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砂質土地盤材料の微小ひずみ領域でのせん断弾性係数の測定と評価
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Measurement and Evaluation of Elastic Shear Modulus of Sandy Geomaterial
by
＊

Shunzo KAWAJIRI , Takayuki KAWAGUCHI

＊＊

and Satoru SHIBUYA

＊＊＊

A type of triaxial apparatus equipped with a micro porous membrane at the pedestal, together with a pair of bender elements (BE) at both ends of the specimen has been newly developed for measuring the elastic shear modulus,
G of soil specimen with the suction, s, as well as the mean net stress, pnet. A series of triaxial BE test on Toyoura sand
was carried out. The effects of suction and mean net stress on the G-value are manifested in a manner that the relationship of normalized shear modulus ,G/f (e) (n.b., f (e) : void ratio function) against (pnet+s) or (σv,net +s)・(σh,net +s)
is unaffected by the magnitudes of suction.
Key words : Saturated and unsaturated geomaterial, Elastic shear modulus, Bender element

1 緒

言

から試験に用いた地盤材料の飽和・不飽和状態かつ様々

近年，記録的な豪雨によって不飽和状態にある補強盛
土内の飽和度が上昇し，盛土全体の強度・剛性が低下す
1)

ることで崩壊に至る事例が報告されている．また，兵庫
県南部地震や新潟県中越地震では地震前後の降雨によっ

な応力状態での G を統一的に表現しうる応力パラメータ
について検討している．

2 試 験 装 置
Fig. 1 は本研究で使用した三軸試験装置の概要である．

て高含水比状態にある土構造物に多くの被害が生じてお

供試体サイズは，礫材等も含んだ不飽和状態にある盛土

り，これらは地震および降雨の複合災害であるとする報

材料を対象としているため，直径 10cm，高さ 20cm とし

2), 3)

告もある． 以上のことから，不飽和状態にある土構造

た．載荷装置には高精度デジタルサーボモーターが取り付

物の降雨および地震時の崩壊メカニズムを解明すること

けられている．このモーターには所定の載荷速度を得るた

は急務である．

めに，減速機が取り付けられており，ボールスプラインネ

以上のような背景から近年，通常は不飽和状態にある

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

盛土や自然堆積地盤の現状評価のために PS 検層や表面波

向の上下運動に転換している．また，モーターの回転数，

4)〜 7)
探査などの弾性波探査を実施する事例が増えている．

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

弾性波探査から得られる S 波速度 (VS) と密度検層や RI

プキャップの変位と一致することを確認している．一般

試験より得ることができる湿潤密度 ρ t から微小ひずみ領

に，不飽和土の試験は長時間を要するため，ラテックス

域におけるせん断弾性係数 G (= ρ t・(VS) )の分布を得る

製のメンブレンを用いると，セル水中に溶け込んだ空気

ことができる．地盤の変形予測解析や地震応答解析にお

がメンブレンを透過し，排水量を正確に測定できなくな

2

−3

いては 10 % 以下程度の微小ひずみ領域で得られるせん

る場合がある．そこで本試験システムでは，空気の進入

断弾性係数 G やヤング率 E が必要となり，これらの変形

に対する耐久時間を確保するために，三軸セルに接続さ

係数の値が解析精度を左右することから，正確な評価が

れた小型セルを介してセル圧を供給することとした．ペ

必要である．しかし，不飽和土の微小ひずみ領域におけ

デスタルには不飽和土における試験時間の短縮を図るた

る変形係数に関する研究例は少ないのが現状であり，サ

めに注目され始めている微細多孔質膜をポーラスストー

クション，密度，拘束圧などの影響を評価する必要がある．

ンに貼り付けている．なお，微細多孔質膜の経路とは別

そこで本研究では，不飽和土の水分状態・サクション

にポーラスメタルの経路があるため，この経路を用いる

が微小ひずみ領域での変形係数などに与える影響を明ら

ことで供試体への通水を迅速にできる．また，供試体内

かにすることを目的として，ベンダーエレメント（以下，

の間隙空気圧 ua と間隙水圧 uw を独立に制御することが

BE とする）を装着した不飽和土用三軸試験装置を用い

可能であり，任意のサクション (s = ua − uw) を供試体に

て，サクションと載荷応力が異なる条件下で砂質土地盤

与えることができる．

材料のせん断弾性係数 G を計測した．そして，その結果
†
＊
＊＊
＊＊＊

不飽和土の場合，（供試体の体積変化）≠（排水量）と
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Fig. 1 Traxial type apparatus.

