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平成 21 年台風 9 号による兵庫県佐用町河川災害について 

 
      神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 

          藤田 一郎 

 

１．はじめに 

 

2009 年（平成 21 年）８月８日９時に日本の南海上で熱帯低気圧が発生し，北上しながら

発達して８月９日 15 時に台風第９号となった．北上を続けた台風第９号は 10 日には四国，

紀伊半島の沖を北東に進み，11 日には東海地方，関東地方の沖を東に進路を変え，13 日には

日本の東海上へ抜けて熱帯低気圧となった．この台風第９号のもたらした湿った空気の影響

で，８月８日から 11 日にかけて西日本から東日本，東北地方にわたる広い範囲において大雨

が発生し，各地で甚大な災害が発生した．このうち，特に 8 月 9 日から 10 日にかけて発生し

た豪雨は，兵庫県内播磨北西部から但馬南部にかけて記録的な大雨をもたらし，佐用町を含

む兵庫県北西部では，洪水氾濫，がけ崩れ，橋脚の流失などに加えて死者 18 名，行方不明者

２名を出すという大惨事が発生した．社団法人土木学会関西支部では，特に洪水被害の実態を

調べるために調査団を結成し，河川氾濫やの避難の状況，さらには橋脚被害を中心に調査を行った．

  

２．降雨の概要 

 

 今回の災害の要因となったのは，台風第９号の接近に伴ってもたらされた大量の雨である．

台風第９号の日本列島への上陸はなかったが，日本の南海上にあった大量の湿った空気が台風

の北上接近に伴って日本列島を縦断する形となった．特に，８月８日から11日にかけては，西

日本から東日本の太平洋側と東北地方の一部で大雨となり，四国では総雨量が700ミリを上回

る地域があったほか，徳島県，香川県，岡山県および兵庫県の一部では，８月の月降水量平年

値の２倍を越える記録的な大雨となった．日本南海上で発生した台風は８月９日から11日にか

けて日本列島に接近し，その後，東に抜けて熱帯低気圧から温帯低気圧に減衰している．台風

第9号では暴風域は発生しておらず， 低気圧が992hPa， 大風速が20m/sの強風域を伴う程度

であり，また，3日程度で熱帯低気圧へ減衰するなど台風の規模としては大型のものではなか

ったと言える． 

 8月9日の天気図と気象衛星赤外画像を図-2.1に示す1)．台風の北上に伴って大規模な雨雲領

域が日本列島を縦断するように誘発されており，この雨域が豪雨の要因となった．台風第９号

の直前に発生した台風第８号（MORAKOT）は，８月９日の段階では台風第９号の北西側に位置

しているが，この台風第８号は台湾を直撃して３日間で約3000ミリという世界記録的な豪雨と

それに伴う大水害を引き起こし，死者・行方不明者合わせて700名という災害をもたらした．

このことから，この時期の日本南海の海域では大量の水蒸気を伴う大気が発生していたことが

推察され，これらの大気の一部が台湾へ，他の部分が日本列島へ運ばれた結果，各地域で豪雨
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災害が発生する結果となった． 

 24時間降水量については，兵庫県佐用町で過去 大の187mmの1.75倍に相当する327mmという

豪雨，岡山県美作では過去の記録の1.08倍の大雨が発生している．佐用町を流れる千種川の河

川整備基本方針では265mmの降雨が想定されていたが，今回の豪雨ではその値の1.23倍の降雨

が発生したことになる．佐用町では１時間降水量についても過去 大の1.56倍の87mmという降

水量があり，大幅な記録更新となった．この1.56倍という倍率は，他の記録更新地域が過去

図-2.2 千種川における雨量分布 3) 

図-2.1 天気図と気象衛星赤外画像（8 月 9 日 9 時）1) 
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大の1.2～1.3倍程度であったことと比較すると際立った数値である． 

佐用町に降雨が集中したことは図-2.2に示した雨量分布3)からも明らかである．ただ，通常

なら雨量分布は大気の移動に伴って西から東へその場所を移していくはずであるが，気象庁や

国土交通省のレーダのデータを動画にしてみると，佐用町周辺に集中した雨量分布はある時間

の間は一所に留まっているように見える．このことが，記録的な豪雨をもたらしたものと考え

られる．この雨量分布の滞留については，前述のように，紀伊半島側から北西方向に大量の水

蒸気が供給され続けたこともその原因として考えられるが，詳細な分析については今後の検討

が必要である． 

 

