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１．はじめに 
 現在のルーチン的な安定解析手法では，すべり面の設定並びに安定計算上の困難さから，地すべり移動ブロックを二

次元問題として取り扱っている 1), 2)。しかし，地表面形状，すべり面形状、地下水面形状等の三次元的な情報が無視さ

れてしまい，地すべりの形状によっては二次元的な取り扱いが適当でない場合や，不適切な対策になってしまう場合が

ある 3)～8)。そのような地すべりでは，地すべりブロックを把握するための調査を十分に行い，三次元的に解析する必要

がある。 
 本研究では，沖縄，仲順地すべり 9)について，すべりブロック三次元情報，残留強度，破砕ピーク強度等の詳細な調

査・測定試験結果を用い，残留係数を導入した三次元安定解析を行った。 
 
２．残留係数を導入した三次元安定解析 
 すべり面で発揮される強度はすべり面土の物性やすべり面の発達状況によって異なる。宜保はその違いを評価するた

め，「残留係数を導入した安定解析法」を提案している 10), 11)等。「残留係数を導入した安定解析法」は，残留係数 R12)，

逆算法，土質試験結果およびモール・クローン式の組合せからなり，不明確な地質的要素（すべり面採取試料の代表性，

すべり面形状およびすべり面の状態の不均一性等）に対処する意味で合理的な手法である。R の本来の定義は，地すべ
り全体の抵抗力のうち，残留強度が担う抵抗力の割合を表すものである。本解析法は，すべり面土が二種類の土質から

なり，双方とも残留状態にある場合についても適用が可能である 13)。三次元解析では，滑動力，垂直力等がより確かな

ものとなり，解析精度が向上する。「残留係数を導入した安定解析法」の考え方は，三次元解析においても容易に適用

できる。 
 
３．三次元安定解析 
3.1 仲順地すべり 9) 
①概況 
 仲順地すべりは，豪雨により発生した初生型すべりで，島尻層群泥岩特有の小断層面，節理面等の地質弱面が素因と

なっている。地すべりの規模は，斜面長が 150ｍ，幅が上部で 90ｍ，末端部で 120ｍ，総面積 1.7ha，平均斜面勾配 15゜
である。地すべり斜面の中・上部では移動量が大きく，鏡肌を呈するほどにすべり面が発達しており，斜面下方部は移

動量が相対的に小さく，すべり面領域の泥岩は破砕された状態にある。すべり面においては，移動量の大きい斜面中上

部では残留強度が，相対的に移動量の少ない斜面下方部では破砕ピーク強度が発揮される。 
②土質強度 
 破砕泥岩 10), 14)のピーク強度は，有効垂直応力σn′= 100kN/m2～300kN/m2 に対して，開口亀裂試料で cf′= 0kN/m2，  
φf′ = 20.0°，成形時に亀裂が認められないものの圧縮開始後すぐに亀裂が現れた試料で cf′= 50kN/m2，φf′= 35.5°，
これらの中間的なものとして cf′= 10kN/m2，φf′= 30.5°が得られている。練り返し調整試料のピーク強度（完全軟化強
度）および残留強度はそれぞれ，csf  = 4.4kN/m2・φsf  = 31.3°，cr = 0kN/m2・φr = 9.3°である。 
3.2 すべり面の平均強定数と残留強度の関与領域 

 「残留係数を導入した安定解析法」に基づいて三次元解析を行い，すべり面の平均強度定数を求めると共に，強度の

関与領域も明らかにする。計算には，三次元安定解析（Hovland法）プログラム 15)を使用した。 
① すべり面の平均強度定数 
 すべり面が鏡肌面と脆弱化した破砕岩領域からなる場合に，すべり面の平均強度τは残留強度τrと破砕泥岩のピーク

強度τfとの合力で与えられる 
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 τ=R・τr＋（1－R）・τf       （1） 
式（1）のτ，τrおよびτfをモール・クーロ

ン式で表すと次のようになる 
 τ=c′＋σn′・tanφ    ′      （2） 
τr = cr＋σn′・tanφr                      （3） 
τf = cf′＋σn′・tanφf′            （4） 

式（3）および式（4）を式（1）に代入し，
式（2）と対応させると次の式が得られる 

c ′=R・cr＋（1－R）・cf  ′       （5） 
tanφ ′=R・tanφr＋(1－R)・tanφf′  （6） 

 三次元安定解析（Hovland 法）の式におい
て，Fs＝1.00 として次の c′－tanφ ′関係式
が得られる 
 c′=－90.70・tanφ ′＋21.35        （7） 
土質試験で得られた残留強度定数（cr = 0kN/m2・φr = 9.3°）および
破砕ピーク強度定数（cf  ′= 10kN/m2，φf′= 30.5°）を式（5）およ
び式（6）に代入し，式（8）および式（9）を得る 
 c ′=10（1－R）                                （8） 

tanφ ′=R･tan9.3°＋(1－R)･tan 30.5°               （9） 
式（8）および式（9）を式（7）に代入すると R=0.866が求まる。最
後に，R=0.866 を式（8）および式（9）に代入して，すべり面の平
均強度定数 c′＝1.34kN/m2，φ′＝12.4°を得る。上記の解析法を
図解的に示したのが図－1である。Fs＝1.00に対する c′－φ′関係
図に，残留強度（A：cr = 0kN/m2・φr = 9.3°）と破砕泥岩ピーク強
度（B：cf′=10 kN/m2，φf′= 30.5°）をプロットしている。すべり
面の平均強度定数は，A－B 直線と c′－φ′直線との交点で与えら
れる。二次元解析によるすべり面の平均強度定数は c′＝2.62kN/m2，

φ′＝15.4°で，三次元解析による値のほうが小さい。これは，す
べり方向にほぼ一致する最大断面を安全率 Fs=1.00 とする二次元解
析に対して，三次元解析ではすべり土塊の形状が評価され，すべり

ブロック縁辺部のいわゆる三次元効果等がすべり抵抗力に加味され

るにもかかわらず Fs=1.00 であるため，滑動力が小さくなることに
起因すると考えられる。最大断面を用いた二次元解析で得られたすべり面の平均強度定数は過大な値となっている。 
② すべり面における残留強度関与領域の決定 
 すべりの移動状況およびすべり面の状況を基に強度関与領域を設定して繰り返し計算を行い，残留強度および破砕ピ

ーク強度の関与領域を決定した（図－2）。すべり面において発揮される強度の関与領域を明らかにすることにより，合
理的でより効果的な対策を行うことが可能となる。 
本研究は科学研究費補助金（課題番号：13660247）の補助を受けて実施したものである。 
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図－1 地すべり停止直後の c′－tanφ′関係，残留・ピーク強度 
定数，およびすべり面の平均強度定数 
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図－2 すべり面における残留強度の関与領域 
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