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機関誌『測量』2007 年 1 月号 特集「南極」 
 

座談会「南極観測 50 年をふりかえって」 
― 測量における探検の時代から科学の時代への展開 ― 

 
この座談会は 2006 年 10 月 11 日に，日本測量協会において 2 時間にわたり行われました。機関誌『測量』2007

年 1 月号には誌面の都合上，話題の一部を抜粋して掲載しました（pp.15-21）。この「測量情報館」では，座談会

の話題の全てをお届けします。月刊『測量』2007 年 1 月号特集「南極」pp.10-46 を併せてご覧ください。 

 
 

座談会「南極観測 50 年をふりかえって」 
－ 測量における探検の時代から科学の時代への展開 － 

 
１． 南極の測地の始まり（第１次隊の活躍） 
２． わたしの南極測量 
３． 各露岩を結びつける三角網 
４． 極点旅行 
５． 雪氷研究への四等三角測量の導入と，隕石の発見 
６． 内陸地図の作成 
７． 人工衛星による測地・測図の時代の到来 
 

 
■ ご出席の皆様 （敬称略） 

渡辺 興亜  国立極地研究所名誉教授   ［司会］ 
柿沼 清一  元日本測量協会 理事 
上 田  豊  名古屋大学 環境学研究科 教授 
飯村友三郎  国土地理院 測地部 計画課 課長補佐 
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●渡辺（司会）： 1956 年に南極観測が始まって以来，この 50 年の間に南極観測は探検の時代か

ら科学の時代に変貌を遂げてきました（参照：特集「南極」pp.11-14「50 年を迎えた南極観測」）。 
本日の座談会は，昭和基地に最初の基準点を設けたところから，現在の人工衛星を使う最新の

測量技術に至るまでの展開を，時間に追ってお話し下さい（参照：特集「南極」pp.43-46「南極

観測における測量の 50 年」年表）。 
科学的あるいは技術的な話が中心になりますが，それぞれの時代における測量にまつわる話題

や，測量を行う上での苦労話など，今ではすっかり忘れられているけれども，当時ならではの話

があると思います。そういう話題を織り交ぜていただき，次代を担う人に，われわれはいかにし

て南極を人類にとって開かれた大地にしたか，ということを伝えたいと思います。 
それでは初めに，皆さんがどんな時代に南極と関わってきたか，その当時の南極観測における

時代的背景，そして，柿沼さんや飯村さんのように非常に測量に詳しい方や，上田さんや私のよ

うに測量の専門家ではないが測量の恩恵を受けた立場の者がいるので，それぞれ，測量との関わ

りが分かるように話してください。 
 
１． 南極の測地の始まり（第１次隊の活躍） 
●渡辺（司会）： まず，柿沼さんから，南極観測船「宗谷」で昭和基地に上陸した１次夏隊(1956-57)
の隊員らが，南極で行った初めての測量をご紹介ください（写真－１）。これは，柿沼さんが南極

観測隊に参加する１年前の話です。 

 

写真－１ 第１次隊が建設した昭和基地の建物 
 

●柿沼： 1956 年に初めて昭和基地へ上陸した１次夏隊が，現在位置を決めるための天文測量を

行いました。上陸後暫くは物資輸送で忙しく，なかなか天文測量をするところまでいかなかった

ようで，天文測量を始めたのは 1957 年 2 月になってからです。 
南極で位置を決めるのは天体を利用する以外にありません。星が見えればいいのですが，夏季

はいつも白夜で星が見えませんので，太陽を観測します。使われた器械はウィルドＴ２経緯儀で

す。また，大事なのは時計で，その当時は未だ水晶時計はありませんでしたので，ナルダンの三

針時計というクロノメータ（精密時計）が用いられました。 
●渡辺（司会）： ナルダンの三針時計は精度が良いと聞いていますが，その較正はどうしていた

のですか。 
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●柿沼： 時計の較正は，標準電波を受信して行っています。南極の場合には，主にハワイの標

準電波を受信して較正していました。ストップウォッチ形式ですから，１人で計時できます。 
●渡辺（司会）： 南極の太陽観測は，どうして正中時を挟んで行うのですか。 
●柿沼： 正中時を挟んで同じ間隔の時刻で観測すればほぼ太陽高度が等しい時に観測（等高度

観測）したことになり，太陽光の屈折による影響を小さくできます。また，正中時は太陽高度が

一番高いので，緯度の観測精度が良くなります。更に，気象条件の違う時に何回も観測するなど，

限られた時間の中で正確な位置決定のための数々の努力をしています。その結果は，非常に精度

が良かったと思います。 
一方，経度の観測精度は，いかに正確に計時するかにかかってきます。通常だと時計係が１人

付くのですが，計時をしてくれる人を割くほどの余裕はありませんから，太陽観測と計時を１人

で行いました。１次隊には測量関係の隊員は２人いましたが，１人は航空写真を担当しており，

手伝ってもらうわけにはいきません。他の人は輸送で手いっぱいといった状況でした。 
このような天文測量をしながら，オングル島の中に基準点を設置していきました。基準点の設

置は三角測量で行われました。距離の測量には，今もあるかどうか分かりませんが，簡便な２ｍ

の基準尺（サブテンスバー）が用いられました。基準尺の両端の角度を測って，間接的に距離を

求めるという方法です。 
また，高さの測量については，昭和基地付近の開氷面のところに杭を打って海水面を鉛筆で記

しておきます。そのすぐそばに三角点を設置しました。干満の差が少ないので，高さの測量精度

は良く，後の 5 次越冬隊(1960-62)で，北海道大学の大浦先生がネスオイヤで験潮をし，6 次夏隊

(1961-62)で験潮所から天文測量点に水準測量をしたところ，数㎝の精度だったことが確認されて

います。 
●渡辺（司会）： 昭和基地の裏の岩山に基準点がありますね。1957 年 1 月 29 日に西オングルで

上陸式を行っていますが，そこに基準点を置かず，昭和基地に基準点を設けたのは何か意味があ

るのですか。 
●柿沼： どこに基準点を作ってもよかったのですが，三角測量は基準点間が見通せる所でない

とできませんから，昭和基地の小高い丘の上を選んだのだと思います（図－1，写真－２）。 

昭和基地
三角測量網図

 
図－１  昭和基地三角測量網図 
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（１）昭和基地の小高い丘に設けられた基準点       （２）基準点の金属標 
1957 年 2 月 2 日に１次隊が十字を刻んで測量し，４次隊(1960-1961)が金属標を設置した。2 次隊

（1957-58）が設置しようとして 1958 と刻印された金属標を準備したが，上陸できなかった。そこで

４次隊が，この金属標を埋設した。 
写真－２ わが国が南極で初めて設置した昭和基地の基準点 

 
●渡辺（司会）： 基準点を置いた瞬間が，南極の測地の始まりですよね。基準点を埋め込んだ記

念すべき日は，いつですか。 
●柿沼： 2 月 2～４日に観測していますから，天測点を決めたのは 1957 年 2 月 2 日です。１次

隊は金属標を持って行かなかったんで，４次隊が埋設しました。そこを基準点にして，昭和基地

付近の地図が平板測量で作られました。当時は，航空写真を撮ったら，その日の内に現像・焼付

けして，様々な活動に使いました。現像用の水は，イオン交換器を使っていました。初めの頃の

偵察用の航空写真（斜写真）は，オングル島よりも，沿岸地域がたくさん写っています。おそら

く，沿岸に基地を置こうという計画だったのではないでしょうか。しかし，輸送作業の途中で，

東オングル島に昭和基地を設けることになったのだと思います。 
 
２． わたしの南極測量 
■ 柿沼隊員（第２，３，４，６，９次隊） 
第２次隊の測量 
●柿沼： 私は国土地理院に入って，初めは写真測量の課にいましたが，途中で測地測量に変わ

