南極ってどんなところ？

南極 １

自然が
素晴らしいよ！

What is the Antarctica?
南極大陸は大きい！
・南極大陸は,図１のように,さし渡し約 4000km あり，
面積は約 1400 万 km2 あって日本の面積の約 37 倍，
オーストラリア大陸の約 2 倍もある。
・南極大陸は，東半球の東南極と西半球の西南極に分
かれる。東南極は中央が盛り上がったドーム状であ
り，頂上部の高さは約 4000ｍある。
・磁力線が地面に垂直となる南磁極は，東経 140 度付
近でこの 100 年間に約 1000km も移動している。
南磁極が 100 年で
1000km も動いたって！
北極はどうかな？

南極大陸はほとんど氷！
・氷の大きな塊は氷床と呼ばれる。南極大陸は，ほとんど
が氷で覆われているので南極氷床とも呼ばれる。現在の
地球上には，他にグリーンランド氷床がある。
・南極の氷は 25200 兆トンで地球上の氷の 90％である。
残り 9%がグリーンランド，1%が世界各地の氷河である。
・東南極の頂部の高さは約 4000ｍ，岩盤の標高は内陸で
は数 100m なので氷の厚さは約 3000m もある（図２）。
・氷は厚いようだが，昭和基地からドームふじまでの距離
1000km に対して頂上の高さは約 4km なので，半径 1m
の円形とすると厚さがわずか 4mm の薄い（?) 板になる。

Antarctica
地球上の氷の
90%あるって！
南極点

東南極

South Pole

西南極
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半径 1 ﾒｰﾄﾙで厚さ 4 ﾐﾘ？
じゃあ半径 5 ｾﾝﾁなら 0.2 ﾐﾘ。
ギョウザの皮が半径 5 ｾﾝﾁで
厚さ 1 ﾐﾘ だから，その 1/5！
どうしてそんなに薄くなるの？

面積が
日本の 37 倍！
広いね！

図１ 南極大陸
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図２ 南極氷床の横断面 （90oW-南極点-90oE の横断面）
Cross section of Antarctic Ice Sheet

それは圧力がかかると
氷は柔らかくなって
流れるからさ。
水アメのようにね。

90W

我々は
寒くても
大丈夫

南極は寒い！
・昭和基地は大陸沿岸のオングル島にあり，夏に

は雪が融け，年間平均気温-7.6℃，最低気温は
-45.3℃である。標高の高い内陸は気温が低く，
ドームふじ基地（標高 3810m）で最低—79.7℃
を記録した。上には上があり，ボストーク基地
（3420m）では-89.2℃が記録された。

標高以上に
気温が低いの
は放射冷却の
せいだ
コウテイ ペンギン

内陸を行く雪上車 SM100 (亀田貴雄 JARE36
Snow Vehicle SM100 (by T. Kameda)

モン太
です

基 地
昭和基地(日)
みずほ基地(日)
ドームふじ基地(日)
南極点基地(米)
ボストーク基地(露)
*ドームＡ付近

標 高
21m
2230m
3810m
2800m
3420m
4093m

最低気温
-45.3℃
-58.4℃
-79.7℃
-82.8℃
-89.2℃
-93.2℃

*但し基地観測気温ではなく，衛星による地表面温度

撮影）

ペン太
です

－８９．２℃！
二酸化炭素が
ドライアイスに
なる温度だね
ドームふじ基地 (本山秀明 JARE38 撮影）
Dome Fuji Station (by H. Motoyama)

ゴマフアザラシ アデリーペンギン
（紋別出身）
（南極出身）

この解説のガイドたち

※JARE：Japan Antarctic Research Expedition/ 日本南極地域観測隊
. JARE36 は 1995 年越冬，JARE38 は 1997 年越冬の隊．

ちょっと
ﾊﾅﾀｶ
ﾃﾞｭﾙｳﾞｨﾙは妻ｱﾃﾞﾘｰの
名前からｱﾃﾞﾘｰﾗﾝﾄﾞと
命名し，ｱﾃﾞﾘｰﾍﾟﾝｷﾞﾝ
の名前の由来となった

南極探検の歴史
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History of Antarctic Expeditions

