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原著 (Research Article)    
 
 

 山岳湖沼における結氷現象と気候変動との関係 
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Relations between freezing and climate change in a mountainous lake 
Kazuhisa A. CHIKITA 1, Hideo OYAGI 2, Sho MAKINO 3, Naoya KANNA 1,  

Kenta TONE 4, Hideyuki SAKAMOTO 5, Shuntaro HATA 6,  
Takuto ANDO 1 and Yuko SHIRAI 1 

 
摘要 北海道の火山性カルデラ湖である俱多楽湖（くったらこ）において，2013 年～2016 年間に計 4 回の

冬季結氷状態を調べ，気候条件との関係を探った。俱多楽湖は毎年，12 月下旬に湖水の全層循環が起こり，

その後 1 月～3 月に気象条件に応じた結氷現象が生じる。観測期間中，2015 年は暖冬で凍結せず，2013 年，

2014 年，2016 年の冬は全面結氷期間がそれぞれ 83 日，52 日，33 日と 2016 年冬が比較的暖かかった。俱

多楽湖では，1978～2019 年における 1～3 月平均気温の上昇率は 0.0280 ℃/年（信頼度水準 97.0 %）と見積

もられ，この上昇率に基づく湖氷の成長・融解への影響が検討された。ここでは，全面結氷後の雪・氷・水

の三層における熱収支を考慮した 1 次元モデルを適用し，湖氷の厚さの時間変化を再現した。計算された

氷厚は 2013 年と 2014 年で観測された氷厚とほぼ一致し，熱収支評価が正しいことが裏付けられた。氷厚

に対する数値実験の感度を調べるため，10 年後に気温が一様に 0.28 ℃上昇するとした場合の氷厚計算を

行った。解析の結果，2013 年, 2014 年, 2016 年で平均氷厚がそれぞれ，9.1 %, 57.0 %, 83.3 %減少し，暖冬ほ

ど薄氷化が強いことがわかった。 
キーワード  山岳湖沼，結氷，熱収支，気候変動，薄氷化 
 

Abstract Ice-covered conditions of Lake Kuttara, a mountainous lake in Hokkaido, were explored in four winters of 
2013 – 2016. Following the Jan-March mean air temperature (-4.23 ℃ in 2013, -3.50 ℃ in 2014, -1.06℃ in 2015 and 
-2.41 ℃ in 2016), the lake was completely ice-covered for 83 days, 52 days and 33 days in 2013, 2014 and 2016, 
respectively, but mostly open in 2015. One-dimensional model for simulating temporal change of ice thickness after 
complete ice cover was designed by considering the heat budget in three layers of snow, ice and water. Simulated ice 
thicknesses were very reasonable to observed ones in 2013 and 2014. For detecting a sensitivity of the numerical 
simulation, the ice thickness under condition of +0.28 ℃ in air temperature after a decade was calculated for 2013, 
2014 and 2016. Calculated mean ice thicknesses were by 9.1 %, 57.0 % and 83.3 % smaller than the original ones in 
2013, 2014 and 2016, respectively. The ice thinning thus prevails in relatively warm winter. 
Keywords  Mountainous Lake, Ice Cover, Heat Budget, Climate Change, Ice Thinning 
 

1. はじめに 

 

IPCC第5次評価報告書[1] では，近年の地球温暖化

によって水循環の活発化による洪水災害の増加，水循

環の偏在化による湿潤地域と乾燥地域の降水量格差の

拡大が指摘され，雪氷圏への影響としては大陸氷河や

山岳氷河の縮退，海氷の縮小，永久凍土の融解拡大が

上げられている。Magnuson et al. [2]は，北半球の26か
所の河川と湖沼について，150 年間（1846～1995 年）

の結氷日と解氷日の記録をまとめ，長野県諏訪湖の19 
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世紀末以降の結氷日の遅れなど，全体として結氷期間

