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概 要 
近年，激化が懸念される集中豪雨や直下型地震等厳しい自然環境条件の下で，トンネル坑口部についても

長期的な安定を見据えた維持管理対策が求められている。本研究では，坑口部等の小土被りトンネルでの

切羽崩壊現象について，SPH Smoothed Particle Hydrodynamics 法解析の適用性を確認することを目的とし

て，アルミ棒積層体を用いた室内模型実験を行い，SPH法によりその再現を試みた。実験では土被り比の

違いによる崩壊形状やすべり線形状を確認した。つぎに，SPH法を用いて解析を行い，崩壊およびすべり

線形状，ならびに崩壊中の挙動を比較した。その結果，解析と実験との間に良好な整合性が得られること

を確認した。さらに，SPH法と有限差分法解析とを比較し，後者でも安定的な解が得られるような地盤条

件において，応力やひずみ分布は両者で概ね一致することを確認するとともに，SPH法がひずみ集中領域

に沿って分離型の変位分布を示すなど，崩壊挙動の特性をよりよく表現できることを確認した。 
 

キーワード：トンネル切羽，アルミ棒実験，SPH，FDM 
 
 

1. はじめに 
 
トンネル構造物は，建設完了後は，安定性の高いものと

考えられており，建設時および建設直後の安定性に重点が

置かれている。しかし，近年の集中豪雨や直下型地震等の

激化が懸念されることからトンネル坑口部の長期的な安

定を見据えた対策が求められている。

本研究では，トンネル坑口および坑口斜面に関して建設

から完成後の維持管理までを一貫して捉えることを目的

として，トンネル切羽および坑口斜面の進行性崩壊のメカ

ニズムの解明を試みた。なお，トンネル坑口部の崩壊現象

は地形・地質条件が複雑であり，解析により補完して表現

することが必要である。そこで，まず，斜面に近接した小

土被りのトンネルを施工する際の斜面に及ぶ影響を把握

するうえで重要となるトンネル切羽の崩壊現象について

実験を行い，大変形や分離，崩壊挙動を表現することがで

きる SPH Smoothed Particle Hydrodynamics 法を用いて崩

壊挙動の再現を試みた。

SPH 法は，切羽崩壊時の斜面等周辺の地盤への影響や豪

雨や地震の影響と崩壊予測への適用が可能であり，トンネ

ルの施工時から完成後の長期的安定性までを論じること

ができる解析手法の一つとして期待される。

本研究では，まずトンネル施工時の切羽崩壊現象を実験

と比較して SPH 法で再現できることを明らかにした。さ

らに，汎用的に使用される有限差分法解析との比較により，

崩壊挙動等の進行性崩壊挙動を表現する手法としての

SPH 法の有効性を検証した。 
 
2. トンネル切羽の崩壊要因と既往の研究 

 
トンネル切羽の崩壊形態は，亀裂発達や不連続面での剥

離・剥落，崩落や層すべり，粘着力のない地山の流砂・土

砂流出，大きな土圧による崩壊等に大別できる。このうち，

土被りが小さい坑口部付近においては，地山条件が脆弱な

崖錐堆積物や粘着力のない砂層や礫混じり土砂等が流砂

現象を起こして崩壊する場合が多い。また，降雨等により

地下水の湧出とともに流動化して崩壊する場合や，まれに

は坑口部全体が豪雨等の影響により地すべり的に崩壊す

る場合もある。

図 1，写真 1に，切羽の崩壊が地表まで及んだ事例1)，

および坑口部斜面が崩壊した事例2)を示す。これらの崩壊

挙動は，地下水の湧出を伴って地盤が流動化したり，地す

べり構造を有しているなど，複雑な地形，地質要因が複合

して発生したものである。
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トンネル切羽とその周辺地盤の挙動や切羽の安定性の

評価については 従来から多くの研究3)~15)がなされている。

以下に既往の研究成果と課題を整理する。

村山ら3)は，アルミ棒積層体を用いた模型実験を行い，

トンネル掘削に伴う切羽前方の移動領域のつり合い機構

からすべり土塊の形状が対数ら線で精度良く近似できる

ことを明らかにするとともに，切羽安定に必要な土留め力

の算定式を提案した。足立ら4) ，上野ら5) は，アルミ棒積

層体を用いたトンネル横断面，縦断面のモデルで土被り比

によるトンネル周辺の変位，およびグラウンドアーチの形

成状態の違いを明らかにした。今田ら6)は，砂地盤での3
次元模型実験を行い，トンネル土圧や切羽安定に関する相

似則について検討するとともに，切羽付近の地山の応力状

態を明らかにした。真下ら7)は，豊浦砂を用いて重力場お

よび遠心力場での3次元模型実験を行い，無次元量c/γDが
切羽の安定性を評価する一つの指標となることを示した。

久武8)は，砂質系トンネル切羽の崩壊現象について3次元の

模型実験を行い，切羽崩壊時の地盤挙動が静的および動的

な実験条件により異なることを示した。小西ら9)は，砂層

に粘性土層が介在した地盤モデルでの3次元模型実験を行

い，切羽が不安定化する時の切羽面土圧分布等を明らかに

した。米山ら10)は，乾燥砂を用いた3次元模型実験により

プレライニングがある場合の切羽周辺地山の応力・変形状

態等を把握した。 
以上のように種々の実験的研究が行われているが，実験

では様々な地盤条件を考慮することは困難であるため，具

体的な現象を評価するためには解析的手法に依らざるを

得ない。 
切羽安定性の評価には，一般的には極限つり合いによる

安定解析3)7)が多く用いられている。一方，切羽安定性に関

する土圧等の状態を定量的に把握するためには，数値解析

手法が用いられている。有限要素法 FEM；Finite Element 
Method や有限差分法 FDM；Finite Difference Method 等の

連続体解析手法は，トンネル掘削の施工段階や構造物のモ

デル化等が容易であるため，トンネルの存在する地盤を対

象に2次元および3次元条件下での解析として広く使われ

ている。しかし，これらの方法は，地盤を格子状に要素分

割し構成節点が格子構造のため，大変形や分離，崩壊する

ような問題には適用しにくいという欠点を有する。

この問題への対応として，不連続体解析手法である個別

要素法 DEM；Distinct Element Method，CEM；Contact 
Element Method ，粒状体解析法 PFC；Particle Flow Code
等がある。松井・西村 11) ，前田ら 12)は，底面摩擦装置を

