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北アルプスの価値の創出
奈良間千之（新潟大学）
What are valuable points of the northern Japanese Alps?
Chiyuki NARAMA (Niigata Univ.)
１．はじめに
北アルプスの価値ってなんだろう．北アルプス
のすごさとはなんだろう．北アルプスには，上高
地，黒部峡谷，立山，白馬三山など素晴らしい名
所がたくさんあるが，具体的に何がすごいのかう
まく説明できないのではないだろうか．近年，北
アルプスでは七つの氷河が発見されるなど，学術
的な新知見が報告されはじめているが，北アルプ
スの自然環境に氷河が加わる意味は何だろうか．
あらためて北アルプスの魅力を再認識し，その価
値を考える機会として今回のシンポジウムが企
画された．「北アルプスの価値の創出」というテ
ーマは，私たち研究者にとっても北アルプスの価
値を考える良い機会でもある．地域の自然環境が
いかに特別なものであるかを認識することは，地
域の自然に対する愛着や誇りや関心を芽生えさ
せ，自然破壊や開発を抑制する意識につながるは
ずである．今回は，地形，地質，雪氷分野に焦点
を当て，北アルプスの魅力に迫る．
２．北アルプスの自然環境
北アルプスは，北部から南部にかけて，大陸の
かけらである飛彈帯（基盤；黒部峡谷や立山・剱），
飛彈外縁帯（基盤；白馬），海底の地層からなる
美濃・丹波帯（付加体）などの形成年代の異なる
地質帯で構成される．
北アルプスで見られる景観は，これら異なる地
質帯を基盤に，隆起と火山活動により大きな起伏
が作られ，氷期・間氷期サイクルの気候変動のも
と，雨，風，河流，雪，氷河などによって侵食さ
れた結果である．北アルプスは，200～300 万年前
以降に隆起によって形成されたとされ（竹内，
1988；森山，1990；原山・山本，2003）
，さらに火
山活動が関わることで，上高地の平坦な河床，急
峻な岩壁が並ぶ槍・穂高連峰，立山カルデラや室
堂平などが作られた．隆起の山と火山が混在する
北アルプスは，火山が含まれない南アルプスや中
央アルプスとは異なる．さらに，過去の氷期・間
氷期サイクルにおける氷期の気温低下時に拡大
した周氷河環境や，その際の氷河作用により作ら
れた多くの地形の痕跡が残っている．
また，北アルプスは，世界有数の「多雪」＋「強
風（冬季の北西季節風）」地域である．これら気
象環境は，中緯度温帯の低標高 2000～3000m の環
境において，多年性雪渓や氷河の存在を可能にし
ている．さらに，稜線を挟んで東西に非対象とな
る非対称山稜や，周氷河平滑斜面などの砂礫斜面
が形成される要因となっている．

３．白馬と立山の箱庭的景観の違い
次に地域に着目してみよう．例えば，白馬の高
山帯の景観要素を挙げると，非対称山稜，二重山
稜（線状凹地），圏谷地形，葱平モレーン，周氷
河平滑斜面（砂礫地），岩石氷河（山岳永久凍土），
カクネ里・唐松沢氷河，大雪渓（多年性雪渓），
お花畑，ハイマツ，崖錐，岩盤崩落，地すべり，
落石などがある．これらはわずか数百メートルの
狭い高度帯に凝縮されて存在しており，こじんま
りとした箱庭的景観を作っている．北アルプスの
北部地域では，冬季の強風が標高 3000m の山々に
砂礫地などを含む高山帯を形成させ，多雪と急峻
な雪崩が生じる地形が雪渓や氷河を作りだして
いる．最近発見された氷河は，この環境多様性で
ある箱庭的景観を構成する重要な存在であり，よ
り魅力を高めるものとなった．さらに白馬村は距
離が近く，この箱庭に容易にアプローチできるこ
とも魅力の一つだろう．さらにこれら自然の魅力
を紹介するガイド集団で，100 年以上の歴史があ
る白馬山案内人組合など，山に関わる生活や文化
も魅力を高める要素である．
一方，立山地域は，白馬地域と同じく北アルプ
ス北部の多雪地域に位置するが，火山活動により
形成された，白馬地域とは異なる箱庭的景観がみ
られる．立山カルデラ，溶岩で作られた室堂平，
火砕流台地の弥陀ヶ原と湿原の池塘，長い年月で
火砕流台地を侵食している称名の滝，特別天然記
念物の山崎圏谷と東側斜面の圏谷群，五つの氷河
群，モレーン，岩石氷河（永久凍土），剱沢雪渓
などがある．立山と剱岳の違いも景観を構成する
重要な要素である．
４．北アルプスの価値とはなにか．
焼岳-奥穂高岳-槍ヶ岳-大天井岳-常念岳-蝶ヶ
岳-徳本峠-霞沢岳の稜線に囲まれた広大な範囲
が特別天然記念物に指定されている「上高地」，
立山黒部ジオパークであったり，個々の地域の自
然環境の魅力を発信する場はあった．しかし，北
アルプスの各地域の個性は，白馬と立山のように
地域の魅力を比較することで，その特徴がより明
確になる．地元の人々がその地域の価値を認識す
ることで，愛着や誇りが生まれる．また，その山
岳地域の特別感を得るために日常生活圏の場所
を離れ訪れる山岳ツーリズムがある．その地域の
個性や特別感があるほど，外部の人々もその貴重
さや価値を感じることができる．私たち研究者は，
学術的情報をもとに北アルプスの各地域の箱庭
的景観の魅力と価値を明確にして，シンポジウム
や講演会などで発信していく必要がある．

