて見ることができます。私たちの作業も後半に

差し掛かって余裕がでてきた頃ですね。このころ

にはペンギンもやって来て、ギャラリーとしてわ

れわれの作業風景をみていたりします。 
ここまでで、海岸の砂浜を掘るという話、そし

て海底を掘るという話をしました。 
◇◇◇ 

図 8 	 海底掘削
機  
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最近、南極氷床の水に関連して大きなトピックとして扱われているのが「氷底湖」です。南極は厚

さ 2 千メートルから 3 千メートルの氷に覆われているわけですが、南極大陸のほぼ真ん中あたりに
ロシアのボストーク基地があって、その真下の南極氷床の下に凍っていない液体の水があるというこ

とが分かりました。厚い氷床が覆っているその下に、基盤地形がちょっとくぼんでいる所があって、

琵琶湖の何十倍という大きさで凍っていない水を湛えているというのです。 
南極氷床の下の大地を描いた図

をお見せします（図 12、 by Zina 

Deretsky / NSF）。先ほどの渡辺さ

んの説明にあったように、南極氷

床が氷の荷重で大地を押しさげて

いるのでかなり沈んでいるのです

が、この南極氷床をぺろっとはぐ

ってみると、青の点で示した所に

は、まだ凍っていない水があるの

ではないかということが分かって

きました。一つだけじゃなくて、

いくつもあることが分かりました。

その湖が、一つのくぼ地にずっとあるのではなく、川のようにつながっていて、もしかすると海まで

流れ出すかもしれない、という可能性も分かってきました。そして、氷の下で水が流れると、水が地

面を削った地形ができるかということも分かりはじめました。 
実際に南極で撮ってきた地形の写真をお見せしま

す（図 13）。これは溝みたいな地形ですが、これが
実は氷の下で水流がつくったかもしれないと考えら

れ始めている地形です。沢登りをされる方は分かる

と思いますが、滝のような地形があって、水が渦を

まくような窪地もあって、水が様々に流れる様子を

よくご覧になるでしょう。もしかしたら、氷の下で

も、そういう水の流れがあったかもしれないという

ことが、この地形を手がかりにして、なんとなく分

かりはじめました。 
もっと大きなスケールでいうと、ここに南極

にある山の写真をお見せします（図 14）。日本
でみられる山の形と違って、きれいな流線型を

しています。その裏では、南極氷床から氷が流

れでて氷河になっています。その先は海です。

そして、水の流れでこのような形がどのように

できるのか、というのを説明した例がこの図で

す（図 15）。上から水が流れてきて、障害物が
あると、そのまわりを分かれるように水が流れ

図 9 	 氷床下の
湖  

図 10	 氷床下の水流で出来た地形  
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ます。それが細い溝を作って、最後は広がりつつ流線型

に近い形になっていく、ということが計算などで再現さ

れています。その例が、南極のこの流線型をした山の形

にも適応できるかもしれないという可能性があります。

我々は、同じような形が、先ほどの海底の地形にもある

ことを発見しました。  
氷の下を水が抜けると、底にトンネルを作って流れるだ

ろうと思われます。我々はそれに似たものも見つけまし

た。氷河のダムで堰き止められた湖があるのですが、そ

のダムになっている氷体の真ん中に穴があいていて、こ

こに水が抜けた跡を見つけたのです（図 16）。実はこれと
同じようなことが、1万 3千年前に、アメリカやカナダを
覆っていた氷床で起こっていたことが知られています。

そして、氷でとめられていた背後のダムが決壊して、海

にたくさんの水を供給したという出来事が復元されてい

ます。氷が融けはじめて、後ろに水溜りがで

きていたのですが、それをなんとか氷が食い

止めていました。その氷のダムが決壊して水

が流れだしました。そうすると、真水であっ

てしかも冷たい氷の融け水が、一気に塩水の

海と混ざる。そうなると、ここに新しい水の

浮き沈みができます。塩水は重いので沈みま

すが、真水は塩水より軽いので上のほうにた

まります。実際には、海の水というのは何千

年もかけてぐるっと地球を一周しています。

南極氷床の周りでは冷やされて沈んで、深層

水となって流れていて、低緯度で浮き上がって暖まって、その水が北大西洋に行ってまた沈むという

ことをしています。先ほどの、北アメリカの例だと、1万 3千年前に、北大西洋に真水がどんどん入
ってしまったので、海洋の大循環がストップしてしまいました。それで暖かい海流が北に上がらなく

なってしまったのです。 
ヨーロッパは北海道とほとんど緯度が同じなのですが、北海道ほどは寒くないです。それはなぜか

というと、暖かい海流があるからです。ところが 1万 3千年前にこの暖流が上がらなくなってきて、
一気に寒冷化したといわれています。実際にこの時には、海水面も急激に上昇したといわれています。

この急激な海面上昇が、氷河期が終わってから 3回くらいあったことが分かっています。 
以上が、氷床の融け水が一気に開放されて海洋へ供給されるというパターンの話です。 

◇◇◇ 
	 ここでもう一度、水はどうやって海に戻るのか、という話に戻ります。表面からだらだら融けて海

に流れ込む、というのが一般的な考え方です。一方、今お話ししたように、氷の下に湖みたいなもの

もあるということが分かってきましたので、これがある時期、なにかのはずみで急激に海に排出され

図 13	 氷河湖に開いた
穴  

図 14	 南極氷床の流
れ  

図 15	 しらせ氷河  
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る可能性も否定できなくなってきまし

た。そして、一番恐ろしいのは、氷そ

のものが海に滑り落ちてしまう三番目

の可能性です。その可能性について次

にお話ししたいと思います。南極氷床

の氷の流れを色であらわした図をお見

せします（図 17、 Bamber ほか 2000
により作成）。青っぽい所ほど速く流れ

ていて、赤や黒っぽい所はゆっくり流

れています。こうやってみると、南極

氷床の周りにいくほど氷の流れが速い

ことが分かります。もう一つ分かるの

は、氷の流れが一様ではなく、河のよ

うに筋状に流れているということです。

つまり南極氷床は、氷の流れが集中し

ている所とあまり動かない所があると

いうことなのです。こういうふうに速く動いている所は「氷流」と呼ばれています。氷流を通して、

南極氷床の氷が氷のまま直接海へ戻っていくのです。実際、そういう氷流が、昭和基地の近くにもあ

ります。それは「しらせ氷河」と呼ばれている非常に大きな氷流です（図 18）。ボツンヌーテンがそ
の左岸側にあって、その反対側が昭和基地方面です。しらせ氷河というのは年間 1 キロメートルく
らい流れています。ときにはもっと速く

