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研究成果の概要（和文）：研究課題について次のような成果を得た。①知床半島は海氷の流れ
に対して「せき止め効果」を持ち、北海道で最も長く海氷が接岸する。②知床峠の山間部で
は吹き払いによる無雪区間と 5m 以上の吹きだまり区間と地形に依存する積雪特性が得られ
た。③知床半島で陸生動物も入った栄養塩循環が確認された。④送電線がいしに海塩汚損と
着氷による電力障害を観測し、低温実験室内でも再現できた。⑤雪氷環境と人間社会に関す
る様々な課題が研究された。 

 
研究成果の概要（英文）：Sea ice stays long around Shiretoko peninsula due to the “Dam 

Effect” against to the sea ice flow. Snow accumulation varies much in mountainous area, 
which depends on topography. The unique nutrient circulation among sea, river, fish and 
inland animals was confirmed by stable isotope analysis. The diaster of short circuit by 
salty snow in snow storm was observed and exprimented. 
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１．研究開始当初の背景 
 ２００５年７月、北海道・知床半島はユネ
スコ世界自然遺産となった。その選定理由は、
知床半島が、希少動物が生息する地域である
ことと流氷が育む豊かな海洋生態系と原始
性の高い陸域生態系の相互関係に類を見な
い特徴があることである。 

しかしこの地域はサケ・マス等の有数の漁
業地域であり、観光地域でもあり、人間生活
との関係が問題点でもあった。自然保護は非
常に重要な要素であるが人間生活も大切な
要素であり、「自然と人間の共生」の観点か

ら本研究を進める。とくに、この地域は冬期
間は厳しい気象環境であり、知床横断道は、
１年のうち半年以上は閉鎖され、半島両側の
ウトロ地域と羅臼地域は分断されて産業・流
通にも支障を来している。また 2004 年１月
大雪時、道路交通は寸断され、電力も長期間
停電し大きな問題点となった。 

そこで知床地域の海氷（流氷）観測、大気
環境観測、雪氷環境、気象特性、交通環境、
雪氷防災等の冬の環境に焦点を絞った研究
を行うこととなった。 
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２．研究の目的 
 知床半島の特徴的な海氷（流氷）や積雪な
ど雪氷環境と自然生態系の係わりを明らか
にするとともに、および冬期雪氷防災など人
間社会に関する事項などについて次の目標
を設定した。 
(1) 知床半島の雪氷環境特性：知床は世界で

最も低緯度に海氷（流氷）が到達する地域
であり、海氷と生態系の係わりが知床世界
自然遺産の選定理由の一つである。その海
氷（流氷）について知床半島から道東沿岸
部にかけての海氷勢力や気候との関係を
明らかにする。また冬期半年は閉鎖される
知床峠横断道路周辺の積雪分布特性を調
べる。 

(2) オホーツク域大気環境観測：オホーツク
地域の湖沼およびオホーツク海の溶存メ
タンを調査し、温暖化物質であるメタンの
水圏～大気間交換過程を明らかにする。 

(3) 知床半島の水環境調査：知床半島では海
氷が運ぶ栄養をサケやマスが河川を通じ
て陸域に運び，水生昆虫や，陸上動物が陸
域へと移動させて栄養塩循環を形成して
いる。知床の選定流域において、栄養塩お
よび安定同位体を測定し、栄養塩循環過程
をを明らかにする。またオホーツク域の湖
沼についてはメタン採取等により富栄養
化の実態を調べる。 

(4) 雪氷災害：知床半島の両側の海岸線には
漁業や観光による集落が続き、環境保全と
ともに冬期の雪氷災害や電力障害に対す
る安全対策が必要である。両地域とも電力
終端線であるため過去に何度も長期停電
が発生し、その対策が必要である。また暴
風雪時の交通確保、さらには大地震が起き
たときの複合災害への備えがこの地域の
課題である。 

