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強震時，杭基礎は慣性力のみならず，地盤の強制変形により大きく損傷を受けることが既往の研究によ

り明らかにされている．著者はこれまで杭に生じる曲げひずみと杭径寸法の関係について検討し，杭頭近

傍に生じる曲げひずみを極小化する最適杭径が存在し得ることを明らかにした．しかし実際には，杭近傍

の地盤において塑性化が生じるため，杭への作用力には有効抵抗土圧という上限値が生じることになる．

そこで本研究では，そうした塑性化の影響について，粘性土地盤中の杭基礎を対象に応答変位法に基づく

解析的評価を実施した．その結果，地盤の塑性化の進行により，慣性力による曲げひずみは著しく増加し，

地盤変形による曲げひずみは減少することが判明した．これにより，最適杭径は地盤の塑性化に伴って増

加する傾向にあることが明らかとなった． 
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1.  はじめに 
 
近年の耐震設計においては，軟弱地盤に埋設され

る杭基礎について，慣性力のみならず，地盤変形の

影響を考慮した耐震照査が実施される場合が多い．

これは，地盤変形が杭に及ぼす影響とその重要性に

ついて，過去の地震被害や地震観測において報告さ

れてきたこと，また数多くの解析的・実証的研究に

より，それらの現象解明が進展したことによるもの

と考えられる1)-15)．しかし，設計実務においては未

解明の点が未だ幾多も残されている16)．著者はこれ

までに，地盤の強制変形を受ける杭の杭径に最適解

は存在するのかというテーマを対象とした検討を進

めてきた．ここで最適解とは，杭体に生じる曲げひ

ずみを最小化，もしくは極小化させる杭径（最適杭

径）を意味する． 
これまで著者は，一様弾性地盤中の単杭を対象に，

地盤変形のみの影響を受ける杭体の曲げひずみと杭

径の関係を，理論的考察により明らかにした17)．さ

らに実際的な条件として，地盤変形と同時に杭頭が

上部構造物からの慣性力を受ける場合について，3
次元弾性波動論に基づく理論解からその一般特性を

把握した18), 19)．その結果，表層地盤に生じる平均

せん断ひずみで正規化された杭頭曲げひずみは，地

盤変形と杭頭に作用する水平荷重Vとの相対的な影

響程度を表す荷重比係数Frとその位相差φr，基礎径

長比a/Hと地盤と杭の剛性比Es/Epの関数として表さ

れることが明らかとなった．また，一般的な杭径諸

元の範囲において，杭頭曲げひずみを極小化する最

適杭径が存在する場合のあることを確認した．この

最適杭径の存在によって，慣性力のみを外力として

設計・照査してきた際の杭断面の決定基準，つまり，

杭の損傷を抑制させるためには杭断面を増大させる，

といった従来の考え方が，地盤変形の影響を考慮す

る場合には，誤った判断となる可能性があることを

明らかにした． 
一般に，強震時においては杭近傍の地盤が塑性化

し，これが杭の応答特性に大きく影響を与えること

が知られている．そのため，上述した研究成果を設

計実務に適用する際には，杭近傍地盤の塑性化が最

適杭径に及ぼす影響を評価しておくことが不可欠で

ある．しかし，これまで利用してきた 3 次元弾性波

動論に基づく理論的手法では，そうした非線形性の

影響を考慮することは極めて難しい．一方，地盤変

形を考慮した耐震設計では，応答変位法を利用した

耐震照査を実施することが多い．応答変位法は，地

盤変形を静力学的に取り扱う手法であり，地盤抵抗

や杭体の非線形性，あるいは複雑な地盤の層構成を



 

 

