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推薦の辞

　待ち望んでいた書籍が出版された。本書は、住宅地の地盤を媒介に、次の

３つのグループの人たちを結ぶ役割を果たしてくれるであろう。１番目のグ

ループの人たちとは、住宅地の購入者、所有者、宅地上の建物の購入者、所

有者、居住者等であり、２番目のグループは弁護士等の法律家集団であり、

そして３番目のグループは、地盤にかかわる専門家集団である。

　それぞれのグループの人たちが、他の２つのグループの人たちと結び合う

ことの必要性、重要性を再確認させた契機は、2011年３月11日の東日本大

震災時の住宅被害の甚大さに直面したときであった。中でも造成盛土地盤の

すべり破壊に伴う建物の被害と、液状化による建物の被害が顕著であった。

　東日本大震災以前は、１番目のグループの土地の所有者等には、住宅地の

地盤情報の重要性への認識や、情報提供を得る手段が欠けていたし、２番目

のグループの弁護士等は、地盤の調査や試験法、建物の設計法との関連等の

専門知識が十分でなかった。そして３番目のグループの地盤専門家等は、公

共構造物や大型構造物建設に注力し、住宅地の小規模構造物の災害への脆弱

性に十分目を向けてこなかった。このような状況は、いわば法律の専門家と、

構造物設計や地盤調査にかかわる専門家との知識交流が欠如していたと同時

に、それぞれの専門家が有する個々の専門知識・経験が一般の人たちの居住

空間の安全性向上に貢献する社会システムが欠如していたといえよう。

　災害は社会システムの欠如の側面とのとらえ方からいえば、本書は、『役

立つ!!地盤リスクの知識』（地盤工学会「役立つ!!地盤リスクの知識」編集委員会（委

員長：稲垣秀輝）編、2013年）の続編ともいえる。本書は、議論をさらに進めて、

不動産売買という商取引や地盤災害に起因する訴訟を念頭に、しばしば起こ

る疑問にＱ＆Ａ方式で丁寧にわかりやすく技術課題を解説している。

　個別の住宅地地盤災害にかかわる技術的、法律的課題の整理とともに、本

書の後半では、県単位・地域単位というやや大きいスケールでの自然災害
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脆弱性と安全性向上についても触れられている。生命や財産の安全性向上の

個々人の努力と、地域の安全性向上の行政努力は、車の両輪である。本書は、

上記の３つのグループの人たちに加えて行政関係者にとっても有益な情報源

となることを信じている。

　2017年４月

公益社団法人地盤工学会元会長

日下部　　治

最高裁判所（稲垣秀輝撮影）
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はしがき

　住宅地盤の専門家は、どこにいるのでしょうか。困ったときには誰に相談
したらよいのでしょうか。法律家や消費者には、目に見えない地面の下のこ
とがわかりにくいのです。
　2011年３月11日に起こった東日本大震災によって、たくさんの地盤災害
が起こりました。その特徴は、公共的な建物より戸建て住宅の地盤の被災が
多いことです。特に、耐震化が進んだ住宅でも動かないはずの地盤が動いて
被災しました。被災した地盤は、造成地での谷埋め盛土や腹付け盛土の地す
べりと埋立地での液状化です。これらの地盤が動くことに関する地盤リスク
は、公共的建物では検討されていましたが、戸建て住宅では考えてこなかっ
たのです。これらの被災住宅では、さまざまな裁判が起こっています。その
ほかにも、2014年の広島土砂災害のように土石流や崖崩れなどで、危険な
土地に家を建て、被災する災害も急増しています。2016年の熊本地震では、
安心していた土地が被災し、実は危険な場所であることがわかりました。現
在でも津波や火山噴火などの災害を加えると、このような危険な宅地がたく
さん残っていて、技術的な対応のほかに裁判や法的解釈を含めて、その地盤
リスクをどのように回避していくかが大きな課題といえます。
　本書は住宅の地盤リスクを法律家や消費者が理解しやすいように書いたも
のです。近年問題となっている大規模マンションの地盤の問題は戸建て地盤
より、公共的建物に近い地盤調査を行って建てられていますので、本書では
大きくは取り扱いませんが、コラム等で少し触れています。
　自然災害のほかにも、人的な瑕疵が深く関与した地盤災害もたくさん起こ
っていますので、それを未然に防いだり、どのように裁判で対応するか、本
書を参考にしていただければ幸いです。
　2017年４月
　　公益社団法人地盤工学会関東支部
　　地盤リスクと法・訴訟等の社会システムに関する事例研究委員会委員長

