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寒冷地河川では多くの河川が結氷し、河氷の流下が生じる。このとき、河氷が詰まり、水位
の上昇を引き起こすケースがある。これらの現象はアイスジャムと呼ばれ、北海道の河川でも
しばしば発生している。しかしながら、アイスジャムは観測事例が限られており、実現象が十
分に把握されていない。
寒地土木研究所では河氷の厚さを計算するプログラムを開発しており、試験的に関係機関に
配布している。しかし、現地への適応性に関して、アイスジャムの観測事例が限られているこ
とからいまだ実現象について不明な点も多い。
本研究はアイスジャム発生予測プログラムを用いた氷厚の変化を現地観測結果や1次元非定常
流計算モデルCERI1Dと比較した。その結果、アイスジャム発生予測プログラムは一般的に用い
られる河氷厚変動計算と比較し精度はやや劣るものの実用に耐えうるものであり、またユーザ
ビリティの観点から現場事務所でのアイスジャム検知において本プログラムは有効なツールと
なりうることが分かった。
キーワード：自然災害、アイスジャム、危機管理、事故防止

1. はじめに
厳寒期において寒冷地河川では多くの河川が結氷し、
河氷の流下が生じる。このとき、河氷が河川の狭窄部や
舞鶴水位・流量観測所
千歳川KP 28.5
蛇行部、橋脚や樋門などの河川構造物が設置されている
箇所で詰まり、水位の上昇を引き起こすケースがある。
また、河氷が堤防へ衝突し損傷を引き起こし、河氷が取
水施設近傍で集積し取水障害を生じさせる、といった現
象も報告されている。これらの現象は総じてアイスジャ
ムと呼ばれ、北海道の河川でもしばしば発生している。
しかしながら、アイスジャムは観測事例が限られており、
実現象が十分に把握されていない。従って、アイスジャ
嶮淵水位・流量観測所
嶮淵川KP 7.2
千歳川
ムに関する知識や知見は未だ乏しい実情にある。
嶮淵川は石狩川水系千歳川のKP 28.6において合流する
支流の1つである（図-1）。平水時における水面幅は10
図-1 嶮淵川の位置（地理院地図より作製）
m程度の小さな川である。直轄区間のKP 0.2からKP 7.2に
おいて樋門を9つ、橋梁を8つ、水路橋を1つ、排水門を1
つと多くの河川構造物を有している。例年、嶮淵川では
され、道内においてもアイスジャムが発生する河川は増
アイスジャムは生じていなかったが、2018年3月9日の全
加する可能性がある。
道的な降雨と気温上昇により嶮淵川を含む多くの河川で
2018年3月の北海道アイスジャム災害を踏まえて、寒
アイスジャムが発生した1)。今後の長期的な気候変動の
地土木研究所では河氷の厚さを計算するプログラムを北
影響を踏まえると、水災害が激甚化・頻発化すると予見
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見工業大学の吉川泰弘准教授と共同で開発しており、試
験的に関係機関に配布している。必ずしも数値計算プロ
グラムに明るくない河川管理者に使用してもらうことを
念頭に置いているため、本プログラムはExcelのVBA機
能を用いてExcelファイル上でデータの入力から入力し
たデータの計算、計算結果の出力まで統一的に行うこと
が出来る。また、無料で取得できる入力データ（気温、
風速、日照時間、降雪深、水位）を用いて計算を実施で
きる、という利点がある。しかし、現地への適応性に関
して、アイスジャムの観測事例が限られていることから
いまだ不明な点も多い。また、計算精度に関しても一般
的に行われている河氷厚変動計算との検証も、社会実装
にむけて必要といえる。
本研究はまずアイスジャム発生予測プログラムを用い
て氷厚の変化を考察した。続いて2018年3月12日に嶮淵
川において実施した現地観測結果と比較し、アイスジャ
ム発生予測プログラムの現地への適応可能性を論じた。
最後に吉川准教授が寒地土木研究所寒地河川チーム在籍
中に開発し2013年に公開した1次元非定常流計算モデル
CERI1Dと計算結果を比較した。

