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1.　はじめに

　近年，杭頭とパイルキャップを半剛接合やピン接合と

する杭頭接合法が実用化されている。杭頭を半剛接合や

ピン接合とすることで，地震時に作用する杭頭曲げモー

メントを低減することが可能となり，杭基礎の耐震性能

を向上させる有効な手段として普及が進んでいる1）。

　筆者らは，既製コンクリート杭の杭頭半剛接合法の１

つであるF.T.Pile構法2）を開発した。F.T.Pile構法は，

1978年以前に存在した補強鉄筋を用いずに杭頭部をパイ

ルキャップに100mm程度根入れする簡易的な杭頭接合法
3,4）を改良したもので，根入れした杭頭外周部に空隙を

設けることで杭頭の回転性能を向上させた杭頭接合法で

ある。前報2）では一般的な支持力を有する杭にF.T.Pile

構法を採用した場合を想定し，最大で17.5N/mm2までの

軸応力下における杭頭の回転性状を静的構造実験によっ

て明らかにし，そのモデル化手法を提案した。

　しかしながら，既製コンクリート杭の施工分野では，

近年，従来の２倍以上の支持力を有するプレボーリング

拡大根固め工法や中掘拡大根固め工法など（以後，高支

持力杭と称す）が多数開発され，普及が進んでいる5）。

今回，高支持力杭にF.T.Pile構法を採用した際の杭頭

接合部の回転性状と損傷状況を把握することを目的と

し，最大で60N/mm2の軸応力下における静的構造実験を

実施した。本報では，静的構造実験の概要と構造性能に

関する検討結果について報告する。

2.　実験概要

2.1　F.T.Pile構法の概要

　図－１（ａ）にF.T.Pile構法（標準タイプ）の概要

を示す2）。補強鉄筋を用いずに，杭頭をパイルキャップ

へ50～100mm根入れし，根入れした杭頭の外周部と基礎

コンクリートおよび捨てコンクリートとの境界面にテー

パー状の空隙を設けたものである。この空隙によって，

根入れ深さや捨てコンクリートの厚さに依存しない，安

定した杭頭の回転性状を得ることが可能となる2）。パイ

ルキャップの水平力は，杭頭部の摩擦抵抗と根入れ部の

せん断抵抗によって杭へ伝達される。なお，杭頭に引抜

き力が作用する場合には，引抜き抵抗用鋼棒を有する引

抜き対応タイプ6）が適用可能である。

　図－１（ｂ）に杭頭部が回転した状態を模式的に示す。

引張側の杭端部に浮き上がりが生じるとともに，押し込

み側の杭端部はパイルキャップにめり込みが生じるもの

と考えられる。この場合，パイルキャップと杭頭圧縮縁

には軸力による支圧応力が作用する。

2.2　試験体と実験ケース

　試験体は，実大スケールのパイルキャップと杭から構

成されている。表－１にパイルキャップ試験体の諸元を

示す。図－２にパイルキャップ試験体の形状と配筋概要

の一例を示す。パイルキャップ試験体は，へりあき寸法

を変えて３種類（F1～F3），合計10体作製した。へりあ

き寸法は，F1<F2<F3の関係にあり，F2（H/D＝0.75,H:

へりあき寸法，D：杭径）が一般的なパイルキャップ寸

法を想定した試験体である。パイルキャップ試験体の中

mm

mm

図－１　F.T.Pile構法の概要
Fig.1 Outline of F.T.Pile system
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央部には，テーパー状の凹部（テーパー角度:1/10rad，