比較的容易に取り込むことができる．応答変位法の

妥当性に関しては，例えば Luo, et al.15) による 1995
年兵庫県南部地震で被災した，2×2 正方配列 RC 杭

の段落し部における crack 状況について，当該手法

により良好なシミュレーション結果を提示した事例

が挙げられる．また室野・西村 11) は，慣性力と地

盤変形の位相差に着目し，これに基づく杭の応力発

生メカニズムの解明と，地盤変位の影響を中心とし

た設計と慣性力の影響を中心とした設計の 2 段階法

を提案しており，高精度な応答変位法の改良が実施

されている． 

そこで本論文は，この応答変位法を用いて杭近傍

地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす影響を把握した．

杭近傍地盤の非線形性については，近年，例えば

Gerolymos and Gazetas20) に見るように，詳細な数学

モデルが提案されており，種々の地盤の詳細な p-y
関係を良好にシミュレートすることが可能である．

しかし本研究では，特定の基礎系に対するシミュレ

ーション解析を行うものではなく，広く使用されて

いる単純な履歴特性に基づいて，近傍地盤の塑性化

による主要な影響を把握することに視点を置いてい

る．そこで本研究では，一様な粘着力 c を有する粘

性土地盤を対象に，Broms21) の式から有効抵抗土圧

を算定し，履歴特性はバイリニアモデルを仮定した．

そして，杭体に作用する地盤変形と，杭頭に作用す

る水平荷重の最大振幅の違いをパラメータにした多

数の解析ケースによって，塑性化の程度を変化させ

て最適杭径の特性を評価した． 

 

 

2．応答変位法による地盤変形と上部構造物か

らの慣性力を受ける杭のモデル化 

 

(1) 解析モデルの概説 

 図-1 に応答変位法に基づく単杭の解析モデルを

示す．本解析モデルは一連の研究 17), 18), 19) と同様に，

杭頭回転拘束条件を仮定している．この境界条件は，

例えば，剛なフーチングに拘束された群杭基礎にお

ける一杭を想定している．これにより，杭頭には回

転拘束に伴う拘束モーメントが生じることになる．

ただし本研究においては，左記の境界条件を満足す

る単杭を解析の対象とするものであり，杭間の動的

相互作用を考慮した群杭基礎を対象とするものでは

ないことをお断りする．杭先端は弾性地盤に回転拘

束されるものとする．また表層地盤厚と基礎長を等

しく H とし，杭半径を a （杭直径を ad 2= ）とす

る． 
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図-1応答変位法に基づく杭基礎の解析モデル 

 

 図-1 に示すように，杭と地盤を深さ方向に要素

分割する．杭要素は標準的な弾性梁として離散化し，

その内挿関数は 3 次関数を仮定している．本解析で

は，梁要素のヤング率 pE を 7105.2 × kN/m2 とする．

地盤は地盤ばねとして離散化し，杭の各節点にその

一端点を接続させる．地盤ばねは，初期剛性と有効

抵抗土圧に起因する上限値を有するバイリニア骨格

を有し，履歴則は弾完全塑性のバイリニア履歴

（図-1 参照）を仮定する．初期剛性を定める水平

地盤反力係数 ik （ i は層番号）については，

Gazetas and Dobry22) による以下の式から算定する． 

 

gii Ek 2.1=               (1) 

 

ここで giE は地盤各層のヤング率である．本解析で

は地盤のヤング率を深さ方向に一様と仮定している

ため，以下では単に gE で表す． 

 これに基づいて初期剛性 e
iK （ i は節点番号で地

表面から 1 を始めとする）を次式のように定める． 
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ここで， ih は分割層の層厚（ i は層番号）を示す． 



 

 

 一方，地盤ばねの上限値に起因する粘性土の有効

抵抗土圧は一般に次式で与えられる． 

 

dSp ui 1λ=            (3) 

ここで， uS は非排水せん断強度であり， 1λ は杭と

地盤の摩擦特性に応じて 9 から 12 までの範囲とな

る．一般に軟弱地盤では 1λ =9 程度であり，硬質地

盤では 1λ =12 程度となることが知られている．本検

討では非排水せん断強度を =uS 30kN/m2，また 1λ を

9 と仮定した． 

 一方，水平載荷に伴う土の鉛直方向への変形が無

視できない浅い場所では，式(3)による平面ひずみ

の仮定は適切ではない．地表面付近の有効抵抗土圧

については Matlok23) により次式が提案されている． 
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ただし z は式(3)と(4)の連続条件から次式を満足す

る範囲で適用される． 
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ここで， vσ ′は有効拘束圧， sγ ′は有効単位体積重量

