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        図３．１．１－１  

第３章 現地ロケーションの実際 

３．１ 現地景観観察の基礎知識 
 現地ロケーションとは、地盤調査の業務のうち現地で行う作業の全てを指しています。

これは大きく２つに分けて考えています（図3.1.1-1）。一つは「景観のロケーション」で

もう一つは「地盤のロケーション（＝地盤計測）」です。前者は現地の状況を観察して景観

の中から地盤に関連する情報を抽出することを言い、後者は地盤を直接計測して地盤の内

部から地盤情報を抽出することを言います。 

 

 

 

 

 

 現地ロケーションにとって地盤計測は不可欠の作業ですが、それと同等かまたはそれ以

上に重要なのが、現地の景観をロケーションすることです。本節ではこの現地観察を中心

に記述します。 

３．１．１ 地表の読み方 

 地形や水域はふつう風景の中に埋め込まれていて、一般の人には、それが特別な意味を

もつことはないでしょう。しかしロケーション技術者にとっては、実に貴重な情報源とな

ります。 

 現地を観察することは医者が体格・体形や顔色をみて、その人の健康状態や性格、精神

状態、過去の病歴などを的確に読みとるのに似ています。外形が内面のすべてを表すわけ

ではありませんが、有能な医者はそこから多くの情報を得、それをもとにさらに必要な診

断や検査をこころみ、問題点をさぐります。 

 経験を積んでくると、現場を見ただけである程度の地盤判断をする事ができるようにな

ります。そして、その結果は以後の地盤計測の方針にも大きな影響を与えます。そしてな

により地盤診断の成否に大きく影響します。                                                                             

 風景を読むコツさえ知っていれば、それなりに警戒信号を発してくれている目印を見つ

け出すことは、そう困難なことではありません。また、地質や、地盤の専門家でないとロ

ケーションできないということもありません。 

 誰でもが普通にもっている、ちょっとした常識的な判断からも地盤の様子を考えること

はできるのです。たとえば、アシが多く生えている所では、地下水が浅く、地盤が軟弱で

あると推定することができ、またケヤキなどの高木がある宅地は地下水位も深く地盤も堅

固であるというふうにです。 

 敷地の地形が全く平坦であれば、地盤計測で確認された地層は水平に広がっていること

が多いものです。敷地が地形の境界部付近にある場合は、そこで土質も変わっているので

はないか、地層が傾斜しているのではないかと疑ってみるべきです。 

 また、敷地付近の自然の崖や道路の切り取り面などに、敷地内にも分布する土質の一部
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が露頭としてみられることがあります。孔内から採取したわずかなサンプルに比較すると、

露頭は土質に関してはるかに多くの情報が得られます。 

 このように、地形、植生、土地利用、および露頭などは地下の土質に関する多くの情報

を含んでいます。調査結果は地盤断面図にまとめられますが、正しく書かれた地盤断面図

は、地形が形成された過程や土地利用を規制した要素などを教えてくれるものです。実際

に地盤断面図を作成する場合にはこれらの情報が不可欠です。 

 設計や工事を行おうとする技術者にとっても、現地の地形や露頭を観察して、地盤断面

図に表現されている内容を確認することは大切です。 

 第２章では、既存の資料からその土地がどのような地形・地質であるかを推測しました

から、現地ではそれを確かめてゆきましょう。ではまず地層と地形との関係をどのように

見てゆくかを考えます。 

１）土地の起伏を視る 

 さて、実際のロケーションを始めましょう。まず目的の場所が周囲に比べて低いか高い

かを見てゆきましょう。当の目的地に着いてからでは遅すぎます。途中の景色が大事です。

とくに、崖や坂には気をつけなくてはなりません。 

 目的地に到着しても、そこで止まらず、地形の起伏を感じながら、半径100mくらいの

範囲を回ってみましょう。丁寧に探すと、隠れていた地盤の情報が見えてきます。その土

地が密かに発信しているサインを見過ごさないために、坂道を降りるところや、ヒナ段状

の造成地などでは、目的地が斜面のより低地側に立地していないかどうかに気をつけなけ

ればなりません。 

 土は水を多く含むほど軟らかくなります。低地には雨水や地下水が四方から集まってき

ますので、低地の地盤はどうしても軟弱になります。しかも雨水が低地に向かって流れて

くる時には、背後の高台などの後背地から微細な泥を一緒に運んできますので、何十年、

何百年という歳月の間には、その泥が厚く堆積して軟弱層を形成しているのです。 

 大河川の流域にも同様に上流から大量の土砂が運ばれてきます。絶えず洪水に見舞われ

ているような低地では、濁流が河川からかなり遠い場所まで溢れ出て、広い範囲で軟弱地

盤が形成されます。表3.1.1-1は低地の微地形と代表的な堆積土砂を示しています。 

 表３．１．１－１ 低地の地形区分と土質ならびに地盤条件 (土質工学ハンドブック 1965 より) 

地 盤 条 件 地  形 地表面勾配 地 形 の 特 徴 土  質 

N 値 良 否 

扇 状 地 1/1000 以上 同心円等高線,網状流･伏流 粗大な砂礫 30 以上 優 良 

自然堤防 1/1000～ 

   0.2/1000 

等高線の帯状突出,集落地の 

帯状配列 

砂質土 10～20 やや良好 

後背湿地 0.5/1000 以下 同上間の低平な水田 粘土 ,シルト ,細砂,ピー

ト 

10 以下 やや不良 

三角州 0.2/1000 以下 静かな内湾の河口 細砂,粘土,厚い軟弱層 5 以下 不 良 

土砂供給の 

多い河川沿岸 

1/1000 以上 ほぼ平行した等高線,網状流 砂礫 20 以上 良 好 

小おぼれ谷跡 0.2/1000 以下 洪水流沿岸流に対し山影に

なる小谷中の水田 

粘土,シルト,ピート 5 以下 極不良 

海岸砂州  海岸に平行した帯状の高ま

り 

砂,砂礫 15 以上 良 好 

潟湖跡 0.2/1000 以下 砂州背後の水田地 粘土 ,シルト ,ピート,細

砂 

5 以下 不 良 
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                図３．１．１－２ 傾斜変換点  

 では、高台ではどうでしょうか。段丘面が異なれば地質が異なりますので、地形によっ

て段丘面の区分を行うことは地質構造を検討する上で必要なことです。地形図が地質構造

と関連する地形を必ずしも分かりやすく表現しているとは限らず、結局、現地で地形を観

察するのが確実です。 

 洪積世に属す台地や、第三紀に属す丘陵地の順に、標高は高く、低地と台地の区別は比

較的容易です。低地に比べ強度も高く、台地、丘陵地などの高台は宅地としての適性は十

分です。 

２）傾斜変換点に注意 

 問題になるのは、低地と低地に接する高台との接合点付近です。そこには高台側から続

く地層の上に低地側の軟弱な地層が覆っています。だから、一方が硬く、一方が軟弱であ

ったり、軟弱な地層が高台側に薄く、低地側に厚く堆積していることが多いので、低地側

に不同沈下になる可能性が最も大きいところなのです。このことは低地の中にやや微高地

となっている自然堤防とその後背湿地との間でもいえることで、異なった時代や、異なっ

た堆積環境・堆積条件でできた地層の両方にまたがった敷地である場合、両者の沈下特性

がちがうので、そこは不同沈下となる可能性が高くなります。 

 図3.1.1-2は地形境界としての傾斜変換点を示しています。 

 都市化の進んだ地域では建物や擁壁などで地表が覆われて露頭を観察することはできま

せんが、田園地帯の段丘地域では段丘崖や、造成地、土取り場などの切り取りノリ面で段

丘を構成する地層を観察することができます。いくつかの露頭面を観察するだけでも、柱

状図ができます。このように柱状図を比較することによって、段丘堆積物の分布状況や地

層の変化の様子を把握することができます。 

 地盤計測などでは判断できず、露頭を観察して初めて知ることができることもあります。

ＳＳ試験などの地盤計測では砂礫層の礫径を判断することはできません。これに比較して
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    図３．１．１－３ 二次堆積  

露頭では最大粒径や礫の粒度配分を観察することが可能です。したがって、建設工事の対

象となる砂礫層が露頭で観察できる場合には、実際の施工に役立つ貴重な情報が得られる

ことになります。 

 氾濫低地は大河川の両岸にひろがる広大な低地なので、起伏は微少なため明瞭な坂道な

どはなく、自然堤防と後背湿地との境目が見当たらない場合もあるでしょうから、こんな

とき事前のペーパーロケーションが役に立ちます。 

 また、台地の崖麓線（低地と台地の崖裾部）や丘陵地の急傾斜の裾地では、崖錐と呼ば

れる崩落土砂が堆積している場合があります（図

3.1.1-3）。 

 また、崖麓線には豪雨などで崩れたロ一ムが再

び堆積していることがあります。このような再堆

積のロームはスコップなどで掘ってみれば抵抗

が小さいのですぐにわかります。 

 関東ローム層は、戸建住宅の基礎地盤として十

分な地耐力を有する、と一般には言われています

が、斜面裾地の二次堆積のロームは見かけは同じ

でも、強度が著しく低くなっています。 

３）水系とひろがりを視る 

（１）後背地の大きさを想う 

 すこし難しくいえば、上流側の山地、丘陵など、そこの地点より標高の高い後背地を供

給源とする、同一系内の表流水を総称して水系といいます。 

 河川や水路の大きさは後背地の大きさを反映していますから、例えば小さな尾根に挟ま

れる水系の小さな水路は細く、水量は少なく、運ばれる土砂の量も少ないわけです。もっ

と下流地点にゆけば、別の支流が加わって、その水系は大きくなり運ばれる土砂の量は多

くなりますから、下流側ほど谷は広く、泥質な軟弱層が厚く堆積する環境になってゆき、

いずれは堂々たる河川になります。 

 平野部では近くに、人工的に作られた農業用水路はあっても本川は見つからないかもし

れません。しかし、地表面に起伏はなくとも、巨大な広さと深さをもった谷であることに

かわりはありません。水系の広さと、軟弱層の堆積厚さとは、関係が深いのです。 

 水路は、水系の反映ですから、その部分だけでなく、後背地を見たり、想像しながら見

てゆかないと軟弱層がどのように分布するかにまで到達できません。 

 丘陵地に刻まれた谷底が幅広くて平坦な場合には、谷底は谷地と呼ばれる湿地となって

いて、軟弱な粘土、腐植土、ルーズな砂などが分布しています。丘陵地が海岸に近い場合

は谷底の軟弱な沖積層が厚く、海岸から遠く離れた地域では沖積層は薄い場合が多いので

す。 

（２）谷幅と軟弱層の厚さ 

 谷底堆積物の最大層厚の推定法を示します。一見して谷とは思えないような数 km もの

谷幅を持つ広闊な低地であっても狭隘な丘陵の枝谷であっても谷底堆積低地の任意地点に

おける堆積物の最大層厚（ maxT ）は、埋没谷の横断形と埋没深度に制約されますから、そ
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    図３．１．１－５ 谷底堆積物の限界最大層厚と谷底低地の横断幅との関係 

 
   図３．１．１－４ 谷底の横断幅（ w）と谷底堆積物         
  の任意地点の最大層厚（ maxT ）、層厚（ nT ）、 

    埋没段丘（ bT ） 平均見通し傾斜（θ） 

の地点の谷底堆積低地の横断幅（W ）

と関係し、また谷壁基部（山麓線）か

らの位置によって異なります（図

3.1.1-4 参照）。  

 図 3.1.1-5 に日本各地の谷底低地

におけるボーリング資料等から谷底の

堆積物厚さを求め、その地点における

谷底低地の横断幅との関係を調べた例

を示します。堆積物の厚さがその最大

層厚の地点でつねに測定されたとは限

りませんから、この図ではデータの上

限線だけが意味をもちます。それぞれ

の横断幅の地点において谷底堆積物が

この上限線より厚いことはないと仮定して、その上限線を経験式で与えると、 

            
3.0

max 6.4 WT  

となります。この図または上式から任意地点における谷底堆積低地の横断幅を地形図上で 

計測することにより、堆積物の限界最大層厚が推測できます。なお、谷底幅 100m 以下 

の小さな谷では、すべてのデータが埋没谷壁の平均見通し傾斜（θ）で 25 度以下の領域 

に分布することは、ほとんどの埋没谷が一定幅以上の谷底低地を伴っていることを示唆し

ています。 
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      図３．１．１－６ 谷密度  

     

  図３．１．１－７ 差し目、流れ目  

４）谷密度を視る 

 丘陵地に分布する地層が割れ目が少な

く塊状で泥岩のように不透水である場合、

著しく谷密度の高い細かい起伏に富んだ

地形を示します。固結の程度の低い砂岩の

ように透水性の良い地層の場合は、谷密度

の低いおおらかな山容を呈します。 

 地盤が不透水で降雨が地下にしみ込ま

ない場合は、流水は地表を流れて至る所に

谷（ガリ）を形成するのに対し、地盤の透水性が良く降雨が直ちに地下にしみ込む場合に

は、山すその低標高部で地下水が湧水してから初めて谷を刻むようになるためです。 

 すなわち、図3.1.1-6に示すように谷密度が

高い場合は地盤は不透水で地下水位が高く、風

化は一般に薄くなります。谷密度が低い場合は

地下水位が低く、深くまで風化や割れ目の緩み

が進行しているか、もしくは地層そのものが透

水性が大きいことが多いといえます。 

 図3.1.1-7に示すように地層が傾斜していた

り、一方に傾斜した節理が発達している場合、

差し目になっている斜面は比較的急傾斜になる

のに対し、流れ目になる斜面は緩傾斜になるた

め地形は稜線を挟んで非対称になります。  

５）河川と水路 

（１）河床の堆積物を視る 

 現地にゆく途中で河川や水路に出くわします。そこは、その上流側の後背地からの排水

路なのであり、低地（軟弱地盤）を教えてくれる恰好の目印なのですから、無意識に橋を

渡ってはいけません。 

 橋の近くに車を止めて、河原を覗き、河原に堆積する土砂を視てください。川には選別

堆積という現象があり、土砂の分級度を示していますから、その河原でみられる土質はそ

の近隣地域において最も卓越的な土砂を代表しているものです。ですから、その河原が砂

利（砂礫）であるのなら、その地域一帯における主な堆積物が砂礫であることが判ります。 

（２）都市の水路 

 市街地では衛生上の理由などから、水路を地中のヒューム管に通し、表面を埋め立て、

遊歩道（緑道）、歩道、道路として使っているため、目で見ては、そこが水路であることを

わかり難くなっています。しかし、昔からそこを流れる自然の流路であるなら、水系の大

きさを反映することに違いはありません。 

 たとえば東京都内でも、北沢川、鳥山川、宇田川、桃園川、谷端川など、かつては固有

の名前まで持っていた大きな川でも、現在は暗渠化され地図上から消えています。このよ
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うな例はどの都市でもみられるものです。 
 暗渠はその両端を車止めで塞がれ、車両の通行ができないか、車両通行制限の交通標識

が立っていて、車の重みや振動で埋設管が傷まないよう配慮されていることも多いもので

す。このためそれらの車止めや標識によって、かろうじてチェックが可能です。両側に植

栽が施され、緑道として供用されている暗渠、不自然な形で取り残されている帯状の暗渠、

そして道路の片側だけに、妙に広い歩道がある暗渠などではマンホールからは、晴天続き

でも、絶えず流水の音が聞こえます。また幅の狭い裏路地や見通しの効かないＳ字カーブ

が要注意です。また片側が斜面で高台になっていて、しかも曲がりくねっている道路は、

水路に沿っていることが多いものです。 

６）地山を探す 

 敷地の周辺を探してゆくと、たいてい元々の地層（地山）が見つかるものです。 

 平坦な沖積平野では、周りを水田としていることが多いので、敷地が旧水田であったな

ら、元々の地山が水田の耕作土層と同一の高さであったことは容易に判ります。 

 丘陵地や台地の地山は、尾根部の切削面として残っていたり、雑木林として残っていた

りして、ほとんど自然の樹木を伴って残されていますから割合と見つけやすいものです。 

７）自然地表を考える  

 かりに切削面が発見できなくても、たいてい足もとの道路が地山です。昔の地形図を見

ていると、歩道のような細い道をたくさん見つけることができますが、丘陵地では谷筋や、

尾根筋に多く見られます。人が歩くことでできる原始的な道は、おのずと歩きやすいとこ

ろを選ぶでしょうから、傾斜の急な歩きにくい尾根の中腹部にはできにくいからだと思わ

れます。これがいつしか往来の多いところから、自然に道路となったものと考えられます。

大規模造成地は別として、ほとんどの道路は、自然地表面（地山）を反映しています。 

 地山が見つかったら、そこが自然地形の表面ですから、その地表線を延長してみてくだ

さい。地山と地山をつなぐ仮想の地表面を想定するのです。尾根の切削面は、切土された

範囲をそのまま示すことになります。 

８）造成履歴と形態を推測する 

（１）盛土の厚さを考える 

 周辺地形と敷地の置かれる地形関係と、これらを踏まえた上で調査結果から盛土層厚を

推定することは不可能でありません。仮想した地表面と低地側とを結んで見ましょう。自

然地表面が推測できたら、そのラインより上にある地盤は盛土です。 

 調査員がそれなりに整合的な説明が第三者にできるようなら大きな判断ミスを犯すこと

はないものです。 

（２）盛土材料を考える 

  丘陵地の造成地では、尾根を切って、谷を埋めるのがふつうです。近くにはたいてい、

尾根を切った切削跡が露出（露頭）していて、直接目で見ることができます。従って谷部

の盛土の土質がどのようなものかがわかり、良く締まる材料かそうでないかも判ります。 
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（３）時間指標を探す 

 盛土部分はある程度の時間をおかないと土質は安定しません。分譲を急いでいるとして

も、造成地内の盛土部分の沈下はすぐにはおさまらないので、しばらくは放置しておかな

ければなりません。 

 盛土造成がなされた宅地では、敷地の周辺で盛土の造成時期を示す時間指標を探しまし

ょう。時間指標の見方については後述します。 
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３．１．２ 土地利用の読み方 

１）土地利用の特徴 

 土地利用は、一般につぎのような要素に支配されています。 

  ●利用上の適性 ：土性・水の便・保水性・排水性・気候など 

  ●利用上の容易さ：部落の近くであること、近づきやすさ、低標高・緩い傾斜など 

  ●土地の安定性 ：地すべり、崩壊、洪水・土石流氾濫などがおこらないこと 

 土地利用と土地条件とが必ず因果関係にあるわけではありませんが、マクロ的には土地

利用がこのような条件に規制されるため、結果的に土地条件をよく反映しています。この

ことは、土地利用が間接的には地質条件や地下水条件などをも反映しており、したがって、

逆に土地利用から、ある程度それらの読み取りができることを意味します。 

 たとえば、水の便はよいが他への利用に適しないところは水田、地形的に少し高く乾性

で、水路灌漑のむずかしいところは畑や宅地、山麓部の傾斜が急で水はけの良いところは

果樹園に利用されやすいといった具合です。 

２）土地利用の社会的な背景 

 しかし、今では、“社会的要求の度合”が土地利用を大きく変えました。社会活動がよ

り農耕的で自然に近い場合は、前記の要素が大きいといえますが、昭和３０年代以降、経

済が高度成長期に入り、工業化されると相対的に生産基盤としての水田の社会的な価値は

低下してゆく一方、都市部の土地は高騰していきました。 

 宅地がまだ充足していたころは、わざわざ地盤の軟弱な低地を選んで住宅を建てるとい

うことはありませんでした。とくに地価が高騰してからは、今まで見向きもされなかった

ような軟弱地盤や崖地を含む丘陵地などでも急速に宅地化が進み、水田の転用も盛んにな

ります。 

 今日のように開発が進んも、大都市部での宅地の需要はまだまだ大きく、残された開発

適地はどんどん少なくなってきていますから、今後は軟弱地盤しか残っていないと考えた

ほうがよいでしょう。荒れ地のまま放置されているような未利用地がある時は、造成して

も採算がとれないか、本来危険な土地であるかもしれないということを疑ってみることで

す。 

 土地利用はこのような背景を踏まえてみないと間違えることがあるので注意しましょう。 

３）土地利用のチェックポイント 

（１）土地の利用価値に注意 

 大規模な分譲地には、必ずといっていいほど谷筋や川の氾濫低地が入り込んでいて、地

盤の良好な区画と軟弱な区画が混在しているものです。ことにバブル期の地価高騰のあお

りを受けてからは地盤の良いところだけを確保して、大規模な開発を行なうのはまずムリ

といってよい状況です。 

 目で見ると整然とした区画割りにしか見えなくても、谷筋は高盛土によって平坦化され

ています。また谷筋の盛土で宅地とするにはコストがかかりすぎて分譲もできないような
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条件の悪いところでは公園や調整池に化けています。宅地造成の設計では、その区域内で

もっとも付加価値の低いところは調整池にレイアウトされることが多いのです。大手デペ

ロッパーの分譲地に限らず、公団のニュータウンや自治体の区画整理事業などでも事情は

かわりません。 

 このような、付加価値の低い利用のされかたには理由があると考えて注意しましょう。 

（２）公共施設や工場跡に注意 

 市街地の真ん中で地価の高いところでの倉庫や資材置き場など生産性の低い土地利用は

採算面からなりたちません。騒音・振動の伴う工場や、大学などの学校も都市部から、ど

んどん郊外に移転しますが、地価と生産性の関係でそうなります。 

 新設や比較的新しい公立の小中学校、公立のグランドも、地価の高い場所では敷地を確

保することが困難となっています。なかには校庭が周辺の調整池を兼ねるよう都市計画の

一環として配備されている学校もあるほどです。 

 広い敷地を必要とするこれらの施設は、今後、敷地の確保、採算性などから、軟弱な地

盤に立地するほかはなくなります。新しい学校は、旧河道上に立地するものも多く、町役

場・公民館・病院などは湿地や、沼地、ため池などを埋めて造成されることも多く、かな

らずしも安全なところに立地しているとはいえません。 

 小規模な児童公園のようなところは別ですが、園内に池を有する比較的大きな公園も要

注意です。とくに市街地の古くから親しまれている池のある公園は谷地に立地しています。 

 建設が新しいこれらの施設は軟弱地盤の指標と考え、これに近い宅地は注意しましょう。 

（３）低湿地特有の土地利用 

 都市部では殆ど見かけなくなった水田ですが、近郊に行けばまだまだ目立つ指標になり

得ます。 

 水はけの悪い水田が一面に広がっているときには低湿地で軟弱地盤であることが多く、

台地上の平坦部や階段状になった水田の地盤はそれほど悪くはありません。 

 かつては自然堤防上に多かった、畑地・果樹園ですが、近頃では減反政策のあおりで、

水田も畑地に転用されていることが多くなっていますから、畑地イコール自然堤防とする

のは短絡的です。 

 水田や沼地は、大雨の時の遊水地となります。積極的な利用法がない場合でも、また、

利用されることなく放置されていることがあったとしても、それなりに役にはたっている

ものです。 

 現存する池や沼には、後背湿地、せきとめ湖沼、三日月湖のなごり（旧河道）、潟湖跡、

落堀（「切所沼」・「押切沼」などともよばれる）などがあります。これらの沼や池は、元々

水が集まりやすい地下構造になっていて地盤そのものも軟弱で、盛土や構造物の建設には

細心の注意を要します。ことに落堀は深いうえに、底部の砂礫層は本川とつながっていて、

現在でも本川から水が供給されている可能性があります。 

４）土地利用形態と地盤の特徴  

（１）水田 

 わが国では弥生時代の初め（紀元前１～２世紀）頃に稲作がはじまって以来、最近まで

水田の開発がつづけられてきました。 
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 土木利水の事業は、時代を経て徐々に発達します。弥生時代の初め頃には、谷底低地な

