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連続加圧方式による保水性試験装置の開発

畠山 正則＊・京野 修＊・川原 孝洋＊

Development of Water Retention Test Apparatus According to 
The Continuous Pressurization Method

Masanori HATAKEYAMA＊ , Shuu KYONO＊ and Takahiro KAWAHARA＊

The percolation characteristics of unsaturated ground obtained by evaluating the water retention and 
permeability characteristics from an unsaturated to a saturated state are used as important numerical 
information related to slope stability under rainfall and also for assessing the percolation and stability of river 
levees. However, there have been very few reports on obtaining the percolation characteristics of unsaturated 
ground through laboratory tests and in-situ tests. This is likely due to the complexity of the testing methods 
and the long time required to obtain results. To improve the efficiency of water retention tests and shorten 
the test period, we developed a new water retention test apparatus using a continuous pressurization method 
to replace the conventional staged pressurization method using air pressure. This new test apparatus 
continuously measures the suction from the change in air pressure, by using a micro-tensiometer attached to 
the center of the specimen, to continuously measure the pore water pressure within the specimen. The 
suitability of the water retention test by the continuous pressurization method was evaluated by comparing it 
with the conventional staged pressurization method （pressure plate method）. In the comparison test, water 
retention curves were obtained for Toyoura sand, DL clay and Hiroshima decomposed granite soil, as samples 
of different grain size composition, from water drainage to water absorption. The resulting water retention 
curves obtained by both test methods closely matched each other, not only for drainage but also for 
absorption, thus confirming the suitability of the test method. In addition, the test by the continuous 
pressurization method requires much less time than the conventional staged pressurization method.

不飽和地盤の浸透特性は，不飽和から飽和に至る過程の保水特性と透水特性を評価することで，降雨時の斜面安
定問題や河川堤防の浸透・安定性評価などに重要な数値情報として利用される．しかし，不飽和地盤の浸透特性
を室内試験や原位置試験によって求め，その値を解析に結び付けている事例は極めて少ないのが現状である．そ
の要因としては，試験方法が複雑であることや，試験結果を求めるために「非常に長い時間を要する」ことであ
ると考えている．著者らは，保水性試験の効率化と試験時間の短縮を目的として，従来の段階的な空気圧の加圧
方式に代わる「連続加圧方式」による新しい保水性試験装置を開発した．開発した試験装置は，供試体内の間隙
水圧を連続的に測定できるマイクロテンシオメータを供試体中央に取り付け，空気圧変化によるサクションを連
続的に測定できる構造とした．「連続加圧方式による保水性試験法」の妥当性については，従来法である「段階
加圧法（加圧板法）」との比較試験により評価した．比較試験では粒度構成が異なる豊浦砂とDLクレー，広島ま
さ土を用い，排水過程から吸水過程の水分特性曲線を求めた．その結果，両試験法によって得られた水分特性曲
線は，排水過程のみならず吸水過程においても極めてよい一致が見られ，連続加圧方式による試験法の妥当性が
確認できた．また，連続加圧方式による試験時間は，従来の段階加圧法に比べて大幅に短縮できることを確認し
た．
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1.	 	まえがき

1.	1	 研究の背景と目的
　近年の地盤災害は，地球温暖化に伴う異常気象に
よって多発する局地的な集中豪雨や巨大台風に加え，
頻発する巨大地震などが重なり合って大きな被害を発
生させていることが特徴である 1）．災害を複合化させ
る大きな要因は，我が国の国土が脆弱な地形・地質で
あることが挙げられる．そのため，ひとたび災害が発
生すれば，土石流やがけ崩れといった斜面災害，河川
堤防の決壊や盛土の崩壊など，社会基盤に甚大な被害
が発生する．
　降雨浸透による斜面の安定問題では，斜面内部の飽
和度の上昇に伴うせん断強度の低下が，その崩壊原因
の一つと考えられている．降雨による斜面の崩壊現象
を予測するためには，降雨時の地盤の浸透特性や土の
せん断強度・変形特性に与える飽和度の影響について
知ることが重要となる．しかしながら，実務あるいは
研究分野においても地盤の不飽和浸透特性を室内試験
によって評価し，その値を解析に結び付けている事例
は極めて少ないのが現状である．
　一方，河川堤防に対する浸透による被害は，洪水時
の河川水や降雨が堤体や基礎地盤に浸透することに
よって間隙水圧が上昇し，堤体の強度が低下すること
が大きな要因と考えられている．そのため，浸透に伴
う堤体のり面の安全性の評価にあたっては，不飽和か
ら飽和あるいは飽和から不飽和に至る過程の土の水分
保持特性と透水性を適切に評価することが望ましい．

「河川堤防の構造検討の手引き 2）」では，不飽和土の水
分特性や透水特性を考慮した検討方法が示されている
が，浸透流計算に用いる不飽和浸透特性については，
実務的な割り切りのもと，土質分類別に標準的な数値
が設定されている． 
　また，研究分野においては，豪雨・洪水時に堤体内
で生じる現象を再現するための高度な数値解析が行わ
れている．しかし，実際の堤体材料による水分特性や
不飽和浸透特性を室内試験等によって評価し，その値
を解析に結び付けている事例は極めて少ないのが現状
である．
　このように，不飽和浸透特性を求めるための室内試
験が広く一般化していない大きな要因として，高度な
試験技術を要することに加え，非常に長時間を要し，
適切なタイミングで試験結果を提供できないことが挙
げられる．そのため，工学的に十分な精度を有し，簡
便かつ迅速に計測できる室内試験方法の確立が望まれ
ていた 3）．
　このような背景を踏まえ，著者らは，試験の効率化
と試験時間の短縮を目的として，従来の段階的な空気
圧の加圧方式に代わる「連続加圧方式による保水性試
験装置」を開発した 4）〜 8）．
　本論文では，開発した連続加圧方式による保水性試
験装置の特長や性能，試験方法を述べるとともに，従

来法である段階加圧法（加圧板法）で得られた試験結
果との比較や，加圧速度に関する検証結果をもとに，
連続加圧方式による保水性試験の妥当性，有効性につ
いて述べる．

1.	2	 論文の構成と概要
　本論文で述べる各節の概要を以下に示す．
　2 節では，土の保水性に関する既往の知見を整理す
るとともに，土の水分特性曲線に影響を与える間隙水
の保持形態とサクションの関係について整理した．
　3 節では，現行の保水性試験の課題を抽出した．水
分特性曲線を求めるための保水性試験方法は，地盤工
学会で基準化されているが，ここでは，吸引法と加圧
法を対象に試験に長時間を要する原因の抽出を行っ
た．
　4 節では，連続加圧方式による新しい保水性試験装
置の開発に至った背景ならびに試験時間の短縮を目的
とした既往の試験方法と研究の動向を探った．また，
ここでは開発した試験装置の特長と性能について説明
し，開発した試験装置の最大の特長ともいえるマイク
ロテンシオメータの性能検証結果の詳細を示した．
　5 節では，連続加圧方式による保水性試験に関する
具体的な試験方法や，試験結果の整理方法について示
すとともに，良好な試験結果を得るための供試体作製
手順（工夫）や試験条件などについて述べた．
　6 節では，豊浦砂，広島まさ土，DL クレーを用いて
行った連続加圧方式による保水性試験結果と従来の段
階加圧法の試験結果を比較し，連続加圧方式による保
水性試験の妥当性，有効性を明らかにした．また，両
者の傾向の違いとその要因を整理して，連続加圧方式
と段階加圧法における試験実施上の課題を抽出した．
　7 節では，抽出された課題解決を目的として，豊浦
砂，広島まさ土，DL クレーを用いて，空気圧の加圧
方法（加圧パターン）や加圧速度等による検証結果か
ら，連続加圧方式による保水性試験の適切な試験方法
を提案した．また，従来の段階加圧法に関する測定限
界についても記述した．
　8 節では，本論文のまとめとして，連続加圧法に
よって試験精度を向上しつつ，試験時間が大幅に短縮
された点と連続加圧法に関する標準的な試験方法の提
案（加圧パターン・加圧速度）を示すとともに，豊浦
砂のような粒状体に対する段階加圧法の適用限界につ
いて述べた．
　そして，9 節のあとがきでは，連続加圧法による保
水試験に関する今後の展望について述べた．
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粒子表面との間の接触角に起因する毛管力によって土
中水が保持されている．

　（2）水分量の違いによる水分保持形態の変化
　不飽和状態では，土粒子に保持されている水は，図
-4 に示すように粒子表面で粒子からの強い吸着力に
よって保持（表面保水）されるとともに，一部は粒子
の接触点近傍で毛管作用によって保持（間隙保水）さ
れている．土の含水量が比較的多い不飽和状態では，
図 -4（a）に示すような状態で間隙水が保持されている
と考えられている．粒子の接点における毛管水は，表
面張力によってメニスカスを形成し，このときの毛管
水圧は空気圧より小さいため，メニスカスは接点に向
かって凸な形状となっている．
　一方，土の含水量が低下し不飽和化が進むと，図 -4

（b）に示したように，土中水はメニスカスを形成せず
に，土粒子表面に吸着（表面保水）するような形で保
持される． 

図 -2  不飽和状態の間隙空気と間隙水の存在形態の模式図（文
献 9）の図 -2. 40 を引用）

Fig. 2  Schematic diagram of pore air and pore water in the un-
saturated state9）

図 -3 土中水の保持モデル（文献 10）の図 8. 8 を引用）
Fig. 3 Soil water retention model10）

図 -4 表面保水と間隙保水の模式図
Fig. 4  Schematic diagram of surface water retention and 

pore water retention

2.	 	土の保水性について

2.	1	 土の保水性とサクションの関係
2.	1.	1	 土の三相構成
　土は図 -1 に示すように土粒子（固相），水（液相）
および空気（気相）から構成されている．飽和土は空
気の部分が完全に水で満たされた土であり，地下水面
以下の土が対象となるが，豪雨時の安定性が問題とな
るような自然斜面や盛土の多くは，空気（気相）を含
む不飽和土からなる．

　ここに， V：土の全体積
 Vs：土粒子実質部分の全体積
 Vv：間隙（水と空気）の体積
 Vw：水の体積
 Va：空気の体積
 m：土の全質量
 ms：土粒子実質部分の質量
 mw：水の質量
 ma：空気の質量
　上記関係から土の飽和度 Sr は以下の式によって求
められる．

2.	1.	2	 土中水の保持形態
　不飽和土中の間隙空気と間隙水の存在形態の模式図
を図 -2 に示す 9）．図に示したように不飽和土中の間
隙には，間隙水と間隙空気が混在している．

　（1）間隙水の保持形態
　間隙水は土粒子表面の吸着力と土粒子間隙に発生す
る表面張力（毛管力）によって保持されている．土粒
子間における土中水の保持形態の例を図 -3 に示す 10）．
図に示したように，二つの粒子の接触点近傍にある間
隙水は，メニスカスの凹曲面に囲まれて存在する．こ
の部分では，水と空気の間に生じる表面張力と，水と

図 -1 土の三相構成の模式図
Fig. 1 Schematic diagram of the soil as a three phase system 

 （1）Sr= ×100（％）Vw
Vv
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　ここに，h：毛管上昇高さ （cm）
　　　　　e：間隙比
　　　　　D10： 有効径（粒径加積曲線において質量通

過百分率が 10 %のときの粒径） （cm）
　　　　　C： 粒径および表面の不純度等で決まる定

数（0. 1−0. 5 で変化） （cm2）

2.	1.	4　土の間隙と水分特性曲線の関係
　土は様々な大きさの土粒子が混ざり合って構成され
ている．そのため，土中では土粒子の大きさや粒子間
隙の大小によって毛管力が異なっている．図 -6 は，
土の間隙径の分布を毛管径の分布として毛管上昇高さ
h との関係を模式的に示したものである．