３．洪水時における河川・水文諸量の特徴 

 

 千種川では，様々な地点で河川・水文観測が行

われており，これらのデータから今回の洪水の実

態をある程度明らかにすることができる．図-3.1

に示したのは千種川流域で整備されている観測網

である．流域周辺を含めると，水位計は8箇所，雨

量計は9箇所，そしてライブカメラは４箇所（上郡

のライブカメラは未公開）に設置してある．水位

データは10分間毎に平均された値が更新され，雨

量データも10分毎に更新される．各地点における

水位データのハイドログラフを図-3.2に示す．８

月９日の夜半から深夜にかけて各地点で水位が急

上昇していることがわかる．特に，佐用川・千種

川合流点の佐用川上流に位置する円光寺では，８

メートル程度の水位上昇があり， 大では１時間

に2.5メートルも

の増大，10分間当

たりでは40センチ

メートルという異

常とも言うべき水

位上昇が観測され

た．円光寺ではピ

ーク水位からの低

下時に水位計が破

損したためかデー

タが得られていな

い．円光寺下流の

久崎，および千種

川上流の上三河で

図-3.1 千種川の観測網 
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図-3.2 各地点の水位ハイドログラフ 
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は水位上昇の途中の段階で欠測が生じている．久崎での水位は，佐用川で越水が生じているこ

とから，円光寺と同程度の水位ハイドログラフを示していたことが推察できる．上三河ではそ

の上流の橋脚が流失していることからもやはり急激な水位上昇が発生していたと思われる． 

 佐用町の水位と雨量の変化を示したのが図-3.3であるが，雨量のピークの1時間程度後に水

位のピークが発生しており，タイムラグがほとんどないことがわかる．また，深夜に堤防の越

水があり，図-3.3のデータでは越流水深は13センチメートル程度であるが，現地の洪水痕跡か

らは70センチメートル程度の水深の越水が発生していたことがわかっている．堤防は，完全な

破堤は免れたが，堤防裏法の堤防材料の流失が著しく激しい越水が生じていたことが推察され

る． 

 

４．洪水被害の実態 

 

 台風第９号の接近に伴う今回の災害では，人的被害を含め甚大な被害が発生した．兵庫県の

資料4)によれば，被害の実態は以下の通りである． 

・ 人的被害（10月30日現在） 

    

・ 住家被害（罹災証明発行件数，10月30日現在） 

 

図-3.3 佐用町の水位と雨量（2009 年８月９日～10 日）3) 
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 被害はこれ以外にも，ライフライン，道路，鉄道，公共土木施設，農林業への被害，農地・

宅地改良施設被害，治山関係被害，社会福祉施設の被害，中小企業者等の被害，教育関係施設

（学校）の被害，主な公立文教施設の被害，指定文化財等の被害，病院等の被害など非常に多

岐の及んでおり，今回の災害の規模を物語っている． 

 

５．現地調査（８月22日） 

 

 以上のような状況を確認するために，本調査団では現地調査を８月22日（土）に行った．な

お，徳島大グループ（中野，宇野）はこれとは別に災害直後から現地に入り，洪水痕跡の測量

調査や聞き取りなどを積極的に行っている．今回の調査では久崎，円光寺および平福を中心に

調査を行った．調査時点において，佐用町内では被害家屋の片付け，災害ごみの整理，堤防応

急復旧工事などがまだ行われている 中であった．本調査では各地点の被害状況を確認し，数

多くの写真やビデオ画像を撮影した．以下では，紙面の都合上，久崎地点での状況について説

明する． 

 

