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 北極圏では海氷減少、氷河の融解などが顕
著に起こり、温暖化の速い進行がわかって来
ています。 
 また、海氷が減った北極海では、航路の開通
が期待されています。急変する北極環境でい
ろいろな懸念・期待がうまれています。 
 北極探検・調査の過去と現在を比べ、最近の
北極圏の調査で何がわかってきたのか、その
情報をもとにどのような活動が行われようとし
ているのか、観測の風景やそこで出会った人
たちとの話を交えて紹介します。 



北極圏の温暖化進行 
 

・北極圏では海氷減少、氷河の融解、凍土の融
解など起きています。地球全体の平均に比べ2
倍の速さで温度上昇が進行しています。 
・将来変化、その原因などについていろいろ調べ
られてきましたが、個別に理解が進んでも全体
のシステムがどう動くかわからないことが多く、し
ばしば予想を超えた変化が起きています。 
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  温暖化 
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北緯６６．５度以北 永久凍土 大河川流域 
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新しく始まった北極研究   

２０１１年より北極気候変動研究 

「急変する北極気候システム及

びその全球的な影響の総合的

解明」が開始しました。 

  大学や研究所の様々な分野

の研究者をつなぎ北極の温暖

化や気候変動のメカニズムを調

べ、海洋や陸域の生態系や北

極航路への影響と将来予測を

行うことを目的としています。 

３５大学・研究所 ３００人参加 



変化：揺れと傾向 の顕著な冬の気温。 

変わらない夏の平均気温 ほぼ０℃  ここに変化が 

冬：成長が遅れる。夏：強度低下、破壊、密接度低下や移動。 

原因ー結果の連鎖 フィードバックシステム が動き始める？ 

Data:NCEP 



夏の北極海は氷と融水の世界  （メルトポンド） 
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陸域・大気 
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海の変化  陸の変化  それぞれのタイミング 
NASA AMSR-E Product 



 

スバールバル 



ニーオルスン 



ニーオルスン 
 



 



 

北極域の観測現場から 

シベリア観測 



 



 

シベリア スンタルハヤタ山域 
2012.7.2 



 



 

シベリア レナ川 ヤクーツク付近 



 

シベリア 凍土域 



 

シベリア レナ川 ヤクーツク付近の森林火災 
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地上は夏 気温３０℃ 
数m下は凍結した世界 



 

北極域の観測現場から  
アラスカ内陸部 





 

アラスカ縦断観測 
北部  
ダルトンハイウェイ 



北極海沿岸 プルードベイ 
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1月の観測 日照時間30分  薄明数時間 



 



 

アラスカ・ブルックス山脈 
積雪・土壌・植生 



 

冬のアラスカ マイナス40度以下でも    



 

アラスカ・ブルックス山脈 



 

春の風景 



 

春の風景 



 

春の風景 



 

アラスカの長距離輸送道路 

北極海と太平洋をつなぐ 



 

城塞都市のようなパイプライン中継ステーション  

掘削塔 



 

ポイント・バロー アラスカ 



アラスカ バロー 
まっすぐ進んで氷
の厚さを記録する 

白クマ対策： 
地元のハンターが、ベア
ウォッチャーとして同行 



ポイント・バロー アラスカ 
海岸付近に形成される氷丘 
 

氷丘の向こうは北極海 
 



 

ベーリング海へ 



 



 



 

沢山の人の情報の連携により、
観測地のユーコン川河口まで
運んでもらう。 
 



 

自然保護事務所、地元の共同
体、観測の手伝いをしてくれる
漁師、いろいろな支援を受け
て凍ったベーリング海へ 
 



 

凍ったベーリング海を約１００ｋｍ走り、ルートを選び、観測ポイントを探す。 
最新の測器 vs 経験 
 



 

政府事務所からのコメント： 
地元の人たちに受け入れられ、関心を
得ることがスムーズな活動に重要。 
村民の寄り合い、学校を訪ねる。 
 
 
 



 

なくなってしまった
文化、技術？ 
 
言葉、文化、民族
の誇りを取り戻そう
としている。 



 



 



北極変動 
 北極海の海氷 
 2007年9月には海氷面積が過去30年間で最小 
 速いペースでの減少．いろいろな地域で変化が。 
  • 2007年夏北極海で何が起きたか 海氷急減 

• これまでに調べられていたこと ゆっくり変化 
• 北極の変化     加速・複合・予測の課題  
• 北極圏の国々         領土・排他/協力 
• 北極は遠い？活動困難？  国際協力、技術 
                       国内/国際 



北極点を目指した探検 
19世紀～20世紀初期 

 
２１世紀の観測からみた先人の洞察力 



北極点に向かうルート 
なるべく高緯度まで船で向い、氷上を歩く 
犬ぞりを使う 



氷と戦う。 



北極点に向かうルート 
なるべく高緯度まで船で向い、氷上を歩く 
犬ぞりを使う→ 氷の力を使う 

FRAM号 
フリチョフ・ナンセン 

• 自然に対する洞察 ：漂流物

• 自然と戦う/自然を利用する 

• 長期になる/長い観測可能  



氷を利用する。 



シベリア ティクシ沖から氷の圧力で上に船は氷上に 
持ち上げられ、氷の流れにより北極点に近づく。 



・季節海氷域： オホーツク海、ベーリング海など 

・多年氷域： 北極海中央部。５年から８年程度で北大西洋に流出 

北半球の海氷分布 



• 近年起きた北極海の海氷の減少 北極航路が実現 
• 観測からわかってきた海氷の状態。かって北極点に向かった多くの探検隊の足

跡と比べて、そのルートや時代とともに考え方の変遷を見直すことができます。 



 

冬でも動きやすくなった海氷： 

海氷域に発生した大規模な水路発生 

（２日で１０００ｋｍ伸びる。） 



北極漂流 探検から科学に 



 Ｎｙ Ａｌｅｓｕｎｄ、 Ｐｈｏｔｏ： Ｔｏｙａｍａ Ｕｎiv, Ａｏｋｉ  

北極 

温暖化 

 海の変化  陸の変化  雪氷の変化 大気の変化 

 人の動き 

 

新しい姿と探検の記憶 
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