
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールまでの経路（バンコク経由）．

世界の氷河（１）  ヒマラヤ(1985) 

ネパールの首都カトマンズの北方にランタン谷がある． 

ネパールの GOOGLE 画像．中国の国境はヒマラヤ山脈．

その長さはカラコルムまで伸び，延長 2000km におよぶ．

世界で最も美しい谷，ランタン谷 
 ネパール・ヒマラヤのランタン地域で氷河観測を行っ

てきた．ランタン谷は，ネパールの首都カトマンズの北

方、チベットとの国境にある．ここはイギリス人の登山

家・ティルマンが訪れ、「世界で最も美しい谷のひとつ」

とほめたたえたという。 

 １ヶ月前に先行してランタンに入っている３名の後を

追って２人で入るはずが，同行の幸島司郎（京大）さん

は書類手続きでカトマンズにしばらく残ることになり，

私はシェルパと２人で山に向かうことになった．初めて

のネパールを日本人 1 人で多少不安はあったが，これも

面白い経験と旅を進めることにした． 

 

カトマンズにあるチベット教の仏舎利塔． 

世界最大の仏舎利塔とのこと． 

カトマンズの土産物屋．おもり回転すると

お経を十回唱えたことになるマニ車や 

お面など宗教関係のものが多い． 

▲
ランタン

● エベレスト
カトマンズ
ト

■ 

旅の初まりはバス．でも行程の 1/3 も 
行かない．屋根にも人が乗る．バスを 
止めたいときはバスの壁を２回たたき， 
走ってよしは１回たたく． 

山の斜面は上から下まで稲の段々畑． 
低いところではバナナがなっており． 
熱帯でもあるのだなと感心． 

バスの次は乗り合いトラック．私は助手席に
乗せてもらえた．トラックはしばらく行くとボン
ネットから白煙が上り．その度に運転手は川
から水を汲んできてラジエーターに水を足す． 

トラックの進む道は未舗装１車線．時折，牛が
歩いていてその後を付いていくしかない． 
何せ，道の横は深さ数百ｍの崖である． 
ビスターリ，ビスターリ（ゆっっくり，ゆっくり）．

雨が降って道が悪いのでトラックはこのホテ
ルまでという．これがホテル？！ ベッドは虫
がいそうなので，シュラフカバーで寝る． 
どうやらノミがいるので，シュラフカバー内に
DDT（殺虫剤）の粉をまくと，ノミが苦しがって
ピンピンはねていた．この後は歩きとなる． 
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宿から見た対岸の斜面．翌日歩くことになる
工事中の道が見えている． 

２泊目の宿のある集落．ここの斜
面も見事な段々畑．ソバやトウモ
ロコシを作っている． 

通過した工事中の斜面．遠くに歩いている人が
数人写っている．通過した後に，ここでは昨日，
２名が落ちて死んだと聞かされる． 
そんなに危険なら前もって言って欲しかった． 

