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１．はじめに

　積雪寒冷地では、春先の融雪水をダムに貯留して夏
季にかけての水需要を賄っている。一方で、融雪水は
融雪洪水の原因ともなる。このため、融雪期のダムで
は、貯留と放流の相反する操作の両立が求められる。
　融雪期には、太陽放射により、日中に積雪の表面に
発生した融雪水が、夕方から夜の間にダムに流入する。
このため、融雪期のダム流入量は日変動し、夕方から
夜の間に日ピークに達する傾向がある。また、本格的
な融雪出水が始まると、ダム流入量は急激に上昇し、
流入量が多い状態が数週間続く。融雪期のダムでは、
このような特徴が見られるダム流入量に対して適切な
操作が求められるが、本格的な融雪出水（以降、「融雪
最盛期」と標記する）が始まる時期、ダム流入量の日
ピークやその時刻の予測は困難である。したがって、
融雪期のダム管理の現場では、長期間にわたって融雪
出水に対応する体制を維持している。
　融雪期におけるダムや河川の流入量を予測するため、
多くの融雪流出モデルが提案されている。その多くは、
雪面における融雪量を推定するモデルと、河川の流出
量を推定するモデルを組み合わせている１），２），３）。例
えば、臼谷ら３）が提案したモデルは、積雪の表面で発
生した融雪水が土壌に到達するまでの時間（積雪内の
浸透時間）を考慮したものとなっている。このモデル
を用いて融雪期の流入量を予測した結果、融雪期全体
の長期的な流入量を良好に再現できたことが報告され
ている。さらに、西原らは４）、臼谷らのモデルに森林
内外それぞれの積雪分布の特徴を反映させる機能を組
み込み、流入量の予測精度が向上したことを報告して
いる。
　また、ダム流入量の予測精度には、気象予測情報の
精度も関係する。臼谷らは５）、融雪流出モデルに気象
予測情報を入力し、融雪期のダム流入量の予測精度と
気象予測の精度の関係を考察している。結果、管理上
有効なリードタイムは６時間程度であること、降雨を
伴わず融雪のみで出水した場合はダム流入量を良好に
予測できることを報告している。

　これらの報告を概観すると、降雨時や融雪最盛期と
いった融雪期の出水に着目したものが多い。日々のダ
ム管理に必要な、ダム流入量の日ピークとその時刻の
予測に関して詳細に検討した例や、融雪最盛期の開始
時期の予測を行った例は少ない。
　著者らは、札幌市の豊平川上流に位置する定山渓ダ
ムにおいて、気象・水文観測を実施している。そこで、
本研究では、この気象・水文観測値から、融雪期にお
けるダム流入量の日ピーク量とその時刻、さらに、融
雪最盛期の開始時期の予測を試みた。本手法の特徴は、
ダム管理の現場を意識し、観測データを用いて予測で
きる点、不確実要素のある予測値を用いず、確定値を
用いる点である。

２．対象ダム流域と気象・水文観測の概要

　対象流域は図－１に示す定山渓ダム流域である。定
山渓ダムは、石狩川水系豊平川流域の上流部に位置し、

図－１　対象ダム流域と気象・水文観測地点
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（1）

ここで、QM：融雪熱量（W/m2）、NR：放射収支量
（W/m2）、SH：顕熱伝達量（W/m2）、LH：潜熱伝達量
（W/m2）、QR：雨からの伝達熱量（W/m2）である。融
雪熱量 QMは正の時に融雪、負の時に融雪水再凍結を
意味する。なお、雪温が０℃未満の場合、QMは積雪
層内の貯熱量の変化を表す。また、積雪中の伝達熱量
及び地中伝達熱量は、融雪時期のため積雪温度を一律
０℃とみなせ、地中熱も冷えて小さいことから共に無
視した７）。式（1）の各項の計算方法は以下に示される。

（2）

ここで、L↓：下向き長波放射量、S↓：下向き短波放
射量、L↑：上向き長波放射量、S↑：上向き短波放射
量を表す。顕熱伝達量 SH及び潜熱伝達量 LHはバル
ク法により式（3）及び式（4）にてそれぞれ算出した。

