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    図４．１．１－１  

        図４．１．１－２ 

４章 地盤診断の実際 

４．１ 地盤診断のための基礎知識 

４．１．１ 盛土はやっかい 

１）盛土は縮む  

 泥岩、土丹、凝灰岩、蛇紋岩、頁岩などのいわゆる軟岩と

呼ぶものを使用した盛土では、岩塊と岩塊とがかみ合って、

その間に少なからぬ空隙を残すことがあります。図4.1.1-1

のように盛土後時間の経過と共に、浸透水によって強さが低

下し岩塊の周辺部からスレーキング（やわらかくなって角が

とれる現象）をおこし、更に摩耗・破砕を生じて岩塊が移動

します。 

 軟岩類は吸水膨張、乾燥湿潤、凍結融解などの繰り返し作

用を受けると極端に強さが低下します。この現象は盛土の浅

い部分で生じやすく、ノリ面に近い部分では強度低下によっ

て、ノリ面崩壊を生じることがあります。また特に、第三紀

の泥岩や頁岩などのように膨潤性粘土鉱物を多量に含んでい

る材料は、吸水膨張を生じやすいので、表層部に使用するこ

とは避けねばなりません。これらの対策としては盛土内に水

が入らないようにするほかありませんが、宅地の盛土で、そ

んな対策をすることは事実上不可能ですから、できることな

らこのような材料を使った盛土造成は避けたほうがよいのです。 

 盛土はその施工時においてこのような空隙を残すと沈下の原因となるため、できるだけ

空隙を少なくするような締固めが必要なのですが、これは軟岩に限ったことではありませ

ん。他のどんな土質であっても同じであり、軟岩やコンクリートなどの瓦礫を含んだもの

はその空隙量が大きいというだけで基本は同じです。 

 大阪南部のある造成地であった例ですが、造成

後約半年が経過した宅地に10数戸の木造家屋の

建設中、家屋に不同沈下による変状が発生し始め

ました。図4.1.1-2はその時点からいくつかの地

点で測定した約半年分の水準測量の結果で、盛土

厚で沈下量を割ったひずみで表しています。 

 この造成地は盛土の厚さが最大20m、平均７

mで、盛土材は泥岩、火山灰性シルト岩を主体に

した砂岩を含む風化岩でした。図では最大１％ほ

どの沈下が生じていますが、梅雨時の沈下は不明

ですから、実際には２％以上と思われ、最大盛土
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厚さから考えて、40cm以上の沈下があったものと推定されます。 

 図にはその間の累計雨量を書き込んでいますが、注目されるのは、沈下曲線の性状がこ

の雨量曲線ときわめてよく対応していることです。盛土中に浸透する降雨が原因であるこ

とに疑問の余地はありません。 

（１）土量変化率とは 

 自然の地山にある状態の土を掘削すると土はほぐされて体積が増え、このほぐされた土

を敷ならし、締固めて盛土とすると次にはその体積が減少します。 

 通常の宅地盛土では、盛土計画などしないで大まかな見当で土量を決めるようですが、

大規模な造成をするような時には、土量変化率を想定して計画を立て、施工時に盛土材料

の過不足が生じないようにします。 

 宅地土量の変化率は L、 Cで呼ばれます。その定義を次式に示します。 

       
地山の土量

ほぐした土量L    
地山の土量

締固めた土量
Ｃ  

  地山の土量…………掘削しようとする土量（普通は地山に自然にある状態） 

  ほぐした土量………掘削したままの、又は運搬時の土量（掘削されほぐされた状態） 

  締固めた土量………締固められた盛土の土量（程度に差はあるが締固められた状態） 

 地山の土量を１としたとき、これを掘削しほぐした土量を Lとします。更に、ほぐした

土を締固めたときの土量を Cと呼びます。 

（２）土の種類と土量変化率 

 計画時点での土量計算は表4.1.1-1を使って行われます。変化率に影響を与える要因は、

土の種類及び混合割合、締固めの程度などがあります。 

 表をみると、岩又は石の欄では、その他の土質よりも、ほぐしたときも、盛土後の土量

も大きく、 L値も C値もともに1.00以上となっています。 

     表４．１．１－１ 土量変化率 （日本道路協会：道路土工－施工指針による） 

名 称 L   C  
岩又は石 硬岩 

中硬岩 

軟岩 

1．65～2．00 

1．50～1．70 

1．30～1．70 

1．30～1．50 

1．20～1．40 

1．00～1．30 

礫混じり土 

 

礫 

礫質土 

固結した礫質土 

1．10～1．20 

1．10～1．30 

1．25～1．45 

0．85～1．05 

0．85～1．00 

1．10～1．30 

砂 砂 

岩塊・玉石混じり砂 

1．10～1．20 

1．15～1．20 

0．85～0．95 

0．90～1．00 

普通土 砂質土 

岩塊・玉石混じり砂質土 

1．20～1．30 

1．40～1．45 

0．85～0．95 

0．90～1．00 

粘性土 粘性土 

礫混じり粘性土 

岩塊・玉石混じり粘性土 

1．20～1．45 

1．30～1．40 

1．40～1．45 

0．85～0．95 

0．90～1．00 

0．90～1．00 

 これらのことは、運搬のとき多くのダンプが必要になり、一方いくら締固めても、元々

の土量（地山での土量）よりも土量が大きくなってしまうことを意味しています。ですか

ら、締固め難く、土中に多くの空隙を残す可能性が大きく、しかも特殊な締固め機械を用

いて施工することになるので、岩塊や軟岩などはあまり良い盛土材料とはいえません。特

に軟岩などは、長い年月の間に次第に軟弱化することによる、沈下率の大きい材料といえ

るので、できるだけ避けるべきでしょう。 

 その他の土質では、どうでしょうか。地山土量に対する締固めた土量の比（ C値）は、
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                     図４．１．１－３ 

ほぼ１前後になっています。つまりきちんと管理された盛土は、地山の状態と、締固めた

状態の土とは、ほとんど土量には差がないことを意味しています。ただし、礫などの混入

する土質での C値は、混入されていない土砂に比べて若干大きくなります。 

 また、地山土量に対するほぐした土量の比（ L値）は、一般に砂よりも粘性土のほうが

大きいことがわかります。これは、同じ量の土でもこれをほぐしたとき、ねばりのある粘

性土ほど、見かけの体積が大きくなることを示しています。いいかえれば、空隙を多く残

すことになります。 

（３）土の締固め施工機械 

 地山の密度に比べ盛土の状態でどれだけ密度が変化するかを知ることは重要です。土量

変化率は機械土工でブルドーザ転圧が主体となる宅地造成盛土と締固め専用機による道路

盛土ではかなり異なります。 

 例えば、宅地造成地での調査結果を調べたものがありますが、地山で乾燥密度が

1.45t/m3である土質で、普通盛土部分で1.60 t/m3、道路部分の路床で1.65 t/m3の違

いがありました。つまり同じ土質でもブルドーザでの施工は専用の締固め機（振動ローラ

ーなど）に比べて締固め効果が低いことがわかります。 

 通常住宅で基礎下を転圧するときは、タンパー（タンピングランマー）やプレートラン

マー（振動コンパクター）といったものが使われます。プレートによる転圧も多いようで

すが、基礎底のレベル合わせ・整地を目的として使用されるならば良いのでしょうが、締

固めという点からみれば能力不足は否定できません（4.3.1-5参照）。 

（４）施工含水比 

 都市基盤整備公団の宅地造成では、盛土に用いる土質の締固め試験から得られた最大乾

燥密度の85％以上の密度で施工する仕様になっていますが、民間の造成ではそこまで管理

された盛土がなされないのが実際でしょう。 

 盛土の施工含水比は、室内突固め試験の最適含水比 optW を基準として範囲を指定するこ

とが多いのですが、将来、盛土が水浸を受けても安定を期待したい場合は、最適含水比付

近がそれよりやや湿潤側に指定されます。 

 例えば、図4.1.1-4において施工含水比を maxd 時の optW 以上、90％ maxd 時の 90W より

以下というような指定をすることにより、斜線を施した領域を指定し、これを目標とする
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          図４．１．１－５ 

         図４．１．１－４ 

施工含水比とするのです。 

 このことは逆に、最適含水比より乾燥側

の含水比で施工した場合には、盛土が地下

水や降雨などによって水浸されると軟弱化

したり沈下したりする恐れがあるというこ

とです。 

 一般に、自然含水比は最適含水比よりも

湿潤側にありますから、通常、少し乾燥さ

せて施工することが多いといえます。 

（５）土質と締固め 

 異なった土質での締固めの傾向を図示す

ると図4.1.1-5のようになります。 
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 これから、 

 ①最大乾燥密度が高いほど最適含水比は低い。 

 ②粒度のよい砂質土ほど最大乾燥密度は高く、締固め曲線は鋭い。そして細粒土ほど最

大乾燥密度が低く締固め曲線がなだらかである。 

 ③砂でも粒度の悪いもの（図4.1.1-5の④）は最大乾燥密度が低く、締固め曲線が平ら

で最大値が明らかでないことが多い。 

 ④関東口ームなどの火山灰質粘性土（図4.1.1-5の⑧）は極端に最大乾燥密度が低く、

最適含水比が高いといったことが分かります。 

２）盛土は重たい  

（１）盛土の重量 

 盛土は１m3当たり、概ね16.0～18.0kN（1.6～1.8tf）前後の重量があります。１住

宅の重量は種類によってもちがいますが、おおよそ10kN/m2（1.0tf/m2）前後でしょう

から、60cmほどの厚さで盛土されたら住宅１棟分の重さに相当し、同じ建物の２棟分の

重量を地盤は支えなければならなくなります。 

 建物の不同沈下には、建物以上に重たい、この盛土が絡むことが多いので、過敏なほど

に注意してもしすぎるということはないのです。 

（２）盛土荷重が影響する深さ 

 敷地内に１mの厚さで盛土をしたとすれば、少なく見積もっても単位面積当たりでは

16.0kN/m2（1.6tf/m2）です。仮に、盛土が20×10mの広さであったとして、盛土の

中央直下の地中に、この荷重がどのように伝わっているかを試算してみますと、10mの深

さでは約8.0kN/m2（0.8tf/m2）の荷重がかかっています。20mではおよそ3.0kN/m2

（0.3tf/m2）です。つまり50％の荷重が10mの深さにかかり、約20％の荷重が20mの

深さにかかっているわけです。 

 良く締まった礫層などでは20.0kN/m2（2.0tf/m2）程度の重量を持つことも珍しくあ

りません。盛土のこのような材料を用いた場合、10mの深さでは10.0kN/m2

（1.00tf/m2）、20mではおよそ4.0kN/m2（0.40tf/m2）となりますが、木造建物重量

が10kN/m2 (1.0tf/m2)程度ですから、建物と同程度の荷重が10mの深さに伝わることに

なります。 

 盛土のように一面に荷重をかけたようなときはかなり深くまで荷重が及びますから、相

当深い位置に軟弱層があったとしても、沈下をおこす可能性はあるのです。ベタ基礎が深

いところの軟弱層に影響を与えるのも同じ理屈で、基礎の底面積が大きいことによります。 
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       図４．１．２－１ 

     図４．１．２－２ 

４．１．２ 軟弱層の圧密 

１）圧密沈下現象 

 粘土やシルトが外力を受けて、その中の水

を失って体積を減少することを「圧密」とい

います。これは土が圧縮されて、より密実に

なるというような意味からきています。粘土

はこのように、その中に含んでいる水を吐き

出しながら圧密されるのですが、粘土は透水

性が低いので（透水係数が小さいので）水が

土の外に出てゆくのに長時間を要すること

になります。ですから圧密にも時間が必要で、

圧密現象である地盤沈下も何年もかかるわ

けです。 

 図4.1.2-1は、載荷に伴う沈下量の時間変

化を模式的に描いたもので、沈下現象を説明

するときによく用いられるものです。地盤の硬さをばねの強さで、水の抜けやすさを排水

孔の大きさでモデル化して説明しています。 

 沈下現象を理解するためには、沈下現象を沈下量と沈下速さの２つの要素に分けて考え

るとよいでしょう。 

 沈下量（最終沈下量）は、荷重の大きさと地盤の軟らかさ（体積圧縮係数 vm ）に比例し、

軟らかな（ vm が大きな）粘性土ほどより大きな沈下量が発生します。 

 沈下速さは土の水の抜けやすさ（透水係数）に比例します。十分な大きさの排水孔があ

るモデルでは、荷重が加わると瞬間的にばねは圧縮され沈下が発生しますが、排水孔の大

きさが小さくなると（透水係数が小さくなると）水の抜け出しに時間を要します。比較的

水の抜けにくい粘性土は圧密が終わるのに時間がかかるわけです。 

２）荷重履歴と土かぶり圧 

 図4.1.2-2のように、ある地層が、その上に

被さっている土（これを「土被り」と云う）の

重量よりも、大きい荷重を過去に受けていたと

き、つまり、現在の土被り荷重よりも大きい荷

重に対して経験がある（荷重履歴がある）場合、

その最大経験値を「圧密先行荷重」と云います。 

 ある地層に「圧密先行荷重」より小さい荷重

が加わっても、その地層は同荷重に対して経験

がある（荷重履歴がある）ために圧密沈下は起

こしません（この状態を「過圧密状態」と云い

ます）。一方「圧密先行荷重」より大きな荷重が
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加わったとき、その土にとっては未経験の荷重なので

沈下が発生しやがて終息することになります（この状

態を「正規圧密状態」といいます）。つまり、「圧密先

行荷重」は「過圧密」と「正規圧密」との境界という

ことです。 

 乱さない土の「圧密試験」を行うと、図4.1.2-3の

ような結果が得られますが、同図のＥ点が「圧密先行

荷重」に相当しており、Ｅ点よりも右側を「正規圧密

状態」、左側を「過圧密状態」と呼びます。 

 人為的な負荷のない自然地盤はＥ点より小さい土か

ぶり荷重しか受けていない「過圧密状態」であるのが

普通であり沈下は静止しているはずです。 

３）沖積層と洪積層の違い 

 洪積層は更新世に堆積した地層で、数万年から数十万年も昔のことですから、堆積した

当時は軟らかい土だったのでしょうが、長年月の間に、積み重なった上層の土の重さで圧

縮されたり、時には乾燥作用をうけたりしながら、長い時間をかけて圧密されているので、

硬い粘土やシルトになっているものが多いのです。 

 これに反して沖積層の粘土などは、たかだか１万年位の年月を経てきたにすぎない若い

地層であり、その間ずっと水びたしになったままであるために、粘土中の水が逃げ出しに

くいので、圧密作用も進行途中であるか静止した状態であり、軟らかいものが多いのです。 

 洪積層と沖積層の違いは、「圧密先行荷重」に対して余裕があるかどうかの違いです。沖

積層はより小さな「圧密先行荷重」しか受けていないために、少しの荷重を加えただけで

も「圧密先行荷重」を上回ってしまい「正規圧密」の状態になってしまうために少しでも

新たな荷重をのせると圧密沈下は再開されます（図4.1.2-4のｂ～ｃ点にある）。つまり新

規の荷重に対して余裕がありません。 

 これに対して、洪積層は盛土や、建物の新規荷重が加わっても、もともと「圧密先行荷

重」が大きいので、少しばかりの荷重では「過圧密状態」を保ちますから沈下は起こらな

い訳です（図4.1.2-4のｄ～ｅの間にある）。このよう

に洪積層は、おおむね「過圧密」な地層であり、土質が

安定していること、沈下懸念がないことなどから宅地と

して適しているのです。 

 「過圧密」というのは、その土が過去において、現在

受けている荷重よりも大きい荷重で圧密されていたわ

けですから、その「圧密先行荷重」以内の新規荷重を加

えても圧密沈下を起こしません。 

 例 え ば、 ある土の圧密先行荷重が 300kN/m2

（30tf/m2）であり、その土かぶりの重量が100kN/m2

（10tf/m2）であったとすると、その土に200kN/m2

（20tf/m2）よりも小さい荷重をのせても圧密を起こさ
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ないということです。圧密を起こさないということは、その粘土が体積を減少しないとい

うことですから、沈下もしないということになります。 

 圧密先行荷重は圧密試験で求めますが、住宅地盤の場合はそこまで実施しないことが多

いと思われます。住宅規模の荷重にとっては、洪積層は「過圧密」と考えて大過ないと思

われますが、沖積層は「正規圧密」状態であることが多くなります。 

 広域地盤沈下地帯では圧密沈下が進行して、標高が海抜より低くなってしまうことがあ

ります。これは地下水位が低下し、浮力を失った分だけ土被り荷重が増加して「圧密先行

荷重」よりも大きくなってしまったからです。このような現在沈下が継続している状態（圧

密が未了である状態）にある粘性土層を特に「未圧密」状態と呼ぶことがあります。 

４）砂は圧密するか 

 さて、粘土やシルトは綿毛構造、蜂の

巣構造と呼ばれる、空隙の大きな図

4.1.2-5のような構造を持っているの

で、荷重に圧縮されて空隙の部分に保有

している水を徐々に排水されながら圧

密されるのですが、砂や礫などは粒子が

大きいのでこのような構造とはならず、

「単粒構造」と呼ばれる組織をもってい

ます。つまり、１個１個の粒子がただ単に接触し合っているだけの構造で、相互の粒子に

は摩擦だけが作用するわけです。 

 このような状態ですから、全体としての空隙は粘土やシルトよりもはるかに少ないので

すが、粒子は肉眼で見えるような大きさですから、空隙そのものも大きく透水係数も大き

いということになります。このことは砂地に降った雨がたちまち吸われて消えることから

も明らかでしょう。 

 このように透水性の高い砂や礫の層は、形を変えるのに水の抵抗が比較的小さいので、

短い時間のうちに形を変えることができます。これが粘土と砂の間に大きい差異を生ずる

原因で、一般に砂は動きが早く、粘土はごく緩慢にしか動かないといわれるのもこのよう

な理由によるのです。 

 例えば掘削した穴が崩壊するようなときにしても、砂地盤だとアッという間に崩れてし

まいますが、粘土のような場合は、部分的にはらみ出しながら全面的な崩壊へ移行するよ

うな現象が見られますし、山留めが破壊するときも、その背面が砂だと山留めは急激に変

形してゆきますが、粘性土の場合は徐々に徐々に変形し、毎日測定しないと変形している

ことを確認できないことが多いのです。 

 このことは基礎の沈下に対しても同様で、砂や砂礫の地盤が支持層だと、建物が竣工す

る頃までには、起こるべき沈下は90％以上完了してしまうので、即時沈下などと呼ばれ竣

工後において即時沈下による不同沈下障害の発生は考え難いのです。粘土地盤が沈下する

ようなときは、沈下が数年にわたって進行するような例も多いのです。関西国際空港のタ

ーミナルビルが沈下をアジャストするために、常にジャッキアップされているのは有名な

話です。 
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            図４．１．３－１ 

４．１．３ N値と支持力 

１）地盤の支持機構と算定法 

（１）地盤の支持機構の考え方 

 地盤の表面に帯状に長い基礎版に荷重が加えられたときの地盤の塑性平衡状態を図

4.1.3-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 荷重 qが加わると基礎版底面ａ－ｃには粘着カと上載荷重による摩擦力が働き、楔形ａ．

ｂ．ｃは下方へ押し込まれようとします（図の ゾーン）。この力によって ゾーンは側方に、

Cゾーンは上方に押されることになります。つまり ゾーンとCゾーンの部分は ゾーンか

らの力に対抗する力ですが、この力のバランスが壊れることを地盤の破壊といいます。 

 この考え方に基づいて支持力の理論は作られています。 

 支持力度を求める公式は、通常テルツァーギの支持力公式と呼ばれるものです。この式

にはC部分の上にかぶる土の重さも抵抗に加え、根入れ（ fD ）の効果が考慮されています。 

 なお標準貫入試験あるいはＳＳ試験により、地盤の N値または換算 N値は求められます。

両者は求め方が異なるので厳密には同じとは言えませんが、便宜上同じものとします。 

（２）支持力公式（告示 1113 号第２抄） 

 ａ．支持力算定式による方法 

長期に生じる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 

)(
3
1

21 qfqycca NDiNBiNCiq  

  ここにおいて、 aq 、 ci 、 yi 、 qi 、 、 、 C、 cN 、 N 、 qN 、
1
、

2
、 fD は、それぞ

れ次の数値を表すものとする。 

 aq ：地盤の許容応力度（単位 kN/m2） 

 ci 、 yi 、及び qi ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によっ

て計算した数値 

   
2)

90
1(qici   

2)1(yi  （ただし が を超える場合は、 とする） 



 198 

 これらの式において、 及び は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（単位度） 

 ：地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位度） 

 及び ：基礎荷重面の形状に応じて表 4.1.3-1 に掲げる係数 

            表４．１．３－１ 形状係数 

基礎荷重面の形状 係数 

円形 円形以外の形状 

α 1.2 

L
B2.00.1  

β 0.3 

L
B2.05.0  

 この表において、 B及び Lは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径

の長さ（単位 m）を表すものとする。 

 C：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 kN/m2） 

 B：基礎荷重面の短辺又は短径（単位 m） 

 cN 、 N 、及び qN ：地盤内部の摩擦角に応じて表 4.1.3-2 に掲げる支持力係数 

 表４．１．３－２ 支持力係数 

内部摩擦角（度） 支持力係数 

0 5 10 15 20 25 28 32 36 40 以上 

cN  5.1 6.5 8.3 11.0 14.8 20.7 25.8 35.5 50.6 75.3 

N  0 0.1 0.4 1.1 2.9 6.8 11.2 22.0 44.4 93.7 

qN  1.0 1.6 2.5 3.9 6.4 10.7 14.7 23.2 37.8 64.2 

 この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じた cN 、 N 及び qN は、表に掲げる数

値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。 

※支持力係数は、変曲点をもった対数曲線なので、厳密には、上記の値とわずかに異なりますが実用上

は問題ありません。 

※建築では大崎式 1520 N を用いることが多いようですが､大崎の式以外にも､Dunhamの式､

Peckの式があります。 

 
1
：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 kN/m2） 

 
2
：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位

kN/m3） 

  単位体積重量の一般的な値は表4.1.3-3の通りです。 

          表４．１．３－３ 土の単位体積重量（kN/m3〉 

土 質 単位体積重量範囲 単位体積重量一般値 

粘土 14～17 16 

シルト 15～18 17 

砂 16～19 18 

腐植土 12～14 13 

 fD ：根入深さ（基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ）（単位 m） 

 式をよく見て、地盤の支持力は基礎底面の幅、形状、根入れ深さ等により異なり、地盤

の単位体積重量、粘着力、内部摩擦角等だけで決まる値ではない事に注意してください。 

ｂ．平板載荷試験による方法 

長期に生じる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 

fta DNqq 2
'

