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琉球大学理工学部紀要(工学篇)第14号. 1977年

島尻層混合土の力学的特性に関する研究(第 1報)

周藤宜二*上原方成本

Experimental Studies on the Mechanical Behaivior 

of the Mixed Soils with Mudstone-soil and 

Sandtone-soil ( 1 ) 

Yoshiji SUDO and Hosei UEHARA 

Synopsis 

Shimajiri Formation， which mainly consists of mudstone (Clayey 

soft rock or soil) and sandstone (sandy 30ft rock or soil)， is widely 

distributed over the area of middle and southern Okinawa Island: 

Though， each of these rocks (or soils) is not available for the soil 

engineering purpose except for the only back fill and damping materials 

of reclamation， because of its deficiency in the engineering properties 

being disturbed. 

The experimental investigations into the improvement of their 

mechanical properties by mixing those two soils are undertaken in order 

to apply for the earth structures (fj]]s， embankments etc.). Also， those 

studies are referred to the study of the engineering behavior of sand， 

clay and intermediate soil， respectively. 

The present paper discribes the strength characteristics of those 

compacted mix-soils by the results of unconfined， and triaxial compression 

tests. It's shown that the mechanical behavior of the soils are much 

affected by the mixing ratio of the two soils， consequently， their grain 

size compositions. This means that the clay content <or silt content and 

sand content> is somewhat an index of the mechanical properties， and 

the availability (or applicability) of test procedure depends on the 

composition of the soil used. 
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I まえカ<~ じ，それらの中間領域である一般的な土に関しては，

解明が十分になされていないのが現状である。

土のセン断に関する多 くの研究においては，土を粘

着力のない土と粘着カのある土，いいかえると，砂質

土と粘性土に大男1]し.それぞれ特有のセン断特性を論

受付 :1977年 4月25日

・理工学部土木工学科

純粋な砂質土あるいは粘性土が強度のうえで問題と

なるのは.ほとんど精造物の基礎の設計に限られるの

に対して，一般的に表層部での土や切取り盛土などの

土は，粘土からシルト，砂，レキに及ぶ種々の粒径の

土粒子を含んでおり .表層の土で造られる.いわゆる

「土構造物」の設計では， 比較的広い範囲の粒度分布

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形



実験に用いたド料は，旧浦添バイパス工事現場 (現

国道 330号)より採取した島尻層泥岩土と砂岩土で，

実験室に持ち帰り， ZE気較燥させた後.木づちで粉砕

し，今回Ll:2 mmフルイを通過したものを用いた。なお.

得られた試料の気乾状態での含水比I;j:，だいたい泥岩

土で 8.8%，砂岩土で 1.2%であった。この含水量を

考慮に入れて.乾燥重量比てす尼岩土含有率 C- 100% 

まで20%ごとに泥岩土とU岩土を混合した。

泥岩土と砂岩土の混合土の物理的性質を表ー 1に，

粒径加積曲線を Fig.lに示す。これまでは，粒度試験

において， 1.尼岩土の場合，分散剤としてトリポリリ ン

酸ナトリウムが使われていたが，ヘキサメタリン鮫ナ

トリウムの方が止り分散効果が良好であることが明ら

かになったので21 この分依剤を用いた結果で表わす。

島尻層混合土の力学的特性に関する研究 (第 1報)

1(料および供肢体条件

1.実験に用いた試料

II 
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をもっ土としての強度足数C， 世が必要になってくる。

今回，実験に用いた島尻層土は，沖縄本島中南部に

広〈分布する新世代第 3紀中新世の地層で，泥岩(ク

チャ)と砂岩(ニービ)から構成され，その表層部は，

風化を受けて土壌化しているが，下層部は準風化層な

いしi新鮮な岩相を呈し，梼造物の支持層となっている。

泥岩は.地山状態では硬く堅固であるが，風化が進ん

だり. 一旦，池山を切り崩してしまうと強度が激減す

るとともに，焼乱きれた泥岩土を締固めてもその効更

が低し従来から道路用盛土として不通ときれてきた。

また，砂岩も同様である。近年，特に中南部地域にお

いて新規道路建設および改良，宅地開発など頻繁に開

各混合率ごとに通常締閉め試験によって最大乾燥密

度で締固めた後水浸し.十分吸水膨張させたも のから

一軸および三軸圧縮試験で用いる供試休を作成するた

めに，締閉めおよび吸水膨張試験を行な った。

まず，締固め試験は， JIS A1210-70の 1・l法

(a)に基づくが，最大粒径は 2mmて的ある。その結果.

2 .締固めおよび吸水膨張紙験

発が行なわれ，多量の泥岩が排出きれる。また一方.

