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付 録 

１．学会誌・関連誌 
学会誌名 発    行 刊行 

頻度 

発   行   所 TEL 

地理学評論 

地  図 

第四紀研究 

地質調査所月報 

応用地質 

地質ﾆｭｰｽ 

地質学雑誌 

地学雑誌 

土と基礎 

地質と調査 

基 礎 工 

日本地理学会 

日本国際地図学会 

日本第四紀学会 

工業技術院地質調査所 

日本応用地質学会 

実業公報社出版部 

日本地質学会 

東京地学協会 

地盤工学会 

士木春秋社 

総合土木研究所 

月刊 

月刊 

季刊 

月刊 

隔月 

月刊 

月刊 

隔月 

月刊 

季刊 

月刊 

東京都文京区駒込 5-16-9･学会事務ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内 

東京都目黒区青葉台 4-9-6･日本地図ｾﾝﾀｰ内 

東京都文京区駒込 5-169-9･学会事務ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内 

茨城県つくば市東 1 丁目 1-3 

東京都千代田区神田駿河台 2-3-14･お茶の水 SD ﾋﾞﾙ 

東京都千代田区九段北 1-7-8 

東京都千代田区鍛治町 1-10-4･丸石ﾋﾞﾙ内 

東京都千代田区二番町 12-2 

東京都千代田区神田淡路町 2-23･管山ﾋﾞﾙ内 

東京都渋谷区代々木 2-23-1 

東京都文京区湯島 4-6-12･湯島ﾊｲﾀｳﾝ B-1018 

03-5814-5810 

03-3485-5415～6 

03-5814-5810 

0298-54-3521 

03-3259-8233 

03-3265-0951 

03-3252-7242 

03-3201-0809 

03-3251-7661 

03-3370-5020 

03-3816-3091 

 

２．地盤補強工法業者団体名簿 
会社名 〒 住所 TEL 備考 
ｱ-ｽﾈ-ﾘﾝｸﾞ工法協会 

ｱｽｺﾗﾑ協会 

AAW 協会 

 

SGR 協会事務局 

LAG 協会 

ｴｲ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟ-協会 

OV ﾄﾞﾚ-ﾝ工法研究会 

 

ｶﾝｶﾞﾙ-ﾈｯﾄ協会 

KJS 工法研究会 

KTB 協会 

ｺﾙﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾚ-ﾝ工法研究会 

ｺｱﾌﾚ-ﾑ協会 

鋼管杭協会 

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾊﾟｲﾙ建設技術協会 

CS ﾄﾞﾚ-ﾝ協会 

JST 協会事務局 

SWlNG 協会 

全国 SF 緑化工法協会 

日本ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ RC 協会 

日本ｽﾃｯﾌﾟ緑化協会 

日本環境土木工業会 

 

日本ｱﾝｶ-協会 

日本岩盤緑化工協会 

日本深層地盤改良協会 

日本石灰協会 

日本ｼﾞｪｯﾄｸﾞﾗｳﾄ協会 

ﾊﾟｯｸﾄﾞﾚ-ﾝ専業者協会 

 

PC ﾌﾚ-ﾑ協会 

PVC ﾄﾞﾚ-ﾝ連絡協議会 

VSL 協会 

 

ﾌｧﾌﾟﾘ･ﾊﾟｯｸ･ﾄﾞﾚ-ﾝ専業者協会 

噴射攪拌工法研究会 

補強土工法･ﾀｽ研究会 

101 

102 

108 

 

105 

100 

107 

101 

 

108 

187 

160 

104 

131 

103 

105 

107 

103 

102 

105 

100 

104 

104 

 

150 

105 

102 

105 

112 

104 

 

160 

105 

160 

 

104 

103 

113 

千代田区神田駿河台 34･大林組技術開発本部 

千代田区九段北 4-2-32 

港区三田 3-14-15-1001･建設基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ 

港区西新橋 1-14-1 

千代田区丸の内 1-5-1･新丸ﾋﾞﾙ 4F 

港区赤坂 4 丁目 4 番 11 号 

千代田区外神田 2-16-2･第 2 ﾃﾞｨｯｸﾋﾞﾙ･日本

ﾊﾟｨﾘ-ﾝ㈱内 

岡山県津山市高尾 590-1･日本植生㈱内 

小平市仲町 335･弘和産業㈱内 

新宿区西新宿 8-20-2･黒沢商事㈱内 

中央区八丁堀 1 丁目 10-7･ﾏﾂﾀﾞ八重洲ﾋﾞﾙ 

墨田区向島 3-44-4･岡部ﾋﾞﾙ 3F･岡部土木㈱ 

中央区日本橋茅場町 3-2-10･鉄鋼会館 

港区西新橋 1-1-21･日木酒造会館 

港区元赤坂 1-2-7･鹿島建設㈱土木技術部内 

中央区日本橋茅場町 2-4-9･三和機材㈱内 

同上 

港区芝公園 2-2-17･彩光ﾋﾞﾙ 

千代田区丸の内 1-8-2 

中央区銀座 8-14-14･日特建設㈱内 

中央区銀座 5-12-8･本州製紙㈱加工開発事

業部 

渋谷区桜丘町 15-7･日本基礎技術㈱内 

港区新橋 5-8-1･SKK ﾋﾞﾙ 3･東興建設㈱内 

千代田区平河町 1-9-3･名倉ﾋﾞﾙ 3F 

港区虎ﾉ門 1-1-20･虎ﾉ門実業会館 

文京区後楽 1-2-7･三信建設工集㈱内 

中央区東橋 1-14-5･土屋ﾋﾞﾙ･ｻﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｲ･ｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾄ㈱内 

新宿区四谷 1‐23･共立四谷ﾋﾞﾙ 2F･ 

港区新橋 6-9-7･東電工ﾋﾞﾙ･ｾﾞｵﾝ化成㈱内 

新 宿 区 西 新 宿 3-23-26 ･ 立 花 ﾋ ﾞ ﾙ 4 ･

VSLJAPAN 

中央区京橋 1-14-5･土屋ﾋﾞﾙ 

中央区日本橋茅場町 2-13-2･第 2 畑野ﾋﾞﾙ 3 

文京区本郷 3-3-1 

03-3257-6011 

03-3237-8287 

03-3456-2550 

 

03-3580-7716 

03-3215-1609 

03-3589-2768 

03-3258-3311 

 

0868-28-0251 

0423-41-6364 

03-3371-3573 

03-3297-6130 

03-3624-5107 

03-3669-2437 

03-3597-7966 

03-3404-3311 

03-3667-8961 

03-3265-1098 

0120-482-110 

03-3214-4870 

03-3543-6953 

03-3541-1124 

 

03-3461-3949 

03-3432-2736 

03-3234-0170 

03-3504-1601 

03-3816-2151 

03-3535-0365 

 

03-3355-5776 

03-3433-5377 

03-3346-8913 

 

03-3561-6861 

03-3669-1177 

03-3815-1687 

法面保護 

柱状ｽﾗﾘ-攪拌土 

AAW 工法･法面枠工法 

 

ｽﾍﾟ-ｽｸﾞﾗｳﾄ工法 

ｸﾞﾗｳﾄ注入 

AJP 工法 

OV ﾄﾞﾚｰﾝ工法 

 

法面保護 

法枠工法･ｱﾝｶ- 

KTB 工法･法的枠工法 

ｺﾙﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾚｰﾝ工法 

法面保護 

鋼管杭 

RC 杭 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚ-ﾝ 

混合攪拌 

SWING 工法 

法面緑化 

法面安定工事 

法面保護･緑化 

ﾊﾝﾁﾌﾚ-ﾑ工･法面枠工法 

 

法面安定工事 

法面保護･緑化 

SEC 工法 

石灰安定処理 

深層地盤改良 

ﾊﾟｯｸﾄﾞﾚ-ﾝ 

 

PC ﾌﾚ-ﾑｱﾝｶ-工法･擁壁 

PVC ﾄﾞﾚ-ﾝ 

VSL ｱﾝｶ-工法 

 

ﾌｧﾌﾟﾘ･ﾊﾟｯｸ･ﾄﾞﾚ-ﾝ 

粉体噴射攪拌工法 

補強土擁壁 
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３．本書で参考にした文献 

１）参考にした市販書籍一覧  
書籍名 出版 著者･監修者 

 

建

築

基

礎

構

造 

建築基礎構造設計指針 

小規模建築物基礎設計の手引き 

建築基礎構造設計例集 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算基準･同解説 

建築工事標準仕様書･同解説.1997 

建築構造設計基準.1993 

建築基礎構造 

実務からみた基礎構造設計 

住宅工事の要点･基礎 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ建築技術･地盤と基礎 

土と建築基礎の問答 

社団法人日本建築学会 

社団法人日本建築学会 

社団法人日本建築学会 

社団法人日本建築学会 

社団法人日本建築学会 

建設大臣官房庁営繕部 

技報堂出版 

学芸出版社 

井上書院 

井上書院 

建築知識 

 

 

 

 

 

 

大崎順彦著 

上野嘉久著 

鈴木三郎著 

田沢光弥著 

鈴木三郎著 

 

地

質

・ 

土

質 

土質調査法 

土質試験法 

岩の調査と試験 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟｹｯﾄﾌﾞｯｸ 

土質工学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 

ﾄﾗﾌﾞﾙを防ぐためのﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの見方と活用ﾉｳﾊｳ 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ図を読む 

建築基礎設計のための地盤調査計画指針 

建築地盤工学 

建築実務に役立つ地下水の話 

土質断面図の読み方と作り方 

地震災害と地盤･基礎入門 

土･基礎調査設計ﾏﾆｭｱﾙ 

基礎構造物の実用設計法 

図解土質力学の基礎 

建築家のための土質と基礎 ザ・ソイル 

ザ・ソイル 住宅の基礎性能と地盤補強 

住宅をつくるための「住宅基礎の地盤」がわかる本 

社団法人地盤工学会 

社団法人地盤工学会 

社団法人地盤工学会 

財団法人地質調査業協会 

社団法人地盤工学会 

近代図書 

理工図書 

社団法人日本建築学会 

理工図書 

建築技術 

社団法人地盤工学会 

鹿島出版会 

近代図書 

現代社 

技報堂出版 

建築技術 

建築技術 

建築技術 

 

 

 

 

 

三橋他 10 名共著 

増沢･平井編著 

 

坂口理著 

山本荘毅監修 

 

守屋喜久夫著 

福岡正巳著 

赤井･加藤･足立共著 

能城･林田･安川共著 

藤井衛・若命善雄他 

藤井衛・若命善雄他 

直井正之 

 

地

形

・ 

現

地

踏

査 

土地･水情報の基礎と応用 

現場技術者のための現地踏査 

技術者のための地形学入門 

画でみる地形･地質の基礎知識 

地域調査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 

地形図に歴史を読む 

沖積低地の古環境学 

応用地学ﾉｰﾄ 

植物生態の観察と研究 

ﾐﾆ雑草図鑑･雑草の見分け方 

建設技術者のための地形図読図入門 第１巻読図の基礎 

建設技術者のための地形図読図入門 第２巻低地 

建設技術者のための地形図読図入門 第３巻段丘・丘陵 

2000 年増補版地図読解入門 

古今書店国土調査研究会編 

鹿島出版会 

山海堂 

鹿島出版会 

ﾅｶﾆｼﾔ出版 

大明堂 

古今書院 

理工図書 

東海大学出版会 

全国農村教育協会 

古今書院 

同上 

同上 

古今書院 

 

島･奥園･今村共著 

熊木･鈴木･小原共著 

今村･岩田･足立他共著 

藤岡謙二著 

藤岡謙二著 

海津正倫著 

武田･今村共著 

沼田真著 

広田伸七著 

鈴木隆介 

同上 

同上 

籠瀬貞明 

 

土

木

・ 

補

強 

宅地防災ﾏﾆｭｱﾙ 

設計要領第 2 集 

構造物の基礎地盤における浅層安定処理工法 

山留め設計施工指針 

宅地造成設計施工の手引き 

事故を防ぐ為の土留工の設計施工ﾉｳﾊｳ 

建築基礎･土を掘る技術と固める技術 

ｾﾒﾝﾄ系固化材による地盤改良ﾏﾆｱﾙ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要綱 

簡易舗装要綱 

ぎょうせい 

日本道路公団 

住宅都市整備公団 

社団法人日本建築学会 

大成出版社 

近代図書 

建築技術 

社団法人ｾﾒﾝﾄ協会 

社団法人日本道路協会 

社団法人日本道路協会 

建設省建設経済局 

 

 

総合建設技術研会偏 

三橋晃司著 

田中修身著 

辞

典

用

語 

土質工学用語辞典 

土質工学標準用語集 

図解土質･基礎用語集 

地学辞典 

社団法人地盤工学会 

社団法人地盤工学会 

東洋書店 

平凡社 

 

 

原田静男著 

 

啓

蒙

書 

これだけは知っておきたい安全な土地の選び方 

怖い地盤災害 

なぜ欠陥住宅を買うのか 

地震に備えた住まいのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 

知らないと損する住宅地盤 

鹿島出版会 

NTT 出版 

ﾜﾆの本 

ﾜﾆの本 

麻布出版ｼﾞｵﾃｯｸ株式会社 

今村遼平著 

小松田精吉著 

守屋喜久夫著 

守屋喜久夫著 

品 

確

法 

図解住宅の品質確保の促進等に関する法律 

一目でわかる住宅品質確保促進法 

Ｑ＆Ａ住宅品質確保促進法解説 

創樹社 

国政情報センター 

三省堂 

建設省住宅局監修 

同上 

同上 
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２）参考にした報文などの冊子一覧 
冊子名 出版 著者･監修者 

建

築

基

礎

構

造 

基礎設計の手ほどき 

基礎設計の手ほどき PART2 

技術資料･基礎 

技術資料･不良地盤対策資料 

技術資料･基礎構造の基礎知識 

性能住宅保証設計施工基準 

住宅性能保証制度のしくみ 

住宅金融公庫融資住宅･木造住宅工事共通仕様書 

木造住宅建築工事基礎設計の手引き 

高耐震住宅ﾏﾆｭｱﾙ 

地盤と基礎特集号 

土質基礎の設計計算法総合実務通信講座 

地盤調査の考察について 

個建住宅におけるこれからの基礎・地盤の性能評価 

木造住宅工事共通仕様書分冊（北海道版） 

ﾐｻﾜﾎｰﾑ株式会社 

ﾐｻﾜﾎｰﾑ株式会社 

大和ﾊｳｽ工業株式会社 

大和ﾊｳｽ工業株式会社 

大和ﾊｳｽ工業株式会社 

（財）性能保証住宅登録機構 

（財）性能保証住宅登録機構 

住宅金融公庫建設ｻｰﾋﾞｽ部 

（社）日本木造住宅産業協会 

（社）石川県建築住宅総合ｾﾝﾀｰ 

建築知識 

経営開発ｾﾝﾀｰ 

非出版 

日本建築学会構造委員会他 

財団法人金融普及協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高安正道著 

 

 

地

質

・ 

土

質 

地盤の手ほどき 

地盤調査技術ﾏﾆｱﾙ 

技術資料･戸建･集合住宅の地盤調査指針 

技術資料･基礎工法選定ﾌﾛｰの解説 

簡易地盤調査ﾏﾆｱﾙ案 

土質試験でなにがわかるか 

地盤材料の物理･力学的性質と住宅基礎の地耐力評価に関

する研究 

不同沈下等防止技術開発指針策定調査研究報告書 

北海道の泥炭地盤の沈下と対策 

宅地地盤調査マニュアル 

盛土に関する沈下事故事例に学ぶ 

宅地地盤調査法基準書 

ﾐｻﾜﾎｰﾑ株式会社 

ﾐｻﾜﾎｰﾑ株式会社 

大和ﾊｳｽ工業株式会社 

大和ﾊｳｽ工業株式会社 

大東建託株式会社 

福井県建設技術ｾﾝﾀｰ 

 

 

財団法人日本建築ｾﾝﾀｰ 

財団法人地盤工学会北海道支部 

社団法人全国地質調査業協会連合会 

住宅地盤品質協会 

やすらぎ株式会社 

 

 

 

 

 

田中英輔著 

平田茂良著 

 

 

 

 

 

やすらぎ技術委員会 

土

木

・ 

補

強 

建設工事に伴う周辺住宅の地盤沈下被害の原状と対策講

習会資料 

住宅団地ののり面･擁壁の維持管理･住宅都市整備公団の

場合浅層安定処理工法設計･施工指針 

QCB ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ基礎工法地盤改良ﾏﾆｱﾙ 

ﾃﾉｺﾗﾑ工法資料集 

住宅用各種基礎補強工法 

土木技術ﾏﾆｱﾙ 

社団法人地盤工学会 

土と基礎 

住宅･都市整備公団 

 

QCB 協会 

株式会社ﾃﾉｯｸｽ 

日産農林工業株式会社 

高知県技術交流会 

 

 

 

嶋田義和 

 ３)その他 

 専門雑誌や学会誌などからも重要な示唆を受けたり､引用を行ったりしましたが､あまりに数が多く煩

雑にすぎるので割愛します｡ 
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４．地形図の記号と整飾（1/25,000） 

 事前に調査敷地の地形を調べるためにも、地盤構造をつかむためにも地形図は不可欠です。ここでは

地形図記号の読み方を中心に解説します。 

１）地形図の記号 
幅員 

 

幅員3.0m以上の道路は原則としてすべて表さ

れますが、混み入ったところでは省略してあり

ます。幅員3.0m未満の道路は主要なもののみ記

載してあります。 

幅員13.0m以上の道路（４車線以上の道路に相

当）。 

幅員5.5～13.0mの道路（２車線の道路に相

当）。 

幅員3.0～5.5mの道路（１車線の道路に相当）。 

幅員1.5～3.0mの道路（小型自動車のみが通行

できる。） 

幅員1.5 m未満の道路（自転車か歩行者が通行
できる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切取部の 

道路・鉄道 

岩石や土砂を切り取って道路や鉄道を通してい

る部分で、石・コンクリート・芝などで斜面を

補強したものもあります。 

道路・ 

鉄道 

盛土部の 

道路・鉄道 

 

土砂を盛った上に道路や鉄道が通している部

分。石、コンクリート、芝などで斜面を補強し

たものなど。切取部の表示の基準と同じです。 

送電線 約２０キロボルト以上の高圧電流を通すものが

記載されています。 

へい 石、れんが、コンクリートなどの壁、鉄板や土

のへいなどで、高さ２m以上、長さが75m以上

のものが記載されています。記号の短い線は、

ヘいの内側についています。 

石段 

 

 

 
都府県界 

北海道支庁界 

郡・市界・指定

都市の区界 

東京都の区界 

町村界等行政

区界 

境界はすべて表示されています。ただし境界が

未定のときや関係市町村間で意見のちがいがあ

るときは、その部分の境界は表されていません。

境界の未定の部分があるときは、欄外右下にそ

のことが記されています。 

 

 

所属界  

植生界 異なった植生を区分する界。ただし末耕地間の

界は表示してありません。 

区界 

特定地区界 
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三角点 

 

位置の基準になる点で、地図作成の骨組になります。精密な水

平位置（経緯度など）のほか標高も決められています。１等か

ら４等三角点までのすべてが記載されています。 

現地には、花崗岩または、金属（しんちゆう）の標識が据えつ

けてあり、３等以上の三角点は、平均間隔４kmで全国をおおい、

約39,000点あります。４等三角点（平均間隔約1.5km）は、

まだ全国をおおってはいません。 

水準点 

 

 

高さの基準になる点で、地図作成や測量に使われます。標高が

精密に決められています。原則としてすべての水準点が記載さ

れています。 

現地には、花崗岩で作られた標石または、金属の標識が据えつ

けてあります。国道など主要道路沿いに設置され、全国で約

26,000点あります。 

標石のある

標高点 

 

１等・２等・３等、三角点、水準点以外で、水平位置または標

高が決められ、現地に標石または、金属の標識が据えられてい

る点で、４等三角点は含まれません。 

三角点のない山頂、鞍部その他、地形を表現するのに必要な点

が選ばれています。標高はメートル以下１位まで表されていま

す。 

基準点 

標石のない

標高点 

 

現地に標石または金属の標識はありませんが標高が測定された

点です。三角点、水準点、標石のある標高点等を合わせて、図

上１０cm平方に５～１０点の割合で選ばれています。 

三角点や標石のある標高点がない主要な山頂、鞍部、谷口、道

路の分岐点、丘の頂などを選び標高はメートル位まで表されて

います。 

 
建物 

 

建物（小）、建物（大）のことを図式上

では「独立建物」といいます。建物（大）

は単独で、短辺か図上１mm以上の建物

です。中高層建物は建物（大）で表示

される建物のうち、３階建以上のもの

です。 

建物の 

密集地 

市街地等で、建物が密集している区域

で、図式上では「総描建物」といいま

す。数戸以上の建物を一つにまとめて、

短辺が図上１mm以上になるものをい

います。 

中高層 

建築街 

建物の密集地のうち、３階以上の建物

が密集しているものです。 

樹 木 に 囲 ま

れた居住地 

農村集落等で、宅地内に屋敷林、生垣、

庭木などが生えていて、外部から見通

せなくなっているものをさします。 

建物 

空地 

（無記号） 

住宅地内の空地、学校の運動場、工場

などの構内の空地、公園、庭園、単な

る空地などで、外部から見通せるもの

です。 

墓地 

 

原則として図上３mm×３mmのもの

について、特定地区界で囲んで表され

ています。 

 
市役所、東京

都 の 区 役

所 ・ 町 村 役

場、指定都市

の区役所 

 すべて表されています。 

 

 

 

 

公共 

施設 

官公署（特定

の 記 号 の な

いもの） 

 市役所から自衛隊までの記号が定められている官公署以外の

ものを示す記号です。例えば、中央の各省庁やその出先機関、

都・道・府・県庁の出先機関の大きなものなどに用いられま

す。それぞれの地域で主要なもので、特に重要なものには、

記号ではなく名称が表示されています。 
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公共 

施設 

裁判所・税務

署・営林署・

測候所・警察

署・駐在所・

派出所・消防

署・保健所・

郵便局・自衛

隊 

 原則としてすべて（駐在所・派出所を除く）表示されていま

す。重要なものには、記号でなく名称が表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場 原則として、敷地面積が図上３mm×３mm以上ですが、これ

より小さくても、それぞれの地域で主要なものは表されてい

ます。著名なものは記号でなく名称が表示されています。 

 

 

発電所 

 

 

小中学校・高

等学校 

原則としてすべて表示してあります。盲学校、ろう学校につ

いては注記で表してあります。 

学校 

大学（大）・

短大（短）・

高専（専） 

 

市街地などでは、省略されているものがあります。 

 

 

 

 

病院  

神社・寺院 

 

著名なもの、好目標となるもの、それぞれの地域で主要なも

のが表示されます。規模の大きいもの等には、記号でなく名

称が表示されています。神道、キリスト教の教会、回教寺院

には、寺院の記号は使われていません。 

高塔 五重の塔、時計台、展望台、給水塔、教会の尖塔、消防署の

望楼など、高くそびえている工作物で、それぞれの地域で主

要なものが表示されます。 

記念碑 記念碑のほか、銅像、石像なども含み、それぞれの地域で著

名なもの、よい目標となるものが表示されます。 

煙突  

電波塔 テレビ、ラジオ、無線電信などの送受信アンテナの塔が表示

されます。 

油井・ガス井 

灯台 

 

坑口・洞口 

 

坑口は、鉱山の坑道や道路、鉄道、水路などのトンネルの出

入口です。洞口は、鍾乳洞や溶岩トンネルなど天然の洞穴の

入口が表示されます。 

城跡 

 

天守閣、櫓、石垣などが現存、または、復元されているもの。

城跡と認めることが困難なものであっても歴史的に著名なも

のは表されています。 

史跡 

史跡・名勝・

天然記念物 

 

 

文化財保護法により指定された史跡、名勝、天然記念物。原

則として、すべて表されています。ただし動植物などで、地

域を定めず指定されたものは除かれています。 
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噴火孔  

温泉・鉱泉  

採石地 土木、建築用等の石材を採取している場所です。 

重要港  

地方港  

港 

漁港 

 

 

 

 

 
田 

 

水をはって、水稲、はす、わさび、い草などを栽培

している土地で原則として、図上で３mm×３mm

以上のものが表示されます。 

畑・牧草地 

 

麦、豆類、陸稲、やさい、パイナップルなどを栽培

している土地です。牧草や芝を栽培している土地を

含みます。 

果樹園 りんご、なし、もも、みかん、ぶどうなどの果樹を

栽培している土地です。 

桑畑 桑を栽培している土地で、野菜などを間作している

ものも含みます。 

茶畑 茶を栽培している土地。野菜などを間作しているも

のも含みます。 

農 耕

地 

その他の 

樹木畑 

きり、ばせ、こうぞ、庭木などを栽培している土地

で苗木畑も含みます。 

広葉樹林 高さ約２m以上の広葉樹が密生している土地です。 

針葉樹林 高さ約２m以上の針葉樹が密生している土地で、植

林地では、高さ２m未満のこともあります。 

竹林 竹が密生している土地です。 

しの地 しの、笹などが密生している土地です。 

樹木 

やし科樹林 やし科、へご科、たこのき科などの樹木が密生して

いる土地です。 

荒地 

 

野草か低い木が生えている土地かまたは裸地です。

雑草地、伐採跡、山火事跡、鉱山や製練所の煙害地、

火山の噴火による荒地、新しい溶岩流で木の生えて

いない土地、高山地帯の草原、土壌侵食による荒地、

河原や海岸の野草地、水草の生えている湿原、耕作

を放棄した土地、河川敷などを含みます。 

 
河川 

 

ふだんの状態で常に水流のある自然や人工の水路。

原則として長さ図上10mm以上、幅1.5m以上のも

のです。 

湖・池 

 

陸地内で常に水をたたえているところ。原則として

図上１mm×１mm以上のものです。 

せき 

 

用水の取り入れなどを目的として、水位を高めるた

めに河川を横断して設けられた工作物です。 

流水方向 

 

河川の水流の方向。平坦な土地で河川の流れの方向

が読図しにくい場合に表されています。水面上に表

されていますが、川幅がせまいときは川の外側に平

行に表されています。 

かれ川 

 

ふだん水がなく、降雨のときだけ水が流れる川。原

則として、長さが図上10mm以上のものです。 

水面 

地下の 

水路 

 

 

農業、工業、上水道、発電などの用水路および各種

排水路のうち、地下にあるものです。 

市街地内の上下水道は省略。管路であるか、暗渠で

あるか、トンネルであるかは区別していません。 
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岸高（がんこう） 川のふだんの水面と、これに接するがけの項との高

さの差。高さ約２m以上のもので、必要なところに

表されています。 

比高 がけ、切取部、盛土部、堤防などの頂と、その付近

の平坦な地面との高さの差、あるいは凹地や溝の深

さをさします。 

水面標高 

 

湖面の平均の標高（東京湾の平均海面からの高さ）

です。 

 
湿地 

 

年中湿っており、降雨時に水がたまりやすい土地で

す。図上３mm×３mm以上、または２mm×５mm

以上のものです。 

海岸線・ 

干がた 

 

海水部と陸部との界線。干潮のときだけ海面上にあ

らわれる、砂や泥から成る平坦な土地です。 

満潮（略最高高潮面）のときの海岸線。図上２mm

×２mm以上のものが表示されます。 

砂れき地 砂れきが広く露出している土地。図上３mm×３

mm以上または、1.5mm×５mm以上のものです。 

堤防（土堤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川の氾濫や海水の侵入を防ぐため、細長く土砂を

盛りあげた構造物。原則として、頂部の幅図上

0.2mm未満、高さ３m以上、長さが図上３mm以上

のものです。 

 
標高・等高線 

 

 高さの等しい地点を連ねた線で、土地の高低・起伏

を表現するために使われます。主曲線と補助曲線か

ら成ります。 

標高（東京湾の平均の海面からの高さ）０m、10m、

20m、30mと10mごとのものを主曲線といいま

す。 

主曲線のうち、０m、50m、100m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、15m、

25m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

の補助曲線が表されていることがあります。2.5m、

7.5m、12.5mなど。 

主曲線は、原則としてすべて表されています。補助

曲線は、緩傾斜または細かい起伏の土地で、主曲線

だけではその特徴をよく表現できない部分にだけ

用いられています。 

おう地 

（凹地） 

 

くぼんだ土地。おう地 小おう地。等高線で表すこ

とができる大きさのみ表示しています。 

岩 一部が地表に現れている岩、または、地上に散在す

る岩です。 

がけ（土・岩） 

 

高さ３m以上、長さが図上３mm以上のものです。

ただし、特に必要なときは、これより小規模のもの

でも表されています。 

 

 

 

 

 

２）地形図の整飾 

 地形図には、本体である図形の部分のほかに、これを囲む区画線の外まわりに、いろいろな事項が表
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示してあります。この区画線を図郭といい、図郭とその外まわりに表示された事項を総称して整飾と呼

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整飾は、地形図の体裁を統一し、整えるということから名づけられたものですが、そこには地形図を

利用するときに必要な次の事項が図に示した位置にそれぞれ表示されています。 

〔整飾事項〕 備考 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

図郭 

経緯度の数値 

経緯度の分目盛 

地域メッシュのコード 

基準地域メッシュの目盛 

等高線または等深線の数値 

道路の到達 

鉄道の到達 

地形図の名称 

隣接地形図の名称 

地形図の番号 

記号等の凡例 

図法等の説明 

行政区両の概要図等 

索引図 

図歴 

縮尺 

発行年月日等 

その他とくに必要な事項 

 

 

 

1/50,000 地形図にはない 

1/50,000 地形図にはない 
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図郭 図郭の左右の辺は、経度の間隔が1/50,000地形図では 

15’00”ごと、1/25,000地形図では７’30”ごと 

の経線を表し、また、上下の辺は、緯度の間隔が1/ 

50,000万分の１地形図では10’00”ごと、1/25,0 

00分地形図では５’00”ごとの緯線を表しています。 

ふつうは、左右の辺には０’、７’30”、15’00”、22’ 

30”……、上下の辺には０’、５’、10’、15’……と、 

それぞれきりのよい値の経線、緯線が使われていますが、 

離島や半島などでは、地形図の面数を節約するために、 

中間の値の経線、緯線に変更されたものがあります。また、 

標準の図郭を少しだけ広げて（図郭の延伸という）必要な 

部分を表したものもあります。なお、遠くはなれた小さな 

離島を、もよりの図葉の海の部分に、分図として挿入した 

ものもあります 

 

 

 

 

