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南極博士の南極講座

＜１氷山の番号＞
アメリカの国立アイスセンター(US National Ice Center<NIC>)は1976年以来、人口衛星画

像で氷山を監視している。およそ長辺が 18.5km 以上の長さを有する氷山に順次 A-5、B-3

などと番号をつけている。

A は 0 度～西経 90 度、B は西経 90 度～180 度、C は 180 度～東経 90 度、D は東経 90

度～0 度と経度線で４セクターに分けている。史上最大といわれる B-15 は B セクターにお

ける 15 番目の氷山で、2000 年 3月にロス棚氷から分裂した。その後、さらに B-15A、

B-15B というように分裂していった。

＜２三大発見＞
南極観測はそれぞれの分野でさまざまな成果を挙げている。たとえば超高層物理学の分

野では、IGY(国際地球観測年：1957～58)のころはまったくわからなかったオーロラの発生機

構がほぼ解明された。それはそれぞれの観測に力を注いだ結果であり、ある意味では予想

され、期待された当然の成果である。しかしだれもが予想していなかった大きな発見が少なく

とも三つある。

(１)隕石：1969 年、日本の内陸調査隊がやまと山脈付近で９個の隕石を発見。以後の組織

的な隕石探査により、南極で２万個以上の隕石を発見。

(２) オゾンホール：南極の春先、南極上空のオゾン量が激減し、しばらくすると回復する。

その原因はフロンガスであることが明らかになった。1982 年 10 月、昭和基地で初めてオ

ゾン量が通常値の半分の値であることを発見、その後、オゾンホールという言葉が使われ

始めた。

(３)氷底湖：ボストーク湖が潜在していることが明らかとなり、以後、今日まで氷床下に多くの

潜在湖が推定されている。

特筆に値するのは三大発見のうち、２つまで日本隊が

関係していることである。

＜３船内の用語＞
船舶では船独特の用語が使われている。南極観光船でも例外ではない。そのいくつかを

示す。これだけは押さえておきたい。

・ ギャグウェイ(gang way )：舷門、船の乗降口

・ スターボード(starboard side)：右舷

・ ポート(port side)：左舷

・ ブリッジ(bridge)：船橋、操舵室

・ デッキ(deck)：甲板

・ バウ(bow)：船首

・ スターン(stern)：船尾

・ アフト(aft)：船尾に向かって

・ フォワード(forward)：船首に向かって

・ ベロー(below)：階下

・ トップサイド(topside)：階上

・ ノット(knot)：時速１海里の速度の単位



2

＜４オウサマペンギン＞
亜南極の島々に営巣しているオウサマペンギンは、

ペンギンの中ではコウテイペンギンに次いで２番目の大きさで、

首をのばすと 90cm になる。頭と首は黒、胸から腹にかけては白、

背は黒で、首の両側と胸の上部がオレンジ色であるのが特徴である。

コウテイペンギンと同じく、巣はつくらず卵やヒナを両足の間

にある抱卵蓑で温め、育てる。コウテイペンギンが厳寒の冬に

卵をかえすのに対し、オウサマペンギンは夏にヒナがかえる。

＜５捕鯨問題＞
日本も 1960 年代の数年間、捕鯨基地をサウスジョージア島に設置した。現在捕鯨再開を

希望する日本に対して国際捕鯨委員会の構成国、特にアメリカ、イギリス、オーストラリア、

ニュージーランドなどは厳しい態度をとり続けている。しかし、南極やサウスジョージアでの

狩猟･捕鯨の歴史をみると、白人社会の傲慢さを痛感する。とにかく南極のアザラシ、オット

セイ、鯨を絶滅に追い込んだのは彼ら自身である。日本の南氷洋捕鯨の開始は 1934 年に

なってであった。

欧米諸国は 19世紀の初めから南極で油取得のための狩猟・捕鯨を続けた後、現在は新

たに発見された中東の石油に群がっているのである。自分たちの油は石油でまかなえる、

鯨を食料にする日本やノルウェーの捕鯨は許さないのが反捕鯨国の態度である。

このようにそれぞれ国の文化の違いを無視し自分たちの価値観だけを押しつける姿勢に私

はいつも反感をおぼえる。資源保護は大前提であるが、その範囲以内での捕鯨は復活して

もよいではないかというのが持論である。南極観光でも必ず捕鯨の問題が出てくるはずであ

る。各自がしっかりした意見をもって対応することを希望する。

＜６南極観光史上初の大事故＞
南極観光船として初めて建造されたリンドブラッド・エクスプローラー号が 1972 年にアドミ

ラルティ湾内で座礁した。90 名の観光客はチリ海軍に救助され、船体は 18 日後にドイツの

タッグボートによって引き出された。南極観光至上初の大事故である。

＜７南極での戦争＞
第二次世界大戦が始まっていた 1941 年、イギリス海軍はデセプション島に補給基地を設

けた。1942 年、アルゼンチンは南緯 60度以南、西経 25度～68 度 34 分の地域を自国の領

土とする宣言を発し、デセプション島にその旨を記した真鍮の標板を建てた。1943 年 1 月 、

イギリス海軍はこの標板をはずし、自国が領有している宣言を記した標板を建てた。以来、

イギリスとアルゼンチンの間ではデセプション島を中心とする領土宣言の争いがくり返され

ていた。1952 年 2月 1日には両国の海軍がデセプション島ではち合わせをして、発砲事件

が発生。南極地域で展開された始めての戦であった。

さらにチリは 1940 年に、南緯 60 度以南、西経 53～90 度の地域を領土宣言していた。チ

リとアルゼンチンはともにスペインから独立した時、その権利をすべて継承したとして、領土

宣言をする根拠とした。探険の実績により領土権を主張するイギリスとアルゼンチンにチリ

が加わり、デセプション島を含むサウスシェットランド諸島や南極半島の領有をめぐる紛争

は、南極条約が発効される(1961 年)まで続いた。
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＜８南極半島＞
南極半島は 1820 年頃に発見されて以

来、イギリスはグレアムランド、アメリカは

パーマーランドと呼んでいた。

1940 年両国の地名委員会が話し合い、

南緯 75度付近のアダムス(Adams)岬と

南緯 73度付近のエクルンド(Eklund)諸島

南端を結ぶ線の北部全体を南極半島

(Antarctic Peninsula)と呼ぶことにした。

そして南緯 68 度付近のアガッシー(Agassi)

岬と南緯 69度付近のジェレミー(Jeremy)

