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2019 改定基礎指針の自己矛盾を指摘する
（一社）基礎構造研究会代表理事 杉村義広
1. はじめに
2019 年の改定基礎指針（建築学会：建築基礎構造設計指針）には重大な自己矛盾があり、早
急に修正されなければならないと考えられる内容があるので、何度でも繰り返して今回も指摘し
てみたい。杭の先端支持力について、杭径の 10%沈下時点の荷重を極限支持力と呼んでいること
が学術的に間違いであるという点である。
2. 限界状態設計法
改定基礎指針は 2001 年版基礎指針に引き続いて限界状態設計法を採用しているが、2.3 節の記
述を読むと、使用限界状態〔地盤・基礎部材の沈下・変形が原因で、上部構造に使用性の不備が生じ始める状態〕、
損傷限界状態〔地盤・基礎部材の沈下・変形が原因で、上部構造あるいは基礎部材に補修・補強が必要となり始める
状態〕、終局限界状態〔地盤・基礎部材の破壊・変形により上部構造を支持できなくなり始める状態、あるいは基礎
部材に補修・補強が極めて困難となり始める状態〕がそれぞれ従来の長期許容支持力、短期許容支持力、極

限支持力に対応することが読み取れ、レベル的にはこれまでの感覚を継承していることが確認出
来る。図 2.3.1 には、直接基礎
の場合を例にして荷重-沈下
曲線上で各状態が示され、終
局限界状態に関しては具体的
に、①地盤の安定性の喪失、
②地盤の支持力の喪失、③基
礎部材の破壊、④基礎部材の
過大な変位・変形によって、
上部構造が安全限界に達した
状態が例示されている。また、
上部構造では「安全限界状態」
という直接的な用語が使われ
るが、基礎構造に関しては基
礎部材の破壊・変形が直ちに
上部構造の「安全」の喪失に
つながらないこともあるために、「終局限界状態」の用語が使われるとの注記も示されている。
3. 杭の支持力に関する記述への疑問
以上の説明は違和感なく読めるのであるが、6 章杭基礎「6.2 節鉛直支持力」に至って困惑させ
られることになる。「地盤から定まる設計用の支持力は載荷試験によって求めることを基本とす
る」とした上で、地盤工学会基準「押込み試験方法（JGS1811-2002）」を引用し、第１限界抵
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抗力、第２限界抵抗力の説明に入ったあたりから「あれ」と思わせられる内容となるからである。
とくに、第２限界抵抗力について「…極限支持力は、杭頭の荷重-変位曲線が変位量軸にほぼ平行
とみなされる荷重と定義される〔p.197、13 行目〕」まではよいが、続く文章に疑問を抱かされるの
である。曰く、「しかし、場所打ち杭や埋込み杭の Non-displacement 杭では、変位量軸にほぼ
平行とみなされる荷重（載荷を続けると沈下量が無限大になる荷重）が現れないことから、杭先
端沈下量が先端直径の 10%時の荷重を極限支持力の代わりとしたものである。」
この文章中の「真の極限支持力が現れない」は、同基準が杭径の 10%沈下量までしか対象とし
ていないから当然となることに触れていないのは片手落ちである。また、その数行下には「…極
限支持力は沈下量が杭径（先端直径）の４倍（400%）にならないと出現せず…」と記述してい
ることもあり、上記の説明は前出の図 2.3.1 の説明とも矛盾していることを基礎指針自身が告白
していることにあたる。したがって、結論とされている「杭先端沈下量が先端直径の 10%時の荷
重を極限支持力の代わりとしたものである」は、根拠のない独断に過ぎない〔とくに終局限界の定義
とかけ離れている点は許されるものではない〕と判断せざるを得ないであろう。

