
私の南極越冬記 
高橋修平 

この越冬記は、昭和５６年１１月から昭和５８年３月にかけて、高橋修平が南極み

ずほ基地で越冬してきた体験を、昭和５８年に「北見毎日」（平成元年廃刊）に連

載したものである。当時の記事の縦書きを横書きにし、写真を入れ替えるなど多少

の訂正を行った。 

連載時の新聞記事 



私の南極越冬記 ［１］ 

観測船「ふじ」出港  - 酒類なんと九㌧積む - 

      北見工業大学    高橋修平 

 

一昨年冬から今年春まで,第二十三次越冬隊に加わり、みずほ基地で雪氷学の研究を積んでき

た高橋助教授。帰国後、学内の研究室でレポート作成などをすすめており、いまもデータ解析した

結果を論文化して専門誌に発表する準備に忙しい日々送っている。そこで、今回のシリーズでは

厳しい南極の自然と闘いながら、貴重なデータの収集に成功した助教授に研究の成功とともに､過

酷ななかにも楽しい思い出も数多い洋上生活と越冬体験を語ってもらうことにした｡ 

 

昭和５６年１１月２５日１１時､吹奏楽団の流す「蛍の

光」の中､南極観測船「ふじ」は東京晴海埠頭を予定

通り出港。大勢の見送りの人にまじってわが妻子も手

を打ち振っている。出発前は，泣かないと強がってい

た妻の目に光るものがあった。 

思えば直前まで、忙しい毎日だった。前年の夏ご

ろに南極行きの話があって、心の準備はできていた

ものの年が明けてからは脳波、心電図など綿密な身

体検査、信州での合同訓練、観測物品の調達、梱包、

積み込みと諸事が続き、北見工大での講義、研究を

並行しないがら行うので忙しいことこのうえなかった。 

おまけに出港の日の朝になって、8 ㍉カメラを修理

に出したままだったことに気づき、晴海から新橋のカ

メラ会社に車で急ぐ羽目になった。 

事情を察した個人タクシーの運転手「今日南極に

出発なら大変だ。パトカー呼んで先導してもらいまし

ょうか」といってくれたのだが、まさかそこではと辞退し

た。帰りは意外にも早く、所要時間４０分で９時半には

船に戻ることができホッとした。何とも長い４０分であっ

た。 

即共同作業で、一括して買い込んだ酒類を船用と

観測隊用の倉庫に仕分けする。よくもこんなに飲むも

のだと思うほど、ビール、ウイスキー、日本酒などの段

ボールが山積みされている。皆、ずらっと並んで手渡

しで倉庫に入れられたが、何と観測隊分だけでも９㌧

というのだから驚きである。 

東京湾を出るころ、一仕事終えて甲板に出てみる

と取材のへリコプターが頭上を飛び、カメラマンがドア

を開けてこちらを撮影中であった。ひとしきり旋回の

後、もう撮り終ったのだろう、カメラマンが両手で「さよ

うなら」の合図をしてくれる。その思いやりが嬉しくて

誰もいない甲板で一人手を振った。見る見る遠ざか

るへリを見ていると暫く日本ともお別れだという実感が

湧いてきた。 

 

 著者紹介 

昭和２３年岩手県宮古市の出身。北大にすす

み理学部地球物理学料気象講座を修了。最終

学歴は北大低温研究所大学院。 ５４年に北見

工大に講師として赴任。５５年から同大助教授に

就き、一般教養の物理学を教える。 

北見工大研究陣から南極越冬隊への参加は

同氏がはじめて。世界でクリーンランドと南極大

陸にしか存在しない氷床（アイスシート）の研究が

今回の南極行きの主目的だが、豊富なデータを

ものにすることができ、収穫も大きかったようだ。 

妻子に手をふりイザ出発（中央が筆者） 
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私の南極越冬記 ［２］ 

船内訓練 － まるで“狼と少年” － 

船が太平洋からミンダナオ島、ボルネオ島、セレベ

ス島の島々に囲まれたセレベス海に入り、それまでの

揺れもおさまって一息ついた。日本を発って以来、一

週間ぶりに見る陸地を眺めにちょうど艦橋にいたとき

のことである。当直士官が通信文片手に船内放送を

はじめた。

「ただいまフィリピン政府から連絡があり、ミンダナ

オ島に日本青年とおぼしき遺体が漂着したが貴船の

乗員ではないかと問い合わせてきた。観測隊および

各分隊は至急人員点呼し、結果を報告せよ」。

その日たまたま当番だった私は、大急ぎで食堂に

戻り、集まった観測隊員を点呼したがＳ氏が見えない。

一人の隊員が「彼なら 5 分前に見たよ」というし、そう

いえば自分も見かけたので艦橋に、「観測隊全員異

常なし」と報告した。

ややあって放送があり、「ただいまのは訓練であっ

た。各隊員の報告順位を報告する。１位第３分隊 3 分

20 秒っ・・・」。われわれは 5 分ほどだからまずまずだ

ろう・・・。ところが観測隊が呼ばれない。最後に「・・・

観測隊は誤報により番外」。？？？！。なんとＳ氏は

あらかじめの打ち合わせにより行方不明者として直前

に雲隠れしたのであった。いつの間にか現れた彼が

横でニヤニヤしている。

後日、オーストラリアを出港した翌日も似たようなこ

とがあった。「オーストラリアより、船内に爆弾が仕掛

けられたとの情報が入った。各隊員は捜索して至急

報告せよ」。また、はじまったとは思ったが宝探しのご

とく手分けして各隊員室食堂を探すが見つからない。

「やはりないのかな」という気になったころ、一人が冷

蔵庫を開けると、缶ビールと並んで「爆弾」と大書きし

たボール紙が鎮座ましましていた。そういえばいつも

は見かけない士官の人が食堂をうろうろしていたなと

皆で後から思い出す。

こんな訓練がたまにあるので、あまり変な放送は信

用しないようになった。年が明けて氷海からはじめて

昭和基地にヘリコプターが飛んだ直後、「国籍不明

機が着艦した」との放送が入った。またウソだろうと思

いつつも、飛行甲板に駆けつけると、今度は本物で

あった。

その話は後日に回すが、その時は「狼と少年」のた

とえ話のとおりだと思ったものである。

砕氷艦「ふじ」 
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私の南極越冬記 ［３］ 

赤道祭  － 大賑わいの“儀式” ー 

 

