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榛名山二ツ岳北東麓に位置する鷲ノ巣風穴の温度と

風向・風速の季節変化の特徴

Some features on the seasonal cycle of temperature and wind direction/speed in the 
Washinosu Wind Hole, located in Futatsudake, Haruna Volcano, Gunma Prefecture.
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Abstract: In this study, a possible mechanism of air ventilation was discussed based on five years of continuous 
observation data of the Washinosu Wind Hole, located on the algific slope of Mt. Futatsudake, Haruna Volcano, 
Gunma Prefecture. The Washinosu Wind Hole has three vents: the Washinonosu Wind Hole（1000m ASL）, which 
discharges cold air during the warm season; the Mid-Cold Wind Hole（1022m ASL）, which discharges cold air 
from spring to summer; and the Upper Warm Wind Hole（1068m ASL）, which discharges warm air in winter.
  The ice that acted as the cold source in the Washinosu Wind Hole disappeared around September, indicating that 
the Washinosu Wind Hole was classified as a wind hole with seasonal ice as its cold source. In addition, the 
temperature of cold outflow from the Middle Cold Wind Hole was kept low until May, which suggested that the 
amount of ice in Middle Cold Wind Hole at a higher elevation was smaller than that in Washinosu Wind Hole.
  The seasonal variation of temperature in the Washinosu Wind Hole and Upper Warm Wind Hole was similar to the 
characteristics of cold and warm wind holes shown in previous studies. Therefore, the characteristics of the 
Washinosu Wind Hole and the Upper Warm Wind Hole are thought to be due to convection currents in the ground 
caused by the difference in temperature between the outside air and the ground.
  In the Washinosu Wind Hole, we conducted short-term wind observations. The wind speed was affected by the 
temperature difference between the outside and inside of the wind hole, which was similar to the results of previous 
studies. In the short-term observations at the Washinosu Wind Hole in winter, a reversal of wind direction was 
observed when the temperature difference between the outside and inside of the wind hole was more than 3℃ . 
Compared to seasonal convection over the entire wind hole, the spatial and temporal scales of convection seem to be 
small.
  The wind speed in the Washinosu Wind Hole was constant at 0.2 m/s when the temperature difference was within 
12℃ in May and within 15℃ in August. The constant wind speed may be due to the structure along the convection 
path in the ground, but the details are unknown.
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要旨：これまで詳細な観測記録の無かった鷲ノ巣風穴（標高1000m）とその周辺の調査を行い，鷲ノ巣風
穴の上部に位置する中間冷風穴（標高1022m）と上部温風穴（標高1068m）を新たに確認し，それらの風
穴の温度観測を5年間にわたり実施した．また，鷲ノ巣風穴で，短期間の風向風速観測を3回行った．
　鷲ノ巣風穴の冷源となる氷は，9月ころには消失することから，鷲ノ巣風穴は季節氷を冷源とする風穴
に分類されることがわかった．また，標高の高い中間冷風穴のほうが，冷源となる氷の量が，鷲ノ巣風穴
よりも少ないことがわかった．
　鷲ノ巣風穴と上部温風穴の温度の季節変化は，先行研究による崖錐型風穴に見られる冷風穴と温風穴の
特徴と類似していた．したがって，鷲ノ巣風穴と上部温風穴の風穴としての特徴は，おおむね，外気温と
地中の温度差によって生じる地中内の対流によるものであると解釈できた．
　鷲ノ巣風穴で行った風向風速観測では，風穴内外の温度差と風速の相関が認められた．また，12月期で
は，短時間の風向の反転が認められた．反転に伴う対流は，温度の季節変化を生む対流とは違って，時間
空間的に小規模である可能性があることがわかった．
　暖候期では，外気温と風穴内の温度差が増加しても一定の風速が維持される温度差の範囲が認められた
が，そのメカニズムの解明はできなかった．
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1．はじめに