が短縮傾向にあることを指摘している。Kim et al. [3]は，

1978～2008 年間のマイクロ波搭載衛星 Nimbus-7 の画

像解析から，北半球の寒帯～亜寒帯域の河川・湖沼に

対し未結氷期間の増減に関する空間分布を得た。この

場合，衛星画像の解像度が 125 km と低いため小規模

の湖沼での判断は難しいが，我が国では北海道～青森

県でこの未結氷期間の長期化が判別できる。それによ

ると，北海道ではサロマ湖，網走湖，能取湖，風蓮湖

などのオホーツク海沿岸汽水湖群や屈斜路湖，摩周湖，

阿寒湖，俱多楽湖，大沼などの火山性湖沼がその対象

に含まれる。火山性湖沼の結氷状態として，屈斜路湖

と阿寒湖は毎年全面結氷するが，摩周湖は数年に一度

の全面結氷，倶多楽湖は数年に一度の部分結氷または

全面開水（全く結氷しない状態）となり，湖沼が置か

れている気候条件と湖沼自身の貯熱量変化の違いで結

氷状態は様々である。1998年頃から温暖化が起こって

いないとする”hiatus”の議論もある[4]。しかし，俱多楽

湖に未結氷状態が現れたのは 21 世紀になってからで

あり，しかもその頻度が次第に増えている[5]。本論文

では，現在，平均で4 年に一度未結氷となる倶多楽湖

を対象に，結氷・未結氷の臨界条件を探り，結氷した

場合には湖氷がどのように成長・融解し，その氷厚変

化や結氷期間が気候条件とどのような関係にあるかを

明らかにする。 
 

2. 対象領域と方法 
 
2.1. 対象領域 

Fig. 1に俱多楽湖の位置，湖盆図上の観測点（最深点

のMD地点：水深148 m），および湖周辺の観測点の位

置を示す。倶多楽湖（湖面標高258 m） は活火山であ

る倶多楽火山の東部にあたり，約 4 万年前の俱多楽火

山の噴火で形成された陥没型カルデラ湖である。湖岸

形状はほぼ円形で，肢節量は1.05である。流出河川を

持たない閉塞湖だが，年間の水位変化は最大 1.5 m 程

度と小さく，その水位調節は主に地下水流出（流出量

約0.4 m3 s-1）によってなされている[5, 6]。 
 
2.2. 観測方法 
2012 年 9 月 2 日に，最深点のMD 地点（Fig. 1）で温

度ロガーTidbiT v2（オンセット・コンピュータ社製：

測定精度±0.2 ℃）を鉛直方向に計33台係留した。 
以来，湖の水温の鉛直分布をモニター観測すること

で湖の貯熱量変化を長期的に求めた[5]。ここでは，湖

氷の層厚変化を探るため，30 cm 径の表層ブイに水中

錘で鉛直方向に係留した水深0.2 m, 1.2 m, 2.0 m, 3.0 m, 
4.0 m, 5.0 mの温度ロガー記録を用いた。なお，温度ロ

ガーの検定は，係留中に随時 TCTD プロファイラー

（JFEアドバンテック社製；水温と25℃電気伝導度の

測定精度，それぞれ±0.01 ℃，±1 mS m-1）を船上か

ら降下させることで行った。また，湖岸のM地点に米

国オンセット・コンピューター社製気象ステーション

を設置し，各気象要素（日射量，風向風速，気温，湿

度，気圧）を観測した。また，沖合L地点の湖底に圧

力ロガー（米国オンセット・コンピューター社製；測

定精度±0.3 cm）を設置して，同時に測定している気

圧との差から水位変化を求めた。いずれも測定間隔は

1時間である。なお，湖水位は，L地点の南東110 mに

ある国土地理院1等基準点(標高263.682 m)を用い，水

準測量により標高(m)に変換した。また，M地点の気象

データに欠測がある場合は，湖の南西7.2 kmにあるア

メダス登別地点や同南西 27.3 km にある室蘭地方気象

台のデータとの相関関係(R2=0.554～0.989)から補完し

た。B地点（標高509 m）では，結氷期が近づくと湖面

状態を目視とデジタルカメラ撮影で毎日観測し，湖氷

の湖面被覆率，湖氷上積雪の被覆率，完全結氷日，解

氷開始日，完全開水日を求めた。また，完全結氷期に

入るとスノーモービルで現地入りし，湖氷の厚さと氷

上積雪深を測定した。同時に，完全結氷時の湖水の安

定状態を知るため，MD 地点または K2 地点で氷上か

ら TCTD プロファイラーを下ろし，湖氷下の水温と

25℃電気伝導度（または塩分）の鉛直分布を求めた。

これは，湖水の安定度は湖氷下の温度分布と密接に関

係があるためである[7]。完全結氷後の湖氷上積雪深の

経日変化は，完全結氷日以後のアメダス登別地点の日

最深積雪データを適用した。なお，M地点とアメダス

図 1. 北海道・倶多楽湖の位置と湖盆図上および湖周辺

の観測点の位置．湖盆図上の数値は水深(m)，湖周辺の数

値は標高(m)を表す． 
Fig. 1. Location of Lake Kuttara in Hokkaido, and observation 
sites on the bathymetric map and surrounding topographic map. 
Numerical values on dotted lines and solid lines show water 
depth (m) and elevation (m above sea level), respectively. 
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登別地点との間には，日雨量について相関係数 R = 
0.967 (p<0.001)の高い相関があり，降雪量についても同

等に議論できると判断した。また，気温・降水量・風

速の長期トレンドは，アメダス登別地点や室蘭地方気

象台の1978～2019年データを利用し検討した。 
 
2.3. 湖氷の成長と融解に関する計算方法 

B 地点で湖面の完全結氷が確認された後の湖氷の成

長と融解について，水平方向は均質として，Fig. 2のよ

うに積雪，湖氷，湖水の三層構造を考え，次の熱伝導

方程式に基づいて湖氷の厚さ hi(m)の時間変化を求め

た。 
積雪内と氷内の温度 T (℃)の分布に関する一次元熱

伝導方程式は， 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(ρ𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜅𝜅 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖)      (1) 

 

但し，t：時間，z：鉛直座標（上向きを正），ρ：密度（kg 
m-3）， c：比熱(J kg -1 ℃-1)，κ：熱伝導率（J m-1 ℃-1），

Sin：透過光の日射量W m-2)である。 
(1)式の境界条件として，積雪表面で， 

 

