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モグラ暗キョ周辺の応力分布

（光弾性実験による場合）
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I 緒 言

農業基盤整備に関する農業土木関係の分担事業とし

て，農地の拡大，土地改良，農道整備，大型農作業機械

の導入による生産性向上が叫ばれている。中でも土地改

良事業の一端として重粘土地帯・低湿地帯には昔から暗

キョによる排水が必然的に採用され，その効果が十分認

められてきた。

暗キョ排水方式にも無材暗キョと有材暗キョがあり，

経済性からいっても無材暗キョが多いが，近年大型耕作

機械の蒋入により，予期せざる重量物と深耕性の点から

無材暗キョ（モグラ暗キョ）の崩壊がめだち，排水能力

の低下が各地で聞かれる。

これら重量物（上載荷重）の影響はこれまでほとんど

検討されていない。この報告ではモグラ暗キョ周辺の応

力分布を知るため光弾性実験により円形暗キョの形に対

する宿命的な応力集中現象を指摘し，これに代る理想的

な無材暗キョの形を得た。

次

3. 長方形孔周辺の応力分布……………… 215
4. 卵形孔周辺の応力分布...・・・・・・・・・・・・...… 216 

W 実験結果に関する考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… 220 

1. 円孔周辺の応力分布と最大応力点•….. 220 
2. 長方形孔• 三角形孔の応力分布に関

する特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222
3. 卵形孔の応力分布に関する特色……… 222
4. モグラ暗キョの新しい形の提案……...222 

V 結 言•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..223 

参 考 文 献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223 

Summary・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・224 

＊ 佐賀支揚

II 光弾性材料と実験法

1. 材 料

代表的な光弾性材料であるエポキシ樹脂を使用した。

エボキシ樹脂はボリ付加型樹脂で，原材プレボリマー

100%重量比に対し無水フタル酸系硬化剤30%C白色粉

末）を加え鋳型したものである。

工学的性質として加工性がよく，材料のクリープがほ

とんどなく timeedge effectは湿度の影響によるがア

ニールによってある程度除去できる。破壊時の最大ヒズ

ミは 2%位，応カヒズミ曲線は完全な同一コウ配の直線

で，破壊は最大応力点で瞬時におこる。この間，応力と

光弾性縞次数は全域で比例する。ボアソン比はガラス弾

性域（常温）で 1/3,光弾性感度は 0.7-lmm/kg,弾

性係数は 300kg/mm2であった。エボキシ材料の温度

変化による特性には 2つの状態がある。常温域でのガラ

ス弾性，高温時のゴム状弾性域で，前者はエネルギー弾

性，後者はエントロヒ゜一弾性に属する。この中間領域が

2次転移点であり高分子の種類によってそれぞれ異な

る。エボキシ樹脂は Fig.1に示す。これによると 2
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次転移点は90-100°C付近で，これより高温域は 3次元 キシ板で平面応力状態の実験をする。モデルで得られた

模型の応力凍結やアニールに使用する。 2次元弾性応力分布を原形に引き移すには，縮尺・厚さ・
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Fig. 1. 網状ポリマー（エボキシ樹脂）のヤン

グ係数(E)と光弾性係数(L1n位）

の温度による変化

Change in elastic modulus (E) of net polymer 
and strees-optical coefficient with temperature 

