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要旨（和文 2000 字程度） 
Thesis Summary （approx.2000 Japanese Characters ） 

本論文は，「The Effects of Loading Rate on Soil Behavior and Bearing Capacity in View of Seismic Design for Pile 

Foundation （杭基礎耐震設計における地盤挙動及び支持力に与える載荷速度の影響）」と題し，全８章から構成さ

れている．本研究では，現行設計法での静的な載荷試験に基づく支持力評価に，地震荷重の様な大きな載荷速度

の効果を考慮する必要性を述べ，室内試験，遠心模型実験ならびに原位置載荷試験を行って支持力に及ぼす載荷

速度の影響を明らかにするとともに，載荷速度を考慮した評価法を提案している． 

第 1章「Introduction（序論）」では，研究の背景や目的，本論文の構成と内容について述べている． 

第 2章「Literature Review（既往の研究）」では，我が国の支持力および地盤反力係数の評価に関する現行設計法

ならびに既往の研究を整理している．特に，地盤材料の強度変形特性，基礎の支持力特性，杭の引き抜き抵抗特

性に対する載荷速度の影響に関してもまとめ，これらの特性が載荷速度に大きく影響を受けること，評価にあた

っては載荷速度を考慮する必要性を述べている． 

第 3章「Triaxial Compression Test and Unconfined Compression Test with Varing Loading Rate（載荷速度を変化させ

た三軸圧縮試験および一軸圧縮試験）」では，砂質土および粘性土に対して載荷速度を変化させた三軸圧縮試験と

一軸圧縮試験を実施して，強度変形特性に与える載荷速度の影響に関する基礎的なデータを取得している．その

結果，載荷速度が大きい場合には，砂質土と粘性土ともに破壊強度および変形係数が増大する傾向となること，

さらに，試験結果を踏まえて地盤材料の変形強度特性に与える載荷速度の影響のメカニズムを明らかにしている． 

第 4章「Direct Shear Test between Soil and Pile Material with varying Loading Rate」（載荷速度を変化させた杭材と

地盤材料の一面せん断試験）」では，杭材と地盤材料間の摩擦特性に与える載荷速度の影響を砂質土と粘性土を対

象に一面せん断試験を行って検討している．試験結果から，杭材と地盤材料間のせん断強度（周面摩擦力度）に

おいても載荷速度の影響を大きく受けること，さらに杭材と地盤材料間のせん断強度は載荷速度が大きい場合に

大きくなることを明らかにしている． 

第 5章「Model Loading Test of Single Pile with Varying Loading Rate at Centrifuge Acceleration Field（遠心場におけ

る載荷速度を変化させた単杭の模型載荷試験）」では，遠心場において単杭の模型載荷試験を乾燥砂地盤および飽

和砂地盤に対して実施し，杭の支持力および引き抜き抵抗に与える載荷速度の影響を明らかにしている．模型載

荷試験により，杭の支持力および引き抜き抵抗は載荷速度の影響を大きく受け，載荷速度が大きい場合に支持力

および引き抜き抵抗が増大することを示すと共に，支持力および引き抜き抵抗の載荷速度の影響のメカニズムを

明らかにしている． 

第 6章「In-situ Full Scale Loading Test（原位置における実大載荷試験）」では，原位置に構築した実物大の試験

杭に対して静的載荷試験および急速載荷試験を実施し，支持力に与える載荷速度の影響を検証した．静的載荷試

験結果と急速載荷試験結果を比較し，模型実験での結果と同様に，実大規模においても載荷速度が大きくなると

杭の支持力が大きくなることを確認している． 

第 7章「Simulation of Stress-Strain on Soil Behavior and Load-Displacement on Pile and Evaluation of Bearing Capacity 

Considering Loading Rate Effects （土の応力-ひずみ関係と杭の荷重-変位関係のシミュレーションおよび載荷速度を

考慮した支持力の推定）」では，土の応力-ひずみ関係および杭の荷重-変位関係に関して双曲線法を用いたシミュ

レーションを行っている．模型載荷実験および原位置載荷試験の結果を要素試験で得られた載荷速度の影響を基

に解析し，各載荷試験での支持力を推定・検討している．その結果，載荷速度を考慮した解析を行うことで，載

荷速度が大きく異なる各載荷試験結果も精度よく推定できることがわかった． 

第 8章「Conclusions（まとめ）」では，2章から 7章で得られた成果をとりまとめて本研究の結論を述べるとと

もに，残された課題について示している． 

備考：論文要旨は，和文 2000字と英文 300語を 1部ずつ提出するか，もしくは英文 800語を 1部提出してください． 

Note : Thesis Summary should be submitted in either a copy of  2000 Japanese Characters and 300 Words (Engｌish) or 1copy of 800 

Words (English). 

注意：論文要旨は，東工大リサーチリポジトリ（T2R2）にてインターネット公表されますので，公表可能な範囲の内容で作成してください． 

Attention: Thesis Summary will be published on Tokyo Tech Research Repository  Website (T2R2). 
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要旨（英文 300 語程度） 
Thesis Summary （approx.300 English Words ） 

The bearing capacity of pile has been evaluated based on static vertical loading test. 

However, external forces acting on pile are not only static loads but also dynamic loads like 

earthquake loads. In case of large earthquake, dynamic loads dominate the design 

considerations. Although loading rate dependency on soil behavior and bearing capacity of 

pile has been known, there exist little studies and quantitative evaluation methods on bearing 

capacity of pile considering loading rate have not been proposed yet. This study examines the 

effects of loading rate on soil behavior in view of seismic design of pile foundation by 

conducting a series of element tests, loading tests at centrifuge acceleration field and in-situ 

full scale loading tests. The evaluation method on soil behavior and bearing capacity of pile 

considering the loading rate effects are proposed. 
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