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１．はじめに 

降雨時の自然斜面，道路のり面，鉄道盛土および河川堤防などの安定性を定量的に評価

するためには，地盤の基本的物理量および不飽和土の浸透特性や強度特性を把握すること

が重要である。そこで，特に南九州地域に広く分布しているシラスおよびシラスを含んだ

地盤材料の不飽和状態の浸透特性（水分特性曲線や不飽和透水係数）およびせん断強度特

性に着目する。 

不飽和土の保水・浸透特性および不飽和土のせん断強度特性に関する現状の問題点とし

て，それらの土質試験は試験時間が長期にわたることや試験操作が複雑であることなどの

問題が挙げられ，試験結果が十分に蓄積されていない。例えば，堤防の安全照査では，不

飽和浸透解析および斜面安定解析が行われるが，土の不飽和浸透解析1)では，土の保水性や浸

透特性，すなわち，水分特性曲線や体積含水率－飽和・不飽和透水係数の関係が必要である。そ

の際に，河川堤防の構造検討の手引き2)では，それらのモデル関数が与えられ，不飽和浸透解析

において，このモデルが利用されることが多い。しかしながら，与えられている曲線は，砂質土，

粘性土，礫質土・砂質土といった簡単な分類による土に対するモデルであり，実際に利用する場

合に，どれを用いるかを判断するには，かなりの経験を要する。また，鹿児島県はシラスなどの

特殊土が分布しており，これらの水分特性曲線として，どの曲線を用いるべきかを判断するには，

その試験データが少ないことが課題である。また，斜面の安定解析をする際には，粘着力や内部

摩擦角のせん断強度パラメータが必要であるが，パラメータを得るためには多くの時間と費用が

掛かるため，多くのケースでは土質の種類ごとに与えられている代表的な値が用いら，計算が行

われている。 
本研究では，シラスおよびシラスを含んだ地盤材料に対する土質試験を実施し，基本的物理量，

透水特性，強度特性について試験データの蓄積を行う。 

 

２．シラスおよびシラスを含む地盤材料の試料採取箇所 

 (1) シラスの試料採取箇所 

 本研究では，鹿児島県鹿児島市東俣町の土取り場（写真-1）において採取した試料を用いて，

室内土質試験を実施した。溶結凝灰岩が露頭しており，その上部にシラスが厚く堆積していた。

この土取り場の複数個所において，試料採取を行うとともに，携帯型ミニディスクインフィルト

ロメータによる現場透水係数の観測を実施した。 

 

(2) シラスを含む地盤材料採取箇所 

シラスを含む地盤材料として，大隅河川国

道事務所の協力を得て，鹿児島県鹿屋市串良

町岩弘地区堤防浸透対策工事施工箇所の堤

体土（写真-2）を採取し，室内土槽試験，透

水試験，保水性試験，強度特性に関する試験

を実施した。 

 

 

３．試験結果のまとめ 

(1) 採取土の基本的物理量 

 鹿児島市東俣町の土取り場の敷地内の切

土斜面（写真-3）の小段①～③の深さ 50cm  
写真-1 鹿児島市東俣町の土取り場 



 
 

写真-2 堤体土の採取状況 写真-3 鹿児島市東俣町土取り場の敷地内

の試料採取箇所 

表-1 鹿児島市東俣町の採取試料の基本的物理量（2019 年 9 月 30 日，深さ 50cm） 

 

 
図-1 粒径加積曲線（鹿児島市東俣町，深さ 50cm，2019 年 9 月 30 日採取） 

 
の位置において土を採取し，土の湿潤密度試験，含水比試験，土粒子密度試験を実施した。得ら

れた結果から，乾燥密度および間隙比の計算を実施した。表-1 に得られた基本的物理量をまとめ

た。表より，土粒子密度は，地点②を除くと一般的な土の土粒子密度（2.64g/cm3）よりも小さな

値を示しており，シラス特有な傾向を示していることがわかる。また，写真-3 に地点①～③の深

さ 50cm で採取された土の粒度試験結果を図-1 に示す。図より，各地点の粒度はほぼ同様な分布

になっていることがわかる。また，粒径 75μm 付近で，段差が見られるが，これは粒度試験の沈

降分析とふるい分析の結果を合わせた際に生じるシラスの粒径加積曲線に見られる特徴である 3)。

これは，写真-4 に示すように，採取試料には 2mm ふるいに残留する軽石が含まれており，2mm
ふるいでふるい分けする際に，軽石に細粒分が付着してしまうことが影響している可能性が考え

