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Abstract 

It is important to ex回 vationin the ground and the behavior of the ground by the construction of the structure 

accurately. Especially， it might have a hard influence on the structure around the ground in the surrounding by the 

excavating work of the adjoining land board of the existing structure in the so食 ground.The consideration here 

examines合omthe process企omthe behavior of the effective stress in the saturated clay soil to destruction， and 

moreover an examination of the process from the behavior of the m鎚 neffective stress to destruction. The mean 

e貧民tivestress path obtained合omthe mean effective str，儲srequests合omthe effective axis difference stress and the 

mean effective stress. And this critical line is caHed Roscoe's critical state line and the angle of this line is shown in 

M.Obtains the angle of effective shear resistance from this， and evaluates strength. Here， the di偽:renceof a mechanical 

characteristic by the restraint pressure constancy examination， the average main stress const釦 cyexamination， and the 

axis pressure ∞nstancy examination was considered by Consolidated Undrained sh回 rtest(CU) by using the normally 

consolidated clay sample by preloading that obtained the route to the strength change and destruction in the so食ground

by Omits while changing a maximum and a minimum main stress 
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1.はじめに

地盤掘削や構造物の建設による地盤の挙動を正確

に把握することは重要である。特に軟弱地盤におい

て、既設構造物の隣接地盤の掘削工事により、周辺

地盤、周辺構造物に大きな影響を与えることがある。

ここでは、飽和粘性土中の有効応力の挙動、破壊に

至る過程から検討、また、平均有効応力の挙動、破

壊に至る過程から検討を行う。平均有効応力から得

られる平均有効応力経路は有効軸差応力と平均有効

応力から求める。そして、この限界糠をロスコーの

限界状態隷(CriticalState Line)と言い、この勾配を

Mで示す。これより有効せん断抵抗角(有効内部摩擦

角)を得て強度の評価を行う。ここでは、軟弱地盤中

での強度変化、破壊に至る経路を最大・最小主応力

を変化させながら、予圧密によって得られた正規庄

密粘土試料を用い、拘束庄一定試験と平均主応力一

定試験、軸圧一定試験での力学的特性の違いを圧密

非排水三軸試験(CU)により考察した。

2.試料作成法および実験方法

2.1試料作成法

本実験では普通の粘土試料を用い、任意の間隙比

になるように、粘土量と水量を配合計算により算出

する。まず、以下に示す経験式に任意の間隙比を代

入し、含水比を求める。次に、経験式に求めた含水

比を代入し、湿潤密度Pt(g/cm3)を求める。供試体の

初期高さにおける供試体容積を求め、モールドに詰

める必要供試体質量(水+粘土)を求める。本実験で

は、必要供試体質量に余裕を持たせるため一律

4.9kgとした。

e == 0.00196w -0.2464....・H ・.....・ H ・H ・H ・.(1)

ここに、 e:関隙比(・) w:含水比(%)

ρt == -0.007w + 2.0562・・ H ・H ・...….....・ H ・.(2)

ここに、か:単位容積質量(g/cm3) w:含水比(%)

次に試料配合を行い、予圧密段階に入る。本実験

-・，.
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2.4.1飽和過程 示す。

供試体下端の排水経路より供試体内部に脱気水を

通水する。本実験では背圧 ub(kPa)を50""'100 kPa 

程度とした。必要に応じて、真空ポンプで負圧を発

生させ B 値を測定し、 B~0.95 を満たした時点で飽

和過程は終了とした。

2.4.2圧密過程

背圧ub(kPa)とセル圧oc(kPa)をそれぞれ所定の値

に設定する。本実験では、庄密応力 Or=Oc-Ub(kPa) 

を予圧密での最終荷重を応力に換算したもの(拘束

では、最終圧密圧力 175kPaまで段階的に載荷して

いき、目標とする沈下量(モールド上端から有効板上

端までの高さ 39mm:完成供試体高さ 120mm)を満

足したら載荷を中止し、セットから外す。

2.2湿潤密度試験(ノギス法)

