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１．はじめに 

地球温暖化は北極域で顕著に起こり，その影響は海氷，海洋，大気，陸域の環境とそれらの地域の社

会や産業に及んでいる．これまで北極では海氷減少が観測され，南極では海氷の増加が観測されてい

たが，近年南極でも海氷の急減が起こり，南極大陸上でも融解水が河川となって海洋に流れ込むことが

確認されている．北極でも夏季の海氷減少だけでなく冬季の減少やその影響も観測されている． 

 この報告では，両極の環境の調査，理解，対応と，それを支える新たな調査技術の開発や国際的な展

開と維持の議論，そして社会との協働について述べる． 

 

２．北極圏の温暖化と海氷減少 

北極圏では温暖化が急速に起きている．全球気温は2016年の最大値の後，ここ数年の過去最高レベ

ルを維持している．特に，北極圏で大きな昇温が起きている．北極圏の気温は地球平均より2倍以上の速

さで昇温している．また，気温変動の幅も大きいことが観測されている（図１）．北極域に見られる振幅の大

きな気温変動は，極域温暖化増幅（Polar Amplification）と呼ばれている． 

 

 

図１ 地球全体及び緯度別の

気温比較（1880-1890の平均

値からの差，9年移動平均） 

(Shindell and Faluvegi, 2009).

北緯60度以北で大きな上昇

率と大きな振幅がある． 

 

 

 

 

 

 

北極海では，海氷の急速な減少が起こり，特に夏季の海氷面積は1980年代海氷面積の半分以下と

なった．1970年代に衛星観測が始まってからの海氷最小面積は2012年9月に起きている．その後も海氷

の少ない状態が続いている（図２）． 

北極の海氷減少は，2005年に最初の大きな衝撃を与えた，その2年後の2007年には長年研究してい

た研究者に無力感を与えるような急減少が起きた．海氷減少が起きることは観測されていたが，長い年月

でじわじわと減るのでなく，ひと夏のうちに，正確には1か月のうちに北極海から海氷が急速に消滅してし

まった．ここから精力的な調査が始まり，監視も予想も力をかけて行われ始めたが，その予想をはるかに

上回る急減少が2012年に起きた．衝撃的な2007年の海氷減少の程度は，もはやわずかに見えてしまうほ

どの新たな海氷減少が2012年に起きた．自然の変化，気候の変化は長い年月をかけて，じわじわと進行

していくいう考えられていた．しかし，変化は突発的には，ダイナミックに起きた．人間の予想より自然界の

変化のほうが上手であった．2000年代の北極の海氷変化をまとめると，2005，2007，2012と，5年ほどの間

に最少記録を更新していった．2016年夏季は第2位，2017年は6位であり，夏季の記録更新は最近起き

ていないが，2018年1月には冬季海氷面積の最少記録を出した．夏季の海氷状態は，冬季にどれだけ成

長するかに左右されるといわれている．毎年9月の海氷最小時期には，海氷面積が報道などで注目され

るが，冬季の間に進んでいる変化も注意が必要である．そこで，冬季も北極海で行える観測技術や研究

船，1年を通じて行える気象・海洋観測ステーションなど，それらの技術や設備が求められる． 

 
北緯 60 度以北 



 

図2 北極海の夏季の海氷減少．1980年代に

比べ2012年にはその半分以下となった． 

 

 

