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１．地質リスクマネジメントは「コスト縮減」
に直結
 

【松田】　今日のテーマ，「地質リスクマネジメ
ント」なんですけれども，必ずしも農業土木技
術者に広く知られているわけではありません。
そこで，全国地質調査業協会連合会（全地連）
の技術委員長として，地質リスクマネジメント
の体系化や関係者への啓蒙活動を主導されてい
る基礎地盤コンサルタンツの岩﨑社長に，分か
りやすく教えていただきたいと思います。まず，
地質リスクとはどう定義され，併せて，地質リ
スクの要因がどういうものか教えていただけま
すか。
【岩﨑】　地質リスクの定義は，「地質に起因す
る事業リスクで事業損失とその不確実性」とさ

れています。地質と
いう言葉を使ってい
るのですが，実際に
は地盤でも地質でも
どちらでも構いませ
ん。地質や地盤に関
連するリスク要因を
取り上げて，それが
何に影響するかとい
うところが重要でして，建設コストを抑制する
ための「コスト構造改革」という課題に対して，
コストの増大を抑えるというのを目的とした，
それに影響する地質あるいは地盤に関連したリ
スクというようにとらえています。

リスクという言葉は，単純に言ってしまうと，
何のリスクか，何を目的としたものかというの
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がないと意味がありません。現在では，リスク
マネジメントというのが ISO や JIS の中で明
確に定義されていまして，何らかの目的に対し
て影響するばらつきと不確実性，それがリスク
という定義なんです。それに照らし合わせた時
に，地質リスクはコストの増大を防ぐというこ
とが目的だということですね。

具体的な地質リスクの素因としては，図－ 1
にありますように地形，地質，地盤特性のほか，
破砕帯，地下水状況，汚染物質・ガス等の存在
などがあります。また，誘因としては，豪雨な
どの気象，地震，火山噴火のほか，地形の人工
改変，構造物築造による外力の変化などもあり
ます。

【松田】 「コスト構造
改革」というお話が
出ましたけれども，
もともと土木でも建
築でも構造物を造る
前には地質調査を
行って，適切に地盤
を評価し，少数の例
外を除けば，安全な

構造物を造ってきたわけですけども，今どうし
てこういうことを取り入れていこうということ
なのか，教えていただけますか。
【岩﨑】　高度成長期でしたら，途中で問題が生
じても設計変更の増額が割としやすくて，むし

ろスピードアップを図るためには，そちらで
やっても全く問題なかったと思います。ところ
が，建設投資そのものがピークを迎えて，どん
どん落ちている中で，掛かり過ぎるコストを何
とかしようじゃないかということを考えた時に
は，設計変更の増額を昔のようにどんどん認め
るということ自体が非常に問題だろうと考えて
いるわけです。

特に地方自治体になりますと，工事の大きな
増額になった時に議会に掛けられるということ
にもなり得まして，非常に大きな問題になって
いるんですね。ですから，最初からそれを抑え
るための努力が必要になってくる。その必要性
があったというふうに考えています。

図－１　地質リスクの素因と誘引
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２．横浜のマンションの基礎杭をめぐるトラブ
ルや博多駅前の陥没事故の発生
 

【松田】「地質リスクマネジメント」は，地質リ
スクをあらかじめ調べ，その影響度合いを分
析・評価し，必要な対応策を検討するとともに，
関係者間でそれらの情報を共有することとされ
ていますが，建設コストの増大を防ぐとともに
大きな事故を未然に防止することにつながりま

す。地質リスクマネジメントを導入するきっか
けとなったと思われる国内での事例があります
が，それを紹介していただけますか。
【岩﨑】　国内では 2 つの事例が大きく影響して
います。1 つ目は横浜のマンションの問題（図
－ 2），それから 2 つ目には博多駅前の陥没事
故の問題（図－ 3），この 2 つが決定的な影響
があったと考えています。

 

図－２　横浜マンション基礎杭問題（H27）

図－３　福岡地下鉄道路陥没事故（H28）
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まずマンションの問題については，建築の基
礎の問題だったんですけれども，マスコミの流
す情報の中では杭の施工管理の問題，そこでい
ろんなトラブルがあって，やり方がまずかった
ということで脚光を浴びました。でも本質的に
は，杭の長さそのものの設計自体が間違ってい
て，足りなかったという問題があります。その
杭の長さが足りなかったというのは，結局，杭
を支持させる基盤層の深さがまともにとらえら
れていなかった。特に横浜の場合ですと，支持
層の起伏や傾斜が非常に激しいという土地柄で
す。専門家が見ればちゃんと調べなきゃいけな
いと判断するところを，それほど多くの調査を
していなかったために，全体の基盤の起伏の状
況が把握できていなかった。そのために一部が
杭の長さが足りなかったということが，本来，
本質的な問題だととらえています。

