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南極大陸の氷と雪

守田康太郎

1. 南極観測における Glaciologyの意義

IGY （国際地球観測年〕計図の一環としてはじめられた日本の南極観測も，今年で

5年目を迎えた。 IGYから IGC（間際地球観測協力）に引きつがれ，更には昨年12月

に調印された南極条約による平和的利用のための研究協力の原則にもとづいて，南極

に関する限りは，各国とも，ここ当分観測を継続することになりそうな気配である。

日本でも，あと 2ヵ年，すなわち第 5次，第 6次の越冬観測を行うことが決定された

ばかりである。

!ti極観測に関する研究テーマは，大気外宇宙につながる超高層現象から，気象，海

洋，そして地殻内部の現象に至るまで，広義の地球物理学のすべての分野を網羅して

いるが，その中でも，南極特有のテーマとして，氷雪に関する学問的研究の意義は甚

だ大きし、。それは， Glacioloy と呼ばれる部門であるが，日本ではその研究の母体と

なるべき組織がないため，従来，どちらかといえば疎んぜられる傾向がないでもなか

った。しかし，第3次越冬隊（195ヲ年〉が内陸旅行を行なって，氷河71＜.の厚み測定な

どを実施し立派な成果をあげたので，ょうやく， Glaciologyが脚光を浴びるようにな

っナこ。

南極観測における Glaciology の研究日擦を一口に言えば，

o. 南極大陸をおおう氷の分布状態を知りその総量を算定すること

b. その氷の総量が，現代において，増加しつつあるか，それとも減少しつつある

かを確かめること

c. 上記の調査を通じて，古代気候を探り，地球の生い立ちと，将来の姿を予見す

ること

に帰する。

地表面の993ぎまでが氷雪でおおわれている南極大陸の現状では，平和的利用と して

すぐ役に立つことといえば，

a. 巨大な冷凍庫と しての利用

b. 原子核燃料廃棄物の安全な来て場

c. 他の大陸を結ぶ最短航空路の開発
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などであろう。 そしてもし将来この氷がとけて， 露岩の面積が拡大することになれ

ば，人類の定住地ともなり，地下資源の開発も夢ではなくなる。それがし、っ可能とな

るかの見とおしは今からつけておきたいことであるし，その場合に当然予想、される世

界的の海水位の上昇について見積りをたてておくことも重要である。

しかし， そのような実用的問題以外に，氷河の中に封じこめられている太古の記録

を探って古代気候を調べ，地球の生い立ちから現在および将来の姿を明らかにすると

いう純学問的な意義と興味の方が重要であろ う。また南極大陸を，ひとつの低温実験

室と して，他所では実験の困難な雪氷物理や生理科学を研究することは，現代の科学

技術に直接つながっている効用である。

2. Glaciologyの方法

Glaciology は， 雪氷物理，地理，地形，地質， 地震，気象， 海洋， 地球化学な

ど，あらゆる分野に関係し，その研究手段は復雑多岐にわたる。これを目的と方法に

よって系統的にあらわしてみると， 前ページのダイヤグラムのように考えられる。

南阪大陸におけるこれらの研究は，やっと絡についたばかりで，未だ群盲巨象を撫

第 1図 南極大陸の観測所

（注〉 黒マノレは 1960年 1月現在，白マんは過去に置かれた地点
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でる域を脱しない現状であるが， IGY準備期間ならびにIGY IGC期間における各国の

Glaciology に関する成果のうち，重要と思われる トピックスを拾ってご紹介しよう。

（各国基地の分布と，主要地名を第 1図に示しておく。〕

3. 氷厚測定のための内陸旅行

前褐のJ耳、、イヤグラムでわかるように，南極大陸に現存する71（の総量と分布を決定す

るために，最も直接的で，しかも今のところほとんど唯一の有効な手段とされている

方法は，人工地震を発生させて弾性淡の反射や関折から氷河の厚みを測定する方法で

ある。人工地震法は多大の労力を致ーするので，測点をあまり密にすることが困難であ

るから，その補間のために重力測定が併用される。 それには携帯用重力計が用いら

れ， 7Kの分布にともなう重力の局部的異常を調べて氷河底の地形を推定する3 濠汁｜隊

が行なった測定の例をとると，人工地震 1地点に対し，重力測定：－；.4～5地点の筈I］合

となっている 3

IGY準備期間以来，昨年末までに南極大陸上でこのような測定を行なった内陸旅行

ルートは第 2図に示すとおりである。

第 2図 各国隊の内陸旅行ノレート
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図で兄られるように，西部南極大陸においては，米国隊によ って，綴密なiJ11J定網が

