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　地盤に関する本は、書店で何種類かのものを見かけます。
また、インターネットでもいろいろなホームページで解説をして
います。地盤に関する調査方法もいろいろありますが、不動
産取引にとって決定的に役立つようなものは見つかりません。
専門家に有料で依頼するのが確実ですが、すべての取引で
そうすることもできないようです。
　地盤に関する紛争にもいろいろなケースがあるようですが、
結局、地盤の「強弱」ということが焦点になっているようです。
一口に強弱といっても、敷地にどんな建物を建てるかによって
も違いがあり、強弱は不動産の取引にとっては相対的な判断
になりそうです。
　地盤にも地質と層によっても強度が異なるようで、さらに異
なる層がどのような重なり具合か、層ごとの厚さにも関係する
ようです。
　地盤に関することは、こうした難しいことが多いのですが、
現実問題として地盤が軟弱なため、建物が傾いたり変形して
大問題になったりすることがあります。
　例えば、次のような原因が挙げられます。
・盛土の部分が自然に下がったり、建物の重さにより不同沈
　下が起こったりする
・地盤工事の不完全さによる杭の圧縮
・隣地の土工事による沈下
・自然災害によるもの

　宅地の売買の媒介をする宅建業者としては、地盤につい
てどこまで調べなければならないかということについてガイドラ
インが示されていません。そのため、あとで隠れた瑕疵として地
盤問題に巻き込まれることもあります。
　土木の専門家でない宅建業者にとっては、地盤を調べると
いっても、地元精通者に聞いてみる、あるいは旧地名でヒント
を得るなどというのが実際のところではないかと思います。
　ここでは、地盤の強弱について決定的な方法を探るのでは
なくて、現在の取引の実情から、できる範囲で強弱のヒントを
探る方法を考えてみることにします。
　したがって、地盤に関することについて専門家の意見を徴
する方法のほかに、古い地図でどのような土地利用がなされ
ていたか、自然のままの状態ではどのようになっていたかを調
べる方法を提案してみます。
　地盤には問題ないと思っても地下に防空壕があったり、突
然温泉が湧き出したりすることもあります。
　これから述べる調査方法も、絶対的なものではないことをあ
らかじめお断りしておきます。心配がありそうなときは、やはり売
主（所有者）と相談のうえ、売主等に専門家に有料にて調査
をしてもらうことを勧めることが重要事項の説明では確実であ
ることはもちろんです。

Ⅰ 地盤の強弱について

不動産WEBマガジン編集者　斉藤 裕加
連 載 vol.6 ゆ　　か

今回のポイント
●広告表現は具体的に、煽らず、ターゲットを
　絞って。
●デメリットも隠さない。表現の仕方でカバー。
●物件そのもののみでなく、お客様の生活全体
　に役立つ情報を提供しよう。