・

空から見る北アルプスのすごい地形
苅谷 愛彦（専修大学）
Alpine and subalpine landforms worth seeing in the Northern Japanese Alps
Yoshihiko KARIYA (Senshu University)
１．さまざまな山岳地形が見られる北アルプス
５．その他
北アルプス（北ア）はジェット気流や冬季季節
立山は 22 万年前頃から活動を始めた火山で，
風の影響を受け，日本海にも近いため降雪が多い
室堂周辺では今なお噴気活動が続き，活火山＝弥
世界屈指の寒冷風衝多雪山地である。約 10 万年
陀ヶ原に認定されている。また黒部川源流には雲
周期で繰り返す氷期－間氷期サイクルの支配下
ノ平や鷲羽池など新旧の火山が存在し，硫黄尾根
において，北アは厳しい環境変動を経験し，典型
や焼岳では噴気が上がる。さらに，穂高連峰は約
的な山岳地形を随所に発達させてきた。本発表で
176 万年前に破局的噴火を起こした大規模火山
は，それらの地形を紹介し，地形の魅力と価値を
が起源で，この時に噴出した火山灰は大阪や千葉
再認識する機会としたい。ここでの「すごい」は，
で発見されている。北アの山麓を中心に活断層
「誇れる・価値がある」といった意味あいである。
（ほとんどが逆断層だが跡津川断層は日本有数の
２．氷河地形
水平ずれ断層）が発達する。火山や活断層は様々
北ア全域に，主に更新世後期＝最終氷期（約 13
な災害をもたらすが，北アの価値ある地形や景観
～1.2 万年前）の 2 回の氷河拡大期に形成された
の形成にとっては非常に重要である。
圏谷（カール）が分布する。北部では白馬鑓ヶ岳
６．価値を高めるために
や剱沢，内蔵助谷，黒部五郎岳など，南部では涸
ジオパーク連携や自然公園事業などを足がか
沢や槍沢が著名である。水晶岳東面には 7 つの圏
りとして，北アの地形・地質の魅力を様々な年齢
谷が連なる。圏谷とペアをなす堆石堤（縁辺モレ
層に，わかりやすく伝える取り組みを継続的に展
ーン）は立山雄山西面や御前谷，御山谷，槍沢，
開する必要はないだろうか。また地形・地質に精
横尾谷のものが古くから知られる。北アの圏谷や
通した自然公園関係者やインタープリターを増
堆石堤は，氷河消滅後の侵食や地すべりで破壊さ
やす必要はないだろうか。
れたり消滅してしまったりしたものも多い。
３．周氷河地形
秋と春に，土壌や岩盤の水分が凍結・融解を繰
り返すことを凍結融解（周氷河）作用という。こ
の作用ではジェリフラクションなどの低速な斜
面物質移動（地すべり）や，凍結風化が起こる。
この結果，斜面全体が滑らかな平滑斜面が生じる。
白馬岳や薬師岳などの非対称山稜の風上（北・西）
側がそれにあたる。一方，稜線風下（東・南）側
には積雪が厚くたまる。積雪は凍結融解作用を抑
制する反面，融雪水による風化や侵食・運搬作用
を強化して残雪凹地という浅い凹みを斜面に残
す。残雪凹地は白馬岳や朝日岳など北ア北部に発
達する。この他，山岳永久凍土に関連した周氷河
地形（化石岩石氷河）も点在する。
４．大規模斜面崩壊（地すべり）地形
北アの大規模斜面崩壊地形は従来注目されて
こなかった。しかし小蓮華山－栂池自然園，朝日
岳・雪倉岳周辺，水晶岳西面（高天原）をはじめ，
奥又白谷や岳沢，玄文沢など上高地一帯でも発見
され，北ア各地に発達することが判明してきた。
図 北アルプスの地形
大規模斜面崩壊の予兆とされる多重稜線（船窪）
主な地点や山域を示し，1
つの記号に複数の地形が含
も，雪倉岳や蝶ヶ岳などを好例として各地に発達
まれる場合がある。活断層トレースは産総研による。
する。大規模斜面崩壊は気候の変わり目にあたる
参考文献
完新世＝後氷期初頭以降に生じたとされるが，年
五百沢智也（1979）
「鳥瞰図譜
日本アルプス」
．
代や誘因が未詳のものも多い。大規模斜面崩壊は
小泉武栄(1993)「日本の山はなぜ美しい」
．
複雑な地形を再構成するため，多様性に富む山地
苅谷ほか（2013）地学雑誌 122．
自然環境の創成に一役買っている。

