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降雨と融雪が重なる現象は rain-on-snow eventと呼ばれ，近年，世界各地で大規模な融雪災害をもたらし

ている．北海道においても，冬期における ROS 記録は各地に存在し，今後の降雨・積雪特性の変化が融

雪災害に与える影響が懸念される．そこで，本研究では厳冬期の ROS 災害の特性を把握することを目的

に室内水路実験を実施した．結果，融雪期の最高気温を想定した場合は，降雨に伴う積雪層のせん断強度

低下と重量増加とが重なることで湿性雪崩が生じた．一方，本実験条件下で気温が 10℃付近の場合は，

降雨の影響は比較的少なく，雨は積雪層をゆっくり鉛直浸透し，流出した．ただし，降雨の影響は積雪層

が新しい雪で構成されるほど大きく，北海道のような積雪寒冷地では，今後の気候変動に伴う積雪や降雨

特性の変化が冬期の積雪層挙動や河川融雪災害に影響を与える可能性を留意する必要がある． 
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1. はじめに 

 

北海道のような積雪寒冷地域では，春先，雪解けに伴

い河川水位が上昇する融雪洪水が毎年生じる．なかでも，

冬期から春先に降雨と融雪が重なる現象は rain-on-snow 

(ROS) eventと呼ばれ，世界各地で大規模な融雪災害をも

たらしている．たとえば，北米の太平洋岸北西部など，

比較的穏やかな気候かつ降雪量の多い地域では真冬の

ROS による全層雪崩や融雪洪水などの被害が報告され

ている 1) 2)など．また，高緯度に位置するヨーロッパ諸国

においても，スイスのアルプスでは 116 箇所にて合計

1000 回以上の ROS による融雪出水が記録されている 3)．

北海道においても，ROS による融雪災害は明治期の頃

から多数報告されており，尻別川など，融雪洪水対策を

目的に築堤が始まった河川も少なくない．しかしながら，

治水対策の進んだ今日においても，1994年 2月の琴似八

寒川 4)，2002年 1月の札幌市内望月寒川 5)，2018年 3月

の釧路川など降雨に伴う雪泥流や融雪洪水が比較的高頻

度で頻発している． 

図-1 は，北海道の 1 級水系において年最大日流量の

記録回数が最も多い月，および年最大日流量が 12月～2

月の厳冬期に観測された記録がある場所を示したもので

ある．図-1 によると，北海道では台風や降雨前線等に

起因する夏季出水のみでなく，道北や道東を中心に厳冬

期や融雪期の出水頻度も高いことが分かる．さらに，近

年では気候変動に伴う降雨特性の変化も懸念されている．

冬期の出水は雪塊や河氷により河道が閉塞しやすく，そ

の危険性の高さからも，降雨特性の変化を踏まえた

ROS災害の特性把握は重要な課題である．  

降雨を伴う融雪と ROS による融雪出水に関する研究

はかなり古くから報告されており，比較的少ない降雨に

よっても引き起こされることが指摘されている 6) ．また，

その規模は気温，風速，降雨量や降雨強度，雪質，積雪

深，雪の含水率などと複数の物理量と関係性があること

も指摘されている 9)．しかしながら，厳冬期における降

雨を伴う融雪と河川水位上昇との関係性は，気温や降雨

 
図-1 年最大日流量の記録， 

a) 記録回数の最多月, b) 厳冬期（12月～2月）の記録 

土木学会論文集B1(水工学) Vol.75, No.2, I_925-I_930, 2019.