歩きになってからは．シェルパがポーターを
４人集めてきて，荷物を運んでくれる． 

雨期に入ったため，草むらにはヒルがいる．人間の
熱を感知して一斉にこちらを向く．吸われると血が止
まらない．私も何回か吸われた．ヨルもヒルが出る．

ヤラ氷河にて．この頃，高山病と 
下痢とで体重が 10kg 減． 

ヤラ氷河上流を目指して進む（標高 5500m）． 

３泊目の宿の女主人．帰りには 
一緒にカトマンズまで付いてきた． 

４泊目のラマホテル．写っているのはオランダ人．
インドの寝台車で 2 人ともカメラを盗まれたという
ので，後でこの写真とその他を送ってあげた． 

とうとう着いたキャンジンゴンパのベー
スキャンプ(BC) （3730m）．ここで先発
隊と合流．リルン氷河のモレーンから川
が流れ出ている． 

頑張ってくれたポーター達．

BC から見上げるランタンリル
ン（奥の白い峰）．手前の山は
鳥葬の山だそうだ． 

色々な花が咲いてきれいだった．

朝日に輝くランタンリルン(7245m).
1978 年,大阪市立大学が初登頂 
した。世界百名山の一つとされる．

モレーン丘からの風景．手前の建物はチ
ーズ工場．広場はバレーボールコート．
我々も村人と対戦したが息切れで負けた． 

気象観測装置．頑丈な柵はヤクの侵入
防止（ヤクよけ）．なぜか電線のビニー
ルテープが時折無くなった． 

それはテープをこめかみに貼ると頭痛
にいいという村人の仕業だった．そこ
で我々もほっぺに貼ってポーズ． 

氷河クレバス調査．
年層により年間積雪
量がわかる． 

前方のアイスフォールには年層の縞が見える（左）．
雪を掘ると雪面下にも黒い年層がある（右）． 
これは融解期での藍藻類の繁殖による生物活動で
あることがわかった． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コンロンまでの経路．ウルムチまでは航空機．その後は

車でタクラマカン砂漠を回り込むように走る． 

世界の氷河（２）  コンロン(1985) 

ウルムチからの経路．コルラ，クチャ，アクス，カシュガル，

イエチェンを経由して峠を越え，チベット高原側に入ってから 

道を外れ，西コンロン山脈の南方に至る． 

シルクロードを通ってコンロン山脈へ 
 中国，タクラマカン砂漠の南側に位置するコンロン山

脈で氷河観測を行ってきた．この計画は樋口啓二（当時

名大教授）を団長とする日中合同調査隊で，日本側から

は，トヨタ自動車から提供を受けたランドクルーザー５

台を持ち込み，中国側からも６輪駆動トラック６台が加

わり，日本側 10 数名，中国側約 30 名の大部隊であった．

遠征の様子は名古屋の東海テレビが撮影して特別番組で

放映された． 

 新疆自治区ウルムチまでは空路で入り，ウルムチから

はコルラ，クチャ，アクス，カシュガルと天山南路のシ

ルクロード沿いに走った．さらに南に回り込んでイエチ

ェンからは軍用道路で峠を越えてチベット高原側に入

り，平坦部に入ってから道を外れ，川を何度も渡渉して

西崑崙山脈の末端にまで行き着いた． 

 ベースキャンプ BC は約 5260m 地点に設置し，氷河末端

キャンプ(5805m)を拠点として，氷帽(Ice Cap)頂部

(6327m)までの間の観測を行った．氷帽上ではスノーモー

ビルを使用し，当時の最高高度（今もか？）使用例だっ

た．現地観測期間は 1987 年 7月から 8月にかけてだった．

Gozha Lake 

Chonse
Glacier

Chonse 
Ice Cap 

Gozha 
Glacier 

西コンロン山脈の氷河群（Google 画像）．チベット高原側の道

を外れて氷河に接近する．下部中央はゴウチャ湖．この地域一

帯の湖は水の出口はなく，蒸発するだけなのでみな塩湖である．

タクラマカン砂漠地帯に入ってからは 

西へ西へと進む．バスの上に羊が！ 

川を横切るとき，橋を作らず道路の上を

水が流れるようにしている所もある． 

砂漠から砂嵐がやってきて砂煙がもう

もうとなる．日本の黄砂の元である． 

天山山脈側の山は赤く，浸食を受け、

孫悟空の火焔山のようである． 

カシュガルの昔の王妃のアパク・ホジ

ャの墓．イスラム様式建築である． 

カシュガルの娘さんたちの踊り． 日曜には市が立ち、人がぞろぞろ． 

ろばタクシーが走っていた。 

クイズ！：これはなんでしょう？ 
答えは、ここをめくってね。 

答え：砂糖．ナベで砂糖キビ

を煮詰めるとナベに張った

ひもに砂糖が結晶化する．

よく見ると，それはバザールでも 

売っていた（写真のパンの向こう）． 

バザールのアイスクリーム屋さん．

電気も引いていないのに氷はどうした

のかと聞くと，冬の間に貯めておいた氷

だとのこと．立派な雪氷利用である． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チベット高原への峠越えの道． チベット高原の平坦地を見下ろす． 川の渡渉に苦労する． 

