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土の大型三軸圧縮試験機の試作およびその性能について
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I緒言

従来アースダム，水路その他土質構造物の設計に当た

り，必要な土のセン断抵抗角や見かけの粘泊力の測定

は，試料中に含まれる土の最大粒径が 4.8mm以下の

土質材料について， 供試体直径 100mmの一面セン断

試験機か， または供試体直径 75-IOOmmの三軸圧縮

試験機を用いて測定されていた。土のセン断強サは，試

料中に含まれる土粒子の最大粒径およびレキ含有率によ

って異なる。特に粗粒土は摩擦係数に影蓉を与えると思

われる。最近は設計現場における機械化施工の進歩によ

り，粗い粒子を含んだ材料が多く使用される傾向にあ

り，したがって，密度を増大し，摩擦係数を大きくして

いる。そのため従来のような細粒土によって求められた

セン断強サを設計計算に用いることは安全側ではある

が，不経済な設計となっている。そこで今回試料の中に

最大粒径 80mmまでのレキを含ませて，現場条件に類

似した状態の下で，合理的なセン断強サを測定するため

本試験機を設計試作した。

II 本試験機の諸元

(I) 型式：ヒズミ制禦方式

(2) 供試体の寸法：直径 30cmx高さ 60cm

直径 IOcmx高さ 25cm 

(3) 側圧力：最大 7kg/cm2 

(4) 軸方向圧縮力：最大 20t 

使用する荷重計の区分

｝兼用

20 t, IO t, 5 t・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・30 cm 1>用

It, 0.5t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・IOcmtf>用

(5) 載荷装置：電動ジャッキ式

(6) 載荷速度： 0. 5 mm/min-2. 5 mm/min 

＊造構部 ＊＊日産建設 KK(元造構部）
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…………無段変速装置

5, 12. 5, 25 mm/min…………有段変速装置

(7) 圧縮室：主圧縮室と副圧縮室とに分かれる。

主圧縮室は供試体の圧縮室で， 30cm<f>供試体用は直径

48cmx高さ 87cmの真ちゅう製シリンダ， !Ocm<f>供

試体用は直径 15cmx高さ38cmの透明プラスチック製

シリンダでいずれも水によって充たされている。この上

部に体積変化測定のシリンダが接続している。副圧縮室

は，主圧縮室の外側にある空気による圧縮室で，この内

部に垂直方向圧縮力を測定する荷重計がビストンの中間

部におかれている。副圧縮室は 7kg/cm2の内圧に抗す

ることができ，圧縮室を貫通するピストンの周辺は0リ

ングによ•りシールされている。

(8) 測定装置：軸方向圧縮力，間ゲキ圧について

は，ダイヤフレームに受ける圧力を，ダイヤフレームの

変位に拡大し，この変位を差動トランスで検知して記録

器へ発信する構造とし，体積変化についてほ，水位計の

ガラス管内水面の両側に光源と光伝導セルを配置し，光

源の光束が水中を尋する場合と，ガラス管のみを透過

する光束数の差により，全点を水位の変化に追随させ

て，その変化を記録器に発信する構造とする。軸方向ヒ

ズミについてはボテンショ‘ノメータ式とし， 100mm, 

50mmの2種とした。

記録器は連続ペン書き型とし，それぞれの計器に接続

して自記記録する。

III 本試験機の設計経過

大型および小型三軸圧縮試験機について，現に所有し

実験を進めている国鉄技術研究所，建設省建築研究所，

土木研究所，浩湾技術研究所，東大生産技術研究所，早

大理工学部，愛知用水公団について実情を調査し，また

粗粒材料を多く取り扱って試験を実施している米国開拓
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Fig. I. 大型三軸圧組試致機機構図

