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2．岩盤の動的物性 

2.1 動的物性の検討方針 

「岩盤」の「動的特性」に関する「試験・実験」の既往研究を調査し，問題点と今後の課題を整理

する．次フェーズとして，整理した結果をもとに必要と考えられる試験法の標準化と体系化を目指す． 

 

2.2 文献調査 

2.2.1 岩盤の動的物性の文献調査事例 

岩盤の動的特性に関して， 近実施された文献調査事例がいくつか存在する．今回の文献調査につ

いても，これらと重なる部分が多いため，「試験・実験」に絞り，これら５つの概要をまとめた． 

①吉中(2009)：耐震設計を見据えた「岩盤動力学」構築の重要性と今後の展開，深田地質研究所． 

②伊藤ら(2010)：岩盤動力学の現状と今後の課題，深田地質研究所． 

③Zhou and Zhao(2011)：Advances in Rock Dynamics and Applications. 

④Zhao and Li(2013)：ROCK DYNAMICS AND APPLICATIONS. 

⑤地盤工学会（2011）：「岩石及び岩盤不連続面の動的繰返し強度･変形試験方法基準化検討」に

関する報告書． 

 

(1) 文献①（吉中，2009）について 

1，2章では，既往の岩盤構造物（重要施設基礎，岩盤斜面，ダム基礎，地下空洞・トンネル，核

燃料廃棄物地層処分施設）の設計体系（地震時の安定性評価）では，岩盤を等価連続体と仮定してお

り，不連続面の影響が十分に反映されていないことが指摘されている．この影響を反映するためには，

岩盤動力学（解析用岩盤モデルの高度化，解析用物性の設定方法，岩盤の動的解析手法の実用化）の

体系化が必要であることが指摘されている． 

3章では，海外の2つの動的物性を研究している施設（Joseph Fourier大学，Toronto大学）が紹介

されている．Joseph Fourier大学については，主に繰返し載荷を実施している不連続面のせん断試

験の例が紹介されており（図2.1），Toronto大学については，破壊の進展等に着目した真三軸試験

の例が紹介されている（図2.2）． 

4章以降では，Celestino and Goodman (1979)，Grawfod and Curran (1981)，Girrete et al. 

(1983)，Kana et al. (1991)，Homand-Etienne et al. (1999)，Jafari et al. (2003)，Belem et 

al. (2007)に見られる7つの研究例が紹介されている．全てが繰返し載荷を行った岩盤不連続面のせ

ん断試験の例（図2.3）である．1979～2007年にわたり，海外では継続的に研究がなされていること

が紹介されている．これらの試験では大変位振幅の繰返し載荷を与えて単調載荷の結果と比較した文

献が多く（図2.4），繰返し載荷時の強度低下やそのモデル化に主眼が置かれている． 
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5章では，複合降伏モデルによる動的解析の事例が紹介され，6章では，そのモデル化を含めた詳

細が紹介されているが，本WGの対象外であるため，ここでは内容を紹介しない． 

7 章では，Aydan ら（2009）の論文が紹介されている．岩石の一軸試験や空洞模型実験において，

AE センサーを設置して破壊時に発生した加速度波形の発生を計測した事例である（図 2.5）．破壊

時に発生する波形，すなわち地震（振動）の発生機構に着目している． 
 

 

 

   

図2.1 不連続面のせん断試験の例           図2.2 真三軸試験の例 

 

     
図 2.3 繰返し試験の例（左：Girrete et al. (1983)，右：Kana et al. (1991)） 

 

   

図 2.4 応力-変位関係の例（左：Celestino and Goodman (1979)，右：Jafari et al.(2003)） 
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(2) 文献②（伊藤ら，2010）について 

文献①の続編的内容である．3名の著者により，各章を分担している．第1章は岩盤構造物の耐震

設計の現状と課題（伊藤洋），第2章は不連続性岩盤の動的解析手法の現状と課題（佐々木猛），第

3章は岩盤動力学の発展への課題－入力物性など－（吉中龍之進）である．本WGの対象に近い第3章

の概要について紹介する． 

第3章は，基本的に文献調査による事例紹介である．文献①と重なる文献を除くと，2つの海外文

献が紹介されている．１つはHatzor(2009)による古代遺跡の地震対策を論じたイスラエルの研究で

あり，節理性の岩盤に対してDDAを用いた数値解析に際して，その節理の力学特性を求めるために一

面せん断試験を実施している（図2.6左）．もう１つは宮殿の補強を目的としたLee et al.(2001)に

よるスウェーデンの研究である．先に示した図2.4と同様に，不連続面を対象として静的な載荷で破

壊した後に除荷して逆方向にせん断する繰返し一面せん断試験が紹介されている（図2.6右）．文献

①と同様に海外では，大きなひずみレベルの不連続面の繰返しせん断により，強度やダイレタンシー

特性の変化を調べるため実験を行っている例が多い．得られた実験結果は概ね同様の傾向を示し，初

期の載荷で得られたピーク強度が繰返しせん断を受けるとピーク強度が低下し，同時に正のダイレタ

ンシーも小さくなる． 

 一方，国内の不連続面の一面せん断試験装置の例として，京大，九大，電中研，埼大，サンコーコ

ンサルタント（吉田ら）の装置についても紹介されている．国内では静的載荷が可能な不連続面の一

面せん断試験装置はある程度存在し，静的強度を求める目的で地盤工学会において試験の基準化（地

盤工学会基準，2008）が既に行われている．その一方，動的載荷が可能な装置や研究事例（岡田・

 

