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岩盤崩落の遠心力模型実験と FEM 解析について
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して、一連の遠心力模型実験２）３）を実施している。本

１．はじめに

報告は、岩盤崩落の遠心力模型実験結果と FEM 解析
我が国では、地すべりや岩盤崩壊などの斜面災害が

結果の比較による安定度評価法の検証、および実験で

毎年多数発生しており、土木構造物に多大な被害をも

観察された破壊に伴う亀裂の進展について FEM 解析

たらすとともに、時には人的被害を伴う重大事故も生

を試みたものである。

じている。斜面防災を行うためには、現状の岩盤斜面
の安定性を定量的に求めることが必要であり、その代

２．解析モデルと実験条件

１）

表的な解析手法に FEM 解析 がある。FEM 解析は、
基本的に岩盤の応力や変形などの挙動を予測する手法

解析は、図－１に示すように２次元岩盤崩落モデル

であるが、解析の結果から斜面内の局所的な引張応力

として、突出量 OH を10m（Case1）、15m（Case2）の

域あるいはせん断破壊領域の存在を確認することや、

２ケース実施した。解析に用いた岩盤定数は、既存資

応力値をもとにした局所安全率の分布から崩落面を想

料４）を参考に軟岩に分類される定数を用いた。表－１

定し、全体的な岩盤斜面の安定性を評価することにも

に解析に用いた岩盤定数を示す。FEM 解析では、岩

用いられる。しかし、岩盤斜面については、この安定

盤を弾塑性体として解析した。岩盤斜面の安全率 Fsa

度評価法の精度の検証が十分に行われていない。

は、局所安全率分布図を用いて安全率低下ライン（図

岩盤崩落に関する筆者らのこれまでの研究では、大

－１の想定破壊ライン Cu）を判読推定し、そのライン

規模岩盤崩落のメカニズム解明や危険度評価を目的と

に沿って安全率算出用メッシュブロックを作成して求

θ 㧦ᢳ㕙ᢳⷺᐲ90q
H 㧦⓭ㇱߩ㜞ߐ㧔ု⋥㜞ߐ㧕(m) =30m
Cu㧦ᗐቯ⎕უࠗࡦ㧔ᣢሽ⢛㕙ⵚ₸=50%㧕
OH㧦⓭㊂㧔᳓ᐔ㊂㧕(m) =10m(Case1),15m(Case2)

図－１
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図－２

模型供試体の形状寸法
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めた５）６）。また、比較のために本研究で過去に提案し
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示す。これらの結果を比較するために、下記に示す（1）

た、極限平衡解析による安定度評価法 を用いて安全

式を用いて遠心力模型実験結果による実測安全率を求

率を求めた。

めた。（1）式では、解析と実験の差異として、引張強

遠心力模型実験は、模型縮尺を1/70として解析モデ

さと単位体積重量および測定する遠心加速度の半径位

ルと同様に２ケースの供試体を作成した。代表例とし

置を補正している。同表には計算による実測安全率も

て Case1の供試体を図－２に示す
（図は、遠心加速度

示した。

方向を下向きにして、重力加速度方向と一致させて示
している）
。供試体には、既存背面亀裂として設定し

（1）

た長さの塩ビ板を片面に剥離剤を塗布して埋め込み、
その先端より発生することが予想される新たな進展亀

ここに、nf：崩落加速度実測値（G）

裂の挙動を観測するためにひずみゲージ10点
（単軸ゲ

α：供試体の実測引張強さ σt と解析で用い

ージ１枚、二軸ゲージ９枚）を貼付した。

た引張強さ σs の比（=σt/σs）

模型供試体の材料は、予め配合決定したモルタルを

β：供試体の単位体積重量 γt と解析に用い

用いた。モルタルの配合は、目標強度を遠心力載荷装

た岩盤斜面の単位体積重量 γs の比
（=γt/

置の最大遠心加速度100G 以下で模型供試体が崩落す

γs ）

2

る強度を想定して一軸圧縮強さ qu=1.80MN/m とし、

n：模型縮尺の分母

配合試験の結果から材料配合比をセメント C：砂 S：

r：遠心力載荷装置の有効半径（m）

カオリン粘土 N= １: ４: １、水セメント比 W/C=2.5

r’：模型供試体重心位置半径（m）

とした。

Fs：遠心力模型実験による実測安全率

なお、セメントには実験工程を考慮して早強セメン
トを用いた。実験後、岩盤模型の供試体からコア試料
を採取して一軸圧縮試験、および圧裂引張試験を実施
して力学特性を求めた。

