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技術報文

宅地の性能評価と宅地造成技術

田村 昌仁(建設省建築研究所室長)国府田 誠(日本大学教授)

和田 昇三(足利工業大学教授) 佐藤 秀人(日本大学専任講師)

1 .はじめに

構造物に要求する性能を明確にして、その実現を図る性能規定型の設計法が各方面で開発され

始めている。特に、建築の分野では、性能規定化を目的とした建築基準法の大幅な改正作業が正

念場を迎えている。また、住宅の品質確保等に関する法律が新たに創設され、性能表示制度(構

造性能や防火性能などの等級付け) ・暇庇担保責任・住宅紛争処理に関わる諸制度が整備されよ

うとしている。これらの諸制度が確立されると、住宅を従来の『仕様』ではなく『性能』として

捉え、 『契約』によってグレードを『選択』して『購入』する指向がさらに強まると考えられる。

このような状況下において、住宅を支持する基礎・地盤の性能をどのように捉え、どう評価す

るかは極めて重要である。宅地がどのように造成されていようとも、最終的には住宅の設計者が

地盤の性状に応じて基礎形式を選定すればよいはずではあるが、宅地の造成方法や当該敷地及び

周辺の地盤性状に関する情報を得ないまま(情報が不明、或いはコスト等の関係で収集できな

しユ)、基礎の設計を行なうことも少なくない。このような場合には、基礎の沈下や不同沈下に起

因する不具合現象が発生しやすいと思われるが、造成地盤と自然地盤とでは基礎・地盤の不具合

現象に対する居住者意識が異なる。造成地盤の場合には、地盤調査や地耐力の評価法の妥当性だ

けでなく、造成方法の妥当性や設計・施工・確認の妥当性も居住者の関心事となる。造成地盤が

自然地盤と同程度の性状と a 様性を有していない場合、通常の地盤調査による地耐力等の評価が

困難となる。このため、造成側は自然地盤以上に『宅地の性能』を意識することが必要と考えら

れる。

本文は、宅地の性能評価の現状と課題を整理するとともに、今後望まれる宅地造成技術につい

て述べたものである。

2. 建築分野における技術基準の動向

2. 1 建築基準法

建築基準法は、住宅の構造や敷地などに

関する最低限の規定(第 l条)であり(現

実には最低かつ最高と見なされている?)、

昨年度に改正法案が国会を通過し、来年度

に政令・告示などの技術基準を規定すべく

現在改正作業の真只中にある c ここでは、

従来の保有耐力計算による検証方法の他、

等価 l自由度系のモデルを用いた新たな証
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には、裁判によらない『指定住宅紛争処理機関.!l (建設大臣が指定する単位弁護士会など)によ