杭頭部の直径：303mm，深さ:50mm）を厚さ1.2mmの鋼製

の捨て型枠を用いて設けている。実験時に，この凹部に

試験杭を鉛直に設置することで，F.T.Pile構法による杭

頭接合部を構築した。

　表－２に杭試験体の諸元を示す。図－３に杭試験体の

概要を示す。杭試験体は，種別を変えて４種類（P1～P4），

合計８本作製した。いずれの試験体も杭径300mm，肉厚

60mm，杭長1750mmであり，杭頭から1500mmの位置に加

力用のPC鋼棒を設置した。P1は，パイルキャップの損

傷限界と終局限界を把握するために作製した加力用のSC

杭であり，最大荷重に至っても杭が降伏しない仕様

（SN490材，鋼管厚22mm）とした。P2～P4は，杭頭部の

損傷限界と終局限界を把握するための試験杭である。P2

は，設計基準強度85N/mm2のPHC杭-C種であり，杭頭に

は端板と補強バンドが存在する。端板の仕様は，材質が

SM400，厚さが16mmである。補強バンドは，材質がSS400，

厚さ2.3mm，幅150mmの縞鋼板である。P3は設計基準強

度105N/mm2の PHC杭 -C種であり，端板および補強バン

ドの仕様は，P2と同様である。P4は，補強バンドの効果

を把握するための試験杭であり，補強バンドを設けてい

ない。その他の仕様はP3と同様である。

　表－３に実験ケースの一覧を示す。実験はパイル

キャップに着目したシリーズ１と杭頭部に着目したシ

リーズ２を実施した。シリーズ1では，加力用のP1杭を

用い，パイルキャップの仕様（F1～F3）と軸応力（5～

60N/mm2）をパラメータとして，９ケースの実験を行っ

た。なお，実験No.7では同一のパイルキャップを用い，

ﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ寸法 へりあき H/D ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 ﾔﾝｸﾞ係数 ﾎﾟｱｿﾝ比 数量

W×B×ｈ(mm) H（mm） σB(N/mm
2) E(N/mm2) ν 体

F1-1～3 600×600×300 150 0.50 38.5 31,467 0.23 3

F2-1～3 750×750×350 225 0.75 37.0 30,167 0.23 3

F3-1～4 900×900×450 300 1.00 37.3 30,100 0.22 4

W：幅，B：奥行き，ｈ：高さ，H：へりあき寸法，D：杭径

名称

表－１　パイルキャップ試験体の諸元
Table 1 Property of pile cap specimens

図－２　パイルキャップ試験体の概要（F3試験体）
Fig.2 Outline of pile cap specimen (F3)

軸力 軸応力
杭 ﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ N（kN） σn(N/mm

2)
1 F1-1 900 20
2 F1-2 1800 40
3 F1-3 2700 60
4 F2-1 900 20
5 F2-2 1800 40
6 F2-3 2700 60

225 5
450 10
680 15
900 20

8 F3-2 1800 40
9 F3-3 2700 60

225 5
340 8
450 10
680 15

11 P2-3 900 20
12 P2-4 1350 30
13 P3-1 1350 30
14 P3-2 1800 40
15 P4 1800 40
16 P2-2 1800 40

シリーズ 実験No.

2

1

7

10

F3-4

P2-1

試験体

F3-1

P1

杭径 肉厚 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ強度ﾔﾝｸﾞ係数 ﾎﾟｱｿﾝ比 数量

mm mm σe(N/mm
2)σB(N/mm

2) E(N/mm2) ν 本

P1 SC-ｔ22-Fc120 300 60 - 0 118.9 37,434 0.21 1

P2-1～4 PHC-C-Fc85 300 60 有り 10 92.1 42,180 0.21 4

P3-1～2 PHC-C-Fc105 300 60 有り 10 118.4 44,492 0.22 2

P4 PHC-C-Fc105 300 60 無し 10 116.7 44,156 0.23 1

名称 種別 補強
ﾊﾞﾝﾄﾞ

表－２　杭試験体の諸元
Table 2 Property of test piles

図－３　杭試験体の概要（P2～4試験体）
Fig.3 Outline of test piles (P2-4)

表－３　実験ケースの一覧
Table 3 List of test cases

軸応力を変えて複数回の加力を行った。シリーズ２で

は，F3パイルキャップを用い，杭の仕様（P2～ P4）と

軸応力（5～40N/mm2）をパラメータとして，７ケースの

実験を行った。実験No.10では，同一の杭を用い，軸応

力を変えて複数回の加力を行った。

2.3　加力方法と計測項目

　図－４に加力方法の概要を示す。実験は，パイル

キャップ試験体を反力フロアーに固定し，杭試験体をパ

イルキャップに鉛直に設置する。次いで，軸力導入用の

油圧ジャッキによって所定の一定軸力を導入し，杭先端

部分を２台のアクチュエータで水平に加力した。杭先端
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の境界条件はピンローラーである。加力サイクルは，杭