　式（3）に示したように，毛管上昇高さ h は毛管半
径 r に逆比例することがわかる．太い毛管中では毛管
上昇は小さく，細い毛管中ではその逆に大きくなる．
図 -6 に示すように任意の毛管上昇高さ h の位置（Ⅰ，
Ⅱ）では，毛管束の断面を満たしている間隙水には違
いがあることがわかる．毛管束のみかけの断面積に対
する水の占める面積の割合は“含水率”に相当する．
毛管上昇高さ h の低いⅡ断面では含水率は大きく，高
いⅠ断面では低くなる．
　図 -7 に示す水分特性曲線は，上述した任意断面に
対する毛管上昇高さ h（サクション）と，その断面に対
する含水率（含水比 w）の関係を表していると見るこ
とができる．

 （4）h= C
e・D10

図 -6  毛管径における吸引高さと間隙水の存在形態の模式図 （文献
10） の図 8. 31 を引用）

Fig. 6  Schematic diagram of capillary rise and form of pore water10）

2.	1.	3　土の間隙とサクションの関係
　図 -5 に毛管現象の模式図を示した．大気圧下では，
メニスカス上面に働く大気圧と，下端の水受けの表面
にかかる大気圧は等しいと考えられるから，この大気
圧 ua と水圧 uw（毛管圧）の圧力差にもとづく分だけメ
ニスカスは押し上げられる．このような現象によって
押し上げている力を毛管圧力またはサクション s と呼
んでいる．

　また，毛管上昇高さ h は，土壌中の間隙を半径 r の
パイプと仮定すると，以下の式で表される 9）．

　ここに， Ts：表面張力
 α： 毛管内壁と水（メニスカス）の接触角

（°）
 r：毛管の半径
 ρw：水の密度
 g：重力加速度
 h：毛管上昇高さ

　式（2）からも明らかなように，毛管の半径 r が小
さくなれば毛管上昇高さ h は高くなる．
　上記関係から，サクション s は次式で表される．

　不飽和状態の土中においては，土粒子間に形成され
るメニスカスの曲率半径は，間隙水圧と間隙空気圧の
大きさによって変化し，また，同じ水分量であっても
土粒子の大きさや間隙径が異なれば，メニスカスの曲
率半径も異なる．
　土中においては，土粒子の大きさや間隙径は一様で
はなく，複雑な構造を持っている．そのため，土中で
は圧力不連続が生じていると考えられているが，近似
的に実際の土中の毛管上昇高さ h は以下の式から得ら
れる 11）．

図 -5 毛管現象の模式図
Fig. 5 Schematic diagram of capillary phenomenon

 （2）h= 2・Ts・cosα
ρw・g・r

 （3）s=g・ρw・h= 2・Ts・cosα
r
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　また，水分特性曲線は図 -7 に示したように，脱水過
程（排水過程）と吸水過程とでは異なった傾向を示
す．
　土粒子間の間隙は複雑な構造をもっているため，同
一サクションの値に対して脱水過程で保持する水分量

（a 点）は，吸水過程での水分量（b 点）より多いのが
一般的である．このような現象を水分特性曲線のヒス
テリシスと呼んでいる．
　脱水過程と吸水過程の曲線が異なる要因としてはイ
ンクビン効果の影響や，吸水時と脱水時の接触角の違
いなどが理由として考えられている 12）．すなわち，図
-6 のような径の異なる間隙が連続する場合の毛管水
の移動は，吸水過程では大きい径を越える吸引力が必
要なため移動しにくく，脱水過程では小さい径の吸引
力で支配されるという理由による．原位置のサクショ
ンから水分量や不飽和透水係数を推定する場合，ヒス
テリシスが推定値に及ぼす影響は大きい．

2.	2	 水分特性曲線上の不飽和形態
　水分特性曲線は，間隙中の水分保持状態に応じて図
-8 に示すような三つの不飽和形態に区分されてい
る 13）．
　サクションが空気侵入値（Air Entry Value：AEV）14）

より小さな領域では，間隙内の空気は水で囲まれた気
泡として存在することから「封入不飽和」と呼ばれて
いる．封入不飽和状態では，サクションの増加に対す
る間隙水の大きな排水は発生しない．
　サクションが空気侵入値を超えて大きくなると，間
隙内に空気が侵入し，間隙水は顕著に排水する．さら
にサクションを高めると，サクションの増加割合に対
して排水量が徐々に減少する傾向を示す．この領域で
は，間隙内の水が十分に排水され，水はわずかに土粒
子と土粒子の接触点の周りにメニスカスをつくって，
その中に保持されている状態にあり，この状態は「懸
垂水不飽和」と呼ばれている．

図 -7  脱水過程と吸水過程の水分特性曲線の模式図 （水分特性曲線
のヒステリシス）

Fig. 7  Schematic diagram of water retention curve during the drain-
age and absorption process （hysteresis of water retention 
curve）

　上述した封入不飽和状態から懸垂水不飽和状態に移
行する領域については「過渡的不飽和」と呼ばれてい
る．
　上述した三つの不飽和形態における土粒子，間隙
水，空気の関係を模式的に図 -9 に示した．

　実際の土は様々な異なる粒径と間隙をもっているた
め，図 -10 に示したように，土の種類によって異なっ
た水分特性曲線が得られる．
　すなわち，大きな間隙を有する土（砂・礫質土など）
では，比較的小さなサクションで間隙水は排水され，
懸垂水不飽和状態となるが，小さな間隙を有する土

（粘土・粘性土試料など）では，より大きなサクション
まで封入不飽和状態にある．また，過渡的不飽和領域
から懸垂水不飽和領域を確認するためには，より高い
サクションを負荷した試験が必要となる．

図 -8  三つの不飽和形態と水分特性曲線 （文献 13） の図 4. 6 を引用）
Fig. 8 Three unsaturated forms and water retention curve13）

図 -9  実際の土における三つの不飽和形態 （文献
13） の図 4. 6 を引用）

Fig. 9 Three unsaturated forms in actual soil13）
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3.	 	 	土の水分特性曲線を求めるための室内試験方法と
その課題

　土の保水性試験は，土の水分量（含水比 w）と土中
水のマトリックポテンシャル ψm の関係から水分特性
曲線を求める試験法である．マトリックポテンシャル
ψm は，飽和土や水面が大気と接しているような場合
を基準（0 kPa）として，不飽和土では負値を示す．
マトリックポテンシャル ψm は，マトリックサクショ
ン s，圧力水頭 h と呼ばれるほか，その絶対値を単に
サクション s と呼んでいる．本論文では，これらをサ
クション s と記して以下で使用する．
　水分特性曲線は，図 -10 や図 -11 に示すように土の
種類や密度ならびに含有鉱物などによって大きく異な
ることが知られている．

　一般的な砂質土と粘性土の水分特性曲線の違いは，
土粒子の配列や間隙の違いによっている．例えば，砂
質土は間隙比が小さいものの，大部分はその間隙に
よって水が保持されており，その間隙水は小さな吸引
圧（サクション）で排水される．
　一方，粘性土は間隙比が大きく含水比（飽和水分

図 -10 土質の違いによる水分特性曲線の模式図
Fig. 10  Schematic water retention curve depending on difference in 

soil quality

図 -11  土の水分特性曲線の例 （文献 15） の図 3. 1 を引用）
Fig. 11 Example of water retention curve15）

量）も高いが，粘性土には大きな間隙はほとんど無く
小さな間隙によって水が保持されている．そのため，
間隙水は大きな吸引圧（サクション）を加えないと排
出されない．また，粘性土は砂質土に比べて非常に大
きな比表面積を持つため表面に吸着されている水分量
が多いのも特徴的である．

3.	1	 基準化されている土の保水性試験方法
　水分特性曲線を求めるための室内試験方法は，表 -1
に示すような方法が地盤工学会（JGS 0151）で基準化
されており 16），必要とされるポテンシャル（サクショ
ン）の測定範囲に応じて試験方法が使い分けられてい
る．
　研究や実務においては，加圧法が多用されていた
が，上述したように，試験に長時間かかることなどの
理由から，実施される事例が少なくなっている実態に
ある．ここでは，新たに開発した連続加圧法との比較
を目的として，基準化されている保水性試験方法の加
圧法と，加圧法と同様にマトリックポテンシャルが得
られる吸引法をとりあげ，試験方法の違いや試験実施
上の課題について検討を加える．

3.	1.	1	 吸引法
　図 -12 に吸引法（減圧法）による測定装置の例を示
した．吸引法は，セラミックディスク（図中ではセラ
ミック板）を介して負圧を土中水に接触させ，土中の
水圧が負圧に平衡するまで排水した後，試料内の含水
比と土中水のポテンシャルを測定する方法である．
　吸引法には，図に示した真空ポンプを用いて減圧す
る「減圧法」の他に，排水ビュレットの水面の高さを
調節する「水頭法」がある．

表 -1 土の保水性試験方法と測定範囲 （文献 16） の表 2 を引用）
Table 1 Water retention test methods and measurement  ranges16）
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　（1）試験方法
　吸引法による試験方法は，供試体をセラミックディ
スク（セラミック板）の上に置き，セラミックディス
クの下方から脱気水を供給し，毛管飽和させる．
　毛管飽和後，供試体の空気圧を大気圧に保ちなが
ら，所定の負圧（サクション s）を真空ポンプまたは
水頭差で与える．負圧の与え方は，減圧法の場合は，
レギュレータを通じて所定のサクションに相当する負
圧を負荷する．水頭法では，供試体中心とビュレット
水位との高低差 h を変えることにより，所定のサク
ションに相当する圧力 p（kPa）とする．負荷した圧力
で水分平衡に達し排水が終了するまで，排水量の測定
を続ける．

　（2）サクションの決定
　減圧法による試験は，試験容器内の空気圧 ua＝0 の
状態でレギュレータを通じて所定の負圧 p を供試体に
負荷していることから，サクション s は次式で算定さ
れる．

　ここに，s：土中水のサクション （kPa）
　　　　　ua：間隙空気圧 （kPa）
　　　　　uw：間隙水圧（負荷した圧力 p） （kPa）

　水頭法では，供試体中心とビュレット水位との高低
差 h を変えることにより，所定の負圧 p を供試体に負
荷していることから，サクション s は次式で算定され
る．

図 -12 吸引法 （減圧法） 測定装置の例 （文献 16） の図 2 を引用）
Fig. 12  Example of suction method （decompression method） test ap-

paratus16）

 （5）s=ua−uw=uw

 （6）s= ρw・h×9.8×10−2

　ここに，ρw：水の密度 （g/cm3）
　　　　　h： 供試体中心とビュレットの水位との高

低差 （cm）

3.	1.	2　加圧法
　加圧法は，吸引法とは逆に土中水の圧力を大気圧下
に保ちながら，供試体に正の空気圧を負荷して水分が
平衡に達するまで排水させ，供試体内の含水比と土中
水ポテンシャルを測定する方法である．加圧法は吸引
法に比べて高いサクションを与えることができる点
や，一つの供試体で複数のサクションと含水量の関係
を得るための，いわゆる多点法が適用できることも利
点のひとつである．
　加圧法には，図 -13 に示すようなセラミックディス
ク等を用いる加圧板法と，図 -14 に示すようなセル
ロース膜，微細多孔質膜等を用いる加圧膜法がある．
両者ともに測定の原理は同じである．

（1）　試験方法
　加圧法は，試料中の間隙空気圧を大気圧に保ちつつ
供試体に正の空気圧 p を負荷して，水分平衡に達し排
水が終了するまで計測を継続する方法である．
　供試体の設置から毛管飽和にいたる操作は，上述し
た吸引法と同様である．加圧板法および加圧膜法にお
いても，レギュレータを通じて所定のポテンシャルに

図 -13 加圧法 （加圧板法） 想定装置の例 （文献 16） の図 3 を引用）
Fig. 13  Example of pressurization method （pressure plate method） 

test apparatus16）

図 -14 加圧法 （加圧膜法） 測定装置の例 （文献 16） の図 4 を引用）
Fig. 14  Example of pressurization method （pressure membrane 

method） test apparatus16）
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験途中で給排水が止まってしまう現象も発生する．
　高い負圧を負荷するためには，事前に試験用水やセ
ラミックディスク等の十分な脱気操作が必要であり，
この操作が試験結果の良否を大きく左右することとな
る．
　いずれにしても，吸引法は粒径が均質な砂や礫質土
が主たる対象試料となり，この試験方法によって水分
特性曲線を求めるには，長時間かかることや脱水過程
から吸水過程の水分特性曲線を求めることが難しい試
験方法であるといえる．