られる。 

地点① 地点② 地点③

湿潤密度 ρ t [g/cm3] 1.08 1.27 1.03

乾燥密度 ρ d [g/cm3] 0.91 0.98 0.81

土粒子密度 ρ s [g/cm3] 2.45 2.64 2.58

含水比 w  [%] 20.8 31.7 26.7

間隙比 e  [-] 1.7 1.7 2.2
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 一方，鹿屋市の串良川で採取した堤体土につ

いても，土質試験を実施した。土粒子密度試験

より，2.470g/cm3 と一般的な土よりも小さい値

であった。また，粒度試験を実施したところ，

図-2 に示すような粒径加積曲線が得られた。 
 

(2) 不飽和土の保水特性 

ここでは，不飽和土の保水・浸透特性を得る

ための土質試験についてまとめる。今回は，堤

体土に対して，露点ミラー方式（WP4C）によ

る土の水分特性曲線の測定と，簡易蒸発法

（HYPROP）による不飽和土の水分特性曲線と

比透水係数を得るための土質試験を実施した。

WP4C の測定において供試体はサンプルカップ

の半分程度が推奨されているため，直径 37mm，

高さ 9mm のサンプルカップに直径 37mm，高さ

4mm に設定した。HYPROP のデータと組み合

わせを行うために，間隙比を e=1.05 になるよう

に締固めを行った。また供試体の高さが 4mm
と制限されているため，2mm 通過試料を用いて

測定を行った。堤体土においては 5%<Sr<100%
において 87 回測定を行った。HYPROP では，

直径 7.98cm 高さ 5cm のサンプルリングに初期

飽和度 Sr＝10％，間隙比を e=1.05 になるように

締固めを行った。作成した供試体を，脱気水に

浸し十分に飽和させた後に測定を開始した。

HYPROPの 2本のテンシオメータの高さはそれ

ぞれ供試体の下端から 1.25 cm，3.75cm に設置

しポーラスカップ内を脱気水で満たし，十分に

脱気を行った。HYPROP と WP4C による水分特

性曲線の組み合わせを行うにあたり，HYPROP
の測定範囲は 16%<Sr<100%であり，WP4C は

Sr<20%の間が測定可能であったため，その範囲

の水分特性曲線を図-3 に示す。HYPROP は供試

体を一旦飽和させ，その後に測定を開始させる

ため飽和域からの測定となる。よって，低サク

ション域の測定に適している。一方，露点ミラ

ー方式に関しては WP4C の測定範囲が 0～
300MPa と設定されているが，実際は高サクシ

ョン域の測定に適した機器だと考えられる。図

-3 より，WP4C の水分特性曲線が，HYPROP の

水分特性曲線を補完するようなプロットなっ

ていることがわかる。また今回の測定において HYPROP では測定終了までにおよそ 17 日の期間

を要し，WP4C は 1 点測定するのにおよそ 20 分程度時間がかかった。本研究で行った簡易蒸発法

と露点ミラー方式による結果を組み合わせることによって，比較的短期間で広範囲の水分特性曲

線が得られる可能性が示唆された。 
 
(3) 現場透水試験 

 ここでは，鹿児島市東俣町の切土斜面（写真-3）で実施した携帯型ミニディスクインフィルト

ロメータによる現場透水係数の観測について述べる。携帯型ミニディスクインフィルトロメータ

（METER 社，以降，インフィルトロメータと称す）は，飽和に近い不飽和地盤の透水係数を求め 

 
写真-4 2mm ふるいに残留した土 

（東俣町採取土，地点①） 

 
図-2 粒径加積曲線（堤体土） 

 
図-3 水分特性曲線（堤体土） 
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る手法の一つであり，従来の現場透水試験器

に比べ，持ち運びしやすく，試験を速やかに

開始できる。本研究では，インフィルトロメ

ータで得られた計測結果から現場透水係数を

算出する方法として，杉井らの方法 4)を用いる。

現場透水係数の算出式を次式に示す。 

kf=
eloge�

Q
t �

πR2+ 4R
a

 (1) 