（3）

（4）

ここで、T：気温、qS：積雪表面温度に対する飽和比湿、�
q：比湿、U：風速、TS：積雪表面温度、KH及び KE：
無次元バルク数、ρa：空気密度、CP：空気の比熱、l：
気化潜熱である。雨からの伝達熱量 QRは次式により
表される。

（5）

ここで、R：単位時間 Δt間の降水量、TR：雨水の温度、
Cw：雨水の比熱である。
　融雪熱量、積雪底面流出量、ダム流入量の関係を示
す例として、図－３及び図－４に融雪初期にあたる
2011年４月６日及び融雪最盛期にあたる2010年５月３
日の値を示す。両日とも無降雨日であり、それぞれの
日の積雪深は図に示したとおりである。両図を見ると、
どの値も日変動し、融雪熱量、積雪底面流出量、ダム
流入量の順に日ピークに達していることがわかる。そ
れぞれの傾向を見ると、融雪熱量は日の出とともに上
昇し、13:00頃に日ピークに達する。次に日ピークとな
る積雪底面流出量のピーク時刻は、融雪初期にあたる
2011年４月６日は17:00、融雪最盛期にあたる2010年５
月３日は13:00である。このように、融雪熱量の日ピー
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表－１　気象・水文観測項目

図－２　気象・水文観測機器の構成

流域面積は104km2、標高帯は300m 付近～ 1,300m 付
近であり、流域の土地利用の多くは森林である。
　気象・水文観測は、ダム湖上流端付近に位置してい
る流木処理場に設置した気象観測露場にて実施した。
標高は400mであり、ダムサイトとの直線距離は5.5km
である。観測項目と観測機器の構成を、それぞれ表－

１及び図－２に示す。一般的な気象観測項目に加えて、
長短波放射、積雪底面流出量、積雪表面温度といった
項目を観測していることが特徴である。観測値は毎正
時の値である。使用したデータは、2008年から2012年
までの５融雪期である。

３．融雪熱量、積雪底面流出量、ダム流入量の関係

　はじめに、流木処理場で観測した気象・水文観測値
を用いて計算した融雪熱量、同地点で観測した積雪底
面流出量、ダム流入量の関係を考察する。融雪熱量は、
式（1）で求められる６）。
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図－３　融雪熱量，積雪底面流出量，ダム流入量の関係

（2011年４月６日）

図－４　融雪熱量，積雪底面流出量，ダム流入量の関係

（2010年５月３日）

図－５　融雪熱量，積雪底面流出量，

　　 　ダム流入量の関係の模式図

ク時刻と積雪底面流出量の日ピーク時刻の時間差（積
雪表面で発生した融雪水が積雪内の浸透に要する時間
に相当すると考えられる）は、融雪が進むにしたがい、
積雪深の減少や雪質の変化により、短くなる傾向があ
る８）。最後にダム流入量が日ピークとなる。その時刻
は、2011年４月６日が21:00、2010年５月３日が18:00
である。ダム流入量がピークとなる時刻も、融雪が進
むにしたがい早くなる傾向がある。このような傾向は、
図－５に示す模式図で説明できると考えられる。流木
処理場地点で融雪熱量がピークとなる時刻に、同地点
の積雪表面で発生する融雪水量がピークとなる。この
融雪水が積雪内を浸透した後に積雪底面から流出する
ため、数時間後に積雪底面流出量がピークとなる。こ
の浸透に要する時間は、融雪が進むにともない短くな
る。最後に、流木処理場地点の積雪底面から流出した
融雪水が、ダムサイトに到達し、ダム流入量がピーク
となる。