る迅速な処理が可能とされている。紛争処理に際しては、 『指定住宅性能評価機関Jに対して説

明・資料請求を求めることになる。

これらのPL法的な法律が創設された背景には、住宅をめぐるトラブルが多いことなどが推定

される。 トラブルに関しては、日弁連や消費者団体等の調査によると、三大トラブルとして、雨

漏・亀裂・傾斜があげられ、全体の半数以上を占めているようである。基礎の亀裂や傾斜は、地

盤と密接に関わっており、ここに住宅の構造性能に対する地盤の重要性が伺える。

3. 宅地・擁壁等に関する技術基準の現状

宅地等の開発事業に関しては、環境・衛生等の見地から一定の規制が存在していると考えられ

るが、地盤工学的な詳細な技術基準はほとんどない。後述の宅地造成等規制法においても、法で

具体的に規制している部分の多くは擁壁の設置に関する規定である。擁壁の設計法に関しては、

土圧の方向、仮想背面の位置、慣性力考慮範囲、地震力、底面摩擦係数、ミドルサードの扱い、

地盤の支持力評価(斜め荷重の扱い)などにおいて、建築・宅造・道路・道路橋・鉄道等の分野

によって多少の違いがある。これらの違いに関しては、各種の指針などを参照いただくこととし、

ここでは、建築基準法、宅地造成等規制法における宅地・擁壁の取り扱いの基本的な考え方を紹

介する。

3. 1 建築基準法

敷地の安全性に関しては、建築基準法第19条(敷地の安全・衛生)において、軟弱な場合の地

盤の改良の必要性やがけ崩れの恐れのある場合の擁壁の必要性が示されている。さらに、擁壁に

関しては、政令142条のおいて、①腐らない材料を使用すること。②石積みは背面をコンクリート

で一体化すること。③水抜き孔を設けること。などが規定されている。また、高さ 2mを超える

擁壁に関しては、工作物としての建築確認を要することになっている。ただし、これらの規定を

どのように実現するのかについては、現行の建築基準法では直接的な検証方法(例えば、構造計

算の方法など)を告示・通達等で規定しているわけではなく、準用する政令36条(建築物全体が

構造耐力上安全とすべきことなどを要求している政令)に基づき、設計者あるいは特定行政庁の

判断に委ねていると考えられる。実務的には、耐震性の検討がなされているか不明な既存擁壁上

に住宅を新築する場合など、取り扱いが難しいことも部分もあると考えられる。なお、政令142条

に抵触する擁壁など、特殊な擁壁に関して、法38条に基づく建設大臣の認定がなされたものがあ

る。また、材料や構造等には特に支障ないが、通常の構造計算の方法を適用することが難しい擁

壁の場合は、 (財)日本建築センターの「評価j を取得するようなケースもある。

3.2 宅地造成等規制法

宅地造成等規制法は、全国津々浦々で行われる宅地造成工事の全てに適用されるわけではなく、

規制区域内の宅地造成工事に対してのみ適用される法である。最近のデータによれば、指定区域

は27都道府県11指定都市に及んでいるが、指定面積は合計100万ヘクタール程度でしかない。また、

宅地造成区域内であっても、その擁壁が建築工事における工作物確認として使用されるのであれ

ば宅造法は適用除外で建築擁壁として扱われることになる。宅造法の政令第5~ 7条では、現場打
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ちRC擁壁と練り積み造擁壁に関する技術基準が規定されている。ここで注目すべきは、一体打

ちされる RC擁壁の性能は、構造計算によって確かめられるとし、高さ制限や基礎の根入れなど

に関する仕様規定が存在せず性能規定的であるのに対して、練り積み擁壁では壁高・勾配・根入

れなどの大きさが背面地盤の土質によって数値として規定され、全てが仕様規定である。なお、

これらの擁壁の他に、ブロック擁壁などが大臣認定擁壁として扱われている。また、宅地造成等

規制法や都市計画法に関連する技術資料として、 『宅地防災マニュアル』、 『宅地防災マニュア

ルの解説』、 『宅地防災マニュアル事例集』、 『宅地擁壁復旧技術マニュアルの解説』などが発

刊され、擁壁・盛土・軟弱地盤等に関する望ましい設計・施工法等が詳細に示されている。

4. 宅地の性能表示の考え方

2章で示した性能表示制度では、表示対象はあくまで建築部分であり、基礎は該当するが地盤

は表示対象ではない。しかし、基礎の性能評価にとって地盤情報は重要である。宅地の性能に関

して、ユーザーの立場から表示が望ましい事項をあげると、表-1のようになる。ただし、この

中には、表示することが非現実的で表示方法すら技術的に確立していないものもある。

表-1 宅地の性能表示

敷地情報 既存宅地(既存住宅の種類等)、造成宅地(切土・盛土、盛土材、盛土厚さ、盛土時期、圧密完了の有無)

液状化の判定(検討方法、検討条件)、 側方流動等の地盤変動(検討方法、検討条件)

地すべり、崖くずれ、豪雨、洪水、地震被害、液状化などの過去の地盤災害情報

宅地造成規制区域・急傾斜地指定区域などの行政情報、 地下水位の変動状況(地盤沈下の評価に有用)