りました。南極観測が始まった頃，たまたま地磁気測量を主にやっていました。これが，南極へ

行くきっかけになったと思います。地磁気は東大の担当でしたが，もう１人必要ということで指

名されました。 
 私が参加したのは２次夏隊（1957-58）からで，もっと正確に天文測量しようというのが目標で

した。正確に天文測量するには子午儀を使う必要がありますが，相当に大がかりになるので，南

極の当時の状況からは困難であったと思います。 
２次隊になってからは振子による重力測定も始まりました。この計画を実行するため，２次夏

隊には国土地理院は測地担当を含め５名の隊員を派遣しましたが，昭和基地に上陸できませんで

したので，南極での測量は殆どできませんでした。けれども，振子による重力測定は東京―シン

ガポール―ケープタウンの往復で行ない，また，地磁気測量も東京から昭和基地までの間の往復
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の海上で行いました。 
 

第３次隊～第６次隊の測量 
●柿沼： ３次隊（1958-60）になると，ヘリコプター輸送が行われるようになり，輸送効率が格

段に良くなりました。しかし逆に，飛行機があまり運用できなかったので，航空写真は少ししか

撮影されていません。というのは，ヘリコプターによる輸送と航空撮影用の飛行機を同時に運航

するのが非常に難しいからです。その後，４次隊（1959-61），５次隊（1960-62）ともに，飛行

機は持って行きませんでしたので，航空写真は全く撮影していません。このままだと，地図を作

るのは難しい状況でしたが，その間に基準点測量は，ほぼ計画どおり進んでいました。 
 ６次夏隊（1961-62）は通称「戸締り隊」と呼ばれ，昭和基地が閉鎖される年でしたので，機動

力を大幅に測量のほうに回してもらうことができました。航空写真が今までになくたくさん撮れ，

当初計画の地図作成の範囲をカバーすることができました（写真－３）。 

 
写真－３ 輸送用ヘリで運ばれる空撮用飛行機セスナ 

 
基準点も，外国隊が設置したものも加えて，地図作成に充分な数を得ることができました。６次

隊は昭和基地を閉鎖するための隊でしたが，測地と航空写真測量に関しては最高の成果を得るこ

とができ，地図作成の基盤が整備されたと思います（参照：特集「南極」pp.32-34「南極地域に

おける空中写真撮影及び地図作成」）。また，懸案であった振子による南極の重力測定も６次夏隊

で実施しています（写真－４）。 

 

写真－４ GSI 型重力振子（本体） 
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●渡辺（司会）： 柿沼さんは「宗谷」時代に随分活躍されていますが，何次隊に参加されたので

すか。 
●柿沼： 「宗谷」の時代は，2，3，４，6 次隊の 4 回です。当時の測量隊員は皆，夏隊です。

「ふじ」の時代の７次越冬隊（1965-67）から測量隊員も越冬するようになりました。 
私の担当分野は，最初の頃は地球物理でした。２次夏隊の時は，どういうわけか，名前の上に

付けられる担当分野の表示が，「地球物理」という一語でなく，「地磁気，地震，夜光，宇宙線」

と書かれているのです。「そんなことお前は全部できるのか」と言われました。どうも，文部省（現・

文部科学省）が何かの都合から付けたようです。実際に南極で担当したのは，地磁気と測地，重

力です。 
その後，「ふじ」の時代の９次越冬隊（1967-69）にも参加し，極点旅行しました。これについ

ては，また後でお話します。 
●渡辺（司会）： 柿沼さんの話を伺っていると，初期の頃は探検そのものという感じですね。 
（参照：特集「南極」pp.24-27「「宗谷」および「ふじ」前期の時代における測量」） 
 
■ 上田隊員・隊長（第１０，２６，３６次隊） 
●渡辺（司会）： では，次の時代の 10 次隊から参加された上田さん，自己紹介をお願いします。 
●上田： 最初に参加したのは 10 次越冬隊(1968-70)でした。ちょうど日本では大学紛争が盛ん

で，大学の修士課程に入学したばかりだったのですが，直ぐに休学して越冬隊に参加しました。

ですから雪氷学はちょっとかじった程度でした。その時の仕事は，渡辺さんが青年の頃に画策し

た「みずほ高原氷床の雪氷収支とその消長に関する観測」で，氷床の流動速度を精密に測る必要

がありました。雪氷研究では精密測量の経験がなかったのですが，国土地理院の方々の協力によ

って，われわれも広大な氷原を三角鎖でつないでいくためのトレーニングを受けたおかげで，現

地で実行できました。測量という技術を用いて雪氷に関する非常に貴重な知識を得るという，そ

の後のプロジェクト研究の一つのスタイルが定まったと思っています。 
 ２回目に行ったのが 26 次越冬隊（1984-86）です。10 次越冬隊(1968-70)の時の測量トレーニ

ングの経験を生かして，ヒマラヤの調査などでも測量技術を使っていたのですが，26 次越冬隊で

は「東ドローニングモードランド雪氷観測計画」という第Ⅱ期広域雪氷計画の測量旅行をしまし

た。その頃には人工衛星による位置決定システムが出来ていました。10 次越冬隊の時は広大な氷

原を三角鎖でつないでいくという苦労をしたのですが，26 次越冬隊で行ったときは，人工衛星で

位置決定できるという測量技術の進歩に驚かされました。 
●飯村： その当時は未だ GPS がなく，NNSS という位置決定システムで，JMR やマグナボッ

クスというメーカーの機器が使われていたと思います（写真－５）。 
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写真－５ NNSS 観測装置（JMR-IVA） 
 
●上田： 当時，外国の無人気球による内陸測高観測で，昭和基地の後背部に南極で二番目に高

い海抜 3700m 台の氷床ドームの頂上があることが分かっていました。将来，ここで深層掘削を行

う構想が練られていたのですが，そのドームが，どの場所にあって，どれだけの高さかがわかっ

ていなかった。 
ドームというと，目の前に高まりが見える感じを受けると思いますが，南極では例えて言うと，

海の上を航海しながら水平面の中のどこが高いかを探り当てるようなもので，それに測量技術を

生かすことが出来たわけです。 
その 10 年後に 36 次夏隊(1994-95)で行きましたが，その間に「ドーム計画」が実現したので，

最初の越冬隊を送り込むための安全確認と越冬にゴーサインを出すという仕事を行い，最初の越

冬隊を残してきたわけです。 
●渡辺（司会）： 上田さんからは，10，26，36 次隊と，雪氷観測の発展の道筋の概略をお話し

いただきました。 
 
■ 飯村隊員（第２９次隊） 
●渡辺（司会）： それでは飯村さんから，新しい時代の測量の専門家としてお話をお願いします。 
●飯村： 1987-88 年の 29 次夏隊に参加し，昭和基地の西南西 700km くらいのところにあるセ

ールロンダーネ地域で基準点測量，重力測量，地磁気測量をやりました（写真－６）。 

 
写真－６ セールロンダーネ山地（空中写真撮影中） 

 
 



