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１．はじめに 

今後想定される大規模地震に対する既設道路橋梁の耐震補強は上下部工を念頭に対策されるが, 設計年度が古い既製

コンクリート杭など既設杭の中には耐震性能の低いものがあることが危惧されている 1). 寒地土木研究所では, 特殊土

において既設杭に固化改良体を併設し地盤反力効果の増加を見込む耐震補強工であるコンポジットパイル工法を研究開

発した 2). 当工法は上空制限を受ける施工条件やコストの面で有効であり, 普及が期待される. 道路橋の要求性能に応

じた設計手法の確立に向けて, これまでに泥炭地盤における杭基礎を模した静的水平載荷模型実験を行い, 本工法の耐

震補強効果を確認した 3). 技術的課題は本工法の汎用性を高めることであり, 常時偏土圧が作用する橋台の特殊条件に

対応させる必要があった. そこで本研究では, 背面土の下を未改良とするコの字型の固化改良体を併設した補強工法の

前側一方向繰返し静的水平載荷模型実験を実施し, 耐震補強効果を確かめた. また, 地震時保有水平耐力法を用いた非

線形静的解析により再現解析を行い, 変形性能などを指標として耐震補強効果の検証を行った.  

２．橋台杭基礎模型実験 

 図-1に橋台杭基礎模型実験の概要を示す. 泥炭地盤, 自然地盤, 支持地盤とした 3 層系地盤を成層状にせん断土槽に

充填した. 杭の周囲の改良地盤の範囲は自然地盤に着底させた

深さから受働土圧 45°+φ/2 の勾配で立ち上げた水平範囲とし, 

杭間の内側は中空で未改良とした. 改良地盤の作成は泥炭地盤

にセメント系固化材を添加し目標とする一軸圧縮強さ qu を

300kN/m2 とした. また, 橋台背面の実施工が困難な理由からコ

の字型としたことが特徴である. 試験鋼管杭は 4 本の組杭で支

持地盤に 100mm貫入させて先端支持杭とした. 載荷方法は, 補

強効果を確認することを目的に, 変位制御・連続載荷方式によ

る多サイクル一方向とした. 一方向とした理由は橋台が地震時

に主として一方向に繰返し荷重を受けるためである. また, 常

に上載荷重として 5kN の軸力を杭頭に載荷した.  

 図-2 に模型実験の水平荷重-水平変位関係の結果を示す. な

お, 過年度に実施した未改良のケースと橋脚杭基礎を対象とす

る中空改良のケースの正負交番載荷実験と比較し, 試験杭径の

300%を最大変位としている. 未改良では, 最大変位約 80mm に

おいては 5kN の載荷に対し, 中空改良とコの字型改良では, 約

1.5 倍の 7kN 程度が載荷されたことがわかる. また, 最大変位

に至るまでの変形性能もコの字型改良は中空改良と同じ傾向の

包絡線を描き地盤反力効果が高い. このことから未改良に対し

てコの字型改良は概ね中空改良と同じく耐震性能を保有してい

ることがわかった. ゆえに, 当工法は橋台杭基礎の耐震補強法

として有効であると考えられる.  

３．再現解析の概要 

橋台杭基礎模型実験に対して, 地震時保有水平耐力法により

3 次元の静的再現解析を行った. 図-3 に地震時保有水平耐力法

の解析モデルを示す. 杭はファイバー要素(2 次要素)とし, 載

荷位置と杭頭は弾性はり要素, 地盤および改良体の抵抗特性は

非線形ばね要素(バイリニア)を適用し, ばねのモデル化は一軸

圧縮試験結果から設定した. なお, 杭先端のばねは模型実験後

に試験杭の降伏が確認されなかったことから線形とした. 境界

条件として, 載荷方向を X 軸, 鉛直方向を Y 軸, 載荷方向の水
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図-1 模型実験の概要図 

図-2 模型実験による荷重-変位関係 
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平直交方向を Z 軸と定義し, 載荷直角方向の対称性を考慮し XY 面での節点変

位を拘束した. 表-1に設定した材料物性値を示す.  

４．解析結果 

 図-4に, 再現解析を行った杭頭における水平荷重と水平変位の関係を, 模型

実験の結果とともに示す. ただし, 模型実験の載荷方法は多サイクル一方向で

あるが, 地震時保有水平耐力法では道路橋示方書に準じて荷重漸増載荷として

いる. 解析の載荷初期の剛性は実験よりも高く, 同じ変位における水平荷重は

大きく, 変形性能や耐力が異なり地盤反力効果が高いことがわかる. この要因

は実験サイズが小さい条件での改良体の水平ばねの過大評価が考えられる. 変

形過程の再現には水平ばねの上限値を含めたモデル化の設定に課題を有してい

る. 一方, 現行の道路橋示方書の地震時保有水平耐力法は 2 次元のフレーム解

析を標準とするが, 本解析は 3 次元としている. このことも要因となっている

可能性がある. そのため, 地盤の材料構成則を適用できる 3 次元有限要素法で

再現することが今後の課題である. 図-5に, 曲げモーメント分布図を示す. 杭

径の 50%載荷時では杭の曲げが改良地盤に留まるが 300%載荷時では自然地盤ま

で分布が広がり最大値が層境界部に近づくことがわかる.  

５．まとめ 

 泥炭地盤にコの字型の固化改良体を併設した橋台杭基礎の静的一方向水平載荷模型実験を行って, 未改良に対して耐

震補強効果を確認した. 当工法は橋台杭基礎の耐震補強法として有効であると考えられる. また, 変形性能などを指標

に地震時保有水平耐力法を用いて 3 次元の静的再現解析を行った. その結果, 剛性や変形性能が模型実験と異なった. 

変形過程の再現には実験サイズに応じた地盤ばねの設定の検討が必要である. 今後は, 当工法の改良体による耐震補強

効果を踏まえ, 実務の耐荷性能評価においては杭-地盤-橋梁全体系動的解析モデルで合理化される可能性があることか

らその適用性を検証していきたい.   
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土質区分 設計N値 層厚 単位体積重量 γ 変形係数 E0 圧縮強度 qu

(m) (kN/m
3
) (N/mm

2
) (N/mm

2
)

改良地盤 11 48.7 0.60
目標強度

300(kN/m
2
)

泥炭地盤 粘性土 1 0.20 10 0.1 0.11

自然地盤 砂質土 10 0.60 18 27.1 0.28

支持地盤 砂質土 30 0.20 21 492.6 1.36

鋼管 弾性係数Es=214.7(kN/mm
2
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2
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図-4 再現解析による荷重-変位関係 

 

図-3 解析モデルの概要図 
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 図-5 曲げモーメント分布図 
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