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土壌物理実験結果の現地への適用性に関する研究
（Ⅲ）土壌の力学性の現地測定について
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Vanesheartest？ndH＆rV＆rdcomp＆Ctiontestar・e8ppliedt9me＆Sur・epreCiselythemechanicalproperties
Ofsoilin8ituandfollowingresultsare achieved：

（1）ThesignificantcorTelationexistsbetweenvanesheartestandcohesion 岳tress measur・ed by tr・iax
COmpreSSiontest，butwholeshearIingstr・eSS，includingtheangleofshearIing r・eSistance，CannOtbemeasur・ed
bythe former

（2）ThoughthecorrelationbetweenHarvardcompactiontestandcompactiontest using rammeris high1y
Significant，theformerhasthetendencytooverestimateinproportionasthe comp＆Ctdensityincreases

Itprovesthatbothofthesemethodcanestimatethemechanicalproperties of clayey soil，and that the
applicabilityforsandysoil，however，isnotsufficient

現地における土壌の力学的性質をより正確に把握するために，ベーン式セン断試験をらびにハーバード式締

固め試験による現地測定を試みた。その結果以下の事柄が判明した。
（1）ベーン式セン断試験による現地測定結果は，三軸圧縮試験における粘着応力との間に有意な相関が認めら
れたが，内部摩擦角を含むセン断応力全体の測定は困難であった。
（2）ハーバード式締固め試験法による現地測定結果は，室内測定結果との間に高い相関を示したが，締固め密
度が大きくをるに従って，その値を過大に評価する傾向があった。
これらの結果から，今回採用した2つの方法では，粘土質土壌の力学的性質を現地において測定できるが，砂

質土軌二対する適用性は不十分であることが判明した。
Ⅰ 緒首
既に論述したように，土壌物理実験結果の現地への適用悼透高めるための手段の一つに

，現地測定が考えら

れる。前報（1）にお・いてはフォールコーン法を応用したコンシステンシーの現地測定を試み，レキ分が少ない土
壌においては適用の可能性が高いことを示した。本報ではひき続いて土壌の力学性試験の現地での実施により，
土壌の耕転や施工をどの実際の作業と直接関連性をもつ国子を，より適確に把握しようと試みた。測定項目は
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土壌の力学性の中でも特に応用範囲が広いと考えられるセン断試験をらびに締固め試験を対象とし，また実際
の測定方法としては，試験的に用いられた特異を方法は避け，現在ある程度理論的を裏づけがをされている「
準規格」測定法として，ベーン式セン断試験，ハ、−バード
式締固め試験を，実用上の見地から−・部改良して実
験に供した。
Ⅱ 現地における土壌のセン漸試験
土壌の力学的強度を求めるためのセン断試験は，基礎や斜面の安定言†算に必要なばかりでなく，農耕の機械
化に伴って，易耕性など農地との関連においてもますますその重要性が増大しつつある。具体的測定法として
は，現在一面セン断試験（ASTMD3080−1972）や三軸圧縮試験（ASTM D2850−1970）が広く採用されている
が，いずれも室内試験であり，得られた結果を現地に適用するためには，前処理や実験方法などでいくつかの
制約が生じる（2）。それらをできるだけ緩和するために，ここでは現地において土壌のセン断試験を行をいうる
方法としてベーン試験を採用し，若干の改良を加えた小型機を試作して実験に供した。それを図−1に示す。
この図からわかるように，試作機は一・種のストレンコントロール型ベーニンであるが，全体に小型化されてお
り，質量も約6．5kgと軽量であるので，1人でも自由に携帯できる。ベーンの寸法も標準寸法のD＝5cm，H
＝10cmのものに加えて，D＝3cm，H＝6cmおよびD＝1．5cm，H＝3cmのものを試作し，より細部にわたる
測定を可能にすると共に，従来不適当と考えられていた砂賀土壌に対しても適用を試みた。計測は現地測定を
考慮して12V事乞奄地でバックアップしたトランスジュ1−サの読

取りによって行なった。現地試験地点としては，香川大学農学
部構内実験圃場内に5ケ所，香川県内丘陵地に3ケ所，計8ケ
所を選定した。それぞれの地点における土壌の基本的物理性は
表−1に示すとおりである。
この表における池戸−1は灰色低地土壌に属する花崗岩質運

積土の砂質土壌であり，池戸−2←5は原土である池戸−1に
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対して，粘土分，CaCO3，有機物を加えて管理した結果，原土
とは異なる物理性を有する土壌となっている。また由良山土お
よび五色台土は安山岩質鱒横土，力石土は流紋岩質残積土で，こ
れらは池戸−1〜5と比べて相対的に粘土質土壌といえる。実験
の実施にあたっては，現在最も−・般的に行なわれている土質工
学会採用の標準的方法（3）に準拠して行かゝ，サンプリング試料と
の対比の必要性上，測定深は10cmの固定とした。その結果は，