物件情報を、もっと魅力的にする方法

　物件情報の更新は、不動産会社のお仕事の中で、かなり重

要度の高いものです。膨大な物件情報をさばきつつも、物件を

魅力的に見せるにはどうすればいいのか…頭を悩ませてい

らっしゃる方も多いのではないでしょうか。

　今回は、物件情報作成のコツをご紹介します。

「アンチ広告」な時代

　昨今「モノ余りの時代」と言われて久しいです。それに伴い、

反響の取れる広告の形も変わってきました。かつては、商品の

美点をうたい、ある意味お客様を「煽る」ことでも、反響が取れ

ていました。しかし今、お客様は圧倒的に多くの選択肢を持ち、

さらにインターネットの普及により、知識量も以前とは比較にな

らないほど増えています。お客様にとって重要なのは、「自分の

ニーズに合った商品なのか」「嘘をついていないか（誇大広告

ではないか）」といった点です。

　変化する顧客ニーズに合わせ、広告の一つである物件情報

も、変わる必要があります。具体的には、まず、曖昧な表現をし

ないことです。「広々リビング」ではなく、「○㎡の広々リビン

グ」、「日当たり良好」ではなく、「午前中は家全体に日が当たり

ます」など、数値化・具体化しましょう。

　次に、「！」マークの多用や、「残りわずか」「今すぐお問い合

わせください」など、お客様を煽るような言葉は、入れないよう

にしましょう。

　また、特に根拠のない「おすすめ物件」情報も、お客様にとっ

ては価値が低いです。広さや家賃・設備が「学生さんにおすす

め」「新婚さんにおすすめ」「ファミリーにおすすめ」など、どう

いう理由で誰におすすめなのかまで考えると、お客様にとって

有益な情報となります。

デメリットは言い換えてみる

　また、情報を包み隠さず公開することも重要です。どうして

も、きれいな写真や物件の長所だけを掲載したくなるものです

が、前述した通り、お客様は「嘘をついていないか」ということ

を非常に気にしています。そこで、あえて物件のデメリットも開

示することで、お客様の信頼を得ることができます。

　そうは言っても、物件のデメリットばかり並べ立てるわけにも

いきません。そんな時は、「デメリットを言い換える」ことをおす

すめしています。例えば日当たりが悪い物件であれば「夜勤の

人におすすめ」、旗竿地であれば「花壇が作れる」「家庭菜園

に」、奥まった立地であれば「秘密基地」「都会の隠れ家」など。

条件そのものは変えられませんが、表現の仕方によって、第一

印象は変えることができます。ぜひいろいろ考えて、工夫して

みてください。

書くことがない！ そんな時は

　ただ、どれだけ考えても、特徴のない物件というものもありま

す。もしくは、時間がなくて写真を撮りに行けず、物件に関する

情報がほとんどない…という場合も、困ってしまいます。

　あまりにも書くことがない場合、私はまず、方角について言

及します。南向きは、何も言わずとも長所ですね。しかし、その

他の方角でも、場合によってはメリットになるんです。例えば、

こんな風に。

　東向き…朝日と共に目覚める部屋

　西向き…きれいな夕陽が楽しめます

　北向き…家具が焼けません。本やグッズをコレクションして

　　　　　いる人に向いています。

　それでも足りない場合は、路線や電車について言及します。

「終電が○時と、遅いので便利」「JRと地下鉄両方使えるので、

安心」「意外と乗り換えが便利。○○方面へ通勤・通学される方

は、特におすすめ」など、物件そのもののみでなく、お客様の生

活全体に役立つような情報を提供するように努めます。

　こうすることで、物件情報自体を充実させるだけでなく、「地

域のことをよく知っている会社」だと思ってもらえれば、来店率

アップにも貢献することにもつながります。

不動産の取引で、物件調査とその説明は難しいことがたくさんあります。
特に専門家の領域とされているものも多く、例えば、土地については地盤に関すること、
建物については石綿に関することがあります。
このようなことは、売主の側において、できるだけ調査をしてその結果やこれに関する情報を、
媒介する宅地建物取引業者（＝宅建業者）は重要事項として告知してもらう
ことでしょうが、売主（特に、更地の売主）も知らないこともあります。
しかし、宅建業者の調査にも限界があるのは当然でしょう。
本稿では、専門家でない宅建業者が売主からの告知以外にどのような方法で
調査可能かを述べてみます。
もちろん、ここに述べることが地盤調査のすべてではありません。
むしろ、手がかりとして使っていただきたいと思います。
※本稿の作成にあたっては、大槻登清也一級建築士のご協力をいただきました。

住宅地の地盤と重要事項説明［その1］
　　　　　　　　　吉野不動産実務研究所代表・不動産鑑定士 吉野 伸
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資料3●国土交通省の
「地盤情報」の例

第●号107　

　宅地建物取引業法では、重要事項に関し、次の条文が規
定されています。

（重要事項の説明等）
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売
買、交換若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引
業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当
事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）
に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地
又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成
立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲
げる事項について、これらの事項を記載した書面（第5号
において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明
をさせなければならない。

（第1号～第12号 省略）
13 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履
行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交
通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びそ
の措置を講ずる場合におけるその措置の概要

（以下、省略）
（業務に関する禁止事項）
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅
地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為を
してはならない。
1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の
締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込み
の撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する
取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれ
かに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は
不実のことを告げる行為

