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二相系の支配方程式（Biot の式）の導き方 

野津 

1. はじめに 

 

FLIP 等の有効応力解析は二相系の支配方程式（Biot の式）に基づいている（例えば小堤（2003）の式（3.2-1）

と（3.2-2））．Biot の式の導き方は Zienkiewicz and Bettess(1982)に書かれているが，入手しやすい文献と

は言えないし，また，そこに書かれている説明は，すんなりと理解できるようなものではないように思

える．少なくとも個人的には，行間を読むなどしてだいぶ苦労しながら読んだという記憶がある．そこ

で，ここでは，Biot の式の導出方法に関し，できるだけわかりやすい説明を試みる． 

 

2. 記号の定義 

 

図-1に示すように体積ΔV の土要素を考え，これに作用する全応力をσij（引張正），間隙流体圧を p（圧

縮正）とする．有効応力は 

 

σij’=σij+δij p                                        (1) 

 

となる．また，間隙率を n，土粒子の密度をρs，間隙流体の密度をρfとする．土要素の平均的な密度は 

 

ρ=(1-n)ρs +nρf                                       (2) 

 

となる．さらに，土粒子の変位を ui，間隙流体の変位を ui+wi/n で定義する．ただし，実際には図-1（左）

から容易に想像されるように 1 個の要素の中でも間隙流体の変位は場所によってかなり異なるのではな

いかと考えられる．従って，ここで定義している間隙流体の変位とは要素内での平均値である．  

 

 

図-1 記号の定義 



3. 全体系の運動方程式 

 

 全体系の運動方程式は比較的導きやすい．いま，体積ΔV=Δx1Δx2Δx3 の土要素に関する運動方程式

を考える．代表として x1軸方向の運動方程式を考えると 

 

x1軸に垂直な面に作用する x1軸方向の力はσ11,1Δx1Δx2Δx3 

x2軸に垂直な面に作用する x1軸方向の力はσ12,2Δx1Δx2Δx3 

x3軸に垂直な面に作用する x1軸方向の力はσ13,3Δx1Δx2Δx3 

  x1軸方向の重力はρg1Δx1Δx2Δx3 

  土粒子部分の質量は(1-n) Δx1Δx2Δx3 ρs  

土粒子部分の加速度は u1,tt 

  流体部分の質量は nΔx1Δx2Δx3 ρf  

  流体部分の加速度は(u1+w1/n),tt  

 

である．ここで時間に関する微分は「,t」で表した．これらを F=ma の式に代入すると 

 

σ11,1+σ12,2+σ13,3+ρg1=(1-n) ρs u1,tt
 + nρf (u1+w1/n),tt                      (3) 

 

ここで式(2)を用いて右辺を整理すると 

 

σ11,1+σ12,2+σ13,3+ρg1= ρ u1,tt
 + ρf w1,tt                         (4) 

 

左辺に総和規約を適用すると 

 

σ1j,j+ρg1= ρ u1,tt
 + ρf w1,tt                          (5) 

 

同様の運動方程式は x2軸方向と x3軸方向に対しても成立するから，一般化すると 

 

σij,j+ρgi= ρ ui,tt
 + ρf wi,tt                          (6) 

 

となる（Zienkiewicz and Bettess の式(1.10)）． 

 

3. 流体部分の運動方程式 

 

次に，同じ土要素のうち流体部分（その体積は nΔV=nΔx1Δx2Δx3）に関する運動方程式を考える．

代表として x1 軸方向の運動方程式を考える．この時，図-2 に示すような円筒内における流体の x1軸方

向の運動を考えるとわかりやすい．この流体に作用する x1軸方向の力としては，x1軸に垂直な面に作用

する力，物体力（重力），および土粒子が流体に及ぼす力がある．このうち，x1 軸に垂直な面（その面

積は nS）に作用する x1軸方向の力は -p,1Δx1 nS で，物体力（重力）はρf g1Δx1 nS で，それぞれ表され

る．それでは，土粒子が流体に及ぼす力はどのように表されるだろうか？ここで，仮に，重力が x1軸方 



 
図-2 流体部分に作用する力 

 

向に作用しておらず，また土粒子や流体の加速度は無視でき，単に水圧差によって流体が x1軸方向にゆ

ったりと流れている状態を考える．このとき x1軸方向の流体の速度は透水係数 k を用いると 

 

w1,t= - k p,1                                        (7) 

 

で表される．式（7）の両辺にΔx1 nS/k を乗じると 

 

-p,1Δx1 nS- k-1w1,tΔx1 nS=0                                 (8) 

 

