
岩盤工学の実務における逆解析 報告書(土木学会，2001.3) 

 

分析項目 2.4.1 切取長大斜面（計測変位の逆解析） 2.4.2 地すべり斜面（ｃ-φ逆算－汎用手法－） 2.4.3 地すべり斜面（ｃ-φ逆算－最適化法－） 備考（共通点等） 
何を知るために逆解析を行ったか？ c，Φを推定し，斜面の安全率を求める． 

設計変更を検討する． 

・安定解析に用いるせん断定数（ｃ，φ）を逆算により求める。 

・本事例の場合、ｃ＝Ｄ（m）として確定し、φを逆算した。 

・安定解析に用いるせん断定数（ｃ，φ）を逆算により求める。 

・本手法は、複数の試行すべり面を仮定し、妥当性の高いｃ，φの組合せ

を絞り込む 

 

施工管理にどのように役立てるつもり
であったか？ 

斜面の一部が不安定となったので，対策を検討する上で，岩盤の強度定数

の推定が必要であった．さらに，推定された強度定数を用いて斜面の安全
率を求め，対策を検討することが目的であった． 

・基本的に、逆算は施工管理に直接生かされない。 

・ただし、動態観測（バイプ歪計，間隙水圧測定）による安全管理は行って
いる。 

 

 

・左のｃ-φ逆算法と同様に、逆算は施工管理に直接生かされない。 

 
 

 

何をどのように計測したか？ 地表面の計測点について 3 次元変位を GPS によって計測した．高さ 120m

幅 200mの斜面に計測点数は 10 点，斜面から遠方に基準点2点が設置さ
れた． 

 

・法面観察：目視による法面およびすべり面の地質観察 

・地表傾斜：地盤傾斜計による地表面傾斜の計測 
・地表変位：移動杭測量，キレツ計による地表面変位の計測 

・地中変位：バイプ歪計による地中内歪の計測 

・間隙水圧：孔内水位計による水位観測 

 

・地表踏査：目視による滑落崖などの地質観察 

（・その他の観測項目は不明） 
 

 

計測方法は結果の評価方法と関連付け
て決定されているか？ 

逆解析に必要最小限の変位計測結果を求めることのできるよう計画され
た． 

・安定計算、ひいては対策工設計時の必要抑止力の算定にリンクする。 ・安定計算、ひいては対策工設計時の必要抑止力の算定にリンクする。  

どのデータがどのように活用された

か？ 
変位の一番大きい主断面にある 3 つの計測点の変位を入力値とした． 安定計算において、以下の点に利用した 

・法面観察：すべり面の設定 

・地表傾斜：地すべり範囲の特定⇒すべり面の設定 

・地表変位：地すべり範囲の特定⇒すべり面の設定 

・地中変位：すべり面の設定，活動性の判定⇒初期安全率の設定 

・間隙水圧：間隙水圧の設定 

安定計算において、以下の点に利用した 

・地表踏査：すべり範囲の特定、すべり面の推定 

（・その他の観測項目は不明） 
 

 

