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「応用地質用語集」 
 
 
 
 
 
 
 

本用語集は発刊から 15 年以上が経過し、用語自体あるいは

説明文が現在では修正あるいは棄却されているものが含ま

れているので、使用には十分に注意されたい。 



１．はじめに 
 

 応用地質用語集出版のそもそもの発端は、1988 年秋の理事会において、一理事から用語

集作成の発案がなされたことに始まる。 この発案を受けて、理事会での承認の後 1989

年の年度始めに研究企画委員会内に準備ワーキンググループ（ＷＧ）が組織された。この

ＷＧで用語集の暫定的な編集基本方針を検討した上で、委員会組織の立ち上げ準備を行い、

1990 年夏に委員会が設置されＷＧは発展的に役割を終えた。 

こうして設置された応用地質用語集委員会は同年 10 月に第１回会合をもち、その後 10

年以上に及ぶ委員会活動の出発点となった。1991 年２月には、用語集に盛り込む用語の収

集と選定を用語内容に応じた分野別に行うために、５つの収集選定ＷＧ（第１分野：地形・

地質の基本用語、第２分野：調査・試験・計測関係用語、第３分野：設計・施工関係用語、

第４分野：環境・防災関係用語、第５分野：その他の用語）が設置された。さらに、収集・

選定された用語のために、パソコンＷＧも組織されて、実質的な作業を開始した。 

 用語の収集は、各種事典・辞典類、各種学会誌・論文集、一般技術誌、各種基準類など

を手がかりとして、応用地質に何らかの関連ある用語をまずは出来るだけ多く集めること

が目標とされた。この作業は上記各ＷＧによって精力的に進められたが、それまでに出版

された多数の出版物を網羅したために、結果的には約４年を要し 1995 年初頭までに一次

候補用語として 65,830 語が収集された。その後引き続いて、収集用語の分野間の重複や

特定固有名詞の削除、さらに用語の重要度等からの絞り込み作業を行った。 

一方、 用語集の内容体裁として当初提案されたイメージは、“Glossary of Geology”

的なものであって、用語の説明文は出来るだけ簡明なものとし、そのかわりに出来るだけ

多数の用語を網羅して、手軽に用語の概念を理解出来るようなものを、ということであっ

た。正式発足した用語集委員会において、議論された用語編集基本方針の主要項目は次の

通りである。 

 ① 応用地質に関連する多分野の用語を広汎、かつ多数含むものとする。 

 ② 説明文は簡明なものとし、説明用の図表はつけない。 

 ③ 全ての用語に英語訳を併記する。 

 ④ 巻末に参考図表を添付する。 

 

 1995 年夏には、以上のような用語集内容や出版形態、希望価格などについて広く学会員

のニーズを把握するためにアンケート調査が実施された。アンケートは195名に発送し138

名から回答が得られた（回収率 70%）。この結果を参考にして、用語数を多くしてすべての

用語に 50 字程度の解説文を付けるというスタイルが確定した。出版形態については冊子

方式での出版希望が多かったが、その後の急激な PC 及び CD ファイルの普及を鑑みて、利

用者にとっての利便性と低価格性から出版形態は CD-ROM によることになった。 

 

解説文の執筆については、用語数が膨大なので少人数による執筆では負担が大きすぎ、

発行時期の見通しが立たないであろうと予想された。執筆陣の具体化を検討していく過程
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で、1998 年には学会が 40 周年という節目を迎えるので、用語集の発行をその記念事業の

一つととらえたらどうかという考えが浮かび上がった。その具体化として、解説文の執筆

を広く会員諸氏に協力願い、用語集発行を会員諸氏の成果とすることができれば記念事業

として意義深いものと考えられた。 

 この方針にしたがって、1996 年には用語表記様式を定めた上で、多数の用語解説文執筆

者を想定した執筆要領と原稿提出要領を作成した。実際の解説文執筆は、以後の連絡の都

合から、会員数が８名以上在籍する組織に依頼することとした。この結果、会員数に応じ

て、執筆依頼用語数を調整し、1997 年２月に至って 42 の機関・団体に執筆要領などを添

えて一斉に依頼文書が発送された。この時点で、用語数は 19,800 に絞り込まれていた。

この依頼文書発送後、用語解説原稿の回収に備えて、用語集委員会の組織を改め、編集部

会、査読部会ならびに顧問会が編成された。 

 用語解説原稿執筆の締め切りは、依頼から３カ月後の５月末であったが、年間で最も忙

しい時期にあたる年度末と重なったため、やはり無理があったようで、予定期日通りの回

収は全用語の 10%に満たなかった。この後も、執筆担当者の多忙のために、原稿回収は遅々

として進まず、予想を大幅に超える遅れとなった。依頼してから１年経った 1998 年２月

時点でも回収率 70%、４月にしてようやく 90%となったが、さらにまた年を越えて２年後

の 2000 年になっても、回収終了とはならず、ついには未回収用語を用語集委員が執筆す

るということになった。不本意ながら 40 周年事業に間に合うことなく、用語解説文の執

筆に３年を要したことになる。 

  

この間に回収済みの用語解説文に対する査読作業も同時進行的に進められていた。この

作業も予想外に難航するものとなった。理由は解説内容が必ずしも適切とはいえないケー

スが多かったということにつきる。このために、修正・訂正のみならず、元の執筆者には

申し訳ないと思いながらも、解説文そのものを新たに書き換えるということも相当数必要

であり、多大な時間を要した。さらに新たに発掘される用語もあり、この執筆も加わった。 

 編集部会では、回収された用語解説文をパソコン入力して査読に回す一方で、査読修正

後の解説文の再入力と校正を行った。また、付属添付資料の作成、出版形態についての調

査を行うとともに、査読部会をサポートするために用語執筆作業をも行うという多面的な

活動を余儀なくされた。 

 2001 年秋になって、ようやく一部を除いて査読作業のめどがつき、全用語を通読する段

階に入ることができた。この通読作業の目的は、査読部会委員全員の目を通して、解説文

の表現の統一、同義語の整理などを行うことにあった。しかしながら、いざ実行にかかっ

てみると、正すべき点がやはり多数出てきて、この一次通読としての整理、処理が 2003

年春まで約 1.5 年を要した。この時点で残った選定用語 17,825 語について発行段階のス

タイルに並べ替えた後、全体のトーン会わせ、解説文内容の最終チェック及び校正を目的

に 2003 年４月～同６月に本委員会内で手分けして二次通読を実施した。 

この作業が終了後、用語集としての最終的スタイルに整えた原稿一式を 2003 年 10 月か

ら 2004 年 3 月の間に顧問会の先生方に査読していただき、追加修正のうえここにようや
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く収録用語数約 18,800 語の本用語集の完成を得た次第である。 

 

 以上が、応用地質用語集誕生までの経緯である。用語集を出版しようという声が上がっ

てから 15 年を要した。これほどの永年月を要することになるとは、いったい誰が予想し

たであろうか。この用語集の作成に関わってきた多くの会員、そして担当の委員は決して

時間を無駄にしてきたわけではない。ただ、作成のすべての過程を自らの手だけで行おう

としたこと、それもとりわけ忙しい人たちが日常の仕事の合間を縫って何とか時間を作っ

て少しずつすすめてきたこと、そして多くの会員が関わったこの事業の成果を出来るだけ

良い形で残したいという精一杯の努力が、結果的に 15 年を要したわけである。 

 この年月の間に社会は大きく変化した。用語の選定、解説文の内容がこうしたニーズの

変化に充分に対応しているか、我々委員としても自信がない。この用語集は全会員による

手作り用語集である。初版の誕生は大変な難産であったが、今後会員はもとより会員以外

にも広く有効に活用され、また適宜に追加・修正され改訂の版を重ねて、より一層充実さ

れたものに、そしてさらに使い勝手の良いものに育っていくことを切に願っている。 

 

2004 年（平成 16 年） 5 月 

 

日本応用地質学会 応用地質用語集委員会 



用語 用語の読み 用語の英訳 用語の解説

アーカンサス石 あーかんさすいし Arkansas stone 米国アーカンサス州のオツアーク山地に産するノバ
キュライト(novaculite：ほとんど微晶質石英からなる
チャートの一種）で，刃物の砥石として利用．

アークシュー
ティング

あーくしゅーてぃん
ぐ

arc shooting 弧状展開爆発法と同義．

アークトレンチ
ギャップ

あーくとれんち
ぎゃっぷ

arc-trench gap 島弧と海溝のそれぞれの中心軸の間の地帯で大陸プ
レートと海洋プレートの間にある変動の激しい部分．
島弧－海溝間隙のこと．

ＡＡＳＨＯ道路
試験

あーしょおどうろし
けん

AASHO road test ＡＡＳＨＯにより1956～1960年に行われた道路の舗装
や路盤に関する大規模な試験. AASHO:American
Association of State Highway Officials

ＡＡＳＨＴＯ分
類法

ああしょとぶんるい
ほう

AASHTO soil
classification  system,
method of classification
of soil by AASHTO

道路の路床・路盤材料の分類に用いられる土質分類法
で，粒度と液性限界・塑性指数により分類される．
AASHTO:American Association of State Highway and
Transportation Officials

アージライト あーじらいと argillite 粒径1/16mm以下のシルト粒子と粘土粒子を主とする泥
を主構成物質とする細粒砕屑岩の総称．

アージライト化
作用

あーじらいとかさよ
う

argillization 粘土化作用と同義．

アースアンカー あーすあんかー earth anchor 構造物を定着させるための引張り力を確保する未固結
地盤対象のアンカー．

アースオーガー あーすおーがー earth auger ドリル状の穿孔器を地中にねじこんで，孔をあける掘
削機械．土質サンプリングに用いるタイプや，杭基礎
や地中連続壁の施工に用いるタイプなどがある．

アースダム あーすだむ earthfill dam 主に土質材料よりなるフィルダム．大規模ダムには適
さず，通常堤高30ｍ程度以下である．

アースドリル あーすどりる earth drill 回転式バケットにより，地盤の削孔・掘削・搬出を行
う大口径削孔機械．

アーストンネル あーすとんねる earth tunnel 土砂トンネルと同義．

アースハンモッ
ク

あーすはんもっく earth hummock 草に覆われた泥質の土地や泥炭地に見られる瘤状の小
高まり．凍上による地中物質の不等膨張による．

アースローダ あーすろーだ earth loader プラウ板で起こした土砂をコンベアで走行中のワゴン
に積み込む牽引式の機械．

アーチ あーち arch ①海底火山の沈降による地殻物質の外方移動による周
辺の隆起帯．自重による応力のアーチ状伝達様式．
モートと対語．
②円弧，放物線弧など曲線をなす構造形式．アーチに
垂直に作用する力を圧縮軸力として両端の支点に伝え
る．



アーチーの式 あーちーのしき Archie's formula 地層の比抵抗ρoと孔隙水比抵抗ρwとの間に成立する
ρo/ρw=F（一定）という関係を表した式．Fは地層係
数と呼ばれる．

アーチ下流面ス
プリンギング

あーちかりゅうめん
すぷりんぎんぐ

springing of intrados アーチダム基礎の荷重解析では，ダムは一組のスプリ
ングに支持されると仮定するが，この下流側のものを
さす．

アーチ橋 あーちきょう arch bridge アーチを主構造とする橋梁．一般に両支点には水平反
力が生じる．

アーチクラウン あーちくらうん arch crown トンネルのアーチ頂部のこと．

アーチコンク
リート

あーちこんくりーと arch concrete トンネルや地下空洞の天井アーチ部分を巻き立てるコ
ンクリート．

アーチシェル あーちしぇる arch shell トンネルの地圧を受けるアーチ状のシェル構造．プレ
ライニングやアーチ状に一体化した先受け工などに
よって事前に形成することもある．

アーチ式支保工 あーちしきしほこう arch support アーチ型の部材によって地山を支える支保工．通常は
鋼材を用いる．

アーチ重力ダム あーちじゅうりょく
だむ

arch-gravity dam 薄肉アーチダムより片持梁（かたもちばり）要素また
は重力ダム要素を大きくして設計される厚肉のアーチ
ダム．

アーチ上流面ス
プリンギング

あーちじょうりゅう
めんすぷりんぎんぐ

springing of extrados アーチダム基礎の荷重解析では，ダムは一組のスプリ
ングに支持されると仮定するが，この上流側のものを
さす．

アーチダム あーちだむ arch dam コンクリートなどからなり，水圧その他の荷重をアー
チ作用により岩盤に伝達する構造のダム．

アーチバットレ
スダム

あーちばっとれすだ
む

arch buttress dam 水圧を受け止める板構造（遮水壁）を鉛直壁で支える
バットレスダムの一種で，遮水壁がアーチ構造である
もの．

アーチ部覆工型
枠

あーちぶふっこうか
たわく

lining form for arch トンネルのアーチ部にコンクリートを打設するための
覆工型枠．

アーチリブ あーちりぶ arch rib 分割されたアーチリングのうち，個々に独立した部
分．トンネルの鋼製支保工などでは，いくつかに分割
されたアーチリブを組合せてアーチとする．

アーチリング あーちりんぐ arch ring コンクリートアーチのような幅の広いアーチ本体．

ＥＲＴＳ あーつ Earth Resources
Technology Satellite,
ERTS

米国NASAが打ち上げた世界で最初の地球資源衛星．そ
の後LANDSATに改称され，最も利用されてきた衛星．

アーティキュ
レートシールド

あーてぃきゅれーと
しーるど

articulated shield 曲線部の施工に用いる中折れ式シールド機で，鋼殻部
が複数に分割され方向制御装置などが付属．



アーマードケー
ブル

あーまーどけーぶる armored cable 孔内検層用のケーブルの一般名．鋼製あるいはステン
レス線の鎧装ケーブル

アア溶岩 ああようがん aa lava 表面が粗く，コークスの表面のようにとげとげしい玄
武岩質溶岩の形態．日本では三原山，富士山などの溶
岩に多い．

Ｒ-Ｒ-Ｒ三重点 あーるあーるあーる
さんじゅうてん

R-R-R triple junction 三つのプレートが接する点のうち，海嶺（ridge）型
（発散型）境界のみからなるもの．

ＲＩ検層 あーるあいけんそう radio isotope logging,
RI logging

ボーリング孔の自然放射能，または人工放射線源によ
る放射能を測定することにより地盤を調査する方法．

ＲＩ試験機 あーるあいしけんき nuclear gauge, radio
isotope gauge, RI gauge

放射性同位体(RI:radio isotope)を用いた試験を行う
機器．地盤の密度試験に用いられる．

ＲＥＶ あーるいーぶい representative
elementary volume, REV

不連続性岩盤において広がりのある岩盤としての性質
を評価できる最小の大きさ．構造最小単位．

ＲＳ２３２Ｃ あーるえすにーさん
にーしー

RS232C コンピュータ本体とその端末装置を接続させ，その間
のデータ交換を行うためのインターフェイス規格．

ＲＭＲ あーるえむあーる rock mass rating, RMR 岩石の強度・ＲＱＤ・節理間隔・節理面状況・湧水状
況の評点要素に基づくトンネルを対象とした岩盤分
類．

ＲＭＳ誤差 あーるえむえすごさ root mean square error,
RMS error

n回の観測値における各観測値（xi)と真値(x0)との差
の二乗の平均値（平均二乗誤差）の正の平方根．

（（Σ(xi-x0)2)/n)1/2

ＲＭＳ速度 あーるえむえすそく
ど

root mean square
velocity, RMS velocity

各層の区間速度と往復垂直走時により表される速度．
水平層とみなされる地層の区間速度の計算に用いられ
る．

ＲＱＤ あーるきゅーでぃー rock quality
designation, RQD

ボーリングコアの単位区間に占める長さ10cm以上のコ
ア総長の割合（%）．硬質岩盤の良好度判定に適した指
標．

ＲＣＣコンク
リート

あーるしーしーこん
くりーと

roller compacted
concrete, RCC

工期短縮と工費削減を基本理念にして，アメリカで開
発された超貧配合のコンクリート．ダンプトラックで
運搬し振動ローラーにより締固めを行う．

ＲＣＣダム あーるしーしーだむ roller compacted
concrete dam, RCC dam

振動ローラーで締固めるノースランプコンクリートか
らなるダム．

ＲＣＣＰ あーるしーしーぴー roller compacted
concrete pavement, RCC
pavement

転圧コンクリート舗装．硬練りのコンクリートを路盤
上に敷き均してローラなどで締固める．施工速度が速
い．

ＲＣＤ工法 あーるしーでぃーこ
うほう

roller compacted dam
concrete construction
method, RCD construction
method

超硬練り貧配合のコンクリートを振動ローラで締固め
るダムコンクリート打設工法．

ＲＧＢ信号 あーるじーびーしん
ごう

red green blue signal,
RGB signal

R(赤)，G(緑)，B(青)の3色に分解された光を変換した
信号．カラー映像の表示に用いられる画像信号．



ＲＪＦＰ工法 あーるじぇいえふ
ぴーこうほう

Rodinjet forepile
method, RJFP method

トンネル先受け工法の一つで高圧ジェットの噴射によ
る地山の切削・セメント系硬化剤の注入によって杭体
を造成する．

Ｒ層 あーるそう R horizon ふつう，基岩と呼ばれる．土壌の下に接して存在する
固結した未風化の岩石の層をいう．

Ｒ値 あーるち R-value 路床，路盤材の変形抵抗値（無次元）．

ＲＢＶ あーるびーぶい return beam vidicon, RBV LANDSAT 1～3号に搭載された光学センサ．カメラの感
光部に記録された像を電子ビームで走査し画像に変
換．

ＩＲ あいあーる infrared radiation, IR 赤外線．約0.75μmから1mmぐらいまでの波長範囲にあ
る電磁波．

ＩＥＳ あいいーえす induction electrical
survey, IES

電磁誘導の原理を利用して地層の比抵抗およびインダ
クション導電率の測定を同時に行う物理検層法．ケー
シング中は不適．

ＩＳＲＭ指針 あいえすあーるえむ
ししん(いするむしし
ん）

Standard of
International Society of
Rock Mechanics, Standard
of ISRM

国際岩の力学連合会による室内および原位置試験の指
針．

ＩＳＯ あいえすおー International Society of
Standardization, ISO

国際標準化機構

ＩＦＯＶ あいえふおーぶい instantaneous field of
view, IFOV

瞬時視野・瞬間視野と訳され，光学センサの一つの検
出素子が瞬間的に見ることができる視野．

ＩＦＰ あいえふぴー instantaneous floating
point, IFP

増幅器の利得制御の一種で，入力信号の振幅に応じて
各チャンネルおよびサンプル毎にゲインを決定する方
式．

相生層群 あいおいそうぐん Aioi Group 兵庫県南西部から岡山県南東部にかけて分布する中生
界中～上部白亜系．安山岩～流紋岩質の火砕岩・溶岩
が主体．高砂市竜山では建材用に採掘され竜山石（宝
殿石）と呼ばれている．

相生みかげ あいおいみかげ Aioi mikage 兵庫県相生市産の土木用石材．中生界花崗岩．

アイオニウム・
トリウム法

あいおにうむとりう
むほう

ionium-thorium method イオニウム・トリウム法と同義．

アイオニウム年
代測定

あいおにうむねんだ
いそくてい

ionium dating イオニウム年代測定と同義．

アイオニウム法 あいおにうむほう ionium method イオニウム年代測定と同義．

愛川層群 あいかわそうぐん Aikawa Group 神奈川県丹沢山地に分布する新生界中部中新統．石英
安山岩～玄武岩質の火砕岩を主体とし，泥岩・砂岩・
礫岩を伴う．



相川層群 あいかわそうぐん Aikawa Group 新潟県佐渡島に分布する新生界下部中新統．安山岩～
デイサイト質の溶岩・火砕岩よりなり，金・銀鉱脈鉱
床が胚胎．

ＩＧＲＦ あいじーあーるえふ pnternational
geomagnetic reference
field, IGRF

国際標準地球磁場の略語．全地球規模の標準磁場で世
界的な磁気測量結果から求める．

ＩＣＰ質量分析
法

あいしーぴーしつ
りょうぶんせきほう

inductively coupled
plasma mass
spectrometry, ICP mass
spectrometry

誘導結合プラズマ中に試料を導入し，イオン化した元
素を質量分析する高精度質量分析法．

ＩＣＰ発光分光
分析法

あいしーぴーはっこ
うぶんこうぶんせき
ほう

inductively coupled
plasma emission
spectrochemical
analysis, ICP emission
spectrochemical analysis

誘導結合プラズマを光源とする発光分光分析法．多元
素を同時に高感度・高精度で測定できる特徴がある．

ＩＣＰ法 あいしーぴーほう inductively coupled
plasma emission
spectrometry, ICP
emission spectrometry

誘導結合プラズマ発光分析法．発光線の強度測定よ
り，短時間に高精度で多くの元素の定量分析が可能．

ＩＧロス あいじーろす ignition loss, IG loss 強熱による試料の重量減．土中の有機物含有量として
扱われることがある．強熱減量と同義．

アイスフォール あいすふぉーる ice fall 急勾配で氷河が流下する箇所．クレバスやセラックが
発達し，下流ではオーギブを作ることがある．氷瀑と
もいう．

アイスランド型
楯状火山

あいすらんどがたた
てじょうかざん

shield volcano of
Icelandic type

大規模な割れ目噴出によってできた楯状火山のうちの
一輪廻の噴火で形成される型．

アイスレーダー あいすれーだー ice penetrating radar 電波反射法の一種で，特に極地において地上あるいは
空中から氷河の厚さを測定するために開発された探査
法．

アイスレンズ あいすれんず ice lens 土中水が氷晶分離凍結することにより，最大数cmの厚
さでレンズ状に凍結する現象．シルト質地盤に著し
い．

アイソグラッド あいそぐらっど isograd 広域変成帯や熱変成帯において，岩石の変成度による
分帯の指標となる鉱物または鉱物組合せが出現または
消滅する位置を結んだ線．

アイソクロン法 あいそくろんほう isochron method 放射性核種が閉鎖系の場合に親核種と娘核種の量比を
用いて時間の経過を判定する方法．

アイソスタシー あいそすたしー isostasy マントル内のある深さの面にかかる上からの岩石の重
さはどこでも一定で静水圧的平衡が存在するとする
説．地殻均衡と同義．

アイソスタシー
異常

あいそすたしーい
じょう

isostasy anomaly 実測重力値に高度・地形・ブーゲー・アイソスタシー
の各補正を加えたものと標準重力値との差．

アイソスタシー
補正

あいそすたしーほせ
い

isostatic correction アイソスタシー異常を求めるための補正．

アイソトープ あいそとーぷ isotope 同一元素に属する原子及び原子核のうち，核中の中性
子数が異なるため質量数が異なるもの．同位体．



アイソトープ砂 あいそとーぷさ radioisotope sand 放射性同位(元素)体を含ませた砂で，トレーサとして
使う．これを海中に投入して砂の移動方向を調査す
る．

アイソパック
マップ

あいそぱっくまっぷ isopach map 地層の層厚変化を表現した図で，等層厚の点を結んで
作成する．普通はボーリング資料を用いる．等層厚線
図と同義．

アイソパラメト
リック要素

あいそぱらめとりっ
くようそ

isoparametric element FEMにおける要素の形状の一種．座標を表わす関数と要
素の変位を近似する関数の形が同一である要素．

Ｉタイプ花崗岩 あいたいぷかこうが
ん

I-type granite マグマ生成に関わった物質に基づく花崗岩分類の一
つ．化学組成上Na，Caに富む．苦鉄質火成岩の再溶融
によるもので，日本産花崗岩の主体をなす．Iは
igneousの頭文字．

会津盆地西縁南
部断層

あいづぼんちせいえ
んなんぶだんそう

Aizu-bonchi seien nanbu
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北西－南南東方
向．会津盆地南部の西縁を縁取るように延び，延長約
10km．小扇状地面を切る．

会津盆地西縁北
部断層

あいづぼんちせいえ
んほくぶだんそう

Aizu-bonchi seien hokubu
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．福島県
会津盆地北部の西縁に位置し，延長約15km．試掘で沖
積扇状地礫層に変位確認．1611年会津地震の震源断
層．

ＩＴＩＲ あいてぃーあいあー
る

intermediate thermal
infrared radiometer,
ITIR

中間熱赤外放射計．NASA極軌道プラネットフォーム搭
載用センサの一つとして日本が供給する多波長セン
サ．

ＩＴＯＳ あいてぃーおーえす Improved TIROS
Operational System,
Improved TIROS
Operational satellite
System, ITOS

NOAAのプロトタイプとしてアメリカが開発した極軌道
気象衛星．TIROS衛星の改良型でITOSと略される．

ＩＴＶ あいてぃーぶい industrial television,
ITV

工業テレビカメラ．最近では安価で手軽なCCDカメラが
用いられることが多い．

ＩＥＥＥ あいとりぷるいー Institute of Electrical
and Electronics
Engineers , IEEE

米国電気電子技術者協会の定める標準インターフェイ
ス．コンピュータと周辺機器とのインターフェイス規
格．

相内鉱山 あいないこうざん Ainai mine 秋田県北東部小坂町に位置する．新第三系中新統の西
黒沢階最上部～女川階最下部に層準規制型の黒鉱鉱床
が分布する．

合ノ沢層 あいのさわそう Ainosawa Formation 福島県東部の相馬地域に分布する古生界上部デボン
系．真野川支流合ノ沢を模式地とする．灰色頁岩，安
山岩質凝灰岩を主体とし，砂質頁岩，頁岩を挟在す
る．

ＩＰ あいぴー intersection point, IP 交会点．道路などの路線の平面線形を規定する点の一
つ．曲線部の両側の直線部分を延長した線の交点．

ＩＰ検層 あいぴーけんそう induced polarization
logging, IP logging

孔井内で地層にパルス状の電界を掛け，強制分極現象
を観測することにより油層・水層を識別する物理検層
法．

ＩＰ効果 あいぴーこうか induced polarization
effect, IP effect

金属鉱物を含む岩石に直流電流を流したときに電荷が
貯えられるＩＰ現象を示す岩石類に起こる電磁場異常
の総称．鉱物の種類によって貯えられた電荷の容量や
放出に要する時間が異なることから地下の構造や金属
鉱床の探査に用いられる．

ＩＰＰ あいぴーぴー independent power
producer, IPP

独立系発電事業者．一般企業で電力会社に電力の卸売
りをする事業者．



ＩＰ法 あいぴーほう induced polarization
method

人工的に通電して切断した後の減衰電圧の変化から分
極率などを求め，硫化物を主とする金属鉱床の探査に
用いられる電気探査法の一つ．強制分極法，誘導分極
法ともいう．ＩＰ効果参照．

姶良 あいら Aira 鹿児島湾北部に推定されるカルデラ．約2.5万年前の大
噴火で入戸火砕流を噴出．広域的には姶良Tn火山灰
(AT)として同定されている．

姶良入戸 あいらいと Airaito 姶良カルデラを噴出源とする姶良Tnテフラ（AT）のう
ち，入戸火砕流堆積物起源のもの．A-Itoと略記．21～
22Kaの年代．

姶良大隅 あいらおおすみ Airaosumi 南九州姶良カルデラを噴出源とする姶良Tnテフラ
（AT）のうち，大隅降下軽石起源のもの．A-Osと略
記．24Kaの年代．

姶良火山灰 あいらかざんばい Aira volcanic ash 鹿児島湾北部，始良町付近のカルデラから約２万５千
年前に噴出した火山灰．日本列島周辺を覆う重要な鍵
層（テフラ）．ＡＴと略記する．

姶良福山 あいらふくやま Airafukuyama 南九州姶良火山を噴出源とするテフラ（A-Fk）で，70
～75Kaの年代．カルデラ形成前の福山降下軽石が起
源．

アイランドカッ
ト工法

あいらんどかっとこ
うほう

island cut 地下工事において山留め壁施工後，のりを残しながら
中央部を掘削して躯体構築後，周辺部の施工を行う工
法．

アイランド工法 あいらんどこうほう island process アイランドカット工法と同義．

アウターチュー
ブ

あうたーちゅーぶ outer tube ボーリング用ダブルチューブコアバーレルの外側の
チューブをさす．

アウターリッジ あうたーりっじ outer ridge 海溝外縁部に分布する幅広い隆起帯．海溝周縁隆起帯
と同義．

アウトウォッ
シュ

あうとうぉっしゅ outwash 融氷流水堆積物．氷河が削った岩屑が，融氷水によっ
て運搬されてできた堆積物．一般に良く成層してい
る．

アウトウォッ
シュプレーン

あうとうぉっしゅぷ
れーん

outwash plain アウトウォッシュの堆積した平地．氷河の前面に傾斜
の緩い扇状地に形成される．

アウトクロップ あうとくろっぷ outcrop 露頭と同義．

亜円（状） あえん（じょう） subrounded 砕屑物の粒子形状で，角や稜がかなり円磨された状態
をさす．

亜鉛鉱床 あえんこうしょう zinc ore deposit 鉛とともに方鉛鉱や閃亜鉛鉱などの鉱物として産出さ
れる鉱床．

亜鉛スピネル あえんすぴねる gahnite ZnAl2O4．スピネル系鉱物の一種．正スピネル構造．硬度

7.5～8．比重4.62．ペグマタイト中などに産出する．
亜鉛尖晶石ともいう．



亜鉛尖晶石 あえんせんしょうせ
き

gahnite 亜鉛スピネルと同義．

亜鉛・鉛鉱床 あえんなまりこう
しょう

zinc lead ore deposit 普通，亜鉛と鉛は伴って産出することが多いため，亜
鉛・鉛鉱床と称される．主要鉱石鉱物は閃亜鉛鉱・方
鉛鉱など．熱水鉱床と堆積層内鉱床に大別される．

青石 あおいし Greenstone 庭石として用いられる青色～緑色を帯びた岩石の俗
称．三波川変成帯の緑色片岩が代表的なもの．

青ヶ島火山 あおがしまかざん Aogashima volcano 伊豆諸島南部にある火山島．玄武岩～安山岩の成層火
山で，17～18世紀に噴火．現在も噴気や高地温異常が
ある．

青木石 あおきいし Aoki ishi 瀬戸内海塩飽諸島香川県丸亀市広島，坂出市与島産の
建築・土木・敷石用石材．中生界角閃石黒雲母花崗
岩．与島みかげともいう．

青白ケイ石 あおしろけいせき aoshiro silicastone 青色を呈する炉材珪石．青灰色のチャート角礫とその
間を充填する白色の石英よりなる．耐火材に用いられ
る．

青泥 あおどろ blue mud 半遠洋性深海堆積物の一種で，海深150～6,000ｍに広
く分布．硫化鉄と有機質物質の存在により青灰色を呈
するφ0.03mm以下の泥．青色泥ともいう．

青苗川層群 あおなえがわそうぐ
ん

Aonaegawa Group 北海道南西部奥尻島全域に分布する新生界上部漸新統
～下部中新統．玄武岩～安山岩～流紋岩質の溶岩・火
砕岩が主体．

青波石 あおなみいし Aonami ishi 群馬県北部に分布する下～上部中新統グリーンタフ層
のうち，中之条町原付近で採掘されている軽石凝灰岩
層．

青峰層群 あおのみねそうぐん Aonomine Group 志摩半島の鳥羽市安楽島付近から青峰山を通り南西に
延びる，秩父帯中帯に分布する中生界ジュラ系．砂
岩・頁岩を主体とするオリストストロームからなり，
古生界のオリストリスを含む．

青葉石 あおばいし Aoba ishi ①宮城県名取郡秋保・塩釜市・石巻市産の土木用石
材．新第三系凝灰岩．秋保石・塩釜石ともいう．
②福島県飯舘村産の花崗岩．墓石などに用いる

青目 あおめ Aome 緑青色の大谷石．

青森しらす あおもりしらす Aomori shirasu 東北地方の十和田湖周辺に分布する火山灰土．細粒分
が多く，九州のしらすとは異なる性状を示す．

青森白大理石 あおもりしろだいり
せき

Aomori shiro dairiseki 青森県三戸郡階上村産の工芸・セメント用石材．中古
生界大理石．

青谷石 あおやいし Aoya ishi 鳥取県気高郡青谷町産の砕石用石材．第四系安山岩．

青柳段丘 あおやぎだんきゅう Aoyagi terrace 東京都国立・立川付近の多摩川沿いに分布する幅１ｋ
ｍ程度の狭小な段丘面．立川面より新しく拝島面より
古い．青柳礫層及び青柳ローム層からなる．



青竜石 あおりゅういし Aoryu ishi 兵庫県高砂市伊保町竜山・宝殿産の石材．白亜系流紋
岩質溶結凝灰岩．竜山石．

亜貝殻状断口 あかいがらじょうだ
んこう

subconchoidal fracture 鉱物のへき開（劈開）面以外の割れ目面の形状（断
口）の一つ．二枚貝の内側形状（貝殻状断口）に似て
いるもの．

赤石層群 あかいしそうぐん Akaishi Group 赤石山脈の主稜部を構成する四万十帯の最北西部に分
布する中生界中期白亜系．塊状の砂岩，砂岩優勢砂岩
泥岩互層を主体とする．

赤石裂線 あかいしれっせん Akaishi tectonic line 西南日本の帯状構造を切断する断層帯として最大規模
のものである赤石構造帯西縁の断層．赤石構造線とも
いう．

阿賀沖ガス田 あがおきがすでん Aga-oki gas field 新潟市の北方海上に位置するガス鉱床で，石油も産出
する．

阿賀沖油・ガス
田

あがおきゆがすでん Aga-oki oil-gas field 新潟市北方12kmの日本海，水深約80mに位置する．1971
年発見．鉱床は背斜構造をなす西山層下部～椎谷層上
部の砂岩層に数層あり，ガス・原油を産する．産出層
の深度は約1800～2400ｍ．

阿賀沖油田 あがおきゆでん Aga-oki oil field 新潟市北方12kmの日本海，水深約80mに位置する．鉱床
は背斜構造をなす西山層下部～椎谷層上部の砂岩層に
数層あり，ガス・原油を産する．

赤金鉱 あかがねこう akaganeite β-FeOOH．微細な結晶の集合体として針鉄鉱などと共
に，岩手県赤金鉱山に産する．

赤城山崩壊 あかぎさんほうかい landslides around Akagi
mountain

1947年9月のカスリン台風によって赤城山周辺で多発し
た崩壊群．地質的に脆弱な火砕岩分布域に集中して発
生．

赤木層群 あかぎそうぐん Akagi Group 埼玉県秩父市東方の堂平山付近の関東山地に分布する
三波川帯．塩基性火山岩を主とする御荷鉾緑色岩類か
らなる．

亜角（状） あかく（じょう） subangular 砕屑物の粒子形状で，角や稜がわずかに円磨された状
態をさす．

赤坂更紗 あかさかさらさ Akasaka sarasa 岐阜県大垣市赤坂金生山産の建築・装飾用石材．赤坂
大理石の一種．雑色角礫質石灰岩．現在は採掘されて
いない．

赤坂石灰岩 あかさかせっかいが
ん

Akasaka limestone 岐阜県大垣市赤坂町金生山付近の塊状石灰岩．日本の
中部ペルム系上半の標準層序（赤坂統）になってい
る．

赤坂大理石 あかさかだいりせき Akasaka marble 岐阜県大垣市赤坂町に産する結晶質石灰岩．装飾・工
芸用の石材となる．紅縞大理石・霞大理石などがあ
る．

赤坂みかげ あかさかみかげ Akasaka mikage 広島県福山市赤坂町産の建築・土木用石材．中生界黒
雲母花崗岩．

赤崎層群 あかさきそうぐん Akasaki Group 熊本県天草炭田地域に分布する新生界古第三系．陸成
で紫赤色砂岩・頁岩・礫岩からなる．赤崎層ともい
う．



明石海峡大橋 あかしかいきょうお
おはし

Akashi Kaikyo bridge 明石～淡路島間に架けられた世界最長の吊橋．橋長
3991m，中央径間1991m，1998年完成．基礎地盤は明石
層および神戸層で大口径ボーリングコアによる物性評
価が行われた．建設中の1995年，直下で兵庫県南部地
震が発生し中央径間が１ｍ延びた．

赤縞大理石 あかじまだいりせき Akajima marble 岡山県阿哲郡哲多町本郷・新見市・上市市産の石材．
中生界大理石．

明石累層 あかしるいそう Akashi Formation 兵庫県明石市付近に分布する大阪層群最下～下部層．
陸成の砂礫・砂・泥層よりなり，動・植物化石を多
産．明石層群と呼ばれたこともある．

赤白ケイ石 あかしろけいせき akashiro silicastone 石英を主要成分とする珪石のうちの，赤色チャートの
角礫を白色の石英が埋めたような構造を有するもの．
陶磁器や耐火材などの工業原料となる．

赤玉 あかだま akadama 石英の微小結晶集合体である微密な玉ずい（玉髄）の
一種で，赤褐色を呈するもの．色は酸化鉄による．佐
渡に産する．

赤土 あかつち red soil 腐食物に富まない火山灰起源の褐色ないし赤褐色の土
の俗称．累重した火山灰層が風化して形成される．関
東ローム層など．

吾妻火砕流 あがつまかさいりゅ
う

Agatsuma pyroclastic
flow

浅間火山の1783年の天明噴火の際に北東斜面に流出し
た火砕流．粘性を保ちながら微地形に対応して流下し
た．

赤泥 あかどろ red mud 赤色を呈する泥．泥質堆積物の堆積時の酸化，赤色土
の二次堆積などによって形成．またボーキサイトの精
製過程で生じる残渣をさす場合もある．

赤粘土 あかねんど red clay 赤色粘土と同義．

赤ぼく あかぼく Akaboku soil 九州中南部に分布する降下火山噴出物起源の土壌の俗
称．主要粘土にアロフェンなどを含む火山灰質土．

アカホヤ あかほや Akahoya 南九州鬼界カルデラから約6,300年前に噴出した火山
灰．完新世，特に縄文時代の鍵層となる広域テフラ．

赤間石 あかまいし Akama ishi 山口県厚狭郡楠町，山陽町産の有名なすずり石．白亜
系輝緑凝灰岩．

赤松地すべり あかまつじすべり the Akamatsu landslide 1974年4月26日に山形県大蔵村で発生した融雪型の崩壊
性地すべり．

明り掘削 あかりくっさく open cut 地上部で行う掘削作業．

明り作業 あかりさぎょう surface work 地上部で行う作業．坑内作業の対語．

赤竜石 あかりゅういし Akaryu ishi 兵庫県高砂市産の土木用石材．白亜系凝灰岩．竜山
石．



阿寒カルデラ あかんかるでら Akan caldera 北海道東部にある長径24km，短径13kmの火山構造性陥
没地．噴火記録はないが硫気活動活発．内部に温泉が
ある．

阿寒鉱山 あかんこうざん Akan mine 北海道東部足寄町に位置する．第四紀の温泉作用によ
る沈殿型のイオウ鉱床が分布．イオウ，マンガン土を
産する．

阿寒層群 あかんそうぐん Akan Group 北海道東部阿寒湖付近に分布する新生界鮮新統．主に
礫岩・砂岩・シルト岩からなり，安山岩質溶岩・火砕
岩を含む．

亜間氷期 あかんぴょうき interstadial ウルム氷期の中のゲトワイゲル－バウドルフ両亜間氷
期のように，氷期の中での亜氷期に対する小さい暖化
期．

秋保石 あきういし Akiu ishi 仙台市秋保産の建築・土木用石材．中新統軽石凝灰
岩．

秋保層群 あきうそうぐん Akiu Group 仙台市西方に分布する新生界上部中新統．陸成で凝灰
角礫岩・凝灰岩・凝灰質砂岩・安山岩～玄武岩溶岩な
どからなる．秋保温泉付近の軽石凝灰岩は石材（秋保
石）として採掘．

安芸川層群 あきがわそうぐん Akigawa Group 高知県東部安芸川流域の四万十北帯に分布する中生界
白亜系．主に砂岩泥岩互層からなる．最近はほとんど
用いられていない．

安芸含炭地 あきがんたんち Aki coal-bearing area 室戸半島の高知県側に位置し，褐炭などを採掘してい
たが，現在は生産中止．新第三系鮮新統の唐ノ浜層群
を対象としていた．

秋田駒ヶ岳 あきたこまがだけ Akita-Komagatake volcano 秋田・岩手県境に位置する活火山．標高1,637.4mの成
層火山で，1970～1971年にストロンボリ式噴火と溶岩
流出を生じた．

秋田駒柳沢 あきたこまやなぎさ
わ

Akitakoma yanagisawa 秋田駒ヶ岳火山を噴出源とするテフラ（Ak-Y）．年代
は12～13Ka．縄文草創期を示す鍵層．

秋田仙北地震 あきたせんぼくじし
ん

the 1914 Akita-Senboku
earthquake

1914年3月15日に秋田県仙北郡で発生したM7.1の地震．
仙北郡下の雄物川沿いに被害が集中．死者94，負傷者
324，全半潰家屋1200余りとされている．

秋田焼山 あきたやけやま Akita-Yakeyama  volcano 秋田県八幡平西部の活火山で周辺は地熱地帯．溶岩円
頂丘をもつ成層火山で標高1366.1m．最近は1957年に噴
火．

秋津沈降時代 あきつちんこうじだ
い

Akitsu period of
submergence

矢部長克などによる日本の新生代区分の最も古い時
期．石狩・常磐・北九州などの炭田が形成された時期
とされ，ほぼ古第三紀に相当．

秋間石 あきまいし Akima ishi 群馬県安中市産の土木用石材．新第三系～第四系両輝
石安山岩．

秋間層 あきまそう Akima Formation 群馬県安中市北方の秋間丘陵に分布する陸成上部中新
統～鮮新統．主に安山岩質で一部溶結した凝灰角礫岩
よりなり泥岩・礫岩などを伴う．溶結部の一軸圧縮強
度は10～60MPa，泥岩は2～4MPa程度．

秋元鉱山 あきもとこうざん Akimoto mine 宮崎県北部高千穂地域に位置する．秩父累帯中に層状
マンガン鉱床がある．九州最大の鉱床を有していた
が，1975年閉山．



秋谷石 あきやいし Akiya ishi 神奈川県横須賀市田浦町産の土木用石材．新第三系凝
灰岩．

秋吉鉱床地区 あきよしこうしょう
ちく

Akiyoshi ore deposit
area

山口県中央部美祢市周辺の秋吉石灰岩分布域．当地域
の西部で，石灰岩の大規模採掘がすすめられている．

秋吉石灰岩層群 あきよしせっかいが
んそうぐん

Akiyoshi limestone Group 山口県中～西部に分布する古生界石炭系～ペルム系．
秋吉石灰岩台地を構成し，石灰岩を主とする．

秋吉相 あきよしそう Akiyoshi facies 西南日本内帯の古生界石灰岩相．山口県の秋吉石灰
岩，広島県の帝釈石灰岩などがその代表．

秋吉造山運動 あきよしぞうざんう
んどう

Akiyoshi orogenic
movement

秋吉造山帯を作ったペルム紀～三じょう紀（三畳紀）
の造山運動．現在はこの説は否定されている．

秋吉台 あきよしだい Akiyoshi plateau 山口県中部の石灰岩台地で日本最大．石炭～ペルム系
の石灰岩層からなり，カルスト地形・鍾乳洞の発達で
有名．

秋吉大理石 あきよしだいりせき Akiyoshi marble 山口県秋吉台産の石材．古生界石灰岩・大理石（秋吉
石灰岩）．

秋吉統 あきよしとう Akiyoshi series 上部石炭系四区分のうちの下から二番目．模式層は生
物遺骸砕屑片を主とする石灰岩．西南日本に広く分
布．

アクアサイス あくあさいす Aquaseis 海上用線状震源の一種で商標名．リボン状の火薬を水
中で発破し，地震パルスを発生させる．

アクアパルス あくあぱるす Aquapulse 海上用非爆薬震源の一種で商標名．ガス爆発による容
器の急速膨張により地震パルスを発生させる．

アクアマリン あくあまりん aquamarine 透明で青緑色を呈する緑柱石の宝石名．濃緑色のもの
はエメラルド．主にペグマタイト中に産出する．

悪石島 あくせきじま Akuseki-jima 九州の南西海上約200kmのトカラ列島にある中～後期更
新世に形成された新期火山島．安山岩質の成層火山．

アクチノイド あくちのいど Actinoids アクチニドともいう．放射性のアクチニウム（89番）
からローレンシウム（103番）までの元素配列．化学的
性質類似．

アクチノ閃石 あくちのせんせき actinolite Ca2(Mg,Fe
2+）5[OH|S4O11]2で，0.9＞Mg/（Mg+Fe2+）＞0.5

のもの．Ca，Mg，Feを含みAlを含まない角閃石類鉱
物．単斜晶系．硬度5～6．比重3.0～3.4．緑色岩起源
の変成岩や苦灰岩が起源のスカルンを構成する鉱物．
陽起石または緑閃石ともいう．

アクチバブルト
レーサ

あくちばぶるとれー
さ

activable tracer 安定同位体を用いたトレーサのことで，これを放射化
分析すれば，超微量でも検出可能．

アクチュアリズ
ム

あくちゅありずむ actualism 現在主義といい，地質現象は過去～現在を通し同一の
自然現象に基づくとする説．今では斉一観と同様な意
味．



アクティブゲー
ジ

あくてぃぶげーじ active gauge 温度補償用などのダミーゲージと区別して，実際に測
定対象に貼付してひずみを測定するゲージをいう．

アグマタイト あぐまたいと agmatite ほとんど未交代の周辺母岩大小角礫（片麻岩など）を
取り込んだ不均質なミグマタイト．

アクリーション あくりーしょん accretion 付加と同義．

アグリゲート化 あぐりげーとか aggregation 土壌を構成する有機または無機質の粒子が集合するこ
と．土壌単粒が結びつき団粒（集合体）を形成するこ
と．

アグロメレー
ション

あぐろめれーしょん agglomeration 凝集，団塊のこと．燒結などの方法によって，粉体を
粒状または塊状にすること．

上げ越し あげこし additional elevation あらかじめ荷重による沈下量を予測して，所定の高さ
より高めに施工しておくこと．コンクリートの打設や
トンネル掘削などで行われる．

奄芸層群 あげそうぐん Age Group 伊勢湾西岸地域に分布する新生界下部鮮新～下部更新
統．東海層群に属する．陸水成で主に砂・泥・礫層か
らなり多数の火山灰層を挟在．

明延鉱山 あけのべこうざん Akenobe mine 兵庫県養父郡大屋町に位置する．舞鶴層群と夜久野岩
類中に多金属鉱脈鉱床が分布．錫，タングステン，
銅，亜鉛，鉛などを産する．

曙衝上断層 あけぼのしょうじょ
うだんそう

Akebono thrust 富士見山衝上断層ともいう．富士川上流域に発達する
フォッサマグナ西縁の断層に平行する西傾斜の衝上断
層．

上松断層 あげまつだんそう Agematsu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．木曾福島
町東部から坂下町にかけて延長約42kmの右横ずれ断
層．低断層崖を伴う．

亜綱 あこう subclass 生物を分類する時に用いる単位の一つで，「綱」の下
位の分類単位．

亜高山帯 あこうざんたい subalpine zone 森林構成から見た植物群の垂直的分布を区分したとき
の一つの帯で高山帯（寒帯相当）に次ぐ亜寒帯相当の
帯．

赤河断層 あこうだんそう Ako fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西方向．岐阜県恵
那市西部に位置し延長約24km．第四紀後半の活動記録
はない．