   

図 2.5 Aydan らの実験例（Aydan et al., 2009 ） 

 

   

図 2.6 不連続面の一面せん断試験装置の例（左：Hatzor, (2009)，右：Lee et al., (2001)) 
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納屋，2008）は少ない（図2.7）．また，試験装置の多くがコアを使った試験となるが，不連続面の

せん断試験結果には寸法効果があるため，大型の試験も必要であることが指摘されている（図2.8）． 

 3.4節前半では繰返しせん断試験で得られた試験結果のモデル化の例が紹介されている．内容につ

いては，文献①（図2.4左図に記載）のCelestion and Goodman (1979)のモデルに加え，同じく文献

①のHomand-Etienne et al.(1999)のモデル（図2.9），Jafari et al.(2003)のモデル（図2.10）

等が紹介されている．ともに，繰返し載荷後の強度低下を表したモデルである．国内と異なり，海外

では一面せん断試験の繰返し載荷試験の事例が比較的多いが，変形特性ではなく，強度特性に着目し

たものが多い． 

3.4 節後半ではインタクトロック（岩石）の繰返しせん断試験で得られた試験結果の例が紹介され

ている．吉田ら（1966）は，本四連絡橋の基礎岩盤（神戸層シルト岩）を対象にして静弾性係数と

動弾性係数が大きく異なる原因を載荷速度依存性の観点から考察している．ただし，その後の研究か

ら載荷速度だけでなく，ひずみレベルの違いが大きな一因であることが付言されている．西

（1984）は，泥岩を対象に破壊するまで繰返し荷重を与える繰返し試験の例を紹介している．この

研究では繰返し軸差強度に及ぼす初期せん断の影響や拘束圧の影響等を示している．Yoshinaka and 

Osada(1995)は，砂岩，シルト岩，泥岩を対象に，静的強度とマルチステップの動的載荷試験から得

られた動的強度を比較し，概ね両者が等しい結果となることが示している． 
また，繰返し載荷の影響以外に，載荷速度の増加により一軸圧縮強度が増加した実験データや，イ

ンタクトロックの（静的な）寸法効果を示した実験データ等や不連続面の（静的な）寸法効果を示し

た実験データ等が紹介されている．これらは静的試験の結果であるため，動的物性とは直接関はない

が，繰返し載荷の影響においても，本来は寸法効果を無視することはできないことを示唆している． 
 

 
 

    

図 2.7 動的一面せん断試験装置の例)              図 2.8 大型のせん断試験の例 

 

      

図 2.9 Homand-Etienne らのモデル             図 2.10 Jafari らのモデル 
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(3) 文献③（Zhou and Zhao，2011）について 

文献①の中にも触れられていたが，2008 年に ISRM に Commission on Rock Dynamics が設立され，

2009 年 6 月に workshop が開催され，体系化が必要との観点から Rock Dynamics に関して取りまと

められた書籍である．内容は 18 章からなる．本岩盤物性 WG として関連のある章は，次の章である． 

・3 章：Split Hopkinson pressure bar tests of rocks 

・4 章：Modified Hopkinson bar technologies applied to the high strain rate rock tests 

・5 章：Wave shaping by special shaped striker in SHPB tests 

・6 章：Laboratory compression and tensile testing of rock dynamic properties 

・7 章：Penetration and perforation of rock targets by hard projectiles 

・15 章：Earthquakes as a rock dynamic problem and their effects on rock engineering 

structures 

 

3 章～5 章では，スプリット・ホプキンソン圧力棒法（Split Hopkinson pressure bar test：以

降 SHPB 法と記載する）を用いた動的試験法について記載されている（図 2.11）．一般的な SHPB 試

験法と大きく変わるところはなく，2 本の棒（入力棒 incident bar と出力棒 transmitted bar）お

よび打撃棒（striker bar）から構成される．試料を 2 本の棒の間に挟んで，入力棒の始点に打撃棒

を衝突さると，その中を弾性圧縮応力波（入射波 incident wave）が伝播していく．この時の入力棒

中の入射波と反射波の挙動をひずみゲージ（ I , r ）によって計測し，出力棒中の透過波の挙動をひ

ずみゲージ（ t ）によって計測する．入力波と反射波が干渉しないように入力棒は十分長いことが必

要である．図 2.11 に記載のとおり，試料の両端の荷重（P1，P2）と速度（v1，v2）は次式で求められ

る． 

,1 riAEP  
tAEP2
                (2.1) 

