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降雨時の斜面安定性の定量的評価方法に関する検討 
 

 

学術研究院理工学域工学系 酒匂 一成 
 

 

 

１．はじめに 

 降雨時の斜面崩壊の原因としては，斜面への雨水浸透による土塊自重の増加や土の強度低下お

よび地下水位上昇による有効応力の低下などがあげられる。そこで，降雨時の斜面安定性の定量

的評価を行うためには，斜面内の浸透挙動を把握した上で，斜面安定解析を実施する必要がある。

著者は，これまでに不飽和浸透解析や斜面安定解析，不飽和土の浸透特性や強度特性を表すため

の数値力学モデル，また，解析に必要な土質パラメータを得るための土質試験方法について，研

究・開発を行ってきた。そこで，本研究ではこれらの研究成果で得られている課題の解決を目指

した検討を行っており，検討結果についてまとめる。 

 

２．降雨時の斜面安定性の定量的評価方法の概要 

 図-1 に降雨時の斜面の安定性の定量的評価方法の流れを示す。降雨が浸透することにより，時々

刻々と変化する斜面の安全率を計算するために，不飽和浸透解析や斜面安定解析を用いる。それ

らの解析を実施するためには，斜面の土の不飽和浸透特性（水分特性曲線，飽和度-飽和・不飽和

透水係数の関係），不飽和土のせん断強度特性（飽和度-見かけの粘着成分の関係）を得る必要が

ある。著者らは，不飽和浸透特性を得るための数値力学モデル 1)（以降，間隙モデル）や不飽和

土のせん断強度特性を得るための数値力学モデル 2)（以降，粘着モデル）の開発を行ってきた。

まず，対象斜面の解析領域，初期条件や境界条件などの設定を行うために，地盤調査や現地斜面

計測を行う。また，数値力学モデルの入力パラメータとして，主に間隙比，粒度，土粒子密度，

せん断強度に関する室内土質試験を行う必要がある。後は，降雨量や蒸発量についての計測結果

を境界条件として入力することで，時々刻々と変化する斜面内の水分分布が計算され，その結果 

図-1 降雨時の斜面の安定性の定量的評価方法の流れ 
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を基にすべり土塊の自重，せん断強度パラメータの一つである見かけの粘着成分の変化を数値力

学モデルから求めることで，斜面の安全率を計算することができる。以上の評価手法の妥当性の

評価として，室内土質試験 3)および室内土槽試験 4)，5)，現地斜面計測 6)を実施し，比較検討を行

ってきている。 
 本研究では，提案する斜面安定性の定量的評価手法における課題解決を行うことを目的として

研究を行っており，本報告では，１）不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析の提案，

３）提案する数値力学モデルを用いた不飽和浸透解析の精度向上に関する検討，２）不飽和定圧

一面せん断試験を用いた不飽和土のせん断強度特性の検討についてまとめる。 
 

３．降雨時の斜面安定性の定量的評価方法の課題解決に関する検討 

(1) 不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析について 
従来の斜面安定解析手法では，地下水位以下の飽和した土塊の中でのみ浸透力や浮力が取り扱

われてきた。しかし，通常，不飽和土中でも水の流れは生じていることから，不飽和土中の浸透

力や浮力を斜面安定解析内で検討する必要があると考えられる。そこで，著者らは，降雨時の斜

面の安定性を定量的に評価するために，不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析手法

の提案を行ってきた 7)。本論文では，提案する解析手法に，飽和度の増加に伴う見かけの粘着成

分の低下を考慮した解析を行い，従来の解析手法と比較する。 
(1.1) 提案した解析手法の概要 
浸透力とは，土塊中での浸透水の流れが土粒子に及ぼす力である。ある体積 V の飽和土中をあ

る動水勾配 i で流れる場合の浸透力は次式で表される。 
 

VigVjJ wsat                                          (1) 
 

