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海 外 報 告

1。 は し が き

筆者は,昭和61年度の文部省在外研究員 とし

て,1986年夏,ア ラスカ大学地球物理学研究所 (写

真 3)に滞在する機会を得た。研究題目は『大気

エアロゾルの長距離輸送に関する気象学的研究』

であった。私にとって,ア ラスカ大学留学は大学

院学生の頃から抱き続けてきた大きな夢であった。

それは,東北大学で御指導頂いた大竹武先生が,

University of Alaska‐ Fairbanks(UAF)の

Geophysical lnstitute(GI)に 転出された時 (昭

和39年)に端を発していた。そして奇しくも,同

じ研究所には,長崎大学学芸学部に在職されたこ

ともある赤祖父俊一教授 (宇宙空間物理学,1986

年 9月 から研究所長に就任)も おられる。早くか

ら留学の希望を大竹先生に表明し,受け入れの内

諾を頂いていたものであるが,あいにく大竹先生

はボストンヘ出向していたため,研究面で最も密

接な関係にあるSHAW教授 (気象学)に身元引受

け人になっていただいた。1986年 7月 10日 夜21時

40分,赤祖父先生と長崎大学の理科教室で深い交

流があつた鎌田泰彦先生 (教育学部),柴田昇先生

(教養部)な ど5人の方々の手紙や,新田次郎「ア

ラスカ物語」の文庫本などを携えて成田空港を飛

び立った。

出 会 い

同じ7月 10日 (本),11時 10分アンカンッジ着。

正味の飛行時間は約 6時間半,ア メリカ本土より

ずっと近い。入国手続き。国内線のターミナルに

移動。天候はれ,雲量 2-3,お もに好天積雲,

日射強く非常に暑い。気温は多分28-29度。遠 く

に氷を戴いたアラスカ山脈の山々が見える。さら

に飛行40分,15時 15分フェアバンクス着。SHAW
教授が出張中のため,夫人と長男の Joseph君 が

出迎え。御長男はUAFの工学部の学生であるが,

布教活動で 1年間日本に滞在したことがあり,日

本語も十分出来る。パスポートの写真のコピーを

あらかじめ送つていたので,彼らはゲートを出た

直後の私をすぐに捜し当ててくれた。感動。そし

て,Jo.君が言う『すぐにそこに,Profo AKASOFU

がいる。挨拶をするか ?』 ,勿論,Yes。 なんと,

それはわずか2-3人の人垣だけしか離れていな

い目と鼻の先の至近距離であつた。日本語で『赤

祖父先生 /』。東北大学と長崎大学の両方の大先輩

に当たり,オ ーロラ研究の大家として知られる赤

祖父先生 (写真 4)と の,予期せぬ形の最初の出

会いであった。実は,別の人の出迎えに来られた

ものであったのだが。

3。 言  葉

UAFの構内に立派な博物館がある。帝政ロシ

ア時代以来のアラスカの歴史,金や石油などの鉱

物資源,エスキモーやアリュートなどの先住民俗,

そして極域の動植物などに関する資料が展示され

ている。また,大型のビデオスクリーンにはGI
製作のオーロラが放映されている。最初の日曜日

(7月 13日 ),そ の博物館を訪ねた。実は,日曜日
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雄公生荒

図 | アラスカ全図 (∪ AF研究年報 1983-84年号 より)

はダウンタウン (写真 5)行きのバスが休みで,

構内のSAC(Student Apartment Complex:

学生集合アパート)を宿とする私は,動 きがとれ

ない。なにしろ,大学から中心街まで6マ イル(約

9キ ロ)も あって,歩けるものではない。博物館は

観光ルートでもあるから,結構賑わつていた。展

示を一通り回つて,売店で本やスライドなどのお

土産品を見ていると,中年の婦人が声を掛けてき

た。イックスキューズミー,バ ット,ア ーユープ

ロフェサーカーソフ Pと 聞こえた。だから,やむ

なく“No,Iam ARAO。 "と 答えた。婦人は残念そ

うに私から離れていった。私は,こ の大学にカー

ソフという教授がいるのだろうなあ, とぼんやり

考えた。ところが,後日しばらくして,耳が慣れ

てくると,ア メリカ人の [あ ]の音は明瞭には聞

こえないことがわかってきた。アメリカはメリカ,

アンカレッジはンカンッジと聞こえることが多い。

そして気が付いた。あれは,Professor AKASOFU

であったのだと。アラスカに着いたばかりの私を,

事もあろうに,赤祖父先生と見違えてくれた御婦

人に感謝したい気持ちになるとともに,こ の一件

で赤祖父先生の知名度がよくわかつた。

4。 太   陽

日付は遡るが,フ ェアバイクスに着いた日の夕

方,WELLER教授 (気象学 ;副所長)が,自宅で

のバーベキューパーテーに誘ってくれた。私のた

めに開かれたものではないが,出張中の Shaw教

授に代わつて,私の到着第 1日 目を印象深くして

あげよう, という教授の配慮が痛いほど感じられ

た。午後 7時から教授宅の屋外の広いベランダで

始まったパーテーは,20人 もの研究者の集まり

で,ほ とんどは,カ ルフォルニアやコロラドから

のお客であつた。太陽はまだ高く健在で,空は青

く澄み,周囲のしらかば林の白い肌と空の色のコ

ントラストが何とも美しい。フェアバンクスも暑

かったから,それを話題にすると,教授は,『今日

はまだよい。先週は90度 (華氏 ;約 32度 C)に も

なった。』と教えてくれた。太陽はまだまだ沈みそ
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図 2 UAFの シンボルマーク (UAF‐ Student Hand‐

bookよ り)

カラー表示では ∪AFが金色,北極熊が自,下
地が青。金, 自, 青はスクールカラー。

うにない。早めに帰る一組の御夫婦の車に便乗さ

せて頂 き (こ れも教授の気配 り),先に失礼をし

て,21時すぎ,GIの 客員宿泊室に戻る。ただ珍

しく,少年の心で明るい夜空を観察。ようや く23

時10分頃,隣 りの研究棟の白壁が赤 く染まり,夕

焼け状態であることが知れた。その後も依然とし

て明るく,星など全 く出そうにない。変化の乏し

さを確かめ,あ きらめて01時頃ベットに入る。窓

には,ブラインドとカーテンがあるだけで,雨戸

のようなものはなく,深夜の散乱光がカーテンの

隙間から遠慮なく漏れてくる。

ところで, 7月 15日 付けの地元紙 (Fairbanks

Daily News‐ Miner)に よれば,「 16日 の日の出は

03時56分,日 の入 りは23時57分」とあ り,さ ら

に,「昼の長さは20時間01分で,前 日より7分あま

り短い」 と書いてある。こちらの新聞は夕方に売

り出されるか ら,翌 日の予報 になっている。ア

リューシャンを除いて,広い範囲でアラスカ時間

(Alaska Time)が 用いられているが, これは州

都のジュノーの経度に対応しており,フ ェアバン

クスでは約 1時間のずれがある。さらに,夏時間

で 1時間早 くなるため,真夜中が02時頃になるの

である。実際に計算してみると,フ ェアバンクス

の緯度は64度 50分であるから,7月 16日 の太陽の

中心は,真夜中でも北の地平線から3.7度の とこ

ろにあり,大気屈折の0.6度 と太陽半径0.25度 を

考慮すれば,太陽の上端は地平線から親指一つ く

らいのところにある。これはまだ常用薄明の段階

で,戸外で新聞が読めるほどの明るさである。夏

至の日には,太陽中心が地平線下 1.7度 であり,実

図 3 地球物理学研究所のシンボルマー
ク (GI事務室より)

質0.8度 しか沈まないことになる。

7月 30日 ,22時05分,雨上 りの空に (夜 の)