12 月 3 日赤道祭。この日は赤道を通過する際に

皆で幾つかの催しをして楽しむのである。 

まずは赤道通過の儀式。観測隊員扮する「ふじ」

艦長が乗組員扮する赤道の門番の赤鬼、青鬼に「ど

うか赤道の門を開く鍵を下さい」と頼む。すると鬼たち

は「イヤ！ならねえ、何のために通る」、「仕事がきつ

いぞ、乗組員の給料上げろ」とか難題をふっかける。 

また、この艦長役は隊員の中でも一番の真面目人

間だから本人は本当に必死になる。見ているものは、

このやりとりに腹をかかえて笑いころげるのである。二

十分ほど押し問答が続き、鬼も折れて大きな鍵を渡

す。すると、ヒャラリ、ヒャラリの音楽のなか、神主と女

装の巫女さんが出てきて祝詞を上げた後、艦長役が

舞台にしつらえた赤道の門を鍵で開け、めでたく儀

式終了。 

その後は乗務員、観測隊がいくつかの班に分かれ、

お楽しみ演芸会の開幕である。人間ドックショー、剣

舞などがあり、衣裳もレオタード、着物、揃いのはかま

姿ありとなかなかに凝っている。さらにこのあとは地方

色豊かに盆踊り大会。各地からの出身者が集まって

いるので、南は炭坑節にはじまり、大漁節や北の北

海盆唄にーと踊りも多岐にわたる。おまけに当時流

行のアラレちゃん音頭まで飛び出す賑わいであっ

た。 

12 月 5 日、ロンボク海峡通過。右にバリ島、左にロ

ンボク島。南洋の島は、平たいものとの先入観があっ

たので、双方ともに 2000～3000 ㍍級の立派な山が

そびえているのは驚きだった。ここを抜けるとインド洋

となり、船はまた、うねりに揺られながら一路オースト

ラリア西岸の港、フリーマントルを目指す。 

その夜は、食堂での夕食のかわりに飛行甲板での

豪勢な宴会。毛布を敷いて乗務員も皆、腰を落ち着

け、オードブル、刺身、フライなどの御馳走を楽しむ。

上を見上げると満天の星がゆっくり揺れている。実に

すばらしい赤道の宴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オニから赤道の門を開くカギを何とかもらおうとする艦長。 

何とかカギをもらえた後、神主とミコさんも登場し儀式となる。 
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私の南極越冬記 ［４］ 

吠える 40 度  － 暴風圏の揺れを体験 － 

 

「ふじ」は、オーストラリア・フリーマントルで一週間

停泊し、燃料、水、野菜などを積みこんだ後、12 月

16 日、出港する。その後、３日もすると、いよいよ“吠

える四十度”南緯四十度以南は、低気圧に遭うことが

多く、いつも海が荒れて吠えているようだ、というので

この名がある。砕氷船は。氷の圧力に耐えるように、

普通の船より丸く、ずんぐりにできているので、よく揺

れる。この船は特にひどく、最大四十度近くまで傾い

た。船酔いに弱い小生は、少しでも揺れの少ないとこ

ろを求めて右往左往である。 

艦橋に上ると、高い所なので左右の揺れが一段と

ひどく、操舵手は幅広のベルトで蛇輪の所に体を固

定して頑張っている。窓からのぞくと、あの高い船首

が海中に没するのだからすさまじいものである。 

船内生活も大変であり、荷物をきちんとしばってい

なかった所では、ひもがほどけて中身が散乱するし、

ロックをしていなかった引き出しも飛び出してしまう食

事も走り出さぬように濡れ布きんの上に食器を置き落

下防止用に食卓の端について桟（さん）を持ち上げ

る。 

さらにひどくなると、カン詰めが支給になり、各自勝

手に食べることになる。寝ていても無意識のうちにベ

ッドの両端の枠をつかんでふんばるので、朝起きて

みると、体の節々が痛い。 

そんなある夜中、ベッドで本を読んでいたら、上の

ベッドで寝ていたルームメイトが落ちてきた。彼は、落

ちる時に片手でしっかりベッドの枠をにぎっていたの

で、足からヒラリと床に“着地”し、そのまま、また寝ぼ

けまなこでよじ登っていった。翌日、目を覚ました彼

は「ベッドから落ちたような気がするな」とあまり覚えて

いないようだった。 

12 月 22 日、はじめて氷山を見る。右舷、約 2000

㍍にうっすらとテーブル型氷山。水面高 30 ㍍、横幅

300 ㍍、小さいが南極特有の氷山である。まだうねり

が強いので盛んに波しぶきを上げている。荒海にす

っくと立っているその姿は予想していた以上に、異様

でもあり壮言でもあった。同じ日の 12 時 52 分南緯

55 度を通過、これより南極圏と呼ばれる海域に入る。

以後、氷山が次第に数多く見えるようになってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
船首が海中に没する南緯 40 度の揺れ（船橋から撮影） 
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私の南極越冬記 ［５］ 

氷 海  — ”人間揺さぶり”戦法 — 

 

