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1.  はじめに 
 

合理的な杭頭部の接合方法として杭頭半剛接合構法

（以下，本構法と称す）を開発し，多くのプロジェク

トに実施適用している 1~3)。本構法は，杭頭部の回転を

許容することにより杭頭接合部への応力の集中をさけ，

杭基礎の耐震性を向上させる構法である。本構法を採

用した場合，杭や基礎梁の断面積を縮小することが可

能となり，コスト縮減や掘削残土の低減等のメリット

がある。筆者らは，本構法を採用した建物の地震時挙

動を解明する目的で，乾燥砂地盤における杭基礎建物

模型の振動実験を実施した 4,5)。実験結果から，杭頭半

剛接合構法の杭被害軽減効果を確認した。一方，本構

法を採用した建物と地盤の動的相互作用の影響により，

杭頭せん断力の分担が杭位置ごとに異なること，上部

構造物加速度が若干減少し基礎の変形が増加する傾向

を確認した。このことから，地盤と建物の動的相互作

用の影響が顕著となる液状化地盤等で杭頭半剛接合構

法を採用する際には，その影響を十分考慮した設計が

必要となる。本研究の目的は，液状化地盤等の超軟弱

地盤において杭頭半剛接合構法を採用した建物の地震

時挙動を解明することである。前報 6,7)では，基礎（フ

ーチング）が地盤に根入れされていない杭基礎建物模

型を用いた「液状化地盤-杭基礎建物系の遠心模型振動

実験」について述べた。本報では，基礎が表層の非液

状化層に根入れされた建物模型を用いた「液状化地盤-

杭基礎建物系の遠心模型振動実験」から，基礎根入れ

部より生じる地震時土圧が杭頭半剛接合構法を採用し

た建物の挙動に与える影響について検討する。 

2.  実験概要 
 

実験は，技術センターにおける遠心載荷装置を用い，

50g 場で実施した。試験体は，杭頭を剛接合とした試

験体（以下，Model R と称す）と半剛接合とした試験

体（Model S と称す）の２種類である。 

2.1  模型試験体 

 模型試験体を図-１に示す。せん断土槽は，加振方向

560mm×奥行き 210mm×深さ 400mm（実物換算：28m

×10.5m×20m）である。地盤は図-１に示すように三層

からなる。底面から密な下層，その上部に液状化層さ

らに表層に非液状化層がある。下層と液状化層は豊浦

標準砂を用いて作製しており，それぞれの目標とした

相対密度(Dr)は 90％，60％である。非液状化層はケイ

砂 3 号を用いている。液状化層の加振直前の Dr は，

Model R:約 64％，Model S:約 58％であり，Model R の

液状化層は Model S と比較して若干締まっている。間

隙水には粘性が水の 50 倍のシリコンオイルを用いてい

る。地下水位は液状化層上端よりも若干高くしている。 

上部構造物と基礎の質量は，それぞれ 5.2kg・2.7kg

である。微小加振時における上部構造物の固有周期は

0.003 秒（実物換算 0.15 秒）である。 

杭頭接合部と根入れ部の模型を図-２に示す。根入れ

部に生じる土圧を計測する目的で，文献 8),9)を参考にし，

基礎の加振方向と直交する側面に荷重計 4 個と受圧板

を設置している。基礎の加振方向と平行する側面には

テフロンシートを貼り付け，側面摩擦を低減している。

杭にはステンレスパイプ（φ16mm，t=1mm，E=1.97×

108kN/m2）を用い，加振方向 2 本×奥行き方向 2 本＝

合計 4 本杭である。Model R における杭頭接合部は，

二つ割したパイルキャップで挟み込み，ボルトで固定
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している。Model S では，実物同様に 1)，杭頭部にパイ