I_925



 

 2 

強度，雪質との関係，結氷河川の解氷時期以外の雪塊に

よる氾濫特性など分かっていない部分も多い．そこで，

本研究では厳冬期の ROS 災害の特性を把握することを

目的に，異なる温度条件下における降雨時の積雪層の融

雪特性および河川への流出特性に関する室内実験を実施

した．  

 

2. 実験 

(1) 実験条件 

水路概要を図-2 に示す．水路には積雪層を敷き詰め

るための木製の傾斜板（長さ 1m，幅 0.4m，θ = 44°）を

設置し，その上に 360度方向に回転する人工降雨装置レ

インカーテン（雨滴粒径：0.5mm~1.0mm）を設置した．

傾斜板の大きさは降雨範囲（円状）の外側をできる限り

利用しないように設定し，傾斜角は降雪の安息角を参考

に決定した 10)．また，傾斜板の下流には，参考として融

雪が進んだ際の河道内への影響を確認するため，2 波長

分の蛇行を有する水路と接続する形にした． 

表-1 に実験ケースを示す．実験は 8 ケースとし，傾

斜板底に氷板（平均厚：20mm）を作成し，積雪層（降

雨の浸透が確認できる厚さとして平均厚 90mmを設定）

を敷き詰めて融雪状況等を比較した．実験条件は，ROS

に影響を与える項目として，できる限り降雨量を統一し

たうえで，降雨の有無と気温（室温）を異ならせた（た

だし，全層崩壊が生じたケースは，実験が短時間で終了

したため降雨量が異なる）．ならびに，既往研究にて影

響があると指摘される雪質 10)（雪の新しさ）を変化させ

たケースも行った． 

実験条件（表-1）は以下の通りである．Case 1と Case 

2 は降雨無しの場合の積雪層の変化を確認するものであ

り，融雪時期のほぼ最高気温を想定した 12℃ と，若干

低い 10.1℃で実施した．Case 3から Case 6では，既往研

究 6) にて少量の降雨でも河川流量が増大する場合がある

こと，および本水路規模と測定しやすさを考慮し，降雨

強度 10mm/hour の雨を 40 分間与えた場合の積雪層の変

化を確認した．Case 3から Case6 の雪質は，北海道大学

構内の工学部付近で 2月中旬に集めたこしまり雪～しま

り雪であり，各ケースの気温は 12.1℃，6.2℃，12.5℃，

9.9℃の条件とした．Case 7では，Case 6と同じ気温と降

雨条件のもと，3 月前半の氷粒状態のザラメ雪を用いて

雪質のみ異なる場合の積雪層の変化を確認した．最後に，

Case 8は，ROSに伴う河川災害を考察するための参考と

して，降雨に加えて循環水路内にも水を流し，湿性雪崩

発生下における低水路内の流れの変化を確認した．なお，

新雪を水路に敷き詰める際に密度が大きくなる点は，今

後，野外に水路を設置するなど改善が必要である． 

実験の様子は積雪層の直上，下流，横の 3方向にカメ

ラ・ビデオを設置して把握した．積雪層内部の温度変化

については，熱電対 2台を積雪層中層と底面に設置し，

1 秒間隔で測定した．積雪内部への降雨の浸透は，実験

開始前に積雪層表層へと赤色着色料（ローダミン）を散

布することでカメラに映るようにした． 

 

3. 結果と考察 

(1) 降雨が無い場合における積雪層の融雪 

図-3および図-4に，Case 1とCase 2の実験経過写真と

積雪層内の温度変化を示す．図-3 より，いずれの実験

も時間経過と共に融雪が進み，積雪層に降水がゆっくり

 
図-2実験水路概要， a) 傾斜板の横断図，b) 実験水路全体の平面図（流出量は2分ごとに低水路内の水を下流端に集めて測定） 

表-1 実験条件 

Case 気温 降雨有無 降雨強度 降雨時間 降雨温度 雪質 雪密度 (g/cm3) 積雪重量（kg） 

Case 1 12.1 
なし ― ― ― 

こしまり雪 0.46 10.60 

Case 2 10.1 こしまり雪 0.47 10.50 

Case 3 12.1 

あり 10mm/hour 40min. 

