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山岳永久凍土の熱的状態変化が生態系に及ぼす影響についての研究
Study on influence of thermal change in mountain
permafrost on their ecosystem
4-year monitoring of thermal condition in the ground down to 5m was commenced from Oct.
2005 at 4 points in the summit area of Daisetsu Mountains (43°N, 142°E), Hokkaido, Japan.
Our study provided certain evidences of the mountain permafrost, which widely occurs
in a complex manner over a large area of the upper approximately 1700m of the Daisetsu
Mountains. Winter temperature of the upper permafrost showed somewhat warming trend.
It is important to continue this monitoring in order to detect the thermal and hydrological
dynamics of the active layer on the mountain permafrost area. This information is critical
for the study on ecosystem change under the recent climate warming. Micrometeorological
measurements which conducted simultaneously at this research sites provided basic
information on the weather condition during the accident, which occurred this summer and
counted 10 victims.
Palsa bogs are distributed on the summit area near the Hiragadake and this wetland
ecosysem is thought to be a vulnerable one, if the climate change altered the permafrost and
active layer dynamics. We attempted to reconstruct the paleo-environment of one of these
bogs using pollen analysis technique. From a peat core, we obtained a record of vegetation
change of the palsa bog over about 6000 years.
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山岳永久凍土の熱的状態変化が生態系に及ぼす影響（第2次）
北海道・大雪山系には広く永久凍土が分布し、山岳景観や生態系が凍土との微妙なバランスの
上に成り立っている。地球温暖化による凍土の融解は、地形の急激な風化を促す。同時に、凍土
は地下の難透水層として地表層の水分状態を湿潤に保つため、凍土の動態は、地表の植生分布に
大きな影響を与える。このような変化は、陸地の約20%を占める永久凍土地帯で同様に予測されて
いる。本研究は、永久凍土分布の南限の一つであり、ツンドラと同様の植生が分布する日本の山
岳地で永久凍土のモニタリングすることによって、世界の凍土帯で起こりつつある変化を把握するこ
とを目的としている。本研究は、同課題名で2006年度に第1次の研究助成を受けた。本報告では、
第2次研究期間に高地の環境変化と動植物
（登山者を含む）
の生態系への影響の長期的モニタリング
を念頭に設定した目標のうち、
《永久凍土を含む微気象観測の継続》
と《高山湿原の泥炭を用いた花
粉分析による古環境復元
（植生変遷）》
について報告する。
2009年7月16日、大雪山系トムラウシ岳と美瑛岳にて中高年登山者を対象にしたツアーの参加者
が10名も亡くなるという大量遭難事故が起きた。われわれの設置した気象ステーションは、この事
故現場から最も近い位置にある大雪山系頂上部の観測所であった。さらに、この事故の10日程前
に携帯電話通信によるデータ転送システムを構築していたため、事故後すぐに事故当時の気象状況
を遠隔操作で取得し、事故対応の各機関に速報として伝えることができた。遭難当時の山岳気象
状況を高時間分解能かつ他項目にわたって記録したデータはこれまでになく、事故原因の解明と今
後の事故防止に大きな一歩をもたらすと考えられる。本報告では、速報としてこの遭難事件当時の
気象状況の考察を行った。
永久凍土を含む微気象観測の継続
永久凍土の温度モニタリングを開始して、大雪山系の4箇所にて2 〜 5mまでの温度プロファイル
を得ることに成功している。このうち、五色サイトにおいては、2年間以上の連続地温測定によって、
日本で初めて定義による永久凍土の確認が行われた。また、これらの観測サイトにおいて詳細な微
気象観測を継続することによって、山岳地の詳細な気象条件が明らかに成りつつある。ここでは、4
つの観測地点での地温状態について報告する。
観測地点
観測システムの設置場所は、以下の4地点である。
五色サイト
（地点1、図1）
登山道から十分に離れた北海平の東に位置する五色岳付近の台地である（図1）。この台地はほぼ
平坦で、卓越風方向に300 〜 400mの吹走距離をとることができる微気象観測に比較的適した場所
である。システムの設置地点は五色岳から北東に約400ｍの標高2015ｍの地点である。2005年より
微気象の観測を開始し、徐々にその項目を増やしつつある。
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小泉サイト
（地点2、図1）
小泉岳（2158m）の頂上付近に設置したサイトであ
る。1970年代から福田・木下
（1974）によって永久凍
土の存在が報告され、近年においてもIshikawa &
Hirakawa(2000)によってその空間分布が論じられて
いる地点である。2008年5月より地温の観測（2.3m）
を開始した。
白雲サイト
（地点3、図1）
白雲岳（2229ｍ）の火口内のサイトである。融雪
期直後に火口に一時的な湖が現れ、凍土の融解と
ともに一 気にその水が排出される現 象が見られる。
2008年7月より地温観測
（3.45m）
を開始した。
パルササイト
（地点4、図1）
平ヶ岳（1752m）の南方に存在する日本で唯一確
認されているパルサ湿原
（高橋・曽根；1988）に設置
したサイトである。対象4地点の中では最も標高が

