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杭の支持力メカニズムを考える
（一社）基礎構造研究会代表理事 杉村義広
今回はいしずえ通信第 50 号以後、数回にわたって書いて来た杭の極限支持力領域と荷重沈下進行領域でのメカニズムの違いについて考察してみたい。
まず、杭の極限支持力領域のメカニズムについて思いつくのは、建築学会 1960 年版の基
礎規準〔正確には建築基礎構造設計規準・同解説の A 規準〕で引用された Meyerhof の研究である
〔G.G.Meyerhof: Penetration Tests and Bearing Capacity of Cohesionless Soils, ASCE, Vol.82, SM1, pp.1〜
19, 1956.1〕
。この論文には、さらに元論文があり〔G.G.Meyerhof: The Ultimate Bearing Capacity of
Foundations, Geotechnique, Vol. 2, No,4, pp.301〜
332, 1951〕
、そこでは地盤の塑性理論に基づ

く支持力論を杭の支持力問題まで展開され
ている。すなわち、Fig.1(a)の左に示され
る Terzaghi の浅い基礎の支持力論を右の
ようにすべり線を地表面まで伸ばす方式に
変える考え方に基づいて、杭の場合は同図
(b)の右のように杭の側面に達するまで伸
ばして考えるというものである。同図の左
は Terzaghi の深い基礎の支持力論である
が、杭先端底面位置を仮想地表面とし、そ
こに到達したすべり線の先端位置での垂直
面で、それより上の土が持ち上げられると
仮定した時に生じるせん断力が支持力側の
抵抗力になるとする Terzaghi の考え方に
比べれば、Meyerhof の考え方の方がより
改良されているであろうことになる。
Meyerhof は杭先端支持力を求める際に
先端地盤の N 値を用いる簡便法を提案し
ているが、その後の建築学会規準や指針で
は先端支持力に貢献している範囲の平均 N
値 Ñ を用いることを採用している。その観
点から Fig.1(b)を見直してみると、すべり
線は杭先端底面から下に杭径の約 1 倍、上に約 3.2 倍の範囲に分布していることが読み取れ
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る。また、杭の載荷試験とコーン貫入抵抗を比較した結果、下に 1D、上に 3.75 D〔D：杭径〕
が主たる抵抗範囲であると結論している論文〔C. Van der Veen and L. Boersma: The bearing Capacity of a
Pile Pre-determined by a Cone Penetration Test, Proc. 4th ICSMFE, Vol.2, pp.72〜75, 1957〕もある。それらを丸め

て下に 1D、上に 4 D の範囲の平均 N 値 Ñ を採用したのが 1974 年版基礎指針であったこと
は周知の通りである。
BCP 委員会の実験〔BCP 委員会：
砂層に支持されたくいの支持力に関する
実験的研究、1969.7、論文としては BCP
Committee: Field Tests on Piles in
Sand, Soils and Foundations, Vol.11,
No.2, 1971.6, pp.29〜50〕も極限支持

力時の杭先端地盤の状況を知る上
で重要な情報を提供してくれてい
る。原位置での杭の載荷試験であ
るが、その後、地下室を造るため
に掘削が行われた現場であったので杭先端直下の地盤の観察が可能となった事例である。
Photo.6-3 がその一例で、Test 5C とは埋込み杭を下部東京層の密な砂礫層内に 90cm〔4.5D〕
押し込んだ跡の写真である〔B.M.-12.07m と表示されている面が杭先端位置である〕。杭先端位置の下
に固いコアができているのが認められる。このコアは杭の貫入によって砂礫が破砕されて固
まったものであり〔そのため、この論文では高圧下での砂礫の破砕にまで研究が進められている〕、Fig.1(b)
の Rankine 主働域と呼ばれる三角形部分になぞらえることができる。
大切なことは、この杭が試験のために特殊加工された直径 20cm の鋼管杭であったとはい
え、施工法が埋込み杭であること、また、打込み杭が沈下量 1.5D で極限支持力に達してい
るのに対して 3 倍の沈下量を要したとはいえ、ほぼ同様の大きさとなっていることの 2 点は
心に留めておく必要がある。すなわち、極限支持力とは施工法には関係なく、地盤の性質が
現れたものと考えられることである。この写真では、すべり線まで現れているわけではない
が、支持力メカニズムとしては Meyerhof が考えたようなすべり線、したがって上記した下
に 1D、上に 4 D の範囲の平均 N 値 Ñ を杭先端支持力の構成要素とする考え方はある程度受
け入れられるということになるのではないか。
残る問題は、沈下量 0.1D で極限支持力となると考えられて来た〔国際的なコンセンサスともな
っている〕
慣習との関係である。
その点を 1988 年版基礎指針で図 6.2.1 として引用された BCP