なるため，供試体全体の体積変化を測定する目的で二重
セル型の三軸試験装置が多用されている．しかし，二重
セルを用いる場合，精度の良い測定を行うためには内セ
ルの飽和化などの熟練した技術や水の表面張力による影
響，微差圧変換機の選定など，多くの問題を抱えている．
そこで，本試験システムでは非接触型変位計を用いて，
供試体の側方変位を直接測定し，その結果を用いて体積
変化の算出を試みている．
Fig. 2 は具体的な測定システムを示したものである．
平滑なステンレス製ターゲットに対して鉛直に針を取り
付け，これをメンブレンを通過して供試体に差し込むこ
とによってターゲットと変位計測定面の平行性を確保し
ている．また，ゴム片をターゲットと供試体との間に挿
入することにより，メンブレン内に進入する針の長さを

Fig. 2 Lateral displacement measurement system.

常に一定にし，メンブレンとゴム片を瞬間接着剤にて接
着させることで止水の役割を果たしている．測定箇所は
供試体高さのほぼ中央とし，直径方向に対極な 2 箇所で
側方変形を測定している．
せん断弾性係数 G の測定は BE を用いた．試験装置の
トップキャップおよびペデスタルに BE を設置している．
BE は，土中の弾性波速度測定を目的として使用する 2
枚の圧電セラミックを張り合わせたバイモルフ型振動子
の呼称であり，一般的には片持ち梁にした送・受信用の
8)
BE は電圧を加
一対の BE を用いることで VS を測定する．

えると変形（送信用 BE）し，逆に強制的に変形させると
電圧を生じる（受信用 BE）性質がある．送信用 BE への
電圧波形供給にはファンクションシンジェネレータ，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．オシロスコープに表示された電圧信号は USB ディスク
に記録した後にパソコンを用いて伝播時間の同定を行っ
た．BE 試験におけるせん断弾性波速度 VS は次式によっ
て求めた．

(1)
ここで，せん断弾性波の伝播距離 L は送・受信一対の
9)
また，伝
BE における先端間の距離 (tip-to-tip) とした．

播時間 Δ t はせん断弾性波の送・受信に伴う BE の初動
の向きが本来一致すべきこと 10)や，周波数や波形の異な
る送信波によって得られた受信波形から near-field-effect
などを考慮し，せん断弾性波の送・受信が開始する時点
の差 (start-to-start)11)とした．

3 供試体および試験条件
試験に用いた試料は豊浦砂 (ρd = 2.635g/cm3, emax =
0.968, emin = 0.628) であり，直径 10cm，高さ 21cm の供
試体を単一ノズル空中落下法によって作製し，落下高さ
を変えることによって目標とした相対密度 Dr = 50% とし
た．なお，供試体の飽和化は脱気水を二日間通水させ，
拘束圧 σc = 125kPa，背圧 ub = 100kPa の状態で B 値が
0.96 以上であることを確認した後に試験を実施した．不
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Fig. 3 Stress path.

飽和供試体を用いた試験では，通水後 B 値が 0.96 以上

および不飽和透水試験に加圧膜法の適用を試みており，

であることを確認し，σc = 125kPa，間隙空気圧 ua = 間隙

セラミックディスクと比較して微細多孔質膜を用いるこ

水圧 uw = 100kPa を与えた．その後，uw を変化させるこ

とで試験時間を大幅に短縮できるとの共通の結論を得て

とで任意のサクション (s = 50kPa, 10kPa, 2kPa) を与えた

いる．そこで本研究では，まず微細多孔質膜を用いた保

（Fig. 3 参照）
．

水性試験を行い，本試験で用いた微細多孔質膜の性能に

本試験システムでは，載荷キャップに送信用 BE，ペ
デスタルに受信用 BE が装着されている．これにより，
送信用 BE により生じたせん断弾性波は鉛直方向に進行