図-2 計算結果

また、αは、積雪または晶氷が氷板と一体となる場合は
大きく、積雪または晶氷の断熱効果がある場合は小さく
なる。βは、動水勾配が大きく粗度が小さい場合は大き
く、動水勾配が小さく粗度が大きい場合は小さくなる。
通常、河氷厚をより現実に即して仮定し計算するには、
（1）式に加えて地点ごとの河氷量の収支も計算する必
要がある。しかしそのためには河道を微小な領域に分け
計算格子を作成する必要があるが、それには専門的な知
識が求められ計算モデル利用の難易度を高めてしまう。
2. アイスジャム発生予測プログラムの概要
本アイスジャム発生予測プログラムのポイントは、地点
ごとの河氷量の収支を計算しない代わりに、計算格子を
数値計算を用いて将来の様子を精度高く予測するには、 用いることなくある代表的な1地点の河氷厚を算出して
実現象をできるだけ正確に仮定する必要がある。しかし、 アイスジャム発生の判定を試みる点にある。
正確に仮定するほど計算スキームは複雑になる。その結
果、数値計算を行うために必要な入力条件が多くなり、
(2) 入力条件の設定
数値計算に熟達していない者にとっては扱いにくいプロ
入力データのうち固定値として与えるデータは河床勾
グラムになってしまう。また計算結果の成否を判断する
配や川幅、マニングの粗度係数などである。上流から流
際も、いずれの数式が結果に寄与しているのか見極める
れてくる水温は入力条件であり、簡単のため一定値を与
のは容易でない。そこでExcelファイル上で河氷厚を計
えることとなっている。本計算では、実測の水温が不明
算するプログラムを開発し、試験的に関係機関に配布し
なため、仮に水温1℃とした。気温は気象庁のHPから対
ている。
象地点から近い恵庭島松での気温を利用した。
ここでは石狩川水系千歳川の支川である嶮淵川を研究
対象領域とし、代表的な川幅を与えて河氷厚を計算し、
(3) 結果と考察
氷厚の変化を考察した。
図-2 に 2017 年 10月 1日 1:00から 2018 年 4月 30日 24:00

(1) 方程式
アイスジャム発生予測プログラムにおいて、河氷厚は
以下の式で計算した。
ℎ𝑖 = ℎ𝑖′ − (
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ここで、ℎ𝑖 [m]：氷板厚、ℎ′𝑖 [m]はΔt 前の氷板厚、Ta
[℃]：気温、Tw [℃]：水温、hw [m]：水深である。αは
気温に対する氷板形成の程度を表し、大きくなると氷板
を増加させ、βは水温と有効水深に対する氷板融解の程
度を表し、大きくなると氷板を融解させる係数である。

までにおける水温、気温、河氷厚を示す。
2017年 11月 19日から 11月 30日にかけては河氷が形成
したり融解したりを繰り返している。これは日暮れから
気温が氷点下となるため河氷が形成されるが、日の出と
ともに気温が 0℃を上回り融解しきる、というプロセス
を繰り替えしたためである。なおこのとき水温は最も低
い時で 0.89℃であり、気温との熱フラックス交換によっ
て容易に河氷が形成・融解することが分かった。
12 月 1 日以降は日中でも氷点下の時間帯が増え、また
水温も終日 0℃前後となるため、日中であっても河氷が
融解しきらずに継続的に形成される。それでも 12 月 3 日、
12 月 10 日、12 月 24日、2018 年 1月 1 日、1 月 8 日のよう
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していたことが推察される。
(2) 現地調査の結果
現地調査はアイスジャム発生の 3 日後である 3 月 12 日
に行った。調査範囲は高水敷に河氷の存在を確認できた
KP 6.8 から KP 7.2 である。現地調査を行った 12 日の時点
で、嶮淵川の高水敷には長辺が最大で 3.0 m、厚さが 0.1
m～0.5 m の河氷が何層にも重なり合っており、アイスジ
ャム発生時にはこれよりも大きな河氷が流下していたこ
とがわかる（写真-1､ 2）。氷厚の計算値は 2-(3)から最大
で 57 cm であることから、計算値はおおむね妥当である
と判断できる。
登坂樋門（KP 7.0，左岸）と松原樋門（KP 7.0，右岸）
の取水口のそばに河氷が進入していたが、取水障害や河
氷の衝突による樋門の損傷は見受けられなかった。嶮淵
川は川幅が狭くひとたびアイスジャムが生じれば川幅い
っぱいに河氷が流下するため、潜在的なアイスジャムの
発生リスクは高いと考えられる。なお、これらより下流
に位置する樋門に関しては未調査である。

