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新しいタイプの高剛性試験機による岩質材料の
－軸圧縮変形試験について＊

111本眺万＊＊渡嘉敷直彦＊寵＊
OIuUniaxialCompressionTestsofRock~IikeMaterials

UsingaNewTypeofHiｇｈＳｔｉｆｆＴもstingMachine
ToshikazuKAWAMOTDandNaohikoTOKASHIKI
Summary

InplanningofundergroundstTucturesstabilityanalysisofrockmasses
l巳quiresprecisepropertiesoffmcturedrocks・

InthispapeT，anexperimentalstudyofrocMikematerialsbyuniaxialcom‐
pressiontestsisplGselltedusinganewtypeofhighstifT1oadingmachine・Four
kindsofrockswereselected,namely,Oya-stone(greentuff),KobedtufEcement
mortarandmarblestonaThTeedifYerrentloadingprocedulCswereemployed，
i､e､，staticloading，incrememtaUycychcloadingandCyclicloadingmpost-failulC
regio、(seeFig.４)．

Themachineusedintheseexpe]imentshashighstifYT1essabout312ton/mm，
andiscapableofcontrollingeitherdefbrmationorloadofthespecimenby
mechanicalactionofthewedgesundersteelblocksinstalledinparallelwitha
specimen・ThisloadingmachineisverypracticalandefYicieJTttoobtaincomplete
stless-straincurveofgeologicmateTials、
MamresultsaTesummarizedasfbUows：

（１）Obtainedstress､straincurvesareresolvedmtofburcharacteTisticlcgions
duetotheprogressoffmcturing,namely,intact,crack,fracture,andnowreglons・
Thestramscorrespondingtoeachre8jonarerelatedtothestrength,orthefklblic
ofmaterials．

（２）Testsofillcrement811ycyCIicloadingshowthattheenvelopofunloadmg
andreloadmgcurveiscomcidentwiththestaticalloadingcurve．
（３）RelatimShipbetweenplasticstrainandtotalstrainonincremelltally
cyclicloadingaredistributedbyWeibuU，sprobability．

（４）FatigueⅡfbundercyclicloadinginpost-hnureregionareinfluenced
significantlybycrypto-damageduetoinitialloadingandappliedstressleveL
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順稿受付：1980年10月31Fｌ

＊木論文の－．部は材料学会,帆材料"にて発表済み
＊＊fijlr鼠大学工学部地盤工学教寵
＊＊＊琉球大学工学部土木工学科

4１

4２新しいタイプの高剛性試験機による岩闘材料の－軸圧縮変形試験について：川本・渡鶏搬

test，cyclicloadmg，completestress-straincurve，defbrmation，fatiguelife，ａ
test，cyclicloadmg，ＣＯmplete
progressivefhiluremodeL

1．はしがき

のjillL荷盤I1jlに供iijlC体と並列にＭＩ性文桃を設けて，脚ﾘﾔﾉｌｉ

をI断ぬるﾉﾉ法がある。本試験で)Ⅱいた試験機は，この
職近地下空ｌＷの多方面への利用が検討され．また地

方法により剛性を閏めることにした。この試験機と供

下構造物の大鯏化が進められている。このような岩鮒
繊進物の鰯削施工時の周辺岩盤の安全･＃|;や，広範な荷
jⅡ条件下の地1f柵遺物の撰定ｾliを計ることが大きな問

II
ｕ

題となっている。この｣llr谷，掘削１１$の空ilTiUii辺勝盤の

Lノ

ﾉﾉHWl9験助や，Ｎｌ々のｨMim〔状態に対する地下flIi進物)`Ｍ
ｊｕＶ+雛のﾌﾟﾉｻﾞ的鵬鋤をlﾘlらかにする必撰がある。鯛１１

のﾉjザ:的雅1Hllは，」f}樅を櫛成するMiｲ｢のﾉﾉﾘjA的特ﾔｌｉに

ｐｅｃｌｍｅｎ

大きく彼ｲﾘ:していらと必えら川jllJr柵進物の淡疋111
を解析するためには，強腿破jii1後の糊ｲ｢の挙動を知る

！

ことが璽要である。

岩ｊｆハセメントモルタル、コンクリートなどの岩IDI

材料は，一定変形速度状態で圧縮されると，強皮破壊
点後除々に耐荷､iを減じながら変形が噸大することか
明らかになってきた。このような岩憧材料の変形，破
壊特性を明らかにするために，変形速度制御が可能な
ｌ）－７）

lWI性の高い試験機が開発ざれ試験に供されている。
箸者らは，池下榊造物の喪定性を解析するのに必嬰
な韮礎的資料を得るために，２，３の岩IKi材料を用い
て一櫛I圧jNii試験を｛了った。本研究ではＯ７Ｉｉ来の剛性試
験機に〃jいられているiMiMI機織と異った，機械的lM11jlI