2. 2次元応力の相似性と実際問題への適用

2次元弾性一一平面応力又は平面ヒズミ の状態

で，物体力（ボテンシャル量）が一定，たとえば重力に

よる影響のみが存在する場合でも，その解は釣合方程式

と適合条件とを満足させるものであればよい。この解は

応力関数を Xとすると弾性論にみるように，

4肛 =O

を与えられた境界条件のもとで解いて得られる。この解

には弾性体の弾性係数を含まないので，負荷条件と弾性

体の幾何学的な形状とが相似でさえあれば応力分布は

材料のいかんに無関係である。したがって高分子光弾性

材料を用いて光弾性的に得られた応力分布はそのまま土

荷重（荷重の分布形は相似）・弾性係数が異なる場合，

通常の 2次元問題では 1点の応力が W/t・lに比例する。

ゆえに原形の応力 <Jpは

<lp=叫 Wp 

払
-)/(四竺＿

仁lm)
となる。

ここで，サフィックス Pは原形 (prototype), mは

模型 (model)を示す。また W は荷重， lは対応する個

所の長さ， tは厚さを示す。

この応力分布を設計に適用するにあたっては，この間

に材料の性質がはいってきて，脆性破壊をする材料には

直ちに適用できるが，塑性破壊（延性破壊）をする材料

では匝ちにこの応力分布を適用できない。しかし弾性応

力値の高い個所，すなわち集中のはげしい個所から塑性

域にはいることは勿論のことである。

3. 土質力学への適用

土質一般を多孔性媒質と仮定する。変形した多孔性媒

質の応力状態は，全応力成分 a,骨組 (framework)応

力成分ふ流体応力成分 6によって表わせる。このう

ち， 6 は媒質全体の応力を表現するものであり， 5は骨

組固体に分布した応力を表現するものであり， 6は間ゲ

キ内を満たす流体の応力を現わすものである。 aはaと

6の和で現わされる。

なお，ヒズミ成分はさらに複雑で，媒質全体としての

全ヒズミ成分，骨組固体のヒズミを表現する骨組ヒズミ

成分，媒質の構成物質のヒズミを表現する物質ヒズミ成

分，間ゲキのヒズミを表現する間ゲキヒズミ成分，流体

を表現する流体ヒズミ成分によって表示されるが，閉じ

た系 すなわち変形に際して間ゲキ内において流体の

流出入がない場合，たとえば士壌内で飽和の条件が満た

され，それに急速な載荷があった場合＿では全ヒズミ

成分と骨組ヒズミ成分が等しくなる。いずれにしろ応力

・ヒズミともに全応カ・全ヒズミを仮定した光弾性実験

で士壌内の応力分布を考えることが第 1次近似として採

用できる。

4. 装 置

木構造物・農業構造物にも適用し得る。これらが 2次元 本実験ではすべて平面応力状態の光弾性実験であり，

光弾性応力解析の基礎をなす。 使用した装置は理研計器製の偏光子・検光子・ 1/4波長

2次元模型実験では板の厚さは適度でなければならな 板・視野レンズ (130mm)で実験上孔の周りの応力の

い。すなわち平均応力としてとりあげられる応力状態で みしかキャッチできなかった。報告中の実験写真はすべ

なければならない。あまり厚いと平面応力• 平面ヒズミ てss61Aの光にてキャビネ乾板で撮影した。

のいずれかの状態にも属さない。なるべくうすい材料で 載荷台は理研計器製の標準品を使用した。載荷にあた

実験する必要から光弾性実験では 4-6mm程度のエボ っては荷重が載ったときアームが水平になるようあらか
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じめ斜め上から載荷を始めた。

実験に使用したエボキシ材料は温度によるクリ ープ現

象がほとんどなく，載荷後 5分位してか ら撮影した。温

度は 15-23°Cの範囲で行ない，湿度は70%以下で行な

Fig. 2. 載 荷 装骰

Loading apparatus 

ったc 分布荷重の載荷には，集中荷重を， 1cmXlcm X 

3cmまたは 5cmのステンレス角材に載荷し， これを直

接モデル板に載荷すると載荷面の両端で反力が無限大に

なるので，これを緩和させるため角材に 1mm厚さのゴ

ム板をはりつけ これで載荷した。

5. 孔の種類及ぴ載荷条件

実験の内容を Table1に示す。試験に使用した板は縦

16cm・ 長さ21cm・厚さ6mmに Tableiの各孔を穿孔

し，集中荷重や等分布荷重を載せた。
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Table 1. 実験の種類

Table of the experiment 

III 上載荷重による各孔周辺の

応力分布に関する実験結果

無材暗キョには

① 地表面の荷重による土圧の増加

R 暗キョ内の流水による荷重

③ 鉛直土圧

④ 水平土圧

⑤ 地震荷重

などが外力として作用する。 さ らに有材暗キョである

と，これらのほかに暗キョの自重 ・支持反カ ・浮力が加

わる。この うち③ ・④の土圧関係や， ⑤に関しては全く

わかっていない。今後の問題点であろう 。本報告では特

に上載荷重（トラク ター等）による地盤内の応力分布に

注目した。

1. 円孔周辺の応力分布

a. 荷重と等色線

一般に荷重が増大するにしたが って，弾性体内部の応

力は増大する。この様子を示したのが Fig.4である。

この写真で注目すべきことは，各板面内任意点の応力が

荷重の大小によ って縞 模様の増大 ・波少をおこすが応

Fig. 4-1. P=16-5kg 
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Fig. 4-2. P=25.0kg 

Fig. 4-3. P=44.0kg 

Fig. 4-4. P=62 5kg 

Fig. 4. j',:j ,f(IT)増加にともな う匈色線の変化l翌1

Increase of isochromatic lines with load 

力分布には変化がな＼、ことである。 しかし縞模様の判

定，応力集中個所の判定には，ある程度の等色線（縞模

様）の数を増して応カコウ配をは っきりさせるのが普通

である。

等色線とは，主応力差 (a1-a,)の等しい点をつらね

る線で，材料の破壊理論のうち最大セン断応力説 (:"max

2 
=1匂ーa,))によ って破壊をおこす Prototypeには

そっく りそのままの応力集中個所の摘発が行なわれ，こ

の個所の改良が できる点， もっとも適した実験法であ

る。

半無限板上に集中荷重が働いた場合の理論的な応力分

布は

てmax=J(a,~'- f+ - 2 
2 

,, ェ

p cos 0 
＝ 

p l = . . 
．． r d 

で与えられる。縦軸を y方向，水平軸を X方向とした。

ただ し，これは平面応力状態であり ，

a,= -2P . y" 
tr (y吐 が）2

(Jエ＝ 一
2P . y炉
TC (y叶 炉）2

(Jミ =O

a,,=―-
2P y2x 
;r (y叶炉）2

である。なお等分布荷重について載荷幅を 2aとする
, q a 
こ —ー ・ の光弾性縞となる (Fig.3)。これは多孔

;r R 

d
 

z • .,.<11ヂ＝表--令・苧
([,-If,:'!! 色ぼ

累 中行望 百分石付豆

Fig. 3. 理論的な等色線図

Theoretical isochromatic line 

性媒打の全応力分布とも考えられる。すなわち主応力差

1 a 
(a1-a,)は直径＿ または の円となる。

d R 

Fig. 4-1, 円孔が内部にある場合，載荷点を孔の直上

におくとこの影態により円孔上部で応力分布が乱され，

H型の等色線分布とな る。 円孔周辺に応力が集中し，こ

こに 1次の縞が現われている。載荷点よりの距離 dは小

さいが，孔の直上よリ 円孔周辺の方が大き な応力をうけ

ている。

Fig. 4-2, さらに荷重が増すと縞は深くまで伸び，孔

の周辺を 1次の縞がとりかこむ。これよ り載荷点に向か

って 2 次 ， 3 次， • ••••• と応力は大きくな る。 この円の直

径（理論的に）を dとすると
1 1 1 
d' -Zd'3d' 

・・・ ・・• カ入

(a1-a,)に比例する。
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Fig. 4-3, Fig. 4-4にしたがって各点の応力値が増

し，しだいに全体の応力分布が縞の密度の多少とな って

はっきり してくる。

ここでは応力分布を問題にしている。応力の大小にか

かわらず孔の位置，大きさ，上部の積荷等の境界条件が

一定ならばすべて応力分布が一定である。局部的に見る

と孔の上部は引張力をうけ，孔の中心より斜め上部に応

カ最大点が存在する。この点は孔周辺で一番小さい弧状

•の縞の中心にある 。 これが載荷点より円孔周辺上への接

点に相当する。最大接線応力点と荷重品とをプロットす

ると Fig.5となる。 すなわち，応力の大小にかかわら

4

3
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Fig, .5 荷田と円孔椴大応力点の縞次数 （釘ーa,)

