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緒言
地すべりの二次元安定解析においては,通常j安全率Fsを仮
1-7）

事例のｃ′－②′図と断面形状および土質
強度特性との関係

定してｃ′－tan‘′図を得る。一方jすべり形態を直接的|こ
支配する最も重要な影響因子として,すべり面士の士質強度特性

１地すべりの概況，断面形状とせん断強度特性

が挙げられる。土質強度定数を組み合わせた８－．′図に及

醇城鎖地すべりは，中国の四)Ⅱ省で発生した斜長

６，８）

ぼす地すべりの断面形状と土質強度特性の影響を明らかにする

と139.8ｍ,最大深度小10.9ｍ,斜面勾配α=25.7゜の急な再活

ことは重要であり，実務におけるｃノー。′図の作成とその合理

動型地すべりである(Fig.1a)。地すべりの累積移動量が大きく，

性確認の参考資料となる。

すべり面全域が残留状態に至っていると考えられる｡リングせん

本研究では,地すべりの断面形状および土質強度特性の異な

る地すべり３事例１こついて，「残留係数を導入した安定解析法」

６）

により安定解析を行って８－の′図を作成し,地すべりの断面
形状と土質強度特性との関係について検討した｡さらに,種々の

断試験により得られた残留強度定数はC,,＝5.0kN/m2・仇,＝
27.0。（垂直応力ｏｎ′＝50～100kN/m2)，Ｇ２＝0kN/m２．の樋＝
25.0°（ひ､′≧200kN/m2)であった。
９－１０）
仲１１項地すべりは,沖縄本島中部のｆ155.3ｍ,小20.8ｍ，

モデル地すべりについての検討により，ｄ－ｄ′図と地すべり

α＝12.0゜の緩やかな初生型地すべりである(Fig.1b)｡地すべり

の形状要素,土質強度との関係を明らかにした。

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,斜面末端部では移動量が相対的に小さく，すべ
*Correspondngauthor(E-mail：
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）
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1８

り面付近の泥岩は破砕されている｡リングせん断試験と三軸圧縮

とも関係し,土質強度が斜面勾配に大きな影響を及ぼすと論じた。

試験(CU)の結果は，残留強度定数としてＣｒ＝0kN/ｍ２・仇＝

また,斜面勾配によってその土質の物理的性質が異なるとの指摘

9.3゜を,破砕ﾋﾟｰｸ強度としてc／=35~50kN/m2･`,'=

もある。吉松らＩま,斜面勾配と定数。′との間によい関係が

165゜～35.5°の比較的大きな範囲の定数を得た。

認められ,定数Ｃ′との間に関係は認められないとし,斜面勾配

11）

大所地すべりは，新潟県大所川に位置する１戸１０８８，，
ヶ123.7ｍ，α＝14.7゜の再活動型地すべりである(Fig.1c)。検

１４）１５）

が急であれば定数。′も大きくなるとの結果を得ている｡Teukuら
16）

は,多くの事例研究を基に，定数｡′と斜面勾酉己αとの具体的

討した地すべり事例の中では規模が最も大きい。すべりの総

な関係式(tanの’＝0.8635tanα-0.1152)を得ている｡これらの研

移動量は200ｍを超え,すべり面の深度がかなり深い｡すべり面は，

究は,すべり面土の強度特性がすべり形態の指標(斜面勾配)を

高い土かぶり圧の下で大移動をうけており,中下部の断層粘土お

直接的に支配していることを示唆するものである。

よび中上部の破砕帯粘土すべり面全域は残留状態に至っている

醇城鎖地すべりでは,すべり面全域が残留状態にあるため,Ａ点

と考えられる｡リングせん断試験により，断層粘土の残留強度定

とＢ点を結ぶＡＢ線は非常に短く,特徴的な図(Fig.2)となってい

数としてＣ,2＝0.0kN/m2..,2＝9.8。（グ､′≧300kN/m2)，破砕帯

る｡またご－tand’線の傾きがかなり緩い｡その理由としては滑

粘土の残留強度定数としてＣ｢＝00kN/m21,＝27.0。（び､′≦

動力の増大に関与するαが大きいため，ｔand′軸切片が大き

400kN/m2)を得た。

くなったと考られる゜さらに,すべり面士の残留強度ＡおよびIＰ定
数が大きく,ＡＢ線は短い｡これらは，αの大きな地すべり形態の
特徴が反映されたものであると考える。

