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島尻層土の力学的性質について

周藤宜二* 上原方成本

Experimental Studies on the Mechanical 

Behavior of the Shimajiri Soils 

Yoshiji SUDO and Hosei UEHARA 

Synopsis 

The shear properties of soils are ordinarily discussed about two 

groups of sand and c1ay， however， on the base of the concept of the 

effective stress these properties are able to be standardized. Though 

Coulomb or Mohr-Coulomb's criteria are usually used on the failure 

criteria of soils， the stress parameters from these criteria differ with 

the condition of the drainage during the shear. 

As the maximum deviator stress and the maximum effective 

principal stress ratio do not arise at the same strain， there are still 

problems about the internal friction angle at the undrained condition. 

In this paper the undrained shear tests are examined under the initial 

back pressure， nevertheless the above-mentioned phenomenon is not yet 

improved on the compacted sandy soil and c1ayey soil. 

Including the discussion on the results of the drained shear tests 

reported before， it is assumed that the most important internal friction 

angle is determined in terms of the maximum effective principal stress 

ratio or the energy correction presented by Taylor and Bishop. 

There will be more discussions about the failure behavior of soils 

taking account of the shear apparatus and the test procedures for each 

soif later. 
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1. まえカずき

土のせん断特性について与え る際に，一般に粘土と

砂の 2つに大)}IJして論じるが，土を土粒子で構成され

る骨格 (solid)とその問ゲキを満たす間ゲキ流体より

なるもの(whole skelton)として考えれli、1二の強

度i.J:、骨絡内の応力、すなわち有効応力の関数として

受付:1978年 4月26日
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考えることができ.粘土.砂ともに [ii]ー素材として取

扱うことは可能である。しかしこの有効応力の考え

方においても、 JJe密や膨張などの応力協i[がに よる彬響

の差があリ ，このことについては j殻悦的な視点に立

って，物埋化学性伎の相違によるものと考えられてい

いる。巨視的にみれは¥密な砂と過!王衝された粘土，

また緩い砂と正規庄;t，された粘土{ムそれぞれ類似の

挙動をフl、し、両者の速いは，ダイレイタンンー特性の

相違によ るもの と考え られている。

土のせん断強度は，物理的な土粒子被触耐でのまさ
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つ低抗と，界面化学的な土粒子の表面の佐賀によって