ここに，Jsat：飽和土中の浸透力，j：単位体積当たりの浸透力，ρw：水の密度，g：重力加速度。 
 
不飽和土中の浸透力についても，水のみが存在する部分で考えると単位体積当たりの浸透力は

式(1)で表すことができる。不飽和土中の浸透力は水と接する土粒子のみに作用していると考えら

れ，不飽和土中の浸透力が作用する体積について考えると，浸透力が影響する体積 Vjは，次式で

表される。 
 

wswj VVV ,                                              (2) 
 
ここに，Vw：間隙中の水の体積，Vs,w：水と接する土粒子の体積。 
 
 水と接する土粒子の体積 Vs,w と土粒子の体積 Vs の比は，飽和度と相関があると考えられ式(2)
は，次式のように表される。 
 

  VSVVSV rsvrj                                       (3) 
 

よって，不飽和土中の浸透力 Junsatは次式となる。 
 

VSigVjJ rwjunsat                                     (4) 
 

また，地下水以深における浮力は，次式で示される。 
 

 swwwsatv VVgVgP  ,                               (5) 
 
ここに，Pv,sat：飽和土中の浮力。 

 
不飽和土中の水部分にも浮力が働くと考えると，式(4)を式(5)に適用させると，次式が得られる。 
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  VrSgwwsVwVgwunsatvP   ,,                    (6) 
 

ここに，Pv,unsat：不飽和土中の浮力。 
 
本研究では，斜面安定解析手法として非円弧のすべり面に対応できる極限平衡法の一種である

Janbu 法を用いた。体積力法による安全率の式は式(7)で表され，上述した不飽和土の浸透力や浮

力を代入して計算を行う。 
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ここに，FJ：安全率，c：見かけの粘着成分，b：スライス幅，W：スライスの自重，V：鉛直成

分のスライス間力，φ：内部摩擦角，α：斜面の傾斜角。 
 
 また，降雨時の斜面崩壊の要因の一つである雨水浸透にともなう不飽和土のせん断強度の低下

についても考慮する。ここで，土の飽和度の変化に対して，せん断強度パラメータの一つである

見かけの粘着成分が変化すると考える。ここで，見かけの粘着成分について以下のように定義す

る。ここで，著者らは，土中の飽和度の変化による見かけの粘着成分についての数値力学モデル
2)を提案してきている。 
 
      Srccc  0                                (8) 
 
ここに，c：見かけの粘着成分，c(Sr)：土中の飽和度の変化による見かけの粘着成分，c0：飽和度

の影響以外による見かけの粘着成分。 
 
飽和度の変化による見かけの粘着成分は，次式で表される。 
 

    

 tan

24



 cir NFSc


                                 (9) 

 
ここに， iF


：粒子接触面に垂直に働く粒子間力，Nc：単位体積当たりの粒子接点数，φ：内部摩

擦角。 
 
なお，土粒子接点に形成されるメニスカスの水の表面張力やサクションを考慮した粒子間力は式

(10)で表される。 
 

usi srTrF  22  (10) 
 
ここに，ｒ’：メニスカス曲率半径，Ts：

水の表面張力，su：サクション。 
 
 式(9)，(10)における，サクション，単位

体積当たりの粒子接点数などは，土の間隙

比，粒度，土粒子密度などの一般的な土質

試験結果により 
間隙モデルを用いて求められる。 
(1.2) 計算結果と考察 
図-2 に試料の条件と斜面形状を示す。ま 図-2 試料の条件と斜面形状 
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た，斜面内の飽和度は一様に変化すると仮定