ここに，kf：現場透水係数[cm/s]，Q/t：定常

時の流量[cm3/s]，R：インフィルト

ロメータのディスクの半径[cm]，
a：パラメータ 

得られる現場透水係数は，地下水面より上

の封入空気を含んだ飽和に近い地盤の透水

係数を示していると思われる。現場透水係数

の算出手順を以下に述べる。異なる 3 つの設

定サクションで試験を行い，各設定サクショ

ンにおける経過時間と浸潤量を測定する（図

-4）。そして，浸潤量が定常になったときの

流量 Q/t を求め，図-5 のサクション- loge(Q/t)
関係の図にプロットする。3 つ以上のデータ

に対する近似直線を描き，その傾きと切片が

式(1)に用いる a，loge(Q/t)となる。本試験で

は，写真-3 に示す地点①と地点②において，

試料採取を行った 2019年 9 月 30 日に試験を

実施した。その結果，現場透水試験では，地

点①においては，kf=3.96×10-3cm/s，地点②

においては，kf=4.37×10-3cm/s の値が得られ

た。現在，簡易型ミニディスクインフィルト

ロメータで得られる透水試験の妥当性評価

を実施しており，今後，今回得られた透水試

験の値の妥当性の評価を行っていく予定で

ある。 
 

(4) せん断強度特性に関する研究 

 本研究では，鹿屋市串良川の堤体土を用い

て，締固め特性と自立高さの関係について実

験を行った。まず，自立高さについて，拘束

圧がない状態で供試体が自立する限界の高

さのことを自立高さと定義し，土の強度特性

を表すパラメータとして考える。供試体が自

立する要因として，2 粒子間に働く様々な力が影響してい

ると考えられ，これらを総称し，粒子間力と呼び，単位面

積内にある粒子間力を粒子間力度と呼ぶこととする。粒子

間力として，外力，表面張力，浸透圧，重力，物理・化学

的な力，浸透力，サクションなどによる力が考えられる。

本研究では，日本工業規格「突固めによる土の締固め試験

方法」（JIS A 1210）の A-a 法による締固め曲線と写真-6
に示すような塩化ビニール管モールドを用いた自立高さ

実験の結果の関連性について検討を行った。 

 
図-4 ある設定サクションでの浸潤量の時間変化 

 
図-5 式(1)中の a，loge(Q/t)の求め方 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5 現場透水試験状況（地点①） 

写真 1 塩化ビニール管モールド 
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締固めエネルギーについては，締固め回数

によって制御し，5，10，15，20，25 回（×

En [J/cm3]）とした。それぞれのエネルギーに

おいて含水比 w を 5，10，15，20，25，30，
35%に調整し，実験を行った。また，自立高

さに関する実験でも，締固め試験と同じラン

マを用いて実験を行った。図-6 に締固め試験

の結果を示す。図より，締固めエネルギーが

増大するほど，左上に締固め曲線が移動する

一般的な結果を示すことがわかる。それぞれ

の締固め曲線において，最適含水比は飽和度

80%付近に位置していることがわかる。 

次に，自立高さの測定結果について表-2 に

示す。既定のモールド（高さ約 10cm）による

実験では，含水比 5%でのエネルギー5 回と 10
回，含水比 35%でのエネルギー5 回の 3 か所

のみが崩壊した。次に，塩ビモールドを用い

て，供試体の高さ 20cm 付近の各条件下での

崩壊の有無を調べた。その結果，含水比 35%
でのエネルギー10 回と 25 回で崩壊が見られ

た。ここまでの結果を踏まえ，高さ 20cm 以

下での崩壊事例付近の箇所の 50cm ま

での実験結果を表-2 に加えた。図-6 と

表-2 から，締固めエネルギー5 回，10
回，15 回の締固め曲線の含水比 35%の

自立高さと含水比 35%のときの間隙比

と等しい乾燥側の自立高さを比較する

と，乾燥側の自立高さが大きくなるこ

とがわかった。このことは，盛土を築

造する際に締固め度で管理しているが，

締固め度は最大乾燥密度の 90%程度で

管理されるが，乾燥側または湿潤側の

どちらで管理するかで，完成時の盛土

の強度が異なることを示唆している。 
 

 

４．おわりに 

 本研究では，シラスおよびシラスを含んだ地盤材料に対する土質試験を実施し，基本的物理量，

保水性特性，現場透水特性，締固め特性と強度特性の関係について，試験データの蓄積を行った。

特に，今回の試験で得られた成果は，不飽和土質力学の体系化に必要なデータを主に取り扱った

が，保水性試験，現場透水試験，自立高さ実験などについては，今後，その試験結果の妥当性の

検討が必要である。これらの試験について，より精度の良い結果が蓄積されることで，シラスか

らなる自然斜面の安定性評価やシラスを含む地盤材料を用いた河川堤防や道路度盛土の設計や安

全照査に重要な基礎データとなる。今後も，試験の精度を向上させつつ，データの蓄積を図りた

い。 
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図-6 締固め曲線（堤体土） 
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