 8 

先ほど柿沼さんから天文測量のお話がありましたが，当時は，天文測量から人工衛星による位置

決定システムに代わってきた時期です。上田さんたちが雪氷計測で使っていた NNSS という人工

衛星を使って経度緯度を決定するということを私も行っていました。天文測量ですと数時間野外

の寒いところで測量をしないといけないのですが，人工衛星を使うことによって，極寒を避けて

測量できるようになり，少し楽になりました。ただ，NNSS は米国の衛星航法システムを利用し

ており，測量成果として使えるような正確な位置出しには，４～５日間同じ場所で連続観測しな

いといけません。ですから，全ての基準点の座標をこの NNSS で測量するのは無理なので，NNSS
で計測した経緯度を基点として光波測距儀とウィルド T2 経緯儀を使ってトラバース測量を行う

方法をとりました。そうなりますと，原点となる NNSS の基準点の他に，方位角が必要になって

きます。ところが，方位角については相変わらず太陽を観測して求めているといった状況でした。

この方位角の決定には２時間ほどを要しますので，南極の斜面下降風が非常に強いセールロンダ

ーネでの観測では，寒さと突風をどのように防ぐかといったことが最大の課題でした。セールロ

ンダーネの山頂は風が特に強く，山から落ちるんじゃないかと不安になるぐらいの突風が吹き，

非常に苦労してトラバース測量をしたと記憶しています。 
●渡辺（司会）： NNSS の精度はどれくらいですか。 
●飯村： 放送暦（計算で求めた人工衛星の予報の軌道情報）を使うと現地でも計算できるので

すが，精度は数十ｍです。精密暦（人工衛星が実際に通過した軌道情報）を使うと，だいたい数

メートルの精度で位置決定できます。一般に NNSS からの電波を 60 回位受信して，精密暦を使

うと１ｍ位の精度になると言われていました。 
 
■ 渡辺隊員・隊長（第１１，１５，２９，３５次隊） 
●渡辺（司会）： 私は大学院の頃から何とか氷床雪氷研究をしたいと考えていました。そして，

最初に南極へ行ったのは 11 次越冬隊(1969-71)で，次が 15 次越冬隊(1973-75)です。次に，29 次

越冬隊(1987-89)で隊長として行った時には，飯村さんがおられました。その後の 35 次夏隊

(1993-94)の時には，GPS の時代を目の当たりにしたという感じです。このように私の経歴は，ち

ょうど柿沼さんと飯村さんの間を繋ぐような形です。 
私は最初，実は 9 次越冬隊の隊員の候補だったのですが，最後の最後で落っこちてしまい，柿

沼さんと一緒に極点旅行には行けなかったんです。極点旅行の壮大な計画や準備状況を目の当た

りにして，もしこの計画が成功すれば，われわれはもっと内陸に展開できるのではないかと感じ

ました。直ぐに研究チームを作り，雪氷観測計画などを立案しました。その頃，大学院の学生だ

った上田さんもその１人です。10，11 次隊で氷床の流動と氷床に雪が年々どのくらい積もるか（堆

積速度）という広域観測を本格的に行い，そして，再観測を 14，15 次隊で行うというものです。

そのうち私が参加したのは 11 次越冬隊(1969-71)と 15 次越冬隊(1973-75)で，上田さんは 10 次越

冬隊(1968-70)に参加して，その計画を実行しました。サンダーコックヌナタークというところが

あるのですが，そこを不動点としました。そこからの観測線は非常に距離が長いため開放トラバ

ースで測量しました。1970 年代の「エンダービーランド雪氷計画」に続いて，1980 年代には「東

ドローニングモードランド計画」が立ち上がり，内陸の「みずほ基地」で中層掘削を行いました。

そういうことをやりながら，当時既に計画が作られていた「ドームふじ」での掘削のために，白

瀬氷河流域の最高地点を見つけてもらう計画を 26 次隊(1984-86)にお願いし，その成果によって
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33 次隊(1991-93)から「ドームふじ深層掘削計画」に着手しました。私が隊長だった 35 次夏隊

(1993-94)の時には，三代目の南極観測船「しらせ」が初めて昭和基地に接岸できない事態となり，

非常に苦労しましたが，35 次越冬隊(1993-95)の努力でなんとかドーム基地の建物を作ることが

出来ました。そして，翌年の 36 次夏隊(1994-95)には上田さんが隊長としてドーム越冬の安全を

確かめて，そこから新しい時代の雪氷計画が始まりました。 
このような経歴で，南極観測 50 年間のうちの 40 年間くらいに関ってきたことになります。 
 

３． 各露岩を結びつける三角網 
●渡辺（司会）： 皆さんの南極での測量との関わりについてお話しいただきましたので，ここか

らはテーマを決めてお話しいただくことにします。まず柿沼さん，「宗谷」時代の 2 次隊から 6
次隊までの間に行った，各露岩を結ぶ三角網の話をお願いします。 
●柿沼： 昭和基地の測量原点は東オングル島の天文測量点です。この原点と大陸露岩の基準点

を多角測量で結ぶためには，その点間の距離測量が必要です。３次隊(1958-60)からテルロメータ

ーとかエレクトロテープといった，電波による距離測量の器械を使って遠くまで測れるようにな

りました（写真－７）。 

 
写真－７ 電波による距離測定 

 
その結果，昭和基地から見えるところにある基準点を結ぶことができましたが，輸送力の関係等

で全ての基準点を結ぶことはできませんでした。 
大陸沿岸の露岩上の測量は，ヘリコプターで朝方に出かけて夕方に帰るという限られた時間内

に天文測量から三角網の観測までを行いますから，各露岩によって天文測量する時間の差などで，

精度が異なるのはしかたがないことです。ですから，各露岩の基準点を是非とも結びたいと考え

ていたわけで，部分的には露岩の三角網は結ばれていましたが，昭和基地とは結ばれていません

でした。それが出来るようになったのは，光で距離を測る測距儀が出てきた 12 次隊(1970-72)以
降です。光波測距儀の登場によって全ての基準点を昭和基地の原点と結びつけることができるよ

うになり，高精度な基準点網が完成されました（図－２）。 
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露岩地域の
基準点網

 
図－２  露岩地帯の基準点網図（網が結合された図） 

 
●渡辺（司会）： 南極観測船「宗谷」の頃というのは，独立した基準点をいくつか設けて，それ

ぞれ独立した三角網を作った時代と言えそうですね。測地屋としては，全ての基準点を昭和基地

の原点と結びつけたかったわけだ。 
●柿沼： 少なくとも南極で日本が地図を作っている範囲の基準点については全て連結したいと

考えていました。 
●渡辺（司会）： 要するに「宗谷」の時代は距離測量技術に問題があったのでしょうね。測地屋

としての願望があっても出来ないという，当時の技術的な限界だったのでしょう。けれども今は，

もう全ての露岩は一つに結ばれているのですか。 
●飯村： 今は全ての基準点が連結されています。GPS の連続観測点が昭和基地に出来てからは，

そこを実質的な原点という扱いにしました。その原点と各露岩は同時に GPS 観測を行うことがで

きますので，位置が高精度に求まります。 
先ほど上田さんが話された 26 次隊(1984-86)の頃の NNSS の場合も天文測量の頃と同様で，あく

までも独立して観測されています。天文測量の時代よりは誤差は少ないのですが，それでも数ｍ

ぐらいずれている状況でした。ところが，GPS が登場してからは，基準点の結合の精度が大幅に

向上しました（写真－８）。（参照：特集「南極」pp.36-37） 

 
写真－８ 露岩域での GPS 観測 

 
●柿沼： 測距儀で距離を測ったり，経緯儀で角度を測るには，目標が見えないとできないが，

GPS は向うの点が見えなくてもよいというところが革新的です。昔，測量専門技術認定資格の受

験者に，「一番出現して欲しい測量器械は何ですか？」というアンケート調査をしたら，「こちら
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から山の中腹を通して向こうが見通せる器械がほしい」と書いてありました。当時は「そんなの