どの沢部に細々と営農されていますが、次第に沢田・棚田から中・小河川流域をへて、江

戸時代以降には大規模な潅漑設備や治水設備が整備されてゆきましたから、低平な大河流

域の沖積平野が稲作適地となってゆきます。さらに、干拓によって海の方へも広がってい

きました。江戸時代のはじめからは台地上に用水がひかれるようになり、台地上にも水田

ができるようになり、明治以降は強湿地の泥炭地にも広がっていきました。 

 平野部では、後背湿地、谷底平野、旧河道、三角州、潟湖跡地など水のたまりやすい軟

弱地盤帯や氾濫平野で、氾濫の比較的少ないところ。段丘上では、下位に赤色粘土層のよ

うな不透水層があるか、水がぬけないよう処置されたところ。表面が粘土化した古い扇状

地で、地下水位の浅いところなどが水田となっています。 

 水田の分布は、水の供給と切りはなせません。台地（段丘面や火山性の台地など）や扇

状地、火山性斜面、山腹斜面などに水田が発達しにくいのは、地下水位が低く水を得にく

いためです。 

 山腹の地すべり地帯では、棚田とか千枚田とよぶ階段状の不規則な小水田が多く、平地

の強湿地帯の水田区画も小さい場合があります。水田が不定形に細分されたところは何ら

かの問題のある土地と考え、その原因を考えてみる必要があります。 

 また、水田では機械化農業などの進展にともなって、暗渠排水の整備がされていること

も多いものです。このようなところは本来、地下水位の高い湿田であった可能性が強く、

暗渠排水施設も一つの着眼点となります。また土地改良で客土事業の実施されている場所

は、泥炭地あるいは土壌改良の必要な農業生産性の低い土地であることが考えられます。 

（２）畑・樹園 

 畑地や樹園に共通した特徴を示しますと、つぎの表3．1．2-1のようになります。 

 畑地は水の便や地形的要素などから、水田として利用できないつぎのようなところにつ

くられます。その特徴をみますと、畑地は地下水位が深くて、砂や砂質シルトなど粗粒土

壌からなり、建築地盤として問題は少ないといえます。 

 果樹・茶・桑・ミツマタ・コウゾ・ハゼ・キリ・ウルシなどの樹木作物を栽培する耕地

を、樹木畑もしくは樹園といいます。茶・ハゼ・キリ・ウルシなどは山地部に栽培される

ことも多いですが、果樹園や桑畑などは山麓部・丘陵・段丘・扇状地・洪積台地・自然堤

防・砂丘などに栽培されます。 

表３．１．２－１ 畑地・樹園の特徴 

畑地 ①地形・地質的にみると、海岸平野・開析扇状地・開析三角州・火山灰台地・砂丘など。そのほか、山腹

斜面では崖錐や砂質の第三紀層上にも多い。 

②沖積平野では、自然堤防や沖積氾濫原のうち水の便の悪いところ。 

③山腹傾斜が大きく地下水位も深くて水の便が悪いため、水田に利用できないところ。 

④段丘上で下位に難透水屑がなくて保水性が悪く、水田として利用できないところ。 

樹園 ①土壌や気候、地形などによって種類が規制されますが、いずれも排水のよいところにかぎられます。 

②樹園植物は多量の水分を要しないため、地下水位が深くても支障はありません。 

③ふつう、田畑や宅地として不向きな急傾斜で水の便の悪いところ、あるいは自然災害におそわれやすい

ところや、おそわれても支障のないところにつくられます。 

④みかん畑や茶、キリの木の植えられたところは、地すべり跡地が多いようです。 

⑤茶などの樹園植物には深根性樹種が多く、概して土壌層が厚く、３ m 以上、５～６ m に達することがあ
ります。 

 樹園は表3.1.2-1のような特徴から、樹園地帯は畑地と同様好条件のところが多いもの

です。しかし、みかんやキリの成長がふぞろいであったり、とくに地形的に凹凸の多いと
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ころ、なかば樹園を放棄したところ、水が湧出しているところなどは地すべり地の危険性

が大きく、浸透性の良い地質のため深い切土をすると地下水に遭遇しがちです。 

 斜面中途にある畑地は、地すべり地のこともありますが、地すべり地は畑地が細く分割

されていたり凹凸が多く、区別がつきやすいといえます。このようなタイプの荒れた畑地

にキリが不規則に植わっているところは、地すべり地の可能性がつよいと考えられます。 

（３）古くからの集落地 

 集落の分布には歴史的な背景や経過を別にして、自然的にはつぎの特徴があります。 

 集落の発達するところは傾斜が緩く水を得やすく、しかも水はけがよい。山崩れ・土石

流・地すべり・なだれ・洪水など自然災害をうけにくいところにあり、山地では、日当た

りのよいところに形成されます。 

 地形・地質的にみて、水を得やすいところは平野部・扇頂部・扇端部・谷川が近くにあ

る山腹斜面などでしょう。 

 平野部には大小の河川がよく発達する反面、洪水氾濫がおこりやすいものです。したが

って、平野部ではまわりよりも１m前後高くて水災害をうけにくく、排水もよい自然堤防

上に集落は形成されます。 

 後背湿地・旧河道・三角州などは、水は得やすくとも水はけが悪いため避けられてきま

した。しかし最近の都市化で水田に盛土した宅地がふえましたが、本来は宅地とするには

不適当な地盤条件といえます。 

 扇状地の扇頂部は水が豊富で流路も深く固定しており、地表水によらない場合にも地下

水位は比較的浅く、集落ができます。扇端部は、扇面で伏流した水が湧出するところで、

湧泉が多く、火山性山地の裾野も湧水が多く、集落が形成されています。 

 台地上では地下水位が低いため、玉川上水のような大規模な上水道の整備によってはじ

めて、水田が開かれ集落が増加します。武蔵野台地のように、集落形成は台地周辺部より

かなり遅れます。 

 集落は長い経験から、自然災害に対し安全なところに形成されています。古くから住ん

でいる家ほど安全なところに立地していますから、古い家のあるところはその地域で自然

災害に対して安全度が高いことや、地盤の良いところだとわかります。 

 このように、集落はもともと安全性の高いところに形成されますが、それでも洪水災害

をうけやすいところでは、例として三角州上では“塚造”や“水屋”あるいは“段蔵”の

ように、盛土をして地盤を高くした上に家を建てています。このような造作をほどこした

地域は、水害の多いところとみてよいでしょう。 

 濃尾平野のように大河川下流部で流路が網目状に分流するところには、川に区切られた

土地をとりかこむように堤防をめぐらした“輸中堤”が形成され、洪水を防ぐ役割をして

います。 

 扇状地部の流路はなかなか定まらず、頻繁に土砂をともなう氾濫をくり返します。この

ようなところには、洪水流がおしよせる方向にＬ字型の高い石垣やコンクリート塀を築く

など、洪水流や土砂流出に対する対策が講じられています。これらのことから、どういう

方向から洪水がおしよせるかを推測できます。 

 このように集落の分布状況だけでなく、宅地のまわりの状態や床の高さなどをよく見ま

すと、その土地の立地条件のあらましを知ることができます。 
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（４）神社仏閣 

 神社や寺院は、古来より数百年の歴史をへて今日に至っています。それでもなお立地し

ているのは、そこが公共の場として適しているだけでなく、自然災害にも安全なことを示

しています。神社や寺院の立地するところは、つぎのような特徴があります。 

 平野部では、水田より高いのはもちろん、宅地と同等か、部落や町などの中で最も高い

ところ（段丘や自然堤防上に多い）に位置し、水災害に対する安全性は高いのです。山地

部では、山崩れや地すべり、土石流などの山地災害にも安全なところに多く立地していま

す。扇状地部に分布する場合も、最近の土砂移動の圏外に多く立地しています。 

 実際その地が古来千余年から数百年の歴史をへて、なお立地しているという事実は、総

合的にみた安全性の実証とみることができます。こういう点を念頭において、神社・寺院

などをみれば、それらを含む地区の自然災害にたいする立地特性をよく把握できるでしょ

う。 

（５）遺跡・埋蔵文化財 

 縄文時代や弥生時代の遺跡はその当時の土地利用形態を示しているものです。例えば貝

塚はその当時の海岸線を示すものですし、居住遺跡はその周辺地形のなかで、災害、外敵

に対しても最も安全性の高い所であったに違いありません。律令時代の条理制跡などでは、

当時の土木技術から考えて、水利の安定した所であったと推測できます。 

（６）既存の道路・鉄道 

 道路は、安全で通行しやすいところに、地形に調和してつくられてきました。ある地点

を通過する何本もの鉄道や道路などをみますと、古く建設されたものほど好条件で安全な

ところに立地しています。 

 古い地形図を見ますと、平野部を通る昔からの街道などは自然堤防をつなぐようなかた

ちで通っていることが多いものです。これは自然堤防の地盤が路盤に適していること、集

落を通ることなどによります。 

 鉄道も事情は似たり寄ったりですが、鉄道の場合は、駅舎の近くは要注意です。市街地

に鉄道が引かれるときは、たいていの場合、市街地の外縁部に駅舎は作られます。未利用

地で広い敷地が必要ですから、地盤の良い市街地の外側、つまり地盤の悪いところに立地

する場合も多いものです。 

 新幹線などのように高速化した鉄道や、高速道路なども直線性が要求されますから、軟

弱な低地部を突っ切ってゆきますので、地盤は必ずしも良くありません。 

 路面の凹凸が多かったり大きくくぼんでいたりする地盤沈下地帯の道路では、車で走っ

ていても不快感があり、路面と周りの水田との標高差があまりないこともあります。 

 同じように、軟弱地盤である旧河道を横断する道路では、まわりより１m前後低くなっ

ていたりします。 

 傾斜地の裾を通る道路では、曲率が乱れ局部的に小さくカーブしているようなところが

あります。この場合、地すべり地である可能性があります。このようなカーブは、もとも

と道路が地すべり地形にあわせてつくられたか、建設後にすべりを生じて、道路が少しず

つ下方へ動いていったかのいずれかです。 
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３．２ 現地景観観察の要点 
 現地景観の観察は現場調査員が見たものをただ見たままにチェックするケースも多く客

観的な資料になりえないものもあります。そこでこの節では「ロケーション結果記録表」

にはどのような観点からチェックを入れるのかを中心に記述します。なお 3.5.1-1）に「ロ

ケーション結果記録表」を掲載していますのでこれに沿ってそれぞれの書式を作ってくだ

さい。 

３．２．１ 調査地周辺状況の観察 

１）周辺地形の観察  

 地形判断は地盤調査の“基礎”であり、“いろは”のい、ですから全ての地盤技術者は正

確な区分ができるようになるまで繰り返しトレーニングしましょう。現地での観察では３．

１節の「現地観察の基礎知識」を参考に地形判断してください。 

●ロケーション結果記録表 

地形判別 

 

丘陵斜面・台地斜面・台地・谷底低地・扇状地・扇状地性低地・沖積錐・自然堤防・

後背湿地・旧河道・三角州・砂州・砂丘・浜堤・堤間湿地・潟性低地・干拓地 

地形 

観察 

付近の水域 近隣に水域はない・敷地からみた川・池沼・湿地までの高さ（ＧＬ－   ）ｍ 

（１）地形判別 

 一般に古い地層ほど標高は高い位置にあり、高い順に丘陵地、台地、低地となります

（2.1.2 参照）。台地はさらに高位、中位、低位面などに分けられ、低地は扇状地、自然堤

防、後背湿地、三角州などの微地形に区分されます。 

 「土地条件図」は地形が明瞭に区分された地図です（いまのところ大都市部を中心に整

備されています）。事前にこれを見て、現地での地形と見比べることを繰り返すうちに、現

場で周りをみただけで正確な地形判断ができるようになるでしょう。 

 「土地条件図」が未整備の地域では、1/25,000 の地形図により、等高線や標高値の読

みとり、崖記号の確認などをおこなって地形区分の訓練をしましょう。 

 「ロケーション結果記録表」では 17 種の地形に区分しています。どれに当てはまるか

を判断しチェックしてください。 

（２）付近の水域から 

 調査地に到達したら、その周辺での水域と調査地との位置関係を確かめましょう。もし

水路や池や湿地などが近隣にある場合には、そこに向かって周囲の高地部から水や土砂が

供給されています。そして調査地が近隣水面と高さがたいして違わなければ、そこの地下

水位は高く、その差が大きいならばその位置での地下水位は低いと推察することができま

す。地下水位が高いならば軟弱地盤である可能性が高く、逆の場合は堅固な地盤であると

も言えます。 

 「ロケーション結果記録表」では敷地からみて水域までのおおよその標高差を記入して

ください。 
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   図３．２．１－１ 15 度の時の目線  

２）周辺地表の傾斜 

 地形の傾斜の度合いは、宅地造成の条件を大きく支配します。傾斜が急であればあるほ

ど擁壁の規模が大きくなり、その擁壁背面は擁壁工事の際に大きく削り取られ、その後埋

め戻されますから敷地内全域が埋め戻し部分にあたるということもあります。 

●ロケーション結果記録表 

傾斜度は 急傾斜地・緩傾斜地・平坦地 ※斜度 15 度以上を急傾斜とする 地表 

の傾斜 主傾斜は 主傾斜が（東・西・南・北・北東・北西・南東・南西）向きの斜面 

（１）傾斜度は 

 「やすらぎ」では急傾斜を 15 度以上と定義します。 tan15ｏは 0.27 ですから、歩行
幅が約 60cm の人なら、一歩あるくと 16 cm 昇る傾斜が 15 度です。また約 10m の宅

地幅で隣地が 2.7m 高いのであれば 15 度です。 

 図 3.2.1-1 のように目の高さ 165 cm の

人が歩幅を１m に広げて傾斜に対して垂直

に立ったとして、そして地球の重心方向に垂

直に視線を向けるとその人の足のつま先より

６cm 内側に目線が落ちます。「ロケーショ

ン結果記録表」では急傾斜地、緩傾斜地、平

坦地と分けていますが、これを参考に傾斜度

を実感してください。そしてこれを基準にし

て傾斜を感じ取り 15 度以下の傾斜は緩傾斜

地に区分してください。 

 急傾斜地崩壊危険地域として指定されるような地域では地形は 30 度以上の傾斜を示し

ますが、このような急勾配の崖の裾地（傾斜面の下位）に位置するような宅地ではもちろ

ん崖面の安定に付いても配慮が必要です。 

（２）主傾斜方向は 

 傾斜の方向も重要な地盤情報です。その敷地が切り盛りを行っているとした場合、傾斜

が最大となる方向に沿って盛土は最も厚くなるのが普通です。 

 主傾斜方向とはその地点における最も急な角度を示す地形方向のことを言います。敷地

の中央に立ってみて、そこを中心に辺りを見回しどの方向に傾斜が急であるかを確かめま

す。例えば北側に最も高く、南側に低くなる地形であるなら「南」斜面と呼びます。その

地点の傾斜は「南」方向に傾斜していると言います。 

 地盤計測にあたってはこの「主傾斜」の方向に沿って測点を設けることが大切になりま

すから必ずチェックすべき項目となります。 

 「ロケーション結果記録表」では東西南北あるいは、正確を期す必要がある場合には南

西、北東などと記載してください。なじみのない土地に行く場合などでは「コンパス」は

必需品となります。 

３）周辺の表層土質 

●ロケーション結果記録表 
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土質  擁壁は不要  崖の上端から垂直距離５ｍま

で擁壁は不要  
擁壁は必要  

軟岩  
 
 
 
 
 
 
 

   

風化の著しい岩  
 
 
 
 
 
 
 

   

砂利、真砂土、

関東ローム、砂

質粘土、その他

これに類するも

の  
 
 
 

   

            図３．２．１－２ 切り土の場合で擁壁を要しない崖または崖の部分 

     写真３．２．１－１ 切り取り崖面  

表層地質の地層区分 沖積層・洪積層・第三紀層・その他（        ） 表層 

土質 切削面の土質は 掘削面なし・岩盤・固結土・砂質土・粘性土・ローム・その他（        ） 

（１）表層地質の地層区分 

 丘陵地、台地、低地の地質（地層）は当の地質が堆積した時代と対応して、第三紀層、

洪積層、沖積層などと呼ばれます。これを明瞭に表した地図が地質図であり、ほぼ全国を

1/50,000 の地質図が覆っています。沖積層が最も新しい堆積層であり、その付近で最も

低位な位置を占め、おおむね軟弱層が分布しています。 

（２）切削面の土質は 

 周辺に切削面や地山を発見してその

土質を確かめましょう。3.1.1 項の「地

表の読み方」を参考に地山を見つけて

土質判断をしてください。 

 通常、勾配が30度を超える崖面には

擁壁が必要ですが、切り土の場合で地

山が安定している場合に擁壁を必要と

しないものがあります。また擁壁を含

むノリ面形状から地山と判断がつくも

のもあります。切り土崖面あるいは一

部擁壁のある崖面さらに勾配が45度

を越えるような擁壁なども地山に接し

ていると考えられます。 

 図3.2.1-2は切り土の場合で擁壁を要しない崖または崖の部分を表していますが、図の

ような形状の崖や擁壁を見かけたらそこが切りとり崖であると推測する事ができます。 
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４）起伏の位置関係 

●ロケーション結果記録表 

丘陵尾根の 裾地・中腹・頂上付近などの鞍部 

台地・崖地の 崖麓線・中腹・崖端線・台地上の平坦部 

起伏 

の 

位置 

関係 
微地形境界（傾斜転換点）

線上からは 

低地側平坦部・地形境界の接合端部・高地側傾斜部 

（１）丘陵地尾根の 

 丘陵尾根の稜線部すなわち、尾根の頂位部に当たるようなら、おおむね傾斜も小さく平

坦面であることも多いものです。そのような場所にわざわざ土を持ってきて、コストをか

けた盛土をするなどということは普通考えにくいことです。ですからこのような位置では、

たいていの場合在来地盤である可能性が高いと言えます。 

 中腹部位での造成は、斜面を片切り片盛土で造成されることが多いので、必然的に切盛

りの異種地盤である可能性が高くなり、盛土の状態によっては不同沈下可能性が高くなり

ます。 

 尾根の裾地であるなら、そこが崖錐地形である可能性があります。崖錐とは斜面が崩壊

して麓部に堆積した地層ですから、そこは、在来の地山層より遙かに強度が小さくなって

います。傾斜した地山層の上に崖錐層が低位部にかけて厚くなりますからこの場合も状態

によっては不同沈下の可能性が高くなります。 

（２）台地・崖地の 

 台地の場合も基本的には丘陵地と同じです。台地はその端部で崖面と平坦面を分けてい

ます。平坦面では、おおむね盛土はないか又はあったとしても薄いものであることが多く、

ほぼ安定した地盤であることが普通です。 

 台地の端は崖端線、崖の下は崖麓線と言います。崖端部ではおおむね地盤は安定してい

ますが、「崖は崩壊するためにある」と言われるくらいですから、崖の安定には十分な注意

が必要となります。 

 また崖麓部では先の場合と同じように崖錐が堆積することを想定しなければなりません。 

（３）微地形境界線上から 

 平地にあっても微少な崖（起伏）はあるものです。それは多くの場合、自然堤防と後背

湿地との境であるとか地形境界に存在します。 

５）周辺の土地利用 

●ロケーション結果記録表 

付近の土地利用は 旧来からの宅地・水田・畑地・山林・原野・樹園・沼沢・その他（        ） 

地域地盤特性は 凍上地帯・水害常襲地・地盤沈下地帯・崖崩れ危険区域・液状化履歴地・不明 

土地 

利用 

宅地化の状況は 家が（まばら・多い・密集）である 

（１）付近の土地利用は 

 急激に宅地化が進んだ地域では、かってどんな土地利用がされていたか判らなくなって

いることも多いのですが、地方ではまだまだ、旧来の景観を保存しています。周辺が畑地

帯であれば自然堤防であるとか、水田であれば後背湿地であるとかの区別ができることも

多いので、まず、稲や桑など調査地周辺の栽培植生を観察します。 
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 先述したように栽培植生はその地盤の特性と密接に関連しますから、調査地とその周辺

における栽培植物の観察は欠かすことができません。この場合、その土地の傾斜や起伏か

ら調査地と同一条件であるエリアを区分してください。調査地に近いからといって、地盤

の条件が全く違う地形上になにが栽培されていても調査地の地盤を考察するためには役に

立ちません。 

 現地で判別できない市街化地域では旧版地形図が役に立つでしょう。 

（２）地域地盤特性は 

 災害の常襲地である地域には災害が起こりやすい自然条件があるものです。水害などは

土地が低い（低地）と言うことが第一義的な条件です。地震の液状化は地下水位の高い飽

和した砂地盤であることが条件です。 

 地域の災害履歴を調べることは、その土地の地形地質的な条件を考えるうえでも重要で

す。これはそこに長く住んでいる人に聞くのが一番です。また市役所などではその町の歴

史をつづった「市史」や「町史」を出版しているはずです。これには、過去に受けた災害

が記載されています。 

（３）宅地化の状況は 

 土地を単独で見れば、今、最も付加価値の高い利用法は宅地化することです。調査地を

含む周辺で、ほとんど宅地化されておらず、家も建っていないのであれば、そこは何らか

の理由で宅地としての適正に欠けている可能性があります。また、最近では造成宅地は造

成完了とほぼ同時に分譲されるのが普通ですから、まばらにしか家が建っていない場合に

はその造成地が造成後間がないということを示唆しています。 

６）周辺の植生・樹相 

●ロケーション結果記録表 

植生 植物の種類 かん木が目立つ・湿地性植物・砂丘性植物・特記なし 

 どのような植物が生えているかによって軟弱地盤を見つけることができます。低湿地に

特有の植物が隣接して生えているようならこれも記録する必要があります。 

 例えば竹は根が浅く横に伸びますので、地下水位が深い場所（＝高台）には群生しない

のです。絶えず豊富に地下水が供給されている場所を好み、谷地を臨む斜面の据地でよく

見かけます。竹林を背後に控えた谷側の宅地は要注意です。 

 アカマツ林は粒径の粗い砂礫層を母材とする土壌に、コナラ林・クスノキ林は比較的密

なシルト・粘土層を母材とする土壌に発達すると云われています。またコナラ林は谷筋に、

アカマツ林は、尾根や山頂などの瘠悪地（せきあくち）に発達します。 

 高い樹木が生えていれば、その樹齢よりも古い土地であることは確かであり、地下水位

も深いといえます。高い樹木が育たず、灌（かん）木ばかりといった土地は、地下水位は

浅く、深く根を張ることができない条件だといえるでしょう。 

 草木も大事な地盤情報です。イネ科の植物は湿潤な低地に繁茂します。イネの他にも「ア

シ」、「ヨシ」、「マコモ」「ガマ」、「コケ類」などが生えていれば、そこは元々は湿地だと考

えてよいのです。一方乾燥を好む植物もあります。「ススキ」、「チガヤ」などがその代表で

す。砂地を好むのは「ハマヒルガオ」、「コウボウムギ」などです（図3.2.1-3）。 
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     写真３．２．１－２ 電柱の傾き  

 

     写真３．２．１－３ 道路のうねり 

 
                図３．２．１－３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）周辺の異常 

●ロケーション結果記録表 

電柱の沈下・傾斜 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

道路の波打ちは 無・有 わすか・目立つ・かなり目立つ 

周辺 

異常 

排水溝・水路の乱れ 無・有 わずか・目立つ・かなり自立つ 

（１）電柱の沈下・傾斜は 

 電柱は電力会社やＮＴＴが設置しています。これらは、円柱を立ててあるだけの簡単な

支持構造ですから、地盤が悪い場合、しばしば傾いています。 

 写真 3.2.1-2 は道路に沿って軟弱地盤上に盛土された時、盛土側に沈下が生じて電柱が

傾いた例です。 

（２）道路の変状は 

 軟弱地盤上での道路は路床が軟弱なのでさまざまな障害が表れます。地盤の悪い場所の

道路は、凹凸がひどかったり、波を打ったりしています。また亀の甲状の細かな亀裂があ

ったりする場合も路床が軟弱であることを示唆していますので気をつけて見てみましょう。 

 写真 3.2.1-3 は軟弱地盤上の道路がうねっている様子です。 
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  写真３．２．１－５ マンホール周辺の亀裂 

 

