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1.　はじめに

　1995年の兵庫県南部地震において，杭基礎構造物の杭

頭部に多数の被害が発生した。この結果は，従来の杭頭

接合法の問題点を示唆するものであった。すなわち，従

来工法では，杭主筋をパイルキャップ（基礎）に定着す

るなどして，杭頭接合部を剛接合とするものが主流で

あった。しかし，杭頭接合部を剛接合とした場合，地震

時には杭頭部に大きな曲げモーメントが発生するため，

杭体が損傷する要因となる（図-1(a)参照）。

　当社では，杭頭接合部を剛接合とする従来工法を見直

し，杭頭接合部を半剛接とする「F.T.Pile構法」を開発

した。F.T.Pile構法では，杭頭接合部の回転拘束度が緩

和されるため，地震時には杭頭部の曲げモーメントを低

減することができる（図-1(b)参照）。杭頭の曲げモーメ

ント低減は，基礎梁の曲げモーメント低減にも大きく寄

与するため，基礎梁を含めた基礎構造全体の耐震性能を

向上させることが可能となる。また，曲げモーメントの

低減を積極的に設計に取り入れることで，杭径や基礎梁

の合理化も可能となる。

　本報では，F.T.Pile構法の構造性能を把握するために

実施した静的構造実験の概要と実施プロジェクトへの適

用例について報告する。

2.　構法概要

　F.T.Pile構法は，杭頭接合部を半剛接合とすることに

よって，杭基礎の耐震性能を向上させる構法であり，場

所打ちコンクリート杭と既製コンクリート杭に対応す

る。本報では，既製コンクリート杭のF.T.Pile構法の

概要について述べる。

図-1　地震時に杭に作用するモーメント
   Fig.1 Moment of pile under earthquake

図-2　F.T.Pile構法（既製コンクリート)
Fig.2 Structure of F.T.Pile (Pre-cast concrete pile)

(a) 従来構法  　　       (b) F.T.Pile構法

(a) 従来構法             (b) F.T.Pile構法

　構法の特徴は，杭頭部に特殊な装置を必要とせず，シ

ンプルかつ低コストで実施できる点にある。図-2に示す

ように，杭頭をパイルキャップに50～100mm根入れし，

根入れ部分の杭外周部とパイルキャップの界面にテー

パー状のクリアランスを設けた構造としている。この

テーパー状のクリアランスが根入れ部の回転抵抗を無く

すとともに，パイルキャップの損傷を防止する役目を果

たす。また，杭頭せん断力は，クリアランスがゼロとな

る杭頂部からパイルキャップへ伝達することが出来る。

杭に引抜き力が作用する場合は，引抜き抵抗用の丸鋼棒

を杭頭端版に螺合することで適用可能である。
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図-3　試験体の概要
Fig.3 Test-Body
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図-4　加力方法の概要
Fig.4 Loading method
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3.　構造実験による接合部性能の把握1）

