
JP 2011-162964 A 2011.8.25

10

(57)【要約】
【課題】地震時に地盤の液状化を防止することが可能な
地盤の補強構造及び補強工法を提供する。
【解決手段】地盤Ｅの補強構造１は、補強対象区域２を
囲うように地盤Ｅ内に設置された拘束材４と、拘束材４
に補強対象区域２の内側へ向かう荷重を付与する荷重付
与手段５とを備える。拘束材４は、液状化層Ｅ１を貫通
して、その下端が非液状化層Ｅ２の強固な支持地盤の所
定の深度に到達するように設置されている。荷重付与手
段５は、液状化層Ｅ１内に設置され、対向位置に設置さ
れた拘束材４同士を連結する棒状のアンカーボルト５ａ
と、アンカーボルト５ａの両端に螺合するナット５ｂと
からなる連結材を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地盤の補強構造であって、
　補強対象区域を取り囲み又は両側から挟むとともに、その下端が支持地盤まで到達する
ように地盤内に設置された拘束材と、
　前記拘束材に、前記補強対象区域の内側へ向かう荷重を付与する荷重付与手段とを備え
ることを特徴とする地盤の補強構造。
【請求項２】
　前記荷重付与手段は、対向位置に設置された前記拘束材同士を連結する棒状又はワイヤ
ー状の連結材を有し、当該連結材に引張力を作用させることにより、前記拘束材に荷重を
付与することを特徴とする請求項１に記載の地盤の補強構造。
【請求項３】
　前記拘束材は、前記補強対象区域を取り囲むように配置されていることを特徴とする請
求項２に記載の地盤の補強構造。
【請求項４】
　前記荷重付与手段は、前記拘束材の外周面に接し、かつ、前記補強対象区域を取り囲む
ように環状に配置される連結材を有し、当該連結材に引張力を作用させることにより、前
記拘束材に荷重を付与することを特徴とする請求項１に記載の地盤の補強構造。
【請求項５】
　前記連結材に作用する引張力が低下した際に、地震による地盤変動により前記連結材の
引張力が増加する自己修復性を有することを特徴とする請求項３又は４に記載の地盤の補
強構造。
【請求項６】
　前記荷重付与手段は、地下水位よりも上方及び下方にそれぞれ少なくとも１つ以上設け
られることを特徴とする請求項１～５のうちいずれか一項に記載の地盤の補強構造。
【請求項７】
　地盤の補強工法において、
　補強対象区域を取り囲むように又は両側に所定の深さの溝を構築する溝構築工程と、
　前記補強対象区域を取り囲み又は両側から挟むとともに、その下端が支持地盤まで到達
するように拘束材を前記溝内に設置する設置工程と、
　前記拘束材に、前記補強対象区域の内側へ向かう荷重を付与する荷重付与工程とを備え
ることを特徴とする地盤の補強工法。
【請求項８】
　前記荷重付与工程は、対向位置に設置された前記拘束材同士を棒状又はワイヤー状の連
結材で連結して、当該連結材に引張力を作用させることにより、前記拘束材に荷重を付与
することを特徴とする請求項７に記載の地盤の補強工法。
【請求項９】
　前記荷重付与工程は、前記拘束材の外周面に接するとともに、前記補強対象区域を取り
囲むように環状に連結材を配置して、当該連結材に引張力を作用させることにより、前記
拘束材に荷重を付与することを特徴とする請求項７に記載の地盤の補強工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地震等による液状化現象の発生が予測される地盤の補強構造及び補強工法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、地震時に液状化する可能性がある軟弱地盤上に既設構造物が存在する場合に
は、液状化現象に伴う地盤の変状を防止するために、既設構造物の周囲を取り囲むように
地中壁を構築していた。
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【０００３】
　例えば、特許文献１には、既設構造物の周囲を取り囲むように鋼矢板を打設し、その上
端部を周方向に鋼材やコンクリート等で連結する構造が開示されている。この構造は、鋼
矢板の上端部同士を連結することにより、地震時に鋼矢板の上端部が外方へ変形すること
を防止する。すなわち、鋼矢板で囲まれた地盤内の土砂が鋼矢板の外へ流出することを防
止するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１６７７７８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の構造では、鋼矢板の上端部が連結されているだけな