委員会の論文で再考してみよう。打込み杭の場合は、本来の極限支持力〔沈下軸に平行となる時
の荷重という定義を厳密に適用して見出された沈下量 1.5D の□印〕に比べて沈下量 0.1D 時の荷重〔〇印
で示される設計で対象とする事実上の極限支持力〕は、大きさは少し小さめになるが同等の荷重領域

にあると見なされるので、現実的には極限支持力と言っても違和感はないと言えよう〔沈下量
1.5D の□印から沈下量 0.1 D の○印への赤線で示したが、両者は極限支持力領域ともいうべき荷重領域内にある
ことが認められるであろう〕
。
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それに対して埋込み杭の場合は、本
来の極限支持力は 4.5D の沈下量なの
で図からはみ出しているが、打込み杭
の□印とそれほど変わらない大きさの
位置からグラフの範囲内に現れる□→
○の赤線を表示してみると〔さらに、打
込み杭の 0.1 D 沈下時が“事実上の極限支持力
である”という判断と同等の考え方で図を見直
してみると、例えば 1.5 D（300 mm）あたり
がそれに該当しているとも見られるので、その
点から○→○の赤点線で引いてみても〕
、0.1D

の沈下時の値は明らかに極限支持力の
荷重領域とは別の領域にあることが認
められる。したがって、この種の杭の
場合には荷重-沈下関係が進行中の途
中段階の領域であること、すなわち、0.1D 時の荷重を極限支持力と呼べるのは打込み杭の場
合であって、埋込み杭の場合は別の言葉を当てる必要があることが理解出来るであろう。こ
の時の荷重に対して、筆者は 1988 年版基礎指針の定義による“基準支持力”という言い方
が適切であり、その沈下量も“基準沈下量”と呼ぶようにした方がよいと考えている。した
がって、
“極限支持力の 1/3 を長期許容支持力とする”との伝統的な考え方に縛られている現
状から脱却して、
“基準沈下量に基づく基準支持力の 1/3 を長期許容支持力とする”という考
え方に変えて行くことを提案したい。
場所打ちコンクリート杭の先端極限支持力については、打込み杭にならって杭先端から下
に 1D、上に 4 D の範囲の平均 N 値 Ñ を取り、15ÑAp〔t/m2〕とする式表示が 1974 年基礎規
準で初めて示されたことは周知の通りである。ただ、載荷試験では極限荷重まで載荷されず
に終わっていることが多いために、Van der Veen の方法〔C. Van der Veen: The Bearing Capacity
of a Pile, Proc. 3rd ICSMFE, Vol .2, 1953, pp.84-90〕に従って極限支持力を推定することを紹介して

