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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟弱地盤の上方に建築される住宅建築物に基礎地盤の不同沈下による傾きが生じるのを
抑制すると共に、住宅建築物の傾きを修正できるようにした軟弱地盤における建物の基礎
構造であって、
　鉄筋コンクリート製のベタ基礎による建物側基盤層と、表層改良工法によって形成され
た地盤側基盤層と、前記建物側基盤層と前記地盤側基盤層との間に挟み込まれて任意の位
置に設置される、扁平な断面形状から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する複数の加
圧膨張体とを含み、
　且つ前記表層改良による地盤側基盤層は、該地盤側基盤層の全体に分散配置されて該地
盤側基盤層の下方の地盤に設けられた複数の柱状改良工法による摩擦杭の上端部と接合し
て形成されており、
　前記摩擦杭は、当該摩擦杭を、前記地盤側基盤層の底部の設計高さより天端高さが高く
なるように地中に先行して形成しておき、表層改良工法によって前記地盤側基盤層を形成
する際に、表層部分の地盤を、柱状改良工法による前記摩擦杭の杭頭部と共に掘り起こし
てこれらと混合しながら前記地盤側基盤層を形成することにより、前記地盤側基盤層と一
体となって挙動するように上端部が前記地盤側基盤層に接合されており、
　前記基礎地盤の不同沈下によって前記地盤側基盤層に生じる傾きを前記摩擦杭で抑制す
ると共に、前記住宅建築物に生じる傾きを、前記建物側基盤層と前記地盤側基盤層との間
に挟み込まれた一又は複数の加圧膨張体を選択して膨張させることで修正する軟弱地盤に
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おける建物の基礎構造。
【請求項２】
　前記加圧膨張体が、扁平な断面形状から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する膨張
鋼管である請求項１に記載の軟弱地盤における建物の基礎構造。
【請求項３】
　前記ベタ基礎の底盤部の内部に鉄筋が上下２段に配筋されている請求項１又は２に記載
の軟弱地盤における建物の基礎構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟弱地盤における建物の基礎構造に関し、特に、軟弱地盤の上方に建築され
る住宅建築物に基礎地盤の不同沈下による傾きが生じた際に、住宅建築物の傾きを修正で
きるようにした軟弱地盤における建物の基礎構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば後背湿地、臨海埋立地、三角州低地、おぼれ谷、海岸砂州等を構成する地盤は、
泥炭質の地盤や圧密の進行の遅い地盤等によって形成されていることから、軟弱地盤とな
っている場合が多い。このような軟弱地盤は、地盤支持力が小さく、また引き続き圧密沈
下を生じ易いことから、軟弱地盤の上方に建物を構築する場合には、構築された建物に不
同沈下（不等沈下）等の沈下が生じやすい。特に軟弱地盤の層の厚さが大きいと、不同沈
下による影響が顕著になる。
【０００３】
　建物の基礎地盤に生じるこのような不同沈下を効果的に、且つ確実に防止するには、支
持杭として、例えば鋼管杭を、軟弱地盤よりも下方の支持層まで打ち込む工法が一般に採
用されているが（例えば、特許文献１参照）、支持杭を支持層まで打ち込む工法では、支
持層までの深さが相当程度に深くなると、多くの時間とコストがかかることになる。
【０００４】
　これに対して、基礎地盤の不同沈下をある程度許容し、許容限度を越えて建物が傾いた
場合にれを修正できるようにした沈下修正基礎構造も開発されている（例えば、特許文献
２参照）。特許文献２の沈下修正基礎構造では、基礎地盤の表層部分に設けた受圧盤と建
物の基礎との間に介在させて、扁平な断面形状から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形
する複数の加圧膨張体として、例えば膨張鋼管を配設しておき、膨張鋼管の内部に流体を
加圧供給して膨張させることにより、建物の沈下による傾きを修正できるようにしたもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－６０３６３号公報
【特許文献２】特開２００７－１５４５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２の沈下修正基礎構造では、鋼管杭を支持層まで打ち込むことなく、基礎地盤
の不同沈下による建物の傾きの修正を簡易に行えるようにして、工期や施工コストを効果