経緯度の 

数値 

標準の図郭、変更した図郭、分図の図郭の、四隅には、アラビア数字でその経度、緯度が表示されて

います。 

経緯度の 

分目盛 

図郭の四辺には、それぞれ経度緯度１分ごとの目盛（長さ１mmの短線）が表示されています。分目

盛は、必要に応じて対応する分目盛どうしを直線で結び、ある地点の経度緯度を求めるときなどに利

用するためのものです。 

地域メッシ

ュのコード 

 地域メッシュとは、各種の統計に用いるため昭和４８年に 

行政管理庁から告示された経緯線による「標準地域メッシュ 

」のことで、第１次地域メッシュから第３次地域メッシュま 

で定められています。第１次地域メッシュは、経緯度差１゜ 

×40’（20万分の１地勢図１枚の区画に相当）で構成する 

メッシュ。第２次地域メッシュは、第１次地域メッシュの縦 

横を各８等分して経緯度差７’30”×５’（1/25,000 

地形図１枚の区画に相当）としたメッシュ。第３次地域メッ 

シュ（基準地域メッシュという）は、第２次地域メッシュの 

縦横をそれぞれ10等分して経緯度差45×30”とした 

メッシュのことです。各次のメッシュには次図のように、そ 

れぞれにコードがつけられていますが、1/25,000地形 

図には、このうち第２次地域メッシュのコードが表示されて 

います。 
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基準地域メ

ッシュの目

盛 

 経緯度の分目盛と同じように、図郭の四辺には各辺を10等分した基準地域メッシュの目盛（青色

で長さ１mmの短線）が表示されています。対応するこの目盛どうしを直線で結ぶと100個の区画（メ

ッシュ）かできますが、この１区画の面積は平均して約１km2です。 
等高線また

は等深線の

数値 

 等高線または湖沼の等深線が図郭と接する位置の外側に、約２cmの間隔で、等高線の場合はその

標高（茶）、等深線のときはその深さ（青）が小さなアラビヤ数字で表示されています。 

道路の到達  道路の到達とは、道路が図郭に接する位置の外側に、その到達地（行先）の都市、集落等の名称

を表示した注記のことです。道路の到達は、原則として国道、高速自動車道については全部、その

他の主要道路については、その必要の度合によって表示されています。 

 到達地名等は、国道については、都・道・府・県庁・支庁（北海道）の所在地、または主要な都

市の名称を表示し、高速自動車道については、主要な都市を結ぶインターチェンジ（Ｉ・Ｃ）また

はジャンクション（J・C）の名称が表示されています。 

 その他の主要道路については、主要な都市または集落名が多く用いられますが、駅、山、峠など

の名称が表示されていることもあります。 

鉄道の到達 鉄道の到達は、原則として普通鉄道のすべてについて表示されています。 

 鉄道の到達地には、その鉄道の始発駅、終着駅、主要乗換駅の駅名が採用されています。 

地形図の名

称 

 

地形図の名称とは、地形図１枚１枚につけられた名前のことで「図名」とも呼んでいます。 

 図名には、その地形図に表示されている居住地名（集落名）のうち、最も大きい居住地の固有名

を採用したものが多いのですが、適当な居住地がないときは、山、湖、岬、島などの名称を図名に

しています。それでも、なお、適当な図名がないような場合は、隣りの地形図の名称に関連させた

図名をつけています。例：△△東部、□□南部 

 図名は、図郭上辺の外側中央に大きな字で表示されているほか、地形図をたくさん重ねたときや、

折ったときに見やすいように、図郭外の左上、右下にも表示されています。このうち、左上にある

図名はひらがなで、図名の読み方をも示しています。 

隣接地形図

の名称 

 図郭各辺の外側中央に、隣りの地形図の名称（図名）が表示されています。もし、その隣りが海

になっていて接続する地形図がない場合には当然ながら表示されていません。 

地形図の番

号 

 地形図の番号は、図郭の外側左上に表示されていま 

す。この番号は20万分の１地勢図の中の地形図の位 

置を示したものです。 

 20万分の１地勢図の番号（上の例ではＮＪ-54-22 

）は、100万分の１国際図の標準区画（旧規程）にお 

ける地勢図の位置を示す番号です。また、カッコ内に 

は、20万分の１地勢図の実際の図名（上の例では福 

島）が示してあります。 

 上記のＮＪ-54-22-11を例に説明します。まず、 

左側のＮＪ－５４は、100万分の１国際図の番号です。 

Ｎは地球の北半球、Ｊは、赤道から緯度の間隔を４゜ 

ごとにとり、０゜～４゜、４゜～８゜、８゜～１２゜ 

…にＡ、Ｂ、Ｃ…と符号をつけ、そのＪ番目であるこ 

とを示したものです。５４は、経度180゜の経線を基 

準にして東回りに６゜ごとに分け、西経180゜～174゜ 

、174゜～168゜、168゜～162゜… 東経174゜～ 

180゜に１、２、３…６０の番号をつけ、その５４番目 

であることを示したものです。このように、100万分の１国際図の１図葉の大きさは、経度の間隔

６゜、緯度の間隔４゜で区切られていますが、この経度緯度を各６等分して36区画（１区画は１゜

×４０’）とし、右上から下に順次番号をつけたのが20万分の１地勢図の番号22です。 

 1/50,000地形図の番号１１は、20万分の１地勢図の縦横の辺を各４等分して１６区画（１区画

は15’×10’）とし、右上から順に番号をつけたものです。なお、海の部分で地勢図や地形図がな

い場合でもそれぞれの番号を欠番にすることはありません。さらに、1/25,000地形図の番号１は、

1/50,000地形図の縦横の辺を各２等分して４区画（１区画は７‘３０“×５１）とし、前記と同

様につけたものです。図例の２０万分１地勢図福島は右側への「延伸図郭」ですが、この場合の延

伸部にある1/25,000、1/50,000地形図の番号は、右隣りの地勢図に相当する番号に続けて、例

えば「NJ-54-6-16-4」（福島４号東－４）のように表記されています。 

記号等の凡

例 

記号等の凡例の欄には、個々の記号とその名称が示してあります。また、市街地、陸水部、海浜部、

山地について、図形とそれぞれに多くでてくる記号とその名称がまとめて表されています。この欄

には、原則として地形図の図式で定められた記号のすべてが載せられています。ただし、南西諸島

や小笠原諸島など低緯度地方の地形図では、１図葉の図郭寸法が大きくなるので記載位置を変更し

たり、一部の記号を省略する場合があります。  

図法等の説

明 

図法、座標帯

と中央子午線 

 

記号等の凡例の下方には、次の６項目の説明が表示されています。ここには、この

地形図に採用されている図法のほか図郭につけた目盛、高さの基準面、等高線の高

さの間隔、真北に対する磁北、適用した図式等が表示されています。 
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③ ユニバ一サル横メルカトル図法（ＵＴＭ図法） 

ユニバ一サル横メルカトル図法のことを、普通はＵＴＭ図法といいます。ＵＴＭ図法

は、メルカトル図法－赤道に円筒を接し（正軸）正角（地球上の２方向の夾角がこれ

に対応する地図上の角と等しい）条件を満足させて経緯線を投影した図法の円の経度

帯ごとにメルカトル図法を適用したものです。 

②座標帯 

座標帯は、（11）地形図の番号の１００万分の１国際図の切り方と同じように、経度

１８０゜の経線を基準にして、６゜ごとの経度帯に分け東回りに№１、№２、№３、

№６０の番号をつけ構成されています。前頁の例「第54帯」は、その№54に相当し、

この場合の経度帯は次のとおりです。 

 西経180゜～０゜→№１～№30（180゜÷６゜＝30） 

 東経０゜～180゜→№31～№60 

           №54→（６゜×５４）－180゜＝144゜ 

 ∴第54帯は、東経138゜～東経144゜です。 

 

③中央子午線 

中央子牛線とは、投影面である円 

筒を沿わせた子牛線（経線）で６゜ 

幅の経度帯の中央の経線のことで 

す。したがって、第54帯の中央 

子午線は、東経138゜～東経144゜の真中の経線、東経１４１゜ 

です。 

ＵＴＭ図法の特徴は次のとおりです。 

地球の表面を経度６゜ごとの帯に分 

け、それぞれの帯ごとに横軸、正角、円筒図法を適用したものです。 

中央子午線に沿ったところでは、実際の長さを0.9996倍に縮小して計算し、６゜幅

の経度帯内の誤差が平均化されています。 

ＵＴＭ図法の適用範囲は、南緯80゜から北緯80゜までです。これより高緯度の地域

には、他の図法（ステレオ図法）を用いることになっています。 

ＵＴＭ図法による地形図は、６゜の経度帯内では全図葉を一平面上でつなぎ合わせる

ことができます。図郭の形は、理論上は不等辺四辺形で、中央子午線に対して対称で

す。 

高さの基準 

 

北海道、本州、四国、九州およびこれらの土地と連絡測量（渡海水準測量）ができる

島の高さの基準は、東京湾の海面の高さを平均して、これを０mとして用いています。

沖縄諸島、佐渡島、奄美諸島その他の離島では、それぞれの島の湾で平均海面を定め、

これを高さの基準としています。 

等高線の間隔 主曲線の高さの間隔は、1/25,000地形図では10m、1/50,000地形図では20mで

す。これだけでは地形の特徴を表せないときは、補助曲線が用いられます。 

磁針方位 地形図の方位は、上の方を「北」にしていますが、図郭の左右の線は経線でこれを上

方に延長した方向が真北です。磁石の針がさす北を磁北と呼んでいますが、わが国の

磁北は真北より西の方をさします。このことを西偏といいその値が表示されていま

す。野外で地形図を使うときは、この磁北の線を鉛筆等で書きこんでおくと便利です。 

 

図式の種類 地形図の記号はじめ整飾、注記などの採用基準や表現の方法などを決めたものを図式

といいます。地形図の図式は古くから何回も改正され現在に至っていますが、各地形

図には、これに適用された「図式」の名称が記載されています。 

行政区画の

概要図等 

行政区画の概要図等とは、図郭外に記載されている「行政区画 

」の見出しの図と、その下にかいてあるその行政区画の名称の 

ことです。 

1/50,000地形図の行政区画図には、当該地形図に表わされてい 

る都、府、県、支庁（北海道のみ）、郡、市の区画の概形と、海岸 

線、大きな湖池の湖岸線の概形が示されています。1/25,000地 

形図には、さらに町、村の区画まで表されています。 

それぞれの区画には、図の下にある行政区画名と対照するための 

番号やアルファベットがつけられています。また、行政区画図の 

４辺には、当該地形図の正しい図郭寸法が表示されています。 
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索引図 索引図は、当該の地形図（斜線の平行線がかいてある）を中央に 

して、これに隣接する地形図の関係位置を示したものです。1/5 

0,000分の１地形図の索引図には1/200,000地勢図の区画線を 

太い線で示し、その関係もわかるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図歴 

 

図歴とは、地図の経歴という意味で、基本測量、改測、修正および編集した年次 および現地調査の

年月、使用した資料等について表示されています。基本測量とは、当該図葉の範囲を初めて測量し地

形図を作成したことで、図歴欄の一番最初の行に「明治○年測量」などと表示されています。 

 改測とは、既成の地形図にとらわれることなしに、全面的に測量しなおして新たに地形図を作成し

たことで、基本測量の「明治○年測量」の下に「昭和○年改測」と表示されています。 

 修正とは、基本測量や改測で作成された地形図のその後の変化を、部分的に修正することをいい、

「昭和○年修正測量」と表示されています。 

 編集は、1/50,000地形図だけにある図歴で、「昭和○年測量」の下に「昭和○年編集」と表示され

ていますが、これは最新の1/25,000地形図から編集によって作成されたということです。この下の

行に使用した1/25,000地形図のことが「１．資料：昭和○年」測量1/25,000地形図」と表示され

ています。 

 以上のほかに、1/25,000地形図の図歴欄には、使用した空中写真の撮影年月、現地調査を実施し

た年月などが表示されています。 

 地形図の新しさは、1/25,000地形図では現地調査の年月であり、1/50,000地形図では、編集の

とき使用した1/25,000地形図の測量年です。 

縮尺 縮尺とは、地球表面上とこれに対応する地図上との長さの比をいい、1:25,000、1/25,000などで

表されています。また、この縮尺に応じた「物さし」のことも縮尺あるいはスケールなどといいます。 

 地図上で長さを測るときは、既成の物さしよりもその図に刷りこんであるスケールを用いるとより

精度が高いのです。 

発行年月日

等 

図郭の外側右下には、発行年月日、印刷の色数、刷り数、著作権所有者などが表示されています。発

行年月日は、各月の１日に統一（かつては２月と１２月は２８日、他の月は３０日であった）されて

いますが、この年月日は地形図の内容の新しさと直接関係はありません。印刷の色数は、カッコ書き

で表示されていますが、これは地形図の価格との関係で示されたものです。現行の図式では、

1/50,000地形図は４色刷、1/25,000地形図は３色刷となっています。 

 印刷色数に続いて１刷とあるのは、その地形図を、最初に印刷したことを表しています。修正しな

いでまた印刷したときは２刷となります。 

 地形図の著作権所有は、建設省国土地理院です。本などの説明図として地形図の一部を載せるとき

は、そのことを明記しなければなりません。また、地形図を複製するときや、地形図を用いて他の地

図を編集するときなどは、国土地理院長の承認をえなければなりません。 

その他とく

に必要な事

項 

（１）～（１８）以外で、とくに必要なことは、図歴欄の下に表示することになっています。例えは、

当該図葉の中に含まれる市・町・村等で、その境界に未定なところがあれば、「Ａ町とＢ村の境界は一

部未定」と表示されています。あるいは、1/50,000地形図の編集において、1/25,000地形図以外

の資料を用いたときは、そのことが表示されています。 
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５．地形起源の地名一覧表 
地名用例 地形の原意 

阿ノ浦、阿ノ津 あ（＝湿地） ×

年魚市（あいち）、阿由知、吾湯市、鮎田 あい（＝湧水、河床の低地） ×

明海、相合谷、安居、青野、青田 あお（＝低湿地） ×

赤目、赤生木、赤生原、赤尾、赤田 あか（＝赤土・辰砂の産地）  

飽海、飽見、明見、阿久田、恩田、明田、安久田、垢

田、掌田、阿宮、飽包浦、阿久津 

あく（＝低地） ×

芥見、飽田（あくた） あくた（＝低湿地） ×

阿久戸、安久戸、悪土、開戸、明戸、肥戸 あくと（＝川沿の低地） ×

明智 あくたに同じ ×

揚田、阿気、阿下喜 あげ（＝ため池）  

揚田、上田、挙田、明田 あげ（＝乾きのよい）  

阿古、阿子木 あこ・あご（＝揚がるの意）  

浅田、阿佐ケ谷 あさ（＝浅い水）  

浅草、朝草山 あさくさ（＝深草の反語、砂礫地）  

安食、阿武 しき・じき（＝川底・砂礫地）  

足羽（あすわ）、小豆沢 あす・あず（＝崩崖）、は（＝端）  

阿瀬、阿瀬部 あせ（＝水の浅いところ）  

畦田 あぜ（＝浅い川の畔）  

厚田、熱田 あつ・あだ（＝傾斜地）  

当楽 あて（＝荒地・高地・山の傾斜面）  

阿斗、阿戸野 あ（＝湿地）、と（所） ×

穴内 あな（＝湿った小さい谷） ×

抑木 あふ・あぶ（＝岩の崖）  

安部、阿部 あべ（＝低湿地） ×

阿保、安保 あぼ（＝崖）  

天野、天城、尼ケ辻 あま（＝高所）  

新井、荒木、荒城、安楽域、荒木田 あら（＝新しい用水路＝開墾地）  

荒田、荒田原、安楽田 あら（＝新しい用水路＝開墾地）  

荒所、新所 あらどこ（＝焼き畑・開墾地）  

芦原、阿原、湶（あわら） あわら（＝湿地・深泥の田） ×

井ノ頭、井上、井手、伊手、伊良 い（＝水路） ×

伊井、飯田、飯野、飯高、飯貝 いい（＝自然堤防など小高い所）  

五十沢（いかさわ） いか（＝谷頭・山麓） ×

碇、伊加里、井川、井狩 いかり（＝河岸段丘）  

生口、生地、幾地、生路 いくち（＝砂礫地）  

井口 いぐち（＝堰）  

伊佐、石原（いさ）、石和（いさわ）、砂部（いさべ）、

伊沢、砂子（いさご）、砂古瀬、長砂（いさご） 

いさ・いさご（＝砂・砂地）  

一色、伊敷、居敷、印敷、印食 しき（＝砂礫地）  

和泉、伊津、伊豆田 いず（＝岬・端）  

伊蘇、磯津、大磯、石上（いそのかみ）、椿世（つばい

そ）、磯谷 

いそ（＝岩礁）  

板倉、板橋、板鼻、板屋 いた（＝崖）  

飯田、伊田、伊太（いだ） いた・いだ（＝上の田）  

井手 いで（＝用水路）  

井野、井野川、飯野、稲生、入野 いの（＝水路のある野・砂礫地）  

稲、伊名、伊南、稲子、稲郷、稲葉、因幡、稲羽、伊

鼻 

いな（＝砂）  

犬島、犬山、猪ノ鼻（いのはな） いぬ（＝低い台地の端・狭い）  

犬飼 いぬかい（＝低峡：低い山の間の谷  

井野、井野川、飯野、印野、伊野、伊乃 いの（＝水路のある野・砂礫地）  

今村、今市、今庄、今井、今居、今治 いま（＝新しい・新しい用水路） ×

入谷、入沢、入江 いり（＝谷の奥、入り江） ×

岩田、石田（いわた） いわ（＝岩）  

院内、犬内（いんない）、印内 いん（＝入谷・狭い場所）  
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地名用例 地形の原意 

浮田、宇喜田 うき（＝泥深い土地） ×

宇佐、字佐美、字佐木 うさ（＝砂地）  

牛首 うし（＝牛首状の細長い尾根）  

歌浜、宇田、宇多、大田、右田原、兎田、鵜田、入生

田 

うた（＝泥田・湿地） ×

浮津、宇津、宇都山、内海、宇津呂 うつ（＝狭い谷・崖）  

有戸、宇登、宇戸、宇都、石渡（うど）、宇土 うと（＝狭くて小さい谷）  

馬渡、馬路 うま（＝狭い土地・谷・谷頭）  

浦戸、霞ケ浦 うら（＝入り江）  

瓜生、潤井、字留井 うり・うる（＝湿地） ×

溢、江木、江木、会下（えぎ） えき（＝小支谷・谷状の湿地・悪水路） ×

江湖、江古 えご（＝淀、悪水路、小さい谷、湧水のある湿地） ×

江田、枝野、英多、江良、恵良 えた・えだ（＝湿田） ×

海老、海老坂 えび（＝台地・丘陵・階段状地形）  

江波、江場、江端 えば（＝入り江、海端）  

江見、江見川 えみ（＝やや広いまとまった平地）  

江良、江良部 えら（＝低湿地） ×

小坂 お（＝峰）  

大内 おお（＝深く入り込んだ山奥の谷）  

大瀬 おおせ（＝大きい瀬）  

大分 おおいた（＝大きく刻まれた地形）  

大阪、越坂（おっさか）、逢坂 おおさか（＝大きい坂）  

大見、尾見 おおみ・おみ（＝川畔の袋地、谷奥）  

岡山、岡田、岡崎、尾賀、男鹿、小賀 おか・おが（＝岡、山の背）  

沖田、沖元 おき（＝海より・干拓地におおい）  

荻、小木、荻生、越生、小久田 おぎ（＝荻の生える湿地・小谷頭） ×

起、午越、猪ノ越 おこし（＝開墾地）  

押出、押手 おし（＝溶岩流、扇状地の土砂が流れ出たところ）  

泥田、小田、織田、小田原 おた（＝砂地・泥田） ×

越知、越智、大市、大地 おち（＝崖）  

落合 おちあい（＝川の合流点）  

乙津、男川、乙川、乙浜 おと（＝曲がった崖、海岸）  

音羽 おとわ（＝峠）  

尾土、大峠、大戸 おど（＝山頂・大きい峠）  

尾羽 おば（＝峰）  

小針、尾張、大治、小治田（おはるだ） おはり（＝開墾地）  

折戸、折口 おりと（＝坂の下り口）  

尾呂志、下石（おろし）、矢下（やおろし）、大根下（お

おねおろし）、牛下、浦芝原（おろしばる） 

おろし（＝崖）  

恩地、隠地、音地 おんち・おんじ（＝日陰地・湿地） ×

開津、垣内（かいつ）、谷内（かいつ）、海津 かい（＝狭間・谷間の平地）  

角良、神楽 かぐら（＝断崖）  

掛、欠 かけ（＝欠＝崖）  

風間、笠間 かさ（＝高所、上方の意）  

勝田 かつた（＝川畔や沼地に多い地名） ×

勝間田、勝俣 かつまた（＝卑湿な土地） ×

加志、極原、柏山、鹿塩、柏尾 かし（＝傾斜地）  

潟田、片平、片巣、堅子、片子、片浦 かた（＝潟湖） ×

勝見、賀積、勝海、勝浦  かつ（＝低湿地） ×

河東、加藤 かとう（＝川畔）  

兼久、金久 かねく（＝デルタの低湿地） ×

加納 かのう（＝開墾地・焼き畑）  

鏑木（かぶらき）、蕪木（かぶらき） かぶら（＝押し出し地形・地滑り地）  

可部、草壁、折壁 かべ（＝絶壁）  

河間、蒲生、蒲田、鎌田 かま（＝蒲の生えた湿地・沼地） ×

加茂、鴨、賀茂、蒲生、蒲原 かも・がも（＝蒲の生えた水辺） ×
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唐沢、烏洲、烏森、唐内（がらち）、柄山 から（＝小石・砂利）  

搦田、大搦目 からみ（＝新田）  

刈谷、苅野 かり（＝山裾の草地・焼き畑）    

がれ場、干飯崎（かれさき） かれ・がれ（＝崖・山の崩れた所）  

軽部、軽米、大軽 かる（＝かれの転）         

峨廊、峨朗、鹿狼、霞露、賀露 かろ（＝崖・洞・山を負う地形）   

鹿谷、茅 かや（＝茅の生える土地・入り江） ×

河陽 かよう（＝川畔、交通にちなむ）   

川成 かわ         

河原、川原田、川原毛 かわら（＝砂礫地・河床）      

河内、川内 かわち（＝川原・河谷の平地）  

川名、川奈、河奈、河名 かわな（＝川畔・川を見下ろす段丘・自然堤防）  

鍵掛（かんかけ）、神吉（かんき）、寒木（かんき） かん（＝断崖・崩れた崖）      

岸、岸山 きし（＝崖・山側・山奥）      

喜多、木田、吉多、気多、城田、黄田 きた（＝自然堤防の地・北方）    

木曾 きそ（＝崖・傾斜地）         

木瀬・黄瀬 きせ（＝崖）         

木戸、城戸、木頭谷、鬼頭、城東、寄東 きど（＝谷口・合流点・狭隘地）    

切戸、切堤（きれと）、大切戸 きれと（砂州や自然堤防の切れ目） ×

給部、久部、久分、九久（くぎゅう） きゅう（＝狭い自然堤防・狭い河岸段丘・砂丘と川に挟

まれた土） 

 

木和田、貫和田 きわだ（＝山際の田・台地の縁）   

山越、（やまぐい）、柆野（くいの） くい・ぐい（＝くえの転・崩崖）   

久江、久重（くえ）、久枝、力会、崩平（くえひら）、

崩原（くえはら） 

くえ（＝崩崖）  

久木野、九鬼、久喜 くき（＝小高い所、自然堤防など）  

久慈、久師、串本 くし（＝越す地形・砂丘や小丘など「長く連なった高ま

り」を指す） 

 

楠田 くす（＝くしと同義）       

沓掛 くつかけ（＝湾曲した崖）  

葛谷、葛浜 くず（＝砂地の浜         

湫、久手、久出、久田、三久田、九手 くて・くで（＝湿地）      ×

久那、久那瀬 くな（＝水田）      ×

久保、久保田、水窪 くぼ（＝窪地）      ×

久見、久末、久美浜 くみ（＝狭間・共同開墾地・低み）  

倉沢、岩倉、倉橋 くら（＝岩・断崖・谷・座）   

来栖、来須、栗須、栗野（くるすの） くるす（＝尾根上の砂地）      

久留未、久留美 くるみ（＝小平地、尾根上の）   

栗原、久利、栗林 くれ（＝崖）  

呉、久礼、久連、黒羽（くれは）、石榑（いしくれ） くれ（＝棟形の尾根・崖）  

黒岩、黒木 くろ（＝畔・うね・小高い所）    

桑名、桑山、桑原 くわ（＝脇・際・崖）      

気多、気田、桁谷 けた（＝峰・山の中腹以上）     

毛勝山 けかち（＝草木の生えない荒れ地）  

化粧沼、化女 けしょう（＝山稜の斜面）      

毛呂 けろ（＝狭い平地）         

毛見、検見川 けみ（＝日陰や湿地で耕作に向かない所） ×

興居（こご） こご（＝険しい・岩がごつごつした意）  

小倉、高倉（こくら） こくら（＝たかくらの反意、低い所・岩山に囲まれた小

さい谷） 

 

午房野、根方（ごんぼう） ごぼう（＝短小な谷・小台地）    

郷津、河戸（ごおず） ごお（＝律令期の村落単位・歴史地名）  

鬼頭・鬼頭（おにこうべ） こおべ（＝崩れた崖）         

香呂、甲路、合良 こおろ・ごうろ（＝石地）       

興野、高谷、幸谷、郷谷、高野、荒野、小屋、高野 こおや（＝開墾地、戦国時代以降）  

今古賀、中古賀、古閑出、空閑（くが）、古閑（こが）、

古賀 

こ（く）が（＝空閑地）  
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高良、香良、強羅、河原（ごおら）、川原（ごおら）、

石原（いしごら） 

こ（ごお）ら（＝川端・谷・石原）  

腰越（こし）、腰浜 こし（＝側・麓・崖）         

古田、古多、幸田、神田、香田、高田、小田、河田、

五田井、五代 

こた（だ）・ごた（＝湿地・低地） ×

古見、弘見、小見、古海、古味 こみ（＝狭間）         

五味、五海、五明、五名 ごみ（＝泥地）        ×

駒場、駒込、河間、好間、 こま（＝河間、入りこんだ地形）   

駒返（こまがえり） こまかえり（＝急坂）   

五間、胡麻、護摩 ごま（＝狭い土地、谷底の盆地や平頂の峰にもいう）  

小森、郷守（ごもり）、籠谷（こもりや） こもり（＝沼地）        ×

根田、今田、金田、権田、五田 こん・ごん（＝低湿地）      ×

佐伯、江崎（さえき）、佐江崎（さえき） さえき（＝山の上の方、狭い谷間）  

坂平、坂本、坂下 さか（＝坂・傾斜地・台地から低地に下がる）   

盛、十八女（さかり）下がり さかり（＝傾斜地）  

作、佐久、咲、裂、迫、谷（さく） さく（＝狭間・新開地）  

桜、佐倉、佐久良、桜田 さくら（＝狭間）  

座倉（ざくら）、避石、作田 ざく（＝石地・石崩地・狭い谷））  

迫、作（さこ）、窄（さこ）、岩作（やざこ） さこ（＝狭間・小さい河谷・湿地・砂地） ×

坂手（さで）、佐手 さで（＝山の急斜面）         

佐鳴湖（さなぎこ）、猿投（さなげ） なぎ・なげ（＝崖）   

佐野、狭野、佐理（さのり） さの（＝狭い平地、狭野）    

鯖、鯖江、鯖地、佐波 さば（＝砂礫土、愛知、岐阜の方言・沢）  

佐良（さら）、座迫、佐礼、蔵連、佐々連 ざら・ざれ（＝乾いた所・新しい開墾地・崖・崖崩れし

た所） 

 

猿仏、猿飼、猿田、去田 さる（＝崖崩れ）         

笊田（ざるた）、葭田（ざるた） ざる（＝礫土であるためざるのように水が浸透すること）  

水沢、沢井、塩沢、沢上 さわ（＝谷）  

塩田、塩野、塩尻、塩沢、志雄、入之波（しおのは） しお（＝楔形の谷・川の曲流部）   

鹿田、磯賀（しか）、志賀 しか（が）（＝砂州・干潟）      

志責、志木、磯城（しき） しき（＝川底・砂礫地）       

茂畑、茂名、繁 しげ（＝茂みの意、開発の遅れた傾斜地など）   

志家（しけ）、重原 しげ（＝湿地）      ×

志度、志戸呂、茂土路 しど・しどろ（＝沼地・湿地）    ×

品野、科野、山科、山階、階見 しな（＝浅い皿状の盆地・段丘）   

清水 しみず（＝泉）         

蛇抜（じゃぬけ） じゃ（＝山抜け・崖崩れ地）   

白洲、自須、白砂 しら（＝白っぽい地・砂丘地）   

城ノ内、馬代（うましろ） しろ（＝山上の平地）   

後忘（しりべし） しり（＝アイヌ語源、山・断崖）  

神保 じん（＝山腹の小平地・自然堤防）  

新開、新貝、新涯 しんかい（＝新開地）        

新地 しんち（＝新しい開墾地・新田）   

神田、新田 しんでん（＝江戸以降の開拓村）   

神田、新殿 じんでん（＝低湿地） ×

新保、沖甚甫、神保 しんぼ（＝追加開墾地）        

洲崎、須田、須成、須郷、須川、須合 す（＝砂浜・洲）          

末野、須江 すえ（＝扇状地の末・端）      

須賀、横須賀、須加 すか（＝砂地・洲の所）      

須木、木次（きすき）、杉沢、杉城 すき（＝砂礫地）          

須磨 すま（＝砂浜の遠浅になった所）   

諏訪、須波 すわ（＝谷・湿地）         ×

関谷、井関 せき（＝堰、ため池）         

瀬古、瀬居、迫（せこ）、世古 せこ（＝狭間、山が迫ったところ）  

芹川、芹田、芹谷 せり（＝端・山の小石の多い所）   
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千体、仙台、千代、川内（せんだい）、千台 せんたい（＝台地・河岸段丘・自然堤防などに見られる

地名） 

 