北アルプスの隆起と黒部峡谷の地形の魅力
竹内

章（一般社団法人 立山黒部ジオパーク協会）

Uplifting of the Northern Japan-Alps and the amazing charm of the geomorphology of Kurobe Gorge
Akira TAKEUCHI (Tateyama-Kurobe Geopark Society)
１．はじめに
立山黒部ジオパークは，深海と山岳が接近する
高低差 4000ｍの急峻な起伏に特徴があり，世界
一若い花崗岩が露出する飛騨山脈（＝日本ヒマラ
ヤ＝北アルプス），世界屈指の急流がつくる臨海
扇状地などから構成され，埋没林や山岳氷河など
貴重な地質遺産（ジオ）が凝縮されている．
なかでも登山者を魅了する景観の代表，北アル
プスの価値は 3000ｍ級の稜線に挟まれた黒部峡
谷の存在であり，1920 年頃から始まった電源開
発事業もこのジオの特徴を利用してきた．
なぜこのような深い縦谷が形成されたのか．本
発表では，とくに山脈中軸を削り込んだ黒部峡谷
をとりあげ，その生立ちと形成のしくみ（黒部の
奇跡：花崗岩マグマの活動と日本ヒマラヤの形成）
を紹介する．
２．北アルプスと黒部峡谷の位置
北アルプスは，北西太平洋にある日本列島で東
日本島弧系と西日本島弧系が交差する本州中部
の日本海側に位置し，アムールプレートの東縁に
沿った活発な地殻変動帯に属する．本州中部での
最新地質時代（80 万年前以降）の地殻変動は，フ
ィリピン海プレート伊豆弧の衝突や現在の島弧
型火山活動の開始，日本海東縁‐フォッサマグナ
がプレート境界になったことなどであり，地球上
で極めて特異なプレート４重収束境界域が現れ
た変化と理解される．
４枚のプレートのせめぎ合いが地震や火山，そ
して沖積平野や山脈を作り，多様な地形地質がか
けがえのない地域資産，地域の宝になっている．
３．本州中部はマグマの巣
本州中部には新生代の花崗岩類が密に分布し，
東アジアに広く分布する中～古生代の花崗岩よ
りもずっと若いためネオ花崗岩とかネオプルト
ンと呼ばれている．とくに北アルプスには黒部川
花崗岩や滝谷花崗閃緑岩など世界で最も若い深
成岩の露出が知られ，1000 万年前から現在まで
花崗岩マグマの活動が持続している（図１）．な
かでも黒部川花崗岩は世界最新の花崗岩体で，
「パンダ石」と呼ばれる白黒斑状の岩体は標高
650ｍの谷底から 3000ｍの稜線にまで露出する．
本州中部の地下で大量のマグマが生成されて
いる理由は，海洋プレート２枚の沈み込みがもた
らす水の寄与が大きいとされる（下記 URL）
．

図１.

