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1 はじめに 
1-1 氷河について 
 氷河とは、陸上に存在し、自重で重力方向に非常に遅いスピードで移動する氷の塊のこ
とを指す。氷河を構成する氷は、山岳地で降った雪が圧縮・再結晶したもので、つまり氷
河の融解水は淡水である。氷河は、降雪量が融解量を上回る涵養域と、融解量が降雪量を
上回る消耗域に ELA を境に分けられており、この消耗域より融解水を下流に供給する。山
岳氷河の下流域では氷河の融解水を飲用や農業用水、水力発電など様々な用途に利用して
いる（岩井他,1983 など）。また、地球上に存在する水のうち、淡水はわずか 3パーセント
であり、そのうち 2パーセントが氷河や氷床由来である（竺ら,2013 など）ことからも、
氷河の重要性をうかがい知ることができる。 
 しかし、Huss et al,2008b をはじめ、多くの研究で氷河の後退（体積の減少）が進んで
いることがわかっている(図 1-１)。図１から、今回観測を行ったローヌ氷河でも後退が認
められる。そのため、人々の生活に大きく関わる氷河がどのように、またどの程度の速度
で後退するかを定量的に示すことが求められている。 
 

 
図１-1 スイスアルプスにおける氷河の累積質量収支（Huss et al,2008b） 
 
1-2 アルベド 
 氷河の融解の要因として、顕熱，潜熱，伝導熱，放射などが知られており、さらに放射
熱は氷河の融解に特に関与することがわかっている（Huss et al,2009）。また、放射量に
影響を与える要素にアルベドが挙げられる。アルベドとは、式 1-１のように表され、太陽
放射エネルギーに対する反射エネルギー、つまり（地）表面の日射の反射能を示している。 
 



𝛼 =
反射エネルギー
放射エネルギー

  式 1-1 

放射エネルギーに対して、反射エネルギーが多ければアルベドは高く、反射エネルギーは
小さければアルベドは小さくなる。つまり、アルベドが低ければ低いほど、氷河表面の日
射吸収量が多くなり、より融解が促されることを示す。 
 アルベドは表面状態によって大きく左右される。一般的にアルベドと地表面の対比は図
1-2 のようになる。また、同じ氷表面であっても、土砂や藻類等の不純物の付着・堆積に
よってもアルベドは変化し、不純物が多いほどアルベド値は低下する。実際に氷河上にも
側壁からの降下物やバクテリア由来物などの不純物が多く確認できる。このように、不純
物とアルベドの関係に注目することで、氷河上で融解が進む条件の有無や、そのような条
件が存在する場合、どのような場所（地形条件など）で特徴がみられるのかを知ることが
でき、氷河後退のメカニズムを知る手掛かりとなるのである。 

 

図 1-2 アルベドと地表面の対比 
 
1-3 既往研究 
山岳氷河においてアルベドに関連した研究はこれまでにも数多く行われてきており
(Dumont et al., 2011 他)、特に Sugiyama et al. (2011) ではスイスのローヌ氷河末端部
で観測を行い、氷河の融解はアルベドと強い相関があり、アルベドは側部において中央部
より低い値を示すことを明らかにした。また、2011 年と 2013 年に行われたローヌ氷河で
のアルベド観測はともに氷河の水平方向と垂直方向でのアルベドの分布を調査し、水平方
向では両年ともに氷河中央部でアルベドが高く、側部で低いという結果が、垂直方向では 2



年分を比較しても標高とアルベドの関係には傾向が見られないという結果を得た。 
 また、Aoki（2010）は、アルベドを変化させる主な要因が、氷の粒径と不純物があるこ
とを示した。 
 
1-4  研究目的 
既往研究でも述べた通り、氷河におけるアルベドの研究は多くなされてきた。しかし 1-1

でも述べたが、ローヌ氷河は後退を続けており、毎年同じ結果が得られるわけではないた
め、毎年（または数年ごとに）調査を行い、氷河上のアルベドの分布を把握する必要があ
る。 
また、アルベドを変化させる要因である粒径と不純物はともに調査には時間と労力を要

し、調査を困難にしている。しかし不純物に関しては、不純物濃度として濁度という指標
を用いることができ、さらに目視で不純物の有無や、濃度を判断することが定性的には可
能である。目視の手段としては、航空写真や、氷河側部の高所から撮影した写真、ドロー
ンでの撮影が挙げられる。もしもアルベドと濁度に関係性があり、さらに写真から判読で
きる濁度（＝目視での濃度）の分布をアルベドの分布に当てはめることができれば、氷河
融解の程度を従来よりも簡易に知ることができると考えられる。 
そこで本研究の目的を、１．氷河上のアルベドの分布を水平・垂直方向に把握すること、

