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結氷河川における流量推定手法についての課題に関する検討

大野　修　　横山　洋　　佐々木　靖博　　吉川　泰弘

１．はじめに

　河川流量の連続把握は、一般に水位と流量を関係付
けた水位流量曲線式を用い、現地で観測された水位か
ら流量を算出している。しかし冬期に河川が結氷した
場合、開水面がなくなるとともに、氷の重さなどの影
響が加わるため、現地で観測される水位は上昇する傾
向となる。そのため、水位と流量を関係付けた水位流
量曲線式は結氷期には成立しなくなる。ゆえに結氷河
川では、観測水位から任意の時刻の流量を算出するこ
とが難しい。
　結氷河川の流量連続把握は、アイスジャムによる氾
濫などの災害対策、上水道の取水など利水計画策定、
水中生物生息環境保全の各観点から非常に重要であ
る。また、上流にダムを有する河川では、下流の結氷
区間での流量連続把握が、ダム放流量の管理の観点か
ら非常に重要となっている。
　国土交通省北海道開発局内での結氷河川の流量連続
把握については、統一された推定手法が確立、運用さ
れておらず、北海道開発局の出先機関である各開発建
設部では既往の経験に基づいて水位流量曲線式などを
利用して流量を算出している。一方、寒地土木研究所
では、河川結氷時における新たな流量連続推定手法を
2012年に提案しており、実際の現地での適用及び新し
い推定手法の展開を目指している1），2），3），4）。
　本資料では、寒地土木研究所が提案している河川結
氷時における新たな流量連続推定手法について、北海
道開発局札幌開発建設部管内の石狩川水系に適用した
結果5），6），7）を整理した。また、新たな流量推定手法
の課題及び実際に適用する際の留意点などを考察、整
理した。

２．結氷河川における流量推定手法

２．１　現行の流量推定手法

　現行の結氷河川流量推定手法として、北海道開発局
方式（Eye-Method法）が標準の結氷補正方法として
用いられている。これは実測流量をH-Q式に代入し

図－1　現行方式による結氷期流量補正の流れ

図－2　結氷河川断面模式図

て、結氷影響を受けない逆算水位を求め、観測日間は
直線変化として比例配布した水位（あるいは12時水位
との水位差）を結氷補正値とするものである3）。今回
の結氷河川流量推定検討の対象フィールドである石狩
川下流域も、この手法を用いている。図－1にこの手
法による補正の考え方の概略を示す。
　この手法は、流量の時間変化が大きくない場所や期
間については概ね妥当な流量を得られる。しかし橋場
ら3）が指摘するとおり、この手法は観測日間の流量は
比例分で補正するため、ダムの発電放流や出水などに
よる流量の時間変動が大きくなる場合、妥当な補正流
量や流量の時間変動を求められない問題点がある。
　なお結氷河川の流量算出は、今回示したEye-Method
法以外にも、河川や流況の特性に応じて様々な補正方
法により実施されているが、本稿では他の手法の詳細
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図－4　HA式（多度志水位流量観測所）

図－3　観測所平面図（多度志水位流量観測所）

な説明は割愛する。

２．２　新たな流量推定手法

　続いて、寒地土木研究所で提案した河川結氷時にお
ける新たな流量連続推定手法について概要を説明す
る。
　図－2は、結氷河川の断面模式図である。このよう
な結氷河川における流量Q（m3/s）は、川幅BW（m）、
流積A0（m2）を用い、以下の式（1）で算出される。

（1）

ここで、C値（m3/4/s）は、河氷に関する粗度の程度
を表現しており、河氷底面粗度が大きくなるとC値は
小さくなる。実用上、C値は、流量観測で得られた流
量Q、川幅BW、流積A0から以下の式（2）によって算
出される。

（2）

　また、式（1）により水位H（m）から流量Qを連続
的に算出するには、水位Hと流積A0の関係式を水位流
積曲線式（以下、HA式と記述する。）として、事前
に定めておく必要がある。HA式は2次の多項式近似
を基本とし、①水位基準断面の横断データから作成し
たHA式、②流量観測断面の横断データから作成した
HA式のそれぞれで流量を推定して実測流量と比較
し、より良好な結果が得られるものを選択する。
　なお、図－2に示すとおり、河川結氷時は、氷の重
さなどの影響により、水位Hは、流積A0に対して喫水
深d（m）の分だけ高くなっている。そのため、HA式
で流積A0を算定するにあたっては、観測された水位H
から喫水深dを差し引く必要があり、以下の式（3）で
表現される。