する。本研究では，図-2 の条件の下，１）不

飽和土中の浸透力を考慮しない従来の斜面

安定解析（Case1），２）不飽和土中の浸透

力を考慮した解析（Case2），３）Case2 に

加え，飽和度と見かけの粘着成分を考慮した

解析（Case3）について検討する。 
図-3 に Case1 と Case2 を比較した解析結

果を示す。Case1 と Case2 については，見

かけの粘着成分は飽和度によって変化しな

いものとして計算を行っている。図より乾燥

時と飽和時では同じ値を示すが，それ以外の

飽和度では不飽和土中の浸透力を考慮した

安全率（Case2）のほうが小さくなることが

分かる。また，Case1 では，飽和時のみに浸

透力を考慮するため， rS =100%時に安全率

が急激に低下していることが分かる。 
図-4 は，Case2 と Case3 の解析結果を比

較したものである。飽和度と見かけの粘着成

分の関係は図-5 に示される結果を用いてい

る。飽和度が増加すると共に粘着成分が低下

するため，高飽和度域において，Case3 の安

全率が Case2 よりも小さくなることが分か

る。しかし，図-4 のグラフの Case2 と Case3
を比較すると，安全率に大きな差が見られな

かった。これは，見かけの粘着成分の変化が

微小であったため，安全率にあまり影響を与

えなかったと考えられる。また，今回は飽和

度 rS =56.2%の試料のせん断試験結果（見か

けの粘着成分 c =36.9kPa）をもとに，粘着モ

デルの計算を行っている。よって，飽和度 rS
=56.2%のときは，Case2 と Case3 は同じ安

全率となる。飽和度が 56.2%よりも低い部分

は，図-5 を見るとわかるように見かけの粘着

成分が大きくなることから，図-4 の安全率の

結果もCase3の方がやや大きくなる。また，

飽和度が 56.2%より大きい場合は，見かけの

粘着成分は低下するため，安全率は Case2
の値よりも Case3 の方が若干小さくなる。

今回は，見かけの粘着成分の変化量が小さか

ったが，飽和度による変化量が大きくなる場

合や滑り面が長くなる場合は見かけの粘着

成分の変化が安全率へ与える影響は大きく

なることがわかる。 
(2) 間隙モデルを用いた不飽和浸透解析の

精度向上に関する検討 

 有限要素法を用いて不飽和浸透流解析の定

式化の際に，質量マトリックスが生じる。質量マトリックスは不飽和浸透解析において，不飽和

土の浸透特性の非線形性の影響を受ける。質量マトリックスの構成法に， 整合質量マトリックス

（Consistent mass matrix）法，およびNeumanにより提案された集中質量マトリックス

図-3 飽和度と安全率の関係（Case1とCase2） 

図-4 飽和度と安全率の関係（Case2とCase3） 

図-5 飽和度と見かけの粘着成分の関係 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

0 20 40 60 80 100

Case1
Case2

安
全

率
 F

飽和度 Sr(%)

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

0 20 40 60 80 100

Case2
Case3

安
全

率
 F

飽和度 Sr(%)

36.6

36.8

37

37.2

37.4

37.6

37.8

38

0 20 40 60 80 100

見
か

け
の

粘
着

成
分

 c
 (k

Pa
)

飽和度 Sr(%)



－ 221 －

（Lumped mass matrix）法8)があり，いずれも解析の収束性や精度などに影響を与える。著者ら

は，不飽和土の浸透特性として間隙モデルを用いた不飽和浸透解析を行っている。本研究では， 間
隙モデルを用いた不飽和浸透解析において，整合質量マトリックス法と集中質量マトリックス法

の2 通りの構成法を用いた解析を行い，各計算結果が示す精度について考察した。 
(2.1) 不飽和浸透解析の支配方程式 
 本研究における不飽和浸透解析の支配方程式として Richards の式を用い，支配方程式の離散化

には Galerkin 法を利用した。また，形状関数や積分方法の選択として，アイソパラメトリック

要素を採用し，4 点のガウス積分を行っている。離散化後の式をマトリックス表示した式を次式

に示す。 
 

      0][ 






 Q

dt
dFA ijij
                         (11) 

 

 ここに，[Aij]：全体剛性マトリックス，[Fij]：全体質量マトリックス，{Q}：全流量ベクトル，{ψ}：
時間 t時における圧力水頭，i,j：節点番号。  

 
非線形の反復解法には Picard 法 9)を適用する。また，不飽和浸透解析のプログラムは，

I.M.Smith らによる FEM ライブラリ 10)をもとに作成した。 
(2.2) 質量マトリックスの構成法 
要素質量マトリックス[Fij]eは次式で表される。 

 
          ddJNNCSF T

s
e

ij ][][
1
1
1
1  

                    (12) 
 