（イ～ハ 省略）
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物
の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、
環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは
支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業
者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する
事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断
に重要な影響を及ぼすこととなるもの

（以下、省略）

　地盤の良否は、目で見ただけでは分からず、工事をする段
階のとき、または建築後になって地盤が軟弱であることが分か

り、そのため買主が損害を被ったとなると、それはいわゆる「隠
れた瑕疵」に該当することになるでしょう。売買契約のとき特
約がなければ、民法の規定に基づいて売主は責任を負わな
ければなりません。そのとき、売買契約に先立って説明される
重要事項に関する調査、書面そして説明について問題にさ
れることがあります。
　つまり、売買の媒介をした宅建業者はどこまで調査の義務
を負わなければならないかということです。現在、これに関する
基準は、法の規定はもちろん、決定的な解釈・運用は見当た
らないようです。
　しかし、トラブルに巻き込まれることはあり得ることですから、
できる限りの調査はしておかなければならないといえます。
参考として、民法の規定を抜粋します。

（参照）民法

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、
留置権又は質権の目的である場合において、買主がこ
れを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達すること
ができないときは、買主は、契約の解除をすることができ
る。この場合において、契約の解除をすることができない
ときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存
すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産
について登記をした賃貸借があった場合について準用
する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の
請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなけれ
ばならない。
（売主の瑕疵担保責任）
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、
この限りでない。

　普通、住宅地の地盤調査を専門家（会社）に依頼すると、
標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験によって
調べます。
（1）標準貫入試験
　標準貫入試験によって求められる数値はN値といい、重さ
63.5㎏のハンマーを75cmの高さから自由落下させ、先端に

取り付けたサンプラーを地面に30cm貫入するのに必要な打
撃回数をいいます。
（2）スウェーデン式サウンディング試験
①2階建て住宅程度の地盤調査
　スウェーデン式サウンディング試験が多く用いられています。
標準貫入試験に比べ、安価（測定値4箇所程度で5万円～
10万円程度）で場所も取りません。
　ロッドの先端にスクリューを取り付け、円筒型の錘を1枚ず
つ載せるごとにロッドの沈み込みを観察し、記録します。
100kgまで錘を載せていき、それでも沈み込みがない場合は、
ハンドルを回転させ、25cm貫入させるのに何回転させたかを
記録します[180°（半回転）を1回とカウントします]。
②換算N値
　スウェーデン式サウンディング試験によって求められた数値
を、N値に準じた「換算N値」に算定します。

●換算式　粘性土の場合 0.03Wsw＋0.05Nsw
　　　　　砂質土の場合 0.02Wsw＋0.067Nsw
Wsw：荷重（錘の重さ）
Nsw：1ｍあたりの半回転数（半回転を4倍した計算値）。
　ハンドルを回転させず、錘の自重のみで貫入する場
　合は0

Ⅱ　宅建業法の規定

Ⅲ 専門家への依頼

写真1●資料1のＡ点での測
定現場（玄関側）

写真2●資料1のＢ点での測定現場
（裏庭側）

資料2●土地宝典の例

写真3●古い建物であるが土台（基礎）がしっかりしている例
（地盤が強い）

写真4●基礎に大きな「き裂」が入っている例。専門家による調
査が必要

写真5●土台の部分が崩れている例。専門家による調査が必要
写真6●側溝の近くがひび割れしている例。要注意

「池」

「池」

「田」「田」
「池」

「溜池」

「池」

「宅地」

「畑」

写真3

写真5 写真6

写真4

資料1●調査位置図

おもり

A

B
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資料3●国土交通省の
「地盤情報」の例

第●号107　

　宅地建物取引業法では、重要事項に関し、次の条文が規
定されています。

（重要事項の説明等）
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売
買、交換若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引
業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当
事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）
に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地
又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成
立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲
げる事項について、これらの事項を記載した書面（第5号
において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明
をさせなければならない。

（第1号～第12号 省略）
13 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履
行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交
通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びそ
の措置を講ずる場合におけるその措置の概要

（以下、省略）
（業務に関する禁止事項）
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅
地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為を
してはならない。
1 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の
締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込み
の撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する
取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれ
かに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は
不実のことを告げる行為

