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平成28年8月北海道大雨激甚災害時に浸水した市街地を対象とし，市街地の上流域における降雨の時系
列分布及び市街地に流入した水の流れを分析した．今回の大雨では，山間部の雨量計が少ない範囲に非常
に強い降水があったため，雨量計のみを監視した場合に，出水の規模を見誤る可能性があることがわかっ
た．また，市街地における水の流れは微地形や施設に強く影響を受けていることがわかった．
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1. はじめに
平成28年8月30日に岩手県に上陸した台風10号により，
北海道には温かく湿った空気が流入し，8月29日から太
平洋側東部を中心に雨が続き，8月31日までの総雨量は
日高山脈周辺において300mmを超える大雨となった1)．
これにより，空知川，札内川など9河川において堤防が
決壊，79河川において氾濫が発生し，甚大な被害が発生
した2)．本稿では，台風10号の大雨により浸水した南富
良野町幾寅市街地，新得町新得市街地，清水町清水市街
地，芽室町芽室市街地を対象に，これらの市街地に流入
する河川の流域における降雨の時空間分布を分析すると
ともに，市街地に流入した水の流れを分析した．

2. 対象市街地及び分析の方法
対象とした市街地を図-1に示す．幾寅市街地は空知川
流域の上流部，新得市街地及び清水市街地は佐幌川流域
の上中流部，芽室市街地は十勝川流域の中流部に位置す
る．いずれの市街地も大雨となった日高山脈の周辺に位
置している．降水分布の分析には，気象庁の解析雨量及
びWebによりデータが公開されているアメダス，国土交
通省の河川及び道路テレメータの雨量データを用い，対
象期間は台風10号による一連の降雨が含まれるよう8月
28日1:00から9月1日0:00（96時間）とした．市街地に流入
する河川の流域は，国土地理院の基盤地図情報数値標高
モデル（10mメッシュ）から特定した．市街地において
浸水したと考えられる範囲は，浸水時に国土交通省がヘ
リコプターから撮影した映像，国土地理院が撮影した斜
め写真を用いて目視により特定した．水の流れの分析に
は，基盤地図情報数値標高モデル（5mメッシュ）及び
治水地形分類図（国土地理院）を用い，あわせて現地踏
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図-1 対象とした市街地及び河川の流域

図-2 日高山脈周辺における降雨量の分布

図-3 幾寅市街地に流入する河川の流域の降雨分布

図-4 幾寅市街地の浸水範囲と水が流入出した主な地点

査を行った．なお，基盤地図情報数値標高モデル（5m
メッシュ）が整備されていない清水市街地については，
人工衛星画像から作成した標高モデル（AW3D®3））を用
いて市街地に流入した水の流れを分析した．また，市街
地に立地する公共施設，福祉施設，避難所の位置は，国
土数値情報（国土交通省）を用いて特定した．