 ここに， β：(=1：不飽和時，0：飽和時)，Ss：比貯留係数， C：比水分容量，[N]：形状関数，

|J|：ヤコビアンマトリッスの行列式，η，ξ：局所座標系の座標。  
 

要素質量マトリックスを求めるための積分方法としてガウス積分を用いており，式(12)は次式

のようになる。本研究ではガウス積分点を4点とした。 
 

       JNNCSwF
j

T
jsGj

e
ij 




4

1
][][][                      (13) 

 
 ここに，wGj：ガウス積分点 jにおける重み，Cj：ガウス積分点における比水分容量。 
 
式(13)は，整合質量マトリックス法であり，式中の係数(βSs+Cj)については，ガウス積分点上に

おける内挿値を用いたものである。式(13)による計算結果を次節のCase1として示す。 
また，式(12)の係数が要素内で平均値をとるとし，式(12)に整合質量マトリックス法を適用する

と次式のようになる。 
 

       JNNwCSF
j

T
Gjjs

e
ij 




4

1
][][][                      (14) 

 

 式(14)による計算結果をCase2とする。また，整合質量マトリックス法によって求めた要素質量

マトリックスは非対角項にもゼロ以外の値が入った要素質量マトリックスとなる。  
式(12)に Neuman の提唱する集中質量マトリクス法を適用し，係数(βSs+Cj)が要素内で平均値

をとるとすると要素質量マトリックスは次式で表される。 
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                    (15) 

 

 ここに，Ve：要素の体積。  
式(15)による計算結果を Case3 とし

て示す。なお，集中質量マトリックス

法による要素質量マトリックスは対角

行列となる。 
(2.2) 計算結果と考察 
表-1，図-6に示す信楽産まさ土の入

力値を用いて，間隙モデルにより水分

特性曲線および飽和度－不飽和・飽和

透水係数関係を求めた（図-7）。図-8
に解析領域と初期条件，境界条件を示

す。解析領域は横幅40cm，高さ50cm
とし，10cm四方の要素で分割した。境

界条件は側面を非排水条件，底面に

100cmの圧力水頭一定条件を与えた。

初期条件として，-50cmの圧力水頭を

各節点に与えている。また，計算結果

として，供試体中央部の各節点の圧力水頭分布を圧力水頭0cmの位置が高さ10cm上昇する毎に示

した。  

 
図-9 より，Case1 では浸潤面の上部の図-9

より，Case1 では浸潤面の上部の不飽和域にお

いて初期条件として与えた圧力水頭が，初期値

より更に低い値を示す結果が得られた。これは，

浸透過程において不飽和域の要素が更に乾燥

することを意味しており，圧力水頭の挙動とし

ては不自然である。Case2 においても，圧力水

頭が低下する現象が見られるが，低下の程度は

Case1 よりも小さくなり，係数の計算法が精度

に影響しているといえる。Case3 では，圧力水

頭が低下する現象は改善され，精度がよい結果

となった。 

表-1 間隙モデルの入力パラメータ 

図-6 粒径加積曲線（信楽産まさ土） 

 
図-7 間隙モデルで計算した水分特性曲線と不飽和－飽和透水係数 

図-8 解析領域と境界条件 
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(3) 不飽和定圧一面せん断試験を用いた

