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第２章 大深度地下の特定方法

2.1 大深度地下の定義と特定方法

大深度地下は 「土地所有者等による通常の利用が行われない地下」であり、通常、

の利用として建築物の地下室又は基礎ぐいの設置を考え、以下に示す①又は②のいず

れか深い方以上の深さの地下が大深度地下とされている。

① 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政

令で定める深さ（ ）2.2
② 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持する

ことができる地盤（支持地盤）として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深

さに政令で定める距離を加えた深さ（ ）2.3

支持地盤の位置を特定することにより、①又は②のいずれか深い方を求め、大深度

地下が特定される。

【解説】

2.1 大深度地下の定義と特定方法

大深度地下の定義は、答申において具体的に提言されており、大深度地下法もこれを踏まえて

いる。

大深度地下は、答申において「通常の利用が行われない地下」と定義されており、建築物とし

「 」 。 、 、ての地下利用を 通常の利用 としている 建築物の他にも地下を利用する形態としては 井戸

温泉井、観光施設等が考えられるが、大都市では一般化するとは考えにくく、通常の利用として

いない。

建築物としての地下利用は、地下室としての利用と基礎としての利用が考えられ、それぞれの

建築過程等も考慮し、大深度地下法では①「建築物の地下室及びその建設の用に通常供されるこ

とがない地下の深さとして政令で定める深さ」と②「当該地下の使用をしようとする地点におい

て通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い

部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ」のうち、いずれか深い方以上の深さの地下を大深

度地下と定義している。この政令で定める事項として、①の「政令で定める深さ」は地下 、40m

②の「基礎ぐいを支持することができる地盤」は杭の許容支持力度 ㎡を有する地盤 「政2500kN/ 、

令で定める距離」として である。10m

したがって、大深度地下は、支持地盤が浅い場合（支持地盤上面が地下 より浅い場合）は30m

①によって地下 以深と、支持地盤が深い場合（支持地盤上面が地下 以深の場合）は②に40m 30m

よって支持地盤上面から 以深となる。10m

このため、大深度地下の範囲を特定するためには、支持地盤の位置を特定することが必要とな

る。

ところで、②は杭基礎形式による建築物を前提としているものであるが、一般に、支持地盤が

浅い場合には直接基礎、支持地盤が深い場合には杭基礎が採用されている。したがって、支持地
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盤が浅い場合に通常の建築物の直接基礎を設置する十分な地盤がある場合にはこれ以上深い地盤

を支持地盤として利用することが考えにくいことから、これを支持地盤として特定することが妥

当である。なお、地下室としての利用は 以浅としていることから、直接基礎を想定するのは25m

支持地盤上面の位置が 以浅の場合に限る。25m

これら杭基礎形式、直接基礎形式の場合の支持地盤の特定方法については 「 支持地盤の特、 2.4

定方法」において定める。図－ に大深度地下の定義を示す。2.1

【大深度地下の定義】

図－ 大深度地下の定義2.1

大深度地下は、地盤条件等から一義的に定まるものである。具体的には図－ のフロー図に示2.2

すように、まず、支持地盤を特定し、この深さにより、大深度地下を特定する。

なお、支持地盤が中間支持地盤の場合には、十分な支持力を有するかどうかについて考慮する

必要がある。

このフロー図の上半分は、大深度地下を特定するためのフロー図であり、下半分は、大深度地

下施設と地上建築物等とが相互に支障を及ぼさないように、施設の規模等に応じて隔てる必要の

ある距離（離隔距離）等を定めるフロー図である。

第２章では、フロー図の上半分の大深度地下の特定方法について定めている。

大深度地下は、地盤調査から求めたデータをもとに、本技術指針により一義的に定まるが、こ

れは、通常利用されない地下空間としての大深度地下の範囲を定めるものであり、大深度地下施

設が非常に大規模なものである場合等、大深度地下に施設が存在したとしても、地上部の建築物

との間で相互に支障が生じる場合があり、これについては、別途第３章及び５章で定める。
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【大深度地下の特定方法のフロー】

図－ 大深度地下の特定方法のフロー2.2

杭先端と地下施設に
1D以上の離隔があるか

No No

No

地下施設位置の
検討

Ｅ　Ｎ　Ｄ

Yes

ＳＴＡＲＴ

No

Yes

No

Yes

さらに深い位置
にて検討

建築物荷重を想定した場合
地下施設の変形は許容値に収まるか

Yes

No

地下施設位置の
特定

基礎底面と地下施設に
1D以上離隔があるか

大深度地下施設の
規模に応じた離隔距離

（第３章）

Yes

No

Yes Yes

※ ﾌﾛｰ中の記号“D”はトンネル外径を表す。

大深度地下の特定方法
（第２章）

大深度地下施設の設置に
際し考慮すべき事項

（第５章）

直接基礎に対して
地盤の許容応力度
≧1000kN/㎡か

杭基礎に対して杭の許容
支持力度≧2500kN/㎡か

支持地盤上面－10mが
大深度地下の上面

特定した支持地盤が
30m以深か

原則としてＮ値≧50となる支持地盤を特定
不可能な場合は地域に応じて支持層を特定

特定した支持地盤が
25m以深か

40 mが
大深度地下の上面



- 9 -

2.2 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で

定める深さ

「建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政
地下室の用に通常供されることがない地下の深さ 地下室令で定める深さ」は、 25mに、

15mを加えた、地表よ建設のために基礎底深さから隔てる必要のある距離（離隔距離）

り40mである。

【解説】

2.2 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ

「建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める

深さ」は、地下室の深さに、建築物の基礎底深さから土留め壁等の仮設構造物の建設に支障が生

。じないように隔てる必要のある鉛直方向の距離(離隔距離)を加えたものから決定する必要がある

なお、支持地盤が浅く、かつ、堅い地盤が深さ方向に連続している場合には 「建築物の地下室、

及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ」を基準として大深度地下の範囲を特定

できる。しかしながら、浅い支持地盤が中間支持地盤である場合には、大規模な地下室では支持

地盤を突き抜けることや支持地盤下の地盤沈下等も考えられることから、その層が直接基礎の支

持地盤として採用できるかどうか、また、それより深い層を杭基礎として利用する可能性がある

かどうかなど、必要に応じ検討を行うものとする。

・地下室の用に通常供されることがない地下の深さ

答申においては、地下室の深さとして、既存の最大規模の地下室を想定している。最も土地利

用が稠密である東京都においても、表－ に示すとおり、既存の建築物の ％以上が地下４2.1 99.9

階の規模におさまること、一般的に地下階の階高は ～ であるが、余裕を見て と仮定し、3 4m 5m

これに基礎スラブの厚さ等を加えても の規模におさまることから、建築物の地下室としての25m

利用を建築物の基礎底深さにおいて地表から までとしている。25m
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東京都における地下室の階層分布】【