図−1 ベーン式セン断試験機

図−2に示す。

供試土壌の物理的性質
池戸−1 池戸−2 池戸−3 池戸−4 池戸一5 由良山 力 石 五色台

寅 比 重 2u59 2り63 2．55 2．60 2．63 2．、64 2．52 2．75
砂 分（％） 80．4 62．8 56．．0 61．9 60．8 28．8 67．5 47小7
シルト分（％） 13．、6 29．1 33．2 27．．1 27．4 43．3 15．0 36．．1
粘土分（％） 6．0 8叫1 10ハ8 11〃0 11。8 27．．9 17．5 16．2
L‥L．（％） 33．7 36．4 41．．0 40．5 41．2 36り5 70小0 65．2
P．．L．（％） 23．7 25．7 27．9 28．．5 29．6 24．6 30．5 39．．2
P．．Ⅰ．（％） 10．0 10．．7 13．1 12．0 11．、6 11．9 39．5 26．0
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この図では前記8種よ壊のデータのうち，池戸−2〜4はそれぞれ池戸−1と池戸−5の中間的性質を示し
たので省略してある。図中における荷重と回転角度との関係は土壌によって著しい差がみられるが，表−1と
の対比を行をっても土壌の基本的性質との関係は必ずしも明白ではか）。また図上のど−ク点から判断すると，
一・般的にいわれている土壌のセン断強度（粘着力の成分と
内部摩擦角の成分を加えたセン断応力）の値よりは小さい

ように思える。そこで土質工学会基準案（ASTM D2850
−1970）に基づいて行なった室内試験（三軸圧縮試験）の
結果と比べてみると，表−2のとおりになる。

この表中におけるtan￠（内部摩擦応力），C（粘着応
力）および合計は，非庄密，非排水の条件下において，最

適含水比で締固めた土壌に対して三軸圧縮試験を行った結
果であり，いわば土壌の最大強度と考えられる。これに対
して現地試験（ベー・ン試験）によって求めた値ははるかに
小さく，また全般的を傾向としても合計とは−＼致していを
い。従ってこの方法によって，山・般的にいわれているセン

断強度そのものを求めることは困難と考える。しかしをが
ら現在ベーン式セン断試験は，粘土質土壌のセン断強度測
定法として位置づけられており（4），また現地土壌の拘束庄
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がゼロとして扱える場合には，理論的にも粘着応力との対

図・−2 荷藍と回転角度との関係

応が期待できる。そこでベーン法による測定結果とCとの
関係を示すと図−3のようにをる。

表−2

供試土壌のセン断強度侮f／d）
t姐￠

池戸−1
池戸」2
池戸−3
池戸−4
池戸−5
由 良山
五色台
力 石

C 合 計 ベーン

Ou53 0．17 0．70 0．09
0．42 0．46 0．88 0．27
0．50 0．20 0小70 0．09
0小42 0．10 0．52 0．11
0．43 0．26 0．69 0．19
0．42 1．00 1．．42 0．14
0ル31 1．36 1．67 0．34
0．84 0．61 1．45 0．12

（竿）
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図−3 粘着応力とベーン強度との関係
両者の関係を式で表わすと

〝＝3．2血−0．03 r＝0．66＊
となり，ベーン法による現地測定結果は，室内における三軸圧縮試験によって求められた粘着応力Cに対して，
絶対値はやや小さいものの5％水準で有意な相関を示している。特に両者の関係を表わすグラフがほぼ原点を
通ることから，両者の問にみられる絶対値の相違は，主として密度の差に起因するものと考える。すなわち，
室内法が締固め後のほぼ最大密度に近い試料で測定されているのに対して，ベーン法が現地の密度で測定が行
をわれていることに起因するものとみをせる。従ってベーン法によって現地土壌のセン断試験を行なった場合，
セン断応力全体を求めるには困難が認められるが，粘着応力のみの測定を対象とした場合には十分その目的が
達成でき．従来から主張されてきた粘土質土壌に対する適用性が再確認できたものと考える。
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Ⅱ 現地における土壌の締固め試験
土壌の締固め試験は，現在JIS A−1210−1980に定められており，路盤や盛土の施工，管理に応用されて
いるほか，農耕の機械化に伴う農地土壌の緊密化に対する基礎資料としても有用であろう。しかしながら現地
における締固め試験はまだ規格化されるには至っておらず，ほとんどが経験的方法である。ここではハ、−バー
ド式締固め券を利用した簡便な現場締囲め試験を採用した0その具体的手順をフローチャートで示すと図一4
のとおりである。