(5) 雪氷環境と人間社会：地球環境との関
連：オホーツク海の海氷と温暖化など、雪
氷環境から地球気候環境との関連を見い
だす。 

 
３．研究の方法 
(1) 海氷観測： 

 本学に設置された
NOAA 衛星受信装置
により、オホーツク
海全域の画像を受信、
配信する（図１）。オホ
ーツク海沿岸域、紋
別から知床・ウトロ
にかけて携帯電話電
波を利用した海氷監
視カメラを設置して
海氷監視を行う。衛
星等データから海上
保安庁が作成した毎

日の海氷速報図から海氷勢力解析を行う。 
 
(2) 積雪環境観測： 

 知床横断道路ウトロ側から知床峠まで
の未除雪区間区間で、地中レーダー(GPR)
を木製ソリに搭載して雪上車で牽引し、道
路面からの反射波を観測して、積雪深分布
を連続的に観測する。羅臼側は開発局スノ
ーポール埋設深を観測する。また各地点気
象観測データから、気温、風速、積雪等の
知床周辺の気候特性を解析する。 

 
 
 
 
 
 

 図２．雪に埋もれた知床横断道路（左）と地中ﾚｰﾀﾞｰ(右) 

 
(3) 溶存メタン観測： 

 網走湖や藻琴湖において溶存メタンを
観測し、アラスカ等北極圏の湖沼と較べる
ことにより、その特性を調べる。また、メ
タンハイドレートが海底にあるオホーツ
ク海の海水の溶存メタンを測定し海氷と
の関連を調べる。 

(4) 河川栄養塩起源観測： 
 知床のラウス川流域において表層採泥、
細粒土砂の安定同位体比解析、サケ，クマ
や鹿の糞，植生の安定同位体比を計測し、
海起源の物質の存在割合を推定する。 

(5) 雪氷災害：羅臼町において電力障害対策
のための無人気象観測およびがいし絶縁
試験装置を設置して連続観測を行った。冬
期道路凍結に関しては山間部での開発局
データにより凍結解析を行う。 

(6) 雪氷環境と人間社会：冬期道路交通整備
など行政と地域要望の調整が必要な場合、
各機関と調整する場を設けた。 

 
４．研究成果 
(1) 知床半島周辺の海氷特性 
①知床半島の海氷「せき止め効果」（図２）： 

 オホーツク海
北部で生成した
海氷はサハリン
東部を南下し、北
海道沿岸に達す
る。海氷勢力（接
岸日数）は北の枝
幸は少なく、紋別，
網走、知床と南東
へ向かうにつれ
て大きく，知床半
島ウトロで最も
大きい。これは海
に突き出した知
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図１.北見工大で受信した

   NOAA 衛星画像 1 

図２.知床半島の「せき止

め効果」．海氷勢力分

布（密接度１の海氷存

在日数） 



床半島が海氷の「せき止め効果」を持つ
ためであり、知床の生態系に影響を及ぼ
す特徴である。 

②気温との関係：毎年の海氷勢力と 1-3 月
の冬期平均気温を比較した所、いい相関
関係が得られ、ウトロでは，冬期気温が
平年値より 4.1℃上昇すると海氷が接岸
しなくなる結果が得られた（網走では
3.1℃，紋別では 2.5℃，枝幸では 2.1℃）。
つまり温暖化に伴い、海氷が来なくなる
可能性が示唆された（図３）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図３．海氷勢力と冬期気温の関係． 

        気温が上がると海氷が来なくなる． 

 
③海氷消失パターン：春に海氷が消失する

パターンとして、気温融解・日射融解に
伴う現地での「融解型」と風による「流
失型」が示された。現在は「融解型」が
多いが、気候変化に伴う風系変化により、
その比率が変わる可能性がある。 

④海氷の微視組織形成：海水が表面から凍
るとき、初めはランダム結晶方位の小結
晶であるのが、下方に伸びて行くとき、
塩分を排出しながら、ある方位の氷結晶
が卓越し、次第に大きく長い結晶が形成
される様子をシミュレーションで表現す
ることができた（図４）。 

 
 
 
 
 
 
