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要  旨   

日本雪氷学会の栴地雪氷分科会の将来計画に関するワーキンググループにおいて，次期の南極観測  

計画について検討を行った．観測計画は2002年よりの観測開始にむけて準備が進んでいる．研究課  

題の概要について報告する．   

地球規模の環境変動の研究という視点から南極観測を見直し，優先して推進すべき研究課題の調査  

を行なった．その中から雪氷研究プロジェクトとして推進するのが望ましい課題の抽出，より良い観  

測体制などについて検討した．優先すべき研究課題としてi）過去70～80万年間の気候変動及び  

氷床形成史に関する研究，ii）堆積環境，氷床変動に関する研究・過去数百年の環境変動の研究，iii）  

氷床への物質の堆積及び蓄積機構の研究，iv）氷床内部構造の研究，を推薦し，「氷床「気候系の変  

動機構の研究観測」として極地研究グループに提言した．  

キーワード：気候変動，氷床，氷期，氷床掘削，南極観測  

KeYWOrds：Climaticchange，icesheet，glacialage，icesheetdrilling，Antarcticresearch  

1．はじめに  

1．1地球環境と雪氷圏情報   

地球規模の環境変動の実態解明，将来の予測に  

近年関心が高まっている．一方，過去の環境変遷  

と原因についての研究も，現在の気候の理解につ  

いて重要な意味を持つ解析結果を提出して来てい  

る．例えば，将来の地球環境に大きな影響を及ぼ  

すと考えられている混曖化問題においても，過去  

数万年スケールで二酸化炭素と気温変動の同期性  

があったことが氷床コアの解析から明らかにさ  

れ，そのメカニズムの解釈に新たな視点を生み出  

した．過去約百年の人間活動によって進行してい  

ると考えられている温暖化が，氷期一間氷期の変  

遷という長期の地球気候システム変動の中でもお  

きていた可能性があるという新たな検討課題が示  

されている．   

さらに古環境復元解析の時間分解能の向上によ  

り，地球の気候がしばしば急激な変動を繰り返し  

たことがわかってきた．最終氷期以降，現在にい  

たる気候は，それ以前の気候に比べ著しく安定し  

たものであり，むしろ特異なものであるという証  

拠の提出である．これは現在の気候の安定性につ  

いての議論においても重要な検討課題であり，こ  

の点に関して，グリーンランドや北大西洋で得ら  

れているヤンガードライアスイベントやダンスガ  

ードーオシ ュガー振動など，気候急変の原因に関  

心が向けられてきている．このように雪氷圏は環  

境変化に敏感に反応し，またその変化の証拠は氷  

床内部の雪氷試料に記録されている．   

北半球で検出されたこれらの気候変化の証拠を  

きっかけに，南半球あるいは全地球的な影響につ  

いても検討が進められている．このような雪氷圏   
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への期待も含めて研究課題の検討を進めた報告で  