赤穂みかげ あこうみかげ Ako mikage 兵庫県赤穂市産の土木用石材．中生界花崗岩．

アコースティッ
クエミッション

あこーすてぃっくえ
みっしょん

acoustic emission AEと同義語．

アコースティッ
ク・トモグラ
フィ

あこーすてぃっくと
もぐらふぃ

acoustic tomography 音波の伝播時間を使ったトモグラフィ．弾性波トモグ
ラフィに含まれる手法．



アコーディオン
褶曲

あこーでぃおんしゅ
うきょく

accordion fold 軸部にのみへき開（劈開）が入り，軸部で地層の厚さ
は大となるが翼部では厚さ一定となるような褶曲．

安居山地すべり あごやまじすべり the Agoyama landslide 1972年10月4日に福井県福井市金屋町で切土により発生
した幅約220m，延長約150mの地すべり．

安居山断層 あごやまだんそう Agoyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．静岡県富
士宮市西方に位置し延長約11km．我が国最大級の縦ず
れ活断層．

アコンドライト
（エイコンドラ
イト）

あこんどらいと（え
いこんどらいと）

achondrite 石質隕石のうちコンドルール（球粒）を含まないもの
の総称．その構造は地球上の火成岩に類似している．

ＡＳＡ あさ American Standard
Association, ASA

アメリカにおける工業製品の規格を定める協会．日本
のJIS規格のようなもの．

アサイスミック
フロント

あさいすみっくふろ
んと

aseismic front 海洋プレート沈み込み部において深さ40～80ｋｍの地
震活動が陸側で急減する境界線．この境界線は火山フ
ロントや海溝とほぼ平行で，海洋プレートと大陸プ
レートのプレート間地震がそれより陸側ではなくなる
位置を表している．

浅川油田 あさかわゆでん Asakawa oil field 長野市北部浅川に位置する小規模な油田．

朝倉炭田 あさくらたんでん Asakura coal field 福岡県朝倉郡小石原村～宝珠山村に位置する炭田．こ
の地域の古第三系は下位から，赤崎層群・宝珠山層
群・土師層群に区分される．

浅内油田 あさないゆでん Asanai oil field 秋田県能代に位置する油田．貯留層は天徳寺層，船川
層の砂岩，凝灰岩．

旭ガス田 あさひがすでん Asahi gas field 新潟県頸城村周辺のガス田．新第三系寺泊層の砂岩を
貯留岩とし，ゆるい背斜部に油とガスが共存してい
る．

旭川油田 あさひかわゆでん Asahikawa oil field 秋田県秋田市北方に位置する油田．1908年発見．貯留
層は船川層，女川層のデイサイト．同じ背斜構造の北
方延長上に濁川油田・道川油田がある．産出層の深度
は140ｍ．

朝日鉱山 あさひこうざん Asahi mine 栃木県鹿沼市に位置する．鉱石は主としてバラ輝石か
らなる珪酸マンガン鉱．鉱山付近の地質は主に珪質砂
岩，粘板岩，珪質粘板岩，輝緑凝灰岩などからなり，
花崗岩類の接触変成作用を受けホルンフェルス化して
いる．

旭層群 あさひそうぐん Asahi Group 島根県浜田市南東方に位置する旭コールドロンを構成
する新生界古第三系ぜん新統（漸新統）．火山岩類か
らなり閃緑岩質～花崗岩質深成岩類を伴う．

旭油田 あさひゆでん Asahi oil field 新潟県の日本海側大潟町周辺の油田．新第三系寺泊層
の砂岩を貯留岩とし，ゆるい背斜部に油とガスが共存
している．

朝日流紋岩 あさひりゅうもんが
ん

Asahi rhyolite 新潟県北部の山北町，朝日村に点在する流紋岩質溶結
凝灰岩類．濃飛流紋岩に対比される．

浅間板鼻黄色軽
石（As-YP）

あさまいたばなおう
しょくかるいし
（えーえすわい
ぴー）

Asama Itabana yellow
pumice

第四紀後期広域テフラの一つで，浅間火山による
13,000～14,000年前の降下軽石．



浅間火山 あさまかざん Asama volcano 長野・群馬県境にある活火山．1783年の火砕流で大被
害をもたらした．噴火形式は激しい爆発を伴うブルカ
ノ式．

浅間草津軽石
（As-K）

あさまくさつかるい
し（えーえすけー）

Asama Kusatsu pumice 第四紀後期広域テフラの一つで，浅間火山による
13,000～14,000年前の降下軽石．

浅間白糸軽石
（As-Sr）

あさましらいとかる
いし（えーえすえす
あーる）

Asama Shiraito pumice 第四紀後期広域テフラの一つで，浅間火山による
15,000～20,000年前の降下軽石．

浅間天仁軽石
(浅間 B (天仁))

あさまてんにんかる
いし（あさまびー
（てんにん））

Asama Tennin pumice 浅間火山による1108年（天仁１年）の降下軽石．

浅間天明軽石
(浅間 A (天明))

あさまてんめいかる
いし（あさまえー
（てんめい））

Asama Tenmei pumice 浅間火山による1783年（天明３年）の降下軽石．一部
は軽量ブロック用に採掘．

浅間山天明噴火 あさまやまてんめい
ふんか

the 1783 Asamayama
Temmei eruption

天明3年（1783年）に活動した浅間山における最大級の
噴火．この噴火による死者は千人を越え，多くの家屋
が焼失した．この噴火による噴煙が天明の大飢饉の原
因となったとされる．

朝見川断層 あさみがわだんそう Asamigawa fault 活断層．活動度Ａ～Ｂ級，北西－南東方向．大分県別
府市西部から南部にかけて約11kmに渡って発達する．

浅虫地すべり あさむしじすべり the Asamushi landslide 1966年6月に青森市浅虫で台風に伴う豪雨で発生．7月
に拡大して鉄道線路を約80m埋積．変質した凝灰岩が素
因．

アジアプレート あじあぷれーと Asian plate ユーラシアプレートの東の部分でアジア大陸を乗せた
プレートの意．

庵治石 あじいし Aji ishi 香川県木田郡庵治町・牟礼町産の土木・建築・墓石・
燈・彫刻用石材．中生界黒雲母花崗岩．

足尾鉱山 あしおこうざん Ashio mine 栃木県上都賀郡足尾町に位置する銅鉱山．中・古生界
の足尾層群と中新統の流紋岩中に鉱脈または交代鉱床
として胚胎．

足尾層群 あしおそうぐん Ashio Group 群馬県足尾山地に分布する中生界ジュラ系．砂岩・頁
岩などを主とし，チャート・石灰岩などのオリストリ
スを伴う．

足尾帯 あしおたい Ashio belt 足尾山地のジュラ紀付加体の分布する地帯．同一の地
質体として，美濃－丹波－足尾帯と呼ばれる．

足尾みかげ あしおみかげ Ashio mikage 群馬県勢多郡東村沢入産の石材．中生界黒雲母花崗閃
緑岩．沢入みかげ・渡良瀬みかげともいう．

足柄層群 あしがらそうぐん Ashigara Group 神奈川・静岡県境付近の丹沢山地と箱根火山に挟まれ
た地域に分布する更新統主体の層群．層厚数千ｍで砂
岩・泥岩からなる．一軸圧縮強度は10～30MPa程度．

愛鷹火山 あしたかかざん Ashitaka volcano 富士火山南東部に位置する成層火山．初め玄武岩～安
山岩，後デイサイト質に変化．約10万年前以降活動停
止．



芦谷層群 あしだにそうぐん Ashidani Group 福井県大野郡和泉村の九頭竜湖周辺地域に分布する年
代未詳古生界．主に黒色・緑色の千枚岩や片理をもつ
砂岩からなる．

アジテーター あじてーたー agitator コンクリートの打設までに材料が分離しないように攪
拌する装置の総称．

芦野石 あしのいし Ashino ishi 栃木県那須郡那須町芦野産の土木・建築用石材．第四
系デイサイト質溶結凝灰岩．館山石ともいう．

芦辺層群 あしべそうぐん Ashibe Group 長崎県壱岐島の北部に分布する新生界上部鮮新～下部
更新統．玄武岩溶岩を主とし砂・泥・礫の互層を伴
う．

アジマス圧縮 あじますあっしゅく azimuth compression 合成開口レーダー(SAR)の画像再生処理．衛星の移動方
向のデータを開口合成技術を用いて尖鋭な画像に再生
する．

味大豆地すべり あじまめじすべり the Ajimame landslide 1980年3月10日に長野県上水内郡小川村で発生．

芦屋層群 あしやそうぐん Ashiya Group 福岡県芦屋町・北九州市，山口県下関市付近に分布す
る新生界漸新統．砂岩・泥岩を主体に礫岩・凝灰岩を
伴う．貝類や魚類化石を多産．

芦屋断層 あしやだんそう Ashiya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．兵庫県芦
屋市北部に位置し延長約8km．西傾斜の逆断層．

亜種 あしゅ subspecies 生物を分類する時に用いる単位の一つで，「種」の下
位の分類単位．

亜硝酸塩 あしょうさんえん nitrite Zn，Cuなどの金属が亜硝酸HNO2の水素を置換した形の

塩．

亜硝酸性窒素 あしょうさんせい
ちっそ

nitrite nitrogen 水質汚濁の指標となる水質分析項目の一つで，亜硝酸
塩に含まれる窒素の量．

あすか隕石 あすかいんせき Asuka meteorites 1986～1989年頃に日本の南極観測隊が南極基地「あす
か」南方のナンセン氷原で収集した隕石．

アスカニア重力
計

あすかにあじゅう
りょくけい

Asukania gravimeter スプリング式重力計の一種．スプリングの中央に棒を
水平に固着，重力の変化を棒の微少な回転角で検出す
る．

アスピーテ あすぴーて aspite 流動性に富む溶岩が噴出してできる扁平な火山体で楯
状火山と同義.

アスファルト あすふぁると asphalt 石油中に含まれる種々の炭化水素混合物．石油精製時
に得られる石油アスファルトと油田地帯の地表に産出
する天然アスファルトがある．

アスファルト基
原油

あすふぁるときげん
ゆ

asphalt base crude oil 主成分の炭化水素による原油分類方法において，ナフ
テン系に富むもの．多量のアスファルト，ピッチを含
む．



アスファルトグ
ラウト工

あすふぁるとぐらう
とこう

asphalt grouting 溶かしたアスファルトをコンクリートのすき間や打継
ぎ目などに注入する工法．

アスファルト鉱 あすふぁるとこう asphaltite アスファルト系石油が地層の割れ目に入り，熱によっ
て変成し生成された固形の炭化水素．アスファルタイ
トともいう．

アスファルトコ
ンクリート

あすふぁるとこんく
りーと

asphalt concrete 粗骨材，細骨材を粒度調整し，フィラーを混ぜてアス
ファルトと混合して加熱し締固めたもの．

アスファルトコ
ンクリートコア
型ロックフィル
ダム

あすふぁるとこんく
りーとこあがたろっ
くふぃるだむ

rockfill dam with
asphaltic concrete core
wall

ゾーン型ロックフィルダムの一型式で，遮水材料（コ
ア）に，アスファルトコンクリートを用いたもの．

アスファルト質
砂岩

あすふぁるとしつさ
がん

asphaltic sandstone 砂岩の空隙中に天然アスファルトが浸透して固化した
もの．

アスファルトセ
メント

あすふぁるとせめん
と

asphalt cement 舗装用に精製されたアスファルト．

アスファルト乳
剤

あすふぁるとにゅう
ざい

asphalt emulsion アスファルトを乳化剤と安定剤の水溶液中で分散させ
て液状としたもの．

アスファルト
フィニッシャー

あすふぁるとふぃ
にっしゃー

asphalt finisher アスファルト混合物の敷きならし，締固めに用いられ
る最終仕上げ機械．クローラー式とタイヤ式がある．

アスファルト封
塞トラップ

あすふぁるとふうそ
くとらっぷ

asphalt-sealing trap 石油鉱床の地質条件のうち，稠密なアスファルトが間
隙を充填し油層岩を封鎖して形成したもの．

アスファルト
フェーシング

あすふぁるとふぇー
しんぐ

asphalt facing フィルダム上流面などにアスファルト舗装などを施
し，それにより遮水を行うもの．表面アスファルト遮
水ともいう．

アスファルト防
水工

あすふぁるとぼうす
いこう

waterproofing with
asphalt

アスファルト層を覆工内部に施工してトンネルの漏水
防止を図ること．

アスファルトマ
カダム

あすふぁるとまかだ
む

asphalt macadam マカダム粒度の砕石を，アスファルトで結合させて固
めたもの．

アスファルトモ
ルタル

あすふぁるともるた
る

asphalt mortar アスファルトと砂・岩石粉などの微粒骨材の混合物で
防湿性・保温性・耐磨耗性に富む．

アスベスト あすべすと asbestus, asbestos 石綿と同義．

アスベスト鉱床 あすべすとこうしょ
う

asbestos deposit 蚊紋石の一種のクリソタイルや繊維状の角閃石類を総
称するアスベストの脈状鉱床．

アスペリティモ
デル

あすぺりてぃもでる asperity model 本震の震源過程を強い部分の破壊とみなし，断層面上
の強度の不均一性と地震の発生パターンを説明するモ
デル．



足羽層群 あすわそうぐん Asuwa Group 福井県福井市南東の山地および丘陵地に分布する中生
界上部白亜系．湖成で礫岩・砂岩・泥岩などの互層を
主体とし，石炭を伴い足羽植物化石群を産する．

アセノスフェア あせのすふぇあ asthenosphere プレート（リソスフェア）を載せた上部マントルにお
ける相対的に流動的な層．部分的に溶融状態と推定さ
れる地震波低速度層．岩流圏ともいう．

阿蘇４火砕流 あそ４かさいりゅう Aso-4 pyroclastic flow 阿蘇カルデラから約９万年前に放出された大火砕流堆
積物．降下テフラは北海道まで達し，噴出量は約

100km3．

亜層群 あそうぐん subgroup 層群と累層の中間に位置する一つの地層群として用い
られることがある．層群を細分する補助的地層群．

阿蘇火砕流堆積
物 （Aso-1～
Aso-4）

あそかさいりゅうた
いせきぶつ

Aso pyroclastic flow
deposits

阿蘇火山からの大規模な４回の噴出により形成．多く
は溶結し，組成および結晶度に変化がある．

阿蘇火山噴火物 あそかざんふんしゅ
つぶつ

Aso volcanic product 阿蘇カルデラ形成期から現在までの間に形成された阿
蘇火砕流堆積物および阿蘇火山付近の溶岩の総称．

阿蘇カルデラ あそかるでら Aso caldera 阿蘇火砕流の噴出で形成された九州中部にある南北

25km，東西18km，面積350km2の火山性の陥没地．

亜属 あぞく subgenus 生物を分類する時に用いる単位の一つで，「属」の下
位の分類単位．

阿蘇山 あそさん mount Aso 九州中部の活火山．東西約18km，南北約25kmの大カル
デラを持つ．広域テフラAso-1～4の噴出源で現在も活
動中．

阿蘇山噴火 あそさんふんか the 1958 Asosan eruption 昭和33年（1958年）6月に活動した阿蘇観測所史上最大
規模の噴火．爆風と火山灰により死者12人，負傷者28
人，家屋などに甚大な被害が発生した．

阿蘇溶岩 あそようがん Aso lava 阿蘇カルデラ周辺の火砕流堆積物の中で堅く溶結した
凝灰岩で溶岩のように見える．通称で真の溶岩ではな
い．

阿蘇溶結凝灰岩 あそようけつぎょう
かいがん

Aso welded tuff 阿蘇火山の４回の大規模な噴火によって形成された火
砕流堆積物．多くは溶結し，溶結した部分の一軸圧縮
強度は10～60MPa程度．

阿多火砕流 あたかさいりゅう Ata pyroclastic flow 鹿児島湾南部と考えられている阿多カルデラからの大
規模な噴火活動による火砕流で，南九州全域に分布．

愛宕層群 あたごそうぐん Atago Group 福岡市西部に分布する新生界上部始新統～下部漸新
統．早良層群を区分して再定義した上部層．本地区の
主要夾炭層．

愛宕山層群 あたごやまそうぐん Atagoyama Group 千葉県東端の銚子半島愛宕山付近に分布する中生界先
白亜系．砂岩・粘板岩・チャート・礫岩などからな
る．

阿多テフラ あたてふら Ata tephra 鹿児島湾南部に推定される阿多カルデラを供給源とし
た，西日本一帯に分布する広域火山灰．噴火年代は11
～8万年前．



熱海石 あたみいし Atami ishi 福島県郡山市熱海町産の砕石用石材．第四系安山岩．

アダメロ岩 あだめろがん adamellite 花崗岩類の一種でカリ長石と斜長石がほぼ等量（量比
２:１～１:２）含まれる岩石．

当り取り あたりとり contour trimming トンネルなどの掘削面に突出した部分を削って，所要
の断面を確保する作業．

亜炭 あたん subcoal, lignite 石炭化度が最も低い石炭を褐炭といい，我国では更に
鉱業法で褐炭中の低石炭化度のものを亜炭と呼んでい
る．

圧気ケーソン工
法

あっきけーそんこう
ほう

pneumatic caisson ケーソンを沈下させる際に先端に圧気室を造り，地下
水の流入や底盤の膨れ上がりを防ぎながら掘削する工
法．ニューマチックケーソン・潜函工法ともいう．

圧気工法 あっきこうほう pneumatic method 掘削部分の湧水を抑えるために圧縮空気を送る工法．
シールド工事やケーソン工事で多用される．

圧気シールド あっきしーるど pneumatic shield 圧気工法を併用したシールド工法．圧気により湧水と
切羽の崩壊を抑える．

圧緊水 あつきんすい compaction water 上下の不透水層に挟まれた厚い泥岩から絞り出された
異常に高い間隙水圧を持つ水．

圧緊水圧 あつきんすいあつ compaction pressure 圧緊水のもつ圧力．

圧砕角礫岩 あっさいかくれきが
ん

crush-breccia 断層による岩石の圧砕作用によって生じた角礫岩状の
岩石．断層岩の一種，再結晶の有無によって各種分類
がある．

圧砕岩 あっさいがん mylonite 高い封圧下での圧砕作用で，岩石の構成鉱物がすりつ
ぶされてできる細粒岩と考えられていた時代のマイロ
ナイトの訳語．

圧砕強度 あっさいきょうど crushing strength 圧縮強度と同義，または乾燥した土塊の圧砕に要する
単位面積あたりの力．

圧砕構造 あっさいこうぞう mylonitic structure 圧砕岩における鉱物の形態定向配列による面構造．面
構造には縞状組織や線構造が認められることが多い．

圧砕砕屑岩 あっさいさいせつが
ん

autoclastic rock 固結した岩石が圧砕作用のもとに破砕されて微粒集合
体に変わったもの．断層角礫など．

圧砕作用 あっさいさよう mylonitization 地下深部で断層による塑性変形を受けて構成鉱物が動
的再結晶を生じ，細粒化および多結晶化する作用．マ
イロナイト化作用ともいう．マイロナイト化作用が破
砕作用により行われると考えられていた時代の訳語．

圧砕帯 あっさいたい shear zone 断層活動により岩石が破砕され，細かい岩片や鉱物が
集合した帯状の領域．固結したものや未固結のものな
ど形態は問わない．shear zoneの訳語としてはせん断
帯のほうが一般的である．



圧搾作用 あっさくさよう crushing ボーリング掘削過程において，強い圧力を被ることに
より孔壁が破損すること．

圧縮応力 あっしゅくおうりょ
く

compressive stress 外力に応じて物体の内部に生じる応力の垂直成分のう
ち圧縮方向のもの．

圧縮尾根 あっしゅくおね pressure ridge 断層変位による凸地形を表す用語の一つで，断層線に
沿って両側から地塊が圧縮されて生じた細長い尾根状
の凸地形のこと．

圧縮強度 あっしゅくきょうど compressive strength 力や応力を物質の長さや体積を減少させる方向に作用
させるとき，まさに破壊しようとするときの応力．圧
縮試験によって求まる強度．耐圧強度ともいう．

圧縮亀裂 あっしゅくきれつ compression crack 地すべり地などにおいて，土塊内部の圧縮力に起因し
て発生した亀裂．

圧縮空気貯蔵 あっしゅくくうき
ちょぞう

compressed air energy
storage

ＣＡＥＳと同義．

圧縮空気貯蔵ガ
スタービン発電

あっしゅくくうき
ちょぞうがすたーび
んはつでん

compressed air energy
storage gas turbine
power generation

余剰電力で圧縮空気を地下の空洞に貯蔵し，電力ピー
ク時にこの圧縮空気を用いてガスタービン発電を行う
方式．

圧縮クリープ あっしゅくくりーぷ compressive creep, creep
under compressive force

一定の圧縮応力下で，ひずみが時間とともに徐々に増
加していく現象．

圧縮係数 あっしゅくけいすう coefficient of
compressibility

体積弾性係数の逆数．単位圧力の変化による単位体積
あたりの体積変化．

圧縮材 あっしゅくざい compression member 軸方向に圧縮力を受ける部材．

圧縮試験 あっしゅくしけん compression test 供試体に圧縮力を加えて圧縮強度や変形特性を知るた
めの試験．

圧縮指数 あっしゅくしすう compression index 土の圧密において，間隙比と荷重の常用対数の関係を
とったときの勾配．

圧縮性 あっしゅくせい compressibility 物質への単位圧力の増加に対する単位体積あるいは厚
さの減少の度合い．

圧縮性流体 あっしゅくせいりゅ
うたい

compressible fluid 圧力による密度変化の比較的大きな流体であって，普
通気体がこれに当たる．

圧縮節理 あっしゅくせつり compression joint 圧縮応力が原因で生じるせん断（剪断）節理であり，
主圧縮応力軸と鋭角に交わる共役セットをなすことも
ある．

圧縮弾性限界ひ
ずみ

あっしゅくだんせい
げんかいひずみ

elastic limit
compressive strain

一軸または三軸圧縮試験で得られた，軸ひずみ－軸応
力曲線における弾性領域の限界に対応するひずみ．



圧縮弾性率 あっしゅくだんせい
りつ

modulus of compression 体積Vの物体に加わる圧力を⊿P変化させたときの体積
変化を⊿Vとすると圧縮弾性率KはK=-V･(⊿P/⊿V）で定
義される．体積弾性率，非圧縮率と呼ぶことの方が多
く最近では利用されていない．

圧縮波 あっしゅくは pressure wave Ｐ波の別称．粗密波・縦波・圧力波ともいう．

圧縮ひずみ あっしゅくひずみ compressive strain 圧縮応力によって生じるひずみ．圧縮圧力を受け，長
さsがds分変化した場合のds/s．

圧縮変形係数 あっしゅくへんけい
けいすう

compressive modulus of
deformation

材料に圧縮応力を加えたときの圧縮ひずみに対する圧
縮応力の関係を表す係数．

圧縮率 あっしゅくりつ compressibility 物体の表面にかかる圧力が増加することによる体積の
減少率．

圧縮リッジ あっしゅくりっじ transverse ridge 地すべり滑動によって生じた，地すべりの移動方向に
直交する凸型の細長い高まりのこと．

厚保層群 あつそうぐん Atsu Group 山口県南西部美弥市南部に分布する中生界三じょう系
（三畳系）．石灰岩・砂岩・礫岩・泥岩などからな
り，貝化石を産する．

アッターベルグ
限界

あったーべるぐげん
かい

Atterberg limit 含水比の変化にともなう土の流動特性を液状・可塑
状・半固体状・固体状に分けたときの限界含水比の総
称．コンシステンシー限界と同義．

熱田層 あつたそう Atsuta formation 名古屋市熱田台地（中位段丘面）を構成し，濃尾平野
一帯に分布する上部更新統．主に粘土と砂より構成さ
れ，砂礫および軽石層を挟む．

厚田油田 あつたゆでん Atsuta oil field 北海道の石狩湾側厚田村に位置する油田．新第三系望
来層・盤ノ沢層を貯留層とする．地質構造は西側海中
にNNW-SSE方向の軸を有する背斜構造．1930年に発見さ
れ，1971年に閉山された．

圧定板 あつていばん pressure plate フィルム正面の平面性を保持するために何らかの外力
を用いてフィルム正面を押え圧定する装置．

圧電型受振器 あつでんがたじゅし
んき

piezoelectric transducer
hydrophone

圧力型受振器の一種で，強誘電体の電わい（電歪）効
果を利用した受振器．海域調査や物理検層用受振器と
して使用．

圧電式圧力計 あつでんしきあつ
りょくけい

piezoelectric pressure
meter, piezoelectric
pressure transducer

水晶などの結晶体にひずみを与えると誘電分極を起こ
して電荷が発生する性質を利用した圧力測定装置．

圧電性 あつでんせい piezoelectricity ある種の結晶体のある方向に応力を加えると，ある定
まった方向に誘電分極を生じ帯電する性質．

圧電性ポリマー あつでんせいぽり
まー

piezoelectric polymer 電場を与えると変形・移動し，また逆の現象も発生す
る性質を持つ高分子．非金属の先端技術としてオー
ディオ材などに用いられている．

圧電素子 あつでんそし piezoelectric element ひずみを加えると電荷が，電圧を加えるとひずみが発
生する素子．水晶やセラミックなど多種の材料があ
る．



厚内層群 あつないそうぐん Atsunai Group 北海道十勝地域の浦幌町，音別町などに分布する新生
界後期漸新統～更新統の海成層．珪藻質シルト岩・珪
質頁岩・砂岩・礫岩などからなる．

厚肉アーチダム あつにくあーちだむ thick arch dam アーチ中心の曲率半径に対しアーチ厚さが相対的に厚
いアーチダム．

圧入工法 あつにゅうこうほう jacking method 杭打ち工事などで静的な圧力をかけながら杭や矢板を
地盤に挿入する工法．油圧ジャッキやワイヤを用い
る．

圧入式杭打ち工
法

あつにゅうしきくい
うちこうほう

pile jacking method 既製杭を油圧ジャッキなどで静的に圧入する工法．低
騒音・低振動の工法として優れている．

圧入指数 あつにゅうしすう injectivity index 油田・ガス田・地熱発電などの井戸において，地下水
を還元する際の注入圧に関する指数．圧入指数＝圧入
量／（圧入孔底圧－静止孔底圧）．

圧入井 あつにゅうせい injection well, input
well

石油鉱床から原油を産出させる時，水やガスを油層に
注入する坑井．水溶性ガスや地下水かん養（涵養）で
も用いる．

アッパーシレジ
ア鉱床

あっぱーしれじあこ
うしょう

upper Silesia coal field ポーランド南部，上部シレジア地域に分布する石炭鉱
床．上部石炭系の炭層を稼行する．

アッパーマント
ル

あっぱーまんとる upper mantle 地殻の下面（モホ面）から深さ650～700km（西村他，
基礎地球科学）のマントル上部をさし，従来の岩石圏
下部で超塩基性岩からなる．上部マントルと同義．
Glossary of Geologyでは地殻下面から深さ1,000kmと
している．

アップスウィー
プ

あっぷすうぃーぷ upsweep 周波数連続変化型の非爆薬震源バイブロサイスにおい
て，周波数を低周波から高周波に連続変化させる方
式．

アップディップ
フローディング

あっぷでぃっぷふ
ろーでぃんぐ

up dip flooding 地熱井の掘削において，還元井のブレークスルーを防
ぐために生産井の下方から行う対策方法．

アップホール法 あっぷほーるほう uphole method ボーリング孔内に震源を設け，地表または近傍のボー
リング孔内に受振器を設置して地震波速度を測定する
方法．

アッベ屈折計 あっべくっせつけい Abbe refractometer 測定溶液を試料台にのせ，その上にのせたガラス球の
入射光が全反射する方向を測定する方法で，屈折率を
測定する．

アッベ式測長器 あっべしきそくちょ
うき

Abbe type length
measuring equipment

物体の長さをアッべの原理にしたがって正確に測定す
る機器．測定する２点の延長上にある標準尺の目盛り
の動きを読み取る．

アッベ数 あっべすう Abbe's number ガラスなどで異なった波長の光が異なった方向へ屈折
する度合を表した数．アッベ数が大きい程，レンズの
色収差が小さく分解能が高い．

厚真油田 あづまゆでん Azuma oil field 北海道苫小牧市東方の勇払郡厚真町に位置する軽舞
（かるまい）油田と振老（ふれおい）油田の総称．雁
行するNW方向の２つの背斜構造の軸部で振老層の砂岩
中に貯留．

渥美層群 あつみそうぐん Atsumi Group 愛知県の渥美半島から豊橋市一帯に分布する新生界中
部更新統．海成で砂を主体に礫・粘土を挟む．貝・甲
殻類・植物などの化石を多産．



温海層群 あつみそうぐん Atsumi Group 新潟県最北端の山北町海岸付近に分布する新生界前期
中新統．火山岩類と夾炭層からなる．下部は温海岳火
山岩層，上部は五十川夾炭層．

圧密 あつみつ consolidation,
compaction

未固結堆積物が主に上載荷重により弾性ひずみ，粒子
の再配列，間隙水の脱水をきたして体積が減少する現
象．

圧密圧力 あつみつあつりょく consolidation pressure 土を圧密する圧力（荷重）をいう．荷重増分あるいは
圧密後の全荷重をさす．

圧密打切り時間 あつみつうちきりじ
かん

consolidation time 三軸圧縮試験や，一面せん断試験において，圧密速度
が十分遅くなったところで圧密を打切り，せん断を開
始する時間．

圧密応力 あつみつおうりょく consolidation stress 吉国の圧密理論で用いられた圧密の基本量で，圧密ポ
テンシャルとも呼ばれた．

圧密改良工法 あつみつかいりょう
こうほう

soil improvement by
consolidation

地盤中の地下水を強制排出することにより地下水面を
低下させ，人為的に圧密を促進させて地盤を改良する
工法の総称．

圧密荷重 あつみつかじゅう consolidation load 圧密圧力と同義．

圧密過程 あつみつかてい consolidation process 土や岩石のせん断試験において，せん断を開始するま
でに試料に圧力を加え圧密させる過程．

圧密緩速試験 あつみつかんそくし
けん

consolidated slow test 圧密排水三軸圧縮試験と同義．

圧密急速試験 あつみつきゅうそく
しけん

consolidated quick test 圧密非排水三軸圧縮試験と同義．

圧密曲線 あつみつきょくせん time-settlement curve 粘土の圧密試験における各荷重段階毎の沈下経過を表
す曲線．

圧密計 あつみつけい consolidometer 圧密試験機．

圧密係数 あつみつけいすう coefficient of
consolidation

圧密速度を支配する土質定数で，透水係数を体積圧縮
係数と水の単位体積重量の積で割った値として定義さ
れる．

圧密係数比 あつみつけいすうひ consolidation
coefficient ratio

二次元圧密方程式の解法にて水平・垂直方向の圧密係

数Cv・Chとした時（Cv/Ch）1/2にて定義される．

圧密降伏応力 あつみつこうふくお
うりょく

consolidation yield
stress

粘土が弾性的な圧密挙動を示す過圧密域から塑性的な
圧密挙動を示す正規圧密域に移行する境界応力．

圧密試験 あつみつしけん consolidation test 土の圧密特性を求める試験．一般的には粘性土の一次
元圧密特性を求めるために行われる標準圧密試験を指
す．



圧密促進工法 あつみつそくしんこ
うほう

accelerated
consolidation method

軟弱粘性土に対する地盤改良工法の一つで，地盤中に
ドレーン材を施工するなど圧密を促進させる工法．

圧密沈下 あつみつちんか consolidation settlement 飽和粘土地盤が荷重を受け,間隙中の水が排出されて,
体積が徐々に減少していくとともに生ずる沈下．

圧密定圧せん断
試験

あつみつていあつせ
んだんしけん

consolidated constant
pressure shear test

供試体を圧密後，せん断中の有効応力が一定となるよ
うに制御した一面せん断試験．

圧密定体積せん
断試験

あつみつていたいせ
きせんだんしけん

consolidated constant
volume shear test

供試体を圧密後，垂直圧力を増減させることによって
供試体の体積を一定とした状態で行う，一面せん断試
験．

圧密度 あつみつど degree of consolidation ある時点での圧密量と最終圧密量の比，あるいはその
百分率．

圧密排水三軸圧
縮試験

あつみつはいすいさ
んじくあっしゅくし
けん

consolidated-drained
triaxial compression
test

土のせん断試験の一方法．ＣＤ試験．供試体を圧密後
せん断中に排水を許す試験方法で，砂質地盤の通常の
安定問題を検討する場合に用いる．

圧密非排水三軸
圧縮試験

あつみつひはいすい
さんじくあっしゅく
しけん

consolidated-undrained
triaxial compression
test

土のせん断試験の一方法．ＣＵ試験．供試体を圧密後
せん断中に排水を許さない試験方法．圧密による強度
増加を検討する場合用いる．

圧密非排水・排
気試験

あつみつひはいすい
はいきしけん

consolidated undrained
exhausted shear test

不飽和土の三軸圧縮試験の一方法．圧密後の軸圧縮過
程を非排水・排気状態で行う試験．

圧密方程式 あつみつほうていし
き

formula of consolidation 土の圧密を支配する方程式で，熱伝導型の微分方程式
である．

圧密量－時間曲
線

あつみつりょうじか
んきょくせん

consolidation time curve 圧密試験で圧密量と時間の関係から圧密係数Ｃvなどを
求める際に使用する曲線．

圧密理論 あつみつりろん consolidation theory 土の圧密現象における挙動を扱う理論．テルツァー
ギ，三笠，Biotの理論が有名である．

圧力維持 あつりょくいじ pressure maintenance 水やガスによって圧力を加え，系内の流体の圧力を高
く保持すること．石油採掘でも重要．

圧力型受振器 あつりょくがたじゅ
しんき

pressure detector 波動の圧力成分に比例した電気出力を得る受振器．電
わい（電歪）振動子を用いた電歪型圧力受振器が多用
されている．

圧力基準器 あつりょくきじゅん
き

standard pressure gauge 圧力計の検査，検定などに用いられる器具．計量法の
基準器検査規則では基準液柱形圧力計と基準重錘式圧
力計が規定されている．

圧力球根 あつりょくきゅうこ
ん

pressure bulb 地表面に荷重が作用したときの地中の応力分布を示す
球根状の等応力線．応力球根ともいう．

圧力グラウチン
グ

あつりょくぐらうち
んぐ

pressure grouting パッカーを用い，圧力をかけて材料を注入するグラウ
チングのこと．ダムの基礎処理に普通に用いられる．



圧力計 あつりょくけい pressure gauge 空気・水・土などの圧力を測定する計器の総称．対象
により，気圧計・水圧計・土圧計などに分類される．

圧力勾配 あつりょくこうばい pressure gradient ２点間の圧力のみに着目したときの水平方向の単位距
離あたりの水圧や気圧などの圧力差．

圧力式水位計 あつりょくしきすい
いけい

pressure type water
level indicator

貯水池やボーリング孔内などの水位を圧力で検知する
方式の計器．

圧力室 あつりょくしつ pressure cell 三軸圧縮試験機において供試体を納め拘束力を加える
ための円筒形の格納容器．

圧力障壁 あつりょくしょうへ
き

pressure barrier 油田・ガス田・地熱発電などの還元水で，地層流体圧
と注入水圧の衝突により形成されるもので，地下水の
流路が変更される．

圧力水準器 あつりょくすいじゅ
んき

pressure level 微差圧計の１種．中央でわずかに曲げたガラス管中の
液体が両端の差圧で移動した分をもどす傾斜角で測
定．

圧力水頭 あつりょくすいとう pressure head 帯水層中のある点における地下水の圧力ポテンシャル
を大気圧下の水柱の高さで表したもの．

圧力水路 あつりょくすいろ pressure conduit 計画流量を満流状態で流下させる水路．

圧力セル あつりょくせる pressure cell 圧力室と同義．

圧力損失 あつりょくそんしつ pressure loss 管路内でのエネルギー損失によって流下方向に圧力が
減少すること．

圧力立坑 あつりょくたてこう pressure shaft 水力発電所の水圧管路のように内水圧が加わる立坑．

圧力タンク あつりょくたんく pressure tank 密閉したタンク内に水を送り，空気を圧縮して圧力を
高め，その圧力を利用して高所に給水するための施
設．

圧力トンネル あつりょくとんねる pressure tunnel 水圧トンネルと同義．

圧力波 あつりょくは pressure wave Ｐ波の別称．一般に流体中を伝わる音波を圧力波と呼
ぶことが多い．

圧力箱 あつりょくはこ pressure chamber 土構造物の模型実験において，自重応力を実際に摸し
て加えるための実験装置．

圧力バランス型
土圧計

あつりょくばらんす
がたどあつけい

pneumatic type earth
pressure cell

判別型土圧計と同義．



圧力封塞 あつりょくふうそく pressure packing 地下に注水する時に，注入圧力を強くしすぎると起き
る現象．地層の粒子配列を乱すことにより，流路が閉
塞される状態をいう．

圧力変換器 あつりょくへんかん
き

pressure transducer 圧力を対応する異なった物理量（電圧など）に変換す
る装置．

圧裂試験 あつれつしけん split test 円柱供試体を直径方向に圧縮して割る試験．圧裂引張
り試験と同義．

圧裂引張り試験 あつれつひっぱりし
けん

Brazilian test 円柱供試体の直径方向に荷重を加えることにより，供
試体内に引張応力を発生させて破壊させる試験．長さ/
直径の比が1/2～1の円柱状供試体を使用．岩石やコン
クリートの引張強度を求めるために用いる．

アディノール あでぃのーる adinole Naを多く含む苦鉄質の貫入岩との接触により生成した
変成岩．曹長石に富む緻密で貝殻状に割れる細粒岩．

ＡＤＥＯＳ あでおす Advanced Earth Observing
Satellite, ADEOS

地球観測プラットフォーム技術衛星．陸域・海域・大
気を総合的継続的に観測し，地球環境監視に役立てる
目的．

阿哲石灰岩 あてつせっかいがん Atetsu limestone 岡山県新見市西方の阿哲台周辺に分布する石炭～ペル
ム紀の石灰岩．

阿哲石灰岩層群 あてつせっかいがん
そうぐん

Atetsu limestone Group 岡山県新見市～北房町に分布する古生界石炭～ペルム
系．主体となる阿哲石灰岩のほかに火山砕屑岩，泥
岩，砂岩などを伴う．一部は三郡変成作用を受けてい
る．

アテネ大理石 あてねだいりせき Athena marble 古代ギリシャの建築にも利用された，ギリシャアテネ
付近の中生界大理石．

当矢板トレンチ あてやいたとれんち trench with lagging 比較的良好な地山で掘削後簡易な矢板で土留を行うト
レンチ掘削．

阿寺断層 あてらだんそう Atera fault 活断層．活動度Ａ級，北西方向．岐阜・長野県境付
近，長さ約80km，左横ずれ．トレンチ調査による平均
再来周期は1700年．

後ガス あとがす after gases 坑内におけるガス爆発や火薬爆発などのあとに残るガ
ス．

跡倉層 あとくらそう Atokura formation 関東山地北縁の群馬県下仁田付近などにナップとして
分布する上部白亜系．礫岩・砂岩・砂岩泥岩互層など
からなる．三波川帯に衝上し跡倉ナップと呼ばれてい
る．

跡佐登鉱山 あとさぬぷりこうざ
ん

Atosanupuri mine 北海道東部弟子屈町に位置する．昇華型のイオウ鉱床
が分布．

跡津川断層 あとつがわだんそう Atotsugawa fault 活断層．活動度Ａ級，東北東-西南西方向．飛騨山地北
部で約60kmにわたってのびる右横ずれ．1858年飛越地
震の起震断層．

後荷 あとに residual load トンネルなど地中構造物の施工後に，地山のクリープ
などによって地圧が増大すること．



後浜 あとはま backshore 浜のうち，満潮線から陸側に向かって暴浪浜の陸側境
界線までの区間．シケの時にのみ浸水する浜．

後普請 あとぶしん late support 地質が非常に良好で土圧の作用がほとんどない場合，
トンネル切羽の後方で支保を行うこと．

アドミッティ
ビィティ

あどみってぃびてぃ admittivity 電気探査で，岩石の交流電気パラメータ．直流の電気
伝導度に対応する用語．

孔明き管 あなあきかん perforated pipe 坑壁保護を目的に坑内の生産ゾーンなどに設置される
通常スリット状の貫通孔を有するパイプ．こう明管，
ストレーナーともいう．

アナグリフ あなぐりふ anaglyph 余色写真と同義．

穴沢石 あなざわいし Anazawa ishi 札幌市豊平町産の砕石・土木用石材．新第三系安山
岩．

孔尻 あなじり bottom of borehole 爆破によって破砕されずに残った穿孔の奥の部分．

孔曲り あなまがり borehole deflection 掘削機械で地中を掘削したとき，機械的条件や地質的
条件などにより掘削孔が湾曲すること．

孔曲り測定 あなまがりそくてい directional survey ボーリング孔の曲がりを測定すること．測定器は磁針
と重錘機構の傾斜針からなり，所定の深度で使用する
ため，タイマーによりロックさせる装置が付属してい
る．

アナログ画像処
理

あなろぐがぞうしょ
り

analog image processing
system

写真処理・光学処理・電気的処理などによるアナログ
方式の装置を用いて行う画像処理．デジタル画像処理
に対比．

アナログ地震探
鉱機

あなろぐじしんたん
こうき

analog seismic recording
system

弾性波探査で，地動信号をアナログ量で記録する方式
の探鉱機．

アナログシミュ
レーション

あなろぐしみゅれー
しょん

analog simulation 理論式を模擬したアナログ回路を用い，物理量を電圧
に置き換えて行うシミュレーション．浸透流の解析な
どに用いられることがある．

アナログデジタ
ル変換

あなろぐでじたるへ
んかん

analog to digital
conversion

電気的なアナログ量の計測値をデジタル処理するため
にADコンバータによりデジタル量へ変換すること．

阿仁合型植物群 あにあいがたしょく
ぶつぐん

Aniai-type flora 秋田県阿仁合炭田の阿仁合夾炭層の植物化石群で代表
される中新世前半期の植物群．冷温帯性落葉広葉樹が
主．

阿仁石 あにいし Ani ishi 秋田県北秋田郡阿仁鉱山産の砕石・中砥用石材．新第
三系石英粗面岩．

阿仁鉱山 あにこうざん Ani mine 秋田県中央部に位置する．新第三系の熱水鉱脈鉱床が
分布し，銅，銀などを産する．



アニュラーベロ
シティ

あにゅらーべろし
てぃ

annular velocity 坑壁と掘管との環状間隙（annulus）を流体が上昇する
速度．間隙部にカッティングスなどが停滞しないよう
管理．

亜熱帯 あねったい subtropical zone,
subtropics

熱帯と温帯の中間地帯．高温期と低温期があり，気温
年較差は大．大陸では雨が少なく，草原や砂漠とな
る．

亜熱帯黒色土 あねったいこくしょ
くど

subtropical black soil 熱帯から亜熱帯に分布し，土層が黒色を呈す土壌のこ
と．多くは，塩基性岩を母材とし粘土質の土壌であ
る．

亜熱帯ジェット
気流

あねったいじぇっと
きりゅう

subtropical jet stream 亜熱帯地域の上空の中緯度圏と熱帯圏の境目近くで吹
く強い偏西風．

亜熱帯赤色土 あねったいせきしょ
くど

subtropical red soil 湿潤亜熱帯から暖温帯に生成した赤色の土壌．表層に
有機物は少なく，下層に粘土を集積する．

アネロイド型圧
力計

あねろいどがたあつ
りょくけい

aneroid gauge 内部をほぼ真空にした金属缶の圧力変化による変形を
バネに伝達し，針の回転によって圧力を指示する圧力
計．小型軽量で携帯しやすいのが特徴である．

アネロイド型温
度計

あねろいどがたおん
どけい

dial thermometer 温度による流体の圧力変化を利用して指針を動かして
測定する温度計．

アネロイド気圧
計

あねろいどきあつけ
い

aneroid barometer ほぼ真空にした金属製の扁平な箱の弾性と大気圧のバ
ランスにより気圧を測定する装置．

アネロイド晴雨
計

あねろいどせいうけ
い

aneroid barometer アネロイド気圧計の別称．

アノーサイト あのーさいと anorthite 灰長石と同義．

アノーソクレー
ス

あのーそくれーす anorthoclase 正長石(Or)と灰長石(Ab)の中間の組成を持つ長石．
Or37Ab63よりAb成分が多い．三斜晶系．硬度６．比重

2.56～2.6．

アノーソサイト あのーそさいと anorthosite 斜長岩と同義．

アノマリードリ
リング

あのまりーどりりん
ぐ

anomaly drilling 異常部やそれに隣接した地層を調査する目的で実施さ
れるボーリング．

網走石 あばしりいし Abashiri ishi 網走市台町産の砕石・間知石用石材．新第三系輝石安
山岩．

アパタイト あぱたいと apatite 燐灰石と同義．

アバット あばっと abut 不整合の一形式で，古い地層や岩体のつくる崖や急斜
面の側方に新しい地層が堆積する関係．



アバットメント あばっとめんと abutment ダムの左右岸斜面取り付け部や橋梁端部の地盤取り付
け部をさす．

アパトサウルス あぱとさうるす Apatosaurus 竜盤目，竜脚亜目の草食恐竜．四足歩行．首と尾が長
く，体長約21m．ジュラ紀後期に生息．旧称ブロントサ
ウルス．

アパラチア造山
運動

あぱらちあぞうざん
うんどう

Appalachian orogeny 先カンブリア時代末期から古生代ペルム紀末にかけ
て，北アメリカ，アパラチヤ山脈の基本構造をつくっ
た造山運動．

亜氷期 あひょうき glacial stadial, glacial
stade, glacial substage

一つの氷期の間においても氷河は前進後退するが，亜
氷期は氷河が前進する寒冷な時期．

アフィン図化 あふぃんずか affine plotting 実体写真の標定で，カメラの主点距離と異なる値を図
化機に入力し，アフィン変形を伴うモデルを使う図
化．

アフィン変換 あふぃんへんかん affine transformation 回転，スキューなどのひずみのある画像を幾何学的に
変換する場合に用いられるユークリッド空間における
線形変換．

阿武川層群 あぶがわそうぐん Abugawa Group 山口県萩市南東の川上村付近に分布する古生界ペルム
系．主に石灰岩・砂岩・泥岩からなり，チャート・礫
岩を挟む．

阿武隈型変成作
用

あぶくまがたへんせ
いさよう

Central Abukuma type
metamorphism

阿武隈高原中部に分布する御斎所変成岩・竹貫変成岩
の紅柱石－珪線石系列（低圧型）変成相系列．

阿武隈高地 あぶくまこうち Abukuma highland 福島県から茨城県にかけて広がる標高1,200ｍ以下の隆
起準平原．領家帯に対比される阿武隈変成岩類・花崗
岩・古生界などから構成される．

阿武隈大理石 あぶくまだいりせき Abukuma marble 装飾用壁材・床材として福島県田村郡で採掘されてい
る結晶質石灰岩．年代未詳滝根層群に産する．

阿武層群 あぶそうぐん Abu Group 山口県および島根県の中国山地脊梁部から山陰海岸に
かけて広く分布する中生界白亜系．主に流紋岩質の凝
灰岩・溶結凝灰岩からなる．山口市北方の長門峡付近
を模式地とする．