,1 riCv  
tCv2
                (2.2) 

E は棒のヤング率，A は棒の断面積，C は棒の応力伝播速度である．紹介された装置では，載荷には

ガス銃を使用している．本試験法のピーク荷重の載荷時間は，30～200μs（ 大 1000GPa/s 程度）

である．これを利用し，高速載荷時の一軸圧縮試験だけでなく，圧裂引張り試験（図 2.12），三軸

圧縮試（図 2.13）を実施した結果が紹介されている．ただし，この時点では結果の説明，解釈に重

点が置かれており，岩石を対象とした十分なデータはまだ得られていないようである． 
6 章には SHPB 試験法に対して，1/1000 以下の載荷速度となるが，油圧とガス圧を用いた試験装置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.11 Split Hopkinson pressure bar test の概要 
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と試験例を示している．この方法では，荷重速度で 10～105MPa/s，ひすみ速度で 10-5～10-1strain/s

の広範囲の試験が可能である．載荷速度の増加により，三軸試験における軸差強度がやや増加する結

果やヤング率はあまり変化しない結果が示されている．7 章には弾丸やロケット等の発射体に対する

岩盤の影響を検討した実験例が示されている（図 2.14）．発射体が貫通するスピードと貫入深さの

関係が示されている．  
15 章には文献①の 7 章に一部記載されていた Aydan らの研究成果が記載されている． 初に岩盤

の破壊に伴う動的挙動を観察するため，岩石の破壊試験，岩石ブロックの接触面を対象としたスティ

ック・スリップ実験に伴って発生する加速度応答を取得し，加速度と仕事量の関係，加速度と相対変

位の関係を求めてる（図 2.5 右，図 2.15）．次に，地震発生その予知の観点から，地殻の応力状態，

地盤挙動，地震予知方法について考察している．その次に，岩盤構造物への地震の影響の観点から，

各種の岩盤構造物を対象とした模型実験（図 2.16）と実際の破壊事例を紹介している． 後に，地

震時安定性評価に係る数値解析の事例を紹介している． 
 

(4) 文献④（ Zhao and Li，2013）について 

文献③に続き，2013年6月に開催されたFirst International Conference on Rock Dynamics and 

Applicationのproceedingsであり，13編のkeynoteと77編のtechnical paperからなる．このうち，

特に本岩盤物性WGに関するものは，Laboratory testing and field observationのうち，数値解析

と地震観測を除く19編である．Keynoteの数編の中に文献③にも記載のSHPB法の試験結果もまとめら

れている．technical paperの19編についても，3編（Ouyang，2013；Yin et al.，2013；Zhang，

        

図 2.12 SHPB 法を用いた圧裂試験          図 2.13 SHPB 法を用いた真三軸試験 

 

 

図 2.14 発射体の貫入実験 
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2013）はSHPB法に代表される岩石の高速載荷試験（衝撃試験）を対象とした試験結果であり，その

うち1編がZhang(2013)による高速載荷試験に関する既往研究結果のレビューである（図2.17）．そ

れ以外では，岩石の三軸試験における破壊前後の繰返し載荷の影響（Dai and Xia, 2013），AEの計

測事例（Taheri and Chanda, 2013；Fang, 2013），岩石試験のせん断面上に初期の切欠きを挿入し

て応力降下を計測した事例（Keshavarz et al., 2013），岩盤不連続面を対象とした繰返し載荷試

験（Tsubota et al., 2013，図2.18），坑井周辺の亀裂の破壊進展の条件を調べるための小型模型

実験（Fu et al., 2013），トップリング破壊に着目した模型実験（Nishimura et al., 2013，図

2.19），岩石試料の破壊メカニズムを調べるためのオプティカルフローによる画像解析

（Bhattacharjee and Deb, 2013），破壊・崩落の前兆現象を調査するための微小地震観測の事例

（Tsesarsky and Wust-Bloch, 2013），選鉱や削孔のelectric pulse power methodに関連する絶

縁破壊強度を調べた実験（Cho et al., 2013），地滑り面上の観測事例（Xu et al., 2013）である． 

 

      
図 2.15 大加速度と相対変位の関係 

 

 
図 2.16 不連続性岩盤の模型実験の例 
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図 2.17 岩石の高速載荷試験のレビュー 

 

 

図 2.18 不連続面の静的試験と繰返し試験結果から得られる強度と剛性 
 

 

図 2.19 層状岩盤の加振模型実験 
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(5) 文献⑤（地盤工学会，2011）について 

