
60　年報　NTTファシリティーズ総研レポート　No. 29 2018年6月

１.	はじめに

　世界の平均気温は，2000年頃からいったん上昇が止ま
ったかに見えた。しかし数年前から再び急激な上昇に転
じ，2016年には過去最高を記録した。国連の気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）によると，今のまま化石
燃料を消費し続けると，21世紀の終わりには世界の平均
気温は４℃上昇すると予測されている。しかしまだその
予測の要因に考慮されていない現象があり，それが温暖
化をさらに加速させる可能性がある。その現象は，主に
北極圏の地下で過去数万年にわたって凍っていた永久凍
土の融解である。永久凍土の融解により，二酸化炭素だ
けでなくより地球温暖化係数の大きいメタンが大量に大
気中に放出されるからである。したがって永久凍土融解
の温暖化への影響を明らかにすることは，地球気候の将
来予測に対し極めて重要な研究テーマとなっている。
　筆者は2017年７月，北極圏の環境変化研究において中
心的な役割を果たしている米国アラスカ州フェアバンク
ス市にあるアラスカ大学国際北極圏研究センター（IARC：
International Arctic Research Center）を訪問する機会を
得た。そこで永久凍土融解が温暖化に及ぼす影響を研究
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するグループリーダーの１人である岩花剛博士からヒア
リングした永久凍土融解に関する研究状況を紹介する。

２.	アラスカ大学	
国際北極圏研究センター（IARC）

　IARCは，地球的展望に立った協力のための日米共同
協議事項，いわゆる日米コモンアジェンダの下で地球変
動研究予測を行う日米協力の一環として1999年に設立さ
れ，北極圏に位置するアラスカ大学フェアバンクス校内
に設置された（写真１～３）。初代所長はオーロラ研究
で有名な赤祖父俊一博士である。アラスカ大学は赤祖父
博士の退職にあたり，建物の名称を赤祖父俊一ビルと命
名した（写真４）。
　地球環境の変化に関する研究において，気候・環境の
変動が大きい北極圏の研究は今後ますますその重要性を
増すと考えられる。そのためIARCでは，北極圏が全球
的気象・気候・環境に対して影響を及ぼす過程や，その
効果の大きさを予測するための観測活動などについて，
一国あるいは一研究所では解明不可能な問題を国際間の
共同研究を推進することで，効率的かつ効果的に進めて
いる。

写真３　ロビーにある北極圏の立体地図

写真２　ロビー内の研究活動を紹介した展示パネル

写真１　国際北極圏研究センター（IARC）

写真４　赤祖父博士の功績を称えた銘板
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年見つかりつつあり，今後加速する可能性があるが，そ
れはほとんど研究されていない。この激甚イベントは地
下のメタンが一気に噴出した痕跡とされており，このメ
カニズムの解明は温暖化予測にとっての非常に重要な研
究テーマとなっている。アラスカ・ノーススロープで発
見された激甚イベントを写真５に示す。

３.２　エドマ層の融解侵食

　凍土が冬季に強く冷却されて収縮すると，一定間隔に
割れ目が発生する。この割れ目に地表水が浸入し凍結す
ることで，凍土中に形成された楔状の氷を氷楔という。
さらに，氷楔上部の融解によりポリゴン（多角形土）と
呼ばれる網目状の陥没が生まれ，最終的にこの陥没に水
が溜まることでサーモカルスト湖が形成される。氷楔か
らサーモカルスト湖形成のメカニズムを図２，ポリゴン
およびサーモカルスト湖を写真６，７にそれぞれ示す。
　エドマ層は，氷楔が長い年月をかけて巨大化するとと
もに，土壌や植物の堆積が同時に起きてできた極端に含
氷率の高い永久凍土である（写真８）。エドマ層の体積
の半分以上を占めるエドマ氷体が融解すると，サーモカ
ルストと呼ばれる融解地盤沈下が起こり，海岸や河岸か
らの浸食を引き起こし，村や居住地のインフラ，植生・
生態系，水循環などに大きな影響を引き起こす。
　エドマ層が融解すると，氷の気泡中のメタンガスが放
出されるだけでなく，凍土中に保存されていた有機物が
分解される。その結果，好気的な酸素がある環境では
CO2が放出され，サーモカルスト湖底などの嫌気的な酸
素が十分ない環境ではメタンが放出される（写真９）。
このような複雑な過程を考慮しつつ，観測で得られたエ
ドマ層の知見をどのようにモデルに組み込むかが重要な
研究課題となっている。

