
本号の編集にあたって
豪雨や地震による斜面崩壊，堤体の安定性，盛土の変形，土の締固めなど，地盤工学が扱う問

題の多くは，不飽和土の特性と深く関係しています。例えば，地震による斜面崩壊のメカニズム

を検討する場合にも，不飽和土への地震前の降雨の影響を適切に評価してモデル化する必要があ

ります。このモデル化に当たっては，試験により地盤特性を数値化する試験法が重要となります

が，この時，非常に困難な試験法ではなく，実務的な試験法でなければ，応用分野への展開は期

待できません。

しかし，不飽和土は，固相，液相，気相の 3 相混合体であり，飽和土よりも挙動が複雑であ

るため，モデル化及びモデル化に必要となる地盤特性値を得るのも簡単ではありません。このよ

うに，不飽和地盤工学は重要性が高い一方で課題も多いことから，重要な研究対象となっており，

より適切なモデル化，試験法，実務への適用を模索して，技術が日々進化しています。

以上の背景を踏まえ，本号では，「不飽和土の地盤特性」と題した特集を企画いたしました。

総説では，飽和土地盤工学の体系化の筋書きで不飽和地盤工学の体系化について解説していただ

きました。論説では，不飽和浸透特性値の測定方法の現状と課題，測定事例について論じていた

だきました。5 編の報告では，不飽和土力学としての締固め曲線の解釈法，連続的な水分特性曲

線が得られる試験装置を用いた間隙構造の評価結果，間隙水圧測定を追加することによる保水性

試験の効率化，サクション変化を考慮した不飽和土のクリープ試験，崩壊斜面でサンプリングし

た乱れの少ない試料の水分特性曲線を簡易に求める試験法，締固め曲線に基づいた不飽和土の圧

縮特性の定式化といった最新の研究成果を執筆いただきました。

本特集が多くの会員の皆様にとって有益なものとなれば幸いです。
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