いるが、どの程度の沈下量となっているのかについて記述されていないのは、今日から見れ
ば少し物足りない内容であるという関係になっている。
この種の杭は、その後、大口径化が進むことにより、以下のような大きく二つの疑問が投
げかけられるようになった。まず、Ñ の範囲のうち“上に 4 D”は、杭径 1.5m であれば 6m、
杭径2mであれば8mとなり、
それほど広い範囲が杭先端の支持力に関係するのであろうか、
との疑問である。この疑問に対しては、4 D は大きすぎるので、少し下げることにして下と
同じ 1D とする方がよいであろうとの考え方が次第に定着するようになった。この点に関し
ては、Meyerhof の Geotechnique の論文で支持層が粘性土の場合には Fig.7 のような滑り線
を考えていることを見つけることが出来た。この図が参考にされたのかどうかについて筆者
は何も知識がないが、
支持層が粘性土の場合にはメカニズム自体が全く変わってしまうこと、
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場所打ちコンクリート杭のような掘削を伴う
杭の場合には打込み杭とは違ってメカニズム
がこの図に近いのではないかと思わせる例で
あること〔すなわち“上下に 1D ずつの範囲の平均 N
値 Ñ を杭先端支持力の構成要素とする考え方”に近い〕

は記憶に留めておきたい。
二つ目の疑問は、沈下量 0.1D も杭径 1.5m
であれば15cm、
2mであれば20cmとなって、
そのような大きさまで設計で対象とする値と
して有効なのか〔大きすぎるので、もう少し小さい
範囲内で考えるべきではないか〕という点である。

載荷装置も大掛かりとなることで費用が莫大
となる理由から載荷試験が困難となり、0.1D
まで加力すること自体が特別の実験であると
受け取られるようになっている。そのため、
この種の杭の場合には 0.1D の沈下量になる
くらいまでは載荷したいとの認識がむしろ普
通になっており、その観点から 0.1D 沈下時
の荷重を“見かけの極限支持力”と考えるよ
うになり、さらに“見かけの”が省かれて“極
限支持力”と呼ぶ風潮が出始めるようにもな
ってしまったのである。
このような状況の中で、まとめられたのが 1988 年版基礎指針である。この指針では場所
打ちコンクリート杭の支持力についても初めて沈下量に言及されることになった。よく締ま
った砂礫層でスライム処理も入念に行われた条件下の場合には、沈下量 0.1D 時の下限値と
して 15ÑAp〔t/m2、Ñ は杭先端から下へ 1D、上へ 1D の範囲の平均 N 値〕が取れることが示されたの
がそれである〔同指針の図 6.2.14 参照〕。ただし、それは極限支持力ではなく〔打込み杭の場合には
0.1D 沈下時を事実上の極限支持力としてよいが、場所打ちコンクリート杭の場合にはそれとは別であることを明
記するために〕
、
“基準支持力”として定義されることも併せて示されたのである。

しかし、2001 年版基礎指針では 1988 年版基礎指針とは全く違う内容を断りなしに、場所
打ちコンクリート杭の沈下量 0.1D 時の荷重を極限支持力と記述されたことも周知の通りで
ある。学会の書物では、前書と異なる内容を示すのであれば、それなりの理由を明記するの
が当然であると考えられるが、それに触れることなくこうした誤謬〔筆者はこれを“0.1D の誤謬”
と呼ぶことにしている〕を記述したことは学術書として汚点を残したと筆者は考えている。

これら２つの基礎指針の発行の間に行った筆者らの実験〔杉村義広、田村昌仁、寺川鏡、持田悟、長岡
弘明、山崎雅弘、藤岡豊一：大口径場所打ちコンクリート杭の先端載荷試験とシミュレーション解析、日本建築学会構造系論文
集、第560 号, pp.115-123, 2002.10〕についても言及しておく必要がある。すでにあちこちで記述
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して来た図-17 がそれである。論文を書
いた時点では杭先端地盤内に生じる圧力
球根がどのような形状となるかに関心が
集中していたので、点線で示すリンゴを
思わせる形を得たことで一応の結論とし
ていたが、
この図をよく見直してみると、
杭先端直下の地盤がやや周辺に放射状の
変位を示しながらも、いわば杭体がパン
チングシヤ状態で貫入していることの方
が重要ではないかと考え直したのである。
こ の 状 況 は 前 出 の BCP 委 員 会 の
Photo.6.3 とは全く違うメカニズムにな
っていることが想像でき、杭先端地盤は
ばねの状態で挙動しており、抵抗の主体は杭周
面の摩擦力にあるようなメカニズムになってい
ると想定される。筆者はこれを“沈下メカニズ
ム”と呼ぶことにしている。
実際、実験を行った杭径 1.5m と 2.5m の 2
本の杭とほかの研究者による結果を合わせて基
準支持力度〔この論文では 1988 年版基礎指針にならっ
て 0.1D 沈下時の荷重を基準支持力と呼んだ〕と杭径の

