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物理探査の 60 年と今後
斎藤秀樹*

Geophysical Exploration: The Past 60 Years and the Future
Hideki SAITO*

Abstract
Geophysical exploration in Japan has a history of about 100 years since its first application in 1920. Although this technology was
first used only for natural resource exploration, it started to be used for civil engineering in 1930. Japan’s geophysical exploration is
characterized by frequent usage for not only resource exploration but also civil engineering investigations. OYO’s geophysical
division was founded in 1957 at the same time as the company foundation, and has been conducting geophysical explorations for
civil engineering investigations. One of the features of OYO’s geophysical exploration is that it has been developing geophysical
instruments since an early stage. In the 20th century, geophysicists at OYO developed various new exploration methods, triggering
the development of geophysical instruments required for such methods. These were partly the fruits of rapid improvements in
computers and other electronic devices. Although there has been little progress in the development of new exploration methods in
the 21st century, geophysical exploration has changed qualitatively, thanks to great efforts on improving the efficiency of data
acquisition, time-lapse/monitoring measurements, and integrated exploration and interpretation techniques. To continue using
geophysical exploration as a high-integrity technology, we must maintain and improve the quality of the exploration results. Toward
this end, OYO must maintain its geophysical division, continue training geophysicists, and conduct research and development. This
paper also points out the future challenges which include developing optimized methods geared to specific objectives and
responding to the needs in the construction control and infrastructure maintenance fields.
Key words: Geophysical exploration, History, Movement, Foresight

要 旨
我が国における物理探査の始まりは 1920 年頃と言われているので，約 100 年の歴史を持つことになる．最初は資源開発
分野で利用されたが，1930 年には土木地質調査分野での利用が始まった．我が国の物理探査は，資源分野だけでなく土
木分野でも良く利用され発展してきた点が特徴である．当社は 1957 年の創立当時から，社内に物理探査部門を持ち，土
木地質調査に物理探査を利用してきた．当社の物理探査の特徴の一つは，当初から物理探査の測定機器の開発も行って
きたことである．20 世紀には，多くの新しい探査法が開発されるとともに，それに必要な探査機器も開発されてきた．
これは，コンピュータをはじめとする電子機器類の急速な進歩の恩恵でもある．21 世紀に入ると，新たな探査法の開発
には大きな進展が見られなくなったが，データ取得の効率化，繰返し探査やモニタリング，そして複合探査と解釈技術
などに多くの力が注がれ，これらが物理探査に質的な変化をもたらしている．今後とも物理探査を信頼性の高い調査技
術として利用していくには，物理探査成果の品質の維持・向上が望まれる．社内に物理探査部門を持ち続け，技術者教
育と研究開発を継続していきたい．さらに物理探査を発展させるために今後取り組むべき課題として，適用対象に特化
した探査技術の最適化および施工管理や維持管理分野からのニーズへの対応があげられる．

キーワード：物理探査，歴史，動向，展望
*応用地質（株）技術本部
*OYO Corporation Engineering Headquarters
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2.2 1960～1970 年代
この時代の物理探査は，実際に業務として実施されて

物理探査は非破壊で地下を可視化する技術である．

いたのは屈折法地震探査が主であったと思われる．屈折

様々な物理現象を使って地盤の応答を計測し，地盤の持

法探査の解析上の留意点などが学会発表されていた時代

つ物理的な性質の違いによって地下を間接的に可視化す

である

る技術である．地上から非破壊で地下の様子を知ること

検層が開発され，1968 年に初めて調査業務に用いられて

ができるので，土木・建築工事などに有益な情報をもた

以来，今日でも最もよく利用される検層手法として，地

らすことができる．

盤工学分野に普及していった．PS 検層によって求められ

3), 4)