3.	2.	2	 加圧法
　加圧板法では，表 -1 に示したように，マトリックポ
テンシャル Ψm（サクション s）の測定範囲は−10 kPa
から−1500 kPa とされている．
　測定範囲の最小値の−1500 kPa（サクションの最大
値 1500 kPa）は，試験に使用する市販のセラミック
ディスクの空気侵入値（AEV）に対応した値である
が，一般的には空気侵入値（AEV）が 200 kPa から
300 kPa（マトリックポテンシャル Ψm が−200 kPa か
ら−300 kPa）のセラミックディスクが多く使用され
ている実態にある 17）．
　このことから，加圧板法で対象とする試料は砂質土
や砂分を多く含む粘性土で，粘土試料のように高いサ
クション領域までを対象とする試験条件（例えば，図
-8 に示したような過渡的・懸垂水不飽和領域）には対
応できない場合もある．
　それでも，加圧法は吸引法に比べて高いサクション
領域までの計測が可能であること，加圧過程（脱水過
程）においては気泡の発生の心配が少ないことや，一
つの供試体で多段階の試験が可能であることから利用
頻度は高い試験方法である．
　しかし，減圧過程（吸水過程）においては，高い圧
力で閉じ込められていた空気の膨張などによってセラ
ミックディスクが不飽和化する．その結果，吸水過程
の計測が不能な状態に陥る事例も多く，減圧（吸水）
過程におけるデータ（測定事例）が少ない要因の一つ
と推察される．
　一方，加圧板法も水分が平衡に達したかどうかを排
水量の時間的変化から確認する方法が採られているた
め，1 圧力で数日以上要することも多い．複数段階の
圧力を順次作用させ，水分特性曲線を求める試験の場
合には，砂試料でも約 1 ヶ月程度を要し，細粒分の多
い粘性土試料にいたっては 3 ヶ月間を要する場合もあ
る．
　加圧膜法で使用しているセルロース膜，微細多孔質
膜の厚さは，セラミックディスクに対して 1/10 〜
1/20 程度の厚さであることから，試験時間を短縮でき
る効果が期待されている．反面，加圧膜法の場合は，
空気との接触面よりわずかではあるが空気漏れは避け
られず，試験時間が長い試料の場合には，空気と膜と
の接触時間が長くなり空気漏れが拡大して試験結果に

相当する空気圧 p（kPa）を負荷する方法が一般的であ
る．
　一つの供試体で複数のサクションと含水量の関係を
求める場合には，排水量から土の水分量変化を測定す
る．

　（2）サクションの決定
　水分平衡に達し排水が終了したとき，サクション s
を次式によって算定する．

　ここに，s：土中水のサクション （kPa）
 p：空気圧 （kPa）

　一般的には，水分特性曲線を描く場合は，毛管飽和
状態から排水過程で 4 から 6 段階，吸水過程でも 4 か
ら 6 段階の異なる空気圧を負荷した試験が行われてい
る（図 -15 参照）．

3.	2	 	基準化されている土の保水性試験方法における
課題

3.	2.	1	 吸引法
　吸引法の水分平衡時間は，土の種類や供試体の高さ
などにより大きく異なるが，1 圧力で数日要すること
も多い．そのため，段階加圧法によって水分特性曲線
を求めるためには，数週間から数ヶ月を要する．試験
時間を短縮するための方策として，供試体の高さを短
くしたり，空気侵入値（AEV）の小さなフィルターを
使用する方法が採られているが，その結果，均一粒径
の砂質土や高いサクションの測定を必要としない粘性
土試料に限定されてしまうこととなる．
　水頭法では水位差により負圧を負荷する方式である
ために，高いサクションを与えることはできない．
　一方，減圧法は水頭法に比べると高い負圧を負荷す
ることができるが，負圧を高くすることによって溶存
空気の影響で配管内に気泡が発生し，セラミックディ
スク等が不飽和化することで，透水性が悪くなり，試

 （7）s=p

図 -15 段階加圧法による試験結果の概念図
Fig. 15  Conceptual diagram of test result by staged pressurization 

method
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重大な影響を与えることもある．また，角張った礫な
どを含む試料では膜の表面を傷つけ，空気漏れや漏水
等の要因となる場合がある．

4.	 	連続加圧方式による保水性試験装置の開発

4.	1	 新しい試験装置を開発するに至った背景
　地盤工学会で基準化されている ｢土の保水性試験｣
の課題としては，非常に長い時間と多くの手間を要す
ることと，吸水過程の水分特性曲線を求めることが難
しいことが挙げられる．
　従来の保水性試験では，透水性の良い砂質土の場
合，少なくとも数日から 20 日程度の試験時間を必要
としていた．また，粘性土の場合は，約 1 〜 2 ヶ月の
試験時間を必要とし，それ以上の時間をかけて試験を
行っていたことも珍しくなかった．
　また，既往の論文等では脱水過程の試験結果が多
く，吸水過程を含む報告が少ない現状にある．この理
由としては，試験時間の長期化が脱気水への空気の侵
入と，それに伴う試験精度の低下を招いていることが
推察されることから，短時間で試験を終了させる必要
性があった．
　一方，豪雨等における河川堤防や盛土斜面の安定性
検討においては，不飽和状態から飽和状態に移行する
過程が最も重要であり，吸水過程（不飽和状態から飽
和化する過程）の試験結果が必要とされる．そのた
め，不飽和状態から飽和状態に移行する過程の水分特
性曲線（吸水過程の水分特性曲線）を簡便かつ迅速に
計測できる試験装置の開発と試験方法の確立が望まれ
ていた．

4.	2	 時間短縮を目的とした既往の保水性試験方法
　以下に，試験時間の短縮を目的とした既往の試験方
法について述べる．

4.	2.	1	 マルチステップ流出法
　（1）試験方法の概要
　マルチステップ流出法は，上述した加圧板法と同様
に空気圧を段階的に加圧（減圧）して，供試体からの
排水量（吸水量）と供試体内の間隙水圧を測定して，
水分特性曲線を求める方法である．
　マルチステップ流出法と地盤工学会（JGS 0151）で
基準化されている方法との違いは，前者は供試体内の
間隙水圧を測定する点と，水分平衡状態を確認しない
で次の圧力段階の空気圧を加圧する点にある．
　マルチステップ流出法では，水分平衡状態を確認し
ないで次の圧力段階に加圧することから，試験時間は
大幅に短縮され，砂質土で 1 日，粘性土でも 10 〜 15
日程度で試験が終了するところが特長的である．
　マルチステップ流出法で使用する試験装置の例を図
-16 に示し 18），水分特性曲線を求めるための試験手順
を以下に記述する．

　①　 フィルターを脱気飽和させ，供試体を試験装置
に設置する．

　②　供試体下部より上昇流で供試体を飽和させる．
　③　 水圧測定用圧力計（テンシオメータ）を供試体

中心に挿入する．
　④　 供試体上部から空気圧を加圧して試験を開始す

る．
　⑤　 供試体からの排水量と水圧測定用圧力計の変化

を測定する．
　⑥　 排水量がなくなり，ほぼ水分平衡状態とみなせ

る状態に達したら，段階的に次の空気圧を加え
る．

　⑦　 水分特性曲線は，加えた空気圧と水分量の関係
を用いて描く．

　なお，マルチステップ流出法における水分特性曲線
は，圧力水頭と体積含水率の関係を用いて描かれる．
ここで，圧力水頭は供試体に加えた空気圧（水頭換
算）と供試体内の間隙水圧（水圧測定用圧力計の値）
との差分で定義している．体積含水率は，飽和体積含
水率と供試体からの排水量から求められる体積含水率
との差分で求めている．

　（2）試験方法の課題
　試験上の課題としては，水分平衡状態を確認しない
で空気圧を段階的に加圧していることから，水分特性
曲線を描くためには，定常状態における圧力水頭（サ
クション）と体積含水率（含水比）を決定しなければ
ならない．マルチステップ流出法では，解析ソフトを
用いて定常状態における圧力水頭と体積含水率を決定
している．解析にあたっては，空気圧の加圧に対し
て，流出量（加圧過程では排水量．減圧過程では吸水
量）の状態を判断し解析を行うことから，解析者の熟
練した知識を要することが，課題となっている．

図 -16 マルチステップ流出法の試験装置 （文献 18） の図 1 を引用）
Fig. 16 Test apparatus for multi-step outflow method18）
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　④　供試体を毛管飽和させる．
　⑤　 空気圧の加圧波形を選択し，供試体上部から空

気圧を負荷して試験を開始する．
　⑥　 試験中は，空気圧，供試体からの排水量とマイ

クロテンシオメータの圧力の変化を測定する．
　⑦　 水分特性曲線は，サクションと含水比の関係で

描く．なお，サクション s は空気圧 ua とテンシ
オメータで測定される供試体内の間隙水圧 uw

の差分で定義している．

　（2）試験方法の課題
　これまでに報告されている豊浦砂や千曲川砂の攪乱
試料の水分特性曲線は，従来法（加圧板法）の試験結
果ともよく対応した結果が報告されている 19）〜 23）．ま
た，排水過程と吸水過程の繰り返しによる再現性も高
いことが報告されていた．
　しかし，試験装置に関しては二つの課題が挙げられ
る．一つは，マイクロテンシオメータを供試体に水平
に挿入することが非常に難しく，挿入時に乱れを与え
てしまう可能性があった．
　もう一つは，マイクロテンシオメータと試料容器の
側面を毎回シリコン接着剤でシールすることは，試験
の効率的な処理を阻害する要因となっていた． 

4.	3	 開発した試験装置の概要
　新しい保水性試験装置の開発に当たっては，阿部
ら 19）〜 23）の方法と同様に以下の方式を採用した．
　①　 空気圧 ua を連続的に変化（増加，減少，保持）

させる．
　②　 試験中の間隙水圧 uw を計測してサクション s

（s＝ua−uw）を決定する．
　③　 間隙水圧の計測にはマイクロテンシオメータを

使用する．
　なお，開発した連続加圧方式（以下，連続加圧法と
記す）による新しい保水性試験装置の全景を写真 -1
に示し，表 -2 には装置の仕様を示した．

図 -18  マイクロテンシオメータを取り付けた試料容器 （文献 19） の
図 2. 7 を引用）

Fig.18 Sample container with micro-tensiometer19）

4.	2.	2	 空気圧を連続的に負荷する方法
　（1）試験方法の概要
　阿部らは，土の保水性試験をより迅速に行うための
新たな試験法の確立を目的として，供試体にサクショ
ンを連続的に負荷する手法（連続加圧法）を採用した
保水性試験装置を開発している 19）．
　従来法（加圧板法）と連続加圧法における加圧形態
の違いを図 -17 に示した．

　図に示したように，加圧形態の違いを「土の圧密試
験」に例えると，従来法は「段階載荷方式」で連続加
圧法は「定ひずみ速度載荷方式」または「漸増載荷方
式」に相当するものである．加圧形態の違いは，試験
時間に大きく影響する．
　また，従来法では加圧した空気圧によって，排水や
吸水が一定値に落ち着いた時の空気圧をサクション s
として定義しているが，連続加圧法では，供試体中央
部に設置した直径 3 mm のマイクロテンシオメータ
で測定される間隙水圧 uw と空気圧 ua からサクション
s を定義している．この方法によって試験時間は大幅
に短縮され，砂質土で 7 時間〜 1 日，粘性土でも 2 日
以内で脱水過程と吸水過程の水分特性曲線が得られる
ことを確認している．
　阿部らが開発した試験装置は，試験容器（圧力室），
空気圧の制御用として電／空変換器と信号発生器（マ
ルチファンクションシンセサイザー）から構成されて
いる．また，供試体からの吸・排水量の測定用として
電子天秤が用いられている．間隙水圧測定用のマイク
ロテンシオメータは，図 -18 に示したように，供試体