仲順地すべりでは(Fig.3)，緩いαのため，ｃ'一tand′線の
戸、

O(、）

ｔａｎｐ′軸切片が小さくなり,傾きが急になった。αによる影響は

c′－tand′図によく反映された｡すべり面の残留強度Ａおよび
IＰ定数が小さく,ＡＢ線がかなり長く,特徴的な図となっている｡こ
れらは，αの緩い地すべり形態の特徴が反映されたものであると
考える。

規模が大きい大所地すべりでは,ｄ－ｔａｎｄ′線が非常に長く，

傾きが急でかなり特徴的な図(Fig.4)となっている｡これはＬと、が

□

かなり長いため,すべりの断面積,関与した滑動力，ご軸切片と
010(、）
￣」

b）仲順地すべり

もにが大きくなったからであると考える｡また残留強度ＡおよびIＰ
定数が小さく,ＡＢ線長が短く,酵城鎖と仲順の間になっている。
これらは規模の大きく，αの緩い地すべり形態の特徴が反映され
たものと考える。

＜’

３事例のすべりの断面形状,すべり面関与強度と得られたcノ
ＤＩＯ(］

ー‘ノ図の特徴をTablelに示す｡規模が小さく,斜面勾配が急
で,残留強度Aの高い醇城鎮地すべりでは,ＡＢ線が短く，ｄ－
ｔａＭ′線の傾きが緩く,tand′軸切片とIP定数が大きい｡斜面
勾配が緩やかで,残留強度Ａの小さい仲順地すべりでは,ＡＢ線

Fig.１．Ｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆｌａｎｄｓｌｉｄｅｃａｓｅｓ

が長く,ｔａＭ′軸切片とIP定数が小さい｡規模が大きく,斜面勾
配が緩く，残留強度Ａの小さい大所地すべりでは，ｃ′軸切片が

２地すべりの断面形状と土質強度特性の影響
地すべり停止直後の安全率をFs=1.00として修正簡便

かなり高く，ｃ／－tａｎｄ′線の傾きが急で,ＡＢ線長とIP定数が藤
城鎮と仲順地すべりの間にあった。

法によりｃ′－tａｎｄ′関係を求め，それぞれ事例のc′＿

事例において得られた８－‘′図とIPは地すべりの断面形状

。′図を作成した｡なお,飽和単位体積重量ｙｓａｔ（kN/m3)と湿

の違いによって著しく異なり,それぞれのcノー。'図は地すべり

潤単位体積重量ｙｔ（Ｍ/m3)については，大所地すべりでは

の形状と土質強度が反映され,特徴的な形となった。

ｙｓａｔ=19kN/､３，γｔ＝18Ｍ/m3とし，ほかは，すべてｙｓａｔ=２０
kN/ｍ３，γｔ＝l9klVm3とした。

これまで,士質強度特性と地すべりの形状要素,特に斜面勾配

モデル地すべりのｃ′－tand図と形状要素
との関係

との関係についての研究が幾つかなされた｡水野は,地すべり地

のすべり斜面勾配は，単なる形態を表す指標であるだけでなく，
すべり面のせん断強度レベルの変化を通じて地すべり運動タイプ

地すべりの形状および土質強度のｄ－ｔａｎＤ′図への影響を
より明確するために,発生頻度の高い地すべりの規模や二次元
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地すべり