地中変位計の設置時期はいつか？ 傾斜計による計測もあったが，変位が大きく途中で計器を挿入できなくなっ

た． 

・各計測器は、地すべり発生後に設置 （・観測に関する情報なし） 

・地質調査は、地すべり発生後 
 

掘削後の設置ならば初期変位をどう評
価したか？またその推定方法は？ 

初期変位は無視した． ・測量データから崩壊前の地形を想定 ・地形図から崩壊前の地形を想定  

結局活用されなかったデータはある
か？ 

直接的に逆解析の入力データとしなかった計測データはあるが，動きの大
きい領域を判断するために活用した．． 

・特になし ・特になし  

あとで「測っておけば良かった」という

ようなデータはあったか？ 
特になし ・特になし ・特になし  

基本的にどのような挙動特性を有する

地山であるか？（弾性、塑性、時間依存、

局所化など） 

せん断すべり．起動力は重力，斜面掘削後，応力解放や水の浸透などによ

って地山の強度が低下して，不安定となったと考えられる．剛体的な破壊挙

動だけでなく，弾塑性的な挙動も示す． 

・すべりによる破壊 

・すべり土塊及び基盤の変形は考慮していない 

・すべりによる破壊 

・すべり土塊及び基盤の変形は考慮していない 
 

どのような手法を用いたか？ 区分的異方弾性モデルを用いて，計測変位を再現できるように異方性パラ

メータを求める逆解析．異方性パラメータから変形係数と限界せん断ひずみ

をとおして強度定数ｃを推定する（Φは仮定） 

・２次元極限平衡モデルで、簡便分割法を用いた 

・ここで、せん断定数（ｃ，φ）は逆算により求めた。 

・２次元極限平衡モデルで、Janbu 法を用いた 

・ここで、せん断定数（ｃ，φ）は逆算による最適化で求めた。 
 

計測データの誤差を考慮しているか？ 考慮していない ・考慮していない。 ・考慮していない。  
解析断面をどのように設置したか？地
中変位計が設置された主計測断面以外

の断面で、支配的な挙動が生じた場合は
どう対処したか？ 

3 次元変位のベクトルの方向から変位挙動の主断面を推定した．その主断
面において平面ひずみ解析を行った． 

以下の要素を考慮し設定した。 
・地すべりの最大断面 
・地すべりの運動方向 
断面形状が著しく異なる地すべり側部では、副測線を設けた。 
 

以下の要素を考慮し設定した。 
・地すべりの最大断面 
・地すべりの運動方向 
 
 

 

問題設定の基本方針 計測変位からせん断剛性を求め,せん断剛性とせん断強度の相関関係か
ら，せん断強度を推定する．せん断強度を得た後は通常の極限平衡解析に

よって斜面の安全率を求める 

現場計測によって，現状の斜面の安全率を逐次評価する． 

以下の点の把握を主目的とした 
・現状の活動性 

・すべり範囲，すべり面の特定 

・地すべり活動時の間隙水圧の分布 

・必要抑止力の算定 

・ｃ-φ逆算最適化法の非円弧すべり面（Janbu 法）への適用 
・加えて、せん断試験（一面せん断，現場せん断）結果との比較 

 

モデル化においてどのような仮定（簡略
化）をしているか？ 

区分的非線型男性モデル．ひずみの進行とともに，すべりを生じた領域では
せん断剛性が低下すると考える． 

・極限平衡 
・２次元断面解析 

・代表（主軸）となる断面のみ考慮 

・極限平衡 
・２次元断面解析 

・代表（主軸）となる断面のみ考慮 

 

必要な入力情報はあったか？ 計測変位．逆解析結果から強度を推定するために限界せん断ひずみが必

要であるが，これはせん断弾性係数との相関図から推定した． 

・あり 

・ただし、変位量や運動速度は考慮していない 

・あり（計測データに関しては不明） 

・ただし、変位量や運動速度は考慮していない 
 

何が未知数となっているか？ 異方性パラメータｍと異方性の角度．すべり領域． ・内部摩擦角φ 

以下の項目は、推定・仮定あるいは一般値に依った 

・粘着力ｃ 

・初期安全率（Ｆs＝0.98） 

・単位体積重量γt 

・粘着力ｃ及び内部摩擦角φ 

以下の項目は、以下のとおり仮定した。 

・初期安全率（Ｆs＝1.0） 

 

 

 