稲　垣　秀　輝
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第２編【各論】　地盤と基礎のＱ＆Ａ

Ｑ１

Ｑ１　「よい地盤」と「悪い地盤」を区別するために、客観的かつ全国の

どの地盤にも共通して使える物差し（判断基準）はありますか？

A 　「よい地盤」とは硬くて変形しにくい地盤です。「悪い地盤」とは軟

らかくて変形しやすい地盤です。これらの地盤の良し悪しの基準は、

地質的なものや数値によるものがあります。「悪い地盤」の地質は、沖積層の

砂層・粘性土層・腐植土層と埋土・盛土があります。数値によるものとして

は、ボーリング調査の標準貫入試験によるＮ値で、砂層で５以下、粘性土層

と腐植土層で３以下を基準としています。また、スウェーデン式サウンディ

ング（SWS）試験の値としてはWsw＝１kN以下、Nsw＝０の自沈が最低限

の目安となります。

解  説 　地盤は、その場所場所で個性があり、なかなか一概にその

良し悪しを判断しづらいところがあります。しかし、地盤技

術者が一般的に考えている判断基準を示します。

１　地盤の地質名をみて判断する場合

　地盤が軟らかく、変形しやすい地質名としては、沖積層があげられます。

沖積層は第四紀の中でも最終氷河期後の堆積物で軟らかいものです。

　一般的に粘性土層は、N値が３以下となると圧密沈下しやすいものです。

特に、腐食土層は、N値が０以下となることが多く、沈下量が格段に大きく

なります。Ｎ値５以下の砂層で地下水が高い場合には液状化する可能性が高

くなります。埋土や盛土は人工的な地盤であり、適正な設計・施工がしてあ

第1章　地盤と基礎共通
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第1章　地盤と基礎共通

Ｑ１れば問題はないのですが、適正な施工であることをどのように確認できるか

の不安が残ります。また、古い埋土・盛土については管理基準が低く、現在

では不適正なものになっていることも考えられます
1

。一方、洪積層は第四

紀の中でも古い地層でよく締まっており、Ｎ値は大きくよい地盤といえます。

２　地盤調査の値から判断する場合

　宅地の地盤調査としては、SWS試験が一般に行われます。このSWS試験は、

荷重を載せて貫入量をみる試験（Wsw）と、荷重を載せてから先端（スクリュー

ポイント）を回転させて貫入量をみる試験（Nsw）に分かれます。

　そして、悪い地盤とは、荷重を載せただけで先端が沈下する「自沈」と呼

ばれる計測結果（Nsw＝０）が得られる地層である「自沈層」と解釈してよい

でしょう。地下２～５ｍに「自沈層」がある場合には、地盤改良等の検討が

必要と考えてください。

　SWS試験では判断ができない場合には、ボーリング調査を行う場合があ

ります。この場合には、標準貫入試験が行われるので、その試験結果として

Ｎ値が算出されます。このＮ値が地盤の良し悪しの基準となります
2

。

　悪い地盤の目安は、砂層でＮ値が５以下、粘性土層・腐植土層でＮ値が３

以下となります。

１　稲垣秀輝『もし大地震が来たら？――最新47都道府県危険度マップ』175頁（2012年）。
２　地盤工学会編『地盤調査の方法と解説』1259頁（2013年）。　
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第２編【各論】　地盤と基礎のＱ＆Ａ

Ｑ２

Ｑ２　スウェーデン式サウンディング（SWS）試験のような原位置にお

ける地盤調査は、どのような目的で実施するものでしょうか？

A 　地盤調査における原位置試験とは、調査地（実際の位置）の地表ま

たはボーリング孔などを利用して地盤の性質を直接調べる試験の総

称です。原位置試験は、原位置での土の物理的性質、強度・変形特性、透水

性などを求めることを目的として実施されます。SWS試験は、静的貫入試

験の１つで、土の硬軟や締まり具合の判定、軟弱地盤の層厚確認などを目的

として行われます。ただし、通常のSWS試験方法では土のサンプリングや

地下水の正確な計測はできません。

  