無理だ！」と一笑に付されてしまったのですが，今や，GPS はその夢を実現してしまった。 
●飯村： 人工衛星による測量が出現して，もう一つ大きく変わったのは，地球の大きさと形な

どを規定する測地基準系です。天文測量の頃は「測地基準系 1967」を使っていたのですが，NNSS
では「WGS72」を使っています。天文測量と NNSS では基準が違いますので，全くバラバラの

経緯度になってしまいます。そこで，昭和基地の天測点（天文測量点）で NNSS 観測を行い，両

測地基準系でどれだけの差異があるかを求めました。きちんとした座標変換パラメータで新しい

座標値を計算し，基準を統一しました。（参照：特集「南極」pp.35-36） 
●渡辺（司会）： 人間の目では見えないけれど，今は非常に広い範囲で座標が繋がっているわけ

ですね。 
 

４． 極点旅行 
●渡辺（司会）： ではちょっと古い時代に戻りまして，南極観測船「ふじ」時代に 8 次隊の支援

を受けて９次越冬隊(1967-69)が行った極点旅行の話を，柿沼さんお願いします（図－３）。 

 
図－３  昭和基地と南極点 

 
●柿沼： 昭和基地は，1962 年から数年間閉鎖されていたのですが，1965 年から再開しました。

「極点旅行は，基地再開の一つの目玉としてやるんだ」と村山雅美隊長から聞いていました。村

山隊長から急に呼び出されて，「極点旅行に参加しろ」と言われました。「何をやるんですか」と

聞きましたら，「地磁気と重力もあるけれども，航法もやれ」と言われました。「航法はやったこ

とがありません。測量はやるけれども航法は分からない」と言ったら，村山さんは「測量をやる

人間がなぜ航法ができないんだ」と言うのです。「そういわれればそうだよな」と何となく納得し

てしまいました。極点へ行きたいという願望と，南極の氷の上でも「三脚にトランシットを据え

て測量できるなら，たいがいのことは何とかなるさ」という感じがありましたので，「やります」

と返事しました。 
昭和基地を出発したのは9月28日です。通常の内陸観測活動は11月頃から出発するのですが，

極点旅行には 5 ヵ月の日数が必要だということで，かなり早目の出発でした。ところが，やはり
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早すぎて，雪が柔らかいため重い橇がなかなか進まない。何回もチャージングする。このままで

本当に行けるのかと雪上車の隊員は心配ばかりしていました（写真－９，１０）。 

 
写真－９ 南極点を目指して旅行中の雪上車の隊列 

 

 
写真－１０ 南極点旅行に参加した隊員 11 名。ルート中で一番高い富士峠（海抜 3776m）で，

村山隊長を中心に記念撮影 
 
位置の確認は，途中で何度も行いました。先ほどもお話したように，私は航法の知識がないの

で，勉強のために水路部（現・海洋情報部）へ行き，色々な極地航法を教えてもらいました。だ

けど，余りはっきりと納得できず，「普通にトランシットで測ればいいじゃないか」と，そういう

感じでした。船の航法はとてもよく出来ていて，色々な表が作られていました。そのまま使えば

位置が出るという感じでした。そこで，水路部にお願いして，極点旅行のルートとだいたいの所

要日数から予測した表をこしらえてもらいました。それを南極に持って行ったのですが，結果的

には殆ど使いませんでした。現場では使い慣れたトランシットで太陽を測り，電卓が未だ無い時

代でしたから対数表のページを繰って計算する作業を繰り返しました。 
太陽高度の高くなる昼には必ず 2 回測るようにしましたが，一番気掛かりだったのは，太陽の

観測時間が非常に短いということです。また，太陽高度が低いため異常な屈折が起きることがあ

り，その影響を避けるのはなかなか難しいので，「それはしょうがない」というつもりでいました。 
それと，トランシットがうまく動いてくれるかというのも心配の種でした。なにしろ，マイナ
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ス 50℃のところにずっと晒しているのですから。でも，その心配は杞憂でした。マイナス 60℃
近くになっても，ちょっと重くなったかなという程度で，非常によく動いてくれました。 
ただ，太陽高度が低く，気泡を合わせる時に太陽の光がまともに目に入ってきて雪目になって

しまいました。また，風上の太陽に向かって観測をすることも多く，顔は凍傷だらけになってし

まいました。 
●渡辺（司会）： 位置を決めるために測るわけですよね。朝に測って，昼もまた測るわけですか。 
●柿沼： 緯度が一番正確に測れるのは昼なんです。南極では 12 時頃の太陽は殆ど同じ高さのと

ころを回っていますから，時計に多少の誤差があってもよいので，緯度の観測に適している時間

帯です。 
航法でもう一つ大事なのが雪上車の進む方向を決めることです。そのためにどうするか。われ

われはジャイロを使いました。だけどフリージャイロでは高緯度になると大きくドリフトし，し

かも不規則なので補正できません。しかし，何らかの基準を与えてやればドリフトは止まるので

す。そこで，地磁気を基準にすることにしました。極点つまり南緯 90°に行くのであって，磁極

に行くわけではありませんから，方位決めに地磁気が十分に使えます。ところが極点付近では，

偏角の変化が激しい。そこで，天文測量による現在位置の確認と同時に地磁気を測り，経緯度と

偏角を計算し，隊長に報告して，次の進路を決めるようにしました。地磁気のセンサーは雪上車

の上１m くらいのところに付け，雪上車自体の磁性の影響を少なくしました。また，出発前に雪

上車を回して，車体による影響をチェックしました。 
●渡辺（司会）： 航法にはアストロコンパスを使ったのですか。 
●柿沼： われわれはアストロコンパスでなく，油液に浮かんでいる丸い円盤の形をしたマグネ

ットコンパスを使いました。 
●渡辺（司会）： 極点旅行では随分丹念に位置観測をされたようですが，要は，正中方向を確認

すればいいのですよね。少々旅行ルートは曲がってもよいから，コンパスでだいたいの方向を決

めて進めばよいのではないかと思うのですが。私たちの内陸調査の時は，マグネットコンパスで

方向を決め，100ｋｍ進む毎に天文測量して位置確認しただけです。毎日，測量するのでは大変で

すよね。 
●柿沼： 毎日，天文測量しました。というのも当時は，位置の信頼度を高めるには観測数をか

せぐ以外にはないという判断をしていました。他の隊員からは，「まだ，やるんですか」なんて言

われてね（笑）。とはいえ，移動中の方向の確保は，「今日の正中時刻は何時何分（旅行隊は昭和

基地時間を使用）だから，その時刻に自分の影がある方向を確かめろよ」といった具合です（写

真－１１）。 



 14 

 
（１） 南極点に到着         （２） 南極点での天文測量 

写真－１１ 南極点 
 
●渡辺（司会）： 極点旅行で一番大変だったのは天文測量ですか。 
●柿沼： 天文測量以上に大変だったのは，自然電波（VLF）の観測でした。橇の振動でアンテ

ナの断線が頻繁に起き，苦労した程には，成果は上がりませんでした。 
●渡辺（司会）： 極点旅行から帰ってきた油まみれになった柿沼さんたちを昭和基地で迎えたの

が上田さんですね。 
 
５． 雪氷研究への四等三角測量の導入と，隕石の発見 
●上田： 私が参加した 10 次越冬隊(1968-70)から，今まで雪氷観測が行ってきた測量のスタイ

ルとはかなり違う精密測量になりました。それで国内の鹿野山測地観測所や南極の現地で国土地

理院の増田さんらにトレーニングしていただき，１辺が 2～4 ㎞の三角形を 162 個つないで，全

長約 250 ㎞の三角鎖を測量しました（図－４）。 

 
図－４  やまと山脈への 250km の三角鎖 

 
白瀬氷河流出口の 200～300 ㎞上流の南緯 72 度線に沿って，白瀬氷河へ流れ込む氷の流動速度を

測ったわけです。この時初めてウィルド T2 経緯儀や，エレクトロテープという電波測距儀を使
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いました。測角の目標は昭和基地の機械担当の隊員が作ってくれた高さ 3ｍくらいの三脚のやぐ