斜長Ｌ(､）
最大深度Ｄ(､）
斜面勾配ａ（。）

A点

139.8

蒔城鎖

10.9
25.7

1088.0

大所

123.7
14.7

Ｐ

残留強度

助＝0.0ｋＮ/ｍ２

９１＝5.0ｋN/ｍ２

の,Ｆ25.0°

残留強度

20.8

12.0

c’一tan①′線
AB線

B点

残留強度

155.3

仲順

c'一｡'図の特徴

すべり面関与強度

断面形状

ＣＦＯ､0kN/ｍ２

の,＝9.3゜

断層粘土残留強度

９＝０．０ｋＮ/ｍ２

の,＝9.8゜

ｄｒ,＝27.0゜

c′‐tanl線の傾きが緩い,c′軸切片が小
さい,tａｎ②′軸切片が大きい
AB線が一番短い

c′＝3.51dWm2・の′＝26.4゜

破砕ピーク強度

９′＝50.01.Ｍ,２
②'＝35.5。
破砕帯粘土残留強度

９２＝0.0ｋN/ｍ２

の,2＝27.0。

c′‐tanの′線の傾きが急,c′軸切片が小さ
い,tａｎの’軸切片が小さい
AB線が一番長い

Ｃ′＝､761dWm2・砂′＝133°

c′‐tan‘′線の傾きが急,ｃ′軸切片が大
きい,tａｎｄ′軸切片が小さい
AB線がやや長い,傾きが緩い
c′＝0.01dWm2・の′＝16.4。

17-18）

形状を勘案して,４つの影響要素(L,Ｑα，地下水位)を変

化させたモデル地すべり（Fig.5)を設定し,検討した｡すべり面は
I患Ｈ弓

●

●

●

●

●

●

軸切片とtand′軸切片と各要素の関係を調べた。

ＤＬα》

簡便法により得られた安全率凡=1.00時のｄ－ｔａｎｄ′図のご

、・・・・・・・・・・・■Ｃ・巳＄

円弧とし,地下水位は地表面としたものと無しの2通りとした｡修正

（１）最大深度(')の影響
１８）

上野（2001)の地すべり縦断形状比(L/歩2.8～19.2,標準偏

差351)を基に,と100ｍ，α＝20゜を一定とし,、屯、,10,,15ｍ
および20mと変化させた場合のご軸切片(以下,ｃ／と表記)およ

びtand′軸切片(以下,tand′と表記)をFig.6に示す｡図中，
黒丸は地下水無し，白丸は地下水位＝地表面とした場合の結果

である｡ごはりと正比例の関係にあり,tand′はほぼ一定の値と
なっている｡Ｄはざに影響し,tanの′への関与はほとんどないこ

Fig.５．Terminologygeometricelementsofmodellandslide
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2０

とがわかる｡、の変化に伴うｄ－ｔａｎｄ′図の変化はFig.7に示す

Ｌ＝８０，，１００，，１５０ｍおよび200ｍ，Ｄ＝１０，，α＝20゜とし，

通りである。また，すべり面深度は地すべりの大きさを示すパラメ

c′およびｔａＭ′の変化を調べた｡地下水無し,地下水位＝地

－夕であるため，地すべり規模は、を通じてc′－tａｎｄ′図の

表面のいずれにおいても,ｃ／とtaM’は,全体的にＬの大小を

。に反映される。

問わずほぼ一定であり,Ｌの影響がほとんどない。

12）

（２）斜面勾配(α)の影響

（４）地下水の有無の影響

Ｌ＝100ｍ,Ｄ＝20ｍを一定とし,α＝10.,20゜，25゜，30.に対

地下水位の有無による。の変化をFig.6a,Fig8aに,ｔａｎｄ′

する‘およびｔａｎの′を求めた｡ｄは地下水無しの場合，αと

の変化をFig.6b,Fig8bに表す｡ｃ／は,地下水位＝地表面の場合

正比例関係にある(Fig.8a)。ただし,地下水位＝地表面の場合，

と地下水位＝無しの場合との差が小さい｡一方,taM′は大きく

αの増加に伴ってtand′が急激に増大した(Fig.8b)。急斜面で

異なっている｡地下水の有無がc／に及ぼす影響はほとんどなく，

は地下水の影響が非常に大きいことがわかる｡８－tand′図へ

tａｎｄ′に大きく影響していることがわかる。ｃノーtａｎｄ’図は

のαの影響はFig.９１こ現せる｡また,上野は,多くの研究事

Fig.1Oのようになる。

18-19）

例を基に,斜面勾配が緩やかになるほど地すべりの規模が大きく

ｃ／－tａｎｄ’図に対するモデル地すべりの各要素による影響を

なる傾向にあることを指摘した｡地すべりの規模はαの変化を介

Table2に整理した｡ごはりおよびαの影響を,tａｎｄ′はαおよ

してｔａｎｄ′
tand′軸に反映されるようである。

び地下水の影響を大きく受けている。

■

(3)斜長（１）の影響
7０
〆■、’