今回報告する鷲ノ巣風穴のような，暖候期に冷気が流出

する風穴は，県内にも複数存在し，荒船風穴や東谷（栃窪）

風穴など，富岡製糸に関連する産業遺産として，近年注目

されているものもある．

風穴に関しては，明治以降，主に蚕糸業との関連で研究

が行われた．清水（2015）は，先行研究をまとめ，風穴が

立地する地形や地質の特徴として，地下に空隙のできる崖

錐や，岩盤中の開口節理が多い斜面であること，各地の多

くの風穴では，暖候期に冷気を流出する冷風穴と，その上

位に位置する寒冷期に暖気を流出する温風穴が存在するこ

とを指摘している．なお，温風穴と冷風穴に関しては，ド

ライアイスの作るCO2の冷気をトレーサーに使って夏季の

実地実験を行い，それらが地中の空隙でつながっているこ

とを確認した研究もある（田中ほか，2004; 鳥潟，2015）．

また，清水（2015）は，暖候期に冷気が作られる原因につ

いても先行研究をまとめ「寒冷期に温風穴からの暖気の流

出を補うために冷風穴から冷気が流入し，冷風穴に近い風

穴内の岩塊を冷却し，春先になり，地中に流入した雪解け

水が冷却された岩塊に接触して氷塊を生成し，その氷塊が

初夏以降まで冷気を維持させる」などとしている．風穴に

見られる地中内の空気の移動に関しては，荒谷（1927）や

江川ほか（1980）は，外気と地中の温度差を要因として生

じる対流によるもの，としている．また，澤田（2015）は，

冷風穴の冷源となる氷の存在期間に注目して，風穴を，越

年氷が定常的に存在する風穴，秋までには季節氷が融解す

る風穴，および，氷が関与しない風穴に分類している．

以上のように，風穴の持つ基本的な性質やメカニズムは，

これまでにかなり研究が進んでいる感がある．このような

中で，今回報告する鷲ノ巣風穴などの，地域にある個々の

風穴の特徴を調査することは，風穴に関する新たな知見が

見出される可能性もあるが，それ以上に，風穴を介して，

気象や地形，および，地質など地域の持つ幅広い自然環境

の理解に役立つことにもなり，意義のあることと考える．

このような観点から，筆者らは，断片的な記載や観測記

録しか存在しなかった鷲ノ巣風穴の実態を知るために，

2013年末から現地調査を行い，鷲ノ巣風穴よりも上部に新

しい冷風穴と温風穴を確認した．そして，鷲ノ巣風穴とそ

の上部の風穴での通年温度観測と，鷲ノ巣風穴での短期間

の風向風速観測を行った．本論文では，その観測結果を記

述すると伴に鷲ノ巣風穴の特徴を考察する．

2．調査地域の概要

鷲ノ巣風穴は，伊香保温泉と榛名湖を結ぶ県道33号の途

中から分岐した伊香保スケートセンターに向かう市道高根

見晴線の南側に位置する．この場所は榛名火山の側火山の

一つ，標高1343mの二ッ岳の北東山麓にあたり，周囲は県

立伊香保森林公園に設定されている（図1，図2）．この公

園内には，鷲ノ巣風穴以外にも，いくつかの小規模な冷風

穴が確認されている．

今回の報告では，標高1000mに位置する鷲ノ巣風穴と鷲

ノ巣風穴の上部で新たに確認された中間冷風穴（標高

1022m），および，これも新たに確認された上部温風穴（標

高1068m）を調査対象とした．（図3）．

調査対象のある二ッ岳北東斜面は，最大径数メートルを

超える岩塊が散在する広葉樹の疎林で，斜度30°を超える

Key Words: Valgific talus slope, Washinosu Wind Hole, cold wind hole, warm wind hole, reversal of wind direction, Haruna volcan

図1．鷲ノ巣風穴の調査範囲概略図．

図2．鷲ノ巣風穴のある二ッ岳北東面山麓の様子．
　二ッ岳を東北東から望む．△：鷲ノ巣風穴の位置．
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急斜面からなり，不明瞭な尾根や岩塊の集積する場所，数

mの幅で斜度の変わる微地形などが認められるが，連続す

る明瞭な沢筋は認められない．標高1100m以高では，二ッ

岳の熔岩ドームを構成する安山岩の崖がところどころ認め

られるようになる．鷲ノ巣風穴周辺では，地下断面を十分

に確認できる露頭はないが，地形や地表の状況，および，

傾斜の特徴から，薄い土壌の下は，熔岩ドームから崩落し

た岩塊が集積して，崖錐が形成されているものと考えられ

る．

2-1　鷲ノ巣風穴の概要

鷲ノ巣風穴は，1981年発行の国土地理院1/25000地形図

「伊香保」に，初めてその位置が記載された．地元の方の

話では，「以前の風穴は整備されておらず，鷲ノ巣風穴の

名称も聞いたことがなかった．1970年代になってから，風

穴本体や周囲の登山道も整備され，風穴が見学しやすくな

り，そのころから鷲ノ巣風穴の名前も広まってきた」との

ことである．鷲ノ巣風穴を含む二ッ岳一帯は，1979年に，

群馬県で初めての森林公園に指定されている．これらのこ

とから，鷲ノ巣風穴は，1970年代以降に整備され，一般に

認知されたと考えられる．

鷲ノ巣風穴の観測記録としては，山口ほか（2008）が，

測定時刻や測定位置などの詳細は不明であるが，2008年7

月4日～ 5日に，温度1.2℃，風速0.7m/sであったことを記

載している．また，清水・澤田（2015）は，全国の風穴一

覧の中で，鷲ノ巣風穴を崖錐型風穴に分類している．清水

（2015）によると，崖錐型風穴とは「地下で岩屑が積み重

なり急斜面を形成する崖錐において，その岩屑間の空隙に

形成された風穴のことで，荒谷（1927）が命名した累石風

穴の用語を変更したもの」とされている．

この鷲ノ巣風穴の南東約70mには，現在「風穴利用貯蔵

庫跡」と呼ばれているいくつかの石組構造物や地形の人工

的な改変跡があり，その周囲には，夏季に冷風を流出させ

る風穴が数か所に散在する．これらの一連の風穴について，

山田（1930）は「伊香保風穴」もしくは「第一の風穴」と

して報告し，詳細な場所や方法の記載はないが，隔月に一

図3．通年の温度観測点の位置．
　左図：平面図．右図：断面図．断面図上の観測点位置は，平面図のA-Bの断面
線に観測点の標高を投影したもの．L-01：鷲ノ巣風穴トンネル内奥壁観測点．
L-02：地中観測点．L-03：中間冷風穴観測点．L-04：上部温風穴観測点．L-05：
外気観測点．網の部分は，確認された温風穴の分布域．（元図に地理院地図
1/25,000「伊香保」を利用した）．

図4．鷲ノ巣風穴の様子とL-01観測点の設置状況．
　A：鷲ノ巣風穴観光用トンネルと風穴前の広場．B：トンネル内か
ら見た出口付近の様子．C：トンネル奥壁の様子．D：トンネル奥壁
下部に設置した観測点L-01．
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回の温度記録などを報告している．当時，鷲ノ巣風穴が，