5.1 久崎地区 

 この地域は，佐用川と千種川にはさまれた合流点上流に位置する．図-5.1にこの地区を含め

た浸水図とともに被害の状況を示した．浸水図は，兵庫県のホームページで公開されたものを

合成して作成した．図からも明らかなように，この合流点では，本川である千種川が正面の山

に衝突してほぼ直角に千種川が曲がり，佐用川が合流後の河道に平行に流入するという特徴的

な形態となっている．他の地域でも同様であるが，山間地の狭い平野部（谷底平野）はほぼ全

面的に浸水している．図-3.2でも示したように，今回の洪水では堤防満杯流量をはるかに上回

る水が流れたことがその要因であるが，佐用川では，図-5.1に示した堤防部分が破堤には至ら

なかったものの長い距離に渡って溢水し，堤防の表法工の一部分が破損欠落すると同時に，裏

法の堤防材料が流失する事態に至った．図-5.1の(a)の写真は，堤防破損部を上流側から撮影

したものであり，破損した堤防の背後にある家屋が大きく傾いていることがわかる．(b)の写

真はその裏側を撮ったものであり，裏法材料がほとんどなくなり，表法工がかろうじて倒れず

に立っている様子がわかる．これら(a)(b)の写真は，NHKのニュースの録画映像からキャプチ

ャーしたものである．(c)の写真は現地調査の際に撮影したその場所の倒壊家屋であり，数件

の一階部分は完全に破壊されている．(d)の写真は，堤防上に敷設してあったアスファルト路

盤の材料が堤防破損によって流された様子を示している．(e)の写真は，堤防に沿って植えら

れていた桜が根の部分まで露わになっている状況，さらに(f)の写真は，堤防破損と溢流によ

って流失した桜の樹木が越流水とともに流され，100メートル程度先の田圃に放置されている

様子を示す．流失した桜はかなり大きく４本程度確認できた．これらのことから，佐用川から

久崎地区への越流は非常に激しい勢いを伴うものであったことがわかる．現地では越流の水深

は，0.7m～1.0mと推定された． 

 この地区の被災で特徴的なのは，半壊や全壊の家屋が多数発生したにもかかわらず，亡くな

った方はおられなかったという点である．この地区は浸水の常襲地域であり，平成16年の台風

21号襲来の際にも浸水被害を受けている．ただし，このときは千種川の堤防が切れており，佐
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用川堤防の今回のような破損は生じなかった．地元の方の話では，これまでの浸水は合流部の

ある下流側から始まっており，今回のような逆方向からの強い浸水は初めての経験ということ

であった．これまでの浸水は，合流部で千種川がほぼ直角に曲がっているため，その部分での

逆流域の発生などで大きな流水抵抗が生じ，水位がセキ上げられたためと考えられる．河川幅

が合流後も狭いままとなっているのも疎通障害の要因と思われる．ただ，いずれにしても多く

の浸水経験のある住民が多く，比較的冷静に二階に避難するなどの行動をとれたことがこの地

区での人災を免れた原因と考えられる． 

千 種

作 用

堤防破損
溢水 

(a)by NHK 

(b)by NHK 

(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

図-5.1 久崎地区の浸水図と被災状況 
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6．各種警報と避難中の被災 

 
 前述のように，今回の洪水災害では死者18人，行方不明2人という人的被害が出た．どのよ

うな状況で亡くなられたのかを，新聞情報をもとにしてまとめたのが表-6.1である．これによ

ると，何らかの方法で避難中に被災されたと考えられる方が12人に上る．特に，一度に多くの 

 
      表-6.1 人的被害の内容 

 

 
死者を出したのが幕山川付近での避難行動中の被災である．幕山川に関する浸水図を図-6.1に 

示す．図中の四角は被災者の町営住宅，白丸は被災地点，黒丸は避難所（幕山小学校）である．

住宅は二階であり，住宅から避難所までの距離は遠くなかったものの，家族で避難途中の排水

年齢・性別 遭難場所 被災者の行動
54歳男性（町職員） 佐用共立病院付近 軽トラックで配置先に向かう途中
86歳女性 佐用町役場近くの自宅（平屋） 自宅待機（足が不自由）
８１歳女性 佐用町役場近くの自宅前 避難中
40歳男性，３２歳女性，
７歳男児，４歳女児
40歳女性，16歳女性
９歳男児
47歳女性，15歳女性
72歳男性 佐用川沿い 帰宅途中
40歳男性★ 県道→国道373号 道路整備の現場事務所から車で避難中
49歳男性，47歳女性，
14歳男性★