用いた 2 次元の切羽崩壊実験において，実験だけでは定量

的に把握できない内部の応力変化等を補うため，底面摩擦

効果を考慮した DEM に関する定式化を行った。久武・村

上 13) ，村上ら 14) は，DEM の考え方をベースに要素集合

体に一体性を持たせた力学モデルを導入して粘性地盤に

も適用できる連続体・不連続体挙動を統一的に解析する手

法（CEM）を考案し，トンネル切羽の崩壊現象に対して，

施工過程を考慮した場合と考慮しない場合の双方におい

て実験結果と整合性のある解析結果を得た。また，御手洗

ら 15)は，PFC を用いた切羽崩壊現象と補強工効果に関する

解析を行った。

これらの実験的，解析的研究により，切羽が不安定にな

る時の土圧分布やすべり面の形状が明らかにされ，切羽安

定性を適切に評価することが可能になってきた。そのうち，

不連続体解析ではトンネル掘削時の切羽安定性や崩壊挙

動も追跡できるようになってきているが，この手法では地

盤定数の c，を直接入力することができないこと等の課

題が残っている。

そこで，我々はトンネルや坑口斜面を対象とした進行性

崩壊機構を検討する手法として，SPH 法を用いることとし

た。SPH 法では，解析に用いる入力物性値は FEM 等の連

続体解析と同様の地盤の物性値をそのまま用いることが

でき，水との相互作用の再現や地震応答解析も可能である。

 

3. SPH 法の概要と検討の手順 
 
3.1 SPH 法の概要 
SPH 法は，連続体近似に基づく Lagrange 型のメッシュ

フリー解析法である。地盤を連続体として取り扱う数値解

析手法には格子法と粒子法がある。連続体を格子で区切り，

連続体に関する方程式を格子点上の関係式に変換して離

散化する FEM，FDM 等が格子法と呼ばれるのに対し，SPH
法や MPS Moving Particle Semi-implicit 法に代表される粒

子法は，連続体を粒子の集まりとみなし，その粒子に関係

式を配置して離散化する方法 16)17)18)である。 
SPH 法は，流体解析をはじめとする種々の工学分野や地

 

図 1 切羽の崩壊事例 1) 

写真 1 トンネル坑口部の崩壊事例 2) 
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盤の変形解析分野にも適用されており 19)20)21)22)，極限解析

による結果や実験結果との比較等の検証がなされている。

ただし，SPH 法を用いてトンネル切羽の崩壊現象を対象に

した検討はこれまでに行われていない。

SPH 法は，連続体を有限個の粒子の集合体として表現す

るが，個々の粒子に着目するのではなく，物理量を持つ粒

子が内部に分布した集合体である粒子群として近似関数

の構築を行う。 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥′) δ(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′)𝑑𝑑𝑥𝑥′ (1) 

ここで，𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′)はデルタ関数を示すが，このデルタ関数

をある幅 h を持つ重み関数𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ)に置き換える。

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥′) 𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ)𝑑𝑑𝑥𝑥′  (2)

式(2)の右辺は，ある物理量𝑓𝑓(𝑥𝑥)を重み関数によって平滑

化（smoothing）したもので，SPH 法の基本的な概念とな

る。図 2 に重み関数と smoothing の概念を示す。図では，

ある物理量を重み関数により重ね合わせ，なめらかに分布

させている。これにより評価点の持つ物理量は連続体の物

理量に置き換えられる。このため，SPH 法は個別要素法等

のような不連続な点群によるモデル化ではなく連続体の

モデルとなる。

図 3 に，連続体を粒子場へ離散化したモデルを示す。

粒子間の相互作用を考慮するために，粒子 i を中心に設定

された影響範囲内にある粒子 j からのみ影響を受けるよう

にする。 ここで，𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ)は，影響範囲内に分布する

多くの評価点の重み付けを行う kernel 関数であり，次の 3
つの性質を有しなければならない。

a) 正規化されていること

∫ 𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ)𝑑𝑑𝑥𝑥′ = 1
𝛺𝛺

  (3)

b) kernel 関数の極限がデルタ関数であること

     𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
        𝑥𝑥→0

𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′)     (4) 

c) 影響半径外で kernel 関数がゼロになるコンパクト化が

可能であること

|𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′| > 𝑘𝑘ℎ のとき， 𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′, ℎ) = 0        (5) 

ここで，k は kernel 関数がゼロでない領域を示す定数であ

る。

SPH 法では kernel 関数を領域積分型の近似解法に用い，

影響範囲 kh の内側にある粒子位置の物理量を中心位置の

物理量に組み込むため，その精度は kernel 関数の精度に大

きく依存する。多くの kernel 関数が提案されているが，こ

こでは Monaghan and Lattanzio23)が考案した 3 次スプライ

ン関数を適用する。

𝑊𝑊 = 𝛼𝛼𝑑𝑑 × {
2/3 − 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅3/2   0 ≤ 𝑅𝑅 < 1
(2 − 𝑅𝑅)3  /6           1 ≤ 𝑅𝑅 < 2
  0                                   𝑅𝑅 ≥ 2 

(6) 

ここで，R は正規化された粒子 i と粒子 j との距離で，

𝑅𝑅(=  𝑟𝑟 /ℎ = |𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′|/ℎ)，d は正規化係数で，2 次元の場

合には，d =15/(7h2)である。 
式(2)を離散化すると，次式のとおりとなる。 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∑
𝑙𝑙𝑗𝑗
𝜌𝜌𝑗𝑗

𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑗𝑗)𝑊𝑊(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑗𝑗, ℎ)
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
(7) 

ここで，j=1~N：影響範囲内にある粒子，mj，j：粒子 j
の質量，密度をそれぞれ示す。なお，粒子 j の体積 Vj は

mj /j で与えられる。 
 

3.2 SPH 法の支配方程式 20) 21) 
SPH 法における土の支配方程式としては，運動量の保存

則を用いる。

𝐷𝐷𝐷𝐷α

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1
𝜌𝜌

𝜕𝜕𝜕𝜕𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼 + 𝑓𝑓α (8) 

ここで，x 粒子の位置，上付の添え字，：座標方向， 
土の密度，𝐷𝐷 速度，：全応力テンソル， 𝑓𝑓α 外力による

加速度成分である。また， ：Lagrange 記述の時間微分

を示す。

これを式(7)を用いて離散化した連続密度近似の SPH 法

の支配方程式が次式のように表される。

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝛼𝛼

𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ 𝑙𝑙𝑗𝑗 (𝜕𝜕𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜌𝜌𝑖𝑖
2 +

𝜕𝜕𝑗𝑗
𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜌𝜌𝑗𝑗
2 ＋𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗

𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛼𝛼 + 𝑓𝑓𝛼𝛼  (9)

ここで，添え字 i，j：それぞれ評価対象粒子，影響範囲内

にある粒子での値を示す。また，𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗
𝛼𝛼𝛼𝛼：応力の変動，およ

び引張に対する不安定性を取り除くための安定化項であ

る。安定化項は，人工粘性項 24)と人工応力項 25)26)の 2 つの

成分からなり，次式で表される。

  𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗
𝛼𝛼𝛼𝛼 = −𝛱𝛱𝑖𝑖𝑗𝑗𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛(𝑅𝑅𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑅𝑅𝑗𝑗

𝛼𝛼𝛼𝛼)  (10)

W(x-x’,h)

smoothing

図 2 重み関数と smoothing の概念

図 3 連続体の離散化と影響範囲

評価粒子i 影響範囲内
にある粒子j

W(x-x’,h)

影響範囲

kh rij
khkh

影響範囲

r=x-x’

W(x-x’,h)
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ここで，𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖：粒子 i，j の間に作用する人工粘性，𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼：ク