ので、地盤の剛性や強度を上げることはできない。したがって、鋼矢板で囲まれた地盤が
液状化してしまうという問題点が有った。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、地震時に地
盤の液状化を防止することが可能な地盤の補強構造及び補強工法を提供することを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明の地盤の補強構造は、補強対象区域を取り囲み又は両
側から挟むとともに、その下端が支持地盤まで到達するように地盤内に設置された拘束材
と、前記拘束材に、前記補強対象区域の内側へ向かう荷重を付与する荷重付与手段とを備
えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の地盤の補強構造によれば、荷重付与手段で拘束材に荷重を付与することにより
、補強対象区域の地盤にプレストレスを加えて、側方拘束圧を増大させることができる。
さらに、側方拘束圧が増大することによって、地盤の剛性や強度が増加するので、地震時
の地盤の液状化を防止し、地盤の変形を防止することができる。
【０００９】
　また、本発明において、前記荷重付与手段は、対向位置に設置された前記拘束材同士を
連結する棒状又はワイヤー状の連結材を有し、当該連結材に引張力を作用させることによ
り、前記拘束材に荷重を付与することとすれば、補強対象区域に容易にプレストレスを加
えることができる。
【００１０】
　また、本発明において、前記拘束材は、前記補強対象区域を取り囲むように配置されて
いることとすれば、連結材のクリープによる応力緩和等により連結材に作用する引張力が
低下しても、地震による地盤変動により連結材に引張力を作用させることができる。した
がって、連結材に作用する引張力が低下していても、地盤変動により連結材に引張力を作
用させることができるので、側方拘束圧を増大させることができる。
【００１１】
　また、本発明において、前記荷重付与手段は、前記拘束材の外周面に接し、かつ、前記
補強対象区域を取り囲むように環状に配置される連結材を有し、当該連結材に引張力を作
用させることにより、前記拘束材に荷重を付与することとすれば、補強対象区域に容易に
プレストレスを加えることができる。
　さらに、連結材が補強対象区域を取り囲むように配置されているので、連結材のクリー
プによる応力緩和等により連結材に作用する引張力が低下しても、地震による地盤変動に
より連結材に引張力を作用させることができる。したがって、連結材に作用する引張力が
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低下していても、地盤変動により連結材に引張力を作用させることができるので、側方拘
束圧を増大させることができる。
【００１２】
　また、本発明において、前記連結材に作用する引張力が低下した際に、地震による地盤
変動により前記連結材の引張力が増加する自己修復性を有することとすれば、連結材に作
用する引張力が低下していても、地盤変動により連結材に引張力を作用させることができ
るので、確実に側方拘束圧を回復させることができる。
【００１３】
　また、本発明において、前記荷重付与手段は、地下水位よりも上方及び下方にそれぞれ
少なくとも１つ以上設けられることとすれば、液状化を防止するために最適な大ききのプ
レストレスを地下水位よりも上方の層及び下方の層にそれぞれ的確に付与することができ
る。
【００１４】
　本発明の地盤の補強工法は、補強対象区域を取り囲むように又は両側に所定の深さの溝
を構築する溝構築工程と、前記補強対象区域を取り囲み又は両側から挟むとともに、その
下端が支持地盤まで到達するように拘束材を前記溝内に設置する設置工程と、前記拘束材
に、前記補強対象区域の内側へ向かう荷重を付与する荷重付与工程とを備えることを特徴
とする。
【００１５】
　本発明の地盤の補強工法によれば、補強対象区域の内側へ向かう荷重を拘束材に付与す
るので、補強対象区域の地盤にプレストレスを加えて、側方拘束圧を増大させることがで
きる。さらに、側方拘束圧が増大することによって、地盤の剛性や強度が増加するので、
地震時の地盤の液状化を防止し、地盤の変形を防止することができる。
【００１６】
　また、本発明において、前記荷重付与工程は、対向位置に設置された前記拘束材同士を
棒状又はワイヤー状の連結材で連結して、当該連結材に引張力を作用させることにより、
前記拘束材に荷重を付与することとすれば、補強対象区域に容易にプレストレスを加える