図1 大雪山系における調査地

低いが永久凍土が確認されている。2008年9月より
地温測定
（1.54m）を開始した。
観測方法
本 報 告における観 測 値は、2005年10月から2009年10月までに測定されたものである。 この間、
測定機器の故障や破損、動物によるケーブルの切断等により測定項目によっては数日から数ヶ月の
欠測が生じた。
五色サイトおよび小泉サイトの地温測定には市販のサーミスタ（104ET、石塚電子）を用いた自作
のプローブを検定して使用した。地温プローブは、0℃の氷−水恒温槽中にて0.02℃の精度で検定
し、−20 から30℃における確度は±0.09℃以下である。測定深度は、五色サイトにおいて0.01、0.05、
0.10、0.20、0.30、0.50、0.70、0.90、1.10、1.30、1.50、1.70、1.90、3.00、4.00ｍ の14深 度、 小
泉 サイトにおいて0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00、1.30、1.60、2.00、2.30ｍ の10深 度 であ
る。これらのサイトでは、10秒毎に測定し、30分間平均として記録した。測定及びデータ記録には
CR10Xデータロガーとマルチプレクサ
（Campbell Scientific, Inc.）を用いた.
白雲サイトおよびパルササイトでは、他のサイトと同様に校正を行ったサーミスタ（TMC-HD）と
U12-008 ロガー（Onset社）を用いて地温測定を行った。測定深度は、白雲サイトで0.10、0.50、1.00、
1.50、2.00、2.50、3.00、3.45mの8深度、0.50、1.00、1.25、1.54mの4深度である。
活動層および永久凍土上層の地温状況
五色サイトでは、2005年の秋以降4年間にわたり、5m深までの活動層および永久凍土層上部の
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図2

五色サイトにおける地温プロファイルの変化。実線の等温線は2℃間隔、破線の等温線は、0℃を示す。

地温プロファイルを観測することができた。活動層とは、永久凍土帯において季節的に凍結・融解
を繰り返す地表層のことである。図2に2005年10月から2009年10月における五色サイトの地温プロ
ファイルの変化を示す。観測期間の4年間では、活動層厚が1.2 〜 1.5mの変動幅を記録した。シベ
リアなどの永久凍土帯でシルト質土壌の場合の活動層厚変動幅に比べると0.2m程度大きな変動幅
を示した。これは、本観測地の土壌が火山灰で構成され非常に透水性のよい活動層を形成しており、
単純な熱伝導以外に融雪水や雨水の浸透による熱輸送によって活動層厚が影響を受けているため
と考えられる。活動層厚が4年間で一意的な変化を見せず、変動したのに対して、永久凍土上層の
温度は、観測期間を通じて温暖化したことは、図2において冬期の土層の氷点下領域が小さくなっ
ていることから明らかである。活動層厚およびその地温プロファイルの季節変化は、地表面の動植
物の生態系に大きな影響を与える。今後もモニタリングを続け、地温が長期的に温暖化しているか
どうかを確かめることが重要である。
本研究期間をもって、当初予定していた4地点（図1）すべてに地温プロファイル自動測定用のボア
ホールを設置し、地温観測を始めることができ
た。図3に4調査地点の2008年9月20日の地温プ
ロファイルを比較した。4地点すべてのボアホー
ルにおいて1.2 〜 2.0m以深で氷点下の温 度を
記録している。白雲サイトにおいて他の3 サイト
より高い地温が見られる理由としては、白雲サ
イトが火口に位置し、融解期前期に火口盆地
に溜まった融雪水の水面下になってしまうため、
活動層全体が熱伝導の良い状態となり、地温
が上昇しやすいことが考えられる。凍土層融解
期終了時に当たる9月下旬の地温プロファイルが
氷点下であることは、永久凍土の存在を強く示
唆するものである。大雪山系の山頂部には、少
なくとも5km以上にわたる広範囲に永久凍土が
存在することが今後明らかにされると思われる。
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図3 大雪山系4調査地における2008年9月20日の地温プロファイ
ルの比較