虻田鉱山 あぶたこうざん Abuta mine 北海道西部虻田町に位置する鉱染・交代型の鉱床．硫
化鉄鉱を主目的に採掘．鉱床の内側にイオウ帯が形成
されている．

アプチアン あぷちあん Aptian (stage) 国際対比の基準として使われているヨーロッパ白亜系
下部統上部の階．

亜不動域 あふどういき sub-unmoving area 地すべり地形において，不動域と主滑落崖の間の地す
べりにより僅かに変形している影響部．不動域との境
界は後背亀裂．

アフマグ法 あふまぐほう afmag method, audio-
frequency magnetic
method

可聴周波領域の自然磁場変動を計測する電磁法の一
種．ＶＬＦ法の出現以後は本法の利用は少ない．

アプライト あぷらいと aplite 半花崗岩と同義．



油肌 あぶらはだ aburahada 油脂状の光沢を示す岩石の表面形態．

油飽和率 あぶらほうわりつ oil saturation 貯留岩中の液相の原油の含有率をいい，孔隙容積に対
する原油の容積比率で表す．

油容積係数 あぶらようせきけい
すう

oil formation volume
factor

油層内の原油容積（ガスを溶解している）と地上に原
油を汲み上げたあとの原油容積（ガスを分離）との
比．

アフリカ大地溝
帯

あふりかだいちこう
たい

African Rift Valley 死海・紅海・Gregory rift・Myasa riftなどを結ぶア
フリカ東部の地溝帯．発散型大陸プレート境界のリフ
ト．

アフリカ楯状地 あふりかたてじょう
ち

African shield アフリカ大陸全土の50%以上を占める先カンブリア紀の
地層の分布域．

アフリカプレー
ト

あふりかぷれーと African plate アフリカ大陸を載せるプレート．大西洋南東部，イン
ド洋西部を含む．

アブレイシブ
ジェット工法

あぶれいしぶじぇっ
とこうほう

abrasive jet method ざくろ石などの研磨剤を混入させた高速噴流水を収束
噴射させて各種構造物の解体，岩盤掘削などを行う工
法．アブレッシブウォータジェット工法ともいう．

阿部倉地すべり あべくらじすべり the Abekura landslide 1974年2月に神奈川県横須賀市阿部倉で盛土を主原因に
して発生．

安部城鉱山 あべしろこうざん Abeshiro mine 青森県津軽半島に位置し，新第三系黒鉱鉱床が分布．
新第三紀中新統の西黒沢階最上部～女川階最下部にあ
る層準規制型の鉱床．銅，銀などを産する．

安倍族造山運動 あべぞくぞうざんう
んどう

Abean orogenic movement 清水褶曲・世田米褶曲に基づいて，ヨーロッパのバリ
スカン造山運動に対比されるものとして提唱された東
北日本の古生代造山運動．

アボイドマップ あぼいどまっぷ avoid map 災害回避地図．自然災害を事前に回避するため過去の
被災履歴を示し，被災想定区域を表示したもの．

安房トンネル あぼうとんねる Abo tunnel 長野・岐阜県境の安房峠直下に掘削された延長4,370m
の国道トンネル．地質は主に美濃帯の中古生界で一部
に火山噴出物が分布する．長野県側は高熱，岐阜県側
は高圧大量湧水で難航した．1997年完成．

アボガドロ数 あぼがどろすう Avogadro's number 原子，分子等の物質粒子の１モル中に含まれる粒子の

数．普遍定数であり，6.02×1023．

アマガー圧力計 あまがーあつりょく
けい

amagat manometer 断面積が異なる連結ピストンで減圧することで高圧が
測れる圧力計．圧力媒体に糖蜜や水銀などを利用す
る．

天方石 あまがたいし Amagata ishi 静岡県周智郡森町産の土木用石材．第三系砂岩．

天城火山 あまぎかざん Amagi volcano 伊豆半島東部に位置する主に安山岩溶岩からなる第四
紀火山．0.15Ma以降の噴火は未確認．



天城抗火石 あまぎこうかせき Amagi kokaseki 静岡県田方郡中伊豆町産の石材・軽量骨材．第四系石
英安山岩～石英粗面岩質軽石．

天草褶曲帯 あまくさしゅうきょ
くたい

Amakusa fold zone 九州天草地域の褶曲帯．上部白亜系と古第三系とが平
行不整合関係にあり，褶曲構造に著しい差異がない．

天草陶石 あまくさとうせき Amakusa porcelain stone 熊本県天草地方に産出する陶器の原料となる流紋岩起
源の鉱石．

尼瀬油田 あまぜゆでん Amaze oil field 新潟県柏崎市北方の出雲崎町尼瀬に位置する油田．海
岸線に平行なNE方向の背斜構造で新第三系寺泊層の砂
岩に貯留している．1891年，日本で初めて機械掘削に
成功した．

天の宮石 あまのみやいし Amanomiya ishi 静岡県周智郡森町産の土木用石材．第三系砂岩．天方
石と同質．

雨畑石 あまはたいし Amahata ishi 山梨県南巨摩郡早川町産の石材（すずり石）．中生界
～古第三系粘板岩・輝緑凝灰岩．

奄美海台 あまみかいだい Amami plateau 九州南方300km，奄美大島東方100kmに拡がる海台で，
大東海嶺・沖大東海嶺と併せて大東海嶺群と総称．

アマルガム あまるがむ amalgam 水銀と他の金属との合金．一般的にはペースト状とな
りやわらかい．古くから金銀の製錬に利用．

余目油・ガス田 あまるめゆがすでん Amarume oil-gas field 山形県酒田市南東に位置する油田．1960年発見．深度
は500～1,000mの新第三系中部中新統～鮮新統の丸山
層，楯山層，北俣層の砂岩に貯留されている．

余目油田 あまるめゆでん Amarume oil field 山形県酒田市南東に位置する油田．新第三系中部中新
統～鮮新統の丸山層，楯山層，北俣層に貯留されてい
る．

網工 あみこう amiko 主に江戸時代に採用された山腹工の一つで，そだやか
やなどの束で山腹を網状に覆い，網目に苗木を植える
工法．

網目法 あみめほう grid method 写真と地図上に対応する四辺形の網目を作り，対角線
の交点をとってさらに細分化して写真上の点を投影す
る方法．

アムスラー式ね
じり動力計

あむすらーしきねじ
りどうりょくけい

Amsler torsionmeter 光学検出方式のトルクメータの一種

アムスラー式万
能材料試験器

あむすらーしきばん
のうざいりょうしけ
んき

Amsler universal
material testing machine

各種材料の引張り，曲げ，圧縮，剥離試験などに幅広
く使用されている試験装置．

アムスラー式振
り子動力計

あむすらーしきふり
こどうりょくけい

Amsler pendulum
dynamometer

アムスラー式万能材料試験機に用いられている荷重の
測定および指示装置

アムスラー試験
機

あむすらーしけんき Amsler type testing
machine

アムスラー式万能材料試験機と同義．



アメス石 あめすせき amesite (Mg2,Al)(Si,Al)O5(OH)4．六角板状，淡緑色，３八面体

型・カオリン構造の粘土鉱物．産出はまれ．アメサイ
トともいう．

アメダス（ＡＭ
ＥＤＡＳ）

あめだす automated meteorological
data acquisition system,
AMEDAS

全国に設置されている自動気象観測装置からのデータ
を電話回線を使って気象庁に集めるシステム．

アメリカ硬度 あめりかこうど U.S.hardness 水中のCaおよびMgのイオン量を炭酸カルシウム濃度に
換算したもの．

アメリカ材料試
験協会規格

あめりかざいりょう
しけんきょうかいき
かく

ASTM standards 工業材料の研究や標準化を行うアメリカの団体(ASTM)
による工業材料や試験法に関する仕様・規格．

アメリカ式掘削
工法

あめりかしきくっさ
くこうほう

American (excavation)
method

トンネルの掘削工法の一つで，頂設導坑から順次木製
支保工を組み立てながら切拡げ下部の掘削を行う．

アメリカンシス
テムドリル

あめりかんしすてむ
どりる

American-system drill 一般に車載型の軽便なボーリング装置．掘削方式はた
がね状ビットによる衝撃掘り．チャーンドリルともい
う．

亜目 あもく suborder 生物を分類する時に用いる単位の一つで，「目」の下
位の分類単位．

鮎河層群 あゆがわそうぐん Ayugawa Group 鈴鹿山脈西麓に分布する下部中新統．砂岩・泥岩・礫
岩などから構成され，第一瀬戸内累層群に属する．泥
岩の一軸圧縮強度は10MPa，砂岩・礫岩は20MPa程度．

鮎川・由利原
油・ガス田

あゆかわゆりはらゆ
がすでん

Ayukawa/Yurihara oil-gas
field

秋田県由利郡由利町に位置する油・ガス田．1976年に
発見．主に深度1,500～1,900ｍの西黒沢層玄武岩から
産出．

洗い試験 あらいしけん decantation test 骨材中に含まれる75μmふるいを通過する泥土の量を洗
い分析によって測定する試験．骨材の微粒分量試験方
法(JIS A 1103)で規定されている．

洗堰 あらいぜき fixed dam 高さ10m以下の固定堰や角落しなどの可動堰のこと．水
位や流量の調節ができない．

荒川石 あらかわいし Arakawa ishi, Arakawaite ①宮城県桃生郡鳴瀬町産の石材（土台・かまど・塀な
ど）．新第三系凝灰岩．野蒜石ともいう．
②秋田県荒川鉱山で産出したベスゼリ石を，一時新鉱
物「荒川石（Arakawaite)」と名付けたが，その後ベス
ゼリ石と同定され，この名称は消滅した．

荒川層群 あらかわそうぐん Arakawa Group 八溝山地西側の栃木県那須郡鳥山町から馬頭町に分布
する新生界中新統．海成で砂岩，泥岩，凝灰岩からな
る．

安楽城地すべり あらきじすべり the Araki landslide 1932年４月に山形県安楽城村（現真室川町）で発生し
た粘稠型地すべり．全半壊９棟．６世帯中５世帯が移
転したとされている．

荒倉層 あらくらそう Arakura Formation 京都府舞鶴市東部の荒倉付近の狭い範囲に分布する上
部三じょう系（三畳系）．黒色泥質～砂質頁岩．荒倉
階の模式層．

アラゴナイト あらごないと aragonite あられ石と同義．



あらさ曲線 あらさきょくせん roughness curve 材料を加工した面の垂直断面に現れる曲線．

荒島石 あらしまいし Arashima ishi 島根県安来市荒島町貝殻山産の土木・壷など用石材．
新第三系砂質凝灰岩．

アラスカ地震 あらすかじしん the 1964 Alaska
earthquake

1964年3月発生（M8.3）．液状化による地すべりが，同
年6月の新潟地震とともに地盤の液状化研究のきっかけ
をつくった．

新戸地すべり あらどじすべり the Arado landslide 1964年7月梅雨前線豪雨により新潟県能生町で発生した
崩壊性地すべり．泥流が人家16戸を倒壊・破損させた
とされている．

アラバンド鉱 あらばんどこう alabandite MnS．硬度3.5～4．比重3.95～4.04（測定値），4.053
（計算値）．黒色・亜金属光沢・条痕は緑灰色．方鉛
鉱系列の鉱物で変成層状マンガン鉱床・鉱脈鉱床・隕
石から産出．硫マンガン鉱，アラバンダイトともい
う．

アラビアプレー
ト

あらびあぷれーと Arabian plate アラビア半島全域からなるプレート．

荒目石 あらめいし Arame ishi 愛知県豊田市産の土木・建築用石材．中生界角閃石黒
雲母花崗岩．高橋みかげともいう．

あられ石 あられいし aragonite CaCO3．斜方晶系．硬度3.5～4．比重2.929．方解石と多

形をなし，方解石に比べ不安定．電子線・Ｘ線・紫外
線により蛍光を発する．

あられ石化作用 あられいしかさよう aragonitization ある種の無機イオン，また有機基質のアミノ酸の寄与
などにより，軟体動物の石灰質殻があられ石になるこ
と．

アランダム あらんだむ Alundum 人工コランダムでできた研磨剤．

アランデル法 あらんでるほう Arundel method 空中写真を使った簡便図化法．平面位置の決定には放
射三角測量を用い，高さは気圧測高により求められ
た．

有明粘土 ありあけねんど Ariake clay 有明海沿岸の沖積低地および干潟（海底面）を構成す
る完新統．縄文海進に伴って形成された軟弱な粘土
層．粘土層のＮ値は０～５，挟在する砂層のＮ値は10
～30．

有住層 ありすそう Arisu Formation 岩手県南東部の南部北上帯に分布する下部石炭系．陸
前高田市気仙町付近を模式地とする．玄武岩質の火砕
岩や泥岩，砂岩などから構成される．有住統の模式
層．

アリダード ありだーど alidade 平板測量に用いる器具．水準器付きの定規の両端に目
標基準板があり，目標の方向と傾斜を測定する．

アリダードスタ
ジア法

ありだーどすたじあ
ほう

alidade stadia method 平板測量用の方位，傾斜，距離を定めるアリダードを
利用して行うスタジア測量．地形図を簡易に描く方
法．

有田層 ありたそう Arita Formation 和歌山県湯浅地方の秩父累帯中帯に分布する下部白亜
系．礫岩・泥岩・砂岩からなる．有田統の模式層．



アリディソル ありでぃそる aridisol 植物に役立つ水を長期間にわたり持たない乾燥地域の
土壌．地表は大部分がほとんどいつも裸状態をなす．

アリティックク
ラスト

ありてぃっくくらす
と

allitic crust シリカが溶脱し，鉄やアルミニウムの酸化物が集積し
た堅い外皮状物（土膜）．ラテライトによく見られ
る．

有馬層群 ありまそうぐん Arima Group 六甲山地北方に分布する中生界中・上部白亜系．流紋
岩質の火砕岩・溶岩などからなる．

有馬－高槻構造
線

ありまたかつきこう
ぞうせん

Arima-Takatsuki tectonic
line

大阪平野と丹波山地とを分ける東西方向の多数の断層
から構成される構造線．活動度Ｂ級で大阪層群を大き
く変位させている．

有峰層群 ありみねそうぐん Arimine Group 富山県大山町の有峰湖付近に分布する中生界下部白亜
系．流紋岩類や凝灰質砂岩・泥岩などからなる．

アリューシャン
海溝

ありゅーしゃんかい
こう

Aleutian trench 北太平洋アリューシャン列島に沿う海溝．北アメリカ
プレートと太平洋プレートの境界に位置し，太平洋プ
レートの沈み込みで形成される．

アルカリ あるかり alkali 強い塩基性の物質．主にアルカリ，アルカリ土類金属
の水酸化物．

アルカリ栄養湖 あるかりえいようこ alkalitrophic lake 湖沼のその生物生産によって分類した非調和型の湖沼
の一種．多量のカルシウムを含むものが主である．

アルカリ角閃石
類

あるかりかくせんせ
きるい

alkali-amphiboles Naを多く含む角閃石の総称．

アルカリ花崗岩 あるかりかこうがん alkali granite 長石がすべてアルカリ長石に属する花崗岩．アルカリ
角閃石，アルカリ輝石を含む．

アルカリ岩 あるかりがん alkali rock アルカリかんらん石（橄欖石）玄武岩マグマを本源マ
グマとして結晶分化作用で生成される一連の火成岩
類．珪酸鉱物を欠き，アルカリ長石に富み，ソーダ輝
石・準長石を特徴的に含む岩石．

アルカリ岩系 あるかりがんけい alkali rock series アルカリに富む火山岩の系列．本源マグマであるアル
カリかんらん石（橄欖石）玄武岩から分化した一連の
岩系．

アルカリかんら
ん石（橄欖石）
玄武岩マグマ

あるかりかんらんせ
きげんぶがんまぐま

alkali olivine basalt
magma

かんらん石（橄欖石）に富みながらアルカリに乏しい
ソレアイト質のものに対して，アルカリに富む玄武岩
質のマグマをいう．

アルカリ輝石類 あるかりきせきるい alkali pyroxenes アルカリ(Na)に富む単斜輝石の総称．ヒスイはこれに
含まれる．

アルカリ玄武岩 あるかりげんぶがん alkali basalt 塩基性火山岩類のうちアルカリ岩に属するものの総
称．日本では山陰・北九州地方などに多い．

アルカリ骨材反
応

あるかりこつざいは
んのう

alkali-aggregate
reaction

セメント中のアルカリとガラス質の骨材などとの間で
起こる反応．コンクリートの膨張・破壊を招く．



アルカリ骨材反
応の岩石学的試
験

あるかりこつざいは
んのうのがんせきが
くてきしけん

petrological test of
alkali aggregate
reaction

コンクリート骨材に含まれる，火山ガラスやシリカ鉱
物などの反応性鉱物を判別するための鉱物試験．

アルカリ蒸気磁
力計

あるかりじょうきじ
りょくけい

alkali-vapour
magnetometer

アルカリ金属原子の光ポンピング現象を利用した磁力
計．光ポンピング磁力計ともいう．

アルカリ処理 あるかりしょり alkali treatment 粘土に付随する不純物・粘土鉱物の一部または全体を
強アルカリで溶解すること．粘土の精製等に使われ
る．

アルカリシリカ
反応

あるかりしりかはん
のう

alkali-silica reaction セメント中のアルカリ（Na2O,K2O）が岩石中のシリカ鉱

物と化学反応を起こし，吸水膨張する現象．

アルカリ深成岩
類

あるかりしんせいが
んるい

alkali plutonic rocks アルカリに富むマグマが地下でゆっくり冷却・固結し
てできた完晶質粗粒の岩石．アルカリ花崗岩もその一
つ．

アルカリ性泉 あるかりせいせん alkaline spring 温泉を水素イオン濃度（pH）によって分類したもの
で，pH8.5以上をいう．pH7.5～8.5は弱アルカリ泉．

アルカリ石灰指
数

あるかりせっかいし
すう

alkali-lime index 横軸にSiO2量を，縦軸にCaOとNa2O+K2O量をとった変化

図で，CaO曲線とNa2O+K2O曲線の交点でのSiO2値．火成

岩の岩系を示す指数の一つ．

アルカリ閃長岩 あるかりせんちょう
がん

alkali syenite アルカリ長石とアルカリ角閃石・アルカリ輝石などか
らなる閃長岩．

アルカリ炭酸塩
岩反応

あるかりたんさんえ
んがんはんのう

alkali-carbonate rock
reaction

セメント中のアルカリ（Na2O,K2O）がある種の石灰岩と

化学反応を起こし，吸水膨張する現象．

アルカリ長石類 あるかりちょうせき
るい

alkali feldspars アルカリ(Na,K)に富みCaをほとんど含まない長石類．
カリ長石・アノーソクレース・曹長石（アルバイ
ト）・サニディンなどが含まれる．

アルカリ度 あるかりど alkalinity 炭酸水素イオン・炭酸イオン・水酸イオンなどの中和
に要する強酸の消費量．酸消費量ともいう．

アルカリ土壌 あるかりどじょう alkali soil 炭酸ソーダを主とするアルカリ塩類を含み，pH8.5以上
を示す土壌．大陸温帯乾燥気候下の低地に多い．

アルカリ土壌化
作用

あるかりどじょうか
さよう

alkalization 交換性ナトリウムが増加して，反応がアルカリ性にな
る土壌生成作用のこと．

アルカリ反応 あるかりはんのう alkali reaction アルカリ骨材反応と同義．

アルカリフラッ
ト

あるかりふらっと alkali flat 乾燥・半乾燥地域にある塩水湖が蒸発により枯渇し，
アルカリ塩類・粘土などが沈殿して形成された平坦な
地形面．

アルカリモンモ
リロナイト

あるかりもんもりろ
ないと

alkali montmorillonite ナトリウムに富むモンモリロナイト．Ca型に比べ水和
度が大きく膨張しやすい．



アルカリ量 あるかりりょう alkali content セメント中のアルカリの全量．セメントのアルカリ骨
材反応の指標として使われる．

アルクリート あるくりーと alcrete 熱帯下の激しい風化作用によりアルミナ以外の成分が
溶脱した残積物．ボーキサイトとも呼ばれる．

アルコース あるこーす arkose 花崗岩類や片麻岩の風化分解物に由来する石英，長石
に富む砂岩．花崗質砂岩ともいう．25%以上の長石を含
み基質が15%以下の砂岩で長石アレナイトに相当．

アルコース砂岩 あるこーすさがん arkose (sandstone) アルコースと同義．

アルコール水準
器

あるこーるすいじゅ
んき

alcohol leveler 円弧状のガラス管内に気泡を残してアルコールを封入
した大きな水準器．

アルコール燃焼
法

あるこーるねんしょ
うほう

alcohol method アルコール法と同義．

アルコール法 あるこーるほう alcohol method 蒸発皿に入れた試料とメチルアルコールを混合して点
火し，その熱により試料の水分を蒸発させて含水量を
求める方法．アルコール法ともいう．

アルシーブ原器 あるしーぶげんき archives standard メートル法で最初に作られたメートル原器およびキロ
グラム原器．

アルチソル あるちそる ultisol アメリカの土壌分類体系（ソイルタクソノミー）にお
ける大分類の一つ．温帯から熱帯に分布し，塩基に乏
しく肥沃度の低い土壌で赤黄色ポドゾル性土壤，赤褐
色ラテライト性土壌などが含まれる．アルティソル，
ウルチソルともいう．

アルドメータ あるどめーた ardometer ガラスレンズと熱電対を検出器とした放射高温計の一
種

アルバース図法 あるばーすずほう albers projection 地図外の1点で交わる2本の直線経線を持つ等積円錐図
法．経線と直交する同心円の緯線沿いの弧の長さが正
しい．

アルバート鉱 あるばーとこう albertite アスファルト系の変成天然固形物（抽出性有機物また
は瀝青）の一つ．

アルバイト あるばいと albite 曹長石と同義．

アルバイト化作
用

あるばいとかさよう albitization Caに富んだ斜長石が続成変成作用で曹長石に変換され
ること．または，ペグマタイト化作用などに伴う交代
作用で岩石中に曹長石が生成すること．

アルバイト式双
晶

あるばいとしきそう
しょう

albite twin 斜長石や三斜晶系のアルカリ長石にみられる双晶．平
行な結晶の集合体で偏光顕微鏡のクロスニコルでは縞
状に見える．

アルビアン あるびあん Albian 国際対比の基準となっている，ヨーロッパの白亜系下
部統の最上部階．



アルビタイト あるびたいと albitite 曹長岩と同義．

α線 あるふぁせん α-ray 放射線の一種でアルファ粒子の高速の流れ．物質を透
過する能力はβ線，γ線よりはるかに弱い．

α腐植 あるふぁふしょく alpha humus 土壌の希アルカリ水溶液による抽出物を強酸性にする
と，沈殿する暗褐色の有機高分子物質．腐植酸とほぼ
同じ．

α崩壊 あるふぁほうかい α-decay He原子核と同じ2個の陽子と2個の中性子が結合したα
粒子が放射される崩壊性変換．

αリコイルト
ラック年代測定

あるふぁりこいると
らっくねんだいそく
てい

α recoil-track dating
method

238Uや232Thのα崩壊に伴って生じるトラックを計数する
ことによる年代測定法．第四紀を対象とする．

α粒子 あるふぁりゅうし α-particle ヘリウムの原子核．

アルフィソル あるふぃそる alfisols アメリカの土壌分類体系で層状粘土の集積した層，も
しくはＣＥＣの小さい粘土集積層をもつ塩基飽和度の
高い土壌．

アルプス型造山
運動

あるぷすがたぞうざ
んうんどう

Alpinotype orogenesis 地向斜造山論に基づく概念．優地向斜地域に起こる強
い褶曲または押しかぶせ構造を生ずるような構造運動
で，広域変成作用や深成作用を伴うものとされた．

アルプス型氷河 あるぷすがたひょう
が

Alpine glacier 急峻な山岳地域に発達するいわゆる山岳氷河のこと
で，南極大陸のような平原を覆う氷床に対する用語．

アルプス山脈 あるぷすさんみゃく Alps, Alpine chain ヨーロッパ中央部に位置し，長さ約1,000km．最高峰は
Mont Blanc(4,807m)で3,000～4,000m級の山が連なる．

アルプス造山運
動

あるぷすぞうざんう
んどう

Alpine orogeny ジュラ紀から新生代にかけての造山運動．地中海・太
平洋周辺その他に広く知られる．

アルプス造山帯 あるぷすぞうざんた
い

Alpine orogenic belt 中生代末期から新生代にかけての時期に，アルプス造
山運動を受けた地域．地中海沿岸，ヒマラヤ－ミャン
マーにかけての地域．環太平洋地域など．

アルプス地向斜 あるぷすちこうしゃ Alpine geosyncline アルプス山脈の前身となる地向斜．石炭紀後期に南ア
ルプスへの海の進入が始まり，北ほど遅れる傾向があ
る．地向斜造山論に基づく考え方．

アルプス・ヒマ
ラヤ地震帯

あるぷすひまらやじ
しんたい

Alpine-Himalayan seismic
belt

インド，アフリカ，ユーラシア各プレートの縫合部に
沿う活発な地震帯．

アルベード あるべーど albedo 太陽などからの入射光の強さに対する反射光のそれと
の比．

アルベド あるべど albedo 太陽などからの入射光に対する反射光の割合．



アルマンディン あるまんでぃん almandine ざくろ石固溶体（６端成分）の鉄，アルミニウムの端
成分．泥質広域変成岩に産する．

アルミナセメン
ト

あるみなせめんと aluminous cement ボーキサイトを混合したセメント．早強性・耐火性に
優れる．

アルミニウム酸
化物

あるみにうむさんか
ぶつ

aluminium oxide 化学式 Al2O3．水和した含水アルミニウム酸化物は，風

化を強く受けた土壌中に粘土鉱物として産する．

アルミニウム精
錬

あるみにうむせいれ
ん

aluminium metallurgy おもにボーキサイトを原料として純アルミナを作り，
これを電解することにより金属アルミニウムを精製す
る．

アルミノケイ酸
塩

あるみのけいさんえ
ん

aluminosilicate ①珪酸塩鉱物において，AlがSiの相当量を置換してい
る鉱物の総称．
②化学組成がAlとSiO4だけである鉱物．

アルミン酸三石
灰

あるみんさんさん
せっかい

tri-calcium alminate 分子式3CaO･Al2O3とあらわされるセメントを構成する主

要鉱物の一つ．

アルミン酸鉄酸
四石灰

あるみんさんてつさ
んよんせっかい

tetra-calcium almina-
ferrite

分子式4CaO･Al2O3･Fe2O3とあらわされるセメントを構成

する主要鉱物の一つ．

アレー観測 あれーかんそく array seismic
observation

アレー地震観測網と同義．

アレー地震観測
網

あれーじしんかんそ
くもう

array seismic
observation

複数の地震計を平面的，垂直方向，あるいは３次元的
に配列して行う地震観測．精密な震源決定や地震波の
散乱・反射体の検出，地下深部から地表への地震波伝
播特性の評価などに用いられる．アレー観測ともい
う．

アレオピクノ
メータ

あれおぴくのめーた areo pycnometer 液中で立つように底部を重くしたガラスや金属性の目
盛り付き浮子．平衡時の液位から比重を測る．

亜れき青炭（亜
瀝青炭）

あれきせいたん sub-bituminous coal 褐炭とれき（瀝）青炭の中間に分類される石炭で，れ
き（瀝）青炭と比較して石炭化度が低い．

アレナイト あれないと arenite ①砂岩と同義．
②砂岩の岩石学的分類の一つで泥質基質が10～15%以下
のもの．

アレナル火山 あれなるかざん Arenal volcano 中米コスタリカ中西部にある活火山．1968年の噴火で
死者78人とされている．以来継続的に活動．雨期にし
ばしば土石流発生．

アレン あれん arenes セメント代用土の一種．フランスアレン地方原産．玄
武岩質安山岩を原岩とする分解物．

アロフェン あろふぇん allophane カオリンに近い結晶構造をもつが，Ｘ線回析結果や顕
微鏡下においては無定型の粘土鉱物．軽石やガラス質
火山灰の陸上風化物.

アロフェン土 あろふぇんど allophane soil アロフェンに富む土で，火山灰質土をさす．



淡路みかげ あわじみかげ Awaji mikage 兵庫県淡路島産の土木用石材．中生界花崗岩．

阿波層群 あわそうぐん Awa Group 三重県西南部阿波盆地に分布し第一瀬戸内累層群に属
する新生界下部中新統．基底礫岩層の上に細礫岩・シ
ルト岩・含礫泥岩の順に堆積している．海成層で貝化
石を産する．

安房層群 あわそうぐん Awa Group 房総半島南部に分布する新生界中新統．主に泥岩・凝
灰質砂岩からなり，泥岩は極めて膨潤性に富む．

粟野石 あわのいし Awano ishi 山口県豊浦郡豊北町粟野産の砕石用石材．古第三系ひ
ん岩．

アンカーグラウ
チング

あんかーぐらうちん
ぐ

anchor grouting アンカー体の形成および削孔間隙充填のためにセメン
トあるいは合成樹脂の材料を注入すること．

アンカー工法 あんかーこうほう anchor works 鋼棒やより線などの引張り力，締付け力を利用して，
構造物の地盤への定着や地山の安定化をはかる工法．

アンカー自由長 あんかーじゆうちょ
う

unfixed length of anchor アンカー長全長のうち穿孔底部のアンカー体定着部分
を除いた自由に伸縮できるアンカー頭部までの長さ．

アンカー付法枠
工

あんかーつきのりわ
くこう

grating crib works with
anchor

のり面保護のために用いるコンクリート枠工の枠の交
差部にアンカーを併用した斜面保護工法.

アンカー定着部 あんかーていちゃく
ぶ

fixed part of anchor
tendon

注入材と地盤の摩擦抵抗力，支圧抵抗力によりアン
カーを地盤に定着させる部分．

アンカー引き抜
き試験

あんかーひきぬきし
けん

anchor-bolt pullout test アンカー定着体と地盤との付着面における摩擦抵抗力
や支圧抵抗力，あるいは両者を合わせた抵抗力の最大
値を調査する試験．

アンカーブロッ
ク

あんかーぶろっく anchor block 水圧管路の固定や吊橋のケーブル末端の定着などのた
めに地盤上に設置されるコンクリート製のブロック．

アンカーボルト あんかーぼると anchor bolt 岩盤やコンクリートに構造物などを固定するために用
いるボルト．

アンカーレイジ あんかーれいじ anchorage つり橋を支えるケーブルの両端で張力をささえる構造
物．

暗灰グライ性土
壌

あんかいぐらいせい
どじょう

dark gray gleisolic soil 排水不良の森林下に生じ，有機物含量の比較的高い薄
い表層とグライ化した鉱質層の下層を持つ土壌．

アンカット あんかっと uncut 掘削ボーリングビット用に加工されていない，ダイヤ
モンドの原形．

アンガラ楯状地 あんがらたてじょう
ち

Angara shield シベリア中央部の厚い水平な古生界・中生界が広く露
出する台地．シベリア卓状地とも呼ばれる．



暗きょ（暗渠） あんきょ culvert, closed conduit 比較的浅い地中で地下水を集めて排水するために埋設
する管やその施設．

安銀鉱 あんぎんこう dyscrasite Ag3Sb．斜方晶系．比重9.74．硬度3.5～4．銀白色金属

光沢の錐状結晶．金銀鉱床で銀鉱物・方鉛鉱などと共
に産する．

アンケライト あんけらいと ankerite アンケル石と同義．

アンケル石 あんけるせき ankerite Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2．三方晶系．硬度3.5～4．比重

2.95～3.1．褐色を帯びることが多い．ドロマイト族の
鉱物で，鉄分がマグネシウムより多いもの．Mg＞Feの
ものはドロマイトと呼ぶ．アンケライトともいう．

あんこ あんこ clay tamping, stemming
plug

穿孔内に爆薬を装填してから爆破効果を上げるために
孔口側に粘土などを用いて詰め物をすること．

安山岩 あんざんがん andesite 主成分を斜長石と，黒雲母・角閃石・輝石のいずれか
の有色鉱物からなる中性の非アルカリ岩質火山岩．造
山帯に特徴的に分布する．

安山岩線 あんざんがんせん andesite line カルクアルカリ岩系の安山岩・流紋岩を主とする環太
平洋火山岩帯と，ソレアイト質岩系の玄武岩を主とす
る太平洋内部の火山岩地域との境界として仮想的に引
かれた線

安四面銅鉱 あんしめんどうこう tetrahedrite 四面体結晶をもつ硫塩鉱物．銅の資源となるほか，銀
を多く含むものは銀鉱石としても重要．黝（ゆう）銅
鉱ともいう．

鞍山層群 あんしゃんそうぐん Anshan Group 中国北東部の遼寧省から吉林省にかけて分布する始生
界．片麻岩・角閃岩など．

あん状鉱脈 あんじょうこうみゃ
く

saddle reef 褶曲した地層の背斜部の空隙に形成された鉱脈．オー
ストラリアのBendigo鉱山などにみられる．

暗振動 あんしんどう ambient vibration,
background vibration

振動測定において，対象とする振動以外の振動．

安政江戸地震 あんせいえどじしん the 1855 Ansei-Edo
earthquake

1855年に発生し死者約１万人とされる．江戸の直下で
発生した地震と考えられている．推定M6.9．

安政東海地震 あんせいとうかいじ
しん

the 1854 Ansei-Tokai
earthquake

1854年12月23日に発生したM8.4の大地震．被害は関東
から近畿に至る広範囲におよび，死者2千～3千人と推
定されている．

安政南海地震 あんせいなんかいじ
しん

the 1854 Ansei-Nankai
earthquake

安政東海地震の32時間後の1854年12月24日に発生した
M8.4の大地震．被害は遠く九州にまで及んだ．

暗赤色土 あんせきしょくど dark red soil 世界的に湿潤亜熱帯常緑広葉樹林下で生成・分布．日
本に見るそれは新第三紀～更新世温暖期生成の古土
壌．

安全火薬 あんぜんかやく safety explosives メタンガスなどによる爆発の危険のある坑内での発破
作業に関し，公的機関で安全が認定された火薬類．



安全係数 あんぜんけいすう safety factor 限界状態設計法で設計する際に一般的に用いられる部
分安全係数設計法において，いわゆる安全率の代わり
となる係数．荷重や材料強度の不確定性が考慮され
る．

安全揚水量 あんぜんようすい
りょう

safe yield of watar 許容揚水量と同義．

安全率 あんぜんりつ safety factor 構造物や地盤の有する極限抵抗力と実際に作用する荷
重の比あるいは材料の強度と作用応力または許容応力
の比．

安息角 あんそくかく angle of repose 土や砂のような粒状体が山腹斜面に自然に堆積したと
きに形成される斜面の勾配．

安息角試験 あんそくかくしけん angle of repose test 砂，礫，ロック材などの安息角を調べる試験．

アンダーグラウ
ンドショベル

あんだーぐらうんど
しょべる

underground shovel 坑内における掘削作業の作業性を確保するためにブー
ム・ディッパーを縮めたパワーショベル．

アンダーグラウ
ンドブローアウ
ト

あんだーぐらうんど
ぶろーあうと

underground blow out 地熱生産井の坑井仕上げ（ケーシングセメンチング）
施工不良のため，地下から暴噴すること．

アンダースラス
ト

あんだーすらすと underthrust ある地塊が他の地塊の下に潜り込むような変形で逆押
被せ断層ともいう．押被せ(overthrust)の対語．

アンダードレー
ン

あんだーどれーん underdrain トンネル，開水路，暗きょ（暗渠）などに加わる揚圧
力を低減するために構造物の底面や背面に設置される
水抜き工．

アンダーバラン
ス法

あんだーばらんすほ
う

under balanced method ボーリング用泥水の調整方法．ゲルストレングスと比
重を調整する．

アンダーピニン
グ

あんだーぴにんぐ underpinning ①既設構造物の沈下などを防止するために，地中に新
たな基礎を築造する工事．
②既存の基礎を改良，改築する工事．

アンダーリーミ
ング

あんだーりーみんぐ under reaming ボーリング孔内のケーシングの下部を拡孔すること．
崩壊しやすい地山のケーシング削孔に用いる．

暗炭 あんたん dull coal 石炭のうち，炭化度が低く光沢の鈍い粗粒質の部分を
いう．植物の破片や膠状体からなる．

アンチエリアス
フィルタ

あんちえりあすふぃ
るた

anti-alias filter 連続量を読み取って離散的な数列に変換するとき，エ
リアス効果を避けるために用いるハイカットフィル
タ．

アンチゴライト あんちごらいと antigorite Mg48Si34O85（OH）62．単斜晶系．硬度2.5～3.5．比重

2.61（測定値），2.58（計算値）．リザルダイト，ク
リソタイルとともに蛇紋石を構成する鉱物の一つ．葉
片状構造をなす．板温石ともいう．

アンチパーサイ
ト構造

あんちぱーさいとこ
うぞう

anti-perthite texture 長石にみられる構造の一つ．斜長石中に葉片状のカリ
長石の結晶が細かく含まれる構造．



アンチフォーム あんちふぉーむ antiform 見かけ上背斜状の褶曲．層位関係が不明な場合などに
用いる．

アンチモン鉱床 あんちもんこうしょ
う

antimony deposit 低温の熱水鉱床で，主要鉱物は輝安鉱．

安定液 あんていえき slurry, clay suspension 清水にベントナイトを混合し，分散材を添加した泥水
で掘削中の孔壁の崩壊を防止するために孔内を満たす
比重の高い液体．

安定解析 あんていかいせき stability analysis 斜面，基礎，擁壁などの安定性を解析する手法．地盤
の変形を考慮しないクーロン，ランキン系の手法と地
盤の変形を考慮する有限要素法などの解析法がある．

安定型処分場 あんていがたしょぶ
んじょう

least controlled
landfill site

性状の安定した産業廃棄物（廃プラスチック類，ゴム
くず，金属くず，建設廃材，ガラスくず，陶磁器く
ず）に対象を限定した最終処分場．

安定河道 あんていかどう stable channel ある区間において流入あるいは流出する流砂量が等し
く，堆積も洗掘も起こらないで河床が変化しない時の
河道．

安定係数 あんていけいすう stability factor 一様な土質からなる単純斜面において，保護対策なし
に切取り可能な斜面高さを表す係数．

安定勾配 あんていこうばい equilibrium slope ①一定の流量や流砂量が継続したときの，堆積も洗掘
も起こらない状態の渓床勾配．
②崖錐などで堆積物が安息角より低角度で堆積し，す
べりを起こさない状態の勾配．

安定剤 あんていざい stabilizer 土質改良用添加材と同義．

安定斜面 あんていしゃめん constant slope 谷の両側の斜面のうち，斜面上部からもたらされた岩
屑が安息角をなして堆積している斜面の部分．

安定処理工法 あんていしょりこう
ほう

stabilizing method 安定剤を添加して化学的に，あるいは粒度調整などの
物理的処理により地盤を改良する工法．

安定処理地盤 あんていしょりじば
ん

treated ground,
stabilized ground

安定処理により，安定性や耐久性が改善された地盤．

安定処理土 あんていしょりど treated soil 石灰，セメントなどの安定材と改良の対象となる土壌
の混合土．

安定数 あんていすう stability number 均質な土質からなる単純斜面の臨界円を求めるためテ
イラーが示した斜面安定計算上の係数1/NS(=c/γ・
Hc)．（NS：安定係数，c：粘着力，γ：土の単位体積
重量，Hc：限界斜面高さ）．

アンディスター
ブドサンプル

あんでぃすたーぶど
さんぷる

undisturbed sample 通常，不撹乱試料と称する．

安定図表 あんていずひょう stability chart,
Taylor's chart

一様な土質からなる単純斜面の安定性を示す図．盛土
斜面などの概略設計に用いられる．



安定大陸 あんていたいりく stabilized continent,
platform, craton

始生代～原生代の花崗岩類や変成岩類を基盤とし，形
成以降，大きな地殻変動を受けていない大陸地域．

安定地塊 あんていちかい stable landmass 古い地質時代にすでに固化し，その後著しい地殻変動
の認められない安定大陸地域．

安定同位体 あんていどういたい stable isotope 放射能を持たず，放射性壊変により他の核種に変化し
ない同位体．

安定同位体ト
レーサ

あんていどういたい
とれーさ

stable isotope tracer 物質や元素の挙動を追跡するために用いられる，他の
核種に変化しない同位体．

安定同位体比分
析

あんていどういたい
ひぶんせき

stable isotope abundance
analysis

放射性同位体の相対存在比を求める質量分析などの手
法．古環境の推定，年代測定など地球科学分野で活用
される．

アンデシン あんでしん andesine 斜長石の一種で，組成範囲がAb70An30～Ab50An50のもの．

三斜晶系．硬度6～6.5．比重2.65～2.68．中性の火成
岩，変成岩の主成分鉱物．中性長石ともいう．

アンドソル あんどそる andosol 降下火山噴出物由来の土壌で，しばしば暗色の表層と
褐色の下層を持つ．アロフェン質粘土を含むことが多
い．

アンドラダイト あんどらだいと andradite Ca3(Fe
3+,Ti)2SiO12．立方晶系．硬度7～7.5．比重

3.86．ざくろ石類に属する鉱物の一つ．スカルンや石
灰質のホルンフェルスに産出する．灰鉄ザクロ石とも
いう．

アントラ銅鉱 あんとらどうこう antlerite Cu3SO4(OH)4．斜方晶系．硬度3.5．比重3.88．緑色．銅

鉱床に伴って産出．アントラー鉱ともいう．

アンドレゼンピ
ペット法

あんどれぜんぴぺっ
とほう

Andreasen pipette method Andreasenの開発したピペットを用いる粒度分析法．沈
降粒度分析法の一方法で，静水中の土粒子の沈降速度
と粒子の大きさの関係を規定するストークスの法則に
基づく．

あんどんやぐら
（行灯やぐら）

あんどんやぐら andon yagura 国内で昔から利用されている既製杭打込み用のやぐ
ら．

アンバー あんばー umber オフィオライト中の枕状溶岩の周囲にみられる黒褐色
の粉状堆積物．顔料として用いられる．

鞍部 あんぶ col ①地形学では尾根または二つの峰に挟まれた低所（凹
部）の意．
②構造地質学では背斜軸が鞍（くら）状に下がった部
分．

ＡＮＦＯ爆薬 あんふぉばくやく ammonium nitrate fuel
oil explosive, ANFO
explosive

硝安と軽油からなる爆薬でダイナマイトより鈍感で雷
管だけでは起爆が難しく，雷管付きダイナマイトを使
用．硝安油剤爆薬ともいう．

アンブレラ工法 あんぶれらこうほう umbrella method 長さ10m程度の長尺フォアパイルなどによって切羽前方
に傘を広げたような補強部分を形成する先受け工．

アンボンドタイ
プPC工法

あんぼんどたいぷ
ぴーしーこうほう

unbond-type prestressed
concrete method

PC鋼材を防錆材で保護し，周囲のグラウト材と付着さ
せないタイプの工法．アンカーやプレストレスコンク
リートなどに採用される．



アンモナイト あんもないと Ammonite 軟体動物門頭足綱アンモナイト亜綱に属する．デボン
紀～白亜紀末に世界の海洋に繁栄．代表的な示準化石
の一つ．

アンモニア性窒
素

あんもにあせいちっ
そ

ammonia nitrogen 水質汚濁の指標となる水質分析項目の一つで，アンモ
ニウム塩に含まれる窒素の量

アンモニア・ゼ
ラチン

あんもにあぜらちん ammonia gelatin 弾性波探査で使用する爆薬の一種．安全性と耐水性を
高めるためにアンモニアをベースとしている．

アンモニア分子
発振器

あんもにあぶんし
はっしんき

ammoniac molecular
oscillator

アンモニア分子の反転準位間遷移を利用した誘導発振
器．スペクトルは時間や周波数の基準としても利用．

ＥＲＳ いーあーるえす Earth Resource
Satellite, Japan Earth
Resource Satellite, ERS

わが国で打ち上げた本格的な地球観測衛星．光学セン
サ(OPS)と合成開口レーダー(SAR)を搭載．JERSと呼
称．

ＥＲＳ いーあーるえす European Remote Sensing
Satellite System, ERS

欧州宇宙機構(ESA)が打ち上げた地球観測衛星．海洋関
連分野への応用を主眼．JERSと区別するためEERSと呼
称．

ＥＳＲ年代測定 いーえすあーるねん
だいそくてい

electron spin resonance
dating, ESR dating

電子スピン共鳴法による年代測定法．主に第四紀の年
代測定に用いられる．

Ｅｈ いーえっち oxidation reduction-
potential

酸化還元電位と同義．

ＥＭＰ いーえむぴー electro magnetic pulse,
EMP

地上用の時間領域（送信電流を遮断し充電率を求め
る）電磁探査法．商品名．深部探査に利用される．

ＥＭ法 いーえむほう electromagnetic method 電磁波探査と同義．

ＥＯＳＡＴ いーおーえすえー
てぃー

Earth Observation
Satellite Company, EOSAT

多分野に利用されている地球の衛星データの世界的な
配布機関．NASAのLANDSATの事業を民間ベースで引き継
ぐ．

飯岡石 いいおかいし Iioka ishi 千葉県海上郡飯岡町産の砥石・土木用石材．中生界砂
岩．銚子石と同質．

飯ヶ岳層群 いいがだけそうぐん Iigadake Group 山口県徳地町から島根県南西部に分布するペルム系．
砂岩・頁岩・礫岩などからなり，フズリナ化石を含
む．

