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      図２．１．１－１  

 
         図２．１．１－２  

第２章 ペーパーロケーションの実際   

２．１ 地形・地質の基礎知識  

２．１．１ 地質学的基礎 

１）土の起源と地層の堆積 

 軟弱地盤の多くは、沖積層という最も新し

い堆積層です。ではその堆積層とはどのよう

なものでしょうか。 

 地球上では常に、風化、浸食、堆積、固結

という過程を経て岩石が変化してゆきますが、

これを続成作用と云っています。 

 山岳地等を形成する岩石が長時間のうちに

風化を受けて軟化しますと、雨によって浸食

され、水といっしょに運ばれてゆきます（図

2.1.1-1）。 

 土の粒子は、水中において、その粒径と比

重に応じた速度で沈降し水底に沈殿します。

これをストークスの法則と呼んでいます。ま

た、直径50μm以上の粒子は水流があると、

土粒子は沈降する間に水平に移動し、水底に

到達します。運搬距離は、水流の速さと土粒

子の沈降速度および水深との関係で定まりま

す。つまり、水深が深く、流速があり、土粒

子が細粒で沈降速度の遅いものは、遠隔地ま

で水底に届く前に運搬されることになります。

水底に達した粒子は、流速があるとそこに停

止せず、土粒子は漂流するか、水底を転がり

移動します（図2.1.1-2）。 

 このように、急流河川や海流のあるところ

では細粒土は沈殿し堆積することがなく、礫

や粗砂がたまり、内湾や湖沼では水流速が小

さく、シルト・粘土が堆積することになるの

です。 

 運搬する力は流速に比例しますから、傾斜

の大きい山岳では大きな石も転がりますが、

傾斜がゆるくなるに従って流速は小さくなり

ますから、大きい石は運ぶことができなくな
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                        図２．１．１－３  

りその場所に置いていきます。平野に近づくと流速がさらに小さくなりますから、次第に

礫、砂分も運べなくなり順次堆積して、河口に達した泥水中には細かい土粒子だけが残さ

れています。海中または湖中に入りますと、流速がさらに低下しますから、そこでも河口

近くから順次粗い粒子から沈殿してゆきます。 

 このようにして、土砂の粒子別のふるい分け（分級作用）が自然に行われた状態で堆積

層ができていくのです。洪水が何度も起こり、このようなことが何度も繰り返されると、

ある範囲にほぼ同じ粒径の粒子が堆積して、平坦な広がりを持った地層を形成します。 

 沖積層というのは、河川で運ばれて沖あいに積もった地層というほどの意味ですが、必

ずしも海の中に堆積した、いわゆる海成層であるとは限らず、河川で浸食された谷に堆積

した層であることもあります。沖積層のなかでも陸上で堆積してできた地層を河成層、湖

中に堆積してできた地層を湖成層といいます。 

 図2.1.1-3は、このような堆積の基本法則に沿って、平野と丘陵の地下の地質状況を示

したものです。沖積層のうち海成層（図中ｂ）は、主として旧地形を埋めた海成の粘土・

シルト層から構成され、貝殻を含んでいます。同じく河川堆積層（図中ａ）は、海水準以

上の部分で、河川の流れの変化によって、礫・砂層・腐植土などが不規則に分布し堆積し

ています。 

２）地質図・地質断面図とは 

 地質平面図（以後地質図という）は図2.1.1-4に示すように、地質の分布と地質構造を

地形図上に現地を観察しながら地質境界線で区分したものです。地質断面図は、図2.1.1-5
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       図２．１．１－４  

       図２．１．１－５  

       図２．１．１－６  

 
       図２．１．１－７  

に示すように、地質の分布と地質構造を地形断面上

に描いたものです。  

 前者は地形図という起伏のある地形面上に描か

れ、後者は地形を切断した垂直の平面上に描かれま

す。 

 野外において、断片的な露頭の観察やボーリング

資料などから地質図や地質断面図を作成する過程

で、地層の重なり具合や続き具合を判定します。こ

のときの基礎となっている地質学の四つの基本法

則があります。 

  基本法則は、地質学の歴史のなかで、次第に明

らかになり確かめられたものであり、地質図や地質

断面図はこれらの基本法則に沿って描かれていま

す。 

３）地質学の４法則 

地質学上の四つの基本法則とは、①地層累重（る

いじゅう）の法則、②堆積初期の地層水平の法則、

③堆積初期の地層連続の法則、④地層切断の法則の

ことです。以上の四法則のほかに、斉一過程原理と

呼ばれるものがあり、地盤調査の過程で地層を解釈す

る場合によく用いられます。 

現在、堆積しつつある湖や海岸の地層を観察します

と、新しい土砂は、古い地層の上に次々と重なってい

くことが分かります。このことから、古代の堆積岩に

おいても次のような法則を考えることができます。 

（１）地層累重の法則 

 「堆積してから、褶曲（しゅうきょく）したり逆転

したりして乱されたことのない堆積層では、 どんな

場合でも一番新しい地層は一番上にあり、一番古い地

層は基底部にある」 

 このことは、堆積は下から上に順に行われることを

述べたものです（図2.1.1-6）。 

（２）堆積初期の地層水平の法則 

 地層の底の面は、この地層が堆積した基盤の凹凸に

ほぼ一致しますが、その層の上面はほとんど水平にな

ります。 

 「水成の堆積物は、ほとんど水平に堆積し、しかも

それが堆積する下の面に平行か、あるいは平行に近い

層となって堆積する」 
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      図２．１．１－８  

     図２．１．１－９ 

 このことは、堆積岩がしゅう曲しあるいは垂直に近く傾斜していても、その堆積初期に

は水平に近い層であって、現在の状態は、大きな力がその地層に働いたことを私たちに教

えていることになります（図2.1.1-7）。 

（３）堆積初期の地層連続の法則 

 地層累重の法則と堆積初期の地層水平の法則から、

この法則はおのずから推論されるものです。 

 「水中で堆積した層は、それがつくられたときに

は、横のあらゆる方向に連続していて、その縁のほ

うでは、ついには堆積作用が行われないために薄く

なって消え去っているか、あるいは堆積盆地の周縁

で古い地層や岩石に接している」 

 堆積盆地を形成する古い地層や岩石は、新しく堆

積する地層に対し“基盤”と呼びます。基盤と新し

く堆積した地層の境界を不整合面といいます。新し

い地層が次第に堆積していくとき、各地層は整合に

重なるといいます（図2.1.1-8）。 

（４）地層切断の法則 

 この法則は、連続性の法則から導かれます。 

 「ある地層が、その堆積した盆地の縁以外の地点

で急に終わっているとすれば、その地層は、初めに

連続していた部分が浸食によって取り除かれたか、

そうでなければ地殻の中に生じた割れ目（断層）によって移動した」 

 一枚の地層を追跡して行って、その先がみられなくなったときその理由は三つあります。

一つは、その先が基盤に相当する古い地層で不整合面に達したときです。一つは、浸食に

よって地層がなくなった場合です。最後の一つは、断層によって追跡中の地層が、どこか

に移動している場合です（図2.1.1-9）。 

（５）斉一過程の原理 

 地質学の基本法則は、以上の通り数少なく簡単なものです。このほか、地盤調査で暗黙

のうちに考慮されるのが斉一過程原理と呼ばれるものです。斉一過程原理とは、「現在は

過去の鍵であり、現在私たちの身近に起こっている自然現象によって、大昔につくられた

地層の生成を説明することができる」と表現されます。 

 地震で海岸が隆起すると広い土地が現れ、沖の小島が陸続きになります。このような現

象をみて、過去の地層の成り立ちを推定し解釈していくのです。 

 地質断面図は、このような地質学の基本法則に沿ったものであり、また斉一過程原理に

基づいて、地層の成り立ちについて説明がつくものです。 

 地質構成の違いは地形に反映されます。したがって、敷地周辺の地形を詳細に観察する

ことは、地質状況の判断に役に立ちます。最近の都市地域や、造成地では、人工による地

形の改変が大きく、地質判定に困難なことが多くなりました。しかし、現地において直接

地形を観察することは、地盤構造を把握するために重要なヒントを与えるものです。 
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２．１．２ 地形と地層の歴史 

１）地形と地層の関係 

 地質は地球誕生以来の歴史の中で形成されてきました。表2.1.2-1は地質年代表といっ

ていますが、その地層が生成された時代の区分を表しています。人間の活動域は平地か、

それに準ずる比較的標高の低い地域に集中していますが、下表の中では、新生代とされる

地層の上が人間の主な活動の舞台です。 

表２．１．２－１ 地質年代表 

代 紀 世 年数 主要事項 

完新世 0～1万年 第四紀 

更新世 1～170万年 

 

170万年前人類現れる 

鮮新世 170～510万年 新第三紀 

中新世 510～2400万年 

漸新世 2400～3800万年 

始新世 3800～5500万年 

新生代 

第三紀 

古第三紀 

暁新世 5500～6500万年 

 

ほ乳類 

白亜紀 6500～1.4億年 

ジュラ紀 1.4～2.2億年 

中生代 

三畳紀 2.2～2.5億年 

爬虫類 

二畳紀 2.5～2.9億年 

石炭紀 2.9～3.7億年 

デボン紀 3.7～4.2億年 

シルル紀 4.2～4.5億年 

オルドピス紀 4.5～5.1億年 

古生代 

カンプリア紀 5.1～5.8億年 

魚類時代･大森林時代 

 

 

三葉虫 

 この新生代は地球の歴史を 50 億年として、全体の長さから考えますと、80 分の１に

すぎません。人口の最も集中する、完新世の地盤に至ってはわずかに 50 万分の１です。

いかに完新世の地盤が新しく形成されたかがわかります。 

 地球上では、先に述べた続成作用という過程で岩石が常に変化しています。 

 古い地層ほど長い時間をかけて岩石化していますが、堆積して間もない地層は、まだ固

結作用は始まったばかりです。特殊な例を除けば、地層は古い順に強く、新しいほど弱

いのは、この大きな時間の差だと考えてよいでしょう。 

 水性の堆積層が地表に現れているところでは、原則として、最も古い地層は、その地

域で最も標高が高いところにあり、そして、必ず新しい地層は、古い地層の上にあるも

のです。 

 われわれが建物を支持させる地盤として扱うのは、大部分はこの新生代の第四紀・第三

期の地盤であり、この中でも、我々が最も悩まされるのは第四紀のうち完新世の地盤です。 

 完新世に属する地層（沖積層）は、これらの中で標高は最も低位にあり、層序は最上位

にあって、通常は軟弱地帯となっていることが多いのです。 

 沖積層からなる地盤は悪く、洪積層のそれは良いというのは、地盤の良否がその歴史と

深い関係があるとみなければなりません。そこで地盤の歴史について少し考えてみること

にしましょう。 

（１）第四紀 

 第四紀というのは表 2.1.2-2 に示すように、現在から 170 万年前までをいいますが、

この時代、特に更新世では多くの火山活動があり、富士火山をはじめ、箱根火山や古箱根 
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          図２．１．２－１ 

表２．１．２－２ 

紀 人類 世 文化 主な地層 火山 編年 

現人 完新世 弥生時代 

縄文時代 

上部有楽町層 

有楽町層 

富士火山 

立

川

ロ

ー

ム

層 

下 

部 

有 

楽 

町 

層 

クロマニヨン人 後期石器時代 

立川礫層 

古富士火山 

箱根火山 

武蔵野ローム層 ネアンデルタール人 

更新世 

後期 

中期石器時代 

武蔵野礫層 

原人 更新世 

中期 

前期旧石器時代 下末吉ローム層 

 

 

 

 

 

第

四

紀 

猿人 更新世 

前期 

早期旧石器時代 下末吉層 

古箱根火山など 

1000年 

１万年 

 

 

 

 

 

 

 

２万６千年 

 

15万年 

 

80万年 

170万年 

火山などが溶岩と火山灰とを噴き上げていた時代です。 
 そのような火山灰が偏西風に運ばれて堆積し、その後風化して粘土のような性質を持つ

ようになったのがローム層です。 

 第四紀はまた人類の時代ともいわれ、旧石器時代、新石器時代を含みます。新石器時代

というのは今から１万年前以後をいいます。縄文時代後期で、沖積層の堆積が始まる時代

ですから旧石器時代は全部更新世に重なることになります。 

 第四紀の最も著名な現象として挙げなければならないものに「氷河」があります。第三

紀から第四紀へ時代が移りますと、気候が寒冷になり、地球表面の相当の部分を氷で覆う

時代が来ました。これを「氷河時代」または「氷期」と呼んでいます。 

 氷河というのは、積もりつ

もった氷が、自重で斜面を移

動する現象をいいます。氷河

は現在も欧州アルプスなど高

山寒冷地で見られますが、氷

河時代には現在よりもはるか

に多く、地球表面の数分の１

が氷河に覆われていたという

ことです。この氷河は海面を

引き下げるという現象を引き

起こします。 

 図2.1.2-1は氷期の海面変

動と地層発達過程の例を示し

たものです。 

 氷河によって陸地にとどまっている水の量が多くなれば、海水の量は相対的に減って、

海水面が低くなってゆきます。海水面が低下するということは、陸地が隆起することと見

かけ上は同じです。このとき河川の浸食が活発になります。 

 しかし、氷期は更新世の長い期間ずっと続いたのではなく、その間に間氷期という温暖

な時期があり、氷期と間氷期は何回か交替していたことがわかっています。現在はその間
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        図２．１．２－３ 

              図２．１．２－２ 

氷期に属するものと考えられています。 

 間氷期になりますと、氷河として地表にとどまっていた氷が融けだして、海水中に流れ

込み、海水面が高くなってきます。これは陸地が沈降するのと同じことで、それまで陸地

だったところが海底に沈み、その上へ河川で運ばれた土砂が堆積して、やがて新しい陸地

を形成するというような現象

が、多くの場所で始まること

になります。 

 このような氷河期と間氷期

（解氷期）の繰り返しは、大

局的にみると過去約100万

年の間に４回あり、そのつど

海水準は変化し、それに伴っ

て、様々な地形を形成しまし

た。河川に沿って発達する河

岸段丘や、海岸に沿ってみられる海岸段丘は、このような時代の河床や海食台の名残りで

す。また、東京周辺では、海抜＋20m、＋50m

の付近に旧段丘面と段丘面を覆う堆積物を認め

ることがあります。 

 氷期と間氷期の交替が何回か繰り返されると、

陸地は浸食と堆積が繰り返され、図2.1.2-2の

ような段丘と呼ばれる地形が形成されます。東

京近辺では、多摩川をはじめ多くの河川が段丘

を造っています。 

 過去２万年前ごろから、全地球的に発達した

氷河（ウルム氷期）の氷が融けだし、海水面は

約100m以上、上昇したといわれています（図

2.1.2-3参照）。 

 氷河時代には、海水面が低く、陸地は現在の

海岸よりはるかに沖の方にあり、河川は、旧海

岸で海に注いでおり、丘陵や谷の発達した地形

も現在より広かったと思われます。  

 氷期における浸食が河川の下流から河口付近

に深い谷をつくり、やがて間氷期にはそこは海

底に没し、その上へ次第に河川によって運ばれ

た土砂が沈積し、いわゆる沖積層をつくります。 

 沖積層と呼ばれる地層は、過去１万年以降、

標高＋30mくらいから海面が急上昇した後に

堆積した地層のことであって、しばしば軟弱地

盤を形成しますが、地層の厚さは埋没した地形

の状況によって異なります。 



 46 

 
               図２．１．２－４ 

 図2.1.2-4は縄文海進と呼ばれ、海が関東平野の奥深く侵入した状況を示したもので、 

その湾入したところに小丸が印されているのは貝塚です。貝塚は当時の人類が、海の貝を

採って食べ、貝殻を捨てたところで、貝塚があればその付近に海があったことを示すもの

とみられていますが、このような現象は関東平野部や濃尾平野部だけでなく、全国至ると

ころでみられる現象です。 
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 こうして平野に出た河川の下流付近は、厚い沖積層が堆積していることが多く、時とし