機械を採用した時剛性一鯛１１圧縮&ﾊﾟ験機を試作した。以
下に・試験機の試作と試験結果についで蝿梼する。

ofatestingframe，ａｓｐｅｃｉｍｅｎ１

ｓＬｉｆｆｃｏｌｕｍｎｓＫｓ４ｍｄａｌｏａｄｃｅｌｌ
ＫＥ．

試体の系のモデルをFig.１に,J《す。供拭体と1A:ﾀﾞﾘのlAIリ
怖要;1巻（ロードセル)をＫ9,611i列な、婆梁（ＩｈｌＷｌｉ文+i{）

をＫｓとすれば，試験機全休の1馴付ＨＫは次式で与ら》しる．

Ｋ＝－KＩニードゼー

２．剛性圧綱斌験機の試作

（Ｋ２＋Ｋｓ）

２．１試験機の剛性

塒ｨ｢のようなぜい怖材料の嶮峻破鯛I11j後の挙動，す

なわち，充全な応ｿＪ－ひずみ１１１１級を１１)るためには，供
試体の急激な破壊をIMI御することが必要である。供試

体の強度破製後の挙助は、試験機と供試体の系の挙動
と考えられる。試験機全体の剛性をＫ，供試体の荷璽
一変形曲線の強慶破壊点後のこう配をｂとすると，供

試体が急激な破壊を起さない安定な条件は次式で表わ

きれる？

Ｋ＋A＞Ｏ

Ｆｉｇ．１AmudeloIasystemcomposed

（１）

(1)式から明らかなように．供試体の急激な破壊を制
御するためには．試験機全体の剛性をi1ljめなければな
らない。試験機の剛性を高める方法の一つに，試験機

ｑ０．

（２）

なお，，;1験機の，１１t荷うし…ムに作川するｲIliIIは，’lf

11I｢'１１一定であるので，このｲﾋﾞi噸による剛ﾔｌｉの膨騨を好

噸する必饗はない`，

騏拭験でＩI州た試験機は，Ｋ９＝6.45X1WMI／nmm，
Ks＝6.O5x105k9／Mmであり．(2)式より試験機全休の
剛性は、Ｋ＝3.12×10519／u加鳳である。
２．２試作の方針

岩衝材料の応力一ひずみ１１１１線は，試験機の剛性とと
もに供試体の変形速撰の影ＩＭＩを,麩ける。したがって，
戦JlMr時の変形速度をできるだけ正確にIjll御する必饗が
ある。iIll圧・サーボiljll御方式は，供試体の破壊時にお
ける汕IJiの暁|H1的な微小制御がI御難であり，１１１１のlﾋﾞｷﾞiii
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1？１１によるIIIliﾔ'1の低下などに雛.１１１がある。本研究では、

4３

本試験機は鋼製の剛性支桃を供試体と並列に配置して

機械的Iill御機櫛により，ljli0ij(体の変形速度をMill御する

1mⅢ性を高め，機械的ﾙﾘ御により文牲闘冬を微小制御し

ことにした。

て供試体の急激な破壊を防ぎ，岩石供試体の強度破壊

ざらに試験機の減作にあたり，つぎの点に制怠した。

後の変形および破壊特性を得ようとするものである。

（ｉ）比較的寸法の大きい岩お供試体の剛性試験がで

きるように，試験機のilijt荷容趾を大きくすること，ま
た戦術フレームの剛性を高くすること，（Ⅱ）前述の
ように試験機全体の剛性を高めるため．供拭体と嵐ダリ

に配麓されるロー|`セルの胴朧を太くすること，（iii）
各擁の変形速度で試験ができるように，可変速度制御

が可能であること!（iv）極々のjlitjlNr条件に対応できる
ように．戦術・除荷の繰り返しが嵐ItIに行えること，

また繰り返し時の｣角限，下限の設定が変位，荷璽のい

ずれでも可能なこと,（Ｖ）変形速度制御による三輪圧

縮試験が可能なように，三軸圧力カセルを容易に装藩
できる構造とする。
２．３試験機の制御機構と仕様

前述の方針に基づいて試験機を試作した。同じタイ

プの剛性試験機が，コンクリート栂遺物の終局耐力を
明らかにする目的で谷川'0〕らによって開発きれてい

るが，本試験機はきらに改良を加えたものである。試
験機本体，制御装置および油圧ユニットの外観をFig.