ルキャップを載せただけの構造としている。 

杭-基礎模型に対し，一定鉛直荷重のもと杭先端に水

平変位を作用させた予備実験を実施し，杭頭接合部の

回転性能を把握している。Model S では，その回転性

能が軸力に依存するため，3 ケースの鉛直荷重（実物

換算：2.5MN（長期軸力），1MN，及び 4MN）のもと

試験を実施している。予備実験より得られた杭頭の曲

げモーメントと回転角の関係を実物スケールにて図-3

に示す。Model S の曲げモーメントと回転角の関係に

は，Model R と比較して，回転角の増加と伴に接線剛

性が急激に減少し，曲げモーメントが一定値に近づく

傾向がある。また，その履歴特性は載荷時と除荷時で

ほぼ同一点を通り，非線形弾性的である。図には次式

で表される最大抵抗モーメント（Mu）を合わせて示す。 

NDMu ×2=              (1) 

ここで，D：杭径，N：杭頭軸力である。Model S の

曲げモーメントは Mu に漸近している。 

2.2  計測項目 

センサーの配置を図-１に示す。計測項目は，地盤・

構造物の加速度，地盤の間隙水圧，杭のひずみ，杭頭

とパイルキャップの相対変位等である。 

式(1)に示す通り Mu は杭頭軸力に依存して変化する。

そのため，杭のひずみについては 1g 場での値を初期値

として評価する。その他の計測データについては加振

直前の値を初期値とする。 

変位は，加速度を 2 回積分して評価する。 

2.3  入力地盤波 

 入力地震波は南関東地震を想定して作られた臨海波

図-１ 地盤-杭基礎-建物模型 
Fig.1 Model of soil-pile-structure system 

図-２ 杭頭接合部および基礎根入れ部の模型 
Fig.2 Models of pile head connections and embedments 

図-３ 杭頭接合部の回転性能 
Fig.3 Rotation characteristics at pile heads 
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とし，本加振ではその最大加速度を 200cm/s2（実物ス

ケール）としている。また，試験体の初期の振動特性

を把握する目的で微小加振を実施している。 

2.4  上部構造物と基礎および杭頭に作用する水平力 

図-4 に地震時に上部構造物と基礎および杭頭に作用

する力の模式図を示す。慣性力は質量と加速度の積に

より評価できる。上部構造物の慣性力（FIS）と基礎の

慣性力（FIF）の和を建屋慣性力（FI）とする。基礎の

根入れ部には，左右の側面に土圧（PL，PR）,加振方向

と平行する側面および底面に摩擦力が作用する。今回

の実験では，その側面にテフロンシートを貼り付けて

いること，および地盤と底面の間に隙間を設けている

ことから，側面摩擦力と底面摩擦力は無視できると仮

定する。従って，基礎を見かけ上押引きする土圧合力

は左右の土圧の差（PL-PR）により評価する 8)。杭頭に

作用する水平力は建屋慣性力と土圧合力の和であり，

それが杭頭せん断力の合計と釣り合う。なお，本実験

結果において，建屋慣性力と土圧合力の和が杭の曲げ

モーメント分布を微分して求めた杭頭せん断力の合計

とある程度対応することを確認している。 

 