ことができる。
【００１７】
　また、本発明において、前記荷重付与工程は、前記拘束材の外周面に接するとともに、
前記補強対象区域を取り囲むように環状に連結材を配置して、当該連結材に引張力を作用
させることにより、前記拘束材に荷重を付与することとすれば、補強対象区域に容易にプ
レストレスを加えることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、側方拘束圧が増大し、地盤の剛性や強度を増加させることができるの
で、地震時において補強対象区域内の地盤の液状化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一実施形態に係る地盤の補強構造を示す断面図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る地盤の補強構造を示す平面図である。
【図３】本実施形態に係る地盤の補強構造による側方拘束圧の作用状態を示す断面図であ
る。
【図４】本実施形態に係る地盤の補強構造の他の実施例を示す平面図である。
【図５】本発明の第二実施形態に係る地盤の補強構造を示す断面図である。
【図６】本発明の第二実施形態に係る地盤の補強構造を示す平面図である。
【図７】本発明の第三実施形態に係る地盤の補強構造を示す斜視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
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　図１及び図２は、本発明の第一実施形態に係る地盤Ｅの補強構造１を示す断面図及び平
面図である。
【００２１】
　図１及び図２に示すように、地盤Ｅの補強構造１は、補強対象区域２を全周取り囲むよ
うに地盤Ｅ内に設置された拘束材４と、拘束材４に補強対象区域２の内側へ向かう荷重を
付与する荷重付与手段５とを備える。補強対象区域２内の地盤Ｅ上には、既設構造物３が
存在している。
【００２２】
　拘束材４は、地震が発生すると液状化するおそれの有る液状化層Ｅ１を貫通して、その
下端が非液状化層Ｅ２の強固な支持地盤の所定の深度に到達するように設置されている。
【００２３】
　本実施形態においては、拘束材４として、シートパイルを用いた。複数のシートパイル
が、例えば、角柱状のビルの既設構造物３の周囲を取り囲み、平面形状が矩形になるよう
に設置されている。矩形状に配置された拘束材４のうち、当該矩形の辺４ａに相当する位
置に配置されたシートパイル同士は接続されて連続するように設置されている。一方、角
４ｂに相当する位置に配置され、隣接するとともに直交するシートパイル間には、隙間４
ｃが設けられ、連続しないように配置されている。
【００２４】
　なお、本実施形態においては、拘束材４として、シートパイルを用いたが、これに限定
されるものではなく、コンクリート等からなる地中壁でもよく、この場合にも角４ｂには
隙間４ｃを設ける。
【００２５】
　拘束材４は、補強対象区域２を囲うように削孔された所定の深さの溝６内に、補強対象
区域２を全周取り囲むとともに、下端が非液状化層Ｅ２に到達するように打設して設置さ
れる。
【００２６】
　荷重付与手段５は、液状化層Ｅ１内に設置され、対向位置に設置された拘束材４同士を
連結する棒状のアンカーボルト５ａと、アンカーボルト５ａの両端に螺合するナット５ｂ
とを有する。この両方のナット５ｂを締め付けてアンカーボルト５ａに引張力を作用させ
ることにより、拘束材４に、補強対象区域２に向かう荷重を付与する。そして、この補強
対象区域２に向かう荷重によって、拘束材４に囲まれた地盤Ｅにプレストレス（すなわち
、圧縮力）を加えるものである。
【００２７】
　対向する拘束材４同士を連結すると、図２中の点線丸枠Ａ内に示すように、図２に対し
て左右方向に設置されるアンカーボルト５ａと図２に対して上下方向に設置されるアンカ
ーボルト５ａとが液状化層Ｅ１内で交差するので、例えば、左右方向に設置されるアンカ
ーボルト５ａが上下方向に設置されるアンカーボルト５ａよりも数ｃｍだけ浅い深度に配
置される。したがって、アンカーボルト５ａは、すべてほぼ同じ深度に複数本設置されて
いる。
【００２８】
　また、荷重付与手段５は、地下水位よりも上方及び下方にそれぞれ１段ずつ設けられて
いる。すなわち、深度方向に複数段設けられている。
【００２９】
　荷重付与手段５のアンカーボルト５ａは、上記溝６内から水平ボーリングにより削孔さ
れた水平孔内に挿入することにより地盤Ｅ内に設置される。そして、アンカーボルト５ａ
