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In snowy cold region, many concrete structures in rivers are degraded by combination of freezing and salt 

damage. In some cases, collision of river ice cause additional damages on concrete structures in river 

channel. We conducted field observation to clarify relation between river ice movement and acting force 

on concrete piles set on the bank of Abashiri River. Acting force can be evaluated with approach rate, plane 

area, length and thickness of river ice. We estimated river thickness with bottom tracking of ADCP in field 

tests and confirmed good relations between estimated value and actual value. We observed acting forces 

on sheet piles and calculated stress coefficients of ice to investigate evaluation methods. 
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１． はじめに 

 

 わが国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的

に整備され，今後老朽化が一斉に進行することが懸念さ

れている．河川管理施設についても，水門，樋門・樋管，

護岸等の河川コンクリート構造物の老朽化進行が河川維

持管理上の問題となっている．河川災害の激甚化が見ら

れる中，河川管理施設の適切な管理による機能維持は不

可欠である．一方で厳しい財政状況，河川管理に従事す

る人員不足は慢性化しており，河川管理施設の効率的・

効果的な維持管理はその重要性を増している． 

こうした中，国土交通省において近年「堤防等河川管

理施設及び河道の点検要領」の改定，「堤防等河川管理

施設の点検結果評価要領」2）の策定等，河川構造物の点

検・診断・評価に関する要領は整理されてきている．ま

た「河川構造物の長寿命化計画策定の手引き」3)が策定

され，河川管理者が将来にわたりこれらの構造物を適切

に維持管理，補修，更新していく河川管理施設の長寿命

化に向けた取り組みが全国的に進められてきている． 

一方，積雪寒冷地である北海道では，過酷な自然環境

によるコンクリート構造物の凍害と塩害等の複合劣化が

多数見られる．積雪寒冷地のコンクリート構造物の凍害

複合劣化を踏まえた対策工は，既往研究でも提案されて

いる4)．しかし結氷河川のコンクリート構造物の中には，

凍塩害の複合劣化に加え，河氷による衝突や摩耗が構造

物の劣化進行を助長していると推察される事例が見られ

る．これら結氷期の河氷流下や構造物への氷塊の衝突に

関する調査や検討事例は少なく，その実状やメカニズム

は十分に解明されていない現状にある． 

本報告は，凍害と塩害との複合劣化が生じている網走

川下流汽水区間の特殊堤護岸部に施工されたコンクリー

ト矢板を対象に河氷の挙動と衝突外力等を現地計測し，

河氷衝突外力の実態評価を行ったものである．これらは，

河氷衝突等による劣化の進行が推測される積雪寒冷地の

河川管理施設に対する長寿命化計画策定及び劣化箇所の

維持補修工法検討の基礎データとなる． 
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２．現地計測 

(1) 調査対象の概況 

 本研究の調査対象は，網走川KP3.1付近右岸特殊堤護

岸に設置されたコンクリート矢板である．網走川下流区

間では特殊堤方式の加圧コンクリート矢板の整備が進め

られたが，年数の経過とともに矢板の損傷や鉄筋露出等，

劣化が顕在化してきた5)．特殊堤区間は汽水域に位置し

ており，冬期は河道内を河氷が流下・遡上し，矢板をは

じめとした河川構造物への衝突が散見される．凍害・塩

害による劣化が確認された矢板は，2007年以降順次補修

に着手しているが,一部区間では補修後の再劣化が確認

されている5). 

 