10.2 こしまり雪 0.44 10.68 

Case 4 6.2 7.8 こしまり雪 0.45 10.02 

Case 5 12.5 9.6 しまり雪 0.44 11.48 

Case 6 9.9 8.8 しまり雪 0.45 10.69 

Case 7 9.9 8.8 ざらめ雪 0.41 13.95 

Case 8 11.2 ― こしまり雪 ― ― 
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浸透したことが分かる．浸透速度は気温の高いCase 1の

方が Case 2より早く，Case 1では明瞭に積雪層底面に着

色水が流れる様子が確認された（図-3-aの黄枠）． 

図-4 より積雪層内の温度変化を確認すると，気温の

高い条件下で実験したCase 1では，積雪層中層の温度が

Case 2 に比べて高く，積雪層底面の温度も実験開始 10

分ごろから積雪層中層との温度差がほぼなくなるまで上

昇した．これは，気温が高いほど積雪層表面から鉛直方

向への融雪が速く起こり，比較的短時間で熱が伝わりや

すい状況にあったためと考えられる．これより，気温が

積雪層内の融雪水の移動特性に強く影響を与えることが

分かる． 

 

(2) 降雨を与えた場合の積雪層の融雪 

Case 3～Case 6では，降雨強度を約 10 mm/hourとし，

気温が異なる条件下において 40 分間の降雨を与えた．

ただし，Case 3と Case 4はこしまり雪に近く，Case 5と

Case 6はしまり雪に近く，若干の雪質の違いがある． 

図-5 に，各ケースの実験終了時の積雪層の状況を示

す．図-5-bと図-5-dより，Case 4とCase 6では降雨は積

雪層に浸透すると共に，実験開始から 20 分ほど経過後

には積雪層底面の氷板上に着色水の流れが確認された．

一方，図-5-a と図-5-c より，融雪時期の最高気温を想

定したCase 3とCase 5では雪質の違いに関わらず，どち

らも積雪層全体が崩落する湿性全層雪崩が生じた．雪崩

発生までの時間はCase 3で 8分，Case 5で 15分と降雨開

始から比較的短時間であった．両ケースは，その他の 2

ケースに比べて積雪層底面に明瞭な水みちが形成される

前に積雪層が崩落した（図-5-a，図-5-c）． 

図-6 に，各ケースにおける 2 分毎の水路下流端での

流出量と累積流出量（赤線），および積雪層無しで降雨

のみ降らせた場合の累積流出量（黒点線）を示す．図-6

の橙色は積雪層からの流出開始時刻であり，その時刻以

前の流出は，降雨範囲が広いために低水路内に直接降っ

た降雨に起因する流出量を示している．なお，降雨単独

の場合，2 分ごとの水路下流端での平均流出量は 0.0046 

m3 /s（553 g/2min）であった． 

図-6 によると，水路下流端での流出量はいずれのケ

ースも降雨開始から 15～20 分程度経過するまで降雨単

独の場合の平均値よりも小さい値を示した．これは，既

往研究でも述べられている通り，積雪層が水の保留効果

を有するためである．続いて，積雪層からの流出が始ま

ると（図-6 の橙色の時刻），水路下流端での流出量は

降雨単独の場合よりも大きな値を取り始めた．図-6-b

および図-6-d によると，本実験条件下にて積雪層が十

分に飽和し，積雪層下部からの流出が始まった場合，水

路下流端での流出量は降雨単独に比べて最大 1.23 倍ま

で増大した．続いて，本実験では 40 分後に降雨を止め

た．図-6-b と図-6-d より降雨終了直後の流出量を確認

すると，水路下流端での 2分毎の流出量は急速に低下し

たことが分かる．これは，水路下流端で測定された流出

量の大半は降雨由来の水に占められていたことを示すも

のであり，既往研究と同様に降雨時の融雪による流量増

加の寄与率の低さが示された． 

続いて，図-6-b と図-6-d より累積流出量を比較する

と，本実験での累積流出量は降雨単独の場合を超えなか

った．これは，本実験では降雨時間は 40 分程度であっ

たため，積雪層からの融雪の影響が小さかったためと考

 

