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鉄道における有道床軌道では路盤陥没が発生する場合がある．しかし，路盤材料に対する繰返し載荷前後で

の剛性変化や飽和度上昇時の沈下特性に関する実験データは少ない．そこで本研究では，実際の道路で使用さ

れている路盤材料に対し，繰返しおよび浸水三軸試験，ベンダーエレメント試験および X 線 CT スキャンを行

い，浸水時の沈下特性および繰返し載荷に伴うせん断剛性率の変化とそのメカニズムについて検討した．その

結果，繰返し載荷に伴い体積ひずみは増大するものの，浸水時の体積圧縮は確認できなかった．また，繰返し

載荷に伴うせん断剛性率の増加は，間隙比変化のみでは説明できず，配位数の増加傾向と符合することが明ら

かとなった． 
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１．はじめに 

 

 鉄道における有道床軌道では，地形要因や構造物境界

等の影響によって路盤陥没が発生する場合がある 1), 2)．鉄

道施設での陥没の規模は，近年報告されているような都

市部の道路や宅地造成で発生している規模 3)と比較して

小さい．しかし，道床部の枕木直下での陥没は確実に軌

道狂い進みや列車動揺へ影響を与えることから，小さい

規模ながらも発生した陥没は列車の安全・安定輸送へ大

きく影響を及ぼす． 

 都市部での道路や宅地造成地での陥没の一つの要因と

して，埋設地中管の破損部等からの土砂流出による地盤

内空洞に起因していることが明らかとなっている 3)．鉄

道施設においても盛土内に設置されている線路横断排水

管の損傷箇所からの土砂流出が原因となって道床陥没が

発生する場合がある 1)．その一方で，線路横断排水管等

の排水設備が設置されていない橋台またはボックスカル

バート背面盛土においても道床陥没が発生している事例

も存在する．この原因として，降雨時に盛土部と構造物

の境界に局所的に雨水が流れる水みちの発生が考えられ

る．このような線路横断排水管からの土砂流出以外の要

因による道床沈下・路盤陥没の発生メカニズムは明らか

となっていないため，実務での陥没対策は対処療法的な

措置となっている．このような背景を受けて，西田ら 4)

はボックスカルバート背面盛土での陥没発生メカニズム

解明に関する模型実験を実施している．一連の試験結果

から，ボックスカルバート背面盛土において締固め度Dc

が低い場合には，雨水浸透に伴う飽和度上昇が起因とな

る体積圧縮現象（コラプス沈下）5), 6), 7)によって，盛土上

部における路盤部と道床部の境界に空洞が発生し，この

空洞の発達が陥没発生の誘因となっていることを明らか

とした．西田ら 4)の実験では，降雨浸透によるコラプス

沈下の発生後にはバラストを追加投入し，動的に良く締

固めることによる軌道整斉の再現を試みているが，列車

荷重の繰返し載荷による影響は検討していない．しかし，

実盛土での列車荷重はコラプス沈下の発生が確認できた

路盤盛土部まで到達していると考えられる．このため繰

返し載荷履歴とコラプス沈下の関連性を明らかにするこ

とは実盛土での陥没発生メカニズムを解釈する上で有益

な情報となる．また，FEM等の数値解析によって西田ら
4)の模型実験や実盛土の道床沈下・路盤陥没の再現を試み

る場合に用いる変形係数は，繰返し載荷や降雨浸透によ

る飽和度上昇を考慮した値とすることが現実的である．

しかし，繰返し荷重の載荷や飽和度上昇に着目した路盤
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材料の剛性変化特性に着目した実験結果は少ない 8), 9)． 

 以上のような背景から，本研究では繰返し載荷前後お

よび浸水後の変形係数の変化と，このメカニズム解明を

目的とした室内試験を行った．具体的には，実際の道路

舗装で使用された路盤材料を用いて 3 種類の異なる Dc

で供試体を作製し，列車荷重を想定した繰返し載荷前後

でのせん断剛性率Gmaxをベンダーエレメント（以下，BE

とする）試験によって測定した．また，Dcが低い2つの

供試体については繰返し載荷後に降雨浸透を再現した浸

水試験と浸水後のGmaxを測定した．さらに，Dcが高い供

試体については繰返し試験前後でX線CTスキャンを行

い，供試体の3次元再構成画像に対する画像解析結果か

ら繰返し載荷に伴って Gmax が変化する要因について考

察した． 

 