である．また 2λ と J は地盤の特性に依存する無次

元パラメータである．本解析では Matlok23) に従っ

て 2λ =3，汎用性の高い値として Reese, el al.24) を参

考に J =2.83 で仮定した． 

 上記の有効抵抗土圧に基づいて，地盤ばねの上限

値
e

iP （ i は節点番号で地表面から 1 を始めとす

る）を次式のように定める． 
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ここで， ( )BMUIp I
i ,,= は，式(3)と(4)から求まる

i 層の上端・中間点・下端における有効抵抗土圧で

ある．式(6a)と(6b)は，対象となる地盤ばねを中心

として，これを挟む上層下半分から下層上半分まで 
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       図-2地盤ばねの深度分布特性 

 

の有効抵抗土圧の積分値を表している．図-2 に上

述した式に基づいて算定される地盤ばねの深度分布

特性を示す． 

 杭先端の境界条件については，水平方向に完全拘

束，回転方向にばね拘束を仮定している．回転ばね

rK は Borowicka25) による次式を用いた． 
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ここで， bν ， bρ ， sbV は基盤層のポアソン比，密度，

せん断弾性波速度である． 

 

(2) 解析方法 

 本解析では，図-1 に示すように杭頭に作用する

水平力をV ，また地盤ばねを介して杭に作用する地

盤変位を iu （ i は節点番号）とする．既往の研究 18)

によれば，杭頭曲げひずみは，地表面の基盤層に対

する相対変位 sufu~ をその層厚H で除したせん断ひず

み（平均せん断ひずみ sγ と呼称）で正規化するこ

とにより，基礎径長比 Ha ，杭の剛性比 ps EE ，

また水平力V と平均せん断ひずみ sγ の相対量を表

す係数 rf を主たる関数として表現できることがわ

かっている．この正規化は，想定される多くの地盤

層厚，杭長，あるいは杭径の違いが杭頭曲げひずみ

に及ぼす影響を，統括的に評価できる有効な表現方

法の一つである．係数 rf は次式で表される無次元

量である． 
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図-3荷重比係数 rF (V =10kN)の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係 

            ( (a)水平荷重V のみ (b)地盤変形のみ (c)同時に作用 (d)塑性化した地盤の深さ) 

 
無次元量である係数 rf は，式(8)から，杭頭に作用

する水平荷重V と地盤変形量の相対比率を表す値で

あることが理解できる．通常，動的問題では，この

係数 rf を複素数で表現するのが妥当である．なぜ

なら，杭頭に作用する水平荷重V と平均せん断ひず

み sγ の間には，位相差が生じるためである．その

ため，理論解 18), 19) においては，係数 rf の絶対値を

荷重比係数 rF ，その位相差を rφ と定義して複素数

で表記し，各々のパラメータ解析を実施している．

荷重比係数 rF と位相差 rφ は以下のように表される． 
 

 

ri
rr eFf φ=                              (9) 

ここで， 

2

1
HE

VF
ps

r γ
=  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

s
r

V
γ

φ arg  

  
しかし，想定される応答が弾性領域を超える場合，

複素数として係数 rf を取り扱うことは難しい． 

 そこで本検討では，水平力V と地盤変位 iu を計

算ステップ（仮想時間）に対する調和波形として与

えることにした．その際，この調和波形に対して上

記の位相差 rφ を考慮している．本解析では，これ

ら位相差を有する調和波形（5 波）を外力と強制変

位として解析モデルに作用させて，力のつり合いを

満足するように逐次の非線形計算を行った． 
 
 
3．地盤変形と上部構造物からの水平荷重を受

ける杭頭曲げひずみの応答特性 

 

 解析パラメータは既往の研究 18) と同様に，荷重



 

 

 

 

図-4荷重比係数 rF (V =1000kN)の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係 

           ( (a)水平荷重V のみ (b)地盤変形のみ (c)同時に作用 (d)塑性化した地盤の深さ) 

 