関係を示した図-19 によると、反比例の関係に
あることが求められた。これは、１本当たりの
支持力に直せば、杭底面積に比例ではなく、杭
径に比例する関係となっていることを示しているのであり、上記したパンチングシヤ状態で
貫入していること、したがって抵抗力の主体は杭周面摩擦力〔底面積ではなく杭周の函数〕である
という点に連関している。
以上の 2 つの点、すなわち、場所打ちコンクリート杭ではメカニズムとしてパンチングシ
ヤ状態で貫入していることと、抵抗力の主体が杭周面摩擦力にあるという点は、これまでの
設計上の考え方を改める必要があると気づかされた重要な点である。
その意味では、たまたま見つけることが出来たほかの論文についても言及しておきたい。
大口径場所打ちコンクリート杭の載荷試験で杭先端地盤内での変位を測定しているものであ
る〔山中政文、鈴石達雄、塚田良仁、板野眞吾、樫野昇一：大口径場所打ちコンクリート杭の鉛直載荷試験（そ
の 3）載荷試験時の地盤変位測定と変形機構の推定、建築学会大会、pp.717〜718、1999.9〕
。その図-5 と図-6

を以下に引用する。拡底杭〔先端径 2.2m〕の中心直下と杭周面から 0.5m 離れた位置で杭先端
底面から 0、0.5D、1 D、2 D の深さでの鉛直変位が測定されている。中心直下では先端底面
位置で最大となり、2 D の深さでほぼゼロとなる分布を示すのに対して、0.5m 離れた位置で
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は中心直下と比べると全体的にずっと小さく
なり、その中では 0.5D の深さを中心に上下
に軸対称の分布となっていることが見られる。
特徴的なのは“載荷の早い段階から縁が切
れているような測定データとなっている”と
記述されている点であり、筆者らの実験が直
杭であるのに対して拡底杭という特殊な形状
の杭であることから、全く同じメカニズムに
なっているとまでは言えないが、筆者らの
“パンチングシヤ状態で貫入”に通じるもの
があることは感じさせられる。少なくとも
BCP 委員会の実験〔上記 Photo.6.3〕とは違う荷
重-沈下関係進行中段階での現象であるとい
う点では筆者らの実験と共通性があることに
注目すべきである。
この測定結果もあわせて、最後になぜ場所
打ちコンクリート杭の 0.1D 沈下時の場合に
はパンチングシヤのような貫入となるのかに
ついて考察してみたい。
施工法として地盤に同じ体積分を押しのけ
ながら貫入する打込み杭あるいは押込み杭
〔これを英語では Displacement Pile という〕では、

砂質土の場合は地盤を締め固めながら貫入し
ていることになる。そのために、沈下量 0.1D
程度で事実上極限支持力に達するのであり、
杭先端には固いコアが出来る支持力メカニズムになる。それに対して場所打ちコンクリート
杭や埋込み杭では、掘削された孔内に設置されるので〔これを英語では Non-displacement Pile とい
う〕
、土が解放されたことによる拘束圧の減少が大きいために地盤が緩められる。また、掘削

底の洗浄の際にスライムが完全に取り去られることは考えにくいので、ある程度残存してい
ることも考えられる。これら２つの要因は掘削を伴う杭の宿命であるから、極限支持力に達
するまでは杭径、あるいはその数倍押し込む必要があることになり〔BCP 委員会の実験では埋込
み杭でも 4.5D 押し込むと極限支持力に達することが示された〕
、それだけ大きな沈下量まで押し込めば

