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平成 15年台風 10号北海道豪雨災害調査団 

                    団長 長谷川 和義 

 

災害の概要 

 平成 15年 8月 7日から 10日にかけて，前線と台風 10号の影響により北海道の全域に大雨がもた
らされ大きな災害が発生した．特に道南の日高地方は有史以来の豪雨に襲われ，十勝地方を合わせ死
者 10名，行方不明１名，直接被害額約 821億円という深刻な被害が生じた．  

 北海道がまとめた全道の被害状況によれば，人的被害は死者 10名，行方不明１名，負傷者 3 名で
あり，住宅被害は全壊 18棟 18世帯，半壊 13棟 13世帯，一部破損 20棟 20世帯，床上浸水 129棟
133世帯，床下浸水 438棟 482世帯，避難者は 8,315人にのぼった．このうち，死亡の多くが車での
移動により起きている．その 1件は，上士幌町居辺川にかかる橋梁の橋台部裏の浸食により道道が陥
没，車両の転落を招いたものである．もう 1件は，厚別川赤無橋の手前で停車した車両が越流する流
れにより川に転落したものである．これらは，大量の流木が橋脚・橋桁にひっかかって上流の流れを
堰きあげ，橋面を乗り越す流れや橋台裏に回りこむ流れを発生させたことによって起こったものと推
定される．避難勧告は 3,058世帯 7,304人にのぼり，自主避難は 266世帯 1,011人であった．避難者
数の最も多かった門別町富川地区（2,412世帯 5,583名）では，沙流川に対する危険水位の警報にも
とづいて避難がはかられた． 

直接的経済被害は，住宅被害 2.1億円，農業被害 177.3億円，林業被害 103.5億円，土木工事 523.8

億円，商工業関係 5.4 億円，水道・病院・廃棄物処理施設 6.6 億円，学校・教育施設 1.8 億円などに
のぼっている（平成 15 年 9 月 25 日）．農業被害では水稲が最も大きく，ついで野菜，牧草となって
いるほか，畜舎や軽種馬の被害も大きかった． 

公共土木関連の被害は，河川 690箇所 423.4億円，砂防・地すべり 3箇所 0.42億円，道路 389箇
所 81.1億円，橋梁 43 箇所 16.3億円，公園 3 箇所 0.71億円，港湾・漁港 6 箇所 0.74億円などであ
り，合わせて 523.8億円と見積もられている（9月 22日現在）．このほか，北海道旅客鉄道，および
北海道ちほく高原鉄道において，土砂流入 86箇所，築堤・盛土崩壊 19箇所，路盤流出 8箇所，橋脚
流出 1箇所などが発生しており，計 306本が運休となった．道路通行止めは，国道 18路線 30区間，
道道 50路線 60区間におよんでいる． 

 ライフライン関連の被害は，停電最大時 1,419 戸，電話不通最大時 357 回線，断水最大時 796 戸
（2,162 人）であった．このうち，断水被害の原因は配水管の破損によるものが最も多く，ほかに取
水施設への土砂流入，ポンプトラブル，水源（井戸）の消失などがあった． 

 

調査の経過 

8月 20日，国土交通省北海道開発局は土木学会に対し，本豪雨災害に関する中立的・学術的な立場
からの災害調査を依頼した．8月 25日，土木学会水工学委員会は下表のメンバーからなる調査団を編
成し，「沙流川水系と厚別川水系に対象を絞り，主に加害の原因となった事項（降雨，流出，斜面崩壊，
土砂生産，流木発生，溢水・破堤，護岸破壊・河岸浸食，土砂堆積，沿岸土砂堆積，ダム機能など）
の特性と相互の関連を明らかにする」ことを主目的として取り組みを開始した． 

調査団は以下に示す 9グループに分かれ，それぞれ専門の立場から調査を進めるとともに，合同現
地調査・見解表明記者会見(8月 28日)，第１回中間報告会および第 2回打ち合わせ会(9月 19日・北
海道大学)，第 2 回中間報告会および第 3 回打ち合わせ会(10 月 29 日・北海道大学)，土木学会誌 11