岬を結ぶ線から北側をグレアムランド

(Graham Land)、南側をパーマーランド

(Palmer Land)とした。

＜９南極圏と南極＞
南極圏は南緯 66.5 度の緯度線を指すとともに、しばしば南緯 66.5 度以南の全域を示す

ことがあり、混乱する。一般には南緯 66.5 度以南は「南極」と呼ぶのがよい。また、南極条約

は南緯 60度以南を適用地域としているので、「南極」の範囲はやや拡大する。

南緯 66.5 度の緯度線を英語ではアンタークティクサークル(Antarctic Circle)と呼び、日本

語の南極圏とは異なり、線上を明瞭に示していて、わかりやすい。

南極圏以南の地域では、少なくとも一年に一日以上、太陽の沈まない日、太陽が昇らな

い日がある。

＜１０ペンギンの種類＞
1967 年、私が初めて調和基地に行った時、地球上のペンギンの種類は 17種と教えられ

た。その後、16 種とか 18 種という分類もあると聞かされていたが、2000 年に入り、私は国立

極地研究所のペンギン研究者として育ってきた加藤明子博士に、ペンギンは何種類が正し

いのかを聞いた。加藤博士の話では「私は亜種を含めて 18 種としいてます」とのことで、本

書でもそのように記している。

しかし、南極観光クルーズの講義では 16 種と教える人もいるようだ。種の分類は生物学

では一つの分野を形成するほど重要であり、多岐にわたり複雑で、視点によって大きく異な

る。そこで改めて加藤博士にペンギンの分類の現状を以下のように教示してもらった。

◇ 南極大陸周辺：コウテイ、アデリー

◇ 南極半島及び亜南極の島：ヒゲ、ジェンツー、マカロニ、オウサマ、イワトビ、ロイヤル

◇ オーストラリア、ニュージーランド：コガタ、ハネジロ、キガシラ、シュレーター、フィヨルドラ

ンド、スネアーズ

◇ その他の中緯度：ケープ、フンボルト、マゼラン、ガラパゴス
※ ロイヤルはマカロニの亜種との説あり。

※ コガタは生息場所によって６亜種に分けられる。ニュージーランドの一部に生息する１亜種につ

いては別種のハネジロペンギンとする説もある。
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※ オウサマとジェンツーは生息場所により２亜種に分けられる。