ついて検証した．
保水性試験は Fig. 1 中の三軸セルを用いて行った．
Fig. 4 に示すようにペデスタルに直径 10cm，高さ 9.5cm

し，土粒子の振動方向は水平方向であるため，本試験で

のアクリル製の容器を設置し，所定の相対密度となるよ

得られるせん断弾性係数は Gvh に相当する．以降，本研

うに単一ノズル空中落下法で豊浦砂を容器内に投入した．

究での BE 試験により得られた飽和供試体のせん断弾性

その後，十分に時間をかけて脱気水を浸透させた．この

係数は Gsat，不飽和供試体のせん断弾性係数は Gunsat と

ときの ua は σc（セル圧内の空気圧）に相当する．その

する．Fig. 3 は供試体に与えた応力履歴を示したもので

後，ua = uw = 30kPa を与え，ua を一定として uw を制御

あり，鉛直有効応力 σ’v（もしくは鉛直基底応力 σ’v,net） =

することで所定のサクションを与えた．供試体の高さ変

50, 100, 200, 400kPa，応力比 K = 0.5 の各段階で飽和供

化は供試体上端の中央部付近にターゲットを設置し，非

試体では G sat，不飽和供試体では G unsat を測定した後，

接触型変位計によって計測した．なお，体積変化は供試

σ’v 一定条件の下で一旦等方応力状態 (K = 1.0) にし，その

体の直径を一定として計算した．本研究で使用した微細

応力点でも G を測定した．G を測定する各応力段階では，

多孔質膜の材質は親水性ポリエーテルスルホンで，直径

飽和供試体についてはその応力状態を約 10 分間保った

90mm，孔径 0.2μm，膜圧 145μm，空気侵入値（以下，

後，BE 試験を実施した．不飽和供試体については排水

A.E.V.）= 350kPa のものを用いた．また，微細多孔質膜

量が十分に落ち着いたことを確認した後に BE 試験を実

はゴム系シリコンを用いてポーラスストーンが装着され

施した．また，不飽和供試体に関しては基底応力 (σv,net =

ているペデスタルに貼り付けた．Fig. 5 は保水性試験か

σv−ua, σh,net = σh−ua, σc,net = ρc−ua, pnet = ((σv + 2σh)/3−ua =

ら得られた水分特性曲線である．得られた水分特性曲線

p−ua) を用いて試験結果を整理している．

4 微細多孔質膜の検証
不飽和土の試験におけるサクションの制御・計測には，
セラミックディスクを用いるのが一般的である．しかし，
セラミックディスクの透水性が低いために長時間を要す
るのが現状である．そこで，Nishimura and Koseki12)は
微細多孔質膜を用いた保水性試験や一面せん断試験など
の試験結果を基に微細多孔質膜を用いた加圧膜法の有効
性について報告している．また，渡邊ら 13)は不飽和土の
液状化強度特性の把握に，Ishikawa et al.14)は三軸試験

Fig. 4 Soil-water characteristic curve measurement.
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Fig. 5 Soil-water characteristic curve.

Fig. 6 Relationship between p’ or pnet and e/e0 .

については供試体の A.E.V.がこれまでの研究成果（例え

不飽和土の微小ひずみ領域での G を表現するのに適して

ば文献 15)）と比較して，水分特性曲線の全体的な傾向に

いると結論付けている．そこで，これまでの報告とは異

大きな差異は無いと判断できる．また，セラミックディス

なる軸対称応力状態およびサクション一定状態で平均基

クを用いれば試験終了までに 3 週間〜 1 ヶ月程度の期間

底応力 pnet を増加させた応力経路である本試験結果にお

を必要とするのに対し，微細多孔質膜を用いた本試験で

ける，上述の応力パラメータの有効性について検討した．

は約 1 〜 2 日程度で試験を終了できるため，試験時間の
大幅な短縮が可能である．

Fig. 7 は Fig. 3 の応力経路に示した各サクションを一
定に保ち，pnet を段階的に載荷させた際の e ~ ln (pnet + s)