3.  実験結果 
 

本加振の実験結果について両試験体の比較を行う。

実験結果は全て実物スケールで示す。 

3.1  地盤の加速度・変位・過剰間隙水圧の時刻歴 

 図-5 に地盤の加速度・変位・過剰間隙水圧，振動台

の加速度の時刻歴を示す。両試験体において，高さ

7.0m における地盤の過剰間隙水圧が初期有効上載圧

（図中に破線で示す）に達し，図-１中の液状化層が液

状化している。過剰間隙水圧が初期有効上載圧に達す

る時刻は，Model R の方が Model S と比べて遅い。こ

れは，Model R の液状化層の Dr が Model S のそれと比

べて若干高いためと考えられる。地盤の液状化に伴い，

地盤の加速度が減少している（図-5(b)）。 

地盤変位は液状化層の過剰間隙水圧の上昇と伴に急

激に増加している（図-5(a)）。特に液状化後の 80 秒前

後では 10cm 前後の地盤変位が繰返し生じている。 

3.2  上部構造物の加速度，基礎の変位，杭頭曲げモ

ーメント及び回転角の時刻歴 

図-6 に上部構造物の加速度，基礎の変位，Pile1 の杭

頭における曲げモーメント・回転角の時刻歴を示す。 

両試験体における上部構造物の加速度は，14 秒以前

において，概ね対応している（図-6(a)）。地盤の液状化

とともに上部構造物の加速度は長周期化し，その応答

が低減している。液状化後において，上部構造物の加

速度応答が比較的小さい時刻（例えば，64.5～67 秒，

99～107 秒）では，両試験体の上部構造物の加速度は

良く対応している。しかし，Model R の上部構造物の

加速度が大きく増加する時刻（例えば，50～55 秒，77

～83 秒,93～98 秒）において，Model S の上部構造物の

加速度は，Model R と比較して，位相が遅れて，振幅

が小さくなっている。その結果，25 秒以降において上

部構造物に生じた最大加速度は，Model R：0.79m/s2，

Model S：0.48m/s2 であり，Model S におけるその最大

値は Model R と比較して 6 割程度である。  

両試験体の基礎変位は地盤の液状化と伴に増大して

おり，それぞれの地表面変位と対応している（図-6(b)，

図-5(a)）。基礎変位が際立って増加する時刻は，Model 

S の上部構造物加速度が Model R と比べて小さくなる

時刻と対応している（例えば，50～55 秒，77～83 秒）。  

約 15 秒以降の Model S では，杭頭曲げモーメントに

頭打ちが生じている（図-6(c)）。また，その値は Model 

R の杭頭曲げモーメントのピーク値より小さい傾向が

ある。Model S の杭頭回転角は液状化層の過剰間隙水

圧の上昇と伴に（図-5(c)）急激に増加している。Model 

S の杭頭回転角が大きく増加する時刻には，その基礎

変位が大きくなり，また，その上部構造物加速度が

Model R と比べて小さくなっている（例えば，50～55

秒，77～83 秒）。このことから，液状化による地盤剛

性の低下後，地盤応答あるいは上部構造物の応答が大

きく増加した際に，杭頭における回転性能の違いが明

確に現れ，杭頭半剛接合構法が建物の地震時挙動に与

える影響が大きくなると考えられる。 

3.3  杭頭曲げモーメントと回転角の関係 

 図-7 に杭頭曲げモーメントと回転角の関係を示す。

Model S では，予備実験と同様に，非線形弾性的な挙

動を示している。その結果，Model S の杭頭曲げモー

メントは Model R よりかなり小さい。 

図-4 構造物と杭頭に作用する力 
Fig.4 Forces acting on structure and pile heads 
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3.4  建屋慣性力と土圧合力の時刻歴，およびそれら

の関係 

 図-8 に建屋慣性力と土圧合力，およびそれらの和で

ある杭頭へ作用する水平力の時刻歴を示す。なお，土

圧合力にハイパスフィルタを施し，その残留成分を除

去している。なお，力の向きは右側を正としている。 

液状化前（0.0～13.5 秒）において，Model S の土圧

合力は Model R のそれより若干大きいが，両試験体の

土圧合力や建屋慣性力に違いは少ない。また，土圧合

力の振動特性は建屋慣性力のそれと対応している。 

液状化過程（13.5～25.0 秒）における建屋慣性力は，

地盤の過剰間隙水圧の上昇とともに，長周期化し減少

する傾向が確認できる。一方，液状化過程における土

圧合力では，長周期化する傾向があるが，その値は液

状化前と比べて同程度あるいは大きくなる瞬間がある。 

液状化後（25.0 秒以降）における Model R の土圧合

力は，液状化前や液状化過程と比較して，大きくなる

時刻がある。一方，液状化後における Model S の土圧

合力は液状化前や液状化過程と比較して減少し，その

図-5 地盤の加速度・変位・過剰間隙水圧，及び振動台の加速度の時刻歴 

Fig.5  Time histories of accelerations of soil and shaking table, displacements of soil, and excess pore water pressures of soil 