比係数 rF （係数 rf の絶対値），位相差 rφ ，地盤と

杭の剛性比 ps EE とする．また本研究では，非線

形性の違いが応答に及ぼす影響を把握するために，

水平荷重V を 10kN，100kN，1000kN の 3 ケースを

想定して，作用荷重の大きさを変化させた．荷重比

係数 rF の違いによる応答の評価に際しては，平均

せん断ひずみ sγ の違いについても考慮し，0.0001，
0.001，0.01 の 3 ケースを想定して検討を行ってい

る．解析結果は特筆すべきものを抜粋して提示して

いる．また本解析では，杭と地盤の剛性比

pg EE =0.001，地盤と基盤の剛性比 bg EE =0.05，
杭 と 地 盤 の 密 度 比 gp ρρ =1.25 （ 地 盤 密 度

gρ =2.0t/m3），ポアソン比 == bνν 0.45 として計算

を実施した．加えて杭長（地盤厚）を =H 20m，層

分割を 20 等分割とした． 
 

(1) 荷重比係数 rF を指標とした評価 

 図-3 と図-4 に，荷重比係数 rF をパラメータとし

た解析結果を示す．図-3，図-4 は水平荷重V をそ

れぞれ 10kN，1000kN としたケースを示している.

図中の(a)から(c)は横軸に基礎径長比 Ha ，これ

に直交する横軸に荷重比係数 rF ，また縦軸に正規

化された杭頭曲げひずみ sp γε の値を示している．

図中には，水平荷重V のみによる杭頭曲げひずみ

(a)と，地盤変形のみによる杭頭曲げひずみ(b)を同

時に示す．また図中の(c)には，水平荷重V と地盤

変形を同時に受ける杭の杭頭曲げひずみを示し，

(d)には，その際に地盤の塑性化が進行した最も深

い位置 nonH をプロットした．本解析では，位相差

rφ を 0，また地盤と杭の剛性比 ps EE に 1/1000 
(0.001)を仮定している． 
 図-3(a)と 4(a)によれば，水平荷重V の振幅が

10kN から 1000kN に変化することで，正規化され

た杭頭曲げひずみは増加することがわかる．この相

違は，近傍地盤の塑性化の進行程度の違いによるも

のと考えられる．一方，図-3(b)と 4(b)によれば，

地盤変形による曲げひずみは，塑性化の進行に伴い

振幅が低減し，その極大値を示す基礎径長比 Ha  



 

 

 

 

図-5荷重比係数 rF ( sγ =0.01)の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係 

            ( (a)水平荷重V のみ (b)地盤変形のみ (c)同時に作用 (d)塑性化した地盤の深さ) 

 

は減少することがわかる． 

 これらの理由として以下のように考えられる．一

般に水平荷重V に対しては，地盤ばねは支持力側と

して作用し，また地盤変形に対しては，外力側とし

て作用することが知られている．前者において，近

傍地盤が塑性化し支持力が低下すれば，杭体がこれ

を負担することになる．その結果，曲げひずみが増

加することになる．一方，地盤変形による作用外力

は，地盤ばねと杭体-地盤間の相対変位の積として

表される．塑性化に伴う地盤ばねの降伏は，作用外

力が頭打ちとなることを意味している．そのため，

弾性条件を仮定した場合と対比して作用外力が低下

し，その結果，曲げひずみが減少するものと推察さ

れる． 

 このように，水平荷重V による曲げひずみと地盤

変形による曲げひずみは，地盤の塑性化に対して相

反する特性を有することがわかった．次に，これら

の特徴を踏まえて，水平荷重V と地盤変形を同時に

受ける杭の曲げひずみに着目する（図-3(c),4(c)）．

既往の研究と同様に，曲げひずみの極小値の存在を

確認することができる．本研究では，この極小値の

生じる杭径（基礎径長比）を最適杭径と呼称してい

る．図-3(c)と 4(c)の比較により，近傍地盤の塑性

化の進行に伴って，曲げひずみの極小値と極大値を

取る基礎径長比及び振幅が接近する傾向にあること

がわかる．その理由は，上述した水平荷重V による

曲げひずみの増加と，地盤変形による曲げひずみの

増加及び極大値を示す基礎径長比 Ha の減少によ

るものと思われる．また，塑性化に伴う最適杭径の

変化は微小であり，当該図からは判断できない．こ

れについては，次章で詳細な結果を示す． 

 図-4(d)によれば，水平荷重 1000kN の場合には，

荷重比係数 rF の小さい範囲（ 5100.1 −×≤rF ）で塑

性化が著しく進行していることがわかる．式(9)に
よれば，荷重比係数 rF ( 5100.1 −×= )に対応する地盤

の平均せん断ひずみ sγ は 0.01 である．この 0.01 と

いう値は，設計実務において極めて大きな振幅であ

り，通常はこれよりも小さくなると考えてよい．つ 



 