4. 杭の極限支持力についての質問と回答
改定基礎指針が限界状態設計法を採用しているために「許容支持力」といった用語が出て来な
いことは分かるとしても、「極限支持力」はどうなっているのかが気に掛かったので、改めて「用
語」を調べてみると、用語の表現形式が変わっているからか、「極限支持力」も用語に含まれて
いないことが判明した。そこで質問状を提出した。そのやり取りは 2020 年 4 月８日付けで公開
されている『「建築基礎構造設計指針」（第３版 2019 年 11 月発行）質問と回答』1-02 に以下
のように示されている。
〔質問〕杭の支持力問題で重要な役割を果たす「杭の極限鉛直支持力」が「用語」から外されているのはなぜですか？
本文（6.1）式や表 6.2 には、その言葉が唐突に現れている印象が拭いきれず、また、解説文ではこの言葉について
混同あるいは混乱が見られる箇所があり、学術書である指針としては疑義を感じざるを得ないので、早急に対処す
るようご検討ください。
〔回答〕「杭の極限鉛直支持力」の用語が抜けておりましたので、以下の説明を正誤表にて追加します。
極限[鉛直]支持力：構造物を支持しうる最大の鉛直方向抵抗力、基礎形式に応じて、直接基礎の極限[鉛直]支持力、
杭の極限[鉛直]支持力などという。杭の極限[鉛直]支持力を載荷試験より求める場合には、杭先端径の 10%の沈下量
を生じるときの支持力を指すこともある。

「杭の極限鉛直支持力」という重要な言葉を用語に挙げ忘れたという点にまず驚かされたが、
回答で追加された文章にはさらに愕然とさせられた。というのも、杭先端径の 10%の沈下量を生
じるときの支持力は、最近の大口径化した杭では明らかに荷重-沈下関係が進行中の途中段階であ
り、上部構造を支持できなくなり始める終局限界状態とは全く別の領域であるからである。
さらに、「6.3 節沈下」に入って（6.3.1）式を見た時に「先端沈下量 Sp が先端径 dp の 10%の
時に、極限先端支持
力度に達する次式」
という表現であっ
たので〔基礎指針改定
講習会（仙台）で講師が
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“極限先端支持力度”と呼んだことが「あれ」と思わされ、この問題を考える切っ掛けとなったのである〕、その唐突

さに驚かされることになった。そこで、この点についても質問状を提出することにした〔前出「質
問と回答」の 1-27〕。

質問の主旨は以下の通りである。「…打込み杭ならば受け入れられるが、場所打ちコンクリ
ート杭や埋込み杭の場合には違和感を持たせられるとともに，学術的には間違いではないかと疑
問を持つ。地盤工学会基準の「第２限界抵抗力」を極限鉛直支持力の用語の定義とするならばそ
れなりに理解できるが，先端径の 10%沈下時の荷重を「極限支持力」と表現することは論理の矛
盾，かつ押しつけであって学術的な誤謬を犯していると言わざるを得ない。」
実は、この質問には“大口径杭の場合には最早支持力ではなく沈下量制御”の考え方を導入す
るべきであるとの主旨を書いた付録がついていたのであるが、Q&A ではそれが省略されること
になってしまった。そこで、本論では補足説明を明確にしておくためにそのファイル『改定基礎
指針 2019「杭の極限鉛直支持力」について』を添付しておくので参照していただきたい。
以上の質問に対して帰って来た回答は以下のようなものであった。

．．．．．．．
「第２限界抵抗力は杭の鉛直載荷試験結果を評価する際に用いられるもので，設計におけるも
．．．．．．．．
．．．
のではありません。限界状態設計法における「特性値」として便宜上「極限支持力」という言葉
を使用したもので，この中には真の極限状態だけでなく，設計上の特性値として使用する状態(杭
径の10%沈下時)も含まれています〔傍点筆者〕。」
この文章の前半“設計におけるものではない”は、載荷試験の評価法であるから「第２限界抵
抗力」の言葉は設計では用いないと言いたいのであろうか〔「第２限界抵抗力」も言葉として問題がある
ことは事実であるが…〕、不明瞭な表現であるとともに、それに代わって「極限支持力」の言葉を押