てはその厚さが50m以上にも達することがあり、建築物の支持条件を非常に悪くしている

のです。 

（２）第三紀 

 第四紀よりも以前、現在から6,500万年前までを第三紀といい、この時代に形成された

地層を第三紀層と呼びます。そして、このような長い年月を経過しているために、この層

は非常に堅固に固結しているものが多いのです。 

 三浦半島に露出している三浦層と呼ばれている地層は第三紀層ですが、固い地層で、土

丹と俗称される地層でなかば岩盤化しています。１m2につき500kN（50tf）、あるいは

それ以上もの荷重に耐えられる地層です。第四紀を人類の時代とするならば、第三紀は哺

乳類の時代とでもいうべき時代で、この間哺乳類と共に鳥類も発生し、植物も羊歯類から

次第に現在に近い顕花植物のような高級なものへと分布状況が移ってくることになります。 

 第三紀よりも以前の古い時代は、われわれが建物の基礎を支持する層として扱うような

ことが比較的少なく、またそのようなことがあっても、そういう古い層は岩盤として存在

し、また問題となることも少ないので省略します。 

２）地層と土質の特徴 

（１）沖積層の分布と特性 

 沖積層の分布範囲は沖積低地に限られます。沖積低地は平野や盆地などの平坦地と、台

地や丘陵地の谷間があり、地盤面の標高が他の地形面よりも低くなっています。近くの川

や湖などの水面とあまり変わりません。このような地形の場所には一応沖積層が堆積され

ているものと考えなければなりません。 

 いずれも堆積後いくらもたっていませんので、圧縮される機会も少なく、その期間も短

いので支持力も小さく、また沈下も大きいので支持層としてはあまり良好でないことが多

いわけです。 

 沖積層は各地の平野部に見られ、山間を出た河川がゆるい流速をなして流れるところで

は、どこへ行っても沖積層を見ることができます。水田の多い穀倉地はほとんど沖積層で

あるといってもよいくらいです。 

 この沖積層の深さは、深いところでは50mも60mもあり、何も荷重を載せなくても沈

下する、いわゆる地盤沈下地帯となることがあります。 

 ところで大きい建物を建設する場合は、沖積層の下にある洪積層あるいはそれより深い

層まで、杭で支持させるのですが、木造家屋などでは、深い杭を打ちますと、基礎から下

の方が高価になってしまうことにもなり、ほかの対策をたてることになります。 

 一般に台地のようなところは洪積層ですが、台地でも沢筋には、ごく若い年代の沖積層

があることが多く、こういうところは注意する必要があります。 

 沖積粘土層のせん断強さは、主として５0kN/m2（５tf/m2）以下です。また N値の分

布は、沖積層では主に０～２で、ほとんどが３以下です。 

（２）洪積層の分布と特性 

 堆積層は時間の経過とともに続成作用により、強度が大きくなりますので、古い時代に

堆積したものほど強度が大きくなります。したがって、洪積層は沖積層に比べて大きい強
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度を持つ地盤となっています。 

 粘性土の強さについて、沖積層と洪積層を比較しますと、洪積層ではせん断強さは50

～1000kN/m2（５～100tf/m2）と沖積層のせん断強さと比べてかなり大きくなってい

ます。住宅では直接基礎で十分支持することができます。なお洪積粘性土の強度に大きな

幅があるのは、沖積層に近い１万年前の堆積物から、170万年前の堆積物までを含むため

です。 

 また N値の分布は、洪積層では３～10のものが多くなります。沖積層と洪積層の N値の

相違が、せん断強さの差ほど大きくないのは、 N値は実際に建物が建設された位置での実

測結果から求めていますので、主として市街地およびその周辺部の台地が対象となり、洪

積層のうちでも、もっとも新しい地層のデータが多いためです。従って、せん断強さもこ

のような地域では比較的小さい値、すなわち50～200kN/m2（0.5～2.0kgf/cm2）程度

の地盤であることが多いのです。許容支持力度も100～400kN/m2（10～40tf/m2）程

度を期待できるものです。 

 「ローム層」というのは、今から数万年、古いものでは百万年も前に堆積した火山灰の

地層で、粘り気、つまり粘着力もありまた摩擦抵抗もある土です。粘着力が大きいところ

は粘土に似ており、摩擦抵抗のあるところは砂の性質も兼ね備えているわけですが、粒度

試験により分析すると粘性土と砂とが混在していることがわかります。 

 いずれにしてもロームは長い年月を経過していますので、その間に乾燥したり、圧縮さ

れたりして、よく締まっているために支持力も大きく、沈下も起こしにくい性質をもつ良

い土で、この土からなるローム層は良い地盤であるとみて間違いありません。 

 ローム層は赤土とも呼ばれ、赤褐色あるいは黄褐色で、指先でこねると軟らかくなり、

粘り気のある割にざらざらした感触があります。この特徴は非常に顕著で、一度見ればま

ず忘れることはないでしょう。 

３）地域の特徴 

 関東平野は、利根川・荒川など大河川に沿っているにもかかわらず、台地が多く、水田

として利用されている沖積平野と畑地・集落として利用される台地面が入り組んで発達し

ています。また、沖積平野の勾配は緩く平坦です。 

 関西の平野はというと、水田として利用される面積が畑地に比べて広く、平野の勾配は

概して大きく傾斜しています。ため池の多い地形も関西の特徴です。このことは、軟弱地

盤を形成する沖積平野としてみた場合、関東平野はいわゆる三角州堆積物によって海が埋

め立てられたところですが、関西の平野は、山地からあまり隔たっていないところに堆積

した扇状地性堆積物によって平野が形成されていることを示しています。したがって、軟

弱の程度は、関東平野に著しく、関西の平野では、砂質土や礫層の割合が多いのです。 

 全国の各地域はそれぞれに特徴のある地形をもっており、その地域の経済や社会と密接

につながって、独自の風土を形成しています。表2.1.2-3には各地の地層を示しています。 
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               図２．１．２－５ 

表２．１．２－３ 完新世･更新世での各地の地層名 建築基礎設計のための地盤調査計画指針 

年代 地質 

時代 

先史時代 

編年 

東京･房総 濃尾平野 大阪平野 高知 有明海 

歴史時代 

古墳弥生 

上部 

砂礫層 

上部有楽町層 上部沖積層 

 

上部砂層 

中部 

梅田粘土層 

上部 

砂層 

下部沖積層 

 下部 

南港層 

完 

新 

世 

 

 

 

縄文時代 

 

 
下部有楽町層 

 

 

 

 

七号地層 

南陽層 

 

下部 

泥層 最下部沖積層 

有明 

粘土層 

下部粘土層 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

11,000 

12,000 

13,000 

14,000 

15,000 

16,000 

17,000 

18,000 

19,000 

20,000 

更 

新 

世 

 

中石器時代 

 

 

旧石器時代 

 

立川礫層 

 

武蔵野礫層 

 

下総層群 

 

上総層群 

濃尾層 

 

第一礫層 

 

熱田層 

第二礫層 

海部累層 

第三礫層 

弥富累層 

天満層 

富田累層 

 

枚方層 

上町層 

 

高位段丘層 

 

 

 

大阪総軍 

低位段丘層 

 

 

水分層 

唐ノ浜層群 

 

低位段丘層 

 

 

中位段丘層 

 

 

高位段丘層 

 

４）特殊土の分布 

 地域には、それぞれに特有の地形と地質があり、ある地域にしかないような特殊な土質

が存在します。そこで以下はこの特殊土について考えてみます。 

 特殊土の定義は必ずしも明確ではありませんが、一応「普通の土とはその性質がいろい

ろの意味で違ったところがあり、しかも現場でよく出会ってその取扱いが問題となる土」
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であるといえるでしょう。そしてその種類としては、土の粒子に特殊性があるものと、土

の構造に特殊性が現れる場合とがあり、また普通の土が環境的に特殊土に変化する例もあ

ります。 

 第１の例は火山灰土によく見かけるもので、例としては土粒子比重が1.9～2.4と小さい

しらすや、多孔質の火山礫で破砕すると泥ねい（濘）化するものなどが挙げられます。第

２の例としては、締め固めのときの最大乾燥密度が10kN/m3（1.0tf/m3）にも達しない

関東ロームや、砂質土でありながら保水性の極めて大きな稲城砂などがあり、また第３の

ものとしては細砂で普段には十分な支持力をもっているのに地震時には全く液状化してし

まうクイックサンドや寒冷地で凍結によって特異な性質を示す凍土が代表的な例です。 

 図2.1.2-5に日本における火山性堆積土の例を示します。 

 九州や関東以北の台地上には、火山性の粗粒土であるしらすや細粒土である関東ローム

などがかなり広く分布しています。これらは代表的な日本の特殊土というべきものです。 

 また泥炭のような高有機質土は低地にみられる定積土ですが、その分布は意外に広く、

北海道から九州にまで及んでいます。泥炭のような高有機質土は、素材的にも構造的にも

まさに特殊土というべきものでしょう。 

 その他にも、我が国の山地では、花崗岩地帯にまさ土が残積しています。それは節理に

沿って、意外に深いところまで風化が進んでいます。また日本海側の第三紀泥岩層や中央

構造線沿いの結晶片岩地帯などでの地すべりも、局地的ではあっても困難な問題です。 
 表2.1.2-4には全国に分布する土の俗称名を示します。 

表２．１．２－４ 土の俗称名 

俗 称 名 分布地域 土 質 お よ ぴ 特 徴 

砂     礫 全     国 礫、砂の混合土 

ま  さ  土 全国（中国、近畿地方に多い） 花崗岩質岩石が風化した残積土もしくは崩積土 

山     砂 全     国 更新世より古い地層の丘陵、台地または山地に分存する砂 

し  ら  す 南九州、東北、北海道の一部 火砕流非溶結部、降下軽石およびその二次堆積物 

コーラルリーフロック 沖 縄 地 方 石灰岩破砕物 

さ ん ご 砂 利 沖 縄 地 方 さんご破砕物 

ぼ     ら 南九州地方  降下軽石層 

灰     土 熊  本  県 阿蘇火山噴出物で鋭敏比が高い土 

灰     砂 九 州 地 方 軽石流堆秋物の非溶結部 

北海道火山灰土 北  海  道 火山灰質砂 

関東ローム 関 東 地 方 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

岩手口ーム 東 北 地 方 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

蔵王ローム 東 北 地 方 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

信州ローム 長  野  県 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

山梨ローム 山  梨  県 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

大山ローム 山 陰 地 方 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

赤  ぼ  く 九 州 地 方 火山灰質高含水比粘性土、鋭敏比が高い土 

黒  ぼ  く 全     国 有機質火山灰粘性生 

泥     炭 北  海  道 植物繊維を含む高有機質土．含水比．圧縮性が非常に高い土 

土     丹 全     国 固結度の低い泥岩、洪積層の硬質粘土層 

島 尻 粘 土 沖 縄 地 方 固結皮の低い泥岩 

鹿  沼  土 栃木県鹿沼地方 火山灰土（軽石風化物） 

粟     土 北関東地方 鹿沼土の別名 

味  噌  土 山  梨  県 鹿沼土の別名 

有 明 粘 土 九 州 地 方 有明海沿岸の鋭敏比の高い海成粘土 

ぼ     た 九 州 地 方 石灰の採炭かす 
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２．１．３ 地形と地盤構造  

 地盤の構造を把握するためには、まず地形を観察する必要があります。そして、その地

形がどのようにして、どのような地層が、どのように重なりあっているかをイメージする

ことが大切です。ここでは多くの人が暮らす平野部を形成する主な地形を中心に解説しま

す。 

 図2.1.3-1は地形毎に推測される堆積層序の基本形を示しています。 
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     図２．１．３－２ 

１）段丘・台地 

（１）海岸段丘 

 海岸や河岸にみられる連続した急崖で区切られた平坦面は段丘と呼ばれています。段丘

は海水準の変化や河道の標高の変化によって形成

されたものです。 

 日本の海岸平野では氷期の海退と間氷期の海進

との繰り返しによって広い海岸段丘が形成されて

います。段丘面の下には、その面を形成した地層

が分布しています。それは広い海岸段丘では海進

時に堆積した粘土や砂や砂礫です。 

 海岸段丘のでき方の順序は次のようになります

（図 2.1.3-2 参照）。 

①海退。砂礫層が堆積する。 

②海進。厚い海成層が堆積する。 

③海退。海成層に谷が刻まれ、谷底や海岸に砂礫

層が堆積する。海成層は圧密して固結する。 

④海進。谷や海を埋めて海成層が堆積する。 

⑤海退。再び谷が刻まれ、谷底に砂礫層が堆積す

る。海成層は圧密して固結する。 

⑥海進。再び谷を埋めて海成層が堆積する。海退

まで海成層は軟弱なままである。 

 このような海進と海退の繰返しによって、海岸平野に数段の段丘が形成されます。各段

丘面の下には、それぞれ異なった地層が堆積しています。堆積した時代が異なるため、固

結の程度もそれぞれ違っています。 

（２）河岸段丘 

 河岸の段丘では、かつての河床の砂礫や砂が堆積していますが、河岸段丘のできかたは

図2.1.3-3のようになります。 

 ①河川勾配が急で谷底で浸食が盛んに行われている。 

 ②河川勾配が緩やかになり、河床に砂礫が堆積する。 

 ③流路が左岸側に移動して新しい谷をきざむ。右岸側に残された砂礫の上には火山灰（ロ

ーム）が降り積る。 

 ④再び流路が右岸側に寄って、新しい谷をきざむ。左岸側の砂礫の上には山腹から崩れ

落ちた岩屑（がんせつ）が堆積する。 

 このように、河岸段丘は河川勾配の変化と流路の移動によって形成されます。河川勾配

の変化は、多くの場合、海水準の変化に起因します。 

（３）ローム台地 

 火山地帯では表面が関東ロームのような火山灰に覆われていることが多いものです。地

表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫や硬い粘土からなり、軟岩状になっているこ

ともあり、良好な地盤です。 
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               図２．１．３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沖積低地との境界は、崖になっていることが多く、地層の切り口（露頭）の観察ができ

ます。 

 また、中部地方、関東地方、東北地方などでは低い段丘を除き、段丘面上を褐色の火山

灰層、すなわちローム層が覆っています。 

（４）埋没波食台 

 現在から約6,000年前には海水準は現在より数 m高く、海岸の沖積低地の大部分は海面

下にあって、台地や丘陵地のすそが直接海の波で洗われていました。 

 海水準が上昇しますと、海岸を波浪が浸食して海食崖と海食台がつくられます。海水準

が低下すると海食崖と海食台は内陸に残されることになり、埋没海食台は、旧海食崖と対

になっています。図2.1.3-4は海食崖と海食台のでき方を示したものです。 
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      図２．１．３－５ 

