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1111    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 土は応力履歴によって振る舞いを変える材料である．特

に，繰返し載荷時の剛性増加に伴う応力ひずみの定常化は，

排水条件下では締固め挙動，非排水条件下では液状化現象

と密接に関係している．本稿では，繰返し載荷特性を評価

する新たな提案手法の概要を説明するとともに解析値を

示し，その妥当性・適用性を検証する． 
2    土の土の土の土の繰返し載荷特性繰返し載荷特性繰返し載荷特性繰返し載荷特性とその評価とその評価とその評価とその評価 

Fig.1 には，subloading tij model[1]
で表現される過圧密（載荷

履歴のある）土の再圧密・再せん断時の解析挙動を模式的

に示している．Fig.1(a)が示すように，過圧密状態の土(ρ > 
0)は再載荷初期に高い剛性を示し，応力増加に伴い塑性変

形が進行して正規圧密線(NCL)に近づき(dρ < 0)，やがては

先行圧密応力付近で正規圧密状態(ρ = 0)になる．このとき

dρ の変化が大きいほど，つまり G(ρ)の値が大きいほど，

再圧縮時の挙動は硬くなる．また Fig.1(b)に示されるよう

に，せん断挙動も同様に G(ρ)の値が大きいほどせん断剛

性はより高くなる． 
 このように過圧密土（密度と拘束圧の影響）を記述する

従来の手法は，間隙差ρ の発展則G(ρ)の大きさによって等

方的に土の等方剛性を変化させている．既往の研究より，

繰返し載荷を受けた土も等方的な剛性が増加することが

報告されている．また載荷履歴を受けて過圧密状態は形成

され，過圧密が解消される（土が正規圧密状態になる）と

きには載荷履歴の影響は消失していると考えられること

から，繰返し載荷特性は過圧密の影響に従属すると考えら

れる．このことから，繰返し載荷特性の影響を表すパラメ

ータχ (0 < χ ≦ 1)を定義し，式(1)に間隙比差ρ の発展則，

式(2)には（関連流れ則，適応条件から）導出される塑性

係数Λを以下に示す． 
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以上より，繰返し載荷の影響を受けるときには，χ < 1 と

なり剛性増加を表現する． 
3    剛性増加パラメータ剛性増加パラメータ剛性増加パラメータ剛性増加パラメータχのののの値と値と値と値とそのそのそのその変化変化変化変化 
以下に，要素試験より得られた土の繰返し載荷特性につい

て以下にまとめ，χの値とその変化について規定する． 
a) 三軸試験：Rendulic面において，過去に受けた最大応

力比以下では繰返し載荷特性により剛性は増加する．

しかし，ひとたびその応力比を越えると挙動は処女載

荷に一致する． 
b) 三軸試験：再載荷では過去の最大応力比まで剛性増加

を表す．そのとき，最大応力比からの除荷幅（圧縮→

伸張）が小さいほど，剛性は高くなる． 
c) 三軸試験および三主応力試験：過去に最大応力比を与

えた方向とは異なる方向に載荷した場合，その方向変

化が大きいほど剛性増加の程度は小さくなる．特に，

逆方向への載荷となる圧縮伸張試験では，ほぼ剛性増

加はないと考えられる． 
d) 応力ひずみ定常化試験：ある応力履歴範囲内における

繰返し載荷では，繰返し時の剛性は徐々に増加し，塑

性変形が小さくなりつつ，最終的に剛性はある一定の

値に収束する． 
 実験事実a)に示されるように，除荷した際には直前まで

の最大応力比を与えた載荷方向の剛性とそれとは逆の方向

（たとえば，三軸条件で応力履歴を圧縮方向に与えたなら

ば，履歴が無い伸張方向）の剛性とは大きく異なることが，

再載荷および逆振り試験の結果から分かる．一方，提案手

法では式(2)で表されるように等方的な剛性増加を表現する

ため，このように異方的に発達した剛性を定義する必要が

ある．そこで，除荷など載荷方向の変化で過去の応力履歴

 

(a)軸差ひずみ(εd) ~ 応力比(q/p)関係 

 