3
1
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 この表において 

 tq ：平板載荷試験による降伏荷重度の 1/2 の数値又は極限応力度の 1/3 の数値のうち

いずれか小さい数値（単位 kN/m2） 

 'N ：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて表 4.1.3-4 に掲げる係数 

     表４．１．３－４  

地盤の種類 係数 

密実な砂地盤 砂質地盤（密実なものを除く） 粘土質地盤 
'N  12 6 3 

 
2
：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位

kN/m3） 

 fD ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 m） 

ｃ．ＳＳ試験による方法 

長期に生じる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 

swa Nq 6.030  

この表において 

 swN ：基礎の底部から下方２m 以内の距離にある地盤のＳＳ試験における１m あたりの 

    半回転数（150 を超える場合は 150 とする。）の平均値（単位回） 

※これらの式を用いる場合において、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合、又は基礎の底部か

ら下方２m 以内の距離にある地盤にＳＳ試験での荷重が１kN 以下で自沈する層が存在する場合若しく

は基礎の底部から下方２m を超え５m 以内の距離にある地盤にＳＳ試験での荷重が 500Ｎ以下で自沈

する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又

は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。 

（３）都市基盤整備公団による支持力推定式 

 都市基盤整備公団では、平均の長期許容応力度 aq とＳＳ試験の swN の関係を次の式から

求めることとしています（都市基盤整備公団、宅地造成地盤性能評価基準案）。 

 swswai NWq 64.038 （kN/m2） 

 ここで、 aiq ：第ｉ層の長期許容応力度（kN/m2） 

     sww ：１kN（100kgf）以下の荷重貫入する場合の荷重（kN） 

     swN ：地表面下0.5m～2.0mまでの間における１kN（100kgf）の荷重で貫入 

        が止まった後、回転により所定の目盛り線まで貫入させたときの半回転 

        数から換算した貫入量１mあたりの半回転数 

 
i

aii
a H

qHq )(
 

 ここで、 aq ：層厚 H なる区間の平均の長期許容応力度（kN/m2） 

     iH ：第 i層の層厚 

     aiq ：第 i層の長期許容応力度（kN/m2） 

 ただし、調査深度は貫入不能地盤が明らかに連続する場合を除き、地表面下最     

低 5.5m まで行うものとしています。 

（４）平板載荷試験とＳＳ試験結果の相関性よりの推定式 

 平板載荷試験結果から求めた許容支持力 aq とＳＳ試験で得られた Nsw、Wswとの関係
から、ＳＳ試験によって aq を推定する方法が提案されています（第 18 回土質工学研究発
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図４．１．３－２ 地盤工学会・地盤調査法より  

表会講演集・甚野他）。 aq （kN/m2）と NswとWswとの関係を示します（図 4.1.3-2）。 

   自沈の場合 
25100.3 swa Wq （kN/m2） sww は 50～1,000（Ｎ） 

   回転の場合 swa Nq 8.030  （kN/m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）様々な簡易式 

 標準貫入試験の N値またはＳＳ試験の推定 N値からの支持力推定法（簡易式）には次の

表4.1.3-5などがあります。 

        表４．１．３－５                      単位：kN/m2 

地盤種別 算定方法 

砂質地盤 沖積粘性土 洪積粘性土 関東ローム 

Dunham式 10 N  11.7 N  － － 

旧：住宅公団 ８ N  10 N  (20～50) N  30 N  

２）基本式と簡易式の比較 

基本式と簡易式での計算例 

●算定例１：粘性土地盤で平均 N値が10程度 

 fD ＝0.27m、布基礎幅＝0.36m、地下水位以上として許容支持力度を求めます。 

N値10程度の場合（ swN ＝140と仮定） 

1501054575.0045.0 swswu NWq kN/m2（15.0tf/m2）、 

0.75
2
uqc kN/m2（7.5tf/m2） 

内部摩擦角φ＝０ｏとします。 

 支持力係数は表4.1.3-2より、 cN ＝5.1、 N ＝０、 qN ＝1.0 

 形状係数は布基礎として表4.1.3-1より、 ＝1.0、 ＝0.5 

 土の単位体積重量は、表4.1.3-3より、
1
＝16.0kN/m３（1.6tf/m3）、

2
＝16.0kN/m3（1.6tf/m3） 

  ci 、 yi 、及び qi はそれぞれ１とする。 

長期許容支持力度 
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 )(
3
1

21 qfqycca NDiNBiNCiq  

 9.1280.127.00.16036.00.165.01.50.750.1
3
1

aq kN/m2（12.9tf/m2） 

一方、簡易式（旧住宅公団：沖積粘性土）によると 

 100101010Nqa kN/m2（10tf/m2） 

●算定例：前例と同一条件で砂質土地盤とします。 

 砂質土ですから、 C＝０tf/m2、大崎式から 1.29151020  

 支持力係数表4.1.3-2から、 cN ＝26、 N ＝11、 qN ＝15 

 土の単位体積重量は、表4.1.3-3より、
1
＝18.0kN/m3（1.6tf/m3）、

2
＝18.0kN/m3（1.6tf/m3）

と仮定 

長期許容支持力度 

 )(
3
1

21 qfqycca NDiNBiNCiq  

 18.361527.00.181136.00.185.00.1500.1
3
1

aq kN/m2（3.6tf/m2） 

一方、簡易式（旧住宅公団：砂質地盤）によると 

 801088 Nqa kN/m2（8.0tf/m2） 

 計算の結果を比較すると、粘性土ではわずかに基本式を用いた方が大きい程度ですが、

砂質土において基本式を用いた結果のほうが相当に低く（倍以上の開きがある）与えられ

ることがわかります（表4.1.3-６）。 

          表４．１．３－６ 支持力算定式と簡易式との算定値の比較 

 粘性土の長期許容支持力 

（kN/m2） 

砂質土の長期許容支持力 

（kN/m2） 

基本式 128.9 36.2 

簡易式（住宅公団） 10０.0 80.0 

N値が 10 であるような砂質地盤において地盤支持力が 30kN/m2（３tf/m2）程度し

か期待できないことになる訳ですが、これでは実感とかけ離れてしまいます。 

 基本式による計算では粘性土と砂質土の算定値の差は N値が小さいうちは目立ちません         

が、それが大きくなるにつれて差が拡大し、５0kN/m2（5tf/m2)の支持力が得られる地

盤を逆算すると砂質土の N値は15以上が必要になってしまいます。 
 多くの場合、工務店やビルダーなどでは、住宅用の基礎は aq ＝50kN/m2（５tf/m2）を

標準の支持力度として、これに合わせた標準基礎を用意していますが、ほとんどの砂質地

盤でこのような大きな N値を持つことはありませんから、標準基礎がほとんどの地盤で使
えないことになり、何をもって標準基礎なのかわからなくなります。これが住宅用の支持

力を求めるには、簡易式が多く使われる理由になっているようです。 
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               図４．２．１－１ 

４．２ 地盤計測データを読む   

４．３．１ どんなとき不同沈下になるか 

 －地盤診断４つのキーポイント－ 

 地盤診断のために、ＳＳ試験の計測データを分析する場合、大きくは４つのカテゴリー

（地盤の安定度、軟弱層の分布状況、軟弱層の均質性、建築条件との整合性）に分けて考

察します。そのためには図 4.2.1-1 に示すようないくつかのチェックポイントを逐次確認

していく必要があります。 

１）地盤の安定度を読む 

（１）圧密沈下と地盤安定度 

 まず人工地盤と在来地盤の見極めが大切です。自然の地盤（非人工地盤）であれば、そ

の安定度は、地層が堆積した時から現在までの時間にほぼ比例していると考えることがで

きるため、長い時間をかけて十分安定していると考えて差し支えないでしょう。ですから、

これから加えられる建物荷重について沈下があるかないかを考えれば良いのです。しかし、

人工地盤（盛土地盤）であれば、盛土荷重によって、建築以前の段階で既に沈下を起こし

ていることがあり、安定した地盤となるための間は沈下が残留することになります。 
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 盛土荷重は木造住宅の荷重に比べて遙かに大きく、不同沈下事故の大半は、建築前の段

階での沈下に加えて建物荷重が載せられることで沈下が加速されたという事例が多いとい

うことを考えなくてはなりません。 

 圧密により沈下が収まるまでには３～５年かかると考えられますから、造成５年未満の

宅地であるなら、沈下が発生していると考えるべきです。 

（２）圧縮沈下と地盤安定度 

 盛土の荷重は軟弱層を沈下させる原因になりますが、その他にも、盛土自身が縮むこと

が沈下の要因となります。これを圧縮沈下といって圧密沈下と区別していますが、盛土地

盤における沈下とは「圧密沈下」と「圧縮沈下」とを合わせたものなのです。 

 盛土自身が安定するために必要な時間は盛土厚さや土質によっても違いがありますが、

一般に粘性土ならば３～５年、砂質土なら１～３年程度が目安と考えられています。この

時間は在来土（自然地盤）の安定度と同程度の安定に達するための時間ではありませんし、

時間がたてば強度が増すというものでもありませんが、沈下を起こす有害な空隙がかなり

の程度排除されるために最低限必要な時間です。 

 地盤の安定度は時間との関数です。盛土がいつ施工されたかは重要な問題であり、造成

してからの経過時間を十分に検討し、造成後５年未満であるなら、その宅地で「圧密沈下」

や「圧縮沈下」のいずれかまたは両方の沈下が起こってはいないかどうかについて考慮し

なければなりません。 

 また、軟岩や瓦礫を含む盛土、また廃棄物の盛土などでは通常の土質的判断が通用しま

せんから、10年以上を経たものかどうかを目安として、その信頼度を考えるべきでしょう。 

 造成者の施工方法や盛土の材料が明確でないときは、他に盛土の安定度をチェックする

ことはできないので必ず造成後の経過時間を考えることが大切です。 

２）軟弱層の分布状況を読む 

（１）軟弱層の層厚 

 250N（25kgf）、500N（50kgf）の自沈層が分布するようなとき、その地盤は自然

地盤であれ、盛土地盤であれ、水分を多く含んだ地層であると考えるべきでしょう。水分

を多く含むということは、荷重が加えられると水圧がかかり、排水される道があればそこ

に抜けようとしますから、そのときには必ず沈下を伴います。 

 軟弱層と一口にいっても地層が水平な堆積面を持っているなら、地中に伝わる荷重は地

層に均等にかかるために、多少の沈下があっても、それが等沈下である限り建物に損傷を

与えることはないかまたは小さいので、軟弱の程度によっては、あまり気にしなくても良

い場合もあります。しかし、水平な分布を持ち均質であったとしても、層厚が厚いほど沈

下は大きくなりますし、軟弱の度合いによっても異なりますから、不同沈下となるような

過大な沈下が起こらないとは限りません。その層厚と自沈の程度を総合的に考えなければ

なりません。 

（２）軟弱層の偏在性 

 地盤内の地層のどれかが傾斜して分布するとき、地表面が水平なら、いずれかの地層に

は層厚に差がでます。地盤の構造を把握することをこのテキストでは重要視していますが、

軟弱層が偏在するか否かを見るためでもあります。同じ荷重で自沈する地層であっても、
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         図４．２．１－２ 

その層厚に極端な差があるときは非常に危険な状態であると考えましょう。 

 特に傾斜地での宅地造成では傾斜面に片盛土がなされることが多いので、盛土がいずれ

かに偏って分布することになりますから、傾斜の方向をよく見定め、宅地内での最大盛土

厚さを把握するように努めなければならないのは云うまでもないことです。 

 また、軟弱層の分布深さが違う場合も要注意です。基礎から地盤に伝わる地中応力は下

位に行くほど分散して小さくなります。同程度の軟弱度合いであっても、深さによって受

ける応力に差がつきますから不同沈下の可能性があります。 

３）軟弱層の均質性を読む 

 認められた自沈層に50～1,000N（５～100kgf）の間でバラツキがある場合には、よ

り小荷重で自沈する部位では沈下が大きく、逆の場合の沈下は小さいことになります。そ

の程度によって沈下の起きやすさ（圧密度）が違いますから、同じ荷重が伝わったとして

も、沈下量は違ってしまい不同沈下になる

ことがあります。従って、ある軟弱層が水

平等厚な分布であったとしても、同じ地層

内に250N（ 25kgf）程度の自沈層や

1,000N（100kgf）程度の自沈層などが

バラバラに分布し均質性に欠ける時は注意

が必要です。 

４）建物条件との整合性 

 自沈層が水平な堆積層序を持ち、均質で

あっても、一部２階建て、一部平屋などの

ような荷重に差のできる建築がなされた場

合、地盤には偏った荷重がかかりますから、

不同沈下が生じます。 

 また、基礎の種類により、図4.2.1-2の

ように荷重の伝わりかたが違います。特に

ベタ基礎の場合は、基礎幅と等しい深さまで荷重が伝わります。 

 これらから、建物の形状（荷重の均等性）や基礎形状（応力の伝達深さ）などについて

考察を怠るころはできません。 
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               図４．２．２－１ 

４．３．２ 地盤をイメージする 

１）地盤断面を書く（地層区分） 

 ＳＳ試験で得られたデータから地盤の断面を描いてみましょう。敷地の対角で順に並べ

るなどして見たい断面の測点を選び出して、標高を合わせて地表線を書きます。隣地との

高低差がある時も書き込んでおきましょう。図4.2.2-1は計測データをパソコンで処理し、

測点を並べてみたとこ

ろです。 

 地層の強弱を頼りに、

同一の地層であると推

測される深さを結んで

地層区分をします。図の

地盤は古くは水田とし

て利用されており水田

面がはっきりしていま

すし、盛土相当の深さか

ら下には軟弱層があっ

て旧耕作土層を含む軟

弱層がGL-2.5m付近まで分布しているのが分かります。 

 沖積地で平坦な地形ですから堆積層であり、図をみると地層がほとんど水平に積み重な

っている複層です。ここで堆積初期の地層水平の法則から、これらの地層が堆積した当初

とあまり変わらず、今まで大きな地盤改変がなされず、また大きな外力も働いていないこ

ともわかります。 

 いずれの地層もほぼ均質で、比較的穏やかな環境で堆積したものと思われます。しかし

№３の測点では軟弱層の中にレンズ状に挟み込んだ地層があります。その他は圧密度も問

題なく均質なようです。 

 盛土されて３年以上であれば、軟弱層の圧密もほぼ終了したかあと僅かでしょうし、地

盤全体の安定度もそこそこにはあるでしょう。 

 このように計測結果を後から考察するのは結果をなぞるだけですから容易なことですが、

現地で頭の中で地盤断面図（イメージを形にする）が描かける技術者でなければなりませ

ん。なぜなら地盤を構造的にイメージすると云うことは、不同沈下しやすい地盤条件を予

め意識ししつつ計測を行うということと同じことであり、必要十分な調査のために不可欠

な要件だからです。ただ漫然と孔だけをあけてくるだけの計測とでは、見かけは同じでも

データの質と量が違ってきます。 

 特に初級技術者が地盤断面図を自ら描くことは良い訓練になります。 

２）地盤構造と沈下形態を判断する 

 2.5mより下部は N値８前後の砂層ですから、圧密沈下はありません。あるとすればこ

の砂層と盛土層に挟まれる軟弱層ですが、ほとんど N値は２以下で、建物が新たに載った



 206 

場合に沈下を起こさないとは言い切れません。またレンズ状の砂層がいくらか気になりま

す。大きくいえば地層はほとんど水平ですが、レンズ層が敷地外に連続しているとすれば

これは排水経路となるので多少の不同沈下となる可能性はある地盤でしょう。 

３）支持層を見いだす 

 標準基礎とするために地盤には50kN/m2（5.0tf/m2）の支持力が期待されています。

ところが盛土層もその下のシルト層も N 値は低く、かろうじて2.5m以下の砂層が

50kN/m2（5.0tf/m2）以上あります。しかし、この層に基礎を直接支持させるにはちょ

っと深すぎます。となれば杭基礎の支持層としたらどうでしょう。これも N値は10以上を

期待されていますからだめです。盛土層はどうでしょうか。転圧によって多少の強度は改

善できるでしょうが、盛土厚はおよそ50cm程度ですから基礎の根入れを30cmとしたら

あと20cmしかなく、しかも下には軟弱なシルト層です。いわゆるパンチング（打ち抜き

せん断破壊）をおこしかねませんからこれもだめです。 

 つまりこの地盤には、まともに支持層と呼べる地層はありません。 

 “これらの結果、この地盤は少しは不同沈下の可能性があって、支持層といえるものは

ない”というのが全体の地盤イメージです。 
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           図４．２．３－１ ロッド周面摩擦が及ぼす影響が顕著な事例  

４．３．３ データの見誤り 

１）良く締まった盛土での錯誤 

 ＳＳ試験データを見る上で、特に気を付ける必要があるのは摩擦によって生じた「見か

け上の強さ」にまどわされることです。 

 良く締まった地層の場合、貫入ロッド周辺の土はロッドを強く拘束することがあります。

盛土下部の軟弱層を計測するとき、盛土が良く締まっているときなどでは、盛土下部の自

沈層であるはずの地層においても、回転貫入する事があり、過大評価をしてしまう危険が

あります。図4.2.3-1の例は非常に良く締まった盛土下部層が、実際には自沈層であった

事例であり、軟弱層の存在を見落とす危険があることを示しています。 

 瓦礫などの混入する盛土でも、瓦礫同士の噛み合いが「見かけ上の強さ」として表れ、

実際は空隙の多い盛土なのに、これを良く締まったものと誤認することがあります。 

 これらによる誤認は、不同沈下事故に直結してしまいますから、盛土の判断には慎重な

考察が必要です。 
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              図４．２．３－２ 手動式と手回し式 

２）機械回しと手回しの違い 

図 4.2.3-2 はＳＳ試験機を手で回したときと機械式（電動式回転）の時のデータの差に

ついての実験例を示しています。 

実験地は海浜砂丘陸側裾の沖積低地に位置する地盤で、完新世の粘性土層を主としてい

ますが、時々砂丘砂が被覆するように堆積した模様で、粘性土と砂質土が互層を成してい

る所です。 

 手回しは JIS に従い、180°回転で一旦止めながら回転しました。機械は 180°で止

まらず連続回転します。回転数は 0.3 回転／秒程度。モーターは単相 100V200W。遊

星式減速機付きです。 

 そして、すぐ近くで、オートマチックラムサウンドも実施しています。同試験の dN 値は

標準貫入試験の N値とほぼ同等と言われています。 N値は１m 間隔ですがオートマチック

ラムサウンドは 20cm 間隔で値が取れ、ＳＳ試験と比較するのに都合が良いからです。Ｓ

Ｓ試験から換算した N値と dN 値も図に示しました。 N値の換算式は稲田式（砂質土用）を

用いました。当地盤は N値５未満は粘性土、５以上は砂質土と考えられます。 

昨今では機械式が手動式に変わりつつあり、時代的な趨勢となりましたが、砂質土（砂）

において、機械回しは手回しの２倍以上の値を示すこともあり、ＳＳ試験では手で回した

か、機械で回したかの違いは必ず考慮しなければなりません。機械の場合、載荷も機械（油

圧その他）で行うものがあります。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、そのデータを取り扱わなければなりません。 
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           図４．２．３－３  

３）摩耗したスクリューポイント 

 ＳＳ試験機のスクリューポイントが摩

耗すると、摩耗の程度によって当然試験

結果は異なったものになります。 

 摩耗の影響を定量的に把握するため、

最大径の異なる径のスクリューポイント

を用いて、その結果を比較した実験結果

があります（第 29 回土質工学研究発表

会）。 

 図 4.2.3-3 ではφ33mmのものを基
準として、３種のスクリューポイント（φ

32mm、φ31mm、φ30mm）を比較

していますが、これによれば直径が小さ

くなるにつれ図の 45 度ラインからの隔

たりが大きくなり、堅固層に対して貫通

力が低下し誤差が拡大することがよく判

ります。 

 また、 Nsw値 150 以上では、スクリ
ューポイントの最大径が小さいものほど、

Nsw値が大きくあらわれる傾向にあり、
逆に Nsw値が150以下ではφ33mmの
Nsw値より小さな数値を示すものが多
くあらわれ、その結果バラツキが大きく

なる傾向を示します。これは、最大径の

小さなスクリューポイントを使用すると、

φ33mm を使用した場合に比較して、堅

固な地盤では回転数が多くなり、軟弱な

地盤では貫入しやすくなるケースが増え

ることを示唆しています。 

 また、 Nsw値 200 以上の結果につい
て、φ33mm とそれぞれのスクリュ一ポ

イントの調査結果では、φ33mm とそれ

ぞれのスクリューポイントの Nsw値と
の比率を調べてみるとφ32mm とφ

31mm では 1.1 倍程度にしかすぎませ

んがφ30mmでは1.2～1.3倍の違いを

示し、３mm 摩耗すると、結果にかなり

大きな影響を与えていることが判ります。 

 文献では、最大３mm 程度減少したも
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    図４．２．３－４  