Ｆｉｇ．２ＡｎｅｗｔｙｐｅｏｆＭｇｈｓｔｉｆｆｔｅｓｔｉｎｇ

２に示す。本試験機は変形速度制御および荷重速度制

御が可能であり，その制御システムをFig.３に示す。
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新しいタイプのHAIi剛性試験機による岩質材料の一軸圧縮変形試験について：川本・波溌蚊

2.3.1変形速度制御機樹

ンジ１Ｖ／フルスケールであり，また変形出力電圧は

Fig.３に刀司~ように，油圧で作動する加圧ラムにより

0.6Ｖ／６jmmで。いずれも外部記録か可能である。ラ

剛性支柱に一定荷重を加えたあと，支柱下部に配置し

ム駆動Ⅲilil圧ユニットはプランジャーポンプを用いて

た鋼クサピを水平方向に微動させ，支柱を下方へ移動

おI〕，職人吐出力200k9／、.]吐出蓮１．５０／ｍｉｎであ

して供試体に荷愈を加える。クサビの移動は，減速機

る。

付きプリントモータ（安川電機製,0.2KW;以下,P.Ｍ、

と略記）を用いた。このＰＭ・は直流サーボモータで反

3．実験の方法

復負荷が可能である。Ｐ.Ｍ・の制御は,可変速度制御お
；￣

よび荷重速慶制御が可能でiIii荷プログラムカ『設定でき

３．１岩石供試体

る制御盤（森田鐡工所製）を用いた。クサピの移動に

組織榊造の異った岩質材料の完全な膳カーひずみ曲

ともなう供試体の変形速皮は，上下111i荷盤MHに識通し

線の性状を求めるために，つぎのような岩石供試体を

た２個の麓､11トランス（森111鍛工所製;以下,、Ｔ､Ｆ、

Ⅲいた。すなわち，粒子の粗い神戸層凝灰岩（１９１１戸市

と略記）の出ﾌﾞﾘの平均111と，あらあじめ般定した裟形

![水区名谷藤),大理石，大谷石（多孔質凝灰岩）およ

遮腿に対応する出力がliil-になるように．ＰＩ械分ｕ１

びモルタルの４種剛とした。大理石はかなり細粒であ

路方式で制御される｡なお，本試験機の変形速度fMlijll

り，神戸1iii織灰岩の城大粒形は約１，鯛程度である。モ

は，上下祇荷板'111の距離の変化によって行っている力《

ルタルは蝋iIli標準砂と普通ポルトランドセメントを用

供試体自体のひずみを検出できるようにすれば，ひず

い，水：セメント：砂＝0.65：ｌＩ２の垂獄配合比で

み速度制御も可能である。

つくられた。供試体の形状は直径５cm，高さ10ｃｍの円
柱形とし、大理石については定荷重救荷試験において

2.3.2荷函速度制御槻機

直径３cm，高さ６cmとした。供試体端面の平坦度およ

変形速度制御の蝿合と同様に，ラムにより剛性支柱

び平行度は0.05mmの繍度になるよう蝿形した。

に荷重を加えたあと，支柱を下方へ移動して供試体に
荷璽を加える。この場合支柱の移動速度は，ラムと上

なお，供試体は試料採取後，自然乾燥状態で試験を
行った。

jIUi荷盤間に設置したロードセル（東京測器製；以下，
ＬＣ.と略記）によって検出きれる荷璽出力と，設定荷

璽速度が同じになるように制御きれる。
なお，いずれの制御においても支柱に加える１ir遮は，
戦荷中一定である。
2.3.3試験機の仕橡

本試験機の主な仕様を示すと，つぎの通りである。
試験機の駁大容量はl00tonであり，Ｌ､Ｃ・の計illﾘ梢閲よ
±１％である｡職荷盤'１１１の変形速度は0.01～1,鰯／min

であり，この範MIIで迩続的に変えることができる。、．
Ｔ､Ｆ,の変位ストロークは鮫大５噸であり，変位の計
測精度は±１％である。供試体の般大寸法は直径１５０
…高さ510画である。上下載荷盤の直径は220ｍｍであ

り，上戟荷板には球座が取付けられている。また下戦
荷盤は供試体のセットが可能なように満さ可変装詮が
ついており，高さ調節量は鰻大10mmである。上下戦荷

盤間の距離はラムストロークと剛性支柱の関係から，
最大530函，最小200画である。直流サーボモータ制御
盤は20050,100to仇の３レンジで荷重計ilMが行われる。
変位計測範囲は０～６ｍである。荷重出力慰圧は各し

