
 

 

 

平成１５年度大規模新規研究開発の評価 フォローアップ用 

 

「南極地域観測事業」 

追加説明依頼事項・回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年７月７日 

資料３－２－２



 1

① 推進・支援体制の改革や整備について 

○ 「我が国が優位であり、かつ国際的貢献が大きい観測項目をトップダウ

ンで選定し」という指摘事項に基づき、国立極地研究所のイニシアチブに

よって実施されている「傘テーマ」というプログラムについて、我が国が

優位であることを具体的に示すとともに、より具体的な説明を願います。

 
（回答） 

御指摘の「傘テーマ」については、第Ⅶ期計画の検討に当たり、次の２つの

研究課題を考えており、その選定理由については以下のとおりである。 

研究課題１：南北両極からみた地球環境変化の総合的解明 

研究課題２：南極から探る固体地球の変化 

 

研究課題１「南北両極からみた地球環境変化の総合的解明」 

温暖化に代表される地球環境の変化は、人間活動の影響を含む複雑な大気̶海

洋̶生物̶陸域における相互作用の結果で、極域は様々なフィードバックにより

その変化が顕著に現れる地域である。しかし、北極と南極は、主として陸海域

の分布の対称的とも言える相違により、地球環境変化の発現は大きく異なる。

このような特性をもつ南北両極を観測し、比較検証することにより、地球規模

の環境変化に対する極域の果たす役割を明らかにすることが重要である。 

本研究課題については、昭和基地が電磁圏－中層・超高層大気の観測におい

ては絶好の観測点であること、昭和基地周辺にだけみられる特異な現象がある

こと、これまで世界のトップレベルの研究実績があり大型観測設備や観測手法

が充実していること、などから我が国が優位に進められる状況であり、傘テー

マとして重点的に推進するものである。また、国際科学会議（ICSU）の南極研

究科学委員会(SCAR)などが主導する国際協同観測事業や、ICSU/WMO の国際極年

計画に呼応した観測計画であり、国際的に重要とされる観測である。 

なお、本研究課題は、３つのｻﾌﾞﾃｰﾏに分け実施することとしており、優位性

の状況は以下のとおりである。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 1：極域電磁圏－中層・超高層大気の結合と変動に関する研究 

昭和基地は、南極オーロラ帯の直下に位置するとともに、アイスランドと

は磁力線の共役点でもあり、電磁圏－中層・超高層大気の観測においては絶

好の観測点である。こうした地の利を背景に、これまで大型短波レーダなど

の観測機器を充実させてきており、超高層物理分野の研究観測では、世界の

トップレベルの成果をあげている。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 2：極域大気－海洋－雪氷圏における相互作用の解明 

極域海洋の一次生産として重要な海氷に付着成長するアイスアルジーは、

我が国の研究者が1960年代半ばから注目し研究を進めてきているものである。

近年では、動物プランクトンによるアルジー摂餌の際に、メタンスルホン酸
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の前駆物質が放出されるなど、世界に先駆けての新たな知見を得ている。雲

核作用のあるアイスアルジー起源物質、CO2の大気-海洋間の循環、ドームふじ

基地から採取した雪氷コアによる古環境変化の検証など、いずれも我が国が

これまでに研究成果をあげてきている得意分野である。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 3：極域環境変動と生態系変動に関する研究 

1990 年代半ば、昭和基地付近の露岩湖沼で特異なコケ群落が発見された。

この発見に触発され、他国も調査をしているが、他の地域では発見に至って

いない。また、昭和基地周辺の露岩域の地形調査は、氷期末期には氷床が後

退していたとの新たな知見を得ている。昭和基地周辺には、このようなユニ

ークな自然現象が発現する場があり、貴重な観測研究地点である。 

 

研究課題２「南極から探る固体地球の変化」 

太陽系の原物質の名残である隕石、地球形成後の変動を記録する岩石・鉱物

などを用いた惑星物質科学的研究、および現在の地球の動きを精密に捉える計

測や衛星を用いた地球物理学的研究から、ダイナミックな地球の変動を過去か

ら現在にわたって解き明かすことが本研究の目的である。 

我が国では、これまでにも固体地球に関する調査観測を継続してきており、

これまでの成果として、我が国が発見した隕石は約 16700 個に及び世界 1位（南

極で発見された隕石の６割）であること、また、昭和基地近傍で地球最古級の

岩石が発見されていること、さらに、固体地球の観測に必要な VLBI（超長基線

干渉計）や超伝導重力計といった、南極で数少ない精度の高い観測装置が昭和

基地に備わっていること、などから南極をモデルケースとしてグローバルな固

体地球の諸問題にアプローチが可能であるため、我が国が優位に進められる状

況にあり、本研究課題を傘テーマとして重点的に推進するものである。 

なお、本研究課題は、３つのｻﾌﾞﾃｰﾏに分け実施することとしており、優位性

の状況は以下のとおりである。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 1：隕石による地球型惑星の形成および進化過程の解明 

日本の南極観測で発見された隕石は、世界で第一位となる約 16700 個にも

及び、中には月起源隕石、火星起源隕石なども含まれている。極地研は隕石

研究で世界をリードしており、毎年開催している隕石シンポジウムには、世

界各国からの多くの研究者が参加している。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 2：初期地球における地殻の形成とマントルの進化過程の解明 

地球上で最も古い大陸地殻の岩石が、昭和基地近くで発見されている。大

陸地殻は、太陽系惑星の中では地球にしか見られないユニークなものであり、

その後の進化、とりわけ生物のプラットフォームとして地球環境に決定的な

影響を及ぼしたものである。 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ 3：超大陸の成長・分裂の機構および原動力の解明 

ゴンドワナ超大陸の形成衝突帯に位置する昭和基地を含む東クィーンモー

ドランドで得られた試料を、極地研にある世界有数の二次イオン質量分析

(SHRIMP)により年代測定をしたところ、この超大陸が約５億年前に形成され、

その後の分裂・衝突の末、現在の大陸地殻の配置になったことが分かった。
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また、昭和基地にある VLBI（超長基線干渉計）、超伝導重力計、大型衛星受信

装置は、南極でも数少ない観測装置であり、現在の地球の動きを精密に捉え

ることができる。 
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② 推進・支援体制の改革や整備について 

○ 南極は厳しい自然環境にあり、観測の無人化・メンテナンスフリー化が難しい

ことは理解できますが、プロジェクトのコストダウンとコストコントロールを進

めてゆく上で不可欠な項目と考えます。そのような観点から定常観測の自動化、

省力化に対する今後の展望、予定について説明願います。 

 
 