のは、使わないほうがよいとの指摘があり、本試験

結果は、このことを裏付ける結果となっています。 

 スクリューポイントの最大径の検査方法として、

図 4.2.3-4 に示すようなスクリューポイント検査

ゲージ（ステンレス製：厚５mm）があります。こ

れらを用いて事前に最大径の検査をしておくように

しましょう。 

 また上記の他に、瓦礫等の混入する地盤では、摩耗したものほどスクリューポイントの

表面積が小さく、角がとれている分だけ貫入時の感触（ガサツキ感）が小さくなる傾向と

なりますから瓦礫の存在を見逃す恐れもあり、地盤事故に直結することも考えられるため

に使用するスクリューポイントの摩耗度を一定にすることが大切です。 

４）証言を鵜呑みにすると  

 施主や近隣住民から得た情報は、そこに住む人しか知り得ないものとして大変貴重なも

のですが、それをそのまま鵜呑みにすることは絶対に避けてください。 

 お訊ねした方が嘘の証言をされたはずはなくても、思い違い、勘違いもあるでしょうし、

こちらの意図が十分に伝わらない場合には、見当はずれの受け答えになってしまうことが

あります。 

 資料踏査、現地景観、事案計測結果と付き合わせて、整合性のある証言かどうかを確認

して、信ずるに足るものかどうかを見極めてください。 

 そうでない場合、聞き取り調査を行ったことがかえって事実を誤認する元になりかねま

せん。 
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４．３ 地盤計測結果と地盤診断   

４．４．１ 支持力と基礎選定 

１）支持力についての考え方 

 地盤をロケーションするということは、再三述べてきましたように、不同沈下が起こる

かどうかを判定するためでした。 

 これまでに沈下の考察は済んでいるとすれば、あとは支持力について考えればよいので

すから、基礎工法の選定はずいぶんとシンプルになります。 

 その前に支持力というものを少し違った観点から見てみます。通常支持力があるかない

かという判定は、先にも述べましたように支持力式などから求めますが、住宅で地盤の支

持力不足によって破壊、変形、あるいは不同沈下したという事例は寡聞にして聞いたこと

がありません。それはなぜでしょうか。 

 長期許容支持力というのは、地盤が破壊するぎりぎりの荷重に対して３倍の安全率を考

えています。支持力公式をもう一度見てください。つまり、長期許容支持力が50kN/m2

（５tf/m2）あるということは、実はぎりぎり150kN/m2（15tf/m2）の荷重まで耐えら

れることをいい、これを極限支持力といっています。一般に標準基礎といわれるものは

50kN/m2（５tf/m2）の実荷重に対して150kN/m2（15tf/m2）耐えられる地盤に用い

られていることになります。 

 一方、地盤の破壊を考えてみます。人間の足の裏は片足で約180cm2（筆者がはいてい

るスリッパから計測しました）あります。体重が800kN（80kgf）の人が全体重を片足

で受けたなら、440kN/m2（4.4tf/m2）の荷重がかかっていることになります。 

 仮に筆者が片足でジャンプしたとすれば、その場合の衝撃荷重はおそらく500kN/m2

（５tf/m2）をはるかに越えると思われます。湿地やぬかるみでないかぎり、通常の地盤

であればこの程度で地盤が破壊することはほとんどないと思われます。このことは、通常

地盤であるかぎり、標準的基礎の荷重500kN/m2（５tf/m2）を支えることがそれほど大

げさなことではないことが判るでしょう。 

 支持力公式を使って“499kN/m2しかなかったから支持力がない”といって、ああだこ

うだという人がいますが、あまり意味のないことです。単なる数字あわせをしても始まり

ませんから・・・・？ 

 大ざっぱにいってその地盤に建物を安全に支える性能があればよく、要は自分が施主な

らどうするかを判断の基準にすればよいのではないでしょうか。 

２）支持力を考える深さ 

 また、基礎からの荷重が地盤に直接影響を与える範囲は、せいぜい基礎幅の３～４倍程

度でしょう。仮に基礎幅を0.40mとしますと、４倍の深さは、根入れ（ fD ）を30cmと

すれば、およそＧＬ-1.9mの深さになります。当然基礎幅が変わればそれに応じて検討対

象深さも変えないといけませんが、先ほどの理由によってあまり神経質になる必要はない

と思います。 
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         図４．３．１－１ 

 地盤調査結果から求める支持力の判定は、通常の場合（２階建て木造系住宅）上記によ

りＧＬ-2.0mまでの範囲の N値を採用することで過不足ないものと思われます。 

３）支持層の考えかた 

 前項で基礎直下にかかる荷重が及ぶ範囲は、基礎幅の３～４倍と述べましたが、この深

さまでの地盤が一様な場合は問題ありませんが、しかしこの範囲内に性質の異なった層が

存在する場合には、一様地盤の場合とは異なってきます。 

 表層が締まった盛土層、下部層が軟弱な粘土層であるといったケースはしばしば経験す

ることですが、この場合の支持力の考え方は２層地盤として解きます。 

 図4.3.1-1のように、基礎底面を LB の

長方形の基礎であるとします。根入れ深さ

fD における基礎底面の荷重 q が、図

4.3.1-1のように1/2の傾斜で下方に向か

って広がって、粘土層の上にまで達します。

荷重は )()( ff DHLDHB の広さ

に分散されるものと考え、これが粘土層の

上にかかる荷重とします。また基礎底面の

下から、下部粘土層との境界面までの土の

重量も、下部層表面に作用する荷重と考え

ます。 

 この考え方は、上部に軟弱層があり、下

部に硬い層があるという場合には通用しま

せんから、普通はより深いほうに支持層となる地層を求め、杭などの支持層とします。 

 しかし、表層地盤改良にはこの２層地盤の考え方が生かされています。つまり上部層を

改良して固め、人工的に作った支持層としているのです。 

 硬くて厚い確実な地層を支持層にするに越したことはありませんが、実際には、これが

ないことの方が多いのですから、なければこれを作るほかありません。 

①下部地層が軟弱なとき、薄くても確実な支持層を表層部に作る。 

 表層地盤改良工法・複合地盤改良工法・柱状改良工法・杭基礎工法（摩擦杭）など 

②確実で堅固な地層との間を何らかで置き換える。 

 ラップル基礎工法・突き固め基礎工法・杭基礎工法（支持杭）など 

といった方法しかいまのところありません。そうでない場合は、地盤にあわせて基礎の構

造を変えるということになり、例えば、拡底基礎・深基礎・ベタ基礎・浮き基礎といった

工法を採用することになるでしょう。 

４）ベタ基礎万能論への危惧 

 ベタ基礎は軟弱地盤対策として有効な基礎ですが、べタ基礎は沈下を防止する基礎では

なくかえって沈下を促進してしまうことさえあります。地盤が軟弱であると判った時点で、

「ベタ基礎なら大丈夫だろう」という安易な基礎選定がなされることも珍しいことではな

いように見受けられますが、適用地盤を誤ってしまうとかえって危険ですから、以下のこ

とを念頭に採用の際には慎重であるべきです。 



 213 

 ベタ基礎の長所と短所は表4.3.1-1の通りです。 

 表４．３．１－１ 

 ベタ基礎の特徴 

 ベタ基礎をガッチリと剛性が高いものにしておけば、上載荷重を分散し、接地圧を低下する効果が

大きい。 

長所 

 ベタ基礎下部の地盤が部分的に沈下しても、ベタ基礎さえしっかりしていれば剛性が高いから、上

部構造物に影響がでにくい。 

 軟弱層の厚さが、ベタ基礎下部で異なったり、上載荷重の重心がベタ基礎の図心と一致してなかっ

たりした場合、ベタ基礎でも不同沈下する事がある。そして、ベタ基礎は不同沈下の様な傾斜に対し

ては抵抗力が無い。 

 ベタ基礎は、その基礎幅が大きいので、支持力、沈下を支配する領域が地中深くまでおよぶ。従っ

て、支持力、沈下を支配する領域を地盤条件より推定し、その部分の支持力、沈下も検討しなくては

ならない。 

短所 

 ベタ基礎のスラブ厚さが 20cm 程度であっても m2当たりの重量は 5kN/m2（0.5tf/m2）ほど増

える。100m2 の基礎なら 500kN（50tf）の重量になり、木質系の住宅ならほぼ１棟分の重さに相
当する。 

 軟弱地盤であればどんな条件でもべタ基礎を採用できるわけではありません。いくらべ

タ基礎が沈下を均等化しようとしても、物理的に不同沈下を免れない地盤もあるのです。 

 べタ基礎が硬い何かに片持ちで支持されると、軟弱地盤に載っている側へと不同沈下し

てしまいます。もともと荷重が大きく沈下を助長する基礎なので、沈下が簡単には収まり

ません。基礎が工作物や大きなガラに接触すれば、その接点がテコの支点となります。テ

コの原理が働くので、わずかな沈下が大きな不同沈下のきっかけになり得ます。 

 ベタ基礎の採用に慎重でなければならない地盤は以下の通りです。 

１．ベタ基礎の一部が硬い地山や地下室や地下車庫に支持されている場合 

２．盛土にガラが混じっている場合（場所によってその量が偏在する危険が大きい）。 

３．軟弱層の厚さが敷地内で大きく異なっている場合 

４．極端な部分２階など建物の荷重が偏在している場合と極端に細長い建物 

 いかにベタ基礎といえども偏ったモーメントや集中荷重には抗しきれません。要するに、

軟弱地盤であるならベタ基礎にしておけば安心というのではなく、べタ基礎を採用するか

どうかの判断は、地盤や建物自体の微妙なバランスを考慮して決定するべきです。 

５）転圧機種と転圧効果 

 表層が緩くて支持力がやや不足するとき、基礎の底面

での転圧締固めを行うことで支持力を改善することがで

きます。 

 各種転圧機械の特徴とその効果について予め理解し、

積極的にこれを提案していくことは、コストの低い簡易

な地盤改良工法を有効に用いることでもあります。 

（１）ランマー（タンパー） 

 写真 4.3.1-1 に示したランマー（タンパー）は飛び上

がりによる打撃力によって締固めを行う機構となってい

ます。動力はガソリンエンジンであることが多く、自重

は 500～1200N（50～120kgf）程度です。 

 布基礎の底面部における締固め方法として多用されて

いますが、「やすらぎ」では 800N（80kgf）級のもの

を標準的に用いるべきであると考えています。 

 
  写真４．３．１－１  
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 布基礎の施工に際して根切りする場合、基礎底面の地盤を緩めたり、過掘りしたりする

危険があることから、全ての地盤について実施することが望ましく、支持力を改善する目

的で用いるのであれば、納得のいくまで入念に実施すべきです。 

 転圧方法は同一箇所を５～６回走行（３往復）が適当です。かりに基礎底面幅が 650 mm

であるなら、２走行路に分けてそれぞれ３往復するのが望ましく、この場合原則的には砕

石を敷き均した上から実施するのが良いでしょう（割栗石を用いる場合には栗石の隙間を

砂などにより充填したのち実施する）。 

 雨中や雨後など掘削面に水がたまっているようなときに実施すると効果がないかまたは

かえって地盤を緩めてしまうことがあるため、注意が必要です。また土質が悪くて転圧が

効かないと思われるときは砕石厚さを通常より

も厚く敷いて実施すると効果的です。それでも

転圧効果がない場合には別途検討が必要です。 

（２）振動ローラー 

 写真 4.3.1-2 に示す振動ローラーは小型で

扱いやすいハンドガイド式のもので、宅地にお

いて多く用いられるようです。振動輪の偏心ウ

エイトを回転させることによって振動を発生さ

せます。起振力は 15～25kN（1.5～2.5tf）

程度であり、効果的な転圧機種ですから、表層

地盤改良の締め固めなどにも多用されています。 

 ローラー幅があり基礎底面での転圧には使い

にくいと思われますが新規に盛土を実施する場

合などには有効でしょう（写真 4.3.1-2 参照）。 

（３）振動コンパクター 

写真 4.3.1-3 に示す振動コンパクターは自重

が 500～1000N（50～100kgf）程度であり、

狭隘な場所やノリ面部分、他の大型機の補助機

械として用いられます。基本的には締固め機械

ではなく敷き均し機械であり、締固め能力が小

さく、基礎直下の支持力を改善するために用い

たとしても効果は期待できないため基礎底面下

におけるランマー転圧の代用とはなりえません。 

（４）機種による締め固め効果の比較 

 締固め効果はそれぞれの土質によって異なり

ますが、一般に最適含水比（ optw ）よりやや乾

燥側で締固めたとき強度は最大となり、湿潤側

ではあまり強度は得られません。 

 図 4.3.1-2 は４機種の締固め曲線と締め固めた土の強さ（CBR）を示しています。こ

れからは乾燥側では振動ローラー（25kN＝2.5tf 級）が優れていることやタンパー（ラン

マー）も軽量の割には効果的であることが判ります。 

      写真４．３．１－３ 

    写真４．３．１－２ 
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４．４．２ 沈下タイプ別基礎の選定 

 以下では、不同沈下可能性の程度を３つのランクに分けて、どのような基礎工法を採用

したら良いかを考えてみます。 

１）不同沈下の可能性がある 

 明らかに不同沈下することがわかっているのなら、堅固層に確かに支持できる工法を採

りましょう。それ以外の工法は極力避けるようにしてください。 

（１）軟弱層が薄いなら 

 軟弱層が薄く、堅固層までが浅いのなら、深基礎・ラップル基礎・置換基礎でも良いで

しょう。 

（２）軟弱層がそれほど厚くない 

 あまり深くないところに堅固な地層があるなら、支持層を造ってしまいましょう。不同

沈下の原因である軟弱層を改良すると多少なりとも原因を除去することにもなるでしょう。 

 表層地盤改良は板状（盤状）の人工的な支持地盤をつくるという以上に、沈下を起こし

にくい難沈下性能をもっています。またその形状は板状（盤状）ですから、面内剛性とい

って曲げる力に対して抵抗力が大きい工法だといえます。 

 ある程度沈下が起こってもこの面内剛性の働きによって、不同沈下を防ぐことができま

す。しかし、改良地盤以下での不同沈下量が大きいと予想されるような時には絶対にこの

工法はだめです。 

（３）軟弱層が厚い 

 堅固層が深い場合なら本当は支持杭にしたいところですが、適当な深さに堅固層がない

のであれば摩擦杭にすることもやむを得ません。 

 しかし摩擦杭はやむを得ない時だけに限った方が良く、その場合も地中の沈下性状を良

く考えて使わないと危険です。 

 ①柱状改良コラムに杭機能を与える場合 

 柱状改良によって地中に造成されたソイルコラムが十分な堅さをもっているのなら、こ

れには杭としての機能があります。気をつけて取り扱えば、確実な支持層でなくても摩擦

杭的な考えかたで設計する方法もあります。 

 ②柱状改良コラムを複合地盤とする場合 

 柱状地盤改良工法を用いて、敷地内にメッシュをかけてその交点に柱状のコラムを造成

しますと、改良体を建築面内いっぱいにつくることになり、これらが全体として１つのブ

ロックとして荷重を支持することができます。 

 地盤全体が在来地盤の強度と、コラムの強度との両方によって複合化され一体化する工

法ですから、施工深度までは地盤強度が大きくなりますし、沈下する地層を改良するので

すから、軟弱部を結果的に少なくすることになりますので、表層改良でも不安を感じる時

はこの工法は有効です。ただしコラムの数量によっては施工費は高くなるのは避けられな

いでしょう。 
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２）不同沈下の可能性が低い 

 軟弱層が厚くても地層が水平に分布しているときなどは不同沈下になりにくいといえま

す。しかし沈下量が大きいときには、必ず均等な沈下となるという保証はありません。 

 地層が均等厚さで不同沈下可能性が低くても、建物荷重が偏芯している場合などでは、

不同沈下があり得るので、条件付きで考えなくてはならない場合もあります。 

 いくらかでも不同沈下の心配がある場合には、原則として前項と同様な考え方で対処す

べきですが、不同沈下の可能性があるということを、不同沈下とならないこともあり得る

と考え、むしろ積極的に不同沈下としない工法を試してみるチャンスでもあるといえます。

技術者にとって、“よかれ”と思うことを思い切って提案することで、責任回避の風潮を越

えて施主の立場に立つとことができるということではないかと思います。 

３）不同沈下の可能性がない 

 この場合は最も簡単です。2000年５月に発表された建設省告示に従って、ＧＬ-2.0 m

までの支持力が50kN/m2（5.0tf/m2）なら標準基礎、30kN/m2（3.0tf/m2）以上

50kN/m2（5.0tf/m2）未満なら拡底基礎、30kN/m2（3.0tf/m2）以下であればベタ基

礎にすればよいだけのことです。 

建設省告示第１３４７号（抜粋） 

建築基準法施行令第 38 条第３項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応カ度（改良された地盤にあっては、改良後の許容応カ

度とする。以下同じ。）が１m2につき 20kN 未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、１m2につ

き 20kN 以上 30kN 未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、１m2につき 30kN

以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。 
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       図４．３．３－１ 

        図４．３．３－２ 

    図４．３．３－３ 

４．４．３ 擁壁にからんだ基礎 

 図4.3.3-1のように擁壁の背面は擁壁を造る

際に一旦掘削し、再度埋めた地盤であり、盛土地

盤に建築する場合と同様の注意が必要ですが、そ

の他にも擁壁に絡んだ基礎には注意しなければ

いけないことがあります。 

 擁壁が造られるところというのは元々が崖で

あるところです。平坦地における宅地に比べ、特

に崖の端部には地震時において複雑な応力が働

きますから、それなりの配慮が必要になります。 

１）基礎との距離 

 基礎が擁壁に近接する場合、地震力によって、擁壁が背面土とともに水平・鉛直に移動

したり、あるいは緩い裏込め土が圧縮して、

地割れが生じ基礎が沈下することがあり

ます。 

 古い擁壁の場合には地表面の載荷荷重

（建築物の重量など）を想定していないも

のがほとんどですから、擁壁に載荷荷重を

かけると擁壁に不具合が生じることがあ

ります。ですから、擁壁と建物基礎とは一

定の距離をおくのが安全です。 

 擁壁と建物の位置関係を検討し、擁壁下

部から図4.3.3-2のようにθ度ラインの

内側に基礎底盤がくるように配置しなけ

ればなりません。もし、建物配置が変更で

きないのであれば、θ度ライン内に深基礎、

あるいは、杭基礎が支持されるようにする

べきでしょう。 

 また擁壁と建物の間に柱列杭を施工したり、裏込めの土を地盤改良することは、荷重を

擁壁に伝えない様にする工法であり有効な対策です。 

 切土と盛土の境界付近や、擁壁際に杭を施工する場合、その位置によって柱状改良杭を

採用してはいけない場合があります。 

 杭がθ度ラインの下に収まる場合はいずれでもよいの

ですが、図4.3.3-3のように杭がθ度ラインの下に収まら

ない場合は改良杭を採用しますと、擁壁際の土が滑った場

合杭自体に側圧が掛かり杭が破壊してしまう恐れがあり

ます。この様な場合は改良杭を使用せず、鋼管杭を使用し

ます。 
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     図４．３．３－３ 

       図４．３．３－４ 

 θは盛土の場合30ｏ、切土の場合45ｏを目安にします。 

２）異種基礎の回避 

 在来の地盤だから必ず堅固な地層だとは限りません。切土に直接基礎を、盛土に杭基礎

を採用した場合、地震力によって切土がすべり破壊を起こし、直接基礎側が沈下すること

があります。これによって、その境界部の基礎に曲げ破壊、せん断破壊が生じ基礎を折っ

てしまうこともあります。 

 図4.3.3-3上図のような杭基礎と直接基礎の併用

（異種基礎）は原則として避けなければなりません。

図4.3.3-3下図のように切土部についても杭を打設す

る必要があります。 

 これとは逆に、異種基礎の併用が避けられない場合

もあります。ＲＣ車庫上に基礎を載せた場合もまた、

車庫の背面土が圧縮され、図4.3.3-4のように、すべ

りを起こして背面土側か沈下することがあり、これに

よって、その境界部の基礎に曲げ破壊、せん断破壊が

生じ基礎が折れてしまいます。このような場合には、

杭基礎との併用としないわけにはいきません。 

 通常は、車庫に支持されない側が沈下しやすいので、

杭基礎などを採

用するのが一般

的です。 

 異種基礎をや

むなく併用せざ

るをえない場合

には、以下の措置

を講じる必要があります。 

 ①同一支持層によって支持させるようにしてくだ

さい。ＲＣ車庫の支持層と杭支持層が同一層でなけれ

ばなりません。 

 ②沈下量差をできるだけ少なくする手段を講ずる

ように考えてください。具体的には、杭の沈下が大き

いと予想されますので、杭を支持層にできるだけ、深

く打ち込み、かつ、杭本数を割り増しするなどの方法

が考えられます。 

 ③不同沈下を予想して、基礎を補強するようにして

ください。具体的には、境界の鉄筋を増やす、あるい

は、内部布基礎を追加するなどです。 
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４．４．４ 地盤補強工法の適用制限  

１）地盤補強工法の深さの制限 

 図4.3.4-1に深さにより使用できる工法を示しました。地盤改良または杭基礎を用いた

場合の布基礎は、総て50kN/m2（5.0tf/m2）基礎とします。 
       地盤補強工法の適用深さ 
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                 図４．３．４－１ 

２）現場環境と基礎補強工法の制限 

 地盤に最も適した基礎補強工法についての判断があっても、現場環境により、基礎補強

工法に制限を受ける場合があります。 

（１）周辺道路環境 

 現場の地盤調査の結果、構造的にも経済的にもコンクリート杭基礎が最適であるという

結論が得られたとします。しかし、現場周辺の道路が狭く、資材を積んだトラックや、ラ

フター等の施工機械でさえ角を曲がれないという様な場合、この現場での通常の杭打設施

工は不可能ですから、他の工法に変更せざるを得ません。 

 ロケーションの結果、道路環境の場合は事前に条件がわかっていますので、図4.3.4-2

に施工可能な場合の道路環境を示しておきます。 

（２）現場隣地環境 

 ある工法が最適であるという結論が得られても、敷地周辺を民家に囲まれ、わずかの騒

音、振動、挨拶にも気を配らなくてはならないという時、この現場では騒音・振動のより

少ない工法を選択し、最適な工法以外の工法に変更せざるを得ない場合もあります。 

 以上の例の場合は、いずれも費用と時間をかければ施工は不可能ではありませんが、経

済的にアンバランスなものとなり無駄です。この様な場合は、次善の他工法で施工した方

が現場をスムーズに進める事ができ、結局は工費、工期共に良い結果を得られる場合が多

いといえます。 
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          図４．３．４－２ 

 いずれも隣地住民の感情の問題が絡む事もありますので、いちがいに次善の策はこれだ

と結論は出せないかもしれません。 
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                   図４．３．５－１  

４．４．５ 基礎工選定の判断事例  

１）標準基礎のケース 

 図4.3.5-1に示す調査地は上郷台地内に在って緩やかな東斜面となり旧水田であった地

域である。盛土は薄く、旧耕土層をも含めて地表部分では60～80cm程度が軟弱となって

いる。この表土下位は在来の砂質土層 となり良く締まっているが、同層以深では厚く軟弱

なシルト層 が分布している。 

 シルト層 はほぼ水平な堆積面を持ち、洪積層でもあって土性の安定度に疑問はないため、

これが不同沈下の直接の原因とはならないものと考えられる。基礎の底面下で荷重を受け

る砂質土層 において十分な締りを持つため、ここを支持層とすることができると思われる

が、ランマーによる転圧を実施して一層の締固めを図ることで標準タイプの基礎とするこ

とができよう。 

＜解説＞ 

 チェックポイントに従って地盤の状態を順に考えてみましょう。 

○地盤の安定度については、台地上の緩やかな傾斜地であることから、特に大きな地盤改

変が行われた形跡がないと判断されます。薄い表層土を除けば、以深は洪積世の在来の地

盤であり、その土質は全体に安定していると考えて良いでしょう。 

○自沈層は500～1,000N（50～100kgf）程度の層が分布していますが、洪積世の粘性

土であれば圧密降伏応力は沖積層のそれに比べて大きく、住宅規模の荷重に対しては十分

であると考えられます。 

○地層の傾斜はなくほとんど平行な複層構造をもっているので、不同沈下しにくい地盤と

いえるでしょう。 

○各地層は、ほとんど均質な状態で、圧密度に差はないので不同沈下の可能性は低いと思

われます。 
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○水田の耕作土層は20cm程度でその上に薄く盛土されています。盛土を含むこれらの表