ベースキャンプ BC (5260m)は草原の中． 

気圧は地上の半分以下なので，これ以上，上に登れない人もいた．
ゴウチャ湖の対岸の山は幻想的． 

気球を上げての気象観測 気球追跡中の私 

塩湖なのでカモメがいても不思議は

ないが，海岸から数千 km 離れて 

      いるのに，やはり不思議 

BC での食事．中国側のコック

さんがいるので美味しかった．

トラックはぬかるみで立ち往生． ゴウチャ氷河の横を行くトラック

私は強烈な紫外線の

おかげで真っ黒け． 

チョンセ氷河上流部 チョンセ氷帽での気象観測．6300ｍでのスノ

ーモビルは世界最高高度記録だったかも． 

スノーモービルを 

運転する私 

巨石帯をむりやり降りる六輪トラ

ック．誘導者が右へ左へと車輪

が岩の上に乗るように指示する．

チョンセ氷河下流部．氷河の中に気象観測装

置が設置されているのがわかりますか？ 

多分，設置した私しかわからない． 

氷塔の前を行く． 

いつ倒れるか不安では 

あった． 

色々な形の氷塔がある． 

これはさしずめ帆かけ船か 

ダイオウイカか． 

氷塔の壁．下に人がいる

のが見えますか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

サハリンへの経路．新潟からハバロフスクへ．夜行寝台で

ウラジオストックに向かい，飛行機でユージノサハリンスク

に入った．次に夜行列車でノグリキへ．そこで待機してい

たヘリコプターでチャイボ経由でオハに向かった．到着した

のは日本を出て９日目のことだった． 

 ●紋
別

 

●北
見

 
紋

別
●

●

北
見

オ
ハ
●

●
チャイボ

●ノグリキ

世界の氷 （３）  サハリン(1991, ‘93)

