
春先になると、気温の上昇及び流速の増加によって河
氷は融解及び破壊されて下流へと流下し解氷に至る。
河氷とは図－１に示すように水面に存在する硬い氷板
と、流水内に存在する柔らかい晶氷、氷板の上に堆積

天塩川における結氷初期と解氷期に関する現地観測
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　本研究では、国内外で観測事例が少ない結氷初期及び解氷期の現象を把握するために、2010年12月
から2011年３月に北海道北部に位置する天塩川において現地観測を実施し、観測データをもとに、結
氷初期及び解氷期における水理条件と気象条件を明らかにした。
　観測結果から、結氷の初期段階では、気温が低下し水温が０℃となることで河川内において河氷が
存在できる条件となることがわかった。また、蛇行部などの流速の遅い箇所において、短時間に河氷
が滞留し４日間で３m 近く水位が上昇した。結氷初期は水温が０℃となり解氷期は水温が上昇した
ことが確認された。結氷初期と解氷期を予測するために気温から水温を計算した。計算の再現性は概
ね良好なことから、気温をもとに結氷初期と解氷期を推定できることを示した。

《キーワード：結氷河川；現地観測；天塩川；北海道》

　In this study, field observation was carried out on northern Hokkaido’s Teshio River from 
December 2010 to March 2011 to clarify the phenomena observed at the beginning of freeze-up 
and the beginning of break-up. The relationship between the hydraulic characteristics and climatic 
conditions observed at these times were discussed based on the data collected. The results showed 
that ice was present in the river because the air temperature decreased and the water 
temperature reached zero degrees at the initial stage of the beginning of freeze-up. In addition, 
river ice stayed for short periods at low-velocity points such as meanders, and the water level rose 
approximately 3 m in four days. The water temperature fell to zero degrees at the beginning of 
freeze-up, and was seen to rise at the beginning of break-up. The water temperature was 
calculated from the air temperature to support prediction of the beginning of freeze-up and the 
beginning of break-up. The close correspondence between the calculated water temperature values 
and the observed values indicated the feasibility of predicting the beginning of freeze-up and the 
beginning of break-up based on air temperature.

《Keywords：Ice covered River；Observation；Teshio River；Hokkaido》

１．はじめに

　積雪寒冷地域の河川は、冬期間に気温の低下及び流
速の減少によって河道内に河氷が形成され、結氷する。

報　文
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図－１　河氷の模式図

図－２　天塩川における現地観測(KP：河口からの距離km)

写真－１　定点カメラの

設置状況　

図－3　ADCP 観測模式図

定し時の観測水位は、河氷の影響を受けた水位となる。
　 恩 根 内 観 測 所（ K P 1 1 1 . 8 ）に お い て は A D C P

（WorkHorse Sentinel 1200kHz、RD　Instruments 社
製）を河床に設置し、10分毎にボトムトラッキングの
データから河氷の移動速度を計測した。橋場ら４）は、
河床から河氷底面までの距離を測定した室内実験及び
現地観測の結果から ADCP ボトムトラッキングによ
る河氷底面の測定精度が高いことを示している。
ADCP は図－３のように河床に埋設されており、ボ
トムトラッキングによるセンサーの移動速度は河氷の
移動速度を表す。なお、通常ボトムトラッキングは
ADCP が移動したとして速度を算出するものである
が、この場合センサーが河床に固定されていることか
ら河氷は逆方向に移動している。つまり、河氷が W
方向に移動したら、ADCP が E 方向に移動したとし
て感知する。よって、氷板の移動速度は式（1）、（2）で