解  説 　地盤調査では、地図や文献などからの地形・地歴判読や、

現場で採取した土を持ち帰って室内で試験も行うことがあり

ますが、原位置試験は調査を行いたい実際の場所（原位置）において試験を

行うことにより、土被りや地下水等の実際の条件を反映した地盤情報を得る

ことができます。

　地盤は同じ敷地内でもその性質が大きく違うこともあります。地盤の状態

を適切に把握するためには、原位置試験を行うことが推奨されます。

　ただし、原位置試験には適応範囲（対象土質、試験深度など）に制約がある

場合には、専門家に相談するなどして適切な試験方法を選択する必要があり

ます。



21

第1章　地盤と基礎共通

Ｑ２

原位置
試験

ボーリング孔を
用いる試験

強度・変形に関する
調査

標準貫入試験
孔内水平載荷試験

地下水に関する調査

現場透水試験
湧水圧試験
ルジオン試験
間隙水圧測定
流向流速測定

検層

地下水検層
電気検層
速度検層
キャリパー検層
密度検層

その他
地中ガス調査
ボアホールテレビ
変状測定

ボーリング孔を
用いない試験

静的貫入試験

機械式コーン貫入試験
ポータブルコーン貫入試験
電気式静的コーン貫入試験
スウェーデン式サウンディング

動的貫入試験

簡易動的コーン貫入試験
動的コーン貫入試験
オートマチックラムサウンディング
大型貫入試験

その他
揚水試験
平板載荷試験

〈図２〉　主な原位置試験の種類
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第２編【各論】　地盤と基礎のＱ＆Ａ

Ｑ８

Ｑ８　丘陵地を切盛り造成された分譲地のうち、南端の崖上の敷地が見

晴らし・展望がよいので大変気に入りました。何か注意すべき点は

ありますか？

A 　丘陵地を造成した場合、崖際は見晴らしがよく、住みやすそうに

見えます。しかし、不適切な盛土は、地震時や豪雨時に崩壊するこ

とがあります。このため、注意すべき点は、崖が盛土でないか、もし、盛土

であったとしたら、適切な盛土施工が行われているかを確認することです。

  

解  説 　丘陵地を切盛りする場合、工事を行った際の設計図や工事

の資料があるはずです。それを入手してみると盛土であるか

切土であるかがわかりますので、土地購入時に業者に聞いてみることがよい

でしょう。もし古い造成地などで工事資料がない場合には、旧版地形図で調

べてみると盛土かどうかがわかります。場合によっては大規模な盛土を抽出

して情報公開している自治体がありますので、問い合わせてみてください。

地盤調査の専門家に問い合わせても教えてくれるところがあるかもしれませ

ん
1

。

　また、新築の住宅を建てる場合には、必ず、スウェーデン式サウンディン

グ試験などの地盤調査を行ってください。その中で盛土があれば、その深度

や分布を確認し、盛土の品質についても調べてください。造成地の品質は宅

１　地盤工学会役立つ!!地盤リスクの知識編集委員会編『役立つ!!地盤リスクの知識』192
頁（2013年）。　

第２章　土地選び
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第２章　土地選び

Ｑ８地防災マニュアル
2

などを参考にして確認してください。盛土が深かったり、

盛土基底に旧表土があったり、基底深度が極端に傾いている場合は要注意で

すので、地盤改良や杭基礎が必要となります。基礎にあまり予算をかけたく

ないとお考えなら、見晴らしのよさをあきらめて、比較的安全な切土部の用

地を探すことをお勧めします。

２　「宅地防災マニュアル」<http://www.mlit.go.jp/crd/web/topic/pdf/takuchibousai_
manual070409.pdf>（2016年）。　

都市近郊の丘陵地の造成地の例（稲垣秀輝撮影）
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第２編【各論】　地盤と基礎のＱ＆Ａ

Ｑ21

Ｑ21　支持層の深度は土地ごとに決まっていて、基礎の形式や建物の

規模によって変わらないものなのでしょうか？

A 　基礎の計画において、基礎の設計に必要な建物や地盤などに関す

る諸条件に関して調査や確認を行い、それらの結果に基づき具体的

な性能や施工条件を設定することになります。支持地盤や基礎形式の選定に

際して、上部構造を安全に支持し、建物およびその性能に重大な障害を生じ

ないようにすることが重要となります。そのために、建物条件や地盤条件を

検討するとともに、施工可能な基礎形式・工法を選定する必要があります。

  

解  説 　小規模建物の基礎形式は、直接基礎と杭基礎に大別するこ

とができます。直接基礎に関しては、布基礎とべた基礎に分

類することができ、地盤の支持力（長期許容応力度）の大きさにより選定する

こととなります。支持地盤が軟弱であり、所定の支持力が確保できない場合

には、地盤補強を施して設計されます。地盤補強の目的は、支持力の増大や

変形の抑止となります。地盤補強の方法は、軟弱な地盤を固化して改良する

方法、軟弱な地盤を良質な材料に置換する方法、小口径杭を設置する方法な

どがあります。

　また、基礎を設計する際の長期鉛直荷重は、上部構造の長期鉛直荷重と基

礎に直接作用する荷重の和として算定されます。長期鉛直荷重は、固定荷重

や積載荷重のほかに積雪荷重を考慮して検討することとなります。上述のよ

うに、基礎形式や建物規模が変わった場合には、それらの条件と地盤条件を

検討して、支持地盤を選定する必要があります。したがって、支持層の深度

は土地ごとに決まるものではありません。
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第４章　基礎（告示第1347号）