張られ，後で述べるように，この方聞に関する｜狼 りは，非常に詳しく氷厚の分布がわ

かって来て， 南極大陸の構造を知る上に興味ある新事実が明らかにされた。

一方，東部南極大陸の広大な地域は，1958年の英国フックス隊の大陸杭断旅行およ

び，ソビエト隊による1958年の内陸中心点 （到達不能点〉 への旅行と， 1959年の南極

点訪問j旅行などによ って，はじめて大陸中心部の氷にメ スが加えられたのて、ある。し

かしながら，ブ ックス隊は旅行の困難のため，人工地長による測定データが少なく未

だそのルートの氷厚分布は十分明らかにされたとは言いがたい。ソ ビエト隊は， 主戦

車を改造した大型雪上車を主体とする大がかりの旅行隊であったから，十分な精度で

氷厚測定を行 うことができた。

その他， マウドハイムを基点とする三国共同観測隊（英，瑞JJ1!-，諾威）， そー ソン

を基点とする濠州観測隊，アデリーランドにおける仏観測隊，ロイ ・ボウドアン基地

からのベルギー隊などの調査があり，日本隊も 1959年にはじめてプリンスオラーフ海

岸から内陸へ踏査旅行を行なって， 氷河を撫でる群盲の一員に加わった。これらはい

ずれも海岸から数百キロまでの比較的小規模の調査であり，東部南極大陸中心部の空

白は依然として残されたままである。上記の うちで，三国共同観測隊の調査は， IGY 

に先立ち1950～51年に行われたものであって，大陸内部での人工地震による氷厚測定

の最初の成果と して高く評価されてよ く，その後の各国の測定はみなこれにならった

のである。（氷棚での人工地震法による測定は，ロス海において 1946～47年に米国隊

によってすでに行われている。〕

4. 東部南極大陸における氷厚測定結果

東部副極大陸で行われた各国観測隊の7K厚測定結果を一覧図にすると，第一3図のと

おりである。

この図でわかるように， 各国のデータは定性的によ く一致した傾向を示し， 海岸か

ら数百キロ内陸へ入ると， 7i（.の表面はi海抜 2,000メートル以上に達しているにもかか

わらず，そのl氏面，すなわち岩の表面は水準面以下になっている所が随所に見出され

る。最も奥深く まて＇iQIJ定の行われたソ ビエト隊のルートについてみると，全行程2,100 

キロの聞で、氷の厚みは平均 2,200メートル， 最大はピオネルスカヤ 南方 l00キロのと

ころで約4,000メートノレに及ぶ。そして氷河底の岩の表面は平均海抜 800メートル，最

高所は中央山岳地帯において海抜 3,000メートノレ，最低所は海面下 1,000メ｛トルであ

った。こうしてみると，もし氷河氷がとけ去ったとしたならば，南極大陸の海岸線は

現在よりも数百キロ後退するこ とになる。それでもなお中心部にひとつの大陸が存在

するこ とは確かであって，その周辺部は複雑なl狭湾地形をなし， 或いは島が点在する

といった姿になりそうである。（もちろん，その場合，アイソスタシイ の原理により，
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第 3図 東部南極大陸における氷厚と氷底地形

