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§1．はじめに

表層に軟弱な地盤（液状化層や沖積粘性土層など）が
堆積している場合，地震時には建物の慣性力によって杭
頭部に過大な曲げ応力や変形が生じる．そのため，特に
杭の上部を耐震性能に優れた仕様にする必要がある（例
えば，外殻鋼管付き高強度コンクリート杭など）．杭頭部
に過大な応力が生じると，基礎梁の断面も大きくなり，コ
スト高となる．また，液状化の防止や軽減，杭頭変位を
抑制する必要がある場合には，地盤改良を併用する．こ
の場合には，建物直下の地盤を全面にわたって改良する
ためにコストや工期が問題となる．
格子状地盤改良杭工法（以下，ヘッドロックパイル工

法）は，杭の通り芯に沿って地盤を改良することにより
杭の水平抵抗を増大させて杭頭の曲げ応力や水平変位を
低減する工法として開発された1）～4）．本工法では，建物
直下地盤の全面改良に対して少ない範囲の改良で，曲げ
応力や水平変位を低減できる．したがって，杭仕様の変
更や杭径の低減が可能となり，さらに基礎梁断面も縮小
できることから，掘削土量が減り，コストダウンを図る

ことが可能になる．
近年では，杭メーカーにより高支持力杭工法が開発さ

れ，採用する機会が増えている．高支持力杭は大きな鉛
直支持性能を有していることから，1柱に対して 1本の
杭で支持することが可能になる．したがって，1柱を複
数の杭で支持する群杭より，杭の耐震性能確保に留意す
る必要がある．このような高支持力杭に本工法を適用す
ることで，杭の耐震性能を向上させ，建物を安全に支持
することが可能になる．
本報では，ヘッドロックパイル工法の概要を示すとと

もに，性能を確認するために実施した水平載荷試験とシ
ミュレーション解析について報告する．

§2．工法の概要

2―1　工法の概要
本工法における改良形式の概念図を図―1に示す．地

盤改良形式には，「表層型」と「深層型」がある．「表層
型」は浅層混合処理工法によって改良体を施工するもの
で，粉体あるいはスラリー状の固化材を対象土と混合攪
拌する原位置混合方式，および事前に固化材と混合攪拌
した改良土を所定の位置に投入する事前混合方式があり，
地盤条件や施工条件によって使い分ける．その他，スラ
ビライザーやトレンチャーなどによる工法がある．「深層
型」は深層混合処理工法によって改良体を施工するもの
で，無芯のソイルセメント柱列壁工法を用いる．「表層
型」は地下階がない建物などに，「深層型」は地下階のあ
る建物や，軟弱層が厚い，液状化するなどの地盤条件に
用いる．
さらに，両者に対して杭間を格子状に連結する「グリ
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ッドタイプ」と途中で切り離した「クロスタイプ」があ
り，要求性能に応じた合理的な使い分けが可能である．
なお，ヘッドロックパイル工法では，改良体で地盤を

拘束することで液状化を軽減する効果も期待できるが，
安全側の余力として考慮しない．

2―2　設計法の概要
一般に，水平力に対する杭の応力解析手法としては，水

平反力をウィンクラーばねで支持する連続梁モデル（梁
－ばねモデル）が用いられる．しかしながら，改良深さ
の範囲までは格子状の改良体とその周辺地盤からなる複
合地盤となることから，梁－ばねモデルで応力解析を行
うためには，改良体の影響を 3次元的に考慮して水平地
盤反力係数を設定する必要がある．具体的には，図―2
に示すように，改良体の影響を適切に評価できるように
改良体および周辺地盤をモデル化（以下，設計モデル）
した 3次元 FEM解析を用いて，改良深さ分の地盤が一
様であるとしたモデル（以下，成層地盤モデル）に，一
様地盤の変形係数を変えながら設計モデルと同じ荷重を

与えて，杭頭変位が等しくなるような変形係数（以下，等
価剛性（E0e））を算定し，水平地盤反力係数を設定する
ものとした． 

なお，深層型でグリッドタイプの場合には，図―3に
示すように杭頭に負担荷重 Pを与えた時の境界部の各
深さの平均地盤水平変位（以下，等価地盤変位（δsi））
を算出する．杭頭水平荷重のほかに，梁－ばねモデルに
等価地盤変位を作用させることで，改良体が連結されて
いる影響を考慮する．
上記に概要を示した設計法の妥当性については，後述