湿潤密度試験は、 JISA1225に基づいて行った。

供試体(上部、中部、下部)の質量m(g)、削りくずで

含水比 w(%)を測定する。ノギスで供試体(上部、中

部、下部)の平均直径 D(cm)及び高さ H(cm)を測定

する。そのデータを基に、供試体の体積V(cm3)、供

試体の湿潤密度 pt(g/cm3)、乾燥密度 ρd(g/cm3)、間

隙比 e(・)、飽和度 Sr<%)を算出する。

2.3圧密試験

圧密試験は、 JISA1217に基づいて行った。

この試験は一般的に行われる段階載荷による圧密試

験で、直径 6cm、高さ 2cmの供試体を用いて、側方

変位を拘束し、上下面の排水を許した状態で、荷重

を初期値から荷重増分比(f1p/p)が 1になるよう段階

的に 24時間載荷し、その間の時間 t(min)と圧密量

d(mm)を測定する。本研究で用いた圧密圧力 pは次

の8段階である。

圧密圧力 p:9.8、19.6、39.2、78.5、157、314、628、

1256kN/m2 

2.4三軸圧縮試験

圧)に設定し、正規圧密試料で、実験を行った。圧密応

力はいずれも Or=175kPaとした。圧密中の体積変化

量f1Vt(cm3)を720分までに測定し、圧密による体積

変化量企Vc(cm3)を求めた。

2ι3せん断過程

本研究のせん断過程においては、通常の方法(拘束

庄一定)と、平均主応力一定、軸庄一定による方法を

用いた。それらを以下に示す。

(a)拘束圧一定試験(dOa>O，dOr=O)

側圧一定で軸圧を増加させてし、く。軸ひずみ速度

eaを O.l%/minとし、最大軸ひずみが 15%に到達す

るまで、行った。

(b)平均主応力一定試験(d(Oa+2σr)=O，dOa>O，dσr<O) 

軸圧と側圧の二倍を加えた値を一定に保ちながら

側圧を減少させ、軸圧を増加させるという方法。軸

ひずみ速度 eaを O.l%/minとし、最大軸ひずみが

15%に到達するまで行った。

(c)軸圧一定試験(doa=O，dOr<O)

軸庄一定で、側圧を減少させてし、く。始めに所定の

軸圧を与え、その値を維持しながら 2kPa/2minずつ

側圧を減少させていき、 150min経過した時点で終

了とした。

全ての条件において、軸圧縮力 P(N)、軸変位量

泣.I(cm)、間隙水圧 u(kPa)を測定する。以下、グラ

フではそれぞ、れの試験を(a)(b)(c)で示す。

3.試験結果および考察

本実験で使用した粘土試料の物性値及び粒形加積

曲線、コンシステンシー限界及び流動曲線を以下に

表-1 物性値

表-2 コンシステンシー限界

渡性限界W し(%)
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図-1 粒径加積曲線
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図-2 流動曲線

図-2の流動曲線より落下回数 25回に相当する含

水比を読み取ると、液性限界 WL=42.6%を得た。こ

の値は、土の種類では粘土(洪積層)にあたる。また、

塑性限界は wp=25.3%で、あり、この値も粘土(洪積層)

にあたると言える。

3.1圧密試験結果

圧密試験の結果詳細を以下に示す。
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図'4 Cv-p関係

図-3より圧密降伏応力 pc=230kPa程度となった。

多少過圧密であるが、正規圧密粘土として扱う。ま

た圧密係数 Cvは最大値が cv=1574cm2/dで、体積圧

縮係数 mvは mv=2.11X 1O"4m21kN で、最小値が

cv=75cm2/dで、 mv=4.35X 1O"5m2/kNで、あった。

3.2三軸圧縮試験

3.2.1圧密過程

圧密過程の結果詳細を以下に示す。
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図'5 圧密量一時間曲線

全ての供試体において排水量が 5cm3程度で、あり、

体積ひずみ量 Ev~2.6%程度で 1 次圧密を終えた状

態を示していると思われる。

3.2.2せん断過程

せん断過程の結果詳細を以下に示す。
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ここで、 ~u:間練水圧仕pa)、企σa'軸圧(kPa)

~Or:側圧(kPa)、 A: 間隙水圧係数(・)

B:間隙水圧係数(・)B=I(飽和土)
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応力~ひずみ、開陳水圧曲線(c)

図-8中のO、口、.、・はそれぞれ拘束庄一定試

験での主応力差~ひずみ曲線および主応力差~間隙

水圧曲線を、ム、 O、企、 4砂はそれぞれ平均主応力

一定での主応力差~ひずみ曲線および主応力差~間

隙水圧曲線を、図-9中の口、・はそれぞれ軸圧一定

試験での主応力差~ひずみ曲隷および主応力差~間

隙水圧曲線を示している。 (a)、(b)どちらも主応力差

の動きはほぼ同じであるが、軸圧縮に伴う間隙水圧
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。。
の変化は、はっきりと違いが見て取れる。拘束庄一

