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中間土の液状化遠心実験
― 直接基礎構造物の沈下に着目した模型実験 ―

大成建設㈱技術センター社会基盤技術研究部地盤研究室主任研究員 宇　野　浩　樹

１.はじめに

2011 年東北地方太平洋沖地震では、
浦安市等の東京湾沿岸の埋立地において
大規模な液状化が発生し、多くの構造物
が沈下した１）。効果的な液状化対策工を
検討する上で地盤の変形量予測が重要と
なるが、当該埋立地のような中間土（細
粒分を含む砂質土）で構成されている地
盤については、液状化による変形量予測
に資するデータが十分でない。

そこで、本稿では、中間土の変形量予
測に対する各種液状化解析手法の精度検
証と精度向上を目指し、これらに必要な
基礎データを取得するため、中間土を用
いた動的遠心模型実験を行った。なお、
実験結果の考察においては、豊浦砂（細
粒分を含まないきれいな砂）を用いた既
往の実験結果２）と比較した。

２. 間隙流体に関する事前
検討３）

(１)概要
1/N スケールの動的遠心模型実験では、

震動と透水の２つの時間に関する相似則
を満足させるため、水のＮ倍の粘性係数
を示す流体を用いて土を飽和させる場合
が多い。前記の２つの時間に関する相似
則を満足し、かつ、地盤物性への影響が
小さい、という動的遠心模型実験の適合
条件を満たす間隙流体として、細粒分を
含まないきれいな砂に対しては、シリコ
ンオイル（以下、SO）やセルロースエー
テル水溶液（以下、CE）が広く用いられ
てきた。

事前検討では、中間土の動的遠心模型
実験に対する予備検討として、水、SO、
分子量が異なる２種類の CE（後述の
H-CE、L-CE）、の計４種の間隙流体を用
いた要素試験を行い、間隙流体の違いが
中間土の透水係数や圧縮特性、液状化強
度に与える影響について検討した。なお、
検討対象の遠心模型は 1/50 縮尺模型と

した。

(２)試料
試料は浦安市内で採取した撹乱試料の

２㎜ふるい通過分を用いた。図－１に粒
径加積曲線を示し、表－１に基本物性値
の一覧を示す。試料の細粒分含有率 FC
は 30％程度である。なお、表－１に示
した最小間隙比は安田ら (2014)４）の方
法で求めた。

間隙流体のうち、SO および CE はＳ社
製を用いた。SO は液温 25℃で動粘性係
数ν＝ 50cSt を示すシリコンオイルと
し、CEは分子量の異なる２種類のヒドロ
キシプロピルメチルセルロースとした。
分子量の多い HPMC4000（以下、H-CE）は、
液温 20℃の２％水溶液で粘性係数η＝
4000mPa･s を示し、分子量の少ない
HPMC50（以下、L-CE）は、η＝ 50mPa･s
を示すことから、H-CE および L-CE はν
＝ 50cSt となるよう水溶液の濃度を調整
して要素試験に供した。

(３)試験方法
①等方圧縮膨潤試験・透水試験
いずれの要素試験も、直径 50㎜×高

さ 100㎜の三軸円筒供試体を用いて行っ
た。供試体はドライタンピング法で作製
した。供試体作製時の間隙比については、
文 献 1) よ り、 有 効 拘 束 圧 σ'C ＝
49.0kPa での間隙比 eが概ね原地盤に相

当する値（＝ 1.0）となるよう調整した。
供試体を作製した後、σ'C ＝ 29.4kPa で
飽和させてＢ値が 0.95 以上であること
を確認した。

等方圧縮膨潤試験では、σ'C をσ'C ＝
29.4 ～ 196kPa の範囲で段階的に変化
させ、圧縮過程と膨潤過程における eの
変化を測定した。透水試験は等方圧縮膨
潤試験と併せて行い、所定の載荷段階に
おいて透水係数ｋを測定した。
②非排水繰返し三軸試験
飽和過程までは前記と同様の手順とし