する水平載荷試験のシミュレーション解析で検証する．

§3．水平載荷試験

3―1　載荷試験の概要
杭間に格子状に配置した改良体による杭頭曲げ応力お

よび変形の低減効果を検証するために，原位置において
一連の水平載荷試験を実施した．載荷試験ケースを表―
1に示す．
今回は，杭間の改良体をスパン中央部付近で切り離し

たクロスタイプの改良体を模擬して載荷試験を実施した．
なお，杭間の改良体を格子状に連結したグリッドタイプ
の挙動については，3次元 FEMにより解析的に検討して
いる．
載荷試験ケースは，改良無し，深層型：4ケース，表

層型：3ケースの合計 8ケースである．深層型について
は，径 650 mmの 5軸の施工機を用い，改良深度は試験

１表層型 ２深層型

図―1　ヘッドロックパイル工法の概要

図―2　等価剛性の決定方法 図―3　等価地盤変位

表―1　水平載荷試験ケースの一覧

E0e
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GL-5 m（試験 GL＝原地盤 GL-1 m）までとした．表層型
は，所定量のセメントスラリーを原位置で混合攪拌する
工法を採用し，改良幅は 1,200 mm（2 D，D：杭径），改
良深度は 900 mm（1.5 D）とした．また，杭長は全て
10 mである．
試験パラメータは，載荷方向前方の改良体長さ，載荷

方向（通り芯方向，45度方向），杭径（深層型：600 mm，
1,000 mm）とした．深層型および表層型の基本ケースで
の改良体と杭の配置を図―4に示す．なお，表層型にお
ける改良幅と改良深度については，改良効果とコストパ
フォーマンスの関係から，上記の通り設定した．
施工順序は，改良体の施工を先行し，後から改良体の

交点にプレボーリング工法により杭を施工した．載荷試
験における杭頭条件はフリーとし，GL＋400 mmの位置
で載荷した．載荷方法は地盤工学会基準5）に準拠し，1サ
イクル方式で 1方向に段階載荷した．計測項目，点数，位
置の一覧を表―2に示す．杭頭荷重，杭頭変位，杭体曲
げひずみの他に，地表面位置での地盤および改良体の水
平変位・鉛直変位を計測している．
深層型および表層型の配合条件は，設計基準強度（深

層型：0.50 N/mm2，表層型：0.48 N/mm2）に対して，現

地から採取した改良対象土を用いた室内配合試験を実施
して決定した．
試験ヤードの土質柱状図および N値分布を図―5に
示す．同図には，地層構成の平面的なばらつきを確認す
るためにヤード内 4箇所で実施した動的コーン貫入試験
結果の Nd値を合わせて示す．Nd値は N値と良く対応し
ており，比較的ばらつきの少ない結果となっている．載
荷試験結果に影響する表層部の GL-2 m～-7 m付近には，
N値 2～3の軟弱な有機質シルト層が堆積している．ま
た，GL-2 m以浅は埋土層であるが，地盤改良施工時に一
部で廃棄物等が確認されており，所定の強度や剛性が確
保されていないケースも判明している．

3―2　杭頭荷重－杭頭水平変位関係
水平載荷試験で得られた杭頭荷重－杭頭水平変位の関
係を図―6に示す．杭頭荷重 Pはロードセルによる水平
荷重の実測値，杭頭変位δは地表面＋400 mmおよび
＋800 mmの 2レベルにおいて変位計で実測した値から
外挿した地表面の水平変位である．深層型の試験ケース
「d-1」～「d-4」は，改良無しの試験ケース「n」に対して
同荷重における変位が小さく推移している．45度方向載
荷とした「d-3」の試験結果は，通り芯方向に載荷した
「d-1」と同等の変位低減効果が現れており，載荷方向の
影響はほとんどないと判断される．改良体を表層型で造
成した試験ケースにおいて，「s-1」および「s-2」は「n」
の同荷重に対する変位が小さく，改良体による変位抑止
効果が現れている．しかし，「s-3」は改良体の品質（強
度が小さく，ばらつきが大きい）が影響し，荷重－変位
関係は「n」と同様に推移した．

