
水工学論文集,第58巻,2014年2月 

 

 
図-1 河川結氷の概念図 
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Anchor ice is a phenomenon to accumulate of frazil ice on the river bed. This is formed due to the super cooling and 
a shallow, turbulent section of the river. But, it is a poorly understood and little studied topic. Our study focuses on 
elucidate the material cycle of freezing river. We had a continuous observation of air temperature, water temperature, 
water level and all day shooting of anchor ice formation using IP-camera during an anchor ice presence-absence 
cycles. From the result, we found the critical element of anchor ice presence-absence is under super cooling condition. 
We attempted to analyze two-dimensional flow calculation and spatial distribution of photo image analysis of an 
anchor ice. As a result, we found spatial distribution of anchor ice is proportional to the Froude number.  
We analyzed the contained materials of an anchor ice. As a result, a lot of algae (Hydrurus foetidus and diatoms)  
existed in the anchor ice. We showed the possibility that anchor ice affected the material cycle of freezing river. 
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１．はじめに 

 

冬期の寒冷地河川では，気温の低下により結氷する．

図-1に河川結氷の概念図を示す．図より，気温零下の状

態が続くと，水面勾配が急勾配の箇所では，河川水が

0℃以下の過冷却状態（Super cooling）となり，河川内に

晶氷（Frazil ice）の結晶が発生する．晶氷が下流へと流

下するに伴い水面に集積・固着することで氷板を形成す

る．急勾配で水深が浅い上流や小河川においては，晶氷

が流水の乱れにより河床材料に付着し，図-2に示すよう

なアンカーアイスと呼ばれるシャーベット状の氷が発生

する．アンカーアイスの発生条件についてAshton1)の既

往研究では，その形成材料の晶氷の発生は，水温が0℃
以下の過冷却条件下で，氷核になるものが水中に含まれ

ていることが条件としている．寺田ら2)の天塩川水系仁

宇布川の現地観測結果から，アンカーアイスの発生には，

河床への付着を推進するために，一定以上のフルード数

が支配要因になっていることを示唆している．平山ら3)

は，水深0.3～0.4m以上，流速0.6～0.8m/sec以下がアン

カーアイスの発生限界であることを示している．Shenら
4)の既往研究では，アンカーアイスの形成の複雑なプロ

セスを簡略化したアンカーアイスの厚さを計算する式を

考案し，アンカーアイスの成長が過冷却の河川水と晶氷

による河床への氷の間の熱交換に起因すること明らかに

している．Malenchakら5)は，この式を用いた数値計算モ

デル（CRISS2D）を構築し，アンカーアイスの成長速度



 

 

 
図-2 ｱﾝｶｰｱｲｽの発生状況(宿主別川：2012年1月26日) 

 
図-3 結氷下の糸状体藻類(湧別川：2009年2月23日) 

 