（3）

ここで、a、b、cは流量観測時の横断測量結果から定
まる定数である。また、喫水深dは、積雪、氷板、及
び晶氷の重量と、流水から受ける浮力とのバランスに
ついて考慮すると、積雪密度ρs（kg/m3）、積雪断面
積As（m2）、氷板密度ρ i（kg/m3）、氷板断面積Ai

（m2）、晶氷密度ρf（kg/m3）、晶氷断面積Af（m2）、
流水の密度ρw（kg/m3）、川幅BWを用いて、以下の式
（4）によって算出される。

（4）

　以上の式（1）～（4）を用い、実測された水位Hか
ら流量Qを連続的に算出することが可能となってい
る。

３．流量推定手法の適用性に関する検討

　北海道開発局札幌開発建設部管内では、2013年は18
観測所、2014年は6観測所、2015年は4観測所で、寒地
土木研究所が提案している河川結氷時における新たな
流量連続推定手法を試行するとともに適用性の検討を
行った。本稿では代表例として、2014年1月～3月の多
度志、当別川下、岩見沢大橋水位流量観測所について
検討結果を示す5），6），7），8）。

３．１　多度志水位流量観測所

３．１．１　観測所周辺状況及び水位流積曲線式

　図－3に、多度志水位流量観測所の平面図を示す。
多度志水位流量観測所は、石狩川水系雨竜川KP32.5
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図－6　河道内の河氷発達状況（多度志）

図－5　推定流量比較図（多度志水位流量観測所）

に位置しており、約20km上流の鷹泊ダム（石狩川合
流点から56.6km）からの発電放流による影響のた
め、水位及び流量の大きな変動が生じる。低水流量観
測断面は、水位基準断面に対して、上流側に50m程度
離れた位置に設置されている。これは、水位基準断面
の下流側において多度志川が左岸側から合流してお
り、低水流量観測時に合流による影響を避けるためで
ある。
　多度志観測所のHA式は、水位基準断面における横
断測量成果から作成した。作成したHA式を図－4に
示す。
３．１．２　推定流量比較

　図－5に多度志水位流量観測所における、2014年1月
から3月までの観測水位、観測流量、推定流量を示
す。観測水位は自記水位計による計測値である。観測
流量は、低水流量観測による実測値であり、冬期は1
か月に3回程度行っている。推定流量は、以下の3種類

を示している：①結氷補正を行わない推定流量（開水
時（非結氷時）の観測結果から作成した水位流量曲線
式による推定）（赤の実線）、②現行法による推定流
量（緑の実線）、③寒地土木研究所で提案した新たな
水位流量曲線（以下「新手法」とする）による算出流
量（紫の実線）。
　現行法による推定流量（②）は、観測流量の線形補
間とほぼ等しい値となっている。多度志水位観測所は
鷹泊ダム下流にあるため、発電放流により水位が周期
的に変化しており、同様に流量も変化していると考え
られる。しかしながら現行法では流量の時間変化を表
現できていない。
　一方、結氷補正を行わない推定流量（①）は、水位
の変化に追随して流量も変化するものの、1月から3月
までのほぼ全期間で観測流量を大きく上回っており、
実際の流量を適切に評価できない。
　新手法による推定流量（③）は、水位変化に追随し
て流量変化を連続して推定しており、また観測された
流量と良好に一致しており、実際の流量を時間変化も
含めて概ね適切に評価している。
　しかし、2月19日、3月17日において、観測流量に対
して推定流量が過大評価となっている。そこで、結氷
時の流量推定精度に影響が想定される因子として、当
時の河道結氷状況との関係を考察する。
　図－6は、結氷時流量観測断面の河氷状況を示した
ものである。2014年1月15日以降、断面内で氷の厚み
が増加するとともに、流水断面が徐々に小さくなって
いき、2月19日に流水断面は極小となった。2月19日は
河氷が発達し、流下断面の水深が浅いところでは0.2
m以下となっているとともに、河岸付近及び浅い箇所
において死水域が発生している。また3月17日も流下
断面の水深が浅いところでは0.2m以下となってお
り、流水断面が小さくなっている。式（1）にも示すと