する雪で構成される。
　結氷河川の水位・流量を精度良く把握することは、
河川の計画・管理・工事を行うための基本要素であり、
解氷期に河氷が下流へと流れ、滞留、閉塞することに
よって生じるいわゆるアイスジャムと呼ばれる現象に
よる急激な水位上昇等災害の軽減等にとって必要不可
欠である。
　河川結氷時は、流積や粗度が変化するため、通常の
H-Q 式が適用できず、河川結氷時の流量が推定できな
い課題があったが、近年、この課題に対応するため、
河川結氷時の現象を踏まえた結氷 H-Q 式が提案され、
北海道開発局の河川事務所においてこの技術が普及し
始めたところである１）。
　ただし、河氷が形成される結氷初期や河氷が流下す
る解氷期は、急激な水位変動を引き起こすことから、
結氷初期及び解氷期に関する詳細な知見が求められて
いる。これらの知見は、結氷 H-Q 式の適用時期を把
握し、より精度の高い水位・流量の把握やアイスジャ
ム現象等の予測を行うために重要である。
　本研究では、国内外で観測事例が少ない結氷初期及
び解氷期の現象を把握するために、2010年12月から
2011年３月に北海道北部に位置する天塩川において現
地観測を実施し、観測データを基に、結氷初期および
解氷期における水理条件と気象条件を明らかにすると
ともに、気温から結氷初期と解氷期を予測する手法を
試みた。

２．現地観測

　北海道北部に位置する天塩川（流路延長256km、流
域面積5,590km2）において、図－２に示すとおり定点カ
メラ撮影、水位と水温の測定、ADCP による流速測定
および上空撮影を実施した。なお観測は既往研究２）３）

により結氷することが明らかとなっている河口から
106.0km の地点から120.0km の地点を対象とした。
　調査期間は、結氷前の2010年12月中旬から解氷後の
2011年２月下旬までとした。定点カメラは、KP111.0の
左岸側下流方向に設置した。なお、付近に商用電源が
なかったため、写真－１のような太陽光パネル（195W 
12V）とバッテリー（12V）６個を併用し、夜間も撮影可
能なカメラを使用して１時間毎に撮影を行った。水位
と水温は、河床に設置した水位計（Mc-1100、光進電
気工業製、測定精度±１cm）と水温計（COMPACT-
CT、（株）アレック電子、測定精度±0.05℃）で10分毎
に計測した。なお、水位計は、河床における圧力を測
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表される。

（1）

（2）

Vice ［m/s］：河氷移動速度、VBT ［m/s］：ボトムトラッ

写真－２　天塩川における上空撮影 (KP106.0から KP117.0)

キング（　）内の記号は方位。ただし、N および E がプ
ラス、［rad］：磁北からの位相、θ＇［deg］：主流方向
の測線角度（恩根内観測所303°）また、上空撮影は、
河口より KP106.0の地点から KP120.0の地点を対象と
し、2010年12月19日、12月28日、2011年１月26日、２
月９日、３月18日の計５回実施した。
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写真－３　河道内の河氷の流下状況 (KP111.0) 図－５　結氷時の観測水位と水温

図－４　河床勾配と川幅水深比の積

２．１　上空撮影

　河口から KP106.0から KP117.0の区間における上空
撮影画像を写真－２に示す。図中に結氷、部分結氷及
び非結氷を示した。結氷は水面が河氷で全面的に覆わ
れた状態、部分結氷は水面が河氷で部分的に覆われた
状態、非結氷は水面が結氷していな状況を示す。写真

－２より12月19日時点では全区間結氷していなかった
が、12月28日に KP110.0から KP111.0の1km 程度の蛇
行部で部分的に結氷が始まっている。なお、吉川ら５）

によると結氷が進行する区間では、その下流に河床勾
配と川幅水深比の積が小さい地点が存在し、この地点
を起点として上流へと結氷が進行することが報告され
ている。河床勾配と川幅水深比の積について、図－４

に示すとおり調査区間で KP111.0が最も小さくなって
おり、河氷が詰まりやすい場所であったと推察される。
１月26日には KP110.8から KP111.4の間で部分結氷し
ている以外は KP111.4から上流端までほぼ全面結氷し
ていた。３月18日の撮影では全面解氷になっている。