本文献は，地盤工学会において岩石，岩盤，不連続面の動的繰返し強度・変形試験法を基準化する

かどうかの検討のために設立されたWGの文献調査結果である．「岩石および岩盤不連続面の動的繰

返し強度・変形特性」に関する国内外の主要な研究論文（国内約110編，海外約60編）を収集し，対

象材料（岩石，岩盤，岩盤不連続面）および試験方法（繰返し三軸試験，繰返し一面せん断試験，繰

返し単純せん断試験）ごとに分類・整理されている．これらの試験法のうち，岩石を対象とした繰返

し三軸試験の事例が多数あることが報告されている．この調査の結果として，既往研究が豊富であり，

また基準化が比較的容易な２種類の岩石の繰返し強度試験法（多段階載荷試験JGS2561: 2011と疲労

試験JGS2562:2011）が基準化された（地盤工学会基準，2012a；地盤工学会基準，2012b）．これら

の基準の解説にも文献調査の結果がまとめられている． 

基準化はされなかったが，直接せん断試験（単純せん断試験および一面せん断試験）を対象とした

事例もいくつか報告されている（杉山ら，2003；藤谷ら，2003，五月女ら，2004；酒井ら，1994）

このうち，杉山ら（2003）は，図2.20に示すように動的繰返し単純せん断試験を圧密非排水条件下

で，0.1Hz，0.5Hz，1.0Hz，5.0Hzの載荷周波数で実施し，微小ひずみレベルでは動的せん断弾性係

数や減衰定数には載荷周波数の影響が見られないことが報告している．藤谷ら（2003）は，動的単

純せん断試験と動的三軸試験から得られた動的変形特性が概ね等しいという結果も得られている．こ

れらの試験事例は，岩石ではなく，断層や弱層と対象とした実験であり，土質材料と同じ試験方法が

とられている．断層や弱層では，三軸試験を行う供試体の高さが確保できない場合に，単純せん断試

験や一面せん断試験が用いられているが，事例は必ずしも多くないため，この時の検討では基準化に

は至らなかった． 

また，岩盤に対する原位置の繰返し載荷試験も調査されており，過去には岩盤せん断試験や平板載

荷試験などを実施した事例が紹介されている．藤原ら（1984，1985）は，図2.21に示す装置を用い

て動的な原位置岩盤せん断試験を，軽石凝灰岩を対象として実施している．約43cm角に切り出した

岩盤ブロックを鉄筋コンクリートのブロックで被覆し，左右より交番する繰り返しせん断荷重を載荷

している．結果として，動的な岩盤せん断試験と通常の静的な岩盤せん断試験の結果と比較し，内部

摩擦角φは概ね等しく，粘着力cは動的の場合に若干低下することが示されている．また，動的な平

板載荷試験（図2.22）は，各種岩盤を対象に約20例行われた実績が記載されているが，各例の詳細

については記載が無く不明である（日比野ら，1987；土質工学会（1989）；伊藤（1994））．また，

平板載荷試験以外の変形試験として，酒井ら（1994）や藤谷ら（1994）による動的プレッシャーメ

ータ試験，岡田ら（2006）による原位置動的三軸試験および山本ら（1996）による起振実験等の事

例が報告されている．ただし，これらの試験は，その後はあまり実施されていないようである．その

ため，この時の検討では基準化には至らなかったことが記載されている．なお，不連続面を対象とし

た繰返しせん断試験の例も紹介されているが，文献①②と重なる部分もあるため，ここでは記載しな

いが，単純せん断試験と同様に事例は必ずしも多くないため，この時の検討では基準化には至らなか

ったことが記載されている． 

   

図 2.20 弱層を対象とした繰返し単純せん断試験の例 
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2.2.2 動的問題の分類 

動的物性とは本来，加速度の影響を考慮することを意味する．しかし，前節の文献調査事例におい

ても，一般的には載荷速度や繰返し載荷の影響を意味する物性を指す場合が多い．図2.23に載荷時

間と繰返し回数による動的問題の分類を示す（石原，1976）．載荷時間とは，ある応力またはひず

みが地盤の中に達成されるまでの時間とする．載荷時間の長短は，荷重速度またはひずみ速度の大小

に置き換えても同じことである． 

発破等の衝撃の問題と地震動の問題は，繰返し回数，載荷速度において重なる部分がないため，異

なった動的物性ととらえる方が賢明である． 

 一方，地盤の動的諸問題について，ひずみの大きさの観点から整理したものが図2.24である（石

原，1976）．ひずみが小さい時は力学特性を弾性と仮定して，原位置では弾性波探査により，室内

では波動伝播を利用して，ヤング率，ポアソン比を求めることができる．ひずみがさらに大きくなる

と振動を受けた後に何らなの永久変形が残存し，波動の伝播や振動中における動的エネルギー損失が

目立って大きくなる． 

     

図 2.21 動的岩盤せん断試験の例（藤原ら,1984）   図 2.22 動的平板載荷試験の例(日比野ら,1987) 

 

  

図2.23 載荷時間と繰返し回数による動的問題の分類)  図2.24 載荷時間と繰返し回数による動的問題の分類 
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 近の調査では，微小ひずみ以降の広範囲のひずみレベルでは室内の繰返し載荷試験が精度よく実