３．２

実験の観察結果

図－３に Case2の供試体破壊時の CCD カメラ画像
を示す。実験の観察では、以下の事項が確認された。
・背面亀裂先端より亀裂が伸長し突出部が破壊した。

３．実験および解析結果

・供試体の背面亀裂（塩ビ板）先端部の引張ひずみが増
大した。

３．１

実験および解析結果

表－２に各解析モデルの FEM 解析および極限平衡
解析の計算安全率 Fsa、Fsb、遠心力模型実験による実
測崩落加速度 nf 、供試体コア試料の強度試験結果を
46

・破壊は一瞬（脆性破壊的）であった。
・破壊面は、引き剥がされたように壊れており、滑っ
た痕跡はない。
・破壊面は、既存背面亀裂とした塩ビ板先端とオーバ
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実測安全率と計算安全率

れ以上の応力を分散させて、想定破壊ラインの安全率
が1.0を大きく下回り難くなることの影響も考えられる。
図－３

供試体破壊状況画像

今回実施した安定解析の検証では、先に解析モデル
を一般的に採用されている解析条件や手法で FEM 解
析して安全率を求め、次に解析モデルに近似した岩盤

ーハング基部を結んだ直線に対して凹型の形状を示

斜面の遠心力模型実験により実測安全率を求めて比較

す。

している。したがって、FEM 解析の結果には逆解析

特に注目されることとして、供試体の破壊は局所的

的な要素がほとんど入っていない。今後、FEM 解析

な破壊が上端
（塩ビ板先端）から下端
（オーバーハング

により遠心力模型実験結果をシミュレートできる解析

基部）にかけて連続して発生しており、背面亀裂先端

条件や手法を抽出して、現在一般的に採用されている

部分の塑性域が拡大して応力拡大の緩和が生じている

手法と比較検討することにより、FEM 解析を用いた

と考えられた
（以下、この現象を連鎖破壊と呼ぶ）。

より精度の高い岩盤斜面の評価が可能になると考える。

４．考察

４．２

FEM ステップ解析の考案

図－５に Case2の遠心力模型実験により観察された
４．１

安定度評価法の検証

破壊ラインと、解析で想定された破壊ラインを示す。

図－４に、遠心力模型実験結果から求めた実測安全

前者が既存背面亀裂とした塩ビ板先端とオーバーハン

率 Fs と各解析による計算安全率 Fsa、Fsb との関係を

グ基部を結んだ直線に対して凹型の形状をしているに

示す。各安全率を比較すると、FEM 解析による計算

対して、後者は凸型の形状をしており異なっている。

安全率は実測安全率に対して危険側の値を示してお

この傾向は Case1の実験でも確認された。このような

り、極限平衡解析による計算安全率に比べて誤差が大

結果に至った要因としては、FEM 解析が静的な解析

きい結果になっている。

であり、破壊が生じる直前の状態までしか表現してお

これらの原因を考察すると、一つには解析で用いて

らず、破壊進行時の状況を表現していないことが考え

いる破壊強度の違いが考えられる。FEM 解析では c、

られる。そこで、FEM 解析で破壊の進行過程をステ

φ を局所安全率の計算に用いてせん断強度を採用して

ップ毎に解析する手法を検討した。

いるのに対して、実験で観察された形態は崩落部位が

解析では、破壊のトリガーとなる応力を数値解析で

剥がれる引張破壊が観察されたことから、引張強さが

評価することが必要である。ここでは実験観察の結果

対象になると推察される。また、今回用いた FEM 解

から初期破壊として引張応力に注目し FEM 解析を行

析では、岩盤を弾塑性体としたことから、図－１に示

った。さらに連鎖破壊を考慮して、最初の解析で引張

した想定破壊ライン上の応力が破壊強度を超えるとそ

破壊領域（初期破壊領域）から最も応力が作用している
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破壊ライン

