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１．はじめに

　日本では、その地形・地質特性から数多くの岩盤斜
面崩壊が発生している。特に北海道では、1996年に一
般国道229号豊浜トンネル１）、1997年に同国道第２白
糸トンネル２）、2001年に一般国道333号北見市北陽３）、
2003年に一般国道336号えりも町４）等で、大規模な岩
盤崩壊が相次いで発生している。これら崩壊の原因の
１つには、岩体の自重やその他の要因による亀裂の進
展が挙げられている。
　しかし、詳細な調査・計測事例が少なく、岩盤崩壊
のメカニズムの解明や予測技術は、十分に開発されて
いないのが現状である。そのため、安全・安心でかつ
合理的な道路の整備や維持管理に資する、斜面崩壊に
対する防災技術向上の研究が急務となっている。
　そこで筆者らは、これまでにオーバーハングした岩
盤崩壊において引張力が働く自重崩壊を模擬した一連
の遠心力模型実験を実施してきた（図－１５））。その結
果、崩壊岩体の背面の亀裂長が同じであれば、亀裂が
上端にある場合よりも下端にある場合の方が斜面の安
定度が高く、崩壊し難いことを明らかにした６）７）８）。
　しかしながら、亀裂が下端にある場合の崩壊形態と
して、背面亀裂が谷側に傾斜あるいは垂直面と一致す
る場合には、崩壊岩体が崩壊時に引張力あるいはせん
断力により亀裂面から剥がれるが、山側に傾斜する場
合には、既存亀裂面に岩体の自重が圧縮力として作用
するために亀裂面の弾性が影響することが推察され
た。すなわち、亀裂面の弾性係数が小さいほど変形が
大きくなって安定度が低くなり、崩壊の危険性が増す
ことが予想される。亀裂の周辺は、湧水や雨水による
乾湿や凍結融解の影響を受けて劣化しやすいことか
ら、このような条件は自然斜面でも容易に生じること
が推測される。
　そこで本報告では、崩壊岩体の背面亀裂が下端にあ
って、山側に傾斜する背面亀裂材の弾性係数を変化さ
せた遠心力模型実験やFEM解析を行い、岩盤斜面の
安定度や背面亀裂の進展過程の違いを考察した結果に
ついて述べる。

図－１　実験対象イメージ図（参考文献５を一部引用）

２．実験および解析方法

２．１　遠心力模型実験

　模型縮尺を1/70として、実験条件を変えた実験ケー
スの５供試体を作成した。各実験ケースの供試体形状
を図－２に示す。実験ケース１、２、３の供試体には
背面亀裂として、所定長さ（243mm）の塩ビ板に厚さ
10mmの弾性係数の異なる材料を貼り付けた。また、
実験ケース４、５では、ゴムプレートの厚さをそれぞ
れ20mm、30mmに変えたものを張り付けて埋め込ん
だ。（表－１、写真－１）
　その他模型供試体の材料には、モルタルを用いた。
遠心力載荷装置の最大遠心加速度100G 以下で模型供
試体が崩壊する強度を想定して、モルタルの引張強さ
σt =180kN/m2となるようにモルタル配合した（配合比
=セメントC：砂S：カオリン粘土N=１：４：１、水
セメント比W/C=2.25）。
　遠心力載荷実験では、供試体の背面亀裂先端から新
たな亀裂の進展が予想される位置にひずみゲージを貼
付したほか、CCDカメラやレーザ変位計などの計測
センサーを遠心力載荷装置に取り付け亀裂の進展過程
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いによる崩壊のしやすさを評価した。補正に用いた基
準値としては、軟岩程度の物性値を想定して引張強さ
σs（=200kN/m2）と単位体積重量 γs（=18.0kN/m3）に
換算し、さらに測定した遠心加速度の半径位置を補正
した。

（1）

ここに、nfs：補正崩壊加速度（基準値に置き換えた崩
　　　　　　壊加速度）（G）
　　　　 nf：実測崩壊加速度（G）
　　　　 α：供試体の実測引張強さ σtと引張強さの基
　　　　　　準値 σs（=200kN/m2）の比（=σt /σs ）

1 t=10mm

2 t=10mm

3 t=10mm

4 t=20mm

5 t=30mm

a. 実験ケース１、２、３共通 b. 実験ケース４ c. 実験ケース５

図－２　各供試体の形状図

（遠心加速度方向を下向きにして、重力加速度方向と一致させて示した。）

表－１　各実験ケースに用いた背面亀裂材

写真－１　背面亀裂材貼り付け状況

を計測した。制御パネルおよびモニター画面を確認し
ながら、遠心加速度を想定破壊加速度の70％まで10G、
以後５Gずつ段階的に増加させ、１段階につき５分間
以上保持した。載荷中は、ひずみの増加傾向やクラッ
クの発生状況を常に観察し、ひずみの発生量が急増し
た場合には、遠心加速度を一定に保ってひずみの動向
を観察した。そして、ひずみがクリープ的に増加して
いないことを確認した場合には、次の加速度段階に移
行した。
　実験で得られた各実験ケースの実測崩壊加速度は、
強度や単位体積重量などが異なる。実測崩壊加速度を
同条件で比較するために、以下の（1）式を用いて補正
崩壊加速度として算出し、亀裂の弾性係数や厚さの違
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σ
kN/ 3 kN/m2

