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天塩川における解氷時の氷板厚に関する研究
A Study of Ice Thickness during Ice Breakup on the Teshio River
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In this study, continuous non-contact measurement of ice thickness prior to its breakup was conducted
to clarify the nature of the breakup process. Based on the measurements obtained, the phenomenon was
examined with a focus on vertical variations in the river water level. An ice thickness calculation model
using heat flux was also constructed to clarify the variation factors relating to the measured ice thickness.
The calculation results revealed that these factors were increased ice thickness due to shortwave radiation,
longwave radiation, evapo-condensation flux and conductive heat transfer or due to the transformation of
accumulated snow into ice, and decreased ice sheet thickness due to turbulent heat transfer from the water
to the ice cover. In addition, a simple, practical ice sheet thickness calculation model with air and water
temperature and the water depth from the riverbed to the bottom ice surface as independent variables
was developed based on the heat flux model. It was proved possible to calculate ice thickness variations
accurately with the developed model by setting the respective coefficients appropriately.
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1. はじめに
結氷河川の解氷現象は，融雪や降雨により河川流量

が増加し，河道内の河氷が融解および破壊され下流へ

と流下する現象であり，流下した河氷は蛇行部，狭窄

部あるいは橋脚箇所で滞留し，水位上昇を伴うアイス

ジャミングを引き起こす1)可能性がある．このため，解

氷現象に関する知見は結氷時の河川管理を行う上で有

益である．また，アイスジャミングが起きない場合に

おいても，結氷時における河川内工事や流量観測を実

施する際には，安全性の確保および作業計画の観点か

ら，事前に解氷時期を予測する技術が求められている．

既往の解氷現象に関する研究は，解氷時の水温の観

測2)や解氷の始まりから終わりまでをビデオカメラで観

測した事例3)があり，北海道の多くの河川は河川水温の

上昇に伴ってThermal Breakupの形態によって解氷す
る事や解氷時は河氷が細分化して流下する事など，い

ずれも有益な知見が得られている．一方で解氷時の氷

板厚は解氷現象の規模の大きさに影響すると考えられ

るが，観測自体に危険を伴う事もあり研究事例は少な

く，解氷時までの氷板厚の変動およびその要因につい

て十分には解明されていない．

本研究は，解氷現象を解明するために解氷時までの

氷板厚を非接触で連続的に測定し，解氷現象について

河川水位の縦断変化に着目した考察を行った．測定し

た氷板厚の変動要因については，Thermal Breakupを
対象とした熱フラックスを用いた氷板厚計算モデルを

構築し，放射・対流，積雪，流水の 3因子が氷板厚の
変動に与える影響を定量的に評価した．さらに，熱フ

ラックスを用いた氷板厚計算モデルを基にして，積雪

の影響を係数 α，河氷の融解の影響を係数 β に織り込

む事により，気温，水温，有効水深を独立変数とする

簡便かつ実用的な氷板厚計算モデルを開発した．

2. 現地観測
(1) 観測地点と観測時期

観測地点は図–1に示す北海道北部に位置する天塩川

の円山観測所 (KP30.00)とし，観測期間は河氷で覆わ
れている結氷時から解氷後の 2008年 2月 5日 13:00か
ら 3月 25日 13:00の 49日間とした．KPとはキロポス
トの略で河口からの距離 kmである．

(2) 測定項目

氷板厚を非接触で連続的に測定する方法は，測定時

間間隔を 1時間毎として，積雪深計で河氷の上面 (雪面
高)を測定し，音響測深機で河氷の下面 (氷板底面高)を
測定した．測定機器の設置位置を図–2に示す．積雪深

計 (SDM-301S，新潟電機，測定精度 3m以下± 1.5cm，



図–1 天塩川における観測地点 (円山)の位置図
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図–2 円山観測所における測定機器設置位置と横断測量結果

