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南極建築 １９５７-２０１６ 
Antarctic Architecture 1957-2016 

 

会期：＜大阪＞２０１６年１２月９日（金）～２０１７年２月２１日（火） 

     ＜東京＞２０１７年３月３０日（木）～５月２７日（土） 

会場：ＬＩＸＩＬギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「南極建築 1957-2016」DMデザインより 
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 2 ＬＩＸＩＬギャラリー 

「建築とデザインとその周辺」をめぐり、独自の視点でテーマを発掘するLIXILギャラリー（の企画

展では、大阪：2016年12月9日（金）～2017年2月21日（火）、東京：2017年3月30日（木）～5月27日（土）の期間、

「南極建築 1957-2016」を開催します。 

極寒と強風の地、南極では、厳しい環境に耐えうる建築物がつくられてきました。本展では、日本初のプレフ

ァブ建築が誕生した第一次観測隊の 1957年から 2016年まで、昭和基地を軸にした南極建築の変遷を、極地観

測の中核機関である国立極地研究所のアーカイブから選りすぐった写真を中心に、映像、実資料など約 90点か

ら辿ります。 

 

│開催概要│      「南極建築 １９５７-２０１６」 

                          Antarctic Architecture 1957-2016 

 
会 期  ＜大阪会場＞2016年 12月 9日（金）～2017年 2月 21日（火） 

          ＜東京会場＞2017年 3月 30日（木）～5月 27日（土） 

開館時間  ＜大阪会場＞10：00～17：00 ＜東京会場＞10：00～18：00 

休 館 日  水曜日 

会 場  ＜大阪会場＞大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館タワーA 12階 

＜東京会場＞中央区京橋3-6-18東京建物京橋ビル LIXIL:GINZA2F 

入 場 料  無料 

企 画  LIXILギャラリー企画委員会 

制    作  株式会社LIXIL 

協    力  国立極地研究所、日本大学理工学部建築学科 鋼構造・対雪設計研究室、福島工業高等専門学校 建設環境

工学科、ミサワホーム株式会社 

 

│展覧会の見どころ│ 

1957年に日本が初めて南極に開設した昭和基地には、現在約 70棟の建物がありま

す。これまで延べ 3,000 人強の隊員たちが観測や建設作業等のため、この地で暮ら

してきました。この間、彼らの生活を守る建築はどのように進化してきたのでしょ

うか。南極建築での大きな課題のひとつが暴風雪（ブリザード）による雪の吹き溜

まり（スノードリフト）です。建物を数年で埋没させてしまい、いかにこれを回避

できるか、設計者はこの問題と向き合ってきました。建物の改良、発展を促したの

は、4代にわたる、建築資材や食料などを輸送する観測船の大型化でした。 

本展では、1957年から 2016年までを 5期に分け、観測船の代替わりと重なるエ

ポックメイキングな建築物の変遷を追います。会場には、第一次隊で梱包用の木

箱を積み重ねた通路をイメージした空間を会場中央に設置します。南極へと誘う

この通路を抜けた空間では、隊員たちによる現地での貴重な写真を中心にブリザ

ードや風洞実験の映像、実資料などを交えながら、建築物が進化する様をご覧い

ただきます。各建築物にはイラストレーターのモリナガ・ヨウ氏による図解パネ

ルも展示します。さらに、異なるアプローチで南極建築に挑戦する諸外国の基地

16か所も紹介します。 

極地で求められる安全で快適な暮らしには、人々の知恵や工夫の積み重ねがあり

ます。本展がその記録を伝える場となれば幸いです。 
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         ●展示構成   

＜物資を運ぶ観測船＞ 

建築物の規模に大きく関わる観測船。初代「宗谷」（1956-1962）

に始まり、「ふじ」（1965-1983）、「しらせ」（1983-2008）、

現在は「新しらせ」（2009-）が就航。「宗谷」から「しらせ」

にいたっては基準排水量が倍々で大きくなっています。また、

船は厚い氷を砕きながら基地へと向かいます。それを「ラミ

ング砕氷」といい、その様子がわかる映像と「新しらせ」の

模型（1/200）を展示します。 

 

＜第一期：日本初のプレファブ建築／宗谷時代＞ 

1957年、日本は南極大陸から4km離れた東オングル島に昭和

基地を開設。日本初の木質パネルによるプレファブ建築が誕

生します。過酷な環境下で素人の観測隊員が作れるよう設計

されました。そのときの『南極地域観測用建物解説書』を展

示します。このマニュアルにはプレファブ建築をはじめ木箱

の通路など様々な青図が収められています。 

 