   κ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑄𝑄0 + 𝑀𝑀𝜌𝜌𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠
𝑑𝑑ℎ𝑠𝑠
𝑑𝑑𝜕𝜕

      (2) 

 
積雪～氷の境界面では， 
 

κ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑠𝑠                               (3) 

 
氷～水の境界面 (T =Twi = 0 ℃)で， 
 

κ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑤𝑤 + 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖
𝑑𝑑𝜕𝜕

   (4) 

 
 
ここで，Qsa：大気～積雪境界面での熱流束(W m-2)，Qo：

積雪表面が大気から受ける正味の熱流束(W m-2)（ここ

では，積雪表面温度Ts = 0 ℃のとき積雪表面での雪の

融解潜熱流束，Ts < 0 ℃のとき積雪中の熱流束になる），

Qis：氷～積雪境界面での熱流束(W m-2)，Qwi：氷底面で

の熱流束(W m-2)，Qw：湖水から氷底面への熱流束(W 
m-2)，M：定数（Ts = 0 ℃でM =1, Ts< 0 ℃でM =0；積

雪表面はTs< 0 ℃では融解せず，Ts= 0℃のときにのみ

融解），ρs, ρi：それぞれ雪と氷の密度(kg m-3)，Ls：雪の

融解熱，Li：氷の融解熱または凝固熱(= 3.35×105 J kg-1)， 
hs, hi：それぞれ積雪深と氷厚(m)である。ここで，積雪 

 
中の熱流束 Qs，氷体中の熱流束 Qiとすれば，(2)(4)式
は近似的に次式で表せる： 
 

       𝑄𝑄𝑠𝑠 =  𝑄𝑄0 + 𝑀𝑀𝜌𝜌𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠
𝑑𝑑ℎ𝑠𝑠
𝑑𝑑𝜕𝜕

        (5) 

 

      𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑤𝑤 + 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖
𝑑𝑑𝜕𝜕

          (6) 

 
 ここで熱平衡を考え，Qs = Qi とすれば，(5)(6)式か

ら， 
 

 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖
𝑑𝑑𝜕𝜕

= 𝑄𝑄0 − 𝑄𝑄𝑤𝑤 + 𝑀𝑀𝜌𝜌𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠
𝑑𝑑ℎ𝑠𝑠
𝑑𝑑𝜕𝜕

   (7) 

 
(7)式が最終的な湖氷の厚さhiを求める式で，ここで

は時間ステップ Δt=86400 秒として，次の(8)式を使っ

て，一日ごとの湖氷厚の増減を計算した： 
 

ℎ𝑖𝑖(𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = ℎ𝑖𝑖(𝑡𝑡) +
∆𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑖𝑖𝐿𝐿

(𝑄𝑄0 − 𝑄𝑄𝑤𝑤 +𝑀𝑀𝜌𝜌𝑠𝑠𝐿𝐿
∆ℎ𝑠𝑠
∆𝑡𝑡

) 

                                           (8) 
 
ここで，L=Li= Lsとした。(8)式では，Qo, Qwは日平均値

として扱っており，これに対応して，Fig. 2の気温Ta， 
積雪表面温度Ts，積雪底面～氷上面の境界温度Tis，氷

底面～湖水の境界面温度 Twi は日平均値（℃）を与え

た。積雪表面での熱流束Q0は，次式のように放射項Rn

図2. 熱収支に基づく湖氷の成長・融解モデル．左の赤線

は湖氷下のおおまかな水温分布を示す．記号は本文を参

照． 
Fig. 2. Physical model of ice growth or decay based on the heat 
budget at snow surface. The red line on the left indicates a 
vertical distribution of water temperature below ice roughly 
depicted. See the text for the symbols. 
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と非放射項QE, QHで表せる： 
 

Q0  = Rn - QE - QH              (9) 
 

    𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝐾𝐾∗ + 𝐿𝐿∗ 

         = (1 − 𝛼𝛼)𝑆𝑆𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑢𝑢 

        = (1 − 𝛼𝛼)𝑆𝑆𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑐𝑐s4      (10) 

 
ここで，K*, L*：それぞれ正味の太陽放射量と長波放

射量，Sd：太陽放射量，α：アルベド，Ld, Lu：それぞれ

下向き，上向き長波放射量，QE：潜熱流束，QH：顕熱

流束，σ：ステファン-ボルツマン定数(=5.670×10-8 W 
m-2 K-4)，Ts：積雪表面温度(K)，ε：平均射出率，であ

る。(10)式のアルベドα は，湖氷上に雪がある場合の日

平均値として，山崎[8]に従い降雪後の経過日数に応じ

て変化させた。先ず，降雪直後のアルベドの最大値αmax

として，  
 
  αmax = - 0.12Ta+0.76  (Ta > -1.0 ℃) 
     = 0.88        (Ta ≤ −1.0 ℃)    (11) 
 
ここで，Ta：日平均気温（℃）である。このとき，降雪

後n日のアルベドαnは， 
 

αn = (αn-1 – αmin)・exp (1/k) + αmin        (12) 
 
 
     k = -4.9Ta+4.5  (Ta ≤ 0.1 ℃) 
      = 4.0        (Ta > 0.1 ℃)          (13) 
 