     図２．１．３－４ 

 現在の沖積低地と台地や丘陵地の境界には当時の

海食崖が残され、多くはこれに沿って薄い沖積層の下

に海食台が埋没しています。したがって、敷地が旧海

食崖に隣接する沖積地にある場合には、埋没海食台上

に位置して比較的浅く洪積層や第三紀層に達する可

能性があります。 

 緩傾斜の斜面で台地と沖積地が接している場合は

海食崖ではありません。海食崖は、しばしば直線的な

急崖で特徴づけられます。東京の赤羽駅から上野駅に

至る台地の縁の急崖は海食崖の代表的な例です。海食

崖が外洋に面している場合は広い海食台が形成され、

内湾では狭くなります。 

（５）埋没谷 

 敷地が埋没海食台の上にあって、浅く基盤が確認さ

れていても、図2.1.3-5に示すように台地に刻まれた

谷の出口などには埋没谷があって、局所的に基盤が深

くなっていることがあるので注意を要します。いずれ

も敷地周辺の台地の地形を観察することによって予

測することができるでしょう。台地から遠く離れてい

る沖積地にも埋没海食台や埋没谷がありますが、この

ような場合には、地表の地形や露頭から予測すること

はできません。 

 海食崖の下部に第三紀層や海成の洪積層が露出し

ている場合、海食台の基盤をなしているのは同様な地

層である場合が多いので、これを観察して、土質の種

類、固結の程度などを記録しておくことも必要です。 

２）海岸低地  

（１）海岸砂州・砂丘・潟湖（かたこ）跡 

 沿岸海流があると三角州の先端に堆積するはずの

砂が流されて海岸に沿って漂流（漂砂）し漂着した

海岸で波で押し上げられ、微高地（海岸砂州）をつくることがあります。細粒土は洗い流

されてしまい、砂だけからなることが多く、比較的良質な地盤ですが、地震時の液状化に

は充分な注意を要します。 

 海岸の砂丘や砂州、これに囲まれた堤間湿地なども地形と植生等を観察することで把握

することができます。図2.1.3-6に海岸部の地形の区分を示します。 

 砂州は潟湖性湿地より地形がわずかに盛り上がっています。地盤が比較的よいことと井

戸を掘れば水が得られるため現在の海岸沿いの砂州を除き、古くから集落が発達し、寺院

や神社も見られます。さらに高い樹木が生え、水はけがよいため畑地として利用されてい

ます。古い砂丘は湿地の中に埋もれており、その特徴が不明瞭です。一方、湿地は、水田 
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として利用されていることが多く、未利用地はあしなど湿地の植物が生えています。地盤

が悪いため、最近、湿地を埋め立てて建てられた工場や住宅を除き、あまり建物は多くは

ありません。 

 砂州や潟湖性湿地のでき方は次のようになります。 

①海中に粘土や砂が堆積する。 

②浅くなった海中に砂州が形成され、陸との間は潟湖になる。 

③潟湖に腐植物が堆積して湿地化する。 

④新しい砂州が形成され、古い砂州との間が湿地となる。古い砂州は湿地の中に埋もれて

項部をわずかにのぞかせている。 

 図2.1.3-7に示した潟湖性湿地のでき方から明らかなように、湿地の下には、下位より

砂礫層、海成粘土、砂層、腐植土の順に堆積しています。 
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      図２．１．３－７ 

 砂州は砂や礫が海流や波浪によって運搬されて堆

積したもので、一方、砂丘は風が海岸の砂を吹き寄

せて形成したものです。したがって、外見の形は海

岸線に平行に連なっているので砂丘も砂州もよく似

ていますが、砂州が海面よりさほど高いものはない

のに対し、砂丘は海面よりかなり高く、時に海抜

30m以上盛り上がった砂丘が形成されます。  

 砂州は砂を主体とし、よく円磨された礫を含んで

います。砂丘の砂は粒度のよくそろった円磨された

細砂です。ただし、砂丘は砂州から発達したもので

あり、砂州は多くの場合は一部に砂丘的な風成層を

伴っているのが普通です。 

 海岸砂州で海が区切られてできた湖が、細かな土

粒子や泥炭などでしだいに埋まりますと、潟湖跡と

なります。潟湖跡の地表面付近は、きわめて軟弱で

す。 

 成因は、後述のせき止め沼沢（しょうたく）地跡

と同じと考えてよいのです。海岸線に平行してでき

た砂州や砂丘の背後に形成された潟湖に堆積したも

ので、含水量の多い粘土、シルト、ピートなどからなります。普通水田として広く利用さ

れていますが、宅地化されず湿地帯として放置されていることも多いのです。比較的明瞭

に長く続く砂丘や旧海岸砂州地など、周囲の地形関係からも読みとることもできます。よ

く発達した砂州や砂丘の背後には、たいていこの種の軟弱地盤が形成されています。 

 概して砂丘や砂州に近い部分ほど条件はよくなりますが、 N値は５以下で、後背湿地同

様ゼロに近いこともあり、基礎地盤としてはきわめて悪いのです。 

（２）三角州 

 河川が海に入りますと、運搬してきた細粒土を河口付近に堆積し、干潟や州（す）がで

きます。流れは何本にも分岐し、流れにはさまれた州の形が三角をしているので三角州と

も、またギリシャ文字の形をとってデルタ（Δ）とも呼ばれます。 

 平面形は、運搬土砂の量や海流などによって異なり、円弧状、鳥足状、尖角状などを示

します。 

 地表面は非常に平坦で傾斜はわずかで、洪水・高潮のたびに全体が水をかぶります。細

かい土粒子が堆積したため地盤は軟弱で、地盤沈下を生じたり、地震時に液状化を起こし

たりします。地下水面も地表から0.5m～2.0mの範囲にあることが多いのです。 

 流路はこまかく枝わかれして流下しています。表層部数 mは比較的粗粒で、粒度のそろ

った礫・砂・シルトからなることが多く、その下はこれよりも細粒で軟弱な粘土層（底置

層）からなり、全体として厚さ30m～50mに達することがあります。大河川の末端には

もちろんのこと、中小河川にも認められます。 

 三角州には工学的にみてつぎの点で問題があります。 
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①まったく固結しておらずきわめて軟

弱で砂からなる表層部でも N値 10 以

下、その下は 5 以下のことが多く、基

礎地盤としては悪い。ことに地震時の

構造物の不同沈下などの災害が多いと

ころです。支持力不足はもちろんのこ

と、砂質の部分ではクイックサンド現

象を起こしやすく、地下水汲み上げな

どにより地盤沈下（圧密沈下）を起こ

す地域もあります。 

②三角州は低いところにあるため（地

盤高３m 以下が多い）洪水や高潮の危

険にさらされがちです。 

 三角州のなかの自然堤防は、氾濫原

に認められるものよりも比高が小さい

うえに（数 10cm 以下）、構成粒子も

細粒の砂やシルトからなります。伊勢

湾台風のときに高潮の押し寄せた範囲

は、ほとんど濃尾平野の三角州の地域

に限られ、氾濫原には及ばなかったと

記録されています。 

③三角州の地域は地下水位が浅いのが

普通です。 

 図2.1.3-8に示すように、三角州は、

次のような形成過程をたどります。 

①隣りあう浅瀬の間の水や、浅瀬と河

岸間の水は、海や湖にでると慣性で沖へ流れますが、流れは河口から扇形に広がります。 

②海に入ると流速が衰え、堆積がはじまります。その際、堆積は流速の遅い流路の両側か

らおこなわれて、水中に高まり（水中自然堤防）を生じます。 

③堆積の進行とともに海面上に鳥足状の自然堤防が現れ、水はそれらの間を流れます。こ

の状態にある扇状地は鳥足状扇状地と呼ばれます（たとえば利根川下流の十六島）。 

④さらに堆積が進むと主流路以外の自然堤防状の部分はしだいに埋めたてられ、いくつも

の分流をもった三角州独特の地形をつくり、流路間は島状になります。こうして海岸線が

円弧状となり、円弧状三角州や多島状三角州ができます（たとえば江戸川、多摩川の三角

州）。 

⑤上流から土砂供給の多い三角州では、さらに堆積が進んで堆積部分は海へ突き出してい

くため、尖角状三角州となっていきます（たとえば安倍川の三角州など）。 

⑥海や湖水の浸食・運搬力が強い場合は、ほとんど扇状をなさない三角州となります（た

とえば信濃川、最上川の三角州など）。 
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表２．１．３－１ 主要河川の海岸三角州の特徴 

層   序 成 因 性    状 層の厚さ N  値 備  考 

沖積陸成層 

 

 

陸成層 

（河成） 

 

縄文海進以降、それまでにできた

三角州面が陸化した後の河成堆積

物で、砂質～シルト質の自然堤防

や、泥炭を含む粘土質の後背湿地

等の堆積物からなる。 

5m 以下 20 以下  

現在の三角州の前置層である。層

厚は 7～10m と共通し、さらに共

通した深さで沖積泥層と界してい

る。これは現在の三角州の形成が

縄文海進の最も進んだ時期を起点

として始まったことを示す。 

7～10m 10～30（三

角 州 の か げ

では 5 以下

のことあり） 

 

縄文海進が急速に進んで、三角州

性の堆積が前方へ拡大するよりも

海進の方が速く進展したので、そ

れまでは三角州の前置層堆積の状

態（沖積下部砂層）から底置層へ

移っていったために形成された泥

層である。この層が三角州の軟弱

地盤の主因をなす部分で、地盤沈

下の素因をなす。 

沖積層の厚

さによって

違うが、大

河川の河口

では 30m

以上 

5 以下 三角州地帯における軟

弱地盤の主因。 

沖積上部砂層 

 

 

 

 

 

 

沖積泥層 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖積下部砂層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海成層 

（三角州性） 

 

 

最低位海面期の後縄文海進が急速

に進み（100 年間に 60cm の割で

進んだともいわれている）、それま

でに形成された扇状地が沈水して

できた三角州性の堆積物で、当時

の三角州前置層に当たる。 

5～10m 10～30 基底礫層と下部砂層の

間には扇状地が沈水す

る間際に湿地化した際

に堆積した薄い泥炭層

（基底泥炭）を挟むこ

とがあり、これは沖積

層の下底をなす不整合

面上にあり、沖積層の

基底を表わす。 

沖積層基底礫

層 

陸成層 

（河成） 

海面が最も下がったとき（最低位

海面期）に形成された扇状地性の

堆積物であり、沖積層の基底礫層

（洪積層との境）である。 

10m± 30 以上  

 表2.1.3-1に主要河川の海岸三角州の特徴を示しました。三角州はこれらのどの過程に

あるかということや、海や湖の浸食

力、上流からの供給土砂量などによ

っていろいろの形のものができ、分

布はその形状から判断せざるをえま

せん。 

３）氾濫低地 

（１）自然堤防 

 沖積平野にみられる自然堤防は、

平地を流れる河川の岸に洪水時に土

砂が堆積したものです。自然堤防の

外側には後背湿地が形成されます。 

 図2.1.3-9に示すように、自然堤

防は周囲に比べ小高くなって樹木が

生え集落が発達し、畑地としても利

用されています。自然堤防の堆積物
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は氾濫原より粗粒で小礫や粘土を含む粒度配分のよい土砂です。 

 現河川や旧河道の両岸や片岸に、帯状をなす微高地（まわりより0.5～3mほど高い）を

自然堤防と呼びます。洪水時に河道からあふれた水が、河道の外側に砂や砂礫を堆積させ

てできたものです。溢流した洪水流は河岸で土砂を堆積させたあとは、河道と山地間に滞

溜して後背湿地を形成します。洪水時に河道からあふれた泥水は、急に水深が小さくなる

ため掃流力が弱くなって、河岸に粗粒な礫から砂まで順次堆積します。自然状態でこうい

う洪水氾濫が繰り返され、河道両岸には後背湿地より数10cm～数m高い自然堤防ができ

ます。 

 自然堤防の断面は自然状態では河道側が急傾斜で外側が緩傾斜を示します。 

 平面形は河川沿いに不規則な帯状（幅数10m～１km程度）を示すことが多いのです。

一般には扇状地帯や三角州帯にはまれで、これら両者の移化帯の氾濫原に多いのですが、

扇状地にも砂礫質の微高地が流路の両岸にできますし、三角州にも認められることがあり

ます。 

 自然堤防は主に砂や小礫からなるため N値は５以上で排水性がよく、乾燥していて住宅

などの小規模建築物の基礎地盤としては良好です。 

 微高地のために、中小洪水に対しては比較的安全で、冠水することが少ないため、昔か

ら平地の集落は自然堤防上によく発達してきました。宅地のほか畑や桑畑、果樹園などに

利用される反面、保水性が悪く水田としての利用は少ないのです。 

 自然状態で河道は一定していたわけではありませんので、自然堤防の形成も同一場所に

限られません。地表では自然堤防でも、ボーリングすると深所でシルトや粘土になること

があり、深部まで均一に砂や砂礫からなると考えることはできません。 

 主河道の自然堤防が、支川の入口をふさいで分布していますと、ふさがれた支川の低地

はせき止湖沼跡となって、軟弱地盤となっている可能性が強いのです。 

（２）後背湿地 

 河川沿いに発達する自然堤防背後の低平な部分（自然堤防より１m前後低い）を、後背

湿地といい、旧中州や自然堤防などの微高地の部分よりも細粒物質（粘土、シルト、細粒

砂など）の含有率が高く、局所的には有機質土をはさみます。これは洪水で自然堤防の高

まりを溢れた氾濫水が、自然堤防で河道への排水を妨げられ、長期間滞水して次第に細粒

物質がたまるためです。 

 後背湿地は保水能力に優れ、水田に利用されていたり沼沢地が残っていたりします。河

道位置が長い間固定し安定した自然堤防のある地区ほど、後背湿地による軟弱地盤は厚い

のです。 

（３）旧河道 

 旧河道は以前河道であったところが、河道の変化などによって部分的に本川から切り離

されて湖沼となり、さらに細粒泥土で埋積された地域です。普通地表下２m～３mまで（大

河川の旧河道では４m～10mにもおよぶことがある）は非常に軟弱ですが、それ以深には

たいてい礫層が分布します。図2.1.3-10では、かつて蛇行した流路の痕跡が旧河道とし

て残された様子が良くわかります。 

 軟弱地盤性の旧河道は、河川勾配のゆるい大河川ほどできやすいのです。 

 旧河道は、その部分を埋める堆積物からみますと下部に砂礫層があり、その上に粘土層
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         図２．１．３－１１ 

 
           図２．１．３－１０ 

が分布するタイプと砂礫層を主体とし、表層部は砂質となっているタイプに区分されます。 

前者は“古い時代の旧河道”、後者は“新しい時代の旧河道”であることが多いのです。 

 旧河道は多くの問題点をもってい

ます。 

①旧河道を埋める堆積物の上部が

厚い粘土質物質からなる場合は、後

背湿地と同様、軟弱地盤となってお

りほとんど支持力が得られません

し、局所的な沈下を生じることもあ

って、宅地としては難点があります。

②水で飽和された細粒砂や粘土層

の厚い下流部の大規模な旧河道や

その埋立地は、地震時に地盤が液状

化しやすいという問題があります。

③“古い旧河道”は軟弱地盤で排水

が悪いだけでなく、洪水時には浸水

しやすく主流路となることが多い

のです。 

 旧河道の地形的特徴は、まわりの

平野部より0.5mほど低く、帯状をなしていて、多くは水田や湿地となっています。水田

の場合、畔の位置が旧河道の輪郭を示していることがあります。市街地では、町並は旧河

道に沿う自然堤防上に形成され、旧河道には新しい学校や工場、浄水場、生コン工場、公

園などが立地することが多いのです。 

 地形図上では古い地形図を使った方が、ほ場整備や無秩序な土地開発が進んでいないた

め、読み取りやすいといえます。 

（４）扇状地 

 山地を流れてきた急流河川が平たん地に出

ると流速が減少してそれまでに運搬してきた

粗大な砂礫を堆積させます。その平面的な形

が山地からの出口を要とした扇形をしている

ので扇状地と呼ばれます。また急な谷の出口

には、土石流の末端が小扇状地を形成するこ

とがあります。 

 扇状地は図2.1.3-11に示した扇状地の断

面からもわかるように、沖積平野の入り口にあたり、砂礫・玉石・転石を主体とする良好

な地盤です。しかし、谷の出口にあるため洪水・土石流などの危険があります。多量の被

圧水・伏流水があります。 

 扇状地も地形的に特徴があります。ただし、小規模で典型的なものでない限り、現地で

の地形はほぼ平坦にみえますから観察だけでは分かりにくいかもしれません。地形図や土

地条件図などで確かめておきましょう。 
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 図2.1.3-12に石川県の手取川扇状地の地形を示します。扇頂の鶴来町を中心にした同

