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1. 研究背景 
 
港湾整備事業において，航路の安全な水深を維持するために継続的な浚渫工事が必要不

可欠であり，平成 16 年～25 年に国土交通省管内で発生した浚渫土砂の約 60 %が港湾埋立

てに有効利用されている 1)．また，火力発電所の発電副産物である石炭灰 2)や焼却残渣（焼

却灰），近年の自然災害で大量発生している災害瓦礫 3)など，幅広い分野で土砂の埋立処分

が行われている．これら埋立処分される土砂系廃棄物は増加の一途を辿っているが，現状で

は環境問題や社会・経済的影響により新規処分場の立地は難しく，既存埋立処分場に対する

容量確保が切迫した問題となっている． 
以上のことから埋立処分場内に廃棄された土砂を効率よく圧縮・減容化し，容量を増やす

技術の確立と評価手法の構築が強く望まれる． 
現在，振動締固め工法といった減容化に対する技術開発 4)が進められている．工法の開発

にあたり材料の圧縮特性を把握することや外力特性に応じた体積圧縮挙動などを把握する

ことにより効果的な減容化方法を検討する必要がある． 
 
 
2. 研究目的 
 
本研究では，研究背景の下，H30 年度研究助成の成果を踏まえ，振動による減容化技術を

適用した際の力学的挙動を解明することが必要な埋立処分土砂のうち，浚渫土砂における

細粒土の動的圧縮特性を把握することを目的とした．すなわち，細粒土が振動や機械攪拌に

よる強制せん断によって，どの程度の体積圧縮量を生じるか把握するために，塑性指数の異

なる 3 種類の細粒土に対して中空ねじりせん断試験および繰返しせん断後の再圧密試験を

実施した． 
各種せん断試験により，繰返しせん断に伴う排水量を観察することで体積ひずみ（体積圧

縮量）を把握，粗粒土の挙動（H30 年度研究助成の成果）との比較を行い，減容化しやすい

土，し難い土などを試験結果に基づき検討した．なお，本研究では，H30 年度研究助成の成

果に倣い，平均有効主応力がせん断前の値の 5 %以下に至った状態（つまり過剰間隙水圧比

で 0.95 以上）を“液状化”，対して 5 %未満に至らないが軟化した状態を“繰返しひずみ軟

化”と定義し，繰返しせん断中の土の状態を整理している． 
 
 
3. 繰返しせん断による土の体積圧縮に関する既往の研究 
 
繰返しせん断に伴う体積圧縮挙動は液状化後の沈下問題として数多く行われている．近

年の研究例では Lee and Albaisa（1974）は，地震被害事例の調査結果から，実地盤において，

数～10 %の体積ひずみが生じていると報告した 5)．また，その中で，繰返し三軸非排水せん

断時の過剰間隙水圧比が 1.0 に達しなければ，繰返しせん断後の再圧密による体積ひずみは

粒子の大きさ，相対密度 Dr および過剰間隙水圧比と相関が高いことを示した．なお，再圧

密による体積ひずみは，有効応力が再び初期圧密応力に戻ったときの体積ひずみで定義さ

れている．佐々木（1982）ら 6)は，一次元圧密状態を再現できる中空ねじりせん断試験を行

い，再圧密時の体積ひずみは繰返し載荷中に生じた最大せん断ひずみと相関が高いことを

示し 5)，国生（1983）ら 7)，Nagase and Ishihara（1988）8)，Shamoto et al（1996）9)も同様の

関係を得た．また，Tokimatsu and Seed（1987）と Ishihara and Yoshimine（1992）は液状化後

の沈下量を求める簡易予測式を提案し 10),11)，実務で利用されている．上記は，応力制御下

での試験結果を基にした研究である． 
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一方，仙頭ら（2004）は，ひずみ制御の中空ねじり試験装置による神戸 IP 波や人工地震

波形を用いたオンライン試験を行い，繰返しせん断後の圧密体積ひずみを把握し，体積収縮

特性のモデル化を行っている．その結果，繰返し載荷後の体積ひずみは最大せん断ひずみよ

りもむしろ累加せん断ひずみにより高い相関がみられることを示している 12)． 
海野（2006）らは同一の繰返しせん断履歴を受ける乾燥砂と飽和砂の体積収縮量に関して，

ひずみ制御の繰返し三軸試験を行い，同一の載荷履歴では，乾燥砂の繰返しせん断中に生じ

る体積ひずみは，飽和砂の繰返し載荷（非排水）後の再圧密の際に生じる体積ひずみに等し

いことを示した 13)．また，繰返しせん断による間隙比低下の収束値 e∞と累加せん断ひずみ

を用いると，繰返しせん断中の間隙比の変化を簡潔に表現できることを示した．また同様に，

海野らは（2012）は，飽和砂の中空ねじり試験を実施して繰返しせん断後の再圧密による体

積ひずみを測定し，繰返し載荷終了後に，供試体に残留せん断ひずみが生じていると，再圧

密による体積ひずみを過小評価することを示した 14)． 
本研究では前述の仙頭らや海野らの研究成果を考慮し，非排水繰返しせん断・再圧密試験

に関し，繰返し載荷終了後の残留するせん断ひずみを手動でゼロ戻し再圧密による体積ひ

ずみを測定している 12),13),14)． 
 

 