２．アルベドと濁度の関係性を調べること、3. それらを用いた簡易かつ定量的なアルベド
分布の把握方法の提案すること、とした。 
 
2．測定手法 
 
2-1 Study Site 
ローヌ氷河はスイスアルプスに位置する氷河の一つで、フランス４大河川のひとつである
ローヌ川の水源である。かつてはホテルの近くまで氷河があったため、容易に近づくこと
ができた。1870 年から絵葉書などで描写されることが多く、人工衛星技術の発展や氷河学
の発展の前から後退の様子を知ることができる。 
近年の研究でも、ローヌ氷河は後退している傾向にあり、過去 100 年で氷厚が約 50m 薄
くなっていることが報告されている（Sugiyama et al., 2007）。ローヌ氷河の後退や質量
損失は、観光や水源資源として利用している周辺住民に影響をあたえることから、将来的
な予測が必要不可欠である。 
 



 

図 2-1：ローヌ氷河。赤線の道路のある方が下流側である。 
 
2-2 アルベド測定方法 
アルベドの測定にはアルベドメータを使用した（図 2.2）。アルベドメータは上下に放射エ
ネルギーを測定するセンサーが取り付けられており、上は太陽からの放射エネルギーを、
下は地面（氷河の場合、雪面）からの反射エネルギーをそれぞれ測定する。自分の影がセ
ンサーに影響しない位置からアルベドメータを雪面に平行にし、数値が安定するまで待ち、
それを測定値とした。同じ場所でも条件が異なるため、上下 3回ずつ測定を行った。 
 

 

図 2-2：アルベドメータの受光部の写真と概略図。 
 
2-3 測定日時および場所の選定 
2016 年 9 月 2-4 日の 3日にかけて観測を行った。図 2-3 にローヌ氷河上での測定場所を



示す。測定地点の選定方法は班によって異なっているが、表面の白い部分と有機物などで
黒く汚れた場所の 2つを選定して行われた。9月 2日に行われた観測は I-1、9 月 3 日午前
に行われた観測は ST1、9 月 3 日午後に行われた観測は pm1 を頭文字とし、観測順に番号
を振った。また、小型 GPS を用いて測定値の場所を記録した。座標はスイス座標系
（CH1903）を用いた。 
 

 
図 2-3:観測した地点。それぞれの色が日付ごとに分れている。背景は 2016 年 9 月の
Landsat 8 画像を使用した。 
 
 
2-4 濁度測定 
表面の色がアルベドに関係していることは明らかであるが、氷河中に含まれている不純物
の量がどのような影響を及ぼしているかは不明瞭である。そこで氷河中の不純物量とアル
ベドと関係を調べた。不純物の量は、採取した試料を融解させたときに、試料中に漂う不
純物の量が濁度の値に比例すると仮定し、濁度を測定した。濁度測定には濁度計(Eutech  
Instruments,  TN100)を用いた。4種類の標準物質（NTU0.02、20、100、800）で検
量線を作成し、試料を計測用の瓶に入れてよくかき混ぜてから分析を行った。同じ試料を 3
回計測し、その平均値をその場所の濁度とした。 



 
 
図 2.4：濁度測定のためのサンプリング（左）と測定時の様子（右）。 
 
 
2-5 アルベドの画像判定 
氷河の撮影画像から氷河全体のアルベドを推定する方法を検討することを目的に、高所か
ら氷河全体の画像を撮影し、画像から得られるデータと地点ごとのアルベドの観測数値と
の比較を行った。撮影に用いた使用機材は Canon EOS Kiss X5 で、絞りとシャッター速
度を統一し、広角と望遠の両方を用いて取得した。アルベド測定を行った場所のアルベド
値と表面の色と全体画像の色を比較し、画像の輝度を用いて同様とみられる部分に色付け
を行った。これらの作業は数値化が難しかったこと、また解析ソフトが使えなかったこと
から、すべて主観的な色分けで判断した。 
 
 

3.結果 
3-1 アルベド 
アルベドの測定結果を表１に示す。緯度経度はスイス座標系を用いて表している。全観測
点において、アルベドの最小値は 0.14、最大値は 0.34 となった。 



 

 
表 3.1：各観測点の座標とアルベドの平均値 
 
アルベドが計測場所と関係しているかを調べるために緯度経度で分けて比較を行った。 
図 3.1 に経度とアルベドの関係を示す。日付毎のグラフを比較すると、全てにおいて氷河
の中心部分のアルベドは高く、崖に近づくほどアルベドは低くなっていることを示した。
図 3.2 に緯度とアルベドの関係を示す。緯度が高くなるにつれて、アルベドの値を示す幅
が大きくなる結果が得られた。 