 

 

図-6位相差 rφ の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係 

             ( (a)各曲げひずみ応答 (b)水平力と地盤変形を同時に受けた場合 (c)同時に作用（10kN）          

               (d)同時に作用（1000kN）(e)塑性化した地盤の深さ(10kN) (f)塑性化した地盤の深さ(1000kN)) 
 
まり，この荷重比係数 rF よりも小さい範囲につい

ては，その傾向を把握するための補完的な意味合い

が強い．そのため，同範囲に関しては，参考値とし

て取り扱うことが妥当と判断される．以下に示す別

の解析結果についても同様である． 

 一方，平均せん断ひずみ sγ を 0.01 として荷重比

係数 rF を変化させた解析結果を図-5 に示す．図-

5(d)において，荷重比係数 rF の大きい範囲

（ 5100.5 −×≥rF ）を除けば，基礎径長比が小さく極

小値が生じる領域（ 1.0≤Ha ）で地盤の塑性化が

生じにくいことがわかる．この範囲では，水平荷重

が比較的小さく，地盤変形が主たる外的要因として

作用している状況にある．基礎径長比がこの範囲に

ある場合，杭は地盤変形に対して追従しやすく，地

盤変形と杭の変形に著しい相対変位が生じることは

ない．そのため，近傍地盤の塑性化が起こりにくい

ものと考えることができる．反対に，基礎径長比が

大きい範囲（ 1.0≥Ha ）では，曲げひずみの極大

値に向けて著しく塑性化の範囲を拡大し，その後，

基礎径長比の増加に伴い緩やかに減少する傾向にあ

る．一方，荷重比係数 rF の大きい範囲では，基礎

径長比の小さい範囲でも近傍地盤の塑性化が著しく

進行している．これは，荷重比係数 rF の増加に伴

い，水平荷重が増加したためと考えられる．ただし，

荷重比係数 rF ( 5100.5 −×= )に対応する水平荷重V は

5000kN であり，通常の杭に作用する水平荷重とし

ては非常に大きい．そのため，同範囲もしくは水平

荷重V が 1000kN 以上（ 5100.1 −×≥rF ）の範囲に関 



 

 

 

図-7地盤と杭の剛性比 ps EE の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係（V =10kN） 

     ( (a)水平荷重V のみ (b)地盤変形のみ (c)同時に作用 (d)塑性化した地盤の深さ) 