3.1　実験目的

　既製コンクリート杭を対象としたF.T.Pile構法の杭頭

接合方法には，図 -3に示すように，地震時に杭頭に引抜

き力が作用しない箇所に適用する標準タイプと引抜き力

が作用する箇所にも適用できる引抜き対応タイプの2種

類がある。これらの杭頭接合部の回転性状とせん断耐力

を把握することを目的に静的構造実験を実施した。

3.2　実験計画

　構造実験には，杭径 600mmの既製コンクリート杭と

鉄筋コンクリート製のパイルキャップで構成される実大

試験体を用いた。試験体の杭頭ディテールを図 -10に示

す。標準タイプは，杭頭を 50～ 100mmパイルキャップ

へ根入れし，根入れした杭外周部とパイルキャップとの

境界面にテーパー状のクリアランスを設けたものであ

る。標準タイプの試験体は，杭種（PHC杭，SC杭），へ

りあき寸法（200～ 500mm），根入れ寸法（50,100mm）

を変えて 5体作製した。引抜き対応タイプの試験体は，

主に鋼棒の材質（普通鋼棒，PC鋼棒），根入れ（0，100mm）

を変えて4体作製した。各試験体のコンクリート強度は，

25.7～ 33.4(N/mm2)の範囲にある。

　加力は，同一の試験体に対し，初めに杭頭接合部の回

転性状（曲げモーメントMと回転角θの関係）の照査（曲
げ実験と称す）を行い，その後せん断耐力の照査（せん

断実験と称す）を実施した。加力方法は，曲げ実験では

片持ち梁形式を，せん断実験では１次不静定形式を採用

し，静的構造実験を実施した。図 -4に加力方法の概要を

示す。曲げ実験は，パイルキャップを下にした状態で反

力フロアーに固定し，杭先端部分を上部アクチュエータ

で水平加力するものである。この際，杭先端に取り付け

た軸力導入用ジャッキによって，杭に一定軸力もしくは

変動軸力を与えた。加力サイクルは部材角によって制御

し，1ステップ2サイクルを基本として最大33.5～67×

10-3 radまでの加力を行った。

 せん断実験は，曲げ実験完了後に下部アクチュエータ

を取り付け，上部アクチュエータの水平変位をゼロ保持

した状態で下部アクチュエータにより水平力を与えた。

加力サイクルは，杭頭せん断力によって制御し，軸力レ

ベルを変えて所定の杭頭せん断力を加え，最終的に最小

軸力で接合部を破壊させる計画とした。主な計測項目

は，杭頭接合部の回転角と水平変位，アクチュエータの

水平荷重と水平変位，軸力導入ジャッキの荷重である。

3.3　実験結果の概要

　図-5(a)に一定軸力下における標準タイプのM-θ関係の
一例を示す。各試験体のM-θ関係は，同一軸力において
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      図-5　曲げ実験結果の一例（標準タイプ）
Fig.5 Results of bending tests

       図-6　せん断実験結果の一例（標準タイプ）
Fig.6 Results of shearing tests

　　　     　(a) M－ θ関係の一例　　　　　　　　　   　　(b) M－ θ関係の包絡線

　　(a) Q－δ
h
関係の一例（N=0kN）　　 　        (b) Q－δ

h
関係の一例（N=1000kN）

は，ほぼ同様の結果が得られ，杭種

（PHC杭，SC杭）の違いによる影響

も見受けられない。履歴性状は非線形

弾性的な挙動を示し，繰り返し加力に

よる耐力低下も殆ど生じていない。

図-5(b)に軸力の異なるM-θ関係の包絡
線を示す。曲げモーメントが軸力に応

じて大きくなる傾向が明確に現れてい

る。図には，軸力をパラメータとした

双曲線モデル*1）を併記しているが，

実験結果との対応は良好である。な

お，引抜き対応タイプにおいては，標

準タイプに比較して，鋼棒に起因する

最大抵抗モーメントの増加がみられ

る。このため設計では，鋼棒の影響を

考慮したモデル化を行っている。

　図-6にせん断実験結果の一例(標準

タイプ･へりあき500mm)を示す。図-

6(a)は軸力0kNでの杭頭せん断力と杭

頭水平変位の関係であり，水平変位が

2mmを超えた段階から耐力低下を生

じ，4mmを超えた段階でパイルキャッ

プが破壊した。杭頭接合部のせん断耐力は686kNであっ

た。図-6(b)は，軸力1000kNでの結果であり，杭頭せん

断力が-500kN程度で2mm程度の滑りが発生し（摩擦係数

0.5程度），杭頭せん断力が1200kN程度でパイルキャッ

プが破壊した。また，引抜き対応タイプにおいては，滑

り量の増大に伴い，鋼棒のダウエル効果が働き，標準タ

イプよりも大きなせん断耐力を示すことを確認した。設

計においては，安全側の配慮からダウエル効果は考慮せ

ず，軸力による摩擦抵抗とへりあき寸法（杭前面のパイ

ルキャップコンクリートのせん断抵抗）をパラメータに

したせん断耐力式を用いている。

4.　適用事例2）

4.1 建物概要

4.1.1 建物と地盤の概要

　適用建物の概要を以下に示す。

用　　途  ：倉庫（営業用）

所 在 地　：東京都大田区

階　　数  ：地上7階 ・塔屋1階

建築面積　：14,222m2　　延べ面積 ：97,163m2

軒　　高　：49.00m   　最高高さ ：50.50m

構造種別　：鉄骨鉄筋コンクリート造

敷地地盤は東京湾周辺に存在する埋立後30年以上経過

した埋立地である。図-7に地盤の土層構成模式図を示

す。Ｎ値50以上が連続する支持層は，GL-31.5～-32.8

mより出現する東京層の細砂層（To-ｓ 2）以深である。

GL-4～ 6ｍの細砂層の一部で液状化の可能性がある。

図-7　土質柱状図
Fig.7 Boring Log
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4.1.2　基礎計画概要