頭の回転角によって制御し，１ステップ１サイクルの繰

り返し加力を基本とした。各試験体のステップ荷重は，

予備解析結果に基づき設定し，最大回転角で 50 × 10-

3rad以上の加力を目標とした。図－４中に杭の曲げモー

メント分布と加力サイクルの概要を示す。主な荷重およ

び変位量の計測項目は，杭頭接合部の回転角と鉛直・水

平変位，アクチュエータの荷重と加力点の水平変位，軸

力導入用ジャッキの荷重である。杭頭接合部の回転角

は，図－４中に示すように水平加力軸方向の杭対面２点

について鉛直変位（杭の押し込み・引き抜き量）を測定

し，この差を測定スパンで除して求めた。主なひずみ量

の測定項目は，パイルキャップの基礎筋と帯筋のひずみ

（図－２参照）と杭頭の補強バンドのひずみ（図－４参

照）である。また，加力ステップ毎に試験体のひび割れ

発生状況の観察とひび割れ幅の測定を行った。

3.　シリーズ１の実験結果と考察

3.1　加力点の水平荷重～水平変位関係

　図－５に加力点の水平荷重Pと水平変位δの関係を軸

力Nと水平変位δの関係とともに例示する（No.7，8，9）。

同図（ａ）より，軸力は水平変位によらずほぼ一定に保

持できていることが分かる。同図（ｂ）～（ｄ）には，

軸力と水平変位による P-δ効果の影響（P-δ効果：N

×δ’/L，N：軸力，δ’：杭先端のピン位置の水平変位，

L：加力点から杭頭接合部までの距離）を併記した。各

ケースの最大水平荷重は軸力に依存して大きくなること

が分かる。また，いずれのケースも水平荷重は最大値に

達した後，P- δ効果の勾配に対応して低下しているこ

とが分かる。このことから荷重低下の主たる要因は P-

δ効果によるものと考えられる。

3.2　杭頭接合部の曲げモーメント～回転角関係

　図－６にシリーズ１における杭頭接合部の曲げモーメ

ントMと回転角θの関係を例示する。シリーズ１では，

パイルキャップのへりあき寸法と軸力が杭頭接合部の回

転性状に与える影響に着目しており，杭（P1）は弾性範

囲内に収まっている。杭頭接合部の曲げモーメントは，

水平荷重にスパンを乗じ，これに軸力による付加曲げ

モーメントを加算して求めた（M=P×L+N×δ’，P：水

平荷重）。同図には，各ケースにおける最大偏心モーメ

ントM
e
（M

e
=0.5ND，D：杭径）を併記した。M

e
は，試

験体を剛体と仮定したときの最大発生モーメントに相当

する。軸応力20N/mm2の実験（No.1，4，7）では，へり

あき寸法によらずほぼ同様の回転性状を示しており，い

ずれのケースも履歴面積が小さい非線形弾性的な挙動を

図－４　加力方法の概要
Fig.4 Loading method

図－５　加力点のＮ～δ関係，およびＰ～δ関係
Fig.5 N-δ and P-δ relationship

N

P

M
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示している。また，各ケースの最大曲げモーメントM
max