図２.

花崗岩マグマの生成環境

地殻の加熱変形(山脈隆起)

４．北アルプスの成り立ちにマグマが関係？
この山脈ができたしくみについては，東西日本
での島弧衝突や，浮力による上昇など諸説ある．
有力視されるのが東西圧縮説であるが，北アルプ
スを含む西南日本が現在の東西圧縮応力場にな
ったのはたかだか 80 万年前であり，それ以前の
南北圧縮時代の 400 万年前にはすでに山脈隆起
が始まっていた事実がある．それゆえ，1000 万年
もの長期間同じ場所で花崗岩マグマの活動が持
続している奇跡に注目する．
深成岩のマグマ活動は上部地殻を薄くし，圧縮
による塑性変形（山脈隆起）を起こす素因となる
（図２）．同時にプレート同士のせめぎ合いで古
い地質帯（飛騨帯と飛騨外縁帯）の境界がマグマ
の通路として利用される．こうして硬軟の岩体境
界（破砕帯）が侵食の弱線として洗掘され下ノ廊
下のようなゴルジュの下刻が進んだ．
５．これからの課題
ドイツの地理学者ライン博士は 1874 年の日本
旅行で飛騨山脈を雪嶺山脈と記載した。雪嶺の意
味はヒマラヤに通じる．その北アルプスで最大の
謎は，「今も隆起しているか」である．この謎に
迫るには，険しい山岳の地質調査や測地観測など
を継続する地道な努力しかない．
引用文献
中村仁美，日本火山の会・火山学最前線レポート・
火 山 岩 が 語 る マ ン ト ル の 水 ． http://kazannet.jp/hotvolcanology/No2slabfluid3.html

世界に誇る北アルプスの積雪量とその魅力
西村 基志（国立極地研究所）
The Splendid Snowfall in the Northern Japanese Alps that Impresses the Whole World
Motoshi NISHIMURA (National Institute of Polar Research)
1. はじめに
日本海沿岸から本州内陸に及ぶ広範な地域に
標高 3000 m にも及ぶ脊梁山脈が南北に連なる，
これこそが世界的にも有数の豪雪地帯である北
アルプスである．それは，日本における冬の気象
条件と中部山岳地域の地形的条件に依る部分が
ある．北アルプスの豊富な積雪は，豊かな植生や
急峻な地形などの自然景観を形成し，また，その
自然に彩りを与える渓流の源でもある．このよう
に，山岳地域において，積雪という要素は他の自
然要素と互いに密接した関係を持っており，山の
自然環境を考える上で欠かすことの出来ない要
素の一つである．
本講演では，多種多様な北アルプスの魅力を形
成する要因の一つとして気象と降積雪に着目を
し，自身の研究データや最新の研究成果を織り交
ぜて，改めて山の雪について考える．白銀の世界
を作り出す積雪は北アルプスではどのようにも
たらされるのか？北アルプスの雪の魅力は何な
のか？人それぞれ異なる北アルプスと雪の魅力
について，探っていく契機としたい．
2. 北アルプスにはどのようなメカニズムで積雪
がもたらされるのか？
北アルプスの降雪を考える上で欠かせないの
が，冬の季節風と山岳地形の関係である．冬の北
アルプスに積雪をもたらす主な気圧場のパター
ンとして，いわゆる「西高東低型」の冬型の気圧
配置と，本州南岸に温帯低気圧が位置する「南岸
低気圧型」が挙げられる．西高東低型の場合は，
ユーラシア大陸由来の乾燥した空気塊が日本海
上を通って日本海沿岸地域に移流する．その際に
温暖な日本海から多量の水蒸気が空気塊に供給
されることで，湿潤な大気となり，日本海沿岸地
域には大量の降雪がもたらされる．一方，南岸低
気圧型は，本州南岸に温帯低気圧が位置すること
で，太平洋沿岸地域に降雪をもたらすこともある
代表的な気圧場のパターンの一つである．
3. 積雪量が北アルプスの東西南北それぞれの地
域で異なるのはどうしてか？
北アルプスは本州の南北に脊梁山脈が連なっ
ている．その急峻な地形は，南北方向と東西方向
に降水量の違いを生み出している．一般に湿潤な
空気塊が移流してくる過程で，風上地域は風下地
域に比べて多くの降水がもたらされる．日本の冬
季に多く見られる西高東低型の気圧配置の場合
には，湿った空気塊が南北に連なる北アルプスに
対して北西から移流する．これによって，風上地