ーー

ﾆ

ノ、_ノ、－ノ、
￣

Ｊ
、Ｚ

0．

６０

○地下水＝地表面
●地下水無し

（」

０

￣Ⅵ

2０

Ｚ＝一定（100ｍ）
α＝一定（20°）

２

0．

０

■
￣

￣

Ｚ＝一定（100ｍ）
α＝一定（20°）

3０

￣

■

４

奇Ｅへｚ茎）

～

0．

5０

６

●

Ｓ巨甸一

ｎｍ叩叩）

１０

０

０

、‐】

Ⅱ１１ｍⅥｌⅢⅢＩＪＯ池川０

６５４３２１

白ヘヱニ
~

●地下水無し／ク
ー

０く８

1．

○地下水＝地表面

－

０

１０１５

５

2０

１０１５

０

2０

００．２

Fig6aRelationShipoIthe

ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｆｔａｎの′axis and
maximumdepth

ｍａｘｉｍｕｍｄｅｐｔｈ

0.8

Fig.７．Ｃｈａｎｇｅｏｆｔｈｅｃ′－ｔａｎの′
diagramｄｕｅｔｏｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｍａｘｉｍｕｍ

Fig6b・Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆ the

intercｅｐｔｏｆｃ′ａｘｉｓａｎｄ

0.6

ｔａｎの’

最大深度〃(、

最大深度〃(、

0.4

ｄｅｐｔｈ

１

8０
０

８

α＝①10゜,②2０．
，③25°,④30°
ａ

6０
５４

００

６

7０

地下水無し
Ｄ＝2０（、）
L＝100（、）

刊Ｃ

二繍二芒緬
＝鯛
（［Ｅへｚ】）

０

，ｓ巨甸］

④

４

０

（ＮＥへ之邑． 。

川－ＭⅥｌⅡ１ＮⅥｌⅡⅡＮｕｌ川引ｄⅢ１０００

9０

。３０
０ ２

2０

０

ＳＺＯＺ５

3０

勾配ａ（。）
Fig.８ａＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆｔｈｅ

ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｆｃ′ａｘｉｓａｎｄ

ｓｌｏｐｅｇｒａｄｉｅｎｔ

OＩＴ

-

０

2０

2５３０

勾配α（。）

Fig.８ｂＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆ ｔｈｅ
ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｆｔａｎの′axis and
slopegradient

００

Ｚ＝一定（100ｍ）

１

〃＝一定（20ｍ）

２

００．２０．４０．６

0.81.0

ａｎ‘

Fig.９．Ｃｈａｎｇｅｏｆｔｈｅｃ’－ｔａｎｄ’
diagramduetoincreaseofslope
gradient
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2１

c′－tａｎの′図

c′軸切片

tanの′軸切片

最大深度、（､）

良い正比例関係

関係なし

斜長Ｌ（､）

関係なし

関係なし

斜面勾配ａ（。）

良い正比例関係

大きな影響

地下水

（治三）

地すべりモデルの各要素

●

)Ｚ（１４（１６（１８

ＦｉｇｌＯＣｈａｎｇｅｏｆｔｈｅｃ′－ｔａｎ｡′

(特にαが急な場合）

c′－tand図と土質強度特性の関係

0

ｔand′

大きな影響
小さい

（ｕ〃（ｘＵ『〃〃〆、〉Ｐ、》刎守句令）へグー。Ⅱ几

Table21nfluenceofthefourelemenｔｓｏｆｍｏｄｅｌｌａｎｄｓｌｉｄｅｏｎｔｈｅｃ′－tａｎの′diagram

diagramduetogroundwater

Fig.１２に示す｡図においての③線はＦｓ=1.00一定で,地下水位
が地表面まで上昇した時に対応するｃノーtａｎｄ′線であり,④

ｃ／－tａｎ②′図に及ぼす土質強度の影響を明らかにするため，
以下の4つの条件を設定し,検討をした。

①３事例を対象とし，断面形状と地下水位をそのままに，
すべり面に発揮される平均強度を変化させる(Fs変化可能）

得られた３の地すべり事例の８－．′図の強度ＡＢ線に沿っ

線はIP定数が残留強度Ａ点(最小強度)まで低下した時の地下水

位に対応するご－taM′線である｡d-tand’線は必ず③
線と④線の間に位置するべきであることが分かる｡それに対応し

て,仲順地すべりのＡ－Ｂ’線はIＰ定数の範囲として位置付けら
－’