4. 本研究で使用した試験装置と土試料の物理特性 
 
4.1 試験装置 
実験で用いた中空ねじり試験器の写真を図-1 に示す．また装置の概略図を図-2 に示す．

用いた試験装置はステップモーター駆動であり，繰返しせん断はひずみ速度を一定で応力

やひずみを制御した．一方，せん断後の体積ひずみの計測は，二重ビュレット管を用いて排

水量を計測することで把握した．本研究における体積ひずみは繰返し載荷時または載荷後

に排水される体積ひずみ量と定義する．試験で用いた供試体は外径 7 cm，内径 3 cm，高さ

10 cm の中空円筒状である． 
 ねじりせん断試験は，中空円筒供試体の上，または下端にトルクを加えて円周方向にねじ

ることによって供試体全体にせん断変形を与える試験であり，直接型せん断試験の一種で

ある．他の直接型せん断試験と比較すると，供試体の側方応力条件が明確であることと供試

体の水平・鉛直面に共役なせん断応力を確実に作用させることができるという利点を有す

 

 
図-1 中空ねじり試験機 
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る．したがって，供試体に作用する主応力の大きさと方向が容易に求められる． 
また，三軸試験に代表される間接型せん断試験と比較して以下のような利点を有する． 
 
（1）主応力方向が連続的に回転するような応力状態も再現することができる． 
（2）軸方向に対して直角方向にせん断できる． 
（3）比較的広範囲な応力経路またはひずみ経路を供試体に与えられる． 
一方では，試験方法が比較的複雑であり，また，応力およびひずみが三次元的であるため解

釈が困難であるというデメリットもある．供試体に作用する力の概要図を図-3に示す． 

 
 

 
図-2 試験装置概略図 
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ここで，𝜎𝜎𝑎𝑎′ :有効軸方向応力(kN/m2)  𝜎𝜎𝑡𝑡′:円周方向有効応力 (kN/m2) 

 𝜎𝜎𝑟𝑟′:半径方向有効応力 (kN/m2) 

これより平均有効主応力𝑝𝑝′ = 𝜎𝜎𝑎𝑎′+𝜎𝜎𝑡𝑡′+𝜎𝜎𝑟𝑟′

3
となる． 

 
4.2 試験試料 
4.2.1 試験に用いた試料の物性値 

本研究では，低塑性粘土として複数の工業用カオリンを配合したカオリン粘土（MC クレ

ー＋AX カオリン 1：1 配合）（以下，カオリン粘土と称する），高塑性粘土として火山灰質

細粒土である栃木県産の関東ローム（以下，関東ロームと称する）および新潟港で採取した

高塑性な浚渫土砂（以下，新潟港浚渫土と称する）を用いた．この内，カオリン粘土は，既

往の研究 15)より海底地盤の細粒土を工業用人工粘土鉱物で模擬した人工配合粘土であり，

しばしば海底地すべり研究などで用いられるものである．各試料を写真-1 に示す（以下，

グラフ中にはカオリン粘土が□系の緑色，関東ロームが△系の青色，新潟港浚渫土が〇系の

赤色とする）． 
各試料の物理特性の一覧を表-1に示し，粒度試験の結果を図-4に示す．ここで表-1から，

細粒土試料の最小間隙比は JIS A 1210 突き固め試験（以後，突固め試験と称する．）により

求めた 16)．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

図-3 供試体に作用する力 

 

a)カオリン粘土      b)関東ローム       c)新潟港浚渫土 

写真-1 試料の様子 



5 
 

なお，本研究で行った突固め試験はランマ―質量 2.5 kg，ランマ―落下高 30 cm，モールド

内径 10 cm，モールド容積 1000 cm3，突固め層数 3 層，各層の突固め回数 25 回，許容最大

粒径 19 mm で乾燥・繰返し法（A-a 法）を用いた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 BET 法による比表面積の把握 
 H30 年度成果に基づき，粒子形状を定量的に表現するため，本研究では各試料の比表面積

を測定した．比表面積とはある物体について単位質量あたりの表面積である．一般的に同じ

形状の物体であれば，代表長さに反比例し，サイズが小さいほど比表面積は増す．試験方法

は BET 比表面積測定（窒素吸着法一点式）であり，試料をあらかじめ 105 ℃で乾燥し測定

用試料とした． 
試験結果を表-2 に示す．この表をみてわかるように各試料ごとに 3 プロット計測し，そ

の結果の平均値も表示した．試験結果をみるとカオリン粘土および新潟港浚渫土と比較し

て，関東ロームは非常に大きい値を示した． 
 
 

表-2 各試料の比表面積 

 

 
図-4 粒径加積曲線 

 

表-1 各試料の物理特性 
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4.3 試験方法と結果の整理法 
4.3.1 予備圧密について 

本研究で，繰返しねじりせん断試験に用いたカオリン粘土，関東ロームと新潟港浚渫土の

供試体は，事前に予備圧密を行いトリミング法によって作製した．予備圧密の際に用いた容

器を写真-3 に示す．また，具体例として，カオリン粘土の予備圧密前後における供試体の

様子を写真-4に，予備圧密の手順を以下の①～⑤に示す． 

 

① AX カオリンと MC クレー乾燥重量比 1:1 配合粘土(MC クレー 2 kg，AX カオリン 2 
kg)と関東ロームを蒸留水と混ぜ合わせてスラリー状にする．（写真-2） 

