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既存地下躯体の解体施工に配慮した
建物基礎の液状化対策事例

中沢 楓太＊ 沼上 清＊＊

古垣内 靖＊ 市川 覚＊＊＊

要 約： 一般に液状化が懸念される地盤上に免震構造建物を建設する場合，直下地盤の液状化によって入力地震動が長
周期化すると建物応答が過大になる可能性が高いため，液状化を発生させない地盤対策が必要となる。本報で
は，既存埋設躯体が残置された敷地において 2種類の異なる液状化対策を実施した免震構造建物の設計事例を紹
介した。液状化対策工としては，一般部は根切り工事に先行して地盤密度を増大させる静的締固め砂杭工法を採
用した。既存躯体直下の未改良部分は，根切り工事完了後に切梁下の狭い空間での施工が可能で，地盤変位を伴
わず打設済みの新設基礎杭への影響が小さい恒久グラウト注入工法とした。更に，それぞれの液状化対策後にそ
の効果を確認する地盤調査を実施し，液状化に対する各判定結果が基準値を満足すること，また地震時杭体応力
の設計値の妥当性を確認した。
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1．はじめに
一般に液状化が懸念される地盤で杭基礎建物を設計する

場合，液状化の発生を想定して杭の水平地盤反力を低減し
た設計仕様とすることが多い。ただし，免震構造建物の場
合，直下地盤の液状化によって入力地震動が長周期化する
と建物応答が過大になる可能性が高いため，液状化を発生
させない地盤対策が必要となる。この場合の杭基礎の設計
ではその効果を事前に評価しなければならない。免震構造
建物や高層建物で時刻歴応答を考慮して地震時における基
礎杭の検討を行う場合には，建物慣性力が低減されている
ので地盤の応答変位（以下，地盤変位）の影響が無視でき

ないため，建物慣性力に加えて地盤変位を考慮して杭体を
設計する。その際に水平地盤ばねを小さく評価すると慣性
力の検討では応力が大きくなり安全側の評価となるが，地
盤変位の検討では逆に応力が小さくなる傾向があるため，
地盤ばねや杭体の許容応力度の設定が難しい。
本報では，杭基礎で支持された高層免震建物の計画地の

一部に既存の地下躯体が残置された案件において，その解
体・撤去時期を考慮した液状化対策の考え方および工法選
定について紹介する。更に，液状化対策後に実施した各種
調査結果に基づき基礎杭の水平地盤ばねを再評価し，地震
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時の設計杭体応力を検証した。

2．建物および地盤の概要
図 1に工事平面，図 2に工事断面および地層構成を示す。

図 1中には，液状化対策前の事前ボーリング調査位置（事前
Bor. 1～3）および液状化対策後のボーリング調査・試料採
取位置（事後 Bor. 1～3・事後No. 1～3）と共に，地震時の
押込み軸力が大きい P5および P5A杭の位置を示した。建
物は地上19階・地下1階の共同住宅新築工事で，地上・地
下 RC造の免震構造建物である。建設地は河口に形成され
た水中三角州の一部を浚渫および埋立てた地区で，表層の
埋土以深に有楽町層に相当する軟弱な沖積層（砂質土As，
粘性土 Ac），江戸川層に相当する洪積層（砂質土 Ds，粘
性土および砂礫）が分布する。基礎構造は拡底場所打ち鋼
管コンクリート杭（軸径 1.9 m・拡底径 2.8～3.4 m）であ
り，N値 60 以上の砂礫層を支持層として設計されている。
なお，根切り工事は切梁支保工を架設しながら行った。

3．地震時における地盤の液状化判定
表 1に損傷限界に相当する中地震時および終局限界に相

当する大地震時における地盤の液状化判定の設計クライテ
リアを示す。判定基準は基礎構造設計指針1)や技術基準解
説書2)に準拠して，中地震時（地震のマグニチュードM=

7.5，地表面水平加速度 αmax=200 gal）では液状化発生に

対する安全率 Fl＞1，大地震時（M=7.5，αmax=350 gal）
では液状化による危険度を示す指数 PL＜5 かつ地表面水
平変位の略算値Dcy＜5 cmを満足するように設定した。
液状化判定は表土の埋土，有楽町層の砂質土層および江

