
網状鉄筋挿入工の水平耐力に関する実験的検討 

立命館大学理工学研究科 〇川島直人 

立命館大学理工学部 遠藤優斗, 原田紀臣, 藤本将光, 里深好文 

ヒロセ補強土株式会社 小西成治, 疋田信晴, 吉永憲次

１．はじめに 

 我が国の国土は面積の 60 %以上が山地から成っ

ており，平地が少ないという特徴があるため，防災・

減災の観点からだけでなく，有効な土地活用のため

にも法面対策工に関する技術的な検討は重要である．

特に、網状鉄筋挿入工法は，補強材として地山に挿入

した杭の周囲に膨張性モルタルを注入することで強

力な一体化を実現できるため[1]施工性や経済性にお

いて注目されており，今後の現場において更なる採

用が期待されている[2]．一方で，機能や補強効果に対

する合理的な説明がなされておらず，施工の基準と

なるような明確な指針がないため，設計者によって

設計方法が異なっているという課題が挙げられる．

本研究では，水平方向の外力に対して，杭の打設形態

や打設深さが補強効果に及ぼす影響を把握すること

を目的として室内実験を実施した． 

２．実験概要 

 本実験で用いた装置の概要を写真-1および図-1に

示す．板を用いて供試体全体に水平方向の力を加え

ることで，回転モーメントが生じないよう工夫して

いる．実験には信楽産真砂土を用い，含水比 10 %，

乾燥密度 1.6 𝑔 𝑐𝑚3⁄ として，幅 400 mm，奥行き 400 

mm の容器内に厚さ 220 mm の土層を作製する．そ

の土層の上に供試体を静かに置き，ガイドに沿って

杭を挿入することで，供試体を土層に固定する．杭の

直径は d = 4 [mm]とし，ねじ山を設けることで杭の

周辺摩擦を再現している．本研究では，打設形態や打

設深さが補強効果に及ぼす影響を把握するため，表-

1に示すような実験条件を設定して実験を実施した．

ここで，本研究における杭間隔：L とは杭の中心間の

距離であり，杭の直径：d の整数倍で表している(図

-2)．それぞれの条件において，鉛直方向と水平方向

の変位を計測した． 

写真-1 実験装置 図-1 装置の模式図 

表-1 実験ケース一覧 

図-2 杭間隔の定義および供試体の模式図 

打設形態 打設深さ：D 杭間隔：L

CASE 1-1 千鳥 100 mm 10d

CASE 1-2 千鳥 100 mm 8d

CASE 1-3 千鳥 100 mm 6d

CASE 1-4 千鳥 100 mm 4d

CASE 2-1 千鳥 75 mm 10d

CASE 2-2 千鳥 75 mm 8d

CASE 2-3 千鳥 75 mm 6d

CASE 2-4 千鳥 75 mm 4d

CASE 3-1 千鳥 50 mm 10d

CASE 3-2 千鳥 50 mm 8d

CASE 3-3 千鳥 50 mm 6d

CASE 3-4 千鳥 50 mm 4d

CASE 4-1 平行 100 mm 10d

CASE 4-2 平行 100 mm 8d

CASE 4-3 平行 100 mm 6d

CASE 4-4 平行 100 mm 4d
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 なお，CASE 1-1 における変位が本研究に用いた変

位計の測定範囲を越えており，供試体の変位に伴っ

て変位計が傾いたため，載荷終了時付近の変位が過

小に測定されてしまっている．しかし，結果の比較に

はピーク荷重時の変位を採用しているため，変位を

過小に評価したことによる影響は小さいと考える． 

３．実験結果と考察 

 写真-1 は CASE 2-4 実施後の様子であり，水平荷

重を加えることで供試体とともに土も移動し，上部

へ持ち上げられている．このことから，水平荷重は杭

の抵抗力に対してのみでなく，土が持ち上げられる

ときにも大きくなることが考えられる．したがって，

本研究において比較すべきピーク荷重を以下のよう

に定義する． 

 時刻 t [sec.]の荷重 Nに対して，時刻 t+1 [sec.]お

よび時刻 t+2 [sec.]の荷重がともに N 以下のとき，

N をピーク荷重とする． 

 図-3 に， CASE 1 と CASE 4 におけるピーク荷重

に対する水平変位および鉛直変位を示す．CASE 1 の

結果にはバラツキが見られるが，水平変位，鉛直変位

ともに CASE 4 よりも小さいことから打設形態：千

鳥の水平耐力が大きいことが分かる．仮に，CASE 1-

1において水平変位を過小評価していた場合，千鳥に

おいて杭間隔と補強効果に線形的な関係を示す可能

性があり，施工上の扱いやすさを期待できる． 

 次に，千鳥において，打設深さが及ぼす影響につい

て検討を行った(図-4，図-5)．図-4 において，CASE 

3の水平変位は比較的小さい値を示しているものの，

上寄りに位置していることから供試体が回転運動を

していることが窺える．図-5 は，水平変位が約 5 mm

における荷重を示している．★は，D が同じ条件の

結果どうしを結んだときに描かれる三角形の外心を

示しており，各打設深さの影響範囲は★を中心とす

る円形に分布すると考えられる．CASE 3 の★が特に

低く位置しているのに対して，他の 2 ケースの★の

位置が近いことから，打設深さ 100 mm と 75 mmの

補強効果に大きな違いはないと考えられる． 

 本研究より，杭の打設形態に関して，平行よりも千

鳥による補強効果が大きいことが示された．また，打

設深さに関しては，100 mm と 75 mmには補強効果

に大きな違いが見られなかった一方で，50 mm の場

合には補強効果の低下が顕著であることが分かった．

今後の課題としては，千鳥における打設深さおよび

杭間隔に関する詳細な検討が挙げられる． 

図-3 打設形態と水平，鉛直変位の関係 

図-4 千鳥における打設深さと水平，鉛直変位の関係 

図-5 千鳥における同程度の水平変位と荷重の関係 
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