図-4 観測箇所 

に，晶氷濃度や流速，水深の影響があることを明らかに

している．Bisaillonら6)はアンカーアイスの空間分布モデ

ルから，アンカーアイスの分布には平均流速がより早く，

水深がより浅いことが条件になり，フルード数は平均

0.22以上で発生するが，0.10以下では発生しないという

有益な知見を得ている．笹本ら7)は室内実験を実施し，

アクリル製の模型水路を用いて，流量と材質を変えた実

験条件でアンカーアイスの発生実験を実施した．アン

カーアイスはフルード数の増加によって発生面積，発生

量が増大するが，材質（鉄，モルタル，木，アクリル）

の熱伝導率では明確な差は現れないという実験結果が得

られている．主に既往研究では，アンカーアイスの発生

条件として，気温，水温，フルード数が重要なパラメー

ターとしている． 
一方で，結氷河川の河川環境は，河氷の存在により結

氷しない河川と異なる．図-3は，著者らにより，2009年
2月23日に，北海道東部の湧別川において，河川の氷板

に穴を空けて，氷板下の流況を水中カメラで撮影したも

のである．図-3から，多量の糸状体藻類が，氷板下の晶

氷直下を流れており，さらに，氷板下の晶氷に取り込ま

れる形で付着しているのが分かる．一方で，この地点よ

り上流で，過去にアンカーアイス発生を目視で確認して

いることから，藻類が付着している河床材料にアンカー

アイスが付着し，河床材料に付着していた藻類が，アン

カーアイスに取り込まれ，アンカーアイスが河床材料か

ら剥がれ流下すると同時に，藻類も下流へ流下する現象

が予見される．このような結氷河川独自の物質循環につ

いては，平山ら3)による土砂輸送の研究があり，アン

カーアイスの土砂含有率は0.4～0.7％程度と，河川の流

砂量としては多くないことが示されている．しかし，ア

ンカーアイスの含有物質，特に藻類に関しては，国内外

の研究事例をみても，十分に解明されていない．さらに，

アンカーアイスの発生サイクルや，河床への平面的な発

生現象については，Tremblayら8)によりカナダのストー

ク川で時系列の現地観測の事例があるが，現地観測およ

び発生場所の特定が困難であることもあり，国内外とも

に観測事例自体少ない． 
本研究は，結氷河川の物質循環を解明するために，ア

ンカーアイスの発生から消失までの時系列観測と，面的

な分布状況の現地観測を実施，さらに，時系列観測に合

わせたアンカーアイスの含有物質調査を行い，アンカー

アイスの発生条件とアンカーアイスの含有物質に関する

検討を実施した． 
 

２．アンカーアイスの現地調査 

 

(1) 現地観測地点と観測期間 
現地観測地点は，北海道日高地方の一級河川沙流川水

系の二次支川である，宿主別川（流域面積54㎞2，流路

長12㎞）で，一次支川の額平川との合流点より800m上

流に位置する宿主別橋で実施した．観測期間は，2011年
12月27日～2012年5月2日とした． 
 

(2) 観測項目 
観測に使用した機器は，図-4のように配置した．連続

した気象データ取得を目的として，気温計（㈱MCS 精
度±0.15℃以下），水温計（㈱アレック電子 MDS-Mｋ 
V/T，分解能0.015℃，精度±0.05℃）および水圧式水位

計（光進電気工業(株) MC-1100，精度≦±0.1%FS）を

河岸部および河床に設置した．また，アンカーアイスの

形成と消失を把握するために，640×480ピクセルの画像

データを連続取得可能なIPカメラ（Panasonic BB-
HCM735）を設置し，1分インターバルの撮影を行った．



 

 

 
図-5 アンカーアイス発生サイクルの気象条件 

現地では商用電源が確保できないことから，発電部は

195Wの太陽光パネルを2枚使用し，12V-105A/hrの蓄電

池8個とした．また，昼夜連続撮影を可能にするため，

超高輝度LEDスポットライト（12V用18LED）と10W太

陽光パネルを使用した． 
アンカーアイスの含有物質調査は，2012年1月～3月の

間に9回（1月12日，1月19日，1月26日，2月2日，2月16
日，2月23日，3月3日，3月8日，3月15日），河床に付着

しているアンカーアイスを採水バケツで採取し，水を抜

き，ポリ容器に詰めて持ち帰った．なお，採取は，気温

が最も低下し，アンカーアイスが安定して存在する早朝

7時頃に行った．採取したアンカーアイスは常温で融解

させ，水質分析（BOD，SS，総窒素（T-N），全リン

（T-P））と検鏡による植物プランクトン種組成，総細

胞数の定量分析を行った．ただし，3月8日と3月15日は

アンカーアイスが消失しており，河川水を採取している． 

(3)観測結果 

図-5に，定点カメラでの連続撮影から抽出したアン

カーアイスの発生状況写真と気温，水温，水位，24時間

降雪量（気象庁ｱﾒﾀﾞｽ旭観測所）の連続データを示した． 
a)全面解氷（アンカーアイスなし） 

2011年12月25日～2012年1月12日までは，この間の平

均気温は-6.9℃，24時間降雪量は38cmだが，河川は解氷

していた．日中はプラス気温になる日周変動がみられ，

平均水温も0.5℃であった．この条件下ではアンカーア

イスの発生はみられなかった． 
b）全面解氷（アンカーアイス発生） 

2012年1月12日から，河床全面にアンカーアイスの発

生が確認された．24時間降雪量は30cm，日平均気温が-
11.3℃で，日中でも気温が0℃以下の日が続いた．河川

水温は恒常的に0～0.1℃を維持し，過冷却または，凝固

点に近い温度になっていた．1月18日～23日は，河道工



 

 

 
図-6 フルード数分布 

 

図-7 アンカーアイスの平面分布（2012年1月26日） 

 

図-8 アンカーアイス平面分布の画素値化 

 