② スラリー状になった試料を写真-3に示す予備圧密容器に入れる．（写真-4(a)） 

③ 試料を予備圧密容器に入れる際に打撃を与え，空気が入らないようにする． 

④ 打撃を与えても気泡が試料表面に現れなくなったら，蓋をして上載荷重 100 kN/m2（関

東ロームは 50 kN/m2 も行った）を加える．この際に上載荷重は段階的に上げていく．

（排水条件は両面排水である） 
⑤ 上載荷重を 100 kN/m2 まで上げてから，圧密する期間に十分に余裕を持つため一週間以

上置いた後に予備圧密容器を解体する．（写真-4(b)） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
写真-2 カオリン粘土の加水攪拌（ミキシング）の様子 
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4.3.2 トリミングによる供試体作製方法 
 供試体の作製・設置の手順を以下の①～⑨に示す．また，供試体作製の様子を写真-5～8

に，用いた器具を写真-9に示す． 

① 供試体側面をトリマー，ワイヤーソー，直ナイフを用いて円筒状に成形する．  

（写真-5(a)） 
② 中央に穴のあるマイターボックスを取り付け，供試体中央部にドリルで穴をあける．

（写真-5(b),(c)） 
③ ドリルであけた穴をくりぬき用ワイヤーソーで拡張し，直ナイフで仕上げる．  

（写真-5(d)） 
④ 通水用の為にペデスタルにろ紙を貼り付け，供試体をのせる．（写真-6(e),(f)） 
⑤ 内メンブレンを装着し，O リングで固定する．（写真-7(g),(h)） 
⑥ 試験機に供試体を取り付ける．（写真-7(i),(j)） 
⑦ 通水用の為に短冊状のろ紙を貼り付け，二つ割モールドで外メンブレンを装着する．

（写真-7(k),(l)） 
⑧ 支柱を立て，トップキャップを載せて供試体を自立させる．（写真-8(m)） 
⑨ トップキャップを試験機に固定する．（写真-8(n)） 

 
写真-3 予備圧密に用いた容器 

 

  
a)予備圧密前の様子          b)予備圧密後の様子 

写真-4 予備圧密前後の様子 
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a)供試体側面の成形          b)マイスターボックスの取り付け 

 
 

  
c)ドリルによる中央部に穴あけ      d)ワイヤーソーによるくりぬき 

写真-5 トリミング法による供試体作製の様子① 

（供試体成形の様子） 

 

 

  
e)ペデスタルへのろ紙貼り付け      f)ペデスタルへの供試体設置 

写真-6 トリミング法による供試体作製の様子② 

（ペデスタルへの供試体設置の様子） 
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g)内メンブレン装着         h)内メンブレン Oリング装着 

 

 

  
i)供試体取り付け部      j)供試体取り付け 

 
 

  
k)短冊状ろ紙の貼り付け         l)外メンブレン装着 

写真-7 トリミング法による供試体作製の様子③ 

（ペデスタルへの供試体設置の様子） 
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＜供試体成形用具名称＞ 

(a)ワイヤーソー：供試体成形用 

(b)ドリル：供試体くりぬき用 

(c)直ナイフ：供試体成形用 

(d)マイナーボックス：供試体くりぬき用 

(e)くりぬき用ワイヤーソー：供試体くりぬき用 

(f)トリマー：供試体成形用 

  
m)供試体自立              n)供試体設置完了 

写真-8 トリミング法による供試体作製の様子④ 

（ペデスタルへの供試体設置の様子） 

 

 

 
写真-9 供試体作製に用いた器具 
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表-3に本研究で用いた試料とケース名の対応表を示し，各試料の試験条件一覧を表-4に示

す．カオリン粘土を KN，関東ロームを KR，新潟港浚渫土を NS として各試料に対して 3 種

類の試験を実施した．非排水応力制御を a，非排水ひずみ制御を b および排水ひずみ制御を

cと表現する．具体例として，カオリン粘土に対する非排水応力制御試験の 1本目であれば，

KN-a-1，関東ロームに対する非排水ひずみ制御試験の 2 本目であれば，KR-b-2，新潟港浚渫

土に対する排水ひずみ制御試験の 3 本目であれば，NS-c-3 となる． 
 図-5 は，本研究における一連の繰返しせん断試験の概要図である．圧密は所定の有効拘

束圧で行い，3t 法を用いた．本研究における有効拘束圧は処分場の深度を考慮しているた

め，比較的浅い地盤を想定している．繰返し載荷は，図-5（a）のように一定振幅のせん断

応力（応力制御）ないし，せん断ひずみ（ひずみ制御）を供試体に与える．図-5（b）は，

非排水条件下において図-5（a）のように供試体に繰返しせん断を与えた時の過剰間隙水圧

比と体積ひずみの挙動である．非排水条件下では繰返しせん断後に再圧密をし，体積ひずみ

を算出した． 
一方，図-5（c）は排水条件下において図-5（a）のように供試体に繰返しせん断を与えた

時の体積ひずみの挙動である．排水条件下では繰返しせん断中にコックを開けながら排水

し体積ひずみを算出した．以下に，非排水条件と排水条件における詳細な繰返しせん断試験

の条件および試験方法を記す． 
 
非排水繰返しせん断試験：圧密過程において有効拘束圧 30，50，100 kN/m2 で先行圧密させ，

等方応力，非排水条件で繰返し載荷を与えた．載荷終了後，排水コックを開け再圧密をし，

排水量から体積ひずみを算出した．本研究における体積ひずみは，有効応力が初期の有効拘

束圧に戻るまでに生じた体積ひずみ（間隙比変化）と定義する 17),18)．繰返し載荷は一定の

振幅でせん断応力を与える応力制御と一定の振幅でせん断ひずみを与えるひずみ制御があ

る．応力制御の繰返し試験は，繰返し応力振幅比 τu/σ’c=0.1，0.2，0.3，0.5 とし，せん断ひず

みの絶対値が 10 %を超えた時点で試験を終了した．ひずみ制御の繰返し試験は，H 
30 年度研究を参考にせん断ひずみ振幅の絶対値 3 %とし，波数を 10～200 回で変化させ供