生ずる粘着力抵抗によるものである。このような考え

に碁づいた土の破壊規準として， 一般に，Coulomb 

またはMohr.Coulombの規準がある。また，土のせん

断抵抗li、せん断面，すなわち相対移動をおこす土粒

子機触面付近の間ゲキ比と，その面に作用する有効応

力の関数であるとの考えに基づく Hvoslevの規準 1)が

あるが，実験に際し，かなりの精度が要求されること、

彼境時の間ゲキ比または含水比が等しい供試体が対象

となるニとなど，実際面での解析がむつかしいため，

一般にはニの規準はあまり用いられていな L、。実際面

からの簡便法と しては， Coulomb またはMohr.Co・

ulombの舷壊規準より.見掛けの強度定数を求めるの

が普通で、ある。

せん断試験では，排水条件によ って強度定数が変わ

ってくるが，この場合， 庄省、非排水せん断試験によっ

て求まる内部まさつ角 (if;'Jにも問題が残されている。

一般に， ~庄犠とは最大軸差応力 ((σ ， -(3)""") の時点

をもって評価するが，Mohr.Coulombの破境規準て'Ii，

せん断i的経におけるすべての応力円のうちで，最も何1

1支の大きい直線に接する応力円となる時を破桜とする

ので、最大有効主応力比((σ;/σ~)rrIlX)を力、す応力円カ‘φ

を決めることになる。排水試験では1 a:iを一定に保ち

ながら σJを増加するので，常に(仇ーの)maxと(σ;/6;)醐が

問時に満足されるが，非排水試験では，ひずみの大き

さによって閥ゲキ水圧が変化するので， σJ，dともにひ

ずみの傑j数となり ，一般に(σ，-6，)聞と(σ;/σ訪問li同時

には生じなも、。非排水試験におけるこのような現象を

補うために，赤井らは，飽和した不慣乱粘性土につい

て.試料が地中で受けていた静水圧程度の大きさのパ

y クプレッシ ャーを加えることによ って， (σ「の)叫と

(σ;/ω叫がlaJP寺に現われると報告している 2)が.未だ

に，粘土，砂ともに(σ，-(3)'聞と(σ;/の)，幽が一致しない

似本的な!原凶は明らかにされていないよ うである。

以上述べた巧え方に)j!;づき，突固めた 1:11j尻層砂告土

とifr!.岩土について，パ γ クプレ yシャーを加えてn:省

非排水試験を行ない.有効応力の概念にしたがって，

砂質土としての砂岩土と粘性土としての泥岩土の力学

的性伎の総本的特性を調べ，前回行なった排水試験結

占柱。もあわせて考察するニとにする。

2. I史料および絞験方法

2.1 実験に用いた賦料

今回の実験で用いた試料li，前報告と同様にぬ尻層

砂岩土と 1尼岩土て'あり(最大粒径は 2...)、表 lにそれ

らの物理的性質を示す。

表-1 物理的性質

砂岩土 t尼岩土

比 昆L 2.71 2.80 

液性限界(%) NP 6l.6 

塑性限界(%) NP 28.0 

粒 砂 分(%) 55.0 15.5 

度 シル ト分(%) 35.8 31.7 
組
成 粘土分(%) 9.2 52.8 

2.2 供位体およびt:験方法

今回行なった三軸圧省・非排水試験(以後CU-testと

柄、す)に閑いる供試体は，以下に述べるようにして得た

突固められた供試体である。まず，砂岩土， 1.尼岩土と

も四分法で調聖書した試料を準備し，ある含水比になる

よフに数回に分けて峨霧器で注水し.よくかきまぜる。

約30分放置した後，直経150mモールドを尉 L入自動突

固め試験機で突悶める。突国めエネルギーは， I ]冒当

リ17，42， 92回の 3樋類で， 3Mに突固め，それぞれ

の突固めエネルギーで辰迎合水比 (Wopt) と最大乾

燥密度 (rd町田)を求める。

CU.testに用いる{共試体は，ニのようにして得られ

たWoptになるように注水し，モールドの下部に入れ

るスペーサーディスクを除いて問機の方法で突固めた

ものである。スベーサーディスクを取り除 くこと によ

って.モールド体績は約40%地IJIIし，先の突凶め試験

方法と問機l三3層で突固めると rdl立小さくなり突閤め

曲線は異な ってくるが Woptは大きく変動しないと

仮定し て行なった。[色径 7om，高さ 14""，1こなるように

成形し， (:共試体の周囲にドレーンペーパーを付け，ゴ

ムスリーブをかぶせた後三輔装置に取付け，供試体下

部から注水しつつ上部から本)30omHgの負圧をかけて脱

公する。 2-3時間脱公した後.三紬セル中に水を満

たし，鯵水!王状態で平衡させ，その後所定の1"))1亙を作

用させると同時にイニシャルパックプレツンャー(以

後B.P.と称、す)2 k;/ "'"を負荷し. ビューレ ット，間
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表-2 突固め試験結果とせん断初期状態

土 1交問めエ 突 固め試験結果 せん断初期 状態

't'{ ネルギー Wopt(%) yJmax( q /cm'l e W(%) S，(%) B f直

砂
17回/11i>l 17目 2 1.644 0.699-0.787 21.3-23.2 73.6-87.4 0.995-1.01 

岩 42 11 15.8 1.732 0.663 -0.683 20.5-21.7 83.9-86.9 0.93-1.01 
:i ~ 92 /1 13.3 1.812 0.579-0.680 19.1-21.4 76.9-95.7 0.995-1.02 

J尼
17岡/11，同 28.6 1.464 0.899-0‘999 29.9-31.6 88.6-94.5 1.01-1.07 

岩 42 11 24.8 1.565 0.843-0.904 27.5-28.8 87.5-95.7 0.99-1.06 

92 11 23.0 1.614 0.879 -0. 934 27.7-28.7 84.4-90.4 1.01-1.06 

ゲキ水圧の読みカ、落荷くまで放置する。iHlJ圧は，砂新

土の場合， 3，4，5，6匂/仰12の4段階，1尼岩土の場合， 4， 

5，6f..v/cm'の3段階である。せん断は，非排水状態で行

ない，供試{本l丘昔日から間ゲキ水圧を測定し，せん断速

度はO守 l%/min (ひずみ制御方式)である。突固め試

験結来とCU.testにむけるfJt試体の初期状態を表 -2

に刀、す。

表-2において.供試体の飽和度 (Sr)は. 測定

結果から計算して求めたもので，砂岩土，1尼岩土とも

100 (%)以下で完全飽和しているとはいえず，また，

il~岩土では，だいたい85 (%)以上であるのに対して，

砂岩土の)jが，むしろ小さい j~{ となっている 。 しかし，

B.P.=2.0 (勾/酬のを負荷したとき発生する間ゲキ水

fL (J u)より求めた B値 (Bf直ニJu/B.P.)は，砂岩

土，i尼岩土とも1.0前後であり，これより完全飽和し

ていると考えられ，供試体の重量および含水比側定.