  写真３．２．１－４ 橋の取り付け部位の沈下 

（３）橋脚の取り付け部 

 写真 3.2.1-４は、橋の取り付け部

（写真奥）が沈下している例です。

橋はたいていの場合、橋脚部を杭で

固定し沈下を防止しています。周辺

地盤が沈下を起こすと、橋と道路と

の接合部で縦ズレが生じますから、

アスファルトでズレを埋める補修を

行いますが、橋を見つけたら接合部

を観察しましょう。 

（４）排水溝・水路の乱れ 

 軟弱地盤上の排水溝や水路などで

は様々な異常を観察する事ができま

す。 

 敷地を囲む側溝が局部的にはらん

でいるような乱れや凹凸があるよう

なら、その敷地は沈下を起こしてい

るかまたは起こす可能性があります。 

 写真 3.2.1-５は、マンホール周辺

に亀裂を生じた事例です。軟弱地盤

にマンホールを埋め込むと、周辺の

地盤が下がってマンホールなどの埋

設構造物のへりが割れたりします。

マンホールの周りが破損しているの

は地盤が下がった可能性があります。 

 写真 3.2.1-6 は水路の変状を示

しています。表面水が集中する水路

周辺は軟弱であることが多く、しばしば水路の変形を認めます。写真では水路幅が押し出

し変形によって所々狭まっているのがわかります。 

（５）造成地の異常を早期発見 

 宅地造成が完了した直後という時期は、盛土自体の安定が十分でなく、盛土荷重による

下部地盤（軟弱層）の圧密沈下が最も大きい時期でもあり、住宅が建つ以前の状態であっ

ても地盤沈下が継続している可能性があります。 

 新しい造成地内ではまだ住宅も少なく沈下の痕跡を見つけることができない場合もあり

ますが、簡単な測量を行うことで沈下の有無を確かめることができます。 

 側溝は街区を取り囲んでいるため、任意地点でマーキングしこれを少なくとも３回以上

継続して水準測量を行えば、街区全体の沈下傾向が判明します。３mm／月以上の速さで

沈下しているのであれば要注意です。 

 下水管は正確な水勾配を確実にするため mm 単位で計画施工されています。竣工時には

造成者が管底レベルの水準測量を実施し役所がこれを保管していますので、新たにマンホ
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    写真３．２．１－６ 水路の変状 

ールの管底レベルの水準測量を行え

ば竣工時との差が判明するため、地

盤の沈下量が明確になります。 

 擁壁や土留めの天端は施工時に水

平に仕上げるのが普通ですから、そ

の後に沈下しているとすれば、これ

らの不陸は不同沈下の証拠となりま

す。 

 新しい造成地が自社の調査エリア

にできた場合、早い段階で定点を決

め、現地に調査に行くたびに継続し

て沈下測定を行えば造成地全体の沈

下傾向を踏まえた考察が可能となり

ます。 

 ただし地下水位は、渇水期に低く

増水期にかけて高くなるなどの季節

変動がありますから、沈下傾向を考

える時には時期的な変動を考慮する

ことが大切です。 

 測量の際のベンチマークは、不動

点となる構造物（橋など）を探して

設定してください。 
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３．２．２ 敷地状況の観察 

１）敷地の土地履歴  

●ロケーション結果記録表 

敷地現況は 既成宅地・不整地の原野・水田・畑・その他（      ） 敷地 

履歴 敷地の旧歴は 原野・山林・崖地・畑・水田・池沼・河川敷・その他（      ） 

（１）敷地現況は 

 調査敷地が、盛土された既成の宅地であるということは、その宅地が一定の荷重履歴（盛

土荷重を経験していること）を持っていると言うことです。不整地の原野（＝宅地化され

ていない）と言うことは、今後において予定される造成による盛土や、新築住宅の荷重に

対する履歴がないことを表しますから、不同沈下を考察する条件が異なってきます。 

 水田である場合は耕作土面に直接支持させることはほとんどのないので、いずれ盛土が

されるはずですし、畑地である場合もＧＬ面の高さによっては盛土の可能性はあります。 

（２）敷地の旧歴は 

 古くからの集落地でない限り、かっては、原野・山林・崖地・畑・水田・池沼・河川敷

などであったわけですが、調査地が既成の宅地である場合には、宅地となる以前の土地の

旧歴を記入してください。これは、地盤条件と造成履歴を合わせて考察する時の参考にな

ります。 

 ほとんど平坦地であって、なおかつ原野であるような場合、なぜ長く未利用地であった

のかを考える必要があります。山林の場合、多くは傾斜地でしょうが、地山そのものは堅

固であると予想されますし、宅地化されるときに多少でも盛土がされていることもあるで

しょう。水田、池・沼であれば当然軟弱層の分布していること、河川敷では粗粒な玉石層

は多くの隙間を持つことを想定する必要があるなど、造成される場所を認識することは地

盤調査の最初の前提として大切になります。 

２）地表土質  

●ロケーション結果記録表 

地表土の土質は ズリ・土丹・砂・砂質土・粘性土・ローム・その他（        ） 

地表土の硬軟は 粘性土：極軟・軟・中位・硬  砂質土：非常に緩い・緩い・中位・密 

地表の乾湿は 水はけ 良・不良 

試掘 しない・した  

地表 

土質 

 

瓦礫の有無は 無・有 多い・少ない 

（１）地表土の土質は 

 表層の土質は住宅の基礎を直接支える地盤です。十分な締固めの行われていない新しい

盛土は、その厚さの10％程度沈下しますが、あらかじめランマーなどによって転圧してお

けば支持力を改善し、沈下を抑えることができます。 

 あまり締め固めが十分でない、新しい盛土は降雨のあとに水たまりができないのが特徴

です。雨水は盛土の空際に吸い込まれてしまうからです。こんな場合その土質が転圧効果

を期待していい土質かどうかを確かめておくことは、提案される基礎工法に幅を持たせる

意味で重要なことです。 
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 また、同じ敷地内でも、時期を分けて造成したときなどは新旧の盛土の土質が違ってい

ることが多いのでこれを見分けることが大切になります。盛土の締め固め具合、安定度、

下部地盤の残留沈下量などが違ってきますから、不同沈下を考察する上で非常に大切な情

報になります。 

（２）地表土の硬軟と安定度は 

 同じ砂質土でも、非常に緩い・緩い・中位・密などのように締め固め度によって状態が

異なります。密であれば、空隙は少なく、透水性は低く、強度は高い。非常に緩ければ、

空隙は大きく、透水性も高く、強度も低いわけですから、雨水が浸透し、土粒子が移動し

て空隙を埋めるほどに体積は収縮し、水分を多く含んで一層軟弱化するということが想定

されるでしょう。 

ａ．植栽 

 現況に庭木がある場合は、樹木の太さに注目です。そこに高く、太い木が生えているな

らそこは、地盤がいいばかりでなく、仮に盛土地盤であっても、十分な経過年数を経てい

ますから、安定した地盤と考えることができます。また植栽があり、計画建物がそこに配

置されるのであれば、必然的に伐根のための鋤返しが施され地盤は軟化します。高木ほど

伐根の範囲と深さが大きいとみなければならないでしょう。 

ｂ．雑草 

 雑草の生え具合は表層の地盤状態を示す重要な情報です。例えば地盤の緩い個所ほどよ

り多く雑草が繁茂する（作られてほどない擁壁の背面に生えている雑草は概して背が高く、

埋め戻し範囲をくっきりと示してくれることがあります）など地面の固さや、裸地化して

からの経過年数などの類推に役に立ちます。本書付録８の「現地ロケーションと野草観察」

の項にここに示した雑草の写真を掲載していますから参照してください。 

 学校の敷地内で雑草の生育条件を調べたものが表3.2.2-1です。人の往来が多く表土が

踏みつけられているところと、踏みつけがないところとには、明らかに種類のことなる草

が生えることが分かります。 

表３．２．２－１ 学校敷地の雑草群落の類型 

条件 種名 

踏みつけが激しい オオバコ（多年草）、オヒシバ（１年草）、ミチヤナギ（１年草） 

踏みつけがやや弱い シバ、ヤハズソウ（１年草）、カゼクサ（多年草） 

踏みつけが少ない ヨモギ（多年草）、アシボソ（１年草）、キンエノコロ（１年草） 

踏みつけがない ヤブタビラコ（越年草）、ミミナグサ（越年草）、スカシタコボウ（越年草）、ツメクサ（越

年草） 

 また、同じ敷地内で、雑草の群落ごとに地面の固さを測ったものが表3.2.2-2です。中

央部の踏みつけが多いところは堅く、周辺部の往来がないところでは、地面は軟らかいこ

とが分かります。 

     表３．２．２－２ 土壌硬度と生育分布 

 おもな種類 土壌硬度（
2/ mkN ） 

中央部 セイヨウタンポポ（多年草） ４０ 

中間部 ハルジオン（越年草）、シロツメクサ（多年草） １７ 

ヨモギ（多年草）  ９  

周辺部 セイタカアワダチソウ（多年草）  ７ 

ｃ．シャベルで掘る（試掘） 

 地表を少し掘ってみると掘り安さの程度によって地盤支持力の目安がつきます。スコッ
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プなどによる人力での掘削はせいぜい 30cm 程度であっても、基礎の底盤部位での土質を

直に確認することになり、締め固めの程度を知る上で有効です。表 3.2.2-3 は試掘時の感

触とおおよその支持力との関係を示しており目安として用いるには有効でしょう。 

 表３．２．２－３ 地盤支持力と試掘時の感触 

堅さ 長期許容支持力

（kN/m2） 
N 値（回） 素ぼり 

密なもの 300 30 以上 つるはしが必要 

やや密なもの 200 10～20 シャベルを強く踏んでようやく掘れる 

中位のもの 100 10～20 シャベルに力を入れて掘れる 

ゆるいもの 50 5～10 シャベルで容易に掘れる 

砂質土 

非常にゆるいもの 30＞ 5＞ 孔壁が崩れやすく、深い足跡ができる 

極堅いもの 200 15 以上 つるはしが必要 

堅いもの 100 8～15 シャベルを強く踏んでようやく掘れる 

中位のもの 50 4～8 シャベルで力を入れて掘れる 

軟らかいもの 20 2～4 シャベルで容易に掘れる 

粘性土 

非常に軟らかい物 0 0～2 鉄筋棒を容易に押し込める 

（３）地表の乾湿は 

 降雨後であっても、雨水が浸透しやすい土質では表面が「しっとり」しているだけで、

「水たまり」などはできません。粘性土は透水性が小さく靴底が「べとべと」になるよう

な土であるほど粘土成分が多く、含水量も高いので締め固めが効かない土質であると判断

できます。 

（４）瓦礫の有無は 

 地表に砕石や木屑などが散乱している更地は、ガラ混じりの盛土を疑ったほうがよいで

しょう。こんな敷地では庭木が低く小さなことが多く盛土に瓦礫を使っているかもしれま

せん。瓦礫混じりの盛土地盤では、植栽の根が十分に張ることができないため育ちが悪く、

水位が浅い場合には、地盤が軟らかいこととあわせ、根を深く伸ばす高木は自立すること

ができません。 

 谷筋などでは、ガラなどの廃材を混入して埋め立てることが多々あります。最近では、

規制も厳しく、住民の監視の目がありますが、一昔前までは、瓦やコンクリートの破片、

アスファルト、塩ピのパイプ、木材の屑などが、無秩序に投棄してあり、汚水の対策もろ

くになく、ごく表層だけ良質の土をかぶせて宅地を装っていたりしますので、一見して判

らないために、こんなひどい宅地を買ってしまう人もいます。 

 また、悪質な廃棄物処理業者が、休耕田を宅地化してやると偽って、表土をはぎ取り３

m近くも掘り、良質な砂を建材屋に売り、あとに廃材を埋め込んだ上を薄く山砂で覆うと

いったやり口で、荒稼ぎしたケースもあります。 

３）盛土下部土質  

 表層の土質は少し掘ってみることで容易に判別できますが、盛土下位の土質を目にする

ことができませんからオーガーボーリングを行って土を採取します（本章 3.4.2 参照）。 

●ロケーション結果記録表 

土のサンプリング オーガーボーリング しない・した 

採取土の土質名 粘性土・砂質土・腐植土・その他（          ） 

盛土下

部土質 

土の採取深さ （ＧＬ一     ）ｍ 

（１）土のサンプリング 

 全ての地盤でサンプリングをする必要はありませんが、どうしても確認したい時は「腐
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植土」の存在が疑われる場合です。腐植土層はおおむね自沈層となって表れます。しかし

繊維が絡んでいますから、貫入抵抗は時として実際よりも強い印象を与えてしまうことが

あります。一般の粘性土で１kN（100kgf）程度の自沈層は通常安定した地層と判断でき

ますが、腐植土で繊維が比較的新鮮（腐敗が浅い）な場合などでは１kN（100kgf）程度

の自沈となることがありますから、誤認しやすい土質であるといえます。 

（２）採取土の土質名は 

 腐植土層であってもなくても、せっかく土を採取したのなら土質名を付けましょう。 

 粘性土と砂質土は厳密には粒度試験を行い、その試験結果により区分しますが、簡単な

見分け方もあります。 

 見分け方は、目視による確認の他、対象となる土を手に取り、指先、手の平等でこねま

わしてみます。そのとき指先、手の平につぶつぶを感じたり、こねまわしているうちにま

とまりがなくなり、バラバラになってしまう様なものは、砂混じり、または砂質土です。 

 指先、手の平でこねているに従い、粘りがでてきたり、細くロ－プの様に丸められたり、

つぶつぶを感じられないときは、粘性土と判断します。 

（３）土の採取深さは 

 オーガーボーリングを行えば盛土層の厚さも判りますし、盛土下部土質の分布深度もわ

かりますから、採取深さを明記しておきましょう。これは地盤改良などが必要だと判断さ

れたときに工法選定する際に重要な情報となります。 

４）造成状態  

●ロケーション結果記録表 

地表面形状は 敷地傾斜 無・有（     ）ｍ 、段差 無・有（     ）ｍ 

切・盛土の境界は 明瞭・不明瞭 

盛土の経過時間は 在来地盤・１０年以上・５年以上～10 年未満・３年以上～５年未満・ 

１年以上～３年未満・１年未満・解体後の敷地・不明 

盛土の厚さは （   ）ｍ～（   ）ｍ 

造

成 

状

態 

 

新規盛土予定は 新規盛土なし・新規盛土あり（      ）ｍ・未定 

（１）地表面形状は 

 敷地が段差を持っていたり、傾斜があるようなら、建物が配置される位置では必ず平坦

に均されるはずです。この際余分な土を搬出して切り土するのか、購入土を盛土するのか、

一方を切って一方に盛土するかを確かめなければいけません。この場合のいずれであって

も、基礎の選び方に影響がでます。 

（２）盛土の経過時間は 

 盛土に絡む地盤事故の大半が、盛土の経過時間を考慮に入れなかったために、盛土自体

の圧縮沈下や盛土荷重による下部地盤の圧密を起こしたことに由来しています。盛土後の

経過時間を知ることは、沈下可能性を推量する上で非常に重要です。 

 それを知るためには現地での観察の中から、時間指標となるようなものを探さなければ

なりません。時間指標には表3.2.2-4のようなものがあります。 

 

表３．２．２－４ 時間指標となる事物と内容 

既存家屋の 

建材など 

既存の家屋は、築後何年経過したかを調べる素材です。住宅建材は年々変わり、社会的な事情や流

行などもあって、その時代にしか使われないような建材を用いていることがあります。 
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  図３．２．２－１ 裸地からの経年変化 

電柱の 

プレート 

電力会社やＮＴＴが設置しています。電気は人の住まない所には引かれませんから、電柱が設置さ

れた時は、その土地の造成時期とほぼ同じと考えて良いでしょう。電柱にはプレートが貼ってあり

設置した年が書いてありますからおおよその造成年がわかります。 

既設構造物 

の汚れかた 

伝統的な様式をもつ旧家では古色を帯びています。調査地や近隣での既存の家屋や擁壁などの汚れ

具合も一つの指標になるでしょう。ただしこの場合隣地だからと云って造成時期が同じとは限りま

せんから、調査地が含まれる同一造成地内でのものについてチェックしてみましょう。 

建物解体の 

有無 

敷地内に庭木が残されているなら、そこは庭園であった可能性があります。また高木が生えている

ようなら、相当の時間を経過したと考えられます。調査地が建物が解体された後の敷地であるなら、

通常の耐用年数25年程度は経過しているとみても良いでしょう。 

雑草など 以下に詳述 

 調査敷地内にも重要な時間指標となるものがあります。それは敷地に生える雑草です。 

 あき地などの群落では、１年草と多年草との比が裸地からの経年を知る上で大きな要素

になります。 

 １年草とは、種子からの発芽、成長、開花、結実そして枯死という生活サイクルを１年

以内に終えるものです。春から秋までのうちにこの生活サイクルを持つものを単に１年草

（あるいは夏型１年草）とし、秋から冬をへて翌年のある時期までに生活サイクルをもつ

ものを越年草（あるいは冬型１年草）として区別をします。（植物図鑑などの説明には、越

年草のことを２年草とも呼んだりするものもあります） 

 多年草とは、地上部だけは１年以内の生育ですが、地下部が残っていて、その一部から

芽をだして成長をもたらすものです。 

 何か所かのあき地の群落を測定し、そのデータから各群落内の１年草と多年草の比をだ

してくらべてみたものが表3.2.2-5です。 

表３．２．２－５ あき地の群落の比較（９月の調査） 

 Ａ群落 

（数年来放置、ふみつけあり） 

Ｂ群落 

（裸地化から２ケ月経過） 

Ｃ群落 

（３年前に整地されたところ） 

 

優占度の 

上位の種 

 

カゼクサ（多年草） 

チカラシバ（多年草） 

ヨモギ（多年草） 

オオバコ（多年草） 

ヒメジョオン（越年草） 

メヒシバ（１年草） 

エノコログサ（１年草） 

オヒシバ（１年草） 

イヌピエ（１年草） 

ヒメムカシヨモギ（１年草） 

エノコログサ（１年草） 

カゼクサ（多年草） 

シロツメクサ（多年草） 

ヒメジョオン（越年草） 

メヒシバ（１年草） 

１年草の割合 １０％ ９０％ ５０％ 

 この表をみますと、数年来放置されているところでは、大部分が多年草で占められてい

るのに対し、最近かく乱されて新たに群落のでき始

めたところでは、逆に大部分が１年草で占められて

いることがわかります。 

 図 3.2.2-1 は土地攪乱によって裸地となった場

所に、群落が形成されていく過程を１年草・多年草

の比で表したものです。 

 図では、攪乱後３年目の群落では１年草と多年草

の比はほぼ同じになっていますが、まる４年たって

両者の立場が逆転していることがわかります。造成

地などで雑草の種類を見分けることができれば、造

成後の時間（＝盛土と下部地盤の安定度）を類推す

ることができるようになります。 

（３）盛土の厚さは 

 盛土地盤であると推測されるなら、その厚さを確かめなければなりません。盛土と地山
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とでは強度が違っていることが多いので、ＳＳ試験で見当を付けることはできますが、現

地の様子を観察することで盛土厚さを類推することができる場合も多々あります。この方

法は本節 3.1.1 項６）～８）などを参考に実施して下さい。 

（４）切・盛土の境界は 

 一見して切土と盛土の区別がつかなくても、周辺ロケーションの結果やＳＳ試験の結果

などを総合すると敷地内が切り盛りされた地盤であるかどうかの見当はつきます（そのた

めに地盤調査を行っています）。異種地盤であることが疑われるのであれば、その境界がど

の辺りかを探らなければなりません。 

 測点選択において地山（＝堅固層）の傾斜を把握するよう配慮してください。盛土の範

囲が建物範囲内に大きくかかるようであれば不同沈下対策を考えなければなりません。 

（５）新規盛土予定は 

 敷地が傾斜しているとか、段差があるとか、道路面より低いとかの場合は、新規に盛土

がされる可能性が高くなります。敷地の形状を見て新規盛土の可能性があるのであれば、

調査時点と、建築時点での荷重条件が異なりますから必ずこれを確かめなければなりませ

ん。 

５）埋設（蔵）物  

●ロケーション結果記録表 

埋設物 地中埋蔵物は 無・有 地下室・防空壕・その他（        ） 

 地面の中には何が埋められているか判りません。昔畑であったなら堆肥を作るために壷

掘りして「野菜屑」が埋められているかもしれません。木工工場跡地なら「おがくず」が

埋められているかもしれません。「解体前の基礎」が残存していることもあります。極端な

場合、「地下室」がそのまま残っていてだれもそのことを知らなかったようなことさえあり

ます。最も多いのは防空壕が残っているケース、古い井戸が残されているケースがありま

す。 

６）地下水  

●ロケーション結果記録表 

井戸の水位は 無・有 井戸水位 （ＧＬ－     ）ｍ 地下水 

試験孔水位は 無・有 試験孔水位（ＧＬ－     ）ｍ 

 井戸が残っている場合には水位計測のチャンスです。試験孔に水位計を垂らすだけで済

むなら是非実行しましょう。 

 全ての地盤で実施する必要はないとしても地域単位での水位を抑えておくことは、今後

においても有益なデータベースになることですから、機会を捉えて随時実施するように心

がけましょう。 

７）既存建物 

●ロケーション結果記録表 

築後年数は 既存建物：（推定     ）年 

建築種別は ＲＣ・ＳＲＣ・ＳＣ・木造・その他（           ） 

既存 

建物 

階数は 平屋・２階・３階・３階以上 
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（１）築後年数は 

 調査地の既存建物の築後年数はそのまま造成経年数と考えることができます。日本の木

造家屋の耐用年数はおおむね 25 年程度と言われていますから、立て替えの場合はおおむ

ね 20 年以上経過したものと見なすことができるでしょう。 

 建築には時代によって建材の流行があり、次第に様式も異なってきていますので、1970

年代、1980 年代、1990 年代の建材の特徴などを覚えておくと、たとえば近隣家屋の様

式から造成地の経年数を類推することができる時間指標となるでしょう。 

（２）建築種別は 

 既存建物の構造や規模は地盤の荷重履歴を表しています。この建物に何の異常もなく、

そこに 20 年以上建っていたとするなら、同一荷重をかけたとしても安定して支持される

と考えることができます。ただ木造在来工法は非常に柔軟性に富んでいますから外見に異

常が出なくても沈下を起こしているということがあるので要注意ですが……。 

 ＲＣなら同じ２階建てでも２階建て木造家屋より２倍程度の荷重を見込まなければなら

ないでしょう。 

（３）建物規模は 

 階数は建物規模を表します。普通２階建ての木造住宅は、10kN/m2（１tf/m2）以下の

荷重であるとされています。３階建てであれば 1.5 倍を目安としてください。 

８）敷地内の異常 

●ロケーション結果記録表 

建物外壁のクラツク 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

土間・犬走りの損傷 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建具の開閉不良は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建物 

異常 

 

基礎のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

門扉・塀などの変形は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

（１）既存建物の異常 

 敷地内の建物や擁壁などの異常は敷地内の地盤条件と密接に関連します。建物が不同沈

下によって建物に与える障害には表 3.2.2-6 に示すような種類があります。 

表３．２．２－６ 木造建築物の不同沈下障害と変形角  小規模建築物基礎設計の手引き：日本建築学会 

 段 階           不同沈下障害の状況 変形角（傾斜）の限度 

初期段階 モルタル外壁・コンクリート犬走りにきれつが発生します。  1／1000 

第１期段階 つか立て床の不ろく（陸）を生じ、布基礎・土間コンクリートにきれつが

入ります。 

 3／1000 

第 2 期段階 

 

壁と柱の間にすきまが生じ、壁やタイルにきれつが入ります。窓・額縁や

出入口枠の接合部にすきまが生じ、犬走りやブロック塀など外部構造物に

被害が生じます。 

 5／1000 

第 3 期段階 柱が傾き、建具の開閉が不良となります。床が傾斜して支障を生じます。  10／1000 

最終段階 柱の傾斜が著しく倒壊の危険があります。床の傾斜もひどく使用困難です。  15／1000 

   ＊間片ほか：シールド掘削に伴う地盤沈下と家屋被害について：土と基礎、1980．6による。 
   ＊芳賀保夫：木造建物の不同沈下障害（その1）：日本建築学会大会学術講演集 1987．10 

 敷地内や近隣の建築物は、実物大の載荷試験と同じであり、よく観察することによって、

これも貴重な判断資料となります。 

 不同沈下はある日突然に発生するものではありません。徐々に進行するその過程におい

て段階的に建物の不具合が生じ、最終段階でついには傾いてしまうのです。 
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    写真３．２．２－１ 建物の不同沈下 