2012年の海氷面積最小化は劇的であった．

毎年減少していくことは予想されていたが，

2012年は春から夏に向かい特に海氷が少な

い状態になっていたわけではない．海氷が最

小になるのは例年9月中旬である．最小までま

だ1か月ある8月上旬のわずか10日間程度の

間に，海氷が急減し最小記録を更新してし

まった．それを引き起こしたのは巨大北極低気

圧（Great Arctic Cycloneと呼ばれる）である．こ

れはかってないほど大型で強力，長く維持さ

れた北極海の低気圧であった． 

このような減少の予測が今後の北極海氷変

動や，船舶の安全航行，沿岸の浸食抑制や防災に重要である．低気圧発生後の研究で，この低気圧の

動向が確認され発生の仕組みも調べられた．しかし，予測はできていなかった．研究者の関心を引き，監

視の目が集中している中で，それまでに起きていなかった現象が起きた． 

予兆はなかったのか？2012年7月14日，海氷減少の1か月前に，グリーンランド氷床で融解域が全面

的に広がった．氷床融解は高度の低い沿岸では活発に起こる．しかし，内陸の標高3000ｍの地域まで融

解域が広がることは，過去125年間記録されていなかったとされる．さらにその前に起きていた変化がある．

2012年6月，北米では，積雪域面積が過去最少となっていた．これらの減少の連鎖性はまだ明らかにされ

ていない．条件が揃ったときに同時多発的に起きるのか，一つの減少が次の減少を生み出すような連鎖

反応が起きるのか不明である． 

また，夏季だけでなく冬季の海氷も減少が起きており，2018年には2月の海氷面積が過去最少となった．

北極海の海氷変動がどのように起きるのか，多くの研究はその概要を理解・モデル再現しているが，実際

の変化ではGreat Arctic Cycloneのようにそれまでの予想になかったことも起きている．それらが生み出す

年々の変動に対しては，まだまだ不明なものも多い． 

 

３．南極の海氷 

衛星が観測し始めてからの過去30年間，北極の海氷は減少傾向と2000年代以降の減少加速，南極の

海氷はわずかであるが増加傾向が観測されていた．北極の海氷の減少率は南極の海氷の増加率より大

きいため，両者をあわせると海氷面積は減少となっていた．しかし，季節変化の振幅は南極の海氷のほう

が北極の海氷より1.4倍大きい（図３）．このため両者を合わせた海氷面積の季節変化は南極の変化に左

右される．これは，年ごと

の海氷面積の総量を左

右する．南極では高緯

度に寒冷な大陸，そこで

海氷が生成し，低移動

の海洋に拡大する．そこ

には拡大を制限する陸

地はないが，海洋の発

散線や収束線が見えな

いバウンダリーを形成し

ている． 

 

 

 

図3 北極と南極（南大

洋）の海氷の季節変化

の比較． 
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近年，南極の海氷が，南極の海氷は

急に減少に転じ，両極の海氷面積は減

少した（図４）．南極の海氷も過去最低レ

ベルを示す状態が起きた．この海氷減

少は一時的なものなのか，今後長期トレ

ンドとなるのか大きな関心をもって観測

されている． 

 

 

 

 

 

図４ 北極と南極（南大洋）の海氷の長

期変動．北極では減少傾向を示してい

る．2007年，2012年夏季には顕著な減

少が観察された．南極では増加傾向を

示していたが，2014年に最大面積を記

録した後，過去最低の規模を示すような

状態が続いている． 

 

４．海氷変動と社会影響 

海氷が減った北極海では，航路利用や資源利用が期待されている．一方で，急速な海氷減少と温暖

化による海洋環境の変化は，生態系に悪影響を起こすことが危惧されている．産業利用による北極海の

環境悪化も懸念されている．利用と環境保全の両方の関心があり，その調整には科学調査の蓄積と国際

的なルール作りが求められている． 

北極各地でどのような懸念や関心があるのか．北極域の緯度ごとの関心と取組の構造について図５に

まとめた．北極圏や南極圏は緯度的には66.5度よりも高緯度側を指す．北極圏ではこの緯度はヤクーツ

ク，フェアバンクス，グリーンランド南部からスカンディナビア半島南部を通る．北緯60－70度には陸域が

広がり，凍土域や北方森林，都市や先住民社会が位置している．ロシア北極海沿岸，アラスカ北端，スカ

ンジナビア北端はほぼ北緯70度に位置する．その北，北緯70－80度の緯度帯は，北極海の海氷が減り，

航路利用や資源開発が期待されている．北80度以上は，夏も海氷で覆われているが，この高緯度帯は

北極海内部の公海に属する．北極海沿岸国の制限を気にせず，航行・産業活動できるが，漁業につい

ては2017年に16年間の利用凍結が決められた．生態系の把握や漁業活動の影響がわかるまでの猶予で

ある．これからこの氷で覆

われた海域で，海洋生態

系の科学調査が求められ

ている． 

もう一つ，日本にとって

の大きな関心は，北極海

７－８０度帯の海氷減少

が，ユーラシア大陸を越

える大気の流れを変え，

日本に冬の寒さや雪をも

たらすことだ． 

 