表－ 東京都における地下室の階層分布2.1

東 京 都 東 京 都 区 部

各階割合 累積割合 各階割合 累積数 累積割合建築物数 建築物数累積数（Ｃ）

( ) ( ) ( )( )% % % %

( ) [ ] ( ) [ ]地下 階1 52,399 88.77 40.21 52,399 88.77 94.91 45,001 88.02 34.54 45,001 88.02 95.30

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階2 5,397 9.14 4.14 57,796 97.91 99.06 4,938 9.66 3.79 49,939 97.68 99.09

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階3 869 1.47 0.67 58,665 99.39 99.72 834 1.63 0.64 50,773 99.31 99.73

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階4 261 0.44 0.20 58,926 99.83 99.92 254 0.50 0.19 51,027 99.81 99.92

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階5 78 0.13 0.06 59,004 99.96 99.98 76 0.15 0.06 51,103 99.96 99.98

( ) ( ) [ ]〃 階6 18 0.03 0.02 59,022 99.99[99.99] 18 0.04 0.01 51,121 99.99 99.99

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階7 4 0.01 0.00 59,026 99.99 99.99 4 0.01 0.00 51,125 99.99 99.99

( ) [ ] ( ) [ ]〃 階8 1 0.00 0.00 59,027 100 100 1 0.00 0.00 51,126 100 100

-計 ( ) － － ( )59,027 B( ) 100 45.30 51,126 100 39.03

参考：地上
130,302 A 111,6254 階以上の ( )

建築物数

注１：東京都は、東久留米市と稲城市及び島部を除く。

２：建築物は、建築基準法における建築物である。したがって、地下鉄駅（コンコースを除く）

等も含まれる。また、一般住宅は除く。

３：表中の各階割合の（ ）の値は、地上４階以上の建築物数で割った値である。

４：累積割合の [ ] の値は、地上４階以上の建築物数から各地下階を有する建築物数を引いた値を、

地下階を持たない建築物数として仮定し、これを含めた累積数を地上４階以上の建築物で割った

値である。

地上４階以上の建築物数Ａ－地下階を有する建築物数の計Ｂ＋各地下階を有する建築物累積数Ｃ

地上４階以上の建築物数Ａ

資料： 東京消防庁統計書（東京消防庁 （平成 年 月末現在）をもとに国土交通省作成「 ）」 9 12

なお、地中連続壁工法等により地下 程度の掘削の実績があることを考えれば、より深い地70m

下室の建設は技術的には可能であるが、地下階は地上階を建設するより費用がかかること、深い
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地下室を建設する場合には高い地下水圧が作用するため費用がさらに増えること、人間の居住空

間としては好まれないため用途が限られること、地下室の床面積も原則として建築物の容積率に

含まれること等から、今後さらに深い地下室が多数設置される可能性は低いと考えられる。

また、建築物の基礎底深さが 以深である建築物の地下利用用途は、地域冷暖房プラント等25m

の公共施設を併設しているものがほとんどであり、公共施設を設置する要請から地下深くを建築

物の建設に併せて利用している（参考資料－ 参表－ 参照 。図－ に示すとおり、地下掘5 5.1 2.3）

削深さが深いものほど公共施設が併設される傾向がある。

建築物内に設置する地域冷暖房プラント等については、そのプラントの床面積は容積率に含ま

れないこと、税制、融資、補助の面で優遇措置があること、また、条例等で、再開発地区等への

導入を進めていること等から、これらの施設は、建築物の設置に併せて、地下に設置される可能

性はあるが、制度においては、使用権の設定に先立って、事前の事業間調整等が行われるので、

これらの施設についても考慮されることとなる。

【 】地下室規模と建築物

建築基準法第 条の規定に基づき、建築評定を受けた建築物で、地下５層以上の地下室をもつ38

建築物、軒高 以上の建築物のうち、基礎底深さが を超えるものについての地下室規模150m 20m

と建築物数は次のとおりである。

基礎底深さ(GL-m)

図－ 基礎底深さと建築物数2.3

注： （財）日本建築センタ－の建築評定を受けた建築物のうち、軒高 以上の建築物及び５層以上の150m

地下階をもつ建築物で基礎底深さが 以深のものについて整理20m

資料： 財）日本建築センター性能評定シート(ビルディングレター)をもとに国土交通省作成（
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・地下室建設のために基礎底深さから隔てる必要のある距離（離隔距離）