  写真３．２．２－２ 玄関アプローチの異常 

 建物や外構がすでにあって、不同

沈下が発生していれば、その段階に

応じて不同沈下の痕跡が目に見える

現象となっているはずです。 

 写真3.2.2-1のように目視しては

っきりと不同沈下が認識できるよう

なときには、ほとんど人の住めるよ

うな状態ではありません。 

 ａ．建物外壁の亀裂 

 外壁モルタルの異常は不同沈下の

初期段階です。モルタルの吹き付け

不良や材料の収縮による亀裂は細か

いヘアークラックですが、不同沈下

の進行に伴う亀裂は溝の幅が２～３

mm 以上になります。この程度になると明らかに骨組みの構造にひずみを与えています。 

ｂ．土間・犬走りの損傷 

 建物の沈下が現象として表れるとき、最も初期の段階に建物外周の犬走りに亀裂が入る

ことが多いようです。 

ｃ．建具の開閉不良は 

 建て付けの狂いは不同沈下の第２段階から始まります。窓や出入り口の接合部に隙間が

生じ、サッシの鍵が掛かりにくくなります。窓がきっちり締まらない、冷暖房が効きにく

くなる、引戸に隙間が生じ、開閉が困難になるなどの現象があらわれます。またこの時期

には浴室タイルがハラミ出したり、タイルの目地に亀裂が出ます。建物のひずみが大きく

なると、雨水が漏るようになります。 

ｄ．基礎の亀裂は 

 基礎の異常は不同沈下の第１段階から見られます。不同沈下が起きると基礎には亀裂が

入ります。とくに構造上弱い床下換気

孔（風窓）の部分に斜めに亀裂が生じ

ます。注意してみますと、布基礎の亀

裂、布基礎の補修跡、べた基礎の亀裂

などでは、亀裂幅が上に大きく開く場

合と、下に開く場合とがあります。コ

ンクリートは圧縮には強く、引っ張り

には弱いという性格がありますから、

上が開く場合は、どちらかを不動点に

して、一方の地盤が沈下したと考えら

れ、下に開く場合は、上からの荷重で

両サイドを支点に、下方に沈下したと

考えられます。  
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（２）門扉・塀などの異常など 

 隣地境などではコンクリートブロックや、金網フェンスなどで区切る場合も多いもので

す。このような軽量で簡易な構造物でも、地盤自体が安定していない場合には基礎部に亀

裂が入っていたり、不陸が生じていたりします。 

 このような軽量な構造物に異常がある場合、それは沈下が生じた証かもしれません。軽

量であるにもかかわらず、沈下が生じたとするなら、今後において荷重が載荷されれば沈

下することは必至であるとみなければならないでしょうから観察を怠ることはできません。 

 ブロック塀は転倒して傾く場合と、天端に不陸が生じる事例が多いようです。土留めと

塀の分離にも注意しましょう。 

 その他にも、写真 3.2.2-2 に見られるように、玄関アプローチや階段なども亀裂の出や

すいところです。 

表３．２．２－７ その他異常がでやすい場所 

玄関 凹凸があったり頃いていたりしないか 
水はけはよいか。天気がよいのにじめじめしていないか 
鉄さび色の水が流れ出していたり、湿地性の草が生えていたりしないか 
地面に穴ぼこはないか 
地面に亀裂（亀裂）ができていたり小段差ができていたりしないか 

石段 傾斜していないか 
亀裂やひびがはいっていないか 
ズレたり、局部的に沈み込んだりしていないか 

 



 134 

 
図３．２．３－１ 既存住宅に及ぼす盛土の影響  

    写真３．２．３－１ 盛土荷重による引き込み沈下  

３．２．３ 敷地境界状況の観察 

１）相隣関係 

東側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

西側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

北側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

相 

隣 

関 

係 南側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

（１）隣地との高低差は 

 隣地より調査地が低い場合で、排水が十分にできないような土地の場合、敷地内におい

て新規に盛土される可能性が高くなります。同じように隣地が低ければいずれは盛土され

て宅地に転用されるかもしれません。 

 隣地の高低差を確かめるのは現時点での荷重状態が変更される可能性についてチェック

をする必要があるためです。 

 隣地との境界に高低差があるなら、土留めや擁壁で区切られているかノリ面となってい

るはずです。予定の建物が隣地に近接する場合この境界状況によって建物基礎を考慮する

ことが必要になります。 

 既存の擁壁や土留めがあるのなら、

その安定に留意しなければなりませ

んし、ノリ面ならば新設擁壁の安定

と建物基礎との関係について考慮し

なければなりません。 

 水路に面して擁壁などがつくられ

ているときは特に、水路側に沈下が

ないかどうかを確かめるべきです。 

（２）隣地の利用形態は 

 隣地の利用形態が水田であるなら、

いずれ造成されて家が建つ可能性が

あります。隣地の高低差が１m なら

１m 以上の盛土がされると思うべ

きでしょう。そうであれば、盛土の

荷重が調査地側を引き込むような沈下を想定しなければなりません。 

 隣接して盛土された時の引き込み沈下の例を写真 3.2.3-1 に示します。 

 図3.2.3-1において例えば厚さ1mの盛土で、

ＳＳ試験計測の結果、自沈層厚が４m であった

とします。このとき隣接家屋との距離（ mL ）が
3.3m のときには最大 6/1,000 の傾斜の生じ

る沈下が起こりうるとされます。傾斜を

1/1,000 に止めようと思えば表 3.2.4-1 から

その距離（ mL ）は 7.5m 必要になることがわか
ります。 

 調査地が新規に盛土された宅地であるなら隣
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       図３．２．３－２ 擁壁の種別  

家への影響を考慮する必要があります。よほど注意しないと隣家から損害賠償の請求を受

ける場合もあるのです。逆に隣地の盛土が新しいときは、その荷重が調査敷地を引き込む

沈下をおこす可能性について要注意であり、調査地だけでなく、隣地の盛土の時期につい

ても敏感でなければなりません。 

 このように軟弱地盤地帯では隣地における将来的な荷重予測のもとに考察を行わなけれ

ばなりません。表 3.2.4-1 から、おおよそ調査地境界から 10m 以内の距離に盛土がされ

るときは危険であると思うことが必要でしょう。 

表３．２．４－１ 隣棟の傾斜に対する盛土の必要距離（建築基礎の設計施工に関する資料７建築学会構造委員会） 

必要距離 mL  
盛土厚さ（m） 最大傾斜角 

自沈層厚２m 自沈層厚４m 自沈層厚６m 自沈層厚８m 

０．５ 1/1000 ３．８ ５．５  ７．２  ９．０ 

１．０ 1/1000 ４．８ ７．５  ９．５ １１．０ 

２．０ 1/1000 ６．２ ９．５ １１．５ １３．５ 

２）擁壁の種別など 

 調査敷地で擁壁がある場合に、最大規模となる擁壁、あるいは建物が接近する擁壁につ

いて以下にチェックしてください。 

●ロケーション結果記録表 

擁壁の築造経過年は 敷地（    ）面・推定（    ）年・不明 

擁壁構造は ＲＣ造・ＣＢ造・（大谷石・間知石・間知プロック・玉石）積 

敷地の 

(    )

側擁壁 擁壁高さは 最高（    ）ｍ～最低（    ）ｍ 

半地下式車庫は 無・有 

（１）擁壁の構造（種類） 

 住宅用の擁壁によく用いられる

擁壁は、図3.2.3-2に示すようなＬ

型、Ｔ型、逆Ｌ型などですが、中で

もＬ型擁壁が多用されます。これは

構造上狭い敷地を有効に使えると

いう利点があるからです。しかしこ

の場合、擁壁底版が敷地側に多く入

り込みますから、施工時には背面部を大きな範囲で土を掘ることになります。でないと型

枠鉄筋を組み、コンクリートを打設する作業スペースがとれないからです。ですからかな

らず埋戻し地盤が発生します。地下車庫、擁壁を見たら、背後には軟弱な埋戻し地盤が隠

れていることを予測すべきです。 

（２）擁壁の築造年は 

 同一ユニットである造成地内で、擁壁が一連のものであるなら、調査地に隣接した擁壁

の異常は調査地にも生じている可能性があります。そこに、隣家が建っているのならその

家の様子は時間指標として貴重ですから、使われている建材や汚れ具合などから造成時期

を類推してください。  

 水田地帯などでは、土留壁として万代塀をもちいて境界を区切っていることがあります。

こんなときは、親杭の打ち込み位置から隣地と調査敷地の盛土の新旧関係がわかります。  
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図３．２．３－３ 探り棒 

（３）擁壁の規模と安定 

 Ｌ型擁壁の規模と接地圧との関係は表2.2.3-2のようになります。 

 予定建物が擁壁背面に接近して配置される場合、埋め戻し範囲も大切ですが、擁壁が安

定しているかどうかについても調べなければなりません。規模によって接地圧が違います

から、その規模に相応しい支持力があるかどうかを検証してください。 

               表３．２．３－２ Ｌ型擁壁の接地圧の例 

Ｌ型擁壁の高さ 接地圧（kN/m2） 

１m  ５０ 

２m  ８０ 

３m １１０ 

４m １４０ 

 水抜き穴がなかったり、又は詰まっているような場合、擁壁背面側に水がたまり水圧と

なって擁壁の安定に支障がでます。擁壁前面を観察して水が通っているかどうかを確かめ

ましょう。 

（４）半地下式車庫は 

 半地下式の車庫は、通常ベタ基礎となっていますが、敷地に余裕がない場合、新築建物

の一部が車庫の上に載せられることがあります。建物が通常の布基礎であったりすれば異

種基礎となりますが、原則的には支持機構の異なる基礎はできるだけ避けることが望まし

いとされていますので気を付けてください。 

３）擁壁・土留め異常 

●ロケーション結果記録表 

きれつは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

はらみ出しは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

裏込めの陥没は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

目地の食違いは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

頂部の押出しは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

低部の沈下は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

擁壁 

土留 

め等 

異常 

 

水抜き孔は 無・有（                            ） 

 擁壁の埋戻しはほとんどは締固めが十分行われないのが現状です。それも浅ければたい

して問題とならないのですが、擁壁規模が一定以上の場合、埋め戻し側に不同沈下となる

地盤事故がいまだに跡を絶たないのは残念なことです。 

掘削の範囲は、通常擁壁高さと、ほぼ1:1の

割合ですから、擁壁面よりその高さに等しい幅

だけ、埋め戻されていると考えるべきでしょう。

建物の配置図がロケーションにとって重要な

判断資料になるのは、こうした場合です。 

造成後間がない時の新設擁壁ではたいてい

の場合、擁壁背面は陥没しており壁面には当初

の地盤面であった位置から下が汚れているこ

とが多く、施工時の地盤高さからどのくらい圧

縮沈下があったのかを目視で確認できます。 

擁壁背面土はおおむね軟弱で、鉄筋棒でも簡
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       図３．２．３－４  

単に貫入できますから、埋め戻しの範囲を、たとえばボーリングバーと呼ばれる図3.2.3-3

のような道具を用いて探るのは有効です。 

擁壁は重量があるために、いったん異常が生じると危険が増大します。 

 図3.2.3-4、表3.2.3-3に擁壁の危険度チェック項目を示します。通常、擁壁に現れる

障害には、たいていは裏込め土の陥没を伴って現れます。ＲＣ擁壁の場合、沈下に伴う擁

壁天端の押し出し、伸縮目地部分のずれなどがあります。間知擁壁はその重さで土圧と対

抗する形式で、もたれ擁壁などともいいます。ブロックや切石を積み上げるだけの簡単な

構造なので、異常はすぐに亀裂やはらみ出しとして現れます。亀裂の補修跡などをよく見

かけますが、沈下の兆候ですから気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３．２．３－３ 擁壁危険度のチェック項目 

練石 

積み 

擁壁 

の場 

合 

1）ハラミがある。 

2）裏込めの土が陥没している場合。 

3）石同士に肌別れがある。隙間がある。 

4）水抜き穴がない、又は詰まっている場合。水抜き穴は、1 本/3 m2以上設置し、径は 75φ以上とする 

5）石の抜け落ち 

6）法面の勾配が 3/10 以上の場合。又は、擁壁天端が前面に傾斜している場合。 

7）擁壁の高さが 3m 以上ある場合 

RC 擁 

壁の 

場合 

1）亀裂がある（特に水平方向の亀裂は危険） 

2）水抜き穴がない、又は詰まっている場合。3 m2 当たり 1 本以上設置し、径は 75φ以上とする 

3）伸縮目地でズレや段差がある 

4）ハラミがある 

5）裏込めの土が陥没している場合。 

6）擁壁と擁壁前面の成す角度か 90 度以下の場合。 

7）擁壁の高さが 5m 以上ある場合 
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３．２．４ 隣地異常の観察 

 隣地が同一造成地内に含まれるのなら、地盤の条件としては、ほぼ同一あるいは類似し

ていると考えても良いと思われます。したがってこの場合隣地の様子は貴重な地盤情報と

なります。 

●ロケーション結果記録表 

隣地との境は 法面・擁壁・ブロック塀・金網・生け垣・万代塀・その他（      ） 境界 

異常 境界異常と状態は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建物外壁のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

土間・犬走りの損傷 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建物 

異常 

 基礎のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

１）隣地内建物の異常 

 隣地の建物に何らかの異常を見つけたら対岸の火事では済まないことですから、それを

じっくり観察しましょう。前述した「敷地内の異常」と同様にチェックしてください。 

２）隣地内の門扉・塀など 

 隣地内の異常についても前述した「敷地内の異常」と同様にチェックしてください。家

の周りの塀や擁壁にも異常がないか目をやりましょう。 
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３．２．５ 工事関係情報の収集 

●ロケーション結果記録表 

資材置場（敷地内） 無・有 

駐車環境 終日禁止・時間規制（    時～    時）可能 

作業 

環境 

 交通振動など 有・なし その他（             ） 

電線・高圧線 無・有 

前面道路の幅員 （    ）面道路幅 （      ）ｍ 

前面道路との高低差 高さ（      ）ｍ 

接道面との境界は ノリ面・擁壁・ブロック塀・金網・生け垣・その他（        ） 

工

事

関 

係 

 
進入 

障害 

 

トラック進入路 無・有 

 地盤調査に専従している調査員なら、補強工事に付いての知識が浅いことはやむを得な

いことですが、かといって工事に関する情報について全く無関心であることは、調査結果

を考察して適切な基礎工法を選定する上でも誤った判断をすることに繋がりますし、その

後の工程にも大きく差し障りがでてきます。 

１）作業環境 

 作業環境としては、近隣の住環境を工事中の振動騒音などにより一時的にせよ損なう可

能性があるので、まずは、現地の民家の密集度や、交通振動があるかないかを確かめるべ

きでしょう。ダンプなどが通るとひどく家屋が揺れるというのは地盤が軟弱なためです。

地震の際も軟弱地盤ほど振幅が増幅されますので、公式発表よりも揺れを大きく感じます。

軟弱なエリアの道路では、大型ダンプなどの重量のある車両は路盤を損傷する恐れがあり

ますので、通行が制限されていることがあります。 

 施工機械を発生源とする騒音に対しても気遣いが必要になります。病人や赤ん坊などが

いる家庭では静穏を必要としていますが、外観からは判らない場合が多いのでやむを得な

いことですが、物干しに小さな衣類が干してあるかないかといった程度の気の使い方もあ

っていいでしょう。 

 また、敷地周りの状態を確かめ、資材置き場や、仮置き場が確保されるか、あるいは駐

車場が確保されるか等についても確認しましょう。 

２）進入障害  

 工事情報として第１に重要なのは、工事車両が進入できるかどうかということです。道

路が細くて車両が角を回りきれないとか、道路から敷地が高いために搬入に際してクレー

ン車が必要であるかないかなどの判断が必要です。 

 第２には敷地内への機材の搬入に際して電線などが障害になったりすることがあり、生

け垣や、塀などが障害になることもあります。これらは工事見積もりに大きく影響を与え

ることになります。 

 図 3.2.5-１に車両通行可能な道路形状かどうかを、図 3.2.5-２に敷地形状や敷地内へ

の施工機械搬入の可否を判断するときの注意点を示します。 
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       図３．２．５－１ 道路からみた進入障害 

 
        図３．２．５－２ 敷地内機械搬入の可否  
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３．３ 地盤計測の基本的考え方 

３．３．１ 地盤計測の主題と方法 

１）地盤計測の主要なテーマ 

 地盤ロケーションにおける目的は第一義的には「地盤リスク」を把握することにありま

す。そしてそのためには地盤計測の主題を「地盤を構造的に捉える」ということに置かな

ければなりません。このために軟弱な自沈層の分布範囲と分布深さを把握すること、そし

て自沈層の連続性の追跡に主眼をおきます。軟弱層の連続性を追跡することは同時に堅固

層を追跡することでもあるので、自ずと後述する地盤の構造的な特徴を把握することにな

ります。 

 「地盤計測」とは地盤技術者が「想像」と「事実」との相互的な反復検証を経て「地盤

リスク」に到達する行為をいうと定義します。  
まず現地の景観をロケーションして、各種の定性的な条件を確認し、そこから得られた

情報を地盤情報に転換し総合して地盤構造をイメージ（＝想像）します。そして地盤計測

を通じてそれを追認してゆくのですが、しばしば地盤の計測結果（事実）と合致しません

から、想像と事実との矛盾を突き合わせ照合を行って矛盾を解消（＝地盤構造を再構築）

します。 

地盤を立体的に構造として理解するためには、このような一連の行為を反復しながら真

実の地盤構造に近づいてゆくほかはありません。実際の地盤計測においては個別の地盤ご

とに臨機に対応する必要があり、後述するように地盤の構造ごとに留意点も異なるため「や

すらぎ」では調査員の自由裁量で測点を選ぶこととしています。このため「やすらぎ」で

は測点選択のマニュアルは設けていませんが、基本的なセオリーはありますから効果的に

地盤構造を把握するための基本的な考え方について以下に示します。 

２）地盤計測での３つの基本的原則 

 地盤計測における基本的な原則は以下の３つです。 

        第１には、測点選択の原則 

        第２には、特異点に対する原則 

        第３には、貫入障害に対する原則 

 これらは「地盤リスク」の存在を「発見」し、その「対処法」を考える上でいずれも重

要な意味を持ちます。 

 この原則に従って地盤計測が実施されない限り、「安全」を最大化し、基礎への「コスト」

を「最小化」することはできません。細部に渡る作業手順を決めないのは、原則に沿った

現場での臨機な処置を求めるからです。 

 次節以降にこれらの原則について詳述します。 



 142 

３）地盤計測を最適化する 

（１）移動線には明瞭に技量の差が出る 

 経験の浅い技術者に、上記の原則に沿って指導すると、初めのうちは必要な計測がされ

ていないことを指摘されるために、測点数がどんどん増えて行きます。しばらくすると、

こんどは無駄な測点を指摘されることになり、訳が分からないまま、ますます測点数が増

加するという悪循環に陥ります。しかし、これを繰り返しながら１年ほど経つと、最小の

労力で地盤を把握するための無駄のない方法を知らず知らずのうちに身につけてきます。 

 効果的な測点を選ぶときには、第１に地形の条件を考慮することが重要です。調査地に

着いたらまず敷地を中心に半径 50m 程度の範囲を観察し地形の傾斜方向を見極めること

が大切です※１。 

 第２には第１測点から順次測点を移動するに際してその理由（なぜその地点に移動した

か）について合理的な説明ができることが必要です※２。 

※１：地図に表される等高線は傾斜の方向と角度を明瞭に示しています。初級技術者は普段から地形図

に親しんで現地での起伏の状態を記憶し、地図に示される等高線の密度や曲率とを見比べて資料を見る

力を養ってください。 

※２：地盤調査は知的創造力を必要とする仕事です。そして専門的な知識の他に地域の事情にも精通し

なければなりません。知的であることを主張するなら、機械的に穴だけ開けるようなことと明確に決別

し、自らの判断に基づいて地盤を明確に把握することが大切です。そしてその判断について合理的な説

明ができると言うことは当たり前のことではないでしょうか。 

 地盤調査のために、この宅地では、どこに測点を置くべきかを考えることは、すでにその

こと自体が、地盤調査のノウハウであるはずです。 

 本来ならば、建物が配置される位置を考えながら自由に調査員（＝技術者）が測点の位置

を決め、自身が納得のゆく地盤イメージを持つことができるまで調査すべきものです。測点

を効果的に選べるかどうかは、そして、いかに少ない測点で地盤構造を把握できるかは調査

員の質（技術力、経験の深さに係わる）の問題であり、測点を繋いでできる移動線こそ技術

者の思考プロセスそのものであるといっていいでしょう。 

（２）妥当な測点数はあるか 

 目視して敷地一面が岩盤であるような地盤において、あえてＳＳ試験を行う人はいないで

しょう。測点数も調査員自身が１測点でも良いと考えるなら、それで良いわけです。そのか

わり５測点でも 10 測点でも必要があると思えば納得するまでやるべきものです。要は地盤

調査の目的が達成されたかどうかが問題なのであって測点の数が多ければよいというもの

ではありません。 

 予め「建物の四隅・・・」にといった具合に測点位置の仕様や測点数を決めることは、全

くの素人に現場作業だけをさせる場合には有効でしょう。そのかわりマニュアルの弊害（＝

思考停止）を承知の上で、そのデータを解析できる技術者（＝測点の位置や測点数を指示し

た人）が地盤診断をすべきものです。もし、技術者といえるほどの人がロケーションを行う

ならば、そのようなマニュアルは不要であることを、契約の際にはっきりと主張するべき

でしょう。 

 調査深度についても同じ事がいえそうです。ある深さに現れた軟弱層が、あるいは堅固

層がなにを意味しているかを考える力のある技術者ならば、指示されなくても必要な深さ

まで調査をするはずです。 
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 また「やすらぎ」では推奨する測点数を４測点以上としていますが、読み進めていく中

でその理由も明らかになるでしょう。 

（３）経験の浅い技術者のために 

 測点の選択は調査員の裁量に任せられるべきものですが、ロケーション技術の未熟な調

査員の場合、または、熟練調査員でも特に丘陵の造成地などで旧地形の傾斜方向が不明な

場合は、とりあえず建物の４隅と真中の５測点を設定することも間違いを防ぐ意味では有

効であり必ずしも否定はしません。しかしこれを固定的に考えてしまうと測点を効果的に

選びながら全容を把握するという技術者としての基礎的な技量についてトレーニングを行

う機会を失ってしまうことが懸念されます。 

 各種のマニュアルには次のような作業手順を設けていることが多いと思われます。新入

社員などの場合には、このような方法を暫定的な指針とするのもよいでしょう。 

①およその矩形敷地において、原則として対角線上に３箇所を選びます。 

②少なくとも一カ所以上は建物配置予定地点内での測定を行います。 

③盛土が予想される敷地では盛土想定位置での測定を１箇所以上行います。その上に建物が予定される

場合は堅固層（＝杭の支持層）までの測定を行います。 

④対角上の測点で一方は荷重１kN（100kgf）以下での自沈、他方は回転がある場合、もう一方の対角

線上の１箇所以上で追加測定を行い、自沈層の分布範囲を把握します。 

⑤測定の結果、２測点での堅固層（＝杭の支持層）の深度に2.0m以上の差がある場合、２測点の中間点

でも支持層までの深さを確認します。 

⑥既存建物等があり上記での測定が不可能な場合は同条件に近い所で測定します。 

⑦擁壁基礎の地盤の状態が不明で、沈下や転倒、その他について心配が残るようなとき、可能なかぎり

隣地でも行います。 

 経験的に云って全くの未経験者がある程度の水準に達するには早い人でも２年程度以上

かかります。ある程度経過すれば、経験の豊かな熟練者の手元（補助員）であることを止

め、一人で現場を任されるようになるでしょうが、この場合、ビデオを携行するようにし

ましょう。そしてそれを解説しながら熟練者はヒアリングすることになります。このさい

いろいろ現場の様子を聞かれるはずですが、何を観察すべきかの訓練には非常に有効です。 

 また、このように上位技術者がロケーションの内容を確認しないまま、「保証」を受諾す

ることはできません。 
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４）地盤計測と地盤構造 

（１）地盤構造の種類と特徴 

 地盤には一つとして同じものがないといわれますが、それでもいくつかの構造的な特徴

で括ることはできます。「やすらぎ」では、地盤の特徴を大きく９つに区分して、不同沈下

の起こりやすさについて指数化しています。この方法については別冊「地盤調査法基準書」

を参照してください。 
地盤構造区分 地盤構造の特徴 地形ごとの特徴 

（１）単層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 来の単一層か

らなる地盤 

①丘陵地・台地 

 主に、丘陵の尾根の稜線部や、起伏の頂上付近でこのような地盤であっ

たら、まず良好な宅地品質をもっているといって良いでしょう。 

②砂丘地 

 海岸に高く盛り上がっているような砂丘では、砂層の厚い分布が見られ

ます。宅地の地盤としては良い条件であるといえます 

③扇状地・自然堤防 

 緩やかな傾斜地で良く締まった在来層の単一地層であることが多くあ

ります。扇状地の場合は、砂礫層が、自然堤防の場合は、砂層が分布しま

す。 

 