これらの風穴のひとつとして認識されていたかは不明であ

る．

現在，鷲ノ巣風穴の前には広場があり，風穴本体は観光

用に短いトンネルが整備されている（図4A, 図5）．このト

ンネルの最奥部には，最大長1mを超える巨石が積まれ，

凹凸の激しい壁を形成している（図4C）．この奥壁から見

てN60°方向（北から時計回りで60°の方角）に，鉄骨のフ

レームで補強されたトンネルが4m程度続いている．トン

ネルは全体として，出口に向かって斜度8°程度傾斜してい

る（図5B）．出口付近では，上部と側面に石積があり，開

口幅が狭くなっている（図4B）．トンネルの床面は凹凸の

残る砕石が敷かれている．左右と上面は補強用の鉄枠の外

側に大小の砕石が積まれ，石の隙間を通してトンネル外と

の空気の行き来は可能な状態となっている．トンネル上面

の石積みは薄く，数か所で10cm程度の明瞭な隙間が空い

ている．

この観光用トンネルの奥壁では，3月末～ 4月初旬の雪

解け時期に，壁面やトンネル側面の一部を覆う氷柱が見ら

れる．また，5月や6月の降雨後には，岩塊の隙間に氷片が

観察される場合がある．暖候期には奥壁の岩塊の隙間から

冷気が流出する様子が見られ，寒冷期には奥壁全体が乾燥

状態となっている様子が観察される．

2-2　中間冷風穴の概要

鷲ノ巣風穴の上部の標高1020m附近には，周囲の山体斜

面よりもさらに急な斜面が形成されている（図6A）．この

斜面の比高は約2-4mで，等高線方向に約40m続き，部分的

に岩塊が露出している．この急傾斜面の一部で，標高方向

に10m程度の範囲にある数か所の岩塊の隙間では，2014年

と2015年の4月～ 5月に周囲より遅くまで雪が残り，氷柱

も見られた．また，暖候期に冷気流出が確認された（図

6B, C）．その中の1つを中間冷風穴として通年の温度観測

の対象とした（図6D）．標高は1022mである．

2-3　温風穴の確認範囲と上部温風穴の概要

鷲ノ巣風穴の上方の標高1045m～ 1070mの斜面には，冬

季，積雪の少ない場所が数か所分布する（図7）．1つの範

囲は幅2～ 6ｍ程度の不定形で，寒冷期ならば，集積され

た岩塊の隙間から暖気が流出し，その温度は外気温よりも

図5．鷲ノ巣風穴前広場一帯の俯瞰図と観光用トンネル断面図．
　A：俯瞰図．B：断面図．左図はトンネル方向の断面の模式図．右図はトンネル出口方向から見た奥壁面模式図．各図中の◆，▲，★は観測
点の位置．L-01; 鷲ノ巣風穴奥壁の通年観測点．W-01; 風穴トンネル内の風向風速観測点．W-02; トンネル外の風向風速観測点．風穴の出口や奥
壁の方向は，北から時計回りの角度で表されている．

図6．観測点L-03（中間冷風穴）の設置状況．
　A：暖候期に冷気の流出する岩塊の隙間が散在する範囲（点線）と
中間冷風穴の位置．B, C：間冷風穴の周囲にある氷柱の見える岩塊
の隙間．（2015年4月3日撮影）．D：観測点L-03（中間冷風穴）を設置
した岩塊の隙間の近接写真．入口付近が氷柱と残雪で白い．（2019年
3月9日撮影）．なお，B, C, Dの画面右下の白線は画面中央付近で約
10cmを表す．
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6～ 10℃高い．このような場所を温風穴とした．温風穴は，