。 500 1,000 

氷の荷重が除かれる ことによる陸地の陵起も起るので多少ちがって来るが・・ っ）

日本隊が調査したプリンスオラーフ海岸は，71¥.を被った見かげの表団は協めてなだ

らかに内陸へ向って高くなっている斜面であるが，真の陸地ははげしい凹凸を示し

て， 300キロ以上の奥になってようやく大陸の山岳地帯となっているらしいことがわ

カミる内

このようにして，未だその片鱗しか明らかにされていないと ；:. t、え，東部南極大陸

の姿がどうやら推定できそうになったのは IGY の大きな収穫といえるであろ う。

5. 西部南極大陸の実態

元来，南極大陸を東部と西部に分けて呼ぶようになったの；土，現在の海岸線から見

た地形の特徴，およびそれから推定される地質構造によって， F ス海とウェッ デル海

の切れ込みを結ぶ線に土り東商を分ったので、ある。そして，東部大陸はアフリカ大陸

や濠州大陸と起源を同じくすると思われるプレカンプリヤ紀の古い岩石ででぎている

のに対し，丙部大陸は中角代の摺I凶作用で生じた山地で、あり，南米アンデス山脈→パ

ーマ半島→メアリ ーパードランド→ニュージー ランドとつづく 環太平洋火山帯の一部

をなすというのが通説であった3 そこで東部と西部の河プロックが，7Kの下で海面上



ミ有田 ー南短大陪の氷と雪 141 

の地続きになっているか， それとも海面下で隔てらたた独立のフ。ロックになっている

かに興味が持たれていたのである。

IGY観測において，米国隊はこの問題に真正面から挑み，先ず，1957～58年にわた

ってロス海側からの調査を行い，7K棚下の海底地］診をつぶさに調べた結果，第 4図の

実線て、示す走向を持つ深い トラフがあることを知った。一方エルスワースを基点とす

るウェ ッデル海Jllllからの調査では，フィノレヒネル氷棚の下に，第 4図の点線で示す方

向に海而下の低所が延びていることがわかり，結局，ロス海とウェッデル海を結ぶ地

溝は，見掛けの氷上地形から従来想像されていた線よりもかなり西経側ヘズレている

らしいことが判明した0 1958年には，フ ィルヒネル氷河の奥からパード基地への横断

旅行がfrわれた結果，このルー トでは海面上の部分はほとんど氷ばかりで陵地は僅か

しかないことも見出されたっ更に1958年および1959年には， 数次にわたってパード基

地を基点とする調査旅行が行われて71<.厚が測定され，ここに，西部南極大陸の実態を

ほぼ把握できることになった。 3ヵ年にわたる米国隊のこの方面における調査をまと

めて，氷上地形と， 71＼下の陸地地

形を図示したものが第6図および

第 7図である。

これによると，西部南極大陸の

主部であるメアリ ーバードランド

の大部分は，71<.の底にある陸地の

表而が海面下となってし、る。氷の

厚みは，パード基地近傍では実に

4,200 メートノレにも及ぶ。も し，

7Kが融解てしましったら，西部南

極大陸は霧散 して，い くつかの

島か，細長い半島だけになってし

まうわけである。

第 4図東西両部を分つトラフ

第 5図 フイノレヒネノレ氷河よりパード基地に至る横断観測l結果
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第6図 西部南極大陸の氷の表面の高さ