施できるようになったため，起震機試験，室内の共振法，原位置の繰返し載荷試験などは用いられな

くなっている． 

 

2.2.3 載荷速度の影響 

(1) 岩石の場合 

載荷速度の影響を調べるための負荷装置の形式とひずみ速度の範囲の関係が図2.25に示されてい

る（土木学会構造工学委員会，1993）．ひずみ速度が10-1/s程度までは準静的な領域であり，載荷方

法として一般的に用いられる油圧式またはギア式の載荷装置が用いられる．10-1/s～101/sのひずみ

速度では慣性力が無視できなくなってくる中間的な領域で，高圧の気体や機械式の載荷装置が用いら

れる．また，それ以上の速度では衝撃の領域で，SHPB法の原理を利用した載荷装置が用いられる．

図2.17に岩石の引張り強さ高速載荷試験のレビューを示したが，Bishoff and Perry (1991)による

コンクリートの圧縮強度のレビューを図2.26に示す．岩石の引張り強さと同様に，100～101strain/s

で速度効果が大きく異なる． 

 国内においては精密雷管の爆発により円柱状の棒の一端に衝撃圧を加え，他端で反射して生じる引

張応力によって動的な引張り強度を，馬ら（1998）により調査された事例が報告されている（図

2.27）．この実験の結果，用いた各材料の応力波の減衰指数は，大理石：0.39，砂岩：0.61，花崗

岩：0.46，モルタル：0.51，凝灰岩：0.58 と求められた．さらに，応力波のピーク値の減衰特性を

考慮した材料の引張強度は，圧裂試験によって得られた静的引張強度と比べ，1.2 倍～3.3 倍の大き

な値を示すことが明らかにされた（表 2.1）．また，丁ら（2001）は，同様の動的試験により，乾燥

状態および飽和状態の 3 種類の岩石（来待砂岩，田下凝灰岩，稲田花崗岩）について，ひずみ速度

と引張強度の関係を求めた結果を報告している．この実験から，岩石の引張強度は乾燥状態のみなら

ず飽和状態においてもひずみ速度の増加に伴って増大する結果が得られた．特に，空隙率の高い来待

砂岩と田下凝灰岩は，飽和状態の方が引張強度が低下したが，空隙率の低い（0.49％）稲田花崗岩

では両者の間に有意な差が認められなかった（図 2.28）． 

 一方，変形特性については，SHPB法の試験データが示されておらず強度と同様の載荷速度依存性

を示すかどうかについては不明である．ただし，微小ひずみレベル（弾性範囲）においては，超音波

速度（通常数十k～数MHz）から求められるヤング率と載荷試験から得られるヤング率（通常1Hz以

下）はほぼ一致するデータが多数存在することから，これらの速度範囲内では載荷速度の影響はほと

んどないものと考えられる．つまり塑性変形や破壊が生じる場合に載荷速度の影響が生じることが推

察される．静的および準静的なひずみ速度の範囲では，軟岩を含む地盤材料の応力－ひずみ関係につ

いて，三軸試験の載荷中にひずみ速度のオーダーを変化させるような載荷試験により，載荷速度と非

可逆ひずみに依存する非線形三要素モデルで表現することがTatsuoka et.al.(2008)により試みられ

ている．提案の構成式は異なるが，硬岩についても，載荷中にひずみ速度のオーダーを変化させるよ

うな載荷試験により，ピーク以前の応力－ひずみ関係を求める試みがHashiba et al.(2006)や羽柴

ら（2010）によりなされている． 

 

図2.25 動的試験に必要な負荷装置の形式とひずみ速度の範囲 
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図2.26 コンクリートの圧縮強度のひずみレベル依存性 

 

 

                        表 2.1 実験から得られた動的引張結果 

  

図2.27 ホプキンソン効果を利用した実験 

 

  

      (a) 来待砂岩              (b) 田下凝灰岩          (c) 稲田花崗岩 

図 2.28 飽和および乾燥条件における引張強度のひずみ速度依存性 
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(2) 岩盤不連続面の場合 