と考えられるメッシュを除去し、次の解析を実施（進
行破壊領域を求めてメッシュ除去）することとした（以
下、FEM ステップ解析と呼ぶ）。
実験の供試体は、1/70で作成されているが、FEM
ステップ解析では、実寸の寸法に戻して検討を行った。
遠心力模型実験では、15G 載荷時に破壊が生じたため、
この載荷を実寸に変換して、15/70=0.214G として自
重載荷した弾塑性解析を行った。
８回の FEM ステップ解析を繰り返した結果を図－
６に示す。FEM ステップ解析により、実験で確認さ
れた凹型の破壊面形状を表現することができ、供試体
に生じた引張破壊が一気に拡大する様子を解析でも表
現することが可能であることが示唆された。また、解
析から破壊のトリガーは引張応力である可能性が高い
ことが推察された。
この結果は、実験時の破壊形態を FEM ステップ解
析で表現
（再現）
することができたことから、岩盤斜面

図－６ FEM ステップ解析結果
（赤色領域：引張破壊領域）

評価としての FEM 解析の弱点を補完する方法の端緒
が見つけられたと考える。
ただし、過去の実験で観察された模型斜面の破壊面
は、必ずしも凹型の形状になっていない。この原因に

５．まとめ

は、模型斜面材料の物理力学特性の違いなどが影響し
ていると推測され、今後さらに検討する必要があると
考える。

（1）岩盤斜面の安全率を求める手法として、FEM 解
析と極限平衡解析を実施した。その結果、FEM
解析による計算安全率は、遠心力模型実験による
実測安全率に対して危険側の値となり、極限平衡
解析による計算安全率に比べて誤差が大きい結果
になった。これらの原因には、解析で用いている
破壊強度の違いや岩盤を弾塑性体とした影響など
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が考えられる。

２）日下部祐基，三浦均也，伊東佳彦，表真也：遠心

（2）岩盤崩壊の遠心力模型実験を CCD カメラで観察

力模型実験と２次元極限平衡解析を用いた岩盤斜

した。その結果、破壊は一瞬であり、引き剥がさ

面の簡易安定度評価法，平成21年度土木学会北海

れるように壊れること、破壊面が凹型の形状とな

道支部論文報告集

ることなどが確認された。

第66号，C-2，2010.

３）日下部祐基，伊東佳彦，表真也，三浦均也：オー

（3）岩盤崩壊では、内部応力が許容値を超えると破壊

バーハングを有する岩盤斜面の安定度評価のため

は動的な状態となり、連続体内部の応力状態は、

の３次元極限平衡解析ソフトの開発，寒地土木研

形状変化に連動して瞬時に変化しながら、連鎖破

究所月報，No.681，pp21-32，2010.

壊が生じることになると推測される。このような

４）日本道路公団試験研究所：トンネルの標準設計に

破壊形態を FEM ステップ解析で再現することが

関する研究報告書－数値解析と施工実績の分析

できた。

－，1986.
５）日下部祐基，伊東佳彦，阿南修司，三浦均也：岩

今回の実験は２ケースに絞り、予備的な実験として

盤斜面の安定度評価に関する FEM 解析と遠心力

実施し考察したものである。今後、実験条件を変えた

模型実験の比較，平成22年度土木学会北海道支部

遠心力模型実験を行って、さらに詳細な検討を加えた

論文報告集，C-7，2011.2.

いと考えている。

６）日下部祐基，伊東佳彦，阿南修司，三浦均也：岩

なお、本報告をまとめるにあたり、当研究所研究調
整官

小笠原章氏には貴重なご助言をいただいた。こ

こに感謝の意を表します。

盤斜面の安定度評価に関する FEM 解析と遠心力
模型実験，第46回地盤工学研究発表会論文集，
pp.1889-1890，2011.7.
７）日下部祐基，三浦均也，伊東佳彦，表真也：極限
平衡解析による岩盤斜面の簡易安定度評価法の適

参考文献

用と検証事例，土木学会論文集 C（地圏工学），
１）土木学会：岩盤斜面の安定解析と計測，pp.131-

Vol.67，No.2，pp.228-239，2011.

166，1994.

日下部

祐基＊

伊東

Yuki KUSAKABE
寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
防災地質チーム
主任研究員
博士（工学）
技術士（建設）

寒地土木研究所月報

№705

佳彦＊＊

Yoshihiko ITO

2012年２月 

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
防災地質チーム
上席研究員
博士（工学）
技術士（応用理学）

三浦

均也＊＊＊

Kinya MIURA

豊橋技術科学大学
建設工学系
教授
工学博士

49