3―3　逆算 kh
荷重－（地表面）変位関係から Changの式（「杭が地
上に突出している場合」の「杭頭自由」条件）を用いて
水平地盤反力係数 kh値を逆算した結果を図―7に，基準
変位 10 mm時の荷重を補間して逆算した kh値＝kh0値
の比較を表―3に示す．ここで，算定にあたっては杭体
のひび割れによる剛性低下を考慮している．杭頭（地表

図―4　改良体・杭の配置（基本ケース）

図―5　土質柱状図およびN値，Nd 値分布

図―6　杭頭水平荷重－加力変位関係

表―2　計測項目の一覧
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面）変位 10 mm時の水平地盤反力係数 kho値は，深層型
の場合，改良体無しのケースに対して約 4～5倍，表層型
の場合は約 2～3倍に増加していることがわかる．

3―4　杭体の曲げモーメントおよび変位
杭体に添付したひずみゲージにより測定されたひずみ

から，杭の曲げモーメントを算定した．荷重 240 kNお
よび 400 kN時における各杭の曲げモーメント分布の比
較を図―8に示す．深層型による「d-1」～「d-3」は，「n」
に対して大幅に杭の曲げモーメントが低減されている．
一方，表層型の「s-1」は深層型と分布形状は異なるも

のの，それとほぼ同等にまで曲げモーメントが低減され
ている．「s-2」の曲げモーメント低減効果はやや小さく，
「s-3」は改良体無し「n」のと同等であった．
測定されたひずみを基に算定した曲率・変形角から，

杭先端の変位を 0として導いた杭の水平変位の深度分布
を図―9に示す．ここでは荷重 240 kNおよび 400 kN時
の比較を示している．なお，同図には杭径をφ1,000 mm

とした「d-4」の水平変位分布も参考までに示している．
深層型による「d-1」～「d-4」の変位は「n」の 1/6程度
以下，表層型の「s-1」の変位は約 1/4に低減されている．

§4．シミュレーション解析

4―1　解析概要
解析ケースを表―4に示す．実施した水平載荷試験の

うち，深層型と表層型の各 3ケースについて解析を行っ
た．
原地盤および改良体の変形係数を表―5に示す．原地

盤の表層（GL0 m～-2 m）は急速平板載荷試験の値，
GL-2 m以深は N値から推定した弾性波速度から変形係

数を計算し，その値を 30～50％の範囲まで低減した値を
参考に，改良無し「n」の試験結果から FEMモデルで同
定した値を用いた．改良体の表層は急速平板載荷試験の
値，GL-2 m以深は E50（コア採取）の値を用いた．

FEMモデルの杭材は線形とし，梁－ばねモデルでは線
形と非線形（図―10）の両ケースとした．

FEMモデルの一例を図―11の１に示す．各ケースの
地盤改良体の形状を模擬した設計モデルと杭頭変位が同
値となるように，成層地盤モデルで等価剛性（E0eq）を
求めた．なお，FEM解析は弾性解析とし，杭頭の水平変
位が基準変位 10 mm（地表面）となる時点を対象とした．

FEMモデルの各節点（i）における地盤反力（Ri）と基
準地盤反力係数（kh0i）は以下の通りに設定した．

表―3　基準変位時の水平地盤反力係数 kh0

図―8　杭体の曲げモーメント分布

図―7　荷重－変位関係より逆算した水平地盤反力係数Kh

図―9　杭体の水平変位分布

表―4　解析ケースの一覧

表―5　原地盤および改良体の変形係数
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Ri＝ki・δ pi　（ki：ばね定数，δ pi：杭水平変位）
kh0i＝ki／（B・ΔLi）　（B：杭径，ΔLi：杭負担長）
kh0i＝α i・E0eqi・B－0.75　（α i：比例定数）