不飽和土のせん断強度特性の検討 
実際の地盤は不飽和土である場合が多

く，不飽和土のせん断強度特性を知ること

は，降雨時の斜面安定性を検討するために

は重要なパラメータである。ただし，不飽

和土のせん断試験については，サクション

制御など高度な制御が必要となり，試験時

間が長期化になることや試験者の練度に

よる試験結果への影響などの問題がある。

本研究では，サクション制御が可能な一面

せん断試験機を用いて，不飽和土の定圧一

面せん断試験を行い，サクション制御の違

いによるせん断試験結果への影響につい

て考察を行った。 
(3.1) 不飽和一面せん断試験の概要 
図-10は今回使用するサクション制御可

能な一面せん断試験機である。本試験機は

構造上の問題により，セル圧を制御する際

に垂直荷重が減少する特徴がある。そこで

正確な垂直荷重を載荷するため，減少した

分の垂直荷重を減少した分増加させた。 
本試験では，まず，初期垂直応力 σ0とし

て 10kPa 載荷した。これは，前述のように

セル圧の制御の際に垂直荷重が減少してし

まうと垂直変位も変動し，サクション制御を

先に行う場合の供試体の初期高さの正確な

値が不明になってしまい，初期間隙比 e0の

測定精度を高めるためである。その後，セル

圧（間隙空気圧 ua）と背圧（間隙水圧 uw）

を制御した後，圧密を行い，最後にせん断を

行った。サクション制御はセル圧と背圧の差

（su=ua-uw）で行い，供試体内の水の給排水

が 0.01g/hour 以内となった時点でサクショ

ン制御を完了とした。また，せん断速度は 0.01mm/min で，せん断変位が 6mm に到達時にせん

断を終了した。なお，初期垂直応力 σ0はサクション制御を行い，その後圧密を行うまでは，10kPa
を保たせる。 
(3.2) 実験結果と考察 
実験の試料として豊浦砂を用いた。供試体の初期含水比を 8%とし，初期間隙比を 0.77 となる

ように，高さ 3.5cm，直径 6cm のモールドに三層で締固めを行い，供試体を作製した。本試験は

基底応力(σ－ua)を 100kPa，マトリックスサクション(ua－uw)を 5kPa と統一し，間隙空気圧 ua
と間隙水圧 uwを変動させた。表-2が，今回試験を行う Caseごとの間隙空気圧と間隙水圧である。

それぞれの Case で一面せん断試

験を行った。 
 Case ごとのせん断応力を図-11
に示す。せん断応力のピークの地

点をせん断強度として矢印で表わ

した。マトリックサクション，基

底応力を同等に設定した場合，既

往の研究では，せん断強度は不変

となるはずであるが，本試験では

図-9 不飽和浸透解析結果 

図-10 一面せん断試験機の概略図 

表-2 本試験での実験条件 

 間隙空気圧 ua(kPa) 間隙水圧 uw(kPa) 全応力

σ(kPa)

Case1 30 25 130 
Case2 40 35 140 
Case3 50 45 150 
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図-11 のようなばらつきが見られた。こ

れは，供試体作製時のばらつき，サクシ

ョン制御時の供試体内の水分状態，圧密

終了時の供試体の状態が異なってしまっ

たためと考える。今後，各試験過程にお

ける供試体の状態を詳細に分析し，より

精度の良い結果が得られるようにしたい。 
４．おわりに 

本研究では，著者らがこれまでに提案

してきた降雨時の斜面安定性の定量的評

価方法における課題解決を目指した検討

を行った。まず，不飽和土中の浸透力と

浮力，飽和度と見かけの粘着成分を考慮

した斜面安定解析を示すとともに，従来

の解析方法との比較を行った。計算結果

より，不飽和土中の浸透力と浮力を考慮

することで，従来の解析結果よりもより

合理的な結果が得られたと思われる。ま

た，飽和度と見かけの粘着成分について

は，その数値力学モデルの妥当性の検討

が必要である。次に，間隙モデルを用いた不飽和浸透解析の精度向上をめざし，その支配方程式

中の質量マトリックスの構成法について，3 ケースの方法を示し，計算結果の比較を行った。結

果として，Neuman の提唱する集中質量マトリクス法を適用し，係数(βSs+Cj)が要素内で平均値

をとるとした場合が最も妥当な結果を示すことがわかった。また，不飽和土のせん断強度を得る

ための不飽和定圧一面せん断試験を行い，サクション制御条件の違いによるせん断強度への影響

を検討した。試験結果より，サクション制御の違いによりせん断強度への影響が生じることがわ

かった。今後，より詳細な確認が必要であることがわかった。 
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図-11 Case ごとのせん断応力 
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