流れます。それくらいの速度で流れて、

大陸の氷を海に出しています。 
どうして氷流が、氷床の他の部分と比

べて速く流れているのかと申しますと、

その下の基盤岩がぐずぐずにくずれて

いて、それが水分を含んでいて、潤滑剤

みたいにして氷を送り出しているので

はないかということが、最近言われ始め

ました。 我々は、そういう氷流の下が
実際にどうなっているのかを知りたい

と思っているのですが、なかなか氷の下までは見ることができません。そこでなにをするかというと、

氷がなくなってしまった所をみるわけです。もしかしたら昔に氷流が流れていたかもしれない、とい

う所を探し出して調べます。実は、しらせ氷河みたいな氷流が流れていたかもしれないと我々が考え

ている場所が昭和基地の近くにありまして、そこでは、氷の下にたまった岩くずをみることができま

す。そこを観察すると、堆積物の断面に斜めに筋が入っているのが分かります。多分これは、この上

を氷が流れて、筋にそって堆積物をひきずっていたときの痕跡だろう、というふうに解釈しています。 
海面上昇に関して、南極の何がやばいかというと、氷が氷のままの状態で海洋に流れ出していくこ

となのです。しらせ氷河のように出口が直接海水になっているような場合は、氷山となって浮かんで



 40 

そのまますっと沖へ流れていくのですが、流れ出す口の所に棚氷があると、それが栓のような役目を

果たして、氷流が大陸から勝手に流れだしていくのをくい止めてくれます。ところが、棚氷は大陸氷

床とつながってはいますが、底は地面についておらず海に浮いていて非常に不安定です。もし氷流の

出口を抑えている棚氷がなくなると、大陸から海につながっている氷流の流れが一気に加速するので

はないかといわれています。地球温暖化で叫ばれている危険性の一つは、温暖化で南極氷床周辺の海

水温が上昇して、その影響で海に浮いている棚氷が流出し、氷流の出口の栓がはずれてしまうという

危険性なのです。  
実際に棚氷が崩壊した様子を捕らえた衛

星写真をご覧下さい（図 19, Photo by Neal 
Young, Australian Antarctic Division）。つ
い最近ですが、この写真のように、氷流を抑

えていた棚氷が崩壊して流れ出しているの

が観測されています。そして、直接南極氷床

の氷が融けるのではなく、南極氷床の氷その

ものが一気に滑り出すという危険性が、今、

叫ばれています。 
◇◇◇ 

先ほど渡辺さんもお話されたように、ドー

ムふじ基地で氷を掘ることによって、過去の

気候の記録を復元することができます。これがもう一つの「掘る」ことの理由、つまり三番目の掘る

こと、氷を掘ることにつながります。氷床の氷コアからは昔の気候の記録が得られます。コアの中に

は、何十万年前の気候の変動が記録されていますので、これをうまく復元してやると、気温の変化が

分かるわけです。 
従来いわれていたのは、地球の気候はわりとゆるやかに、暖かくなったり寒くなったり、氷河期に

なったり間氷期になったりしていたということです。でも、氷のコアを細かくみることで、実はそん

なゆるやかではなく、急激に暖かくなったり寒くなったりを繰り返してきたということが分かってき

ました。それで、先ほどの 1 万 3 千年ほど前の急激な寒冷化、あるいは最近の、もしかしたら急激
な温暖化かもしれないようなことなどについて、それぞれによく似た過去の事例と現在の事例とを、

わりと近いタイムスケールで比較することができるようになりました。これが南極での研究の現状で

す。 
◇◇◇ 

今回は大陸にある氷と海にある水の関係に注目してお話ししました。気候の寒暖サイクルでどうい

うふうに水の分布がバランスしているかということを、南極では、氷の底にある水、あるいは氷の中

にある水、あるいは氷の表面にある水、そして周囲の海の水と結びつけながら考えていく必要がある

ということをお話ししました。その関係性を明らかにするために、われわれの研究分野では、砂浜を

掘ったり、海底を掘ったり、それから氷を掘ったりするフィールドワークを南極で展開してまいりま

した。 
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最新南極事情	 ‐南極で 1 年を過ごして‐  

樋口和生  

 

○講演要旨  

何もかもが手探りだった第一次隊から半世紀。	 

基地での生活、観測環境、観測を支える設営活動など、現在の南極観測はどのように行

なわれているのでしょうか。第50次南極地域観測隊越冬隊に装備・フィールドアシスタ

ント担当隊員として参加し、1年間の越冬生活を終えて3月に帰国した、演者の目から見

た南極観測の最新事情を紹介します。	 

	 

○プロフィール	 

1962年	 大阪府生まれ。1980年	 北大山岳部入部、1987年	 北大農学部畜産学科卒業。	 

NPO法人北海道山岳活動サポート理事。（社）日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド。北

海道山岳ガイド協会副理事長。北大山の会会員。	 

第50次（2008-2010）南極地域観測隊越冬隊員。南極では、装備・フィールドアシスタ

ント担当隊員として、野外行動の際の危機管理及び越冬隊員の野外技術教育を担当。	 

現在、山岳ガイドとして内外で活躍	 
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	 山岳ガイドとして今まで重ねてきた経験が、南極観測に少しでも活かせたら良いかな、との思いか

ら第 50次越冬隊に参加しました。 
 
越冬隊での私の役割 
	 私の参加した 50 次隊は、夏隊・越冬隊合わせて 46 名、同行者１名です。夏隊というのは、夏の
数ヶ月間を南極で過ごして、前の年の越冬隊と一緒に帰国します。夏隊が帰った後、私達 28人が昭
和基地に残って観測活動をします。 
夏隊には昭和基地に寄らないで内陸のセルロンダーネ山地という、昭和基地から 600 キロくらい