(2) 現地連続観測の概要 

 河氷衝突に関する現地連続観測は，網走川KP3.1右岸

で実施した（図-1）．観測機器の諸元及び設置期間を表

-1に，現地設置状況を図-2に示す．ADCPは固定架台を

用いて河床から鉛直上向きに設置した．水位計は矢板近

傍に設置した．ビデオカメラはポールを用い，地上約

3mから鉛直下方の河氷挙動を撮影した．カメラは赤外

線照明により，夜間の河氷も可能な範囲で撮影した． 

圧力測定シートの設置概要を図-3に示す．圧力測定

シートはコンクリート矢板に密着するよう，矢板の外寸

に合わせた専用金具を作成し，そこにシートを張り付け

て固定，防水加工を行った．以下の2手法で実施した． 

(a)ゴムシート加工（2018年1月15日～2月22日）：圧力

シート（27cm×66cm）を上下が重なるよう3枚張り付け，

その上からゴムシートで固定した．なお矢板凸部におい

て河氷衝突とみられるゴムシート破損が多数見られたた

め，2月22日以降は後述する塩ビシート加工に変更した． 

(b)塩ビシート加工（2月22日～4月19日）：圧力シートを

金具の角を避けて下流側・正面・上流側の3面に合うよ

うカットし，2枚の塩ビシートに挟んで金具に固定した． 

圧力測定シートは図-4に示すとおり，ADCP近傍の矢

板2枚に設置した．図-5に示すとおり，作用する圧力に

応じてシートが発色するため，シート設置期間中の圧力

最大値及び発生箇所を計測できる．なお，シートのみで

は河氷衝突力の大小や衝突回数は把握できない．そこで

図-6に示すとおり，圧力測定シート設置部にひずみゲー

ジを上下流矢板に計12個貼りつけ，設置中の圧力最大値

発生日時や衝突特性を推測した． 

表-1 網走川現地観測機器一覧 

機器名 規格等 計測期間 機器設定条件 

ADCP RDI Workhorse 

Sentinel 1200KHz 

1) 2017年3月6日～2017年4月30日 

2) 2017年12月21日～2018年4月30日 

1)層厚0.15m，計測間隔 1秒（1回当り2ping発信） 

2)層厚0.1m，計測間隔 1秒（1回当り2ping発信） 

水位計 

 

応用地質 

S&DL mini 

 

1) 2017年2月24日～2017年4月30日 

2) 2017年12月21日～2018年4月30日 

1),2) ともにデータ取得間隔 1分 

ビデオカ

メラ 

Panasonic 

WV-SPW631LJ 

1) 2017年2月24日～2017年4月30日 

2) 2017年12月22日～2018年4月30日 

1秒間当たり10コマ撮影 

圧力測定

シート 

富士フィルム社製 

プレスケール（中

圧，高圧，超高圧） 

2018年1月10日～2018年4月17日 シートは概ね1～2週間設置 

設置方法は2種類（図-3参照） 

圧力画像解析システム（FPD-8010J）使用 

ひずみデー

タロガー 

KYOWA 製  EDX-

10A, EDX-11A 

2018年2月22日～2018年4月17日 圧力測定シート交換と同時にゲージ張替え 

計12個設置（図-6参照） 

 

 

図-1 ADCP実験実施箇所（地理院地図に加筆） 

 
図-2 観測機器設置概要 
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(3) ADCPによる河氷厚推定 

ADCPのボトムトラッキング機能は，ADCPの超音波

ビーム発射部から河床までの距離を計測し，流速と同時

に河床形状を把握することが可能である．吉川らはこの

手法を完全結氷した河川において河氷厚の推定に適用し

ている．すなわち河床から上向きにADCPを設置し，ボ

トムトラッキング機能を利用して河氷底面の位置を把握

して結氷河川の河氷厚を推測し，実測値と比較して良好

な結果を得ている6)．橋場らは，ADCPを水槽底面から

上向きに設置し，ボトムトラッキング機能を用いて水面

に浮かぶ氷の底面までの距離を計測し，水深0.8m程度の

浅い水域まで精度が確保できることを示した7)．またこ

の手法を用い，解氷時における河道内の氷板移動速度が

計測可能なことを示している7）．本調査では吉川ら，橋

場らの提案した手法を適用した．以下の式(1)を用いて河

氷厚を推定する． 

 

𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝐻𝑠 − 𝑧𝑎 − ℎ𝑒𝑠𝑡           (1) 

 

