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天塩川における解氷現象に関する現地観測
Field observation of Ice breakup in the Teshio River
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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

天塩川

加し，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，流下した河氷は河川の蛇行部，狭窄部、橋脚箇所な
上昇を引き起こす可能性がある．また、治水上の問題以外
では，生活・工業用水等の取水口に河氷が滞留することに

円山

KP30.00

誉平

日 本 海

どに滞留するとアイスジャムを引き起こし１），急激な水位

誉大橋

よる取水障害や河氷が構造物表面を摩耗することによる構

KP59.6

茨内

造物の劣化，解氷期の河道内工事の安全性・経済性の確保

KP94.31

等に関わる河川管理上の観点においても，解氷現象につい
恩根内

ての知見を得ることは有益である．

KP112.11

２）

結氷河川の解氷現象について，既往の研究 では，水位，
水温，気温，河氷厚の観測が行われており，解氷現象につ
いては，気温の上昇とともに河川の流量が増加し流速が速
名寄川

くなるため，河氷底面の融解を促して解氷へと向かい，解
氷後は水温が上昇するという現象が，現地観測，数値計算

雨竜発電所

を用いた検討から明らかとなっている．解氷時の河氷がど
のように流下するかについては，解氷の始まりから終わり

岩尾内ダム

３）

までを平面的に観測した研究

があり，河氷が細分化して

解氷するなどの有益な知見が得られている．しかし，解氷
時の河川の縦断的な水位変化，解氷時期と気温との関係に
ついては，十分には解明されていない．本論文は、解氷に

図-1

天塩川における観測地点

至る過程を目視観測し，河川縦断の水位，気温データを測
定し解氷現象との関係を考察するとともに過去の水理・気

塩川 KP.59.6 地点において，中川町に架かる誉大橋から解

象データを用いて，解氷日と気温との関係について考察を

氷の始まりから終わりまでを写真撮影とビデオ撮影を用い

加えるものである．

て目視による観測を実施した．
2009 年 1 月上旬に実施した現地踏査の結果では，1 月上

2．現地観測

旬の誉大橋地点は結氷途中であり，全体的にシャーベット

2009 年 3 月 25 日 11:50～17:10 において，
図-1 に示す天

状の氷で覆われていた．
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写真-4 上流 3 月 25 日 15:55 撮影

写真-1 上流 3 月 25 日 14:06 撮影

写真-2 上流 3 月 25 日 15:02 撮影

写真-5 上流 3 月 25 日 16:04 撮影

写真-3 上流 3 月 25 日 15:30 撮影

写真-6 上流 3 月 25 日 16:52 撮影

水位（Mc-1100，光進電気工業製，≦±0.1%FS，≦±

中旬から 4 月上旬にかけて測定を実施した．

0.25%FS）および水温（CONOACT-CT，アレック電子(株)，
±0.05℃）の測定は自記測定器を用いて，天塩川河口から

3．観測結果

上流の岩尾内ダム下流域の207km区間において44箇所に設

（１） 目視観測

置した．気温（（株）MCS，JASA 級±0.15℃以下）は図-1

解氷現象の目視による観測は誉大橋上から上流および下

に示す円山観測所(KP 30.00)，茨内観測所(KP 94.31)，恩

流を望み実施した．

根内観測所(KP 112.11)の 3 箇所に気温計を設置し，12 月

誉大橋から上流を撮影した状況を写真-1～写真-6 に示
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写真-7 下流 3 月 25 日 14:14 撮影

写真-10 下流 3 月 25 日 16:37 撮影

写真-8 下流 3 月 25 日 15:05 撮影

写真-11 下流 3 月 25 日 16:50 撮影

写真-9 下流 3 月 25 日 15:42 撮影

写真-12 下流 3 月 25 日 16：51 撮影

し，誉大橋から下流を撮影した状況を写真-7～写真-12
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そのすぐ下流部において河氷に小さな開口ができ，下

に示す．

流へと広がる（写真-1）．

誉大橋より下流約 1.0km には中川町が天塩川解氷日時を

２）すでに解氷していた上流部と後にできた小さな開口

記録する観測機を設置しており，解氷時間を後日知ること

部が縦断的に繋がり下流へと広がる(写真-2・3・4)．

ができる．

３）誉大橋下流において，すでに解氷していた開口部と

上流の解氷状況は以下の通りであった．

誉大橋上流の開口部が繋がる(写真-5)．

１）
上流側はすでに解氷して河氷が大きく開口しており，
186

４）解氷の前から支流の流入ため開口していた右岸側
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図-4 積算暖度

