東海大学紀要工学部
vol.52,No2,2012,pp.171-178
東海大学紀要工学部
Vol. , No. , 20 , pp. -

戸建住宅基礎の不同沈下に関する統計調査
品川

恭一 *1

藤井

衛 *2

Statistical Investigation on Differential Settlement of
Foundations in Detached Houses
by

Kyoichi SHINAGAWA*1 and Mamoru FUJII *2
(Received on Sep. 27, 2012 and accepted on Dec. 20, 2012 )

Abstract
Although troubles of differential settlement and foundation of detached houses is not as common as that of
the superstructure, repair costs of detached houses with foundation faults can be 10 times higher than that of
ground reinforcement. The cause of differential settlement of the ground and foundation has not been much
discussed. However, because of the frequent damage in the ground and foundation after a recent major earthquake,
it is considered that there are some cases caused by a defect in the ground and foundation itself. It is important to
organize the cause of differential settlement in foundation design and construction management. In this report,
various dispute cases related to the ground and foundation were collected. With the results, we examined the
difficulties in each case that were caused by method of design, construction and ground investigation.
Keywords: Foundation, Detached Houses, Differential Settlement, Defect

1．まえがき
住宅リフォーム・紛争処理支援センターの資料 1) によ
ると，Fig.1 のように住宅に関するセンターへの相談件数
は 2005 年度をピークに 2006 年から減少傾向にあったが，
2008 年度より再び増加し，2009 年度には 23,232 件の新
規の相談を受け付け，ピーク時の 2 倍以上となる過去最
多の件数となっている．しかし，Fig.2 による相談の中で
不具合の事象で不同沈下によって傾いたと思わせる「傾
斜」は７位であり，相談件数からみると，全体の中で 4.2％
と決して高い方ではない．不具合部位についても Fig.3
に示す通り，「基礎」に関しては 7 位であり全体の 6.6％
である．また，
「地盤」に至っては 11 位で全体の 3.8％と
けっして高くはないことがわかる．
しかし，2012 年 5 月に発行された日経アーキテクチュ
ア 2) では，軽微な傾きによる不同沈下でも建替を命じた
裁判判決があったことを掲載しており，その裁判判決で
は被害実態よりも設計や施工上の瑕庇を重視して，建設
会社に建替相当の損害賠償金約 2 億 9500 円の支払いを命
じている．また，地盤補強の費用は通常 50 万円～100 万
円程度であるが，建物の不同沈下を修復する費用は 500
万円～1000 万円程度であり，地盤補強費用の 10 倍程度
高くかかる. Fig.3 をみると，「外壁」が 2 位，「内壁」が
3 位となっており，これらの障害原因には基礎・地盤に
よるものも含まれていると考えられる．このように地盤
のトラブル原因についてはこれまで，ほとんどが整理さ
*1
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れて来なかった．これらを整理することはこれからの建
築の基礎・地盤のトラブルを回避することにもつながる．
本論文では戸建住宅基礎・地盤のトラブル事例に関して，
トラブルの原因と建物不具合の程度を整理してみた．

2．不同沈下の形態
不同沈下には沈下傾斜の形態として 2 種類ある．１つ
は Fig.4（a）に示すような一体傾斜（傾斜角タイプ）で
ある．一体傾斜は建物全体が傾斜するため，上部構造へ
の障害は出にくい．もう 1 つは，Fig.4（ｂ）と（c）に
示す変形傾斜（変形角タイプ）である．これは，上部構
造にひび割れなどの障害を発生させるタイプに大別され
る．文献 3） では，傾斜角が 20/1000rad.になると，床面
に置いた球状物体が，自然と転がり出すことを実験的に
証明している．この状態は，不同沈下がかなり進行し，
居住性が失われている状況と考えられる．

3．分析に用いた資料
分析に用いた資料は戸建住宅に特定し，既存の資料や
裁判事件に関する「住宅地盤品質協会の事例」 4 ） が 14
件，
「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
「住宅メーカーより提供された事例」
の事例」5）が 33 件，
が 55 件，「裁判の事例」が 30 件，「論文の事例」が 5 件
の合計 137 件について分析した．
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4-1．原因別の分析

