
寄 稿

山地崩壊斜面の
侵食特性
──四半世紀の現地観測に
もとづいて

水原 邦夫
みずはら くにお

京都府立大学名誉教授

１． はじめに

　砂防に携わる技術者にとって、いわゆる合理的な砂
防計画を考案・樹立することは永遠の命題だといえる。
そのため、数多くの調査研究が鋭意行われてきたが、
いずれも断片的なものであり、未解決検討課題が存在
することは厳然たる事実である。
　一般に、豪雨時に発生する表層崩壊や深層崩壊のよ
うな山地斜面の崩壊現象を取り扱う場合、崩壊の発生
場所および規模をいかに正確に予測するかが重要な課
題であり、従来から幾多の調査研究が実施されてきた。
しかしながら、崩壊後に形成された裸地斜面における
平常時の土砂生産についても砂防対策上看過してはな
らないと思われる。
　崩壊裸地斜面では、一見してわからないような量的
にわずかな土砂の生産と移動が恒常的に行われ、それ
に伴い崩壊地の侵食・拡大や渓床堆積物の増加を漸次
引き起こしている。そして場合によっては、渓床堆積
土砂の移動に基づいて下流河川の河床上昇、貯水ダム
の有効容量の減少、濁水発生などに少なからず影響を
及ぼしている。
　現在までの研究によると、一般に勾配35°以上の崩
壊裸地斜面は、放置していては自然に緑化復旧する可
能性が少ないといわれている。これは斜面勾配が急に
なるほど、表層土砂の移動が生じやすくなり、周辺か
ら飛来する種子が定着する可能性が少ないからである
と思われる。したがって、このような崩壊地に対して

は何らかの砂防対策を施さねばならないこ
とは論を待たない。この対策に科学的根拠
を与えるためには、その前提として崩壊裸
地斜面における土砂の生産および移動のメ
カニズムを解明することが肝要である。こ
の解明は、大規模な崩壊地をもつ流域や小
規模ながら多数の崩壊地を抱える荒廃流域
に対する平常時の砂防計画を考える上にも
役立つ。
　以上の観点から、淀川水系木津川上流青
蓮寺川支流土屋原川支谷タコラ谷に存在す
る一つの崩壊地を調査対象として、崩壊地
の地盤変動量の精密観測を行うことになっ
た。本調査は、1980年12月末に開始され、
2005年12月末まで25年間にわたり年５～12観測地1

観測地2

図-1 調査対象地の位置図（木津川水系青蓮寺川支流土屋原川タコラ谷）
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のを調査対象の崩壊地として選んだ。
　この崩壊地は、タコラ谷支川の量水堰直上流の左
小支渓の左岸側に位置している（図-1の観測地１）。
標高640～650m、東南東向き、面積72㎡、斜面長約
20m、最大幅約7m、最小幅約2m、平均勾配40 、゚崩
壊深約１mの杓子状表層崩壊である。斜面上部では亀
裂の多い風化花崗岩質の岩盤が露出し植生の侵入はほ
とんど見られないが、斜面下部の崩積土区域には部分
的に木本・草本植生（ヤマツツジ、モチツツジ、コナラ、
ヤマウルシ、サルトリイバラ、ノギラン、ナガバノモ
ミジイチゴ、ヒメドコロ、ヤブムラサキなど）が侵入
している。崩壊地の周辺はスギの人工植林地である。

2-2　調査方法

　崩壊地の土砂変動（崩壊面変動量）とそれに関わる
気象環境因子の実測データは、以下の観測装置および
測定器械を用い、定期的に測定することにより収集し
た。なお、気象データに関しては近傍の気象観測所の
測定データを併用した。
１）崩壊面変動量

　崩壊面変動量を求めるために、足場用単管パイプに

回の頻度で定期的に実施した。
このような長期間にわたる崩
壊裸地斜面の地盤変動量の精
密観測は他に類をみない。本稿
では、四半世紀にわたる観測デ
ータを解析し、崩壊裸地斜面の
地盤変動量（以下、崩壊面変動
量）の変化特性、気象環境因子
との関係、地球温暖化の影響な
どについて検討した結果を説
明する。