曾木 そぎ（＝傾斜地、削ぐに関連）    

曾我  そが（＝砂地）          

曾田、寒田、池田 そ・そう（＝アイヌ語源・滝、岩礁）   

埣（そね）、曾根 そね（＝砂地・石地をなす痩せ地）  

曾和 そわ（＝傾斜地）          

田儀、多岐 たき（＝断崖・山・滝）       

当間、大麻、太間 たいま（＝低湿地の谷）       ×

田井、田居、平（たい）、上台、台畑、台原 たい（＝段丘・丘・平頂の山）    

多賀、田可、高針、高砂、高倉、高千穂、高田 たか（＝高い所）  

高須、高洲川、鷹栖、高巣 たかす（＝高洲・高い所「谷頭、台地、自然堤防などの」）  

滝田・多芸野（たぎの）、多岐、田儀 たき・たぎ（＝断崖、たぎたぎしいの意で険しい地形）  

詫間、詫磨、宅間、田熊 たくま（＝湿地）         ×

岳、武山、田下（たげ） たけ・たげ（＝崖）            

竹ケ鼻・竹ケ花 たけがはな（＝崖の端）        

竹田、武田 たけた（＝河岸段丘・自然堤防・山麓などの高所地名）  

田代 たしろ（＝新田・高山の湿地をなす小平地） ×

出谷、多枝（だし）、押出（おしだし） だし（＝土砂を押し出した地形）   

大館、函館、館林 だし（＝低地に望む丘陵の端）   

多摩、玉浦、玉川 たま（＝山頂・淵・湿地）     ×

丹野、丹波、谷田（たんだ） たん（＝谷）          

壇、段、旦付（だんつく） だん（＝台地・平頂の山）      

津幡、都幡 つばた（＝沿海地、海端）      

杖立、杖谷、津江、潰溜、大津江又、青潰 つえ（＝崩崖「潰え」）  

大塚、玉塚、狐塚、富士塚 つか（＝小丘・砂丘）  

堤 つつみ（＝ため池）          

椿、椿山 つばき（＝崖、「崩れる」意）    

都留、舞鶴、津留、宮川 つる（＝水路のある低地）     ×

手間 てま（＝砂地の湿地）       ×

田代、殿台 でんだい（＝頂上）         

道目木、泥目木、百目木 どおめき（＝どよめきの意「水音のする川畔）   

藤間、苫別、当間、通間 とうま（＝沼・泥・平地）     ×

土合、泥這 どあい（＝山間の低地）       

戸田、富田、土田 とた（＝湿田・湿地）         ×

鳥羽、戸波、樋場 とば（＝谷口）      

戸部、砥部、富部、戸辺 とべ（＝沼地） ×

藤間、当間、透間、通問、当磨、十万、苫米地、 とま（＝人の居住地）         

土羅、土呂、登呂、当呂、都呂、戸呂、打呂 とろ・どろ（＝水の滞る所・泥土） ×

土庫（どんご）、道後（どんご）、頓田 どんご（＝泥地）         ×

土田（どた）、頓田（どんた）、富田（とんだ） どんた（＝泥田）         ×

長良、長柄、長楽 ながら（＝細長い地形・「自然堤防、河谷、段丘などに多

い） 

 

中の目、中野目 なかのめ（＝低湿地中の小島状の畑、あるいは集落、自

然堤防・東北に分布） 

 

鎌崩（かまなぎ） なぎ（＝山崩れの所・崖）      

日奈久、名護（なぐ） なぐ（＝礫）          

名古、名来、名号 なこ（ご）（＝平坦地・砂地）    

那古野、名古屋、名護屋、名古谷、奈古屋、名越屋 なごや（＝平坦面、台地）    

灘、内灘、奈多、鹿島難 なだ（た）（＝海岸）       

夏目、夏女 なつめ（＝丘陵内の浅い谷）     

奈良、那羅、平山（ならやま）、平城（ならやま） なら（＝緩斜地・平地）         

均、成、成沢、鳴瀬、鳴門、鳴海 なる（＝緩斜地・平地）         

新帯（にいのみ）、新泉（にいのみ） にい（＝台地の緩斜面）        

二田、仁田、似田、新田、日田、下仁田、  にた（だ）（＝湿地）      ×

二戸、入戸、新戸 にと・にっと（＝湿地）     ×

仁井田、仁位田、二井田、新井田 に（い）た（＝湿地）        ×
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丹生、壬生（にゅう）、入野（にゅうの） にゅう（＝赤土・水銀の産地・入り組んだ谷）   

額田、糠田、大洪（おおぬかり）、洪沢（ぬかりざわ） ぬかた（＝沼地・湿地）           ×

抜谷、大抜 ぬけ（＝山抜け・山崩れの跡）       

怒田、奴田、沼田（ぬた）、新田（にぬた）、岱（ぬた） ぬた（＝湿地・泥地）                 ×

沼田、渭田（ぬまた）、沼島 ぬ（＝沼）         ×

野毛、能解（のけ） のけ（げ）（＝崖）       

野田、小野田、野多 のだ（＝湿地）        ×

野地、野間、乃万 のち・のま（＝沼地）      ×

野呂、能呂 のろ（＝淀んだ所・緩傾斜地）  

女化（おなばけ） はけ（＝崖）          

羽場、幅野、葉場、 はば（＝崖）          

羽賀、芳賀 はが（＝崖）         

法花（はけ）、波気、波化、川端（はけ）、八卦、八景、

八家、端気、白家、吐合、女化（おなばけ） 

はけ・はっけ（＝崖）                  

八田、八斗（はった）、治田（はった） はった（＝湿地）       ×

波太、秦野 はた（＝畑）         

畑下、生子（はたか） はだ（た）か（＝砂丘・自然堤防）  

花群（はなむれ）、花輪、花和、筒塙（つつばな） はな（＝端・台地）         

植生、羽生 はにゅ（＝粘土地）        

羽根、赤羽、羽田 はね（＝粘土地）         

羽原 はばら（＝小石混じりの土地）    

土生（はぶ）、土塩（はぶ） はぶ（＝粘土地）         

茨田、茨島、原木 ばら（＝語源不明だが低地に多い） ×

高針、今治、尾張、萩原（はりはら） はり・ばり（＝開墾地）       

冶田、針田、春田 はるた（＝沼田） ×

葉山、羽山、端山  はやま（＝端）         

半田、土田（はんだ）、羽田（はんだ）、判田、飯田（は

んだ） 

はんだ（＝粘土地・泥地の田）     ×

半場、飯場 はんば（＝山の平地、崖）      

伴野、二番、三番 ばん（＝見張りのための高所・新田開拓地に番号をつえ

けたもの）  

 

日方、干潟 ひかた（＝干潟）         

菱、菱浦、菱岳 ひし（＝岩壁・崖）          

肘川、肘内、比治、比地、泥津（ひじつ）、泥江（ひじ

え） 

ひじ（＝泥地）        ×

比土、肥土、仁谷（ひとがや）、泥田（ひどろだ） ひと・ひど（＝泥地）        ×

美女峠、美女浦 ひじょ（＝山麓の窪んだ湿地）  

比良、平野、平沢、平山 ひら（＝傾斜地）         

平木 ひらき（＝新開地）         

平子、平光、平合 ひらこ（＝崖・坂）         

富貴、吹、蕗原（ふきはら） ふき（＝深田・低湿地）        ×

富家、福家、不毛、深日（ふけ）、深田（ふけた） ふけ（＝深田・低湿地）        ×

武士、武士平 ぶし（＝小平地「河岸段丘、山麓、谷頭」にみる地形）  

布施、伏瀬、伏久、馬伏 ふせ・ぶせ（＝傾斜地）  

布太、布田、浮田、富多、札  ふた・ふだ（＝深田・泥田）    ×

舞台、豊体（ぶたい） ぶたい（＝小台地状地形）         

田淵、岩淵、馬淵 ぶち（＝崖・縁）          

布瀬、布施 ふせ（＝傾斜地）          

部田 べた（＝泥）         ×

別保 べっぽ（＝追加開墾地）         

別名 べつみょ（＝追加開墾地）         

辺保、戸房（へぼ）、戸保ノ木、平保原 べぼ（＝小さい窪地）     

平良、平良崎 べら（＝山腹・傾斜地）  

伯耆、保木、法木、宝木 ほき・ほぎ（＝崖）        

法花、甫家.宝慶 ほけ（＝崖）      

大歩危.小歩危、北方（ぼっけ） ぼけ・ぼっけ（＝崖）      
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地名用例 地形の原意 

堀田、法田、保田、富田（ほた） ほっ（ほ）た（＝湿地・斜面）     ×

坊中、房中 ぼおちゅう（＝崖下にみる地名）  

保土、保戸 ほど（＝女陰の意から舟形の谷地）  

神洞、長洞、三田洞、猫ケ洞 ほら（＝短小で奥詰まりの谷）  

掘之内 ほりのうち（＝開墾地）       

福間、浮間、野間、赤間、間見 ま（＝池、沼などの水たまり）       

牧、間木、眞木、槙、馬木 まき（＝小平坦地）             

間々（まま） まま（＝崖）             

真名子、真那子 まなご（＝小石・砂利）             

間見、間明（まみ）、真見、狸穴（まみあな） まみ（＝山の陰・窪地）         

間明（まみょう）、真明（まみょう） まみょう（＝窪地・谷）             

万場、万波 まんば（＝崖）         

真泥（みで）、見土呂、海土路（みどろ） み（＝湿地にみる地名）            ×

見土呂、海土路（みどろ） みどろ（＝湿地に見る地名）        ×

水口、皆口 みなくち（＝谷の狭まった所）  

水戸、三戸、御津（みと）、水戸部 みと（＝狭小な谷・谷中）  

箕尾、箕生、箕面（みのう） みのう（＝稜線・尾根・分水嶺））  

水間（みま）、三間、美馬 みま（＝水路のある狭間・谷）       

箕輪、蓑輪 みのわ（＝半円形の台地）      

野麦、田麦 むぎ（＝断崖・段丘）        

牟田、六田、西牟田、八丁牟田、大牟田、井牟田、 むた（＝湿地・泥地）           ×

宗方  むなかた（＝沼沢）          ×

女良、未良 めら（＝傾斜地・山腹）      

矢沢、八沢、谷沢、 や（＝水っぽい谷）        ×

安江、安田、安原、安井 やす（＝沼地）      ×

矢谷、矢太郎、谷太郎 やた（＝水田）      ×

谷地（やち）、八知、家地、矢地、野地、弥次郎 やち（＝谷・湿地）        ×

谷津、矢津、八田、八代 やつ（＝谷・湿地）        ×

矢戸、谷戸、八戸、屋戸 やと（＝谷・湿地）        ×

矢野、八野、八島、矢幅 やの（＝湿原）      ×

八原、矢原 やはら（＝湿原）     ×

由良（ゆら） ゆら（＝砂丘・砂地）        

由里、由利、由良ケ崎・汰上（ゆりあげ） ゆり（＝海岸の平らな砂地）     

横須賀、横浜 よこ（＝海岸に直角な砂丘）     

与謝、与佐、依佐美（よさみ） よさ（＝砂地）          

与那、米子、依那古（よなご） よな（＝砂）          

吉原、吉沢、葭原 よし（＝葭の生える湿地）         ×

淀、余土 よど（＝河水の淀んだ所）      

太郎丸、治郎丸、三郎丸、四郎丸、五郎丸（太郎丸が

最も多く、五郎丸がそれに次ぐ） 

～ろうまる（＝丸い丘・円頂・氾濫原・自然堤防・小盆

地・台地・扇状地などにみる地名） 

 

論地 ろんじ（＝小さい谷）  

論田 ろんで（＝低湿地・谷頭） ×

和田、輪田、木和田、和太 わだ（＝川の曲流部のやや丸みのある平地）  

                                           ×は湿地性地名 
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６．参考地図発行地域一覧表 

１）土地条件図・沿岸海域土地条件図発行地域 1/25,000 国土地理院 

１次メッシュ 土地条件図 沿岸海域土地条件図 

青森  青森、平舘海峡 

一関 若柳、  

仙台 古川、吉岡、仙台、岩沼 仙台、岩沼東部 

石巻 石巻、涌谷、松島、塩竈 石巻、松島 

村上 中条、  

長岡 内野、三条、長岡、弥彦  

新潟 新発田、新潟、新津  

宇都宮 小山、古河、水海道、鴻巣、宇都宮  

水戸 水戸、磯浜、石岡、真壁、鉾田、玉造、土

浦、真岡 

 

東京 野田、大宮、東京東北部、東京西北部、川

越、東京東南部、東京西南部、八王子、木

更津、横浜、原町田、藤沢 

 

千葉 潮来、佐原、龍ケ崎、銚子、八日市場、成

田、佐倉、千葉、九十九里、東金、茂原、

姉崎 

九十九里浜東部 

横須賀 富津、横須質、熱海、伊東  

富山  富山、黒部、魚津 

七尾  氷見 

金沢 金沢  

静岡 沼津、吉原、清水、静岡、住吉、掛川  

御前崎 御前崎  

岐阜 岐阜、大垣、長浜、竹生島  

豊橋 磐田、浜松、豊橋、蒲郡、岡崎、豊田 蒲郡、豊橋 

伊良湖岬  田原、伊良湖岬 

名古屋 半田、名古屋南部、名古屋北部、津島、桑

名、四日市、律、彦根、近江八幡、水口 

四日市、半田、津東部、師崎、 

伊勢 松坂、伊勢 松阪、答志、鳥羽 

和歌山 大阪西南部、大阪東南部、岸和田、和歌山  

京都及び大阪 北小松、大津、京都、京都南部、大阪東北

部、大阪西北部、神戸 

 

姫路 高砂、姫路、播州赤穂、和気 姫路、播州赤穂、 

高梁 岡山北部  

岡山及び丸亀 岡山南部、玉島、丸亀、 玉野、福山、土生、仁尾、観音寺、今治東

部、寄島、丸亀 

広島 広島 岩国、今治西部、広島、能美島 

山口  徳山、防府 

徳島 西大寺、高松南部、 明石、西大寺、高松、寒霞渓、鳴門海峡、

三本松、草壁西部、輸鶴羽山、徳島 

高知  新居浜 

剣山  阿波富岡 

松山  松山北部、三津浜西部、郡中、串 

中津  宇部東部、小郡南部、防府、徳山 

唐津  平戸 

長崎  長崎東部、大村、早岐、 

熊本  肥前小浜、島原、熊本、荒尾 

八代  口之津、三角、八代、日奈久、教良木、水

俣、出水 

                                         ２００２．４現在 
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２）治水地形分類図発行地域 1/25,000 国土交通省地方建設局・河川局 
１次 

メッシュ 

            １次メッシュに含まれる 1/50,000 の区画 

天塩  稚咲内，幌延，音類，振老，安牛，天塩，更岸，雄信内， 

枝幸  豊神，上問寒別，問寒別，天塩中川，佐久，筬島，音威子府， 

名寄  思根内，紋穂内，美深，智恵文，名寄，見晴山，西多寄，天塩風連，上名寄，下川，一ノ瀬，温根別，

士別，上士別，岩尾内湖，奥士別， 

紋別  紋別，中渚滑，北見滝下，上渚滑，中湧別，登栄床，上湧別，瀬戸瀬，遠軽，浜佐呂間， 

網走  常呂，卯原内，能取湖，網走， 

留萌  留萌，大和田，幌糠，石狩沼田，妹背牛，石狩大和，江部乙，滝川，総進，浦臼，砂川，月形，晩生内，

茶志内，幌加内， 

旭川  多度志，鷹泊，沼牛，鷹栖，比布，愛別，鷹泊貯氷池，上川，菊水，中愛別，当麻，永山，旭川，石狩

深川，神居古潭，雨紛，西神楽，岐登牛山，赤平，芦別，美馬牛，置杵牛，美瑛，志比内，俵真布，上

芦別，野花南，島の下，富良野，  

北見  日吉，端野，相内，北見，置戸，訓子府，常川，北見勝山， 

斜里  呼人，耕牛内，女満別，美幌，北見福住，津別，弟子屈，磯分内， 上オソツベ， 

岩内  目名，蘭越瀬棚，島古丹，雷電山， 

札幌  弁華別，望来，市南，美唄，幾春別，石狩，太美，上幌向，岩見沢，石狩当別，三笠，札幌，札幌北部，

札幌東北部，礼幌東部，江別，栗沢，上志文，野幌，長沼，栗山，石狩広島，南長沼，三川，雨霧山，

恵庭，長都，追分，石山，川端，干歳， 

夕張岳 布部岳，布部，桂沢湖，山部，西達布，石狩金山，幾寅，芦別岳，渋山，胆振豊田，荷負，鹿追，穂別， 

帯広  十勝川温泉，十勝池田，芽室，帯広南部，十勝清水，十勝高島，宝生，祥栄，帯広北部，駒場，上帯広，

大正，幕別，川合，十弗，十勝大津，士幌，押帯，本別，十勝清川，中礼内，中土幌，中音更，上士幌，

茂岩，浦幌，旅来，足寄太，農野牛， 

釧路  大楽毛，遠矢，釧路港，釧路，標茶，下久著呂，五十石，中久著呂，南弟子屈，細岡，塘路湖， 

久遠 東瀬棚，太櫓， 

室蘭 今金，丹羽，八束，ルコツ岳，御影， 

苫小牧 鵡川，軽舞， 

浦河 旭岡，平取，富川，庫富，門別 

広尾  上札内，更別， 

青森 津軽相内，薄市，車力，中里，金木，五所川原，板柳， 

野辺地 平沼，天ケ森，甲地，三沢， 

弘前 弘前，黒石，早口，大館，能代，二ツ井，鷹巣西部，鷹巣東部，扇田， 

八戸 八戸西部，苫米地，八戸東部， 

秋田 土崎，秋田西部，秋田東部，新波，刈和野，刈和野東部，羽川，羽後和田，悪戸野，大曲，六郷，角間

川，金沢本町，本庄，羽後長野， 

盛岡 小岩井農場，盛岡，矢幅，日詰，石鳥谷，花巻，土沢， 

酒田 羽後観音寺，酒田南部，余目，酒田北部，湯野浜，藤島， 

新庄 前郷，清川，羽根沢温泉，新庄，大沢，羽前金山，浅舞，横手，西馬音内，十文字， 

一関 北上，口内，金ケ崎，陸中江刺，水沢，古戸，前沢，平泉，一関，千厩北部，有壁，千厩南部，若柳，

米川，米谷， 

仙台 海谷，尾花沢，富並，延沢，谷地，楯岡，左沢，天童，天童温泉，太郎，宮宿，山形北部，荒砥，長井，

羽前小松，山形南部，赤湯，荒谷，古川，吉岡，富谷，岩沼，亘理，仙台東北部，仙台西南部，仙台東

南部，仙台空港， 

石巻 登米，小牛田，湧谷，飯野川，雄勝，鹿島台，広淵，石巻，松島，小野，渡波， 

福島 米沢北部，糠野目，白石東南部，角田，桑折，舟生，丸森，福島北部，保原，土湯温泉，月舘，福島南

部，二本松，川俣，岩代本宮，三春，郡山西部，郡山，坂町， 

白川 須賀川西部，須賀川東部，母畑，下野小川，馬頭， 

村上 下名川，越後下関，安角， 

長岡 内野，巻，白根，新津，越後吉田，寺泊，三条，与板，長岡，栃尾，片貝， 

新潟 新潟北部，松浜，新潟南部，水原，矢代田，村松，馬下，加茂，喜多方西部，喜多方東部，坂下，会津

広田，会津高田，若松，上三寄， 

高田 小千谷，小平尾，岩沢，小出，千手，十日町，大割野，直江津，潟町，高田西部，高田東部，新井，飯

山，往郷，替左，中野西部， 

日光 氏家，下野大沢， 

宇都宮 宝積寺，宇都宮東部，上三川，渋川，大間々，前橋，大胡，桐生，足利北部，久下田，高崎，伊勢崎，

上野境，足利南部，佐野，下野藤岡，小山，下館，藤岡，本庄，深谷，妻沼，館林，古河，諸川，下妻，

加須，栗橋，下総境，石下，武蔵小川，東松山，鴻巣，久喜，宝珠花，水海道， 

水戸 鳥山，山方，茂木，野口，常陸大宮，常陸久慈，常陸太田，真岡，石塚，岩瀬，水戸，那珂湊，真壁，

磯浜，筑波，寄居，三ケ尻，熊谷，上郷，常陸高浜，常陸玉造，鉾田，谷田部，土浦，木原，西蓮寺，

武井， 
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甲府 韮崎，甲府，甲府北部，塩山，小笠原，石和，鰍沢，市川大門，切石，身廷，辰野，高遠，信濃溝口， 

東京 越生，川越北部，上尾，岩槻，野田市，守谷，川越南部，与野，浦和，越谷，流山，青梅，志木，赤羽，

草加，松戸，拝島，立川，東京西部，東京首部，浦安，原町田，荏田，川崎，東京国際空港，厚木，座

間，横浜西部，横浜東部，伊勢原，藤沢，  

千葉 藤代，牛久，江戸崎，麻生，潮来，常陸鹿島，取手，龍ケ崎，下総滑川，佐原西部，佐原東部，神栖，

白井，小林，成田，小南，鹿島矢田部， 

横須賀 平塚，江の島， 

富山 糸魚川，小滝，越後大野，青木，三日市，舟見，伏木，富山港，滑川，高岡，富山，上市， 

高山 宮森新，速星，五百石，八尾，明科，豊科，波田，松本， 

七尾 飯久保，石動，石出， 

金沢 倶利伽羅，礪波，城端，美川，栗生，鶴来，小松，別宮，三国，越前森田，丸岡，福井， 

長野 長野，須坂，稲荷山，信濃松代，麻績，坂城，別所温泉，上田，下室田，富岡，諏訪，南大塩，  

飯田 宮木，伊那，伊那宮田，赤穂，伊那大島，飯田，下市田，時又，上久堅，山田河内， 

静岡 南部，篠井山，富士宮，入山瀬，蒲原，吉原，駿河落合，和田島，牛妻，清水，静岡西部，静岡東部，

八高山，向谷，焼津，掛川，島田，住吉，下平川，相良， 

御前崎 千浜， 

豊橋 満島，気田，秋葉山，大居，二俣，気賀，笠井，山梨，浜松，磐田，袋井，中田島， 

伊良湖岬 掛塚，  

名古屋 四日市西部，四日市東部，亀山，神戸，南五味塚，津西部，近江八幡，野洲，三雲，氷口，島ケ原，上

野，月ケ瀬，伊勢路， 

伊勢 大仰，松阪港，松阪，明野，二見，国束山，伊勢，鳥羽，名張， 

和歌山 信貴山，郡山，堺，古市，大和高田，桜井，五條，淡輪，岩出，紛河，橋本，富貴，和歌山，丸栖，龍

門山， 

田辺 新宮， 

宮津 遠敷，熊川，丹後由良，内宮，西舞鶴，三岳山，河守， 

京都及び 

大阪 

福知山西部，福知山東部，綾部，堅田，京都西北部，京都東北部，京都西南部，京都東南部，草津，瀬

田，広根，高槻，淀，宇治，伊丹，吹田，枚方，田辺，笠置山，大阪西北部，大阪東北部，生駒，奈良，

大阪西南部，大阪東南部， 

姫路 西脇，社，三木，加古川，高砂，安積，山崎，安志，龍野，網干，万富，和気， 

鳥取 城崎，豊岡，江原，城崎，豊岡，江原，鳥取北部，鳥取南部，稲葉山，用瀬， 

松江 伯耆浦安，倉吉，泰久寺，関金宿，三朝，境港，松江，揖屋，米子，淀江，母里，伯耆溝口，備前瀬戸， 

高梁 江尾，総社西部，総社東部，岡山北部， 

大社 平田，秋鹿，大杜，出雲今布，宍道， 

浜田 神西湖，稗原，木次，江津，浅利，石見小原，野萱，都野津，川戸，川本，木路原，赤名，口羽町，上

布野，前川，三次，三良坂，安芸横田，甲立， 

見島 益田， 

岡山及び 

丸亀 

箭田，倉敷，岡山南部，玉島，茶屋町，本郷，木野山，府中，新市，神辺，福山西部，福山東部，丸亀，

善通寺，滝宮，阿波池田，辻， 

広島 佐々井，加計，安芸吉田，戸河内，坪野，飯室，可部，祇園，中深川，広島，海田市，玖波，大竹， 

山口 石見横田，堀，矢田，島地，台道，防府， 

徳島 西大寺，貞光，脇町，市場，川島，大寺，石井，板東，徳島， 

剣山 立江，阿波富岡，馬場，橋， 

高知 土佐山田，後免，伊野，土佐高岡，佐川， 

松山 郡中，松山市部，川上，伊予長浜，串，大洲， 

宇和島 有岡，蕨岡，土佐中村， 

福岡 折尾，中間，直方，金田，飯塚，田川，大隈，筑前山田，小石原，英彦山，相知，鳥栖，田主丸，吉井， 

唐津 唐津，徳須恵， 

長崎 伊万里， 

熊本 小城，佐賀北部，久留米，久留米西部，草津，千足，日田，佐賀南部，武雄，牛津，羽大塚，八女，七

ッ屋，柳川，野町，関町，山鹿，玉名，来民，菊池，伊倉，大津，肥後船津，熊本，健軍，網津，宇土，

御船，甲佐，諌早， 

八代 八代，鏡，日奈久，坂本，多良木，一勝地，人吉，免田，大口，吉松，加久藤，日向大久保， 

鹿児島 湯田，栗野，西方，東郷，宮之城，羽島，川内，鹿屋，大隅高山， 

中津 中津，土佐井， 

大分 家島，大分，鶴崎，戸次本町，植松，佐伯， 

延岡 延岡北部，延岡，川水流，石河内，妻，高鍋， 

宮崎 日向本庄，宮崎，宮崎北部，高崎新田，庄内，高城，都城，大隅柏原， 

開聞岳 上名， 
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３）県別地質図発行地域 
県名 縮尺 規格 本体価格 備考 

青森県 20 万 B1 2762  

岩手県 20 万 B1 4000 凡例付き 2 枚組(北上川流域) 

宮城県 20 万 A1 2762  

山形県 20 万 A1 2667  

福島県 20 万 B1 2762  

茨城県 20 万 B2 2571  

栃木県 15 万 B1 2762  

千葉県 20 万 B2 2571  

群馬県 20 万 Al 2762  

同上説明書 B5 2571  

埼玉県 20 万 B2 2571  

新潟県 20 万 B1 2095  

山梨県 15 万 A1 2762  

山梨県 10 万 B1 4476 2 枚組 

長野県 20 万 B1 2762  

同上説明書 B5 2571  

静岡県 20 万 B1 3048  

愛知県 20 万 B2 2571  

富山県 10 万 四六 4571 説明書付･袋入 

滋賀県 10 万 B1 2095  

同上説明書 B5 3048  

京都府 20 万 B2 2571  

奈良県 20 万 A2 2476  

和歌山県 20 万 B2 2571  

島取県 20 万 B2 2571  

岡山県 10 万 B1 4476 2 枚組 

広島県 20 万 B1 2762  

島根県 20 万 B1 3800 重カ図付･袋入 

山口県 20 万 A1 2762  

徳島県 15 万 A1 2762  

香川県 20 万 B3 2476  

高知県地質鉱産図 20 万 B1 2762  

高知県温泉水脈地質図 20 万 B1 2857  

福岡県 20 万 B2 2571  

佐賀県 10 万 B1 2762  

長崎県 20 万 A1 2667  

熊本県 20 万 A1 2762  

大分県 20 万 A1 2762  

宮崎県 20 万 A1 2095 地質土性図 

鹿児島県 20 万 B1 2762  

同上説明書  B5 2571  

沖縄県 10 万 B1 2095 地質土性図 

上伊那 10 万 A1 2571  

日本列島部及び周辺構造 

地質図 

300 万 

 

 本図 A0 

凡例 B 

4000 

関東地震による木造家屋の被害率

分布図首都圏の活構造と地形区分

(説明書付き) 20 万 

A0・2 枚組 4000 説明書付き・ケース入り 

佐川町 5 万 

2.5 万 

B1 3524 2 枚組･説明書付き･袋入 

関東山地南部 2.5 万 四六・2 枚組 4476 青梅市･あきる野市・奥多摩町周辺・袋入 

新潟県 20 万 2 枚組 2914 説明書付き袋入 

島根県 20 万 B1 2429 袋入 

愛媛県 20 万 B1 6000 説明書付き袋入 

鹿児島県 10 万 4 枚組 14563 説明書付き･ケース入 
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４）1/50,000 地質図発行地域 
メッシュ             １次メッシュに含まれる 1/50,000 の区画 