砂岩，花崗岩などにある複数の岩盤不連続面を対象に，0.01～100mm/sの載荷速度でせん断試験を

行った研究63)によると，せん断速度の増加により強度が増加する結果やほととんど依存しない結果，

あるいは低下する結果など様々である．この原因として節理の幾何学的な凹凸や母岩の硬さが影響を

与えていると推察されている． 

 変形特性については，データそのものが少ないが，先に示した図2.18の実験データでは，静的な

試験と動的な試験（繰返し試験）のせん断剛性が比較されており，データにばらつきが大きいがあま

り差がないことがTsubota et al.(2013)により示されている．ただし，この結果には繰返しの影響

も含まれており解釈には注意が必要である．単純に速度だけを変えた試験結果は調べた範囲では見ら

れなかった． 

(3) 岩盤の場合 

 岩盤（岩と不連続面を含んだマス）の力学特性は通常，変形特性については平板載荷試験，強度特

性については岩盤せん断試験が用いられる．通常，国内では60cm程度の試験体を用いるため，１つ

の試験が大がかりになり，試験コストも高い．このため，同一岩盤・岩種に対して速度を変えて試験

を行った例は見られない．ただし，岩盤は岩石と不連続面を含むため，両方の影響が含まることが予

想される．岩石については前述のとおり，速度依存性はほぼ明確になっている．岩盤不連続面につい

ては前述のとおり，速度依存性は明確でないため，データのデータの蓄積が期待される． 
 

2.2.4 繰返し回数の影響 

(1) 岩石の場合 

繰返しの影響を調べるためには，供試体に繰返し荷重を加えなければならないが，岩石の動的強度

に着目した既往研究における力学試験の載荷パターンは，大別すると図 2.29 に示すとおり，次の三

つのパターンに分類される（岡田・伊藤，2010）． 

(a) ある初期せん断応力を載荷した後，破壊す

るまで一様の振幅で繰返しせん断応力の載荷

を行う一様載荷パターン 

(b) 初期せん断応力を増加させながら，せん断

応力振幅を多段階で増加させる多段階（初期

せん断増加）パターン 

(c) 初期せん断応力は一定で，せん断応力振幅

のみ多段階で増加させる多段階（初期せん断

固定）パターン 

繰返し変形特性を求めるための三軸試験方法につ

いては，地盤工学会において既に基準化されて

「動的強度特性を求める岩石の多段階繰返し非排

水三軸圧縮試験方法（JGS2561）」（地盤工学会基

準，2012a）は(b)の一種，動的変形特性を求める

「地盤材料の変形特性を求める繰返し三軸試験方

法（JGS0542）」（地盤工学会基準，2009）は(c)

の一種，「岩石の疲労特性を求めるための繰返し

非排水三軸圧縮試験方法（JGS2562）」（地盤工学

会基準，2012b）は(a)の一種と考えることができ

る． 

 岩石の繰返しの強度については，泥岩の軟岩を

対象として上記(a)および(c)の条件で，圧密非排

水繰返し三軸試験を行った西・江刺(1982)の研究

がある．同一条件で実施した載荷周波数 0.1，0.5，

 

  図2.29 繰返し載荷試験の載荷パターン
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1.0，3.0Hz の軸差応力と破壊までの繰返し回数の関係（通常，疲労曲線または S-N 曲線と呼ぶ）が

求められた（図 2.30）．なお，縦軸は N＝1 波目の軸差応力で無次元化されている．周波数が 0.1～

3.0Hz の範囲では周波数依存性は見られない．本研究では，拘束圧により若干このこの曲線の勾配が

ことなること，初期の軸差応力が大きい程，繰返し載荷時の強度が大きくなることも示されている． 

軟岩である大谷凝灰岩と硬岩である伊奈川花崗岩を対象に気乾条件と飽和条件で一軸圧縮試験によ

り一軸圧縮強度と軸差応力と破壊までの繰返し回数の関係を求めた石塚ら（1993）の研究もある．

これより，疲労曲線の傾きは乾燥条件では硬岩と軟岩で大差がなく，飽和条件では硬岩と比較して軟

岩の勾配が大きくなる結果が示されてる． 

次に，図2.29(b)の条件で，新第三紀の神戸層の泥岩と砂岩を用いて圧密非排水繰返し三軸試験を

行い，単調載荷試験の結果と比較した吉中ら（1987）の事例がある．これより，両岩種ともに繰返

し載荷の強度と単調載荷の強度はほぼ等しい結果が得られている．ただし，繰返し載荷と単調載荷の

載荷速度は異なるため，この試験結果には前項（2.3.3）に記載の載荷速度の影響が含まれている点

に注意が必要である．すなわち，速度効果により繰返し載荷の強度が増加し，疲労の効果により強度

が低下し，結果として繰返し載荷と単調載荷がほぼ等しくなっていると考えられる．この考え方に基

づき，岡田・伊藤（2010）は動的強度の評価方法を提案し，その評価方法を検証した研究も見られ

る（図2.31）． 

岩石の繰返し変形特性については，「地盤材料の変形特性を求める繰返し三軸試験方法

（JGS0542）」（地盤工学会基準，2009）が，土質地盤と軟岩を対象とした試験基準として制定され

た関係から実務でも軟岩を対象に数多くのデータが存在する．11波の正弦波をマルチステップで載

荷していく方法であり，土質地盤と同様にせん断弾性係数G（あるいはヤング率E），履歴減衰率hと

軸ひずみεaの関係を求めるものである． 

 

  図2.30 疲労特性の周波数依存性 

     

図2.31 動的強度の評価方法（左）と検証結果（右）) 
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(2) 岩盤不連続面の場合 