ここで𝑑𝑒𝑠𝑡 : 水面下の推定河氷厚，ℎ𝑒𝑠𝑡：ボトムトラッ

キングから得られるADCPビーム発射部から河氷底面ま

での距離，𝐻𝑠：ADCP設置箇所の水位，𝑧𝑎：ADCPの

ビーム発射部の標高である（図-7参照）．ℎ𝑒𝑠𝑡 は，

ADCPの発射ビーム角（20°）及びADCP設置状況による

傾き（コンパスによる値）を考慮し補正した．ボトムト

ラッキングの発射ビームは4本あり， ℎ𝑒𝑠𝑡はビーム毎に

得られるが，データには河氷底面を明らかに捉えていな

い異常値も発生する．その場合は異常値を除外し，残っ

た値から得られる河氷厚のうち最大値を採用した．

ADCP上に氷板が通過・滞留している時間帯は，ビデオ

カメラによる撮影画像から判別した． 

 

３．ADCPによる河氷厚推定精度の検証 

 

(1) 河氷厚検証試験の概要 

 ADCPによる河氷厚推定精度を確認するため，氷厚を

事前調整した氷をADCP上に通過させ，河氷厚の実測値

と推定値を比較した．検証試験は第1回を2017年3月6日，

第2回を2018年2月24日に行った．いずれの試験も下げ潮

時に行っており，開始時刻は8時，終了時刻は16時30分，

水位は第1回試験開始時EL0.54m，終了時EL-0.12m，第2

回試験開始時EL0.36m，終了時EL-0.3mである． 

検証試験は，事前にサイズ調整を行った直方体の河氷

を用いた．第1回試験では平面形状は1種類（1m×0.6m 

長方形），河氷厚は4種類（0.1m，0.2m，0.3m，0.45m）

設定した．第2回試験では平面形状は2種類（大：1m×

0.6m長方形，小：0.5m×0.5m正方形），河氷厚は3種類

（0.1m，0.2m，0.3m）設定した．河氷密度は第1回試験

で平均0.88g/cm3（サンプル数3），第2回試験では平均

0.90g/cm3（サンプル数6）であった．作業員が船上から

ポールを用いてADCP上に河氷を誘導した．河氷の移動

速度が河氷厚推定値の精度に及ぼす影響の有無を確認す

るため，河氷を可能な限りADCP上で静止（以下「静止

観測」），流速と同程度の移動速度でADCP上を通過さ

せる（以下「移動観測」）を複数回行った．試験中に解

氷が進んでサイズが小さくなるため，定期的に河氷厚を

計測し，実際のサイズを確認した． 

 

(2) 河氷厚検証試験結果 

 ADCPによる河氷厚推定精度の検証を行った．検証実

        

(a)ゴムシート加工          (b)塩ビシート加工 

図-3 圧力測定シート設置時の加工概要 

 

    

図-4 シート設置状況      図-5 シート発色事例 

 

 

図-6 ひずみゲージ設置概要 

 

 
図-7 ADCPによる河氷推定厚算出方法 
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験は，予め寸法を数種類に調整した氷を複数回ADCP上

に通過・滞留させ，式(1)で推定した水面下河氷厚（以下

「推定値」とする）と実測の水面下河氷厚（以下「実測

値」とする）を比較した．既報8)で両者の相関は検証し

ているところだが，今回は河氷平面サイズの違い等も加

えて追加検証を行った． 

図-8に河氷厚実測値と推定値の比較を示す．河氷の接

近速度や河氷形状による推定精度の違いを検証するため，

静止観測と移動観測，サイズ大（平面形状1m×0.6m）と

サイズ小（平面形状0.5m×0.5m）で分類して整理した．

図からは河氷の平面形状，接近速度，河氷厚による推定

値と実測値の相関に違いは確認できなかった．表-2にサ

イズ別の線形回帰式及び決定係数を示す．推定値と実測

値の間にはある程度の相関がある．推定値は実測値に対

して概ね+10cmの誤差がある． 

以上から一定の誤差発生に留意する必要があるものの，

ADCPによるボトムトラッキング機能により河道内を移

動する河氷厚を推定可能であることが示された． 

 

４．河氷衝突力と河氷厚・河氷挙動の関係 

 