 

２．試料および試験方法・条件 

 

(1) 試料および供試体 

 図-1 は本試験で用いた試料の粒度分布を示している．

試験に使用した試料は，実際の道路舗装の路盤部で使用

されている未使用の路盤材料である．なお，本来は鉄道

路盤での路盤材料を用いるべきであるが入手が困難であ

ったため，交通荷重条件で用いられる粒状材料として道

路路盤材料を試料として採用した．また，試料は後述す

る供試体サイズを考慮して最大粒径Dmax = 9.5mmに調整

している．図-2は JIS A 1210で規定されるE-a法で行っ

た突き固め試験より得られた締固め曲線である．なお，

図中には試験に用いた供試体の締固め度 Dc についても

記載している．Dcの設定値については，不飽和土のコラ

プス沈下が浸水前の初期密度が小さいほど顕著となる 5), 

7)ことから，施工管理値よりも低い値を採用した．また，

含水比wについては，後述するX線CTスキャンに用い

る供試体が CT スキャン中に体積変化を発生せずに自立

できる含水比を供試体の目標含水比とした．供試体の自

立性を確認するために含水比を変化させた供試体を作製

した結果，w = 8%で十分な自立性が確保できたため，目

標含水比を 8%とした．なお，実際の供試体含水比は後

述の表-1を参照されたい． 

 供試体は，繰返し三軸試験装置のペデスタルにモール

ドを取り付け，所定の含水比および乾燥密度となるよう

加水および計量した試料をモールド内に投入し，全断面

ピストンとゴムハンマーを用いて動的に5層で締固めて

作製した．なお，供試体サイズは直径 7cm，高さ 15cm

である． 

(2) 試験装置・条件 

図-3は本研究で用いた三軸試験装置の概要を示してい

る．繰返し載荷装置として高精度ダイレクトドライブモ

ーターが取り付けられており，ボールスプラインネジを

用いることでモーターの回転運動をスムーズな軸方向の

上下運動に転換している．モーターの回転数，減速比，

ボールネジのリード長から計算された変位はトップキャ

ップの変位と一致していることや，荷重反転時のバック

ラッシュが小さく，正確な繰返し載荷が可能であること

を確認している．また，トップキャップおよびペデスタ

ルには BE が装着されており，送信用 BE への電圧供給

図-1 使用試料の粒度分布 

図-2 使用試料の締固め曲線および供試体条件
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にはファンクションジェネレータ，送・受信電圧信号の