ロネッカーのデルタ，𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛：反発力，𝑅𝑅𝑖𝑖

𝛼𝛼𝛼𝛼
，𝑅𝑅𝑖𝑖

𝛼𝛼𝛼𝛼
：人工応力

テンソルである。𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖は次式 24)で表される。 

  𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
−𝛼𝛼𝛱𝛱𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛱𝛱𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖

2

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖
       (𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 < 0)

      0                                      (𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0) 
               (11) 

ここで，𝛼𝛼𝛱𝛱，𝛽𝛽𝛱𝛱：人工粘性パラメータ，𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖，𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖：それぞ

れ各粒子における音速，および密度の平均，𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖：相対速度

ベクトル，𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖：相対位置ベクトルである。本研究では既往

の研究 21)にしたがい，𝛼𝛼𝛱𝛱=0.1，𝛽𝛽𝛱𝛱=0.1 とした。𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖は式(12)
で表される。 

  𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖 =
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝜐𝜐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

|𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖|2 + 0.01ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
2

           (12) 

ここで，ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖：各粒子での重み関数の分布幅の平均である。 
式(10)の𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛 のうち，𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 は次式で表される。 

  𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑊𝑊(𝛥𝛥𝛥𝛥, ℎ)           (13) 

ここで，𝛥𝛥𝛥𝛥：初期粒子間隔である。本研究では，ℎを一定

としているため𝑊𝑊(𝛥𝛥𝛥𝛥, ℎ)も一定であり，ℎ =1.2 𝛥𝛥𝛥𝛥の時，𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
の指数 𝑛𝑛 は約 2.55 となる。ここでは，𝑛𝑛=2.5521)とした。 

本研究で対象とする二次元問題において，粒子 i の人工

応力テンソル𝑅𝑅𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼

の(x，y)座標に沿った成分  𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥， 𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑦𝑦
はそ

れぞれ主軸(x’，y’)に沿った成分𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥，𝑅𝑅𝑖𝑖

′𝑦𝑦𝑦𝑦
から算出される。 

  𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2𝜃𝜃𝑖𝑖         ( ) 

  𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2𝜃𝜃𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃𝑖𝑖         ( )

  𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑦𝑦 = (𝑅𝑅𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑖𝑖         ( ) 

ここで，角度𝜃𝜃𝑖𝑖は次式のように定義される。 

  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛2𝜃𝜃𝑖𝑖 = 2𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑦𝑦

𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑦𝑦      (17) 

ここで， 𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥，𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑦𝑦
および𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑦𝑦
は粒子 iの応力テンソルの(x，

y)座標成分である。主軸 x'に沿った人工応力テンソルの成

分  𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥は，次式 26)のように算出される。 

  𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥 = {−𝜀𝜀 𝜎𝜎𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜌𝜌𝑖𝑖
2           (𝜎𝜎𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥 > 0)

     0                 (𝜎𝜎𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 0)

     (18) 

ここで，𝜀𝜀 :0 から 1 までのパラメータ，𝜎𝜎𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥：粒子 i の x'

軸に沿った応力テンソルである。本研究では既往の研究 21)

にしたがい，𝜀𝜀=0.5 とした。  𝑅𝑅𝑖𝑖
′𝑦𝑦𝑦𝑦

についても，式(18)の𝑥𝑥𝑥𝑥を
𝑦𝑦𝑦𝑦で置き換えることによって算出される。𝜎𝜎𝑖𝑖

′𝑥𝑥𝑥𝑥，𝜎𝜎𝑖𝑖
′𝑦𝑦𝑦𝑦

と𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥，

𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑦𝑦
，𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑦𝑦
と関係は次式で表される。 

  𝜎𝜎𝑖𝑖
′𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑥𝑥 + 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2𝜃𝜃𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑦𝑦     ( )
  𝜎𝜎𝑖𝑖

′𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2𝜃𝜃𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑦𝑦         (20) 

弾塑性材料の全ひずみ速度テンソルは，塑性理論に基づ

き次式で定義される。

𝜀𝜀̇𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝜀𝜀�̇�𝑒
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜀𝜀�̇�𝑝

𝛼𝛼𝛼𝛼  (21) 

ここで，𝜀𝜀̇𝛼𝛼𝛼𝛼 全ひずみ速度テンソル， 𝜀𝜀�̇�𝑒
𝛼𝛼𝛼𝛼

，𝜀𝜀�̇�𝑝
𝛼𝛼𝛼𝛼

それぞれ

ひずみ速度テンソルの弾性成分，塑性成分で，次式で示さ

れる。

𝜀𝜀�̇�𝑒
𝛼𝛼𝛼𝛼 = �̇�𝑐𝛼𝛼𝛼𝛼

2𝐺𝐺 + 1 − 2𝜈𝜈
3𝐸𝐸 �̇�𝜎𝛾𝛾𝛾𝛾𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼   (22) 

𝜀𝜀�̇�𝑝
𝛼𝛼𝛼𝛼 = �̇�𝜆 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜎𝜎𝛼𝛼𝛼𝛼 (23) 

ここで，�̇�𝑐𝛼𝛼𝛼𝛼：偏差せん断応力速度テンソル， ポアソン

比，E ヤング係数，G せん断弾性係数，�̇�𝜎𝛾𝛾𝛾𝛾：3つの垂直応

力成分の合計（ �̇�𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥＋�̇�𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦＋�̇�𝜎 𝑧𝑧𝑧𝑧），�̇�𝜆：応力状態と荷重履

歴に依存する塑性係数の変化率，𝜕𝜕：塑性ポテンシャル関

数である。 
本研究では，土の塑性流れ則として，非関連流れ則に基

づくDrucker -Prager の降伏基準を用いる。

𝑓𝑓(𝐼𝐼1, 𝐽𝐽2) = √𝐽𝐽2 + 𝛼𝛼∅𝐼𝐼1 − 𝐾𝐾𝑐𝑐 = 0   (24) 

ここで，I1，J2：それぞれ応力テンソル第1不変量，偏差応

力テンソル第2不変量である。，Kc：定数であり，式(25)，
(26)で表される。

  𝛼𝛼∅ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 ∅
√9 + 12𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛2∅

      (25) 

  𝐾𝐾𝑐𝑐 = 3𝑐𝑐
√9 + 12𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛2∅

          (26) 

ここで，c：粘着力，：内部摩擦角である。降伏条件に加

えて，応力～ひずみ関係を明らかにするために塑性ポテン

シャル関数が決定される必要がある。非関連流れ則におけ

る塑性ポテンシャル関数は，次式で表される。

 𝜕𝜕 = √𝐽𝐽2 + 3𝐼𝐼1 sin 𝜓𝜓 (27) 