梁－ばねモデルを図―11の２に示す．モデルは試験条
件を考慮して杭先端をピン，杭頭をフリーとした．梁－
ばねモデルでは，成層地盤モデルで求めた各層のα iおよ
び E0eqiを用いて kh0iを計算した結果を用いる．なお，地
盤反力係数（khi）は，以下の式に示すように水平変位量
（y）に依存した非線形性を考慮した．

khi＝kh0i×y－0.5（y≧0.1 cm）

4―2　解析結果
⑴　等価剛性（E0eq）
成層地盤モデルで計算した E0eqの値と杭径 600 mm

で計算した kh0の値を表―6に示す．各ケースで比例定
数（α）の値は 30～40，変形係数に 7 Nを用いた場合の
α＝80の 50％以下で，概ね弾性論の Vesic-Francis式によ
る値と近い結果となった．
基準変位 10 mmにおいて，原地盤の地盤反力係数

（kh0n）に対する成層地盤での比（kh0／kh0n）は，深層型
（剛性比約 20倍）の場合，いずれのケースでも深さ 0～

2.0 mで 5～6倍，2.0～5.0 mで 2.5倍，表層型（剛性比 14

倍）の場合には深さ 0～0.9 mで 4～5倍となった．

⑵　変位分布と曲げモーメント分布
「d-1」と「d-3」の変位分布と曲げモーメント分布を図―
12に示す．梁－ばねモデルに水平載荷試験時の杭頭荷重
Pを与えると，杭頭変位は概ね基準変位 10 mmとなり，
深度方向の変位分布は試験結果および FEMと良く対応
している．曲げモーメントは，梁－ばねモデルと FEM

（成層地盤モデル）は同様の挙動を示しており，最大値は
試験結果より大きくなった．

⑶　杭頭荷重－杭頭変位関係
梁－ばねモデルによる杭頭荷重－杭頭変位関係を図―

13に示す．深層型および表層型の「s-1」は，基準変位
10 mmを超える範囲においても，地盤や杭体の非線形性
を考慮することで，梁－ばねモデルで試験結果を表現で

表―6　成層地盤モデルの計算結果

図―11　解析モデル

２梁－ばねモデル１ FEMモデル（d-1）

図―10　杭材の非線形モデル

２ d-3（P=461 kN，45 度方向）

図―12　変位分布図，曲げモーメント分布図

１ d-1（P=550 kN，通り芯方向）
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きている．「s-2」と「s-3」では，変位が大きい範囲では
試験結果と整合していない．これは改良体の強度や剛性
が所定の品質を得られていないことが関係しているため
と考えられる．

§5．おわりに

本報では，ヘッドロックパイル工法の概要と性能確認
のために実施した水平載荷試験とシミュレーション解析
について述べた．水平載荷試験およびシミュレーション
解析から，以下のことを確認することができた．

①　 杭周部に改良体が無い試験ケースに対し，改良体
を設けたケースでは杭体の曲げモーメントおよび
杭頭変位の低減効果が認められた．

②　 杭頭（地表面）変位 10 mm時の水平地盤反力係数
kh0値は，深層型の場合には改良体の無いケースに
対して約 4～5倍，表層型の場合には約 2～3倍に
増加した．

③　 改良体の通り芯方向に対して 45度方向に載荷し
たケースにおいても，通り芯方向と同等の改良効
果が認められた．

④　 水平載荷試験結果のシミュレーション解析から，
設計モデルと杭頭部変位を合わせた成層地盤モデ
ルの等価剛性（E0eq）と比例定数（α）を与えた梁
－ばねモデルによって杭体の水平力に対する設計
が可能であることを確認できた．

原位置で実施した施工性試験や水平載荷試験，シミュ

レーション解析等に基づいてヘッドロックパイル工法の
設計マニュアルおよび施工マニュアルを整備し，（財）ベ
ターリビングより評定（CBL FP006-08号）を取得した．
ヘッドロックパイル工法は，従来の杭基礎に対して基
礎工事費で約 10％のコスト削減が可能であり，経済的に
杭の水平変位や応力を低減できる工法である．
ヘッドロックパイル工法は，安藤建設，ジェコス，成
幸利根，戸田建設，トーヨーアサノ，西松建設，ハザマ，
三谷セキサンによる共同開発工法である．
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図―13　杭頭荷重－杭頭変位関係
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