（回答） 

① 南極地域観測事業では、定常的な観測として、電離層観測（総務省）、気象観測（気

象庁）、海洋物理・海洋化学・潮汐観測（海上保安庁）、測地（国土地理院）、モニタ

リング研究観測（極地研）を実施している。 
 
② 定常的な観測は、国際的観測網の一翼を担い、恒常的に実施する観測として位置づ

けられ、その観測基準は基本的に国際協定により定められている。その他にも、隊員

の屋外活動を行うにあたり必要不可欠な情報として利用されている。 
  例えば、高層気象観測では、ヘリウムガスを充填した気球にレーウィンゾンデなど

を吊り下げて飛揚し、ゾンデから刻々と無線送信されてくる上層の大気状態（気圧、

気温、湿度、風向・風速）の鉛直分布を求め、取得したデータはリアルタイムで国際

的観測網に提供されているとともに、昭和基地周辺の気象予測に役立てられている。 
 
③ 定常的な観測では、これまでにもリアルタイムでデータ送信を可能にするための通

信システムの構築や、観測システムの信頼性向上のため観測機の二重化と故障時に冗

長系が機能する観測機の開発など、自動化・省力化に取り組んできたところである。 
 
④ しかしながら、観測機器は精密機械であるため、南極という厳しい自然環境におい

て観測し、国際的な水準のデータを継続して取得するためには、専門家によるメンテ

ナンスが必要不可欠であること、また、日本と違い、故障した際にすぐに修理に行け

ないこと、さらに、観測項目（例えばゾンデ観測）によっては、気球を準備し、飛揚

させるという、人手が必要な観測を実施せざるを得ないものもあることから、定常的

な観測を継続的に実施するため、担当官庁は必要最低限の観測隊員を派遣し、観測シ

ステムの運用・維持・管理を行っている。 
  
⑤ 今後の定常的な観測の自動化・省力化については、定常的な観測のみならず、南極

地域観測事業として必要であると認識している。南極仕様の新たな観測機器の研究開

発は予算上の問題もあり非常に厳しいものの、既存の自動化・省力化技術のうち、南

極での使用に耐えうると想定される技術については、積極的に導入を検討してまいり

たい。 
  例えば、２００４年から運用を開始したインテルサット通信は、これまで使用して

きたインマルサット衛星通信の１５０倍の情報量を送受信することができるため、現

地の観測機器が捉えたデータをリアルタイムで閲覧でき、機器の状態も画像や数値で

把握することが可能となった。これらの機能を利用して、国立極地研究所では、光学

観測におけるテレサイエンス実証実験を行い、国内からの観測機器のコントロールの

可能性を研究している。 
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② 推進・支援体制の改革や整備について 

○ 指摘事項において、資格要件を含めた観測隊員の募集の仕組みの見直しが取り

上げられていますが、この問題に関して具体的にどのような取り組みをなされて

いるのか、見直しの観点も含めて説明願います。 

 
 
（回答） 

① 国立極地研究所が、国立大学共同利用機関法人の傘下に再編されたことを契機に、

南極観測隊員が全員国家公務員でなければならないという制約はなくなり、指摘事項

にある次世代研究者の育成にかかる研究観測分野においては、多様な人材を参加させ

やすくなっている。 

 

② 第 47 次南極地域観測隊の編成においては、研究観測分野の 11 プロジェクトにおい

てプロジェクト推薦枠の他、公募枠（10 名）を設け、国立極地研究所のホームページ

で公募を実施した。 

 

③ 公募の結果、研究観測分野では 21 名の応募があり、10 名を選出した。意欲を有し、

専門分野の優れた能力のあるポスドクや民間技術者（休職をして南極に参加希望）か

らの応募があったことは、観測隊員の公募が新たな人材の発掘に機能したといえる。 

 

④ 一方で、より優秀な研究者の参画を目指すためには、ホームページ以外での周知方

法の検討と、ポスドクや休職中の民間技術者といった様々な雇用形態への対応とその

保証制度の検討が必要と考えている。 

 

⑤ 国立極地研究所の南極観測委員会においては、第 48 次観測隊員の編成において、

ホームページでの周知以外に学会などを通じた周知を行い、広く公募を行うこととし

ている。また、ポスドク等の受入れ態勢についても引き続き検討を行いたい。 
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③ 将来に向けた輸送体制について 

○ 指摘事項にある「資源配分バランス」の慎重な検討がいっそう求められます。

輸送コストについては、砕氷船の建造、ヘリコプターの調達費用など、資本的支

出に対するコストの認識と代替的方法の検討、経常的支出についてのコスト・コ

ントロールとプランニングが必要と考えます。効果的な観測事業の実施を行うた

めに、コントロール可能なコストとそうではないコストを識別する努力を行うべ

きです。このような観点から今後の「資源配分バランス」に対する方針を明確に

示すとともに、コストの低減方策などに関して説明を願います。 
 
（回答） 

① 昭和基地は、日本から直線距離で約 14,000km、南アフリカ（ケープタウン）から
も約 4,100km離れ、南極大陸の氷縁から約４km離れた東オングル島の上に位置する。 
昭和基地の周辺は、約 75kmの定着氷（氷厚２～３m）があり、夏季でも通常の天
候では能力の高い砕氷船でなければ近づけないところである。 
一方、昭和基地と南極大陸間は夏季の間、海流の影響で氷が解けているという状況

もある。 
  このような場所に位置する昭和基地に物資・人員を輸送しようとした場合、大きく

分けて海上輸送と航空輸送が考えられるが、上記のような厳しく制約された条件から、

平成 15 年の評価でも審議していただいたとおり、現時点では南極観測船「しらせ」
（後継船）とヘリコプターによる輸送方法が最も安全に、かつ確実に輸送できる方法

である。 
 
② 輸送コストの低減方策は重要と認識しており、経常的支出のコントロールと将来的

な輸送方法の２つに分けて、検討を進めているところである。 
 
③ 経常的支出については、現在、大きく『海上輸送部門経費』『設営部門経費』『観測

部門経費』『その他諸経費』に分けられ、南極地域観測事業費で手当されているもの

と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構（国立極地研究所）の運営費交付金

で手当されているものがある。それぞれコスト低減の工夫をし、必要経費に限定して

いる。 
  『海上輸送部門経費』は、主に「しらせ検査修理費」「航空機整備費」「しらせ燃料

費」からなる。検査修理費は経過年数とともにその費用は増加する。また、毎年の年

次検査に加え５年に１度、より詳細な定期検査を実施する必要がある。これらの経費

は、輸送の安全性を考慮すると、必要経費であると考えているが、これについても最

低限の修理に留めているところである。なお、「しらせ」後継船の建造に当たっては、

毎年の塗装が不用で燃費の向上につながる SUS クラッド鋼の使用等により少しでも
コスト低減につながる工夫をしているところである。 
  『設営部門経費』は、現在の施設の維持に係る経費であり、大幅なコスト低減は難