れる゜最大IＰ定数Ｂ′（C′＝8.9kN/ｍ2.②＝14.6゜）は地下

て,それぞれのIＰ定数のtand′値を0.02ごとに増減させ,安全

水位が地表面まで上昇した時に得られた値で,最小IＰ定数(c′

率Ｆｓおよびｄ－ｔａＭ′図の変化を調べた。

＝0.0kN/ｍ２．の＝9.3。）は残留強度Ａ点の値であり,仲１１頂地

Fig.１１にＡＢ線上でIＰ定数を増減させた場合の仲順地すべり
の８－‘′図の変化を示したものである｡IＰ定数のｔａＭ′を
0.02増加させた場合,ＰＳは1.00から1.12に上昇すると共に,d

－’

すべりのIＰ定数はc／＝0.0～8.9ｋN/ｍ2.の′＝9.3。～14.6゜
であることが判断できる。

韓城鎮地すべりの場合,IＰ定数は。＝０～5kN/m２．①′＝

-tand′線は上方に平行移動した(図中,①線)｡IＰ定数のｔａｎ

25.0゜～39.9°の範囲で,大所地すべりの場合,地下水位の可

ｄ′を0.02減少させた場合,ＰＳは1.00から0.88に低下すると

動範囲は地表面と地すべり面まで達し,IＰ定数の範囲はご＝

共に,d-tanの′線は下方に平行移動した(図中,②線)｡Ｆｓの

0.0ｋN/ｍ2.｡'＝12.4～26.6°であった｡安全率を一定とし,地

増減値は両者で012と等しく,①線と②線はFs=1.00の８－tａｎ

下水位を変動させることで,３事例のIＰ定数の変化範囲を確定で

ｄ′線（図中,①線と②線の問)を軸に対称をなす｡醇城鎖およ

きた。

び大所地すべりにおいても同様など－の′図の変化が認めら

また,IＰ定数の増減に伴って,地下水位の上昇･下降と共に，

れた｡これらの特徴から,残留係数を導入した安定解析法を用い

c／－‘′図は変化する(Fig.12)｡IＰ定数が増加する場合(地下

てすべり面の平均強度定数IＰを決定する際には,仮に安全率Ｆｓ

水位の上昇),ａ－ｔａＭ′線は元のｃ／－tan‘’線(図中真中

を大きめにとれば,IＰ定数の過大評価となり,それに基づく対策

の実線)の上方に少しずれ,傾きが緩くなっている｡逆にIP定数が

の過小設計が危1倶される｡一方,ＰＳを小さめにとれば,IＰ定数の

減少する場合(地下水位の下降),ｃ／－tand′線は元のｃノー

過小評価になって過大設計となる｡逆算のための設定ＰＳの大小

tａｎｄ′線の下方に移動し,傾きが急になった｡これは，「ある推

によりd-tand′線は平行移動し,d-taM′線およびＩＰ

定Ｆｓ対応間隙水圧を大きめに推定すれば,ｄ－ｔａｎｄ′図は

定数が決まることが分かる。

上方(こずれ,かつ直線の勾配が緩'こなる｣とした申の指摘と一

②断面形状と安全率（Fs＝１．００）をそのままとし，すべ
り面に発揮される平均強度を変化させる(地下水位変動可能）

２０）

致した｡したがって,すべり面の平均強度ＩＰを決定する際には，
推定Ｆｓ対応間隙水圧を大きめに推定すれば,常に大きめのＩＰ

８－‘′図の強度ＡＢ線上で,IＰ定数を増減させ,Ｆｓ＝1.00

定数が得られることになり,過小設計の可能性が生じる｡Ｆｓを仮

とするために地下水位を上昇･下降させた｡その際,地下水位の

定する際には,地下水位を如何に設定するかが重要であり,それ

最高位および最低位に対応するIＰ定数の変化範囲とｄ－ｔａｎ

は解析結果に大きく影響する｡このように,地すべりの土質強度は

ｄ′図の変化を調べた。

地下水位の変動を介する形でも，ｃ′－tand′図に影響してい

仲順地すべりのＩＰ定数の変化範囲とご－．’図の変化を

る。

陳伝勝ら:安定解析の‘

2２

‘′図に及ぼす地すべりの断面形状と士質強度の影響

1００

100

Ａ：残留強度
（tan9.3°，０．０）
Ｂ：ピーク強度
（tan355.,50.0）

9０

8０

8０

Ｐ：(tanl33･’６．７）

7０

5０

/①Ｆs＝1.12
てる s=0.88
１②Ｐ

3０

6０

（【【■淳公署）』。

（【［巨与名望）」。

Ｂ

4０

IＰ：すべり面の
平均強度定数
（tａｎ13.3.,6.7）
B’：（tａｎ14.6゜，８９）

7０

Ｐ,：（tａｎ14.4.,8.5）
IP2：（tanl2２．，４．８）

6０

Ａ：残留強度
（tａｎ９３゜'0.0）
Ｂ：ピーク強度
（tａｎ35.5°，５０．０）

9０

Ｂ

5０

③地下水位=地表面の時

4０
3０

2０

2０

10

IPi

０

0.2

０

１０

Ｐ１

４
正

０
0.4

0.6

０

０８

0.2

０．４

0.6

0.8

tand’

tand’
FiglLScopeofaveragestrengthparameters
atslipsurface

Ｆｉｇ．１２．Ａｌｔｅｒａｔｉｏｎｏｆｓａｆｅｔｙｆａｃｔｏｒａｎｄ
ｃ′－tａｎの′lineduetofluctuationsin
averagestrengthparameters