観察にはデジタルオシロスコープを用いた．用いた送信

電圧波形は周波数5，7，10，15kHzの1波長の sin 波で

あり，JGS 0544「ベンダーエレメント法による土のせん

断波速度測定方法」に準拠してせん断剛性率Gmaxを算出

した．なお，供試体内の土粒子と BE の密着を確保する

ために，BE 周辺には比較小さいサイズの粒子を配置し

た．  

 図-4は本研究で想定してする軌道路盤および盛土構造

の概念図を示している．本研究では路盤に対する設計体

系が整備されていない1960年代以前における路盤・盛土

構造 10)を想定して室内試験を行った．その理由は，1968

年以降には設計体系が整備されて施工管理が規定される

ことで路盤の性能が向上し，路盤陥没の発生リスクは

1960 年代以前に施工された路盤の方が高いと考えたた

めである．1960年代以前の路盤は，経験的な手法による

施工が行われており，路盤と盛土との区別は明確ではな

い．また，列車荷重の影響範囲を路盤表面からの 3m と

して路盤を定義していた． 

 表-1に試験条件のまとめを示す．供試体に与えた有効

拘束圧'cおよび繰返し載荷応力aの値は以下に示す理

由によって設定した．垂水・須長 11)は盛土および支持地

盤内の深度方向における列車荷重による増加土圧の現地

計測結果を報告している．一方，西田ら 4)の実験におい

て路盤盛土部でのコラプス沈下が確認できた深度は実ス

ケール換算で1.5m程度であった．この1.5m付近におい

て垂水・須長が報告している増加土圧は15kPa程度であ

ったため，本試験ではa = 15kPaを繰返し載荷応力とし

て採用した．また，'cは湿潤単位体積重量t = 18kN/m3

と仮定して，'c = 30kPa (≈18kN/m3×1.5m = 27kPa)とした．

なお，繰返し載荷波形は0.5Hzの三角波として，10万回

の載荷を行った．ここで，室内要素試験ではハーバーサ

イン波によって交通荷重を再現することが一般的である

が，本研究では繰返し載荷履歴によるGmaxの変化に関す

る基礎的な検討するため，本試験装置で載荷可能な三角

波を用いた．このため，今後はより一般的な載荷波形に

よる検討が必要であると考えている． 

供試体別の試験条件として，Dc = 79，85%の供試体で

は，繰返し載荷前後でのGmaxの変化に加えてコラプス沈

下特性を観察するため，浸水試験を行った．具体的には，

繰返し載荷試験後の BE 試験終了後に供試体中央部から

1m の高さに設置された脱気水タンク（図-3 中の(9)）と

供試体下部を接続し，供試体体積の3倍程度の脱気水を

供試体の下部から上部へ浸透させた．浸透後，変位が十

分に落ち着いたことを確認し，BE試験を行った．なお，

この浸水過程後の BE 試験は，不飽和状態の供試体の飽

和度上昇，すなわち不飽和土の有効応力低下の影響が

Gmaxに与える影響について検討するために行った．また，

Dc = 88%の供試体では，繰返し載荷前後にX線CTスキ

ャンを行い，供試体の内部構造の把握を試みた． 

 

 

３．試験結果および考察 

 

(1) 繰返しおよび浸水沈下特性とせん断剛性率の変化 

 図-5は，繰返し載荷回数Ncと体積ひずみvの関係であ

る．本試験で用いた三軸試験装置は，二重セルや側方変

位計を用いた不飽和状態にある供試体の体積変化を直接

計測するシステムを有していないため，供試体が等方弾

性体であると仮定して，軸ひずみaの3倍をv (= 3a)とし

た．試験結果を見ると，Dcの違いに依らず，vはNc = 2500

回程度までに急激に増加して体積圧縮する．Nc = 2500回

程度以降ではv が漸増し，最終的には Dc = 79%でv = 

0.55%程度，Dc = 85%でv = 0.17%程度，Dc = 88%でv = 

0.60%程度となった．ここで，Dc が最も大きいにも拘ら

ずDc = 88%の供試体でvが最大となっている．この原因

表-1 供試体・試験条件のまとめ 
締固め度 

Dc (%) 
乾燥密度 
d(g/cm3) 

含水比 
w (%) 

試験条件 

79 1.71 7.6 
浸水有り 

85 1.84 7.6 

88 1.91 7.6 X線CT 

路盤と盛⼟の区別が無い状態

3ｍ
列⾞荷重の影響範囲

図-4 本研究で想定している路盤・盛土構造

図-5 繰返し回数Nc ~ 体積ひずみv関係
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については，Dc = 88%の供試体では三軸試験装置のペデ