5 試験結果および考察
5・1 圧縮特性

和供試体の結果も示している．この結果から，これまで

Fig. 6 は各 p’および pnet での間隙比 e を p’ = pnet =

の研究とは異なる応力経路である本試験結果においても

25kPa での載荷初期間隙比 e0 で除した間隙比変化割合

G と (pnet +s) は良い対応関係にあることが推察される．

e/e0 と p’および pnet の関係を示している．この図より，s =

関係と e ~ lnG 関係を比較したものである．図中には，飽

飽和もしくは乾燥状態における地盤材料の微小ひずみ

50kPa が最も圧縮性が低く，飽和供試体が最も圧縮性が

領域でのせん断弾性係数は，間隙比と有効応力をパラ

高く，サクションが大きい状態では圧縮性が低くなる傾

メータとした次式のような経験式 17)で表現されることが

向にある．この結果は，サクションの増加によって土粒

多い．

子間の接点力が増大し，剛性が増加したためと解釈する
ことができる．

(2)
ここで，Svh は実験定数，f (e)は間隙比関数，p’は平均有

5・2 せん断弾性係数の測定結果と応力パラメータの
検討

効主応力，OCR は過圧密比であり，Pr は無次元化する
ための基準応力 (= 1kPa)，n および k は指数である．

筆者ら 16)は，過去に 1 次元変形状態にある物性の異な

間隙比関数は，一般に同一の応力条件下における e の

る 3 種類の不飽和状態の地盤材料に対して，基底鉛直応

違いを取り除くために用いられるが，Jamiolkowski et

力 σv,net(= σv − ua) 一定状態でサクションを増加させた際
の G の変化について考察している．実験結果から，e ~

al.18)は粘性土を用いた実験から適切な f (e)を選べば k ≒
0 となり，G は過圧密比 OCR によらずに表現できること

ln (σv,net + s)関係と e ~ lnG 関係は良く類似しており，両

を示している．また，BE 試験のようなせん断弾性波速度

者の関係には強い相関があることを報告している．すな

を測定した試験結果より，G はせん断弾性波が作用する

わち，基底応力にサクションを加えた応力パラメータが，

19)
面に垂直な応力には依存しないことが報告されている．

Fig. 7 Relationship among e, p’ or (pnet + s) and G.
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このことを理由に，せん断弾性波の進行方向ならびに振
動方向に作用する応力の影響をより明確にするため，次
式に示すような経験式 18)も提案されている．
(3)
ここで，nv，nh は指数である．本研究では，三軸試験
装置を用いているため，これまでに報告している 1 次元
変形状態では不明であった水平応力の影響を加味するた
め，式 (2)における応力パラメータについての検討も行っ
た．すなわち，不飽和供試体における G の経験式として，
式 (4)および式 (5)の有効性について検討する．
(4)
(5)
また，f (e)については Shibuya and Tanaka20)が提案し
た次式を用いた．
(6)

Fig. 8 Relationship between p’ or (pnet + s) and G/f (e).

Fig. 8 は飽和供試体については平均有効応力 p’，不飽
和供試体については pnet+s に対する Gsat，Gunsat の変化を
比較したものである．図より，不飽和供試体の Gunsat は
応力パラメータとして pnet+s を用いることで，飽和供試
体における Gsat ~ p’関係とほぼ統一的に表現できることが
わかる．また，図中の n = 0.49 は，筆者らが物性の異な
る 3 種類の飽和および不飽和状態の地盤材料に対して実
施した 1 次元変形状態での BE 試験結果から得られた n =
16)
この試験では，応力比 K を
0.44 とほぼ同程度である．

0.5 と仮定して算出した平均基底応力 pnet = 2/3σv,net と
サクション s の和で表現した応力パラメータ (pnet + s) を
用いて整理している．さらに応力経路は，基底応力一定
でサクションを増加させており，今回の試験とは応力経
路が異なる．すなわち，式 (3)および式 (4)に示す経験式
で飽和・不飽和状態の地盤材料の G を表現する場合，応
力経路や地盤材料によらず，指数 n は 0.4 ~ 0.5 程度の
比較的狭い範囲を示すと考えられる．
次に，Fig. 9 は飽和供試体については σ’v・σ’h，不飽和

Fig. 9 Relationship between σ ’v・σ ’h or ( σv,net +s)・
(σh,net +s) and G/f (e).