稚内 宗谷岬及び宗谷（‘５９）、礼文島北部・南部）、（‘６３）、稚内（‘５４）、知来別・宗谷（‘５８）、 

天塩 利尻島（‘６６）、抜海（‘６５）、沼川（‘６８）、稚咲内（‘８１）、豊富（‘６０）、遠別（‘６９）  

枝幸  枝幸（‘６２）、乙忠部（‘６１）、音標（‘５９）、鬼志別（‘６４）、上猿払（‘６１）、浜頓別（‘６７）、

敏音知（‘５９）、中頓別（‘６３）、天塩中川（‘６２）、音威子府（‘６２）、目梨泊・枝幸（‘６１）、浅

茅野台地・浜頓別（‘６５）、 

羽幌 焼尻島（‘６０）、羽幌（‘５５）、苫前（‘５４）、三渓（‘６３）、達布（‘５８）、鬼鹿・港町（‘５６）、

筑別炭礦・天塩有明（‘６０）、初浦・初山別（‘６１）、 

名寄  上興部（‘６９）、下川（‘５５）、西興部（‘８０）、サンル（‘６０）、仁宇布（‘６０）、雄武（‘６６）、

奥士別（‘５２）、渚滑岳（‘８１）、共和（‘６０）、恩根内（‘６５）、名寄（‘５６）、添牛内（‘６５）、

士別（‘７０）、幌加内（‘５８）、剣渕（‘７７）、歌志内・ピッシリ山（‘５６）、蕗之台・ピッシリ山（‘７

１）、 

紋別  興部（‘７４）、紋別（‘６８）、中湧別（‘６２）、三里番屋及びサロマ湖（‘６４）、沢木（‘６４）、丸瀬

布北部（‘８８）、遠軽（‘９１）、 

知床岬 知床岬（‘７１）、羅臼及び知円別（‘７０）、ルシャ川・知床岬（‘６５）、 

網走  網走（‘６１）、宇登呂（‘６１） 

留萌  留萌（‘５４）、恵比島（‘９５）、雄冬（‘６３）、国領（‘６４）、妹背牛（‘６９）、浜益（‘５７）、滝川

（‘５６）、厚田（‘５６）、月形（‘５９）、砂川（‘６５）、西徳富・吉野（‘６３）、 

旭川  愛別（‘６４）、上川（‘７０）、当麻（‘６６）、志比内（‘６８）、旭岳（‘６８）、大雪山（‘６６）、比布

（‘５７）、深川（‘５３）、旭川（‘５６）、美瑛（‘６４）、十勝岳（‘６３）、勝川上流（‘５７）、上芦別

（‘５３）、下富良野（‘５５）、上江丹別・鷹泊（‘５３）、 

北見  白滝（‘６４）、丸瀬布（‘６７）、生田原（‘６３）、端野（‘６８）、上支湧別（‘６１）、北見富士（‘６

４）、留辺蕊（‘６５）、北見（‘６８）、石狩岳（‘６０）、常元（‘６４）、小利別（‘６３）、本岐（‘６５） 

糠平（‘７６）、芽登温泉（‘７０）、陸別（‘６０）、上足寄（‘６４） 

斜里  小清水（‘５９）、斜里（‘６０）、峰浜（‘６２） 美幌（‘７０）、藻琴山（‘６３）、斜里岳（‘５９）、

武佐岳（‘６０）、上里（‘６６）、屈斜路湖（‘６２）、摩周湖（‘６２）、中標津（‘６７）、阿寒湖（‘６

５）、弟子屈（‘６７）、磯分内（‘６５）、計根別（‘８８）、西別・摩周湖（‘７２） 

標津 薫別（‘６１）、標津・野付崎（‘６７）、別海（‘６２）、根室北部（‘５９）、納沙布（‘５９）、春刈古丹・

八木浜（‘６３） 

岩内  余別及び積丹岬（‘７９）、古平及び幌武意（‘５５）、小樽西部（‘５４）、神恵内（‘８０）、茅沼（‘５

２）、仁木（‘５４）、島古丹（‘７６）、岩内（‘５５）、倶知安（‘５６）、寿都（‘８１）、歌棄（‘８４）、

留寿都（‘５６） 

札幌  小樽東部（‘５７）、石狩（‘５８）、当別（‘５７）、岩見沢（‘６４）、幾春別岳（‘５５）、山部（‘５３）、

銭函（‘５３）、札幌（‘５６）、江別（‘７１）、夕張（‘６４）、定山渓（‘５３）、石山（‘５６）、恵庭（‘５

９）、追分（‘６０）、樽前山（‘５７）、千歳（‘８０）、早来（‘６０）、狩太・双葉（‘６１）、 

夕張岳 西達布（‘６８）、佐幌岳（‘７１）、落合（‘６７）、新得（‘６９）、御影（‘５４）、幌尻岳（‘６１）、札

内岳（‘５３）、石狩金山（‘５８）、紅葉山（’０２）、日高（‘８６）、壮渓珠・千栄（‘５４）、大夕張・

石狩鹿島（‘５４）、千呂露・千栄（‘６２） 

帯広  然別湖（‘８２）、上士幌（‘７５）、足寄太（‘５８）、ウコタキヌプリ山（‘６２）、中士幌（‘８６）、高

島（‘８２）、本別（‘５９）、上茶路（‘６１）、帯広（‘８１）、十勝池田（‘００）、常室（‘５９）、音別

（‘５７）、大正（‘７９）、糠内（‘９０）、浦幌（‘６５）、厚内（‘６１）、 

釧路  鶴居（‘７６）、標茶（‘６３）、茶内原野（‘８５）、阿寒（‘６３）、大楽毛（‘６６）、尾幌（‘６５）、厚

岸（‘６１）、白糠（‘５８）、釧路（‘６１）、昆布森（‘５６）、床潭（‘６３）、雄別・徹別（‘６０） 

根室 姉別（‘７２）、厚床・落石岬（‘６２）、根室南部（‘５８）、霧多布（‘６６）、 

久遠 原歌及び狩場山（‘８７）、奥尻島北部及び南部（‘８２）、久遠（‘７３）、瀬棚（‘６８）、熊石（‘７１） 

室蘭 大平山（‘９３）、長万部（‘８３）、豊浦（‘５８）、虻田（‘５６）、遊楽部岳（‘８１）、八雲（‘７８）、

国縫（‘８３）、室蘭（‘５３）、相沼（‘８１）、濁川（‘７３）、駒ヶ岳（‘８６）、鹿部（‘６６）、西紋鼈・

伊達（‘５５）、 

苫小牧 徳舜瞥 （‘５４）、白老（‘５３）、苫小牧（‘５４）、鵡川（‘６０）、登別温泉（‘５３）、 

浦河 イドンナップ岳（‘６１）、札内川上流（‘６３）、農屋（‘６２）、神威岳（‘５８）、三石（‘９２）、西舎

（‘８６）、穂別（‘８４）、岩知志（‘７７）、富川（‘５７）、門別（‘５８）、静内（‘５８）、春立・東静

内（‘６０）、比宇・浦河（‘５９）、 

広尾  上札内（‘７９）、湧洞沼（‘６２）、上豊似（‘７５）、大樹（‘７９）、楽古岳（‘５９）、広尾（‘６０）、

襟裳岬（‘５６）、猿留・庶野（‘５７）、幌泉・えりも（‘５５） 

渡島大島 渡島大島（‘７０）、 渡島小島（‘６５）、 

函館 江差（‘６９）、館（‘７６）、大沼公園（‘６６）、木古内（‘７９）、函館（‘６５）、五稜郭（‘６４）、知

内（‘７８）、松前（‘９０）、渡島福島（‘７７）、東海・臼尻（‘６９）、大間・佐井（‘６２）、 

尻屋崎 尾札部（‘６７）、恵山（‘６９）、大畑（‘５７）、尻屋崎（‘７７）、 

青森 陸奥川内（‘７５）、小泊（‘５９）、蟹田（‘５９）、金木（‘６６）、油川（‘８１）、浅虫（‘８３）、鰺ヶ

沢（‘８５）、五所川原（‘７０）、脇野沢（‘７６）、母衣月・竜飛岬（‘５７）、三厩・竜飛岬（‘５７）、 

野辺地 近川（‘６１）、 
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深浦 羽後浜田（‘８５）、岩館（‘６３）、深浦（‘６８）、 

弘前 弘前（‘６２）、黒石（‘９０）、中浜（‘８３）、森岳（‘８５）、米内沢（‘７３）、能代（‘８４）、鷹巣（‘６

３）、太良鉱山・田代岳（‘６２）、 

八戸 陸中野田（‘６２）、陸中大野（‘８７）、 

男鹿 戸賀・船川（‘６２）、 

秋田 五城目（‘７０）、阿仁合（‘５５）、森吉山（‘５７）、八幡平（‘６４）、秋田（‘７７）、太平山（‘８１）、

田沢湖（‘５８）、雫石（‘８７）、田老（‘７０）、羽後和田（‘７６）、刈和野（‘９４）、本荘（‘７７）、 

盛岡 宮古（‘８４）、大迫（‘５６）、土淵（‘５６）、大槌・霞露岳（‘６４）、 

酒田 象潟（‘８２）、酒田（‘７９）、鶴岡（‘８４）、 

新庄 矢島（‘８８）、浅舞（‘７９）、川尻（‘７１）、鳥海山及び吹浦（‘９２）、湯沢（‘７９）、焼石岳（‘６

５）、大沢（‘８９）、羽前金山（‘６１）、清川（‘８６）、岩ヶ崎（‘９７）、 

一関 人首（‘５５）、釜石（‘６０）、千廐（’０２）、気仙沼（‘６１）、若柳（‘６７）、志津川（‘９６）、津

谷（‘９３）、 

仙台 尾花沢（‘５８）、古川（‘８１）、吉岡（‘８３）、仙台（‘０２、‘８６）、塩竃（‘８３）、金華山（‘７４）、 

岩沼（‘７５） 

石巻 涌谷（‘６９）、登米（‘９０）、大須（‘９２）、松島（‘８２）、石巻（‘８４）、寄磯（‘８７）、 

福島 角田（‘８８）、相馬中村（‘９６）、二本松（‘９５）、原町及び大甕（‘９０）、浪江及び磐城富岡（‘９

４）、 

村上 粟島（‘８１）、 

長岡 出雲崎（‘９３）、三条（‘０１）、柏崎（‘９５）、長岡（‘９１）、若松（‘９２）、 

新潟 飯豊山（‘９６）、玉庭（‘９８）、 

高田 柿崎（‘９６）、岡野町（‘８９）、小千谷（‘８６）、高田西部（‘８９）、高田東部（‘９４）、松之山温泉

（‘００）、十日町（‘８５）、飯山（‘００）、苗場山（‘９３）、越後湯沢（‘８１）、中野（‘９２）、 

日光 田島（‘９９）、八海山（‘９２）、燧岳（‘５６）、男体山（‘５６）、 

白川 竹貫（‘７３）、平（‘６１）、川前井出（‘０２）、 

宇都宮 沼田（‘５４）、足尾（‘５４）、栃木（‘６１）、寄居（‘９２）、 

水戸 那珂湊（‘７２）、真壁（‘９６）、石岡（‘８１）、磯浜（‘７５）、 

甲府 高遠（‘９６）、八ガ岳（‘７７）、市野瀬（’０２、’８３）、御岳昇仙峡（‘８４）、甲府（‘５６）、 

東京 大宮（’０２）、五日市（‘８７）、東京西南部（‘８４）、藤沢（‘７９）、横浜（‘８２）、  

大多喜 鴨川（‘８１）、 

千葉 姉崎（‘８４）、 

横須賀 横須賀（‘９８）、三崎（‘８０）、那古（‘９０）、伊東（‘７０）、稲取（‘５９）、大島（‘８４）、 

富山 小口瀬戸（‘６６）、邑知潟・虻ガ島（‘６７）、三日市（‘６７）、富山（‘６３）、魚津（‘７２）、白馬岳

（‘０２）、  

高山 八尾（‘６０）、五百石（‘６０）、立山（‘００）、大町（‘８９）、白木峰（‘８１）、東茂住・有峰湖（‘５

９）、槍ヶ岳（‘９１）、信濃池田（‘８３）、飛騨古川（‘７５）、船津（‘５７）、上高地（‘９０）、三日

町（‘８２）、高山（‘０２、‘８５）、乗鞍岳（‘９５）、塩尻（‘６４）、 

七尾 津幡（‘７８）、石動（‘８９）、 

金沢 金沢（‘５９）、城端（‘６４）、 

長野 長野（‘００、’８６）、須坂（‘５５）、草津（‘５７）、坂城（‘８０）、小諸（‘７９）、諏訪（‘５４）、

蓼科山（‘７５）、万場（‘６９）、 

岐阜 荒島岳（‘５８）、根尾・能郷白山（‘６４）、八幡（‘８４）、敦賀（‘９９）、横山（‘００）、谷汲（‘９

１）、美濃（‘９５）、竹生島（‘０１）、近江長浜（‘５７）、大垣（‘５５）、岐阜（‘９９）、 

飯田 萩原（‘８８）、御嶽山（‘８８）、木曽福島（‘９８）、伊那（‘６２）、下呂（‘９４）、加子母（‘６１）、

上松（‘５８）、赤穂（‘５８）、 金山（‘９２）、付知（‘６１）、妻篭（‘５８）、飯田（‘５８） 

静岡 清水（‘９０）、静岡（‘８２）、修善寺（‘５６）、下田（‘７０）、 

御前崎 御前崎（‘８８）、御子元島（‘５８）、 

三宅島 利島（‘７８）、 

豊橋 三河大野（‘５２）、秋葉山・天竜（‘５５）、浜松（‘９９、’７２）、 

伊良湖岬 見付・掛塚（‘５７）、 

名古屋 彦根西部（‘８４）、彦根東部（‘７６）、津島（‘７９）、名古屋北部（‘８４）、御在所山（‘８９）、桑名

（‘９１）、名古屋南部（‘８６）、亀山（‘８１）、四日市（‘８４）、半田（‘８６）、上野（‘９６）、津西

部（‘９５）、津東部（‘８７）、師崎（‘８７）、 

伊勢 名張（‘９８）、 

和歌山 須磨（‘８４）、大阪西南部（‘８５）、大阪東南部（‘９８）、桜井（‘０１）、和歌山及び尾崎（‘９３）、

岸和田（‘８６）、吉野山（‘５８）、高野山（‘５９）、山上ヶ岳（‘８９）、海南（‘５６）、動木（‘５６）、 

田辺 龍神（‘８１）、栗栖川（‘７９）、新宮・阿田和（‘５５）、江住（‘７９）、那智（‘５７）、田並（‘６４）、

串本（‘６５） 

宮津 冠島（‘５８）、宮津（‘６０）、丹後由良（‘５８）、鋸崎（‘５７）、西津（‘０２）、大江山（‘６５）、舞

鶴（‘６１）、小浜（‘５８）、熊川（‘９８）、 
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京都及び 

大阪 

福知山（‘９０）、綾部（‘８９）、四ツ谷（‘９４）、北小松（‘０１）、篠山（‘９２）、園部（‘９１）、京

都西北部（‘８９）、京都東北部（‘９８）、三田（‘８８）、広根（‘９５）、神戸（‘８３）、大阪西北部（‘８

２）、大阪東北部（‘０１）、奈良（‘００）、 

姫路 智頭（’６６）、大屋市場（‘５４）、但馬竹田（‘５４）、津山東部（‘５８）、佐用（‘６３）、周匝（‘６

５）、上郡（‘８０）、龍野（‘００）、北条（‘９５）、 

鳥取 鳥取北部・鳥取南部（‘６３）、若桜（‘７９）、 

西郷 浦郷（‘００）、 

松江 境港（‘８５）、美保関（‘８５）、赤碕・大山（‘６２）、青谷・倉吉（‘６１）、松江（‘９４）、米子（‘６

２）、 

高梁 横田（‘７３）、根雨（‘６４）、湯本（北部側部分）（‘６２）、奥津（北部側部分）（‘６１）、多里（‘７

７）、上石見（‘７８）、 

大社 恵曇（‘８６）、大社（‘８９）、 

浜田 石見大田及び大浦（‘９８）、温泉津及び江津（‘０１ ）、三瓶山（‘８３）、赤名（‘９０）、 

広島 津田（‘８９）、広島（‘９１）、海田市（‘９９）、大竹（‘８６）、厳島（‘９９）、呉（‘８５）、三津（‘０

１）、岩国（‘８３）、倉橋島及び柱島（‘９７）、今治西部（‘６５）、 

徳島 明石（‘９０）、洲本（‘９２）、 

高知 三島（‘６４）、川口（‘６６）、 

松山 伊予三崎（‘５９）、八幡浜・伊予高山（‘５７）、 

宇和島 宇和島（‘８６）、鶴御崎（‘８８）、伊豫鹿島・宿毛（‘８０）、 

厳原 仁位（‘６１）、 

唐津 勝本・郷ノ浦（二神島含む）・芦辺（‘５８）、呼子（‘５５）、平戸（‘５５）、唐津（‘５６）、 

福岡 折尾（‘９３）、小倉（‘９８）、福岡（‘９４）、肥前平島（‘７４）、 

中津 宇部（‘５６）、宇部東部（‘５５）、姫島（‘９７）、豊岡（‘９３）、 

福江 福江（‘９４）、 

長崎 佐世保（‘８９）、伊万里（‘５８）、肥前江ノ島（‘７２）、蛎ノ浦・佐世保南部（‘５８）、早岐（‘８２）、

小値賀島（‘９０）、神浦（‘９３）、大村（‘６６）、 

大分 別府（‘８８）、大分（‘９７）、佐賀関（‘９４）、宮原（‘９７）、久住（‘６３）、犬飼（‘９２）、臼杵（‘６

８）、竹田（‘７７）、三重町（‘９３）、佐伯（‘９０）、三田井（‘５８）、熊田（‘９８）、蒲江（‘８５）、 

富江 富江（‘７７）、男女群島北部及南部（‘７４）、 

野母崎 肥前高島付野母崎（‘６２）、 

八代 日奈久（‘６４）、魚貫崎及び牛深（‘８２）、 

延岡 鞍岡（‘５８）、諸塚山（‘８２）、椎葉村（‘９６）、神門（‘７９）、富高（‘５６）、尾鈴山（‘９１）、都

農（‘５６）、妻及び高鍋（‘８６）、 

宮崎 野尻（‘７６）、宮崎（‘８４）、都城（‘７７）、日向青島（‘５９）、末吉（‘９４）、飫肥（‘５９）、志布

志（‘６５）、都井岬（‘５９）、 

甑島 中甑（‘８２）、 

鹿児島 西方（‘６３）、霧島山（‘５８）、羽島（‘７１）、川内北半部（‘７１）、加治木北半部（‘６７）、国分北

半部（‘５７）、垂水（‘６３）、鹿屋（‘６５）、 

開聞岳 内之浦（‘６７） 
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５）現在発刊されている地盤図 
編集･制作者 発行 書名 発行所 

財団法人地盤工学会北海道支部 ‘96 北海道（道央地区）地盤情報データベース 財団法人地盤工学会北海道支部 

北海道建築士会苫小牧支部 '83 苫小牧市土質柱状図集 北海道建築士会苫小牧支部 

北海道立地下資源調査所 '74 北海道地盤地質図Ｎｏ.1｢札幌｣ 北海道立地下資源調査所 

北海道建築部 '53 札幌市高層化に伴う地盤地質調査 北海道建築部 

北海道建築士会函館支部 '79 函館市土質柱状図集 北海道建築士会函館支部 

北海道立地下資源調査所 '80 北海道地盤地質図Ｎｏ.2｢野幌｣ 北海道立地下資源調査所 

北海道立地下資源調査所 '85 北海道の地質と資源Ⅳ｢北海道の水資源｣ 北海道立地下資源調査所 

北海道立寒地建築研究所 '86 札幌市の地盤資料集 北海道立寒地建築研究所 

北海道建築士会十勝支部帯広分会 '88 帯広市の地盤 北海道建築士会十勝支部 

北海道建築士会空知支部岩見沢分会 '89 岩見沢市の地盤資料集 岩見沢建設協会 

北海道建築士会釧路支部青年部 '89 釧路市の地盤 北海道建築士会釧路支部 

建設省･青森県 '70 青森県八戸･三沢地区の地盤 大蔵省印刷局          

日本建築学会東北支部青森支所 '80 青森県建築地盤図集 青森県建築士会        

東北農政局 '82 青森県及び秋田県水文地質図集 非売品 

弘前大学農学部農業工学科 ‘90 西津軽地方ボーリング柱状図 土質工学会東北支部    

八戸工業大学工学部土木工学科 '89 八戸周辺ボーリング柱状図 土質工学会束北支部 

建設省計画局地域計画課 '73 秋田湾地域大規模開発計画調査 国土地理院調査部 

秋田大学鉱山学部土木工学科道路工学講座 '87 秋田市周辺ボーリング柱状図 土質工学会東北支部 

秋田県土木部 ‘84 昭和 58 年日本海中部地震 秋田県土木部 

岩手県建築士会 ‘96 盛岡地域建築地盤図集 岩手県建築士会 

東北農政局 '78 山形県水文地質図集 非売品 

山形大学農業工学科農業構造学研究室 '88 山形県ボーリング柱状図 土質工学会東北支部 

東大地震研究所 '55 庄内地方の地盤基本調査結果、第１報 東大地震研究所 

日本工営仙台支部 '91 土木技術者のための岩手の地質 岩手県土木技術振興協会 

東北農政局計画部 '80 宮城県およぴ岩手県水文地質図集 東北農政局計画部(非売品) 

建設省･宮城県 '65 仙台湾臨海地区の地盤 大蔵省印刷局          

宮城県 '85 宮城県地震地盤図 北海道地図            

東北農政局 '78 福島県水文地質図集 非売品                

建設省･福島県 '66 福島県常磐地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･福島県 '66 都市地盤調査報告書 12、福島県常磐地区 大蔵省印刷局          

福島県地質調査業協会 '93 福島県地盤･地質調査資科集 アート印刷            

日本大学工学部土木工学科森研究室 '86 郡山周辺ボーリング住状図 土質工学会東北支部    

建設省･茨城県 '64 茨城県鹿島地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省筑波研究学園都市営繕建設本部 '81 筑波研究学園都市地盤図 建築保全センター      

建設省･茨城県 '69 茨城県水戸･日立地区の地盤 大蔵省印刷局          

羽生市 ‘84 羽生市地盤図  

戸田市史編纂室 ‘86 戸田の地質 1,2  

千葉県･開発局 '69 京葉工業地帯の地盤 大蔵省印刷局          

千葉県葛南開発工事事務所 '64 京葉港の地盤 千葉県葛南開発工事事務所 

復興局建築部 '93 東京及横浜地質報告 非売品                

東京地盤調査研究会 '59 東京地盤図 技報堂                

東京都江戸川区企画室 '68 江戸川区に於ける軟弱地盤と建築物対策に関

する調査研究報告書 

 

建設省･東京湾総合開発協議会 '69 東京湾周辺地帯の地盤 大蔵省印刷局          

 ‘90 東京および周辺地域 385 箇所の土質＆施工

データマップ付き（地質と場所打ち杭の設計） 

建築技術 

大田区役所土木部 '70 大田区地盤地質,地下水調査報告 大田区                

足立区役所建築部建築課 '72 足立区の地盤 非売品                

板橋区 '84 板橋区地盤図 板橋区                

世田谷区 ‘82 世田谷地盤図  

目黒区建築公害部建築課 ‘82 目黒区内全域の地質調査および土質調査に関

する業務委託 

 

東大地震研究所 '53 震研彙報第３５号 ３冊（葛飾区） 東大地震研究所 

東大地震研究所 '55 震研彙報第３５号（千代田区） 東大地震研究所 

東京都港湾局 '72 東京港地盤図（Ⅰ)地質地盤図篇  

東京都土木技術研究所 '77 東京都総合地盤図（Ⅰ） 技報堂出版            

東京都土木技術研究所 '90 東京都総合地盤図（Ⅱ）山の手･北多摩地区 東京都 

東京都 '76 東京都地盤地質図（三多摩地区) 都防災会議地震部会    

建設省建築研究所 '54 建設省建築技術庁委託業務報告 都防災会議地震部会    

東京都江東区地質地盤調査総括委員会 '77 東京都江東地区の地質地盤 

一江東防災拠点再開発調査の総括一 

 

東京都 ‘96 東京都大深度地下地盤図  

総覧・東京都東部編・編集委員会 '81 建築・土木基礎地質総覧－東京都東部編 東京都東部編・編集委員会  

経済審議庁国土調査課 '51 全国深井戸資料台帳（関東地方） 経済審議庁国土調査課 

東京都建築局 '55 東京都区部地盤調査報告書 東京都建築局             
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建築･土木基盤地質総覧編集委員会 '82 建築･土木基盤地質総覧東京都東部編 

（環状 6 号線東側) 

日本工学新聞社        

復興局 '29 東京・横浜地質図 復興局                      

日本鉄道建設公団東京支社 '77 武蔵野(南)線地質図（新鶴見一府中本町) 応用地質              

東大地震研究所 '56 震研彙報第３４号 ４冊（川崎市） 東大地震研究所 

神奈川県建築士会 '72 神奈川県地盤図 神奈川県建築士会      

川崎市 '81 川崎市環境地質図調査報告書 川崎市公害局水質課    

川崎市公害局 '83 川崎市地質図集Ⅲ 川崎市公害局          

川崎市公害局 '72 川崎市地質図集Ⅱ 川崎市公害局          

川崎市計画局 '65 川崎市地質図集Ⅰ 川崎市計画局          

川崎市公害極 '81 川崎市環境地質図調査報告書 川崎市公害局          

建設省建築研究所・横浜市 '66 横浜市関内地区地盤調査報告書 建設省建築研究所・横浜市  

横浜市埋立事業局 '66 根岸湾の地盤 非売品                

東大地震研究所 '54 横浜市内地盤調査 東大地震研究所            

横浜市公害研究所 '88 横浜市軟弱地盤層調査報告書一軟弱地盤構造

と地盤沈下特性一(3 分冊) 

横浜市役所                     

山梨県建築士会編集委員会同青年部会 '85 山梨の地盤調査図 山梨建築士会          

静岡商工会議所調査計画課 '76 静岡･清水地域の地質 静岡商工会議所        

富土市企画調整部企画調整課･環境部環境

保全課 

'75 富士･愛鷹山麓地域の自然環境保全と土地利

用計画調査報告書 

富士市役所            

                      

静岡県地震対策課 '83 静岡県地震対策基礎調査報告書 静岡県地震対策課（非売品） 

建設省中建天竜川上流工事事務所 '84 天竜川上流地域地質図 中部建設協会          

愛知県建築部 '54 名古屋及び付近の地質 非売品                

竹原平一･森下晶･糸魚川淳二 '62 名古屋港の地盤 名古屋港管理組合      

建設省･愛知県･三重県 '62 伊勢湾北部臨海地帯の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･三重県 '62 伊勢湾南部臨海地帯の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･愛知県 '63 愛知県東三河地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･愛知県 '65 愛知県一宮地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･愛知県 '65 愛知県衣浦地区の地盤 大蔵省印刷局          

名古屋地盤研究会 '66 名古屋とその周辺の地盤(1)研究報告 名古屋地盤調査会      

名古屋地盤調査研究会 '67 名古屋とその周辺の地盤(2)                       

名古屋港管理組合 '69 名古屋港臨海地帯の地盤 名古屋港管理組合      

名古屋地盤調査研究会 '69 名古屋地盤図 非売品                

建設省名古屋技術事務所 '71 濃尾平野の地盤資料（Ⅰ） 中部建設弘済会        

土質工学会中部支部 '88 最新名古屋地盤図 名古屋地盤図出版会    

土質工学会中部支部 '90 新編名古屋地盤 コロナ社              

建設省建築研究所・大阪市立大学 '53 豊橋市の地盤調査と地盤震度図 建設省建築研究所・大阪市立大学 

建設省建築研究所・東大地震研究所 '55 常時微動と地震観測による一宮市の地盤 建設省建築研・東大地震研  

愛知建築士会一宮支部 '88 西尾張地盤図 愛知建築士会一宮支部（非売品） 

土質工学会中部支部・名古屋地盤図委員会 '87 名古屋地域地質断面図集 名古屋地盤図出版会    

愛知県防災会議地震部会 '80 愛知県の地質･地盤 愛知県防災会議地震部会 

東海三県地盤沈下調査会 '85 濃尾平野の地盤沈下と地下水 名古屋大学出版会      

建設省中部地建・名古屋技術事務所 '78 濃尾平野の地盤資料（Ⅱ）  

技術研究開発委員会 '81 中部電力管内地盤調査報告書（濃尾地区･伊勢

地区) 

中部電力 

岐阜県 '81 岐阜県地質鉱産図 岐阜県                

建設省･富山県 '63 富山県射水市地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省北陸地方建設局北陸技術事務所 '79 富山県平野部の地盤図集 北陸建設弘済会        

建設省北陸地方建設局北陸技術事務所 '82 石川県平野部の地盤図集 北陸建設弘済会        

日本鉄道建設公団新潟新幹線建設局 '80 上越新幹線(水上･新潟間)地質図 日本鉄道建設公団 

新潟県建築士会・日本建築学会北陸支部 '74 新潟県建築地盤図集（第 1 集)                      

建設省･新潟県 '67 新潟地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省北陸技術事務所 '81 新潟平野部の地盤図集 北陸建設弘済会        

中部測地研究所 '87 諏訪地方地盤図 長野県建築士会諏訪支部･長野県

建築設計事務所協会諏訪支部 

諏訪の自然史編纂委員会 '75 諏訪の自然史地質編 諏訪市教育委員会      

長野県建築士会 '73 長野市の地盤図 カショ印刷            

建設省計画局地域計画課国土地理院 '73 琵琶湖地域総合開発調査土地利用調査  

沢野愿一郎 '83 近江平野データ編 非売品                

京都市住宅局建築指導課審査課 '86 京都市内ボーリングデータ集 大龍堂書店            

  京都の地盤図  

日本建築学会近畿支部・土質工学会関西支

部 

'66 大阪地盤図 非売品                

大阪市立大学 '66 大阪市建築地盤図 大阪市立大学              

日本建築協会 '53 大阪付近地質図集 日本建築協会        

土質工学会関西支部・関西地質調査業協会 '87 新編大阪地盤図 コロナ社              

豊中市 '90 豊中地盤図                       
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土質工学会関西支部 '90 大阪海底地盤                       

土質工学会関西支部 '92 関西地盤                       

土質工学会関西支部 '95 海底地盤一大阪湾を例として一  

神戸市 '80 神戸の地盤 神戸市企面局総合調査室 

中国地方建設局企画室 '66 中国地方建設局管内地質図解説  

日本建築学会中国支部 

鳥取県建築士会 

'81 鳥取県地盤図                       

建設省･鳥取県･島根県 '67 中海臨海地帯の地盤 大蔵省印刷局          

米子工業高等専門学校地域防災研究班 '85 岡山県臨海地帯地盤図'85                       

中国地方基礎地盤研究会 '95 岡山県地盤図'95 岡山県建築士会        

建設省･広島県 '64 広島市広島地区の地盤 大蔵省印刷局          

日本建築学会中国支部 '88 広島県西部地盤図'87 日本建築学会中国支部  

日本建築学会中国支部 '87 広島県東部地盤図'86 日本建築学会中国支部  

日本建築学会中国支部 '72 呉地区地盤図 日本建築学会中国支部  

日本建築学会中国支部 '71 大竹・岩国地区地盤図 日本建築学会中国支部  

広島県・広島大学 '50 試錐よりみた広島市内の地盤 広島県・広島大学  

通産省地質調査所 '91 佐伯地域の地質                     

日本建築学会中国支部 '89 山口県地盤図 日本建築学会中国支部  

建設省･山口県 '66 山口周南地区の地盤 大蔵省印刷局          

山口県立山口博物館 '75 山口県の地質 大村印刷              

建設省･徳島県 '64 徳島臨海地帯の地盤 大蔵省印刷局          

四宮安太郎 '71 徳島の地盤                       

建設省･愛媛県 '65 愛媛県東予地区の地盤 大蔵省印刷局          

中国地方基礎地盤研究会 '94 四国臨海平野地盤図'94 日本建築構造技術者協会四国支

部 

建設省･北九州市 '68 北九州市地区の地盤 大蔵省印刷局          

九州地質調査業協会福岡地盤図編集委員会 '81 福岡市地盤図                       

福岡県建築士会 '81 福岡市地盤図 福岡県建築士会        

福岡地盤図作成グルーブ '92 福岡地盤図(南部編) 福岡県地質調査業協会  

飯塚市地盤図作成委員会 '71 飯塚市地盤図 飯塚市地盤図作成委員会 

瀬戸充,村田茂雄,堀田信俊 '72 大分地区地盤図 九州建築施工管理研究会 

熊本県地質調査業協会 '83 熊本県内地質論文集                       

日本建築学会九州支部熊本支所 '71 熊本地盤図 日本建築学会九州支部熊本支所   

土質工学会九州支部 '83 九州.沖縄の特殊土 九州大学出版会        

宮崎市 '71 宮崎市地盤図 宮崎市                

宮崎市 '79 宮崎市地盤図 宮崎市                

建設省･宮崎県 '67 宮崎県日向･延岡地区の地盤 大蔵省印刷局          

建設省･鹿児島県 '69 鹿児島･始良地区の地盤 大蔵省印刷局          

日本建築学会九州支部 '68 鹿児島市地盤図                       

鹿児島県 '90 鹿児島県の地質 鹿児島県企画部企画調整課 

 ‘97 全国基礎百科 東洋テクノ 

※建築基礎設計のための地盤調査計画指針・日本建築学会編１９９５版を加筆修正 
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７．ＮＰＯ住宅地盤品質協会・資格試験と制度 

