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杭基礎構造への２次設計の適用

芝浦工業大学建築学部建築学科 建築振動・地盤振動研究室教授 土　方　勝一郎

１.何故基礎に２次設計か

現在、　日本建築学会では、「建築
基礎構造設計指針」（以後「基礎指針」
と呼ぶ）の改定作業を行っており、2019
年度に改定版が発刊される予定である。
今回の改定の大きな眼目のひとつは、基
礎構造に対しても２次設計を行うことを
推奨する点である。本稿では、このよう
な動向を踏まえ、杭基礎構造に限定して
２次設計法の方向性と課題を述べたい。
なお、本稿はあくまで個人的な見解を述
べるものであり、学会としての見解を述
べるような性質のものではないことをお
断りしておく。
建物の倒壊や特定の階の層崩壊、建物

内の什器や家具の転倒等は、直接人命に
係わる大きな被害を与えることは論を待
たない。一方で、杭基礎の破壊は以上の
ような直接的な被害には結び付きにくく、
直接人命に係わる地震被害が生じた例は
多くない。このため、杭基礎に対し、人
命保護の観点からクライテリアを設定す
ることは必ずしも明確には行えない。現

在に至るまで、建築基準法で杭基礎構造
に２次設計が求められて来なかったのは、
技術的な問題に加え、このような背景が
あるものと考えられる。
　しかしながら、杭基礎が破壊し建物の
支持性能が喪失すると以下のような事態
が生じることになる。
①建物の損傷が少なくても、杭基礎の損
傷が大きいと以後の使用を困難とする
傾斜が生じるなどの不具合が生じ、建物
を建て替えざるを得ない事態に至る。ま
た、杭基礎の損傷が一定の範囲に留まっ
ている場合には、杭を補修することで再
使用が可能だが、この工事は場合によっ
てジャッキアップを必要とするなど、一
般的に容易ではない。建て替えるにして
も、補修するにしても多くのコストと時
間を要することになる。
②たとえ杭基礎の補修が可能だとしても、
工事が完了するまでの間は建物の使用に
支障が生じる。これは警察や消防等を含
む行政機関、医療機関、インフラ関係機
関等の建物では事業の継続に重大な影響
を与えることになる。マンション等の住

宅でも、住民が不便な生活を強いられる
点で事情は同じである。
③杭基礎の破壊の影響が上部構造に及び、
結果的に上部構造の損傷を誘発するおそ
れがある。例えば、一部の杭の支持性能
が喪失し基礎ばりに破壊が生じて、１階
ピロティーを支える一部の柱に被害が生
じるようなイメージである。
　杭基礎構造にも２次設計を採用する必
要があるのは、以上のような理由による
ものと考えられる。

２.杭基礎の被害と崩壊メカ
ニズム

建築物の２次設計を行う上で重要な事
項は「どのような崩壊メカニズムを想定
し、その場合の終局耐力（保有水平耐力）
をどのように評価するか」である。建築
物の崩壊メカニズムは、各階の梁端部に
塑性ヒンジが発生する「全体崩壊型」が
良いとされている。これは、特定の層に
地震入力エネルギの集中が生じないよう
にして、架構全体に生じる多くのヒンジ
でエネルギを吸収するための知恵である。

図－１　限界曲率に達した杭の数え方に関する概念図
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それでは、杭基礎構造に対しては、ど
のような崩壊メカニズムを考慮すべきで
あろうか。地震による代表的な杭基礎の
被害としては、杭頭部のせん断破壊によ
る建物の支持性能の喪失がまず挙げられ
る。本破壊モードでは、鉛直支持力ばか
りでなく水平方向の耐力保持も難しく基
礎構造は脆性的な特性を呈する。このよ
うな破壊を避けるため、上部構造と同様
に杭基礎にも曲げヒンジが多数個発生す
る崩壊メカニズムを設定することが望ま
しいと考える。図－１には「港湾の施設
の技術上の基準・同解説（中巻）」１）に
示される、「限界曲率の性能評価」の概
念を示す。本基準では港湾施設を対象に、
レベル２地震動に対する性能照査法が、
以下のように定められている。
【耐震強化施設のうち、特定】
　杭１本について２箇所以上で限界曲率
に達している杭が存在しない。
【耐震強化施設のうち、標準】
　杭１本について限界曲率に達した箇所
が２箇所未満である杭が、少なくとも１
本存在する。
このように、上記基準では「杭と地盤

からなる基礎構造全体」に対し水平荷重
に対する性能を保証する方法が示されて
おり、今後の検討の参考になるものと考
える。なお、本方法に示すようなメカニ
ズムを形成するためには、各ヒンジが十
分な変形能力を有することが前提条件と
なる。例えば、限界歪みの耐力に達した
後、すぐに急激な耐力低下を呈する杭で
は、図－１の「耐震強化施設のうち、標
準」に示すような多数のヒンジから成る
メカニズムを形成することは難しい。今
後は、このような先行例を参考に、建築
分野の杭基礎構造に関しても、どのよう
な「崩壊モードを考えるべきか」、また「そ
の場合の杭体の性能はどうあるべきか」
等を議論する必要があると考える。
更に、杭基礎構造と上部構造の耐力や