 

（２）重層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 平に２層が重

なった地盤 

※地中８m まで

の範囲内に第３

層がない場合 

①台地 

 台地上の水田に盛土したようなときの、地層構造をもった地盤です。盛

土の厚さ、その安定度が十分なら問題の少ない地盤といえましょう。 

②扇状地・台地 

 緩やかな傾斜地で良く締まった在来層の上部に盛土をしたようなとき

もこのような構造になります。 

③後背湿地・潟湖跡地・埋積谷 

厚い軟弱層の上に盛土することがあります。軟弱層の圧密度が低いので、

沈下のさけられない地盤です。不同沈下となるかならないかは、建物荷重

の偏り、軟弱層の均質性の差によって違います。 

盛土下部地盤に厚い超軟弱層が分布するときは総沈下量が大きくなるこ

とがありますから不同沈下の可能性が高くなります。 

（３） 複層 

 

 

 

 

 

 

３ 層以上の地層

が水平に重なっ

た地盤 

※地中８m まで

の範囲内に第３

層がある場合 

①氾濫低地・三角州地帯 

 沖積地に多いパターンで上部を盛土、中間を旧耕作土などの軟弱な粘土

層、下部を砂層とするような場合、水平に重なった複層構造をもつことが

多くあります。おおむね無難な地盤ですが、盛土の安定度、締まり具合、

粘土層の圧密、荷重の偏りなどに注意が必要です。 

 

 

 

 

（４） 斜層 

 

 

 

 

 

 

 

在 来の堅固層に

傾斜がある地盤 

①丘陵地 

 地表層の下に傾斜している地層があるような構造となった地盤です。最

も多いパターンは丘陵地などの傾斜地に盛土をした地盤が想定されます。 

 この地盤も油断がなりません。主に盛土部の安定度と層厚差が問題にな

ります。盛土の経過年数が少なく、盛土自体の締まり具合が悪いと、不同

沈下となりやすい地盤構造だといえます。 
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①谷底低地：谷底に堆積した軟弱層の上に盛土をしたような地盤構造の特

徴です。谷を挟んでいる尾根が地中でつながっていますから、尾根の裾地

に近いほど傾斜が急になっています。この場合盛土の安定度、その経過時

間、軟弱層の層厚差、同層の圧密度が問題になります。 

②台地の裾地：台地の崖麓線に接して軟弱な沖積層が分布することがあり

ます。問題点は①の場合と同じです。 

（５） 複斜層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜 層の上部に水

平地層が載る地

盤 

③堤間湿地・後背湿地：海岸の砂州に挟まれた堤間湿地や後背湿地などで

も、同じような地盤構造に出くわします。砂州の砂層が潜り込んで、その

上に軟弱層が堆積するケースです。問題点は①の場合と同じです。 

 

 

 

①谷底低地：複斜層の一種で低地と低地に接する高台（微高地を含む）と

の境目にある時の地盤構造です。低地側に分布する軟弱層の一部が敷地内

にかかっています。谷部にはため池がつくられることが多いのですが、こ

れを埋めて宅地化されたような地盤もこのパターンとなります。この場合

の地盤問題は複斜層と同じです。 

②台地の裾地または堤間湿地と砂州の境目・自然堤防と後背湿地の境目 

①と同様です。 

（６） 挟層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 下２層の中間

に、あるいは同一

地層内に不規則

に地層が挿入さ

れた地盤 

③後背湿地・堤間湿地：軟弱層にレンズ上に砂層を挟むような場合もこの

バリエーションです。このような時には砂層が圧密の際の排水経路となり

沈下量に時間差が生じて不同沈下となりやすくなります。 

 

 

①丘陵の傾斜部：尾根部を削って谷部を埋めたような造成地には、必ずあ

る構造です。表層部に異なった種類の地層が現れますから、異種の地盤に

またがって建物が配置される時には、最も不同沈下となりやすい地盤とい

えます。 

②丘陵・台地斜面の擁壁：また擁壁背面の埋め戻し土と在来地盤とにまた

がる場合はこのバリエーションといえます。地下車庫の一端に基礎が載る

のも、同様です。 

（７） 異層 

 

 

 

異 なる変形係数

を持つ２層が接

合する地盤 

③後背湿地：平坦な水田地帯で既存の盛土に接して片盛土がされているよ

うな地盤に出くわします。形は少し違いますが、この構造の一つのバリエ

ーションでしょう。敷地の一方が水田のまま残されているようなときに

は、新たに施工された盛土と、旧の盛土の両方にまたがってしまいます。

こんな時にはそれぞれの盛土部の沈下性状は、すでに沈下の進んだ部分と

そうでない部分の沈下の時間差を考えなければなりません。 

①河岸段丘上の緩い傾斜地：棚田などを盛土した場合、地中に段差が隠さ

れていることがあります。段丘堆積層は硬く、耕作土となっている軟弱部

はおおむね薄く、問題の少ない地層ですが、盛土層の層厚が敷地内で異な

ることになりますから、不同沈下を起こしやすい地盤構造です。この構造

は斜層の変化型であるといえます。 

（８） 段層 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋 没する地層に

段差がある地盤 

②沢地（谷底低地） 

 基本的には①と同様の地盤条件です。 

 

 

①埋め立て地：谷部や、ため池跡に造成された地盤などでは、窪地状にな

ったところに盛土されることがあります。谷の広さによって、窪地のスケ

ールがちがってきますが、谷の最も深い最底部にかけて盛土層が厚くな

り、盛土の層厚差が生まれます。この場合盛土の安定度、その経過時間、

層厚差が問題になります。 

（９） 凹層 

 

埋 没する地層が

窪んでいる地盤 

②空洞その他：地形と直接関係はありませんが、掘削跡（陸堀）地、空襲

時の爆撃跡、みがき砂や亜炭の坑道の崩落跡、同じく残された空洞などは

このバリエーションでしょう。 
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（２）地盤構造からみた測点選択 

ａ．単層での測点選択 

地盤構造区分と測点の選び方・考え方 

単層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地盤構造の特徴：単一の地層からなる地盤は、多くの場合、ほとんど問

題がない地盤であるが、まれに軟弱部を不均質に挟み込んでいることがあ

る。 

○地形的な位置：丘陵地・台地・砂丘地・扇状地・自然堤防などに見られ

る。 

○測点選択の要点：この場合軟弱層の分布状態、特に 500N（50kgf）以

下で自沈する地層の厚さや範囲について重点的に調べる他には、特に決ま

ったセオリーはない。 

 

 

 

ｂ．重層・複層での測点選択 

地盤構造区分と測点の選び方・考え方 

重層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地盤構造の特徴： 重層は下部層が洪積層や第三紀層などの安定した地層

である場合、おおむね無難な地盤であるが、盛土が緩い場合には支持力が

得られない他、造成後日が浅いと沈下の可能性もある。また沖積地盤で盛

土下部が厚い軟弱層となっていることがある。このような場合同層が厚い

場合や、不均質な時には不同沈下となりうる。 

 複層は上部を盛土、中間を旧耕作土などの軟弱な粘土層、下部を砂層と

するような場合で、水平に重なった構造を持つことが多くある。 

 水田を盛土したようなケースで中間層において軟弱であることが多く、

同層が厚い場合や、不均質な時には不同沈下となりうる。 

○地形的な位置：重層は台地・扇状地・後背湿地・潟湖跡地・埋積谷など

に見られる。複層は氾濫低地・三角州地帯などの沖積地に多いパターンで

ある。 

○測点選択の要点：盛土の安定度、締まり具合、粘土層の圧密、荷重の偏

りなどに注意が必要である。 

 複層で中間に軟弱層を挟む場合において図 3.3.1-1 のように同層中に薄

く不連続な砂層をレンズ状に挟む場合がある。この砂層は圧密沈下の際に

排水経路となり同層に近い付近で沈下が大きくなる危険がある。こような

時には建物縁辺に№４地点をとると良い。 

 このことは建物予定配置外に測点を広くとることの理由の一つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図３．３．１－１ 圧密排水層を挟む複層  
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ｃ．斜層・異層・複斜層・挟層での測点選択 

地盤構造区分と測点の選び方・考え方 

斜層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
異層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複斜層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挟層 

○地盤構造の特徴：斜層および異層は傾斜する地層の上に水平面を持つ他

の地層が載っている形状を持っている。２層とも在来地盤である場合には、

問題は起こりにくいが、通常上層が盛土であることが多く締まり具合によ

って不同沈下となる可能性が高い。 

 複斜層は斜層の一種で低地と低地に接する高台（微高地を含む）との境

目にある時の地盤構造である。低地側に分布する軟弱層の一部が敷地内に

かかっている。谷部にはため池がつくられることが多いが、これを埋めて

宅地化されたような地盤もこのパターンとなる。挟層は複斜層の変形であ

るが挟み込まれた軟弱層を見逃しやすい。 

○地形的な位置：斜層や異層は丘陵地や台地などの傾斜地の造成地に多い。

造成時期の異なる盛土なども異層の変形である。複斜層および挟層は谷底

低地と丘陵地や台地との接合部付近、浜堤と堤間湿地との接合部など、高

地と接する低地との傾斜変換点付近に多く見られるパターンである。 

○測点選択の要点：上層が緩い盛土や沖積層の軟弱粘性土であるような場

合その最大厚さ（＝堅固層の分布深度）を把握する。異層の場合には切り

土と盛土の境界を把握する。挟層の場合は挟み込んだ軟弱層の分布範囲を

把握する。 

 

 図 3.3.1-2 に異層の計測例を示す。№４地点での計測により最大層厚は

№２に近い地点であることが判る。№５地点にとれば建物配置面内での盛

土範囲がおおよそつかめる。 

 測点配置図の図上に切り盛土の境界線が描ける程度の計測を実施した

い。そのようにすれば最も危険が多いと考えられる建物南縁部における対

策を考えることができる。 

 予定建物の北西角、南東角に測点がないことは特に気にする必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      図３．３．１－２ 最大盛土厚さと切り盛境界線  
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ｄ．段層・凹層での測点選択 

地盤構造区分と測点の選び方・考え方 

段層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凹層 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地盤構造の特徴：土地利用において何らかの人為的な改変を加えた地層

が埋没する構造である。例えば緩い傾斜地の棚田などを盛土したようなパ

ターンを段層といい、岡掘りされた土砂採取場の跡地を造成されたような

パターンを凹層といっている。盛土層の層厚が敷地内で異なることになる

ので、不同沈下を起こしやすい地盤構造である。これらの構造は斜層の変

化型であるといえる。 

○地形的な位置：段層は丘陵地や台地の緩い傾斜面に多い。凹層は丘陵地

や台地で良質な陶土が得られるようなところ。河岸段丘や沖積地において

コンクリートの骨材用に用いる河床レキなどが堆積するところに多い。 

特殊な例としては工場敷地内で、廃棄物の処分場であったところや、畑地

での堆肥貯蔵用の穴であったところなどが考えられる。また亜炭鉱の跡や

みがき砂を採取した坑道（＝空洞）が残存するようなケースもある。 

○測点選択の要点：いずれも人為的な改変がくわわっているので、自然地

層のような連続性はないため明確な地盤構造は捉え難い。 

 現地で違和感を感じたらできる限り測点数を多くとって盛土厚さの分布

を把握するようにしたい。 
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        図３．３．２－１  

        図３．３．２－２ 

３．３．２ 測点選択のための原則 

１）傾斜地における測点選択 

（１）主傾斜方向とは 

 主傾斜方向とはその地点における最も急

な角度を示す地形方向のことを言います。 

 敷地の中央に立ってみて、そこを中心に

辺りを見回しどの方向に傾斜が急であるか

を確かめます。例えば北側に最も高く、南

側に低くなる地形であるなら「南」斜面と

呼びます。その地点の傾斜は「南」方向に

傾斜していると言います。 

 そしてその地点における主傾斜方向は当

然「南」ですから、図 3.3.2-1 のように仮

想の主傾斜線（最大傾斜の方向となる線）を敷地にイメージします。 

（２）どの対角線を選ぶか 

 測点は敷地の対角線上に３点選ぶのが原則です。敷地はほぼ矩形であることが多いので

対角線は通常２本得られますが、建物が図 3.3.2-2 の様な配置であるなら主傾斜線に最も

接近する対角線（測点１、２、３）を選びま

す。 

 仮にこれと反対に、主傾斜線に直角に近く

交る対角線を選んだ場合、軟弱層の分布厚さ

が正しく把握できない可能性がありますから、

このような選択は地盤を誤認する危険があり

ます。 

 地盤を全体として大きく把握するためには、

予定建物配置面から測点がはみ出していても

かまいません。№１地点および№２地点は対

角線の両端部（敷地偶角部）がよいでしょう。 

 図 3.3.2-3 の事例は地盤調査の自社施工

を進める、ある大手ハウスメーカーが自社で

行ったＳＳ試験データです。丘陵裾地であっ

て、地層の傾斜が考えられるにもかかわらず測線（３地点）の取り方を完璧に間違えてお

り、このデータでは、この地盤を均質な地盤と判断してしかねません（図の左側のデータ）。

ここを後でロケーションする機会があり、付近の岩の露頭から逆の測線が妥当（必要）と

感じ、№４と№５を追加調査しました（図の右側のデータ）。予想通り測点№５は浅い位置

で岩着してしまいました。その大手メーカーは当初の調査結果から表層地盤改良を計画し

ており、この場合は不同沈下が必至であると考えられますから当然、杭基礎などの支持的

基礎とするべきであり、大きな間違いを犯すところでした。 
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    あるハウスメーカーの計測         測点を追加した計測  

      図３．３．２－３ 誤った対角線上に測点を選んだ事例 

       図３．３．２－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計測に順序がある理由 

 測点を選ぶ順番として№１地点（主傾斜の上位地点）を最初に、次に№２地点（主傾斜

の下位地点）を、最後に中央の№３地点を選ぶのがよいでしょう（対角上の３点のうち１

点は必ず建物配置内に選ぶ）。 

 №１地点を最初に選ぶのは在来層の強さや貫入時の感触を知り、後の計測の参考にする

ためです。№３地点を最後にするのは、№１

および№２地点のいずれか一方に軟弱層を認

めたときに、例えば図 3.3.2-4 のように両点

の中央ではなく、より厚い軟弱層を認めた地

点に近づけて№３地点を選ぶためです。 

 いずれか一方に軟弱層が偏在するのであれ

ば、その分布範囲が限定的であるかどうか、

また分布深さのより厚くなる範囲を確かめる

必要があります。このようにして№３地点を

選べば建物の端部でも盛土層厚はわずかで敷
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       図３．３．２－５ 

       図３．３．２－６ 

地の西側に偏って限定的であることが判ります。もし№３地点を中央地点に選んでいた場

合、堅固層の傾斜線が見いだせません。 

 このような場合には建物の配置によっては軟弱地点側の基礎の梁剛性を高めることで対

応できる可能性がありますが、敷地中央点で頭から堅固層が現れるなら堅固層の傾斜が判

らないために杭基礎以外の工法を採用しにくくなっていまいますから、測点の選び方一つ

で施主に無用の負担をかけることになってしまいます。 

（４）第４測点の選び方 

 次に図 3.3.2-5 の№４のように主傾斜線に近い敷地の縁辺（南側敷地境界線）で測点を

選びましょう。主傾斜線が本図のようなときは、軟弱層の分布範囲を確かめる意味で主傾

斜線を跨ぐ地点（№４）であるほうが良い

でしょう。それは盛土や軟弱層の分布厚さ

が最大傾斜線付近に最も厚くなる可能性が

あるためです。 

 もしこの敷地全体が盛土地盤であるのな

ら、盛土の厚さは北側により薄く、南側に

より厚いのは明らかです。建物北西側角付

近や建物南東角付近では№３地点とほぼ同

じ厚さかまたは薄いことが類推できます。

したがって軟弱層（盛土層）の厚さは主傾

斜線に近い付近により厚くなっているはず

ですから、図のように主傾斜線を跨ぐよう

にして№４測点を選びましょう。このよう

にすれば盛土の最大層厚を把握しやすくな

る他、堅固層の傾斜が最大となるところをはっきりと把握することができると考えられま

す。 

 以上が主傾斜線から測点を選択するための基本的な原則です。そして「やすらぎ」にお

いて測点を４カ所以上とする理由でもあるのです。 

２）平坦地における測点選択 

（１）周辺の高地に気を付ける 

 調査地の近隣が平坦であったとしても、

もう少し範囲を拡大して見て見ましょう。

近くに（調査地から半径 50m 以内に）

丘陵や台地および自然堤防などの高地あ

るいは微高地がないかを確かめます。図

3.3.2-6のように調査地付近は平坦であ

っても高地側の地層が埋没しているよう

な時は敷地の深部に埋没層が傾斜してい

る可能性があります。 

 平坦地と傾斜地との接合部付近においては埋没する堅固層が傾斜して分布し不同沈下を
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     図３．３．２－７ 蛇行流路の攻撃部  

 
         図３．３．２－８ 

起こしやすい地盤構造となる事が多いので注意が必要です。 

 このようなときは高地側の地層の傾斜方向を勘案して、傾斜地での注意点を考慮しなが

ら、同じように測点を選ぶべきです。 

 谷底低地や台地の近傍のようにはっきりと高地が認識できる場合はもちろん、気を付け

ないと見逃しそうな自然堤防のような微高地においても同様ですから、事前の資料調査を

十分に行うことが大切です。 

（２）川筋に気を付ける 

 調査地から半径 50m 以内に高地が見あ

たらず、周辺が全く平坦地である場合でも

注意が必要です。低地というのは必ず河川

や水路をともなっているものです。河川は

土砂を運ぶ機能があり、堤防を超えて流れ

出した越流水の流向や流速を考えなければ

なりません。越流水は河川に近い方から順

次流速が衰えますから、河川に近いほど砂

などの粗粒土が堆積し、離れるほど細粒土

になるとすれば、川筋に対して直交する方

向に埋没する地層が傾斜している可能性が

あります。 

 自然堤防と後背湿地との標高差が明瞭で

ない境界付近において、盛土によって平坦

化されてしまっているようなとき傾斜変換点を目視できないことがありますが、川筋に直

交する対角線方向に測点を選ぶことで危険を回避できることがあります。 

 半径 50m 以内に河川や水路がある場合は先述の場合と同様に傾斜地に準ずるものとし

て傾斜地での注意点を考慮しながら同じように測点を選ぶべきです。 

 また河川が蛇行して流れる場合、攻撃側の淵において洗掘されて水深が深くなります（図

3.3.2-7）。旧河道の跡地である場合、蛇行の痕跡をよく見て攻撃側に敷地があるのなら一

部分だけ軟弱層が厚いことを予想しなければなりません。 

（３）平坦地での注意点 

 全く平坦な景観である場合は、図

3.3.2-8のように矩形敷地における２本

の対角線のいずれか一方を選びますが、

この場合予定建物配置面をより長く横切

る対角線を選び３測点を設定すると良い

（図の場合は対角線Ａ）でしょう。また

第４測点は未調査の対角線Ｂの偶角部に

設定することとしますが、その場合、同

図の№４に示すように予定建物に近接す

る地点において選ぶのが良いでしょう。 

 既存建物等があり上記での測定が不可
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能な場合はできるだけ同条件に近い所で測定します。 

３）擁壁に絡む場合の共通原則 

 地盤事故の中で擁壁に絡んだ事故の比率は最も多いものと推察されます。擁壁周辺での

調査において特に気をつけたいところを表 3.3.2-1 に示します。 

表３．３．２－１ 擁壁周辺の調査 

 確認事項 確認方法 

擁壁

基礎

地盤 

擁壁基礎地盤の支持力  擁壁底盤以深の地盤に貫入が可能な位置に測点を設定しＳＳ試験を実

施し、底盤面から擁壁高さの２倍相当までの深さについての支持力を確認

します。沈下が懸念される自沈層が分布する場合は層厚を確認します。 

埋戻し土の強さと擁壁底盤

の位置 

 擁壁背面においてＳＳ試験を行い埋め戻し土の強さを計測すると共に

擁壁底盤に突き当たる位置を確認します。 

埋戻し土の範囲  擁壁背面側の埋め戻し土の分布範囲を面的に確認します。先を尖らせた

鉄筋棒を用いて埋め戻し土との境界線を確かめたり、雑草の繁茂状態から

確かめましょう。 

擁壁

背面

土 

埋め戻し土の沈下  非転圧の埋め戻し土は擁壁高さの 10％程度沈下するのが一般的です。

放置しておいても自然に沈下するので擁壁裏面に陥没の痕跡を残すこと

が多いものです。 

 以下は擁壁に絡んだ地盤について当ては

まる共通の原則に付いて示します。  

（１）擁壁の安定 

 新規に擁壁の築造が予定されている場合

などには擁壁下部の地盤支持力を調べるた

めに擁壁想定位置において測定を１箇所以

上行います。図 3.3.2-9 の場合であれば敷

地東側及び南側のノリ面となっている縁辺

において新規に擁壁が作られるものと予想

されるので少なくとも敷地東南角付近（擁

壁高さが最大となる辺り）で１箇所は必要

です。また擁壁下部地盤が軟弱で擁壁基礎

に杭が想定される場合には支持層となる堅

固層（ N＞10）までの深さを確認します。 

 既存擁壁基礎の地盤の状態が不明で、沈

下や転倒、その他について心配が残るよう

なとき、図 3.3.2-9 の測点Ｂように擁壁底

版以深のデータを得る位置（底版を回避で

きる位置）で１箇所以上測定します。また

敷地内で測点を選べないときには測点Ｃの

ように可能なかぎり隣地でも行ってくださ

い。 

（２）埋め戻し範囲の推定 

 建物の配置予定面が既存擁壁に接近し擁

壁の埋め戻し部位にかかる場合はその範囲

を特定しなくてはなりません。これは基礎
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の折れ曲がりを回避するために同付近では必ず何らかの補強が必要になるためです。図

3.3.2-10 の測点Ａように擁壁裏込め部分で１箇所実施します。 

４）多区画一括分譲地の場合の共通原則 

（１）測点選択の原則的考え方 

 複数戸を建築するための宅地が造成されて一括して“建売り”、或いは“売建て”方式で

販売されることが多々あります。このような調査地を仮に「多区画一括分譲地」と呼びま

す。 

 「多区画一括分譲地」において地盤調査をする場合、多くの場合、できるだけ効果的な

測点を選び測点数を減らすようにしてコストを下げる努力が行われます。しかし、だから

といって、「やすらぎ」は基本的に個別宅地ごとに保証しますから、「多区画一括分譲地」

であったとしてもあくまで個別宅地ごとに地盤品質を考察しなければなりません。 

 このようなときこそ地盤技術者としての力量が問われます。なぜなら、１宅地あたりの

測点数が少ない分だけ情報量が少なくなることを承知の上で１つの測点に多くの意味を持

たせるような測点を選ばなければならないからです。 

 複数の個別宅地をひとまとめにまとめて、これを通常の宅地よりも大きめの宅地である

と思えば良いことですから、「多区画一括分譲地」での地盤計測も原則的には測点選択法の

考え方はこれまで述べたことと同じです。景観観察も同じ考え方で実施してください。た

だ、考察にあたって個別宅地ごとの評価ができないのは困りますから、表 3.3.2-2 に「多

区画一括分譲地」での地盤計測における測点選択の基本的な考え方を示しておきます。 

表３．３．２－２ 「多区画一括分譲地」での測点選択の基本的な考え方 

ａ  地形状況を総合的に判断して「全区画」を２～４宅地程度の「分割区画」にまとめ、「分割区画」を１

宅地と見なして地盤計測を実施する。 

ｂ 必須 「分割区画」内では現地景観を考慮し、地形の傾斜方向に沿った対角線上、あるいは近隣の高地や水

路を背にして視線方向に沿った対角線上で少なくとも３測点は必ず計測する。3.3.2-1）～2)参照。 

ｃ 必須 個別宅地あたりでは必ず１測点以上は計測する。 

ｄ  原則として「分割区画」内では４測点以上の測点を選ぶ。 

ｅ  「全区画」では、個別宅地数×２程度以上を測点数の目途とする。 

ｆ  個別宅地において、0.5m を越える高さのノリ面がある場合で、予定建物がノリ肩に近接するときは、

原則としてノリ高さの最大となる付近のノリ肩で１測点以上は計測する。 

ｇ  個別宅地において、0.5m を越える擁壁がある場合で、予定建物が擁壁に近接するときは、原則とし

て擁壁埋め戻し部位で１箇所以上計測する。また擁壁底盤深度以下のデータを計測できる地点を選び

１箇所以上計測する。 

ｈ  個別宅地が 10 棟以上である場合には、原則としてボーリング調査を１地点以上行う。この場合、10

棟前後を「分割区画」にまとめ、同区画内においてＳＳ試験結果を踏まえてより有効な地点を選ぶ。

調査位置は地形を考慮して、最も地盤リスクが大きいと思われる位置を選ぶようにする。 

※表中、「全区画」とは「多区画一括分譲地」内での「個別宅地」の全部を云います。「分割区画」とは、「全区画」

をいくつかの任意の塊まりに分けた区画を指します。 

 後述する 3.3.3 項「特異点への対処」および、3.3.4 項「貫入障害への対処」について

も原則は同じです。 

 特異点がある場合はそこに「地盤リスク」がある可能性は高いので、多少、他の宅地の

測点を犠牲にしても測点を集中するようにしてください（本節 3.3.3 項参照）。 

 沖積地などで表層地盤の下位に軟弱層が存在すると推測される場合には、貫入障害を克

服する必要があることも同様です（本節 3.3.4 項参照）。 
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（２）測点選択の模範事例 