事の影響で一時的に水位上昇しており，アンカーアイス

との関連はない． 
c）全面結氷（アンカーアイス有り） 

2012年1月29日から河岸部から徐々に結氷が進み， 
2012年2月1日には，開水路がすべて氷で覆われ，全面結

氷になった．この間の日平均気温が-9.3℃で，最低気温

が-20℃以下になる日々が，5日間程度続いた．水温は

0.1℃で過冷却状態が維持され，アンカーアイスが存在

していた． 
d）部分結氷（アンカーアイス有り） 

2月7日には暖気が入り込んだ影響で，気温が一時的に

4℃以上になり，水温が1.4℃まで上昇したことから，流

心部に部分解氷が発生した．氷板下にはアンカーアイス

が残存していたが，河氷が無い箇所では，河床のアン

カーアイスは消失していた． 
e）部分結氷（アンカーアイス消失） 

3月8日以降は，平均気温-2.0℃で，日中にはプラスに

なることが多く，水温は平均1.4℃とプラスに変動した

ことから，解氷部が多くなるとともに，アンカーアイス

は消失した． 
f）全面解氷 

2012年4月3日～4月4日に，総雨量58.5mmの降雨があ

り，水位が約8時間で1m程度急上昇したことから，4月4
日には完全に解氷となった． 
 以上より，アンカーアイスの発生と存在には，水温の

過冷却状態の維持が重要な要素になることがわかった． 
 

３．アンカーアイスの平面分布 

 

(1)アンカーアイスの発生場所のフルード数 
アンカーアイスの発生条件に影響するフルード数を，

平面流速分布と河床形状分布から算出した． 
アンカーアイスの発生前である，2011年12月27～28日

に定点撮影画像範囲内において，河道横断方向に20m，

流下軸方向に20mの区間を設定し，横断方向0.5m間隔，

流下軸方向1.0m間隔で河床形状の測量を行った． 
河床メッシュデータを用い，iRIC9)のNays-2Dによる平

面2次元流れ計算によって，流れの平面分布を算出した．

計算格子は40×40分割し，運動方程式の移流項の差分法

は，高精度差分スキームのCIP法を用い，境界条件であ

る下流水位は等流計算によって求めた．上流端の初期水

面形は，2012年の宿主別橋のH-Q式:： 
Q[m3/sec]=92.86（H[m]-149.06）2から，現地測定の水位

を与え，冬期間の平均流量を3m3/secと設定し，等流計算

によって与えた．河床の粗度係数は，低水流量観測結果

（2012年11月28日：水位149.20m，流量4.11m3/sec，平均

流速1.12m/sec）をもとに一律0.04を与えた． 
フルード数は，図-6のように全域が0.2以上となり，

平山ら3)，Bisaillon6)らの既往研究でのアンカーアイスの

発生条件（0.2以上）と一致していた． 
(2)アンカーアイスの平面分布とフルード数 

2011年1月26日に，宿主別橋から調査区画（20m×20m）

を撮影した写真を，幾何補正して，図-7に平面上に示し

た．この時点では，水面は解氷状態であるが，河床のア

ンカーアイスが全域にわたって明瞭に確認できる状態で

あった．また，図-7の枠で囲んだアンカーアイスが明瞭

な部分と，図-6のフルード数の大きい部分が概ね一致し

ており，関連性が示唆された． 



 

 

 

図-10 アンカーアイス内のSS，BOD，栄養塩 

 
図-11 アンカーアイスの含有物質 

（宿主別川 2012年1月26日） 

図-12 アンカーアイス内の藻類現存量 

 

図-13 クチビルケイソウ(宿主別川 2012年1月26日) 

 

図-9 画素値とフルード数の関係 
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この写真を，平面二次元流れ計算と同じ，400×400ピ
クセルに分割し，図-8に示す格子枠内の色の濃淡から，

グレースケール画素値を抽出した．画像処理ソフト

ウェアはアメリカ国立衛生研究所（NIH）で開発された

オープンソースのImage J10)を用いた． 
画素の諧調は，0～255バイトの数値で表され，数字

が大きくなるほど黒から白となる．なお，格子枠内で，

河岸部に近接する部分では，フルード数が高い数値に

なるため，異常値として除去した．これにより，アン

カーアイスが明瞭な部分と，明瞭でない部分を数値化

し，画素値とフルード数との関係を図-9に示した．  
画素値とフルード数には，相関係数0.58と，ばらつき

が見られるものの，比例関係がみられた．これより，

フルード数が大きいほどアンカーアイスの明瞭な分布

がみられることが示唆された． 
 

４．アンカーアイスの含有物質 

 
(1)アンカーアイスに含有する土砂，有機物，栄養塩 

取得したアンカーアイスには，細かい粒子が付着し

ており，SS（浮遊物質）の濃度は，図-10に示すように，

調査時期によるばらつきはみられるが，アンカーアイ

スが存在する1月12日～3月2日にかけて8～810mg/Lを示

した．アンカーアイスが消失する3月8日以降では，SS
は検出されていない．なお，1月26日に最大810㎎/Lに
なったが，これは，1月23日に行われた河道工事の影響