Curve of experimental values of the .. maximum 
tangential stress (fringe order) plotted against 
load 

ず応力分布，荷重に対す る応力 (fringeorder) ---= 
N 
p 

0.073 (f. o./kg)は一定である。

b 荷重の移動にともなう 円孔周辺の応力分布

一般に移動荷重によ って，斜め方向の荷重に対して水

平分力が作用するが，鉛直方向の分力がは るかに大き い

と考えて実験を行な った。

Fig.6-1(ま円孔から作用点が相当離れているので，荷

重による応力は孔周辺にあまり影牌せず，地盤内部にの

み作用し Boussinesq の応力分布に近い形をなして い

る。

Fig. 6-2では，孔の作用点が近ずいたため， 1次の等

色線は孔の影態をうけ乱れを生じているが， 2次以上の

瓢ま影幣をうけていない。ここまでくると 円孔周辺にも

新たに 1次の縞が発生している c

Fig. 6-2. P=64 Skg 

Fig. 6-3. P二633kg 

Fig. 6-1. P=66.5kg Fig. 6-4. P=62. l kg 
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Fig. 6-5. p = 57. 3kg Fig. 6-8. 

Fig. 6-6. P = 63 9 kg 

Fig. 6-1-6-6- 集中荷蛍の移動に とも なう

等色線図
Stress patterns of the plate with a circular 
hole acted by the traffic load 

Fig. 6-3は1次縞が円孔周辺に達し， 中から2次の等

色線が現われ，孔上部に次の縞が出て孔全体が影孵を う

けてきた。

Fig. 6-4になると ，1次縞が円孔の半分位を包み荷重点

直下の応力縞を除いて，円周上の1部に板全体の内部応

カの最高の縞 (4,5次）となり応力集中最大点を示して

Fig. 6-7. 

Fig. 6-9. 

Fig. 6-10. 

Fig. 6-7-6-10. 深さの変化する時の等分布荷

軍の移動に ともな う等色線図

Stress patterns of the plate vヽitha circular 
hole acted by the traffic loads 

いる。

Fig. 6-5にな ると，円孔があることによる場の乱れを

示し，複雑な縞模様となる非対称な場での応力分布に関

する理論は，解をうることは容易でないが，光弾性実験

による と確かめうる よい1例である。荷重か ら円孔周辺

の最大応力点までの距離が同じ（円孔には圧縮応力点が

上下 2個所あり ，下方が大き い）であっても ，作用方向
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からのずれが大きいほどその点の応力は小さい。 孔中心までの距離Rを対応させた図である。荷重が円孔

Fig. 6-6はちょうど孔の直上に荷重の作用点がある揚 上部に近ずくにしたがって，応力集中点の移動もさるこ

合である。 とながら応力集中度（最大応力点 m, n点で表示）は急に

Fig. 6-7-Fig. 6-10までは等分布荷直の移動にともな 上昇し，特に ↑1点で大きい変化をする。荷直が遠ざかる

う等色線写真である。孔周辺は自由境界であり ，この点 とこれが逆になり m点が急に減少する。

の normal方向の応力はゼロ，接線方向だけが存在する 土において引張強度が一般に圧縮強度に比し小さいと

のでこの応力分布を示す。等色線（主応力差線a,-ae) 考えると（引張強度を実測した例は定説もなく，試験法

を縞次数で現わすと Fig.7となる。 もなく今後の問題点である。著者の知るかぎり 1例にす

ぎない），荷重の移動にともない圧縮引張応力のくりかえ

し荷重をうけると楼乱現象をうけ，疲労して破壊をおこ

すと考えられるので，この点を考應すべきである。これは

円孔の宿命である。なるべく深く施工し，土のア ーチ作

用でもたせるか，やむをえず浅く施工するときは上載荷

重に対し強い形を考えねばならない。

c. 子しの深さに対する円孔周辺の応力分布ヘ

の影響

実験法としては，上縁を順にカットして孔をそのまま

としに孔の径が 2cmに対し平均 5mmずつカットし

た光弾性写真を Fig.9-1-Fig. 9-4に示す。荷重はそれ
N f.o. 

ぞれ異なるので，この表示法には p(万g)で示す。

孔の深さを h (円孔の中心まで），円孔の半径を rとす

0 I 2 3 4 
I I , 1 I Cf.Q.) 

Fig. 7. 円孔周辺の応力分布

Distribution of the tangential stress 
around circular hole 

Fig. 7, この図をみると円孔上部に相当広い範囲にわた

って引張応力が働き，荷重の直下で最大に示す，それか

ら円孔にそって下方に行くにしたがって圧縮力になり ，

荷重作用点と円孔との接点で最大接線応力になる。それ

以下はしだいに圧縮応力が減少し， 円孔の最下部で小さ

い引張応力になる。

荷重の移動によって こ の最大圧縮応力点 • 最大引張応

力点は回転移動する。

Fig. 8は縦軸に f.0. 対荷重，横軸に集中荷重点と 円

J2J 

o;; 

。
ー

‘ー
、0

令
"
-サ

’
 

~:~ 
孔直 ヒ ロ～

av; 

Fig. 9-1. P=l04kg 

,o 20 30 40 50 60 ,0 
(me' 

Fig. 8. 荷重の移動 と円孔最大接線応力

Tangential stress at points m, n under 
the traffic load Fig. 9-2. P=58.5kg 
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る。 rは実験では 1cmである。集中荷直に対する孔の深

さの影態を次に考える。前述のように， 円孔周辺上の

・,•• ヘ・"・・・・・・、．

Fig. 9-3. P = 55 7kg 

~ 

鴫,.ぇ",,,.... 