※ イワトビは生息場所によって３亜種に分けられる。うち１亜種は別種とする説もある。
※ ケープ、フンボルト、マゼランの 3種は亜種ほどの差しかないとの説もある。

＜１１南極至上初の巨大地震＞
1998 年 3 月 25 日、バレニー諸島のほぼ真西550km 地点で、マグニチュード 8.0 の巨大

地震が発生した。南極プレートと呼ばれる南極大陸とその周辺海域内で発生した最大の地

震であった。近くに何も目標物がないので「バレニー地域の地震」とされ、バレニー諸島の名

が日本のマスメディアでも報じられた。地球上で地震観測が始まったのは 19 世紀末、初期

の地震計は倍率も低かったので大地震しか記録できなかったが、それでも巨大地震は必ず

観測されていた。しかし過去 100 年以上、南極地域で巨大地震が発生したことはなく、この「バ

レニー地域の地震」は南極で起こった至上初の巨大地震であった。

＜１２マックォーリー島観光の諸注意＞
現在、マックォーリー島はオーストラリアのタスマニア州保護地で、上陸には事前に許可を

得る必要がある。上陸には一人A$150(＋税)が必要である。また、島内の観光ルートは決め

られており、観光に関するルール厳守は当然である。ロイヤルペンギンのルッカリーのある

サンディ(Sandy)湾のルートには 1度に 60 名以下しか入れない。オウサマペンギンのルッカ

リーのあるルシタニア(Lusitania)湾では上陸は許されず、ゾディアックで海岸から 200m 離れ

た海上から見物する。観光客は午後７時までに島を出る。飲み物、食べ物の持ち込みはす

べて禁止で、たとえ小石一個でも動かしてはならない。

＜１３マクマード基地観光の諸注意＞
そのときの氷状により、観光客はゾディアックかヘリコプターでマクマード基地に到着する。

そして数名ずつのグループに分かれ、それぞれのグループにガイドがつき、基地内を案内さ

れる。気象センター、通信センター、教会、研究棟などを見物した後、Building155 のショッピ

ングへと続く。シップストアで買った品物がなによりの南極記念となるのだろう。先を争うよう

にたくさん購入していく。ただし、酒やタバコ類は基地の住人用で、観光客には売ってくれな

い。使える通貨は米ドルだがもちろんクレジットカードも使える。また、マクマード基地では残

念ながら観光客の郵便物は受け付けないし、公衆電話もかけられない。

各建物への入室に際しては、靴底の泥を十分に落とす

よう配慮したい。幸運にも食堂に行けたら、そこには自由

に飲める飲み物が置いてある。親切なガイドなら観光客

にも飲ませてくれるだろう。ホテル・カリフォルニアや各居

住棟には清涼飲料の自動販売機が置いてある。米ドル

(クォーター：25 セント)のコインがあれば自由に買える。

＜１４スコット基地観光の諸注意＞
廊下からラウンジに入ろうとすると、入口の扉に「ブーツのまま入った人は全員におごるこ

と」と日本語で書いてある。もし入ってしまったら、ラウンジで飲んでいる人たち全員にビール

やソフトドリンクなど少なくとも１缶はご馳走しなければならない。人数が多ければ２０００～３

０００円の出費となろう。スコット基地やマクマード基地では建物内での雪靴や長靴のような

ブーツ類は絶対に許されないことを知っておいてほしい。