佐用川沿い 帰省先から帰宅途中

54歳男性 佐用川沿い　国道３７３号 実家からの帰宅途中
48歳男性 上月の自宅付近 自宅近くの高台へ避難する途中

32歳女性★ 国道１７９号を走行中？
美作市内から佐用町経由で岡山市内の
自宅に帰る途中

★は町外居住者

避難所である幕山保育所へ避難中町営幕山住宅付近の水路

図-6.1 幕山川の浸水図 
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路に足をとられてしまったものと考えられる．浸水深は，70センチメートル程度であった．二

階へ避難しておられたら被災はなかったはずであり，避難所への避難のあり方，避難経路，あ

るいは避難しない選択など，さまざまな問題が提起されることとなった． 

 各種注意報や警報と佐用水位などとの時間的な関係を表-6.2にまとめた．水位ハイドログラ

フは図-3.2にも示したが，避難判断水位(3.04m)を超え，氾濫危険水位(3.98m)を経てピーク水

位(5.08m)に到達するのに，2時間しかかかっていない．この間，平均的には10分間で17センチ

メートルずつ増水しており，あっという間に浸水したという印象が強い．小規模な中小河川で

今回のような大洪水の発生を想定する際には，このような状況を様々な観点からシミュレーシ

ョンしておく必要がある． 

 
         表-6.2 注意報，警報と水位などの時間関係 
 

8 月 9 日 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

土砂災害警戒情報                   20:10     

大雨洪水注意報 11:50                       

大雨洪水警報       14:15                 

氾濫注意水位超 

(2.81m) 
            17:30           

作用町災害対策本部

設置 
                19:00       

避難判断水位超 

(3.04m) 
                19:50      

幕山川自主避難                   20:30     

県から町への水位連

絡 
                  20:35     

氾濫危険水位超 

(3.98m) 
                  20:40     

佐用町役場浸水                     21:00   

全市避難勧告                     21:20   

ピーク水位(5.08m)                     21:50   

上郡町内全域に避難

勧告 
                      22:00

 

7．河川監視カメラの映像解析 
 

4章で示したように千種川には4箇所に河川監視カメラ（ITV）が設置してあったが，利用で

きるものは2箇所で短時間しか録画されていないものであった．各監視カメラの特徴的なシー

ンを以下に示していく． 

図-7.1は，佐用町船越の南光ひまわり館付近の橋脚流失をとらえたものである．深夜に，画

面全体が水面になるほど水位が上昇し，翌日には橋が消えている．元データは２分間隔の静止

画であるため流速や流量の推定は不可能であるが，水位の異常な上昇の様子はよくわかる．元

データがきちんとした動画であれば，流速分布などから橋に作用した流体力などの推定が可能

となる． 

図-7.2は，佐用町佐用大橋のカメラ画像でこちらも静止画像の集まりである．昼間はカラー
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画像だが，夜間は赤外線カメラに切り替わるため，深夜でも比較的水面の様子がよくわかる． 

 
 

 

水位が上昇してどのように越水していくのかが明瞭に捉えられている．ちなみにこの地点での越水

は，21:00頃であり，佐用町役場が浸水した時刻と対応している．ただし，この画像も動画ではな

(a) 流失前 (b) 深夜 (c) 流失後 

図-8.1 佐用町船越，南光ひまわり館付近 

(a) 水位上昇前 (b) 水位上昇中 

(c) 高水敷越水中 (d) ピーク水位 

図-8.2 佐用町佐用大橋カメラ 
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いため，流速・流量の画像計測は行えない． 

 図-7.3は，上郡の上郡役場の上流側に位置する千種川隈見（くまみ）橋周辺の画像である．上郡

は図-3.1にも示した通り，佐用川・千種川の合流点より下流の千種川沿いに位置する．図-7.3(a)は，

川岸から撮影した写真であり，上流の隅見橋に並んで手前に仮歩道橋が設置されている．図-7.3(b)