(1) 圧力測定シートによる河氷衝突力測定 

 圧力測定シートによる矢板への河氷衝突力の解析は，

専用の圧力画像解析システム（富士フィルムFPD-8010J）

を使用した．衝突時の加圧でシート着色部に対し,加圧

面積，平均圧力，最大圧力が算定される．河氷衝突時に

よる作用外力は，加圧面積と平均圧力の積で評価した．

シートには複数の着色部が生じる（図-5参照）ため，図

-6に示す矢板部位別で，平均圧力，最大圧力を算出した． 

各測定期間でシート中に確認された平均圧力，最大圧

力及びその発生部位を表-3に示す．最大圧力は1月15～

22日の間で最大382.5MPaである．2月22日から圧力測定

シートの設置方法は変更しているものの，全体的な傾向

として，最大圧力は1～2月は100MPa以上，3月以降は概

ね70～100MPa，4月は概ね20MPa以下と次第に小さく

なっている．平均圧力も1月は100MPa以上，2～3月は概

ね40~50MPa，4月は10MPa以下と，最大圧力と同様，次

第に小さくなる傾向がみられる． 

なおシートに作用する荷重（平均圧力と加圧面積の積）

は63N～638Nとなる．河合らによるサロマ湖流氷の接触

圧力計測事例では平均的に400N前後の荷重が計測され

ており9)，今回の網走川での河氷衝突力最大値と同程度

である． 

 

(2) 圧力最大値作用時の河氷挙動把握 

前述した圧力測定シートは，設置期間中に作用する圧

力の最大値は推定できるが，圧力最大値が作用した日時

までは特定できない．そこで圧力最大値の作用日時を下

記の流れで推定する． 

まず矢板への作用外力が大きいと考えられる河氷衝突

事例を検証対象ケースとして抽出する．ここでは，ひず

みゲージによるひずみ値変化が大きい時刻に大きい河氷

衝突力が作用したと仮定する．圧力測定シートとひずみ

ゲージを同箇所に張り付けした2018年2月22日～4月17日

までを対象に，ひずみ値変化が大きい方から順に10ケー

スを選定した．選定ケースを表-4に示す． 

河氷接近状況は，ひずみ値変化が大きい時間の前後概

ね5分の河氷衝突状況をビデオ撮影画像から確認した．

矢板に衝突する河氷の接触位置（接触位置は図-5参照），

河氷接触形態（衝突か摩擦か），矢板への河氷接近速度

を画像から確認・算出した．接近河氷はある程度の大き

さが単体で移動する場合（図-9(a)）と，小さい氷が群

として移動する場合（図-9(b)）がある.今回の検討では

10ケース中9ケースで河氷は単体移動している． 

矢板へ衝突・接触する河氷厚は，接触直前の数10秒間

 

図-8 ADCPによる河氷推定厚算出方法 

 

表-2 ADCPによる河氷厚推定値と実測値の回帰式 

 線形回帰式 決定係数r2 データ数 

氷板大 y = 1.056x + 0.073 0.746 173 

氷板小 y = 1.024x + 0.056 0.660 72 

全データ y = 1.074x + 0.062 0.743 245 

y:推定値，x:実測値，小数第3位まで 

 

表-3 圧力測定シートによる圧力（2018年） 

計測期間 平均圧力  最大圧力 

最大値 

(MPa) 

発生 

部位 

最大値 

(MPa) 

発生 

部位 

1月15日～1月22日 198.0 2 382.5 1, 2 

1月23日～1月30日 127.5 5 268.5 5 

2月1日～2月5日 9.5  12 63.8 12 

2月7日～2月9日 49.4  11 75.4 10 

2月15日～2月19日 51.4 9 165.8 9, 12 

2月22日～2月26日 43.5 10 131.9 10 

2月27日～3月6日 48.8 12 111.8 12 

3月8日～3月16日 41.0  12 71.5 9 

3月18日～3月29日 41.6  8 98.8 8 

3月30日～4月9日 7.8  9 21.3 7 

4月10日～4月19日 6.3  10 14.0 10 

※圧力発生部位は図-6参照 
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第2回試験静止観測（氷板小） 第2回試験移動観測（氷板小）
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を対象にADCPボトムトラッキング機能を用いて推定値

