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地盤の水分変化モニタリング技術
─比抵抗モニタリングシステムの概要─

小林 剛＊

Monitoring Technology for a Moisture Change of Subsurface
─Outline of the Resistivity Monitoring System─

Tsuyoshi KOBAYASHI＊

Resistivity monitoring system is a visualization technology for a dynamic moisture change of subsurface 
by repeat measurements of apparent resistivity. The rate-of-change profiles of apparent resistivity are 
generated from the repeat and baseline measurements obtained by multi-channel high-speed electrical 
survey equipment, and they enable us to estimate water content of an unsaturated zone.

The authors developed the resistivity monitoring system, the measurement system, the processing 
software for automatic calculation of apparent resistivity change, and the installation method of the electrodes 
and equipment. 

The developed resistivity monitoring system was installed and evaluated at OYO Tsukuba property, 
river dyke, and near the location where a slope failure was occurred before. The resistivity monitoring 
system, in these demonstrations, successfully visualized the dynamic behavior of the underground associated 
with the rainfall, such as the distribution of unsaturated and saturated zone, infiltration process, the flow 
direction, and air bubbles tapped under the ground.

　比抵抗モニタリングは，多チャンネル高速電気探査装置を用いて地盤の見かけ比抵抗を繰り返し計測し，基準
データをもとに見かけ比抵抗の変化率断面を作成して，その時間変化を動画として表現することで，地盤内の不
飽和層における水分の動的な変化を可視化する技術である。
　比抵抗モニタリングシステムの開発では，多チャンネル高速電気探査装置を用いた計測システムの開発，見か
け比抵抗変化の自動処理ソフトの開発，電極および装置の設置方法の検討を行った。開発した比抵抗モニタリン
グシステムを，つくば社有地，河川堤防および表層崩壊が発生した斜面の近傍に設置して適用性の評価を行っ
た。
　その結果，地盤内の不飽和層および雨水の滞留層の分布，雨水の浸透過程や流動方向，浸透に伴う地中の間隙
空気の挙動など，通常の電気探査では把握できなかった地盤内の水分の動的な変化を，詳細に把握することがで
きた。
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図 -1 比抵抗映像法の計測の模式図
Fig. 1  Schematic illustration of measurement by resistivity image 

profiling.

図 -2 比抵抗モニタリング用計測システムの外観 
（左：10CH システム，右：20CH システム）

Fig. 2 Resistivity monitoring system.
（Left：10CH system, Right：20CH system）
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1.	 	まえがき

　河川堤防や地すべり（表層崩壊）地域では，降雨に
起因する浸透崩壊が発生する場合がある。これらの現
象を解明する際の原位置モニタリングとして，土壌水
分計測や地下水位計測によるモニタリングが実施され
ることが多いが，不飽和領域における水分の変化や，
浸透水の挙動をモニタリングする技術は確立されてい
ない。
　そこで，地盤内の不飽和領域における水分状態や浸
透水の動的な挙動を，2 次元的かつ時系列的に把握す
ることを目的として，比抵抗モニタリングシステムの
開発を行った。本論では，比抵抗モニタリングシステ
ムの概要および適用事例について紹介する。

2.	 	比抵抗モニタリングシステムの開発

2.	1	 比抵抗モニタリングの概要
　比抵抗モニタリングは，電気探査を経時的に繰り返
し行い，地盤の物性変化（比抵抗変化）を観測する手
法である。国内における比抵抗モニタリングの適用事
例としては，自然斜面や耕地および河川堤防におい
て，浸透水や地下水の動態・状態の把握 例えば，1）〜 5）が
試みられており，不飽和領域の水分動態観測に電気探
査手法が有用であることが検証されている。従来の比
抵抗モニタリングでは，電気探査の計測間隔は 1 時間
〜 1 日，連続計測期間は数日〜数か月であり，計測間
隔を短くした高速モニタリングと，数年間計測が可能
な長期間モニタリングが課題とされていた。
　そこで，長期間（数年）の比抵抗モニタリングを，
高速（計測間隔：数分〜数十分）に実施できる比抵抗
モニタリングシステムの開発を行った。
　なお，今回開発した比抵抗モニタリングには，比抵
抗映像法 6）（2 極法電気探査）を用いることとした。
比抵抗映像法は，1 つの電流電極（C）に対して多点
の電位（P）を計測することができるため，多チャン
ネルの電気探査装置を用いることで高速に計測を行う
ことができる。比抵抗映像法の計測の模式図を図 -1
に示す。