第 7図 西部南極大墜における氷底の地形

最も興味深いことは，ロ

ス海からのc;;:，る海底地形の

トラブが従来の想像に反し

て， ウェッデル海に向わ子，

むしろペリングスハウゼン

海へ通じているらしいこと

であるつ第 5図に見られる

ように，パード墓地の西方

で北東から南西にのびる

2,500メートノレ以ヒの深

い符があるτ そして ロス海

とウニ ツデル海が，海市下

でつながっているという説

｜は，どうやら怪しくなって

！米た2 未だ，ほんの小区域

の調査がすんでいないと

：土いえ， 9分ヲ厘まで， 「海

面下のつながり はない」 こ

とが確実と思われる。

このようにじて，南極大

ウ，.・.／デル海｜｜室全体にわたって，71¥厚の

｜測定が蒼々と進められてお

｜り日米に南町

上に実在する？にの総量l主，

高い近似度で推定すること

が可能となるであろう 。

6. 氷の総量の来年変化

問題

南極大陸の71¥の総量が現

代において，増しつつある

か，減りつつあるか，それともだいたい均衡を保っているかを明らかにすることは，

南極の平和利用に関係して重要なこ とである。71¥の総量の変化は，気候の経年変化に

依存することはもちろんであるつ北半球ではここ数十年という 最近の年代について，

北極地方を中心とする混暖化傾向が認められており，グリ ーンラン rの氷河が年々衰



守田 ：1有概大陸の氷主雪 143 

退しつつあるこ とも疑いない事実である。果して南械でもそうであるかどうかは最も

興味が寄せられる。南極で、の気象観測の歴史は浅いト尚もども， 1911～ 14年のマグ マー

ドにおけるス コット探険隊による気象観測！と，IGY期間の同一地点での観測を比較す

ると，若干上昇の傾向がうかがわれる3 しかし，その上昇率は，北極海スピッツベル

グンのそれに比べると小さくて，はっさり上昇傾向ありと断定するには危険である。

また，大陸の周辺に散見せられる露岩地帯の氷河堆石や，氷河地形の研究によって，

地形学の観点からは，南極大｜笠の氷河が衰退期にあるらしいという意見が支配的であ

るつ印度洋側の南極大陸沿岸部にはオアシスとi乎ばれる露＋：－湖沼地帯が見出されてい

るのも有名な話である。

しかしながら，たとえ， 気候温暖化が事実であると仮定しても，71＜.の総量が減りつ

つあるかどうかについてはにわかに断言を訴さない。というのは，南極大陸中心部の

ように低温の甚だしい所では，気温上昇にともない空気の含水置が増すために降雪量

は却って噌加するかも知れないからである。それは，ちょうど，日本内地の表日本に

おいて，北海道や東北地方の日本海侃I］沿岸よりも，イ氏緯度の北陸地方のほうが却って

多雪であるのと同じ理である。したがって，気候温暖化の途中の段階では，大陸沿岸

の氷河末端部では融解による71くの減少が起 り，露岸地帯が拡大して来るとしても，内

陸部では，降雪量の地加により 71＜.の量も多くなるという現象が起り得るわけである。

いまのところ，こ ういった疑問に対し解答を与えるだけの十分な資料に乏しい。これ

をたしかめるための決め手となる観測！手段は二通りある。そのひとつは，既成氷河氷

の垂直断聞をとって， 深い所に貯えられた過去の氷をとり出して， 堆有究室の経年変化

を調べる方法である。とれば，J!li周ぬきに単刀直入に結果が得られるが，大がかりの

作業を必要とする。

いまひとつの方法ば， 現在， 年ごとの水分の~又支がどうなっているかを競べて行 く

方法で‘ある。 これには，71くのitl養源である降雪量を正しく測定し，同時に雪から氷へ

の変化過程における積雪の収支（たとえば飛雪とか昇華，蒸発といったような〕 を調

べ，氷としての堆積量を見積る。一方大陸周辺部で氷山となって山て行く量や，融雪

7]<.の流失などを算定して， 会水分の収支決算をするといったような回りくどい手段が

必要である。

いずれにしても，氷の量のパランスおよび経年変化の問題は，前節に述べた氷の総

量算定の問題よりもはるかにむつかしく ，長年月にわたる根気づよい観測をつづける

ことが必要とされる。

7. 南極における降雪量測定の困難性

南極での気象観測のうち，降雪量の測定ほど困難なものはない。南極のように極低

温でしかも風の強いところでは，沿岸部での夏季の短かい期聞を除き，大部分の場所
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と時期に降水は乾いた雪又は氷の単結品として降るので，降雪と飛雪を区別して観測