離れた山地へ直接入り、そこで活動する別動隊も含まれます。 
我々越冬隊は、隊長、観測部門の隊員 10人、観測を支え、生活面のバックアップをする設営部門
の隊員 17人、計 28人です。 

私は、設営部門のフィールドアシスタントです。同時に装

備も担当しましたが、野外に出かけた時の全体の安全を見る

こと、野外で使う装備を整え、それらの維持管理するという

のが役割でした。 
越冬隊長がリーダーで、隊員それぞれが自分の専門分野以

外に観測、生活、設営など担当しなければいけない役割がい

ろいろあります。私は野外主任という立場で、現場の危機管

理だけでなく、野外に出かける時の計画全般の取りまとめ、

また総務という立場で隊長のサポートもしていました。それから、野外で過ごした経験の少ない隊員

がいますので、そういう隊員への色々な技術教育や知識を伝えることも任務のひとつでした。要する

に札幌で山岳ガイドとしてやっていた事が、そのまま経験として活かせ、方法論としてもかなり応用

ができたと思っています。 
 

南極へ 
先ほどから講師の話に出ていた南極観測初期の古い時代とは違って、最近は飛行機でオーストラリ

アまで行きます。シドニー経由でパースまで飛行機で飛んで、パースのすぐ近くのフリーマントルで

観測船に乗ります。昨年、新しい「しらせ」が就航

しましたが、一昨年私たちが出発した時は、日本の

観測船は、旧「しらせ」と新「しらせ」のちょうど

狭間にあって観測船がなかったので、オーストラリ

アの「オーロラ・オーストラリス号」という船をチ

ャーターして、フリーマントルから出港しました。

「オーロラ・オーストラリス号」の大きさは、「ふ

じ」と同じくらいで、それほど大きくありません（図

1）。オーストラリアの人たちにサポートを受けなが
ら昭和基地にたどり着きます。 
 

図 1	 南極への経路 
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昭和基地の生活 
昭和基地に着いてからまず 49 次隊との仕事の引継ぎを担当毎に

やります。（図 2）は、引継ぎを兼ねて 49時隊と一緒に大陸に向か
う時の写真です。私の仕事の 1 つは装備担当で、50 次隊から野外
で使う装備を大きく見直しました。右は 49 次隊の隊員で左は私で
すが、日本の南極観測隊は何十年も同じような装備を使って来たの

で、それをもっと快適なものに変えたいということで、アウトド

ア・ウェアメーカー3社に協力を依頼して、フィールドテストを兼
ねて新しい装備を導入しました。ゴアテックスが公式の装備として

初めて南極に投入されたのは、今回の 50次隊からです。 
出発前に頭に描いたイメージと実際に現場で1年を過ごしたイメ
ージとではやはり色々とギャップがあり、そのため今回投入したものの中に過剰な装備もあったので、

改善点を 51 次隊のフィールドアシスタントに引き継いで、次の 52 次隊で私がまた行く予定ですの
で、さらに見直しをかけて次の 3年目でなんとか装備改善の目途を立てたいと思っています。 

 
夏隊は何をするかというと、手の空いている人はほとんどが土木建築作業を手伝います。夏の短い

期間に朝から晩まで道路の補修をしたり、建物を建てたり、手の空

いている研究者もそうですし、我々設営隊もそうですし、できるこ

とを全てやります。だから、南極で一年を過ごして一番上手になっ

たのは重機の運転です（図 3）。山岳ガイドで食えなくなっても、
どこかで雇ってもらえるくらいの運転技術になったかなと感じて

います。 
もちろん、建築のプロの隊員もいます。（図 4）は建築担当の隊

員ですが、このようなプロが中心になって周りが指導を受けながら

仕事を進めます。日本の現場と違っ

て周囲がみな素人ですから、仕事は

それほど早く進みません。それを見

込んで、できる範囲の仕事を行なっ

ています。生コンのプラントも小さ

いものですが立ち上げて、コンクリ

ートを捏ねて、自分達で運んで生コ

ン流し込んでという 1 通りの作業をこなしました（図 5）。地道な土
木作業をやっているのですが、背景は南極です。このギャップがなか

なか面白い。時々ペンギンが来て、忙しい中、心を和ませてくれます。 
 
基地に持ち込んだ食料は、隊員１人当たり約 1 トンの計算。隊員

28人だと 30トンくらいの飲み物・食材を持って行って、それを調理
担当が 1年間、上手い具合に采配して使い回します。 
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短い夏が終わり、さようなら、ということで夏隊の最後の便

が発ちますと、それまで割りと人が多かった基地が静かになっ

て、取り残された感じとなります（図 6）。 
 
越冬生活 
夏隊が去ったあと、「１９広場」という基地の中心広場で、隊

長がいよいよ僕らだけになったと話して越冬生活に入ります

（図 7）。 
観測については、先ほど渡辺さんと沢柿さんが話をしま

したので、イメージはできたかなと思いますが、例えば、

地学系の人は海氷の移動を調べたり、地殻の変動を調べた

りします。夏隊の海洋の隊員は、船の上でサンプルを採っ

たり、調べたりしています。（図 8）の人は、温室効果ガ
スの観測を、一年かけてずっとやっています。気象庁出身

の隊員は、オゾンの観測や日射量の調査をします。（図 9）
は宙空担当の隊員がオー

ロラの観測をしています。

気象庁からは隊員が 5人来ていて、毎日 2回、午前 2時と午後 2時
に、必ずゾンデを上げて気象観測をします。よほどひどいブリザー

ドが来ない限りは、途切れることなく観測していました。（図 10）
は電離層の観測です。こういうかなり大規模なアンテナを使ってデ

ータを取得し、解析しています。 

気象庁の人達はそれぞれプロの分野の人が来ていますが、他の分

野の観測隊員は、例えば地学系

は地学の専門家ではなかったり、

あるいは、気水圏、大気や雪の

担当をしている隊員は、高校の

先生だったりします。ずっと、

長年つないで行くモニタリング

観測、長期間観測を続けている

分野では、特に大きなプロジェクトがない限りは、基地にある機

械のメンテナンスや外に持って行くＧＰＳのメンテナンスをする等、機械のメンテナンスが中心にな

り、50 次隊の場合は専門分野毎に専門の研究者が１名いる、と言うことはありませんでした。隊長
はオーロラの研究者で、オーロラも見ていましたが、業務としてはオーロラではなく隊長業務がメイ