試体に与えた． 
 
排水繰返しせん断試験：飽和供試体に排水条件で繰返し載荷を与え，載荷中の排水量（体積

ひずみ）を測定した．圧密による初期有効拘束圧は 30，50，100 kN/m2 であり，等方応力状

態で載荷した．繰返し載荷はひずみ制御の繰返し試験であり，ひずみ振幅の絶対値 3 ％と

し，載荷回数は 300 回とした．本研究では，筆者らの一部 12)が行った既往の研究と同じく

繰返し載荷履歴の評価を累加せん断ひずみ γacm を評価指標として整理した．累加せん断ひ

ずみ γacm は有効応力解析等にて土の損傷を表現するために内部変位として使われる量であ

る．累加せん断ひずみは以下の式で定義した． 
 

𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ∫|�̇�𝛾(𝑡𝑡)|𝑑𝑑𝑡𝑡            (1) 
 

�̇�𝛾(𝑡𝑡)は時刻は時刻 t におけるせん断ひずみ速度であり，γacmは具体的には各時間間隔におけ

るせん断ひずみの増分の絶対値を累積したもので，単調増加関数である．せん断ひずみは

以下の式で定義した． 
 

𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ∫|�̇�𝛾(𝑡𝑡)|𝑑𝑑𝑡𝑡            (2) 
 

�̇�𝛾(𝑡𝑡)は時刻は時刻 t におけるせん断ひずみ速度であり，γacmは具体的には各時間間隔におけ

るせん断ひずみの増分の絶対値を累積したもので，単調増加関数である． 
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表-3 試料の試験ケース名一覧 

 

 

 

 

 

 

図-5 繰返しせん断試験の概要図 
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 表-4 試験一覧 

a)カオリン粘土，関東ローム 
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表-4 試験一覧 

b)新潟港浚渫土 
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5. 応力制御による繰返しせん断履歴後の体積圧縮特性 
 
5.1 非排水条件下での応力制御による繰返しせん断変形挙動 
本研究で実施した応力制御による繰返しせん断試験の様子を写真-10に示す．また，各試

料の非排水条件下における応力制御による繰返しせん断結果の代表例を図-6～図-8（応力

～ひずみ関係，有効応力経路，過剰間隙水圧比の時刻歴）に示す． 
カオリン粘土，関東ロームおよび新潟港浚渫土は，圧密状態に関わらず繰返しせん断に伴

いせん断ひずみの発生が見られるが，平均有効主応力がゼロに至る前に終了条件（せん断ひ

ずみの絶対値が10 %以上）に達した．過剰間隙水圧比の時刻歴より，繰返しせん断の進行に

伴い過剰間隙水圧比は上昇するが，0.7～0.9程度に留まり，液状化と呼ぶ状態には至らなか

った． 
また，正規圧密状態（予備圧密100 kN/m2，拘束圧100 kN/m2）におけるカオリン粘土（図

-6(a)）と新潟港浚渫土（図-8(a)）を同程度の繰返し応力振幅比（τ/σ’c=0.25）の下で比較す

ると，カオリン粘土は載荷回数4回でせん断ひずみが10 %に達したが，新潟港浚渫土は29回
とカオリン粘土と比較して大きな液状化抵抗を示した．なお，代表例は繰返し応力振幅比

τ/σ’c＝0.25程度と比較的小さな値であるが，繰返し応力振幅比を大きくした場合でもこの挙

動は変わらない． 
 以上のように，3 種類の塑性の異なる細粒土は，応力制御による繰返しせん断では，せん

断ひずみが発達し軟化挙動を示したが，過剰間隙水圧比が 0.95 以上となる液状化には至ら

なかった． 
 

 

 
 

写真-10 応力制御による繰返しせん断試験の様子（新潟港浚渫土） 
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a)正規圧密 

 
b)過圧密 

図-6 応力制御による繰返しせん断変形特性（カオリン粘土） 
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a)正規圧密 

図-7 応力制御による繰返しせん断変形特性（関東ローム） 
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a)正規圧密 

 
b)過圧密 

図-8 応力制御による繰返しせん断変形特性（新潟港浚渫土） 
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5.2 繰返し応力振幅比と繰返し載荷回数の関係 
繰返し応力振幅比と繰返し載荷回数の関係を図-9に示す．なお本研究では，せん断ひず

みが絶対値で 10 %発生するまで繰返し載荷を行い，せん断ひずみが 7.5 %発生した時の載

荷回数を用いた．図-9より繰返し載荷回数が 20 回時の繰返し応力振幅比を液状化強度比

RL20 とした．このようにして求めた各試料・各拘束圧での RL20 を表-5に示す． 
 図-9より，新潟港浚渫土は正規圧密状態，過圧密状態のどちらの圧密状態においてもカ