月号災害速報掲載，日高洪水災害フォーラム開催（自然災害協議会北海道地区部会共催・公開中間報
告会）(平成 16年 1月 28日・平取町)，河川災害シンポジウム発表(3月 16日・熊本大学)をおこなっ
てきた．また，専用サイト土木学会調査団のページ（http://ws3-er.eng.hokudai.ac.jp/flood2003/index. 

htm）を設けて調査結果の公開に努めてきた． 

 

１．降雨特性調査担当グループ：中津川（責任者），嵯峨，黒木，八田，田中(岳) 

２．流出特性調査担当グループ：嵯峨（責任者），藤田，八田，清水(康)・サニット，田中(岳) 

３．斜面崩壊・土砂生産・流木発生調査担当グループ：山田（責任者），新谷，菊池，清水（収）， 

中津川，村上  

４．洪水流特性調査担当グループ：清水(康)(責任者），黒木，北海道開発局，北海道  

５．土砂輸送と河道変動調査担当グループ：長谷川(責任者），渡邊，小川，中津川，村上 

６．流木の挙動と影響調査担当グループ：渡邊(責任者），鈴木(優），北海道建設部砂防災害課 

７．沿岸域調査担当グループ：山下(責任者），渡部 

８．ニ風谷ダム流入量検討調査担当グループ：長谷川(責任者)，鈴木(洋)，黒木 

９．災害意識調査担当：黒木(責任者) 

10．総括担当：長谷川，清水(康)，小松，田中(仁)，藤田，藤間 

 

 調査においては多くの資料を必要とした．グループが独自に計測測定・計算解析をおこなったもの
のほか，北海道開発局，気象庁，北海道などから貴重な資料の提供を願った．これらの資料の作成に
は多くの担当の方々や関連コンサルタントの方々が携わっており，この場を借りて調査団として深甚
なる謝意を表したい． 

以上の経過を経てここに最終報告をおこなう次第であるが，内容は上記１～９の調査項目にわたっ
ており，それぞれを章ごとに分けて記述している．当然ながら，これらの調査項目は互いに密接に関
連しており切り離して論ずることは難しい．このため，章間で重複した記述がなされている場合や，
逆に空白が生じていると感じられる箇所が存在する．あらかじめお断りしご寛容を願う次第である．    

また，4.2節，4.3節は，沙流川・厚別川の改修計画に直接関連することがらが扱われており，それ
ぞれ北海道開発局，北海道の管理担当者に執筆を願った．6.2 節は，厚別川流木調査を担当した北海
道建設部砂防災害課に執筆願った． 

 

調査結果の概要 

降雨特性 停滞前線と, それが台風 10号に刺激される形で北海道南部・東部が大雨に見舞われた． こ
れによる本格的な雨は, 8月 9日 4時から 8月 10日 4時のほぼ 24時間にあり, とくに, 9日 14時から
10 日 1 時の 12 時間に日高地方を中心に強い雨域が停滞した．記録された雨量は, 最も多かった
AMeDAS旭地点で最大日雨量 358mm, 最大時間雨量 76mmとなっており既往最大の規模であった．  

日高地方の豪雨は 8月 9日未明から 8月 10日朝まで 3波をなして降り, とくに 3波目の 9日 20時
頃から 10日 1時頃にかけての雨が強かった．3日間総雨量は 300mmを超えたが，大部分が 8月 9日
の 1日に集中し, しかも夜の 5～6時間でその 5割前後を占めた．今回の降雨パターンの最大の特徴で
ある．最大時間雨量のピーク域は総雨量のピーク域と異なり, 厚別川と流域界を接する額平川南西部
の旭地区付近に現れ, 流域内でもとくに局地的, 短時間に降雨が集中している場所となっていた．最
大時間雨量の空間分布からみた強雨域は, 雨域の進行方向にある日高山脈南西斜面に帯状にみられ, 

