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簡易せん断試験機によるさんご石灰質砂の

液状化抵抗とせん断強度回復に関する研究
山城哲朗＊原ノヘ夫韓与那城仁…

AStudyontheLiquefactionResistanceandRecovelyofShearStrengthofCoral
CalcareousSandUsmgSimplifiedShnpleShearApparatus
唖tsuroY)AMASIIIROHisaoHARAandHitoshiYＯＮＡＳＨＩＲＯ
Abstract

ThepaperaimstoexammethefeatureBofcoralcalcareouBsand(Chi-bishiandkourisandB)as
thematerialofgraincruBhabnity5TheexperimentwaBcarriedunderundrainBhearconditionvia

３typed-tests:Monotonictest,streBscontronedtest,straincontronedtest，

ThereBultswaBfbnowed:(1)ABtoMonotonicteBt,angleofBhearreBiBtanceofcm-mBhisandiB

biggertllanTbyouraBand,regardlessofrelationdenBityb(2)AccordingtoStmPeBsandStrain
controUedtest,Chi･biBhiBandhadBhownlargervalueofliqUefblctionreBiBtance.(3)Irialto
正commesBionafterstraincontronedteBt,itfbundthattheBhearstrengthvalueofOhi-biBhi
BandgreatUyincreaBedcomparedwiththeunchangedlbyourasand．

Keywords:Simplif】edBimpleshearapparatuB,CoralcalcareousBand,Liquefactionresistance，
Shear8trengthrecoveryb
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はじめに

1964年の新潟地震以来,砂地盤の液状化による被害の甚
大さが一般に知られるようになった．砂地盤における液状

化の発生はピルや橋梁などの地上に見える構造物の破壊だ
けでなく，地中に埋められたライフラインの破壊をも引き
起こしている．液状化による被害は単なる構造物の被害に

とどまらず，都市機能の''麻癖'につながるという重大な
問題を含んでいる．このようなことから液状化に関する研
究の重要性が認識され，多くの研究者によって広範囲にわ
たる研究がなされてきた．

これまでの液状化に関する研究は多くの場合，豊浦砂を
用いた等方圧密供試体における三軸圧縮試験により行われ
てきた．しかし，実際の液状化による地盤の崩壊を考えた
場合，三軸圧縮状態だけでなく三軸伸張状態および単純せ

ん断状態も含まれている．さらに地震前の地盤内の応力状
態は等方的な応力状態であることはほとんどなく，異方的
な応力状態にある．これまで単純せん断状態および異方圧
密状態についての研究は余り行われていないが，これらの
状態を再現した研究も重要だと考えられる．また，繰返し
非排水せん断履歴を受けた地盤は再圧密後のせん断強度が
大きくなることが知られている.龍岡ら1)は等方圧密した
供試体に，三軸圧縮試験機を用いて液状化させた後，さら
に等方圧密を行い液状化させることにより砂の圧縮性と液

状化履歴との関係から供試体の砂構造の変化の様子を示し
た．これにより液状化後の供試体は間隙水圧の消散・再圧
密により密度が増加する様子がわかった．
ここで砂粒子が破砕する破砕性士に着目してみると，西

日本の広い地域に分布するマサ士などの風化残積士や南九

》》》

》一幹》蝿

州地方に分布する，しらすなどの火山性堆積物は，土木工
事において多くの問題を有しており、災害を引き起こしや
すい土であることが知られている．これらの±の士粒子は
粒子表面の脆さや不均一な粒子形状，さらに多孔質である
ことに起因して臆ﾖであり，破砕されやすい不安定な地盤
材料といえる．また1995年の兵庫県南部地震では，従来
液状化され難いとされていた，細粒分を多く含む埋め立て
地盤が液状化した．これより，今まで液状化の対象として
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考えられていなかった破砕性士へ関心が向き始めていった．

るという点で，応力振幅一定試験よりもより地震時の挙動

粒子表面形状の液状化強度の影響について日下部らヅは，
若狭砂と豊浦砂を用いて粒子表面の形状が異なる二種類の
砂の液状化抵抗について検討し，表面形状が粗い若狭砂は

に近いということから用いた．

①砂粒子の固結によるもの．

表面が滑らかな豊浦砂に比べ液状化抵抗が強いことを示し

②間隙水圧の消散・再圧密によるもの．

ている．また日下部ら3)は豊浦砂と同一の粒度に調整され
た粒子破砕特性をもつ「しらす」を用いて液状化抵抗を認
ぺるとともに，超微粒子のシリカ薄液を浸透注入すること
により破砕性砂の液状化抵抗が向上することを示している．