らの頂部です。そこに赤い小さな筒を溶接してくれて，それを覗いていました（写真－１２，１

３）。 

 

写真－１２ 電波測距儀（エレクトロテープ）による測量風景 
 

 
写真－１３ ウィルド T2 経緯儀による測量風景（三脚上に赤い筒の測標がある） 

 
地吹雪があったり，地形がちょっと高まっていたりすると見えにくくなってしまうので，目標が

高くなるようにしたのです。その時に行った測量は，日本の基準でいうと四等三角測量です。ぼ

くらは何等がどれくらいのレベルを意味するのかピンとこないのですが，当時の国鉄普通車両は

三等だったので，四等は普通以下なのかなと思っていました（笑）。だけど，四等三角測量は，こ

れまでの雪氷研究者が経験したことがないような精密な測量でした。輪盤 2 対回の測角の観測

差・倍角差とか，三角形の内角閉合差とか色々な制限をつけて，その範囲内に入らなければやり

直すという本格的な測量でした。結局，250 ㎞を 37 日間で，うち 10 日ほどはブリザードによる

停滞だったのですが，やまと山脈を目指して東から西に向かって南緯 72 度線上を進み，やまと山

脈の南東部にあるヌナタークの不動点に繋いだのです（図－５）。 
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図－５  第 10 次隊，14 次隊の内陸旅行ルート図（ルート A に三角鎖が設置された） 
 
ここも飯村さんの話にもあったのと同様で，露岩地域の山頂はものすごい風で，手持ちの風速計

で測ると秒速 20ｍもありました。三角測量ですから，真っ直ぐに風上に向かって測らないといけ

ない目標もあり，三脚の足元を大きな石で押さえて，ブルブルふるえるウィルド T2 を使って，

何とか誤差の制限範囲内に収めて，測量を終えました。 
４年後に 14 次越冬隊(1972-74)が再び測量して変化量を求めると，この 250 ㎞の間の氷床の流動

速度は遅いところで 2ｍ／年，早いところだと 20ｍ／年であることが分かりました。また，氷床

表面は平均して年間で約 70cm も沈下していました。つまり，これだけ氷床自体の氷の厚さが減

っているということが判明したわけです。白瀬氷河流域の底は，上にある氷の重さのため，圧力

が高いほど融点が 0℃よりマイナスのほうに下がり（圧力融解点という），マイナスの氷温でも氷

が溶けて水になります。水の膜ができるため，白瀬氷河下流域の氷の流出速度が速くなり，その

結果，氷床が薄くなっているのではという議論がなされました（図－６）。（参照：特集「南極」

pp.28-31「氷床観測における本格的測量法の導入」） 

 
図－６  2 回の測量により求められた流動速度分布図 
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●渡辺（司会）： 白瀬氷河の上流域にはクレバス帯が何本かありそうですが，そういう所を避け

るようにルートを選んで三角鎖を作っていくのは，大変な苦労だったでしょう。 
●上田： 南緯 71 度線に沿ったトラバースルートでは，やまと山脈に近づく前まではクレバスの

心配は無かったです。しかし，帰りに使った 110 ㎞ほど南寄りの南緯 72 度線のルートは，結構，

注意が必要でした。 
●渡辺（司会）： そのルートは旅行隊の先頭車が決めていくのですか。 
●上田： ええ，そうです。幸いなことに，絶望的なクレバスはなかったのです。クレバスの多

くは幅が狭かったので，雪上車をクレバスに直角にして渡れば問題はなかったです。 
このルート探索の副産物が隕石の発見です。三角鎖測量の最終段階で，やまと山脈に近づいて

測量ルートを探している時に，「これは隕石ではないか」という隊員がいて，先頭車で目を凝らし

て見ると，「ここにもあった」「ここにもあった」というわけです。露岩帯でない雪の上にポロン

と石があったのを「隕石ではないか」と最初に察した隊員は偉かったと思います。考えてみれば

当然で，露岩よりも上流に石があるわけですから。そういうことが分かったので，その後の隊で

も次々と見つかり，これまでに１万 6 千個を超える隕石が発見されました。 
●渡辺（司会）： 隕石発見の切っ掛けになったのが，測量のルート探しの時だったという裏話で

すね。測量をしていなかったら隕石には気がつかなかったかも知れませんね。 
●上田： そうですね，それまでにもやまと山脈周辺を調査した隊（4 次隊，5 次隊）があるにも

かかわらず，われわれが見つけたというのは，確かにそういうことかもしれません。 
●渡辺（司会）： 四等三角測量といえども，素人が測量するのは難しいと思うのですが，誤差が

大きすぎて再測した割合はどれくらいだったですか。 
●上田： ２割くらいあったでしょうか。でも，再測のために行程が大幅に遅れるということは

なかったと思います。 
●渡辺（司会）： 11 次隊の時は，国土地理院の吉村愛一郎さんが越冬隊(1969-71)に参加されま

した。われわれはやまと山脈の反対の方向（東方向）に行って，日本人は誰も行ったことがなか

ったサンダーコックヌナタークという所に辿り着き，そこから開放トラバースを行いました。開

放トラバースでは真っ直ぐに進んでいくと，誤差が少しずつ累積していくので，一日の最後には

吉村さんが太陽で方位角を観測し，誤差を修正していました。200 ㎞ほど進んだのですが，ルー

トはクレバスだらけで，よくぞあんなところに行ったなと思うぐらいに危険なところでした。三

角鎖を作ろうとしても安全なルートがとれなかったでしょう。このような危険を冒したのですが，

残念ながら，私たちは再測に失敗したのです。というのは，その 200 ㎞のうちの半分の 100 ㎞は

ものすごく雪の多いところで，4 年後の 15 次越冬隊(1973-75)の時に再測に行ったら，雪の上に

５㎝ほど出ている竹の竿（一番長い 5m くらいの竹竿を 3m 以上出していたが雪面に出ていたの

は５㎝程だった）を見つけたのが最後でした。そこから先には，いくら探しても標識の竹竿が見

つからなかったので，これでは駄目だということになったのです。そこで積雪層の断面を観察す

ると，１年間の降水量が１ｍ程もありました。地形の関係で雪が溜り易いところだったんですね。

それがわかったのも一つの成果だったのですが，われわれの当初計画は失敗したのです。でも，

やまと山脈で，流速や表面の変動を非常に良い精度で観測できたのは，国土地理院の測量技術者

とわれわれ雪氷研究者が非常に良いコンビネーションで観測が行えたからで，そのことに関して

非常に感謝しています。 
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この時に，雪氷学の分野に四等三角測量という，われわれにとっては相当に高度な測量技術が