２．調査対象地の概要および
　　調査方法

2-1　調査対象地の概要

　本研究の調査対象地である
タコラ谷は、奈良県北東部の三
重県側に突き出た宇陀郡御杖
村土屋原地先に所在し、木津川
水系名張川左支青蓮寺川支流
土屋原川の最上流部を構成する一支谷である図-1。
　タコラ谷およびその周辺地域一帯は、日本中央構造
線内帯の領家変成帯に属し、基盤の地質は領家複合岩
類から成るが、花崗岩の貫入により黒雲母眼状花崗岩
などの花崗岩質岩石が広く分布している。この種の花
崗岩はかつて「腐れ岩」と言われたように流域地質は
脆弱である。地形的には近畿平頂峯群の室生面に含ま
れ、比較的深い侵食渓が発達している。また気象条
件については、年平均気温が13.2℃、年平均降水量が
2,200mmであり、冬季には積雪が生じることがある。
　この地域には、1959（昭和34）年９月の伊勢湾台風
時の豪雨によるものを端緒として、1961（昭和36）年
の第２室戸台風、1965（昭和40）年の20号台風に伴う
集中豪雨などにより多数の山地崩壊が発生した。特に、
伊勢湾台風時の崩壊箇所数は圧倒的に多かった。爾来、
これらの崩壊地に対して砂防・治山対策が順次実施さ
れてきたが、未だに緑化できない崩壊裸地斜面が流域
内の彼方此方に散見される。
　タコラ谷には約20ヶ所の崩壊地が残存（1980年時点）
していたが、これらのうち、観測調査を行ううえで比
較的アプローチしやすく、計測に適した規模をもつも

侵食量調査に用いた崩壊裸地斜面の状況写真-1 調査対象崩壊地の形状と横断測線図-2
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　上記の測定作業から得られたデータをもとに、崩壊
面変動量を次のように求めた。前後の２つの測定月毎
に、各測線における地盤の変動断面積を求め、隣り合
う上下の測線の変動断面積の平均値に測線間距離を乗
算して区間変動量を求める。このようにして求めた各
測線間の区間変動量を最上段の測線Aから最下段の測
線lまで総和した値を当該測定期間における崩壊面変
動量とした。
２）気象環境因子データ

　崩壊面変動量に関係する気象環境因子のデータを雨
量計および気温計から収集した。雨量計は、タコラ谷
流域尾根部に設置した自記雨量計（2002年に記録紙か
らデータロガー方式に変換）のデータを用いた。当初、
気温・地温データはセンサー受感方式の連続自動記録
装置を崩壊地近接箇所に設置し収集を試みたが、百葉
箱内の計器の駆動部に虫が入り込み故障する事態が発
生し早めの維持補修が遠隔地のため困難となり、測定
開始から約３年で現地測定を断念した。そのため、タ
コラ谷近傍の国土交通省木津川上流河川事務所曽爾観
測所の日最高・日最低気温データを用いることにした
が、当観測所が2000年度末に閉鎖されたため、2001年
度から調査地に最も近い奈良地方気象台大宇陀観測所
のデータで代用することにした。なお、百葉箱内の液
柱式最高最低温度計の目盛りを定期的に読み取ること
により、現地の気温との比較較正を行った。
　雨量データの処理は、崩壊面変動量の各測定期間に
対応して、日雨量を総和した積算雨量を求め、これを
測定期間日数および降雨日数で除算し平均日雨量およ
び降雨日平均日雨量を算出した。気温データについて

よって階段状に枠組みされた堅固な半永久的な構造物
を築造した。この構造物は、崩壊裸地斜面の傾斜方向
に対して左右両縁辺部に約1m間隔で各20本の鉛直支
柱をコンクリート土台に打ち込み、左右両側それぞれ
で上下の隣接する支柱間を単管パイプで水平に接続固
定し、その各水平パイプは対応側の水平パイプとそれ
ぞれ同高になるよう組み立てられている写真-1。
　各水平パイプ上には図-2に示すように斜面に沿っ
て横断測線を設け、各横断測線に沿う地盤高を精度
1/10mmの改良型ポイントゲージで定期的（通常は約
1ヶ月毎）に測定した。測定に際しては、両側の同高
水平パイプ間に目盛り付き鉄製バーを渡し、各横断
測線における所定測点の目盛りにポイントゲージを置
き、地盤高を1/10mm単位で測定した。その際、測定
者は崩壊地内に足を踏み入れないように、鉄製バーの
下段の両側水平パイプ間に足場板を渡し、その上を移
動しながら測定を行った写真-2。各横断測線の測定ポ
イントは10～30cm間隔で設定し、局所勾配の変化の
激しい箇所ではより短い間隔で設定した。また、強雨
により激しい侵食が生じた場合には新たに測定ポイン
トを増設し、微地形の変化を正確に把握できるように
努めた。
　測定作業は、測定開始年から1991年までの10年間は
積雪期を除きほぼ１ヶ月毎に１年にわたり連年行い

