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1 序論

近年, 地球温暖化問題は人類が喫緊に対処すべきもっとも重要な課題で
あると認識されている. 地球の平均気温は 1906年から 2005年までの 100
年間で 0.74℃上昇し, またそのペースは加速しており, 22世紀を迎えるこ
ろには, 平均気温が最良推定値でさらに 1.8∼4℃上昇するものと考えられ
ている. 1地球温暖化の原因については, 議論があるものの, 近代以来の人
類活動の影響を受けていることは間違いない. しかしながら, 原因同様, 影
響についてもまた, 正確に測りかねているのが実情である. 国際的な合意
を目指している温室効果ガスの削減目標にしても, どれほど削減すればい
いのか, 確固たる根拠を持たずに進められているのである. しかるに,地球
温暖化の影響を知ることが求められている. ところで, 地球温暖化との連
関がいわれる現象は数多いが, その影響が如実に現れている場所の一つが
氷河である. 中でも, アルプスなどの山岳氷河は氷河の質量, 領域などが気
温を中心とした気候変動に制約されるので, このような氷河を観測し, 地
球温暖化との連関を調査することは, 地球温暖化の兆候を捉え, また, その
影響を予測していく上で, 非常に意義深いものと考えられる.実際に, 本稿
で扱う Rhone氷河では, 地球温暖化と歩を一にするように, 100年間で氷
河末端の標高は 300ｍ以上も後退し, 2100年には, そのほとんどは失われ
るという予測も立てられている. 2本稿では、Rhone氷河末端付近の 3地
点における氷河の流動速度の観測結果に基づいて, 流動速度の変動に日ご
との周期性があるのか, 特異な変動を見せた場合, 気象データや氷河底面
の水圧の変動との相関があるのか考察する. また, 3地点のうち 2地点に
関して, 前年度の同地点における観測結果との比較を行う.さらに, 近年,
氷河末端において, 湖が形成されるようになったが, このことが氷河の流
動に及ぼす影響について考察する. なお, 今回の観測地点は, 氷河の消耗
域にあたるため, その流動速度は, 氷河全体の変動の影響を受ける可能性
が大きく,この観測の意義は極めて大きい. また, 今回の観測では, 全地球
測位システム (Global Positioning System, GPS)を用いて測定した.

1IPCC第 4次評価報告書
2東京新聞 2008年 9月 21日付朝刊
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2 観測方法

　2.1 観測地

今回の観測は Rhone氷河で行った. Rhone氷河はスイスアルプスの中
央に位置し, 古くからの国際的な交易ルートに近接しており, 自動車等に
よってアクセスすることの出来るヨーロッパで唯一の氷河である. 全長が
約 10キロ, 幅約 1キロで, 表面積は約 17平方 km,また, 最高高度は 3620m
で, その最先端部は 2200m付近に達している. 3氷河は周囲をDammastoc
k(3,630m), Galenstock(3,583m)などの 3000m以上の山々に囲まれてお
り, 氷期においてはスイス最長の氷河であった. 41900年に発行された絵
葉書 (図 1)を見ると, Rhone氷河の先端部は標高約 1900mのグレッチの
集落の間近に迫っており, この張り出しは「氷河の舌」呼ばれていた. し
かしながら, 百余年の歳月の間に氷河の先端部は

::::
赤線の位置にまで後退し

てしまった. 特に、この 20年程でその動きは顕著となり, 舌は完全に失わ
れてしまった. このようなことから, 昨今では, 気候変動との関連性につ
いて, 多くの議論がなされている. また, 近年, 先端部に湖が形成されたこ
とで, 図 2で示されるように, この湖が氷河の後退をさらに加速している
可能性が議論されている.

図 1: 1900年に発行された絵葉書

3Wikipedia Rhoneg letscher
4Martin W.Carlen (2005)『The Rhone Glacier and its icegrotto』Touristische

betriebeam Rhone gletscher
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図 2: 湖による氷河後退の原因として予想されるメカニズム

2.2 観測機材

今回の観測では、Leica GPS System 1200 という GPS装置を用い
た. 装置の構成 (図 3)は, レシーバーとアンテナ, キーパッドコントロー
ラ, バッテリー, compact flash カードからなる. また, 今回は外部バッテ
リーにソーラーパネルから電源を供給することで長期間の連続測定を行っ
た. 衛星からのデータは compact flash カード (以下CFカード)に記録す
る. CF カードはレシーバーにインストールされており, アンテナはアン
テナケーブルによってレシーバーと接続されている. なお, キーパッドコ
ントローラは直接レシーバーの上に搭載し, ケーブルで接続する. また、
氷河上での長期観測の際にはレシーバーを耐水性のコンテナに収納する.

