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1．はじめに
2011 年 3 月 12 日、長野県と新潟県の県境付近において発生した長野県北部地震（マグニチュー
ド 6.7）によって、多大な人的および家屋の被害が発生した。栄村における家屋の全半壊の被害件
数 202 件のうち、最も被害が集中した地区が青倉地区の 39 戸、次いで森地区の 32 戸である（栄村
ホームページ 8 月 26 日付けの資料）
。とくに森宮野原駅前において地震動によって家屋の基礎部分
から泥水の噴出が認められたほか、地盤の側方への小規模な移動が生じた。
家屋の被害が大きかった青倉・森両地区において、地盤条件が被害にどのような影響を与えたの
かを明らかにするため、信州大学山岳科学総合研究所の学長裁量経費、および神戸大学都市安全研
究センターの研究経費に基づく研究課題として本調査を行った。
地中レーダーを用いた現地調査には、報告者のほかに野尻野 真栄（神戸大学理学部学生）
、山岸
由佳、出口達也、本合弘樹（信州大学理学部学生）が参加して、2011 年 8 月 24 日から 27 日にかけ
て実施された。データ処理は宮田により神戸大学において行われた。
2．地中レーダー探査
地中レーダー探査は、地表の送信アンテナから下に向けて電磁波のパルスを放射し、地下に存在
する物質の電気的性質の不均一性により電磁波が反射して地表の受信アンテナに戻る性質を利用し
て地下構造を知る方法である（物理探査学会，1998 など）
。一般に、物質の含水量が高いと伝播速
度は小さくなる傾向がある。地層境界・地下水面・人工的地盤の下底面など、地中で含水量が変化
する境界が反射面となり、地中レーダーにより記録される。比較的浅い地下のようすを、短時間で
広く知ることができる手法である。宮田らは、これまでに市街地において軟弱な含水層や断層破砕
帯の存在を明らかにしてきており（宮田・前田，1998；平井ほか，2009 など）
、この方法の有効性
が確かめられている。
今回の探査では米国 GSSI 社の SIR-3000 を使用した（図 1, 2）
。アンテナ周波数は 100MHz を使用
し、100ns（ナノ秒，10 億分の 1 秒）および必要に応じて 150ns のレンジで測定した。得られた地
中レーダーイメージに対し、解析ソフトウェア（RADAN6）を用いた水平方向のスケール補正、次い
で高周波のシステムノイズと低周波のノイズを除去するため、バイパスフィルター処理及びローパ
スフィルター処理を加えた。 さらにワイドアングル測定の結果に基づいて、電磁波の往復時間から
深度情報を得た。

図 2 測線に沿ってレーダーを牽引する

図 1 地中レーダーのアンテナと受信装置
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図３ 調査対象とした青倉地区および森地区
空中写真は国土交通省国土情報ウェブマッピングシステム上の
CCB-76-5（昭和51年撮影）を使用。
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3．調査対象地区の概要
家屋の被害が顕著であった青倉地区および森地区を地中レーダーによる調査対象とした。いず
れの地区も千曲川の左岸に位置しており、千曲川の河床から約 40m の比高を有する段丘上に発達し
た集落である（図３）
。河床付近には弱固結の第四系魚沼層群が露出し、その上位に未固結の第四系
段丘堆積物が乗る。段丘堆積物の層序や年代は不明である。
4．森地区
4-1 側線
森地区では、森宮之原駅の南側に隣接する部分において家屋の被害がとくに顕著であった。泥水
の噴出も駅南西側に隣接する部分で発生した。
森地区の集落は段丘上に発達しているが、駅付近は地形的に小規模な凹地を形成している。駅北
西側の谷の沢水が、鉄道路線に平行な人工の流路を通して東南東に流下している。駅付近の凹地と
河川の流路が人工ものでなければ、山向きに傾斜した不自然な地形である。駅付近の凹地には軟弱
地盤の存在が予想される。これらの状況を踏まえて、図４のように地中レーダー調査の 4 本の測線