しつけるのは、定義に反する間違いを二重に犯しているではないか、ということなる。国語とし
ても“極限”とは“最果て”であるから途中段階にある領域に当てはめられる概念ではないこと
は明らかである。しかも、後半で言っている「便宜上使用した」とは、定義という重要な内容を
“間に合わせ”で行ってよいのかとの問題にもなる。杭径の10%沈下時を何の説明もなしに極限
支持力と定義した誤謬の根源は2001年版基礎指針にあるが、その誤りを改定2019基礎指針もそ
のまま踏襲してしまっているのである。基礎指針を扱う基礎構造運営委員会は、この国の基礎の
専門家の集まりであるのに、専門家がこのような学術的間違いを犯していてよいのかとの義憤を
も覚える。
この回答には「ご質問に加えて頂いたご意見に関しましては，今後の指針改定に反映すべく検
討させて頂きたいと存じます」との追記も記されているが、今後ではなく直ちに検討する必要が
ある課題なのではないか？
5. BCP委員会の実験
杭径の10%沈下時を極限支持力と呼んではいけない〔当然ながら掘削を伴う杭の場合である〕ことにつ
いては、もう少し追記しておきたい。筆者がいつも引用しているBCP委員会の実験についてであ
る〔BCP委員会：砂層に支持される杭の支持力に関する実験的研究、1969.7、論文としてはBCP Committee: Field Tests
on Piles in Sand, Soils and Foundations, Vol.11. No.2, 1971.6, pp.29-50として発表されている〕。

東京赤坂見附東急ホテル建設予定地で、将来地下室築造のために掘削工事がなされ、杭先端位
置の観察が可能となることを見越して、杭径D =20cmの試験用鋼管杭を作製し、地表から10m程
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度打ち込んだ場合、埋め込んだ場合をこの試験杭を使用して数回繰り返し、沈下軸に平行となる
極限状態に至るまでの載荷試験が行われたものである。支持層は東京砂層とよばれているN値40
〜60の地層で、東京では通常の建物の場合に杭先端位置として選ばれるものである。
注目すべき結果として以下の点が得られている。
極限支持力に至る沈下量は、打込み杭の場合1.5D（30cm）、埋込み杭の場合4.5D（90cm）と
判定されている。この結果は1974年版基礎規準にも図24.1に示されているので古くから注目され
ていたものであるが、ここでは1988年版基礎指針の図6.2.1
に加筆したものを右に示すことにする。
同図は合計８本の載荷試験から打込み杭と埋込み杭1本
ずつの結果を取り出して比較したものであり、さらに杭径
の10%沈下時（2cm）と極限支持力との関係を筆者が赤線
で追加している〔埋込み杭の極限支持力は図の下方にはみ出している
ので図示できていない〕。

この図では、杭径の10%（2cm）すなわち0.1D沈下時は
打込み杭と埋込み杭で全く違う領域にあることが明らかで
あるが、打込み杭の真の極限支持力と判定される1.5D付近
〔見方によっては1D付近も〕では両者はほぼ同じ値になってい

るとも見られる。すなわち、0.1D沈下時には杭の施工法に
よる差が明確に現れているが、極限支持力時にはその差が
なくなって両者はほぼ同値になる、言い換えれば“極限支
持力は支持層の性質によって決まる” ことを表している
BCP委員会の実験の結果

