
（寄稿文）58

戸建住宅の地盤調査と地盤補強
― 住宅地盤業務の現状と住宅地盤品質協会の役割 ―

住宅地盤品質協会事務局長 新　松　正　博

１.はじめに

同じ建設分野の土木あるいは大規模建
築に携わっている方でも、戸建住宅の地
盤調査は？と聞かれると一瞬戸惑うので
はないだろうか。
現在、小規模建築物における地盤調査

はスウェーデン式サウンディング（SWS）
試験が主流である（写真－１）。名前の
通りスウェーデン発祥ではあるが、日本
で独自の発展をした調査法である。
地盤補強は、セメントを使用する地盤

改良や、鋼管や木材、コンクリート杭を
挿入する工法などがあるが、敷地と搬入
路の狭さから施工機は独特の進化を遂げ
ている（写真－２）。
本稿では住宅地盤調査・補強工事の現

状および筆者の所属する NPO（特定非営
利活動法人）住宅地盤品質協会（以下住
品協）の役割を述べてみたい。

２.戸建住宅地盤調査の歴史

戸建住宅でも地盤調査（主に SWS 試験）
が行われるようになったのは 30 年ほど
前からである。まずは大手ハウスメー
カーが不同沈下防止を目的に始めたもの
であり、年々普及していったものの軟弱
地盤と判定されれば地盤補強に数十万円
以上の費用がかかることもあり、しばら
くは全国的に浸透するというほどではな
かった。
戸建住宅における地盤調査実施が急激

に増えたのは、2000 年４月施行の「住
宅の品質確保の促進等に関する法律（品
確法）」（図－１）がきっかけである。こ
の法律は基礎・柱・屋根など主要構造部
分に 10 年間の瑕疵担保責任（修補請求
権）（図－２）を義務付けたもので、こ
の法律以降、施主との間に構造部分の免
責特約を設けることができなくなった。
基礎・地盤に関していえば、一部に残っ
ていた地盤に起因する問題は施主側の責
任でもあるという考え方が払拭された法

律である。
またこの頃から、㈶住宅保証機構（現

在は株式会社）や㈱日本住宅保証検査機
構（JIO）などによる住宅保証制度が普
及し始め、保証の条件として当然地盤の
確認を要求したことが地盤調査増加の要
因となった。
さらに 2009 年 10 月施行の「住宅瑕

疵担保履行法」では、瑕疵保険引受けの
保険法人が、設計施工基準でより詳細な
基礎・地盤の基準を設けた。これにより、
事実上戸建住宅においても地盤調査を義

務付けられたこととなり、現在にいたっ
ている。

３.戸建住宅地盤補強の現状

小規模建築物地盤補強の基本的な工法
は次の３工法であった（図－３）。また
３工法の他に、主に北海道を中心として
小口径既製コンクリートパイルが使用さ
れてきた。
・表層地盤改良
・柱状改良
・小口径鋼管

写真－１　全自動SWS試験機例 写真－２　地盤補強施工機例

図－２　瑕疵担保責任の対象部分図－１　品確法の３本柱
資料：住宅性能評価・表示協会ＨＰ 資料：国交省ＨＰ
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上記の工法は中規模以上の建築物でも
使われていた工法の小型版であるので、
設計や施工管理においても従来からの技
術を学ぶことで利用可能であった。
ところが 10 年ほど前から小規模建築

物向けのいわゆる認定工法がかなりの勢
いで普及してきた。筆者の推定では既に
全国の地盤補強の半数以上がこの認定工
法である。
認定工法とは　日本建築総合試験所

のような第三者機関が、新規性・独自性
のある工法の性能を証明するものである。
各地盤会社は技術力を競って新工法を開
発し営業展開をしている。
上記基本工法にも認定工法があるが、

その他の認定工法として次のようなもの
がある（図－４）。尚、支持力機構の分
類としては、平面や杭状の他に原地盤の
支持力を加えた複合地盤的なものがある。
・コンクリート杭・木杭
・柱状改良＋芯材
・モルタル（コンクリート）注入
・合成樹脂網＋砕石
・砕石パイル
・細径鋼管
工法が多岐にわたり、地盤会社は自身