 

図５ 北極域の緯度ごと

の関心と取り組み．北緯

北70－80度では，海氷の

減少が起きており，北極

航路や資源開発の関心

が高まっている．  

 



５．今後の海氷研究 

 海氷変動の把握には，以下のような関心と課題がある． 

・温暖化と海氷減少の関係を明らかにする．そのためには，有効な測定技術が必要である．（実情：面積

はわかるようになったが，厚さの観測はできていない．） 

・海氷はなぜ減るのか，増えるのか，どう動くのか．将来予測の技術が求められている．（長期気候変動，

季節変化，週間予報など様々な要望がある）． 

・海氷の変化の前後（upstream, downstream）の現象として何が起きているか，そこにあるフィードバックの

プロセスを知ることは影響の連鎖や加速する変化を知るために（フィードバックの強度や連鎖する現象，

特に，生物への影響や応答速度，不可逆性については未知のことが多い）． 

・海氷変動と社会への影響（産業・生活・行政）は大きな関心事（社会の変化や期待に応えていくことは北

極研究の課題）． 

研究者はまず観測する技術を求めている．雲を通して地表面を観測できるマイクロ波放射計による衛

星観測では，全天候性かつ日射のない冬季も広域の海氷分布観測が可能となった．しかし，海氷の厚さ

については信頼性の高い観測方法は限られている（図６）．また，接近の難しい北極域での観測設備も限

られている．2019－20年には，北極海中央部において砕氷船を観測プラットフォームとして通年漂流させ，

海氷とその上下の大気，海洋，生態調査を行うMOSAiC（The Multidisciplinary drifting Observatory for 

the Study of Arctic Climate）計画が国際プロジェクトとして計画されている（図７）． 

海氷の研究では，北極海の観測による環境変動の実態把握から，変動プロセスの理解，その再現と予

測に，さらに海氷変化に伴う海洋の化学・生物学的変化，北極海の生態系に自然科学の分野は注目し

ている．この海氷変動にともなって，現地の産業や生活の変化，国際的な産業の動向，そして変化が起き

ている北極域の新しいルール作りが行われている．日本の北極政策もこれらに対応することを掲げている．

そのもとで，北極科学研究も実施されている． 

 

図6 海氷観測活動．船舶や航空機，係

留系，ROV,AUVによる観測活動．特に海

氷厚のデータは不足している．海氷厚は

海氷底面の変化が大きいため係留系など

海氷下での観測が有効である．マイクロ

波放射計は海氷成長と電気的性質の違

い，電磁氷厚計は氷を通して下の海水面

までの距離を推定する．これらは船や航

空機に沿ったルート上の観測が行える．

新たな観測装置や，広域展開の方法が

求められている． 

 

 

 

図７ 2019-2020年に実施される北極海中

央部漂流観測MOSAiC．各国の様々な観

測技術と解析が統合される． 

2017－19年には，その先行研究となる

YOPP（Year of Polar Prediction）が実施さ

れている．図５で見たような北極海の気象

観測とともに，中緯度の国々への影響の

予測も向上を目指す集中観測である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．海氷変化の影響：フィードバック・システムとカスケーディング・イフェクト 

海氷変化の影響はいろいろな方面に及び．2014年に発行されたIPCC第5次報告書（AR5）では，北極

圏の環境変化がすでに進行していることを報告している．地球全体の環境変化と比べての，物理的 生

物的 人間・管理に対し，すでに変化が報告されている（図８）．この報告書では，地球上の各地の雪氷圏

での変化をまとめている．考慮された地域は，北米西部， アンデス西部，アジアそして北極である．北極

では多数の要素が考慮されている． 

 

 

図８ IPCC 第5次報告書ワー

キンググループII（2014）による

気候変動影響の地域ごとの分

布に加筆．物理，生物，人間・

管理というカテゴリーでまとめ

られている．北極ではすべて

の分野で変化が報告されてい

る． 

 

 

 

 

 

 