建築物の基礎底深さを地下 とした場合、地下掘削に伴う山留め壁の根入れがどの程度必要25m

かということについては、表－ に示すように、地下水位を 、γ＝ と仮定し検2.2 GL-10m 18kN/m3

討しており、掘削底面のボイリング、パイピング等のそれぞれの破壊現象（表－ 参照）を防止2.4

するために必要な根入れ長及び地盤改良深さから離隔距離 としている。これより、地表より15m

以深では、建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない。40m

・地下室規模と必要離隔距離の概算

25ｍ級の地下室を建設する際の山留め壁長を求めることにより、必要離隔距離を概算した。

概算にあたっては、次の事項を仮定した。

・土質は砂礫とする （湿潤単位体積重量γ＝18kN/m、水中単位体積重量γ ’＝8kN/m ）ｔ
3 3

ｔ

・地下水低下工法等の施工実績より、地下水位は地表面下10ｍ（GL－10ｍ）とする。

･ボイリングの安全率は 、パイピングのクリープ比は 、盤膨れの安全率は とする。1.5 2.0 1.1

概算は「トンネル標準示方書［開削工法編］・同解説 （土木学会 平成8年）」にもとづいた。同示方書

によれば、掘削底面の破壊現象としては、ボイリング、盤膨れ、パイピングが挙げられるが、砂礫地盤を

想定すると、

１）根入れ先端部掘削面側の地盤改良をしない場合→ボイリング、パイピング

２）根入れ先端部掘削面側の地盤改良をする場合→盤膨れ、パイピング

が発生する可能性がある。

山留め設計施工指針（日本建築学会 昭和 年）等の各種指針においても、根入れの算出方法63

が定められているが、今回の算出方法はそれぞれの指針とも矛盾しないものである。

【 】25m 級地下室建設に必要な山留め壁根入れ長について

表－ 根入れ長等計算結果2.2

地盤改良を行わない場合 地盤改良を行う場合

ボ イ リ ン グ パイピング 盤膨れ パイピング

) 摩擦抵抗考慮(Terzaghi

14.1 7.5 3 7.5根入れ長（ｍ）

25 25 25 25掘削深さ（ｍ）

0 0 11 0地盤改良厚（ｍ）

地盤改良を含む

39.1 32.5 36 32.5最下端の深さ

（ )GL-m
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【各基準・指針等における山留め壁の根入れ長の算出方法】

各基準・指針とも基本的な算定法の考え方は同様であり、根入れ長の決定要項は、主に砂質土

では の方法によるボイリング、粘性土では荷重バランス法（又はそれに山留め壁と地山Terzaghi

の摩擦を考慮した方法）による。ただし、ボイリングの検討では、各基準ごとにその安全率の取

り方に、Ｆ ＝ ～ と幅がある（表－2.3参照 。ｓ 1.2 1.5 ）

表－ 各基準・指針等のボイリングの安全率2.3

安全率 各基準・指針等

・掘削土留工設計指針（鉄道総合技術研究所 平成2年）

1.2 ・深い掘削土留工設計法（日本鉄道技術協会 平成5年）

・山留め設計施工指針（日本建築学会 昭和63年） 計算例にて1.2を例示）(

・共同溝設計指針（日本道路協会 昭和61年）
1.5

・首都高速道路 仮設構造物設計基準(首都高速道路厚生会 平成2年)

～1.5 ・トンネル標準示方書（開削編 （土木学会 平成8年）1.2 ）

特に明記せず ・大深度土留め設計･施工指針(案)(先端建設技術センター平成6年）

土留め形状に関する

補正係数を考慮して ・道路土工仮設構造物工指針（日本道路協会、平成11年）

安全率を算出する
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掘削底面の破壊現象【参考】

表－ 掘削底面の破壊現象2.4

地盤の状態 現 象分類

ボ

イ

リ

ン 地下水位の高い砂質土の場合、土留め付近に河 遮水性の土留め壁を用いた場合、水位差により
グ 川、海など地下水の供給源がある場合 上向きの浸透流が生じる。この浸透圧が土の有

、 、効重量を超えると 沸騰したように沸き上がり
掘削底面の土がせん断抵抗を失い、土留めの安
定性が損なわれる。

盤

ぶ

く

れ 掘削底面付近が難透水層、水頭の高い透水層の 難透水層のため上向きの浸透流は生じないが、
順で構成されている場合、難透水層には粘性土 難透水層下面に上向きの水圧が作用し、これが
だけでなく、細粒分の多い砂質土も含まれる。 上方の土の重さ以上となる場合は掘削底面が浮

き上がり、最終的には難透水層が突き破られ、
ボイリング状の破壊に至る。

パ

イ

ピ

ン ボイリング、盤膨れと同じ地盤で、水みちがで 地盤の弱い箇所の細かい土粒子が浸透液によっ
グ きやすい状態がある場合、人工的な水みちとし て洗い流され、土中に水みちが形成され、それ

て上図に示すものがある。 が順次上流側に及び、粗い粒子をも流し出し、
水みちが拡大する。最終的にはボイリング状の
破壊に至る。

（土木学会 平成８年）の表を一部抜粋資料：トンネル標準示方書（開削編 ・同解説）
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図－ 、 に基礎底深さ を超える建築物について、掘削深度と山留め壁長・根入れ長の2.4 2.5 25m

関係を示す。

【 】掘削深度と山留め壁の関係

図－ 掘削深度と山留め壁長との関係2.4

図－ 掘削深度と根入れ長との関係2.5

注 ：ただし掘削深度については施工 からの深度とすることを原則としたが、不明の1 GL

場合、設計 からの深度とした。GL

注 ： 財）日本建築センターの建築評定を受けた建築物のうち、軒高 以上の建築物2 150m（

及び５層以上の地下階をもつ建築物で掘削深度 以深のものについて整理25m

資料：(財)日本建築センター性能評定シート(ビルディングレター)をもとに国土交通省作成

計算上は 掘削する場合には、 程度の根入れをもつ山留め壁が必要であるが、実例にお25m 15m

25m 5m 40mいては、掘削深度が を超えるものであっても、根入れ 程度のものが多く、地表より
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の距離があれば事実上 程度の大規模掘削も可能となっている例が多い。30m

これは、試算は緩い砂質地盤を仮定して実施しているが、実際には、深い地下は堅く締まった

地盤であり、かつ、ディープウェル等の排水工法を補助工法として採用し、山留め壁長を短くし

ている事例が多いからである。

制度においては、使用権が設定される事業区域上面以深に対し、山留め壁等の掘削制限を設け

るが、 以深の山留め壁の設置を制限したとしても、 を超える地下利用は可能であり、大40m 25m

深度地下施設への支障の有無を判断した上で を超える掘削も可能である。25m

2.3 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持すること

ができる地盤（支持地盤）のうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ
「通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤（支持地盤）のうち最も浅

い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ」は、支持地盤上面の深さに一定の距

離10mを加えた深さである。

【解説】

2.3 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤

（支持地盤）のうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ

既存の超高層ビルも含めて、建築物を支持する地盤（支持地盤）より下では、基礎の設置が行

われない。したがって、この支持地盤を特定し、その支持地盤に対する杭の根入れと施工に伴う

振動等の物理的な干渉を避けるために必要な距離（離隔距離）を隔てた深さが 「通常の建築物の、

基礎ぐいを支持することができる地盤のうち最も浅い部分の深さに離隔距離を加えた深さ」とな

る。

杭の先端等から必要な離隔距離を定めるのが一般的ではないかと考えることもできるが、定義

において支持地盤上面から離隔距離を定めているのは、杭の場合、杭径やその他の要因により杭

の先端位置を一義的に定めるのが難しいからであり、客観的に定めることのできる支持地盤の上

面から離隔距離をとることにしている。

場所打ち杭の場合、支持地盤への杭の根入れについては、支持地盤中に かつ杭径の 以1.0m 1/2

上貫入した場合にその先端Ｎ値を採用できること(基礎の設計等に関する東京都取扱要領(案)：東

京都建築構造行政連絡会 平成 年 月)となっており、実績で最大規模の拡底径 の杭(参考資3 4 4m

料－ 参表－ 参照)を考えても、 程度の根入れがあれば先端Ｎ値を採用できることとなる。5 5.4 2m

さらに、ハンマーの打撃エネルギーにより根入れ量を算定する打ち込み杭、 ( 杭径)の根入れ2d d:

を必要とする埋め込み杭の場合においても、使用される杭の大きさ( 程度)から見れば、場所打1m

ち杭の根入れ量を超えるものではない。

また、杭の施工においては、支持地盤を損傷しないこと、大都市では周辺への振動、騒音等の

被害が生じないようにすること等から、柱状に掘削した部分をコンクリートで置き換える静的な

杭打設工法（場所打ち杭）が採用されている。

このような工法においても、杭の着底面から下方の地盤を乱さないことが前提となっているこ

とを考えれば、既存の大深度地下施設と物理的な干渉を避けるためには数ｍ程度の離隔距離がさ
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らに必要である。よって、支持地盤の上面からの離隔距離については とする。10m

したがって、杭基礎の場合の、通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤の最も浅

い部分の深さに離隔距離を加えた深さは、支持地盤上面までの深さに を加えた深さとする。10m

において 以深を「建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深2.2 40m

さ」としていることを考えれば、杭基礎の場合には支持地盤位置が 以浅の場合には 以深30m 40m

が大深度地下となり、支持地盤位置が 以深の場合は支持地盤上面より 以深が大深度地下30m 10m

となる。

なお、支持地盤が中間支持地盤である場合には、杭先端のパンチング破壊や、支持地盤下の地

盤の沈下等によりさらに深い支持地盤を利用することもあることから、これらの可能性について

必要に応じ検討を行うものとする。

2.4 支持地盤の特定方法
原則としてＮ値 以上、かつ、杭の許容支持力度 ㎡以上を有する地盤を支50 2500kN/

持地盤とする。また、支持地盤が 以浅の場合は、直接基礎を想定し、原則として25m
Ｎ値 以上、かつ、地盤の許容応力度 ㎡以上を有する地盤を支持地盤として50 1000kN/
特定することができる。
なお、杭の許容支持力度は に、地盤の許容応力度は に算定方法を記述してい2.5 2.6

る。

【解説】

2.4 支持地盤の特定方法

、 、 、我が国の大都市の多くは 軟弱な地盤から構成されている沖積平野に展開しており 建築物は

地下の良好な地盤を選択して基礎を設置している。

代表的な基礎の種類としては、荷重を基礎スラブの底面から地盤に直接伝える直接基礎と、杭

により地盤に伝達する杭基礎の２種類がある。一般的には、支持地盤が浅い場合には直接基礎形

式、支持地盤が深い場合には、杭基礎形式が採用されている。

建築基準法施行令第 条にも定められているように基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合に38

あっては、当該基礎ぐいの先端）は、良好な地盤に達していなければならず、この良好な地盤を

通常、支持地盤という。例外的に摩擦杭で設計されるものもあるが、通常、その支持地盤に直接

基礎を設置するか又は杭基礎の先端を貫入させるのが一般である。
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【参考】建築基準法施行令

（基礎）

第 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38

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。

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。ただし、建築物の構造、形2

態及び地盤の状況を考慮した構造計算又は実験によつ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、この限りでない。

高さ メートル又は延べ面積 千平方メートルをこえる建築物で、当該建築物に作用する荷3 13 3

重が最下階の床面積 平方メートルにつき トンをこえるものの基礎の底部（基礎ぐいを使用1 10

する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端）は、良好な地盤に達していなければならない。た

だし、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮した構造計算又は実験によつて構造耐力上安

全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。

（以下略）4

支持地盤は、上部の建築物を支持できることが必要であり、上部建築物の規模により要件は異

なるが、答申においては 「建築物の建設により増加する荷重が ㎡程度の建築物の基礎とし、 300kN/

て利用可能な強度をもつ支持地盤」としている。

高層ビルに代表される大規模な建築物は、通常、地下室を設置しており、その地下室の設置に

よる排土重量と建築物の荷重とを相殺した荷重が建築物の建設により増加するものとして、増加

荷重を定めている。

既存の建築物のほとんどは、増加荷重 ㎡の範囲におさまっている。これらの建築物は、300kN/

東京ではいわゆる東京礫層、大阪では天満層等を支持地盤としており、この支持地盤から適切な

離隔距離を得た空間では、建築物の基礎の設置のための利用が通常行われないといえる。

大深度地下を特定するためには、この支持地盤を特定する必要がある。表－ に示すように各2.5

種技術基準、指針等においては、粘性土ではＮ値≧ 、砂質土ではＮ値≧ 以上の地盤を目安と20 30

しているものが多いが、具体的に支持地盤の要件を定めたものはほとんどない。
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【各種基準、指針等における支持地盤の表記】