図-2 開口現象の概念図

図-5 誉平観測所水位

写真-13 氷塊が押し開けて開口した状況
1)

2)

3)

図-6 解氷日までの積算暖度・寒度

板の河氷が移動してきて，開口部を埋める．（写真
-11・12）
河氷の下を氷塊が潜る現象について，氷塊の動きは図-2

図-3 開口部に見る氷塊の動き

のように薄くなった河氷部に浮上して押し開けて開口する
において，河氷が岸から離れ，約 35m×400m の一枚板

（写真-13）．流下してきた氷塊は開口部から浮上して先端

の河氷として下流へ流下する(写真-6)．

部が開口渕にぶつかると，後端部から裏返りながら河氷下

下流の解氷状況は以下の通りであった．

に潜っていく（図-3）．その衝撃で河氷縁が割れて氷塊が

１）河氷の底面から，流水の染み出しが現れて，上流お

潜っていき，開口部が広がることもあった．

よび下流に広がる（写真-7・8）．

また，今回の目視観測した地点における解氷現象の発端

２）染み出し部に上流から河氷下を潜って流下してきた

は，河道の流心部において現れると推定された．

氷塊が浮上し，河氷を押し開けて個々に開口する．開
口部から時折，河氷表面に水が溢れ出す（写真-9）．
３）個々の開口部が上下流に繋がり，縦断的に広がる．
上流から流下してくる氷塊が現れては河氷下に潜っ

（２） 解氷日と水理および気象条件
解氷日と積算暖度（計測開始日からプラスの日平均気温
を累計したもの）の関係を図-4 に示す．

ていく．縦断的に広がった個々の開口を挟む河氷が細

図-4 より解氷日は誉大橋に一番近い円山観測所 KP30.0

分化され，砕けて大きな開口となる．（写真-10）

の観測地点で見ると，3 月上旬から積算暖度が連続して上

４）大きく開口した部分に，上流から流下してくる一枚

昇し，やや落ち着いた地点に位置する．
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解氷日と水位の関係を図-5 に示す．水位は，誉大橋から
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この水位上昇の頂点を解氷日と仮定して，過去の水位記

約 1km 下流の誉平観測所の測定値とした．

録および気温データを用いて解析を行った．3 月 1 日から

図-5 より，水位の急激な低下が記録されており，この時

解氷日までの積算暖度と積算寒度の関係を図-6 に示す．

点は目視の観測と一致している．このことから，解氷直前

解氷日は積算寒度が高いと積算暖度も高い傾向があり，

に水位が上昇し，その水位の頂点が解氷の始まりであると

積算寒度が高い年は氷板が厚くなるため，解氷に至るまで

推定される．

の積算暖度が高くなると推定される．

降水量

水温

水位

解氷

解氷

解氷

図-7 天塩川の縦断的な水位の経時変化と水温・降水量
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れ，大気と水面で直接熱交換が行われるため，気温より低
い水温の河川水が温められて水温が上昇したと推定される．
4．まとめ
本研究の成果として，現象の発生が 1 年間で 1 度しかな
く，また非常に短い期間であるため，目視観測が困難とな
る解氷現象について，天塩川の誉大橋より，解氷現象の始
まりから終わりまでを目視観測し，解氷現象の平面的な経
時変化，流水による河氷底面からの融解，解氷時の開口の
様子，開口部における氷塊の挙動を捉えることができた．
合わせて，水理・気象観測のデータより,解氷時における
図-8 降水量と積算暖度の関係

水位と水温の縦断的な経時変化を把握した．
また，解氷が起きる気象条件および水理条件について，3

2009 年の値が他の年と比べて大きく外れているが，この

月 1 日からの総降雨量と積算暖度を用いて検討を行い，今

年は他の年より気温が高い割に，降雪量が多かったことか

回の検討資料から，平均値で見ると，総降雨量が 56.6mm，

ら，河氷上の積雪深が厚くなったことによる断熱効果で，

積算暖度が 38.1℃に達する値が解氷の条件として導き出

解氷までに時間が掛かったのではないかと推測される．

された．

3 月 1 日から解氷日までの降水量と積算暖度の関係を図

今後も，解氷現象の始めから終わりまでを捉えることが

-8 に示す．

できれば,今回の事象と照らし合わせることによって，
気象

図-8 より，気象条件の違いによるばらつきがあるが，値

条件，河道形状，流心位置などに起因する解氷のメカニズ

を平均すると，総降水量 56.6mm，積算暖度 38.1℃が解氷条

ムの解明に更なる有益な資料となると考える．

件の一つの目安として考えられる．
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