の得意なものを提案してくることから、
発注する住宅建設会社が、比較検討する
のに困惑気味であるとも聞く。これらの
工法には設計施工上の条件や長所・短所
があり、一つの工法がどんな地盤にも対
応できるのではないということを留意す
る必要がある。

４.住宅地盤の特異性－法規
制が無い？

戸建住宅等小規模建築物の地盤に関し
ては明確な法規制や基準が無い。これは
この業務に携わる者が誰でも自覚してい
ることである。
地盤調査に基づいて判断して、必要で

あれば不同沈下対策の地盤補強を行う、
というのは普通に実施されているのだが、
これはどういうことだろうか。
ここでは建築基準法の告示を二つ挙げ

て、住宅地盤と法律の関係を述べてみた
い。
■建設省告示第1347号（地盤の許容応力
度と基礎の構造）（表－１）
【解説】地盤の長期許容応力度が 20kN
／㎡未満でも、柱状改良や小口径鋼管等
の地盤補強を行うことで 20kN ～ 30kN
／㎡以上とみなすことができれば、べた
基礎あるいは布基礎を採用できる。

図－５　SWS試験自沈層イメージ

図－４　小規模建築物の各種工法例

図－３　小規模建築物の基本的な地盤補強工法

表－１　建設省告示第1347号（地盤の許容応力度と基礎の構造）
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これは小規模建築物で行われている地
盤補強はあくまでも任意で、法律上は単
なる地業（補強された地盤）であるとい
うことを意味する。
■国土交通省告示第1113号
地盤の許容応力度を定める方法は、次

の表の（１）項、（２）項または（３）
項に掲げる式によるものとする。ただし、
地震時に液状化するおそれのある地盤の
場合または（３）項に掲げる式を用いる
場合において、基礎の底部から下方２ｍ
以内の距離にある地盤にスウェーデン式
サウンディングの荷重が１kN以下で自沈
する層が存在する場合もしくは基礎の底
部から下方２ｍを超え５ｍ以内の距離に
ある地盤にスウェーデン式サウンディン
グの荷重が 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
て建築物または建築物の部分に有害な損
傷、変形および沈下が生じないことを確
かめなければならない（図－５）。
【解説】上記告示に「建築物または建
築物の部分に有害な損傷、変形および沈
下が生じないことを確かめなければなら
ない」とあるが、確かめる方法が具体的
に示されていない。つまり、SWS 試験で
所定の自沈層がある場合は設計者の判断
で検討しなければならないということに
なる。
非常にあいまいな基準であることから、

図－６のように判定者によって同じ地盤
調査資料から判断が分かれることもあり
得る。ある意味小規模建築物の地盤判定
の特徴であり、悩ましい問題でもある。

５.NPO 住宅地盤品質協会（住
品協）の活動と役割

住品協は、「住宅地盤の品質向上およ
び地盤事故の根絶」を目的として、1999
年に、当初は任意団体として設立された。
競合関係の垣根を越えた同業者による自
主的な団体である。
まず行われたのが、「住宅地盤技術講

習会」であり、「住宅地盤技術者認定資
格試験」であった。これは住品協の三大
活動である、１.調査研究、２.技術者
育成と資格認定制度、３.啓蒙活動とし
て現在まで受け継がれている。
住品協は 2019 年に設立 20 周年を迎

えるが、現在会員数は 500 社ほどであり、
全国の地盤業者のほとんどが加盟してい
ると思われる（図－７）。
以下に主な活動内容を項目ごとに説明

したい。

（１)資格試験制度
小規模建築物の地盤調査、補強工事に

おいて、公的には法人としての資格も個
人としての資格も不要である。1999 年
当時は、地盤業者それぞれが独自の知識
経験に基づいて調査・工事の業務を行っ
ていた。
このままでは社会的信用は得られない

と業界団体設立を模索して、真っ先に構
想に挙がったのが「住宅地盤調査の資格
制度」である。地盤調査に従事する者は
一定レベル以上の技術力を持つべきであ
ると、現在では当然のことをこのとき実
施したのである。
公的資格では無いものの、試験に合格

した資格保有者が在籍することは地盤会
社の技術力の証しとなり、また地盤業務
従事者にとっても働くモチベーションに

なることから、現在では下記のように延
べ人数で 6,076 名の資格保有者がいる。
●住宅地盤技士（調査部門）2,448名
●住宅地盤主任技士（調査部門）892名
●住宅地盤技士（設計施工部門)1,881名
●住宅地盤主任技士（設計施工部門）
855名
※ 2018 年５月現在