導入されたわけです。この時に使ったウィルド T2 をわれわれは非常に愛して，各雪上車に１台

ずつ配備して，車の振動を受けないように色々な工夫をして内陸旅行に持って行きました。 
●柿沼： その当時の計算は，どうしていたのですか。 
●渡辺（司会）： 15 次越冬隊(1973-75)の頃は，天文測量した後の計算は手回しのタイガー計算

機を用いていました。関数計算機が入ってきたのは，その後の 18 次隊(1976-78)とか 19 次隊

(1977-79)の頃になってからです。 
●柿沼： 図体の大きな電卓が売られていたけれど，あれは四則演算しかできなかった。関数が

組み込まれているものはえらい高くて（笑）。 
●飯村： やまと山脈の測量トラバースの時に埋め込んだ竹竿やポールはなくならなかったので

すか。裸氷帯ですと，強風や氷の昇華によって，竹竿が軒なみ無くなっていたという経験をして

いるのですが。 
●上田： あの辺りの雪は，積もっても風で飛ばされるだけで融けるということはなく，竹竿は

長持ちしましたね。 
●柿沼： 赤白のポールの断面が楕円形に削られているのを見たことがありますね。風のせいだ

と思うけれど。 
 
６． 内陸地図の作成 
●渡辺（司会）： これからは，内陸の地図を作る話に移しましょう。今なら衛星写真とか GPS
を使って簡単に地図を作る技術が実現しているけれども，それが登場する少し前の時代に，雪氷

研究のために色々な方法で内陸地図を作ったわけですが，その辺の話を上田さんにまとめて話し

てもらいたいのですが。 
●上田： これまでのわが国の旅行隊のトラバース測量や気圧測高，米国の研究者が気球で測

った高さデータ，外国の旅行隊のデータなどをプロットした，沿岸から「ドームふじ」に至る付

近一帯の地図を渡辺さんから渡され，「上田君が等高線を引けば皆からは文句がでないから，君が

引け」と言われました。そこで，等高線を目分量で，そこに書き込まれているデータの信頼度を

勘案しながら，できるだけスムーズになるように引きました。等高線は表面の最大傾斜線に直交

していると考えられますから，観測できる 5～6 ㎞先までの最大傾斜線を地図上にずらっと並べ，

これに直交するように描いていきました。 
●渡辺（司会）： 標高を精度よく測るのは難しいと思うのですが，極点旅行の時には標高はどの

ようにして測ったのですか。 
●柿沼： 標高はポーリンの気圧高度計を使って２㎞ごとに観測しました。使用した気圧計には

器械ごとの差があるため，たくさんの気圧計で測って平均を求めればよいのですが，そうもゆか

ないので二台の雪上車に気圧計を一つづつ載せ，一定間隔で同時に測りました。また，車の中だ

と気圧が変わるので，測るときには必ず野外で行うようにしていました。高さを測るには，高層

気象の気圧変化のデータで補正すれば精度が良くなるのですが，高層気象データは無いため，精

度上の限界がありました。「気圧計１個で高さを決めて飛行場を作ったら，飛行機は滑走路の地下

にめりこんでしまった」という冗談が本当だった頃の話です（笑）。なお，アメリカ隊は，短いイ

ンターバルでたくさんの気圧計を使って測っていたようです。 
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●渡辺（司会）： 僕らが「エンダービーランド雪氷計画」や「東ドローニングモードランド計画」

で観測旅行をした時は，気圧測高する車両を決めて，４ないし５台のポーリン気圧高度計で測り，

器械毎の性能差の影響を小さくするため，その中の一番はずれたデータを外して平均値を求めま

した。この方法で行き戻りして閉合差を求めると大きい時で 200ｍくらいの差が出てくるのです

が，それを比例配分すると実用上は問題なかったです。 
●柿沼： 閉合差を求めたデータは観測した月日が違うと思うのですが，だいたい何日ぐらいで

戻ってくるのですか。 
●渡辺（司会）： 「エンダービーランド計画」の時は，Ｓ16 を出てＳ16 に帰ってくるまでの総

延長 3000 ㎞を 3 ヵ月かけて行き戻りしました。「みずほ」を出て「みずほ」に帰ってくる場合は，

総延長 1000～2000 ㎞で 1～2 ヵ月位でしょうか。 
この期間中，われわれにとってポーリン気圧高度計は，友みたいなものだったですね。「ウィル

ド T2 とポーリン気圧高度計を友にして旅をする」という感じでした。（写真－１４） 

 
写真－１４ 内陸旅行で移動中の雪上車 

 
南極氷床はその存在自体が気候現象で，長期間ではかなり変動します。先ほどのやまと山脈の

三角鎖の場合には，４年間で雪面の高さが毎年 70cm も低くなっています。それぐらいの変化が

あるのです。色々な小縮尺地図が作られるけれども，小縮尺では南極氷床の変動はほとんど分か

りません。必要に応じて，もう少し縮尺の大きい氷床内陸部の地図を作る必要があると思うので

す。これは，測地・測図の立場からいうと，これからどうなるのでしょうか。 
●飯村： 2006 年１月に ALOS（だいち）という陸域観測技術衛星が打ち上げられ，2006 年の

10 月から本格的に稼働を始めています。この衛星を利用した技術を使うと，デジタル標高モデル

（DEM）などを作成できます。1992-1998 年に稼動した JERS-1（ふよう 1 号）という人工衛星

を使った例でも，標準偏差が 15～16ｍぐらいで南極内陸の DEM を作ることができたという報告

もあります。ALOS の技術を使うと，今までにある地図よりも精度の高いものを，比較的簡単に

作れるだろうと考えています。 
●渡辺（司会）： ALOS（だいち）を使うと，ある程度正確な地形図を作れる可能性があるとい

うことですね。 
われわれの雪氷研究でどうして地形図が必要かというと，「ドーム計画」は，氷床の頂上でボー

リングすることが非常に重要だからです。氷床流動モデル（図－７，８）から考えると，降り積



 20 

もった雪が氷床底まで鉛直に沈降していくところだと言えるので，氷床の頂上は深層ボーリング

の最適な場所なのです。そこで，その場所を探すというプロジェクトを始めたのです。 

南極大陸鳥瞰図 1（距離）：1000（標高）  

図－７  南極大陸・氷床鳥瞰図 
 

 
図－８  氷床モデル図 

 
ほんの 20 年前までは，内陸地形について殆ど情報が無かったので，その頂上がどこにあるか分

かりませんでした。それを探すという人類の最後の地理的探検みたいな活動を，26 次越冬隊

(1984-86)の上田さんがしているのです。 
●上田： 26 次越冬隊では雪氷観測をしながら内陸をトラバース測量し，南緯 77 度・東経 35 度

の地点にドームキャンプを作りました。ここから南東の方向に南極氷床で二番目に高い頂上があ

るということは気球測高の観測で分かっていたのですが，それが正確にどこか，その高さはいく

らかということがはっきりしていませんでした。そこで，われわれはまず，真っ直ぐ東に向かう

約 100km のルートに沿って，２日間，気圧測高で高さを測りました。そこから 300 ㎞ほど北側

にある前進拠点というキャンプで継続して測っている気圧データを教えてもらい，われわれの気

圧測高の値を補正しました。その結果，92 ㎞地点がそのルート線上では一番高いということが分

かりました。今度は，そこから地平線の高度角測量を繰り返して，高度の高い方向を決めていき

ました。地平線測量というのは，周り 360 度を 30 度毎に区切ってできる 12 の方向の高度角を，

ウィルド T2 を用いて測るというものです。自分の目の高さから見える範囲は，地球の曲率があ
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るため 5～6 ㎞先の地平線までですから，一番高いと決めた方向に 6km 進んで，そこでまた，同