2.	2	 計測システム
　比抵抗モニタリング用の計測システムの開発では，
廃棄物最終処分場における遮水シートの漏水検知シス
テム 7）として，長期間の稼働実績を持つ多チャンネル
高速電気探査装置（LCP-20：応用地質㈱製）をベース
に，長期間の連続計測を安定的に行う必要があること
から，屋内専用の AC 電源で稼働する計測システムを
開発した。計測システムの仕様を表 -1 に示す。

　計測システムの外観を図 -2 に示す。

表 -1 比抵抗モニタリング用計測システムの仕様
Table 1 Specification of the measurement system
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3.	 	適用事例

3.	1	 つくば社有地
　応用地質株式会社つくばオフィスの敷地内におい
て，開発した比抵抗モニタリングシステムの動作試験
と，取得データの評価を目的として，高速自動連続測
定を実施した。測定の仕様を以下に示す。
　比抵抗モニタリング：20CH システム
　○測定内容：比抵抗映像法（2 測線：55 m，40 m）
　　・ 測線 L（55 m）：探査深度 20 m，電極数 56 本，

電極間隔 1. 0 m
　　・ 測線 S（40 m）：探査深度 10 m，電極数 81 本，

電極間隔 0. 5 m
　　・ 2 極法データ，dipole-dipole 法データ，Wenner

法データ（各々深度 1 m，2 m）
　　・ 鉛直埋設電極（0. 5 m，1 m，2 m）
　○測定間隔：20 分
　○測定期間：2 年 6 か月（H21.5. 27 〜 H23.11. 17）
　○使用資材：電極（銅電極），ケーブル（VSF1. 25sq）
　ケーブル保護管（コルゲートチューブ，PF 管）
　また，比較データとして土壌水分計，地下水位計，
雨量計による計測も併せて実施した。
　比抵抗モニタリングの実施状況を図 -3 に示す。

　モニタリング測線付近の地質柱状図を，図 -4（右図）
に示す。表層から 0. 4 m は礫混じりロームの盛土で，
以下，ローム層（深度 1. 6 m），細砂層（深度 2. 55 
m），凝灰質粘土層（深度 4. 8 m）となっており，地下
水位は深度 7. 8 m 〜 8. 6 m で変動している。
　また，モニタリング測線脇で実施した地下レーダー
探査結果を，図 -4（左図）に示す。探査結果には，各地
層の境界付近に強い反射波が表れており，これらのや
や起伏をもった構造が認められるほか，距離程 6 m 〜
14 m の深度 1. 5 m 付近には，埋設物を埋めた掘削跡
が捉えられている。

図 -3 比抵抗モニタリングの実施状況（赤矢印：測線）
Fig. 3  Test filed for resistivity monitoring at OYO Tsukuba.  

The red line in the figure indicates the survey line.

2.	3	 ソフトウェア
　電気探査では，測定で得られた見かけ比抵抗データ
を解析して真の比抵抗を求め，地盤の比抵抗構造を推
定することが一般的である。ここで，見かけ比抵抗と
は，次式（1）で表され，地下のすべての物質の影響を
含む比抵抗分布を反映した値（電極周辺の広い範囲の
比抵抗の一種の平均値）として，真の比抵抗と区別さ
れる。

　ρ＝K　　　（1）

　ここで，ρは見かけ比抵抗，K は電極配置係数，V
は電位差，I は電流である。
　今回の比抵抗モニタリングの開発では，多チャンネ
ル高速電気探査装置で取得した大量の測定データを，
迅速にリアルタイムで処理するために，解析は行わず
見かけ比抵抗を用いることとした。見かけ比抵抗を用
いる理由を以下に示す。
　① 見かけ比抵抗データすべてについて解析を行い真