1尼岩と砂岩の互層においては.それらの混合が土工の

際余儀なくされ，泥岩(土)または混合土として盛土

などの建設れ料への利用も望まれている。

本研究では.このような見地から，砂質土としての

砂岩(土)と粘性土としての泥岩 (土)一以下，砂岩

土 i尼岩土と称すーを混合することにより，それらの

混合割合によって力学的特性がどのように変化するか

を一軸圧縮，三軸圧縮試験機を用いて調べた。この際，

土は砂質土から粘土まで連続的に変化するので，広範

な立場からの考察が必要で、あり， 一軸圧縮と三軸圧縮

試験による力学的特性の違いもあわせて検討した。な

お，混合土のコン与ステンシー特性， CBR特性につ

いては.すでに報告している1)。
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Table 1 Mixed.soils properties 

泥岩土含有率(%) 。 20 

上じ 重，Gs 2.714 2.758 

液性限界， L. L.(%) NP  27.3 

塑性限界， P. L.(%) NP NP 

均等係数 Uc 18 75 

砂 分開 54 45 

粒度組成 シル ト分開 36 34 

粘土分開 10 21 

1日 三 角 座 標 砂質ローム 粘土ローム
L...・E ・-・E ・-ーーー

締阻め曲線は， Fig.2のよ うに なり，j尼岩土含有率に

よって最適含水比，最大乾燥密度はFig.3のように変

化 L る。含水比一乾燥密度曲線は.砂岩土が多いほど

急激な幽線になっているが，最大粒径が 2.，mc'あるた

めに， ~昆令率によ 勺て曲線に顕著な変化はな L 、 。 しか

し泥岩土含有率が地加するに伴って，最通告「水比は

増加し， 最大乾燥密度は激減するのは明らかであるr

吸水膨張試験は.締固の試験で得られた最適含水比

で室内CBR用モールド を用 いて最大乾燥密度に なる

30 
Water rA)()tent， W 刷

Fig2. Compaction curves 

一一一一一...l._41 

40 60 80 100 

2.782 2.814 2.840 2.862 

32.7 42.2 49.8 59.5 

18.2 20.6 25.5 33.0 

35 28 21 16 

29 31 33 29 

36 41 46 55 

粘 土 粘土 粘 土 粘土 |
園園園』ーーーー

ようにラン?ーの蒸下回数を調整して締固め.その後

軸付き有孔板を載荷して水浸し，膨張がほとんど停止

するま で行な う。 砂岩土の場合';;:， 2 -4日で膨張が

ほとんど停止するのに対し，泥岩土の場合は10-14日

を要した。その結果， 1，尼岩土含有率によ って，膨張比

( r， )は Fig.4のように変化する。 Fig.4から，泥

岩土のみの場合が極端に大きし 砂岩土の場合に比べ

て実に約401音.ま た，1.尼右土含有率60%の場合と比較

しでも 10倍近くの膨張を示しているこ」がわかる。し
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島尻層混合土の力学的特性に関する研究(第 1報)

時のヒズミ.および試験時の供試体の問ゲキ比，飽和

度の変化のようすを Fig.6に示す。これらより.泥岩

土含有率が増加するに伴って，飽和度は高まり .また

問ゲキ比は， Fig.3でも明らかであるが， /，尼岩土含有

率60%を越えると急激に減少している。泥岩土が優位

な方が，一軸圧縮強度は相対的に大きし砂壊時のヒ

ズミも大きくな っているが， /.尼岩土含有率40%におい
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たがって/，尼岩土に砂岩土を混合することにより膨潤

性を抑制する ことができ， 土工に際し，有利な結果を

もたらすことが可能である。
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1.一軸および三軸圧縮依験方法

吸水膨張がほとんど停止した後，モールドより試料

を取り出し，一軸圧縮試験用 (直径 5cm，高さ 10cm)，

三軸圧縮試験用(直径 3.5cm，高さ 7cm)供試体を ト

リマーを用いて成形する。

一軸圧縮，三軸圧縮試験とも，ヒズミ制御方式で，

セン断速度IJO.5%/minである。なお，今回の三軸

圧縮試験は.都合により圧密排水試験 (CD-test ) 

のみを実地し，側圧は， 0.5， 1.0， 2.0 (kg/cm')の3

段階で行なった。

寸 一一合一一誌 Eお E萄 旬
CI.yoy sα! content (同)

Results of unconfined compression tests 

口

Fig6. 

