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標高 3,000m を越える付近からはカタ
バ風は弱くなり、ドームふじ基地まで
来ると稜線上のためにカタバ風が吹か
ない。ドームふじ基地の風速は平均
8m/s 程度、地吹雪はほとんどない。
雪面の凹凸はほとんど見られなくな
り、日本で見るのと同様の平らな雪面
が広がる。ここまで来ると夜の気温は
-20℃を下回り、起床の時は辛い。空気
は薄く（気圧は約 600hPa）、まだ慣れ
ない体では雪上車に入るための数段の
ステップを上るのにも息が切れてく
る。日を追って辛くなったのが雪上車
への給油であった（図 8）。ガソリンス

タンドはないので、雪上車が使う燃料
は橇に載せて最初から引いてきた。毎
日、昼に 100 リットル、夕方のキャン
プ地で 100 リットルをそれぞれの雪上
車に給油する。ポンプについた半径 30
㎝程の腕を手で回す。1 周で 1 リット
ル。燃料は気温の低下とともに粘性が
増して、この頃はポンプの腕を回すの
に 10 〜 20㎏の重量を持ち上げるくら
いの抵抗であった。ドラム缶は 200
リットルなので、1 日に 1 台で 1 本を
空にした。しかし、凸凹から解放され
て橇の荷崩れや橇の損傷は減る。雪上
車整備などの旅行技術も身に付いて、

一人前の南極観測隊員になっていく。
あと一週間ほどで目的地のドームふじ
基地に到着する。

図 9 はドームふじ基地に近づきカタ
バ風が弱くなった地域でのキャンプ中
の夜（午前 0 時頃）である。この季節
には太陽が沈まない。戻れない場所に
来ていることを実感する瞬間でもあっ
た。図 10 は、ある日、ある時刻の太陽
高度について表している。ドームふじ
基地と昭和基地の 1 年間分のデータで
ある。このような図を始めてみた方も
多いだろう。赤く塗った部分は一日中
太陽が沈まない時期を表している。南
極に行った人の多くは、夜が来ること
が大事だということを初めて知る。日
が沈まないといつまでもフィールド
ワークができるので終了させるタイミ
ングをつかみ難い。もう少し、もう少
しとついついオーバーワークをしてし
まう。忙しい時、夕食を遅くして夜の
7 時、8 時まで外仕事をしたり、夕食の
後に再び仕事に出たり。南極では 2 倍

1．氷の大陸

南極大陸は南極氷床とも呼ばれる。
氷床とは大陸規模の広さの氷体を指
し、単なる広域の積雪域とは異なり 1
年を通して消えることはない。英語で
は ice sheet（アイスシート）である。
現在の地球上には南極氷床とグリーン
ランド氷床があって、我々人間の時間
スケールを越えて存在し続けてきた。
地球温暖化にあってグリーンランド氷
床の融解が懸念されているが、こうし
た事態を SF ではなく現実問題として
考えてきた人は多くはないだろう。し
かも、その原因を作ったのが人間であ
る可能性が高いという。

南極氷床はグリーンランド氷床の約
6 倍の水量を持っている。海の深さに
して 60m 分である。南極氷床の氷の
量が減っているのかどうか、その議論
が行える精度を持った観測データはま
だない。南極氷床は南緯 67.5 度以南

（この地域を南極圏という）の地表面
を広く覆っている（図 1）。詳しく見る

と東半球側の東南極（ひがしなんきょ
く）氷床が西南極（にしなんきょく）氷
床より大きく標高が高い。地形は沿岸
部ほど急峻で、内陸には標高 3,000m
以上の高原が広がる。西南極氷床から
低緯度側に細く伸びるのが南極半島
で、この先に南米大陸がある。レー
ダー観測によって得た南極氷床の下の
基盤岩の標高を図 2 に示す。3 分の 1
程度が海面下である。東南極で 1,000m
を越える地域があるが、それでもその
上に 2,000m 以上の氷床が乗っている。
海の上に現れている南極大陸はまさに
氷でできていると言ってよい。

1997 年 1 月、私たちはこの巨大な氷
の塊の表面を雪上車に乗って、東南極
氷床の主稜線をなす頂上の一つにある
ドームふじ基地まで走った（図 3）。そ
して、氷床の上で 9 人の 1 年間が始
まった。標高 3,800m、南極氷床をくり
抜いてアイスコアを取り出す氷床深層
掘削を行うために設けられた基地であ
る。広大な氷の大陸の上には私たちの
住む日本とは違った景色があった。本