ここで，アルベドの最小値αmin = 0.4，である。表面が

氷の場合は，α = 0.4 （一定）とした。   
(10)式の太陽放射量 Sdは，太陽の南中時の値は基本

的にFig. 1のM地点での観測値を用いた。しかし，本

来は湖全体での太陽放射量を知る必要があり，この時

には，湖周囲のカルデラ壁による遮蔽効果を考慮した。

このため，ここでは湖央の位置での毎日の太陽軌道を

1 年間にわたって求め，カルデラ壁の遮蔽効果（遅い

日の出，早い日没）を考慮した可照時間を求めた。俱

多楽湖の場合は，季節を問わず約90分遅い日の出，約

90分早い日没が起こると判断された。得られた可照時

間を元に M 地点の Sd値を補正し，最終的に湖央にお

ける日平均太陽放射量と日照時間を求めた。 
 下向き長波放射量Ldは，近藤[9]に従い快晴時の下向

き長波放射量Ldfを求め，次式から算定した： 

𝐿𝐿𝑑𝑑 = 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑚𝑚4 �1 − �1 − 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜎𝜎𝜕𝜕𝑚𝑚4

� 𝐴𝐴�      (14) 

        𝐴𝐴 = 1−(𝐿𝐿𝑑𝑑 𝜎𝜎𝜕𝜕𝑚𝑚4 )⁄
1−(𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜎𝜎𝜕𝜕𝑚𝑚4⁄ )

        (15) 

 
ここで，Tm：日平均気温(K)，である。(14)式のAは雲

の効果を表す係数で，ここでは日照時間N(h)と可照時

間N0(h)の比である日照率B=N/N0の関数として，次式

によって求めた： 
 
 A=0.826B3-1.234B2+1.135B+0.298 (0<B≤1)  (16) 
  =0.2235       (B=0)                   (17) 
 

(10)式の上向き長波放射量 Lu を数値的に得るため，

Tsの値を求めた。また，潜熱流束QE，顕熱流束QHに

ついても，次のバルク式を使って求めるため，ここで

もTSおよびTSに対する飽和水蒸気圧 e0 (Pa)を求めた： 
 

       𝑄𝑄𝐻𝐻 = (𝑐𝑐𝜌𝜌𝑠𝑠𝑎𝑎𝐻𝐻𝑢𝑢𝜕𝜕) ∙ (𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝑐𝑐𝑠𝑠)             (18) 
 

 𝑄𝑄𝐸𝐸 = 𝑙𝑙𝜌𝜌𝑠𝑠 ∙ (𝑎𝑎𝐸𝐸𝑢𝑢𝜕𝜕) ∙ (𝑞𝑞0(𝑐𝑐𝑠𝑠) − 𝑞𝑞𝜕𝜕) 
≅ 𝑙𝑙𝜌𝜌𝑠𝑠 ∙ (𝑎𝑎𝐸𝐸𝑢𝑢𝜕𝜕) ∙ {(1 − 𝑟𝑟)𝑞𝑞0(𝑐𝑐𝑠𝑠) + 𝛿𝛿 ∙ (𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝑐𝑐𝑠𝑠)} (19) 
 
ここで，c：空気の定圧比熱(J kg-1 K-1)，ρa：空気密度 (kg 
m-3)，aH，aE：それぞれ顕熱，潜熱に関する無次元バル

ク輸送係数，uz：高さ z での風速(m s-1)，l：Ts=0 ℃の

とき蒸発の潜熱または Ts<0 ℃のとき昇華の潜熱 (J 
kg-1)，r：相対湿度，q0(Ts)：Tsでの飽和比湿，qz：高さ

z での比湿，δ = dq0/dT)T=T：気温 T(℃)に対する飽和比

湿曲線のT=Tでの傾き，である。ここでは，Fig. 1 の

M地点で湖面からの測定高度 z =3 mとして，気温, 相
対湿度，比湿，風速の日平均値を与えた。なお，(18)(19)
式における無次元バルク輸送係数aH，aEは，中立大気

を仮定してaH =aEとし，近藤[10]を参照して，風速・気

温・比湿の対数分布を仮定して高さ z =3 mでaH  = aE 

= 1.5 × 10-3 (一定)として与えた。 
積雪表面温度Tsは，山崎[8]の方法に従い，(10)式に

おいて Ts
4を Taの周りで級数展開して，その一次をと

り，(9)(10)(18)(19)式に基づく次式を用いて決定した： 
 

                 𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑠𝑠 + 𝐶𝐶
𝐷𝐷

                   (20) 

                    
𝐶𝐶 = (1 − 𝛼𝛼)𝑆𝑆𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑐𝑐𝑠𝑠4 

−𝑙𝑙𝜌𝜌𝑠𝑠𝑎𝑎𝐸𝐸𝑢𝑢3(1 − 𝑟𝑟)𝑞𝑞0(𝑐𝑐𝑠𝑠) + 𝑄𝑄𝑖𝑖     (21) 
                                   
𝐷𝐷 = 4𝜀𝜀𝜀𝜀𝑐𝑐𝑠𝑠3 + 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑎𝑎𝐻𝐻𝑢𝑢3(𝑐𝑐 + 𝑙𝑙∆)        (22) 
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ここで，ε：積雪の平均射出率(=0.97)，u3：3 m高風速，