しかし,一方で岡林らＪは非排水繰返しせん断試験からし
らすと豊浦砂の液状化強度曲線を示したが，繰返し回数の
少ない部分では豊浦砂よりもしらすが高い液状化強度を示
しているが，繰返し回数の多い部分では液状化強度が逆転
する結果を得ている．このような特性はしらすの粒子破砕
特性と関連していると考えられており，ほかの破砕性土に
よる数多くの試験結果が必要であると言える．
一方，沖縄県をはじめとする南西諸島の周辺海域にはさ
んご礁が発達しており，その海域の海底地盤はさんご礁か
ら供給される石灰質堆積物が分布しているこれらの堆積
物は密度が小さく，大きな間隙を形成し粒子破砕を生じや
すい不安定な地盤を形成している．新城ら6)はさんご礁砂

礫地盤の強度評価に関連してさんご石灰質砂礫の力学特性
について検討しているが，地盤の液伏化を対象とはしてい
ない．

最近沖縄ではさんご礁の浅い海を利用して離島架橋や港
湾施設などの社会活動基盤の整備が行われているが，物流
システムを海運に大きく依存する沖縄にとって防災の点か
らもこれらの構造物を支える地盤の液状化を考慮すること

は重要であると考えられる．

そこで本研究では粒子破砕砂の素材としての特徴を明ら
かにするために，粒子破砕特性をもつさんご石灰質砂につ

いて単調載荷の非排水せん断試験ｂ応力振幅一定試験，ひ
ずみ掘隔漸増試験を行った．ひずみ振幅漸増方式は，ひず
みが徐々に増加しせん断応力も変化しながら液状化にいた

また，せん断強度の回復要因として，

があると考えられる．そこで砂粒子の固結による強度回復

を圧密時間を変えて単調載荷の非排水せん断試験を行い，
間隙水圧の消散・再圧密による強度回復を液状化試験を行
った後，圧密時間を変えて単調載荷の非排水試験を行いそ
の影響を調べた．実験試料は粒子破砕特性をもつチーピシ

砂，古笄U島架橋事業現場より採取された試料砂である．
その結果とシリカ質で非破砕砂である豊浦砂の結果とを比
較した．
2．試ＩＳＩおよび吾融換方法

使用した試料は沖縄県那覇市沖合慶備瀬付近の海底砂と

今帰仁村古宇利島周辺海域の深さ25.45ｍ～27.45,,

35.45ｍ～37.45ｍからボーリングにより採取された試料お
よび古宇利島周辺海岸の表層砂である．ボーリングにより

採取した試料は人為的に砕き２ｍｍふるいを通過した試料
を使用した.試料の物理的性質は表－１に示すとおりである．
供試体寸法は直径が7.5ｃｍ，高さが5ｃｍである．

試験装圃は日下部らが開発した簡易せん断試験装置6)を
用いた.図-1に試験装置の概略構造を、写真1に試験装邇
を示している．本装置では，ゴムスリープおよびキャップ
とペデスタルでシールされた供試体に，側方向応力と軸方
向応力の等方圧成分の拘束圧を真空ポンプによる負圧で作
用させる．さらに軸方向応力の異方圧力成分を独立させて
載荷する．そのため異方圧密・非排水せん断過程で三軸応
力室を必要としない。加えて，供試体の飽和度を高める方
法として二重負圧法のみを採用しているため，通常の二重
管ピューレット，セル圧，背圧供給装置も不要である．し
たがって，本試験装置は構成の簡素化を図り，かつ側方向

