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はじめに

極域の海氷や氷床の雪氷の状態は地球温暖化により
影響を受け、存在が不安定になるなど最初に兆候が現
れる領域だと考えられている。

これまでAMSR-E/AMSRの衛星マイクロ波データを用
いて氷床の融解、温度上昇などの日変化や雪表面の季
節変動を調査することにより、雪氷の変化のプロセスや
気候変化のシグナルを検出の試みを行っている。また、
海氷変動やそのプロセスを検討してきた。それらの活動
を紹介する。

Ａ．マイクロ波放射計の南極氷床と海氷研究への応用
Ｂ．マイクロ波放射計による北極圏の海氷研究への応用



Ａ．マイクロ波放射計による南極圏研究

• 氷床縁辺部の棚氷の判別や表面融解の監視

• 南極大陸内陸部における温度変化

• 南極大陸周辺の海氷変動。密接度情報と海氷移動解析。



南極氷床と気候変動の関連で棚氷の
不安定化と崩壊が注目されている。

南極半島で観測された棚氷の崩壊に
は、夏期の融解水が、棚氷を不安
定にさせると考えられている。

マイクロ波放射計による棚氷表面融
解の年サイクル、経年変動観測

Ａ－１．棚氷不安定化



Ａ－１．棚氷不安定化： 融解、崩壊監視

• 日本の昭和基地付近沿岸の定着氷融解と崩壊についてモニター
した結果を示す。氷床上での融解頻度は非常に少ないが、定着
氷になると増加傾向を示している。氷床上と沿岸域で異なる傾
向が観察される。

融解日数

定着氷

沿岸

氷床

融解と流出イベントモニター

昭和基地周辺のＮＯＡＡ画像



Ａ－２．雪氷圏昇温現象
• マイクロ波放射計の利用により、氷床内陸部での冬季と

夏期の気温サイクルの違いや、積雪中への気温変化の
伝達、冬季にしばしば観測される急な昇温現象など、氷
床温度変化からさまざまな気候シグナルを抽出すること
ができる。

ドームＦの気温とAMSR-E輝度温度
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温度上昇は対流圏全体に及び、温度上昇は対流圏全体に及び、
冬の冬の気候の気候の終結がおきている。終結がおきている。
氷床の雪氷内部で氷床の雪氷内部でもも顕著な昇顕著な昇
温がおきていることがマイクロ波温がおきていることがマイクロ波
データから確認される。データから確認される。



• 極域では成層圏の突然昇温はよく知られている現象であるが、
比較的静かな氷床内部の温度状態に対しても、雪氷圏の突然昇
温ともよべる急な温度変化が生じていることがマイクロ波放観
測から確認される。

• 南極大陸上空には通常、極冠高気圧があり、低緯度からの低気
圧の侵入は少ないが、強力な低気圧の接近などによりたい陸上
に水蒸気、雲などが流入する。さらにブロッキング高気圧にと
もなう大規模な擾乱の発達や接近継続の際には、強い暖気と水
蒸気の流入が生じる。頻度は少ないものの一回のイベントで気
温レベルが元にもどるまでその後1ヶ月間も必要とすることもあ
り、気象、雪氷に季節変化の変調をもたらす。

• 南極圏の大気循環の特徴として、南極振動（AAO: Antarctic 
Oscillation, またはSAM：Southern Annular Mode 南半球環状
モード）が知られている。この卓越パターンとその変動は大気
循環をとおして雪氷圏にも影響を与えている。

• このパターンは冬期の南極の気温変動にとって重要であると考
えられる。氷床環境、海氷変動などにもそのインパクトを見る
ことができる。



１９９４ Relay point

AWS between Syowa sta. 
and Dome F recorded 
warming events related to 
blocking. This blocking 
occurred in the low AAO 
index period.



Warming events related to 
blocking. This blocking 
occurred in the low AAO 
index period.

Turner et al., 2006



-Quick reduction of 
concentration/extent 
(60-90E). Change in 
seasonal march of 
ice extent was 
observed in 1996 
(30-60E).

Impact of the annular 
mode on

sea ice change

decrease of 
concentration -20%



Ａ－３．海氷変動のプロセス
南極大陸周辺では海氷分布は、その場における結氷と海流や風による輸
送によるものが組み合わさっている。まわりが大洋で囲まれており、暴風
圏の頻繁な低気圧の通過や強風の影響を受けやすい南極海では輸送に
よる寄与も大きいと考えられる。



Insight/
changing process

MODIS images,

Buoy 
observation

AMSR Composite imageAMSR Composite image

Changes in  sea ice 
concentration and
motion were observed.