3. 結果
(1) 降雨の分布
図-2に大雨となった日高山脈周辺における，解析雨量
から求めた8月28日1:00から9月1日0:00までの96時間降雨
量の分布を示す．併せて，解析雨量において時間雨量及
び積算雨量が最大となったメッシュ，時間雨量もしくは
積算雨量が最大となった雨量観測地点における時間降雨
量及び積算降雨量を示す．グラフの縦軸は左側が時間雨
量，右側が積算雨量である．図より，日高山脈周辺にお
いて，局所的に強い降雨があったことがわかる．また，
グラフより，浸水した4市街地に関係する河川の流域に
おいては，8月29日からやや強い雨が2日間にわたって継
続した後，8月31日の未明に短時間の激しい雨があった
ことがわかる．
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(2) 幾寅市街地
幾寅市街地は南富良野町の中心市街地である．平成27
年の国勢調査（総務省）によると，幾寅市街地を含む字
幾寅には南富良野町の人口（2,555人）のうち約7割が居
住し，平成26年の経済センサス基礎調査（総務省）によ
ると，字幾寅には南富良野町の全事業所（173事業所）
のうち約7割が立地している．市街地の北側に空知川，
西側にユクトラシュベツ川が流れ，市街地中央部を松井
川が東西に貫流している．図-3に幾寅市街地に流入する
河川の流域における降雨分布を示す．背景は解析雨量か
ら求めた対象期間の積算雨量（96時間雨量）である．黒
丸は，アメダス，河川及び道路テレメータによる雨量観
測点である．グラフは，解析雨量から求めた市街地に流
入する河川の流域における流域平均雨量及び市街地の雨
量観測点における降雨量であり，縦軸は左側が時間雨量，
右側が積算雨量である．図-3を見ると，空知川流域は市
街地の直下流に位置する金山ダムの流域に含まれるため，
場所の偏りなく雨量計が設置されている．この流域は，
幾寅市街地上流の落合市街地において2つの小流域に分
かれるが，北側のシーソラプチ川流域に対して南側のル
オマンソラプチ川流域において時間雨量，積算雨量とも
に多く，流域平均雨量を比較すると，ルオマンソラプチ
川流域の積算雨量はシーソラプチ川流域の約2倍となっ
ている．幾寅市街地における流域平均雨量及びアメダス
幾寅のグラフを比較すると，流域平均雨量の方が多い．
これは，幾寅市街地は降雨量がそれほど多くなかった範
囲に含まれており，ルオマンソラプチ川流域における強
い降雨が反映されていないためと考えられる．
図-4に浸水したと考えられる範囲及び市街地において
水が流入出した主な地点を示す．図の背景は基盤地図情
報数値標高モデル（5mメッシュ）である．図中の赤点
線は，流出点を最下流地点とし，基盤地図情報数値標高
モデル（5mメッシュ）を用いて特定した流域界である．
治水地形分類図（更新版）によると，浸水した範囲は概
ね氾濫平野であり，浸水した範囲に含まれない幾寅駅周
辺は扇状地である．流入地点1は空知川の堤防が破堤し
た地点であり，ここから流入した水は，主に流出地点1
に向かう筋のような標高の低い箇所を通じて流出地点1
に達したと考えられる．治水地形分類図によると，この
筋のような地形は旧流路である．流出地点1に達した水
は，北側にある空知川の堤防と東側にある国道38号の太
平橋へのアプローチ部に囲まれて行き場を失い，空知川
の堤防を破堤させて市街地から流出したと考えられる．
また，空知川においては，幾寅市街地上流の複数の地点
において溢水しており，溢水した水は流入地点2より市
街地に流入している．ここから流入した水は，市街地を
横断し，流出地点1から3のいずれかから流出したと考え
られる．市街地北西側の緑丸で示した範囲に避難施設や
福祉施設が集中しているが，標高が低いため，浸水した
範囲に含まれる．一方，幾寅駅北側の緑丸で示した範囲