のである。

打込み杭の場合、残る問題は、従来、0.1D沈下時で事実上の極限支持力となると言われていた
こととの関係、ここでは真の極限支持力の1.5Dとはかけ離れすぎているのではないかという点を
検討することである。赤丸で示した同図の打込み杭の0.1D沈下時をよく見てみると、荷重-沈下
曲線が急変しているので極限支持力と判定してもよいのではないか、との見方が出来る。また、
その後の荷重-沈下関係を見ても、ほぼ同じような値が続いていることから1.5D（30cm）沈下時
も含めて“極限支持力領域”と呼べるのではないか、したがって0.1D沈下時の特異点はその領域
の出発点と位置づけてもよさそうなことが分かる。打込み杭の場合は真の極限支持力は1.5D沈下
時に生じるが、赤の□印→〇印で示したように事実上はその始点は0.1D沈下時にあると考えるこ
とが出来るからである。
埋込み杭の場合には、真の極限支持力
は図の下方に飛び出してしまうので赤の
□印→〇印は打込み杭の場合とは全く様
相が変わる。そこで、事実上の極限支持
力として1.5D沈下時を選び出し、赤の〇
印→〇印を点線で結んでみると、打込み
杭の場合と違って両者は同じ領域にある
とは言えず、明らかに荷重-沈下曲線上で
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途中段階にある別の領域と見なす必要があることが分かる。したがって、埋込み杭の0.1 D沈下時
は施工の影響が残っている荷重-沈下進行領域として扱うことが妥当であり、極限支持力と呼ぶの
は不適切である。
興味深いのは、Photo.6.3に示すように掘削後に撮影された写真では貫入した杭先端位置の下に
コアが出来ていることが見られるが、これは打込み杭ではなく埋込み杭の写真であることである。
埋込み杭でも、どこまでも押し込めば打込み杭と同様の極限支持力まで到達することはすでに述
べたが、その様相の根幹がこの写真で確認出来るであろう。
6. 結論
以上に見てきたように、
杭径の0.1 D沈下時の荷重を極限支持力と呼べるのは打込み杭の場合で
あって、埋込み杭の場合〔当然ながら場所打ちコンクリート杭も含めて考えられる〕はそれには該当しない
ことが明らかになった。打込み杭が全盛であったのは杭径が1mに満たない時代であり、市街地
での打込み工法が禁止されてからは、杭基礎とはほとんどが掘削を伴う場所打ちコンクリート杭
や埋込み杭のいわゆるNon-displacement杭となり〔最近開発されだしている回転貫入杭もこれに類する工法
と見られないことはない〕、その種の杭はますます大口径化しているので、筆者はこの0.1 D問題を大

口径杭特有の問題であると位置づけることにしている。
したがって、この種の杭は従来の極限支持力に対して安全率を考慮して許容支持力を求める
“支持力制御”ではなく、“沈下量制御”による新しい設計法による必要がある。その意味では、
載荷試験の重要性が従来以上に考えられるようになっており、荷重-沈下関係を調べることで杭の
抵抗力、すなわちばねの大きさを知ることが不可欠になる。従来のように“極限支持力の1/〇を
設計支持力とする”考え方から“杭径の0.1 D沈下時の荷重を基準支持力”と定義し、その時の沈
下量“基準沈下量”に対して安全率を適用して設計支持力とするという考え方への変換である。
筆者はこの点を声を大にして主張したいと考えており、本論の結論としたい。
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改定基礎指針 2019「杭の極限鉛直支持力」について
「 用語」 から外されているの

質問と意見：杭の支持力 間題で重要な役割を果たす 「杭の極限鉛直支持力 」 が

本文 (6.1) 式や表 6.2 には、その言莱が唐突に現れている印象が拭いきれず、 また、解説

は何故ですか？

文ではこの言葉についての混同あるいは混乱が見られる箇所があり（具体的には後述）、学術書である指針と
しては疑義を感じざるを得ないので、 早急に対処するようご検討下さい。
質問の動機：改定講習会 (2019.12.20 仙台会場） で、 解説の図 6.3.4 に
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指針の該当箇所を拾い読みする：「用語」には「杭の極限鉛直支持力 」が
外されていることが確認できます。 これは 1988 年版までは用語にあっ
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叶部 構造 ・碁 礎部材への影響から設定される限界

～

図2.3.1

j1',:談J，且礎の1，サ直沈1、I見1 1系と1:J｛界状態の対1、し

け入れられる記述ですが、 場所打ちコンクリ ー ト杭や埋込み杭の場合には違和感を持たせられると ともに、
学術的には間違いの表現ではないかとの疑間を持たせられました。
地盤工学会基準へ言及している箇所を見つける：以上の疑間を解くために解説 を読み探してみると、 6.2 節の

解説、 p.197 で地盤工学会基準「杭の鉛直載荷試験方法 (2002) 」に触れている箇所があることに気づきまし

た。その「第2限界抵抗力：押込み抵抗が最大となったときの荷重。ただし、杭先端沈下量が先端直径の 10%

以下の範囲とする。 …」〔1993年版地盤工学会基準では「杭先端直径の10％相当の杭先端沈下量が生じたときの荷重と杭頭
の荷重沈下量曲線が沈下量軸にほぼ平行とみなされる荷重のうち、ちいさいほうとする」と書かれており、考え方としてはその
ほうが分かりやすい。 ただ、 これは定義というよりも試験結果の解釈、 言い換えれば設計上の取り決めであることに注意する必
要があります〕が指針で採用されたものと推定されたわけです。 「第2限界抵抗力は、極限支持力の代替とする
重と 定義される。 しかし、 場所打ちコンクリ