ある．  

2．雪氷学会における検討  

2．1課題調査   

日本雪氷学会の極地雪氷分科会には，これまで  

将来計画に関する検討グループが設置され，将来  

の南極観測計画について，推進すべき研究課題，  

より良い観測体制について雪氷学会の立場から提  

案してきた．今回の報告も，雪氷学会全国大会の  

分科会内での発表，関連研究テーマのミニシンポ  

ジウムで紹介された研究課題について検討し，第  

Ⅵ期南極観測計画に向けて提案したものである．   

観測提案をまとめるために，まず分科会会員を  

中心に，アンケートによる観測提案を募った．提  

案者には観測実の紹介を検討会で行ってもらい検  

討をすすめた．そして，2002年より開始する南  

極観測第Ⅵ期5か年計画において優先すべき観測  

提案を絞りだした．アンケートによる観測提案の  

募集では，多くの研究観測案が寄せられ，その内  

容は深層コア解析による気候変動史や氷床物理研  

究，アイスレーダーおよびマイクロ波リモートセ  

ンシングによる氷床の観測，浅屑掘削，さらに吹  

雪，物質輸送や内陸から海岸までの境界層構造の  

解明など大気一雪面過程，大気から氷床内陸部へ  

の物質輸送など多岐にわたった．また融解，流出，  

海洋過程を含む，氷床底面状態の解明，温暖化に  

対する氷床応答と海氷マッピングなども提案され  

た．  

2．2 優先すべき研究課題の提案   

これらの研究案から，優先すべき計画を検討す  

る際には様々な意見が出された．現在の様々な気  

候研究が対処すべきテーマとして，地球規模での  

環境研究の束要性が指摘された．そこで，成果が  

地球規模の環境変動の解明に有効なものであるこ  

と，特に南極での観測が有効であることなどを考  

慮した．   

さらにプロジェクトとして推進すべき大規模な  

計画であり，実施のためには学会の支援を必要と  

するものであることも学会から提案する理由とな  

る．現時点で実施すべきかという優先性について  

も，現在の日本の極地雪氷研究グループが持つ技  

術・機器・施設など，あるいはこれからの改良に   

の試料に記録された古環境情報の解析によって得  

られる知見は，現在の地球環境の維持・変動メカ  

ニズムの理解，さらに将来起こりうる変動予測の  

検討においても重要である．  

1．2 南極における観測活動   

南棟での調査には，南極地域の観測という地域  

研究という面と，そこで得られるデータを通して  

地球環境の変遷を見る面がある．   

過去40年以上にわたって実施されてきた南極  

観測は，南極氷床上で起きている様々な雪氷現象  

について研究成果を蓄積してきた．南棟で得られ  

る積雪表層の解析結果は現在の環境情報を提供す  

る．また，人為起源の物質放出域から遠い南極の  

雪氷に沈着する物質は半球規模の輸送過程を反映  

したものである．   

さらに，掘削によって得られる深部の氷試料は  

過去の環境変動を明らかにする．特に深層コアに  

よる長期データは全地球規模で起きた環境変動を  

記録するものである．   

このように南極の雪氷試料は，地球規模の環境  

変化を明らかにするものであるが，その解釈には  

現在の氷床でおきている雪氷・気象の諸現象の知  

識が必要となる．例えば，積雪表面に至るまでの  

物質の輸送過程と積雪内部での変化過程の理解，  

氷床自体の形状の変化と氷床内でコアが受けた流  

動の履歴などが揚げられる．これまで地域研究と  

して蓄積された南極雪氷現象に関する知識によ  

り，環境試料の正確な解釈が可能になる．  

1．3 極地雪氷研究グループの活動   

このような南極における研究観測の実現のため  

には，まず有効な試料の取得技術およびその解析  

技術が必要であり，その時代の最良の技術が導入  

されることが望ましい．さらに，それにかかわる  

研究者のマンパワーが必要とされ，日本の極地雪  

氷研究グループの活動可能性を見定めて，有効な  

実施方法を検討することが必要である．   

南極における日本の観測活動は，フィールドよ  

り精度の高い情報を持ち帰るという特徴を生か  

し，これまでにも国際的に重要な科学活動の役割  

を担ってきたが，さらに継続して貢献しうる課題  

を検討した．   

この提言は，これらの現在の条件について認識  

し，さらにこれから発展が可能な技術，観測方法  
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より有効に研究が進展できるといった点から検討  