認定資格制度規則（抜粋） 

１条 認定資格試験による認定資格の称号は「住宅地盤調査技士」および「住宅地盤調査主任技士」の

２種類とする。 

２条 「住宅地盤調査技士」は、住宅の地盤調査の技術的業務を実施する能力のある技術者とする。「住  

宅地盤調査主任技士」は、住宅の地盤調査・評価および指導などを実施する能力のある技術者とする。 

３条 受験資格 

 学歴・年齢・国籍を問わない。ただし、実務経験は、会社の代表者の証明を必要とする。 
      受験に必要な実務経験の表 住宅地盤調査技

士 

住宅地盤調査主任技士 

 

 

ａ 

住宅地盤調査関係業務の実務経験者 従事者は制限な

し 

５年以上 

（住宅地盤調査技士合格後３年以上） 

（地賢調査業務経験３年以上、実務経験１年

以上） 

 

 

 

ｂ 

地質調査、設計コンサルタント、建

築設計、建築施工及び管理、土木設

計、土木施工及び管理、住宅関連業

務（事務、営業職含む）等の実務経

験者 

２年以上 １０年以上 

４条 認定資格試験は、年１回実施する。 

５条 試験要綱は、理事会が委嘱する技術者認定委員が作成する。 

６条 委嘱を受けた委員は技術者認定委員会を開催し、その年度の試験要綱や試験間題などを作成する

ほか、認定資格試験一切を企画運営する。 

７条 合格者には登録証を交付して「技士」または「主任技士」の称号を付与する。 

８条 登録は有効期間を設け、試験に合格した年度の翌年度から２年間とする。 

９条 登録の更新は、住宅地盤品質協会が実施する研修を受講するものとする。 

１０条 研修制度は理事会が企画実施する。 

１１条 登録者名簿を発行する。 

付則（平成９年４月 日制定） 本規則は平成９年４月 日より施行する。 
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８．現地ロケーションと野草観察 

ロケーション手帳（基礎編） 第４章の４．１．４「現地観察のポイント」に示された各種の雑草に

ついて写真と解説（28 種の指標野草）を掲載します。 

より詳しく雑草のことを調べたい方は、写真の下に URL を掲載しています。なお、本文には第４章 

4.2-3 に雑草の生え方と地盤との関係について解説をしています。 

●学校敷地の雑草群落の類型 

     条件                             種名 

踏みつけが激しい オオバコ（多年草）、オヒシバ（１年草）、ミチヤナギ（１年草） 

踏みつけがやや弱い シバ、ヤハズソウ（１年草）、カゼクサ（多年草） 

踏みつけが少ない ヨモギ（多年草）、アシボソ（１年草）、キンエノコロ（１年草） 

踏みつけがない ヤブタビラコ（越年草）、ミミナグサ（越年草）、スカシタコボウ（越年草）、ツメク

サ（越年草） 

●土壌硬度と生育分布 

             おもな種類   土壌硬度 kN/m2（kgf/cm2） 

中央部 セイヨウタンポポ（多年草） 400（4.0） 

中間部 ハルジオン（越年草）、シロツメクサ（多年草） 170（1.7） 

ヨモギ（多年草） 90（0.9） 周辺部 

セイタカアワダチソウ（多年草） 70（0.7） 

●あき地の群落の比較（９月の調査） 

 Ａ群落 Ｂ群落 Ｃ群落 

  優占度の 

  上位の種 

      カゼクサ（多年草） 

      チカラシバ（多年草） 

       ヨモギ（多年草） 

      オオバコ（多年草） 

     ヒメジョオン（越年草） 

      メヒシバ（１年草） 

     エノコログサ（１年草） 

      オヒシバ（１年草） 

      イヌビユ（１年草） 

  ヒメムカシヨモギ（１年草） 

      エノコログサ（１年草） 

       カゼクサ（多年草） 

      シロツメクサ（多年草） 

      ヒメジョオン（越年草） 

       メヒシバ（１年草） 

１年草の割合          １０％          ９０％           ５０％ 

Ａ群落（数年来放置、ふみつけあり） 

Ｂ群落（裸地化から２ケ月経過） 

Ｃ群落（３年前に整地されたところ） 
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野草の名前 写真 

アシ、ヨシ （葦） イネ科 

花 期  ８月～１０月 

生育地  池沼の辺、川の岸辺 

草  丈    2-3m 

  アシという名前が「悪し」に通じると言

って嫌って「ヨシ（良し）」とも呼ばれま

す。川岸、池、沼などに普通に見られる大

形の水辺植物です。太い根茎が地中をはっ

て広がるために、大きな群落になります。

タケノコと同様に調理して食用にでき、ま

た薬用にもなります。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 
 
 
 
 
 

 

アシボソ イネ科 

 路傍に見られる。高さ５０ｃｍ程度。秋

に開花。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イヌビユ 莧（犬 ） ヒユ科 

花 期  ６月～１０月  

生育地  道端、畑地、人家のまわり 

草  丈    30cm  

別 名  クサケトギ、ヒョー、フユナ等 

 夏の畑地によく発生する害草です。イヌ

ビユの名前は食用に栽培されたヒユに対

しての役立たないヒユの意味です。しか

し、若葉は食せます。ホナガイヌビユとよ

く似ています。葉の先が丸みを帯びて少し

切れ込んでいるのがイヌビユです。ホナガ

イヌビユは葉の先がとがっています。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 
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エノコログサ （狗尾草） イネ科 

花 期  ８月～１０月  

生育地  畑地、空き地、道端 

草  丈    30-80cm  

別 名  ネコジャラシ、エノコロ、エノ

コグサ 

 野原や空き地、道端のどこにでも見られ

る夏から秋にかけての雑草です。エノコロ

グサの「狗（エノコ）」は子犬のことで、

「ロ」は「尾（お）」のなまったものです。

別の名前のネコジャラシはよく知られた

名前だと思います。エノコログサはほとん

どの穂がまっすぐに立っているのが特徴

です。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

オオバコ（大葉子）オオバコ科 

花 期 ４月～６月  

生育地 空き地、庭、道端 

草 丈 10-20cm  

別 名 オンバコ、スモトリグサ 

水田のあぜなど人の踏みつけの多い場所

によく生育しています。漢名で車前草とい

うのはそのためです。オオバコの名前は幅

の広い葉に由来しています。オオバコの葉

や種子（車前子という）はセキ止めの薬で

す。種子はぬれると粘着力をもち、人や動

物の足について広く運ばれます。じょうぶ

な花茎を交差して引っ張り合い、「すもう

をとる」と言って遊びます。もちろん切れ

た人が負けです。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

オヒシバ （雄日芝） イネ科 

花 期  ８月～１０月  

生育地  道端、畑地  

草  丈   30-60cm 

別 名  チカラグサ 

 メヒシバとともに夏の畑地、道端などに

生えるやっかいな雑草です。とくにオヒシ

バは根がしっかりと張っていて丈夫なた

めに引き抜きにくく、また、踏みつけにも

強い雑草です。学校の運動場にもよく生え

ます。オヒシバの名前は漢字では「雄日芝」

と書き、メヒシバ（雌日芝）よりも強くて、

丈夫なようすを表しています。葉の縁には

長くて柔らかな白い毛が生えています。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 



 351 

 

 

 

ガマ （蒲・香蒲） ガマ科 

花 期  ６月～８月  

生育地  池沼、休耕田 

草  丈    1.5-2m 

 高さは 1～2m になります。初夏に花茎

の先に特有の穂をつけます。穂の先端は雄

花で、その下にある 15～20cm の円柱状

の部分が雌花です。葉は長さ 1～2m、幅 2

～4cm で滑らかですが、光沢はありませ

ん。昔はガマの見られる湿地、沼地がたく

さんありましたが、最近ではガマを見るこ

とは少なくなりました。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

 

カゼクサ イネ科（多年草） 

 高さ５０ｃｍ程度。夏に開花。 

道端やたんぼの畦道で地味に生きてい

る野草です。根が丈夫で踏まれたり刈られ

たりしても平気です。 

高さ３０～６０ｃｍ。花期は８～１０

月。 

※日本の野生植物 

http://www.asahi-net.or.jp/̃WK8K-

KSG/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キンエノコロ （金狗尾） イネ科 

花 期  ８月～１０月  

生育地  田のあぜ、道端、空き地 

草  丈    30-80cm 

 名前のキンエノコロは金色の穂のエノ

コログサの意味です。金色にキラキラ輝く

毛はのぎの部分です。陽に輝く穂はきれい

です。穂はエノコログサのものより小さめ

の円柱状でまっすぐに立っています。分布

は日本全土です。仲間にはムラサキエノコ

ロやアキノエノコログサがあります。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 
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コウボウムギ （弘法麦） カヤツリグサ科 

花 期  ４月～７月  

生育地  海岸の砂地 

草  丈    10-20cm  

別 名    フデクサ 

 大型のスゲです。名前は枯れた繊維で筆

をつくったので書の達人弘法大師にあや

かってつけられたものです。写真中央は雌

株です。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シバ（芝）イネ科（多年草） 

 花期：春  

 芝生のシバです。和名は、細葉または繁

葉（シバハ）が由来であるとの説もあるそ

うです。褐色の花穂を立てます。 

※植物画と写真 Botanical Garden 

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Botani

calGarden/BotanicalGarden-F.html 
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シロツメクサ （白詰草）マメ科 

花 期 ４月～７月  

生育地 道端、野原 

草 丈 15-30cm 

ヨーロッパ・北アフリカ生まれの帰化植物

です。シロツメクサの名前は、江戸時代に

オランダからガラスの器を運んだとき、割

れないように詰め物として入っていたか

らです。クローバーという名前も知られて

います。はじめは牧草として栽培されてい

たものが野生化して広がりました。若い

葉、花が食用になります。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

 

 

 

スカシタコボウ （アブラナ科） 

水田など、やや湿地の所にはえる。角果は

長だ円形で、柄が下を向く。花は黄色で小

型、葉は荒く切れこむ。４枚の花びらが十

の字形に開く草本植物。ダイコン、カブ、

ハクサイ、キャベツなどの野菜に代表され

る。実がアブラナのように細長かったり

（長角果）、ナズナのように扁平だったり

（短角果）して、仲間分けの手がかりにな

る。 

※道南の山野草 

http://www.hakodate.or.jp/nature/fl

ower/default.htm  
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ススキ （芒、薄）イネ科 

花 期  ８月～１０月 生育地  野

原、山野、土手 

草  丈    1-2m 別 名  カヤ、オバ

ナ、テキリガヤ 

 日本中、野原や山地の日当たりのよい所

にごく普通に見られる野草です。秋の七草

のひとつです。茅（かや）とも呼ばれます。

ススキの名前はすくすく育つ木（草）の意

味だと言われています。似た仲間にオギ

（荻）がありますが、ススキが株をつくる

のにオギは株立ちしません。ススキの薬効

として地下茎がかぜ、はれ物、利尿の薬に

なります。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 

 

 

 

 

 

セイヨウタンポポ（西洋蒲公英）キク科 

花 期４月～６月・９月～１１月 生育地 

道端、土手、野原 

草 丈 15-20cm 別 名 タンポポ 

ヨーロッパ生まれの帰化植物、アルカリ性

に適するのでコンクリートに強く、都会型

の種族と言えます。花期も春～秋までと長

く地域によっては真冬でも花が見られま

す。しかも雌しべが受精しなくても種子が

できるので群れを必要としません。それだ

け繁殖力が旺盛なのです。ニホンタンポポ

との区別は、花の下の外総苞片がそり返っ

ていればセイヨウタンポポです。三河地方

ではほとんど１年中花が見られます。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242/i

ndex.html 
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セイタカアワダチソウ （背高泡立草） 

キク科 

花 期  １０月～１１月 

生育地  荒れ地、土手、休耕田 

草  丈    1-2.5m  

別 名  ベトナム草 

 アワダチソウは、花の咲くようすから

波頭の泡を連想したものです。「セイタ

カ」の語は草丈が２ｍにもなるからです。

きわめて強い繁殖力を持っています。そ

の原因は、地下の茎が他の植物が育つの

に害になるような物質を出するからだと

言われています。北アメリカから蜂蜜を

採る草花として明治時代に日本へ入りま

した。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 

 

 

 

チガヤ （茅萱・千萱）イネ科 

花 期 ５月～６月  

生育地 山野、土手 

草 丈 30-60cm  

別 名ツバナ、ミノカヤ、アマカヤ 

 どこにでも見られる野草です。晩春に

白い毛の花穂がでます。一面に白穂が風

にそよぐ風情はなかなか美しいもので

す。チガヤは茅萱、千萱などと書かれま

す。たくさんに集まって生えるので千の

文字を当て、チガヤとつけられたという

説があります。つぼみの穂は甘く、これ

をツバナと言います。地下茎は茅根と呼

ばれ、消炎、止血などの薬用効能があり

ます。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 

 

 

 

 

チカラシバ （力芝） イネ科 

花 期  ８月～１１月  

生育地  草地、農道、道端 

草  丈    50-80cm  

別 名  ミチシバ、タヌキノシリオ 

 チカラシバは力のいる芝の意味です。

丈夫な根、丈夫な茎、そして大きな株を

作るので、なかなか引き抜くことができ

ません。力がいるのでこんな名前がつき

ました。踏みつけにも強く農道などによ

く繁殖しています。穂を下から先に向け

てしごくとクリのいがのような形にな

り、子どもの遊びにします。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 
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ツメクサ （爪草）ツメクサ ナデシコ

科 

花 期 ４月～7 月  

生育地 丘陵地、庭、道端 

草 丈 2-10cm  

別 名 タカノツメ 

歩道や公園の敷石の目地など、他の草が

生えにくい場所でよく見ます。どこにで

も見られる小形の野草です。針のように

細くとがった葉の形が、鳥の足の爪に似

ていることからツメクサの名前がつきま

した。葉は濃い深緑色をしています。名

前のツメクサからは固そうな葉を連想し

ますが、草全体はやわらかです。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 

 

 

 

 

ハマヒルガオ（浜昼顔）  ヒルガオ科 

花 期  ５月～６月  

生育地  海岸の砂地 

 海浜植物の代表的なものです。浜辺に

咲くヒルガオなのでハマヒルガオと言い

ます。つる性の植物で、茎が砂地の中を

長くはって伸びます。葉は夏の暑や乾燥

に適応できるようにクチクラと呼ぶ細胞

膜が発達していて、水分の蒸発や塩分か

ら葉を守っています。花もロウを薄くか

けたような淡紅色です。しばしば大きな

群落をつくっています。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 

 

 

 

 

 

 

ハルジョオン（春紫苑）キク科 

花 期 ５月～７月  

生育地 丘陵地の草むら、荒地 

草 丈 50-80cm  

別 名ハルジオン、ベニバナハルジョオ

ン 

ハルジョオンは北アメリカ生まれの帰化

植物です。観賞用に輸入され、大正時代

に関東地方に入りました。仲間のヒメジ

ョオン（姫女苑）よりも早く春の野原を

飾ります。特徴は花の咲く前に枝の先が

曲がってつぼみが下を向くことと、開花

の頃に淡い紅色になることです。また、

茎も中空です。元の名はハルジオンです。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc3242

/index.html 
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ヒメジョオン（姫女苑）キク科 

花 期  ７月～１０月  

生育地  丘陵地の草むら、荒れ地 

草  丈    50-80cm  

別 名    ヒメジオン 

  北アメリカ生まれの帰化植物です。

明治維新前に日本に入り、今では日本

中に雑草化しています。ハルジョオン

よりも開花が遅く７月頃からです。ハ

ルジョオンとの違いは花の色が白色

で、茎は中空でなく、白いずいがあり

ます。また、開花前のつぼみも下向き

ではありません。日本に入った当時は

柳葉姫菊と呼ばれていました。地方に

よっては真冬でも 

花を見ることができます。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 

 

 

ヒメムカシヨモギ （姫昔蓬）キク科 

花 期  ８月～１０月  

生育地  荒地、空き地、道端 

草  丈    80-180cm  

別 名  ゴイシングサ、メイジソウ、

テツドウグサ 

 北アメリカ生まれの帰化植物で、明

治の初期に日本に来ました。別名のゴ

イシングサやメイジソウの名はそのた

めです。また、鉄道の線路に沿って広

がったので、テツドウグサとも呼ばれ

ました。日本中の野原、道端、空き地

と、いたるところに見られます。同じ

帰化植物のオオアレチノギクによく似

ていますが、ヒメムカシヨモギは緑が

あざやかです。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 
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ミチヤナギ（道柳） タデ科 

花 期  ５月～１０月  

生育地  道端、畑、荒地 

草  丈    10-40cm  

別 名    ニワヤナギ       

  葉のようすが柳の葉に似ていること

と道端に生えることからミチヤナギの

名前になりました。どこの道端にでも

見られ、少しぐらい踏まれて傷ついて

も平気です。別名のニワヤナギは庭に

も生えることの意味です。海岸に生え

る仲間をハマミチヤナギと言います。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

ミミナグサ  （耳菜草） ナデシコ科 

花 期  ４月～６月  

生育地  畑、道端 

草  丈    15-30cm 

 短い毛の生えた柔らかそうに見える

葉からネズミの耳を連想して耳のよう

な菜と名づけられました。最近は帰化

植物のオランダミミナグサが繁殖して

いますが、在来のミミナグサは葉の緑

が濃く、また茎やがくの部分が紫色を

帯びているものが多いです。花もオラ

ンダミミナグサは密集してつきます

が、ミミナグサは目立つほど密集して

はいません。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 

 

 

 

 

 

メヒシバ（雌日芝） イネ科（１年草） 

花 期 ７月～１０月  

生育地 道端、空き地、荒れ地、畑地 

草  丈    30-90cm  

別 名  メシバ、ジシバリ、トンボ

グサ等 

 オヒシバとともに夏の雑草としてや

っかいなものです。メヒシバの名前は

オヒシバよりも柔らかく細い茎と穂に

よるものです。茎の下部が、横にはい

ながら節ごとに根を下ろして繁殖する

ので、ときに大きな株になります。畑

地や樹園地、公園での強害草です。世

界中に分布しているそうです。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 
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ヤハズソウ（矢筈草） マメ科（１年

草） 

花 期  ８月～１０月  

生育地  道端、草原、土手 

草  丈    15-40cm  

別 名  ジャンケングサ、ハサミグ

サ 

 名前の「ヤハズ」は弓矢で、矢の羽

根がついている部分を言います。ヤハ

ズソウの葉を引っ張って切ると一方が

矢はずの形になります。また、矢はず

形の方は和バサミの形に似ているので

ハサミグサとも呼ばれています。茎が

多数枝分かれして直立し、群がって生

えます。花は小さく、淡紅色です。根

にはマメ科特有の根りゅう菌があり、

やせた土地でも育ちます。 

※教材用野草写真図鑑（身近な野草） 

http://www.tcp-ip.or.jp/̃jswc324

2/index.html 

 

 

 

ヨモギ（蓬） キク科（多年草） 

別名：モチグサ（餅草） 

花 期 ：９月～１０月  

高 さ ：５０～１００cm  

茎の様子：洋紙質で互生 

葉：洋紙質で互生  

表面は緑色、裏面は綿毛を密生し灰

白色  

 葉形 ：羽状に深裂する 

 花：大きな円錐花序に多数  

 ヨモギといえば、草餅、草団子。小

さい頃、春になると小さな鎌と篭を持

って近くへヨモギ取りに行きました。

お駄賃は、できたての草餅でした。秋

には花が咲きますが、小さくて見応え

がないのです。 

 また、乾燥させた葉の裏にある綿毛

はお灸に使うモグサになります。若葉

を草餅の材料にすることから、「モチ

グサ」の呼び名もあります。 

※ 植 物 画 と 写 真  Botanical 

Garden 

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Bot

anicalGarden/BotanicalGarden-F.

html 
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９．土壌・地下水汚染調査への対応 

１）簡易予備診断と簡易現場調査 

ａ．簡易予備診断（サイトアセスメント） 

 企業内外の公的資料・既存資料・周辺用地情報をベースにした簡易調査です。資料およびヒアリング・

外観調査・現地視察を行い、今後の土壌リスクの基礎データとして活用できる調査レポートを提供する

とともに、今後の指針を提案します。 

■ヒアリング調査 

環境資料調査表の作成依頼 

資料調査や現地調査において懸念された具体的事項についてインタビューする。（抽象的にならない

よう注意する） 

面接、電話、文書、FAX、電子メールを利用する。 

インタビューの時期 現地調査前、調査の間、調査後の 2～３回 

インタビューの対象者 

（経歴を確認する） 

経営者、土地所有者、工場長、総務担当者 

過去の土地利用や有害物質使用に熟知している現場管理者 

必要資料の提出依頼 

 

環境報告書、環境関連の許認可書、取り扱い有害化学物質の MSDS（安全

データ―シート）、環境関連の行政通達、指導書 

イ ン タ ビ

ュ ー の 内

容 

 

 

自治体関連へのインタビュー  

■資料調査の内容 

 所在地  

 使用目的 宅地、商業地、工業地、準工業地、農地、山林、雑種地など 

人口密度・近隣の住環境・近隣の水文地質 

近隣の事業所 

 

事業所の業種、面積、過去、現在の有害化学物質汚染（大気・

水域・土壌）の有無 

周辺住民の教育水準 

地 域 の 特

性調査  

  

 
近隣状況 

  

   

その他近隣の環境情報 

敷地に出口のない道路がある場合 ― 有害物質の埋立処分す

る道路使用の可能性 

遊休地にタイヤ跡があり、その先に雑草の生い茂る丘や古い

ドラム缶がある場合 ― 廃棄物の埋立跡地の可能性（自社処

分場） 

敷地を横断する水路に汚泥や油などの汚染物質が流出― タ

ンクや配管からの漏洩 

外観調査（土

地の利用） 

 

 

 

 

 

 

周囲の視覚的チェック 

 

不自然な盛土やくぼみの有無、水溜りの汚水 

土の色の変色、枯れた草木、異臭、ほこり 

構造物調査 建物の名称、数量、構造面積、建築年数、付属施設 

敷地内道路  変色した表土、不自然に舗装されている箇所 

製品の搬入・搬出口 保管状態（ドラム缶や容器）、汚水ピット、埋立跡地の有無、

発生場所不明の残土、焼却炉 

飲用水源 

廃棄物置き場 

各工程（貯蔵、分配・移送、機械加工、混合、熱処理・熱加工、乾燥、冷却、焼却・蒸

留、脱脂・洗浄、分離・精製、化学反応、組立て・検査、包装、排ガス、排水、廃棄物）

における床、壁、天井、配管の染みや腐食（ただし、有害化学物質を使用していた工程

のみとする） 

臭い 刺激臭、不快臭、腐敗臭 

有害化学物質の保管 

 

地下浸透・漏洩（防止機器設置の有無）、容器への雨水入り込み、

内容物不明の容器の有無、PCB 保管の有無 

排水・廃水 

 

排水溝、汚染留め、雨水の状態、大雨時の溢水状態、放流され

る水路、河川 

地下水 下流の地下水利用状況 

井戸 既存井戸、観測井戸、対策井戸 

浄化槽 汚水浄化設備の経過年数、メンテナンス状況 

敷 地 内 部

診断 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部調査 

  

  

 

   

   

  

   

駐車場 

  電気・ガスの使用状況  

※地方自治体の環境保全、廃棄物対策、保健所、図書館などで情報を収集します。 
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ｂ．土地の環境影響評価報告書の作成 

要約  

調査目的 名称、目的、期間、依頼者、インタビューの対象者、調査機関、調査担当者など 調査概要 

調査範囲 

（限界） 

あくまでも資料と聞き取りによる簡易調査 

土壌汚染の有無を保証するものではないことの説明 

地域特性や敷地内部調査内容を記載 調査内容 

聞き取り調査内容を記載 

調査結果  

結論と考察  

ヒアリング記録 

各種図面 住宅地図、工場敷地図、建物位置図、有害物質使用位置図、廃棄物保管位置図、既設

井戸位置図、地質柱状図  

歴史資料 

記録写真 

行政資料 

事業所に提出依頼した資料 

添付資料 

その他の資料 環境分析データ―、火災などの災害記録、行政の立入検査記録、事業所の組織図など 

 土壌・地下水汚染に関わる市場の規模は今後 20 年間にわたり 2,000 億円／年間と言われています。 

第 1 ステージ費用の目安  
500 ㎡未満 1000 ㎡未満 5000 ㎡未満 10000 ㎡ 

未満 
20000 ㎡ 

未満 
50000 ㎡ 

未満 
50000 ㎡ 

以上 
250,000～ 

300,000 円 
300,000～ 

350,000 円 
350,000～ 

450,000 円 
450,000～ 

550,000 円 
550,000～ 

650,000 円 
650,000～ 

800,000 円 
800,000 円

以上 

※費用は、土地の形状・使用方法・地層状況などの違い、或いは使用履歴・使用物質・使用量・汚染の機構などに

よってかなり変動します。交通費及び宿泊費は別途とします。 

２）概況、詳細調査及び機構解明調査 
表層調査 1. 揮発性有機化合物、油類 

（1） 調査方法 

 
（2） 対象地に応じて最適で効率的な手法を選択する。 

（３）サンプリングは、電気ドリル、ボーリングバー等を用いて実施する。表層１５ｃｍ程度の土を

採取。 
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 2. 重金属、ダイオキシン類 

（1） 5 地点混合法 

概ね 1000m2（25ｍ×25～50m）につ 

き 1 地点で実施する。5 地点のそれぞれの 

試料 100g をブレンドする（５地点混合方 

式）。 

（2） 1 地点（25m×25m 未満）の場合 
は 500g の試料を採取する。 

（3） サンプリングは、ダイヤモンドカッ 

ターを用いて被覆部を取り除く。 

（4） 測定方法は公定法或いは簡易測定法 

を用いる。 

■業務内容 ・ 測量 

・ サンプリング（10～20 チームを編成し、短時間に効率的なサンプリングが可能） 

・ 公定法分析、簡易分析  

・ 解析、報告書作成、次調査計画の立案 

調査機器の例 

■ドボルザーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

■機械の機能 

ドイツ Nortmeyer 社の土壌・地下水汚染調査用の小 

型機器。 

１．オーガードリル  

油圧モーターで無水によるオーガー掘削。 

２．打撃式コアサンプリング  

無水・無発熱のコアサンプリング 

３．標準貫入試験機  

自動落下試験機を使用し、標準貫入試験機として 

コアサンプリングを行ないながら N 値を測定 

４．ベーリング  

５．ケーシング掘削  

 

 

 

 

 
 

■ＳＣＳＣ 

（機械簡易ボーリング） 

 
 

 

 

 

■機械の説明 

ハンドオーガー（手掘り）と機械ボーリングの中間に位置する、手軽で効率的な技術が

SCSC（機械簡易ボーリング）です。特に土壌汚染調査のために開発されました。これ

は地質汚染診断・修復簡易化研究会（SCSC）によって開発され、環境庁の土壌・地下

水汚染対策指針にも平成 6 年 11 月以降取り入れられています。 

■使用ツール 

SCSC（スクスク）は、エンジンハンマーでサンプラーを打ち込む機械です。ツールの

方は AMS のツールと共用でき、工場内や狭い場所で力を発揮します。 

■ジオプローブ 

（現位置地下水採取器） 

 

 

 

 

 

 

■機械の説明 

このツールは、地下水の位置が柱状図や調査で判っているときに地下水だけを採取した

いときに使用します。 

■ジオプローブの基本採水方法 

(1)ジオプローブを予定深度まで打ち込む。  

(2)先端と中のスクリーンを棒で押さえる。 

(3)その後、周りのケーシングを引き抜き、 

(4)ストレーナーを出す。 

(5)ストレーナーに入ってきた地下水をテフロン管を挿入して採取する。 

環境診断報告書の作成 

 ボーリング調査などの各種調査や化学分析の結果に基づいて汚染状況を把握し、調査報告書にまとめ

ていきます。 
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３）土壌・地下水汚染物質の環境基準値 
項目  土壌環境基準  土壌環境基準 主な用途 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下 0.01mg/l 以下 合金 ､電子工業､電池､鍍金､顔

料､塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 

全ｼｱﾝ  検液中に検出されないこと  検出されないこと  鍍金､試薬､触媒､有機合成､蛍光

染料､冶金､鉱業､金属焼き入れ､

写真薬､医薬､精錬 

鉛  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下  0.01mg/l 以下  合金､はんだ､活字､水道管､鉛ｶﾞ

ﾗｽ､ｺﾞﾑ加硫､電池､防錆､ﾍﾟｲﾝﾄ､

顔料､殺虫剤､染料､塩化ﾋﾞﾆﾙ樹

脂安定剤､鉛筆､ｺﾞﾑ硬化剤､火薬 

六価ｸﾛﾑ  検液 1 ㍑につき 0.05mg/l 以下  0.05mg/l 以下  酸化剤､鍍金､触媒､写真､漁網染

色､皮なめし､石版印刷､ 

砒素  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下  0.01mg/l 以下  半導体材料､木材防腐剤､農薬 

砒素※  土壌 1kg につき 15mg 以下  ― ― 
総水銀  検液 1㍑につき 0.0005mg/l 以下  0.0005mg/l 以下  電解電極､金銀の抽出､水銀灯､

計器､医薬､顔料､農薬､乾電池､

蛍光灯触媒､水銀電池 

ｱﾙｷﾙ水銀  検液中に検出されないこと  検出されないこと 農薬､医薬､有機合成 

PCB  検液中に検出されないこと  検出されないこと  熱媒､変圧器､電気絶縁体､ｺﾝﾃﾞﾝ

ｻ､複写紙､ｲﾝｷ溶剤､顔料､塗料､

合成樹脂製造 

ｾﾚﾝ  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下  0.01mg/l 以下  半導体､光電池､鋼材の防食被

覆､特殊ｶﾞﾗｽ､複写機感光体､芳

香族化合物の脱水素材､浮遊選

鉱の気泡剤､頭髪化粧水､窯業 

銅※ 土壌 1kg につき 125mg 以下 ― ― 
ふっ素         ― 0.8mg/l 以下 鉄鋼､精錬､ｶﾞﾗｽ加工 

 

●

重

金

属

・

重

金

属

類 

ほう素        ―   1mg/l 以下  ｶﾞﾗｽ､陶磁器､ﾒｯｷ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  検液 1 ㍑につき 0.02mg/l 以下  0.02mg/l 以下  溶剤､冷媒､脱脂剤､抽出剤､消化