（イ～ハ 省略）
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物
の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、
環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは
支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業
者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する
事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断
に重要な影響を及ぼすこととなるもの

（以下、省略）

　地盤の良否は、目で見ただけでは分からず、工事をする段
階のとき、または建築後になって地盤が軟弱であることが分か

り、そのため買主が損害を被ったとなると、それはいわゆる「隠
れた瑕疵」に該当することになるでしょう。売買契約のとき特
約がなければ、民法の規定に基づいて売主は責任を負わな
ければなりません。そのとき、売買契約に先立って説明される
重要事項に関する調査、書面そして説明について問題にさ
れることがあります。
　つまり、売買の媒介をした宅建業者はどこまで調査の義務
を負わなければならないかということです。現在、これに関する
基準は、法の規定はもちろん、決定的な解釈・運用は見当た
らないようです。
　しかし、トラブルに巻き込まれることはあり得ることですから、
できる限りの調査はしておかなければならないといえます。
参考として、民法の規定を抜粋します。

（参照）民法

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、
留置権又は質権の目的である場合において、買主がこ
れを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達すること
ができないときは、買主は、契約の解除をすることができ
る。この場合において、契約の解除をすることができない
ときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存
すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産
について登記をした賃貸借があった場合について準用
する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の
請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなけれ
ばならない。
（売主の瑕疵担保責任）
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、
この限りでない。

　普通、住宅地の地盤調査を専門家（会社）に依頼すると、
標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験によって
調べます。
（1）標準貫入試験
　標準貫入試験によって求められる数値はN値といい、重さ
63.5㎏のハンマーを75cmの高さから自由落下させ、先端に

取り付けたサンプラーを地面に30cm貫入するのに必要な打
撃回数をいいます。
（2）スウェーデン式サウンディング試験
①2階建て住宅程度の地盤調査
　スウェーデン式サウンディング試験が多く用いられています。
標準貫入試験に比べ、安価（測定値4箇所程度で5万円～
10万円程度）で場所も取りません。
　ロッドの先端にスクリューを取り付け、円筒型の錘を1枚ず
つ載せるごとにロッドの沈み込みを観察し、記録します。
100kgまで錘を載せていき、それでも沈み込みがない場合は、
ハンドルを回転させ、25cm貫入させるのに何回転させたかを
記録します[180°（半回転）を1回とカウントします]。
②換算N値
　スウェーデン式サウンディング試験によって求められた数値
を、N値に準じた「換算N値」に算定します。

●換算式　粘性土の場合 0.03Wsw＋0.05Nsw
　　　　　砂質土の場合 0.02Wsw＋0.067Nsw
Wsw：荷重（錘の重さ）
Nsw：1ｍあたりの半回転数（半回転を4倍した計算値）。
　ハンドルを回転させず、錘の自重のみで貫入する場
　合は0

Ⅱ　宅建業法の規定

Ⅲ 専門家への依頼

写真1●資料1のＡ点での測
定現場（玄関側）

写真2●資料1のＢ点での測定現場
（裏庭側）

資料2●土地宝典の例

写真3●古い建物であるが土台（基礎）がしっかりしている例
（地盤が強い）

写真4●基礎に大きな「き裂」が入っている例。専門家による調
査が必要

写真5●土台の部分が崩れている例。専門家による調査が必要
写真6●側溝の近くがひび割れしている例。要注意

「池」

「池」

「田」「田」
「池」

「溜池」

「池」

「宅地」

「畑」

写真3

写真5 写真6

写真4

資料1●調査位置図

おもり

A

B
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Ⅳ 現地の調査

リアルパートナー紙上研修についてのご質問は、お手数ではござ
いますが、「文書」でご送付くださいますようお願いいたします。
なお、個別の取引等についてのご質問にはお答えできませんの
でご了承ください。
ご送付先●（社）全国宅地建物取引業保証協会

