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研究成果の概要： 
 ローカリティを有する液状化地盤では、液状化の程度が場所ごとに異なる。現行の基準にお
ける液状化の有無の判定は、液状化が発生するか・発生しないかの二社択一的手法がほとんど
である。本研究では、ローカリティを考慮した場合、地盤の支持力が著しく減少することや地
表面沈下量が大きくなることを解析ならびに実験により解明した。ばらつきの程度にもよるが、
現行の設計で平均値を用いる方法は、危険側の設計になっている可能性があり、その点を改善
するにはローカリティを考慮した確率・統計的設計が必要である。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 9,400,000 2,820,000 12,220,000 

2008 年度         5,000,000 1,500,000 6,500,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 14,400,000 4,320,000 18,720,000 

 
 
研究分野：工学 
科研費の分科・細目：土木工学・地盤工学 
キーワード：ローカリティ、改良地盤、液状化、振動台実験、支持力、解析 
 
１．研究開始当初の背景 

地盤にはローカリティ（局所性）があり

不均質で不確定性を有している。これは人

工的に改良された地盤で顕著である。この

ことを考慮したいくつかの研究が行われて

いるが、設計などの実務レベルへの成果の

適用には程遠い。特に、固化を原理とする

液状化対策地盤の局所性に関する研究は

ほとんどみられない。液状化部分と非液状

化部分が混在する地盤における液状化後の

沈下や支持力に関する影響をどのように評

価したら良いかという課題が浮かび上る。 
 
２．研究の目的 

上記の課題に対応するため、方法論的に

は、液状化の有無といった従来の二者択一

的な液状化判定を、地盤特性や地震動のば

らつきや不確定性を考慮し、リスク指標に
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よる地盤全体の液状化評価を行うことが考

えられる。また、単純に地盤の液状化の有

無の判定だけではなく、その液状化の程度

が構造物へ与える被害程度の予測やそれに

よる被害額の推定などへ展開することが重

要である。また、本研究では、固化処理原

理に基づく対策地盤の液状化判定において

生じる不確実性･不確定性を定量的に表現

し、信頼性解析を用いて固化処理による液

状化対策地盤の液状化リスクを確率・統計

的に評価しようとするものである。 
 
３．研究の方法 
研究の方法は、実験と解析からなる。振動

台実験では、土槽内に液状化部分（Ｌエレメ

ント）と非液状化部分（Ｎエレメント）をモ

デル化した模型地盤を作製し、地盤の沈下特

性を調べた。Ｎ－Ｌエレメントの作成パター

ンは、乱数を発生させて任意に設定した。

100Galから50Galピッチで段階的にステージ

加振し、段階ごとに地表面沈下量を測定、地

盤のばらつきが液状化発生ならびに地表面沈

下量に及ぼす影響を調べた。液状化率（全面

積に対する液状化部分の面積の比率）が

0,40,60,80,100％のケースで実験を行った。

加速度、間隙水圧、沈下量、エレメントの変

位などを測定した。 

信頼性解析による地盤の液状化リスク分

析では、地盤の液状化判定を確率統計論に

基づく評価に拡張し、地盤特性や地震動の

ばらつきや不確定性を考慮して、リスク指

標による液状化評価を行った。また、単純

に地盤の液状化の有無の判定にだけではな

く、その液状化の程度が構造物へ与える被

害の予測シミュレーションやそれによる被

害額の推定などへ展開した。固化処理地盤

の液状化判定において生じる不確実性･不

確定性を定量的に表現し、信頼性解析を用

いて固化処理地盤の液状化リスクを評価し

た。 

 
４．研究成果 

ローカリティを有する液状化地盤では、

液状化の程度が場所ごとに異なる。現行の

基準における液状化の有無の判定は、液状

化が発生するか・発生しないかの二社択一

的手法がほとんどである。本研究では、ロ

ーカリティを考慮した場合、地盤の支持力

が著しく減少することや地表面沈下量が大

きくなることを解析ならびに実験により解

明した。ばらつきの程度にもよるが、現行

の設計で平均値を用いる方法は、危険側の

設計になっている可能性があり、その点を

改善するにはローカリティを考慮した確

率・統計的設計が必要である。 

本研究の成果は、ばらつきのある地盤の

液状化に伴う不同沈下や、支持力低下など

の評価、また、部分的に改良された液状化

地盤の性能評価などを評価するうえでの基

礎資料となる。 
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