降雨の強化に地形が影響していることが推察できる．実効雨量 200mm を斜面崩壊等災害の目安と考
えて評価すると, 今回の豪雨はそれを超える規模と考えられる．  

沙流川流域の降雨を対象に, 1962年から 2003年の本事例を含む年最大 48時間雨量を標本（42サン



プル）として確率評価を行うと, 100年確率雨量が 320mm から 350mm, 今回の降雨（306.2mm）の再
現期間が 60 年から 70 年となった．今回の降雨が母集団の中で異常値であるという仮説は, 統計解析
上棄却できない．一方，1962年から 1998年の標本（37サンプル）で確率評価を行うと, 100年確率雨
量が 250mmから 270mmと今回の降雨はそれを上回り, 再現期間も 210年から 320年と 100年を超え
る．この結果は, 上記の評価と大きく異なる．このことから, 「沙流川流域の降雨については, 近年の
標本値を包含すると, かつてより大きめの標本値（年最大雨量）をもつような母集団になってきた．」
ことが推察できる．実際，150mm超の降雨が 1998年以前の 37年間で 6回生起しているのに対し，以
後の 5年間に 3回発生しているなど，この 5年の平均年最大降雨量は明らかに大きくなっている．今
後の対策を考える上で配慮すべきことがらである． 

流出特性 降雨の特徴を反映して，どの地点でも洪水の立ち上がりがきわめて速かったことが流 

出の特徴になっている．幌毛志の例では 9日午後 3時（200m3/sec程度）から 10日午前 1時 30分の 

ピーク時（約 4000m3/sec）までわずかに 10時間ほどであり，平均の流量増加率は 360m3/sec/hに達 

した．また，洪水の伝播時間が非常に短かく水位のピーク時刻が各地域であまり違わない状況が生じ 

た．沙流川の例では，平取から富川まで 13km区間の流量ピークの伝播時間が１時間と見られている 

（平取での修正値を用いた場合）．厚別川では本川水位ピークの 3～4時間前の 8月 9日午後 9時～11

時頃にかけて大多数の表層崩壊・土石流が発生し、一部の区域で支川・本川河道に土砂・流木が流入
したことが想定された．流域による崩壊・土石流の発生時刻の違いはなかったと考えられる．これら
のことは，水防・救援活動，非難行動を難しいものにした． 

厚別川豊田では欠測時流量を小さく見積もっても流出率がほぼ 1になり，既往洪水資料でも同地点 

の流出率がピーク流量の大きな場合に１を上回ることが認められた．これらは，ハイドログラフが３
波の降雨に敏感に対応していることともに，厚別川の出水が浸透性の悪い地盤上の流出に近いもので
あることを示しており，防災上の視点として重要である．同地点におけるハイドログラフの推定が，
①隣接河川額平川の出水データを用いて集中型流出モデルを適用する方法，②250m 国土数値情報に
より流域を擬河道と斜面に分離し Kinematic Wave モデルを適用する方法，および③斜面に
Kinematic Wave法，河道の洪水流に Dynamic Wave法を適用する方法によってそれぞれおこなわれ
た．これらによるピーク流量の推定値は，2000～2200 m3/sec，2,600m3/sec前後，2,680m3/secほど
となった．集中型と分布型の流出モデルで若干の違いが生じるが，集中型モデルでは流域平均雨量を
用いていること，水位流量曲線の外挿により流量変換がなされていることなどから，この程度の違い
は当然と考えられる． 

斜面崩壊・土砂生産 沙流川上流支川額平川流域は，1955 年～1993 年までの崩壊地面積率が 0.4％
未満であったが，8月台風災害後の航空写真読み取り結果では 1.5％と約 3.6倍に急増していることが
確認された．また，沙流川中流区間の小支川ルベシュベナイ川と下流区間のパラダイ川での実地調査
の結果，大量の渓床土砂堆積が発生しており，その量は大雨が記録されている 1992 年時の量に比べ
てルベシュベナイ川で 1.5 倍，パラダイ川で 1.8 倍になっていることが知られた．同様に厚別川でも
崩壊地面積率が 0.9％に達しており，賀張山地域 1998 年航空写真による崩壊地面積との比較で約 3

倍になっていることが認められた．これらは，今回の既往最大の豪雨がもたらした影響の規模を示し
ている． 

 崩壊の形態は，急勾配(30度～40度程度)の流盤の上に存在する厚さ数 10㎝～50㎝程度の森林土壌
が滑落した表層崩壊タイプが大部分を占める．しかし，地質や降雨経歴の違いに対応して異なるタイ
プが認められた． 