(b)応力比(e) ~ 間隙比(q/p)関係 
Fig.1 繰返し載荷履歴による剛性の変化 
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により発達した剛性をχN，新たな載荷方向の剛性をχPとし

て定義する(0.0< χP, χN ≦1.0)．そして，一般的載荷経路に

おけるχ は，これら応力履歴で形成された二つの状態変数

を内分する値となり、次式で与えられる． 
 ( ){ } ( )2cos  2cos-1.0cos   NP cbcb θχθχχ +=  (3) 
ここで，θcbは載荷方向の変化量と履歴の影響範囲によって

決定する。 
また，応力履歴領域を超える載荷では，処女載荷時の挙動

と一致することから，χPが応力変化により直ちに1に近づく

発展則を次式で与える． 
 ( ) ijdxnd '

P1P 0.1 χχ −=   (4) 
n1は履歴の影響の解消速度を表す構成パラメータである． 
続いて，実験事実b)より載荷方向を逆転させた直後χNは最

小値になっていると考えられ，次式で与える。 
 minN   χχ =     (5) 
ここに，χminは剛性増加状態変数χ の最小値であり，剛性が

最も増加したことを意味する構成パラメータである．また

除荷幅が大きいほど再載荷の剛性が低いこと，定常化では

剛性増加を繰返しながらある値に収束することから，χNの

発展則は塑性変形によって1に近づくとして次式で与える． 
 ( ) ijpdnd εχχ N2N 0.1 −=   (6) 
n2は履歴の影響の解消速度を表す構成パラメータである． 
式(6)のように，繰返し載荷時に，剛性増加に伴って塑性ひ

ずみの発生量が減少することでχの値は徐々に収束し，応力

ひずみ定常化を表現することができる． 
4    提案モデル提案モデル提案モデル提案モデルの検証の検証の検証の検証 
 Fig.2，，，，Fig.3に異なる密度の試料を用いた主応力比振幅R =  
3.0(q/p = 1.2 ⇔ -0.86)による両振り繰返し載荷試験の実測値

および解析結果を示す．実測値より，土は繰返し載荷の進

行に伴い負・正の両ダイレイタンシーを示しながら徐々に

体積圧縮していき，体積変化および軸差ひずみが収束する

定常状態に至っている。定常状態時の間隙比は初期密度に

応じて異なっている．また，初期間隙比が大きいほど初期

状態から定常状態に至るまでの体積圧縮量は大きくなって

いる．定常状態時の間隙比を予め設定する評価手法では，

初期密度によって状態変数を変更する必要があるため，密

度の異なる試料の繰返し載荷挙動の統一的な表現が難しか

った．一方、提案手法は応力経路および塑性ひずみからせ

ん断剛性の発達・消散および定常化までの過程を評価して

いる．さらに、繰返し載荷によるせん断剛性の変化は密度

状態に従属するという解釈に立脚しているため，密度の違

いによるせん断剛性の発達速度の違いを評価可能としてい

る．したがって，異なる密度の試料においても同一のパラ

メータで表現が可能であり，提案手法を用いた解析は実測

値の示す傾向を定性的に表現できている．  
5    まとめまとめまとめまとめ 
 本稿では，従来の subloading tij modelで密度の状態変数

ρに，応力履歴の影響を考慮した剛性増加パラメータχ 
を関連付けることで，簡単に繰返し載荷時の挙動を考慮

できる等方硬化型モデルへと拡張した．提案モデルは，

繰返し載荷時の応力ひずみ定常化を定性的に表現できた． 
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Table1 豊浦標準砂の構成パラメータ 

 

Same parameters as 
Cam clay model

Shape of yield surface (same as 
original Cam clay if = 1)
Influence of density and 
confining pressure500

2.0
0.2
3.2
1.1
0.0045
0.070

0.001

33aAF
aIC

eNC at p = 98 kPa & q = 0 kPa

a

e

Rcs = ( 1/ 3)cs(comp.)

k_min
Influence of stress history150n1

50n2

 
(a) 応力比(e) ~ 間隙比(q/p)関係 

 
(b) 軸差ひずみ(εd) ~ 応力比(q/p)関係 

Fig.2緩い試料の両振り繰返し載荷試験 

 
Fig.3 密な試料の両振り繰返し載荷試験 
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