Fig. 9-4. P=63 9kg 

Fig. 9-1-9-4. 集中荷凪が働いた時の孔の深さ

に対する等色線図

Stress patterns for various depths of the 
bole under concentrated loads 

心・

80' 

Fig. 9-5. 円孔周辺の主応力線と等傾線図

Stress trajectories and the isoclinic line for 
circular hole under the concentrated load 

50・ 

．．
 】c
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百 o;o

（始）

ro5 
(m司 1)
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_!1. ( ~-· ヽ
r 

Fig. 10. 孔の深さと集中荷煎による 円孔

周辺最大接線応力

Depths of the circular hole and the 
maximum tangential stress 

111・11 点の応力を比較すると Fig.10になる。も ちろん

対称荷重なら 111・11点は等しくなる。この図をみると孔．

が浅くなると急に 111 • II点の応力が増し，孔周辺に応力

が集中し，特に上部がほとんど荷重をうけもつ。これは

孔上部の狭小部がうすくなるにしたがって固定はり状の

応力状態を仮定すると，中央部の大変形が円孔応力分布

に大きな役割をなす。 したがってこの部分が厚くなる

と，比較的最大応力の変化が なくなる深さが予想され

る。この場合でも m・II点はやはり 円孔への接点となる

ことにかわりがない。図より応力変化が比較的少なくな
h 

る深さは が 5以上である。直径 12cmのモグラ暗キ
r 

ョを考えると， 30-35cm以上必要であり ，大型耕転機，

などにより 20cmの深耕を考えると ， 暗キョの深さは

50-60cm以上必要となる。ただ少し位深く施工したと

しても上載荷重による応力集中点はやはり存在する。

円形孔は圧力管には適して いるが局部的な外圧には弱

ぃ

d゚. 等分布荷重による円孔周辺の応力分布

等分布荷重とは集中荷重の集合と考えるのが妥当であ

る。 分布荷重の中には，剛体で半無限板をおす場合，接

触論的な意味での等変位荷重，反力分布を等 しくする等

分布荷重等種々ある。

① 剛体で地盤などの弾性体をおす場合は，剛体のは

しで反力が無限大になる。この部分では応力が材料の強

度をはるかに越えるので，塑性変形を生じ，光弾性実験

によるとこの部に等色線が密集して，ちようど集中荷重

点と同じになる。

R 弾性接触論で剛体が完全に弾性体に密着し，接触

面ですべ りがないものとすると，この部分は等変位とな

る。

R 等分布荷重は集中荷重の重ね合わせによって構成．
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されるので，当然載荷而中央付近が相対的に多く沈下変

形する。すなわち反力分布が等しくな ると考えられるの

で，載荷端の応力集中はない。

現実には，これらの分布系の組合わせで，理論的な反

力分布・荷重分布はない。実験上最も苦労するのはこの

点で，本実験にはゴム板による比較的等分布に近い形で

載荷した。実験写真からもこの点がうかがえる。

Fig. 11は孔の深さが変化したときの等色線写真であ

る。集中荷重に比較して主として孔より上部の分布形が

.ヽ..................•···· 

Fig. 11-1. q=68. 7kg/3cm 

Fig. 11-2. q=90 0kg/3cm 

Fig. 11-4. q=58. lkg/3cm 

Fig. 11-1-4- ':'i'分布荷重を受け孔の深さが変

化した場合の守色線図

Stress patterns for various depths of the 
hole under the uniform load 

異なっている。 Boussinesqの理論で半無限板内の応力分

布はほぼ載荷幅の 1.5倍深さになると抹中 ・等分布荷重

の差がわずかになるが，半無限板内に孔のある場合は応

カの distorsionが大きく， 大部分孔より上部の応力分

布に影秤する点興味がある。

次に集中荷重の場合と同様に最大接線応力点を考える

と，やはり載荷面の中心から 円孔への接点が 111 • 11点に
N N 

あたる。 Fig.12に前と同様に ＝ の表示を考
P/B q 

える。等分布荷重の場合は，集中荷重に比し載荷面が広

いので影態範囲が広く ，応力集中度の減少の割合が少な
h 

く一定値に近ずかない。しかしそれでも =4以上深
r 

くなると減少率がほぼ一定となり ，これ以上の施工が望

ましい。深くすればするほどよいのは当然である。

等分布荷重の移動による影鞘は ここ に出さなかった

が， m• n点が最大応力点になる ことは立証でき た。

0"<' 

," 
‘
 

‘、
▲J

↓
 

を
．
伍
“

’
¥
 

);o 二〕 ●… ・IZ吾面 ,o"
△ ・・Ii丙面 ,o-・'

投、..,,<I軍,,加？

., 2J 

Jヽ

0

m

 

3

g

 

h-r 

40 50 ¢〇 70 

Fig. 11-3. q=9Q.Qkg/3cm 

Fig. 12. 孔の深さと円孔最大接線応力

Depths of the circular hole and the maximum 
tangential stress under the uniform loads 