斜面の傾斜方向にのびる幅10m程度の帯状の範囲内に点在

する（図3）．これらの温風穴のうち，標高1068mにあるも

のを，上部温風穴と呼び，通年の温度観測の対象とした（図

7 C, D）．

3．通年の温度観測

3-1　観測地点と観測方法

調査範囲内に，L-01からL-05の5つの観測点を設定し，

15分間隔で通年の温度観測を実施した（図3, 表1）．測器の

精度は±0.3℃で，熱時定数は30秒である．センサーやケー

ブルには防護用のプラスティック製螺旋チューブにガイド

用針金を付けた．測器の記録部を密閉容器に入れ防水用ビ

ニール袋でカバーし，石積などで固定した．小動物による

測器ケーブルの破断などのトラブルによる欠測や急激な温

度の変動などの異常値は解析対象から除外した．

観測点L-01（鷲ノ巣風穴奥壁）では，鷲ノ巣風穴観光用

トンネルの最奥部石積みの下部にある岩塊の隙間に温度セ

ンサーを40cmほど差し込んで観測を行った（図4C, D）．

観測点L-02（地中）は，地中温度の測定を目的とし，鷲

ノ巣風穴から貯蔵庫跡に向かう山道から斜面に入った標高

1006mの地点に観測点を設置した（図8A）．この地点は，

斜面上部から伸びている比較的平滑な尾根地形の一部にあ

たり，周囲に比べて岩塊の露出は少ない．掘削の結果，深

さ40cmまでは土壌が確認でき，その下は岩塊であった．

土壌は，上部30cmが暗褐色の砂礫混じり腐葉土様の土層

で，その下位10cmが暗茶灰色細砂礫まじり粘土層である． 

温度センサーは，その粘土層内に埋設し，地上のロガーに

接続した．

観測点L-03では中間冷風穴を構成する岩塊の隙間にセン

サーを40cmほど差し込み（図6-D），また，観測点L-04で

は上部温風穴を構成する岩塊の隙間にセンサーを50cm程

度差し込んで観測を行った（図7C, D）．

観測点L-05（外気温）は，外気温の測定を目的として，

斜面の立木に放射シールド付の測器を地上1mの高さで固

定し，観測点とした（図8B）．この地点の標高は1071mで

共通事項　観測項目：温度　使用機器：T&D RTR52,RTR52A　観測期間：通年　観測間隔：15分

表1．通年の温度観測点位置，観測方法，観測期間．

観測点記号 観測点位置概要 標高m 経緯度 観測開始 観測終了

L-01 鷲ノ巣風穴奥壁 1000 138°54’31.98” 36°29’8.98” 2014/0423 2019/0320

L-02 尾根の地中40cm 1006 138°54’32.98” 36°29’8.37” 2014/0515 2019/0320

L-03 中間冷風穴 1022 138°54’30.72” 36°29’6.30” 2015/0424 2019/0320

L-04 上部温風穴 1068 138°54’29.21” 36°29’5.68” 2014/0108 2019/0320

L-05 山麓斜面地上1m 1071 138°54’33.87” 36°29’6.89” 2014/0108 2019/0320

図7．鷲ノ巣風穴の上部で確認された温風穴と観測点L-04の設置状況．
　1045mから1070mにかけて確認された温風穴．左が通常写真，右が
同時刻に撮影されたサーモカメラによる熱画像．通常写真の四角枠
内がサーモカメラの画角で，温度目盛りは右辺に記録されていて明
色ほど高温を表す．熱画像写真にある短線は，画面中央付近で約1m
を表す．A：標高1045m附近の温風穴．B：標高1070m附近の温風穴．
C：観測点L-04を設定した上部温風穴の様子．標高1068m附近．D：
上部温風穴の非積雪期の状態．

図8．観測点L-02（地中）と観測点L-05（地表）の設置状況．
　A：観測点L-02（地中）を設置した緩やかな尾根の状況．B：観測
点L-05（地表）の設置斜面の状況（標高1071m）．
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あり，上部温風穴の観測点L-04から南東に25m程度離れて

いる．

観測点L-01, L-02, L-04, および，L-05は，2014年1月～ 5

月に観測を開始し，2019年3月に終了した．観測点L-03の

観測期間は2015年4月から2019年3月である（表1）．

3-2　通年の温度観測結果

観測された温度の1日平均値の時系列を図9に，各年の温

度の1日平均値と風穴外部の気温の5年間平均値の季節変化

を図10に示す．なお，データ取得率が90%以上の日につい

てのみ平均値を算出した．

5年間平均値によって各観測点の温度変化の特徴を概観

すると，観測点L-01（鷲ノ巣風穴奥壁）では（図10 L-01），

4月初旬前後～ 8月下旬までのおよそ4.5ヶ月程度は，ほぼ

0℃の温度が継続される．9月から徐々に昇温し，10月に約

4～ 7℃の最高温度に達する，その後，風穴外部の気温と

ほぼ同じ値で推移し，2月に約-5℃～ -10℃の最低温度が出

現する．2月以降の昇温率は小さく，4月に温度はほぼ0℃

で一定となる．

観測点L-02（地中温度）では（図10 L-02），地上気温の

季節変化に比べて1.5～ 2.5ヶ月の位相の遅れがある．最

高温度は9月の約18℃で，最低気温は3～ 4月の約3℃であ

る．この地中温度は氷点下には達していない．

観測点L-03（中間冷風穴）では（図10 L-03），温度がほ

ぼ0℃で一定になる期間は4月上旬前後～ 5月初旬前後の

1.5ヶ月程度である．観測点L-01に比べて，0℃に達するの

は2週間早く，0℃から昇温し始めるのは4ヶ月程度早い．

5月初旬から急激な昇温を示した後，8月末に約17℃の最高

温を示す．その後，外気温とほぼ同じ温度で推移する期間

が3月中旬まで続く．

観測点L-04（上部温風穴）の温度は（図10 L-04），4月

～ 8月まで外気温とほぼ同じ温度で推移する．その後，外

図9．日平均値による通年の観測結果．
　データは，観測値の15分値を元に取得率90%以上の日平均値を算
出して使用した．断線区間は，データ数不足，欠測，異常値による
除外の区間を表す．L-01; 鷲ノ巣風穴トンネル奥壁．L-02; 地中40cm
深．L-03; 中間冷風穴．L-04; 上部温風穴．L-05; （灰色）地表，の各
観測点の観測値．破線：鷲ノ巣風穴で行った風向風速観測の5月期，
8月期，および，12月期の各期間を示す．

図10．１年軸で整理した各観測点の温度観測結果．
　L-01; 鷲ノ巣風穴トンネル奥壁．L-02；地中温度．L-03; 中間冷風穴．
L-04; 上部温風穴．各観測点の温度データは，図9の日平均時系列デー
タと同じものを使用した．断線区間は，データ数不足，欠測，異常
値による除外の区間を表す．細線：各観測点の日平均値データを1年
別に表示．太灰色線；外気観測点L-05の各年データの平均値．グラ
フ下辺の数値は，各観測点の各月1日の平均値を示している．
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気温より高い温度を保ちながら徐々に降温し，3月末に約