　本建物は，埋立地の軟弱地盤であることより杭基礎と

した。支持層はGL-31.5m以深に分布するN値50以上の

細砂層とし，杭先端はGL-35.6～-36.6mとして十分根入

長さを確保した。

　杭配置は，原則各柱下に１本配置し，止むを得ない場

合のみ複数本打ちとした。各基礎は杭頭曲げモーメント

等の処理のため，必ず２方向に基礎梁で連結した。基礎

伏図を図-8に示す。

　杭の荷重負担を軽減するために，1階床に土間床構造

を採用した。また，土間床の沈下を抑制することを目的

として，土間床直下にGL-15.5ｍの中間層を先端とした

ソイルセメントコラム（φ1000）を１グリッドあたり４

本づつ配した。

　GL-4～-6ｍの細砂層の一部で地盤の液状化の可能性

があるが，杭の耐力で抵抗する計画とした。このため，

杭の水平抵抗の検討時に，液状化の可能性がある層の水

平地盤反力を0.1倍に低減して地震時安全性を検証して

いる。

4.1.3　杭の概要

　各柱下の長期杭用反力はおおよそ3800～12600 kNと

ばらついている。これに対して，１柱1本の杭を原則と

し，コスト及び工期の比較検討を行い，高支持力杭工法

の中から外殻鋼管付きコンクリート杭(SC杭)先端拡大根

固め認定工法を採用した。このSC杭に対して，F.T.Pile

構法を採用した。

4.2 F.T.Pile構法の設計フロー

4.2.1　グルーピング

　F.T.Pile構法は，杭頭接合部の回転剛性が軸力に依存

する特徴を有するために，地震時変動軸力レベルに対応

した杭のグルーピングを行う。本例では，長期の杭反力

に基いて選定した杭径や杭外殻鋼管厚の異なる6種の杭

に対し，各々を押込み側（最大反力）と引抜き側（最小

反力）に分け，合計12グループの杭として扱った。

4.2.2　荷重の分配

　本建物の1階床は，不連続な基礎梁を持つ土間床を基

本としている。全体平面の剛床仮定は成立しにくいた

め，同一レベルで連続している土間床及び基礎梁によっ

て構成される各々の範囲の1階柱負担せん断力分布と杭

剛性に応じて，各杭に水平荷重を分配した。

4.2.3　杭頭のＭ-θ関係

　F.T.Pile構法では，杭頭の曲げモーメント～回転角関

係（M-θ関係）を，初期剛性K0と最大抵抗曲げモーメン

トMmax を有する双曲線関数（H-Dモデル）でモデル化す

る。初期回転剛性は弾性理論より求め，最大抵抗モーメ

ントは，軸力Nと杭径Dから求まる最大偏心モーメント

（ND/2）とする。図-9に示すように，H-Dモデルは実杭

を用いた構造実験結果を良く再現していることが分か

る。

図-8　基礎伏図
Fig.8 Foundation Plan

杭：SC杭 φ 450－ t4.5 ～ φ 800－ t12.0
杭先端　GL－ 35.6～－ 36.6m
Σｎ ＝ 185本
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図-9　杭頭回転ばねの回転性状の設定概要
Fig.9 Setting Method of Rotaional Spring of Pile Head

4.3　杭の応力解析と断面検証

　図-10に解析モデルを示す。梁要素による杭と，Ｈ-

Ｄモデルでモデル化した杭頭回転バネ，及び液状化や地

盤の非線形化を考慮した地盤水平バネを設定した解析モ

デルによって杭の応力を算定する。杭のM-N相関曲線を

用い，杭頭及び地中部の曲げ応力に対し杭耐力の検証を

行う。また，杭頭回転角θが許容値以内であることを確

認する。
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　杭頭部で伝達される水平せん断力に対しては，基礎コ