 12 月 31 日。昭和 56 年も今日で終わる。新年を外

で迎えようとブリッジ上の甲板に出る。太陽は沈まず

に煌々と輝いており、テーブル型氷山の向こうには、

南棒大陸の一部がうっすら見えている。 

 船は盛んに砕氷を続けている。零時、新年を迎える。

汽笛のひもを皆で引っ張って、ポッーポーツと鳴らし

鐘を叩いて互いに「おめでとう」を言いあう。そして神

妙に初日（太陽はずっと出ているので初日の出とは

いえない）に向かって手を合わせ、今後の無事を祈

った。 

 １月１日、大きな伊勢エビの入った三段重ねの折詰

か出て、その豪華さには驚かされる。 「ふじ」は、ハ

ンモックアイスと呼ばれる悪い氷状態に難航し、昭和

基地に近づけない。 

 １月２日。「船の前部が氷に乗り上げて動かなくなっ

た。重心移動のため、総員飛行甲板に集合せよ」との

放送がかかる。 「さすがに日本の船、竹ヤリ戦法」と

言いつつ、かけつける。１５０人くらい集まり、棒を持っ

た掛け声係の「左イーツ」の号令一下、左舷へ走り、

「右イーッ」で右舷へ。 

 「8000 ㌧の船がこんなもので動くのかいな」と言い

ながらも、皆、いい運動だとばかりに走る。初め、この

“人間ゆさぶり”をしても船は後進をかけても動かなか

った。次にヒーリングタンク（左石タンク）の水移動をさ

らに加えて人間も走ると、何と 30 分後に船は動き出

し、脱出成功。その日の夕方、「今日は総員甲板動

揺作業で成果があったので特別にシャワーを許可す

る」と放送があり、皆湧き立つ。今日の進行距離は 67

㍍とのことだった。 

 １月４日。まだ少し遠いが、昭和基地へ手紙や新鮮

な野菜を積み、越冬隊長や艦長を乗せたヘリコプタ

ー２機が飛んだ．見送りを終えて船内に引き揚げた

時、「国籍不明機が着艦」との放送。半信半疑で駆け

つけると、本当に青いヘリがいた。 

 皆、初めは遠巻きに眺めるだけだったが、そのうち

に近寄って聞き出すと、インド海軍だという。間もなく、

副艦長と打ち合わせしてきたのだろう乗員が二人戻

ってきてヘリは去った。あとからの話では、近く南極に

基地を持とうとするインドの船がそばまで来ていて、

「ふじ」と無線連絡をしようとしたが、周波数がわから

ず、″強行着艦″したのだという。 国境のない南極

を認識させる一幕だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“人間揺さぶり”戦法で船を動かす。 厚い氷に捕まって動けない「ふじ」。 

国籍不明機着艦？！ 
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私の南極越冬記 ［６］ 

南極上陸  － 松島を思わせる風景 － 

 

昭和５７年１月９日。悪天候のためにのびのびとな

っていたが、いよいよ「ふじ」を出発する。 ずらっと並

んだ乗務員の人たちと握手を交わしてヘリに乗り込

むと、すぐに離陸。見おさめにと一旦旋回してから

「ふじ」の上空を通過した。たちの悪い氷につかまっ

て立ち往生している「ふじ」の前方一㌔もないところに

オープンリードと呼ばれる海氷面がところどころに広

がっている。あそこまで行ければ、一気に進むのにー

と思う。 

氷山が一面の氷上に点在し、地吹雪による吹きだ

まりがきれいな幾何学模様を描いている。昭和基地

へは、ものの 20 分であっけなく着いたが先行してい

た５名を拾い、すぐに大陸へと向かう。思ったより白い

岩に赤い建物がいっぱい並んでいるというのが印象

だった。同基地はオングル島にあり、夏場の四ヶ月ぐ

らいは大型雪上車が海氷を渡れず大陸との交通手

段は空輸になる。 

ヘリは、ぐいぐい上昇し海峡を飛び越え、南極大

陸末端のクレバス帯をまたいだと思ったらＳ１６地点に

着く。発煙筒を落とし、慎重に着陸。記念すべき上陸

第一歩を踏みしめる。Ｓ１６とは、Ｓルートの第１６番目

地点という意味であり、海岸線より 10 ㌔、標高 500 ㍍

のゆるい傾斜の広い氷原にある。 

これより内陸部ではクレバスの危険性がないので、

ここをヘリ空輸拠点とし、さらに 250 ㌔南東にあるみ

ずほ基地へ雪上車で向かうことになる。海側を見ると、

氷原の向こうに氷海が広がり、正面に西オングル島、

左手にラングホブデの黒い岩山が見える。氷山を島

に、氷海を生みに見たてると、松島湾を思い出させる

穏やかな風景である。何回か空輸で飛来したヘリも

去って、静かになるときょうから自分たちで食事もつく

らねばならない。さっそく当番に当たり、ウナギかば焼

きと水たきの夕食をつくる。 

石油の登山用コンロで雪を溶かして水を作ることか

ら始めるのだが、みんな手慣れた連中なので、快適

に食べることができた。こんなことは珍しいそうだが、

風もほとんどないので、食後は、みんな外でコーヒー

カップを持って景色を楽しむ。ゆったりした気分で周

囲の広さをかみしめると“白い大陸”へとうとうやってき

たという実感が湧いてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘリで物資を空輸し、 

白い大陸へ第一歩。 

S16 地点でルート標識の旗つき竹竿を設置。 

遠くの氷海に氷山が浮かぶ。 
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私の南極越冬記 ［７］ 

みずほ基地 － 平均気温氷点下３３度 － 

 

 1 月 19 日、とうとうみずほ基地にやってきた。第２３

次隊の旅行隊一行８名は４台の雪上車に分乗し、ヘ

リ輸送拠点のＳ16 地点から 6 日かかって到着。 

 同基地は、昭和基地の南東 270 ㌔に位置し、標高

2230 ㍍、岩盤までの氷の厚さ約 2000 ㍍、ほぼ平坦

な大陸斜面上にある。周囲は白一色、果てしなく続く

氷原と空しか見えない。 

 標高が高いので、気圧が平均 730 ㍉バールと低く、

炊事も圧力釜が必要である。気温は平均-33.3℃、昭

和基地より約 15℃低く、プラスになることはない。平

均風速は 11 ㍍で昭和基地より 5 ㍍大きく、かなりきび

しい条件下である。 

 この基地の雪面上には 30 ㍍タワーやアンテナ群が

出ている程度で、観測や生活に必要な施設はすべ

て雪面下に埋もれている。入口の階段を下りると、頭

の低い天井にしたたかぶつける洗礼をまず受ける。

次に中に入って驚くのは、広さ 12 畳ほどの居住棟の

天井中央部分が、雪の重みに耐えかねて 20～30 ㌢

も下がっていて部屋の真ん中の２本の支柱で補強さ

れており、しかもいたるところから“雨もり”している光

景だった。 

 炊事などの熱で屋根の上の雪がとけるらしい。その

晩、先輩の２２次隊が鍋料理でパーティーを催してく

れたが、部屋の真ん中で石油コンロをつけるため、雨

もりが一層はげしく、茶碗を持って逃げ回る始末だっ

た。 

 ２日後に２２次隊が去り、さらに３日後には２３次隊の

往復旅行隊も出て、みずほ基地は、Ｋドクターと二人

だけになった。気温も下がり、雨もりは止まってほっと

したものの、まだスイッチ類さえろくに覚えておらず、

飲料水づくりや発電機ワッチなど、生活に追われ、初

めは気象観測を続けるのがやっとだった。 

 2 月 1 日、昭和基地では２２次隊から２３次隊への越

冬交替式が行われるはずであるが、折りしも５日間連

続無線が通じない悪い電波状態の最中で、外界との

連絡を絶ったまま、みずほ基地はひっそりとしたスタ

ートを切った。 

 第２３次隊では、みずほ基地に越冬中に３回の補給

旅行がなされ、人員数 7、5、3、3 名の４期に区分され

る人員構成ではみずほ基地が維持された。 

 １～４月の第一期は７名といっても調査旅行が多く

大半が２名であった。いずれにせよ、少人数の小さい

基地であるが、気象観測、雪氷観測、超高層観測な

ど、この小世帯で行われた。基地開設以来３人目と

のことだが、何の因果か小生だけが１年間ここで暮ら

すことになった。寒い分野の研究テーマを選んだもの

の宿命かもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
雪面上に出ているのはアンテナ群だけで、 

全て雪に埋もれたみずほ基地。 
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私の南極越冬記 ［８］ 

地吹雪観測  － 自慢の雪穴測定室 － 

 