稿では、南極内陸の独特の気候がもた
らす景色とそこで過ごした日々を紹介
する。

2．氷床表面上の道のり

南極氷床の表面では大気が冷やされ
冷気がまとわりついている。図 4 にそ
の概念図を描いた。冷気は重いので氷
床斜面を流れ下る。カタバ風（katabatic 
wind）と呼ばれる。“Katabatic” は下降
する状態を意味する。この原理は私た
ちの日常で経験する山風と同じであ
る。ただ、そのスケールが空間的にも
時間的にも桁違いに大きい。日が昇ら
ない冬季（極夜）には何日間もほぼ一
定の風速と風向で吹き続ける。風速は
10m/s を越え、地吹雪を上げる。氷床
末端部に向かって斜度が大きくなるの
で風速は増す。夏季には午後に一時的
に止まることがあるが、夜から午前中
にかけては冬季と同じようにカタバ風
が発達する。我々は毎朝このような地
吹雪の中で行動を開始した（図 5）。

カタバ風帯の上部領域では雪面のお
うとつが顕著になる。雪面の盛り上が
り一つ一つはサスツルギ（Sastrugi）
と呼ばれ、カタバ風や吹雪が削ったり
積み上げたりした自然の造形物である

（10 ページの写真参照）。高低差 1m を
越えることは珍しくない。
遠景は波頭が立つ海面に似
て美しかったが、悪路であ
る。荷崩れや、時には橇の
放棄を余儀なくされるほど
の損傷を受けることもあ
る。更に登って、雪面の凹
凸が穏やかになるころ、光
り輝く雪面が見渡す限り広
が っ た（ 図 6）。光 沢 雪 面

（glazed surface）と呼ばれ
る。このような地域の雪面
には至る所に幅 10cm ほど
のひび割れが入り、覗くと
青くどこまでも深く続いて
いた（図 7）。このひび割れ
は氷の収縮によって現れる
そうだ。

標高を上げるほど大陸斜
面の傾きが緩やかになり、
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図1：南極氷床の標高。昭和基地をはじめ各国の多くの基地は
物資輸送に便利な海岸部にある。内陸の基地は現在でも少な
く、アメリカのアムンゼンスコット（南極点）、ロシアのボス
トーク（Vostok）、フランス・イタリア共同のドームC、ドイツ
のコーネン（Kohnen）、中国・フランスのドームA、それに日
本のドームふじがある。南緯67.5度以南の南極圏は冬期に一
日中太陽のでない時期（極夜、polar night）と夏期に太陽の沈
まない時期のある場所である。

図2：南極氷床の基盤地形の標高。氷床縁辺
部で標高2,000mを越える部分の多くは氷
床表面を突き抜けて山岳地帯になっている。
Lythe et al.（2000）に基地の位置を加筆。

図3：内陸旅行隊。雪上車が橇の列を引く

図4：南極氷床の表面にまとわりつく冷気とその冷気が氷床斜面を下るカタバ風の概念図
Parish and Bromwich （1987）によりコンピューターで初めて計算されたカタバ風の分布も一緒に示す。彼らの結果は観測データと一致し、カタバ
風の力学概念の正しさを証明した。氷床表面は放射冷却によってエネルギーを失い、大気からその分のエネルギーを奪うことにより温度が一定に保
たれる。逆に大気は氷床表面から常時冷やされることになる。カタバ風として斜面を流れ下り上空から別の暖かい大気が供給され、それがまた冷や
されてカタバ風となる。こうした大気循環及びエネルギー循環がカタバ風を維持する。また、冷気の中では氷の結晶であるダイヤモンドダスト（白い
斑点）が生成され降ってくる。この元の図は日本エネルギー学会の機関紙の南極特集の「南極内陸の気象」（平沢，2000）であり、その後、南極北極辞
典の「極地の大気循環」（平沢，2004）で簡略化し、本稿で更に改訂した。

図5：カタバ風による地吹雪
みずほ基地に向かう期間の午前中に雪上車の
車窓から数10m程度前を行く橇の後部が透
けて見える。上空には青空が見えている。

図6：カタバ風帯の上部域に発達する光沢雪面

図7：雪面に現れた氷床のひび割れ

図8：橇に積んだドラム缶から雪上車への給油
図9：ドームふじ基地に向かう途中のキャン
プ地で午前0時頃の太陽が雪上車を照らす
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働く。
一日中太陽が出ない時期を極夜