（直径 50 mm，高さ 20 mm）の中央に横向きに挿入さ
れる構造となっている．
　試験手順を以下に示す．
　①　マイクロテンシオメータを脱気飽和させる．
　②　 飽和させたマイクロテンシオメータを試料容器

の側面より供試体内に水平に挿入する．漏水・
漏気の防止のためにシリコン接着剤でシールす
る．

　③　圧力室を組み立てる．

図 -17 空気圧の加圧形態の違い
Fig. 17 Difference in pressurization between the two test methods
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4.	3.	1	 試験装置の特長
　試験装置は，写真 -1 に示すように，試験容器（圧力
室），電子天秤（排水量の自動計測用），調圧装置，計
測用ロガーおよび制御用のパソコンで構成される．
　本装置の特長を以下に示す．

　（1）空気圧の調圧装置
　調圧装置は，レギュレータとステッピングモータを
組み合わせたタイプのものを採用した．これは，通常
用いられている電／空変換器に比べて高い分解能で制
御できることと，停電時においても圧力が保持され，
急激な圧力低下が発生しないように安定性を重視した
ためである．
　（2）計測用ロガーと計測・制御用パソコン
　計測制御装置の特長として，空気圧の加圧スケ
ジュールを簡単に設定できることが挙げられる．さら
に設定の煩雑さを解消する目的から，一度設定した加
圧パターンは，設定情報ファイルに自動的に保存さ
れ，再度使用する場合や，設定圧力のみを部分修正す
る操作が簡便に行えるようなシステムとした．

表 -2 試験装置の概略仕様
Table 2 Outline specifications of the test apparatus

　試験中の空気圧と間隙水圧ならびに排水量がパソコ
ンのディスプレイに表示され，試験途中であっても適
切な試験条件に任意に変更できるシステムとした．

4.	3.	2	 試験容器の特長
　試験容器の構造を図 -19 に示した．
　空気圧は，供試体上部から加圧し，供試体からの排
水は容器下部のセラミックディスクを通して行われ
る．以下に試験容器の特長を示す．
　①　 試験容器の底板には，図 -19，写真 -2 に示した

ようにマイクロテンシオメータを鉛直に取り付
け，設置時に供試体に与える乱れの低減と，供
試体中央の間隙水圧 uw が正確に計測できる構
造とした．

　②　 マイクロテンシオメータに取り付けているセラ
ミック製のポーラスカップの空気侵入値は，50 
kPa，100 kPa，200 kPa のものを用意し，試料
に応じて使い分けが可能な構造としている．

　③　 試験容器は，内径 5 cm のアクリル円筒容器と
し，高さ 5 cm までの供試体が設置できる構造
とした．円筒容器をアクリル製にすることで毛
管飽和過程や試験中の試料状態が確認できるよ
うにした．

　なお，マイクロテンシオメータを鉛直に取り付ける
方式には以下のメリットがある．
　①　 加圧・減圧中に供試体が体積変化を起こしても

その影響を受けにくい．
　②　 供試体に設置する煩雑さが少なく，設置時に供

試体に与える撹乱の影響が小さい．
　③　漏水や漏気に対する安定性が高い．
　④　 圧力計までの経路を短くすることができ，圧力

測定精度の向上が期待できる．

写真 -1  試験装置の全景 （連続加圧方式による保水性試験装置）
Photo. 1  Full view of test apparatus （water retention test apparatus using the continuous pressurization method）
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　図 -20（a）は連続加圧・減圧過程の結果で，空気圧を
最大 50 kPa まで加圧した後に減圧し，圧力容器内で
測定された空気圧の結果と比較した．加圧，減圧速度
は 0. 1 kPa/min としている．
　図に示したように，空気圧の測定値は設定（調圧）
値に対して大きな変動もなく高い精度で制御されてい
ることがわかった．

　図 -20（b）は，圧力保持過程の結果で，段階的に 0
〜 25 〜 50 〜 100（kPa）の加圧制御を与え，圧力容器
内で測定された空気圧の結果と比較したものであり，
各圧力で 120 分間保持させた結果である．
　図 -20（c）には圧力保持過程の設定値と測定値の圧
力差を変動値として示した．圧力保持状態での空気圧
の変動幅は 0. 1 kPa 以下で十分な精度で保持されてい
ることがわかった．
　以上のように，空気圧の調圧装置に関しては，加
圧・減圧過程ならびに圧力保持過程においても，高い
精度で制御されていることを確認した．

4.	4.	2	 セラミックディスク，ポーラスカップの性能
　本装置では，市販のセラミックフィルターを加工し
て，供試体底部からの排水用のフィルター（セラミッ
クディスク）や間隙水圧測定用のフィルター（ポーラ
スカップ）として使用している．
　表 -3 にはセラミックフィルターのカタログ値と検
証結果を示した．

図 -20 空気圧調圧装置の検証実験結果
Fig. 20 Verification test result for air pressure regulating device

4.	4	 開発した試験装置の性能
　開発した試験装置の仕様を，表 -2 に示したが，以下
には各部の性能を検証した結果について述べる．
　なお，本節以降では「セラミックフィルター」の用
語は，市販されている素材名を指し，試験用に加工し
た器具をそれぞれ「ポーラスカップ」および「セラ
ミックディスク」として記述する（写真 -2，写真 -3
参照）．

4.	4.	1	 調圧装置の性能
　調圧装置は，レギュレータとステッピングモータを
組み合わせたタイプのものを採用し，空気圧の制御を
行っている．
　図 -20 に空気圧調圧装置による検証実験結果を示し
た．

図 -19 連続加圧方式用に開発した試験容器
Fig. 19 Test vessel developed for continuous pressurization method

写真 -2 マイクロテンシオメータの設置状況
Photo 2 Installed state of micro-tensiometer

写真 -3 セラミックディスクの形状
Photo 3 Shape of ceramic disk
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　（1）空気侵入値
　セラミックフィルターの空気の通り難さは「空気侵
入値」として表される．本装置に使用した空気侵入値
100 kPa と 200 kPa のセラミックディスクについて，
空気侵入値の検証を行った．
　図 -21（a）は，カタログ値 100 kPa のセラミック
ディスクに対して行った検証結果である．空気圧が約
220 kPa に達したあたりで空気の侵入が見られ，流出
量が大きく増加している．一方，図 -21（b）は，カタ
ログ値 200 kPa のセラミックディスクに対して行った
検証結果であるが，空気圧を 400 kPa まで加圧しても
顕著な流出量の増加は確認できなかった．このことか
ら，カタログ値と実験値には違いがあり，実際にはカ
タログ値の 2 倍以上の性能を有することを確認した．

　（2）透水性
　図 -22，図 -23 にセラミックディスクの透水性に対
する検証結果を示した．
　図 -22 にはカタログ値 100 kPa のセラミックディス
クの検証結果を示した．カタログ値では透水係数が
7. 6×10−9（m/sec）であったが，表 -3 に示したように
3 段階の圧力に対する透水量から求めた透水係数の平
均値は，4. 8×10−9（m/sec）と，カタログ値と比較的
近い値であった．
　一方，図 -23 にはカタログ値 200 kPa のセラミック
ディスクの検証結果を示した．カタログ値では透水係
数が 6. 3×10−9（m/sec）で 100 kPa のセラミックディ
スクと近い値であった．検証結果は，表 -3 に示した
ように 3 段階の圧力に対する透水量から求めた透水係
数の平均値は 5. 5×10−10（m/sec）と，カタログ値より
も 1/10 以上低いことを確認した．

表 -3 セラミックディスクの性能一覧表
Table 3 Performance of ceramic disk

4.	4.	3	 	セラミックディスクとポーラスカップの圧力
変化に対する反応

　保水性試験では，飽和状態から不飽和状態における
供試体内の間隙水圧や排水量を測定しているので，こ
こでは，セラミックディスクとポーラスカップの水中
および水の無い状態での圧力変化に対する反応を検証
した．
　図 -24 には，試験容器に水を入れた状態で空気圧を
変化（加圧，減圧）させ，その時のセラミックディス
クとマイクロテンシオメータ（ポーラスカップ）の圧
力を計測した結果を示した．図に示したように，試験
容器に水を入れた状態では，空気圧 Pa の変化に対し
てセラミックディスクとマイクロテンシオメータ

（ポーラスカップ）で測定された圧力（Pd，Pt）は，時
間的な遅れもなく，精度良く測定されていることが確
認できた．

図 -21　セラミックディスクの空気侵入値の検定
Fig. 21　Examination of air entry value of ceramic disk 

図 -22　セラミックディスクの透水係数の検定 （100 kPa）
Fig.22　Permeability coefficient of ceramic disk （100 kPa）
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　一方，試験容器内に水が無い状態で行った検証結果
を図 -25 に示した．セラミックディスクで測定された
圧力 Pd は，水中の結果と同様に時間的な遅れもなく，
精度良く測定されている．しかし，マイクロテンシオ
メータ（ポーラスカップ）で測定される圧力 Pt は，図
に示したように，空気圧を加圧して間もなく圧力差が
発生し，空気圧が約 20 kPa より高くなると徐々にそ
の差が大きくなる結果となった．減圧過程では，加圧
過程と逆の現象が確認され，最終的には加圧前の値に
収束する結果となっている．
　これらの要因として，ポーラスカップの材質と形状
に起因していることが考えられる．ポーラスカップの
素材に用いられているセラミックフィルターは，微細
で多孔質な焼結体であり，水は通しても，ある圧力ま
では空気を通し難い特徴を有している．空気圧の増加
に伴って水が侵入できる状況では，図 -24（c）のよう
にマイクロテンシオメータでも空気圧とほぼ等しい圧
力が計測される．しかし，水の無い状況では，マイク
ロテンシオメータの先端に取り付けられている小さな
ポーラスカップ内の水が，空気圧の上昇に対して移動

（ポーラスカップ表面の移動）できる間は，圧力計に圧
力を伝達できても，水の移動が少なくなると，圧力計
に圧力が伝わらず，空気圧との圧力差が大きくなるの
ではないかと考えられる．これに対して，表面積（体
積）の大きいセラミックディスクでは，空気圧の上昇
で圧力計に伝わるのに十分な水の移動があるため，空
気中（水の無い環境）においても，精度良く空気圧の
変化が測定されているものと考えている．
　なお，実際の試験時には，高いサクション値（供試
体の飽和度が低い状態）にあっても，土中水が図 -4 に
示したような保水状態にあれば，上述したようなマイ
クロテンシオメータ周辺に全く水が無くなる状態には
至らないと考えられる．

図 -23 セラミックディスクの透水係数の検定 （200 kPa）
Fig. 23 Permeability coefficient of ceramic disk （200 kPa）

図 -24 セラミックフィルターの感度 （水中）
Fig. 24 Sensitivity of ceramic filter （under water）

図 -25 セラミックフィルターの感度（空気中）
Fig.25 Sensitivity of ceramic filter （in air）
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5.	 	連続加圧法による保水性試験方法

5.	1	 試験方法と結果の整理方法
5.	1.	1	 連続加圧法によるサクションの定義
　連続加圧法による保水性試験は，空気圧 ua を連続
的に増減させながら，供試体中央部における間隙水圧
uw と供試体からの排水量を計測する方式である．し
たがって，従来の加圧板法のように各圧力段階で水分
量の平衡状態は確認できないので，水分特性曲線を描
くのに必要なサクション s は次式で算定する．

　ここに，s：サクション （kPa）
　　　　　ua：空気圧 （kPa）
　　　　　uw：間隙水圧 （kPa）

　図 -26 には連続加圧法による保水性試験結果の概念
図を示した．

　図 -26（a）は連続加圧法による計測結果例である．
図中には，空気圧 ua，供試体中央に設置したテンシオ
メータで測定される間隙水圧 uw，供試体含水比 w な
らびにサクション s の経時変化例を示した．
　含水比 w は試験開始前の水分量 mi と試験中の排水
量 Δd から次式で算定する．