３．２戟荷方法および測定方法

極々の荷重条件下で岩石の変形や破壊挙動を調べる
ために，Fig.４に示す戦荷方法により試験を行った。
各戦荷方法を税明するとつぎの通りである。
（１）静的職荷試験：変形速度を0.1噸／ｍｉｎとして
単調に職荷を行い，強度破域点を越した後も同じ

変形迎度を保ち，塑性変形をおこして耐荷力を失
うまで試験を続ける｡(Fig.４（ａ)）
（２）漸増繰り返し職iMi試験：(1)の試験の任意のひず
みの点から除荷を行い、荷重0.5tonで再び救荷を
する。このような戦荷，除荷を任意のひずみ間か
くで繰り返す。変形速度は0.1mm／minとする。
（Fig.４（ｂ)）

（３）定荷重繰り返し戦荷試験：(1)の試験の強腱破壇
点後の応力一ひずみ領域において，任意の２つの
応力レベル間で救荷，除jiMiを繰り返す。変形速度
は0.24画／ｍinとし，初期戟荷時および繰り返し
紋荷時ともに一定とする.(Fig.４（ｃ)）
戟荷速腿の制御は，上下戦荷盤間の距離の変化によ
って行った。変形ｉｔの測定は，上下戦荷板間に設けた
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２｛１mのＤＴ.Ｆ・を用い，これらの111力のiIIl4j｛jI1をｌ1.111Ｉ

破域挙動を比較するために，Fig.５の応力，ひずみを

した。荷璽の測定は，ラムと上繊荷雛lIllに識iilKしたＬ、

鹸皮破域点の応力グ“，ひずみ巳Csで無次元化し，相対

c・を用いた。変形髄および荷重の#{１１定価は，Iljll御Nk

応カーキⅡ対ひずみの関係としてFig.６に示す。１１N線は

1にデジタル表示されると同時に．Ｘ､Ｙレコーダに人

いずれも供試体内の潜在クラックが閉合する領域を越

力しして荷虹一変形'''1線としてﾋﾞ|記記録した。

すと変形がｳⅢ性的に挙動し，強度破壇点に近づくにし
たかってIHI線の勾配が綾かとなる。強度破壊点を過ぎ
ると，しばらく綴かに応力が低下し供試体表面に分離

Ｃ

が現われ，ひずみの轍大に伴って釣荷遮が急速に低下

する。供試体表而の分麟がほぼ終わると，ひずみのみ

い）

が急期するようになる。
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上述の変形・破壊挙動を定住的に把握するために，

Fig.７に岩石のぜい性圧縮破壊過程を，つぎのよう
な領域に分けて定義する。ｉｎtact領域；供試体が弾性
的に挙動する領域，crack領域;供試体内部にクラッ

4．賦験結果とその考察

ク，分離面が発生するが，まだ供試体表面に分離が見
られない領域，fracture領域;供試体の内部および表

４．１静的戟荷試験

面に分離が生ずる領壌flow領域;供試体の分離がほ

試験に用いた各岩石の完全な応力一ひずみ''1'線を

ぼ終り，ひずみが急速に蝋大する領域，failur巳領域：

Fig.５に示す。また，組織構造の異った岩繩の変形，

供試体内部にクラックが発生し，内部に破壊が始る時

4６新しいタイプの高剛性試験機による岩質材料の一軸圧縮変形試験について：川本,渡辮撤
ワ
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[()urroCk-likemllterials．

⑪［brittlefailureprocessesinrock．

点から後のiMi域屯⑩｢ack・Irmcturc.Ⅱ⑥ｗ領域である。

／ぴＣｓの他は組成粒子の大小に影響され，組成粒

これらの領域の姉点に対鱈する応力，ひずみをそれぞオム

子の細かいほどEd／ＳＣＳは小きくなり，またOu／

｡i，Ｅｉ．｡｡。Ｅd，い，Ｅ，とする。これらの定義に

び鴎は大きくなる。

基づいて各岩石の試験結果を雛理すると，Ｔａｂｌｅｌの

(4)ｆｌｏｗ領域の始点におけるＥ【／ECSおよびor/OCS
の他は，岩ｲｺﾞの組成粒子の大小に大きく彩瀞され

ようになる。喪中の値はそれぞれ平均値を示しており，
〈）の値は変動係数である。これらの結果より，つ

る。

ぎの点が明らかとなった。

（１）強度破製点におけるひずみecsは，各岩石によ

４．２漸増繰り返し載荷試験

って大きく相途している。各岩石のECSは，破壊
強庇，ヤング係数，あるいは組成粒子の大小との

4.2.1応力一ひずみ曲線

漸墹繰り返し戦荷による曲線の一例として，粒子の

１Ｍに，相関関係は認められなかった。

*IIL､神戸lii樋灰岩の晦力一ひずみIlil線をFig.８にｊ(す。

（２）crack領域の始点におけるｅｉ／ECS,およびｏｉ／
dcsの値はECSの値と関係があり．ＥＣＳが大きくな
るとＢｉ／ecsおよびｏｉ／dcsは大きくなる。
（３）fracture瓠域の始点におけるＧｄ／ECSおよりUＵｈｌ