打込み杭と同じような支持力メカニズムになると考えられる一方で、0.1D 程度の沈下量では
施工法の影響がまだ大きく残って、いわば“沈下メカニズム”の状況を示すことになる〔設
計で問題となるのは、さらに小さい途中の沈下量域であることを考えれば、この点は非常に重要であることを再
確認する必要がある〕
。

これは筆者が長い間考えてきたことであるが、今回それに新たに加えたい要因に気づいた
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ことがある。掘削の最終段階では掘削機を逆回転させることで掘削部を拡大するなどの工程
が普通となっているが、その段階で砂礫の再配列をより強制していることも地盤の緩み要因
の一つとなっているのではないかと思われる点である。砂礫の再配列があると、それが支持
層の緩みを生じさせていることを意味しているので、杭先端底面での反力は小さくなり、そ
の結果、パンチングシヤのような貫入となると考えられるからである。
以上を復習すると、極限支持力とは施工法には関係ない支持層の性質であるから、どの杭
種であっても杭径が同じであれば、載荷試験で沈下量を気にせずに載荷し続けると必ず極限
支持力に到達し、その値も変わらないと言える。ただ、杭基礎は杭径、施工法、時代背景な
ど具体的に考える必要があるので、その観点を加えて再考すれば、まず、打込み杭の場合に
は、時代的に杭径 1m 以下のものが多かったという条件が重要であり、0.1D 沈下〔したがって
数センチメートル〕で事実上極限支持力に到達するという特徴がある。

それに対して場所打ちコンクリート杭の場合は、当初は打込み杭にならって 0.1D 沈下時
を基準に考えることから始まったが、次第に大口径化し、杭径 1m は優に超え、2m や 3m
をも超えることが多くなっている現状にあり、極限支持力に達するには杭径またはそれ以上
の沈下量を要するという知見も得られているので、極限支持力を対象とするのは現実的とは
言えない。それだけでなく、0.1D の沈下量さえ 20cm や 30cm を意味するので、そこまで設
計の対象とする必要があるのかという問題が出て来ることになる。したがって、載荷試験を
行う場合などでは最大 0.1D 沈下までは載荷したいものだと、それが最大と考えられるよう
になり、中にはこれを間違って極限支持力と呼ぶような風潮も現れ出している。この誤りを
正すためにも、場所打ちコンクリート杭の 0.1D 沈下時は極限支持力へ向かう途中段階であ
ることを銘記しておく必要があり、その支持メカニズムも打込み杭の 0.1D 沈下時とは当然
異なったものとなることに注意しておく必要がある。
埋込み杭は、打込み杭と場所打ちコンクリート杭の中間にあるが、どちらかというと掘削
を伴うという点で場所打ちコンクリート杭の方に近い〔すなわち Non-displacement pile としてひと
くくりされる〕と考えておく方がよい。

以上によって、打込み杭と場所打ちコンクリート杭あるいは埋込み杭との支持力機構の違
いを再確認することが出来た。掘削を伴う場所打ちコンクリート杭〔したがって、埋込み杭も含め
て〕について筆者は、
“直径 1m 以下の杭の場合は 0.1D 沈下時を、また直径 1m を超える杭

の場合は 10cm を基準沈下量とし、その時の荷重を基準支持力とし、その 1/3 を長期許容支
持力とする”を設計の基本とするのがよいと考えている。そして、その支持メカニズムは、
極限支持力時の杭底面積の函数である先端の接地圧ではなく、いわばパンチングシヤ状態で
貫入する形式となり、
杭周面積の函数である周面摩擦力が主要な抵抗力となると考えている。
筆者はこれを“沈下メカニズム”と呼ぶことにしている。
〔注〕ここでは伝統的な言い方にならって“基準支持力”や“長期許容支持力”の用語で表現したが、最近の傾
向として限界状態設計法の考え方が提唱されているので、レベル的には“長期許容支持力→使用限界状態”
、
“短
期許容支持力→損傷限界状態”
、
“基準支持力→終局限界状態”と読み替えてもよいと考えている。
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