アデリーペンギン

アムンセンは犬ゾリで南極点初到達！

1909 年以前の主な南極探検

・1910 年 8 月,アムンセンはフラム号でオスロを出発。
当初は北極に向かう予定を，南極行きに変更した。
・1911 年 1 月，ロス棚氷西側のクジラ湾に到着し，越
冬小屋を設置し，ルート上に食料デポ地点を設けた。
・10 月 19 日，隊員 5 人，ソリ 4 台，犬 52 頭で出発， アムンセン(1872-1928)
Roald Amundsen
途中，アクセル・ハイベルグ氷河の山越えで難航した。
・1911 年 12 月 14 日,アムンセン他 5 人が南極点初到
達を果たし，1912 年 1 月 25 日に小屋に帰着した。
・出発時 52 頭いた犬の内 11 頭が生還し,2 台のソリを
引いてきた。探検の成功は犬ゾリのためである。それ
は北西航路探検でイヌイットから学んだのだった。

1837-40 年 ﾃﾞｭﾓﾝ･ﾃﾞｭﾙｳﾞｨﾙ，ｱﾃﾞﾘｰﾗﾝﾄﾞ発見
1839-43 年 ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾛｽ，ｴﾚﾊﾞｽ号とﾃﾗｰ号により
南極周航,南磁極観測。ﾛｽ海の名のもとになった
1901-04 年 ﾛﾊﾞｰﾄ・ｽｺｯﾄ，南緯 82 度 17 分到達
1907-09 年 ｱｰﾈｽﾄ・ｼｬｸﾙﾄﾝ,南緯 88 度 23 分到達

アムンセンの南極点到達
Amundsen’s Party at South Pole

悲劇のスコット隊

スコット(1868-1912)
Robert Scott

テラ・ノヴァ号(764 ton)
Ship Terra Nova

・1910 年 6 月 1 日，スコットはテラ・ノヴァ号にて南極探
検に出発した。1911 年 1 月には南極大陸にロス棚氷東側の
マクマード湾に上陸して越冬した。
・1911 年 10 月 24 日に雪上車 2 台による先発隊が，11 月 1
日にスコットが率いる馬ゾリの本隊が出発した。
・雪上車や馬は使い物にならず， 4 人 1 組での人力ゾリ 3
台，犬ゾリ 2 台となった。ベアードモア氷河を越え，南緯
87.5 度で 3 名が帰還し，極点に向かうのは 5 人になった。
・1912 年 1 月 17 日，スコット達は南極点に到達した。し
かしアムンセンに遅れること約１ヵ月，極点にはノルウェ
ーの国旗が立ててあり，失意の内に帰途についた。
・帰途，初めに２名が死亡・脱落し，スコット他 3 名はデポ
地まで後 20km 地点のテントの中で死亡した。

探検隊のルート
Routes of Expeditions

スコットの南極点到達
Scott’s Party at South Pole

スコット達の墓（発見地点）
Ｇｒａｖｅ of Scott and others
のぶ

ゆきは ら

白瀬 矗 やまと雪原に到達！
・白瀬 矗（のぶ）は秋田県に生まれ，少年時代に北極探検
の話を聞き、極地探検を志す。寒さに強くなるために冬
でも裸足で過ごし，決して火にも当たらなかった。
・政府や民間から資金を調達し，1910 年(明治 43 年)11 月
29 日、白瀬は開南丸(204 ﾄﾝ)で東京・芝浦埠頭を出港。
・1911 年 2 月 11 日ニュージーランド･ウェリントン港か
ら出港したが氷に阻まれ,5 月 1 日にシドニーに戻った。
・11 月 19 日に再び南極を目指して出港。1912 年 1 月 16
日に南極大陸に上陸し、そこを「開南湾」と命名した。
・次にロス棚氷・クジラ湾に向かい，南極点から帰還する
アムンセン収容のフラム号と遭遇した。
・1912 年 1 月 20 日にクジラ湾に再上陸，内陸に向け出発
した。前進は困難を極めたが、1 月 28 日に南緯 80 度 5
分の地域を「大和雪原（やまとゆきはら）」と命名した。

