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2013年９月台風第18号により小黒川で発生した土石流について
福山泰治郎 ・小野 裕 ・三木敦朗 ・平松晋也
信州大学農学部
要

約
平成25年（2013年）９月16日，台風第18号にともなう雨により小黒川で土石流が発生し，県道や林道，橋

に被害が生じた。土砂の流出・堆積状況や構造物の被害状況を踏査したところ，礫や流木による橋の閉塞，
損傷が見られ，迂回した流れによる橋の取り付け道路や護岸の洗掘や，道路上での土砂や流木の堆積が見ら
れた。右支渓の細沢では，新規に発生した表層崩壊は限られており，渓流内の不安定土砂の再移動が土砂生
産の主要因と考えられた。小黒川本川での渓岸崩壊の発生は少なく，河道内の不安定土砂の再移動により土
石流が発生したと考えられた。礫や流木による橋の閉塞や損傷，洗掘による道路の損傷を軽減し，災害後速
やかに復旧するためには，橋の上流での流木抑制対策や，橋の取り付け道路と護岸の強化が必要と考えられ
る。
キーワード：平成25年台風第18号，土石流，小黒川

はじめに
平成25年（2013年）９月15日から翌16日にかけて，

15日から９月16日にかけて雨が降り，アメダス浪合
（下伊那郡阿智村），阿南（下伊那郡阿南町）
，南信
濃（飯田市）では，２日間の降水量合計が200㎜を

長野県では台風第18号にともなう雨に見舞われ，伊

超えた。浪合では日最大１時間降水量73.5㎜を観測

那市の小黒川では９月16日に土石流が発生し，県道

し，飯田，白樺湖，辰野等でも１時間に40㎜を超え

202号線（西駒線）と林道，橋に被害が生じた。本

る大雨となった 。アメダス伊那（伊那市下新田，

稿は，2013年10月４日に現地踏査を行い，土石流の

標高633ⅿ，以下「伊那」
）では，９月15日から９月

発生状況を調査した結果を速報として取りまとめた

16日にかけて２日間の総降水量が81㎜，最大１時間

ものである。なお，小黒川源流部の信州大学農学部

降水量18㎜，アメダス宮田高原（上伊那郡宮田村，

附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター西

標高1,660ⅿ）では２日間の総降水量が105.5㎜，最

駒ステーションの演習林施設や道路の被害状況・復

大1時間降水量31.5㎜を観測した。図―２に示すよ

旧状況については，荒瀬ほか（2014） において報告

うに，最大１時間降水量が観測されたのは，伊那・

されている。
１．台風と降雨の状況
９月12日に太平洋で発生した台風第18号は，図―
１に示すように９月16日８時前に愛知県豊橋市付近
に上陸し，その後も勢力を維持したまま長野県南部，
関東地方を北東に進んだ。このため，近畿，東海，
関東地方を中心に大荒れの天気となり，長野県内で
も住宅半壊，床上，床下浸水，停電，農作物等の被
害が発生した。また，鉄道や高速道路など交通機関
にも大きな影響があった 。この台風によって，大
雨特別警報が同年８月30日の運用開始後初めて京都
府・滋賀県・福井県に適用された。
台風第18号の接近・通過に伴い，長野県では９月
受付日 2013年11月29日
受理日 2014年１月20日

図―１ 台風経路図（2013年第18号（Ｔ1318）
，気象庁
ホームページより引用）
経路上の 印は傍らに記した日の午前９時， 印は午
後９時の位置を示す。経路の実線は台風，破線は熱帯低
気圧・温帯低気圧の期間を示す。
Figure 1 Tropical cyclone tracks of T1318
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宮田高原ともに９月16日10時から11時である。この