４．ダム流入量の日ピーク量の予測

４．１　予測方法

　日中の融雪熱量が大きいほど、発生する融雪水の量
が多いため、その日のダム流入量のピーク量が大きく
なる傾向がある８）。そこで、融雪熱量の1:00から17:00
までの積算値とその日のダム流入量のピーク量との関
係を考察し、この結果からダム流入量の日ピーク量を
予測することとした。なお、ダム流入量のピーク量を
記録する時刻が翌日の未明になることがあるため、ダ
ム流入量の日ピーク量は、当日17:00から翌日6:00まで
の間の最大値とした。
　対象期間は2008年から2012年までの５融雪期であ
る。具体的には、融雪初期はダム流入量の日変動が小
さく、明確なピークを捉えることが困難なため、それ
ぞれの融雪期において、日ピーク量が５m3/s を超えた
日から、流木処理場地点における消雪の前日まで（言
い換えれば、積雪が観測されていた期間）とした。なお、
降水日はダム流入量に対する降水の影響があり、融雪
熱量との関係が相対的に小さくなると考え、当日1:00
～翌日6:00までの間に降水があった日は除外した。
　図－６に結果を示す。図中に示した実線は、線形回
帰分析を行った結果である。図を見ると、積算融雪熱
量が大きいほど、ダム流入量の日ピーク量が大きいこ
とがわかる。線形回帰式の相関係数を見ると、一定の
相関があるとがわかる。しかし、融雪熱量が大きくな
るにしたがい、ダム流入量の日ピーク量のばらつきが
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大きくなっている。この結果から、積算融雪熱量を用
いてダム流入量の日ピーク量を予測する際は、線形回
帰式を用いた結果だけではなく、予想される最大値及
び最小値を併せて予測することとした。これらは、図
中に点線で示したように、最大値と最小値を包絡する
直線を用いることとした。なお、最大値の直線は積算
融雪熱量が０W/m2のときダム流入量のピークを０
m3/s、最小値の直線は積算融雪熱量が1,500W/m2のと
きダム流入量のピークを０m3/s としている。
　また、図－６に示した式をそのまま用いると、積算
融雪熱量が小さい場合に、ダム流入量の予測値が０
m3/s 以下となる場合があり、実務上不適当である。こ
のため、図－６の積算融雪熱量が500W/m2付近のダ
ム流入量を参考に、予測値の下限値を１m3/s、予測さ
れる最大値と最小値の下限値をそれぞれ５m3/s、0.5
m3/s とした。

４．２　予測結果

　融雪初期はダム流入量の日変動が小さいため、各融
雪期における対象期間は、17:00から翌6:00までのダム
流入量のピーク量が10m3/s を上回っている期間とし
た。ただし、融雪後期にダム流入量のピーク量が10
m3/s を下回る前に、流木処理場地点における気象・水
文観測を終了した年があり、このような年は観測終了
日までを対象期間とした。また、対象期間内に流木処
理場地点で消雪となり、積雪表面温度を計測できなく
なる。消雪日以降も積雪のある状態を想定するため、
消雪日以降は、放射温度計の観測値を強制的に０℃に
置き換えて、融雪熱量を計算している。
　最も精度の良かった2008年融雪期の結果を図－７に
示す。図中の○が図－６中の実線で示した式を用いた
ダム流入量の日ピーク量の予測値、×印が観測値であ
る。図を見ると、予測値は観測値の傾向を良く捉えて
いることがわかる。観測値を真値とした絶対誤差の、