の比抵抗を求めると，膨大な解析処理が必要とな
る 8）ためリアルタイムモニタリングを行うこと
ができない。

　② 解析を行う場合，解析に用いる比抵抗構造モデル
などの影響を受けるため，測定データに含まれる
微小な比抵抗変化を除去してしまう可能性があ
る。

　具体的なデータ処理の手順としては，まず，比抵抗
映像法の繰り返し測定により得られた見かけ比抵抗断
面図を用いて，基準時の見かけ比抵抗（基準データ）
と任意の時間の見かけ比抵抗（測定データ）の差分を
とって，見かけ比抵抗の差分断面図および変化率断面
図を作成する。
　見かけ比抵抗変化率は以下の式（2）で算出する。

　変化率（％）＝ ×100 （2）

　次に，作成した見かけ比抵抗の差分断面図・変化率
断面図を，経時的に並べて動画を作成することによ
り，見かけ比抵抗の変化の様子や範囲を，動的な経時
変化として可視化する。
　見かけ比抵抗変化の自動処理ソフトの開発では，電
気探査用解析ソフト（DataQC：応用地質㈱製）をベー
スに，以下の機能を持つソフトウェアを作成した。
　① 取得したデータの図化（見かけ比抵抗断面図，見

かけ比抵抗差分断面図，見かけ比抵抗変化率断面
図）・表示・画像出力機能。

　②複数測線のデータ処理・図化機能（4 測線まで）
　③地形補正，感度補正機能
　④ファイル変換機能（GeoPlot 形式）

V
I

測定データ−基準データ
基準データ



図 -4 地下レーダー探査結果（左図）および地質柱状図（右図）
Fig. 4 GPR result（Left）and geological column（Right）.

図 -5 見かけ比抵抗変化率断面の経時変化（左列：降雨前基準，右列：降雨後基準）
Fig. 5 Time lapse “Rate-of-change profiles” in apparent resistivity after rainfall.
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ローム層の見かけ比抵抗が減少することがわかる。こ
の青色の範囲から，ローム層の層厚や分布を把握する
ことができる。一方，ローム層の下の細砂層では，見
かけ比抵抗変化率が増加（赤色に変化）しており，こ
れは，浸透水の圧力により間隙空気が細砂層に押し込
まれ，細砂層内の間隙空気の割合が増加したためと推
察される。
　降雨後を基準データとした結果では，掘削跡と細砂
層の見かけ比抵抗変化率が，時間とともに減少（青色
に変化）しており，これらは雨水の浸透降下による影
響と考えられる。また，水色〜青色の範囲の変化を見
ることにより，浸透した雨水が細砂層の中を流動（拡
散）していく様子がわかる。
　以上の結果より，地盤内の水分の変化を，動的にモ
ニタリングできる可能性があることを確認した。

　高速自動連続測定で得られた見かけ比抵抗データの
処理例を，図 -5 に示す。データ処理を行った期間は， 
5 月 28 日 20 時から 6 月 1 日 23 時の 4 日分である。
この期間内に，降水量 46. 5 mm（最大 17. 5 mm/h）の
降雨があった。データ処理は，降雨前のデータ（5 月
28 日 20 時）を基準データとして，見かけ比抵抗変化
率断面を出力するパターンと，降雨後のデータ（5 月
29 日 8 時）を基準データとして，見かけ比抵抗変化率
断面を出力するパターンの 2 種類のデータセットを作
成し，それぞれの動画を作成して見かけ比抵抗変化率
断面の経時変化を確認した。図 -5 では，動画を表示
できないため，見かけ比抵抗変化率断面の変化の様子
を抜粋して示している。
　降雨前を基準データとした結果から，表層に分布す
るローム層の見かけ比抵抗変化率が，時間とともに減
少（青色に変化）しており，雨水の浸透降下により



図 -7 散水実験状況
Fig. 7 Watering the ground for the experiment.
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　散水実験では，庄内川の河川水を水中ポンプで汲み
上げ，ホースを使用して，測線に沿いに降雨強度約
200 mm/h の散水を 1 時間継続した。比抵抗モニタリ
ングは，散水の 20 分前から散水停止後 3 時間までの
間，測定間隔を 4 分として実施した。
　散水前の測定データを基準として算出した，散水停
止時の見かけ比抵抗変化率断面図を，図 -8 に示す。