紙上研修担当
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

ご質問について

●計算例
・粘性土で75kgの錘を載せた段階でロッドが沈んだ場
　合（ハンドル回転は0）
N＝0.03×75㎏（Wsw）＋0.05×0回（Nsw）×4＝2.25
・砂質土で100kgの錘を載せてもロッドが沈まなかった
　ので、ハンドルを回転、25cm貫入させるのに5半回転
　した場合
N＝0.02×100㎏（Wsw）＋0.067×5回（Nsw）×4＝3.34

（3）N値について
①N値と地盤の長期許容地耐力の推定
　地盤の性能を示す指標のひとつで、地耐力の大小は建築
基礎構造方法を決定するなど、重要な指標です。地盤調査
で明らかになるものではありませんが、N値との関係はおおむ
ね以下のように示されます（あくまで推定です）。

●粘性土地盤の推定地耐力＝N値
●砂質土地盤の推定地耐力＝N値の80％
粘性土N値3.0、砂質土N値2.0の場合、粘性土推定地
耐力は3.0、砂質土推定地耐力は1.6となります。

１ 隣地、周辺の住民等に聞く

２ 旧地名を参考にする

３ 建物の基礎、壁、外構、道路などを外視する

４ 地図や写真を活用する

５ その他

現地
の
調査

（5）まとめ
　標準貫入試験またはスウェーデン式サウンディング試験に
より地盤調査を行い、得られたN値または換算N値から地盤
の地耐力を推定することができます。これらの数値を考慮し、
基礎構造の選択や地盤改良の有無を検討していきます。

一般的な2階建て住宅で粘性土地質の場合、べた基礎
または布基礎が施工できるN値（参考目安）
●木造2階建て N値3.0以上
●鉄骨2階建て N値4.0～5.0以上
●ＲＣ2階建て　N値5.0～6.0以上

　すべての値等は、今までのデータや初期段階における目安
や参考数値に過ぎません。確たる数値はそれぞれの土地の特
性、地質、建築規模や形状、算定式等において決定し得るも
のです。土地にはさまざまな特性があり、一概に決められるも
のではありません。それだけ多種多様な特質と考え方がありま
す。調査、分析した人に詳しい説明を受けるようにしてください。
（6）調査の実際
①調査の位置
普通住宅の敷地内でNo.1、No.2およびNo.3とする（資料1）。
②調査方法
スウェーデン式サウンディング試験
③調査結果
No.1……写真1
No.2……写真2

　地盤調査は、専門家に依頼する前に、売主等と相談する
必要があります。それ以前に宅建業者としてある程度の調査
をしておく必要がありますが、通常考えられる方法は次のとお
りです。それぞれについてポイントを述べます。

 １  聞き取り調査（隣地、周辺の住民等に聞く）
　いろいろな人や関係先に地盤について聞いてみること（ヒ
アリング）は、大切な調査の一つといえます。ヒアリングは必須
項目であって、かなりのことが分かったり、大事なヒントを得ら

れたりすることがあります。
★ヒアリング先の例としては、市町村役場の他に、地元の不
　動産に関係する人が挙げられます。
　・宅建業者 ・建設業者
　・測量業者 ・不動産鑑定士
　・土地家屋調査士 ・行政書士、司法書士
　・土地管理人 ・地主
　・弁護士 ・その他
　事前にできるだけ多くの図面等の資料を用意しておくことです。

 ２  旧地名の調査（旧地名を参考にする）
　最近は、市町村合併、住居表示実施など、地名を変更して
いるところがありますが、旧地名を調べてみます。特に、水や
「氵」（さんずい）、谷などの文字がつく地名はよく調べてみます。
（例） ・沼･････豊沼 ・沢（澤）･････沢村
 ・潟･････干潟 ・池･････････池端
 ・川･････谷川 ・河･････････河端
 ・淀･････淀橋 ・清･････････清水
 ・海･････海上 ・窪･････････窪田
 ・溜･････溜池 ・津･････････谷津
 （注）上の例は、現存する地名ではありません。

