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   南極昭和基地では国際地球観測年IGY（１９５７）より気象観

測が開始され、50年以上観測が実施されてきた。南極で成果

をあげたオゾン観測、温室効化ガスの観測はデータは北極圏

での観測でも蓄積されつつある。 

  温暖化の影響、雪氷量の変動、そのメカニズムなどもいろ

いろな手法で探求されている。北極圏の広域で顕著に起きて

いる海氷面積、氷河後退、氷床の体積減少は、南極では異

なった特徴を見せ、海氷面積はわずかに増加、氷河はいくつ

かの地域で急激な減少を示している。 

 南極・北極の長期観測データから変動の特徴と現在の取り

組みを紹介する。  



南極観測 
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南極昭和基地の気象 1957－ 

昭和基地の風速の増加傾向 
気圧と南極振動（AAO)の相関がみられる。 
気温の変動はわずかに減少傾向を示す。 
夏季の気温とAAOの逆相関 

Sato and Hirasawa （2007）より 



南極のブリザード 

Sato and Hirasawa （2007）より 

南極昭和基地のブリザードの季節変化と経年変動 
冬に多く、夏はほとんどない、年間回数は20～30回。 
 
 南極大陸の積雪はどう関係しているか？ 

旬ごとの南極昭和基地のブリザードの記録     1957-2007の年間ブリザード回数 



南極の積雪 
• 雪尺観測 
    ～30年以上 
• 最近は  
自動観測や 
衛星観測（表面高、重

力など）も利用されて
いる。 

高知大学 菊地時夫 



南極の積雪 

南極大陸沿岸から内陸ドームFまでの年間積雪涵養量の分布。1000km
のルート上に１ｋｍまたは２ｋｍおきに測定ポールが設置されて、年1，2回
計測されている。 

大陸沿岸 みずほ      中継拠点       ドームF 

16年間の平均
に対する比率 
 
 
 
2008-09の年
間積雪量 
1993-2010の
平均 
 
（資料：極地研
本山秀明） 

2009年 1.5倍~2倍 



広域で判明した様々な時代における年間平均
積雪量。 
20世紀後半の時代（各種マーカー）と、過去約
700年（青線）、過去約7900年の年間堆積率
（赤線）を比較し20世紀の後半（過去44年）の年
間堆積率が、過去約700年や7900年の平均の
年間堆積率よりも、有意に15%程度高いことを
見いだした。 

Ｆｕｊｉｔａ 他, 2011 

情報 過去 → 現代 最近44年、15年、 数年 

2009年 
1.5~2倍 

極地研 プレスリリースより 



南極内陸無人気象ステーション AWS 
昭和基地 

1990年代前半

までは内陸の
観測点はほと
んどなし 



南極内陸無人気象ステーション AWS 

JARE観測域: 
みずほ、中継拠点、
ドームF, JASE2007 
など内陸に7点の記

録計が設置されてい
る。 

中継拠点 ロガータイプ 1993- 

中継拠点 ARGOSタイプ 1995- 



AWS at JASE 2007 
   Since： 2007.12.24 

Warm summer 
2009 2010 

Warm winter 
2009 



 

AMSR-E 

AWS  JASE2007,   since 2007/12/24- 

多降雪の2009年温暖年 

内陸AWSデータ分布を補完する衛星観測 

ＪＡＸＡ衛星観
測データから： 

2009年は氷

床温度高く、
水蒸気も多
かったことが
予想される。 



８９ＧＨｚＶ：Large annual variation 

暖かくなったときの変化：氷床温度、降雪、縁辺部融解 
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棚氷の融解シグナル 

融解                融解 

 昼                 昼＋夜 

2009                 2010 



 

Microwave emission from ice shelf 

Diurnal 
amplitude 
variation 

棚氷の融解シグナル 



 

AAO （Southern Annular Mode ：
SAM)は長期の増加傾向を示す。今後
の氷床への影響は？ 

温暖化が顕著な南極半
島、氷河不安定化する西
南極、他の地域は？ 



北極観測 
 オゾン観測、温室効果気体の観測データは北極圏での観測

でも蓄積されつつある。 

 北極圏の広域では海氷面積、氷河後退、氷床の体積減少が

顕著に起きている。  



海氷変動 
北極・南極 

30年間以上の衛星
による観測 
 
北極：減少 
夏季最少・年平均 
 
南極：わずかに増加 
 
両極合わせると減少 
 気象庁， 2010 

北極（最少期）  
 
 
北極(年平均） 
 
 
南極（年平均） 
 



南極・北極の海氷変動 
季節変化の特徴 非対称性と変化の原因？ 

熱的・力学・地形 
 

気象庁， 2011 
季節サイクル：南極  長期傾向：北極 



北半球海氷の季節変化と変化傾向 

 

アラスカ大学IARC/JAXA データアーカイブ   
AMSR-E 北半球海氷域面積 



IARC/JAXA  IJIS データ  AMSR-E 北半球海氷域面積 

 



