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最適 層地盤の設計

田中 勉*

(平成5年 8月10日受理)

Optimum Design of the Most Stable Two-Layered Soil 

Tsutomu TANAKA 

Abstract 

The optimum design of the filter with head loss is performed using S，，，.as a parameter of 

stability. In the previous paper， it is concluded through numerical an且lysesthat the two-layered 

soil is the most stable against seepage failure. 

In this study， the optimum design of the two-layered soil is treated analytically and the 

most stable two-Iayered filter syst日mis given as follows: 

When the values of k" r: ， r:乱ndL are given， the twoーlayeredfilter: 

l'， 、k，.

is the most stable against seepage failure. The values S，，， m，，， Z本 andk;， are represented as: 

豆半 r7~ ー l
すr:vL2 ー cl十、/広)(1十 r;ゾ瓦)

Z. 

ぞ=A

where S問 isthe area of distribution of the residual vertical effective normal stress in th巴

critical state， l" r/ and k， are the ratios of thicknesses， buoyant unit weights and coefficients of 

permeability of the upper and lower strata of the two-Iayered soil， k" is the equivalent 

coefficient of permeabillity of the soil， z is the depth from the surface of the soil， r:， is the 

average buoyant unit weight of the soil， r{ anp k 1 are the buoyant unit weight and the coefficient 

of p巴rmeabilityof the lower stratum of the two-Iayered soil， L is the total thickness of the soil， 

and the superscript ' represents the value of the most stable filter. 

1.序
呈A、
言照 た浸透7}くの出口付近では浸透流に対する地盤の安定性

が問題となる。このような問題に対して，フィルターが

フィルダム，頭首工，河川堤防などの水利擁設構造物 設登される。フィルターは，これまで，粒度に関する次

においては，構造物前後に必然的に水位ままが生じこと擦 のような相反する 2つの条件 1)を満足するように設計さ

造物自体や地盤中に浸透流が生じる。この浸透流によつ れてきた。

て，土粒子に力(浸透カ)が作用し，場合によっては土 (1) 浸透水が十分に排水できること，および，

粒子の移動や土塊全体の破壊(浸透破嬢)が生じる。ま (2) 保護されるこた層の土粒子が洗い流されないこと。

しかしながら，フローテインク・タイプの頭首工背後

キ生鐙環境学研究家 の地擦のように河川の流下水の影響を直接受ける地盤な
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(2)透水係数分布
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〔限界状態)
(3)鉛直有効応力分布の変化

Fig.l 一次元上昇浸透流のある地盤の概念図と限界状態の説明

どの場合には，フィルターの設計にあたってその安定性 水係数， σJはz地点における鉛直有効応力である。

が問題となる。 2. 地盤の安定性

著者らは，これまで71<頭降下を伴うフィルター，すな 地擦の浸透破壊に対する安定性は，限界時の残留有効

わち，透水係数が深さ方向に漸変する地盤の安定設計に 応力の大きさが大きいほど高いと考えられる4.5) ここ

ついて考察を行ってきた2)。そして， Fig. 1 (2)に示す では，この結果を用いて，残留鉛直有効応力分布 (σ

ようにー絞的な透水係数分布をもっ地擦に関して，数値 分布〉の箇穣Sresをノfラメータにして，限界時の安定性

的に解析を行い rk，が与えられたとき l， 、7になる が最も高いと考えられる地盤の透水係数分布を求める。

ニ層地獲が最も安定性が高しい、リ」という結論を{得辱た 2幻)。こ Sぶr

こに，kアはニ層地鍍の上下層の透水係数比である O こ さ方向に穣分したものでで:あり，単位偲当りのカとして表

こでで:は，とくに，二層i地也盤について解析的に考察を行 される。

い，最適二層フィルターに関する厳密解を導く。 3. フィルターの安定設計の定式化

前述したようにSres.が大きくなるほどその地盤の限界

時における安定性が高くなると考える。また，ここでは，

地盤の上端および下端における透水係数の値(k，および

k，)， または，その比 k，(=七〕が与えられている場合

について考えることにする。このとき，本問題は一般的

11. フィルターの安定設計理論

1.地盤の浸透破壊に対する限界状態

Fig.l (1)に示すような一次元上昇浸透流のある地盤

において，透水係数が深さ方向lこFig.1 (2)に示すよう

に変化する場合について考える。地猿の上下端における

全水頭の差hが増加してゆくと，地盤内部の鉛磁有効応

力 a;はFig.1 (3)のにように減少してゆき，最終的に

h=h，のとき地殻内のある点で a;がGとなる。この状態

を限界状態と呼び，このとき池盤内に残留している σJ

(分布)を限界時の残留鉛直有効応力(分布)と呼ぶ。

ここに，h，は限界水頭差である。

さで，/= " =const.のとき，地盤は透水係数が深

さ方向に減少する場合が限界特における安定性が高いと

考えられる 3)。このとき，地盤は最下点で限界となり，

h，= (すナ )Lとなる。ここに，，w は水の単佼体積雲

zは池盤のよ端からの距離，Lは地盤全体の厚さ，

に次のように定式化することができる引。

くOptimumDesign of a Graded Filter> 

To obtain the k， distribution so as to 

M…lize : S，此 =1い，.dz

= fU;/白)出
f{1芸)出 f" ，. 