 図 3.3.2-11 はノリ面や擁壁がない「多区画一括分譲地」において、宅地の配置や地形

の傾斜方向などから３宅地を「分割区画」としてまとめています（この時点で表のａを満

たす）。 

 測点１では切り土又は在来地盤相当の堅固

層を確認しました。一方、測点２では盛土相

当と思われる軟弱層を確認しました。このた

め測点２の近傍で測点３を選び軟弱層の分布

と堅固層の傾斜を確認しています（この時点

で表のｂを満たす）。 

 宅地Ｂでのデータが必要ですから、切り盛

りの境界付近とおぼしい測点４に移動しまし

たが、測点１と同様の結果が得られました。

この段階では切り盛りの境界は測点３と４の

間に存在することは明白です（この時点で表

のｃとｄを満たす）。 

 再度、地形の傾斜方向を確認し、盛土層厚がより厚いと思われた側に測点５を選びまし

た。測点３地点と測点５地点での想定された盛土厚、および、測点２地点と測点３地点と

で想定された堅固層の傾斜の度合いは、切り盛りの境界を精度よく推測する有力情報であ

り、類推される切り盛り境界を確認するため測点６をさらに追加しました（この時点で表

のｅを満たす）。 

 ここにおいて表 3.3.2-2 は全てを満足しています。 

 この計測事例では、測点２付近に３、５、６の測点を集中させていますが、特異点であ

った測点２付近での軟弱層を盛土と考えて盛土の範囲を特定するために、切り盛りの境界

線を探査することに主題を置いています。 

 宅地Ａでは１測点しか選択しておらず、宅地Ｃに３測点を選択していますが、このバラ

ンスを気にする必要はありません。 

 第１に宅地ＡおよびＢには盛土（＝軟弱層）がほとんど分布しないことを確認しました

し、第２に宅地Ｃでの盛土範囲を特定しましたから、建物の配置次第で軽微な補強で済む

という確信が得られましたので、これで十分です。 

（３）臨機応変を大切にする 

 最小の測点で地盤の全容を把握することは地盤技術者の誇りでもある……とすれば、平

地のように地層が水平等厚分布で地盤変化の小さい所であっても、表 3.3.2-2 の全てを満

足させるために無理をして測点数を増やすことは“馬鹿馬鹿しいこと”です。 

 「やすらぎ」では、測点数を多くとることに特別な意味はなく地盤計測の目的はその地

盤をより深く理解するための方法に過ぎないと考えています。仮に、事前のペーパーロケ

ーションが十分で、信頼に足る近隣データがあり、かつ現場での景観観察を加えて、その

地盤をより深く理解したとするなら測点はゼロでもかまわない訳ですが、そうもいかない

ので確認のため地盤計測を実施するだけのことです。 

 同表を金科玉条とするのではなく、あくまで地盤リスクの存在可能性とその位置を追求



 156 

するために、自分の頭で考え（thinking by yourself）、臨機応変の処置をとることが最も

大切です。ここで必須とされたｂ．ｃを守り、かつ、個別宅地での評価ができるのであれ

ば何測点でもかまいません。 
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３．３．３ 特異点への対処の原則 

１）特異点に地盤リスクをみる 

（１）地盤リスク潜在のシグナル 

 敷地対角線上の任意の１点においてそれだけが他の測点と著しく異なるデータが与えら

れることは希ではありません。そのような場合、そこになんらかの地盤リスクが潜在して

いる兆しと考えなければなりません。地盤調査員は、ここにおいて初めて、調査員の技量

が問われるのであり、特異点であることの理由を考えながら、そこにどのような地盤リス

クがあるのかを追跡してゆかなければならないでしょう。 

（２）特異点が現れる理由 

表３．３．３－１ 特異点が現れる理由 

堅固層の傾斜により軟

弱層が偏在している 

沖積地での微かな高低差は造成盛土によって容易に消滅してしまうので、現況地表面か

らの観察ではわからない地層の傾斜が地中に存在している可能性がある。 

局部的に人為的改変が

行われている 

擁壁背面の埋め戻し跡、浄化槽を撤去した跡、古い井戸跡、放置された防空壕跡、かつ

ての畑の室（ムロ）跡など、人工的に掘削された跡では局部的に軟弱となっている。 

同一地層中に異なった

地層が挿入されている 

厚い軟弱層の中に比較的締まった砂層が挿み込まれていることがある。 

造成により傾斜変換点

が消滅している 

一見平坦にみえても造成に際して、元来そこに存在した傾斜変換点が外見上消滅してい

ることがある。 

 「やすらぎ」では現地の景観観察力とあわせて、地盤計測における特異点への対処力を 

“中核的な技量（コア・スキル）”であると考えています。宅地に関わる地盤技術者にとっ

て必ず身につけるべき極めて大切な技量です。 

 不同沈下事故が起こる理由の大半は軟弱層の偏在にあり、特異点はそれを指し示してい

るのですから、地盤構造を解き明かす最大のチャンスです。 

２）特異点へ測点を集中させる 

（１）地層の傾斜 

ａ．傾斜地層の傾斜線の把握 

 ある地層が傾斜して分布する場合、その

上に載っている地層は軟弱な堆積層である

かまたは盛土された地層であることが多い

ので不同沈下の原因となります。傾斜が存

在する場合には第１にその傾斜する地層の

傾斜線を確かめることが必要です。 

 重要なのは、建物の端部付近において堅

固層の深度が基礎の補強で対処できる深さ

であるかどうかを調べることです。極端な

例を示せば、図 3.3.3-1 のように機械的に

建物の真ん中に測点３を選んだとき軟弱層の厚さはラインＡである可能性もあり、ライン

Ｂである可能性もあるわけですが、ラインＡであれば誰でも杭を打つまでのことはないと

思うでしょうし、ラインＢであれば杭を打つ他はないと思うでしょう。 

 もし堅固層が建物の端部付近で深さが 1.5m 程度のところまでに見いだせるなら、そこ
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まで軟弱部位を掘り出して堅固層に直接支持させることも可能です。両者の基礎のコスト

は何倍も違ってしまいます。自分の懐が痛むことが苦痛であるなら、施主の気持ちになれ

ないことはないはずです。測点を中央に採った場合その判定ができなくなるわけですから、

始めから図の№４の位置に選ぶかまたは測点を追加するべきです。 

 この例は対角上の任意の１点が軟弱な場合ですが、逆の場合でも同じことが言えます。 

ｂ．地形境界での造成状況把握 

 図 3.3.3-2 は任意の１点が特異的に堅固であった例です。ちなみにこの例は新築後まも

なく不同沈下事故が発生しました。 

 調査地の北側に隣接して築

100 年以上かと思われるような

古い立派な農家があります。そし

て敷地はかって沼地であったとこ

ろで池底には軟弱層が堆積してい

ました。そこに盛土がされて造成

されています。調査地の南側境界

は間知擁壁でしたが若干沈下した

ような形跡があります。 

 調査は№１～№３の対角線上で

行われていましたが、測点№２の

み堅固層にあたって貫入不能とな

り、計測深度内では№１と№３に

おいて見られた軟弱層は見いだせ

ません。 

 考察者は№２測点ではたまたま盛土が硬くて貫入していないものと判断し、№１と№３

において見られた軟弱層は敷地内に連続しており、№２地点にも存在すると誤認し、標準

の布基礎を提案しました。実際はかっては旧家の南側は崖であり、造成にあたり、図のよ

うな傾斜部に間知擁壁を作り、南側を盛土して分筆し転売したというのが実相であり、№

２地点では軟弱層は存在しなかったため、軟弱層の厚い側（南）に沈下しました。 

 ここでの誤りは、古い旧家が、脆弱な地盤には建てないことを考慮していないこと、か

って崖地であったことに想像が及ばなかったこと、調査地の南側擁壁の沈下痕跡を見逃し

たこと、№２地点の近傍でもう一点追加すべきであったことなどがあります。 

（２）人為的改変 

ａ．掘削跡や地中残存物 

 浄化槽の撤去された跡などは 2m 以上の深さで掘り返していることが多いものです。通

常掘削範囲は掘削深さの２倍程度の直径がありますから、基礎が部分的にそこにかかるな

らば折れ曲がる危険もなくはありません。また既存家屋を解体するにあたって、基礎や地

下室がそのままにされて残存していることもあります。珍しいケースでは廃線となった軌

道がそのままに残されている、戦時中の空襲の際に爆弾が炸裂した跡、防空壕を掘った跡

等々、人為的な改変例は枚挙にいとまがないほどたくさんあります。 

 誰かが意図して掘り返した跡地で局部的に軟弱であるケースはしばしば遭遇することで
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           図３．３．３－４ 

            図３．３．３－３ 
 

す。これも傾斜の場合と同じことで施主の気持ちになれは、その範囲を確かめようとする

ことは自然な行為だと思います。 

ｂ．擁壁背面の埋め戻し 

 擁壁の場合も同じです、擁壁背面

は当然掘削されていますから、擁壁

側に基礎が折れる事故となります。  

 もし図 3.3.3-3 のように掘削ラ

インがＡのようであれば一部を深基

礎とすることもできますが、掘削ラ

インがＢのようであるなら埋め戻し

部位を改良するか又は杭基礎とする

他はないでしょう。やはり不用意に

真ん中で測点を選ぶことの危険を示

しています。 

（３）地層の連続性 

ａ．堅固層中の不連続な軟弱層 

 均質な地層の中に異なった性質を示す別の地層が挿入されている場合があります。 

 図 3.3.3-4 は低地に接する台地上の造成地であり、低地側からは５m 以上の標高差が

あります。洪積層が分布する調査地では N値にすれば５～７程度の比較的均質な粘性土が

連続しているような地盤でしたが対角上の１カ所において部分的に 500N（50kgf）で自

沈する層を認めました。調査員は洪積層において 500N（50kgf）程度の自沈層があると

言うこと自体が不可思議であること、その前後においては安定した地層であることが理解

できなかったため、バケツに水をくん

できて注水しました（本書の冒頭で紹

介した事例です）。 

 結局はみがき砂の採掘跡で空洞が残

されていたということだったのですが、

昔は人間が這う程度の大きさの坑道を

掘り進んで採掘したということであり、

測点№２地点でこのような軟弱層を見

つけ出したのは非常な偶然で幸運に恵

まれた訳ですが、このようにある地層

が急にとぎれてしまっている場合には

注意が必要です。 

 洪積層も堆積層ですから「堆積初期

の地層水平の法則」、「地層連続の法

則」に従うはずですから不自然な非連続性を認めたときには何らかの危険が潜在すると考

えるべきです。そして「地層切断の法則」によれば“地層が堆積盆の縁以外で急に終わる

場合は、「浸食による取り除き」または「断層による移動」であり、それ以外の場合はない”

ことを想起し、そのような条件がないと思われるならば何らかの方法で危険の有無を確か
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めるべきでしょう。 

ｂ．軟弱層中に挿入した砂層 

 図 3.3.3-5 は広闊な沖積平野の例

です。旧水田上に 1.3m 程度盛土した

沖積低地ではありふれた地盤なのです

が、旧耕作土面以下に厚い（約５m）

自沈層が分布しています。しかもこれ

は比較的均質で、盛土経年数も十分な

ので、通常ならば梁補強程度でもいけ

ると判断されそうな地盤でした。とこ

ろが、測点１に見られるようにこの自

沈層の中に薄い砂層とおぼしきイレギ

ュラーがあり気味が悪いと思った調査

員は測点№１の近くで測点を追加しま

したが、その結果砂層がレンズ状に挿

入されていたことが明らかになりました。このような場合、挿入された砂層は圧密沈下が

起こった時に絞り出される水の排水路として機能しますから、砂層に近い位置ほど沈下が

促進されることになり不同沈下となる可能性があります。 

 「地層連続の法則」と言っても“地層はその縁のほうで次第に堆積作用がなくなり薄く

なる“ことがあり、部分的に挟在する砂層には注意が必要です。 

（４）埋没する傾斜変換点 

 造成に伴って盛土がされる場合、も

ともとそこにあった傾斜変換点を隠し

てしまうことがあります。図 3.3.3-6

の例ではかってははっきりと目視でき

た自然堤防と後背湿地との境界（傾斜

変換点）ですがその上に一面に盛土が

されたため一見して旧地形が判別でき

ない例です。 

 このようなことは地形の境界付近で

はどこででも起こりうることで、現場

でのロケーションだけでは十分でない

ことがある一例と言えます。 
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         図３．３．４－１ 

３．３．４ 貫入障害への対処の原則 

１）打ち止めにも技量がでる 

 水田として利用されているような後背湿地においては通常、地表面付近は軟弱であるこ

とが分かっているはずです。旧水田上の盛土地盤ではその下位に厚い軟弱層がある可能性

がある訳ですが、盛土がなかなか抜けないからと言って、下位の軟弱層の計測をしないま

ま計測を終えてしまう信じられない事例がありますがそんな調査員は何のために地盤調査

をしているのでしょうか。 

 またある初級技術者が図 3.3.4-1 の

様な調査をして、測点２での盛土を抜か

ずに調査を終えて帰ってきたとします。 

 図のような丘陵尾根裾地から谷底低地

部にかけての造成宅地であれば残ってい

る自然林の延長に傾斜があったことが分

かりますから谷側に盛土されたことは一

目瞭然に分かります。また掘削ノリ面が

残っていますから在来の地山の土質も目

視できる訳です。谷幅から考えれば軟弱

層の厚さが 10m 以上ある可能性もある

ことが予想されるシュチュエーションだ

とします。 

 熟練技術者なら主傾斜方向に軟弱層が厚く分布することは直ちに判りますから、なんと

しても№２測点方向での軟弱層厚を確認しようとするでしょう。したがって当然のことな

がらこの調査を実施した初級技術者はきつく“叱られる”ことになります。 

 ＳＳ試験機での貫入計測が何らかの理由で阻害された時、その時点で何も考えないで計

測を終了してしまうのなら、とても地盤調査とは言えません。地盤計測に先立って、地盤

の構造をイメージできない人は、打ち止めてよいかどうかも判らないものなのです。 

２）盛土貫通のための対処法 

 瓦礫などを含む盛土で、表層付近を抜くことができないこともしばしばです。また貫入

途中で障害物に当たって以後の計測がストップすることも多いものです。このようなとき

地盤調査の目的を果たすことができずに「おめおめ」帰れませんから何とかしたいと考え

るでしょう。 

（１）軽打撃法 

 ＳＳ試験は拳大の大きさの石でさえ、貫入が阻害される非常に貫通力の小さな試験機で

すから、計測中にしばしば計測がストップします。そのたびに測点を移動する事はできま

せんから、通常の場合、試験機の重錘を用いて軽く打撃を加えます。小さな石であるなら

それをはね除けてくれますから試験を継続することができます。 

 でもこれを再々繰り返すと次第に鉛直がずれることもあり、地盤を過大に評価してしま
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う恐れがありますので、他の測点での同一層との比較で、抵抗が大きいと感じた時には、

再度同じ地点のそばで再試験するのがよいでしょう。 

（２）バイブロハンマー法・ハンマードリル法 

 電動バイブロハンマーを取り付けて振動で打ち抜く方法や電動ハンマードリルを用いる

方法があります。時間がかかることや引き抜きが困難に成ることが欠点です。 

（３）人力やバックホウによる試掘法 

 表層を 30～40cm 程度人力で掘削することが有効である場合があります。試掘のメリ

ットは、どのようなものが埋められているか、どの程度含んでいるかなどが判ることで、

盛土の安定度（空隙の程度）を直感的に感じることができることです。 

 また、工務店さんは基礎施工時の必要からたいてい小型のバックホウをお持ちです。人

力で歯が立たない場合は、これを使って表層の締まった部位を掘ってから試験継続をはか

るのも方法の一つです。 

（４）探り棒による方法 

 抜けそうな場所を探して何度もＳＳ試験機

を移動するのも徒労ですから、簡便に抜けそ

うな場所を探すとき便利なのがボーリングバ

ーとよぶ図 3.3.4-2 のような装置です。簡単

な構造ですから町の鍛冶屋さんでも作ること

ができるでしょう。 

 粗大物がない場所をこの装置を使ってあた

りを付けて再試験をしてください。 

（５）動的貫入試験機の実施 

 動的円錐貫入試験は貫通力が大きい、少々

の障害でもかまわず貫入することができます。 

 この種の試験機でオートマチックラムサウンディング試験という試験機（5.2.1 項参照）

がよく使われていますが、軽便で現場で簡単に組立可能なものとしては、図 3.3.4-3 のよ

うな鉄研式と呼ばれるものがあり、これならば、ＳＳ試験と合わせて車載する事もできま

す。 
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    図３．４．１－１ ＳＳ試験機  

 

      
  図３．４．１－２ スクリューポイントとおもり 

３．４ 地盤計測の実際 

３．４．１ 試験機器と計測法 

 地盤計測はＳＳ試験によることとし、原位置にお

ける土の貫入抵抗を測定し、その硬軟または締まり

具合、あるいは土層の構成を判定し地耐力の推定を

行います。 

 ＳＳ試験の起源は古く1913年にまでさかのぼ

ります。スウェーデン国有鉄道の土質委員会が、不

良路盤の実態調査を進めるに当たって採用したの

が始めです。 

１）ＳＳ試験機器 

（１）試験装置の構成 

 本機は、ハンドル、おもり一組、載荷用クランプ

50N（５kgf）、底板（クランプのめり込み防止用、

15cm×45cm×２cm位２枚）、ロッド（長さ１m、

継足式）、スクリューポイントおよびロッド引抜き

機から構成されているものです。 

 おもりの種類は100N（10kgf）が２個、250N

（25kgf）が３個です。 

 ＳＳ試験の先端貫入抵抗部分は、スクリューポイントと呼ばれ、図3.4.1-2に示すよう

に、最大径33．3mm、長さ20cmでスクリュー状にねじれています。 

 すり減ったスクリューポイントは締まった

土層に対しては貫通力が弱く、軟らかい土層

では逆に貫入しやすい、など新品とすり減っ

たものとでは測定される値が異なります。 

 JISでも“最大径で３mm以上減ったものは

使用しない方が良い”とされており、鉄板に

30.3mmの穴を開けたスクリューポイントゲ

ージを作っておいてチェックしましょう。 

 スクリューポイントはいろんなメーカーか

ら販売されていますが、形や性能が少しずつ

異なっています。スクリューポイントの形状

の違いも測定結果に影響します。 

（２）付帯器具 

 ＳＳ試験に際してその他必要な器具は表

3.4.1-1 のようなものがあります。 
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表３．４．１－１ 付帯器具 

資料 現場ファイル（案内図・建物配置図・外構計画図など） 

装備 スコップ・巻き尺・発電機・ガソリンポンプ・ガソリン、バケツ、電動ドラム・コンパネ 

工具 パイプレンチ２個・ロッド切り・バール・スパナ 

記録用具 手帳・鉛筆・カメラ・予備フイルム・方位磁石・雑巾・黒板・チョーク 

付帯 

器具 

服装 カッパ・防寒服・長靴・軍手・ヘルメット 

２）手動式と機械式 

 最近では人力ではなく機械式（電動式）のものも多く使われるようになりました。その

機構上の違いによる特徴は大きくは次の４点です。 

①機械式（電動式）の回転機は一般に連続して回転し、手動式のように半回転毎に止まりません。その

ため両者を同時に同じ位置で用いたとしても測定値には差が出ますから注意が必要です。 

②機械式（電動式）では機械毎に手動式とは違った測定値になる癖があるものです。測定値は手動式の

ものを原則としますから、これらの癖を充分に把握して使いましょう。 

③機械式（電動式）のものは一般に手動式のものより貫通力が小さく同じ締まりを持つ土質であっても

貫入深度が浅くなる傾向があります。 

④手回しの場合は回転に伴いハンドルの中心（ロッドの芯）がかなりブレるものですが機械式（電動式）

だとかなりブレにくい点があると思われます。 

 手動式の場合、機械式に比べて測定値が小さく与えられ、貫通力も大きい理由としてま

ず考えられるのは貫入エネルギーの違いです。車も停止と発進を小刻みに繰り返す場合、

通常走行の場合よりもはるかにエネルギーを要するのと同じで、回転を一旦止めて次に回

す時に力が要ると考えられます。止めた時、次に回す時にスクリューポイントが地盤に食

い込むように感じられます。 

 これらの結果手動式か機械式の違いは必ず考慮しなければならないこと、違う土質で手

回しとの比較実験を行うなど機械の特性を良く理解したうえでデータを取り扱わなければ

ならないことがわかります。 

 土質の感触、反発感、空転時の状況など、手動式でないとわかりにくいことも体験する

ため、経験の浅い人や研修中の人は原則として手動式を用いるべきでしょう。 

 最近普及が進んだジオカルテの装置や特徴は5.2.3項に別記します。手動式と機械式と

のデータの違いについては4.2.3項に示します。 

３）こんな試験機は使わない 

 ＳＳ試験の重要な特徴の中に、５0、150、250、500、750、1000N（５、15、

25、50、75、100kgf）の６段階で軟弱の度合いを詳細に区分できるということがあり

ます。これはＳＳ試験の最も優れた特徴で、小規模な住宅レベルの荷重による不同沈下の

可能性を判断する上で非常に有効であり、欠かせない情報ですが、最近の試験機の中には

細かく自沈層を区分できない機構になっているものもあります。このような機種を用いて

は、地盤リスクをマネージメントすることはできませんから「やすらぎ」では同種のもの

の使用を禁じています。 

 軟弱層を細かく測定する必要のない杭工事業者が主に用いているある種の機械では、お

もりが装置と一体となっているために荷重を分離できず、１kN(100kgf)以下の自沈層に

ついて計測できません。これは支持層を確認するためにだけ考案された機械であって、地

盤を詳細に調べて最適基礎を提案する場合には全く役に立ちません。地盤調査の価値の独

立を「やすらぎ」では標榜していますから、地盤調査を補強工事の「おまけ」にするよう
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な機械は用いてはいけません。 