は最大偏心モーメントM
e
に漸近している。軸応力40N/

mm2の実験（No.2，5，8）では，軸応力20N/mm2に比較し

て履歴面積が大きい。へりあき寸法（H/D）が小さいほ

ど履歴ループの膨らみが大きくなる傾向がある。いずれ

のケースもM
max
とM

e
の差が大きく，へりあき寸法が最

も小さいNo.2（F1）では若干の耐力低下が生じている。

軸応力60N/mm2の実験（No.3，6，9）では，これらの現

象がより明瞭に認められる。また，へりあき寸法が小さ

いNo.3（F1）では，パイルキャップの破壊により軸力低

下を伴う曲げ耐力の低下が生じた。このため，回転角が

約30× 10-3radの段階で実験を終了した。

　表－４にM
max
とM

e
の一覧を示す｡図－７にM

max
と軸応

力σn（軸力Nを断面積Aで除した値）の関係を示す｡同

図には，M
e
とσnの関係（M

e
=0.5σn･A･D）を併記した。

M
max
は，軸応力15N/mm2以下ではM

e
とほぼ一致している。

しかし，20N/mm2以上の軸応力では，M
max
/M

e
が軸力の増

加に応じて低下する傾向がある。この傾向はパイル

キャップが大きく損傷したF1(H/D=0.5)において顕著で

あるが，損傷の少ないF3(H/D=1.0)においても認められ

る。前報2）では，17.5N/mm2以下の軸応力下において，M
max

がM
e
にほぼ一致することを示した。今回の実験によっ

て，高軸力下においては，M
max
がM

e
に達しないことが

0

100

200

300

400

0 10 20 30 40 50 60 70
軸応力σn（N/mm

2）

Ｍ
ma
x
（
kN
･m
）

H/D=0.5
H/D=0.75
H/D=1.0

Ｍｅ=0.5σnAD

試験体 軸応力 最大曲げﾓｰﾒﾝﾄ 最大偏心ﾓｰﾒﾝﾄ

H/D σn(N/mm
2) Ｍmax(kN･m) Ｍe（kN･m）

1 20 123.0 135.5 0.91
2 40 196.2 272.9 0.72
3 60 239.4 407.1 0.59
4 20 128.5 136.7 0.94
5 40 226.8 271.1 0.84
6 60 310.8 407.9 0.76

5 36.1 34.4 1.05
10 68.9 68.7 1.00
15 100.7 102.0 0.99
20 128.0 137.1 0.93

8 40 231.0 271.5 0.85
9 60 330.6 407.3 0.81

F3
H/D=1.0

7

Ｍmax/ＭeNo.

F1
H/D=0.5

F2
H/D=0.75

図－６　杭頭接合部の曲げモーメント～回転角関係（シリーズ１）
Fig.6 M-θ relationship at pile-head joint (Series 1)

表－４　M
max
とM

e
の一覧

Table 4 List of M
max

and M
e

図－７　M
max
～σn関係

Fig.7 M
max

-σn relationship

判明した。この原因

として，パイル

キャップの変形に

伴う幾何学的な要

因とパイルキャッ

プの損傷による耐

力低下が考えられ

る。なお，軸応力5N/

m m 2 の実験では，

M
max
/M

e
が1.05 と

なった。この理由と

して，加力装置の摩擦抵抗の影響が考えられる。
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3.3　パイルキャップの耐力評価手法の提案

　図－８にM
max
/M

e
と軸応力比（σn/σB　,σB：コンク

リート強度）の関係を示す。同図には，前報2)で実施し

た杭径600mmの実験結果を併記した。実験データは，杭

径が300mmと600mm，へりあき比が0.33～1.0，軸応力

比が0.11～ 1.62，パイルキャップのコンクリート強度

が25.7～41.7N/mm2の28データである。このうちNo.2

と No.3については，パイルキャップの損傷により耐力

低下が生じている。図中にて，耐力低下が生じていない

26 データについて，最小二乗法により１次式で回帰を

行った。回帰直線の相関係数は，0.898であり良い相関

がみられる。M
max
/M

e
は，パイルキャップの変形に伴う

幾何学的な要因，および支圧やひび割れの影響を受ける

複雑な材料非線形性に依存すると考えられるが，パイル

キャップに耐力低下を伴う損傷が生じないことを条件と

すれば，M
max
は，式（1）によって簡便に評価できる。

　次に，パイルキャップが損傷しない条件について検討

する。本論では平面保持を仮定したパイルキャップ接合

面の断面解析を実施する。具体的には，任意の軸力に対

して杭頭接触面の縁応力が支圧強度に達した時に損傷が

生じると仮定し，この際の曲げモーメント
a
M

c
を算定す

る。接触面の縁応力は，杭頭の回転に応じた支圧面積（接

触面積）の減少とともに上昇する。一方，支圧強度も支

承面積に対する支圧面積の減少に応じて上昇することが

知られており，多数の評価式が提案されている7）。ここ

では，最も一般的な式（2）を用いて支圧強度を算定する｡

eMM ⋅= αmax
（1）

ここで，

）杭径（　）軸力（

）･（最大偏心モーメント，

）コンクリート強度（　）軸応力（

≦　，ただし，　実験による低減係数，

m:,kN:

mkN5.0:

N/mm:,N/mm:

0.101.1/16.0:
22

DN

NDMM ee

Bn

Bn

=

+−=

σσ
ασσαα

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

軸応力比　σn/σB

Ｍ
ma
x
/Ｍ

e

H/D=0.5 H/D=0.75 H/D=1.0
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回帰直線
y = -0.16x + 1.01
R = 0.898