することは大へんむつかしく，通常の雨雪量計を用いる直接j}'¥lj定は殆んど無意味であ

る。むしろ，雪尺やスノーサンフ。ラーを用いて堆積した量を誤ljる方が実際的といえる

だろう。しかし，それも地形地物の条件によっては，吹きだまりや吹きさらしのため

に恐ろしく誤差をともなう。例えば南筏点の観測所〔米〕では，この目的のために，

2区域を設けてそれぞれ数十本の雪尺をたて，積雪の最確f直と，誤差を決定しようと

試みたが，個々の観測値のパラツキが あまりにも大きくて， 結果はただ定性的に，

年閣の堆積量がプラスであるこ とを推定し得たに止まったうまた，リトルアメリカで

1940年に行われた雪尺による¥Ill）定では，年間准総量が水当量として 100～800mmとい

う広い幅でしか結論が出せなかった3

仮りに降雪量が測定できるとしても，それが氷河の中の氷として蓄積保存される状

態になるまでに，飛雪や昇主在ーなどの現象で水分のj：目減が起るので，すべての現象を考

慮、して正味の氷としての堆般を算出することは大へんなことである。

8. 飛雪による雪の移動

南極の氷雪原の表面には，いろいろの規模の雪国模様がでさる。それはサスツルギ

又はスカプラと呼ばれているT また，ちょっとした地物によっても雪のふきだまりを

生じ，堆績は風下側に長いすそを引く。

サスツノレギの生成については，W.Vickers（米）や G.H. Liliequis↑（諾〉の研究によ

り，砂漠における砂丘生成の理論がそのまま南極の乾いた雪に適用できることが明ら

かになった。 Vickersによると， 1メー トルの高さにおける風速を 9.Sm/s，雪の粒子

の平均三1~径を 0 . Smmと仮定したときに生ずるサスツルギが，その形を保ちながらl順次

風下へ移動して行くとき，その移動速度は約 90cm/hour と計算されるさ これは実測

とよく一致している。

飛雪によって運ばれる量は風速の分布に関係するので，場所によって大いにちがう

ことはもちろんであって， 風の~~＇、所にたまり，強い所では吹き払われる＝南極大陸

全体についていえば，最終的には， 大陸から外洋へ発散する民の成分によって海中に

飛散する分だけが失われるわけてあるc 従って，治岸地方の風速の分布が詳細に把握

できれば，飛雪による損失長が計算でさるc

飛雪の運搬量を直銭的に測定しようとしづ試みもあり，ブリザード・メーターと呼

ばれる浪lj器も考案されているが，その成果はまだ許かでないさ

9. 氷河の成層研究

氷河を垂直に切りとって，その断面にあらわれる成層を調べる ことは，71＼の年同地

積量とその経年変化を知るために最も端的な方法である。このためには氷河の中にilfil
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穴を掘ってその側面を観察するとか或いはボーリング穴を掘って氷のコアーをとりだ

して調べる作業が必要であって deepdrilling とよばれる。 有難いことには，南極大

陸の内部のように極低温の条件では，雪がとけて流れ去ったり，地面に渉透して消え

たりする心配はなく，新しい降雪が次々に表面をおおうと，古い積雪は上からの重量

や内部の温度分布によって結晶が変ったり，圧縮されたりするが，水分の量としては

ほとんど不変のまま保

存されていると見てよ

かろう。従って，深く

掘りさえすれば，古い

年代からの雪氷の堆積

：£：とその変化がたちど

ころにわかる。 deep

drillingによる研究は，

グリーンランドなどで

慣用されて成果をあげ

た方法一で、あるが，グリ

ーンランドでは夏の融

雪によって生ずる氷の

層が~工っきり した縞目

をつくるので，年の

区日ljが容易であるら

しL、。ところが南極大

陸内部では，夏でも融

雪が起るほどの高い温

度にならないので年ご

との縞目が不明瞭で、あ

り，年代の判定は案外

むつかしし、。そこで，

リトルアメリカやヴィ

グトリア高原などで，

その判定j去について特

別の研究が行われた結

第 8図 リトノレアメリカEにおける積雪の成層調査

成閣のブロフィル 「ー一一一密 麿一一一一一一「
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×
×
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〔注〉 W.W. Vickersによる。