供 試 体 については (σv,net +s)・(σh,net +s) に対 する Gsat，
Gunsat の変化を比較したものである．この結果において

性係数に対する σ’v と σv,net および σ’h と σh,net の依存度が

も，飽和・不飽和供試体の G を統一的に表現できている

異なる可能性もあることから，今後より広範囲な応力お

ことがわかる．さらに，式 (5)における nv および nh は，

よび応力比の状態で試験を実施する必要があると考えて

G に与える σ’v と (σv,net +s) および σ’h と (σh,net +s) の依存

いる．

度を表す指数である．Gsat/f (e), Gunsat/f (e)~σ’v, (σv,net +s)

6 結

言

関 係 で は ， nv = 0.23 と な っ た ． ま た ， Gsat/f (e),

本文では，飽和・不飽和状態にある砂質土地盤材料の

Gunsat/f (e)~σ’h (σh,net +s) 関係では，nh = 0.24 となり，こ

微小ひずみ領域のせん断弾性係数を統一的に表現する応

の結果から G は σ’v と(σv,net +s) および σ’h と(σh,net +s)のど

力パラメータについて実験的に検討した．その結果，今

ちらかに強く依存しているという傾向は見られないと言え

回の試験に用いたような粒径が揃った砂質土地盤材料で

る．なお，Fig. 9 に示すように，すべて試験結果に対す

作製した不飽和供試体に対してサクション一定条件で

る nv と nh は 0.24 となった．

pnet を増加させた際の e ~ log G 関係は，本試験で与えた

以上の試験結果は，今回実施した試験の応力および応

サクションの範囲では e ~ log pnet 関係と良く対応してい

力比の範囲内では式 (4)および式 (5)のどちらかが適して

ることがわかった．この結果から，不飽和状態における

いるかは明確ではないものの，飽和・不飽和状態にある

豊浦砂の G unsat は応力パラメータとして p net +s および

地盤材料の G を統一的に表現するパラメータとして「基

(σv,net +s)・(σh,net +s)を用いることで，本研究で与えたサ

底応力 + サクション」が有効であることを示唆している．

クションの範囲内では飽和供試体における Gsat ~p’関係お

しかし，より広範囲な応力および応力比では，せん断弾

よび Gsat~σ’v・σ’h 関係をほぼ統一的に表現できることが確
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認された．以上のことから，不飽和状態にある砂質土地
盤材料では基底応力とサクションの和が飽和状態のせん
断弾性係数を支配する有効応力に相当する可能性が示唆

貴之，澁谷

啓＊

elements”, Soils and Foundations, Vol.49, No.4, pp.631-650
(2009).
9 ) G. Viggiani and J. H. Atkinson, “Interpretation of bender
element tests”, Geotechnique, Vol.45, No.1, pp.149-154 (1995).

された．
なお，豊浦砂とは異なる物理的性質を持つ一般的な地

10) J. Kuwano, K. Motoe and T. Uchida, “Measurements of

盤材料に対して同様の試験を実施することやサクション

shear wave velocity by means of bender elements in triaxial

の作用方法などに関して試験結果を蓄積して，本試験結

specimen” Proceedings of the 34th Japan National Conference

果から得られた応力パラメータの適用性について今後更
に検討していきたいと考えている．

on Geotechnical Engineering, pp.991-992 (1999).
11) T. Kawaguchi, M. Mitachi, S. Shibuya and Y. Sano,
“Evaluation of elastic shear modulus G in laboratory ben-

参

考

文

献

1 ) S. Shibuya, T. Kawaguchi and J. Chae, “Failure of reinforced
earth as attacked by typhoon No.23 in 2004”, Soils and
Foundations, Vol.47, No.1, pp.153-160 (2007).