域である北アルプス北部には大量の降雪が発生
し，風下地域である北アルプス南部は北部に比べ
て降雪量が少なくなる．加えて，北西からの季節
風は風上地域である西側斜面に多くの降雪を供
給する一方，風下地域に該当する東側斜面は西側
斜面に比べて降雪量が少なくなる．この現象のメ
カニズムは，南岸低気圧型のパターンでも同様で
ある．南岸低気圧型によって南から湿潤な空気塊
が北アルプスに移流すると，風上地域に該当する
北アルプス南部や東側斜面に多くの降雪が供給
される．つまり，北アルプスの南北に連なる地形
と北西からの季節風，あるいは南からの湿潤大気
の移流によって，北アルプスでは東西南北それぞ
れの方向に積雪勾配が生まれ，地域によって異な
る積雪環境が形成されている．
4. 北アルプスの雪が作り出す魅力
北アルプスの積雪環境は，日本の気候的要素と
地形的要素によって特徴づけられている．すなわ
ち，西高東低型による北西からの季節風，南岸低
気圧による太平洋沿岸地域での降雪，南北に連な
る急峻な脊梁山脈，これらの要素が東西南北にわ
たる変化に富む積雪環境を形成している．空気が
湿潤な風上地域と空気が乾燥した風下地域では
異なる大気環境によって異なる雪質の積雪が形
成される．このように一概に北アルプスとは言え，
その積雪環境は多様であり，それぞれの地域で個
性豊かな積雪が毎年現れる．これこそが冬の山岳
景観に個性を生み，地域によって異なる白銀の世
界で我々を魅了する一因ではなかろうか．
5. おわりに
北アルプスでは，その地形によって多様な降
雪・積雪環境が形成されている．大量の積雪が形
成される日本海沿岸地域のような湿潤地域，およ
び，乾燥条件下での積雪が形成されている内陸の
大陸性気候に類似した地域がこれだけ狭い空間
に混在している，という環境は世界を見ても稀で
ある．その積雪自体も見事であり，また，その積
雪によって形成される自然環境は多様性に富み，
北アルプスの魅力を引き立てている．
研究者にとっては興味の尽きないフィールド
であり，登山者にとっては最高の遊び場である．
それぞれ北アルプスに対する解釈，求めるもの，
魅力などは異なるが，狭い空間に多様な自然要素
が介在している，これこそが北アルプスの魅力の
多様性を生み，人それぞれの北アルプスの価値を
創出しているとは言えないだろうか．