ンです。観測系の隊員は、必ずしも専門家でなくてもできます。いろいろな観測施設にそれぞれ研究

者ではない隊員がいて観測を続けていました。 
 
一方、設営隊員は観測隊員をサポートする事、隊の運営や隊員の生活を円滑にする事に努めます。

 

 

図 8	 ペンギンが訪問  
図 9 	 持ち込んだ食料
品ビール 
図 10	 最後の便が基地を離れる  

図

11 
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（図 11）は、ヤンマーから来ていたエンジンの専門家で、いつ
も大きなエンジンを一手に引き受けて、6 人いる機械隊員の中心
になって面倒を見てくれました。 

 
大事な飲み水ですが、雪はたくさんありますが溶かさないと使

えません。その為、１３０キロリットルのでかい水槽に雪を入れ

て、発電で余った熱を循環させて取り入れて、それで雪を溶かし

て使っています（図 12）。水を使いすぎると水面が下がります
から、たまには大人数で雪を水槽へ入れます。重機だと簡単です

が運動不足解消も兼ねて、また、自分達の水は自分達で作るとい

う意識付けの意味もあって皆で作業します。できた水は塩分濃度

がやや酸性に偏っていますから、脱塩をして、塩素も入れて飲み

水として使っています。 
通信隊員は札幌から来ている総務省の人間で、１年間僕らの通

信を守ってくれました。お医者さんは今回は 2 人で、１人は救

急外科、１人は麻酔科の女医さんでした。 
観測もそうですし、日常の国内との連絡もそうですが、イン

ターネットがなければ成り立ちません。インテルサットのレド

ームがあって、レーダーがあります（図 13）。ＫＤＤＩからＬ
ＡＮ担当のスタッフが来ています。通信は、昭和基地から極地

研究所まで内線扱いで、家に電話しようと思ったら、東京札幌

間の電話料金で済みますので、先ほどの渡辺さんのお話のよう

に、年に 100万円も払う必要はありません。インターネットは
もちろん無料で使えます。通信環境はこのように充実している

ので、日本と物理的な距離感はありますが、気持ちの上での距離

感は小さく感じました。家族ともそうですし、淋しさをそれほど

感じずに過ごせました。その辺はおそらく、初期の頃の人たちに

比べると状況もずっと良い方へ変わっています。 
ゴミ処理は焼却炉で燃やせるものは燃やします。トイレは汚水

処理槽でバクテリアを使って分解し、そこで浄化してきれいに

なった水を海に流します。処理施設はかなり充実していますし、

燃やせないものは日本に持ち帰ります。 
調理担当は 2人来ていました（図 14）。右の人は札幌出身の
篠原さん。北海高校出身で 2 回目。左の人は横浜在住の麦沢さ
んで、パストラルホテルというところから来ていました。篠原

さんは、前の越冬が終わったあとに「あすか」という客船に乗

って 18年、世界を 12周して来た男で、大人数のご飯を作って
皆を楽しませることに長けています。かなりこだわって、二人でおいしいものを食べさせてくれまし

た。 

 

 

 

図 13 

図 15 図 16 
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毎日、食事時間には行列ができる食堂です（図 15）。28
人以上は伸びない列ですが。毎日そんなにご馳走が出るわけ

ではなく、割とこぢんまりとした食卓で、それでもおかずは

３品つきます。土曜日は鍋の日で、串揚げなども出ました。

長期になればなるほど、食事というものは精神衛生上、非常

に効いて来るので、あまり質素なものを出すと皆から文句が

出るし、生活もぎすぎすしてくるということですが、我々の

場合はラッキーなことに、おいしいものを食べることができ

ました。時々、手打ちうどんなんかも作っていました。 
少しですが、基地の中で青物も育てていました。室内栽培

でバジルやレタスがありますが、収穫しても 28人で分けま
すから、葉っぱ 1枚とか、そういうレベルなんですが、パリ
パリという歯ざわりがうれしくて、それに緑が食卓にあると

やはり気持ちが和みます。 
隊員は個室住まいです（図 16）。広さは、4畳くらい。居

室でも無線ＬＡＮでインターネットやメールができるので、

部屋の中でパタパタとやっていました。 
サロンには皆で溜まって遊んだりしていました（図 17）。

バーもあります。バー係があって、火、木、土の夜 9時から
11 時までバーが開きます。それ以外の曜日は自主バーの日
で、毎日通っている人もいました。卓球台があり、下はビリ

ヤード台で渡辺さんの話に出た第９次隊隊長の村山雅美さ

んが持ち込んだもので、まだ置いてありました。 
お風呂は今回改装してかなりきれいです。トイレはウォシ

ュレット、全自動洗濯機もあり、基地の中での生活は快適で

す（図 18）。廃熱による暖房も来ているので、よほど冷え
ない限りは半袖で過ごしています。 
生活面や仕事の打ち合わせは、月に 1回の全体会議を開い

て決めて、夫々の方針に沿って動きます。庶務担当は大体、

大学の事務の人が来ています（図 19）。今年（51次隊）は
分りませんが、52次隊は稚内の職員が来るそうです。 
 
ブリザード 
先ほどから“カタバ風”という言葉が出てきましたが、こ

れは、標高の高いところから重くなった冷たい空気が、斜面

沿いに吹き降ろす風のことを言います。昭和基地から大陸まで凡そ４キロ、この間は海氷ですが、風

がちょっと強くなって来ると、風に流された雪が筋状に堆積して、だんだんこっちに近づいて来るの

がよく分ります（図 20）。昭和基地内は非常に快適ですが、一歩外に出ると昔から変わらない厳し
い自然が待ち構えています。 

図 17 図 18 
図 17 
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今年は例年に比べると、ブリザードが多く、運ばれてくる雪の量もかな