のぶ

白瀬 矗
(1861-1946)
Nobu Shirase

開南丸(204 ton)
Ship Kainan

大和雪原にて
At Yamato Yukihara

白瀬の戒め
白瀬は子供の頃
から５つの戒めを
守ったんだって。
みんな，できる？

1.酒を飲まない
2.煙草を吸わない
3.茶を飲まない
4.湯を飲まない
5.寒中でも火に
あたらない

冬でも火に当たら
ないって？！
紋別寒いし・・・

参考資料：ウィキペディア ロアール・アムンセン，ロバート・スコット，白瀬矗
南極・北極の百科事典（丸善），南極大陸地図（日本極地振興会）

越冬隊は
1 年 4 ヵ月の長旅．
ご苦労様．

日本の南極観測隊

南極 ３

90oN

JARE: Japan Antarctic Research Expeditions
GPS もない時代，航海は
磁石が頼りだったので磁
極の移動は大問題だった

極地探検から科学観測へ
極地探検時代に，磁極が動くことや，北極海には海
流があることがわかった。これらを調べるため極域周
辺で各国の同時観測を行う国際極年が設けられた。
国際極年
第１回 1882-83 年（12 カ国）：地磁気,大気,海流観測
第２回 1932-33 年（44 カ国）：極地気象観測を重点的
に行い，各国気象予報に有効であるかを調べた。
第３回 1957-58 年：国際地球観測年(IGY)と称し，高層
気象など総合的地球物理観測が行われた。日本は
南極で昭和基地を建設することとなった。
第４回 2007-08 年：人工衛星観測が本格化し，極地の
広域観測・調査が行われた

←この切手を
知っている人
はエライ

80oN

北磁極も 100 年
で 1000km 以上
北に動いている
すごいね

国際地球観測年記念切手
Stamp for IGY
日本も第 1 回極年から
地磁気観測を始めた。
日本の観測所(気象庁)
は３ヵ所あり，北海道は
女満別にある。

70oN
100oW

110oW

90oW

北磁極の移動

身近に
あるんだね。. 女満別の地磁気観測所
後はどこかな? Geomagnetic Observatory

（カナダ北部）
North Magnetic
Pole Movement

at Memanbetsu, Hokkaido

日本の南極観測隊
日本は観測が手薄だった東南極の東経 40 度付近を観
測することになり，1956 年，砕氷船「宗谷」で南極に向
かい，1957 年 1 月，オングル島に昭和基地を建設した。
1957-1958 年， 第１次南極地域観測隊が越冬した後，
第２次越冬隊は不成立だったが，その後毎年観測隊が送
られた。船の休止で途中欠落はあったが，2018 年 11 月
出発の観測隊は第 60 次隊となる。
観測隊員は，昔はすべて船で行ったが，今は飛行機でオ
ーストラリア・パースに飛び，フリーマントルで観測船しら
せに乗船する。12 月下旬に昭和基地に着き，観測作業後，
夏隊は 2 月下旬に出航となり，シドニーから飛行機で 3 月
下旬に帰国する。越冬隊はさらに 1 年後の 3 月に帰国す
るので，1
Fuji 年 4 ヵ月の長旅になる。

東京

宗谷 (Soya)

ふじ (Fuji)

南極観測船（砕氷船）
隊次 （出発年度）
船名 （満載排水量）
第 1-6 次(1956-61): 宗谷 (4,800 ton)
第 7-24 次(1964-82): ふじ (9,100 ton)
第 25-49 次(1983-2007): しらせ (19,000 ton)
第 50 次(2008): オーストラリア船
第 51 次(2009-)： 2 代目しらせ (22,000 ton)

※この実話をもとに，高倉健・渡瀬恒彦主演の
『南極物語』が 1983 年に製作・上映された。

シドニー

復路
昭和基地

しらせの航路
Route of Shirase
しらせ (Shirase)

2 代目しらせ
(2nd Shirase)

タロ・ジロ物語
1958 年，第 2 次南極観測隊を乗せた宗谷は悪天のため
に氷海で身動きが取れず，2 月になって米国のバートン・ア
イランド号の助けを借りて氷海に再突入した。しかし悪天
候が続いて接岸もできず，第 1 次越冬隊員 11 人を回収す
るのがやっとだった。このため 15 頭の樺太犬は鎖につな
がれたまま置き去りにされてしまった。
1 年後の 1959 年 1 月 14 日、第 3 次隊のヘリコプター
から 2 匹の犬の生存が確認され，第 1 次隊の犬係だった
北村泰一が降りて近づいたところ，初め犬達は警戒した。
北村は 1 頭の前足の先が白いのを認め、「ジロ」と呼ん
だところ尻尾を振った。次に「タロ」と呼ぶと，もう 1 頭
も反応した。
「タロ－！，ジロ－！」と大声で叫ぶと 2 匹
は一斉に駆け寄って飛びついてきた。
残る 13 頭の内 7 頭は鎖につながれたまま息絶え，6 頭
は消息不明，2 匹だけが奇跡的に生き延びた※。