遠い回り道のサハリン 
 １９９１年，当時，紋別にあった北大の流氷研究施設の所

長であった青田昌秋先生を団長に，サハリンのオハの石油

関係研究所の海氷研究施設を訪ねた 

 サハリンは北海道の真北にあり，今では千歳からのユージ

ノサハリンスクへの飛行機便や夏は稚内からのフェリーがあ

るが，当時は新潟からハバロフスクかウラジオストックを経由

して行かねばならないなど交通が面倒な所だった． 

 我々の行程は，北見・紋別から新潟へ飛び，新潟から飛行

機でハバロフスク（２泊），ウラジオストックまで夜行寝台列車

（１泊），ウラジオストクで２泊，ユージノサハリンスクへは飛行

機で飛んで２泊，次はまた夜行列車でノグリキへ．そこからは

何とヘリコプターが待機していて，チャイボを経て，オハに着

いたのは日本を出てから９日目のことだった．ロシア国内の

移動はオハの研究所の人４人がずっと同行してくれた． 

 「何でこんなに遠い回り道をしたのですか？」と青田先生に

聞くと，「何，僕があちこち言ってみたかったからオハの人に

頼んだんだよ」と笑い飛ばしていた．  

新潟～ハバロフスク間のアエロフロート・ツポレフ 124 機．  

機内は質素．シートはリクライニングしないし，オーディオ装置もない．青田

先生のシートは寄りかかると後ろへ倒れてしまうので力をかけていなくては

ならなかった．機体は頑丈そうであり，帰りの便では，強風のために日本の

航空機は運航を取りやめていたが，この飛行機はちゃんと着陸した． 

同行のメンバー． 左から石川正雄（当時流氷研），白澤邦男

（同），スベトラーナ（オハから通訳として来た），林 正吾（当時

東京商船大，青田昌秋（当時流氷研） 

ハバロフスク． 経済の重要地点であり， 

比較的落ち着いた静かな街だった． 
ウラジオストック．  

軍港を控えた港町で活気があり，日本

に近いのに電車も走り，ヨーロッパの

雰囲気の街だった．ここの極東大学

（Far East University）海洋研究所の海

洋観測船を見せてもらい，港の中を見

て回った． 

アムール川． 春まだ浅きハバロフスクの

アムール川河畔．一部融けているのは発

電所等．温排水のためだという． 

夜行列車オケアン（大洋）号．  

ウラジオストックへは夜行列車．隣室のロシア人若者が日本

語で話しかけてきた．日本語を学んで日本へ行く予定だとい

う．「部屋へ来ませんか」というので行くと，相部屋は３人のロ

シア女性．彼の通訳で日本や南極のこと等を話したりして，最

後に年長の女性が言うのには，「こんなに楽しく笑ったりしたこ

とは初めてでした」とのこと．通訳の彼が付け加えるには 「こ

の国には笑えるような材料が何も無いのです」．確かにルーブ

ルが暴落し，食料も配給制になっていた時期だった． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砕氷貨物船． ウラジオストックの港で見か