じ測量を繰り返し，今いる地点よりも高い場所が周りにないかどうかを見つけ出します。陽炎や

地吹雪があったりして測り難いこともありましたが，12 方向の高度角の差は数分以内でした。た

だ現実には，ドームの頂上付近の周囲は 10 ㎞くらいだと見た目には，ずっと広範囲が水平なので

す（写真－１５）。 

 
（１） 南極の地平線     （２） ウィルド T2 経緯儀を用いた高度角測量 

写真－１５ 水平な地平線の高度角測量 
 
見つけた最高点で一晩ずっと NNSS を観測して，標高が 3802ｍであることが分かりました。

これまでは 3700ｍ台と言われていたのが，3800m を越えたし，地平線測量でもここより高い方

向が無かったので，とりあえずここが一番高いだろうと判断し，立派な看板を立てました。とは

いえ，本当かなと不安もあったので，念には念を入れようとほぼ同じ高さの方向へ地平線測量を

続けました。16 ㎞進んだところでキャンプして NNSS で観測したら，今度は 3807ｍという値が

出てきました。前よりも５ｍ高い値を記録したのです。この５ｍは誤差の範囲かもしれないけれ

ど，一応こういうちゃんとした数字で前のところよりも高い値が出たので，ここを中心にして周

辺の地平線測量を行ったのですが，ここより高いところは見当たらないということで，結局ここ

を最高点として決めました（写真－１６，１７）。 

 
写真－１６ ドーム頂上付近のシュプール 
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写真－１７ ドーム頂上付近に立てた「ふじドーム」の看板 

 
最終的には 9 年後の 33 次隊(1991-93)が色々と調査した結果，われわれが決めた所から 8 ㎞北北

東寄りのところを最高点として，ドーム基地が作られました。 
その後，ヨーロッパの人工衛星で作った地図を見ると，また，ちょっとずれたところに一番高

いコンターがあるのです。要するに測量の誤差を考慮すると，この周辺の半径 10 ㎞くらいの範囲

では全部同じような高さですから，どちらであっても深層掘削には問題ないと思います（図－９）。 

 
図－９  「昭和基地」～「ドームふじ」（左）と，ドーム頂上付近の作成地図（右） 

 
●渡辺（司会）： 測地という意味では，古典的・探検的な時代の測量だけど，ほんの 20 年ほど

前までは，そのような測量も必要だったということですね。 
 
７． 人工衛星による測地・測図の時代の到来 
●渡辺（司会）： 今の測地は，衛星を使う技術として発展してきており，これを内陸の地図作成

に使うには，どのような課題がありますか。 
●飯村： 人工衛星を使った NNSS に代わって GPS が南極で本格的に利用されはじめたのは

1989 年からです。当時は GPS 衛星の数が少なかったため，いつでも測れる状態ではなく，GPS
衛星が見える時間帯だけ測量できました。1991 年の 33 次隊の頃になると GPS 衛星の数も揃って

きました。世界各国で 20 日間以上同時観測を行い相対的な位置関係を求める「GPS キャンペー
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ン」という活動が南極研究科学委員会（SCAR）により提唱され，昭和基地もそれに参加しまし

た。この時が実質的な意味で，地球規模の測量が結合された時だと思います。昭和基地の基準点

の位置も，GPS キャンペーンを行った GPS 観測点を基点にして修正され，測地三角網の露岩ご

とに基準が違うという問題が解消されていきました。36 次隊になると，GPS の連続観測点を設置

し，本格的に 30 秒のサンプリング間隔で 1 日 24 時間の連続観測を始めました。連続観測をして

いますから，他の露岩に行ってもデータを取ってくるだけで，後処理で計算すれば，昭和基地の

基準点に基づいた測量ができます。つまり，南極でも，一つの原点に統一された測量ができると

いう時代になったわけです。 
また，1998 年に SCAR の第 25 回総会で測地地理情報作業部会から，測地基準座標系として

ITRF 系（国際地球基準座標系）の使用が勧告されました。これを受け，ITRF 系に基づく基準点

の座標値を求めるという作業も行っています。昭和基地の測地は，この他に VLBI も行っていま

す。VLBI はモニタリングの研究観測で行っている施設ですが，国土地理院も協力という立場で

参加しています。また，「ドリス」（フランスの航法衛星）の観測も行っています。GPS 連続観測

点，VLBI 観測点，ドリス観測点の結合観測を行って，各観測点の値を ITRF 系に基づいて決定

し直すということを行っています。ですから，今，南極で使っているのは，国際的に決議された

基準に基づいて求めた位置で，地球規模で統一された測地基準座標系に組み込まれています（写

真－１８，１９）。 （参照：特集「南極」pp.35-38「南極測地系と地球測地系との結合」） 

 
写真－１８ VLBI 観測局（左奥），GPS 連続観測点（中央），重力計室（右奥） 
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写真－１９ 昭和基地の 11m 多目的アンテナ（VLBI 観測局） 
 

●渡辺（司会）： つまり，地球上が連続した測地系になったということですね。ところで，VLBI
は大陸間の距離を測るだけでなく，位置を決めるというのにも役立っているのですか。 
●飯村： 南極の VLBI 観測は南半球の主な観測局が参加して観測を行っています。これにより，

観測局間の相対的な位置関係が精密に求まります。 
●渡辺（司会）： そうすると，点の位置は VLBI や GPS などを用いて正確に求め，さらに ALOS
（だいち）のような衛星画像を使うと，地球のどこであろうと正確な地形図を作ることができる

ということですね。 
●飯村： 今までは，飛行機で航空写真を撮影しないと作れなかった地形図も，ALOS（だいち）

などを使えば精密な衛星画像や地形図を作ることができます。 
●渡辺（司会）： 国土地理院の隊員たちは，膨大な航空写真の撮影に，ものすごく苦労されまし

たが，あの時代は終わったということですか。 
●飯村： 1/25,000 などの中縮尺や 1/100,000 などの小縮尺の地形図を作るには衛星写真で十分

ですが，それよりも高い解像度の写真図や 1/5,000 などの大縮尺の地形図を作るには，どうして

も航空写真が必要になります。 
●柿沼： 氷山の色や形も，衛星で分かるのですか。 
●飯村： 衛星写真で十分です。しかも，衛星の方が広い範囲を観測できます。 
●渡辺（司会）： 人工衛星は地球全体を監視しているので，南極の測地・測図だけでなく，今後

は雪氷学の分野でいえば雪氷圏環境監視とも非常に強く関ってくるでしょう。 
●上田： 氷床の規模の観測だけでなく，千葉大学の西尾さんが紹介している質量収支も地球環

境変動と関わってきますよね。 （参照：特集「南極」pp.39-42「南極観測から診る地球環境と

未来」） 
●渡辺（司会）： 飯村さんから，新しい時代の測地・測図の話を伺ったのですが，われわれ年寄

りの立場からの感想と，これからどうあるべきかという話をお願いします。 
●上田： 今は，質量収支観測にも人工衛星を使っていますね。その氷床の規模を示す値は，英

国のスコット極地研究所のドゥルーリーがまとめた 1983 年の地図がずっと信用されていて，僕

も講義なんかで使ってきました。ところが 2000 年に入ってから，値がガラッと変わった。例え

ば氷の厚さは，ドゥルーリーの地図によると南極全体の平均が 2450ｍ，それが英国南極調査所

（British Antarctic Survey）では 2034ｍになっている。基盤高度の平均値はどうかというと，

ドゥルーリーがマイナス 160ｍ，英国南極調査研究所ではプラス 153ｍです。この基盤高度に氷

厚を足せば表面高度になるわけですが，ドゥルーリーの氷の厚さと基盤高度の数値から表面高度

を求めると 2290ｍ，ところが，英国南極調査研究所では 2190ｍになり，100m の差が出てしま

う。表面高度は以前から信じられていた値よりも下がり，かつ，基盤高度が上がったものだから，

南極全体の平均の氷の厚さが 400ｍ以上薄くなってしまったことになる。これは実際には少なく

なったのではなく，測量のデータの違いなのです。 
南極の氷が全部融けたら世界の海面が何メートル高くなるかということが話題になりますが，

単純に，南極の氷の体積を地球全体の海洋面積で割ると，ドゥルーリーの 1983 年の地図では 73
ｍになり，2000 年以降の英国南極調査所では 57ｍとなり，約 16ｍも少なくなります。この違い
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は，データが増えたということや，空間分布モデルの見直しと改良により生じたもので，特に人