霊－１財廻の鈎頭､h仕關
風－１試料の物理的性偲

～

古宇利砂

表層砂

25.45～27.45ｍ

2.668

35.45～37.45ｍ

2.733

2.690

2.687

ｅ ｍＢｘ

1.35

1.240

2.222

1.892

ｅ ｍｌｎ

1.048

0.832

0.982

0.906

49.2

３１．７

30.1

4.3

47.6

1６．４

20.4

13.3

1１．１

1８．５

2.0

1６．０
33.0

35.9

7.6

25.6

18.0

9.0

土粒子の密度ｐｓｇ/cm3
最大間隙比
最小間隙比

チービシ砂

粗砂分％
中砂分％
細砂分％
シルト分％
粘土分％
均等係数Ｕｃ

2.61

8.83
2.34

50.91

幽坪ａ１示郵（Ｕｃ

0.92

41.54

0.37

2.54

0.3

2３

琉球大学工学部紀要第63号，2002年

と軸方向応力の計測・制御を可能とするものである．

図－１および写真１に試験装置の概略構造図と試験装置
を示した．図の番号によって具体的な構成について以下に
述べる．側方向応力は真空レギュレーターで調節した負圧

卯

kＵ

を②のキャップと③のペデスタルを介し①の供試体に作用
させ，⑦の差圧計で計測する．異方圧密時の鉛直荷重は⑧

のベログラムシリンダーに連結されたリニアモーションブ

ロックに加えられ⑩のクロスガイドリニアモーションの鉛
直動にガイドされキャップを介して供試体に載荷される．
鉛直荷重は④のロードセルで計測する．水平方向のせん断
変位は⑨のハーモニックギア付ステッピングモーターの回
転運動を治具により水平運動に変換し，⑩の水平用リニア

モーションレールに固定したキャップを介して供試体に加
えられる．そのとき水平荷重は⑤のロードセルで，変位は

⑥の非接触変位系の分解能は0.6以ｍで､高さ6ｃｍの供試
体では９×105のせん断ひずみに相当する.⑩は,ＸＹ運動
のリニアモーションガイド２本を直交させた－体型でコン
パクトであると同時に，きわめて高い直交精度と高岡腱が

得られ，静摩擦と動摩擦の差もほとんどない摩擦抵抗は
標準的な直径６ｃｍの供試体の場合，せん断応力で

o､49IjWm2に相当する．非排水せん断過程でこのクロスガ
イドの鉛直方向の変位を固定する事により，簡便な方法で
単純せん断条件の再現が可能になる．

⑨のモーターは，減速比1/100のハーモニックギアを装着
しており，一般の平歯車に見られる歯の噛み合い誤差が無
く,0.0036度/ステップの高い位置決め精度が可能である．
そのため，このモーターと⑥の非接触変位計，⑤の水平荷

重用ロードセル及びコンピューターにより形成されるクロ
ーズドループにより，ひずみ制御と応力制御の試験の実施
ができる．

試験はＢ値097以上を確認したものに関して実施した．
圧密方法は静止土庄係数Ｋｂを0.50に設定した異方圧密と

した．異方圧密条件は有効側方応力が30.9】卯a，有効軸方
向応力が6L8lmaである.試験は単調載荷試験とひずみ振
幅漸増試験の非排水単純せん断試験を実施した．ひずみ振
幅漸増試験は第一波目のせん断ひずみ片振幅を±5×104
とし，第２波目以降，順Bi(せん断ひずみ片振幅を1.5倍間
隔で漸増させるひずみ制御の正弦波を用いている．また単
純せん断はせん断中に非排水かつ供試体高さを一定に保つ
方法で行った．なお，表2に各実験で用いた試料名と供試
体の相対密度の一覧表を示す．

3．単調載荷試験の結果と考察

図-2､図-3は豊浦砂とチーピシ砂の相対密度35％､50%、

図１簡易せんM9h試験装囲概要図

l l l I lI
写真岸１簡易せん断賦験装殴

65％、８０％に関する有効応力経路，およびせん断抵抗角｡’
と相対密度ｑの関係を示したものである．なお,せん断抵
抗角｡'は次式により求めた．

，'＝tan-l(で/o'v）

ここに。'はせん断抵抗角を，rは変相点以後のせん断応
力を，｡,/は鉛直有効応力を示す．これから、チーピシ砂

のせん断抵抗角‘'は相対密度Ｂによらずほぼ一定値（。’
＝31～32Ｐ）を示し､材料に固有な値を有することがわか

る．また，チービシ砂のせん断抵抗角は豊浦砂のせん断抵
抗角（①，＝25～28。）に比べて大きし殖をとることがわか
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図ｂ３せん断抵抗角と相対密度の関係