寒地土木研究所月報　№786　2018年11月   41



様、河氷の断面内発達との関係を考察する。
　図－10は河道内の河氷発達状況である。1月15日に
は水面のほぼ全幅が結氷し、2月上旬にかけて河氷の
厚さが増加するとともに、側岸部分は川底まで氷が形
成され、死水域となっている。ただし断面内の水深は
完全結氷期間においても浅いところで1m以上あり、

図－9　推定流量比較図（当別川下水位流量観測所）

図－7　観測所平面図（当別川下水位流量観測所）

図－8　HA式（当別川下水位流量観測所）

おり、推定流量は流下断面と大きな相関関係がある。
水深が極めて小さい場合、わずかな水位の差が流下断
面の算出精度に影響し、実測流量に対する誤差となっ
たことが一因と考えられる。

３．２　当別川下水位流量観測所

３．２．１　観測所周辺状況及び水位流積曲線式

　図－7に、当別川下水位流量観測所の平面図を示
す。当別川下水位流量観測所は、石狩川水系当別川
KP5.86に位置している。低水流量観測断面は、水位
基準断面と一致している。
　HA式は、低水及び高水流量観測結果から作成し
た。作成されたHA式を図－8に示す。
３．２．２　推定流量比較

　図－9に、当別川下水位流量観測所における、2014
年1月から3月までの観測水位、観測流量、推定流量を
示す。
　現行法による推定流量（②）は、観測流量の線形補
間とほぼ等しい値となっている。
　結氷補正を行わない推定流量（①）は、水位の変化
に追随して流量も変化するものの、1月上旬から3月上
旬までの間は、観測流量を大きく上回っており、実際
の流量を適切に評価できない。
　新手法による推定流量（③）は、水位変化に追随し
て流量変化を連続して推定しており、また観測された
流量と良好に一致しており、実際の流量を時間変化も
含めて概ね適切に評価している。
　なお多度志観測所と異なり、当別川下観測所では
2014年1月から3月までのいずれの観測時においても、
実測流量と新手法による推定流量（③）との差はほと
んど見られない。そこで多度志水位流量観測所と同

A0 = -0.4403(H-d)2 + 30.058(H-d) - 24.43
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が、1月24日には全面結氷した。その後、1月30日に再
度開水面が現れている。結氷期間である1月24日の水
深は浅いところで2m以上あり、HA式による流下断面
評価が適切になされていたと考えられる。

４．新しい流量推定手法の特性と課題

　新しい流量推定手法の現地適用によって明らかにな
った特性と課題について以下にまとめる5），6），7），8）。

４．１　特性

　多度志水位観測所の事例に示すとおり、新手法はダ
ム放流の影響による水位変動に追随した流量変動を連
続推定が可能であった。また、ダム放流以外にも、水
位がある程度の規模で変動する場合、現行法（観測流
量の線形補間）では表現できない、水位変化に応じた
流量変化が、新手法では新たな追加観測なしで推定可
能である。このように流量が時間的に大きく変動する
状況では、特に新手法が有利であると考えられる。

図－11　観測所平面図（岩見沢大橋水位流量観測所）

図－12　HA式（岩見沢大橋水位流量観測所）

図-10　河道内の河氷発達状況（当別川下）

先ほどの多度志観測所と比べると大きく、HA式によ
る流下断面評価が適切になされていたと考えられる。
なお2月20日以降は、再度開水面がみられる。

３．３　岩見沢大橋水位流量観測所

３．３．１　観測所周辺状況及び水位流積曲線式

　図－11に、岩見沢大橋水位流量観測所の平面図を示
す。岩見沢大橋水位流量観測所は、石狩川水系石狩川
KP44.5に位置している。低水流量観測断面は、水位
基準断面と一致している。HA式は、低水及び高水流
量観測断面を使用して作成した。作成されたHA式を
図－12に示す。
３．３．２　推定流量比較