トムラウシ岳大量遭難時の気象状況
前節の微気象観測に関連して、トムラウシ岳大量遭難時の気象状況および物理環境から考えら
れる遭難の原因について述べる。客観的観測データから遭難時の気象条件がどれ程特異なもので
あったのかを検証することは重要であり、今後予測されている地球温暖化に伴う、ゲリラ豪雨や爆
弾低気圧の増加が登山活動に与える影響を評価する基礎を形作ると考えられる。
気象の概況
図4に2009年7月15日〜 16日における五色サイトの雨量、風速、気温および気圧の時系列を示し
た。観測方法の詳細については、Iwahana et. al.（2008）
に記述がある。観測データがある五色岳
からトムラウシ岳周辺では、大きな地形として、北北東から南南西方向への稜線となっており、五
色岳からトムラウシ岳間は約17km 程度の距離であるが、観測地点も遭難地点も標高が2000m 程
度であり、気象条件はほぼ同程度と考えられる。また、標高2000m 程度の上空では、地上と異
なり、ほぼ等圧線に沿って風が吹く（図4）
。図5 に、図4のa, b, c の時刻に対応する地上天気図
と、雨が降っている範囲を表す気象庁解析雨量を示した。天気図aの時刻（15日21時）
では、中心気
圧が988hPaの発達した低気圧が宗谷海峡付近を通過し、トムラウシ岳付近では、南西の風が強ま
りだした。気温は10℃前後で、低気圧の中心に近いため気圧の最低値に近くなっている。低気圧
中心付近の雨雲がかかって雨となっていた。天気図bの時刻（16日9時）では、低気圧の中心気圧は
992hPaで、低気圧はやや弱まりながらオホーツク海に進んだ。トムラウシ岳付近では、風向が北西
に変わり、風が強まりだした。等圧線
の混み具合は、15日21時の天気図aと
同程度か、あるいはやや狭くなってお
り、日本海からトムラウシ岳付近の稜
線に直交して強 風が吹いていた。低
気圧は通過したが、風向きが高い山
で弱められることがない北西方向から
に変わり、トムラウシ岳付近に強い風
をもたらしていたと考 えられる。 この
時点では、低 気 圧が通過していたた
め気 圧は上昇し始めていたが、北西
風で寒気が入り始め、気温は6℃前後
まで低下した。また、寒気が入ったこ
とによって、強風が山岳に当たり強制
的 に上 昇することで雲 が発 達 する山
岳地形性の小雨が降っていると考えら
れる。天気図cの時刻（17日21時）
では、
低気圧の中心気圧は998hPaとさらに
高くなって弱まりながら千島列島の東

図4

トムラウシ山大量遭難時の10分間降雨量（上段）、30分間最大;Max.・平
均;Ave.・最低;Min.風速（中段）
および気温; Taと気圧;Pres（下段）
。a, b,
およびcの縦線は、図5に示す天気図の時点と対応している。
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2009年（平成21年）7月10日09時

2009年（平成21年）7月15日21時
天気図 1

2009年（平成21年）7月16日21時

天気図 3

天気図 2

図5 a) 2009年7月15日21時、b) 16日9時および c) 21時
の地上天気図と解析雨量（各図の右下）。それぞれの天
気 図は、図4のa、b、cの時点の図に相当する。天 気
図中の矢印は、予想される卓越風向を示す。