 
図 3.1：横軸に経度、縦軸にアルベドをとったグラフ。色がそれぞれ測定した日付毎に分け
ている。 
 



 
図 3.2：横軸に緯度、縦軸にアルベドをとったグラフ。色がそれぞれ測定した日付毎に分け
ている。 
 
 
3-2 濁度 
濁度分析の結果を表２に示す。単位に NTU（ネフェロ分析濁度ユニット）を用いている。
表面付近の濁度の最小値は 105、最大値は 307、平均値は 259 となった。一方で表面を
2cm ほど削った場所の濁度の最小値は 4.1、最大値は 50.1、平均値は 20.6 となった。全
ての場所において表層下部の濁度は表層よりも低い値を示した。 
 



 
表 3.2:各サイトと濁度。表層は測ったそのままの場所を、表層下部は表層を 2cm 削った位
置を示す。 
 
また、アルベドと濁度の関係を図 3.3 に示す。濁度の高い場所でアルベドが低く、濁度の
低い場所でアルベドが高くなり、アルベドと濁度には一定の相関が見られた(相関係数 
R=0.81196,)。 
 

 
図 3.3：横軸をアルベド、縦軸を濁度（NTU）として作成したグラフで直線は近似したも
のである。 



 
 
3-3 画像分析     
 撮影画像から求めた氷河表面アルベドの結果(図 3.4)と対応するアルベド値を以下の図に
示す。 
 

 
図 3.3.1 アルベドが 0.34 を示した場所。全体的に白く、黒い物体がほとんど確認されな
かった。 

 
図3.3.2 アルベドが0.188を示した部分（写真の白い部分は表面をサンプリングした痕）。 
 
 



 
図 3.3.4 氷河全体図。 
これらの画像を基に、アルベドを反映させたものが図 3.3.3 である。赤が～0.34 青が～
0.188 を示す。黒の部分は氷河付近の土壌である。Photoshop を用いてそれぞれのアルベ
ドの画像と同様の色を選択し、色付けを行った。クレバス部分の影響が除去できなかった。
氷河の中心部分や涵養域に近づくほどアルベドが高く、逆に標高の低い方や氷河の端の部
分はアルベドが低くなっている。 



 
図 3.3.5 アルベドを反映させた画像。色分けの選択は画像をみて主観的に判断を行った。 
 
 

4 考察 
 4-1 測定位置とアルベドの関係性 
 アルベド横断方向―3高度における横断方向でアルベドを測定した結果、どの高度でも氷
河中央部で高い値を示した。これは、2009 年、2011 年、2013 年のアルベド観測結果と
同じ傾向を示している。氷河中央部において融解水が多く流れており、氷河表面の堆積物
を洗い流すことによるものであると考えられるが、一般的に水のアルベドは氷よりも低い。
したがって、融解水はアルベドを上げる作用と下げる作用の両方があると考えられる。他
の要因として、氷河両端に位置する山からの堆積物が側部の方が供給されやすく、その堆
積物によりアルベドを下げていると考えられる。また、氷河の両端によりクレバスが多く
存在した。クレバスは氷河の他の部分に比べ、日射エネルギーを吸収するためアルベドは
低くなると考えられる。また、氷河東部の岸壁が何らかの影響を及ぼしていることも考え
られる。 
2011 年、2013 年に同等の標高で測定したアルベドの値と比較すると、今回（2016 年）
は 2011 年とおおよそ同じ値となった。2013 年におけるアルベドの値は平均的に大きな値
であり、2013 年だけと比較した場合、今回のアルベドの値は低くなっている。堆積物等に
よる雪氷汚染が進んでいるため、アルベドの値が低下していると考えられる。しかし、2011



年から 2013 年は平均的なアルベドの値が増加しているように見えるため、今後継続して
観測していく必要がある。その際、観測する標高を同じにするよう留意したい。 
 アルベド縦断方向―3高度におけるアルベドの値を図に示しているが、高緯度ほどアルベ
ドの値が取りうる範囲が広かった。標高が高くなる高緯度では、涵養域に近く新雪がある
ためアルベドが高くなることが考えられる。しかし、岸壁からの岩屑の影響は受けるため
広い範囲の値をとったと考えられる。一方で、末端部は高緯度部に比べ値の取りうる範囲
は狭かった。末端部は両端の山からの影響を受けづらく横断方向の距離も比較的短いこと
から、アルベドの値にあまり差がなかったと考えられる。 
 アルベドメータでの測定にあたり、棒を短く持った場合に生じる観測者の影響や氷河面
に対して垂直に測定しているのかといった条件、測定時間の違いによる太陽の位置等につ
いて十分考慮できていないので、今後の課題である。 
 