 
   図４．海氷成長シミュレーション．時間経過が左から 

     t=1x103s, 4x103s, 8x103s,．5x104s． 

 
(2) 知床峠周辺の積雪特性 
① 知床峠ウトロ側で、平坦地形部の積雪深
は例年ほぼ約 1.0～1.5m の一定値である
が、山間部に入ると谷間では 4～5m を示
し、尾根部では吹き払い部となって積雪
０の部分もある（図５）。 

② 羅臼側は平均的に多い積雪深を示し、北
西季節風による峠越えの積雪再配分効果
を示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図５．知床峠積雪観測ルート（上）と観測結果（下）． 

 
(3) オホーツク地域の温暖化気体(メタン 

①湖沼は一般にメタンの高放出源（ホット
スポット）であり、湖沼サイズと密接な
関係がある。しかし富栄養の海跡湖（網
走湖や藻琴湖）や永久凍土の融解がある
湖沼（アラスカ北極圏）では、湖沼面積
トレンドを越えた高濃度の表層溶存メ
タンが観測された。 

②知床沖海氷表層は冬期間、溶存メタン濃
度が異常に高くなる。これはサハリン沖
の海氷成長と移流の結果もたらされる
ことが明らかになった（図６）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

     図６．.知床半島ウトロ沖合を埋めた海氷 

 
(4) 知床半島の栄養塩循環 

①知床半島ラウス川における粒状態懸濁
物の安定同位体比測定の結果，融雪開始
直前の3月において炭素と窒素の安定同
位体比が海起源の同位体比に近づくこ
とが確認され、秋から冬にかけて蓄積さ
れた海起源の栄養や物質が融雪と共に
流下している可能性が示された。 

②ラウス川流域の下流における海起源の
栄養塩の含有率は 35%程度であり，砂防
ダムの上流側でも 30%以上を有してい
る場所が存在することが確認された。つ
まり陸生動物による栄養塩循環が確認
できた。さらに，下流側の細粒土砂の輸
送割合が，上流側に比較して高いことが
示された。 
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(5) 寒冷地域の災害 
①道路凍結：冬期道路の凍結状況解析によ
ると、山間部の峠部は１１月から翌年４
月いっぱいまで凍結の危険があり、とく
に橋梁部は冬先に凍結しやすく、覆道部
では春になっても凍結の危険が長引くこ
とが示された。 

②電力障害：知床地域の暴風雪時電力障害
の特徴の一つは、送電線がいしに海塩汚
損と着氷が重なって短絡が起きるためで
あった。羅臼町観測でも、がいしの漏れ
抵抗増加が確認された。本別海発生した
塩雪害電力事故の発生条件を分析した。
また、塩分を含んだ湿雪をがいしに着雪
させて短絡放電が起こる状態を再現し、
その発生条件を求めた（図７）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   図７．羅臼の観測装置地点（左）と低温室での 

     がいし着雪実験（右） 

 
(6) 雪氷環境と人間社会：： 
①知床の冬季の魅力向上を支援する協働型
道路整備・運用方策が、行政と地域住民
の協力でなされた。 

②路面走行時の加速度データから、ドライ
ビングシミュレーターで走行状態を再現
し、多数被験者の乗り心地データを得た。 

③雪氷スポーツ研究の関連として開発した
競技用スキーブーツは冬期オリンピック
の日本チームにも採用されて好成績を残
した。 

④冷熱利用：牧草断熱材の雪山（5m 高）
により野菜貯蔵など冷熱利用を行い、雪
山は夏を越して翌冬まで残り、通年 0℃
環境を実現できた。 

⑤地球環境関連：オホーツク海海氷は北極
海海氷と関連した。極地氷コア研究は地
球環境変動と関連した。雪尺観測の考察
は普遍的に共通なものである。 

⑥アウトリーチ：衛星画像、沿岸カメラ画
像、知床岬突端の衛星通信型無人気象装
置データは一般公開されている。高校生
対象サイエンスキャンプ「雪と氷の世界」
を毎年開いた。 
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