果，次のことがわかった。

。〕 冬の積雪は粒子が小さくて密につまっていて，比絞的厚い層をなすのに対し，

夏雪はザラメで粗くつまっており，薄い層をなす。



b) 上記の特徴は緯皮が高くなるほど不明瞭となる。

c) 高粋度の極寒地では，雪の表面に日射によってできる浮い〔2mmぐらしうのク

ラストが唯一の手がかりである。そのクラストの粒子の結晶が，深層では特異の

成長をすることが認められる。

このようにして，積雪粒子の大きさ，粗密度，結晶形態などを些細に調べて成層の

年代半I］定が可能となる。リ トルアメリカで行われたその実例を第 8図lこ示す。 ここで

は， 193ヲ～40年のパード探険l設が遺棄した雪上主与をその年のベンチマークとして利用

できる利点があったが， 前記のようにして断面の年代判定を行なった浩果と比べて，

18年間に 1年の狂いを生じたっこれは前にも述べたように， 年々の雪の堆積（土，サス

ヅルギの不整な表面のため，或る場合にはほとんど堆積を生じないこともあるから

で，或る一地点のみの調査ではこの程度の誤差は避け得られないでおろうごグリ ーン

ランドの氷河でも， 250年について士10年の誤差が見込まれているつ

f也kこ，年代決定のために有力な方法として注目されているのは，地球化学的な方法

であって， 016と01sの同位元素の存在比である。しかし， 手数がかかすぎる欠点のた

め，実際には未だ成績が上っていないが将来性は大きい。同じく重水素Haも利用でき

るが， 1ヲ54年のビキニ水爆以来，人工的な生成物のために撹き乱されたのは惜しいこ

とであるつ l954年以前の年代判定には有効である。

さて，各所で行われた deepdrilling法による？にの年間堆積畳の算定結果ば，第 1

表のようになる。この表によると，南極点および，マウドハイムのデータが，他地点

に比べてかけ離れた値を示すほかは，比較的よく揃った値となっていて，南極大陸周

辺部における？にの年間准積量は普通の場所では水当量 15cm内外としづ数字があり得

べき値かと思われる。南極点は，他の場所とは気象条件が全然異なっているので比設

にならないが，一般に内陸奥地では，可降水量が少ないので沿岸部‘こ比べて降雪量；j(

第 l表氷の年間堆積量

掘った深さ l 資料 の年数

〔メートノレ〕｜
7 I 
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観測地点

リトノレアメリカm
リトノレアメリカ V

ウイノレタス基地

南極点

マウドハイム

ノミード基 地

エノレスワース基地

ヴイクトリヤ高原

1940～1957( 18年〕

c 10年〉

1783～1957(175年〕

1763～1957(195年〉

1935～1948〔14年〉

c 10年〕

c 10年〕
( 10年〉

胃

l

ハU

内
4

6

5

1

 

平均土佐費量

〔cm/cm2)

16.2 

15.5 

13.3 

6.7 

37.4 

14.0 

20.0 

16.3 
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少ないことは当然予慰される。また，マウ ドハイムの｛u邸主，恐らくそこが雪のふきだ