虹。太陽は北西の地平線近 くにあるため,虹は大

きな円弧をなして東南の空にかかる。SACの建

物も映えて美しい。早速カメラを持ち出し,シ ャッ

ターを切る。このようなとき,カ メラの時刻表示

は効果的で有難い (写真 6)。

5。 研 究 所

地球物理学研究所はUAFを代表する研究機関

で,宇宙空間物理,高層大気物理,気象,気候,

雪氷,永久凍結土壌,地震,火山,地球化学など

の分野を含み,米国における北極圏の地球物理学

研究の中心として広範な活動を行つている。教授

陣40人,そのほかの技術陣,事務員および大学院

学生を含めると総勢200人のスタッフから成る。

なかでも,オーロラ研究は有名であり,合衆国内

の大学で唯一つという専用の宇宙空間探査用のロ

ケット発射基地を持つている。日本で言えば,北

海道大学低温科学研究所と国立極地研究所とを一

緒にしたような研究機関である。

研究所の 6階には所長室や副所長室のほか,経

理,庶務,通信,複写など事務関係の部屋が並ん

でいる。その一つに研究業務をサポートする事務

室があり,そ こで私は 3個の鍵を頂いた。それら

は,正面玄関,研究所図書館そして研究室のもの

である。即ち,体 日でも玄関から出入り可能で,

図書館も使えます, というものである。玄関の鍵

は驚くに当たらないが,図書館の鍵とは気が利い

ア ラスカ滞在 記
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雄公生荒

ている。さらに,こ の 6階の一室はコーヒールー

ムになっていて,コ ーヒーメーカー 2台にいつも

コーヒーがつ くられている。月額で,ス タッフ 6

ドル,大学院生 3ド ルの会費で飲み放題 というシ

ステム。大きめのコーヒーカップ (ア メリカンだ

から)を各自手に持って,エ レベーターや階段を

使って日に何度も人々がこの部屋に出入 りする。

格好の交流の場だ。私も6週間 5ド ルの院生なみ

の割安料金でその会員になった。

6。 教 授 と大 学院

私は 5階の気象学部門の大竹先生の研究室に入

れていただいた。Post Doctoral Fellow(ポ ス ト

ドクトラルフェロー :博士研究員)の CoY博士が

すでに入室しており,彼 と相部屋であった。博士

との日常的な交流は,会話ばかりでなく,合衆国

を知る貴重な勉強の機会でもあった。気象学部門

は,教 授 (PrOf。 )4人 ,助 教 授 (Associate

Prof。 ,準教授 と訳す場合 もある)1人 ,講師

(Assistant Prof.,助教授 と訳す場合 もある)1

人の陣容で,こ こまでがパァマネントなポス トで

ある。日本の大学の助手に対応するポス トはない

が,COY博士のように,教授や助教授の研究費で

雇われているポス トドクトラルフェロー(PDF)
がいる。 PDFは 雇われている教授の仕事をしな

がら,将来のパーマネントポス トを探し続ける。

ほぼ 2-3年 の契約であるから,教授の研究費が

切れたり,テ ーマが変わると,雇用も終了する。

その下に,大学院の ドクターとマスターの学生が

いる。

大学院の学生にも指導教授から手当 (Stipend)