図–3 雪面高，氷板底面高および水位，気温の経時変化

3m以上± 2.5cm)は，左岸から 60m，標高 4mの位置
に設置し，音響測深機 (PS-20R型，200kHz，カイジョ
―，測定精度± (3cm＋深度÷ 1000))は，左岸から 65m
の河底に設置した．また，雪面高と氷板底面高を直接

観測する横断測量を約 1週間毎に計 10回実施した．計
10回の横断測量の結果より，音響測深機で測定した河
氷の状態は，いずれも晶氷ではなく氷板であった．

観測地点より 250m上流の地点においては，計 10回
の流量観測，10分毎に気温，風速および水温の測定を
実施した．水位は国土交通省の水文・水質データベー

スの時刻データを用い，降雪深と降水量データは気象

庁のアメダスのデータを用いた．

(3) 測定結果

測定した雪面高と氷板底面高，水位と気温を図–3に

示す．横軸は 2008年 1月 1日 0時を 0日とした経過日
数としている．積雪深計と音響測深機による測定値と横

断測量の観測値との誤差範囲は± 20cm程度であった．
図–3より，河氷の厚さは時間経過とともに変動し，水

図–4 天塩川の河川縦断水位と水温の経時変化および降水量

位と氷板底面高が一致する 81日目の 3月 22日 12時で
解氷している．

(4) 天塩川における解氷現象

測定結果を基に解氷現象の考察を行う．解氷現象の

縦断的な変化を把握するために，天塩川における縦断

的に分布する異なる地点での水位を図–4に示す．今回

の観測地点は図–4に示した各観測地点のうち最下流端

に位置する円山 (KP30.00)である．図–4には本研究に

おいて測定した水温とアメダスデータの一日の合計降

水量も合わせてプロットした．



図–5 各地点の積算暖度

図–3における 67日目からの水位の下降については，
図–4で示した観測所のうち最も上流に位置する岩尾内

ダムにおいて発電施設の修理のため約 65日目 (3月 5日
21時)から全放流量がゼロとなったためである．この
影響は 55.7km下流の名寄大橋では伝搬速度約 1.7m/s
で約 9時間後に現れ，112.69km下流の茨内では伝搬速
度約 1.3m/sで約 25時間後に現われている．今回の観
測地点 (円山)において，全放流量がゼロとなる影響は，
約 67日目から約 74.5日目の期間に影響を与えている
と推察される．

図–3における観測地点 (円山)での約 70日目からの
水位の上昇について考察する．各地点の積算暖度を図–5

に示す．積算暖度とは計算開始日からプラスの気温を

積算した値である．図–5より 70日目付近で積算暖度
が上昇しており，図–4より 70日目に上流において降
雨がある．気温上昇により降雪が降雨となったと推察

できる．雨が降る一方で，図–4の恩根内において 70日
目に水位の急激な下降が観測されている．降雨により

流量が増加したため河氷が融解および破壊され解氷し，

河氷が下流へと流下した事により，流積が広くなり水

位が下降したと考えられる．また，恩根内の解氷と同

様に，図–4より約 75日目に茨内の解氷，約 80日目に
誉平の解氷が起きている．これらの上流における降雨

による解氷を発端として，河氷および流水が下流へと

流下し，下流に位置する観測地点 (円山)において，河
氷の流下による河積阻害および流量の増加により，水

位が上昇したと考えられる．観測地点 (円山)では水位
の上昇に伴い，河氷底面の融解が促されて河氷厚が薄

くなり，河氷は強度が弱まり破壊されるため，81日目
において解氷したと推察できる．

3. 熱フラックスを用いた氷板厚計算モデル

図–3の氷板厚の変動要因について，短波放射と長波

放射による放射，潜熱と顕熱による対流，積雪の氷化

および断熱効果，流水による氷板底面の融解を考慮し

た氷板厚計算モデルを構築して，氷板厚の変動に与え

る影響を定量的に評価した．

(1) 計算モデルの基礎式の導出

図–6 に結氷河川における熱収支の概要図を示す．

T [℃]:温度，h[m]:厚さ，ρ[ kg
m3 ]:密度，U [m

s ]:速度，ϕ[ W
m2 ]:
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図–6 結氷河川における熱収支の概要図