また直後.高きをノギスで測定することなどの測定上

の誤差がかなり大きい と考え られる。

3. Iit験結果および考察

3.1 CU -testについて

CU.testより得られた軸差応力、せん断にともなっ

て発生する問ゲキ水圧と軸ひずみの関係乞砂岩土，

泥岩土についてそれぞれ図 1，2(α) (6)に示す。 ま

ず，軸差応力は，砂岩土， 1.尼岩土とも側圧が大きいほ

ど，また突固めエネルギーが大きいほど大きくなるが，

砂岩土の場合，最大軸差応力 (以後(cr，-σ'3)maxと粉、す)

が現われるのに対し，泥岩土の場合は，今回行なった

ひずみの範囲てオσ「仇)maxは生じなL、。せん断にともな

って発生する問ゲキ水圧は，せん断の初期において，

砂岩土， i尼岩土ともjEの問ゲキ水圧が発生し， 1制圧が

大き いほど大きな値となる。 軸ひずみが大きくなるに

ともなって，砂岩土の場合は，負の間ゲキ水!五へ移行

し，突凶めエネルギーが大きいほど，また，fHl]1.玉が小

さいほど大き~: í'l.の附ゲキ水圧が発生するが， jl~岩土

の場合は.正の問ゲキ水圧の最大値を司、した後，間ゲ

キ水圧は除々に小さくなって L、〈 。突固めエネルギー

が大きいほど.また， f則圧が大きいほどこの減少削合

は大きいが，負の間ゲキ水圧が発生するまでには至ら

ない。以上述べた軸差:応力.間ゲキ水圧の挙動より .

砂岩土は衝な砂， i)~岩土は軟らかい粘土としての特性

を司王していることカ《わかる。

有効主応力比(以後(σ;;め)と私、す)の変化の様子を

軸差応力の士会合と比較するために，突固めエネルギ-

42回/1層について，砂岩土，泥岩土それぞれ図 3 

(α)， ( 6 ) に ~J、し . 他の供試体については図ー 1 . 2 

(α) 中に ， 最大有効主応力比(以後(σ;/σ'~)m8X と粉、す)

に対応する箇所に 0印で示しであ る。砂岩土， jl正岩土

とも(σ;/σ;)ma誌が現われ，砂岩土の場合は，軸ひずみ ε

=5-9 (%)の範囲てTσ; / σ'~)maxが生じ， (σ「の)max

が生ずる軸ひずみの約1/2であ り， jl~岩土の場合は ，

(cr，-σ'，)ma来は現われないが， (σ;/σ;)max はε=8 -12(%) 

の範閣で生じ，砂岩土と比べると若干大きいひずみで

ある。このように. 今回の実験では， (σ「σ'3)maxと(0;/

σ';)maxが同時に生じない。

正規!王密粘土の場合， (σ「σ'，J)maxが生ずるひずみは.

(σ;/σ';)maxが生ずるひずみより 小さし砂については，

密度の大きさによ って異なるが，密度が大きい.ある

いは中位の場合は， (σ，-cr:山田が生ずるひずみの);が，

(σ;/σ';)maxが生ずるひずみよ り大きく. i畠:度が小さい場

合には，この逆の現象となると報告され.1.-jj，亦

井らは，不f党乱飽和粘土において，地中で受けていた

静水圧程度の大きさのパ y クプレ ソシャーを用いるこ
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とによって.(a，-σ山axと(σ;/σ';)maxが同時に生ずると報

告している:!1¥)今回行なった実験では，砂質土として

の砂岩土は.中位から大きい密度に相当し.両ij者の報

告と I司じよ うに. (σ「仇I)maxの生ずるひずみが(σ;/a;)

maxが生ずるひずみより大きくなっている。一方.粘土

としての泥岩土は，応力~問ゲキ水圧~軸ひずみ曲線

より正規!王密粘土と考えられ，パ ソクプレ ッシャーを

作用させたにもかかわらず. (σ，-a')maxli生じず.(a; 