ある現象の結果がその原因となる現象に影響することもある．これはフィードバック（Feedback）と呼ばれ

る．より加速・増強させるように働く場合は正のフィードバック，ブレーキをかける，つまり制御する側に働く

場合は負のフィードバックといわれる．エアーコンディショナーや多くの自動制御など，安全装置として働

いている．どこにどのようなフィードバック・システムが存在しているか，どのようにスイッチが入るかは気候

研究の重要な対象となっている． 

北極海の６－７月の表面温度は変化が少ない．この時期，雪氷の反射，海洋による熱の吸収がある．

北極海の海氷についてもそのフィードバック・システムが調べられている．夏季に海氷減少が起きた海域

では，海氷の消えた水面に日射が吸収される．熱は海洋に吸収され，地表気温の増加は抑えられる．海

洋に吸収された熱は，秋以降も海洋に蓄積されている．このため北極海の結氷が遅れ，初冬になってか

ら海洋から大気に熱の放射，蒸発が続く．このため発生した雲により，地表面の冷却は抑えられ．上がっ

た温度が維持される.夏の海氷減少の影響は，季節を越えて現れてくる．最初の気温変化がより大きな気

温変化を生み出すことがある．このような変動幅の拡大が北極圏でおきている（図１）．北極域では20世紀

中盤に昇温，70年代には下降，そしてその後の昇温と大きな振幅を見せながら，地球全体の平均より2倍

以上の速さで昇温している．極域の大きな変化を極域温暖化増幅（Polar Amplification）と呼ばれる． 

多様な環境変化は，異なった時定数を持つが，多くは相互作用を起こすため，同時にあるいは連鎖し

て現れる．“Cascading” impacts（様々な時定数を持つ）によって連結された，自然及び社会への気候変

動の影響がある（図９）．そして現在見えている変化に続き，何が起きるのか，その変化はいずれ収まるが，

その後に別の変化があらわ

れることもある． 

 

 

図９ 世界各地の雪氷圏の

変 動 の 連 鎖 （ Cascading 

Impacts）．北極圏では海洋

と大気が海氷や凍土に及び

湖や海岸の浸食，動物への

影響を通じて人々の暮らし

に影響する様子をまとめて

いる（ IPCC 第5次報告書

ワーキンググループII（2014）

に加筆）． 

 

 



IPCC AR5では，カスケーディング・イベント(Cascading event)，カスケーディング・イフェクト(Cascading 

effect)などと呼ばれて紹介された．環境破壊や災害につながる場合はカスケーディング・リスク(Cascading 

risk)として警戒される．たとえば，二酸化炭素増加により，温室効果が起き，気温が上昇する．それが山

岳地域の氷河を融かし，氷河が後退する．その途中で融解水の増加による洪水が起きるところもあり，そ

の時代を経て縮小した氷河は水資源の減少につながる．このストーリーの中には連鎖する自然環境もあ

るが，洪水，水資源管理といった社会への影響を含まれている．対応には，いつどのプロセスが始まるの

か，長く続くのか，突然起きて，終了するのかなど，予想が重要となる． 

 