Table、３．Relationshipbetweenslopegradientandc′，の’
勾配(。）

α＝ｌＺ１Ｉ

ｃ’（KN/m2）

相関係数

O≦α＜10

0.944

10≦α＜15

０．９５１

15≦α<20

０．９３５

20≦α<25

０．９４１

25≦α<３０

０．９３０

α<3０

０．９４４

､ｕ

、=＝１８４
α＝１４１］

四

「１
Ｌ｣

b）α＝14.0゜

地盤定数（ｃ′＝6.7ＫN/ｍＡｄ′＝13.3。）
ＦｉｇｌａＳｌｏｐｅｇｒａｄｉｅｎｔａｎｄｃｒｉｔｉｃａｌｓlipsurface

③斜面勾配（α)を変化させる

すべり面形状は円弧で,地下水位は地表面とし,３通りの地盤

Figlbの仲順地すべり斜面について，Fig.3で得られたIP(。

定数(c／・‘′）を設定して繰り返し計算を行い,臨界円弧すべり

＝6.7kN/ｍ2.｡′＝13.3°）地盤定数をとし,繰り返し計算により

面(地すべりの形状)とｃノーtanD′図の変化を調べた｡。およ

臨界円弧すべり面(Fs＝1.00)を探索した｡なお，円弧すべり面末

び｡′については,地すべり４７０事例について安全率Ｆｓ＝1．００

端は実際のすべり面末端と一致させた。得られたすべり断面は

として逆算したαと。．。'の関係を得た吉松らの表(Table3）

1戸153.7ｍ，小22.5ｍ（Fig.13a)であり，実際のすべりの断面

を活用して決定し，α＝12.5°ではｃ′＝3.4kN/ｍ2.の′＝

(Fig.1b)と近い形状となった｡そこで，本地すべりの斜面勾配(α

14.8゜（IP,)，α＝17.5.では。＝０４kN/ｍ２．．′＝20.7゜（IP2)，

=12゜）を１４゜として，同様に臨界円弧すべり面を探索した

α＝22.5゜では。＝4.4kN/ｍ２･‘′＝23.6゜（IP3)とした｡探索

１５）

(Fig.13b)｡得られたすべりのブロックは仁86,,歩１８４ｍで，α

したそれぞれの臨界円弧すべり面をFig.１４に示す｡８．．’の

=12°のすべりブロック形状と大きく異なった，αの違いにより発生

増大(αの増大)と共に,すべりの規模が小さくなった｡このような

する地すべりの形状は異なり，地盤定数の組み合わせにより発生

特徴は,斜面勾配が急になると地すべりの規模が小さくなる傾向

する地すべりの形状や規模が決まるようである。

④すべり面の土質強度を変化させる地すべりモデルを

にあり，緩斜面ほど地すべりの規模が大きくなる傾向があるとの
１９）１８）

ＵＥＮＯ，上野の指摘と一致した｡ｃ／・‘′がαを決定づけ，

設定し，斜面勾配，地すべりの形状およびｃ′－tand図の

地すべりの形状も支配することが分かった｡それぞれのｄ－ｔａｎ

関係についての検討

ｄ′図をFig.１５に示す｡IPが大きくなるに伴って,tand′軸切片
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2３

地下水＝地表面

地下水＝地表面

□＝5-1ｍ

リニ＝ｌ(］

ロ