7℃の最低温度に達する．1月～ 2月は，上部温風穴の温度

は外気温よりも約15～ 20℃高くなる．

4．鷲ノ巣風穴の風向風速観測

4-1　観測地点と観測方法

鷲ノ巣風穴の観光用トンネル内部と外部の気温と風向・

風速を測定するために，風穴トンネル内観測点W-01（図9）

と風穴トンネル外観測点W-02（図11）を設けた（表2）．

風穴トンネル内観測点W-01の観測期間は，2014年5月20

～ 30日（5月期），8月25～ 29日（8月期），および12月27

日～ 2015年1月8日（12月期）である．各期間とも，風向，

風速，温度の1分間平均値を記録し解析に使用した．観光

客による測器への干渉と思われる異常値は欠測として扱っ

た．設置場所は，奥壁を構成する不定形で凹凸の激しい積

石の突出部から40cmほど出口側に離れたトンネル最奥部

の中央にある（図11A; 図5）．ここに，小型の台を置き，

その上に測器を設置した．トンネル下面から風センサーま

での高さは約40cmである．8月期のトンネル奥壁の熱画像

では，積石の境目が低温を示しており，観測点W-01の測

器は低温域の範囲内にある（図11B）．なお，この奥壁下

部の積石の隙間奥には，通年の温度観測点L-01が設置され

ている（図4 C; D; 図5B）．

鷲ノ巣風穴の奥壁から流出する冷気の風速は，線香の煙

や霧の流れの目視観察により，トンネル奥に比べて，トン

ネルの出口で大きいことを確認した．トンネル奥壁の数か

所から流出した冷気がトンネル下部に集積して狭くなった

出口に向かうことやトンネル底面が出口に向かって下り傾

斜となっていることが原因であろう．観光客への配慮やト

ンネル外の風の影響を受けやすいことが考えられることか

ら，今回の観測点は，この出口付近ではなく，トンネルの

奥壁附近に設定した．

風穴トンネル外観測点W-02は，鷲ノ巣風穴から8m離れ

た山麓斜面の植林地縁の地上1.5mに設定した（図11C，図

5A）．観測期間は2014年3月～ 2019年3月で，風向，風速，

気温の1分間平均値の記録を解析に使用した．

観測点W-01とW-02の観測結果について，取得率が90%

以上の期間の10分間平均値を計算し解析に使用した．観測

点W-01の5月期，8月期と12月期の欠測率は，それぞれ，

25%，3.9%と0.1%である．なお，両観測点ともに，気温セ

ンサーの分解能と誤差は0.1℃と0.3℃，風向センサーの分

解能と誤差が1°と±3°，風速センサーの分解能と誤差は

0.1m/sと3%，風向・風速センサーの応答時間0.25秒の測器

を使用した．

4-2　風向風速観測結果

図12は，風穴トンネル内観測点（W-01）と風穴トンネ

ル外観測点（W-02）の温度と風向・風速の10分間平均値

の時間変化である．風向を風穴奥壁への流入方向と風穴奥

壁からの流出方向に分け，流出方向の風速は＋値，流入方

向の風速は－値で表現した．12月期の図には，上部温風穴

（L-04）の温度も併せて記載した．

5月期の風穴トンネル内観測点（W-01）では，次の3つ

の特徴が認められた（図12A）．1）解析期間を通じて，ト

図11．鷲ノ巣風穴の風に関する観測点の設置状況．
　A：風穴トンネル内観測点W-01を設置したトンネル内奥壁手前の
状況．B：W-01設置地点のサーモカメラによる熱画像（2014年8月25
日撮影）．暗色ほど低温状態を示す．C：トンネル外の外気観測点
W-02を設置した鷲ノ巣風穴前広場東脇の斜面の状況．

共通事項　使用機器：VISALA WXT520　観測間隔：1分

表2．鷲ノ巣風穴トンネル内の風向風速観測に関する観測点，使用機器，観測期間．

観測点記号 観測点位置概要 標高m 観測項目 観測開始―観測終了（呼び名）

W-01 鷲ノ巣風穴
トンネル内

1000 温度，風向，風速
2014/05/20―2014/05/30（5月期）
2014/08/25―2014/08/29（8月期）
2014/12/27―2015/01/08（12月期）

W-02 トンネル外
近傍斜面 1003 温度，風向，風速 2014/03/25―2019/03/20
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ンネル奥壁から約1℃の冷気が，0.2-0.3ｍ/sの速さで流出し