ここで，ダイレイタンシー角で，本研究では=0と仮

定する。非関連流れ則におけるゼロダイレイタンシー角は

材料が塑性非圧縮であることを示す。式を式(23)に代

入し，式，を式(21)に代入し，さらに，大変形の場

合の処理を取り扱うJaumannの応力速度を用いて，粒子i 
における非関連流れ則のDrucker-Pragerの弾完全塑性土モ

デルの応力～ひずみ関係は，次式のとおりとなる。

𝐷𝐷𝜎𝜎𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼

𝐷𝐷𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛾𝛾�̇�𝜔𝑖𝑖

𝛼𝛼𝛾𝛾
＋𝜎𝜎𝑖𝑖

𝛾𝛾𝛼𝛼�̇�𝜔𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛾𝛾
＋2𝐺𝐺�̇�𝑒𝑖𝑖

𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝐾𝐾𝜀𝜀�̇�𝑖
𝛾𝛾𝛾𝛾𝛿𝛿𝑖𝑖

𝛼𝛼𝛼𝛼

− 𝜆𝜆�̇�𝑖[9𝐾𝐾 sin 𝜓𝜓𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼 + (𝐺𝐺/√𝐽𝐽2)𝑐𝑐𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼] (28)

𝜆𝜆�̇�𝑖 =
3𝛼𝛼𝜙𝜙𝐾𝐾𝜀𝜀�̇�𝑖

𝛾𝛾𝛾𝛾 + (𝐺𝐺/√𝐽𝐽2)𝑐𝑐𝑖𝑖
𝛼𝛼𝛼𝛼𝜀𝜀�̇�𝑖

𝛼𝛼𝛼𝛼

27𝑡𝑡𝜙𝜙𝐾𝐾 sin 𝜓𝜓 + 𝐺𝐺  (29) 

ここで，K：体積弾性係数，�̇�𝑒𝛼𝛼𝛼𝛼(= 𝜀𝜀̇𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝜀𝜀̇𝛾𝛾𝛾𝛾𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼/3) は，偏差

ひずみ速度テンソルである。また，粒子のひずみ速度テン

ソル𝜀𝜀̇𝛼𝛼𝛼𝛼と，回転速度テンソル    �̇�𝜔𝛼𝛼𝛼𝛼は，次式で定義される。 

   𝜀𝜀̇𝛼𝛼𝛼𝛼 = 1
2 (𝜕𝜕𝜐𝜐𝛼𝛼

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼 + 𝜕𝜕𝜐𝜐𝛼𝛼

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼)

= 1
2 [∑

𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=𝐼𝐼
(𝜐𝜐𝑖𝑖

𝛼𝛼 − 𝜐𝜐𝑖𝑖
𝛼𝛼)

𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛼𝛼 + ∑

𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑖𝑖

(𝜐𝜐𝑖𝑖
𝛼𝛼 − 𝜐𝜐𝑖𝑖

𝛼𝛼)
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝛼𝛼

𝑁𝑁

𝑖𝑖=𝑖𝑖
]     (30) 

    �̇�𝜔𝛼𝛼𝛼𝛼 = 1
2 (𝜕𝜕𝜐𝜐𝛼𝛼

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼 − 𝜕𝜕𝜐𝜐𝛼𝛼

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼)

= 1
2 [∑

𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=𝐼𝐼
(𝜐𝜐𝑖𝑖

𝛼𝛼 − 𝜐𝜐𝑖𝑖
𝛼𝛼)

𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛼𝛼 − ∑

𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑖𝑖

(𝜐𝜐𝑖𝑖
𝛼𝛼 − 𝜐𝜐𝑖𝑖

𝛼𝛼)
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

𝛼𝛼

𝑁𝑁

𝑖𝑖=𝑖𝑖
]    (31) 

以上の SPH 法による土の構成モデルについては，Bui
ら 21)によってその妥当性が確認されている。なお，上式の
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土の構成モデルは，粘着力 c，内部摩擦角，ダイレイタ

ンシー角，ヤング係数 E，ポアソン比，密度の 6 つの

土のパラメータを必要とする。また，本研究では，微小ひ

ずみを用いている。 
 
3.3 SPH 法の特徴 
SPH 法は，個別要素法等と同じように，粒子が分離した

挙動を示し大変形や崩壊挙動を表現できる。崩壊発生位置

を視認することができ，進行性崩壊のメカニズムを把握し

やすいという特長がある。また，連続体モデルに基づく解

析手法である。入力物性値も FEM 等と同じという点で非

常に取扱いやすいという利点がある。しかし，問題点とし

て，計算処理速度との兼ね合いで粒子数に制約を受けるた

め，対象とする問題によっては十分な精度が得られないこ

とがあげられる。

3.4 検討の手順 
ここでは，トンネル切羽の崩壊時の挙動を，アルミ棒積

層体を用いた 2 次元の模型実験と SPH 法解析で再現し，

SPH 法により，地盤が大変形するときの挙動を説明できる

かどうか検証した。検討の手順は，まず模型実験を行い切

羽の崩壊現象を再現し，つぎに，実験と同じ条件の下で

SPH 法による解析を行い，実験結果との整合性を検証した。

なお，本研究では，Bui20)が作成した 2 次元の SPH 法解析

プログラムを使用する。 
 

4. トンネル切羽の崩壊挙動に関する実験 
 
4.1 実験条件 
トンネル切羽の安定性に関する実験 27)は，実際のトンネ

ル掘削を模擬して地盤をくり抜くものや切羽に設置した

面板を引き抜いて掘削を模擬するもの，底部に落し戸をセ

ットして掘削による応力再配分をモデル化するもの等が

あり，実験材料も豊浦砂等のほか 2 次元の場合にはアルミ

棒積層体が用いられている。本研究では，まず第一段階と

して解析との整合性を検証する目的で，アルミ棒積層体を

用いた 2 次元の簡単なモデル，条件で実施した。実験に使

用する材料は，長さ 50mm で直径が 1.6mm と 3.0mm の 2
種類を重量比 3 2 で混合したアルミ棒（比重 2.69g/cm3）

で トンネル高さ D ，土被り高さ H 等の諸元を表 1 に

示すように設定した。

写真 2 に実験装置の全体を示す。トンネル天端は，鉛

直方向を固定条件とするため，厚さ 5mm の透明アクリル

板で門型のカバーを設置した。実験はトンネル切羽位置に

押さえ板（ストッパー）を設置してアルミ棒を所定の高さ

まで積み上げた後，ストッパーを瞬時に除去してアルミ棒

が切羽面から崩壊する挙動を観察した。なお，アルミ棒の

表面には 20mm 間隔で格子状にラインを入れて変位を確

認するほか，挙動の詳細を動画撮影，および粒子画像速度

測定法 PIV；Particle Image Velocimetry）を用いた分析（以

下，PIV 分析と称す）を行うための連続写真撮影も行った。

実験は，PIV 分析用連続写真撮影や動画撮影を行うケー

スを含め，H/D=0.5，1.0，1.5，2.0 でそれぞれ，7 回，8 回，

6 回，8 回の実験を行った。なお，実験後に，撮影した動

画から読み取ったストッパーの除去直後の 1/6 秒間の平均

移動速度は，約 670mm/sec であった。 

 