往路
往路
パース
ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ港

2 代目しらせが
海水を噴出するのは
氷の摩擦を減らす
ためだって。

亀田貴雄 撮影

昭和基地付近の氷河
Glaciers around Syowa Station
発見後，ジロは
第 4 次越冬中に病死。
タロは 4 次隊と共に帰国し，
北大植物園で飼育され、
1970 年老衰のため 14 歳で
死亡，長寿を全うした。

国立極地研究所にある樺太犬の像
15 Statues of Karafuto Dogs at NIPR

タロ・ジロの実物大模型
Model of “Taro” and “Jiro”
made by 3D printer

北海道命名
150 年を記念して
タロ・ジロ模型が道に
よって作られた。

どれがタロ・ジロかな。
紋別のクマというのも
いたんだよ。

南極氷床

南極 ４

雪粒子は
長い旅をして
氷山になるんだね

Antarctic Ice Sheet
たなごおり

高校生の質問：氷山はいつ凍ったの？
南極の話をしたとき，ある高校生から「氷山の
氷はいつ凍ったのですか？」と質問された。
「南極では雪が積もって厚くなり，圧縮され
て氷となります。その氷が氷河となって流れ出
し，海に張り出した棚氷（たなごおり）から氷山が
離れて海に浮かんだのです」と説明した。
確かに，ふだん見る氷は水から凍ったものば
かりだが，南極では違う。高校生の質問はいい質
問だった。その疑問は，今回，南極内陸の氷にな
りかけの雪氷コア展示のきっかけになった。

氷山の誕生：氷床から棚 氷 が海に張り出し，割れて氷山となる
Ice shelf expands from ice sheet to the ocean, and icebergs are split out.

Cracked ice shelf, from
which an iceberg flows out. Tabular iceberg, typical in
the Antarctic Ocean.

Ice shelf with thickness
of 300 m.
ダイアモンドダスト
（晴天降水）

南極では降った雪は融けることがなく，積
もる一方である。すると深い所ほど重い荷重
がかかり，次第に固くなる。初めは雪粒の間に
すき間があり，空気が通り抜けらる。この状態
をフィルン（多年性積雪）という。
さらに圧縮されると，空気は独立した気泡
となって，空気は通り抜けられない。この状態
は気泡氷といい，ここからが氷である。
もっと圧縮されると，氷は透明になる。空気
は無くなったのではなく，空気分子が氷結晶
の中に入り込んだハイドレート(包接水和物)の
状態になったのである。
メタン分子が

フィルンの雪壁
に彫った雪像
Sculpture dig
on a firn wall

Dome Fuji

南極では棚氷から出る氷山
が多く，この型が多い．

割れると氷山になる。

うだが厚さ 300m もある。

雲

Clear precipitation

雪が固まって氷になる

テーブル型氷山.

棚氷（たなごおり）．薄いよ 割目の入った棚氷

Cloud

[少堆積形態]

雪

ドームふじ 軟雪地帯
Soft snow

Snow

3810 m

水蒸気

Mizuho Station

みずほ基地
2230m

氷(ﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ)

氷床

Ice (Hydrate)
（氷結晶の中に
空気分子が
入り込んでいる）

Vapor

[流出域]Outflow
氷河，棚氷，氷山
Syowa Station

Ice sheet

昭和基地
↓ Ice Shelf

氷河

Iceberg

棚氷 氷山

Glacier

岩盤

海 Sea

Bed rock

南極氷床：昭和基地からドームふじ基地まで 1000km ある．
Ice sheet: Distance from Syowa Station to Dome Fuji is 1300 km,

色々な雪面模様
Various snow-surface

氷床斜面では１年中吹く斜面
下降風のために地吹雪が起
こり，雪面が色々変化する

人生色々だけど
雪面も色々だね･

氷結晶に入り込むと
メタンハイドレートと
言うんだって
フィルンは
スコップで掘れる
ほど柔らかい。

高橋修平 作
(みずほ基地)

ドームふじ基地
氷床では，高い圧力を受けた氷は柔らかく
なって，氷河となって流れ出す。ドーム頂部
では四方八方に氷は流れるが，頂上では水平
には動かず，その場で圧縮される。つまりそ
こでは，最も古い氷が得られることになる。
そこでドームふじの頂上に基地を作り，ボー
リングをすることになった。何しろ平地の 6
割の気圧で最低気温-80℃の酷寒の世界， 1
年間生きていけるかが問題だった，
第１期ドーム掘削計画では物資輸送に 4 年
かけて 1994 年に基地が建設され，1995-96
の 2 冬で 2500m まで掘削した。
1997-2007 年の第 2 期ドーム掘削計画によ
り，岩盤までの 3000m の掘削に成功した。