熱フラックスであり，添え字は各層の値である事を示

している．本計算モデルの基礎式は，既往研究4),5)を参

考にして下記のように仮定した．

積雪深の増減は，大気と雪，雪と氷板の境界での熱

収支を考慮した式 (1)とした．式 (1)は熱収支による積
雪深の増減のみを考慮しているため，大気からの降雪

による積雪深の増加は考慮できない．このため降雪が

ある場合には，熱収支による積雪深の増加はないと仮

定し，計算の上では dhs

dt =0とした．また，風による積
雪の吹あげ，吹きだまり，新雪が根雪となる圧密は考慮

していない．氷板厚の増減は，雪と氷板，氷板と流水

の境界での熱収支を考慮した式 (2)とした．雪と氷板の
境界と氷板内部では熱フラックスが異なると仮定して，

氷板の熱フラックスを雪と氷板の境界層 ϕiu と氷板内

部 ϕi に区分して考えた．式 (1)，式 (2)から氷板厚 hi

で整理すると式 (3)が導かれる．

ρsLs
dhs

dt
= (ϕa − ϕs) + (ϕs − ϕiu) (1)

ρiLi
dhi

dt
= (ϕiu − ϕi) + (ϕi − ϕw) (2)

hi = h′
i +

∆t

ρiLi

(
ϕa − ρsLs

dhs

dt
− ϕw

)
(3)

ここで，hi[m]:氷板厚，h′
i[m]:∆t前の氷板厚，∆t[s]:

計算時間間隔で 600秒とした．本研究で用いた河氷の
物性値を表–1に示す．密度 ρs は現地において風が強

く積雪は根雪とならない事が観測データから推察され

たため新雪の値6)とし，密度 ρiは-10℃の場合の値6)と

した．氷の熱伝導率 ki は-10 ℃の値6)であり，雪の熱

伝導率 ks については，ρs=80 kg
m3 の場合 ks=0.05 W

m ℃，

ρs=500 kg
m3 の場合 ks=0.6 W

m ℃ であり
6)，この値を参考

として雪の密度 ρsから線形で比例配分して算出した．



表–1 河氷の物性値一覧

単位 s：雪 i：氷

ρ：密度 kg
m3 100.0 917.4

L：潜熱 J
kg

× 105 3.336 3.336

k：熱伝導率 W
m ℃ 0.076 2.31

(2) 雪面から大気への熱フラックス ϕa

雪面から大気への熱フラックスは，短波放射量，長

波放射量，潜熱フラックス，顕熱フラックスの熱収支

を考慮した式 (4)で表わされる．

ϕa = −ϕs + ϕb + ϕe + ϕc (4)

ここで，ϕの単位は cal
cm2day であり，

W
m2 への単位変

換は，1 cal
cm2day=0.4844965 W

m2 となる．

a) 短波放射量 ϕs

短波放射量は式 (5)で表わされる．

ϕs = ϕri − γϕri (5)

雪面の反射率 γ 積雪の反射率 (アルベード)は，気温
を独立変数とする近藤の式7)である式 (6)を用いた．γ′

は∆t前の値である．

γ = (γ′ − γmin) × exp

(
−1

k

)
+ γmin (6)


γmin = 0.4
k = −4.9Ta + 4.5 when Ta <= 0.1
k = 4.0 when Ta >= 0.1

降雪がある場合
γ = γmax

γmax = −0.12Ta + 0.76 when Ta >= −1.0
γmax = 0.88 when Ta <= −1.0

大気短波放射量 ϕri 大気短波放射量は，Shen4)の式で

ある式 (7)を用いた．

ϕri = (x − y(NS − 50))(1 − 0.0065C2) (7)