である。また，積雪底面に入る熱量として氷体内の熱

流束Qiを与えた。なお，大気の平均射出率は1.0とし

た。 
他方，Fig. 1 で積雪面温度 Ts，積雪～氷の境界面温

度 Tis，氷の底面温度 Twiとすれば，積雪，氷それぞれ

の内部での熱流束Qs, Qiは，近似的に次の(22)(23)式で

与えた： 
 

 𝑄𝑄𝑠𝑠 = (𝜅𝜅𝑠𝑠/ℎ𝑠𝑠) ∙ (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠 − 𝑐𝑐𝑠𝑠)       (23) 

     𝑄𝑄𝑖𝑖 = (𝜅𝜅𝑖𝑖/ℎ𝑖𝑖) ∙ (𝑐𝑐𝑤𝑤𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠)       (24) 

 
ここで，κs, κi：それぞれ雪と氷の熱伝導率（J m-1 ℃

-1）である。先の Qs = Qi を仮定すると，(23)(24) 式か

ら， 
 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠 = (𝜕𝜕𝑠𝑠𝜅𝜅𝑠𝑠
ℎ𝑠𝑠

+ 𝜕𝜕𝑤𝑤𝑖𝑖𝜅𝜅𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖

)/(𝜅𝜅𝑠𝑠
ℎ𝑠𝑠

+ 𝑘𝑘𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖

)      (25) 

 
以上から，(25)式でTisを任意に与え，氷厚hiと積雪 

深 hs の初期条件から，(18)式と(23)式の両式が満たす 
ような Ts を逐次近似法で求めた。なお，ここでは， 
氷の熱伝導率κi =2.24 W m-1 ℃-1 (一定)，Twi = 0 ℃とし

た。 
(23)(25)式の積雪の熱伝導率 κsは，雪密度ρs (kg m-3)

の関数として，村上・前野[11], Sturm et al. [12], Riche and 
Schneebeli [13]などによる経験式がある。他方，松下･石

田[14]によると，積雪の平均密度は積雪深と平均気温

との関数であり，その経験式を用いると，俱多楽湖の

場合は平均密度ρs～300 kg m-3 が得られた。この値を

Sturm et al. [12]の式に適用すると，κs= 0.13 W m-1 ℃-1

と求まり，ここではこの値を一定値として使用した。

なお，この値はAihara et al. [15]が俱多楽湖の氷上積雪

に用いた0.110 W m-1 ℃-1とほぼ同値である。 
(4)式における湖水から氷底面への熱流束 Qw は，完

全結氷時は湖流がないものとして水中の熱伝導を考え，

次式によって求めた： 
 
𝑄𝑄𝑤𝑤 = (𝜅𝜅𝑤𝑤/𝐿𝐿𝑤𝑤) ∙ (𝑐𝑐𝑤𝑤2 − 𝑐𝑐𝑤𝑤𝑖𝑖)      (26) 

 
ここで，Lw：氷底面からの距離，Tw2：Lwでの水温（℃）

である。ここでは，MD地点の水深0.2 mの水温(常に

> 0 ℃ )を用い (Fig. 1)，氷底面（Twi = 0  ℃）までの距

離Lwは，水深0.2 m, 1.2 m, 2.0 mの水温値を氷底面ま

で外挿することで求めた。 
 

3. 結果と討論 

 

図3. 2012年9月2日～2016年6月30日における日平均太陽放射射量，日平均気温，日降水量，日

平均水位，日最深積雪，およびMD 地点の水深 0.2 m での日平均水温の時間変化．最深積雪の上に

ある矢印は完全結氷期間を示す（Table 1参照）． 
Fig. 3. Temporal variations of daily mean solar radiation and air temperature, daily precipitation, daily maximum 
snow depth, daily mean water level and daily mean water temperature at 0. 2 m depth of site MD. The arrows 
above snow depth indicate periods of complete ice-cover (see Table 1). 
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3.1. 観測結果と討論 

Fig. 3は，2012年9月2日～2016年6月30日にお 
ける，Fig. 1のM地点での日平均太陽放射量・日平均

気温・日降水量，日平均水位(標高m)，MD地点の0.2 
m深での日平均水温の変動を示す。なお，11月～翌年

5 月の期間の日降水量と日最深積雪はアメダス登別地

点の値を用いた。湖面の全面結氷の開始日は，B 地点

での観察によればTable 1のようになる。なお，表中で

は M 地点の気温データを用いた「積算寒度 FI 
(accumulated freezing index or sum of negative degree-days )」
の値も示している。積算寒度の定義は，“日平均気温が 
マイナスになる日の気温を積算して，絶対値を取った

値（単位は℃・day）”で，湖沼の結氷状態や完全結氷

後の氷厚変化，および土壌の凍結深の指標となる [16-
20]。 

Table 1 から，完全結氷となるのは FI～300 ℃・day 
 

 
のときであり，また結氷後の FI 値は 2013 年が最も大

きく，氷厚も大きかったことを示唆する。実際，俱多

楽湖の結氷状態に関連する1～3月の平均気温は，Fig. 
3 の気温データから 2013 年，2014 年，2015 年，2016
年でそれぞれ-4.23 ℃，3.50 ℃，-1.06 ℃，-2.41 ℃で2013
年が最も低かった。他方，Fig. 3の0.2 m深水温の変動