2.一軸圧縮試験および考察

一軸圧縮試験よ り得られた応力一ヒズミ曲線を， /，尼

岩土含有率ごとに代表的なものを選ぴ出し， Fig.5に

示す。 また，/.尼岩土含有率による一軸圧縮強度，破壊

NALIS
長方形

NALIS
長方形



琉球大学理工学部紀要(工学篇)第14号， 1977年

て.一軸圧縮強度，破壊時のヒ ズミとも特異性を7ÿ~し

ているのが注目される。 JISでは飽和粘性土に白ついて

一軸圧縮試験を行なうよう規定叫しており.砂岩土含

有率が高い場合，一軸圧縮強度は，破壊時のヒズミも

小さしかっ，強き試験としての信頼性は乏しくなり，

今回の笑験からは，およそ泥岩土含有率60%が一軸圧

縮試験の適用の限界であると考えられる。

次に， 一軸厄縮試験における供試体の磁波状態の概

略図を Fig.7に示す。大別 して 3つの型式に分類でき宅

戸川 5
A-type B-type C-type 

Fig7. Diagram of test -piece failure (qu.test) 

1厄岩土含有率 0，20， 40(%)I.:J: Aff，'!に. 80， 100 (%) 

はC烈に， 60 (%)はBTJにな っている。 A取は明H奈

なスベリ面が生じ，粘着性もし くは粒子問結合が弱い

よとを示し， c型は明瞭なスベリ面が生ぜず. I女試体

上部または下音11で部分的に破壊し， A l_¥'!Iニ反して，粒

子関結合がかなり強いことを示している。 Bi!l.:J:， A， 

C型の混合mで.破壕面が軸方向に近<，粘着性およ

び粒子問のマサツ効果がともに高いことを示している。

一般に.土のセン断強度成分は，マサツカ.粘着力，

ダイレイタンンーに よる強度成分とから成り立「てい

るが， 一軸圧縮試験は，主として粘着力によ って発揮

される強度を測定するもので，砂， シルト分によって

受け持たれる 7 サツ力，ダイレ イタンシーによる強度

成分が中越するようになると.償1i川の拘束力カ、ない

限り，強度はかなり弱くなる。これは， j:共試休中にど

こか弱点 (部分的スヘリ )が生ずると，そこに応力集

中が生じ，進行性破壊が生じやすしもろさを生むも

のと考えられる。

以上のように.砂，シルト分が卓也する供試体と ，

粘土分が卓越する供試体では， 明らかに破壊メカニズ

ムが異なり ，強き理論適用の凶jか人も， 一柏原綿試験

を行ないうる土質範囲についてなんらかの示準が必要

であろう 。
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3 .三軸圧縮政験結果および考察

三軸圧縮試験も 一軸圧縮試験と同様，泥岩土含有率

0.20，40.60，80，100(%)について行な ったが，

これらの中か ら，/，尼岩土含有率o(%) (砂岩土のみ)，

60%， 100% (泥岩土のみ)について，軸ヒズミ~軸

差応力.体積ヒズ ミ関係をそれぞれ Fig.8の (a)

( b) (c)に示し .これに対応するモールの応カ円.

およびモール・クーロンの破壊包絡線を Fig.9の(a ) 

( b) (c)に示す。また，総括的に， i尼岩土含有*
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220 島尻層混合土の力学的特性に関する研究(第 1報)

Fig8. Relationship between axial strain and 

deviator stress， volumetric strain 

(Triaxial compression tests) 

と最大軸差応力((σ 2ーσ，)max)の関係を.各1則圧

について表わしたのがFig.10で，同図l立.試験時の初

期間ゲキ比と初期飽和度も示してある。これらから.

側圧が小さいときは，泥岩土含有率によ って，ほとん

ど強度に差はないが， fQIj圧が高まるにつれて i.尼岩土

含有E容が小きいほど強度増加が著しいことがわかる。

また， fQI)圧によっても変化するが， 1，尼岩土含有率が{氏

し、時，一般に破壊時に正のダイレイタンシーを示すの

に対し泥岩土含有率が高まるにつれて負のダイレイ

iJF 主5tli:
jr¥¥吋トl;
IJ〆¥ー7411i

| よ~ ----、---1Q宝 |。18

FiglO. Results of triaxial 

(CD-test) test 

co口}presslOn

! r (a) clayey soil content 0 (加
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.c 
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連4Or 
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Norma剖Is坑tr陀es岱S，~貢k~ 1μC岬'm耐川Y千吋a守) 

Mohr's circles and mohr-coulomb' s 

failure envelope 

タンシーに移行し ていく ことも考えあわせれば， /，尼岩

土含有率 0，20 (%)が砂質領域， 80， 100 (%)が

粘土領域， 40， 60 (%)が， それらの中間領域である

と考えられる。

モール ・クーロンの破壊包絡線より強度定数Cd・
q， rlがJ求まるが.ここでは Fig.llの概略図て";;}，すよ う

に， (σ ，+σ ，)/ 2 --(σ1ーσ，)/2をプロ yトし，

最小二乗法でその直線の切片(a )と傾斜 (β) を求

めると a.β とC， φとの聞には，次式のような関

係がある。

sln世 tanβi

C=a/cosq， =a//lて五百子!
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この方法により ，Cd ・q， d を求めて表わしたのがFig.

