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2018 年 3 月に季節外れの大雨と暖気により，北海道内の各地でアイスジャム洪水が発生した．気候変動
により今後，融雪期も含めた気象条件の変動が予想される中，今回のアイスジャム洪水の発生状況を整理
し，被害の現象解明や今後の課題について検討することは，現在及び将来の結氷河川の維持管理や防災に
資するものである．本研究では道内 11 河川で確認されたアイスジャムについて，発生の日時と場所，河
道の特性について調査結果を整理した．またアイスジャムスケールを用いて，アイスジャム発生危険箇所
の抽出を試みた．これらの分析を踏まえて，アイスジャム発生による被害と今後の課題について整理した．
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1. はじめに

こで著者らは一連のアイスジャムによる洪水を，「2018
年 3 月北海道アイスジャム洪水」と名付けることとした．

2018 年 3 月 8 日から 9 日にかけ，温帯低気圧が発達し

なお，河川のアイスジャム現象は，米国，カナダ，ロ

ながら北海道を通過し，道内に季節外れの大雨と暖気を

シア，中国をはじめとした寒冷地で頻繁に発生し，人

もたらした結果，北海道内の多くの河川で比較的規模の

的・経済被害も多く発生しており，アイスジャムに関す
る研究成果の蓄積も進んでいる．代表例として Beltaosに

大きな出水がみられた．今回の解氷を伴う出水により，
道内全体で床上浸水 28 件，床下浸水 61 件が発生した．

よるアイスジャム及び解氷現象の体系的な解説著書 6)，
Shenによる河氷形成，流下，衝突破壊に関する水理学，

また釧路川の増水により標茶町で 1270 世帯，足寄川の
増水により足寄町で 188 世帯に避難指示（緊急）が発令

熱力学，構造力学にまたがる機構整理が挙げられる 7)．

1)

される等，出水の被害及び影響は北海道全域で生じた ．

一方で気候変動により今後，融雪期も含めた気象条件

今回の出水では，結氷河川での河氷の融解・破壊・流

の変動が予想される中，今回のように解氷期に規模の大

下による河道内閉塞（アイスジャム現象）の発生及びそ

きな出水が増加する可能性も懸念される．気候変動が河

れに伴う被害が各地で発生した．例えば，石狩川水系辺

氷へ与える影響については研究途上段階といえる．
本研究は「2018 年 3 月北海道アイスジャム洪水」につ

別川では護岸工事中に現場代理人が流され死亡し ，沙
流川では発電用取水堰付近において工事関係者の車両 3
2)

いて，現地の残存河氷や水位痕跡等の 1 次データを収集

台が流出する被害が起きた ．

整理し，アイスジャムによる洪水被害状況を明らかにす

3)

北海道内において冬期間の河川増水によるアイスジャ

るとともに，アイスジャム発生過程と影響因子を考察し

ム被害は過去にも発生しており，河川工事中の作業員被

た．また著者らが既往研究で提起したアイスジャムスケ

災 ，橋梁部の河氷閉塞・浸水 が挙げられる．しかし

ールの現地への適用性を検討した．本研究での検討は，

近年は被害を伴うアイスジャム発生事例が少ない傾向に

アイスジャム現象の理解を進め，またアイスジャム発生

あったため，今回のアイスジャム洪水では，現場で何が

予測技術の開発・検証に大きく寄与できる．これらの研

起きたのか把握できなかったとの声も多く聞かれた．今

究進展は具体には冬期河川工事中の安全確保，水位上昇

回のように広範囲でアイスジャムによる洪水が同時発生

の早期検知，樋門等の河川管理施設の操作確保など，河

した例は，少なくとも近年の記録では確認できない．そ

川の維持管理・防災の各現場での対応策検討に資する．

4),

5)
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(2)調査河川の選定
調査箇所を図-3 及び表-1 に示す．調査は道内 11 河川，
12 地点で実施した．本調査は河道内に堆積している河
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氷が対象であり，河氷の融解前に迅速に実施する必要が

10

ある．このため，調査箇所は，マスコミ報道や関係機関

5

からの情報等によりアイスジャムが発生したと考えられ

1

る箇所の中からアクセスが良いことを条件に選定した．
図-1 解析雨量の変遷
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(a)累加降水量
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(3)調査及びデータ整理の概要