定試験では、間隙水圧は主応力差と同様に上昇し、

拘束圧の影響による大きな値を示している。平均主

応力一定試験での主応力差は、拘束圧一定試験と同

様の匂r-oJ今 125kPaを示しているが、間隙水圧 U

ー--ー-No.l-ト-NO.2 
-噌・-No.l
--J!r-NO.2 

今 30kPaという低い値を示している。これは、側圧

が減少することによりわずかながら試料が膨張しよ

うしているためだと考えられる。また、拘束圧が減 10 
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少しているにも関わらず主応力差が上昇しているの

は、有効応力が十分働き開陳水圧の不足を補ってい

るためだと思われる。このことは、土粒子構造が発

達するような状態が起こっていると考えられる。軸

庄一定試験では、軸圧一定でひずみも殆ど発生しな

いため、主応力差は一定の値で推移する。また、開

間際水圧係数(c)

図-10の拘束庄一定試験においては軸ひずみが

3%程度まで急上昇している。また、拘束庄一定試

験では側圧 Orが一定で拘束圧が大きいため、体積圧

縮方向に変位が働き、関隙水圧の上昇とともに間隙

水圧 Aも増加し、破壊時にはA=0.7となった。図-u
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図-13

隙水圧においては、徐々に負圧の値を示すようにな

っている。これは、平均主応力一定試験と同様に側

圧を減少させることにより試料が膨張しようとして

いるためだと考えられる。また、軸庄一定試験での

側圧減少量の方が多いために、間際水圧減少量が大

きく負圧になっていると思われる。

3.2_2間隙水圧係数

間隙水圧係数Aは以下の式から導いた。

Au= B{ Aσr +A(Aσa-Aσr) }....・H ・.(3)
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の平均主応力一定試験においては、初期の段階で急

激に増加し、それ以降はほぼ横ばい傾向である。干

の横ばい傾向は、軸圧と間隙水圧の増分がなくなっ

ていることに起因する。さらに、初期に間隙水庄係

数が急激に増加し、その後減少しているのは、初期

では側圧の変化が無いが直後に側圧を減少させてい

くので間隙水圧の増分が減少し間隙水圧係数の低下

が現れている。また間隙水圧の減少は、拘束圧の減

少により体積膨張が起こったこと、そして体積膨張

は若干の正のダイレイタンシーを意味する。間隙水

圧係数 A=0.4~0.5 はやや過圧密された粘土の傾向

を示している。図-12中の・(0)、企(ム)はそれぞ

れ拘束庄一定試験(a)及び平均主応力一定試験(b)で

の間隙水圧係数Aの変化を表したものである。また

図-13は、軸庄一定試験での間隙水圧係数Aの変化

を表したものである。間隙水圧係数Aは、主応力差

すなわちせん断による体積変化であるダイレイタン

シーの程度を表し、また、それに伴う間隙水圧の影

響を示すものである。この図の特性は低い間隙水圧

係数A値と低い軸ひずみ ra値にある。 A 値が 0.1~

0.26は砂であれば密詰めであり、粘土であれば過圧

密粘土の傾向を示す。図-9の間隙水圧の変化で、軸

ひずみ 0.3%付近から負の間隙水圧となっているこ

とから、負圧により低いA値となった。この原因と

して、軸圧一定による初期からの高い軸圧が作用し

ていることと、一定の割合で拘束圧を減少させてい

ることが挙げられる。排水条件であれば供試体が吸

水膨張する正のダイレイタンシーが起きる状況であ

るが、非排水条件の試験のため高い負圧が発生した

ためだと考えられる。

3.2.3有効応力経路
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図-17 有効応力経路(c)

図-16中の・(0)、企(ム)はそれぞれ拘束庄一定

試験と平均主応力一定試験での有効応力経路である。

また図-17は軸庄一定試験での有効応力経路である。

函ー16において、最終的な有効応力の値に差はない

が、拘束圧一定試験では弧を描くように減少してい

る。初期の有効応力の減少は少ないが、破壊線に近

づくにつれ急激に有効応力が減少している。つまり、

応力のピークに従い間隙水圧が増加し、有効応力が

減少して破壊に至ったためである。それに対し平均

主応力一定試験では直線的に減少している。これは、

間隙水圧の増加傾向が緩やかで、一定割合の増加の

ため初期の有効応力の減少が大きい。これは軸圧の

増加に伴い、側圧を減少させることも起因している。

図-17の軸圧一定試験においては主応力差一定のも

"ず';"，'
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と、有効応力が減少しているのが読み取れる。間隙