心円状の等高線がみられます。このような扇状地では、厚い砂礫層が堆積しています。水

はけがよいので果樹園や桑畑などに利用されています。 

 扇状地の末端部では地下水がゆう（湧）出していることがあります。地盤もよいので古

くから集落が発達しています。 

４）丘陵地・山地  

（１）谷底低地 

 山地や丘陵地の河谷や台地に刻まれた小河谷には、その底部に軟弱層を堆積しています。  

 水系の規模や、谷の広さによって軟弱層の厚さが異なります。後述する3.1.1項の「水

系と広がりを視る」を参照してください。 

（２）おぼれ谷・せき止め沼沢地跡 

 土砂供給力のない小河川の谷の出口が、自然堤防や三角州の堆積物でふさがれるとおぼ

れ谷となります。おぼれ谷は、潟湖跡と同様、泥炭などきわめて軟弱な地層で構成されま

す。 

 土砂供給の多い大きな河川では、主河川から供給された砂や礫が、主河川にそそぐ小渓

流や小河川の出口をせき止めるように堆積します。このため出口を閉ざされた小河川側で

は湖や沼地を形成し、その部分が沼沢（しょうたく）地となり、軟弱層となっていること

が多いのです。このような堆積状況は、海岸地域の沿岸流によってできた砂州に原因して

できる潟湖跡などと同じです。 

 これらの堆積物は、上記のような主河川での洪水流や沿岸流に直接さらされずに、低流

速でゆっくり運ばれますが、泥水の一時的な滞留によって堆積した粘土・シルトなどから

なり、分布地域の一部に湖沼や沼沢地が残るところもあります。一般に水田に利用されて

いますが、あまりに湿地すぎて荒地として放置されていることも多いのです。一般に N値



 62 

        図２．１．３－１３ 

                図２．１．３－１４ 崖錐の分類 

は５以下で、ほとんどゼロに近いことも多く、構

造物の基礎地盤としては非常に悪いといえます。 

（３）崖錐 

 丘陵や段丘崖（だんきゅうがい）の足下、山地

の急斜面の下には崖から崩れ落ちた岩塊や土砂

が堆積しており、地下水が浸み出ていることがあ

ります。地すべりが押し出した土砂の端末であっ

たりもします。図2.1.3-13に崖錐堆積物の断面

構造を示します。 

 崖錐の性質は形成過程や風化程度によって異

なります。土木工学的見地から広義に崖錐を区

分すると図 2.1.3-14 のようになります。 

(1)崖錐 

 日常的な風化・削剥（さくはく）によって生産された山腹上の土砂が重力の作用で落下し、崖や急傾

斜山腹の裾部に堆積したもので，崖錐脚部に大礫、崖錐頂部に細礫が多い。 

(2)急傾斜沖積錐 

 小渓流の上流部から士石流的な押し出しによってくりかえし供給された土砂が，沢口に扇形に堆積し

た扇状地のヒナ型のようなものである．構成物は集合運搬的に押し出されてくるため，大小雑多に入り

混じっている。 

(3)土石流やなだれによる舌状巨礫堆 

 わが国の場合は主として土石流によって形成された堆積物で，山裾直下から離れたところに舌状に分

布する。構成土砂はｂ．ほど雑多ではなく、舌状の先端部付近には大礫が多い。 

(4)崩壊残土 

 山腹崩壊下には、崩壊した岩塊や土砂が舌状に残存する。礫径は巨塊をなすことが多い。供給地側が

堅固な岩盤であれば急傾斜で厚く、第三紀のシルト岩。砂岩などの場合は緩傾斜で薄く粘質である。 

(5)地滑り土塊 

 山腹の一部が落下堆積したもので、営力、堆積物の点で崖錐に含めることが多い。 

(6)麓屑（ろくせつ） 

 山の大小と関わりなく、山腹上方から長い時間をかけて匍行（ほこう）してきた土砂が“崖錐”とし

てたまったものを麓屑（ろくせつ）と云う。 

 これらの崖錐の構成土砂は多様ですが、いずれも未固結で浸食に弱い。堆積物は透水性

が大きく末端からは地下水がしみ出していることが多く地滑りを起こしやすい。植生が侵

入したものは力学的な平衡状態にある。崖錐中腹や裾地を切り土すると崩壊を起こしやす
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          図２．１．３－１５ 

い、などの共通する特徴があります。 

５）宅地としての総合評価  

 以上のように、地形はそれぞれ特徴的な地表面形状と地層を持っています。このことか

ら表2.1.3-2のように宅地としての地盤性能に各地形ごとのおおよその評価を与えること

ができます。表2.1.3-2は一般的に見た宅地基礎としての沖積平野の評価を示したもので

す。また図2.1.3-15は平面的に見た宅地評価の表示例を示しています。 

表２．１．３－２ 一般的にみた宅地や構造物の基礎としての沖積平野の評価 

地盤区分 支持力 不同 

沈下 

地下 

水位 

災害 総合評価 備考 

非軟弱地盤 扇状地 

自然堤防 

海沿いの自然堤防 

砂州・砂丘 

風化表土 

◎ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

△ 

○ 

△ 

△ 

△ 

○ 

○ 

△ 

○ 

○ 

新しい扇状地は問題 

 

 

切土平坦化部が問題 

軟弱地盤 溺れ谷・埋積地 

三角州 

潟湖跡地 

せき止沼沢地 

堤間低地 

旧河道 

丘陵などの谷底低地 

後背湿地 

その他の軟弱地盤 

× 

△ 

× 

× 

× 

× 

△ 

△ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

△ 

△ 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

△ 

△ 

× 

× 

△ 

△ 

× 

× 

× 

△ 

△（×） 

△ 

× 

△ 

× 

× 

× 

× 

△ 

△ 

× 

 

 

 

 

液状化しやすい 

 

 

 

軟弱地盤への盛土 △ △（×） △ × △ 液状化しやすい 人工盛土地 

非軟弱地盤への盛土 ◎（○） ◎（○） ◎ ○ ○  

凡例 ◎：問題ない ○：ほぼ問題ない △：不適な場合がある ×：多くの場合不適 （ ）は、時々あり 

平地造成地でのチェックリスト 
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      図２．２．１－１ 土地の変遷  

 

２．２ 既存資料の収集と活用  

２．２．１ 既存資料の種類と効用 

１）土地の変遷を知る 

 地盤調査に着手する前に、調査地

域の各種の資料を収集しておくこと

は大切です。 

 図2.2.1-1は古い記録から推定さ

れる東京の江戸城築造当時の地図で

すが、現在の水道橋から飯田橋（後

楽園球場）にかけ白鳥池・小石川沼

と呼ばれる湿地帯があったことが分

かります。これらの池や沼は、江戸

時代から明治年間に次第に埋め立て

られ市街地となりましたが、関東大

震災（1923年）のとき、地震動に

より家屋に被害の多かったところは、

このような埋立地でした。 

東京は既存のボーリング資料の

多いところで、過去の資料で地質状

況はかなり判断できます。既存資料

として、周辺の既に実施されたボー

リング資料が集められれば、調査す

べき深度の決定や、調査における留

意点などについて見当をつけること

もできます。 

静岡県の沼津市から富士市に至る

間は、海岸沿いに砂丘があり、古く

から東海道の街道となって開けてい

ました（図2.2.1-2）。この砂丘と北

方の愛鷹山山ろく（麓）は、広大な

湿地をなし、浮島原と呼ばれて、田

植えには舟と田下駄を用いたほどの

軟弱地盤です。明治20年（1887）

には、須津沼が存在しましたが、第

二次世界大戦後には、須津川（鈴

川）・沼川を残すのみで沼は消えてし
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           図２．２．１－２ 地形の変化 

まっています。 
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２）既存資料から得られる情報 

 地盤のロケーションは、現地でのロケーションの前に、ペーパーロケーション（紙上踏

査）を行います。既存のいろいろな資料をロケーションして、当該地盤の概要をあらかじ

め頭にインプットしておきましょう。 

 濃尾平野の揖斐川下流には、土地のさく井業者の間で、昔から３間床（ドコ）、17間床

と呼ばれる砂層もしくは砂礫層からなる帯水層の存在が知られていました。３間床の水質

は金気があり不良ですが、17間床の水質は良好で往時は地表に自噴する被圧水でした。３

間床は、沖積層中の砂層であり、17間床は洪積層の砂礫層で N値50以上の良好な地層で

す。 

このように、既存のボーリング資料、古文書、古い地形図の収集、あるいは地元におけ

る聞き込みは調査に有効なことが多いのです。 

既存質料として、敷地近辺で行ったボーリング柱状図の他にも地形・地質の情報が得ら

れる資料がたくさんありますから、できるだけ多くの資料に当たり、まず対象とする敷地

周辺の地形条件を考えるところから始めましょう。 

ペーパーロケーションに用いる資料の種類には、地形図、空中写真、地盤図、地質図、

土地分類図、土地条件図、造成計画図、公図などがあります。 

 慣れてきますと、既存資料のみからでも、次のようなことが判ってきます。 

 ａ．軟弱地盤の分布・規模・性状 

 ｂ．地質情報の概要に関する情報 

 ｃ．土質・土性に関する情報 

 ｄ．地表水・地下水の有無や流動経路などの情報 

 ｅ．発生する可能性のある自然災害のタイプなどの情報 

 ｆ．その他環境条件に関する情報 

 予備調査段階で必要な地形・地質関係資料の種類と入手方法、使用の際の注意点を2.2.2

項で述べます。 
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２．２．２ 既存資料の入手法 

１）地形図 

（１）新版地形図 

 表2.2.2-1に主要な地形図の種類を示しました。この他、各市町村では1/10,000程度

の地形図を持っています。都市部では1/25,000の都市計画図があります（表2.2.2-2）。

国土交通省（旧建設省）の工事事務所、営林局もしくは営林署、公団なども、1/5,000～

1/10,000程度で独自に図化している場合が多いので、それらを収集して利用することも

できます。表2.2.2-3に入手先を示します。 

表２．２．２－１ 

図    名 備        考 

1/10,000 地形図 

1/25,000 地形図 

1/50,000 地形図 

1/2,500 国土基本図 

 

1/5,000 国土基本図 

主要都市部中心に刊行中。一般主要書店で購入できる。 

全国をｶﾊﾞｰ。一般主要書店でも購入できる。 

全国をｶﾊﾞｰ。一般主要書店でも購入できる。 

青焼図･印刷図･第 2 原図で購入できる。 

市町村の管内図として利用されていることが多い。. 

市町村の管内図として利用されていることが多い。 

古地図 国土地理院で閲覧可 

表２．２．２－２ 

図    名 発行機関   備        考 

都市計画図 1/2,500 日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ 全国主要都市 

表２．２．２－３ <入手先> 

(財)日本地図ｾﾝﾀｰ 

(財)日本地図ｾﾝﾀｰ筑波支所 

(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ 

国土交通省 

日本地図共販株式会社 

株式会社武揚堂 

内外地図株式会社 

2153-0042 目黒区青葉台 4-96 

2305-0821 茨城県つくば市春日 3-1-8 

2107-0052 港区赤坂 7-10-20 

 

2101-0051 千代田区神田神保町 1-23 

2103-0027 中央区日本橋 3-8-16 

2101-0052 千代田区神田小川町 3-22 

03-3485-5415～6 

0298-51-6657～8 

03-3505-2981 

03-3201-7585 

03-3294-5206～9 

03-3271-2451～5 

03-3291-0338 

 現在、国土地理院では全国を７５枚に区画された 1/25,000 地形図を数値化（ラスタ

化）し、CD-ROM 版として販売しており容易に購入することができます。 

 また国土地理院ではインターネットによる地形図の閲覧サービス（試験公開）も実施し

ています。このシステムでは，国土地理院が刊行している全国の 1/25,000 地形図を数

値化（ラスタ化）した地形図画像を基に，閲覧用として単色化しており編集・加工した地

形図画像を閲覧することができます。日本地図センターで購入できます。 
  一画面で閲覧できる範囲は，1/25,000 地形図を 4 分割した範囲（東西約 6.0km×南

北約 4.5 km）です。なお，北緯 30 度 40 分（種子島付近）以南の地域については 6 分

割されています。地図画像の解像度は 125μm/pixel (約 203pixel/inch)です。 

（２）旧版地形図 

 大正末期ごろから昭和の初期にかけて、全国で1/25,000の地形図が整備されました。

それは、今日のような大規模な土工事をするような土木技術がなかった頃のものですから、

自然の地形と自然依存の土地利用が濃厚に残されています。 

 古い1/10,000、1/20,000、1/25,000、1/50,000、1/200,000など各種あり、 

国土地理院で謄本交付（コピー）がされています。 

 国土地理院の定番地形図の他にも各種の旧地形図が出版されています。 
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①「日本図誌体系」は全国の主だった都市部を中心に明治時代から、昭和40年代までの地形図を年代順

に配列し地域の変貌について解説した図書です。「北海道・東北Ⅰ」、「北海道・東北Ⅱ」「関東Ⅰ」「関東

Ⅱ」「中部Ⅰ」「中部Ⅱ」「近畿Ⅰ」「近畿Ⅱ」「四国」「中国」「九州Ⅰ」「九州Ⅱ」の全12刊に分かれてい

ます。 

②「昭和前期日本都市地図集成」は日本全国82都市域の昭和前期を概観する大縮尺地図91葉を収録。

明治・大正編および現在国土地理院が作成刊行中の1/10,000の地形図との併用によって都市の変遷を

追跡できます。出版されている都市は以下の通りです。 
東京／京都／大阪／堺／尼崎／横浜／鎌倉／神戸／姫路／長崎／新潟／長岡／高田／浦和／大宮／前橋

／高崎／千葉／水戸／宇都宮／栃木／奈良／津／名古屋／豊橋／静岡／浜松／甲府／大津／彦根／岐阜

／長野／仙台／福島／会津若松／盛岡／弘前／青森／山形／米沢／秋田／福井／金沢／富山／鳥取／松

江／浜田／岡山／広島／尾道／下関／山口／和歌山／徳島／高松／丸亀／松山／宇和島／高知／福岡／

久留米／門司／小倉／大分／佐賀／熊本／宮崎／鹿児島／那覇／札幌／函館／小樽／旭川 

③大都市圏では1/10,000の地図と1/25,000の新旧地図を用いた「明治前期・昭和前期○○都市地図」

が出版されています。発行都市は神戸／大阪／東海／横浜／東京などです。 

④「地図でみる○○の変遷」と題して５枚組の地図が（財）日本地図センターから出版販売されていま

す。例えば「地図で見る横浜の変遷」に収録されている地図は、明治39年～平成７年までの５枚組で編

集されており、地形の変化を追跡することができるようになっています。現在、東京／多摩／札幌／岐

阜／横浜／つくば／金沢／仙台／神戸／長崎／広島／旭川地方などが出版されています。 

２）空中写真 

 表2.2.2-4に示した空中写真は、現在利用できる国土地理院や林野庁で撮った写真を示

したものです。 国土地理院が所有する空中写真は、国土の現状把握・各種計画の基礎情報

として、 昭和22年頃から全国を対象に撮影され、その後現在まで数年おきに繰り返し撮

影されたものです。そのため、その時々の地形、土地利用、都市化の状況等がわかり、 戦

後以降の国土の変遷を捉えることができます。表2.2.2-5に入手先を示します。 

表２．２．２－４ 

空中写真の種類 

名  称 発行機関 縮  尺 情  報･内  容 

カラー 

空中写真 

 