　図－13に、岩見沢大橋水位流量観測所における、
2014年1月から3月までの推定流量を示す。
　現行法による推定流量（②）は、観測流量の線形補
間とほぼ等しい値となっている。
　結氷補正を行わない推定流量（①）は、水位の変化
に追随して流量も変化するものの、1月中旬から2月中
旬にかけては観測流量を大きく上回っており、実際の
流量を適切に評価できない。
　新手法による推定流量（③）は、水位変化に追随し
て流量変化を連続して推定しており、また観測された
流量と良好に一致しており、実際の流量を時間変化も
含めて概ね適切に評価している。
　岩見沢大橋観測所においても、2014年1月から2月に
かけての結氷期間中も、実測流量と新手法による推定
流量（③）の間に差はほとんどみられない。そこでこ
の期間の断面内河氷形成状況との関係を考察する。
　図－14に、1月から2月上旬にかけての流量観測時の
断面内河氷の状況を示す。1月8日には非結氷状態だ
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較してより良好な結果が得られるものを選択してい
る。どちらが良好な精度が得られるかは、現時点でま
だ試行錯誤の段階であり、今後の適用事例や知見の蓄
積が望まれる。
　また流水断面積が小さくなると、推定流量と実測流
量の差がより大きくなる傾向が見られた（例えば多度
志観測所での2月19日の横断面の状況）。このように
流下断面が極端に小さくなると、水位のわずかな変化
が断面積の算出精度に大きく影響し、流量推定の精度
にも影響する可能性がある。
　その他、死水域が断面内で発生し河道断面が分割さ
れるなど、HA式の精度に影響を及ぼす河氷断面状況
が考えられる。
以上からHA式の作成にあたり、結氷期間中の断面内
の河氷状況を十分考慮することも必要である。
４．２．２　喫水深の評価

　式（3）に示すとおり、新手法の流量算定精度には
喫水深も影響する。喫水深の算出は式（4）に示すと
おり、実際の断面内の氷板、晶氷の密度や断面積によ
り決まる。横断面全体で水深が浅い場合、喫水深の評
価が河川流量の算出精度に影響する可能性がある。
　そのため断面内の河氷状況把握が重要であり、その
ためには断面内の氷板、晶氷の観測精度に常に留意す
ることが必要である。

５．まとめ

　寒地土木研究所が提案している河川結氷時における
新たな流量連続推定手法を現地に適用し、現行法と比
較することによって、新手法の特性、課題を明らかに
した。得られた結果を以下にまとめる。
（1）新手法は、ダム下流河川など、流量の時間変動

４．２　課題

４．２．１　HA式の評価

　式（1）に示すとおり、新手法では、HA式による
流下断面評価が流量の推定精度に直接影響する。一
方、流況による流量観測の誤差を避けるため、水位観
測の基準断面と低水流量観測の基準断面が一致しない
水位流量観測所が存在する。水位観測の基準断面と低
水流量観測の基準断面とが一致していない場合を考慮
し、既に述べたとおり、新手法では①水位基準断面横
断データから作成したHA式、②流量観測結果から作
成したHA式の双方から流量を推定し、実測流量と比
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図－13　推定流量比較図（岩見沢大橋水位流量観測所）

図-14　河道内の河氷発達状況（岩見沢大橋）
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が生じる区間においても、水位変動に追随して
ダム放流量に概ね見合った流量変動を連続推定
可能なことを示した。

（2）新手法の推定流量と実測流量は大半のケースで
ほぼ一致する。しかし河氷が顕著に発達し流水
断面の水深が極めて小さい場合は、推定流量の
誤差が大きい場合がみられた。その一因とし
て、流下断面が極端に小さくなると、水位のわ
ずかな変化が断面積の算出精度に大きく影響
し、流量推定の精度にも影響する可能性が考え
られた。

（3）新手法の適用に当たっての課題を整理した。
HA式作成断面の適切な選定、喫水深の適切な
評価が推定流量の精度に大きく影響する。

　今回、新手法の精度検証は限られた河川現場で行っ
たところであり、今後、河道断面内での河氷形成状況
と推定精度の検証をはじめとして、道内の他結氷河川
での適用と事例収集、精度検証を進めていく予定であ
る。
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