剤､局所麻酔剤､不燃性ﾌｨﾙﾑ溶剤 

四塩化炭素  検液 1 ㍑につき 0.002mg/l 以下  0.002mg/l 以下  塗料溶剤､洗浄､抽出､殺虫､塩化

ﾋﾞﾆﾙ中間体､ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類原料､ 

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ  検液 1 ㍑につき 0.004mg/l 以下  0.004mg/l 以下  塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ､樹脂の原料 

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  検液 1 ㍑につき 0.02mg/l 以下  0.02mg/l 以下  塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ原料 

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ  

検液 1 ㍑につき 0.04mg/l 以下  0.04mg/l 以下 溶剤(油脂､樹脂)､医薬(麻酔)､ 

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ  検液 1 ㍑につき 1mg/l 以下 1mg/l 以下  溶剤､金属の常温洗浄､塩化ﾋﾞﾆﾘ

ﾃﾞﾝ原料､蒸気洗浄 

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ  検液 1 ㍑につき 0.006mg/l 以下  0.006mg/l 以下  溶剤､塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ原料 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  検液 1 ㍑につき 0.03mg/l 以下  0.03mg/l 以下  脱脂洗浄剤､考量抽出､冷媒､溶

剤､殺虫剤 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下  0.01mg/l 以下 脱脂洗浄剤､ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ溶剤､

原毛洗浄､香料抽出､石鹸溶剤､

その他の溶剤 

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ  検液 1 ㍑につき 0.002mg/l 以下  0.002mg/l 以下  農薬､土壌燻くん蒸材､殺線虫材 

●

揮

発

性

有

機

塩

素

化

合

物 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ  検液 1 ㍑につき 0.01mg/l 以下  0.01mg/l 以下  各種有機合成原料､抽出､溶剤､

染料､溶剤の原料､ｶﾞｿﾘﾝに含有 

ﾁｳﾗﾑ  検液 1 ㍑につき 0.006mg/l 以下  0.006mg/l 以下  農薬(殺虫剤) 

ｼﾏｼﾞﾝ  検液 1 ㍑につき 0.003mg/l 以下  0.003mg/l 以下 農薬(殺虫剤) 

有機燐  検液中に検出されないこと  ― ﾊﾟﾗﾁｵﾝ･ﾒﾁﾙﾊﾟﾗｵﾝ･ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び

EPN 

●

農

薬 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ  検液 1 ㍑につき 0.02mg/l 以下  0.02mg/l 以下 農薬(殺虫剤) 

●その他 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素  

      ― 10mg/l 以下 肥料、火薬製造 

※は農用地（田に限る）のみ適用 

中央労働災害防止協会「有害物便覧」・日本地質学会『大地のいたみを感じよう』などを参考。 
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   図 4.5.2-1 やり方 

      図 4.5.2-2 水盛り器具 

10．住宅基礎の施工法 

 基礎の施工は根切りからはじまります。根切りというのは、基礎を設計地盤に支持させるために行う

掘削をいうのですが、そのときに草木の根を切るので切取りというのだと云う人もいるようです。 

１）やり方（遣型） 

 さて、その根切りをどの位置で、どれだけ深く掘るかを決める基準

となるものを現場に設置しなければなりません。これを遣形あるいは

やり方といいます。以後やり方と呼ぶことにします。 

やり方は建物の位置、高さなどを表示するための仮設物を云い図

4.5.2-1 のように、４㎝×4.5 ㎝程度の角材を杭として地中に打ちこ

み、これに貫（ぬき）と呼ばれる 1.2 ㎝×10 ㎝位の小幅板を水平に

打ちつけて高さの基準とし、またトランシットで建物の通り心を貫の

上にプロットし、図のように中心線として墨を打っておきます。この

やり方はこれから建設する建物の周辺全体に設けるので、全部連続し

てしまうこともあります。 

 もっともこのやり方を出す前に、現場で建物のおおよその位置を決

定するために、建物の角かどの位置に杭などを打ち、その杭を連結して縄やテープの類を張ります。こ

れを「縄張り」といいます。縄張りは、それを施主や設計者に見てもらって、敷地内で建物がどのよう

な位置を占めるか、庭園などとの関係はどうなるかなどを施主や設計者に理解してもらうことがその目

的です。やり方はその杭を規準にして大体の位置を定め、小杭を打ち、貫を打ちつけるのです。そして、

その貫の上に精密な建物の中心位置をしるしておくことになります。 

２）水盛り 

 やり方を出すために行う水準測量（高さの測

量）を「水盛り」といいます。これは昔水平測量

をするのに、竹の二つ割などの細長い道具に水を

盛って、２点間の同じ水平位置を出したことから

来ているのです。現に今でも小規模な工事では大

工や鳶が、図 4.5.2-2 のような道具を使って水平

測量をやっているのを見かけることがあります。

これは底にゴム管などをはめこむことのできる

ようにした透明な槽状の容器２個を、ゴム管でつ

なぎ、２つの桶をほぼ水平にして水を盛り、水面が静止したときに２つの容器の水面が水平になる（底

をゴム管でつながれているので）のを利用して水平を出そうというわけです。 

３）根切り 

さて現場ではこのようにして掘削の規準が定められたならば、根切りをはじめるわけですが、掘削の

土量が多いときは掘削機械を使います。掘削機械で最も多く用いられるのは「バックホゥ」（ユンボは固

有名詞）と呼ばれる機械でしょう。工事が小規模のときは小型のバックホゥを使うことが多いようです。 

住宅に限らず根切りの方法は３通りあります。その１は「壷掘り」で、これは独立基礎の根切りのよ

うに、２ｍ角とか２ｍ×４ｍとか、または半径３ｍとかいうように局部的に掘る根切りで、それがいく

つか点在する場合も同じように壷掘りといいます。 
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  図 4.5.2-4 ランマー 

   図 4.5.2-5 基礎下部の荷重の分布 

     図 4.5.2-3 バカ棒 

 次は「布掘り」ですが、これは溝状に連続して

掘る場合で、布基礎の根切りのとき、あるいは長

い管を埋設するときの掘り方です。布掘りはそれ

が何本か並んで掘られる場合もあるし、また互い

に直交する場合もあります。 

 最後は「総掘り」で、これはベタ基礎の場合な

どのように、全般的に一様にそして一度に根切り

をする場合をいいます。 

 機械では平らな仕上げをするのはむずかしく、

根切り底が機械で攪乱されて、地盤の支持力が減

少することがあるため最終的な根切りは人力で

行なうのが正しいと言えます。 

 よく最後まで機械を使ったために掘り過ぎて、再び埋め戻すのを見ることがありますが、これでは設

計通りの支持力は期待できません。 

板切り底を正確に所定の深さに仕上げるのには、やり方に水糸を

張り、それから図 4.5.2-3 のようにバカ棒という棒状道具を使って

測ります。バカ棒というのは、やり方から根切り底までの深さに合

わせて棒に印を付け、その印をやり方に張った水糸にあわせると、

棒の下端が根切り底になるようにしたものです。 

４）割栗地業 

 割栗地業は地盤（基礎直下）が軟弱な場合に、根切り底に割栗石

を敷き込んで突き固め、基礎底盤の改良を図る工法です。ただしそ

の効果は地盤面から下方へ３０㎝前後までで、それ以上深い所まで

効果を期侍するのは無理でしょう。突き固めというのはランマー

（図 4.5.2-4）などによるものですが、その効果はローラーなどの

転圧による締め固めと同様、30 ㎝前後というのは定評のあるとこ

ろで、その効果はそう深くまでは及びません。ただし、30 ㎝程度の厚さでも良く突き固めた場合、荷

重を分布させる範囲が図 4.5.2-5 のように拡げられるので、単位面積当りの地盤応力が小さくなるとい

う効果があります。 

 基礎面が軟弱な場合は、土質（水分量）にもよります

が、念入りな転圧と合わせれば基礎直下の土質改善が期

待できます。しかし、地盤の良いときに割栗地業をする

ことは逆効果になることが多く、大きい支持力をもつ粘

性土の上に割栗地業を施工する場合としては、ロ一ム層

を支持地盤とする例が多いのですが、割栗石が地面にめ

りこんでいかないからです。そのうえ土と石の接触する

面はくさび状となるので貫入し易く、基礎底面がじかに

土と接するときよりも沈下し易い状態にあるわけです。

これでは割栗地業のないほうがよいわけで、逆効果にな

ります。砂または砂礫地盤の場合も、良好な地盤ならば



 366 

  図 4.5.2-6 割栗のコバ立て 

    図 4.5.2-7 基礎施工図部分 

割栗地業は要りません。 

 割栗石は玉石や割り石などを使用します。あまり大きい割り石はつき固めの障害になるし、また仕上

り面を平らにすることもむずかしいので、割栗地業の設計厚さよりも大きい径をもつような材料は避け

たほうがよいでしょう。割票石は「コバ立て」といって（図 4.5.2-6）長いほうの径が垂直に近くなる

ように敷き込み、これをランマーで突き固めます。このとき割栗の隙間を詰めるために、目つぶしを入

れるわけです。目つぶしには砂利や切込みを使いますが、切込

みというのは砂と砂利とをふるい分けてない混合物で、目つぶ

しにはこのほうが向いているようです。 

割栗石をコバ立てにするのは、先端が十分地盤の中に食い込

んで、締め固めが行なわれるようにするためですが、よほどつ

き固めないと食い込みが行き届かないものです。 

 転圧は通常ランマー（80kg 級）で行います。小さなコンパ

クターでは敷き均す効果はあっても基礎下を締め固める効果はあまりありません。下方の地盤が良くて

も基礎面の転圧不足のために沈下が起こることは意外と多いものです。 

５）捨てコン 

 根切りが終わると捨てコンクリートを打ちます。ただし、割栗地業をしなければならない場合は、割

栗地業の後に捨てコンクリート（普通捨てコンと言う）を打つことになります。 

 捨てコンは普通厚さ５㎝位に打つのですが、この場合もその周囲は小さい角材などを使ってキチンと

直線的に仕上げるようにすべきでしょう。どうせ捨てコンだからと、その幅が所によって違うような打

ち方や、両側が曲りくねって、どれがその正しい幅なのかわからないような打ち方は、生コンの量が多

くなるだけでなく、いかにもだらけたやり方で、現場の士気をそこなうことになります。 

 捨てコンの表面は平らに均らしておくのですが、勿論水平でなければなりません。ただし、時として

はフーチングの下端の高さが局部的に異なることがあって、そのときは捨てコンの表面は段違い状にな

るわけです。 

 捨てコンは構造体ではないので、強度はそう高くする必要はありません。普通Ｆｃが  1３５㎏ f/

ｃm2（１350kN/m2）以下のコンクリートを使います。 

 捨てコンが固まったら「墨出し」を行ないます。墨出しというのは施工上必要な基準線を、捨てコン

（躯体のコンクリートやスラブ、壁などに出す場合もあります）上に墨壷と墨糸それに竹筆を使ってし

るすことです。 

 基礎の場合はフーチングの両側の位置、基礎染や柱の位置などを、中心点ばかりでなく、型枠の内側

の位置として出しておきます。これには先ず通り心をやり方から下げふりでおろし、それを結んで基礎

全体の通り心の墨を出すのです。これを「心墨」とい

います。次に施工図から通り心と地中梁、フーチング、

杭などの外側との寸法関係を求めて、心墨から計り出

す、ということになります。 

６）施工図 

 施工図というのは鉄筋コンクリート構造体の各部分

の寸法を明細に記入し、またそれらの各部分と通り心

との関係をも明らかにしたもので、鉄筋コンクリート

構造の施工には欠くことのできない図面です。これを
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 図 4.5.2-8 鉄筋のかぶり 

    図 4.5.2-10  鉄筋の組み立て 

「躯体図」といいますが、これは鉄筋コンクリート構造体（躯体）の各部寸法図というような意味です。

もっとも施工図は躯体図ばかりでなく、タイルの施工のための図面やあるいは天井の施工図などの割付

図、各種の現寸図など数多くあります。住宅の基礎工事の施工図は基礎各部の詳細な寸法を書きこみ、

それによって型枠の制作や建込みが確実に施工できるものでなくてはなりません。つまり施工図では中

心線で決めてゆくのではなく、図 4.5.2-7 のように各面の長さが一見してわかるようにしてあります。 

 このような寸法は、現場で設計図から拾い出して計算することができないわけではありませんが、そ

れでは作業が円滑に進まないので、施工図というものが必要になって来るのです。住宅の施工図には、

アンカーボルトの位置、床下換気孔の位置や大きさ、上下水道管やガス管などスリーブの位置と太さな

ども記入しておくのです。このような設備関係の仕事はともすると忘れがちで、設備工事の施工時点に

なって、ハツリをかけるようなことがよく見られますが、これはその工事に計画性のない証拠で、現場

担当者としては恥ずべきことです。 

 施工図作成の最大のポイントは、墨出しや型枠の作成に当って現場で計算しなくても、施工が確実に

行なえることにあります。墨出しなどは上記のように、心墨から計り出すので、通り心と各部の関係も

寸法として記入しておかなければなりません。 

７）鉄筋について 

 基礎のコンクリートは常時土や水と接しているので、それらの影響

で鉄筋が錆びる恐れがあるところから、日本建築学会の鉄筋コンクリ

ート計算規準にも基礎および擁壁の土に接する部分のかぶり（コンク

リートの表面から鉄筋の表面までの最も近い距離で、鉄筋の中心まで

の距離ではありません）は６㎝以上としなければならないと規定され

ています（図 4.5.2-8）。 

 このかぶりはフーチングの下端でも確保しなければなりませんから、

捨てコンクリート上には鉄筋との間にスペ一

サーブロック（図 4.5.2-9）を挿入するのが普

通です。また、かぶり厚には捨てコンクリート

の厚さは算入しませんから注意して下さい。 

 鉄筋は捨てコン上で組み上げるのですが、ま

ず主筋をならべそれに直角に配力筋である縦

筋をならべて交差する所を結束線で結束しま

す。フーチングの鉄筋が組み終ったら、立上り

つまり基礎梁のほうの鉄筋にかかるのですが、

このほうは先ず縦筋を組み、これに主筋である

長手方向の横筋を結束してゆきます（図４．

5.2-10）。縦筋は配力筋であると共にせん断補

強筋も兼ねているのですから、おろそかにはで

きません。これらの鉄筋の組立てが済んでから、

スペーサーブロックを、鉄筋と捨てコンの間に

挿入してゆきます。スペ一サーブロックの厚さ

は所定のかぶり厚さに等しく作ってあるので、一番下側の鉄筋との間に挿入しなければならないわけで

す。 
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図 4.5.2-12 スランプテスト用具    図 4.5.2-13 スランプ  

 
図 4.5.2-11 型枠の固定  

 
図 4.5.2-9 スペーサーブロック  

８）コンクリート打込み 

 このようにして鉄筋の組立てが終ったら、先

ずフーチングのコンクリート打ちを行ないま

す。フーチングの型枠は割合簡単で、側面だけ

です。せき板の下端は小さい杭を打って止める

か、簡易な方法としては建込み後に土を埋め戻

して踏み固めるだけで済ませることもありま

す。ただし、この場合はよほどしっかり固めておかないと、コンクリート打込みのときにずれて、所定

の寸法よりも拡がってしまうことがあります。せき板はあらかじめ図 4.5.2-11 のように桟木を打って

おき、それを小角材で支え、釘打ちして連結しておきます。小角材の一方の端は土の中にしっかり埋め

込んでおきます。 

 コンクリートは生コンを使うのが便利です。コンクリート

の量が少なくて、生コンを現場まで運んでもらえないような

ときは、現場でコンクリート練りをしなければなりませんが、

このような場合は正確な強度のコンクリートを期待するの

は無理です。それは次のような理由によります。 

 コンクリートの強さは「水セメント比」によって決定され

るというのは、有名な水セメント比説ですが、例えば Fc＝

180kgf/cm2（1800kN/ m2）のコンクリートを作るのに

どの位の水セメント比（水セメント比というのは練り上げら

れたコンクリートの中の全水量がセメントの何％かという

ことです）にしたらよいかということはコンクリートの配合

表などから簡単に決定することができます。しかし、この水は練り上げられたコンクリートの中の全水

量で、それにはコンクリートを練るときに使う水のほかに、砂や砂利などの骨材に含まれている水の量

も入れて計算することになります。 

 コンクリートプラントで生コンを作るときは、骨材中の水量は正確に測定（測定用の器具がある）し、

水セメント比によって決まっている水量からこの骨材含有水を差し引いた水量によってコンクリート練

りを行うので、設計強度とそう大きい誤差のないコンクリートを練り上げることができるのですが、現

場ではそれを正確に測定するのは無理でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 コンクリート打ちには、いろいろな条件が必要ですが、その一つに「スランプ」があります。スラン

プというのはコンクリートのやわらかさをあらわす規準の一つで、図 4.5.2-12 のような上面の径 10
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   図 4.5.2-15 ボルトの埋め込み 

       図 4.5.2-14 型枠 

㎝、下面の径 20 ㎝、高さ 30 ㎝の鉄板製の丸い筒にコンクリートをつめこんで（正確にいうと３層に

分け、各層２５回ずつ棒で突く）、この筒を抜き去ったとき、コンクリートの頭部がもとの高さよりどれ

だけ下ったかということです（図 4.5.2-13）。 

スランプはコンクリートを打ちこむときの施工のし易さの尺度であると同時に、良いコンクリートに

なるかどうかの尺度でもあるので大切な尺度なのですが、住宅で実行されることはないようです。 

 それで、止むを得ないときは、正確なコンクリート

強度はそう期待せずに、昔風に１：２：４という混合

割合でコンクリートを打つよりほかないでしょう。そ

れで水セメント比も大体の見当で決め、もしそれでス

ランプが少ないときは水だけを加えるのではなく、水

とセメントの混合物を所定の水セメント比で作り、こ

れを入れて施工軟度を調節するのがよいでしょう。堅

ければ水を加え、やわらかければ骨材を加えて調節す

るというやり方は絶対に避けなければなりません。 

 さてフ－チングのコンクリートがある程度硬化した

ら、これに再び墨を出して型枠の位置を決め、鉄筋の

ある場合はそれを挟んで型枠を建て込みます。型枠は

合板の他、鋼製やアルミ製、プラスチックなどの型枠を使うこともあります。 

 型枠はコンクリートを打ちこむとその圧力で外方へ押されるので、それに対抗できるような支保工が

必要です（図 4.5.2-14）。 

 立ち上がりのコンクリートを打ちこむ前に、設備工事用のスリーブや土台を緊結するアンカーボルト

などを準備しておかなければなりません。 

スリーブは管の外径よりも少し大きい径のビニールパイブを布基礎の幅に等しく切り、型枠のせき板に

挟んで取りつけるのです。水道管や下水管は地盤を掘って埋設するので、埋設後沈下することがあり、

また軟弱地盤などでは周囲の土よりも布基礎のほうが多く沈下する恐れのある場合もあります。そのよ

うなときに、水道や下水の管がスリーブいっぱいになっていると、土の圧力で管が切断されることがあ

るので、スリーブと管の下端との間には多少の隙があるよう

にしておくほうがよいのです。 

アンカーボルトは、立上り部分に鉄筋があるときはそれ

に緊結するが、無筋のときは型枠にボルトを挿入する穴をあ

けた板を取りつけ、その穴にボルトを通して下げておきます。

このときに注意しなければならないのは、コンクリートの天

端から上のボルトの長さが、土台のせいよりも、ボルトナッ

トの締め代だけ長くしておくことと、コンクリート中に埋め

込まれるボルトの長さが、ボルトの径の４０倍程度以上なけ

ればならないということです（図 4.5.2-15）。ボルトが下

がり過ぎるとナットが締められないし、上り過ぎるとナット

が浮いてしまいます。 

木造住宅の基礎ではもう一つ大切なものがあります。そ

れは床下換気孔ですが、普通は図 4.5.2-16 のように布基
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図 4.5.2-16 床下換気孔  

    図 4.5.2-17 床下換気孔 

礎に切込み状の開口を作り、ここに鋳物のすの子をはめこむことが多いようです。しかし、こうすると

この部分は基礎梁としての断面が欠損するので、この方

法は望ましくありません。そのようなときは、換気孔を

細長くして断面欠損をできるだけ小さくするのがよいで

しょう（図 4.5.2-17）。 

 コンクリート打ちこみ後３～４日過ぎると、コンクリ

ートがある程度硬化するので、それを確認してから型枠

を撤去します。あまり早く型枠を撤去すると、冬期は硬

化が遅れるので強度が出ないうちに型枠に力がかかるこ

とになるし、夏期は温度が高いので十分硬化しないうち

に乾燥する恐れがあり、いずれにしてもよい結果にはな

りません。 

 型枠を取りはずしたコンクリートは、なるべく早く埋め戻しを行い、まだ十分硬化していないコンク

リートを保護してやるのがよいのです。これは冬期コンクリートが凍結するのを防ぐよい手段ですが、

土がかぶらない所はむしろなどをかぶせてやるのもよい

保護手段といえます。 

コンクリートの打ち込みの場合、十分に突き固めるこ

とです。突き固めが十分でないと、あばたとかジャンカ

が発生することがあります。コンクリートは砂利や砂な

どの骨材とセメントペ一スト（セメントを水にといた糊

状のもの）との混合物を型枠の中に打ちこんで硬化させ

るので、ややもするとこれらの材料が打ち込み中に分離

しがちです。そうすると骨材の多い所は収縮が少なく、

セメントペ一ストの多い所は収縮が多くなるので、収縮

亀裂が発生し易くなります。これを防ぐにはよく突き固

めるのが有効な手段の一つであるといえましょう。木づ

ちなどで型枠をたたくのもコンクリートのまわりこみを

よくしますが、棒で突くのが効果的です。 
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11．宅地地盤関連法令等資料 

平成 13 年７月２日 国土交通省告示第 1113 号 

 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 93 条の規定に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐ

いの許容支持力を求めるための地盤調査の方法を第一に、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎

ぐいの許容支持力を定める方法を第二から第六に定め、並びに同令第９４条の規定に基づき、地盤アン

カーの引抜き方向の許容応力度を第七に、くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度を第八

に定める。 

●第一 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次表の各号に

掲げるものとする。 

１．ボーリング調査 

２．標準貫入試験 

３．静的貰入試験 

４．ベーン試験 

５．土質試験 

６．物理探査 

７．平板載荷試験 

８．載荷試験 

９．くい打ち試験 

10．引抜き試験 

●第二 地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の（１）項、（２）項又は（３）項に掲げる式による

ものとする。ただし、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は（３）項に掲げる式を用いる場

合において、基礎の底部から下方２m 以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が

１kN 以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方２m を超え５m 以内の距離にある

地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が 500N 以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建

築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及

び沈下が生じないことを確かめなければならない。 

 長期に生じる力に対する地盤の許容応力度を定める場合 

（１） 
)(

3
1

21 qfqycca NDiNBiNCaiq  

（２） 
fta DNqq 2

'

3
1

 

（３） 
swa Nq 6.030  

 この表において、 aq 、 ci 、 yi 、 qi 、 、 、C、 cN 、 N 、 qN 、
1
、

2 fD 、 tq 、 'N 、及び swN は、

それぞれ次の数値を表すものとする。 

 aq ：地盤の詐容応力度（単位 kN/m2） 

 ci 、 yi 、及び qi ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数

値 

   2)
90

1(qici    
2)1(yi  

 これらの式において、 及び は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（ が を超える場合は、 とする。）（単位度） 

 ：地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位度） 

 及び ：基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数 
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基礎荷重面の形状 係数 

円形 円形以外の形状 

α 1.2 

L
B2.00.1  

β 0.3 

L
B2.05.0  

 この表において、B及び Lは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さ（単位 m）

を表すものとする。 

 C：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 kN/m2） 

 B：基礎荷重面の短辺又は短径（単位 m） 

 cN 、 N 、及び qN ：地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数 

内部摩擦角 支持力

係数 0 5 10 15 20 25 28 32 36 40 以上 

cN  5.1 6.5 8.3 11.0 14.8 20.7 25.8 35.5 50.6 75.3 

N  0 0.1 0.4 1.1 2.9 6.8 11.2 22.0 44.4 93.7 

qN  1.0 1.6 2.5 3.9 6.4 10.7 14.7 23.2 37.8 64.2 

 この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じた cN 、N 及び qN は、表に掲げる数値をそれぞれ

直線的に補間した数値とする。 

 1：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 kN/m
2） 

 2 ：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 kN/m
3） 

 fD ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 m） 

 tq ：平板載荷試験による降伏荷重度の 1/2 の数値又は極限応力度の 1/3 数値のうちいずれか小さい

数値（単位 kN/m2） 

 'N ：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数 
地盤の種類 係数 

密実な砂地盤 砂質地盤（密実なものを除く） 粘土質地盤 
'N  12 6 3 

 swN ：基礎の底部から下方２m 以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンティングにおける１m

あたりの半回転数（150 を超える場合は 150 とする。）の平均値（単位回） 

●第三 セメント系固牝材を用いて改良された地盤の改良体（セメント系固化材を改良前の地盤と混合

し固結したものをいう。以下同じ。）の許容応力度を定める方法は、次の表に掲げる改良体の許容応力度

によるものとする。この場合において．改良体の設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。

以下第三において同じ）は、改良体から切り取ったコア供試体若しくはこれに類する強度に関する特性

を有する供試体について行う強度試験により得られた材齢が２８日の供試体の圧縮強度の数値又はこれ

と同程度に構造耐力上支障がないと認められる圧縮強度の数値以下とするものとする。 

長期に生ずる力に対する改良体の許

容応力度（単位 kN/m2） 

短期に生ずる力に対する改良体の許

容応力度（単位 kN/m2） 

F
3
1
 F

3
2

 

 この表において F は、改良体の設計基準強度（単位 kN/m2）を表すものとする。 

●第四 第二及び第三に定めるもののほか、改良された地盤の許容応力度を定める方法は、適用する改

良の方法、改良の範囲及び地盤の種類ごとに、基礎の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与え

るものの実況に応じた平板載荷試験又は載荷試験の結果に基づいて、次の表に掲げる式によるものとす

る。 
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長期に生ずる戸からに対する改良さ

れた地盤の許容応力度を定める場合 

短期に生ずる戸からに対する改良さ

れた地盤の許容応力度を定める場合 

ba qq
3
1
 ba qq

3
2
 

 この表において、 aq 及び bq は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 aq ：改良された地盤の許容応力度（単位 kN/m2） 
 bq ：平板載荷試験又は載荷試験による極限応力度（単位 kN/m2） 

●第五 基礎ぐいの許容支持力を定める方法は、基礎ぐいの種類に応じて、次の各号に定めるところに

よるものとする。 

１．支持ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルクエ法による埋込みぐい又はアースドリルエ

法、リパースサーキュレーション工法若しくはオールケーシングエ法による場所打ちコンクリートぐい

（以下「アースドリル工法等による場所打ちぐい」という。）の場合にあっては、次の表の（１）項又は

（２）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又

は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合にあっては（２）項の式）、その他の基礎ぐいの

場合にあっては、次の表の（１）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地

盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。〉によりそ

れぞれ計算した地盤の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、

同表の（１）項の長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力は、同表の（１）項の短期に生ずる力に対

する地盤の許容支持力の数値未満の数値で、かつ、限界沈下量（載荷試験からくい頭荷重の載荷によっ

て生ずるくい頭沈下量を求め、くい体及び建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じ

ないと認められる場合におけるくい頭沈下量をいう。以下同じ。）に対応したくい頭荷童の数値とするこ

とができる。 

 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 

（１） 
ua RR

3
1

 ua RR
3
2

 

（２） 
Fppa RAqR

3
1

 Fppa RAqR
3
2

 

 この表において aR 、 uR 、 pq 、 pA 、及び FR はそれぞれ次の数値を表すものとする。 

 aR ：地盤の許容支持力（単位 kN） 

 uR ：載荷試験による極限支持力（単位 kN） 
 pq ：基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度（次の表の上欄に掲げる基礎ぐいにあっては、下欄の当該各

項に掲げる式により計算した数値とする。）（単位 kN/m2） 

基礎ぐいの種類 基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度 

打ち込みぐい 
Nq p 3

300
 

セメントミルク工法による 

埋め込みぐい Nq p 3
200

 

アースドリル工法による 

場所打ちぐい Nq p 3
150

 

 この表において、 Nは、基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の乎均値（60 を

超えるときは 60 とする。）（単位回）を表すものとする。 

 pA ：基礎ぐいの先端の有効断面積（単位 m） 

 FR ：次の式により計算した基礎ぐいとその周囲の地盤（地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、

軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては建築物の自重による沈下その
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他の地盤の変形等を考慮して建築物または建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを

確かめたものに限る。以下この表において同じ。）との摩擦力（単位 kN） 

)
2
1

10
3( cussF LqLNR  

 この式において、 sN 、 sL 、 uq 、 cL 及び は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 sN ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数（30 を超えるときは 30

とする。）の平均値（単位回） 

 sL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位 m） 

 uq ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度（200 を超えるときは 200 とする。）

の平均値（単位 kN/m2） 

 cL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 m） 

 ：基礎ぐいの周囲の長さ（単位 m） 

２．摩擦ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工

法等による場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の（１）項又は（２）項の式（基礎ぐいの周囲の地

盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地峰震時に液状化するおそれのあ

る地盤が含まれる場合にあっては（２）項の式）、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の（１）

項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震

時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。）によりそれぞれ計算した基礎ぐいとその周

囲の地盤との摩擦力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、同表の（１）

項の長期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力は、同表の（１）項の短期に生ずる

力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力の数値末満の数値で．かつ、眼界沈下量に対応したく

い頭荷重の数値とすることができる。 

 長期に生ずる力に対する基礎ぐ

いとその周囲の地盤との摩擦力 

短期に生ずる力に対する基礎ぐ

いとその周囲の地盤との摩擦力 

１ 
ua RR

3
1

 ua RR
3
2

 

２ 
Fa RR

3
1

 Fa RR
3
2

 

 この表において aR  は、基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力（単位 kN）を、 uR 及び FR は、それ

ぞれ前号に掲げる数値を表すものとする。 

３．基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力は、打込みぐい、セメントミルクエ法による埋込みぐい又はア

ースドリル工法等による場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の（１）項又は（２）項の式（基礎ぐ

いの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化する

おそれのある地盤が含まれる場合にあっては（２）項の式）、その他の基礎ぐいの場合にあっては．次の

表の（１）項の式（基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘士質地盤の上部にある砂質地

盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。）によりそれぞれ計算した地盤の

引抜き方向の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。 

 長期に生ずる力に対する地盤の

引き抜き方向の許容支持力 

短期に生ずる力に対する地盤の

引き抜き方向の許容支持力 

１ 
putat wRR

3
1

 putat wRR
3
2

 