工衛星による高精度なデータが使えるようになったということが大きいと思うのです。こんなに

大きな違いが生じているのは，南極全体といった規模の氷の量を正確に求めるのが，いかに難し

いかということだと思います。測量技術は今後も，より高い精度，より簡便，より広域，より短

時間，より高い繰り返し頻度で計測できる技術へと発展していくと思いますので，実際の氷床の

変動とは別に，このような数字はこれからも変わっていくだろうと思います。 
●渡辺（司会）： ALOS（だいち）のような新しい測量の発展とともに，地形の測量精度がより

高くなり，雪氷学の分野でも，観測資料の見直しが必要になるということですね。これからの測

量技術の発展が地球環境変動を見る上でも大きな課題になるだろうという，雪氷研究者からの実

証的な発言ということでいいでしょうか。 
 それでは，柿沼さん。伝統的な測量技術を駆使してこられた立場から，次の時代の測量屋さん

達に何か伝えたいことがありますか。 
●柿沼： 測量は「地表面の位置を決めることである」と定義されており，われわれの時代には

正確な位置を決めるのはとても大変だった。そのため，南極のような未知の所で何かを始めると

きには，必ず最初に測量隊が入って地図を作り，その地図を使って色々な調査が始まるというの

が流れでした。 
南極大陸の雪面上では基準点を作っても直ぐに埋ってしまうため，基準点を作ったら直ぐに飛

行機を飛ばしてくれとか，飛行機から何かマークになる物を落として，同時に航空写真を撮って，

空中三角測量で位置を決めて，それで地図を作成しようとか，そんな話をしていました。 
しかし，このような工程は過去のもので，今では，地図作りと調査を同時に進めることができ

るようになり，測量技術は大きく変わってきました。私のような測量屋は，水平面を基準にして

測ることができれば大概のことはできると思っており，トランシットが測量の基本を教えてくれ

るなどと言ってきましたが，これもそろそろ時代遅れになろうとしています。これからの測量屋

はどういう方向に進めばよいか，今の世代の測量屋さん達に課せられたテーマだと思います。 
●飯村： 現在の南極の測量関連では，まず，南極の主な露岩や内陸の山地の位置を ITRF 系，

いわゆる地球規模の座標系に合わせていくことが必要だと思います。また，GPS 連続観測や絶対

重力測量などをすることで，地殻変動や地盤隆起といった地球環境変化も観測される可能性があ

るので，そういうのも継続してやっていくことや南極地域でも安定して観測できる無人の観測点

を増やすことも重要だと思います（写真－２０）。 

 
写真－２０ 昭和基地における絶対重力測定 
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●渡辺（司会）： 南極における測量 50 年は，日本における測地・測図という分野を超えて，南

極大陸あるいは南極氷床という自然をどう認識するかというテーマに対する挑戦的な共同作業だ

ったという気がしています。今，柿沼さんが，「トランシットを愛するのが基本だ」と言われたが，

われわれ雪氷屋は，国土地理院の測量屋さんから，測量機器の使い方からその有効な方法まで色々

なことを学びました。南極の地で，日本でも扱っていないような新たな観測を展開して，雪氷に

関する新たな知識を取得し，その重要性を地球科学的規模で認識することができました。今では

更に，地球観測技術が進んできており，それは特殊な分野の技術を超え，測地・測図という世界

を含む新しい南極自然像が創られつつあるといえるのではないでしょうか。 
今日は，これまでの 50 年にそうした観測がどう変遷してきたか，われわれがお互いにどう協力

し合ってきたかということがそれなりに明らかになったので，この座談会の目的を達したと思い

ます。本日は，ありがとうございました。 
                                       （完） 
 

【 ご出席の皆様のプロフィール 】 
● 渡邉 興亜 （わたなべ おきつぐ） 

－現 職： 国立極地研究所名誉教授，総合研究大学院大学 監事 
－専 門： 雪氷学 
－略 歴： 国立極地研究所教授，所長 
－南極観測隊： 11次越冬隊（1969-71年）雪氷観測 

15次越冬隊（1973-75年）雪氷観測 
29次越冬隊（1987-89年）観測隊長兼越冬隊長 
35次夏隊（1993-94年） 観測隊長 

－南極観測の主要なテーマ： 南極氷床の堆積環境変動 
－編著書等「南極大陸－その自然を読み解く」 日本放送出版協会 

極地選書 2「南極大陸の氷を掘る」 国立極地研究所 
             －趣味： 山登り，畑作 
 
● 柿沼 清一 （かきぬま せいいち） 

－専 門： 測地測量 
－略 歴： 地理調査所／国土地理院 測地部計画課長） 
      （社）日本測量協会 理事 
－南極観測隊： 2次夏隊（1957-58年） 地磁気・測地 

3次夏隊（1958-59年） 測地・重力 
4次夏隊（1959-60年） 測地・地球物理 
6次夏隊（1961-62年） 測地・重力 
9次越冬隊（1967-69年）地学（極点旅行隊に参加） 

－南極観測の主要なテーマ： 測地，地磁気測量，重力測量，地球   
物理，地学 
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● 上 田  豊 （あげた ゆたか） 

－現 職： 名古屋大学 環境学研究科 教授 
－専 門： 雪氷学 
－南極観測隊： 10次越冬隊（1968-70年）雪氷観測 

26次越冬隊（1984-86年）雪氷観測 
36次夏隊（1994-95年） 観測隊長 

－南極観測の主要なテーマ： 氷床質量収支 
－著書等「水の気象学」 共著（東京大学出版会, 1992） 

「氷河」 共著（古今書院,1997） 
「残照のヤルン・カン」（中央公論社, 1979） など 

             －趣味：  山登り，川遊び 
 
● 飯村友三郎 （いいむら ゆうざぶろう） 

－現 職： 国土交通省 国土地理院 測地部 計画課 課長補佐 
－専 門： 測地測量 
－南極観測隊： 29次夏隊（1987-88年）測地 
－南極観測の主要なテーマ： 基準点測量，重力測量，地磁気測量 
－著書等「公共測量教程 TS・GPS による基準点測量」共著（東洋 

書店,1998 初版,2003 改訂） 
 
 
 

 
 
■ 関連するホームページ 
●南極観測（国土地理院） http://www.gsi.go.jp/KOKUSAI/nankyoku.htm 
●国立極地研究所     http://www.nipr.ac.jp/japan/index.html 
●南極観測 50 年      http://polaris.nipr.ac.jp/~50thJARE/ 

 
 
■ 写真・資料提供： 日本南極観測隊，国立極地研究所，国土交通省国土地理院 
 


