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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
（第3次）
Influence of change in the thermal status of mountain permafrost on
the ecosystem

The ecosystem underlain by permafrost experiences characteristic thermal and
hydrological conditions related to aquiclude frozen ground and freeze-thaw cycle of the
ground. Our research project aims to understand the relationship between ground thermal
state and surface ecosystem in mountain permafrost area of Mt. Daisetsu, Hokkaido, Japan.
Since the commence of our research in 2005, mountain permafrost occurrence have been
confirmed and found to be distributed in a complex manner over a large area of the upper
approximately 1700m of the summit area. We newly installed 10m deep bore hole to know
the depth of permafrost base for monitoring the change in permafrost thermal state.
Although the depth of permafrost depth on the research area was estimated geophysically as
to be 8-9m, the average temperature at the depth of 10m showed -1.78℃ . The extrapolation
of the lower part of the ground temperature profile indicates the depth of the permafrost
base to be 30-40m. Mountain weather conditions were analyzed using published data and
those observed at a micrometeorological station at a representative point of the mountain
permafrost zone（2035m a.s.l.）from July 2005 until September 2010. The highest summer
air temperature and the largest precipitation caused the maximum thaw depth in our
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research area during our research period. From the sampled ground core, we obtained
volumetric ice content and oxygen stable isotope profiles of frozen ground water and found
that there are distinctive change in these profiles around the depth of the border between
the active layer and the permafrost layer. This founding has a possibility for establishment of
detection technic of mountain permafrost melt due to climate change.
1. はじめに
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，凍土の変化は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，ツンドラと似た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ものである．
本 研究は，同課題名で2006年度に第1次，2008年度に第2次の研究助成を受けた．第1次は，
我々の山岳永久凍土調査の観測システム立ち上げ期に当たり，調査地の地理学的・微気象学的な
位置づけを得た．第2次には観測システムから連続データが取れ始め，一部本助成金による携帯電
話通信によるリアルタイム監視システムが完成された．本研究の目的とは離れるが，トムラウシ山大
量遭難という悲劇的事件の前後の詳細な気象データを様々な報道や事故検証に利用することができ
た．学術的な成果は，日本において初めて定義による（つまり連続温度測定による）永久凍土の存
在証明がなされた点である．また，花粉分析によって現地の古環境の一端が明らかにされた．
今回の第3次の研究期間には，永久凍土層を掘りぬくべく10mのボーリングと地温測定，これま
での観測の継続，山岳永久凍土帯の水循環についての地球化学的調査の3点を目的に挙げたので，
これらの結果と全体の研究についてまとめた．
2. 調査地概要と調査方法
観測地点
調査域は，北海道・大雪山系中央部，北海岳南部から平ヶ岳南部，標高1600－2200mの山頂域
である．大雪山系は，更新世初期からの断続的な噴火によって形成された．1970年代に永久凍土
の分布が報告されており，この永久凍土は最終氷期最寒期以降約2万年にわたって凍結状態を保っ
ていると考えられている．
観測システムの設置場所は，以下の4 サイトである．
Gサイト
（五色岳サイト，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200ｍの標高2035ｍの地点である．2005年より
微気象の観測を開始した（Iwahana et al., 2008）．本研究期間には，10mのボーリングを行い，土
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壌のサンプリングと地温センサーの設置を
行った．
Kサイト
（小泉岳サイト，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．
Hサイト
（白雲岳サイト，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．
Pサイト
（パルササイト，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低いが永久凍
土が確認されている．2008年9月より地温

図1．調査地の位置図．等高線の間隔は50m．

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2010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．
GサイトおよびK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，G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，K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． 土 壌 水分 の測
定はEnviroSMARTセンサー（Sentek）を用いた．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CR1000およびCR10Xデータロガーとマルチプレクサ
（Campbell Scientific, Inc.）を用いた.
今回新たにGサイトに掘削したボアホールの地温測定・記録には，0.5 ，1.0，1.5，2.0，3.0，4.0，
5.0，5.5，7.0，8.0，10.0mの11深度に他のサイトと同様に校正を行ったサーミスタ（TMC-HD）を設
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置しU12-008 ロガー（Onset社）で1時間毎に計測と記録を行った．
HサイトおよびP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，H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．
ボーリングによって採取した土石試料は凍結状態のまま研究室に持ち帰り，秤量した後凍土中の
水を蒸発しないように採取した．含水率の少ない土試料からの水抽出には遠心分離機を使用した．
質量分析計
（Delta-V）によって±0.1‰の精度で採取した水の酸素安定同位体比を測定した．
3. 結果と考察
≪10mボーリングと地温測定≫
大雪山系の山頂部では，活動層と永久凍土上層部の温
度観測が継続されているが，永久凍土層の底面深度はわ
かっていない．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．これまでに，
物理探査によって永久凍土層の下限は8 ～ 9mと見積もら
れている（Ishikawa＆Hirakawa, 2000, Fukuda＆Sone,
1992）
．また，我々の4m地温観測からも10m程度掘ると
永久凍土層下限深度の見通しがつくと考えられた．予算
と技術的な問題から10mまでのボーリング実施となった．
1年間の地温測定の結果，10m深でもなお，温度的に安定
した永久凍土が存在することが判明した（図2）．1m深か
ら最深部10mまでの年平均地温は，−2.93℃から−1.78℃
まで一様に増加した．調査地の年平均気温が−4℃前後
であることを考えると，長期的にはこの場所での永久凍土