ている．2）5月21日に2回，ごく短時間，風向が流出方向

に変化し，その前後に，風穴トンネル内では急激に温度が

上昇している．3）風穴トンネル内の風速は，日中に大き

くなる傾向が認められ，特に，5月27日～ 30日はその傾向

が顕著である．

8月期の風穴トンネル内観測点（W-01）では，次の3つ

の特徴が認められた（図12B）．1）2℃前後の冷風が0.2-

0.3m/sの速さでトンネル奥壁から連続的に流出している．

2）8月25日の日中に風速が大きくなるが，他の日では，

そのような日変化は起きていない．3）8月27日において，

朝の約2℃から日中に約4℃まで上昇し，その後3℃程度に

下降している．

12月期の風穴トンネル内観測点（W-01）では，次の3つ

の特徴が認められた（図12C）．1）約-6～ 0℃の空気が

0.1-0.6m/sの速さで，観光用トンネル出口から風穴トンネ

ル内に流入している時間帯が長い．2）日中に流入方向の

風速が遅くなる傾向がある．3）12月29日，31日，および，

1月4日～ 6日の日中に，風穴トンネル内の風向が，短時間

ではあるが，流出方向に変化する．

4-3　鷲ノ巣風穴トンネル内に流入する風の影響の検討

5月21日の風穴トンネル内観測点（W-01）では，温度上

昇を伴う急激な風向の変化が起き，その時間帯の前後では

風穴トンネル外観測点（W-02）でも激しい風速の変化が

記録されている（図12A）．これは，観光用トンネルの出

口が大きく開口しているために，トンネル内部の風が外部

の影響を受けていることを示している．従って，風穴内の

対流を考察するためには，外部の風の影響を受けている期

間を除外する必要がある．

暖候期の5月期と8月期では，風穴トンネル内観測点

（W-01）の風向は，奥壁からの流出方向の風（＋値）が卓

越し，流出する冷風の温度は+1～ 2℃とほぼ一定の期間

が続くが，風穴トンネル外観測点（W-02）の温度は10℃

を超える（図12A; B）．このような特徴から，ある時刻の

風穴トンネル内観測点（W-01）の温度が前1時間の最低気

温よりも2℃以上昇温している場合，便宜的に，その時刻

の気温は風穴トンネル外部からの風の影響を受けたと判断

した．その結果，5月期に22回，8月期に81回の事例が確認

された（図12の温度面の▲）．これらのデータは，風穴の

外部環境の影響を受けているため，風穴のメカニズムに関

する考察に利用しない．

12月期（図12C）では，風穴トンネル内観測点（W-01）

の風向は，流入風向が卓越し，外気との温度差も少ないた

め，トンネル内外の風速の相関に注目して，外部の風の影

響を評価することとした．図13は，風穴トンネル外部と内

部おける風速の関係を示している．外部風速が負の領域で

はトンネルの出口から流入が起きやすくなり，外部と内部

の風速に高い正の相関が認められる．これはトンネル外部

の風が内部の風速に強く影響していたことを示唆してい

る．

しかし，外部風速が正の領域では，外部と内部の風速に

相関は認めらない．この領域では，風穴トンネル外部の風

の影響は小さく，風穴に伴う対流の情報を多く含んでいる

と言える．以上のことから，12月期については，トンネル

外部で流出方向の風速が観測されていた期間のデータを考

察対象とすることとした．

図12．鷲ノ巣風穴内の風向風速観測結果．
　5月，8月期，および，12月期の温度観測の結果（上段）と風向風
速観測結果（上段）を示す．データは10分間平均値を使用した．黒
色線：風穴トンネル内観測点W-01．灰色線：風穴トンネル外観測点
W-02．風向の流出方向は，風向がN150°からN330°の場合．流入方向
は，風向がN330°からN0°とN0°からN150°の場合で区分した．▲：
風穴トンネル外の風の影響による急激な昇温が認められた時刻．5月
期と8月期の温度面のみ．
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5．鷲ノ巣風穴とその周辺の風穴の特徴についての

考察

5-1　温度の季節変化から見た冷源の特徴

鷲ノ巣風穴の温度の季節変化を見ると（図10），冷源と

なる氷塊は10月には消失していると考えられる．従って，

鷲ノ巣風穴は季節氷を冷源とする風穴（澤田，2015）に分

類されることになる．

鷲ノ巣風穴の上部に位置する中間冷風穴では，約0℃の

冷気が流出する期間は4月上旬前後～ 5月初旬前後の1.5ヶ

月程度であるが，下部に位置する鷲ノ巣風穴では4月～ 8

月までの4.5ヶ月程度と長い（図10）．このように，約0℃

の冷気が持続すると言うことは，氷の融解に伴い氷と水が

共存した状態で冷源となっていたと考えられる．つまり，

冷源となる氷塊は標高1022mの中間冷風穴より上部にも存

在していたが，5月には冷気の温度は0℃を超えることから，

その氷塊の量は少なかったと考えられる．

一方，下部の鷲ノ巣風穴（標高1000m）では，約4.5ヶ月

間にわたり冷気の温度が0℃と一定になっていることから，

中間冷風穴に比べて，鷲ノ巣風穴の冷気の温度を決める氷

塊の量が多かったと考えられる．氷塊の元になる雨水は斜

面の地中を流れ下るので，標高の低い場所では氷塊の量が

多くなるであろう．また，上部の氷塊で冷やされた冷気に

下部の氷塊はさらされるため，下部の氷塊は融解し難くな

る．この効果も下部に位置する鷲ノ巣風穴の冷気が長期間

にわたり維持されることに寄与している可能性がある．ま

た，鷲ノ巣風穴のある標高1000m付近は，二ッ岳の熔岩ドー

ムの基部に近く，傾斜が緩くなることから，地下の崖錐の

堆積状況も変化していることが推定される．このような地

下構造も冷気の維持に寄与していることが考えられる．

5-2　風穴の温度の季節変化の特徴

図10に示される通年の温度観測結果を見ると，各観測点

に共通して，温度の季節変化の年々変動の小さいことが特

徴である．また，鷲ノ巣風穴（図10L-01），中間冷風穴（図

10L-03），および，上部温風穴（図10L-04）では，外気温

とほぼ同じ温度で推移する期間と外気温とは異なる温度で

推移する期間が存在することも特徴である．

風穴の温度が外気温と異なるということは，暖候期の鷲

ノ巣風穴奥壁からは冷気が，また，冬期の上部温風穴から

は暖気が流出しているためである．このことは，鷲ノ巣風

穴で行った風向風速観測や上部温風穴での観察でも確認さ

れる．すなわち，風穴の温度が外気温と異なる時期として

は，鷲ノ巣風穴の暖候期の5月期．8月期，および，寒冷期

の上部温風穴があるが，鷲ノ巣風穴の5月期と8月期では風

穴からの冷気の流出が観測され（図12A，B），上部温風穴

の寒冷期では，風穴からの明瞭な暖気の流出が現地の観察

で認められる．一方，風穴の温度が外気温とほぼ同じ温度

で推移する時期は，鷲ノ巣風穴の12月期と上部温風穴の暖

候期があるが，鷲ノ巣風穴の12月期では風穴への外気の流

入が観測されている（図12C）．ただし，上部温風穴では，

風穴への明瞭な外気の流入は観察されておらず，線香の煙

の目視観測による不明瞭な吸い込みが断続的に確認されて

いるのみである．

崖錐型風穴の冷風穴と温風穴に見られる温度の季節変化

について，荒谷（1927）や江川ほか（1980）は，外気と地

中内の空気との温度差によって，地中内の空隙を経路とし

た対流が生じる，としている．その結果，冷風穴と温風穴

図13．12月期における風穴トンネル内と風穴トンネル外の風速の相関．
　12月期の鷲ノ巣風穴内観測点W-01と外気観測点W-02の10分間平均値を元に作成した．流入方向の風速は－，流出方向の風速は＋値で表示した．
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は外気と地中内の空気との接触部となるため，暖候期と寒