北アルプスは雪渓王国！？氷河が存在する環境とは？
有江賢志朗（新潟大学）
What are the environmental conditions of snow patches and glaciers in the northern Japanese Alps?
Kenshiro ARIE (Niigata Univ.)
１．はじめに
北アルプスには，夏になっても雪が融けきらず
に存在する“多年性雪渓”が多くみられる．近年，
これら多年性雪渓のうち七つが“氷河”であるこ
とが，最新の調査機器を用いた現地調査によって
確認された（福井・飯田，2012；福井ほか，2018，
有江ほか，2019）．氷河の発見は，温暖な中部山
岳の環境では，氷河は形成されないとされてきた
中（貝塚・鎮西編，1986），大きなインパクトを
与えた．しかし，中緯度帯の標高 2000m ほどの暖
かい場所に存在する氷河の形成・維持機構を十分
に解明するまでには至っていない．また，北アル
プスの氷河の存在は，地元の人々や登山者に広く
認知されていない．本発表では，多年性雪渓と氷
河との違いは？，北アルプスで氷河と多年性雪渓
が形成・維持されるメカニズムは？，について先
行研究とこれまでの調査成果を用いて説明する．
北アルプスの特徴の一つである多年性雪渓と氷
河について理解を深め，北アルプスの魅力と価値
の創出について考える契機としたい．
２．多年性雪渓と氷河の違い
多年性雪渓と氷河は，どちらも「越年する雪氷
体」である．多年性雪渓と氷河は流動の有無によ
って区別される（上田，2014）．気温は，高標高
ほど低いので，ある高度（雪線高度）を超えると
降雪量が年間の融雪量を上回る．雪線高度より高
い場所では，毎年雪がどんどん積み重なり，圧密
により雪が氷体になる．氷がある程度厚くなると
（30m 程度：岩田，2011）
，氷は重力によって下流
へ流動しはじめる．この流動現象を持つ氷体が氷
河である．一方，多年性雪渓は氷体を含む場合も
あるが，氷体が厚くないため流動が生じない．
３．北アルプスは雪渓王国
北アルプスは，多量の降雪地域だが，雪線高度
よりも低い．なぜ北アルプスには多数の多年性雪
渓が存在するのか．北アルプスの多年性雪渓は，
風下の東側斜面の稜線付近または谷底の吹き溜
まりや雪崩など雪の再分配（地形効果）により雪
が供給され，積雪量が年間の融雪量を上回る場所
でのみ雪が越年し，多年性雪渓が形成される（今
西，1933；樋口，1968）
．
北アルプスの多年性雪渓は氷河にならないのか．
北アルプスでは，降雪量の年々変動が大きく，小
雪年では雪渓全体が縮小し，多雪年では雪渓全体
が拡大する．多年性雪渓は，年により雪渓全体が
拡大・縮小を繰り返すため，流動するほど厚い氷
河ならない絶妙な環境で維持されている．一方，
近年確認された北アルプスの七つの氷河は，特に

雪の再分配量が特に多い場所で，厚い氷が形成さ
れたといえる．これらは，厚い氷体と流動が実測
されたため，氷河であることがわかった．
多年性雪渓の存在は，日本の以外でスコットラ
ンドとオーストラリアなどで報告されている
（Watoson et al, 2005; Ken Green，2009）が，
その数は北アルプスが圧倒的である．雪線高度以
下であるが，雪の再分配が起こる地形（冬季の北
西季節風に対して南北に連なる稜線の東側斜面，
雪崩が生じる急峻な谷地形）が多数ある北アルプ
スは，多年性雪渓ができるのに絶好の環境であり，
北アルプスは雪渓王国といえる．
４．北アルプスの他の雪渓の氷河可能性
北アルプスの雪渓の大きさは，雪の再分配量の
差を示す．これまで確認された氷河は，1 万 m²以
上であり，その面積を持つ他の雪渓を探してみた．
また，日本三大雪渓の白馬大雪渓，剱沢雪渓，針
ノ木沢雪渓は氷河でない．これは，雪渓上部の集
水域面積が大きいため，夏季の大量の雨水が雪渓
底部に侵入し，雪渓の融解が促進されるためであ
る（朝日，2013）
．雪渓面積が 1 万 m²以上，雪渓
上部の集水域面積が小さいものを選定した結果，
白馬村の杓子沢雪渓，不帰沢雪渓，白馬沢雪渓が
挙げられる．2020 年度より白馬連山氷河調査団
が結成され，この三つの多年性雪渓の現地調査が
行われている．
５．北アルプスの氷河の質量収支
北アルプスの氷河で 2015 年より観測された年
間の質量収支を調べたところ，融解量よりも積雪
量の年変動に大きく依存し，その質量を維持して
いることが明らかになった（Arie et al., 2021）
．
さらに，世界の氷河と比較した結果，北アルプス
の氷河は，世界の氷河の中で最も積雪があり，夏
に融解がある氷河であることが示された．これは，
北アルプスの氷河が特異な環境で形成・維持され
ていることを意味する．
6．おわりに
北アルプスの多年性雪渓は，北アルプスの多様
性を彩る価値あるものである．また，近年氷河が
確認され，新たな自然資源が生まれた．北アルプ
スの氷河は，質量収支観測によって世界で最も温
暖・多雪な環境に存在することがわかり，例えば
“こんな温暖な環境にも氷河があるんだ！”と環
境教育や観光資源としての価値を創出できるだ
ろうか．しかし，まだまだ多年性雪渓・氷河につ
いては未解明な研究課題が多く残されている．今
後これらを深堀して調べ，発信することで，その
価値をより高めていきたい．