(b)最高気温（3 月 9 日）

調査は，アイスジャムによる被害発生箇所，日時，発

（3 月 8 日 15 時～10 日 0 時）

生過程及び要因を把握するため，以下の手順で行った．

図-2 累加降水量及び最高気温 8)

各調査日及び調査結果は表-1 に示すとおりである．
a)UAV 空撮：アイスジャム発生区間及び発生と関係する
事象の有無，河氷残存の概況を把握した．
b)痕跡調査：a)で抽出したアイスジャム発生区間におい
て，河氷及び水位上昇の痕跡を把握した．調査測線は
調査区間内 10 分割を基本とし，現地状況に応じ測線
数や間隔を変化させた．また，接近可能な範囲内で代
表的とみられる氷を各測線上で選定し（大・中・小各
2 枚），辺長（長辺・短辺）・氷厚を測定した．
c)アイスジャム発生日時の推定：本研究では，b)で設定
した調査対象区間で，河氷集積が最初に確認された時

図-3 調査箇所一覧（図中番号は表-1 の番号に対応）

刻をアイスジャム発生日時と定義する．発生日時は，
CCTV・監視カメラ画像（鵡川，利別川），住民や報

2. アイスジャム洪水被害現地調査

道等による目撃情報（布礼別川），近傍水位観測所の
水位急上昇時刻（嶮淵川，浦幌川，足寄川，常呂川）

(1)気象概要（札幌管区気象台資料に一部加筆））8)
図-1 は 2018 年 3 月 8 日～10 日にかけての解析雨量変

で推定した．辺別川，沙流川は河氷流下による被害発

遷状況を示したものである．発達する温帯低気圧の北上
とともに 8 日夜から北海道南部を中心に雨が降り始め，

氷集積時刻は確認できず，発生推定日時は不明とした．

生時刻は明らかだが，原因となる被災箇所上流での河
d) 河氷・水位痕跡の状況：既往知見からアイスジャムは

9 日午前には北海道南部でさらに雨が強くなるとともに，

流速が低減する箇所で発生しやすい 9)．そこで今回の

全道に降雨範囲が広がった． 9 日午後には降雨のピーク

アイスジャム痕跡確認箇所において，流速低減に影響

は過ぎ，同日夜には全道的に雨は止んでいる．
図-2 に 3 月 8 日 15 時から 3 月 10 日 0 時にかけての累

すると考えらえる河道特性を抽出した．

加降水量及び 9 日の最高気温を示す．北海道南部で累加

(4)被害状況の調査結果

降水量が多い傾向にあり，釧路，上川南部，十勝，日高
の各地方で 100mm を超える箇所がみられる．また最高

以下，河道内外で被害が発生した主要事例を挙げる．
① 石狩川水系辺別川での被害状況

気温もオホーツク，日高地方の一部で 10℃を超えてい

被害発生箇所は美瑛町内の町道９線橋の上流 160m で
あり，2016 年 8 月の出水による護岸被災箇所の復旧工事

るほか，北海道の南側半分で概ね高い傾向がみられた．
なお 3月 9日の日降水量は，北海道内の 73地点の気象観

を行っていた現場代理人が上流から流れてきたとみられ

測所において 3 月の 1 位を更新した．

る氷と雪に巻き込まれて死亡した．当時の報道 2)による
2
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表-1 アイスジャム発生推定日時と痕跡，アイスジャム関係因子の整理
番 河川名
河氷・水位痕跡調
号 (市町村） 査区間

UAV 痕跡
空撮 調査

アイスジャムに関する整理・考察
発生推定日時
不明（9日12時30分ごろ被
災箇所に河氷流下）

河氷・水位痕跡の状況
被災箇所上流160mの砂州で河氷
集積・残存，水位上昇痕跡あり

1

辺別川
9 線橋から上流約
(美瑛町） 2km

3/16

3/16

2

布礼別川 東 9 線橋～扇山 8
(富良野市) 線橋

3/16

3/15, 9日午前（9日10時ごろ越水
16
発生）

河道内全体に河氷集積・残存・
水位上昇痕跡あり

3/15

－

3/15

3/15 9日午前（嶮淵観測所で4時
水位上昇を確認）
3/19, 9日午前9時30分ごろ（鵡
22
川観測所CCTVで確認）
3/21 不明（9日8時40分ごろ被
災箇所に河氷流下）
3/21 9日午後(14時以降浦幌十勝
川十勝太観測所の水位上昇)
3/20 9日午後（足寄橋で17時以
降河氷集積確認）
3/20 9日午後（9日14時以降足寄
観測所の水位上昇）