的に削減すること可能であるが、軟弱地盤の層の厚さが大きく、沈下量が大きい場合でも
、基礎地盤の不同沈下や建物の傾きに対してより効果的に対応できるようにするためには
、さらなる開発が望まれている。また、特許文献２の沈下修正基礎構造では、不同沈下に
よる傾きが予想される部分の基礎地盤や、建物の基礎を適宜補強して、膨張鋼管を配設し
ておくものであるが、基礎地盤の不同沈下や建物の傾きは、予想できない部分や方向に生
じることもあるため、これらの不同沈下や傾き対して、より柔軟に対応できるようにする
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ことが望まれている。
【０００７】
　本発明は、軟弱地盤の層の厚さが大きく、沈下量が大きい場合でも、許容限度を越えて
住宅建築物が傾かないように効果的に基礎地盤の不同沈下を抑制できると共に、許容限度
を越えて住宅建築物が傾いた場合でも、この傾きを容易に修正することのできる軟弱地盤
における建物の基礎構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、軟弱地盤の上方に建築される住宅建築物に基礎地盤の不同沈下による傾きが
生じるのを抑制すると共に、住宅建築物の傾きを修正できるようにした軟弱地盤における
建物の基礎構造であって、鉄筋コンクリート製のベタ基礎による建物側基盤層と、表層改
良工法によって形成された地盤側基盤層と、前記建物側基盤層と前記地盤側基盤層との間
に挟み込まれて任意の位置に設置される、扁平な断面形状から内部に流体圧力が負荷され
て膨張変形する複数の加圧膨張体とを含み、且つ前記表層改良による地盤側基盤層は、該
地盤側基盤層の全体に分散配置されて該地盤側基盤層の下方の地盤に設けられた複数の柱
状改良工法による摩擦杭の上端部と接合して形成されており、前記摩擦杭は、当該摩擦杭
を、前記地盤側基盤層の底部の設計高さより天端高さが高くなるように地中に先行して形
成しておき、表層改良工法によって前記地盤側基盤層を形成する際に、表層部分の地盤を
、柱状改良工法による前記摩擦杭の杭頭部と共に掘り起こしてこれらと混合しながら前記
地盤側基盤層を形成することにより、前記地盤側基盤層と一体となって挙動するように上
端部が前記地盤側基盤層に接合されており、前記基礎地盤の不同沈下によって前記地盤側
基盤層に生じる傾きを前記摩擦杭で抑制すると共に、前記住宅建築物に生じる傾きを、前
記建物側基盤層と前記地盤側基盤層との間に挟み込まれた一又は複数の加圧膨張体を選択
して膨張させることで修正する軟弱地盤における建物の基礎構造を提供することにより、
上記目的を達成したものである。
【００１０】
　また、本発明の軟弱地盤における建物の基礎構造では、前記加圧膨張体が、扁平な断面
形状から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する膨張鋼管であることが好ましい。
【００１１】
　さらに、本発明の軟弱地盤における建物の基礎構造では、前記ベタ基礎の底盤部の内部
に鉄筋が上下２段に配筋されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の軟弱地盤における建物の基礎構造によれば、軟弱地盤の層の厚さが大きく、沈
下量が大きい場合でも、許容限度を越えて住宅建築物が傾かないように効果的に基礎地盤
の不同沈下を抑制できると共に、許容限度を越えて住宅建築物が傾いた場合でも、この傾
きを容易に修正することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好ましい一実施形態に係る軟弱地盤における建物の基礎構造の構成を説
明する略示正面図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態に係る軟弱地盤における建物の基礎構造の構成を説
明する、建物を省略して示す略示斜視図である。
【図３】加圧膨張体の配設状況、及びベタ基礎の内部の配筋状況を説明する部分断面図で
ある。
【図４】（ａ）は膨張鋼管を例示する斜視図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａに沿った断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１及び図２に示す本発明の好ましい一実施形態に係る軟弱地盤における建物の基礎構
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造１０は、例えば軟弱地盤１１の上方に形成された造成地に、建物として住宅建築物１２
を建築する際に、基礎地盤１３の不同沈下によって住宅建築物１２が大きく傾くのを抑制
すると共に、住宅建築物１２に傾きが生じた場合でも、この傾きを容易に修正することが