 ３  建物等の外観調査
　（建物の基礎、壁、外構、道路などを外視する）
　建物の外観や地面を見て、地盤の良否が分かることがあり
ます。
　写真3は、かなり古い建物で基礎や土台は見えませんが、
建物はしっかりしているので、たぶん地盤は良いはずでしょう。
ただし、住んでいる人に必ず聞いてみなければなりません。
　写真4は、基礎に「亀裂」が入っていて、地盤に問題があり
そうです。また、土台の部分が崩れていたり（写真5）、側溝の
近くが「ひび割れ」している例（写真6）もあります。
　現地での調査が重要であることは言うまでもありません。 
　ただし、建物がしっかりしていても、基礎が深い支持層まで
十分届いていて建物を支えている場合、建物だけを見て判断
するのは避けなければならないでしょう。
　新しい建物は、先に述べた建物の瑕疵担保責任で10年
の保証がつけられていることから、地盤に見合ったしっかりし
た基礎になっていることが考えられます。

 ４  地図の活用（地図や写真を活用する）
（1）地図の種類
　古い地図は、いろいろな役所、会社等にいろいろな種類
のものがあります。

（例）　・測量図  ・見取図
　　　・案内図  ・住宅地図
　　　・航空地図  ・経済地図
　　　・動態図鑑  ・土地宝典★
　　　・地形図（新、旧）  ・土地利用図
　　　・都市地図（市街地地図）  ・その他
★土地宝典
　読みにくい地図ですが、よく見ると「池」や「溜池」という字

があることが分かります。土地宝典は、公図と土地台帳をもと

に、相当以前に作製されたものですが、いろいろ問題があり、

現在は販売されていません。資料2に見るように、筆ごとの土

地利用が記入されており、位置関係は不正確ですが、以前

「池」だったり「溜池」だったりすることが分かります。

（2）地図の入手について
　地図はどこに行けば入手できるか、意外と難しいことです。
　・登記所（法務局、支局、出張所）
　・地図販売店 
　・土地家屋調査士、司法書士
　・測量士、測量業者、建設業者
　・宅建業者 ・地元精通者
　・地主、旧家 ・その他
（注）国土地理院関東地方測量部　東京都千代田区九段南1-1-25

　国土地理院は、各地方ごとに「測量部」があり、古地図を
入手することができます。ただし有料です。
 
 ５  その他
　調査場所によっては、国土交通省の「地盤情報」をイン
ターネットで検索することができます。
　資料3はその例です。●の位置について、ボーリング柱状
図が出てきます。標準貫入試験によるN値が層厚ごとに表に
示されています。
　この情報は、次の独立行政法人土木研究所のサイトで検
索できます。

　　●独立行政法人土木研究所
　　　URL   http://www.pwri.go.jp/

②長期許容地耐力とN値とNsw値との比較（参考）

N値          Nsw値

礫
層

砂
質
地
盤

粘
土
質
層

地盤の種類と状態
長期許容地
耐力

（ｔ／㎡）

備考

Nsw値：スウェーデン式サウンディング試験による半回転数
Wsw：スウェーデン式サウンディング試験の積載荷重

密実なもの 60 50以上
密実でないもの 30 30以上
密なもの 30 30～50 400以上
  20 20～30 250～400
中位

  10 10～20 125～250
緩い  5 5～10 50～125
非常に緩い 3以下 5以下 50以下
非常に硬い 20 15～30 250以下
硬い  10 8～15 100～250
中位  5 4～8 400～100
軟らかい（＊2） 3 2～4 0～40
非常に軟らかい（＊2） 2以下 2以下 Wsw100以下

（4）軟弱地盤の目安
①粘性土の場合
　標準貫入試験のN値が2.0以下、スウェーデン式サウン
ディング試験においては100kg以下の荷重で自沈するもの
（換算N値3.0以下）。
②砂質土の場合
　標準貫入試験のN値が10.0以下、スウェーデン式サウン
ディング試験においては半回転数（Nsw）が50以下（換算N
値5.0以下）。
（注）1989年当時の建設省の「宅地防災マニュアル」より

（次号につづく）
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Ⅳ 現地の調査

リアルパートナー紙上研修についてのご質問は、お手数ではござ
いますが、「文書」でご送付くださいますようお願いいたします。
なお、個別の取引等についてのご質問にはお答えできませんの
でご了承ください。
ご送付先●（社）全国宅地建物取引業保証協会