層土は転圧効果が期待できる土質であり支持力は改善できます。 

 これらの状況において、もし表層部に転圧効果がないと思われるときには、基礎の根入

を深くする深基礎とするか、又は、ラップル基礎などとするのが良いでしょう。 

２）梁補強のケース 

 図4.3.5-2に示す調査地は尾張平野に属す自然堤防帯上に位置する平坦地であり、現状

を畑地とする在来地盤である。表層は緩い砂層で、下位には軟弱なシルト層がみられ、こ

れを上下の砂層が挟むような構造となっている。中間に挟まれたこの軟弱な自沈層は沈下

の可能性を持つものといえるが、水平な堆積面を持っておりほぼ均質な強度分布となって

いるため、大きな不同沈下が起こることはないといえる。 

 締固め効果が期待できる土質なので、基礎底面下でのランマー転圧を十分に実施するこ

とで支持力は得られると思われ、標準タイプの基礎とすることが可能と考えられる。しか

し、沈下の対策としては基礎の梁剛性を高めておくことが安全と思われるため、梁筋の補

強などが必要であろう。 

＜解説＞ 

○自然堤防上に位置する在来地盤であり、全体の安定度は高いと考えて良いでしょう。 

○地盤が複層構造をもっており、軟弱層はほぼ水平に堆積していることから極端な不同沈

下となることはないと思われます。 

○表層をしめる砂層は転圧によって支持力を改良することが可能と思われるのであえて地

盤補強はいらないものと判断されます。 

○しかし、一応の支持カが得られていて、不同沈下の恐れはないとしても、多少の沈下が

予想されることから、梁筋を補強するとか深基礎等として基礎の梁剛性を高めることで部

分的な応力集中に備える必要はあるでしょう。 

３）表層改良のケース 

 図4.3.5-3に示す調査地は新川と戸田川に挟まれた沖積低地上に位置し、旧水田上に約
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                      図４．３．５－３ 

1.2mの盛土がなされた地盤である。 

 盛土下位の旧耕作土を含む地表面下約３m間Ａは非常に軟弱であり、同層において支持

力を期待することはできない。また、強度の分布も同層の圧密度が不均一であり、土性も

不安定であると推定されることから、長期的には不同沈下の可能性もあると考えられる。 

 従って本件の場合、地盤の剛性を高めると共に沈下の対象層となる軟弱部位Ａを減厚す

るために、表層地盤改良をすることで良いと思われる。 

＜解説＞ 

○地表から３m付近までは軟弱で500N（50kgf）程度以下の沖積粘性土であり、土性は

不安定であると考えましょう。 

○自沈層の層厚も厚く250N（25kgf）自沈層もみられるので、沈下を起こしやすいとい

えます。 

○地層に傾斜はなくほぼ平行な重層ですから軟弱層の層厚差はありません。 

○しかし圧密度には若干の差があり、多少は不同沈下するかもしれません。 

○支持力を簡易に改善する事はできないと思われます。 

 表層地盤改良が提案されたのは、まず支持力を改善すること。表層を硬い板状（盤状）

にすることで沈下が起こるときに改良面に剛性を持たせることで不同沈下となることを防

ぐこと。基礎下から１m改良すれば1.4～1.5mぐらいを硬くすることになるので、結果的

に軟弱層を多少でも薄くすることができるなどの理由からです。 

４）柱状改良又は杭のケース 

 図4.3.5-4に示す調査地は逢妻女川右岸の三好台地中に在って低地方向に東南斜面とな

る地域である。調査地内敷地東南角部に沈下陥没跡がみられるほか、既存家屋東縁側基礎

に２箇所亀裂が発生しており、全体に戸の開閉に支障があるとのことで沈下がその原因と

考えられる。 

 調査の結果、敷地東側において非常に軟弱であり、同付近は盛土と推定される。この軟

弱層は未だ十分に安定しているとはいえず、今後においても不同沈下の可能性は高いと思
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われ、杭基礎又は柱状改良とすべきであろう。 

＜解説＞ 

○軟弱な盛土層が敷地の一方に偏って分布する異層です。低地側に盛土、台地側に切土が

された地盤で地山は傾斜しています。このような軟弱な盛土層に大きな層厚差があるよう

な地盤では、不同沈下が起きやすいといえます。 

 事故の事例は、盛土がらみ（擁壁やガレージその他新設構造物周辺の埋戻しを含む）で

あることが最も多く60％を越えています。擁壁の埋戻し部や、敷地の一方が盛土で一方が

切土であるような場合もこれに相当します。この場合、住宅は堅固な地点を不動点として、

軟弱な盛土部位、埋戻し部位に傾き、基礎が折れたりします。 

○既存家屋に異常が見られ、立て替えの住宅ですから１０年以上は経過している模様で、

盛土自体が今後自重によって沈下することはないと思われます。 

○しかし盛土部には500N（50kgf）自沈層が部分的には残されているようですし、在来

層と強度もその沈下性状も大きく違っています。 

 このような不同沈下の危険があると考えられる場合、すべて杭基礎とすべきです。 

 仮に、建物の配置が、盛土側にわずかしかかからない場合は、軟弱部位に掛かる一部分

を深基礎にするか、またはラップル基礎などをすることができます。 

５）複合地盤改良のケース 

 図4.3.5-5に示す調査地は木曽川と長良川の両川に挟まれた沖積低地上に位置し、ＧＬ

-32.0m前後の厚い沖積層となる地域である。 

 旧水田上の盛土地盤であるが、これら盛土・旧耕作土を含んで地表よりＧＬ-6.0m付近

まで非常に軟弱であり、超軟弱層ともいえる500N（50kgf）相当の自沈層が厚いことの

ほか、敷地内で軟弱層中に貫入する砂層がみられるなど、支持力不足であるほか、不同沈

下に対しても不利な条件となっているため杭基礎とするのがよいが、ＧＬ-7.0m以深の軟

弱層下位にある砂層のほか適当な支持層が見あたらず、同層が貫通してしまう危険もあり、

摩擦杭にするとしても十分に安全であることを確認する必要がある。 
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 このため、本件の場合、柱状改良として、地盤全体を一体的に改良する（ブロック状に

改良）複合地盤とするのが安全であると思われる。 

＜解説＞ 

○地盤を断面でみたとき、全体としては平行な堆積層順を示していますが、軟弱層の中に

砂層が部分的に貫入しています。これは地表に荷重が加わり沈下をおこしたとき、敷地内

に沈下の時間差が生じることになります。測点№３地点に見られた砂層は、沈下に伴う排

水経路となりうるもので、同方向に沈下量が大きくなり、他の部分は排水が遅くなります

から、不同沈下となりやすいといえます。 

○自沈層は厚くまた500N（50kgf）自沈層が３～５m付近に厚いですから沈下量も無視

できないほどになるかもしれません。 
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４．５ 住宅用基礎の種類と施工法 
 地盤診断では地盤の性能に適合する基礎を選ばなくてはなりませんから、一般的に用い

られている住宅用の各種基礎工法についての基本的な知識や基礎の施工手順についての理

解が必要なことは云うまでもないことです。本節では通常どのような基礎が用いられ、そ

れらはどのような特徴があるのかについて述べてゆきます。 

４．５．１ 住宅基礎の種類と特徴 

 近年、住宅品質保証が一般化してきており、一方、新築時の資金融資に住宅金融公庫を

利用する例が多いと思われますから、財団法人住宅保証機構（以下保証機構）の「性能保

証住宅標準仕様」や住宅金融公庫（以下金融公庫）の「木造住宅工事共通仕様書」などの

仕様書を満足することが大切になります。また建築学会の「小規模建築物基礎設計の手引

き」や木造住宅産業協会（以下木住協）の「木造住宅建築工事基礎設計の手引き」などの

手引き書などが指針として親しく用いられてるように思われますので本稿ではこれらを中

心に各種基礎の概要を示します。以下「性能保証住宅標準仕様」や「木造住宅工事共通仕

様書」を「仕様」と、あるいは「小規模建築物基礎設計の手引き」や「木造住宅建築工事

基礎設計の手引き」を「手引き」と略称します。 

本項では各種基礎の工法概要や施工法について述べていますが、設計法や施工管理法に

ついては応用編を参照してください。 

表 4.5.1-1 に各種基礎・地盤補強工法の概要を示します。 

表 4.5.1-1 各種基礎・地盤補強工法の概要 

施工方法 基礎断面・標準の配置例 種材料 施工機械 

通常の住宅に用いられる標準的な基

礎。形状はベース幅約 450ｍｍ，ベ

ース厚さ 150ｍｍ、立上り 650ｍｍ、

立上り幅 120ｍｍである。ベース下

に割栗石を 50～150ｍｍ敷き詰め

る。 

布基礎（50kN/m2）・標準基礎 

  

50kN/m2 未満の地耐力である地盤

においてベース幅を約 600ｍｍ程度

に拡張して接地圧の低減をはかる。 

布基礎（30kN/m2）・拡底基礎   

多少の沈下が懸念される地盤で、基礎

梁（立ち上がり部）の鉄筋をダブル配

筋とする。 

梁補強工法（鉄筋補強）   

多少の沈下が懸念される地盤で、基礎

梁（立ち上がり部）の根入を深くし梁

せいを高くして曲げ剛性を高める。 

梁補強工法（深基礎）   

ベタ基礎は、布基礎のべース部分を布

状ではなく，建物の基礎全面を厚さ

150ｍｍ以上で鉄筋コンクリートス

ラブとしたものである。ベースコンク

リートの下には，布基礎と同じように

割栗石が 50～150ｍｍ敷き均して

ある。 
ベタ基礎（シングル配筋） 

  

ベタ基礎の高い剛性により沈下の均

等化作用が発揮される。 

ベタ基礎（ダブル配筋）   

厚い軟弱地盤上に浮力を持った基礎

を造成して地盤への負荷を低減する。 

浮き基礎工法   
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布基礎ベース下の布基礎より外側 1

ｍ、深さ 1ｍの範囲の地盤をセメント

系固化材（添加量：原土１ｍ３に対し

て 100～150ｋｇｆ）にて改良する。

改良土の一軸圧縮強度はＦ２８＝50

Ｎ（５ｋｇｆ）/ｃｍ２である。 

表層地盤改良 

セメント系固

化材 

 

バックポー 

振動ローラー 

布基礎ベース下の地盤に深層撹拌混

合工法によりφ600ｍｍの柱状体を

合計６か所設置する。注入するセメン

トミルクはＷ／Ｃ＝60％、注入量は

原土１ｍ３に対して 2.5～3.5ｋＮ

（250～350ｋｇｆ）である。改良

体の一軸圧縮強度はＦ ２ ８ ＝ 50～

100Ｎ（5～10ｇｆ）/ｃｍ２である。 柱状地盤改良 

セメント系固

化材 

 

ミキサー 

クローラー式 

クレーン 

（10ｔ） 

攪拌装置 

布基礎ペース下にアースオーガーを

用いて地盤を緩めてから、φ200ｍｍ

のＲＣパイルを圧入する。パイルビッ

チは＠900ｍｍ程度。 

RC 杭 

ＲＣパイル 

φ200ｍｍ 

クローヲー式 

クレーン 

（10ｔ） 

圧入力で挿入 

フーチング基礎下にスクリユーオー

ガーを用いて掘削しセメントミルク

を注入しながらオーガーを引き上げ，

ＲＣパイル（軸部φ300ｍｍ－節部φ

440ｍｍ）を建て込み，圧入して定着

させる。パイル配置は＠3.6ｍ程度。 

節杭工法 

ＰＣパイル 

軸部φ300ｍ

ｍ 

節部φ440ｍ

ｍ＋セメント

ミルク 

クローラー式 

クレーン 

（20ｔ） 

攪拌装置 

布基礎ベース下に鋼管杭（φ114.3

～267.4ｍｍを回転圧入により 10

本設置する。１本当たりの支持力が大

きい場合は、基礎梁の補強が必要であ

る。 

鋼管杭工法 

鋼 管 （ φ

114.3 ～

267.3ｍｍ） 

 

クローラー式 

 

クレーン 

（10ｔ） 

回転圧入 

布基礎楚ベース下にスクリユー付き

の鋼管杭（φ114.3～267.4ｍｍ）

を回転圧入により６本程度設置する。

１本当たりの支持力が大きい場合は、

基礎梁の補強が必要である。 

鋼管杭工法（先端翼） 鋼 管 （ φ

114.3 ～

267.3ｍｍ） 

 

クローラー式 

クレーン 

（10ｔ） 

回転圧入 

布基礎べ一ス（幅 600ｍｍ）下に細

径鋼管（φ48.5ｍｍ）を 450×600

ｍｍ間隔で２列、合計 44 本を回転圧

入により設置する。幅 550ｍｍ以下

は１列となる． 

RES-P 工法 

亜鉛めっき 

細径鋼管 

（ φ 48.6 ｍ

ｍ） 

 

トラック式 

クレーン 

（２ｔ） 

回転圧入 

地盤に改良材を押し込むことにより、

沈下が懸念される粘性土の土中水分

を押しだし、適正含水状態にして地盤

を安定化させる工法。 

ND 式圧密工法 予め品質管理

及び配合管理

された改良材

（ドライモル

タル） 

特殊スクリュ

ーを装着した

専用機 
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図 4.5.1-1 布基礎の断面寸法 

平成 13 年性能保証住宅標準仕様より  

 

図 4.5.1-2 布基礎の断面寸法 

平成７年木造住宅工事共通仕様書より 

軟弱地盤を砕石で置き換える工法。最

下部には不織布を敷き砕石層の中に

テンサーと呼ばれる高強度プラスチ

ツク網を敷設する。 

ジオグリッド・マットレス工法 

砕石 

不織布 

高強度プラス

チツク網 

 

バックホー 

振動ローラー 

トップベースエ法は、φ３３Ｏｍｍ

（または 500ｍｍ）のコマ型コンク

リートフロックを布基礎べース下に

２列１層を敷設し、空隙部を砕石で充

填する。 

コマ基礎 

コマ型 

ブロック 

 

 

トラック式 

クレーン 

（20ｔ） 

杭芯に鉄杭をセットし先行掘削すし

た孔内に松杭を立て込み、支持層には

軽打して定着させる。 

松杭工法 末口φ150～

180 ㎜のテー

パー状の松杭 

ハイバック（油

圧バイブレー

ター） 

ザ・ソイルⅡから（加筆修正） 

以下、これらの各種基礎について解説します。なお、住宅基礎（布基礎）の施工法は付

録 10 に、また仕様のうち基礎に関するものを抜粋して巻末付録 1２に掲載します。 

１）布基礎 

木造建築物では一般に布基礎が用いられますが、改正建築基準法では地盤の許容応力度

を確かめなければ基礎の仕様を決めることができなくなりました。布基礎においてもその

適用は地盤の状態によって決められます。 

（１）布基礎の形状 

① 通常の布基礎 

 布基礎の適用条件は地盤の長期許容応力度 aq が 30kN/m2（3.0tf/m2）以上のときです。   

布基礎は図 4.5.1-1 及び図 4.5.1-2 に示すように立ち上がり部（梁）と礎版部（フー

チング）とからなりますが、これらの形状および寸法は「仕様」では表 4.5.1-2 のように

示されています。 
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図 4.5.1-3 基礎タイプ別配筋図 

 

表 4.5.1-2 布基礎の形状 

住宅保証機構 住宅金融公庫 両者を満足する形状 「仕様」 

布基礎の適用地耐力（kN/m2） 30以上 30以上 

布基礎立ち上がりの幅（mm） 120以上 120以上 

地盤面から布基礎の立ち上がり長さ（mm） 400 240以上 

（300標準） 

400 

地盤面から礎版底までの深さ 240以上 270以上 270以上 

礎盤の幅（mm） （450） （450） 

礎盤の厚さ（mm） （150） （150） 

割栗地業厚さ（mm） － （120） （120） 

ステコンの厚さ（mm） （30） （30） 

 それぞれの形状はいずれもほぼ同じものですが、布基礎の立ち上がり長さや地盤面から

礎版底までの深さにおいて違いが見られます。また割栗地業では保証機構のものには規定

がありません。いずれにしても住宅品質保証や融資の条件を満たすためには両「仕様」を

満足する形状を選ぶ必要がありますから表 4.5.1-2 の右欄以上の寸法が選ばれることに

なります。 

ところで保証機構、金融公庫の「仕様」では表中で（ ）内に示された数字は参考値で

あるとしており、特に礎版（底版）の幅については規定を設けずに、幅の決定に当たって

は支持地盤の長期許容応力度（地耐力）などを勘案して適切なものとする事を要求してい

ます。 

一方、木住協の「手引き」では宅地の形態や地耐力により基礎のタイプをＡ～Ｄに分け

てそれぞれに基礎の幅を決めています（表 4.5.1-3 および図 4.5.1-3） 

表 4.5.1-3 基礎のタイプ 

宅地形態 許容地耐力 

(kN/m2) 

平屋建 二階建 

30 Ｂ Ｃ 自然地盤 

50 Ａ Ｂ 

30 Ｃ D 造成地盤 

50 Ｂ Ｃ 

ここで、A,B,C,D におけるそれぞれの基礎幅は 36、45、60、75cm です。それぞれ

の配筋及び形状は図 4.5.1-3 の通りです。 
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図 4.5.1-4 基礎間隔 

 

また建築学会の「手引き」では布基礎の標準的な断面寸法として表 4.5.1-4 を示してい

ます。 

表 4.5.1-4 布基礎の標準断面寸法 

Ｂ 12 15 25 30 36 45 60 70 80 90 100 

ｂ 12 15 12 12 12 15 15 20 20 20 20 

ｔ － － 12 12 12 15 15 20 20 20 20 

40 以上 H1(1)  

H1(2) 12 以上 24 以上 27 以

上 

32 以上 

H2(1) 

H2(2) 

20 以上 

30 以上（枠組み工法以外は 24 でも良い） 

※Ｂ：礎版の幅、ｂ：梁の幅、ｔ：礎版の厚さ、H1：GL から礎盤底までの距離：H2：GL から梁天端までの距離 

また、同「手引き」では表 4.5.1-5 に従って布基礎の幅を決めるように求めています。 

表 4.5.1-5 木造住宅の布基礎の幅 

基礎間隔 2.7m 3.67m 4.5m 5.47m 

地耐力 かわら

ぶき 

厚型ス

レート 

かわら

ぶき 

厚型ス

レート 

かわら

ぶき 

厚型ス

レート 

かわら

ぶき 

厚型ス

レート 

平屋 3(tf/m2) 

5 

10 

45 

25 

12 

36 

25 

12 

60 

25 

12 

36 

25 

12 

60 

30 

12 

45 

25 

12 

70 

36 

15 

45 

25 

12 

二階建 3(tf/m2) 

5 

10 

80 

45 

36 

80 

45 

36 

100 

60 

36 

90 

45 

36 

－ 

60 

36 

100 

60 

36 

－ 

70 

36 

－ 

60 

36 

一

般

地

域 

小 屋裏 利 用

三階建 

5(tf/m2) 

10 

60 

45 

60 

45 

70 

45 

70 

45 

80 

45 

80 

45 

100 

45 

90 

45 

平屋 3(tf/m2) 

5 

10 

70 

36 

36 

70 

36 

36 

90 

45 

36 

80 

45 

36 

100 

60 

36 

90 

45 

36 

－ 

70 

36 

100 

60 

36 

二階建 5(tf/m2) 

10 

60 

45 

60 

45 

70 

45 

70 

45 

80 

45 

80 

45 

100 

45 

90 

45 

多

雪

地

域 

小 屋裏 利 用

三階建 

5(tf/m2) 

10 

70 

45 

70 

45 

90 

45 

80 

45 

－ 

60 

100 

45 

－ 

60 

－ 

60 

表中の※印は表 4.5.1-4 の最小値、多雪地域は積雪 1m を考慮 

表の基礎間隔を求めるには荷重の最大となる通りを中心に求めます。図 4.5.1-4 の基礎

伏図の場合は荷重の最大となる通りは（B）通りですから、(2.7＋3.6)/2＝3.15m とな

ります。 
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     図 4.5.1-5 段違い布基礎 

なお 、平成１２年５月２３日建設省（現国土交通省）告示第 1347 には表 4.5.1-6

のような規定があります。 

表 4.5.1-6 

ａ．根入れの深さにあっては 24cm 以上と、底盤の厚さにあっては 15cm 以上としなければならない。 

ｂ．底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上

の数値とすること。ただし．基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。  

底盤の幅（単位 cm） 

木造又は鉄骨その他これに類する重量の小さな建築物 

地盤の長期に生じる力に

対する許容応力度 

（単位 kN/m2） 平屋建て ２階建 

その他の建築物 

30 以上 50 未満の場合 30 45 60 

50 以上 70 未満の場合 24 36 45 

70 以上の場合 18 24 30 

「やすらぎ」では上記のことを勘案して、地盤の長期許容応力度（地耐力）が 50kN/m2

（5.0tf/m2）以上である時は基礎幅が 450mm、長期許容応力度（地耐力）が 30～

50kN/m2（3.0～5.0tf/m2）である時は少なくても 600mm 以上のものを標準的に用い

るべきであるとしています。以後便宜のため前者を標準基礎、後者を拡底基礎と呼びます。 

② 段違い布基礎（高基礎） 

敷地表面に傾斜、段差、のり面がある場合

に、布基礎の一部を深く（＝梁せいを高く）

して敷地の形状に合わせることがあります。 

図 4.1.4-5 に例を示します。このような基

礎形状のものを段違い布基礎とか高基礎とか

呼んでいます。このような基礎は敷地内高低

差にあわせて基礎の寸法をかえるものですか

ら、梁せいを高くとった部位では梁断面は大

きくなるものの、良質の支持層にのせることを原則とします。 

③ 根入深さと凍結深度 

北海道などの寒冷地における凍上現象については先述しましたが、凍上地域では基礎底

盤は凍結深さより深い位置に設置されます。 

 金融公庫の「北海道版仕様」には当地方独特のスカート断熱工法について解説されてい

ますが、この工法の施工により建物に対する凍結深度を低減することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スカート断熱工法は図 4.5.1-6 に示すように布基礎立ち上がり部位と、ここから外周側

 

図 4.5.1-6 スカート断熱工事の手順 年木造住宅工事共通仕様書（北海道版）より  
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図 4.5.1-7 鉄筋の名称 