（MRI-1，2，3，4）を設定した。
4-2 地中レーダー探査結果（図 5）
MRI-１
長さ 70ｍの測線 MRI-１に沿って、深度約 14ｍの反射パターンが得られた。このうち起点から 10
〜58ｍ付近に、深度約 3.5ｍの部分に明瞭な不連続面が認められ、これより上位に比較的含水率が
高い層が存在していると考えられる。
MRI-２
MRI-１の北にほぼ連続する長さ 60ｍの測線 MRI-２に沿って、深度約 7ｍの反射パターンが得られ
た。起点から 8ｍ付近から、深度約 3.5ｍ付近に明瞭な不連続面が認められ、北に向かってかなり明
瞭となる。深度約 3.5ｍより上位に含水率の高い層が存在し、鉄道敷地に向かって含水率が上昇し
ていると考えられる。
MRI-３
MRI-１および２にほぼ直交する西北西-東南東方向の長さ 132ｍの測線 MRI-３に沿って、深度約 7
ｍの反射パターンが得られた。全体を通して、深度 1〜1.5ｍの位置に強い反射が認められるが、そ
れよりも下位では、起点から 55〜70ｍ付近と 125ｍ以遠を除いて、厚い含水層が存在するものと考
えられる。
MRI-４
森宮之原駅を起点とする MRI-３にほぼ直交する長さ 188ｍの測線 MRI-4 に沿って、深度約 14ｍの
反射パターンが得られた。起点から 40ｍから 105ｍ付近にかけて、かなり明瞭な反射に乏しい部分
が存在する。起点から約 80ｍ付近で含水層の深度は最大 14ｍに達する。この部分にかなり厚い含水
層が存在しているものと考えられる。
4-3 地盤の状況
全体的に見て、森宮之原駅の南側の住宅・商業地域には含水層が存在している。とくに森宮野原
駅の西側に隣接する小公園付近から、南東へ向かって東西方向の道路を通り、駅南方のＴ字路から
南約 70ｍ地点に至る範囲には、軟弱地盤と考えられるかなり厚い含水層が顕著に発達している。
厚い含水層が確認された南東端（測線 MRI-４の起点から 40ｍから 105ｍ付近）のさらに南東側に
は谷状の斜面地形が存在している。駅西側の小公園付近から南東方向にかけて、旧河川の流路を堆
積物が埋積することによって軟弱な含水層が形成されている可能性がある。
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図 5 森地区の測線で得られた反射パターン
上から測線 MRI１〜４
横軸は測線起点からの距離、縦軸は電磁波の到達時間。
距離は 150ns が 6.9ｍ、300ns が 13.9ｍ。
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５．青倉地区
ａ 側線
青倉地区は段丘上に発達した集落である。 北東-南西方向の旧国道に沿って並んだ家屋の被害
5．青倉地区
がとくに顕著であった。そこで、図５のように旧国道と、それにほぼ直交する地中レーダー調査
5-1 の３本の側線（ARA-1，2，3）を設定した
側線
青倉地区は段丘上に発達した集落である。 北東-南西方向の旧国道に沿って並んだ家屋の被害が
とくに顕著であった。そこで、図
ｂ 地中レーダー探査結果 6 のように旧国道と、それにほぼ直交する地中レーダー調査の３
本の測線（ARA-1，2，3）を設定した。
ARA-1

旧国道にほぼ直交する北西南東方向の長さ160ｍの側線ARA-1に沿って、深度約5.2ｍの反
5-2 射パターンが得られた。南東端の起点から125ｍ付近にかけて、断続的に反射が弱い部分が現れ
地中レーダー探査結果（図 7）
ARA-1る。とくに起点から20ｍ付近と120ｍ付近には、深度5ｍに及ぶ反射が弱い部分が認められ、比
旧国道にほぼ直交する北西−南東方向の長さ
160ｍの測線 ARA-1 に沿って、深度約 5.2ｍの反射パ
較的厚い含水層が存在するものと考えられる。
ターンが得られた。南東端の起点から 125ｍ付近にかけて、断続的に反射が弱い部分が現れる。と
くに起点から
ARA-２20ｍ付近と 120ｍ付近には、深度 5ｍに及ぶ反射が弱い部分が認められ、比較的厚い
含水層が存在するものと考えられる。
旧国道上の北西南東方向の長さ490ｍの側線ARA-2に沿って、深度約5.2ｍの反射パターン