．1960 年代後半にはダウンホール方式の PS

我が国における物理探査の始まりは 1920 年頃と言わ

る S 波速度が，地盤の力学的強度・変形特性をよく反映

れているので，約 100 年の歴史を持つことになる．最初

することが示されたことにより 5)，とくに土質地盤の調

は油田や鉱床の探査など資源開発分野で利用されたが，

査にこの技術が普及したのである 6)．地震防災分野では

1930 年には当時の鉄道省によって土木地質調査分野で

1964 年の新潟地震以後，常時微動測定によって地盤の卓

初めて物理探査（電気探査）が実施されたと言われてい

越周期を求めて地震時の振動特性を評価する調査が増加

る．その後，物理探査の研究と土木分野への適用が進ん

したが，PS 検層の実用化により S 波速度も利用できるよ

だが，本格的な利用は第二次世界大戦後であった．物理

うになったことから，マイクロゾーニングが盛んになっ

探鉱技術協会（現在の公益社団法人物理探査学会）が

た．一方では，孔内起振受振方式のサスペンション PS

1948 年に創立され，物理探査の研究はますます盛んにな

検層が 1970 年代後半に実用化され 7)，速度決定の精度や

った．1950 年には，それまで国内で年間に実施された土

分解能が飛躍的に向上した．この頃にはシグナル・エン

木分野における物理探査の調査・研究の件数がせいぜい

ハンスメント方式の地震探査装置が開発され 8)，デジタ

20 件程度だったのに対し，一気に 100 件程度に増加し，

ル時代の幕開けとなった．

1)

1955 年には 200 件に達している ．我が国の高度成長期

2.3 1980 年代

の初期には，すでに物理探査の土木分野での利用は急速

1980 年頃から原子力発電所の立地調査が本格化する

に進んでいたようである．このように我が国の場合，資

と，岩盤の深尺ボーリングにおける PS 検層技術が確立

源分野だけでなく土木分野でも物理探査がよく利用され

し，深度 500m 孔でのダウンホール PS 検層の事例も報告

発展してきた歴史を持つ点が大きな特徴である．当社で

されるようになった 9)．1980 年代半ばからは，コンピュ

も 1957 年の創立時から社内に物理探査部門を持ち続け，

ータの発展に伴って，物理探査の新手法の開発が盛んに

土木地質調査に物理探査を利用してきた．本稿では，土

行われるようになってきた．たとえば，浅層反射法地震

木地質調査分野における当社の物理探査の 60 年の歴史

探査 10) や比抵抗映像法 11)，ジオトモグラフィ 12), 13)，マ

と今後の展望について述べる．

イクログラビティ探査

14)

などの新しい探査法が次々と

開発され，土木分野に適用されるようになった．これら
2. 当社の物理探査の歴史

の解析プログラムは，すべて開発担当の職員自身が作成
していた．浅層反射法地震探査は，資源探査分野で発展

2.1 物理探査の利用の始まり

した反射法地震探査をベースに，土木地質調査向けに開

当社は 1957 年に創立されたが，その年に国道の橋脚基

発されたもので，特に浅部土質地盤を対象としたため，

礎の調査として屈折法地震探査を実施したのが，物理探

板たたき振源による SH 波を用いて行われた．比抵抗映

査の利用の始まりであった．その後もダムやトンネルな

像法は，今でこそ当然のように使われている電気探査比

どの総合調査の一環で，屈折法地震探査が利用されるこ

抵抗法の二次元インバージョンを実現したもので，大き

とが多くなった．特徴的なことは，当初から物理探査結

な反響を呼んだ．ジオトモグラフィは，この時代の世界

2)

果の地質解釈の重要性が認識されていたことである ．

的な流行でもあり，当社もこれにいち早く取り組んだ．

物理探査結果の解釈の重要性は，今日では広く認識され

弾性波トモグラフィ，比抵抗トモグラフィ，レーダトモ

ているが，地質解釈なしには物理探査は単独では十分な

グラフィを開発し，地表からの探査に比べてより複雑な

成果を出せないことが当時から指摘されていた．もう 1

構造を高分解能に描き出すことができる技術として注目

点，当社の物理探査の特徴としては，当初から探査機器

を浴びた．しかし，当時は PC が普及する前であり，ミ

の開発部門を持っていたことで，初期の屈折法地震探査

ニコンピュータを使って解析するなどコストがかかる探

の現場にも，自社開発のトランジスタ式増幅器を使用し

査法であった．マイクログラビティ探査は，従来，大規

ていた．
発火器やケーブルも自社で製作するようになり，

模な地殻構造探査などにのみ使われていた重力探査を，

自分の使う道具は自分で作り，現場で使って改良すると

フィルター処理などを導入して土木分野の空洞探査等の

いうスタンスと，技術普及のために，開発した機器を市

スケールにも適用できるようにしたものである．

販するという方針が，この時代から始まっていた．
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るため，主として土質地盤において有効な探査法として