図 4.5.1-8 梁補強の例 

にむけてポリスチレンフォームと呼ばれる断熱材を設けて、建物内部に侵入する冷気を遮

断することで凍結深度を軽減するというものです。詳しくは同仕様書を参照してください。 

全国の凍結指数は 2.3 節の表 2.3.1-1、北海道の凍結深さは表 2.3.1-2 に示した通り

ですが、最も凍結深度の深いところでは 120cm（足寄郡、常呂郡、釧路郡など）にも達

しますから一般的な布基礎に比べて４倍ほどの深さまで根入することになります。これは

通常の場合であればいわゆる深基礎（後述）と呼ばれるものであり地域的な特性とはいえ、

梁断面を大きくとった補強された基礎を常態的に

用いていることになります。 

（２）布基礎の配筋 

 基礎が沈下などによって曲げ応力を受けるとき

にそれに抵抗するのが梁部分（立ち上がり部）で

あり、建物荷重を地盤に伝える役割を担うのが礎

版部（フーチング）ですが、それぞれに役割に応

じた鉄筋が配置されます。 

布基礎に用いられる鉄筋の名称は図 4.5.1-7

の通りです。曲げ応力に対して主として抵抗する

のは主筋（上端筋と下端筋）であり、一般には、

D13 が用いられます。また、礎版（フーチング）

部ではベース筋を配置しますが、通常は D10 の

鉄筋を 300mm ピッチで敷き並べます（表

4.5.1-7）。その他、腹筋、立て筋、補助筋なども D10 が用いられます。 

表 4.5.1-7 一般的な布基礎の配筋 

地耐力 布上・下端筋 布たて筋および礎盤筋 

5 以上 D13 

5～3 D16 

D10＠300 

地盤が不均質で多少の沈下はありうるものの地盤改良の必要までは無いというときに、

通常の布基礎よりも梁を強化したい場合がありま

す。この場合、主筋をダブルに配筋するとか、ま

たは D16 に変えて用いることが一般的です。 

図 4.5.1-8 は上端筋と下端筋を共にダブル配

筋とした例です。基礎の重量を増やさずに（地盤

に負荷を加えないで）剛性を強化することができ

るので基礎全体の剛性を強化したいときには効果

的です。 

補強の詳細については後述（4.5.3 項）します。 

（３）布基礎の配置 

 金融公庫の「仕様」では布基礎の配置について

一階の外周部及び内部耐力壁の直下に用いることが明記されている他には規定がありませ

ん。また住宅保証機構の「仕様」にも布基礎の配置について特に言及がありません。しか

し、木住協の「手引き」では布基礎の配置に関しては表 4.5.1-8 の様な点に気を付けるべ

きであるとしています。 
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図 4.5.1-9 半島基礎・島状基礎 

表 4.5.1-8 布基礎の配置 

 布基礎の配置 

１階主要間仕切壁の直下 布基礎で囲まれた区画は 40 ㎡以下とすること。 

１階内部耐力壁の直下 なるべく連続させ、島型、半島型とならないようにすること。 

布基礎交差点間の長さ 布基礎交差点間が 4550 ㎜を超える場合は、途中に長さ 450 ㎜の控布基礎を設け補強

すること 

ここでは、布基礎で囲まれた区画（閉鎖区画）は 40ｍ２以下とすることとしており、ま

た原則として半島型や島型基礎の採用は避けることを指摘しています。これらの要求は外

周布基礎より内部布基礎側（建物中

央側）に荷重がより大きく加わり、

沈下が起こったときしばしば建物中

央に大きくたわむ力が働くためであ

り、布基礎においても最低限の剛性

を持たせるために布基礎の連結性が

重要視されているからです。 

図 4.5.1-9 の左図のように内部

の基礎の連結性が低い場合には基礎

の剛性が不足するため障害をより拡

大することになります。 

点検孔などのため、基礎が半島状

や島状になっている図面をよく見か

けますが、内部布基礎の立ち上がり

部（梁）の断面が欠損し、連結性が

低いと基礎の剛性が小さくなります。

基礎の安全を犠牲にしてメンテナン

スを優先しても意味はありませんか

ら、同図の右図のように内部布基礎を外周部基礎と連結し基礎全体としての剛性を高める

ことが望まれます。 

 「やすらぎ」では布基礎といえども最低限の剛性を保った基礎にしなければならないと

考えていますから、布基礎の配置は木住協の「手引き」などを参考に、立ち上がり基礎（梁）

を連結した最小区画を 5460×5460mm（31.8ｍ２）※以下とすることを推奨しています。 

※木住協の「手引き」ではベタ基礎においても立ち上がり基礎で囲まれた区画は 31.8ｍ２（5460×

5460mm）以内と規定しています。 

（４）布基礎の弱点を補強 

①出隅部の補強 

出隅・入隅部や通気口や点検口などの応力が集中する部位や、断面欠損が生じる部位で

は基礎梁の補強が必要になります。保証機構の「仕様」に示された補強例を図 4.5.1-8 お

よび図 4.5.1-10 に示します。 

金融公庫の「仕様」では「偶角部では横鉄筋を折り曲げた上、直交する方向の横筋に

300mm 以上重ね合わせる（上図の（１））」とされ、保証機構の仕様では同様の規定の他

に「各横筋を折り曲げない場合はＬ字型に加工した鉄筋にて補強する（上図の（２））」と
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図 4.5.1-10 偶角部の補強 性能保証住宅標準仕様より 

図 4.5.1-11 換気口などの補強例 

性能保証住宅標準仕様より 

    

されています。 

図の（１）の施工とすれば、いずれの「仕様」をも満足することになります。 

②換気口の補強 

換気口の配置については保証機構の「仕様」では特に規定がありませんが金融公庫の「仕

様」では「外周部の布基礎には、間隔 5m 以内に有効換気面積 300cm2 以上の床下換気

口を設ける。なお、間隔は 4m を標準とする」と規定されています。また通気口廻りの補

強はいずれの仕様も図 4.5.1-11 に示すように「換気口廻りは D13 の横筋及び D10 の

斜め筋により補強する」とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③点検口の補強 

いわゆる点検口については、建築後の修理点検のために人間が床下を往来するために設

けられるものですが、両「仕様」ともに規定はありません。しかし日本建築学会の「手引

き」には図 4.5.1-12 のような点検口の形状と補強法が示されています。 

通常 30×60cm 程度の大きさであれば人間が出入りできると思われますし、梁が完全

に欠損するような点検口は望ましくないと思われますので、「やすらぎ」では、図と同等以
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図 4.5.1-12 床下点検口の補強例 

小規模建築物基礎設計の手引きより 

上のものとすることを推奨しており、出来るだけ梁部分は連続することが望ましいと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ベタ基礎 

一般に沈下が発生すると、沈降した部位に荷重が集中する現象が生じます。そしてその

ためにさらに沈下が進行するという悪循環を繰り返すことになります。ところがベタ基礎

などの剛性の高い基礎は、沈降した部位に集中していた荷重が次々に横に移動して行き、

それに伴って沈下する場所も移動して基礎全体に波及していきます。最終的には均等沈下

したような様相（沈下の均等化作用）を呈するので、構造材はダメージを受けずに済むこ

とになります。これがベタ基礎の最大の利点です（詳しくは「建築基礎構造設計指針

(1988)」日本建築学会）。 

（1）ベタ基礎の種別 

ベタ基礎は地耐力が 20～30kN/m2（２～３tf/m2）の時に用いられる基礎とされてい

ます。粘性土の場合で 750（75kgf）程度の自沈層で長期許容支持力度 aq は 20kN/m2

（2.0tf/m2）程度ですから、このような場合に基礎の接地圧を小さくするためにべタ基礎

が多用されます。 

近年の傾向として、いわゆる簡易ベタ基礎といわれるものが普及しています。外観はべ

タ基礎に似ていても防湿コンクリートに近いような基礎であれば、不同沈下に追随してタ

ワミが出てしまいます。少なくともスラブ厚さは 15cm 以上確保されないとベタ基礎本来

の機能を期待できません。 

本書では便宜のために、以後、シングル配筋のベタ基礎を「簡易ベタ基礎」と呼び、ダ

ブル配筋のベタ基礎を「通常ベタ基礎」と呼ぶことにします。 
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図 4.5.1-13 シングル配筋のベタ基礎 性能保証住宅標準仕様より  

 

図 4.5.1-15 簡易ベタ基礎の略図 参考図（２） 性能保証住宅標準仕様より 

 

図 4.5.1-14 簡易ベタ基礎の略図 参考図（１） 性能保証住宅標準仕様より 

（２）簡易ベタ基礎 

一般に用いられる簡易ベタ基礎（シングル配筋）の断面を図 4.5.1-13 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また図 4.5.1-14 参考図（1）に示した形状のものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証機構の「仕様」や建築学会の「手引き」では図 4.5.1-15 参考図（２）のような井

桁基礎と呼ばれるものを紹介しています。これは一階床を全面土間コンクリートとすると

きに基礎梁と一体打ちにしてベタ基礎の礎版を兼ねる構造としています。この場合基礎梁

の間は切り込み砂利や砂で埋め戻し十分な突き固めが必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証機構の「仕様」、建築学会の「手引き」では参考図（1）、（2）に示す基礎とする場

合の配筋は構造計算を行うかまたは、建築学会の「手引き」にある「第６章、6.3.3、表

6-7 ベタ基礎の標準配筋表による」と補足していますので、これを図 4.5.1-16 に示しま
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図 4.5.1-16 ベタ基礎の標準配筋表 小規模建築物基礎設計の手引きより  

す。この表を参考に適正なスラブ厚と鉄筋量を確保することが求められます。 

同表のような規格を満たさないものは、ベタ基礎とは云えませんから原則として布基礎

の代替としてしか用いるべきではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やすらぎ」では「ベタ基礎」と呼ぶ時はスラブ厚さ 200mm、ダブル配筋のものを指

しており、原則として「簡易ベタ基礎」は、「通常ベタ基礎」とは似て非なるものと考えて

います。 
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図 4.5.1-17 ダブル背筋のベタ基礎 性能保証住宅標準仕様より 

（２）通常ベタ基礎 

図 4.5.1-17 に保証機構の「仕様」における通常ベタ基礎（ダブル配筋）の断面図を示

します。金融公庫の「仕様」では同図と同様な構造を持つものをベタ基礎と呼んでおり、

前記のような簡易ベタ基礎は掲載がなく認められていないようですから両「仕様」を満足

するためには図のような通常ベタ基礎（ダブル配筋）とすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証機構の「仕様」では簡易ベタ基礎の場合も、通常ベタ基礎の場合も、ベタ基礎での

配筋は、表 4.5.1-9 に基づいて決めらることとしています。ただし根入深さは 12cm 以

上とします。金融公庫の「仕様」では構造計算を行って決定するように求めています。 

表 4.5.1-9 ベタ基礎の配筋 性能保証住宅標準仕様より 

上部荷重

(kN/m2) 

立ち上がり高さ

（cm） 

短辺方向スラブスパン（m） 短辺及び長辺方向スラブの配筋 

（mm） 

2.73 以下 D10＠150（シングル） 

2.73 を越え 3.64 以下 D13＠150（シングル） 

D13＠200（ダブル） 

30 

3.64 を越え 4.55 以下 D10＠100（シングル） 

D13＠150（ダブル） 

2.73 以下 

2.73 を越え 3.64 以下 

２階建 

7.50 

40 

3.64 を越え 4.55 以下 

同上 

2.73 以下 D10＠200（シングル） 

2.73 を越え 3.64 以下 D13＠200（シングル） 

D10＠200（ダブル） 

30 

3.64 を越え 4.55 以下 D13＠150（シングル） 

D13＠200（ダブル） 

2.73 以下 

2.73 を越え 3.64 以下 

２階建 

5.50 

40 

3.64 を越え 4.55 以下 

同上 

木住協の「手引き」ではこれまでに紹介したどのベタ基礎より一段と配筋を厳格に規定

しています。同「手引き」に示されたベタ基礎は図 4.5.1-18 の通りですが、特に地中梁

上・下端筋を 2-D16 としている点や、礎版筋を D13＠200 としている点などをみると、

曲げ応力に対して頑丈なものとすることに重きを置いているものと察せられます。 

いずれにしてもベタ基礎と称する以上は、一定以上の剛性を持っている必要があります。

これらのいずれのベタ基礎でも根拠のある用い方であれば使用制限はないと思われますが、 

「やすらぎ」では沈下の均等化を期待するのであればスラブ厚さ 200mm 以上、ダブル配

筋のものを用いるように推奨しています。 
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図 4.5.1-18 ベタ基礎配筋図 木住協 木造住宅建築工事基礎設計の手引きより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ベタ基礎の用い方 

ベタ基礎は布基礎に比べると格段に重く、接地圧が小さくなったとしても、およそ建物

の桁行に相当する深度まで荷重が影響することになるため、布基礎より重い分だけ沈下が

増大する危険があるので、軟弱層（沈下対象層）が等厚で均質でないかぎり採用してはい

けません。表 4.5.1-10 にベタ基礎を採用する場合の留意事項を示します。 

表 4.5.1-10 ベタ基礎採用時の留意事項 

 ベタ基礎採用の場合の留意事項 

調査地内 ①盛土の造成経過年数が５年以下で残留沈下が大きいかどうか。 

②極端な部分二階など建物荷重が偏っているかどうか。 

③表層部に瓦礫が偏在しているかどうか。 

④ベタ基礎の一部に堅い地山や車庫などに支持されていないかどうか。 

⑤軟弱層の層厚が等厚、均質かどうか。 

周辺状況 ⑥隣地の盛土や建物荷重の影響がないか（隣地建造物と適切な距離を保っている）どうか。 

⑦近隣での掘削工事において大規模な排水工事がないかどうか。 

簡易ベタ基礎も通常ベタ基礎もいずれか一方に偏って沈下量が大きいと考えられる時

には、沈下を抑制する能力がありません（沈下均等化の特性は不同沈下の程度が軽微な場

合に限られている）し、時に沈下を促進する場合さえありますから不同沈下可能性の低い

地盤でしか用いることができません。  

簡易ベタ基礎は通常ベタ基礎よりもスラブ厚さが薄い分だけ曲げ剛性が小さく、両者を

比較すると前者（スラブ厚さ 200mm）と後者（スラブ厚さ 150mm）では、剛性（許容

曲げ応力）には倍近く開きがあります。したがって、不均質地盤で沈下懸念がある場合に

は沈下の均等化作用を期待するためには曲げ剛性が高い通常ベタ基礎が有効です。ただし

軟弱層が等厚である場合に限ります。 

一方、軟弱層が厚く沈下量が大きいと予想される時には、たとえ地層が水平・均質でも

不同沈下となる可能性がありますから地盤には過剰な負荷をかけたくありません。ベタ基

礎は地中応力が広く深くまで達する特性がありますから、この場合には重い通常ベタ基礎

よりいくらかでも軽い簡易ベタ基礎のほうが良いこともあるでしょう。 

３）置換工法 

 置換工法は比較的浅い位置に在来の堅固層が存在する場合に多く用いられます。特に局

部的な範囲で軟弱部を置き換えるような用い方が多いようです。建物配置内全体を表層地

盤改良する場合より、費用も安あがりであり、手軽であって確実な工法です。浄化槽の撤

去跡など敷地内の一部分だけが軟弱であることがわかっているような場合には、掘削部（軟
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                   図 4.5.1-21 

     

図 4.5.1-20 突き固め基礎 

 
    図 4.5.1-19 ラップルコンクリート 

弱部分）だけを置換してもよいでしょう。 

 保証機構、金融公庫、木住協のいずれも置換工法に言及していませんが、建築学会の「手

引き」には各種の置換工法の紹介があります。 

図 4.1.4-19～図 4.1.4-21 に一般的に用

いられている置換工法の例を示します。 

（１）ラップルコンクリート基礎 

盛土や軟弱地盤があまり厚くなく、そのす

ぐ下に良好な地盤がある時は、地盤改良等を

行わず、貧配合のコンクリートや、玉石など

を用いてラップルコンクリート基礎が採用さ

れることがあります。 

ただし、地盤が液状化する恐れのある場所

には不適です（図 4.5.1-19）。 

（２）突固め基礎 

突き固め基礎はラップルコンクリート基礎と同系列の基礎であり、土に固化材を混ぜて

突固め、良好な地盤をかさ上げする小規模な表層地盤改良工法です（図 4.5.1-20）。 

砕石など良質の材料を十分転圧しつつ置き換えるのであれば固化材を用いなくても良い

でしょう。転圧に際してはまきだし厚さを 30cm 以内とするのが望ましく、それ以上ある

場合は転圧効果に疑問があります。 

（３）置き換え基礎 

地表面付近には、軟弱な泥土や、緩い盛

土層などがあることが多く、この場合、基

礎の位置でこのような軟弱な土を取り除い

て切り込み砂利や良質なまさ土、砂利など

で置き換え、十分に締め固めると地耐力を

増すことができます。表層改良工法も同様

の目的で用いられることがあります（図

4.5.1-21 参照）。 
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        図 4.5.1-23 

 
図 4.5.1-22 部分深基礎 

４）深基礎 

（１）根入れ深さを引き下げる 

 通常の場合よりも根入を深くして梁の断面を大きくすることにより、基礎全体の剛性を

強化するものを深基礎と呼びます。 

凍結深度より深い位置まで基礎底を下げる北海道などの寒冷地で用いる布基礎は結果

として深基礎を採用していることになりますが、深基礎は不同沈下懸念が小さくても、僅

かでも沈下可能性がある場合などに用いると有効ですから、ベタ基礎ほどに荷重を増やさ

ないで剛性を強化するためには合理的な方法だといえるでしょう。深基礎とした場合の梁

の剛性や2支点間の限界間隔などについては4.5.2項で詳述します。 

（２）部分的に根入深さを下げる 

また、梁の一部分を深基礎として片持ち梁のように用

る方法もあります。図4.1.5-22のように切り盛りの異

種地盤において盛土側に建物が張り出す場合や擁壁背

面土に係る場合などに効果的です。 

一般に梁の断面が大きいほど曲げ応力に強くなりま

す。図の例では布基礎の盛土側に部分的に根入れを深く

とって、梁の断面を大きくし、曲げ応力に対する抵抗を

大きくするわけです。このような基礎を部分深基礎と呼

んでいます。 

片持ち梁として用いる場合の適正な梁の断面及び限

界値については4.5.2項で詳述します。 

５）浮き基礎 

 いわゆる浮き基礎には、建物の重さを筏など分散させる方法と建物の重さを地盤を掘り

取った土の排土重量と置換して建物の有効重量を減少させる工法があります。パイプ筏工

法などは前者で、発泡スチロールを用いた基礎は後者に属します。 

（１）発砲スチロール工法 

発泡スチロールを用いた基礎は、従来、

道路、築堤等には利用され、実績も相当

にあるものの、現時点で十分に普及して

いるとはいえませんが、ここにきて、「建

設技術審査証明」をとったコロンブス工

法と呼ばれる発泡スチロールを用いた基

礎が少しずつ普及し始めています。その

特徴は、軟弱地盤に負荷を与えないで建

物を支持しようとするもので、圧密沈下

が予想されるような地盤では有効な方法

です。 

 この工法は、まず、置換すべき発泡ス
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図 4.5.1-24 筏基礎の例 

チロール（ジオフォームと呼ぶ）の体積に相当する分の土を排出し、そこに厚さ20～50cm

程度のジオフォームを２段重ねに敷き詰めて土と置換します。そして、その周囲にコンク

リートを打設して、ベタ基礎を作ります。 

 図4.1.4-23に示す設計例では、土の重量とジオフォーム重量との差で８kN/m2

（0.8tf/m2）の負荷を軽減しており、地盤が持っている地耐力の12kN/m2（1.2tf/m2）

と合わせ、建物荷重20kN/m2（2.0tf/m2）を支えるということになります。 

この考え方では、ジオフォームの厚さを調節して建物荷重相当分の土を置き換えてしま

えば、建物を載せても地盤への負荷をゼロにすることもできることになり地盤特性に応じ

て沈下制御ができるというところがユニークです。同工法の適用地盤を表4.5.1-11に示

します。 

表4.5.1-11 適用地盤 

この他にも、ジオフォームには振動を吸収する機能があり、免震効果（震度３未満では

わずかにしか揺れない程度）も期待できますので、交通振動の激しい地域や、地震対策を

要求される場合などにおいて利用が広がるものと思われます。しかし、残土処分費などが

別途入用となることから、通常のベタ基礎などに比較すればややコスト高となります。 

（２）筏（いかだ）基礎 

 筏基礎は泥炭地などできわめて軟弱な地層

が厚く堆積しているときに用いられ、建築学

会の「手引き」では木造平屋ならこれで支え

ることが可能としています（図4.5.1-24）。 

 しかしこの工法は古くから用いられている

ものの、実施例が地域に偏り、一般に多用さ

れるものではないため設計法、施工法につい

て明確な指針はありません。従って、やむを

得ず同工法を用いる場合には、地域での独特

の工夫を学ぶために、近隣での施工例を探し

これをしっかりと学ぶ必要があります。 

地盤種別 内容 

地盤支持力 基礎底面から－８ｍ深の地盤の平均長期許容支持力が10ｋＮ／㎡以上の地盤、但し、液状化の生

じる危険性がある地盤は、液状化対策を検討した上で適用の可否を決める 

建物基礎接

地圧 

ベタ基礎の最大接地圧は70ｋＮ／㎡以下とする。70ｋＮ／㎡以上の場合は、沈下抑止杭を併用

する。 

土壌条件 建設地の土壌（水質を含む）に有機溶材等の公害物質が発見された場合、無害処理後、安全を確

認しなければ適用しない。 

適

用

地

盤 

地下水位並

びに水圧 

原則として、地下水位以上の施工とし、基面が被圧地下水によって適切な地下水対策が取れない

場合は適用しない。 

圧密沈下進

行中の地盤 

圧密沈下が進行中の地域並びに建物地盤が盛土等の原因によって圧密沈下進行中の場合、圧密沈

下の検討を行った上で適用の条件を決める。 

片切り・片

盛り地盤 

建物地盤が片切り・片盛り地盤の場合、検討を行った上で適用の条件を決める。 

すべり懸念

される地盤 

傾斜基盤上の盛土であって、すべり破壊が推測される地盤は、検討を行った上で適用の条件を決

める。 

腹付け盛土

を行う地盤 

既設の盛土に腹付け盛土を行い盛土側に傾いて沈下する恐れが有る地盤は検討を行った上で適用

の条件を決める。 

検

討

地

盤 

擁壁安定懸

念地盤 

擁壁の強度不足（擁壁体の変状）、支持力不足、転倒、滑動等によって建物地盤に影響を与える事

が推定できる擁壁を有する地盤。 
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図 4.5.3-3 底盤による施工阻害 

 