＜第二期：高床式の建築へ／ふじ時代＞ 

観測船の大型化で物資の大量輸送が可能になり、昭和基地は

建設ラッシュを迎えます。基地の機能や居住性も上がりまし

た。一方、スノードリフト（雪の吹き溜まり）対策で、第8次

隊より「高床式」の建物が作られました。建物の下を風が抜

けるため、スノードリフトを軽減できます。昭和基地でのブ

リザード映像とあわせてご覧ください。 

 

＜第三期：内陸基地への挑戦／ふじ～しらせ時代＞ 

日本の観測拠点は昭和基地以外、内陸に 3 カ所開設されまし

た－みずほ基地（1970年開設、閉鎖中）、あすか基地（1985

年開設、閉鎖中）、ドームふじ基地（1994年開設）。標高が

高いため、気候は東オングル島に比べはるかに過酷です。こ

れらの基地でははじめから雪に埋まることを前提に建物が建

てられ、雪洞でつながっています。 

 

＜第四期：基地の大型化「昭和基地・管理棟」／しらせ時代＞ 

1993年に建てられた「管理棟」は最大規模のものとして登場。

コンクリート基礎で 3 階建ての管理棟は、中央に吹き抜けの

階段室があり、真上にはシンボル的なドームがついています。

2階には娯楽室、スタンドバー、診療室などが、3階にはゆっ

たりとした食堂、厨房、書庫などがあります。生活の快適さ

が大きく向上しました。 

 

＜第五期：新しい建築へ／新しらせ時代＞ 

「自然エネルギー棟」（2013年竣工）は、風上側の屋根が流

線形になっています。北向きの壁に集熱パネルが取り付けら

れ、太陽エネルギーを上手に使っています。2018年完成予定

の「基本観測棟」は円形に近い 12角形で、さらに高床式にし

てスノードリフト対策を強化しています。ともに、風洞実験※

をくり返して形が決定された建物です。 

※高層ビルや橋などの風の影響を受けやすい建築物の設計に用いられる

実験。 

写真 1 

写真 2 

 

写真 3 

 

 

写真 4 

 

写真 5 

 

写真 6 
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＜世界の南極基地１６か所＞ 

ここでは、世界の南極基地から 16カ所を写真と解説パネルで

紹介します。ドイツのノイマイヤーⅢ基地は、コンテナモジ

ュールで構成された建物は 6m の高床式で、雪面が上昇する

と全体をジャッキアップするシステムになっています。英国

のハリーVI基地は、支柱に橇が取り付けられ、雪面上をブル

ドーザーで牽引して移動することが可能です。この移動の様

子を映像でご覧いただきます。 

 

│リリース用画像│  

本リリースに掲載された画像（写真 1～9）の送付をご希望の際は、メールにて担当者までお問い合わせ下さい。

また、ウェブサイトにはその他の画像も掲載しておりますのでご確認いただき、お問い合わせ下さい。 

http://www1.lixil.co.jp/gallery/exhibition/detail/d_003630.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【写真キャプション・クレジット】 
写真 1：定着氷の中を進む「しらせ」（1984年 25次隊）  
写真 2：日本初のプレファブ建築の青図 『南極地域本観測用建物解説書』 

（1957.10.21南極建築委員会設計部会 ㈱竹中工務店南極室）より。所蔵：日本大学名誉教授 半貫敏夫 
写真 3： 昭和基地・高床式の観測棟（1967年 8次隊）  
写真 4：ドームふじ基地の外観（1996年 37次隊） 
写真 5：昭和基地・管理棟（1992年 33次隊） 
写真 6：昭和基地・自然エネルギー棟（2013年 54次隊） 
写真 7：ノイマイヤーⅢ基地（ドイツ） 
写真 8：コルゲート管通路 
写真 9：雪面下の空間は外界から氷を通してかすかな光が届き、淡く紫色に輝く。隊員たちは誰が言うともなく「紫御殿」

と呼ぶようになった。 
 

写真 1、3~5、7~9：写真提供／国立極地研究所、写真 6：写真提供／国立極地研究所、日本大学、公益財団法人 日本極地研
究振興会、ミサワホーム株式会社 

 

 