に進み、北海道から遠ざかりつつあった。風向は、北から北北東に変わり、等圧線もやや広くなっ
て、風が弱まる傾向を示していた。雨は止み、寒気の影響で19時ころに4℃前後まで下がった気温
は、21時には5℃程度まで上昇していった。
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低 気 圧は、15日21時には45km/hの速さで東 北東に進んでいたが、16日9時には35km/hで東、
16日21時には20km/hで東に進み、確かに速度は遅くなっていたが、これはそれほど珍しいことで
はない。
遭難原因の気象的側面
遭難したパーティーは、事故の前日15日には、五色サイトに近い白雲岳避難小屋を出発し、10km
以上の行程を強雨の中ヒサゴ沼非難小屋まで行動している。図4からわかるように、行動中低気圧
に伴う前線の通過による強い降雨と風の中びしょ濡れになってヒサゴ沼非難小屋へ到着したことが
想像される。非難小屋での一泊では、ズブ濡れの装備はほとんど乾かずに事故当日の出発を迎え
たと考えられる。
今回の遭難報道により、事故当日トムラウシ岳へ向かう途中の北沼の水量が激増しており、ここ
を渡渉する際に身体を濡らしてしまったとの情報がある。15日の日降水量は63.5mm、16日の午前中
まで含めると86.2mmと短時間にかなりの降水があり、この夏最も降雨強度が高かった日であるこ
とがデータから示された。16日の出発時には雨が小降りになり、天気が回復するとの読みで出発し
たパーティーであったが、午前8時頃をピークに風速が最大となり、濡れた身体を強風に晒す結果と
なった。寒さと強風、体力の消耗で動けなくなったメンバーを今度は寒気が追い討ちをかけ、この
時期としては最低の値に近い4℃以下まで気温が下がった。
このように、気象条件としては不運な要素がほとんどすべて揃ったような2日間であった。この環
境条件が7月中旬という最も高山植物が咲き乱れ、それを見ようと集まる登山者人口が多い時期に
起こったことに加え、装備の問題、ガイド登山の問題等が重なって起こった事故である。
高山湿原の泥炭を用いた花粉分析による古環境復元（植生変遷）
北海道では、比較的低地の湿原泥炭の分析からある程度の北海道の植生変遷史が得られてい
る
（五十嵐,1985など）が、永久凍土の存在し続けた高地での研究はない。将来の高山帯生態系変動
を捉えるにはある程度長期のモニタリングが必要となるが、限られた研究期間の中でまずは、泥炭
層の花粉分析から得られる過去の環境変遷の記録を調べることからはじめた。本研究期間中には、
パルサ湿原の堆積物を用いて古環境復元を試みた。
調査方法
堆積物試料は、平ヶ岳南方湿原のほぼ中央部において、直径7.5cmの塩ビパイプを使用し採取
した。表層試料は、東西方向に設定したトランセクト上の約60ｍ毎に採取した。加速器質量分析
計（AMS）による測定は、㈱加速器分析研究所に依頼して行った。得られた年代値はCalib 5.0.1
（Stuiver & Reimer, 1993）を用い、暦年代に較正した。以下、年代は、1950年を基準とした較
正年代で述べる。深度と年代の関係（図6）および、堆積速度の算出には、１σの中央値を用いた。
堆積物試料から、計16試料を分取（約1cm3）し、花粉分析を行った。分析の手順は、Faegri &
Iversen（1986）に従い行った。表層試料については高木花粉が200個以上、堆積物試料については、
高木花粉が300個以上に達するまで、同定･計数を行った。
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結

果

（試料と年代値）
堆積物は、上層部
（深度0-55ｃm）の泥炭と下層
部（深度55-70cm）
の礫混じりの泥炭から成る。堆
積速 度は、 深度39-70cmでは0.05mm/yearと遅
く、深度39cm以浅は未分 解の植物遺体が多く、
0.55mm/yearである
（図6）。
（堆積物の花粉組成変遷）
堆積物では、大きく4つの花粉帯（HGT-1 〜 4）
に分けることが出来た（図7）
。最下層部のHGT-1

図6 平ヶ岳南方湿原堆積物の深度と暦年代の関係。グラフ中の
数値は、堆積速度を示した。

（深 度68 〜 56ｃｍ；約6500 〜 4000年 前）では、
カバノキ属、コナラ属が優勢で、ニレ属、オニグルミ属、トネリコ属、ツツジ目などがこれに続く。
針葉樹では、モミ属、トウヒ属、マツ属単維管束亜属の出現が見られるが、出現率は極めて低い。
草本花粉は、樹木花粉に比べ低率であるが、カヤツリグサ科およびヨモギ属が比較的優勢である。
花粉帯HGT-2（深度56 〜 50ｃｍ；約4000 〜 2800年前）では、カバノキ属の減少と、コナラ属の
極大に達することが特徴的である。ツツジ目は、本花粉帯で急激に減少する。針葉樹は前花粉帯
の低率が続いている。草本花粉では、カヤツリグサ科が引き続き優勢である。
花粉帯HGT-3（深度50 〜 30ｃｍ；約2800 〜 500年前）では、針葉樹花粉のモミ属、トウヒ属、
マツ属単維管束亜属の増加が見られる。広葉樹では、カバノキ属が増加し、コナラ属、ニレ属、
オニグルミ属が減少する。
最上層部の花粉帯HGT-4（深度30 〜 0ｃｍ；約500年前〜現在）では、針葉樹の増加傾向とコナ
ラ属の減少傾向が、前花粉帯に引き続いて見られる。その他の花粉に大きな割合の変化はない。
考