２．２　結氷期間の河川縦断水位と水温

　結氷初期及び解氷期の縦断的な水位と水温変化を時
系列で整理する。本観測では、18箇所で水位計及び水
温計を設置した。図－５に10分毎の測定結果を示す。
このうち、KP107.0、KP108.0の計測器は撤去時に河
岸で回収されており、結氷初期において欠測となって
いた。
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　水位について考察する。調査開始後から12日目（12
月26日）には KP111.0から KP113.0の間で0.5から2.0m
程度の急激な水位変動が確認されている。この日に撮
影した定点カメラ（写真－３）にも多くの河氷が流下し
ている様子が捉えられている。ゆえに、この時には急
激な河氷の移動が起こっていたことがわかる。
　次に、定点カメラで急激な河氷の移動が捉えられた
24日目（１月７日）の５時20分頃には図中破線で示した
ようにわずか数時間の間に全区間に渡って急激な水位
変化が観測された。ただし、KP111.0を境に上下流で
水位変化が異なっている。KP111.0より下流ではこの
急激な水位変化の後、再び元の水位まで下がってい
る。
　一方、上流では24日目（１月７日）21時頃から28日
目（１月11日）10時頃までの約４日間に、KP116.0で
最大約3.3m の水位上昇が観測されており、その後も
高い水位を維持している。また、この水位上昇は、KP
117.0、KP118.0、KP118.5、KP119.0、KP120.0では、
約2.8m、約2.4m、約2.1m、約1.6m、約1.1m と上流に
向かって減少している。
　水温について考察する。急激な水位変化が観測され
た24日目（１月７日）を境に水温の変化は異なっている。
これ以前の水温は周期的な変化が見られるが、これ以
降の水温はほぼ０℃で一定値である。この日定点カメ
ラからも結氷している状況が確認されており、それま
で大気と流水との間で行われていた熱交換が河氷の堆
積によって遮断されたため、水温が０℃近くで一定と
なったと推察される。また、57日目（２月９日）頃から
解氷期に向けて上流の KP120.0から序々に水温が上昇
しはじめており、解氷が進み上流で温められた流水が
流下したためと推察される。

２．３　結氷初期

　結氷前後の状況について写真－４に定点カメラ画像
（KP111.0）を示す。１月５日までは澪筋は開いている
状態であったが、１月６日には完全結氷していたこと
がわかる。しかし、河氷はその後突如動き出した。撮
影インターバルを２秒にして捉えた河氷の移動状況を
写真－５に示す。１月７日は未明から雪が降り、５時
22分には突如河岸の河氷が引き剥がされ、勢いよく下
流に流下していく映像が捉えられている。さらに、６
時22分にはそれまで勢いよく流れていた河氷がまるで
ブレーキがかかったかのように停止してしまい、解氷
期までほぼ移動しなかった。
　図－６に気象台のアメダス音威子府観測所の積雪深

写真－４　結氷前後の河道内の状況 (KP111.0)

写真－５　結氷直前の河氷の挙動 (KP111.0)

図－６　ADCP による河氷の観測

写真－６　解氷前後の河道内の状況 (KP111.0)

［cm］と気温［℃］、北海道開発局の恩根内観測所の
水位［m］、ADCP ボトムトラッキングによる河氷底
面高［m］ならびに河氷移動速度［m/sec］を示す。
結氷初期において４日目（１月５日）から５日目（１月
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３．１　気温データを用いた予測式の適用性

　水温の観測記録は少なく、統計的にデータを集める
ことは難しい。一般に入手しやすいアメダスの気温デ
ータを用いて水温の推定を試みる。吉川ら７）は気温デ
ータのみから水温を計算し氷板の厚さを求める実用的
な氷板厚計算式を開発しており、この関係式を用いて
結氷初期及び解氷期の予測を試みる。吉川らの式を以
下に示す。