表－ 基準・指針等に示されている支持地盤に関する表記2.5

設計分野 名 称 制定･編集機関 支持地盤の定義等No. 発行年月

1 道路橋 道路橋示方書・同解説 日本道路協会 1996.12 ・粘性土：N値≧20、ないしqu≧40N/c㎡

Ⅳ下部構造編 ・砂質土：N値≧30

2 道路橋 設計要領第二集 日本道路公団 1998.11 ・粘性土:N値≧20、砂質土:N値≧30 。

・杭の場合、支持地盤層厚は杭先端より杭基礎を仮想ケーソ

ン

と考えた最小幅の1.5倍以上必要。また、最小幅の3倍以内

に軟弱層が存在する場合は、薄層支持の杭としての検討が

必要。

・先端地盤強化型場所打杭工法では、厚さ5m以上のN値≧30

の層が必要。

3 道路橋 土質地質調査要領 日本道路公団 1992.4 ［ 設計要領第二集1990.7（旧版）より、抜粋］（

、 、 。・良質な層は 砂質土で30≦N値＜50 粘性土で20≦N値＜30

・堅固な層は、砂質土で50≦N値、粘性土で30≦N値。

4 道路橋 下部構造物設計基準 首都高速道路公団 1992.4 ・30≦N値の洪積砂層、洪積砂礫層、洪積礫層。

20≦N値の硬質粘土層。

・杭基礎の支持地盤層厚は杭径の3倍程度必要。

5 道路橋 設計基準第2部 阪神高速道路公団 1990.6 ・砂層と砂礫層:30≦N値、粘性土層:20≦N値。

構造物設計基準（橋梁編） ・支持地盤の厚さが杭基礎を仮想ケーソンと考えたときの最

小

幅の1.5倍以下であれば、下層地盤の支持力及び沈下につ

いての検討が必要。また、1.5倍ある場合でも3倍以内に軟

弱層又は圧密層がある場合は、沈下の検討が必要。

6 道路・河川 土質調査要領 東京都建設局 1990.4 ・砂層と砂礫層:30≦N値

構造物 粘土層:20≦N値（qu≦50～100N/c㎡以上 ）。

・厚さは5m程度以上。

7 河川構造物 建設省河川砂防技術基準(案) 建設省河川局 1997.1 ・堰及び樋門の設計において、

同解説・調査編及び設計編 砂層と砂礫層:30≦N値

［Ⅰ］ 粘性土層:20≦N値

8 鉄道構造物 鉄道構造物等設計標準・同解説 鉄道総合技術研究所 1997.4 ・直接基礎では30≦N値の砂質土、20≦N値の粘性土、岩盤。

基礎構造物･抗土圧構造物 ・ケーソン基礎では、砂質土地盤で30≦N値、粘性土地盤で

20≦N値、且つ基礎の支持力及び変位に関して下層の影響

を受けない十分な厚さのある地層。

9 建築 ①基礎の設計等に関する東京 ①東京都 ①1991.4 ・②基礎は東京礫層等の洪積世以前の堅固な地層に支持させ

都取扱要領（案） ②東京都 ②1991.4 ることを原則とする ［解説］昭和56年建設省告示第1793。

②高層建築物の構造設計に関 ③東京都建築構造 ③1991.12 号第2に基づく第1種地盤（岩盤・硬質砂礫その他主として

する東京都取扱要領（案） 行政連絡会 第三紀以前の地層）又は第2種地盤（主として洪積層又は

（いずれも③建築構造設計指 厚さ5m以上の良好な砂・礫及び砂礫等の沖積層）に支持さ

針中の掲載資料） せることを原則とする。

資料：各種基準、指針等をもとに国土交通省作成

しかし、図－ に示すとおり、既存の超高層ビルを含め高層建築物のほとんどすべてが、杭基2.7

礎形式では杭の許容支持力度 ㎡を上限として採用しており、このような地盤より下の空間2500kN/

には、どのような基礎も設置されていない（参考資料－ 参表－ 参照 。また、行政指導によ5 5.3 ）

り場所打ち杭の許容支持力度に制限を設けている例もあり、東京、大阪等においては、杭の許容

支持力度の上限を ㎡としている。2500kN/
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【建築物基礎の選択している地盤の許容応力度と杭の許容支持力度】

図－ 直接基礎の建築物の選択している地盤の許容応力度2.6

図－ 杭基礎（場所打ち杭）の建築物の選択している杭の許容支持力度2.7

注：三大都市圏に立地する高層評定にかけられた建築物のうち、軒高 以上の建築物及び150m

軒高 以上 未満で地下室を持たない建築物について整理した。100m 150m

但し、展望塔等は除く。

許容応力度及び許容支持力度は、建築物が設計上見込んでいる地盤の許容応力度及び杭の

許容支持力度

最大接地圧、最大杭頭荷重度は、建築物が実際に発生させている荷重度

直接基礎で許容応力度を ㎡としている建築物においても、発生させる最大接地1500kN/

圧は ㎡未満である。1000kN/

資料： 財）日本建築センター性能評定シート(ビルディングレター)をもとに国土交通省作成（
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したがって、杭の許容支持力度 ㎡以上をもつ地盤を支持地盤とする。2500kN/

また、図－ に示すとおり、杭基礎の場合には杭の先端が貫入している支持地盤はＮ値 以2.8 50

上を示す地盤を選択しており、原則として支持地盤はＮ値 以上の地盤とする（参考資料－ 参50 5

表－ 参照 。5.6 ）

さらに、図－ に示すとおり直接基礎の形式では地盤の許容応力度 ㎡を上限として採2.6 1000kN/

用している。

大深度地下の特定は、支持地盤の特定により行い、通常、Ｎ値 以上の地盤は、 で算定さ50 2.5

れる杭の許容支持力度 ㎡以上、地盤の許容応力度 ㎡以上を示すことから、支持地2500kN/ 1000kN/

盤が浅いと考えられる場合（ 以浅 、直接基礎の支持力を判定することにより、支持地盤を特25m ）

定できることとする。

なお、 値 以上の地盤の特定が困難な地域等においては、周辺の建築物の基礎形式（直接基N 50

礎か杭基礎か 、選択している支持地盤等を参考に、地域特性に応じて別途検討し、支持地盤を定）

めるものとする。

【高層建築物の支持地盤のＮ値】

図－ 高層建築物の支持地盤のＮ値2.8

注：三大都市圏に立地する高層評定にかけられた建築物のうち、軒高 以上の建築物及び150m

軒高 以上 未満で地下室を持たない建築物について整理した。但し、展望塔等100m 150m

は除く。

Ｎ値は基礎先端のＮ値である。

資料： 財）日本建築センター性能評定シート(ビルディングレター)をもとに国土交通省作成（

このように、直接基礎の場合（支持地盤が 以浅）は、地盤の許容応力度 ㎡以上、25m 1000kN/

杭基礎の場合（支持地盤が より深い）は、杭の許容支持力度 ㎡以上の地盤を支持地25m 2500kN/

盤とするが、支持地盤を特定する上でこれらの数値を挙げているのであって、建築物においてこ

れ以上の荷重の載荷を禁止しているものではなく、大深度地下施設への影響を判断した上でこれ

を超える規模の基礎の設置も可能である。
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2.5 杭の許容支持力度の算定方法