額平川流域における崩壊地発生の要因は，時間雨量（降雨強度）が最も強く関連しており，次いで
地質，斜面方向，斜面傾斜，総雨量の順であることが把握された．他流域での要因解析はなされてい
ないが，時間雨量（降雨強度）および総雨量が強く関連していることは明らかである．額平川流域の



単位面積あたり崩壊地面積・箇所数と植生分類の対応を見ると,広葉樹林,針広混交林で大きい値を示
す．額平川・厚別川流域での崩壊地発生は天然林で約75％を占め，人工林で特に多い傾向は見られな
い．また，両流域とも天然林と人工林の崩壊地面積割合は同様の傾向を示している． 
崩壊土砂量，河道到達土砂量，河道流出土砂量として以下の推定値が得られた．額平川流域では約

800 万 m3(見かけ体積)の崩壊土砂量が発生し，うち河道に到達した崩壊地土砂量は約 250 万 m3(見かけ
体積)であり，このうちの 48 万 m3（実質体積）が貫気別地点から SS として流出（表面採水による SS
濃度計測値から計算）したものと推定された．また，額平川合流点より上流の沙流川本川流域におけ
る崩壊土砂量，河道到達土砂量は未調査で不明であるが，河道流出土砂量は幌毛志地点の表面採水に
よる SS濃度計測から 74 万 m3（実質体積）であったものと推定された．崩壊土砂の空隙率が不明なの
で，河道到達土砂のうち実際に流出したものの割合は明らかでない．既往値の空隙率 32％を用いた場
合，額平川での流出割合は 30～40％ほどになる．この評価は，河道におけるさまざまな形の不安定土
砂が 60～70％近く残留していることを示唆するものであり，今後より詳しい調査が必要である．二風
谷ダム地点ならびに下流数地点における SS 濃度と流量観測値から，今回洪水による貯水池の堆砂量が
実質体積で 74万 m3 程と推定された．この値は深浅測量による堆砂量の推定結果にほぼ等しく，平常
年の年堆砂量のおよそ 2 年分に相当する． 
 一方，厚別川流域の主要崩壊地は，本川上流域，支川里平川上流域，里平川支川ウエンテシカン川
上流，比宇川上流域などに分布しており，流域全体の崩壊土砂量は約 180万～190万 m3(見かけ体積)

と推測された．崩壊土砂量の多い里平川本川上流域，比宇川上流域，ウェンテシカン川上流域から支
川河道に流入した土砂量の計は約 42万 5千 m3，それら以外の 10流域での支川河道・本川河道への
流入土砂量の計は約 1 万 4 千 m3と見積もられた．また，崩壊地近傍地山の粒度分布試験結果をもと
に，厚別川流域全体のウォッシュロードの流出量を推定した結果は約 36万～72万 m3であった． 

流木発生 額平川の崩壊地からの発生流木量は，実質体積で8万1千m3と見積もられた．これらのうち，
河道に到達した流木量は約2万6千m3であり，さらに下流に流出（河岸や貯水池に堆積したものを含む）
したものの割合は約20％と推定された．また,額平川流域と厚別川流域の単位面積あたり流木発生量は，
ほぼ同様（211m3/km2～248 m3/km2）の傾向をもつと判断された．流域発生流木量と河道末端（海域も
しくはダム貯水池）に流出した流木量の流出率を推定した結果,平成4年の沙流川の結果と,今回の額平
川の結果はほぼ同じオーダー（約1割）であった． 
洪水流特性 沙流川は，平取観測所において計画高水位（27.55m）を最大 74cm 超過したのをはじめ，
富川観測所においても計画高水位（7.06m）を最大 60cm 超過するなど，最高水位を更新した．二風谷
ダム下流のほぼ全区間にわたり，洪水時水位が計画高水位を越える非常に高い水位となった．もし二
風谷ダムに流れ込んだ洪水がそのまま下流に流れていたとすると，場所によっては堤防を越える水位
となり，堤防が決壊するなど甚大な被害が発生したものと考えられる。一方、二風谷ダム上流に位置
する額平川の洪水痕跡結果では，堤防天橋まで痕跡水位が達し，左岸側で 5箇所，右岸側で 2箇所に
おいて越流が生じ，外水氾濫が生じている． 