り多かったようです。基地の主要部から他の観測棟などは離れているので、

吹雪いた時に道を見失うケースも考えられますから、建物の間に命綱のト

ラロープを張り巡らしています。 
ブリザードの強さを何段階かに分けていて、その段階によって隊長が外

出制限という注意令を出したり、禁止令を出したりします。外出制限が出

ていないが吹雪模様の中移動しなければいけない場合は、必ず身体に命綱

を着けて、それにカラビナを通し、トラロープに沿って移動します（図

21）。 
ブリザードが収まると建物の風下が吹き溜まります。（図 22）は 2 階

建ての建物です。細かい雪がすごい勢いで降って来るので、すぐにカチカ

チになってしまいます。スコップでは歯がたたなくなる。こういう時は重

機を使うしかないのですが、重機のエンジンルームも吹き溜まっています

から、まずエンジンルームを除雪しなければいけません。雪上車やユンボ

を駆使しながら除雪をするので、運転が上手くなるのは当たり前です。ど

うしても重機が入れない屋根の上などは、隊員が総動員で手作業の除雪を

します。 
漸くきれいになったと思ったら、またブリザードが来て、同じことの繰り

返しになります。風が強いときは、外壁がはがれて補修することもありま

した。建築担当が中心になって皆で足場を組んで補修をするということも

やりました。 
基地から外に出る時は雪上車に

乗りますし、基地の中でも除雪の時は重機を、夏の作業の時

はトラックを使うなど、とにかく車両が頻繁に使われます。

毎年新しいものを買えるわけではないので、結構傷んだ車両

があったりします。イスズから来たエンジニアは、一年中車

両を修理していました。彼は優秀な技術者で、彼の手に掛か

って直らなかった車両はなかったです。車両も含めて機械隊

員の重要性をひしひしと感じました。 
 
危機管理  
越冬隊は全員で 28人しかいないから、何でもやらなければ

いけません。火事が出たら消防士もやらなければなりません。

いきなり現場で火を消せませんから、ちゃんと訓練をします。

専門の消防士さんが着ている服も常備してあって、ホースも

ありますが、なかなか慣れないので苦労しました（図 23）。 

図 36 
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私も含めて海氷は知床でちょっと見ることが出来るくら

いで、日本ではあまり見ませんね。それでも昭和基地から外

に出ようとすると氷の上を行かなければならないので、まず

どうやって海氷の安全を確認するか、という講習を一番初め

の訓練に入れました（図 24）。あるいは誰かが氷の隙間や
クレバスに落ちた時、日本の救助隊を呼んでも来てくれませ

んから、自分たちが救助しないといけない。12 人くらいの
救助隊員を決めて訓練し、他の隊員は助けられ方を訓練しま

した（図 25）。ドクターの指導で心肺蘇生の訓練もします。
外に出ても事故が起こらないように訓練するのが私の仕事

の１つでした。このような訓練については今までの隊は、担

当者毎に「やってくれ」とまる投げでしたが、これをある程

度カリキュラム化してスタンダードを決めたいというのが、

次の 52次隊に参加する大きな理由の 1つです。 
外の様子をちょっと御覧いただきますが、昭和基地は東オ

ングル島にあります（図 26）。
先ほど渡辺さんの説明にあっ

た「とっつき岬」は写真の上の

方にあります。昭和基地の南側

に露岩帯が幾つかあって、大陸

沿岸部で僕らが動いた範囲は

青線で示しました。昭和基地か

らスカーレンまで直線距離で

凡そ 100キロ、海氷上にルート
を作りながら行きます。総延長

距離で凡そ 195キロ。大陸と違
って海氷は毎回様子が変わり

ますから、毎年、同じ手順でル

ートを作り直さないといけま

せん。先頭に立って海氷の厚さを測り、安全確認しなが

ら行くのも私の大きな仕事でした。 
どうやってルート工作をするかというと、暖かい時期

はまず、発電機と電動ドリルを積んだソリをスノーモー

ビルで曳いて、所定の位置に来たらそこからコンセント

を引っ張って電動ドリルを回して穴を開けて氷厚を測り

ます（図 27）。あまり薄いと人も車も落ちてしまうので、
慎重に測ります。氷厚を測る、それから旗を立てる、こ

の位置をＧＰＳで押えて、旗と旗の間の方位を測る、こ

ういう作業を繰り返してルートを作ります（図 28）。 

図 46 
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氷同士が押し合いへし合いして、日本で言うお神渡り、

“プレッシャーリッジ”が出来ます。その中には不安定

な場所もあります。 
海氷というのは氷を測って大丈夫だと思っていても、

足の下の深いところで 600 メートルくらいは水深がある
わけですから、落ち着きません。それでようやく陸地に

上がるとかなりホッとします（図 29）。ルート工作で集
めたデータをルート方位表に落として、皆で共有できる

ようにＬＡＮデスクに上げておいて、外に出る人は必ず

このルート方位表を持って、旗をたどりながら進んで行きます。このように

海氷を旅行する場合の安全確認の方法は一応出来ていて、大きな海氷の変化

が無い限りは大丈夫というシステムになっています。 
 
「とっつき岬」 
「Ｓ16」という所は、大陸上にある内陸旅行の出発拠点ここには内陸に

入る為の大型の雪上車やソリが置いてあります。それから、「とっつき岬」

も重要なところです。昭和基地から「Ｓ16」に直接上がるラインは、クレ
バスが多すぎて危険なので、ここ何年かは使っていません。そのため、大陸

へは「とっつき岬」へ上がるルートで行きます。 
冷え切った朝に「とっつき岬」へ向けて海氷上を雪上車で

出発します。（図 30）が少し上の方から見た「とっつき岬」
です。 

SM100 という大陸に行く時に使う雪上車を、できれば今
回昭和基地に持ち帰って、建物の中に入れてメンテナンスし

てもらおうと思ってがんばって見ましたがだめでした。理由

は、沿岸部にタイドクラックというものがあります。これは

潮の満ち干きで、氷が寄ったり離

れたりして出来た割れ目です（図 31）。写真では、ここだけ割れて見え
ますが、前後も氷厚が薄かったりして、今回はこのタイドクラックの安定

度に自信が持てなかったので、止めようと言う事で昭和基地には持ち帰り

ませんでした。 
クラックはただ一度だけ通過す

るのであればあまり問題にはなら

ないのですが、割と何度も往復する

ので建築担当隊員がこんな大きな

道板を２枚作ってくれ、クラックの

キャタピラ一の通る場所に渡しま

す。私は「とっつき大橋」という名

前をつけました（図 32）。 

図 50 
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寒い中、この日もマイナス 30 度くらいありましたが、
車両担当隊員の指示で、コックさんも、他の隊員もグリー

