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Abstract: Liquefaction has been reported even in the ground containing fine fractions, and research has been conducted on the 

liquefaction characteristics of sand containing fine fractions. Skeleton void ratio and equivalent skeleton void ratio have been 

considered for liquefaction strength evaluation in the range where sand is the main structure. However, liquefaction strength evaluation 

in regions with high fine fraction content has not been studied extensively. In this study, fine grains with different plasticity indexes 

were mixed with sand and subjected to cyclic undrained triaxial tests. The effects of plasticity index and the liquid limit on liquefaction 

strength were investigated in the range of high fine fraction content.  

 

１． まえがき 

細粒分を含む地盤においても液状化が報告されてお

り，細粒分を含む砂の液状化特性に関する研究が行わ

れている．砂が構造の主体になる領域において，液状

化強度評価に骨格間隙比１)や等価骨格間隙比２)が提案

されている．しかし，細粒分含有率が多い領域におい

ては液状化強度評価についてあまり検討されていない

ように思える．本研究では塑性指数の異なった細粒分

を砂に混合し，繰返し非排水三軸試験を行った．細粒

分含有率が多い領域において塑性指数と液性限界を用

いて液状化強度に対する影響を調べた． 

２． 試料と物理的性質 

 使用した試料は，粗粒分として豊浦沙，細粒分とし

て細粒分としてカオリン粘土を用い，また，細粒分の

性質による影響を考察するため，塑性指数 Ipの大きい

藤の森粘土，笠岡粘土も使用した．Table1 は試料土の

土性値，Fig.1は各試料の粒度分布である．混合割合は

全体の乾燥質量に対する細粒分の乾燥質量の百分率で

行った．カオリン混合土 0～30％，藤の森混合土 0～

25％，笠岡混合土 0～25％は NPであったため，それ以

降の細粒分含有率を検討対象とした 

  

３． 供試体作成と実験方法 

 

供試体は直径 5cm×高さ 10cm の円柱供試体で以下

の方法で作成した．供試体の作成方法は，所定の密度

になるように配合を調整した試料を 10 等分し，10 層

に分け各層をランマで突き固めながら調整し作成した．

供試体作成後，20kPa の拘束圧で供試体を自立させ，

CO2の通気，脱気水を通水し，背圧を 200kPa加えるこ

とで飽和させた．その後，有効拘束圧σc’ =100kPaで圧

密を行った．圧密終了後，飽和度を確認するため B値

を測定し，B値が 0.95以上であることを確認した後，

所定の繰返し応力比R(=σd/σc’ )で周波数 0.1Hzの正弦

波で繰返し載荷をした．密度管理は，豊浦砂のみを用

いた液状化試験では，密度変化の影響を考慮して，相

対密度 Drを 40%(Loose)，60%(Medium)，80%(Dense)に

調整した．混合土は豊浦砂のみを用いて密度を調整し

た際の間隙比 e と同じ値になるように間隙比 e を

0.828(Loose)，0.757(Medium)，0.684(Dense)となるよう

に供試体作成を実施した． 

１：日大理工・学部・土木 ２：日大理工・院（前）・土木 ３：日大・教員・土木 

Fig.1 Grain size accumulation curve 

Table 1.  Main physical properties of the sample 
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４． 結果と考察 

４．１ 液性限界と液状化強度の関係 

 Fig.2は，混合土の液性限界と液状化強度の関係を示

したものである．細粒分含有率で整理すると，液性限

界の大きい試料土ほど液状化強度も大きくなることが

わかる．また，塑性限界と液状化強度の関係において

は，いかなる傾向も見られなかった（図省略）．液性限

界 wLと塑性限界 wpのばらつきもあると考えられ，フ

ォールコーン試験を実施し今後検討していく． 

４．２ 塑性指数と液状化強度の関係 

 Fig.3は，混合土の塑性指数と液状化強度の関係を示

したものである．異なる細粒分においても，塑性指数

で整理することにより，データは１本のライン上にプ

ロットされる結果となった．同じ細粒分含有率であっ

ても塑性指数の増加に伴い液状化強度は増加する傾向

にある．しかし，藤の森混合土（FC=40%）においては，

一点はずれる結果となっている．引き続き，藤の森混

合土のデータを増やし検討していく． 

 

４．３ 細粒分含有率と液状化強度の関係 

Fig.4は，細粒分含有率と液状化強度の関係を示した

ものである．黄ら３)や矢島ら４)によると，非塑性細粒分

を含む砂は細粒分含有率が小さい範囲で液状化強度は

減少するが，細粒分含有率が大きくなると液状化強度

は増加する．非塑性細粒分を含む砂はNPであるため，

塑性指数から液状化強度を推定するのは難しい．しか

し非塑性細粒分を含む砂でも少なからず塑性指数があ

ると考えられ，フォールコーン試験であれば塑性指数

もしくは液性限界を求められる可能性がある．そのた

め，非塑性細粒分を含む砂においても検討の必要が考

えられる． 

５． まとめ 

塑性指数を有する混合土の液状化強度に関して，液

性限界，塑性指数の２つの指標を用いて液状化強度評

価について検討を行った． 

(1)細粒分含有率で整理すると，液性限界の大きい試料

土ほど液状化強度も大きくなる傾向がある． 

(2)混合土の塑性指数と液状化強度の間には，良い関係

を示す傾向がある． 
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Fig.3 Relationship between plasticity index 

and liquefaction strength of mixed soil 

Fig.2 Relationship between liquid limit and 

liquefaction strength of mixed soil 

Fig.4 Relationship between fine fractions content 

and liquefaction strength of mixed soil 
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