 
しては上記と同様に，参考値として取り扱うことが

妥当である．図-5(c)によれば，地盤変形が主たる

外 的 要 因 と し て 塑 性 化 を 進 行 さ せ る 範 囲

（ 5100.5 −×≤rF ）において，曲げひずみの極小値と

極大値を取る基礎径長比及び振幅が，塑性化の進行

に伴って接近する傾向にあることがわかる．これは

図-4(c)の水平荷重V が主に塑性化を進行させた場

合と同様の特性である． 
 

(2) 位相差 rφ を指標とした評価 

 位相差 rφ をパラメータとした解析結果を図-6 に

示す．図-6 は荷重比係数 rF を 5100.1 −× と仮定し，

その他の諸数値は上述(1)の解析条件と同じである．

図-6(a)によれば，塑性化の進行に伴って，水平荷

重V による曲げひずみが基礎径長比の小さい範囲

（ 05.0≤Ha ）でその振幅を大きくしていることが

わかる．一方，地盤変形による曲げひずみは，塑性

化に伴い基礎径長比の大きい範囲（ 05.0≥Ha ）で

減少することがわかる．これらの理由は前述したと

おりである．その結果，図-6(b)によれば，曲げひ

ずみが極小値を取る最適杭径は，地盤の塑性化の進

行により，若干増加する傾向にあることがわかる．

また図-6(e)から確認できるように，水平荷重と地

盤変形を同時に受けた場合，地盤の塑性化の進行は，

位相差 rφ の影響をあまり受けないことがわかる．

その結果，位相差 rφ の違いによって，曲げひずみ

が線形時に比べて極端に変化することはない（図-

6(c)）． 
 

(3) 剛性比 ps EE を指標とした評価 

 地盤と杭の剛性比 ps EE をパラメータとした解

析結果を図-7(V =10kN)と図-8(V =1000kN)に示す．

位相差 rφ を 0 と仮定し，他の解析条件は前述と同様

である．図-7(b)のように，剛性比 ps EE の増加に

伴って，曲げひずみの極大値が増加して大きな基礎

径長比側に推移する理由は，杭が地盤変形に追随し

やすくなるためである 18)．前述のように，杭が地

盤変形に追従しやすい場合には，相対変位が生じに

くくなり，その結果，塑性化の進行が抑制されると

予想される．しかし図-8(d)によれば，剛性比  



 

 

 

図-8地盤と杭の剛性比 ps EE の違いにより生じる正規化された杭頭曲げひずみと基礎径長比 Ha の関係 

          （V =1000kN）( (a)水平荷重V のみ (b)地盤変形のみ (c)同時に作用 (d)塑性化した地盤の深さ) 
 

ps EE の増加に伴って，近傍地盤の塑性化が深く

進行していることがわかる．その理由は以下のよう

に説明できる．地盤の剛性が増加すれば，式(1)に
示すように地盤ばねの初期剛性が比例して増加する．

初期剛性が増加すれば，地盤‐杭間の相対変位に対

するばね反力は比例して増加することになる．一方，

地盤ばねの上限値に変化はないから，ばね反力の増

加に伴って，地盤ばねは降伏しやすくなるのである．

本解析の場合，初期剛性の増加によるばね反力の増

加の影響が，剛性比 ps EE の増加に伴う相対変位

の抑制効果よりも強く現れた結果と考える．いずれ

の効果が卓越するかという論点については，本論文

ではこれ以上取り扱わないが，種々の検討条件の違

いによって異なる可能性があるものと推察する． 

 

 
4．地盤変形と上部構造物からの水平荷重を受

ける杭の最適杭径の評価 

 

 ここでは，近傍地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす

影響について検討する．図-9 と図-10 には，横軸に

荷重比係数 rF ，縦軸に最適杭径（基礎径長比

optHa ）を取り，図中には線形解析結果と各外力

振幅を変化させたケースの結果を示している．解析

ケースとしては，位相差 rφ を 0 ， 2π− ， π− ，ま

た地盤と杭の剛性比 ps EE を 0.0005，0.001，0.005
とした．また，図-9 では荷重比係数 rF に対して水

平荷重V を固定し 10kN，100kN，1000kN，さらに

図-10 では平均せん断ひずみ sγ を 0.0001，0.001，
0.01 として解析を行った．他の解析パラメータは前

述したものと同様である． 

 まず全体の傾向としては，線形・非線形に関わら

ず，荷重比係数 rF の増加に伴って最適杭径は増加

することがわかる．更に，位相差 rφ が小さくなる

ほど，また剛性比 ps EE が大きくなるほど，最適

杭径は減少する傾向にあることがわかる．近傍地盤

の塑性化が最適杭径に及ぼす影響は，概して言えば，

通常の作用荷重（変形）下では差ほどなく，相当に

過大な作用荷重下において現れるものと判断できる．

まず図-9については，水平荷重V が 1000kN で荷重 
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図-9近傍地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす影響の関係（水平荷重V を固定し，平均せん断ひずみ sγ を変化） 

 (（a, d, g）剛性比 ps EE =0.0005 (b, e, h) 剛性比 ps EE =0.001 (c, f, i) 剛性比 ps EE =0.005) 
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図-10近傍地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす影響の関係（平均せん断ひずみ sγ を固定し，水平荷重V を変化） 

  (（a, d, g）剛性比 ps EE =0.0005 (b, e, h) 剛性比 ps EE =0.001 (c, f, i) 剛性比 ps EE =0.005) 



 

 