杭の許容支持力度は次式により算出された数値を、基礎杭の先端の面積で除して算
出する。

Ra=1/3{15N･Ap+ (Ns･Ls/5+qu･Lc/2)ψ}

① ②

Ra ：地盤の許容支持力（tf）

N ：杭先端付近のN値（上限60）の平均値

Ap ：杭先端面積（㎡）

Ns ：杭周地盤中の砂質土部分の実測N値（上限25）の平均値

Ls ：杭周地盤中の砂質土部分にある杭の長さ（m）

qu ：杭周地盤中の粘性土部分の一軸圧縮強度（上限10tf/㎡）の平均値（tf/㎡）

Lc ：杭周地盤中の粘性土部分にある杭の長さ（m）

ψ ：杭周長（m）

※注：①：杭の先端支持力に関する項

②：杭の周面摩擦力に関する項。①と②を足したものが杭の支持力に対応する。

なお、杭の許容支持力度の算定は、周辺の建築物の基礎の状況も勘案しながら求め

るものとする。

【解説】

2.5 杭の支持力度の算定方法

、 、2.4 2500kN/で述べたように 杭基礎の場合は杭の許容支持力度 ㎡以上の地盤が支持地盤となり

また、実例では既存の建築物の基礎の先端がすべてＮ値 以上の地盤に根入れされていることを50

踏まえて、建築物の基礎が設置される支持地盤は原則としてＮ値 以上の地盤とする。50

杭の許容支持力の算定は、公式によるものとして、以下の条件により算定する。なお、杭の許

容支持力度は許容支持力を杭先端面積で除して算定する。

① 杭基礎の場合の杭の許容支持力度は 「建築基準法施行令第 条の規定に基づき、地盤の許容、 93

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

46 111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定める件（昭和 年建設省告示第

号 」の第 の１の表（三）項 長期応力に対する地盤の許容支持力の欄に掲げられている式に） 3

より算定される杭の許容支持力を基礎杭の先端の面積で除して算出する。

② 地下掘削深さは を前提としていることから、杭は地表より 地点から設置されているも25m 25m

のとする。

③ 算定においては、現行では、軸径 、拡底径 程度のものが最大規模の杭であることを踏ま3m 4m

えて、杭径を とする。また、 の根入れがあれば、最大規模の杭でも先端Ｎ値を採用する3m 2m

ことができると考えられることから、杭の根入れ量は、 とする。2m

④ 算定にあたっては、必要に応じて周辺の建築物が選択している支持地盤等も参考に検討する。
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なお、原則としてＮ値 以上の層を支持地盤とすることとしているが、Ｎ値 以上ある層に50 50

ついて試算を行うと、杭基礎の場合は杭の許容支持力度が ㎡以上が算定できる。2500kN/

【参考】支持力公式

場所打ち杭の支持力算定について

場所打ち杭は載荷試験を行わない場合、以下の算定式を用いて許容支持力を求めている。さ

らに支持力の上限値及び低減、杭の許容耐力、許容沈下量を考慮し、許容支持力が決められて

いる。

・ 建設省告示111号の第３の１の表（三）項 長期応力に対する地盤の許容支持力の欄ににお

いて、杭の許容支持力は次のように計算することとしている。

Ra=1/3{15N･Ap+ (Ns･Ls/5+qu･Lc/2)ψ}

① ②

Ra ：地盤の許容支持力（tf）

N ：杭先端付近のN値（上限60）の平均値

Ap ：杭先端面積（㎡）

Ns ：杭周地盤中の砂質土部分の実測N値（上限25）の平均値

Ls ：杭周地盤中の砂質土部分にある杭の長さ（m）

qu ：杭周地盤中の粘性土部分の一軸圧縮強度（上限10tf/㎡）の平均値（tf/㎡）

Lc ：杭周地盤中の粘性土部分にある杭の長さ（m）

ψ ：杭周長（m）

※注：①：杭の先端支持力に関する項

②：杭の周面摩擦力に関する項。①と②を足したものが杭の支持力に対応する。

【杭の根入れについて】

東京都取扱要領においては 「くい先端を支持地盤中に1.0mかつくい径の1/2以上貫入した場、

合は先端N値（50を上限）を採用することができる。ただし、地盤の液状化するおそれのある地

盤をのぞく」とされている。

大阪府指導基準においては 「基礎ぐい先端を、N値が50以上の支持地盤中に1mかつ1/2d以上、

貫入する場合はNを50とすることができる」とされている。
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【場所打ち杭の支持力算定例】