一方，厚別川の洪水流量は赤無橋地点で 2,000 ㎥/ｓを越え，現況河道の流下能力（赤無橋地点で
1,000㎥/ｓ程度）をはるかに上まわって河口から里平川合流点まで全区間で氾濫した．下流既改修区
間では，越水や破堤による氾濫水が堤内地をあたかも河道のように流れた．上・中流の未改修区間で
も河道流下能力の不足から洪水流があふれ，山すそから山すそまでの谷部（平地部）がすべて氾濫原
となった．比宇川の合流点付近では河道が屈曲しているほか，橋梁の流下能力もなく，氾濫流は複雑
な流れとなり本川支川とも広範囲に氾濫した．2 次元浅水流モデルを基本とした数値解析の結果は，こ
れらの複雑な流れをよく再現している．特に，氾濫原が冠水時に巨大複列砂州の性質を発揮したこと
を示し，比宇川合流点付近の複雑流を解きほぐして説明した． 
土砂輸送と河道変動の特性 二風谷ダム上流端における SS 濃度・流量計測の結果および欠測部の補



完データから，今洪水における流入土砂量が実質体積で 180 万 m3と推定された．ダム放流地点での流
出流砂量が 106 万 m3であり，差し引き 74万 m3ほどの貯水池堆砂が推定された．前述のように，これ
は平常年の堆砂量の２年分に相当する．河口に近い沙流川橋での流出総量は 101万 m3とカウントされ
ており，ダム下流の河道中に 5 万 m3ほどの堆積が生じたことになる．この量はわずかであり，実際，
沙流川本川河道の平均河床高は平取観測所付近で低水路左岸部に洗掘が生じている以外，出水前後に
おいて大きな変化が認められない．しかし，二風谷ダム下流 3 地点で実測された SS 濃度は，上昇期
および減衰期とも同時刻のダム放流地点 SS 濃度よりも高く，同地点の SS 負荷量（総浮遊砂量）も
上昇期でダム放流負荷量よりも大きな値をとっていた．また，標識埋設をおこなった調査地点で，一
度大きく侵食されその後上流土砂によって埋め戻されたことを示す箇所が多数見つかった．これらの
ことから本洪水では，水位の上昇期に河岸が侵食されて高濃度の SS が生じ，水位下降時に堆積によ
る埋め戻しが起こったものと推定された． 

上流宿主別川の治山ダムでは，出水後ダム下流に顕著な土砂堆積が生じている．また，額平川 3 号
ダムでも土砂が堆積し，出水前に約 5m あった落差が出水後に 1.3m ほどに縮小している．これらの砂
防ダムは，流木・土砂を捕捉し下流被害を軽減する効果を発揮しているものと判断された． 
 厚別川流域では，崩壊・土石流により約 180万 m3（見かけ体積）にのぼる大量の土砂が生産された
と想定される．しかし，支川中・下流域，本川での河床上昇は均してみると数 10㎝程度であった．里
平川，比宇川に流入する支沢からの流出土砂のうち，礫成分の多くが出口付近や段丘上で捕捉された
こと，流出した砂成分が比較的下流にまで達したことなどが理由として考えられる．ただし，河道自
体には大きな変動が生じている．大規模氾濫は，瓢箪状に連なる氾濫原を最大 2m 以上の水深で覆っ
ており，これらは基本的に大規模複列砂州流れの性質を示した．この結果，砂州前縁部に相当する氾
濫原の左右端において新水路の出現を含む大きな河道変動が生じた．また，複列砂州の腹部に相当す
る氾濫原の中央では，粘性土～シルトおよび砂からなる土砂が比較的厚く堆積した．複列の河道が合
流収束し再び分岐する節の部分（大規模砂州の先端部，８の字流の交点）では，低水路と堤防の浸食・
決壊が集中して起こっている．この場所の上流側は複列砂州上の流れと２つの主流が集まる場所であ
り，堤防および低水路河岸の決壊は堤内側からの流入流れによってもたらされている．また，この場
所の下流側は収束した流れが再び砂州上に乗り上げる場所であり，乗り上げ部の河岸および堤防が堤
外側から破壊されている．両者とも，低水路法線または堤防法線が谷軸に対してなす角度の大きい場
所で広い範囲にわたり破壊されている．今後の河道計画において留意すべきである． 