オリン粘土より大きな液状化抵抗を示した．特に，過圧密状態における新潟港浚渫土は液

状化強度比 RL20=0.42 と比較的大きな値を示す結果となった． 
 カオリン粘土において，予備圧密 100 kN/m2 の供試体に対して有効拘束圧 30，50，100 
kN/m2 の条件で繰返しせん断試験を実施した結果，各液状化強度比は，過圧密状態の供試

体ほど大きな値を示した．新潟港浚渫土も同様の結果を示している． 
 
 
 

 
 
 

 
図-9 繰返し応力振幅比と繰返し載荷回数の関係 

表-5 有効拘束圧と RL20の関係 
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5.3 非排水条件下での応力制御による繰返しせん断履歴後の体積圧縮特性 
応力制御による繰返し載荷後の排水によって体積ひずみを算出した．図-10はカオリン粘

土の繰返し載荷後の体積ひずみを繰返し応力振幅比によって整理した図である．その結果，

どの試料も体積ひずみは有効拘束圧や繰返し応力振幅比に依存しない結果となった．これ

は応力制御の試験の特性上，供試体に与えられるせん断ひずみが大きい場合，少ない載荷回

数で液状化し，瞬時にせん断ひずみが 10 %を超えて終了することによるものである．よっ

て，繰返し応力振幅比による体積ひずみの大きさに依存性が見られなかった．このことから

応力制御では十分な議論ができない結果となった．この知見は，平成 30 年度研究開発助成

での実験結果と同様の結果である． 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

図-10 体積ひずみと繰返し応力比の関係 
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6. ひずみ制御による繰返しせん断履歴後の体積圧縮特性 
 
6.1 実験データの整理方法について 

本研究では，多量のひずみ履歴を与えた場合の細粒土の体積圧縮量を把握するため，ひず

み制御の試験にて応力制御の試験では与えられなかった繰返しせん断履歴を与えた．以下

には本研究の結果とともに既往の研究 12)にて提案される累加せん断ひずみ～体積ひずみ・

間隙比関係の近似式も表記した．提案モデルは下記の式で表される． 
 

𝜀𝜀𝑣𝑣 = 𝑒𝑒𝑐𝑐−𝑒𝑒∞
1+𝑒𝑒𝑐𝑐

{1 − e−𝑎𝑎𝛾𝛾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎}       ・・・(2) 

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 = 𝑒𝑒∞ + �𝑒𝑒𝑎𝑎 − 𝑒𝑒∞�・e−𝑎𝑎𝛾𝛾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎・・・(3) 

 

ここで，𝜀𝜀𝑣𝑣(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚) = 𝑒𝑒𝑐𝑐−𝑒𝑒∞
1+𝑒𝑒𝑐𝑐

とおくと，式(2)は以下になる． 

 
𝜀𝜀𝑣𝑣 = 𝜀𝜀𝑣𝑣(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚){1− e−𝑎𝑎𝛾𝛾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎} 

a = −1 𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� log �1 − 𝜀𝜀𝑣𝑣
𝜀𝜀𝑣𝑣(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚)

�      ・・・(4) 

 
ここで，𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎：繰返しせん断後の間隙比，𝑒𝑒𝑎𝑎：圧密終了後の初期間隙比，𝑎𝑎：材料定数， e：
自然対数の底である．累加せん断ひずみ𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎を無限大とすると，その時の間隙比と体積ひず

みは，それぞれ𝑒𝑒∞𝜀𝜀𝑣𝑣,∞に収束する．また繰返し載荷後の体積ひずみは𝜀𝜀𝑣𝑣,𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎とする．表-6 は

式(2)～(4)の体積変化モデルにおける各試料のパラメーターである． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-6 各試料の体積変化モデルのパラメーター 
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6.2 非排水条件下でのひずみ制御による繰返しせん断変形挙動 
既往研究例えば12)によれば砂質土の液状化後の体積圧縮特性，すなわち繰返しせん断後の体

積ひずみは，繰返しせん断載荷中に発生するせん断ひずみの履歴との相関性が高いことが

知られている．前章では応力制御による載荷試験における繰返しせん断変形特性を比較し

たが，応力制御の試験の場合，試験の特性上，供試体に多量のひずみ履歴を与えることは厳

しい．この理由から，繰返しせん断履歴後の土の挙動を正確に把握するにはひずみ制御の繰

返しせん断試験を実施することが望ましいとされる例えば19)．本研究でも既往の指摘に従い，

ひずみ制御で多量の同一せん断ひずみ履歴を与えた時のそれぞれの土のせん断変形挙動に

ついて観察する． 
本研究で実施したひずみ制御による繰返しせん断試験後の様子を写真-11に示す．また，

各試料のひずみ制御における繰返しせん断結果の代表例を図-11～図-13に示す．有効応力

経路より，関東ロームと新潟港浚渫土は圧密状態に関わらず繰返しせん断に伴う平均有効

主応力の低下が見られるがゼロには至らない．また，多量な繰返しせん断を与えても過剰間

隙水圧比は0.95を超えず，所定の波数（代表例では載荷回数300回）載荷し終了している． 
一方，カオリン粘土は圧密状況により若干異なる力学挙動を示した．すなわち，過圧密状

態では，他2試料と同様に過剰間隙水圧比が0.95以上に至らないが，正規圧密状態では載荷

回数が30回を超えたあたりで過剰間隙水圧比が0.95に達し，液状化（狭義的には，初期液状

化）が生じた．ただし，完全に過剰間隙水圧比が1.0（完全液状化）には至っておらず，載荷

最後まで平均有効主応力がゼロに至ることはなかった． 

 
 

