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1.はじめに 

土木研究所では「深層崩壊の発生する恐れのある斜面の

抽出技術及びリスク評価手法に関する研究（土木研究所資

料第 4333 号:平成 28 年 3 月）」を発行し，斜面単位で深層崩

壊の抽出・評価を行うための技術手法を取りまとめた．そ

のうち空中電磁探査は，地盤の比抵抗を広域的に把握する

手法であり，斜面防災においても様々な調査で活用方法が

検討されてきた 1)など．しかし，探査で得られる見掛比抵抗

から，深層崩壊の発生する恐れがある重力変形斜面の地盤

を定量的に評価し，崩壊土砂量を推定する手法は確立され

ていない．本研究では，紀伊山地で実際に地中変位が確認

されている不安定斜面を検討対象とし，土砂化や開口が進

んだ岩盤の劣化部（緩み域）下端の深度と見掛比抵抗変化

の関係を明らかにすることで，崩壊深推定手法を検討した． 

 

2.崩壊深推定手法の検討方法 

2.1 検討対象 

図-1に示す空中電磁探査範囲内に位置する8箇所18孔の

ボーリング調査ならびに動態観測結果を用いた．見掛比抵

抗は，周波数領域空中電磁探査法の RESOLVE 測定システ

ムを使用し，周波数と地盤の比抵抗の関係式（Sengpiel and 

Siemon，2000）を用い算出した鉛直構造を対象とした． 

2.2 見掛比抵抗の解釈方法 

周波数領域空中電磁探査法は，比抵抗の絶対値を求める

ことが困難なものの，電気探査などに比べ相対的な低比抵

抗を検出しやすい特徴がある 2)．本研究では，特に低比抵抗

の分布による見掛比抵抗の相対的な変化の程度に着目し，

断面方向の 2 次元的な比抵抗分布も考慮し検討した． 

2.3 着目する地盤構造と見掛比抵抗の関係 

平成23年台風12号に伴い紀伊半島で発生した深層崩壊8

地区について，深層崩壊の素因となる地盤構造（基盤内の

弱部，緩み域下部の飽和層など）を示す見掛比抵抗構造が

共通して認められることが明らかにされている 3),4)．崩壊す

る可能性のある風化岩が浅部に分離した高比抵抗として出

現する斜面（タイプA），崩壊する可能性のある崩積土およ

び強風化岩が浅部の低比抵抗として出現するする斜面（タ

イプ B）は，図-2 に示すように，緩み域下部の飽和層と，

不飽和の新鮮岩盤が比抵抗の不連続面を形成していると推

定される．本研究では，ボーリング調査で確認された緩み

域下端を崩壊深の最大値とし，見掛比抵抗変化と対比した． 

2.4 見掛比抵抗変化深度の抽出 

見掛比抵抗変化深度の抽出は，1mのグリッドデータを用

いた空間フィルタによる鉛直解析手法 5)を用いた． 

3.崩壊深推定手法の検討結果 

3.1 見掛比抵抗変化と緩み域下端深度の関係 

ボーリング結果と対比した結果を図-3 に示す．緩み域下

端に相当する深度の見掛比抵抗は斜面ごとに異なるものの，

見掛比抵抗変化は概ね共通した部分に合致した．タイプ A

の斜面では，緩み域下端は低比抵抗から高比抵抗となる変

化部上部の急変部に相当する．一方，タイプBの斜面では，

緩み域下端は変化部の下端に相当する．なお，地中変位が

確認されている深度は，いずれも緩み域内に確認されるも

のの，見掛比抵抗変化との関係性は認められなかった． 

3.2 見掛比抵抗変化から求めた推定深度 

見掛比抵抗変化の崩壊深推定結果を図-4 に示す．タイプ

A では比抵抗変化率が最大となる深度を抽出し，タイプ B

では比抵抗変化率が低減する深度を抽出し，それぞれ緩み

域下端深度と比較した．その結果，タイプAでは-9～+13m，

タイプBでは-9～+5mの差分となった． 

また，空中電磁探査では飛行測線間の平面データは補間

で算出されることから，測線からの距離と推定深度の差分

の関係性も検討した．離隔 30m 以内では±7m，離隔 30～
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70mでは±9m，離隔 70～80mでは±13mと，測線に近いほ

ど推定深度の差分が小さい傾向が認められた． 

なお，見掛比抵抗断面において，局所的に鉛直変化が不

明瞭など斜面全体の傾向と異なる地点では，推定される緩

み域下端も不連続となる．このような地点ではボーリング

調査で確認される緩み域下端との関係性も認められないた

め，推定手法の適用には留意が必要となる． 

3.3 崩壊深推定手法の適用性検討 

空中電磁探査の飛行測線は，100m間隔で設定されること

が多い．すなわち探査範囲内は測線から 50m 以内の離隔で

カバーされることから，測線外でも±9mの差分で崩壊深を

推定できる可能性を示した．一方で，見掛比抵抗構造のタ

イプで推定手法が異なること，局所的に構造が不明瞭な地

点では適用性が低くなることから，見掛比抵抗断面図から

適用方法を判別した上で崩壊深を推定する必要がある． 

また今回の検討は，緩み域下端に見掛比抵抗変化に明瞭

に出現する飽和層が分布している条件であるため，全体的

に不飽和な地盤や，岩種等の違いにより見掛比抵抗変化が

顕著な地盤，また今回の検討と異なる崩壊機構を持つ地質

体などでの適用性については，今後検討する必要がある． 

 

4.おわりに 

本研究では，紀伊山地において不安定斜面の地盤構造と

見掛比抵抗変化を対比することで，崩壊深の最大値となる

深度を推定する手法を提案し，適用性を検討した．引き続

き，別途実施中の重力変形斜面におけるボーリング調査を

もとに妥当性を検討する．今後は，本手法の重力変形斜面

での適用性を整理し，見掛比抵抗断面から崩壊深を推定し，

崩壊土砂量を推定する手順を取りまとめる予定である． 
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