│関連企画のご案内│ 
〔講演会〕 元越冬隊長が語る、南極の暮らし     終了しています 
日 時 2017年 1月 28日（土）14:00～15:30 
講 師 石沢賢二（国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員） 
会 場 LIXILショールーム大阪 セミナールーム 
費 用 無料（※要予約、定員 70名） 
予約方法  電話もしくはホームページから 
内 容   
日本とは大きく環境条件の異なる南極に建物を建てる、暮らすとは？ 
石沢氏は、南極観測を支える国立極地研究所の設営部門のリーダーとして、さらに
は隊長として、これまで 7 回の南極観測隊に参加してきました。その実体験から得
られた様々な、‘南極で暮らす’ノウハウをお話していただきます。 

 
 

写真 7 

 

写真 8 

 

写真 9 

 

http://www1.lixil.co.jp/gallery/exhibition/detail/d_003630.html
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〔講演会①〕 学び楽しむ 「南極セミナー」      
日 時 2017年 4月 13日（木）18:30～19:30 
講 師 井熊英治（第 47、50、52、53次日本南極地域観測隊員、 

株式会社ミサワホーム総合研究所 南極研究プロジェクト） 
会 場 LIXIL：GINZA 1Fレセプションスペース 
費 用 無料（※要予約、定員 50名） 
予約方法  電話もしくはホームページから 
内 容   
ミサワホームの南極観測隊経験者による南極レクチャーです。南極では建設スキル
のない各分野の観測隊員が協力して設営するため、施工の容易さだけでなく隊員ど
うしの絆が大切です。このクラスでは、極寒の地での建設現場の様子、苦労、また
日常の暮らしなど、経験者の生の声で南極 ABCを学べる機会です。 
じつはまだまだ知らない南極の世界を教えていただきます。 
＊ミサワホームは、1968年から現在までに 36棟約 5,900㎡の建物を南極に供給し、
毎年、設営の専門家の隊員として南極観測隊に参加しています。 
 
〔講演会②〕 世界の南極基地 知恵と工夫と未来について 
日 時 2017年 4月 21日（金）18:30～20:00 
講 師 白石和行（国立極地研究所 所長） 
会 場 AGC studio（東京都中央区京橋 2-5-18 京橋創生館 2F ） 
費 用 無料（※要予約、定員 80名） 
予約方法  電話もしくはホームページから 
内 容   
日本とは大きく環境条件の異なる南極で、観測を支える建物を建てる、暮らすとは？ 
白石氏は、これまで 15回にわたり南極観測隊に参加され、また諸外国の基地にも数
多く訪問されていらっしゃいます。 
今回はその豊富なご経験から得られた様々な暮らしのノウハウ、そして海外基地の
特色や工夫、さらには今後南極でどのようなことが展開されていこうとしているの
かなどについてお話いただきます。 
 
 
〔展覧会〕 モリナガ・ヨウのミニ原画展 
日 時 2017年 4月 21日（金）～5月 9日（火） 
開館時間 10:00～18:00 
休 館 日 水曜日 
会 場 LIXIL：GINZA  1F レセプションスペース 
入 場 料  無料 
内 容 
イラスト・ルポを得意とするモリナガ・ヨウさんのミニ原画展です。今企画のため
制作された建築物のイラスト原画を中心に、他これまでに描かれた作品原画を展示
するミニ原画展。緻密なディテール描写が見どころです。御期待下さい。 

 

│新刊 ＬＩＸＩＬブックレットのご案内│ 

ＬＩＸＩＬ ＢＯＯＫＬＥＴ 『南極建築 1957-2016』 

好評発売中！（84ページ予定、本体価格 1,800円） 

 

│リリースに関するお問い合わせ先│ 
LIXIL ギャラリー    xbn@lixil.com 

大阪会場担当：高橋麻希／東京会場担当：筧天留、村木玲美 

 

 LIXIL は、創業期のクラフトマンシップを今に語り継ぎ、常に建築家やデザイナ
ーと手を携え、機能性と洗練された美しさの融合を追求してきました。それこそ
が、私たちが掲げる「LIVING CULTURE」というコンセプトです。私たちはミ
ュージアム、ギャラリー、資料館および出版活動を柱とした文化活動を通して、
ものづくりの技と心を次世代に伝え、斬新なアイデアを発信する場を提供し、
LIVING CULTURE を表現していきます。LIXILは、ものづくりにこだわり、ラ
イフスタイルや時代に合った美しく機能的な製品を作り続けることで世界中の人
びとの豊かで快適な住生活の未来に貢献していきます。 