できるようにするために、住宅建築物１１の建築時に設けられるものである。これによっ
て、本実施形態の建物の基礎構造１０は、軟弱 地盤１１の層の厚さが大きく、支持層１
９までの深さが深い場合でも、鋼管杭等の支持杭を支持層１９まで打ち込むこことなく、
安価に且つ安定した状態で軟弱 地盤１１の上方に住宅建築物１２を建築できるようにす
るものである。なお、図２、図３においては、本実施形態の基礎構造１０が設けられる住
宅建築物１０の要部として、躯体部分を省略した、べた基礎１４よりも下方の部分のみが
示されている。
【００１５】
　そして、本実施形態の建物の基礎構造１０は、軟弱地盤１１の上方に建築される住宅建
築物１２に基礎地盤１３の不同沈下による傾きが生じた際に、住宅建築物１２の傾きを修
正できるようにした基礎構造であって、鉄筋コンクリート製のベタ基礎１４による建物側
基盤層１５と、表層改良工法によって形成された地盤側基盤層１６と、建物側基盤層１５
と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれて任意の位置に設置される、扁平な断面形状から
内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する複数の加圧膨張体としての膨張鋼管１７を含ん
でおり、且つ表層改良工法による地盤側基盤層１６は、当該地盤側基盤層１６の全体に分
散配置されて地盤側基盤層１６の下方の地盤に設けられた複数の摩擦杭１８の上端部と接
合して形成されており、基礎地盤１３の不同沈下によって地盤側基盤層１６に生じる傾き
を摩擦杭１８で抑制すると共に、住宅建築物１２に生じる傾きを、建物側基盤層１５と地
盤側基盤層１６との間に挟み込まれた一又は複数の膨張鋼管１７を選択して膨張させるこ
とで修正することができるようになっている。
【００１６】
　本実施形態では、建物の基礎構造１０を構成する建物側基盤層１５は、住宅建築物１２
の基礎である鉄筋コンクリート製のベタ基礎１４によって形成されている。ベタ基礎１４
は、住宅建築物１２が建築される領域の基礎地盤１３の全体を覆って配置される底盤部１
４ａと、住宅建築物１２の外壁や、主要部分の仕切り壁の下部に沿って配置される立上り
部１４ｂとからなる公知の構造を備えるものであり、図３にも示すように、例えば後述す
る表層改良工法による地盤側基盤層１６の上面に砕石層２０を敷設して鉄筋２１を配筋し
た後に、コンクリート２２を打設することによって形成されることになる。ベタ基礎１４
の上方には、例えば立上り部１４ｂの上端面に土台を取り付けて、住宅建築物１２の躯体
部分が構築されることになる。また、ベタ基礎１４は、住宅建築物１２の荷重を、底盤部
１４ａによる大きな接地面を介して、安定した状態で基礎地盤１３に支持させることがで
きるようになっている。
【００１７】
　ここで、本実施形態では、建物側基盤層１５としてのベタ基礎１４の底盤部１４ａの内
部には、通常のベタ基礎の底盤部よりも強度を向上させるために、好ましくは鉄筋２１が
上下２段に配筋されていて、いわゆるダブル配筋となっている。ベタ基礎１４の底盤部１
４ａの内部に鉄筋２１がダブル配筋されていて、底盤部１４ａの全体に亘ってその強度が
向上していることにより、底盤部１４ａの下面側の任意の位置に膨張鋼管１７等の加圧膨
張体を配設してこれらを膨張させた場合でも、加圧膨張体を配設した部分に何等補強を施
すことなく、ベタ基礎１４が砕石層２０から持ち上がる際の偏荷重等によるひび割れの発
生等の、底盤部１４ａの損傷を効果的に回避することが可能になる。これによって、例え
ば強度の大きな立上り部１４ｂが立設する部分や、傾きを予想して予め補強した部分に限
定されることなく、ベタ基礎１４の底盤部１４ａの任意の位置に膨張鋼管１７等の加圧膨
張体を配設することが可能になって、基礎地盤１３の不同沈下や住宅建築物１２の傾きの
発生に対して、より柔軟に対応することが可能になる。
【００１８】
　また、本実施形態では、ベタ基礎１４の底盤部１４ａの適宜の位置に、例えば発泡ウレ
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タン注入孔（図示せず）が、分散配置されて複数の箇所に設けられており、べた基礎１４
をリフトアップした際に生じる建物側基盤層１５と地盤側基盤層１６との間の隙間に、発
泡ウレタンを注入充填して固化させることにより、リフトアップした後の建物側基盤層１
５を、地盤側基盤層１６によって安定した状態で支持させることができるようになってい
る。
【００１９】
　本実施形態の建物の基礎構造１０を構成する地盤側基盤層１６は、表層改良工法（浅層
混合処理工法）によって形成された面状固結体として設けられている。表層改良工法は、
基礎地盤１３の表層部分の土砂に、例えば石灰、セメント等のセメント系固化材を混合し