紙上研修担当
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

ご質問について

●計算例
・粘性土で75kgの錘を載せた段階でロッドが沈んだ場
　合（ハンドル回転は0）
N＝0.03×75㎏（Wsw）＋0.05×0回（Nsw）×4＝2.25
・砂質土で100kgの錘を載せてもロッドが沈まなかった
　ので、ハンドルを回転、25cm貫入させるのに5半回転
　した場合
N＝0.02×100㎏（Wsw）＋0.067×5回（Nsw）×4＝3.34

（3）N値について
①N値と地盤の長期許容地耐力の推定
　地盤の性能を示す指標のひとつで、地耐力の大小は建築
基礎構造方法を決定するなど、重要な指標です。地盤調査
で明らかになるものではありませんが、N値との関係はおおむ
ね以下のように示されます（あくまで推定です）。

●粘性土地盤の推定地耐力＝N値
●砂質土地盤の推定地耐力＝N値の80％
粘性土N値3.0、砂質土N値2.0の場合、粘性土推定地
耐力は3.0、砂質土推定地耐力は1.6となります。

１ 隣地、周辺の住民等に聞く

２ 旧地名を参考にする

３ 建物の基礎、壁、外構、道路などを外視する

４ 地図や写真を活用する

５ その他

現地
の
調査

（5）まとめ
　標準貫入試験またはスウェーデン式サウンディング試験に
より地盤調査を行い、得られたN値または換算N値から地盤
の地耐力を推定することができます。これらの数値を考慮し、
基礎構造の選択や地盤改良の有無を検討していきます。

一般的な2階建て住宅で粘性土地質の場合、べた基礎
または布基礎が施工できるN値（参考目安）
●木造2階建て N値3.0以上
●鉄骨2階建て N値4.0～5.0以上
●ＲＣ2階建て　N値5.0～6.0以上

　すべての値等は、今までのデータや初期段階における目安
や参考数値に過ぎません。確たる数値はそれぞれの土地の特
性、地質、建築規模や形状、算定式等において決定し得るも
のです。土地にはさまざまな特性があり、一概に決められるも
のではありません。それだけ多種多様な特質と考え方がありま
す。調査、分析した人に詳しい説明を受けるようにしてください。
（6）調査の実際
①調査の位置
普通住宅の敷地内でNo.1、No.2およびNo.3とする（資料1）。
②調査方法
スウェーデン式サウンディング試験
③調査結果
No.1……写真1
No.2……写真2

　地盤調査は、専門家に依頼する前に、売主等と相談する
必要があります。それ以前に宅建業者としてある程度の調査
をしておく必要がありますが、通常考えられる方法は次のとお
りです。それぞれについてポイントを述べます。

 １  聞き取り調査（隣地、周辺の住民等に聞く）
　いろいろな人や関係先に地盤について聞いてみること（ヒ
アリング）は、大切な調査の一つといえます。ヒアリングは必須
項目であって、かなりのことが分かったり、大事なヒントを得ら

れたりすることがあります。
★ヒアリング先の例としては、市町村役場の他に、地元の不
　動産に関係する人が挙げられます。
　・宅建業者 ・建設業者
　・測量業者 ・不動産鑑定士
　・土地家屋調査士 ・行政書士、司法書士
　・土地管理人 ・地主
　・弁護士 ・その他
　事前にできるだけ多くの図面等の資料を用意しておくことです。

 ２  旧地名の調査（旧地名を参考にする）
　最近は、市町村合併、住居表示実施など、地名を変更して
いるところがありますが、旧地名を調べてみます。特に、水や
「氵」（さんずい）、谷などの文字がつく地名はよく調べてみます。
（例） ・沼･････豊沼 ・沢（澤）･････沢村
 ・潟･････干潟 ・池･････････池端
 ・川･････谷川 ・河･････････河端
 ・淀･････淀橋 ・清･････････清水
 ・海･････海上 ・窪･････････窪田
 ・溜･････溜池 ・津･････････谷津
 （注）上の例は、現存する地名ではありません。