残念ながらスコット基地でも観光客の郵便物は受け付けていないが、公衆電話は使える。

日本へはコレクトコールか売店で購入できるニュージーランドのテレフォンカードを買えば、
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南極から日本の自宅へダイヤルで電話がかけられる。

＜１５立ち入り制限＞
ドライバレーは観測隊でも立ち入りが厳しく制限されている。観光客には最南のテイラー

谷の入口付近での飛行が許されている。付近はカナダ氷河の氷舌が美しい地域である。

＜１６上陸の人数制限＞
アデア岬は風が強く、波も荒いので、上陸するにはきわめて困難な場所である。陸地はペ

ンギンに埋め尽くされているので、ペンギンのヒナが大きくなって数の少なくなる２月になら

ないとヘリコプターの着陸もできない。それでも年間５００～７００名程度の観光客が訪れる。

ただし、上陸は一度に４０名までと規制されている。小屋は狭いので中へは AHTのガイドを

含め、一度に４名しか入れていない。

＜１７５００万円の冒険旅行＞
１９８５年１月～８６年１月、デニソン岬で一組の夫婦が 2.4m×3.6m の小屋を建て 1年間

を過ごした。これまでの最長期間の南極旅行あるいは冒険旅行といえよう。費用は二人が南

極往復に使用したヨットの購入代金を含め約 500 万円であった。

＜１８高山病に要注意＞
飛行機で南極点を訪れる人は、標高の高いことに注意しなければならない。標高 2800m、

気圧は平地の 3分の２、高山病の症状を起こす人も少なくない。飛行機から降りて、急いで

歩くと息切れがし、頭痛もしてくる。とにかく高山病にかからない自信がなければ、短い滞在

だからと、到着直後からいきなり急いで歩き回ることは避けることが肝要である。

＜１９質の高い講義＞
第２回周航で実施された講義の内容を聞くと、非常に内容の濃いもので、秀でた講師陣で

あることがわかる。特に南極探検史や鳥類の講義では、昭和基地で１年間越冬した隊員で

も、ほとんど知らない内容が教えられていた。

＜２０極夜と白夜＞
緯度 66.5 度より高緯度の地域では、

少なくとも 1年に 1日は太陽の沈まな

い、あるいは昇らない日がある。

太陽の沈まない日は「夜のない日(ミッドナイト・サン)」、太陽の昇らない日は「極夜(ポーラー

ナイト)」と呼ぶ。ところが、「夜のない日」を「白夜」と間違える人が少なくない。南極に行った

新聞記者も勘違いしていた。白夜は太陽が地平線や水平線の下に没していても薄明で暗く

ならない現象を指す。夏の南極で観光客は南極半島で「白夜」、ロス海や大陸周航で「沈ま

ぬ太陽(真夜中の太陽)」と「白夜」を経験できる。

神沼克伊先生プロフィール：

１９６６年東京大学大学院理学研究科修了 (理学博士) 。東京大学地震研究所入所。地震予知、火

山噴火予知などの研究に従事。１９６６年１２月～６８年３月にかけて第８次日本南極観測隊に

参加。昭和基地で越冬。１９７４年５月文部省国立極地研究所に配置換え。両極の地球物理学的

な研究に従事。この間に南極大陸に震源のある地震を初めて発見する。２００１年３月定年退官。

越冬２回を含め１５回南極に行く。南極点には６回立つ。日本の南極研究の第一人者として活躍。