縦断勾配変化点の上流側約
100mで河氷集積の痕跡確認
水位観測所下流側約200mで河
氷集積の痕跡確認
河道内全体に河氷集積を確認。
砂州等に河氷集積・残留。
調査区間内砂州，蛇行部に河氷
集積痕跡あり
調査区間内全体で河氷集積痕跡
を確認
調査区間内全体で河氷集積痕跡
を確認
砂州，河道蛇行部で河氷集積痕
跡を確認
調査区間内全体で河氷集積痕跡
を確認
調査区間内の砂州に，河氷集積
痕跡を確認
調査区間内の砂州，勾配変化点
にあたる箇所で河氷集積確認

3
4
5
6
7
8

望月寒川 東札幌にれ公園付
(札幌市） 近
嶮淵川
泉郷橋から下流約
(千歳市) 600m
鵡川
(むかわ町) 河口～KP5.0
沙流川
発電用取水堰から
(日高町) 上流約 2km
浦幌川
浦幌十勝川合流点
(浦幌町) から上流約 2km
利別川
(足寄町) 足寄橋～両国橋

足寄川下流
(足寄町)
10 足寄川上流
(足寄町)
11 常呂川
(北見市)
網走川
12 (美幌町)
9

共励橋上流 0.9km
地点から上流 1.4km
茂足寄橋の上下流
約 200m
KP31.0～KP31.7
KP28.0～KP35.0

3/15
3/17
3/17
3/17
3/17
3/16
3/17
3/17

3/20
3/17,
19
3/20,
21

9日（発生時刻は不明）

不明
9日午後（9日15時以降、忠
志観測所水位上昇）
9日午後

と「大量の雪の塊が土のうを乗り越え，雨とともに一気

流速低減河道因子
砂州
縦断勾配変化点
縦断勾配変化点
（山地から平地）
河川構造物(橋梁)
縦断勾配変化点
縦断勾配変化点
（山地から平地）
砂州
砂州，蛇行
本川との合流
蛇行
蛇行
本川との合流
河川構造物(橋梁)
蛇行
砂州，蛇行
砂州，蛇行
縦断勾配変化点

④ 十勝川水系浦幌川での被害状況

に押し寄せてきた」とある．図-4 に被災箇所の状況を

浦幌川下流の朝日樋門周辺で，内水排除が必要となる

示す．被災箇所上流は砂防施設が整備され，この付近が

一方，樋門ゲート付近の河氷集積により操作に支障が発

河床勾配の変化点である．図中赤丸で示す中州には，多

生した．図-4 に当時の河道状況を示す．浦幌川は樋門

数の河氷残存及び水位上昇痕跡がみられた．一方，砂州

付近も含め，水面全体が河氷に覆われている．本川であ

上流の流路工は氷の集積，水位上昇の痕跡はほとんどみ

る浦幌十勝川の縦断勾配はほぼ水平であり，また当時は

られなかった．解氷した氷と雪がダム状に集積しアイス

結氷しているため，浦幌川の氷が合流点付近で滞留集積

ダムが被災箇所の上流で形成され，それが一度に決壊・

し，水位も急に上昇したと考えられる．なお国土交通省

流下して氷雪が被災箇所に押し寄せたと推測される．

では排水ポンプ車による内水排除を実施しており 11)，浸

② 石狩川水系布礼別川での被害状況

水等の被害は発生していない．

被害発生箇所の富良野市南扇山地区では 82世帯 151人
に避難勧告が発令された 1)．当時の報道では「橋桁に引
っ掛かった氷の塊が流れを妨げ，午前 10 時ごろに越水

３．現地気象と河道の考察

した」とある 10)．図-4に被災箇所の状況を示す．河道内

(1)気象状況の平年との比較

及び橋梁付近に残存河氷が多く確認され，一部区間では

アイスジャム発生には，気温上昇や河川流量の増加等

河道外への氷の乗り上げのほか，越水の痕跡もみられた． による河氷の融解と破壊が必要であり，今回のアイスジ
③ 沙流川での被害状況
被害発生箇所は，日高町内にある発電用水取水堰付近