（1985年は欠測月多い）、1992年以降は各年４～６月か
ら12月まで１ヶ月毎に実施した。なお、横断測線は
1980年12月から1992年12月まで38本であったが、1993
年から測定時間短縮のために図-2で×印を付けた測線
を省略し21本の測線に変更した。

写真-2 ポイントゲージによる崩壊面変動深の測定作業
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きい集中豪雨の際には、斜面の中～下部域に比較的大
きなリル侵食が生じることもある写真-3。

【秋】
　斜面内に残存している不安定な土砂量の減少および
斜面表層部の粗粒化のため、台風期の降雨営力による
土砂の移動が少ない場合もある。なお、リル溝は上方
からの土砂礫粒子の移動により、晩秋以降に徐々に埋
め戻しがなされる。
　以上のように、冬期に凍結融解現象によって生産さ
れ下方移動し堆積した土砂が、春先から梅雨期～台風
期の降雨によって侵食されて斜面外へ流出し、再び冬
期において凍結融解現象によって土砂が生産される、
という1年単位の周期的変動をしている。したがって、
山地の崩壊裸地斜面では、目に見えないながらもこの
ように土砂の堆積⇒侵食⇒堆積という一定の年間サイ
クルをもって、土砂の生産・移動が恒常的に生じている。

は、各測定期間毎の１日の最低気温およ
び最高気温の総和をそれぞれ測定期間
日数で除算して、平均日最低気温および
平均日最高気温を求めた。
３）解析に用いた測定データの処理方法

　上記の方法により得られた各測定期
間の崩壊面変動量および雨量・気温のデ
ータを測定期間毎および１年にわたる
各月毎に整理し、また全25年間について
は各1年当たりに整理した。これらの測
定データをもとに、崩壊面変動量と気象
環境因子の関係を短期的および長期的
観点から以下のように検討した。

３．崩壊裸地斜面における土砂変動の実態

3-1　崩壊面変動量の年間推移特性

　図-3は、1981～2005年の25年間にわたる各月の崩壊
面変動量の平均値をもとにして、その年間推移を棒グ
ラフで表したものである。図において、崩壊面変動量
の正の値は土砂堆積、負の値は土砂侵食を意味する。
この図をみると、崩壊面変動量の年間推移の特性とし
て、１～３月には土砂が堆積し、４～10月にかけて侵
食され、11月～12月に再び堆積するという周期的な変
動傾向が読み取れる。
　このような季節に準じた崩壊面変動量の年間サイク
ルには、気象環境因子としての降雨や気温が関与して
いることは推測できる。両因子の関係の定量的検討は
後述することにし、まずは科学的でないかもしれない
が１年間を四季に分け、実際の観察をもとに定性的な
説明をしてみよう。

【冬】
　冬期の気温低下により、0ﾟCを挟む気温の日変化が
頻繁に生じている図-4。そのため、凍結融解作用によ
り斜面上部区域で岩屑の剥離生産が行われる。

【春】
　冬期の凍結融解作用により生産され斜面内に不安定
に堆積した土砂礫粒子が春期の比較的弱い降雨営力に
より下方移動し、一部が斜面外へ運ばれる。

【夏】
　梅雨期の強雨により、斜面内に不安定に堆積してい
た土砂礫粒子が多量に移動する。特に、降雨強度の大
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図-3 月崩壊面変動量の年間推移（1981～2005年の平均値）

図-4 冬期における気温の日変化の一例（1982年12月1日～1983年4月5日）
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産が行われていることがわかった。しかしながら、凍
結融解現象が１回生じる冬期の１日おいて、土砂生
産が時間的にどのように変化しているのか、それが気
温・地温とどのように関係しているのか、また局所勾
配によってどのような差異があるのかなどが不明であ
る。そこで、これらを解明するために本崩壊斜面を測
定に用いることは斜面表層を人為的に荒らし不適当な
ので、近傍の斜面で次のような測定を実施した。
　測定対象斜面は本崩壊裸地斜面より500mほど下流
で、標高は約10m低いタコラ第１堰堤の直近左岸側の
裸地斜面である（図-1の観測地２）。表層が主として
土砂で覆われた当斜面において、局所勾配43°、50°、
57°の３箇所に寸法40×100cmの測定装置を設け、崩
落土砂量、崩落土砂の含水比、地表面気温および地温