4.2 実験結果 
(1) 崩壊開始直後の動き

写真 3 に，H/D=2.0 の条件における，ストッパー取り外

し直後のアルミ棒の動きを示す。t=0.07sec では，切羽から

20mm 先（1 つ目の目盛列）で切羽中央部を最大にしてほ

ぼ水平方向に変位し始めている。その後，t=0.10sec では，

切羽前方の天端から 20mm 上（1 つ目の目盛の段）で鉛直

下方向に変位しはじめ，切羽でも水平方向から斜め下方向

に向かう動きが大きくなり曲線状のすべり線を形成し始

めている。t=0.17sec では，トンネル内へ移動するアルミ棒

の動きが加速するとともに，天端の高さでは切羽前方 80
～100mm（4～5 目盛の列）まですべり線が曲線状に立ち

上がり，天端から上方へはすべり線がほぼ鉛直方向に伸び

ている。地表面では切羽前方 40～60mm（2～3 目盛の列）

付近の沈下量が最大になっている。さらに，t=0.27sec では，

トンネル内へ流動するアルミ棒の量が多くなり，鉛直方向

に立ち上がったすべり線周辺のアルミ棒も移動し始め，す

べり線が左右にロート状に広がっている。

この後，トンネル内に崩壊したアルミ棒の動きが緩慢に

なり安定化に向かい，崩壊に対する抵抗力として切羽上部

からのアルミ棒の滑動力とバランスした時点で，全体の動

きが終了する。なお，このケースにおける崩壊後の形状は

写真 4(d)に示すとおりである。

これらの動きのうち，写真 3(c)で見られるような，切羽

前方に鉛直上方に形成されるすべり領域については小西

 

トンネルカバー 
ストッパー

アルミ棒積層体

写真 2 実験装置 H/D=1.0 のケース

表 1 実験装置の諸元

項 目 記号 単位 諸 元

全 長 L mm 420 

トンネル長 L1 mm 120 

トンネル高 D mm 80 

土被り高 H mm 40,  80,  120,  160 

土被り比 H/D  0.5,  1.0,  1.5,  2.0 
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らの実験 9)等でも確認されている。また，写真 3(d)の地表

面付近での沈下分布がロート状に拡がる傾向については，

久武の実験 28)で，切羽の押さえ板を解放する移動速度によ

って崩壊形状が変わり動的条件として急激に解放した場

合の方が静的条件として徐々に解放した場合よりも移動

領域（沈下分布）の幅が広がることが確認されている。

なお，本研究では，実験の再現を SPH 法解析でも試み

ることを主眼としたため，崩壊挙動がより顕著に表れると

考えられる設定条件として，ストッパーを急激に除去する

方法を選定した。 

(2) 崩壊後の形状

写真 4に，各ケースでの崩壊後の形状を示す。なお，写

真 4には，すべり線を点線で記入した。

実験条件のうちで土被り比が最も小さい H/D=0.5 では，

切羽前方 左側 の積層体の表面勾配およびすべり線とも

直線状で崩壊している。切羽後方 右側 の積層体はトンネ

ル天端先端に向かって崩れ，天端先端部で前方からの移動

積層体に向かって落下している（写真 4(a)）。H/D=1.0 で
は，H/D=0.5 とほぼ同様の形態で崩壊している。切羽後方

と切羽前方から崩壊するアルミ棒が干渉し合うことは少

なくすべり線もほぼ直線状である（写真 4(b)）。H/D=1.5
では，トンネル内へ移動する切羽前方からのアルミ棒を切

羽後方からのアルミ棒が抑えるような動きをしている。切

羽前方および切羽後方のすべり線がやや曲線状になって

いる（写真 4(c)）。土被り比が最も大きい H/D=2.0 では，

切羽前方からのアルミ棒と切羽後方からのアルミ棒とが

アーチ状にせり持つような形状を示している。他のケース

に比べて地表面が沈下する範囲は拡大しているが沈下量

はほぼ同じような形状になっている。切羽前面の曲線状の

すべり線がさらに上向きに立ち上がり，アーチ状にせり持

つような領域が明瞭に形成されている（写真 4(d)）。

5. SPH 法による解析 
 
5.1 SPH 法の解析条件 
本研究では，2 次元モデルとし，初期応力状態から切羽

面で水平方向の変位拘束を与えていた境界を除去して崩

壊シミュレーションの解析を行った。

解析構造モデルを図 4 に示す。解析対象の地盤領域は

表 1 に示す実験諸元と同じで，水平方向はトンネル切羽

より前方領域を 3.75D，後方領域を 1.5D，鉛直方向は下端

をトンネルの底盤レベル，上端を地表面とした。解析に使

用する実粒子数 n は，解析ケース H/D ごとにモデルの

(c) H/D=1.5  

 

 

(b) H/D=1.0  
 

 

 (d)  H/D=2.0 

写真 4 アルミ棒積層体の崩壊後の形状 

 

(a) H/D=0.5  

 

(a)  t=0.07sec (b)  t=0.10sec

(c)  t=0.17sec (d)  t=0.27sec

  
  

 写真 3 アルミ棒積層体の崩壊開始直後の挙動（H/D=2.0） 
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大きさが異なるため，それぞれ n=1608 H/D=0.5 ，

2280 H/D=1.0 ，2952 H/D=1.5 ，3624 H/D=2.0 である。

初期粒子間隔 d は d=5mm，影響領域半径 h は h＝6mm，

平滑化領域半径 kh は kh =12mm である。 
境界条件の設定には，境界付近の粒子の速度勾配を算出

するために境界外にも仮想粒子を設ける等の処置が必要

である。左右両端の境界条件は，図 5 に示すゴースト粒

子 29)を配置した。図では，境界面から kh 内の距離にある

すべての実粒子 i に対して境界外の対称位置に，速度と応

力テンソル以外は実粒子と同じ物質特性を持つゴースト

粒子 i’ を配置する。vR，vGはそれぞれ実粒子，ゴースト粒

子の速度を示す。 
モデル下端の境界条件は，図 6 に示す固体境界粒子 20)30)