しいものの、効率的な電力や熱エネルギー利用の研究や風力・太陽などの自然エネル

ギーについても積極的な利用を進めているところである。 
  例えば、風力発電や太陽光発電を試行的に実施しており、現在２～３％のエネルギ

ーを供給している。 
  『観測部門経費』は、主に観測研究経費と主要施設・観測機器の整備・確保に関わ
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る経費であるが、現在、後継船の建造とヘリコプター後継機の製造のため、観測機器

の更新については自粛しているところである。また、競争的資金（科研費を含む）の

獲得に積極的に取り組むとともに、民間企業等との共同研究など連携を図り、積極的

に外部資金の導入を図ることとしている。 
  『その他諸経費』は、主に「観測隊員に係る経費」である。 
 
④ 将来の輸送方法として、航空機による人員輸送を行い、観測研究を充実する方法も

検討している。 
  昭和基地への航空機によるアクセスは、平成１４年から運航が開始された「東南極

ドローニングモードランド航空ネットワーク網（東南極に基地を持つ国１１ヵ国が共

同で大型航空機を運航）の利用を検討しているが、ケープタウンから南極大陸にある

ノボラザレフスカヤ基地（ロシアの基地）へのアクセス（約８０人乗りで、定期便は

年６回程度）は確立されているものの、そこから各基地への航空網については、まだ、

ネットワークの運航が開始されたばかりで、十分整備されているとは言えない状況で

あり、今後の整備状況を見守る必要がある。 

   このような状況では、昭和基地への観測隊輸送のアクセスという観点では、①南極
大陸での飛行は夏期の有視界飛行であり、天候によって飛行の影響が出ることが予想

されること、②数十人規模の隊員を交替させるには、ノボラザレフスカヤ基地からの

昭和基地まで１０回以上のもの往復する必要があること、③東オングル島にある南極

昭和基地には、滑走路がなく、直接飛行機が発着陸できない等の問題があり、安全で

確実に輸送する手段とは言えない状況である。 

  将来的に輸送コストを削減し、観測研究を充実させる方向での輸送体制を検討した

いが、昭和基地の地理的条件と現行の輸送技術等から考えて、現時点では難しい面が

ある。
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③ 将来に向けた輸送体制について 

○ しらせ退役と新船就役に 1 年間の空白期間が生じるという状況が発生していま

す。このブランクの期間、越冬観測を中断するのか、中断しないなら実現可能な

輸送手段等、今の時点での方策を明確に示していただきたい。 

 
 
（回答） 

① 近年、地球温暖化や気候変動などの地球規模の環境問題の解明は、人類共通の課題

であるが、地球観測サミットにおいては、今年２月に全球地球観測システム構築の十

年実施計画が策定され、我が国も積極的に観測研究に取組むことになっている。 

  南極地域は、地球環境などの観測研究の場として必要不可欠であり、今後も南極観

測事業を継続していく必要があり、空白期間においても越冬観測を実施する。 

  

② 平成１７年１月１９日開催の南極輸送問題調査会議において、平成２０年４月「し

らせ」退役後、「しらせ」後継船が建造されるまでに空白が生ずる１年間の南極観測

船の運航の空白期間においても南極観測を継続するため、平成２０年度の観測に必要

な隊員派遣、及び観測物資等の代替輸送手法について検討することを目的に、新たに、

南極輸送問題調査会議の中に、「輸送問題計画分科会」を設置することとした。 

 

③ 同分科会では、南極観測船の運航の空白期間の物資等の代替輸送手法について検討

するため、(ⅰ)国際貢献の立場から必要な継続観測の実施体制を確保すること、(ⅱ)

人員の安全を確保した輸送体制を確保すること、(ⅲ)実現性及びコスト面からの総合

的な検討をする、との観点から検討することとしている。 

 

④ 具体的には、空白期間の代替輸送については、以下の組合せを検討し、安全かつで

きる限り経費がかからない方法にするよう検討を進めている。 

   1．「しらせ」による南極観測物資の事前輸送（単年度の２回航海を含む） 

   2．観測船及びヘリコプターのチャーター等による代替手法による輸送 

  3．「しらせ」の耐氷船として延命について模索 

 

⑤ 本年２月以降、分科会を３回開催（第１回２／４、第２回３／24、第３回５／16）

したが、これまでの検討により、物資輸送については、観測を継続的に実施すること

が必要なものを中心とするなど必要物資量を精査した結果、「しらせ」の事前物資輸

送（50 次隊の２回輸送を含む）でほぼ解決できる見込みであることを確認した。 

   また、人員輸送については、耐氷船（チャーター船、しらせ）、航空機による方法

が考えられるが、今後、安全性及びコストについての問題点を整理して、７月下旬に

第４回分科会を開催し検討する予定である。18 年度概算要求時を目途に大筋の手法を

整理したいと考えている。
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④ 情報の発信について 

○ フォローアップヒヤリングにおいて紹介されました広報委員会について、その

詳細（メンバー、開催状況など）を説明願います。 

 
（回答） 

① 広報委員会の役割 

  次に掲げる事項について審議する。 

  ・広報及び情報発信に係る基本事項の策定と推進に関する事項 

  ・研究所が戦略的に進める広報活動に関する事項 

  ・その他広報及び情報発信に関する必要事項 

 

② 委員構成：任期２年 

国分 征（東京大学名誉教授、第 18 次、第 32 次観測隊夏隊長） 

柴田鐵治（元朝日新聞論説委員） 

田中泰義（毎日新聞報道部記者） 

辻村達哉（共同通信科学部デスク） 

藤井理行（国立極地研究所、副所長） 

神田啓史（国立極地研究所教授、広報室長） 

小島秀康（国立極地研究所教授） 

管理部長 

事業部長 

 

③ 開催状況 

  平成 15 年度までは、所内委員のみの委員会で、年 2回程度開催した。 

平成 16 年度からは、現役の報道関係者を外部委員として追加し、年 2 回程度開

催する予定。 

平成 16 年度は、平成 17 年 2 月に開催し、国立極地研究所の広報室の業務を確認

するとともに、TV 会議システムの利活用や報道発表の在り方、教材開発など今後の

広報活動について審議をした。 
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④ 情報の発信について 

○ マスコミ関係者も加えた広報委員会の設置など、社会・国民への情報の

発信を前向きに推進されていることは理解できました。加えて、より高度

な内容・成果について学会レベルでの公開と評価を受けることが重要であ

ると考えられます。南極観測事業の研究成果について学会レベルでどのよ

うに公開を進めているのか、およびその際の評価についてご説明願います。

 