ＥＣ いーしー effect concentration, EC 影響濃度．生物集団などに影響が表れる曝露濃度．

ＥＣ いーしー end of curve, EC 曲線終点．曲線部が終わって直線部に入る点．

ＥＣ いーしー engineering constructor,
EC

施工のみならず，コンサルティング・設計分野やメン
テナンス分野などを含めたプロジェクト全体の受注を
目指す建設企業．エンジニアリングコンストラク
ター．



ＥＣ いーしー electric conductivity,
EC

電気伝導度と同義．

ＥＣＬ工法 いーしーえるこうほ
う

extruded concrete lining
method, ECL method

掘削・覆工併進工法と同義．

イーストマン測
定器

いーすとまんそくて
いき

eastman survey
instrument

ボーリング孔内で，孔曲がり測定を行うための機器．
機械式および写真式による方法がある．

ＥＴ いーてぃー ephemeris time, ET 暦表時.地球の公転から得た平均時を修正した時系.天
文時のうち最も精密で主として研究用に用いられる．

ＥＤＳ分析シス
テム

いーでぃーえすぶん
せきしすてむ

energy dispersive X-ray
spectrometer analysis
system, EDS analysis
system

エネルギー分散型Ｘ線マイクロアナライザーによる化
学分析システム．鉱物や火山ガラスの分析に用いる．

ＥＴＭ いーてぃーえむ enhanced thematic
mapper, ETM

改良型の機械光学式走査型マルチスペクトルスキャナ
（TM）．従来のTMの特徴に分解能15mのパンクバンドな
どを追加したもの．

ＥＴＣ いーてぃーしー end of transition curve,
ETC

路面測量などにおける「緩和曲線終点」の略称．緩和
曲線と円曲線の接続点で，双方の曲率が等しい点．

ＥＤＺ いーでぃーぜっど excavation disturbed
zone, EDZ

掘削影響領域．トンネルの掘削による新たな亀裂の発
生や亀裂の開口により特に透水性が高くなったトンネ
ル周辺の領域．

ＥＰＳ盛土 いーぴーえすもりど expanded polystyrol
embankment, EPS
embankment

盛土荷重を軽減するために盛土材として発泡スチロー
ル（ＥＰＳ）を用いた盛土．

ＥＰＭＡ いーぴーえむえー electron prove micro
analyser, EPMA

電子線を試料表面に照射して微小部の定性・定量分析
を行う分析装置．Ｘ線マイクロアナライザーともい
う．

イーフェーズ いーふぇーず E phase 空中ＶＬＦ電磁法の一種で，商品名．水平電界と垂直
電界の比を用いて直接見掛比抵抗が算出できる．

飯盛緑色片岩層
群

いいもりりょくしょ
くへんがんそうぐん

Iimori greenschist Group 和歌山県北部，飯盛鉱山周辺に分布する三波川帯．近
畿地方最大のキースラーガー型鉱床を形成する．

イールドバ
リュー

いーるどばりゅー yield value 流動状態にある流体が流動を続けるのに必要な力の測
定値．泥水では粘土粒子間索引力の大きさを示す．

e－ｌｏｇp曲線 いーろぐぴーきょく
せん

e-logp curve 土の圧密試験の結果を表す曲線．圧密圧力pを横軸（対
数軸），間隙比eを縦軸にとる．

家島みかげ いえじまみかげ Iejima mikage 兵庫県飾磨郡家島町男鹿島産の土木用石材．中生界角
閃石黒雲母花崗岩．

イエローケーキ いえろーけーき yellow cake ウラン鉱石を粗製錬して作られる製品で，一般には黄
色の粉末．U3O8含有率は70～90%．



イエローストー
ン地熱地域

いえろーすとーんち
ねつちいき

Yellowstone geothermal
area

米国最初の国立公園で世界的にも有数の間欠泉，温泉
など地熱徴候を持つ地域．内陸部のホットスポットが
成因．主に新第三紀鮮新世～第四紀の火山岩からな
る．

硫黄 いおう sulphur, sulfur S．天然に主として産するα-硫黄は斜方晶系．他に，
β-硫黄・γ-硫黄・δ-硫黄は単斜晶系，ε-硫黄・ζ-
硫黄は六方晶系，無定型硫黄・液状硫黄などがある．
硬度1.5～2.5．比重2.08．火薬などの製造に使われる
非金属元素．かつて火山性鉱床から採取されたが，精
錬ガスからの回収により稼行鉱山からの採掘は途絶え
た．

硫黄華 いおうか sulphurous tufa,
sulphurous sinter,
sulfurous tufa,
sulfurous sinter

硫黄泉にみられる硫黄を主成分とする沈殿物．湯の
華．硫化水素の酸化やバクテリアの作用により生成す
る．

硫黄鉱床 いおうこうしょう sulphur deposit, sulfur
deposit

狭義には硫黄を産する鉱床，広義には硫化鉄鉱床を含
む．前者の代表は火山性鉱床（昇華，溶流，沈殿型な
ど）．

伊王島層群 いおうじまそうぐん Iojima Group 長崎市西方の伊王島・沖ノ島に分布する古第三系．海
成の砂岩・泥岩を主体とする．高島炭田の夾炭層．

硫黄泉 いおうせん sulfur spring,sulphur
spring

1kgの液体中にSH-またはこれとともにS04
2-あるいはH2S

を含み，総硫黄(S)が2mg/kg以上のもの．狭義のイオウ
泉と硫化水素泉に大別される．

いおう点 いおうてん sulfur point,
sulphur point

硫黄の液体と飽和蒸気の平衡点．444.600℃．白金抵抗
温度計の較正に金点，銀点，酸素点などと共に用い
る．

硫黄同位体 いおうどういたい sulfur isotope,
sulphur isotope

原子番号16である硫黄中に存在する質量数が異なる4種
(32S，33S，34S，36S)の総称．

イオニウム・ト
リウム法

いおにうむとりうむ
ほう

ionium-thorium method Io(=230Th)と232Thを用いる年代測定法．海洋底堆積物や
マンガン団塊の年代測定に適用される．

イオニウム年代
測定

いおにうむねんだい
そくてい

ionium dating ウラン系列年代測定法の一つ．Io(=230Th)と親核種234U
を利用する．さんご（珊瑚）化石の年代測定に適用さ
れる．１～35万年の年代測定に適する．

イオニウム法 いおにうむほう ionium method イオニウム年代測定と同義．

イオン化 いおんか ionization 電気的に中性であった原子や分子が電子の移動によ
り，正または負の電荷を帯びること．広義には電離と
もいう．

イオン結合 いおんけつごう ionic bond 陽イオンと陰イオンの間の静電的引力による化学結
合．鉱物などの無機物化合物の結晶に多くみられる．

イオン交換クロ
マトグラフィ

いおんこうかんくろ
まとぐらふぃ

ion-exchange
chromatography

イオン交換体を用いて行う吸着型のクロマトグラ
フィ．イオン性物質の分離に広く使われる．

イオン交換工法 いおんこうかんこう
ほう

ion exchange works 粘土粒子の電気的条件を人為的に変えて地盤，とくに
地すべりを安定させようとする工法．実例はほとんど
ない．

イオン交換樹脂
処理

いおんこうかんじゅ
ししょり

ion-exchange resin
process

イオン交換樹脂を用いて懸濁液のイオンを置換する方
法．溶液の分離や原料の精製等に応用される．



イオン交換平衡 いおんこうかんへい
こう

ion-exchange equilibrium イオン交換能力のある粘土を交換イオンを含む溶液に
入れた時，ある濃度・温度で平衡に達すること．

イオン置換 いおんちかん ionic substitution 結晶内で，あるイオンが別のイオンで置換されている
現象．イオン半径の類似したイオン間で起こりやす
い．

イオン電極法 いおんでんきょくほ
う

ion selective electrode
method

特定イオンのみに感応してイオン濃度に応じた電位を
示す電極を用いた水質分析法．

イオン半径 いおんはんけい ionic radius イオンを仮想的に球状とみなしたときの半径．イオン
半径比は鉱物の結晶構造を説明するのに有効な概念．

伊賀上野地震 いがうえのじしん the 1854 Iga-Ueno
earthquake

1854年7月9日に発生したM7.25の内陸直下型地震．木津
川断層の活動によるとみられ，死者1,500人以上を出し
たとされている．

五十谷地すべり いかだにじすべり the Ikadani landslide 1977年に富山県氷見市五十谷で発生した地すべり．層
理面とほぼ平行なすべり面を持つ流れ盤地すべり．

壱岐層群 いきそうぐん Iki Group 長崎県壱岐島に分布する中新統．流紋岩～安山岩質火
山岩・火山砕屑岩類を主体とする．

生きている化石 いきているかせき living fossil 進化速度がおそいため地質時代を通じてあまり変化が
なく，原始的な形態を維持している生物．

移器点 いきてん turning point 水準測量で水準儀を移動しないで観測する区間の端
点．移動の前後でこの点の標尺を読み，水準路線の連
絡をつける．

異極鉱 いきょくこう hemimorphite Zn(OH)2Si2O7・H2O．斜方晶系．硬度5．比重3.45．亜鉛

鉱床の酸化帯に産出する鉱物で，結晶の上半と下半の
形態が異なる．日本では木浦鉱山，神岡鉱山が有名．

イギリス石炭庁
の石炭分類法

いぎりすせきたん
ちょうのせきたんぶ
んるいほう

N.C.B classification of
coal

イギリス石炭庁によって考案された，揮発分と粘結性
を分類基準とする，れき青炭と無煙炭に対する分類
法．

生田トンネル いくたとんねる Ikuta tunnel ＪＲ武蔵野南線のトンネル．固結度の低い上総層群稲
城層からなり，流砂現象が発生したため地下水位低下
工法（ディープウェル工法）が採用された．流砂現象
と地山の物理的性質との関係が検討された．

生野鉱山 いくのこうざん Ikuno mine 兵庫県に位置し，新第三系熱水鉱脈鉱床が分布．亜
鉛，銅，錫，銀，金，鉛などを産する．代表的なゼノ
サーマル型鉱床．

生野層群 いくのそうぐん Ikuno Group 兵庫県中部に分布する白亜系．流紋岩質溶結凝灰岩を
主体とする．加古川以東では有馬層群とよばれる．

異形鋼矢板 いけいこうやいた deformed sheet pile 土留めの隅角部や接続部などに用いる目的で，鋼矢板
を縦に切断して適当な形状に組み立てたもの．

異形断面シール
ド工法

いけいだんめんしー
るどこうほう

deformed shield
tunneling method

円形断面ではなく，矩形や楕円形のほか多連形のシー
ルドなど異形断面によるシールド工法．



異形鉄筋 いけいてっきん deformed bar コンクリートとの付着効果を大きくするために，表面
にリブやふしなどの凹凸をつけた鉄筋．

池田断層 いけだだんそう Ikeda fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．四国北
部の中央構造線断層系の一つで延長約30km．南傾斜の
右横ずれ断層．

イコス工法 いこすこうほう ICOS works 止水目的の連続地中壁工法．場所打ちコンクリートで
一連の地下壁をつくる．低騒音低振動が特徴で都市部
で有効．

生駒断層 いこまだんそう Ikoma fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．生駒市西
方に位置し延長約24km．断層面は東傾斜で厚い破砕帯
を伴う．

諌早石 いさはやいし Isahaya ishi 長崎県諌早市産の石材．古第三系砂岩．内外装，敷石
などに用いられる．

諫早水害 いさはやすいがい the 1957 Isahaya flood
disaster

昭和32年（1957）7月に梅雨前線の活動により長崎・熊
本両県を中心に局所的な集中豪雨により豪雨災害が発
生した．特に諫早市を流れる本明川が大洪水を起こ
し，死者・不明者600人以上に達した．

諫早層群 いさはやそうぐん Isahaya Group 長崎県諫早炭田地域に分布する古第三系．海成の泥
岩・砂岩を主体とし，上部に炭層を挟在する．

石和石 いさわいし Isawa ishi 山梨県東八代郡石和町・甲府市産の砕石・土木用石
材．第四系安山岩．

石垣層群 いしがきそうぐん Ishigaki Group 石垣島・西表島周辺に分布する中・古生界．塩基性変
成岩および堆積岩からなる．

石狩層群 いしかりそうぐん Ishikari Group 石狩炭田地域に分布する古第三系．砂岩・頁岩を主体
とし瀝青炭を産出する炭層を挟在．

石狩炭田 いしかりたんでん Ishikari coal field 北海道中央部に位置する我が国有数の炭田．古第三系

石狩層群中に夾炭層を伴う．総面積約1,200km2．

石倉層群 いしくらそうぐん Ishikura Group 北海道南部，内浦湾沿いに分布する上部更新統．主に
濁川カルデラの軽石流堆積物からなる．

石越石 いしこしいし Ishikoshi ishi 宮城県登米郡石越町産の土木用石材．安山岩．

石坂流紋岩 いしざかりゅうもん
がん

Ishizaka rhyolite 長野県北部小谷村～新潟県糸魚川市に分布する古第三
系火山岩類．流紋岩質溶結凝灰岩を主体とする．

石沢石 いしざわいし Ishizawa ishi 福島県田村郡船引町産の建築・墓石用石材，中生界は
んれい岩（斑糲岩）．

石地油田 いしじゆでん Ishiji oil field 新潟県柏崎市北方の西山町石地に位置する油田．1899
年発見．尼瀬油田と同じ背斜構造の西南延長部で新第
三系椎谷層の砂岩に貯留している．



石鎚層群 いしづちそうぐん Ishizuchi Group 愛媛県石鎚山周辺に分布する中新統．安山岩～流紋岩
質火山噴出物からなり，石鎚コールドロンを形成す
る．

石鎚断層 いしづちだんそう Ishizuchi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，東北東方向．四
国北部の中央構造線断層系の一つで延長約30km．北傾
斜の右横ずれ断層．

石堤 いしづつみ masonry levee 遮水性のある土を盛り立て，その両側に石を積み上げ
た堤．

異質同形 いしつどうけい allomerism 化学組成の異なる鉱物が非常に類似した結晶を示すこ
と．例えば斜長石の固溶体成分の曹長石と灰長石．

石積 いしづみ masonry, stone masonry 石材を積み上げること．

石積み擁壁 いしづみようへき masonry retaining wall 石材を積み上げて築造する擁壁．積み石間の充填コン
クリートの有無，石材の形態，積み方により分類され
る．

石詰め法枠工 いしづめのりわくこ
う

rock crib work のり面にコンクリートのり枠を施工し，のり枠内に砕
石を詰め，通水性を確保しつつのり面表層部の崩壊を
防止する工法.

石張り いしばり pitching 流水，波浪，あるいは風化などから斜面や水路壁を保
護する目的で石を張ること．

石淵ダム いしぶちだむ Ishibuchi dam 北上川水系胆沢川．東北地方整備局．1953年竣工．堤
高53ｍ．日本初のコンクリート表面遮水壁型フィルダ
ム．

石目 いしめ rift 岩石中に存在する定方位の割れやすい面．節理・片
理・鉱物中の定方位微小割れ目など岩石構造と密接な
関係．花崗岩などに顕著．

石本・飯田の式 いしもといいだのし
き

Ishimoto-Iida's formula ある地点で観測された地震の最大振幅(加速度振幅)=地
震の大きさと，頻度との間に成立する関係式．

異常気象 いじょうきしょう unusual weather ある地域に出現した気象現象がその地域の30年間の平
年状態と比べて著しく逸脱した場合の呼称．

異常高圧層 いじょうこうあつそ
う

overpressured formation 固結度が低いことなどによる地圧の影響で，間隙水圧
が異常に高い地層をさす．

異常洪水流量 いじょうこうずい
りゅうりょう

maximum discharge
capacity

かつての法令用語で，余水吐き流下可能流量のこと．
現在は用いられない．設計洪水流量参照．

異常震域 いじょうしんいき region of anomalous
seismic intensity

プレートの中を通った深発地震による地震波の到達地
域で，他に比し異常に強い震度となる地域．

異常潮位 いじょうちょうい extra-high tide 潮汐による通常潮位を大きく越えた潮位．台風時の高
潮や海流の変化，地震や海底火山による津波などで発
生する．



囲じょう堤 いじょうてい enclosed bank 河道と遊水池を仕切る堤防．堤防内に設置された越流
堤によって洪水を遊水池へ導き，洪水調節機能を果た
す．

維持流量 いじりゅうりょう maintenance flow
discharge

河川の流水が果たしている機能を維持するために必要
な最低流量．

石綿 いしわた asbestus, asbestos 繊維状にほぐせる鉱物で，クリソタイルと角閃石の２
種がある．広く耐火材などに用いたが，発ガン性で問
題となる．解体時の環境汚染に配慮を要する．

伊豆石 いずいし Izu ishi 伊豆半島河津川流域に分布する新第三系の層理が不明
瞭な凝灰質砂岩で，沢田石とも呼ばれる．湯ケ島層群
中部層に属する．

伊豆大島近海地
震

いずおおしまきんか
いじしん

the 1978 Izu-Oshima-
kinkai earthquake

1978年1月14日に伊豆半島沖の海底で発生したM7.0の地
震．活発な前震をともない伊豆半島で大きな被害が出
た．正式名称は「1978年伊豆大島近海の地震」．

伊豆大島噴火 いずおおしまふんか the 1986 Izu-Oshima
eruption

1986年11月15日に発生した三原山火口北側の割れ目噴
火．全島民に島外避難指示が出た．

伊豆小笠原海溝 いずおがさわらかい
こう

Izu-Ogasawara trench 房総半島東沖から小笠原諸島南東沖に至る海溝．太平
洋プレートとフィリピン海プレートの境界にあたる．

伊豆小笠原弧 いずおがさわらこ Izu-Ogasawara arc 伊豆・小笠原海溝に併走する幅約230kmの二重弧で大部
分が海面下にある．その西縁は四国海盆との境にお
く．

イスキメータ いすきめーた iskymeter 軟弱地盤中に挿入した抵抗翼を引き抜く時の抵抗値を
測定して，土の強度を連続的に求める方法．

伊豆鉱山 いずこうざん Izu mine 伊豆半島西部静岡県賀茂郡賀茂村に位置する．母岩の
火山岩が珪化作用を受け，珪石と明ばん石を生成して
いる．珪石は板ガラスなどに利用されている．宇久須
鉱山ともいう．

伊豆鳥島噴火 いずとりしまふんか the 1902 Izu-Torishima
eruption

明治35年（1902年）8月に活動した伊豆鳥島の大規模な
噴火．この噴火により全島民（125人）および家畜など
全てが死に絶えた．

伊豆半島沖地震 いずはんとうおきじ
しん

the 1974 Izu-hanto-oki
earthquake

1974年5月9日に伊豆半島南端で発生したM6.9の地震．
山崩れが多発し，多数の全半壊家屋と死傷者を出し
た．正式名称は「1974年伊豆半島沖地震」．

伊豆半島東方沖
海底火山

いずはんとうとうほ
うおきかいていかざ
ん

Izu-hanto-touhooki
submarine volcano

1989年と1993年に伊豆半島を襲った群発地震の原因と
なった海底火山．伊東沖約3kmにあり，手石海丘と命
名．

和泉石 いずみいし Izumi ishi 大阪府泉南郡産の土木・墓石用石材．中生界砂岩(和泉
砂岩）．

伊豆みかげ いずみかげ Izu mikage 静岡県加茂郡下田町産の建築・墓石・中砥用石材．新
第三系凝灰質砂岩．本郷石ともいう．

和泉砂岩 いずみさがん Izumi sandstone 和泉層群の別称．または同層群の砂岩層．



和泉層群 いずみそうぐん Izumi Group 紀伊半島から四国の中央構造線の北側に，幅10～20km
の帯状に分布する上部白亜系．主に海成の砂岩・泥
岩・礫岩からなり，アンモナイト，貝類などの化石を
産する．

出雲崎油田 いずもざきゆでん Izumozaki oil field 新潟県の日本海側，柏崎市北方に位置する油田．新第
三系椎谷層の砂岩に貯留している．

出雲層群 いずもそうぐん Izumo Group 島根県東部に分布する中新統．海成層を主体とし火山
噴出物を多く含む．石材として来待（きまち）石を産
出．

出雲みかげ いずもみかげ Izumo mikage 山口県佐波郡徳地町産の土木用石材．中生界黒雲母花
崗岩．

石動断層 いするぎだんそう Isurugi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．富山県高
岡市西部から小矢部市北部に位置する延長約20km， 砺
波平野西縁を画する．

異性体 いせいたい isomer 同一分子式で表される化合物であるが，物理的，化学
的性質の異なる化合物の総称．

異星等高度法 いせいとうこうどほ
う

observation by equal
altitude of different
stars

天文測量による簡易な緯度観測法．短時間で等高度に
至る二つの天体の通過時刻を測定，緯度経度を求め
る．

遺跡土 いせきど relic soil 残存土壌と同義．

井芹石 いせりいし Iseri ishi 熊本県宇土郡宇土町花園井芹産の土木用石材．新第三
系凝灰角礫岩．

伊勢湾台風 いせわんたいふう Isewan typhoon 1959年9月26日に潮岬西方に上陸し紀伊半島，名古屋西
方を通過し富山県に抜けた超大型の強い台風．特に伊
勢湾に面した濃尾平野南部の広い範囲で高潮による被
害が出て，死者行方不明者は5,098人に達する，明治以
降の最大の台風災害．

位相 いそう phase 振動や波動のような周期的現象において，一周期の中
で進行する特定の位置を示す量．通常，角度で表す．

位相角 いそうかく phase 単振動をx(t)=a cos(ωt+φ)または=a sin(ωt+φ)と
表した時，引数ωt+φを角度ではかったもの．

位相角ＩＰ法 いそうかくあいぴー
ほう

phase angle induced
polarization method,
phase angle IP method

ＩＰ法の測定方式の一種．送受信波形の基本周波数成
分の位相差を測定する方法で周波数領域ＩＰ法に属す
る．

位相曲線 いそうきょくせん phase curve 波や振動といった周期現象の位相角を周波数の関数と
して表わした曲線．地震探査や電磁探査で用いられ
る．

位相検波器 いそうけんぱき phase detector 基準信号と位相被変調波との位相を比べ，その位相差
に応じた出力電圧により位相差を検知する回路．

位相差顕微鏡 いそうさけんびきょ
う

phase contrast
microscope

光の位相をずらすことによって屈折率差の小さい物体
の境界を強調する顕微鏡．屈折率測定に使用される．



位相差法 いそうさほう phase difference method 同一周波数の二つの信号の位相差を測定する方法．光
波測距儀では変調した光の位相差から距離を計測して
いる．

位相スペクトル いそうすぺくとる phase spectrum 複素関数で表現されるフーリエスペクトルのうち，各
周波数の波の位相ずれを表すスペクトル．

位相速度 いそうそくど phase velocity 波数ｋ，振動数ω/2πでx方向に進む波は，c=ω/kとい
う速度で伝播する．これを位相速度という．

井田石 いだいし Ida ishi 静岡県田方郡戸田町井田産の建築・土木用石材．第四
系輝石安山岩．戸田（へた）石ともいう．

似平断層 いたいらだんそう Itaira fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向，北海道帯
広市南方に位置し延長約10㎞．段丘面の変位に特徴づ
けられる．

板ヶ谷層群 いたがたにそうぐん Itagatani Group 板ヶ谷層．愛媛県西部に分布する秩父累帯南帯のジュ
ラ系．石灰岩・チャートのオリストリスを含む．

板倉地すべり いたくらじすべり the Itakura landslide 新潟県板倉町の釜塚・段子差地すべり周辺の地すべり
地の総称．大規模地すべりから供給される地下水が主
原因．

板たたき法 いたたたきほう board striking method ＳＨ波発生用の特殊震源の一種．地表面に密着させた
板の端をハンマーで打撃し地面にせん断力を与える．

板チタン石 いたちたんせき brookite TiO2．斜方晶系．硬度5.5～6．比重3.9～4.14．褐色～

黒色の薄い板状結晶を呈し二次鉱物として存在．

板鼻層 いたはなそう Itahana Formation 群馬県に分布する中新統～鮮新統高崎層群の下部．礫
岩・砂岩を主体とし上部に亜炭層を挟む．

板バネ地震計 いたばねじしんけい 板バネによって振動振子を支える方式の地震計．

板ばね継手 いたばねつぎて flat spring joint 破壊で地震がおきる現象を説明するため，地殻の弾性
を板ばねの集合で近似させたモデル．現在では連続体
の数値計算で行うのが普通である．

板羽目堰 いたばめぜき Itabame weir 板と角材を用いた組立式の堰．明治以降千葉県養老川
下流域で毎年４～９月のかんがい（灌漑）期に使用さ
れた．

伊丹断層 いたみだんそう Itami fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東北東方向．大阪府
伊丹市に位置し延長約8km．

板室層群 いたむろそうぐん Itamuro Group 栃木県北部，板室温泉周辺に分布する中新統．下部の
緑色凝灰岩類と上部の砂泥互層からなる．

板谷鉱山 いたやこうざん Itaya mine 山形県米沢市板谷，福島県との県境付近に位置し，熱
水変質鉱床が分布．新第三系中新統板谷層の凝灰質堆
積岩類を起源とする，代表的なカオリン鉱床．



イタリア式掘削
工法

いたりあしきくっさ
くこうほう

Italian (excavation)
method

トンネル掘削工法の一つ．下部半断面を先に掘削し，
インバートと側壁コンクリート打設を施工した後，上
部半断面を掘削し，覆工を行う工法．

市ヶ原地すべり いちがはらじすべり the Ichigahara landslide 1967年7月9日に神戸市で大雨が原因で発生．ゴルフ場
造成に伴う山腹の切・盛土とそれによる集水域増大が
主原因．

市来石 いちきいし Ichiki ishi 鹿児島県日置郡市来町産の土木用石材．第四系軽石凝
灰岩．

一次圧密 いちじあつみつ primary consolidation 飽和粘土の圧密のうち，載荷によって過剰間隙水圧が
解消されるまでのテルツアギーの圧密理論にしたがう
沈下．

一次圧密比 いちじあつみつひ primary consolidation
ratio

飽和粘性土の圧密試験において，各荷重段階の一次圧
密量を各荷重段階の全圧密量（24時間圧密量）で除し
たもの．

一次応力 いちじおうりょく initial stress 自然状態の地山内に作用している応力．岩盤自重，地
殻変動などの応力履歴や地形等に支配されている．初
期応力，潜在応力ともいう．

一軸圧縮強度 いちじくあっしゅく
きょうど

unconfined compressive
strength, uniaxial
compressive strength

側圧を加えない一軸的な圧縮試験における，岩石や粘
性土供試体の破壊時の最大圧縮応力．

一軸圧縮試験 いちじくあっしゅく
しけん

unconfined compression
test,uniaxial
compression test

土や岩石供試体の側方を無拘束の状態で一軸方向の荷
重を作用させ，圧縮強度を求める試験．

一軸強度比 いちじくきょうどひ unconfined strength
ratio

岩石の一軸圧縮強度(Sc)と引張強度(St)の比(Sc/St)．
脆性度と同義であり，脆さの尺度として使用．

一軸性（結晶） いちじくせい（けっ
しょう）

optically uniaxial
(crystals)

結晶の光学的異方性のうち，光軸が一本のもの．正方
晶系・六方晶系・三方晶系の結晶がこの性質を示す．

一軸引張試験 いちじくひっぱりし
けん

tension test 供試体を軸方向に引張り，引張強度や弾性係数を求め
る試験．岩石の場合，円柱形供試体や両端を太く中央
部を細く整形した供試体を用い，試験機への固定に接
着剤を使用することが多い．

一次クラッシャ いちじくらっしゃ primary crusher 採取された原石から砕石を生産する設備のうち，原石
を二次，三次破砕設備に供給できる粒径にするクラッ
シャ．

一次クリープ いちじくりーぷ primary creep クリープ現象のうち，弾性変形のあと変位量が徐々に
減速しながら増加を続けるという初期の変形過程をさ
す．減速クリープともいう．

一次元圧密 いちじげんあつみつ one-dimensional
consolidation

広い範囲に等分布荷重が加わるような場合に起こる圧
密現象で，圧縮される方向とそれに伴う排水の方向が
同じ鉛直方向となる圧密．

一次元鉛直不飽
和浸透

いちじげんえんちょ
くふほうわしんとう

one-dimensional vertical
unsaturated flow

鉛直一次元の式で表現できる不飽和状態における水の
浸透．

一次元逆解析 いちじげんぎゃくか
いせき

1-D inversion 電気探査や電磁探査において地表のある点における深
度方向の比抵抗分布を求める解析．



一次孔隙率 いちじこうげきりつ primary porosity 岩石の堆積時に形成される粒子間の孔隙などに起因す
る孔隙率．

一次鉱物 いちじこうぶつ primary mineral 造岩時あるいは鉱化時に初生的に生成した鉱物．例え
ば，花崗岩中の石英・長石・雲母など．初生鉱物とも
いう．

一次災害 いちじさいがい primary disaster 直接的な発生原因によって最初に発生した災害をい
い，一次災害に誘導されて発生する二次災害と区別さ
れる．

一次採収 いちじさいしゅう primary recovery 油層内に潜在する自然エネルギーによって油井内に流
れ込む石油を採収すること．

一次地すべり いちじじすべり primary landslide 初生地すべりと同義．

一次支保 いちじしほ primary support トンネル掘削後，直ちに地山を安定させるために施工
するもので，支保の方法および使用する部材などの総
称．

一次処理 いちじしょり primary treatment 排水中の固体成分などを沈殿池などで沈殿・浮上させ
て物理的に分離・除去する処理．簡易処理法ともい
う．曝気やろ過（濾過）など一般的で比較的簡易な処
理方法．この次の段階の処理は二次処理という．

一次しらす いちじしらす primary shirasu 南九州地方に広く分布する，姶良・阿多両火山起源の
白色軽石質火砕流堆積物で再堆積していないもの．再
堆積した二次しらすと区別．

一志層群 いちしそうぐん Ichishi Group 三重県中部の松阪市，一志郡，久居市付近に分布する
下部中新統．主に海成の泥岩・砂岩・礫岩からなり貝
類化石を多く産出する．第一瀬戸内累層群に属する．

一次堆積性金属 いちじたいせきせい
きんぞく

metal of primary
sedimentation

河川や湖沼の底質中に含まれる重金属のうち，有機物
吸着などによる二次的な変動に起因する部分を除いた
もの．

一次反射 いちじはんしゃ primary reflection 震源から受振点への経路において，ある反射面で実質
的に唯一回行われた反射．

一次覆工 いちじふっこう primary lining 覆工を２回に分けて行う場合に最初に施工する覆工
で，掘削後直ちに施工して地山の緩みを抑えるために
行う．

一次噴気孔 いちじふんきこう primary fumarole 火山地域にみられる噴気孔のうち，マグマに直接関係
するもの．火砕流や溶岩流に生じるものは二次噴気
孔．

一時閉塞法 いちじへいそくほう soft plugging ボーリング時，逸泥箇所の孔壁に閉塞材料を塗りつけ
て逸泥を止める方法．

一重弧 いちじゅうこ single arc 海溝の陸側にある島弧（大陸縁弧）が一本の山脈，列
島，海底山脈からなるもの．二重弧の対語．

一重締め切り いちじゅうしめきり single wall cofferdam 水中に構造物を構築する際に，止水を目的として一列
の矢板を用いて設けられる仮壁の一種．



１ショット方式 いちしょっとほうし
き

one shot method 注入材の混合供給方式の一つ．ゲルタイムが数10分以
上の硬化時間の長い注入材をプラントで混合した状態
で注入部分に圧送する方式．

位置水頭 いちすいとう elevation head 水が有する位置エネルギーの大きさを基準面からの高
さで表したもの．高度水頭,重力水頭ともいう．

異地性 いちせい allochthonous ①岩体や堆積物が，現在存在している場とは異なった
場所から運搬・移動されてきて形成されたことを示す
形容詞．「外来の」「外来性の」ともいう．
②古生物では生物が生活していた場所から運搬・移動
されてきて堆積の場で埋没して化石になったものを示
す形容詞．「他生的」ともいう．

異地性岩体 いちせいがんたい allochthonous block 形成場所とは別の場所に運搬されてきた岩体．例えば
海洋プレートの移動によって陸側に付加した岩体な
ど．

市ノ川鉱山 いちのかわこうざん Ichinokawa mine 愛媛県西条市市之川に位置し，熱水鉱脈鉱床が分布．
主にアンチモンを産し，1667年に発見された．三波川
帯の大生院層とこれを不整合におおう市之川礫岩中に
鉱脈として産する．

市の瀬石 いちのせいし Ichinose ishi 石川県珠洲郡内浦町産の土木・建築用石材．中新統安
山岩質角礫凝灰岩．

市之瀬断層群 いちのせだんそうぐ
ん

Ichinose fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．甲府盆地
西部の市之瀬台地上にのびる活断層群．断層面は西傾
斜．歴史時代の活動証拠はない．

一ノ谷層群 いちのたにそう Ichinotani Formation 岐阜県北部の飛騨外縁帯に分布する古生界石炭系．岐
阜県吉城郡上宝村福地一の谷を模式地とする．石灰岩
を主体とし，凝灰岩，凝灰質頁岩からなる．

一方向土圧計 いちほうこうどあつ
けい

one way earth pressure
gauge

受圧板に作用する応力のうち，垂直成分に反応する土
圧計．普通の土圧計のことで二方向土圧計に対する用
語．

市松張り いちまつばり checkered sodding 芝張工法の一つで格子状に芝を張りつける．碁目張り
ともいい堤防の川裏など重要度の低いところで採用さ
れる．

１ｍ深地温 いちめーとるしんち
おん

1m depth ground
temperature

日変化の及ばない1m深の地中温度の分布から，地下の
熱的環境や地下水経路を把握する探査法．温泉・地熱
調査・地すべり調査などに利用される．

一面せん断試験 いちめんせんだんし
けん

box shear test 一面せん断試験機を使ってせん断面の垂直圧力，せん
断強さ，土の摩擦角，粘着力の関係を求める試験法．

一輪廻火山 いちりんねかざん monogenetic volcano 単成火山と同義．

一輪廻の噴火 いちりんねのふんか single cycle of eruption 降下火砕物の放出，火砕流流出，溶岩の噴出で終わる
噴火サイクルをもち，長い休止期で限られる噴火活
動．

五日市－川上線 いつかいちかわかみ
せん

Itsukaichi-Kawakami line 関東山地南部の推定構造線．同山地において四万十帯
を南北に分ける断層．

一級河川 いっきゅうかせん class A river 河川法の規定に基づいて政令で指定された，国民生活
上重要な水系のうち，国土交通大臣が指定し，かつ管
理するもの．



一級図化機 いっきゅうずかき first order plotting
instrument

万能図化機とも言い，航空機による空中写真を用い
て，最も精密に抽画できる図化機．

逸水 いっすい lost circulation ボーリング中に掘削水の一部または全部が地層中に浸
透して戻ってこなくなる現象．

逸水掘り いっすいぼり blind drilling 地熱井などで主要な生産・還元ゾ-ンとなりうる逸水層
遭遇後，泥水の循環なく逸泥状態で掘削を継続する工
法．

一層ライニング いっそうらいにんぐ single layer lining トンネルの覆工を一次覆工，二次覆工に分けて施工せ
ず，一層の覆工とすること．またはその覆工．

井筒 いづつ open caisson
well

筒型の鋼製または鉄筋コンクリート製わくの底面をク
ラムシェルなどによって掘削して沈下させる型式の
ケーソン．オープンケーソンと同義．

井筒基礎 いづつきそ well foundation 井筒を用いた基礎構造物．

井筒工法 いづつこうほう well foundation work 井筒基礎をつくる工法．オープンケーソン工法ともい
う．

逸泥 いつでい lost circulation 削孔用泥水が，地層中の空洞・割れ目・または粒子が
粗く浸透性の高い地層中に失われる現象．

逸泥防止剤 いつでいぼうしざい lost circulation
materials

ボーリング等で逸泥層を閉塞するために使用する物
質．繊維状，粒状，フレーク状のものがある．

１．５ショット
方式

いってんごしょっと
ほうしき

1.5 shot method 注入材の混合供給方式の一つ．ゲルタイムが数分以上
の注入材に用いられ，主材と硬化材を別々に送り孔口
で合流させ注入管内で混合させる方式．

一等三角測量 いっとうさんかくそ
くりょう

first order
triangulation

平面位置測量の基本となる三角測量で，国によって行
なわれる三角測量のうち最も高い精度で行われる．一
辺が平均約45kmの三角形で構成される．

一等三角点 いっとうさんかくて
ん

first order
triangulation point

一等三角測量によって観測される最も基本となる三角
点で，わが国には973点ある．

一等重力点 いっとうじゅうりょ
くてん

first order gravity
station

国土交通省国土地理院で行っている重力測定の一等基
準重力点．

一等水準測量 いっとうすいじゅん
そくりょう

first order leveling 公共測量作業規定で定め，国土地理院が実施する最も
基本となる水準測量．一級レベルと一級標尺を用い
る．

一般全応力法 いっぱんぜんおう
りょくほう

general total stress
analysis

地盤の安定解析において最も危険と考えられる条件を
想定して，排水条件，強度定数を選定する方法．

一般炭 いっぱんたん steam coal 用途別分類方法による一般燃焼用炭の呼び名で，原料
炭以外の有煙炭をさす．



一般地質学 いっぱんちしつがく general geology,
physical geology

岩石・鉱物・地層・地質構造の形成，風化浸食作用な
どを中心とした地質学の基礎的事項．教科名や教科書
名に使われることが多い．

一般廃棄物 いっぱんはいきぶつ general waste 産業廃棄物以外の廃棄物（放射性廃棄物を除く）で，
家庭などから排出されるごみ・し尿などの家庭系廃棄
物と，事業活動に伴う事業系廃棄物に分けられる．

いて いて ite 軟質石材の表面が風化・摩損している状態をいう．

イディングス石 いでぃんぐすせき iddingsite 火山岩中のかんらん石（橄欖石）斑晶をとりかこむよ
うに生成する赤褐色の変質物．

緯度 いど latitude 地球上の位置を表す座標の一つ．赤道面から計った角
距離で，赤道を０とする．

井戸 いど well 地下水をくみ上げるために掘削される設備の総称．広
義には石油掘削井のような地中から液体資源を抽出す
るものに対して用いられることもある．

糸魚川－静岡構
造線

いといがわしずおか
こうぞうせん

Itoigawa-Shizuoka
tectonic line

本州中央部を南北に切る多数の断層の集合帯．糸魚川
から静岡に至るフォッサマグナの西縁を画する構造
線．糸静構造線，糸静線と略称されることもある．

伊東石 いとういし Ito ishi 静岡県伊東市岡産の建築・間知石（けんちいし）用石
材．第四系輝石安山岩．

移動河床 いどうかしょう mobile bed, movable bed 水路の底面や側面の材料が自然河床砂礫のように流水
によって移動しうるような水路床．

移動砂丘 いどうさきゅう migratory dune 砂丘の風上側斜面の砂が浸食され，飛砂として風下側
に堆積して砂丘全体が風下側に移動する形式の砂丘．

移動式型枠 いどうしきかたわく travelling form トンネルの覆工コンクリート打設に用いられる移動式
の型枠で，次々に覆工を打設できる形式の型枠．

移動床 いどうしょう movable bed 水路床が土砂礫で構成されているときのように，流水
の変化で洗掘や堆積が起こり路床が変化しうる場合を
いう．

移動床水路 いどうしょうすいろ movable bed channel 開水路において，水路床が土石礫などのような流水で
移動し，変化しうる材料で構成されている水路をい
う．

移動性地殻変動 いどうせいちかくへ
んどう

migrating crustal
deformation

土地の傾斜や伸縮がある方向へ移動する現象．日本や
南米などの変動帯で知られるが理由はよくわかってい
ない．

移動電極 いどうでんきょく mobile electrode 電気探査において，遠方に固定して接地する遠電極に
対し，観測のために接地位置を移動させる電極．

井戸干渉 いどかんしょう well interference 複数の隣接する井戸が存在する場合に，各々の井戸の
地下水くみ上げの影響範囲が重なり，所定の揚水量の
減少や周囲の地下水位の低下を生じさせる現象．



井戸関数 いどかんすう well function 揚水量と水位の間に推定される関係式．非平衡式の指
数の積分部分を関数に置き換えたもの．標準曲線とし
てグラフ化し水理定数を求める．

井戸効率 いどこうりつ well efficiency 揚水による井戸内の水位低下量に対して，井戸損失を
除いた帯水層の水位低下量の比．

井戸損失 いどそんしつ well loss 揚水による井戸の水位低下量と井戸周囲の帯水層の水
位低下量の差として定義され，ストレーナ開口部の抵
抗や目詰まりなどにより生じる水頭損失を意味する．
段階揚水試験により求められる．

緯度変化 いどへんか variation of latitude 天文経緯度は時間的に変化する．このうちの緯度の変
化．

緯度補正 いどほせい latitude correction 重力測定において行われる地球の形状，自転影響に関
する補正．一般には国際標準重力公式を用いる．

井戸掘探査法 いどほりたんさほう pit prospecting method 深度5m以浅の井戸を掘り，壁面・底面を観察し地質情
報を得たり，試料を採取する方法．

イトムカ鉱山 いとむかこうざん Itomuka mine 北海道中央部東寄り，留辺蘂町に位置する．日本有数
の水銀鉱山だったが，1973年に閉山．鉱床母岩は中部
中新統東高地層の礫岩・火砕岩よりなる．

井戸理論 いどりろん well hydraulics 井戸の注・揚水量と水位変化の関係を論じたもの．普
通不圧地下水に平衡理論，被圧地下水に非平衡理論を
適用．

稲井石 いないいし Inai ishi 宮城県石巻市井内産の石碑・床材など用石材．三じょ
う系（三畳系）砂質粘板岩．井内石とも書く．

稲井層群 いないそうぐん Inai Group 北上山地南部に分布する中生界下～中部三畳系．砂
岩・泥岩およびそれらの互層を主体とする．

稲城砂層 いなぎさそう Inagi sand 多摩丘陵に分布する上総層群の低固結砂層．地下水位
下の掘削では流動化を起こしやすい．

稲城層 いなぎそう Inagi Formation 東京都南西部の稲城市一体に分布する第四系下部更新
統．中粒砂岩層から構成される．

いなし工法 いなしこうほう earth-pressure dodgy
tunneling method,
tunneling method for
dodgy earth-pressure

トンネル内に押し出してくる地山応力を直接受けて
（剛で）対抗するのではなく，応力を逃がして（柔
で）施工する工法．

伊那層群 いなそうぐん Ina Group 長野県小渋川以南の下伊那地域に分布する上部鮮新～
下部更新統．礫層を主体とする．

稲田石 いなだいし Inada ishi 茨城県笠間市稲田地方に産出する花崗岩の石材名．稲
田みかげの項参照．

伊那谷災害 いなだにさいがい disasters in Inadani
valley

1961年6月信州伊那谷地方を襲った梅雨前線豪雨災．山
腹崩壊が多発し，せき止め湖が決壊して甚大な被害が
出た．
この豪雨で，北海道を除く全国各地で被害が発生し
た．気象庁は６月24日から７月10日の雨を「昭和36年
梅雨前線豪雨」と命名した．



稲田みかげ いなだみかげ Inada mikage 茨城県笠間市産の建築・土木用石材．中生界黒雲母花
崗岩・角閃石黒雲母花崗岩．稲田石ともいう．

伊那断層 いなだんそう Ina fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北北東方向．長野県
上伊那地方北西部に位置し延長約16km．西傾斜．横ず
れ低角逆断層．

伊西型岩石 いにしがたがんせき Inishi type rocks 神岡鉱山付近に産するモンゾニ岩をさす．広域変成作
用と，後退変成作用を含むことが特徴的．

イニシャルサプ
レッション

いにしゃるさぷれっ
しょん

initial suppression 地震探鉱装置の利得制御の一つで，信号が入力される
まで，増幅器利得を下げておくこと．

犬島みかげ いぬじまみかげ Inujima mikage 岡山市西大寺町犬島の土木・建築用石材．中生界花崗
岩．犬島石ともいう．

犬走り いぬばしり berm 土石盛立斜面の安定や管理用歩道のために斜面途中に
設ける平場．

イノセラムス いのせらむす Inoceramus 軟体動物門二枚貝綱翼形亜綱ウグイスガイ目
Inoceramidae科の総称(広義)．ジュラ～白亜紀末の重
要な示準化石．

揖斐川断層 いびがわだんそう Ibigawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西方向．岐阜県藤
橋村に位置し延長約24km．左横ずれ断層．濃尾活断層
系の一つ．

イベント いべんと event 露頭などで確認できる断層を変位させるような出来
事．その数をイベント数という．イベント数の推定は
利用できる変位基準の数に制約を受ける．

異方圧密 いほうあつみつ anisotropic
consolidation

三軸試験などにおいて土を圧密する条件の一つで，軸
圧と側圧を独立に与えて行う方法．

異方圧密状態 いほうあつみつじょ
うたい

anisotropic consolidated
condition

軸方向応力と側方向応力が異なる応力状態で，供試体
が圧密している状態．

異方圧密履歴 いほうあつみつりれ
き

history of anisotropic
consolidation

三軸試験などにおいて，所定の異方圧密のもとに圧密
するときの応力履歴．

異方性 いほうせい anisotropy 物質の物理的・力学的性質が方向により異なること．
磁気・電気・弾性波の伝わり方や強度・変形特性など
で見られる．岩石では片岩や葉理の発達した堆積岩で
顕著．

異方性岩盤 いほうせいがんばん anisotropic rock mass 堆積岩類や結晶片岩などのように，物理的性質や力学
的性質などが方向によって著しく異なる岩盤．

異方性弾性地盤 いほうせいだんせい
じばん

anisotropic elastic
ground

弾性係数の異方性を有する地盤．

今泉石 いまいずみいし Imaizumi ishi 鎌倉市二階堂・今泉産の土木用石材．新第三系凝灰角
礫岩．鎌倉石ともいう．



今市ガス田 いまいちがすでん Imaichi gas field 島根県簸川平野に位置するガス田．沖積層中の腐食
質・有機質粘土層や泥炭層を根源堆積物とし，メタン
ガスが主成分である．

今市地震 いまいちじしん the 1949 Imaichi
earthquake

1949年12月26日に栃木県今市で発生した局地地震．

今市土 いまいちつち Imaichido 栃木県今市市付近に分布する軽石風化物．軽石内部に
アロフェンが，外部にイモゴライトが存在する．

今津石 いまずいし Imazu ishi ①北九州市門司区今津産の砕石用石材．中生界安山
岩，蛭子石と同じ．
②兵庫県城崎郡城崎町今津南戸産の土木・建築用石
材．第三系流紋岩質凝灰岩．

今須断層 いますだんそう Imasu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，西北西方向．滋賀・
岐阜県境の鈴鹿山脈北縁部に位置し延長約10km．南隆
起の左横ずれ断層．

イメージングス
ペクトロメータ

いめーじんぐすぺく
とろめーた

imaging spectrometer 地球の資源などを観測する目的の高スペクトル分解
能，高地上解像力を有する画像センサ．可視光から中
間赤外域を対象とする．

イモゴライト いもごらいと imogolite 理想組成はSiO2・Al2O3・2H2O．繊維状の準結晶質の含水

珪酸塩鉱物でガラス質火山灰土に含まれる粘土鉱物．
芋子石ともいう．

いも継ぎ いもつぎ straight joint シールドトンネルにおいてセグメントの継ぎ目がトン
ネル軸方向に同じ位置になるような継ぎ方．

伊予断層 いよだんそう Iyo fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北東方向．愛媛県伊
予市南方に位置し延長14km以上．右横ずれ断層．中央
構造線断層系の一つ．

伊予砥 いよと Iyoto 愛媛県伊予郡砥部町および伊予市唐川地方に産する白
色の砥石．新第三系火山岩類が熱水変質作用を受けて
淘石化したもので，当地域は砥部淘石鉱床と呼ばれて
いる．

イライト いらいと illite 堆積岩中にみられるアルミニウム質の雲母粘土鉱物の
一般名称．熱水変質によるセリサイトは同じ構造．

イライト型鉱物 いらいとがたこうぶ
つ

illite-type mineral 雲母層と膨潤層を有する粘土鉱物．イライトという言
葉は通常堆積岩の雲母粘土鉱物に対して使われる．

入山瀬断層 いりやませだんそう Iriyamase fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．富士川河
口付近から富士川に沿って位置し延長約8km．国内最大
級の縦ずれ活断層．1854年安政東海地震で動いた可能
性有．

入山断層 いりやまだんそう Iriyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．静岡県庵
原郡の由比川に沿ってのびる延長約10km，左横ずれ断
層．露頭で確認される．