７．ティッピング・ポイントがあるのか，そしてリバーシブルかどうか 

北極海の環境変化に関しても，どのタイミングでどのような観測や分析情報が必要とされるか，次の予

測は可能かが問題となる．北極海の海氷減少により，北極航路の利用や資源開発が期待されている．そ

の結果が，北極海の環境にどのようなさらなる変化をもたらすかの議論があるが，社会はどう変化していく

か，どのようなカスケーディングがあるか，その時間スケールはどれくらいかが議論される．開発という機会

に対し，新技術の開発や地域のインフラ整備が進む．同時に，環境保全や安全管理のルールも策定され

ることが望まれる．2015年のパリ合意により，気温上昇を制限する努力が提唱されている．原因のなるもの

が制限されれば，結果の環境変化も弱まる，そして環境を元に戻すことも可能になる． 

しかし，ある程度変化が進みすぎると，変化が急速に進展し，元には戻らない段階を迎えるという考え

がある．この臨界点をティッピング・ポイント(Tipping point)という．海氷減少に関してティッピング・ポイント

と呼ばれるものが存在するのか，またいつ来るのか，は大きな関心となった(図９)．ティッピング・ポイントを

越えた自然は，急激に変化が進み，元に戻せない（Irreversible）変化が起きると危惧された（Malpwski et 
al., 2012）． 

Ridly et al. (2011)は，“How reversible is sea ice loss?”という論文を書いている．これは，モデル実験

を用い，海氷を一旦消滅させた後，気温を下降させたときの変化を予想したものである（図10）．北極では，

気温上昇―下降で，海氷減少－増加がおき，その変化は直線的である．一方，南極では気温上昇と海

氷減少は北極圏と同様でるが，気温下降時は海氷増加が遅れる．このため海氷減少時と増加時で経路

が異なるヒステリシスという現象になっている．いずれも復元(reversible）し，tipping pointを持たない． 

 

図９ 海氷変動の臨界点Tipping Point

の議論．Tipping Pointは存在するのか，

また，いつそれに達するのか．左：ＩＰＣＣ 

ＡＲ４ ＷＧ I（2007）及びMasowski et al. 
(2008)，右:Stroeve et al. (2012)． 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 気温変化と海氷変化の関係．北

極では気温上下に対し海氷は直線的に

減少・増加する．一方，南極では一度気

温上昇で減った氷は，気温が低下しても

なななか増加せず，ある程度気温が下

がった段階で急に増加し始める履歴“ヒス

テリシス“を示すことが予想されている

（Rigley et al., 2011）. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tietsche et al. (2011)やNewton et al. (2016)は，現在４００ｐｐｍを越えている温室効果気体の増加率を

抑えることができれば，気温が下降し，海氷量が復元することを予想した（Recovery mechanisms of Arctic 

summer sea ice）．最近の研究（Mengel et al., 2018)では，温室効果を抑えるなどして気温増加を止めれ

ば，海氷はもとにもどる（Reversible）という予測結果が出ている．しかし，その論文はReversibleだからと

言って，油断してはいけないことを述べ,すぐに対応が必要なことを述べている．パリ協定通りの対応でも

温室効果気体の影響は22世紀まで残る．そして，温室効果気体削減が5年遅れるたびに2300年の海水

準が20cmずつ上がる結果となると予想している．5年間の作業の遅れが，次世紀に大きな差を生み出す

ことをのべている．しかし，注意すべきことがある．このReversibleは，温度や結氷という物理的なものにつ

いて述べられているが，生物については言及していない．生態系の破壊などは元に戻らない

(Irreversible)変化を生み出す．また，もとにもどる

（Reverse）でも，どれだけの年月がかかるかも忘れ

てはならない．ある短い時間に起きた環境擾乱によ

り，数十年また次世紀まで元に戻るのに時間を要

するものがある．これは次の時代に生きる人への負

の遺産となる． 

 

 

図11 将来，二酸化炭素が減少したときの海氷変

化の予想（縦軸）．８００ｐｐｍまで増加した後，４００

ppmまで二酸化炭素濃度が下がれば海氷は再び

増加し始めることを予想している（Tietsche et al. , 
2011)． 

 

８．ホワイトアークティックとブルーアークティック 

社会は，Irreversibleである．負の遺産でなく，科学技術，沿岸設備，そして新たな利用・管理の姿とい

た，正の遺産を残していきたい．社会は，どのような Future Arcticを望んでいるか，どのようにそれが作ら

れるか？（または，作れるか？）という議論がある． 

“Earth’s Future”誌で，Newton et al. (2016)は“ホワイトアークティックとブルーアークティック”という論

文を出している．温暖化で氷のない北極海（Blue Arctic）が生まれるのか，凍る北極海（White Arctic）が

維辞されるのか，その中から科学への期待について述べた部分を抜粋する． 

“White Arctic vs. Blue Arctic” 

“The Arctic system will adjust to human activities whether those activities are ad hoc or planned, informed 

by scientific understanding of the system or not. 

Those organizations with the greatest capacity for rapid, large-scale mobilization (operational government 

agencies, industrial corporations, investment banks) will dominate the decision space.  