(２)技術基準書
先に、2000 年４月施行の「住宅の品

質確保の促進等に関する法律（品確法）」
や住宅保証制度がきっかけで地盤調査が
普及したと述べた。調査の普及とともに
必要に迫られたのが、業界標準となるよ
うな地盤調査・施工の基準書であった。
そこで初の試みであったが会員各社の

若手技術者を集めて基準書を作成するこ
ととした。日頃ライバル関係にある同業
者の社員とあって、最初は議論にぎこち
なさがあったが、志は全く同じなので
徐々に熱が入るようになり、およそ１年
かけて 2007 年１月に「住宅地盤の調査・
施工に関する技術基準書」を発行した（図
－８）。
基準書には、地盤業務に従事する者が

最低限知っておくべきこと、守るべきこ
とが記載されており、現在では改訂第３
版が発行され業界のバイブル的存在と
なっている。

図－７　住品協地域別会員数

図－６　地盤判断が分かれる事例イメージ

図－８　住品協発行技術基準書他
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(３)住宅保証法人との業務協力
住品協の会員が急増するきっかけと

なったのが2006年の㈶住宅保証機構（現
在は株式会社）との業務提携であった。
㈶住宅保証機構が運営する地盤保証制度
の窓口団体の一つとして住品協が認めら
れたのである。
これは工務店など住宅会社が㈶住宅保

証機構の地盤保証を利用するにあたって、
住品協の会員地盤会社であればスムーズ
に地盤調査を依頼できるというものであ
る。地盤会社は住品協に入会した上で㈶
住宅保証機構に業者登録をする必要があ
る。
住品協の会員が増え、試験制度により

資格保有者が増えたということは、住宅
地盤の品質向上に少なからず貢献したと
確信している。

(４)地盤品質判定士協議会への協力
2013 年、　地盤工学会が主導して、

地盤品質判定士協議会（以下協議会）が
発足し、地盤品質判定士の資格制度が創
設された（図－９）。住品協は当初から
の構成団体として協力をしている。
この制度の目的は、宅地の造成業者、

不動産業者、住宅メーカー等と住宅およ
び宅地取得者の間に立ち、地盤の評価（品
質判定）に関わる調査・試験の立案、調
査結果に基づく適切な評価と対策工の提
案等を行う能力を有する技術者を社会的
に明示することにある、とされている。
住品協が取り扱うテーマは主に住宅の

不同沈下であるが、協議会では、東日本
大震災を教訓として、広く住宅および造
成宅地の防災・減災をテーマとしている。
昨今頻発する自然災害をみると住品協と
しても避けて通れない問題であり、今後
とも尽力できればと思っている。

(５)協会誌「住品協だより」
会員向け情報発信の一環として、

2011 年７月に協会誌「住品協だより
VOL.１」が発行された（図－ 10）。協会
誌発行は住品協設立当初からの夢であり、
役員の手弁当から始まった活動が、やっ
とここまで来たかと感無量であった。
手前味噌ではあるが内容はかなり充実

している。地盤関係の第一人者による巻
頭言、各界から住宅地盤をどう捉えるか
の意見、連載としては裁判事例、全国の
特殊地盤、沈下修復事例、各種調査法、

書籍紹介などなど。
年２回の発行で、会員以外にはハウス

メーカー、官公庁、学校関係、建築確認
機関、住関連団体など、全部で２千数百
部を無料配布している。今後とも続けて
いかなければならない活動である。

６.戸建住宅と地盤保証

戸建住宅等小規模建築物の市場では、
住宅建設会社に対して「地盤保証」を提
供するというビジネスモデルが存在する。
これは地盤調査や地盤補強工事を行う際
に、その調査や工事に瑕疵があり不同沈
下が発生した場合、当該建築物を元の状
態に修補するという約定を交わすもので
あり、通常の調査費に数万円の保証料が
プラスされる（図－ 11，12）。
現在小規模建築物は年間 40 万戸程度