移流 いりゅう advection ①水平方向への物質移動．対流の対語．
②地下水そのものの流動によって地下水中の溶質が移
動すること．

遺留水 いりゅうすい connate water 地中水のうち，それを包含する地層と同時期の水のこ
と．同生水とも呼び，化石水と同義とされている．



イルメナイト系
花崗岩

いるめないとけいか
こうがん

ilmenite-series
granitoid

チタン鉄鉱系花崗岩と同義．

色温度 いろおんど color temperature 物体の熱放射に比例するスペクトル分布を示す黒体温
度．

色温度変換フィ
ルタ

いろおんどへんかん
ふぃるた

conversion filter for
color temperature, LB
filter

フィルムの基準色温度と使用光源の色温度に生じる色
調の相異を補正するフィルタ．

色指数 いろしすう color index 岩石の有色鉱物量を表す指数．0～30のものを優白岩，
30～60のものを中色岩，60～100のものを優黒岩と呼
ぶ．

色収差 いろしゅうさ chromatic aberation 光の波長によってレンズの材質の屈折率が異なるため
に起こる結像点のずれ．

色分解 いろぶんかい color separation フィルムや印画紙上に記録されたカラー写真をR(赤)，
G(緑)，B(青)のフィルタを用いて三色別の単色画像に
分解すること．

巌江みかげ いわえみかげ Iwae mikage 福島県田村郡三春町産の砕石用石材．中生界花崗閃緑
岩．

岩ケ崎石 いわがさきいし Iwagasaki ishi 宮城県栗原郡栗駒町産の土木用石材．石英安山岩・凝
灰岩．

磐城石 いわきいし Iwaki ishi 福島県平市付近産の建築・土木用石材．新第三系凝灰
岩．岩城石とも書く．

磐城沖ガス田 いわきおきがすでん Iwaki-oki gas field 福島県双葉郡楢葉町の沖合41km(水深約154m)に位置す
るガス田．1973年に発見．深度約2,000mの中新統砂岩
から産出．約４km離れたガス鉱床に向かって傾斜ボー
リングが行われた．

岩国断層 いわくにだんそう Iwakuni fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南西方向．山口県岩
国市西部からＪＲ岩徳線に沿ってのびる延長約10km．
顕著な右横ずれ断層．

岩国断層帯 いわくにだんそうた
い

Iwakuni fault zone 山口県東部に発達する活断層A級の三つの活断層群から
構成されるＮＥ－ＳＷ方向の断層帯．大竹断層と甘木
峠断層，岩国断層が含まれる．

岩倉山地すべり いわくらやまじすべ
り

the Iwakurayama
landslide

1847年の善光寺地震で発生した山崩れ．２カ所で発生
し，犀川をせき止めた．湖は17日後に決壊し大洪水と
なった．

岩クリープ いわくりーぷ rock creep, mass rock
creep

重力により岩盤が徐々に変形していく現象．岩盤ク
リープと同義．

岩砂漠 いわさばく rock desert 砂・礫などの砕屑物質がなく，ほとんど基盤が直接露
出している砂漠．岩石砂漠ともいう．

岩棚 いわだな ledge 海食崖の中腹に節理や層理面と関わって形成された狭
い平坦な部分で，現海面における暴浪の浸食作用で生
成．



岩手霰大理石 いわてあられだいり
せき

Iwate-arare marble 岩手県久慈市他産の装飾用石材．中古生界大理石のう
ち粗粒なもの．

岩手火山 いわてかざん Iwate volcano 盛岡市北西にあるカルデラを伴う第四紀成層火山群．
岩手富士ともいう．有史では1719年の溶岩流の噴出が
ある．

岩手大理石 いわてだいりせき Iwate marble 岩手県久慈市他産の装飾用石材．中古生界大理石．

岩手トンネル いわてとんねる Iwate tunnel 東北新幹線いわて沼宮内－二戸間にある延長25.81kmの
トンネル．陸上に掘られた鉄道山岳トンネルとしては
世界最長．2002年開業．新第三紀の凝灰岩の区間で
は，著しい土圧と内空変形があり難工事となった．

岩殿山地すべり いわどのやまじすべ
り

the Iwadonoyama
landslide

1972年2月，山梨県大月市の中央自動車道の切土のり面
で発生した人為地すべり．深礎工を中心とする対策工
法が採用された．

岩はね いわはね rock burst 山はねと同義．

岩船石 いわふねいし Iwafune  ishi ①茨城県東茨城郡桂村産の壁・下水など用石材．新第
三系凝灰岩．
②栃木県下都賀郡岩舟町岩船山産の土木・石碑用石
材．新第三系安山岩・凝灰角礫岩．火避石ともいう．

岩船沖油・ガス
田

いわふねおきゆがす
でん

Iwafune-oki oil-gas
field

新潟県北蒲原郡中条町沖合21kmにある海底油田．発見
1983年，商業生産開始1990年．層位トラップ型鉱床．
2001年時点では年間原油産出量が国内最大．

岩間断層 いわまだんそう Iwama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．長野県
駒ヶ根市を通る木曾山脈山麓断層群の一つで延長約
10km．開析扇状地を切る．

石見大森銀山 いわみおおもりぎん
ざん

Iwamiomori silver-mine 島根県太田市にある銀鉱山．16～17世紀に栄えた．

石見鉱山 いわみこうざん Iwami mine 島根県太田市に位置し，黒鉱鉱床が分布．新第三紀中
新統石見層群の川合－久利層の流紋岩質凝灰岩層中に
ある．

石見層群 いわみそうぐん Iwami Group 鳥取県米子市から島根県太田市にかけて分布する中新
統．酸性～中性の火山岩類，砂岩・頁岩などからな
り，太田・出雲などの湾入部で厚く堆積している．石
見銀山など黒鉱・鉱脈鉱床を胚胎．本層群のうち頁岩
層（久利層）分布地には地すべりが多い．

岩室層 いわむろそう Iwamuro Formation 群馬県北部の片品川，薄根川流域に分布する中生界下
部ジュラ系．利根郡白沢村大字岩室付近を模式地とす
る．礫岩，砂岩，泥岩からなる．

岩本石 いわもといし Iwamoto ishi 群馬県沼田市産の積石・砕石用石材．新第三系～第四
系の両輝石安山岩．

岩屋みかげ いわやみかげ Iwaya mikage 兵庫県津名郡岩屋町産の石材．淡路みかげの一種．中
生界花崗岩．

陰イオン交換容
量

いんいおんこうかん
ようりょう

anion exchange capacity 粘土鉱物が吸着できる交換性陰イオンの総量．陰イオ
ンの交換反応は陽イオンより例が少ない．



陰極線 いんきょくせん cathode rays 自由電子を高電圧の電場で加速して得られる数千～数
万eVの電子線．

陰極線オシログ
ラフ

いんきょくせんおし
ろぐらふ

cathode ray oscillograph ブラウン管を用いて高度な電気的変化を観測する装
置．信号に応じて電子ビームを振り，時間変化を可視
化する．

インクリノメー
タ

いんくりのめーた inclinometer ボーリング孔，または節理・層理・岩脈などの傾斜を
測定する機械．

インコヒーレン
ト散乱レーダー

いんこひーれんとさ
んらんれーだー

incoherent scattering
radar

電離大気を観測する大型レーダーの総称．

インコンピテン
ト層

いんこんぴてんとそ
う

incompetent layer 地層が褶曲作用などの変形を受けたときに，相対的に
硬いコンピテント層に対して変形・流動しやすい層．

インサートビッ
ト

いんさーとびっと insert bit 削岩機の打撃や回転力をロッドを介してビットに伝え
穿孔するが，このビットとロッドが一体となったも
の．

インサイドカッ
ター

いんさいどかったー inside cutter ボーリング孔内に抑留された鉄管を内側から切断する
器具．

ＩＮＳＡＴ いんさっと INSAT インド宇宙省を中心に国内省庁と国内ラジオ局の共同
事業で打ち上げている通信と気象観測用の多目的静止
衛星．

印象（化石） いんしょう（かせ
き）

impression (fossil) 化石のうち，古生物の遺体は保存されずに形態の押し
型（印象）のみが残っているものをさす．

引照点 いんしょうてん reference point 測量において基準点などの重要点を見出すための点
で，重要点が紛失した際に速やかに重要点を復元でき
るようにする補助点．

陰性コロイド いんせいころいど acidoid 土壌の場合，陰イオンとして挙動する土壌コロイド．
陽イオンを吸着したり，陽性コロイドとヘテロ凝集を
起こす．

隠生代 いんせいだい Cryptozoic era 地球上に生物が出現するも顕著ではない時代．先カン
ブリア時代のこと．

隠生累代 いんせいるいだい Cryptozoic Eon 生物の存在が顕著でないという意味で先カンブリア時
代と同義に用いられたが，現在は使われない時代区
分．

隕石 いんせき meteorite 宇宙空間から地球上に落下した物体．化学組成から石
質隕石，石鉄隕石，および隕鉄の３種に分けられる．

隕石火口 いんせきかこう meteorite crater 隕石孔と同義．

隕石孔 いんせきこう meteorite crater 大きな隕石の衝突による円形凹地．高圧型鉱物や衝撃
波による変成岩石の存在で噴火口と区別される．直径
3kmを超すものもある．隕石火口と同義．



隕石痕 いんせきこん astrobleme 地球外物質が地表に衝突して残した痕跡の総称．

隕石の年齢 いんせきのねんれい meteorite's age 隕石の放射年代で，形成年代・固化年代・宇宙線照射
年代・落下年代などに区分される．

インセプティソ
ル

いんせぷてぃそる inceptisols アメリカの土壌分類体系で，何らかの弱い変質を受け
た層など初期に変化を受けた土壌．

インターアーク
ベイズン

いんたーあーくべい
ずん

interarc basin 弧一海溝系において弧が二つに分岐してその間に生ず
る深海底域で，弧間盆地とも称する縁海の一種．

インターリル領
域

いんたーりるりょう
いき

interrill space 地表水の浸食でできる溝（リル）と溝との間の範囲．
リルへの流入土砂は，雨滴の衝撃の加わった流れで運
ばれる．

インダクション
型磁力計

いんだくしょんがた
じりょくけい

induction magnetometer インダクション（誘導）コイルによって磁場の時間変
化率を測る磁力計．ＭＴ・ＡＭＴ法などに利用され
る．

インダクション
検層

いんだくしょんけん
そう

induction logging 電磁誘導現象を利用した比抵抗検層法で電磁検層とも
いう．石油探査に用いられ，坑井周辺の泥水侵入領域
の影響を除去して,地層の真の比抵抗を測定できるため
通常の電気検層法よりも薄い油層まで検知できる．

インダクタンス いんだくたんす inductance 電線やコイルに流れる電流の変化を妨げる働きをする
起電力の強さを表す．単位はH（ヘンリー）．

インダクタンス
型変換器

いんだくたんすがた
へんかんき

inductance type
transducer

電磁誘導現象の変化を利用して，力，圧力，変位，変
形などを測定する変換器．

インタクト いんたくと intact 傷のないものという意味の形容詞． intact sample,
intact rockのように使用される．

インテグレー
テッドエアボン
システム

いんてぐれーてっど
えあぼんしすてむ

integrated airborne
system

異なる方式の探査システムを二つ以上組合せて同時に
並行測定を行う空中探査システム．

隕鉄 いんてつ iron meteorite 隕石の中で，鉄－ニッケル合金を主成分とするもの．
ニッケル含有量により固有の結晶をなす．鉄隕石・鉄
質隕石ともいう．

インデックス法 いんでっくすほう index method 磁気異常の定量解析法の一種．磁気異常の最大・最小
値，最急勾配などの特殊な値を利用し解析する．

インテンシティ
ログ

いんてんしてぃろぐ intensity log 音波検層においてウェーブトレインを濃淡により深度
方向に連続的に表示したもの．

インド楯状地 いんどたてじょうち Indian shield インダス川とガンジス川の南に広がるインド半島を構
成する先カンブリア系分布地域．

インドネシア弧 いんどねしあこ Indonesian island arc アンダマン諸島からセレベス島に至る島弧．平行して
海溝があり，列島上には活火山がならび深発地震が多
い．



インドプレート いんどぷれーと Indian plate オーストラリア，ユーラシア，アラビアの各プレート
に囲まれたインド半島とインド洋北部を含むプレー
ト．

インド洋中央海
嶺

いんどようちゅうお
うかいれい

Central Indian ridge カールスバルグ海嶺と同義．アフリカとインド半島の
間を南北に連なる．

イントラベース
メント異常

いんとらべーすめん
といじょう

intrabasement anomaly 磁気基盤内部の磁性体によって引起される磁気異常．

インナーストー
ン

いんなーすとーん inner stone ボーリング用ビットクラウンの内側に装着されたダイ
ヤモンド．

インナーチュー
ブ

いんなーちゅーぶ inner tube ダブルコアバレルのコアコンテナーのような役目をす
る内管で坑井掘削ツールの一つ．

インナーチュー
ブエキステン
ション

いんなーちゅーぶえ
きすてんしょん

inner-tube extension ダブルコアバレルのインナーチューブ下端に装着し
て，インナーチューブとコアリフタを接続する短管．

院内石 いんないいし Innai ishi 秋田県雄勝郡雄勝町院内産の土木・建築用石材．新第
三系石英粗面岩質凝灰岩・軽石質凝灰岩．

院内油田 いんないゆでん Innai oil field 仁賀保産油・産ガス地帯に属する秋田県由利郡仁賀保
町院内地域の国内最大規模の油田．1923年発見．深度
400～1,500mの新第三系天徳寺層，船川層の凝灰岩中に
胚胎．

印南石 いんなみいし Innami ishi 兵庫県高砂市伊保町竜山・宝殿産の土木・建築用石
材．白亜系の流紋岩質溶結凝灰岩．竜山石(赤竜石・白
竜石・青竜石・黄竜石）ともいう．

インバージョン
法

いんばーじょんほう inversion method ジオトモグラフィによる地下構造の推定のように，測
定結果から測定対象の内部物性分布などを推定する方
法．

インバース法 いんばーすほう inverse method 電気検層による地層の比抵抗を測定する一方法．ラテ
ラル法と同義で，地表の比抵抗法の３極法に対応す
る．

インバーテッド
エマルジョン
マッド

いんばーてっどえま
るじょんまっど

inverted emulsion mud ボーリング用オイルベースマッドの一種で油の中に水
滴が分散したエマルジョン泥水．

インバート いんばーと invert トンネル工事における巻き立て断面のうち，底盤の弓
形の部分または底部の逆アーチ部分．

インバートコン
クリート

いんばーとこんく
りーと

invert concrete トンネルのインバート部分を構成するコンクリート．

インバート閉合 いんばーとへいごう closure of tunnel cross
by invert

主に地山が不良の場合，インバートコンクリートなど
を施工することにより，トンネル断面を閉合し構造的
に安定させること．

インバール基線
尺

いんばーるきせん
じゃく

invar wire インバールワイヤと同義．



インバール標尺 いんばーるひょう
しゃく

invar staff 木製枠にインバール尺をバネの張力をかけて配置した
もの．目盛の誤差が少なく精密水準測量などに使われ
る．

インバールワイ
ヤ

いんばーるわいや invar wire 熱膨張係数が約1×10-6/℃の鋼約64%とニッケル約36%の
合金製ワイヤ．ワイヤ基線尺の線状のもの．

インパクトク
ラッシャ

いんぱくとくらっ
しゃ

impact crusher 採石のための二次破砕用機械の一種．打撃用の回転ハ
ンマー，ブレーカ板により破砕を行う．

インパクトク
レーター

いんぱくとくれー
たー

impact crater 小天体（隕石・小惑星・彗星）が高速（数km/s）で衝
突することによってできた凹地．衝突クレーターとも
いう．

インパルス応答 いんぱるすおうとう impulse response 力学系に，ある大きさの力を一瞬（微少時間）に加え
た力に対する応答．

インピーダンス いんぴーだんす impedance 交流回路における電気抵抗．波動では，弾性波の速度
とその媒質の密度との積を音響インピーダンスとい
う．

インピーダンス
ストライク

いんぴーだんすすと
らいく

impedance strike ＭＴ法における２次元構造の比抵抗の方向性を示す．
構造方向に対して平行ないし直交方向．

インピーダンス
テンソル

いんぴーだんすてん
そる

impedance tensor ＭＴ法において，電場ベクトルと磁場ベクトルの関係
を表す量で，比抵抗構造の方向性に関する情報を有す
る．

インピーダンス
ポーラーダイア
グラム

いんぴーだんすぽー
らーだいあぐらむ

impedance polar diagram ＭＴ法において，インピーダンステンソルを空間的に
回転したときの軌跡．構造指標となり，長軸方向はイ
ンピーダンスストライクに一致．

隠微晶質 いんびしょうしつ cryptocrystalline 岩石もしくは基質が極細粒結晶から構成されること．
鏡下で結晶の存在が判定できる程度である．潜晶質と
同義．

因美帯 いんびたい Inbi zone 山陰帯における白亜紀～ぜん新世（漸新世）にかけて
の火成活動の一つである因美深成岩類およびそれに伴
う因美迸入岩類の分布地帯．鳥取県から島根県東部の
地域．

インヒビテッド
マッド

いんひびてっどまっ
ど

inhibited mud 粘土類の膨潤を抑制または減少させるような削孔用泥
水の総称．

因美迸入岩類 いんびへいにゅうが
んるい

Inbi intrusive rocks 因美深成岩類に伴う貫入岩類．花崗閃緑岩，花崗岩，
トーナル岩など．

インブリケー
ション

いんぶりけーしょん imbrication structure 河川・海浜など水流の強い環境で扁平礫が上流側に傾
斜してうろこ状に重なる構造．古水流の向きがわか
る．

インプレース
リーチング

いんぷれーすりーち
んぐ

in-place leaching 鉱石を直接採掘せず，地中に注入した酸もしくはアル
カリ溶液を回収し，溶液中に溶けた金属を取り出す採
鉱法．

インプレグネー
テッドビット

いんぷれぐねーてっ
どびっと

impregnated bit 粉末状のダイヤモンドを粉末金属マトリックスの中に
一様に混合して燒結したボーリングビット．



インプレッショ
ンパッカー

いんぷれっしょん
ぱっかー

impression packer 金属やゴムなどを素材として，ボーリングの孔壁に押
しあてることにより，岩盤の割れ目などの型を取る
パッカー．

インプレッショ
ンブロック

いんぷれっしょんぶ
ろっく

impression block ボーリング孔内遺留物の位置および形状などを正確に
把握するために使用される孔内用スタンプ．

インプロージョ
ン

いんぷろーじょん implosion 震源の一種．水中で瞬時に低圧領域を発生させると水
の衝突により弾性波が生ずる．この衝突圧を利用した
もの．

インベージョン
デプス

いんべーじょんでぷ
す

invasion depth ボーリング孔において浸透性の地層に対する泥水ろ過
（濾過）水が浸入した深さ．

インベージョン
プロファイル

いんべーじょんぷろ
ふぁいる

invasion profile ボーリング孔において地層への泥水ろ過（濾過）水の
浸透状態を模式的に示したもの．

インペリアルバ
レー

いんぺりあるばれー Imperial Valley 米国カリフォルニア州南部の地熱地帯．別名ソルトン
シーあるいはソルトントラフ．

インボリュー
ション

いんぼりゅーしょん involution,
Taschenboden(独)

表層堆積物中の複雑な変形構造．土の凍結と関係する
ことが多いといわれるが，成因は不明確である．

インラインオフ
セット

いんらいんおふせっ
と

inline offset 震源を測線上で受振器展開から離して設定する展開方
法．震源で発生する雑音を避けるために用いられる．

ウィーナー－ヒ
ンチンの公式

うぃーなーひんちん
のこうしき

Wiener-Khintchine's
formula

相関関数とパワースペクトルは互いにフーリエ変換の
関係にあり一方が判れば他方も求められるという公
式．

ウィーヘルト式
地震計

うぃーへるとしきじ
しんけい

Wiechert seismograph 振り子の重さが1,000kgの大型機械式地震計．1950年代
頃まで盛んに使用され初期の地球内部構造研究に貢献
した．

ウィーンの変位
則

うぃーんのへんいそ
く

Wien's displacement law 黒体の絶対温度と放射エネルギーが最大になる波長は
反比例するという法則．

ウイグル表示 ういぐるひょうじ wiggle trace 時間変動する振幅を１本の軌跡で示す波形の表現方
法．

ウイスカー ういすかー whisker 髭結晶（ひげけっしょう）と同義．

ウィスコンシン
氷期

うぃすこんしんひょ
うき

Wisconsin Glacial Stage 北米大陸を基準とする更新世の氷期のうちの最終氷期
の名称で，ヨーロッパのウルム氷期に対比される．

ウィナーフィル
タ

うぃなーふぃるた Wiener filter 回路への入力波形を適当な希望出力へ変換するフィル
タ．例としてデコンボリューションフィルタがある．

ウイリアムス－
ハーゼンの流量
公式

ういりあむすはーぜ
んのりゅうりょうこ
うしき

Williams & Hazen’s
formula of flow rate

給水管の管の太さを流量，損失水頭により求める方

法．Q=0.27853Cd2.63 I0.54，Q:流量(m3/s)，C:流速係
数，d:管内径(ｍ)，I:動水匂配．
この式は上水道における送配水管の計算に，一般的に
用いられている．



ウィルソンシー
ル

うぃるそんしーる Wilson seal 真空容器などから外部に通じる軸の軸受部分に用いら
れるゴムパッキング．

ウィングカット
オフ

うぃんぐかっとおふ wing cut off ダム堤体直下の浸透路長を増大させることを目的とし
た遮水構造物で，特に堤体袖部に設置されるものをさ
す．

ウィングダム うぃんぐだむ wing dam アーチダムスラストブロック山側地山の標高が不足し
たり，地質的に不良な場合に築造される補助的なダ
ム．

ウィングビット うぃんぐびっと wing bit ①ＡＧＦ工法などに用いられるＰＣＤビットの拡孔用
のビット．削孔時はこれが開き鋼管外径よりゲージ径
が広がり，回収時は閉じて鋼管内径より小さくなり鋼
管内から回収できる．
②発破孔に一対の溝を設けたウイングホールを一度に
削孔するために用いるビット．

ウィングホール
ブラスティング

うぃんぐほーるぶら
すてぃんぐ

wing hole blasting 掘削面に沿った発破孔に掘削面方向の一対の溝を設け
て爆発力を集中させ，平滑な掘削面を得る工法．

ウィングリブ支
保工

うぃんぐりぶしほこ
う

steel support with wing
rib

トンネル上半部の鋼製支保工の接地部分に張り出しを
付けて接地面積を大きくし，地盤の支持力を得やすく
した支保工．支持地盤が軟弱な場合に沈下防止対策と
して用いられる．

ウインド・
ギャップ

ういんどぎゃっぷ wind gap 風隙と同義．

ウーライト うーらいと oolite 直径2mm以下の魚卵状構造を呈する石灰質粒子(ウーイ
ド）で大部分が構成される石灰岩．魚卵状石灰岩とも
いう．ウーイドそのものをさす場合もある．

ウェイトアンド
ウェイト法

うぇいとあんどうぇ
いとほう

wait and weight method 地熱井の仕上げに行う最も一般的な置換方法．蒸気
キックの抑圧と泥水の入れ替えを同時に行う．

ウェーバー線 うぇーばーせん Weber's line 動物地理学上の境界線の一つ．オーストラリア区と東
洋区との間の推移帯のうち，東縁の線にあたる．

ウェーブゾーン うぇーぶぞーん wave zone 微小双極子波源から均質媒質中に放射されて生ずる電
磁場のうち，放射電磁場が卓越する領域．

ウェーブティル
ト

うぇーぶてぃると wave tilt 電場の水平成分と垂直成分の比を称し，これを用いて
直接見掛比抵抗が求められる．電磁法に利用される．

ウェーブトレイ
ン

うぇーぶとれいん wave train 弾性体にインパルス状の波が入射した場合に観測され
るＰ波，Ｓ波，表面波などから構成される一連の波
群．

ウェーブレット
処理

うぇーぶれっとしょ
り

wavelet processing 反射法探査の記録処理法の一つで，基本波形を知りそ
れより簡単な波形に変換する処理の総称．

ウェゲナーの大
陸漂移説

うぇげなーのたいり
くひょういせつ

theory of continental
drift by Wegener

古生代末まで存在していた始原大陸（パンゲア）が
徐々に分割して今日の位置に移動したとする仮説．

ウエスターガー
ド公式

うえすたーがーどこ
うしき

Westergaard's formula 横方向の剛性が非常に大きくて側方ひずみが生じない
ような地盤応力を解く式．



ウェスターガー
ドの式

うぇすたーがーどの
しき

Westergaard's formula 鉛直な堤体上流面に作用する地震時動水圧分布を算定
するための理論式．

ウェスタリー花
崗岩

うぇすたりーかこう
がん

Westerly Granite アメリカ，ロードアイランド州ウェスタリーで採掘さ
れる花崗岩．建築用石材として使用されるほか，岩石
物性の試験にも用いられる．

ウェストファー
ル比重計

うぇすとふぁーるひ
じゅうけい

westphal balance 液体の比重測定に用いる天秤．ガラス容器に入れた液
体中に天秤の片側に吊した浮き子を入れて釣り合わせ
る．

羽越豪雨 うえつごうう the Uetsu heavy rainfall 1967年8月28日から29日にかけて新潟県北部を中心に
襲った集中豪雨．総雨量約500mm．羽越水害をもたらし
た．

ウェッジ型ロッ
クボルト

うぇっじがたろっく
ぼると

wedge type rock bolt 先端にスリットをつけ，これにクサビを挿入してボル
ト孔に打ち込み，先端を押し広げて定着するロックボ
ルト．

ウェッジビット うぇっじびっと wedge bit テーパー状のノンコアリングビット．孔曲げ作業時に
孔内にセットした偏向楔の傾斜面に沿って拡孔するの
に使用．

ウェッジローズ
ビット

うぇっじろーずびっ
と

wedge rose bit 鋸歯状に刻まれた硬質金属のノンコアリングビット．
孔曲げ用偏向楔の上端孔径維持リングを切削するのに
使用．

ウェットホール うぇっとほーる wet hole 帯水層を横切り，坑口に多量の湧水が認められるボー
リング孔．

上野石 うえのいし Ueno ishi 福井県福井市川西町産の割石・垣用石材．新第三系凝
灰岩．

ウエブ うえぶ web Ｈ型鋼，Ｉ型鋼などの上下のフランジをつなぐ鉛直部
分．

ウェル うぇる well ①井戸：透水層まで土を掘り，地下水を集め，くみ取
る構造物．
②井筒：構造物の基礎として設置される鉄筋コンク
リート製の構造物．

ウエルシュー
ティング

うえるしゅーてぃん
ぐ

well shooting 孔井内に受振器を降下し地表で人工地震を発生させ，
深度の関数として平均速度を求める孔井内速度測定．

ウェルポイント
工法

うぇるぽいんとこう
ほう

well point method 揚水管を地中に挿入して真空吸引により，地下水位を
低下させる工法．

ウェルレジスタ
ンスの効果

うぇるれじすたんす
のこうか

effect of well
resistance

サンドドレーン工法により地盤改良を行う際に，長尺
ドレーンを用いると圧密に遅れが生じる現象．

ウェントワース
区分

うぇんとわーすくぶ
ん

Wentworth grade scale ウェントワースの粒度区分と同義

ウェントワース
の粒度区分

うぇんとわーすの
りゅうどくぶん

Wentworth's grade scale 土壌などの粒度構成を表現する方法で１mmを基準に，
２のべき乗を人為的な境界として定めて区分する方
法．



ウェンナー法 うぇんなーほう Wenner electrode array 比抵抗法による電気探査で，一直線上の外側に電流電
極，内側に電位電極をそれぞれ等間隔に配置する方
法．

ウォーカーの検
定法

うぉーかーのけんて
いほう

Walker's significance
test

地震の発生がポアソン過程であるとした前提で実施す
る地震発生の周期性に関する統計的検定法の一つ．

ウォーキング
ビーム

うぉーきんぐびーむ walking beam 支点を中心として上下動するビーム．原動機によって
一端に上下運動を与え，他端が打撃作用による掘削を
行う．

ウォータウェイ うぉーたうぇい waterway ビット表面あるいは掘削器具表面に循環水の通りやす
いように作られた溝をさす．

ウォータガン うぉーたがん water gun 水を水中に高速で噴出することによって生じる水蒸気
のバブルが収縮する際の衝撃波を用いた非爆薬震源．

ウォータジェッ
ト

うぉーたじぇっと water jet 軟岩の掘削や岩盤やコンクリートの打継目の洗浄に用
いられる高圧噴流．

ウォータジェッ
ト加工

うぉーたじぇっとか
こう

water-jet machining 高圧（300MPa程度）の水を細いノズル（約0.2mm）から
吹出させて，材料を切断する加工技術．

ウォータジェッ
トドリリング

うぉーたじぇっとど
りりんぐ

water-jet drilling 強力な水流を噴出させることによって削孔するボーリ
ング手段．

ウォータスイベ
ル

うぉーたすいべる water swivel 回転するボーリングロッドにデリバリーホースを接続
するために使用される器具．

ウォータタイト
トンネル

うぉーたたいととん
ねる

water tight tunnel 完工後はトンネル内への湧水を防ぎ周辺の地下水位を
回復させるようにしたトンネル．トンネル全周に防水
シートを施し，二次覆工は全水圧に耐える構造とす
る．都市トンネルに多い．

ウォータトラッ
プ

うぉーたとらっぷ water trap 井戸の仕上げにセメンティングを行う際にチャンネリ
ングなどにより水が溜まること．孔内の温度が高い場
合には，水の膨張圧により圧潰するため注意が必要．

ウォータハン
マー

うぉーたはんまー water hammer pressure 水路管内の流速を変化させることによって発生する圧
力波が水路管内に与える圧力．水撃圧ともいう．

ウォータフラッ
ク

うぉーたふらっく water frac 鉱床の岩盤などを水圧破砕する際に用いる流体の一
種．清水をベースとし，特殊でん粉などを添加する．

ウォータフロン
ト

うぉーたふろんと water front 河川・湖・池・海岸など，水辺に接している土地．

ウォータポケッ
ト

うぉーたぽけっと water pocket 井戸の仕上げ時に水和反応や地熱などの影響で注入セ
メントが硬化できなかったところにできる間隙．

ウォード法 うぉーどほう Ward method 特徴の類似したデータを似たもの同士としてグループ
化するクラスター分析の一手法．



ウォールビーム うぉーるびーむ wall beam 鋼アーチ支保工の下部を掘削する場合などに支保工の
沈下を防止するため，隣接した支保工を一体化させる
梁部材．

ウォールフック うぉーるふっく wall hook 孔内に残留した掘削具の頭部を孔壁から起こして，孔
内の中心に誘導するための器具．

ウォールプレー
ト

うぉーるぷれーと wall plate トンネルのアーチ式支保工で，アーチ部材基部の補強
のために，トンネル軸方向に通して敷く部材．

臥龍寺地すべり うぉーろんしじすべ
り

the Wolongsi landslide 1955年8月に中国黄土高原地帯で，長雨のあとに黄土の
二次堆積物中で発生．長さ幅ともに約650m，最大層厚
98m．

ウォッシュアウ
ト

うぉっしゅあうと washout 大気中の粒子やガスが降雨に取り込まれ，大気から除
去されること．酸性物質が取り込まれると酸性雨とな
る．

ウォッシュダウ
ンスピア

うぉっしゅだうんす
ぴあ

washdown spear ボーリング孔内遺留物回収器具．遺留物の内径を捕え
て回収する．安全のために掛はずし自在のものがあ
る．

ウォッシュボー
リング

うぉっしゅぼーりん
ぐ

wash boring ノズル先端から水を噴射しながら，ロッドを上下する
ことにより掘削するボーリング方法．

魚津埋没林 うおづまいぼつりん Uozu submerged forest 富山県の魚津港で1931年に発見された化石埋没林．樹
種は杉が多く約2000年前の河川の氾濫によって埋没し
化石化したもの．特別天然記念物に指定され保存され
ている．

魚沼層群 うおぬまそうぐん Uonuma Group 新潟地域の上部鮮新～中部更新統．半固結の礫･砂･泥
の不規則な互層をなす．固結度の低い砂層は流砂現象
を起こしやすい．泥岩の強度は２MPa程度．

ウォルシュ／ア
ダマール変換

うぉるしゅあだまー
るへんかん

Walsh-Hadamard transform 直交変換の一つであるアダマール変換の一種．フーリ
エ変換に比べ，計算が簡易で周波数変換を行う必要が
ない．

迂回坑 うかいこう detour drift トンネル掘削において，不良地質区間の突破・水抜き
などのため，本坑断面外に迂回して掘られるトンネ
ル．

迂回浸透流 うかいしんとうりゅ
う

detour seepage flow ダムの取り付け部において，ダムの貯水が地山の透水
性のよい部分を通じて流出するときに発生する浸透
流．

迂回水抜き工法 うかいみずぬきこう
ほう

dewatering detour
heading

湧水のためトンネル掘削が不可能な場合に，本坑切羽
の手前から迂回坑を掘削し水抜きを行う工法．

右岸 うがん right bank 河川において，上流から下流方向を望んだときの右側
の川岸のこと．

浮石 うきいし fragmented rock, unfixed
stone

切取り，自然斜面あるいはトンネルなどの地山の掘削
面において，地山から剥離しかかったり，浮き上った
りし，転落の危険がある岩塊および岩片．

浮石落し うきいしおとし trimming, scaling 転落の危険性のある浮石を，危険回避のため予め除去
すること．



浮金石 うきがねいし Ukigane ishi 福島県田村郡小野町黒石山産の墓石・建築用石材．中
生界はんれい岩（斑糲岩）．

浮き基礎 うききそ floating foundation 直接基礎の一種．軟弱な地盤において排除した土の重
量と構造物の重量をバランスさせて沈下量を押さえる
基礎．

浮子式雨量計 うきこしきうりょう
けい

float type rain gauge 貯水容器に貯まった降水量を浮子の上昇を利用して計
る自記雨量計．

浮子式粘度計 うきこしきねんどけ
い

float type viscometer 液体の粘度を測定する装置の一つ．液中に浮子を入れ
て，その移動速度から求める．原理は落球式と同じ．

浮桟橋 うきさんばし floating jetty, floating
pier

船などの浮遊体の上に床板を載せて構築した埠頭．

浮島 うきしま floating island 湖岸が植生と共にちぎれたり，泥炭が池底から浮上し
たりするなど，沼地・高位湿原地で水面に浮遊・流動
する島．

浮きばかり うきばかり hydrometer ガラス管の端に錘を付けたもので，液体に浮かせた時
の液面の位置から液体の比重を測る計器．比重浮ひょ
うともいう．

ウクライナ楯状
地

うくらいなたてじょ
うち

Ukrainan shield 黒海北部，ドニエプル川下流域に分布する東西約800km
の先カンブリア時代の地塊．

受け盤 うけばん stratum of opposite dip,
anclinal slope

地層面や割れ目などの地質的分離面が，傾斜した地形
面や掘削面と逆傾斜かそれに近い状態にある地盤．流
れ盤の対語．

雨溝 うこう rill 軟弱な斜面を流下する雨水の洗掘によってできる細く
て浅い溝．

雨溝カッレン うこうかっれん rillenkarren 石灰岩などの炭酸塩岩がCO2を含んだ水により差別的溶

食を受けて形成された長くシャープな溝状の凹地．

雨溝浸食 うこうしんしょく rill erosion 降雨や融雪による水が地表に小さな溝を形成する作
用．雨裂浸食（gully erosion）より溝の深さが小さ
い．シルト～粘土質の地盤に形成されやすい．細溝浸
食・細流浸食・リル浸食ともいう．

牛首断層 うしくびだんそう Ushikubi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，北東方向．富山
県大山町から岐阜県大野郡白川村にわたって位置し延
長約80km．右横ずれ断層．

羽状節理 うじょうせつり feather joint 断層に伴って形成される引張節理で，断層面から雁行
状に派生する．

雨食 うしょく rain wash 降水による浸食作用．溶食のような化学的浸食作用と
雨滴・表面・雨裂・地隙浸食など物理的浸食作用があ
る．

宇寿石 うすいし Usu ishi 愛知県岡崎市滝町・米河内町で採掘されている石材．
中生界黒雲母花崗岩．常盤みかげともいう．石灯篭・
敷石・柱など用．



有珠火山 うすかざん Usu volcano 北海道南西部の洞爺カルデラ南に生じた完新世二重式
火山．有史以来デイサイト質の円頂丘を多数形成し
た．

臼杵－八代構造
線

うすきやつしろこう
ぞうせん

Usuki-Yatsushiro
tectonic line

九州の中央部を東北東～西南西に延びる多数の断層の
集合帯．大分県臼杵と熊本県八代を結び，古くから中
央構造線の九州における延長として最も有力視されて
きた構造線．この構造線の北側は主に領家帯，南側は
秩父帯からなる．

有珠山噴火 うすさんふんか the 2000 Usu-san
eruption

2000年3月31日，23年ぶりに活動した有珠山の噴火．西
山西麓と金毘羅山付近に多数の噴火口が形成された．
噴火活動の結果，噴石・降灰，泥流，地殻変動などに
より家屋や道路などに多くの被害が生じたが，噴火予
知に成功し人的被害を最小限に食い止めた．正式名称
は「平成12年（2000年）有珠山噴火(the Usu-san
eruption,2000)」．

有珠山噴火 うすさんふんか the 1977 Usu-san
eruption

1977年8月7日激しい噴火が起こり，8月14日までに，4
回の大噴火を含む10数回の噴火が断続した．その後
1978年10月27日まで噴火が続いた．この噴火により死
者2名がでて家屋当に被害が生じた．またこの噴火によ
り「新有珠山」ができた。正式名称は「1977年有珠山
噴火(the Usu-san eruption,1977)」．

渦電流 うずでんりゅう eddy current 導体内部を通過する磁束の変化に，導体内部のみで渦
状に流れる電流．導体の運動を妨げる作用をする．

渦電流式回転型
速度計

うずでんりゅうしき
かいてんがたそくど
けい

eddy current type speed
meter

回転する磁石に良導体の円板を近づけると渦電流に
よって円板を回転させる力が発生し,円板の軸にひげぜ
んまいをつけておくと円板の回転角は磁石の回転速度
に比例することを利用した速度計．

渦電流探傷法 うずでんりゅうたん
しょうほう

eddy current testing 金属の非破壊検査法の一つ．金属材料を交番磁界中に
置いたときの渦電流の量が材料中の欠損によって変化
することを利用．

薄肉アーチダム うすにくあーちだむ thin arch dam アーチ中心の曲率半径に対し，アーチ厚さが相対的に
薄いアーチダム．

打込み井戸 うちこみいど driven well 先端付近に取水のための開孔部がある鉄管を地中に打
込んで建設した井戸．

打込み杭 うちこみぐい driven pile ハンマーなどの動力により地盤中に打込まれて設置さ
れる既製杭．

打込みノズル うちこみのずる placing nozzle コンクリートポンプなどにおいて，コンクリートを打
込む際に用いられる装置の先端管（筒先）．

打ち継目 うちつぎめ construction joint 既設のコンクリートと新たに打設したコンクリートと
の境界部．

内張石 うちばりいし lining stone 陶磁器原料など鉄分を嫌う製品を製造する時にボール
ミルの内面に張る石材．珪岩を用いる．

内巻き うちまき inner lining トンネルの覆工で，地山の状態により２回に分けて覆
工を施工した場合の後で施工する覆工．二次覆工．

宇宙写真測量 うちゅうしゃしんそ
くりょう

space photogrammetry 立体視機能をもつ衛星から観測された一対の画像を用
いて地形図作成や標高測定を目的に行う写真測量．



宇宙塵 うちゅうじん cosmic dust 宇宙空間から降下する微小個体の総称．鉄ニッケル
球，珪酸塩からなり直径10～20μmの大きさで隕石の粉
末など．

宇宙水 うちゅうすい cosmic water 隕石により宇宙から地球にもたらされた初生水．

宇宙線 うちゅうせん cosmic rays 宇宙空間に存在する高エネルギー放射線，およびそれ
らが地球大気に入射してつくる放射線．

宇宙線生成核種 うちゅうせんせいせ
いかくしゅ

cosmogenic nuclide 宇宙空間において，原子核反応の一種である宇宙線に
よる核破砕反応によって生じた核種．

宇宙測地 うちゅうそくち space geodesy 宇宙関連技術を用い，超長距離を精度良く測定する測
地測量の総称．レーザー測距，電波干渉法，ドップ
ラー観測（NNSS）などがある．

ウッド・アン
ダーソン式地震
計

うっどあんだーそん
しきじしんけい

Wood-Anderson
seismograph

リヒターがマグニチュードを定義する際に標準とした
光学的記録方式の地震計．現在でも一部で使用されて
いる．

雨滴跡 うてきあと rain print 細粒砂，シルトならびに粘土など軟らかい堆積物の上
に大粒の雨滴が落下したときに生じたくぼみの痕跡．

雨滴痕 うてきこん rain print 雨滴跡と同義．

雨滴浸食 うてきしんしょく rainsplash erosion 雨滴の運動エネルギーで地表を打ち，運動量の時間変
化による衝撃力で土砂を飛散し剥離・細分する作用．

宇奈月結晶片岩 うなづきけっしょう
へんがん

Unazuki crystalline
schist

富山県黒部川下流域に南北方向に分布する変成岩類．
泥質片岩や石英長石質片岩などからなる．

ウバーレ うばーれ uvala カルスト凹地の一形態で，ドリーネが大きくなって隣
り合うドリーネ同士がつながった状態のもの．

ウバロバイト うばろばいと uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3．立方晶系．硬度6.5～7．比重3.85．超苦

鉄質岩中・硫化鉄鉱床中に産する．灰クロムざくろ石
ともいう．

ウベローデ粘度
計

うべろーでねんどけ
い

Ubbelohde's viscometer オストワルド粘度計の改良型の一つ．流下の有効落差
が量に関係しないので液を一定量はかる必要がない．

馬追断層 うまおいだんそう Umaoi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ～Ｃ級，北北西方向．千
歳市東方の馬追丘陵西縁部に位置し延長約15km．逆向
き低断層崖が発達．

海砂利 うみじゃり beach gravel, marine
aggregate

海岸や海底から採取する砂利．コンクリートの品質を
損なう塩分を水洗いして使用する必要がある．

海砂 うみすな sea sand 海岸で採取される砂．粒径0.1～0.3 mm程度で分級が良
い．



うみゆり類 うみゆりるい Crinoidea 棘皮動物門の１綱．主に海底に着生．生息期間はオル
ドビス紀～現世．体は茎部と冠部に大別される．日本
の古生界石灰岩には多量に含まれる．

埋込み式ひずみ
計

うめこみしきひずみ
けい

down-hole volumetric
strain-meter

岩盤の体積ひずみ変化や３成分の軸ひずみ変化を検出
する目的でボアホール内へそう入する，シリコンオイ
ルを封入した円筒形の容器．地震予知のための観測に
使用されている．

埋立地 うめたてち filled-up land 海・川・湖沼などに土砂を盛り立てて造成した人工地
盤．これらの大部分は公共水面の埋立地である．

埋戻工 うめもどしこう back filling 根切りなどの際に余分に掘削された部分を工事終了後
に土砂で埋め戻すこと．

埋戻し材 うめもどしざい back filled material,
backfilling material

掘削した後，掘削部の埋め戻しに用いる材料．掘削土
を用いる場合と山砂などを使用する場合がある．

羽毛状節理 うもうじょうせつり feather joint 羽状節理と同義．

浦河沖地震 うらかわおきじしん the 1982 Urakawa-oki
earthquake

1982年3月21日に発生したM7.1の地震．被害は浦河・静
内に集中．建物の全半壊のほか小津波もあった．

裏込め うらごめ backfilling 擁壁などの構造物の背面に砂利や砕石などを詰めた
り，コンクリートを充填するなどして安定を図るこ
と．背面盛土ともいう．

裏込材 うらごめざい back-fill material ①土留壁・石がきなどの裏込めに使用するぐり石・砂
利など．
②トンネルの覆工と地山の間に生ずる空隙を充填する
注入材料．

裏込注入 うらごめちゅうにゅ
う

back-fill grouting トンネルの覆工と地山の間に生ずる空隙を充填し，土
圧の均等化などを目的として行うモルタルなどの注
入．

裏込注入圧 うらごめちゅうにゅ
うあつ

grouting pressure トンネルの覆工と地山の間の空隙を注入材で充填させ
る際に，注入材を注入ポンプで圧送する時の圧力．

裏込注入孔 うらごめちゅうにゅ
うこう

grouting hole トンネルの覆工と地山の間の空隙に裏込材を注入する
ためにセグメントなどに設けられた孔．

裏込注入率 うらごめちゅうにゅ
うりつ

grouting rate 地山とセグメントの間のテールボイドの大きさに対す
る実際の裏込注入量の割合.