（地表面下５、10、15cm）を１時間毎に測定した。測
定年月日時は、1985年１月25日16時～翌26日17時であ
る。ここでは、本崩壊裸地斜面とほぼ同じ勾配の43°

3-2　崩壊裸地斜面における堆積現象と気温因子の関係

　前掲の図-3に示したように、崩壊面変動量の値が正
になる期間、つまり土砂の堆積現象が認められる期間
は11月～３月の主として冬期である。崩壊地内に土砂
が堆積する現象は、崩壊斜面表層部に凍結融解作用の
影響がより強く働いたことに起因することは、冬期に
おける実際の観測時に度々確認されている。言うまで
もなく、凍結融解現象とは斜面上部区域の露出した風
化岩盤の亀裂内に浸透した雨水等が、０℃以下の気温
になることにより凍結し、体積膨張と融解による縮小
を繰り返す現象である。その結果として、岩盤の表層
剥離が生じて礫状の岩屑が生産され重力作用により下
方移動しても、斜面内に留まり堆積するので、斜面全
体では崩壊面変動量は正の値を示すことになる。そこ
で、土砂の堆積現象、つまり土砂生産と冬期の気温の
関係について検討してみよう。
　図-5は、平均日最低気温が０ﾟC以下を示した各測定
期間を対象として、凍結融解指数（平均
日最低気温に凍上日数の測定期間日数に
対する比を乗算した値）と崩壊面変動量
の関係を示したものである。この図から
明らかなように、両因子の間には比較的
大きな相関関係が認められ（ｒ=0.73）、
凍上日の出現回数が多いほど、またその
ときの最低気温が低いほど、堆積量つま
り土砂の生産量は大きくなることがわかる。

3-3　冬期1日間における崩落土砂量の

　　 時間的推移

　上記のように、冬期の本崩壊裸地斜面
では凍結融解作用に基づく活発な土砂生

写真-3 強雨時の表面流によるリル侵食

図-5 凍結融解指数と崩壊面変動量の関係

図-6 冬期1日間における崩落土砂量と気温の時間的変化
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後者を第２侵食期と呼ぶことにする。
　図-7は、25年間におけるそれぞれの年の各測定期間
から、第１侵食期と第２侵食期に相当する期間をそれ
ぞれ取り出し、各測定期間における降雨日平均日雨量
と１降雨日当たりの崩壊面変動量の関係を描いたもの
である。この二つの図を比較すると、第１侵食期では
プロットに多少の散らばりがみられるものの、降雨量
の増大に伴い侵食量も増大する正の相関が認められる
が（r=0.73）、第２侵食期では図に示すように明確な
相関は認められない（r=0.31）。
　このような侵食量と降雨量の対応関係の差異は、次
のように説明できる。前述のように、冬期における本
崩壊斜面では、凍結融解作用の繰り返しによって生産
された土砂が、斜面のほぼ中央の区域に不安定に堆積
し、また崩壊面の表層部は脆弱化して受食されやすい
状態となっている。したがって、この期間に続く第１
侵食期（春～夏）では、降雨量が大きくなるに伴い、
不安定土砂の侵食量も増大するものと考えられる。こ
のように降雨営力による移動可能な土砂が第１侵食期
で流出してしまうと、崩壊斜面には粗粒化現象が生じ

における崩落土砂量と地表面気温の測定データに絞っ
て調査結果を説明してみよう。
　図-6は、崩落土砂量と地表面気温の１日間における
時間的変化を示したものである。特徴として両者の時
間的変化は類似した様相を呈しており、気温が崩落土
砂量に密接な関係をもっていることが理解できる。こ
の図において、崩落土砂量と地表面気温の関係に注目
してみると、気温が0℃以下の１月25日17時～26日９時
の崩落土砂量は少なく、特に深夜～未明の値はかなり
小さい（24時の崩落は突風の影響）。逆に、0℃以上の
26日10時以降には、崩落土砂量は急激に増大し13時に
最大となり、その後は減少している。なお、１月25日
18時の測定時点において霜柱の形成が目撃され、最低
気温-5.1℃を記録した26日４時にかけて約２㎝まで成
長したこと、また26日10時には融解した霜柱により斜
面表層部が濡れていることを目視確認している。
　以上、両地点における調査結果をもとにすると、崩
壊裸地斜面の土砂変動には１年間における季節的サイ
クルとともに１日の中にも時間的なサイクルがみら
れ、土砂の移動が時々刻々と生じていることがわかる。