Mechanism of triaxial shear equipment 

ェ.:: ;;:-鼻.,11ぬ—~肇冨よ年マー

Fig. 2. 設証 した大型三軸試験機

Assembled triaxial shear pressure chamber 

vヽithloading mechine and recorders 

局土質試験室，軟弱粘土を対象にして三軸圧縮の研究を

進めている英国および ノルウェーの三軸圧縮試験機につ

いて惰報を収集し計画樹立の登料とした。これらの調査

姿料に基づき三軸装置の楷成要素を分類して，研究対

象，予算などを考慮して設計を進めた。本試験機の機楷

はFig.Iに，また設置した姿は Fig.2に示したとおり

である。

以下その経過について述べる。

1- 三軸圧縮室

三軸圧縮室は鉄製のシリンダに上板をのせ，上板には

載荷用ピストンの貰入孔を有し，供試体にはゴムスリ ー

プを通じて直接液圧が作用し，その液圧はシリンダに連

結された圧縮空気夕 ノ`ク より供給され，供試体体稜の変

化に応じて恒圧装窟により乎衡を保つよう装置されてい

るものが多かった。これは高圧時にシリ.:ノダが微少変形

をおこし供試体々積の徴少変化を知ることが困難なた

め，そこて本試験機においてはシリンダの徴少変形を防

止するため，主圧縮室の外側に副圧縮室をおき，空気圧

をもって主圧縮室の水圧と平衡させる方式をとった。こ

のため加圧用ビストンは副圧縮室にある荷冗計に接続し

てヒ°ストンの周辺摩擦を除き，かつ漏水による液圧の低

下を防止することができる。 副圧縮室の上部を貰通する

スピソドルは単なる荷重伝逹の役目をするもので，軸圧

縮力には影悪なく，その貫通部は0リ‘ノグで完全にシー

ルし気密を保つようにじた。その他三軸圧縮室内には底

板の下部に問ゲキ水圧計を内装させた。

2. 垂直荷重煎荷装醤

垂直荷重荷装置には油圧式とジャッキによる電動おし

上げ式とあり， 油圧式は従来鋼材， コンクリートなどの

圧縮試験機に多く使われている。これは平滑に無振動で

昇降する利点はあるが，高圧になると油の漏れを生じる

ことがある。電動ジャッキ式は力の伝逹機描にロス と徴

動はあるが，所定の速度で加圧することができる。本装

置では微動を考慮して動力部およびトランスミッ‘ンョ‘ノ

を別槻楷とし，コネクテングロッドにより本体と連結し

ている。動力は有段変速装置に 0.75 KWモー タ，無段

変速装置 l.5KWモータを使用する。

3. 軸方向圧縮力測定装図

軸方向圧縮力の測定方式には，プルーピングリング，

台バカリ方式，ストレインゲージ応力計および差動トラ

ンス式応力計を用いるものなどがあり ，従来一般にはプ

ルービングリングが広く用いられている。それは簡便で

故降が少なく ，直読みができるからであろう。台バカリ

式は応力制御方式によい。ストレインゲージ式は動的に

高感度を示す。また差動トランス式は繰返し応力に対し

高感度を示すなどそれぞれの利点をもっている。本試験

機には繰り返し応力を考慮して差勁ト ランス式を採用し

た，その梢度はフルスケ ールの 1% とした。

4. 間ゲキ水圧測定装置

英国およびノルウェ ーでは供試体より引き出された間

ゲキ圧をそれに平衡する外圧を与えて乎衡させるゼロ点

法を多 く採用している。この方法は間ゲキ圧を誘導する

導管部やコックの部分などに空気が残りやすいので，そ

の追い出しにかなりの注意が必要である。しかし完全に

空気が排除てきれば精密な測定ができ，小型の試験装爵

に多く採用されている。本試験機では大型の試料を対象

に考え，試料底面より直接にダイヤフレーム式で差動ト

ランスを利用し，測定する方式を採用した。 これは上記

の空気排除の困難性を考慮したからである。測定容韮は
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-1 kg/cmr-nu c両とし精度は 1%とした。