 大陸斜面下降風の卓越するみずほ高原では地吹

雪がほぼ毎日発生している。地吹雪は風によって雪

が運ばれる現象で、莫大な量の雪が南極氷床上を

輸送されている。これまでに年間を通じて観測されて

はおらず、これの通年観測を行うことが今回の基地観

測の大きな目標の一つであった。 

 みずほ基地到着早々、Ｋドクターと二人だけになっ

た時、まず始めたのは、この地吹雪測定用の部屋作

りだった。部屋といっても雪穴であり、チェーンソーで

雪ブロック切り出すのである。同基地の飲料用水、風

呂水は雪ブロックによるのでチェーンソーは一年中

欠かせない道具。“みずほ住人”になったと言える条

件は、①天井に頭をぶつけなくなること、②熱い風呂

を雪でうすめる時、ちょうどよく一発で決めること、③

チェーンソーで雪ブロックをきれいに切り出せることで

あった。 

 測定室としては約 7 ㍍×2 ㍍×2 ㍍の部屋を作り、

その雪面に地吹雪計五点を設置した。異なる高さで

地吹雪を捕捉してパイプ内を落下させ、測定室に貯

った雪を計量する仕組である（図参照）。こうしておけ

ば、猛ブリザードの時でも安全・確実に室内で計量で

きる。雪面下に埋もれているみずほ基地ならではの

測定方法である。 北見の平間機械工業所に一週間

で至急作ってもらった地吹雪計が思いのほか、よく作

動し、ほっと胸をなでおろす。 

 測定は毎日一回ずつ必ず行った。一番下のスリット

型地吹雪計（高さ 10 ㌢・幅 1 ㌢のすきま）からは予想

以上に大量の地吹雪が捕捉され、通常で 10～30 ㌔、

最大では 200 ㌔もあった。こうなると計量はひと仕事

だったが、測定用の雪は風呂水用として使用し、「暮

らしに役立つ地吹雪」と自慢したものである。 

 人間、毎日同じことをしていると、色々なことに気が

つくもので、その一つがパイプから導かれた地吹雪

の積もり方である。それは円錐型に積もった山の角度

が、日によって変わることだった。条件を統一するた

めに一斗カンの丸いフタの上に積もらせるようにした

ところ、降雪のあるときには必ず急になった。この斜

面の角度は安息角とよばれるものである。通常の地

吹雪粒子は丸くて転がりやすいために安息角は緩く

なり、降雪の際の粒子は角ばっているために急にな

ると説明される。 

 これまでみずほ基地のように地吹雪の強い地域で

は、地吹雪の中にどれだけ降雪が含まれているか不

明とされていたが、この測定により降雪量推定を可能

にする貴重なデータを得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地吹雪観測システム。A, B, C と３種類の地吹雪計がある。 

地吹雪粒子の安息角 
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私の南極越冬記 ［９］ 

内陸旅行（１）  － 息が凍り垂れ下がる － 

 

 次第に夜が長くなり、暗い冬が駆け足で近づいてき

た 3 月 28 日、みずほ基地より西へ 300 ㌔の地点にや

まと山脈があるが、その途中 200 ㌔の地点を目指して

内陸旅行をすることになった。 

 冬が明けてやまと山脈調査隊の、燃料デポをかね

ての旅行である。帰りのルート用に目印となる 2 ㌔お

きの旗を設置しながら、雪上車 3 台を列ねて燃料や

機材を積んだソリを引いてあえぎあえぎ進める。 

 どこまで行っても平らな高原。サスツルギと呼ばれる

雪のデコボコを必死に避けながら雪上車をあやつる。

雪原を走っていると、大海原をいく船に乗っているよ

うな錯覚にふとおちいる。２㍍を超すようなサスツルギ

帯は、さながら暴風圏の海、一方、スピードを出せる

快適な平らな雪面は、穏やかな南洋の海である。 

 旅行に出て７日目、ヒドンクレバス（雪で覆われた氷

の裂け目）に出会った。前の雪上車の跡が途切れ、

よく見ると白い帯が横切っている。車を止めて隊員の

一人がピッケルでつつくと、雪が落ちて幅一㍍ほどの

クレバスが現れた。内部は青く光り、きれいな霜が発

達していた。深さは少なくても 10 ㍍はあるはずだが、

定かではない。この幅なら直行する分には、雪上車

は危険ではないが、人間が知らずに歩いたらと思うと

ぞっとする。 

 気温は次第に下がって、氷点下 50℃近くになる。

雪上車内は暖房が効いて暖かいが、寝るときはエン

ジンを止めるので、車内温度はみるみる下がってしま

う。そこでダブルシュラフに身を固め、ふとんをかけて

寝るのだが、朝起きてみると、自分の息で凍りついた

霜が上のベッドから垂れ下がって自分の目の前でユ

ラユラしているのには驚かされる。 

 生理現象の話であるが、これまた大変なことである。

雪上車のソリ列の最後尾に引かれた布張りの小屋が

ついた小さなソリを便所カブースと呼んでいて、大便

は風を避けられるだけ快適であった。しかし、旅行半

ばにしてこわれてしまった。仕方ないので、雪上車の

かげでするのであるが、うかうかしていると、凍傷もの

である。小便は外でするが、地吹雪が舞っていると、

雪面に着くやいなやコロコロと玉になって、ころがって

しまい雪面にはしみるどころか跡も残らないのであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機材や燃料を積み込んだソリをひき、雪原を進む雪上車 
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私の南極越冬記 ［１０］ 

内陸旅行（2）  － 道を見失い四苦八苦 － 

 

