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既往の水平載荷試験結果に基づく単杭の水平地盤反力係数
（その 1：文献調査と地盤反力-変位量関係のモデル化）
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１. はじめに
建築物の杭基礎の耐震設計は，日本建築学会「建築基礎

・地表面変位が杭径の 3%以上
これら 26 ケースのうち杭頭部付近が砂質土（砂，礫）

構造設計指針」等を参考に行われている．設計に用いる基

地盤のものが 16 ケース，粘性土地盤のものが 10 ケースで

準水平地盤反力係数 kh0 は，水平載荷試験から求めた値や

ある．ここで，粘性土地盤に対する数が少ないのは，qu 値

などで推奨される評価式を用いることになってい

や c 値のあるデータに限定したためである．杭径はφ400〜

るが，実際の現場で kh0 を求めるための水平載荷試験はほ
などの評価式を用いるこ

φ1,000 であり，砂質土地盤では広い範囲に分布している
が，粘性土地盤ではφ600とφ1,000が大半である．杭頭部付

とが一般的である．これらの評価式は，既往の研究(例え

近の地盤(ここでは，地表面から 1/β程度の範囲の地盤を

指針

１）

とんど行われておらず，指針

１）

ば文献 2)〜7))等に基づいて検討されたものである．既往

対象とした)は，砂質土では N 値の範囲が 3~12 で，粘性

の研究における kh0 は，地表面変位が 10mm の時の水平地

土では N 値が 0~5，qu 値の範囲が 20~75kN/m2 であり，両

盤反力係数 kh として評価する場合が多く，この時の杭頭

地盤共に杭頭部付近が比較的緩い地盤である．杭種は鋼管

荷重と地表面変位の関係を満たすように，深さ方向に同じ

杭が大半であるが，場所打ち杭や PC 杭，PRC 杭も含まれ

kh を有する地盤と仮定したモデルを用いて逆解析により求

ている．杭が降伏している実験は，降伏するまでのデータ

められている．このような水平地盤反力係数 kh は杭径，

のみを対象とした．

杭種，地盤条件等に関係なく地表面変位が 10mm の時を
基準としているが，実際の杭の挙動(杭頭荷重–水平変位関

３. kh の算定
それぞれの載荷試験結果から水平地盤反力係数 kh を求

係など)との関係については十分検討されていない．

めた．地表部付近の土質構成が複雑ではない試験結果であ

これらのことから筆者らは，実際の杭の挙動をさらに精

ることから，一様地盤中の弾性支承上のはりの解

1)

を用い

度よく評価することを目的として，既往の実大水平載荷試

て逆解析を行った．杭頭変位量:yt ，杭突出長:h，杭頭荷

験データについて再度見直し行い，静的に水平力が作用す

重:H，杭径:B，杭の弾性係数:E，杭の断面 2 次モーメン

る杭の，耐震設計に用いる水平地盤反力係数のモデル化に

ト:I は，文献に記載されている値を用いたが，yt と H の数

ついて検討を行った．本報では収集・整理したデータと地

字の記載がない場合はグラフから読み取り，E と I が記載

盤反力–変位量関係のモデル化について報告する．

されていない場合は公称値を用いた．逆解析によって求め

２. 使用データ
収集したデータは，論文集・雑誌等で公表されている論

た水平地盤反力係数を以後逆算 kh とよぶ．地表面変位量 y

文や報文・各工法の実験資料・水平載荷試験結果の報告書
等 69 編の文献で，記載されている実験は 120 ケースであ

４. 地盤反力 p–地表面変位量 y 関係のモデル化
各載荷試験の p–y 関係は，地盤のせん断応力–せん断ひ

る．これらのうち，下記前提条件に当てはまる 9 文献，26

ずみ関係で用いられる双曲線にモデル化して検討を行った．

ケース

8)〜14)

を検討の対象にした．

はこの逆算 kh から計算によって求めた．

双曲線は式(3)で表わされる．式(3)を式(4)のように書き換
えると，1/kh と y の関係は線形となる．

・日本国内の単杭の試験
・杭頭の境界条件が自由

p=

・地盤条件や杭諸元が明らかとなっている
・表層部(杭頭から 1/β程度，β:杭の特性係数)の
土質構成が複雑でない

y
1
1
=
+
kh
k h1 p max

・杭頭部付近で地盤改良等を行っていない
・杭頭部付近が粘性土のものは，一軸圧縮強度 qu 値や
粘着力 c 値の値が記述されている

k h1 × y
y
=
1
k h1 × y
y
+
1+
k h1 p max
p max

(3)

(4)

ここで，pmax:最大地盤反力，kh1: 初期剛性である．そこで，
3 で求めた逆算 kh–地表面変位量 y 関係から 1/kh–y 関係を

Coefficient of horizontal subgrade reaction of single piles based on horizontal loading tests in the past
(Part1. Literature review and modeling of subgrade reaction-displacement relationship)
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作成し，最小自乗法を用いて切片と勾配求め，それらの逆
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図２
*1 (独)原子力安全基盤機構・博士(工学)
*2
ジャパンパイル(株)
*3 鹿島建設(株)・博士(工学)
*4 千代田工営(株)・博士(工学)
*5 鋼管杭・鋼矢板技術協会
*6 (株)フジタ・博士(工学)
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