岩盤不連続面の繰返し載荷試験は2.3.1(1)(2)に記載のとおり，繰返し載荷を与えることにより，

疲労の効果により強度低下していくことが実験的に示されているが，岩石の場合と異なり，系統的な

研究がないため，統一的な結論を得るに至っていない．岩自体の特性に加えて，不連続面上の岩石の

凹凸，摩耗等の影響を受け，結果は複雑になることが想像される． 

変形特性については，岩石と同様にせん断変位レベル依存性を示すことが予想されるが，広範囲の

せん断変位振幅を与えて実験を行った例は少ないため（Tsubota et al.(2013)；西・江刺

（1982）），一般的な結論を得る至っていない．また不連続面の一面せん断試験では，通常，試料

の周辺を石膏等の材料で固定する．このため，せん断箱の変位に固定材料の変位も含まれるため，十

分な精度で不連続面の変形特性を正しく計測できるかどうかという試験方法の原理的な問題もある． 

(3) 岩盤の場合 

事例は少ないが図2.21に示した繰返し岩盤せん断試験を行った結果を，藤原ら（1984）は，単調

載荷の岩盤試験の結果と比較した．これによれば，両者のφは概ね等しく，ｃは繰返し試験の場合に

若干低下することが示されている．ただし，繰返し岩盤せん断試験と単調載荷の岩盤試験は載荷速度

が異なるため，繰返しの影響に加えて，載荷速度の影響も含まれている点に注意が必要である．類似

の岩盤せん断試験は，藤原ら（1985）により凝灰角礫岩でも実施されているが，こちらについては

変形特性のみ示されており，強度特性には触れられていない． 

 

2.3 原子力発電所の岩盤の耐震設計に関する動的物性の問題 

岩盤の耐震設計に対して も積極的なのは日本では原子力発電所の基礎岩盤や周辺斜面の耐震設計

であろう．現在，日本の原子力発電所は再稼働のため，原子力規制庁の新規制基準適合性に係る審査

を受けている．これらの資料は全て公開であり，基礎地盤や斜面の評価結果も確認することができる．

それらを確認すると，基礎地盤および斜面は所定の安全率（基礎地盤1.5以上，斜面1.2以上）を十

分満足しているが，動的解析（等価線形解析）の結果を確認すると，大規模に引張り破壊領域が発生

している．現状では引張り強度＝0と保守的に評価されているためと考えられるが，実際には不連続

面を有する岩盤にどの程度の引張り強度があるのかを試験で評価する方法がない．このようなことか

ら，電力中央研究所では，大村ら（2011）や岡田ら（2013）により原位置における岩盤の引張り試

験法の開発を進めている（図2.32，図2.33）．これらにより，岩盤の引張り強度は潜在的な割れ目

の影響により岩石の引張り強度よりもかなり小さくなることが示されている．不連続面を有する岩盤

の引張り強度に関連して，Tokashiki and Aydan (2010)は，琉球石灰岩の張り出した崖の調査結果

に基づき，片持ち梁を想定した解析的な評価から岩盤の引張り強度を推定している．この研究による

と，対象の岩盤の引張強度は0.25～1.0MPa程度と推定され（図2.34），これはインタクトな岩石の

引張強度に比べ，0.06～0.25倍の強度となった．また，一軸圧縮強度や弾性係数と同様に，岩盤の

引張強度についても岩盤等級（RMR）に基づいて評価できる可能性があることが示されている．上記

の原位置の岩盤引張り試験の結果と比較すると大変興味深い結果が得られるものと思われる． 

また，引張り強度以外に，岩盤せん断試験および平板載荷試験に変わる試験方法として，岡田ら

（2008）によって，直径約 40cm，高さ約 100cm の円柱供試体を切り出して試験を行う原位置岩盤三

軸試験が開発された（図 2.35）．これにより，不連続面を含む岩盤の応力－ひずみ関係を直接得る

ことができるようになった． 近では，岡田ら（2016）は，風化砂岩を対象に原位置で繰返し三軸

試験も実施し，割れ目を含む岩盤の繰返し変形特性を得る事に成功している（図 2.36）． 

ところで，動的解析により大規模に引張り破壊領域が発生するのは，基本的に線形解析を行ってい

るためという側面もある．そのため，線形解析に変わる非線形解析の開発も行われている（吉中ら，

2013）．これらの新しい解析手法の検証のための加振模型実験も石丸ら（2015）や石丸・河井

（2011）により多数実施されており（図 2.37，図 2.38），今後，検証結果が報告されるものと思わ

れる． 
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図 2.32 原位置引張り試験の例              図 2.33 原位置引張り試験の例 

 

 
図 2.34 岩盤の調査結果と解析的に評価された引張り強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 2.35 原位置岩盤三軸試験の例                         図 2.36 原位置繰返し岩盤三軸試験の結果 

 



 

物性17 

   