浦幌層群 うらほろそうぐん Urahoro Group 北海道東部釧路支庁の釧路炭田付近の新生界古第三
系．6層に区分され下位より淡水～潟沼成層，浅海成
層，汽水成層と変化する．主に礫岩，砂岩，泥岩から
なり夾炭部を伴う．

ウラル造山帯 うらるぞうざんたい Ural orogenic belt ロシアのウラル地方などプレート境界を中心に活動し
た造山帯．

浦和水脈 うらわすいみゃく Urawa groundwater
channel

蔵田延男が提唱した武蔵野から浦和市付近を経て東流
する地下水流動帯．深井戸揚水でつくられた強制的な
流れ．



ウラン うらん uranium 放射性同位体の一つ．元素記号U，原子番号92，原子量
238.0．原子力エネルギー源．

ウラン－イオニ
ウム法

うらんいおにうむほ
う

uranium-ionium method さんご（珊瑚）の年齢測定法．さんご（珊瑚）の234Uと
238Uの比を測定する．

ウラン－キセノ
ン法

うらんきせのんほう uranium-xenon method 238Uの自発核分裂を利用する原理的に可能な年代測定
法．同一試料でのXe（キセノン）とU（ウラン）の定量
が困難という問題があり，実用化されていない．

ウラン系列 うらんけいれつ uranium series 放射性同位体のうち238Uから206Pbまでの間に配置され，
親・娘関係によって結ばれた壊変系列を作る放射性同
位体．

ウラン鉱床 うらんこうしょう uranium ore deposit ウランの鉱石である閃ウラン鉱，燐灰ウラン石，カル
ノー石などを産する鉱床．成因には堆積型や鉱脈型な
ど数種類があり，人形峠および東濃のウラン鉱床はい
ずれも堆積型．

ウラン黒鉛炉 うらんこくえんろ uranium-graphite reactor ウランを燃料とし，減速材として黒鉛，冷却材として
ガスまたは水を用いる原子炉．

ウラン資源 うらんしげん uranium resource 経済的に採取可能なウラン資源量をさす．主成分は238U

で，少ない成分の235Uを濃縮して使用．

ウラン資源量評
価

うらんしげんりょう
ひょうか

uranium resources
appraisal

地質，放射能探査データなどに基づいて行うウラン資
源量の計算．通常，生産コストによる足切りを行う．

ウラン同位体法 うらんどういたいほ
う

uranium isotope method ウランの同位体の組成比を利用して地質試料の年代を
求める方法．質量または原子数の比率を用いる．

ウラントリウム
鉱床

うらんとりうむこう
しょう

uranium-thorium deposit ウランとトリウムをおもな生産金属とする鉱床．鉱脈
型鉱床，漂砂鉱床，層状鉱床などがある．

ウラン－トリウ
ム－鉛法

うらんとりうむなま
りほう

uranium-lead and
thorium-lead method

208Pbと，207Pb・206Pbとの相対量に基づき壊変法則から年
代を決定する方法．

ウラン鉛比 うらんなまりひ uranium-lead ratio ウランから鉛へと壊変する時の量比．鉛の同位体比か
ら岩石の年代を決める．

ウラン－鉛法 うらんなまりほう uranium-lead method 鉱物結晶後の年代測定法の一種で，ウランが放射壊変

して鉛になる現象（238U→206Pb,235U→207Pb）を利用．U-
Pb法とも書く．

ウラン濃縮 うらんのうしゅく uranium enrichment 天然ウランに 0.7%しか含まれていない235Uの含有割合
を大きくすること．

ウラン－ヘリウ
ム法

うらんへりうむほう uranium-helium method ウランが放射壊変して鉛になる過程のα壊変で生成さ

れる4Heの蓄積量から行う年代測定．U-He法とも書く．

瓜ヶ坂地すべり うりがさかじすべり the Urigasaka landslide 1953年6月28日に佐賀県肥前町で発生した崩壊型地すべ
り．厚い風化層の存在と大雨が原因．



雨竜層群 うりゅうそうぐん Uryu Group 北海道空知・留萌支庁境付近の雨竜炭田地域の新生界
中～上部始新統．頻海成～湛水～汽水成の含炭層．

雨竜第一ダム うりゅうだいいちだ
む

Uryu-daiichi dam 石狩川水系太釜別川．北海道電力(株)．1943年竣工．
堤高45.5ｍの重力ダム．貯水池面積2,373haは日本最
大．

雨竜みかげ うりゅうみかげ Uryu mikage 北海道深川市上幌成産の土木・建築用石材．中生界ト
ロニエム岩（白っぽいトーナル岩）．

雨量 うりょう rainfall 降水量と同義だが，水文学では区別して用いられる．
ある限られた時間内に水平な地表面または地表の水平
投影面に落下した降水の量．

雨量強度 うりょうきょうど rainfall intensity, rate
of rainfall

単位時間における雨量を示し，普通１時間でのmm単位
雨量で表示する．降雨強度ともいう．

雨量計 うりょうけい rain gauge 降水量を測定するための道具．指示雨量計・自記雨量
計などがある．最近は広範囲に観測できるレーダー雨
量計もある．

雨量係数 うりょうけいすう rainfall coefficient ①各月降水量の積算値を各月平均気温の積算値で割っ
た値．
②降水量を地下水位上昇量で割った値．

雨量効率 うりょうこうりつ precipitation efficiency 降水量Pと蒸発量Eとの比P/Eを意味し，気候の特性を地
表の水収支との関係において把握しようとするもの．

雨量指標 うりょうしひょう index of rainfall 鉄道や道路の通行規制，急傾斜地の避難などに用いら
れる降雨量の指標．累積雨量，時間雨量，実効雨量な
ど種々の設定方法がある．

雨量図 うりょうず hyetograph 降雨の時間経過を示す図．時間を横軸，雨量を縦軸に
とり，ピーク時の雨量などがわかりやすく表現され
る．洪水流出解析に用いられる．時間雨量曲線，ハイ
エトグラフともいう．

雨量・水位テレ
メータ装置

うりょうすいいてれ
めーたそうち

telemetering rain and
water level gauge

雨量や河川の水位を自動的に観測・記録・送信するシ
ステム．一般に観測局と監視局からなる．

雨量ロボット うりょうろぼっと unmanned rain gauge 雨量を無人で自動的に測定する機器.通常転倒ますを用
い,一定の雨量毎にパルスを発し遠隔地で記録する．

ウルツ鉱 うるつこう wurtzite ZnS．六方晶系．繊維状または六角錐状．硬度3.5～4．
比重3.98．樹脂光沢，褐色～黒褐色，閃亜鉛鉱と同質
異像．

ウルティソル うるてぃそる ultisol アルチソルと同義．

ウルフ投影 うるふとうえい Wulff's projection ステレオ投影法の一つ．ウルフネットを用いて結晶の
測角データや光学的方位を記入する．

ウルフネット うるふねっと Wulff's net ステレオ投影を行うための網面．円の内部に南北両極
を結ぶ大円と，これに直交する小円が描いてある．



うるま変動 うるまへんどう Uruma tectogenesis 琉球列島で，更新世中期に始まった地殻変動で，これ
によって琉球列島は小さな島の連なりとなった．

ウルマン鉱 うるまんこう ullmannite NiSbS．立方晶系．硬度5～5.5．比重6.65（測定値），
6.793(計算値)．金属光沢，灰～白色．硫安ニッケル鉱
ともいう．

ヴュルム氷期 うるむひょうき Würm glacial stage ウルム氷期と同義．

ウルム氷期 うるむひょうき Würm glacial stage 更新世の氷期のうち，アルプス地方を基準とする第四
氷期の名称で，四回の亜氷期と二回の亜間氷期からな
る．

ウレタン圧入式
フォアパイリン
グ

うれたんあつにゅう
しきふぉあぱいりん
ぐ

poly urethane injection
forepiling

切羽上部に打設したフォアパイリング用ロッドからウ
レタンを注入して切羽の安定を図る工法．

雨裂 うれつ gully 降水により地表に掘り込まれた急な側壁をもつ小規模
な溝状の地形．火山の裾野・マサ地域などによくみら
れる．ガリともいう．

雨裂浸食 うれつしんしょく gully erosion 軟弱な地表面にできた雨裂に沿う浸食で，降雨毎にそ
の浸食は継続的に進展する．植物被覆の少ない未固結
の透水性の大きい土質からなる土地で顕著にみられ
る．ガリ浸食ともいう．

うろこ雲母 うろこうんも lepidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2．Liを含む３八面体型雲

母．単斜晶系・三方晶系．桃～紫～白～無色で卓上・
擬六方・六方柱状結晶．硬度2.5～3.0．比重2.8～3.3
（測定値）．リシア雲母ともいう．

うろこ構造 うろここうぞう imbricate structure 同方向に傾斜した衝上断層により，各地塊がうろこの
ように一方向に押しかぶせている構造．覆瓦構造と同
義．

上池 うわいけ upper reservoir 揚水式発電用ダムの貯水池のうち，上流，あるいは高
標高側に位置する貯水池．上部池，上部調整池ともい
う．

上萱層 うわがやそう Uwagaya Formation 福島県東部の相馬地域に分布する古生界下部ペルム系
坂本沢統．原町市上萱付近を模式地とする．主に黒色
頁岩からなり，細粒砂岩，砂岩・頁岩薄互層を伴う．
一部に薄い石灰岩レンズを伴う．

上平断層群 うわだいらだんそう
ぐん

Uwadaira fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．花巻市北
方に位置し奥羽山脈と北上河谷を画する．延長約
32km．

上盤 うわばん hanging wall 鉱層・鉱脈・断層などの水平ないし傾いた境界面を境
とした上側の岩盤．

上向階段採掘法 うわむきかいだんさ
いくつほう

overhand stoping 坑道内で階段を逆にしたような切羽の形で，下方から
上方に向かって鉱石を採掘する方法．

雲域放射量 うんいきほうしゃ
りょう

radiation amount of
cloudy area

大気中に薄い平行な雲を想定し，雲量での散乱を無視
し雲の温度と大気温度は等しいと仮定した場合の放射
量．

運河トンネル うんがとんねる canal tunnel 船舶の航行を目的とした水路トンネル．



雲高計 うんこうけい ceilometer 地上に最も近い雲の高さを測る計測器.投光器からの光
の反射を利用して測る．

運積土 うんせきど transported soil 風化岩石を母材とする二次的堆積物に土壌生成因子が
作用した結果生じた土壌．

雲仙火山 うんぜんかざん Unzen volcano 島原半島中央部に位置する活火山．デイサイト質の火
山活動が盛んに繰り返され，火山麓扇状地が発達し
た．

雲仙岳寛政噴火 うんぜんだけかんせ
いふんか

the 1792 Unzendake
eruption

寛政4年（1792年）に活動した雲仙普賢岳の噴火．この
噴火による地震で島原の町の背後の眉山山体の半分が
崩壊し，土石流となって島原を埋没し，島原湾から有
明海の一部に大津波を引き起こした．この災害による
死者は1万5千人を越すといわれ，この災害は島原大変
と呼ばれる．

雲仙岳噴火 うんぜんだけふんか the 1991 Unzendake
eruption

平成2年（1990年）11月～平成7年（1995年）の4年半継
続して活動した雲仙普賢岳の噴火活動．1991年6月には
火砕流により死者・行方不明者43人を出した．正式名
称は「平成3年(1991年)雲仙岳噴火(the Unzendake
eruption,1991」．

雲仙普賢岳 うんぜんふげんだけ mount Unzen-Fugendake 雲仙火山の主峰．1990年から始まった噴火で山頂に溶
岩ドーム形成．火砕流が多発し降雨時に土石流が頻発
した．

運転水位 うんてんすいい working level 揚水発電において発電時に必要な貯水位．

運動エネルギー うんどうえねるぎー kinetic energy 運動する質点が有するエネルギー．質点の質量mと速度

υで決まり，mυ2/2で表せる．

運搬作用 うんぱんさよう transportation 流水・氷河・風などにより物質が地表のある場所から
他へ移動する現象．

運搬媒体 うんぱんばいたい transportation medium 物質を運搬，沈積する媒質で水・大気・氷が主なもの
であるが，非砕屑物質は水中で化学的，生物的に沈積
する．

運搬物質 うんぱんぶっしつ transportation load 大陸的環境では風・河川・氷河で，海洋的環境では海
流・生物・氷山などで運搬・沈積される物質．

雲母 うんも mica X2Y4～6Z8O20（OH,F）4（X=K,Na,Ca，12配位；

Y=Fe,Mg,Al,Mn,Ti,Li，６配位；Z＝Si,Al　４配位）を
もつフィロ珪酸塩鉱物．多くは単斜晶完面像～半面像
で，斜方晶異極半面像・三方対掌半面像・六方対掌半
面像．硬度2.5～４．比重2.75～3.2．多くの岩石に含
まれる．へき開（劈開）性に富み鱗片状に割れやす
い．

雲母岩 うんもがん mica schist 泥質岩起源の結晶片岩．泥質岩はアルミナに富んでい
るので，白雲母や黒雲母を多量に含有する結晶片岩に
なる．雲母片岩と同義．

雲母検板 うんもけんばん mica test plate 偏光顕微鏡の付属部品．「四分の一波長板」と同義．
結晶の光学性の判定に利用．

雲母族 うんもぞく mica group ２八面体型雲母として白雲母・パラゴナイト・イライ
トなど，３八面体雲母として金雲母・黒雲母などがあ
る．



雲母粘土鉱物 うんもねんどこうぶ
つ

mica clay mineral 雲母族に属する粘土鉱物の総称．イライト，セリサイ
ト，セラドナイト，海緑石などが含まれる．

雲母片岩 うんもへんがん mica　schist 黒雲母・白雲母・石英を主構成鉱物とする結晶片岩
で，泥質・砂質堆積岩の広域変成作用によって生じた
変成岩．雲母岩ともいう．

雲母みかげ うんもみかげ Unmo mikage 愛知県豊田市挙母産石材．中生界黒雲母花崗岩～角閃
石黒雲母花崗岩．粗粒．土木・建築・墓石用．

雲量 うんりょう cloud cover, cloudiness 全天のうち，雲に覆われている天空の比率を示す．快
晴ならば雲量０,全天雲ならば10という指標である．

エアガン えあがん air gun （海上）地震探査，音波探査で用いる振源の一種で，
高圧空気を一気に水中に放出して振動を発生させる．

エアクッション
サージチャン
バー

えあくっしょんさー
じちゃんばー

air cushion surge
chamber

岩盤内などの密閉空間内に貯蔵した圧縮空気により，
水路系の圧力変動を吸収する調圧水槽．

エアクリート えあくりーと aircrete 圧縮空気を用いてコンクリートを打設する装置．トン
ネルの覆工に用いられる．

エアドリリング えあどりりんぐ air drilling 掘削流体として，泥水の代わりに空気またはガスを使
用する削孔方法の総称．

エアパッカー えあぱっかー air packer 窒素ガスなどを圧入し膨張させることにより，孔壁と
ロッドとの隙間を塞ぐ方式のパッカー．

エアハンマー えあはんまー air hammer ①高圧の圧縮空気を動力源とするくい打ちハンマー．
②閉じ込められた空気の圧力によって生じる打撃現
象．

エアボーン探査 えあぼーんたんさ airborne magnetometer
survey

航空機やヘリコプターを利用して空中から行われる広
域物理探査．放射能，磁気，重力，電磁探査などに適
用される．

エアメータ えあめーた air meter まだ固まらないコンクリート中の空気量を測定する器
具．

エアモルタル えあもるたる air mortar モルタルに起泡剤を混ぜて流動性を向上させた材料．
主として湧水の少ない山岳トンネルにおける，覆工背
面の裏込注入材として用いられる．気泡モルタルと同
義．

エアリー相 えありーそう Airy phase 分散性の波が伝播する過程で振幅が卓越してくる位
相．

エアリーの応力
関数

えありーのおうりょ
くかんすう

Airy's stress function 二次元弾性問題での応力関数．重調和関数として与え
られる．G.B.Airy(1862)発表．

エアリー波 えありーは Airy wave 群速度の極値に対応する表面波で，距離減衰が少な
く，地震記録上で大きな振幅として現れることがあ
る．



エアリフト えありふと air lift 孔井内の液体を地表にくみ上げる方法の一つ．圧縮空
気やガスを吹き込むことにより地表に液体をくみ上げ
る．

エアリフトポン
プ

えありふとぽんぷ air lift pump 圧縮空気を井戸内のある深度以下に吹き込み，水と空
気を混合することにより比重を小さくして水をくみ上
げるポンプ．効率は悪いが，構造が簡単で故障が少な
い．

エアレーション えあれーしょん aeration 水を空気と接触させて水に酸素を供給させること．活
性汚泥法における重要な操作．ばっ気と同義．

エアロゾル えあろぞる aerosol 気体中を漂うコロイド状の固体または液体の微粒子．

粒径は数10～10-3μmで火山灰や煤煙，海塩核などがあ
る．

エアロゾル散乱 えあろぞるさんらん aerosol scattering 太陽光などがエアロゾル（大気中に浮遊する微粒子）
によって反射や屈折をして乱されること．ミー散乱と
もいう．

エアロック えあろっく air lock 圧気工法により作業を行う際に，作業室内外の人員・
材料の出し入れをするために設置する圧力調整用の気
密室．

ＡＩ えいあい artificial intelligence,
AI

人工知能．人間の脳の働きをコンピュータ上で再現し
ようとする試み．複数のコンピュータが共同で問題を
解決する分散人工知能などもある．

永久アンカー えいきゅうあんかー permanent anchorage 防錆材やシースにより防食性を強化し耐久性を高めた
アンカー．法面や建物･鉄塔の固定などに用いられる．

永久河川 えいきゅうかせん perennial stream 年間を通じて常に表流水を流している河川で，上流域
からの恒常的な地下水流出でかん養（涵養）される河
川でもある．恒常河川・不断河川ともいう．

Ａ級活断層 えいきゅうかつだん
そう

active fault classified
as A

変位速度によって活断層を３クラスに分けたうちの最

上位．平均変位速度が1～10m/103年の断層をいう．

永久構造物 えいきゅうこうぞう
ぶつ

permanent works 自身の耐久性の範囲内において，永久的に設置される
ことを意図した構造物．

永久硬度 えいきゅうこうど permanent hardness 煮沸しても析出，沈殿しない形で溶けているカルシウ
ムやマグネシウムの硫酸塩・硝酸塩・塩化物による水
の硬度．

永久磁界 えいきゅうじかい permanent geomagnetic
field

各地点ごとにある期間について平均した地磁気の磁
場．

永久磁石 えいきゅうじしゃく premanent magnet 残留磁化，保磁力があり，外的要因による磁気変化に
影響されない強磁性体．

永久凍結気候 えいきゅうとうけつ
きこう

ice climate 最暖月の平均気温が０℃以下で殆ど氷雪は溶けること
なく，かつ地表は厚い氷に覆われているような気候．
氷雪気候ともいう．

永久凍土 えいきゅうとうど permafrost 極地や亜極地などで少なくとも継続した２冬期を含む
年中において0℃以下の凍結状態となっている土壌．厚
さ数10cm～数100mにおよぶ．



永久凍土帯 えいきゅうとうどた
い

permafrost zone 極地，亜極地，高山地の下部にしばしば見られる年間
をとおして凍結した土層が現れる地域．

永久ひずみ えいきゅうひずみ permanent strain 物体に作用させた外力を除去して応力を消滅させて
も，回復せずに残るひずみ．

永久変形 えいきゅうへんけい permanent deformation 弾性限界以上の外力を加えた時，外力を除去しても残
る変形．

影響円 えいきょうえん influence circle 井戸など揚水孔から地下水を汲み上げたときに地下水
位低下が生じる範囲．影響圏ともいう．

曳航バードシス
テム

えいこうばーどしす
てむ

towed bird system 空中電磁探鉱装置の一つ．受信コイルを内蔵したバー
ドを航空機の後方に曳航する．

衛星画像 えいせいがぞう space image 人工衛星からみた地球表面の画像．走査型センサを用
いた走査画像が一般的で，周期的に観測できる点が特
徴．

衛星観測点 えいせいかんそくて
ん

satellite station 各種の地球物理学的観測において，基準となる観測点
に従属する副の観測点．

衛星測地 えいせいそくち satellite geodesy 人工衛星を利用した測地法で，人工衛星とは無関係な
幾何学的方法と人工衛星を考慮した力学的方法があ
る．

衛星ＴＭ画像 えいせいてぃーえむ
がぞう

satellite thematic
mapper image, satellite
TM image

LANDSAT 4,5号に搭載された機械走査方式のスキャナに
よる画像．可視域から熱赤外域まで7波長帯（バンド）
で記録．

衛星マルチスペ
クトルデータ

えいせいまるちすぺ
くとるでーた

satellite multispectral
data

LADSAT 1号から5号まで搭載された機械走査方式のス
キャナによる画像．可視近赤外域を4バンドで記録．

映像面走査方式 えいぞうめんそうさ
ほうしき

image plane scanning
method

走査方式による画像形成の方法の一つで，レンズ系を
通して形成された画像面を走査する方式．

Ａタイプ花崗岩 えいたいぷかこうが
ん

A-type granite マグマ生成に関わった物質に基づく花崗岩分類の一
つ．化学組成上Al2O2,MgO,CaOに乏しく，

FeO,Na2O,K2O,Zr,Nb,Y,Ga,F,Clに富む．アルカリに富む

火成岩の部分溶融による形成と考えられる花崗岩．Ａ
はanorogenicの頭文字．

ＨＳＰ えいちえすぴー horizontal seismic
profiling, HSP

弾性波反射法によるトンネルの切羽前方予測手法の一
つ．坑壁に多数の受振機を設置し，坑壁沿いに設置し
た多数の発破孔の発破による直接波と反射波を測定
し，切羽前方にある反射面を解析する．

エイトフ図法 えいとふずほう Aitoff's projection エイトフによって考案された半球図から全球図を求め
る図法．

永年的地殻変動 えいねんてきちかく
へんどう

secular crustal movement 長期的に継続するもとの状態に戻らない地殻変動．測
地学的方法で検出される．

永年変化 えいねんへんか secular variation of
geomagnetic field

永久磁場も地球内部の原因により緩慢な変化を示す
が，数年より長周期の変動を地磁気永年変化という．



鋭敏色 えいびんしょく sensitive color 鮮やかな赤紫色の干渉色．レターデーションのわずか
の変化で干渉色が変化するのでこの名がある．

鋭敏色板 えいびんしょくばん sensitive color plate 偏光顕微鏡の検板の一つ．結晶の方位を鋭敏に決定す
ることができる．

鋭敏粘土 えいびんねんど sensitive clay 練り返しを受けた時，構造破壊や拘束水の自由化で強
度低下を起こす度合いである鋭敏比が１以上の粘土．

鋭敏比 えいびんひ sensitivity ratio,
degree of sensitivity,
remolding sensitivity

乱さない土の一軸圧縮強度と，同一試料で含水を変化
させずに完全に練りかえしたときの一軸圧縮強度の
比．

英仏海峡トンネ
ル

えいふつかいきょう
とんねる

Eurotunnel, The Cannel
tunnel

ユーロトンネルと同義．

営力 えいりょく agency 地形・地質現象を形作る力．内的営力として地殻変
動・火山活動など，外的営力として流水・地下水・降
水など．

ＡＲＴ法 えーあーるてぃーほ
う

algebraic reconstruction
technique, ART

弾性波トモグラフィでの走時に関する連立線形方程式
を逐次近似的に解くための解法の一つ．

ＡＲ特性 えーあーるとくせい auto-regressive
characteristic, AR
characteristic

流出解析モデルの一種であるフィルタ分離ＡＲ法な
ど，時系列データを対象とした自己回帰モデルの特
性．

ＡＥ えーいー（あこーす
てぃっくえみしょ
ん）

acoustic emission, AE 材料の微小な破壊に伴って発生する高周波の弾性波
で，一般に超音波域のそれを指す．地下空洞周辺の緩
み領域の把握や岩石試料による地圧評価に用いられ
る．破壊音・微小破壊音ともいう．ＡＥ法参照．

ＡＥＭ法 えーいーえむほう airborne electromagnetic
method, AEM method

空中電磁法．小型飛行機・ヘリコプターを利用して空
中から比較的浅所の比抵抗を測定する方法．

ＡＥ減水剤 えーいーげんすいざ
い

air entraining  and
water reducing agent

コンクリート中の微細な気泡を分散させ，コンクリー
トのワーカビリテイを改善し，単位水量を減少させる
混和剤．

ＡＥコンクリー
ト

えーいーこんくりー
と

air entrained concrete,
AE concrete

ワーカビリティ，耐久性などの改善のためにＡＥ剤を
混和して，意図的に空気泡を含ませたコンクリート．

ＡＥ震源 えーいーしんげん AE hypocenter 固体が破壊する際にひずみエネルギーを解放して発生
する音響パルスの震源．

ＡＥ測定 えーいーそくてい acoustic emission
measurement, AE
measurement

固体が外力によって変形または破壊していく過程で生
じる微小な音（アコースティックエミッション）を測
定すること．

ＡＥ法 えーいーほう acoustic emission
method, AE method

岩石の過去に受けた最大応力値を境に微小破壊音の発
生頻度特性が変化する特性（カイザー効果）を利用
し，コア試料で地圧を求める方法．

ＡＡＲ えーえーあーる alkali aggregate
reaction, AAR

骨材中のシリカとセメント中のNaOHあるいはKOHが反応
し，コンクリ-トにひび割れなどを生じさせる現象．ア
ルカリ骨材反応のこと．



ＡＳＲ えーえすあーる alkari-silica reaction,
ASR

セメント中のアルカリ成分とシリカ鉱物・火山ガラス
が反応性物質となる膨張反応．アルカリ・シリカ反応
と同義．

ＡＳＲ法 えーえすあーるほう anelastic strain
recovery method, ASR
method

ボーリング岩石試料の非弾性回復ひずみの時間変化か
ら地圧と回復量の関係を定め，地圧を決定する方法．

ＡＳＴＥＲ えーえすてぃーいー
あーる

advanced spaceborne
thermal emission and
reflection radiometer,
ASTER

わが国が開発している高空間分解能，高スペクトル分
解能光学センサ．1998年打ち上げのEOS AM-1に搭載．

ＡＳＴＭ えーえすてぃーえむ American Society for
Testing and Materials,
ASTM

アメリカで工業用材料などの標準規格や標準試験法を
判定する機構．アメリカ材料試験協会

ＡＳＴＭカード えーえすてぃーえむ
かーど

ASTM card 鉱物を含む種々の無機有機化合物をその粉末Ｘ線回折
線の面間距離と強度によって分類したカード．

ＡＦＭＴ法 えーえふえむてぃー
ほう

applied field
magnetotelluric method

可変周波数の人工電源を用いたＭＴ法．電場と磁場の
比から見掛比抵抗曲線を求める電磁垂直探査法の一
種．地熱探査などに用いられている．

ＡＭＩ えーえむあい active microwave
instrumentation, AMI

欧州宇宙開発機構で打ち上げたERS-1,2の主要センサ．
映像・波・風などのモードを一体化した複合的マイク
ロセンサ．

ＡＭＴ 法 えーえむてぃーほう audio magnetotelluric
method

可聴周波数帯を中心とした自然電磁場を信号源とする
ＭＴ法．地下数100ｍ程度までの比較的浅い部分の比抵
抗構造探査に用いられる．

Ａ型曲線 えーがたきょくせん A-type curve 比抵抗法垂直探査での測定曲線の型式の一つ．３層構
造において，下層ほど比抵抗値が大きい場合に対応す
る．

Ａ型地震 えーがたじしん A-type earthquake 水上(1960)が分類した火山性地震のうち，初期微動が
明瞭で通常の地震と変わらない地震．深さ１～10kmで
発生．

ＡＱＬ えーきゅーえる AQL, acceptable quality
level

計数抜取検査やサンプルの受容可能な品質レベルを表
す値.地籍調査の検査においては指定AQLとして示され
る．

ＡＫＦ図 えーけーえふず AKF diagram 変成岩の岩石化学組成と鉱物共生関係をA,K,Fの３成分
を頂点とした三角図で表したもの．ここで

A=Al2O3+Fe2O
3-(Na2O+K2O+CaO),K=K2O,F=FeO+MnO+MgO

ＡＧＦ工法 えーじーえふこうほ
う

all ground fasten
method, AGF

トンネルの長尺先受け工法の一つ．通常のトンネル
ジャンボを使用して削孔し，長さ10～12ｍの鋼管を挿
入後注入を行う方式．注入材はセメント系またはウレ
タン系などを用いる．

ＡＣＦ図 えーしーえふず ACF diagram 変成岩の化学組成と鉱物組成の関係をA,C,Fの３成分を

頂点とした三角図で表したもの．ここでA=Al2O3+Fe2O
3-

(Na2O+K2O+CaO),C=CaO,F=FeO+MnO+MgO

ＡＧＣ えーじーしー automatic gain
control,AGC

自動利得制御．入力の大小に応じ増幅器利得を増減す
るための関数で，各種電子機器に利用されている．

ＡＣ土壌 えーしーどじょう AC soil よく発達したＡ層位を持っているが，Ｂ層位が未発達
の土壌．Ｃ層位の上にすぐＡ層位がのっている．



エーシーの式 えーしーのしき Athy's formula 泥質岩の孔隙率と深度との経験的な相関式．圧密に関
する式．深度-孔隙率曲線ともいう．

Ａ層位 えーそうい A horizon ＡＢＣ式土壌層位の最上位層．暗色の腐植層をさす場
合と構成成分の溶脱層をさす場合とがあり不統一であ
る．

ＡＷＡＲ えーだぶりゅえー
あーる

area weighted average
resolution, AWAR

面積重点平均分解能．写真の中心部と周辺部で異なる
分解能を同心円環の面積で加重平均して求めた写真全
体の平均分解能．

Ａ／Ｄ 変換 えーでぃーへんかん A/D conversion アナログ量をデジタル量に変換する操作．変換方式は
精度が良く変換速度が速い逐次方式が使われる．

ＡＰ えーぴー Arakawa Peil, AP 東京湾霊岸島の量水標で定められた基本水準面で，荒
川の零点高．東京都や荒川などでの土木工事基準面と
して用いられる．

ＡＰＲ えーぴーあーる airborne profile
recorder, APR

航空機を利用した測地法で，飛行機から発した超短波
の地上からの反射を受信して，対地高度を測定し,連続
的に記録する方法．

ＡＰＩ度 えーぴーあいど American Petroleum
Institute's Baume
degree, API's Baume
degree

アメリカ石油協会が定める原油・石油製品の品質を示
す単位で，超軽質～超重質原油の５段階に区分してい
る．

ＡＢＳ えーびーえす alkyl benzene
sulphonate, ABS

アルキルベンゼンスルフォン酸（陰イオン界面活性
剤）の略．中性洗剤の主要成分で家庭排水，工場排水
に含まれる．

ＡＢＫセグメン
ト

えーびーけいせぐめ
んと

ABK segment シールドの覆工セグメントのうち，一般のものをＡセ
グメント，最後に挿入するものをＫセグメント，Ｋセ
グメントの両側に配置するものをＢセグメントと称す
る．

ＡＢＣ土壌 えーびーしーどじょ
う

ABC soil 表層のＡ層位，これに続くＢ層位ともよく発達した土
壌．Ａ，ＢおよびＣの各層位が明確．

ＡＶＨＲＲ えーぶいえっちあー
るあーる

advanced very high
resolution radiometer,
AVHRR

NOAA衛星に搭載の可視熱赤外放射計．可視近赤外域が
２バンド，熱赤外域が３バンドから構成．空間分解能
1.1km．

ＡＶＮＩＲ えーぶいえぬあい
あーる

advanced visible and
near infrared
radiometer, AVNIR

ADEOSに搭載され，陸域から沿岸域を対象に可視域から
近赤外域まで観測できる電子走査式の光学センサ．

液化石油ガス えきかせきゆがす liquefied petroleum gas プロパンやブタンなどの石油成分中の炭化水素ガスを
圧縮または冷却して液体状にしたもの．略語は，ＬＰ
Ｇ．

液状化 えきじょうか liquefaction 飽和した砂が地震動などで揺られたことで一時的に間
隙水圧が急上昇し，せん断強さを失って液体状となる
こと．

液状化応力比 えきじょうかおう
りょくひ

liquefaction stress
ratio

液状化強度を表すのに用いる繰り返し応力比．繰り返
し応力片振幅／初期有効拘束圧で定義．

液状化強度 えきじょうかきょう
ど

liquefaction strength 繰り返し荷重によってひずみがある大きさを超えるか
有効応力が０となった時のせん断応力振幅の初期有効
拘束圧に対する比．



液状化試験 えきじょうかしけん liquefaction test 繰り返し三軸圧縮試験などによって飽和した砂試料
に，繰り返し応力を加え，軸ひずみ，間隙水圧の変化
などから液状化現象を再現する試験．

液状化対策 えきじょうかたいさ
く

countermeasure of
liquefaction

液状化の可能性を予測し，その影響を評価した上で対
策工法を選択・施工し，液状化による被害を予め防ぐ
こと．

液状化地図 えきじょうかちず map of liquefaction ある地震単独の液状化発生地点図と，過去の地震によ
る液状化履歴図および将来起こりうる液状化予測図と
がある．

液状化の簡易判
定法

えきじょうかのかん
いはんていほう

simplified liquefaction
analysis

粒度試験結果およびN値に基づく方法で，限界N値との
比較や，両者から液状化安全率を求める方法がある．

液状化ポテン
シャル

えきじょうかぽてん
しゃる

potential of
liquefaction

液状化の激しさの程度を示す指標．ＰＬと略される．
各層ごとの液状化抵抗率FＬに重み関数を乗じ，深度方
向に積分したもの．

液状化予測地図 えきじょうかよそく
ちず

liquefaction potential
map

地形・地質やボーリング試料，液状化履歴などの情報
をもとに，想定する地震動での液状化の程度を予測し
た地図．

液状化流 えきじょうかりゅう liquefied flow 液状化した地盤の構成物質が流体とともに圧力の低い
側方や斜面下方に流動すること．固結度が低く飽和度
が高い砂地盤などでは地震時斜面崩壊の原因となるこ
とがある．

液状化履歴 えきじょうかりれき historic occurrences of
liquefaction

将来の地震に備え，その地区で過去に起こった液状化
の歴史を古文書や伝聞，試掘などで明らかにした防災
情報．

エキステンショ
ンコアバーレル

えきすてんしょんこ
あばーれる

extension core barrel 同径のチューブを継ぎ足すことにより，長さを増すこ
とのできるコアバーレルのこと．

エキスパンショ
ンカッター

えきすぱんしょん
かったー

expansion cutter 孔径拡張用カッター付随のビット．パイプ内に挿入
し，内側からの切断を可能とする器具．

エキスパンショ
ンパッカー

えきすぱんしょん
ぱっかー

expansion packer パッカーゴムに力を加えて変形させることにより，孔
壁とロッドとの隙間を塞ぐ方式のパッカー．

エキスパンショ
ンビット

えきすぱんしょん
びっと

expansion bit 掘削孔径を変えるよう調整が可能なビットのこと．

エキスパンショ
ンプラグ

えきすぱんしょんぷ
らぐ

expansion plug 機械的に膨張させて，ボーリング孔内の特定箇所を密
閉する器具．

エキスパンドメ
タル

えきすぱんどめたる expanded metal 千鳥配列に切れ目を入れた鋼板を両側から引張ること
によって製造される菱目状の金属製品．フェンスや側
溝の蓋，足場，仮型枠など用途は幅広い．

液性アスファル
ト

えきせいあすふぁる
と

liquid asphalt 乳化剤，溶剤などを加えた常温で流動性があってやわ
らかいアスファルト．

液性限界 えきせいげんかい liquid limit 土が塑性を保つことが出来る含水状態のうち，含水比
が高い方の限界．液性限界よりも高い含水比では土は
容易に液状化して塑性を保つことが出来ない．



液性限界試験 えきせいげんかいし
けん

liquid limit test 溝切した試料土を入れた皿を1cm落下させる操作を繰り
返し，両側の土が流れ出して溝の底部で合流させる試
験．落下回数25回で合流長が1.5cmとなる含水比を液性
限界とする．JIS-A1205,1999で規定．

液性指数 えきせいしすう liquidity index 細粒土の自然含水状態における相対的な硬軟の度合
い．（自然含水比－塑性限界）/塑性指数で表され，０
に近いほど硬く，１に近いほど軟らかい．

液相線 えきそうせん liquidus 平衡状態にある２成分系において，一定圧力下での各
組成の液相中に溶ける固相，気相の組成と温度との関
係を示す曲線．

液体クロマトグ
ラフィ法

えきたいくろまとぐ
らふぃほう

LC, liquid
chromatography

移動相に液体を用いるクロマトグラフィ法で，複雑な
混合物の微量精密分析が可能．

液体酸素爆薬 えきたいさんそばく
やく

liquid oxigen explosives 液体酸素を炭素分に富んだ軟質木炭などに吸収させた
爆薬．

液体窒素 えきたいちっそ liquid nitrogen 大気圧下，-196℃で液体として存在する窒素．低温実
験，機械の冷却，低温手術等に用いられる．

液体熱量計 えきたいねつりょう
けい

liquid calorimeter ジュワービンと呼ばれる容器に液体を入れ，その温度
変化から熱量を求める熱量計．

液体ヘリウム えきたいへりうむ liquid helium 液化したヘリウム．最も液化しにくい気体の一つであ
り，絶対零度まで液体で存在．主に冷却剤として使
用．

液体包有物 えきたいほうゆうぶ
つ

liquid inclusion, fluid
inclusion

鉱物が成長するときや割れ目が閉じるときなどに，鉱
物内部に閉じこめられた液体のことで，主に水であ
る．

液体包有物地質
温度計

えきたいほうゆうぶ
つちしつおんどけい

fluid inclusion
geothermometer

流体包有物地質温度計と同義．

液柱型圧力計 えきちゅうがたあつ
りょくけい

manometer 水銀などをＵ字管内に封入して一方を大気圧に開放し
もう一方に測定対象の圧力を加えて，その水頭差から
圧力を求める装置．

液面計 えきめんけい liquid-level meter 槽中の液体の底からの高さを外部に示す装置で，液体
を外部に導く方法，浮子を浮かべる方法，液圧を測る
方法などがある．

エクスカーショ
ン

えくすかーしょん excursion 古地磁気の測定結果で示される短期間（１万年以内）
の磁場方位の変化および磁場強度の低下現象．数万年
程度の地磁気逆転期間はサブクロン（以前はイベン
ト）と呼ばれている．

エクスカベー
ション効果

えくすかべーしょん
こうか

excavation effect 中性子検層機により地層の孔隙率を求める場合，含ま
れるガスによる補正をしても低く評価されること．

エクステンショ
ンチューブ

えくすてんしょん
ちゅーぶ

extension tube ダブルチューブコアバレルの一部で，インナチューブ
とコアリフタケースの間に接続する短管．

エクステンソ
メータ

えくすてんそめーた extensometer 伸縮計と同義．



エクステンデッ
ドレンジショー
ラン

えくすてんでっどれ
んじしょーらん

extended range shoran 電波航法援助システムのショーラン（short range
navigation）において，高感度の受信機を使用して電
波の最大到達距離を伸ばしたもの．

エクスパンショ
ン型ロックボル
ト

えくすぱんしょんが
たろっくぼると

expansion type bolt ロックボルトの定着方式のうち，先端のテーパー部に
楔のようにボルト頂部をねじ込んで拡大して固定する
方法．

エクソ地向斜 えくそちこうしゃ exogeosyncline クラトン周辺部の，正地向斜が上昇に転じて発達した
褶曲山地から供給された厚い陸源砕屑物の堆積した地
域．地向斜による造山論は現在あまり議論されていな
い．

エクトダイナモ
ルフィック土壌

えくとだいなもる
ふぃっくどじょう

ectodynamorphic soil 母材以外の土壌生成因子，例えば，気候・植生などの
影響が強く現れて生成した土壌．成帯土壌に近い．

エクマンバージ
採泥器

えくまんばーじさい
でいき

Ekman-Birge grab 浅海・湖沼などの採泥・底生生物採集器具．二分割さ
れたバケットをスプリングで閉じて採泥するつかみ取
り式採泥器．

エクマンメルツ
流速計

えくまんめるつりゅ
うそくけい

Ekman-Merz current meter エクマンが発明し，メルツが改良した，プロペラ回転
式流速計．

エクロジャイト えくろじゃいと eclogite 榴輝岩と同義．

エクロジャイト
相

えくろじゃいとそう eclogite facies 玄武岩質組成の岩石が，エクロジャイトとなる変成
相．高圧下のある温度・圧力条件を示すと考えられて
いる．

エコーチップ えこーちっぷ Equotip 簡易反発硬度測定機の商品名．岩石や岩盤の反発硬度
を測定するために使用されている．

エコーメータ えこーめーた echometer 水面からの音響反射時間を計測することにより，孔内
水位を測定する器具．

江古田植物群 えごたしょくぶつぐ
ん

Egota flora 東京都中野区江古田付近に分布する更新世末期江古田
層の泥炭層から産する，冷温帯～亜高山帯気候を示す
針葉樹主体の古植物群．

エシェレット格
子

えしぇれっとこうし echelette grating 反射型回折格子の溝の断面形状を鋸歯状にしたもの．
回折効率が高まる．

江尻石 えじりいし Ejiri ishi 宮城県伊具郡丸森町・角田市角田産の土木・建築・墓
石・装飾用石材．中生界閃緑岩・はんれい岩（斑糲
岩）．

エジリン えじりん aegirine, aegirine-
augite

アルカリ輝石に属し，緑～黒色柱状の結晶で，先端が

錐の先のような形状を示す．化学組成はNaFe3+

［SiO6］．エジリン輝石・エジル輝石・錐輝石（すいき

せき）ともいう．

Ｓｒ えすあーる degree of saturation, Sr 飽和度，土中の間隙に占める液体成分の体積百分率．

ＳＩ単位系 えすあいたんいけい SI units 国際度量衡総会で決まった国際的な統一単位．長さに
m，質量に㎏，時間にs，電流にA等を採用している．



Ｓｉファブリッ
ク

えすあいふぁぶりっ
く

Si fabric 斑状変晶などの中に残された，再結晶以前のファブ
リック．

ＳＥ法 えすいーほう seismic emission method 地熱活動に特有の微小地震を観測することによって地
熱分布などを探査する方法．微小地震の発生域が地熱
貯留層あるいは地熱流体の通路と考えられている．

ＳＨ成分 えすえいちせいぶん SH wave Ｓ波のうち粒子の振動面が境界面に平行なもの．反
射・屈折でＰ波が生じないため，Ｓ波速度を求める際
に利用．

ＳＳ えすえす suspended solid, SS 懸濁粒子．河川水・海水・湖水などに浮遊する懸濁物
質の量で，水質汚濁の指標の一つとされている．

ＳＳＰ えすえすぴー static SP, SSP 低比抵抗で孔隙に富む純粹な砂層における頁岩基線か
らの静的な自然電位（ＳＰ）偏差．

ＳＨ波 えすえっちは SH wave Ｓ波のうち，振動面が境界面に平行な波．境界面での
反射・屈折に際してＰ波やＳＶ波を生じない．

ＳＮ比 えすえぬひ signal-to-noise ratio,
SN ratio

光学センサや音響センサなどを規定する項目の一つ
で，意味のある情報を与える信号電力の雑音電力に対
する比．

ＳＦＲＣ えすえふあーるしー steel fiber reinforced
concrete, SFRC

鋼繊維補強コンクリートと同義．

ＳＦＲＣライニ
ング

えすえふあーるしー
らいにんぐ

SFRC lining 鋼繊維補強コンクリート（ＳＦＲＣ）を用いたトンネ
ル覆工のこと．曲げ強度や引張強度が向上しひび割れ
しにくい．

ＳＭＥＳ えすえむいーえす
（すめす）

superconducting magnetic
energy storage, SMES

超伝導コイルに通電した際に生じる磁界に電磁力とし
てエネルギーを貯蔵する装置．

ＳＭＡ－１型強
振計

えすえむえーいちが
たきょうしんけい

SMA-1 type strong motion
seismograph

震度３以上の強振動観測用の光学式地震計．軽量小型
で記録の自動読みとり装置付．米国内で最も普及して
いる．

ＳＭＡＣ型強震
計

えすえむえーしーが
たきょうしんけい

SMAC type strong motion
seismograph, strong
motion accelerometer

地震の加速度に応じて振り子の動きを増幅し，水平２
成分，鉛直１成分の加速度を記録できる地震計．

ＳＭＷ土留め壁 えすえむだぶりゅや
まどめへき

soil mixing wall, SMW 土留工法のうち，現場の土砂とプレパックトセメント
を攪拌しながら柱列壁を構築する方法．低騒音・低振
動で施工が可能で，地下水量が多い場合などに適す
る．

ＳＬＲ えすえるあーる satellite laser ranging,
SLR

衛星レーザー測距．人工衛星にあてたレーザーの反射
光を受光して地上点からの距離を測定する．精度は数
cm．

ＳＬＡＲ えすえるえーあーる side looking airborne
radar, SLAR

航空機の進行方向に対し側方に幅の狭いマイクロ波扇
形ビームを送りながら地表面の画像を形成するセン
サ．

ＳＯＭ えすおーえむ space oblique mercator,
SOM

円軌道あるいは楕円軌道の人工衛星用の地図投影法．
等積性はないが等角性がある．



ＳＣＣ えすしーしー stress corrosin
cracking, SCC

応力腐食割れと同義．

ＳＣＰ工法 えすしーぴこうほう sand compaction pile
method, SCP method

サンドコンパクションパイル工法と同義．

Ｓタイプ花崗岩 えすたいぷかこうが
ん

S-type granite マグマ生成に関わった物質に基づく花崗岩分類の一
つ．化学組成上Na，Caに乏しくAl，Cr，Niに富むとい
う特徴から泥質堆積岩の部分溶融による形成と考えら
れている花崗岩．Ｓはsedimentaryの頭文字．

Ｓ値 えすち S-value コアの亀裂形状に注目し，簡単に元の形に組み上げら
れるコアの積算長．ＲＱＤの類似値．

Ｓ波 えすは S wave 実体波の横波．地震の記象では縦波の後に横波が到達
することから，SecondaryのSをとってこう呼ぶ．

Ｓ波鉛直探査 えすはえんちょくた
んさ

downhole S wave survey 地表で発生させたＳ波を孔内の複数の３成分地震計で
受振し，Ｓ波伝搬異方性を検出する探査法．

Ｓ波震源 えすはしんげん S wave seismic source Ｓ波を発生させる震源．屈折法では板叩き，Ｓ波大砲
など，反射法ではバイブロサイス，重錘落下，板叩き
などが一般的．

Ｓ波速度 えすはそくど S wave velocity Ｓ波が地盤などの媒質を伝播する速さ．

Ｓ波大砲 えすはたいほう S wave generator,SH gun ＳＨ波による地下構造探査深度を大きくするため，板
たたきの力源を人力から火薬爆発にしたＳ波発生装
置．

Ｓ－バンド えすばんど S-band レーダー周波数帯の一つで波長域7.5～15cm．周波数
2,000～4,000MHz．LANDSAT MSS画像の信号に使われて
いる．

ＳＰ検層 えすぴーけんそう spontaneous potential
logging, SP logging

自然電位検層．孔井内の電気化学的起電力を連続的に
測定し，地層対比や地層水の比抵抗算出に役立てる．

ＳＰ減退係数 えすぴーげんたいけ
いすう

SP reduction factor ＰＳＰとＳＳＰの比．砂岩内に含まれる頁岩含有の程
度を示す一つの指標となる．

ＳＢ爆薬 えすびーばくやく SB explosives スムーズブラスティングに用いる爆薬で小口径・低爆
速・良好な伝爆性などの特徴を有する．

ＳＰ偏差 えすぴーへんさ SP difference 孔井内の自然電位曲線において，頁岩基線の電位と砂
岩の電位との差．地層水の塩濃度評価に使われる．

ＳＰ法 えすぴーほう self potential method 地表や地下で分極性鉱床などが発生する自然電位分布
を用いた物理探査法の一つ．硫化鉱の探査が代表的．
自然電位法ともいう．

ＳＰ補償 えすぴーほしょう SP compensation 電気探査比抵抗法で，大地の自然電位などによる直流
ノイズを電気回路と直列に逆電圧を加えて打消す方
法．



ＳＶ成分 えすぶいせいぶん SV wave ＳＶ波を参照．

ＳＶ波 えすぶいは SV wave Ｓ波のうち，波の経路を含み境界面に直角な面内に振
動面がある波．境界面での反射・屈折でＰ波を生じ
る．

Ｓヘッドウェー
ブ

えすへっどうぇーぶ S head wave Ｓ波の屈折波初動．記録の先頭にあらわれた波動（臨
界屈折波）をヘッドウェーブと称する．

Ｓ面 えすめん S-surface 層理面・片理面・節理面・断層面・褶曲軸面などの面
構造．生成順にS0，S1，S2などと区別する．

蝦夷累層群 えぞるいそうぐん Yezo Supergroup 北海道空知－蝦夷帯を構成する中生界白亜系．

枝ばり式支保工 えだばりしきしほこ
う

branch strut type of
timbering

トンネル工事における木製支保工の組立方法の一種
で，枝ばりによって地山を支える．一般に，後光ばり
式よりも地圧が少ない場合に用いられた．

エチオピア楯状
地

えちおぴあたてじょ
うち

Ethiopian shield アフリカ楯状地と同義．原生代以前の地層よりなり，
アフリカ大陸の大半を占める．

越前岬沖地震 えちぜんみさきおき
じしん

the 1963 Echizenmisaki-
oki earthquake

1963年3月27日に発生したM6.9の地震．敦賀から小浜に
かけて住家全半壊６の被害を出した．

エチレングリ
コール処理

えちれんぐりこーる
しょり

ethylene-glycol
treatment

粘土鉱物をエチレングリコールで処理すること．膨張
性粘土鉱物相互，あるいは他の粘土鉱物と区別するた
めの処理．

ＸＭＬ えっくすえむえる extensible markup
language

ＳＧＭＬ（Standard Generalized Markup Language）
の一種．データ定義を自由に決められるため，交換の
容易なデータベースとして利用されている．特にＧＩ
Ｓ用に特化したＸＭＬとして，Ｇ－ＸＭＬ・ＧＭＬが
考案されている．