を算出した．表-4には4本のビームから得られる値の最

小値と最大値を示している．なお調査箇所近傍で2018年

3月6日に網走川の流下河氷厚を実測したところ，0.02～

0.14m，平均値0.054m（サンプル数5）であり，今回の推

定値と近い値であった． 

なお今回の観測では，夜間や日射条件のためビデオ画

像から河氷移動速度を判別できない事例が複数みられた．

表-4では「判読困難」としている．そこで，河氷移動速

度と相関があると考えられる河川流速から河氷移動速度

を推測する．ビデオ画像から読み取りした河氷移動速度

𝑈𝑖と，ADCPにより有効な観測結果が安定して得られ，

かつ水面に最も近い深度であった河床上1.1mでの平面流

速絶対値（河氷衝突が見られた時刻の前後1分で平均）

𝑈𝑤を比較した．両者は以下の線形回帰式で表される． 

 

𝑈𝑤 = 0.521𝑈𝑠 + 0.099 (決定係数r2=0.578)   (2) 

 

(3)河氷の質量係数の算定 

河氷が構造物に衝突する際の衝撃力として，阿部らは

津波による漂流河氷の衝突力𝐹𝐻(N)について，河氷接近速

度，河氷の平面積，河氷厚を支配的なパラメータとして

以下の式で表現している 10)． 

𝐹𝐻 =
5𝑔𝜌𝑖𝐴𝑖ℎ𝑖𝐶𝑀𝐴𝑈𝑖

2.5

𝑔1.25(ℎ𝑖𝐿𝑖𝑚𝑎𝑥)0.625              (3) 

 

ここで、𝑔 ：重力加速度(=9.8m/s2)，𝜌𝑖 ：氷の密度

(=900kg/m3)，𝐴𝑖 (m2)：氷板の面積、ℎ𝑖 (m)：氷板厚，

𝐶𝑀𝐴：河氷の質量係数，𝑈𝑖 (m/s)：漂流物の衝突直前の速

度，𝐿𝑖𝑚𝑎𝑥 (m)：氷板最大長である．𝐹𝐻は計測された平均

圧力と加圧面積の積のうち最大値を採用する． 𝐴𝑖，

𝐿𝑖𝑚𝑎𝑥はビデオ画像から面積及び長辺を判読した．河氷サ

イズがビデオ画面サイズを超過する場合は，河氷サイズ

は「判読困難」とした．河氷移動速度が判読困難な事例

は，式(2)を用い ADCP の流速から河氷移動速度を算出し

た．なお池野らによると𝐶𝑀𝐴は2.0とされる 11)． 

式(3)から算出した𝐶𝑀𝐴を表-5 に示す．算出していない

3ケースは河氷サイズがビデオ画面を超過したためである．

2月25日～3月6日までは概ね0.5～1.2，それ以降は概ね

0.03 ～0.08 と 1 オーダー小さい値となっている．オー

ダーが異なる原因は不明であるが，河氷サイズや接近速

度，河氷厚に大きな差がない一方，圧力シートによる平

均圧力値が 2 月から 3 月にかけて小さくなっており，圧

力の測定精度が𝐶𝑀𝐴算出の影響因子となっている． 

 

(4)摩擦係数による河氷接触力の算定 

 河氷が構造物に接触することによる単位面積当たり摩

擦力𝐹𝑆(N/m2)は，一般に以下のとおり表現される． 

 

(a)単体で衝突（2018年3月1日12時25分） 

 

 (b)群で衝突（2018年2月27日16時05分） 

図-9 矢板への河氷接近状況 

 

表-4 河氷厚連続結果推定 対象一覧（2018年） 

対象期間 河氷接近状況 

 

推定 

河氷厚(m) 

平均圧力

(MPa) 

加圧面積

(mm2) 

河氷サイズ(m) 

(長辺×短辺) 

氷板接近

速度(m/s) 

流速

(m/s) 