 （8）s=ua−uw

図 -26 連続加圧法による保水性試験結果の概念図
Fig. 26  Conceptual diagram of water retention test result by continu-

ous pressurization method

　ここに，w：含水比 （%）
 mi：試験開始前の水分量 （g）
 Δd：試験中の排水量 （g）

 ms；土試料の乾燥質量 （g）

　図 -26（b）には含水比 w とサクション s の関係から
排水過程と吸水過程の連続的な水分特性曲線の計算結
果例を示した．連続加圧法では，図 -15 に示した段階
加圧法の結果例に対して連続的な水分特性曲線を描け
ることが特長的である．

5.	1.	2	 連続加圧法における空気圧の加圧方法
　空気圧の加圧方法については三角形載荷，台形載
荷，ノコギリ形載荷の三つの方法がある 19）．本研究で
は図 -27 に示した三角形載荷と台形載荷の二つの方
法 8）を採用した．以下にそれらの特徴について述べ
る．

　（1）三角形載荷方法
　三角形載荷は，細粒分の少ない砂質土のような水分
保持力が小さく，空気圧の負荷に対して排水遅れが生
じない試料に適した方法である．

　（2）台形載荷方法
　台形載荷は，三角形載荷の加圧過程では十分な排水
がされないような細粒分を多く含んだ砂質土や粘性土
に適している．空気圧の増加に対してサクションの発
生が小さい場合に，一定圧力状態を保持することで間
隙水圧の消散を補い，より高いサクションの値を求め
ることを期待する方法である．

5.	2	 供試体の作製方法と手順
　供試体の作製から圧力容器への設置方法に関しては
基本的に地盤工学会規準「土の保水性試験方法」

（JGS 0151）に準拠して行うが，連続加圧法では供試
体の中央にマイクロテンシオメータを設置するところ
が他の試験方法と大きく異なる点である．
　図 -28 に供試体の作製から圧力容器への設置の流れ

 （9）w= ×100mi−Δd
ms

図 -27 空気圧の加圧方法の例 （文献 8） の図 -7 を引用）
Fig. 27 Examples of air-pressurized method8）
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　締め固めによって供試体を作製する手順を写真 -5
（a）〜（c）に示した．作製した供試体は（d）に示し
たようにアクリル円筒容器に移し，スペーサーディス
ク（アクリル製）を挿入して，アクリル円筒容器と同
じ高さとする．
　テンシオメータを挿入するための孔あけ手順は，写
真 -5（e）〜（g）に示し，以下にその手順を述べる．
　①　 供試体を入れたアクリル円筒容器に，削孔ガイ

ド付きアクリル円筒押えフランジ（上部）と下
部のフランジを取り付け，削孔中に供試体が移
動しないように固定する．（e）

　②　 孔あけ用ドリルを電動ドリルにセットして，マ
イクロテンシオメータを設置するためのガイド
となる仮孔をあける．（ドリルで削り出した土
は全て回収し質量を測定する）（f）

　③　 本孔は仮孔用のドリルよりも径の大きいものを
使用して，マイクロテンシオメータが挿入しや
すい形状に手動で丁寧に仕上げる．（削り出し
た土は全て回収し質量を測定する）

　④　 孔あけ終了後に，マイクロテンシオメータと同
じ形状の検査棒を挿入して密着具合を確認す
る．（g）

　テンシオメータ挿入用の孔あけが終了した供試体
は，写真 -5（i）に示したように，水を張った容器で毛
管飽和させる．毛管飽和の方法は，写真に示した方法
の他に図 -19 に示した試験容器内で行う方法もある．
密度が緩く崩れやすい供試体は，試験容器に設置して
から毛管飽和をさせる．ただし，試験容器には透水性
の低いセラミックディスクが取り付けられているの
で，写真 -5（i）に示した方法に対して毛管飽和に長時
間を要する．

5.	3	 試験に使用した試料と試験条件
5.	3.	1	 試験に使用した試料の物性
　試験には，粒度構成が異なる豊浦砂と広島まさ土，
DL クレーの 3 種類の材料を用いた．各試料の物理特
性を表 -4 に示し，写真 -6 には乾燥状態の状況を示し
た．

表 -4 試験に用いた試料の物理特性
Table 4 Physical properties of test samples

を示し，写真 -4 には供試体の作製に使用する器具類
を示した．また，写真 -5 には，締め固めによって供試
体を作製する過程からマイクロテンシオメータ設置用
の孔あけ，圧力容器への設置までの手順を示した．

5.	2.	1	 供試体の作製に使用する器具
　試験に使用する供試体は，攪乱試料と不攪乱試料の
両方に対応可能であるが，写真 -4（a）に示したように
締め固めて供試体を作製する場合は，二つ割りモール
ド，締固め用の突き棒などで行う．また，連続加圧法
では供試体底面にマイクロテンシオメータを挿入する
ための孔あけが必要なので，写真 -4（b）に示したよう
なドリルを使用する．マイクロテンシオメータを供試
体に挿入するための孔あけの手順については以下に記
述する．

5.	2.	2	 供試体の作製から圧力容器への設置の手順
　供試体は直径 50 mm，高さ 50 mm の円柱状に成形
した試料を使用する．

図 -28 供試体の作製から圧力容器への設置の流れ
Fig. 28  Flowchart from preparing a specimen to installing it in a pres-

sure container 

写真 -4 供試体の作製に使用する器具
Photo 4 Tools used for specimen preparation
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写真 -6 試験に用いた試料の性状写真
Photo 6 Test samples

図 -29 試験に用いた試料の粒径加積曲線
Fig. 29 Grain size distribution curves of test samples

　図 -29 に示したように，各試料の粒度特性は以下の
ようにまとめられる．
　①　 豊浦砂は細砂主体の粒径分布が悪い材料で，均

等係数 Uc は 1. 49 と小さい．
　②　 広島まさ土は，粒径幅が広く粒度分布の良い材

料で，細粒分を 20 %程度含有し均等係数 Uc も
46. 1 と大きい．

　③　 DL クレーは，シルト分主体の試料で粘土分は
約 10 %含んでいるものの粘性はほとんど無い
試料である．均等係数 Uc は 4. 58 と小さい．

5.	3.	2	 供試体作製条件
　供試体は，撹乱状態の試料を試験容器内に直径
5 cm，高さ 5 cm の寸法で締め固めによって作製し
た．作製条件を以下に示し，表 -5 には一覧を示した．
　①　 豊浦砂は含水比 w＝5. 0 %，湿潤密度 ρt＝1. 58 

g/cm3（相対密度 Dr は約 50 %）とした．
　②　 広島まさ土は，含水比 w＝21. 6 %，湿潤密度 ρt

＝1. 31 g/cm3（原位置の表層土壌の密度）とし
た．

　③　 DL クレーは，含水比 w＝20. 0 %，湿潤密度 ρt＝
1. 80 g/cm3（締固め度 Dc は約 96 %）とした．

写真 -5 供試体の作製から試験容器への設置手順
Photo. 5  Procedures from preparing a specimen to installing it in a pressure container 
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　連続加圧法の加圧速度は，各試料とも 0. 1 kPa/min
で統一した．加圧方法は三角形載荷として，脱水過程
と吸水過程の水分特性曲線を求めた．

　加圧圧力は，表 -6 に示したように保水力が小さい
豊浦砂は 50（kPa）を上限とし，細粒分の多い DL ク
レーは 95（kPa）を上限とした．一方，広島まさ土につ
いては，豊浦砂よりも粗粒な材料ではあるが粒径幅が
広く粒度分布の良い材料であり，細粒分も 20 %程度
含有し保水力が高いと判断し，90（kPa）を上限とし
た．
　段階加圧法の試験は，上述したような条件を考慮し
て各試料の上限空気圧を設定し，表 -6 に示したよう
に加圧（脱水）過程で 6 〜 7 段階，減圧（吸水）過程
でも 5 〜 6 段階の試験を行い，水分特性曲線を求め
た．

6．	段階加圧法と連続加圧法による試験結果

　図 -31 〜図 -33 に豊浦砂と広島まさ土および DL ク
レーの段階加圧法と連続加圧法によって得られた保水
性試験結果を示した．以下に各試料の試験結果につい
て述べる． 

図 -30 DL クレーの締固め曲線 （文献 17） の図 -4 を引用）
Fig. 30 Compaction curve of DL clay17）

　写真 -7 には締め固めによって作製した供試体写真
を示した．締め固めに当たっては，1 層あたり 1 cm
の厚さとして均一な供試体を作製した．
　なお，DL クレーの供試体作製に当たっては，「不
飽和土の一斉一軸・三軸圧縮試験の結果」17）（地盤工
学会）の締固め試験結果を参考に，最適含水比，最大
乾燥密度付近で供試体を作製した．図 -30 には一斉試
験に参加した各機関の締固め試験結果を範囲で示し，
供試体を作製した含水比と乾燥密度を 印で明示し
た．

5.	3.	3	 試験条件
　今回行った連続加圧法と段階加圧法による保水性試
験条件を表 -6 にまとめて示した．

表 -5　供試体の作製密度
Table 5　Density of specimens

写真 -7 締め固めによって作製した供試体の状況
Photo 7 Specimens prepared by compaction

表 -6 保水性試験条件
Table 6 Water retention test conditions
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6.	1	 豊浦砂に対する試験結果
　図 -31 に豊浦砂に対する試験結果を示した．
　図 -31（a）には段階加圧法の空気圧 ua，供試体含水
比 w の経時変化を示した．段階加圧法では，各圧力段
階で排水量の終了を待って水分平衡状態としている．
その結果，加圧板法による試験には約 44000 分（約 31
日）を要した．
　図 -31（b）には連続加圧法の空気圧 ua，供試体中央
に設置したテンシオメータで測定された間隙水圧 uw，
供試体含水比 w ならびにサクション s の経時変化を
示した．豊浦砂では，加圧過程・減圧過程ともに ua と
uw の差が小さく，そのためサクション s が小さいこと
が特徴的である．連続加圧法の試験時間は約 2700 分

（45 時間）であった．
　図 -31（c）には連続加圧法と段階加圧法によって得
られた水分特性曲線を重ねて示した．段階加圧法は，
排水過程で 6 段階，吸水過程で 5 段階の異なるサク
ション領域の結果である．両者の水分特性曲線は，排
水過程と吸水過程とも極めて良く一致しているが，含
水比が 3 〜 4 %付近で両者の水分特性曲線には相違が
見られる結果となっている．
　連続加圧法では，空気圧 ua と間隙水圧 uw の差が小
さいことから，空気圧を 50 kPa まで加圧してもサク
ションは 7. 1 kPa 以上に増加しなかった．一方，段階
加圧法では，加えた空気圧によって排水の終了（水分
平衡）時の空気圧をサクションとして定義しているた
めサクションは 15 kPa となっている．しかし，図 -31

（a）の含水比 w の経時変化を見ると，空気圧を 8 kPa
から 15 kPa に増加させても変化する含水比は非常に
小さく，微量の排水量から排水の終了（水分平衡）を
判断してサクションとしているところに段階加圧法の
課題があると考えられる．
　上述したような段階加圧法と連続加圧法の違いにつ
いては，7 節で検証する．

6.	2	 広島まさ土に対する試験結果
　図 -32 に広島まさ土に対する試験結果を示した．
　図 -32（a）には段階加圧法の空気圧 ua，供試体含水
比 w の経時変化を示した．広島まさ土の試験時間は，
約 100000 分（約 69 日）と豊浦砂よりも長い時間を要
した．その理由としては，各圧力段階における水分平
衡状態の確認に長時間を要し，特に減圧過程で吸水の
終了を確認するのに長時間を要したことが挙げられ
る．
　図 -32（b）には連続加圧法の測定結果を示した．加
圧して間もなく含水比には顕著な減少傾向が見られる
が，空気圧 ua と間隙水圧 uw の差はほとんどなく，サ
クションは小さいことが確認できる．しかし，含水比
の減少傾向が小さくなる 270 分付近から，空気圧 ua