水圧は減少しているにも関わらず有効応力が減少し

ているのは、同時に側圧が減少していることに起因

する。すなわち見かけでの有効応力は減少している

が、実際の試料:こおいては先に述べた比較的大きな

負圧の影響で十分有効応力が働いていると考える。

有効内部摩擦角 φ'を以下の式を用いて算出した。

sinOf= mO … H ・H ・-… H ・H ・-…H ・H ・...(4)
2+mo 

ここザ:有効せん断抵抗角e)， IUO:破壊線の傾き

3.2.4平均有効応力経路(q-p'曲線)

E 

2曲

田

開 100 開 200

早喝有効応力P'(k!'a)
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図-21 q-p'曲隷(c)

図-20中の・(OLA(ム)はそれぞれ拘束庄一定

試験と平均主応力一定試験での q-p'曲線を示して

いる。また、これらの軸差応力 qと平均有効応力 p'

の関係の q-p'曲線はロスコー(Ro舵 00)らの眼界状

態理論で、正規圧密粘土の σ-e曲線のピーク強度の

状態を含む、かなり小さなひずみ量で構造があまり

乱されていない範囲の一応の定常状態を仮定したも

ので、 q-p'曲線より得られる破壊線を限界状態鰻と

言い、勾配をMで表す。

図-18の拘束庄一定試験では大きく左に弧を描き、

限界状態線に到達し、 q=140kPa程度であった。間

隙水圧が高い値であったので平均有効応力は平均主

応力一定試験に比べ、低い値を示している。一方、

図-19の平均主応力一定試験では間隙水圧が小さく、

高い有効応力が得られたため、平均有効応力が大き

くなり、 M(キャヒ。タルミュー)=q/p'が大きな値とな

った。とこでもせん断過程での摺隙水圧の植が低く、

有効応力が高くなったためである。また、図-21の

軸庄一定試験では他の試験に比べ、軸差応力も平均

有効応力も高い値となっている。ここで軸庄一定試

験では、軸圧一定のもとで側圧を減少させて行くた

め、上記のように軸差応力 qと平均有効応力 p'に大

きな差が生じている。軸庄一定試験での試験結果を

考えると、一定とした軸力の取り方にあると思われ

る。結果的に高い軸力を用いた。軸力 Oaに 138孟Pa

を用いたが、他の拘束庄一定試験、平均主応力一定

試験における応力~ひずみ曲線から得られるピーク

強度は、約 125kPaである この値以上の初期軸力

138kPaが作用したことによりダイレイタンシーが

発生し、強い負圧を招いた。この負圧は、高い負の

間隙水圧によるものであるが、実験終了時の値は u=

-60kPaとなった。有効応力は全応力から間隙水圧

を引き求めるが、ここでは全応力に間隙水圧を加え

ることとなり、軸差応力 q、平均有効応力 p'ともに
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他の試験よりも破壊時で見ると、qで50""100kPa、

p'で、 50"'"'70kPaの高い値となった。一定とした軸力

の取り方を今後検討する必要がある。

有効内部摩擦角 ψ'を以下の式を用いて算出した。

M=竺坐.Lf ー ・・・・・ ・・・ ・(5)
3-sinO 

ここで、 M:q-p'面上で、の破壊糠の傾き

ザ:有効内部摩擦角(0)
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図-22.24.26は、拘束圧一定試験、平均主応力一定