Ｑ21

  　6　2016年熊本地震での宅地被害

　201₆年４月、震度７の地震が熊本周辺の市街地を襲いました。この地

震は、都市近郊の直下型地震であり、活断層が露出し断層沿いで宅地の

被害が多かったことが特徴です。特に、活断層の直上の家屋は、どんな

に頑丈に作ったとしても地盤のずれにあわせて変形するので、全壊とな

ります（［写真１］）。また、造

成地での谷沿いの盛土や崖沿

いの腹付け盛土では盛土がす

べり出し、家屋が倒壊してい

ます。これは、東日本大震災

において仙台市で広範囲の被

害を出した現象と同じです。

やはり、盛土は地震に弱いの

です（［写真２］）。個別の宅地

地盤の補強である程度の減災

はできますが、規模の大きな

盛土では、地域全体での地盤

対策も必要です。

　それでは、台地上の良好な

地盤の上の家屋はどうだった

でしょう。［写真３］に示した

ように、頭の重い瓦屋根の古

い家屋では全壊していましたが、同じ地域でも新しい耐震家屋では、被

害がほとんどないものがありました。震度７を２度経験されたことが、

家屋被害を大きくしたといわれていますが、それは今後の課題であって、

［写真１］　活断層で被災した住宅

［写真２］　盛土がすべった住宅被害

colu
mn

colu
mn

colu
mn

コラ
ム
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第２編【各論】　地盤と基礎のＱ＆Ａ

Ｑ21

基本的には地盤をよく見て宅

地を選び、必要に応じて地盤

対策や耐震設計をすることが

重要です。

　また、地震によって建物の

１階部分が潰れたものが多

かったのも特徴です（［写真

４］）。崖の近くの家屋では崩

壊土砂が１階部分に流入しま

す（［写真５］）。地震時に１階

か２階かどちらにいたかで生

死を分けました。地震時やそ

の後の避難は１階を避けたほ

うがよいでしょう。

［写真３］　地盤が動かなかった良好な地盤での同地区の家屋被害（左：古い
木造家屋で全壊、右：新しい住宅で被害軽微）

［写真４］　地震で１階部が潰れた家屋

［写真５］　１階に崖崩れの土砂が入った
家屋
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あとがき

あとがき

　2011年３月11日に発生した東日本大震災では、宅地に関連した多くの被

害が発生しました。さらに、豪雨に伴い発生する土砂災害も各地で頻発して

おり、住宅を含む宅地地盤に甚大な被害をもたらしてきました。

　東日本大震災以降、地盤に関する知識がほとんどない法律家・消費者の方々

も、自分自身が住む住宅地盤あるいは住宅周辺の地盤に少なからず関心をも

つようになったことと思います。しかし、地盤に関する正しい知識はいまだ

に普及しているとはいえません。住宅に関しては、従来、建物本体のみに関

心がいきがちだったと思われます。一生ものの買い物である住宅を支える地

盤を知り、地盤も含めて考えることで、より安全・安心な住宅を築くことが

できるでしょう。

　本書は、法律家・消費者の方々に地盤に関する理解を深めていただくため

に、地盤に関する基礎事項をＱ＆Ａ形式としてまとめました。地盤に関する

知識を習得するためには、専門用語はもちろんのこと、解説する内容も複雑

で難解なものとなります。このような課題を解決し、法律家・消費者の方々

にも平易に理解していただけるような書籍をめざしました。編集にあたって

は、地盤の専門家のみならず、弁護士など必ずしも地盤の専門家でない方々

のご意見もうかがいながら、企画から執筆までを進めてきました。また、Ｑ

＆Ａ形式による住宅地盤の基礎事項の解説のほかに、住宅地盤に関連したコ

ラムも執筆しました。

　本書が、法律家・消費者の皆様の住宅地盤の理解の一助になることを期待

しております。

　2017年４月
　　公益社団法人地盤工学会関東支部

　　地盤リスクと法・訴訟等の社会システムに関する事例研究委員会幹事長

　　『法律家・消費者のための住宅地盤Ｑ＆Ａ』編集ワーキンググループ長

渡　邉　康　司
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