、例えば３０～５０ｃｍ程度の層厚毎に攪拌と転厚を繰り返すことによって所望の厚さの
地盤改良層を形成する公知の工法である。本実施形態では、建物側基盤層１５は、表層改
良工法により、ベタ基礎１４よりも一回り大きな平面領域に、例えば５０～２００ｃｍ程
度の厚さを有する、Ｆｃが例えば１５０～１０００ｋＮ／ｍ2程度、許容地耐力が例えば
３０～２００ｋＮ／ｍ2程度の面状固結体として形成される。
【００２０】
　地盤側基盤層１６は、基礎地盤１３に対する広い接地面積によって、住宅建築物１２の
重量を分散しながら基礎地盤１３に均等に伝達すると共に、後述するように住宅建築物１
２の傾きを修正するために膨張鋼管１７を加圧膨張させてべた基礎１４をリフトアップす
る際には、リフトアップするための反力を受ける反力盤としても機能する。また、地盤側
基盤層１６は、地震時に地盤の液状化を抑制する表面拘束効果を発揮することも可能であ
る。
【００２１】
　さらに、本実施形態では、建物の基礎構造１０を構成する地盤側基盤層１６は、建物側
基盤層１５と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれる加圧膨張体として、好ましくは膨張
鋼管１７が用いられる。膨張鋼管１７は、扁平にプレスされた断面形状から内部に流体圧
力が負荷されて膨張変形する機能を有する公知の部材であり、膨張鋼管１８は、トンネル
工法として公知のナトム（ＮＡＴＭ）工法において、地山を支持するために例えばコンク
リートが吹き付けられたトンネルの内面から地山中に打ち込まれるロックボルトとして用
いられる、例えば溶融亜鉛めっき鋼板や高耐食溶融めっき鋼板等からなる公知のものであ
り（例えば、特開昭５５－１２３００号公報、特開昭５７－７７７９８号公報参照）、例
えば特開２００７－１５４５２５号公報に記載のように、これに適宜改良を加えて、住宅
建築物１１の沈下修正用の部材として使用することができる。
【００２２】
　また、膨張鋼管１７として、より好ましくは、例えば特開２００８－５０７６３号公報
に記載された、図４（ａ），（ｂ）に示すような膨張型鋼管を用いることができる。図４
（ａ），（ｂ）に示す膨張鋼管１７は、一端に水密用スリーブ１７ａが装着され、他端に
高圧水注水孔を有するスリーブ１７ｂが装着されたロックボルトを、例えば一旦膨張させ
て径を拡大した後に、上下からプレス圧を加える等して扁平化した断面形状としたもので
あり、これによって扁平な状態からの膨張高さ、すなわち膨張による沈下修正量を大きく
することが可能になる。
【００２３】
　本実施形態では、膨張鋼管１７は、図３に示すように、表層改良工法による地盤側基盤
層１６の上面に敷設された砕石層２０の中に、例えば上下の面を建物側基盤層１５及び地
盤側基盤層１６に各々接触させつつ扁平な状態で埋設されて、建物側基盤層１５と地盤側
基盤層１６との間に挟み込まれて設置されることになる。また膨張鋼管１７は、ベタ基礎
１４の立上り部１４ｂが立設する部分に限定されることなく、建物側基盤層１５の下面の
所望の位置に自由に配置することができ、本実施形態では、任意の方向の不同沈下や住宅
建築物１２の傾きに効率良く対応できるように、図２に示すように、例えばベタ基礎１４
による略矩形形状の建物側基盤層１５の４辺部を略３分割する位置に高圧水注水孔を有す
るスリーブ１７ｂを各々臨ませると共に、これらの辺部と垂直に延設させた状態で、膨張
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鋼管１７が、建物側基盤層１５の全体にバランス良く合計８箇所に設置されることになる
。
【００２４】
　ここで、建物側基盤層１５と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれた膨張鋼管１７は、
基礎地盤１３の不同沈下によって地盤側基盤層１６と共に住宅建築物１２が、許容限度の
傾斜（例えば５／１０００）を越えて傾いた際に、その傾きの方向に応じて、８箇所の膨
張鋼管１７のうち、一又は複数の膨張鋼管１７を選択して高圧水を供給することによって
膨張させることで、図１に示すように、建物側基盤層１５をリフトアップして、不同沈下
による住宅建築物１２の傾きを容易に修正できるようにするものである。
【００２５】
　なお、本実施形態では、建物側基盤層１５と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれる、
扁平な断面形状から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する加圧膨張体として、上述の
膨張鋼管１７の他、例えば特開２００７－１５４５２５号公報に記載された、扁平に畳ま
れた状態から内部に流体圧力が負荷されて膨張変形する膨張袋体等の、その他の種々の加