応力およびひずみは，DCSおよびｅｃ５で正規化してい
る。阿図に静的戦荷時の応力一ひずみⅢI線をrKねて点

線で示してあり，Fig.８よりつぎの点がlUlらかとなっ
た。すなわち，繰り返し戦術によってｲl【られる応力一
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DefoTmationalbehavio肱ofkobe-

tuffunderLheincrementallycyclic
loadingofuniaxia］compression．

Ｆｉｇ．９

Definitionsofsymbo]somthe

incrementaIlycyclicloadｉｎｇ
ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ．

ひずみ'''1線の幽絡線と，１Wb的liRlliによる'111線はほぼ一
致しており,徽墹繰り返し１ｌｘ付状態が応力一ひずみ１１４１
係に及ぼす彩馴iが小さいことを>J〈している。fracture

ぼweibuⅡ分布で近似される二とがわかった。

航域では、ひずみの墹大に111.って戯荷iKが低下し，ill

IijMli11ｻｸﾞ)1111復強Ml1かしだいに減少する”また，このlill

4.2.3再戟荷時の変形係数の推移

復強峻は，繰り返しによる職ｲWi1lll線と除櫛llll線の交点

瀬附繰り返し戦術による強艇破壊点後の再戟荷時の
変形係数Et，強腰破壊点における変形係数Ｅｐ，および

(〔Ｆｏｍｍ〔Ｄｎｐ()in[）とほぼ一致する。

初期接線変形係数ECを，Fig､９のように定義する。ま
４．２．２全ひずみと塑性ひずみの関係

た。Fig.11に，変形係数比Et／ＥＣと応力レベルワt／
ひ鴎の関係を示す。Fig.１１から明らかなように，各岩

FiR､９に漸墹繰り堪しIiR術時ｸﾞ)各点のひずみを定§lib

舟iの強度破壊後の変形係数は．応力レベルｄｔ／ひＣｓ

する．また，繰りjZし牧術による除櫛0kの全ひずみＥｔ
と，W1fliひずみＥｐの関係を．Fig.１０に）】（す⑮いま．満

変形係数とひずみレベル巳t／ECSとの間には，何ら相

ｲi供試体を無数の要素からなる朧造系と考え，櫛成要

関関係は認められなかった。

素の限界ひずみかある確率密度分布を有しているもの

とすると，ごp／ＥＣＳは．ひずみレベル８tを確率愚とす
るWeibulI分布11）によ'入つぎのように表わされる。
ｐ

ｘ

〃ＩＩ１ＩＬ

ｌ

ｅ

・ｌ

ＣＣＳ

ｒＩＩＩＩＬ

Ｆ●Ｔ－０

酢一醒

ＢＰ

にt／巳Cs）、
□

}］

(3)

ここで．び，ｍはそれぞれSCaleparamGtCr（N
MI{\数)．およびshapeparnm⑧ter（形状IU数)である。

また・範＝ＳＬ／EC丹を変職としてW1性ひずみの累横分
布Ｆ(元）＝Ep／αを表わすと、つぎのようになる。
Ｆ(ｴ)＝l-eXp（１－汀、／の（４）
（月）式および(4)式についてFig.１０の関係を検討する
と，ひずみレベルの初期、およびflow領域を除いてば

との間にほぼ直線関係が見られる。しかし，これらの

ここで，全変形領域における再戦荷時の変形係数の

推移を，つぎのように考える。強度破壊点以前の変形
係数は，ＥＣよりやや大きくなり，Ｅｔを強度破壊点以
前の変形領域で一定と仮定すると，つぎのように表わ
される。

皿＝ｕＥｏ

にt／ＣＣＳ言1.0）（５）

強度破壊点後の変形領域では，Ｅｔ／ＥＯは応力レペ

ルヮt／此sの関数として，次式で表現される。
Et／EC＝b＋ｃ(グt／、S）にt／CCS＞1.0)(6)
ここで，強度破壊点以前の変形領域における変形係
数ＥＣが，強度破壊点の変形係数Ｅｐに等しいと仮定す