した．技術的条件あるいは科学的見地から，ここ  

数年間に実行することに有効性があるかというこ  

とも重要な問題であった．   

これらの検討から「氷床一気候系の変動機構」  

というテーマを柱にして，特にプロジェクトとし  

て推進すべき研究観測計画案を次のようにまとめ  

た．  

プロジェクト研究課題：「氷床一気候系の変動機  

構の研究観測」  

1．過去70～80万年間の気候変動及び氷床形  

成史に関する研究   

2．堆積環境，氷床変動に関する研究・過去数  

百年の環境変動の研究（浅層掘削手法に基  

づいた調査）  

・氷床への物質の堆積及び蓄積構構の研究  

（表層積雪，フィルン空気採取）  

・氷床内部構造の研究（遠隔探査手法に基  

づいた調査）   

一方，さらに長期の視点にたった継続観測が必  

要なモニタリングに関わる課題もある．プロジェ  

クト研究に対し，モニタリングと言う観点から，  

長期間継続して観測すべき研究観測として，「氷  

床氷緑監視と氷床表面質量収支のモニタリング」  

を提案した．具体的には以下のような項目につい  

てのモニタリングが重要であり，観測を継続ある  

いは開始すべきであると考えた．  

モニタリング研究課題：「氷床氷緑監視と氷床表  

面質量収支のモニタリング」  

1．衛星観測による高分解能画像データ及びマ  

イクロ波データの取得   

2．航空機による写真撮影，精密地形測量，マ  

イクロ波観測   

3．地上トラバースによる雪尺観測   

4．氷床氷緑部の融解過程と海洋・海氷との相  

互作用のモニタリング  

2．3 研究推進の基盤   

ここで提案された観測計画は，岩盤までの掘削  

による氷期一間氷期の全層データ取得を中心とす  

る，地球気候の変遷に関わる画期的なものである．  

しかし，この計画が実現可能なものかどうか，そ  

の条件として重要なものは何かについて議論が行  

なわれた．焦点は，掘削技術者と掘削設備であっ   

た．   

まず，掘削技術については，各国でも掘削計画  

の動きがあるものの，この深層掘削を実施できる  

機関は少なく，今回の日本の観測活動は国際的に  

も科学発展に貢献するものである．現在の日本の  

極地雪氷研究グループが持つ，掘削・解析能力を  

もって，深層掘削による気候研究に多大な貢献を  

することが期待できる．   

深層掘削に関わる設備や機器，特に使用できる  

掘削ドリルの問題が検討された．第Ⅳ期のドーム  

深層掘削計画で使用したドリルは，2503mまで  

の掘削後に2332mでスタックしている．このド  

リルの引き上げと掘削孔の再使用も当初期待さ  

れ，繰り返しドリルの回収が試みられた．しかし，  

ドリルが引き上げられても掘削孔は変形のため再  

使用が難しいことがわかった．結局，研究計画の  

重要性から，表面からの再掘削を行ってでも掘削  

を実現すべきであるという結論に至った．   

この計画を支えるものとして，ドームふじの基  

地設備が再利用可能であること，新たにドリルを  

持ち込んで速やかに掘削活動が開始できることが  

重要である．また，ドーム計画で培われた掘削技  

術・解析技術の導入，つまり，経験をもつ技術者，  

研究者の参加はこの計画の実現にとって不可欠で  

あると考えられた．   

計画を遂行する人員輸送・交代の改善のために  

は，これまでの雪上車による交代だけでなく，航  

空機利用が望ましいという意見も強かった．航空  

機の利用は，掘削技術者や研究者の交代など掘  

削・解析の効率化にとって大きな意味をもつもの  

である．   

航空機利用は長年の希望であり，多大な困難を  

克服しないと実現できないものであるが，今回提  

案する研究プロジェクトを順調に進めるためには  

必要なものである．そこで，航空機利用実現の検  

討グループが作られ，活動を開始している．   

3．プロジェクト研究「氷床一気候系の変動   

横構の研究」の構想  

3．1氷期一間氷期サイクルを遡る   

南極氷床の深層コアは，南極のみならず地球規  

模の気候変動の歴史を解明する資料を提供する．  

表層の雪氷解析からは，現在及び近年の環境変動   
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が調べられ，掘削により取り出された深部の氷か  