・

白馬の景観の変遷と魅力
松本正信・久田重太（白馬山案内人組合）
The change of landscape in Hakuba mountains and its attractions.
Masanobu MATSUMOTO, Shigeta HISADA (Hakuba Mountain guide union)
１．はじめに
北アルプス北部, 後立山連峰の白馬岳（標高
2932m）と周辺の山々は我が国でも有数の入山者
数を誇る山域である．白馬をはじめとした長野県
の登山口には古くから地元登山ガイドである登山
案内人が活動しており,その中でも白馬登山案内
人組合は大正 8 年（1919 年）の設立以来,100 年
以上に渡り白馬の山々を案内し,その役割を続け
ている.本発表では地元ガイドから見た白馬の
山々の変遷と魅力について紹介する.
２．白馬の山々とその山麓の概要
白馬岳は長野県と富山県に跨り, 新潟県とも近
接する山である.現在,一般的にはシロウマダケと
呼称されているがかつては「大蓮華山」（新潟県
西部）「上駒ケ岳」（富山県）「白馬山（ハクバサ
ン？ハクバヤマ？）」（長野県）などと様々な名称
で呼ばれていた.白馬連峰は，冬季の強い北西季
節風と多量の降雪の影響を強く受ける．北西風に
より稜線付近の雪が吹き払われ，風下の東側には
雪庇や吹き溜まりが形成される．それが崩れたり，
雪崩などにより岩層を削り取ることで，急峻な地
形となり非対称山稜が作り出された（図 1）.冬季
に非常に多くの降雪があることに加えて極めて急
峻な地形であるため,雪崩,激しく冷たい河流,斜
面崩壊，冷涼な気候など,白馬岳東麓の白馬村周
辺は人々が生活するには厳しい自然環境であった.
３．白馬の山々と登山者の変遷
白馬岳への入山は江戸時代以前より行われてい
た．その多くは山麓で生活する住民による，狩り
や鉱物資源採収など収入を得る目的のためであっ
た．明治期に入ると,測量のため,植物研究のため
など地域外からの入山が始まっていき,徐々に大
衆のレクリエーションとしての登山が主流になり,
登山者数が増加していった.登山者が増えるにつ
れ,山小屋の規模は大きくなり,食料や建築資材な
どの荷上げは人力による歩荷からヘリコプターで
の輸送へと姿を変え,現在ではドローン等を用い
た無人輸送へと変わろうとしている.登山者の装
備も素材や加工技術の進歩により時代とともに変
化してきた.
４．白馬の魅力とこれから
山の魅力の捉え方は十人十色であるが, 地元ガ
イドとして長年当該山域を見てきた発表者から見
る白馬の魅力は大量の降雪と,それが作り出した
険しい山容だと考える.深い積雪は谷を削り,深い

谷筋と切り立った山岳景観を作り出した.また豊
富な積雪により遅くまで残る雪渓や雪田付近には,
種類豊かな高山植物群落が美しいお花畑を形作っ
ている.白馬山案内人組合ではこれからも多くの
登山者に白馬の魅力ある山岳景観を伝え楽しんで
頂くため, 案内活動や山岳環境の保全活動に注力
していきたい.

立山の景観美の秘密と新しい魅力
福井幸太郎（富山県立山カルデラ砂防博物館）
Secrets of Tateyama Mountain's Scenic Beauty and New Attractions
Kotaro FUKUI (Tateyama Caldera Sabo Museum)
1．はじめに
富山県立山カルデラ砂防博物館では、来館者に
立山の自然の独自性・多様性について説明するた
めに、
「上昇する山」
「氷の山」
「火の山」
「水の山」
という 4 つのキーワードを使っている。立山の自
然をめぐっては、近年，新発見が相次いでいる。
本講演では、新発見の内容も含めて、4 つのキー
ワードから立山の景観美と新しい魅力について
紹介する。

