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本研究は，2018年 3月に北海道の常呂川で発生したアイスジャム現象を明らかにすることを目的とした．

気象，水位データとともに，定点カメラによる動画撮影，ドローンによる撮影，アイスジャム発生後の河

氷サイズ計測，痕跡水位を計測し，現象解明を試みた．本研究により以下のことが明らかとなった．アイ

スジャム現象により，水位は 2時間で 3.1mまで急速に上昇した．河川の氷の大きさは、アイスジャム発生

地点付近では大きく、上流側では小さい．定点カメラより，アイスジャム発生前後の河氷の流下速度が最

大 3.5m/sと分かった．流量増加に伴い多くの水が河氷とともに流下し，河道内の堆積しやすい箇所に河氷

が詰まり，流下が阻害され水位上昇する． 
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1. はじめに 

 

寒冷地河川では，気温低下に伴い多くの河川が結氷し，

河道内に河氷が形成される．暖気や雨，河川の流量増加

により，河氷は破壊され流下し河道内に堆積する．この

現象はアイスジャムと呼ばれる．なお，河氷変動現象は，

河氷の形成，破壊，流下，堆積，再流下，再堆積に区分

できる．アイスジャムにより河道は閉塞され，急激な水

位上昇，氾濫，取水障害，流下する氷や雪への巻きこま

れ事故等の災害を引き起こす．河川防災及び維持管理を

行う現場では，アイスジャム災害対策のために，現象解

明と定量的な知見が求められている．一方で，アイスジ

ャム現象解明のための現地観測の事例 1)2)3)は事後調査が

大半であり，破壊，流下の現地データが不足している．

また，発生前からの観測事例 4)はあるが，コストや選定

箇所など困難さを有し，河氷の動的な観測はできていな

い．そうした中で，2018年 3月 9日に常呂川の河口から

約 33km の忠志橋（図-1）付近において，季節外れの大

雨と暖気によりアイスジャムが発生 5)した．このアイス

ジャム現象において，既存の施設を利用した定点カメラ

により河氷の破壊，流下，堆積の撮影に成功し，アイス

ジャム発生後に現地観測を実施した． 

本研究では，現地観測結果の解析から，アイスジャム

発生に至るまでの過程（破壊，流下，堆積）を明らかに

することと，定量的に現象を把握することで結氷河川の

管理や防災の安全向上を目的とした．  

現地観測は，痕跡水位， UAV を用いた空撮動画，河

氷サイズ計測を実施した．また，CCTV による定点動画，

気象データ，河川管理のための観測水位を基に，アイス

ジャム現象の過程と規模を把握した．定点動画において

は，PIV 解析による河氷流下速度の時系列変化を把握し，

アイスジャム発生のメカニズムの解明を試みた． 
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2. 常呂川で発生したアイスジャム現象 

 

2018年 3月 9日に常呂川で発生したアイスジャムにつ

いて，図-1 に示す箇所で現地観測を実施した．KP は河

口からの距離を示す．2018年 3月 17日に河口より 31km

地点から 37km 地点の範囲において痕跡水位計測，2018

年 3月 10日にUAVによる空撮，2018年 3月 17日に河氷

サイズの計測を実施した．アイスジャム現象を定点カメ

ラで撮影した地点はKP33.1の忠志橋付近である． 

 

(1) アイスジャム発生前後の気象 

アイスジャム発生前後の気象条件について検討する．

気象庁の北見地点の気象データにおいて，2018年 1月 3

1日から 4月 1日までの気温（℃），積雪深（cm），降

水量（mm/day）を図-2に示す．図中には，アイスジャム

発生が確認された37日目（2018年3月9日）を橙色線で

示した．本検討では，降水量のうち，気温がマイナスの

場合は雪，プラスの場合は雨と判断した．つまり 4日目，

11日目，17日目，29日目は雪とし，36日目，37日目，4

3 日目は雨であると判断した．雪と判断した日の積雪深

は上昇し，雨と判断した日の積雪深は減少している． 

アイスジャムが発生した 37日目と前日の 36日目にお

いて，降水量は 2日間で合計 46.5mm，37日目の最高気

温は 9.9℃，積雪深は 37日目から 38日目にかけて 10cm

下がっている．これらの気象データから，降水と気温上

昇による融雪により流量が増加し，流量増加と気温上昇

による水温上昇と河氷温度上昇 6)により河氷は融解及び

破壊されて，河氷は下流へと流下し堆積してアイスジャ

ムが発生したと推察できる． 

 

(2) アイスジャム発生前後の観測水位 

アイスジャム発生前後の水位変化について検討する．

国土交通省より水文水質データベースで提供されている

水位・流量観測所データを基に，常呂川の上川沿（KP1

0.9），太茶苗（KP18.9），忠志（KP33.2），北見（KP49.