ャム洪水は降雨と気温上昇が影響したと推測されること
は既に述べた．そこで解氷開始時期にあたる 2 月下旬か

である．水力発電所の取水堰修復工事を行っていたとこ

ら 3 月下旬にかけての積雪と降水量の関係に着目し，両

ろ，上流から流れてきた氷と雪により，川岸に止めてあ
った車両 3 台が流されたとある 3)．図-4 に被災箇所の状

者のアイスジャムへの影響を検証する．

図-5 に代表例として美瑛（辺別川），日高（沙流川）
況を示す．河氷の残存は被災箇所では見られなかったが， 2 地点の 2014 年から 2018 年まで近年 5 か年における前年
11 月から当年 4 月までの日最深積雪深を示す（平均値は
図中赤丸で示す上流側中州で多数みられた．当時の報道
によると，「鉄砲水が発生し」とあり，辺別川と同様， 1981 年から 2010 年までの 30 年観測値から算出）12)．
氷雪が上流側に集積しアイスダムが形成され，その後突
図-5(a)より，美瑛の 3 月上旬の日最深積雪深は 2015
3)

然流下したものと推測される．なおアイスジャムの形成

年以外は平年値以上である．一方 2 月下旬から 3 月下旬
までのまとまった降水は 2015 年 3月 10日，2018 年 3月 9

箇所は現地痕跡調査では特定できなかった．
3
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日降水量

日最深積雪深
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(b)日高
図-5 日最深積雪深・日降水量の変化（気象庁アメダス）

にまとまった降雨が重なる気象観測所は多くみられた．
(2)アイスジャム発生推定箇所・河道特性
表-1 にまとめたアイスジャム発生状況から，アイス
ジャム発生の可能性が高くなる河道特性を整理する．
a)縦断勾配の変化点
縦断勾配変化点付近では，勾配変化のほか，河道幅の
変化など，流速低下をもたらす因子が多い．辺別川，布
礼別川のアイスジャム発生箇所は，山間地で勾配が急な
ところから平地・扇状地等で勾配が緩くなる箇所周辺で
ある．その他，嶮淵川，望月寒川も勾配変化点とみられ
る箇所周辺でアイスジャムが確認されている．
b)本川・支川の合流点付近
本川と支川の合流点付近は流速が低下しやすい．今回
の調査では，浦幌川，足寄川下流で確認されている．
c)砂州
砂州付近では，縦横断的に流速低減部分が生じる．辺
別川では事故箇所の上流約 160m にある砂州の上流部に

図-4 アイスジャム発生箇所の状況

河氷集積の痕跡が見られ，その他の河川でも河道内砂州
日に発生したが，2015年の降水は主に雪であり，積雪と
まとまった降雨が重なるのは 2018 年のみであった．

付近は氷板集積が他の場所に比べて多く確認された．
d)蛇行及び湾曲

また図-5(b)より，日高の 3 月上旬の日最深積雪深は
2015年と 2018年で平均値以上であった．一方 2月下旬か

河道蛇行及び湾曲部では，横断的に流速低減が生じる
とともに流下阻害となるため，河氷の集積が生じやすい．

ら 3月下旬までのまとまった降水は美瑛と同じく 2015年
3 月 10 日，2018 年 3 月 9 日に発生したが，2015 年の降水

e)河川構造物

は雪が主であり，積雪とまとまった降雨が重なったのは
2018 年のみであった．

るため，河氷の集積が確認されている．また浦幌川では

橋脚をはじめとした河川構造物付近では流速が低減す
樋門周辺に河氷が集積した．

以上から，融雪開始前に平年値以上の積雪が残るとこ
ろへまとまった降雨が重なりアイスジャムが発生した可
能性が高い．なお紙面の関係上掲載しないが， 2018 年 3

４．現地調査の適用性と課題

月上旬に平年値以上の日最深積雪深がみられ，3 月 9 日

UAV による撮影は，河道内河氷の状況を安全かつ迅
4
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速に把握でき，アイスジャム調査区間の抽出及び痕跡調