亀田貴雄 撮影

軟雪地帯 (ドーム基地)
Soft-snow area

光沢雪面
Glazed surface

ドームふじ基地の建設
Construction of Dome Fuji Station

本山秀明 撮影

雪上車 SM100．ドーム掘削
計画のために導入された

サスツルギ
Sastrugi

居住棟４，発電棟 1 は
地上に，ドリル掘削場
は雪面下に建設

JARE 35

JARE 35

掘削場建設
ドーム基地の居住棟建設
Living-building construction Drill-site construction

Snow Vehicle SM100
-80℃，気圧 6 割！
越冬隊員の体重は
5-10kg 減った！

3000m 下の
氷は 72 万年前
だって

JARE36 亀田貴雄 撮影

ドームふじ基地．5 棟の建物と雪面下の掘削場からなる．
Dome Fuji Station consists of 5 buildings and a drill site

氷コア掘削機

南極 ５

過酷な条件で
難しい掘削を
したんだね

Ice Core Drill System
氷コア掘削機の色々

氷コア(円柱の氷)を掘り出す掘削機を 氷コア掘
削機といい，氷を刃で削るものをメカニカルドリル，
リング状ヒーターで融かすものを サーマルドリル
という。初期の頃,構造が簡単なサーマルドリルが
使われたが，今はメカニカルドリルが多い。
北海道・陸別町での深層掘削機実験
Drill experiments at Rikubetsu, Hokkaido
氷コアを得るためには，刃の付いたバレルを回転
させ，バレルに氷が一杯になると氷コアをカットし
て引き上げる。地上で氷を取り出したら，また下に
降ろすという作業を何百回も繰り返す必要がある。
数百 m より深いと氷は柔らかくなって，穴がつ
ぶれてくるので，深層掘削では，穴の中には不凍液
を入れ，水圧で拡げて掘る。3000m の深さでは圧
北見工大での各種掘削機実験
力が 300 気圧にもなり，掘削機はその圧力に耐え
Drill experiments at Kitami Institute
ドーム基地概観図と深層氷掘削機構造
of Technology.
る液封ドリルにする必要があった。
Dome Fuji Station and Deep drill system

展示中の掘削機

コアバレル （ここに展示中ものと同じ）

バレルを外筒に収めている

第１期ドーム計画での氷掘削状況

（撮影： 亀田貴雄，JARE36/ 1995）
Ice core drilling when the 1st Deep Ice Core Drill Project (Photo: T. Kameda)

正月はもちつきで一休み

第２期ドーム計画での氷掘削状況

（撮影：本山秀明，JARE46-48/ 2005-07）

Ice core drilling when the 2nd Deep Ice Core Drill Project (Photo: H. Motoyama)

ドーム掘削計画用の深層掘削機開発のた
め，北海道陸別町や北見工大で実験開発が
行われた。その一部をここに展示している。
1) 可倒式浅層ドリル：ドリルとウインチか
らなる。ドリルを水平にしてバレルを取
り出すため，マストは倒れて水平になる。
2) ショートバレル：刃先の角度や種類を調
べる実験に使われた。
3) 深層掘削用バレル：第１期ドーム計画
で用いられた長さ 2m のバレル。
4) サーマルドリル：リング状ヒーターが先
端に入ったロシア製のサーマルドリル。
融かした水が凍らないように掘った分
だけ 100%アルコールが注入される。

低温展示の南極氷
厳寒体験室には次の南極氷が展示されている。
1) Z102 氷（標高 2221m; 深さ 30m）
：粒子の粒がは
っきりしていてフィルン（多年性積雪）の状態。
2) Z102 氷（深さ 80m）
：粒子の間がつまってきて，
気泡氷に近くなっている。
3) S25 氷（標高 896m; 深さ 3.5m, 12.5m）：気温が
高いためか，粒子が大きくなったフィルン。
4) やまと裸氷帯氷（標高 2300m, 深さ 30m）山地
のそばの斜面では地吹雪で雪が削られ，氷が現れ
て裸氷原となる。ここでは隕石が多く見つかり，日
本は世界一の数を持った。
5) 氷山氷：氷床から流れ出た氷山の氷である。高圧
で見えていなかった空気が，圧力が解放されるた
めに，再び気泡が見えてくる。

（撮影：大前宏和, 1986)

白瀬氷河 G2 での浅層掘削
Ice core drilling in Shirase Glacier

セルロンダーネ山脈
（撮影：大前宏和, 1986)

Sor Rondane Mts.