Organizations with long time scales between learning and accomplishment (grassroot NGOs, multi lateral 

diplomatic organizations, elected legislatures, scientific organizations) will find themselves perennially 

running from behind…..     （略）  

Science has a critical role to play as human communities navigate these contentious issues,…. （略）  

Significant new findings change the ways that stakeholders perceive their interests and how they perceive 

the impact of policies on their near and long‐term futures. 

 

北極で色々な政策や産業，経済的な活動が実施されるであろうが，将来の方針を考えるうえで，その

社会を実現するために，科学は重要な役割を果たす，新たな発見が新たな方向性を生み出すとしている． 

・ブルーアークティック：氷が減り続ける将来，または減っている間．これが直面している課題である．パリ

議定書，北極の国際法，環境保全などがある．沿岸のインフラ整備や急速な変化をとらえる調査，情報網，

救援体制の整備などが急がれる． 

・ホワイトアークティック：氷が再び増えた将来．温室効果気体を減らす方法，ルール，出さない技術や除

去する技術が望まれている．化石燃料をつく方法を大きく発展させた科学技術は，今度はそれを減らす

科学技術を生み出す役割も期待される． 

北極の気候変化や海氷変化は自然変動の寄与も大きく，ある時期には海氷も増加する可能性もありえ

る．急速な投資や産業拡大を生み出そうとしている北極海の航路利用や資源開発域はどうなるのか．一

 



度整備・拡張された経済活動は，氷が増えても留まらないという意見がある．そのころには，氷が多くても

北極に依存する輸送ルートや資源への依存などの経済活動が成立しており，その維持のために新たな

技術力が導入され，維持されているのでは，という予想もある．おそらく経済活動もそれを支える技術開発

も留まることはない．これまでに驚く技術を生み出してきた科学は今後も留まるところを知らず，新たなもの

を生み出していくと予想される．そして工学はそのような期待に応えるものを生み出していく． 

 

９．最後に：北極の将来を作る 

ブルーアークティックとホワイトアークティック 北極で何が試されようとしているのか．潜在的な経済的

価値，伝統的な考えや習慣で維持されてきた社会，新たなビジネスチャンスを狙う領域，過酷な自然環境

と，一度ダメージを受けると元に戻りにくい脆弱な環境がある．そこでおきる連鎖（カスケード・イベント）を

予想し，変化の臨界点（ティッピング・ポイント）に至ることを回避し，復帰性（リバーシブル）という回復力を

引き出しながら，環境と利用の折り合いをつけていく．そのためには巧妙なルール作り，しばしば立ち止

まって現象を見極め予測してから動くことが必要である．これを実現していくには科学技術が必要である． 

観測する技術，伝達する技術，予測する技術，環境に負荷をかけずに運用する技術，期せずして与え

てしまった擾乱を取り除く技術，それらを総合し理解していく科学がある． 

ルール作りはしばしば抑制，減速，利害の調整や力関係という条件が顕在化することもあるが，新たな

技術の出現は将来への期待をもたらし，創出を加速させる機運をもたらす．前者が我慢や耐える印象が

あるのに対し，後者は前進する印象がある．世界経済フォーラム（World Economic Forum WEF）は，2014

年に北極についての見解をまとめた．北極の課題は，地域現象でなくグローバルなものになりつつある．

そこには自然，産業，社会の課題がある．この問題解決に政界の経済界は大きな影響を与えるとして，利

用にも保全にも経済活動が大きな貢献をするコトォ述べている． 

この10年間北極の自然はいつも予想以上の変化を見せ，関連する社会や産業の反応も予想以外の

変化を示してきている．特に最近５年余りの間

に，北極に対して国内外の多くの取り組みが

あった．自然科学や人文社会科学，行政や経

済など多くが現在進行中である(図12)．しかし，

まだまだ大きな不確定性（Uncertainty）が残さ

れているため，予想外の変化は起こりうる．どの

ような北極の将来を作っていくか，より注意深い

観察と変化の察知能力，正確な予測と，臨機

応変な対応力が求められている． 

 

図1２ 北極を巡る環境変化の監視，社会との

関係，研究活動の状況．また，それらを実施す

る 環 北 極 観 測 基 地 群 （ https://www.arcs-

pro.jp/project/station/index.html）. 
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