 

図-6 上部構造物の加速度，基礎の変位，杭頭曲げモーメント，及び杭頭回転角の時刻歴 
Fig.6 Time histories of acceleration of superstructure, displacement of foundation, bending moment and rotation angle of pile heads 

図-7 杭頭曲げモーメントと回転角の関係 
Fig.7 Relations between bending moment and rotation angle at pile 

heads 
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位相特性は Model R の位相特性と異なる。 

図-9 に建屋慣性力と土圧合力の関係を，液状化前

（0.0～13.5 秒），液状化過程（13.5～25.0 秒）および液

状化後（25.0～120.0 秒）に分けて示す。 

液状化前における建屋慣性力と土圧合力の関係は，

両試験体ともに負の相関にあり，土圧合力は建屋慣性

力に対して反力として作用している（図-9(a)）。すなわ

ち，根入れ効果による杭頭水平力の低減が確認できる

（図-8(c)）。Model S におけるその関係の傾きは Model 

R のそれと比較して若干小さい。この要因は，Model S

では杭頭の回転が許容されているためその杭基礎の水

平剛性が若干小さく，建屋慣性力に抵抗する土圧合力

の負担割合が増加することにあると考えられる。 

液状化過程では，負の相関にあった建屋慣性力と土

圧合力の関係に位相差が生じている（図-9(b)）。さらに，

Model R では建屋慣性力と土圧合力が同一方向に作用

し，液状化前と比べて，建屋慣性力が減少しているの

に対し杭頭水平力が増大する傾向がある（図-8(a),(c)）。

すなわち，土圧合力が外力として作用する瞬間がある。 

液状化後における Model R では，建屋慣性力の増加

に対して，土圧合力が外力として作用する状況が明確

に確認できる（図-9(c)）。その結果，杭頭水平力は建屋

慣性力と比べて増加している（図-8(c)）。一方，Model 

S の建屋慣性力と土圧合力の関係には負の相関があり，

土圧合力が建屋慣性力に対して反力として作用してい

る。その結果，25 秒以降において Model S の杭頭へ作

用する水平力の最大値は，Model R と比較して，４割

程度である（図-8(c)）。土圧合力の建屋慣性力に対する

作用方向が Model R と Model S で異なる要因として，

液状化に伴い両試験体の杭基礎の水平抵抗に違いが生

じたことが考えられるが，その考察は 3.7 節に示す。 

3.5  杭の曲げモーメント分布 

 図-10 に液状化前（t=11.8s）および液状化後（t=80s

付近）における杭の曲げモーメント分布を示す。ただ

し，液状化前では加振に伴う増分値で比較している。

また，表-1 にそれぞれの時刻における建屋慣性力，土

圧合力，および杭頭へ作用する水平力を示す。 

前述の通り，液状化前における土圧合力は，建屋慣

性力と逆符号であり，建屋慣性力に対して反力として

作用している（図-9(a)）。建屋慣性力は両試験体でほぼ

等しいが，Model S の土圧合力は Model R のそれより

大きい。その結果，Model S の杭頭に作用する水平力

図-8 建屋慣性力，土圧合力，および杭頭へ作用する水平力の時刻歴 

Fig.8  Time histories of inertia force from structure, total earth pressure acting on footing, and total lateral force on pile heads.  

 
図-9 建屋慣性力と土圧合力の関係 

Fig.9  Relations between inertia force from structure and total earth pressure acting on footing 
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は Model R のそれと比較して小さい。 