 ４月６日。旅行に出て 10日目。今日は 40 ㌔とこれま

で最高距離を走ったが、それでもやっとみずほ基地

から 160 ㌔、なかなか距離が伸びない。 

 私の乗った先頭の雪上車は、1 ㌔ごとに赤旗のつ

いた竹竿を立て、前の旗で待っている 2 台目の雪上

車の方位を測定する。尺取り虫のようにその繰り返し

なので、必然的に遅くなる、視界 100 ㍍ほどしかない

悪天候の日がそれに輪をかける。 

 ３台目の車は氷の厚さを測定しながら走っている。

ソリの上に普通のテレビアンテナ大きくしたようなアン

テナを二つ下に向けてセットしてあり、一方で電波を

発射し、もう一つで受信する。氷を通り抜けて岩盤で

反射して戻ってくるまでの時間から氷の厚さがわかる

仕組みである。標高 2000 ㍍前後のこのルート沿いで

は、氷も同じく約 2000 ㍍である。ルートのどこが一番

深い岩盤かを調べ、約 500 ㌔四方のこの地域の氷の

流れを調査するのが、この旅行の目的である。 

雪上車の車輪は、前と後ろは鉄輪であるが、重量

を支える両側10個の主輪はゴムタイヤである。これが

時折パンクする。キャタピラのツメが、タイヤの上下を

左右からはさみこんでいるので、タイヤ交換がひと仕

事である。まず雪穴を掘って車を動かし、パンクの箇

所をそこに持ってくると下のツメが下がる。次に雪面

に四人があお向けに寝転び、「せえーのッ」と、足で

上のキャタピラを持ち上げ、その間に１人がタイヤを

外すという方法である。 

4 月 10 日。204 ㌔進んだ地点に燃料ドラム 53 本を

備蓄して帰途につく。悪天候が続き、しばしばルート

を見失いがちだったが、14 日、みずほ基地まで 110

キロ地点でとうとうルートを見失ってしまった。 

1 ㌔間隔の旗が見つからず、右へ行っても左に行

っても来た時のシュプールがわからない。先頭車に

は船舶用レーダーがついているが、スコープを見て

も雪のデコボコの信号だらけで竹竿はさっぱりわから

ない。仕方ないので、１㌔ごとに磁方位で雪上車を正

しい方向に向けて進むが、雪上車の方向性は不安

定なので、結局、磁石には頼らず、一定方向に吹い

ている地吹雪の角度を一定に保ちながら走る「風頼

み」となった。 

もう一つの頼みの綱は測量用として持ち込んだ人

工衛星の電波による位置決定装置である。夜にアン

テナを設置し、一晩かけると、なんとか位置がわかり、

コースが確認できた。それより心配なのは予想以上

に遅いための燃料不足。このままだと１台か２台置い

ていかなければならなくなるので暗くなってからも走

ることにし、夜八時まで走行した。道を見失っている

が、風が頼りなら気楽なもの。光を横切る地吹雪の方

向に注意し、夜でもひた走り、道を見失って３日目の

4 月 16 日、レーダーがみずほ基地の 30 ㍍タワーを

捕えた。結局見つかった旗は基地に最も近い一本目

の旗だけだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地吹雪がひどいとき視界が 100ｍ以下になる。 
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私の南極越冬記 ［１１］ 

ボーリング観測  － ９０㍍下の氷とり出す － 

 

補給旅行隊９名が 4 月 19 日、昭和基地への帰途

につき、みずほの冬を越すメンバー5 人が残った。 

9 月までの期間中の大きな仕事のひとつはボーリ

ングである。今回の目的は、冬明けのやまと山脈旅

行でも行われるボーリングに備えての技術習得ととも

に、過去に用いられたサーマルドリル（周囲の氷を融

解させて掘り進む）と違い、メカニカルドリル（刃が回

転する）によって熱変成を受けていない氷の試料を

得ることにあった。 

5 月中にボーリング機器の設置を終え、6 月 3 日に

掘削を開始。朝から夕方まで5人のうち3人が交代で

作業にあたる。掘削部本体は、電源ケーブル兼用の

ワイヤーで吊り下げられ、ウィンチでボーリング孔の

中を下ろして着底後ドリルの刃を回転させる。 

モーター電流をいくらにし、どのくらい回転させる

かはコントロール係の経験がものを言う。引き上げた

氷試料は長さ、重量、結晶粒径、氷板の有無を記載

のうえ梱包する。一回につき回収する氷試料は直径

約 10 ㌢、長さ 20～60 ㌢。各種の測定後、必要のなく

なった氷試料はオンザロックでピチピチと気泡のはじ

ける音を楽しんだが、入浴中に風呂に入れると激し

い音をたててヒビが入り、バリバリッと頭の芯まで響く

振動が伝わった。掘りたての氷には圧縮応力の影響

が残っているのかも知れない。 

ボーリング深度が深くなり、採取間隔が 20～30 分

と長くなって手持ちぶさたになると、その間にボーリン

グ場の雪の壁に壁画を彫ることが流行した。道具はノ

コギリやらピッケルやらで、田中ドクターなどは木の棒

1 本で男女の顔を掘り出し、意外な才能に一同びっく

りしたものである。 

アルタミラ洞窟も顔負けの大仏さま、女性像から神

社までそれぞれ個性の発揮された壁画が大小 17 も

でき上がり、ボーリング作業の生んだ楽しい産物とな

った。私の「作品」はルーブル美術館にあるラ・トゥー

ルの「大工の聖ヨセフ」である。、高校時代に上野の

美術館でみたものであり、みずほ基地の百科事典に

あったものを模写し、少女が照らした灯りのもとで聖ヨ

セフが大工仕事をしているのを、ボーリング風に変形

したのである。 

6 月 19 日、到達深度 90 ㍍でボーリングは終了した。

目標の 100 ㍍までには届かなかったが、装置改良や

技術習得がなされ、満足すべき結果を得ることができ

た。続くミッドウィンター週間はボーリングの疲れをい

やすべく一週間休養日課とし、マージャン大会や壁

画撮影会やらでゆっくり過ごした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング作業 作業の合間に彫った私の「作品」 
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私の南極越冬記 ［１２］ 

みずほ温泉  － 排熱利用し毎日入浴 － 

 