（Polar night）と呼ぶ。白夜（びゃくや）
という言葉が極夜の対の言葉のように
使われることが多いが、白夜の定義は
必ずしもそうではない。白夜は、日の
入り後にも地平線の直ぐ下に太陽が
あって空に明かりが残っている薄明と
いう状態のまま日の出を迎える夜のこ
とをいう。白夜は太陽が沈んだ正真正
銘の夜である。太陽が沈まない時間帯
を夜とは言わない。定義に厳密に従え
ばドームふじ基地では 2 月後半〜 4 月
初めと 9 月中旬〜 10 月下旬の 2 つの
時期の夜が白夜となる。言葉は私たち
の生活の中から生まれる。北極圏で太
陽が沈まなくなろうとする季節に、私
たち人類の生活する北極圏より少し南
方の高緯度帯で、私たちからみれば十
分に北の果てであり、そこでは明るい
夜が来る。それを白夜と呼んだ。北の
果てや南の果ての極みでは太陽が沈ま
ないというような想像を越えた名称の
ない現象があったと思えばまた面白

い。強いて言えば、極夜に対して極昼
（Polar day）とできるが、もう少しき
れいな言葉はないだろうかと時々考え
る。やはり白夜か。何方か考えていた
だけないだろうか？

3．ドームふじ基地

ドームふじ基地の全景を図 11 に示
す。中央部にある建物に生活や研究の
ための設備が全て整っている。この写
真は高さ 8m の測風タワーの上から撮
影した。ここは基地の風上側（北東側）
に設定された観測エリアである。雪の
地平線を見ながら時速 10㎞以下でひ
たすら走った 1,000㎞の先にこの基地
がポツンと現れる。遠く離れた所にこ
のような基地を作ったことに素直に感
動した。1997 年当時にあった内陸の基
地はアメリカの南極点基地（South 
pole）と ロ シ ア の ボ ス ト ー ク 基 地

（Vostok）、それに日本のドームふじ基
地だけだった（もう一度図 1 を見てく
ださい。）。ドームふじ基地から測って
最も近いのは 1,000㎞離れた昭和基地

である。南極点は 1,200㎞以上離れて
いる。このようなところで生活してい
ると、あの昭和基地が大都市に思え
た。そんな地球の果てのようなところ
で、大晦日に NHK の紅白歌合戦を短
波放送で聞いた。時差があるので、日
本が新年を迎えたのは 31 日の午後 6
時だった。

私たちの越冬した 1 年間の最低気温
は 7 月 9 日の -79.7℃で、これまでドー
ムふじ基地で行われた 4 回の越冬観測
を通しての気温の最低記録である。そ
れでも、各年の最低気温は全て -79 度
代で、月日は異なるものの値がほとん
ど変わらないのは不思議である。カタ
バ風の紹介をした際に述べた通り、地
上付近には冷気があって上空ほど気温
は高い。この気温分布は通常とは逆な
ので気温逆転層と呼ばれる。地上気温
が -70 度でも地上から 400m ほど上空
では -50 度以上になっている。よく調
べてみると、気温の上がり方は地上に
近いほど大きく、たった 10m 上空で
は 7 〜 8℃も高くなっていた。

重い空気が下にあって軽い空気が上
にあるので上下の空気は混ざりにく
い。この状態を大気が安定であるとい
う。発電機の煙突から出る煙の行方を
見ていただきたい（図 12）。地を這う
ように 20㎞以上離れた地平線の下に
消えていった。煙が上空にほとんど拡
散せず薄くならないのでいつまでも見
えている。このような光景は南極氷床

上以外で見ることはないだろう。氷床
表面に沿ってどこまで流されていくの
だろうか。煙がどこまで行くのか人工
衛星のデータで見えないかと時々試み
ているが、今までに見つけていない。
一緒に探していただける方はいらっ
しゃらないだろうか。

ドームふじ基地のような低温になる
と空気中の水蒸気が氷の結晶を作る。
それはダイヤモンドダストと呼ばれ、
太陽の出ている季節には青空から湧き
出すように降ってくる。真っ暗な星空
の極夜に何日も間断なく降り続くダイ
ヤモンドダストは神秘的である。粒の
大きさは数 10 μ m から 500 μ m（1
μ m は 1㎜の 1,000 分の 1）程度。これ
が南極氷床の半分を作った。図 13 は
極夜明けが近付いた日の昼頃北の空に
向けて撮影した。フラッシュを使うと
ダイヤモンドダストが光って見える。
図 14 は太陽の光を散乱して現れる光
学現象である。光が散乱されるのは空
中にダイヤモンドダストが舞っている
からである。太陽の周りの「かさ」は
日本でも空高くに絹雲（雲粒は氷の結
晶）がある時に見ることがある。しか
し、「幻日環」と呼ばれる空を一周する
光学現象があるのはドームふじ基地の
空を見て初めて知った。