図-3 計算期間における嶮淵川の水位と流量

写真－1 高水敷に打ち上
がっていた河氷
（平面写真、2018 年 3 月
12 日 12:30 頃撮影）

写真－2 高水敷に打ち上
がっていた河氷
（断面写真、2018 年 3 月
12 日 12:30 頃撮影）

に日中の気温が高い日には河氷厚にして 20 cm 程度の融
解が生じた。河氷厚の顕著な減少は、もともと形成され
ていた河氷が融解して氷板となって流下したことを示唆
している。したがって、アイスジャム発生の可能性が高
いことが判断できる。
1 月 9 日からは顕著な融解は生じず、3 月 3 日時点で河
氷厚が最大のおよそ 57 cmにまで達したが、3 月 3 日から
3月 9日にかけて、河氷厚がおよそ 57 cmから 0 cmにまで
大規模に融解した。このとき水温、気温ともに顕著に上
昇していた。したがってアイスジャム発生の可能性がよ
り高いことが考えられる。
3月9日の解氷以降は水温、気温ともに高く、顕著に河
氷が形成されることはなかった。ただし、日暮れから冷
え込み気温が氷点下を下回る日に限り河氷が形成された。

3. 現地調査

(3) 現地調査の結果とアイスジャム発生予測プログラム
との比較
アイスジャム発生時期について妥当性の検証を行う。
アイスジャム発生予測プログラムでは3月3日から3月9日
にかけてなだらかに河氷が融解しながらアイスジャムが
生じたと判断できる。しかし、現実には3月8日から9日
にかけて短時間のうちに河氷が融解しアイスジャムが生
じたと推察される。これはアイスジャム発生予測プログ
ラムにおいて流量を考慮していないことが原因と考えら
れる。しかし、利用の観点からみると計算結果は危険側
に算出されるため実用上問題なく、アイスジャム発生予
測プログラムを用いてアイスジャムの発生時期をおおよ
そ予測できると考えられる。