液状化前における Model S の杭頭曲げモーメントは，

Model R の杭頭曲げモーメントと比較して，Pile 1 にお

いて 3 割，Pile 2 では 6 割程度である。Model S の最大

曲げモーメントは液状化層下端で発生している。液状

化層下端における Model S の曲げモーメントは，同一

深度における Model R の曲げモーメントと比較して 1

～2 割増加しているが，Model R の杭頭曲げモーメント

と比較して 7 割程度となっている。 

液状化後（t=80s 付近）における Model S の建屋慣性

力は Model R と比較して 6 割程度である。Model R に

おける土圧合力は建屋慣性力と同一符号であり，外力

として作用している。一方，Model S の土圧合力は建

屋慣性力と逆符号であり，反力として作用している

（図-9(c)）。その結果，Model S の杭頭へ作用する水平

力は Model R と比較して極めて小さくなっている。 

Model R において，80.4 秒における建屋慣性力は

11.8 秒におけるそれと比較して減少しているが，土圧

合力が外力として作用しているため，杭頭へ作用する

水平力が大きく増加している。また，80.4 秒では，曲

げモーメント分布における第一ゼロ点が下がり，液状

化とそれに伴う地盤変形の影響が確認できる。その結

果，杭頭曲げモーメントおよび地中部曲げモーメント

ともに，液状化前と比べて大きく増加している。 

一方，80.9 秒における Model S では，11.8 秒と比較

して，建屋慣性力が小さくなり，土圧合力が反力とし

て作用するため，杭頭へ作用する水平力がかなり小さ

くなっている。しかし，液状化や地盤変形の影響によ

り，80.9 秒における曲げモーメントは，11.8 秒と比べ

て，杭頭および地中部で大きくなっている。 

 

液状化前では Model R と比較して大きい Model S の

地中部曲げモーメントは，80 秒付近では，逆に Model 

R の 4 割～6 割程度となっている。この違いが生じた

主な要因は，杭基礎の水平抵抗と変形性能の違いによ

り，Model S の杭頭に作用する水平力が Model R と比

べて極端に小さくなったためと考えられる（そのメカ

ニズムに関する考察は 3.7 節に示す）。その結果，

Model S における杭の最大曲げモーメントは Model R

の 2～3 割程度となっており，杭頭半剛接合構法の曲げ

モーメント低減効果は液状化前と比べて高まっている。 

3.6  地盤と建物の連成系の一次固有周期 

図-11 に微小加振時および本加振の液状化後（25.0 秒

以降）について，振動台加速度に対する上部構造物加

速度のフーリエスペクトル比を示す。ただし，バンド

幅 0.14Hz のハニングウィンドウで平滑化を行っている。 

基礎が根入れされていない場合，杭頭曲げモーメン

トに頭打ちが生じても，地盤剛性が大きく低下しない

限り，杭頭接合条件が１次のピーク周期（地盤と建物

の連成系の１次固有周期：T1 と称す）に与える影響は

比較的小さいことが確認されている 7)。本実験では，

根入れにより基礎が拘束されている影響もあり，微小

表-1 建屋慣性力,土圧合力及び杭頭へ作用する水平力 

Table 1 Inertia forces, total earth pressures, and total forces on pile 
heads 

 液状化前（t=11.8s） 液状化後(80秒付近) 

Model R Model S Model R Model S 

建屋慣性力 846kN 837kN 642kN 351kN 

土圧合力 -249kN -313kN 446kN -180kN 

杭頭へ作用
する水平力 597kN 525kN 1,088kN 171kN 

図-10 杭の曲げモーメント分布 
Fig.10 Distributions of bending moments of piles 
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加振における T1 は，両試験体でほぼ等しく，その周期