戸川層浅部の砂質土層を対象に行った。図 3に図 1中の事
前 Bor. 1～3 における原地盤の細粒分含有率 Fc および中
地震時の Fl 分布，表 2に同位置における大地震時のPL お
よび Dcy を示す。中地震時の Fl は杭頭レベル（AP-2.05
m）から AP-12.0 m の区間で 1 より小さい。また，大地
震時の PL は事前 Bor. 2 および事前 Bor. 3 で 5 より大き
く，Dcy はいずれも 5 cm よりも大きい。以上より，建物
基礎の直下には全面的に杭頭レベルから AP-12.0 m の区
間で液状化対策が必要と判断した。

4．液状化対策工法の選定
本敷地内にはAP＋1.30 mおよびAP-0.65 mに松杭で支

持された既存の地下埋設躯体が残置されていたが，これら
を全周回転式オールケーシング工法等で地表面レベルから
全て解体・撤去することは工事費および工期の両側面から
困難であった。そこで，本工事では既存躯体に干渉しない
範囲を先行して地盤密度を増大させる静的締固め砂杭工法
で地盤改良した。その後，山留め壁や基礎杭に干渉する部
分のみを全周回転式オールケーシング工法で解体・撤去し
て山留め壁および基礎杭を全て施工し，残りの既存躯体は
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表 2 大地震時の液状化判定（PL およびDcy）

図 3 中地震時の液状化判定（Fc および Fl）

表 1 液状化判定の設計クライテリア
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根切り途中に解体・撤去した。この既存躯体直下の未改良
部分は，干渉部分の新設基礎杭が打設済みであるため，地
盤変位を伴う静的締固め砂杭工法ではなく，それへの影響
が小さく，切梁下の狭い空間で施工可能な恒久グラウト注
入工法によって地盤改良した。
4.1 静的締固め砂杭工法
図 4 に静的締固め砂杭工法3)の施工手順を示す。本工法
では ϕ400 mm のケーシングから砂を排出することにより
ϕ700 mm の締まった砂杭を造成すると共に周辺の砂地盤
を締固めて密度を増大させる。改良後の地盤の評価は砂杭
間の地盤で行う。また，設計では地盤改良設計指針案4)に
基づいて砂杭間隔を決定する。図 5 にそのフローを示す。
検討の結果，本建物では図 1 中に示す配置で砂杭間隔を
1.7 m（改良率：（0.7/2）2×π/1.72=0.133）とした。図 6 に
は同指針案に基づいて推定した事前 Bor. 2 の改良後推定
N 値分布およびせん断波速度 VS=80.6N0.331 5)より算出し
た推定 VS 分布を示す。同図には同位置における改良前の
N値および PS 検層による VS 値を併記した。改良前と比
較して，対象層の改良後の推定平均N値は約 3.8 倍，推定
平均VS 値は約 1.1 倍と推定された。
4.2 多点型恒久グラウト注入工法
本工法6)は活性シリカ系の薬液をゆっくりと浸透注入す

る工法である。図 7に示すように工期短縮を目的として同
時多点注入タイプとした。図 8に設計フローを示す。設計
では，αmax=350 gal において全層が Fl＞1（つまり，PL=0
かつ Dcy=0）となるように，本工法の液状化抵抗比Rと設
計基準強度 qu の関係図6)より qu を決定し，その後配置等
を計画した。検討の結果，本建物では qu=50 kN/m2 とし，
安全率を 2として目標強度 quL を 100 kN/m2 設定した。

5．液状化対策後の地盤調査結果
図 1中に事後調査の位置をプロットした。静的締固め砂

杭工法の範囲では，施工完了後，約 2 週間後に事後 Bor.
1～3 の位置において地表面レベルから標準貫入試験およ
び土質サンプルの採取を行い，N値や細粒土含有率 Fc 等
の変化を調査した。また，多点型恒久グラウト注入工法の
範囲では，事後 No. 1～3 位置において，施工完了から 28
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図 4 砂杭の造成手順

