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2.4.1 切取り長大斜面（計測変位の逆解析） 
（１）工事概要 

対象とする斜面は土地造成に伴う切取り斜面で，砂岩と粘板岩からなり，一部の粘板岩は著しく破砕

を受けている．斜面の高さおよび幅はそれぞれ約 120m および 200m である（図 1 参照)． 

頂部より切り取りが進められていたが，数段掘削が進んだ段階ですべりが生じ押さえ盛土が施工され

た．その段階から斜面の安定評価と今後の掘削の方針を決めるために変位計測が実施された．変位計測

には，掘削斜面としてしては初めて GPS が採用された．図２に計測結果を示す． 

    図１ 対象斜面            図２ ＧＰＳによる変位計測結果 

 
（２） 逆解析の目的 

 この斜面では掘削中に予想外に大きな変位が生じ

たため，安定性および設計変更の必要性などを検討す

ることが必要となった．ここで行なわれた逆解析は，

計測変位から c，φを推定し現状の斜面の安全率を求

めること，および，安全性を高めるための対策の検討

が目的である． 

（３） 逆解析手法 

 逆解析の手順は次のとおりであ． 

１）すべりに伴いせん断剛性が低下する区分的異

方弾性モデルを用いる． 

２）計測変位と計算変位の差の２乗和が最小とな

るように，すべり層の異方性パラメータ m と

弾性係数 E を求める． 

３）せん断弾性係数 G を次の式から求める．         

  
４）限界せん断ひずみγ0とせん断弾性係数 G から

せん断強度τc を求める．（図３） 

 
５）内部摩擦角φを仮定し，次式によって粘着力 c

 

0γτ Gc =

mEG =

図３ 限界せん断ひずみ 

図４ 粘着力の推定手順 
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を推定する．（図４） 

 
６）逆解析結果から推定した斜面内部の最大せん断ひずみ分布からすべり線を仮定し，上記の c，φ

を用いて極限平衡解析によって安全率を算出する．  

 
（４） 逆解析結果 

図 2 に示した計測結果において，計

測変位ベクトルは平面図上斜面の最

大勾配方向とほぼ一致しているので，

断面 a-a'に対して二次元平面ひずみ

問題として，前節で示した逆解析に基

づく安全率の計算手法を適用する．観

測点 2，5 および 7 の計測変位を入力

データとし，図 5 に示すような有限要

素分割に対して，ゾ -ン 1～6 の各異方

性パラメ-タと異方性の角度を逆解析

によって求めた．計算変位と計測変位

とが図 6 に示す程度に一致した段階

で逆解析を打ち切ったとき，表-1 に示

すパラメ-タｍiが得られた． 

逆解析によって得られたパラメ-タ

を用いて通常の有限要素解析を行い，

斜面の変位および最大せん断ひずみ

分布を求めた結果を図 7 および図 8

に示す．最大せん断ひずみが集中して

いるゾ-ンに沿ってすべり線を仮定し

(図 8 参照)，安全率を前節に示した手

順によって求めると，安全率は 1.1 と

なった．他の諸定数は表-1 に示す通り

である．以上の結果を参考にして，斜

面の安定を確保するために斜面の一

部を排土し，斜面の勾配が変更された

(図 9 参照)．またその後の計測によっ

て斜面の挙動は収束し安定した（図

10）． 
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図５ 有限要素分割と不均質領域のゾーニング 

図６ 計測変位と逆解析変位の比較 

図７ 逆解析結果に基づく変位の推定 

図８ 逆解析結果に基づくせん断ひずみの推定 
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（５） まとめ 

ここでは，現場計測結果の逆解析の数少ない事例を紹介した．図 11 にここで示した方法の枠組みを

示す．すなわち，一般に，斜面の実用的な設計は極限平衡法に基づいて行われる．図 11(a)「設計の流

れ」において極限平衡法は変位挙動は考慮せず力のつりあいだけを考える．一方，図 11 (b)計測評価の

流れに示すように，現場では斜面の安定性は変位で評価する．これでは，変位を考慮せず力のつりあい

のみで安定評価を行う設計の考え方と，現場計測の目的との間には整合性がないことになる．そこで，

現場計測変位から逆解析によってｃ，φを求め，さらに設計時に用いた解析法（極限平衡解析）を使っ

 

No.2 

No.12 
No.15 

表 1 逆解析によって求められた諸パラメータ 

図９ 安定化のための対策と変位監視点 

図 10 対策後の斜面の変位 
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て，計測時の安全率を評価することができれば，現場変位計測と設計とはリンクすることになる．つま

り，現場変位計測と設計手法の間の「失われた環」を埋めるために，ここで示した逆解析が位置付けら

れる（図 11(c)逆解析の役割）．すなわち，逆解析によって現場計測と設計がリンクし整合性を持つこと

になる． 
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図 11 斜面における逆解析の意義 
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