に着目すると，観測期間中の最低水温は 2013 年 3 月

19～21日の0.18 ℃であり，常に正値であった (Fig. 4)。
同時に，0.2 mより深いロガーの水温は全て正値であっ

た。他方，氷厚の実測値は2013年3月19日で0.33 m，

2014年2月21日で0.30 mであった。つまり，湖氷が

厚さ 0.2 m 以上に成長しても 0.2 m 深ロガーを含めた

全ロガーは凍結せず，水中に置かれた状態にあったこ

とがわかる。全面結氷観測時に，表層ブイの頂部は湖

氷の表面と同程度の高さかそれよりも下で発見された。

また，ここでの0.2 m深などのロガー水深は，静水面 
 

表1. 2013～2016年における俱多楽湖の結氷状態と関連する積算寒度FIの値． 
Table 1. Ice-covered conditions in Lake Kuttara and associated accumulated freezing index (FI). 

Period of complete ice-cover Days FI at complete ice-
cover (℃・day) 

FI after complete ice-
cover (℃・day) 

Total FI  
(℃・day) 

25 January – 16 April 2013 
15 February – 7 April 2014 

2 January 2015 (partially ice-covered) 
23 February – 26 March 2016 

83 
52 
0 
33 

308.75 
303.52 

- 
294.87 

287.86 
126.64 

- 
81.50 

596.61 
430.16 
171.03 
322.14 

 

図4. 2012年～2016年における初冬（12月～1月）の湖水の全層循環後から4月末の春の全層循環までの0.2 m～5 
m深での日平均水温変動．矢印は全面結氷期間 (Table 1参照)． 
Fig. 4. Temporal variations of daily mean water temperature at depths of 0.2 m – 5 m between two vertical whole circulations of 
lake water in each of 2012 - 2016. The arrows indicate periods of complete ice-cover (see Table 1). 
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での値である。このため，結氷進行時では風浪の影響

で，表層ブイはほぼ水中にある状態で結氷したことが

推察される。 
Fig. 4は，結氷期を含む0.2 m～5 m深における日平

均水温の変動を示す。この中で，2015年は全面結氷し

なかったため，風による表層混合が卓越し，水深方向

の水温差は最大0.5 ℃程度とかなり小さい(Fig. 4c)。他
の年は全面結氷したため，結氷期間の水温低下は湖氷

成長の程度を表す。つまり，0.2 m深と1.2 m深での水

温低下は湖氷の下方への成長を意味する。特に2013年
は，2月中旬から両水深の水温が低下し始め，3月中旬

には0.2 m深水温は0 ℃近くまで低下する。こうして，

4 月上旬まで逆列成層が形成されるが(Fig. 5)，湖氷の

成長・融解に応じて水深2 mより浅部で水温勾配に変

化が生じる。 
Fig. 5 は最深点の MD 地点または K2 地点における

冬季の水温分布を示す。2015年は完全結氷せず，また

2016 年は結氷前の分布であるため湖面水温は 0 ℃以

上である。また，2014年は完全結氷しているが，2015
年と同様に水深約 60 m の深部まで 3.4 ℃以下の低温

層が存在し，ここまで徐々に水温が低下しているのが

わかる。この様子は，結氷期におけるFig. 4bの各水深

での有意な水温の違いからも認められ，結氷前に相 
 

対的に強い風による混合と冷却が盛んで thermobaric 
convection が卓越したことが推察される[19]。2013 年

は，2 日を要して MD 地点と K2 地点の分布を得た。

これによると，湖氷直下で急激に増温する顕著な逆列

成層が認められるが，両点の水温分布はほとんど同じ

ある。このことから，俱多楽湖の結氷期では傾圧的な

流れはほぼ無視できると推察される。なお，結氷期の 
傾圧流は流出河川を持つ開放湖で見られ，これについ

ては，Chikita et al. [21]の観測例がある。Fig. 5に示す最

大密度を与える水温 TM は，次の経験式で与えられる

[22]： 
 
𝑐𝑐𝑀𝑀 = 3.9839 − 1.9911 × 10−2 ∙ 𝑃𝑃 − 5.822 ×

  10−6 ∙ 𝑃𝑃2 − (0.2219 + 1.106 × 10−4 ∙ 𝑃𝑃) ∙ 𝑆𝑆 (26) 
 