が支給される。その額はドクターとマスターでは

ちょっと違うようであるが,UAFで は概ね年間

9000-1万 ドルで,授業料を払っても,十分に自

立して生活できる程度の金額である。学生寮がよ

く整っていて,希望者は全員が入れる。従つて,

ドクターコースまでは教授の手当で生活ができ,

ドクターを終わって就職がないときには,ど こか

の教授にPDFと して雇ってもらうように運動し,

合衆国内を移動することになる。

このような大学院制度は,学生にとっては,親

の歴をかじらなくても済むという意味では好都合

だが,教授のほうは大変である。なぜなら,教授

には固定した研究費が決められておらず,毎年プ

ロポーザル (計画申請書)を書いて,国や州など

の財団から研究費を貰わないと,自分の大学院生

やPDFを 受け入れることが出来ない。米国の大

学は,経済的には,教授に辛 く,学生に甘 く出来

ている, と言うことができる。合衆国のこのよう

な大学院は,留学生には非常に魅力的である。外

国人留学生がアメリカの大学院でならば経済的に

自活できるが,日 本ではまず絶望的, という大き

な違いが今日の日米の大学院制度の間に横たわっ

ている。

7。 空・ 星・ オ ー ロラ

ある日,『 ここでは空気が澄んでいるから,視程

が200kmに もなる。』とSHAW教授が言った。本当

ですか, と私は確認するように尋ねた。本当さ,

というような感じの返事が帰ってきた。教授は私

より2歳年上の二枚目である。言葉も軽 く明るい。

そこで私はさらに一押しして,純粋なレーリー大

気で も理論的な視距離 は270kmま でだ,そ れを

知っているか,と か らんだ。その答 えは『勿論

さ』。そして私の質問の意図がわかつたらしく,

『それは 1気圧のときだ,山の上からの光はもっ

と伸びる』と明快に答えた。東京から富士山が見

えると100km。 よくテレビのニュースになる。フェ

アバンクスの南側は原野の大平原であるから,南

方130-140kmに 4000mク ラスの万年雪のアラス

カ山脈が,晴れてさえいれば毎日見える。そして,

8月 3日物凄い晴天。南南西の方角,手前の緑の

丘陵の上に,雲のような,ほ んの一握りの白い塊。

北米最高峰のマッキンリー(標高6194m),植村直

己を飲み込んだ山だ。距離は250km,さ すがにフェ

アバンクスでも年に数回しか見えないとか。

SHAW教授の200kmは これだ。

8月 4日 ,Barrowツ アーの興奮のためか,眠れ

ずに深夜02時起き出す。星を探す。見える。北東

にカペラ1つ,南側に夏の三角。南東低 く木星,

明るい。かなり明るい薄明でも1等星は見える/

アラスカで初めての星である。
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アラスカ滞在記

8月 7日 ,01時 10分ようやく北極星を発見。大  ネットの観光バスに乗 り込む。学生の運転手がガ

気状態良好,かすかながら2等星まで見える。確  イドも兼務。それぞれの座席に帽子まで付いた防

かに高い。納得 と満足6             寒月艮が置いてある。観光客17人 は全員それを着

8月 14日 ,00時 30分 -01時 50分,夜空探検。 3  る。エスキモー集落で観光ののち,最北のポイン

等星までみえる。東天の地平線近 くにオーロラ出  トバロー海軍基地へ。風強 く,変化がないため星

現。初見なれど,ビデオで何度も見ているから,  条旗がずっと同じ姿勢でなびいている (写真 7)。

オーロラと確信。帯状,自色を主体 とし,部分的  間違いなく最北の星条旗。北極海に氷は浮かんで

に緑色がカロわる。明暗,位置とも変化に富む。   いない。一見普通の海岸だ。だが,カ メラのシャッ

8月 21日 23時30分,オ ーロラ大出現。前回よリ  ターが切れない。乾電池だ。低温のせいだ。腹の

大規模で,空全体に何本かのタスキがかかってい  なかに入れては暖め,時折出してはシャッターを

るようだ。フジリバーサル400で撮影に挑戦。露出  切る。荷物を軽 くするために, 1台 をSACに置

10-30秒,何 コマかは写つているはず (写真 1,  いてきたのカシ悔やまれる。海岸を離れるとツンド

2)。 ここでは,オ ーロラが邪魔になって星野写真  ラ地帯,今咲き出したばかりの小さな花が強風に

は無理だ。                   耐えている。MATTIES CAFEと いう店で昼食。