南極の降水量はとても少ないため測
定が難しい。現在でも 1 年間を通して
満足のできる降水量観測データはな
い。地球温暖化で南極氷床がどうなる
のか？　それを知るためには降水量の
観測データがどうしても必要である。
今、世界中でこれに向けて取り組んで
いる。ドームふじ基地を始め南極氷床
上の 1 年間の降水量は 50㎜以下と推

定されている。あのサハラ砂漠より少
ない。そのため氷の砂漠と表現される
こともある。参考までに、日本の 1 年
間の降水量は 1,500㎜〜 2,000㎜であ
る。

最後に一つ、これも初めてだった経
験を紹介する。呼気（はく息）が凍る。
というとマンガに出てきそうだが、正
確に言うと、はく息に含まれる水蒸気
が 瞬 時 に 凍 っ て い く の だ と 思 う。
-70℃にとどく低温の屋外でそっと息
をはくとシュワというサイダーのよう
な小さな音が聞こえた。不思議で何度
も確かめた。息の凍る音と言ってもい
いのではないだろうか。この現象は数
年前にテレビか雑誌の取材で、「東シ
ベリアの地域で息をはくと音がするこ
とが知られているが南極ではどうだろ
うか？」という問い合わせを受けお応
えしたことがあった。東シベリアと言
えば、北半球の人の住む地域で -70℃
以下の最低気温記録を持つオイミヤコ
ンのある地域である。

4．おわりに

ドームふじ基地の生活や自然現象で
変わったことは他にも沢山あった。洗
面器一杯のお湯で全身を洗えるように
なること、トイレは大と小を完全に分
けること、地平線が 2 本見えたり、ゆ
らゆらと波打って見えたこと。ソフト
ボール大会では、ボールを打つと金属
バットが凹んでしまった。ドームふじ
基地の冬を経験した人はこれまでの 4
年の越冬で 40 人足らず。地球温暖化
の中で南極氷床頂上部の変化を追える
実力を持つ国は世界中で十指に満たな
い。将来ドームふじ基地での越冬活動

が再開されれば我々の国はその一つと
なる。変わった現象でしかなかったこ
とが重要な意味を持って研究対象とな
ることもあるだろう。

最後の写真（図 15）は洋上の「しら
せ」から見えた景色である。前方の水
平線の白い帯が南極氷床である。海岸
線から急勾配で標高 3,000m を越えて
持ち上がる巨大な氷の塊を横から見て
いる。白い表面が同じ調子でここから
1,000㎞以上奥に続いていると思うと
威圧感を覚える。海の深さにして 60m
分の水がここに凍っている。
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横軸は時刻、縦軸は日にち。太陽高度0度の線には日出・日没と書かれており、2本現れる。例えば、ドームふじ基地では、3月1日と4月1日の間に
水平に引かれた青 ‐ 赤 ‐ 青の線に沿って3月の春分の頃の一日の太陽高度の変化を表す。この日は午前6時頃に日が昇り（太陽高度0度線をマイ
ナスからプラスに横切る。）、日中には15度程度まで高くなり、午後7時頃に日没となる。1日中日が昇らない（太陽高度がマイナスのままの）期間は
4月末頃に始まり、8月中旬まで続く。これを極夜（Polar night）と呼ぶ（青色部分）。逆に1日中日が沈まない期間は10月末頃に始まり2月中旬まで
続く（赤色部分）。

図10-a：ドームふじ基地及び 図10-b：昭和基地における1年間の太陽高度の変化

図11：ドームふじ基地の全景
中央の建物には観測研究室、食堂、各隊員の個室、機械室（発
電機、風呂、トイレがある）が通路で繋がっている。右奥には
物資保管用の棚群、中央の左側に雪上車が見える。アイスコア
を掘削する場所は建物の右に隣接した雪面下に作られている。

図12：ドームふじ基地の発
電機の煙突の煙

図13：極夜に降るダイ
ヤモンドダスト
空に見える白い斑点がダ
イヤモンドダスト。地平
線の下にある太陽が北の
空を明るくしている。

図14：ドームふじ基地
で撮影した全天写真
太陽の光を散乱して現
れ る 光 学 現 象 を ハ ロ

（halo）という。写真に
見えている主なものは、
太陽を中心にした円形
の「内かさ」、太陽の左
右に明るく見える「幻
日（げんじつ）」、太陽の
上方の明るい部分の「タ
ンジェントアーク」、太
陽を通って空を一周す
る「幻日環（げんじつか
ん）」が確認できる。

図15：海氷の張り詰めた洋上の「しらせ」か
ら見えた南極大陸