変形性能のバランスにも配慮が必要であ
る。すなわち、上部構造がまだ健全な状
態なのに、杭にのみ損傷が集中したり（図
２－１）、反対に、上部構造に修復不可
能な重大な損傷が生じているのに、杭は
健全であるような設計は避けるべきと考
える（図２－２）。杭基礎構造には、上
部構造と整合した耐力と変形性能（エネ
ルギ吸収能力）を与え、杭の適切な位置
にヒンジが生じ、上部構造とバランスし
た耐震性能を有するような設計が望まし
い（図２－３）。しかし、このような設

計はどうしたら実現できるか、具体的な
方法論を考え出すと途端に問題は難しく
なる。次項では杭基礎構造の２次設計の
具体的な方法について考えてみたい。

３.２次設計の方法論

(１)建築物の２次設計法
建築基準法では建築物に対し２次設計

を行うことが定められている。良く知ら
れているように、建築基準法に示される
建築物の２次設計法には、表－１に示す
３つのルートが設けられている２）。

構造設計を専門とする方々には些か
「くどい」かも知れないが、以後の議論
のため少し整理すると、ルート１と２は、
１次設計用地震荷重に対し「しっかり設
計」することで間接的に２次設計レベル
の地震荷重に備える方法となっている。
ルート３は、２次設計用地震荷重により
必要保有水平耐力を算定し、保有水平耐
力との比較により安全性を照査する方法
となっている。ここで、（２）式のＱｕｄ
は「標準層せん断力係数Ｃ０」を 1.0 以

上として求めた、当該階が支える全重量
の弾性応答値である。Ｄｓは「構造特性
係数」と呼ばれ、変形性能に応じて当該
階のＱｕｄを低減する係数である。Ｆｅｓは
「形状係数」と呼ばれ、剛性率や偏心率
によってＱｕｄを割り増す係数である。ま
た、保有水平耐力Ｑｕは、架構が崩壊メ
カニズムに至る耐力であり、増分解析に
より求めるか、対象に応じて「接点振り
分け法」や「仮想仕事法」等により算定
しても良いこととされている。
「基礎指針」の改定で考えている２次
設計法はどのようなものかを、以上で説
明した建築物の２次設計法と比較して説
明する。まず「基礎指針」の改定では、ルー
ト１とルート２のようなルートを設ける
までは至らなかった。このような規定を
設けることは、２次設計の普及には重要
と考えられるが、現状の知見では明確な
方法を示すことは難しく、これは今後の
課題とされた。
それでは、ルート３はどうであろうか。

結論から言うと「基礎指針」の方法は、

図－２　上部構造と杭基礎構造の損傷モード

表－１　建築物の２次設計ルート
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ルート３とは「やや異なる方法」となっ
ている。この内容は後述するとして、ま
ずは、ルート３の方法を杭基礎構造に直
接適用することが難しい理由を、自分な
りに整理すると以下のようになる。
①図－３に示すような杭基礎を含んだ架
構を考え、ルート３に示す必要保有水平
耐力を計算するためには、杭基礎構造の
Ｄｓを評価する必要がある。上部構造で
は、地震荷重を負担するのは言うまでも
なく構造体のみである。一方、杭基礎構
造では地震荷重を負担するのは、杭と地
盤が協力して抵抗する連成系であり、杭

基礎のＤｓを評価するためには、この連
成系の「荷重－変形関係」と限界値を評
価する必要がある。しかしながら、バリ
エーション豊富な杭の構造形式と杭周地
盤の組み合わせを設定し、Ｄｓに落とし
込む作業には相当な困難が予想される。
②上部構造のＤｓ値は、図－４に示すよ
うな架構の「弾性エネルギ」と「弾塑性
エネルギ」間に成立する「Newmark のエ
ネルギ 一定則」３）に基づき評価される。
厳密に考えると、杭と地盤の連成系に対
し、この一定則が成立するのかは議論が
必要である。本件を明らかにするために

は、実験的、解析的な検討を行う必要が
あると考える。
③Ｆｅｓの評価法についても検討が必要で
ある。基礎構造のＦｅｓ評価は、詰まると
ころ上部構造と基礎構造で「剛性のバラ
ンスをどう取るべきか」との問題であり、
現時点では明確なことは述べられない。
　以上から、上部構造と同じロジックで
杭基礎構造の２次設計法を設定すること
は、現状では難しいと考えられる。逆に
言えば、以上に示した各項を解決できれ
ば、杭基礎構造にもルート３を適用でき
る道が開かれることになる。

図－３　建物―杭基礎系の必要保有水平耐力評価法

図－４　エネルギ 一定則に基づくＤｓの設定 図－５　列杭モデルの概要
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(２)基礎指針の２次設計法
以下では「基礎指針」の改定で考えら