地である。この独特の地形は、立山カルデラ付近
にあった弥陀ヶ原（立山）火山の火砕流と溶岩流
により形成された。現在でも地獄谷や立山カルデ
ラでは活発な火山活動がみられ、弥陀ヶ原火山は
活火山として分類されている。
立山カルデラの活動的火口湖、新湯は玉滴石と
呼ばれる天然のオパールを産出することから国
指定の天然記念物に指定されている。2014 年、こ
の新湯が極めて特異な噴出・休止サイクルをもつ
間欠泉に変化していることが明らかにされた。

2．上昇する山
立山連峰を含む飛騨山脈は、新生代第四紀の隆
起量が日本最大級である。山地が成長すると侵食
によって山麓に扇状地性の礫層が堆積する。富山
県側では、飛騨山脈由来の礫層（呉羽山礫層）が
225 万年前頃からみられるようになった。このこ
とから、この時期には飛騨山脈の急速な隆起がす
でにはじまっていた可能性が高い。この急速な隆
起を示唆するように黒部峡谷には、地表に露出し
ている花こう岩としては世界でもっとも若い約
80 万年前の黒部川花こう岩が確認された。

5．水の山
標高 2500 m の室堂平の平均積雪深は 7m に達
し、雪の大谷「雪の壁」の様な吹きだまりの積雪
深は 15～20 m に達する。これを冬期降水量に換
算すると約 3000 mm となる。この雪のほとんど
は一夏で融解してしまう。夏季の雨とあわせると
年降水量は 6000 mm に達し、日本でも有数の量
である。これらの豊富な水が作る地形の代表に、
日本一の落差を誇る称名滝や称名渓谷があげら
れる。称名滝は、約 7 万年間で現在の位置まで約
7 km 後退し、後退してできた深い谷が称名渓谷
である。

3．氷の山
立山連峰には、国内有数の規模を誇る氷河によ
り形成された圏谷、Ｕ字谷等の独特の地形が存在
する。薬師岳の圏谷群は国指定の特別天然記念物
に、山崎圏谷は天然記念物に指定されている。
この地域の最大の特色は、これらの氷河地形内
に残存する雪氷量が圧倒的に多いことである。主
稜線の風下側では一冬の積雪量が 20 m に達し、
秋の終わりになっても残存して多年性雪渓が多
く形成されている。2012 年にこれら中でも規模
の大きな 3 つの雪渓が、日本で初めて現存する氷
河であると確認された。このうち最大の規模を持
つ三ノ窓雪渓（氷河）では、25 m に達する積雪
の下に厚さ 60 m 以上の氷体が存在し、1 ケ月間
で 30 cm の流動が実測された。
また、立山には氷河だけで無く日本アルプスで
唯一、山岳永久凍土が確認されている。近年の温
暖化の影響で世界的には永久凍土の夏期融解層
（活動層）は厚くなる傾向にあるが、2021 年秋の
調査で立山の永久凍土の活動層の厚さは過去約
20 年間でほとんど変化していない可能性が出て
きた。

6．各要素のつながり
立山には氷河や永久凍土が現存し、そのような
寒冷環境下に氷期の遺存種である雷鳥や高山植
物が多く分布する。また、弥陀ヶ原火山が生み出
した地獄谷、玉殿岩屋、材木石、餓鬼ノ田圃等の
独特の景観は、古くから立山信仰の舞台となった。
さらに、立山の自然は下流に脅威をもたらす。立
山カルデラには、火山活動により形成された脆く
風化されやすい火山岩が分布する。
この不安定土砂に、日本有数の降水量を持つ融
雪水や豪雨が流れ下る。さらに、付近には跡津川
断層がのびていて約 2300－2700 年の活動間隔で
大地震が発生する。
安政の飛越地震（1858 年）で発生した鳶崩れの
崩壊土砂は、立山カルデラ内外に堆積し天然ダム
を形成した。その後 2 度にわたり決壊して大土石
流となって富山平野を襲い大被害をもたらした。
立山カルデラ内には今でも膨大な量の不安定土
砂が堆積している。これらが相まって、常願寺川
は豪雨のたびに土砂災害が発生する暴れ川とな
った。この暴れ川をおさめるために立山カルデラ
内では明治 39 年以降 100 年以上にわたって砂防
事業が行われている。

4．火の山
立山の大きな地形的特色は、立山カルデラの巨
大な窪地と隣接して広大に張り出す弥陀ヶ原台

・

