
図３ 崩壊地の状況と観測機器設置位置図（令和２年度） 
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1. はじめに
岐阜県本巣市根尾板所に位置する蛇抜谷の源頭部では、

平成27年に斜面崩壊が発見された。この崩壊地は地すべ
り的な変動をしており、降雨時に土塊の崩落等の大規模な
変位が繰り返し生じている。崩壊地の下流には国道157号
が位置し、国道への土砂流出が懸念されるため、崩壊地お
よび下流の渓流について、連続的に監視を実施し、適切な
タイミングで通行止等を実施することが重要である。 
本稿では大規模変位が続く崩壊地斜面における、監視観

測体制の整備結果および、斜面観測結果より考察される斜
面の変動状況について記載する。 
また、当該斜面では1m以上の変位が生じ、一般的な地

盤伸縮計では計測限界を超えるため変位の計測ができなく
なる事態が発生している。変位量が1mを超過した場合も
伸縮計以外で斜面監視を継続するための手法として、ARマ
ーカを用いた画像解析による計測手法を検証した。画像解
析の観測精度や夜間監視等の現地検証結果についても報告
を行う。 
2. 観測地点の概要
観測地点位置を図１に示す。崩壊地は南東から北西へ延

びる標高450～570mの尾根端部付近の南西側斜面に位置す
る。地質は美濃帯（泥質混在岩優勢）である。 

 図2の比較写真では、古い滑落崖下部に残存する地すべ
り土塊の移動、崩壊土砂の流下、背後斜面の崩壊が確認さ
れる。 
3. 地すべり観測と観測上の課題

地すべり観測
当該地区は平成27年度以前から古い滑落崖が確認され

ており、地すべりブロック末端部の一部が崩壊したことに
より、地すべり滑動が活発化したと推定される。現地は傾
斜40~45度の急傾斜を呈しており、末端部を失っている
ことから、残存する地すべり土塊は大規模な変位を繰り返
していると推定される。表1に近年の崩壊履歴と対応経緯
を示す。残存する地すべり土塊は、総雨量100㎜以上の降
雨後に変動量の増加が顕著に確認されており、変動後の現
地では、古い滑落崖下部に幅1㎝程度の新鮮な開口亀裂が
確認され、その連続性から、残存する地すべり土塊全体で
の変動と推定される。崩壊・変動を繰り返す過程で、令和
2年度時点に推定される地すべり土塊は、平成27年に確認
された地すべり土塊の1/3程度の規模まで縮小している。 

令和 2 年度時点では、崩壊地中腹部に残存する地すべり
ブロック頭部および背後斜面に地盤伸縮計を 2 基設置して
いる（図 3）。また、図 4 に平成 29 年度以降の地盤伸縮計
変動図を示す。

時期 イベント 対応事項 

平成30
年7月 

西日本豪雨の影響に
より、地すべり滑動活
発化。残存する地すべ
り土塊末端部が崩落。 

変動量1m以上記録。 
地盤伸縮計再調整。 

令和2年 
6月 

降雨の影響により、地
すべり滑動活発化。 
残存する地すべり土
塊が下方へ移動。 

変動量1m以上記録。 
地盤伸縮計再調整。 

令和2年 
7月 

降雨の影響により、背
後斜面崩壊。 

崩壊により、機器が
埋没。 
地盤伸縮計再設置。 

図1 観測地点位置図（国土地理院電子国土Webに加筆） 

※1現 退職 ※2現 中部地方整備局 名古屋国道事務所 

図２ 崩壊地の現地状況（左：平成28年、右：令和2年） 

表1 近年の崩壊履歴および対応事項 

背後斜面の崩壊 

崩壊土砂の流下 
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 地すべり観測上の課題 

現状の地盤伸縮計はおよそ1m以上の変動量計測ができな

い。1m 以上変動した場合は現地での再調整（巻戻し）が必

要となる。地盤伸縮計が計測限界を超えた後も継続して斜

面変動を監視する手法が必要となる。 
4. ARマーカによる斜面監視手法の検討 

 観測手法の概要 

前章で示した課題を受け、変動量が1mを超え、伸縮計が

計測限界となった後も継続して斜面監視を行うことを目的

として、AR マーカを用いた斜面監視を実施した。本研究で

使用したマーカ-は、産業技術総合研究所が開発した計測ツ

ール（マーカと座標計測ソフトの組み合わせ）である1)。マ

ーカは厚さ3mmの板状で、大きさは0.5m×0.5m、重さは600g

程度である。カメラ画像の解析により、マーカの 4 隅の黒

い丸から距離・傾きを算出する。中央はマーカの番号を示し

ている。使用例と設置状況を図 5 に示す。従来の斜面監視

手法と比較すると、以下の点で優位性がある。 

①1m を超える移動量でも、カメラの画角内にマーカが写っ

ていれば、計測が可能。 

②マーカは GPS 計測器や傾斜計と比較すると安価のため、

落石や大規模な変動があった際、機器破損に伴う再設置の

コストが低い。 

③カメラとマーカ、杭があれば設置が可能なため、人力によ

る資材の運搬が容易であり少人数での設置が可能。 

 

 また、マーカに再帰反射テープや反射塗料を塗布し、夜間

も監視が実施できるか検証を行った。反射塗料を塗ったマ

ーカは夜間でも画像解析を実施することができた（図6）。 

 

 
 

 ARマーカによる解析結果 

AR マーカの解析結果を図7に示す。図の縦軸はグラフ内

の初回計測時における画像内のマーカ位置を基準とした移

動量である。なお、解析期間中は地盤伸縮計観測による斜面

変動は確認されていない。およそ 5 か月間の解析を行った

が、昼間の画像のみを用いた場合は 5 ㎝以内の変動であっ

た（図7①）。1日の移動量を見ると、反射塗料を塗布したマ

ーカでは、夜明け、日暮れ時に10㎝程度の変動を確認して

いる（図 7②）。降雨時の解析結果を確認したが、通常時と

あまり変化がないことが確認できた（図 7③）。以上より、

解析誤差は最大でも10㎝程度と考えられるため、移動量が

1m を超える大規模変位が生じている際でも、マーカにより

継続して斜面監視を行うことが可能であると考えられる。 

 

 

5. まとめ 

岐阜県本巣市の大規模変位を続ける崩壊地について変動

状況に応じた観測体制の整備および斜面変動状況の評価を

実施した。また、斜面の新規観測手法として、AR マーカを

用いた斜面監視を検証した。降雨時や夜間でも観測が可能

であり、計測誤差は10㎝程度であった。1m以内の変位は地

盤伸縮計で観測を行い、1m以上の変位が生じた場合でもAR

マーカを用いた画像解析により、概ね変位量を把握するこ

とが可能であることが確認された。今後は夜明けや日没時

等の誤差を小さくすることが課題となる。 
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図４ 地盤伸縮計変動図（赤丸：変動量1m以上記録） 

図６ 夜間の監視状況 

【参考文献】 
1)リーグソリューションズ株式会社ホームページ（マーカ販売元） 
https://leag.jp/marker/ 

図７ ARマーカの解析結果 

図５ ARマーカの使用例と設置状況 

①5か月分の解析結果 昼間の画像のみ使用 

②夜間を含めた解析結果 

③降雨時の解析結果 

マーカ移設による変位 

カメラ位置調整による変位 

507 反射塗料のマーカ（夜間監視可能） 

降雨期間 

最大時間雨量9.5mm/hr、総雨量90.5mm 

平成30年7月5日 

総雨量 462mm 

令和元年7月3日 

総雨量 125mm 

令和2年6月13日 

総雨量 180mm 
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