a)Ｐ,(tanl4､8.,3.4)の場合

(､）

c)Ｐ３(tam36｡，4.4)の場合

b)ｎｺ(tan20.7゜，0.4)の場合

Ｆｉｇ．１４．Differenceofcrosssectiondimensionsoflandslidedueto
slopegradientandaveragestrengthparameter

が大きくなり，ご－tand′線の傾きが緩くなった｡このような特

6０

れたものであると考える｡すべり面の土質強度は地すべりの形状

●■８ｎ〃△勾句》

5０

べりの形状を支配することにより，斜面勾配および規模が反映さ

●●●●●●

もみてとれる｡ご－tan‘′線の切片や傾きは,土質強度が地す

ＰＰＰ

徴は饒城鎮地すべりおよび仲順地すべりのｄ－ｔａｎｄ′図から

(tanl48.
(tan20.7゜
(tan23.6。

3.4）
0.4）
4.4）

4０

(斜面勾配)を支配し,その影響はご－tanの′図に反映されて
（窟一三）

いることが分かった。

結言

3０

■

。２０

「残留係数を導入した安定解析法｣の考え方に基づいて作成し
10

た。－の′図に及ぼす地すべりの断面形状と土質強度の影響

眼1
PIE、正2ｘｒ

について検討し,以下の結果を得た。

1

］

０

(1)地すべり事例において,ぴ－‘′図は地すべりの形状と土

00.2０．４０．６０．８

質強度が反映され』特徴的な形となった｡残留強度Ａ点が

ｔand’

小さいほどＡＢ線が長くなり,tand′軸切片とIＰ定数が小さ

Fig.１５．Relationshipbetweenaverage strength
－tanの′diagram
parametersatslipsurfaceandc’一ｔ

くなった｡すべり面士の強度特性はすべり形態の指標(斜面

勾配)を直接的に支配しており,その影響は,ｃ／－‘′図に
水位を如何に設定するかが重要であり,それは解析結果に

反映される。

(2)モデル地すべりにおいて,ｄ－ｔａｎｄ′図のご軸切片は

大きく影響し,地すべりの土質強度は地下水位の変動を介

最大深度(､)，斜面勾配(α）に支配され,taM′軸切片

する形でも,ｄ－ｔａｎｄ′図に影響している｡推定Ｆｓ対応

は斜面勾配(α），残留強度および地下水に支配される。

間隙水圧を大きめに推定すれば,常に大きめのIＰ定数が得

ｄ－ｔａｎｐ′線の切片や傾きは,斜面勾配,すべり面の最

られることになり,過小設計の可能性が生じる。

大深度,規模,地下水位および土質強度が反映されるもの
である。

(3)①３事例を対象とし,断面形状と地下水位をそのままに,す

(4)

すべり面の平均強度定数をより合理的に得るためには,地

すべり断面の形状を正確に把握し,適切な土質強度を用い

て８－‘′図を作成することが重要である。

べり面に発揮される平均強度を変化させる場合(Ｆｓ変化可

能),逆算のための設定ＰＳの大小によりｄ－ｔａｎｄ′線は
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