３.３　温室効果ガスによる地球気候変動予測

　永久凍土に関する調査研究の最終目的は，永久凍土か
らもたらされる二酸化炭素やメタンも含め，温室効果ガ

３.	永久凍土融解と地球気候変動予測に
関する研究最前線

３.１　永久凍土の大規模融解と温室効果ガス放出

　永久凍土とは少なくとも２冬とその間の１夏を含めた
期間より長い間連続して凍結した土壌のことである。も
し年平均気温が０℃近くまで上昇すると凍土は部分的に
融解し点在するようになるが，これを不連続凍土という。
永久凍土は寒いところ，特に高緯度域に広く分布してい
るが，そこは「極域の温暖化増幅」といわれるようにそ
の影響をとても受けやすい地域である。その温暖化の影
響は，凍土層の温度上昇，また活動層という夏に融ける
上部の層が深くなるという形ですでに現れている。
　永久凍土の中には，氷河期の頃から分解されずに堆積
されてきた多くの有機物が含まれている。その炭素総量
については，既往の調査研究から大気中炭素量の２倍程
度，また他の陸域土壌中炭素総量と同程度と見込まれて
いる。土壌中の炭素は，好気条件の乾燥地帯からは主に
二酸化炭素として，逆に湿った水に浸かった嫌気条件の
湿地帯からは主にメタンとして大気中に放出される。メ
タンは単位質量あたりの温室効果能が二酸化炭素の20～
30倍である。メタン濃度はここ30年で1,650 ppbから
1,850 ppb（１ppm=1,000 ppb）と増加している（図１）。
北半球高緯度は大気中のメタン濃度が元から高いことは
知られており，北半球高緯度地域を中心にメタン高濃度
化の原因究明の重要性が高まってきている。
　永久凍土の融解による土壌中からの温室効果ガス放出
量予測には大きな幅があり，IPCCの最新報告書では
2100年までの積算量として50～500 PgC（１PgCは1015gC）
と10倍もの開きがある。これは，凍土分布の空間的不均
一性や凍土中に封じ込められているメタンだけでなく，
融解後有機物から発生するメタンの量を予測することの
困難さに起因している。これまでの多くの先行研究は，
永久凍土全体の地面近くの静かなゆっくりと進む現象の
みが対象であった。しかしながら，それと同等のインパ
クトを持つ１km四方程度の局所的な激甚イベントが近

1,820

1,810

1,800

1,790

1,780

1,770

1,760

1,750

1,740

全
大
気
平
均
メ
タ
ン
濃
度（

pp
b）

2009年1月 2011年1月 2013年1月 2015年1月 2017年1月

月別濃度
推定経年平均濃度

図１　全体大気平均メタン濃度１）

写真５　�アラスカで発見された激甚イベント（朝日新聞社機より撮影）２）
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活動層

上から見ると：ポリゴン サーモカルスト湖

冬の寒さで地面が割れて，春の
雪融け水が割れた隙間で凍る。
地面近くは春から夏にかけて
融け「活動層」と呼ばれる

土の地面よりも氷の強度が弱
いため，次の冬に氷の部分が
割れる。春の雪融け水が割れ
た隙間で凍ることで氷が成長

それが何年・何十年と続き，
楔形の氷の塊（氷楔）がで
きる

森林火災など地上から影響が
あると，深くなった活動層の
氷が融けて，地表面が網目状
に陥没（ポリゴン）

気温が上がると，さらに氷が
融けて，窪地に水が溜まる
（サーモカルスト湖）

図２　サーモカルスト湖形成のメカニズム２）

写真７　サーモカルスト湖（朝日新聞社機より撮影）２）

写真６　ポリゴン（朝日新聞社機より撮影）２）

写真８　アラスカ・ノーススロープで発見されたエドマ層２）

写真９　エドマ層の形成と崩壊によるCO2やメタンの放出３）

写真10　永久凍土のサンプル採取２）

写真12　高性能Lバンド合成開口レーダーを搭載した「だいち２号」５）

写真11　エドマ層から採取された氷塊のサンプル
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図３　温室効果ガスによる地球気候変動予測４）