 
（回答） 

① 南極観測で得られたデータや試料は、下記に例示するように広く研究者に

公開されている。 

・国際ネットワークによる即時公開 

地上気象観測データ、高層気象観測データ 

・国際ネットワークによる準即時公開 

オゾン層観測速報値、地震観測データなど 

・国際機関を通じての公開 

オゾンゾンデデータ、放射データ、潮汐データ、海洋観測データ、オ

ーロラデータ、GPS 連続観測データ 

・国立極地研究所のホームページからの公開 

オーロラ観測（極光、夜光）データ、隕石リスト、ほぼ全ての観測メ

タデータ、国土地理院航空写真リスト 

・データレポートによる公開 

昭和基地超高層•地震観測データ、昭和基地外の地上気象観測データ、

昭和基地外の重力•航空磁気データ、電離層観測データ、雪尺観測データ、

雪氷コア解析データ、氷床氷厚データ、海洋物理•化学•生物観測データ

など 

・成果物による公開 

南極沿岸地形図•写真地形図•地形学図、雪氷学図など 

・試料の公開 

隕石、氷床コア、岩石、地衣蘚体類など 

 

② また、過去数年の主要な研究論文を別紙に示す。著者から分かるように、

南極で得られたデータや試料を用いた研究は、広範な国内外の共同研究とし

て行われている。この他、研究成果は、国内外の学会、シンポジウム、会議

等で広く発表されている。 

 

 

 



○過去数年間の主要学術論文

年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2005
Extraction of polar mesosphere summer echoes from SuperDARN data
（SuperDARNレーダーによる極域中間圏夏季エコ－の抽出）

細川敬祐（電通大）、小川忠彦（名大STE研）、
N. F. Arnold（レスタ－大学）, M. Lester（レスタ－
大学）、佐藤夏雄（極地研）、行松彰（極地研）

Geophys. Res., Lett 宙空

2005
Variations of constituents of individual sea-salt particles at Syowa
station, Antarctica. （南極昭和基地における海塩粒子個別の組成の変
動）

原圭一郎（極地研），長田和雄（名古屋大学），
木戸瑞香（名古屋大学），松永捷司（名古屋大
学），岩坂泰信（金沢工業大学），橋田元（極地
研），山内恭（極地研）

Tellus 大気科学

2005
Chemical composition of volcanic glasses in visible tephra layers found
in a 2503m deep ice core from Dome Fuji, Antarctica （南極ドームふじ
2503mコア中に見られた火山ガラスの化学組成）

河野美香・藤井理行（極地研）、平田岳史
（東工大）

Ann. Glaciol. 雪氷

2005
Results of the VLBI experiments conducted with Syowa Station,
Antarctica（南極・昭和基地を含むVLBI観測の結果）

福崎順洋（国土地理院）、渋谷和雄・土井浩一
郎（極地研）、小澤拓（国土地理院）、Axel
Nothnagel　（ボン大学）, 寺家孝明（国立天文
台）、岩野祥子（京都大）、David Jauncey
(CSIRO), George Nicolson (HartRAO), Peter
McCulloch (タスマニア大)

Journal of Geodesy 固体地球物理

2005
Anisotropy of Shear Wave Velocity in the Lowermost Mantle beneath
the Antarctic Ocean （南極海下の最下部マントルにおける地震S波の不

臼井祐介、平松良浩、古本宗充（金沢大）、金尾政
紀（極地研）

Geophysical Research
Letters

固体地球物理

2005
High-velocity lid of East Antarctica: Evidence of a depleted continental
lithosphere （東南極の高速度リッド：枯渇した大陸リソスフェアの証拠） 久家慶子（京大）、深尾良夫（JAMSTEC） J. Geophys. Res. 固体地球物理

2005

Long-term variation of surface phytoplankton chlorophyll a
in the Southern Ocean during 1965-2002.
（1965年～2002年の期間南大洋において見られた植物プランクトン
クロロフィルaの長期変動）

Hirawake, T.（極地研）,  Odate, T.（極地研）
and  Fukuchi, M.（極地研）

Geophysical Research
Letters

生物

2005

Inter-annual variability of chlorophyll and sea-ice in the
Antarctic Divergence region: an attempt to derive their
quantitative relationship.
（南極発散域におけるクロロフィルと海氷の年変動：定量的評価の
試み）

Hirawake, T.（極地研）, Kudoh, S.（極地研）,
Aoki, S.（北大）,  Odate, T.（極地研）and
Fukuchi, M.（極地研）

International Journal of
Remote Sensing

生物

2005

Dimethylsulfide and dimethylsulfoniopropionate production in
the Antarctic Pelagic Food Web.
（南極海表層生態系におけるジメチルサルファイドとジメチルサル
フォニオプロピオネートの生成）

Kasamatsu, N（総研大）,  Odate, T.（極地研）
and  Fukuchi, M.（極地研）

Ocean and Polar Research 生物

2005

Sea ice changes inferred from methanesulphonic acid (MSA)
variation in East Antarctic ice cores; are krill
responsible?
（東南極アイスコアのメタンスルホン酸変動から推定される海氷変

Kawaguchi, S.（豪南極局）,  Kasamatsu, N.（総
研大）,  Watanabe,S.（JAMSTEC）,  Odate,T.
（極地研）, . Fukuchi, M. （極地研）and  Nicol,
S.（豪南極局）

Antarctic Science. 生物

南極地域観測研究に関連する研究成果



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2004

Unusual ionospheric echoes with high velocity and very low spectral
width observed by the SuperDARN radars in the polar cap during high
geomagnetic activity（地球磁場活発期にSuperDARNレーダで観測された
特異な電離層エコー）

西谷望（名大STE研）、, M. Lester（レスタ－大
学）, S.E. Milan（レスタ－大学）, 小川忠彦（名大
STE研）, 佐藤夏雄（極地研）、行松彰（極地
研）、山岸久雄（極地研）

J. Geophys. Res 宙空

2004
Origin of the SuperDARN broad Doppler spectra: First observational
evidence from Oersted satellite magnetometer （SuperDARN幅広いドプ
ラ－スペクトルの起源：エ－ルステッド衛星の磁力計による初めての観測