214 農棠士．木試験場報告 第 5号

e. 円子Lの上部から地表部まてクラックの

ある時の応力分布

干拓地の排水効果は暗キョ周辺部のキ裂が大きく作用

していると考えられている。事実粘土地盤の透水係数は

10-6cm/secのオーダーであるが， 表陪土の乾燥キ裂な

どにより 10-3cm/secのオーダーに透水性が増し．こ

のクラックも 1111位深くまではいっている。 この実験で

は暗キョと地表部に何らかの原因でクラ ック が生じた揚

合を想定し，こ の孔上集中荷重が働いた楊合を考えた。

Fig. 13に光弾性写真を示す。 また自由境界面の応力を

Fig. 14に示す。 クラックのないときは固定ハリの考え

P=45kg 

Fig_ 13, 円孔にクラックがあ り梨中荷重を

うけた均合の芍色線図

Stress pattern around a circular hole 
with a crack 

0 l 2 3 ,: 
I I I I JCfJ., 

Fig. 14- クラックのある場合の円孔周辺

応力分布

Stress distribution of a circular hole 
with a crack 

方でよかったが，この場合は地表部に引張力が大きく作

用し，片持ハリの状態となる。すなわち，孔周辺および

キ裂面ではすべて圧縮応力，地表面で弓i張力が発生し，

引張応力に弱い土では地面に tensioncrackが発生す

る。この点は円孔直上 ・直下にだけ引張力が発生した今

までの円孔と いちじるしい差異を生ずる。

2. 三角形孔周辺の応力分布

この形の暗キョ施工は行なわれた例がない。推論仮定

上の孔で特に正三角形を採用した。孔は一辺2cmとし，

三角形の頂点を載荷点中心の直下にして実験した一例を

Fig. 15に示す。これをみると応力縞は円孔周辺に比べ

三角形孔では各コーナーに集ま っている。各コーナーと

も同じよ うな等色線の集中模様をしているが，縞次数を

順次たど って行くと三角形底辺のコ ーナーでは応力が増

し，側壁に沿って次数が少なくなり頂点で応力がゼロと

P=llSkg 

Fig. 15-1. 三角形孔上に集中荷担が働い

た時の等色線図

Stress pattern around a triangular hole 
unrler the concentrated load 

Fig. 15-2- 三角形孔周辺の集中荷 ,Jii:による

主応力線と等（頃線図

Stress trajectories and the isoclimc 
line by Fig. 15-1 
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•ふ—.:•.• = 
q=ll8kg 

Fig. 15-3- 三角形孔上に梨中荷 ,J;が働いた

時の芍分布線図

Stress pattern around a triangular hole 
under the uniform load 

なる。最大主応力差点は下のコーナーで無限大になる。

もしこの様な形で施工されたとしてもすぐコ ーナーがつ

ぶれ丸味をおびて有限な応力状態におちつくことは当然

のことである。

Fig. 16は，横軸に三角形孔の斜めの辺上の主応力差

N (f. o.) を，縦軸に斜めの辺の位置を示す。等分布荷

縞次奴 (fO)

2 3 4 !i 

：
 

cm 

2
 

-—分布丙菫
--―稟中石夏

Fig. 16- 三角形孔側辺の応力分布

Stress distribution at the side of the 
triangular hole 

重 と集中荷重のそれぞれについて孔の深さを変えた場合

の図であるが，集中荷重による場合の方が辺上で均等分

布化している。

3. 長方形孔周辺の応力分布

この形の施工例は八郎褐干拓にある1)。報告では機械

の踏圧などによる被害が在来のものに比し少なかったと

報告されている。しかし実際には何の原因かわからない

が．土砂崩壊により 6カ月後は非常に小さな通水断面と

なっている点はゆがめない。この暗キョ の施工法は，孔

を完全に賂形してのち表士の埋め戻 しによ って初期の形

を保持する方法で，従来のモグラ暗キョに比して土のか

く乱などによる通水断面の縮小ぱ認められなかったと推

察される。この点，従来のモグラ暗キョは穿孔時に40%

近くの断面縮小の報告もある~)。本実験は円形 ・ 正三

角形につぐ典型的な形として長方形孔をとりあげ，そ

の孔周辺の応力分布を検討した。 Fig.17にそ の等色

線写真を示す。 これまでの形に比し孔周辺での応力分

布に乱れが少ない。孔のコーナーを除いた辺部の応力は

Boussinesq場（半無限の場）に近い主応分差線分布を

示している。特に上のコーナ一部は応力が無限大で材料

・・ " 

P=lOOkg 

Fig. 17-1. 集中荷重をうけた時の長方形孔

周辺の応力分布

Stress pattern around a rectangular hole 
under a concentrated load 

50' 

め・

90' 80' 70' 

Fig. 17-2- 長方形孔周辺の集中荷煎による

主応力線と 等領線図

Stress trajectories and the isoclinic 

line by Fig. 17-1 
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q = 100kg/5cm 

Fig. 17-3. ・:r; 分布荷直をうけた時の長方形

孔周辺の応力分布

Stress pattern around a rectangular hole 
under a concentrated load 

が削性変形し丸みをおび，現地の地盤などではこの部分

がすぐ崩壊し暗キョを埋め通水能力を悪くする。崩壊に

よって新しい孔の形ができ応力分布もこれに応じて変化

してくる。

Fig. 18に保方形孔側陸上の応力分布を示す。 この形

, 
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ーナーとそれぞれ欠点をもつので，これらを総合し最良

の断面形を考え卵形を採用した。

卵形の曲線は次式による。

y=a¥(l+b) cos ~+ ccos 雌）

x=a{(l-b) sin B-csin n~) 

この中で各型の条件として

I型 n=2 b=0.2 c=O.l 

JI型 n=2 b=O. l c=0.2 

1[型 11=2 b=0.4 c=O.l 

の 3種につき実験をこころみた。各孔の形を Fig.19に

示す。
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Fig. 19. 卵形各孔の形

Picture of the egg type holes 

a. I型（円形子Lの変型）

この型の等色線を Fig.20に示す。この写真では孔周

Fig. 18. 長方形孔側辺の応力分布

Stress distribution at the side of a 
rectangular hole 

の特色は三角形に比し，上部に応力が集中する。また等

分布荷重に よる影怨が深く達している点 Boussinesq楊

の乱れの少ないことを示している。この形の改良点は上

部のコ ーナー付近にある。

4. 卵形孔周辺の応力分布

今まで円形 • 三角形 • 長方形孔の上載荷重に対する特

性．応力集中個所など を調べてきた。それぞれ孔周辺の

接線応力の集中する個所と して，円孔の場合は 斜め上

部，正三角形では底辺のコーナー，長方形孔では上部コ

P=lSOkg 

Fig_ 20-1- 集中荷重による卵形 I型孔周辺

の等色線図

Stress pattern around a rectangular hole 
under a concentrated load 
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so・ 

{:/)' 