が残存していた可能性がある．アンカーアイスによる

土砂輸送については，本研究でのSS濃度を，水の密度

1g/cm3として，含有土砂重量百分率にすると0.1％以下

になり，平山ら3)の研究事例に比べて小さかった．しか

し，アンカーアイスを融解させて含有物質を撮影した

図-11には，100μm以下の土粒子が多くみられており，

アンカーアイス内には細砂，シルトなどが，SS成分と

して含有されていることが示唆された．また，有機物

の指標となるBODは，SSと同様に，アンカーアイスが

発生し，全面結氷する2月上旬までは0.2～0.5mg/Lの濃度

となったが，その後は0.1～0.2mg/Lと低かった．栄養塩

類（窒素，リン）では，全窒素（T-N）は期間を通じて

0.17～0.46㎎/L，全リン（T-P）は0.033mg/L以下で推移

しており，アンカーアイスの発生サイクルとの関係は明

瞭ではなかった． 



 

 

(2) アンカーアイスに含有する藻類 

 アンカーアイス内には，珪藻33種，緑藻1種，クリプ

ト藻1種，黄色鞭毛藻1種の合計36種が出現した．いずれ

の種類も宿主別川ではよくみられるもので，河床の石な

どに付着して光合成を行い，増殖するものが多かった． 
これらの種組成は，1月～3月にかけて大きな違いはみら

れなかった．図-12より，藻類現存量（総細胞数）では，

アンカーアイスが発達する1月～2月中旬には23～64万細

胞数/Lが含まれていたが，アンカーアイスが減少する2
月中旬以降では，2～11万細胞数/L程度に低下していた．

特に，1月から2月中旬までのアンカーアイスが発達する

時期には，黄色鞭毛藻のミズオ（Hydrurus  foetidus）が

多く見られ，全体の65～90％を占めて優占種となった．

本種は，国内では中部以北にみられる北方種で，最大

30cmになる大型の糸状藻である．本体は，図-11に示す

ように，寒天質の透明な基質に楕円形の細胞が集まって

形成されている11)．一般に藻類は，生育条件の悪い冬季

にシストと呼ばれる種で休眠することが多いが，ミズオ

は，夏～秋に休眠し，冬～春先に糸状藻の群体が大きく

育つ代表的な冷水性藻類である．この他に，図-13に示

す，クチビルケイソウ（Cymbella属）をはじめとする20
～100μmの羽状目珪藻が多く含まれていた．アンカーア

イスに含まれていたミズオや珪藻類は，すべて光合成可

能な生きた個体であり，アンカーアイスに付着して時間

が短いものか，あるいはアンカーアイスの中で光合成を

行い，定着しているものなのか，現在のところ，いずれ

の可能性も否めない． 
後者として，よく似た現象として知られているのが，

アイスアルジーと呼ばれる海に浮かぶ流氷などの底面に

付着する珪藻類で，氷の中にある窒素，リンなどの栄養

塩を取り込みながら，光合成を行う種類である．これら

は，北極海、南極海などの高緯度の海氷域から，北海道

などの低緯度の季節海氷域にまで生息しており，海氷生

態系を支える重要な光合成生物といわれている．藍川ら
12)の研究では，アイスアルジーは氷に遮られた弱光環境

に適した光合成特性をもつとされ，10％から1％以下し

た光が届かない環境でも1日に1回の細胞分裂が可能であ

るといわれている．海域のアイスアルジーは中心目珪藻

が多く，河川に多い羽状目珪藻とは種類が異なるが，ア

ンカーアイス内の藻類が同様の性質を持つことは容易に

推察できるため，今後の研究が求められる． 

 

５．おわりに 

 

 本研究により，アンカーアイスの発生と平面分布の現

地観測に成功し，発生条件について気象データと水理

データを用いて考察を行った．さらに，アンカーアイス

に含有する物質を分析し，結氷河川特有の藻類が含有し

ていることが明らかとなった．得られた研究成果は以下

である． 

(1) アンカーアイスが発生し，存在する条件としては，

気温低下による河川水の過冷却が重要な要素である

ことがわかった． 
(2) アンカーアイスの発生サイクル，平面分布には，フ

ルード数との比例関係があり，フルード数が大きい

ほど，アンカーアイスの分布が明瞭であることがわ

かった． 
(3) アンカーアイスの含有物質には，100μm以下の粒径

の細かい土砂成分と，黄色鞭毛藻のミズオ

（Hydrurus foetidus）や珪藻類が含まれており，アン

カーアイスの付着や剥離によって，冬期間の物質循

環に影響を与えている可能性を示した． 
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