図－６　積算融雪熱量とダム流入量のピークの関係

図－７　ダム流入量の日ピーク量の予測結果（2008年）

表－２　ダム流入量の日ピーク量の予測誤差（５融雪期）

予測を行った日数に対する平均値は8.2m3/s、RMSE
は11.0m3/s であった。誤差の分布を見ると、４月下旬
の融雪最盛期が終わった後、ダム流入量の日ピーク量
を過大推定する傾向があり、誤差指標の値を大きくし
ている。これは、図－６の予測式が、ダム流域のほぼ
全域が積雪に覆われた状況で作成されているのに対
し、融雪後期は、積雪が標高の高い範囲に限られ、発
生する融雪量が少ないことが要因と考えられる。
　次に、図－７の灰色で示した幅は、図－６中に点線
で示した最大値と最小値を予測する式より求めた、ダ
ム流入量の日ピーク量の予測幅である。図を見ると、
規模の大きな降水のあった日や融雪後期を除き、観測
値のほとんどが予測した幅に収まっていることがわか
る。降雨日を除外して予測式を作成したものの、規模
の小さい降雨であれば、予測幅に収まる結果となった。
予測した日数に対する、予測幅を超えた日数の割合は
9.7% であった。
　紙面の制約があるため2008年融雪期の図のみ掲載し
たが、５融雪期の予測結果の傾向は、2008年とほぼ同
様であった。表－２に５融雪期分の誤差指標をまとめ
ておく。
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５．ダム流入量の日ピーク時刻の予測

５．１　予測方法

　３章で考察したように、流木処理場地点で発生した
融雪水は、図－５のような過程でダムサイトへ流下す
ると考えられる。そこで、以下の式を用いてダム流入
量が日ピークとなる時刻を予測することとした。

（6）

ここで、tpeak：ダム流入量が日ピークとなる時刻（h）、
tm：1:00から17:00までの間で融雪熱量がピークとなっ
た時刻（h）、Δtp：前日の融雪熱量のピーク時刻と積雪
底面流出量のピーク時刻の時間差（h）、Δtd：流木処理
場地点からダムサイトまでの流下時間（h）である。な
お、流木処理場地点の消雪日以降は Δtpを求められな
いため、消雪日以降は Δtp=０とする。
　ここで、Δtdは次のように決定した。融雪期は流域
全体にわたり、湿潤状態であるため、流木処理場地点
からダムサイト地点までの流下時間は日時によってほ
とんど変わらないと考えられる。そこで、積雪底面流
出量のピーク時刻とダム流入量のピーク時刻の時間差
の平均値で一定値とすることとした。降雨の影響が大
きい当日1:00 ～翌日6:00までの間に降水があった日を
除き、５融雪期のデータから、Δtd = ６hと求まった。
なお、2009年のデータは、ライシメーターのパイプの
目詰まりにより、異常値となったため除外した。

５．２　予測結果

　対象とした期間は、４章で予測したダム流入量の日
ピーク量と同様である。ただし、2009年は前述した理
由から対象外とした。精度の良かった2012年融雪期の
予測結果を図－８に示す。左の縦軸は、時刻を表し、
例えば30は翌日の午前6:00である。図を見ると、予測
値は観測値の傾向を良く捉えていることがわかる。観
測値を真値とした絶対誤差の、予測を行った日数に対
する平均値は2.1（h）、また、RMSEは3.0（h）であった。
誤差の分布を見ると、�降水日と降水日以降で誤差が大
きい傾向がみられた。降水日のダム流入量がピークと
なる時刻は、降水の発生した時刻に依存することが要
因と考えられる。紙面の制約があるため2012年融雪期
の図のみ掲載したが、４融雪期の予測結果の傾向は、
2012年とほぼ同様であった。表－３に４融雪期分の誤
差指標をまとめておく。

６．融雪最盛期の開始時期の予測

　融雪熱量の日ピーク時刻と積雪底面流出量の日ピー
ク時刻の時間差（以降「時間差」と標記する）は、融雪
が進むにしたがい短くなる８）ことを３章で述べた。時
間差が短くなることは、積雪が貯留効果を失うことに
対応するため、この時間差を日々追跡することにより、
融雪最盛期の開始時期を予測することが可能であると
考えた。
　はじめに、融雪最盛期の開始日を、融雪期における
ダム流入量の最大量で定義しておく。定山渓ダムの
2008年～ 2012年の５融雪期における最大流入量の傾向
を見ると、平均的に40m3/s から60m3/s 程度であった。
そこで、本研究では、融雪期の最大流入量の半分程度
である、20m3/s を閾値とし、流入量の日ピーク量が20
m3/s を超えた日を融雪最盛期が始まった日と定義し
た。
　図－９に2012年融雪期のダム流入量の日ピーク量と
時間差の関係を示す。ここで、ピークは当日17:00か
ら翌日6:00までの間のピークである。図を見ると、融
雪初期は４時間から６時間程度あった時間差が、融雪
が進むとともに短くなっている。多少の変動はあるが、
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図－８　ダム流入量の日ピーク時刻の予測結果（2012年）