みずほ基地にもちゃんと風呂がある。発電機エン

ジンの排熱による温水循環系統が 2 つの居室、造水

槽、そして浴槽に回っており、ステンレスの浴槽に昼

間、雪を入れておくと、夜にはちょうどよい温度となっ

ている。 

ただし、マイナス 20～30℃の雪の中である。向か

いの予備発電機室は零℃前後で、まだ寒くないので、

そこで服を脱ぎ、足が雪に凍りつかないよう通路に発

泡スチロール板を二、三枚置き跳び渡ってドボンと風

呂に入る。 

この時、静かに来ないと頭上から盛大に発達した

霜が落ちてきて悲鳴を上げることになる。また、あらか

じめ湯温を調整しておかないと、裸のまま雪ブロック

を抱えてきてウロウロするはめになるし、うめすぎると

寒くて風呂から出られなくなる。慣れるまでには苦労

したものである。 

前の 22 次隊から引き継いだ時、風呂の水は 10 ㌢

以下はもう見えないほど真黒。しかも、なにやらドブの

においが強烈に漂っていた。「みずほの風呂に入る

時は、そおっと入らないと下からアカがフワーッと湧き

上がるゾ」と聞いていたので、初めはそんなものかと

思っていた。 

しかし、これではやりきれない、とみんなでクリーン

作戦を実行した。まず、湯を大部分汲み出したあと水

中ポンプの噴出水で放熱板にこびりついたアカを落

とした後、湯を完全にかい出す。 

その際、雪を溶かす呼び水として一部残したりする

と、においが残るので、飲料水用のきれいな水を呼

び水として運ぶ。これを何回か行った後、やっときれ

いな風呂となった。 

我が隊は、部屋拡張のため、雪ブロックを大量に

切り出したので、その消費のためもあり、ほぼ毎日、

風呂水交換をした。おかげでちゃんと底まで透明な

お湯の風呂にいつも入ることができた。 

清潔好きな小生（？）は一年間ほぼ毎日、風呂に

入った。もっとも、寝る前に風呂に入らないと寒いみ

ずほ基地では体が冷えて寝られないのだが……。 

風呂水つくりもさることながら、排水にも気を使った。

排水は通路沿いの溝を流して氷の割れ目に落として

やるのだが、途中で水が凍り、溝がもちあがってしまう。

そのため、毎日、溝はツルハシで掘ってやり、つまり

がちな氷の割れ目には、お湯を直接流し込む必要が

あった。日本に戻ってくると上水もさることながら下水

のありがたさが身にしみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯温調整用の雪ブロックを抱えて「いい湯だナー」 次期ボーリング場建設現場から雪ブロックを採取 
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私の南極越冬記 ［１３］ 

低温と雪上車  － エンジン始動に苦心 － 

 

みずほ基地では、気温がマイナス 50℃以下になる

日が 5 月から 9 月いっぱいまである。マイナス 50℃以

下ともなれば、人間も大変だが雪上車にも無理がか

かって様々なトラブルが続出し、機械担当の隊員は

雪上車保守に大変な苦労を強いられた。 

エンジン始動がまず一日仕事である。エンジンの

不凍液が凍っているので、本来エンジンを暖めるべ

きプレウォーマーからして動かないので、基地内から

電源を引っ張り、ジェットーヒーターで暖めなくてはな

らない。そのジェットーヒーターも、前もって居住室内

で暖めておかねばならないという具合である。 

エンジンがかかっても今度は走行装置に無理がか

かる。5 月 21 日に KD609 雪上車がならし運転中にプ

ロペラシャフトを折った事故は、その例であろう。 

この事故は廃車の KD607 から部品を移して修理さ

れたが、これに教訓を得た機械担当の隊員はマイナ

ス 50℃以下では車を動かさないこととし、低温時の車

の扱いを慎重にすることを全員に徹底させた。おか

げで燃料入れなど基地の雪上車作業は無事に冬を

乗り切ることができた。 

基地開設以来の最低気温であるマイナス 58.4℃を

記録したのは 8 月 22 日のことである。 

マイナス 50℃以下になると、「氷震」現象が起きる

のであるが、その日はひときわ激しく、ズシン、ズシン

と数分間に１回くらいひん発した。あまりの寒さで氷が

割れるのである。 

気温最低となった夜半、外に出てみた。地吹雪の

中強力ライトで雪面を照らし氷震の原因であるクラッ

クが目の前で目の前で発生しないかと目をこらしたが、

そうはうまくいかず、体の心まで凍えてほうほうの体で

逃げ帰った。冷たく光る夜空のオーロラが印象的だ

った。 

九月に入ってもマイナス50℃台の日が続く中、9月

4 日には、みずほに向かっている旅行隊から連絡が

入って、H262 地点で SM506 雪上車のデフが故障し

て走行不能と伝えてきた。 

旅行隊は、この故障車両を残置して旅行を続けた

がこのトラブルを皮切りにいくつもの雪上車トラブルが

起きた。オイルが固くなってデファレンシャルギアが

欠けて丸坊主になったり、車輪のクッション部がいか

れたりで、いずれも低温が災いしていたようだ。 

このため、やまと旅行隊は約１ヶ月のみずほ基地

滞在を余儀なくされた。おかげでみずほ基地はにぎ

やかではあった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30m タワーから見た冬のみずほ基地。 

発電機室からの白い煙が基地の生きている証拠。 

唯一、灯った電灯が基地の入り口の目印。 
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私の南極越冬記 ［１４］ 

音楽  － テープで演歌楽しむ － 

 

みずほ基地では、ステレオ装置が居住棟にある。 

カセットテープは、これまでの隊が残していったも

のと我々が個人で持ち込んだものであるが、そう多く

はない。よく聞かれる曲は人にもよるが、大体決まっ

ており、しかも、時間帯によって違う。 

朝はさわやかにーとモーツァルト、ヴィバルディの

「四季」を、昼食時はフォークソングなどが多く、夜は

その食当（食事当番）によって、様々だったが、ポー

ルモーリア、オリビアニュートンジョン、あるいは演歌

などである。 

比較的よく聞かれたのはアメリカ 1950 年代のヒット

ポップス特集であり、「トゥヤング」とか「タミー」とかな

つかしのポップスを聞いて昔はいい曲があったと語り

合った。 

同じことで、タイガースとかのグループサウンズもた

まに聞かれ、また年代が知れるが、「赤銅鈴之助」と

かの昔のラジオ主題曲とかも面白がって聞かれた。 

小生が持ち込んだカセットテープは 2 本だけであり

一つは加藤登紀子の「日本哀歌集」で「知床旅情」と

か「北帰行」とか哀愁に満ちた曲ばかりで、しんみりし

すぎるきらいはあったものの、日本人の心を打つもの

があるようで、誰もがいい曲だと聞きほれた。 

ただ、マージャンを楽しんでいる時にかけると、何

故か小生だけ勝ってしまうので、マージャン時は“演

奏禁止”になってしまった。 

もう 1 本のテープは、「ラジオ体操」である。運動不

足のみずほ基地では、ぎっくり腰の予防のために、せ

まい室内で手足をぶつけないように皆でよくテープに

合わせ、ラジオ体操をやったものだ。このテープが一

番よくかけられていたことになるだろう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マージャンを楽しむ時は、日本哀歌集は“演奏禁止”。 

越冬後半はこの３人だけでの「３人マージャン」。 
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私の南極越冬記 ［１５］ 