細川敬祐（電通大）山下（京大）、, P. Stauning
（デンマ－ク気象研）, 佐藤夏雄（極地研）、行松
彰（極地研）、家森俊彦（京大） N

Annales Geophysicae 宙空

2004

Generation region of pulsating aurora obtained simultaneously by the
FAST satellite and a Syowa-Iceland conjugate pair of observatories
（FAST衛星と昭和基地－アイスランド共役点同時観測による脈動オーロ
ラの発生領域）

佐藤夏雄（極地研）, D. M. Wright（レスタ－大
学）, C. W. Carlson（カルフォルニア大）, 海老原
祐輔（極地研）, 佐藤光輝（東北大）, T.
Saemundsson（アイスランド大）,S. E. Milan（レ
スタ－大学）,  M. Lester（レスタ－大学）

J. Geophys. Res 宙空

2004

Arctic and Antarctic polar mesosphere summer echoes observed with
oblique incidence HF radars: analysis using simultaneous MF and VHF
radar data（斜め放射HFレーダーによる北極と南極での極域中間圏夏季
エコ－観測：MFとVHFレーダーの同時観測による解析）

小川忠彦（名大STE研）、西谷望（名大STE
研）、野澤 悟徳（名大STE研）、堤雅基（極地
研）、N. F. Arnold（レスタ－大学）, 西谷望（名大
STE研）、佐藤夏雄（極地研）、行松彰（極地

Annales Geophysicae 宙空

2004

Chemistry of sea-salt particles and inorganic halogen species in
Antarctic regions: Compositional differences between coastal and inland
stations. （南極域における海塩粒子と無機ハロゲン種の化学：沿岸域と
内陸の組成の違い）

原圭一郎（極地研），長田和雄（名古屋大学），
木戸瑞香（名古屋大学），松永捷司（名古屋大
学），岩坂泰信（金沢工業大学），山内恭（極地
研），橋田元（極地研），深津徹（四国電監）

J. Geophys. Res. 大気科学

2004

Energy enhancements of gravity waves in the Antarctic lower
stratosphere associated with variations in the polar vortex and
tropospheric disturbances. （極渦内変動および成層圏擾乱に伴う南極下
部対流圏における重力波のエネルギー増幅）

吉識宗佳（国立環境研究所），木津暢彦（気象
庁），佐藤薫（極地研）

J. Geophys. Res. 大気科学

2004
Temporal and latitudinal distributions of stratospheric N2O isotopomers.
（成層圏中の一酸化二窒素アイソトポマーの変動と緯度分布）

豊田栄（東京工業大学），吉田尚弘（東京工業
大学），占部太一郎（東京工業大学），中山祐
介（東京工業大学），鈴木毅（東京工業大学），
辻和秀（東京工業大学），青木周司（東北大
学），中澤高清（東北大学），石戸谷重之（東北
大学），石島健太郎（地球フロンティア），菅原
敏（宮城教育大学），町田敏暢（国立環境研究
所），橋田元（極地研），森本真司（極地研），

J. Geophys. Res. 大気科学

2004
SO4

2- minimum in the summer snow layer at Dome Fuji station,

Antarctica and its probable mechanism. （南極ドームふじの夏期積雪層
二みられる硫酸イオンの極小とその可能性）

飯塚芳徳（弓削商船高専）、藤井理行、平沢尚
彦、本山秀明、古川晶雄（極地研）、鈴木利孝
（山形大）、本堂武夫（北大）

J. Geophys. Res. 雪氷

2004
Lead-210 profile in firn layer over Antarctic ice sheet and its relation to
the snow accumulation environment（南極氷床の積雪中の鉛210プロファ
イルと積雪堆積環境）

鈴木利孝（山形大）、神山孝吉・藤井理
行、古川晶雄（極地研）

Tellus 雪氷

2004
In situ observation of the transformation from air bubbles to air clathrate
hydrate crystals using a Mizuho ice core （南極みずほコアを用いた気泡
からハイドレートへの変化観察）

島田亘・本堂武夫（北大） J. Crystal Growth 雪氷

2004

The response of the subglacial Lake Vostok/Antarctica to tidal
and air pressure forcing
（潮汐及び気圧変動に対する南極ボストーク氷床下湖の応答について）

Anja Wendt, Reinhard Dietrich, Jens Wendt,
Mathias Fritsche (ドレスデン工科大学）、
Alexander Yuskevich, Andrey Kokhanov,
Anton Senatorov （アエロジオデジア）、
渋谷和雄・土井浩一郎（極地研）

Geophys. J. International 固体地球物理



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2004
Superconducting gravimeter observations without a tilt compensation
system（傾斜補償装置を用いない超伝導重力計観測）

岩野祥子・福田洋一（京都大） Phys. Earth Planet. Interior 固体地球物理

2004
Rayleigh-wave group velocity distribution in the Antarctic region（南極域
におけるレーリー波群速度分布について） 小林励司、Dapeng Zao（愛媛大）

Physics of the Earth and
Planetary Interior

固体地球物理

2004

SHRIMP and electron microprobe chronology of UHT metamorphism in
the Napier Complex, East Antarctica: implications for zircon growth at

>1000oC　（東南極ナピア岩体における超高温変成作用のSHRIMPならび
に電子線マイクロプローブ年代学）

外田智千（極地研）、三澤啓司（極地研）、横山
一巳（国立科学博物館）、白石和行（極地研）、
山口　亮（極地研）

Contrib. Mineral. Petrol. 地質

2004

Timing of attainment of the spinel + quartz coexistence in garnet-
sillimanite leucogneiss from Skallevikhalsen, Lutzow-Holm Complex, East
Antarctica (東南極リュツォ・ホルム岩体、スカレビークハルセンのザクロ
石-珪線石優白質片麻岩中のスピネル+石英共生の形成時期）

河上哲生（岡山大学）、本吉洋一（極地研） J. Mineral. Petrol. Sci. 地質

2004

Petrography and oxygen isotopic compositions in refractory inclusions
from CO chondrites （CO 炭素質隕石中の難揮発性包有物の記載と酸素
同位体組成）

伊藤正一（東工大）、小島秀康（極地研）、土入
本尚義（東工大）

Geochim. Cosmochim. Acta 隕石

2004

Ion microprobe U-Th-Pb dating and REE analyses of phosphates in the
nakhlites Lafayette and Yamato-000593/000749 Lafayette（Yamato-
000593/749ナクライトに含まれるリン酸塩鉱物のREE分析とウラントリウ
ム鉛年代）

寺田健太郎（広島大学）、佐野有司（東京大
学）

Meteor. Planet. Sci. 隕石

2004

Formation of high pressure menerals in shocked L6 chondrite Yamato
791384（ショックを受けたL６コンドライトYamato 791384中の高圧鉱物の
形成）