圧膨張体を用いることもできる。
【００２６】
　そして、本実施形態では、地盤側基盤層１６と共に建物の基礎構造１０を構成する摩擦
杭１８は、好ましくは柱状改良工法（深層混合処理工法）によって形成された摩擦杭とな
っており、地盤側基盤層１６と一体して挙動できるように、その上端部を地盤側基盤層１
６に接合して地盤側基盤層１６の下方の地盤に設けられている。柱状改良工法は、攪拌羽
根が取り付けられた攪拌ロッドを所定の深さで地中に挿入し、例えばセメント等のセメン
ト系固化材を噴射しつつ攪拌ロッドを回転して、柱状固結体を地中に形成する公知の工法
である。
【００２７】
　本実施形態では、柱状改良工法による摩擦杭１８は、例えばφ４００～φ８００、Ｌ＝
５．０～６．０ｍの杭径及び長さで、例えば９０～４００ｃｍ程度のピッチで、地盤側基
盤層１６の全体に分散配置されて１５本形成されている。また、例えば摩擦杭１８を、地
盤側基盤層１６の底部の設計高さより天端高さが高くなるように地中に先行して形成して
おき、表層改良工法によって地盤側基盤層１６を形成する際に、表層部分の地盤を、柱状
改良工法による摩擦杭１８の杭頭部と共に掘り起こしてこれらと混合しながら地盤側基盤
層１６を形成することにより、摩擦杭１８の上端部を地盤側基盤層１６に容易に接合する
ことが可能である。
【００２８】
　このようにして形成された摩擦杭１８は、表層改良工法による地盤側基盤層１６と一体
となって挙動し、基礎地盤１３に不同沈下が生じる際に地盤側基盤層１６が傾こうとする
動きに効果的に抵抗することで、基礎地盤１３の不同沈下及び地盤側基盤層１６の傾きを
効果的に抑制することが可能になる。また、摩擦杭１８は、その周面の基礎地盤１３との
摩擦力によって、表層改良工法による地盤側基盤層１６の支持力を増大することで、べた
基礎１４をリフトアップする際の地盤側基盤層１６の反力盤としての機能を効果的に向上
させることが可能になる。
【００２９】
　なお、摩擦杭１８としては、柱状改良工法による摩擦杭の他、鋼管杭、コンクリート杭
、木杭等、その他の種々の杭を用いることもでき、例えばこれらの杭の杭頭部を表層改良
工法による地盤側基盤層１６の底部に食い込ませるようにして地盤側基盤層１６を形成す
ることで、摩擦杭の上端部と地盤側基盤層１６とを接合して、これらが一体となって挙動
できるようにすることも可能である。
【００３０】
　そして、上述のように、本実施形態の軟弱地盤おける建物の基礎構造１０は、ベタ基礎
１４による建物側基盤層１５と、表層改良工法による地盤側基盤層１６と、建物側基盤層
１５と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれる膨張鋼管１７とからなり、且つ表層改良工
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法による地盤側基盤層１６は、これの下方の地盤に設けられた複数の摩擦杭１８の上端部
と接合して形成されており、基礎地盤１３の不同沈下によって地盤側基盤層１６に生じる
傾きを摩擦杭１８で抑制すると共に、住宅建築物１２に生じる傾きを、建物側基盤層１５
と地盤側基盤層１６との間に挟み込まれた一又は複数の膨張鋼管１７を選択して膨張させ
ることで修正することができるので、軟弱地盤１１の層の厚さが大きく、沈下量が大きい
場合でも、許容限度（例えば５／１０００）を越えて建物が傾かないように効果的に基礎
地盤の不同沈下を抑制できると共に、許容限度を越えて建物が傾いた場合でも、膨張鋼管
１７を膨張させて、この傾きを容易に修正することが可能になる。
【００３１】
　また、本実施形態の建物の基礎構造１０によれば、建物側基盤層１５としてのベタ基礎
１４の底盤部１４ａに鉄筋２１が上下２段に配筋されていて、底盤部１４ａの全体に亘っ
てその強度が向上しているので、任意の位置に膨張鋼管１７等の加圧膨張体を配設するこ
とが可能になって、任意の方向に生じる基礎地盤１３の不同沈下や住宅建築物１２の傾き
に対して、より柔軟に対応することが可能になる。
【００３２】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。例えば、
ベタ基礎の内部に鉄筋を上下２段に配筋する必要は必ずしもなく、その他の構造によって
、ベタ基礎の底盤部の強度を全体に亘って向上させることも可能である。
【符号の説明】
【００３３】
１０　軟弱地盤おける建物の基礎構造
１１　軟弱地盤
１２　住宅建築物（建物）
１３　基礎地盤
１４　ベタ基礎
１４ａ　ベタ基礎の底盤部
１４ｂ　ベタ基礎の立上り部
１５　建物側基盤層
１６　地盤側基盤層
１７　膨張鋼管（加圧膨張体）
１８　摩擦杭
１９　支持層
２０　砕石層
２１　鉄筋
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