図 3: GPS Fix Systemの構成図
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3 観測結果と考察

3.1 観測方法

GPSを用いて流動速度の測定を行った. 今回は static relative position-
ingを用いて流動速度の測定を行った. まず,固定点 (Easting:672126.061m
Northing:160191.459m 標高：2465.731m)を周囲よりも高い右岸の岩盤に
穴を開け, そこに金属のポールを挿入し, ボルトによって固定した. 固定
点の座標はフランスのBordeaux付近を基準点としたスイス座標で表され
ている, 氷河上には 3つの観測点を設置した. 観測点は高度の高い順から
GPS1, GPS2, GPS3 と呼び, 図 4にその地点を示す, このうち, GPS1と
GPS3 に関しては, 前年のほぼ同時期においても, 同様の観測を行ってい
る. 氷河上に設置した 3 点には, 約 2∼4mのアルミニウムポールを立て,
そのポールにアンテナを固定し, 2008年 7月 18日∼2008年 9月 7日の約
2ヶ月間にわたりデータを記録した. 電力供給はソーラーパネルによって
行い, 測定の間隔は 3時間ごと (1日 8回)で, 3の倍数の正時を中心とし
た 1時間, 測定を継続し, その平均座標を Leica Geo Officeによって算
出した. また, この観測における, 測定結果に含まれる誤差はおよそ 2mm
である. なお, 機材のトラブルにより, 8月 27日より 9月 5日までの間の
GPS1のデータは欠落している.

図 4: 各GPSの位置と流動速度ベクトル:緑 (2007年度), 赤 (2008年度)
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3.2 水平方向の流動

氷河表面の水平方向への流動について, 3ヶ所の観測点における位置
情報より, 7 月 26 日から 9 月 6 日までの期間の直線移動距離を算出し
た. GPS1∼3における水平方向の平均流動速度はそれぞれ, 26.59, 29.53,
22.02(m · a−1)であった. 図 4における各点から伸びたベクトルはその地
点での流動速度の全測定期間を通じた平均値の大きさと方向に対応して
いる. 図 5, 図 6, 図 7はGPS1, GPS2, GPS3における座標の軌跡を 1日
ごとにプロットしたものである. 一方, 図 8は 3地点の積算移動量を比較
したものである. GPS1, 3の流動速度はほぼ等しく, 一定の範囲内である
のに対し, GPS2は他の 2点より若干速度は速く, 一時的に大きな変動を
することが数度にわたり観測された. まず, GPS2の速度が速い理由だが,
氷河の流動速度は一般に氷河表面の傾斜の大きさと氷河自体の氷の厚みに
依存することが知られている. GPS2付近 (図 12)は, 傾斜がきつくなって
いる地点であるので, ここでは, 特に, 傾斜による影響が大きいものと考え
られる. 次に, 大きな変動を示した原因だが, このときの水圧データと比
較すると, 興味深い事実に気付く. このような 特異な点は 8月 16∼17日,
8月 22∼24日の二度観測されているが, 一度目と前後して, それまでリン
クして変動していたGPS2とGPS3の水圧が, その差を広げ始め, 二度目
を過ぎると, GPS3の水圧がほぼ一定で推移したのに対し, GPS2におけ
る水圧は右肩上がりに転じた. このことから, もともとGPS2とGPS3は
氷河底面の水路を介して連結していたが, 一度目の変動で, その水路に障
害が発生し, 二度目の変動により, 完全に絶たれたものと考えられる. ま
た, 3時間ごとの流動速度をみると, 一日の中では, 昼過ぎから夕方にかけ
ての時間帯で流動速度がピークをつける傾向があった. このデータを気
温の観測結果と比較 (図 9)したところ, 一定の相関 (図 10)が見受けられ
た. さら に, 気温と底面水圧, 底面水圧と流動速度にも同様に相関関係 (
図 11), (図 13)が存在している. これらの関係から考察すると, 気温の変化
によって, 氷河の融解量に影響が及び, 融解水の量が増減し, ムーランやク
レバスを辿り流れ落ちた融解水が, 氷河底面の水圧に影響を与えることで,
氷河底面と基盤との摩擦が変化し, 最終的に流動速度に影響を及ぼすもの
であると推測される. したがって, 流動速度の変動に気温が重要な要素と
なっているものと考えられる.ところで, 図 14, 図 15はそれぞれGPS1と
GPS3の観測結果を前年と比較したものである. どちらの場合も, 今年の
方が, 流動速度は速いことがわかる. また, 図 4にあるように, GPS3に関
しては, 流動方向が異なる. これは, 氷河末端に湖が形成されているが, そ
の拡大により, 昨年まではその対岸に接していた氷河末端が, 今年は対岸
との接点を失ったことに由来する. すなわち, 氷河が後退している証左で
あるといえるかもしれない.
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図 5: GPS1の座標の軌跡 (2008 7/26-9/6)

