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研究成果の概要（和文）：南米パタゴニアのペリート･モレノ氷河を対象とした現地観測により、氷河末端部の位置変
動と流動速度分布の経年変化、ならびに氷河下流域における氷厚変動などを明らかにした。そして氷河末端部が流入し
ている湖の水深データも利用して、末端変動や氷厚変動と湖水圧との水理学的な相関関係の解明を目指したが、残念な
がら本研究課題期間中には達成できていない。ただしカービング氷河としては比類なき稀少な観測データ･セットが蓄
積されており、今後も継続的に研究を進めることで、カービング氷河の変動メカニズムの解明に貢献するものとなろう
。

研究成果の概要（英文）：We carried out field observations on the Glaciar Perito Moreno, Patagonia in the 
South America. From those results, annual variations in location of the glacier terminus, distribution of 
the terminal flow speed, and ice thickness of the glacier ablation area, are revealed. We, however, have 
not yet accomplished to investigate hydraulic correlations between the glacier terminal / ice thickness 
variations and water pressure of the proglacial lake evaluated from the lake depth data, unfortunately. 
Nevertheless, we have stored precious data set for the glacier, those have been seldom obtained on other 
calving glaciers. We are convinced that our data set should contribute to clarify mechanism of calving 
glaciers’ variations through continuing the analysis.

研究分野： 氷河変動学

キーワード： 氷河変動　カービング氷河　氷河湖　パタゴニア　ペリート･モレノ氷河　現地観測

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
地球温暖化に伴う全球的な氷河体積の変

動量の予測が急務となっているが、氷河末端
部が海や湖に流入して氷塊が水中へ崩落し
ているカービング氷河の場合、特異な末端変
動を示すことが多い。例えば、南米の南パタ
ゴニア氷原に位置するペリート･モレノ氷河
は、周囲の氷河が軒並み後退傾向を示す中に
あって、前進と後退を繰り返す特異な変動を
示している。一方、その北方に位置するウプ
サラ氷河については、1980 年代以降後退を続
けているものの、その後退速度は一定ではな
く、突如として後退が急加速する時期がみら
れる。カービング氷河の変動を予測するため
には、これらの末端変動のメカニズムを解明
する必要がある。 
カービング氷河の末端変動は、末端部にお

けるカービング速度と氷河流動速度との差
として決まる。そしてカービング氷河の末端
部には大きな水圧による浮力が働いており、
カービング速度と流動速度の双方に影響し
ていると考えられている。具体的には、氷の
自重圧力から水圧を差し引いた「有効圧力」
と両速度との定量的関係を探る研究が積み
重ねられているものの、未だ観測データは乏
しく、汎用的な定式化には至っていない。 
 
２．研究の目的 
前述の背景に対して本研究課題では、南米

パタゴニアのカービング氷河を対象として、
氷河から氷河前面湖へのカービングが活発
化し、氷河末端が急激に後退し始める水理条
件を解明することを、当初の目的とした。具
体的には、氷河末端部の比高測量と前面湖に
おける測深から有効圧力を求め、流動速度お
よびカービング速度との関係を探ろうと考
えた。 
さらには、人工衛星データの解析を通じて、

過去に遡って有効圧力と末端後退速度の履
歴関係も調べようと当初は目論んでいた。た
だし残念ながら、予算規模やマンパワーの制
約等から、この人工衛星データ解析による研
究には本研究課題期間中には着手できず、結
果として、現地観測に基づく以下の項目に焦
点を絞って研究を進めてきた。 
(1) ペリート･モレノ氷河末端の位置変動と

流動速度、カービング速度を把握 
(2) 前項と湖水圧、有効圧力との関係 
(3) ペリート･モレノ氷河消耗域の氷厚変動 
 
３．研究の方法 
基本的に本研究課題は、全て現地観測に基

づくデータ解析によっており、本研究課題期
間中に2012年12月～2013年1月および2013
年 12 月～2014 年 1 月の 2 回の現地観測を実
施した。いずれもアルゼンチン共和国のペリ
ート･モレノ氷河を対象とした観測を実施し

た。なお 2回の観測はともに、連携研究者ら
と連携、協力しながら共同で実施した。また
ペリート･モレノ氷河における過去の観測デ
ータも解析に使用した。 
前述の具体的目的ごとの方法は以下の通

りであり、観測対象地を図 1に示す。 
(1) ペリート･モレノ氷河末端氷崖上に特徴

ある測点を多数設定し、トータル･ステー
ションを用いた三角測量を繰り返すこと
により、末端位置の測量および測点の流
動速度を算出した。カービング速度は、
流動速度と末端後退速度の和として評価
する。 

(2) ペリート･モレノ氷河前面湖（Brazo 
Rico）において測深を実施し、その結果
から評価される氷河末端における湖水圧
を、末端氷崖の湖水面からの比高を含め
た氷の自重圧力から差し引くことで有効
圧力を求める。さらに前項の末端におけ
る流動速度やカービング速度との関係を
考察、検討する。 

(3) ペリート･モレノ氷河消耗域上に 1990 年
以来設定されている 10 点の測点座標を
カバーしながら、GPS 干渉測位により氷
河表面高度を測量する。過去の測量結果
と比較することにより、氷厚変動を把握
する。 

図 1．ペリート･モレノ氷河下流部（Google 
Earth より）。(1),(3)の破線が、観測対象
地域を示す。 

 
４．研究成果 
(1) ペリート･モレノ氷河末端の変動と流動 
図 2，3 に、それぞれ末端位置と流動速度

分布を示す。末端位置は、2007 と 2008 年 1
月にはほぼ同じ位置にあったが、2008～2010
年には30～40 m年-1ほどの後退を示していた。
流動速度は 0.5～2.5 m 日-1 の範囲であり、
氷河の右岸から中央流線に近づくほど大き
くなっている。これは中央ほど氷厚が厚いこ
とに対応していた。 



図 2．各観測期間中に平均した氷河末端氷崖
の水平分布。黒破線は、図 3の横軸座標。 

図 3．氷河末端における流動速度分布。横軸
は、図 2の黒破線に投影した水平距離。 
（図 2，3とも、Naito et al., 2012 より） 

 
(2) 湖水圧、有効圧力との関係 
Brazo Rico における測深は、連携研究者ら

と共同で実施し、貴重な水深データを得た。
そこで、前項の氷河末端における流動速度を、
Brazo Ricoにおける湖水圧および氷河末端に
おける有効圧力と比較検討したが、残念なが
ら未だ明確な関係を見出すに至っていない。
流動速度は有効圧力と負の相関になるはず
である一方で、氷厚や表面傾斜に比例する駆
動応力とは正の相関関係になるはずであり、
この駆動応力との相関に紛れて不明瞭とな
っている可能性がある。今後もさらに検討を
重ねていく必要がある。 
 

(3) ペリート･モレノ氷河消耗域の氷厚変化 
1990 年以来の表面測量結果を図 4 に示す。

2000～2003 年頃にいったん氷厚は厚くなっ
た後、2003～2008 年頃は 1.0～1.5 m 年-1の
ほぼ一定の速度で薄くなり続けていた。とこ
ろが 2009 年頃以後は、この氷厚減少が鈍化
もしくは停止したようである。振り返ると
2000～2009 年頃の約 10 年間をかけて氷厚増
大と減少のイベントが発生していたとも考
えられる。このイベントの原因について、そ
の期間中にわたる氷河流動場（伸張流／圧縮
流の分布傾向）の変化の面から。現在も検討
を続けているところである。 

図 4．氷河流動方向および横断方向で平均し
た 1990 年以来の表面高度変化。（内藤ら，
2014） 
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