右図のような地盤及び杭基礎（基礎底

、杭長 、軸径 、拡底径 、根GL-25m 20m 3m 4m

入れ ）を仮定し、告示式に基づき、杭の2.0m

許容支持力度を試算すると、

{ ( )ψ}Ra=1/3 15NAp+ NsLs/5+quLc/2

① ②

：地盤の許容支持力（ ）Ra tf

：杭先端付近(上下 とする)の 値N 1d N

の平均値（ は杭径 （回）d ）

：杭先端面積（㎡）Ap

：杭周地盤中の砂質土部分の実測 値Ns N

（上限 ）の平均値 （回）25 25

：杭周地盤中の砂質土部分にある杭のLs

長さ （ （洪積砂層）8 m）

：杭周地盤中の粘性土部分の一軸圧縮qu

強度（上限 ㎡）の平均値 （ ㎡）10tf/ 8 tf/

図－ 計算モデル2.9

：杭周地盤中の粘性土部分にある杭の長さ （ ）Lc 7 m

ψ：杭周長（ ）m

①：杭の先端支持力に関する項、打ち込み杭においては となっており杭の面積当30NAp

たりの許容支持力は場所打ち杭のものより大きくなる。

②：杭の周面摩擦力に関する項。

①と②を足したものが杭の支持力に対応する。

表－ 計算結果一覧2.6

※ 支持力公式への各値の入力は重力単位系で行い、計算結果のみ 単位系に変換した。SI

杭径 N Ap Ns Ls qu Lc ψ Ra

（m） （回） （㎡） （回）（m）（tf/㎡）（m） （m） （tf） （tf/㎡） （kN/㎡）

3 50 12.56 25 8 8 7 9.42 3354 267 2670

Ra/Ap
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2.6 地盤の許容応力度の算定方法

地盤の許容応力度は次式による。

qa=1/3（α･c･N ＋β･γ ･B･N ＋γ ･D ･N ）ｃ 1 γ 2 f ｑ

：地盤の許容応力度（tf/㎡）qa

α ：基礎荷重面の形状に応じて表-2.7に掲げる係数

β ：基礎荷重面の形状に応じて表-2.7に掲げる係数

c ：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（tf/㎡）

γ ：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量（tf/ｍ ）1
３

地下水位下にある場合は水中単位体積重量をとる。

γ ：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量（tf/ｍ ）2
３

地下水位下にある部分については水中単位体積重量をとる。

：基礎荷重面の短辺又は短径( )B m

D ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（m）f

N ：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数ｃ -2.8

N ：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数γ -2.8

：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数Nｑ -2.8

なお、地盤の許容応力度の算定は、周辺の建築物の基礎の状況も勘案しながら求

めるものとする。

【解説】

2.6 杭の支持力度の算定方法

で述べたように、支持地盤が浅い場合（ 以浅）は直接基礎を想定する。したがって、地2.4 25m

盤の許容応力度 ㎡以上の地盤が支持地盤となる。1000kN/

また、直接基礎の場合においても、既存の建築物の基礎は、そのほとんどがＮ値 以上の地盤50

を利用していることを踏まえ、原則としてＮ値 以上の地盤を支持地盤とする。50

地盤の許容応力度の算定は、公式によるものとし、以下の条件により算定する。

① 直接基礎の場合の地盤の許容応力度は 「建築基準法施行令第 条の規定に基づき、地盤の許、 93

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

46 111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定める件 昭和 年建設省告示第（

号 」の第２の表（一）項 長期応力に対する地盤の許容応力度の欄に掲げられている式により）

算定される数値とする。

② 建築物基礎の幅は とする（ 参照 。B=70m 4.3 ）

なお、原則としてＮ値 以上の層を支持地盤とすることとしているが、Ｎ値 以上ある層に50 50

ついて試算を行うと、直接基礎の場合は地盤の許容応力度が ㎡以上に算定できる。1000kN/
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【参考】支持力公式

建設省告示111号の第２の表（一）項 長期応力に対する地盤の許容 力度の欄ににおいて、地応

盤の許容応力度は次のように計算することとしている。

qa=1/3（α･c･N ＋β･γ ･B･N ＋γ ･ D ･ N ）ｃ 1 γ 2 f ｑ

：地盤の許容応力度（tf/㎡）qa
α ：基礎荷重面の形状に応じて表-2.7に掲げる係数

β ：基礎荷重面の形状に応じて表-2.7に掲げる係数

c ：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（tf/㎡）

γ ：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量（tf/ｍ ）1
３

地下水位下にある場合は水中単位体積重量をとる。

γ ：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量（tf/ｍ ）2
３

地下水位下にある部分については水中単位体積重量をとる。

：基礎荷重面の短辺又は短径( )B m

D ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（m）f

N ：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数ｃ -2.8

N ：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数γ -2.8

：地盤の内部摩擦角に応じて表 に掲げる支持力係数Nｑ -2.8

表－2.7 形状係数

基礎底面形状 円形 円形以外の形状

α 1.3 1.0+0.3･B/L

β 0.5 0.5-0.1･B/L

（注）この表において、 、 は、それぞれ基礎荷重面の短辺又は短径及びB L

長辺又は長径の長さを表す。

表－ 支持力係数2.8

（注）この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じた 、 γ及び は、表Nc N Nq

に掲げる数値をそれぞれ直線的に補完した数値とする。
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【直接基礎における地盤の許容応力度の算定例】

・試算の前提条件

①支持地盤は砂層・砂礫層を対象とするため、地盤の粘着力 は とする。c 0

②根入れ長 は支持力を算定する上で影響の大きな数値であるが、不確定の要素が大きいDf

ため、安全側を見て、 とする。Df=0

①Ｎ値とφの関係は、大崎の式（φ＝√ ・Ｎ＋ ）による。建築基礎構造設計指針( )20 15 1988

を参考に± ゜についても計算している。8

④基礎形状は正方形（ × ）とする。70m 70m

表－ 試算結果一覧2.8

図－ 地盤の許容応力度の試算結果（直接基礎）2.10

なお、原則としてＮ値 以上の層を支持地盤とすることとしているが、Ｎ値 以上ある層に50 50

ついて試算を行うと、直接基礎の場合は地盤の許容応力度が ㎡以上、杭基礎の場合は杭の1000kN/

許容支持力度が ㎡以上が算定できる。2500kN/

基礎形状が70m×70mの場合
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(度) 大崎の式 φ-8゜ φ+8゜ (tf /㎡) (kN/㎡)
25 5.0 0.2 16.2 9.9 3.3 7.6 30.8 308
28 8.5 1.3 22.1 11.4 4.4 9.1 41.1 411
32 14.5 4.1 31.3 20.9 10.6 16.1 98.9 989
36 22.1 8.5 42.1 42.2 30.5 33.6 284.7 2847
40 31.3 14.5 54.5 95.7 114.0 83.2 1064.0 10640

Nｑ
qaN値 Nｃ Nγ
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2.7 地盤調査

大深度地下を特定するために必要な地盤調査を実施する。

【解説】

2.7 地盤調査

、 、大深度地下を特定するためには支持地盤を特定する必要があり このための地盤調査を実施し

結果をもとに で定める方法により大深度地下を特定する。2.1

制度においては、使用権が設定される全域について、支持地盤を明確にする必要があるが、ボ

ーリングは点として実施するものであり、得られたデータからボーリング地点間の地盤状況を推

定する必要がある。

建築基礎構造設計指針(日本建築学会 )においては、建築物を建設する際には、 程度の精1988 1m

度で地層の深さを特定できればよく、また、ボーリングの調査間隔は ～ 程度で実施するの20 50m

が望ましいとしている。

大深度地下の特定のためには、同様の精度で地盤調査を実施することが望ましいが、土地利用

が複雑化、高度化している大都市では、どこでもボーリングを実施できるものではなく、ある程

度の間隔で実施せざるを得ない。

既存のシールドトンネルにおいては、表－ に示すとおり ～ 程度の間隔でボーリ2.10 100m 200m

ング調査を実施している例が多く、また、各種基準・指針等においては、 ～ 程度の間100m 200m

隔のボーリング調査を推奨している。

【参考】各種基準・指針等における記述例

・建築基礎構造設計指針(日本建築学会 1988)