造成情報 造成時期、造成方法、造成者、造成目的、造成前の土地利用状況、造成前後の地表面位置

造成時の地盤調査方法等の種類(鯛査方法、数量、調査結果、地盤評価、軟弱地盤の有無)

圧密沈下等の残留沈下量、耐震性(検討方法、地震力等の検討条件用)、安定性(検討方法、荷重条件等)

I薙 壁 擁壁の種類、形状・寸法(壁高、壁!事、控え壁、根入れ等)、施工方法、盛土材の種類

設計条件(積載荷重、土圧算定法、水平震度、慣性力算定部分、土庄作用角、安全余裕度など)

交通振動 交通量などからみた地盤振動などの情報(敷地境界線での振動と振動規制法による要請値75dBの関係)

地盤環境 敷地が特殊な場合(強酸性地盤、産業廃棄物地盤、ごみ地盤、地盤汚染など)

図-3に示した住宅の性能表示制度の考

え方を、宅地に当てはめると図-5のよう

になる。耐震性や安定性等の検討済み宅地

であるかどうかはもちろんのこと、標準的

な荷重の何倍で崩壊するのかも重要であ

る。宅地上の住宅が標準的な地震力の 2'"'"'

3倍の構造耐力を有していても、宅地の耐

震性が十分でなければ、住宅の構造性能が

どのように優れていようとも、その性能が

発揮される以前に宅地が崩壊する可能性が

擁壁

安定性

地盤沈下

地盤調査

使用制限

注意事項

宅地の性能表示の例
L~j薙壁、耐震フンクつ、積数フンクつ

クーロン土圧による検討

常時フンクワ、 地震時未検討

円弧クサビによる検討

圧密沈下の恐れなし

敷地2ケ所のスウェープン諒験

掘削禁止、 薬品の土壊浸入禁止

擁壁水抜孔の点検、地下埋設物あり

ある。また、このような性能表示を前提に 図-5 宅地の性能表示のイメージ

すると、構造計算による安全性の評価が難しい宅地では、荷重条件を通常より大きくした場合の

性能評価が容易でない。宅地造成のために施した補強効果に関しても、表土の掘削や特殊な化学
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成分を含む肥料・油脂類等の侵入により損なわれる恐れがあるので、通常は想定しない事態に対

しても、使用制限などの説明が必要と考えられる。また、表示内容がユーザーに伝わる仕組みも

必要と考えられる。

宅地造成の場合、宅地の利用方法が明確でないまま造成を行なう場合があることや性能評価の

精度が構造体とはかなり異なるので、現状では制度上の表示対象となり得ないが、地盤に関する

ユーザーの意識が高まっており、宅地

に対しても性能表示の考え方がそれな

田
。

@ 

布基礎

計測i原理引き渡し時のレベル位置設定と観測
(水盛り管などによる簡易計測)

性能表示型の宅地及び基礎図-6

りに浸透するものと考えられる。ユー

ザーの立場からすると、性能表示型の

宅地・基礎とは、単に計算上の表示だ

けでなく、性能の持続性の表示・確認

ができる宅地・基礎であり、宅地や住

宅の引き渡し時にレベル表示(図-

6) なども有用であろうが、造成時に

持続性能をどう設定できるかなど、今

後さらに検討を要する部分も多いと考

えられる。

定点マーカー

例峻

園

5. 擁壁等の性能評価法の開発

図-7 3)は、構造体の性能評価の基

本的な考え方をRC構造を対象に例示

したものである。ここでは、性能を荷

重~変形関係で捉え、層の変形に対す

る損傷度を設定して評価することにな
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擁壁等の安全性の検討は、土圧や外

力に対する抵抗力の大小関係のみで、論

じられており、変形問題として扱うこ

とは難しい。また、擁壁の場合、補強

土壁などを含めると、多種多様であり、土圧の算

定法や土圧に対する抵抗機構が種類毎に異なる部

分があるためか、擁壁の崩壊が壁体等の変形に伴

ってどのように進むのかなど、これまであまり意

擁壁・宅地の変形、移動、回転など

擁壁等の性能評価の考え方図-8
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識されず明確でない部分も多い。

しかし、擁壁等の性能評価においても、図ー?