図2． 地 点1（五 色 岳サイト）における2009年10月15
日から2010年9月14日までの10m地 温プ ロファイル
（Max.：最大値，Ave.：平均値，Min.：最小値）．

が成 長 中 であると言える． また，10m深 においては年 温
度変動幅が0.5℃以下となり，ほとんど変化しない．
8 ～ 10mの深い部分の地温プロファイルを外挿すると，永久凍土層は考えられていたよりもさらに
深く30 ～ 40mとなる可能性が示された．予測された深度よりも深部にわたり永久凍土層が存在する
可能性が示されたが，本観測サイトは北半球の永久凍土分布南限に位置するため，近年の気候変
動の影響でその消長が注目される．
《長期観測から示された地中環境の変化》
Gサイトでは，2005年の秋以降5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地温
プロファイルを観測することができた．図3に2005年10月から2010年9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5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
幅である．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，

138

図3．Gサイト
（五色岳サイト）における4.5m深までの地温プロファイル変化．実線の等温線は2℃間隔，破線の等温線は，0℃を示す．

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5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
温度は徐々に温暖化傾向を示した．これは冬期に4m深の地温が−3℃以下となる期間が短くなって
いることから明らかである
（図3）．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ため，表面植生調査等と地温変動のモニタリングと同時に継続
することが今後の課題である．
大雪山系では，Gサイトの他に3箇所にて1.6 ～ 3.5mまでの地温変化を得ることに成功した．これ
までの3 ～ 5年間の地温観測からは，2010年で最大融解深が最大となり深部の永久凍土温度は昇
温傾向を示した（図4）．この地温の温暖化傾向は，4調査サイトで共通していた．本研究により，大
雪山系には2000mを超える山頂部だけでなく，比較的標高の低いPサイトにおいても永久凍土の存

図4．
（a）Kサイト
（小泉岳サイト），
（b）Hサイト
（白雲岳サイト），
（c）Pサイト
（パルササイト）における地温プロファイル変化．実線の等温線は2℃間隔，
破線の等温線は，0℃を示す．
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在が確認され，この山域に広範囲にわたって永久凍土が分布していることが示された
（図4c）．
山地山頂部としては，はじめて長期的な土壌水分プロファイルの連続データが得られた（図5）．G
サイトにおける1.2m深までの土壌水分変化は，2005 ～ 2009年までは，地表面の融解が始まる5月
から融解深が0.6m程度となる6月にかけて0.2 ～ 0.6mの表層部分が30％を超える高含水率で維持さ
れる傾向を示し，7月以降は融解深の増加に伴って高含水層が活動層深部へと移動した．7月以降
においても降雨イベントのたびに地表層まで高含水層となり，降雨後2－3日で再び0.5mより浅い層
が乾燥化することが観測された．地表層の透水係数等の土壌物理係数データはまだ取得されてい
ないが，透水性の高い物質で活動層が構成されているためと考えられる．2010年融解期の土壌水
分プロファイルの変化は他の年と明らかに違い，観測期間を通じて1.2m深までの全層が35％から飽
和状態に近い高含水率で推移した．この活動層の湿潤化は，後で示す2010年夏期の降水量の大き
さに起因するものと考えられたが，こうした大きな土壌 水分の変動やその周期が特異なものである
か否かを長期的に観測して判断する必要がある．
2010年の猛暑は山岳地にも大きな影響をもたらしことがわかる．2010年夏期シーズンは，北海道
の山岳観測史上最高の気温と最大の降雨量を観測し，土壌水分は極めて高い状態に保たれたこと
が分かった（図5・6）
．この変化は東シベリアで近年観測された永久凍土地帯の極端な土壌水分増
加に似ている．東シベリアでは，土壌の水による飽和のためタイガ林が枯死する現象がみられたが，
日本の山岳永久凍土帯においても今後の生態系への影響を監視することが重要となる．また，山
岳地における降水量の変化は観測例が乏しいため未知である．これまでに取得された大雪山系の
データからは，2010年夏の値が観測史上最大となった．
2010年に観測した大きな融解深は，夏期降水量の多さの他に夏期の気温の高さも影響したもの
である．図7に，2005 ～ 2010年のGサイトにおける積算暖度と積算寒度を示した．それぞれ正の日
平均気温，負の日平均気温の絶対値を融解期および凍結期について積算した値である．積算暖度