　表層部（層厚 1 m 程度）の見かけ比抵抗は，散水に
より減少（寒色系の領域）している。表層部より下方
では，見かけ比抵抗が増加（暖色系の領域）しており，
これは散水した水の圧力により間隙空気が押し込ま
れ，間隙空気の割合が増加した影響と考えられる。
　散水停止直後の測定データを基準として算出した，
散水停止直後から 3 時間経過した見かけ比抵抗変化率
断面図を，図 -9 に示す。

　表層部（層厚 1 m 程度）の見かけ比抵抗は，散水停
止後，増加（暖色の系領域）している。これは，散水
停止後，表層部が乾燥することにより，表層部が再び
不飽和状態になったことを示唆している。また，表層
部より下方では，地中に降下した浸透水の影響によ
り，見かけ比抵抗が減少（寒色系の領域）することが
わかった。
実堤防での散水実験の結果，散水した水の浸透状況
を，見かけ比抵抗が低下する領域の変化として，また，
間隙空気の挙動を，見かけ比抵抗が増加する領域の変
化として可視化することができた。

図 -8 散水停止時の見かけ比抵抗変化率断面図
Fig. 8 Rate-of-change profiles at no watering period.

図 -9  散水停止直後から 3 時間経過した見かけ比抵抗変化率断面図
Fig. 9  Rate-of-change profiles three hours after the end of the wa-

tering.

　さらに，本動作試験では，電極および装置の設置方
法の検討として，計測システム，埋設した電極，コル
ゲートチューブおよび PF 管を使用して敷設したケー
ブルの長期安定性（耐久性）の評価を行った。
　計測システムについては，高速自動連続測定を実施
した 2 年 6 か月の間，開発した比抵抗モニタリングシ
ステムは正常に稼働し，長期間のモニタリングが可能
であることを確認した。
　一方，埋設した電極は 1 年を経過した頃から接地状
況が悪くなり，測定データにノイズが増加したため，1
年毎に電極を再設置することとした。なお，測定期間
中，電極本体の劣化やケーブルの断線は生じなかった。

3.	2	 河川堤防
　実用性を確認した比抵抗モニタリングシステムを，
実際の河川堤防に適用し，降雨による堤体内部への雨
水の浸透降下や間隙空気の移動の状況を，見かけ比抵
抗の変化として捉えられるかどうかを確認することを
目的として，比抵抗モニタリングを実施した。
　ここでは，庄内川右岸堤防 23 km 地点の川裏法面に
おいて実施した，散水実験の結果 9） , 10）を紹介する。
　散水実験では，堤防横断方向に測線長 18. 5 m の測
線（電極間隔：0. 5 m）を設定し，20CH システムを用
いて比抵抗モニタリングを実施した。
　比抵抗抗モニタリングの電極配置図を，図 -6 に示
す。

　散水実験状況を，図 -7 に示す。

図 -6 比抵抗モニタリングの電極配置図
（測線長：18. 5 m，電極間隔：0. 5 m，電極数：38 本）

Fig. 6 Arrangement of electrodes for resistivity monitoring.



図 -11 縦断測線の比抵抗モニタリング結果
（▼：横断測線との交点）

Fig. 11  Resistivity monitoring results for the in-line, 
which is the survey line along the slope.