試験、軸圧一定試験でのMohr円を示しており、破

線で示されたのは全応力から間隙水圧をヲIv ¥た有効

応力表示の Mohr円である。また、図-23.25.27は、

初期からどういった軌跡で破壊状態に至っているか

を示した全応力による Mohr円を示したものである。

それぞれ載荷の違い(全応力経路の違い)により、拡

大の様子が異なっている。

図-22の拘束圧一定試験では、間隙水圧の発生量

が大きいため、 Mohr円は大きく左へ移動している。

また、主応力差のみが増加するため、 Mohr円は右

方向に拘束庄一定で拡がっていく。破壊時は、間隙

水圧を引いた破線のMohr円がMohrCoulomb破壊

線を形成する。正規圧密粘土ではど=0となり、原点

を通る直線となる。有効内部摩擦角ぜを表-3に示す。

図-24の平均主応力一定試験では、間隙水圧発生

量が小さいためあまり移動していないことが読み取

れる。主応力差、拘束圧ともに変化するため、 Mohr

円は同心円的に拡大する。

図-26の軸庄一定試験においては、間隙水圧が負

庄で生じているため、他の試験とは逆に Mohr円は

右へ移動している。そして、軸庄一定のもと側圧が

減少していくため、 Mohr円は軸圧一定で拡がって

し、く。図-22.24.26より有効内部摩擦角が得られたが、

拘束庄一定試験、平均主応力一定試験のいずれの場

合でも、破壊時の Mohr円に接する破壊線の傾き、

有効内部摩擦角南p'は基本的には一致する。ただし、

本実験ではぜ=23.90(拘束庄一定試験)、が=26.30(平
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均主応力一定試験)となり、試料設置、実験誤差もあ

り若干の相違が出たと思われる。図-26の Mohr円

の場合、間隙水圧が負圧のために有効応力表示が全

応力表示より右側にきており、負圧による見掛けの

有効応力とも言支る。また、図-23.25.27を比較する

と軸圧一定試験の初期の Mohr円と他の試験の破壊

時の Mohr円がほぼ同じとなり、軸庄一定試験の終

局の Mohr円では他の Mohr円とで約 2倍の違いが

見られた。

3.2.6強度定数比較

有効応力経路、 q-p'曲線、 Mohr円から求めたせ

ん断抵抗角 ψ及び有効せん断抵抗角 ψ'を以下の表に

示す。

表-3 強度定数比較

ト¥¥
拘東ff-lf:試接 刊誌か定繍 語力ー定説験

肉車庫療角。有効肉部摩書内部摩鮪4有効内部庫接内部摩開。有効肉部摩書角
(' )削'(') (' ) 射で) (') I $'(・)

有効底力量路 24.1 26.4 23.2 
q-p'曲韓 26.7 35.3 お8

Mohr円 15.5 23.9 21.9 26.3 25J 19.5 

全ての求め方において、拘束圧一定試験の内部摩擦

角、有効内部摩擦角より平均主応力一定試験での内

部摩擦角、有効内部摩擦角の方が高い値を示してい

る。有効応力経路では、拘束庄一定試験より平均主

応力一定試験の方が有効応力の減少量がやや多い。

そのため若干有効内部摩擦角が大きくなっている。

q-p'曲線で、平均主応力一定試験の有効内部摩擦角

4.まとめ

本研究で判明したことを以下に示す。

(1) 応力~ひずみ、間隙水圧曲線において、拘束圧

一定試験と平均主応力一定試験での主応力差はほ

とんどなく、間隙水圧において差がみられる。ま

た、軸圧一定試験での開陳水圧は、側圧減少のた

め負圧の値を示す。

(2) 間隙水圧が低い値、負圧の値を示すのは、拘束

圧を減少させることでわずかに試料が膨張しよう

としているためである。

(3) 平均主応力一定試験において、拘束圧が減少し

ているにも関わらず主応力差が上昇しているのは、

有効応力が十分働き間隙水圧の不足を補っている

ためだと思われる。

(4) 間隙水圧係数Aにおいて、拘束圧一定試験の値

(0.6~0.7) より平均主応力一定試験の値が低く

(A=0.4~0.5)やや過圧密された粘土の傾向を示し

ている。また、軸庄一定試験での値はさらに低く

(A=0.2~0.3)過圧密された粘土の傾向を示す。

(5) 拘束圧一定試験での内部摩擦角および有効内

部摩擦角より、平均主応力一定試験での値の方が

両い。

(6) 軸庄一定試験の Mohr円では、負圧による見掛

けの有効応力を示した。

が大きくなっているのは、軸力の増加と拘束圧の減 参考文献

少で、体積膨張傾向となり、土粒子構造が発達し、 (1)土質試験 基本と手引き 「第 1回改訂版j社団

間隙水圧が低下し、平均有効応力が増加したためだ

と考えられる。 Mohr円では、拘束圧一定試験と平

均主応力一定試験での内部摩擦角と有効内部摩擦角

の差に大きな違いがあることがわかる。これは 3.2.5

でも述べたように、拘束庄一定試験の方が間隙水圧
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