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学  位  論  文  内  容  の  要  旨 
 
 

   博士（環境科学）        氏  名  對馬 あかね 
 

 
学  位  論  文  題  名 

 
山岳アイスコアを用いた北部北太平洋域の古環境復元に関する研究 

(A study on reconstruction of paleo-environmental changes 
in the northern North Pacific region from an alpine ice core) 

 
 
 低・中緯度に位置する山岳氷河から掘削されたアイスコアは複雑な地形や気象環境の影響が大きい為に高緯

度に位置する氷床から掘削されたアイスコアに比べ正確な情報を引き出すことが難しいと言われてきたが，そ

の一方で，高緯度に位置する氷床に比べ年間の降雪量が多く，過去数百年規模の短い時間スケールの気候変動

を高時間分解能で議論することが可能である．北部北太平洋域ではこれまでにも古環境変動の復元を目的とし，

アラスカやカムチャッカ半島などでいくつものアイスコアが掘削されている．アラスカやカナダの異なる標高

から掘削されたアイスコア中の水安定同位体比の比較からは，標高によって水蒸気起源が異なり，高標高には

熱帯域からの水蒸気が運ばれてくるのに対し，低標高には周辺海域からの水蒸気が多く運ばれる事が示された．

つまり低標高で融解水などによる影響が少なく，鉛直方向の記録が乱されていない地点からアイスコアを採取

することができれば，より周辺の気象条件を反映した古環境記録の復元が可能であり，その復元された記録は

北部北太平洋域の古環境研究の有用な知見となると考えられる．本研究では，アラスカ中央部に位置するアラ

スカ山脈で掘削された山岳アイスコア (Aurora Peak アイスコア) の記録とアラスカを縦断しながら採取し

た広域積雪試料を用いて，北部北太平洋域の小氷期まで遡る環境変動の復元とその変動要因を解明する事を目

的とした． 
 アイスコア年代を高精度で決定する為，表層から 100 m までは 0.1 mの分解能で，100 m 以深は 0.02 
m の分解能で水安定同位体比 (δD，δ18O) の分析を行った．その結果，水安定同位体比の季節変動が明瞭に

確認でき，その季節変動から求めた年層を数えると Aurora Peak アイスコアは 180.17 m で 1666 年から

 2007 年に相当した．また，年代が確定できる火山と 1963 年の水爆実験のトリチウムの示準層との比較か

ら，推定したアイスコアの年代の誤差は ± 3 年以内である事が分かった． 
 アラスカでは，1900 年頃から地上気象ステーションでの観測が行われている．Aurora Peak アイスコア

の δD および δD から推定した年間涵養量とアラスカの 19 カ所の地上気象ステーションの気温および降水

量との比較から，Aurora Peak アイスコアの δD は特にアラスカ中央部およびアラスカ湾側の気温の指標と

なり，年間涵養量は特にアラスカ湾側の降水量の指標となる事が分かった． 
 広域積雪試料中の δD と δ18O から算出される d-excess はアラスカ山脈以北で高い値を示した．北部北太

平洋地域の大気や降水中の d-excess に関する研究はほとんど行われていない．d-excess を決める主なファク

ターは，蒸発地点の相対湿度や表面海水温度と，蒸発する際の風速である．その中でも近年の研究から，d-ex



cess は蒸発地点の湿度に強く影響をうけ，高緯度ほど高くなる事が示されている．さらに，観測期間中の高

層天気図から，アラスカ山脈以北で積雪試料を採取した期間は，アラスカの西側からも水蒸気が流入していた

事が推測された．以上の事から，観測期間中の積雪中の高い d-excess は，高緯度海域を起源とする水蒸気が

アラスカ西部から供給された事に起因する事が示唆された． 
 1900 年以降の δD および年間涵養量の年々変動と北部北太平洋域の気候指数 (Pacific Decadal Oscillati
on Index; PDOI, North Pacific Index; NPI) の比較を行った．1900 年以降の δD と年間涵養量から 190
0 年から2007 年にかけての長期の増加トレンドを除いた涵養量の変動は 7 年移動平均値で PDOI と高い

正の相関関係を示した (R=0.57，0.49 (p < 0.05)). PDOI が正の時，アラスカではアリューシャン低気圧 (A
L) の強化/東方配置に伴って南風が強化され気温が高くなるが，それに応答してAurora Peak アイスコアの 
δD も高い値を示した．また，PDOI が正の時，アラスカでは AL の強化/東方配置やアラスカ湾での低気圧

活動の活発化に伴って降水量が増加するが，アイスコアから復元した涵養量の変動もそれに応答して高い値を

示した． d-excess は PDOI と負の相関関係 (R=0.42, p < 0.05) を示した．これは，PDOI が正の時に A
L が強化/東方配置やアラスカ湾での低気圧活動の活発化に伴って南から入る水蒸気が多くなる際に，d-exces
s が低くなる事を示す．この結果と，広域積雪試料の解析結果から，Aurora Peak アイスコアの d-excess 
は，アラスカに流入する全水蒸気量に対して西から流入する水蒸気の割合を示すことが示唆される． 
 さらに，1900 年以降の δD と涵養量の年々変動は NPI とも 7 年移動平均値で高い負の相関関係を示し

た (R=-0.76，-0.62 (p < 0.05)). この結果は，PDOI との比較から示された，Aurora Peak アイスコアの δ
D と涵養量が AL に応答しているという結果を支持する．また，PDOI が 1900 年から 2007 年にかけて

の長期の増加トレンドを除いた涵養量の変化と高い相関関係を示したこと，NPI が年間涵養量と高い相関関

係を示したことは，アラスカの降水量の長期トレンドが AL に強く応答し，短期トレンドがアラスカ湾での

低気圧活動に強く応答している可能性を示した． 
 Aurora Peak アイスコアの δD，年間涵養量と d-excess の変動から，北部北太平洋域の過去 342 年間の

環境変動は大きく３つの期間に分けられ，湿潤-寒冷な期間 (1666-1760s)，乾燥-温暖な期間 (1760s-1850s) 
と，湿潤-温暖な期間 (1850s-2007) が存在したことが示された．地上気温と δD の関係式から，湿潤-寒冷な

期間は，気温が近年 (1900-2007) より 0.95 ℃ 程度低かった事が示唆された． 
 d-excess はアラスカに入る全水蒸気量に対して西から入る水蒸気の割合で変化し，気温の指標となる δD 
は，AL の勢力や位置の変化に応答している．d-excess と δD の変動から，湿潤-温暖な期間はアラスカ南部

からの水蒸気移流が増加した事で降水量が多くなり，湿潤-寒冷な期間はアラスカ西部からの水蒸気移流が増

加した事で降水量が多くなった事が示唆された．アラスカ西部から流入する水蒸気は，山脈に阻まれる事無く

アラスカ内陸部に供給される為，アラスカ南部から流入する水蒸気に比べて水蒸気の増加が降水量の増加に与

える効果が大きく現れた可能性が示された． 
 以上，アイスコア解析よりアラスカへの西からの水蒸気移流の割合の変動が復元され，小氷期から現在にか

けてのアラスカの環境変動において西からの水蒸気移流の割合は重要なファクターである事が分かった． 
 
 
 
 
 


