グリーンランド・ボードイン氷河における表面高度変化
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Ice discharge from calving glaciers in the Greenland ice sheet (GrIS) has recently increased through the acceleration of glaciers,
and it has an important role for change in ice volume of GrIS and sea level rise 1). Previous studies have used remote-sensing
(RS) data to assess surface lowering of calving glaciers in GrIS2). However, because of the remoteness of these glaciers,
relatively few field data are available on the surface elevation change. Cosequently, RS data have been used to assess ice
volume change of the glaciers often without calibration with observational data. The accuracy of such studies rely on the
accuracy of digital elevation models (DEMs) derived from satellite data. In this study, surface elevation was measured along
longitudinal and three transverse profiles in Bowdoin Gletscher (77o41’18”N, 68o29’47”W) in July 2013 (Figure 1). DEMs of
Bowdoin Gletscher were generated in 2007 and 2010 by ALOS-PRISM images with a 50 m grid mesh, and calibrated using
field data. Mean surface elevation change at longitudinal (L) and three transverse profiles (T1－T3) were －16.3±4.0 m (－
5.3 m yr-1) in 2007－2010 and －10.8±4.0 m (－3.8 m yr-1) in 2007－2013. Surface elevation change along the lower most
profile (T1, see Figure 1) was more negative than that along the other profiles in the upper part of the glacier. Surface lowering
rate along T1 has decreased in the past 6 years.
グリーンランド氷床沿岸に多数存在するカービング氷河では、近年氷河流動の加速によって海洋へ流出する氷フ
ラックスが増加しており、氷床表面の融解と同様に氷床の体積変化および海水準変動に重要な役割を担っている 1)。
最近では、人工衛星データを用いてカービング氷河の体積変化が広域にわたって明らかになってきている 2)。しか
しながら、アクセスの困難さ等の問題から、現地観測が実施されてきたカービング氷河は限られている。従って
その多くは現地観測データによる補正および検証を行わずに人工衛星データのみで議論しているため、見積もら
れた体積変化量の精度は限られている。本研究では、グリーンランド
氷床カナック流域にあるボードイン氷河（77o41’18”N, 68o29’47”W）の
2007－2013 年の表面高度変化量を、人工衛星データ解析と GPS 測量を
用いて明らかにすることを目的とした。DEM の作成には、2007 年 8
月 20 日と 2010 年 9 月 4 日に撮影された陸域技術観測衛星（ALOS）で
得られたパンクロマティック立体視センサー（PRISM）画像を用いた。
直下、後方視のそれぞれ 2 枚の画像を、ステレオ視モニター（Planar
Systems Inc., SD2020）およびデジタルフォトグラメトリソフトウェア
（ERDAS Inc., LPS）を使用したデジタル図化機を用いて処理した。ま
た 2013 年 7 月に GPS（Leica Geosystems, System 1200）を用いて、表面
高度測量を氷河の中央流線（L）と 3 本の横断測線（T1－T3）に沿っ
て行った（Figure 1）。その結果、氷河の縦断面と 3 本の横断面におけ
る平均表面高度変化は、－16.3±4.0 m（－5.3 m yr-1：2007－2010 年）、
－10.8±4.0 m（－3.8 m yr-1：2010－2013 年）であった。特に氷河末端
に近い T1 では、－17.3±4.0 m（－5.7 m yr-1：2007－2010 年）、－12.7
±4.0 m（－4.5 m yr-1：2010－2013 年）と上流部よりも表面低下が大き
いが、低下速度は過去 6 年間で減少傾向にあることが示唆された。
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Figure 1. Map of Bowdoin Gletscher. Circles
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