比係数 rF が 5100.1 −× よりも小さい範囲において，最

適杭径は増加する傾向を示している．また剛性比

ps EE が大きいほど増加が著しいことを確認するこ

とができる．ただし，前述したとおり，この荷重比

係数 rF よりも小さい範囲については，参考値として

取り扱うことが妥当である．一方，図-10 では，地

盤の平均せん断ひずみ sγ が 0.01 で荷重比係数 rF が
5100.1 −× よりも大きい範囲において，最適杭径は増

加する傾向を示している．その増加傾向は上述の

図-9 の場合と同様に，剛性比 ps EE が大きいほど

顕著となる．ただし，この場合も前述のとおり，荷

重比係数 rF が 5100.1 −× よりも大きい範囲については

参考値として取り扱う必要がある． 
 また，通常レベルの荷重下において線形解析結果

と差異が生じない反面，あるレベル以上の荷重下で

は上述したような差異が生じる理由の一つとして，

粘性土地盤特有の強度分布にあると思われる．つま

り，粘性土地盤の強度分布の特徴として，地表面付

近でも地盤ばねには粘着力に起因する支持力（有効

抵抗土圧）が存在する．これは，砂質土地盤のよう

に地表面付近で拘束圧の消失と共に支持力を失う強

度特性とは異なる．そのため，ある程度の外力が作

用しなければ，近傍地盤の塑性化は生じないことに

なる．その一方で，地表面付近から離れると粘性土

地盤の有効抵抗土圧は拘束圧に依存しなくなり（式

(3)），平滑な分布特性になりやすい．この特性は，

拘束圧に比例して線形に増加する砂質土地盤の強度

分布の特性とは大きく異なる．そのため，地表面付

近で塑性化が生じれば，その進展は深部にまで及び

やすいと考えられる． 
 以上の結果から，通常の荷重条件下においては，

近傍地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす影響は顕著で

はなく，傾向としては増加するものと判断できる．

仮に，最適杭径が著しく変化するとすれば，繰り返

しによる地盤強度の低下や，杭-地盤間の剥離や遊

間の生成に起因するものと推測する． 

 

 

5．結論 

 