Ｘ線 えっくすせん X-rays, roentgen rays,
X-radiation

電磁波の一種であり，透過作用，写真作用等がある．
電子を高速度で対陰極に衝突させて発生させる．

Ｘ線回折計 えっくすせんかいせ
つけい

X-ray diffractometer 結晶にX線を照射し，発生した回折X線の強度・角度を
自動的に測定し，記録する装置．

Ｘ線回折法 えっくすせんかいせ
つほう

X-ray diffraction method 試料に照射したＸ線の回折角を測定することにより，
試料中の鉱物を同定したり，結晶構造を解析する方
法．

Ｘ線カメラ えっくすせんかめら X-ray camera Ｘ線を鉱物や結晶に照射して，その回折Ｘ線をフィル
ムなどの媒体や検出器などに記録する装置．

Ｘ線結晶学 えっくすせんけっ
しょうがく

X-ray crystallography Ｘ線の原子による散乱干渉現象を利用して，結晶構造
や原子配列，回折理論などの研究を行う学問．

Ｘ線光電子分光
法

えっくすせんこうで
んしぶんこうほう

X-ray photoelectron
spectroscopy

固体表面分析方法の一つで，高真空下で試料にＸ線を
照射し，発生する光電子を検出し，元素分析を行え
る．XPSともいう．



Ｘ線ＣＴスキャ
ナ

えっくすせんしー
てぃーすきゃな

X-ray computed
tomography scanner, X-
ray CT scanner

Ｘ線を利用した断層撮影装置．物質にＸ線を照射し，
透過Ｘ線を検出器で検出し断層情報に解析する．

Ｘ線写真 えっくすせんしゃし
ん

X-ray photograph Ｘ線の透過力を利用して，被写体内部の状態を観察ま
たは分析するために撮影した写真．

Ｘ線造影法 えっくすせんぞうえ
いほう

X-ray imaging method, X-
ray contrast examination

本来Ｘ線が透過して抽出できない内部構造を，Ｘ線吸
収率の異なる物質を造影剤として用いて調べる方法．

Ｘ線単結晶法 えっくすせんたん
けっしょうほう

X-ray single crystal
method

原子の配列が一定の周期性を保っている単結晶鉱物に
Ｘ線を照射し結晶構造を解析する方法．

Ｘ線天文学 えっくすせんてんも
んがく

X-ray astronomy Ｘ線やγ線を観測手段とする天文学の１分野．大気圏
外観測が可能になって，多くのＸ線源が見つかった．

Ｘ線透過試験 えっくすせんとうか
しけん

X-ray radiography Ｘ線の透過力の違いを利用して物体の内部構造を観察
する方法．

Ｘ線分光器 えっくすせんぶんこ
うき

X-ray spectrometer Ｘ線を用いた化学分析に必要な装置の一つで，Ｘ線分
光結晶，ソーラースリットなどからなる．

Ｘ線分光分析 えっくすせんぶんこ
うぶんせき

X-ray spectroscopic
analysis

試料にＸ線を照射した時に発生する物質特有のＸ線を
分光分析して同定などを行う方法．

Ｘ線粉末法 えっくすせんふんま
つほう

X-ray powder method 粉末結晶に特定波長のＸ線を当て，その回折線の位
置，強度によって結晶の同定を行なう方法．

Ｘ線マイクロア
ナライザ

えっくすせんまいく
ろあならいざ

X-ray microanalyser 電子線（Ｘ線）を物質の表面に照射し，そこから発生
する特性Ｘ線を検出し，物質がどのような元素から構
成されているを調べる装置．電子線マイクロアナライ
ザと同義．EPMA,XMAともいう．

Ｘ線ラジオグラ
フィ法

えっくすせんらじお
ぐらふぃほう

X-ray radiography method Ｘ線撮影のこと．Ｘ線の持つ物質による透過率の違い
と写真（感光）作用を利用して物質の内部形態をフィ
ルムに結像させる方法．

ｘ－Ｒ管理図 えっくすばーあーる
かんりず

x-R control chart 管理しようとする物をいくつかの群に分けたときのそ
の平均値ｘ（エックスバー）と，分けた群の範囲Ｒの
変動とばらつきにより品質管理を行うために作成され
る図．

Ｘ線粉末回折計 えっくせんふんまつ
かいせつけい

X-ray powder
diffractometer

Ｘ線粉末法の測定・記録に用いる装置．

ＥＳＳＡ衛星 えっさえいせい Environmental Science
Services Administration
satellite, ESSA
satellite

アメリカが打ち上げた最初の実用気象衛星で，1976年
まで運用された極軌道気象衛星のシリーズ．

エッジ強調 えっじきょうちょう edge enhancement 人工衛星による画像データにおいて，対象物の境界や
地形の特徴を明瞭にするための画像処理方法．

エッジ効果 えっじこうか edge effect 空中電磁探査での電導性表層の縁辺や重力・磁気図の
縁辺で意味の少ない記録や処理結果が生じること．



エッジ保存平滑
化

えっじほぞんへいか
つか

edge preserving
smoothing

単純な画像の平滑化を行うと，エッジや線も平滑化さ
れ画像がボケる．これを防ぐための画像雑音除去の一
つ．

ＨＲＰＴ えっちあーるぴー
てぃー

high resolution picture
transmission, HRPT

高分解送画方式．デジタル信号により分解能が高い画
像データを送信する方法．

ＨＲＶ えっちあーるぶい high resolution visible
instrument, HRV
instrument

SPOT衛星に搭載の高分解能光学センサ．空間分解能10m
のパンクロモードと20mのマルチモードで観測．

ＨＲＶ画像 えっちあーるぶいが
ぞう

high resolution visible
instrument image, HRV
instrument image

SPOTに搭載された．光分解能光学センサで撮影された
画像．

ＨＩ えっちあい instrument height, HI 測量作業における器械高の略称．水準測量時の望遠鏡
の「視準線」標高．（IHも用いられる）

ＨＩＲＳ えっちあいあーるえ
す

high resolution infrared
rays sounder, HIRS

気象衛星TIROS-N/NOAAシリーズに搭載されている高分
解能赤外測定装置．分解能20km，走査幅±49.5ﾟ．

ＨＥＭ えっちいーえむ helicopter
electromagnetics

ヘリコプタで探査する空中電磁法．地下の導電性鉱床
を広域にわたって探査するのに有効な探査法である．

ＨＥＭ システム えっちいーえむしす
てむ

helicopter
electromagnetic system,
HEM system

ＨＥＭ装置の総称．低空飛行が可能なため，装置の出
力が小さくてすむ利点がある．

Ｈ層 えっちそう H layer 森林土壌の有機物層の最下部をなす層．無機質土壌層
（Ａ層位）の上にあって，分解の進んだ黒褐色の腐
食．

ＨＤＲ資源 えっちでぃーあーる
しげん

hot dry rock resource,
HDR resource

高温を有するが，熱水貯留層の発達がない地熱資源．
割れ目を造成し，水を注入・生産して熱資源を回収す
る．

ＨＤＴ えっちでぃーてぃー high density dipmeter
tool, HDT

孔井内で，地層の傾斜などを高密度に解析できる測定
器．比抵抗方式の電流集束型で高い分解能をもつ．

ＨＤＤＴ えっちでぃーでぃー
てぃー

high density digital
tape, HDDT

地上受信局において人工衛星からの受信データを復調
しデータを記録する際に用いる高密度デジタルテー
プ．

エッチング えっちんぐ etching ①結晶をその不飽和溶液，腐食剤につけ結晶面にでき
る食像から結晶の不完全性の研究，対称性の決定など
に利用．
②広義には浸食と同義．狭義にはゆっくり進行する地
形（地表面）の低下作用．

餌釣鉱床 えづりこうしょう Ezuri ore deposit 秋田県大館市で1970年代に発見された黒鉱鉱床．地
質，化学，物理学的各種探査法を駆使して発見され
た．

越流型ゲート えつりゅうがたげー
と

overflow gate ゲートを倒す，あるいは下げるなどして越流させる構
造のゲート．その越流量で放流量を調節する．

越流かんがい
（越流灌漑）

えつりゅうかんがい overflow irrigation 傾斜した農地の上部に等高線沿いに設置した水路から
用水を谷側へ越流させるかんがい（灌漑）手法．



越流式洪水吐き えつりゅうしきこう
ずいばき

overflow spillway ダムの洪水吐きの一型式で，越流部を自由越流状態で
流下させる形式のもの．

越流水頭 えつりゅうすいとう overflow water head 越流水深を水頭で表したもの．

越流ダム えつりゅうだむ overflow dam 洪水などをダム上部の越流部を通して流下させる構造
のダム．

越流頂 えつりゅうちょう spillway crest 越流部の頂（いただき）の部分．

越流堤 えつりゅうてい dever soir 河川水位がある限度を超えると自然に越流して遊水池
へ導かれ，洪水調節されるよう設計された堤防．

越流部 えつりゅうぶ overflow section ダムや堰，堤防などにおいて，それを越えて水を流下
させる部分．

越流負荷 えつりゅうふか overflow load 沈殿池の越流堰の単位長さあたりの１日の流出下水
量．これにより沈殿池の形状が決まる．

江戸地震 えどじしん the 1855 Edo earthquake 1855年11月11日に発生したM6.9の内陸直下型地震．地
震後出火し，2.2k㎡が焼失．建物の倒壊や火災により
死者は4千余人にのぼった．

エトナ火山 えとなかざん Etna volcano 一般にストロンボリ式の活動をする，地中海シチリア
島東部のイオニア海に面する活火山．

エトベス補正 えとべすほせい Eötvös correction 航行する船や航空機上で測定された重力値に対し，地
球に対して移動しているために働く遠心力による重力
加速度の補正．

エドメータ えどめーた oedometer 圧密試験機．

エトリンガイト えとりんがいと ettringite 化学組成は3CaO･Al2O3･3CaSO4･32H2O．高含水比の軟弱地

盤を安定化させる時などに用いられる．

恵那石 えないし Ena ishi 岐阜県恵那郡蛭川村・中津川市苗木地区などで採掘さ
れている白色・細～中粒黒雲母花崗岩．柴田秀賢
（1939）によって苗木花崗岩と命名されている．

江名子断層 えなごだんそう Enago fault 活断層．活動度Ｂ級，東北東方向．岐阜県高山市南部
に約11kmに渡って伸びる右横ずれ．

恵那山断層 えなさんだんそう Enasan fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ～Ｃ級，北東～東北東方
向．岐阜県岩村町南部に位置し延長約40km．岩村断層
とも呼ぶ．

恵那山トンネル えなさんとんねる Enasan tunnel 中央自動車道の長野・岐阜県境にある延長8,625mの道
路トンネル．Ⅰ期線は1975年，Ⅱ期線は1985年完成．
地質は長野方が花崗岩，岐阜方が濃飛流紋岩で最大土
被りは約1,000ｍ．長平沢断層などでは100cmを超える
内空変位など大きな変状が生じた．



エナメル質 えなめるしつ enamel 脊椎動物の歯の表層を構成する高度に石灰化した硬組
織で，固さゆえに化石として残りやすい．

ＮＥＰＥＣ えぬいーぴーいー
しー

National Earthquake
Prediction Evaluation
Council, NEPEC

米国地震予知評価会議．1979年発足．地震発生に関す
る情報の公表に関して，米国地質調査所の長官に勧告
する．

Ｎａ型ベントナ
イト

えぬえーがたべんと
ないと，なとりうむ
がたべんとないと

Na-type bentonite スメクタイトを主体とする微粒の粘土であるベントナ
イトの中で，特に膨潤性が高い特徴を持つ．

ＮＮＳＳ えぬえぬえすえす Navy Navigation
Satellite System, NNSS

米国海軍航行衛星システム．複数のNNSSを数日間観測
し，後日得られる精密軌道情報を用いた解析で測位．

ＮＭＯ補正 えぬえむおーほせい normal move out
correction, NMO
correction

反射波記録の処理法で，同一反射点の受振点距離によ
る到達時間の遅れを受振点距離０の時間に補正するこ
と．

Ｎ次谷 えぬじだに N'th order valley 水系網において，本・支流を数値を使って格付けする
際の谷次数（水流次数）．流域の出口で必ず最高次数
となる．

Ｎ値 えぬち N-value 標準貫入試験で得られる打撃回数で地盤の力学的性質
の指標．地盤の各種物性値との関係が求められてお
り，設計用地盤定数の設定や液状化の判定などに用い
られている．標準貫入試験参照．

ＮＴＬ工法 えぬてぃーえるこう
ほう

new tunnel lining
method, NTL method

吹付コンクリートにかわるトンネル一次覆工の方式と
して考案された移動式の型枠などを用いてコンクリー
トを壁面に付着させる工法の総称．

ＮＰ えぬぴー non plastic, NP 非塑性の土を表す．液性限界または塑性限界が求めら
れない場合，および塑性限界が液性限界以上となった
場合に用いる．

ＮＶＩ えぬぶいあい normalized vegetation
index, NVI

正規化植生指標．衛星の多バンドデータから計算され
る植生状況を示す指標でグローバルな把握に有効とな
る．

エネルギー備蓄
施設

えねるぎーびちくし
せつ

energy storage facility エネルギー危機に備えて，原油・LPGなどを備蓄してお
くための施設．大規模地下空洞などがある．

エネルギー分散
型Ｘ線分光器

えねるぎーぶんさん
がたえっくすせんぶ
んこうき

energy dispersive X-ray
spectrometer

ＥＰＭＡの一種で，半導体検出器で広エネルギー範囲
の特性Ｘ線のスペクトルを同時に測定するもの．

江の浦石 えのうらいし Enoura ishi 静岡県沼津市江ノ浦産の土木用石材．新第三系安山
岩・凝灰岩．

江畠地すべり えばたけじすべり the Ebatake landslide 1938年9月に徳島県神山町で発生した破砕帯地すべり．
台風による大雨が原因で厚い崩積土が基盤岩上を滑落
した．

エピクラス
ティック火山角
礫岩

えぴくらすてぃっく
かざんかくれきがん

epiclastic volcanic
breccia

本質火砕物が二次的に運搬されてできた角礫を主とす
る火山性堆積岩．

エピサーマル金
鉱床

えぴさーまるきんこ
うしょう

epithermal gold ore
deposit

マグマ起源の上昇熱水溶液から地下浅部でかつ低温条
件下で生成した金鉱床（割れ目充墳，網状，角礫状な
ど）．



ＥＢＣＤＩＣ えびしでぃっく extended binary coded
decimal interchange
code, EBCDIC

拡張2進化10進コード．英数字と記号を8ビットのコー
ドとして表現するもので，IBM社が開発したコード．

えびの地震 えびのじしん the 1968 Ebino
earthquake

1968年2月21日に発生したM6.1の局地的地震．大きな前
震と余震がみられた．建物の倒壊と山崩れが多かっ
た．

ＦＲＰ管 えふあーるぴーかん fiberglass reinforced
plastic pipe, FRP pipe

ガラス繊維を主な補強材とする強化プラスチック管．

ＦＲＰボルト えふあーるぴーぼる
と

fiber reinforced plastic
bolt, FRP bolt

繊維強化プラスチックによって製造されたロックボル
トのこと．金属製のボルトに対して，電食や耐酸性に
優れている．切羽の補強にも用いる．

ＦＩＴ えふあいてぃー formation interval
tester, FIT

検層孔井内に降下させ，任意の深度の地層から流体サ
ンプルを採取する装置．

ＦＩＰ えふあいぴー Federation
Internationale de la
Precontrainte, FIP

国際プレストレストコンクリート連盟．1982年5月発
足．アンカー分科会があってアンカーの基準を定めて
いる．

ＦＥＭ えふいーえむ finite element method,
FEM

有限要素法．連続体を細かく分割し，各要素毎の応力
－変形などの関係を求め，全体を解析する数値解析手
法．力学，浸透流，流体など各種の解析に用いられて
いる．

ＦＦＴ えふえふてぃー fast Fourier transform,
FFT

高速フーリエ変換．有限離散データのフーリエ成分を
デジタル計算機で高速に計算するためのアルゴリズ
ム．

ＦＭＣ えふえむしー forward motion
compensater, FMC

航空撮影時のカメラのシャッタが開口している間のブ
レによる画像の劣化を防止する機能．

Ｆ層 えふそう F layer 森林土壌など陸地土壌の表層に集積した腐植の層で，
黄褐色ないし赤褐色を呈し植物組織を肉眼で識別でき
る．

ＦＷＤ えふだぶりゅでぃー falling weight
deflectometer, FWD

落錘式たわみ測定装置．道路舗装面に車両の接地圧に
近い荷重を動的に加え，舗装表面のたわみを測定する
装置．舗装面の非破壊検査に用いられる．

Ｆ値 えふち F number レンズの中央部分の明るさを示す指標．レンズの焦点
距離をf，光学系の直径をDとすると，F＝f/Dとなる．

ＦＤＣ えふでぃーしー formation density log
compensated, FDC

二つの検出器を有し，マッドケーキおよび孔径の凹凸
による影響を測定値から補正する補償型密度検層器．

Ｆ－Ｐ時間（Ｔ
ｄ）

えふぴーじかん duration of an
earthquake, F-P time

地震動継続時間．P波の初動からコーダ波の終わりま
で．Tdは震央距離ではなくマグニチュードによって決
まる．

江間石 えまいし Ema ishi 静岡県田方郡伊豆長岡町産の建築・臼など用石材．新
第三系凝灰岩・凝灰角礫岩．

エマルジョン
マッド

えまるじょんまっど inverted oil emulsion
mud

ボーリング用泥水の一種．合成樹脂の微粒子を水中に
分散させたもので，地熱井など高温となるところで用
いられる．



ＭＩＴサンプラ えむあいてぃさんぷ
ら

MIT sampler 塑性の強い粘土層の試料を採取する特殊シングル
チューブ．

ＭＩＰ法 えむあいぴーほう magnetic induced
polarization method, MIP
method

２点間に流した一次電流によって発生した鉱体分極の
放電電流を磁場の変化として測定するＩＰ法．

ＭＳＲ えむえすあーる microwave scanning
radiometer, MSR

MOS衛星に搭載されたマイクロ波走査放射計．23GHzと
31GHzの２バンドで観測幅317km．水蒸気・水・雪の観
測用．

ＭＳＳ えむえすえす multispectral scanner,
MSS

多重スペクトル走査型放射計．リモートセンシングの
代表的映像化センサ．

ＭＳＬ えむえすえる mean sea level, MSL 海水面の上下運動の観測値から平均値を計算すること
によって求められた海水面．ジオイドの決定や地殻変
動調査に不可欠．平均海水面と同義．

ＭＳＫ震度階 えむえすけーしんど
かい

Medvedev-Sponheuer-
Karnik intensity scale,
MSK intensity scale

地震動の強さを世界的に統一するため，1964年に提案
された12階級からなる震度階．日本では採用されてい
ない．

ＭＳ発破 えむえすはっぱ millisecond blasting, MS
blasting

設置した発破孔の爆発順序を10～50 ミリセコンドずつ
遅れさせて行う発破法．ＭＳ電気雷管を用いる．ミリ
セコ発破ともいう．

ＭＳＵ えむえすゆー microwave sounding unit,
MSU

NOAA衛星に搭載されたマイクロ波放射計．53GHzのO2の

吸収帯を用いて気温を分解能110km，走査幅47.35ﾟで測
定．

ＭＦ えむえふ metal factor, MF 金属係数．金属鉱床に対する周波数ＩＰ法などにおい
て，ＩＰ効果を表現する量．周波数効果を比抵抗で除
して求める．

ＭＭ震度階 えむえむしんどかい modified Mercalli
intensity scale, MM
intensity scale

改正メルカリ震度階．12階級からなり欧米で広く採用
された．現在でも米国やイタリアなど地震多発国で使
用．

ＭＬＭ えむえるえむ maximum likelihood
method, MLM

尤度関数を最大にするモデルのパラメータを選択し
て，近似的に真の分布に一番近いモデルを得るための
方法．

ＭＯＲＢ組成 えむおーあーるびー
そせい（もるぶそせ
い）

mid-oceanic ridge basalt
composition, MORB
composition

大洋中央海嶺系の玄武岩類に特徴的な化学組成．

ＭＫＳＡ単位 えむけーえすえーた
んい

MKSA system of units 長さ（メートル(ｍ)），質量（キログラム(kg)），時
間（秒(s)），電流（アンペア(A)）の４つを基本単位
とする単位系．

ＭＫＳμ単位系 えむけーえすみゅー
たんいけい

MKSμ system of units ＭＫＳ基本単位系に第４の独立量として，真空の透磁

率μ0=4π×10-7H/mとした単位系．

Ｍ層 えむそう M layer 尾根など乾燥しやすい場所で，マツ・モミなどの根に
つく菌根の菌糸束などが集積して形成される．菌糸網
層ともいう．土壌の乾性の指標となる．

Ｍタイプ花崗岩 えむたいぷかこうが
ん

M-type granite マグマ生成に関わった物質に基づく花崗岩分類の一
つ．化学組成上CaOに富み，Iタイプに比較してNa2Oに富

む．アルカリに乏しい火成岩の部分溶融による形成と
考えられる花崗岩．Ｍはmantleの頭文字．



ＭＷＤツール えむだぶりゅでぃ
つーる

measurement while
drilling tool, MWD tool

坑井掘削時の坑底情報（温度，圧力，方位，傾斜，
ビット荷重など）をリアルタイムで検知・解析する装
置．

ＭＴＦ えむてぃーえふ modulation transfer
function, MTF

撮像系の解像力特性を与える関数で変調伝達関数．空
間周波数での撮像系のレスポンスの低下の度合いを表
す．

ＭＴ法 えむてぃーほう magnetotelluric method 自然電磁場を用いる電磁探査法の一種．地磁気擾乱に
よる誘導電場と磁場の比の測定によって地下の比抵抗
分布を求める．地磁気地電流探査，地磁気地電流法，
マグネトーテルリック法ともいう．

Ｍ波 えむは M wave 層状媒質を伝わるレイリー波の総称で分散性を示す．
大別してＭ１・Ｍ２波の２種類がある．

ＭＢＡＳ えむびーえーえす methylene blue anionic
surfactants, MABS

メチレンブル－陰イオン系界面活性剤．河川や海洋に
おける濃度測定値は都市排水による水質汚染の指標と
なる．

ＭＢＣ えむびーしー micromechanics-based
continuum, MBC

岩盤中に存在する不連続面を考慮した連続体解析法．
卓越する不連続面の走向傾斜や間隔を考慮し亀裂の開
口やせん断変位の空間分布を評価できる．

エメラルド えめらるど emerald 緑柱石のうちで濃緑色透明なものをさし，古くから宝
石として珍重されている．硬度7.5～8．

エメラルドパー
ル

えめらるどぱーる emerald pearl 装飾的価値のある石材の商品名で，アルカリ閃長岩の
一種．

エメリー管 えめりーかん Emery's tube 砂質堆積物の沈降法による粒度分析に用いるガラス
管．外形は長さ約1m，内径約3cm．

エメリー式万能
材料試験機

えめりーしきばんの
うざいりょうしけん
き

Emery type universal
testing machine

荷重によって油圧が変化するエメリーセルを荷重計の
受感部に用いた万能材料試験機

江持石 えもちいし Emochi ishi 福島県須賀川市江持産の建築・墓石用石材．第四系溶
結凝灰岩．須賀川石と同じ．石材業では「安山岩」と
して扱われており，江持安山岩と呼ばれることもあ
る．

エラスティック
チューブ

えらすてぃっく
ちゅーぶ

elastic tube ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラ．これを使
用した場合，コアの採取率が向上する．

エラストメータ えらすとめーた elastmeter 等分布載荷法による孔内載荷試験に用いられる機種の
一つ．

エリアス効果 えりあすこうか aliasing 連続量を読みとって離散的な数列に直すときに，高周
波成分が見掛け上低周波成分に変換されてしまう現
象．

襟裳堆 えりもたい Erimo tai 襟裳岬の南東約45kmに位置する浅堆．頂部深度は
153m．海底に先新第三系が露出する．

ＬＡＳＡ えるえーえすえー large aperture seismic
array

地震計群列観測網．ある範囲に数多くの地震計を設置
して観測することにより，地震波の面的解析が可能と
なる．



ＬＮＧ えるえぬじー liquefied natural gas,
LNG

液化天然ガス．天然ガスを冷却して液体にしたもの
で，体積が小さくなり運搬が容易になる．

ＬＮＧ冷熱発電 えるえぬじーれいね
つはつでん

LNG cold energy power
generation

液化天然ガス(LNG)の冷熱(-160℃)と海水の温度差を利
用した発電方式．LNGを直接またはプロパンなどの媒体
を海水の温度で気化・膨張させてタービン発電機を回
転させた後，LNGで冷却・液化させるサイクルによって
発電を行う．

ＬＭＧ えるえむじー liquefied methane gas,
LMG

常圧で液化したメタンガス．液化温度は－161.5℃．メ
タン含有率の高い液化天然ガスをさす場合もある．

ＬＬ７ えるえるせぶん Laterolog-7 電流収束型電気検層器の一種で，商品名．電極数が７
個あるのでこの名称がある．

Ｌ型擁壁 えるがたようへき L-shaped type retaining
wall

壁の自重・底板上部の土砂の重量などで，土圧に抵抗
して盛土の安定を図るＬ字型をした擁壁．

エルグ えるぐ erg ①エネルギーのCGS単位．物体が１dynの力で１cm変位

したときのエネルギーが１エルグ．1dyn=10-7N･m．
②地形学では，安定陸塊の砂漠にある平らな広い平
原．砂砂漠の意味で使われることもある．

ＬＣＭ泥水 えるしーえむでいす
い

lost circulation
material drilling mud,
LCM drilling mud

地表と坑底との間を循環させる掘削用流体で，逸水箇
所を塞ぐための材料（雲母片，樹皮，綿の実の殻な
ど）を添加したもの．

ＥＲＳＤＡＣ えるすだっく Earth Resources
Satellite Data Analysis
Center, ERSDAC

(財)資源・環境観測解析センター．石油・金属の地下
資源探査から環境までのリモートセンシング研究開発
を行う．

Ｌ－節理 えるせつり L-joint 褶曲の発達時に形成される節理の一種で，層理面に平
行な節理．層面節理(bedding joint)ともいう．

Ｌ層 えるそう L layer 陸地土壌の有機物層で，落葉，落枝がほとんど原形を
保って堆積しており，直下部にＦ層のあることが多
い．葉積層ともいう．

ＬＷＲ えるだぶりゅあーる light water reactor, LWR 軽水炉と同義．

エルチチョン噴
火

えるちちょんふんか the 1982 El Chichon
eruption

メキシコ南部のエルチチョン火山で1982年3月28日に発
生した噴火．大量の火山灰が成層圏に達し，エアロゾ
ルを形成．長期間滞留して世界的に影響を与えた．

ＬＤＴ えるでぃーてぃー local deformation
transducer, LDT

帯状の金属板にひずみゲージを貼付したもので，一軸
圧縮試験・三軸圧縮試験の供試体側面の軸方向変位を
精密に測定するために用いられる．

エルトラン配置 えるとらんはいち Eltran electrode
arrangement

電気探査での電極配置の一種で，ダイポール・ダイ
ポール法とも呼ばれる．ＩＰ法や二次元探査で用いら
れる．

エルトリエー
ション法

えるとりえーしょん
ほう

erutriation method 粒度試験法の一種で，土粒子のサイズと運搬速度の関
係から粒度分析する．

ＬＰＧ えるぴーじー liquefied petroleum gas 液化石油ガスのこと．



ＬＰＧ地下備蓄 えるぴーじーちかび
ちく

LPG underground storage 地下100m程度の岩盤中に空洞を掘削し，常温高圧のＬ
ＰＧを水封式で貯蔵する方法．

エレクター えれくたー erector シールドトンネルにおけるセグメントや山岳トンネル
の支保工を所定の位置に据付けるための装置．

エレメント継手 えれめんとつぎて immersion joint,
intermediate joint

地中連続壁や沈埋工法トンネルなどで，各エレメント
を接合する継手の部分．止水性の高い継手構造．

エロージョン えろーじょん erosion 一般的には浸食のこと．地熱井では酸性流体を産出す
る場合，腐食と相まってケーシングパイプが損傷する
こと（エロージョン・コロージョン）

エロージョンド
リル

えろーじょんどりる erosion drill 浸食ドリルと同義．

ＥＲＯＳデータ
センタ

えろすでーたせんた EROS Data Center, EDC EROS計画を実施する目的で米国地質調査所の一部とし
て1972年サウスダコタ州に設立された組織．

縁海 えんかい marginal sea 島弧の内側に位置する内海で背弧海域ともいう．大洋
地殻を持つ海盆の存在，高い熱流量の観測が基本的特
徴．

縁海拡大軸 えんかいかくだいじ
く

axis of marginal sea
spreading

プレートテクトニクス理論において，大陸と島弧の間
に存在する縁海を生じさせた海洋底拡大の軸．

縁海盆 えんかいぼん marginal basin 日本海などの縁海を構成する海底の盆地．縁海が複数
の盆地を含むことも多い．

偃角 えんかく hade 地層・鉱層・鉱脈・断層などの傾斜角の余角．鉱山用
語として使われた．

遠隔雨雪量計 えんかくうせつりょ
うけい

long-distance rain and
snow gauge recorder

山岳部などの遠隔地に設置された観測点の雨量や降雪
量を，観測事務所に無線などにより送信する装置．

遠隔水位計 えんかくすいいけい long-distance water-
stage recorder

山岳部の渓流や接近の難しい遠隔地の観測点の水位
を，無線などで観測事務所などに送信する装置．

遠隔探査 えんかくたんさ remote sensing 遠方から物体や地表の形状,性質を観測，測定すること
をさす．電磁波を利用する場合は一般にリモートセン
シングと称される．

塩化ナトリウム えんかなとりうむ sodium chloride 天然にも産す無色立方晶系結晶（無水塩）NaCl．潮解
性を示し，製造原料，調味料，動物体内に必要な物
質．

塩化鉛鉱 えんかなまりこう cotunnite PbCl2．斜方晶系，硬度2.5．比重5.8．無色～黄緑色，

イタリアのべスビオ火山の噴気孔中で発見．その他に
方鉛鉱の変質鉱物としても産する．

塩化ビニル えんかびにる vinyl
chloride,chloroethylene

アセチレンと塩化水素から合成する等の方法で生成さ
れる無色可燃性気体（H2C＝CHCl）．



塩化物含有量試
験

えんかぶつがんゆう
りょうしけん

chloride content test 土中の塩素イオン量を測定する試験．イオン交換クロ
マトグラフィ法，吸光光度法，硝酸第二水銀法および
モール法などがある．

沿岸域 えんがんいき littoral zone 海岸線に沿う陸側の部分または浅い海の部分をさし，
地形変化の活発な帯状の地域で，人間生活の舞台とな
る．

沿岸州 えんがんす barrier 海岸の前面に潟を隔て，海岸線にほぼ平行に発達する
堤防状の砂州．

沿岸性堆積物 えんがんせいたいせ
きぶつ

littoral sediment 海浜の外浜以内の地域に堆積する波浪の影響を強く受
けて形成される堆積物をさし，様々な特徴的堆積構造
を有する淘汰のよい砂，礫などからなる．

沿岸帯 えんがんたい nearshore zone, littoral
zone, inter tidal zone

①生物学では潮間帯と同義で干・満潮線の間の海底．
海岸における最も環境変化の激しい部分である．
②地形学では砕波帯と汀線の間のこと．

沿岸低地 えんがんていち coastal lowland 汀線とその背後地の山地・丘陵・段丘などの高地との
間に発達する様々な成因を持つ低地の総称．

沿岸漂砂 えんがんひょうさ littoral drift 砕波帯から沖浜にかけての海底で，沿岸に沿った方向
の流れや波によって砂や礫が運ばれること．

沿岸漂流 えんがんひょうりゅ
う

longshore drift 海岸線に斜交して浜に寄せる砕け波や風で沿岸流を生
じ，それによって堆積物が沿岸を移動する現象．

沿岸流 えんがんりゅう longshore current 海岸線に斜交して浜によせる砕け波や海岸線に斜交し
て陸に吹く風によって発生する海岸に平行な流れ．

塩基交換容量 えんきこうかんよう
りょう

basic exchange capacity 粘土の膨潤性を表す指標の一つで，交換性陽イオン
（Na，K，Caなど）の総量をmeqで表す．ＣＥＣともい
う．

塩基性 えんきせい basic ①塩基の性質を持つこと．水酸化物イオン濃度が水素
イオン濃度より大きい水溶液．
②岩石では火成岩の分類において，珪酸（SiO2）の含有

量が50重量%前後の組成を持つもの．

塩基性化作用 えんきせいかさよう basification 花崗岩質地殻（大陸地殻）が玄武岩質地殻（大洋地
殻）に変化する作用．

塩基性岩 えんきせいがん basic rock 岩石の化学組成による分類の一つ．SiO2が重量で45～

52%の間に入る火成岩．

塩基性片岩 えんきせいへんがん basic schist 珪酸（SiO2）の含有量が50重量%前後の組成を持つ火成

岩起源の結晶片岩．

エングラー粘度
計

えんぐらーねんどけ
い

engler viscometer 金属製の液だめの底部にあけた小さな穴から一定量の
液体が流出する時間によって粘度を測定する．主に石
油工業で使われる．

円形基礎 えんけいきそ circular foundation フーチング基礎およびケーソン基礎において底面が円
形な基礎の総称．



塩湖 えんこ salt lake 総固形物質が500mg/リットルを超える湖．降水量に比
し蒸発量の多い無排水湖・岩塩・石灰岩地域・火山地
帯のものなど．

縁溝 えんこう marginal furrow ①高緯度地方の大陸棚内側にみられる深さ数百ｍ，海
岸線に平行に数百kmも続く溝．
②さんご（珊瑚）礁の礁原外帯に多く存在する小さな
溝地形．

炎光分光分析 えんこうぶんこうぶ
んせき

flame spectrometry 炎の熱で励起された原子やイオンから出るスペクトル
の波長から定性分析を，その発光強度から定量分析を
行う．

円弧すべり えんこすべり circular slip すべり面の形状が円弧となる地すべり．材料が均質な
場合に発生しやすい．

円弧すべり面法 えんこすべりめんほ
う

circular arc method 斜面の安定計算や地盤の支持力算定法の一種で，すべ
り面を円弧と仮定して解析する方法．摩擦円法と分割
法がある．

塩酸処理 えんさんしょり acid treatment 特定の鉱物を除去または洗浄するために，試料を塩酸
中に浸すこと．Ｘ線回折法において，スメクタイトと
緑泥石との区別に用いられる処理．

塩山みかげ えんざんみかげ Enzan mikage 山梨県塩山市大菩薩峠付近一帯産の土木・板石用石
材．新第三系石英閃緑岩．

燕山運動 えんしゃんうんどう Yenshanian movement 中国大陸東部における中生代後期に起こった大規模な
断層・褶曲を伴う地殻変動で，同時期に環太平洋地域
で同様の変動を生じている地球規模の変動の一環．

燕山造山運動 えんしゃんぞうざん
うんどう

Yenshan orogenesis 中国大陸に認められる中生代の造山運動に与えられた
名称．燕山は北京の北にある山脈の名．

遠州海盆 えんしゅうかいぼん Enshu basin 伊勢湾の湾口部東側遠州灘の大陸斜面南側に広がる水
深1,000～1,400mの平坦面．

炎色反応 えんしょくはんのう flame reaction アルカリ金属やアルカリ土類金属などの塩類を強熱す
ると金属原子が励起され，各金属特有の光を発する現
象．

遠心含水当量 えんしんがんすいと
うりょう

centrifuge moisture
equivalent

飽和した土が１時間にわたって重力の1,000倍の遠心力
により脱水された後の含水比．

遠心載荷装置 えんしんさいかそう
ち

centrifuge loading
apparatus

試料を回転する箱の中に置き，遠心力を作用させた状
態で実験を行う装置．

遠心分離法 えんしんぶんりほう centrifuge separation
method

ウラン濃縮法の一つ．遠心力を加えたときに原子量の
大きいものほど外側に集まる性質を利用する．

遠心力 えんしんりょく centrifugal force 回転している物質に作用する外向きの見掛けの力．求
心力と大きさが等しく，反対方向．

遠心力コンク
リート

えんしんりょくこん
くりーと

spun concrete コンクリートを円筒形の型枠に流し込み， 高速回転さ
せて成形・締固めをしたコンクリート製品．



遠心力コンク
リート杭

えんしんりょくこん
くりーとぐい

centrifugal concrete
pile

型わく内のコンクリートを高速回転して作成した杭．
遠心力によってコンクリートは締固められ高強度が得
られる．

遠心力載荷試験 えんしんりょくさい
かしけん

centrifuge loading test 遠心載荷装置を用いて縮小模型に実物と同じ自重応力
を作用させる試験．応力やひずみを実物と相似させら
れるメリットがある．

遠心力鉄筋コン
クリート管

えんしんりょくてっ
きんこんくりーとか
ん

centrifugal reinforced
concrete pipe,
reinforced spunconcrete
pipe

円筒形の型枠に鉄筋で作ったかごとコンクリートを入
れ，遠心力を利用して締固め，製造した管．ヒューム
管．

塩水 えんすい brine water, saline
water

蒸発や塩分の溶出により，塩分濃度が高い天然水の一
般名．代表的なものに油田塩水がある．

塩水化 えんすいか salinitization 海岸地域の地下水開発が進んで水位が低下した際に起
こる，海水が進入して地下水の塩分濃度が上昇する現
象．

円錐火山 えんすいかざん conical volcano 火山砕屑物と溶岩が積み重なって円錐状になった火
山．成層火山と同義．

円錐カルスト えんすいかるすと cone karst 特に熱帯・亜熱帯地方にみられるやや丸味を帯びた山
頂と急傾斜をなす山腹からなる石灰岩の丘．

円錐貫入試験 えんすいかんにゅう
しけん

cone penetration test コーン貫入試験と同義．

塩水くさび えんすいくさび salt-water wedge 河口において，その密度差から海水がくさび状をなし
て河川水の下に潜り込んで遡上する海水浸入の形態．

円錐形岩床 えんすいけいがん
しょう

cone sheet 平面的には厚さ数m以下の同心円群で立体的には共通の
点に収れんする傾斜45°内外のロート状岩床群．

円錐形ミキサ えんすいけいみきさ conical mixer 外形が円錐形をしたコンクリートを練混ぜる機械．

塩水湖 えんすいこ salt lake 塩湖と同義．

円錐孔底ひずみ
法

えんすいこうていひ
ずみほう

compact conical-ended
borehole overcoring
technique

応力解放法による初期応力測定法の一つ．ボーリング
孔底を円錐形に整形して16または24素子のひずみゲー
ジを配置した樹脂製モールドゲージを張付けて測定孔
と同径のオーバーコアリングを行う．

円錐四分法 えんすいしぶんほう coning and quartering 粉体試料を円錐形に積み上げ，これを十字に四等分す
ることにより，試料の分量を縮分する方法．

塩水浸入 えんすいしんにゅう saline-water intrusion,
saline-water
encroachment

海岸地域で帯水層に海水が浸入する現象．地下水の過
剰揚水による水位低下により内陸深く浸入することが
ある．水の比重差でも生じる．

円錐図法 えんすいずほう conic projection,
conical projection

地球に円錐をかぶせて経緯線を複写して展開したも
の．緯線は同心円弧，経線は一点から放射する等間隔
の直線からなる．



塩水遡上 えんすいそじょう salt-water intrusion 河口近くで海水が河道に沿って内陸部に侵入する現
象．

塩水トレーサ試
験

えんすいとれーさし
けん

saline tracer test 地下水などの流動方向，流速の測定の際のトレーサと
して，食塩（塩水）を使用する試験．

円錐平板粘度計 えんすいへいばんね
んどけい

cone-and-plate
viscometer

浅い円錐と円板の間に試料を入れて一方を回転させた
ときのトルクから流体の粘度を測定する計器

エンスタタイト えんすたたいと enstatite 頑火輝石と同義．

延性材料 えんせいざいりょう ductile material 弾性限界を超えた応力によっても物体が破壊されずに
引き延ばされる性質を示す物質．

塩性沼沢 えんせいしょうたく salt-marsh 海岸で潟湖が埋め立てられて形成された潮汐湿地で，
塩分の多少によって塩性沼沢と汽水沼沢に分けられ
る．

塩成土壌 えんせいどじょう halogenic soil 大陸温帯の乾燥気候下における低地に多くみられる土
壌で，ナトリウム塩の存在下で生成されたもの．

延性破壊 えんせいはかい ductile failure 物質が応力を受けて塑性変形した後に起こる破壊．岩
石では高温・高封圧・低ひずみ速度の場合に発生す
る．

延性流動 えんせいりゅうどう ductile flow 岩石が外力によって破壊せずに変形を続ける場合か，
破壊するまでの変形が十分大きい場合の状態をさす．

遠赤外線 えんせきがいせん far infrared 赤外線領域のうち波長の長い領域の電磁波．波長25μm
～1mm．

沿線地震検知シ
ステム

えんせんじしんけん
ちしすてむ

wayside detecting system
for earthquake

新幹線沿線に地震計を設置し，（震度４以上の）地震
発生と同時に送電を止めるシステム．通信には衛星を
利用．

塩素イオン えんそいおん chlorine ion 塩化物の水溶液中の塩素，Cl-．汚染物などの混入によ
り増大することから汚染の一指標となる．

塩素検層 えんそけんそう chlorine logging 塩素の中性子吸収反応時に放出されるガンマ線を測定
し，地層中の塩分濃度を求める検層法．

沿大陸地向斜 えんたいりくちこう
しゃ

paraliageosyncline 合衆国の海岸平野からメキシコ湾岸のような，現在の
大陸に沿って曲がっていない地向斜をさす．地向斜論
の立場からの考え方．

エンタルピー えんたるぴー enthalpy 外からの圧力と，これによって変化した体積の積を内
部エネルギーに加えたもの．

遠地地震 えんちじしん distant earthquake 震央距離2,000km以上の遠方地震．位相を分析すること
で地球の内部構造に関する新知見が得られる可能性が
ある．



遠地地震Ｐ波遅
延法

えんちじしんぴーは
ちえんほう

teleseismic P-wave delay
method

遠地地震をいくつかの観測点で観測し，Ｐ波の遅延か
らマグマ溜りなどの地下構造を推定する方法．

エンチゾル えんちぞる entisol エンティソルと同義語．

遠地津波 えんちつなみ tsunami from far field 波源が日本の海岸より600km以上離れている津波．

遠地点 えんちてん apogee 月や惑星，人工衛星などがその周回軌道上で地球から
最も遠くなる点．

円柱供試体 えんちゅうきょうし
たい

cylinder sample 円柱状に整形された供試体．

円柱供試体強度 えんちゅうきょうし
たいきょうど

cylinder strength 円柱供試体によって得られる一軸圧縮強度．強度に関
する形状効果の基準となる強度．

円柱共振試験 えんちゅうきょうし
んしけん

resonant column test 円柱供試体を振動させ，その振動数を変化させること
により共振点を求め，弾性係数，減衰定数などを求め
る試験．微小ひずみでの土の動的性質を求めるために
用いられる．

円柱状構造 えんちゅうじょうこ
うぞう

columnar structure 垂直方向が長く頭部が丸い柱状をなし，水平方向が短
い土壌構造の一種．

円柱図法 えんちゅうずほう cylindrical projection 円筒図法と同義．

円柱モデル えんちゅうもでる columnar model 重力・磁気探査において典型的なモデルの重磁力異常
を計算し，探査結果の参考とするモデルの一種．

鉛直アレー観測 えんちょくあれーか
んそく

vertical array
observation

鉛直方向に配列された多数の地震計による観測．深度
方向の波動伝播や地盤の増幅特性を把握するために用
いる．

鉛直一次元沈下
解析

えんちょくいちじげ
んちんかかいせき

vertical one-dimensional
settlement analysis

地下水の流動が鉛直方向のみであると仮定し，深度方
向に分割した要素ごとに地下水頭の分布を計算し，そ
の結果を用いて粘土層の収縮量を予測するモデル．

鉛直打継目 えんちょくうちつぎ
め

vertical construction
joint

コンクリート打設時に既設コンクリートの鉛直面に新
しくコンクリートを打継ぐ時にできる打設継目．

鉛直応力 えんちょくおうりょ
く

vertical stress 任意の面に作用する鉛直方向の力を，作用面の面積で
除したもの．

鉛直支持力 えんちょくしじりょ
く

vertical bearing
capacity

鉛直方向に対する地盤耐力．破壊時のそれを極限支持
力といい，極限支持力を安全率で割ったものが許容支
持力．

鉛直写真 えんちょくしゃしん vertical photograph カメラ軸をほぼ真下に向けて撮影された空中写真．垂
直写真ともいう．



鉛直震度 えんちょくしんど vertical seismic
coefficient

耐震設計における震度法で，構造物に対して考慮する
鉛直方向の地震力．

鉛直スリップ えんちょくすりっぷ vertical slip 断層面に沿って地盤が相対的に移動した距離のうち，
鉛直成分の変位を表したもの．落差と同義．

鉛直成分 えんちょくせいぶん vertical component 応力ベクトルを分解したときに表される重力方向の
力．

鉛直セパレー
ション

えんちょくせぱれー
しょん

vertical separation 断層面に沿って分離した地層・岩脈などの変位を鉛直
線に沿って測った距離．鉛直隔離ともいう．

鉛直線偏差 えんちょくせんへん
さ

deflection of the plumb
line

同一地点における観測されたジオイド法線と理論的な
ジオイド法線の差．

鉛直点 えんちょくてん nadir ①空中写真撮影時のレンズの光心の鉛直下方の地上の
点．
②天球の鉛直下方の点．

鉛直点三角測量 えんちょくてんさん
かくそくりょう

plumb point
triangulation

写真測量における鉛直点からの放射三角測量．航空写
真の位置評定に使われる．

鉛直土質コア型
ロックフィルダ
ム

えんちょくどしつこ
あがたろっくふぃる
だむ

rockfill dam with
vertical　clay core

ゾーン型ロックフィルダムの一型式で，土質材料から
なるコアをダム中央部に鉛直に配置した構造のダム．

鉛直プレファブ
リケイテッドド
レーン

えんちょくぷれふぁ
ぶりけいてっどど
れーん

prefabricated vertical
strip drains

バーチカルドレーン工法の一種で，コア（水が上昇す
る部分）と周囲のフィルタを工場で組み合わせた幅
10cm程度の帯状合成樹脂製ドレーン材を用いるもの．

鉛直目盛盤 えんちょくめもりば
ん

vertical circle トランシットの水平軸に垂直に取り付けてある，鉛直
角測定用の角度目盛の付いた円盤．

鉛直有効応力 えんちょくゆうこう
おうりょく

vertical effective
stress

地盤中のある点に対し鉛直方向に作用する有効応力．
有効応力は全応力から間隙水圧を減じたもの．

鉛直流 えんちょくりゅう vertical flow 大気中での空気の上向きまたは下向きの移動．上昇流
は低気圧や前線に沿って発生し，雲をつくり悪天を招
く．

鉛直流式沈殿池 えんちょくりゅうし
きちんでんち

vertical flow type
sedimentation tank

沈殿池内部の水流方向を鉛直方向とした沈殿池．これ
に対して水流方向を水平方向にしたものは水平流式沈
殿池.