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

ここで、hi［m］：氷板厚、h＇i［m］はΔ t 前の氷板厚、
Ta［℃］：気温、Tw［℃］：水温、hw［m］：有効水深、
Ib［無次元］：河床勾配、B［m］：川幅、uw［m/s］：
鉛直平均流速、T＇w［℃］はΔ t 前の水温、ρw［kg/
m3］：水の密度で999.84、Cp［J/kg℃］：水の比熱で
4200、nb［s/m1/3］：河床粗度係数0.03、hwa［W/m2･℃］：
水面の熱交換係数で20を与えた。N：無次元横断結氷
比で川幅に対する結氷幅の割合であり０≤ N ≤ １であ
る。
　吉川ら８）によると、河氷厚と横断方向の結氷長さに
相関があることが報告されており、本報告では、過去
の流量観測における河氷厚の測定値を参考に試行錯誤
を行い、横断面の平均氷板厚 hi が0.8m（=himax）の場
合は全面結氷と仮定して N ＝0.99とした。また、流量
観測の結果をもとに Q［m3/s］：流量65m3/s、B［m3/
s］：川幅96m、2007年度の定期横断測量成果をもとに
Ib［無次元］：河床勾配1/1386を与えた。観測水温デ
ータは12月14日からであるが、計算期間は11月からと
し、気温はプラスの気温から計算し、初期の気温を一
定期間計算して定常値とした。恩根内水位観測所

６日）にかけて最大0.4m/sec の連続的な河氷の移動が
読み取れる。縦断的な河氷の流下を調査するため期間
内に紋穂内橋（KP118.5）、恩根内大橋（KP112.1）、
小車大橋（KP109.5）などで計189回早朝（６時から８
時）断続的な現地観測６）を行っている。４日目（１月５
日）、５日目（１月６日）の観測では恩根内大橋から上
流では河道全域で河氷の流下が確認されており、６日
目（１月７日）の水位上量の要因と推察される。また、
４日目（１月５日）５時には氷点下20℃以下の気温とな
り、大気と接する水面付近の結氷が進んだことが推察
される。さらに、５日目（１月６日）１時から７時まで
の間に積雪深が10cm 上昇しており、降雪によって投
入された雪の影響によってさらに河氷の集積が進んだ
ことが推察される。また、６日目（１月７日）の早朝５
時から６時には最大1.5m/sec 程度の速さで河氷が移
動していた。その直後に移動が止まり、定点カメラに
も写真－５の６：22：21の画像が残されており、
ADCP ボトムトラッキングから読み取った河氷移動
速度と定点カメラの画像は一致していた。これらの観
測結果から、短時間に結氷が進み、結果として６日目

（１月７日）の早朝に水位が上昇したと推察された。

２．４　結氷期

　結氷後の河氷は約一ヶ月の間水位の日周期に伴って
変動を繰り返しており、１月７日に河氷の動きが停止
してから２月19日まで変化はなく、図－６によれば移
動速度はほぼ０m/sec に等しい値を示している。

２．５　解氷期

　解氷期の状況について述べる。図－６に示すとおり
33日目（２月３日）以降、再び河氷が動き始め、50日目

（２月20日）まで断続的であるが0.2m/sec 前後で流下
していた。写真－６にカメラ画像を示す。２月20日以
降澪筋に沿って上流から徐々に解氷していく状況が捉
えられた。

３．気温と積雪深を用いた結氷初期及び解氷期の予測

　これまでの検討の結果、結氷初期における水位上昇
と水温変化の間に関係があり、河氷の形成前後で水温
変化に違いが見られた。さらに、河氷の形成が進んだ
背景として、降雪が影響していることが考えられるこ
とからこれらの変化に着目して、結氷初期及び解氷期
の予測を試みる。
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（KP111.8）における水温及び氷板厚の実測値と計算値
を図－７に示す。水温の絶対誤差の平均値は0.02℃、
氷板厚の絶対誤差の平均値は0.12m である。