 

密 着 焼 の 縮 尺 1/8,000 ～

1/10,000(平野部) 

1/10,000～1/15,000(山岳

丘陸部) 

カラーなので土地利用、植生がよくわかる｡密着焼の他に、

引伸版、密着陽画原板、スライド(70mm)などがある。 

 全国撮影が昭和 49 年度(1974)から昭和 53 年度

(1988)までに終了しているが、昭和 54 年度から土地利

用の変化の激しい地域や利用度の高い地域で再撮影が進

められている。 

密着焼の縮尺 1/40,000 昭和 21 年(1946)から 23 年(米軍撮影)と昭和 39 年

(1964)から 53 年(1978 年、1/25,000 地形図用)に国

土全域に渡って撮影したもの｡カラー空中写真と同様にサ

イズのバリエーションがある｡   

密着焼の縮尺 1/20,000～ 

1/10,000(都市地域の一部) 

昭和 35 年度(1960)以降に全国の平野部とその周辺地域

を対象に 5～10 年周期で反復撮影されている｡カラー空

中写真と同様にサイズのバリエーションがある｡ 

建設省 

国土地理院 

 

 

 

密着焼の縮尺 1/10,000 米軍が昭和 21 年(1946)から 23 年に主要平野部、鉄道

沿線を撮影したもの｡ 

モノクロ 

空中写真 

 

 

 

 

 

 

 

 林野庁 

指 導部 計画

課 

密着焼の縮尺 1/20,000 

1/16,000 

林野庁および都道府県林務課が山地部を対象に昭和 27

年(1952)以降撮影しているもの｡5～10 年ごとに反復撮

影を行っている｡サイズのバリエーションがある｡ 

 表２．２．２－５ ＜入手先＞ 

(財)日本地図センター 

(財)日本林業技術協会航測部空中写真室 

奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 

2153-0042 目黒区青葉台 4-96 

2102-0085 千代田区六番町 7 

03-3485-5415～6 

03-3261-6952 

0742-33-4821 

 （財）日本地図センターに申し込むと約２週間後に購入できます。申込後の解約・変更

は利きません。購入したいところがわからない人は1/50,000地形図に必要とする地域を

明示したものを持っていくか、センターで空中写真標定図を見せてもらうとよいでしょう。 
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 （財）日本林業技術協会に申し込むと10日程で購入できますが、毎週火曜日がその週の

申込み締め切りとなるので早めに申し込むとよいでしょう。 

 フィルムや標定図のほとんどは航測会社で保管していますが、古いもの（約10年以上）

は奈良の国立文化財研究所に移管されます。 

 また今のところ東京、大阪、名古屋圏に限定されていますが、国土地理院では空中写真

をインターネットにより閲覧できるサービスを行っています。このほかの地域についても、

今後デジタル化の完了したものから順次公開していく予定とのことですから、全国で閲覧

可能となることが期待されます。現在、閲覧可能な空中写真は、表2.2.2-6のようになっ

ています。なお、同システムは空中写真の閲覧を行うためのものであり、 閲覧以外の目的

で使用することはできません。 

表２．２．２－６ 

撮影地域 5万分1地形図の 

検索範囲（索引図） 

撮影時期・縮尺 

東京中心部※1 

東京都23区をほぼカバーする地域で

す。 

「東京西南部」 

「東京東南部」 

「東京西北部」 

「東京東北部」 

1946～ 1947年 約 1/40,000 

1946～ 1948年 約 1/10,000 

1992年 約 1/25,000 

大阪中心部※2 

大阪市をほぼカバーする地域です。 

「大阪西南部」 

「大阪東南部」 

「大阪西北部」 

「大阪東北部」 

1947・1951 年 約 1/40,000 

1946・1956 年 約 1/10,000 

1995 年 約 1/10,000 

1999 年 約 1/30,000 

<H15.1.10公開>  

  名古屋周辺 

「名古屋北部」 

「名古屋南部」 

1946・1947年 約 1/40,000 

1946・1950年 約 1/10,000 

2000年 約 1/30,000 

３）地形分類を主とする図 

 地形分類図には利用の目的によっていろいろな種類がありますが、地盤のロケーション

に有益なものには、土地条件図や、沿岸海域土地条件図、土地利用図などがあります。 

 表2.2.2-7に発行機関、表2.2.2-8に入手先を示しました。また、現時点で発行されて

いる土地条件図および治水地形分類図のリストを付録６の１～２に掲載します。 

表２．２．２－７ 

図     名 発行機関 備      考 

1/25,000 土地条件図 

１０万～２０万分の１土地分類図 

1/50,000 地形分類図 

1/50,000 治水地形分類図 

国土地理院 

国土交通省 

国土交通省 

国土交通省河川課 

主要平野部 地形図同様に入手可 

県別 購入可 

主要平野部 閲覧 

 表２．2．２－８ ＜入手先＞ 
各都道府県の国土調査担当課 

(財)日本地図ｾﾝﾀｰ 

国土庁土地局国土調査課 

国立国会図書館 

(社)全国国土調査協会 

(財)日本地図ｾﾝﾀｰ販売促進部 

 

2153-0042 目黒区青葉台 4-96 

2100-0013 千代田区霞ｹ関 1-2-2 

2100-0014 千代田区永田町 1-101 

2102-0074 千代田区九段南 3-5-2 九段南栄ﾋﾞﾙ 3 

2153-0042 目黒区青葉台 4-96 

 

03-3485-5415～6 

03-3583-8931 

03-3581-2331 

03-3262-1100 

03-3485-5414 

fax03-3465-7689 

 図2.2.2-1は関東地質調査業協会のホームページの中で「大地の解体新書」というサイ

トで提供されている「土地条件図」の範囲を示しています。 

 ここでのサービスの特徴は 1/25,000 地形図と土地条件図とを表示を切り替えつつ調

査地の位置が確認できるもので、無償で利用できます。関東地方・静岡地方を調査エリア 
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    図２．２．２－１ 大地の解体新書  

とする人には大変重宝がられているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）地質図 

 現在入手できる地質図には、表2.2.2-9のものがあります。地質総合センター（旧工業

技術院地質調査所）発行のものと各都道府県発行のもの、あるいは国土交通省（旧国土庁）

発行の都道府県別土地分類図の中の表層地質図の３種類があります（表2.2.2-10）。 

 現時点で入手可能な地質図のリストを付録６の３～４に掲載します。 

表２．２．２－９ 

図 名 縮  尺 発 行 機 関 備    考 

地質図 

地質図 

地質図 

５万～５０万分の１ 

２０万分の１ 

１０～６０万分の１ 

工業技術院地質調査所 

都道府県 

北海道開発庁 

道立地下資源調査所 

全国主要部 岩盤の区分 

 

北海道内 

北海道内 

表２．２．２－１０ ＜入手先＞ 

東京地学協会 

地学文献センター 

内外地図株式会社 

（財）国土開発技術研究センター 

株式会社朝倉書店 

北海道鉱業振興協会 

(財)日本地図センター 

2102-0084 千代田区二番町 12-2 

2183-0054 東京都府中市栄町 l‐18-16 

2101-0052 千代田区神田小川町 3-22 

2105-0001 港区虎ノ門 2-8-10 

2162-0814 新宿区新小川町 6-29 

2060-0061 札幌市東区北 21 条東 2 丁目 1-35 

2153-0042 目黒区青葉台 4-9-6 

03-3261-0809 

0423-62-5050 

03-3291-0338 

03-3291-0338 

03-3260-0141 

011-231-5412 

03-3485-5415～6 

 民間の出版社からでている地質図には朝倉書店発行の「日本地質図体系」のシリーズが

あります。これは地質調査所が監修した地質図集で、日本を９つに分けて各種の地盤図を

集成したものです。既刊の日本地質図体系は、関東地方、中部地方、近畿地方など全国を

７分冊に分けています。 

 全国を網羅する実用地質図としては唯一地質総合センター（旧工業技術院地質調査所）

刊行の 1/200,000 縮尺があり、これは CD-ROM 版（２枚組）として販売されています。 
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        図２．２．２－２ 千葉県が提供する土質柱状図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※CD-ROM 版 地質図の購入は 地質調査総合センター 地質調査情報部地質調査推進室 

           TEL:(0298)61-3601 FAX:(0298)61-3602 

５）地盤図 

 大都市や臨海工業地帯で作られているボーリングデータをまとめ、工学的見地で地盤状

況を解説したものです。 

 地盤図にはたいていの場合、地質学的見地から、何枚かの地盤断面図が付図として付い

ていますから、地盤の大まか

な構造を知るうえでは便利な

ものです。 

 付録６の３に現在入手可能

な各地の地盤図のリストを掲

載しています。 

 また、最近、千葉県が県の

保有する土質柱状図をインタ

ーネットで公開しました。自

治体としては初の試みであろ

うと思われます。官公庁が保

有する土質柱状図の数は相当

な量だと思われますが、これ

を契機に各県において同様の

動きがでてくることが期待さ

れます。 

 図2.2.2-2は千葉県のホー

ムページから抜き出したもの

ですが1/25,000の地形図

の上に打点されているところが柱状図の位置を示しています。 
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               図２．２．２－３ 水害履歴図の例  

６）ハザードマップ 

 地盤の液状化現象を記録した、液状化履歴図や水害履歴など、過去の災害を地図上に記

録したものや、予想される地震や、火山活動についての被害予測などのシュミレーション

結果を地図上に表示したものなどがあります。一般にこのような地図をハザードマップと

云い、災害履歴図や被害予測などがあり、これらは都道府県や市町村が整備しています。 

 図2.2.2-3は水害履歴を示した図で、冠水した地域が示されています。冠水深さが識別

されていますから、周辺で水深が最も深かった地域はその近隣で最も低い土地であること

が判ります。このことは1/25,000地形図などで判らないような微妙な標高が判ることに

なりますから、有機質土（＝腐植土）の分布域を推し量る場合などには有益な資料となる

でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、図2.2.2-4は国土地理院が発行する、地震の際にずれる可能性のある断層を掲載し

た1/25.000の都市圏活断層図です。出版地域は表2.2.2-11の通りです。 

※ 問い合わせ 財団法人 日本地図センター 〒153-8522 東京都目黒区青葉台4-9-6 

     TEL 03-3485-5411  FAX 03-3465-7689 
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         図２．２．２－４ 都市圏活断層図の例  

表２．２．２－１１ 都市圏活断層図の発行地域 日本地図センター 
平成7年調査  

 

江別､恵庭､札幌､仙台､深谷､熊谷､大宮､川越､東京西北部､東京西南部､青梅､八王子､横浜､横須賀･

三崎､藤沢､平塚､秦野､小田原､熱海､伊東､名古屋北部､名古屋南部､半田､津島､桑名､四日市､京都東

北部､京都東南部､京都西北部､京都西南部､広根､大阪東北部､大阪東南部､大阪西北部､大阪西南部､

神戸､須磨､明石､五條､岸和田､粉河､和歌山､広島､小倉､福岡  

平成8年調査 津､奈良､桜井  

平成9年調査 茅野､韮崎､甲府､金沢､新居浜､西条､松山､郡中  

平成10年調査 白馬岳､大町､信濃池田､松本､諏訪､徳島､川島､高松南部､脇町､池田､伊予三島  

平成11年調査 函館､白石､桑折､福島､飯山､中野､長野､富士宮､大分､別府､森  

平成12年調査 青森､新庄､村山､山形､長岡､小千谷､十日町､福井､久留米､熊本､八代  

平成13年調査 帯広､盛岡､花巻､北上､高田､富山､赤穂､飯田､山崎､佐用､松江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 
        図２．２．３－１ 傾斜度を計測する 

２．２．３ 地形を読みとる 

１）地形図読図の要領 

 地形とは、地球表面の起伏状態（凸凹）を指しますが、これらの形態は地形図として表

わされています。地形図には等高線、土地利用状況等が示されており、地盤の状態を知る

ための有力な情報源となります。また、多くの場合最も手軽で安価に入手できます。 

（１）地表の傾斜 

 地表面の傾斜は、宅地の造成計画にかなり決定的な影響を与えます。傾斜が緩いほど土

木的な要素は少なく、土砂の切り盛りがないために造成費用は安くあがります。 

 一方、傾斜がきついと切り盛りの土量が多くなり、その分盛土造成部分が増えますから

造成費用がかさむばかりでなく、宅地としての性能にも大きな影響を与えるために、その

地点の元々の傾斜度が重要になるのです。 

※地形図に表示される標高のうち０m、10 m、20 m、30 mと10 mごとのものを主曲線といいます。

主曲線のうち、０m、50 m、100 mと５本目ごとのものを、特に計曲線といいます。補助曲線は、主

曲線の間隔の真中の標高のもので、５m、15 m、25 mなどが表示されます。 

※特定の地域においては、さらに主曲線の1/4の間隔（2.5 m、7.5 m、12.5 mなど）の補助曲線が表

されていることがあります。 

 等高線を追跡し、傾斜度合いを計測する上で地形図に勝る資料はないでしょう。図

2.2.3-1 で地形図の等高線を読み傾斜度を計測してみます。 

 1/25,000 地形図上のＰ点、Ｏ点はいずれも計曲線上（500 m と 300 m）にあり、図

上での長さは 1.6cm であるとしたとき、図上距離の 1.6cm は 1.6×25,000＝400 m

であり、ＰＯ間の標高差は 200 m ですから、その傾斜は 1/2（45 度）となります。 
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      図２．２．３－２ 崖記号 

流路形態 網状流路 蛇行流路 分岐流路 網状分岐流路 直線状流路 

流路の模式図  

 

 

 

 

 

 

    

流路の状態 ２本以上の流路

で多数の寄州と

中州を伴う 

１本の流路で、寄

州と小さな中州

を伴う 

下流に分岐した

２本以上の流路

で再合流しない 

分岐した２本以

上の流路が下流

で再合流しない 

瀬と淵を持つ１

本の流路っで寄

州を伴う 

流速と流体力 高 中 中～低 最低 低 

主な河床堆積物 礫 砂 細砂～泥 細砂～泥 細砂～泥 

                 図２．２．３－３ 河川の流路形態と堆積土砂 

（２）注目する地形図記号 

 地形図上で傾斜の変化するところを見いだすのは容易です。等高線の密度が高いところ

は傾斜が急で、密度が低いところは傾斜が

緩やかであることを示していますから、等

高線の間隔が急に変化している所は、崖あ

るいは分離した小丘陵または浅い凹地など

が考えられます。これらの変化点を傾斜変

換点と呼びますが、ここを境に土質が変わ

っていることが多いのです。 

 また、地形図には比較的わかりやすい傾

斜変換点として崖の記号に注目してくださ

い（図 2.2.3-2 参照）。 

 人工的に斜面を削った時にも崖が生じま

すから、現地でのロケーションでの参考に

なります。また台地と低地との境界を示していることもあります。また崖下には崖錐性の

堆積物の存在を示唆していることがあります。 

（３）河川の流路形態に注目 

 図 2.2.3-3 に示すように、低地河川の任意の区間は、その流路の平面的な形態によって、

網状流路、蛇行流路、分岐流路、網状分岐流路及び直線状流路の 5 種に大別されます。 

 これら 5 種の流路形態は、河川の水理特性や河床堆積物と密接な関係を持っており、流

路形態の読図によって当該地点の河川の諸性質を定性的に推論することが可能であるとさ

れていますが、特に流送物質粒径などと密接な関係をもつとされていますので、その地域

における最も卓越する堆積土砂を知る上で、その特徴を知っておくことは大切であると思

われます。 

 図 2.2.3-４は異なる網状度をもつ網状流路の例です。 
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              図２．２．３－４ 河川の流路形態の読図 