4-2 アルベドと濁度の関係性 
 一般には、アルベドは氷河の水分量、堆積物等による汚れ、粒子の粒径が影響する。融
解により雪面の水分量が増加し、下層の雪に含まれる汚染物質が雪面に集積し、昼間の融
解と夜間の凍結の繰り返しによって積雪の粒径が大きくなるので、これらの３要因はいず
れも融雪に伴って変化するが（力石）、氷河でも同じことがいえる。 
 そこで、堆積物等による汚れに関して、濁度という指標を用いてアルベドとの関係につ
いて検討した。濁度とアルベドの間には負の相関があり、決定係数は 0.81 であった。濁度
の値が大きいほど不純物が氷河上に多く存在するということであり、日射エネルギーを多
く吸収するのでアルベドの値は低くなるということが示された。 
 不純物がアルベドの値に大きく影響するということが濁度という指標によって示された
ので、不純物が混じった氷河上に水を人為的に流すことによってアルベドの値に変化があ
るのかを調査した。しかし、水を流してもアルベドの値に変化はなかった。水を流しても
その都度下に染み込んでしまっていたため、氷河上に見られるような表面を流れるような
川を再現することができなかったことが関係しているのではないかと考えられる。今回の
試みでは、水が不純物を流すことによって氷河上のアルベドの値を変化させるということ
は明らかにすることができなかった。傾斜のきついサイトで行うことにより水が表面を流
れるようにする等の工夫が必要といえる。 
 氷河は暖候期に融解が進むため、この時期のアルベドを測定することは非常に重要であ
る。前述したように昼の融解と夜の凍結を繰り返すため、氷河の粒径は特に暖候期に大き
くなる。しかし、寒候期の積雪直後等の条件でのアルベドも測定することで不純物や粒径
とアルベドの関係がより深く理解できるのではないかと考えられる。 
 
4-3 アルベドを反映させた画像作成の課題 
 濁度とアルベドには負の相関がみられたが、濁度は不純物を評価するための指標の一つ



であり、不純物は視覚的にも判断可能である。そこで画像から氷河上の色からアルベドの
おおよその値が予測できないかを試みた。結果は図 3.5 に示しているが、いくつかの問題
点が存在した。今回は一枚の画像から行ったので、撮影時の雲の影響が出てしまった。ま
た、基準の色を用意しなかったため、色とアルベドの値の関係を把握することができず、
アルベドの高低の把握のみとなってしまった。使用する画像を複数枚にすること、基準色
を置いた状態で画像を撮影すること、GIS を使用すること等が今後の改善としてあげられる。
また、撮影時の気象条件やクレバスの存在も十分に考慮する必要がある。これらの問題を
解決するには、複数の位置にカメラをセットし、太陽からの入射角や氷河とカメラの位置
関係を補正していく必要がある。また、今回は主観的に行ってしまったが、アルベドの色
を自動で判別することが必要である。 
さらに、濁度と画像上の氷河の色の関係についても今後更に検討していく必要がある。 
  
 

5 結論 
 ローヌ氷河でのアルベドの分布を横断方向、縦断方向において検討を行った。また、不
純物を表す指標として濁度を用い、濁度とアルベドの関係を調査した。 
 横断方向では、氷河中央部分がアルベドの値が高い結果となった。氷河両端は岸壁から
の堆積物が供給されやすく、また、クレバスが多数存在することから、よりエネルギーを
吸収しているためアルベドが低くなると考えられる。縦断方向では、標高が高くなる北部
においてアルベドのバラツキが認められた。北部は涵養域に近く氷河が比較的白い部分も
あることから高い値を取りえたと考えられる。また、末端部において氷河表面は一様であ
り、クレバスが多く存在したことから、バラツキが少なく低い値を示したと考えられる。 
 アルベドと濁度の間には負の相関が認められた。不純物が多いほどアルベドは低くなる
ことがわかった。しかし、不純物を洗い流すことでアルベドの値が増加すると考えたが、
そのような結果にはならず、アルベドは変化しなかった。もう一度実験方法から検討して
いく必要がある。 
 アルベドと不純物には関係があることが示されたため、不純物を視覚的に判断し画像か
らアルベドを予測できないか検討した。様々な問題点があげられたので今後の課題とした
い。 
 