と同様、擁壁の移動や変位、沈下等によりどのよ

うな状況が生じるか把握することは重要である。

擁壁の種類などによっては、移動することにより



土庄の水平分力が低下して抵抗機構が増大するような靭性の高いものから、抵抗力が急激に低下

するものまで様々な状況が考えられる。擁壁によって支持される宅地上の住宅の構造性能を考え

るうえでは、図-8に例示する擁壁の変形と崩壊挙動を考慮した性能評価法の開発が必要と考え

られる。このため、現在、アルミ棒を用いた模型実験装置U や大型土槽を用いた模型実験装置 5) 

により、各種擁壁に対する性能評価法の可能性を検討している(図-9，図-10)。
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図-9 アルミ棒を用いた性能評価実験斗) 図-10 大型模型土槽による
性能評価実験 5) 

6. おわりに

宅地造成におけるジオシンセティックスに関する内容に限定すべきであったが、宅地のあり方

などに関する現状や課題に終始した内容となった。ただ、現状では宅地造成のために鉄やコンク

リー卜以外の特殊な材料を用い、しかもそれを構造計算で必要不可欠な材料として考えるのであ

れば、材料の許容応力度や耐久性に関する考え方を明確にしなければならない。住宅都市整備公

団では、住宅を対象として『グリッドを用いた補強土工法設計施工指針(原案)(1990Hをとり

まとめてはいるが採用例は少なく、行政庁の建築確認においても補強効果を真正面から扱ってい

る事例はほとんどないようである。誤解を恐れず敢えて述べると、地盤改良的な位置付けで敷地

の地耐力等の向上を図るケースは数多いが、各種工法を採用している場合であっても建築確認と

しては補強方法などを示さないままに、逆T型の布基礎断面と地耐力のみを提示することで済ま

している場合も少なくない。地耐力に関しても、改良効果や補強効果を加味した構造計算で評価

するより、実際の基礎寸法と補強範囲の関係を無視した平板載荷試験を敢えて選択することが実

状に近い。建築分野では、特殊工法における地耐力等の評価は実験により確認することを基本と

しているが、面的な補強が広範囲に及ぶ場合には基礎寸法などの関係から試験による効果確認が

難しく、このことも補強効果を前面に出しにくい要因のひとつと考えられる。

また、宅地の場合、土地の切売などの転売に対して、宅地の性能をどう維持するかが重要であ

る。土地売買において宅地の造成方法などに係わる内容が制度上の説明事項となっているかが重

要であるとの指摘を受けたこともある。これらを背景にして、隣地の地盤に埋設される恐れのあ

るアンカー、隣地の受働土圧に依存する山留めタイプの擁壁などが建築分野で扱いにくくなって

いると考えられる。自然地盤と比較して造成宅地の性能評価が難しい大きな要因のひとつは、性

能の維持である。自然地盤では管理不要が当たり前と考えているだけに、造成部分の管理をどう
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考えるかが重要である。この点が、特定の用途を目的として適切な管理がなされる公共事業の造

成と民間宅地の造成との大きな違いであると考えられる。

しかし、ジオシンセティックス等を用いた特殊な宅地造成は、上述した数々の問題がある反面、

高い直壁を構築して建築面積の拡大が図れるなど、ユーザーに非常に大きな利益をもたらし得る。

したがって、新素材・新技術を用いた宅地造成は今後必要不可欠になると考えられる。そのため

には、表-1 ，図-5で例示した宅地の性能評価及び性能表示技術の開発が必要であり、構造計

算が容易とされる各種補強土壁工法の場合には、むしろ長所を発揮しやすいと考えられる。
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