スタルに装着したモールドを用いて供試体作製後，供試

体をX線CTスキャン装置へと運搬し，装置内に設置す

る作業があるためだと考えている．すなわち，その際に

供試体が乱れたために他の供試体よりもv が大きくな

ったと考えている．よって，以上のことを考慮すれば，

本試験で用いた路盤材料の繰返し沈下量は，Dcの上昇に

より軽減されるものと考えられる． 

 図-6は，Dc = 79，85%の供試体に対して行った繰返し

載荷後の供試体浸水時のv の経時変化である．本試験の

範囲では，今回使用した路盤材料ではDc = 79%の低密度

状態であってもコラプス沈下は確認できなかった．これ

については，使用した路盤材料の粒子サイズが大きいこ

とで供試体が不飽和状態であってもサクションによる有

効応力の増加効果が小さく，浸水時のサクション解放に

よる有効応力低下が小さいことによると推察される．今

後，不飽和状態でのサクションがより大きくなるような

細粒分を比較的多く含有している試料に対しても試験を

行い，繰返し載荷後の浸水沈下特性を明らかにする必要

があると考えている．また，Dc = 85%の供試体では，t = 

18min付近でv = 0.1%程度の体積圧縮が発生後に再度膨

張する挙動を呈している．これは供試体下方から脱気水

を浸透させる過程で供試体の局所的な密度の緩み領域で

のコラプス沈下および土粒子の再配列が発生したためと

予想される．また，本研究では先述したように等方弾性

体を仮定してa からv を算出している．このため，実際

にはa のみが増減している可能性もあり，今後は二重セ

ル等によってより正確にvを計測する予定である． 

 図-7は，繰返し載荷前後および浸水試験後のGmaxの変

化と，各 BE 試験実施条件での Gmax を繰返し載荷前の

GmaxであるG0で除した値（Gmax / G0）の傾向を示してい

る．DcによらずGmaxは繰返し載荷後に増加していること

がわかる．繰返し載荷前後の Gmax の増加の程度を表す

Gmax / G0の変化を見ると，繰返し載荷前後でのvの変化

が最も大きかったDc = 79%でGmax / G0 = 1.7程度となり，

繰返し載荷前後での Gmax の変化が最も大きいことがわ

かる．次に繰返し載荷後に浸水を行ったDc = 79%，85%

の供試体に着目すると，Dc = 79%ではGmaxがやや低下し，

Dc = 85%ではGmaxがやや増加しているものの，その量は

わずかであり，本試験で用いた試料では浸水後の剛性低

下はほとんど無いと考えても差し支えないと言えよう． 

 また，Dc = 88%の供試体のGmaxが，Dc = 85%の結果よ

りもやや小さい値を示している．これは先述したように，

X 線 CT スキャン装置への運搬時の乱れの影響であると

考えられる．この傾向は図-4に示したNc～v関係とは多

少異なり，Dc = 88%の供試体のGmaxはDc = 79%の結果よ

りは大きい値となった．これについては，Dc = 88%の供

試体では，供試体の高さ方向における拘束効果が小さい

供試体上下端部で供試体運搬時の乱れの程度が大きかっ

たため繰返し載荷時の変形量が顕著に大きくなったと考

えられ．供試体中央部付近では乱れの程度が小さかった

ためにDc = 88%のGmaxはDc = 85%のGmaxよりもやや小

さい値を示したと推察している．しかし，Dc = 88%の供

試体は乱れの影響を受けてはいるものの，他の供試体と

同様に繰返し載荷前後でのGmaxの増加は見られる． 

 図-8は，各供試体に対する繰返し載荷前後での間隙比

e と Gmaxの関係である．図中の矢印は繰返し載荷前後で

の eおよびGmaxの変化を示している．繰返し前の結果を

見ると，Dc = 79%（e = 0.647）とDc = 85%（e = 0.543）で

はDcの増加（eの減少）に伴いGmaxが増加する傾向にあ

る．Dc = 88%の結果については，先述したように乱れの

図-7 各測定条件でのGmaxの変化 
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影響を受けているため，Dc = 85%よりもGmaxがやや小さ

い．次に繰返し載荷前後での eとGmaxの変化に着目する

と，すべての供試体に共通して繰返し載荷後のわずかな

e の減少に対して Gmaxが大きく増加していることがわか

る．ここで，Gmaxの増加要因として繰返し載荷に伴うわ

ずかな eの減少による影響が考えられるが，Kiyota et al.9) 

は豊浦砂を対象とした一連の室内試験結果から繰返し載

荷によるせん断剛性率の増加には土粒子のかみ合わせ効

果（インターロッキング効果）が寄与していると報告し

ている．このことから，繰返し載荷後には e の増加のみ

では説明できないメカニズムで剛性が増加していること

が示唆される．しかし，かみ合わせ効果のような土の微

視的構造を表現する具体的な物理的パラメーターについ

ては不明である．そこで本研究では，かみ合わせ効果は

土粒子間の配位数（接点数）の増加と関連していると考

え，後述するX線CTスキャンより得られる3次元再構

成画像に対する画像解析によって配位数を算出し，繰返

し載荷前後での配位数と Gmax の増加の関連性について

考察した． 

 