図 2.37 遠心模型実験の例             図 2.38 大規模１G 実験の例 

 

2.4 文献調査のまとめ 

1) 近年，岩盤の動的物性に関する関心が高く，いくつかの文献調査事例が見られる．国際岩の力学

連合会（ISRM）のRock Dynamics委員会では，動的物性については，衝撃力破壊に主眼を置いた

研究が多く，耐震設計を念頭においた研究事例は少ない．その一方，海外では岩盤不連続面の繰

返し強度特性に着目した研究が多く見られるが，国内ではその事例は少ない．また，国内におい

て，岩石の繰返し試験は研究事例は多く，地盤工学会では近年，岩石の繰返し変形試験だけでな

く，繰返し強度試験についても試験方法が基準化されている．  

2) 動的物性に関する研究は，力学特性の載荷速度，繰返し回数，ひずみレベルの影響に関する研究

に分類される．岩石については，これらの研究事例は多数見られ，一般的な傾向は得られている．

その一方，岩盤不連続面や不連続面を含む岩盤については，研究事例が少なく，一般的な傾向を

得るには至っていない．海外では岩盤不連続面を対象とした繰返し載荷試験の例も存在するが，

繰返し載荷後の強度を目的としたものであり，動的変形特性についてはあまり検討されていない． 

3) 国内の原子力土木分野では，設計用地震動の増大に伴い，従来の等価線形解析に変わる時刻歴非

線形解析の開発が行われており，岩盤物性評価の高度化のため，原位置繰返し三軸試験や原位置

引張り試験等の開発が実施されている．  

 

2.5 動的物性評価の現状と今後の方向性 

 原子力発電所の基礎岩盤や周辺斜面の耐震設計では，動的解析（主として周波数応答解析）を実

施し，その解析結果を用いてすべり安全率により安定性を評価している．岩盤の耐力に対して，従

来の地震作用は大きくなかったため，保守的な評価により十分安全であること（破壊しないこと）

を示すだけでよかった．このため，岩盤は等価な連続体（弾性体）と仮定され，岩盤中に存在する

不連続面の影響については必ずしも十分に考慮されていなかった．一方，東北地方太平洋沖地震を

経験し，設計用の地震動がかなり大きくなってきており，岩盤でも破壊を前提とした評価が必要に

なってきている．このためには，解析用岩盤モデル・解析用物性の設定方法の高度化，岩盤の動的

解析手法の実用化が必要である． 

 現状の解析用物性値の調査・試験方法の一覧を表 2.2 に示す．軟岩や断層・弱層については，動

的な物性は PS 検層および三軸試験から設定されている．しかし，硬岩（不連続性岩盤）については，

岩盤を弾性体と仮定しているため，PS 検層の結果しか用いておらず，減衰定数 h については慣用値

を用いている．このため，現状ではひずみレベルによる G や h の非線形性等を考慮できない．また，

静的な強度・変形特性ですら別々の試験で求めており，ポアソン比も実験値ではなく，慣用値を用

いている．また，岩盤の引張り強度や動的強度を評価する方法が現状では存在せず，これらの体系

化も必要である． 
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岩石や岩盤の試験はある程度実施されているものの，岩盤不連続面の試験は，現状では実務で実

施していない．このため，不連続面の影響を考慮した解析手法を適用しようとしても，不連続面の

実験データが少ないため，評価の高度化は困難である．よって，不連続面を対象とした動的一面せ

ん断試験の標準化とその結果を用いた評価方法の体系化が必要である． 
 

2.6 動的物性 WG のロードマップ  

本WGでは，今後の耐震設計の高度化・発展に寄与できるように，不足している岩盤不連続面およ

び岩盤の試験方法の標準化とそれらを用いた物性評価の体系化を行っていく．活動のロードマップを

表2.3に示す．フェーズ2（2016-2017）では，現状で不足している岩盤不連続面の動的試験法の標準

化を行い，フェーズ3（2018-2019）では（原位置）岩盤の動的試験法の標準化を行う．フェーズ4

（2020-2021）では既存の試験および新たに標準化した試験に基づく動的物性評価に必要な岩盤物性

評価の体系化を行う． 

フェーズ2については，動的一面せん断試験を標準化するため，不連続面の動的試験に絞った詳細

の調査と必要に応じて一斉試験等を実施する． 

 

 

  表 2.2 岩盤の解析用物性値の調査・試験            表 2.3 WG のロードマップ 

 

静的 動的

変形 強度 変形 強度

E ν
せん断

c,φ

引張り

St
G ｈ

せん断

引張り

軟

岩
三軸 圧裂

PS検層

三軸

なし

硬
岩

岩
石

一軸

三軸
一軸

一軸

三軸
圧裂

PS

三軸
なし

岩
盤

平板

載荷

慣用
値

岩盤
せん
断

なし
PS

検層

慣用
値

断
層

・
弱
層

粘
土

三軸 なし 三軸
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