を配置した。図 6 において，境界壁の外側に仮想粒子と

して置かれる固体境界粒子は空間に固定され速度を除い

て実粒子と同じ物質特性を有している。固体境界粒子の人

工的な速度 vB は，実粒子の速度 vA，壁境界から実粒子，

固体境界粒子までの距離 dA, dB を用いて，vB＝－(dB/dA)vA

で与えられる。なお，vBは，vAとの相対速度 vA－vB＝0･vA

を用いて，vB＝(1－0) vA のように更新される。ここで，

0は，0＝min(max , 1.0＋dB/dA)で与えられる実粒子と境界

粒子の相対速度に関する係数で，粒子が境界壁に近づきす

ぎるのを防止するため，ここではmax＝1.520)を適用した。

トンネル天端部にも同じ境界粒子を 1 層使用した。

なお，トンネル切羽面は，ゴースト粒子を配置し，各粒

子に自重を与えて初期応力解析を行ったのち，境界粒子を

除去して応力解放させた。

解析に用いる地盤物性条件は，アルミ棒積層体の物性

として，表 2 に示す通り設定した。なお，表 2 に示す物

性値のうち，粘着力 c は，アルミ棒積層体としての一般的

な値として c 0 が用いられている。内部摩擦角について

は，既往の研究 4)31)で 19～30°がそれぞれの物性試験に

よって得られている。我々は，別途，積み上げたアルミ棒

積層体が自然状態で崩れる時の安息角を計測し， 17～
24°であることを確認した。また，後述する SPH 法解析に

おいて内部摩擦角を 20～30°でパラメータ解析したもの

と実験による崩壊後堆積勾配とを比較した結果，20°前後

の値で両者がよく一致することを確認した。これらをもと

に，既往の文献 32)で示されている表 2 の値を適用した。

また，アルミ棒積層体のヤング係数は同文献で示されてい

る値を適用した。

5.2 解析結果 
図 7に，各ケースの解析結果として変位量を色分けした

コンター図で示す。 

H/D 0.5 では，表面の沈下勾配，およびトンネル内での

堆積勾配はほぼ同じ直線勾配で，すべり線も直線状で崩壊

している。H/D 1.0 では，両方の粒子が切羽前方直上で衝

突して双方の動きを緩め合う様子が見られ，H/D =0.5 に比

べてやや曲線的なすべり線が形成されている。H/D =1.5 で

は，切羽前方上部で双方の粒子が干渉し合いアーチ状にせ

り持つような領域が形成されて，すべり線形状もより曲線

的になっている。H/D=2.0 では，切羽前方からの粒子の動

きを切羽後方からの粒子が衝突するように干渉し合うこと

で，地表面の沈下が抑制されるとともに切羽前面の曲線状

のすべり線がさらに上向きに立ち上がり，アーチ状にせり

持つ領域が明瞭に形成されている。

5.3 解析結果と実験結果の比較 
(1) 崩壊後の形状 
図 8 に，崩壊後の形状のうち，切羽直近の地表面の凹形

状の最大値（以下，沈下量と称す），崩壊してトンネル内

表 2 解析条件（地盤物性値）

項目 記号 単位 物性値

単位体積重量*1  kN/m3 21.7 
弾性係数*2 E kN/m2 5,840 
ポアソン比   0.3 

粘着力 kN/m2 0 
内部摩擦角*2  deg. 21.9 

ダイレイタンシー角  deg. 0 
*1：実測値，*2：既往の研究 32)より引用

図 4 SPH 解析構造図（H/D=1.0 のケース）
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D
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図 5 ゴースト粒子による境界条件 

図 6 固体境界粒子による境界条件 
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に移動していくアルミ棒の先端位置を切羽位置から測った

水平距離（以下，到達距離と称す）について，H/D を横軸

にとり縦軸に実験値と解析値を示す。なお，実験値はそれ

ぞれ数回実施した結果の範囲とその平均値を示す。

図 8 (a)より，沈下量は，実験値は H/D=0.5 を除いてほ

ぼ一定であることがわかる。解析値は H/D が増えるにつ

れ小さくなる傾向があり，H/D =2.0 では解析値が実験値を

下回っている。H/D =2.0 では地表面の形状も実験に比べて

やや上に凸の曲線状になっており，SPH で使用した内部摩

擦角やダイレイタンシー角等の力学パラメータの値が実

験との差異を生じた一因と考えられる。これについては別

途詳細な検討が必要であるものの全体的にはよく一致し

ていると言える。図 8 (b)より，到達距離は H/D が大きく

なるにしたがい解析値，実験値ともに大きくなっている。

これは，土被りが増えてポテンシャルエネルギーが大きく

なり崩壊時の移動エネルギーが大きくなったためである

と考えられ，H/D =0.5 を除けば，解析結果は実験結果とほ

ぼ一致している。 
以上より，実験と解析の結果は条件に基づくわずかな差

異はあるものの，H/D を変化させても，解析結果と実験結

果は良く一致していると言える。 

(2) 崩壊中の挙動

アルミ棒の崩壊中の挙動を把握するために，40mm 格子

間隔でアルミ棒に蛍光塗料を塗布し暗闇状態でブラック

ライトを点灯させ，高速度カメラで連続写真（毎秒 40 コ

マ）を撮影した画像を用いて PIV 分析を行った。

図 9 に，H/D =1.5 における 3 点の崩壊開始後 250ms 経
過時点での位置および移動速度ベクトルを示す。図には，

これと比較するために，SPH 法解析で得られた同じ初期位

置（図中の星印）にある粒子の移動軌跡として複数の time 
step での位置と移動速度ベクトルも表示した。移動速度は

地表付近 No.1，No.2 では PIV 分析結果の方が SPH 法解

析結果よりも大きく，切羽付近では SPH 法解析結果の方

が大きいなど，ばらつきはあるが大きな差は生じていない。

3 点の PIV 分析結果では，切羽の前方より崩壊する No.2
の移動速度が 337mm/sec で最も大きい。移動速度は切羽に

近い位置ほど大きいと考えられるが，No.2 より切羽に近

い No.3 の移動速度は 226mm/sec で，No.2 より小さい。こ

れは，No.3 は天端先端位置を回り込むような動きをして

(b) 到達距離

図 8 実験値と解析値の比較

(a) 沈下量

(d) H/D=2.0 

(b)  H/D =1.0 

(c)  H/D =1.5 

(a)  H/D =0.5 

0      0.35 (m)

図 7 SPH 解析結果の崩壊後形状 
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いるためであると思われる。なお，SPH 法解析結果では，