図5．Gサイトにおける体積土壌含水率プロファイルの変化．等値線は，5％毎で濃色が高い土壌水分を示す．2006年は，測器の故障によりすべ
ての期間欠測した．
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は， 気 温による凍 土 融 解に対 する強 制
力の指標として用いられる．積算暖度は，
2009年まで968 ～ 1121 degree-day℃の
値を示していたが，2010年の値は約30％
も大きなdegree-day℃であった．一方，
2010年の積算寒度も観測を始めてから最
大となったが，夏期の気温の高さが継続
した効果が上回り，凍 土をこれまでで最
図6．上川町
（Kamikawa），旭川市
（Asahikawa），層雲峡
（Sounkyo）のアメダス，
Gサイトの転倒枡雨量計による（Goshiki_B），雨滴打撃数カウント式雨量
計による（Goshiki_X），Pサイトの転倒枡雨量計（Palsa_B），雨滴打撃数
カウント式雨量計による（Palsa_ X）夏期3 ヵ月（7月～ 9月）の積算雨量の
変化．

も深く融解させたと考えられる．
《山岳凍土帯水循環の地球化学的調査》
ボーリングコアを凍結状態で研究室に
持ち帰り，体積含氷率と氷の同位体比を
深さ方向に分析した．代表的な凍土中体
積 含 氷 率の深さ変化例として，Gおよび
Kサイトの結果を図8左に示した．両サイ
ト共に1.4m深付近で体積含氷率がステッ
プ状に増加する．この深度は活動層厚に
相当し，季節的に凍結融解を繰り返す層
と多年にわたり凍 結したままの永久凍 土
層の境である．一方，図8右にはHサイト
における酸素安定同位体比の深さ変化を

図7．Gサイトにおける積算暖度
（TI）および積算寒度
（FI）の変化．

図8．GサイトとKサイトにおける体積土壌含水
（氷）率プロファイル（左）とHサイトにおける酸素安定同位体比プ
ロファイル．
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示した．Hサイトにおいても活動層厚に相当する深度
（1.3m）付近で酸素安定同位体比の値が活動層
の−13‰程度の値から−25‰前後の値にまで数十㎝の間に急激に低下することを発見した．さらに
採取済みのボーリングコアの解析を進めて，上記の体積含水率および水同位体比の変化が調査し
た山岳永久凍土帯に広く当てはまる特徴であることを確かめる必要がある．永久凍土層の酸素安定
同位体比の値が，積雪の値（−10 ～−20‰）よりも低いことから，最終氷期の氷が保存されている可
能性がある．今後，年代測定や層位学的な手法などを組み合わせて山岳永久凍土の過去の長期的
変化を捉え，今後の変化の予測に役立てることが重要である．
また，本調査で判明した活動層及び永久凍土層上層部の地球化学的特徴は，東シベリアと同様
であることが示された．つまり，シールド層と呼ばれる地下氷の大規模融解を遅らせる高含氷率の
層が1－2m深に存在し，この層以深で氷の同位体比が大きく変化することが示された．地下氷の酸
素安定同位体比プロファイルの特徴を用いて地球化学的に山岳永久凍土の融解過程を捉えられる可
能性がある．
4. まとめ
地球規模の気候変動の影響で生態系の変化が各地で報告されている．しかし，その変化と気候
変動に伴う地表面の物理的環境変化を関連付けて考察した報告は少ない．本研究は，日本の高山
帯で永久凍土が分布する大雪山系山頂部において起こりつつあると考えられている生態系の変化を，
永久凍土や活動層の物理的変化と関連付けて説明することを大目的として研究を進めた．
2005年から始めた現地調査によって，本研究助成期間終了までに大雪山系山頂域の広範囲にわ
たる観測地点において定義による永久凍土の存在証明をすることができた．これに伴い，凍結融解
を含む地中の温度変化の特徴を数年間，多点での観測から明らかにし，今後長期的に変化を観測
できるシステムを構築した．永久凍土層の底面はこれまで考えられていたよりも深く，永久凍土の消
長をより詳しく捉えるためにはさらに大規模なボアホールの掘削が必要である．一方，活動層および
永久凍土上層部の含氷率や水の酸素安定同位体比のプロファイルの特徴を把握できたことによって
永久凍土地帯特有の水循環を解明する手がかりを得た．同時に進めている，山頂部の植生変化調
査や物質循環研究と合わせて得られる山岳永久凍土と生態系変化の解明にとって大きな一歩を踏
み出すことができた．
さらには，永久凍土の熱的状態を説明することを主目的に構築した山頂部の地表面微気象観測
システムによって，大雪山系の高山帯における気温や降水量の大きな変化を捉える可能性を示すこ
とができた．本研究によって，調査地の微気象的特徴は降水量が非常に大きいことを除いて北極
域のツンドラに似た気象条件であることが示唆された．また，これまでほとんど観測例のない，山
岳山頂部における通年の気象データは，山岳遭難時の詳細な気象環境を捉えた結果，遭難時の状
況を説明する大きな手がかりを提供することができた．この観測システムを維持し，長期的に運用す
ることによって生態学的研究の基礎データを提供するのみならず，登山の安全や地球温暖化の監視
塔として応用していきたい．
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