 
 

写真-11 ひずみ制御による繰返しせん断試験後の様子（新潟港浚渫土） 
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a)正規圧密 

 
b)過圧密 

図-11 ひずみ制御による繰返しせん断変形特性（カオリン粘土） 
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a)正規圧密 

 
b)過圧密 

図-12 ひずみ制御による繰返しせん断変形特性（関東ローム） 
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a)正規圧密 

 

b)過圧密 

図-13 ひずみ制御による繰返しせん断変形特性（新潟港浚渫土） 
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6.3 非排水条件下でのひずみ制御による繰返し履歴後の体積圧縮特性 
図-10 は各試料のひずみ制御による非排水繰返し載荷後の体積ひずみを累加せん断ひず

みにて整理したものである． 
 本研究に用いた 3 試料は，圧密状態，拘束圧や塑性指数の大小に関わらず累加せん断ひず

みが 10 を超えた程度で一定の値に収束し，それぞれの最大値を示す結果となった．正規圧

密状態の関東ロームにおいて，予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 100 kN/m2（KR-b-5～9）とした

時の体積ひずみ収束値は 4.5 %，予備圧密 50 kN/m2，拘束圧 50 kN/m2（KR-b-1～4）とした

時は 3.8 %と，有効拘束圧の違いによる大きな差は見られなかった． 
一方，正規圧密状態のカオリン粘土（KN-b-1～4）の体積ひずみ収束値は 5.6 %，新潟港浚

渫土（NS-b-1～3）では 3.9 %と，繰返し載荷後における体積ひずみ量に大きな差は見られな

かった． 
 過圧密状態における各試料の体積ひずみ収束値は，カオリン粘土（KN-b-5～10）が 4.1 %，

関東ローム（KR-b-10～12）が 3.0 %，新潟港浚渫土（NS-b-4～6）が 2.8 %と大きな差は見ら

れなかったが，正規圧密状態と同様にカオリン粘土が最も大きな圧縮量が生じ，新潟港浚渫

土が最も小さな圧縮量となった． 
以上より，正規圧密状態における体積ひずみ収束値は 3.8～5.6 %程度であるが，過圧密状

態では繰返しせん断前後の乾燥密度や間隙比が同程度であるのに関わらず 2.8～4.1 %と小

さい値を示した． 
 
 
 

 
 
 
 

 
a)正規圧密 

図-10 非排水繰返し載荷後の体積ひずみ 
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6.4 排水条件下でのひずみ制御による繰返し履歴後の体積圧縮特性 
はじめに示した通り，減容化工法の一つに吸水型締固め方法が提案されている 4),20).この

工法は吸水用ドレーンを振動棒から離して，過剰間隙水圧を速やかに消散させながら振動

を与えて締め固めるものである 17),18)．この工法を要素試験上で再現，評価するために，ひ

ずみ制御の排水繰返しせん断試験を実施した． 

 図-11 は細粒土であるカオリン粘土および関東ロームの排水条件における繰返し載荷中

の体積ひずみの挙動を比較した図である．非排水条件と同様に，正規圧密状態の関東ローム

において，予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 100 kN/m2（KR-c-2）とした時の体積ひずみ収束値

は 12.9 %，予備圧密 50 kN/m2，拘束圧 50 kN/m2（KR-c-1）では 13.0 %と同程度の値を示し

た．また，過圧密状態のカオリン粘土において，予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 50 kN/m2（KN-
c-2）とした時の体積ひずみ収束値は 12.4 %，予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 30 kN/m2（KN-c-
2）では 12.9 %と同程度の値を示し，圧密状態に関わらず有効拘束圧による大きな差は見ら

れなかった． 
 一方で，同一試料において圧密状態による体積ひずみ量の差は大きい結果となった．正規

圧密状態（予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 100 kN/m2）におけるカオリン粘土の体積ひずみ収

束値は 15.2 %，関東ロームは 12.9 %，新潟港浚渫土は 10.9 %である．対して，過圧密状態

（予備圧密 100 kN/m2，拘束圧 50 kN/m2）におけるカオリン粘土の体積ひずみの収束値は

12.4 %，関東ロームは 10.4 %，新潟港浚渫土は 9.0 %と正規圧密状態より小さな値を示した． 
特に，カオリン粘土は圧密状態による体積圧縮量の差が関東ロームおよび新潟港浚渫土

と比較して大きかった．一般的に細粒土の過圧密状態は正規圧密状態より体積圧縮量が小

さくなるため，本研究でも圧密状態の違いにより，体積圧縮量に差が出たと考えられる．ま

た，正規圧密状態の関東ロームにおける有効拘束圧の違いによる体積圧縮挙動は，せん断初

期は差が大きく現れたが，最終的な体積圧縮量に差はみられなかった． 
 以上より，排水条件下における繰返しせん断時の体積圧縮量は，非排水条件化における繰

返しせん断後の体積圧縮量と比較して大きな値を示すことが明らかにされた． 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

a)正規圧密 

 

 

 

 

b)過圧密 

図-11 排水繰返し載荷中の体積ひずみ挙動 
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7. 体積圧縮特性の評価 
 