図-3 降雨無しの実験条件下における積雪層の融雪状況，  

a) Case 1 （気温 12.1 ℃，こしまり雪）  

b) Case 2（気温 10.1 ℃，こしまり雪） 

 

図-4積雪層内の温度変化，a) Case 1, b) Case 2 
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えられる．仮に積雪層厚が十分大きく，降雨強度がより

大きく，かつ降雨時間が長く継続すれば，積雪層が十分

飽和した後における「累積流出量に対する融雪量の寄

与」は無視できなくなると考えられる．  

一方，Case 3（図-6-a）とCase 5（図-6-c）はいずれも

気温の高いケースであり，実験開始から 8分と 15分後

に湿性全層崩壊が生じた．図-6-a および図-6-c より水

路下流端での流出量を比較すると，湿性全層雪崩の発生

時刻以前における積雪層からの流出（橙色より前は低水

路に直接降った降雨）がほぼ存在しないことが分かる．

つまり，崩壊時，Case 3と Case 5の積雪層は降雨量分だ

け重量が増えおり，高気温下における積雪層の重量増加

が全層雪崩の危険性を高めたと考えられる．そこで，図

-7 に湿性全層雪崩の生じた Case 5 と融雪のみ生じた

Case 6 の積雪層内の温度変化を示す．図-7 より，Case 5

では降雨に伴う積雪層底面の温度変化は殆ど観測されず，

実験開始から約 15 分後，突然に全層雪崩が生じた．た

だし，この時刻はCase 1にて積雪層底部の温度上昇が始

まった時刻（図-4-a の実験 10分前後）と近い．このこ

とから推察すると，気温 12℃付近では降雨がなくとも

積雪層内にて融雪水の移動が速く，含水率上昇に伴う積

雪層のせん断強度低下と積雪層の重量増加とが重なるこ

とで，湿性雪崩が生じやすい状況が生じたと考えられる． 

 

(3) 積雪層の安定性 

図-8に，Case 1からCase 7までの積雪層の安定性の比

 
図-5 降雨ありの場合の積雪層の融雪状況，黄点線は積雪層内の水みちを示す 

a) Case 3（12.1℃，こしまり雪），b) Case 4（6.2℃，こしまり雪） 

c) Case 5（12.5℃，しまり雪），d) Case 6（9.9℃，しまり雪） 
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較として，積雪層が融雪に伴い低水路方向に向かってわ

ずかでも移動した時刻を示す．図-8 より，気温と雪質

および積雪層の安定性との関係には一定の傾向があるこ

とが確認できる．まず，気温が比較的低いCase 4では，

降雨下でも実験中に積雪層の移動はほぼ認められなかっ

た．一方で，その他ケースを見ると，類似する気温下で

は，降雨は積雪層の移動の開始時間を早め，安定性を低

下させることが分かる．また，気温 10℃付近における

「しまり雪とザラメ雪」，および 12℃付近における

「こしまり雪としまり雪」を比較すると，比較的新しい

雪質の方が降雨に伴う融雪によって積雪層の安定性が低

下しやすいことが分かる．本実験では積雪層の密度差は

小さいため，雪質が影響した要因は結晶構造自体の空隙

率（一般に．こしまり雪，しまり雪，ざらめ雪の順に小

さくなる）の差等に起因する融雪速度の違いにあると考

えられる．つまり，積雪層内部に雪の弱層が存在する場

合に加え，1月や 2月といった厳冬期，積雪層自体が比

較的新しい雪で構成されるほど降雨の影響がより大きく

表れることが分かる．したがって，北海道のような積

雪寒冷地では，今後の気候変動に伴う降雨・積雪特性

あるいは降雨温度の変化が冬期の河川融雪災害に影響

を与える可能性が十分あることに留意する必要がある． 

 