ス・アップをしたり、車両の整備をしたりします。隊員達

はとにかく何でもやります。 
「Ｓ16」の 5 月くらいの写真ですが（図 33）、天気の

悪い日はあっという間に吹雪模様になってホワイトアウ

トです。それでもなるべく天気の良い内に、真っ暗な季節

が来る前に、出来るだけの作業をしようというので、この時

は５日くらいかけて車両整備をやりました。 
（図 34）は「ドームふじ基地」を造る頃、内陸で使って

いた夏用の小屋です。構造は、他の建物も同じですが冷凍庫

です。日本で使う場合は冷やして冷凍庫にしますが、外が寒

い南極で使う場合は、暖房を入れて暖めると造りが冷凍庫な

ので外に熱が逃げません。冷凍庫の中は 2 段ベッドが 4 つ
あって 8人が寝られます。ドアを締め切って暖めると結構暖
かい。 
地吹雪が続くと、あっという間に雪上車が埋まってしまうので、毎年毎年、引っ張り出して次の所

に移動します。雪上車は 16台くらいあります。先ほど渡辺さんが、SM100は１台 8000万と言って
いましたが、たくさんお金はかけていますがかなり老朽化していて、実際、内陸に何百キロも入るこ

とができる雪上車は、50次隊の時はがんばって 5台くらいでした。 
 
極夜 
昨年は 5月 30日が最後の日の出でした。この日から太陽が昇らない極夜になります。太陽は、地

平線を這うようにして移動し、次の日はもう昇らない。真っ暗にはなりませんが、これから太陽の昇

らない日が始まります。昭和基地は緯度で南緯 69度なので、太陽が昇らない一番暗い時、日本での
夏至、向こうで言う冬至の時でも、正午前後はぼやっと薄明るくなっています。一日中真っ暗という

わけではありません。 
南極にある各国の観測基地が総出で、ミッドウィンター・フェスティバルというのをやります。

30数カ国の外国基地とグリーティングカードをやりとりします。これは非常に意味のある行事です。
極夜に近い、真っ暗で、太陽も出ない、その為に体が変調を来たしたり、気持ちが少し沈みがちにな

ったりする時に、隊員全部が 1つのことに向かって数日間を過ご
します。一緒に何かをやるという事は、非常に意味のある先人の

知恵だなと思いました。いろいろな出し物をやります。私はお好

み焼き屋をやりましたが（図 35）、焼肉屋さんとか、シェフがフ
レンチのフルコースを振舞ってくれるなど、いろいろと工夫を凝

らしながらやります。 
オーロラは夜の時間帯になると見られます。ただ、太陽黒点の

活動があまり活発ではなかった去年は、外れ年のようでした。出
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るのは夜 2 時 3 時が多くて、これに付き合っていると次の日仕事にならないから、私はあまり積極
的に見ませんでしたが。 
 
南極教室 
もう１つ、南極教室というのをやりました（図 36）。昭和基

地と日本の小中学校を結んで、子どもたちと隊員が双方向で会

話をしました。いまちょうどこの会場で使っている双方向会議

システムと同じもので昭和基地と日本の学校を結んで、50次隊
で 40回近く行いました。私も自分の息子が通っている札幌の大
倉山小学校や斜里町、黒松内町の小中学校と結んで行いました。

北大の授業とも結んで、結構楽しかった。いい授業ですね。子

どもたちが南極に関心を持ってくれるというのはうれしい事で

した。普段、28人しか居ないので、子ども達の反応がダイレク
トに帰って来るのは、やっていてとても楽しい。極地研究所の広報活動としては、ぴか 1ですね。 
 
内陸小旅行 
先ほど沢柿さんが“やつで沢”の中から写真を撮っていまし

たが、これは外から見た写真です（図 37）。 “やつで沢”に横
から氷河が流入しているために、沢の上流に水が溜まって、あ

る時期に氷河が溶けてどっと水が抜ける。沢柿さん達が毎年繰

り返して観測していますが、50次隊では地学の担当隊員が担当
していました。昭和基地周辺の要所要所に観測小屋があります

が、小屋の周りは一木一草なく、何もない（図 38）。部屋の中

は冷蔵庫の横に暖房機があって、暖めると半袖でも過ごせます。

快適です。 
沿岸の観測施設のある所を巡っている限りは、かなり快適な

生活ができます。そこを拠点に

して外に行くこともできます。 
（図 39）は“すり鉢の山”

と言う山ですが、岩盤がむき出

しで一木一草もない。標高は 300メートルくらいで藻岩山より低い
くらいですが、景色は抜群です。（図 40）はシェッゲと言う山で
標高差 400メートルくらいの壁があります。まだ未踏の壁ですから
トライする方はどうぞ。下に雪上車がありますから、そのスケール

が分ります。 
一番困ったことのひとつは、周囲に比較する事物がないことでし

た。500メートルくらい先に見えるなあと思っていたものが、実際
には 2キロ先だったりして最初はスケール感が掴めなかった。 
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少し暖かくなって来ると、移動中やルート工作の時のお昼は、海

氷上で座り込んで食べます。タイガーの保温弁当箱が非常に優秀で

あることを確認しました。温かい味噌汁が寒い中でも食べられます。 
 
先程「とっつき岬」で見たのはタイドクラックですが、プレッシ

ャーリッジはお神渡りの大きなものです（図 41）。一番大きなもの
で 5メートル位あって、これが何キロにも亘って続いている事もあ
ります。そこをウロウロして、雪上車が突破できる弱点を見つけて