𝐹𝑟𝑖 =

査の効率的な着手に貢献した．またアイスジャム発生日
時の特定では，目撃情報のほか，CCTV・監視カメラの

𝑈𝑖
𝜌 −𝜌
√ 𝑤𝜌 𝑖 𝑔𝐻𝑖
𝑤

(2)

画像や水位観測値が有用な情報であることを確認した．

𝑆𝑖𝑗 は，値が大きいほどアイスジャムの規模が大きくな

一方，被災箇所上流で発生したアイスジャムが再流下
し被災したケースでは，トリガーとなる被災箇所上流の

ることを示す値であり，この値が大きいほどアイスジャ
ムが発生しやすい．ここで，𝑈𝑖 (m/s)：氷塊の速度，

河氷集積・流下過程は，現地痕跡調査のみでは把握困難

𝑈𝑤 (m/s)：流速として， 𝑈𝑖 / 𝑈𝑤 の値でアイスジャムの発

である．一方，河氷挙動を縦断的，時系列で把握するこ

生非発生を評価すると，アイスジャム発生時は𝑈𝑖 = 0，

とは被災現象の解明や被害軽減策検討には不可欠である． アイスジャム非発生時は𝑈𝑖 = 𝑈𝑤 となり，𝑈𝑖 / 𝑈𝑤 は，
改善策として，河道内に複数存在しうるアイスジャム

0～1の範囲となる．本検討で用いている𝑆𝑖𝑗 と𝑈𝑖 / 𝑈𝑤 は，
𝑈𝑖 / 𝑈𝑤 = 1/(1 + 𝑆𝑖𝑗 )の関係にある 13)．また，この関係
は，実験値結果から𝑈𝑖 / 𝑈𝑤 の平均絶対誤差は 0.052 と誤
差は小さく妥当性が確認されている 13)．𝜌𝑤 (kg/m3)：水の

発生危険箇所を事前に抽出し，これを踏まえて時空間で
河氷挙動を把握できるようカメラ，水位計等の計測機器
を効率的，効果的に設置する方法が考えられる．アイス

ジャム発生危険箇所の抽出方法詳細は，次章で説明する． 密度で1000，𝜌𝑖 (kg/m3)：水の密度で917，𝑔(m/s2)：重力加
速度で 9.8，𝐻𝑖 (m)：氷塊の厚さ，𝐵𝑖 (m)：氷塊の幅，

５．アイスジャム発生危険箇所の抽出

𝐿𝑖 (m)：氷塊の河川縦断方向の長さ，𝐵𝑑 (m)：下流の川幅
である．既往研究 13)と同様に，𝐶𝐷 ：形状抵抗係数は 0.4
を与え，𝐶𝑓 ：摩擦抵抗係数は 1.0 を与え，𝐶𝐿 ：揚力係数