直接の出力結果は何か？ 異方性パラメータｍ．と異方性の角度．ただし，最適化手法用いず試行錯誤

的に決定した． 

・内部摩擦角φ 

（・必要抑止力） 

・粘着力ｃ及び内部摩擦角φ 

（・必要抑止力） 
 

その結果をどのように活用している
か？ 

異方性パラメータと弾性係数から，せん断弾性係数を求め，限界せん断ひ
ずみとの積によってせん断強度を求め，最後に内部摩擦角を仮定して粘着

力ｃを求める．得られた c と改定したΦ，それから，せん断ひずみが集中す

るゾーンをすべり面と考えて，極限平衡解析によって安全率を求める 

以下の対策工の設計 
・抑止工（杭工）設計において、必要抑止力＜杭材の許容値となるようにす

る 

・地下水排除工設計においては、間隙水圧の低下想定による安定度の向

上を見積もる 

（・対策工設計への反映については不明 
ただし、活用範囲は左の逆算法と同様となる） 

 

その結果は以後の掘削過程の予測に使
 

最終掘削状態の安全性を考えて，斜面中腹を排土し，斜面勾配を緩やかに
した． 

（・段階施工は考慮していない） （・段階施工は考慮していない）  



岩盤力学における逆解析に関する研究小委員会 

 

分析項目 2.4.1 切取長大斜面（計測変位の逆解析） 2.4.2 地すべり斜面（ｃ-φ逆算－汎用手法－） 2.4.3 地すべり斜面（ｃ-φ逆算－最適化法－） 備考（共通点等） 
われているか？ した． 

その結果は一度得られるとそのまま用
いるか、それとも更新されるものか？ 

計測変位が得られるたびに逆解析を行なうことで更新される． ・固定値と考える 

（せん断定数の地すべり活動による強度低下は考慮しない） 

・固定値と考える  

結果の信頼性は評価されているか？ まだ，いくつかの仮説があり，その妥当性は今後の課題である． ・一般に初期安全率が最も不確かな要素であるが、本事例のように活動
的な地すべり場合には安全率が１を少し切る程度に絞られるので、比較的

信頼性は高いといえる 

・一般に初期安全率が最も不確かな要素であるが、本事例のように活動
的な地すべり場合には安全率が１を少し切る程度に絞られるので、比較的

信頼性は高いといえる 

 

結果は満足できるものであったか？ このケーススタディでは満足いくものであった． ・結果は満足できるものであった（地すべり活動は停止した） ・逆算結果は、ｃ＝0.11tf/m2，φ＝22.4°であり、活動性の地すべりの場

合ｃ≒0 となることに関する検討が必要である。  

（・対策後の地すべり挙動に関する計測データのトレースは不明。） 

 

当初の目的は達成されたと思われる

か？ 
達成された． ・達成した ・達成した  

何を基準値としたか？また、値の設定に

おける根拠は？ 
安全性は安全率で評価した． 

限界せん断ひずみは過去の数値から，内部摩擦角は適当に仮定した． 

・安全管理を含め、特に基準値は設けていない （・不明）  

限界ひずみをどう考えるか？ 限界せん断ひずみを用いた． ・すでに破壊（すべり）しているので、限界ひずみの概念はない ・すでに破壊（すべり）しているので、限界ひずみの概念はない  
基準値の設定と逆解析の適用は合理的

に統括されていたか？ 
該当なし ・基準値は、設定していない 

（・内部摩擦角φを逆算で求めるという安定解析モデルの確立を目的とし

ているので、変位・歪みと解析値に合理性を持たせることは、本手法では

できない。） 

・基準値は、設定していない 

（・せん断定数を逆算で求めるという安定解析モデルの確立を目的として

いるので、変位・歪みと解析値に合理性を持たせることは、本手法ではで

きない。） 

 