雨量は178㎜以上，最大降雨強度は40㎜以上であっ

降雨にともない，伊那市では土砂災害警戒情報が９

たことから

月16日10時に発表され，同日18時半に解除された。

日から９月16日の総降雨量・最大降雨強度ともに伊

土石流発生時点の小黒川流域内の降雨量が不明で

，小黒川流域上流では2013年９月15

那よりも大きかった可能性が高い。

あるため，図―３に示すように過去の観測データに
基づいて標高による雨量の変化を検討した。図―３
の雨量データは，土屋ほか（2005）で報告された西

２．流域の概要
小黒川は木曽山脈（中央アルプス）の将

頭山

駒演習林における1999年から2002年の９月の雨量観

（標高2,730ⅿ）を最高地点として東流し，標高630

測結果を抜粋して使用した。伊那の雨量データはア

ⅿで天竜川に合流する。流域面積は24.8㎢，流路延

メダス伊那のデータを使用した。観測地点の標高は，

長は12.5㎞である。河道に沿って県道西駒線が開設

伊那が633ⅿ，西駒演習林内の観測地点が1,235ⅿか

されており，木曽駒ヶ岳の登山口に接続している。

ら2,400ⅿである。月最大日雨量，月最大時間雨量

源流部の北東斜面には信州大学農学部附属アルプス

ともに高標高地点ほど高い傾向が見られ，西駒演習

圏フィールド科学教育研究センター西駒ステーショ

林内の月最大日雨量は伊那の1.5‑4.2倍，月最大時

ンが設置されている。西駒ステーションは桂小場試

間雨量は1.4‑2.8倍に達した。伊那では，2013年９

験地（標高1,215ⅿ〜1,275ⅿ）と西駒演習林（標高

月15日から９月16日の２日間の総降水量が81㎜，最

1,410ⅿ〜2,672ⅿ）で構成される。地質は領家変成

大1時間降水量18㎜であったが，上述のような高標

帯に属し，粘板岩，砂岩由来のホルンフェルス（接

高地点ほど雨量が多いという降雨分布特性があるこ

触変成岩）で覆われている。標高1,700ⅿ以上では

とや，1981年と2004年に土石流が発生した時の総降

木曽駒花崗岩となる。
３．既往の土砂災害
小黒川流域は，地形が急峻でこれまでにもたびた
び土砂流出にともなう道路の損壊などの被害が発生
し，砂防堰堤・治山堰堤・床固工などの施設が多数
配置されている。報告されている既往の災害として
は，1981年 と2004年 に 発 生 し た ２ 件 が あ る

。

1981年５月15日には，総降雨量178㎜，最大時間雨
量45㎜の豪雨にともない，小黒川右支細沢で土石流
が発生した 。また，2004年10月20日には，台風23
図―２ 2013年９月16日の降雨強度および累加雨量（ア
メダス伊那・宮田高原）
Figure 2 Hourly and cumulative rainfall on 16 September 2013 at rain‑gauge stations of Ina and
Miyada‑Kogen

号による降雨（桂小場試験地で総降雨量310㎜，最
大時間雨量40.5㎜）にともない，西メツラ沢と大六
沢をはじめとするほとんどの支渓で土砂流出が発生
するとともに，小黒川本川で渓床堆積物の再移動に

図―３ 伊那と小黒川流域内の観測地点における標高と雨量の関係
Figure 3 Relationship between elevation and rainfall records
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図―４

小黒川流域地形図
（5000分の1地形図（信州大学農学部附属西駒演習林林班図）に加筆）
Figure 4 Topographic map of Oguro‑gawa river watershed

すように新たに土砂が堆積していた。道路では，写
真３に示すようにアスファルト舗装の一部が剥がれ，
従来の地盤（河床礫）が露出していた。路上には，
最大径約80㎝の礫と流木が点在し，道路脇の側壁に
は，最大高さ1.3ⅿまで擦過痕が見られ，土砂と流
木が流下したことが伺われた。現地踏査時点では，
写真１のように橋の左岸側が深さ約２ⅿ浸食され，
橋を迂回する流路が形成されていた。
桂小場橋の直下流（左支渓 大ゼリ沢の合流地点
図−５ 小黒川河床縦断図
Figure 5 Stream‑proﬁle of Oguro‑gawa river

よる土石流が発生した 。

付近）では，写真５に示すように，最大径２ⅿの礫
が流木とともに堆積していた。図―４に示すように，
大ゼリ沢の合流地点の下流で河道が南東に屈曲して
いるために，この地点が堆積域になったと考えられ