流木の挙動と影響 

沙流川流域で広範囲な流木調査をおこない，山地域から樹齢数十年の針葉樹等が，高水敷からは樹
齢 15年程度のﾔﾅｷﾞ類等 280m３が流木として河道へ流出したことを確かめた．海域まで流出しなかっ
た流木の内，約 2万 4千 m３が二風谷ダム貯水池に滞留し，河道内には約 8,600 m３が堆積した．河道
内に堆積した流木はその殆どが河畔林に堆積し，河口付近では河畔性，山地性樹種の占める割合がほ
ぼ同じであり，上流側では山地性樹種の占める割合が多く，流木全体の約 6割が新規流木であること
が明らかとなった．また，河道内の河畔林の流木化を考察すると，河口から二風谷ダム間の流木堆積
量約 3,400 m３に対し，河畔林の流出量は低水路沿い等から流出した 8%の 280m３であり，同区間の
全河畔林量のわずか 5%であった．河畔林の流出は，河口付近ではその堆積状況に影響を与えている
が，河川全体に影響を与えたとは言い難い．その一方，河口～二風谷ダム間で流木堆積量の 85%，約
2,900 m３が河畔林によって捕捉されている． 

厚別川流域における堆積流木の実材積は，約 4万 6千 m3と推定された．その約 7割が里平川流域
と本川上～中流域におけるものであり，これらの約 8割が山腹から流出している．また，樹種区分で
は広葉樹が 9割を占め，施業が行われている人工林（針葉樹）由来の流木は少ないものと判断された． 

一方，谷幅一杯に洪水流が流下したため，河畔林の流出も顕著であった．河畔林の倒伏および流失面



積は，それぞれ 66haおよび 32haであり，被害林の実材積は約 7,800m3と推計されている．しかし，
河畔林による流木捕捉量は約 11,100m3と見積もられており，流出量の 7,800m3を上回っている．沙
流川と同様に，厚別川の河畔林は自身が流木の発生源となったが，それ以上の流木を捕捉したものと
いえる．河畔林は，生態系の保護や中小洪水に対する河岸保護の役目だけでなく，今回のような大出
水時の流木捕捉効果を有しており，今後とも存置されるべきものと判断される． 

流木による被害は橋梁において顕著であった．調査した貫気別橋およびアブシトエナイ橋では橋
脚・橋桁に多くの流木が引っかかっており，貫別橋では上流側の人道橋が流下方向に傾斜し，アブシ
トエナイ橋では 4径間の橋桁のうち 2つが流失する被害を受けていた．両橋とも橋桁上部に泥が堆積
しており，洪水時に冠水したことが想定された．特に，アブシトエナイ橋の直上下流の痕跡水位には
水位差が存在し，橋梁による堰き上がりの痕跡が確認された．また，栄進橋のように橋台背面の道路
盛土が氾濫流により浸食を受ける形態の被害が発生している．同様の道路盛土の浸食は沙流川や厚別
川流域以外でも多数発生しており，今回洪水の重要な特徴である．今後の詳しい検討と対策が急がれ
る． 

沿岸域での細粒土砂挙動 沙流川および鵡川の河口域における土砂堆積調査の結果，今回の洪水でそ
れぞれ 290 万ｔ（実質体積 109 万 m3），190 万ｔ（同 72 万 m3）の土砂が沿岸域に堆積したものと
判断された．前者の数字は，沙流川橋での流出総量 101万 m3よりやや多いがほぼ一致している．沙流
川では，河口から 10km以上，水深 30m以上の広い海域に堆積し，堆積層厚は河口沿岸域で 10～27cm