海氷の年数～厚さ 

• 多年氷（厚い、硬い、凹
凸、多雪）の減少 
 

2007年減少のインパクト 
• 面積は復活しても履歴

が厚さに現れる 
 

• 1年氷：薄い、割れやす

い、移動しやすい（自他）、
光を通す（水温、生態）、 

Ｄａｔａ： ＮＳＩＤＣ 
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2005，2008，2009年砕氷船観測の航路と期間 

2005年 「HEALY」 
 

2008年「雪龍」 

2009年「ルイサンローラン」 

9月上旬8月上旬 10月上旬

2005

2008

2009

観測時期 

海外の砕氷船観測に協力依頼 



融解時期 アラスカ～北極海147.5Eに
沿った南北トランセクト 

 
  Land snow    First-year Ice    Multi-year Ice 
  Melt/Freeze      M/F and O/C     M/F 

陸域と海氷域の融解・凍結開始のずれ  
海氷：融解開始は変わらない、終了遅くなる。融解の長期継続、夏の終わりの面積・氷厚減 
陸上：アラスカ北部では短期化。 

長期化 

変動小  
季節サイクル  

変動大  
break up影響 
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Modified after Stone (2006) 
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Atmospheric Observation 
Sites in the Arctic 



国際的なCO2観測網と北極域観測の状況 

温室効果気体に関する地球規模での観測ネットワークの状況 

・温室効果気体の地域による変動特性の違いがある。 

各地でのモニタリングを通じて、その変動を把握するとともに、放出・吸収に
関する観測取り組みが行なわれている。 



北極・ニーオルスン（79N）と南極・昭和基地（69S)における大気中のCO2濃度の変動 

環境条件（気温・降水量）の変動による大きな年々変化 
資料：極地研 森本ほか 

・北半球では大きな季節変化 
・化石燃料消費による経年増加 



北極・ニーオルスン（79N）と南極・昭和基地（69S)における 
大気中のCH4濃度の変動     資料：極地研 森本ほか 
 

・季節変化を伴って変動 
・北半球で高濃度 
・複雑な年々変動  
  ー2000年代初頭に濃度増加が停滞 
  ー2007年以降、再度上昇傾向 



Ny-Ålesund基地における北極 
オゾン破壊に関連した観測(1) 

• 1990年代から、ドイツ・アルフレッドウェーゲナー研
究所を中心とするオゾンゾンデ観測が継続中北

極域オゾンマッチキャンペーンによるオゾン破壊量
の定量化 

資料：中島英彰（国立環境研） 

2011年北極域で初めてオゾンホールの確認 



北極のオゾンホール 
  衛星観測＋オゾンゾンデ 
  上空大気の低温 ‐長期傾向？ ⇔ 対流圏温暖化 

2011年3月の北極成
層圏のオゾン減少 
 
Nature, 2011 

大気の流れ：極渦の強さ 



Ny-Ålesund基地における 
北極オゾン破壊に関連した観測 

• 1990年代から、ドイツ・アルフレッドウェーゲナー

研究所、名古屋大学、福岡大学によるライダーを
用いたPSCの観測を断続的に実施 

• 2008～2011にかけて、国立環境研究所などによ
る、大気放射やゾンデによるPSC観測 

資料：中島英彰（国立環境研） 



スカイラジオメーター観測における 
北極域のエアロゾルの光学的特性のデー

タ蓄積 
青木一真（富山大学大学院理工学研究部） 

矢吹正教（京都大学）、塩原匡貴（国立極地研究所） 

 春から秋にかけて、エアロゾルが減小する季節変化を観測 
 光学的厚さの増加は、ヨーロッパ等からの輸送される微粒子の影響 
 太陽放射観測なため、太陽が出ている時期しか観測出来ない 
 さらに、北極域の長期観測継続することにより、地球環境を変化をいち早く

知ることができる 

資料： 富山大 青木 他 



 

Kobashi 他, 2011 

1000年スケールで見た気温変動：  現在はどのような時期か？ 



環北極観測網の拡充・構築 

アイスランド 
スバールバル・ロングイヤービン 
      ・ニーオルスン 

観測網 
SAON (Sustainable Arctic Observing Network：持続可能な北極観測のネットワーク)  
・北極社会ならびに世界の環境変動に答 
えるべく最も良質なデータの取得。 
・現在の観測網の拡充 

カナダ・レゾ
リュート、ユーレ
カ、アラート 

ロシア・ティクシ 

アラスカ・バロー 



北極の観測データ 
・データレスキュー 
・北極環境研究コンソーシアム ＪＣＡＲ  2011.5～ 
  北極データの所在、回収・保存・利用の検討 
・文科省グリーンネットワークオブエクセレンスGRENE 
 北極気候変動研究事業  
   温暖化解明の研究課題  
   北極域データアーカイブ 2011-  極地研に設置   
  極域データセンター  アーカイブ の機能拡張。 
・GCW Global Cryosphere Watch      WMO-気象庁 

 Ｎｙ Ａｌｅｓｕｎｄ Ｐｈｏｔｏ： Ｔｏｙａｍａ Ｕｎiv, Ａｏｋｉ  