た。その後、σ'C ＝ 49.0kPa で等方圧
密を行った。ただし、後述のように、SO
で飽和させた供試体は圧密量が小さ
かったため、所定の間隙比が得られる
ようσ'Cをσ'C＝245kPaまで増加させた。
繰返し載荷過程における載荷周波数ｆは
f＝ 0.01Hz とした。

(４)試験結果
①透水係数
表－２に試験結果の一覧を示し、図－

２に透水試験の結果を示す。間隙流体の
動粘性係数を水の 50 倍として１Ｇ場で
試験を行った場合、透水係数は理論上
1/50 となる。SO は理論上の関係を概ね
満足し、1/48 となったが、CE は H-CE、
L-CE ともに満足せず、それぞれ 1/25、
1/95 となった。土の透水係数は、間隙
流体の動粘性係数以外の物理化学特性

表－１　試料の基本物性値

図－１　試料の粒径加積曲線
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表－２　要素試験の試験結果一覧

（例えば、表面張力や吸着性）にも影響
を受けることから、詳細には遠心場で透
水係数を測定することも視野に入れて検
討する必要がある。
②等方圧縮膨潤特性
図－３に等方圧縮膨潤特性（e ～ log

σ'C 関係）を示す。CEについては、H-CE
のみ試験を行ったが、載荷途中で飽和度
が低下したため、σ'C ＝ 98.1kPa まで
のデータを示している。

表－２に具体的な数値を示すが、水と
H-CE による圧縮指数λはほぼ等しく、SO
で得られたλはこれらの 1/2 程度であっ
た。既往の研究例えば、５）によると、間隙
流体の極性が小さい場合、細粒分の土粒
子表面に働くファンデルワールス力が小
さくなるため、土の圧縮性が低下すると
されている。このことから、CEは低濃度
で水に溶解させているため、水溶液の極
性が水と変わらず、土の圧縮性が水の場

合と同等となり、一方、SOは無極性の流
体のため、土の圧縮性が低下したと推測
される。
③液状化強度
図－４に非排水繰返し三軸試験で得ら

れた液状化強度曲線を示す。液状化強度
曲線は両振幅軸ひずみ DA ＝５％に対す
るものである。SO、CE ともに液状化強度
曲線は水の場合と一致しなかった。

SO は、繰返し応力比が低い領域での
繰返し載荷回数が増加し、液状化強度曲
線の勾配が水の場合よりも小さくなった。
Oka et al.(1999) が提案した繰返し弾
塑性モデル６）によると、圧縮指数λが小
さいほど、繰返しせん断に伴って正規圧
密領域と過圧密領域の境界面が拡大しや
すくなり、応力比が低い領域での有効応
力減少量が抑制され、DA＝５％に至る繰
返し載荷回数が増加する。すなわち、SO
による液状化強度曲線が水の場合と一致

しなかった要因として、前述した圧縮指
数λの低下が考えられる。

一方、CE において、液状化強度曲線
の傾きは水の場合とほぼ同等であるもの
の、液状化強度比 RL20 が水の場合よりも
大きくなった。H-CE と L-CE を比較する
と、分子量の少ない L-CE の方が、多少、
水に近い結果となっている。CEは粘土や
セメント等の微細粒子表面に吸着し、分
子量が多くなるほど、水溶液の非ニュー
トン性が顕著に現れる。このことから、
中間土に含まれる細粒分と CE に含まれ
る高分子の相互作用や、CE溶液自体のレ
オロジー特性によって液状化強度が増加
したと推察される。

３.直接基礎構造物を設置し
た動的遠心模型実験７）

(１)間隙流体の選定
今回の事前検討では、中間土に対して、

動的遠心模型実験の適合条件を完全に満
たす理想的な間隙流体を見いだすことが
できなかったが、以下に示す中間土の模
型実験では、土の圧縮性と液状化強度を
重視し、土の圧縮性が水の場合と同等で、
かつ、液状化強度曲線における差異が相
対的に小さい L-CE を用いることとした。