程度であった．鵡川では，河口から約 3km程度までの水深 13m以浅の海域に堆積し，堆積層厚は河
口沿岸域で 10～20cm程度であった．両河川の沿岸域堆積厚は洪水流量規模ほどの差はない．これは，
沙流川河口域の細粒土砂堆積がより広域に及んだためと考えられる． 

40 日後，60 日後の堆積調査では，沙流川河口域で堆積層厚の緩慢な減少が認められたものの，60

日後でも 10 ㎝以上の堆積地点が見られた．鵡川河口域では，河口に近い 2 ㎞地点で堆積層厚の非減
少ないしは増加が認められたが，それ以外の地点では層厚減少が明瞭であった．60日後では，河口か
ら 2 ㎞の地点で 3～4 ㎝，それ以外の地点で 1 ㎝以下であった．鵡川河口域での堆積層厚の減少は，
波・流れによる土砂移動が原因と考えられる．沙流川河口域で堆積層が大きく減少しなかった原因は，
周辺海域から移動堆積する土砂が多かったこと，大洪水後も沙流川から細粒土砂の流出が続いたこと
等が考えられるが，原因を特定するまでに至らなかった． 

洪水後の柱状土砂分布データから，新しく堆積した細粒成分以外の底質が細砂と砂礫からなってい
ることがわかる．両河川の河口沿岸域でも洪水前には細砂以上の粗い粒径が多く，洪水によるウォッ
シュロード等の細粒成分の堆積が表層底質粒径を大きく変化させることがわかる．この変化は，海底
に生息しているベントス等の生物にとっては重要な問題である．今後は，下層にある平常時の底質粒
径も調べておく必要がある．  

ニ風谷ダム流入量の検討 ダムによる貯水効果を判定する上で，ダム貯水池への流入量推定が精度よ
くおこなわれたか否かは非常に重要な問題である．北海道開発局二風谷ダム管理所では，2 秒ごとの
水位データを 1 分間にわたり平均して基本水位データとし，ある時刻の水位とそれから 10 分前（洪
水時に適する設定値）の水位についてそれぞれ容量換算をおこない，その差を 600秒で除した値に当
該時刻の放流量を加えた値をもって推定流入量としている．この方法は，セイシュなどによる貯水池
の水面変動が激しくない場合には良好な結果が得られるが，その影響が無視できない状況では見かけ
の推定値が得られてしまう．今回の流入量推定ではピーク近くで短い周期の変動が見られ，雑音成分
の含まれている可能性が認められた．このため，固有のセイシュ振動をあらかじめ除去する方法によ
る流入量推定を試み，検討をおこなった． 

結果はピーク流量の近傍をのぞき，ダム管理所の方法による結果とほとんど変わりがなかった．し
かし，ダム管理所のピーク流量推定値が約 6350m3/s となっているのに対し，後者の方法によるピー



ク流量推定値は約 6160m3/s と見積もられた．ダムの効果を最大流入量と最大放流量の差で評価した
場合，後者の流入量推定値を用いるとおよそ 6160－5500=660m3/sとなり，管理所における推定値を
用いると 6350－5500＝850m3/sとなる．二風谷ダムの計画最大流入量は 4100 m3/s，計画最大放流量
は 3850 m3/sであってその差は 250 m3/sであり，これらの値に比較すると今回の実績は極めて大きい
ということができる． 

災害意識調査 本災害の後に，災害時の情報共有のあり方に関する委員会が設置され，住民アンケー
トが実施された．日高地域各町の 622名による回答から，以下のような問題が浮き彫りにされた． 
「大雨警報」など崖崩れや河川氾濫の注意・警戒を呼びかける「気象情報」を知っていた住民は，75

ないし 80%にのぼっている．しかし，情報を得ていたにもかかわらず災害発生を予測した人は 62%に
留まっていた．残りの人々は，近くで災害が起るとは思わなかったと回答している．結果的に予報を
上回る 350 ミリという降雨が，「災害をもたらすような多い雨量だと」認識した人は半数に満たなか
った．情報の伝え方にもうひと工夫要ることは明らかである．地域の災害特性を住民が正しく理解で
きるような方策が，行政だけでなく防災研究者にも求められているものと判断された． 
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