が得られた。測線長が長いため、便宜的に南西側起点から290ｍの部分（測線ARA-2a）と、測
ARA-2線ARA-2aの終点を起点としてさらに北東へ向かう200ｍの部分（測線ARA-2b）に分割して図
旧国道上の北西−南東方向の長さ
490ｍの測線 ARA-2 に沿って、深度約 5.2ｍの反射パターンが得
示する。南西端の測線ARA-2a起点から120ｍ付近にかけて、さらに170ｍから200ｍ付近にか
られた。測線長が長いため、便宜的に南西側起点から
290ｍの部分（測線 ARA-2a）と、測線 ARA-2a
けて断続的に反射が弱い部分が現れる。これらの部分には比較的厚い含水層が存在するものと考
の終点を起点としてさらに北東へ向かう
200ｍの部分（測線
ARA-2b）に分割して図示する。南西端
えられる。
の測線 ARA-2a 起点
から 120ｍ付近にか
けて、さらに 170ｍ
から 200ｍ付近にか
けて断続的に反射が
弱い部分が現れる。
これらの部分には比
較的厚い含水層が存
在するものと考えら
れる。

ARA-3
旧国道にほぼ直交
する北西−南東方向
の長さ 185ｍの測線
ARA-3 に沿って、深
度約 5.2ｍの反射パ
ターンが得られた。
南東端の起点から
105ｍ付近にかけて、
深度 5ｍに及ぶ反射
が弱い部分が続く。
この部分にはかなり
厚い含水層が存在す
るものと考えられる。
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図６ 青倉地区における測線位置
図６ 青倉地区における測線位置
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図 7 青倉地区の測線で得られた反射パターン
上から測線 ARA-1，ARA-2a， ARA-2b ，ARA-3
横軸は測線起点からの距離、縦軸は電磁波の到達時間。
縦軸 150ns の距離は 5.2ｍ。
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ｃ 地盤の状況
全体的に見て、段丘上の千曲川に近い南東側には、軟弱地盤と考えられる含水層が広く分布し
ｃ 地盤の状況
5-3
地盤の状況
ている。この領域には旧国道が走っており、それに沿って集落が発達している。段丘の北西側
全体的に見て、段丘上の千曲川に近い南東側には、軟弱地盤と考えられる含水層が広く分布し
全体的に見て、段丘上の千曲川に近い南東側には、軟弱地盤と考えられる含水層が広く分布して
（山地側）には強い反射を示す領域が存在している。山地側の反射が強い領域と千曲川寄りの反
ている。この領域には旧国道が走っており、それに沿って集落が発達している。段丘の北西側
いる。この領域には旧国道が走っており、それに沿って集落が発達している。段丘の北西側（山地
射が弱い領域の境界は、北西南東方向の測線ARA-1、測線 ARA-3それぞれにおいて明瞭であ
（山地側）には強い反射を示す領域が存在している。山地側の反射が強い領域と千曲川寄りの反
側）には強い反射を示す領域が存在している。山地側の反射が強い領域と千曲川寄りの反射が弱い
る。２測線における明瞭な境界を結んだ線が何らかの地質境界が存在することを示している。
射が弱い領域の境界は、北西南東方向の測線ARA-1、測線 ARA-3それぞれにおいて明瞭であ
領域の境界は、北西−南東方向の測線 ARA-1、測線 ARA-3 それぞれにおいて明瞭である。２測線にお
る。２測線における明瞭な境界を結んだ線が何らかの地質境界が存在することを示している。
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在する可能性が高い。今後ボーリングなどによる確認作業を行うことが望ましい。
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よび神戸大学都市安全研究センターの経費を使用させていただいた。関係各位に感謝申し上げる。
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