4. CERI1Dを用いたアイスジャムの再現計算

アイスジャム発生予測プログラムは計算の単純化のた
2018年3月12日に行った現地調査の内容を示すととも
に、嶮淵川で発生したアイスジャムの要因と課題を示す。 めに 1 地点の計算のみを行っている。したがって、その
地点に対して上下流側の影響は考慮していない。しかし
実際には上流からの河氷の流入や下流での結氷状況の影
(1) アイスジャムの概要
響を受けている。これらの影響を考慮した一般的な河氷
2018年3月8日から9日にかけて温帯低気圧が北海道に
厚の計算との比較を行う目的で、iRIC 搭載の 1 次元不定
発達しながら接近し、季節外れの降雨と気温の上昇をも
流ソルバーである CERI1D を用いて流況と河氷の形成融
たらした。降雨による河川流量の増加や気温の上昇によ
解の再現計算を実施した。
る解氷はアイスジャムの直接の要因となり得る。流量の
3
CERI1Dは、河川水の流れ、氷板の流れ、氷板の形成
ピークは9日13時のおよそ85 m / sであり、平水時流量の1
融解、氷板の破壊、アイスジャム発生条件に関する計算
m3 / sに対してきわめて大きな出水があったことがわかる
（図-3）。嶮淵川を管理する千歳川河川事務所によれば、 式で構成されている。河氷は大別すると硬い氷板とその
下に存在する柔らかい晶氷に分けられるが、本計算モデ
9日13時に湾曲部KP 5.0～KP 6.2において河氷が詰まって
ルでは、固定された硬い氷板と流下する河氷（破壊され
いる様子を確認しており、出水時にアイスジャムが発生
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図-6（c）、（d）より、この期間に河氷が時々刻々と形
成されたことがわかる。
アイスジャム発生時における河床高、水位、河氷高の
縦断図を示す（図-5（b））。3月12日 12:30 KP 7.0での氷
板厚は0.32 mと計算されており、実測値が0.1 m～0.5 mで
あることから計算結果は良好であると考えられる。図-5
（b）から床止より上流側で氷板厚が減少するとともに、
一方で下流側の特に湾曲部において氷板厚が増加してい
ることがわかる。図-6（a）よりピーク流量はHQ式から
およそ85 m3 / sと見込まれる。気温は0℃を上回る日もあ
り（図-6（b））河氷の融解が進みつつあることがわか
る。図-6（c）より、床止の上流側では氷板厚が減少し
図－4 嶮淵川の平水時における川幅と河床高
たことがわかる。これは、気温の上昇による河氷の融解
と流量の増加による流下のためと考えられる。一方で図
た氷板を含む）に区分している、なお、気温低下および
-6（d）より、湾曲部においては氷板厚が増加している。
降雪による晶氷の発生、晶氷の氷化および融解、河道内
したがって、フラッシュされた河氷が湾曲部で閉塞しア
の橋脚は考慮していない。
イスジャムが生じていることが示唆される。
アイスジャム発生後における河床高、水位、河氷高の
(1) 境界条件
縦断図を示す（図-5（c））。図-5（c）より床止より下
本研究において、下流端での境界条件は舞鶴水位・流
流において薄氷が張っていることがわかる。流量は1 m3
量観測所（千歳川KP 28.5､図-1）における水位を用いた。 / sと少なく（図-6（a））、気温は0℃を上回っている
上流端での境界条件は嶮淵水位・流量観測所（嶮淵川
（図-6（b））が河氷は融解しきっていない。図-5（c）
KP 7.2､図-1）における水位をHQ式を用いて流量に換算
より嶮淵川二号床止より上流では河氷が形成されていな
したものを用いた（図-3）。計算領域はKP 0.2からKP
いことがわかる。これは上流端において河氷の供給がな
11.2とした（図-4）。このうち直轄区間であるKP 0.2から
いことに加え、気温が上昇しつつあるためと考えられる。
KP 7.2までの河川横断データは、千歳川河川事務所が
一方で図-6（d）より、床止の下流側では前述の通り薄
2015年11月に計測したデータを用いた。KP 7.2より上流
氷が張っている。これはアイスジャム発生時に生じた河
の範囲は、横断データがないこと、管轄する事務所の報
氷が残存しているためと考えられる。
告から現地調査時点でアイスジャムが生じていなかった
と判断したこと、河道形状からもアイスジャムが生じに
(3) CERI1Dとアイスジャム発生予測プログラムとの比較
くいと考えられることから、KP 7.2の断面を上流に一様
始めにアイスジャム発生時期について妥当性の検証を
に与えるとともに、河床勾配はKP 0.2からKP 7.2における
行う。図-7､ 8､ 9､ 10 にアイスジャム発生前後の湾曲部に
平均勾配とした。これにより計算領域の上流端を擬似的
おける河氷厚の空間分布を示す。図-7 から 8 日の時点で
に河川の源頭部と見なして、上流端での河氷供給量を0
は流量が増加しながら湾曲部の一部分で河氷厚が増加し
m3 / sとして計算している。下流端での河氷面積は北海道
ていることがわかる。続く図-8 から 9 日の時点において
開発局が設置しているCCTV動画より千歳川への合流点
は湾曲部一帯で河氷厚が増加し、アイスジャムが生じて
が結氷していないことを確認し、hi = 0 m2と設定した。
いたことが推察できる。最後に図-9､ 10 から 10 日以降は
計算期間は結氷が生じていると考えられる2018年2月1日
流量が減少するとともに河氷厚が減少したことがわかる。
からアイスジャムが収束し解氷しつつある2018年4月30
以上から CERI1Dでの計算結果からは、8 日から 9 日にか
日までの3か月間とした。
けてアイスジャムが発生したと判断できる。したがって
(2) 再現計算の結果と考察
アイスジャム発生前における河床高、水位、河氷高の
縦断図を示す（図-5（a））。ここで河氷高とは水面に
浮かぶ河氷上面の高さを指す。アイスジャム発生前の時
点における河氷の形成状況を把握するため、3月7日での
値を用いた。図-5（a）から嶮淵川二号床止の設置され
ているKP 7.1地点より下流部において顕著に河氷が形成
されていることがわかる。流量は1 m3 / sと少なく（図-6
（a））、気温は0℃を概ね下回っている（図-6（b））。