けた砕氷型貨物船．船首の下が斜めにな

っているのが特徴である，ほかに何隻も砕

氷型の船がいた．日本では南極観測船な

ど限られているのに驚きだった． 

 ヤクーツクなど北極海沿岸の町への物資

はこのような輸送船に依存している．温暖

化に伴い北極航路が注目されている現在，

このような砕氷能力をもつ船が重要となる．

海洋調査船． 極東大学・海洋研究所の海

洋研究用調査船．大中小あり，これは中

型．中型の方が使いやすいのだという． 

 中を見せてもらうと色々設備があり，日

本の近海，太平洋側もジグザグと観測し

ているデータも見せてもらった．日本の周

りをこんなに調査しているのかと驚いた． 

空母キエフ． 港の中には軍艦がたくさんいた． 

写真を撮っていいのかと聞くとサハリンからの同

行者は問題ないと言う．翌日の現地ガイドは丘の

上からでも撮ってはだめだと言う．  

 半年後，日本の週刊誌がロシアの軍艦スクープ

と言ってこの港の写真を載せていた．我々の写真

は貴重だったのである．キエフはウクライナの首

都であり，今は，そのウクライナが独立し，ロシア

と紛争を起こしているのは時代の流れである． 

ユージノサハリンスクの古い家． 

凍土の不等沈下により凸凹になっている． 

昔の北大恵迪寮の建物のようである． 

ノグリキへの夜行寝台列車チャイカ． 

柔らかい乗り心地と思ったら「日本汽車製造」

と銘板があった． 

ノグリキで待っていたのはヘリコプター． 

これに乗ってチャイボ経由でオハに向かった．

まだ冬のオハ． 

４月なのに吹雪が舞い，気温は 

-20℃まで下がった．石油の街であ

るが，もともとはニブヒ民族が住んで

おり，その子供達の学校を訪れた．

オハの石油くみ上げポンプ．

陸地でも石油が出るが，海に

はもっと埋蔵量があり，採掘権

の国際競争がされていた． 

盛り上がった海氷（オハ）． 

風や潮流で圧力を受けた

氷は盛り上がる．ロシア語

でスタモ－ハと呼ばれる．

写っているのは白澤さん

ところ変われば温泉変わる？ 

温泉に行くと連れて来られたのが沼の

中の小屋．小屋に入ると真っ黒なお湯

があり，はしごを伝って入ると足が着か

ない！ 次の人が入るにはヘリにつか

まって横に移動するのであった． 

チャイボの観測所． 

オハの石油研究所が所有する海氷観測施

設．汽水湖であるチャイボ湖に面し，冬には

湖に厚い氷が張る．観測所にはトーリャ（ア

ナトニー）を長とし，料理人や機械保守など

数人が常駐していた． 

海氷観測． 

海氷の厚さの連続観測は難しい．この時

は温度計を１cm毎に2m分付けて温度を

測り，氷の成長を観測した．同時に上か

らニクロム線に付けた重りをつるし，厚さ

を測る時はニクロム線に電流を流し線が

動くようにしてから重りを引き上げて測っ

た．（作業しているのは滝沢さん） 

観測所リーダーのトーリャ． 

トーリャは我々が設置した観測器を忠実に

保守し，ニクロム線の氷厚さ観測を毎日し

てくれた．とても真面目な性格である． 

 毎年２月の流氷シンポジウムにはいつも

やってきて，1994 年 2 月も「今では知ってい

る人はシュウヘイさんだけなのでよろしくお

願いします」と言っていた． 

１９９３年観測（４月） 

１９９１年の予備調査をもとに．観測器を送り込み，

１９９３年にはチャイボで海氷観測を行った． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スバールバルの経路． 

