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１． はじめに 
2013 年 3 月 21 日に門島地すべり防止区域（静岡県浜松市天竜区春野町

杉地先，図-1）の斜面上部の緩斜面において亀裂が確認された．崩壊が
発生した場合，緩斜面及び斜面下に位置する人家等の被害が懸念された．
そのため，静岡県が地盤伸縮計を設置し斜面監視を行った．4 月 21 日に
地盤伸縮計の観測値が警戒基準値を超過し，浜松市は住民に対して避難
勧告を発令した．4 月 23 日に崩壊が発生し，杉川の河道が約 8 割閉塞し
た．その後，斜面は断続的に拡大崩壊し不安定な状況が継続した． 
応急対策の実施にあたっては，斜面監視を実施し斜面安定性を判断す

ることが必要となる．国土交通省中部地方整備局は，応急対策を実施す
る静岡県及び浜松市への支援として，地上設置型合成開口レーダー（以
下，地上型 SAR）を用いた斜面変位の監視を行った．地上型 SAR を用いた
斜面変位の監視は事例があるが 1)，災害発生時に現場で活用した事例は日
本で初めてとなるため，結果を報告する． 
 

２． 地上型 SAR による斜面監視 
静岡県による地盤伸縮計を用いた斜面監視に加えて，静岡県と浜松市

の職員により目視による監視が行われた．4 月 23 日に崩壊が発生した後
も斜面が不安定な状況が継続したため，中部地方整備局が照明車を配置
し，24 時間体制で監視が行われた（図-2）．しかし，目視や映像による監
視は夜間や悪天候時に困難となる．一方の地盤伸縮計による監視は，設
置済みであった崩壊上端部の拡大崩壊を対象としていた．そこで，中部
地方整備局は崩壊斜面全体を対象として，昼夜や天候によらず監視を継
続することを目的に，4月 29 日から 5月 16 日まで地上型 SAR による観測
を行った（図-3）．  
中部地方整備局が設置した地上型 SAR の諸元を表-1 に示した．地上型

SAR は，電波を斜面に照射し，反射波の位相差を観測することで微少な地
形変位を捉える装置である．設置した地上型 SARの観測精度は mm単位で，
観測できる変位は±約 4mm/5 分以内だった．図-2 のとおり，崩壊の影響
が及ばぬように，斜面から約 250m 離れた安全な位置に地上型 SAR を設置
し，約 5分間隔で地形変位を観測した． 
 また，地上型 SAR による観測期間中に，地上型レーザー計測器による
地形測量を 3回実施した（5月 1日，10 日，13 日）．5月 1日の測量成果
は，地上型 SAR 観測結果を変位速度分布図として表現する際に背景図と
して利用した． 
 
３． 地上型 SAR による斜面監視結果 
3.1.地上型 SAR による斜面監視結果  
 現地において観測結果を処理し，崩壊斜面の変位速度を分布図とグラ
フに整理して監視を実施した．一例として，崩壊が発生した時の変位速
度分布の推移と変位速度変化を，それぞれ図-4，図-5 に示した．なお，
図-4には図-5の地盤伸縮計と地上型 SARの変位速度の比較位置を示した． 

図-4 のとおり，変位が発生している範囲と変位が発生していない範囲と分けて認識することができた．機器
から見て斜面が前に近づいてくるマイナスの変位と後ろに遠ざかるプラスの変位を観測できるが，観測期間中に
確認された変位は，マイナスの変位がほとんどだった．また，降雨や霧により電波の減衰が大きくなるため，気
象変化に伴う地上型 SAR による観測の中断が懸念された．この観測期間中に 14mm/h の降雨や目視による監視が
困難となる程度の霧が発生したが，降雨や霧の影響と思われる観測結果は判別できなかった． 
観測を開始した当初は変位が発生している範囲の認識に止まった．その後，目視による崩壊発生の確認と合わ

せて観測結果を分析した結果，斜面変位が発生している範囲と崩壊範囲の規模はおおむね一致していた．また，
崩壊が発生する範囲はマイナスの変位が継続していた．マイナスの変位が継続し，変位速度が急激に低下した場
合，崩壊が発生した．そのため，観測後半は，マイナスの変位が継続する範囲を崩壊範囲，マイナスの変位速度
が急激に低下した場合は崩壊間近と解釈して監視を行った．その結果，約 100m2以上の崩壊規模について，おお
むねの崩壊範囲を推測するとともに，観測結果を現地関係者で速やかに共有することで崩壊に対する切迫感を共
有することができた． 