裸氷原では
隕石がたくさん
見つかる！

やまと裸氷原：火山灰層が見える
（撮影：大前宏和, 1986, JARE27)

Ash layer at Yamato Bare Ice Field

展示されている氷の掘削地点
Drill places of displaying ice cores

氷からわかる地球環境変動

南極 ６

氷は
地球の語り部
なんだね

Earth Environment Changes Revealed by Ice Cores
酸素同位体比
寒い δ18O (‰) at Dome Fuji 暖かい

氷コアから何がわかる？

ｳｨｽｺﾝｼﾝ氷期 ｲﾘﾉｲ氷期
Illinoi G.P.

ｶﾝｻﾞｽ氷期

※34 万年以降の CO2 データは
未公表につき他基地のもの

Kansas G.P.
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氷コアの酸素同位体比（青）と二酸化炭素（赤）の変化
Variation of Oxygen Isotope and CO2

ハドソン湾
Hudson Bay

コルディレラ氷床
Cordillera Ice sheet

ローレンタイド氷床
Laurentide Ice Sheet

ローレンタイド氷床
Laurentide Ice Sheet

二酸化炭素も
酸素同位体と
同じ変化を
するんだ。

北米にも
氷床があったんだ。
ハドソン湾が中心で
五大湖も氷床の
名残だって。
ニューヨークの
セントラルパーク
には氷河が運んだ
迷子岩がある
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氷コアの酸素同位体比δ18O から
わかる過去 72 万年の気温変化
Temperature variation by
Oxygen Isotope from ice cores

氷期と間氷期
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苦労して掘った氷は，薄く切って次のような
分析を行い，地球環境変動研究に用いられる。
・酸素同位体：氷の酸素同位体比（18O/16O)か
ら降雪時の気温変化がわかる。
掘削で得られた氷コア
Ice core taken from ice sheet
→氷期・間氷期の地球の気候変動がわかる。
測定方法が進歩し
・温暖化ガス：大気中の二酸化炭素およびメタ
た時に備えて半分
を保存している
ンガスは気温の変化につれて変動している。
→18 世紀の産業革命以降、現在の二酸化炭素
氷コアの分割
Cut of ice core
濃度は過去にない高い濃度になっている。
・火山灰：コアの中に火山灰層があり、年代を決
水の中には
める手段の一つになっている。
普通の酸素 16 と
少し重い酸素 18 が
・ダスト（固体微粒子）：氷期にはダスト量が多 酸素同位体比
入っている。その比が
かった→氷期には氷床に氷が集まり海面が って何だい？
気温で変わるんだ
下がったため、露出した大陸棚から砂が舞い
上がっていたと考えられる。

氷コアの酸素同位体比から過去の気温 が
わかる。今は暖かいが，1 万 5 千年前は寒く，
10 万年前までずっと寒かった。 この期間を
氷期(ひょうき)といい，その前の約 1 万年間の
暖かい時期を間氷期(かんぴょうき)と呼ぶ。氷コ
アから，そのサイクルが約１０万年単位で繰
り返していることがわかった。
最近の氷期はウィスコンシン氷期と呼ばれ
る。それは過去の北米のローレンタイド氷床の
末端が米国ウィスコンシン州にあったから
だ。イリノイ氷期，カンザス氷期も同じことだ。
氷に含まれる 二酸化炭素 や メタンガス の
温室効果ガス が 気温 と密接に関係している
ことが今の温暖化ガス規制の根拠となった。

地球環境：過去から未来へ
氷床コアデータをもとに，1997 年の京都議定書
やその後の見直しでは温室効果ガスやフロンを国
際的に規制しようとしている。しかし一旦加盟し
た米国が脱退するなど，足並みがそろっていない。
人間活動のせいで地球環境が変化し，人類の存
在を脅かすとしたら大変なことであり，自分たち
でコントロールしなくてはならない。
地球温暖化の現象や原因には，人間活動の影響
が大きいとされているが諸説ある。我々は何が本
当かじっくり見極める必要がある。

地球の未来が
明るいと
いいね

地球環境変動：過去から未来へ
Global climate changes: from the past to the future