本研究で得られた結果を通して，各試料の実験結果を定量的にも評価するため比表面積・

塑性指数の違いから体積圧縮特性を考察する． 
 

7.1 比表面積の違いによる繰返しせん断作用下における体積圧縮特性 
 H30 年度研究助成の成果より，非塑性シルト試料（フライアッシュ，石英粉，DL クレー）

の排水条件下における繰返しせん断に伴う体積圧縮量は，粒子形状を代表する指標である

比表面積と正の相関を持つことが明らかにされた．そこで本研究においても，繰返しせん断

による体積ひずみを比表面積で整理し，考察する． 
 図-12 は，非排水および排水条件下におけるひずみ制御による繰返しせん断後の体積ひず

みを比表面積で整理した図である．結果を見てわかるように非排水・排水のどちらの条件下

においても有意な差は見られなかった． 
本研究で用いた塑性を有する細粒土（カオリン粘土，関東ローム，新潟港浚渫土）では，

粗粒土などの非塑性土試料で適用できる可能性のある粒子形状・比表面積を応用して，その

土の圧縮のし易さなど圧縮特性の評価・推定をすることは難しいようである．さらに土試料

の種類を増やし検討する必要もある．一方，塑性を有する細粒土については，別の土質特性

がインデックスになるか，本研究では検討を行った． 
 

7.2 塑性指数の違いによる繰返しせん断作用下における体積圧縮特性 
 塑性を有する細粒土の場合，粒子形状では，圧縮のし易さなどその土の圧縮特性を評価す

ることは難しいようである．そこで，本研究で粘性土の力学挙動で従来からしばしばインデ

ックスとして使用される塑性指数 Ip を用いて 3 種類の細粒土の体積圧縮特性を評価するこ

とを試みた． 
図-13a)は各試料の非排水条件下におけるひずみ制御による繰返しせん断後の体積ひず

みの収束値を塑性指数 Ip で整理した図である．この結果から，塑性指数 Ip が大きくなるほ

ど繰返しせん断後の体積ひずみの収束値は小さくなる傾向が見られる．しかし，塑性指数 Ip
が Ip≦40 を超える関東ロームと新潟港浚渫土の間には，体積ひずみの収束値に大きな差は

見られず，3～5 %程度に収束される結果を示した． 
 一方で，図-13b)は各試料の排水条件下におけるひずみ制御による繰返しせん断後の体積

ひずみの収束値を塑性指数 Ip で整理した図である．排水条件下においても非排水条件下と

同様の傾向，すなわち塑性指数 Ip が Ip≦40 を超える関東ロームと新潟港浚渫土には体積ひ

ずみの収束値に大きな差は見られないという特徴が見られるが，繰返し載荷後の体積ひず

みの収束値は 10～15 %と非排水条件下と比較して大きな体積ひずみが生じた． 
 

 

 

 

表-7，表-8は本研究で行った繰返しせん断試験の試験結果の一覧である． 
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a)非排水条件 

 

 

 

 

b)排水条件 

図-12 体積ひずみの変化量と比表面積の関係 
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a)非排水条件 

 

 

 

 

b)排水条件 

図-13 体積ひずみの変化量と塑性指数の関係 
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表-7 試験結果一覧 

カオリン粘土，関東ローム 
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表-8 試験結果一覧 新潟港浚渫土 
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8. 本研究に用いた細粒土と礫質砂および非塑性シルトの比較 
 

8.1 ひずみ制御による繰返しせん断後の体積ひずみの比較 
 平成 30 年度研究開発助成にて礫質砂および非塑性シルトを対象に本研究と同様の実験を

行っている．非排水条件下において，緩密度礫質砂は 10～12 %，高密度礫質砂は約 3 %，

非塑性シルトは 7～9 %の体積ひずみが生じた．一方で，排水条件下において，緩密度礫質

砂は約 18 %，高密度礫質砂は約 12 %，非塑性シルトは 10～19 %の体積ひずみが生じた．以

上のことから，礫質砂，非塑性シルトでも本研究で用いた細粒土と同様に，非排水条件下に

おける繰返しせん断後の体積ひずみより排水条件下における繰返しせん断中の体積ひずみ

の方が大きい結果となった． 
本章では，本研究で取り上げた塑性を有する細粒土の繰返しせん断に伴う体積ひずみを

礫質砂および非塑性シルトの研究結果を用いて比較する． 
 図-14a)は，非排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断後の体積ひずみの収束値をま

とめたものである．本研究で用いた塑性を有する細粒土で生じた体積ひずみは，礫質砂およ

び非塑性シルトと比較して小さいことは明らかである．特に，同じく細粒土である非塑性シ

ルトは 7～9 %の体積ひずみが生じているが，塑性を有する細粒土は 3～5 %と差は明確であ

る．ただし，高密度礫質砂は塑性を有する細粒土と同程度の体積ひずみしか生じない． 
 図-14b)は，排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断中の体積ひずみの収束値をまと

めたものである．排水条件下で繰返しせん断を与えることで，塑性を有する細粒土も 10 %
以上の体積ひずみが生じている．特に，カオリン粘土および関東ロームは圧密状態に関わら

ず，新潟港浚渫土も正規圧密状態であれば非塑性シルトである石英粉以上の体積ひずみを

示した．また，排水条件下で繰返しせん断を実施することで，塑性を有する細粒土でも非排

水条件下の緩密度礫質砂以上の体積ひずみが生じる結果となった． 
 
 