は，川岸に設置されたITVによる平水時の画像である．撮影アングルは洪水時の撮影アングル（図

-7.3(c)）にほぼ合わせてあるが，画面内の橋脚の数などから判断して撮影が狭い範囲に限られてい

ることがわかる．図-7.3(a)の四角で囲った部分が洪水時の撮影範囲にほぼ相当する．従って，河川

幅に全体にわたる表面流解析は行えなかったが，図-7.3(d)に示した範囲に対して解析を試みた．解

析にはFujitaら5)のSTIV(Space-Time Image Velocimetry)を適用した．図-7.3(d)に示した線分は

STIVにおける検査線であり，この線上を移動する河川表面のパターンの移動平均速度，すなわち

表面平均流速を各検査線に対する時空間画像から求めることができる．図-7.3(d)の検査線は川岸付

近から1.26メートル間隔に16本設置したものであり，約20メートル程度の幅をカバーしている．検

査線は平面的には平行に並んでいるが，ITVからは斜め撮影となるため，図-7.3(d)の検査線は放射

(a) 全景（川岸からの上流側撮影） (b) ITV 画像（平水時） 

(c) ITV 画像（洪水時） (d) ITV 画像（検査線設置状況）

図-7.3 上郡地点における千種川の映像 
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状に拡がっているように見えている．検査線の長さは実スケールでは，13.7メートルである．図-7.4

にSTIVによる解析結果を示す．使用した画像のサイズは633x552画素，連続画像間の時間間隔は

0.167秒であり，375枚の画像を用いたので１分間の平均流速が得られている．解析開始時刻は8月

10日の深夜0:00である．流速分布に大きな変動はあるが，平均して毎秒４～６メートル程度の流速

が発生していることがわかる．ただ，画像が拡大され過ぎているために，水面の上下変動の影響を

受けて流速値のばらつきが大きくなっている．また，上郡のITVでは画像の圧縮が特殊な方法で行

われていたため，通常のソフトウェアでは静止画像の切り出しが行えず，連続する静止画に変換す

るには手間を要した． 

 

  

 

 

8．久崎地区周辺を対象と河川氾濫解析 
 

 この解析では，佐用川が越流して広範囲にわたる浸水が発生した久崎地区を中心とした氾濫

解析を試みた．対象とした範囲を図-8.1に示す．写真は災害後の平成21年10月末に，国土交通

省近畿地方整備局によって行われた航空レーザ計測の際に撮影されたものである．この航空レ

ーザ計測は千種川流域全体に渡り，２メートルメッシュでＬＰ(Laser Profiler)データが得られ

ている．全領域をこの空間解像度で解析することは困難なため，図-8.1に示した範囲を切り出

して解析を行った．解析に要する処理時間を短縮させるために，元データを５メートルメッシ

図-7.4 STIV による解析結果（千種川上郡地点，8/10,0:00～0:01） 

4.2
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3.5

3.9
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ュに補間したデータも用いた．兵庫県がまとめたこの地域の浸水図を図-8.2に示すが，領域の