Fig. 20-2. 卵形 I型孔周辺の主応力線と等傾線図

Stress trajectories and the isoclinic line by Fig. 20-1 

辺の縞は側壁にそって上部に移るにしたがって大きな主

応力差となり ，最大値をとった後は減少し，最上部に引

張部がまだ存在する。この周辺接線応力を Fig.21に示

l:'.c.~.,. ぷ盆．ロニ:..:..:.r.字.I.~ ,___ , ... ,--・-・-----・ ●●● - - -・ 

Q I 2 3 4 (JO) 
I 11 11 

- . ， 
衿勺し ふ る 主 合 ： 衷'"・拉苓琴合

＇ 

Fig. 21. 卵形 I型孔周辺の応力分布

Stress cistribution around the egg type hole (I) 

す。左が等分布荷重による応力，右が集中荷重による応

カである。円孔に比べて側壁の応力は相当緩和されたと

はいえ，まだ上下に引張部が存在し，特に底部はかなり

広範囲にわたっている。

荷重の移動にともな う最大接線応力点の移動はやはり

接点にある。側壁の曲率が比較的大きいので，荷重の移

動に よって最大応力点の移動がはげし<, 少し遠ざかる

と上下のコーナーに集中するが，この点曲率が小さいの

で円孔に比し安全である。

b. JI型 （三角形孔の変型）

この型は三角形孔の変形であってコーナーに丸みをお

び，正三角形孔のコーナーが塑性変形した形とも考え ら

れる。 Fig.22にこれを示す。 孔の周りの接線応力を

P=l20kg 

Fig. 22-1. 鋲中荷重による卵形I[型孔周辺

の等色線図

Stress pattern around the egg type hole (I[) 

under a concentrated load 

Fig. 22-2. 卵形lI型孔の主応力線と等傾線図

Stress trajectories and the isoclinic line 
by Fig. 22-1 

P=120kg 
Fig. 22-3. 等分布荷に よる卵形lI型孔周辺

の等色線固
Stress pattern around the egg type hole C lI) 
under the uniform load 
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Fig. 23に示す。 Il型も孔の上下部に少しの引張応力が

ある。また圧縮応力は下のコーナー付近に集中してい

る。この点も荷重中心点から孔への接点である。

以上 2つの形はまだ欠点を有していて最良の形とはい

いがたい。

0123Cf.o) 
'''』 .

Fig. 23. 卵形lI型孔周辺の応力分布

Stress distribution around the egg type hole (JI) 

c. ill型（長方形孔の変型）

Fig. 24に集中荷重による等色線写真，Fig.25に等分

布荷重による等色線写真を示す。孔の周りの等色線は広

範囲にわたってほぼ均等に分布している。 Fig.26に集

中荷重による孔周辺の接線応力分布を示したが，ほぼ均

等で下部に少しの引張力が働きあとは圧縮力となる。次

P=200kg 

Fig. 24-1. 集中荷重による卵形1II型孔周辺

の等色線図

Stress pattern around the egg type hole (IlI) 
under the concentrated load 

Fig. 24-2. 卵形lI型孔の主応力線と＇芥 （頃線図

Stress trajectories and the isoclinic 
line by Fig. 24-1 

q=I4Qkg/5cm 

F.g. 25. 等分布荷重による卵形llI型孔周辺

の等色線図

Stress pattern around the egg type hole (llI) 
under the uniform load 

i国 (f.o.)

Fig. 26. 卵形皿型孔周辺の応力分布

Stress distribution around the egg type 
hole (IIT) by Fig. 24-1 
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に Fig.27に集中荷重による内部応力を計算した結果を
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Fig. 27-1. 卵形皿型孔周辺の測点座標

System of the vertical sections and horizontal 
sections used to Fig. 27 
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Fig. 27-2. 卵形圃型孔周辺の ayの分布

（鉛直線上の分布）

Distribution of the stress (ay) in semi-infinite 
plate with an egg type hole (][) under the 
concentrated load 

Fig. 27-4. 卵形I[型孔周辺の a,の分布

（水平線上の分布）

Distribution of the stress (a,) across the 
horizontal sections in the plate with the egg 
type hole (lli) under the concentrated load 

示す。内部応力の算定は非常にエラーを含み，その主た

るものは等傾線・等色線の帯の太さによる。時には30%

位のエラーを含む。 sheardifference法により計算した

のでこれもやむをえない。現在これによらず主応力を分

離する方法を考えている。 a., a, の値はすべて縞次数

表示をしているが，この点から考えても孔周辺の諸応力

の大きさがわかる。本結果から考えると孔の中心をとお

る水平面上で 6ェは圧縮から引張にかわり，荷重点から

遠ざかるにしたがって a,の値は減少している。次に

Fig. 28に側壁の応力と孔の深さの関係をみると，円孔

0.05 

004 

釘立P Ki) 

003 ]： 
.゚02

001 

10 20 30 40 50 60 70 
H 

Fig. 28. 卵の深さと孔形皿型孔の集中荷重

による最大接線応力

Depths of the egg type hole (ill) and 
the maximum tangential stress 
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と同じように深くなるにしたがって接線応力は減少し，