進みます。サメの歯のような感じです。 
緊張感の中でも、やはり蜃気楼が見えたりすると心が和みます

（図 42）。ずっと緊張感を保つのは難しいので、ちょっと良い景色
があったら写真を撮ろうとか、そうやってメリハリつけながら行く

ように心がけました。 
その中でも車両のトラブルが必ず起こりますから、機械担当の隊

員が必ずついて来てくれて、ちょっとトラぶったらすぐに車両の下

にもぐりこんで直してくれる。非常にありがたい存在でした。 
そうやって進んで行くと海に穴が突然開いていて、アザラシが顔

をだしたりします（図 43）。季節が暖かくなって来ると生物が帰っ
て来ます。 
（図 44）は毎年開くクラックです。これも数キロに亘って続いて

いて、ここだけ割れているように見えますが、こういうところがやは

り薄いのです。こういう所に板をかけて渡らないといけないのですが、

あまり広いと道板も渡せないので、安全な場所を探しながら行きます。 
 
みずほ基地へ  
内陸旅行には 2回行きました。1回目は「みずほ基地」で、「Ｓ16」
から凡そ 250キロです。旅行に同行したのは 8人です（図 45）。着て
いるのは内陸旅行用に持っていった新しく導入したダウンジャケット

で、パタゴニア

製です。ＳＭ100
で、雪上車１台

につき７台のソ

リを曳いて行きました（図 46）。目いっぱい
の重量を引っ張って少し登りで、燃費がリッタ

ー200メーターくらい、キロ 5リッターくらい
です。SM100の車内は 2段ベッドがあって、
運転席・助手席があって、結構広い作りになっ

ています。 
ソリを目一杯引っ張って行く時は、ワイヤーが捩れたり、金具がとれかかったりするので、メンテ



 53 

ナンスしながら行きます。 
途中には棹が立っていて（図 47）、これで雪の深さを測る。
これで雪が１年間でどれくらい降ったかが分ります。そのポイ

ントをＧＰＳで押える。こういう事を 2キロ毎に繰り返します
からなかなか進まない。給油はハイスピーダーという手回しの

機材を使って、ドラム缶からします。地吹雪の中でも結構メン

テナンスしながら進まなければいけないので大変です。 
途中で新しく導入しようとしているソリで、振動試験をして

いました。振動がどれ

ほど多いか、もしくは少ないかを試験

します。同時に、雪面の固さも調べま

す。将来、内陸に天文台を造るという

大きな計画があるのですが、それに備

えた予備調査です。 
（図 48）は「みずほ基地」です。
見えるのは以前使われていた雪上車

ですが、今は使われていません。ここ

に無人の磁力計があり、同行した宙空

担当の隊員が観測しています（図 49）。 
 
 
昭和基地の動物達  

「みずほ基地」への旅行は 10月に行なわれ、往復２週間
くらいでした。それが終わると、基地の近くにペンギンが帰

ってきます。11 月の半ばくらいに営巣するのですが、その
直前 1、2週間が海氷上の一番賑やかな時期です。何処から
ともなくペンギンが集まって来て非常に賑やかです。隊員達

はただ遊びで見に行くわけではなく、毎年、営巣調査をして

個体数をカウントします（図 50）。紅白歌合戦で野鳥の会
の人がカチカチやるようなカウンターを持って、皆でカチカ

チと数えます。 
しかし、（図 51）くら
いだととても数えられま

せん。僕が行った営巣地

で、一番多いところは

2000 羽くらいいました
が、そういうところでは

写真に撮って後で数えます。その担当隊員はドクターで、診察室でコツコツ数えていました。 
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ユキドリという鳥もいて、10月くらいから一斉に帰って来て
賑やかになります。真っ白な鳥で、青い空を背景にすると非常

に映えます（図 52）。ユキドリやペンギンの巣の傍には必ず、
オオトウゾクカモメが巣を作っていて卵やヒナを狙います（図

53）。 
ペンギンのルッカリーの写真では見えませんが、あちこち死

がいだらけです。死んでしまったヒナとか、老衰の親鳥とかが

たくさん干からびて落ちています。 
アザラシもちょうど 11月くらいが子育て真っ盛り。お母さん

が子どもを海に誘い出そうとしている所。なかなか入りません

でした（図 54）。こういうのを見ていると、長かった越冬を振
り返って、ああ夏が来たんだなあと感慨に耽ります。 
 
昭和基地に飛行機着陸 
今年のトピックスは、次の 51次隊の先遣隊が、飛行機で昭和
基地入りしたことです（図 55）。隊員が飛行機で昭和基地へ入ったのは、観測が始まって以降初め

ての事です。先遣隊の任務の１つは、新しい「しらせ」が初

めて昭和基地に入る時の受け入れ準備のためです。結果的に

は雪が多くて、先遣隊の 5 人は除雪作業に従事してもらいま
したが・・・。当初、飛行機は「Ｓ16」に降りる予定でした
が、昭和基地付近の海氷が安定していたので、昭和基地のす

ぐ沖合に降りました。先遣隊のおみやげで一番の楽しみは生

鮮野菜ですね。1年近く補給がないから、持って来た果物や野
菜は既に無くなっています。一番後まで使えたのはキャベツ

ですが、終わってしまうと補給はありません。だから先遣隊が来た時は、皆、狂喜乱舞していました。

私は生卵が一番うれしかった。 
 
「ドームふじ基地」へ  
それが終わって 12 月の半ばから、

「ドームふじ基地」の内陸旅行に 2
ヶ月間行きました（図 56）。これは
51次隊の計画ですが、50次隊から研
究観測のサポートとして私と機械隊

員とドクターの３人が入りました。

総勢８名、ＳＭ100 が 3 台で各 7 つ
のソリを引っ張って行きます（図

57）。 
片道千キロを時速 5～7 キロで進

むのですから大変です。ジョギング
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してもついて行けるスピードで走ります。走行中の景色