らは過去の環境変動が復元される．氷床の雪氷自  

体が様々な時間一空間スケールの変動の記録媒体  

である．   

70～80万年前から始まった氷期一間氷期サイ  

クルは，太陽と地球の軌道要素（自転，公転，地  

軸）でおおよそは説明されているが，細かな変動  

は解明されていない．また，サイクルが開始した  

きっかけも不明である．また南極大陸上に氷床が  

形成されてからの気候及び氷床の変遷の歴史を知  

るためには，百万年前まで遡って調査することが  

必要となる．百万年間の古環境資料の解析は地球  

環境の維持・変動に対する過去の記録や解釈を進  

展させる新たな概念を提出しうると思われる．  

3．2 氷床コアによる舌環境解明   

このような地球環境の変遷の研究を進めるため  

には長期間の環境変化の記録を読み取ることが必  

要であり，地球全体の大気の状態を代表する資料  

の収集が必要である．それは氷期一間氷期の繰り  

返しという現象が開始した時代，つまり氷河時代  

が開始した70～80万年前まで遡り，かつ千年ス  

ケールで生じた短期間の急激な気候変化の記録を  

抽出できるものであることが望まれる．このよう  

な資料は，氷床ドーム域で岩盤まで掘削してコア  

を得ることによって得られる．   

一方，海底堆積物の解析でも，有孔虫などの安  

定同位体を用いて過去の気温情報などが得られて  

いるが，堆積速度が氷床に比べてわずかなため時  

間分解能が粗い．氷床コア解析の時間分解能は，  

微量分析の発達により，少量のサンプルでの解析  

も可能となったことから向上している．これによ  

り平均的な氷期一間氷期像の確認とともに，詳細  

な変動も検出できるようになった．氷床コアの解  

析による高い時間分解能の情事剛ま古環境の詳細な  

解明に大きく寄与するものである．半球規模，氷  

期の時間スケールの平均的な環境像を得，さらに  

時間空間的に詳細な環境情報，変遷メカニズムの  

解明に進展することが可能となる．   

しかし一方，氷床コア解析の時間分解能の向上  

とともに，空間代表性が問題となる．例えばグリ  

ーンランドにおいては，地上の水平距離で32km  

しか離れていないDome GRIPとGISP－IIで岩盤  

付近数100mの氷床コアの解析結果は著しく異な   

っている．これには岩盤近くの氷床流動が大きく  

影響していると考えられている．試料中に含まれ  

る地域現象の影響の分離と地球環境のシグナルと  

しての代表性のある情報の抽出が必要であり，複  

数のアイスコアの比較研究が必要であろう．   

南極で観測を行っているいくつかの国によっ  

て，深層掘削が計画されている．それらが出揃う  

ことにより近い将来相互比較により新たな知見が  

得られるものと予想されるが，ドームふじにおけ  

る掘削は，その理想的な堆積状態とコア取得技術  

から基準データとなりうるものと期待される．  

3．3 氷床一気候システム   

深層掘削による長期の堆積データの収集だけで  

はなく，氷床の流動の情報，表面での堆積過程と  

堆積した物質の変化過程の理解もそろうことによ  

り，多様な気候解析が行われる．堆積過程に関し  

ては，中緯度から対流圏を通して，またより広域  

から成層圏を通して南極氷床上空に運ばれ，雪氷  

に取り込まれて氷床上に堆積・定着するシステム  

などが考えられ，氷床表面は地球環境の変遷を感  

知するセンサーと見ることもできる．   

気候変動は氷床変動と相互作用を起こし両者は  

密接に関連していると考えられる．短い時間スケ  

ールで生じた気候変動と氷床の安定・不安定性な  

どの関係など，気候の変動は堆積環境と温度条件  

の変化を通して氷床形態及び氷床の動力学に影響  

する．また逆に，氷床は能動的に周辺の環境を変  

化させるきっかけを生み出し，さらに変化を進め  

ていくシステムを持つ可能性がある．大規模な氷  

床形態の変動は，気候を変える役目を持ちうる．  

過去の氷床形状や変遷の調査は，氷床が気候シス  

テムに与えた影響を調べる基盤となる．   

4．プロジェクト研究の各課題について  

4．1過去70～80万年間の気候変動及び氷床形  

成史に関する研究   

過去70～80万年間の気候変動を復元し，南極  

大陸における氷床形成史を明らかにする．南極の  

みならず地球規模気候変動基準となりうる氷床コ  

アを取得する．氷床流動のほとんどない地点にて  

岩盤までの氷床全層掘削を行い，氷床コアを採  

取・解析することにより研究を進める．   

ドームふじにおける氷床岩盤の探さはアイスレ   
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測，浅層掘削ネットワークと組み合わされたデー  