の両端にナット５ｂを螺合し、そのナット５ｂを締め付けると、拘束材４の下端部は非液
状化層Ｅ２に深く根入れされ、固定されているので、図３に示すように、拘束材４の上端
部に、内側に向かう荷重が作用して補強対象区域２である既設構造物３の下の液状化層Ｅ
１及び非液状化層Ｅ２（すなわち、地盤Ｅ）を圧縮する。また、拘束材４は、平面形状が
矩形となるように配置されているが、その角４ｂには隙間４ｃが設けられていて連続して
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いないので、拘束材４は内側に向かって変形可能である。拘束材４に、内側に向かう荷重
を作用させてプレストレスを地盤Ｅに効率良く作用させるためには、荷重付与手段５をで
きるだけ拘束材４の上側に設置することが望ましい。ここで、プレストレスは、補強対象
区域２内の地盤Ｅが盤膨れしない程度の大きさとなるようにする。
【００３０】
　アンカーボルト５ａのクリープによる応力緩和やナット５ｂの緩みにより地盤Ｅに作用
するプレストレスが低下する可能性があるので、再度、ナット５ｂを締め付けることがで
きるように、溝６は開口しておく。そして、定期的なメンテナンスを行ってプレストレス
を保持することが望ましい。
【００３１】
　しかし、プレストレスが低下した状態のときに地震が発生しても、アンカーボルト５ａ
に引張力を作用させて側方拘束圧を増大させる自己修復性を有するので、地震の発生によ
りプレストレスを回復させることができる。
【００３２】
　すなわち、地震時において液状化が生じない地盤Ｅの場合には、地震による水平方向の
荷重が作用すると土のダイレイタンシーによって体積が膨張する。これにより、補強対象
区域２内の土が外側に膨らもうとするが、拘束材４によって拘束されているため、その膨
張力によって拘束材４を介してアンカーボルト５ａに引張力が作用することになる。また
、地震により地盤Ｅが液状化して過剰間隙水圧が発生した場合には、土の強度が低下する
ものの、泥水を含む土圧が側方へ作用することにより、上記と同様に、拘束材４を介して
アンカーボルト５ａに引張力が作用することになる。
【００３３】
　以上の構成からなる地盤Ｅの補強構造１によれば、補強対象区域２を全周取り囲むとと
もに、その下端が非液状化層Ｅ２まで到達するように設置された拘束材４と、対向位置に
設置された拘束材４同士を連結する荷重付与手段５とを備えているので、荷重付与手段５
を締め付けることにより、補強対象区域２の地盤Ｅにプレストレスを加えることができる
。そして、プレストレスを加えることによって、側方拘束圧が増大するので、地盤Ｅの剛
性や強度を増加させることができる。したがって、地震時の地盤Ｅの液状化を防止し、地
盤Ｅの変形を防止することができる。
【００３４】
　また、荷重付与手段５は、補強対象区域２内の地盤Ｅ及び対向位置に設置された拘束材
４同士を貫通するアンカーボルト５ａと、アンカーボルト５ａの両端に螺合するナット５
ｂとを備えているので、ナット５ｂを締め付けてアンカーボルト５ａに引張力を作用させ
ることにより、補強対象区域２の地盤Ｅにプレストレスを加えることができる。そして、
ナット５ｂの締め付け作業は容易なので、短時間でこの作業を実施することができる。
【００３５】
　また、荷重付与手段５は、補強対象区域２内の地下水位よりも上方及び下方にそれぞれ
設けられているので、液状化を防止するために最適な大ききのプレストレスをそれぞれ液
状化層Ｅ１及び非液状化層Ｅ２に的確に付与することができる。
【００３６】
　また、拘束材４が補強対象区域２を全周取り囲むように配置されているので、アンカー
ボルト５ａに作用する引張力が低下しても、地震時の地盤変動によりアンカーボルト５ａ
に引張力を作用させて側方拘束圧を増大させることができる。したがって、地震時にアン
カーボルト５ａの引張力が低下していても、地震による拘束圧の増大により、既設構造物
３に損傷が生じるような地盤Ｅの変形を防止することができる。
【００３７】
　なお、本実施形態においては、拘束材４を矩形状に設置し、当該矩形の辺４ａに相当す
る位置に配置されたシートパイルをすべて接続して連続させる場合について説明したが、
これに限定されるものではなく、例えば、図４に示すように、シートパイルを離散的に配
置して、矩形の辺４ａに相当する部分を形成してもよい。ここで、シートパイルの離散の
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程度は設計等により適宜決定される。
【００３８】