３．２　気温データを用いた経年的な結氷初期及び解

　　　　氷期の予測

　次に、氷板厚の予測式と積雪深の変化に着目して、
結氷初期及び解氷期について予測する。天塩川の恩根
内水位観測所（KP111.8）における2002年11月から2011
年３月までの９シーズンの観測水位と氷板厚の計算結
果を図－８に示す。なお、氷板厚の計算にはアメダス
音威子府観測所の気温と恩根内水位観測所の流況表の
低水流量を用いた。また、現地調査の結果をもとに恩
根内水位観測所の値から「水位上昇の始まりから水位
が上がりきったところまでを結氷初期」とし、「上昇
した水位が下降し始め、結氷前の水位まで下降するま
でを解氷期」と定義し、緑枠で示した。各年度におけ
る結氷初期の平均氷板厚［m］は0.15から0.33の範囲
にあり、９カ年平均すると0.23m となる。また、各年
度における解氷期の発端は氷板厚が最大値となり、減
少する過程に出現していた。
　次に、各年度における結氷初期の平均積雪深［cm］
を図－９に示す。積雪深は40cm から160cm の範囲で
ややばらついているが、９カ年平均すると108cm と
なった。
　以上を踏まえ、結氷初期において、積雪深が100cm
以上、氷板厚（計算値）が0.2m 以上となる最初の日を
結氷日とし、解氷期において、氷板厚の最大となる日
以降、氷板厚が0.10m 減少した最初の日を解氷日の発
端とし、観測水位データから読み取った結氷日及び解
氷日の発端と比較した結果を図－10に示す。計算値と
観測値の絶対誤差の平均は結氷日で６日、解氷日で２
日となった。また、誤差の頻度を求めると、結氷日で
５カ年が６日以内、解氷日の発端で４カ年が２日以内
となり、おおむね精度良く再現できた。結氷日の絶対
誤差が大きくなった理由として、上流からの河氷の流
下や堆積を考慮していないことが考えられる。

図－７　水温及び氷板厚の測定値と計算値

図－８　観測水位及び氷板厚（計算）の経年値

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
]

[m]
[m]

2002

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
] [m]

[m]

2003

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
]

[m]
[m]

2004

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
]

[m]
[m]

2005

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
]

[m]
[m]

2006

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
]

[m]
[m]

2007

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
] [m]

[m]

2008

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
] [m]

[m]

2009

52

53

54

55

56

57

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[m
][m
] [m]

[m]

2010

8 寒地土木研究所月報　№723　2013年８月



れており、河氷の停止が水位上昇に起因する一つ
の要因であることがわかった。

４） 河川縦断的な水温観測を実施した結果、結氷初期
の水温は上流からの河氷の流下に伴い０℃とな
り、解氷期は水温が上昇することが確認された。

５） 気温から水温及び氷板厚を計算する式を用いて結
氷初期と解氷期を再現した。結氷初期において、
積雪深が100cm 以上、氷板厚計算式で氷板が
0.2m 以上となる場合は結氷している可能性が高
いこと及び解氷期において、氷板厚が最大となる
日以降、氷板厚が0.1m 減少すると解氷している
可能性が高いことが示唆された。

　今後、本成果を他の結氷河川にも適用することによ
り、結氷初期及び解氷期における急激な水位変動の原
因把握、結氷 H-Q 式の適用時期を適正に行なうこと
による水位・流量の高精度化に寄与できる。さらに、
iRIC の計算ツールとして公開された一次元河川解析
ソフトウェア CERI 1D ９）によるアイスジャム現象等
の予測と対策検討等にも活用されることが期待できる。
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４．まとめ

　天塩川における本研究では、実現象として非常に短
い期間で生起している結氷初期の映像を捉えられ、さ
らに、現地観測から次のことが明らかとなった。
１） 水位と水温の連続観測を実施した結果、結氷の初

期段階では、気温が低下し水温が０℃となること
で河川内において氷板が存在できる条件となった
ことと、これによって河道内の結氷が広範囲に及
んだ結果として水位が上昇したことがわかった。

２） 河道縦断的な水位観測及び定点撮影を実施した結
果、蛇行部などの流速の遅い箇所等、河床勾配と
川幅水深比の積が小さくなる場所で河氷が滞留
し、河積が狭まったことで上流域で水位が３m
程上昇したことがわかった。

３） 定点撮影や ADCP ボトムトラッキング、並びに
縦断的な河氷の調査結果から、水位上昇が起こる
前に河氷が移動し、その後停止する状況が確認さ
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図－９　結氷初期の積雪深（アメダス音威子府観測所）

図－10　結氷日及び解氷日発端の推定
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