No.2 の移動速度の方が No.3 よりわずかに大きい。 
また，ベクトル表示した移動方向も No.1 ではやや異な

るが，全体的には SPH 法解析による粒子の移動軌跡は PIV
分析結果の位置，移動方向，移動速度と概ねよく一致して

いることが確認できる。なお，崩壊時間は，PIV 分析用の

連続写真撮影記録から 0.65～0.78 秒（26～31 コマ），SPH
法解析では崩壊先端部の粒子の動きが止まるまでの時間

が 0.68～0.71 秒で，ほぼ同じである。

なお，崩壊過程中の移動軌跡だけでなく時間到達量（到

達距離の時間ごとの変化）等の時間変化量，および，ひず

み分布等の比較も重要な分析項目ではあるが，PIV 分析用

カメラの処理能力上の問題等でとくに速度の大きい時間

到達量を精度よく追跡できず，解析との比較は行っていな

い。データの取得方法も含めて，今後，精密な対比を行う

予定である。 
以上，最終の崩壊形状やすべり線形状，ならびに崩壊中

の移動軌跡の比較等により，細部では解析と実験とでは相

違する点もあるものの，SPH 法解析が概ね実験値の挙動を

よく表現しており，両者に整合性があると考えられる。し

たがって，SPH 法による解析がトンネル切羽の崩壊挙動を

表現できる手法として適用できると考えられる。 

 
6. SPH 法と FDM の比較 

 
本章では，SPH 法による解析を，地盤の応力 変形解析

として広く使われている FEM，FDM 等の格子法による解

析と比較する。格子法としてここでは， FLAC Fast    
Lagrangian Analysis of Continua を用いるものとした。

FLAC は，地盤解析を目的として差分法をベースに Cundall 

and Board33)が提案した離散化手法で塑性域の進展を表現

しやすいという特徴を有する有限差分法解析コードであ

る。本論文では，FLAC についても FDM と称すこととす

る。 
 
6.1 比較の条件 
FDM 解析モデルは図 4 に示した SPH 法と同じ大きさ，

形状とした．FDM の解析メッシュは SPH 法での初期粒子

間隔と等しい 5mm の格子間隔とし，地盤物性値等は SPH
法と同じ入力データを使用した。境界条件は，モデル下端

およびトンネル天端では鉛直方向の変位速度をゼロに固

定し，モデルの左右両端では水平方向の変位速度をゼロに

固定した。初期応力解析を行ったのち，トンネル内に設置

した要素を取り除き掘削解析を行った。 
FDM では，c，等の強度定数が小さいと塑性領域が拡

大し，超過応力の再配分ができなくなって解が発散する。

実験と解析で行った条件（c=0）では，計算過程で解が発

散して得られないため，結果を比較することはできない。

このことから，は固定し c だけを変化させて試行計算を

行い，解が発散する場合と収束する場合の境界を求め，崩

壊に近い状態で FDM と SPH を比較することとした。その

結果，c =0.37kN/m2 以下では不均衡力が減少せず解が発散

し，c =0.38 kN/m2 では不均衡力はゼロに近づくものの繰り

返し計算過程で変位が増大していくため計算が収束して

いないと判断し，c =0.39 kN/m2 を崩壊直前の解の得られる

最小値とし，この条件で SPH と FDM との比較を行った。 
 
6.2 比較の結果 
φ=21.9°，c =0.39 kN/m2 の条件で解析した SPH と FDM

の結果を比較して，以下に示す。なお，SPH は 100,000 ス

テップまで解析した結果，FDM は 30,000 ステップまで解

析した結果をそれぞれ示す。このステップ数は，各解析ご

とに変位の収束状況を確認したうえで設定した。すなわち，

SPH では 2.335×10-5sec の時間刻みで計算し，100,000 ステ

ップまでで変位速度がほぼゼロになり変位も収束する傾

向を示しているため変位挙動が安定したと判断した。また，

FDM では 10,000 ステップまでで各計算過程での不均衡力

が解析コード（FLAC）にてあらかじめ設定された収束判

断基準（1×10-3%）以下になっている。 
(1) 変位

図 10 に，変形が安定した後の SPH と FDM の相対変位

の分布を比較して示す。ここで，変位量は，初期位置から

の水平方向および鉛直方向の変位を合成した変位量で示

し，相対変位とは各点の変位をそれぞれの最大値（SPH は

3.0mm，FDM は 0.8mm）で除した値である。相対変位を

用いたのは，SPH と FDM の最大値に約 4 倍の差があるた

め，同じ色相のコンター図で描画すると分布形状を比較し

にくくなるためである。 
図 10 (a)より，SPH では切羽底部から上方に円弧状に立

ち上がる曲線に沿って切羽の中央部から上部にかけての

(b) 各点の拡大図（図中の数字は移動速度（mm/sec）） 

図 9 崩壊中の代表点の位置と移動速度ベクトル

(a) 全体図

 



578

松尾・他
地盤工学会ら 

 10 

切羽面近傍の変位が最も大きくなっている。大きい変位の

領域は，切羽より奥側にはあまり拡がらず，すべり線に沿

った領域が塊となってせり出しながら滑動するような分

布になっている。すべり線を境界として奥側の変位は小さ

く，変位挙動が分離しているように見える。

図 10 (b)より，FDM では切羽底部を最大とし切羽前方

および上方に SPH と同じように面的に広がっている。変

位コンターの勾配は SPH に比べて緩やかで，変位の発生

領域が広範囲に及んでいる。地表面の変位は SPH よりも

切羽前方位置で最大になっている。 
切羽面の水平変位のトンネル高さ方向の分布を図 11 に

示す。図より，SPH では，中央部付近にピークを有する曲

線状の分布をしている。一方，FDM では，底面が最も大

きく，上部に向かって直線的に漸減している。これは FDM
ではモデル下端の水平方向変位を拘束していないため，底

部の水平変位が大きいが，SPH ではモデル下端の拘束条件

とは無関係に切羽中央部が崩壊の兆候を示す挙動として

大きな変位を示しているためであると考えられる。 

(2) ひずみ

図 12 に，SPH と FDM の相対ひずみの分布を比較して

示す。ここで，ひずみは最大せん断ひずみを示し，相対ひ

ずみとは各点のひずみ値をそれぞれのケースでの最大値

で除した値である。

図 12 (a)より，SPH では，切羽底面から曲線状に立ち上

がるひずみ集中域が明瞭に表れている。また，天端の先端

から鉛直上方に立ち上がる領域にもひずみが集中してい

る。一方，図 12 (b)より，FDM では切羽前方の底面付近

に大きなひずみが発生している，ひずみが集中する領域は

SPH と同様に斜め前方に立ち上がっているが，その勾配は

緩やかである。切羽天端から上方にも SPH と同様にひず

み集中域が生じているが，これらのひずみ集中域に囲まれ

る範囲は SPH に比べて広い。なお，ひずみの最大値は，

SPH は 8.9%で，FDM の 1.0%に比べて約 10 倍である。 
図 13 に，切羽中心高さのレベルにおける切羽から前方

領域でのひずみ分布図を示す。SPH の方がひずみの集中度

が大きく，切羽に近い位置で最大値が生じている。ひずみ

の極大値が 2 ヶ所にあり，20mm 付近での極大値は切羽直

近に形成されているひずみ集中域に相当する。65mm 付近

の極大値はさらに奥に形成されつつあるひずみ集中域に

相当しており，崩壊が進行する場合のすべり面の位置を示

しているものと考えられる。FDM ではひずみは小さく極

大値も SPH に比べて切羽から離れた位置（40mm および

100mm 付近）で生じているが，切羽近傍にひずみが集中

している点，および 2 ヶ所に極大値がある点では SPH と

図 11 切羽面水平変位の高さ方向分布 

(b) FDM 

図 10 SPH と FDM の比較（相対変位の分布）

(a) SPH
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同様である。 
(3) 鉛直応力

図 14 に，SPH と FDM の鉛直応力の分布を比較して示

す。図より，FDM，SPH とも切羽前方の底面をピークと

して三角形状の分布をしている。切羽前方の底面で鉛直応

力が最大になる位置は FDM が切羽から 170mm 付近，SPH
では切羽から 120 mm 付近で位置は異なるが，概ね同様の

応力分布になっている。なお，コンター図の勾配は FDM
の方が緩やかで応力の集中度が小さい。なお，図 14 (b)で
は，応力の最大値は切羽天端部の直上に生じている。これ