として、地盤保証が付加されている物件
は半数程度あるのではと推定される。

(１)地盤保証の背景
地盤保証は、地盤会社が「当社の地盤

調査・工事は保証付き」と、営業手段と
して用いたのが始まりである。保証の裏
付けは損保会社の生産物賠償責任保険

図－９　地盤品質判定士の業務

図－11　地盤保証書のイメージ

図－10　住品協だよりVOL.1表紙

図－12　地盤保証の内容イメージ
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図－13　地盤保証業務フロー例

（PL 保険）で、営業手段でありながら地
盤会社自身の沈下事故賠償のリスクヘッ
ジでもあった。
地盤保証が住宅建設会社に受け入れら

れるのは、先に述べた、住宅地盤には明
確な法規制や基準が無く最終的には設計
者判断、に関係するであろう。地盤保証
は設計者や住宅建設会社にとっても沈下
事故のリスクヘッジとなっている。また、
建築主に対する地盤のアピール手段にも
なっている。

(２)地盤保証の問題点
地盤保証の問題点を二つ述べたい。
①地盤保証ありきのモラルハザード
住宅建設会社は地盤補強費用を抑えた

い。地盤業者は安くしても工事を受注し
たい。となると、モラルハザードが生じ
る恐れがある。沈下リスクのある地盤で
も保証があるから補強なしでいこう、あ
るいは材料を抑えた地盤補強設計をする、
というようなことである。傾いたら保証
で治せばいいという考えは、建築主が安
心できる住宅を提供するという使命から
外れているといわざるを得ない。
②大手地盤保証事業者の競合激化
地盤保証を主な事業とする企業が地盤

保証と地盤調査をセットで住宅建設会社
に提供するという事業形態がある。実際
の地盤調査は下請け的に地盤業者が行う
（図－ 13）。地盤補強工事は、保証事業
者が住宅建設会社の窓口となる場合と、
地盤業者が直接建設会社と取引する場合
がある。
この事業形態の何が問題か？
大手地盤保証事業者間の競合が激しく

なり、営業キャッチフレーズとして「当
社は地盤補強判定率が低い。当社を使え
ば補強工事が減って安くなる」と言い出
したことである。保証料の金額内で沈下
事故の費用はカバーできると判断しての
ことであろう。
補強判定率は技術的判断の単なる結果

数値であって、例えば地域別・地形区分
別の判定率であれば地盤判断の目安とし
て有効な情報ともなるが、営業手段とし
て使うのは全く持って理解できない。ま
るで技術品質を放棄して、地盤の判断は
自由になりますといっているように聞こ
える。
こうした地盤品質を無視したやり方で

は、地盤業界全体が社会から信頼されな
くなる。改めてほしいものである。

７.住宅地盤と自然災害

通常の住宅地盤調査・補強工事の目的
は、建物の不同沈下防止である。地震や
豪雨を原因とする被害は目的外である。
ところが近年の自然災害による宅地被

害には考えさせられるものがある。大地
震による液状化、宅地すべり、土石流に
よる宅地崩壊、豪雨浸水による地盤洗
掘・・・。通常の地盤補強は自然災害に
は無力です、と逃げているわけにはいか
ない状況である。
先に述べた地盤品質判定士協議会は、

住宅および造成宅地の防災・減災をテー
マとしている。住品協としても何らかの
対応を検討する時期かもしれない。
被害報道のなかで、地盤が陥没したり

洗掘されたりしても、杭状の地盤補強体
が残って建物を支えている写真をよく目
にする。被害の軽減にある程度役立つ場
合もあるとは思うが、この工法なら大丈
夫です、と言えるものが無いというのは
悩ましいことである。

８.おわりに

住まい手の立場であれば、自宅が傾い
てしまうとは全く思いもよらないことで
あろう。そして我々住宅地盤事業者は、
不同沈下が起こった後の対応が、複雑で
長期間に渡り、時に対立を生むことを
知っている。今改めて、住む方の安全安
心のため、一件一件の地盤調査・補強工
事に真摯に取り組まなければならないと
思う次第である。
住品協技術委員会では技術基準書の第

４版を発行準備中である。　日本建築
学会や　日本建築センターが示す関係
指針と整合性を図りながら 2018 年度中
の発行を予定している。住品協の活動が
「住宅地盤の品質向上および地盤事故の
根絶」に寄与することを願うばかりであ
る。
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