ここで，P：圧力(bar)(水面でP=0)，S：塩分(‰)で，俱

多楽湖では S=0.034 ‰を与えた。Fig. 5 の水温分布は

TM線と水深約120 mで交叉しており，これより以深で

は水温はTM値よりやや大きくなる。この差は，湖底で

約 0.1 ℃以上で有意に大きい。この要因として，湖底

からの比較的高温・高塩分の水塊の湧出が考えられ，

密度的には中立よりやや安定した状態にあるといえる

[23]。 
 
3.2. 計算結果と討論 

Fig. 6は，(8)式によって計算された2013年，2014年， 
2016年の結氷期間における氷厚hiの変化を示す。ここ

での氷上積雪（Fig. 6の黒丸）は，全面結氷初日（Table 
1 参照）に湖氷積雪 zero とし，結氷日以降の積雪をア

メダス登別地点の毎日の最深積雪データから求めてい

る。Fig. 6をまとめたものがTable 2である。ここでの

計算日数は，氷厚が zeroになった日が終日で，Table 1
に示す完全結氷期間とは長さが前後する。これは，完

全結氷期間は表面に少しでも水面が現れれば終了とす 
るが，その時に氷厚が水平的にすべて zeroにはならな

いからである。つまり，湖氷融解の進行には湖氷の割

れ目に沿って現れる水面の存在が大きく寄与するため，

1次元的な氷厚変化だけでは議論できなくなる。 
Table 2で，2013年と2014年では後者の計算日数は

10 日ほど短いが最大氷厚はどちらも 0.36 m 程度であ

る。氷厚の計算結果は，実測された2013年3月19日
の0.33 m，2014年2月21日の0.30 mの氷厚とよく一

致し，このことから，Fig. 6の氷厚変化は融解後半を除

くとほぼ実測に近いと考えられる。2016年は結氷期間

が短く，観測日の2016年2月19日(Fig. 5の水温分布

参照)の4日後から全面結氷となったため，氷厚を実測

する機会を逃している。Fig. 6には，氷上積雪がなかっ

た場合の計算氷厚（赤丸）も示す。これを見ると，最

図 5. 2013～2016 年冬季の水温分布(最深点 MD, 西側

K2地点；Fig. 1参照)．TMは塩分0.034 ‰のときの最大

密度を与える水温． 
Fig. 5. Vertical distributions of water temperature at site MD or 
K2 in the winters of 2013-2016. The TM line shows water 
temperature giving maximum water density with 0.034 ‰ 
salinity. 
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も暖かかった 2016 年では積雪の有無は氷厚にほとん 
ど影響しない。しかし，2013 年と 2014 年では積雪が

ある場合は，積雪がない場合に比べ平均氷厚でそれぞ

れ33.2 %, 28.7 %の減少，最大氷厚でそれぞれ38.9 %, 
33.0 %の減少があり，低温ほど積雪の断熱効果が顕著

であることがわかる。Fig. 6 のピンク丸は湖氷の融解

が進み，湖面の2/3以上で水面が現れた観測日を示す。 
2014 年と 2016 年では，計算氷厚（白丸）が zero に

なった日付とほぼ一致するが，2013年では氷厚 zeroに
なった日が観測日より 6 日早く，これは，湖氷融解が

水平方向に不均一であることを示唆している。 
 

4. 気候変動と結氷との関係 
 
4.1. 気候変動の様子 

Fig. 7は，日平均気温について湖畔M地点とアメダ

ス登別地点との関係を示す。両者の関係はほぼ 1 対 1
に近く，アメダス登別地点の 42 年間の気温データか

ら得る気候変動は，俱多楽湖にも適用できることを示

す。 
Fig. 8 はアメダス登別地点データに基づく，1978～

2018 年間の年平均気温と 1～3 月平均気温の変動とト

レンドを示す。両気温とも，97 %以上の信頼度水準で

上昇傾向にある。1～3 月平均気温が上昇することは，

今後，12月下旬の湖水全層循環後に続く結氷の進行を

遅らせ，結氷しても融解が早く，結果として，結氷期

間の短縮と薄氷化を招くと推察される。 
Fig. 9はアメダス登別地点での1989～2019年間にお

ける 2～3 月総降雪量と 1 月降雪量の変動とトレンド

を示す。両者とも，97 %の高い信頼度水準で降雪量は

減少傾向にある。1 月は，12 月下旬の全層循環期と 1
月下旬～2 月上旬の全面結氷開始時の間の結氷進行時

期に当たる。このため，1 月降雪量の減少は，水面へ

の降雪で起こる融解熱放出が抑えられ，より結氷が進 
 

図6. (8)式を用いて計算された氷厚（白丸）と与えられた

湖上積雪深（黒丸）の時間変化．(a) 2013年，(b) 2014年，

(c) 2016 年．赤丸は湖上積雪深が常に zero とした時の氷

厚変化，ピンク丸は，湖氷の融解が進み湖面の 2/3 以上

に水面が現れた日を表す． 
Fig. 6. Temporal variations of ice thickness (white circles) 
calculated by Equation (8) and snow depth on ice (black circles) 
after complete ice cover in (a) 2013, (b) 2014 and (c) 2016. Red 
circles show calculated ice thickness without snow depth. The 
pink circle shows the day when the lake surface is occupied by 
more than 2/3 water area. 

表2. 2013年，2014年，2016年における1-3月平均気温，計算日数，期間平均積雪深および計算氷厚 
（平均値，最大値）． 
Table 2. January-March mean air temperature, snow depth averaged over calculation days and calculated ice thicknesses (mean and 
maximum) in 2013, 2014 and 2016. 