(4) 全層雪崩に伴う低水路内の流れ 

ここでは，厳冬期に湿性全層雪崩が河道内に流入し

た場合について，今後の検討の参考として流れ場の変

化を示す．循環水槽内の流量は一定流量 Q = 0.00128 

m3/sec，平均水深 15.1 mm とした．図-9および図-10に，

全層雪崩発生後の水位変化を示す．全層雪崩発生後は

水路内を段波が高速で移動し，約 3秒後に水位計（図-

2）まで到達し，急激に水位上昇した．また，図-10 よ

り，段波の伝播の時間変化を確認すると，段波の伝播速

度は蛇行部侵入前は内岸側にて速いが，蛇行頂部に向か

うにつれて遠心力によって外岸側で水位上昇すると共に，

内岸側と外岸側で伝播速度が逆転した．その後，段波は

蛇行部後半に向かって加速すると共に水深が低下した．

つまり，段波は高速で移動すると共に，蛇行頂部におい

て水位計設置箇所（図-2）よりも急激な水位上昇をもた

らした．続いて，段波発生から 12 秒後には，低水路に

流れ込んだ雪塊や氷板が図-10 の蛇行部まで流下すると

共に，蛇行部にて停留しやすい状況が生じた．春先の結

氷河川の解氷等に伴う流路内の雪塊や河氷の移動につい

ては，蛇行部や狭窄部でつまりやすいことが報告されて

いる 11) が，今後の降雨特性変化の可能性を考慮すると，

厳冬期に中小河川の河道内へと雪塊が局所的に流入する

ような状況と，それに伴う被災の可能性は引き続き検討

していく必要があると考えられる． 

 

図-6 水路下流端での流出量と累積流出量， 

a) Case 3（12.1℃，こしまり雪），b) Case 4（6.2℃，こしまり雪） 

c) Case 5（12.5℃，しまり雪），d) Case 6（9.9℃，しまり雪） 

 

図-7 積雪層内の温度変化，a) Case 5, b) Case 6 

 

 

図-8 積雪層の安定性の比較, 図中の数字は実験ケースを示す 

 
図-9 段波の伝播による水位変化（サーボ式水位計位置,図-2） 
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4. 結論 

 

本研究では，厳冬期の降雨に伴う融雪災害（ROS 災

害）について積雪層の融雪特性を把握することを目的に

室内水路実験を実施した．結果，本実験条件下において

融雪期の最高気温を想定したケースでは，積雪層の強度

低下と降雨に伴う積雪層の重量増加とが重なることで，

湿性雪崩が生じた．一方，本実験条件下において気温が

10℃付近より低いケースでは，降雨の影響は比較的小さ

く，雨は積雪層を鉛直浸透した後，流出量を降雨単独の

場合に比べて 1.23 倍程度まで増加させた．ただし，降

雨の影響は積雪層が新しい雪で構成されるほど大きく，

北海道のような積雪寒冷地では，今後の気候変動に伴う

積雪や降雨特性の変化が冬期の積雪層の挙動および河川

融雪災害に影響を与える可能性が十分あることに留意す

る必要がある． 
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EXPERIMENTAL STUDY ON RAIN-ON-SNOW EVENTS IN SNOWY-COLD REGION 

 

Ginji MORITA, Hideto KON, Tomoko KYUKA, Yasuyuki SHIMIZU, Yasuhiro YOSHIKAWA 

 

In recent years, rain-on-snow (ROS) events has caused large-scale flooding disasters in winter all over the world. In Hokkai-

do located in the northernpart of Japan, ROS events also has been recorded in various places in the past and has been conserned 

to be increased in future due to the rise of temperatures over snowy-cold region. In this study, authors conduted flume experi-

ments to understand the effects of rainfall on snow melt and snowmelt runoff, which affects ROS disasters during winter. The 

results showed that in the cases, estimated maximum temperature in winter (snow melting season), snow avalanches occurred 

due to the rainfall. In contrast, where the temperature is below 10 ℃, the rainfall slowly penetrate and formed the flow path at 

the bottom of snow layer, leading into  an increase of 1.23 times of  the runff discharge to the low channel path.   

 

図-10蛇行部（水位計の下流側）における流れの様子 
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