　また、本実施形態においては、荷重付与手段５の連結材として、アンカーボルト５ａを
用いた場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、ワイヤーロー
プを用いてもよく、この場合は、ワイヤーロープの一端にこのワイヤーロープを巻取るこ
とによって引張力を作用するためのジャッキやターンバックル等を接続する。
【００３９】
　また、本実施形態においては、荷重付与手段５のアンカーボルト５ａ同士が地盤Ｅ内で
交差する場合には、一方のアンカーボルト５ａの設置深度を数ｃｍ上下方向に移動させる
場合について説明したが、これに限定されるものではなく、交差する部分にアンカーボル
ト５ａを挿通可能な隙間を有するクロスターンバックルを取り付けてその隙間内に交差す
るアンカーボルト５ａを挿通させて、すべての荷重付与手段５を同一深度に設置してもよ
い。
【００４０】
　なお、本実施形態においては、拘束材４をその平面形状が矩形となるように設置した場
合について説明したが、これに限定されるものではなく、その他の多角形の形状となるよ
うに設置してもよい。
【００４１】
　次に、本発明の他の実施形態について説明する。以下の説明において、上記の実施形態
に対応する部分には同一の符号を付して説明を省略し、主に相違点について説明する。
【００４２】
　図５及び図６は、本発明の第二実施形態に係る地盤Ｅの補強構造２１を示す断面図及び
平面図である。
【００４３】
　図５及び図６に示すように、地盤Ｅの補強構造２１は、補強対象区域２２を囲うように
地盤Ｅ内に設置された拘束材２４と、拘束材２４に、補強対象区域２２の内側へ向かう荷
重を付与する荷重付与手段２５とを備える。補強対象区域２２内の地盤Ｅ上には、既設構
造物２３が存在している。
【００４４】
　拘束材２４は、第一実施形態と同様に、シートパイルを用いた。複数のシートパイルが
例えば、円柱状の石油タンクである既設構造物２３の周囲を全周取り囲み、平面形状がＣ
字形になるように設置されている。Ｃ字形状に配置された複数のシートパイル同士は接続
されて連続するように設置されているが、その両端部は径方向にずれていて互いに干渉せ
ず、周方向に重なるように設置されている。
【００４５】
　なお、本実施形態においては、拘束材２４の切り欠き部を一箇所設けた場合について説
明したが、これに限定されるものではなく、複数箇所設けてもよい。
【００４６】
　拘束材２４は、第一実施形態と同様に、補強対象区域２２を囲うように削孔された所定
の深さの溝６内に、補強対象区域２２の外周面に接するとともに、下端が非液状化層Ｅ２
に到達するように打設して設置される。
【００４７】
　荷重付与手段２５は、Ｃ字形状に配置された拘束材２４の外周に接するとともに、補強
対象区域２２を囲うように環状に配置された鉄筋２５ａと、その両端に螺合するターンバ
ックル２５ｂとを有する。このターンバックル２５ｂを締め付けて鉄筋２５ａに引張力を
作用させることにより、環状に配置された鉄筋２５ａの径方向内向きに向かう荷重を拘束
材２４に付与し、これにより、この拘束材２４に囲まれた補強対象区域２２内にプレスト
レスを加えるものである。具体的には、ターンバックル２５ｂを締め付けると、拘束材２
４は、その両端部が互いに異なる周方向にスライドするので、拘束材４は内側に向かって
変形する。このとき、拘束材２４の下端部は非液状化層Ｅ２に深く根入れされ、固定され
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ているので、拘束材２４の上端部に、内側に向かう荷重が作用して補強対象区域２２であ
る既設構造物２３の下の液状化層Ｅ１及び非液状化層Ｅ２（すなわち、地盤Ｅ）を圧縮す
る。
【００４８】
　荷重付与手段２５は、第一実施形態と同様に、地下水位よりも上方及び下方にそれぞれ
１段ずつ設けられている。
【００４９】
　荷重付与手段２５を液状化層Ｅ１内に設置し、プレストレスを加える。荷重付与手段２
５等の設置の際に利用した溝６は、第一実施形態と同様に、鉄筋２５ａのクリープによる
応力緩和やターンバックル２５ｂの緩みにより地盤Ｅに作用するプレストレスが低下する
可能性があるので、再度、ターンバックル２５ｂを締め付けることができるように、開口
しておく。そして、定期的なメンテナンスを行ってプレストレスを保持することが望まし
い。
【００５０】
　しかし、プレストレスが低下した状態のときに地震が発生しても、鉄筋２５ａに引張力
を作用させて側方拘束圧を増大させる自己修復性を有するので、地震の発生によりプレス
トレスを回復させることができる。