NS:緯度は観測地点の緯度 44°55’を与えた．C[雲
量 (0-10)]:は，気象庁より得られる宗谷支庁豊富観測所
の 1時間毎の日照時間データを用いて，日照時間 0時
間を雲量 10，日照時間 1時間を雲量 0として算出した．
なお，日照時間は 0.12 kw

m2 以上の直達日射量が地表を照

射した時間で，12時の日照時間の値は 11時から 12時
の間に観測された日照時間の値となる．xおよび yは月

毎の値4)が得られているが，日時毎の値を得るために，

月毎の値を参考にして日数を独立変数とする次式を導

出した．Dは 12月 1日からの日数である．{
x = 76.18 × exp(0.015D)
y = −0.001D2 + 0.160D + 5.786

b) 長波放射量 ϕb

長波放射量は，式 (8)で表わされる．

ϕb = ϕbs − ϕbn (8)

雪面逆長波放射量 ϕbs 雪面逆長波放射量は，Stefan-
Boltzmanの式 (9)を用いた．Stefan-Boltzman定数 σ

cal
cm2dayK4 は 1.171×10−7 を与えた．

ϕbs = 0.97σT 4
sk (9)

Tsk = Ts + 273.15

雪面温度 Ts 各層の熱移動量は，近似的に熱交換係数，

熱伝導率，厚さ，温度差を変数とした式 (10)，式 (11)，
式 (12)で表わされ，これらの式より式 (13)が導かれる．

ϕa = hsa (Ts − Ta) (10)

ϕs =
ks

hs
(Tiu − Ts) (11)

ϕi =
ki

hi
(Tid − Tiu) (12)

Tid − Ta =
1

hsa
ϕa +

hs

ks
ϕs +

hi

ki
ϕi (13)

ここで，ある時間において各層の境界面での変動は

平衡状態であると仮定すると，ϕa=ϕs=ϕi となり，式

(13)は式 (14)で表わされる．

ϕa =
Tid − Ta

K
(14)

K =
1

hsa
+

hs

ks
+

hi

ki
(15)

式 (14)を式 (10)に代入して，雪面温度の算出式であ
る式 (16)を導出した．hsaは雪面の熱交換係数で 25 W

m2℃

を与えた．

Ts = Ta +
Tid − Ta

K・hsa
(16)

雪面長波放射量 ϕba 雪面長波放射量は，式 (17)で表
わされ，ϕba の算出は Bolzの式 (18)を用いた．

ϕbn = ϕba − 0.03ϕba (17)

ϕba = (0.55 + 0.052
√

ea)(1 + 0.0017C2)σT 4
ak (18)

Tak = Ta + 273.15
ea[hPa]は気温の飽和水蒸気圧である．飽和水蒸気圧
は，対象とする温度 T [℃]を用いて Tetens7)の式 (19)
から求められる．ea は式 (19)より算出した．

e = 6.1078× 10(9.5T )/(265.3+T ) (19)

c) 潜熱フラックス ϕe と顕熱フラックス ϕc

潜熱フラックスと顕熱フラックスは，気温と風速を

変数とするRimsha-Donchenkoの式 (20)，式 (21)を用
いた．

ϕe = (1.56Kn + 6.08Ua)(es − ea) (20)

ϕc = (Kn + 3.9Ua)(Ts − Ta) (21)

Kn = 8.0 + 0.35(Ts − Ta)
Ua[m

s ]:風速，es[hPa]:雪面の飽和水蒸気圧であり，es

は式 (19)から算出した．



(3) 積雪深の算出方法

積雪深は，測定した雪面高から氷板底面高までの厚

さ hsi(= hs + hi)と水位と氷板底面高から算出した喫
水 dを用いて式 (22)から算出した．ρw は水の密度で

999.84 kg
m3 を与えた．

hs =
dρw − hsiρi

ρs − ρi
(22)