3-4　崩壊裸地斜面における侵食現象と降雨因子の関係

　一般に、崩壊斜面では雨の量に比例して侵食による
土砂がより多く流出するものだと考えがちであるが、
ところが実際に測ってみるとそうでないことも生じて
いる。
　前掲の月別崩壊面変動量の年間サイクルの図-3から
わかるように、崩壊面変動量が負になる期間、つまり
侵食を受ける期間が連続して現れている。これらの期
間の降雨量について調べてみると、崩壊面変動量が正
の値を示す期間の降雨量に比べていずれも大きな値を
示している。したがって、降雨営力により本崩壊斜面
が侵食を受けたために、崩壊面変動量が負の値になっ
たと考えられる。そこで、負の崩壊面変動量つまり侵
食土砂量と降雨量の対応関係について測定データを詳
細に調べてみると、それぞれの年において若干の差異
があるものの最大の侵食量を示す期間を境として、侵
食量と降雨量の関係は異なっていることが認められ
た。この事実に基づいて、その年において最大の侵食
量を示すまでの期間（通常、最大時間雨量発生起日ま
での期間）とそれ以降の期間に分けて、両因子の関係
を検討することにした。ここでは、前者を第１侵食期、

図-7 降雨日平均日雨量と1降雨日当たりの崩壊面変動量の関係

第１侵食期

y=0.3422x + 0.9225
　　R2=0.5396

第２侵食期

1降
雨
日
当
た
り
の
崩
壊
面
変
動
量
（
×
10

-3
㎥
/降
雨
日
）

降雨日平均日雨量（㎜/降雨日）

20

15

10

5

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1降
雨
日
当
た
り
の
崩
壊
面
変
動
量
（
×
10

-3
㎥
/降
雨
日
）

降雨日平均日雨量（㎜/降雨日）

20

15

10

5

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

sabo vol.111 Jul.2012 sabo vol.111 Jul.2012 23



2000年以降では侵食主体の傾向を示している。また全
体としてみれば、侵食と堆積を繰り返しながら推移し
ているが、負の崩壊面変動量つまり侵食量のほうが圧
倒的に多く、調査対象の裸地斜面から土砂が確実に移
動していることがわかる。
２）年堆積量と気温因子の関係

　図-9には、25年間にわたる年堆積量と冬期０℃以下
の平均日最低気温の変化状況を示した。この図からわ
かるように、年堆積量は年毎に減少または増加しなが
ら推移しているが、全体としてみれば、図中の傾向線

（赤紫色の実線）で示すように年堆積量は25年にわた
って徐々に減少していく傾向にある。その理由として
は、図に併記した冬期０℃以下の平均日最低気温の傾
向線（橙色の一点破線）が示すように、地球温暖化に
伴う気温の上昇により凍結融解現象の発生頻度および
規模が低下したことにもとづき、既述したように崩壊
斜面上部区域の風化岩盤表層部の岩片剥離による土砂
生産の度合いが減少したことが一因だと考えられる。
なお、冬期凍結融解指数と年堆積量の関係を統計解析
すると相関係数r=0.57であった。

て、斜面は降雨営力に対して比較的安定な状態に変化
する。そのため、第２侵食期（夏～秋）において比較
的大きな降雨が生じても、それに比例した土砂流出は
あまり起こらないものと考えられる。このような理由
で、第２侵食期では降雨量と侵食量の相関はほとんど
認められない、ということになるのであろう。

3-5　年土砂変動量の四半世紀にわたる長期的変化の解析

　ここでは、１年を単位とした崩壊面変動量と気象環
境因子の関係を全測定期間のデータをもとに検討して
みよう。全測定期間25年間にわたる崩壊面変動量の調
査結果を整理すると、上記した年間サイクルに準じて
振幅の違いがあるものの各年例外なく堆積と侵食が生
じている。そこで、１年当たりの土砂変動とそれに関
わる気象環境因子の関係を検討するために、次のよう
なデータ処理を施し解析に供した。
　崩壊面変動量に関しては、年崩壊面変動量のほかに、
１年間における堆積期の崩壊面変動量の合計および侵
食期のそれの合計をそれぞれ年堆積量および年侵食量
として、各年毎に算出した。なお、1985年は欠測月が
多かったため前後の年のデータと対比させて算出した
値を用いた。降雨因子については、１年間における時
間雨量強度10mm/h以上の降雨発生回数、気温因子に
ついては１年間における冬期の凍結融解指数を各年毎
に求めた。
１）年崩壊面変動量の25年間にわたる推移特性