der element test”, Journal of Geotechnical Engineering,
Vol.694, No.III-57, pp.195-207 (2001).
12) T. Nishimura and J. Koseki, “Pore pressure under
undrained condition for compacted unsaturated silty soil

2 ) T. Okimura, M. Futaki, A. Okamoto and M. Nambu,

having a low matric suction”, Proceedings of the 5th

“Investigation for relationship between damages to housh-

International Conference on Unsaturated Soils, pp.335-340

ing lots by the Hyogoken-nambu earthquake and various fac-

(2010) Balkema.

tors”, Journal of Geotechnical Engineering, Vol.623, No.III43, pp.259-270 (1999).
3 ) K. Sassa, H, Fukuoka, F. Wang and G. Wang, “Landslide
triggered by 2004 Niigata prefecture earthquake and the

13) Y. Watanabe, T. Sato, J. Koseki and T. Nishimura, “Cyclic
triaxial tests on saturated/unsaturated Inagi sand”, SEISAN
KENKYU, Vol.60, No.4 (2008) Institute of Industrial Science,
University of Tokyo.

sliding mechanism of the rapid landslides occurred within

14) T. Ishikawa, T. Tokoro and S. Miura, “Testing methods for

the past landslide masses”, Disaster Prevention Research

hydro-mechanical characteristics of unsaturated soils sub-

Institute Annuals, Vol.48, pp.1-20 (2005).

jected to one-dimensional freeze-thaw action”, Soils and

4 ) K. Hayashi and H. Suzuki, “Application of the two-dimen-

Foundations, Vol.36, No.4, pp.45-55 (1996).

sional surface-wave method to geotechnical investiga-

15) H. Abe, “Experimental study on the estimation of mechani-

tions”, Proceedings of the 38th Japan National Conference

cal properties for unsaturated soils”, Ph.D. dissertation,

on Geotechnical Engineering, pp.33-34 (2003) The Japanese
Geotechnical Society.

University of Tokyo (1994)
16) S. Kawajiri, S. Shibuya, S. Kato and T. Kawaguchi, “Effects

5 ) F. Nakayama, K. Hayashi and S. Ishida, “The application of

of matric suction on elastic shear modulus of three unsatu-

the surface wave method to the delineation of S-wave

rated soils”, Proceedings of the 5th International Conference on

velocity in embankment”, Proceedings of the 36th Japan
National Conference on Geotechnical Engineering, pp.143-144
(2001) The Japanese Geotechnical Society.
6 ) S. Shibuya, Y. Watabe, M. Tanaka, S. Yamashita, K. Hayashi

Unsaturated Soils, pp.271-275 (2010) Balkema.
17) B.O. Hardin and F. E. Richart Jr., “Elastic wave velocities in
granular soils”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations
Division, ASCE, Vol.89, No.SM1, pp.33-65 (1963).

and Y. Shoji, “Site investigation practice for conservation of

18) M. Jamiolkowski, R. Lancellotta and D. C. F. Lo Presti,

antiquities - a case of the leaning tower of Pisa”, Tsuchi to

“Remarks on the stiffness at small strains of six italian clays”,

kiso, Vol.52, No.6, pp.35-37 (2004).

Pre-failure Deformation of Geomaterials, Vol.2, pp.817-836

7 ) S. Kawajiri, S. Shibuya, T. Kawaguchi and N. Torii, “Evaluating

(1994) Balkema.

slope stability of a sand dune by in-situ surveys and labora-

19) S. K. Roesler, “Anisotropic shear modulus due to stress

tory tests”, Japanese Geotechnical Journal, Vol.4, No.3,

anisotropy”, Journal of the Geotechnical Engineering

pp.233-244 (2009).

Division., ASCE, Vol.105, No.GT7, pp.871-880 (1979).

8 ) S. Yamashita, T. Kawaguchi, Y. Nakata, T. Mikami, T.

20) S. Shibuya and H. Tanaka, “Estimate of elastic shear mod-

Fujiwara and S. Shibuya, “Interpretation of international

ulus of Holocene soil deposits”, Soils and Foundations,

parallel test on the measurement of Gmax using bender

Vol.36, No.4, pp.45-55 (1996).