まりを生じやすい地形であるための異常値ではあるまいか。

Tiii表において，ウイルクス基地および南極点では200年に近い長年の氷層について

資料が得られているので，堆f貴重の経年変化を調べることができる。しかし， 調査の

結果は期待に反してあまりはっき りした傾向を認めることができず， 周期的変動も明

らかとはいえない。強いていえば最近50年聞に僅かながら堆積量が増したかと思われ

る程度と報告されているつも しそうならば，気候の温暖化傾向を意味するものかも知

れない。 ミルニイでも深所までの掘さくが行われたようであるが，まだ詳しい報告に

接しない。

マウドハイムおよびその付近の氷棚上では，71，の密度の深さによる変化が特に詳細

に調査された。 これを，二つの実験式による計算値としてしめせば，つぎのとおりで

ある。

(l) ー←立一一＝l19・eo 0307).:zo 
0.917-d 

(2）一一豆一一＝l.25・eO・031x 
0引 7-d

(dば氷又は雪の密度，Z は深さである。 〕

10.水分平衡の算定

7Kの総量或いは水分の平衡については，多くの人がし、ろいろの見地から推算した結

果が発表されているが，ここには内陸部での実測に基づいて比較的信頼でさる と思わ

れるソ ビエト隊の報告を紹介する。ソ ビエトが，ミルニイから到達不能点までの長途

旅行を行なって調査した区域は，海岸地帯，氷河斜面帯， 中間帯， i官i山帯の 4地帯に

分けられるが，その各々の地帯について，降雪による新しい堆積宜r，融雪量，蒸発又

は昇率量，飛雪による得失，氷山として沿岸から分離し失われる量などを見絞って収

分 ｜面積 ：：しお ｜融雪｜蒸発｜飛雪 ！ムイ収支

海岸地帯 0.5 -0.8 -1.0 -29.0 -31.0 

氷河斜問地帯 1月＋111.0 20.0 -48 0 +43.0 

中間地帯 58 +6.0 2.0 -1 0 十4.0

高 山 地 帯 176 +10.7 2.2 -4.0 十4.5

計 430 + 128.0 24.0 -54.0 -29.0 十20.9

（単位） E
 m

 
K
 

3
 

nu 
l
 

109トγ
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支決算を行なった。その結果は第2表のとおりである。

これによると， この地域での収支はプラス，すなわち，水分の量は増しつつあると

いう結果となる。この種の調査では大きな誤差がともなうこ とは止むを得ないので，

果してどこまで信頼し得るかは疑問であるが，もしプラスであることが真実ならば，

やはり温暖化による可降水量増加の故ではあるまいか。

11. 総観気象学的な可降水量算定

最近，総観気象学の立場から，南極大陸上の可降水量を算定しようとする試入力：，

2～3の気象学者によってとり上げられている。

ソビエトの O Kritchakは， IGY期間に作成された地上および高層天気図を解析

し 南極大陸上の大気が，従来考えられていたような孤立したものでコなく ，待度圏

を横切る南北の空気の交換が案外はげしく行われていることを指浅したごそして，そ

れが南極大陸の降水現象に重要な役割を持っているこ とを切らかにしたさすなわち，

南北の（子午線方向の〕循環によって南極大陸の周辺部から流入する暖い北風が多量

の水分を持ち込んで降水を起すものと考える。したがって， 流入する水分の総量と，

沿岸から氷山となって四散し失われる水分の総量とがほ｛王釣り合っていなければなら

ぬ。その釣合いが破れる と，7Kの総1'3：が憎し或いは減る傾向が残る ことになる。これ

とほとんど同じ考え方から M J. Rubin （米〕は， IGY期間；こ行われた南短大陸周辺

部10ヵ所の高層観測値を用いて，子午線方l;Jの大気循環を量的に計算し，大陸周辺部

の垂直断面をとおして内部に輸送される空気量，熱量および水分の量を計算したc そ

の結果，大陸の単位面積あたりの水当:!J'i：として約 6cmの可降水長になる合この｛直（土，

南極点における氷河の掘さくから算定されたj栓積E：〔水当量〕 6.7cmとし、う数字とか

なり一致しているのは興味が深い。

あとがき

この短文に引用された文献は，主として， 南極気象学シンポジウム報告 （！？の年3

月，メノレポノレソ〉，南極観測シンポジウム報告〔1959年11刀，ブエノスアイレス〉，米

国学士院の IGY Bulletin，三国共同観測隊報告 Glaciology篇（オ久ロ ー，1958年〕，

ソビエト南極観測概報（1959〕等でゐって， Glaciology に度する研究のほんの一端

にすぎない。特に，地理学関係の専門書にはほとんど目を触れていないので，幾多の

重要な問題を見逃していたり誤解があったりするかも知れないが，こe容赦影山、たいe

日本観測！隊は第 3次越冬隊によってはじめて｜村隆の Glaciology lこメ スが加えられ，

現在越冬中の第4次i放は更にそれを発展させるはずである局その成果を期待してやま

ない。 （気象庁南極観測事務室長〕
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