■ 今を生きる
氷河と自然
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■ 氷期の氷河

Polar Remote Sensing,
GI, UAF, Zemp et al.
(2014) などから編図

氷河地形の分布と
年代から、６万年前に

現在、ユーラシア大陸東半部には２つの氷河群が

氷河が最も拡大した

あります。“高緯度グループ” は北極圏とその周辺に

ことが分かりました。

分布し、寒さのために低いところにも氷河がありま

北 ア ル プ ス に は、

す。“中緯度グループ” は、中央アジアのヒマラヤや

中央・南に比べて、た

チベットなどの寒冷な高山に分布しています。

く さ ん の 氷 河 が あ り、

２つのグループの南東側に氷河はなく、東アジア

重たい氷体に侵食さ

は東西 4000km の無氷河地帯になっています。その

れ て ” 彫 り の 深 い”

東端の、太平洋に浮かぶ日本列島で最近発見された

美しい峰々ができま

氷河は、大きな驚きです。東アジア唯一の氷河群が

した。

日本第四紀学会編（1987）にもとづく

存在する基本的原因は超多雪にあり、氷河が今も生き
ている北アルプスの自然の貴重さもよくわかります。

南岳の岩壁にみられる右（東）へ傾いたカルデラ火山岩層の断面［北穂高岳から］
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智 ( 信州大学名誉教授 )

■ 多雪のしくみ
■ 総合研究と
保全・活用

中緯度の温暖な日本が、
世界でも稀な多雪帯な
のはなぜでしょう？

北アルプスの地質について研究を始めた1973 年当

調査を始めて 18 年目、大きな発見がありました。

時、登山道に沿った地質の記録があるだけでした。

地表に露出した花こう岩としては世界最新、第四

北アルプスは日本に残された地質情報の空白地域

紀（260 万年前〜現在）の花こう岩の発見です。

だったのです。地質データを収集するには、登山道

3km 以上の深い地下でできた花こう岩が露出す

から大量の水蒸気をも

以外の谷や尾根に露出する岩盤を観察する必要があ

るには、隆起して侵食作用が働く必要があります。

らって雪雲をつくり、中央分水嶺へ押し上げられ

北アルプスの北部が、高山植物やニホンライチョウ

りましたが、険しい山脈がそれを阻んでいたのです。

第四紀花こう岩が露出するには、急速な隆起が生

てたくさんの雪を降らせるからです。

山岳地域でどうやって地質踏査を進めるか？私が

じて地下の花こう岩を押し上げる必要があるので

の最後の砦（避暑地）になるかもしれません。

選んだのは春〜夏にかけて谷に残る残雪にルートに

す。これをきっかけに北アルプスの成り立ちにつ

沿って踏査を行うことでした。雪崩のおさまる時期

いての研究は、大きく進展しました。花こう岩を

た北アルプスは、この多雪地帯のまっただ中に

制を整備して、北アルプスの自然史と現状、そして、

を待って谷にはいれば、踏査を阻む滝や急流も全て

作ったマグマの上昇と、マグマの脇に生じた断層

あって、日本海の雪雲を集めて急上昇させるため

自然のしくみを解明し、保全と活用へむけた幅広い

雪の下です。谷の側面には岩盤が露出していますし、

がせり上がる動きをする（衝上運動）ことで北ア

に、超多雪域になっています。

とりくみが待望されます。

藪こぎからも解放されます。加えて日照時間の長い

ルプスが 3000m 級の山脈に成長したことがわ

この時期は、効率よく広範囲の踏査を行うには最適

かったのです。つまりマグマとプレート運動（圧

の時期だったのです。

縮力）が山脈隆起の原動力だったのです。それは

北アルプスの地質を研究する上で魅力的なのは、

150 万年前から 60 万年前に生じた事件でした。

冷たく乾燥した北西

北アルプスの自然は、『地球の宝石』とも言える

の季節風が、対馬暖流

貴重な存在です。
もし地球温暖化が進んでいくと、氷河が現存する

500 万年の時間をかけて 3 千 m 級の山脈になっ
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そうならないためにも，総合的で恒常的な研究体

次の方々（アルファベット順、敬称略）から、本企画展へご協力・ご支援を
いただきました。また、多くの文献・URL を参照させていただきました。
厚く御礼申し上げます。

藤田将人 Google 飯川健勝 カクネ里雪渓（氷河）学術調査団 桂 嘉志浩

岩盤の露出率が高いことです。特に森林限界（標高

北アルプスの東側には第四紀花こう岩と同時期に

2500m 前後）を超える山岳地帯は地層や岩石が連続

活動したカルデラ火山があり、この火山岩層が東に

して露出し、地層の配列や岩石の分布状態が遠望す

大きく傾いていることで、隆起は南北の水平軸に沿っ

富山市科学博物館

るだけでわかることがあります。笠ヶ岳や槍・穂高

た回転を伴うこともわかりました。そして最も気に
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岳にはかつてのカルデラ火山の断面が見えています