図-7 芽室市街地に流入する河川の流域の降水分布
図-5 新得市街地に流入する河川の流域の降水分布

図-6 新得市街地の浸水範囲と水が流入出した主な地点

には町役場，駐在所，消防署等の行政機関が集中してい
るが，標高が高いため浸水した範囲に含まれていない．
(3) 新得市街地
新得市街地は新得町の中心市街地である．平成27年の
国勢調査によると，新得市街地には新得町の人口
（6,288人）のうち約6割が居住し，平成26年の経済セン
サス基礎調査によると，新得市街地には新得町の全事業
所（378事業所）のうち約5割が立地している．市街地の
東側に佐幌川，北側にパンケ新得川，南側にペンケオタ
ソイ川が流れ，中新得川が市街地中央部を東西に貫流し
ている．図-5に新得市街地に流入する河川の流域におけ
る降雨分布を示す．図示した内容は図-3と同様である．
雨量計は，佐幌ダム及び国道274号が位置する佐幌川流
域に設置されているが，降雨量が非常に多かったパンケ
新得川流域及びペンケオタソイ川流域には設置されてい
ない．グラフを見ると，パンケ新得川及びペンケオタソ
イ川において時間雨量，積算雨量ともに多く，降水量が
それほど多くなかった範囲に含まれるアメダス新得と比
べて雨量の差が大きい．
図-6に浸水したと考えられる範囲と水が流入出した主
な地点を示す．図示した内容は図-4と同じである．流入
地点1はパンケ新得川右岸の河岸が大きく浸食された箇
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所である．ここから流入した水は，新得駅周辺の標高が
高いことから駅周辺を回り込むように佐幌川に沿って南
東に流下し，国道38号の標高が若干高いことから国道付
近において南に向きを変えている．流入地点1及び2から
流入した水は緑丸で示した範囲に達したと考えられるが，
この付近には，町役場，消防署，警察署といった行政機
関が多数立地している．市街地を貫流した水は，流出地
点1及び2において，それぞれペンケオタソイ川及び中新
得川に流出したと考えられる．新得駅周辺は標高が高い
ため，浸水した範囲に含まれていない．流出地点を最下
流地点として求めた流域界は，流入地点1から緑丸の範
囲に向かう浸水範囲を再現できていない．
(4) 芽室市街地
芽室市街地は芽室町の中心市街地であり，隣接する帯
広市のベッドダウンの性格を併せ持つ．平成27年の国勢
調査によると，芽室市街地には芽室町の人口（18,484人）
のうち約7割が居住し，平成26年の経済センサス基礎調
査によると，芽室市街地には芽室町の全事業所（790事
業所）のうち約5割が立地している．市街地の北側に十
勝川，西側に芽室川，東側に美生川が流れ，市街地中央
部の西側をピウカ川が南北に貫流している．図-7に芽室
市街地に流入する河川の流域における降雨分布を示す．
図示した内容は図-3と同様である．雨量計は十勝川流域
及び国道沿いに多く，降雨量が多かった芽室川流域及び
美生川流域は少ない．グラフを見ると，芽室川及び美生
川流域の時間雨量，積算雨量ともに大きく，降水量がそ
れほど多くなかった範囲に含まれるアメダス芽室と比較
すると雨量の差が非常に大きい．
図-8に芽室市街地において浸水したと考えられる範囲
を示す．図示した内容は図-4と同じである．流入地点1
及び2は芽室川の堤防が破堤した地点である．流入地点1
及び2から流入した水は，芽室川に沿って北に流下し，
国道38号に達すると，国道38号の標高が周辺と比較して
若干高いことから，この付近において東に向きを変える．
東に向きを変えた水は，このまま国道38号に沿って流下
し，芽室公園内の流出地点1においてピウカ川に流出し
ている．流出地点を最下流地点として求めた流域界は，

図-8 芽室市街地の浸水範囲と水が流入出した主な地点

図-10 清水市街地に流入する河川の流域の降水分布

図-9 芽室市街地の浸水範囲と浸水想定区域の比較

図-11 清水市街地の浸水範囲と水が流入出した主な地点

グラフを見ると，ペケレベツ川流域における時間雨量，
積算雨量ともに大きく，降水量がそれほど多くなかった
範囲に含まれる清水市街地の道路テレメータと比較する
と雨量の差が非常に大きい．
図-11に浸水したと考えられる範囲と水が流入した主
な地点を示す．図示した内容は図-4と同じであるが，背
景の標高は基盤地図情報数値標高モデル（10mメッシュ）
である．流入地点は市街地西側のペケレベツ川であり，
河岸が大きく浸食された箇所である．浸水した範囲は，
緊急輸送道路である国道274号に沿い，町役場等の行政
機関や避難所等が立地している緑色の範囲が含まれる．
清水市街地においては，基盤地図情報数値標高モデル
（5mメッシュ）が整備されておらず，微地形を把握で
きないため，現地踏査により水の流れを追跡した．図(5) 清水市街地
12に市街地に流入した水の流れを支配した主な地形及び
清水市街地は清水町の中心市街地である．平成27年の
施設を示す．清水市街地は北東に向かって標高が低くな
国勢調査によると，清水市街地には清水町の人口
るため，水は北東に流下しやすいと考えられる．流入地
（9,599人）のうち約6割が居住し，平成26年の経済セン
点から順に追跡すると，流入地点から市街地に流入した
サス基礎調査によると，清水市街地には清水町の全事業
水は写真1の地点に達する．ここは，国道274号がJR根室
所数（525事業所）のうち約6割が立地している．市街地
線を跨ぐ跨線橋があることから水は北東に誘導される．
の北東側郊外に佐幌川，南側にペケレベツ川が流れてい
次に写真2の地点に達し，周辺と比較して国道の標高が
る．図-10に清水市街地に流入する河川の流域における
低いことから（国道と交差する町道のセンターラインか
降雨分布を示す．内容は図-3と同様である．雨量計は，
ら確認できる），水は国道上を北東に誘導される．次に
佐幌ダム流域及び国道沿いに設置されており，降雨量が
非常に多かったペケレベツ川流域には1カ所のみである． 写真3の地点に達し，南東側にかさ上げ盛土されたグラ
流入地点からの浸水範囲を再現できていない．治水地形
分類図（初期整備版）を確認すると，主としてピウカ川
左岸が氾濫平野，ピウカ川右岸が扇状地であり，ピウカ
川沿いの一部に氾濫平野が分布している．この氾濫平野
の分布は図-8における標高が低い範囲に，扇状地の分布
は図-8における標高が低い範囲に概ね対応している．今
回浸水した範囲は，河川管理者により浸水想定区域が平
成21年10月に指定されていることから，今回浸水した範
囲と国土数値情報から入手した浸水想定区域を比較した
結果を図-9に示す．今回のように芽室川から市街地に水
が流入した場合を想定すると，浸水想定区域は今回浸水
した範囲と概ね一致している．
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図-12 清水市街地に流入した水の流れに影響した主な地形及び施設