と間隙水圧 uw の差が徐々に大きくなるとともにサク
ションが増加する傾向を示す．連続加圧法の試験時間
は，加圧過程，減圧過程と保持過程を含めて約 2500 分

（約 42 時間）であった．
　図 -32（c）は，連続加圧法と段階加圧法によって得
られた水分特性曲線を重ねて示したものである．
　両者の水分特性曲線は全体的に良好な相関関係にあ
り，含水比が 22 %より低い領域からサクションが急
激に増加する領域においても極めて良く一致すること
が確認できた．

6.	3	 DLクレーに対する試験結果
　図 -33 に DL クレーに対する試験結果を示した．
　図 -33（a）には段階加圧法の空気圧 ua，供試体含水
比 w の経時変化を示した．試験は約 35000 分（約 24

図 -31 豊浦砂の保水性試験結果
Fig. 31 Water retention test results on Toyoura sand



図 -32 広島まさ土の保水性試験結果
Fig. 32  Water retention test results on Hiroshima decomposed gran-

ite soil

図 -33 DL クレーの保水性試験結果
Fig. 33 Water retention test results on DL clay
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る間隙水圧 uw の発生量が小さいため，3 試料の中で
最も高いサクション s を示している．
　連続加圧法の試験時間は約 2600 分（約 43 時間）で
あった．
　図 -33（c）は，連続加圧法と段階加圧法によって得
られた水分特性曲線を重ねて示したものである．両者
の水分特性曲線は，全体的に良く一致している．

6.	4	 試験結果の考察
　（1）試験時間
　段階加圧法による試験には，豊浦砂で約 31 日，広島

日）で終了している．DL クレーは他の試料と比べて
最も細粒な材料であるが，ほとんどがシルト分から構
成されていることから排水や吸水は比較的短時間で終
了している．
　図 -33（b）には連続加圧法の測定結果を示した．
　DL クレーの結果においては，間隙水圧 uw の挙動が
試験開始直後より空気圧に追随することなく小さな値
を示している．含水比の減少傾向も加圧直後は小さ
く，その後急激に減少しているが，豊浦砂や広島まさ
土のような急激な減少傾向ではなく，緩やかに減少し
ているのが特徴的である．また，空気圧の増加に対す
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まさ土で約 69 日，DL クレーで約 24 日を要した．一
方，連続加圧法による試験は，3 試料とも 2 日程度で
終了している．
　段階加圧法は，各圧力段階で水分平衡状態を排水量
から確認しているため，透水性の低い試料は必然的に
試験時間が長期化する．また，透水性が高い試料で
も，吸水過程では吸水の収束に長時間要することから
試験時間が長くなる傾向にある．しかし，連続加圧法
では，一定の速度で排水と吸水過程の試験が行われる
ため，段階加圧法と比較して大幅な試験時間の短縮が
図れる．

　（2）空気侵入値（AEV）
　空気侵入値（AEV）は，連続加圧法によって得られ
た水分特性曲線から Brooks and Corey24）による方法
を参考に図 -34 に示す方法で求めた．
　その結果，豊浦砂の空気侵入値は 3. 08 kPa，広島ま
さ土の空気侵入値は 0. 68 kPa，DL クレーの空気侵入
値は 18. 59 kPa であった．
　各試料の空気侵入値は，図 -35 に重ねて示したよう
に広島まさ土，豊浦砂，DL クレーの順に高くなって
いる．豊浦砂よりも細粒分の含有が多い広島まさ土の
空気侵入値が小さい理由としては，平均粒径 D50 が他
の試料に比べて大きいことと，供試体が緩い状態で
あったことに起因していると考えられる．

　（3）水分特性曲線の形状
　豊浦砂と DL クレーの水分特性曲線の形状は類似し
ているが， DL クレーは豊浦砂よりも全体に高いサク
ションを示す．両者の粒径を比較すると，D10（有効
径）に大きな違いが見られ，豊浦砂の D10 が 0. 12 mm
であるのに対し DL クレーの D10 は 0. 005 mm と細粒
である．これより，式（4）に示したように，D10（有効
径）が試料のサクションに影響を与えていることが推
察される．

図 -34 空気侵入値 （AEV） の算出方法
Fig. 34 Method of calculating an air entry value

　また，図 -36 に示すように広島まさ土の水分特性曲
線は豊浦砂や DL クレーの傾向とは異なり，含水比が
高い（約 23 %）値から懸垂水不飽和領域の傾向を示
している．この要因としては，広島まさ土の粒度構成
や供試体密度の条件のみでは説明できないことから，
土粒子の状況を顕微鏡によって観察した．その結果，
写真 -8 に示したように，広島まさ土の土粒子表面に
は空隙や亀裂が多く存在していることが確認できた．
その空隙や亀裂内に含まれている水分が，高いサク
ションを負荷しても排水されずに粒子内に残り，含水
比が高い状態を維持していると考えられる．

　（4）加圧速度
　連続加圧法による試験では加圧・減圧速度を 0. 1 
kPa/min としたが，連続加圧法と段階加圧法によって
得られた水分特性曲線を比較した結果，大きな違いは
確認できなかったことから妥当な速度であると評価で
きる．
　なお，加圧速度が水分特性曲線に与える影響性につ
いては 7 節で検証する．

図 -35 空気侵入値 （AEV） の算出結果
Fig. 35 Results of air entry value calculation 

図 -36 保水性試験結果
Fig. 36 Water retention test results
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　（5）加圧・減圧過程の間隙水圧の挙動
　加圧過程では空気圧 ua の増加に伴い間隙水圧 uw も
上昇する傾向を示し，減圧過程では間隙水圧 uw も減
少する傾向を示す．しかし，間隙水圧の挙動には試料
による違いが見られる．
　広島まさ土と DL クレーについては，空気圧 ua と間
隙水圧 uw の挙動は，上述したような関係にあるが，両
試料ともに減圧直後から吸水は見られず，間隙水圧 uw

が負値を示したあたりから吸水に転じている．吸水の
傾向は，空気圧が 0 kPa に達したあたりから顕著に
なっていることが確認できる．
　一方，豊浦砂の間隙水圧の挙動は，6. 1 節でも述べ
たように加圧過程・減圧過程ともに空気圧 ua と間隙水
圧 uw の差が小さく，そのためサクション s は全体に
小さな値となっているのが特徴的である．吸水挙動
は，空気圧が 0 kPa に達したあたりから顕著に吸水
し，長時間継続していることが確認できる．
　これらを考慮すると，段階加圧法と同様に連続加圧
法においても吸水過程の計測には十分な試験時間をか
ける必要があると考えられる．

　（6）ヒステリシス
　排水過程と吸水過程の水分特性曲線にはヒステリシ
ス現象が見られ，吸水過程の曲線は排水過程の曲線よ
りも低いサクションを示す．
　ヒステリシスは，豊浦砂に比べて広島まさ土や DL
クレーの結果において顕著に表れている．豊浦砂のよ
うに均等係数 Uc の小さな単一粒径の材料はヒステリ
シスの影響が小さく，細粒な DL クレーや粒径幅の広
い広島まさ土ではヒステリシスの影響が大きいと考え
られる．

7．	 連続加圧法による保水性試験の妥当性の検証

7.	1	 	豊浦砂の高サクション領域における水分特性曲
線の妥当性の検証

　豊浦砂の連続加圧法と段階加圧法による水分特性曲
線には，サクションの高い領域において相違が確認さ
れた．その要因としてサクション s の定義方法の違い
が考えられた．

写真 -8 広島まさ土の顕微鏡写真
Photo 8 Micrograph of Hiroshima decomposed granite soil 

　連続加圧法ではサクション s は，空気圧 ua と間隙水
圧 uw の差で定義しているが，段階加圧法では空気圧
ua＝s として定義している．以下では，このサクショ
ン s の定義の違いが，水分特性曲線に与える影響を検
討し，連続加圧法の妥当性の検証を行った．

7.	1.	1	 検証方法と結果
　検証のための試験は以下の方法で行った．
　①　 試験容器は図 -19 に示した連続加圧法用の試験

容器を使用した．
　②　 供試体の作製条件（含水比，密度）は，表 -5 に

示した条件とした．
　③　供試体は試験容器内で毛管飽和させた．
　④　 空気圧の加圧・減圧方法は，加圧板法に準じて

段階載荷とした．空気圧の加圧パターンは排水
過程で 1 段階，吸水過程でも 1 段階として，各
段階で排水量と吸水量を計測した．

　⑤　 加圧過程と減圧過程では，連続加圧法で使用し
ているマイクロテンシオメータによって供試体
中央の間隙水圧も同時に測定し，空気圧 ua と
間隙水圧 uw の差から，排水（吸水）過程のサ
クションを連続的に算出して水分特性曲線を求
めた．

　⑥　 空気圧の負荷は，加圧板法に準じると短時間
（瞬間載荷に近い条件）で負荷することになる
が，ここでは約 10 分間で所定の空気圧となる
ように 5 kPa/min の一定速度で加圧・減圧を
行った．

　⑦　 加圧後（吸水過程は減圧後）は，所定の空気圧
を保持し，排水（吸水）の終了を確認した．

　図 -37 には豊浦砂に対する試験結果を，図 -38 には
広島まさ土に対する試験結果を示した．

　（1）豊浦砂
　図 -37（a）には空気圧の加圧パターンを示した．ま
た，同図には間隙水圧 uw の挙動を破線で併記した．
　図に示したように，空気圧は排水過程で 0 〜 50

（kPa）の空気圧を 1 段階，吸水過程でも 50 〜 0（kPa）
の空気圧を 1 段階として負荷した．その時の排水量と
吸水量の関係から図 -37（b）のような含水比 w の経時
変化を求めた．
　図 -37（b）に示したように，含水比 w の経時変化か
ら，排水過程と吸水過程の傾向は大きく異なり，同じ
圧力変化を与えた条件においても，排水過程では比較
的短時間で排水は終了し水分平衡状態に達しているこ
とがわかる．一方，減圧過程においては，吸水に長時
間要することが明らかとなった．
　図 -37（c）には，排水（吸水）の進行度合いを，排水
度（吸水過程においては吸水度）として整理して示し
た．ここでは，排水（吸水）過程における水分平衡状
態までの含水比の変化量を wf とし，ある時点におけ
る含水比の変化量 Δwとの比（Δw/wf ）を，便宜的に排
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水度（吸水度）としている．
　図 -37（d）には，加圧板法の整理方法に準じて求め
たサクション s と含水比 w の関係と，連続加圧法の整
理方法に準じて求めたサクション s と含水比 w の関
係を示した．前者は，複数段階の計測を行って求めら
れるものであるが，ここでは，加圧した空気圧 ua（50 
kPa）をサクション s（s＝ua）として，排水度 0，50，
75，90，100 %のときの含水比 w を 印でプロットし
た．また，加圧と同様に減圧後の吸水過程の含水比 w
は，吸水度として△印でプロットした．一方，後者は
○印でプロットした．
　連続加圧法と段階加圧法の結果は，理想的には段階
加圧法の排水度 100 %の点に，連続加圧法の曲線が接
するはずであるが，この試験結果では，これらは接し
ていない結果となった．逆に，両者の関係は，図 -31

（c）に示した結果よりも差が大きくなっていることが
わかる． 

　（2）広島まさ土
　図 -38（a）には空気圧の加圧パターンを示した．ま
た，同図には間隙水圧 uw の挙動を破線で併記した．
図に示したように，空気圧は排水過程で 0 〜 45（kPa）
の空気圧を 1 段階，吸水過程でも 45 〜 0（kPa）の空気
圧を 1 段階として負荷した．その時の排水量と吸水量
の関係から図 -38（b）に示す含水比 w の経時変化を求
めた．なお，空気圧を 45 kPa とした理由は，豊浦砂よ
りも細粒分が多かったことと，緩い密度状態であった
ために，高い空気圧を加圧することで供試体を乱す危
険があったためである．含水比 w の経時変化は排水
過程と吸水過程で大きく傾向が異なり，減圧過程では
吸水に長時間要することと，水分平衡状態を判断する
ことが難しいことがわかる．このような現象は，細粒
分の含有量が多くなるとさらに顕著になると考えられ
る．
　図 -38（c）には，排水（吸水）の進行度合いを，排水
度（吸水過程においては吸水度）として整理して示し
た．
　図 -38（d）には，豊浦砂の結果と同様に加圧板法の
整理方法に準じて求めたサクション s と含水比 w の
関係を 印と△印で示し，連続加圧法の整理方法に準
じて求めたサクション s と含水比 w の関係を○印で
示した．
　広島まさ土においては，段階加圧法の排水度 100 %
の点に連続加圧法の曲線が理想的に接することが確認
できた．