/ σ'~)maxは明瞭に現われた。砂岩土. it~岩土ともに突固

めた{共試体であり. 1尼岩土の場合は，突固めた時から

せん断開始までに吸水膨張を含めて，応力履歴の影響

がかなり作用し，砂岩土の場合は.密度(あるいは問

ゲキ比)の大小が，せん断特性に大きく影響を及ぼす

ものと考ーえられる。 (σ1-03)maxと(σ;/ゐ)maxが同時に生

じない原因は不明であるが，三紬圧縮試験では.供試

体と上部キャ ップおよび下部ペデスタイルの聞のまさ

つ低抗のために.供試体内部における応力.ひずみの

均一性が低いこと，問ゲキ水圧を普通供試体の底部か

ら測定するために.f共試体全体を表わしているとはい

えず.また.せん断速度の影響もあろうが. (:共試体底

部から間ゲキ水!玉品1115主装置の事:位指布、計までの脱気水

を満たした管路のiときによって，間ゲキ水圧の時間的

i盛れを生ずること.パソクプレ ツンャーの大きさを土

質によ ってどれ位の大きさにするべきか，砂質土では，

ゴムスリーブのペネトレーションの影響を無視できな

いことなど，試験装置の改良を含めて，極々の問題が

あると._r，.えられる。

(a，-a')maxが生ずる時を破竣とするか.(σ;/σ;)maxが生

ずる時を破・駿とするかで，内部まさつ角は，当然変わ

ってく る。有効応力に某づいて. Mohrの応力同を描く

じ尖閉めエネルギー42回/1層の場合，砂岩土、 j尼

岩土それぞれ図ー 4(α) (b)のようになる。また，そ

れらの有効応力径路は，図-5 (α) (b)となる。図-

4には.砂岩土の場合. (σ「の1max時と(σ;/σ';)m8X時の

応力問が:;J，してあり，泥岩土の場合は，軸ひずみε=

15 (%)に刈応する紬差応力を(σ「σ，)m制とした場合の

応jJp:jと. (σ;/ a;)max時の応力円カづ1;しである。他の{共

試{本については.同僚の万法で内部まさつ角(以後世

と称す)を;)<め，表-3にぶしてある。 (σ;/σ.;)maxIニ対

応するMohrの応1J円で求めた世'の方が，砂岩土の場

合li. 1.1-1.3・. ilE岩土の場合は. 0.6-0.8・(突固

めエネルギ-92回/1層では特に2.6・)大きくなって

いる。有効応力径路から与えれば.図-5 (α) (b)に

表-3 内部まさつ角

土 突固めエ (arーの)maxlこ (σ; / a;)max Iニ
質 ネルギー 幕づく φ(0) 恭づく q>'(・)

砂 17回/1層 35.3 36.4 

右山 42 11 36.7 38.0 
土

92 11 37.8 39.0 

j尼
17回/1層 31.5 32.1 

岩 42 1/ 32.2 33.0 
土

92 1/ 30.6 33.2 

は. (σ;/σ.;)maxが生ずる時を×印. (σ1一σ'3)maxが生ずる時

を・印て寸、しであるが. (σ;/ a;)maxが生ずるひずみより

まだ小さいひずみで降伏に達していると与えられる。

(a;/ a;)m..1こ対応して求めた世'は，砂岩土の場合.q;= 

36.4-39.0.. i尼岩土の場合.世'ニ32.1-33.2・となり，

突回めエネルギーの大きさによって生ずる<t'の変化は

非常に小さ L、。その忠由として.今回の実験では"失

固めた後. ij見%あるいは静水l五で平衡させる過程で吸

水膨似し.内部応力が解!炊きれ.表 2に不すように，

せん断初期状態では，突悶め時の状態よリ緩い情i立と

なリ，突悶めエネルギーの似j来が弱められているもの

とJfえられる。しかし，突固めエネルギーによって.

突固めた時の状態とせん断の初期状態との変化は，砂

岩土の場合，間ゲキ比e=0.50-0.63がe=0.58-0.79

に. il~岩土の場合，含水比 w=23.0-28.6 (%)がW

二 27.7-31.6(%)と変化しているが欠凶めたf共ぷ

f本をそのまま試験したものと，今回のちた験Ji法で行な

った結果とでは，不飽和土と飽和土とのi主いはあ って

も， 突固めエネルギーによ って生ずる内部まさつflJの

大ききの変化は小さいとも巧ーえ られる。このように，

突固められた供試体では，あるねlJ支省主・桃iZiになり.