２ 
pFat wRR

3
1

 pFat wRR
3
2
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 この表において、 at R 、 ut R 、 FR 及び pw は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 at R ：地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 kN） 

 ut R ：引き抜き試験により求めた極限引抜き低抗力（単位 kN） 

 FR ：第一号に掲げる FR （単位 kN） 

 pw ：基礎ぐいの有効自童（基礎ぐいの自重により実況によって求めた浮力を滅じた数値をいう。）（単

位 kN） 

●第六 第五に定めるもののほか、基礎ぐいの許容支持力又は基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力を定

める方法は、基礎の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて次に定める

ところにより求めた数値によることができるものとする。 

１．基礎ぐいの許容支持力は、次の表に掲げる式により計算した地盤の許容支持力又は基礎ぐいの許容

耐力のうちいずれか小さい値とすること。ただし、地盤の許容支持力は、適用する地盤の種類及び基礎

ぐいの構造方法ごとに、それぞれ基礎ぐいを用いた載荷試験の結果に基づき求めたものとする。 

長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 

})({
3
1

cusspa LqLNANaR  })({
3
2

cusspa LqLNANaR  

 この表において、 aR 、 N 、 pA 、 sN 、 sL 、 uq 、 cL 、 、 a 、 及び は、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

 aR ：地盤の許容支持力（単位 kN） 

 N ：基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（60 を超えるときは 60 と
する。）（単位回） 

 pA ：基礎ぐいの先端の有効断面積（m2） 

 sN ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（単位回） 

 sL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位ｍ） 

 uq ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（単位 kN/m2） 

 cL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 m） 

 ：基礎ぐいの周囲の長さ（単位 m） 

 α、β及びγ：基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤（地震時に液状化するおそれの

ある地盤を除き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の

自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下

が生じないことを確かめたものに限る。）の実況に応じた載荷試験により求めた数値 

２．基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力は、次の表に掲げる式により計算した地盤の引抜き方向の許容

支持力又は基礎ぐいの許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、地盤の引抜き方向の詐

容支持力は、適用する地盤の種類及び基礎ぐいの構造方法ごとに、それぞれ基礎ぐいを用いた引抜き試

験の結果に基づき求めたものとする。 

長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力 

pcusspat wLqLNANR })({
3
1

 pcusspat wLqLNANR })({
3
2

 

 この表において、 aR 、 N 、 pA 、 sN 、 sL 、 uq 、 cL 、 、 pw 、 、 及び は、それぞれ次の数値を

表すものとする。 

 aR ：地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 kN） 

 N ：基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（60 を超えるときは 60 と
する。）（単位回） 

 pA ：基礎ぐいの先端の有効断面積（m2） 
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 sN ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値（単位回） 

 sL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計（単位 m） 

 uq ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（単位 kN/m2） 

 cL ：基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計（単位 m） 

 ：基礎ぐいの周囲の長さ（単位 m） 

 pw ：基礎ぐいの有効自童（基礎ぐいの自重より実況によって求めた浮力を滅じた数値をいう。）（単位

kN） 

 、 及び ：基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤（地震時に液状化するおそれの

ある地盤を除き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の

自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が

生じないことを確かめたものに限る。）の実況に応じた引抜き試験により求めた数値 

●第七 地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度は、鉛直方向に用いる場合に限り、次の表に掲げる式

により計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又は地盤アンカー体の許容耐力のうちいずれか小さな数

値を地盤アンカー体の種類及び形状により求まる有効面積で除レた数値によらなけれぱならない。 

長期に生ずる力に対する地盤の引き抜き方向の

許容支持力 

短期に生ずる力に対する地盤の引き抜き方向の

許容支持力 

utat RR
3
1

 utat RR
3
2

 

 この表において、 at R 及び ut R は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 at R ：地盤の引抜き方向の許容支持力（単位 kN） 

 ut R ：第１に定める引き抜き試験により求めた極限引抜き低抗力（単位 kN） 

●第八 くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度は、次に掲げるところによる。 

１．場所打ちコンクリートぐいに用いるコンクリートの許容応力度は、くい体の打設の方法に応じて次

の表の数値によらなければならない。この場合において、建築基準法施行令（以下「令」という。）第７

４条第１項第２号に規定する設計基準強度（以下第八において単に「設計基準強度」という。）は

18N/mm2以上としなければならない。 

長期に生じる力に対する許容応力度 

（単位 N/mm2） 
短期に生じる力に対する許容応力

度（単位 N/mm2） 
 くい体の打設の方法 

圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

１ 掘削時に水若しくは

泥水を使用しない方

法によって打設する

場合又は強度、寸法

及び形状をくい体の

打設の状況を考慮し

た強度試験により確

認できる場合 

4
F
 

40
F
又は 

)
100

49.0(
4
3 F

のうちいずれ

か小さい数値 

 

２ １以外の場合 

45
F
又 は ６ の

うちいずれか

小さい数値 

45
F
又は 

)
100

49.0(
4
3 F

のうちいずれ

か小さい数値 

15
F
又は 

)
25

35.1(
4
3 F

の

うちいずれか

小さい数値 

長期に生じる力

に対する圧縮の

許容応力度の数

値の２倍とする 

長期に生じる力

に対するせん断

又は付着の許容

応力度のそれぞ

れの数値の 1.5

倍とする 

 この表において、 F は設計基準強度（単位 N/mm2）を表すものとする。 

２．遠心力鉄筋コンクリートくい及び振動詰め鉄筋コンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力

度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は 40N/mm2以上とし

なければならない。 
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長期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 短期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 
圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

4
F
又は 11 のう

ちいずれか小さ

い数値 

)
100

49.0(
4
3 F

又

は 0.7 のうちい

ずれか小さい数

値 

)
25

35.1(
4
3 F

又 は

2.3 のうちいずれ

か小さい数値 

長期に生じる力に対する圧

縮の許容応力度の数値の２

倍とする 

長期に生じる力に対する

せん断又は付着の許容応

力度のそれぞれの数値の

1.5 倍とする 

 この表において、 F は、設計基準強度（単位 N/mm2）を表すものとする。 

３．外殻鋼管付きコンクリートくいに用いるコンクリートの圧縮の許容応力度は、次の表の数値によら

なければならない。この場合において、設計基準強度は 80N/mm2以上としなけれぱならない。 

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度

（単位 N/mm2） 
短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度

（単位 N/mm2） 

4
F
 

長期に生じる力に対する圧縮の許容応力度

の数値の２倍とする 

 この表において、 F は、設計基準強度（単位 N/mm2）を表すものとする。 

４．プレストレストコンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなけ

ればならない。この場合において、設計基準強度は 50N/mm2以上としなければならない。 

長期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 短期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 
圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

4
F
又は 15 のう

ちいずれか小さ

い数値 

4
c 又は 2 のう

ちいずれか小さ

い数値 

4
07.0 F

又 は 0.9

のうちいずれか

小さい数値 

長期に生じる力に対する圧

縮の許容応力度の数値の２

倍とする 

長期に生じる力に対する

せん断又は付着の許容応

力度のそれぞれの数値の

１．５倍とする 

 この表において、 F 及び eは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 F ：設計基準強度（単位 N/mm2） 
 e：有効プレストレス量（単位 N/mm

2） 

５．遠心力高強度プレストレストコンクリートくい又はこれに類するくい体に用いるコンクリートの設

計基準強度は、有効プレストレス量が４、８又は 10 のものについてはそれぞれ次の表１に掲げる数値

によるものとし、くい体の許容応力度は当該有効プレストレス量に応じてそれぞれ次の表２に掲げる数

値によらなければならない。 

表１ 

有効プレストレス量（単位 N/mm2） 設計基準強度（単位 N/mm2） 
４ ８０以上 

８ 

10 

８５以上 

表２ 

長期に生じる力に対する 

許容応力度（単位 N/mm2） 

短期に生じる力に対する 

許容応力度（単位 N/mm2） 

有効プレストレス量 

圧縮 曲げ引っ張り 斜め引っ張り 圧縮 曲げ引っ張り 斜め引っ張り 

４ 20 1.0 40 2.0 

８ 24 2.0 42.5 4.0 

10 24 2.5 

 

1.2 

42.5 5.0 

 

1.8 

６．各号に定めるもののほか、くい体に用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなけ

ればならない。ただし、適用するくい体の構造方法、施工方法及び許容応力度の種類ごとに、くい体を

用いた試験により構造耐力上支障がないと認められる場合にあっては、許容応力度の数値を当該試験結

果により求めた許容応力度の数値とすることができる。 
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長期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 短期に生じる力に対する許容応力度（単位 N/mm2） 
圧縮 せん断 付着 圧縮 せん断 付着 

4
F
 )

100
49.0(

4
3 F

 )
25

35.1(
4
3 F

 
長期に生じる力に対する圧

縮の許容応力度の数値の２

倍とする 

長期に生じる力に対する

せん断又は付着の許容応

力度のそれぞれの数値の

１．５倍とする 

 この表において、 F は、設計基準強度（単位 N/mm2）を表すものとする。 

７．くい体又は地盤アンカー体に用いる緊張材の許容応力度は、昭和５８年建設省告示第 1320 号第

18 の規定を準用しなければならない。 

８．くい体又は地盤アンカー体に用いる鋼材等の許容応力度は、令第 90 条に定めるところによらなけ

ればならない。ただし、鋼管ぐいにあっては、腐食しろを除いたくい体の肉厚をくい体の半径で除した

数値が 0.08 以下の場合においては、圧縮及び曲げに対する許容応力度に対して、次に掲げる式によっ

て計算した低滅係数を乗じるものとする。 

    
ctRc 5.280.0  

 この式において、 cR 、 t、 c及び は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 cR ：低減係数 

 t：くい体の肉厚（単位 mm） 

 c：腐食しろ（有効な防錆措置を行なう場合を除き、１以上とする。）（単位 mm） 

 ：くい体の半径（単位 mm） 

２．くい体に継手を設ける場合にあっては、くい体に用いる材料の長期に生ずる力に対する圧縮の許容

応力度は．継手部分の耐力、剛性及び靭性に応じて低減させなけれぱならない。ただし、溶接継手（鋼

管ぐいとする場合にあっては、日本工業規格Ａ5525（鋼管ぐい）一 1994 に適合するものに限る。）

又はこれと同等以上の耐力、剛性及び靭性を有する継手を用いる場合にあっては、この限りではない。 

 

平成 12 年５月 23 日 建設省告示第 1347 号 

建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第 338 号）第 38 条第３項及び第４項の規定に基づき、建築物の基

礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。 

●第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第 38 条第３項に規定する建築物の基礎の構造は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度（改良された地盤

にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。）が１m2につき 20kN 未満の場合にあっては基礎

ぐいを用いた構造と、１m2につき 20kN 以上 30kN 未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又は

べた基礎と、１m2 につき 30kN 以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎と

しなければならない。 

 １）木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が 20 m2以内の物

置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合 

 ２）地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が１m2 につき 70kN 以上の場合であって、木造建築

物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第４２条第１項ただ

し書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合 

 ３）門、塀その他これらに類するものの基礎である場合 

２．建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければな
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らない。 

 １）基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。 

 ２）木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分（平家建

ての建築物で延べ面積が 50 m2以下のものを除く。）の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリ

ートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造（２以上の部材を組み合わせたも

ので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。）の基礎ばりを設けること。 

 ３）基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものと

すること。 

 イ．場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。 

 （１）主筋として異形鉄筋を６本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの 

 （２）主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を 0.4％以上としたもの 

 ロ．高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格 A5337（プレテ

ンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい）一 1995 に適合するものとすること。 

 ハ．遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格 A5310（遠心力鉄筋コンク

リートくい）1995 に適合するものとすること。 

 ニ．鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は６mm 以上とし、かつ、くいの直径の 1/100 以

上とすること。 

３．建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 

 １）一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が１

m2につき７０kN 以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない

地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができ

る。 

 ２）木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積

造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるも

のとすること。 

 ３）立上り部分の高さは地上部分で 30cm 以上と、立上り部分の厚さは 12cm 以上と、基礎の底盤

の厚さは 12cm 以上とすること。 

 ４）根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したも

のとした場合を除き、12cm 以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止す

るための有効な措置を講ずること。 

 ５）鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。 

  イ．立上り部分の主筋として径 12mm 以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下

部の底盤にそれぞれ１本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。 

  ロ．立上り部分の補強筋として径９mm 以上の鉄筋を 30cm 以下の間隔で縦に配置したものとする

こと。 

  八．底盤の補強筋として径９mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。 

  ニ．換気口を設ける場合は、その周辺に径９mm 以上の補強筋を配置すること。 

４．建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 

 １）前項各号（第五号八を除く）の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては 24cm 以上と、

底盤の厚さにあっては 15cm 以上としなければならない。 
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 ２）底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定

める数値以上の数値とすること。ただし．基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでな

い。 

底盤の幅（単位 cm） 

木造又は鉄工津その他これに類する重量の小さな建築物 

地盤の長期に生じる力に対

する許容応力度 

（単位 kN/m2） 平屋建て ２階建 

その他の建築物 

30 以上 50 未満の場合 30 45 60 

50 以上 70 未満の場合 24 36 45 

70 以上の場合 18 24 30 

 ３）鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が２４cm を超えるものと

した場合には、底盤に補強筋として径９mm 以上の鉄筋を 30cm 以下の間隔で配置し、底盤の両端部に

配置した径９mm 以上の鉄筋と緊結すること。 

●第２ 第 38 条第４項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとする。 

１．建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及

び外力を採用し、令第 82 条第一号から第三号までに定める構造計算を行うこと。 

２．前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築

物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。 

 

建築基準法施工令（政令第 338 号） 

【基礎】 

第 38 条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又

は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 

２ 建築物には異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 

３ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣の定める構造

方法（告示第 1347 号）によるものとしなければならない。この場合において、高さ 13m 又は延べ面

積 3,000m2 を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積１m2 につき 100kN

（10tf）を超えるものにあっては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの

先端）を良好な地盤に達することとしなければならない。 

４ 前２項の規定は．建築物の基礎について国土交通大臣が定める構造計算（告示第 1347 号）によっ

て構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 

［地盤及び基礎ぐい］ 

第９３条地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査

を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度につい

ては、地盤の種類に応じて、それぞれ次の数値によることができる。 

地盤 長期に生じる力に対する許容応力度

（単位 kN/m2） 

短期に生じる力に対する許容応力度

（単位 kN/m2） 

岩盤 1,000 

固結した砂 500 

土丹盤 300 

密実な礫層 300 

密実な砂質地盤 200 

砂質地盤 50 

堅い粘土質地盤 100 

粘土質地盤 20 

堅いローム層 100 

ローム層 50 

 

 

 

 

長期に生じる力に対する許容応力度

のそれぞれの数値の２倍とする。 
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※砂質地盤の場合地震時に液状化のおそれのないものに限る 

平成 12 年５月 31 日 建設省告示第 1449 号抄 

 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエス

カレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 

第３ 建築基準法施行令第 138 条第１項第五号に掲げる擁壁の構造計算の基準は．宅地造成等規制法

施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第７条に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合にあっては、この限りではない。 

１．宅地造成等規制法施行令第５条第１項各号の一に該当するがけ面に設ける擁壁 

２．土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないこ

とが確かめられたがけ面に設ける擁壁 

３．宅地造成等規制法施行令第８条に定める練積み造の擁壁の構造方法に適合する擁壁 

４．宅地造成等規制法施行令第 15 条の規定に基づき、同令第６条から第 10 条までの規定による擁壁

と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁 

 

宅地造成等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号抄） 

【鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造】 

第７条 第５条の規定により設置する鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構

造計算によって次の各号に該当することを確かめたものでなければならない。 

 １）土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という）によって擁壁が破壊されないこと。 

 ２）土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

 ３）土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 

 ４）土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２．前項の構造計算は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

 １）土圧等によって擁壁の各部に生じる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応

力度を超えないことを確かめること。 

 ２）土圧等による擁壁の転倒モーメント擁壁の安定モーメントの 2/3 以下であることを確かめること。 

 ３）土圧等による擁壁の基礎のすべり出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵

抗力の 2/3 以下であることを確かめること。 

 ４）土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめるこ

と。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許

容支持力を超えないことを確かめること。 

３．前項の構造計算に必要な数値は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

 １）土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし．盛土の場合の土圧については、盛土

の土質に応じ別表第２の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

 ２）鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支特力については、建築基準法

施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 90 条（表１を除く）、第 91 条、第 93 条及び第 94 条中長期

に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

 ３）擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された

数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができ

る。 
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【練積み造擁壁の構造】 

第８条 第５条の規定により設置する間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次の各号に定

めるところによらなければならない。 

 １）擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第５項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の

部分の厚さをいう。以下別表第４において同じ。）が、がけの土質に応じ別表第４に定める基準に適合し、

かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が．同表左欄の第一種又は第二種に該当する

ものであるときは、40cm 以上、その他のものであるときは 70cm 以上であること。 

 ２）石材その他の組積材は、控え長さを 30cm 以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、か

つ、その背面に栗石、砂利又は砂利まじり砂で有効に裏込めすること。 

 ３）前２号に定めるところによっても、がけの状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがある

ときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講じること。 

 ４）擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れ深さは、擁壁の設置される地盤

の土質が、別表第４左欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの 15/100（その

値が 35cm に満たないときは、35cm）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの 20/100（そ

の値が 15cm に満たないときは、45cm）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は

無筋コンクリート造で、擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 
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12．住宅基礎関連の資料 
１）住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書抜粋 

３．土工事・基礎工事 

3 .1 土 工 事  

地 盤 

敷地地盤の状態については、工事計画上支障のないように、地盤調査を実施するか、あるいは近隣の

地盤に関する情報資料等により検討する。 

3.1.1 根切り 
根切りの幅及び深さは、やりかたに従い正確に行う。なお、必要がある場合は、のりをつけるか土留

めを設ける。 

3 .2 地  業  

3.2.1 割栗地業 

割栗地業は次による。ただし、地盤が比較的良好な場合は、割栗によらず砕石による地業とすること

ができる。また、地盤がとくに良好な場合は、これらを省略できる。 

イ．割栗石は硬質なものを使用する。なお、割栗石の代用として玉石を使用する場合も同様とする。 

ロ．目つぶし砂利は、切り込み砂利又は切り込み砕石とする。 

ハ．割栗石は、原則として一層小端立とし、すきまのないようにはり込み、目つぶし砂利を充てんす

る。 

ニ．締め固めは、ランマー３回突き以上、ソイルコンパクター２回締め以上又は振動ローラー締めと

し、凹凸部は、目つぶし砂利で上ならしする。 

3.2.2 くい打ち地業 くい打ち地業を必要とする場合は、特記による。 

割 栗 地業  

割られた石が相互にかみ合い、一つの版のようになって、定着地盤の突固めを効果的に       

行うことを主な目的とする。割られた石とは、玉石の割られたもの及び砕石で、大きいものを表してい

る。ただし、良質地盤においては、この地業を施すことにより地盤を乱し、かえって耐力を減ずること

があるから注意すること。 

3.3 基礎工事 

3.3 .1 一般事項 

1.基礎は、１階の外周部及び内部耐力壁の直下に設ける。 

 2 .基礎の構造は、次のいずれかとする。 

イ． 布基礎 

ロ． 腰壁と一体となった布基礎 

ハ． べた基礎と一体となった布基礎 

3.3.2 布基礎 

1. 布 基 礎 の 構 造 は 、 一 体 の コ ン ク リ ー ト 造 と し 、 一 体 の 鉄 筋 コ ン ク リ ― ト 造            

を標準とする。ただし、建築基準法施行令第 88 条第 2 項ただし書き（特定行政庁が指定する地盤が著

しく軟弱な区域）の規定により指定された区域内及び地盤の地耐力が十分でない敷地の場合（以下「軟

弱な地盤等」という。）は、一体の鉄筋コンクリート造とする。 

2.布基礎の深さは、地盤面下 120 ㎜以上とし、設計地耐力の地盤まで掘り下げるとともに、建設地域

の凍結深度以上とする。 

3.地盤面からの布基礎の立上がりは、240 ㎜以上とし、300 ㎜を標準とする。 

4.布基礎の幅は、120 ㎜以上とする。 

5.次の場合には、布基礎の下部に底盤を設ける。 

イ． 軟弱な地盤等の場合 

ロ． 多雪区域の場合 

一般地２階建の場合 
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図６．５－１ 

図６．５－２  
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２）高耐久性木造住宅・割増融資工事仕様書 

Ⅰ.1 一般事項 

１．構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第 1条第 3号に規定する構造耐力上 主要な部分をいう。）

である壁、柱及び横架材を木造とした住宅で、住宅金融 公庫の融資金の償還期間の延長並びに工事費

加算を希望し、耐久性を有する住宅として主務省令で定める技術的基準に該当する場合はこの項による。 

２．※を付した項目に掲げるもの以外の仕様とする場合は、これらと同等以上の性能を有すると公庫が

認めたものとする。 

Ⅰ.2 基礎の構造 

１．基礎の構造は次のいずれかによる。 

イ． 布基礎 

ロ． 腰壁と一体となった布基礎 

ハ． べた基礎と一体となった布基礎 

２．布基礎の構造は次による。 

※ イ．布基礎の構造は一体の鉄筋コンクリート造とする。 

※ ロ．布基礎の深さは、地盤面下 120 ㎜以上とし、設計地耐力の地盤まで掘り 

           下げるとともに、建設地域の凍結深度以上とする。 

※ ハ．地盤面からの布基礎の立ち上がりは、400 ㎜以上とする。 

※ ニ．布基礎の幅は 120 ㎜以上、かつ、土台の幅以上とする。 

ホ．布基礎の下部には底盤を設け、厚さ 150 ㎜、幅 450 ㎜を標準とする。 

※3．１階の浴室廻り（当該浴室に浴室ユニットを使用した場合を除く。）には、3.3.3（腰壁）の項に

より布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁又は鉄筋コンクリート造による腰高布基礎を

設ける。 

Ⅰ.3 床下換気措置 

最下階の床組に木を使用する場合(3.3.4（土間コンクリート床）の項による場合を除く。）の床下換気措

置は次による。 

※イ．外周部の布基礎には有効換気面積 300ｃ㎡以上の床下換気口を間隔４ｍ以内ごとに設ける。 

 ロ．床下換気口にはねずみ等の侵入を防ぐため、スクリーンを堅固にとりつける。 

ニ．外周部以外の室内の布基礎には、適切な位置に通風と点検に支障のない寸法の床下換気口を設け

る。 
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３）高規格住宅の仕様（割増融資工事仕様書） 

Ⅱ.3 基礎の構造  1.基礎の構造は次のいずれかによる。 

イ．布基礎 

ロ．腰壁と一体となった布基礎 

ハ．べた基礎と一体となった布基礎 

２.布基礎の構造は次による。 

※イ．布基礎の構造は一体の鉄筋コンクリート造とする。 

※ロ．布基礎の深さは、地盤面下 120 ㎜以上とし、設計地耐力の地盤まで掘り 

     下げるとともに、建設地域の凍結深度以上とする。 

※ハ．地盤面からの布基礎の立上がりは、400 ㎜以上とする。 

※ニ．布基礎の幅は 120 ㎜以上、かつ、土台の幅以上とする。 

 ホ．布基礎の下部には底盤を設け、厚さ 150 ㎜、幅 450 ㎜を標とする。 

                   ３. １階の浴室廻り（当該浴室に浴室ユニットを使用した場合を除く。）には、 

 3.3.3（腰壁）の項により布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた 

 腰壁又は鉄筋コンクリート造による腰高布基礎を設ける。 

 

参考図 Ⅱ.3 基礎の構造 

      イ．布基礎詳細（㎜）      

 

図６．５－３  

図６．５－４  



 387 

４）財団法人 性能保証住宅登録機構・性能保証住宅設計施工基準 

第２章 土工事及び基礎工事 

１．地盤の調査 

 （イ）敷地地盤の地耐力は、敷地の土質観察又は近隣の地盤に関する資料情報に基づき定めるものと

し、その場合、建築基準法施行令第 93 条ただし書きによることができる。 

 （ロ）軟弱地盤、埋立地及び造成後２年を経過しない造成地盤等については、適切な地盤調査を     

行う。 

 （ハ）敷地内の土中に以前に存在した建築物の基礎等がある場合には、その上に基礎を設けては     

ならない。 

 （ニ）建物完成後に地盤の沈下等が起こらないよう、敷地内排水について適切な対策を講ずる。 

建築基準法施行令第 93 条（地盤及び基礎ぐい） 

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、建設大臣が定める方法によって、地盤調査を行ない、

その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地

盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

   表６．５－１ 

地    盤 
長期応力に対する許容応力度 

（単位 １平方メートルにつきトン） 

短期応力に対する許容応力度 

（単位 １平方メートルにつきトン） 

岩     盤 １００ 

固 結 し た 砂        ５０ 

土  丹  盤        ３０ 

密 実 な 礫 層        ３０ 

密実な砂質地盤 ２０ 

砂 質 地 盤        ５ 

堅い粘土質地盤 １０ 

粘 土 質 地 盤        ２ 

堅いローム層        １０ 

ロ ー ム 層        ５ 

長期応力に対する許容応力度の 

 

それぞれの数値の２倍とする。 

２．地       業 

(1) 地   業 

    地業は割栗地業を標準とするが、地盤が比較的良好な場合にあっては、砕石による地業とする 

  ことができる。また、地盤が特に良好な場合はこれらを省略できる。 

(2) 割栗地業 

    割栗地業にあっては、割栗石は硬質のものとし、すき間なくはり込み、目潰し砂利を敷きラン 

  マー等で十分突き固める。 

(１)地業とは 

    地業とは、基礎を支えるため、基礎より下部に設ける補強工事をいう。割栗地業、砕石地業、杭地 

  業などがある。 

  ①割栗地業 

  割栗石とは、径 10～15cm 程度の自然石を打割ったもの、偏平なものは割らずに用いることが多 

い。小端立てに敷きつめ、目つぶし砂利を敷きならして突き固める。住宅にとっては、最も一般的 

な地業。 

②砕石地業 

  比較的良好な地盤（固い粘土層、ローム層など）では、地業を砕石地業とすることができる。敷 

き並べ突き固める。 

③杭地業 

  地盤が軟弱な場合には、杭地業を施す。 

 (２)地業の省略 

    特に地盤が良好な場合（土丹等）には、地業を省略することができる。 

(３)掘りすぎ注意 

    支持地盤となる根伐り床面は、必要以上に掘り過ぎ、それを埋め戻しするようなことをしてはなら
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         図６．５－６ 地業  

            図６．５－７ 布基礎 

ない。掘り過ぎたときは、それだけ地業を厚くするべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．基礎 

(1) 基礎コンクリート 

(イ) 基礎は、原則として一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とする。 
(ロ) 布基礎は、地盤面上 300 ㎜以上、地盤面下 240 ㎜以上とする。 
(ハ) 根入れ深さは、設計地耐力の地盤まで掘り下げるとともに、建設地域の凍結深度以上とする。 
(ニ) 布基礎の幅は 120 ㎜以上で土台の幅以上とする。 
(ホ) 多雪区域及び一般地 2 階建以上の場合にあたっては、布基礎の下部に底盤を設ける。 
(ヘ) 1 階の主要な耐力壁の直下には、原則として基礎を設ける。 

 (１)鉄筋コンクリート布基礎 
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布基礎には、建物、地盤等から複雑な外力が加わっており、かつ、いったんこれが壊れると上部構造の

被害につながってしまう。 

従って、荷重及び外力に対して脆い壊れ方をする無筋コンクリート造は適当でないので、布基礎は鉄

筋コンクリート造に限るものとする。 

 又、布基礎に設ける換気口は、構造耐力上は弱点となりやすい。従ってその周囲を鉄筋で補強するこ

とが望ましい。 

(２) 布基礎の断面   立上り 300 ㎜以上に注意 

 布基礎は、地盤面上、立上り 300 ㎜以上としている。これは、住宅金融公庫の共通仕様書の  240

㎜以上よりも大きくなっている。耐久性能を向上するためにとられた措置である。 

 布基礎の根入れは、地盤面下 240 ㎜以上とされているが、これは最小の値であって、当然に地  盤

の状況によって、それ以下に掘り下げる必要が生じることがある。 

 また寒冷地では、凍結深度（地表から凍結線までの深さ。凍結線とは、地中の温度が 0°C に達し凍

結する限界をいう。）よりも深く、基礎を設置する。 

 布基礎の幅は、120 ㎜以上、かつ土台の幅以上とし、基礎面から土台がこぼれないようにする。 

 (３) 底盤の設置 

 平家建で地盤が良好な場合には、底盤を設けないことがあるが、一般には、底盤を設け、荷重を地盤

に伝えやすくする。多雪地域や 2 階建て以上の場合は、底盤を省略することはできない。 

(４) 杭間をつなぐ基礎について 

 軟弱地盤において杭地業（支持杭）を行った場合、地盤沈下が進行すると、支持坑部分は、下らない

が杭間をつなぐ布基礎部分の下部地盤が下り、地盤からの反力がほとんどなくなってしまう。 

 その結果、建物の荷重のすべてをはり状の布基礎で受けることとなる。 

 従って、こういう場合の布基礎は、はりとして設計し、構造計算により安全を確認すべきである。 

(５) その他の注意 

 一部分のみに杭地業を行うような異なる工法を混在させると不同沈下の原因となるおそれがある。 

 内部耐力壁下にも、なるべく連続した布基礎を設ける。その場合、島型、半島型とならないよう連続

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

図６．５―８ 
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13．沈下量推定   

１）簡易地耐力調査法・平田茂良 

 ＳＳ試験で得られる地盤の情報はせん断強さに関するものであり、支持力の検討は行え

ますが、圧密降伏応力、圧縮指数などの変形に関する情報を得ることができないため、沈

下量に関する検討が行えません。 

 住宅規模の建築物についての地盤調査では、調査の期間や費用の制約から、圧密試験な

どはほとんど実施されていないのが実状です。 

 大和ハウス工業㈱総合技術研究所の平田茂良氏らは住宅などの小規模建築物について合

理的な基礎設計を行うことを目的に、現行のＳＳ試験に加え、含水量試験のような簡易な

物理試験を併用することで、設計に当たって支持力と沈下量を経済的、かつ簡便に評価す

る方法を研究しています。その特徴は、含水量試験を併用することで、土の変形特性であ

る変形係数、圧密降伏応力、圧縮指数を簡易に推定し、基礎の沈下量を評価する手法を示

したことです。 

 また一方、ＳＳ試験で得られる土のせん断強度から、地耐力に関する簡易な評価手法を

示し不同沈下事例による検証から、この手法が十分有効であることを立証しています。以

下発表された論文（土と基礎：Vol.40、№12）に基づき原文を要約して紹介します。 

（１）変形特性の推定方法 

 変形特性の推定については、粘性土（沖積地盤の無機質粘性土を対象とする）の変形特

性と物理・力学的性質間の重回帰分析を行っています。 

 解析には、大阪府と兵庫県下の地盤調査資料のうち、粘土分含有率が 20％以上の沖積

粘土を対象としていますが、同氏らの中間土に関する一連の研究から、概ね粘土分含有率

20％を境にして、粘性土と砂質土の力学特性に区分されるという結論に基づいています。 

 表－１ 変形特性の推定式 

 回帰式 γ R REO 

50E =57.910 uq -7.652   γ(0.874) 0.874 1 

50E =0.095 w +58.928 uq -14.317   γ(0.116 0.872) 0.876 2 

 