2月25日 14:02～14:12 単体で流下，摩擦 0.09～0.23m 43.5 3 判読困難* 0.667 0.473 

2月27日 16:01～16:11 群体で流下，摩擦 

・衝突 

0.22～0.31m 48.8 4 1.5×1.0 0.526 0.319 

2月28日 3:08～3:18 単体で流下，摩擦 0.04～0.17m   判読困難** 式(2)で算出 0.167 

3月1日 12:19～12:29 単体で遡上，衝突 0.15～0.26m   判読困難* 0.263 0.163 

3月6日 7:45～7:55 単体で流下，摩擦 0.06～0.16m   2.0×2.0 0.317 0.380 

3月12日 21:07～21:17 単体で流下，衝突 0.05～0.20m 41.0 1 判読困難* 0.455 0.329 

3月22日 7:06～7:16 単体で流下，摩擦 0.09～0.18m 41.6 1 判読困難** 式(2)で算出 0.392 

3月22日 8:24～8:34 単体で流下，摩擦 0.07～0.19m   6.0×2.5 0.556 0.424 

3月28日 22:14～22:24 単体で流下，衝突 0.12～0.25m   6.0×2.0 0.500 0.341 

4月4日 9:06～9:16 単体で流下，衝突 0.05～0.12m 7.8 2 2.0×1.5 0.556 0.363 

*：河氷が画面サイズを超過，**：夜間，日射条件等で画像不鮮明 
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𝐹𝑆 =
1

2
𝜌𝑖𝐶𝑠𝑈𝑖

2               (4) 

 

ここで， 𝐶𝑆：摩擦係数である．実際の河氷接触面積は

不明のため，ここでは圧力測定シートの加圧面積分に荷

重が作用したと仮定し，𝐹𝑆は圧力測定シートによる平均

圧力の最大値とした． 

 式(4) から算出した𝐶𝑆を表-5に示す．摩擦係数は概ね

0.3×106～1.6×106の範囲内である．4月4日測定結果から

算定した摩擦係数は他に比べ1オーダー小さいが，測定

された圧力自体が小さいためである． 

 なお本報告は河氷が構造物に作用する荷重，圧力は測

定したものの，実際の構造物劣化には荷重のピーク値の

みでなく，荷重作用の継続時間が構造物劣化に与える影

響も考える必要がある．これらの課題に対応した計測方

法の改善が今後の課題である． 

 

５．まとめ 

 

本調査で得られた主な結果を以下にまとめる． 

・ADCPのボトムトラッキング機能を用い，移動河氷の

氷厚推定を行った．河氷厚精度検証の結果，ADCPに

よる推定値は実測値と概ね良好な相関を示しており，

ADCPによる河氷厚推定がある程度可能である． 

・圧力測定シートにより，河氷衝突力の計測を行った．

最大382.5MPaの圧力が作用していた．また厳冬期から

解氷期に入るに従い，計測される圧力も減少傾向にあ

ることを確認できた． 

・河氷形状及び河氷厚による河氷衝突力評価手法の構築

を試みた，圧力測定シートによる圧力観測値から河氷

の質量係数及び摩擦係数を算出した．質量係数は時期

による違いが大きい一方，摩擦係数による評価は比較

的ばらつきが小さい結果となった． 

 

謝辞：本研究の実施に当たり，国土交通省北海道開発局

網走開発建設部より関係資料を提供いただいた．また現

地観測は，(株)北開水工コンサルタントの協力を得た．

ここに記して謝意を表する． 
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表-5 算出した質量係数，摩擦係数（2018年） 

対象期間 質量係

数𝐶𝑀𝐴 

摩擦係数

𝐶𝑠(×106) 

2月25日 14:02～14:12 － 0.213 

2月27日 16:01～16:11 0.534 0.384 

2月28日 3:08～3:18 0.955 1.181 

3月1日 12:19～12:29 － 1.537 

3月6日 7:45～7:55 1.173 1.058 

3月12日 21:07～21:17 － 0.431 

3月22日 7:06～7:16 0.080 0.362 

3月22日 8:24～8:34 0.031 0.293 

3月28日 22:14～22:24 0.043 0.362 

4月4日 9:06～9:16 0.033 0.055 
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