大谷栄治（東北大学）他 Earth Planet. Sci. Lett. 隕石

2004
Use of different methods for discovery of ice-entrapped microorganisms
in ancient layers of the Antarctic glacier.
（南極氷床深層部にトラップされた微生物を検出するための諸手法）

アビゾフ（ロシア科学アカデミー・微生物研究
所）他

Advances in Space
Research

生物

2004
Exploitation of distant marginal ice zone by king penguins during winter
（冬季におけるキングペンギンの遠距離海氷縁の利用）

Bost CA, Charrassin JB, Clerquin Y, Ropert-
Coudert Y（極地研） , Le Maho Y ･

Marine Ecology Progress
Series

生物

2004
Proximate factors determining the age and mass of fledging in rhinoceros
auklets: variations within and among years.
（換羽量と年齢を決める凡その要因：年内変動と年変動）

Deguchi T, Takahashi, A.（極地研）  and
Watanuki, Y. （北大）

Auk 生物

2004

Offshore diplomacy, or how seabirds mitigate intra-specific competition:
A case study based on GPS tracking of cape gannets from neighbouring
colonies.
（沖合いでの駆引き、海鳥はどのように種内競争を緩和するか：GPS追跡
に基づくケーススタディー）

Gremillet D, Dell'Omo G, Ryan PG, Peters G,
Ropert-Coudert Y, Weeks SJ ･

Marine ecology Prog Ser 生物

2004
Possible impacts of zooplankton grazing on DMS production in the
Antarctic Ocean.
（南極海におけるDMS生成に及ぼす動物プランクトンによる捕食効果の

Kasamatsu, N.（総研大）, Kawaguchi,  S.（豪南
極局),  Watanabe,  S.（JAMSTEC）,  Odate, T.
（極地研） and  Fukuchi, M.（極地研）

Canadian Journal of
Fisheries and Aquatic
Science

生物

2004

Comparative phylogenetic analyses of Halomonas variabilis and related
organisms based on 16s rRNA, gyrB and ectBC gene sequences.
（16s rRNA, gyrB,ectBCの遺伝子配列に基づく、Halomonas Variabilisと近
縁種の比較系統分析）

岡本（広島大学）他 System. Appl. Microbiol. 生物

2004
A fine-scale time budget of cape gannets provides insights into their
foraging strategies
（索餌戦略における時間収支）

Ropert-Coudert ,Y.（極地研）, Gremillet, D.,
Kato, A.（極地研）, Ryan, P.G., Naito, Y.（極地
研） and Le Maho, Y.

Animal Behaviour 生物



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2004
Temperature inside nest-boxes of little penguin
（リトルペンギンの巣内温度）

Ropert-Coudert Y（極地研）, Cannell B, and
Kato A（極地研）

Wildlife Society Bulletin 生物

2004
Monitoring jaw movement: a cue to feeding activity?
（顎の動きの観察：捕食の開始?）

Ropert-Coudert Y（極地研）, Kato A（極地研）,
Liebsch N, Wilson RP, Muller G, Baubet E ･

Game and Wildlife Science 生物

2004
Patterns of energy acquisition by a central place forager: benefits of
alternating short and long foraging trips
（エネルギー獲得パターン：短期索餌と長期索餌を使い分ける利点）

Ropert-Coudert Y（極地研）, Wilson RP, Daunt
F, Kato A （極地研）

Behavioral  Ecology 生物

2004

Krill-feeding behaviour by a chinstrap penguin compared to fish-eating in
Magellanic penguins: a pilot study.
（マゼランペンギンの魚類捕食と比較したアゴヒゲペンギンのオキアミ捕
食行動：パイロットスタディー）

Takahashi A（極地研）, Dunn MJ, Trathan PN,
Croxall JP, Wilson RP, Sato K（東大）, Naito Y
（極地研）

Marine Ornithology 生物

2004
Penguin-mounted cameras glimpse underwater group behaviour
（ペンギン搭載型カメラで垣間見られる水中行動）

Takahashi, A.（極地研）, Sato, K.（東大）, Naito,
Y.（極地研）, Dunn MJ, Trathan PN and Croxall
JP

Proceedings of the Royal
Society of London, B
(Biology Letters),

生物

2004
Synchronous diving behavior of Adelie penguins.
（アデリーペンギンの同時潜水行動）

Takahashi, A.（極地研）, Sato, K.（東大）,
Nishikawa, J.（東大）, Watanuki, Y.（北大） and
Naito, Y.（極地研）

Journal of Ethology 生物

2004

Inter-colony and sex     differences in the effects of parental body
condition and foraging effort on the brood    growth of Adelie penguins.
（アデリーペンギンの成長に及ぼす親の体サイズと索餌努力効果の巣間
及び性差）

Watanuki, Y.（北大）, Takahashi, A（極地研）,
Sato, K.（東大）, Kato, A.（極地研） and Bost
CA

Journal of Ethology, 生物

2003
Homogeneous climate variability across East Antarctica over the past
three glacial cycles.（過去３回の氷期サイクルにおける東南極の気候変

渡邉興亞（極地研）,庄司仁（北見工業大学）他 Nature 雪氷

2003
Multi-decadal warming of subsurface temperature in the Indian sector of
the Southern Ocean（南太洋インド洋セクターにおける表層水温の数十年
間の温暖化）

青木茂（極地研）, 寄高三和子（海上保安庁）,
増山昭博（海上保安庁）

J. Geophys. Res 海洋

2003
Contemporaneous formation of chondrules and refractory inclusions in
the　early Solar System（原始太陽系におけるコンドリュールと難溶性含
有物質との同時代形成）

伊藤正一（東京工業大学）, 圦本尚義（東京工
業大学）

Nature 隕石

2003
Eddies revealed by SeaWiFS ocean color images in the Antarctic
Divergence zone near 140°E（海色衛星画像にみられる東経１４０度の
南極発散域における渦）

平譯享（極地研）,工藤栄（極地研）,青木茂（極
地研）他

Geophys. Res. Lett 海洋

2003
Annual and seasonal changes in foraging site and diving behavior in Adé
lie penguins. （アデリーペンギンの採餌および潜水行動にみられる年及び

加藤明子（極地研）,綿貫豊（北海道大学）, 内
藤靖彦（極地研）

Polar Biology 生物

2003
Inteheispheric asymmetry of the high latitude ionospheric convection on
May 11-12, 1999（1999年5月11-12日の高緯度電離圏対流の南北半球
非対称性）