50E
 

 50E =-0.845 pw +0.258 w +62.654 uq -5.854 γ(-0.184 0.213 0.854) 0.880 3 

cp =1.778 uq   γ(0.797) 0.797 4 

cp =1.319 uq +0.391   γ(0.864) 0.864 5 

cp =-0.008 w +1.230 uq +0.967   γ(-0.421 0.862) 0.889 6 

 

cp  

cp =0.005 Lw -0.015 w +1.141 uq +1.068  γ(0.225 -0.399 0.817) 0.895 7 

cC =0.009 Lw +0.048   γ(0.725) 0.725 8 

cC =0.016 w +0.292 uq -0.460   γ(0.839 0.570) 0.844 9 

 

cC  

cC =-0.014 pw +0.019 w +0.352 uq -0.325  γ(-0.231 0.780 0.591) 0.853 10 

Ｒ：重相関係数、REO：回帰式番号、 cC ＝圧縮指数、 uq ：一軸圧縮強さ（kgf/cm2）、γ：偏相関係数、 

w：含水比（％）、 50E ：変形係数（kgf/cm2）、 Lw ：液性限界（％）、 cp ：圧密降伏応力（kgf/cm2）、 pw ：塑

性限界（％） 

 サンプル数は 170 個であり、小規模建築物の実状を考慮して、その沈下量が問題とな

る圧密降伏応力 cp が２kgf/cm2以下であるものを対象としています。 
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表-１に重回帰分析の結果を示し、図-１～３には、代表的な重回帰式の推定値と実測値の

関係を示しています。 

 表１によれば、変形係数 50E と圧密降伏応力 cp は一軸圧縮強さ uq を説明変数とすること

で推定でき（REO1、4、5）、さらに含水比 wなどを説明変数に加えますと、 cp の推定精

度は明らかに向上しています（REO6、7）。 

 一方、圧縮指数 cC は液性限界 Lw から推定できますが（REO8）、土の種類や含水量など

を表す説明変数に骨組み構造の要因を含む uq を加えることで（REO9、10）、推定精度が

大幅に向上しています。 

（２）地盤調査から基礎設計への手順 

 小規模建築物の地盤調査として、ＳＳ試験のみを実施する従来の方法を調査 TYPE-Ⅰ、

またＳＳ試験に加え、オーガーボーリングなどを用いて、資料を採取し、新たに含水量試

験を追加した場合を調査 TYPE-Ⅱとして、それぞれの調査から設計に至る過程を図-５に

示しています。調査 TYPE-Ⅰでは、ＳＳ試験の結果から表-１に示した関係を用いて支持

力と即時沈下量を評価することができ、後述の簡易な地耐力評価が行えます。調査 TYPE-

Ⅱでは、含水比の情報が得られるため、調査 TYPE-Ⅰと同様の評価が精度よく行えるこ

とに加えて、圧縮指数の推定が可能となり、圧密沈下量の評価ができます。 

 ＳＳ試験の結果である swW と swN から、一軸圧縮強さ uq （kgf/cm2）を次式によって換算

します。 

  swswu NWq 0075.00045.0 …………（1） 

粘性土の場合、粘着力 uc は uq との間に第一近似として次式の関係が成立しています。 

  
2
u

u
q

c ……………………………（2） 

 含水量の測定は、圧密が懸念される軟弱粘性土層から、オーガーボーリングなどで採取

した土質試料に対して行います。迅速に実施できる電子レンジ法を推奨しています。 
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（３）支持力と沈下の推定方法 

 基礎は無限に長い布基礎と仮定して、支持力と沈下量を以下のようにして求めています。 

ａ．支持力の算定 

 基礎の長期許容支持力（ aq ）及び極限支持力（ dq ）は、次式で与えています。極限支持

力の算定式には、これまでに多くの提案がありますが、ここでは、塑性理論に基づく算定

式を用いるとともに、基礎の根入れ効果については無視しています。 

     d
a

q
q ………………（3） 

     ud cq )2( ……………（4） 

ここに、 

 ：支持力に関する安全率 

 ＳＳ試験の結果を式（1）、（2）によって uc 値に換算し、式（3）、（4）により、長期許

容支持力を算定しています。 

ｂ.即時沈下量の算定 

 基礎の即時沈下量（ eS ）は、次式で与えています。 

     Se I
E

BqS
21

 ……………………（５） 

ここに、 

 q：基礎の平均荷重度（tf/m2） 

 B：基礎底面の短辺長さ（m） 

 ：基礎底面下の地盤のポアソン比 

 E：基礎底面下の地盤の弾性係数（tf/m2） 

 sI  ：沈下係数 

 図-５に示したように、TYPE-Ⅰの場合にはREO1、TYPE-Ⅱの場合にはREO2を用い

て変形係数を推定し、式（5）で E＝ 50E と置き換えて即時沈下量を算定しています。布基

礎を仮定しているので sI ＝１、また、粘性土を対象とするため、 ＝0.5とします。 

ｃ．圧密沈下量の算定 

 圧密沈下量 cS は、一般に cp と cC により次式で与えられます。 

 
Z

Zc
c H

e
CS

1

2

0

log
1

 ……………………（６） 

ここに、 

   0e ：初期間隙比 

  H ：圧密層の厚さ（m） 
  z1 ：建設前の有効応力（tf/m

2） 

  z2 ：建設後の有効応力（tf/m
2） 

 図-５に示したように、TYPE-Ⅱの場合は cp を

REO6、 cC を REO9 を用いて推定し、式（6）によっ
て算定します。TYPE-Ⅰの場合には cC が推定できま
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せんので、圧密沈下量を算定することはできません。初期間隙比は 0e ≒0.0265 w

（ wGeS sr 関係において、 rS ＝100％、 sG ≒2.65 と仮定）の関係を用いて、含水比か

ら推定しています。 

 図-６には、一軸圧縮試験結果である uq と含水比 wから、REO6、9 を用いて cp 、 cC を
求め推定した pe log 曲線（点線）、ＳＳ試験の結果を式（1）によって換算した uq と wから、

同様に推定した曲線（破線）と圧密試験による実測曲線（実線）の関係について代表例を

示しています。それらの推定値と実測値を表-２に示しています。 

表－２ cp と cC の推定例 

実測値 推定値 Ｎｏ． 試料採取地 

w（％） uq （kgf/cm2） cp （kgf/cm2） cC  cp （kgf/cm2） cC  

Ｄ－1 島根県松江市 74．7 0．18（0．45） 0．56 0．76 0．60（1．51） 0．79（0．87） 

Ｄ－2 岡山県岡山市 80．6 0．52（0．34） 0．89 1．00 0．96（1．37） 0．98（0．93） 

Ｄ－3 岡山県岡山市 36．6 0．72（0．60） 1、43 0．36 1．55（1．70） 0．33（0．30） 

Ｄ－4 岡山県岡山市 49．7 0．38（0．45） 1．50 0．45 1．04（1．51） 0．45（0．47） 

Ｄ－5 岡山県岡山市 65．5 0．58（0．22） 0．88 0．88 1．16（1．23） 0．76（0．65） 

Ｄ－6 高知県高知市 64．6 0．61（0．70） 1．48 0．53 1．20（1．81） 0．75（0．78） 

（ ）内には、ＳＳ試験から式（1）によって換算した uq 値とその値を用いて REO6、REO9 によって推定した、

cp 、 cC を示す。 

 pe log 曲線を描くに当たって、再圧縮指数 rC と膨潤指数 sC は、次式により求めることと
しています。 

  cs CCC 114.0  ………………………（7） 

 同図及び同表に示されるように、 uq 値から直接的に推定した pe log 線は、実測の曲線を
実用上十分に表現しており、一方のＳＳ試験から間接的に推定した曲線は、若千推定精度

が劣るものの、ある程度推定できるとしています。 

（４）地耐力評価法 

ａ．破壊と沈下 

 ①破壊について 

 長期許容支持力 aq に対して必要な土の粘着力 uc は、式（3）、（4）より、次式で与えて

います。 

   2
a

u
qC  ……………………………（8） 

 ここで、基礎の底面から破壊最大深度までの距離は、基礎の短辺長さを Bとした場合、

2
2B
です。 

 ②圧密沈下について 

 建設前の有効圧 1z は、次式で示しています。 

   h≦ 1H の場合 hz1  

   h＞ 1H の場合 )( 1
'

11 HhHz  ………（9） 

ここに、 

  1H ：地表面から地下水位までの深さ（m） 

  h：地表面から土被り圧を求めようとする位置までの深さ（m） 
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  γ：単位体積重量（tf/m3） 

  γ’：水中単位体積重量（tf/m3） 

布基礎中心下の垂直応力の増分 zは、次式で与えています。 

   
Z
B

Z
Bq

z sin  ……………………（10） 

 ここに、 

  q：基礎の平均荷重度（tf/m2） 

  Z：基礎の底面から、垂直応力を求める地点までの深さ（m） 

    fDhZ （ fD は基礎の根入れ深さ） 

 建設後の有効圧 2z は、次式で示しています。 

   zzz 12 …………………………………………………（11） 

 沈下に対して安全であるためには、建設後の有効圧が圧密降伏応力以下でなければなり

ませんので、安全条件は次式で示しています。 

   2zcp …………………………………………………（12） 

 ここで、 （≧１）は安全度を評価する係数であり、値が大きいほど沈下に対する安全

性が大きくなります。 

 式（12）、REO4 と式（2）を用いますと、沈下に対して安全であるために、必要な土

の粘着力は次式で与えることができます。 

  
778.12

2z
uc  …………………………………………………（13） 

ｂ．限界 uc 曲線 

 基礎が破壊及び沈下に対して安全である条件は、基礎地盤の強度が式（8）と式（13）

を満足することです。 

 接地圧 f（tf/m2）を設定した場合には、式（8）中で aq

＝ f 、式（10）中で q＝ f として計算しています。 
 ここで、簡易に地耐力を評価するために、破壊と沈下に

関して安全であるために必要な uc 値の深度方向への分布

を限界 uc 曲線と定義しています。限界 uc 曲線の一例として、

接地圧 f ＝５tf/m2、基礎幅 B＝0.5m、基礎根入れ深さ fD

＝0.3m、地表面から地下水位までの深さ 1H ＝1.0m、土の

単位体積重量 ＝1.6tf/m3 である場合の限界 uc 曲線を図-

７に示しています。同図中において、式（8）中の破壊に

関する安全率 ＝１、２、３、式（13）中の沈下に関する

安全度評価係数 ＝１、1.5、２として示しています。式

（8）と式（13）を満足することとは、地盤で実測された

uc 値が同図に示した限界 uc 曲線の右側に位置することで

す。 
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ｃ．実例についての検討 

 表-３に示した１戸建て住宅の事例について、限界 uc 曲線を不同沈下事故例に適用した

場合を図-８に示し、無事故例に適用した場合を図-９に示しています。図中の実線は限界

uc 曲線を示し、破線はＳＳ試験結果を式（1）、（2）によって換算した uc を示しています。 

表一３ １戸建て住宅の事例リスト 

物件名 地下水位 

Ｈ１（m） 

接地圧（tf/m2） 幅Ｂ（m） 根入れＤｆ（m） 不同沈下の 
有無 

Ａ棟 島根県松江市 ０．６ ３．０ １．１ ０．３ 有 

Ｂ棟 岡山県岡山市 １．０ ５．０ ０．４ ０．３ 有 

Ｃ棟 福井県福井市 ４．０ ３．０ １．１ ０．３ 有 

Ｄ棟 奈良県奈良市 １．２ ５．０ ０．４ ０．３ 無 

Ｅ棟 島根県松江市 ０．９ ５．０ ０．４ ０．３ 無 

Ｆ棟 奈良県大和郡山市 1 ．０ ５．０ ０．４ ０．３ 無 

 限界 uc 曲線を描くに際して、破壊に関する安全率は建築基礎構造設計指針にあわせて、

＝３を採用し、沈下に関する安全度評価係数については、 ＝１としています。 

 図-８に示した沈下事例では、沈下に関する限界 uc 曲線に対して、実測データの一部が

明らかに左部に位置しています。総沈下量に比例して不同沈下量が大きくなるという一般

的事実を勘案すると、不同沈下の有無は図-８～９に示されるように提案した限界 uc 曲線

によって判定できます。 
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２）自然含水比をパラメーターにした軟弱土の pe log 曲線及び

pcv loglog 曲線の予測方法（秋田大学助教授・及川洋） 

及川洋氏は数多くの圧密試験を統計処理し自然含水比 nw のみの値から、 pe log 及び

pcv loglog 曲線を予測するための近似値を導いています（土木学会論文集第 412 号／Ⅲ

-2 1989/12）。以下に原文からの抜粋を示します。 

（１）提案式の誘導にあたって用いたデータ 

 秋田平野及びその周辺地域での各種建設工

事に先だって行われた 287 個の圧密試験結

果を収集し解析に用いた。これらの試験結果

は同一機関によるものではなく、複数の調査

機関が行ったものであるが、試験はすべて

JISA1217「土の圧密試験方法」に従って行

われている。データの数はまだ十分ではない

が粘土、シルト質粘土、有機質粘土及び黒泥、

泥炭などのいわゆる軟弱地盤あるいは超軟弱

地盤を構成する成分は一通り含んでいる。図-

１に、試験された試料の自然間隙比 ne と自然

含水比 nw の関係を示した。これらの試科の nw

は、最小のもので 28.4％、最大のもので

985.6％である。図には、わが国各地の軟弱

土の間で見出されている ne と nw の関係式 

37.003.0 n

n
n w

we ……………………………………………………………………（１） 

をも示している。図にみられるように、本地域軟弱土の ne と nw の関係も式（１）で表わさ

れる曲線の近傍に位置しており、かつ、曲線への適合度を示す相関指数Ｒも 0.9845 と高

い。このことは検討に用いたデータが特別なものではないことを示すとともに、以下に示

す成果が他の地域の軟弱土に対しても適用できる可能性を示唆している。 

（２）圧密による間隙比変化の統計的傾向 

収集した圧密試験結果を用いて、各圧力段階での圧密後の間隙比 eと試料の自然含水比

nw の関係の一例を示したのが図-２（ａ）～（ｆ）で、両対数紙上に示した場合である。

このうち図の（ａ）は圧密圧力 p＝０kgf/cm2 の場合で、普通グラフ上に示した図-１と

対応している。図に示したように、どの圧力段階をみても両者の間には比較的良い相関関

係が認められる。渡辺らは、 nw の代わりに ne を用いてほぼ同様な性質があることをすでに

見出している。もちろん、eと nw とは式（１）で表される関係にあるから、本データを eと

ne との関係で整理してもそれらの間には何らかの相関関係が見出せることは当然予想さ

れる。これらのことは、 ne あるいは nw さえ既知であれば各圧力段階での圧密後の間隙比 eは

圧密試験を行わずとも概略推定できることを示している。しかし、 ne の測定は nw の測定に

加え、密度や比重の測定を必要とする。そこでここでは、測定がより簡単な nw を用いて各
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圧力段階での圧密後の間隙比 eとの関係を定量化する。定量化にあたっては、各圧力段階

での eと nw の関係が図-１に示したように双曲線的でもあり、また、図-２に示したように

指数曲線的でもあることを考慮して、次式（２）の双曲線と式（３）の指数曲線を用いて

回帰分析を行った。 

baw
we
n

n …………（２）   
n

nmwe ……………（３） 

ここに a、 b及び m、 nは回帰係数である。表-１に、回帰曲線の適合度を示す相関指数Ｒ
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及び回帰曲線からのデータの分散の程度を示す標準偏差Ｓを各圧密圧力ごとに示した（表

中のサフィックス hは双曲線近似、 iは指数曲線近似を示している）。 
表によれば、両近似曲線の相関指数Ｒは圧密圧力 pの増大に伴って小さくなるものの、
0.75 以上と高く、特に pが 1.6kgf/m2以下の場合には 0.90 以上ときわめて高い値を示
している。このことは、上記、双曲線及び指

数曲線ともに各圧力段階での eと nw の関係を

近似する曲線として十分耐え得ることを示し

ている。 

ところで、同表によれば、圧密圧力 pが 0.4 
kgf/m2から 3.2 kgf/m2の場合には hR は iR

より大きく、 hS は iS より小さい。このことは、

pが 0.4～3.2 kgf/m2 の場合の eと nw 関係

は式（２）の双曲線で、その他の圧力段階で

の eと nw 関係は式（３）の指数曲線で近似す

べきことを示している。しかし、同表にも示

したように、両近似曲線の相関指数の比

（ hR / iR ）及び標準偏差の比（ hS / iS ）は各圧

力段階でほとんど１（相関指数比で 0.985

～1.006、標準偏差比で 0.943～1.044）

であり、圧力の大きさによって近似曲線の形

を変える必要性はないと判断される。したが

って、各圧力ごとの eと nw の関係を式（２）、

（３）のいずれの曲線で近似すべきかは別の

角度から判断されるべきであり、このことに

関しては次節に述べる。なお、表－２に、各

圧密圧力ごとの回帰係数 a、b及び m、nの値
を示しておいた。 

（３） pe log 曲線の数式化 
図-３（ａ）に回帰係数 a、bと圧密圧力 pの

関係を、また、図-３（ｂ）には回帰係数 m、

nと圧密圧力 pの関係を示した。図によれば、

係数 a、bの圧力 pに対する変化は多少複雑で

現在のところ両者の関係を近似する式は見当

たらない。これに対して係数 m、 nは圧力 pの増加に対して単調に減少する挙動を示して

おり、いくつかの近似曲線を想定して回帰分析を行った結果、両者はワイブル分布曲線を

用いて次式のように近似できた。 

39.0
91.2exp

1147.2

p

m …………（４） 45.0
85.1exp

1185.0

p

n ……………（５） 

ただし、上式（４）、（５）において、 p＝０kgf/m2の場合には m＝2.47、 n＝0.85 と

定義されている。 

すなわち各圧力段階での eと nw の関係を式（３）の指数曲線で近似すれば、式中の係数 m、
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nは圧力 pだけの関数で表すことができる。したがって、以下では、各圧力ごとの eと nw の

関係を式（３）の指数曲線で近似することにする。式（３）に式（４）、（５）を代入すれ

ば 

45.0)85.1exp(/1185.0

39.0)91.2exp(

1147.2 pnw

p

e …………………………………（６） 

となる。この式を利用すれば、圧力 pのもとでの圧密後の間隙比 eは nw のみの値から算出

できる。もちろん、 pを種々変化させれば pe log 曲線は簡単に求まる。これが提案式であ
る。この式の妥当性については後節に示す。なお、式（６）における自然含水比の単位は

無次元である。 

（４） pcv loglog 曲線の数式化 

 テルツァーギの圧密理論によれば、圧密

係数 vc は透水係数 k 、体積圧縮係数 vm 及び

水の単位体積質量 wの関数であり、次式に

よって表される。 

wv
v m

kc ………………………（７） 

ここに、 vm は間隙比 eと圧密圧力 pの関

数であり 

00

0

1 ppe
eemv ……………（８） 

として定義されるから、式（７）は 

w
v ee

ppekc
0

001
…………（９） 

となる。ここに 0e 、 eは圧密圧力 0p 、 p

（ 0p ＜ p）に対応する間隙比であり、自然

含水比 nw さえ既知であれば式（６）を用い

て求めることができる。したがって、式（９）

において、透水係数 k を間隙比 eの関数で表
わせば、圧密圧力（ p－ 0p ）に対応する圧

密係数 vc は nw のみの値から求まることに

なる。 

間隙比 eと透水係数 k の関係に関するこれまでの報告によれば、 eklog 関係が直線で表示

できるという報告と、 ek loglog 関係が直線で表示できるという２つの異なった報告がある。

そこで、いずれの表示法が妥当であるかを知るため、収集した圧密試験結果を用いて eklog

関係及び ek loglog 関係を調べた一例が図-４（ａ）、（ｂ）である。ここに、 eは圧密中の平
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均間隙比
2

0 ee
で、透水係数 k（cm/day）

は vc 値と vm 値から逆算して求めた計算値

である。図によればいずれの関係も十分直

線的であり、どちらの表示が良いかはこれ

らの図からは判断できない。そこで、それ

ぞれの回帰線からのデータの分散の程度を

示す標準偏差 S（ eklog 関係からのそれを

1S 、 ek loglog 関係からのそれを 2S とする）

を求めて、その比（ 2S / 1S ）を試料の自然

含水比 nw に対して示したのが図-５である。

図によれば、ほとんどの試料の 1S は 2S より

小さい。すなわち、 k と eとの関係は 

BeeAk
2

log 0 …………（１０） 

として表わすのが妥当と判断される。ここに A、 Bは回帰係数である。 

図-６（ａ）、（ｂ）に、係数 Aと自然含水比 nw の関係及び係数 Bと nw の関係を示した。

図にはかなりのばらつきがみられるが、いくつかの近似曲線を想定して回帰分折を行った

結果、それぞれの関係は次式で近似できた。 

20.051.1
14.1

nw
A ……………（11） 06.4

12.0
12.1

68.0
nw

B …………（12） 

したがって、式（11）、（12）を式（10）に代入し、さらにそれを式（９）に代入し整

理すれば 

06.4log1log
12.0

12.1
2

20.051.1log 0
0

0
68.0

0
14.1 pp

ee
e

w
ee

w
c

nn
v ……（13） 

なる関係を得る。ここに、 vc の単位は（cm2/day）である。 

 前述したように、間隙比 0e 、 eは圧密圧力 0p 、 pに応じて自然含水比 nw の値から求まる

から、結局、圧密圧力（ p－ 0p ）に対応する圧密係数 vc は式（１３）を用いて nw のみの値

から推定できることになる。 

（５）提案式の検証 

図-７は、大阪湾臨海部埋立て工事に先だって行われた同地区沖積粘土の圧密試験結果の

一例で、図の（ａ）は pe log 曲線、図の（ｂ）は pcv loglog 曲線、図の（ｃ）は自然含水

比 nw の深さ方向の変化を示している。図の（ｃ）によれば、同地区軟弱粘土の nw は深度方

向に対し多少減少する傾向にあるが、その程度は小さく、約 80%～100%の範囲内にあ

る。もちろん、通常の沖積粘土では nw が２０％も違えば物性としての土質はかなり異なる

から、沈下予測にあたってはこの粘土層を何層かに分けて解析することも、場合によって

は必要と判断される。しかし、通常の沈下予測においては、 nw がこの程度の幅であればこ

れを単一の圧密層として取り扱い、圧密試験等によって得られる設計定数もその平均値を

用いるのが一般的と思われる。そこで、ここでも、この粘土層を単一の圧密層として取り

扱い、その平均含水比を単純に nw ＝90％として式（６）、（１３）からこの粘土層の pe log
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曲線及び pcv loglog 曲線を予測すると図中の

白丸で示した曲線となる。図に示したように

予測曲線と実測曲線のほど良い一致をみるこ

とができる。 

東北横断自動車道秋田線が建設中の秋田県

横手地区は、自然含水比が 500%～800%の

未分解で高圧縮性の泥炭が表層から厚く堆積

するわが国でも有数の泥炭地である。ここで

も工事の実施に先立って多くの圧密試験が行

われている。いま、図の繁雑さを避けるため、

一例として、 nw が 700%～800%の層の試

験結果のみを取り出すと図-８のようになる。

上記と同様、この層を単一の圧密層とみなし、

その平均含水比を単純に nw ＝750％として

式 （ ６ ）、（ 13 ） か ら pe log 曲 線 及 び

pcv loglog 曲線を予測すると図中の白丸で示

した曲線を得る。やはり、予測曲線と実測曲

線は良く一致している。 

以上に示したように、本提案法による予測

曲線は実測曲線とほど良く一致する。したが

って、本法は沈下予測を行う地盤の予備調査

段階での圧密試験の割愛などに役立つと判断

される。しかし、本法は、その誘導過程や上

記の検証事例からも明らかなように、個々の

試料の pe log 曲線及び pcv loglog 曲線の予測

法ではなく、似かよった自然含水比 nw をもつ
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試料の平均的な pe log 曲線及び pcv loglog 曲線の予測法であるから、本法を適用するにあ

たっては、それがたとえ予備調査段階であっても入力すべき nw の値は十分検討されなけれ

ばならないことはいうまでもない。また、たとえ入力値が適当であっても、本法はあくま

でも概略曲線の予測法であるから、本調査段階においては要求される予測精度に応じた圧

密試験の実施が必要であることもいうまでもない、しかし、本法はその際の試験個数の削

減などにも十分役立つものと判断される。 

なお、図-７（ａ）及び図-８（ａ）には酒井らの方法によって予測される pe log 曲線を
△印で示している。視覚的な判断ではあるが本法による予測精度が多少良さそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.1-1 及び図 4.4.1-2 に及川の法のよる沈下量計算例を示します。 
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       図４．４．１－１ 及川の沈下量推定法による計算例１ 
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       図４．４．１－２ 及川の沈下量推定法による計算例２ 
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            図４．４．２－１  

14・地盤の液状化判定法 

１）液状化簡易判定 

 液状化が発生する地震動の強さの下限は、地盤の状況により異なりますが、一般に液状

化しやすい地盤について、地表面加遠度が 90～100gal 程度以上であること、また気象

庁震度階がⅣ～Ⅴの境界付近以上であることが挙げられます。 

 なお、過去の事例では、N値が 20～30 以下の砂地盤では液状化現象の発生しやすい範

囲と考えられています。液状化は、地下水位が３m 以浅で、特に、 N値が 10 以下の砂地

盤に発生頻度が高いとされます。 

 一方、液状化現象が発生しやすい地盤条件としては、地下水位が浅いこと、緩く堆積し

た砂質土の層が存在すること、砂質土の成分が粒径の揃った細砂や中砂であることが挙げ

られます。 

 国内の建築基準では、表 4.４.2-1 に示すように①～②のように地盤の範囲を定めてい

ます。 

表４．４．２－１ 液状化が起こりやすい地盤の範囲 

①深度 地表面より 20m 程度以浅 

②細粒分含有率 

cF  
cF が 35％以下の土層。ただし、 cF が 35％以上であっても粘土分含有率が 10％
以下、または塑性指数が 15％以下のシルト層 

 なお、液状化が発生しやすい地形や、その可能性が低い地形は表 4.４.2-2 の通りです。 

表４．４．２－２ 

液状化現象が発生する可能性が高い地形 液状化現象が発生する可能性が低い地形 

旧河道、旧沼地、砂丘間低地、盛土地、埋立地等 洪積台地、丘陵地、山地等 

 図 4.4.2-1 は小規模構造物基礎設計の手引きに示されている砂の液状化簡易判定グラ

フ（小規模構造用）を示しています。これによると、砂の液状化の判定は、きれいな砂と

細粒分を 10％以上含む砂によって分け、 N値、 swN の値で危険、中間、安全と判定して

います。 
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 また、液状化による沈下量の上限値は 100FLH  で表されます。 

ここに、沈下量 、液状化層厚 FLH 、沈下率 で、 05.0 が上限とされます。 

２）ＳＳ試験と液状化判定 

（１）３つの要素を調査する 

 液状化判定のためには次の３つのデータが必要です。 

①ＳＳ試験により砂層における液状化の対象となる地層の swN の平均値が必要です。 

②土質を採取し細粒分含有率 cF（シルトと粘土の重量／全体の重量）を求め cF によって

液状化対象層か否かを区分します。細粒分含有率 cF は細粒分含有率試験（JSFT135）を

行って求めます。 

③地下水位以深において液状化するため地下水位を水位計により求めます。 

（２）非液状化層を特定する 

まず液状化しないと考えられる地層を区別します。 

①ＳＳ試験において自沈する地層（ swW ≦1kN）。 

②細粒分含有率 cF が 35％以上である粘性土層。 

③地下水位より上にある地層。 

上記の非液状化層以外を液状化対象層とします。 

（３）非液状化層の層厚 1H を決定する 

図 4.4.2-2 に示す、表層の

非液状化層厚と液状化層厚の

関係から地表の最大加速度の

大きさによって液状化による

地盤変状の発生の有無を判定

することができます。これを

みると通常の設計用加速度

（最大加速度 200cm/s2）で

は表層に約３m 程度の非液

状化層があれば、かりに液状

化の可能性のある層厚が３m

以上あった場合でも実質的な

被害はあまりでないというこ

とが判ります。 

図 4.4.2-3 のように非液

状化層厚 1H を求めます（液状

化を検討する深さは地表面下

5m までとする）。 

まず地下水位より上位の地

層は 1H に含めます。地下水位

面直下に粘土層がある場合は、   

図４．４．２－２ 



 408 

 
図４．４．２－３  

 
                図４．４．２－３ 

地下水位深さと粘土層厚とを加えた厚さを 1H とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）液状化可能性の評価値 LN  

非液状化層厚 1H が決まったら、つぎは液状化の評価対象となる地層の平均 swN （ swN 及

び 1swN ）を表 4.4.2-3 及び図 4.4.2-3 によって求めます。ここで得られた swN 、 1swN の

うちいずれか小さい方の値を LN 値として採用します。 
表４．４．２－３ 

swN  深さ５m までの中で非液状化層厚 1H を除く評価対象層の swN を求める。。 

1H ＜１m 厚さ１m を評価対象層として同層の 1swN を求める 1swN  

1H ≧１m 非液状化層厚 1H の厚さと等厚を評価対象層として 1swN をもとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.2-4 に swN と 1swN の算出例を示します。ただしこの中に粘性土層を挟む場合はそ

の層を平均値の算出から除外しています。 
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      図４．４．２－５ 

 
          図４．４．２－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地盤ケース１では LN ＝ 1swN ＝30 を、地盤ケース

２では LN ＝ swN ＝60 を判定に採用することにしま

す。 

（５）判定基準 
 次に評価値 LN をもちいて液状化の可能性を図

4.4.2-5 によって判定します。ここで、図 4.4.2-4

の地盤のケース１では LN が 30 で 1H が 1.3m です
から液状化可能性が「ある」と判定されます。 

地盤のケース２では LN が 60 で 1H が 1.3m です
から同様に液状化可能性が「ある」と判定されます。 
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