図 6: GPS2の座標の軌跡 (2008 7/26- 9/6)

図 7: GPS3の座標の軌跡 (2008 7/26- 9/6)
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図 8: 3地点の水平積算移動量の比較

図 9: 各GPSの 3時間ごとの流動速度と気温の同時プロット
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図 10: GPS2付近の景観図

図 11: GPS2における温度と流動速度の相関関係
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図 12: GPS2における気温と底面水圧の相関関係

図 13: GPS2における底面水圧と流動速度の相関関係
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図 14: GPS1の水平積算移動距離の年度比較 (2007, 2008)

図 15: GPS3の水平積算移動距離の年度比較 (2007, 2008)
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3.3 垂直方向の流動

氷河表面の垂直方向への流動についても同様に, 3ヶ所の観測点における
位置情報より, 7月 26日から 9月 6日までの期間の直線移動距離を算出し
た. GPS1∼3 における垂直方向の平均流動速度はそれぞれ,下向き 1.02,
下向き 5.02, 上向き 2.39(m · a−1)であ った. 図 16, は 3地点の積算移動
量を比較したものである. GPS1とGPS2は概ね一定のペースで降下して
いたが, GPS3は逆に上昇している. 一方, 前年のデータと比較すると (
図 17), (図 18), 前年はGPS3 でも降下していた. これは, 氷河末端の湖の
形成に伴って変化した流動方向に関係があるものと考えられる. つまり,
前年においては, 氷河の本来の流れが岩盤にせき止められる一方, 上流部
からの圧力により, GPS3は横方向へ押しのけられる形になっていた. と
ころが, 本年においては, 氷河の先端と岩盤の間が開いてしまい, 湖が形
成された結果, 流動方向は本来の流れに沿ったものとなっている. このた
め, 上流部からの圧力を受け, 岩盤に向かい, せりあがっていくように, 流
動しているものと推察できる. また, GPS3は氷河末端の湖に近い部分で
あるので, 湖に溜まった水による浮力の影響を受けた可能性もある. なお,
今回の観測では, 観測点を氷河表面より数メートル掘削し固定しているた
め, 氷河表面の融解の効果は含まれていない. このため, 観測点の高度が
上昇しているという結果は, 表面の高度の変位を映すものではなく, 実際
のところ, GPS3のような末端部では, 融解の効果が大きいので, 氷河は薄
くなり、後退している.

図 16: 3地点の垂直積算移動量の比較
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図 17: GPS1の垂直直線移動距離の年度比較 (2007, 2008)

図 18: GPS3の垂直直線移動距離の年度比較 (2007, 2008)
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4 結論

本稿では, Rhone氷河末端付近の 3地点における氷河の流動速度の観測
結果に基づいて, 流動速度の変動に日ごとの周期的な傾向を見つけ, さら
に, 気温の推移を観測した結果や氷河底面の水圧を観測した結果と比較す
ることで, 気温が氷河の流動速度に与える影響を推測した. また, 氷河の
流動速度が特異な変動を見せたときに, 氷河底面の水圧の変動との連関を
確認した. さらに, 3地点のうち 2地点に関して, 前年の同地点における観
測結果との比較を行った. ところで, 近年, 氷河末端において, 湖が形成さ
れるようになったが, このことが氷河の流動に及ぼす影響について考察し
たところ, 氷河の大勢については, あまり大きな影響はないものの, 末端部
の湖に近いところでは, 流動方向の変化, 流動速度の加速などの変化が局
所的に起こっていることがわかった. 今後の課題としては, 今回と同様の
観測を今後少なくとも数年間は続けていく必要があるものと考えられる.
今回, 3地点の各種観測結果間におけるいくつかの連関を発見することが
出来たが, これらの関係は本年に特有の事象ではなく, 一般に言えること
であるのか否かを検証する必要がある. また, 本稿では, 前年における同
様の観測の結果と比較を行い, 流動速度や流動方向の変化に関して考察し
たが, このような比較において, 2年分のデータのみで結論を導き出そう
とすることは, 適切ではない. やはり, 一定の年数のデータを蓄積した上
で, 改めて見直すことが必要であろう.
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