タ取得などがあげられる．そこで，氷床の堆積環  

境及び氷床変動についての課題を提案する．ここ  

では浅層掘削，積雪表層の観測およびアイスレー  

ダーという3つの手法が利用される．以下，各課  

題について紹介する．  

a）過去数百年の環境変動の研究（浅層掘削手法   

に基づいた調査）   

過去数百年間にわたる表面質量収支および気候  

環境変動の地域特性を明らかにする事を目指し，  

自瀬氷河流域の源頭域であるドームふじ観測拠点  

を中心とした内陸域の多点において，浅層掘削お  

よびピット観測を実施する．これまで東クイーン  

モードランド地域のみずほ高原においては，日本  

南極地域観測隊により1969年から雪尺観測が実  

施され，多くの観測ルート上での表面質量収支が  

求められているが，これまで観測が充分に行われ  

ていないドームふじ観測拠点を中心とする内陸域  

でピット観測や浅層コア掘削を実施し，表面質量  

収支データをさらに広域で蓄積する．   

また，南極の積雪に含まれる化学物質の中には，  

顕著な地域変動を示すものが報告されている．例  

えば，しらせ氷河流域の内陸域では，沿岸域と比  

べると成層圏起源と思われる物質の濃度が高くな  

っているが，その地域性と過去の時間変化を知  

る．   

ドームふじ観測拠点を中心として，1）ドーム  

A方向，2）極点方向，3）クイーンモードランド  

方向に新たに観測ルートおよび雪尺を設置する．  

アイスレーダーにより表層10mの堆積状況を調  

査し，新たな観測ルート上で浅層掘削地点を選点  

する．   

ドームふじ観測拠点から300km程度離れてい  

て，比較的平坦な堆積状況を示している地点にお  

いて，100m探の浅層コア掘削を実施する，また，  

観測ルート上では，20kmごとにピット観測を実  

施することによって，近年の積雪を抹取し，詳細  

な化学分析を行なう．  

b）氷床への物質の堆積及び蓄積機構の研究（表   

層積雪，フィルン空気採取）   

南極で掘削された雪氷コアから過去の気候・環  

境に関する情報を最大限に引き出すために，積雪  

の化学変化を明らかにする．大気中の物質が降雪   

ーダの観測から3028mと推定されている．現在  

2503m深までの掘削と解析が行われており，過  

去32万年の気候・環境変動が調査されている．  

この技術を継いで岩盤までの掘削を実施する．   

さらに，現在の氷床の状態及び過去の氷床変動  

に伴う氷床内部の応力状態や氷体の応答を詳細に  

観測するために，掘削孔の検層を行う．   

これまで南極大陸内陸部においては，1968年  

のBγrd基地での2164mの岩盤までの掘削以外に  

は，岩盤まで掘削した例はない．Vostok基地に  

おいては，1997年に3623mまでの掘削が行われ，  

4回の氷期一間氷期サイクルを含む過去40万年  

までの氷床コアが得られているが，流動や下部の  

湖の問題などもある．   

ドームふじ観測拠点は，アイスレーダーによる  

内部層の観測により氷床流動の影響が極めて少な  

いことがわかっており，掘削地点として適してい  

る．またエレクトロメカニカルドリルによる掘削  

なので得られるコアの質が非常に良く，高精度の  

解析を可能にする試料採取が期待できる．   

これらの解析から，氷床形成史に関わる古環境  

の復元と氷床内部構造の調査を行い，気候一氷床  

変遷像の解明を目指す．   

メカニズムの検証には，モデル計算が重要な役  

割を担うであろう．氷床数値シミュレーションに  

期待するところも大きい．現在の氷床の表面状態，  

堆積過程，氷緑の動態等を観測するには，現地で  

の調査・観測とともに，衛星データや数値モデル  

などによる国内における解析，検討も必要であ  

る．  

4．2 堆積環境，氷床変動に関する研究   

深層掘削によって得られる雪氷データ解析の高  

精度化には，氷床表面における物質の堆積過程及  

び変質・蓄積過程の理解が重要である．そのため  

には雪氷表層での大気・雪氷観測や浅層から中層  

の掘削が有効である．   

大気中の物質が積雪内部に蓄積し，やがて氷床  

内部に取り込まれ，様々な力学的条件を受けなが  

ら氷床流動として動力学の支配下におかれる．こ  

れらの蓄積過程を表層～深層にわたって，かつ広  

域に観測する辛が望まれる．広域における積雪表  

層サンプリングの展開や観測定点における通年で  

の大気一雪氷間の物質堆積および変質・蓄積の観  
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定する物理諸過程と境界条件の解明を目的とした  