(２)実験条件
層厚９ｍの地盤を対象に 1/50 スケー

ルの遠心模型を作製し、遠心加速度 50

図－４　液状化強度曲線

図－３　等方圧縮膨潤特性（e～logσ'c関係）図－２　透水係数と間隙比の関係

＊１：室温20℃における値
＊２：間隙比e = 1.0に対する値
＊３：正弦波，f = 0.01Hz，DA = ５％
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Ｇ場で震動台実験を行った。試料は、事
前検討と同様、浦安で採取した撹乱試料
の２㎜ふるい通過分（以下、中間土）を
用いた。表－３に中間土と豊浦砂の非排
水繰返し三軸試験結果を示す。中間土に
ついては事前検討の L-CE で得られた試
験結果を示している。

図－５に後述するケース I-2 の遠心模
型を模型スケールで示す。土槽は長さ
940㎜×奥行き 260㎜×高さ 295㎜の剛
土槽を用いた。直接基礎構造物を模擬し
た構造物模型は、長さ 80㎜×奥行き 80
㎜×高さ 40㎜とし、50 Ｇ場における設
置圧を 50kN/㎡程度（53kN/㎡）とした。
土槽に高さ 180㎜の模型地盤を作製した。
模型地盤は動粘性係数 50cSt（液温
20℃、濃度２％）に調整した L-CE で飽
和させた。飽和過程での水締め効果等に
よる体積収縮を考慮し、模型地盤は予め
緩く作製した。計測項目は水平加速度、
間隙水圧、鉛直変位とし、各センサーは
図－５に示すように配置した。

(３)実験ケース
表－４に実験ケースを示す。文献２）

による豊浦砂の 50 Ｇ場遠心実験の結果
を比較の対象とした。詳細は文献２）に
譲るが、豊浦砂の実験では、間隙流体の
動粘性係数を 200cSt とすることで、透
水係数を通常の実験の 1/4 に低減させて
いることに留意されたい。実験ケースは、
直接基礎構造物の有無と地盤材料の違い
をパラメータとした計４ケースである。

図－６に入力地震動の加速度波形を実
物スケールで示す。入力地震動は長継続
時間地震動とし、南海トラフによる名古
屋港の基盤入力地震動（最大加速度 365
㎝ /s2）８）とした。

(４)実験結果
実験結果は実物スケールで示す。出力

位置は図－５に示す通りである。図－７
～図－ 11 に過剰間隙水圧比の時刻歴を
示す。図－７のT-2については、センサー
の不良によって測定できなかったため、
同一深度である P-0 の過剰間隙水圧比を
示す。なお、過剰間隙水圧比については
構造物による上載圧の影響を考慮してい
る。図－ 12 に T-2 および I-2 で得られ
た構造物模型上面の鉛直変位の時刻歴を
示す。
①過剰間隙水圧比
まず、側方地盤の過剰間隙水圧比につ

いて考察する。G.L.-1.5 ｍの P-1（図－

７）では、全ケースで水圧比が 1.0 に達
し、液状化した。G.L.-4.5 ｍの P-2（図
－８）およびG.L.-6.75ｍのP-3（図－９）
においては、豊浦砂（T-1、T-2）の水圧
比が 1.0 に達したのに対し、中間土
（I-1、I-2）では 0.6 ～ 0.8 に留まり、
液状化に至らなかった。表－３に示した
各材料の液状化強度比 RL20 を比較すると、
中間土の方が高い値を示していることか
ら、G.L.-4.5 ｍにおける水圧比の違い
は液状化強度に起因していると考えられ
る。