４）地盤計測の方法 

（１）試験機の設置 

 ①ロッドは必ず鉛直に立てること。曲がりだすと途中での修正は不可能で最初からやり

直しすることになります。 

 ②クランプ（オモリ支え）の取り付けはロッドにまず仮止めし、50N（５kgf）のオモ

リがスムーズにダボにセットされた後、本締めとし確実にロックしましょう。 

 ③オモリを乗せる方向は、万一脱落しても全部が一度にロッドから落ちないように開口

を逆にして積みましょう。 

 ④ロッドが泥まみれになり目盛が見にくくなりますから、あらかじめビニールテープま

たはペンキで25cmの目盛をマークしておきましょう。 

（２）試験フロー 

 試験方法は JISA1221（ＳＳ試験方法）で決められていますが、その概要を記せば次

のようになります。 

 基本的には 50N～１kN（５～100kgf）の６種類のおもりを載荷することによる沈下

および１kN（100kgf）載荷で 25cm 貫入に要する半回転数より土の貫入抵抗を測定す

るものです。 

 スクリューポイントをロッドの先端につけて荷重段階50、150、250、500、750、

1000N（５、15、25、50、75、100kgf）とおもりを順次重ねてゆき、このとき各々

の荷重段階で貫人量を測定します。おもりが１kN（100kgf）になっても貫入しなくなれ

ば、回転を加え25cm貫入に要する半回転数を測定します。 

 自沈のない場合はハンドルを取り付けて回転を行いますが、必ず時計まわり方向に回転

させること。逆回転させると土中先端のスクリューポイントまたはロッド等を地中に残し

てしまい回収不能となります。 

 この試験機の先端のスクリューポイントは最大径 33.3mm で、ロッドの外径 19mm よ

り大きいのですが、単管式であるためロッドの周面摩擦の影響は避けられません。このた

め、測定値（ swW ・ swN ）から推定される N値は、あくまで地盤の概略の傾向を示すもの

であり、判定の目安とするものです。 

 次頁の図3.4.1-4に試験フローを示します。ＳＳ試験はフローに従って順次進めてくだ

さい。 

（３）現場野帳の付け方 

 手動式の場合は２名が１組となってハンドルを回転します。１名は記録係として貫入状

況を的確に観察、記録します。 

ａ．自沈時の記録 

 記録者は回転中のロッドを伝わってくる抵抗感触やキシミ音を回転者より、よく聴取し

て記録しましょう。荷重だけによって貫人が進む（自沈する）場合には、貫入時の早さに

注意しましょう。急速、やや急速、ゆっくりなどと区別して記録します。 
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               図３．４．１－４ ＳＳ試験計測のフロー  
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              図３．４．１－５ 自沈計測結果の表記例 

 
       図３．４．１－３ 自沈貫入時の例  

 地盤計測時に自沈層が現れた場合、

その貫入深さは、荷重の大きさと、ス

クリューポイント先端の地表からの深

さを正確にcm単位で記録します。自沈

後の回転貫入は次の25cm目盛りまで

の回転数を記録します。 

 途中自沈時の貫入深度は現場野帳に

は図 3.4.1-3 のように記載します。 

 「やすらぎ」では 25cm 毎に測定値

を丸めず、あくまで実測値のとおりに

記載することとしています。自沈貫入

時の表記法は図 3.4.1-5 のようにし

てください。 

 自沈の状態（速度など）についても野帳に記録します。同じ 1000N（100kgf）自沈

であっても、無回転で急速に自沈する場合と、回転しながらじんわり自沈するのとでは前

者は 1000N（100kgf）自沈と同等に評価できませんから、750N（75kgf）相当の自

沈であると見なす必要があります。 

 「やすらぎ」では、表 3.4.1-2 のように自沈時の貫入状況を６つに区分しています。 

表３．４．１－２ 自沈時の貫入状況 

途中急速 

途中緩速 

回転貫入しながら掘進しているうちに途中で自沈する場合には、途中急速又は途中緩速として

ください。図の例では途中急速自沈のあとに落ち着いたところで、２50N（２5kgf）のおもり

を一個はずし、以後 750N（75kgf）で緩速自沈となりますから、途中自沈の部位は 750N

（75kgf）に相当する自沈層であると判断することができます。 

無回転急速 

無回転緩速 

回転急速 

回転緩速 

無回転で、或いは回転しながら自沈する場合にはその違いを記載してください。回転しながら

自沈する時はハンドルが半回転するまでに２５cm 以上貫入する場合に急速とし、それよりゆっ

くりであれば緩速としてください。 

 ロッドとクランプのみで自沈する場合は、ロッド重量を無視して荷重は 50N（5kgf）

としてください。 

 これらは軟弱層の均質性を考える上で重要な情報となります。 

（４）貫入時・打止め時の感触 

 回転貫入している場合、スクリューポイントと土との擦過音が伴う場合がありますが、

土質を目視で判定できない試験機ですから土質判断の上で貴重な情報をもたらすことにな

ります。表 3.4.1-3 に擬音の例を示します。 
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   図３．４．１－６ 

           表３．４．１－３ 擬音の例 

擬音の例 

礫質音 ガリガリ、ガリギリ、ギリギリ 

砂質音 サラサラ、ザラザラ、 

空疎音 ガサガサ、ゴソゴソ 

粘土音 無音 

 特に重要なのは盛土中に瓦礫を含む場合です。このとき「がさつき」ながら急にストン

と落ちたりする感触が得られることがありますが、こんな場合には瓦礫のなかに空隙が多

いというサインですから、注水するなどして確かめる必要があります。 

 ある測点で計測を終えるときにも、単にスクリューポイントが粗大な礫の上で「くるく

る」と抵抗なく「空転」し、軽打撃を加えても貫入が不能になる場合と、良く締まった土

の中でスクリューポイントが抑止される場合があります。後者のときはハンドルを持つ手

に「反発」があり明らかにその感触が違います。 

 任意の深さで貫入ができなくなって、その時点で計測を終了する場合には必ずその段階

における、状態を記録します。 

 計測終了時での打ち止めの記録は次の表 3.4.1-4 の通りです。 

      表３．４．１－４ 計測終了時の感触 

堅固な粘性土層にスクリューポイントがホールドされたような状態 強反発 

良く締まった砂層や砂礫層などでわずかしか貫入できない状態 

空転 粗大な石などのうえにのってしまった状態 

（５）地下水位計測 

 地下水位は毎回計測しなければならないということはあ

りませんが、凍上が懸念される場合、地下室が設けられる

場合の他、地盤補強工事情報として必要とされる場合もあ

ります。 

 地下水位がどの深さにあるかということは、地盤補強工

事の計画時に工法の選定を左右する情報になります。改良

工法では地下水位が高い場合施工できないときもあり、必

要に応じて図3.4.1-6のような水位計を用いて観測します。 

 また、寒冷地では凍上の有無を判断する場合に水位の情

報が必要になります。 

 試験孔では20～30分くらい経過すると自然水位と孔内

水位とが一致しますから、計測は一通り現場作業が終わっ

た時点で行うのが良いでしょう。 

５）ＳＳ試験機の限界 

（１）試験機構上の限界 

ＳＳ試験の機構的な欠陥には次のようなものがあります。 

ａ．ロッドが斜めに貫入されるとロッドに土圧が加わるほか、先端にはおもりの重量が正

確に伝達されないため正しい計測値がえられません。 

ｂ．砂礫を含む盛土の場合当初から斜めに貫入する事があり、そのような場合は始めから

やり直す必要があります。機械式の試験の場合水平に設置することが絶対に必要です。当
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然水準器を携帯すべきでしょう。 

ｃ．反力が 1000N（100kgf）に限定されているので地盤貫通力が小さく、硬く締まっ

た地層があれば以深の計測ができません。 

ｄ．サンプリングができないので土質が正確に判別できません。また沈下定数を圧密試験

などによって求めることができません。 

ｅ．垂直に貫入するための機構的な担保がなく、測定者の姿勢などにより斜めに貫入しま

す。 

ｆ．先端が石などに当たれば軽打撃を加えるが、以後、曲がったまま貫入して測定値が正

確でなくなることがあります。 

 このような機構上の問題からこの試験機を用いる限り表 3.4.1-5 のような限界があり

ます。したがって、自分の地盤イメージを最後まで追跡できないこともあるでしょうが、

万能の試験機などはありませんからそんな時には追加して必要な試験を行うべきです。自

分自身に自信がもてないような基礎を人に勧めるべきではありません。 

          表３．４．１－５ ＳＳ試験の限界         

ＳＳ試験でわかることわからないこと 

１．杭の支持層（層厚）は把握できない 

２．沈下を定量的には予測できない 

３．異なった土質の変形特性を把握できない 

４．残留沈下の存在は分からない 

５．地盤の硬軟でだけで造成履歴は分からない 

６．埋蔵物（瓦礫など）の種類や埋蔵量は分からない 

７．硬質地層（転石・玉石）以下の軟弱層は分からない 

（２） swN の誤差 

 swN に入り込むと思われる誤差の要因をまとめると表3.4.1-6のようなものがあると考

えられます。 

表３．４．１－６ swN に入り込む誤差の要因 

摩擦抵抗 ロッドの周面摩擦は無視できない。摩擦で抵抗が大きくなる。 

粗大物との接触抵抗 礫や瓦礫（特に盛土、埋土）を打撃で無理やり貫通した際の抵抗は無視できない。 

ロッドの鉛直性・曲がり ロッドの鉛直性が保証されていない。傾きに従い貫入エネルギーが小さくなる。多少の

ロッドの曲がりでも周面摩擦抵抗が大きく働く。 

深度 深くなるとロッド質量が増加する。所定の重りより載荷される。 

先端形状 メーカーによってスクリューポイントの形状が違う。形状で貫入抵抗が異なる。 

先端の摩耗度 スクリューポイントの摩耗度合いは常に異なる。摩耗すると自沈の貫入抵抗が小さくな

るし、回転の場合は回転数が多くなる。 

試験機の機構 回転速度や回転のさせ方で抵抗が異なる。機械と人力の差。機械でも構造（仕組み）で

変わるし、人であれば個人差、相方、足場状況その他によっても変わる。 

個人差 ゆっくり自沈、急速自沈の境目が人により異なる。 

６）盛土を計測する 

 建物の不同沈下障害の多くは盛土に起因します。使用される盛土材には土木工事等によ

って発生する残土が使用される場合もあり、盛土中に大小の礫や時としてガラ片等を混入

することもあります。 

 このような盛土地盤において、その地盤状態を把握することはＳＳ試験という調査手法

を考えた時、場合によっては地盤判断に大変な間違いを生ずることがあります。 

 これは盛土自体が、在来地盤に比べて不確実な要素を多く含んでいることに起因するも

ので、盛土地盤を扱う場合においては、調査担当者の能力（経験・知識）に相当大きく依
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存することも事実です。以下に盛土地盤に対する調査留意事項を掲げてみました。 

（１）表層土質の異同 

 自沈または自沈相当の軟弱部位が盛土中に存在する場合はロッド引き抜き時においてロ

ッドに付着する土の色および臭いを確認することで、産廃土等のチェックが可能となりま

す。 

 周辺の在来相当地盤に露出する土と現場表土を比較観察することは調査の第一歩であり、

盛土法面部位に露出する土の観察も調査の一つです。 

（２）盛土の締まり 

 ＳＳ試験は非常に良く締った場合や礫またはガラ片等にスクリューポイントが載った場

合は空転状態となり、これを回転数（ Nsw）として取り扱う危険があります。先端が小石
などで、噛んだ場合等は回転抵抗が増大しこれを非常に良く締った状態と誤認する危険も

あります。現場調査員は試験時の感触を含めた詳細な記録を残すべきです。 

 特に、第三者（＝他の地盤調査会社）が整理したサウンディング試験データだけを頼り

に地盤判断を下すことは相当に危険です。このようなデータを見た場合、現実の地盤状態

とかなりかけ離れた認識となる恐れがあり、うかつな判断は不同沈下事故につながること

を銘記すべきでしょう。 

（３）瓦礫などの混入物 

 ＳＳ試験における回転貫入層は原則として25cm貫入に要した半回転数量を測定するこ

とで、その深度における地盤の状態を調べることができますが、盛土地盤においては25cm

という僅かな厚さにおいても貫入状態が一様であるとは限りません。例えば上部10cm程

が15半回転数で、下部15cmが自沈（無回転貫入）した場合、単に合計した半回転のみ記

述することは避けるべきです。また、盛土部位での自沈部においてはガサツキ感を伴うか

否かは極めて地盤判断の上で重要です。これは盛土中の空隙の程度を感覚的に把握するこ

とです。 

（４）土中空隙の確認法 

 地盤表層に良質土が被覆してあるような場合で貫入不能部位が多くみられたら、ガラ片

等の悪質土が使用されているケースが多いので十分な注意が必要です。 

 盛土に軟岩やガラ片等の混入する可能性がある場合（一般に軟岩盛土は打撃による貫入

は可能となりますが、回転による貫入は多少の抵抗はあるものの貫入程度は僅かである場

合が多い）はロッド引き抜き後、貫入孔より注水することで空隙の度合いを確認すること

ができます。 

 この方法は時に、地下空洞の確認法としても役立ちます。不審な軟弱層が見られた場合、

ハンディポンプ（石油ストーブなどの給油ポンプ）で注水してください。通常、注入水は

地表面にすぐに浮き上がってきますが、その浸透度合いが急激な時には、空洞を疑って見

ることです。バケツとハンディポンプは盛土調査の必携品です。 

７）打ち止めにしてよい条件 

（１）計測深度の限界 

 ｢やすらぎ｣では深さ 10m までの計測を原則としています。その理由は､深さが 10m を

超えると､その測定値に信頼が置けないこと､軟弱層の圧密沈下を考慮するに際してはほぼ
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建物の幅程度の深さまでを対象とすれば良く､それ以上の深さに着いてまでは考慮に入れ

ないこと、住宅レベルの荷重に対して 10m を超える杭を打つことが経済合理性に適うか

疑問であることなどがあるからです。 

 ただし地域によっては柱状改良や､RES-P 工法などの杭基礎に変わる工法を実施する認

定店がない場合もあり､計測深さは､地域の実情に照らして考えるべきでしょう。 

（２）計測終了条件 

 「やすらぎ」における測点毎の計測の限界は次の表の通りです。 

表３．４．１－７ 各測点での計測の打ち止め 

① 深さ 3m までの間で、25cm 貫入の半回転数（ aN ）が 10 から 15 へと連続的に多くなることが確認

できた場合はそれまでとします。 

② 半回転数（ aN ）20 以上の地層が連続して 2m 以上確認できた場合それまでとします。 

③ 半回転数（ aN ）10 以上の地層が連続 2m に満たない場合は 6m 以上の測定を行います。 

④ 荷重 1000N（100kgf）以下での自沈が続く場合は深度 10m までの測定を行います。 

①深さ 3m までの間に 25cm 貫入の半回転数 aN が 10～15 程度（粘性土の場合 N値に換

算して 5～6 程度）に順次多くなるこような場合､ほぼ自然地層（盛土ではない）と判断し

ても大過ないと思われます｡在来層であって連続的に 3m 以上一定以上の強度を持つ安定

地盤である可能性は洪積層､或いは第三紀層など地質時代の古い地層であると考えられま

すから､それ以下に多少の軟弱層が不均質に存在したとしても､不同沈下の恐れがあるよう

な有害層であることは考えにくいと言えます。 

② aN が 20 以上の地層が連続して 2m 以上ということですから粘性土であれば N値で 7

以上ですからかなり硬い地層ですが､この場合もほぼ自然地層(盛土ではない)と判断して

も良いでしょう｡①の場合と同じ理由で不同沈下の可能性はほとんどないと言って良いで

しょう。 

③半回転数 aN が 10 以上（粘性土で N値が 5）の地層であっても盛土層であるという可能

性は大いにありますから､連続して 2m に満たずにとぎれとぎれに軟弱層を挿むようなら

有害な軟弱層をその下位に存在する可能性は高いでしょう。したがって少なくとも６m 以

上の測定が必要でしょう。 

 しかし､これらは初級技術者が現場作業で打ち止めの時点が判らない場合に､当面の目安

として用いるべきで､現地のロケーションがしっかりしていない場合（地盤イメージを作れ

ない場合）には結局は不十分な調査になりかねないこと､無駄な労力を強いることになるこ

とを念頭におく必要があります。 

④一般にＳＳ試験の精度は深度 10m 程度までとされています。また深度 10m を越えて

まで杭を打つのは非常に高額になることから、杭以外の工法を採用することが多くなりま

す。 

 荷重 1000N（100kgf）以下での自沈が続き、杭が必要だと判断される時でも、ＳＳ

試験結果から 10m を越えて支持層を探すというのはやはり無謀であると思われますから、

そのようなときにはボーリングなどの方法によるのが良いでしょう。 
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３．４．２ 土質のサンプリング 

 敷地内にて素掘りやオーガーボーリングなどにより土質の採取を行うことで、より正確

に地盤性状をとらえることができます。 

１）試掘による表層土質の採取 

（１）支持力を想定する 

 表層土質の締め固め程度を知りたいとき、土質試験を行いたいとき、表層土中の混入物

を知りたいときなど、必要に応じて表層土の採取を行います。土質試験を目的としている

のなら、試験に必要な量を採取するだけで十分ですが、せっかくですから、地盤支持力や

土の強さを判別してみましょう。ハンドオーガーボーリングでの掘削時の感触などから次

の表3.4.2-1のように区分することができます。 

    表３．４．２－１ 地盤支持力の目安と簡易判別法 

堅さ 長期許容支持力 

kN/m2（kgf/m2） 
N 値（回） ｵｰｶﾞｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

密なもの 300（30） 30 以上 掘進不能 

やや密なもの 200（20） 10～20 力一杯回すとようやく掘れる 

中位のもの 100（10） 10～20 力を入れると掘れる 

ゆるいもの 50（5） 5～10 容易に掘れる 

砂質土 

非常にゆるいもの 30（3）＞ 5＞ 穴壁が崩れやすく、試料が落ちる 

極堅いもの 200（20） 15 以上 掘進不能 

堅いもの 100（10） 8～15 力一杯回すとようやく掘れる 

中位のもの 50（5） 4～8 力を入れると掘れる 

軟らかいもの 20（2） 2～4 容易に掘れる 

粘性土 

非常に軟らかい物 0 0～2 穴壁が土圧でつぶれて掘りにくい 

（２）締め固めが有効かをみる 

ａ．土を強く握ってみる 

 せっかく試掘して土を採取したのならその場で土をひとすくいして、手で強く握りしめ

てみましょう。そして静かに手を広げ、握った指の跡が崩れずにそのままの状態で固まっ

たままであるようなら、この土の水分量は最適含水比に近く、転圧により良く締め固める

ことができます。 

 一方、これがばらばらと崩れてしまうようなら乾燥しすぎで、水分量は少ないため水分

を補給するため、実際の締め固め時には水を散布しなければなりませんし、また、握った

手が「べたべた」するようなら水分量が多すぎるということになります。 

ｂ．土の締固め試験 

 土を締め固めますと、土の密度が高まり間隙が減少して透水性が低下するばかりでなく、

土粒子のかみ合わせがよくなり、せん断抵抗も増大しますので、力学的な安定度は高くな

ります。 

 地表土を締固めて支持力が向上するなら、それは最も安上がりな地盤改良工法であると

もいえます。しかし、その効果は土質、含水比および締固めエネルギーの種類やその大小

によっても異なります。このため、事前に試験室において、含水比を変えた土をある一定

の方法で突き固めたときの乾燥密度と含水比の関係（締固め曲線）、最大乾燥密度および最

適含水比など、締固め特性を把握しておくことが必要となります。 

 毎回この試験を行うことは実際上無理だと思われますが、どのような土質が良く締まる
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   図３．４．２－１ ハンドオーガーボーリング  

のか、あるいは締まらないのかを知っておくことは大切です。 

 この試験方法は、JIS A 1210「突固めによる土の締固め試験」として規定されていま

す。詳細は応用編を参照してください。 

２）ハンドオーガーボーリング 

 ハンドオーガーボーリングは、未固結な表層地盤の概略土質調査に適用されるもので、

試料の採取と土質構成の調査を目的としています。 

 オーガーボーリングとは、オーガーを地中に回転圧入させて土を切り削り、かつ切削土

を取り出しながら地中に孔を開ける方法の総称をいい、ハンドオーガーボーリングとは、

このうち、機械を使わないで、単純かつ軽量な器具だけを用い、作業のすべてを人力で行

う方式の簡易ボーリング法をいいます。 

 ハンドオーガーボーリングの適用土質は、地表面下数m以内の軟らかい～中位の硬さの

細粒土です。ただし、深さが３mを超えると作業効率が著しく低下します。礫や礫質土、

大きな礫を含む土、硬い土、地下水面下で飽和状態にある砂および極めて軟弱な土などに

は適用できません。 

 ボ－リング地点の地表部が砂利、礫を含む土、固い乾燥土あるいは草木などで覆われて

いる場合は、あらかじめ掘削してこれらの障害物を除去しておきます。 

（１）調査測定用具 

 図3.4.2-1にハンドオーガーボーリ

ングに用いる主な用具を示します。これ

らのほかに、採取土を保存するポリエチ

レン袋のような気密性の袋、ビニールテ

ープ、マジックペン、野帳と筆記具、そ

の他必要に応じてつるはし、スコップ、

測量用のテープとレベルなどを用意し

ます。 

 オーガーのうち、ポストホールオーガ

ーは軟らかい～中位の硬さの細粒土お

よび粘着性を有する砂質土に用い、スク

リューオーガーはこれらの土のほか小礫まじりの土や比較的硬い土に用います。軟らかい

粘性土にスクリュー型を適用しますと、ポストホール型に比べ乱れの少ないサンプルを採

取することができます。オーガーのサイズはいろいろありますが、通常使用するのは、ポ

ストホール型の場合は直径10cm程度のもの、スクリュー型の場合は直径５cm程度のもの

です。 

（２）調査測定方法 

 以下の手順に沿って作業を進めます。 

①必要な用具一式を準備し、平面位置と地盤標高を測量します。 

②用具一式をボーリング予定地点に運び込み、その位置を確認します 

③ロッドの上端にハンドルを、下端にオーガーを取り付けたボーリング器具をボーリング

地点に鉛直に立てます。 
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      図３．４．２－２ 統一土質分類 

 オーガーは、通常はポストホール型を使用しますが、土の状態に応じスクリュー型に取

り替えればよいでしょう。ボーリングが進みロッドの長さが足らなくなった場合には、必

要に応じ継ぎ足し口ッドを足します。 

 スクリューオーガーは粘性土中に15cm以上ねじ込まないようにします。まっすぐに引

き抜くことが困難になります。 

④ハンドルを右回転させながらオーガーを10cm程度地中に押し込みます。この際、掘進

中の感触（堅い、石に当たったなど）を記憶しておきます。 

⑤オーガーを引き上げ、採取土を取り出した後、土の観察と判別分類を行います。地下水

に遭遇した場合は地下水位を測定し記録します 

⑥土の採取深さと観察・判別分類の結果を、掘進中の感触とともに、野帳に記録します。 

⑦観察の終わった土は直ちに気密性の

袋に入れて密封し、ボーリング番号、採

取深さ、土質名を記載して日陰に保管し

ます。 

⑧掘進不能もしくはサンプリング不能

になる深さまで掘進したら、ボーリング

孔を埋め戻し周辺を清掃します。 

（３）統一土質分類による区分 

 土の分類は日本統一土質分類に準じ

て行います。 

 調査結果は土質柱状図に整理します。

土質柱状図は、各ボーリング地点ごとに、

層の変わり目の深さ、各層の土質分類名、

土の状態と性質その他の調査情報を整

理するものですが、ハンドオーガーボー

リングの柱状図様式は規格・基準化され

てはいません。 

 記事欄には、各層の土の色・含水状

態・硬さの程度、混入物の種類と混入状

態、層構造の特徴などを書きます。  

 土質試験を実施した場合には、図

3.4.2-2に示すような土質名を併記す

るのがよいでしょう。 

（４）結果の利用及び採取土の利用 

 複数地点の土質柱状図から、表層地盤の土性断面図、土質平面図あるいは地下水位等高

線図などを作成し、工事計画などの資料とします。 

 オーガーで採取した土は乱れてはいますが含水量試験、土粒子密度試験、土の分類試験

（粒度試験、液性限界試験、塑性限界試験）などの土質試験および化学分析試験に適用で

きる性状を保持しています。したがって、これらの土質試験を実施すれば、その土の工学

的分類が可能となり締固め特性、透水性、圧縮性などが推定できますので、締固め機種の
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選定、基礎地盤としての評価の検討などが可能となります。また、所要の化学の分析試験