察
表層花粉分析の結果は、堆積物採取地より標高の低い森林由来の花粉が多く飛来してくること

を示している。平ヶ岳南方湿原が存在する標高では、ハイマツ低木林の他に、風衝矮性低木群落
や雪田植生が優占する。トウヒ属やモミ属は、ハイマツ帯のなかにもわずかながら、矮性木が生育
しているが、大部分は、標高1300m以下の針葉樹林帯由来のものであると考えられる。また、花粉
出現率が最高30％に達するコナラ属は、標高900m以下の広葉樹林帯由来であると考えられる。こ
のように、標高の高い山地において、それより標高の低い森林帯で生産された風媒花が飛来するこ
とはこれまでにも報告されている（たとえば高橋・五十嵐、1986；守田、1984）
。草本のカヤツリグ
サ科やバラ科花粉は、湿原内の植生を反映していると考えられる。
堆積物の花粉変遷から植生の復元を行うと、堆積物最下層部のHGT-1（約6500 〜 4000年前）で
は、現在より、針葉樹の花粉が少なく、コナラ属、ニレ属、オニグルミ属などの広葉樹が多く産出
することから、広葉樹林帯の上限が上昇したと考えられる。このことは、大雪山における、8400 〜
5700年前の温暖湿潤化
（高橋・五十嵐、1986）を反映していると考えられる。
その後、HGT-2（約4000 〜 2800年前）では、コナラ属の極大で、ツツジ目が急激に減少する。
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図7

平ヶ岳南方湿原堆積物の花粉組成変遷。各分類群の比率は、樹木花粉総数に対する百分率で示した。

凡中別岳東方湿原におけるコナラ属の極大期は、約5700 〜 2000年前であることから、本研究結果
とほぼ同時期である。この時期は、冷涼化が始まる時期と考えられている
（高橋・五十嵐、1986）。
花粉帯HGT-3（約2800 〜 500年前）では、コナラ属、ニレ属、オニグルミ属が減少するとともに、
モミ属、トウヒ属、マツ属単維管束亜属が増加し、各森林帯の標高が下降したと考えられる。こ
のことは、大雪山地域で5700年以降冷涼化が始まり、2000年前頃にさらにその影響が強まった（高
橋・五十嵐、1986；高橋、1992）ことを反映していると考えられる。大雪山上部では、標高1300 〜
1600ｍにかけてダケカンバ林が優占し、標高1600 〜 1800mにハイマツ林が優占する（沖津、1999）。
ハイマツは陽樹のため、森林の中に生育できない（沖津、1985）。したがって、気温の冷涼化は、
森林限界の低下を伴い、ハイマツ帯の拡大が期待される（高橋、1992）。一方、凡忠別岳東方湿原
では、本研究結果とは反対に、約5700年前以降、マツ属花粉の減少が確認される。このような違
いは、堆積物採取地周辺の局地的な環境の差による可能性がある。たとえば、気候の冷涼化によ
る湿原面積の拡大は、ハイマツ群落の成立にきわめて不利な状況をもたらす（高橋、1992）。現在
のところ分析地点の数が十分とは言えないため、今後、ハイマツ帯の消長を理解するためには、多
くの資料の蓄積が必要である。
最上層部の花粉帯HGT-4（約500年前〜現在）では、モミ属とトウヒ属の増加傾向が続き、気候
の冷涼化が進んだことが示唆される。
終わりに
本研究により、気候変動や大気汚染に対して日本では最も敏感と考えられる大雪山系山頂部の
高層湿原における過去の環境変動傾向の一端が明らかになった。本研究対象のパルサ湿原は、地
形や環境条件から永久凍土の存在が確実視されているが、定義による永久凍土の確認はまだされ
ていない。本湿原では初めてとなる地温の連続観測システムが2m深までの掘削によって設置された。
このことによって2年後にはこの湿原における永久凍土の定義による確認が初めてなされることが期
待される。また、白雲岳・小泉岳・五色岳での地温観測からこの山域には、永久凍土が広く、5m
を超える深さで分布していることがわかった。しかし、夏期後半の永久凍土の温度は比較的暖か
く、今後の温暖化に対して敏感なものであると言える。永久凍土の存在によって特徴付けられる地
表層の生態系を成立させている水・物質循環はこの温暖化によって今後大きく変化する可能性があ
る。今後の解析を通じてこの特殊な凍土・水環境の理解及び将来予測に関する知見を発表していき
たい。
このたびトムラウシ岳および美瑛岳にて命を落とされた皆様にご冥福を申し上げます。山岳微気
象の研究を通じて山岳気象による遭難事故数を限りなくゼロに近づけるため、安全な登山に必要な
情報を提供していきたい。
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