観測を行い，さらに3）氷床氷体に対する電波計  

測の新技術の開発と発展をめざす．   

氷床変動履歴の解読では等年代面の分布調査に  

基づく，氷床質量収支と歪み分布，氷期・間氷期  

遷移に対応する質量収支の変動の解明などをめざ  

す．さらに氷床の動力学的挙動を規定する物理諸  

過程と境界条件の解明では，内部応力歪み構造，  

流動則分布，内部結晶構造等，力学構造の解明，  

力学構造の氷期氷・間氷期氷との関連の解明と，  

氷床に内在する非定常流動機構，氷厚減少を起こ  

している自瀬氷河下流域での氷体内部構造解明を  

めざす．浅層部の密度変動層構造の解読と気候変  

動要素との対応も期待できる．掘削孔を利用した  

氷床物理計測および基盤岩付近の物理状態の検知  

もめざし，同時に調査領域の氷厚データの収集を  

行う．最後に氷床内部探査レーダ，ポラリメトリ  

手法，衛星搭載型氷床探査レーダなどの開発と応  

用に関する検討も進める．   

深層掘削計画との連動により，ドームふじの深  

層コア掘削点を，氷床内部観測の起点とでき，周  

辺の全流域における等年代面の追跡調査が可能な  

状況ができている．   

将来の氷床変動観測手法としてレーダに対する  

期待が大きい．現在の問題点を解消し，さらに，  

高精度の研究を実現するために改善をはかる必要  

がある．例えば氷床の物理層位を高分解能で検知  

できるレーダの発展，航空機搭載型レーダ技術と  

航空横観測技術の発展などが有効である．  

5．モニタリング研究「氷床氷緑監視と氷床   

表面質量収支モニタリング」の構想  

5．1氷床変化の監視   

南極半島においては棚氷の流出が報告されてい  

るが，他の地域では今までのところ目立った変化  

は報告されていない．この計画では，氷床氷緑の  

観測により氷山の分離過程と気温変化の関係，氷  

山分離過程を監視する．   

氷床表面質量収支についても，融解の開始およ  

び終了とその空間的広がり，積雪滴養の観測によ  

る，温暖化などのトレンドや10年スケールの変  

動などを調査する．気象データは定常観測活動に  

よる蓄積が行われているが，雪氷に関するもので   

や積雪中に取り込まれ，更に積雪中で変化してい  

く過程を解明することを目的とする．南極におけ  

る水・物質循環を解明するための基本情報ともな  

る．   

水蒸気，エアロゾルおよび大気中の気体成分は，  

降雪やドライフォールアウトによって積雪中に取  

り込まれ，積雪がフィルン，氷へと変化していく  

過程で水中に取り込まれる．しかし，一度積雪に  

取り込まれた水蒸気，エアロゾルや大気成分は，  

積雪の変態や風などによって引き起こされる諸過  

程を通じて再分布や化学変化をおこしたり，大気  

中に再放出していくことが分かってきた．これま  

で昭和基地，昭和基地とドームふじを結ぶルート  

上などで積雪サンプルの採取が行われ，その化学  

分析により積雪表面への物質の堆積状況が調査さ  

れており，またドームふじでの深層掘削ではその  

堆積物質の時間変動が解析されつつある．しかし，  

大気中から積雪表層へ，さらに積雪内部へと蓄積  

していく過程については未解明な点が多くある．   

ドームふじでの越冬観測を利用すれば通年の調  

査が可能である．また，他の地域についても予察  

的な調査活動を行い，将来の観測域展開を目指  

す．   

大気微量気体成分の測定，エアロゾルと大気の  

採取等を行い，これらの観測結果をもとにしたモ  

デルを構築し，大気一雪氷を介した物質循環過程  

を明らかにする．定点観測基地，定点観測基地を  

通るルート上での観測を検討する．また，ルート  

上空で航空機観測も実施が望まれる．  

c）氷床内部構造の研究（遠隔探査手法に基づい   

た調査）   

氷床の内部情造を広域にわたって調査し，氷床  

変動の履歴を検証する．これらの調査により氷床  

一気候系の変動機構の解明につながる研究を深層  

掘削計画とともに提案する．特に白瀬氷河河口か  

ら200kmまでの内陸部は，数百年規模の将来の  

海水準変動に直接かかわる領域である．この地域  

の氷床内部機構の研究は，将来変動予測に非常に  

責要である．また，氷床の諸現象の信頼しうるモ  

デル化を進展させる．   

次に白瀬氷河流域周辺とその源流域であるドー  

ムふじ付近を中心とした地域を対象とし，1）氷  

床変動履歴の解読，2）氷床の動力学的挙動を規  
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長期の均質なデータとしては雪尺データが唯一の  