を行えば、農業土壌の適性評価あるいは土壌汚染の評価が可能です。 

（５）含水比試験をしてみる 

 土の含水比とは、110oｃの恒温乾燥炉で一定質量になるまで炉乾燥したとき失われる

土中水の質量の、土の炉乾燥質量に対する比を表したもので、次式によって求めます。 

            土の含水比 100
cb

ba
mm
mm

w （％） 

               表３．４．２－２ 含水比計測例 

           容器№１ 

am ：40.38 bm ：31.50 

bm ：31.50 cm ：13.95 

wm ： 8.88 sm ：17.55 

      w＝50.6 
 

   ここに、 am ：試料と容器の質量（ｇ） bm ：炉乾燥試料と容器の質量（ｇ） 

       cm ：容器の質量（ｇ） wm ：水分の質量（ｇ） sm ：土の質量（ｇ） 

 土の自然含水比から、土の状態や種類がある程度判別でき、役に立つことが多くありま

す。早く結果を得るため、電子レンジ法を用いることもあります（表3.4.2-3）。 

表３．４．２－３ 電子レンジ法 

 電子レンジを用いた含水比測定 

適用範囲 しらすなどのガラス質のものや砂岩、泥岩などの含片に気泡を含むものは加熱中に破裂など

によって試料を失うことがある。 

電子レンジ 家庭用の市販品で十分である。500～600ｗの高出力に切り替えが効くものが良い。 

加熱時間 試料質量が10ｇで出力600ｗとした場合、一般土は10分、ロームは17分、有機質土は22

分を基準にするが、繊維質が燃焼しやすいので注意が必要。 

容器 平らなガラス容器がよい。 

３）ロッドに付着する土の見方 

 ＳＳ試験は土質の採取を目的としているわけではありませんが、ロッドを引く抜くとき

スクリューポイントの辺りに土が付着しますから、このときの感触と付着土の特徴から表

3.4.2-4 のように地層の判断が付くこともあります。 

 貫入時の感触が変化したときに引き抜いて土質を確かめることができる場合もあります

が、あまり深い位置ではどの深度の土質かはわかりません。 

表３．４．２－４ 採取土の特徴 

土の種類 付着土の特徴 備考 

盛土と地山 盛土は色が汚らしくむらがありぼそぼそした感じ 

地山は色調がきれい 

締まった盛土では地山との区

別が着きにくい 

沖積層と洪積層 沖積層は暗灰色、黒色 

洪積層は褐色、褐灰色、黄色、緑色、青色、白色などきれいな色

が多い 

二次堆積物には褐灰色、青色、

緑色あり 

粘性土と砂質土 粘着力が強いものほど付着しやすく、砂質土は付着しにくい。  

粘土とピート 粘土は良く付着するが、ピートはほとんど付いてこない。細い繊

維が土に混じることがある。 

繊維質が多く残存する腐植土

は見かけ上の強さがある 

黒ボクとローム ロッドをこまめに引き抜いて色を調べることで黒ボクとローム

の境目をつかむことができる。 

黒ボクとロームの境界では貫

入時の感触が違う。 

砂礫とガラ 砂礫は付着土はほとんどない。 

コンクリートや煉瓦などは少し付いてくる。 

ガリガリ音やごつごつした当

たりで状態をつかむ 
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３．４．３ 測点の位置を測る 

１）測点の平面位置をテープ計測する 

 ＳＳ試験の計測地点の位置をテープにより計測してください。地盤計測を行った各測点

の平面的な位置を確定するために、敷地縁辺からの距離を計測します。この場合既存建物

など解体撤去が予想されるものを基準としてはいけません。 

２）測点の高さをレベル測定する 

（１）測点標高を測る 

 地盤計測を行った各測点の高さを測ります。敷地表面が目視でほとんど平坦であるなら

１カ所でもよいでしょう。敷地に段差や傾斜がある場合には各測点を当たるべきです。 

（２）ＫＢＭのとりかた 

 計測の方法はできるならレベル（水準器）測量とし、敷地の周辺で容易に移動しないも

のでかつ高さが変化しないもの（例えばマンホールなど）を選び仮ベンチとしてください。  

（３）レベルの取り扱い 

 水準測量の観測精度を上げるためには次のことに注意しましょう。 

①レベルやスタッフは、堅固な地盤に据え付けて測量中に沈下しないようにしっかり踏み

込みましょう。 

②スタッフの上部はその傾きにより誤差がでます。また下部では地熱による陽炎などによ

り誤差がでます。 

③レベルに直射日光を当てるとレベルの局部的な膨張により誤差がでます。できるだけ迅

速な計測が必要です。 

④視準距離（レベルとスタッフ間の距離）は最大 50m を越えないようにしましょう。 

（４）隣接地との標高差をとる 

 隣地や、周面道路など敷地周面との標高差を計測します。 

 道路が傾斜している場合は傾斜の程度がわかるように２点以上測定してください。ノリ

面がある場合には、ノリ肩とノリ尻までの水平距離も測ります。 

 擁壁に不陸がある場合には、最大どの程度沈下しているかを合わせて計測するようにし

てください。 
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         図３．４．４－１ 

３．４．４ こんな調査はやり直し 

１）地盤調査とはいえない例 

 軟弱な沖積層が分布する地域において盛土が抜けないからといってそれで中止している

ようなデータを時折は目にしますが、このようにいかなる対策工をも選定できないものが

はたして地盤調査といえるでしょうか。まして地盤調査が「リスマネ」の一環として行わ

れるのであればこれは論外です。 

 盛土の造成経過年数が 10 年以上である場合で、ごく近隣にボーリングデータなどがあ

る場合には、これらを参照して地盤判断を行って良いでしょう。そうでないなら少なくて

も２カ所以上は盛土層を貫通して軟弱層の状態を確認しないと地盤保証はするべきではあ

りません。 

 前述（3.3.4 項）の「貫入障害への対処の原則」の方法により、盛土下部地層の確認を

しない限り調査目的は達成したことになりません。 

２）適切な対策を選択できない例 

 敷地の対角上で３地点（№１，２，３）を選んで測点を選んだときの地盤断面が図3.4.4-1

であったとします。 

 この場合、極端な場合、堅固層の推定ライン

がＡまたはＢである可能性があるわけですが、

その対策工は梁補強などの簡易な基礎補強で済

むか、杭基礎とするかのいずれかになるでしょ

う。 

 もし№４の測点がない場合、確信もないのに

梁補強をすれば「不同沈下」の可能性が大であ

り、安全側に考えれば杭基礎とするはずですが、

もしラインＡであったならその杭は「高止まり」

してしまって非常に見苦しくなるばかりでなく、

不必要で過剰な基礎を採用したことに対して施

主の抱く「不信」を避けることはできないでしょう。 

 №２地点における軟弱層がどのような広がりをもつのか、あるいはその分布範囲が限定

的であるか否かが判らない場合、少なくても№２地点と№３地点との間においてあと１地

点の計測が必要です（3.3.3 項・特異点への対処の原則参照）。 

３）補強工事の情報が不足する例 

 地形的な条件から考えても、明らかに堅固層が傾斜している場合で、杭基礎の採用もや

むなしと判断されるときに、その支持層深度がわからないのでは見積もりのしようもあり

ません 

 図 3.4.4-2 のように最も傾斜が深くなる方向での測点が貫入していないとすれば、何 m

の杭を打てばよいかわかりません。 
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図３．４．４－３ 擁壁安定が判らない 

 

    図３．４．４－２ 支持層の傾斜が判らない例 

 仮に地盤調査の結果、「地盤リスク」を発

見した場合でも、予想される対策工に対し

ても十分な調査であったか否かが問われま

す。 

 図の例では確実な支持層の最大深度につ

いての情報が不足ですから、この場合もや

り直しが必要です。「やすらぎ」における

「リスマネ」は地盤調査単体で成り立つも

のではなく補強工事を含み、施主への引き

渡しに至る全体をマネージメントする訳で

すから、自分が調査員であることで、補強

工事については関係ないでは済まされませ

ん（3.3.4 項・貫入障害への対処の原則参

照）。 

４）既存擁壁の安定が判らない例 

 既存のＬ型擁壁がある場合、その擁壁の下部地盤が問題となります。よくあるのは擁壁

底版に阻害されて以深の貫入ができないとき図 3.4.4-3 のように擁壁支持地盤の状態が

よく分からないことが起こります。 

 この例では建物が擁壁側に接近して建てられることになりますから、状態によりローソ

ク基礎、部分的な土質改良、擁壁と建物基礎の

一体化、杭基礎として一部梁補強等々いくつも

の対策が考えられますが、もしこの擁壁が沈下

や転倒の可能性があるなら、対策工法にも制約

を与え、選定できる工法も制限されます。 

 擁壁に接近する建物は希ではありませんが、

擁壁基礎工法が明らかでない場合、擁壁安定に

ついて確かめないで建物基礎を選ぶわけにはい

きません。 

 こんな場合はできるなら隣地で、そうはいか

ないのなら図 3.4.4-3 の№４地点での計測が絶対に必要であり、それがない地盤調査はや

り直しとせざるを得ないでしょう（3.3.2 項・測点選択のための原則参照）。 
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３．５ 調査の記録と整理 

３．５．１ 景観観察記録と敷地周辺のスケッチ 

１）景観観察の記録 

 現地での景観観察の結果は、本章 3.2 の「景観観察の要点」を参考に本節末尾の表

3.5.1-2「現地ロケーション結果整理表」に記入してください。 

２）敷地の平面形状 

 敷地の形状と新築予定建物の位置は地盤判断を行う際に欠かせない情報です。敷地の形

状を把握するために、敷地境界の各辺の長さをテープで計測してください。図3.5.1-1に

敷地概要図例を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を書く

全景写真

写真１
緩やかに南西に傾斜

緩やかに南東に傾斜

              

             図３．５．１－１ 敷地概要図 
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                 図３．５．１－２ 

 現場での作業を終えたら、敷地概要がおおよそ判るようにスケッチをします。ラフスケ

ールでもかまいませんから敷地図などを参考にしながら、まず敷地を中心に置き周辺道路

の形状を描きます。 

 建物の配置が判る図面は地盤調査依頼を受けた時点で必ず必要です。その配置図があれ

ば、現況での測点位置を明確にできます。 

 次に方位マークと主傾斜方向を描きましょう。道路の傾斜度合いも書き込みます。隣接

地の種別（利用状況）、敷地境界の擁壁、土留めなどの位置も明示します。また写真の撮影

ポイントと方向を矢印で示します。最後に敷地の縦横断の線を明示してください。その他

参考になりそうなことがあれば適宜書き込むようにしてください（表 3.5.1-1 参照）。 

    表３．５．１－１ 敷地概略図には次の項目に付いて記載する。 

敷地略図記載項目 

建物 申請建物略図・既存建物略図・基礎伏図・基礎断面図 

境界 既存擁壁の形状と位置・ノリ面の形状と位置 

測点 測点の打点・仮ベンチの位置 

隣地 隣地との高低差・隣地の利用形態 

道路 前面道路との高低差・前面道路の幅員 

地形・方向 道路の傾斜方向・地形の主傾斜方向・方位マーク 

写真 写真撮影位置と撮影方向 写真№ 

３）敷地の断面形状 

 平面のスケッチに書き込んだ断面線に沿って、図 3.5.1-2 のように断面形状を描いてく

ださい。 

 前面道路との高低差および隣地との高低差は必ず計測してください。また既存擁壁があ

る場合は最大高さと最小高さを必ず計測します。レベルによらない場合でも、スタッフに

よる計測は必ず行うようにしてください。 
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表３．５．１－２ 現地ロケーション結果記録表              登録番号 

調査件名  調査日 ００００年００月００日 

調査場所  天候 晴・雨・曇り 

発注者名  設計担当者名  

 

点検項目 点検細目 

基本資料 既存資科 地形図・旧地形図・地盤図・地質図・土地条件図・その他（     ） 

地形判別 

 

 

丘陵斜面・台地斜面・台地・谷底低地・扇状地・扇状地性低地・沖積錐 

自然堤防・後背湿地・旧河道・三角州・砂州・砂丘・浜堤・堤間湿地 

潟性低地・干拓地 

地形 

観察 

付近の水域から 敷地からみた川・池沼・湿地までの高さ（ＧＬ－      ）ｍ 

傾斜度は 急傾斜地・緩傾斜地・平坦地 ※斜度 15 度以上を急傾斜とする 地表 

の傾斜 主傾斜は 主傾斜が（南・北・西・東・北東・北西・南東・南西）向き斜面 

表層地質の地層区分 沖積層・洪積層・第三紀層・その他（        ） 表層 

土質 切削面の土質は 掘削面無・岩盤・固結土・砂質土・粘性土・ローム・その他（        ） 

丘陵尾根の 裾地・中腹・頂上付近などの鞍部 

台地・崖地の 崖麓線・中腹・崖端線・台地上の平坦部 

起伏 

の 

位置 

関係 
微地形境界 

（傾斜転換点）線上から 

低地側平坦部・地形境界の接合端部・高地側傾斜部 

付近の土地利用は 旧来からの宅地・水田・畑地・山林・原野・樹園・沼沢・その他（    ） 

地域地盤特性は 凍上地帯・水害常襲地・地盤沈下地帯・崖崩れ危険区域・液状化履歴地 

・特記なし 

土地 

利用 

宅地化の状況は 家が（まばら・多い・密集している）である 

植生 植物の種類 かん木が目立つ・湿地性植物・砂丘性植物・その他（      ）・特記なし 

電柱の沈下・傾斜は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

道路の波打ちは 無・有 わすか・目立つ・かなり目立つ 

 

 

 

 

調

査

地

を

含

む 

周

辺

状

況 

周辺 

異常 

 排水溝・水路の乱れ 無・有 わずか・目立つ・かなり自立つ 

敷地現況は 既成宅地・不整地の原野・水田・畑・その他（      ） 敷地 

履歴 敷地の旧歴は 原野・山林・崖地・畑・水田・池沼・河川敷・その他（      ） 

地表土の土質は ズリ・土丹・砂・砂質土・粘性土・ローム・その他（        ） 

地表土の硬軟は 粘性土（極軟・軟・中位・硬）、砂質土（非常に緩い・緩い・中位・密） 

地表の乾湿は 水はけ 良・不良 

試掘 しない・した  

地表 

土質 

 

瓦礫の有無は 無・有 多い・少ない 

土のサンプリング オーガーボーリング しない・した 

採取土の土質名 粘性土・砂質土・腐植土・その他（          ） 

盛土 

下部 

土質 土の採取深さ （ＧＬ一     ）ｍ 

地表面形状は 敷地傾斜 無・有（     ）ｍ 、段差 無・有（     ）ｍ 

盛土の厚さは （   ）ｍ～（   ）ｍ・不明 

盛土の経過時間は 

 

在来地盤・10 年以上・5 年以上～10 年未満・3 年以上～5 年未満 

1 年以上～3 年未満・1 年未満・解体後の敷地（推定 20 年）・不明 

切・盛土の境界は 明瞭・不明瞭 

造成 

状態 

 

新規盛土予定は 新規盛土なし・予定有り（   ）ｍ～（   ）ｍ・未定 

埋設物 地中埋蔵物は 無・有 地下室・防空壕・その他（        ） 

井戸の水位は 無・有 井戸水位 （ＧＬ－     ）ｍ 地下水 

試験孔水位は 無・有 試験孔水位（ＧＬ－     ）ｍ 

築後年数は 推定（     ～     ）年 

建築種別は ＲＣ・ＳＲＣ・ＳＣ・木造・その他（           ） 

既存 

建物 

階数は 平屋・２階・３階・３階以上 

建物外壁のクラツク 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

土間・犬走りの損傷 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建具の開閉不良は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

敷地内 

建物等 

の異常 

 基礎のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

 

 

 

 

 

 

 

敷

地

状

況 

 

門扉・塀などの変形 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

東側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

西側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

北側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 

相 

隣 

関 

係 南側・擁壁・土留めの（有・無） 調査敷地高低差（    ）ｍ、利用形態は：宅地・道路・その他(       ) 
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擁壁構造は ＲＣ造・ＣＢ造・（大谷石・間知石・間知プロック・玉石）積み 

擁壁の築造経年は 推定（    ）年・不明 

敷地の 

(   )

側擁壁 擁壁高さは 最高（    ）ｍ～最低（    ）ｍ 

半地下式車庫は 有・無 

きれつは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

はらみ出しは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

裏込めの陥没は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

目地の食違いは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

頂部の押出しは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

低部の沈下は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

 

 

敷

地

境

界 

状

況 

擁壁 

土留 

め等 

異常 

 

水抜き孔は 無・有（                               ） 

隣地との境は 法面・擁壁・ブロック塀・金網・生け垣・万代塀・その他（        ） 境界 

異常 境界異常と状態は 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

建物外壁のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

土間・犬走りの損傷 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

隣

地

異

常 
建物 

異常 

 基礎のクラツクは 無・有 わずか・目立つ・かなり目立つ 

交通振動など 無・有・その他（                           ） 

資材置場（敷地内） 無・有・その他（                           ） 

作業 

環境 

 駐車環境 終日禁止・時間規制（    時～    時）可能 

電線・高圧線  

前面道路の幅員 （    ）面道路幅 （     ）ｍ 

前面道路との高低差 高さ（      ）ｍ 

トラック進入路 無・有 

工

事

関

係 

 

 

 

進入 

障害 

 

接道面との境界は ノリ面・擁壁・ブロック塀・金網・生け垣・その他（           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地概略 

スケッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 3．5．1－1 に示すように敷地形状、方位、隣接道路の傾斜方向、 

      隣地との高低差、写真撮影位置、敷地境界の構造物の形状などがわ 

      かるようにスケッチしてください 
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※本表の他、地盤調査依頼書、施主様への聞き取り調書を必ず記入すること。 

３．５．２ 現地景観写真 

１）なにを撮影するか 

 現場景観の記録には現場技術者の地盤リスクに対するセンスが現れます。地盤構造を正

しく把握している問題意識の高い技術者が撮影する写真はそれだけで地盤を過不足なく語

ることができるものです。 

（１）敷地の全景を撮る 

 敷地全景写真は、敷地の形状や隣接地や道路との関係、周辺の地形状況などを概観する

ために撮影するものです。 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．全景写真は敷地全体の状況が良くわ

かる方向を選んで撮影します。 

ｂ．一枚の写真に収まりきれないときは、

同一地点から角度を変えて複数枚を連写

し、パノラマ写真とします。 

ｃ．敷地の近隣の様子から地形、敷地形

状、敷地境界、敷地表面の様子などを判

断できるように撮ってください。 

ｄ．黒板は交通障害になるだけですから

不要です。 
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（２）近隣の景観を撮る 

 敷地全景写真では判らない地形情報を、四方の景観から補うために撮影します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．敷地前面道路に立って路線方向と敷地

対面方向の両方を撮影します。 

ｂ．敷地が角地である場合は、直交方向の

道路に立ち同様に撮影します。 

ｃ．写真の奥行き方向に地形的特徴が顕著

なロケーションである場合、それも背景に

入れて下さい。 

ｄ．道路の傾斜などから地形的特徴が判る

ように撮ってください。 

 

 

 

 

（３）敷地の境界を撮る 

 敷地境界写真は造成時の状況を類推するために必要です。 

                            

                                                   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．敷地境界の擁壁・土留めなどの状況

がわかる写真を各境界面ごとに撮影しま

す。 

ｂ．敷地各境界面は全て撮影して下さい。 

ｃ．擁壁、土留め、塀などに異常がある

場合はそれを撮影します。 

ｄ．隣地の状況が良く判る位置を選んで

撮影します。 

 

（４）ＳＳ試験計測中を撮る 

 どのような試験機を用いたかによって試験データを見るときの見方が変わって来ます。

例えば 1000N（100kgf）自沈以下の細かな自沈層を区別できない試験機もありますが、

これでは 250N（25kgf）や 500N（50kgf）とかの小荷重で自沈する地層の区別がつ
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きませんから、微妙な判断を要求される宅地の地盤調査には向きませんし、「やすらぎ」で

はこのような試験機を認めてはいません。ただし「やすらぎ」では証拠写真を求めている

のではありませんから試験計測中の写真は１枚あれば十分です。 

                              ａ． 試験機に接近しすぎて、背景が良く

判らない写真は価値が下がります。 

ｂ．ハンドオーガー、試掘、動的円錐貫

入試験などを行った時には、作業中のも

のを記録します。必要に応じて任意枚数

撮って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 186 

 

（５）周辺の異常を撮る 

 調査地における地盤リスクを端的に表しているのが周辺に認められる異常現象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の建物、擁壁などの構造物や敷地周

辺の道路、電柱、水路などに異常が有る

場合は異常がわかるように撮影します。 

※道路の亀裂。必要に応じて任意枚数撮

って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）その他 

 調査地に分布する地層を類推したり、調査地の造成状況を考えるための重要情報と成り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地付近の掘削面（露頭面）の地層状

況など有用と思われるものを撮影して下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）景観写真の撮り方と活用 

（１）失敗は許されない 

 写真撮影は地盤調査の内でも重要な仕事の一つです。鮮明で解りやすい写真に心掛けま

しょう。 

 ＳＳ試験の写真は機械の状況と周囲の状況を一緒に、全景の写真は敷地の状況が良くわ

かる方向を選んで撮影します。擁壁状況や付近の掘削工事の地層断面の状況など有用と思

われるものはついでに撮っておきましょう。 

 ピンボケや手ブレに注意し、ファインダー（覗き穴）の中全体に気を配り、落ち着いて



 187 

シャッターを押します。雨や雪の時はレンズに水滴が無いか調べます。濡れていたり水滴

がついているとボケた写真になります。 

 暗い時や逆光（太陽が正面側にある時）のときはストロボを使いましょう。自動焦点カ

メラはファインダー中央にピントが合うため、それで都合が悪い時は合わせたい物（部分）

をファインダー中央に持ってきて、シャッターを半押しにしたまま、構図を直しましょう。  

 現場写真の撮影に失敗したからといって、撮影のためにだけ再び現場に行くなどと云う

ことは“つまらない”ことです。通常は２度と撮れないので失敗は許されません。必ず予

備フイルムを携行しましょう。 

（２）景観写真を検討評価する場合 

 現地のロケーションを写真だけで評価するのは非常に困難です。通常は35mmカメラや

デジタルカメラで撮りますが、帰社して上位の技術者に相談したり一緒に検討したい時な

どには写真を見ながら状況の説明を受けたいところです。しかし、現像を必要とする従来

型のカメラでは速報性に欠けており、上位者と協議するにも空白ができてしまいます。 

 速報性に優れた電子媒体による写真（デジカメ）をできるだけ用いるようにしましょう。

これについては、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能、精度を確保できる撮影

機材を用いるようにしましょう（有効画素数80万画素以上、プリンターはフルカラー

300dpi以上、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで３年間程度に顕著な劣化が生じ

ないもの）。 

 写真から得られる情報量は非常に大きいとは言えますが動画にはとうてい及びません。

声で状況を説明（録音）しながら撮っておくと記憶はより鮮明になります。初級者が調査

を実施する場合はビデオカメラを併用するのがよいでしょう。 
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        図３．５．３－１ ＳＳ試験の整理 

３．５．３ 地盤計測結果の整理 

１）計測記録の整理 

（１）測定値の強度換算 
 荷重 1000N（100kgf）で、ハンドルの回転によって貫入が進む場合には、半回転数 aN

に対応する貫入量 L（cm）を求めて swN を計算し、図 3.5.3-1 のように整理します。 

 貫人量１m 当たりの半回転数 asw N
L

N 100
（ Lが 25cm の場合 asw NN 4 ） 

 積載荷重 swW と swN （１m 当たりの半回転数）から換算 N値を出します。 

    礫・砂・砂質土の場合 swsw NWN 067.0002.0 （稲田） 

     粘土・粘性土の場合 swsw NWN 050.0003.0 （稲田） 
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           図３．５．３－２ Nsw，Wswと uq との関係 

（２）一軸圧縮強さとの関係 
 図 3.5.3-2 は一軸圧縮強さ uq （kN/m2）と Nsw（N）とWsw（回/m）との関係を示して

います。図からわかるようにデータのバラツキが大きいことを念頭におかなければなりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

swswu NWq 75.0045.0 （kN/m2） Wsw＝1000、 Nsw＝０の時、 45uq （kN/m2） 

（３）平板載荷試験による支持力とWsw、 Nswとの関係 
 支持力はWsw， Nswから N値， uq などに換算し支持力式により算出する例が多いので
すが、平板載荷試験により求めた許容支持力 aq （kN/m2）とWsw、 Nswとの関係が次式
で提案されています。 

Wswが１,000N（100kgf）以下の荷重で貫入した場合 

 
25 )(100.3 swa Wq （kN/m2） 

回転によって貫入した場合 

 swa Nq 8.030 （kN/m2） 

 これは、ＳＳ試験の値として載荷板の下 75cm の平均値を用いたものです。 

２）データベースの構築 

 「MOLE-ⅡSweden-Pro やすらぎ版」はＳＳ試験データなどとともに現場記録写真な

どもデータベース化できます。スキャナーなどを合わせて用いることで、全てのデータを

このプログラムに整理することが可能です。 

 審査部への審査請求の場合はメールに添付して審査部に送信してください（詳細は操作

マニュアルや web レター第 10 号を参照のこと）。送信に際してはファイルを圧縮して効

率よく送信することができます。 


