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1. はじめに

近年，地球温暖化の影響で，ヒマラヤ山脈などの

高山地帯において氷河湖の拡大が進行し，氷河湖決

壊洪水(GLOF：Glacial Lake Outburst Flood)のリス

ク が 高 ま っ て お り ， 発 生 頻 度 が 上 が っ て い る 。

GLOF は，主に氷河湖をせき止めているモレーンの

決壊により発生し，下流に大きな被害をもたらす。

一般的にモレーンは，その構成材料・形状の点から

は非常に不安定であるが，凍結し永久凍土となるこ

とでその強度が高まり，湖水を堰き止めていると考

えられている 1)。地球温暖化によりモレーンの融解

が進んだ場合，GLOF 発生のリスクが高まることが

予想されるが，モレーンの融解に焦点を当てた研究

はほとんどされていない。そこで本研究では，モレ

ーン表面温度変化の現地観測と熱伝導解析，および

斜面安定解析とを組み合わせることで，過去から将

来にかけての GLOF 発生の危険度評価を行った。  

2. 研究手法

2.1 現地観測 

 研究対象地は，ヒマラヤ山脈に位置するネパール最

大の氷河湖，Tsho Rolpa（27°52’ N 86°28’ E，4546 

m.a.s.l.）である（図-1）。現地観測では，モレーン表面

温度を 2018 年 11 月 18 日から 2019 年 11 月 10 日ま

での約 1 年間，１時間間隔で観測した。観測地点は，

モレーン下流側斜面の上端から下端までの直線上に

並ぶように 7 地点設定し，上端から No.1, 2,…,7 とし

た。温度計は，地面に設置したあと，石礫を覆いかぶ

せて固定した。 

2.2 熱伝導解析 

 温度計測地点に沿ってモレーンを鉛直に切った 2 次

元断面を 1×1 m の正方メッシュに分割し，時間ステ

ップ𝛥𝑡 = 1 hour で，土層中の浸透水の凍結融解を考

慮した熱伝導解析を行った。土層中に浸透水が存在す

る場合の熱伝導解析を行う際は，水の潜熱を考慮した

熱伝導方程式（式（1））と Richards 式を同時に解く必

要がある。本研究では，簡単のため土層中の水移動が

無視できると仮定し，(2)式の通り，ある位置での不凍

水と氷の総和が変化しないとした。𝑇 ≤ 0 °C では式(1)，

(2)は独立に解くことができないため，不凍水の含水率

𝜃と温度𝑇の関係を表す式(3)を加え，式(1)～(3)を連立

させて解き，温度𝑇と𝜃，𝜙を求めた。 

ここで，𝑇は温度(°C)，Lw は水の融解潜熱(J/m3)，𝜆は

土層の熱伝導度(W/m/°C)，C は土層の熱容量(J/m3/°C)，

𝜙は含氷率，𝜃は含水率，𝜌𝑤は水の密度(kg/m3)，𝜌𝑖は氷

の密度(kg/m3)である。 

 本研究では，過去から将来にかけてのモレーン内部

温度のシミュレーションを目的としている。そこで，

過去 100 年の温暖化シナリオ（温度上昇ペース）を

0.07℃/y，将来 50 年を 0.05，0.10，0.20℃/y と仮定

し 3) 4)，それぞれを Scenario1，２，３とし，過去 100

年と将来 50 年の熱伝導解析を行った。 

2.3 安定解析 

融解した土層で崩壊発生の危険性があると想定し，

熱伝導解析にて 0℃以上と算出された土層を対象に，

臨界すべり面解析法 5) を用い決壊危険度の評価を行

った。本研究では，熱伝導解析により求められた，各

年の平均融解深が最も深くなった日に限定して，安定

解析を行った。地下水条件は，全５ケースの地下水分

布を仮想的に設定した。CASE1 から 4 は上端から下

端に向けて，距離に比例して水位が増加する条件

（CASE1 から 4 にかけて比例定数を大きく設定），

CASE5 は融解深の 50 %が地下水位となる条件を与え

図-1. Tsho Rolpa のモレーン 2)
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た。また，土層強度も様々な値を仮定し，それらを組

み合わせて行った。 

3. 結果と考察

3.1 現地観測 

観測値の代表例として，観測地点 No.2 で観測した

モレーン表面温度の観測結果を図-2 に示す。日単位あ

るいは数日単位の変動を繰り返しながら，サインカー

ブ状の年変動を示した。また，いずれの地点も平均温

度が 0℃を上回っており，モレーンの融解が進行して

いる可能性が示唆された。 

3.2 熱伝導解析 

 過去 100 年の温度変動をシミュレートした結果，

100 年前から 64 年前までは全層完全凍結した状態で

あり，モレーンは融解しなかった。融解が開始したの

は 63 年前であり，それ以降，温度上昇に伴い徐々に

融解が進行した。将来 50 年の平均融解深を比較する

と，温暖化が激しいほど平均融解深が大きいことが分

かった。また，含水率が低い不飽和土層においては融

解の進行が速く，飽和帯に近づくにつれ融解の進行が

遅かった。これは，凍結融解により消費される潜熱量

が大きくなったからである。 

3.3 安定解析 

 安定解析に用いたパラメータや条件を様々に変化

させシミュレーションを行ったが，ここでは，ある土

層強度における Fs の変化を，地下水位条件を変化させ

て比較した結果を図-3 に，融解の進行に伴う Fs とす

べり面の変化の一例を図-4 に示す。地下水位の違いに

よって，Fs が幅を持って変化することがわかる。地下

水位は，降雨や氷河湖水位の変動，モレーン内部の水

みちの変化などにより，必ずしも毎年同じ地下水条件

とはならない。そのため危険度としては，全体として

幅を持った傾向として評価する必要がある。そのよう

な全体的な傾向としては，徐々に融解が進行する過去

20 年から将来 20 年の間は Fs の低下が著しく，それ以

降は Fs が低い値を維持しながら推移することが分か

った。土層の条件を様々な仮定の下で行っている本研

究においては，Fs = 1.0 は一つの基準であり，むしろ

長期間にわたる Fs の全体的な変化傾向を評価するこ

とが，過去からの相対的な危険度を評価できる点で重

要だと考えられる。そういった観点から結果を考察す

ると，過去 20 年から将来 20 年の間にモレーンの不安

定化が進行し，モレーンの融解が大幅に進行した将来

20 年以降は，危険度が高止まりすることが示された。 
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図-3. Scenario3，𝜙=25°𝑐=50 kN/m2 におけ

る，地下水条件別の Fs の変位の比較 

図-4. Scenario3，CASE3，𝜙=25°, 𝑐=50 kN/m2

における崩壊形状の比較（緑線がすべり面，青線

が地下水面，実線が 0℃の境界） 

図-2. No.2 における表面温度観測結果 
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