４．土石流の発生状況

る。河道内の樹木は，現河床から２ⅿの高さまで樹

2013年10月４日に現地踏査を行い，土石流の発生

皮が剥がれていた。大ゼリ沢から土砂が流入した痕

状況を調査した結果，特に被害の大きかった地点や，

跡は見られなかった。桂小場橋では，踏査時には閉

土砂堆積や洗掘が顕著であった地点（つばめ沢橋，

塞はしていなかったが，写真６のように橋の右岸側

桂小場橋，広小橋，細沢橋 図―４）について下流

上流部が洗掘され，橋上に流木や土砂が残存し（写

から順に記述する。これらの地点の河床勾配は７

真７）
，写真８に示すようにコンクリート製の橋脚

〜８°
であった（図―５）
。

および橋桁の上流側が激しく損傷していたことから，

つばめ沢橋（図―４）では，写真１，２のように

ピーク時には水位が橋桁を越えていた可能性がある。

流木と礫（最大径約１ⅿ）で閉塞していたため，流

また，左岸側の道路には，写真９のように最大径20

れが橋を迂回し，左岸側の道路上に溢れ出た状況が

㎝程度の礫と土砂が堆積していた。これは，後述の

見て取れた。左岸側のカラマツ林には，写真３に示

ように上流部（広小橋）で河道が閉塞し，溢れた水
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写真１
Photo 1

つばめ沢橋の閉塞と側岸の洗掘状況（左岸上流側から撮影）
Dam‑up and scouring at Tsubamezawa bridge, picture taken from upstream left bank

写真４ つばめ沢橋左岸の道路における流下痕跡
Photo 4
写真２ つばめ沢橋の閉塞と側岸の洗掘状況（左岸側か
ら撮影）
Photo 2 Dam‑up and scouring at Tsubamezawa

Flow‑down mark leaved on a retaining
wall at left bank of Tsubamezawa bridge

bridge, picture taken from left bank

写真５ 桂小場橋下流の堆積域
Photo 5

Sediment deposition on downstream of
Katsurakoba bridge

写真３ つばめ沢橋左岸の土砂堆積状況
Photo 3

Sediment accumulation at left bank of
Tsubamezawa bridge

河床からの高さと最大幅を光波測距儀で計測したと
ころ，流路幅は最大約30ⅿ，河床からの水位は最大
約５ⅿであった。広小橋下流の右岸では，写真13に

と土砂が道路を流下したためと考えられる。

示すように最大高さ約２ⅿの新たな渓岸崩壊が見ら

広小橋では，写真10のように礫や流木によって閉

れた。踏査を行ったキャンプ場から小黒川砂防堰堤

塞し，写真11，12のように左岸側に溢流した痕跡が

の下流までの間では，上述の渓岸崩壊以外に大規模

見られた。左岸側の道路（橋の取り付け道路）は２

な崩壊は見られなかった。

ⅿ以上洗掘され，道路上には長径約２ⅿの巨礫が留

細沢橋は，小黒川の右支渓である細沢が本川に合

まっていた（写真10）
。広小橋の地点で流下痕跡の

流する地点に設置された橋であるが，写真14のよう
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写真８ 桂小場橋の橋脚および橋桁の損傷状況（左岸上
流側から撮影）
Photo 8

Damage in pier and girder of Katsurakoba
bridge

写真６ 桂小場橋右岸側上流部の洗掘
Photo 6

Scouring at upstream right bank of Katsurakoba bridge

写真９ 桂小場橋左岸側道路の土砂堆積状況
Photo 9

Sediment deposition on road at downstream left bank of Katsurakoba bridge

写真７ 桂小場橋の流木の堆積状況（左岸から撮影）
Photo 7

Accumulation of woody debris at Katsurakoba bridge

に礫で閉塞し，写真15に示すように本川右岸の林道
に礫が流出・堆積していた。細沢の最下流に設置さ
れた谷止工は写真16で示すように満砂し，袖部には
新たな損傷が見られた。災害後に流域の調査を行っ
た長野県上伊那地方事務所林務課治山係より提供さ