その度合も一定値に近ずく。その深さは実験模型のサイ

ズでいって35mm以上であった。しかし，円孔に比較し

値は 1/4-1/5の大きさで現地に適用する場合，充分安

全な構造をなしていて現在までのところ最も有利な形と

いえる。

以上実験の結果，応力集中度の 1つの表示法として孔

の周りの最大接線応力を Table2に示す。三角形孔．

長方形孔については孔の側壁の中心でこれを表示した。

なお，等分布荷重に関する表示は P/B表示をした。す

なわち，集中荷重を載荷幅で除したものである。

Table 2- 孔周辺の最大応力値

Maximum tangential stress around the holes 

集中荷重 等分布荷重

i_ h (m) "j,"(に）口〗
円形孔

三角形孔

（辺の中央値）

長方形孔

（辺の中央値）

卵 形 I型

II型

皿型

2.00 

2.55 

3.00 

4.20 

5.00 

5.50 

1.50 

2.00 

3.75 

1. 77 

2.38 

1.50 

3.60 

4.00 

2.00 

2.55 

3.00 

3.50 

4.00 

0.133 2.00 

0.099 2.55 

0.081 3.00 

0.051 4.20 

0.043 5.00 

0.042 5.50 

0.041 1.50 

0.031 2.00 

0 020 3.75 

0.024 1.77 

0.021 2.38 

0.053 

0.042 3.60 

0.038 4.00 

0.040 2.00 

0.030 

0.028 

0.027 3.50 

0.026 4.00 

IV 実験結果に関する考察

1. 円孔周辺の応力分布と最大応力点

0.310 

0.233 

0.211 

0.197 

0.187 

0.180 

0.199 

0.178 

0.180 

0.185 

0.169 

0.144 

0.138 

0.125 

0.107 

0.104 

円孔に関する論文は多いが，特殊な載荷条件のみ解か

れているにすぎない。

a. 過去における円孔に関する論文

ここに関係ある論文をとりあげると，自重を考察せず

板が一様引張力をうける場合の Jeffery3)の論文が基礎

となった。著者は双極座標(a,/3)を採用し， Airyの応

力関数を双極座標に変換し <la, <lfJ , てa/3を決定した。さ

らに上載荷重を Fourier級数で表示し，境界条件として

地表面 (a=O)で知を与え，てafJ=Oと円孔周辺 (a=

ai)でua=O, てar,=Oで定数を決定した。すなわち円

孔周辺では (1pのみが存在する。

これを出発点どして，鵜戸口4)は全域等分布荷重に対

する解を与え， Barjansky5)は集中荷重に対し解き，局

部的な等分布荷重に関しては村上C)が解き与えている。

接触問題に関する玉手7)の論文は，上の双極座標を使用

せず円孔中心に極をもち，地表面および無限遠で与えら

れた条件を乱さない補功の複素応力関数群をも導びいて

半無限板の接触問題の解を重ね合せ，円孔を地表面での

境界条件をみたすべく補助応力関数に含まれる未知係数

を決定し解をえている。ここで論文の詳しい内容にはふ

れないが，これを論文のうち円孔周辺の応力分布に関す

る結果だけを取り出し Fig.29, Fig. 30に示す。

Fig. 29は Barjanskyの論文の周辺応力を計算した結

果で応力値で示すが， Fig.30は <10/uo max で村上の解

Fig. 29. 集中荷重による円孔周辺の応

力分布（理論値）

Distribution of the theoretical tangential stress 
around the circular hole under the concentrated 
load by A. Barjansky 

Fig. 30. 等分布荷重による円孔周辺の

応力（理論値）

Distribution of the theoretical stress 
around the circular hole under the 
uniform load by Murakami and the 
binding pressure by 0. Tamate 
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と玉手の解を示す。等分布荷重と接触問題における載荷

面下のすべりのない条件での解との間には応力分布に大

きな差がある。一般的にいって最大圧縮応力点及び周辺

接線応力分布からみて，接触条件での応力がより分散し

て均等に働いている。

b. 筆者の実験結果との比較

① Fig. 31に集中荷重・等分布荷重による孔周辺の

接線応力の実験値を示す。前の理論値と比較した結果，

Fig. 31-1. 孔の深さが変化した場合の集中荷重

による円孔周辺の応力（実験値）

Distribution of the stress around a 
circular hole under the concentrated 
load by photo—elastic method 

Fig. 31-2. 孔の深さが変化した場合の等分布荷重

による円孔周辺の応力分布（実験値）

Distribution of the stress around the 
circular hole under a uniform load 
by photo-elastic method 

集中荷重の応力分布形は比較的よくあったが，等分布荷

重に関しては，理論値より少し接触問題の解の方に移行

した形を示している。これは最大応力点の位置の違いを

も示している。この点はむしろ集中荷重の分布形に近く

理由として，模型実験による場合物体と物体の接解面の

条件が理論と異なり，載荷面の frictionが大きく影響し

ていて応力分布に違いをおこしている。理論は典型化さ

れ，理想化された条件でしか解かれないので，今後現場

での実験結果より接地反力などが得られるとこの模型実

験が更に完全なものとなりうる。模型実験における載荷

条件のむずかしさがここにある。

③ 筆者の実験中最大応力点に関しては，載荷条件（載

荷は繭方向）．載荷位置のいかんにかかわらず，載荷中

心点より円孔への接点 (m,n点または荷重点の移動を

ともなうときは m 点か n点）が最大接線応力点とな

る。応力値については孔の直上に応力がきたとき最大に

なる。重量物・大型トラクターなどの移動によっての影

響で任意点の応力が圧縮・引張を交互にうける点注意を

要する。

最大接線応力点の位置を図示すると Fig.32 の m•n

点にあり，最大引張応力点は lに現われる。

p
 

p
 

Fig. 32. 円孔周辺の最大接線応力点 (m• n) 

Figure for the points of the maximum 
tangential stress (m,n) and the maximum 
tensile stress (l) subjected to the loads 

どの位深くすれば円孔でも安全かという問題である

が，孔の形に対する応力分布形は最大応力点のずれとし

て現われ，あまり大差はない。最大応力を緩和するため

60cm以上ほしい。 もちろん本実験が均質地盤を仮定し

ている以上．応力分布に多少の差を認めざるをえない。

しかし表層土から千陸後徐々に乾燥していくことや， 1

m付近まで乾燥キ裂がはいっている点などを考えると，

この論は有効であろう。

さらに円孔周辺の応力分布のうち最大応力点の位置を

考える。 S.Timoshenko SJの文献中，ある広い板が一様

引張力 Sをうける場合の円孔の応力は引張方向上の円周

上で (-s), これと直角の円孔上で最大 3Sをうけ，ま

た一方向に Sの引張力， これと直角方向に (-s)の圧

縮力をうける場合は圧縮方向の最も近い円周上で 4S,

これと直角な引張方向の円周上で (-4s)をうけること

を示している。今，板の幅が円孔の直径のちょうど2倍に

なると，この帯板方向の Sの引張力による円孔周辺の応

力は一番幅の狭いところの円周上で十4.3s,帯の端の

自由縁で u0=0.75sであると述べている。部分的な上

載荷重による応力分布の比較は荷重による応力の均等分

布化ができないので，比較の対象がない。しかし Jeffery
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は，均等な引張力 Sをうける板内に自由縁近くで円孔の