表－３　ダム流入量のピーク日時刻の予測誤差

（４融雪期）
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時間差が２時間を下回った初日の積雪深は、60cmか
ら80cm程度であり、この日から融雪最盛期が始まっ
た日までに40cm から60cm 程度に減少する傾向があ
った。一方、中津川ら９）は、Darcy 則を導入した貯留
関数を用いて、積雪の貯留効果を積雪深によってパラ
メタライズしたところ、積雪深が52cm以下では貯留
効果を考慮する必要がない結果となったことを報告し
ている。中津川らが特定した積雪深は、時間差が２時
間を下回った初日と融雪最盛期が始まった日の間にあ
る。したがって、本手法は、積雪の貯留効果を考慮す
る必要がなくなる日を１週間程度前に予測していると
位置づけられる。
　さらに、近年、融雪期に規模の大きな降雨があり、
浸水被害や土砂災害に繋がっている10）。時間差が短い
時期は融雪出水が発生しやすいため、この時期に規模
の大きな降雨が予測された場合、融雪と降雨が相まっ
て、大規模な出水が起こる可能性が高い状態と考えら
れる。このため、時間差は、融雪期に降雨が予測され
た際、警戒の体制を検討するにあたっての指標の一つ
になると考える。

７．まとめ

本研究で得られた結果を以下にまとめる。
１）�５年間の融雪期を対象に、定山渓ダム流木処理場
及びダムサイトにおける気象・水文観測データを
用いて、流木処理場地点における融雪熱量及び積
雪底面流出量とダム流入量の関係を分析した。

２）�当日の17:00までの観測値を用いて、翌日6:00まで
のダム流入量のピーク量とその時刻の予測を試み
た。５年間の融雪期に適用した結果、一定の精度
で日ピーク流量とその時刻を予測できた。

３）�融雪熱量の日ピーク時刻と積雪底面流出量の日ピ
ーク時刻の時間差から、融雪最盛期の開始時期を
予測することを試みた。結果、時間差を日々追跡
することで、融雪最盛期の開始を１週間ほど前に
把握することが可能であった。

　本研究の成果は、融雪期のダム管理に活用できる予
測値や指標を提供できると考える。本研究の成果がダ
ム管理の現場で活用されると幸いである。
　さらに、2014年融雪期からは当該気象・水文観測露
場に土壌水分計を設置し、複数深度の土壌水分の計測
を開始した。今後は、土壌水分計の観測結果を加えた
分析を行い、融雪期のダム流入量予測の向上に寄与し
ていきたい。

４月18日より継続して２時間以下となっていると読み
取ることができる。また、ダム流入量の傾向を見ると、
時間差が２時間となった頃から、日ピーク量が徐々に
増加している。融雪最盛期の開始と定義した、ダム流
入量の日ピーク量が20m3/s を超えた日は、時間差が
初めて２時間となった日から５日後である。
　同様の分析を、2009年を除く４融雪期を対象に行っ
た結果を表－４に示す。前述したように、時間差、ダ
ム流入量の日ピーク量ともに変動がある。このため、
日数を求める際は、多少の変動があっても、時間差が
２時間以下、ダム流入量の日ピーク量20m3/s 以上が
数日間続いたと見なせる場合の初日を特定している。
表－４を見ると、時間差が２時間以下となってから、
１週間から２週間程度で融雪最盛期が始まっているこ
とがわかる。このことから、時間差を日々追跡するこ
とで、融雪最盛期の開始を１週間程度前に把握するこ
とができると考えられる。
　最後に、時間差と積雪深の関係について考察する。
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表－４　時間差と融雪最盛期の開始時期との関係

（４融雪期）
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