図－２単鯛敏荷の有効応力経路
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図－４せん断応力～時間関係
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図と７は相対密度３５％の豊浦砂とチーピシ砂における，
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、
|ノ
Ⅱ Jｂ
[｣UL｣し｣Lll」
時間ｔ(ｓｏc）

（⑩ロー）器態やつ題これ

砂のせん断応力～時間，せん断ひずみ～時間，間隙水圧～
時間関係を示したものである．なお，繰り返しせん断応力
は豊浦砂が0.279,チービシ砂が0.246である．繰り返し
せん断応力がほぼ等しいにもかかわらず，せん断ひずみ～
時間関係において豊浦砂は初期の数回目で急激にせん断ひ
ずみが増加するが，チーピシ砂はせん断ひずみの急激な増
加は現れず，豊浦砂に比ぺ緩やかな増加を示す．間隙水圧
～時間関係においても，豊浦砂は早い時間で間隙水圧が急
上昇し,有効応力がゼロになり液状化している事がわかる．
これに対してチービシ砂は間隙水圧の発生は緩やかで，豊
浦砂よりも大きな液状化抵抗を発揮していることがわかる．

⑤ご

図-4,図-5,図－６は,相対密度35％の豊浦砂とチーピシ

－１１

４１．応力振幅一定試験

１１

4．液状催試験の結果と考察

５０５０５０５

べて殖が大きくなると考えられる．

（８二）凶Ｒ僅晦Ｑや

る．これはチーピシ砂の粒子表面形状が角張っていること
により，粒子固体間の噛み合いが生じるため、豊浦砂に比

、Ｉ

羽邨ＤＬ

銀

JIM：
時間Ksec）

図５せん断ひずみ～時間関係
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図－７繰り返しせん断応ｶﾍｩ1A切返し載荷回数関係

図－６過剰間隙水圧～時間関係

ん断抵抗が急激に小さくならず，豊浦砂に比べて液状化に

片振幅ひずみ５％に達するまでの繰返し載荷回数と単調載
荷試験によるせん断強度『…で正規化した繰返しせん断
応力の関係を示したものである．相対密度がほとんど等し
いにもかかわらず，チーピシ砂のｉ夜状化抵抗が，豊浦砂に
比べ強いことを示している．これは粒径がほぼ均一で粒子
表面の滑らかな豊浦砂に対してチーピシ砂は粒径が不均一
で粒子表面が粗いことが関係していると考えられる．

対する｢ねばり｣を有することがわかる．これは両砂の同一

せん断ひずみγにおけるｲ罰;力応力点をl:b較しても，豊浦砂
に比べてチーピシ砂のほうが間隙水圧の発生量が少なく，

大きなせん断応力を発揮していることからも判断できる．

さらに，せん断変位量が最大時における応力～ひずみ曲線
の閉ループの面積(塑性仕事凪）を求め相対密度との関

係を図-10に示す．この図より豊浦砂に比べ明らかにチー
ピシ砂が液状化に抵抗する「ねばり」を有しており，応力

42.ひずみ振幅漸増試験の結果と考察

振幅一定試験の結果と一致していることがわかる．

図-8,図－９はひずみ振幅漸増試験から得られた豊浦砂，
チーピシ砂の相対密度、=80％におけるせん断応力～せん
断ひずみ関係，および有効応力経路を示したものである．
なお，図-9における①,mは平均有効応力であり，その初期

5．せん断強度回復試験の結果と考察

値は次式で示される．

さんご石灰質砂はCaCo3を多く含むことが知られてい

.ｈ÷'('+2Kb）

これらの図において，豊浦砂は両振幅せん断ひずみが２％

以下で有効応力がゼロになりせん断抵抗が極めて小さい状
態となることから，供試体に液状化が発生していることが
わかる．

一方、チーピシ砂はせん断ひずみが２％を超えた後もせ

る?)，このCaCo3は水と反応することで粒子同士が固結す
る性質を持っている．また豊浦砂を用いた実験において，
液伏化した供試体は液状化前と比ぺ密度が増加することが
知られている')．これらのことから，せん断強度の回復要
因を砂粒子の固結作用による強度回復と，間隙水圧の消散
と再圧密による強度回復の二つの点から調べた，