ジオトモグラフィに代表されるように，ボーリング孔

発展を続けており，適用分野も広がりつつある．

を使った探査やこれに利用される孔中ツール類の開発が

これ以降の最近の推移については，次章でやや詳しく

盛んになり，これらの技術はボアホール・ジオフィジク

述べたい．

スと総称されるようになった．地表からの物理探査は，
地下深部ほど精度や分解能が低下するが，ボアホール・

3. 近年の物理探査の動向

ジオフィジクスによって地下深部の探査精度や分解能を
．独自の孔中振源 OWS16) が

前章に述べたように，当社の物理探査の発展は新しい

開発されたのもこの頃であった．これは，後に石油公団

探査法の開発やそれに伴う探査機器の開発が中心であっ

（現 JOGMEC）との共同開発により，大孔径用の高出力

たが，最近では，新たな探査法の開発という意味では大

確保できるようになった

振源に改良され

15)

17)

，やがてわが国初の CO2 地中貯留実証

実験における繰返し弾性波トモグラフィ

18)

きな進展は見られなくなった．測定装置，測定方法，解

でも使用さ

析方法などにはまだ発展の余地は大いにあり，現在でも

れ，実証実験を成功に導く鍵となった．

研究開発が続けられているが，土木地質調査分野に有益

1995 年の阪神淡路大震災を機に活断層調査が活発に

な物理量を取得し得る探査法が概ね出揃ったことによる

行われるようになり，浅層反射法地震探査など，新たに

のかもしれない．代わって，データ取得の効率化，繰返

開発された物理探査が地震防災分野にも利用されるよう

し探査やモニタリング，そして複数の探査法の組合せに

になった 19)．一方，土木物理探査の発展を支えてきた屈

よる探査結果の解釈法などに多くの力が注がれている．

折法地震探査は，大きな技術的発展のないままルーチン

しかも，そういった取組みが，物理探査の質的な変化も

的に適用され，1990 年頃には品質の低下から信頼を失い

もたらしていると言える．以下にいくつかの例を示す．

かける事態となっていた．そこで 1995 年頃には，屈折法

3.1 大量データの迅速な取得

地震探査の再興を目指して，高精度屈折法地震探査と称

物理探査の発展の歴史のなかで，コンピュータをはじ

．この技術によって，データ品質

めとする電子機器の発展の影響はきわめて大きい 27)．セ

の確保やトモグラフィ解析による複雑な速度構造への適

ンサ技術，通信技術，測位技術等も，当然のことながら

用性が示されたことにより，屈折法地震探査は生き延び

探査データの取得に大きな影響を及ぼしてきた．安価な

ることになり，本技術が業界のスタンダードとなった．

センサや電子機器が普及したことにより，まず観測チャ

しかし，その後ダムやトンネルなどの建設自体が減少し

ンネル数の増加が実現した．石油資源開発分野における

たことから，屈折法探査による調査は大幅に減少するこ

三次元反射法地震探査では，探査のチャンネル数（受振

ととなった．

点数）が年々増加し，2011 年にはついに 10 万チャンネ

する技術を開発した

20)

1990 年代には，海外の物理探査機器メーカーの買収に

ルに達したという．土木分野では，そこまでのチャンネ

より，最新の機器を利用したサービスが提供できるよう

ル数が必要な場面はないと思われるが，多チャンネル化

になった．中でも世界のトップシェアを誇る GSSI 社の

によってデータ量が増加すると，量が質を生み，これま

地中レーダの導入により，その利用が本格的に進むこと

で見えなかったものが見えてくるという展開が期待でき

となり，当社の物理探査業務の中でも地中レーダが主力

る．

サービスの一つとなった．地中レーダによるトンネル覆

データ取得を迅速に行う技術にも大きな進展が見られ

が開発され，覆工厚や背面

た 28)．迅速探査を可能とする新技術として，ランドスト

空洞の検出のための調査が全国各地で行われるようにな

リーマーによる表面波探査 29)，オームマッパーによる牽

った．

引式電気探査 30)，路面下空洞の地中レーダによる探査車

工診断専用車両 RAPIDAS

21)

ロードビジュアライザー31) などがあげられる．

当社の物理探査は，主として陸上での調査に使われて

ランドストリーマー（図 1）とは，土木研究所が考案

きたが，1996 年にはオーシャンエンジニアリング（株）
を設立，2000 年には社内に空中探査技術研究所を設立し

した陸上用の受振器アレイ牽引装置である 32)．金属製の

22)

プレートを一定間隔でロープに固定し，プレート上に受

，海洋調査

23)