ー

ー

支持力 と位置づけられている。 極限支持力 は、 杭頭の荷重ー 変位量曲線が変位量軸にほぼ平行とみなされる荷
ト杭や埋込み杭の Non·displacement 杭では、 …杭先端沈下

量が先端直径の10％時の荷重を極限支持力の代わりにと したものである」 との記述もありました。

基礎指針の論理の推定：以上から、 今回の改定による基礎指針の論理展開を推測すると以下のようになりま
す。 地盤工学会基準の第 2 限界抵抗力に倣い、 先端直径の 10％沈下時の荷重を採用した。 しかしながら、〔極
限支持力が用語から外されているだけでなくJ

“

”

第2限界抵抗力 も用語に明記することをしていないのは、 基礎指
’

針の構成として片手落ちとなっている。 その上で、‘‘ 極限支持力の代替とする支持力 'と位置づけることで、
‘‘

’

実際には極限支持力でないものを含めて〔 代替 'はあくまで代替であって、 極限支持力ではな い。 しかも、 解説文章で
は「高野・岸田の模型実験では… 極限支持力は沈下量が杭径（先端直径）の 4 倍 (400%) にならないと出現せず・・・」とさえ言
っているのに、 その代替物も含めて〕

“

’

極限支持力 'と呼んでいる構図となっております。 これが用語から極限支持

力を外した理由とも想像され〔本来の定義を書くと杭径の 10％沈下時の荷重は極限支持力でないことを明記することにな
るため〕、 いわば本道ではなく、 抜け道を行くような行為を基礎指針がしていることにあたり、 何よりも論理
的な破綻です。

基礎指針の構成としてもおかしい：繰り返しますが、 基礎指針の構成として、 本文表 6.2 でグレ ー ドAの場
合に終局限界が 「 極限支持力に対しcp R=l 」などとあり、極限支持力そのものを採用するのかと思っていると、
”

6.3 節の (6.3.1) 式で先端径の10％沈下時の荷重が極限支持力であると書かれているので、‘‘極限支持力 と
いう言葉の混同、 したがって概念の混乱を生じていることになります。 そして、 その根拠が用語のような本
文に正当に現れているのではなく〔第2限界抵抗力という言葉も用語に示されていな いことは既に述べた〕、 6.2 節の解
説で陰に隠れるように密かに書かれている〔しかも、その内容は上記したように論理破綻したものである〕 のは構成面
から見ても指針として相応しいものとは言えません。
”

結論：地盤工学会基準の「第2限界抵抗力」〔前述したように、 これは定義というよりも一種の'’取り決め ですが］を用
語などに示すことによって前面に押し出すならば、 それなりに論理は通ることになります。 しかし、 そうせ
ずに先端径の 10％沈下時の荷重を「極限支持力」 と表現することは〔打込灰究であれば正当ですが、 市街地では禁
止されてしまっているので現在ではほとんど存在しな いという状況です。 したがって、 場所打ちコンクリ ー ト杭や埋込み杭の、
いわゆるNon-displacement杭が対象となりますが、この種の杭では先端径の10％沈下時の荷重は明らかに極限支持力とは別の
世界であるので〕 論理矛盾であり、 押しつけであって、 学術的には誤謬を犯していると言わざるを得ません。 こ
れは 2001 年版基礎指針から続いていることではありますが、今回の改定でもそれを継続している限り、学術
書を標榜している基礎指針としてはあるまじき姿ではないということになります。 早急に修正などの対処を

していただきたく要望する次第です。
追加コメント：筆者は上記に関して、 「 限界沈下量」 の概念を導入し、 その沈下量に達したときの荷重を「限
界支持力」とすることで、 「 極限支持力」とは別の概念として定義することを試みております。それによって、
改定指針が犯している極限支持力という言業の混同、 したがって概念の混乱から脱却することを考えており
ます。 その構想がまとまり次第、 後日お示しする意図もあることを申し添えます。
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