（４）軟弱低地の特徴 

 軟弱地盤は、地形図において一般に次のような特徴を持っています。 

 ①地表面の傾斜がきわめて小さくかつ平坦です。そのため、1/25,000、1/15,000 の

地形図では、等高線が空粗になっています。 

 ②付近の河、湖、海などの水面からの比高がきわめて小さく、ほとんど同高か、なかに

は地盤沈下のため水面より低くなっている所もあります。 

 ③旧来からの土地利用をみますと、古い集落や街道がなく、水田（湿田や沼地）や低湿

地などの空地になっています。 

 地形図からはほとんど平坦となる低地部の微妙な起伏は読みにくく、土地利用の状況か

ら、等高線では表現できない微地形を読み取ります。例えば、集落は自然提防などの微高

地上に発達していることが多いですし、また旧河道等の低湿地の多くは水田として利用さ

れています。また、排水がよく、土壌の肥えている微高地では、宅地、畑、桑畑、果樹園

などに利用されています。 
（５）傾斜変換点の諸類型 

 地形図を読図するさいに、地形図上に表れるそれぞれの地形が持つ特徴的な表記の類型

を図 2.2.3-5 および図 2.2.3-6 に示します。 
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      図２．２．３－５ 日本に多い傾斜変換点線の諸類型 
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             図２．２．３－６ 傾斜変換線の諸類型の実例 
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     図２．２．３－７ 地形図読図例（丘陵内造成地）  

２）地形図の読図事例 

1/25,000 の地形図を用いて地形的な観点から地盤条件を類推する例を示します。 

（１）丘陵内造成地の事例 

 図 2.2.3-7 は丘陵地内を造成してまだ間がなく分譲以前の事例です。 

 図のＡ地点では西側に切削面を残し、東側の谷にも十分な距離を保つ位置関係にあるた

め切土地盤と考えることができます。このため本地点付近の宅地は安定した地盤と推察さ

れます。 

 Ｂ地点では東側の谷に接近した位置にあり、谷側に傾斜する地形であったと推察される

ため、同方向に盛土がより厚い可能性が高いと思われます。東側盛土の厚さにより杭基礎

や柱状地盤改良が必要となる可能性があるでしょう。 

 Ｃ地点は南側に貯水池が配置されています。貯水池は造成計画上、沢部に設けられるこ

とが多く、かってＣ地点は東に開かれる小さな支谷に面して南東斜面であったと推察され

ます。南東方向に盛土が厚い一方で、敷地北西側の切削面にも接近していますので、同位

置において切盛りの境界線であってもおかしくないと考えられますから異種地盤である可

能性が十分にあるでしょう。場合によっては杭基礎などの不同沈下対策が必要になるでし

ょう。 

 Ｄ地点では敷地東側の道路（造成地外縁道路）は切り通しとなっており、この位置関係 
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          図２．２．３－８ 地形図読図例（河川流域） 

 

では切土地盤である可能性が高いと思われます。まず安定した地盤であると類推でき、標

準の布基礎で対応できると思われます。 

（２）河川流域の事例 

 図 2.2.3-8 では標高 50m より低い部位では蛇行して水田の記号が見られますので、旧

河道であったことが一目で判別できます。 

 この蛇行流路に沿って両岸には果樹畑が広がっていますから、付近一帯は水はけのよい

砂質の地盤であることが類推できます。 

 図のＡ地点は等高線から、50.0m～52.5 m の標高であり、周辺は果樹園と集落となっ

ており自然堤防上にあると思われます。安定した砂質土層からなるものと考えられます。 

 Ｂ地点は旧河道（水田が連続する部分が蛇行流路の跡）内にあり、表層は軟弱層が分布

すると予想されますが、両岸一帯は果樹畑であって砂層が卓越する地域であると考えられ

ますから、軟弱層は下部の砂地盤の上に薄く分布していると思われます。盛土がなされる

場合にはその盛土を含め表層に支持力が不足するものと予想されます。 

 Ｃ地点は旧河道と自然堤防との境界付近に位置するので、果樹畑部分の砂質土層と河道

部分の粘性土層との両方に跨った異種地盤である可能性が高いと思われます。この場合、

敷地西側を不動点として東側に多少の不同沈下となる可能性があり、軟弱層の分布状況を 
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            図２．２．３－９ 地形図読図例（扇状地 

慎重に調べることが必要でしょう。 

 Ｄ地点は周辺が果樹畑と普通畑とで囲まれていますので、自然堤防上に位置する砂質地

盤と推察されます。Ａ地点同様標準の布基礎で対応できるものと考えられます。 

（３）扇状地の事例 

 図 2.2.3-9 は神戸原と呼ばれる形の整った扇状地であり、扇頂付近には砂防ダムが複数

みられることから、この扇状地は土石流がその形成に寄与していることが判ります。 

 このため、この扇状地は扇頂から扇央にかけては巨大な礫を含む可能性があります。Ａ

地点などの扇央付近ではごく表層から礫に当たって貫入できないことが予想されます。 

 扇央から扇端にかけては水田がみえますが、大量の水を必要とする水田を維持するため

にこの付近では扇状地内を伏流する水が湧き出しているものと思われ、Ｂ地点付近では粗

大な礫よりも細粒な砂層が卓越すると推察されます。地表付近では薄い粘性土が分布する

ことも考えられます。 

 Ｃ地点では崖によって扇状地面よりも一段低くなっているのが判ります。この崖は扇端

部が南流する乳川によって削り取られた跡であると推察されます。この位置では河川の攻

撃側に当たりますから軟弱粘性土層はやや厚いことも予想されます。 

 Ｄ地点では芦間川の土石流は到達しないと考えられますので、扇状地面の形成とは無縁

で、むしろ西側山地から供給された土砂を堆積する崖錐性堆積物が分布していると考えら

れます。 
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        図２．２．３－１０ 地形図読図例（台地・段丘） 

（４）台地・段丘の事例 

 図 2.2.3-10 は、利別川の河岸段丘を示しています。右岸域は比較的段丘崖が明瞭で、

等高線が束になっているところや、崖線をみれば容易に区別ができます。 

 このエリアでの段丘は高位段丘、中位段丘、低位段丘に区分できます。低位段丘面はＡ

地点から、B、C、D、E、F へと連続しています。これは、65m、70m、80m の等高線

を追跡して行けば同一段丘面であることが判ります。同様に G、H、I、J、K が中位段丘

面であることが区別されるでしょう。高位段丘面は L、M、N です。 

 C、D 地点の崖端部では、岩石の露頭を示す崖記号となっていますから、岩石段丘であ

ると推察され、岩盤の上部に表土が薄く覆っていると予想されます。 

 左岸域の標高は 40m 台ですから、右岸側の低位段丘面よりも標高は低くなっています。

しかし、ほぼ 40m の等高線あたりで利別側低地部とを区切る崖となっていますから、こ

れも段丘面であることに疑いはないでしょう。ただ左岸側の低位段丘面との土質の違いは

図だけでは判りませんから、同一段丘面であるかどうかは判別できません。 
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３）各種分類図の読図 

 国土の開発や利用・保全などのために、いろいろな方法で土地分類が行われています。

これらは地形情報に重点がおかれるため、一般に地形分類とか地形区分などと呼ばれます。

地形分類は従来いろいろな方法で行われてきましたが、根底には、 

 ａ．土地の自然地形的性格を、地形単元の組み合わせによって明らかにする。 

 ｂ．区分は地形だけでなく土壌母材や堆積様式、災害現象などを反映するようにする。 

といった配慮が払われています。 

 地形分類の最小単元は、地形型で表現されています。地形型とは扇状地や自然堤防など

のように、ほぼ同じ時期に形成され、ほぼ同じ形態・成因・物質で構成された地表部のこ

とです。とくに平野部の区分ではこれが明確です。 

 このため地形分類図から、①形成時期の判断、②斜面の形態、③成因、④構成物などを

推定することができ、土地の立地条件を知ることができます。 

 これら既存の地形分類図を使う場合、次の点に留意する必要があります。地形分類に統

一された基準はなく、目的によって多少異なります。つまりどういう目的でつくられたか

によって、利用のしかたも多少違いますので、既存の地形分類図がどういう目的で必要か

を明確にした上で、それに合ったものを探すとよいでしょう。 

（１）土地条件図 

 土地条件図は 1/25,000 の地形図を基図として、土地の形態や性状を示す地形分類（特

に低地地盤では極めて微細な地盤の高低を示すため１m ごとの地盤等高線を用いている）

を行い、合わせて防災や開発に関係のある各種施設や機関の配置も示してあります。図

2.2.3-11 に土地条件図の例を示します。 

 土地条件図は先の地質図と違い、特に低地の微地形分類（表層タイプの軟弱地盤）を重

視しています。地形と地盤の成層の概況を同時に知ることができるので利用価値が高くな

ります。 

 土地条件図も、広い意味での地形分類に基づく地形学図ですが、次の点で特徴的です。 

ａ．平野の微地形などが成因を主とした分類となっています。 

ｂ．１m の等高線で微地形の地盤高が示されています。 

ｃ．防災や土地開発に要する情報が得られるよう配慮されています。 

ｄ．人工地形も区分され、干拓や埋立の歴史が表わされています。さらに各種機関や防災・

開発に関係のある施設が詳しく表現されています。 

 土地条件図は、地形的には山地、台地・段丘、低地に３区分されています。山地部は斜

面形状（尾根形、谷形、直線形、その他）と斜面傾斜角（緩、急、極急）によって９区分

され、この上に新旧の地すべり、崩壊地、崖などが図示されています。台地・段丘は形成

時期と高さにより、高位面、中位面、低位面に３区分され、山麓部は、崖錐、土石流（沖

積錐）などの山麓堆積地形が示されています。低地では、微高地（扇状地、緩扇状地、自

然堤防、砂丘、砂州、天井川沿いの微高地など、地盤条件や排水のよいところ）、一般面（谷

底平野、氾濫平野、三角州、後背湿地、旧河道など）、頻水地形（天井川、高水敷、低水敷、 
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                図２．２．３－１１ 土地条件図 

湿地と、洪水時や高水位時に冠水しやすいところ）などが表示されています。これらと等

高線による地盤高とを合わせ考えることによって、軟弱地盤の分布や防災上問題となる地

すべり地などを読み取ることができます。 

 ただし、全国を網羅する地形図とは異なり、現在までに公刊されたのは大都市圏と東海

道メガロポリスの一部であり、年間に新しく作成されるのは２面程度とわずかでしかない

ため、開発のスピードには追いつかないというのが現状です。 

 さらには、せっかく整備された地域でも、発行年代の古いタイトルから順に品切れにな

っており、昭和40年代と50年代発行の都市部の土地条件図は入手困難となっています。 

 国土地理院では品切れになったからといって、すぐには増刷をかけず、その後の人為的

な地盤改変（造成）を盛り込んだ地図を作成しようとするために、再発行まで長時間を要

します。 

（２）沿岸海域土地条件図 

 土地条件図とほとんど表記法が同じですが、沿岸海域土地条件図と呼ぶものがあります。

これは、沿岸部における土地条件を示しているのですが、海の深さを等深線で表示されて

いる以外は概ね同じものと考えてもよいでしょう。 
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             図２．２．３－１２ 治水地形分類図 

（３）治水地形分類図 

 治水地形分類図は、市販されてはいないのですが、1977～1979 年にかけて当時の建

設省が 1/25,000 の地図に土地条件図とほぼ同じ仕様や分類で、治水対策用に作成した

ものです。 

 土地条件図がない部分を補完することもできるので、国土交通省の河川局に問い合わせ

てみるとよいでしょう。治水地形分類図の例を図 2.2.3-12 に示します。また作成された

地域のリストを巻末付録６の４に示します。 

４）造成計画図など 

（１）造成計画図 

 大規模な造成地では必ず、造成計画図が作成されます。これは、もともとの地形の姿と、

宅地の配置や、集会所、公園、砂防施設などの配置が描かれています。 

 図 2.2.3-13 に造成計画図の例を示します。図からはＦＨと書かれた宅盤のレベルと同

時に造成計画時点での等高線が明瞭に読み取れます。このため、どの尾根を切って、どの

谷を埋めたか、また宅地のどのあたりまでが盛土の範囲で、どのあたりが切土なのかなど

が、かなり詳細に判ります。 
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                図２．２．３－１３ 造成計画図 

（２）公図 

 公図は、土地台帳といった性格を持っていますから、法務局で管理されています。 

 古い時代に調査されたままであることも多いので、正確さに問題があるものもあります

が、敷地の形状と寸法を概略知ることができます。また地域の行政区画や、水路なども描

かれていますから、地形の原型を推測する場合の手がかりとなることもあります。 

 公図を見れば、現況が道路のような外観を装っていても、地目が水路であることを発見

することがあります。水路は公有地であるため、払い下げを受けない限り私有化できませ

ん。したがって中途半端な空地として細長く残存していることが多いものです。 

 市区町村界や字界が水路（＝軟弱な低地）を隔てて接することも多いものですが、公図

は小規模な水路も書かれていますから、踏査に有益であることも多々あります。 

（３）空中写真 

 空中写真は、地形情報を読みとるのに最も効果的で広範囲に使われ、表 2.2.3-1 に示す

ような特徴があります。地形の読みとりではつぎの点で地形図より優れています。 

表２．２．３－１ 

空中写真のもつ一般的特徴 

 

記録性 

 空中写真は、膨大な量の地表の情報を、撮影時点での状態のままに記録しています。このため、写真

からある地物の分布を正確に把握できるだけでなく、撮影時点では不必要情報であっても、それが後で

必要になった場合、過去にさかのぼって利用することができます。 

 

巨視性 

 空中写真判読は、原理的に高所から巨視的観察をすることになり、対象の観察に際し大局を見失わな

い効果があります。このため、広域における問題点の所在を明確にし、それをせばめ絞っていく過程で

非常に有効です。 

 

同時性 

 空中写真の撮影は、広域を短時間におこなうことができます。このことは、地表をほぼ同一条件で調

査できることを意味します。ことに短時間で変化しやすいもの－たとえば洪水時の流速、地表含水状況

などの現状把握には非常に有効です。 

立体感  空中写真の最大の特長・利点は、立体感が得られ、しかも肉眼以上の過高感をもつ点にあります。こ

のような過高感はことに微地形の判読に効果が大きい。 
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写真 2.2.3-1 撮影:国土地理院, 撮影日:1992/10/26, 撮影高度:3,800m, 撮影縮尺:1/25,000 

 

定量性 

 写真上で測定される量は（１）ディメンジョン、（２）写真濃度、（３）色価などで、このうち（１）

は、基本的には①水平距離、②方向（平面上の位置）、③高さの差の３種類です。 

 ①地形図よりも、微細地形がよく表現されています。 

 ②地形だけでなく、地形と関連のある植生・土地利用なども同時に読み、判断に加える  

ことができます。 

 ③①、②その他の特徴から、地表を構成する地層の性質を捉えやすいといえます。 

 ただし、空中写真の使い方や判読方法については、多少専門的な訓練が必要です。空中

写真を活用したい人は専門の参考書を参照して下さい。図 2.2.3-1 は空中写真の例です。 

（４）書籍・史料 

 その他、市販の書籍や、市町村が発行する図書にも表 2.2.2-1 のような、地形・地質に

関する資料となるものも多くありますから心がけて収集しましょう。 

表２．２．２－１ 

①一般書 地学のガイド：主要県別、コロナ社、日本地方地質誌：（地方別）朝倉書店など 

②地方市史 市町村はそれぞれの「市史」や「町史」を発行しますが、多くの場合カラーの詳細な地質図が付

図として添付されています。全国の主な市町には存在すると思われますので参考になるでしょう。 

③地名辞典 日本歴史地名体系：平凡社など 
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               図２．２．４－１ 表層地質図（地質調査所） 