ータを作成することが可能となっており3)，基盤地図情
報数値標高モデル（5mメッシュ）が整備されていない
地域における活用が期待される．そこで，清水市街地を
対象に，AW3D®のDSM 0.5mメッシュ及びDTM 0.5mメッ
シュを用い，市街地に流入した水の流れの分析を試みた．
ここで，DSM（Digital Surface Model）は地物等を除去し
ていない，建物や樹木等の表層を含む標高データであり，
DTM（Digital Terrain Model）は地物等を除去した地表面の
標高データである．基盤地図情報数値標高モデルは
DSMと同等である．市街地の中心部は含まれないが，
郊外の一部において基盤地図情報数値標高モデル（5m
図-13 清水市街地の浸水範囲と AW3D® DSM0.5m
メッシュ）が整備されていることから，これを真値とみ
なし，地物の影響が少ない幅員の広い道路において標高
を比較すると，AW3D®のDSM 0.5mはRMSE = 0.40m～
1.15m，AW3D®のDTM 0.5mはRMSE = 0.29m～0.92mであっ
た．ここでRMSEは，2乗平均平方根誤差である．図-13
及び図-14に図-11の背景をAW3D®のDSM 0.5mメッシュ
及びDTM 0.5mメッシュに変更した図をそれぞれ示す．
両図を概観すると，DSMは街区を鮮明に確認できるの
に対し，DTMは街区を鮮明に確認できず，標高が滑ら
かに変化しているように見える．また，浸水した範囲の
うち標高の低い箇所を最下流地点として求めた流域界は，
DSMから作成した場合とDTMから作成した場合に異な
る結果が得られ，浸水した範囲を良好に再現できたのは，
図-14 清水市街地の浸水範囲と AW3D® DTM0.5m
DSMである．図-13から清水市街地に流入した水の流れ
を再分析すると，浸水した範囲においては，緑丸で示し
ウンドがあることから水は北東に誘導される．次に写真
4の地点に達し，東側に標高が低い箇所（ソーラー発電
た範囲の標高が最も低く，標高の高い国道及びグラウン
ドに囲まれた窪地になっていることから，市街地に流入
所）があることから，この地点において水は東に向きを
した水は，ここに貯留されていた可能性がある．このた
変える．東に向きを変えた水は，写真5に示したように
め，緑丸の南側は，緑丸の範囲への貯留の進行に伴う水
国道38号の標高が周辺と比較して高いことから，国道38
号に沿って南に向きを変えた後，写真5の周辺において， 位上昇により浸水したと考えられる．なお，DSMから
特定した結果によると，緑丸の範囲に貯留された水の水
雨水排水施設により処理されたと考えられる．
位が国道38号の高さに達すると，貯留された水が図中赤
近年，人工衛星画像から高解像度かつ高精度の標高デ
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矢印の地点から国道の東側に流下するが，数mの標高差
があることから，今回は，この水位に達しなかったと考
えられる．