(2) X線CTスキャンにより算出した配位数と剛性の関係 

 試験にはマイクロフォーカス X 線 CT スキャン装置

（SHIMADZU inspeXio SMX-225CT）を用いた．供試体

は表-1に示したDc = 88%の供試体である．また，CTス

キャンおよび解析領域は図-9 に示している．CT スキャ

ン領域は供試体中央部の直径 4.8cm，高さ 3.0cm とし，

後述する解析領域は CT スキャン領域内の 3.0×3.0×

3.0cm3を対象とした．また，先述したように供試体の上

下端部では乱れの影響があるため，供試体中央部付近箇

所をスキャンおよび解析領域として設定した． 

図-10 は X 線CT スキャンから取得できるデータの概

念を示している．X 線 CT スキャンの対象とした供試体

の3次元再構成画像の最小構成要素は「ボクセル」と呼

ばれる直方体であり，ピクセルに高さ方向の情報を持っ

ている（図-10a)）．このボクセルには，ピクセルと同様

に輝度情報が数値として格納されている．輝度はボクセ

ルの明るさを示しており，本研究では黒色を 0，白色を

255 の 8bit で表現している．また，黒色ほど密度が小さ

く，白色ほど密度が高い物質を表している．ここで図

-10b)は，Dc = 88%の供試体に対するCTスキャンから得

られた三次元再構成画像におけるすべてのボクセルに対

する特定輝度の頻度であるヒストグラムを表している．

ヒストグラムでは2つのピークが確認できる．三次元再

構成画像のヒストグラムでは密度が低いほど左側（輝度

が小さい側）にピークが出現するため，一つ目のピーク

は間隙部であり，二つの目のピークは地盤材料部である．

なお，本研究において土粒子と間隙（空隙＋水）を分離

する際の閾値は，図中に示した解析によって得られる間

隙率nと供試体の実測値から算出されるnが一致する値

とした． 

 図-11a), b)は，それぞれ繰返し載荷前後での X 線 CT

スキャンから得られた鉛直断面画像である．繰返し載荷

前後で概ね同様の位置での鉛直断面画像を示しているが，

CT スキャン装置内に供試体を据え置く際の位置がわず

かに異なるため，この画像のみからでは繰返し載荷に伴

X線CTスキャン 断⾯画像 ３次元再構成画像
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う土粒子構造の変化等を直接比較することは困難である．