付近におけるフーリエスペクトル比も類似している。 

液状化後における連成系は地盤の液状化の影響によ

り長周期化する 7)。杭基礎の水平抵抗の大きい Model R

では，根入れの影響，すなわち土圧合力が建屋慣性力

に対して加力側に作用し，長周期化している 10)。その

結果，Model R の T1 は，杭基礎の変形性能が高く地盤

に追従する Model S の T1とほぼ等しい。T1付近のフー

リエスペクトル比を比較した場合，Model S のそれが

Model R より小さい。このことは，１次モードにおけ

る復元力特性の違いに起因していると考えられる。す

なわち，Model R では，建屋慣性力と土圧合力が同一

方向に作用し，杭基礎の水平抵抗が復元力として作用

しており，その水平剛性は大きい。一方，Model S で

は，過大な建屋慣性力に対して，杭基礎の水平抵抗と

基礎の前面側における受働土圧が復元力として作用し

ている。地盤・建物応答が増大した際，Model S では

杭頭回転角が増加しその回転剛性が極端に小さくなる

ため（図-7），その杭基礎の水平剛性はかなり小さい 7)。

また，受働土圧の発現には十分な相対変位が必要であ

る。その結果，Model S では，建屋慣性力に対する反

力の水平剛性が小さく，基礎変位が増加し上部構造物

の加速度が減少する，すなわち，長周期化するものと

考えられる（図-6(a),(b)）。このことは，図-11 で，T1 よ

り長周期側における Model S のフーリエスペクトル比

が Model R より大きいことと対応している。 

3.7  杭頭半剛接合構法の曲げモーメント低減効果が

高まるメカニズム 

ここでは，杭頭を半剛接合とした場合に，液状化後，

建屋慣性力・根入れ部に生じる土圧合力が小さくなり，

杭頭半剛接合構法の杭の曲げモーメント低減効果が液

状化前より高まるメカニズムについて考察を示す。 

杭頭を半剛接合とした場合，杭頭の回転剛性が小さ

いため，液状化による地盤反力の低下と伴に，杭基礎

の水平剛性・水平抵抗が，杭頭を剛接合とした場合と

比べて，明確に小さくなる 7)。液状化に伴い地盤変形

は増大するが，杭基礎の水平抵抗の大きい 10)Model R

では地盤変形に対して杭基礎が抵抗し，地盤と杭基礎

の相対変位の増加と伴に，杭に作用する地盤反力や基

礎の背面側における受働土圧が増加する。さらに建屋

が短周期のため，土圧合力が建屋慣性力と同一方向す

なわち加力側に作用する（図-9(c)）。この結果，杭基礎

に作用する水平力が増大し，杭の曲げモーメントが極

端に大きくなる（図-10）。一方，杭頭の回転性能の高

い Model S では，水平抵抗の低下した杭基礎が表層地

盤に追従して変形するため，杭に生じる地盤反力が増

加しにくい。また，建屋慣性力の増加に対して，基礎

の変位が増大し，基礎の前面側の受動土圧の増加によ

り土圧合力が反力として作用する（図-9(c)）。さらに，

過大な建屋慣性力に抵抗する反力の水平剛性が小さい

ため，連成系が長周期化し(図-11(b))，上部構造物の加

速度が減少する（図-6(a)），すなわち，建屋慣性力が小

さくなる（図-8(a)）。つまり，杭頭の回転性能の高い杭

基礎と液状化地盤，表層の非液状化地盤，及び上部構

造物との動的相互作用により，地盤・建物応答の増加

に対して，杭基礎へ作用する水平力がかなり小さくな

り，Model S の杭の曲げモーメントが極端に小さくな

ると考えられる（図-8(c)，図-10(c),(d)）。これらの結果，

杭頭半剛接合構法の曲げモーメント低減効果が，液状

化前と比べて，液状化後に高まると考えられる。 

 

4.  結論 
 

基礎の根入れ部より生じる地震時土圧が杭頭半剛接

合構法を採用した建物の地震時挙動に与える影響を解

明する目的で，液状化地盤-杭基礎-建物系の遠心模型

振動実験を実施した。杭頭を剛接合とした実験と半剛

接合とした実験を比較検討し，以下の結論を得た。 

1) 液状化前（地盤の過剰間隙水圧上昇前）では，杭頭

の接合条件によらず，基礎根入れ部より生じる地震

時土圧（土圧合力）は建物からの慣性力（建屋慣性

力）に対して反力として作用し，杭頭へ作用する水

平力が低減する。その低減効果は，杭頭を半剛接合

とした場合の方が，杭頭を剛接合とした場合と比較

して，大きい傾向にある。 

2) 液状化後において根入れ部に生じる土圧合力は，杭

頭の接合条件の違いにより大きく異なる。すなわち，

杭頭を剛接合とした場合，土圧合力は建屋慣性力と

図-11 振動台に対する上部構造物加速度の 
フーリエスペクトル比 

Fig.11 Fourier spectrum ratios of superstructure accelerations over 
input accelerations. 
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同一方向すなわち加力側に作用する傾向にある。一