（▼：Intersection of in-line and cross-line）

図 -12 横断測線の比抵抗モニタリング結果
（▼：縦断測線との交点）

Fig. 12 Resistivity monitoring results for the cross-line. 
（▼：Intersection of cross-line and in-line）
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3.	3	 表層崩壊斜面
　平成 18 年に斜面崩壊が発生した長野県辰野町赤羽
地区において，遷急線付近に分布する表層土層内の水
分変化（降雨時の雨水の浸透状況，浸透水の土中での
挙動）を把握することを目的として，比抵抗モニタリ
ングを実施した 11） , 12）。
　実施地点の位置図を，図 -10 に示す。

　実施地点において，測線長 40 m の縦断測線（電極
間隔：0. 5 m）と，縦断測線と直交方向に測線長 20 m
の横断測線（遷急線の上部の平坦地，電極間隔：0. 5 
m）を設定し，10CH システムを用いて比抵抗モニタ
リングを実施した。計測システム（計測装置）は，山
裾の民家の脇に設置し，測定間隔を 10 分として，平成
23 年 7 月 25 日より連続自動測定を開始した。
　ここでは，降水量が 100 mm を超えた期間の比抵抗
モニタリング結果を紹介する。
　縦断測線の比抵抗モニタリング結果を図 -11，横断
測線の比抵抗モニタリング結果を図 -12 に示す。両測
線ともに，降雨開始から約 5 時間後では，表土層（不
飽和層）が雨水で飽和し，見かけ比抵抗が減少する層

（寒色系の領域）として捉えられている。一方，降雨開
始から 8 日後では，表土層が再び不飽和状態となり，
見かけ比抵抗が増加する範囲（暖色系の領域）と，地
盤内に浸透水が滞水し，見かけ比抵抗が減少した状態
が続く範囲（寒色系の領域）が，存在することがわ
かった。特に，縦断測線の距離程 15 m 付近では，滞
水していた浸透水が，地下深部へ浸透していく様子を
把握することができた。また，横断測線の距離程 12 
m 付近の深度 2 m の位置に，浸透水の水みちが形成
される様子も把握することができた。
　表層崩壊斜面に比抵抗モニタリングを適用した結
果，雨水の浸透範囲および浸透水の地盤内の挙動を，
見かけ比抵抗変化として動的に可視化することができ
た。

図 -10 実施地点の位置図
Fig. 10 Location of Tatsuno test site.
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て実施したものであり，ここに記して感謝いたしま
す。
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4.	 	今後の展望

　今回開発した計測システムは，屋内専用で AC 電源
を使用するため，設置場所が限定されるほか，可搬性
がないため，適用できる現場および地域が限定され
る。今後は，よりポータブルでコンパクトな計測シス
テムを開発し，現場への適用範囲の拡大を図る予定で
ある。なお，電源については，長期間のモニタリング
を行う場合，通常のバッテリーでは駆動時間が限られ
ることから，AC 電源の確保を含めた検討が必要であ
る。
　比抵抗モニタリング結果の評価では，見かけ比抵抗
の変化を地盤内の水分変化として解釈したが，実際の
水分の変化を定量的に把握するためには，従来から用
いられている雨量計，土壌水分計，間隙水圧計，およ
び地下水位計等による計測値との対比を行い，それぞ
れの相関関係を明らかにする必要がある。そのため，
今後はこれまでに取得した比抵抗モニタリング結果
と，同時に計測した他の計測値の分析を進め，両者を
統合した，効果的な地盤の水分変化モニタリング技術
の構築に取り組む予定である。

5.	 	あとがき

　比抵抗モニタリングシステムの実用化に向けて，多
チャンネル高速電気探査装置を用いた計測システムの
開発，見かけ比抵抗変化の自動処理ソフトの開発，電
極および装置の設置方法の検討を行った。
　開発した比抵抗モニタリングシステムを，つくば社
有地，河川堤防，および表層崩壊が発生した斜面の近
傍に設置して，長期安定性および適用性の評価を行っ
た。
　その結果，長期間の高速連続自動測定が可能なシス
テムであることを確認した。また，比抵抗モニタリン
グ結果から，地盤内の不飽和層および雨水の滞留層の
分布，雨水の浸透過程や流動方向，浸透に伴う地中の
間隙空気の挙動など，通常の電気探査では把握できな
かった地盤内の水分の動的な変化を，詳細に把握（可
視化）することができた。
　今後は，ポータブルでコンパクトな計測システムの
開発を行い，現場への適用事例を増やすとともに，雨
量計，土壌水分計，間隙水圧計，地下水位計等の計測
器との統合化を図り，地盤の水分変化モニタリング技
術として確立させたい。
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