 ３  建物等の外観調査
　（建物の基礎、壁、外構、道路などを外視する）
　建物の外観や地面を見て、地盤の良否が分かることがあり
ます。
　写真3は、かなり古い建物で基礎や土台は見えませんが、
建物はしっかりしているので、たぶん地盤は良いはずでしょう。
ただし、住んでいる人に必ず聞いてみなければなりません。
　写真4は、基礎に「亀裂」が入っていて、地盤に問題があり
そうです。また、土台の部分が崩れていたり（写真5）、側溝の
近くが「ひび割れ」している例（写真6）もあります。
　現地での調査が重要であることは言うまでもありません。 
　ただし、建物がしっかりしていても、基礎が深い支持層まで
十分届いていて建物を支えている場合、建物だけを見て判断
するのは避けなければならないでしょう。
　新しい建物は、先に述べた建物の瑕疵担保責任で10年
の保証がつけられていることから、地盤に見合ったしっかりし
た基礎になっていることが考えられます。

 ４  地図の活用（地図や写真を活用する）
（1）地図の種類
　古い地図は、いろいろな役所、会社等にいろいろな種類
のものがあります。

（例）　・測量図  ・見取図
　　　・案内図  ・住宅地図
　　　・航空地図  ・経済地図
　　　・動態図鑑  ・土地宝典★
　　　・地形図（新、旧）  ・土地利用図
　　　・都市地図（市街地地図）  ・その他
★土地宝典
　読みにくい地図ですが、よく見ると「池」や「溜池」という字

があることが分かります。土地宝典は、公図と土地台帳をもと

に、相当以前に作製されたものですが、いろいろ問題があり、

現在は販売されていません。資料2に見るように、筆ごとの土

地利用が記入されており、位置関係は不正確ですが、以前

「池」だったり「溜池」だったりすることが分かります。

（2）地図の入手について
　地図はどこに行けば入手できるか、意外と難しいことです。
　・登記所（法務局、支局、出張所）
　・地図販売店 
　・土地家屋調査士、司法書士
　・測量士、測量業者、建設業者
　・宅建業者 ・地元精通者
　・地主、旧家 ・その他
（注）国土地理院関東地方測量部　東京都千代田区九段南1-1-25

　国土地理院は、各地方ごとに「測量部」があり、古地図を
入手することができます。ただし有料です。
 
 ５  その他
　調査場所によっては、国土交通省の「地盤情報」をイン
ターネットで検索することができます。
　資料3はその例です。●の位置について、ボーリング柱状
図が出てきます。標準貫入試験によるN値が層厚ごとに表に
示されています。
　この情報は、次の独立行政法人土木研究所のサイトで検
索できます。

　　●独立行政法人土木研究所
　　　URL   http://www.pwri.go.jp/

②長期許容地耐力とN値とNsw値との比較（参考）

N値          Nsw値

礫
層

砂
質
地
盤

粘
土
質
層

地盤の種類と状態
長期許容地
耐力

（ｔ／㎡）

備考

Nsw値：スウェーデン式サウンディング試験による半回転数
Wsw：スウェーデン式サウンディング試験の積載荷重

密実なもの 60 50以上
密実でないもの 30 30以上
密なもの 30 30～50 400以上
  20 20～30 250～400
中位

  10 10～20 125～250
緩い  5 5～10 50～125
非常に緩い 3以下 5以下 50以下
非常に硬い 20 15～30 250以下
硬い  10 8～15 100～250
中位  5 4～8 400～100
軟らかい（＊2） 3 2～4 0～40
非常に軟らかい（＊2） 2以下 2以下 Wsw100以下

（4）軟弱地盤の目安
①粘性土の場合
　標準貫入試験のN値が2.0以下、スウェーデン式サウン
ディング試験においては100kg以下の荷重で自沈するもの
（換算N値3.0以下）。
②砂質土の場合
　標準貫入試験のN値が10.0以下、スウェーデン式サウン
ディング試験においては半回転数（Nsw）が50以下（換算N
値5.0以下）。
（注）1989年当時の建設省の「宅地防災マニュアル」より

（次号につづく）
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