方，杭頭を半剛接合とした場合，土圧合力は逆に反

力として作用する傾向にある。これは，杭頭を半剛

接合とした場合，液状化に伴い杭基礎の水平抵抗が

杭頭を剛接合とした場合と比較して明確に低減し，

過大な慣性力に対して基礎の変形が増大し，基礎の

前面側に受働土圧が作用するためと考えられる。 

3) 微小加振時において，杭頭を半剛接合とした場合の

地盤-杭基礎-建物系の一次固有周期は杭頭を剛接合

とした場合のそれとほぼ等しい。また，液状化前か

ら液状化過程の初期において，杭頭を半剛接合とし

た場合の上部構造物の応答特性は杭頭を剛接合とし

た場合のそれと概ね等しい。 

4) 液状化後では，根入れの影響により，杭頭を半剛接

合とした場合の連成系の１次固有周期は杭頭を剛接

合とした場合のそれとほぼ等しい。しかし，杭頭を

半剛接合とした場合，杭基礎の水平抵抗が小さく変

形性能が高いため，その上部構造物の最大加速度は

杭頭を剛接合とした場合と比べてかなり小さくなる。 

5) 液状化前および液状化過程において，杭頭を半剛接

合とした場合の曲げモーメント分布は，杭頭を剛接

合とした場合と比較して，杭頭部で減少し，地中部

で増加する。杭頭を半剛接合とした場合の杭の最大

曲げモーメントは杭頭を剛接合とした場合と比較し

て 7 割程度である。 

6) 液状化後において，杭頭を半剛接合とした場合に地

中部に生じる最大曲げモーメントは，杭頭を剛接合

とした場合と比較して，小さくなる。杭頭を半剛接

合とした場合，変形性能の高い杭基礎が地盤に追従

して変形し，基礎に生じる土圧合力が建屋慣性力に

対して反力として作用し，さらに，連成系が長周期

化することにより建屋慣性力が減少する。これらの

結果，その杭基礎に作用する水平力が大きく減少し，

地中部の曲げモーメントが小さくなるものと考えら

れる。一方，杭頭を剛接合とした場合における杭の

最大曲げモーメントは，液状化後，地盤変形や土圧

合力の影響により大きく増加する。その結果，杭頭

を半剛接合とした場合の杭の最大曲げモーメントは，

剛接合とした場合と比べて，3 割程度となり，その

曲げモーメント低減効果は液状化前より高まる。 

7) 杭頭を剛接合とした場合，地中部に比べて杭頭部の

応力が極端に大きくなるだけでなく，液状化地盤で

は，杭基礎の水平抵抗が大きいため，基礎根入れ部

より生じる地震時土圧が建屋慣性力に対して加力側

に作用する等，外力が増加し杭基礎に被害が生じる

可能性が高まる。一方，杭頭半剛接合構法を採用し

た場合，曲げモーメント分布の平準化による耐震性

能の向上だけでなく，杭基礎の変形性能が高まるこ

とにより，液状化後，根入れ部より生じる地震時土

圧が反力として作用し，さらに，建屋慣性力が減少

し，外力が大きく減少する可能性がある。このこと

から，液状化等の地盤変状や過大な地震動に対して

より多くの余裕度が生まれ，杭基礎の耐震性におけ

る冗長性が高まると考えられる。さらに，建物の加

速度が減少することから，免震効果により建物全体

の耐震安全性を向上できる可能性がある。 

なお，上記結論は限られた実験ケースに基づくもの

である。建物周期や根入れ深さ，杭や杭頭半剛接合部

の仕様，地盤条件，入力地震波等が異なる場合につい

て，さらに実験データの蓄積が必要である。 
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