4８新しいタイプの高剛性試験機による岩質材料の－軸圧縮変形試験について：Ⅱ1本・渡熟敞
4.2.4エネルギーとひずみの関係

１．５

Fig.１２に示すように，漸墹繰り返し繊荷によって除

荷時までに供試休にjlIllえられた全エネルギーEgtは，

綱嶋エネルギーEgi，および弾性回復エネルギーＥｇＴ

1.0

■Ｕ可「＠℃

に分けて縁えられる。これらのエネルギー・ひずみ関

係が，Ｅg／Ｅｇｏ－Ｅ／eCSllH線としてFig.１２に示され

０．日

ている。エネルギー、およびひずみは，強度破壊点の
ひずみＥＣＳと，この点までの全エネルギーＥｇｐでそれ
ＯＬ｡

ＯＢ

Ｕ･p

３０

1.5

EM2CO

Ｆｉｇ．１０

ぞれ正規化している。

Egtは，供試体表面に分離が発生するまでは急速に

Relatiomshipbetweenplasticst-

槽えられるが，以後供試体の剛`性が低下するにつれて，

ramandtotalstrainforfour

その噸加辮が')､さくなる。Egrは、強度破壊点以後!Ｌ

rock-Iikematerialsunderthe

下し，（jlt拭休がf】(１Ｗ領域に入るとＩ！(性ljjl後がなくな

incremGntallycyclicloadjngof

る③これらの'''１級は．岩Trによって多少異っており’
料ｲ(のjU1織、柵迩の不均lim1l;にljUiillがあるものとぢ゛え

unimxialcompre5sion．

られる．

jMWli変形にiilI費されるＩ川脇エネルギーEgiは，いず
Ｌ4

れの岩打の場合も供試体表imiに分離が始まると急期す

1,2

1.0

■

Ｃｕ」Ｐｕ

６

ｏ

８

ｏ

。､４

０２

００

1.0

fiiLr=雪ﾐ彗三,U二m＝
、巧

Ｏ５０

０堂５

００

ｍｌＤＴ■

Ｆｉｇ．１１RelationshipbetweenYoung`ｓ
ｍｏｄｕｌｕｓａｎｄｓｔｒｅｓｓｆｏｒｆｏｕｒ

る。これは，ひずみの斯大にともない１岩石内部の累
徽批傷が強度破壊後に急速に聴力Ⅱすることを示してい
る。

４．３定荷重繰り返し載荷賦験

Fig.１４に狼すように，本試験はまず，一定変形速度

で強度破壊点の応力びCsを越すまで静的載荷試験を行
い，征懲の応力ぴrに達したとき除術を行う。このあと
繰り返し戦術試験の上IIBL応力｡uまで達すると，練I)返

し戦術試験を始める。艇初の除荷・戦術を､＝１とし，
｡uに連せずに破壊した蝋後の戦荷時の、を、(とする。

ｒｏｃｋ－likematerialsunderthe

cyc]icloadingo［ｕｎｉａｘｉａ］ＣＯmpressioninpost-failureregio､．

TablelICoefficients（〕ffourrock-like
materialsf0rthcrelationbetween

stressandYoung'smodulusunder

theimcrementallycyclic］oading．

ると０(5)式および(6)式は，つぎのように表わされる。

1．２５４

()，１７１

ＬＤ８３

Ma『b】｡｜'･257

０Ｊ１５【ｉ

１．１０１

Oya.S上〔ｍｅ

１．１２９

0．３９１

０．７３８

MoTtar

１．(ｌｆｌ３

０．１４４

0－９３９

－１

ｐ６－８４－３

可

Ｃ

■ｌＬｌ

本実験で得られた各岩石供試体の実験定数albおよ
びｃを示すと，Table、のようである。

KDbe･上

I）

桴騰胴応

ここに，Ｅｐ＝(Ｅｔ)Et/Ccs-Loである。

ａ
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1．５
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配唾配

Ｉ｡

ごノごc８

呵函巧

０．００．５

０９

Figl2Correlationbetweentotal(workdone)energy,elastjcenergyand

0．００．２０．４０．６０．８ＩＯ

totalstrainforfourrock-ljke

ｎｍｆ

materialsundertheincrementally
cyclicloadiHgofuniaxialcomp-

０

ression．

ｏ

５

４

ｏ

４．３．１ひずみの推移

８

いて縁察する。

二Ｗ０準⑰ご｛ｌｗ０巨凹》

とする。上述の定義にもとずいて，定赫重繰り返し戦
術試験による大理石のひずみの推移と，疲労寿命につ

Ｃ

この破壊時の繰り返し数をＮｆとし０１．９Ｎ｢を疲労寿命

０２

Fig.13(a)に，定荷寵繰り返しillt荷試験の_上限応力
｡uにおけるひずみレベル‘／CCSと，繰り返し数､/､「

の関係をｉ強度破壊後の除櫛開始時の応力レベルＵｒ

０．０

０．２

００４０．６０.ＢＬＯ

(、－１)（ｎｆ－ＩＩ

／dcsについて示している。ｎ回目の除荷開始時にお
けるひずみC､.および繰り返し数､を，強度破壊点にお
けるひずみECSと鰻大繰り返し数､fでそれぞれ正規
化している。これらのひずみの推移''１１線は，繰り返し