7.	1.	2	 検証結果の評価
　（1）　 サクション s の定義の違いが水分特性曲線に

与える影響
　連続加圧法の結果は，理想的には段階加圧法の排水
度（吸水度）100 %で接するはずである．しかし，上
述したように豊浦砂の結果においては相違が見られ

図 -37 連続加圧法用試験装置を用いた段階載荷試験結果 （豊浦砂）
Fig. 37  Incremental loading test results using continuous pressurized 

test apparatus （Toyoura sand）
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た．
　段階加圧法では，空気圧 ua（p）から，サクション s
を以下の式で定義している．

　一方，連続加圧法では，空気圧 ua と供試体中央で測
定される間隙水圧 uw から，（8）式を用いてサクショ
ン s を s＝ua−uw で定義している．
　試験方法やサクション s の定義に違いはあるもの
の，広島まさ土や DL クレーでは連続加圧法と段階加
圧法の水分特性曲線は良好な相関性を示した．
　特に，図 -38（d）に示した広島まさ土の結果におい
ては，排水度 100 %の点に，マイクロテンシオメータ
で計測した供試体中央の間隙水圧 uw から求めた水分
特性曲線が接している．ここで，段階加圧法における
サクション s は（10）式から 45. 0 kPa，供試体中央の
間隙水圧 uw から求めたサクション s は（8）式から
44. 5 kPa となり，両者はほぼ一致している．
　したがって，サクション s の定義の違いが水分特性
曲線に与える影響性は小さいと考えられる．

　（2）豊浦砂の高サクション領域における水分特性
　豊浦砂の水分特性曲線（図 -31（c）ならびに図 -37

（d）の○印）を図 -8 に示した三つの不飽和形態のう
ち，封入不飽和状態と過渡的不飽和状態は確認できる
が懸垂水不飽和状態は明瞭に確認できない．
　一方，広島まさ土の水分特性曲線（図 -32（c）なら
びに図 -38（d）の○印）では，三つの不飽和状態を確
認することができる．
　懸垂水不飽和状態とは，間隙内の水が十分に排水さ
れ，水はわずかに土粒子と土粒子の接触点の周りにメ
ニスカスを形成して，その中に保持されている状態と
説明されている．その結果，サクションの増加割合に
対して排水量が徐々に減少することになると考えられ
る．
　しかし，単一粒径の砂や礫質土などの大きな間隙を
有する試料は，比較的小さなサクションで間隙水は排
水され，より高いサクション状態では土粒子と土粒子
の接触点の周りにメニスカスを形成することができ
ず，土粒子表面に吸着（表面保水．図 -4 参照）するよ
うな形で間隙水が保持されていると考えられている．
　そのため，豊浦砂のように細粒の砂であっても単一
粒径の材料であれば，土中水の減少とともにメニスカ
スによって保持される水分量がなくなり，表面保水状
態となっていることが考えられる．
　以上より，図 -31（c）に示した豊浦砂の高サクショ
ン領域における水分特性曲線については，連続加圧法
による結果のほうが間隙内の水分特性を再現してお
り，妥当な結果であると考えられる．

 （10）s=ua

図 -38  連続加圧法用試験装置を用いた段階載荷試験結果  
（広島まさ土）

Fig. 38  Incremental loading test results using continuous pressurized 
test apparatus （Hiroshima decomposed granite soil）



47連続加圧方式による保水性試験装置の開発

件では排水の終了が早く表れていることがわかる．一
方，加圧速度が 3. 0 kPa/min の供試体は，毛管飽和過
程を省き試料採取時の含水比から空気圧を加圧してお
り，試験開始時の含水比は他の速度条件の供試体より
も低い値にあるが，加圧中の含水比の低下は認められ
ない結果となっている．

　（3）DL クレー
　図 -41（a）は DL クレーに対して空気圧 ua を 95 kPa
まで与えたときの経時変化で，加圧速度は 0. 01 kPa/
min，0. 1 kPa/min，3. 0 kPa/min の 3 種類とした．試
験終了までに要する時間は 0. 01 kPa/min で 9500 分

（約 7 日），0. 1 kPa/min で 950 分，3. 0 kPa/min で約
32 分であった．
　図 -41（b）には連続加圧中の間隙水圧 uw の経時変
化を正規化時間で示している．間隙水圧 uw の変化傾
向には，速度差による顕著な違いが見られ，加圧速度
が 0. 01 kPa/min の場合の間隙水圧 uw の発生は非常に
小さい結果となっている．また，加圧速度が 3. 0 kPa/
min の場合でも空気圧 ua とは明瞭な差が認められ，豊
浦砂や広島まさ土とは異なる挙動を示している．
　図 -41（c）には連続加圧中の排水量から求めた含水
比 w の経時変化を示した．時間軸は正規化時間で示
している．加圧速度が 0. 01 kPa/min と 0. 1 kPa/min
の場合の含水比 w の経時変化傾向は，比較的近似して
いるようにみてとれる．しかし，含水比 w の経時変化
からはいずれも明瞭な水分平衡状態が確認し難い結果
となっている．
　また，加圧速度が 3. 0 kPa/min の場合の含水比の低
下には遅れが見られ，加圧速度の違いによる影響を受
けていることがわかった．

7.	2.	2	 	加圧速度を変えて得られた水分特性曲線の比
較

　（1）豊浦砂
　図 -42 には加圧速度を変えて得られた豊浦砂の水分
特性曲線を示した．
　空気圧 ua は 50 kPa まで与えているが，図 -39（b）
に示したように空気圧 ua と間隙水圧 uw の差が非常に
小さいことから，サクションは最大でも約 8 kPa と小
さい．また，加圧速度が 3. 0 kPa/min の場合の水分特
性曲線が途中で切れているような関係で得られてい
る．
　サクションが小さい要因は粒径や粒度構成によると
考えられ，また，水分特性曲線が途切れている原因は
加圧速度が速いことで十分な排水が行われていないこ
とによると考えられる．
　一方，加圧速度が 0. 01 kPa/min と 0. 1 kPa/min の
場合の水分特性曲線には顕著な違いは見られない結果
となっている．

7.	2	 	連続加圧法における加圧速度が水分特性曲線に
与える影響の検証

　連続加圧法における空気圧 ua の加圧速度が水分特
性曲線に与える影響について検証した．ここでは，豊
浦砂と広島まさ土および DL クレーを対象とした．
　検証結果は，図 -39 〜図 -48 に示した．

7.	2.	1	 	加圧速度を変えた場合の間隙水圧uw，含水比
wの経時変化の比較

　（1）豊浦砂
　図 -39（a）は豊浦砂に対して空気圧 ua を 50 kPa ま
で与えたときの経時変化で，加圧速度は 0. 01 kPa/
min，0. 1 kPa/min，3. 0 kPa/min の 3 種類とした．
試験終了までに要した時間は 0. 01 kPa/min で 5000
分（約 4 日），0. 1 kPa/min で 500 分，3. 0 kPa/min
で約 17 分であった．
　図 -39（b）には連続加圧中の間隙水圧 uw の経時変
化を示した．時間軸はそれぞれ加圧速度が異なるので
正規化時間で示している（ここでは，加圧終了時間 tf

と，ある時点における時間 t の比（t/tf ）を便宜的に正
規化時間とした）．間隙水圧 uw の変化傾向は，速度差
による顕著な違いは見られない結果となっている．
　図 -39（c）には連続加圧中の排水量から求めた含水
比 w の経時変化を示した．時間軸は正規化時間で示
している．含水比 w については速度差による顕著な
違いが認められ，加圧速度が 0. 01 kPa/min，0. 1 kPa/ 
min の条件では加圧中に排水の終了が現れていること
がわかる．しかし，3. 0 kPa/min の速い速度条件では
含水比の低下が見られないことから，ほとんど排水が
進行していないことが読み取れる．

　（2）広島まさ土
　図 -40（a）は広島まさ土に対して空気圧 ua を 90 
kPa まで与えたときの経時変化で，加圧速度は 0. 003 
kPa/min，0. 1 kPa/min，3. 0 kPa/min の 3 種類とし
た．試験終了までに要する時間は 0. 003 kPa/min で
30000 分（約 21 日），0. 1 kPa/min で 900 分，3. 0 kPa/ 
min で 30 分であった．
　図 -40（b）には連続加圧中の間隙水圧 uw の経時変
化を正規化時間で示している．間隙水圧 uw の変化傾
向には速度差による顕著な違いが見られ，加圧速度が
0. 003 kPa/min の場合はほとんど間隙水圧 uw が発生
していない結果が得られた．逆に，加圧速度が 3. 0 
kPa/min の場合には，空気圧 ua とほぼ等しい間隙水
圧 uw が発生している結果となった．これより，加圧
速度と間隙水圧 uw の発生傾向には加圧速度による影
響が顕著に表れることがわかった．
　図 -40（c）には連続加圧中の排水量から求めた含水
比 w の経時変化を示した．時間軸は正規化時間で示
している．加圧速度が 0. 003 kPa/min と 0. 1 kPa/min
の場合の含水比 w の経時変化傾向には，豊浦砂と同様
に速度差による顕著な違いが認められ，速度が遅い条
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　（3）DL クレー
　図 -44 には加圧速度を変えて得られた DL クレーの
水分特性曲線を示した．
　空気圧 ua は 95 kPa まで与えているが，加圧速度が
0. 01 kPa/min の場合には約 95 kPa のサクションが求
められている．加圧速度が 0. 1 kPa/min の場合でも
約 80 kPa のサクションが求められている．これより，
DL クレーは細粒な材料ではあるが比較的排水性の高
い材料であると推察され，排水の遅れによる影響は小
さいと判断される．一方，加圧速度が 3. 0 kPa/min の
場合には，豊浦砂と同様に水分特性曲線が正しく描か
れない結果となった．

　（2）広島まさ土
　図 -43 には加圧速度を変えて得られた広島まさ土の
水分特性曲線を示した．
　空気圧 ua は 90 kPa まで与えているが，加圧速度が
0. 003 kPa/min の場合には約 90 kPa のサクションが
求められている．しかし，加圧速度が 0. 1 kPa/min の
場合には約 50 kPa のサクションで計測が止まってい
る．この要因としては，図 -40（b），（c）に示した関係
から，加圧過程で間隙水圧 uw が残留し排水が十分で
なかったことが影響していると考えられる．また，加
圧速度が 3. 0 kPa/min の場合にはほとんど排水され
ていないことから，豊浦砂と同様に含水比がほとんど
変化しない結果となっている．

図 -39 加圧速度を変えた豊浦砂の経時変化図
Fig. 39 Temporal change of Toyoura sand with changes in pressurization rate

図 -40 加圧速度を変えた広島まさ土の経時変化図
Fig. 40 Temporal change of Hiroshima decomposed granite soil with changes in pressurization rate 

図 -41 加圧速度を変えた DL クレーの経時変化図
Fig. 41 Temporal change of DL clay with changes in pressurization rate 
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　ここでは，適切な加圧方法の検討を目的として，加
圧過程のみで十分な結果が得られなかった加圧速度
3. 0 kPa/min の場合について，加圧終了後に圧力を保
持させることによって水分特性曲線を補完する方法を
試みた．以下では，その結果について述べる．

7.	2.	3	 	圧力保持過程を追加した試験による水分特性
曲線の補完

　連続加圧法で加圧速度を変えた試験を行った結果，
加圧速度が速いと十分な間隙水圧 uw や間隙水の消散
が行われないことによる試験上の課題が明らかになっ
た．

図 -42 加圧速度を変えて得られた豊浦砂の水分特性曲線
Fig. 42 Water retention curves of Toyoura sand obtained at different pressurization rate