　図-8は、1981～2005年における各年の１年当たりの
崩壊面変動量（年崩壊面変動量）の推移を図的表現し
たものである。1980年代は比較的大きな侵食と堆積の
繰り返しが生じているが、1990年代になると変動規模

（振幅）が小さくなり１年毎に堆積から侵食へ転じ、
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図-8 年崩壊面変動量の25年間にわたる推移
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３）年侵食量と降雨因子の関係

　 図-10 には、年侵食量と１年間における時間
雨量強度10mm/h以上の降雨発生回数の関係を
示した。図からわかるように、両因子の25年間
にわたる変化状況はほぼ類似したものであり、
１年当たりの侵食量に対しても、前述した降雨
日当たりの侵食量と同様に、降雨強度に相当す
る因子が関係していることが推測できる。試み
に相関係数を求めるとr=0.57となり降雨日当た
りの場合より低いが、相関関係はあるといえる。
４）年侵食速度の変化傾向

　平常時の砂防計画や緑化工の土砂流出抑制効
果等を考えるに当たり、裸地斜面が１年当たり
どのくらい侵食されるのかを知ること、すなわち年侵
食速度を前もって見積もることが必要となる。ここで
は、年侵食量を本崩壊斜面の面積（72㎡）で除算して
得られた値を年侵食速度と定義し、過去25年間にわた
る年侵食速度の長期的変動について検討してみよう。
　 図-11 には、年侵食速度の25年間にわたる変化状況
を棒グラフで示すとともに、５年間移動平均（赤色の
実線）も併せて示した。図から明らかなように、年侵
食速度は１年毎に変化しているが、５年毎の年平均侵
食速度を比較してみると、1.06cm/年（1981～1985）、
0.92cm/年（1986～1990）、0.44cm/年（1991～1995）、
0.32cm/年（1996～2000）、0.60cm/年（2001～2005）
と変化している。つまり、年平均侵食速度は1980年代
から1990年代にかけては1/2～1/3に低下しているが、
2000年代当初の5年間では増大傾向に転じている。ま
た、25年間を1981～1993年と1993～2005年の２つの期
間に大別して年平均侵食速度を比較すると、前者は
0.86cm/年、後者は0.44cm/年になり1/2に低下してい
ることになる。
　以上のように本崩壊裸地斜面では、1980年代の10年
間に比べて1990年代の10年間では、年崩壊面変動量の
変化幅や侵食速度が小さくなり、崩壊斜面は安定化の
傾向を示していたが、2000年代に入って当初の5年間
では、1990年代に比べ豪雨の発生回数の増加により侵
食速度も増大化の傾向を呈しているが、今後の動向予
測についてはデータ不足のため断言はできない。

４．おわりに
　25年間にわたる本調査研究の当初の目的の一つは、

木津川上流河川事務所管内の青蓮寺ダムなどを対象と
した貯水池上流対策砂防に何らかの科学的貢献をした
いということであった。当時の砂防調査の主流は100
年確率の洪水時における土砂動態を対象としたもので
あったが、流域の状況や未解決検討課題を整理するう
ちに、平常時における土砂動態の把握が科学的に十分
な根拠をもってなされていないことがわかった。そこ
で、土砂生産の原点の一つともいうべき崩壊地を対象
として、当時としては奇抜な考えで崩壊地における土
砂の生産・移動を量的に精密観測する装置を作った。
その後、四半世紀にわたって人里離れた山中で地道に
測定作業を継続してきた。調査を継続する過程で、い
ろいろと研究アイデアが浮かび、その一つが間伐材を
用いた緑化節減工に結び付いたことは内心報われた感
があった。長年月にわたる調査によりデータも次第に
蓄積され、自然の複雑な摂理を少しでも解き明かすべ
く約５年間隔で新たな解析を試みた。本稿に掲載させ
ていただいた内容はその一部であるが、これらの調査
結果からただちに土砂の生産・移動の機構を十分に解
明したとは毛頭考えていない。今後の砂防研究などに
活用され、土砂災害に関わる問題解決に少しでも寄与
できれば幸いである。
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