注）黒塗りが今回の実験結果

N o.2

N o.3

図－８　M
max
/M

e
～σn/σB関係

Fig.8 M
max
/M

e
-σn/σB relationship

図－９　σ～ε関係の概要
Fig.9 σ-ε relationship

BccB σφσ ⋅= （2）

ここで，

baAe ×= 　' （3）

）へりあき寸法（

）の距離（圧縮縁から中立軸まで

）（偏心荷重による有効幅

）パイルキャップ寸法（

mm:

mm:

2'

mm:'

mm:,

H

x

Hxa

a

ba

n

n +=

）支圧面積（），有効支承面積（

　支圧係数

）コンクリート強度（

）リート強度（支圧を考慮したコンク

2
0

2

0

2

2

mm:mm:

/,:

N/mm:

N/mm:

AA

AA

e

ecc

B

cB

=φφ
σ
σ

baAe ×= 　'

この際,支圧面積A
0
につい

ては，接触面の形状に関わ

らず接触面積に等しいと

し，杭頭圧縮縁から中立軸

位置 x
n
までの面積とする

7）。また,支承面積 A
e
につ

いては，パイルキャップの

全面積（a×b）を有効とし

た場合，および偏心載荷の影響を考慮した式（3）によ

る支承面積7）を用いた場合について比較検討する。コン

クリートの材料非線形性（σ～ε関係）については，図

－９に例示するように，圧縮強度試験で得られた応力～

ひずみ曲線に支圧係数φcを乗じて用いた
8）。

　図－１０に解析によって得られた
a
M

c
～σn関係を示

す。同図（ａ）は，支承面積をパイルキャップの全面積

有効とした場合の結果である。同図（ｂ）は，偏心載荷

の影響を考慮して，支承面積を式（3）によって求めた

結果である。両図には，実験によって得られた構造ひび

割れ発生時の曲げモーメントM
c
を併記した。図中にお

いて，白抜きのプロットは構造ひび割れが発生しなかっ

たことを示しており，実験における最大値をプロットし

た。表－５に解析結果と実験結果の比較を示す。
a
M

c
と

M
c
の対応は，偏心載荷の影響を考慮した場合に比較し

て，支承面積を全面積有効とした場合の方が良好（M
c
/

a
M

c1
=0.95～ 1.21）である。一方，偏心載荷の影響を考

慮した場合，解析値は実験値を過小評価（M
c
/
a
M

c2
=1.04

～1.46）するが，設計的には安全側の結果が得られてい

る。また，σn＝ 20N/mm
2未満の実験では，

a
M

c
を超える

曲げモーメントを与えているが，構造ひび割れは発生し

ていない。構造ひび割れ発生時の曲げモーメントを精度

良く評価するためには，より多くの実験データが必要と

思われるが，偏心載荷の影響を考慮した本解析手法に

よって，少なくともパイルキャップに耐力低下を伴う損

傷が生じない条件を確保できるものと考えられる。
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4.　シリーズ2の実験結果と考察

4.1　杭頭接合部の曲げモーメント～回転角関係

　シリーズ２は杭頭の損傷に着目しており，パイル

キャップには，へりあき寸法の最も大きなF3（H/D=1.0）

の試験体を繰り返し用いた。シリーズ２の全てのケース

において，パイルキャップにひび割れは発生していな

(a)Ａe＝a×b（全面積有効）　(b)Ａe＝a’×b(偏心考慮)
図－１０　M

c
～σn関係の解析結果

Fig.10 Analysis of M
c
-σn relationship

軸応力 実験
σn

(N/mm2)
Ｍc
(kN･m)

aＭc1
（kN･m）

φc1 aＭc2
（kN･m）

φc2

119.6 112.8
(1.01) (1.07)
197.4 180.2
(0.95) (1.04)
188.7 156.8
(1.21) (1.46)
215.1 204.1
(1.02) (1.07)
272.1 247.5
(1.09) (1.19)
300.2 284.0
(1.02) (1.08)

aMc1,φc1：支承面積を全面積有効，aMc2,φc2：支承面積を式(3)で算定
カッコ内の数値は，解析値に対する実験値の比率

3.27

F3
H/D=1.0 60 306.8

F2
H/D=0.75

40 219.1

60 295.7

2.90

試験体

F1
H/D=0.5

20 120.6

40 188.0

60 228.9

8.07

7.26 5.97

解析

6.92 5.28

5.33 4.40

4.83

4.70 3.56

表－５　MｃとaMc,φc

Table 5 Mｃ,aMc and φc

図－１１　杭頭接合部の曲げモーメント～回転角関係（シリーズ２）
Fig.11 M-θ relationship at pile-head joint (Series 2)