突固めエネルギーの大きさよりも. (共ぷ:1*の土の刊ー状，

すなわち，粒子形状，車;n支分布ーなどが世'の大きさを決

定するil¥要な因子ーとなるとAt-えられる。

3.2 排水依験結線との比絞検討

前回行な った1:.¥t)i，1Ti砂宥土と iti岩土のi1t{i"J:におけ

る三紬圧密排水試験(以後CD-testと柄、す) よリ砂新

土と泥岩土のみの実験結果を尉いる。このCD-testは，

f共試体直径3.5cm.向き7.0cmで.せん陣)ri'l!Hto.5%/

m inのひずみ制御 )j式で行な ったものである。ここで¥

砂岩土と泥岩土の試験結栄ーを.(，共試{本の十JJJYI条例も 合
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(a) 

試料:砂岩土

突固めエネルギー:42回/1層

6ト ーー一一 (σ1一σ'3)max

'i I -ーー (0;/σ';)max 

-.%' 
』

4 

つ白

夜
迫
逼
J
1
引
十

¥ 

¥ 、
¥ 

¥ 、
1 

。 2 4 6 8 

有効垂直応力.0'(勾/酬)

12 14 

(b) 

4 

の乙門
帆
也
蛮
J¥
引
ず

試料 :iN.岩土

突凶めエネルギー :42凪/1/回

一一一ー (σ，-σ'3)max
ー一一 (σ;/σ';)max

。 2 3 4 

有効垂直応力.0'(勾/岬)

5 6 7 

図 4 Mohrの応力円と破壊包絡線
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4 

試料:砂岩土

突固めエネルギー:42回/1層

・(01σ'3)max

x(σ;/ O~)m.x E
¥
ぞ

。 2 3 4 

σ， +03 

2 

-
0
 

3 

突固めエネルギー:42図/1層

竺↓ x(σ;/仙 x

?I"， 1 
61 

。 2 3 4 
A 寸- (J~~ 一γ(勾/附)

5 

図-5 有効応力径路

めて表 4にがす。こ の表中には. (1)式の Taylor-

Bishopのエネルギー鮒正 1)，:1)を行な って求めた強度定

数も 7]，してある。

( 0，一σ3)m.x= (O，-03)r十σ;{d(.dv/v)/dε}f (1) 

表-4より， Taylor-Bishop のエネルギー補正を行

なった場合.砂岩土は，内部ま さつ角が1.7。低 ドして

いるが. il~岩土の場合{ム料i '{itJ. 内部まさ つ角はほ

とんど変化がなし、。ニれは， I ， ~ j 試料のダイレイ タンシ

ー特性の違いによ るもので，ダ イレイタン シー係数の

109 

(a) 

5 10 6 8 9 7 

(I.y/""，) 

大きさ からもわかる。-}j， CU-test より í~J られた結

課 と比較すると，砂岩土の場合は、めの)jがφより

4.2-6.8'大きいが，ilt_岩土の場合は，逆に世'の )jが

6.2-7.3'大き しc'= 0であるのに士、Iし. cγ=0.4 

(勾/om) となっている。 砂の試験に|主lして.似核時

の間ゲキz本に付する 41:排水および排水せん断試験結wー

を比較すると， 一般に仇ヵゅよリ大きいが，(0; /σ;) 

maxの条件に対応するφと. Taylor-Bishopのエネルギ

ー補正を加え・たがは一致すると 報ftfされている い。

一方.正規正2也、粘土に関しては. HvoslevのJil/.iV;を附

いて.非排水ぷ験の場合は.

白 xcostt，+sinO， 
smo 

r 1-(2Aー 1)xcosふ

排水せん断試験の場介は.

(2) 

x cosφr+sin世r
sm I/)d = 

r" 1 -( 2Sd - 1 ) x cos世y

)
 

t
 

(
 

ニニ に，世r エネルギー制i1Eを 4号えた場イ干の

有効内部まさつ角

x 粘i{i力係数

A:閥ゲキ圧係数

Sd: f構造指数 (ダイレ イタンシー特例

のI'kl数)
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表 4 三輔圧密排水試験結果

土 1P.1] I{ 最大軸差応j} 破壊時の 似I車時のずイ 見 1.1ト l十 エネルキ一掃jlE後の 間l ?干 自包

11， (11，偽)剛X ひずみ
レイタノンー

内部
ゲ

水 和
係数

粘I{jj) 粘;{;f} 内 m; キ

11 I (krj/樹} (krj/開) ε)%) (d(" v/v)/dE) f C，(勾/cm) 
まさつ角 まさつ1内 lt tt 11' 
世，.，1") C，(ん/開)1 ø~") 

w(%) ~j % ) 