国交省は，その問題が起きた後本省で委員会
を作りまして，施工リスクを防ぐためにちゃん

と地盤を調べて，地盤リスク情報を関係者で共
有していこうということを言っています。まさ
に「地質リスクマネジメント」そのものの発想
がその時期にも既にありました。

2 番目の博多駅の陥没事故は，あまりにも
ショッキングな事故でございまして，これも単
純に言ってしまうと，調査の量が不足していま
した。調査の量が不足していたということと，
トンネル上部の岩盤の状況がしっかり把握でき
ていなかった。そのために，今後施工リスクを
防ぐためにはどうしたらいいかという観点で，
事故の後に国交省の中で高いレベルの委員会を
設けて，どういう取り組みをするのか大臣に答
申しています（図－ 4）。その中で，国交省は
地盤の情報をこれからきちんと取り上げて共有
するんだということを宣言していますし，施工
リスクを防ぐために，地盤・地質リスクを分析・
評価して共有していこうということまで言って
います。

図－４　福岡陥没事故を踏まえた国交省の動向
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３．地質リスク調査検討業務の発注
 

【松田】国交省では，プロポーザル方式で発注
すべき業務の例として，地質リスク調査検討，
あるいは地質調査計画策定というものを示して
いますけれども，全地連では，「地質リスク調
査検討業務発注ガイド」というのを作っていま
す。その中に示されている一般的な手順と内容
を教えていただけますでしょうか。
【岩﨑】　図－ 5 が標準的なものでして，まず最
初にやらなければいけないのは１．の地質リ
スク対応方針策定だと思っています。これが
ちょっと意外なところから入るんですけども，
地質リスクを取り扱う上で，その目的と言いま
すか，何を重視するかというところが非常に重
要です。例えば道路のようなものを造る時に，
コストも確かに大事なんですけども，工程のほ
うがもっと大事だよというケースもあり得るん
ですね。そういう意味で，何をその事業のキー
ポイントにするかというのも，リスクを検討す
る上で非常に重要な要素になるということで，
それの基本的な考え方を事業者と一緒に検討す
るというのが最初の段階です。

その次の２．には，地質のリスクそのものを
抽出する作業が入ります。その抽出も最初はい
きなり現場へ行くというよりも，いろいろな資

料に基づいた机上調査から入って，それに基づ
いて３．の現場の踏査が行われます。これは，
やること自体は今までの地質調査と基本的には
変わりませんが，リスクという目で見ていこう
というところが若干違うことになると思いま
す。

従来と一番異なるのが４．でして，調べた情
報に基づいて対象とする現場ではどのようなリ
スクがあるかということを特定していくという
作業です。それぞれのリスクに対して，それが
どれだけ影響を及ぼすかという規模の問題と，
どの程度発生するかという確率的な問題があり
ます。それを合わせて，リスクの程度を図－ 6
のようなマトリックスで表現します。横の項目
は対象とするリスクが発生する可能性の高さを
点数化しており，また縦の項目はそのリスクに
よる影響度合い，例えば被害の程度のようなも
のを点数化したものです。それを乗じた点数の
大きさによって，リスクの程度を C から AA
のように表現しています。

最後の５．には，リスクの程度の大きさに応
じて対応方針や対策を検討します。これも各リ
スク項目に対して整理し，共有できるような形
でまとめる必要があります。

以上がおおよその流れです。
 

図－５　地質リスク調査検討業務の基本的な流れ
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【松田】地質リスクの検討手順について，お話
ししていただきましたが，場合によっては，事
前の過剰な投資になるのではないかとか，余計
なコストを掛けることになるんじゃないかとい
う議論があると思いますので，定量的に地質リ
スクの評価を行うことによる効果ですね，それ
をどういうふうにとらえていらっしゃいます
か。
【岩﨑】　最初に，コストを抑えるための手法だ
ということを申しましたので，削減効果がどの
程度あるかということが非常に重要かと思いま
した。それはなかなか単純にはいかなくて，ま
ず，こういう検討をすることによって，どれだ
けコストが抑えられたかという事例を集めるこ
とからやっていくしかないなということで，全
地連と地質リスク学会とで 10 年近く前からそ
ういう事例を集めています。事例の中で直接コ
ストへの効果というものを示しています。よく
勘違いされるのですけども，リスクを前面に出
すことによって調査数量をやみくもに増やして
ほしいと言うつもりは全くないんです。ただ，

地質リスクを調査・検討し，こんなリスクが予
想されるということが分かれば，発注者側が調
査計画を立てて画一的にボーリングを配置する
よりも，はるかに合理的な調査計画が立てられ
ます。