ノルウエーの首都オスロから，本土北端のトロムセに飛び，そこか

らスバールバル諸島，スピッツベルゲン島のロングイエービエン空

港に飛ぶ，そこから科学観測の街ニーオルスンには小さな飛行機

で飛ぶ．掘削を行った氷河には，さらにヘリで行く． 

世界の氷河 （４） スバールバル （１９９１，１９９２） 

最北の島の科学基地 
 ノルウエー，スバールバルは不思議な島であり，ノ

ルウエー統治下にあるが，南極のように各国間でスバ

ルバール条約が結ばれ，各国が自由に往き来できる．

ロシアは島内で炭鉱町を持って石炭を持ち出し，ポー

ランドは独自に基地を持っている． 

 ノルウエー人も出入りにパスポートが必要であり，お

酒も国外扱いの免税となって安いのでノルウエー人も

お酒をお土産に買っていく． 

 定期便がある飛行場はスピッツベルゲン島のロング

イエービエンにあり，さらに小さな飛行機で科学観測の

街ニーオルスンに辿り着く．ここにはノルウエーは当然

として，スエーデン，ドイツ，イギリスが観測の基地を持

ち，日本も基地を持って科学活動をすることになった．

国立極地研究所の渡辺興亜先生に依頼されて，1991

年，1992 年と日本基地からの氷河観測を行った． 

スバールバル

オスロ

トロムセ

スバールバル

ニーオルスン ○

スバールバル

オスロ 

トロムセ

ロ

観測の街ニーオルソン 

各国の観測基地が並び．発電所，共通のレストランなどがある．

街外れにある日本の観測基地 

周りでカリブーが草を食んでいる．

アムンゼン像の前にて 

左から高橋，幸島，東，日高．

島内は氷河だらけ 

氷河は山々を削って海へ流れる． 
日本観測基地から見える風景 

向こうはブレッガー氷河． 

ブレッガー氷河を行く． 

スピッツベルゲン中央部の氷原． 

視界がない霧の日，メンバーの一人は，歩いて

いていつのまにか一周してしまうリングワンデリ

ングを体験した．クレバスがあれば危険だった． 

スンーフィエラフォンナの氷河掘削テント．

掘削した氷の中からはチェルノブイリの 

放射能成分が発見された． 

左から亀田，東，高橋，幸島． 

氷河キャンプの面々． 

キャンプではちらし寿司の素が人気だった． 

左から幸島，Hagen，太田夫人，高橋，渡邉．



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セベルナヤゼムリャへの経路． 

1995 年はモスクワから定期便で鉱山町ノリリスクへ飛び，そこから

ヘリでハタンガ，タイミール湖，チェリュスキン岬経由でセブルナヤ

ゼムリャの南の島のプリマ基地に到着．そこから北の島西にあるス

レドニー基地に移動．帰りはディクソンまでヘリで移動．そこからは

プロペラ機でサンクトペテルブルグに向かった． 

世界の氷河 （５） セベルナヤゼムリャ （１９９５，１９９６） 

北極海航路をはばむ３つの島 
 ロシア・タイミール半島のチェリュスキン岬はユーラシア

大陸の最北端の地である．セベルナヤゼムリャはその北

側に位置し，３つの大きな島からなる．セベルナヤは「北

の」，ゼムリャは「大地」なのでセベルナヤゼムリャは「北

の大地」ということになる．ちなみにノバヤゼムリャは「新

しい大地」という意味になる． 

 セベルナヤゼムリャの西側はカラ海，東側はラプテフ海

と呼ばれる．なぜ違う名前で呼ばれるのか，北極海でい

いのではないかと不思議だったが，行ってみて納得した．

チェルイスキン岬と諸島との間の幅約 60km の海峡は夏

でも海氷で閉ざされることが多く，北の方も氷で覆われて

いるし，現地の人にとっては自分たちが活動できる開水

面にそれぞれ名前を付けたのである． 

 セベルナヤゼムリャの最も北のコムソモーレツ島には厚

さ数百ｍの氷帽がある．その氷帽が掘削可能かの予察

調査に渡辺興亜先生（極地研）とともに，1995 年に視察と

して訪れ，1996 年にはボーリングテストにを行った．  

セベリナヤゼムリャ

スバールバル 

○ノリリスク 

セベルナヤ 
 ゼムリャ 

フランツヨセフ 

ノバヤゼムリャ 

○ モスクワ

  サンクト 
○ ペテルブルグ

タイミール湖 ディクソン 
● 

海峡を埋める海氷． 

チェリュスキン岬との間の海峡は夏でも海氷に覆われ

ていた．向こうにセベルナヤゼムリャが見えている．こ

の海峡が北極航路（北東航路）のネックになっている．

タイミール半島の湿原（白いのはワタスゲ）．

向こうの谷の奥に氷河があるというのだ

が本当だろうか？ 

過去の氷河の痕跡？  

行ってみると 10m 以上の厚い氷がある．厚い土砂

のせいで過去の氷河（氷床）が残っているのか？

プリマ基地．  

南のボリシェヴィク島東岸にある．一時，閉鎖され

ていたが，2014 年現在では再開しているらしい． 

海岸の露岩．  

岩盤が氷河の流れを堰き止めている． 

海に流れ込む氷河．  

手前の縞模様は海氷に雪が乗ったもの．

北のコムソモレツ島氷冠（Ice cap）の斜面．  

２つの筋が見られ、左上からの筋は氷河流線

を，右上からの筋は，斜面下降風を表す． 

コムソモレツ島氷冠の末端斜面．  