ANARE 2003  buoy matrix,
MODIS image 
(Obs. Period:Sept.-Oct. 
2003)

2003/09/11-10/30

AMSR-E Ice Concentration    
2003)



MODIS images,

Buoy 
observation

AMSR Composite imageAMSR Composite image

2003/09/11-10/30

AMSR-E Ice Concentration    
2003)



Impact of atmospheric disturbances 
on ice motion analysis

Mean ice drifting pattern can be produced by mi pattern 
matching of satellite microwave observation. Active - break 
cycles of AAO affect on recurring ice deformation, acceleration/
reduction of group velocity field.

– divergence

Mean ice motion and flow in 2003



Moderate weather after blizzard
2003/09/26～09/30 2003/10/06～10/10

Comparisons of drifting buoy and AMSR analysisComparisons of drifting buoy and AMSR analysis

Strong deformation, 

low group velocity (random motion)     



Ｂ．北極圏の雪氷変動

• 近年の北極海では顕著な海氷減少が注目
されている。その原因として夏期の顕著な
海氷面積の減少が報告されている。これ
には融解との関係が予想されている。例
年9月に最小面積となるが、その後結氷開

始が遅れることがある。ＡＭＳＲ／ＡＭＳＲ
－Ｅによる北極海の海氷融解の兆候を観
察することができる。



多年氷域

季節海氷域

北極海の季節海氷域の
分布（縁辺部の明るい
地帯）。縁辺部の季節
海氷域成長のマイクロ
波放射計観測、中央部
の多年氷域は衛星高度
計の観測手法が期待さ
れている。

多年氷域：面積減少、
氷厚減少

季節海氷域：面積減少、
結氷の遅れ、
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Motivation: Land snow cover/sea ice 
changes in the Arctic climate. 

OceanOcean

LandLand



Sept. 2002                2003                    2004

(Stroeve et al., 2005)
海氷減少傾向

Maslanik and Serreze, 1999 Record reduction in 1998

Serreze et al., 2003          Record minimum 2002

Stroeve et al.,  2005   Another extreme September minimum in 2004

変動把握・原因解析：気温、循環、長期変動の原因？
⇒Min.9月：夏期の顕著な融解



衛星観測による
海氷密接度、

パターンの追跡、

表面状態

の観測

AMSR－E

分解能５ｋｍ



Ｂ－１． 海氷融解
• 北極海横断の砕氷船観測によって得られた現場データと衛星マ

イクロ波観測の比較（広域融解域の出現）



融解,結氷開始

AMSR-E  microwave

AMSR-E

2005北極海横断データ Ice breaker: EM and Video

USCGC Healy 
(MAY-JUN, 2003)

Chukchi Sea



Ｂ－２．海氷追跡観測
海氷の移動経路やその変動もマイクロ波放射計データによりモ

ニターできる。北極振動と関連により経路に変化が現れる。
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まとめ

• マイクロ波観測は極域の雪氷観測にとって
有効である。日射のない冬期や、急変が
起きる悪天下の観測なども行える。

• マイクロ波により氷床のモニターが可能で
あり、30年に及ぶ過去のマイクロ波観測
データにより気候学的な検討が行える。継
続した観測が望まれる。

• 現場観測の必要性、データの蓄積



For understanding and new application 
of microwave – sea ice relationships  
Microwave observation in Okhotsk  
2006, 2007…

Contributions to polar science from 
Japanese observation and experiment site.

Okhotsk ,  Arctic,  Antarctic



Feb 2006: field  experiments with portable sensors.

New ice formation

Melting

Snow cover



MMRS (Microwave/Miliwave Radiometer System) 2006－07南極

MMRS sensors 
- Microwave radiometer: 36GHz-V, 36GHz-H
- Radiation thermometer
- USB camera
Sampling interval: every 1 sec



Dome F

3810m a.s.l, 1000km from coast

南極内陸にはほとんど観測点
はなく、衛星による広域観測が
有効である。 ２００７－０８ ＪＡＲＥ：ＩＰＹプロジェクト

氷床トラバース観測

昭和基地ードームＦ－ＥＰＩＣＡ－Wasa基地

Microwave observation in 
Antarctica  2006, 2007