4．トラブルの原因
トラブルの原因（経緯）は，小規模建築物基礎設計指
針 6) の不同沈下の原因例及び他の原因を追加した Table 1
を参考に，宅地において既存地盤や宅地にするための造
成行為により発生した内容を「Ⅰ 宅地に起因する事例」
とし，所有者が異なる第三者が近接する場所において施
工したことにより発生した内容を「Ⅱ 近隣工事に起因
する事例」とした．また，設計段階で対処できる内容を
「Ⅲ 設計に起因する事例」とし，造成工事や改良工事
時に対処が可能と思われる内容を「Ⅳ 施工に起因する
事例」とした．そして，地盤調査における問題に関係す
る内容を「Ⅴ 地盤調査に起因する事例」とし，Table 2
に分類した．これらの原因別分類を Fig.5 に示す．Ⅱを
除けば，ほとんど全てが同じ割合である．Ⅰの造成宅地
に関しては人間が人工的に築造した地盤であり，Ⅲのよ
うな技術的問題を除けば，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴとも施主が無理な
工期や不十分な工費を要求した結果によるものと思われ
るが，一部には設計者・施工業者の怠慢によるものも含
まれていると考えられる．
Table 1 Classified of cause of differential settlement
Classification
Existing
ground

Soft fround
Deviation of building
load
Displacement of
retaining wall ,etc

Retaining wall
Poor backfill
,etc
Design of retaining
wall
Soil
improving

Poor design
Construcion faults
Subsidence of filling

Curtilage
bank

Filling construcion
faults
Ground of cutting and
banking

Construction
Excavation
of adjoining
land
Filling and building
Foundation design

№

Cause

a Building on uneven sedimentation of soft ground
b Planar inclination of building weight
Displacement and subsidence of rear subsoil due to movement of
retaining walls
Subsidence due to poor backfill of retaining walls and underground
d
garages

c

4-1-1．分類Ⅰ「宅地に起因する事例」について
宅地に起因する事例をさらに詳細に分析したものを
Fig.6 に示す．Fig.6 より A～F はほぼ同率である．例えば，
A の場合は Fig.7 に示すようなネガティブフリクション
（地盤沈下地帯で杭に作用する下向きの摩擦力）による
不同沈下があり，B の場合は Fig.8 に示すように不均質
な軟弱地盤（構造物の支持地盤として支持力を持たない
地盤)の層厚の違いにより発生している．また，E の場合
は Fig.9 に示すように擁壁造成時の埋戻し（工事中の土
を掘削した後，現状に戻すように埋めた土)転圧不足に示
すような不適切な施工が目立つ．
次にこれらの原因により不具合の症状を障害別にまと
めたものを Fig.10 に示す．最も多いのは「a，床傾斜（47％）」
である．これらは建築物の中で過ごす居住者に対してめ
まいや頭痛・吐き気を催すなどの悪影響を及ぼす場合が
ある．ついで「c，内壁・外壁の亀裂（22％）」やサッシ
やふすま，玄関などの開閉機能をもつ「b，建具の不具合
（17％）」となっており，その他にガスメーターや配管等
の固定金物が歪み変形しているものなどもある．このよ
うな建具等の不具合は不同沈下によって地盤が局所的に
変形したことにより発生した障害と考えられる．まず，
地盤の変状により，床が傾斜し，それに基づいて建具の
不具合や内・外壁の ひび割れ，柱の傾斜が起こる．ひど
い場合は天井にまで変形が及び雨漏りの原因になる場合
がある．

e Subsidence due to lack of design of retaining walls
M istake in selection of construction method and shortage of pile
length due to uneven weak statrum thickness
Bearing power shortage of improved pile and poor solidification
g
caused by humus soil layer
Subsidence of filled surface caused by lower subsurface, building
h
load, and load of piled soil
Inadequate filling material, shortage of rolling compaction, filling
i
period, and difference in the amount of filling
f

j

A
B
C
D

Fill loading
Soft ground
Foundation modification
Retaining wall
The shortage of roller
E
compaction
Inadequate filling
F
material
G Ground tilt