図 4.5.3-2 軟弱な擁壁基礎地盤 

 
図 4.5.3-1 擁壁背面土に係る基礎 

４．５．２ 基礎梁の補強方法 

 保証機構や金融公庫の「仕様」にも、建築学会のや木住協の「手引き」にも指摘がない

のですが、地盤診断において微妙な判断を強いられるのが、基礎の部分的な補強の問題で

す。我々が遭遇する地盤リスクの中でもっとも多いのが擁壁背面側の沈下や、切盛りの異

種地盤など在来地盤と人工地盤の境界付近での沈下です。 

 これら人為的な攪乱地盤はその範囲を特定して適切な梁補強を行うことで、あえて地盤

補強（改良など）を行わなくても対応が可能な場合もありますが、そのためには梁がどの

程度の強さを持っているかについて知る必要があります。 

１）梁補強が必要な状況 

（１）擁壁に絡んだ梁筋補強 

図 4.5.31 のように擁壁背面の埋め戻し土に建物配置

が掛かることがありますが、この場合埋め戻し部位に掛

かる基礎の張り出し長さが限度を超えると基礎が折れ曲

がってしまいます。 

また図 4.5.3-2 のように、擁壁自体が軟弱地盤に設置

されていれば擁壁が沈下する恐れがあり、例え、埋め戻

し土が良く締まったものであっても基礎が折れる危険が

あります。 

また擁壁の背面側で杭工事や柱状改良コラムを施工することがありますが、この場合し

ばしば図 4.5.3-3 のように擁壁底版が邪魔になり基礎を片持ち梁とせざるを得ないこと

が多いため、この場合も基礎が折れる恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように擁壁背面側の沈下に連動して基礎底面直下の地盤が追随することが想定

される時には梁の補強が必要となりますが、これらの事例ではある地点を支点として基礎

が張り出す形になり、このような状態にある梁を片持ち梁と云います。そして片持ち梁に

加わった荷重により梁に働く応力が、その許容曲げ応力を越えた場合には基礎は折れてし

まうことになります。 
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図 4.5.3-5 人為的な掘削跡２ 

図 4.5.3-4 部分深基礎 

 
 

図 4.5.3-6 人為的な掘削跡１ 

図 4.5.3-7 乾燥収縮亀裂との違い p24 

（２）切り盛り異種地盤 

切盛の異種地盤の場合で建物の配置によって基礎の一部

が軟弱な盛土部分にかかる場合も片持ち梁となりますから、

図 4.5.3-4 のように支点となる前後において基礎の根入

を下げて梁断面の大きな基礎として沈下に対応する必要が

でてきます。これは先に述べた部分深基礎と呼ばれる基礎

です。 

（３）沈下と基礎の亀裂 

地盤が変形したことにより発生する基礎の亀裂は梁の上

側に開く亀裂と下側に開く亀裂とに分かれます。 

例えば浄化槽の撤去跡、井戸の埋め戻し跡などの人為的

攪乱地盤が沈下をする場合で、図 4.5.2-5 のように建物偶

角部で陥没の恐れがあり、片持ち梁となる時には、直交する方向の２本の梁は支点となる

不動点位置に曲げ応力が最大となりますから、それぞれの不動点位置では上側に開く亀裂

が発生します。つまり上側に開いた亀裂は亀裂箇所を支点としてどちら側か一方が沈下し

た証拠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、図 4.5.3-5 のように基礎梁中間部で陥没する時には不動点となる２つの支点間の

中央部に大きな曲げ応力が働きますから、梁の中央付近で下側に開く亀裂が発生し、支点

付近の上側に亀裂が入ります。つまり下側に開いた亀裂は２つの支点間で上から押された

力により破壊が発生したもので、支点付近の亀裂は、支点を境に梁の中央側が沈下をした

証拠です。 

梁補強が必要な場合、主筋の上端筋か下端筋を補強しますが、これらのことを考えて、

どちらにより補強が必要であるかを考える必要があります。 

床下換気孔などの基礎梁

に開けられた開口部がある

場合にはコンクリートの乾

燥収縮のために亀裂が入り

やすくなります。この場合、
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図 4.5.3-7 梁の圧縮と引っ張り 

 
 梁断面と断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ 

曲げ応力により発生する亀裂と紛らわししのですが、引張力の働く方向が違うので図

4.5.3-7 のように見分けることができます。 

（４）どのように梁を強化するのか 

ａ．鉄筋による補強 

コンクリートは圧縮力には強く、引張力

（曲げる力）に弱いという特徴がありますか

ら、基礎の梁もある値以上の曲げ応力が働い

た部位で引張破壊がおこります。 

図 4.5.3-7 のような梁の中央に荷重Ｆが

働くと、梁の上側には圧縮力が、下側には引

張力が加わります。この場合には引張力が加

わった下側に亀裂が入ることになりますので、

それを防止するために鉄筋を梁の下側に入れ

て補強しています。 

一方が堅固地盤で一方が軟弱地盤であっ

て軟弱側に沈下（不同沈下）する場合は、逆

に下側に圧縮力が、上側に引張力が働いて上側に開く亀裂が入ることになります。偏った

沈下に備えるのであれば上端筋を強化する必要があるということを念頭に置きましょう。 

基礎全体を強化したいときは上端筋と下端筋を共にD13のダブル配筋としたりD16ダ

ブル配筋とするなどとし補強すればよいのです。 

ｂ．梁断面を大きくする補強 

これまでに述べたように梁を補強する場合には、ある程度までは鉄筋による補強が普通で

すが、さらに大きな応力に対して補強するには梁の断面を大きくすることで曲げに対する

抵抗を大きくすることができます（主筋が同じ場合、梁の耐力はほぼ梁せいに比例します）。 

※曲げやすい・折れやすいとは 
細い材木は曲げやすいが折れにくい。太い材木は曲げにくいが、少し曲がっただけで折れてしまう。

このことは次の２つの式から説明できる。 

断面二次モーメントヤング係数

曲げモーメント
曲率＝    ひずみ＝曲率×中心軸からの距離 

 

「曲がる」とは，曲率が生じることである。「曲げやすい」とは、小

さい曲げモーメントで大きな曲率が生じることを意味する。長方形断面

の場合，断面二次モーメント(Is)は  

12

3bhI s
 

であるから，ｂとｈが半分になれば，断面二次モーメントは 1/16 にな

る。したがって，16 倍曲がりやすくなる。 

一方、「折れる」とは，木の繊維が限界のひずみ度まで引っ張られ，

破断するという現象である。ｈが半分になると，曲率が同じでもひずみ

が半分になる。したがって，太い木材に比べて２倍の曲率になるまで折

れないのである。 

ただし、曲げモーメント＝断面の最大応力×断面係数 

であり、断面係数(Z)は 

6

2bhZ  

であるためｂとｈが半分になると断面係数Ｚが1/8になるから、同じ材料であれば曲げ強度は1/8に

なる。 
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図 4.5.3-８ モデルとした住宅基礎伏図 

このように梁に生じる応力は、梁に作用する曲げモーメントによるものですが、曲げモ

ーメントが一定であるなら、梁の断面が大きいほど、発生する最大曲げ応力が小さくなり

ます。これらは、断面係数（Ｚ）が大きいほど、曲げに対する耐力が増すということです

が、上式では梁の厚さ（ｈ）の２乗に比例して（Ｚ）が大きくなっていますから、梁の幅

（ｂ）を広げるよりも高さ（ｈ）を大きくすることが効果的であるということがわかりま

す。 

２）片持ち梁と限界張り出し長さ 

 基礎が片持ち梁となって折れ曲がる支点位置

から基礎の端部までの距離が長くなる場合には

構造計算を行って対策を検討する必要がありま

すが、対策には基礎の梁鉄筋を補強したり、梁

せいを大きくしたりして片持ち梁としての曲げ

耐力を大きくする方法があります。 

本稿ではどの様な梁とすればよいかの目安を

得るために仮想したいくつかの住宅基礎におい

て実際に構造計算を行って目安となる値を示し

ていますが、梁補強が必要となった場合には、

原則として構造計算を行って梁の断面や配筋を

決定してください。 

（１）算定モデルに使った住宅基礎 

 算定に用いた住宅の荷重条件は木造２階建て

とします。計算は通常の布基礎、深基礎、ベタ

基礎の三種です。図 4.5.3-8 に算定モデルに用

いた住宅の基礎伏図を示します。 

（２）一般布基礎断面の場合 

ａ．通常の布基礎 

 算 定に用いた梁の断面および配筋は表

4.5.3-1 です。 

表 4.5.3-2 は標準的な布基礎における限界

張り出し長さを構造計算した結果です。算定例

は①通常の配筋（1-D13）とした場合、②主筋

を D13 のダブル配筋として場合、③主筋を

D16 のダブル配筋とした場合の３通りです。 

表 4.5.3-1 算定に用いた布基礎の形状と配筋 

布基礎立ち上がりの幅（mm） 120以上 

地盤面から布基礎の立ち上がり長さ（mm） 400 

地盤面から礎版底までの深さ 300 

礎盤の幅（mm） 450 

礎盤の厚さ（mm） 150 
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図 4.5.3-９ 梁の断面と限界張り出し長さとの関係 

表4.5.3-2 通常布基礎と限界張り出し長さの関係 

張り出し長さ 

0.5ｍ 

張り出し長さ 

1.0ｍ 

張り出し長さ 

1.5ｍ 

通常布基礎の梁の配筋

（120×700） 

許容曲げ

応力 

 最大曲げ応力 

2.19 

最大曲げ応力 

5.09 

最大曲げ応力 

9.13 

限界張り出

し長さ（m） 

通常配筋 1.37 × × × 0.30 

D13ダブル 2.74 ○ × × 0.60 

D16ダブル 4.29 ○ × × 0.85 

 表から限界張り出し長さをｘとすると、通常配筋でｘ＝30cm 、D13 のダブル配筋で

ｘ＝60cm 、D16 のダブル配筋でｘ＝80cm となりますから、D16 ダブル配筋のほう

が張り出し長さを大きく見込むことができることがわかります。 

ｂ．深基礎（布基礎の梁せいを大きくする） 

またｘが 30cm より長くなる場合には通常の布基礎の対応が困難になりますから梁せ

いを大きく（高く）し、深基礎とした場合を想定します。布基礎立ち上がりの幅を一定

（12cm）にし、梁せいを通常より大きくして 800、900、1000 の 3 種とし、試算を

行った結果が表 4.5.3-3 です。 

表4.5.3-3 深基礎と限界張り出し長さの関係 

深基礎の 

梁の断面寸法 

張り出し長さ 

0.50ｍ 

張り出し長さ 

1.00ｍ 

張り出し長さ 

1.50ｍ 

形状寸法 配筋 

許容曲

げ応力 

最大曲げ応力 

2.19 

最大曲げ応力 

5.09 

最大曲げ応力 

9.13 

限界張り出し長さ

（m） 

120×800  通常配筋 1.60 × × × 0.35 

120×800 D13ダブル 3.20 ○ × × 0.65 

120×800 D16ダブル 5.00 ○ × × 0.95 

120×900  通常配筋 1.82 × × × 0.40 

120×900 D13ダブル 3.64 ○ × × 0.75 

120×900 D16ダブル 5.71 ○ ○ × 1.05 

120×1000  通常配筋 2.04 × × × 0.45 

120×1000 D13ダブル 4.08 ○ × × 0.80 

120×1000 D16ダブル 6.40 ○ ○ × 1.15 

 図 4.5.3-9 で張り出し長さを当てはめることでどの程度の梁を用いれば良いかがわか

ります。 
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図 4.5.2-11 限界支点間隔 

 

図 4.5.3-10 ベタ基礎と限界張り出し長さとの関係 

（３）一般ベタ基礎断面の場合 

同様の条件でベタ基礎とした場合はどうなるでしょうか。前掲の図 4.5.1-11 および図

4.5.1-12 の断面で試算したものが表 4.5.3-4 です。 

表4.5.3-4 ベタ基礎と限界張り出し長さの関係  

張り出し長さ 

0.5ｍ 

張り出し長さ 

1.0ｍ 

張り出し長さ 

 1.5ｍ 

ベタ基礎の種類 許容曲げ応力 

最大曲げ応力 

0.49 

最大曲げ応力 

0.98 

最大曲げ応力 

1.47 

限界張り出し長さ

（cm） 

シングル配筋 

スラブ厚さ150 

0.83 ○ × × 80 

ダブル配筋 

スラブ厚さ180 

1.44 ○ ○ × 140 

この結果は張り出し長さｘが 80cm 程度であれば、シングル配筋のベタ基礎での施工が

可能であり、ｘが 140cm 程度であれば、ダブル配筋のベタ基礎での施工が可能となるこ

とが判ります。 

通常のベタ基礎と簡易ベタ基礎との違いを示すと次の図 4.5.3-10 のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）２支点間に作用する曲げへの梁補強 

 掘削跡の真上に基礎が設置されるような場合、陥没に

よって下からの地盤の反力が無くなるために荷重を支え

きれずに基礎が折れることがあります。 

 この場合も基礎梁を補強して地盤が陥没しても梁の力

だけで荷重を支えることが出来るようにしておかなけれ

ばなりません。 

図 4.5.3-11 のような２つの支点間での補強について

も構造計算を行います。 

算定に用いる建物条件は片持ち梁の時と同じものとし

ます。 

限界支点間隔の算定結果は表4.5.3-5の通りです。 

表からは通常の布基礎の通常の配筋の場合の限界支点

間隔が2.4mとなっています。一般には杭を打設する間隔

を1.8m程度としていますが、安全を考えれば妥当な数字であることの根拠ともなるでし

ょう。 
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図 4.5.3-12 梁の寸法と限界支点間隔との関係 

表4.5.3-5 梁の寸法と限界支点間隔の関係 

梁の断面形状 

 

支点間隔 

２.0ｍ 

支点間隔 

3.0ｍ 

支点間隔 

4.0ｍ 

形状寸法 配筋 

許容曲げ

応力 

最大曲げ応力 

0.89 

最大曲げ応力 

1.99 

最大曲げ応力 

3.54 

限界支点間隔

（m） 

120×700  通常配筋 1.37 ○ × × 2.4 

120×700 D13ダブル 2.74 ○ ○ × 3.5 

120×700 D16ダブル 4.29 ○ ○ ○ 4.4 

120×800  通常配筋 1.60 ○ × × 2.6 

120×800 D13ダブル 3.20 ○ ○ × 3.8 

120×800 D16 シダブル 5.00 ○ ○ ○ 4.7 

120×900  通常配筋 1.82 ○ × × 2.8 

120×900 D13 ダブル 3.64 ○ ○ ○ 4.0 

120×900 D16 ダブル ５.71 ○ ○ ○ 5.0 

120×1000 通常配筋 2.04 ○ ○ × 3.0 

120×1000 D13ダブル 4.08 ○ ○ ○ 4.2 

120×1000 D16ダブル 6.4 ○ ○ ○ 5.3 

図 4.5.3-12 に限界支点間隔と基礎種別との関係を示します。 
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図 4.5.2-1 表層地盤改良 

４．５．２ 地盤補強工法の種類と施工法 

地盤補強とは、標準基礎に補助的に付け加えられ、地盤の支持能力や沈下抵抗能力を増

すために行う工法を指すことにします。一般に多く用いられる地盤補強工法は、表層地盤

改良、柱状地盤改良、杭工法、その他に大別されます。 

１）表層地盤改良工法 

（１）工法の概要 

 表 層 地 盤 改 良 工 法 は 図

4.5.3-1に示すように基礎底

面から深さ1.0～2.0m位の範

囲の軟弱な表層を改良して板

状（版状）の堅固地盤を造成し

ます。 

この工法の特長は軟弱層が

厚いような地盤において難沈下性（＝沈下が低減する性質）を発揮すること、比較的経済

的な工法であること、作業効率が良いため短期間で実施できること、土質に合わせた固化

材を入手することができるので適用範囲が広く、機械も小型のものを用いれば、敷地や機

械搬入路が狭くても施工は可能であることなどがあります。この工法の概要を表4.5.2-1

にまとめます。 

表4.5.2-1 表層地盤改良工法の概要 

項目 内容 

概要 現地地盤の現状土にセメント系固化材を添加・混合し、固化材と土との化学反応と転圧・締め

固めとにより地盤を改良する。 

環境性 施工時の機械音により掘削時の振動が発生する。 

混合攪拌に際して現状土の体積より土量が増えることがあり、時に排土を搬出する必要がある。

強風時に固化材が飛散する可能性がある。飛散防止型の固化材がある。 

隣接家屋や隣接構造物に接近して掘削する場合には土留めが必要となる。 

施工性 施工能力は50～60m3が標準で施工日数は1～2日程度 

適用外地盤 不同沈下の可能性がある地盤。酸性の強い地盤。地下水位が浅く湧水がある地盤。産廃などの

廃棄物が埋められている地盤。 

固化材 軟弱土、有機質土など、現地土の土質に適合した固化材を用いる。土質により固化材の添加量

を決定する。 

設計の考え方 基礎底面から5分勾配（1:2）で分散する荷重と釣り合う深さまでを改良深さとする。 

改良土の一軸圧縮強度は15kN/m2以上（設計荷重の3倍以上）とする。 

 この工法は広く住宅用に用いられていますが、保証機構、金融公庫の「仕様」にも建築

学会の「手引き」にも言及がありません。ただ木住協の「手引き」には設計法が詳しく紹

介されており、特に設計の条件として次のことを指摘しています。 

① 自沈層が 2ｍ以浅にある場合に適用し、自沈層が 2m を超えて厚く分布する場合は適用しない 

② 廃棄物が埋められている地盤には適用しない 

③ 腐植土を改良する場合は配合試験により添加量を決める 

④ 基礎直下を帯状に改良するよりも板状（版状）にすることで地盤に面内剛性を与える 

⑤ フーチング幅 B より両側に 1.5Ｂ以上張り出し滑改良深さが 2Ｂ以上を改良範囲とする。 

ここでは、この工法の適用を軟弱層の厚さによって規制しており、置換工法的な取り扱

いをしているようですが、これはこの工法が不同沈下を抑制する工法ではないことによる

ものだと思われます。 
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図 4.5.2-2 表層地盤改良工法の施工手順 

「やすらぎ」ではその適用範囲と設計条件を表4.5.2-2のように定めています。 

表 4.5.2-2 表層地盤改良工法の適用範囲と設計条件 

●適用範囲 

・設計支持力が 30～70kN／㎡の小規模建築物、あるいは小規模な擁壁 

・建物高さ 13m 以下（地上階 3 階以下）、軒高 9m 以下、延べ面積 300 ㎡以下 

●設計条件 

・改良底面より下部地盤で、基礎底面下 2m までに 1kN 自沈層を残さないようにする。また、５ｍまでに 0.5kN

自沈層を残さないようにする。これらが残される場合は、軟弱層が水平等圧分布であることや均質であることを確

認し、不同沈下など有害な変形が無いことを確認する。 

・改良厚さは原則として 1.0m とする。ただし改良下部地盤の安定性により､改良深度を 1m 以下とすることができ

る。 

・最大改良深さは 1.5ｍまでとする。ただし､地下水位の高い場合や狭隘な場合は制限される。 

（２）施工法 

施工は掘り起こした土に固化材を添加し混合し、埋め戻しをした改良土を十分に転圧し

て締固めることで基礎直下に堅固な支持層を造成するというものです。表 4.5.2-3 と図

4.5.2-2 に施工手順を示します。 

表 4.5.3-3 表層地盤改良工法の施工手順 

項目 内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工準備 現地確認 周辺環境を確認し騒音振動を考慮して施工機械と搬入路を選定する。 

周辺の異状について壁のクラック、擁壁の傾きなどを後からのクレームに備え

予め写真に撮っておく。 

測量・施工計画

図作成 

改良範囲の測量、材料散布範囲の測量など・施工範囲、寸法などが分かる図面

の作成 

 

施工機械の準備 攪拌混合機（バックホウその他）、ローラー､必要に応じてブルドーザーなど 

現地地盤土の 

鋤取り 

基礎底盤面の深さまでショベルで鋤取りをし、仮置きをする。 

隣接家屋が改良範囲に接近する場合は、土留めを行う。 

固化材の散布 改良する現状土に所定量の固化材を添加する。添加量は土 1m3 に対して 90～130kN 程度。 

混合攪拌 セメント色と土の色がわからなくなるくらい均質に混ぜる。約１時間あたり 15～20ｍ３を目安

に行う。野球が中止になるような雨天では施工を中断する。 

締め固め・転圧 混合攪拌された改良土をショベルのバケットで締め固める。締め固めは細かく１層（30～50cm）

ごとに行う。 

本転圧 改良地盤面のレベルを確認しながらローラーで転圧する。仕上げ面は誤差±2cm 以内を目安とす

る。 

埋め戻し 仮置きしておいた原地盤土を改良地盤面の上に埋め戻して、改良面を養生する。 

整地 仕上げの整地をする 
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施工写真１ 固化材散布と混合攪拌の様子        施工写真２ 混合攪拌のためのバケット  

 

図 4.5.2-3 柱状地盤改良 

（３）工法採用時の留意点 

 表層地盤改良工法は「難沈下性」を持つ工法ですが、決して不同沈下を抑制する工法で

はありませんから、不同沈下の恐れがある地盤では用いてはならない工法です。 

表 4.5.2-4 に本工法を採用する場合の留意事項を示します。 

表 4.5.2-4 表層地盤改良工法採用時の留意事項 

地盤と荷重の条件 留意事項 

軟弱層が厚い場合 ・盛土の造成経過年数が５年以下で残留沈下が大きい。 

・軟弱層の層厚が等厚、均質でない。 

・腐植土が存在する。 

支持地盤の条件 ・表層部に瓦礫が偏在している。 

切り盛り異種地盤 ・基礎の一部が堅い地山や車庫などに支持されている。 

擁壁背面側 ・埋め戻し部位に施工範囲がかかる。 

建物荷重 ・極端な部分 2 階など建物荷重が偏っている。 

隣接条件 ・隣地の盛土や建物荷重の影響がある（隣地建造物と適切な距離を保っていない）。 

・最近隣地で盛土が行われている。 

上表のどれかの項目に該当する場合には、不同沈下についての慎重な検討が必要です。

不同沈下の判断には 4.2 節などを参考にしてください。 

２）柱状地盤改良工法 

 柱状地盤改良は住宅用基礎として一般に広く用いられていますが、保証機構、金融公庫

の「仕様」にも建築学会の「手引き」にも言及がありません。ここでは木住協の「手引き」

などからその概要を説明します。 

（１）工法の概要 

ａ．ソイルコラム工法 

 この工法は、大型工事から中小構造物の基礎補強ま

で幅広く利用されており、柱状地盤改良といえば通常

この工法の事をいうと考えて差し支えないほどです。

最近では小型の施工機械が開発され、住宅の基礎補強

にも頻繁に利用される様になりました。 

 施工は図4.5.2-3のように地盤中に柱状（円筒状）

の強固なコラム（改良体）を基礎直下に人工造成し改

良範囲を一体のブロック体として、あるいは杭体とし
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て用いることで荷重を支持するというものです。表4.5.2-5に柱状地盤改良工法の概要を