4）の 4か所の 1時間毎の観測水位を図-3 に示す．図中

 

図-2 アイスジャム発生前後の気温，積雪深，降水

量（気象庁：北見地点） 

 

 

 

図-3 常呂川におけるアイスジャム発生前後の 

縦断的な観測水位 

2018年1月31日からの日数 [days]

気
温

[℃
]

積
雪
深

[c
m

]
降
水
量

[m
m

/d
ay

]

 
図-1 2018年 3月常呂川における現地観測（地理院地図より作成） 
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では，各地点の 1時間毎の観測水位を時系列に示し，ア

イスジャム発生が確認された 37 日目を橙色矢印で示し

た．アイスジャム発生前後で，水位が小刻みに変動して

いる．小刻みの振幅は約0.2mであり，周期は約1日であ

る．この要因の一つとして，アンカーアイスによるステ

ッププールの流量変動 7）によるものと推察される． 

アイスジャム発生が確認された付近の KP33.2 では水

位が2時間で3.1ｍと急激に上昇している．3日後の40日

目に水位はアイスジャム発生前の値まで下降している． 

アイスジャム発生の 37 日目の下流の KP10.9，KP18.9

では，水位は1.8m，2.1m，上流のKP49.4では，水位は0.

6m 上昇した．その後，水位はなだらかに下降し，KP10.

9と KP18.9は 9日後にアイスジャム発生前の水位に戻っ

た．上流の KP49.4 では，アイスジャム発生前の水位に

戻らなかった．その要因の一つとして，KP49.4では直下

流で小規模のアイスジャムが発生したと推察できる．上

流のKP58.4（上常呂水位観測所）の37日目の水位は約0.

5m上昇した．その後 50日目では発生前の水位と比べ約

0.6m下降した．したがって，上流からの流量は増加して

いないと考えられ，KP49.4の直下流で小規模のアイスジ

ャムが発生し，水位が高止まりしていたと推察できる． 

また，水位上昇開始時刻は，KP33.2は 37日目の 3月 9

日 14時であり，KP10.9はこれより 4時間遅い 18時，KP

18.9は 3時間遅い 17時，KP49.4は 1時間早い 13時であ

った．KP49.4から KP33.2の 16.2km区間の水位の伝搬速

度は4.5m/s，KP33.2からKP18.9の14.3km区間の水位の伝

搬速度は 1.3m/s，KP18.9からKP10.9の 8.0km区間の水位

の伝搬速度は 2.2m/sであった． 

本検討より今回のアイスジャム現象では水位が 2時間

で 3.1m と急激に上昇したことが分かった．一方で河川

縦断の水位変化をみると，各水位のピーク値と継続時間

が異なっているため，水位が観測されていない地点では，

さらに水位が上昇している可能性が示唆される．また，

観測水位は 1時間毎の値のため，1時間の間に，さらに

水位が上昇している可能性も示唆される． 

 

(3) アイスジャム発生後の痕跡水位 

観測所の水位により，アイスジャム発生時に水位が急

激に上昇することが分かった．次に，アイスジャム発生

時の縦断的な最大水位を把握するために，2018年3月17

日に痕跡水位を計測した．計測範囲と計測地点は，アイ

スジャムが発生した区間を含むKP31からKP37の範囲に

おいて約 200m 間隔で痕跡水位を計測した．計測結果を

図-4に示す．なお，KP31から KP33.2は左岸，KP33.4か

ら KP37 は右岸の痕跡水位である．図中には比較のため

に，常呂川の平常時の流量14.57m3/sを基に横断測量デー

 

図-4 2018年 3月常呂川における 

痕跡水位と平常時水位 

 

 

図-5 常呂川の空撮画像（2018/03/10） 
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タを用いて一次元不定流計算を実施し，平常時の計算水