上記所論を要約すると以下のようになる． 
（1）本研究では，粘性土地盤に埋設された単杭を

対象に，地盤変形と上部構造物からの慣性力による

杭体の曲げひずみと杭径の関係について，近傍地盤

の塑性化による影響を解析的に評価した．本検討で

は，応答変位法に基づいて解析を実施し，杭先端回

転ばね拘束・杭頭回転拘束条件下における単杭モデ

ルを構築した．また対象地盤は，均一な剛性と粘着

力を仮定し，地盤ばねは初期剛性と有効抵抗土圧に

起因する上限値を有するバイリニア骨格を有し，履

歴則は弾完全塑性のバイリニア履歴を仮定した．本

検討では，杭頭の曲げひずみを表層地盤に生じる平

均せん断ひずみ sγ で正規化した．解析指標としては，

正規化された曲げひずみの支配要因である地盤変形

と杭頭に作用する水平荷重V との相対的な影響程度

を表す荷重比係数 rF とその位相差 rφ ，また地盤と

杭の剛性比 ps EE とした．加えて，近傍地盤の塑性

化程度を変化させてその影響を把握するため，解析

パラメータとして水平荷重V と平均せん断ひずみ sγ
の振幅を大小変化させた． 

（2）水平荷重V の振幅が増加して近傍地盤の塑性

化が進行すると，正規化された杭頭曲げひずみは増

加することが判明した．その理由として，近傍地盤

が塑性化し支持力が低下すれば，杭体がこれを負担

するためである．一方，地盤変形が増加して近傍地

盤の非塑性化が進行した場合，杭頭曲げひずみは低

減し，その極大値を示す基礎径長比 Ha は小さい値

に推移することが判明した．その理由として，塑性

化に伴う地盤ばねの降伏は，地盤ばねを介して杭体

に作用する外力が頭打ちとなるためである．また，

水平荷重V による近傍地盤の塑性化は，基礎径長比

Ha が小さいほど顕著であり，反対に，地盤変形に

よる塑性化は，基礎径長比 Ha がおよそ最適杭径以

上となってから著しく進行する傾向が見られた．そ

のため，水平荷重V と地盤変形を同時に受ける場合，

基礎径長比 Ha がおよそ 0.1 以下の範囲では，地盤

の塑性化に伴う水平荷重V に起因した曲げひずみの

増加が，地盤変形に起因した曲げひずみの減少より

も顕著となる．その結果，正規化された曲げひずみ

の極小値と極大値を取る基礎径長比及び振幅が接近

すると共に，最適杭径は増加する傾向にあることが

判明した． 

（3）水平荷重と地盤変形を同時に受けた場合，地

盤の塑性化が進行しても，位相差 rφ の違いによって，

曲げひずみが線形時に比べて極端に変化することは

ないことが判明した．その理由として，地盤の塑性

化の進行は，位相差 rφ の影響をさほど受けないため

である． 
（4）剛性比 ps EE の増加は，杭体を地盤の変形に

追従しやすくする効果がある．しかし，近傍地盤の

塑性化を考慮する場合，地盤剛性の増加は地盤の塑

性化を進める効果を発揮する．その理由として，初

期剛性が増加すれば，地盤‐杭間の相対変位に対す

るばね反力は比例して増加し，それによって地盤は



 

 

降伏しやすくなるからである． 
（5）近傍地盤の塑性化に伴う最適杭径の増加傾向

は，剛性比 ps EE が大きいほど強い．また粘性土地

盤では，近傍地盤の塑性化が最適杭径に及ぼす影響

は，通常の作用荷重（変形）下では現れにくく，相

当に過大な作用荷重下において現れる傾向にあった． 

（6）本論文は，粘性土地盤に特有の強度分布を仮

定し，近傍地盤の塑性化による主要な影響を把握す

ることに視点を置いた．そのため，本解析の諸条件

から乖離した特定の基礎－地盤系を対象とする最適

杭径の応答予測あるいは設計では，より詳細なモデ

ルを構築し検討を行う必要がある．また，本論文で

扱わなかった砂質土地盤特有の強度分布の影響につ

いては，別の機会に報告する予定である．加えて，

繰り返しによる強度低下の影響，杭-地盤間の剥離

や遊間の生成による影響，ひずみ振幅依存性による

影響等については，今後解明すべき検討課題である．

特に，ひずみ振幅依存性は近傍地盤の非線形性と同

様に重要な検討項目であり，これを考慮した場合に

は，本論文で想定した地盤のひずみ振幅と剛性の組

み合わせに，ある特定の拘束条件が付与されること

になる．こうした影響を評価することは設計実務上

極めて重要であり，今後，具体的な地盤を対象に更

なる検討を進める予定である． 

（7）最後に，杭体の非線形性と本研究の適用範囲

について言及したい．本研究では，杭体の損傷指標

として曲げひずみを用いている．そのため，降伏耐

力の異なる断面寸法（杭径）を持つ杭について，い

ずれの杭が先行して降伏するのかを予測することが

できる．そして本研究で示した最適杭径は，同じ作

用荷重条件の下で，最も降伏しにくい断面寸法とい

う位置付けとなる．また本研究では杭体を弾性体と

仮定しているが，降伏によって損傷が瞬時に進行す

るとすれば，先行して降伏した杭は杭体の塑性化に

よって更に変形を増大させることが予想され，本研

究結果に示す傾向が一層強まるものと思われる．し

かし，降伏後における履歴特性の違いや靱性能の違

いなど，断面寸法とは直接関係しない要因が卓越す

るような状況にあっては，本論文で示した研究結果

を直接適用することはできない．これについては，

未解明な点が幾多もあり，具体的な断面諸元を対象

とした様々なケーススタディーによって，その実態

を把握することが必要不可欠である． 
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OPTIMAL RADIUS OF KINEMATICALLY AFFECTED PILE INFLUENCED BY 
LOCAL NONLINEARITY IN COHESIVE SOIL 

 
Masato SAITOH 

 
It is known that the bending strain at the head of a vertical, cylindrical fixed-head pile can be 

minimized by an adequate pile radius, called optimal pile radius, when the kinematic interaction 
dominates. In general, however, the pile may be influenced by local nonlinearities in soil, such as failure 
of the soil surrounding the pile. Therefore, This study focuses on the optimal radius of a pile embedded in 
cohesive soil under local nonlinear conditions. The Seismic Deformation Method (SDM) is used in this 
study. The SDM is well known as a static method that can appropriately estimate the bending strain at the 
head of the pile. The results of parametric analyses show that the optimal pile radius tends to increase as 
the degree of nonlinearity increases. 
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