Constructing on land extending over cut and filled ground

Deformation of earth retaining, drawing out sheet pile, and
consolidation settlement caused by groundwater lowering
l Subsidence caused by nearby filling and building load
Subsidence due to mistake in foundation selection and lack of
m
foundation design
Uninvestigated and shortage of investigation
n
numbers/Inappropriate investigation
k

Investigation
Soil investigation
and design
Foundation design and
o Subsidence due to poor construction
constraction

Fig.6 Each cause of classification”Ⅰ”

Table 2 problems and causes of each
№
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

Name
Example resulting from housing area
Example resulting from construction of adjacent property
Example resulting from design
Example resulting from poor construction
Example resulting from subsurface investigation

Direction of
subsidence

Applicable № of Table１
a,c,d,e,f,g,h,i,o
j,k
b,e,g,l,o
d,f,h,i,n
a,g,m

Ⅰ Example resulting from housing area
Ⅱ

Total
137

衛

Fill

Example resulting from construction of
adjacent property

Negative friction

Ⅲ Example resulting from design
Ⅳ

Example resulting from poor
construction

Ⅴ

Example resulting from subsurface
investigation

Sofｔ
ground
Bearing
stratum

Fig.7 Negative friction

Fig.5 The rate according to item of a trouble
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Direction of
subsidence

Direction of
subsidence

Direction of
subsidence

Fill
Soft
ground
Bearing
stratum

Fig.8 Soft ground

poor
backfill

Bearing
stratum

Soft
ground

Earth pressure

Soft ground

Fig.9 The shortage of

Fig.12 Fill loading of

Fig.13 Construction of

roller compaction

adjacent property

adjacent property

a Floor inclination
Faults of doors and
b
windows
The crack of an inner wall
c
and an outer wall
d The inclination of a pillar
e Leak in the roof
f Poor drainage

a Floor inclination
Faults of doors and
b
windows
The crack of an inner wall
c
and an outer wall

Fig.14 Each defect of classification”Ⅱ”

Fig.10 Each defect of classification”Ⅰ”
4-1-2．分類Ⅱ「近隣工事に起因する事例」について
近隣工事に起因する事例は Fig.5 より全体の 4%ほどで
少ないものの近隣トラブルとして深刻な問題である．原
因別分類は大きく分けて，Fig.11 のように「A，隣地の
荷重（56%）」と「 B，隣地の工事（44%）」に分けられ
る．隣地の荷重とは Fig.12 に示すように，盛土造成やマ
ンションなど新規荷重により，重い荷重の方向に引き込
まれるような沈下となる．また，隣地の工事によるもの
は Fig.13 に示すように地下掘削や地下水の汲み上げによ
る事例である．次に，これらの原因により不具合の症状
を障害別にまとめたものを Fig.14 に示す．最も多い障害
が「a，床の傾斜（56％）」であり，
「b，建具不具合（22%）」
と「c，内壁・外壁の亀裂（22%）」がほぼ同じである．
分類Ⅰと異なる点は，工事により比較的急な地盤変状に
よって発生するところにある．施工者は事前に近隣の基
礎クラックなどの不具合状況を確認して，変位計を設け
るなど，工事中に地盤変位の計測が出来るような工夫が
必要と考えられる．

4-1-3．分類Ⅲ「設計に起因する事例」について
設計に起因する事例の詳細を Fig.15 に示す．原因は設
計時に地盤を軽視し「A，盛土荷重（53％）」・「B，建物
荷重（6％）」や「C，偏在荷重（12％）」を考慮していな
いことによるものと考えられる．A の場合は Fig.7 であ
り，B の場合は Fig.8 である．C の場合は Fig.16 に示す
ような一階と二階のバランスが悪い建物である．また，
二番目に多い「D，建物設計不足（17％）」は柱が少ない
といった建築物の欠陥が原因となって不同沈下している
と考えられる．特に「E，瑕疵隠蔽」は手抜き工事によ
り不同沈下している事例であり，例えば布基礎の根入れ
やスラブが無く，沈下に対する抵抗が出来ないといった
ケースであり，適切な施工ではない．次にこれらの原因
により不具合の症状を障害別にまとめたものを Fig.17 に
示す．この場合は床の傾斜よりも「b，建具の不具合（47％）」
が最も多い．これは荷重による原因が主となっているこ
とから，一定の時間経過により進行する圧密沈下により，
初期症状で発生した床の傾斜は気が付かず建具不具合と
して報告されていると考えられる．