この図からわかるように，この方法はサンプリング試
料を利用しているので，厳密を意味では現地測定とはい
えない面があるが，定容探土法によるサンプリングの場
合には，現地の状態が比較的良好に保存され，かつより
正確を測定が可能となるものと考えて採用した。また同
一・の手順で室内，現地を問わず測定が可能であるという
利点もある．。このうちハ・−バ・−ド法による締固めは，J
ISの規格に対して相似則が成立するものと考え，単位
体積当りの仕事量を5．62kgトcm／cn†と，同一Lにして測定
を行なった（5）。また現地における締固めでは，事実上自
然含水比以下の水分条件での測定が不可能であるので，
実際の測点は最速含水比前後の2〜3点にとどまる場合
図−4 現地締固め試験のフローチャート
が多い。図−4に示した手順による各地点での測定結果
を，室内試験と併記して示すと図−5のようになる。
この図において実線は室内測定結果を，また破線は現地測定結果を，それぞれ示している。図−5からわか
るように，ハ・−バード法による現地試験では室内法のようを広い水分範囲を対象とした測定は困難であるが，
測定時の水分値（自然含水比）は最適含水比に近くをっている場合が多くみられ，サンプリング時期の選定に
留意すれば，測定値をそのまま最大密度とおきかえられる可儲性もある。最も問題とをるのは，締固め最大密
度が現地において正確に求めうるか否かであろう。そこで現地の最大密度叩と室内での最大密度γRとを対
比させてみた。その結果は図−6に示すとおりである。
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図−5 締固め曲線

図−6 締固め最大密度の比較
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〝軸に現地測定結果を，また．x軸に室内測定結果をプロットした場合，図−6における両者の関係は，
〝＝1．40．x−0．41（「＝0．88＊＊）
で表わされ，1％水準で有意な相関を示している。しかしをがら〝＝＝一方の線とはかをり離れていることからも
わかるように，両者の絶対値は必ずしも一・致してはいをい。特に乾燥密度が2．0前後にも及ぶようを砂質土壌
の場合には，ハーバード式によって得られた値がかなり過大に評価されている。この原因としては，
の室内法は繰返し法であるので，土粒子の破砕に伴う粒度の変化が生じる。
といった従来から認められていた問題点の他に，
⑦相似則が不成立とをる可能性。
が考えられる。たとえば容器が小さい場合には，側壁による圧縮の影響がより強く出現する恐れがある（6）。従
って現地において土壌の締囲め密度を測定する場合，・−・般的傾向はかなり明確に得られるものの，絶対値その
ものの信頼性はやや乏しい場合がある。
Ⅳ∴総合考察
今回実施した土壌の力学性の現地測定の結果，現在準規格化測定法として位置づけられているベーン式セン
断試験，ハーバー・ド式締固め試験を現地測定法として適用した場合には，いずれも対象土壌が砂質である場合
に問題があることがわかった。すなわち前者の場合は，理論的にみると拘束庄ゼロのときのセン断応力の測定
として考えることができ，従って内部摩擦角の成分に比べて粘着応力が相対的に小さい砂質土壌の測定には困
艶が生じる。これは今回の現地試験によって基づけることができたといえよう。また後者の場合には，一一・般に
土壌が砂質にをればをるほど室内測定値との間に誤差の増大傾向がみられた。これは繰返しによる粒子の破砕
に加え，周辺効果の作用が加わった複合的を原因によるものと考えられる。
これらの結果を総合すると，今回供試した2つの方法による現地測定は，粘土質土壌の場合にはその力学的
性質をかをりよく反映した結果を得ることができるが，砂質土壌の場合にはやや不十分であり，より実用性の
高い測定法の検討が望まれる。しかし，いずれにしても，土壌の力学的性質の中でも特に応用範囲が広い，セ
ン断強度と締固め密度について，現地での測定に関してある程度の見通しを得ることができたものと考えている。
Ⅴ。あとがき
筆者らがこれまでに行かってきた，土壌物理実験結果の現地への適用性に関する一・連の実験的研究により，
個々の実験項目についてはその適用性の向上にある程度の見通しが得られた。具体的には，現地において直接
試験することが最も有効であり，それが不可能な場合には，予摺などの測定に至る過程をできるだけ簡略化す
ることが必要であるものと考える。しかしながら，農耕上や土木施工上問題となるようを土壌の物理性は，個
々の独立したものではなく，たとえば易耕性に象徴されるような総合的物理性であり，それをいかに適確に把
握するかが重要な問題である。従って単に土壌の物理性測定法の改良のみにとどまらず，実用的見地iこ基づい
た現地土壌の物理性評価の方向への発展を今後の課題としたいものと考えている。
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