図 7 多点型恒久グラウト注入工法の概要

図 5 静的締固め砂杭工法の設計フロー

図 6 改良後の推定値（事前Bor. 2）

図 8 恒久グラウト注入工法の設計フロー
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日以上養生した後に最終床付けレベルから試料を採取して
一軸圧縮試験等を実施した。
図 9 に事後 Bor. 1～3 における中地震時の液状化に対す

る安全率 Fl および N値の深度分布を示す。中地震時の Fl
は 1.03～2.71 であり，1 以上になっていることを確認し
た。砂質土層（沖積砂質土層As および洪積砂質土層Ds）
の N 値は設計時に想定した平均 N 値（N =14.6）よりも
概ね大きく，As 層の平均N値は 18.7 であって設計想定値
の約 1.3 倍であった。表 3 には同位置における大地震時の
液状化に対する危険度指数 PL および地表面水平変位の略
算値Dcy を示した。いずれも PL は 5 以下，Dcy は 5 cm 以
下であって液状化の判定基準を下回ることを確認した。
表 4に事後No. 1～No. 3 の一軸圧縮試験結果を示す。一

軸圧縮強さ qu は 110～135 kN/m2 であって設計時の目標
値（quL=100 kN/m2）より大きく，その平均値は 120 kN/
m2 であった。また，ヤング率E50 は約 5100～7600 kN/m2

であり，その平均値は約 6300 kN/m2 であった。

6．事後調査結果に基づく地震時杭体応力の検討
6.1 水平力に対する設計方針および検討概要
本建物の基礎杭は大地震時の荷重に対して短期許容応力

度以内となるように設計した。図 10 に水平力に対する検

討用の解析モデルを示す。地盤を多層系にモデル化し，杭
頭の水平変位が全杭で一致するように，各杭の剛性の違い
に応じて水平力を分配した。また，本検討では建物慣性力
による水平力と地盤変位を個別に作用させた後に，せん断
力は絶対値和，曲げモーメントは二乗和平方根として重ね
合わせた。地盤変位による検討はモデル化した水平地盤ば
ねを介して別途算出した地盤変位を強制変位として作用さ
せる応答変位法とした。
6.2 杭の水平地盤ばね
水平地盤ばねは各検討で生じる杭体応力が大きく安全側
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図 10 水平力に対する解析モデル

表 4 恒久グラウト注入工法における改良後の一軸圧縮試験結果

表 3 静的締固め砂杭工法における改良後のPL およびDcy

図 9 静的締固め砂杭工法の事後調査結果
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の検討となるように，建物慣性力による応力検討時にはば
ね値が小さく評価される基礎構造設計指針2)に示された
(1)式で算出し，杭と地盤の相対変位が 1.0 cm を超える
場合は非線形性を考慮して(2)式で低減した。

k=α⋅E⋅B' (1)式
ここで，

k：水平地盤ばね（kN/m3）
E：地盤のヤング率（kN/m2）
α：80（粘性土でE0=700 N で算出した場合は 60）

B'：無次元化杭径（杭径を cmで表示した無次元数値）
k=E (2)式
：杭と地盤の相対変位（cm）
また，地盤変位による応力検討時の水平地盤ばねはばね

値が大きく評価される(3)式に示す波動論に基づく Fran-
cis の式3)で算出した。

kB=
1.3E

B(1−ν)  E⋅B

E⋅I 


(3)式

ここで，
E=GG⋅E

E=2⋅(1+ν)⋅ρ⋅V


kB：水平地盤ばね（kN/m3）
E：地盤のヤング率（kN/m2）

E：微小ひずみレベルの地盤ヤング率（kN/m2）
GG：剛性低下率

ν：地盤のポアソン比
ρ：単位体積重量（kN/m2）

V：せん断波速度（m/s）
B：杭径（m）

E：杭のヤング率（kN/m2）
I：杭の断面二次モーメント（m4）

表 5 に，液状化対策の対象となったAs 層について，水
平地盤ばねの算定に関連する地盤定数を示す。設計時に
は，静的締固め砂杭工法の範囲は杭の水平抵抗検討時に用
いるヤング率Eが小さく安全側の評価となるようにVS 値
から評価して改良前の 1.21 倍（E=2(1＋ν)･ρ･VS2，ν：ポ
アソン比，ρ：密度）とした。また，恒久グラウト注入工
法の範囲では粘着力は増大するものの剛性の増大は小さい
と考え，杭の水平抵抗検討時に用いるヤング率 E は増大
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表 5 As 層の地盤定数