は変わりません。毎日毎日白い地平線ばかり、後ろを振

り返ると、自分が曳くソリと後続車だけ。変化があるの

は、地面が平らか、でこぼこしているか、目の前が吹雪

か否かと言う事くらい（図 58）。 
前に行った隊員が、ミニスト

ップと称してコンビニを置い

て行ってくれます（図 59）。
我々もお返しに、次の隊のためにコンビニを置いて来まし

た。基地までは片道千キロですが、「みずほ基地」へはあ

っという間に着きます。ご飯は、朝と夜は皆集まって食べ

ます。私が２ヶ月間、ずっと作り続けましたが、皆、奥ゆ

かしい人たちで、美味いとも不味いとも、何にも言ってく

れませんでした。 
旅行中は、目一杯働きます。朝 8時くらいから夜 8時く

らいまで、給油したり、車両メンテナンスしたりで食事が

終わるのは大体夜 10時半になります。食事が終わってからも雪のサンプリングをしたりします。観
測系の人達はそれからが仕事です。 

お正月にはお節料理にお頭つきの鯛も出ます。料理は雪上

車の上に乗せて置くと、冷凍状態になって腐ることはありま

せん。 
内陸に行くとダイヤモンドダストがずっと降り続けて、そ

のために幻日が見られるようになります。真中が本当の太陽

ですけど、両サイドに幻の日があります（図 60）。 
ドーム基地です（図 61）。 
「ドームふじ基地」では基地を立ち上げず、雪上車で生活

していたので、施設内部が温ま

ることはなく、そのため施設内

の温度はマイナス 50 度、年間
の平均気温と同じです。 
旅行の目的は色々とあった

のですが、先ほど渡辺さんのお

話しにあったように、72 万年
前の氷を堀り終わって、そのコアが基地に置いてあります。今まで日

本に持って帰っても、保管できる冷凍庫がなかったために基地に置い

てありました。極地研究所が昨年新庁舎へ引っ越をして、立派な冷凍

庫ができたので、50次隊と 51次隊の 2回に分けて持ち帰ると言うの
が、まずミッションの１つです。 
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貯蔵庫からリフターで揚げて、そろばんで転がして、積んで

という作業を標高 3800メートルでやると結構な重労働です（図
62）。72万年前の 3000メ
ートルの氷というのは、深

層掘削という方法で採取し

たものです。浅いところ

120 メートルくらいの雪を
掘削して、日本に持ち帰る

という仕事もあります。(図 63) 
2メートルくらいの深さで雪の断面を出して、雪の層構造の確

認している人（図 64）、防護服
みたいなものを着ている人は、

自分の汚れを移さないように

雪の中に含まれている微量元

素をサンプリングしています

（図 65）。梱包した資料は、「し
らせ」のヘリが回収します（図

66）。 
 

帰国 
夏は太陽が沈まず、白夜ですからずっと地平線の上にあります。夏で

一番、日が長くてうれしいですが、

暗くなるまで仕事をして来いと

言われると、ずっと仕事してない

といけないので困ります。帰りは

昭和基地で 2泊して、次の 51次
隊に送られて（図 67）、新しい
「しらせ」で帰りました。「しら

せ」は初めて乗りましたが、揺れ

も少なく非常に快適な生活をす

ることが出来ました（図 68）。 
 
越冬隊に参加して 
越冬生活１年間の概要をお話しましたが、28 人いた越冬隊員の中で、山登りをしているとか、野

外で遊んだことがあるとか、野外経験のある隊員が私以外にいませんでした。基地の中の機械を中心

とした定常的な観測をするだけなら問題ないのですが、ちょっと外に出た時に海氷の危険があったり、

クレバスがあるとか、海の氷の上ではなくても、吹雪にあったり、ホワイトアウトに遭遇したり、い

ろいろな気象条件の厳しい中でやる観測がたくさんあります。そういう状況の中で観測活動を１年間

続ける、そういう時にまったく外で過ごした経験のない人は、危険か、危険でないかと言う判断がな

氷 床

浅 層

掘削 
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かなかつきません。 
私は、海氷は初めてでしたが、山

にずっと登っていて危ないことも経

験したりして、危険に対する勘所み

たいなものは持っています。そうい

う意味で、これからも野外経験のな

い観測隊員の派遣が続くのであれば、

プロとして山岳ガイドをやっている

人たちが、観測隊に入って働く意味

があるのではないか。そのように以

前から思っていましたが、1 年間を
過ごしてみてやはりその通りだと思

いました。同じ山岳ガイド協会に所

属している立本君が今、51次隊で行っています。 
北大の南極大学プログラムに関わっている者として、これからフィールドワークを目指す人達に、

少しずつ外の世界を知って欲しいという思いが強くあります。それはこのコースの主旨でもあります。

お互いに切磋琢磨して行ければ良いかなと思います。理想は、研究者自身が野外経験を持って南極へ

出ることだと思います。しかし、現状ではなかなかそうはいかないので、その辺で野外経験豊富な隊

員が必要になってくると思います。 
今年また、7月から東京へ行って 52次隊に参加して、越冬して再来年の 3月に帰って来ます。50

次隊では当初やりたかった隊員全員の安全を守ると言う最低限のことはできましたが、それプラスア

ルファの部分で、消化不良の部分があったので、もうちょっとやってみたいということでもう一度行

くことにしました。帰国しましたら、皆さんにまたその成果をお話ししたいと思います。 
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あとがき  

 
本講演会開催に当たっては「第１回講演会実行委員会」が組織されて、講演会実施に伴う諸作業が

進められた。講演会前後の設営と撤収には、山岳館運営委員各位や山の会の小泉章夫会長以下幹事諸

氏、山の会会員や山岳部現役諸君の協力を得た。 
テレビ会議システムを設置して講演会場以外の部屋でも聴講できるようにすることと、講演会をラ

イブでWEBに発信することが計画され、北大大学院地球環境科学研究院でグローバル COEプログ
ラム「統合フィールド環境科学の教育研究拠点形成」に携わる中村一樹氏が中心となって、機材も含

めてその運用に当たった。果たして，主会場に入りきれない聴衆が出たが、滞りなく別室で聴講する

ことができた。講演会のポスターは地図も含めて澤柿教伸が担当した。 
この講演集は、当日の録画テープを元に原稿を起こし，講演者自身の校正を得て編集され、テープ

起こしに当たっては、樋口和生夫人の文恵さんに無償でご協力いただき、編集には石田隆雄、木村恒

美の協力を得た。講演会は基本的にはホランティア・ベースで実施されたが、ポスターの印刷ほか必

要な経費については NPO法人雪氷ネットワーク（山田知充代表）にご支援願った。ここに記して深
甚なる謝意を表する。 
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