直径より薄い帯状の板になると，前述の最大応力点 m,

nが現われるとし， Mindlinが光弾性実験により確かめ

た。結論として応力状態は異なるが，本実験で得た最大

応力点の位置と同じ沼果を得たのは興味あることであ

る。

2. 長方形孔•三角形孔の応力分布に関

する特色

両者はまったく正反対の最大応力点を持つ。長方形孔

では比較的 Boussinesqの応力分布に近い形であるが，

上のコーナーで応力集中をおこし，三角形で下部のコー

ナーに集中する。全体の場でみると応力集中があること

は，ほかの部分の応力を緩和することになるので応力の

再分配をし，なるべく集中個所を少なくするのが均質材

料場内では必要である。

3. 卵形孔の応力分布に関する特色

ほかの形に比べ，一般に応力集中が少なく，特に皿型

長方形孔の変形）が良好である。 皿型について考察す

ると， 孔周辺の応力分布は土に強敵な引張応力が少な

い。結局荷重点からの放射線上に接する辺が多いため

で，これがこの孔の特色である。また円孔に比し，孔周

辺の応力が 1/4-1/5になり，ほとんど完全な理想形に

近い。また通水能力の点からも円孔より流速がつき，孔

に堆積する粘土などが少なくなるのであろう。

以上，各孔の考察を行なってきたが，ここに一言すべ

きことは土の内部に流体圧が存在する場合である。粘土

などでは間ゲキ水圧に相当する。

干拓地においては特に地下水位が高く，干陸直後，暗

キョを穿孔すると地下水位が高いので流体圧（間ゲキ水

圧）を応力分布に関して考えねばならない。特に破壊な

どを考えるときには必要である。流体で満たされた粘土

などが荷重をうけ変形する場合は，全応力が骨組応力と

液圧とに一定の割合で配分され，骨組にかかる平均応力

が小さくなり，深いところまで弾性限界をこすことにな

る。しかし，応力の分布形には変化なく特に最大応力点

の位置などは変化しないと考えられるので，この光弾性

実駿の結果は有効だと考えられる。この点，今後問題と

したい。

4. モグラ暗キョの新しい形の提案

以上種々の孔の形について考察した結果，集中荷重・

等分布荷重のいずれにしろ上載荷重によるモグラ暗キョ

の理想形は次の形になる。

Fig. 33をみると載荷集心点から鉛直方向に放射状の

線を下していく。最初に孔の周辺に達した接点が最大応

力点となる。すなわち放射線上になるべく接する辺の長

い孔ほど応力がなめらかに分布し破壊しにくい。この形

は深さによって異なるので通水断面とし，直径 12cmの
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Fig. 33. 各孔周辺の 最大接線応力点

Points of the maximum stress for each type of the hole 
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在来のモグラ暗キョの大きさとした。深さは深耕20cm 半無限場内の応力分布に近い形をしている。

を考え，孔の深さをこれからさらに 50cmとする。結局 ③ 卵形孔は，比較的なめらかな応力分布をなし，応

水田面より70cmの深さになる理想的な形として Fig.34 カ集中度が小さい。特に皿型に長方形孔に似た形をして

Fig. 34- 新しいモグラ暗キョの形

New type of the mole drain 

に示す。上下部の辺は，上部を 7cmのRの組合せ，下

部は 3cmの半円底とする。これは卵形皿型孔の変型で

ある。

V 結言

以上実験を行なった 6種の孔の形に関する結呆をまと

めてみると，

① 円孔は応力集中が一番大きく，モグラ暗キョとし

て不適当である。この形で施工し排水を行なうときは少

なくとも 60cm以下に穿孔すべきである。

③ 正三角形孔は底辺のコーナーに，長方形孔は上部

のコーナーに応力が集中するが，円孔に比し集中度は少

ない。特に長方形孔はコーナーを除けば Boussinesqの

いる点，円孔に比し対象的である。

④ いかなる形でも最大応力点の位置は Fig.33にみ

る放射線が最初に出合った位置となる。

⑤ モグラ暗キョの理想型は Fig.34に示す形とな

る。

今後の問題点としては，模型により穿孔時の土のみだ

れの影響（ヒズミ分布）と，土による破壊時のヒズミ分

布などよりこの孔の形を検討し，現地施工にとり入れた

vヽ
゜
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Stress Distribution around Mole Drains under the Load 

Rikuji NAKAMURA 

Summary 

This report deals with the stress distribution analysis of a mole drain. 

In Japan, mole drains are frequently used for drainage prajects at moist areas. Recently, large tr-

actors and cultivators have come to be used in farming, and then the mole drains would be broken by 

their weights. The safety of a mole drain is dependent on the stress distribution conditions around the 

hole. The author wanted to analyze these problems by means of the≪photoelastic apparatus", assuming 

that the ground was an elastic mass. 

In the case of a circular mole drain constructed near under the surface of a semi-infinite ground, 

the stresses around the hole by local uniform or concentrated surface load show the maximum tensile 

stress value at the point l and the maximum tangential stress values at the points m and n. The m and 

n are contact points on a circular hole from the point k. 

Generally speaking, the maximum tangential stress points around the hole are shown in Fig. 33, and 

then it will be concluded that an ideal shape of mole drains has radial lines extended from the center 

of a load as side walls of the hole. 
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