図 -43 加圧速度を変えて得られた広島まさ土の水分特性曲線
Fig. 43 Water retention curves of Hiroshima decomposed granite soil obtained at different pressurization rate

図 -44 加圧速度を変えて得られた DL クレーの水分特性曲線
Fig. 44 Water retention curves of DL clay obtained at different pressurization rate
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後からその減少傾向が弱まるところが他の試料と異
なっている．また，明瞭な収束傾向を示さないところ
は，上述した間隙水圧の消散傾向と同様である．
　図 -47（d）には水分特性曲線を示した．圧力保持過
程で水分平衡状態が確認されていない状況において
も，目的とする水分特性曲線が描かれ，加圧している
空気圧 ua（95 kPa）に対して約 85 kPa のサクション
s（s＝ua−uw）が求められている．

7.	2.	4	 加圧速度の影響についての検証結果
　連続加圧法における空気圧 ua の加圧速度が水分特
性曲線に与える影響について検証するため，上述した
ように豊浦砂と広島まさ土および DL クレーを対象と
して，豊浦砂と DL クレーについては 0. 01 kPa/min，
0. 1 kPa/min，3. 0 kPa/min の加圧速度で，広島まさ土
に対しては 0. 003 kPa/min，0. 1 kPa/min，3. 0 kPa/
min の加圧速度で実験を行った．
　3 種類の加圧速度で求められた水分特性曲線は，各
試料ごとに一括して図 -48 に示した．

　（1）豊浦砂
　図 -45 には豊浦砂に対して加圧速度 3 kPa/min で
50 kPa まで加圧した後，圧力保持過程を追加した試験
結果を示した．ここでは 353 分間（約 6 時間）圧力を
保持させた．
　図 -45（a），（b）には，空気圧 ua と間隙水圧 uw の経
時変化を示した．時間軸は各試料で空気圧の保持時間
が異なっているため，上述したように正規化時間で示
している．豊浦砂の加圧過程で見られる特徴として，
空気圧 ua と間隙水圧 uw の差が小さいことが挙げられ
るが，圧力保持過程の経時変化でも間隙水圧 uw の減
少は小さく，発生するサクション s（s＝ua−uw）も小
さいことが確認できた．
　図 -45（c）には含水比 w の経時変化を示した．含水
比 w は空気圧 ua を保持させた直後から減少する傾向
が確認できる．また，間隙水圧 uw では明瞭な収束傾
向を確認できなかったが，含水比の減少傾向より，正
規化時間で 0. 2 付近（圧力保持後，約 71 分程度）で収
束している状況が明瞭に確認できることがわかった．
　図 -45（d）には，水分特性曲線を示した．圧力保持
過程で排水が十分に行われたことによって，目的とす
る水分特性曲線が求められることが明らかとなった．

　（2）広島まさ土
　図 -46 には広島まさ土に対して加圧速度 3 kPa/min
で 90 kPa まで加圧した後，圧力保持過程を追加した
試験結果を示した．ここでは約 4000 分間（約 67 時
間）圧力を保持させた．
　図 -46（a），（b）には空気圧 ua と間隙水圧 uw の経時
変化を示した．間隙水圧 uw は，空気圧 ua を保持させ
た直後から急激に消散し，正規化時間で 0. 5 付近（約
2000 分程度）で収束している状況が確認できる．
　図 -46（d）には水分特性曲線を示した．なお，広島
まさ土の試料については，毛管飽和過程を省き，試料
採取時の含水比から空気圧を加圧しているため，水分
特性曲線は部分的なものとなっている．それでも，圧
力保持過程で間隙水圧 uw の消散と排水が十分に行わ
れたことによって，目的とする水分特性曲線が求めら
れることが明らかとなった．

　（3）DL クレー
　図 -47 には DL クレーに対して加圧速度 3 kPa/min
で 95 kPa まで加圧した後，圧力保持過程を追加した
試験結果を示した．ここでは 647 分間（約 11 時間）
圧力を保持させた．
　図 -47（a），（b）には空気圧 ua と間隙水圧 uw の経時
変化を示した．間隙水圧 uw は空気圧 ua を保持させた
直後から消散しているが，消散傾向は豊浦砂や広島ま
さ土とは異なり，明瞭な収束傾向が表れない結果と
なった．
　図 -47（c）には含水比 w の経時変化を示した．含水
比 w は加圧中から低下し，空気圧 ua を保持させた直

図 -45 圧力保持過程を追加した保水性試験結果 （豊浦砂）
Fig. 45  Water retention test results with additional pressure holding 

process （Toyoura sand）
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が見られるが，工学的には十分な精度を有しているも
のと考えられる．

　（3）DL クレー
　図 -48（c）には 0. 01 kPa/min，0. 1 kPa/min，3. 0 
kPa/min の 3 種類の加圧速度により得られた水分特
性曲線を重ねて示した．3 種類の速度による水分特性
曲線は，封入不飽和領域から過渡的不飽和領域におい
ても良く一致していることが確認できる．3 kPa/min
の試験結果については，圧力保持過程で水分平衡状態
が確認されていない状況においても，供試体内の間隙
水圧 uw が正確に測定されていれば，目的とする水分
特性曲線が精度良く求められることが明らかとなっ
た．

8.	 	まとめ

　保水性試験の効率化と試験時間の短縮を目的として
新しい保水性試験装置を開発し，その妥当性を実証す
るための各種試験を行った．

　（1）豊浦砂
　図 -48（a）には 0. 01 kPa/min，0. 1 kPa/min，3. 0 
kPa/min の 3 種類の加圧速度により得られた水分特
性曲線を重ねて示した．3 kPa/min の試験結果につい
ては圧力保持過程を追加した結果を合わせて示してい
る．3 種類の速度による水分特性曲線は，封入不飽和
領域から過渡的不飽和領域においても良く一致してい
ることが確認できる．

　（2）広島まさ土
　図 -48（b）には 0. 003 kPa/min，0. 1 kPa/min，3. 0 
kPa/min の 3 種類の加圧速度により得られた水分特
性曲線を重ねて示した．上述したように，3 kPa/min
の試験結果については毛管飽和過程を省き，試料採取
時の含水比から空気圧を加圧しているため，含水比で
21. 6 %からの水分特性曲線となっている．
　3 種類の速度による水分特性曲線は，封入不飽和か
ら過渡的不飽和ならびに懸垂水不飽和領域においても
比較的良く一致していることが確認できる．一部，低
サクション領域では水分特性曲線の形状に若干の違い

図 -46 圧力保持過程を追加した保水性試験結果（広島まさ土）
Fig.46  Water retention test results with additional pressure holding 

process （Hiroshima decomposed granite soil）

図 -47 圧力保持過程を追加した保水性試験結果（DL クレー）
Fig. 47  Water retention test results with additional pressure holding 

process （DL clay）
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程に移る方法が理想的である． 

　（3）　水分特性曲線の形状
　水分特性曲線の形状は土の種類によって，その形状
が異なり，式（4）に示したように，D10（有効径）が空
気侵入値や試料のサクションに影響を与えていること
が推察される．しかし，広島まさ土のような風化の程

　実験には粒度構成が異なる豊浦砂と広島まさ土，
DL クレーを用い，従来法の「段階加圧法（加圧板
法）」と，新しく開発した「連続加圧法」によって，排
水過程から吸水過程の水分特性曲線を求めた．
　また，連続加圧法における加圧速度と加圧パターン
の影響についても検証を行った．それらの結果をまと
めると，以下のようになる．

　（1）連続加圧法による保水性試験の妥当性
　段階加圧法と連続加圧法の水分特性曲線には，良好
な相関性があることを確認した．
　段階加圧法の試験では豊浦砂で 31 日，広島まさ土
で 69 日，DL クレーで 24 日を要した．一方，連続加
圧法では，3 試料ともに 2 日程度で試験を終了するこ
とができ，当初の目的とした大幅な試験時間の短縮が
図れた．
　段階加圧法の試験時間が長くかかる要因としては，
加圧過程よりも減圧過程の吸水に長時間を要すること
がわかった．また，吸水過程では水分平衡状態の確認
が難しいことが，試験時間の長期化の要因でもある．
連続加圧法においても，豊浦砂のようにサクションの
小さい試料に高い空気圧を加え続けると，吸水過程の
試験に長時間かかる場合がある．加圧過程で排水挙動
を確認し，排水量が限界（残留含水比）に達した場合
には，早い段階で減圧過程に移ることが，精度の高い
試験結果を得る条件でもある．
　豊浦砂のような単一粒径の砂および礫質土等は，保
水力が小さいため間隙内で保持されている水分のほと
んどが過渡的不飽和領域で排水される．そのため，高
いサクションを負荷しても微量な排水量から懸垂水不
飽和領域を含む水分特性曲線を求めることが難しいこ
とがわかった．過渡的不飽和領域と懸垂水不飽和領域
の変化点は，段階加圧法では精度良く求められない
が，連続加圧法では求められることを確認した．

　（2） 連続加圧法における加圧速度と加圧パターン
の影響

　加圧速度については，0. 1 kPa/min を基本とすれば
問題はないと考えられる．加圧速度を必要以上に遅く
するよりも，間隙水圧 uw や排水量の挙動から加圧パ
ターンを選択する方法が有効である．
　一方，加圧速度の違いが間隙水圧 uw や排水量に影
響を与えていることも明らかとなったことから，さら
に多くの種類の試料について試験を実施し，適切な加
圧速度を決定するための指標を得る必要がある．
　空気圧の加圧パターンについては三角形載荷で加
圧・減圧を行った後，空気圧を 0 kPa に戻した状態で
吸水の収束を確認する方法が理想的である．細粒分の
多い試料で加圧中の排水遅れや間隙水圧 uw の消散が
明瞭でない場合には，三角形載荷で所定の空気圧に達
した後，その圧力をしばらく保持（台形載荷）してサ
クション s（s＝ua−uw）の変化を観察した後，吸水過

図 -48 加圧速度の異なる水分特性曲線の重ね合せ
Fig. 48 Water retention curves at different pressurization rates
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度によって粒度構成や粒子の性状が異なる試料は，水
分特性曲線も変化することに留意しなければならな
い．
　水分特性曲線には排水過程と吸水過程の間にヒステ
リシスが生じ，ヒステリシスは豊浦砂のような均一粒
径の試料では小さく，細粒な試料や粒径幅の広い材料
で大きいと考えられる．
　細粒な試料や粒径幅の広い材料では，排水過程より
も吸水過程（不飽和状態から飽和状態に移行する過
程）のほうが水分保持力が低下する傾向にある．この
ような現象は，広島まさ土で顕著に表れており，降雨
の浸透によるサクションの低下が著しい材料であると
考える．

9.	 	おわりに

　加圧板法を含む土の保水性試験の多くは定常法で
あって，試料に任意の圧力（サクション）を与えて，
試料内の水分状態が平衡状態になるのを確認する方法
が採られている．加圧板法ではこのような操作を繰り
返して水分特性曲線を得ているため試験に長時間要し
ていた．
　加圧板法の測定上の課題としては，異なるサクショ
ンで排水される水分量には大きな差があり，高サク
ション領域では微量な排水量から水分平衡状態を判断
し，水分特性曲線を作成していた．また，保水性試験
では試料の物性に応じて広い範囲の空気圧を与えるこ
と，試験に長時間を要することなどから排水量の蒸発
にも注意しなければならず，温度や湿度がコントロー
ルされた試験環境が要求される．
　このようなことから，保水性試験は操作等は単純で
も信頼性の高い結果を得るのが難しい試験であり，ま
た，試験に数ヶ月もかかるような試験であることか
ら，実務で実施されることは稀であった．
　これに対して，連続加圧法による保水性試験では短
時間で水分特性曲線が求められ，加圧パターンの選択
によって精度の高い試験結果を得られることが確認で
きた．
　今後は，連続加圧法によって水分特性曲線と併せて
不飽和透水係数を求める方法を検討し，不飽和浸透特
性を求めるための室内試験の普及を図りたいと考えて
いる． 
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