写真10 広小橋の閉塞と洗掘の状況

れた写真と平面図等の資料から，細沢流域内では写

Photo 10 Dam‑up and scouring at Hiroko bridge,
picture taken from left bank

真17のように渓流内に堆積した不安定土砂の侵食や
渓岸崩壊により土砂が生産されたことがうかがわれ
た。空中写真から写真18（図―４におおよその位置

は新規の崩壊よりも渓流内の不安定土砂の再移動が

を示す）に示すように新たな表層崩壊（幅約30ⅿ，

主な土砂生産の要因だったと考えられる。

長さ約100ⅿ）が１ヶ所見つかっているが，他に大
規模な新規崩壊は見られないことから，この流域で
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写真11 広小橋下流左岸側の道路への流出の痕跡（上流
側から撮影）

写真14 細沢橋の閉塞状況
Photo 14 Blockade at Hosozawa bridge

Photo 11 Sediment deposition on left bank of Hiroko
bridge showing overﬂow, picture taken from
upstream left bank

写真15 細沢から林道（小黒川右岸）に流出した土砂の
堆積状況

写真12 広小橋下流左岸側の道路への流出の痕跡（下流
側から撮影）

Photo 15 Sediment deposition on road along Oguro
‑gawa river from Hosozawa branch

Photo 12 Sediment deposition on road at left bank of
Hiroko bridge showing overﬂow, picture
taken from downstream left bank

写真16 細沢谷止工（最下流）の満砂状況と袖部の新た
な損傷
写真13 広小橋下流右岸側の渓岸崩壊
Photo 13 Bank collapse occurred at downstream
right bank of Hiroko bridge

Photo 16 Sediment deposition and damage at the
check dam of Hosozawa
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写真17 細沢 河床の状況
（写真提供：長野県上伊那地方事務所林務課治山係）

写真18 細沢流域 左岸側崩壊地（空中写真）
（写真提供：長野県上伊那地方事務所林務課治山係）

Photo 17 Erosion on channel bed of Hosozawa

Photo 18 Newly occurred landslide scar within Hosozawa watershed (Aerial photo)

５．おわりに
平成25年（2013年）９月16日,台風第18号にとも

謝

なう降雨により，小黒川で土石流が発生し，県道や

辞

林道，橋に被害が生じた。流域の一部を踏査し，土

本研究において，長野県上伊那地方事務所林務課

砂の流出・堆積状況や構造物の被害状況を調査した

治山係より細沢流域の調査資料の提供を受けました。

ところ，礫や流木が橋を閉塞し，橋の損傷が見られ

記して感謝いたします。

た。また，迂回した流れが橋の取り付け道路や護岸
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は，山岳域での雨量を正確に捉えることも極めて重

1：107‑122.

要である。
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A debris ﬂow occurred at the Oguro‑gawa river on September 2013,
due to typhoon Man‑yi (T1318)
Taijiro FUKUYAM A , Hiroshi ONO , Atsuro M IKI and Shinya HIRAMATSU
Faculty of Agriculture, Shinshu University

Summary
Due to the approach of typhoon M an‑yi (T1318)to Tokai,Chubu and Kanto region from 15th to 16th
September 2013,total rainfall was recorded more than 200 mm in southern part of Nagano Prefecture.At
M iyada‑Kogen, it was recorded that total rainfall was 105.5 mm and 31.5 mm of maximum hourly
precipitation, and a debris ﬂow occurred at the Oguro‑gawa river, Ina city. We reported the debris ﬂow
occurrence and meteorological conditions. There found accumulation at some bridges by sediment and
ﬂoating log.And there was road destruction bybank scouring and sediment deposition.Therefore,ﬂoating
log prevention structures and bank protection works will mitigate dam‑up at bridge and scouring. At
Hosozawa,a right tributary of Oguro‑gawa river,newly occurred landslide scar was limited.There was
only few bank collapse along Oguro‑gawa river. Therefore main factor of debris ﬂow occurrence was
thought as remobilization of unstable deposits on channel bed.
Key word：Typhoon Man‑yi (T1318), Debris ﬂow, Oguro‑gawa river