Year 
Jan-Mar mean air 
temperature (℃) 

Surface condition 
Mean snow 
depth (cm) 

Calculation 
days 

Mean ice 
thickness (m) 

Maximum ice 
thickness (m) 

2013 -4.23 
Snow cover 

No snow cover 
9.38 

 
75 
82 

0.254 
0.380 

0.363 
0.594 

2014 -3.50 
Snow cover 

No snow cover 
9.95 

- 
64 
58 

0.291 
0.408 

0.361 
0.539 

2016 -2.41 
Snow cover 

No snow cover 
12.6 

- 
43 

 43 
0.180 
0.172 

0.225 
0.234 
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行しにくい条件を与えることになる。俱多楽湖におけ 
るこの時期の多降雪の影響を示す例として，Aihara et al. 
[15]の報告がある。それによると，全面結氷開始前の1
月 23 日に 45 mm の降雪があり，それが湖面で雪泥

（snow slush）を形成して，翌日に白色のゆき氷を形成

させ，全面結氷下での透明氷の成長が開始された。 
2～3月総降雪量はさらに大きな減少傾向にあり，全

面結氷後の氷上積雪の減少はある程度の氷の成長を促

進させる可能性がある。また，湖面や雪氷面での潜熱

流束・顕熱流束に関係する風速について，M地点風速

と相関係数 R=0.744 (p <0.01)の比較的高い相関を持つ

室蘭地方気象台の風速では，有意な長期トレンドは見

られなかった。 
 

図7. 日平均気温に対するM地点とアメダス登別地

点の関係． 
Fig. 7. Relation between daily mean air temperature at site 
M and that at the Noboribetsu meteorological station. 

図 8. アメダス登別地点での 1978～2018 年間の年平

均気温と1～3月平均気温の長期トレンド． 
Fig. 8. Secular tends of annual mean and Jan-Mar mean air 
temperatures in 1978 – 2018 at the Noboribetsu 
meteorological station. 

図 9. アメダス登別地点での 1989～2019 年間の 2～3
月総降雪量と1月降雪量の長期トレンド． 
Fig. 9. Secular tends of February-March total snowfall and 
January snowfall in 1989 – 2019 at Noboribetsu 
meteorological station. 

図 10. 結氷期間とその前後の気温を 0.28 ℃上昇させ

たときの計算氷厚（黒丸）と上昇前の計算氷厚（白丸）

の時間変化．(a) 2013, (b) 2014, (c) 2016. 
Fig. 10. Temporal variation of ice thickness calculated under 
condition of +0.28 ℃ (black circles) or original air 
temperature (white circles) in (a) 2013, (b) 2014 and (c) 
2016. 
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以上から，結氷に関係する気候変動での有意なトレ

ンドとして気温の上昇と降雪量の減少が上げられる。 
 

4.2. 氷厚変化に及ぼす気温と積雪深の影響 
ここでは，Fig. 6に示した氷厚の時間変動について，

気温上昇や積雪深の変化がどのように影響するかを考

える。 
Fig. 10は，結氷期間とその前後の気温を一律0.28 ℃

上昇させた場合と気温上昇前 (Original) の氷厚の時間

変化を示す。この 0.28 ℃上昇は，Fig. 8 の 1～3 月気

温の上昇率 0.028 ℃ y-1を考慮して，10年後の気温を

想定している。なお，+0.28 ℃の時の完全結氷の開始

日は，積算寒度 FI が 300 ℃・day になった日とした

（Table 1）。また，氷上積雪は，結氷期間の変化に応じ，

完全結氷開始日をzeroとしてアメダス登別地点の日最

深積雪データから求めた。Fig. 10を見ると，暖冬であ

るほど気温上昇に対して結氷現象が敏感に反応し，結

氷期間の短縮と薄氷化がより進行することがわかる。

この結果を Table 3 に示す。気温上昇によって，2013
年では結氷期間が5.3%減少，氷厚で9.1 %減少し，こ

れに対し2014年でそれぞれ，40. 6 %減少，57.0 %減少，

2016年でそれぞれ，51.2 %減少，83.3 %減少となった。

なお，2016年の場合，+0.28 ℃では氷上積雪もかなり

小さくなっている。このことから，積雪断熱効果の減

少による凍結促進よりも気温上昇効果による凍結減少

の方が大きかったと判断される。これは，Fig. 6c に示

すように 2016 年については，氷上積雪の有無はあま

り影響していないことと調和的である。 
 

5. まとめ 

 
  2012 年 9 月 2 日～2016 年 6 月に得られた，俱多楽

湖での気象・水位・表層水温のデータセットを基に，

湖面が完全結氷した2013年，2014年および2016年で

の湖氷の成長・融解を熱収支法で再現した。計算で得

られた氷厚は，2013 年と 2014 年の実測値とほぼ一致

し，計算で得た氷厚の時間変化も実態を再現している

と考えられた。また，結氷期間と氷厚について，氷上

積雪の有無や気温上昇の効果について数値計算による

予測を行い，相対的に寒い冬で氷上積雪の有無の影響

が大きく，逆に暖かい冬で気温上昇の効果が大きいこ

とがわかった。Chikita et al. [5]によると，現在，俱多楽

湖の完全結氷しない状態は平均で 4 年に一回の頻度で

発生しているが，20年後には2年に一回の頻度となる

可能性がある。今後は，結氷の進行と湖氷の成長・融

解に与える降雪量減少の効果も考慮した結氷過程につ

いて議論する必要がある。 
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