ものであろう．氷床氷緑部の融解過程の変動．流  

出過程は質景収支に関わる重要な分野でありさら  

なる取り組みが望まれる．  

5．2 モニタリング体制   

これまで航空機による沿岸調査，衛星による広  

域観測が行なわれている．衛星観測からは，氷床  

観測氷床表面温度，表面形態，起伏などが調べら  

れてきた．起伏は基盤地形の影響が氷床表面に現  

れ，堆積環境に影響している．またサスッルギ等  

の分布は地形と大気循環より影響を受けて形成さ  

れる風系との対応が調べられてきた．また，氷床  

表面の平坦部と氷河底の湖との対応が調査されて  

いる地域もある．   

衛星データの収集は進んでいるが，広域フィー  

ルド観測も進める必要がある．南極大陸の広い観  

測城に対し，使用可能な検証データ，研究者層を  

考えると，日本だけの活動では限界がある．日本  

が行っている現地観測の強みを生かした形で，か  

つ国際協力も進めることにより各国が持つ広域デ  

ータを使った解析も進めていくことも重要であ  

る．   

過去の調査データについては，観測データの共  

有の促進とデータベース化が必要とされる．気  

象・雪氷の無人観測データについても，無人気象  

観測装置（AWS）の分布は東南極では非常に限ら  

れている．ドーム計画により東南極のデータ空白  

域がある程度カバーされたが，まだ空白域も多く，  

またその配置も現象を捉えるのに最適とは言えな  

い．新たな観測要素の検討も必要と思われる．   

気象データについては客観解析データの再解析  

データが近年作成され，多くの分野で利用されて  

いるが，南極域での信頼性にはまだ不明な点も多  

い．地上観測データとの照らし合わせ，データの  

融合も必要である．衛星データも含めて多種類の  

データの同化作業や浅層コアネットワークによっ  

て得られるデータとの比較，モデルを媒介にした  

雪氷と気象のデータの融合なども望まれる．   

大気，海洋，雪氷（海氷）の複合データの解析  

から，南極周極波動（ACW：AntarcticCircum－  

polarWave）が見出されたが，まだACWの氷床  

上の雪氷への影響は確認されていない．10年を  

超える氷床上の積雪解析についてはフィルン解析   

データや，雪尺などの長期データも利用可能かと  

思われる．   

南極半島を除き，氷床上では顕著な温暖化は検  

出されていないが，将来起こりうる変動を念頭に  

置いて，氷緑動態や融解・水文過程の継続監視も  

重要である．これらの点を考慮して以下のような  

各モニタリング研究課題の提案をまとめた．  

6．各モニタリング研究課題から  

6．1衛星観測による高分解能画像データ及びマ  

イクロ波データの取得   

マイクロ波により融解の開始および終‾rとその  

空間的広がりが検出される．積雪の粒径と滴養速  

度の関係も調べられ，年商養量が推定されている．  

氷床縁辺部の動態，これは氷山の分離などで温暖  

化との関連として話題になっている．しかし，氷  

山の分離過程と気温変化の関係，氷山分離のメカ  

ニズムなどはわかっていないことも多い．   

2002年に打ち上げられるNASDAの衛星  

ADEOS－ⅢやNASAの衛星Aquaに搭載されるマ  

イクロ波放射計AMSR及びAMSR－Eによる雪氷  

圏観測データの利用のため，検証可能な積雪およ  

び海氷の分布及び表面状態などの地上観測を実施  

する．マイクロ波放射計のデータは過去30年近  

く蓄積されており，この解析から新たな気候資料  

が作成できる．  

6．2 航空機による写真撮影，精密地形測量，マ  

イクロ波観測   

氷床縁辺部の動態は融解や氷山の分離などと関  

係し，温暖化の影響の監視という点からも重要で  

ある．   

これらのデータは氷縁変動の実態把握に加え，  

さらに変動のメカニズムの調査に有効である．氷  

山分離過程や気温変化の関係，融解の影響などは  

多く未解明であり，定点検証地点設定とモニター  

の継続が必要である．   

昭和基地付近の沿岸部においても，白瀬氷河周  

辺と他の地域では動態及び気候変化に対する応答  

が異なると考えられる．この観測では，航空機や  

ヘリコブタ一による高精度地形・位置測定を実施  

し氷床縁辺部の変動をモニターする．また，衛星  

を使ったSARインターフェロメトリなどで，さ  

らに高い精度で氷縁の動態が観測されるものと期   
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課題があるが，第V期計画において氷床縁辺部で  