や空中探査

24)

も含めた物理探査の実施

体制を整えた．

振器を乗せて，受振器はケーブルに接続しこれら全体を

2.5 2000 年～
2000 年頃には，人工振源を用いた表面波探査

牽引するものである．これによって，受振器の設置や移
25)

や常

動に要する時間を大幅に短縮することができた．現在で

時微動を利用する微動アレイ探査 26) など，表面波を用い

は，河川堤防や道路など長大測線の表面波探査の受振器

た探査が実用化された．表面波は，反射法地震探査では

として標準的に用いられている．

反射波を覆い隠してしまうノイズとして嫌われていたが，
これを積極的に利用する探査法が実用化されたのである．
表面波探査は，地盤の S 波速度分布を求めることができ
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これらはいずれも従来の測定を大幅に効率化し，大量
データを迅速に取得することに成功した例である．
電気探査においても，測定時間を大幅に短縮すること
ができる多点同時通電電気探査装置が開発された 33)．複
数の電流電極から同時に，符号化された電流を通電し，
多数の電位電極で同時に電位を測定することができる装
置であり，測定時間を画期的に短縮することができるた
め，変化の速い現象のモニタリングや膨大なデータ取得
が必要な三次元探査などを実現するうえで重要な技術で
図 1 “ランドストリーマー”による表面波探査

ある．

オームマッパー（図 2）とは，Geometrics 社の製品で

可能な技術であり，アンテナを牽引しながら走査方向に

あり，キャパシタ（コンデンサ）の原理により，地上に

数 cm 間隔に地下からの電磁波反射データを取得するこ

置いたダイポールケーブルから，地盤に電流を流し，電

とが可能である．しかしながら，測線測量のほうが手間

位を測定することのできる牽引式電気探査装置である．

がかかり，地中レーダの効率性を生かしきれていなかっ

従来の電気探査のように地表に電極を打設し電線を引き

た．最近では，地中レーダのデータ収録を RTK-GNSS や

回す必要がなく，ケーブルを牽引するだけで電気探査の

トータルステーションと連動させ，数 cm 間隔の収録デ

データ取得が可能なもので，測定時間の大幅な短縮が実

ータ一つ一つに高精度な三次元位置情報を持たせること

現された．

により，測量作業を不要とした 34)．これによって地中レ

地中レーダは，もともと極めて短時間にデータ取得が

ーダの作業性が格段に向上したため，ある領域をアンテ
ナ幅程度の短い測線間隔で面的に走査する稠密探査が現
実的なものとなった．常にアンテナの位置を測量しなが
ら，データを取得しているので，測定と同時に図 4 のよ
うな走査軌跡図が得られることになる．

図 2 牽引式電気探査装置“オームマッパー”
ロードビジュアライザ（図 3）とは，道路下空洞探査
専用の探査車両であり，4～6 台のアンテナを車載あるい
は牽引し，約 2m 幅の範囲を，最大時速 80km/h で走行し
図 4 RTK-GNSS と連動した高精度ポジショニング

ながら探査できるものである．高速走行でありながら，
走行方向のデータ間隔は 2.5cm と，手押しカートで取得

地中レーダによる稠密探査の走査軌跡図

する場合と比べても遜色ないデータが取得できる．
一方，GSSI 社の地中レーダ装置には，ハイパースタッ
キングという新技術が搭載され，探査深度の増大が実現
された 35), 36)．これまでより画期的に短時間でのデータサ
ンプリング（A/D 変換）が可能となったことにより，同
一の時間で多数の信号のスタッキングが可能となったた
め，S/N 比が向上し，より深部まで探査できるようにな
った．図 5 に一例を示すとおり，従来機に比べて深部で
の S/N 比の向上は歴然としている．インパルス式レーダ
において探査深度の増大が見込まれる唯一といって良い
技術が実装されたことにより，地中レーダの適用範囲が
図 3 路面下空洞探査車“ロードビジュアライザー”