位を掲載している．図中で計算水位は青線で示す．また，

後述する UAV 空撮によってアイスジャムまたは溢水を

確認した範囲を図示した． 

平常時水位と痕跡水位の差である水位上昇量は，計測

区間で平均すると 3.6ｍであった．水位上昇量が大きい

地点はKP33.2で5.0mであった．なお，1時間単位の観測

水位では最大 3.1ｍ上昇している．水位上昇量が小さい

地点はKP36.6で 2.0mであった．このKP36.6の地点での

河氷堆積量は少ないと考えられる．痕跡水位の計測によ

り，アイスジャム発生区間における水位上昇量を把握で

きた． 

(4) UAV空撮によるアイスジャム発生時の河氷状況 

アイスジャム発生時の河氷状況を目視観測から，平面

的に把握するために UAV で河道内を空撮した．動画の

キャプチャを図-5に示す．アイスジャム発生から 1日後

の3月10日に，KP31からKP37の区間を撮影した．図中

の矢印は流下方向を示し，Google Earthの衛星画像と動画

の比較から判断した低水路肩を赤線で示す． 

図-5のKP32.4付近にアイスジャムの下流端があった．

河道湾曲部がアイスジャム発生要因の一つであることが

推察される．KP32.4より上流左岸において，アイスジャ

ムにより流れが妨げられ，流水が高水敷に溢水していた．

KP33.1（忠志橋）付近やその上流では高水敷に溢水や河

氷が乗り上げている箇所が複数存在した．河道内の河氷

は KP36 まで存在し，ここがアイスジャム上流端である

ことが分かる．KP37 付近では右岸側の高水敷で流水が

溢水していた．この一連の様子は痕跡水位と一致してい

る．UAV 空撮の画像より河氷の大きさに注目すると下

流ほど河氷は大きい．上流側にある河氷は解氷してから

下流へと流下するため移動距離が長く，この区間におい

て他の河氷と衝突し破壊され小さくなっていくと推察で

きる．但し，上流側の流下距離については未観測である．

UAV 空撮により，アイスジャム発生時に河道内に河氷

は全面的に存在していることが分かった．  

図-6に北見河川事務所が平成 28年に計測を実施した 

河川横断データを示す．川幅は，川幅中心部を 0として

図示した． KP32.4 は湾曲部であり，川幅が狭い．また，

逆勾配になっている．そのため，河氷は停滞しやすく，

高水敷に溢水したと考えられる．また，KP36.5付近で高

水敷に溢水している箇所も同様のことが言える． 

 

(5) アイスジャム発生後の河氷の大きさ 

アイスジャム発生後の河氷の大きさを把握するために，

2018年 3月 17日に河道内に堆積している河氷を計測し

た．図-7に河氷の平均長さ（長径と短径の平均長さ）と

厚さを示す．KP31.7からKP37の範囲で，約600m間隔で

10箇所，目測で観測を行い，長径を基に大中小を各 2つ

抽出し，河氷サイズを計測した．河氷の平均長さは

KP32.4で最大長さ 2.9m，河氷の厚さは KP32.4で最大厚

さ 0.65mであった．計測したサイズ大の平均長さの最大

値は 2.90m，最小値は 1.20m，同様に中の最大値は 1.48m,

最小値は 0.65m，小の最大値は 1.35m，最小値は 0.35mで

あった． 

平均長さが最も大きかったのは KP32.4 の地点であっ

た．河氷厚は縦断的に大きな違いがない．この計測から

も，UAV 空撮動画と同様に，アイスジャム発生地点か

ら上流にかけて河氷の長さは小さくなり，サイズのばら

つきも小さくなる．本調査により，アイスジャム発生時

 

図-6 H28年度の横断測量データ（常呂川） 

 

 

図-7 2018年 3月常呂川における 

河氷の平均長と厚さ 

 

 

 

川
幅

[m
]

アイスジャムまたは溢水を確認した範囲

河
床
高

[m
]

河口からの距離 [km]

KP32.4 KP36.5

大 中 小

河
氷
の
平
均
長
さ

[m
]

河
氷
の
厚
さ

[m
]

河口からの距離 [km]

0

アイスジャムまたは溢水を確認した範囲

I_166



 

 5 

の河氷の大きさおよび形について定量的な知見を得た． 

 