れている２次設計法の概要を紹介する。
より詳しい説明は参考文献４）、５）を
参照されたい。検討に使用される解析モ
デルの中のひとつである「群杭フレーム
モデル」の概要を図－５に示す。本モデ
ルは以下のような構成となっている。
①静的な１方向の増分解析で杭応力と杭
変形（歪み）を計算する。
②作用する地震荷重としては、基礎版に
作用する建物慣性力（水平力と転倒モー
メント）と地盤変位の両者を考える。
③杭は列杭としてモデル化し、各杭間の
応力の再配分を考慮する。加力方法に直
交する奥行方向の各杭の特性は同じとし
て扱う。杭先端はローラーとして鉛直変
位を拘束する。
④杭体の弾塑性特性を評価するＭ－φ
カーブ（モーメント－曲率カーブ）は軸
力Ｎに応じて設定し、転倒モーメントに
よる軸力の変動についても適切に評価す
る。
⑤地盤は杭周地盤ばねによってモデル化
し、杭周地盤の非線形特性を評価するｐ
－ｙカーブ（水平地盤反力度－地盤変位
関係）は「基礎指針」の評価法に基づき
設定する。
⑥地盤変位は杭周地盤ばねを介して杭
に作用させる。（本方法を「応答変位法」
と呼ぶ）
　以上の①～⑥に示した解析モデルを用
い、２次設計に対応した建物慣性力と地
盤変位を作用させて増分解析を行う。得
られた杭応力や杭歪みは、別途定めた許
容限界値と比較することで、杭基礎構造
の安全性を照査する。
ルート３と比較した場合の、本方法の

特長と課題は以下のような点である。
①杭基礎構造のＤｓ値は設定されていな
いため、「エネルギ 一定則」に基づく必
要保有耐力の低減は基礎構造自体には考
慮することができない。この時、図－５
に示す列杭モデルに適用させる建物慣性
力をどう評価するかが問題となる。ルー
ト３では、建物の必要保有水平耐力は、
当該階が支える上層階の全重量の弾性応
答値であるＱｕｄにＤｓ値を乗じて評価さ
れる。この考えを杭基礎構造に当てはめ
ると、Ｄｓ値を考えないことはＤｓ＝ 1.0
に相当するため、ＱｕｄをＱｕｎとみなし列
杭モデルに作用させることになる。（こ
こでは、議論を簡単にするためＦｅｓは無
視した）一方で、列杭モデルに作用させ

る建物慣性力は、Ｄｓを考慮したＱｕｎとす
べきとの意見も少なくない。今後の更な
る議論が必要と考える。
②「基礎指針」改定案は、（３）式に示す「杭
体の部材レベルで限界値との比較」によ
り安全性を照査する方法となっている。
増分解析で求めた杭の応答値≦杭体の限
界値　…（３）
「基礎指針」の解説では、「靭性のない部
材については終局耐力が、靭性のある部
材については限界塑性変形量が、それぞ
れ限界値の指標となる」との表現が盛り
込まれる予定であるが、全体のトーンと
しては、耐力で照査することに重点が置
かれる記述となっており、複数の杭と地
盤から構成される基礎構造全体としての
崩壊メカニズムまでは陽な形で示されな
い見込みである。一方、ルート３では（４）
式に示す「必要保有水平耐力と架構の崩
壊メカニズムを反映した保有水平耐力と
の比較」により安全性が照査される。
必要保有水平耐力≦増分解析等で求めた
保有水平耐力　…（４）
　先にルート３と「やや異なる方法」と
述べたのは、「基礎指針」の２次設計法
は以上のような特性を有することによる。
なお、「基礎指針」の方法は「杭基礎

構造のＤｓを考慮していないこと」、「杭
基礎構造全体の保有耐力ではなく、杭体
レベルの限界値により照査を行うこと」
の２点から、変形性能に乏しい杭の検討
に、より適した方法となっていると考え
る。一方で、変形性能に優れた杭を使用
する場合には、安全側の評価を与える可
能性があると考える。図－１に示したよ
うな、杭基礎構造全体としての崩壊メカ
ニズムを検討することは、合理的な２次
設計法に結び付くことが期待される。
いずれにしても、杭基礎構造への２次

設計の採用は、その耐震性向上に大きく
貢献することは間違いがなく、「基礎指
針」に示される予定の方法は、現時点の
できる限りの知見を盛り込んで具体化し
たものとなっている。今後は、更なる高
度化に向かって、方法を磨き上げて行く
ことになると思われる。

４.まとめ

①杭基礎構造への２次設計の採用により、
その耐震性は大きく向上することが期待
される。
②変形性能に優れた杭を対象とした、杭
基礎構造全体の崩壊メカニズムに基づく
評価法は合理的な２次設計に結び付くこ
とが期待される。
③建築物の２次設計法と整合した、Ｄｓに
基づく杭基礎構造の照査法の構築は、将
来に向けた大きな検討課題である。
　本稿では、杭基礎構造の２次設計法そ
のものを解説するより、ルート３との比
較や、将来の方向性等に重点を置いた記
述となってしまったことをお詫び申し上
げたい。「基礎指針」改訂版をご覧にな
る際の、一助となれば幸いである。
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