次に、G.L.-1.5 ｍの P-4（図－ 10）

および G.L.-4.5 ｍの P-5（図－ 11）で
得られた構造物直下の過剰間隙水圧比に
ついて考察する。豊浦砂の T-2、中間土
の I-2 ともに側方地盤に比べて水圧比が
抑制されている。詳細には、豊浦砂の
T-2 において、同一深度の側方地盤 P-1、
P-2 の水圧比が急増して 1.0 に達する時
刻 25 秒以降、構造物直下の水圧比が
P-4、P-5 ともに頭打ちになっている。こ
れは、側方地盤の液状化に伴って側方か
らの拘束が消失したことによって、構造
物直下地盤が軸差せん断破壊に至り、過
剰間隙水圧の上昇が止まったためと推察

図－６　入力地震動 加速度時刻歴（実物スケール）

表－４　動的遠心模型実験 実験ケース

＊１：室温20℃における値

図－５　遠心模型（ケースI-2，模型スケール）

表－３　非排水繰返し三軸試験結果

＊１：室温20℃における値
＊２：σ'c = 49.0kN/㎡，正弦波，f = 0.01Hz，DA = ５％
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図－８　過剰間隙水圧比時刻歴（G.L.-4.5ｍ，地点P-2）図－７　過剰間隙水圧比時刻歴（G.L.-1.5ｍ，地点P-1）

される。一方、中間土の I-2 では、構造
物直下地盤の軸差せん断破壊を示唆する
挙動が G.L.-1.5 ｍの P-4（図－ 10）で
見られる。すなわち、時刻 35 秒以降、
側方地盤の P-1 の水圧比は急増して 1.0
に達しており、構造物直下の P-4 におけ
る水圧比の上昇は 0.4 程度で止まってい
る。
②構造物模型の鉛直変位
図－ 12 に示すように、構造物模型の

加振中の急激な沈下は、豊浦砂の T-2 で
時刻 25 秒付近から、中間土の I-2 で時
刻 35 秒付近から始まっている。これら
の時刻は、構造物直下地盤が軸差せん断
破壊する時刻と一致することから、加振
中の急激な構造物模型の沈下は、軸差せ
ん断破壊に至ることで構造物直下地盤が
鉛直方向に圧縮し、水平方向に伸張して
生じたものと推察される。すなわち、側
方地盤の液状化に伴う構造物直下地盤の
流動変形に起因していると考えられる。

構造物模型の沈下量の大小関係につい
ては、加振終了時の時刻 120 秒における
沈下量が、豊浦砂の T-2 で 47.6㎝、中
間土の I-2 で 26.6㎝となっており、中
間土の方が小さくなった。これは、中間
土において液状化および流動変形が生じ

た層が浅部に限定されたことによると推
測される。なお、紙面の都合上、詳細は
割愛するが、加振後の圧密沈下を含む最
終的な構造物模型の沈下量は、T-2 で
48.7㎝、I-2 で 36.0㎝であった。

４.おわりに

本稿では、中間土の液状化を対象とし
た動的遠心模型実験を行い、地盤の過剰
間隙水圧の上昇と直接基礎構造物の沈下
に着目して、豊浦砂による既往の実験と
比較した。実験結果より、加振中の直接
基礎構造物の沈下は、構造物直下地盤の
軸差せん断破壊に伴う流動変形が主たる
メカニズムであると考えられる。また、
中間土のケースで得られた構造物の沈下
量は、液状化と流動変形の範囲が浅部に
限定されたため、豊浦砂のケースよりも
小さくなったと推察される。

今後は、動的有効応力解析手法等によ
る模型実験の数値シミュレーションを行
い、中間土の液状化による変形量の予測
精度について検討する予定である。

図－９　過剰間隙水圧比時刻歴（G.L.-6.75ｍ，地点P-3）

図－12　構造物模型上面の鉛直変位時刻歴図－11　過剰間隙水圧比時刻歴（G.L.-4.5ｍ，地点P-5）

図－10　過剰間隙水圧比時刻歴（G.L.-1.5ｍ，地点P-4）
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