アイスジャム発生予測プログラムから得られる結果より
もより現地調査の結果に近い。これは、先にも述べたよ
うに CERI1D においては流量が考慮されているためだと
考えられる。
ここで計算の実施に要する時間や難易度について触れ
ることとする。CERI1Dは、計算を実施するために計算
格子を作成する必要がある。計算格子はiRIC上で自動生
成できるが、計算格子の組み方によっては計算が正常に
行われず発散してしまうことや、実現象から乖離した計
算結果を出力することがある。また、複雑な流路の場合
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図－5 河床高、水位、河氷高の縦断図
（a）アイスジャム発生前（3 月 7 日），（b）アイスジャム発生時（3 月 9 日）
（c）アイスジャム発生後（4 月 30 日）

図－6 流量、気温、氷板厚の時系列変化
（a）流量，（b）気温（AMEDAS 恵庭島松）
（c）床止上流（KP 8.6）での氷板厚，（d）湾曲部（KP 6.22）での氷板厚

には利用者が計算格子を手作業で再生成する必要があり、
必ずしも容易とは言えない。一方でアイスジャム発生予
測プログラムは1地点のみの計算であるため計算格子が
必要なく、気温や水位、代表的な川幅などを入力するだ
けで計算が実施できる。以上から、現場事務所でのアイ
スジャム検知においてアイスジャム発生予測プログラム
は有効なツールとなりうると考えられる。

5. 結論
嶮淵川を対象にアイスジャム発生予測プログラムを用
いて氷厚の変化を考察した。続いて 2018 年 3 月 12 日に
嶮淵川において実施した現地観測結果と比較し、アイス
ジャム発生予測プログラムの現地への適応可能性を論じ
た。最後に吉川准教授が開発した 1 次元非定常流計算モ

デル CERI1D と計算結果を比較した。以下に主要な結論
を示す。

アイスジャム発生予測プログラムを用いることで、
アイスジャムの発生時期をおおよそ予測できるこ
とが示唆された。ただし、計算において流量を考
慮していないためその点に注意する必要がある。

アイスジャム発生予測プログラムは一般的に用い
られる河氷厚変動計算と比較し精度ややや劣るも
のの実用に耐えうるものであり、またユーザビリ
ティの観点から現場事務所でのアイスジャム検知
においてアイスジャム発生予測プログラムは有効
なツールとなりうると考えられる。
謝辞：北見工業大学の吉川泰弘准教授には有意義なご意
見、ご指摘を頂いた。ここに記して謝意を表します。
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図－7 河氷厚の空間分布
2018 年 3 月 8 日 13:00

図－8 河氷厚の空間分布
2018 年 3 月 9 日 13:00

図－9 河氷厚の空間分布
2018 年 3 月 10 日 13:00

図－10 河氷厚の空間分布
2018 年 3 月 12 日 13:00
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