い。図－１１-（ａ）～（ｆ）にシリーズ２における杭

頭接合部の曲げモーメントMと回転角θの関係を例示す

る。同図には，試験杭の短期許容曲げモーメントM
a
と

終局曲げモーメントM
u
を併記した。M

a
は，杭コンクリー

トの設計基準強度F
c
を用いて算定した規格値である。M

u

は，平面保持を仮定した断面解析により，圧縮縁におけ

るコンクリートの軸応力が圧縮強度に達した際の曲げ

モーメントとして算定した。ここで，杭コンクリートの

材料非線形性は，圧縮強度試験で得られた平均的な応力

～ひずみ曲線を用いた。また，PC鋼棒については，材料

試験結果から得られた降伏応力と引張耐力を用い，応力

～ひずみ関係をトリリニアでモデル化して用いた9）。ま

た，PHC杭-C種のプレストレス（10N/mm2）を考慮した。

　軸応力20N/mm2 以下の実験では，M
e
が小さいために

M
max
はM

u
に達することはなく（M

max
/M

u
=0.28～ 0.81），

最大67×10-3rad程度の回転角まで安定した回転性状を

示した（No.10，11）。M～θ関係は，シリーズ１で得ら

れた結果とほぼ同様である。軸応力30N/mm2以上の実験

では，いずれのケースも杭頭部が曲げ圧壊を生じ，加力

を終了した（No.12～16）。補強バンドのあるP2とP3の

実験では，M
max
がM

u
にほぼ達しており（M

max
/M

u
=0.97～

1.33），補強バンドの上端にて曲げ圧壊を生じた。一方，

補強バンドのないP4では，M
max
がM

u
に達する前（M

max
/

M
u
=0.86）に杭頭の圧縮縁が曲げ圧壊した。P4と同一軸

応力条件におけるP3のM
max
は，P4の約1.28倍となって

おり，補強バンドが杭頭の曲げ圧壊抑制に有効に作用し

ていると考えられる。なお，軸応力10N/mm2以上の実験

では，M
a
を超える曲げモーメントが作用しているが，曲

げ耐力や軸力保持能力の低下は生じていない。
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4.2　杭頭部の終局曲げモーメントに関する検討

　4.1節で示した杭の終局曲げモーメントM
u
は，杭軸部

の終局曲げモーメントである。しかし，F.T.Pile構法の

杭頭接合面においては，杭頭の端板がパイルキャップに

定着されていないため，断面の応力分布が杭軸部と異な

る可能性がある。ここでは，引張力を負担しない

F.T.Pile 構法の杭頭接合面の終局曲げモーメントM
u
’