の水文観測が実施され，またヘリコブタ一による  

高精度地形・位置測定も検討されている．この方  

法による調査を定期的に実施し，氷床氷緑部の融  

解過程の変動をモニターする．南棒半島での頻繁  

な棚氷の崩壊は，融解水の影響であるとも考えら  

れている．表面融解と氷河流出過程は，質量収支  

に関わる重要な分野であり，継続して監視する必  

要がある．  

7．南極観測体制に対する要望   

検討経過の中で話題となった，南極観測の体制  

に対する要望をいかに列挙する．  

・大型航空機による観測人員交代   

南極観測における年1回の輸送・人員交代とい  

う条件，準備と実施にかける労力，観測後の少な  

い研究者による解析の進行からは5年間のプロジ  

ェクト実施期間は短い．前回の研究解析が終了し  

ていないうちに次のプロジェクトの準備が始まる  

ということも多い．   

限られた研究者による南極観測の効率化のため  

には，短期間の南棟往複を可能とする大型航空機  

などによる人月交代方法が望まれる．これにより  

緊急時の隊員輸送や交換機材の運搬など，安定し  

た観測の維持が期待できる．  

・航空機観測の改善   

双発機など観測用中型航空機の運用開始を望  

む．これにより広域観測が可能になり，少人数，  

短期間での観測効率も上がる．夏隊の観測期間に  

おける短期の観測の充実が期待できる．  

・大学院学生などの観測参加   

南極観測の成果を継承し，新たな問題点を捉え  

ながら南棟観測を行うためには，熟練した研究者  

とともに大学院生などの若手研究者層の観測参加  

が望まれる．   

今回計画されたような深層掘削は，ドームふじ  

の岩盤までの掘削が実現された後も，しばらく古  

環境解明の有効な手法として新たな視点から掘  

削・解析が継続される可能性がある．将来の研究  

推進のために，現在の高い掘削技術水準の維持，  

これまで蓄積してきた知識や経験の継承が効果的  

に行われる点も，現時点での掘削実施の意義とし  

て指摘された．   

待される．   

SARデータは近年使用され始めたものである  

が，その解析手法の進展は著しい．これからの継  

続観測により有効な氷床変動資料となるものと期  

待される．一方，衛星技術の進展に対応した，地  

上観測による雪氷表面情報の収集も望まれる．  

6．3 地上トラバースによる雪尺観測   

南極観測も40次陳を超え，長期間の観測デー  

タも蓄積されつつあり，これらを利用して温暖化  

などのトレンドや10年スケールの変動などを調  

査が行なえる．これは長期観測データがあって初  

めて解析可能となる．気象データは定常観測活動  

による蓄積が行われているが，雪氷に関するもの  

で長期の均質なデータとしては雪尺データが唯一  

のものであろう．気候変動の指標としての重要で  

あり，変動の解析など期待される．   

近年多くの数値モデルが開発され，観測されて  

いる自然現象の再現，未観測地域の推定，未知の  

自然現象の推定などが行われている．南極大陸の  

積雪面表層および地表付近の大気に関する数値モ  

デルの発達によりカタバ風，さらに降水量，昇華  

など雪氷過程のシミュレーションも行われ始め  

た．その検証に対しても雪尺データなどの長期か  

つ広域データが有効である．   

観測方法として，従来の竹竿による年一回程度  

の観測に加え，将来の観測方法として自動積雪探  

計の利用も必要であろう．動作の信頼性が確認さ  

れれば，自動観測により堆積・削剥過程の時系列  

データが得られ，降雪過程と削剥過程の結果とし  

て観測されていた年間堆積量の詳細な検討が進め  

られる．  

6．4 氷床氷緑部の融解過程と海洋・海氷との相  

互作用のモニタリング   

衛星からのマイクロ波観測から粗い空間スケー  

ルでの融解観測は可能となりつつある．現在のセ  

ンサーでは空間分解能が20km程度のため，沿岸  

部ではその中に1000m近い高度差の領域が入っ  

てしまう．このため，沿岸部の詳細はわからない．  

変化傾向を探る指標としては有効であるが，衛星  

による融雪シグナルの意味を明らかにし，さらに  

定量化できないと質量収支の観測法には使えな  

い．   

融解過程のモニターは方法論的にも克服すべき  
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現地観測による信頼性の高いデータ取得を強み  

としている日本の極地雪氷研究グループにとって  

は，フィールド観測技術の継承は重要である．ま  

た，国内における理論研究，解析手法の取得とと  

もに効果的なタイミングに於いて大学院生が南極  

での実際の観測を経験することは，多分野の境界  

領域を切り開く新たな研究者層の拡大という観点  

からも重要である．  

・民間からの観測隊参加の弾力化   

研究活動の分業化を検討し，調査に携わる人員  

として民間の調査観測粍関の参加を考慮した観測  

隊員の弾力化を希望する．このことにより例えば  

掘削タスクチームの編成など限られた国内研究者  

数を支援する調査形態が可能となる．  

・観測調査活動の公募の検討   

これまで観測研究を実施する際には，一人の人  

間が現地での調査及びその諸準備，調査後の試料  

解析などすべてを手がけていたが，これらの分担  

や公募形態による試料採取の要望の提出と試料利  

用の弾力化を期待する．これにより自ら現地に出  

かけなくとも，試料の取得が可能あるいは容易に  

なり，南極科学へのより自由な参加，活性化が期  

待される．   

以上の要望は，実現が難しいものもあるが航空  

機の利用，大学院生の参加方法の改善などすでに  

調査・試行されているものもあり，新しい観測体  

制への移行が期待される．  

8．おわりに   

以上，雪氷学会極地雪氷分科会の南極将来計画  

に関するワーキンググループで行った検討結果を  

まとめた．優先すべき観測に対する提言としたい．  

アンケートに参加されて，研究提案作成や観測形   

態の改善にたいして提出していただいた意見はこ  

こではすべてを網羅できなかったが，各提案はそ  

れぞれ重要な研究テーマであった．また第Ⅴ期で  

すでに研究が開始されているものや，第Ⅵ期にと  

どまらず長期的な観測が必要なもの，また実施方  

法の検討をさらに進めるべきものなどがあった．   

ワーキンググループの検討会やインターネット  

での情報配信に対して寄せられた意見の中には，  

これからも南極観測が必要かという議論や，限ら  

れた研究者による活動の現状と疲弊に対する指摘  

などあった．これらは南極観測そのものの意味，  

地球環境研究における位置付け，限られたメンバ  

ーで解析が未消化のまま次なる5か年計画を実施  

していくシステムの再検討など，引き続き検討す  

べき内容のものが多い．   

このワーキンググループでは主に研究テーマの  

検討を中心に行なったが，上記の問題や中一長期  

の観測展望については検討されていない．極地雪  

氷各分野との共通の認識や展望を求めて新たな検  

討の場が必要であろう．  

追  記  

ここで報告した計画案は，極地研究所における  

検討会を経て，第Ⅵ期南極観測計画として具体化  

へと進んだ．2001年秋より新たな計画推進グル  

ープが結成され，雪氷学会の検討案が盛り込まれ  

ながら，実施に向けての具体的準備が進められて  

いる．2001年12月，中型航空機（DC－3改造機）  

がドームふじ着陸試験に成功，2002年2月，北  

海道陸別町では改良された深層掘削機の大規模な  

実験が実施されるなど，氷床一気候系の変動を明  

らかにする観測準備は着実に進みつつある．   
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