Ｆｉｇ．１３Behaviorsoffailedmarblestone
undercyclicloadinginpostfailureregion：(a）relative烏train

数m／nIが約0.7より大きくなると，ひずみの湘加輪：

vsfatigueliferatio：(b)damage

iii大して供試体が破壊に至る傾向を示している｡また，

vsaccumuIativenumberratio

｡「／匪爵が小さいほど，すなわち強度破壊後の繰り返

ofloadingcycleS．

しililiiMTの開始が遅いほど，同じ､／、（に対するひずみ

が火となっている。これは，体試体内部の狐傷が進行

するほど，繰り返しjMi荷の各段階におけるひずみが大
きくなることを示している。

Fig.13(b)は，楓|澱度12)（En-El）／(ＥｎＩ－ｇｌ)と，

ぴ蛾初の繰り返し鱗荷開始時の上限応カワuに対応す
るひずみを表わす。ひずみ増加比率で示される損傷度
にｎ－ｃ２）／(ExM-E2）は、｡r／“sに関する相遮は

澱')返し数の比(､－１）／(ｍ－１)の関係を示してお

ほとんど見られず,（n－１)／(ｎｆ－１)が約0.7から，

り，EYM，Ｅｌは，それぞれ雄大繰り返し1Mt荷時．およ

その増加率が大きくなっている。

5０新しいタイプの高剛性試験機による岩ｉｉｉ材料の－軸圧縮変形試験について：川本・渡嘉救
から，強度破壊後の岩ｲﾌﾞ供試体の疲労特性として，

1．２５

ＬＯ

§

～

忠｡Ｌｇ

０.曰

■ﾐir≦L＝言iLIJI’
OＩＣ

gｏ

IMcyCI■､

Ｆｉｇ．１４MaximumstressoIcyclicloading
vsfatiguelifeIormarblestone
inpost-faiIure『cgion．

つぎの点が明らかとなった。すなわち，初期戦:IMjによ
る供試体内の捌傷が大きくなるほど，繰り返し)lili荷に
よる疲労寿命が小さくなる。また．各初期IliliIMiを受け
た供試体において，その搬労寿命は，繰り返しＮｉの上

限応力ロuが減少するにつれて幼大し，また，繰り返し

|Iｻﾞの応力砿1mmが'1､さくなっても．疲労瀞命は端大する。
５．－軸圧縮破壊モデル
1０

漸瑚繰り返し救荷試験の結果に鰹づいて，各岩石の

一胸１１圧縮下における完全な応力一ひずみ11{|線を表わす。
ここでは，柵｣;li3〕らが提案した圧縮破壊モデルを考
える。すなわち，岩禰の組織・樅造の不均質性を零臆
して，破壊と変形の過礎について，つぎのように瀞え
る。

（１）任迩のひずみレベルにおいて，全ひずみｅには

０．９

０．８

弾性ひずみＣｅと塑性ひずみＥｐが共存し，つぎの

０

ように表わされる。

ﾛ国
０７

０

巳＝Ｓｅ＋eｐ
丹５、（５０Ｆ］

Ｇ５４

０ＣＯ

ワ

する要素の破壊が増加し，塑性ひずみの累積分布

０

が確率分布を有するものとする。すなわち，次式

｡

劃iLI2L
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(2)ひずみレベルが進行するにつれて，岩石を樽成
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で示される。
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ここに,.Ｆ(Ｓ）は確率分布関数である。漸増繰り

返し試験結果から(9)式を検討すると，(4)式の
Weibull分布で与えられる。

(3)岩石試験ﾊ･の応力は，弾性ひずみに依存してい
るものとし，次式で示される。
ワーＥ・Ｅｅ

4,3.2疲労寿命

定荷重繰り返し載荷試験による大理石の疲労辮命を,
Fig.14,およびFig.15に示す。Fig.14の縦軸は．繰り
返し上限応力ひuと，鰻:初の除荷・戟荷時のcommon

pointの応力ひcpの比をとり，。u／血ｐと疲労寿命

ｌｏｇＭの関係を，。r／OCSをパラメータとして図示し
ている。また，Ｆｉｇ．15には，上，下限の応力振I隅(Ｕｕ
－ワj）と｡、の強度比と，疲労隷命１０９Ｍの関係を示
している。ただし，この試験では，上限応力レベル