A Load of adjacent property
Construction of adjacent
B
property

A
B
C
D
E

Fill loading
Building load
M aldistribution load
The shortage of designs
Flaw concealment

Fig.11 Each cause of classification”Ⅱ”

Fig.15 The cause case of the classification”Ⅲ”
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Fig.16 Maldistribution lord

The subsidence example by fill loading

a Floor inclination
Faults of doors and
b
windows
The crack of an inner wall
c
and an outer wall
d The inclination of a pillar
e Leak in the roof

Phote.1 Unsuitable material of filling （Stone etc）
Fig.17 Each defect of classification”Ⅲ”
4-1-4．分類Ⅳ「施工に起因する事例」について
施工に起因する事例の詳細を Fig.18 に示す．原因とし
ては，「A，盛土（28％）」・「B，擁壁（29％）」・「C，基
礎（22％）」・「D，改良（12％）」の施工不良によるもの
と考えられる．A の場合は Fig.7，19 に示すように造成
宅地全体に影響する事例などもある．また，Photo.1,2 は
不同沈下が発生した現場より，修復工事時に地中に石や
産業廃棄物などの不適合な材料が埋設されていた事例で
ある．また，割合としては少ないが「E，建築物の施工
不良（9％）」もある．これには施主からの工期・工費の
施工条件の厳しさや施工業者側の手抜き工事も考えられ
る．次にこれらの原因により不具合の症状を障害別にま
とめたものを Fig.20 に示す．不具合の障害事例として「a，
床傾斜（37％）」と「b，建具不具合（18%）」
・
「c，内壁・
外壁の亀裂（25%）」が多くみられる．これは分類Ⅰ，Ⅱ，
Ⅲにも共通として見受けられる．

A Poor construction of filling
Poor construction of
B
retaining wall
C Poor construction of basic
Poor construction of
D
foundation improvement
Poor construction of
E
building

Fig.18 Each defect of classification“Ⅳ”

Phote.2 Unsuitable material of filling (Industrial waste)
a Floor inclination
Faults of doors and
windows
The crack of an inner wall
c
and an outer wall
d The inclination of a pillar
e Leak in the roof
f Poor drainage
b

Fig.20 Each defect of classification”Ⅳ”
4-1-5．分類Ⅴ「地盤調査に起因する事例」について
全体の地盤調査方法を調べた結果を Fig.21 に示す．今
回の調査法で一番多く採用されていた地盤調査方法はス
ウェーデン式サウンディング試験であった．またその詳
細を Fig.22 に示す．その内訳は「A，調査不足（59％）」,
「B，未調査（22％）」そして，「C，調査ミス（19%）」
も存在している．A の調査不足とは調査ポイント数が少
ない事や調査位置が不適当な場合に生じたと考えられる．
次にこれらの原因により不具合の症状を障害別にまとめ
たものを Fig.23 に示す．不具合の障害事例として「a，
床傾斜（45％）」,「b，建具の不具合（21%）」
・
「c，内壁・
外壁の亀裂（22％）」であり，分類Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳとすべ
ての項目と同様な傾向を示した．
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①
②
③
④
⑤

3/1000 rad.below
4/1000～5/1000rad
6/1000～7/1000rad
8/1000～16/1000rad
17/1000rad.over
[The namber of case]

Fig.25 The classification according to the amount

Fig.21 The method and number of a soil investigation

of the maximum inclination
Table3

The shortage of
investigation
B Uninvestigated.
C Investigation mistake
A

Angle of inclination
(rad)
3/1000
bilow

Fig.22 Each cause of classification“Ⅴ”

4/1000
5/1000

a Floor inclination
Faults of doors and
b
windows
The crack of an inner wall
c
and an outer wall
d The inclination of a pillar
e Leak in the roof
f Poor drainage