褌（ふんどし）とビデオ  － やはり名画は飽きず － 

 

南極で使用する下着を除いて防寒具などの衣服

はほとんど支給あるいは貸与される。とはいっても、

オーストラリアの夏から船内、及び帰りの支度まであ

るので、けっこう私物を用意することになった。持ち込

んだものの中には重宝したものもあったが、全く役に

立たなかったものも多い。 

行く前の知識では、南極は使い捨て用の「ふんど

し」が一番良いと聞いていたので、高級さらし十反を

買い込んで 70～80 枚用意した。ハサミを入れただけ

の作りであったので面倒ではなかったが、ほかの隊

員にはずい分とうらやましがられた。しかし実際に使

ってみると、ダブルに折ったせいか違和感があり、結

局、３日目にして中止し、残りはみずほ基地のフキン

に化けてしまった。 

ある隊員は、ひも付きのひらひらふんどしを愛用し

ていたが、いつも、ふんどしのまま風呂に入り、それを

タオルにして体を洗い、翌日乾くのを待って、また使

用するのだから一挙両得であった。 

当時はまだ珍しかったビデオ装置がみずほ基地に

もあった。南極の奥地に来てまでブラウン管があるの

は何となく気にくわないのだが、誰かがビデオを回せ

ば、ついつい見てしまう。テープは、20 本ほどあるの

だが、何回も見るのは限られてしまう。きわどいものも

あるにはあったが、すぐ飽きられ、結局、楽しいもの

やストーリーのしっかりしている劇場用映画がよく見ら

れた。 

なかでも「カサブランカ」は、大好きな隊員がいて

皆もつられてよく観た。名前だけは聞いてみたが、み

ずほに来て初めて見た。白黒なのだが、確かに何回

見ても飽きない名画であった。日本語字幕入りの原

語なので、皆しゃれた言い回しの英語を聞きとろうと

必死になった。映画の場面をマネして、昨日のことを

聞かれたら男優のハンフリー・ボガート風に「そんな

昔のこと」と答え、明日のことを聞かれたら「そんな未

来のこと」と返事するのが一時みずほ基地の流行語

になった。こんな楽しみも、仕事が結構忙しく、１週間

に１～２回見る程度だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
狭いながらも楽しい我家。12 畳ほどの観測棟には無線装置、気象観測

記録器が並び、背後には２段ベッドが並ぶ。 
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私の南極越冬記 ［１６］ 

新 聞  －電波状態が悪いと欠配－ 

 

南極で新聞が読めるという驚くかもしれないが、フ

ァックス受信機があれば日本の共同通信から、船舶

向けに出しているニュースが電波で受け取ることが出

来る。みずほ基地では以前から古い受信機があった

が、ニオイがすごいのと取り扱いが面倒だということで

使用していなかった。そこでニュースはもっぱら昭和

基地との無線交信の時に余裕のあるときの会話の中

から仕入れていた。 

越冬開始２ヶ月後の４月に昭和基地からの燃料輸

送旅行があったとき、通信担当の隊員がやってきて、

性能の良いファックス受信機を持ち込み、配線も整

備していってくれたため、みずほ基地でも「新聞」を

朝夕受信できるようになった。無線電波を受けてファ

ックスでじわじわと A4 版程度のニュースが出てくるの

である。内容は船舶関係が１番多いのだが、プロ野

球、相撲、日航事件、ニュージャパンの火災等日本

内外の一般ニュースも載っており、おりしも南極近く

のフォークランド島でアルゼンチンとイギリスが起こし

た紛争にも大いに心を痛めたものである。 

しかしながら、これは電波状態が至極良い時であ

って、悪い時は紙面が真っ黒となる。そんな時は皆

口々に「今日は新聞屋さんは休みか、サボっとるな」

とか「新聞代滞納しているからかな」とか言って笑いあ

ったものである。 

「文明社会とは隔離された所にいるんだ」という気

負いがそがれて少し残念な気持ちも半面あったが、

やはり新聞の存在がうれしかったものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーロラ。みずほ基地ではオーロラが出ると

きれいなのだが、電離層が乱れて短波無線

が通じなくなって困ったものである。 
みずほ基地の通路。雪の重みで、次第に 

天井が下がってくるので、時折、雪を切って、

天井のかさ上げをした。 
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私の南極越冬記 ［１７］ 

食事  －材料限られ献立苦心－ 

 

昭和基地ではプロのコックさんがいて、きちんと食

事を作ってくれるが、みずほ基地ではそうはいかず交

代で食事の当番をする。「当番」の仕事は、他に発電

機の燃料入れ、飲料水作り、風呂水交換などの仕事

をかかえるが、やはり一番の悩みの種は食事作りで

ある。 

何しろ材料が限られている。雪穴を利用した天然

の冷凍食糧庫に食料が山と積まれているが、乾燥食

品と冷凍食品ばかりである。野菜は、品目が結構あっ

ても、結局、使えるのは、冷凍のさやえんどう、グリー

ンアスパラ、ニンジン程度。乾燥食品ではネギぐらい

なものである。何といっても料理の基本となる玉ネギ、

ジャガイモがないのが痛い。それでも工夫すれば何

とかなるもので、カレーライスには里芋を入れ、エビが

欲しい時には、冷凍のエビフライのコロモを洗い流し

て取った。 

ただ肉だけは、牛肉、豚肉などは高級そうないいも

のがふんだんにあり、分厚いビフテキはよく食べた。

しかし、人間慣れるとぜいたくなもので、調理としては

一番簡単なビフテキには飽きてきて、おでんや煮し

めなど手の込んだものがご馳走に見えてくる。みずほ

基地越冬後半の半年は３人だけだったので、当番は

３日に１度回ってきてメニューに困る。料理の本を開

いても材料がろくにない。困り果てて他の２人に「何

が食べたい？」と聞くと、口をそろえて「言わな～い」

という。教える位なら自分の時に作るというである。 

祭日は皆で御馳走を作ることにしていた。帰りの準

備で忙しかったクリスマスも３人で料理を分担。海上

保安官の I 隊員はこの日のためにとっておいた七面

鳥を焼き、オードブルを作って、ドーナツを揚げる。

気象庁の S 隊員は、我々としては手の込んで最高の

御馳走である海苔巻きを大量に作る。小生はクリスマ

スケーキとゼラチンデザートを作って、ポスター書き。 

クリスマスケーキを作ったと言っても、スポンジケー

キの台ができていて飾り付けをするだけであり、しか

もクリームは粉末ホィップクリームの水の量を間違え

てドロドロになって本当は失敗したのだが、見かけは

それらしくなった。そしてとっておきのブランデーXO

で「乾杯！」となるのであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３人だけのクリスマスパーティー 七面鳥丸焼きも登場したクリスマスメニュー 
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私の南極越冬記 ［１８］ 

