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海氷分布の季節変化 

定着氷帯、リュツオーホルム湾 

南極大陸周辺海氷域の季節変動 

●昭和基地. 

・●Syowa 

・・ 
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（東西）南極大陸と南極氷床 

平均氷厚 東南極大陸：２１４６m 
     西南極大陸：１０４８m 
     全南極大陸：１８５６m 
平均標高 全域   ：２０１０m 

全氷量  ２５．４×１００万立方km 

南極大陸の面積： １２３１万平方km 
    棚氷域：  １５６万平方km 

東西大陸比較 

 面積 西：東：棚氷＝７４％：１８％：８％ 

 体積        ８７％：１２％：２％ 

   

西南極大陸 

東南極大陸 



                                       南極大陸鳥瞰図   1（距離）：1000（標高） 

標高別面積比 

0〜2000m 42％ 

2000〜3000m 32％ 

3000m＜  26％ 

昭和基地 



日本隊観測域 
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南極探検史の区分 

                         Terra Australis Incognita （南方の未知なる大陸） を求めて 

                             ブーベ（１７３９）、ケルゲレン（１７７２）の航海 

           キャプテン・クックの航海（１７７３〜１７７５） 

                                             

                                            ４５年間の空白 

                                            大陸の発見   （１９世紀初頭） 

  ベリングスハウゼン（露、１８２０）、パーマ（米、１８２０）、ブランスフィールド（英、１８２０） 

              １８２３ウエッデル海の発見（J.ウエッデル） 

 

                                           南磁極発見競争 （１８４０年代） 

                        デュモン・デュルビル（仏），C．ウイルクス（米）、J．ロス（英） 

              １８４１ロス海の発見（J．ロス） 

              「南極大陸、Antarctica」の認識（Ｃ．ウイルクス） 

 

                                                   ５０年間の空白 

                英雄の時代 （The age of heroes １８９５〜１９２２）、内陸探検の時代の始まり
（２０世紀） 

  

                       C．ボルフグレビング（ノ）アデア岬で越冬    １８９９ 大陸初越冬 

   

                 スコット、シャクルトン（英）、アムンゼン（ノ），トリガルスキ（独）、白瀬矗（日） 

                  １９１０南極点到達 

 

                 第１次大戦〜第２次大戦 
          バード（米）第１回〜第３回南極探検     １９２９ 南極点初飛行 

 

                                     国際地球観測年（IGY1957~58) 
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暴風圏 
Roaring40°, Raging50°, Screaming60° 

 





日本南極観測略史 

１９５６ １１月８日『宗谷』出発 
 

１９５７．１．２９  １月昭和基地開設     （１次隊） 240t   雪上車４台 
 

１９５８    第２次観測隊、越冬断念         

    

                            （３次隊）   57t    雪上車１台 
 

１９６０    「やまと山脈」に達す       （４次隊)  154t   雪上車５
台 

                            （５次隊） 121t 
１９６２  第６次隊で観測打ち切り 

 

      「宗谷」：満載排水量４，８６０噸、４８００馬力 

 

  １９６５ 二代目『ふじ』竣工 

                        輸送量５００トン 

１９６５     昭和基地再開 (７次隊） 

１９６７     昭和基地ー極点旅行隊      KD60導入 

             （9次隊）        

１９６９     やまと山脈で隕石発見 

 

１９６９−７４  エンダービーランド計画 
１９７０ ２月  ロケット発射に成功 

 

     ７月  初の内陸基地『みずほ基地』 

 

１９７６−７８  １９機のロケット打ち上げ       SM５0導入 

 

       「ふじ」：満載排水量８５７０噸、１２０００馬
力 

  １９８２ 三代目『しらせ』竣工 

                                輸送量１０００トン 

１９８２−８６ 東ドローニングモードランド計画  

         

１９８４               ７００m 深氷床掘削（みずほ基地』 

 

１９８５         『あすか基地』完成 

 

１９８５         ドームふじ頂上域発見 

 

１９８９           初女性隊員（夏期）参加 

 

１９９３ー９７     ドームふじ深層掘削計画開始 
 

                                                                           

１９９５  『ドームふじ基地』越冬開始                        
SM100導入 

 

１９９６                  氷床深層掘削２５００m に達す 

 

                    １９９８ 南極条約環境議定書発効 

 

１９９８         初の女性越冬隊員参加 

 

２００６                  氷床深層掘削３０００m に達す 

 

２００７        『しらせ』最後の航海 

 

          「しらせ」：満載排水量１８９００噸、３００００
馬力 

 

 

 

 



定着氷を砕氷航行する「しらせ」 



新しらせ 





最近の昭和基地 





大和山脈旅行（1960） 



やまと山脈（1937年山脈） 

   （鳥居鉄也隊） 

ANARE山脈（幻の山脈） 

   (村山雅美隊） 

宗谷時代の最南到達地点 

   （村山雅美隊） 

昭和基地 

1957〜1961年（宗谷時代の内陸調査） 

ポツヌーテン探査・ 

やまと山脈 



 

軟雪帯を行く極点旅行隊 

       ふじ峠付近 

極点到達 

村山雅美隊長 



昭和基地 



氷床内陸域（雪氷圏）の観測 

  雪氷圏（Ｃｒｙｏｓｈｅｒｅ） 
 

 永久積雪（Ice Sheet, Glacier） 

   南極氷床：    ９０．６％、（全淡水体積比） 

   グリーンランド氷床：９．１％ 

 

    季節積雪（Seasonal Snow Cover) 

 海氷        （Sea−Ice ） 

 

    永久凍土（Permafrost) ） 







建設時（1969）のみずほ基地 
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1882-83  第一回IPY 

1932-33  第二回IPY 

1957-58  IGY（国際地球観測年） 

1949-52 三国（英·ノルウェー·     
スェーデン）観測隊 

1965 Greenland Camp Century 

   全層掘削（１３８７m） 

1968 Antarctica  Byrd Station 

   全層掘削（２１６４m） 

 



内陸調査 

• 地形図作成(緯度・経度・標高・最大傾斜方向測定） 

• 気象観測（平均気温測定ー１０m深雪温） 

• アイスレーダーによる氷床厚さの測定（基盤地形） 

• 氷床表面流動測定（三角鎖測量・GPS測定） 

• 氷床表面質量収支測定（雪尺・ピットー浅層ボーリングコア層位観
測） 

• 堆積環境（表面雪面形状測定） 

• 雪氷層の性質（化学的性質・物理的性質） 

• 地球物理常数測定（地磁気・重力など） 



地形図の作成 

１．気圧測高(2Km) 

２．最大傾斜線測定(5Km) 

３．相対位置測定(2Km) 

４．絶対位置測定（天測,100Km） 
(１９９５年以降はGPS相対および絶対測定） 

昭和基地 

ドームふじ基地 

みずほ高原 



































Relation between Oxygen isotope ratio and accumulation 













第I期氷床深層掘削計画（P. Investigator :渡辺興亜） 

                    1992~1997 

第II期氷床深層掘削計画(同:藤井理行） 

                    2001~2006 
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白瀬氷河流域とラグンヒルド流域 赤線：ド−ムふじ輸送･観測ル−ト 







アイスレ−ダ観測 





ド−ムふじ基地 

７７˚１９´０１˝Ｓ 
３９˚４２´１２˝Ｅ 

標高：3810ｍ a.s.l. 
氷厚：3028ｍ 
10m雪温：−58．0℃ 
降水量：3．2cm水当量 

















3035mコア：気候変動と年代 

年代（x1000年） 

気温 

36Cl年代 

年層厚さ 

海底コア 

@ K. 
Azuma 





終わり 