図-2 斜面監視機器等の配置 

表-1 地上型 SAR 観測諸元 

図-1 崩壊発生斜面の位置および周辺地形※ 
※LP データからの作成（5 月 3日 LP データ取得） 

図-3 地上型 SAR 観測風景 
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項目 諸元
機器の名称 IDS社　IBIS-FL
中心周波数と帯域幅 17.175GHz　140MHz
合成開口長(レール長) 2m
斜面までの距離 約250m～400m 
仰角 15°

分解能

1.1m
0.73m　～　1.07m
0.94m　～　0.85m
1.10m　～　1.75m

観測精度（カタログ値） 最大0.1mm
観測間隔 約5分
観測限界 ±約4mm/5分
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図-4 変位速度分布の推移（4/30 10 時 49 分崩壊時） 

 

3.2.地上型 SAR と地盤伸縮計計測結果との比較  
地上型 SAR 及び地盤伸縮計による変位速度変化を図-5 に示した．

地盤伸縮計の変位速度変化についてみると，変位速度が緩やかに上
昇する期間が継続し，その後に変位速度が急激に上昇して崩壊が発
生していた．一方の地上型 SAR の変位速度変化についてみると，地
盤伸縮計同様に，変位速度が上昇する期間が継続している．しかし，
地上型 SAR の変位速度は，急激に変位速度が低下し崩壊に至ってい
た． 
地上型 SAR において，地盤伸縮計同様に崩壊前の急激な変位速度

上昇が観測されなかった原因としては，地上型SARの観測限界値（±
約 4mm/5 分）を超える変位が発生したと推定された． 
なお，地盤伸縮計は 5月 1日に計測が不能となった．この地盤伸

縮計は斜面上端部に設置されていた地盤伸縮計のうち最後までデ
ータが取得できていたもので，5月 1日以降は目視と地上型 SAR を
主として斜面監視が行われた． 
 

3.3.地上型 SAR と地上型レーザー計測器による観測結果の比較 
地上型 SAR による累積変位量と地上型レーザ計測器による地形変化量

との比較を行った（図-6）．双方の変位等が生じている範囲を比較すると，
変位等が生じている範囲はおおむね一致する．ただし，地上型 SAR の観
測結果は地表面が機器に近づく方向を示していたが，地上型レーザー計
測器による観測結果は機器から離れる方向を示していた． 
地上型レーザー計測器からは崩壊に伴う地表面の変化量が把握できた

が，地上型 SAR による観測結果の解釈は難しかった．これは，崩壊前の
斜面の変形が地上型 SAR で観測できる遅い速度で進行する反面，崩壊は
観測限界以上の速度で進行するためだと思われた．このことは地上型 SAR
による観測対象の選定や，観測結果を単独で解釈することが難しいこと
を示していると思われた． 
また，植生が繁茂している範囲については地上型 SAR と地上型レーザ

ー計測器による観測結果に共通点が見いだせなかった．これは，植生の
ある部分について観測が難しい地上型SARの特性によるものと思われる． 
 
４． おわりに 
 目視による崩壊発生確認と合わせて地上型 SAR 観測結果を解釈し，観
測期間の後半では崩壊発生を予測することで，関係者で切迫感を共有す
ることができた． 
地上型 SAR は崩壊地から離れた安全な場所に機器を据え付け可能であ

り，監視を面的に実施できる可能性がある．また，昼夜問わず，多少の
降雨・霧であっても観測可能であることが実証できた． 
 今後，他の現場においても斜面監視機器として地上型 SAR を利用するため，地上型 SAR で監視が可能な現象
を明確にしていく必要があり，他の機器との組み合わせや観測結果の解釈，あるいは観測結果の伝達共有方法
について検討を進める必要がある． 
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図-5 地上型 SAR※と地盤伸縮計による 
変位速度変化 

※地上型 SAR：変位速度比較範囲内の平均値

図-6 5月 1日から5月 10日までの地上型
SAR による累積変位量と地上型レーザ－

計測器による地形変化量 
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