西谷望（名大STE研）、V. Papitashvili（ミシガン
大）,小川忠彦（名大STE研）、佐藤夏雄（極地
研）、行松彰（極地研）、山岸久雄（極地研）

J. Geophys. Res 宙空

2003
Interhemispheric comparison of spectral width boundary as observed by
the SuperDARN radars  （SuperDARNレーダーで観測されたスペクトル幅
境界域の南北半球比較）

細川敬祐（電通大）、  E. Woodfield（レスタ－大
学）, M. Lester（レスタ－大学）, S. E. Milan（レス
タ－大学）, 佐藤夏雄（極地研）、行松彰（極地
研）、家森俊彦（京大）

Annales Geophysicae 宙空

2003
E region echo characteristics governed by auroral arc electrodynamics
（オーロラア－ク電磁ダイナミクスによるE 領域エコ－特性）

Milan, S. E.（レスタ－大学）, 佐藤夏雄（極地
研）, M. Lester（レスタ－大学, 村田洋三（総研
大）, 土井寛子（東海大）, 新海雄一（総研大）、
T. Saemundsson（アイスランド大）

Annales Geophysicae 宙空

2003
Transient production of F region irregularities associated with TCV
passage（TCV通過に伴う過渡的なF領域イレギュラリティ－生成）

片岡龍峰 （東北大）、福西浩（東北大）、細川
敬祐（電通大）、行松彰（極地研）、佐藤夏雄

Annales Geophysicae 宙空



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2003
A statistical investigation of Antarctic polar mosposphere summer
echoes observed with the Syowa Station HF radaer（昭和基地HFレー
ダーで観測された南極での極域中間圏夏季エコ－の統計的研究）

細川敬祐（電通大）、 小川忠彦（名大STE研）,
佐藤夏雄（極地研）、行松彰（極地研）、家森俊
彦（京大）

Geophys. Res., Lett 宙空

2003

The Antarctic polar stratospheric clouds under the temperature
perturbation by non-orographic inertia gravity waves observed by micro
pulse lidar at Syowa station.　（昭和基地のマイクロパルスライダーによっ
て観測された非地形成慣性重力波による温度変化に伴い形成された極

柴田隆（名古屋大学），佐藤薫（極地研），小林
拓（山梨大学），矢吹正教（極地研），塩原匡貴
（極地研）

J. Geophys. Res 大気科学

2003
Carbon dioxide variations in the stratosphere over Japan, Scandinavia
and Antarctica. （南極、スカンジナビア、日本上空の成層圏中の二酸化
炭素変動）

青木周司（東北大学），中澤高清（東北大学），
町田敏暢（国立環境研究所），森本真司（極地
研），橋田元（極地研），山内恭（極地研），川
村賢司（スクリップス海洋研究所），本田秀之
（宇宙航空研究開発機構）

Tellus 大気科学

2003

Atmospheric CO2 variations over the last three glacial-interglacial
climatic cycles deduced from the Dome Fuji deep ice core, Antarctica
using a wet extraction technique. （融解抽出法によるドームふじ深層コア
から得られた過去３回の氷期－間氷期サイクルにおける大気中の二酸化

川村賢司（スクリップス海洋研究所），中澤高
清（東北大学），青木周司（東北大学），菅原敏
（宮城教育大学），藤井理行（極地研），渡邊興
亜（極地研）

Tellus 雪氷

2003
Concentration variation of the atmospheric CO2 observed at Syowa
Station, Antarctica from 1984 to 2000. （南極昭和基地における1984年
から2000年の大気中の二酸化炭素濃度の変動）

森本真司（極地研），中澤高清（東北大学），青
木周司（東北大学），橋田元（極地研），山内恭
（極地研）

Tellus 大気科学

2003

Reconstruction of past variations of d13C in atmospheric CO2 from its
vertical distribution observed in the firn at Dome Fuji, Antarctica. （南極
ドームふじのフィルンで観測された大気中二酸化炭素の炭素同位体13C
の鉛直分布と過去の13Cの変動）

菅原敏（宮城教育大学），川村賢司（スクリップ
ス海洋研究所），青木周司（東北大学），中澤
高清（東北大学），橋田元（極地研）

Tellus 雪氷

2003
Air-hydrate crystal growth in polar ice （極域氷床中の空気ハイドレート
結晶の成長）

Salamatin, A.N.（ロシア北極南極研究所）、
Lipenkov, V.Y. （ロシアカザン大学）、本堂武夫
（北大）

J. Crystal Growth 雪氷

2003

Sea level variation in seismic normal mode band observed with on-site
GPS and on-land SG at Syowa Station, Antarctica
（南極・昭和基地における海氷上GPSと地上超伝導重力計で観測された
海面変動に含まれる地震ノーマルモード信号）

名和一成（産総研）、須田直樹（広島大）、青木
茂・渋谷和雄（極地研）、佐藤忠弘（国立天文
台）、深尾良夫（東大・地震研）

Geophys. Res. Lett. 固体地球物理

2003

Mid to late Archaean (3.2-2.5Ga) tonalitic crustal formation and high-
grade metamorhism at Mt. Riiser-Larsen, Napier Complex, East
Antarctica (東南極ナピア岩体、リーセル・ラルセン山における中～後期
太古代（32-25億年前）のトーナル岩質の地殻形成と高度変成作用）

外田智千（極地研）、三澤啓司（極地研）、白石
和行（極地研）、鈴木里子（新潟大学）

Precambrian Res. 地質

2003
Noble gases in ureilites released by crushing(破砕によって放出されるユ
レーライト中の稀ガス)

岡崎隆司、中村智樹、高岡宣雄（九州大学）、
長尾敬介（東京大学）

Meteor. Planet. Sci. 隕石

2003
Noble gas isotopes and mineral assemblages of Antarctic
micrometeorites collected at the meteorite ice field around Yamato
Mountains（やまと山脈周辺の隕石フィールドで採集された微隕石の鉱物

大澤崇人（東京大学）、中村智樹（九州大学）、
長尾敬介（東京大学）

Meteor. Planet. Sci. 隕石

2003
Eddies revealed by SeaWiFS ocean color images in the Antarctic
Divergence zone near 140°E.
（東経140度付近の南極発散域において、海色衛星SeaWiFSで見出され

Hirawake, T.（極地研）, Kudoh, S.（極地研）,
Aoki, S.（北大） and Rintoul, S. R.（タスマニア
大）

Geophys. Res. Lett. 生物

2003

Concerted response of Xanthophyll-cycle pigments in a marine diatom,
Chaetoceros gracilis, to the sifts of light condition.
（海産珪藻Chaetoceros gracilisの光変化に対するキサントフィル・サイク
ル色素の応答）

Kashino, Y.（姫路工業大） and Kudoh, S.（極地
研）

Phycol. Res. 生物



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2003
Feeding area specialization of chick-rearing Adelie penguins in a fast
sea-ice area
（沿岸定着氷域におけるアデリーペンギン索餌域の特定）

Watanuki, Y.（北大）, Takahashi, A.（極地研）
and Sato, K.（東大）

Ibis 生物

2003
Individual diving strategies in Little Penguins Eudyptula minor
（リトルペンギンの潜水戦略の個体差）

Ropert-Coudert, Y.（極地研） , Kato, A.（極地
研） , Naito, Y.（極地研）  and Cannell, B.