(4) 流水から氷板底面への熱フラックス ϕw

流水から氷板底面への熱フラックスは，水深と流速

を独立変数とする次式5),8)から算出した．

ϕw = hwi (Tw − Tid) (23)

hwi = Cwi
U0.8

w

h0.2
w

(24)

ここで，Cwiは 1622W・S0.8

℃・m2.6 であり，Tidは氷板底面

の温度であり 0℃とした．Uw[m
s ]:流速は鉛直平均流速

として与え，hw[m]:河床から氷板底面までの有効水深
である．Uw は，観測地点から 250m 上流で実施した
計 10回の流量観測結果より，有効水深 hw と鉛直平均

流速 Uw の関係式を導き，この式より Uw を算出した．

図–7に hw と Uw を示す．関係式については，断面が

大きい鉄管やコンクリート管などの平均流速の計算に

はManning式が広く用いられている9)事から，水圧が

河氷の割れ目から開放されるため完全な管路ではない

が，水面が河氷によって覆われているため近似的な管

路と仮定しManning式の適用を試みた．有効水深 hw

と鉛直平均流速 Uw の関係式は式 (25)で表わされる．

Uw = β・h2/3
w (25)

β =
1

22/3

√
i

nc
(26)

ここで，ncはマニングの粗度係数で河床と河氷の合

成粗度であり，iは動水勾配である．なお，結氷時の nc

は河氷底面の形状変化に伴って経時変化する．河氷底

面が晶氷の場合，解氷時期に近づくにつれて時間経過

とともに平滑化するため，河氷底面の形状変化は小さ

くなる事が観測結果から予見10)されている．本研究の

検討期間は解氷時期に近い事，河床底面は晶氷よりも

形状変化が小さいと考えられる氷板である事から，本

研究の観測条件において ncの変化量は小さいと仮定し

て，図–7より，β=0.2381m
1
3

s として一定値を与えた．

(5) 氷板厚の変動要因

氷板厚の変動要因について，式 (3)より下記の 3因子
に成分分解して検討を行う．左から (放射・対流)，(積
雪)，(流水)の影響因子であり，これらの値が氷板厚に
与える影響を定量的に評価した．

(ϕa
∆t

ρiLi
),　 (−ρsLs

dhs

dt
∆t

ρiLi
),　 (−ϕw

∆t
ρiLi

)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.00.00.20.40.60.8

鉛直平均
流速　　
[m/s]

有効水深　　[m]
　=　・　2/3　= 0.2381hwUw βUw

hw
β

図–7 有効水深と鉛直平均流速の相関図

図–8 氷板厚の測定値と計算値 (熱フラックスを用いた氷板
厚計算モデル)

図–8に氷板厚の測定値と計算値を示す．(放射・対流)
と (放射・対流),(積雪)を比較すると，計算開始から 64
日目の期間において，(積雪)の影響を考慮した計算値
の方が測定値に一致しており，これは積雪の氷化に起

因する．次に，(放射・対流),(積雪)と (放射・対流),(積
雪),(流水)を比較すると，64日目から解氷までの期間
において，(流水)の影響を考慮した計算値の方が測定
値に一致しており，これは流水による氷板底面の融解

に起因する．熱フラックスを用いた氷板厚計算結果よ

り，氷板厚の変動要因は，放射・対流による氷板厚の

増加，積雪の氷化による氷板厚の増加，流水による氷

板底面の融解による氷板厚の減少である事が明らかと

なった．

4. 実用的な氷板厚計算モデル

熱フラックスを用いた氷板厚計算モデルは，精度よ

く測定値を再現可能である事を示した．この計算モデ

ルを基にして，簡便かつ実用性を重視した氷板厚計算

モデルの開発を行った．

(1) 実用的な計算モデルの導出

基礎式は，式 (3)を基にして α′を式 (27)で定義する
と式 (28)となる．α′[無次元]は，積雪が氷板と一体と
なる場合に値は大きくなる．

α′ = 1 −
ρsLs

dhs

dt

ϕa
(27)

hi = h′
i + α′ϕa

∆t

ρiLi
− ϕw

∆t

ρiLi
(28)