(6) CCTV動画によるアイスジャム発生前後の河氷挙動 

国土交通省北海道開発局により河川リアルタイム情報

システムとして設置している定点カメラが，河氷の破壊，

流下，堆積の現象を時系列で捉えた．動画のキャプチャ

を図-8に示す．図中の矢印は流下方向を示す．また，動

画を基に PIV解析を行い，河氷の流下速度を計測した．

図-9に，2018/03/09 16:33:00を 0分とし，流下速度を 1秒

間で平均した値を時系列で示す．図-8 の 2018/03/09 

16:36:00のキャプチャにおいて，PIV解析のキャリブレー

ションに用いた点と解析範囲を示す．キャリブレーショ

ンの校正点は Google Earth を用いて，簡易的に距離を計

測して6点とした．校正点はⓝ(x, y)で表すと，①(-6.81, 0), 

②(0, 0), ③(14.69, 0), ④(-12.95, 49.20), ⑤(0, 49.20), ⑥(26.65, 

49.20) である．単位は mである．解析範囲はゆがみを考

慮し画像の中心，また流心部とし，図-8の黄色枠内にお

いて，計 6点の流速を平均した． 

本検討では，動画でとらえたアイスジャム発生までの

過程を速度変化から 4つに分類した．図-9に 4つに分類

した発生過程を示す．2018/03/09 16:36:00 では，河道は河

氷で覆われて河氷の動きはなく完全結氷した河川である．

発生過程Ⅰでは，河岸に近い河氷が破壊され，河氷は川

幅程度の大きさを保ったまま流下する．発生過程Ⅱでは， 

河氷は少しずつ垂直上方に持ち上げられ，16:40:30 のよ

うに亀裂が入り下流へと流下する．この発生過程におい

て水位が上昇していることが推定される．発生過程Ⅲで

は，16:44:06 のように上流から破壊された河氷が河道全

体を占めて流下する．この時，河道内を流下する河氷が

増えるため，さらに水位が上昇していると推定される.

なお，図-3の 1時間毎の観測水位より 2018/03/09 16:00の

KP33.2地点の水位は 20.19m，2018/03/09 17:00では 22.32m

であった．この発生過程Ⅲで，河氷流下速度の最大値は

3.5m/s になる．発生過程Ⅳでは，流速が低下し，アイス

ジャムが顕在化し始め，河氷は最大速度から 4分後に停

止した．河氷の初動から 11分後である．16:55:30では，

水位は上昇し続け，流水が高水敷に溢水している． 

定点カメラにより，アイスジャム発生前後の河氷の流

下速度を把握することが出来た．流量増加に伴い多くの

水が河氷とともに流下し，河道内の堆積しやすい箇所に

河氷が詰まり，流下が阻害され，水位上昇することが分

かった． 

 

 

3. まとめ 

 

2018年 3月に常呂川で発生したアイスジャムを対象に，

現地観測結果の解析からアイスジャム現象について検討

 

図-8 定点カメラ画像（忠志橋KP33.1付近） 

 

 

図-9 河氷の流下速度（忠志橋KP33.1付近） 
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を実施した．本研究では，河川防災及び維持管理を行う

現場において安全向上につながる，水位上昇量と河氷の

流下速度の定量的な知見を得た．また，ドローンを用い

た観測技術の向上により，河氷の平面的な状況把握がで

きた．得られた知見は，数値計算へ還元されることが期

待される．以下に得られた知見を述べる． 

・ 気象データから，降水と気温上昇による融雪により

流量が増加し，流量増加と気温上昇による水温上昇

と河氷温度上昇により河氷は融解及び破壊されて，

河氷は下流へと流下し堆積してアイスジャムが発生

したと推察された． 

・ 1時間毎の観測水位から，アイスジャム現象により

水位が2時間で3.1mと急激に上昇した． 

・ 縦断的な痕跡水位から，実際の水位は観測水位より

も上昇していた可能性を示した． 

・ UAV空撮により，アイスジャム発生時に河道内に

河氷は全面的に存在していることが分かった． 

・ UAV空撮と河氷サイズ計測により，アイスジャム

発生地点から上流にかけて河氷サイズは小さくなる． 

・ 河川測量データより，川幅が狭く，逆勾配である箇

所でアイスジャムが発生していることが分かった． 

・ 定点カメラにより，アイスジャム発生前後の河氷の

流下速度が最大3.5m/sと推定することが出来た．ま

た，流量増加に伴い多くの水が河氷とともに流下し，

河道内の堆積しやすい箇所に河氷が詰まり，流下が

阻害され水位上昇することが分かった． 
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CLARIFICATION OF A RIVER ICE JAM PHENOMENON  

IN THE TOKORO RIVER IN MARCH 2018 

 

Taro KOIKE, Yasuhiro YOSHIKAWA, Hiroshi YOKOYAMA, 

Yu INAMI and Kazuhito KAWABE 

 
This study aimed to clarify the situation of a river ice jam occurred on the Tokoro river in Hokkaido. We 

carried out water level observation, video and aerial photography, and also visually monitored the river ice 

area. The phenomenon of ice jam became clear by this observation. The water level rapidly increased to 

3.1 m in 2 hours due to the ice jam phenomenon. River ice size is large near ice jam occurrence point. And 

this size is small at an upstream point more distant than an ice jam occurrence point. River ice velocity 

before and after the occurrence of the ice jam was calculated by PIV analysis. The speed of river ice flow 

before and after the ice jam was determined by CCTV cameras. The maximum velocity of the river ice is 

3.5 m/s. As the flow rate increases, more water flows downstream with the ice, which clogs the river channel 

where it tends to accumulate, blocking the flow and causing the water level to rise. 
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