 
４．地質調査技術者の三者会議への参加

 
【山田】従来，必要な地質調査を行って，設計
に必要な情報があれば，それで地質調査は事足
りた。でも実は，いろいろリスクを踏まえて幅
を持たせるような情報提供というのが，1 つ初
歩的な地質リスクマネジメントとしてあるのか
なと思うんですけども，さまざまな事故を見て
いると，どうも施工と地質調査の間がすっぽり
抜けているんですよね。そこで情報共有してな
いばっかりに，博多みたいな陥没が生じるとい
うことなので，公共工事の発注として，地質と
施工の部分，設計も含めて，体制として一体化
していくという仕組みが必要と考えられるので
すが。

図－６　リスクスコアの考え方（修正版）
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【岩﨑】　まだそこまでは行ってないのですが，
図－ 7 に示す地質調査技術者の三者会議への参
加を提案しています。図中の三者会議のうち右
側の 2 つは，現在国交省で試行中です。今おっ
しゃたような，設計，施工，発注者も含めてみ
んなで同じリスクを認識，共有化していこうと
いうことを試しにやっているというところで
す。全国の地方整備局ごとに詳細設計と施工の
前の段階に 2 件づつ実施されています。中間報
告を聞く限り予想以上に効果がありまして，役
に立たないという答えは 1 つもなかったようで
す。

やはり，皆さん薄々気づいていたとは思いま
すが，設計条件や施工条件の中に含まれるリス
クという概念が抜け落ちていて，例えば設計条
件から施工に移る時に，設計条件がこれであ
れば 100％安全だよというのが何となく前提に
なっているんですけど，絶対そんなことないで
すよね。決められた設計条件，施工条件の裏に

含まれているリスクが何であるかということを
意識してやれば，例えば施工段階であれば，施
工中にどこをモニタリングしたらいいかという
ことがはっきりするわけです。

設計の段階だったら，まさにそのリスクへの
対策をするための設計ということが非常に重要
になってくる。そして，そのリスク情報の引き
継ぎ，共有化ということがすごく重要であると
思っています。

もう 1 つの要素としては，リスク検討は早い
段階からやるというポイントが重要です。リス
クを管理するうえでは，とにかく早い段階に考
えられるリスクをすべて洗い出しておけば，あ
とは調査すれば関係のないリスクがどんどん消
されていくわけですから，段階を追うごとにリ
スクの項目が絞られていく方向になります。計
画段階ですと，なかなかお金を掛けられないと
いう別な面がありますが，一番効果が高いのは
間違いなく早い段階からのスタートです。

図－７　地質調査技術者の三者会議への参加
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５．英国における「Georisk Management」
 

【松田】　地質リスクに関して，海外の取り組み
事例を教えていただけますか。

【岩﨑】　リスクマネジメントという形で一番
まともにやっているのが英国であると認識し
ています。なかでも大学の先生を中心とした
委員会がその成果として『Geotechnical Risk 
Management』という本を出版しています。直
訳すると地盤リスクマネジメントですね。地盤
リスクが建設事業に極めて大きな影響があると
いうことで，それに対する取り組みの具体的な
方法をまとめたものです。日本では，その翻訳
本を全地連が『ジオリスクマネジメント』（古
今書院）という名称で出版しています。

この本は英国を中心にかなりインパクトがあ
りまして，もともとは委員会報告書だったもの
が教科書的になって，現在でも，いろんなとこ
ろで講習会のテキストとして使われているよう
です。

【松田】　日本も英国の考え方を取り入れて進め
ているのでしょうか？

【岩﨑】　事業の進め方が日本と海外では少し違
うため，英国の考え方をそのまま適用できませ
んが，参考にさせてもらっています。今後，日
本に適した方法を官民が協力して作っていくこ
とになると思います。

なお参考までに，欧米主要国においては，工
事契約文書のひとつとして GBR（Geotechnical 
Baseline Report：ジオテクニカル・ベースラ
イン・レポート）が作成されます。これは地質
調査結果を取りまとめ地盤条件などを具体的に
示した報告書で，示された条件を越えた状況が
出現すれば，発注者が設計変更を認める基準と
して用いられます。言い換えれば，GBR は発
注者と請負者が共有するリスク分担の基準を示
し，契約変更上のトラブルを防止するものとい
えます。国内では適用例はほとんどありません
が，今後，設計 ･ 施工一括発注方式や PFI な
どの入札契約に際して適用すれば有効と考えて
います。

 

６．今後の地質リスクマネジメントの展開
 

【松田】　今後，地質リスクマネジメントについ
て，どのように展開していくのかということを
教えていただけますか。

【岩﨑】　まずは地質リスク検討業務を広めてい
くことが目標です。プロポーザルで発注してい

る今の業務を国交省だけではなく自治体にも広
めていきたいと思っています。最近各地で開い
ている講習会では，国交省以外にも地元の自治
体の方にも参加していただいております。