モレーンが見られる下部の色が濃い部分は． 

氷が動かないデッドアイスの可能性がある． 

海岸で水温測定の私（足下の海水の下は氷）． 

水温は-1.5℃で，ほぼ海水結氷温度だった． 

これなら純氷は融けず．海底凍土が存在できる

ことを実感した． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スンタルハヤタの経路． 

2004 は新潟からウラジオストック経由でヤクーツクへ．次

にプロペラ機でウスチネラへ．そこからボートでオイミヤコ

ンへ．そして，ヘリでスンタルハヤタの氷河に機器を設置し

てヤクーツクに戻った．2005 年はヘリで往復した．2006，

2007 年はマガダンから．陸路を辿った． 

世界の氷河 （６） スンタルハヤタ 

ウスチネラまではプロペラ機． 鉱山町ウスチネラの

滑走路は未舗装．荷物は機体から手渡しでもらう． 

２００６
２００７

２００４
２００５

Yakutsk

Lena river

VladiVostok

Magadan

○ ウスチネラ

インディギルカ川をさかのぼるボート． 

転覆してもいいように，腹にパスポートと

航空券を抱え込み，ザックはビニールで

グルグル巻いた． 

スタックするボート． 

時折スクリューには木の枝がひっかか

り，岸に寄せてはトル必要があった． 

気象観測所． 

オイミヤコンへは１日で行くはずだった

が，大雨が降ってきて，流木がたくさ

ん流れて危険なため，ここで３日間 

泊めてもらうことになった． 

気象観測の様子． 

観測はクラシックで，雨量は貯まっ

た水をメスシリンダーで測り，気温は

アルコ－ル温度計で測っていた． 

洪水が建物まで迫った． 

下流では洪水だと報告が入

り，我々の建物も玄関まで水

が迫ってきた． 

食料は現地調達． 

持参の食料はなくなり，ガイドがウサ

ギを捕ってきて，私はラクヨウキノコを

知っていたので皆で集め，洗面器か

ら料理をすくって食べた． 

オイミヤコンの子供達． 雨が収まり，

オイミヤコンに辿り着くと，なぜか子供

達が群がってきた．ここでは-50℃まで

は普通に小学校があるとか． 

オイミヤコンの昼飯． 

予約した民宿に着くとすぐにランチ

を出してくれた．洗面器食事の後で

は天国だった． 

飛来したヘリコプター． 

我々がチャーターしたヘリに村人が

群がった．何組かの家族が乗り込

み，ヤクーツクまで便乗した． 

氷河観測地点で測器を設置． 

スンタルハヤタ No.31 氷河のそばで

自動気象観測装置や自動カメラを

設置し，翌年に回収した． 

1) 氷河に行くのにボートで行く？ (2004, 2005) 
 シベリアのスンタルハヤタ地域には大小１８０の氷河があり．

1957-1958 年の国際地球物理観測年（IGY）の極地観測につい

てロシア（当時ソ連）は南極に新たな基地を開設するとともに，こ

のスンタルハヤタ地域の観測を３年間，越冬して行った．（日本

はこの時期，昭和基地を開設した．） 

 その５０年後，再び極地を集中観測しようとした 2007-2008 年

の国際極年（IPY）において，ロシアは科学予算はほとんどない

の で ， 日 本 か ら 何 と か 協 力 し て く れ な い か と い う こ と で

2004-2007 年に観測を行うことにた． 

 2004 年，ヘリは１便しか出せない予算なので，ヤクーツクから

鉱山町ウスチネラまで飛行機で飛び，そこからボートでオイミヤ

コンまでインディギルカ川をさかのぼることにした，ボートは立派

なクルーズ船かと思ったら，２～３人ほどしか乗れない船外機付

きボートだった．世界の寒極オイミヤコンで観測器設置の後，ヘ

リに来てもらい，氷河に観測器を設置してヤクーツクに戻った． 

 2005 年はヘリでオイミヤコンに一気に飛んで観測器を回収し，

翌日，氷河からも機器を回収した． 

スンタルハヤタ １



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 世界最悪の道(?) ｰ コリマ街道 ｰ  
 2006，2007 年はマガダン側からオイミヤコンへ陸路

行くの観測を実施した．この道路は大きい縮尺の世界

地図帳でも載っている道路であるが，実際に行ってみ

るとあちこちの橋は落ち，道路のあちこちは１ｍの水た

まりあり，ぬかるみ地帯ありの世界最悪(?)の道路であ

った． 

 そんな悪路を行くためにモスクワ地理研のユーリコノ

ノフが用意してくれたのは救難用に使われる６輪駆動

の強力トラックであった． 

 2006 年，およそ 1000km 道のりの 100km 毎に気温記

録計を設置し，2007 年回収して１年間の温度記録を得

た．海に面したマガダンの最低気温が-23℃なのに対

し，内陸では-40℃，-50℃を下回り，オイミヤコンでは

全地点で最低の-59.1℃を示した（右図）． 

-23.2℃
[ Sea]

-35.7℃
[ V] 

-46.4℃
[ H] 

-38.0℃
[ H] 

-52.8℃ 
[ V] 

-44.5℃
[ V] 