6/1000
7/1000
8/1000
10/1000
17/1000
over

Fig.23 Each defect of classification”Ⅴ”
4-2．不同沈下量別の分析
前述でまとめた 5 つの原因について不同沈下の大きさ，
及び障害損傷の程度に関して，不同沈下量の数値を既往
の文献

7）

より Fig.24 を用いて，不同沈下量を傾斜角に換

算して分析を行った結果を Fig.25 に示す．この結果にお
いて件数が一番多いのは「③ 6/1000～7/1000」であり，
Table3 の区分 3「不同沈下を強く意識し申し立てが急増
する」に該当する．次に「②

4/1000～5/1000」は，Table3

の区分 2「不同沈下を意識する」に該当し，居住者が気

Maximum angle of inclination θ(/1000rad)

付きはじめる値である．

Continuous footing
Mat foundation
Mat foundation
(Double reinforcement)

6)

Obstacle grade
A grade including an error of
measurement and a construction error
1 about Quality-Assurance-Law
technical reference level
Fault is seen.
Unequal settling is seen
Drainage is bad.
3 about Quality-Assurance-Law
technical reference level
Unequal settling is felt strong and an
inquiry increases.
Fittings move automatically.
Fittings run by almost all buildings
automatically.
The inverse draft of drain pipe
Physiological full limits

Classification

1

2

3

4
5

今回まとめた資料を用いて，不具合の事象を分類した
結果を Fig.26 に示す．不具合の部位を分類した結果を
Fig.27 に示す．
不具合の事象では「亀裂」が 17％（40 件）で 1 位．2
位に「傾斜」が 16％（38 件）．3 位には「作動不良」で
14.5％（34 件）あった．3 位以降は 7.5％（25 件）を超
えることはなく，7 位の「排水不良」が 7％（16 件）・8
位の「剥がれ・外れ」が 3％（7 件）である．それ以降は
3％（7 件以下）となり大幅に件数が下がっている．
不具合の部位に関しては，1 位の「床の傾斜」は 22.5％
（55 件）と最も多く，次いで 2 位には「開口部・建具の
不具合」が 15.5％（38 件）．3 位には「地盤」が 13.5％
（33 件）であった．以上のことから，基礎地盤のトラブ
ルは，単なる支持力不足ではなく，地盤の局所的変状に
より基礎が変形し床の傾斜や建具の不具合，壁のひび割
れ等に障害が発生するものが多いことがわかった．今後
は学術研究機関や公的基盤整備機関などで，局所的な変
形を見抜くための測定・評価方法を早急に整備すべきで
ある．

Maximum relative quantity of settlement ⊿S(mm)

Fig.24 Relation between the maximum relative quantity
of settlement and the angle of inclination according to
specifications of footing

Relationship between inclination and
degree of functional defect

7）
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Fig.26 The rate of a fault phenomenon
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Fig.27 The rate of a fault part

不同沈下の原因に関する内容を以下にまとめる．
1） トラブルを項目別に，
「Ⅰ宅地」
・
「Ⅱ近隣工事」
・
「Ⅲ
設計」
・
「Ⅳ施工」
・
「Ⅴ調査」のように 5 種類に分類
すると，近隣工事を除けば宅地・設計・施工・調査
はほぼ同じ割合である.
2） 宅地に起因する事例においては，軟弱地盤は全体の
20％であり，それ以外の 80％は造成の影響により被
害が発生している．
3） 近接工事に起因する事例においては，施工者は事前
に変位計を設けるなど，地盤変状に対する対応が必
要である．
4） 設計に関する事例においては，盛土荷重が 53％を占
めており，圧密荷重を無視した結果発生しているこ
とが伺える．
5） 施工に起因する事例においては，造成工事に関する
盛土 28％及び擁壁 29％の合計 56％を占めており，
造成工事に関する施工管理が極めて重要であるこ
とを示唆している．
6） 地盤調査に起因する事例においては，調査不足が約
60％を占めている．
以上，本研究により戸建住宅の地盤・基礎のトラブル
の実態が明らかにされた．今後は欠陥地盤に関しては，
SWS 試験の調査数を増やしたり，盛土に関しては，転圧
方法の品質管理手法の確立及び監理する方法を徹底する
ほか，不同沈下を観測する方法も併せて検討していくこ
とが重要である．
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