【００５１】
　すなわち、地震時において液状化が生じない地盤Ｅの場合には、地震による水平方向の
荷重が作用すると土のダイレイタンシーによって体積が膨張する。これにより、補強対象
区域２２内の土が外側に膨らもうとするが、拘束材２４によって拘束されているため、そ
の膨張力によって拘束材２４を介して鉄筋２５ａに引張力が作用することになる。また、
地震により地盤Ｅが液状化して過剰間隙水圧が発生した場合には、土の強度が低下するも
のの、泥水を含む土圧が側方へ作用することにより、上記と同様に、拘束材２４を介して
鉄筋２５ａに引張力が作用することになる。
【００５２】
　以上の構成からなる地盤Ｅの補強構造２１によれば、補強対象区域２２を全周取り囲む
とともに、その下端が非液状化層Ｅ２まで到達するように設置された拘束材２４と、拘束
材２４の外周に接するように設置されたリング状の荷重付与手段２５とを備えているので
、この荷重付与手段２５を締め付けることにより、補強対象区域２の地盤Ｅにプレストレ
スを加えることができる。さらに、プレストレスを加えることによって、側方拘束圧が増
大するので、地盤Ｅの剛性や強度を増加させることができる。したがって、地震時の地盤
Ｅの液状化を防止し、地盤Ｅの変形を防止することができる。
【００５３】
　また、拘束材２４が補強対象区域２２を全周取り囲むように配置されているので、鉄筋
２５ａに作用する引張力が低下しても、地震時の地盤変動により鉄筋２５ａに引張力を作
用させて側方拘束圧を増大させることができる。したがって、地震時において、既設構造
物２３に損傷が生じるような地盤Ｅの変形を防止することができる。
【００５４】
　なお、本実施形態においては、鉄筋２５ａとターンバックル２５ｂとからなる連結材を
荷重付与手段２５として用いたが、これに限定されるものではなく、締結機能を有するも
のであれば他のものを用いてもよい。
【００５５】
　次に、第三の実施形態について説明する。第三の実施形態は、１方向に長く構築される
線状構造物の基礎となる地盤Ｅを補強対象区域３２とするものである。
【００５６】
　図７は、本発明の第三実施形態に係る地盤Ｅの補強構造３１を示す斜視断面図である。
【００５７】
　図７に示すように、地盤Ｅの補強構造３１は、補強対象区域３２を両側から挟むように
地盤Ｅ内に設置された拘束材４と、拘束材４に、補強対象区域３２の内側へ向かう加重を
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３が存在している。
【００５８】
　拘束材４は、複数のシートパイルが例えば、高架橋等である既設構造物３３の両側に、
長手方向に沿って設置されている。これらの複数のシートパイル同士は接続されて連続す
るように設置されている。
【００５９】
　拘束材４は、補強対象区域３２の両側に削孔された所定の深さの溝６内に、下端が非液
状化層Ｅ２に到達するように打設して設置される。
【００６０】
　そして、第一実施形態と同様に、荷重負荷手段５のアンカーボルト５ａの両端にナット
５ｂを螺合し、そのナット５ｂを締め付けると、拘束材４の下端部は非液状化層Ｅ２に深
く根入れされ、固定されているので、拘束材４の上端部に、内側に向かう荷重が作用して
補強対象区域３２である既設構造物３３の下の液状化層Ｅ１及び非液状化層Ｅ２（すなわ
ち、地盤Ｅ）を圧縮し、プレストレスを加える。
【００６１】
　以上の構成からなる地盤Ｅの補強構造３１によれば、補強対象区域３２を挟むとともに
、その下端が非液状化層Ｅ２まで到達するように設置された拘束材４と、対向位置に設置
された拘束材４同士を連結する荷重付与手段５とを備えているので、荷重付与手段５を締
め付けることにより、補強対象区域３２の地盤Ｅにプレストレスを加えることができる。
そして、プレストレスを加えることによって、側方拘束圧が増大するので、地盤Ｅの剛性
や強度を増加させることができる。したがって、地震時の地盤Ｅの液状化を防止し、地盤
Ｅの変形を防止することができる。
【符号の説明】
【００６２】
１　地盤の補強構造
２　補強対象区域
３　既設構造物
４　拘束材
４ａ　辺
４ｂ　角
４ｃ　隙間
５　荷重付与手段
５ａ　アンカーボルト
５ｂ　ナット
６　溝
２１　地盤の補強構造
２２　補強対象区域
２３　既設構造物
２４　拘束材
２５　荷重付与手段
２５ａ　鉄筋
２５ｂ　ターンバックル
３１　地盤の補強構造
３２　補強対象区域
３３　既設構造物
Ｅ　地盤
Ｅ１　液状化層
Ｅ２　非液状化層
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