冷期では反対の空気の流れが生じることになる．

今回の鷲ノ巣風穴と上部温風穴で見られる温度の季節変

化は，この荒谷（1927）や江川ほか（1980）の解釈が適応

され得るように見える．しかし，暖候期から寒冷期に移行

する9月初旬から10月下旬ないし11月初旬までの期間は，

上部温風穴と鷲ノ巣風穴の示す温度が，ともに外気温と温

度差を持ち，風穴からの流出が示唆される状態となってお

り，冷風穴と温風穴が一連の対流の中にあるならば，この

ような現象が生じることは考え難い．荒谷（1927）も同じ

現象を記述し「気流の交代期には風穴（冷風穴）と吸込穴

（温風穴）と両方から気流を出すこともめずらしくない」

と記述しているが，その仕組みへの言及はない．

このように，鷲ノ巣風穴と上部温風穴の特徴は，崖錐型

風穴の一般的な冷風穴と温風穴の特徴にほぼ一致している

が，一部にさらに詳細な検討が必要な部分が残されている．

鷲ノ巣風穴と上部温風穴の特徴を正しく理解するために

は，両風穴間の地下の対流経路の解明など，より具体的な

調査が必要であろう．

5-3　鷲ノ巣風穴の12月期に見られた風向の反転について

a 風向の反転メカニズム

風向風速観測において，12月期の鷲ノ巣風穴トンネル内

の風向は，流入風向が卓越する中，日中の時間帯に短時間，

流出風向に反転する日が，1月4日から6日など，数日存在

する（図12）．荒谷（1927）や曽根（2015）でも，このよ

うな流入と流出の反転を，崖錐型風穴で春や秋に観測され

ることを報告している．彼らは，春や秋は外気と風穴内部

との温度差が小さく，日中の風穴の外部の気温変化により，

地中内の対流の向きが逆転し，風向が反転するとしている．

このような外気と風穴内部の温度差の変化が，12月期に鷲

ノ巣風穴トンネル内で観測された流入から流出へ反転の原

因になり得るか検討する．

今回の観測では，風穴内部の温度データは測定していな

いので，風穴トンネル内観測点（W-01）と風穴トンネル

外観測点（W-02）の温度差を，外気と風穴内部の温度差

の代替値として用い，「トンネル外部と内部の温度差」と

表現する．解析には4-3節で定義されたトンネル外の風の

影響を受けていない期間のテータのみを使用した．

図14Cは，12月期のトンネル外部と内部の温度差と風穴

トンネル内部の風速の相関図である．トンネル外部の気温

が上がり，外部と内部の温度差が大きくなると流入方向の

風速が弱まり，温度差が3℃から4℃になると，風穴トンネ

ル内部での風向は流入から流出に変化し始める．温度差が

5℃以上になると全てが流出になる．これは12月期の風向

と風速がトンネル外部と内部の温度差によって駆動されて

いることを強く示唆している．従って，季節は異なるが荒

谷（1927）や曾根（2015）の解釈が，今回の観測結果にも

適応できると考えられる．

b 風向の反転に伴う対流のスケール

先行研究によると，崖錐型風穴の冷風穴と温風穴は，地

中の空隙を経路とした対流の下端と上端に対応すると考え

られ（荒谷，1927; 江川ほか，1980），5-2節で検討したよ

うに，鷲ノ巣風穴と上部温風穴の年スケールでの温度変化

の観測結果は，この考え方とおおよそ整合的である．

もし，12月期の鷲ノ巣風穴で観測された風向の反転に伴

う対流が，冷風穴と温風穴を下端と上端とする経路全体に

及ぶのであれば，鷲ノ巣風穴の風向が流出に転じた期間は，

気温の低い外気が上端の温風穴に流入するので，上部温風

穴（L-04）の温度は低下すると期待される．しかし，図12

を見ると，鷲ノ巣風穴で風向が反転している時間帯に，上

部温風穴（L-04）の気温に変動は認められない．このこと

は，風向の反転に伴う対流が，鷲ノ巣風穴を下端とし上部

温風穴には未到達の，経路の短いスケールの対流であるこ

とを示唆する．

もしも鷲ノ巣風穴で発生した風向の反転が，経路の短い

スケールの対流によって生じる場合，反転の観測された12

月期では，気温の季節変化を決める典型的な対流に加えて，

条件が整えば，鷲ノ巣風穴を下端とする時空間スケールの

異なる対流が存在していたことになる．

今回の調査では，反転に伴う経路の短いスケールの対流

の上端に関する調査は行えていないが，春秋など12月期以

外の時期に発生する反転現象や反転時の中間冷風穴の風向

風速のデータの取得，鷲ノ巣風穴の上部ですでに確認され

ている温風穴の観測や，関連する新たな温風穴の探索，鷲

ノ巣風穴につながる地中の対流経路の確認など，広く情報

を得て検討を進める必要がある．

5-4　風穴トンネル内外の温度差と風穴トンネル内の風速

との相関について

江川ほか（1980）によると，暖候期の崖錐型風穴の冷気

流出の風速は，外気温と風穴内の温度差に比例する，と指

摘している．鷲ノ巣風穴の5月期と8月期について．トンネ

ル外部と内部の温度差を指標として，風速の変動の特徴を

考察する．

5月期と8月期の風穴トンネル外観測点（W-02）とトン

ネル内観測点（W-01）の温度差とトンネル内観測点（W-01）
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の風速との相関を見ると（図14A, B），温度差が5月期では