それともう 1 つは，今後の課題になりますが，
通常の地質調査業務の中でリスク管理表（表－
⑴，表－⑵）をまとめるということを進めてい

調査・設計段階におけるリスク管理表の例
表－（1）登録表
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きたいと思っています。地質リスク検討業務と
いう単独の業務ではなくて，通常の地質調査業
務としてもその一部に地質リスクを検討する一
項目を追加するということを提案し始めたとこ
ろです。

さらにもう 1 つは，委託業務の代わりに地質
リスクの検討を行う地質技術顧問制度も提案し
ています。農水省では全国に地質官がおられ，
実質的にその役目をされていますが，自治体の
ように地質や地盤の専門家がほとんどいない発
注者に関しては，アドバイザーのような形で中
に入れば，非常に役に立つだろうと思っていま
す。例えば，年間契約で専門家を会社から派遣
するというやり方で構わないと思っているんで
すけども，発注者が困った時に，あるいは進行
しているプロジェクトに寄り添って，できれば
最初から最後まで地質リスクをマネジメントす
るという役割です。コスト縮減や事故防止など
の面で大いに役立つだろうと思っております。
【松田】　地盤情報を集積して利活用を図るとい
うことが，非常に有効，重要だと思うんですけ
れども，今，国交省では第三者による成果の確
認，いわゆる検定を行って，地盤情報のデータ
ベースに登録をする。そういうことが行われて
いますけれども，少し具体的に教えていただけ
ますか。
【岩﨑】　これまで地盤情報データベースは，全
国の地域ごとで学会や業界が中心になって取り
組まれてきました。これは，地質リスクを検討
するうえで極めて重要となる情報を与えるとい
う意義があります。ところが，皆さんバラバラ
でやられておりますし，データのフォーマット

も違う。一番大変なのは，それを今後も継続し
て運営していくうえで，運営体制やコストの問
題で関係者は大変苦労されているのが現状であ
ると思います。

そこで，本来なら全国統一したデータベース
があればいいと誰もが思うのですが，建設分野
においてはそれが今までなかなかできなかった
んですね。そして，国交省が博多駅前の陥没事
故を踏まえて全国統一的なデータベースを構築
しようとしたわけです。
【松田】　それを国土地盤情報センターでされて
いると。
【岩﨑】　そうです。国交省がそういうデータ
ベース構想を立ち上げ，それを運営管理する機
関を公募したんです。それに国土地盤情報セン
ターが応募し認定を受け，このデータベースの
構築と運営管理を進めているという状況です。

データについては，ボーリング柱状図と土質
試験結果が中心で，国交省の過去のデータに加
え新規の直轄データが取り込まれるようにまっ
ています。今後，ご賛同頂いた発注機関から
幅広くデータを取り入れていくということが，
着々と進み始めております。
【松田】　建設分野のほうで CIM という 3 次元
モデルで設計から施工まで一貫して作業を滞り
なくしようと，そういう取り組みが行われてい
るんですけれども，前段の地質・地盤の調査の
3 次元データ化と言いますか，3 次元モデルに
ついてはどういう状況なのか教えていただけま
すか。
【岩﨑】　今はまだ始まったばかりだと思ってい
ます。国交省が中心になりまして，CIM の中

表－（2）措置計画表
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の地盤をどう扱うかというガイドラインがよう
やく出来上がった段階で，今後徐々に実務に取
り入れていくと考えています。

3 次元モデルを作るに当たって，地表の構造
物と地下の見えないところを全く同様に扱うこ
とはできないと思っています。地上に関する座
標データは，例えば地表面もドローンで 3 次元
データを取ったものを与えればいいし，構造物
も空間座標が決まっているものがあり，いわゆ
る事実に基づくファクトデータです。一方，地
下を相手にすると目に見えない世界ですから，
調査したポイントはいいのですが，その間の空
間というのは推定情報になります。その推定は，
地質に詳しい専門家でなければかなり難しいと

いうのが現状でありまして，その推定精度を上
げるためにデータの量を増やさなければなりま
せん。それから，地質リスクの要素となる複雑
な地質構造なども考慮して 3 次元モデルを作
るということが非常に重要だと思っています。
我々は，地盤の 3 次元モデルと地質リスク，そ
れから地盤情報データ，この 3 つが地盤を対象
とした CIM において 3 本柱と考えており，そ
れらをセットで取り扱わないといけないと思っ
ています。
【松田】　本日は，大変お忙しい中，貴重なお話
をうかがうことができました。ありがとうござ
いました。

岩﨑　公俊 氏 略歴
昭和 53 年 3 月 信州大学大学院工学研究科　土木工学専攻修了
昭和 53 年 4 月 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　入社
平成 24 年 4 月 　　　　　〃　　　　代表取締役社長執行役員，現在に至る
平成 24 年～現在 全国地質調査業協会連合会 常任理事・技術委員長
平成 30 年～現在 一般財団法人 国土地盤情報センター　理事長
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