2.65 6目3 0.65 
/i'~. 0.53 

2.66 6.5 0.61 

4.80 6.5 0.37 
い行‘ 1 05 

4.84 5.6 0.41 

9.74 5.6 0.33 
.1: 2.11 

10.13 6.3 0.29 

2.22 10.5 0.11 
i)~ 。5:，

2.01 9.8 0.11 

3.07 13.5 0.033 
有u， 1.05 

3.06 13.0 0.032 

4.57 16.6 0.021 
2.11 

4.55 14.0 0.021 

と式を J尊入し.(2). (3)式を比較して.A=Sdの場

合のみφ=Odとなる(ただし.砂の場合は.x= 0で

あるので，常にφ=φd=めとな る)。実井!r]におし、て，

Aの11f.(tJ'Sdよりやや大きいので.<T dが φ'より大きく

なるとの報仇もある 1I。今凶の実験では，砂岩土.泥

告j:とも上記の報告のようになっておらず，これは，

f共試体の大きさ のi主い，せん断速度の大きさの違いな

とが;ji~響しているもの と巧えられ るが， 今後の課題と

した L、。

以上のように，往々不明の点が多いが，内部まさつ

角を決定する上て、最も 一般的に13-昧 をも つ ものは，

(σ;/σ';)maxの条件に対応するφ，あ るいは.エネルギ一

両li.!.lーを行なった世 7であるとみてよいのではないかと思

われる。

4 .むすび

3は1;告の失1mめエネルギーで突同めた，1:，)I:)L層砂岩士

と ilt_岩土の三軸It'If;~1 排水ぷ験を，イニンヤルパ ソ ク

プレ ソシャ ー 2/.x;/omを用いて行なったが，種々明ら

かにできなかっ た問題はある 。 しかし， 前凶行なっ た

三輪1:1省排水試験結巣ともあわせて，今凶は以下にj生

べるような点が，一応明らかになったと言えよう 。

( 1 )応力 -liilゲキ水11:-ひずみ特性， あるいは有効

応力作路よ り 失凶めた砂告土は官i:~'・再生、' 同じ く

。

0.428 

c 

0.55 17.8 80.6 

44.9 。 43.2 

0.62 19.7 92.6 

0.94 28.6 87.0 

25.8 0.409 25.9 

0.98 31.4 95.0 

突固めた泥岩土は正規圧密された粘土としてのせ

ん断特性に矧似してい る。

( 2 )砂岩土の場合は. (σ1一σ'3)m.xtJ".上ずるひずみより

小さ いひずみで'(0;/ σ'~)ma}(が生ずるのに対し . if~ :f:i 

土の場合l.i. (σ「仇)maxl.i現われず.(σ;/σ';)max は砂

岩土よりわずかに大きいひずみで生ずる。

( 3 )有効応力後路より ，砂お土.1尼岩土 とも(σ;/

ゐ)maxが生ずるひずみより小さいひずみで降伏し

ていると巧えらHる。

( 4 )内部まさつ角(世)は， 突回めエネルギ の大き

さより も，土の性状，すなわち，キ:i.(-形状，が1.度

分布などに大きく左むされると巧えられる。

( 5 )旺密非排水試験よけ求ま るφ'と，排水試験より

求まるゆdlこTaylor -Bishopのエネルギー補正を加

えて求めため(ム砂計土. il~計土とも一致しない

が，内部 まさつ角を決定 「る_j'.で最も 立味のあ る

ものは.(σ;/σ';)maxの条件に対応、するφ，あるいは，

エネルギー補jlーを行なった世rであると考えてよい

と思われる。

今後の課題とし て，試験装置の改良，試験 }j法の己主

主与も含めて， 多々あると考えられる。(0，-仇)maxと(σ;/

σ';)maxが|司時 に生じない県出は，末だ不明のようであ

るが，土の J')ープ的変形，あるいはi並行性破壊むど

も含めて， 土の降状.破壊と いゥた概念を もっと明機
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にする必要があると考えられる。

最後に，本研究を行なうにあたリ多大の助力を情し

まなかった，昭和52年度卒業研究生諸君に謝意を表し

ます。
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