f'dz ムゎ αz

Jo k， 

Subjectedto: ~k ， ~o ， k ，> 。
αz 

Boundary conditions 

(hzzたu=k九(ん>1.0)atz= 0 
k，=k， at z=L 

i
 

1
 

{
 

7Jはz地点における土の水中単位体穣重盤， 7apr は地 (1)式で表される最大鐘問題を解くことによって， 8問

盤全体の平均水中単位体積重盤，k，はz地点における透 をパラメータにした，限界特における安定性が最も高い
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と考えられる地盤の最適透水係数分布を求めることがで

きる。

111.解析結果

1.透水係数分布

地盤は透水係数が深さ方向に減少してゆく場合が，限

界特における安定性が高いと考えられる。したがって，

ここでは深さ方向に透水係数が減少する場合を考える。

(1)式を直接解くことは困難であるので，これまで，種々

の透水係数分布を網羅することができると考えられる 4

つの透水係数分布:

(1) 二局変化

(2) 局部直線変化

(3) 局部2双曲線変化

(4) 局部双路線変化

について数値計算的に考察を行い，最終的iこ rk，が

与えられたとき， Z， =、/予l，なる二層地盤が浸透破壊に

対して最も安定性が高いJという結論を得た2)。二層地

盤の場合(1)式は解析的に解くことができる。ここでは，

(1)式を解析的に解いて最適二層フィルターに関する関係

式を導く。

2.最適二薦フィルタ

Fig.2に示すようなこ層フィルターについて考える。

変分問題((1)式〕は，最適ニ層フィルター問題に適用す

ると次のようになる。

くOptimumDesign of the Two-Layered Filter> 

To obtain the k， distribution so as to 

M S hγ r:.-: 1" • 7，' L2 
ax叩z

Su b j ected to : k 2 = k ，k ， ， k， > 0， kγ>1.0 

千
h 

z 

z 
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ここに，k"k，は二局地盤の上下層の透水係数，k.，.. 7，'， 

l，は二層地盤の上下層の透水係数比，水中単位体穣重選

比，及び，層厚比である。また r，'は，下層の水中単

位体積重量である。

最適二層フィルター問題の場合，S"，は(2)式で表され

るようにしに関する初等関数となり，最大儀問題((2)式)

は解析的に解くことができる。 k"r: ' ri ， Lが主与子えら

れた場合を考えると，S
dSザm倫

条 件 つfι=0からl戸、/k;という関係式が得られる。
d'S 

また，l， -/k，ですf く Oとなるので，Sresはl，=

、/瓦で最大値となる。このようにして，最終的に，次

のような注呂すべき結論を得る。

r k" r/ ' r， " Lが与えられたとき，ニ層地盤:

Z;口ィ7i， (3) 

が最も安定性が高い。 j

ここに，上付きの添字本は最適フィルターに関する

値であることを表す。このとき，S

S"，.m" k 7 r/ 
れ ;L' cl +.Jkγ) cl + r/ -/k;) 

(4) 

となり，ニ層変化する点 z z取は次のようになる。

~ A， 
L 1+ゾk，

(5) 

また，このとき，二層地盤全体としてみたときの等価

透水係数の値 kall=k:vは次のようになる。

サエゾk， (6) 

h= 0-一一ーか Oくh<h，。 。
鉛直有
効応力
分布

一一-?h=h， 残留鉛直予言

止 効応力分布

長〆
危止1，v'l
kr+lr 11 b2 

、、、
r(l， + r; Z2 r，' Z，十万Z2-hrw 。

(初期状態)

(3)鉛直有効応カ分布の変化

(限界状態)

(1)一次上昇浸透流のある
二層地盤の概念~

Fig.2 一次元上昇浸透流のあるニ層地盤の概念図と限界状態の説明

(2)透水係数分布
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次に，特殊なケース:7，' = 1の場合を考えると， (3) 

~(6)式は，それぞれ，
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となる。ここで，透水係数が試料の代表粒径(例えば，

Hazenの有効径 D10など)の 2乗に比例すると考える

と，

(8) 