示します。 

表4.5.2-5 柱状地盤改良工法の概要 

項目 内容 

概要 施工は、セメント系固化材に水を加えてミキサーで練り、スラリーをつくります。スラリーは

ポンブで施工機械へ圧送される。施工機械の先端に付いた掘削・撹拌翼で所定の径の孔を土中

に掘削し、撹拌翼シャフトの先端からスラリーを噴出し、土とスラリーを良く混合・撹拌する。

固化材が硬化して強固な改良体パイルが土中に完成する。 

環境性 騒音は比較的小さいが、厚い軟弱層が分布する地盤での施工においては振動が問題となること

もある。 

改良土量の10～15％程度の排土がある。 

隣家などで地下水を飲用井戸がある場合は六価クロムの溶出などについて留意が必要である。 

施工性 コラム径により異なるが、一日あたり延長60ｍの施工能力 

適用外地盤 腐植土（高有機質土）が存在する地盤。酸性の高い地盤。 

ＳＳ試験によるＷｓｗが500Ｎ未満の地盤。 

産廃などの廃棄物が埋められている地盤。 

固化材 一般軟弱土用と高有機質土用の2種がある。 

設計の考え方 複合地盤とする場合は改良部位を全体をブロックとして支持力を求める。杭体として用いる場

合は、コラム周面抵抗と先端部の支持力との合計で支持力を求める。 

「やすらぎ」ではその適用範囲と設計条件を表4.5.2-6に定めています。 

 表4.5.2-6 柱状地盤改良工法の適用範囲と設計条件 

●適用範囲 

・建物高さ 13m 以下（地上階 3 階以下）、軒高 9m 以下、延べ面積 300 ㎡以下、 

・基礎剛性が高い（簡易ベタ基礎､布基礎が切れ切れになっていないなど） 

●設計条件 

改良径と改良長の比率（細長比）は 10～15 程度までとする。杭径 600mm・杭長最大 8m まで・打設間隔 1.8m

程度まで 

原則として杭体として設計（経済面から 1.8m 間隔で打設することを原則とし､杭としての設計法を使う）。ブロ

ック体として取り扱う場合は慎重に沈下の検討を行う。 

住宅の基礎補強工事においては、改良径はφ600、改良深さは直径の10倍程度（6m）

までが一般的です。  

ｂ．ドライソイルパイル工法 

 この工法はソイルコラム工法と良く似ています。固化材をスラリーにせず、地表で土と

固化材を混合し孔内で撹拌する方法であり、粉体のまま使用するところに特徴があります。

従って、補機類（付属機）は必要とせず、施工機械本体のみで施工を行う事ができます。

また、改良径はφ300、φ600、改良深さは6.0m前後までが一般的です。 

 この工法の荷重支持機構は、ソイルコラム工法と同一です。  

（２）施工法 

ａ．ソイルコラム工法 

表 4.5.2-7 および図 4.5.2-4 にソイルコラム工法の施工手順略図を示します。 

表 4.5.2-7 ソイルコラム工法の施工手順 

項目 内容 

測量・施工計画図作成 改良範囲の測量、コラム芯だしがわかる図面の作成 施工準備 

施工機械の準備 攪拌混合機、ミキサー・ポンプなど 

施工芯へのセット 攪拌翼の軸をコラム芯にセットする。 

掘削・混合・攪拌 所定深さまで攪拌翼を回転しながら空堀、掘削する。所定の深度に達したら攪拌翼の先端より

固化材をスラリー化したものを吐出する。 

混合攪拌 攪拌翼を回転し、スラリーと土を混合しながらコラム先端部から攪拌混合を開始し、徐々に引

き上げる。 

Ｗ型攪拌 １サイクルが終了したら、２サイクル目を同様に行う。 

レベル設定 コラム造成後養生期間をおき、ある程度固まった時点でコラム頭部処理用のオーガーで設定レ

ベルまでコラムをカットする。 
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1.コラム芯
　セット

2.空堀完了
　吐出掘進

3.吐出掘進
　　 完了

4.逆回転
　引上げ

5.撹拌掘進 6.撹拌
　引上げ

7.施工完了1.コラム芯
　セット

2.空堀完了
　吐出掘進

3.吐出掘進
　　 完了

4.逆回転
　引上げ

5.撹拌掘進 6.撹拌
　引上げ

7.施工完了1.コラム芯
　セット

2.空堀完了
　吐出掘進

3.吐出掘進
　　 完了

4.逆回転
　引上げ

5.撹拌掘進 6.撹拌
　引上げ

7.施工完了

 

 
図 4.5.2-4 ソイルコラム工法の施工手順 

  

施工写真３ 掘削・攪拌機              施工写真４ 施工後の状況  

    図 4.5.2-5 ドライソイルパイル工法の施工手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ドライソイルパイル工法 

図 4.5.3-5 にドライソイルパイル工法の施工方法略図を示します。施工手順は地上で現

地発生土と固化材を混合し埋め戻す点で違いがあります。 
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図 4.5.2-6 コラム長さと許容支持力との関係（木造住宅建築工事基礎設計の手引きより） 

（３）工法採用時の留意点 

表 4.5.2-8 に本工法を採用する場合の留意事項を示します。 

表 4.5.2-8 柱状改良工法採用時の留意事項 

地盤と荷重の条件 留意事項 

軟弱層が厚い場合 ・盛土の造成経過年数が５年以下で残留沈下が大きい。 

・想定されるコラム先端地盤以深に Wswが 1kN 以下の自沈層がある。 

・被圧水が存在する。 

・腐植土層が存在する。 

盛土地盤の条件 ・表層部に瓦礫が偏在している。 

擁壁背面側 ・埋め戻し部位に施工範囲がかかり、擁壁底版が打設の障害になる。 

切り盛り異種地盤 ・堅固層が傾斜して分布し、盛土境界をスベリ面として滑動の懸念がある。 

・基礎の一部が堅い地山や車庫などに支持されている（異種基礎）。 

隣接条件 

（複合地盤改良の場合） 

・隣地の盛土や建物荷重の影響がある（隣地建造物と適切な距離を保っていない）。 

・最近隣地で盛土が行われている。 

上表のどれかの項目に該当する場合には、工法の適用についての慎重な検討が必要です。 

●先端地盤の強度 

図 4.5.2-6 にコラム先端地盤の種別による改良長と許容鉛直支持力との関係を示しま

した。これは日本建築センターで評定を取得した工法において認定取得に際して提出され

た載荷試験などのデータを統計的に処理されたものです。このグラフはＡ～Ｄまでの地盤

種（表 4.5.2-9）によって得られる値を示しています。 

       表 4.5.2-9 地盤種別 

地盤 

種別 

砂質土 N 値 粘性土 N 値 

Ａ １＜Wsw、Nsw<40 2～4.5 0.5＜Wsw＜１ 1.5～3 

Ｂ 40＜Nsw＜150 4.5～12 １＜Wsw、Nsw<40 3～6 

Ｃ 150＜Nsw＜250 12～18 40＜Nsw 6 以上 

Ｄ Nsw＞250 18 以上   
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図 4.5.2-7 被圧水 

通常 100m2程度の一般的な住宅では 30 本前後のコラム配置となりますが、この場合

許容支持力としては１本当たり 30kN 以上を期待したいところです。しかしこのグラフで

はＡ種地盤でコラム長が 3.0ｍ未満の場合に極端に落ち込むことが判ります。これはコラ

ム長さが短い場合には十分な周面摩擦が得られないためだと推察され、3m より短いコラ

ム長とする場合は十分な先端支持力が得られるＢ種以上の地盤で採用するべきでしょう。 

●被圧水 

コラム先端を砂層や砂礫層に定着させる場合、特に扇状地面に近い低地での施工には注

意が必要です。 

透水性の大きな地層には地形

的な条件により図 4.5.2-7 の

ような被圧水が存在しますが、

被圧水をシールしている粘土層

を攪拌翼先端が打ち抜くと孔内

に地下水が噴出し施工不能とな

ります。 

●腐植土層の存在 

腐植土層は通常の固化材では

固まりにくく、また腐植土用に

開発された固化材であったとしても繊維質の程度によっては、必ず固まるという保証はあ

りません。柱状地盤改良工事における地盤事故の多くはこの腐植土層の存在を見誤ること

にあり、それが確認された場合は別の工法を採用すべきです。どうしてもという場合には

事前に配合試験を行って確認することが必要でしょう。 

●擁壁背面の場合 

コラムを擁壁背面に打設する時、擁壁底版にかかることはよくあることですが、擁壁が

十分な地耐力に支持されていることが確認できない場合には、底版上に設置する事は避け

なければなりません。この場合に、基礎が片持ち梁となりますが、事前に構造計算によっ

てその限界張り出し長さを求め、基礎の折れ曲がりがない事を確かめる必要があります。 

後述の 4.5.3 節「基礎梁の補強方法」を参照してください。 

３）鋼管杭工法 

（１）工法の概要 

 以下に鋼管杭の特徴等について述べます。表4.5.2-10、表4.5.2-11に鋼管杭の種類と

工法の概要をまとめます。 

表 4.5.2-10 鋼管杭の概要（先端翼付き） 

項目 内容 

概要 杭先端部に取り付けたラセン状の羽根と杭先端部の掘削刃とによって鋼管杭を回転圧入し支持

層に定着させる工法です。 

環境性 専用機は小型のものが多く使われ、振動は小さく、騒音も低い。排土はほとんどない。 

施工性 杭径や長さで異なるが、施工能力はおおよそ100m/日程度。 

適用地盤 支持層のＮ値は15程度以上。 

固化材 杭本体はJIS G 3444 STK一般構造用炭素鋼鋼管、先端翼の材料はJISG3101一般構造用圧

延鋼材のSS400、JISG3136建築構造用圧延鋼材SN400A,Bである。 

設計の考え方 N値15以上の支持層に杭体を定着させて、先端支持力と杭体の周面摩擦により支持する。 



 258 

 
図 4.5.2-8  

図 4.5.2-9 スパイラルフィンの例 

表4.5.2-11 鋼管杭工法の種類と概要 

先

端 

翼

の 

な

い 

も

の 

住宅に用いる鋼管杭は、「JIS G 3444 STK 一般構造用炭素鋼鋼管」に規

定されている、φ101.6mm～φ190.7mm 程度のものとします。 

 日本建築学会刊『小規模建築物基礎設計の手引』によれば、さびによる

腐食しろの問題で、φ150mm の杭径では肉厚 3.0mm 以上のものを使用

するとされています。しかし、肉厚が薄いと施工時に杭頭の変形が生じま

すので、肉厚は最低でも 3.5mm はほしいところです。また、杭長が長く

なった場合、それにつれて口径及び肉厚を増加させる事は当然です。 

 鋼管杭の特徴は、コンクリート杭と比較して、重量が軽く、取り扱いが

容易なこと、施工が容易な事です。 

 定尺は 5.0m～6.0m（メーカ－により異なる）なので、それ以上長いも

のが必要な時は、溶接して継ぎ足す必要があり、それ以下の時は、切断し

なくてはならないと同時に、先端部、頭部の加工が必要ですこの工法は前

処理に時間を要することがあるのが短所といえなくもありません。 

鋼管杭の先端部形状は種々のタイプが提案されており、加工例を図

4.5.2-8 に示します。 

 打設は、圧入工法などで施工します。この様な小口径杭では、先端開放

のままでも、圧入の際に先端に詰まった土が締め固められ、先端閉鎖と同

様の耐力が得られる利点があります。なお、鋼管杭の打設長さは、杭径の

100 倍以下とする事が望ましいとされています。 

先

端

翼

の

あ

る

も

の 

用いる鋼管の材質などは同じですが鋼管の先端に

図 4.5.2-9 のような先端翼（スパイラルフィン）

を取り付けて回転しながら先端部を掘削して立て

込む方法があります。この工法は先端翼が回転しな

がら埋設する機構ですから推進力が大きいこと、小

口径の鋼管を用いながら先端部が拡大した形状に

なっていることから杭径に比して先端支持力を大

きく見込めることなどが特徴です。 

 表 4.5.2-12 に『JIS G 3444 STK 一般構造用炭素鋼鋼管』として市販されている径

別の肉厚を示します。 

 表 4.5.2-12 一般構造用炭素鋼鋼管の肉厚 ※肉厚の数字の前の＊印は、汎用品を示す。 

径（mm） 肉厚（mm） 

139．8 ＊3．5  4．0  ＊4．5  6．0  6．6  8．1  9．5 

165．2  3．7  4．0  ＊4．5  ＊5．0  6．0  7．1  9．3  11．0 

190．7  4．5  5．0  ＊5．3  6．0  7．0 

 「やすらぎ」による鋼管杭工法の適用範囲と設計条件を表 4.5.2-13 に示します。 

表 4.5.2-13 適用範囲と設計条件  

●適用範囲 

・地上階 3 階以下 

・建物高さ 13m 以下、軒高 9m 以下、延べ面積 300 ㎡以下 

・基礎剛性が高い（簡易ベタ基礎､布基礎が切れ切れになっていないなど） 

●設計条件 

小口径鋼管杭工法は、一般構造用炭素鋼鋼管を使用し､打設方法には回転圧入工法と打込工法があり､それぞれに

支持力が異なる。 

  通常は一般構造用炭素鋼鋼管（JIS G 3444 STK-400）、配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452 SGP ）で、外径

114.3～267.4mm が使われる。錆などの腐蝕代を考慮して肉厚は 3mm 以上（通常は 4.2mm 以上）とする。 

杭径 100～150mm ぐらいの小口径杭では、開端杭であっても打ち込みの際に先端に詰まった土が締め固められ

て閉端杭と同じ耐力が得られる。 

ただし、あまり細長い杭は好ましくなく細長比は 100 までとする。・杭の最大長 L dmax 100   （ d ：杭径）・
杭径 114.3mm､139.8mm､165.2mm・打設間隔 1.82m 程度まで 

以下に住宅および中低層用建築物のマーケットをねらった、小口径鋼管杭の認定取得工

法を挙げておきます（表 4.5-2-14）。 
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表 4.5-2-14 小口径鋼管杭の認定取得工法 

●EAZET 工法 

評定業者 旭化成工業㈱／千代田工営㈱／㈱国土基礎 

杭径 φ114／139／165／190／216／267 の６種類 

ターゲット 主に中低眉建築物全般、一部戸建て住宅・共同住宅向け 

特長 ・羽根径は杭径の約２倍、先端閉塞杭、専用機で施工 

・杭中間部に螺旋状の羽根を複数枚取り付けたタイプや、羽根径を２倍以上のタイプも有る 

・継ぎ杭方式は溶接、またはネジで行う 

・深度／トルク等の施工管理、自動計測・記録 

・全国の旭化成グループ及び協力会社で販売、施工中、９４年からの施工実績 2,000 件以上 

●ブレードパイル工法 

評定業者 ㈲住環境設計室／福島パルス㈱ 

杭径 φ190.7 

ターゲット 主に３階建て以下の戸建て住宅・共同住宅等向け 

特長 ・特殊な機械で杭先端部を平面上に押し潰して先端閉塞 

・杭頭部の加工がいらない特殊な鋼管キヤップを使用する 

・施工は主にバックフォ一で行つている 

・全国に施工代理店を募集展開中、東北，首都圏・九州地区を中心に施工実績を伸ばしている 

●NS エコパイル 

評定業者 新日本製鐵㈱ H12 年５月取得 

杭径 φ139.8／165.2／190.7／216.3／267.4 の 5 種類 

ターゲット 戸建住宅、中低層建築物 

特長 ・羽根径は杭径×２倍先端開放杭 

・トルク、深度同時計測・記録 

・リーダー付き施工機使用 

・最大施工深度は杭径×１３０倍 

・φ190.7 の場合、Ｎ値３０で 141.9ｋＮ／本 

・支持層はＮ値１５～６０の砂質、礫質土 

●SMD（スーパードリル）杭工法 

評定業者 川崎製鉄㈱、㈱トラバース、積水化学工業㈱、㈱本陣 Ｈ１４年１１月取得 

杭径 φ114.3／139.8／165.2／190.7／216.3／267.4 の６種類 

ターゲット 戸建住宅、中低層建築物 

特長 ・羽根経は杭径×２～３倍、先端開放杭 

・最大施工深度、杭径×１３０倍 

・φ190.7 の場合Ｎ値３０で 258.8ｋＮ／本、Ｎ値６０で 517.6ｋＮ／本 

・支持層は砂、礫層でＮ値６０以下、粘土層Ｎ値 27 以下 

●ECS（エクスパイル）工法 

評定業者 ㈱三誠 Ｈ１４年１月取得 

杭径 φ101.6／114.3／139.8／165.2／190.7 の５種類 

ターゲット 戸建住宅、低層建築物 

特長 ・先端部に長方形 PL 翼付 

・最大施工深度、13.2～20m 

・支持層は砂質地盤のみ、N 値 30 まで 

・周辺摩擦は考慮しない 

・貫入量のみの施工管理 

●デルタウイングパイル工法 

評定業者 住友金属株、福島パルス㈱ Ｈ１４年１月取得 

杭径 φ139.8／190.7／267.4／318.5 の４種類 

ターゲット 戸建住宅、低層建築物 

特長 ・先端部を三角錐状に冷間加工 

・最大施工深度は砂質土 12.7ｍ、礫質土 9.6ｍ、粘土質 5.7ｍ 

・支持層は砂質、礫質土でＮ値 10 以上 30 以下、粘性土でＮ値７以上 12 以下 

・バックホーなどで施工 

・先端支持力はφ190.7、Ｎ値 30 で 45.3ｋＮ／本 

●ダグパイル工法 

評定業者 ㈱ｸﾎﾞﾀ､報国ｴﾝｼﾞﾆ 7 ﾘﾝｸﾞ㈱､㈱ｼｹﾞﾑﾗ建設､岩水開発㈱､出雲建設㈱､ﾊｳｽ技研通商㈱､ｱｰｽﾌﾞﾗﾝ㈱  

Ｈ１４年９月取得 

杭径 φ118.0／165.2 の２種類 

ターゲット 戸建住宅、小規模建築物 

特長 ・ダクタイル製、羽根径φ250～416、先端開放杭 

・最大施工深度、杭径×130 倍 

・支持層は砂質、礫質層、Ｎ値 15～45.5 
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・杭継手部は貫通ボルト２本で接続 

・管理装置付きり一ダ式施工機（建柱車不可） 

●ジオウイングパイル工法 

評定業者 住友金属工業㈱ Ｈ１５年４月取得 

杭径 φ216.3～800 １７種類 

ターゲット 中低層建築物 

特長 ・先端部にコ一ン翼付、杭径×１．５～２倍 

・最大施工深度は砂質～礫質土で 130D で 37ｍ以下 

・Ｎ値５０まで 

・三点式杭打機使用 

●NP パック工法 

評定業者 大和ハウス工業㈱／ポーター製造㈱ 

杭径 φ101／114／139／165 の４種類 

ターゲット 主に３階建て以下の戸建て住宅・共同住宅向け 

特長 ・大和ハウス物件のみに有効 

・杭先端より少し内側を閉塞させ、その下方に四角いプレートを取り付けた先端部、その上方に円盤

が付いたタイプも有る 

・深度／圧入カ等の施工管理、自動計測・記録 

・全国の大和ハウスが指定した施工会社で施工中 

●NS エコパイル工法 

評定業者 新日本製鐵㈱ 

杭径 φ100～1200 

ターゲット 杭径を小・中・大径に分類し、ターゲット市場を設定 

特長 ・羽根径は杭径ｘ１．５～２倍、螺旋状の羽根は何種類かタイプが有る、先端開放杭 

・深度／トルク／管内土高さ等の施工管理、自動計測・記録 

・先行して大径で多数の実績有り、全周回転機を使用 

・大径のみ自社営業を行っている、小，中径の施工機は既存機を使用する様だが、正式販売及び展開

策は今のところ未定 

●つばさ工法 

評定業者 日本鋼管 

杭径 φ318～608 

ターゲット  

特長 ・羽根径は杭径ｘ２倍、半円上の円盤を２枚取り付けて有る、先端閉塞杭 

・今の所、３点杭打機十電動オ一ガで施工 

・全国的に、着実に施工実績を伸ばしている 

●ドリル杭工法 

評定業者 川崎製鉄 

杭径 φ318～508 

ターゲット ・施工実績は少ない 

特長 ・スパイラルリブが外１内側と（３ｍ）、フリクションカッターが取り付けて有る、先端開放杭 

・主に３点杭打機十電動オ一ガで施工 

（２）施工法 

鋼管杭の施工法（回転圧入工法） 

表 4.5.2-15 および図 4.5.2-10 に鋼管杭工法の施工手順を示します。 

表 4.5.2-15 鋼管杭工法の施工手順 

項目 内容 

 

 

測量・施工計画図作成 改良範囲の測量、打設芯がわかる図面の作成 施工準備 

施工機械の準備 攪拌混合機、ミキサー・ポンプなど、 

原則としてリーダー型の施工機械を用いる。 

施工芯へのセット 攪拌翼の軸をコラム芯にセットする。 

掘削・混合・攪拌 所定深さまで攪拌翼を回転しながら空堀、掘削する。所定の深度に達したら攪拌翼の先端より

固化材をスラリー化したものを吐出する。 

混合攪拌 攪拌翼を回転し、スラリーと土を混合しながらコラム先端部から攪拌混合を開始し、徐々に引

き上げる。 

Ｗ型攪拌 １サイクルが終了したら、２サイクル目を同様に行う。 

レベル設定 コラム造成後養生期間をおき、ある程度固まった時点でコラム頭部処理用のオーガーで設定レ

ベルまでコラムをカットする。 
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図 4.5.2-10 鋼管杭の施工手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図では先端に攪拌翼をつけた事例を示していますが攪拌翼が無いものでも同様の手順

で行います。 

なお、「やすらぎ」では施工機をリーダー型のものを用い、確実に鉛直性を保つように

求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）工法採用時の留意点 

 鋼管杭工法は堅固な支持層に杭を定着させる工法であり、支持層とする地層の条件には

十分に注意する必要があります。 

表 4.5.2-16 に本工法を採用する場合の留意事項を示します。 

表 4.5.2-16 鋼管杭工法採用時の留意事項 

地盤と荷重の条件 留意事項 

盛土層の条件 ・支持地盤のＮ値が表層部に瓦礫が偏在している。 

軟弱層が厚い場合 ・盛土の造成経過年数が５年以下で残留沈下が大きく、負の摩擦力が働く。 

支持地盤の条件 ・支持層の所定Ｎ値が確認できない。 

・層圧が確認できない。 

切り盛り異種地盤 ・基礎の一部が堅い地山や車庫などに支持されている（異種基礎）。 

擁壁背面側 ・埋め戻し部位に施工範囲がかかり、擁壁底版が打設の障害になる。 

隣接条件 ・隣地の盛土や建物荷重の影響がある（隣地建造物と適切な距離を保っていない）。 

・最近隣地で盛土が行われている。 

杭基礎で支持力を大きく取れるとき、計算で求めた杭本数が少なくなり、杭のスパン長

（＝基礎の支持点間）が大きくとられる傾向があります。この時は、布基礎等に大きな曲

施工写真５ リーダー型施工機  
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図 4.5.2-11 軸組間隔 