、／、pを0.9に設定している。Fig.14,およびFig.1５

0０

ここで，Ｅは変形係数であり，実験結果から応力
の関数として(7)式で与えられる。

上述の仮定にしたがって岩石の応力一ひずみIHI線を
表わすと，つぎのようになる。
ｓ＝□１－Ｆ(ｴ)池

Ⅲ）

ここで，Ｓ＝ロ／“５，韮＝ｅ／ＣＣＳとし，応力一ひ

ずみ関係について正規化を行い，簡単のために、s＝
1.0,ECS＝1.0としている。変形係数Eは，(7)式より
つぎのように響ける。
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ここで,。＝a／ｂとする。塑性ひずみの累械分布|則数
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岩衝材料の一軸圧縮下における強度破域後の変形・

破域特性を調べるために，機械的制御機構を用いた新

F(＃)におけるパラメータαｍは，ｒ＝10,ｓ＝1.0.

しいタイプの高剛性圧縮試験機を試作して，神戸厨磯

および(｡S/ｄエルーＬｏ＝Ｏより．ｍ＝｡＝ｐという関係

灰岩，大理石，大谷石，およびモルタルについて，静

がある。したがって､(4)式は，つぎのように友わきれる。

的峨荷試験，および繰り返し戟荷試験を行った。これ

Ｆ（ｒ）＝１－ｅＸｐ(－DCP／p）

(ID

らの試験結果のおもなものを列挙すると，つぎのよう
である。

（１）試作した満剛性変形速度制御圧縮試験機は，岩

質材料の圧縮破域過程を解明するために非常に有

二i繍匡1;l1L
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効であり，使用性，価格についても十分実用的で
ある。

（２）岩1M(材料の完全な応力一ひずみ曲線は，ｉｎtact，
crack，fracture．およびf】０Ｗの各領域に分けられ

る｡これらの各境界におけるひずみ,および応力は，
強度破製点のひずみ，あるいは岩石のAll成粒子の
火，小に関係がある。
（３）漸墹繰り返し戦術時の応力一ひずみ曲線の包絡

線と，紳的繊荷試験の応力一ひずみ曲線はほぼ一
致し叩繰り返し戦荷による応力径路が，応力一ひ

ずみ関係に及ぼす彫騨は少ない。
（`1）漸墹繰り返し救荷試験の除荷点の全ひずみＥｔ

と，塑性ひずみepの関係は，Weibull確率分布で
近似される。

（５）漸哨繰り返し戦荷試験の強度破壇後の再敏荷時

の変形係数比Et／ＥＣは.応力レベルＯ[／DCSと，
ｉｎ[線関係があることが明らかとなったが．ひずみ
レベルEt／CCSとの相関は認められなかった。
－ｈＡｏｒｂＩＤ

1.0

０７５

IF

へ

ｂＯ`5｡

０，２５

－－－－－－ＭｏｒＩｏ「

／

･ＯＭＩ
■００ｍ

祐呆を検討すると，岩質材料は，繰り返し戦荷に
よってひずみが増大するのにともない，内部の累
禰孤傷が強度破壊後に急速に増加する。
（７）岩闘材料の強度破壊後の商応力繰り返し戦荷に
よるひずみの推移は，初期戦荷による損傷が巡行
するほどⅢ繰り返し載荷の各段階におけるひずみ

～
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（６）エネルギー的な立場から漸増繰り返し戦荷試験

１．０
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が大きくなる。また，ひずみ増加比率で示される

Ｉ川鰯度は．いずれの供試体においても，繰り返し
数の比が0.7程度からその増加率が大きくなる。

(8)強度破壊後の高応力繰り返し戦荷による岩石試

Ｆｉｇ．１６calucuIatedstress-struincuwes
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「ourrock-likematerials．

料の疲労寿命は，初期載荷による損傷の程度と，
繰り返し時の上限応力，および応力振幅の大．小
にIlU係がある。すなわち，初期戦荷によるtM1Iが
大きくなると，疲労寿命が小さくなり，繰り返し

５２

新しいタイプの高剛性試験機による岩質材料の一軸圧縮変形試験について：川本・渡嘉敬

時の鐡大応力が小さいほど、また応力振幅が小き
いほど，疲労獅命が大きくなる。
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