挙動計測結果によって基準値が変更さ

れたか？それはどのような根拠で変更

されたか？ 

該当なし ・基準値は、設定していない ・基準値は、設定していない  

まとめとして、達成されたことは何か？ 計測変位から強度定数を求め，現状の斜面の安全率が計算できたこと． 

掘削の設計変更が逆解析結果に基づき行なわれた． 

・現状の活動性が把握できた 

・すべり範囲，すべり面が特定できた 

・地下水排除工により地すべり活動が停止したことから、観測水位から設

定した間隙水圧の妥当性が確認できた、 
・同時に、必要抑止力の算定に関しても妥当性が評価できた 

・ｃ-φ逆算最適化法の非円弧すべり面（Janbu 法）への適用 

・逆解析結果と試験結果(一面せん断，現場せん断)との比較については、

本適用例ではいずれも異なる結果であるが、試験値が局部値であるのに

対して、逆算値がすべり面に沿った平均的な強度定数を表している、と言
う評価をしている。 

 

その結果は検証できているか？ 継続した変位計測によって，斜面の動きは収束した．その意味において，結

果の妥当性は検証された． 

・安定解析モデルと初期安全率の関係については、上記のとおり概ね検

証できている。 

・安定解析モデルと初期安全率の関係については、上記のとおり概ね検

証できている。 

・逆算値（ｃ，φ）の妥当性については、さらにデータの集積による検討が

必要である。 

 

達成されなかった事は何か？ 計測変位のいくつかは力学的に評価しなかった．． ・３次元モデル化 

・変位を考慮した逆解析 
 

それはなぜ達成されなかったのか？ 解析のモデル化の問題． ・活動的な地すべりの場合、本手法（初期安全率）の信頼性が高く、高次

の解析によるメリットが少ない（費用対効果が得られない） 

・３次元モデル化 

・変位を考慮した逆解析 

・活動的な地すべりの場合、本手法（初期安全率）の信頼性が高く、高次

の解析によるメリットが少ない（費用対効果が得られない） 
 

本当は知る必要があるが、実は分かって
いないことがあるとすればそれは何

か？ 

斜面内部の変位．斜面全体の挙動．不連続面位置． ・地中変位量およびその３次元分布 ・地中変位量およびその３次元分布  

なぜ、それが分からないことになってい
るのか？ 

計測されなかった． ・検討上のコントロールポイントではない ・検討上のコントロールポイントではない  

どうすればそれがわかるようになる
か？ 

経済的にかつ技術的に容易に計測できるシステムの開発 ・地中変位量計測 ・地中変位量計測  

情報化施工における逆解析の占める役

割はどの程度か？ 
必要性はあるが，まだ手法がない． －（本手法は、情報化施工を目的としていない） －（本手法は、情報化施工を目的としていない）  

逆解析を導入することによってトータ

ルコストは安くなっているのか？ 
未検討 ・現状導入を想定すると、斜面の安定評価および対策検討に関しては、安

くならない 

・現状導入を想定すると、斜面の安定評価および対策検討に関しては、汎

用手法（左のｃ-φ逆算法）との比較が必要である。 
 

コスト評価が難しい（またはコストに反

映されない）ならば、逆解析の存在価値
はどこか？ 

新しい評価手法の開発のための研究． ・メカニズムの明確化 

・ 対策重点箇所の絞り込み 

 

 

 

・メカニズムの明確化 

・対策重点箇所の絞り込み 
 

この種の問題で特に注意する事は何

か？ 
設計と現場計測との融合． ・活動性のある地すべりの場合に本手法の有効性が高いといえる一方

で、活動性が認められない場合、安全側を考慮して初期安全率を１と仮定

する場合が多く、ここで対策の過大になっている恐れが大きい。 

・さらに一方では、活動性のない（安定性が高い）斜面や法面には、標準

法面勾配などの経験的手法が定着しており、コストのかかる逆解析を導入
するには、社会的重要性など別の要請が必要になると考えられる。 

・基本的な注意事項は、左の逆算法と同様である。 

・極限平衡の安定解析を行う場合において、ｃ，φの評価（ﾊ゙ﾗﾝｽ）は抑止

工設計のための必要抑止力算定のｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄにはならない。よって本

手法のコスト面での有効性を検討する場合、対策工まで予察する必要が

ある。 

 

 