なる未解決問題は山脈の西側の隆起です。立山や剱

原山

し、薬師岳の黒部川斜面には恐竜時代の地層が大き

岳を含む山並みがいつどのようにして隆起してきた

く曲がって（褶曲して）いる様子が手に取るように

のか、これはカルデラ火山のような基準がないだけ

わかります。

に困難な課題として立ちはだかることでしょう。
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鹿島槍ヶ岳［遠見尾根から］
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④ 氷河時代 ［60 万年前〜］
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■ 本州中央部
日本海水系

日本は山国ですが、標高 1000m 以上の

中央分水嶺
太平洋水系

ところは国土の 6.6%、2000mを超える山

山岳化した北アルプスの中軸には乗鞍火山列、東麓には安曇野や
白馬盆地ができました。
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この頃に地球は氷河時代を迎え、激しい寒暖をくりかえしました。
もっとも新しい氷期のうち、北アルプスでは６万年前と２万年前の
寒冷期にできた氷河地形が美しい山岳景観をつくりました。
河川がつくる地形は V 字谷と丸みのある稜線ですが、氷河は U 字

岳は1.3% にすぎません。

谷と鋭いナイフリッジをつくります。３つ以上の方向から氷食され

それらは本州中央部に集中し、列島の

ると尖塔（ホルン）ができます。

■ 中央分水嶺

幅も最大になることから、本州中央部に

北アルプス縦走路の大スペクタク

中央分水嶺は日本海水系と太平洋

は著しい隆起傾向が予測されます。

ルの多くは、ピークをなす尖塔と両

水系をへだてる稜線で、細長い日本

側から氷 食された氷食鞍部（吊尾根）

列島にほぼ平行にのびています。

の組み合せでできたものです。

不思議なことに、北・中央・南ア
高

ルプスは中央分水嶺ではなく、その

2000m以上

分枝でありながら，日本でもっとも

標

1000〜2000m

中国雲南省白芒（白馬）雪山の U 字谷

高い山岳地帯をつくっています。

0〜1000m

河川侵食地形と氷河侵食地形

③ 第２隆起 ［150 万〜60 万年前］
■ 山と気候

立山” 雪の大谷”
積雪深は 19m

② 第１隆起 ［250 万〜150 万年前］

［藤田将人氏撮影］

山は気候に大きく影響し、冬季
には、ほぼ中央分水嶺を境に日本

① 飛騨半島 ［500 万〜250 万年前］

海側は世界屈指の多雪地帯になり

この頃には信州と富山に海が入り込んでいて、北ア

ます。
北アルプスは、この多雪地帯へ
冬季の気候区

節風をさえぎる「防波堤」のよう

の土砂が海を埋め立てて平野になり、川がより大きな礫を運んできました。
山脈中軸部には、槍・穂高岳周辺に加え，爺ヶ岳周辺にも巨大カルデラができました。

ルプスは古日本海へ突き出た半島でした。東西の海に

世界的にもまれな破局噴火を起こし、大規模火砕流は一瞬のうちに富山県や新潟県へ流

は、寒流系の生物が棲んでいました。

れ下り、火山灰は金沢や東海・関東、遠くは男鹿半島にも降り積もりました。

川から運び込まれる土砂は比較的細粒で、飛騨半島

半島状に突き出ていて、北西の季

北アルプスが急速に隆起しはじめ、海抜
北アルプスが急速に隆起しはじめ
海抜 1000mほどになります。山から流れ出す多量
1000mほどになります 山から流れ

山脈の隆起の原因として、地下深部のマグマや高温岩体の浮力が有力視されています。

北アルプスが激しく隆起して雄大な山脈になりました。山脈東半
部の回転隆起によってカルデラに堆積した地層が 80 も傾いたり、
槍穂や爺ヶ岳のカルデラの地下数 km でできた花こう岩が地表に露
出しました。地表にある花こう岩では、それぞれ世界一、二の若さ
を誇っていて、激しい隆起運動を物語っています。
この時代の堆積物と思われるのは、東山でみつかる “山砂利” です。
北アルプスから土石流で運ばれてきた直径 3m に達する礫で、この
時期に北アルプス

の山々はまだ低かったことが分かります。

日本海側気候区

な山脈です。そのため、西斜面は

が激しく隆起した

準日本海側気候区

証拠の１つです。

”超多雪地帯” になっています。

山岳化の原因と
し て は、マ グ マ な

■ 北アルプスのかたち

ど の 浮 力 の ほ か、
信濃湾の貝化石

横からの圧力が重

山のかたちは、一般に、とても複雑です。

視されています。

北アルプス北部を横断する７つの地形断
面を重ね合わせると、いずれも形がよく
似ていて、全体としては「かまぼこ」型
であることがわかります。
「かまぼこ」型の山は、曲隆山地と呼ばれます。よく見ると、西側に比べて東側の斜面が急で、短くなって
います。これは，主稜線が東に偏っていて、山脈が非対称であるからです。

500 万年前の古地理図

長野市西部に分布する猿丸層の年代と粒度変化

150 万年前の古地理図と爺ヶ岳カルデラの巨大噴火

爺ヶ岳カルデラの巨大噴火と回転隆起

東山の山砂利（巨大礫）