切り出しは，下流側境界が氾濫域のない河道部分となるように選んで行っている．この図から

も，浸水範囲は山間部の平地部ほぼ全域に及んでいることがわかる．今回の解析は基本的な流

れの状況を見るためのサンプル解析であり，線形的（台形的）なハイドログラフを佐用川およ

び千種川の上流端から同時に与えて氾濫の状況を確認した．ただし，ピーク流量は，兵庫県の

発表に従い，両河川とも毎秒1400立方メートルとした．実際には，ピーク流量の発生時刻にず

れがあると考えられるが，少なくとも佐用川の越流は千種川の流量の影響はあまり受けずに発

生していると思われるため，氾濫中の様子はある程度，再現されていると考えている． 

 ここでは５メートルメッシュの補間ＬＰデータを用いて解析した結果の一例を図-8.3に示す．

なお，解析にはデカルト座標系に基づく二次元浅水流モデルを用い，粗度係数は0.035として

いる．時間経過とともに，氾濫域が拡がっている様子をある程度再現できている．浸水域は再

掲した浸水図とも概ね一致している．また，図ではわかりにくいが浸水深の値も１～２メート

ル程度であり，実際とほぼ合っている．90分経過後には，河川の水位低下に伴って浸水域が減

少に転じている．  

 久崎地区の浸水状況を詳しく調べるために２メートルメッシュを用い，解析範囲を狭めてサ

ンプル計算した結果を図-8.4と図-8.4に示す．図-8.4に示した浸水過程は佐用川から越流水が地

区内に浸入している様子を再現している．ただし，ここでは堤防の破損を与えていないため，

浸入箇所は若干下流側にずれている．図-8.5には図-8.4と同じ時刻の流速絶対値の分布を示す

図-8.2 県発表の浸水区域図 

浸水区域

越水箇所 
河川 

浸水深: 2.83m 

浸水深: 1.8m 

合流部 

佐用川 千種川 

円光寺水位局 

4.42km 

図-8.1 計算範囲上空のヘリ画像 

久崎水位局 
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が，越流して浸入した流れが幾筋かの流れを形成して合流部に向かっている様子がわかる．流

速絶対値の大きい箇所では家屋の損傷も大きくなっていると思われる． 後に，図-8.6は流れ

の軌跡を調べるために，45分の流速ベクトルを用いて流跡線（白線）を描いたものである．細

かな計算メッシュを用いたために，浸水した流れが家屋群を避けるようにまわりこみながら流

県発表の浸水区域図

浸水区域

越水箇所

河川

浸水深: 2.83m

浸水深: 1.8m

(a) 35min 

(e) 90min 

(c) 50min 

(d) 60min 

(b) 40min 

図-8.3 氾濫解析例（５メートルメッシュ） 

0.05m    水深   6.5m 
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下している様子がわかる．これらのデータからは，流れの流体力なども算出することができる

が，ここでは割愛する．いずれにしても，浸水深だけではなく，ここでサンプルを示したよう

な動的な詳細現象の住民への提供が今後重要になってくると思われる． 

 

１０．まとめ 
  

 以上，佐用町を中心とした河川災害の概要と調査研究の内容について説明してきたが，今後

の対策として，いくつかの注意点を指摘しておきたい． 

 まず，河川防災の観点からは以下のような７項目を提言する． 

 

0.05m    水深   6.5m 

(a) 23 分後 (b) 29 分後 (c) 45 分後 

図-8.4 浸水過程（サンプル解析） 

0 m/s    流速   6.0 m/s 

(a) 23 分後 (b) 29 分後 (c) 45 分後 

図-8.5 流速分布の時間変化（サンプル解析） 
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１．河川整備基本方針や河川整備計画における超過洪水に対する対策の記述 

 ２．外力としての超過洪水の設定基準の設定基本方針 

 ３．詳細地形データの収集 

 ４．現河道を対象とした精密な洪水シミュレーションの実施 

 ５．河川のモニタリングシステムの強化 

 ６．堤防強化の方策 

 ７．高精度な洪水予報 

  

次に，減災に関連する７つの提言を示す． 

１．リアルタイムな河川情報の提供 

 ２．水位情報の可視化表示 

 ３．氾濫地帯における対策 

 ４．洪水ハザードマップの改善 

 ５．災害弱者への配慮，地元自治会の活動強化 

 ６．道路冠水情報の提供 

 ７．避難時のライフジャケットの着用 

  

以上，本報告では台風９号による兵庫県佐用町での河川災害を中心に，災害の概要，水文デ

ータの特徴，映像データの解析例，氾濫解析例などを示し， 後にいくつかの提言を提示した．

図-8.6 氾濫水の挙動（50min のデータから作成，コンターは水深） 
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本調査団では，ここで紹介した内容に加えて，橋脚の流失に関する検討，詳細な流出解析，広

域の分布型流出解析，アンケート結果の整理，被災した事業者のBCP(Business Continuity Plan, 

事業継続計画)に関する検討，土砂災害に関する検討などそれぞれに調査研究を進めているが，

ここでは誌面の都合上割愛させて頂いた．なお，本調査報告における氾濫解析は実際の初期・

境界条件とは必ずしも一致していない状況でのサンプル解析であるため，今後は実際のハイド

ログラフを想定した上で，再解析を試みる予定である．また，わずかしか得られなかったが，

ITVによる貴重な映像の解析についても詳細な検討を進めて行きたい． 後に，本調査は土木

学会関西支部および神戸大学都市安全研究センターからの支援を受けたこと，また，国土交通

省近畿地方整備局と兵庫県からは多くの貴重なデータをご提供頂いた．ここに記して謝意を表

します．  
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