を算定し，実験結果との比較を行う。M
u
’の算定は，4.1

節で述べた平面保持断面解析によるが，F.T.Pileの杭頭

接合面を想定し，引張ひずみが発生する領域においては

プレストレス以外の応力を負担しない仮定を導入した。

　図－１２に終局曲げモーメントに達した際の杭軸部断

面，および杭頭接合面の応力とひずみの分布を例示す

る。杭軸部の断面では，圧縮縁から138.3mmの位置に中

立軸が存在し，PC鋼棒には引張応力が作用している。こ

れに対して，引張応力を負担しない杭頭接合面では，中

立軸が圧縮縁から98.2mm の位置に存在し，引張領域に

はプレストレス以外の応力は作用していない。

　図－１３にシリーズ２の実験で得られた杭頭接合面の

最大曲げモーメントM
max
，破壊部の最大曲げモーメント

M
B
（P2,P3では補強バンド上端，P4では杭頭接合面の最

大曲げモーメント）とσnの関係を示す。同図には，上

述したM
u
とM

u
’および最大偏心モーメントM

e
を併記し

た。表－６に実験結果と解析結果の比較を示す。軸応力

20N/mm2以下の実験（P2）では，M
max
はM

e
に近い値となっ

ており，シリーズ１の結果と対応する（図－７参照）。ま

た，M
max
はM

u
’を超えている（M

max
/M

u
’=1.07～1.21）

が，構造的な損傷は生じていない。軸応力30N/mm2以上

の実験では，いずれも杭が曲げ圧壊したため，M
max
とM

e

との差が大きい。P2（F
c
85）の軸応力30N/mm2以上の実

験では，M
max
はM

u
’を大きく超え（M

max
/M

u
’=1.24 ～

1.42），補強バンドの上端において杭が曲げ圧壊した。

M
B
とM

u
は比較的良い対応を示している(M

B
/M

u
=1.01～

1.21）。P3(Fc105)も，P2と同様に，M
max
がM

u
’を超え

（M
max

/M
u
’=1.24～1.25），補強バンドの上端において杭

が曲げ圧壊した。ただし，M
B
/M

u
は0.89～1.02であり，

補強バンド上端の曲げ耐力が杭軸部の曲げ耐力よりも低

くなる可能性が認められる。一方，補強バンドの無いP4

(Fc105)では，杭頭接合面において杭が曲げ圧壊してお

り，M
max
はM

u
’と良い対応を示した（M

max
/M

u
’=0.98）。

5.　まとめ

　高支持力杭にF.T.Pile構法を採用した際の構造性能

を実験的に検討し，以下の知見を得た。

接合面
最大曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ

破壊部
最大曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ

接合面
終局曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ

軸部
終局曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ

σn
(N/mm2)

Ｍmax
(kN･m)

ＭB
(kN･m)

Ｍu'
(kN･m)

Ｍu
(kN･m)

Ｍmax/Ｍu Ｍmax/Ｍu' ＭB/Ｍu

5 32.7 - 30.0 117.4 0.28 1.09 -

8 49.1 - 45.8 126.0 0.39 1.07 -

10 65.3 - 55.6 130.9 0.50 1.17 -

15 94.2 - 78.0 139.3 0.68 1.21 -

11 20 117.6 - 97.5 145.3 0.81 1.21 -

12 30 169.7 153.1 125.1 151.0 1.12 1.36 1.01

16 40 189.0 172.2 133.0 142.2 1.33 1.42 1.21

13 30 168.8 155.8 136.2 174.1 0.97 1.24 0.89

14 40 196.2 180.4 156.8 177.7 1.10 1.25 1.02

15 P4
(Fc105) 40 153.4 153.4 156.8 177.7 0.86 0.98 0.86

注）網掛けしたケースは，杭が破壊していないことを示す。

P3
(Fc105)

試験杭

実験値/解析値

実験値 解析値

10

P2
(Fc85)

No.

軸応力

表－６　M
max
，M

B
とM

u
，M

u
’の比較

Table 6 Comparison of  M
max

, M
B
 and M

u
, M

u
’

図－１３　M
max
，M

B
～σn関係

Fig.13 M
max
,M

B
-σn relationship

（1）F.T.Pile構法を採用した杭頭接合部の最大曲げモー

メントM
max
は，低軸力下においては最大偏心モーメ

ントM
e
にほぼ一致するが，高軸力下においてはM

e

に達しない。パイルキャップに耐力低下を伴う損傷

が生じないことを条件とすれば，M
max

/M
e
と軸応力比

（σn/σB　）の関係には良い相関が得られる。このこ

図－１２　応力ひずみ分布の比較(σ
n
=20N/mm2)

Fig.12 Distribution of stress and strain (σ
n
=20N/mm2)
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とから，M
e
とσn/σBをパラメータとしたM

max
の評

価式を提案した。

（2）上記評価式の適用条件として，パイルキャップの寸

法，コンクリート強度，杭径，軸力をパラメータと

したパイルキャップ接合面の断面解析手法を提案し

た。本解析手法に偏心載荷の影響を考慮した支圧係

数を導入することによって，パイルキャップに耐力

低下を伴う損傷が生じないことを示した。

（3）F.T.Pile構法を採用したPHC杭の破壊性状は，高軸

力下においては，軸応力の圧縮縁への集中に起因し

た杭頭部の曲げ圧壊となる。補強バンドが無いPHC

杭では，杭頭圧縮縁が曲げ圧壊したのに対し，補強

バンドのあるPHC杭では補強バンドの上端で曲げ圧

壊を生じた。本実験の範囲では，補強バンドによっ

て曲げ耐力が約1.28倍に向上しており，補強バンド

が杭頭の曲げ圧壊抑制に有効に作用している。

（4）補強バンドが無いPHC杭にF.T.Pile構法を採用した

場合の杭頭接合面の曲げ耐力は，引張応力を負担し

ない仮定を導入した断面解析によって評価できる可

能性を示した。補強バンドによる曲げ耐力の向上効

果については，今後さらに検討していく必要がある。
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