5. 体積変化測定装置

一般には外力によって供試体が変形するとき，排除さ

れる水と空気量を圧縮室の外に誘導してヒゞュレットまた

はツリンダで測定している。本試験機では体積変化の盤

を圧縮室の上部で，水位に変換して，この変化を圧縮室

外に取り付けた水位計に導き，光電導セルを利用して水

位の昇降を追跡自記記録せしめる。測定容量は4,000cc 

-0を4段階に切り替えして，その精度は各フルスケー

ル1%のとしている。

6. 垂直方向変位測定装置

一般にはダイヤルゲージを利用している。本試験機で

は荷重計のヒズミを無視して，底板の上昇をポテンショ

メータ式ヒズミ計にて測定する。その精度は 0.25%で

ある。

1. 横圧力装置

横圧力は一般に空気圧をもって液圧に変換して与えて

いる。本試験機では最高横圧力 7kg/cm2とし，コンプ

レッサで圧縮された空気を副三軸室に送り，液圧と平衡

させる。桓圧装置としては Bishopの水銀方式によるも

の， ノルウェーの定液圧装置などがあるが， この試験機

ではコンプレスドニアタンクと副圧縮室との中間に日立

式調圧弁を設け常に一定横圧を保つようにしている。

8. 自記記録装置

荷重計， ヒズミ計，間ゲキ水圧計，体積変化測定用水

位計を各個に，自動平衡型ペン害き記録器に接続自記せ

しめる。記録紙幅 120mm,紙送り速度 10mm/min, 20 

mm/min, 40 mm/min。

9. 供試体

(a) 供試体寸法と長径比

供試体の長さ（高さ）と直径との比は，試験の目的，

土質，試料土の組成粒径などによって異なるが，実験的

に研究が進められ，通常 1.5-3の間で種々の値が提案

されているが，一般には 2-2.5の比が多く採用されて

いる。本装置については 30cm <J>のとき LXD=60cm

X30cm <J>, 10cm <J>についてはLXD=25cmx 10cm <P 

とした。 lOcm<J>については自然試料により Lを増減

されることを予想し，比の値を 2.5にとった。

(b) 供試体の中に含ましめ得る最大粒径

まだはっきりした理論的根拠はなく，研究者によって

異なり統一されていない。米国開拓局では次の Table!.

のような寸法を選ぶことを規定している。

Table 1. 

供試体の大 I乱さない土または1

窒き 練り返した土の別 土のタイフ'I最大粒径

3.5cm<j) [ 
x7.5 cm 乱さない土 l細粒土l細かい砂

8cm <P J 練り返した土 細粒土およ 4.76mm
x23 cm Jび粗粒士1 以下

15c閃魯8cmJ 練り返した土 i粗粒土l品屈盟悶こ
23cm <P 非常に粗い 20mm-

x57 cm J 練り返した土 I粒度の土 175mmまで

本試験機ではこれらのことを考慮して，試料の最大粒

径は 30cm<J>のとき 80mm,IOcm<J>のとき 4.76mm

を標準試験における最大粒径とした。

(c) 供試体の作製

供試体の作製方法としては， 自然試料を除き突キ固

メ，静的圧縮，振動などの方法がある。これらは試験の

目的，試料の土性によっていずれを適用するか問題はあ

るが，突キ固メは動的な方法でシープフートローラの転

圧機楷に類似しているので，プロクタ方式を拡大して標

準方法として採用されている。静的圧縮方法は，圧縮時

の周辺摩擦により土中の間ゲキ比は一様にならず不均質

な密度を作るからこの方法を採用するときは，土性，含

水比，層の厚さなどに細心の注意を払う要あり。振動方

式は砂質の土に適するが，粘性土に対しては不適当であ

る。

以上いずれの方法にも特徴があり，本試験機において

は上記の三方法が適用できるよう準備した。

IV 結 言

本試験機は電気計測の機構を採用したため，複雑な配

管類や性能の劣るバルブ，コック類を少なくすることが

でき，機構が簡単になるとともに試験精度が高くなり，

また各種測定を自記記録装置にしたため，計測誤差を減

ずることができ，併せて人員の節減などができて，能率

的な試験を実施できる。

今後本試験機を使用して，実験を重ね，粗粒分を含む

土のセン断に関する力学特性を明らかにし，所期の研究

を達成したい念願である。



392 農業土木試験場報告第 3号

A Newly-Developed Large Triaxial Compression Apparatus 

Masahiro MORIYA, Kyozo TAKAOKA and Kaoru SASAKI 

Summary 

A large triaxial compression appratus was installed to test shear strength of soils which contain coarse 

grains. The general information on this machine is given below : 

I) Load capacity : 20 tons. 

2) Maximum lateral pressure : 

3) Specimen sizes : 

7 kg/cm2 

30 cm by 60 cm, and 

10 cm by 25 cm. 

4) Loading system : Electric screw—jack, variable speed type for a constant rate of strain ranging 

from 0. 5 to 25 m m  per minute. 

5) Pore water pressure range: From -1 kg/cm2 to 7 kg/cm2. 

6) Measurable volume change : 0 to 4,000 cc. 

7) Maximum axial strain : 13cm. 

8) Pressure fluid : Main chamber・・ ・ …water 

Outer chamber……compressed air 

Figs. I and 2 are the schematic diagram and photograph of this apparatus, respectively. The main 

compression chamber is covered with an auxiliary outer chamber. Therefore the wall of the main chamber 

does not deform during a test under high air pressure, because practically no differential pressure exists 

between the inside and outside of the chamber. This permits us to measure an accurate volume change of 

the specimen. 

All the pertinent factors, namely, vertical load, volume change, pore pressure, and strain of the 

specimen are automatically recorded by respective recorders simultaneously. 
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