A =，，1-与口~ (1 
'V k， D 悼

となる。ここに，D2，Dlはニ屋地盤の上下層の代表粒

径である。(7)~ω)式には，この関係式ttûを用いて書き換

えた式も示している。

Figs. 3 ~ 6には， (7)~(1O)式と，これまでに数値解析

から得られた結果2)を何時に示している。 Figs.3 ~ 6 

から次の事柄がわかる。

(9) 

(10) 
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(1) ここで得られた解析解は r/= 1のとき， これ

までに得られた数値解と完全に一致する。

(2) f.わが大きくなるにつれてどは大きくなる (Fig

3参照)。んが1.0+ 0→+∞となるとき，lr* は1.0+0

司令+∞となる。

(4) k，が大きくなるにつれて千平午は大きくな
tra~ D 

る(Fig.4参照)0 k，が1.0+0→十∞となるとき，

一立丘旦号ーは0.0+0→1.0 0となる。
す7似L ~* 
(4) k，が大きくなるにつれてτは大きくな戸(Fig

5参照)0k，が1.0+0→+∞となるとき， fLは0.5

+ 0...，.1.0-0となる。すなわち，k，が1.0十9→十∞と

なるにつれて，最適フィルターのニ層変化点は地盤の中

央から下端へ移動してゆく。

ω ιが大きくなるにつれて古与は大きく汗る

(Fig.6参照)0k，が1.0十O→+∞となるとき，

は1.0+0→+∞となる。

IV.結
呈4
E闇

これまでに水頭降下を伴うフィルター，すなわち，透

水係数が深さ方向に一般的に変化する地殻の安定設計に

ついて数値的に考察を行い，二j留地盤が最も安定性が高

いという結論を得た。ここでは，この結果を用いて，ニ

隠池盤に隠して安定設計の定式化を行い解析的に最適二

局フィルターの関係式を導いた。まとめると次のように

なる。

kn 1/' 71" Lが与えられたとき，

z;、k， (3) 

なるニ溺地殻が上昇浸透流による浸透破壊に対して最も

安定性が高い，すなわち，最適フィルターとなる。そし

て，その最適フィルターに関して，S"，.の最大値 Src:;.max.

二路変化する点 z z ぺ等価透水係数の値ka~' =h;vは次

のようになる。

主4乙二l
(1 + y'k，)(1 + r，' y'k，) 

(4) 

z* A 
一一一一 一一一一一」一一一
L 十.Jk，

(5) 

b 政

一」ー=ゾ五:
k， 

(6) 

厳密に言うと，ここで得られた最適フィルターとは，最

も安定性の高い地盤システム(すなわち，フィルターと

ベース・ソイルを含めたフィルターシステム)を意味す

る。したがって，実際的には， ここで得られた最適フィ

ルター(ニ層地盤)の上層がいわゆるフィルターであり，

下震がいわゆるベース・ソイルであるということができ

る。

ここでは，土粒子の移動(パンピング)については考

えていない。したがって，ここで得られた最適透水係数

分布のフィルターを設置したとき，場合によっては二層

の粒度が大きく離れることがあり(とくに hァが大きい

場合におこりうる)，二層の境界においてパイピングが

生じる可能性がある。この場合には，二層の境界に中間

粒度の薄いフィルターなどを設置することによって土粒

子の移動を紡がなければならない。

なお，今後の課題として次のものが残されている。

(1) ここで得られた結果を実験的に検託すること。

(2) 最大値問題(1)式を解析的に解くこと O
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1) TERẐ GHI，K. and R.B. PECK: Soil mechanics 

ln日ngineeringpractice， 2nd ed.， J ohn Wiley & 
Sons， pp. 56~57 ， (1967) . 

2 )田中 勉，重量園永次:Graded Filterの安定設計

最適フィルターの設計一，第27回土質工学研究発表

会平成 4年度発表講演集，こ色察工学会， pp.1981~ 

1984 (1992). 

3 )田中 勉，吉良八郎，長谷川高士:圧力降下を伴う

感状フィルターの効築，農業土木学会論文集， 97， 

pp. 60~65 (1982). 

4)田中 勉，長谷川護i土.限界日寺の残留有効応力と砂

層の安定性，農業土木学会論文集， 96， pp. 36~40 

(981)， 

5 )回中 勉:壁笥摩擦を考慮した砂柱の浸透破壊問題

の解析及び予測の手法 層状土佐穣の砂柱の浸透破壊

に関する実験的研究(IV)-，農業土木学会論文集，

120， pp. 37~45 (1985). 

日)田中 勉，愛国永次.浸透破壊に対する池盤の安定

性解析(上下端の透7jく係数比k，が5.0の場合) -7)<. 

頭降下を伴う GraduallyGraded Filterの安定設

計(I)ー，農業土木学会論文集， 153， pp. 37~44 

(1991) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