節 本調査1.3

( )・・地層が複雑であることが予想される場合には、調査地点を密に選ぶ必要があるし、反対に1

地層が単純であると予想される場合には粗にしてよく、場合によっては事前調査だけで十分なこ

ともある ・・・要は、この調査によって約 ｍくらいの精度で地層の深さを推定することができ。 1

るようになれば十分であろう ・・・・標準貫入試験及びサウンディングの密度あるいは位置は、。

以上のことを考慮し、場合に応じて判断すべきものであるが、通常の建物では建物のだいたい四

隅をこの調査地点に選べばよい。しかし、建物の長さが を超えるような場合にはこれだけで30m

は不十分であり、逆に幅の狭い建物では長さ方向に、一列に ～ 間隔に配置すれば、一般的20 50m

にほぼ満足されよう。

・トンネル標準示方書［シールド工法編］・同解説（土木学会 平成8年）

基礎調査においては ・・・一般に 間隔程度で行われることが多い ・・・土質縦断図が作、 。200m

成され、地質の構成と各層のＮ値等が判明すれば、シールド工法に関係ある土質上の問題点が明

確となるので、これに基づいて代表的な箇所や問題箇所について、土質状況に応じて必要とされ

る詳細調査を実施する。
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・鉄道構造物等設計標準・同解説 シールドトンネル：（鉄道総合技術研究所 平成9年7月）

地形調査と合わせて既存資料収集と現地踏査を行い、検討路線を包含するかなり広範囲の大局

的な地層構成、土質、地下水の状況を把握する。これは次のような資料がある。

①地盤図（東京地盤図、名古屋地盤図、大阪地盤図等）

②地質文献（都市地盤報告書、震災予防調査報告書、関東大震災調査報告書等）

③路線近傍の工事資料（建物、地下構造物調査報告、工事記録等）

④深井戸柱状図

⑤地下水変動資料

さらに、検討の結果、路線の範囲が狭まった段階では、標準貫入試験を伴うボーリングを主体

とした基本調査（ ～ ｍ間隔で一般に行われる）を行い、地層の構成と各層のＮ値、地下水100 200

等を記入した地質縦断図を作成する。その結果、シールド工法に関する土質上の問題点が明確に

なるが、必要に応じて詳細調査、特殊調査を行う。また、地下水は季節変動や長期的な変動があ

るため、過去に遡り変動量を調査しておく必要がある。

【 】ボーリング調査の間隔の例

表－ トンネル工事におけるボーリング調査の間隔の例2.10

用途 形式 事業延長 平均調査間隔

河川 シールド 約6ｋｍ 約240ｍ

河川 シールド 約2ｋｍ 約170ｍ

鉄道 シールド 約5ｋｍ 約360ｍ

鉄道 シールド 約6ｋｍ 約220ｍ

鉄道 約6ｋｍ 約240ｍ
シールド

NATM

道路 － 約100ｍNATM

道路 約1ｋｍ 約45ｍNATM

河川 約2ｋｍ 約100ｍNATM

ボーリング間隔を狭めて密に実施すれば、精度が上がり、より精緻に大深度地下の特定が可能とな

るが、大深度地下の特定のためには、ボーリングした箇所の支持地盤の上面が、どのように連続して

存在するかを特定できれば足り、その意味では、ボーリング間の支持地盤の連続性を確認することが

重要である。

支持地盤とそれ以外の地層とは、地盤の堅さ等の性状が大きく違う。例えば、弾性波（Ｓ波）速度

は、数倍の違いがあり、この性質を利用した弾性波探査法等の物理探査により支持地盤の分布を調べ

ることができる（表－ 参照 。2.11 ）

このように、必ずしもボーリングでなくとも、物理探査により支持地盤の上面を把握することは可

能であり、地層が複雑であると予想されるような箇所では、ボーリング調査と物理探査を併用するこ

とによって精緻な大深度地下の上面の特定が可能であると考えられる。
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このような考え方を踏まえ、地盤調査が円滑に行うことができるよう、地盤調査マニュアルを１３

年度末に取りまとめる予定である。

【弾性波( 波)探査浅層反射法】S

弾性波(S波)探査浅層反射法は、都市市街地において適用する際に比較的有利な手法と考えられ

ており、以下の特徴を有する。

・ 波の利用によって、硬軟互層の地層区分、地盤強度に関する物性値の評価が可能である。S

・道路舗装上であっても、測線を設定し、測定することが可能である。

・交通振動等に起因するノイズが多少あっても、フィルタ処理による解決が可能である。

・連続的な二次元断面が得られ、地層構造を比較的明瞭に表現することが可能である。

・地上に構造物がある場合は、測線設定が不可能であり、また地下街地域では波動が通過しな

いため、測定が困難である。

表－ 都市における大深度地盤調査に適用が可能な物理探査手法例2.11

探 査 手 法 特 徴 適用上の留意点

S波の利用によって硬軟互層 地上に構造物がある場合

弾性波（S波）探査 の地層区分、地盤強度に関す は、測線設定が不可能であ

浅層反射法 る物性値の評価が可能。 り、また、地下街地域では

地表部から 測定困難。

の探査 比抵抗を利用することによ 地上に構造物がある場合、

り、地層区分、地盤の水理的 又は舗装のある場合は、電比抵抗二次元探査
性状を評価することが可能。 極設定が不可能であり、測

定不能。また、地下街地域

では測定困難。

S波の利用によって硬軟互層 ボーリング間隔が広すぎる

弾性波トモグラフィ の地層区分、地盤強度に関す と、中間の探査精度が低下

る物性値の評価が可能。 する。

ボーリング 比抵抗を利用することによ 埋設鋼管、送電線、地下鉄

孔を利用す り、地層区分、地盤の水理的 等の伝導体又は迷走電流が比抵抗トモグラフィ
る探査 性状を評価することが可能。 あると、精度が低下する。

S波の利用によって硬軟互層 浅層反射法と併用し、深度

VSP探査法 の地層区分、地盤強度に関す 解析の精度を高めることを

る物性値の評価が可能。 兼ねる。