アイスジャムによる被害を防ぐための一つの方法とし
て，事前にアイスジャム発生危険個所を把握した上で，

は 0.4を与えた． なお，𝐻𝑖 が大きく𝑈𝑖 が小さいほど，𝑆𝑖𝑗
は大きくなりアイスジャム規模は大きくなる．

気象データを注視しながら現場状況を監視する方法が考
えられる．2018 年 3 月に辺別川で発生したアイスジャム

ここで未知数は，𝑈𝑖 ，𝐻𝑖 ，𝐵𝑖 ，𝐿𝑖 である．本検討では，

を対象に，河床高と川幅，アイスジャムの規模を表す値
𝑆𝑖𝑗 ：アイスジャムスケール 13)を求めて，アイスジャム

以下の手順で値を得た．上流端の流量は辺別川観測所
（北海道管理）の 2018 年 3 月 8～10 日の最大流量

発生危険箇所に関する検討を行った．

19.76m3/s（暫定値），下流端水深は等流水深 0.59m とし，

辺別川の河床高と川幅は，詳細な横断測量データを入
手できなかった．このため，Google Earth の 2014 年 6 月

不定流計算を実施し各断面の流速𝑈𝑤 と水深𝐻𝑤 を算出し

25 日の衛星データを用いて，辺別川の 9 線橋から下流
0.5km，9 線橋から上流 1.5km を対象に，河床高と川幅を

とし，氷塊の厚さ𝐻𝑖 は，水深が深いほど氷塊は堆積で

読み取った．図-6 に衛星画像と検討区間を，図-7 に読
み取った河床高と川幅を示す．なお，Google Earth では，

の厚さと仮定して𝐻𝑖 = 𝐻𝑤 とした．𝐵𝑖 は，最大で川幅に

た．氷塊の速度𝑈𝑖 は最大で流速𝑈𝑤 になるため𝑈𝑖 = 𝑈𝑤
きる可能性が高いため，算出した水深を堆積可能な氷塊
なるため，この断面（𝐵𝑑 の一つ上流の断面）の川幅を
与えた．𝐿𝑖 は，任意に 10mを与えた．これらの値を代入
して算出した𝑆𝑖𝑗 の結果を図-8 に示す．

直接は河床高は読み取れない．本検討では，水面で読み
取れた標高を河床高と仮定し河床勾配を求めて下流端の
標高を 0mとして検討を進めた．

図-8 から事故発生場所で𝑆𝑖𝑗 の値が大きいことが分か
る．事故後の事故発生場所において多量の氷塊の堆積が

図-7 の河床高をみると，縦断距離 0.25km 付近で急激
な落差があり，上下流と比べて勾配変化点になっている

現地で確認されており，事故当時，アイスジャムが発生
したと推定される．本検討により，𝑆𝑖𝑗 を用いてアイス

ことが分かる．なお，この地点に堰が設置されている．
事故発生場所（縦断距離約 0.16km）の川幅をみると，急

ジャム発生危険箇所を事前に抽出できる可能性を示した．

激に狭くなっていることが分かる．本データから，事故

一方で，事故発生場所より上流において，砂州の形成
により川幅が狭くなり，𝑆𝑖𝑗 の値が高い箇所が 3箇所あり，
これらの箇所でもアイスジャム発生の可能性がある．

発生場所は，勾配変化点の下流に位置し，川幅が急激に
狭くなる場所であった．また，事故発生地点より上流の
縦断距離約 0.3km から 0.4km 付近では，川幅が狭くなっ

「氷と雪が一気に押し寄せてきた」との現地証言を基に
ている区間があり，この区間には砂州が形成されている． 動的な現象を推察すると，これらの上流 3 箇所のいずれ
アイスジャム発生危険箇所を把握するために，以下の

かでアイスジャムが発生し，その後，アイスジャムが決

𝑆𝑖𝑗 ：アイスジャムスケール という指標を用いた．

壊して氷塊が下流へと流れ，下流の事故発生場所で氷塊

1

が急激に堆積して，再度アイスジャムが発生したと推察

1)

𝑆𝑖𝑗 =

𝐵 𝐶 𝐻 2
𝐻
𝐶
𝐹𝑟𝑖 √ 𝑑 √ 𝐷 ( 𝑖 ) + 𝐶𝑓 ( 𝑖 ) + 𝐿
𝐵𝑖 2 𝐿𝑖
𝐿𝑖
2

できる．なお，このような動的な現象の解明には，今後，

(1)

水理実験や数値計算を用いた検討が必要となる．
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図-6 辺別川の衛星画像 2014 年 6 月 25 日と検討区間
（検討区間：赤線，上方向：北，流れ：右から左）
河床高(m)下流端0m，川幅(m)

河床高(m)：下流端を0m

川幅(m)
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ジャム発生危険性を𝑆𝑖𝑗 で評価できる可能性を示した．

PROCESS UNDERSTANDING ON THE PHENOMENA OF FLOOD DAMAGE
CAUSED BY ICE JAM IN MARCH 2018 AND FUTURE PROBLEMS
Hiroshi YOKOYAMA, Yasuhiro YOSHIKAWA, Yu INAMI, Shunichi MAEDA and
Hiroki YABE
We aim to clarify the phenomena of flood damage caused by ice jam due to unseasonably warm air and
rainfall in March 2018. We conducted field survey to trace ice jam on 11 rivers in Hokkaido and analyzed
time and place of ice jam occurrences and river channel characteristic. It was confirmed that places with
lower velocity has relations with ice jam occurances. We also calculated risk of ice jam occurrence in actual
river using “ice jam scale” and could show longitudinal change of ice jam occurance risk.
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