そこで，X 線CT スキャンから得られた 3 次元再構成画

像に対して画像解析を行い，解析領域内の土粒子間の配

位数を算出して繰返し載荷に伴う土の微視的構造の変化

を考察した． 

 本研究での画像解析に用いたソフトは，日本ビジュア

ルサイエンス社のExFact Analysis for Porous/Particlesであ

る．本解析ソフトにおける基本的な解析手法 12)の概略は

以下の通りである（図-12 参照）．まず，3 次元構成画像

を土粒子と間隙で2値化（分離）し，土粒子と間隙の境

界部を算出する．この境界部から等距離となる土粒子内

の点を探し，この点を連ねることで土粒子の細線化を行

う．そして，細線化した点から境界部までの距離が最も

近くなる点（くびれ部）を土粒子同士の接点位置として，

この部分の数を配位数として算出する．なお，配位数は

3次元データから算出している． 

 図-13 は，画像解析より得られた土粒子 1 つあたりの

配位数 Cn と換算粒子径 dr の関係である．なお，dr とは

Cn を算出した土粒子を同体積の球で置き換えたときの

球の直径である．まず，drに着目すると，算出された dr

の最大値が 2mm 程度であり，実験に用いた路盤材料の

Dmaxよりも小さい値となっている．これはDmaxに対して

解析領域が小さかったため，大きいサイズの粒径が解析

領域を逸脱してしまい，解析結果に考慮されていないた

めと考えられる．また，先述したようにdrは土粒子を同

体積の球で置き換えた際の直径である．このため偏平な

形状を有する等，球形よりも複雑な形状を呈する土粒子

ほど，実際の土粒子の最大直径と画像解析により算出さ

れたdrの差が大きくなると考えられる．すなわち，本研

究の範囲で算出されたdrは実際の土粒子の最大直径を表

していないことに注意が必要である．また，繰返し載荷

前後でのdrの値が完全に一致しないが，これは先述した

ように供試体を CT スキャン装置に据え付ける際の位置

が繰返し載荷前後でわずかに異なることや，繰返し載荷

による粒子配列の変化によって解析領域内における粒子

配列が完全に同一で無いためと考えられる．しかし，解

析から得られた繰返し載荷前後でのdrの最小値と最大値

に大きな違いが無いことから，算出されるCnは繰返し載

荷前後で概ね同一領域内の値であると判断した． 

 図-13において，同じdrにおけるCnに着目すると，繰

返し載荷後にはCnが増加していることがわかる．この結

果は繰返し載荷前後でのGmaxの増加と符合している．以

上の結果は，e の増加のみでは説明できないような土の

微視的構造の変化による Gmax の増加メカニズムを配位

数の変化によって解釈できる可能性を示唆している．し

かし，実際には本解析では対象外となった 2mm 以上の

土粒子においても繰返し載荷前後で Cn の増加は発生し

ていると考えられ，これによって堆積構造全体の安定性

が向上することでGmaxが増加している可能性がある．今

後はX線CTスキャンの撮影精度や解析手法についてよ

り詳細に検討を行い，広範囲な粒径に対するCnを算出す

る予定である． 

 

 

４．まとめ 

 

 本研究で得られた知見を以下にまとめる． 

1) 締固め度が小さいほど繰返し載荷に伴う体積変化

が大きくなった． 

2) 繰返し載荷後に行った降雨浸透を想定した浸水時

には体積圧縮（コラプス沈下）挙動は確認できなか

った．これは試験に用いた試料の粒子サイズが大き

いため，不飽和状態にある供試体のサクションが小

 1.0cm  1.0cm 

図-9 X線CTスキャンより得られた鉛直断面画像

a) 繰返し載荷前 b) 繰返し載荷後 図-12 画像解析手法の概念図 

図-13 配位数Cn ~ 換算粒子径dr関係
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さいことが要因と考えられる． 

3) X線CTスキャンから得られた配位数は繰返し載荷

前後で増加しており，せん断剛性率の増加傾向と整

合した． 

4) 3)の結果から，繰返し載荷に伴う土の微視的構造の

変化を表現するパラメーターとして配位数が有用

である可能性が示唆された． 

 今回の試験で使用した地盤材料よりも粒度分布が良い

地盤材料では，浸水時のサクション解放によるコラプス

沈下が発生する可能性がある．また，本研究で行った配

位数算出の解析は，細粒分が多い場合にはX線CTスキ

ャン画像から粒子の判読が困難となり，配位数を算出で

きない可能性がある．今後はより多くの地盤材料に対し

て実験を行い，データの蓄積からX線CTスキャンを用

いた検討の適用性や現場への適用を図る予定である．  
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STUDY ON CHANGE OF ELASTIC SHEAR MODULUS BY CYCLIC LOADING 
AND ITS MECHANISM OF BASE COURSE MATERIAL 

 

Shunzo KAWAJIRI, Takayuki KAWAGUCHI, Tsuyoshi TAKAYANAGI, 
Dai NAKAMURA and Satoshi YAMASHITA 

 

There is a possibility that the ballasted track occurs in the ballasted track of rail way. However, little is known 

about change of the elastic shear modulus by cyclic loading and its mechanism of the base course material. In 

this study, mechanism of change of the elastic shear modulus by cyclic loading and wetting-induced collapse 

behavior were evaluated by mean of cyclic traxial loading test, bender element test and X-ray CT scan. The 

test results show that although the volume strain was increased by cyclic loading, the collapse settlement was 

not observed. In the case of small void ratio, the trend of increasing elastic shear modulus by the cyclic loading 

can be evaluated by the coordination number from X-ray CT scan.
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