約9℃以下，8月期では約13℃以下の範囲において，風速値

の分布範囲が大きくなる様子が見られるが，これは4-3節

で設けた基準，すなわち，風穴トンネルに吹き込む風の影

響があるデータを除去するにあたり，ある時刻の風穴トン

ネル内観測点（W-01）の温度が前1時間の最低気温よりも

2℃以上昇温しているという基準では，風穴トンネルに吹

き込む風の影響を充分に除去できなかったためと思われ

る．

5月期と8月期に共通する特徴として，温度差が大きな範

囲，つまり，5月期では12℃以上の温度差，8月期では15℃

以上の温度差の範囲において，温度差と風速に有意な正の

相関が認められることがあげられる．これは，江川ほか

（1980）や5-3-a節で考察でしたように，温度差が大きくな

ることで冷気に働く負の浮力が強まることによるものと解

釈できる．

一方，5月期と8月期の観測結果（図14A; B）のうち，温

度差が5月期では12℃以下，および，8月期では15℃以下の，

比較的小さな範囲では，冷気流出の風速は0.2m/sとほぼ一

定の値となっている．この風速は，12月期の温度差が大き

な範囲（約4.5～ 6.5℃）の流出速度と一致している（図14 

C）．12月期の冷気の温度は約-1℃～ -6℃なのに対して，5

月期と8月期では約1℃～ 2℃と暖かく，冷気の温度は風速

に影響していない．つまり，冷気が移動する経路には，温

度差が小さい期間は風速が一定値（0.2m/s）となり，温度

差が大きくなると風速が増すような，なんらかの構造が存

在することが考えられる．また，5月期の後半で増加傾向

となった風速が8月期の前半で一定値に戻る仕組みも必要

となる．

今回の風向風速観測は，短期間の断続的な観測のため，

5月期から8月期至る間の情報が無い．したがって，このよ

うな構造が，具体的に，冷気が移動する経路にどのように

実現されるのかを推察するためには，より長期間の観測

データの蓄積を待つ必要があろう．

6．まとめ

榛名山二ツ岳北東麓に位置する鷲ノ巣風穴とその周辺の

風穴の5年間にわたる気温観測と鷲ノ巣風穴に伴う風向風

速の短期観測から，以下のことが分かった．

1．暖候期に冷風の流出を伴う鷲ノ巣風穴（標高1000m）

の上部には，標高1022mに冷風穴（中間冷風穴）と標高

1068mに温風穴（上部温風穴）が存在していた．

2．鷲ノ巣風穴に伴う冷風の温度は4月～ 8月まで約0℃で

あるが，10月には5–8℃の最高温度に達する．このことか

ら，季節氷が冷源であると考えられる．

3．上部温風穴では，4月以降8月までの暖候期の間は，外

図14．風穴トンネル内外の温度差と風向風速との相関．
　トンネル内外の温度差（トンネル外W-02－トンネル内W-01）とト
ンネル内W-01の風向風速との相関を表す．各観測点の10分間平均値デ
ータから作成した．黒色丸印：外気の影響を受けていないと考えられ
る観測値．灰色×印：外気の影響を受けていると考えられる観測値．
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気温とほぼ同じ温度で推移し，8月以降，外気温より高い

温度を保ちながら徐々に降温し，3月末に7℃の最低温度に

達するが，その間．1月～ 2月は，外気温よりも15–20℃高

い温度が継続する．

4．中間冷風穴では，4月～ 5月に温度0℃の冷気が流出す

るため，これよりも上部にも冷源となる氷塊が存在すると

考えられる．温度の季節変化の比較から，鷲ノ巣風穴の冷

源の氷塊の量よりも，少量であることが考えられる．

5．崖錐型風穴の先行研究と比較すると，上部温風穴と鷲

ノ巣風穴の温度の季節変化の特徴は，温風穴を上端と冷風

穴を下端とする崖錐型風穴に見られる対流によりもたらさ

れたと考える事ができるが，一部に，さらに詳細な検討が

必要である．

6．鷲ノ巣風穴観光用トンネル奥壁からの空気の流出・流

入速度の短期観測を5月，8月，12月に行った．

1）奥壁からの流出速度は，風穴トンネル外部と内部の温

度差と正の相関が見られる期間があった．外気の温度が上

がり，温度差が大きくなると，風穴内の冷気に働く負の浮

力が大きくなることが，正の相関の原因であると考えられ

る．

2）5月と8月には，外部と内部の温度差が変化しても，外

出流の風速が一定値（0.2m/s）となる期間があり，その風

速は12月の風速の上限と一致していた．このような現象は，

風穴内を移動する冷気に働く負の浮力では説明ができず，

冷気が移動する経路には，温度差が小さい期間は風速が一

定値となり，温度差が大きくなると風速が増すような構造

が存在することが考えられる．

3）12月には，風穴トンネル外部とトンネル内部の温度差

が大きくなると流入方向の風速が弱まり，温度差が3℃以

上高いときに，短時間であるが風向が反転することがあっ

た．これは12月期の風向と風速が，トンネル外部と内部の

温度差の変化によって駆動されていることが原因と考えら

れる．

4）12月期の風向の反転に伴う対流は，温度の季節変化を

つくる典型的な対流ではなく，時空間的に短いスケールの

対流であると推定される．
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