滑走路  － ドラム缶ひき平坦に － 

 

 10 月 29 日、最後の補給旅行隊 6 人が帰って行き

みずほ基地は、また 3 人になった。新しい住民になっ

たのは気象担当の S 隊員である。 

 11 月 29 日には肝を冷やす小事件が起こった。夜

中の 2 時に発電機の不凍液ヘッドタンク数位水位が

4 分の 1 に異常低下しているのを発見。不凍液が無く

なればエンジンは焼き付いて発電が停止し、火災の

恐れがある。とにかく水を補給しつつ温水循環系の

水漏れヵ所を３人で捜す。約１時間後、観測棟内で

のラバーホースの破裂箇所を発見し、応急手当をし

て事なきを得たが、緊張を強いられた一晩だった。居

住棟の屋根といい、どんどん沈降する道路の天井と

いい、みずほ基地は、限界に近いほど老朽化が進ん

でいるようである。 

 12 月に入ってからの課題は、もうすぐ来る２４次隊

の飛行機のための滑走路作りである。前の隊の滑走

路は消失しているので、新たに800m×50mの滑走路

を設定する。意外に平坦部が少なく場所の選定には

苦労した。滑走路のならし方は色々試みたが、ソリを

横に引っ張る方式と水を入れて凍らせたドラム缶を何

本か並べて引っ張る方式が併用された。 

 なにしろ、みんな素人なのだから、その方法につい

てずいぶん議論したのも今は懐かしい思い出である。

暮れから正月にかけては器機梱包や追い込みの観

測も忙しく、夕食後も作業に励むことも多かったが、

正月３日間はゆっくり休んだ。年が明けてからも滑走

路整備は続けられたがなかなか思うように平坦になら

ず、業を煮やして人力でやろうと３人でスコップをふる

ってみたものの、無力さを感じて退散する一幕もあっ

た。 

 1 月 13 日、飛行機がきょう飛ぶという連絡受ける。こ

ちらとしては滑走路にまだ不安があったが、２４次隊

長の「パイロットが判断するから大丈夫」との言葉を信

じて待つ。ポツンと見えた黒点がみるみる大きくなっ

てピラタスポーター機が飛来し、旋回する。最適着陸

地点を指示して見守る中、ユルユルと降りてきたピラ

タスはフワッとあっけなく着陸。 

 下りてきたのは我らの越冬隊長、次の２４次隊隊員

らと握手、握手の連続。パイロットの「ふじの横の滑走

路よりずっといいですよ」との言葉に、３人一同これま

での苦労が報われた。ピラタス機の離陸後、隊長を

基地に案内し、一息ついたところで、念願（？）の４人

マージャン。同じ晩、M 隊員を“水先案内人” として

陸路急行してきた２４次雪上車隊６人も到着し、一挙

に賑やかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みずほ基地の「手造り飛行場」に着陸したピラタスポーター機 
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私の南極越冬記 ［１９］ 

帰途へ  － さらば南極 － 

 

 １月 26 日、越冬を終えた３名は燃料輸送のために

いったん戻る 24 次隊 4 名とともに雪上車 4 台でとうと

うみずほ基地を出発。単調な暮らしをし続けた身には

この状況変化が信じられない。あと1年みずほ基地に

残れと言われれば、まだ居てもよいと思う。 

 雪上車を停めてしばしみずほ基地をふり返る。思え

ば少人数で調理をし、発電機を点検しながらの多忙

な観測生活だった。でも愉快な仲間達のおかげで充

実した生活を過ごすせた。みずほ基地よ、さようなら。 

 １月 29 日、S16 地点着。天候が悪く、飛行機が飛べ

なかったが、1 月 31 日、風の合間をぬってピラタス機

が迎えに来て、3 人そろって昭和基地に入る。20 時

過ぎなのに昭和基地の 23 次隊の皆が夕食を遅らせ

て出迎えてくれ、感激しつつ久しぶりの土を踏んだ。 

 昭和基地は文明社会であった。食堂は大きいし、

個室を皆が持っている。何よりトイレが水洗である。主

要建物はコルゲートパイプで結ばれている。1 晩泊ま

っただけの身には迷路のようで、さっぱりわからない。 

 夜、風呂に入っていると色々世話をしてくれた S 通

信担当隊員が「そのむさくるしい髪を切ると言い張り、

1 年間伸ばしていた髪をばっさり切られてしまった。 

 驚くことに昭和基地では人工衛星によりいつでも日

本に電話ができる。夜中の 2 時、日本では夜 8 時に

家族のもとへ電話する。係が操作すると、すぐに日本

の女性交換手が出た。久しぶりに聞く女性の声は鈴

を転がす美声に聞こえ、それだけで感激した。 

 翌２月１日、24 次隊との越冬交代式を終え、ヘリで

に乗り込む。ヘリは軽々と舞い上がり、昭和基地を一

周してから「ふじ」へ。 「ふじ」は「あすか基地」建設

候補地の調査へ周る。内陸にヘリで飛び、目印の足

場を組んで任務終了。 

 氷海を抜けた「ふじ」は、アフリカ東のモーリシャス

群島へと一路インド洋をひた走り。帰国に備えて、荷

物を整理していると、バッグの奥から何やら固い物が

出てきた。１年以上前のアンパンであった。 

 これは、晴海の出港時、いざタラップに乗ろうとした

ときに６才の長男が「ちょっと待って」言って、背中のリ

ュックから「これを持って行って」と渡してくれたアンパ

ンだった。もったいなくて船に乗ってからもずっと食べ

ずにいた。少しかじってみたが、やはりカチカチ。ここ

まで無事に来られたお守りだった気がする。ゴミ箱に

捨てるのは忍びなく、走る「ふじ」のデッキに一人出て、

ご苦労様とインド洋の海にアンパンを放り投げた。 

 モーリシャス島で、越冬隊員は「ふじ」を下船。その

後、各隊員は思い思いのルートでヨーロッパへ。私は

ギリシャまでやってきた妻と落ち合い、集合場所のパ

リへ。そして北極回りの飛行機で 3 月 21 日に日本に

帰国。南極から北極回りの縦周りの旅であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
氷海を抜けた「ふじ」 みずほ基地と違って近代的な設備をもつ昭和基地 
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