Waterbird 生物

2003
Annual and seasonal changes in foraging site and diving behavior in
Adelie penguins
（アデリーペンギンの索餌域及び潜水行動の年変動と季節変動）

Kato, A.（極地研） ,  Watanuki, Y.（北大） and
Naito, Y.（極地研）

Polar Biology 生物

2003
The effect of fatness on the stroking patterns of free-ranging Weddell
seals

Sato, K.（東大） ,  Mitani, Y.（総研大）,
Cameron, M.F., Siniff, D.B. and  Naito, Y.（極地

Journal of Experimental
Biology

生物

2003
Synchronous shallow dives by Weddell seal mother-pup pairs during
lactation.

Sato, K.（東大） ,  Mitani, Y.（総研大）,
Kusagaya, H. and Naito, Y. （極地研）

Marine Mammal Science 生物

2003
Dive depths of Weddell seals in relation to vertical prey distribution as
estimated by image data.
（画像データから推定される餌の鉛直分布とウェッデルアザラシの潜水深

Watanabe, Y.（東大）, Mitani, Y.（総研大）, Sato,
K.（東大）, Cameron, M. F. and Naito, Y.（極地
研）

Marine Ecology Progress
Series

生物

2003

Foraging strategies of chinstrap penguins at Signy Island, Antarctica:
importance of benthic feeding on Antarctic Krill.
（南極シグニー島におけるアゴヒゲペンギンの索餌戦略：海底におけるナ
ンキョクオキアミ摂餌の重要性）

Takahashi, A.（極地研） , Dunn, M. J., Trathan
P. N., Sato, K.（東大）, Naito, Y.（極地研）  and
Croxall, J. P.

Marine Ecology Progress
Series

生物

2003

A method for reconstructing three-dimensional dive profiles of marine
mammals using geomagnetic intensity data: results from two lactating
Weddell seals.
（地磁気データを用いた海産哺乳類の３次元潜水行動の復元法：２地点
におけるウェッデルアザラシの結果）

Mitani, Y.（総研大）, Sato, K.（東大）, Ito, S.
,Cameron, M. F., Siniff D. B. and Naito, Y.（極
地研）

Polar Biology 生物

2003
Stroke and glide of wing-propelled divers: deep diving seabirds adjust
surge frequency to buoyancy change with depth
ストロークと滑空：深く潜水する海鳥は深度に合わせて浮力を調整する）

Watanuki, Y.（北大）, Niizuma, Y.  Gabrielsen,
G.W., Sato, K.（東大） and Naito Y.（極地研）

Proceedings of the Royal
Society, London B

生物

2003

Parental foraging effort and offspring growth in Adelie penguins: does
working hard improve reproductive success?
（アデリーペンギンの親の索餌努力とその後の成長：一所懸命になること
は再生産を成功させるか？）

Takahashi, A.（極地研） , Watanuki, Y.（北大）,
Sato, K.（東大）, Kato, A.（極地研） , Arai, N.（京
大）, Nishikawa, J.（東大） and Naito, Y.（極地
研）

Functional Ecology 生物

2002

Dynamical coupling of neutrals and ions in the high-latitude F region:
Simultaneous FPI and HF radar observations at Syowa Station,
Antarctica（高緯度F層における中性粒子とイオンの力学的結合：南極昭
和基地におけるファブリペローイメージャーと短波レーダー同時観測）

坂野井 健（東北大学）, 福西 浩（東北大学）,
岡野章一（東北大学）, 佐藤夏雄（極地研）, 山
岸久雄（極地研）, 行松彰（極地研）

J. Geophys. Res. 宙空

2002

A new SuperDARN meteor wind measurement: Raw time series analysis
method and its application to mesopause region dynamics.（SuperDARN
レーダーによる新しい流星風観測：生時系列解析手法とその中間圏界面
領域力学への応用）

行松彰（極地研）,堤雅基（極地研） Geophys. Res. Lett. 宙空

2002
Depth-age and temperature prediction at Dome Fuji station, East
Antarctica （南極ドームふじにおける氷床深度・年代と温度の推定）

本堂武夫（北大） 、庄子仁（北見工大）、渡辺
興亜（極地研）、 Salamatin, A.N.（ロシア北極南
極研究所）、 Lipenkov, V.Y. （ロシアカザン大

Ann. Glaciol. 雪氷

2002

Linear and non-linear relations between the high-frequency-limit
conductivity, AC-ECM signals and ECM signals of Dome F Antarctic ice
core from a laboratory experiment（ドームふじ氷床コアのAC-ECM、ECM
シグナルと高周波伝導度間の線形・非線形関係）

藤田秀二・本山秀明・五十嵐誠・河野美香・藤
井理行・渡辺興亜（極地研）、東伸彦（長岡技
科大）、 的場澄人（北大）

Ann. Glaciol. 雪氷



年 テーマ 氏名（所属） 雑誌 分野

2002
Past 220 year bipolar volcanic signals: remarks on common
features of their source volcanic eruptions. （過去220年の両
極火山シグナルとその給源火山）

河野美香・藤井理行（極地研） Ann. Glaciol. 雪氷

2001
Noble-gas-rich chondrules in an enstatite meteorite（頑火輝石球粒隕石
中の富希ガス性コンドリュール）

岡崎隆司（九州大学）, 高岡宣雄（九州大学）,
長尾敬介（東京大学）, 関谷実（九州大学）, 中
村智樹（九州大学）

Nature 隕石

2001
Variation in N2/O2 ratio of occluded air in Dome Fuji Antarctic ice （南
極ドームふじアイスコアの気泡中のN2/O2比の変化）

池田倫子・本堂武夫・深沢裕・前信爾（北大） J. Geophys. Res. 雪氷

1999

16O excess in olivine inclusions in Yamato-86009 and Murchison
chondrules and their relation to CAIs（YAMATO-８６００９隕石とマーチソ
ン隕石中のかんらん石組織の過剰16Oとそのカルシウム-アルミニウム含

比屋根肇（東京大学）他 Science 隕石