２．２．４ 地質を読みとる  

１）地質図から 

 地質図とは、地表付近の岩石を色や模様で区別し、その構造や分布を地図の上に書き表

したものです。地質図では一般に岩石や地層の生成年代を重視しています。 

 地質図は、岩種や地層名とその広がり、生成時代、地層・岩石の重なり具合や接し方、

新旧関係などの地質構造などを、一定の約束に従って示した図です。読みやすくするため

に、縮尺1/50,000以上の地質図には１、２本の地質断面図が描かれていることがありま

す。地層境界や断層線は、現地で確認され確実性の高いものは実線、不正確部分や推定に

よるものには破線で示されています。 

 これら地質図を正しく読めれば、地盤に関する基本的な情報が抽出できます。 

 使用目的によって表現方法、内容が異なり、目的別に土木地質図、水理地質図、表層地

質図、鉱山地質図、軍事地質図などと呼ばれています。 

 図 2.2.4-1 は表層地質図の例です。 
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            図２．２．４－２ 地盤図の付図（地質断面図） 

２）地盤図から 

 地盤図は、たいていの大都市や臨海工業地帯について作られています。既存のボーリン

グ資料（柱状図）を多数収集・整理し、統一した地質層序や工学的性質にもとづいて地盤

状況を図示したもので、ボーリング地点の位置、地盤の土質工学的ならびに地質学的区分、

基盤状況、地層の重なり具合、支持層の種類と位置などが、断面図、等深線図、等高線図、

地盤区分図などに表示されています。使った資料の柱状図集や土質試験一覧表も、位置図

と対応して収録されています。 

 収録されている資料は、これまで建築や土木の工事に際して行われてきた地盤調査をま

とめたものですから、市街地では数が多く利用価値は高いのですが、これから広範囲に造

成しようとする地域では、当然調査結果の資料も少なくその利用価値も低いとみておかな

ければならないでしょう。 

 利用上の注意としては、ボーリングが行われた当時と地形が変わっていることが考えら

れますので、平面的な位置は合っていても標高が違っていることがあります。また孔内水

位は、自然水位を反映はしていますが必ずしもイコールではありませんし、季節によって

地下水位は変動しますから気を付けなければいけません。 

 計画段階では、調査対象地点について、既存のボーリング資料や土質調査資料を集め、

それをもとに独自の土質縦横断図をつくりますと、平野部での沖積層や軟弱地盤の厚さ、

支持層もしくは基盤までの深度、山地部での表層やかぶりの厚さ、風化層の厚さなどが見

当がつき、以降の調査計画に有効です。しかし地質専門家によってすでに柱状図や断面図

などで、地層・土質区分が明確にされている場合には問題は少ないですが、単なる土質区

分だけの柱状図では、地質専門家による監修が必要です。ボーリング柱状図を単純な感覚

でつなぐのは間違いのもとになります。図2.2.4-2に地盤図の付図の例を示します。 
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             図２．２．５－１ 明治前期、昭和前期東京都市地図２  

２．２．５ 土地利用形態を読みとる 

１）旧版地形図から 

 都市化が進み、大規模な造成が行われるようになって、土地の自然状態の痕跡さえ残ら

ないことがあります。古くは、田園であったとか、ため池であったとか、谷であったとか

いうことも、その当時の地形図があればよくわかりますから、地盤判断の有力な情報とな

ります。 

 地形図から土地利用を読みとるには、1/25,000の旧版地形図が有効です。また、もっ

と詳細なものとしては1/10,000の旧版地形図もあります。 

 図2.2.5-1に旧版地形図の例を示します。東京都内中野区あたりの明治42年ごろの

1/10,000の地図です（明治前期、昭和前期東京都市地図２）。今では立錐の余地もない

都区内であっても、明治末期頃はまだ農村地帯であったことがわかります。台地内谷部を

水田が埋めていること、台地崖が等高線の束で区別されていることなどから谷底低地の輪

郭が明瞭です。 

２）土地利用図から  

 土地利用図は、土地利用現況を区分したもので、５～10年ごとの空中写真からつくった
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土地利用図を比較しますと、土地利用の時間的変化を知ることができます。微地形単元ご

とに土地利用変化をみますと、都市化がどういう地形・地質条件のところをねらっておこ

なわれるかを的確に知ることもできます。既存の土地利用図を使う場合つぎの点に留意し

ておく必要があります。 

 まず草地・荒地・休耕地などの表し方や区分方法は、必ずしも統一がとれておらず目的

によって差異がありますので、それらがどう表現されているかをあらかじめ知っておく必

要があります。また土地利用は年々変わりますので、作成時期を確かめたうえで使うべき

です。しかし、一方では作成時期の違う土地利用図がありますと、土地利用の推移傾向を

知ることができるため、土地利用の変遷を考えるときには重宝します。 
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２．２．６ 地名からのアプローチ 

１）地形を起源とした地名から 

 地名は人がまだ文字を持たなかった遙かな昔からあったもので、自然とそこに住む人と

の関わり合いの中で生まれたものであったろうと思われます。土地に与えられた小字名や

俗称は自然環境を反映した自然地名が多く、多くの場合地形を起源としていますが、狩猟

採取の情報など生活上の情報伝達や自然災害の伝承などにとっても重要な記号であったに

違いありません。 

 ロケーションは地縁を発掘することでもあります。今に残る地名も古代日本語の音を濃

厚に残しています。地名が、その土地全域の性格を正確に表しているとは限りませんが、

このような発生の由来からみて、土地の地域的性格をかなり反映していることは確かです。

従って、これらのことを念頭において地名をみてゆきますと、土地の性質を知る決め手と

はならなくとも、ひとつのヒントになるでしょう。表2.2.6-1は地名に現れる自然地名の

起源と自然環境を示しています。 

       表２．２．６－１ 

 

 

自然地名の起源 

地形・地質 

地名の種類自然現象 

開発の新旧（間接的に自然条件に支配される） 

方位 

植物などに関係したもの 

 

自然環境地盤災害の可能性 

山崩れを示唆する地名 

地すべりを示唆する地名 

氾濫を示唆する地名 

軟弱地盤や湿地を示唆する地名 

２）地名とその特徴 

 地名は特定の地域にのみ通用するものであったでしょうから方言が多くなります。また、

大陸からの朝鮮古語や、黒潮に乗って渡来した南方語、それに先住日本人であるアイヌ族

のアイヌ語などの地名が混ざりあったりしています。そのうえ訛が変化して元の音とが違

ってきたり、後には同音の漢字をあてたりしたため、字の持つ意味と自然環境とは一致し

ない場合もしばしばあります。 

 また最近の新しい大規模造成に伴い、「旭ケ丘」、「ひばりが丘」、「つつじが丘」など、実

際の自然環境とはほとんど無縁の地名も増えています。 

 このため現代語の意味では解釈できない場合も多いのですが、古代日本語のなごりでも

ある地名から、地域の生存条件を地形地質とあわせ考えていくのもおもしろいでしょう。 

このような地名のなかでも、土地の性格を最もよく表しているのは、地形・地質を起源と

する地名で、土地の特徴としばしば一致することがあります。 

 これらを一覧表にして巻末の付録５に示します。 
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        図２．３．１－１ 旧版地形図への打点 

２．３ 調査地の条件を頭に入れる 

２．３．１ 地理上の条件を確認する 

 ロケーション技術者はまず、対象地の位置を明確にするべきです。位置を確かめること

は、その宅地が造成に際して“どのようにされたか”を確かめ、計測データを“どのよう

にどう解釈すべきか”を考える原点となります。 

１）地図上の位置を確かめる 

（１）新版地形図への打点 

 ロケーションすべき目的地がどんな地形であるかを考える上で、地形図上に正確に打点

することは重要なことです。1/25,000の地形図では、１mmが25mに相当しますが、で

きることなら１mm程度の誤差範囲で位置をおさえておきたいものです。 

 ここでは、地形区分のほか、土地の起伏、傾斜変換点、水系と広がり、谷密度、河川と

水路の位置などをできる限り読み取りましょう。 

 また地形図に正確に位置を打点できないときは、現場に到達できないことでもあります。 

 与えられた案内図（住宅地図など）で現場を確認して地形図に打点します。このことは、

道順、交差点を予めチェックすることでもあり、現地が判らなくて“うろうろ”しないで

すみます。 

（２）旧版地形図への打点 

 旧版地図は敷地とその付近がかつてどんな状態であったかを、最も簡易に調べる方法と

して非常に有効です。大正末期、昭和の初期頃といえば、機械化土木の未発達であった時

代ですから、土木工事はごく規模が小さく、地盤改変はあったとしてもわずかであり、地

形は自然状態に近く保持さ

れているため、新しい地形図

より地形区分が容易です。 

 土地利用についても自然

と調和し、自然の利用価値の

ままに条件を生かした使わ

れ方がされています。農業を

中心とした当時の利用形態

がよくわかりますし、利用さ

れずにいる不毛の地はその

まま、軟弱地盤を示唆するこ

とがあります。 

 まず、この旧版地形図に

打点して造成以前の状況を

確かめましょう。 

 図 2.3.1-1 は旧版地形

図に打点した例です。この
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              図２．３．１－２  1/1,000 地形図 

地図に打点するにはコツがいります。現状とあまりに違っていますから、目印が少ないの

で、今も昔のままの位置を占めているものを探さなければなりません。最も良い目印は、

神社・仏閣です。 

 まず、新版地形図により、これらの複数の地点にコンパスの芯をあて、敷地との距離を

はかり、図のように同じ距離を旧版地形図上に複数の円弧を描きます。円弧の交わった地

点が求める敷地の位置です。または、コピー機で縮尺を合わせてトレーシングペーパーに

コピーして重ね合わせてチェックする方法もあります。 

 旧版と新版の縮尺は微妙に違っていますから多少正確さに欠けますが、30～40m程度

の範囲で敷地のおおよその位置はわかります。 

 もし、新しい大規模造成地で、新版地形図に記載がないか、または、工事中としか表記

してなくて打点できないこともあるでしょう。しかしその場合でも、現地ロケーションで

は送電鉄塔や、高塔などを目印にして、敷地からの方位を確かめておき、帰ってから地形

図に打点しましょう。磁針だけのコンパスではなく、方位が測れるものや、比較的精度の

良い双眼鏡式の測距儀がありますから、これらを使うのも良いでしょう。 

２）標高を確かめる 

 旧版と新版の地形図上で、標高が分かるなら、確かめておきましょう。旧版の場合は割

合に容易ですが、新版の場合は表記が込み入っていますから、分からない場合もあるでし

ょう。しかし1/1,000程度かまたはそれより大縮尺の地形図ならば、おおよその見当がつ

きます。通常各市町村では「都市計画図」と呼ばれる図2.3.1-2のような標高が詳しく書

き込まれた1/1,000の地図を整備しており、標高を知りたい時には役立つでしょう。 
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       図２．３．１－３ 

    凍結指数と凍結深さの関係 

 この時点で盛土、切土の区別がつくことは、現地ロケーションの精度が大きく違ってき

ます。 

３）寒冷地での凍上を確める 

（１）凍上現象と地下水位  

 土が０度以下の温度で継続的に冷却されると、土から冷却源の方向に熱が移動し、やが

て土の温度は０度以下になって土中の水分が凍ります。これを凍結現象といい、凍上とは

土が凍結する過程で土中に発生した氷晶の成長によって冷却面（地表面）に向かって土の

体積が膨張することを言います。 

 凍上する土が地下水より上にある場合は凍結膨張によって増えた体積分の水が未凍結部

分の方に押し出されるので凍結土全体の体積膨張はありません。飽和した土であっても一

様にコンクリート状に凍結する場合は土に含まれている水がその位置で凍結するだけです

から、間隙水の体積だけが約９％増加するにすぎず、土全体としての体積膨張はほとんど

問題とはなりません。 

 しかし地下水より以下の土において凍上が起こる場合には、土の下面から自由吸水しな

がら凍結が進むために過剰に供給された水が土中にいく層もの氷層（アイスレンズ）を成

長させつつ、地表面に向かって体積膨張をおこし地表面を押し上げることになります。 

 土粒子の粒径が凍上に密接に関連しますが、一般に 0.125mm 以下の粒子が 22％以下

または 0.062mm の粒子が 15％以下である場合、凍上の危険は無いとされています。ま

た土粒子が小さすぎると透水性が悪くなるため未凍結層から凍結境界面への水の輸送が不

十分で氷層の生成が困難となり、透水係数が 10－７cm/sec より小さい土は凍上しにくい

とされています。凍上は凍上最盛期よりも融解期におこる噴泥が問題となり、舗装道路な

どに大きな障害をもたらすことがあります。住宅

基礎においても凍上を考慮する必要があるときに

は、その地域において凍結する深さがどの程度で

あるのか、また調査地における地下水の深さがど

の程度であるかを調べます。地下水面の深さより

凍上深さが深い場合には基礎底面部位の土が凍結

膨張を受ける可能性があるわけですから、融解時

には基礎直下の地層が軟弱化して支持力を失う恐

れがあります。 

凍上が懸念される地盤においては前記の性質に

着目して基礎工を選択すべきでしょう。例えば凍

結深度より深い位置に基礎の根入れを下げるか、

置換工法（凍結深度までを 0.062mm 以下の細粒

分の少ない砕石などに置き換える）などが考えら

れるでしょう。 

（２）凍上深さと基礎の根入深さ  

 図 2.3.1-3 に凍結指数と凍結深さの関係を示

します。また表 2.3.1-1 に全国の 10 年間のデー
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タから得られた凍結指数の一覧表を示します。 