図 11 地盤ばね

図 12 杭体の算定応力（MおよびQ）
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しないものとした。これらに対して，事後調査結果の VS
および ES は両工法共に設計想定値と同程度の値である。
一方，事後調査結果の E0 は 700 N や一軸圧縮試験の E50
より設定すると設計時の値よりも 2～4 倍程度大きい。図
11 には水平地盤ばねの深度分布を示した。恒久グラウト
工法の範囲は敷地全体に対して限定的であるが，その VS
値は静的締固め砂杭工法範囲と同程度であったことから，
B-1 と同様に B-2 における地盤ばねは複合地盤として算
出していない。建物慣性力による応力検討用の水平地盤ば
ね kh0 は As 層以外では液状化対策を行わない原地盤と同
様である。地盤変位による応力検討用の水平地盤ばね kfs/
B は液状化対策を行ったAs 層においてもほとんど原地盤
と同様である。As 層の下端以深において，原地盤の場合
と液状化対策を行った場合で多少の差異がみられるが，こ
れは液状化対策を行った As 層の VS を変更して G/G0 を
再評価したためである。
6.3 地震時杭体応力の検証
図 12 に図 1 中に示す P5 および P5A 杭（軸径 1.9 m，

杭頭鋼管 t=14 mm）における設計想定値および事後調査
結果に基づく地震時（水平力に対する検討時）の杭体応力
分布を示す。事後調査結果に基づく建物慣性力による曲げ
モーメントMおよびせん断力Qは P5 および P5A 共に設
計時よりも小さい傾向があり，地盤変位によるMおよび

Q はいずれも設計時と同程度であった。従って，事後調
査結果に基づく建物慣性力と地盤変位による応力を重ね合
わせたMおよび Qは設計時よりも小さく，短期許容応力
以下であることを確認した。その他の杭も同様の結果であ
った。

7．まとめ
本報では，杭頭付近に液状化の恐れがある免震構造建物

の設計に際して，残置された既存埋設躯体の解体・撤去時
期を考慮して 2種類の異なる液状化対策を実施した事例に
ついて紹介した。また，各液状対策を実施した地盤調査結
果より液状化に対する各判定結果が基準値を満足すること
を確認し，更にその結果に基づき地震時の杭体応力を再検
討して基礎杭の設計妥当性を確認した。
また，今回実施した事後調査は，一般的に行われる標準

貫入試験や一軸圧縮試験等であった。地震時地盤変位に対
する応答変位法において，水平地盤ばねとして Francis の
式を利用する場合には，VS 値や微小ひずみレベルのヤン
グ率 Ed を直接的に評価できる PS 検層や超音波速度試験
を実施することも必要と考える。更に，設計時にこれらの
試験結果が利用できるように試験データの蓄積が望まれ
る。
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CASE OF LIQUEFACTION COUNTERMEASURES OF BUILDING FOUNDATION CONSIDERING
DEMOLITION WORKS OF EXISTING UNDERGROUND STRUCTURES

F. Nakazawa, K. Numakami
Y. Furugaichi, and S. Ichikawa

In this paper, we introduced the design case of the base-isolated building using two different types of liquefaction
countermeasures leaving existing underground structure unremoved. Static compaction sand pile method was adopted in
general portion of the site before the excavation, and a permanent grout injection method was used in the under the
existing underground structures after the excavation. Moreover, ground survey was performed to confirm the effect after
liquefaction countermeasures. As a result, it was verified that the countermeasures for the liquefaction satisfied the seismic
reference values. In addition, the validity of the design value of the pile stress during an earthquake was shown.