は，FDM では隅角部となる切羽天端付近に応力集中が生

じたためと考えられる。一方，SPH では当該部位での応力

集中は FDM に比べて小さい。これは，切羽面でトンネル

内へ変位する近傍の粒子の影響によるものと考えられる。

なお，当該部位の境界条件の設定方法による応力集中の詳

細な検討については，両者を比較する上で重要な事項であ

り，今後の課題の一つであると考えられる。 
天端レベルで切羽から前方領域の鉛直応力の変化を図

15 に示す．図より，切羽から 50mm までは両者の値は異

なっているが，切羽前方に行くにしたがい鉛直応力はとも

に増加している．SPH の方が FDM よりも応力の変化率が

大きいが，切羽から前方 80～100mm 付近では，概ね同じ

ような応力分布を示している．なお，SPH では 120mm 付

近で最大値を示しているが，FDM は 170mm までは増加し

ており，最大値の発生位置が異なることが確認できる。 
(4) 比較のまとめと SPH 法の優位性

以上より，FDM で解が発散しない条件下における SPH
と FDM の結果では，地盤内部の応力は概ね良く一致する

ことが確認された。ひずみ分布も形状は似ているが，ひず

み集中域の発生位置は異なる。SPH の方がひずみ集中域が

切羽近傍の狭い範囲で，かつ鉛直上方に立ち上がる領域に

形成されているのに対し，FDM は切羽前方の離れた位置

にひずみ集中域が生じている。これらに対して，変位は分

布形状が大きく異なっている。SPH では切羽中央部が最大

の円弧状の分布であるのに対し FDM では底面を最大とす

る三角形分布である。SPH では切羽での大きな変位の影響

が切羽前方の領域に波及する影響は小さいが FDM では切

羽での変位が前方まで緩やかに広く影響している。

これより，SPH は FDM に比べて切羽近傍でのすべり挙

動的な傾向をより明瞭に示していると考えられ，分離型

（不連続型）の挙動を比較的良く捉えていると考えられる。 
以上より， FDM ではトンネルの切羽が崩壊するような

挙動を直接的に表現することは難しいのに対して，SPH は

すべり挙動を表現できるため，掘削時の変位・応力のほか，

すべりに対する安定性の評価も行うことができる手法で

あることがわかる。 
 

7. おわりに 
 
トンネル掘削時の周辺地盤の挙動についてはFEM等の

数値解析，切羽や斜面の安定性の評価については極限解析

等の安定解析というように，変位と安定性の評価が別々の

手法で取り扱われることが多い。さらに，斜面の安定解析

を行う場合には，トンネル掘削の影響を受けるすべり線に

ついては，当該領域に含まれるすべり抵抗力を低減させる

などの解析上の工夫が盛り込まれる場合もある。 
しかし，このようにいくつかの条件や手法を組み合わせ

ながら地盤の対策工の検討を行うことは，論理的な一貫性

を欠くことになるため，崩壊に近い状態における変位・応

力と安定性の評価を同時に行うことができれば，トンネル

掘削中だけでなく，トンネル完成後の供用中に，降雨や地

震等の外力を受けるような場合にも一貫した評価ができ

ることが期待される。 
そこで本研究では，トンネル掘削時から完成後の何らか

の外力を受ける場合までをSPH法で評価し，かつ進行性崩

壊現象の解明と対策のための手法の確立を目指して，トン

ネル坑口部を想定した土被りの小さいトンネル切羽の建

設時の安定性について，実験，SPH法解析，FDM解析の比

較検討を行った。 

本研究により得られた知見を以下に示す。 
1) アルミ棒積層体の実験結果より，崩壊開始直後にすべ

り線が鉛直上方に向けて形成されるとともに左右にロ

(a) SPH

(b) FDM 

図 14 SPH と FDM の比較（鉛直応力の分布）
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図 15 切羽前方領域の鉛直応力分布（天端レベル） 
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ート状に拡大する挙動が確認された。 
2) アルミ棒積層体の崩壊後の形状より，H/D=1.0 までは

すべり線が直線状であるが，H/D =1.5～2.0 ではすべり

線は曲線状になり，切羽の直上でアーチ状にせり持つ

領域が形成されることが確認された。 
3) SPH 法による解析を行った結果，実験で得られたすべ

り線形状が再現でき，それぞれの土被り比の条件にお

いて沈下量および到達距離が実験値とほぼ一致してい

ることが確認できた。 
4) SPH 法による解析結果は，崩壊中の挙動として代表点

における位置，移動方向，移動速度が実験値とよく一

致していることが確認できた。 
5) FDM で計算が発散せずに解が得られる境界付近の条

件下で行った SPH 法と FDM の解析結果より，FDM と

SPH 法の鉛直応力，および相対ひずみ分布形状は概ね

一致していることが確認された。これに対し，変位の

分布形状は，FDM では緩やかな変化を示すのに対し

SHP 法では崩壊の兆候を示すような分離型の挙動を示

すなど，両者に大きな違いがあることが確認できた。 
6) FDM では連続体の特性がより表れ，変位・ひずみ等

が広い範囲で緩やかに分布するのに対し，SPH 法は切

羽近傍でのすべり挙動的な傾向をより明瞭に示すなど

不連続的な挙動を表現することが確認できた。 
 

本研究で用いた SPH 法は，大変形，分離挙動を表現で

き，かつ入力物性値の設定等に高度なテクニックが必要な

不連続体解析手法（例えば，DEM や PFC 等）に比べて扱

いやすい。粒子法の課題として応力場や変形の定量的な評

価が可能となる解析モデルや定数の設定方法の標準化と

多くの事例による検証の必要性 34)があげられている。しか

しながら，こうした解析精度や解析時間の課題はあるもの

の，SPH 法は崩壊挙動の情報を把握する一つのツールとし

て有用である。また，格子法でも解が得られるような安

定・不安定の境界付近の条件下での解析においては，FDM
に比べて SPH 法が崩壊する兆候をよく捉えられるとも考

えられる。 
このように SPH 法は，崩壊に至る過程や崩壊直前の補

強方法，およびトンネル切羽だけでなくトンネルも含めた

坑口斜面の安定性確認の上で有効であると考えられる。 
本研究では，SPH 法により模型実験時の崩壊挙動を再

現することを主目的として検討した。そのため，実験時の

ストッパーの移動速度が崩壊挙動に及ぼす影響や H/D の

条件により沈下量が実験と解析では傾向が異なること等

の SPH 法による崩壊挙動の解明については，今後，検討

していく予定である。また，模型実験におけるひずみ分布，

時間沈下量，時間到達距離等の分析を行うことによる SPH
法との厳密な整合性，SPH 法と FDM における境界条件の

影響や隅角部での応力集中度等の比較についても，SPH 法

の特性をより精細に把握する上で興味深い課題でもある。 
本研究では，SPH 法によりトンネル切羽の崩壊現象を

効率的に検討できることを明らかにした。今後の研究課題

としては，上記課題のほか，補強工の効果，3 次元モデル

化やトンネル完成後の地震，降雨等による外力作用時の評

価，またそれらによる長期的な地盤劣化が進んだ状態での

評価方法等を上げることができ，さらに検討を進める予定

である。 
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Abstract 
In Japan, the demand for long-term maintenance measures of tunnel portal zones under severe risks of damage from 
natural disasters such as torrential rain and inland earthquakes has increased in recent years. In this study, we carried 
out a series of experiments using two-dimensional models with aluminium bars and a numerical analysis using the 
smoothed particle hydrodynamics (SPH) method. From the results, it was observed that the SPH method could 
express the overall tendency of large deformations and collapse in the models. A comparison of the results with a 
numerical simulation based on the finite difference method also confirmed the high reliability of the SPH method in 
expressing the tendency of large deformations and collapse in the models. 
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