-54.1℃ 
[ V] 

-47.7℃ 
[ H] 

-57.4℃
[ P] 

-57.0℃
[ P] 

-57.9℃
[ P] 

-59.7℃
[ P] 

-54.9℃
[ H] 

Oimiyakon

Tomtor
Suntar-
Khayata 

Susuman 
● 

Magadan ●

( )

P: Plain
H: Hill 
V: Valley 
Sea: Seaside

0 100 200 300 km

ススマン

マガダン

スンタル
ハヤタ

オイミヤコン

コリマ街道． 

2006 年のマガダンからオイミヤコンへ至るコリマ街道ルート（赤）．

帰りは往きとは違うルートを帰った．各観測地点の年間最低気温を

数値で示す．青線は 2005 年のヘリコプター航跡． 

凍った水たまりに突っ込む強力トラック

深い水たまりや川を渡るとき．トラッックの

タイヤの空気を抜いて走行抵抗をます．

コリマ街道を行く 

向こうに見えるように．大抵の橋が壊れて

おり，川を無理矢理渡らねばならない． 

オイミヤコン寒極記念塔前にて 

記念塔には-72℃まで下がったとある． 

オイミヤコンの子供達は人なつっこい． 

後列左から榎本，私，ユーリ，杉浦． 
3) スンタルハヤタ南部山塊観測 （2012） 
  これまで観測を行っている No.31 氷河は北部山塊であるが， 

2012 年には，オホーツク海に近い南部山塊 No.147 氷河にも測器を増やした． 

No.31 氷河 BC への物資補給 

この後．南部山塊へ向かう， 

No.147 氷河着陸 

２時間半の間に大急ぎで観測器を設置した，

気象測器設置後の記念写真 

右から，高橋，白川， 

ヤクーツク永久凍土研の IGY アルバム 

1956-1958 の貴重な IGY アルバムを見せてもらっ

た．日本人では初めてだと思う．左上：凍土研， 

右下，スンタルハヤタ基地への馬を使った輸送． 

IGY(1956-59)当時の No.31 氷河 

現在より氷河は厚く，先端も伸びていた，

IGY(1956-59)当時と 2001 年の比較 

IGY 当時と較べると氷河が衰退している． 

スンタルハヤタ 2

(2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラスカへの道． 

日本からはシアトル経由でフェアバンクスまで行き（上），

次はローカル航空でカクトビック(Kaktovik) まで飛び．そこ

からヘリコプターで氷河へ向かう（下）． 

世界の氷河 （７） アラスカ （２００４，２００５） 

６０年前から調べられているマッコール氷河 
 米国・アラスカの北側に東西に伸びるブルックス山脈

のマッコール(McCall)氷河の観測を行った。マッコール氷

河は IGY（国際地球物理年：1958-1958）に詳しく調べら

れ、その後も研究は継続されており、50 年後の IPY（国際

極年：2007-2008 年）にも調査が行われ、我々の研究もそ

の一環を目指した。 

アラスカ

Kaktovik

Jago

McCALL
Glacier

2003 Flight

● Fairbanks

フェアバンクス

マッコール氷河

シアトル

東京

マッコール氷河 

稜線目がけて地中レーダーを引く． 

ブルックス山脈． 

マッコール氷河． マッコール氷河の航空写真． 

山崎哲秀さん（左）と私．

13 時間行動だった． 

氷河上のテント生活(2005)． 

左からエレン，キャロライン，メアリー，佐藤研吾，佐

藤和秀．植竹，高橋修平，マット，高橋昭好． 

氷河上のひととき． 

私が持っているのはホッケの燻製． 

稜線に到達． 

地中レーダーを山まで引っ張って

きた佐藤研吾君． 
オーロラの権威・アラスカ大の

赤祖父先生（右）と私． マッコール氷河の変化． 左は 1958 年，右は 2003 年． 

55 年の間に氷河が後退し，厚さも薄くなった． 