ンクリートのへりあき部分のせん断応力度が短期許容せ

ん断力以内であることを確認する。

4.4　半剛接合による杭頭固定度

　図-11に本例における杭の曲げモーメント分布の一例

を示す。図-12に杭の断面検証結果の一例を示す。同図

には，在来工法（杭頭剛接合）の結果を併記した。表-

1に検討結果の一覧を示す。杭頭を半剛接合にすること

により，杭頭の曲げ応力は杭頭剛接合と比較して約20～

40％低減されている。即ち，固定度は概ね0.6～0.8と

なった。この結果，SC杭の上杭の鋼管厚さ及び基礎梁の

軽減が可能となっている。

　一方で地中部の最大曲げ応力は約60％程度増加する

が，最大応力が生じる深さは杭頭剛接合と比較して浅く

なり，むしろバランスのよい傾向となる。

5.　施工事例

　図-13に既製コンクリート杭の杭頭接合部の施工手順

について，F.T.Pile 構法と在来工法を比較して示す。

F.T.Pile構法は，原則として全ての既製コンクリート杭

およびその施工法に対応でき，杭の施工に関しては在来

工法と差異はない。杭の施工が完了した後，杭頭レベル

までの整地を行う。一般的な在来工法では，杭中空部の

掘削・清掃作業を行い，杭中空部へ補強鉄筋を設置する。

これに対し，F.T.Pile構法では，杭頭部にテーパー状の

クリアランスを構築するための型枠（テーパー型枠）を

設置する（写真-1(a)参照）。引抜き対応タイプの場合は，

図-10　解析モデル
Fig.10 Analysis model

図-11　杭の曲げモーメント分布
Fig.10 Moment distribution of pile

図-12　杭の断面検証
Fig.11 Validation results
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引抜き抵抗用鋼棒を既製杭端板のボルト孔を利用して設

置する。その後は，捨てコン，基礎配筋，コンクリート

打設となる。杭頭補強筋を用いないため，在来工法に比

較しても施工性が良く，低コスト，短工期で実施できる。

写真-1(b)にF.T.Pile構法を採用した場合の基礎の配筋

状況を示すが，杭頭補強筋がないため，基礎の配筋作業

についても施工性が向上する。

6.　おわりに

　兵庫県南部地震での杭基礎の被害を教訓とし，杭頭接

合部を半剛接合とする「F.T.Pile構法」を考案・開発し

た。開発に際して実施した各種構造実験により，本構法

によって杭頭に作用する曲げモーメントが低減され，杭

頭の損傷を軽減できることを明らかにした。また，杭頭

の曲げモーメントの低減を設計に取り込むことで，杭・

基礎構造の合理化が可能となる。本構法は，今回紹介し

た構造実験や実施プロジェクトにおける設計・施工で得

られた知見をもとに，2003年 12月に（財）日本建築セ

ンターの「杭頭接合工法評定」（BCJ評定-FD0141-01）を

取得した。また，パイルメーカー９社が加盟する

F.T.Pile既製杭協会に技術提供を行っており，当社以外

の設計・施工プロジェクトにもF.T.Pile構法を適用可

能である。この結果，様々な用途と規模のプロジェクト

において2万本以上の杭に採用されている。

　一方で，近年，既製コンクリート杭では，従来の２～

３倍の鉛直支持力を有する高支持力杭工法の普及が進ん

でいる。高支持力杭工法は，鉛直支持性能が優れている

反面，従来工法に比較して大きな水平力が作用するた

め，杭の耐震設計がウィークポイントとなる。このため，

杭の耐震性能を向上させるF.T.Pile構法を高支持力杭

に適用することで，より合理的な設計が可能となる。

図 -13　施工手順

Fig.13 Process of construction

写真-1　施工状況
Photo1 Situation of construction

(a) 在来工法

(b) F.T.Pile構法工法

(a)テーパー型枠の設置状況 (b)基礎の配筋状況

　現在，F.T.Pile構法と高支持力杭を組み合わせた最適

設計手法について，詳細な実験・解析検討を行っている。

検討結果については，次の機会に報告する予定である。
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