12である。これから.強度定数 Cd，世d は，前述した

砂質領減から粘土領域まで(泥岩土含有率40(%)に

おける Cdを除いて)比較的連続して変化していること

がわかる 。
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4 .一軸圧縮試験と三軸圧縮試験結果の比較検討

以上述べた一輪圧縮試験と三軸圧縮試験の結果につ

いて比較検討してみると， Fig.6とFig.10から泥岩土

含有率の変化によ って，三軸圧縮試験では， JQI)圧が低

い場合 (0.5，1.0 (kg/cm'))一軸圧縮強度と同様に

最大軸差応力も変化しているが， i尼岩土含有率が低い

ほど，最大軸差応力の増分は大きくなっており，また，

泥岩土含有率の増加に伴って.比較的連続して低下し

ている。これは.三軸圧縮試験ては:， j則方が拘束され

ているために， isl)圧が小きいときは，突固めによる供

試休中の土粒子のセメンテーシ ョン効果が発揮され.

一軸圧縮試験と比較して泥岩土含有率の変化に伴って

強度変化の形にさほど有意な差は生じないが， j則圧が

大きくなるにつれて，供試体中の土粒子のセメンテー

ションに加えて，粒子問7 サツお よびダイレイタンシ

ーによる強度成分が大きくなるからである。また，泥

岩土含有率が高い場合， isl)圧が大きくなるにつれて粘

着力成分も大きくなるが，この粘着力成分は，マサツ

およびダイレイ タンシーによる強度成分の影響ほど大

きく作用しないために，fQtl圧が大きくなっても強度増

加は小さいからであると考えられる。

一万，一軸圧縮試験では，側方拘束がないために，

側方に自由に膨張することが可能で，"<サツおよび夕、

イレイタンンーによる強度成分が卓越するよ うな，換

言すれば，正のダイレイタンシーを持つ砂質土では，

明らかに強度が低下している。これに相当するのが.

1尼岩土含有率 0，20， (40) (%)であると考えられ

る。三軸圧縮試験で側圧 0.5(kg/cm')について破犠

時のダイレイ タンシー係数 Cd (t. V / V)/ dε )r を

泥岩土含有率に対して表わすと Fig.13のようになる。

これから， 1，尼岩土含有率40(%)を境にして極端に変

化していることがわかり， 1，尼岩土含有率0，20 (%) 

では，明らかに砂質土領域て一軸圧縮試験の適用は

困難であると考えるのただ，泥岩土含有率40(%)に

おいて， 一軸圧縮強度，三輪圧縮強度とも特異性を示

しているのて¥これについては，今後研究を続けて明

らかにしてい きたい。
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島尻層混合土の力学的特性について実験的研究を行

なったが，本研究は，粘性土と砂質土の境界特性につ

いても若干の示唆を与えるものと考える。

今回の研究結果から，次のような事項が明らかにき

tLt.こ。

(1) 泥岩土は砂岩土に比べ高膨j閏性で，締固め効果

が悪<，強度も低い。

(2) 泥岩土と砂岩土の混合土の一軸および三軸圧縮

試験結果より，強度特性のうえで泥岩土含有率 0，20 

(%)が砂質土領域， 80， 100 (%)が粘土領滅， 40，

60 (%)が中間領域に分類できる。

(3) (2)に関して泣度組成から判断すると，粘土分

20 (%)までが砂質土領域， 45%以上が粘土領域，20 

--45 (%)が中間領域となる。

(4) 一軸圧縮試験において.供試体を成形できるか

らといっても，砂，シルト分が多く含まれると， 一軸

圧縮試験の適用性に疑問があり. 三納圧縮試験で検討

する必要がある。

今後の課題として多々あるが，泥岩土および砂岩土

との混合土の盛土等への適用性については，単なる j尼

岩土と砂岩土の重量比による混合ではなく，混合土の

粒皮組成(粘土分，シルト分，砂分)を種々変えて

(分布地によって泥岩土，砂岩土の粒度組成に差異が

あるので)，その力学的特性を調べる必要があろう。

最後に，本研究を行なうにあたり，本学科卒業生畑

井勝治.平安山英茂両君の助力に謝意を表します。
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