なる．基盤地図情報数値標高モデル及びAW3D® DTM は，
樹木や建物，交通施設等の人工構造物を除去した地表面
のデータであり，建物や人工構造物による流れの阻害は
考慮できない．考慮できる微地形はメッシュの水平解像
度に依存し，解像度が大きいほど小さな微地形を考慮で
4. 考察
きる．AW3D® DSMは，建物，交通施設等の人工構造物
(1) 降雨の分布と降雨の観測について
を除去していないことから，これらによる流れの阻害を
今回の台風による一連の降雨においては，日高山脈の
考慮できる．考慮できる建物及び人工構造物，微地形は，
周辺に局所的に強い降雨が見られた．一方で，Webによ
メッシュの水平解像度に依存し，解像度が大きいほど小
りデータが公開されている雨量観測地点は，国もしくは
さな地物や微地形を考慮できる．一方，樹木や高架構造
北海道が管理しているダム・河川の流域，山間部を通過
物等は，その表面の高さが標高なることから，その下部
する国道沿い，市街地に多い傾向が見られた．このため， を通過する流れを考慮することはできず，流れを阻害し
雨量計の監視のみでは強い降雨があったことを捉える事
てしまう．また，トンネルや地下構造物を通じた流れは，
ができなかった流域がある．加えて，各町において防災
どのデータも考慮できない．本稿において示した通り，
の拠点である町役場が立地する市街地においては，強い
これらのデータを用いて市街地に流入した水が流下する
降雨のあった山間部と比較して降雨量が非常に少なかっ
方向や水が集中する箇所等を概ね特定できるが，特定し
た．このため，レーダ観測による雨量を監視することが
た結果は，現地調査により検証する必要があると考えら
重要であったと考えられる．この際，関係する河川の流
れる．
域を正確に特定しておく必要がある．また，新たに雨量
計を設置して観測の空白域を無くすことは困難であると
5. まとめ
考えられるが，所有する施設の運営や管理のために雨量
平成28年8月北海道大雨激甚災害時に浸水した市街地
計を設置している企業等もあると考えられることから，
を対象とし，市街地の上流域における降雨の時系列分布
自治体等からデータの提供等を要請し，できるだけ雨量
及び市街地に流入した水の流れの分析した．
観測の空白域を少なくすることも一案と考えられる．
今回の大雨では，山間部の雨量計が少ない範囲に非常
に強い降水があったため，関係する河川の流域を正確に
(2) 市街地に流入した水の流れについて
把握し，レーダ観測による雨量を監視することが重要で
基盤地図情報数値標高モデル（5mメッシュ）や
®
AW3D といった高解像度かつ高精度の標高データを用
あったと考えられる．
いれば，市街地に流入した水が流下する方向や水が集中
市街地に流入した水が流下する方向や水が集中する箇
する箇所等を概ね特定でき，市街地における公共施設や
所は，航空レーザ測量や人工衛星画像から作成した標高
避難施設等の配置の情報と重ね合わせることにより，防
データから概ね特定でき，防災等に活用できる可能性が
災に活用できる可能性がある．しかし，データの誤差，
ある．しかし，結果はデータの誤差，微地形，地物等の
データの水平解像度では捕らえられない微地形，建物等
人工構造物に影響されるため，使用する標高モデルの誤
の人口構造物が影響する可能性がある．実際，新得市街
差や考慮できる事項を踏まえ，現地調査により結果を検
地（図-6）及び芽室市街地（図-8）においては，基盤地
証する必要があると考えられる．
図情報数値標高モデル（5mメッシュ）から特定した流
謝辞：一般財団法人リモートセンシング技術センター及
域界を跨ぐように水が流下しているが，これらの流域界
び株式会社NTTデータより清水市街地の標高モデル
は微地形であり，現地踏査の際に目視により特定できな
AW3D®を提供して頂いた．ここに記して謝意を表す．
かった．また，清水市街地（図-12）においては，陸橋
や盛土が水の流れに強く影響していた．洪水浸水想定区
域図作成マニュアル4)によると，浸水解析においては，
微地形や建物等の効果をできる限り考慮することを基本
としている．一方で，個々の建物の形状を境界条件とし
て取り込むことは，これに対応した浸水解析手法の確立
が必要なこと，計算に長時間を要すること，建物形状の
反映に膨大な作業が必要となること等の課題が残されて
おり，現地点において，実務に適用することは困難であ
ることが示されている．本稿においては，基盤地図情報
数値標高モデル及びAW3D®を用いて市街地に流入した
水の流れを分析したが，それぞれに考慮できる事項が異
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