大きく広がる可能性がある．
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に推定するのには限界がある．一方，複数の探査法を適
用し，地下の同一地点における複数の物理量を求めるこ
とができれば，それらの組合せによって地下の状態の推
定精度を高めることができる．このような考え方は新し
いものではなく，例えば，古くは今井 38) が，ダム湛水域
の地すべり調査において，地震探査と電気探査を行い，
速度値と比抵抗値の組合せによって岩盤の風化区分を行
って地すべりの解釈を行った．
このような解釈の試みは，
多くの物探技術者が経験してきたことであろう．それは
複数の物理量のクロスプロットにより，地盤を分類し，
それぞれの物理量の示す特徴の組合せによって，定性的
な解釈を試みるものである．最近では，岩石物理学の理
論に基づき，地盤を構成する土質を物理モデルによって
表現し，速度値と比抵抗値の組合せから定量的に土質判
別を行う研究が進められている 39)．
物理探査結果は物理量分布を提供するものであるが，
これだけが求められる調査はほとんどないと言える．今
後は，物理量分布からいかにユーザーの求める物性値や
構造を提供できるかが，物理探査に求められる課題の一
つと考える．そのためには，単に統計的な扱いだけでな
図 5 地中レーダ探査による記録例

36)

く，物理モデルに立脚し，物理量と工学量（強度や透水

当社つくばオフィス敷地内で取得

性など）の関係を室内試験等で確認するなど，系統的な

（上）従来の中心周波数 400MHz アンテナによる記録

研究も必要である．このような研究を進めていかなけれ

（下）ハイパースタッキングアンテナ（HS350）による

ば，物理探査が土木分野で本当に必要とされるツールに

記録

はならないだろう．
3.3 繰返し探査とモニタリング

迅速なデータ取得は，単に測定時間の短縮に寄与する

前節にも述べたように，物理探査で求められる物理量

だけでなく，物理探査に質的な変化をもたらした．高精

は地盤の持つ様々な特性の影響を受けるが，同一測線で

度の位置情報を持つ地中レーダは，その効率性を生かし

繰返し探査を行えば，その間に変化した地盤状態のみの

た稠密な探査を行うことができ，これによって地下の三

影響範囲や影響程度を抽出できる．このような地盤の状

次元可視化を現実的なものとした 37)．
一例を図 6 に示す．

態の変化に伴う弾性波速度や比抵抗の変化はきわめて小

他の探査法においても，今後，三次元探査への拡張が進

さいことが多いが，繰返し探査によってその差分に着目

むものと考えられるが，データ量が膨大となるため，迅

することによって，微小な変化を検出できる可能性が高

速なデータ取得は必須の課題である．

くなる．
繰返し探査で重要なことは，信号源やセンサの位置や
特性の再現性が求められることである．これに対して，
信号源やセンサを設置したままの状態で連続観測するモ
ニタリングは再現性が高く，より微小な変化を確実にと
らえることが可能である．一方，モニタリングは長期間
にわたってセンサを設置し，測定器を占有し，電源供給
やデータ転送の設備を必要とするなどコストがかかる．
効果的なモニタリングのためには，適切なモニタリング

図 6 RTK-GNSS 連動型地中レーダの稠密探査によって

の位置を設定する必要がある．図 7 は，河川堤防におい

三次元可視化した地層境界や埋設管

て出水時の堤体内の水分状態の変化を比抵抗によってモ
ニタリングするにあたり，モニタリングシステムの設置

3.2 複合探査と解釈技術

位置を決めるために，降雨の前後に実施した繰返し電気

物理探査で求められる物理量，例えば弾性波速度や比

探査（オームマッパー）による比抵抗変化率断面図であ

抵抗は，それぞれが地盤の持つ様々な物性や状態を反映

る．図中に赤破線で示した区間では，比抵抗の低下が顕

したものであり，単一の探査法のみで地下の状態を的確

著であり，雨水が浸透しやすい区間であることがうかが
5
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える．この区間は過去の出水時に漏水が発生したと記録

る．物理探査の標準化が難しい理由として前節に述べた

されている区間ともおおむね一致した．そこで，この区

ことの繰返しになるが，逆に適用対象や目的を限れば，

間内に比抵抗モニタリングシステムを設置するのが妥当

探査仕様の最適化が可能である．

と判断した事例である．位置や特性の再現性さえ保たれ

その一例が，河川堤防の統合物理探査 41) である．長大

れば，変化の抽出は比較的容易であり，1 回の探査だけ

構造物である河川堤防において，縦断方向に連続的に堤

では見えないものが見えてくる．今後，積極的に使用す

体土質を推定できる方法を目指して研究開発が行われて

る価値があるものと考える．

きた．3.2 節に述べたような弾性波速度と比抵抗の組合せ
から，堤防の土質区分や緩みを縦断方向に連続的に評価
し，既往堤防点検結果，築堤履歴や被災履歴，治水地形

降雨前後に実施した牽引式電気探査によって
比抵抗の低下が確認された範囲

深さ（m）

比抵抗上昇

0
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分類などの既存調査資料を活用しながら，堤防の弱点箇
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0.15