雷如
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与那城：簡易せん断試験機によるさんご石灰質砂の液状化抵抗とせん断強度回復に関する研究
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E二重壷?諺ﾄﾗﾖ

27.45ｍから採取した試料の各圧密時間におけるせん断応
力～せん断ひずみ関係である．この図から，せん断応力～
せん断ひずみ関係は圧密時間に依存しないことがわかる．

／･＼･／

菱3においても,各圧密時間のせん断応力は各試料で多少
のばらつきがあるものの，圧密時間によらずほぼ一定値を
示し，今回設定した圧密時間内において砂粒子の固結作用

_ｮ.三三-－－

による強度の増加は発現しないことがわかった．

－－－■－刊一一訂

5-2．間隙水圧の消散と再圧密による強度増加
麦３において“液状化後単調載荷',試験での25分間再

３０３５４０４５５０５５６０６５７０７５８０ 8５

相対密度､'一(%）

圧密を行った結果は,“単調戟荷''の各圧密時間の結果と比

図ｴ０塑性仕事と相対密度の関係

べ，豊浦砂を除き，明らかに大きな値を示していることが
わかる．これは液状化後の間隙水圧の消散と再圧密により
供試体の相対密度が上がることで，より大きなせん断応力

5-1．固結作用による強度増加

表－３に試験条件及び単調載荷の非排水せん断試験にお
険におを発揮したと考えられる．もっとも顕著な密度の変化を示
ける，γ=4％時のせん断応力を示す．“単調載荷''試験で
拭験でした表層砂は，ひずみ振幅漸増試験前は相対密度、rが
γ=4%程度でてが一定となることからこの値をせん断強
し断強７０％を示したが試験後圧密終了時に相対密度、【･は80％に

度の目安とし“液状化後単調載荷，，試験結果と比較した．
した．増加していた．これに対して豊浦砂はひずみ振幅漸増試験
一般に砂のせん断強度は圧密時間に依存しないことが知ら
OS知ら前は相対密度ｎＦは62％を示し,試験後圧密終了時に相対
れている．今回用いた試料は粒子破砕特性をもつ石灰質砂
天質砂密度ｎＦは73％を示したが，せん断強度は“液状化後単調
であり，圧密時間の長期化に伴い砂自体の固結作用による
こよる載荷''と“単調載荷”でほとんど変化を示さなかった．
強度回復もあるだろうと考えた．図-11は深さ25.45～
i､45～図-12,図-13は深さ25.45～27.45ｍから採取した試料
表-３

試験条件

液状化後

単調載荷

豊浦砂
圧密時間
2５３ ザ
1時「間
４

罪日

圧密非排 単調載荷
水試験

試験条件と結果

１２時 罰
0分
25分

古宇利１ ，

表層砂

深さ25.45～

27.45ｍ試料

深さ35.45～

37.45ｍ試料
せん断［ kずみγ=4１ 始に対するせん断応力ｒ（kDa）
1２．１

1１．３

1２．１

1１．９

1３．１

1３．２

1３．０

1２．２

1４．９

1３．３

1３．８

1３．０

1１．０

1１．１

1５．４

1５．０

0.26

0.36

0.53

0.39

1３．３

31.7

26.5

25.1
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図-12古宇利砂・25.45～27.45ｍ賦料の
各条件のせん断応力～せん断ひずみ関係
（単鯛載荷の非排水賦験せん断賦験）

古宇利砂･深さ25.45～27.45m試料
（単鯛敏荷の非排水せん断試験）

宕旦百Ｒ憧題逗羽
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図-11圧密時間ごとのせん断応力～せん断ひずみ関係

三三垂JE｝

0５１０１５２０

せん断ひずみγ(％）

断強さは流動化せずせん断応力は増ｶﾛ傾向を示しているこ

図-13各条件のせん断応力～せん断ひずみ関係
古宇利砂･深さ35.45～37.45m試料
（単鯛載荷の非排水せん断試験）

とがとわかる．

本研究では簡易せん断試験機を用いてさんご石灰質砂の
液状化抵抗およUV液状化後のせん断強度回復を測定した．

③相対密度が等しい供試体においても供試体作成方法
の違いによる液状化強度およびせん断強度の回復へ

の影響を検討する．
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