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グリーンランド氷床とは？

世界最大の島
75 %が氷床に覆われている。

氷床の厚さ 平均2000m
最も厚い部分 3000m以上

人口 56,000人

World largest island
75 % is covered with ice sheet

Thickness of ice sheet: 
ave 2000m, max >3000m

Population 56,000

全ての氷が融けると海水面を7.2 ｍ上昇させる
Volume of ice sheet corresponds to 7.2 m sea level rise



グリーンランド氷床の縮小（衛星観測から）

Velicogna, GRL, 2009

2010-2050年に予測される32±5cmの海水準上昇のうち約25%がグリーンランド氷床の
減少が原因(Rignot et al., GRL, 2009)
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氷床を太らせる
降雪

氷床を痩せさせる
融解、氷山流出

氷床の増減を決める要素
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氷流からの氷の排出 Ice Stream

(Image of velocity by I. Joughin, U. of 
Washington, NSIDC)

人工衛星から観測したグリーン
ランド氷床の氷の流れの速度

暖色ほど流れが速いことを示す。
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グリーンランド表面融解に関する記事
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What is the dark impurities?

4-7 (w/w) % 
Organic matter

Cryoconite

Cyanobacteria



観測地域 Observation field
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最近分かってきたこと、やったこと

・カービング氷河の動力学メカニズム（流動の加速、氷厚減
少、海洋との相互作用）

・氷床のアルベド（反射能）の低下

– 積雪粒子の増大化

– 暗色領域の拡大（生物活動、光吸収性不純物の影響）

・気象・積雪・氷床モデルの高度化、精緻化

– 自動気象観測装置の設置（3台）、アイスコア掘削（2地点）

Dynamics of calving glaciers (acceleration of ｆlow speed, thinning 
of glaciers, interaction to ocean)

Reduction of albedo of ice sheet (increase of snow grain size, dark 
materials relating to bio-activities, and impurities)

Developing model of meteorol. and glaciol. processes



From "Shin Sugiyama website"From "Shin Sugiyama website"

GRENE (2012-15), ETH, JSPS





SIMGA Project （2011-15） etc

SIMGAプロジェクト（青木輝夫（気象研））
氷床暗色化プロジェクト（竹内望（千葉大））
北大低温研共同研究



Frost Flower observation （Feb 2014)

福岡大学（原）
（一社）北極観測支援機構



SE-Dome Ice core Drillig

SE Dome Project （飯塚芳徳（北大低温研）
北大低温研共同研究
北大低温研環オホーツク事業費



NW Greenland snow survey (1998-2000)

日本雪氷学会 井上フィールド奨励金

なけなしの私費



ArCS 氷河氷床・海洋相互作用



カナックの方から聞いた最近の環境変動 (1)
Learn from and talk with Qaanaaq people (1)

海氷が薄くなった。割れやすくなった。
• 冬の海水が温かい、手袋が要らない
• フィヨルドの中が割れるようになった。

（風が強い？雪が多い？）
Thinning and weakening sea ice

• 周辺村落との往来の障害
• 船も犬ぞりも使えない期間
• 氷上の狩りができない
Traveling between towns in winter
Hunting on ice
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カナックの方から聞いた最近の環境変動 (1)
Learn from and talk with Qaanaaq people

海氷が薄くなった。割れやすくなった。

アザラシはセイウチに追いかけられると海氷の下に逃げ
込む。海氷がなくなるとアザラシがいなくなる。

セイウチは狩猟量の制限があり
犬のえさに不自由する

“Seal swims under sea ice to escape from walrus.
If sea ice disappears, seal goes somewhere.”



カナックの方から聞いた最近の環境変動 (2)
Learn from and talk with Qaanaaq people (2)

Royal Greenlandによる、グリーンランドオヒョウ（カラスガレ
イ）の買い取り
冬季に穴釣りで漁獲
貴重な現金収入

漁獲制限がない（？）

どれだけとっても大丈夫？
クジラのえさになっている。

イッカククジラ、ベルーガが捕れ
なくなのでは

Recently, Royal Greenland started buying Greenland Halibut. The Greenland 
Halibut became a target of income.



カナックの方から聞いた最近の環境変動 (3)
Learn from and talk with Qaanaaq people (3)

ホッキョクグマがよく目撃されている。
→増えているのか？クマ狩り旅行に行く人が少ない。

魚種の変化（タラやシシャモがときどき取れる。）

水資源は大丈夫か？