ϕaは α′′を式 (29)で定義して，式 (14)，式 (15)に代
入して Tid=0と仮定すると式 (30)となる．α′′[無次元]
は，積雪の断熱効果がある場合に値は小さくなる．



α′′ =
h′

i

ki

1
hsa

+ h′
s

ks
+ h′

i

ki

(29)

ϕa = −α′′ ki

h′
i

Ta (30)

ϕw は式 (23)，式 (24)，式 (25)を用いて整理すると
式 (31)で表わされる．

ϕw = Cwi β4/5 Tw h1/3
w (31)

式 (28)に式 (30)，式 (31)を代入すると，氷板厚の計
算式である式 (32)が導かれる．

hi = h′
i − A

Ta

h′
i

− W Tw h1/3
w (32)

A = (
ki∆t

ρiLi
) α　, α = α′α′′ (33)

W = (
Cwi∆t

ρiLi
) β4/5 (34)

さらに，式 (32)に各定数を代入すると式 (35)となり，
式 (35)は簡便かつ実用的な氷板厚計算式となる．

hi = h′
i − (

65.2
105

) α
Ta

h′
i

− (
45.8
102

) β4/5 Tw h1/3
w (35)

式 (35)において，例えば 1時間毎に氷板厚を計算す
る場合について説明する．式 (35)の Ta，Tw は 1日の
平均値となるため，1時間毎 (60 × 60秒毎)の Ta，Tw

を用いる場合には，Ta × 60×60
24×60×60，Tw × 60×60

24×60×60 が

入力値となる．h′
i[m]は計算される 1時間前の氷板厚を

与え，係数 αについて観測データが無い場合は，過去

の氷板厚の観測値を指標として試行錯誤を行い決定す

る．係数 β は過去の流量観測データ等を用いて式 (25)
から決定し，気温 Ta[℃]，水温 Tw[℃]，有効水深 hw[m]
は観測値を与える事により，氷板厚 hi[m]を 1時間毎
に計算する事ができる．本研究の係数 αは試行錯誤の

結果から α[無次元]=0.6として，係数 β は結氷時の流

量観測データから β[m
1
3

s ]=0.2381を与えた．

(2) 氷板厚の測定値と計算値の比較

氷板厚の測定値と計算値を図–9に示す．また，従来よ

り氷板厚の計算に用いられている Stefan式 (ĥi = α̂
√

S)
による計算値も合わせて示した．̂hi[cm]は氷板厚，S[℃・
day]は積算寒度であり，α̂は 1.0を与えた．
図–9より，本計算モデルの計算値は氷板厚の変動を

精度よく再現している．この事は，複雑な熱フラック

スの計算をせずとも，係数 α，係数 βを適切に設定し，

気温，水温，有効水深が既知であれば，氷板厚の変動

を計算可能である事を示唆している．しかし，解氷時

期については，計算値の方が測定値よりも遅れており

危険側の計算結果となっている．本計算モデルは，河

氷自体の流下を考慮していないため時間遅れが現われ

たと考えられ，その遅れ時間は約 19時間程度である．

図–9 氷板厚の測定値と計算値 (実用的な氷板厚計算モデル)

5. まとめ

解氷時までの氷板厚を非接触で連続的に測定し，熱

フラックスを用いた氷板厚計算モデルを用いて，氷板

厚の変動要因の解明を試みた．計算結果より，放射・対

流による氷板厚の増加，積雪の氷化による氷板厚の増

加，流水による氷板底面の融解による氷板厚の減少が

氷板厚の変動要因であり，その影響を定量的に評価し

た．熱フラックスを用いた氷板厚計算モデルを基にし

て，気温，水温，有効水深を独立変数とする簡便かつ実

用的な氷板厚計算モデルを開発し，係数 α，係数 β を

適切に設定する事により，精度よく氷板厚の変動を計

算可能である事を示した．
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