が得られる．この第 1 項は前述の通り x1 軸に垂直な面に作用する x1 軸方向の力に対応するので，第 2

項は土粒子が流体に及ぼす力に対応するはずである．何故なら，いま仮定している状態ではこれら二つ

の力が釣り合っているはずだからである．さて，土粒子や流体が加速度を伴って運動しているときにも，

土粒子が流体に及ぼす力は同じ式で表されると仮定する（これは少し大きな仮定かも知れない）．以上

をもとに流体部分の運動方程式を立てると 

 

-p,1 +ρf g1 = k-1w1,t +ρf u1,tt
 + ρf w1,tt/n                           (9) 

 

同様の運動方程式は x2軸方向と x3軸方向に対しても成立するから，一般化すると 

 

-p,i +ρf g i = kij
-1wj,t +ρf ui,tt

 + ρf wi,tt/n                           (10) 

 

となる（Zienkiewicz and Bettess の式(1.13)）．ここでは透水係数もより一般的な形に書いた． 

 

 



4. 質量保存則 

 

この式は一番わかりにくい．最初読んだときはかなり悩んだ経験がある．この式がわかりにくい原因

の一つは，一般に用いられている「有効応力」が厳密には土粒子に作用する応力に対応していないこと

である．図-3に示すように，x1軸に垂直な断面（面積 S）において，間隙流体が占める部分の面積は nS

であり，土粒子が占める部分の面積は(1-n)S である．ここで，土粒子に作用する x1軸方向の平均的な応

力（圧縮正）をσs1とすると，x1軸に垂直な断面に作用する合力は p nS+σs1(1-n)S である．これが -σ11S

に等しいはずであるから， 

 

p nS+σs1(1-n)S = -σ11S                                  (11) 

 

である．同様の関係は x2軸方向と x3軸方向に対しても成立するはずであるから，3 つの方位に対して平

均をとり，土粒子に作用する平均的な圧縮力を psと書くことにすると 

 

p nS+ p s(1-n)S = -σii S/3                                 (12) 

 

である．psは平均有効応力とは異なるという点に注意する必要がある．psと平均有効応力σ’ii /3 との関

係は式(1)より次のようになる． 

 

p s = p -σ’ii /3/(1-n)                                   (13) 

 

 

図-3 土粒子と間隙流体が分担する力 

 

さて，いま，体積がΔV である要素からΔt 間に間隙流体が流出するとすれば，それはΔt 間の要素の体

積の減少，Δt 間の間隙流体の膨張，Δt 間の土粒子の膨張のいずれかに起因するはずである．これらが

それぞれどのような値をとるか調べてみると，まず，Δt 間の要素の体積の減少は 

 

-εii,t ΔVΔt 

 

で表される．ここにεiiは体積ひずみであり総和規約を適用している．次にΔt 間の間隙流体の膨張は 

 

                                        -p,t nΔV/KfΔt 

 

である．ここに Kfは間隙流体の体積弾性係数である．最後に，Δt 間の土粒子の膨張は 



 

-ps,t (1-n)ΔV/KsΔt 

 

で表される．ここに Ksは土粒子の体積弾性係数である．一方，Δt 間の間隙流体の流出量は 

 

wi,itΔVΔt 

 

で表される．これらより， 

 

wi,it = -εii,t -ps,t (1-n)/Ks - p,t n/Kf                         (14) 

 

右辺第二項に式(13)を適用すると 

 

wi,it = -εii,t -p,t (1-n)/Ks +σ’ii,t /3Ks - p,t n/Kf                         (15) 

 

となる（Zienkiewicz and Bettess の式(1.14)）． 

 

5. u-w formulation 

 

式(1)(6)(10)(15)に有効応力～ひずみ関係式と変位～ひずみ関係式を連立させると u-w formulation が得ら

れる．u-w formulation は二相系の支配方程式として最も厳密なものである．また，土粒子の体積弾性係

数 Ksは十分に大きいと考えて，式（15）の右辺第二項と第三項を落とすこともよく行われる． 

 

6. u-p formulation 

 

u-w formulation において，wi,tt は ui,tt に対して十分に小さいと考えて関連する項を落としたものが u-p 

formulation である．まず(6)式から wi,ttに関する項を落とすと 

 

σij,j+ρgi= ρ ui,tt
                                     (16) 

 

が得られる（Zienkiewicz and Bettess の式(1.16d)および小堤（2003）の式（3.2-1））．また式(10)(15)から

wi,ttに関する項を落とすと 

 

(kijp,j),i – εii,t – (kijρf g j),i = -(kijρf uj,tt),i + np,t/ Kf               (17) 

 

が得られる（Zienkiewicz and Bettess の式(1.16e)および小堤（2003）の式（3.2-2））． 

 

以上 
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