所を抽出しようとするものである．特徴的なことは，研
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比抵抗低下

事項を明確にして取り組まれたことであり，探査対象と

図 7 繰返し電気探査による比抵抗変化率断面の例

目的に対して物理探査の適用の最適化がなされた事例と
いえる．

4. 今後の取組み

このように探査対象を絞り，期待する精度や経済性を
考慮したうえで，利用する探査法の選択，測定仕様の決

前章に述べた最近の動向は，今後も引き続き発展が見

定，解析法や解釈法の検討などを行い，探査目的に合致

込まれるもので，物理探査技術の方向性を示していると

した探査技術としていく必要がある．このときに最も重

も言える．本章では，そのような今後の物理探査の発展

要なのは，調べたい地下構造や地下の状態が，どのよう

を支えていくために，取組むべき課題について述べたい．

な物理量によって特徴づけられるかという点である．あ

4.1 品質の維持・向上

るいは探査のターゲットが，周囲の地盤とどのような物

物理探査が今後とも信頼性の高い調査法として利用さ

理量でどの程度のコントラストを持つかということを明

れていくためには，その品質の維持・向上が不可欠であ

らかにしておくことである．これには既往調査事例や経

る．歴史的に見ても，低品質の探査結果が出回ったこと

験が役に立つが，わからなければ，実際の現場や現場で

によって物理探査そのものが信頼を失いかけたことがあ

採取したサンプルで実測することも必要となる．次に，

る．

そのような物理量の違いを検出し得る探査法を，現場条

物理探査技術は，地盤工学の各種計測技術や非破壊検

件も加味して選択する．そして，探査計画とくに測定ジ

査技術などと異なり，標準化や基準化が進んでいないの

オメトリ（信号源やセンサの配置）の決定には，数値シ

が現状である．その理由は，一つの探査法であってもバ

ミュレーションを有効に活用すべきである．可能であれ

リエーション（測定方式や解析方式の種類）が多く，適

ば模型実験を行い，理想的な条件での適用性を確認する

用対象や目的によって探査仕様が全く異なることから，

必要もあるだろう．このように，探査対象ごとに探査技

標準的な仕様を定めるのが容易ではないことや，計測値

術の最適化を図っていくべきと考える．

そのものが工学的な意味を持つわけではなく，データを

物理探査は，地盤調査だけでなく，施工管理や維持管

解析した結果あるいはその解析結果を解釈した結果が初

理分野からも非破壊診断技術として期待されている．物

めて意味を持つことなどによる．したがって，測定方法

理探査は，もともと半無限媒質の大地を想定して理論構

や解析方法の標準化はある程度できたとしても，探査結

築されたものであるから，土木構造物や建設部材への適

果の品質や信頼性には，探査技術者の技量に委ねられる

用には注意を要する．物理探査技術者が，これらの分野

部分が残る．このような状況下で品質の維持・向上を図

にも積極的に取組み，問題解決につながる探査技術の開

るために，当社は社内に物理探査部門を持ち，多数の物

発が進むことを期待する．

理探査技術者を擁し，研鑽を重ねているところであり，
今後とも技術者教育や研究開発が重要であると考えてい

5. おわりに

る．一方，物理探査成果の品質確保は，業界や学会とし
ても取り組んでいかなければいけない課題であり 40)，当

当社における物理探査の 60 年の歴史について，
その概

社も積極的に協力していくべきと認識している．

要を述べた．近年の動向は，今後の方向性を示すもので

4.2 適用対象に特化した探査技術の確立

もある．冒頭にも述べたように，我が国の物理探査は土

物理探査の原理は汎用的である一方，その適用分野は

木分野でもよく使われ発展してきたが，土木分野で本当

多岐にわたる．同一の探査原理に基づく方法であっても，

に役に立つ技術であり続けるためには，品質の維持・向

適用対象や探査目的によって，その探査仕様は全く異な

上が不可欠であるとともに，対象や目的の変化に合わせ
6
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て，探査の適用の仕方も変えていく必要があることを示

17) 横田俊之, 石井義朗, 島田伸介, 溝畑茂治, 荘司泰

した．今後とも，物理探査への期待は大きいと考える．
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