1 0.243 0.50 35.0 70 3.18 3.50 17.4 282.0 21.7
2 0.243 0.50 27.0 70 3.18 3.50 18.1 351.0 14.0
3 0.243 0.50 25.0 70 3.18 3.50 17.0 339.0 12.7
4 0.243 0.50 33.0 70 3.18 3.50 16.6 327.0 16.9
5 0.243 0.50 24.0 70 3.18 3.50 16.4 375.0 10.6

1/n
r '(m) r (m) n fs (G)n f (G)(m)

1 10 16.0 468 1.75 585 0.800
2 10 3.2 5.60 2.27 483 0.012
3 10 0.02 2.30 2.03 584 0.004
4 20 3.2 5.60 2.21 371 0.015
5 30 3.2 5.60 2.70 385 0.015

E h/Em(mm) (MPa E h (MPa) (MPa) Em (MPa)

表－２　遠心力模型実験結果

表－３　背面亀裂材および母材モルタルの物性値

　　　 　β：実測単位体積重量 γtと単位体積重量の基
　　　　　　準値 γs（=18.0kN/m3）の比（= γt /γs ）
　　　　r’：模型供試体重心位置の半径（m）
　　 　　r：遠心力載荷装置の有効半径（m）

２．２　解析方法

　既存亀裂面の弾性係数が異なることによる亀裂進展
の違いをみるために、フォーラムエイト社製の２次元
有限要素解析ソフト UC-win/WCOMD（Ver2.00.02）
を用いて、遠心力載荷の段階毎に亀裂進展過程を解析
した。解析では実験ケース１と実験ケース３について
遠心力載荷段階毎にFEM解析を実施し、引張応力が
供試体の引張強度を超える範囲を計算して亀裂が発生
進展する箇所を求めた。

３．実験結果と解析

３．１　実験結果

　表－２に各実験ケースの遠心力模型実験から求めら
れた実測崩壊加速度値、および実験後供試体の岩石試

験結果、および計算による補正崩壊加速度を示す。表

－３に、背面亀裂材と母材モルタルの物性値を示す。
この内、背面亀裂材の弾性係数とモルタルの弾性係数
および一軸圧縮強さは、使用した材料の一軸圧縮試験
を行って求めた。
　既存亀裂面の弾性係数が異なることによる崩壊への
影響について、実験ケース１、２、３の結果を用いて
示す。図－３に、各背面亀裂材と供試体の母材である
モルタルの弾性係数の比（以下、弾性係数比）を求めて、
補正崩壊加速度との関係を示す。弾性係数比が小さい
ほど崩壊加速度が小さくなる傾向を示している。つま
り、背面亀裂材が柔らかいほど崩壊しやすいことがわ
かる。これは、崩壊岩体が崩壊するときに回転モーメ
ントが作用して既存亀裂面に圧縮力が生じるが、その
時に背面亀裂面が柔らかいほど崩壊岩体は亀裂面側に
変位して、新たに発生する亀裂面の引張力が再配分さ
れて集中し、補正崩壊加速度が小さくなったことが考
えられる。
　次に背面亀裂の劣化範囲（厚さ）の影響として、図－

４に実験ケース２、４、５の結果を用いて、背面亀裂
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図－６　ケース３：15G 載荷段階の引張強度を

　　　　超える応力が作用する箇所

図－５　ケース１：20G 載荷段階の引張強度を

　　　　超える応力が作用する箇所

材の厚さと補正崩壊加速度の関係を示す。背面亀裂材
厚さ10mmと30mmでは、亀裂材が厚い30mmの方が
補正崩壊加速度は小さくなった。ただし、背面亀裂材
厚さが20mmで補正崩壊加速度が大きくなっている
が、これは異常値と思われる。この結果でも背面亀裂
材の厚さが大きいほど崩壊岩体が亀裂面側に変位しや
すくなり、新たに発生する亀裂面の引張力が再配分さ
れ、補正崩壊加速度が小さくなったと推測される。

３．２　解析結果

　図－５に実験ケース１の20G 載荷段階、図－６に実
験ケース３の15G 載荷段階の FEM解析結果を示す。
図中に、引張応力が供試体材料の引張強度を超える箇
所を赤丸内の赤色箇所で示している。引張強度を超え
る箇所は、実験ケース１では既存背面亀裂の先端から
発生して伸長するのに対して、実験ケース３では供試
体天端に発生した引張応力が既存亀裂の先端に向かっ
て伸長する傾向を示した。つまり、この傾向の違いは、
背面亀裂材の弾性係数が影響したためで、背面亀裂の
弾性係数が異なることにより模型供試体が崩壊に至る
過程の違いを示していると考えられる。

４．まとめと今後の課題

　亀裂が下端にある岩盤斜面の崩壊形態について、遠
心力模型実験結果およびFEM解析を行った結果は以
下のとおりである。
１） 既存亀裂材と供試体の母材モルタルの弾性係数の
比が小さいほど崩壊加速度が小さくなる。背面亀裂
材の弾性係数が小さいほど崩壊しやすいと推定され

図－３　弾性係数比と補正崩壊加速度 図－４　背面亀裂材厚さと補正崩壊加速度
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る。
２） 亀裂材が厚い方が補正崩壊加速度は小さくなり、
崩壊しやすくなる傾向を示した。
３） 遠心力載荷段階毎の FEM解析結果は、背面亀裂
材の弾性係数が異なることによる、亀裂進展の過程
の違いを示していると推察された。

　今後、岩盤斜面崩壊の定量的な評価法を確立し、危
険箇所の合理的な抽出方法や防災技術の向上に役立て
たい。
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