表２．３．１－１ 10 年確率凍結指数 

地名 凍結 

指数 

地名 凍結 

指数 

地名 凍結 

指数 

地名 凍結 

指数 

地名 凍結 

指数 

高峰 

米沢 

233 

212 

十和田 

八戸 

碇ｹ関 

休屋 

三戸 

 329 

 200 

 405 

 473 

 313 

秋田県   - 

福島県 

梁川 

桧原 

喜多方 

鷲倉 

西会津 

猪苗代 

金山 

船引 

南郷 

田島 

石川 

  - 

 257 

 468 

 431 

 935 

 218 

 339 

 218 

 213 

 395 

 359 

 258 

鷹巣 

大館 

毛馬内 

湯瀬 

八幡平 

五城目 

阿仁合 

角館 

田沢湖 

大正寺 

大曲 

東由利 

横手 

湯の岱 

 264 

 335 

 364 

 389 

 591 

 204 

 300 

 279 

 373 

 214 

 295 

 233 

 250 

 345 

  - 

栃木県 

那須 

五十里 

黒磯 

土呂部 

大田原 

日光 

群馬県 

藤原 

草津 

  - 

 281 

 157 

 266 

 777 

 248 

 565 

  - 

 378 

 541 

長野県 

野沢温泉 

信濃町 

大町 

信州新町 

菅平 

穂高 

東部町 

軽井沢 

蓼科 

佐久 

奈川 

諏訪 

開田 

楢川 

辰野 

原村 

野辺山 

木曾福島 

  - 

 286 

 356 

 354 

 375 

 537 

 282 

 405 

 204 

 310 

 332 

 449 

 388 

 600 

 312 

 305 

 522 

 668 

 335 

足寄 

本別 

新得 

鹿追 

駒場 

芽室 

帯広 

池田 

浦幌 

糠内 

上札内 

更別 

大津 

大樹 

広尾 

厚真 

穂別 

大滝 

森野 

大岸 

白老 

鵡川 

伊達 

登別 

室蘭 

日高 

日高門別 

新和 

静内 

三石 

中杵臼 

浦河 

襟裳岬 

長万部 

八雲 

森 

南茅部 

大野 

函館 

木古内 

瀬棚 

今金 

奥尻 

態石  

1071   

1000 

 784 

 875 

1047 

1040 

 890 

 998 

 872 

1229 

 971 

1050 

 961 

1006 

 595 

 872 

1031 

 968 

 661 

 577 

 539 

 765 

 542 

 565 

 243 

 958 

 689 

 901 

 475 

 636 

 782 

 375 

 331 

 587 

 487 

 472 

 353 

 495 

 363 

 346 

 307 

 473 

 339 

 272 

青森県    - 

岩手県 

種市 

軽米 

山形 

荒屋 

奥中山 

葛巻 

普代 

岩手松尾 

好摩 

岩泉 

藪川 

雫石 

盛岡 

門馬 

紫波 

川井 

沢内 

大迫 

山田 

湯田 

遠野 

若柳 

江刺 

一関 

千厩 

 219 

 417 

 403 

 458 

 590 

 301 

 225 

 473 

 230 

 234 

 873 

 400 

 331 

 681 

 322 

 228 

 308 

 342 

 219 

 412 

 400 

 281 

 290 

 208 

 254 

山梨県 

河口湖 

山中 

  - 

 260 

 316 

宮城県 

駒ﾉ湯 

新川 

  - 

 400 

２08 

岐阜県 

河合 

神岡 

白川 

栃尾 

高山 

六厩 

宮之前 

  - 

 230 

 204 

 229 

 208 

 388 

 648 

 452 

北海道 

宗谷岬 

船泊 

椎内 

浜鬼士別 

沼川 

沓形 

豊富 

浜頓別 

中頓別 

北見枝幸 

歌登 

中川 

音威子府 

美深 

名寄 

下川 

士別 

朝日 

和寒 

江丹別 

比布 

上川 

旭川 

東川 

忠別 

美瑛 

上富良野 

富良野 

麓郷 

幾寅 

占冠 

天塩 

遠別 

初山別 

焼尻 

羽幌 

達布 

留萌 

増毛 

幌糠 

浜益 

厚田 

石狩 

新篠津 

山口 

札幌 

西野幌 

恵庭島松 

支笏湖畔 

朱鞠内 

幌加内 

石狩沼田 

深川 

空知吉野 

滝川 

芦別 

  - 

 709 

 591 

 642 

 915 

1004 

 571 

 854 

 972 

1185 

 842 

1182 

1064 

1099 

1167 

1184 

1166 

1091 

1038 

1056 

1154 

1095 

1037 

 904 

1043 

1100 

1126 

1067 

1098 

1087 

1110 

1285 

 800 

 831 

 655 

 477 

 622 

 834 

 589 

 469 

 866 

 480 

 539 

 569 

 823 

 609 

 479 

 812 

 826 

 623 

1177 

1101 

 938 

 941 

 884 

 889 

 810 

月形 

美唄 

岩見沢 

長沼 

夕張 

美国 

神恵内 

余市 

小樽 

岩内 

蘭越 

倶知安 

真狩 

喜茂別 

黒松内 

雄武 

興部 

西興部 

紋別 

湧別 

滝ﾉ上 

常呂 

遠軽 

佐呂間 

網走 

字登呂 

白滝 

生田原 

北見 

小清水 

斜里 

留辺蕊 

境野 

美幌 

津別 

羅臼 

標津 

中標津 

計根別 

別海 

根室 

納沙布 

厚床 

川湯 

弟子屈 

阿寒湖畔 

標茶 

鶴居 

中徹別 

榊町 

太田 

白糠 

釧路 

地方学 

陸別 

糠平 

上士幌 

 763 

 783 

 715 

 821 

 865 

 548 

 356 

 544 

 456 

 448 

 587 

 732 

 888 

 946 

 606 

 912 

 966 

1037 

 774 

 955 

1103 

 972 

1022 

1135 

 772 

 771 

1109 

1160 

1068 

 992 

 928 

1187 

1188 

1085 

 588 

 629 

 811 

 942 

 854 

 935 

 553 

 535 

 837 

1169 

 935 

1296 

1006 

 931 

 954 

 786 

 767 

 834 

 657 

 654 

1303 

1316 

 978 

むつ 

小田野沢 

今別 

蟹田 

五所川原 

青森 

野辺地 

六ｹ所 

弘前 

黒石 

酸ｹ湯 

三沢 

259 

 204 

 202 

 251 

 253 

 206 

 247 

 274 

 278 

 333 

1044 

 208 

山形県 

差首鍋 

金山 

肘折 

楯岡 

中村 

左沢 

長井 

   - 

 234 

 230 

 306 

 225 

 380 

 244 

 220 

新潟県 

津南 

- 

 236 
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           図２．３．１－４ 北海道の凍結深さ 

この２つの図表を用いて凍結深さを確認して下さい。例えば札幌の凍結指数は表

2.3.1-1 から 479 であることが判ります。また、図 2.3.1-3 からおよそ 1.0m の凍結深

度であることが判ります。 

表から判るように北海道／青森／秋田／岩手／宮城／山形／福島／栃木／群馬／長野

／山梨／岐阜／新潟などの寒冷地においてはオーガーボーリングと水位計は必携であると

いえるでしょう。 

 図 2.3.3-4 に北海道の凍結深さを示しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また表 2.3.1-2 に財団法人住宅普及協会「木造住宅工事共通仕様書（北海道版）」に示

された北海道内市町村の標準的な凍結深度を示します（単位 cm）。 
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表２．３．１－２ 北海道内市町村の標準的な凍結深度（木造住宅工事共通仕様書：北海道版）  
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２．３．２ 設計の条件を確認する 

１）敷地の区画の条件 

 調査地の正確な位置を知ることは非常に重要なことです。なぜなら、間違った敷地を調

査して、隣地に建築してしまうような信じがたいことが実際に起こるからです。案内図が

手書きの曖昧なもので、現地ではっきりと調査地を確認できないようでは困ります。 

 地盤調査の依頼を受けるときに、発注者にお願いして、住宅地図のように、角から何件

目といった明瞭性の高い地図で指示していただくようにしましょう。 

 もし、隣地を調査敷地と勘違いした場合、事実と違う地盤計測データが得られることに

なるかもしれません。不明瞭な場合は発注者に再確認しましょう。その資料で現場が確実

に特定できるかを判断し、隣家、向いの家、団地の区画などが明確であることを確かめる

ことが大切です。 

 また、あわせて工事名称がはっきりしているかどうか、配置図と住宅地図等を考え合わ

せた場合、形や広さ、方角等に不審な点はないかどうか、調査地住所と住宅地図等の表記

が合っているかどうかなどについても確かめましょう。 

（１）既存建物はあるか 

 既存の建物がある場合には、新築建物の配置を考慮した測点が選べないことがあり、場

合によっては解体後再調査が必要となることもしばしばです。 

 また既存建物があるということは、耐用年数が５年や10年ということもないでしょうか

らそこが造成されてからの経過年数が十分であるという傍証になります。またそこに現在

住んでおられるのであれば、施主しか知り得ない地盤情報があるかもしれません。 

（２）敷地図はあるか 

 敷地境界が明瞭でない場合、測点位置を計測する場合に基準線をどこでとるかを迷う場

合もあります。境界杭があればよいのですが、ない場合には新築予定建物のおおよその位

置さえ判らないこともあり、測点を選ぶに際して適切な位置を選択できなくて、再調査を

余儀なくされることもありますから、できるかぎり敷地図を入手するようにしましょう。 

２）建物の規模と配置 

（１）建物配置図はあるか 

 たいていの敷地図（地積測量図、建物配置図、敷地現況図など）には、建物予定配置が

書かれています。建物の配置される位置によっては、地盤補強の必要性が生まれたりしま

すので、これは非常に重要な情報です。しかし、計画ですから、都合が悪くなったり、施

主の気が変わったりすることはあり得ます。変わってもよいのですが、地盤の条件を無視

するわけにはゆきません。地盤判断は建物配置が変われば無効ですから、再検討の必要が

あり、発注者にはこのことを、重々承知してもらって、変更があればすぐに知らせてもら

う仕組みを作っておきましょう。先方の担当者が変わっても同じことです。 

 もし、現地ロケーションの段階でなお建物配置が未定であるなら、地盤判断は、この場

合はこうすべきだというように、具体例を想定して考えられたものでなければなりません。 

 地盤計測の測点は、予定建物の外郭に沿ってとられることが多いでしょう。したがって
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先のように建物配置が変わったとき、地盤判断を変えなくてよいかどうかを判断しなけれ

ばなりません。こんな時正確な測点位置が重要になります。地盤計測時の測点はきちんと

テープ測量により、位置が明確であることが大事になってきます。 

（２）平面図・立面図は 

 建物の規模を最も端的に表しているのが平面図や立面図です。２階建てと３階建てでは

荷重は1.5倍程度違ってきますし、１階と２階との形状によって建物の荷重バランスを考

えるときにも役立ちます。また通し柱の位置などもわかるので、基礎断面や伏図が適切か

どうかを見る場合にも役立ちます。 

 また建物が木造であるか鉄筋コンクリート造であるかでは荷重が大きく異なりますがこ

れらの図面で確かめましょう。 

（３）計画基礎の種類と形状は 

 基礎断面図や基礎伏図がすでにあるのであれば、事前に入手し基礎工選定の考察に反映

することができます。事前に入手できない場合には後日、必ずそれを確かめて、その基礎

が地盤に適合しているかどうかについて検討することが必要です。 

 たいていの建築会社には、標準的に用いられている基礎の断面があるはずですから、予

め入手しておくべきです。 

 標準基礎を用いないで特殊な基礎とする場合には、その特性を考慮して、地盤との適合

性について検討するべきです。 

３）設計ＧＬ・造成計画・外構計画 

（１）設計ＧＬは 

 敷地の現状の高さが設計上のグランドライン（ＧＬ）であるとは限りませんから、通常

はマンホールなどの比較的高さに変動がないものを仮ベンチマーク（KBM）として、敷地

の高さを計測します。 

（２）造成計画は 

 敷地が全く未造成で、現状が斜面であるような未整地地盤の場合はどうすればよいでし

ょう。また、敷地内に段差があるようなことも多々あります。平坦地で、盛土された一角

があってこれを含んだ敷地で、片方は水田のままだったりします。このように、明らかに

その後大きな荷重条件の変更が予想されるようなとき、敷地形状と予想される荷重のバラ

ンスの差異を考えた地盤判断が必要になりますから、現場では敷地の状況を詳細にスケッ

チしておくことが大切です。 

 これもよくあることですが、調査の後になって盛土が実施されることがあります。地盤

判断が盛土以前の状況で考察されていたとすればこれを無効にして再度新しい荷重条件で

考察し直すことになるでしょう。 

 住宅会社の担当者と、設計ＧＬについても変更があればすぐに知らせてもらう仕組みに

しておきましょう。 

（３）外構計画は 

 現地ロケーションの段階では、まだ外構計画ができていない場合が多々あります。敷地

が造成工事の形状のままで法面になっていることも多いでしょう。こんな場合、後日擁壁

などで土留構造物がつくられたり車庫が造られることを念頭に置かなければなりません。 
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外構構造物の種類や工法が未定であるなら、地盤判断は、これらの条件を考慮しておこな

われなければなりません。現場では、現状でどこがどんな敷地形状であるのかを確かめる

ために、状況をスケッチしておおよその寸法をいれるなどして記録しておく必要がありま

す。 

 特に半地下式車庫が設置される場合、車庫の上に建物基礎が一部載ることがありますか

ら、車庫の基礎と、建物基礎とが異種基礎となることが多々あります。この場合、荷重の

バランスや土質の安定度などによって不同沈下を起こしやすくなるので注意が必要です。 

 また、擁壁が後から造られる場合、掘削、埋め戻しおよび建物配置の次第によっては地

盤や基礎の再考察が必要になります。 

４）地盤調査依頼書の例 

 できれば、図2.3.2-1のような地盤調査依頼書（注文書）を作っておき、これを発注者

に使ってもらうようにすると良いでしょう。 

 

 

 
           図２．３．２－１ 地盤調査依頼書の例 
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５）施主から聞いておきたいこと 

 施主しか知り得ない地盤情報があります。施主が在宅ならば、最高の情報源です。敷地

の履歴についていろいろ訊ねてみましょう。 

 長く、その土地に住んでいる年寄りは、思いがけない情報を持っていることがあります。

たとえば、地盤計測の結果、不思議な軟弱層があって、現地の観察でもよくわからない現

象に出くわし、理解に苦しんだりしたとき、証言によってもつれが氷解することもありま

す。 

 表 2.3.2-1 に聞き取りしたい内容をまとめます。 

表 2.3.2-1 施主から聞いておきたいこと 

項目  聞き取りの内容  
敷地の旧歴   都市部やその近郊では、現地でその敷地が田園だったか畑だったかを知ることはほとんど不可能

になっています。このようなとき施主から移転した当時の状況を聞けるのは助かります。 

 昔、畑であったと聞いたら、堆肥置場（地中に埋めると腐植して空洞化する）に利用することが

あるので注意をしましょう。昔、工場だったと聞いたら工場敷地内に廃棄物処分場があった可能性

もあります。  
盛土履歴   盛土の経緯などがわかれば大いに参考になるでしょう。既存建物の建て替えの場合、居住者から

ヒアリングして、庭いじりをしていて変な異物が出てこないかを確認するのが有効ですが、基礎を

除去する際に立ち合うのも有効です。  
災害履歴   台風や豪雨の時、梅雨の時期などに浸水を経験している地域は、もともと水が集まりやすく、し

かも水はけの悪い低地です。地震そのほかの災害についても参考になります。 

 また戦時中の空襲では爆撃を受けなかったかどうかが地盤判断に結びつくこともあります。  
掘削履歴や  
地中埋蔵物  

 既存家屋があった敷地内には、いろいろなものが埋められていたり、それを除去したりしますの

で掘削を行うことがままあります。 

 公共下水道の整備に伴って、宅内浄化漕が不要となってこれを除去することも多くなりました。

撤去に際して大きく掘削するために、そこだけが局所的に弱くなります。 

 野菜などの保存用の室（ムロ）も、防空壕も大きく掘っている可能性があるますが、埋戻しの範

囲が大きいと想像されるようなものが埋められていた場合、建築上無視できません。 

 かっては、どのうちにも井戸があったものです。水道がすみずみまで整備されてくると、これら

はほとんど埋められて消えています。 

 このように敷地内の掘削履歴は、施主にしか分からないことが多いものです。 

 かってそこにあった解体家屋の一部、例えば地下室や旧建物の基礎が残っている場合があります。

また基礎として杭を打ったり、地盤改良をしたりしたときのまま、残存していることもあります。  

 事前に施主からお訊ねしたいことを次頁図2.3.2-2の様な書式で設計者から施主に聞き

取りをしていただくようにお願いしてください。 

 また施主からいただいた地盤情報は、現地ロケーションに活かしましょう。 
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            図２．３．２－２ 施主様聞き取り調書の例 