げ応力が生じ、クラックが布基礎に生じる事があります。従って、杭基礎を採用する時は、

布基礎等の曲げ耐力をチェックするか、布基礎等をフーチング＋地中梁に設計変更する必

要があります。 

建築学会の「指針」では杭打設間隔と梁の補強について表4.5.-17のように示して居ま

す。なお、基礎梁の強度については4.5.3項で詳述します。 

表4.5.2-17 杭打設間隔と梁の補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中の軸組の間隔は、先述の基礎間隔を

求める方法と同様です（4.5.1 の布基礎の

形状）。 

荷重の最大となる通りを中心に軸組間隔

を求めます。図 4.5.1-4 の基礎伏図の場合

は（ｂ）通りで荷重が最大となりますから

(2.7＋3.6)/2＝3.15m となります。 

杭打設間隔が 1.8ｍ程度であれば問題あ

りませんが、それ以上であれば表の梁補強

が必要です。仮に杭本数をケチっても、表

では梁の幅（ｂ）を 20cm 以上要求してい

ますから通常の布基礎に比べて低コストと

なるかどうかはわかりません。 
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      図 4.5.2-12 節杭 

４）既製杭工法 

 杭工法については金融公庫の「仕様」には記述がありません。性能保証の「仕様」には、

布基礎部分は杭間をスパンとした梁として設計することや、杭工法と異なる基礎を混在さ

せないことを指摘しているだけで詳細は記述がありませんので、建築学会の「手引き」お

よび木住協の「手引き」などに従って要点を解説します。 

（１）工法の概要 

ａ．既成杭工法（打ち込み杭、埋め込み杭） 

不同沈下が懸念されるとき、あるいは地盤改良等で設計が不可能な時は杭基礎を用いま

す。 

表4.5.2-18に既製杭工法の種類と特徴についてまとめます。 

表4.5.2-18 既成杭工法の種類と特徴 

杭種 既製杭の特徴 

ＲＣ 

杭 

 『JIS A 5310 遠心力鉄筋コンクリート杭』に規定されている杭を使用します。１種（普通）及び２種

（高強度）が規定されていますが、住宅にＲＣ杭を使用する場合は、１種のφ200～φ300、長さ 6.0m

前後、最大８m までを使用するのが、施工性の面で優れています。 

 もし、それ以上の長さのものが必要なら、PHC 杭を用いるべきです。これは、ＲＣ杭にはプレストレ

スが導入されておらず、長い杭ほど取り扱い中に杭本体にクラックが生じる恐れが大きい事によります。 

 また、ＲＣ杭を支持杭として用いる場合は、住宅の場合、杭先端の N 値は２０以上ありませんと、杭本
数が増加し不経済となりますので注意を要します。 

 打設工法は、住宅の場合、周辺環境の問題でセメントミルク工法が一般的です。 

 なお、杭の打設工法については、項を改めて記します。 

PC ・

PHC

杭 

杭基礎で、杭の長さが 8.0m 以上となった場合、ＲＣ杭にはプレストレスが導入されていませんので、施

工上の取り扱いを慎重に行いませんと、容易にクラックが生じることは前述した通りです。この様な杭を

土中に埋設すれば、やがて鉄筋がさびて膨張し、周囲のコンクリートが剥落して、杭の役目を果たさなく

なります。杭長が長くなる様な場合は、PHC 杭を用いるべきです。 

 PHC 杭は、『JIS A 5337 高強度プレストレストコンクリート杭』に規定されているものを用います。 

 なお、本来は、ＰＣ杭『JIS A 5335 プレテンション方式遠心力プレストレストコンクリート杭』で十

分ですが、各杭メーカーともＰＣ杭より PHC 杭に生産の主流が移行しており、現在ＰＣ杭は入手困難で

す。たとえＰＣ杭であるといって現場に搬入されていても、その中身は PHC 杭というのが現実であり価

格もほぼ同一です。 

 打設工法は、住宅の場合、セメントミルク工法が一般的です。 

摩 

擦 

杭 

どうしても杭基礎としたいが支持杭では杭長が非常

に長くなり、不経済であるという時、摩擦杭を用いま

す。 

 ＲＣ杭、及び PHC 杭は摩擦杭としても用いる事が

できますが、図 4.5.3-6 に示す様な、杭の外周面に節

状の突起をつけた節杭を用いますと、摩擦杭の設計耐

力をさらに大きく取る事ができます。摩擦杭使用上の

注意は、支持層には打ち込まないという事です。もし、

支持層に到達している杭がありますと、支持力がアン

バランスとなり、ベース、布基礎等に余分な応力が生

じ、沈下事故の原因となるからです。以前は、シーリ

ング工法といって、砕石とともに、ディ－ゼルハンマ

一で地盤中に打ち込む工法で施工されていましたが、

現在は、セメントミルク工法が一般的です。 

 表 4.5.2-19 に住宅に使用されると思われるＲＣ杭１種で、JIS に規定されているφ

200～φ300 の杭で入手可能なものを○印で示します。 

  表 4.5.2-19 RC くいで入手可能なもの 

くい長（m） 外径 厚さ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

200 50 ○ ○ － － － － － － － － 

250 50 － ○ ○ ○ ○ － － － － － 

300 60 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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 表 4.5.2-20 に住宅によく用いられると思われる PHC杭Ａ種－300 の製造長さと入手

可能なものを○印で示します。 

  表 4.5.2-20 ＰＨＣくいで入手可能なもの 

くい長（m） 外径（mm） 厚 さ

（mm） ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

プレストレス 

（kN/m2 ）            

300 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4000 

 表 4.5.2-21 に異形節付き摩擦杭の製造長さと入手可能なものを○印で示します。 

 表 4.5.2-21 異形節付き摩擦くいで入手可能なもの 

 くい長（m） 

くい種 4．0 5．4 6．0 7．0 8．0 9．0 10．0 11．0 12．0 

RC ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ 

PC － － － － － ○ ○ ○ ○ 

表4.5.2-22に既成杭工法の概要を示します。 

  表 4.5.2-22 既成杭工法の概要 

項目 内容 

概要 既製のコンクリート杭を埋め込み方式で立て込み支持層に定着させる工法です。 

環境性 専用機は小型のものが多く使われ、振動は小さく、騒音も低い。排土はほとんどない。 

施工性 杭径や長さで異なるが、施工能力はおおよそ100m/日程度。 

経済性 80～120万円/棟 

適用地盤 支持層のＮ値は15程度以上。 

固化材 杭材はJIS A 5310遠心力鉄筋コンクリート、JIS A 5335プレテンション方式遠心力プレスト

レストコンクリート杭、JIS A 5337高強度プレストレストコンクリート杭 

設計の考え方 N値15以上の支持層に杭体を定着させて、先端支持力と杭体の周面摩擦により支持する。 

「やすらぎ」では既製杭の適用範囲と設計条件を表4.5.2-23に定めています。 

 表 4.5.2-23 既成杭工法の適用範囲と設計条件 

適用地盤 ●地上階 3 階以下、建物高さ 13m 以下、軒高 9m 以下、延べ面積 500 ㎡以下 

設計要件 ●杭径 10～15cm ぐらいの小口径杭では、開端杭であっても打ち込みの際に先端に詰まった土

が締め固められて閉端杭と同じ耐力が得られる 

●支持層は SS 試験で換算 N 値 20 以上の砂礫層（連続した同一層）及び同等層を選択する 

●支持層の厚さを確認できない場合は､ボーリング調査を行ったり周辺の既存ボーリングデータ

や地盤図などから支持層を確認する。 

●支持層下位に自沈層がある場合には圧密沈下など有害な変形が無いことを確認しておく。 

（２）施工法 

 既製杭の施工法には、打ち込み杭工法、油圧圧入工法、セメントミルク工法や中掘り工

法などのプレボーリング工法などがありそれぞれに特徴があります。 

打ち込み杭は近年では市街地ではほとんど使われなくなっていますし、中堀工法では杭

の中空部分にオーガ－を通し、掘削・排土を行いますので、杭先端は開放でφ350 以上の

径を持つ杭でなくては採用できませんから住宅用にはあまり用いられてはいません。 

φ200mm 程度の住宅用杭工法では地域によって油圧圧入工法が多用されており、セメ

ントミルク工法も一般的な工法です。 

住宅用の油圧圧入工法、セメントミルク工法などは施工機械が低騒音・低振動であるこ

とから街区内での施工も可能です。しかしセメントミルク工法では井戸・地下水のある地

域ではセメントミルク注入液が浸透し、周辺地域に影響を及ぼす事もあります。 

ａ．既成杭の施工法 

油圧圧入工法、セメントミルク工法は、いずれも杭の入る部分の土をオーガーにより削

孔して排土し、その部分へ杭を挿入するプレ・ボーリング工法の１種です。工法の特徴を

表 4.5.3-17 に示します。 

以下に杭工法の施工法等について述べます。表 4.5.2-24 に既成杭の種類と施工法の概



 265 

      図 4.5.2-13 中堀工法の施工手順 
   図 4.5.2-14 プレボーリング杭の施工手順 

要をまとめます 

表4.5.2-24 既成杭の施工法の種類と概要 

油

圧

圧

入

工

法 

油圧駆動の押し込み圧入により施工するため、騒音振動がほとんどなく、施工機は小型で狭隘地や隣家が近接

する場合にも有利な工法です。 

住宅専用の杭材は、径が 200mm、250mm 程度で、杭長は 2～8m まで。 

所定の支持層の付近までオーガーで先行掘削（プレボーリング）して、杭を建て込み、支持層に達するまでを

油圧圧入により押し込む工法です。 

打

ち

込

み

杭

工

法 

打ち込み杭工法とは、杭頭を打撃して、既製のコクリート杭等を地中に埋設する工法をいいます。 

 杭頭を打撃する工法はいくつかありますが、代表的なのが、ディーゼルハンマ－を用いて施工する非常に能

率の良い打撃工法であり、ひと昔前までは杭打ちといえばこの工法を指しました。しかし近年騒音・振動・排

煙といった様な建設公害が問題となり、市街地でこの工法が行われる事は無くなりました。最近の打撃工法は、

ディーゼルハンマー工法に代わって、ドロップハンマー（モンケン）を用いて施工する工法がまた見直されて

きました。 

 しかし、この工法でも住宅街で施工するにはモンケンで杭頭を打撃する時の振動・騒音という問題がありま

す。結局のところ、住宅の密集するようなところで杭施工を行うにあたっては、現在のところ打ち込み杭工法

は採用不可能と考えるべきです。 

埋め込み杭工法は、杭の入る部分の土を削孔して排土し、その部分へ杭を挿入する工法をいいます。 

 また、削孔・排土の作業を前もって行うか、杭を挿入しつつ行うかで工法が別れ、前者をプレ・ボーリング

工法、後者の代表が中堀工法です。最近の杭打設工事のほとんどが、ブレ・ボーリング工法または中堀工法に

より施工されています。 

 プレ・ボーリング工法では、杭先端は開放でも閉鎖しても良いでしょう。 

 セメントミルク工法と呼ばれる工法は、プレ・ボーリング工法の１種であり、以下の順で施工します。 

 杭の外径よりやや大きいオーガーを用い、オーガー先端より、セメントミルクあるいはセメントミルクとベ

ントナイトの混合液を噴出し、孔壁の崩壊を防止しながら所定の深度まで削孔します。 

 所定の深度まで達したら、オーガーをゆっくり引き上げ、杭を建て込みます。杭を支持層に定着・安定させ

るため、圧入または軽打します。図 4.5.2-13 にプレボーリングしながらセメントミルク注入を行う工法の概

要を示します。  

埋

め

込

み

杭

工

法 

一方、中堀工法の施工は、以下の様に行います。 

 中堀工法施工の概略を図 4.5-2-14 に示します。 

 杭中空部分にオーガーを挿入し、施工機械にセットします。 

 オーガーを回転させ、排土しながら杭を圧入し、支持層まで到達させます。オーガー先端より、セメントミ

ルクを注入し、オーガーを引き上げて完了とします。 

 中堀工法では杭の中空部分にオーガ－を通し、掘削・排土を行いますので、杭先端は開放でφ350 以上の径

を持つ杭でなくては採用できません。 
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図 4.5.2-15 RES-P 工法 

  
施工写真６ オーガーによる掘削            施工写真７ 杭の立て込み  

（３）工法採用時の留意点 

既製杭工法での留意点は鋼管杭の場合と同じです。 

５）RES-P 工法 

（１）工法の概要 

 図 4.5.2-15 のように布基礎

直下に一般構造用炭素鋼鋼管

（JIS G 3444）で径 48.6mm、

肉厚 2.4ｍｍ、長さ 7ｍ以下の

パイプを貫入し、パイプ周面の

摩擦カとパイプ先端の支持力及

び地盤の地耐カとの複合作用に

より、地盤の支持力増加と沈下

低減を図る工法です。 

 この工法はほぼ無騒音、無振

動で無排土工法であり、標準パ

イプ長 5.5m の場合で、１日で

150 本程度打設できます。 

適用地盤は基礎底面から２m

以深までの地盤の平均長期許容

支持カが、30kN/m2（3.0tf/m2）以上の地盤で、主な土質が粘性土の地盤であり、特に

有機質分解の度合いが進んでいない地盤（ピート層など）や、ゆるい砂地盤で液状化の生

じる可能性がある地盤には適用しません。 

 表 4.5.2-24 に RES-P 工法の適用範囲と設計条件をまとめます 

表 4.5.2-24 RES-P 工法の適用範囲と設計条件 

●適用範囲 

・地上階３階以下 

・建物高さ 13m 以下、軒高 9m 以下、延べ面積 300 ㎡以下 

 本工法の使用にあたっては､建設予定地内で３ヶ所以上のスウェーデン式サウンディング試験を行い､その結果が

以下の条件を満足する場合に適用する。 
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    図 4.5.2-16 RES-P 工法の施工手順 

●設計条件 

①支持的扱いの地盤 

 Ｎsw≧40 の層が捨てコンクリート下端より 6.5ｍ以浅に存在する場合は､その層厚が 1.5ｍ以上あることを確認

し､パイプの先端はその層に原則として 0.5ｍ以上貫入する。 

 

②摩擦杭的扱いの地盤 

 Ｎsw≧40 の層が捨てコンクリート下端より 6.5ｍ以深に存在する場合は、パイプ設置区間に下記表に示すよう

なＮsw＝0 が 5ｍ以上、Ｎsw＝12 が 4ｍ以上、Ｎsw＝16 が 3ｍ以上、Ｎsw＝20 が 2ｍ以上、及びＮsw＝28

が 1ｍ以上、いずれかの層厚がある場合に限り使用する。 

Ｎsw 値と中間摩擦層の関係 

Ｎsw 値（Ｗsw＝1000kＮ） 層厚（ｈ） 

０,４,８ ５ｍ以上 

１２ ４ｍ以上 

１６ ３ｍ以上 

２０,２４ ２ｍ以上 

２８以上 １ｍ以上 

 なお、Ｎsw≧40 の層（支持地盤）が傾斜している場合は、パイプ長さ 7ｍが使用できる支持杭的扱いの地盤の

範囲で適用できるが､一部でパイプの先端がＮsw≧40 の層に達しない場合（支持杭的扱いの地盤と摩擦杭的扱いの

地盤の併用）は適用してはならない。 

 パイプ本体の材料は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）で溶融亜鉛めっき（JIS H 

8614）を施したもので、パイプの長さは最長７m（最短 2.5m）で、適用地盤の状況に

応じて 0.5m ピッチで使用します。 

設計の考え方は、地盤の支持力（ cP：基礎底面に作用する地反力）とパイプの支持力（ pP ）

との両方の複合により建物の荷重（ P）を支持します。 
 長 期 許 容 支 持 力 度 30kN/m2

（3.0tf/m2）の地盤において、同工法

にて地盤を補強すれば、長期許容支持

カ度を 50kN/m2（5.0tf/m2）に強化

できます。 

 狭小敷地でも施工機械が小型であり、

また、高低差のある敷地でもトラック

式施工機械であれば施工可能です。 

 RES-P 工法は大成建設㈱の評定工

法であり、その運営は㈱設計室ソイル

／大成パルテクノ㈱が行っています。

設計室ソイルが主催して RES-P 工法

協会を設立し、全国に協会員を募集展

開して関東地区を中心に多数の施工実

績があります。 

（２）施工法 

図 4.5.2-16 のようにパイプを建込

み回転圧入によりパイプを貫入します。

このとき貫入抵抗測定とパイプの貫人

深さを記録します。 

表 4.5.2-26 に施工の手順を示します。 
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図 4.5.2-18 施工手順 

 
図 4.5.2-17  

ND 式ソイル圧密工法  

表 4.5.2-26 RES-P 工法の施工法 

６）ＮＤ式ソイル圧密工法 

（１）工法の概要 

 ＮＤ式ソイル圧密工法とは地盤に改良材を押し込むことに

より、沈下が懸念される粘性土の土中水分を押しだし、適正

含水状態にして地盤を安定化させる工法です。 

 本工法は、現場の土を使用せず予め品質管理及び配合管理

された改良材（ドライモルタル）を高圧力で圧入して改良体

を造成します。 

高い押し込み圧力は地盤の弱い部分に集中して作用し軟弱

地盤を押し固めることで、改良体には図 4.5.2-17 のように

地盤に水平に食い込むような凹凸を形成します。この凹凸に

よる改良体の周面摩擦力と圧密効果による周辺地盤の改良と

の相乗効果によって高い支持力を得ることが可能です。 

予め現場配合された改良材であること、改良体に形成され

る凹凸は地盤の軟弱部位に改良材を集中的に投入することな

どから改良体の信頼性を高めています。 

地盤のＮ値が１以下のような超軟弱地盤では、圧入圧力により軟弱地盤の横移動が起き

近隣構造物に傷害を与える場合がありますので採用には十分な注意が必要です。 

（２）施工法 

図 4.5.3-13 および表 4.5.2-27 にＮＤ式ソイル圧密工法についての施工手順を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

測量・施工計画図作

成 

改良範囲の測量、パイプ芯がわかる図面の作成 施工準備 

施工機械の準備 貫入機械など 

施工機械の設置 パイプの頭部に貫入装置のロッドをセットし、パイプの芯一にパイプを建て込む。 

リーダーの鉛直性を確認する 

パイプ貫入 貫入装置の圧入力および回転力によりパイプを観入する。 

混合攪拌 パイプの貫入深さを確認しながら所定の貫入深さに達したことを確認しパイプを貫入装

置からはずす。 

貫入繰り返し １サイクルが終了したら、２サイクル目を同様に行う。 
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施工写真８ 削孔前               施工写真９ 改良材充填  

 
施工写真１０ 改良体に形成される凹凸  

表 4.5.2-27 ＮＤ式圧密工法の施工手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）松杭工法 

（１）工法の概要 

松杭の打設により杭周辺の摩擦力及び、杭先端の支持力および地盤の地耐力との複合

作用により、地盤の支持力増加と沈下低減を図る工法であり、木造住宅では古くから基

礎補強に用いられてきましたが、設計法や施工法は地域によりまちまちで、明確な指針

項目 施工内容 

測量・施工計画図作成 改良範囲の測量、改良体芯がわかる図面の作成 施工準備 

施工機械の準備 ＮＤ７型施工機、ＮＤＬ５型施工機など 

先行削孔 胴太（胴径 250～350mm）の特殊スクリューを正逆転を繰り返しながら地盤中に差し

込み、スクリュー周辺を一次圧密して改良材投入のための孔壁を作ります。 

改良土投入準備 スクリューに４～５ｔの荷重をかけて逆転するとスクリューが羽周辺の土を押し込み、

改良材投入スペースが作られます。 

改良土の投入と 

圧密 

スクリューに荷重をかけたまま逆転し、上部より予め配合管理された改良材を投入して

特殊ヘッドで締め固めながら、更に圧入圧力により軟弱な周辺地盤を圧密して改良体を

構築していきます。 

完成 改良体の構築とともに荷重のかかったスクリューが徐々に押し上げられ、十分に締め固

められた改良体が完成します。 
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施工写真１４ 松杭打設            施工写真１５ 杭材  

はないのが現状です。 

原則として松杭工法は「地業」の一種とみなされます。「やすらぎ」では正規の基礎

工法としてではなく、補助的な地業として、地下水位が浅く過剰な荷重が加わらない場

所において使用を限定しています。 

その概要を表 4.5.2-31 に示します。 

 

表4.5.2-31 松杭工法の概要 

項目 内容 

環境性 油圧バイブレーターによる打設のため振動・騒音はほとんど無く、無排土の工法である。 

経済性 30～40本/1棟   

適用外地盤 乾湿繰り返しによる腐食のおそれがある地域では施工不可。 

杭材 末口φ150～180㎜のテーパー状の松杭 

設計の考え方 基礎底面から、8.0ｍ以内にＮ値 3 以上の層が 1.0ｍ程度あり、なお且つ杭材料の性質上、

含水の多い粘性土の地盤が適しているとされる。 

杭の配置は基礎の立ち上がり下部に2.0ｍピッチ程度の間隔での配置が望ましい。 

表層改良と併用することによりさらなる不同沈下に対する抑制効果が期待できる。 

（２）施工法 

施工手順を表 4.5.2-32 に示します。 

表 4.5.2-32 松杭工法の施工手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

項目 内容 

測量・施工計画図作成 杭芯がわかる図面の作成。 施工準備 

施工機械の準備 バックホウ（0.45ｍ3 程度）、ハイバック（油圧バイブレータ

ー） 

トップコンクリート 

材料搬入・松杭検尺。 

施工芯へのセット 杭芯に鉄杭をセットし先行掘削する（表土が硬い場合は貫入用の鉄杭で先行掘削を行

う）。 

松杭打設 油圧バイブレーターによる松杭打設。 

杭頭処理 松杭頭部にドリルで孔を開け松杭にトップコンクリート 1.0ｍを載せ再度打設を行

う。（松杭を地盤内に押し込み、外気にさらさないため）。 

レベル確認 打設終了後、杭芯通り・杭頭レベル確認を行う。 