Annual Report No. 29, June 2018, NTT Facilities Research Institute　63

スによる地球気候変動予測である。そのため，岩花博士
らの研究は３つのサブテーマ別に進められている（図
３）。サブテーマ１として大規模融解のメカニズムと脆
弱性分布の現状評価，サブテーマ２ではエドマ層の地下
氷体中の温室効果ガス濃度と堆積物中の有機炭素量の把
握，そしてサブテーマ３はこれらサブテーマ１，２の結
果と国内外の先行研究を併せて，永久凍土融解による炭
素放出量と気候変動への影響の将来予測である。岩花博
士は，テーマ１と２の分野の中心メンバーとして，海洋
技術開発機構（JAMSTEC）やNASAが進めている研究
プロジェクトに携わっている。岩花博士の調査活動の様
子を写真10に，岩花博士により採取された地下氷塊のサ
ンプルを写真11に示す。

３.４　永久凍土における熱収支と炭素放出定量化に向

けたリモートセンシング活用

　人工衛星に専用の高性能センサーを載せ，地球の温度
分布や地形変化などを観測する衛星リモートセンシング
の技術は，近年飛躍的に向上しつつある。永久凍土にお
ける炭素放出の定量化にリモートセンシング技術を適用
し，その精度向上を目指す取り組みも行われている。
　岩花博士らは人工衛星からのデータを用い，ツンドラ
で発生した火災後の永久凍土の沈下量の測定に成功して
いる。博士らは，日本が打ち上げた陸域観測技術衛星
「だいち１号（ALOS）」から得られたＬバンド合成開口
レーダー（PALSAR）による２回の観測を干渉させて差を
取ることにより，現地測量の測定データに等しい精度の
地盤沈下量を広域にわたって計測できることを実証した。
このような方法を干渉SAR解析（InSAR：Interferometric 

Synthetic Aperture Radar）という。
　現在岩花博士は，NASAが主宰するABoVE（Arctic 

Boreal Vulnerability Experiment）と呼ばれるプロジェク
トにも参画している。ABoVEは，アラスカとカナダ西部
における環境変化とその社会生態系への影響を大規模に
研究することを目的としている。岩花博士らが担当する
研究テーマの主要なミッションは，NASAおよび日本の
最新陸域観測技術衛星「だいち２号（ALOS-２）」（写真
12）からの観測データを使ってサーモカルスト湖の広域
にわたる沈下量を高精度に測定することである。このた
め博士らは，干渉SAR解析をさらに改良した差分干渉解
析（DInSAR：Dif ferential Inter ferometric Synthetic 

Aperture Radar）の採用を試みている。DInSARによれば，
地表の変位だけでなく地形の形状そのものを得ることが
期待されている。
　衛星を使ったセンシング技術は，広域にわたる地形の
変化を効率的に測定することには向いているが，特定の

サーモカルスト湖の沈下量等を高精度で測定することは
現時点では不可能である。そこで博士らは，NASAが提
供する高精度レーザーレーダー（LIDAR：Laser Imaging 

Detection and Ranging）の測定データも活用し，測定結
果全体の精度向上に向けた取り組みも行っている。
LIDARは，１秒間に何十万本のレーザーを照射して周辺
の地形を詳細に計測可能であり，車の自動運転にも欠か
せない技術である。これらセンシング技術により得られ
た結果は，現地踏査，超高精度GPS地図情報，無人機に
よる空中撮影映像，および地理学的解析等により総合的
に分析される。
　また地上では，温室効果ガスである永久凍土中の二酸
化炭素やメタンガスおよびメタンガスの発生源である有
機物の含有量を特定するためのサンプリング採取も行わ
れる。
　岩花博士らが取り組むInSARやLIDARを活用したサー
モカルスト地形形成に伴う地形変化のリモートセンシン
グ技術は，今後計画されている多くの衛星を使ったリモ
ートセンシング技術開発の試金石として大きな注目を集
めている。

４.	おわりに

　ヒアリングを終え，すでに温暖化が進んでいる現状を
再認識し，その状況を変えていくための不断の努力の必
要性を改めて痛感した。
　急速な気温上昇によって永久凍土が溶け出しているア
ラスカやシベリアの大地。永久凍土から発生するメタン
の調査を続けている国際北極圏研究センターの岩花博士
は，加速する温暖化を日々肌で感じている。以前は存在
した永久凍土が，あっという間に融けてなくなっている。
果たしてどこまで温暖化は深刻化するのか，実態に迫る
調査・分析と将来予測は時間との闘いである。
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