8.2 塑性指数 Ip の違いによる体積ひずみの比較 
 7.2 と同様に，塑性指数の違いの観点から体積圧縮特性を評価する．すなわち，前節で用

いた平成 30 年研究開発助成で取り扱った試料のうち非塑性シルトである 3 試料を用いて，

本研究で用いた細粒土との比較を行う． 
 図-15a)は，非排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断後の体積ひずみの収束値を各

試料の塑性指数で整理した図である．この結果より，塑性指数の大きさによって有意な差が

見られ，細粒土の非排水繰返しせん断に伴う体積圧縮特性は塑性指数によって整理できそ

うである．一方で，図-15b)は，排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断中の体積ひず

みの収束値を各試料の塑性指数で整理した図である．非塑性シルトの体積ひずみの収束値

はばらつきが大きい．この為，塑性指数 IP=0 の土では塑性指数ではなく別の指標※を用い

るべきであると考えられる． 
 
※平成 30 年度研究開発助成の研究結果では，非塑性シルトにおける体積圧縮特性は，比表

面積の大小によって評価できる可能性が示されている． 
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a)非排水条件 

 

b)排水条件 

 

図-14 本研究で用いた細粒土，礫質砂および非塑性シルトにおける体積ひずみの比較 
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a)非排水条件 

 

 

b)排水条件 

図-15 本研究で用いた細粒土，礫質砂および非塑性シルトにおける 

体積ひずみと塑性指数の関係 
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9. 結論 
本研究では，中空ねじり試験機を用いて塑性指数の異なる 3 種類の細粒土に繰返しせん

断履歴を与え，繰返しせん断に伴う体積圧縮特性を調べた．本研究で得られた知見は以下の

通りである． 
 

(a) 粒子形状：粒子形状を評価するため比表面積を用いて土粒子形状を観察した．BET 法

により計測した比表面積の大きさで比較した場合，関東ロームはカオリン粘土，新潟港

浚渫土と比較して非常に大きな値を示した． 
(b) 応力制御繰返しせん断挙動：本研究で用いたカオリン粘土，関東ロームおよび新潟港浚

渫土は，正規圧密・過圧密状態の双方において繰返しせん断に伴うせん断ひずみの発達

が見られるが，平均有効主応力がゼロに至る前に試験終了条件に達した． 
(c) ひずみ制御繰返しせん断挙動：ひずみ制御により極端に多量なせん断ひずみを与えて

も高塑性な関東ロームおよび新潟港浚渫土は，過剰間隙水圧比が 0.95 に至らず，繰返

しひずみ軟化挙動を示した．一方で，低塑性なカオリン粘土は，正規圧密状態において

多量なせん断ひずみ履歴を与えることで液状化と呼ばれる状態に至った． 
(d) 非排水条件下における応力制御繰返しせん断に伴う体積圧縮量：応力制御繰返しせん

断試験では，供試体に与えられるせん断ひずみが大きい場合，少ない載荷回数で液状化

し，瞬時にせん断ひずみが 10 %を超えて終了する．そのため，体積ひずみは繰返し応

力振幅比の大きさに依存しない結果となった． 
(e) 非排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断に伴う体積圧縮量：ひずみ制御繰返し

せん断試験によって極端に多量のひずみ履歴を与えた場合，繰返しせん断後の体積ひ

ずみは 3～5 %に収束した．正規圧密状態（予備圧密 100kN/m2，拘束圧 100kN/m2）にお

いて，カオリン粘土が 5.6 %と最も大きく，新潟港浚渫土が 3.9 %と最も小さな値を示

した．また，過圧密状態（予備圧密 100kN/m2，拘束圧 50kN/m2）においても同様に，カ

オリン粘土が 4.1 %と最も大きく，新潟港浚渫土が 2.8 %と最も小さな値を示し，過圧

密状態の試料は正規圧密状態の試料と比較して小さな値を示す結果となった． 
(f) 排水条件下におけるひずみ制御繰返しせん断に伴う体積圧縮量：ひずみ制御繰返しせ

ん断試験によって極端に多量のひずみ履歴を与えた場合，繰返しせん断後の体積ひず

みは 9～15 %に収束し，非排水条件下と比較して極端に大きな体積ひずみ量が発生し

た．正規圧密状態（予備圧密 100kN/m2，拘束圧 100kN/m2）において，カオリン粘土が

15.2 %と最も大きく，新潟港浚渫土が 10.9 %と最も小さな値を示した．また，過圧密状

態（予備圧密 100kN/m2，拘束圧 50kN/m2）においても同様に，カオリン粘土が 12.4 %
と最も大きく，新潟港浚渫土が 9.0 %と最も小さな値を示し，過圧密状態の試料は正規

圧密状態の試料と比較して小さな値を示す結果となった． 
(g) 細粒土の物理特性値と体積圧縮特性の関係：細粒土を対象としたことから，粘性土でし

ばしば挙動のインデックスとなる塑性指数 Ip を用いて圧縮量を整理した結果，塑性指

数 Ip が大きくなるほど小さな体積ひずみに収束する傾向が見られ，非排水条件下では

3～5 %，排水条件下では 9～15 %に収束する結果となった．ただし，塑性指数 Ip≦40 の

場合，圧縮量に差が無くなるので，塑性指数 Ip をインデックスにした場合，Ip=40 が閾

値になる．なお，H30 年度の成果である粒子形状をもちいての沈下量の整理を，塑性を

有する細粒土に当てはめたところ，比表面積をもって繰返しせん断履歴による圧縮量

を整理した場合，本研究で用いた細粒土では有意な差が見られなかった． 
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