GIを訪れる団体観光客の世話は大学院生の仕  店の前の壁に薄日を浴びたバイメタルの温度計が

事であるが,そ の説明では,フ ェアバンクスはオー  あり,40度 (+4度C)を指している。店は海岸

ロラゾーンに位置し, 1年間で243日 も見えると  のそばで,波打際から5-10mの 浜に地下室が

か。空が暗 くなって,オ ーロラが本格的に現れた  掘ってある。地下の海砂は凍結したままである。

のは夏至の約 2か月後 (8月 21日 )だから,見 よ  永久凍土に守られた天然の冷凍庫。なぜ海水が入

うとしても見えないのが 4か月。残 り8か月を日  り込まないのか本当に不思議だ。

数に直す と240日 。すなわち,こ このオーロラは,

春は 4月 中旬まで,秋は 8月下旬から,晴れてさ
9。 別  れ

えいれば,毎 日開店している。

北 極 海

アメリカの大学は9月が年度初めである。 8月

の半ばも過ぎると新学期を迎える準備があちこち

で始まる。私の住み家であったSAC213室 も,再

び4人の学生たちで賑わうのであろう。短い期間

ではあったが,ア ラスカで最も明るく陽気な季節

に滞在できたことをこの上もない喜びとしたい。

『9010月 は寒くなるから, 7・ 8月 のほうがよ

い』と御判断下され,受け入れ時期について,ボ
ストンから何度も長距離電話で研究所スタッフを

説得して下さった,大竹先生の御配慮が身に泌み

てありがたかった。

底抜けに明るく,人なつっこいアラスカの人々。

北半球最後の新世界では,見ず知らずの人間にも

すれ違うときに “ハーイ"と 声を掛けてくる。そ

の挨拶は,俺はお前に敵対するものではない,熊
やムースが出たら一緒に闘おう, と言つているよ

うな響きがある。夕食に招いてくれたWENDLER
教授 (気象学)は,日本では出来ないことを知っ

ていて,ずっしりと重い実弾入りの拳銃を私に握

8月 4日 ,単身で日帰 りのバローツアーヘ。空

路 1時間,曇天のなかを北へ飛ぶ。バローは北米

大陸の最北端,岬の緯度71度 23分,南極の昭和基

地より2度 23分だけ極に近い。ツアーのキャッチ

フレーズは,Top ofthe Worldと Land ofMidnlght

Sun。 どちらも見事な殺 し文句だ。ここでは夏の82

日間太陽が沈まない。この町は新田次郎の「アラ

スカ物語」の取材記に詳しい。フェアバンクスの

旅行代理店でツアーの予約券を受け取るときに,

Don't forget warm socksと 若い女子職員が注意

してくれた。フェアバンクスの穏やかな夏からは

想像しにくい。warm sOcksな ど持つてなかった

が,そ の注意だけは印象に残った。

バローの空港はすごい風。そして,風速 も風向

も全 く変化しない。寒い。極からひたすら北極海

を渡ってくる風だ。天気うすい海霧。古風なボン
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らせ,射撃指導の大サービス。日本語が全く出来

ない日系三世の Koji KAWASAKI教授 (凍士学)

に,名前を漢字でどう書くのかと聞いたら,『ママ

が書いてくれたものがある』と言い,ポ ケットケー

スから宝物のように四つ折の紙片を取り出した。

そこには浩二とあった。本当にママと言つたので

ある。彼は一瞬童心に戻ったのかも知れない。西

山恒夫先生 (UAF海洋科学研究所 Associate

Prof。 ,北大出身)は,日本人 6人を招いた自宅で

のパーティーで,得意のハーモニカを何曲もたて

続けに鳴らし,全員を日本の歌の世界に誘い込ん

だ。そして,CoY博士ご自慢の合衆国一のビー

ル,Coorsを 二人で飲み交 したバイバイパー

アイー。ヽ

オーロラが見え始める頃になると,SACを 取

り囲む,し らかば林の葉も部分的に黄色に色づき,

急速に秋を感じさせる。間もなくやって来る暗 く

冷たい厳寒の世界は,私の想像を超えるものがあ

るかも知れない。それでも,完備した暖房設備ば

かりでなく, こんなに明るい夏があるのなら,ア

ラスカの人々は冬を十分耐え抜けるであろう, と

強 く感じた。 9月 の半ばには雪が降 り始めるとい

う。

8月 23日 11時,私は,ボス トンに向かうべ く,

お世話になったSHAW教 授 と西山恒夫先生の見

送 りを受けて,エスキモー人の顔 と毛皮の帽子を

マークにしているアラスカ航空機に乗 り込んだ。
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