堰堤 えんてい dam 河川を横断して発電，治水，利水を目的として流水を
貯留するために築造された構造物．

エンティソル えんてぃそる entisol 土壌生成作用に基づく層位発達の形跡を，ほとんどま
たは全く持たない，主として最近形成された土壌のこ
と．

遠電極 えんでんきょく remote electrode 電気探査比抵抗法の２極法や３極法において，測定移
動電極から充分に大きく離れて接地された固定電極．



円筒アーチダム えんとうあーちだむ cylindrical arch dam 単一円弧型のアーチダムで，アーチダムが建設され始
めた初期の時代の設計思想の一つ．現代では用いられ
ていない．

円筒形ミキサ えんとうけいみきさ drum type mixer コンクリートを練混ぜ，混合胴を傾けないでコンク
リートを排出する，外形が円筒形の機械．ドラムミキ
サともいう．

円筒式足場 えんとうしきあしば cylindrical　platform １本の鋼管を海底に直立させ，頭部をけい留索で固定
した海上足場．空の状態で水平に浮かべて曳航し，現
地で管内に注水することにより直立させる．

円筒状褶曲 えんとうじょうしゅ
うきょく

cylindrical fold 褶曲面が直線の平行移動の軌跡で表されるような褶曲
の形態．褶曲軸は直線となる．

円筒図法 えんとうずほう cylindrical projection 地図投影法の一種．地球に円筒をかぶせて経緯線を複
写して展開したもの．経線と緯線は直交し，経線は等
間隔に平行する直線で表される．円柱図法ともいう．

円筒堰 えんとうぜき cylindrical weir 円筒頂部から流入する型式の堰で，余水吐きに用いら
れる．

エンドダイナモ
ルフィック土壌

えんどだいなもる
ふぃっくどじょう

endodynamorphic soil 岩石組織や鉱物成分などの岩質など母岩や母材の影響
が強く現れて生じた土壌のこと．間帯性土壌に近い．

エントレインド
エア

えんとれいんどえあ entrained air ①流速が非常に大きい水流において，流水に混入する
空気．
②ＡＥ剤を混入することによってできるコンクリート
中の微小な気泡．

エントロピー えんとろぴー entropy 系の不規則さや無秩序の程度を表す．画像処理では1回
の試行で得られるであろう情報量の期待値（平均情報
量）．

遠熱水鉱床 えんねっすいこう
しょう

telethermal deposit 鉱床周辺に火成岩類を伴わずに主として層状，一定層
準に胚胎する鉱床．浅熱水鉱床の上方に位置する鉱
床．

エンパイヤード
リル

えんぱいやーどりる empire drill 打ち込んだケーシングの内側で刃のついたシューを回
転させ，水のジェット噴射によって土砂を排出する
ボーリング方法．

エンハンスメン
ト

えんはんすめんと enhancement 原画像に適当なフィルタをかけ画像を尖鋭化させるこ
と．リニアメントや水系・稜線などの抽出を容易にす
る．

塩分検層 えんぶんけんそう salinity logging 従来の中性子検層と異なり，水素と塩素を同時に測定
し塩水層の判定をする．

塩分浸透試験 えんぶんしんとうし
けん

salinity osmosis test コンクリートへの塩分の浸透を調べる試験．塩素イオ
ン量を測定する試験や，塩水の噴霧と乾燥を繰り返し
表面の劣化を促進させる試験，電流を加えて塩素イオ
ンの通りやすさを調べる試験などがある．

塩分濃度 えんぶんのうど salinity ①水中に溶け込んでいる塩類の総量を比で表したも
の．千分率‰や百万分率ppmまたはmg/リットルで表
す．
②海水中の塩の総濃度．

塩分量 えんぶんりょう salinity 海水1,000g中に溶解している塩類のｇ数で表示され，
海水のそれは33～38‰である．塩度ともいう．



縁辺凹地 えんぺんおうち marginal deep すでに褶曲隆起した造山帯の外側に発達した狭長な沈
降帯で大陸周辺の凹地部，島弧に沿う狭長な深い海．

縁辺準平原 えんぺんじゅんへい
げん

marginal peneplain 隆起準平原の周囲に発達する低位準平原で両面の境目
はやや明瞭な傾斜面をなす．

円磨 えんま rounding 岩片が運搬作用の途中で破壊され，摩滅によって次第
に角が取れていく現象．

円磨度 えんまど roundness 砕屑粒子が流水などにより運搬される過程で，稜や角
が丸みを帯びていく程度を示す尺度．円磨度は最大内
接球と粒子の角および稜の平均半径の比で定義され
る．

塩冶のモデル えんやのもでる Enya's model 本震後任意の時点で，余震発生頻度とそのエネルギー
は余震域に残るエネルギーに比例するとしたモデル．

遠洋性 えんようせい pelagic 「大陸棚より沖の海域の」という意味の形容詞．

遠洋性堆積物 えんようせいたいせ
きぶつ

pelagic sediment 陸地から数100km以上，水深1,000m以上の深海堆積物の
総称．生物起源の炭酸カルシウムやシリカ，粘土鉱物
などからなる．

遠洋性粘土 えんようせいねんど pelagic clay 遠洋性堆積物のうち，種々の起源の粘土鉱物が主体を
占めるものをさし，生物起源の炭酸カルシウム，シリ
カや沸石などが何れも5%未満のもの．

塩類堆積物 えんるいたいせきぶ
つ

saline deposit 蒸発岩と同義．

塩類土 えんるいど saline soil 地表に異常に大量の塩類の集積が認められる土壌．半
乾燥ないし乾燥地帯の排水不良環境下で生じる．

塩類風化 えんるいふうか salt weathering 塩類を含む溶液から結晶が成長する際の応力などによ
り，岩石が分解，細片化する機械的風化作用．塩類破
砕ともいう．

塩嶺トンネル えんれいとんえる Enrei tunnel 中央本線岡谷～塩尻間に建設された延長5,994mのトン
ネル．安山岩や膨張性を示す泥岩が主体で大量湧水に
伴って地表部の広い範囲で地下水位が低下した．水抜
き坑や水抜きボーリング，注入などの対策工が施工さ
れた．1983年開通．

円礫 えんれき rounded gravel 砕屑粒子区分のうちの粒径２mm以上の丸みを帯びた礫
の総称．狭義には円磨度が0.4～0.6のよく円磨された
礫．

追切り おいぎり drilling deeper, ripping 一度掘削したボーリング孔が，崩壊膨潤などによって
孔径が縮小した場合に，同じ孔で再び掘削を行うこ
と．

追切り式ピスト
ンサンプラ

おいぎりしきぴすと
んさんぷら

over cutting piston
sampler

サンプリングチューブの下端の変形を防ぐために，よ
り径の大きいチューブで追い切りする装置を持つサン
プラ．

オイラー極 おいらーきょく Euler pole プレートの移動がオイラーの定理で回転運動として適
用されたときの中心をいう．



オイラーの定理 おいらーのていり Euler's theorem 球面上の図形の移動は，球面上のある点のまわりの回
転として表されるという定理．

オイラリアン－
ラグランジアン
法

おいらりあんらぐら
んじあんほう

Eulerian-Lagrangian
method

移流分散解析に用いられる，固定座標（オイラー座
標）と移動座標（ラグランジュ座標）とを計算格子上
でリンクさせて解く解析法．

オイルエマル
ジョン泥水

おいるえまるじょん
でいすい

oil emulsion mud water 油55～75%・水25～45%のオイルベースの泥水．水和・
膨潤抑制が強く，泥質岩の掘削に有効である．

オイルサンド おいるさんど oil sand 流動性の低いタール状の油分を多量に含んだ砂または
砂岩．

オイルシェール おいるしぇーる oil shale 油頁岩（ゆけつがん）と同義．

オイルベース
マッド

おいるべーすまっど oil base mud 油井仕上げに使用される掘削用の液体で，重油などの
油を主体とする．

横が褶曲 おうがしゅうきょく recumbent fold 褶曲軸面が横に寝ている（ほぼ水平か水平に近い）褶
曲．

黄褐色森林土 おうかっしょくしん
りんど

yellow-brown forest soil 赤色土ほど強い風化・土壌化作用を受けず母岩の性質
を残し，湿潤温暖帯に分布する土壌．

横が背斜（横臥
背斜）

おうがはいしゃ recumbent anticline 褶曲軸面が横に寝ている（ほぼ水平か水平に近い）背
斜．

凹陥地 おうかんち enclosed depression 周囲を斜面で囲まれた，周辺部に比べて低い土地．火
山地帯・石灰岩地帯など自然に形成されるものや，地
下掘削による陥没で形成されるものもある．

扇形へき開（扇
形劈開）

おうぎがたへきかい fan cleavage 扇状（せんじょう）へき開（劈開）と同義．

黄玉 おうぎょく topaz トパーズと同義．

凹形斜面 おうけいしゃめん concave slope 低くなるほど緩傾斜となる斜面で，谷底近くに見られ
る．

おう穴 おうけつ pot hole 河床や河岸の岩に掘りこまれたつぼ状の円形の穴．流
水により礫が回転し，摩滅によって形成される．

横坑 おうこう adit ①地質や岩盤の性状を直接肉眼で観察するために掘削
された小断面のトンネル．
②計画されているトンネルの途中に取り付くためのト
ンネル．１本のトンネルを複数の工区に分けて施工す
る場合などに機材搬入，ずりの搬出などの目的で用い
られる．

横坑間速度測定
法

おうこうかんそくど
そくていほう

inter-adit velocity
measurement

近接した複数の横杭において，一方で起振，他方で受
振し，横坑間の速度分布を把握する方法．



横坑調査 おうこうちょうさ adit survey 小断面のトンネルを掘削し，坑内で地質や岩盤の性状
を直接肉眼で観察する調査法．

横坑展開図 おうこうてんかいず drift development 横坑の壁面，天盤の観察結果を展開図として表現した
図．地質状況のほか岩級区分などを記入する．

横坑内屈折法 おうこうないくっせ
つほう

refraction method in
adit

横坑内に沿った岩盤の速度分布の調査．掘削時のゆる
みによる低速度層が坑壁沿いに分布するので屈折波探
査とする．

横谷 おうこく transverse valley 山地や山脈を直角に横断する河谷．縦谷の対語．成因
は断層谷・先行谷・表生谷など．

逢坂山トンネル おうさかやまとんね
る

Osakayama tunnel 日本最初の山岳工法による鉄道トンネル．東海道線大
津～京都間に建設された．1880年完成．延長655ｍ．現
在は使われていない．

黄錫鉱 おうしゃくこう stannite Cu2FeSnS4．正方晶系．硬度4．比重4.4．錫石と黄銅鉱と

の反応生成物として，気成，接触交代，熱水鉱脈など
の鉱床中の石英脈やスカルン中に産する．硫錫鉱とも
いう．

凹状緩斜面地形 おうじょうかんしゃ
めんちけい

concave low angle slope 斜面の傾斜区分による斜面形の一つで，低くなるほど
緩傾斜となる斜面で，特にその傾斜が30°未満の場
合．

黄色土 おうしょくど yellow soil 湿潤亜熱帯常緑樹林下あるいはそれに近い環境下で生
成・分布．日本では赤色土に連続して密接な関係で分
布．

横断 おうだん cross 図形上伸びの方向に直交する方向あるいはそれに沿う
断面．縦断方向に直交する方向．

横断勾配 おうだんこうばい cross slope 河川や構造物ならびに掘削面などを横断する方向の勾
配．

横断節理 おうだんせつり cross joint 交差（こうさ）節理と同義．Ｑ節理・胴切節理ともい
う．

横断測量 おうだんそくりょう cross sectioning, cross
sectional survey

道路や河川の断面形状を求めるための測量．中心線に
直角な方向に距離と高さとを測る作業．

横断断層 おうだんだんそう transverse fault 広域的な地質構造（例えば褶曲軸）や山脈の伸びる方
向などに対して直交あるいは高角度に斜交する断層．
胴切断層・交差断層と同義．

横断面図 おうだんめんず cross section 河川の流心や構造物の中心線を横切る方向の断面図．

凹地 おうち depression ①一般に周囲より低くなっているところ．
②溝状の沈降帯（furrow）

黄長石 おうちょうせき melilite ゲーレナイト（Ca2Al[AlSiO]7）－オケルマナイト

(CaMgSi2O7)系鉱物の一般名，又は同構造のメリライト

グループの代表名．正方晶系．ソロ珪酸塩鉱物である
が，岩石学的には準長石族に属する．珪酸の少ない火
成岩に含まれる．メリライトともいう．



黄鉄鉱 おうてっこう pyrite FeS2．立方晶系．硬度６～6.5．比重4.95～5.10．多く

は黄色金属光沢の立方体結晶として産し，火成岩や低
温変成岩，堆積岩などに含まれる．水・空気と反応し
て硫酸を生じ，酸性水の発生や石膏の晶出による地盤
の膨張などの原因となることがある．

黄鉄鉱鉱床 おうてっこうこう
しょう

pyrite deposit 黄鉄鉱鉱石を主に産出する鉱床．

黄土 おうど loess 未固結の更新世風成シルト質堆積物で，均質な粒度分
布・多孔質・無層理のほか石灰質結核に富む特徴を持
つ．世界的に広く分布し，氷河成堆積物起源や砂漠地
帯起源がある．

応答解析 おうとうかいせき response analysis 耐震設計の動的解析法で，地震波形を入力して最大応
答値を求める応答スペクトル法と時刻歴応答解析とが
ある．

応答関数 おうとうかんすう response function システムの入力と出力の関係を表す関数で，システム
の特性を示す．力と変位，入射波と散乱波など多数あ
る．

黄銅鉱 おうどうこう chalcopyrite CuFeS2．正方晶系．硬度3.5～4．比重4.1～4.3．多くは

四面体結晶で緻密塊状．銅の鉱石鉱物としてもっとも
重要．熱水性，層状含銅硫化鉄，火山性などの鉱床中
に産する．

黄銅鉱病変 おうどうこうびょう
へん

chalcopyrite disease 黄銅鉱の超微細粒子が閃亜鉛鉱中にほぼ均質・密に含
まれる組織．

応答震度法 おうとうしんどほう seismic response
coefficient method

耐震計算の一方法で地盤と構造物を２次元ＦＥＭにモ
デル化する．地盤と構造物の相互作用が少ない地中構
造物に対して地盤のみの応答解析から算定された地震
力を作用させて，構造物に発生する断面力を求める．

応答スペクトル おうとうすぺくとる response spectrum 減衰性質点系に地震動データを入力した時の応答を，
減衰定数をパラメータとしてスペクトル的に表示した
曲線．

応答スペクトル
（地震動の）

おうとうすぺくとる
（じしんどうの）

seismic response
spectrum

振動系がある地震動を受けた時の応答量の最大値と振
動系の固有周期および減衰定数の関係をいう．地震応
答スペクトルと同義．

応答スペクトル
解析

おうとうすぺくとる
かいせき

response spectrum
analysis

ある物体の地震動に対する応答（加速度，速度，変位
の最大値）をその系の周期に対する関数（スペクト
ル）として解析すること．減衰定数がパラメータとな
る．

応答特性 おうとうとくせい response characteristics 地震動に対する地盤・構造物などの増幅や振動の固有
の挙動．

応答倍率 おうとうばいりつ amplification ratio 動的解析において，地震基盤における入力地震動に対
する，基盤以浅の地盤や構造物に作用する地震動の比
率．

応答パラメータ おうとうぱらめーた response parameter 電磁系の応答を決定する無次元量で，誘導定数ともい
う．この関数で電磁法の物理量要素を表すことができ
る．

往復観測 おうふくかんそく reciprocal observation 弾性波探査で測線内のある測定区間についてその両端
Ａ，Ｂを起振点としＡ→Ｂ，Ｂ→Ａの走時を観測する
こと．

往復走時 おうふくそうじ two-way time 地表より発射された弾性波が地下の反射面で反射し，
再び地表にもどってくるまでの時間．



応用気候学 おうようきこうがく applied climatology 農業気候学や航空気候学のように特定の利用目的を
持って気候データの分析などを行う学問．

応用地震学 おうようじしんがく applied seismology 地震学を応用する次のような学問のこと．(1)地震工
学，(2)地震探鉱（振動計測・機械防振・爆破振動を含
む）．

応用地形学 おうようちけいがく applied geomorphology 地形学的見地に基づいた防災や土木建設に関わる調査
研究の総称．

応用地質学 おうようちしつがく applied geology,
engineering geology

地質学を応用した分野を研究対象とする学問．建設・
防災・環境などに関する地質的事項の研究分野を含
む．

横流換気方式 おうりゅうかんきほ
うしき

transverse ventilation
system

トンネル側面から換気風を吹出し，上部の排気ダクト
から排出する換気方式．道路トンネルの換気に用い
る．

黄竜石 おうりゅうせき Oryu seki 兵庫県高砂市宝殿産の土木・建築用石材．白亜系流紋
岩質凝灰岩．竜山石．

応力 おうりょく stress 外力により物体の内部に生じている力による物理量．
引張り応力，圧縮応力，せん断応力に大別される．単
位面積あたりの力の垂直成分，ずれ（せん断）成分で
表される．

応力円 おうりょくえん stress circle 物体に作用する最大主応力値と最小主応力値との差を
直径値とする円．任意の断面に生ずる垂直応力とせん
断応力を計算によらないで，簡単な作図で求めること
ができる．Mohrの応力円ともいう．

応力解析 おうりょくかいせき stress analysis 物体に加わる外力に対して物体内に生ずる抵抗力であ
る応力の種類・大きさ・方向について究明すること．
構造物の応力解析にはＦＥＭなどが使われている．

応力解放 おうりょくかいほう stress release,stress
relief

外力による物質内部に生じた応力状態が，外力の変化
により低減する現象．具体的には地中から取り出した
試料が膨張したり，掘削地盤がリバウンドするなどの
現象をさす．

応力解放法 おうりょくかいほう
ほう

stress-relief method,
stressrelief method

地圧測定法の一つで，岩盤にひずみ計・変位計などを
設置した後，その周囲を大口径ボーリングで応力解放
し，その時のひずみ変化，岩石の弾性係数などから地
圧を推定する方法．

応力拡大係数 おうりょくかくだい
けいすう

stress intensity factor 亀裂の存在する構造物に外力が作用した場合の亀裂先
端から任意の距離に生じる応力を求める式に表れる係
数．

応力緩和試験 おうりょくかんわし
けん

stress relaxation test 供試体に一定のひずみを与えて保持し，時間とともに
クリープの進行による応力レベルの低下を測定する試
験．

応力計 おうりょくけい stress meter 単位面積に掛かる力を測定する装置．

応力経路 おうりょくけいろ stress path せん断過程での土の応力状態の変化を，二つの応力軸
による応力平面上での軌跡として表したもの．

応力差 おうりょくさ stress difference 主応力の最大値と最小値の差．



応力集中 おうりょくしゅう
ちゅう

stress concentration 物体の形状が変化する箇所や荷重作用点などで局所的
に大きな応力が生じること．

応力集中係数 おうりょくしゅう
ちゅうけいすう

stress concentration
factor

物体の内部に応力集中が生じる場合の最大集中応力と
基準となる応力（一般には応力集中部分から遠方の一
様な応力）との比．

応力除去 おうりょくじょきょ stress relief 構造物部材の残留応力を取り除くこと．焼きなまし法
などがある．

応力振幅 おうりょくしんぷく amplitude of stress
range

繰り返し載荷試験において試験体に生ずる応力の変動
幅．

応力制御法 おうりょくせいぎょ
ほう

stress controlled method せん断試験における載荷方法の一つ．せん断力を一定
割合で増加させ，生じる変位を測定する方法．

応力成分 おうりょくせいぶん stress component 任意の面に作用する応力は面に垂直な垂直応力と面に
平行なせん断応力に分解される．三次元的な応力は，
３つの垂直応力成分（σx,σy,σz）と３つのせん断応
力成分（τxy,τyz,τzx）で表される．

応力測定 おうりょくそくてい stress measurement ①地下空洞の設計，地震予知などの目的で地殻応力を
測定すること．応力解放法・水圧破砕法・応力補償法
などがある．
②構造物の応力を測定すること．埋設型応力計やひず
みゲージなどが用いられる．

応力楕円 おうりょくだえん stress ellipse 平面内の応力分布を表す楕円．二つの主応力が楕円の
長軸半径および短軸半径となる.三次元の場合は応力楕
円体(stress ellipsoid).

応力テンソル おうりょくてんそる stress tensor 座標方向に垂直な表面に働く応力がその要素となって
いる二階のテンソル．

応力の主面 おうりょくのしゅめ
ん

principal plane of
stress

三次元応力状態で，せん断応力が作用せず垂直応力が
極値をとるような互いに直交する２面およびそれらに
直交する１面．

応力場 おうりょくば stress field そこに働く応力の状態のことで，この応力場における
一定の応力分布がある構造を形成する．

応力比 おうりょくひ stress ratio 主応力同士の比．特に，最小，最大主応力に対する中
間主応力の大きさを相対的に示す際などに用いられ
る．

応力－ひずみ関
係

おうりょくひずみか
んけい

stress-strain relation 材料の応力とひずみとの関係．弾性・塑性などの，供
試体の力学的性質を反映する．一般に構成式と呼ばれ
る．

応力－ひずみ曲
線

おうりょくひずみ
きょくせん

stress-strain curve 室内圧縮試験などにより得られる応力とひずみとの関
係を，直交座標上に曲線として図示したもの．

応力腐食 おうりょくふしょく stress corrosion 応力によって加速される腐食の総称．

応力腐食割れ おうりょくふしょく
われ

stress corrosion
cracking, SCC

応力がかかっている金属と腐食作用の組み合わせによ
り生じる脆性破壊のこと．腐食の原因は金属により異
なる．



応力分布 おうりょくぶんぷ stress distribution 物体の表面や内部に生じた応力の空間的分布状態．

応力分布係数法 おうりょくぶんぷけ
いすうほう

stress distribution
factor method

建築構造物の耐震設計において，ＲＣ骨組などの水平
力に対する骨組解析を検討する計算法．

応力補償法 おうりょくほしょう
ほう

stress compensation
method

岩盤面に垂直に切られたスロットをフラットジャッキ
で置換えて加圧し，変位回復の際の圧力から初期応力
を求める方法．

応力履歴 おうりょくりれき stress history ①地盤が過去に受けた有効応力の履歴．
②力学試験において供試体に発生する応力の履歴

応力履歴テンソ
ル

おうりょくりれきて
んそる

stress history tensor 土や軟岩の応力履歴を示す状態量で力学特性を決定す
る最も重要な要因．

横列砂丘 おうれつさきゅう transverse dune その長軸が風の主たる方向にほぼ直角に伸びる砂丘
列．

横列リップル
マーク

おうれつりっぷる
まーく

transverse ripple mark 峰が直線的で互いにほぼ平行なリップルマークの中
で，峰の方向と流れの方向が直角的なもの．

大芦層 おおあしそう Oashi Formation 福島県東部の相馬地域に分布する古生界中部ペルム系
叶倉統．原町市大芦付近を模式地とする．主に中粒砂
岩，砂岩頁岩互層からなる．

大網地すべり おおあみじすべり the Oami landslide 山形県月山西麓の第三紀層すべり．傾斜5ﾟの流れ盤．
指定面積409.25ha．計７ブロック，移動層厚15～30m．

大井川褶曲帯 おおいがわしゅう
きょくたい

Oigawa fold zone 静岡県中部大井川下流域の第三紀中新統に発達する北
東－南西方向の褶曲構造の著しい地域．

大泉砥 おおいずみと Oizumito 茨城県西茨城郡岩瀬町大泉産のすずり・中砥用石材．
中生界粘板岩．助川砥ともいう．

大分－熊本構造
線

おおいたくまもとこ
うぞうせん

Oita-Kumamoto tectonic
line

九州の中央部を東北東－西南西に切る多数の断層の集
合体．ほぼ大分川筋と熊本市白川筋を結ぶ構造線．三
郡帯の南限．重力異常の急変する狭い帯にほぼ対応．

大井みかげ おおいみかげ Oi mikage 岐阜県恵那市大井町・坂本村産の土木用石材．中生界
黒雲母花崗岩．

大内石 おおうちいし Ouchi ishi ①福島県原町市・相馬市産の建築・墓石用石材．中生
界花崗閃緑岩．相馬石ともいう．
②宮城県伊具郡丸森町舘矢間産の建築・土木用石材．
中生界黒雲母角閃石花崗岩．舘矢間石ともいう．
③宮城県伊具郡丸森町江尻産土木・建築・墓石・装飾
用石材．中生界閃緑岩～はんれい岩．江尻石ともいう

大浦石 おおうらいし Oura ishi ①徳島県阿南市産の墓石・土木用石材．中生界砂岩．
桑野石と同質．
②佐賀県藤津郡太良町産の砕石用石材．第四系両輝石
安山岩．

ＯＳＬ年代測定
法

おーえすえるねんだ
いそくていほう

OSL dating 光（ひかり）ルミネッセンス年代測定法と同義．



オーガー おーがー auger 浅部の掘削やサンプリングのために用いる回転式掘削
機．小規模な削孔に用いられる．

オーガーボーリ
ング

おーがーぼーりんぐ auger boring オーガーを用いて未固結地盤を掘削し，地盤の構成状
況を把握することを目的としたボーリング．

大潟（西）油田 おおかた（にし）ゆ
でん

Okata(nishi) oil field 秋田県男鹿半島に位置する油田．1968年発見．深度500
～900mの新第三系天徳寺層の凝灰岩，凝灰質砂岩に貯
留している．

大型化石 おおがたかせき macrofossil 顕微鏡下で観察しうる微化石・超微化石に対する語
で，肉眼的観察によって，形や性質による分類が可能
な大きさをもつ化石．

大型貫入試験 おおがたかんにゅう
しけん

large-sized penetration
test

動的円錐貫入試験のうち，大型の円錐コーンを用いる
もの．特に，礫層のＮ値を評価する際に有利である．

大型三軸圧縮試
験

おおがたさんじく
あっしゅくしけん

large-sized triaxial
compression test

供試体径30～60cmで，大型三軸圧縮試験機を用いるも
の．礫混じり土，風化岩の乱さない試料などを対象と
する．

大型せん断試験 おおがたせんだんし
けん

large-sized shear test 標準的せん断試験法に対して，最大粒径や試験面サイ
ズを大きくしたせん断試験．大型三軸圧縮試験や大型
直接せん断試験がある．

大型直接せん断
試験

おおがたちょくせつ
せんだんしけん

large-sized direct shear
test

最大粒径 20mm以下の礫質土の締固め供試体（サイズｈ
20cm×φ30cm程度）を対象とした一面せん断試験また
は単純せん断試験．

大型有孔虫 おおがたゆうこう
ちゅう

larger foraminifera 有孔虫類を便宜的に大きさで２分した際の大型のもの
をさし，最大10cmの殻・複雑で規則的な内部構造をも
つ．

大門真石 おおかどまいし Okadoma ishi 長野県小県郡長門町産土木・墓石用石材．第四系安山
岩．

大加茂石 おおがもいし Ogamo ishi 静岡県下田市大賀茂産土木用材．新第三紀中新統凝灰
岩，凝灰質砂岩．

大川ダム おおかわだむ Okawa dam 阿賀野川水系阿賀川．北陸地方整備局．1987年竣工．
堤高102ｍの重力ダム．本格的RCD工法を我が国で初め
て河床マット部の打設に採用．

扇形魚道 おおぎがたぎょどう folding type fishway 階段式魚道のうち，平面形状が扇形のもの．

扇田石 おおぎだいし Ogida ishi 秋田県雄勝郡雄勝町院内産．新第三紀中新統石英粗面
岩質凝灰岩．土木用材．院内石と同質．

大葛石 おおくずいし Okuzu ishi 秋田県北秋田郡比内町産．新第三紀中新世プロピライ
ト～緑色凝灰岩．砥石用材．同郡尾去沢町産．新第三
紀中新世珪質凝灰岩．

大蔵石 おおくらいし Okura ishi 宮城県伊具郡丸森町大張・川張産．中生界花崗岩類に
伴う閃緑岩・はんれい岩（斑糲岩），建築・墓石用
材．



大阪ガス田 おおさかがすでん Osaka gas field 大阪市港区を中心とする可燃性天然ガス田．大阪層群
中にガス胚胎．

大阪層群 おおさかそうぐん Osaka Group 播磨，大阪，京都，奈良盆地にわたって広く分布する
新生界最上部鮮新～中部更新統．陸水成砂，礫，粘土
層からなり，12枚の海成粘土層を挟む．大阪千里丘陵
を模式地とする．

大阪盆地 おおさかぼんち Osaka basin 六甲，生駒，和泉の山脈に囲まれた大阪平野．鮮新～
更新統の大阪層群が千数百メートルの厚さで堆積す
る．

大里石 おおさといし Osato ishi 北九州市門司区大里新町産石材．白亜系前期硯石層群
中の安山岩．ひん岩質で砕石として利用される．

大沢石 おおさわいし Osawa ishi 新潟県加茂市上高柳産土木用材．新第三系凝灰岩．同
郡村松町産．新第三系砂岩．新津丘陵南部の田上町大
沢産．石灰質砂岩．

大沢くずれ おおさわくずれ Osawa landslides 富士山山頂から西側山腹を下る大沢川の激しい浸食谷
の総称．岩屑崩れ・岩盤崩壊・土石流が頻発してい
る．

オージェ電子分
光法

おーじぇでんしぶん
こうほう

Auger electron
spectroscopy

固体表面分析法の一つで，試料に電子線を照射し，発
生するオージェ電子を測定し，元素を分析する．AESと
もいう．

大島石 おおしまいし Oshima ishi 徳島県海部郡牟岐町大島・宍喰町竹ヶ島他産墓石・土
木用割栗用材．中生界砂岩．大島みかげをさすことも
ある．

大島火山 おおしまかざん Oshima volcano 伊豆大島の主部を構成する成層火山．岩石はソレアイ
ト質玄武岩でストロンボリ式噴火をする活火山．

大島みかげ おおしまみかげ Oshima mikage 岡山県笠岡市産．中生界黒雲母花崗岩．土木・石碑用
材．愛媛県越智郡富窪町産．中生代黒雲母花崗岩．

オージャイト おーじゃいと augite 普通輝石と同義．

大代石 おおしろいし Oshiro ishi 宮城県多賀城市大代産．新第三系凝灰岩，土木用材．
古浦石と同質．

オーストラリア
楯状地

おーすとらりあたて
じょうち

Australian shield オーストラリア大陸の西部に広がる，先カンブリア系
基盤岩からなる低平な地形をなす露出地．

オーストラリア
プレート

おーすとらりあぷ
れーと

Australian plate インド，ユーラシア，太平洋，南極の各プレートに囲
まれたオーストラリア大陸とその周辺海域を含むプ
レート．

大隅石 おおすみいし Osumilite (Mg,Fe2+)2(Al,Fe
3+)3(Si,Al)12O30・H2O．六方晶系．比重

2.64．董青石類似の鉱物．暗青～黒色，へき開（劈
開）なし，大隅半島の流紋岩より産出．

大背 おおぜ center part of bench トンネルの加背割において下部半断面中央部のこと．



Ｏ層位 おーそうい O horizon 鉱質土壌の上の動植物遺体に由来する有機質の層位の
こと．動植物体の分解度によりO1とO2に分かれる．

オーソコーツァ
イト

おーそこーつぁいと orthoquartzite 砂粒の95%以上が円磨された石英からなり，その粒間も
シリカでこう結（膠結）された珪質砂岩．先カンブリ
ア紀の珪質砂岩に多い．

オーソスコープ おーそすこーぷ orthoscope オルソスコープと同義．

大多喜ガス田 おおたきがすでん Otaki gas field 千葉県房総半島中部,大多喜周辺の水溶性ガス田.南関
東ガス田発祥の地.新第三系～第四系黄和田・大原層に
胚胎.

大滝地すべり おおたきじすべり the Otaki landslide 1965年に福井県今立町で発生した地すべり．死者10
名・家屋全壊４戸とされている．

大岳地熱地域 おおたけちねつちい
き

Otake geothermal area 大分県玖珠郡九重町．九重火山群の西部の盆状低地．
噴気・高温泉が多数存在し，1967年大岳地区に発電所
設立．

大館石 おおだていし Odate ishi 青森県三戸郡大館産．新第三系安山岩，土木用材．

大たわみ理論 おおたわみりろん large deflection theory 荷重を受け大きくたわむ平板を対象にした非線形理
論．

大地地すべり おおちじすべり the Ochi landslide 1958年に愛媛県肱川町に発生した地すべり．県道崩
落・橋梁や鹿野川ダム被災．曲げ応力を考慮した鋼管
杭の施工．

大月断層 おおつきだんそう Otsuki fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向．芦屋市北西に位置．五
助橋断層の副断層．六甲トンネルに露頭．右ずれ断
層．

大辻層群 おおつじそうぐん Otsuji Group 福岡県筑豊炭田地域に分布する新生界前期漸新統．汽
水～陸成で砂岩，砂岩泥岩互層，礫岩からなり，上部
では炭層を挟在する．

ＯＤＡ おーでぃえー official development
assistance, ODA

政府開発援助．

オートクレーブ
養生

おーとくれーぶよう
じょう

autoclave curing オートクレーブ（高温高圧釜）を用いてコンクリート
の養生を促進する方法．

オートコリメー
タ

おーとこりめーた auto collimator 任意の面に垂直に入射した光は，入射方向に戻る性質
を利用して，光学系の構成要素を光軸に並べるために
用いられる装置．

オートジャイロ おーとじゃいろ autogyro 回転体の回転慣性の原理を応用して，回転軸が常に北
を向くようにした方位指示装置．

オート地向斜 おーとちこうしゃ autogeosyncline 大陸内で，後背に高地を伴わない独立した楕円状また
は舌状の窪地のことで，堆積と共に沈降し続ける．地
向斜による造山論は現在あまり議論されていない．



オートマチック
ラムサウンディ
ング

おーとまちっくらむ
さうんでぃんぐ

automatic ram sounding 動的円錐貫入試験の一種で，自動連続貫入試験が可能
な方法．サウンディングの一種でスウェーデンで開発
された．

オートラジオグ
ラフィ

おーとらじおぐら
ふぃ

autoradiography 試料を写真フィルムと密着し，放出される電離放射線
によって感光させ，放射性核種の分布を記録する技
術．

大ナジカ峠断層 おおなじかとうげだ
んそう

Onajikatoge fault 活断層．確実度Ⅰ，南北方向，西傾斜の逆向き低断層
崖を形成．韮崎市南西の糸静構造線の東に位置する．

大西山地すべり おおにしやまじすべ
り

the Onishiyama landslide 大西山大崩壊と同じ．

大西山大崩壊 おおにしやまだいほ
うかい

Onishiyama rock collapse 長野県大鹿村．1961年発生．大雨による壮年山地の硬

岩（領家帯）420万m3大崩壊．小渋川対岸で死者42名と
されている．

大沼石 おおぬまいし Onuma ishi 北海道亀田郡七飯町軍川・大沼産．更新統角閃石安山
岩．土木・建築用材．

大野石 おおのいし Ono ishi 鹿児島県日置郡金峰町産土木用石材．更新統軽石凝灰
岩．市来石と同質．

大野川層群 おおのがわそうぐん Onogawa Group 九州地方東部，臼杵－八代構造線北部に分布する中生
界上部白亜系．泥岩，砂岩，礫岩の交互層からなる．

大野地すべり おおのじすべり the Ono landslide 1978年に新潟県栃尾市で発生した地すべり．家屋被害
14戸．椎谷層の風化岩すべり（厚さ25～30m）と崩積土
の末端二次すべり．

大野層 おおのそう Ono Formation 岩手県南部の南部北上帯に分布する古生界下部デボン
系．大船渡市猪川町大野付近を模式地とする．凝灰
岩，凝灰質泥岩，黒色泥岩，砂岩を主体とし一部石灰
岩を挟在する．

オーバーコアリ
ング法

おーばーこありんぐ
ほう

overcoring method 既設の孔よりも大きい径の孔を既設の孔に重ねて掘削
する方法．岩盤の初期応力測定などのために実施され
る．応力解放法の一種．

オーバードリリ
ング

おーばーどりりんぐ over drilling コアバレルのコア採取能力よりも長く掘削すること．
コアの損失，器具の損傷を招く原因となる．

オーバーバーデ
ン法

おーばーばーでんほ
う

overburden method 地下の岩体に作用する垂直方向の地圧を基準に，高温
岩体などで割れ目造成のために水圧破砕を行う方法．

オーバーラップ おーばーらっぷ overlap ①下位層に対して上位層がある方向に広くなる整合関
係．
②断層変位により同一層が現れる場合の断層の走向に
沿って測った対応する地層の距離．
③写真測量における一対のステレオ写真の重なり合っ
ている部分．

オーバーレイ おーばーれい overlay ①２種の検層カーブを重ね合せて検層解析を行うこ
と．孔隙内流体，水飽和率などの情報が得られる．
②道路補修のため既存のアスファルト舗装の上に重ね
て舗装すること

オーバフロー おーばふろー overflow 濁水処理においてシックナ，分級機などで分離された
細粒側，低比重側または低濃度側の産物．



大浜石 おおはまいし Ohama ishi 神奈川県足柄下郡真鶴町産建築・土木用石材．更新統
両輝石安山岩．

大原断層 おおはらだんそう Ohara fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向，左ずれ断層．左ずれ変
位量は400m．岡山県勝田郡大原町に位置．山崎断層
系．

大春石 おおはるいし Oharu ishi 長崎県西彼杵郡大瀬戸町産石材．古第三系砂岩．主と
して石臼用材．

ＯＰＳ おーぴーえす optical sensor, OPS 可視域から熱赤外域ぐらいまでを観測対象とする映像
センサ．

大船渡層群 おおふなとそうぐん Ofunato Group 岩手県大船渡地域に分布する中生界下部白亜系．砂岩
泥岩互層や火山砕屑岩を主体とする．

大部みかげ おおぶみかげ Obu mikage 香川県小豆郡土庄町産石材．中生界花崗岩．

オープンカット
工法

おーぷんかっとこう
ほう

open cut method 地表面から順に掘り下げていく掘削方法の総称．

オープンクラッ
ク

おーぷんくらっく open crack 地盤の変位・変形に伴い，地表面や地中または構造物
に生じた開口性の亀裂．開口性フラクチャーともい
う．

オープンケーソ
ン

おーぷんけーそん open caisson ケーソン工法のうち，圧縮空気を用いず，通常の大気
圧のまま躯体を沈める工法．

オープンスタン
ド型ピエゾメー
タ

おーぷんすたんどが
たぴえぞめーた

open stand pipe type
piezometer

間隙水圧計の１方式で，管の上端が大気圧に開放され
た剛管の下端に間隙水を取り込むチップが取り付けら
れたもの．管内の水位で間隙水圧を計測する．

オープンドライ
ブサンプラ

おーぷんどらいぶさ
んぷら

open drive sampler サンプリングチューブのみを地中に押し込んで，試料
を採取する簡単な構造のサンプラ．

大洞地すべり おおほらじすべり the Ohora landslide 1927年に新潟県能生町で発生した地すべり．死者12人
とされている．三紀層崩積土すべりで３つの斜面にブ
ロック（厚さ5～10m）多数分布．

大町地震 おおまちじしん the 1918 Omachi
earthquake

1918年11月11日長野県大町付近．M6.1および6.5．家屋
全壊６戸・半壊破損2,852戸とされている．大町付近は
15cm隆起．

大町テフラ おおまちてふら Omachi tephra 中部～関東地方にかけて分布する立山起源の広域テフ
ラ．年代は0.3～0.4Ma．多量の黒雲母粒子を含む．

大宮断層 おおみやだんそう Omiya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北西方向．富士市の
富士川沿いに位置．入山瀬断層・安居山断層に付随．
東傾斜．

大牟田層群 おおむたそうぐん Omuta Group 有明海沿岸の三池炭田地域に分布する新生界中部始新
統．陸成～海成で砂岩を主体とし泥岩，炭質泥岩，礫
岩などを挟在する．



オームの法則 おーむのほうそく Ohm's law 導線に流れる電流の強さは，導線の両端の電位差に比
例し，抵抗に反比例するという法則．

大森公式 おおもりこうしき Omori's formula 初期微動継続時間と震源距離の比例関係を示した式．
また同名で余震数の時間的減少を示した式もある．

大森式地震計 おおもりしきじしん
けい

Omori seismograph 日本で初めて本格的に作製された地震計．約75cmの長
い腕で20kgの重錘を持つ大型の水平動地震計である．

大谷石 おおやいし Oya ishi 宇都宮市大谷町一帯で採石されている軽石凝灰岩の石
材名．耐火性・耐震性に優れている．採掘跡は地下空
洞利用の研究に使用されることがある．放置された坑
道では陥没事故となることがある．

大谷くずれ おおやくずれ Oya collapse 静岡県安倍川源流域．1702年発生.四万十帯砂岩・粘板
岩の大規模崩壊．崩壊地比高550m，土石流7㎞以上．

大山石 おおやまいし Oyama ishi 福島県安達郡大玉村産石材．更新統の安山岩，砕石用
材．

大山石 おおやまいし Oyamalite ジルコンの変種鉱物．硬度7.5．比重4.1．愛媛県旧大
山村産のペグマタイト中より産出．

オールケーシン
グ工法

おーるけーしんぐこ
うほう

overall casing method あらかじめケーシングチューブを貫入して孔壁を保護
した後に，孔内を掘削する場所打ち杭工法．ベノト工
法が良く知られている．

大湧谷地すべり おおわくだにじすべ
り

the Owakudani landslide 1910年に神奈川県箱根火山噴気地帯で発生した地すべ

り．40万m3流出．早川下流域で死者６名・家屋流出36戸
とされている．

男鹿石 おがいし Oga ishi 秋田県男鹿市寒風山産間知石・墓石・土蔵石用材．第
四系輝石安山岩．寒風石とも呼ばれる．

岡崎青石 おかざきあおいし Okazakiaoishi 愛知県岡崎市小呂・箱柳町産墓石用石材．中生界領家
花崗岩類の武節花崗岩に属する両雲母花崗岩．青色中
目．

岡崎宇寿石 おかざきうすいし Okazakiusuishi 愛知県岡崎市滝・米河内・真伝町産墓・燈籠・臼など
用石材．中生界領家花崗岩類の武節花崗岩に属する両
雲母花崗岩．白色中目．

岡崎みかげ おかざきみかげ Okazaki mikage 愛知県岡崎市小呂・箱柳町産建築・石碑・石燈籠・装
飾用石材．新期領家花崗岩類に属する含ざくろ石白雲
母花崗岩．宇寿石・三州みかげともいう．

小笠層群 おがさそうぐん Ogasa Group 静岡県中西部掛川市南方に分布する新生界中～下部更
新統．厚い礫層と薄い海成粘土層からなる．静岡県掛
川南方小笠山丘陵を模式地とする

小笠原海台 おがさわらかいだい Ogasawara plateau 伊豆小笠原海溝とマリアナ海溝の会合部の東側斜面に
ある海台．周囲との比高は3,000ｍ以上に達する．

小笠原海嶺 おがさわらかいれい Ogasawara ridge 父島群島周辺の伊豆小笠原海溝西側に平行する海嶺．
伊豆・小笠原海嶺を構成する海嶺中で最も東に位置す
る．



小笠原群島 おがさわらぐんとう Bonin islands 伊豆半島南南東約900kmの小笠原海嶺頂部をなす古第三
系の群島．西側活火山帯と二重弧をなす外弧側部分．

小笠原舟状海盆 おがさわらしゅう
じょうかいぼん

Ogasawara trough 小笠原海嶺と七島－硫黄島海嶺の間に位置する構造凹
地．水深3,000～4,000mの深海平原をなす．

男鹿地震 おがじしん the 1939 Oga earthquake 1939(昭和14)年3月20日．男鹿半島頚部を中心に発生し
たM6.8の地震．死者27人，住家全壊479戸．半島西部が
最大44cm隆起．

小方－小瀬断層 おがたおぜだんそう Ogata-Oze fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向，右ずれ断層．岩国市北
西に位置し，岩国断層・廿木山断層と断層帯を形成．

雄勝石 おがついし Ogatsu ishi 宮城県桃生郡雄勝町産硯石・石碑・尾根瓦用石材．中
生界粘板岩．

男鹿半島沖地震 おがはんとうおきじ
しん

the 1964 Ogahanto-oki
earthquake

1964(昭和39)年5月7日に男鹿半島沖を中心に発生した
M6.9の地震．青森・秋田・山形に民家全壊3戸などの被
害とされている．秋田沖地震ともいう．

岡部石 おかべいし Okabe ishi 山梨県東八代郡石和町産土木砕石用材．新第三系両輝
石安山岩．初鹿野石・大和石と同質．

拝み勾配 おがみこうばい upward gradient トンネルの両坑口よりも中央部が高くなっているこ
と.．両側から上り勾配となるため掘削時の排水処理が
容易．

小鴨石 おがもいし Ogamo ishi 鳥取県倉吉市小鴨・東伯郡泊村産砕石・鉄道用石材．
第四系安山岩．

岡山霰大理石 おかやまあられだい
りせき

Okayama-arare marble 岡山県久米郡・阿哲郡・川上郡産．中生界花崗岩に貫
かれる古生界中の阿哲石灰岩の大理石．

男鹿油田 おがゆでん Oga oil field 申川産油・産ガス地帯に属する秋田県男鹿地域の油
田．新第三系中に胚胎．

小木石 おぎいし Ogi ishi 石川県珠洲郡内海地域産土木・建築土台用石材．新第
三系の安山岩質角礫凝灰岩．市ノ瀬石と同質．

隠岐海嶺 おきかいれい Oki ridge 隠岐諸島の北東方向に能登半島沖付近まで伸びる延長
100kmの海嶺．堆積物の薄い基盤の高まり．

オキシソル おきしそる oxysol 熱帯，亜熱帯に生じ，遊離酸化鉄・アルミニウムに富
む極度に風化した土壌．断面は赤・黄・灰色などを呈
す．

オキシダント おきしだんと oxidants 光化学スモッグの指標で，スモッグが太陽光の紫外線
と反応し発生するオゾンを主体とした酸化性ガスの総
称．

沖島みかげ おきじまみかげ Okijima mikage 滋賀県近江八幡沖島町産鉄道用・間知石，細工物用石
材．中生界花崗斑岩．



隠岐舟状海盆 おきしゅうじょうか
いぼん

Oki trough 隠岐海嶺の南側を鳥取沖から能登半島沖まで伸びる舟
状海盆．ぜん新世（漸新世）以降の地層が厚く堆積．

隠岐堆 おきたい Oki tai 隠岐海嶺に同じ．

沖縄トラフ おきなわとらふ Okinawa trough 九州西方から台湾にかけて南西諸島北側に沿ってのび
る海盆．先島諸島付近で深く2,000m以上．

荻野石 おぎのいし Ogino ishi 福島県耶麻郡高郷村産石材．新第三系緑色凝灰岩．帯
緑白色で柔軟．建築・土木用に利用．利田石・山都石
と同じ．

沖浜 おきはま offshore 平均低潮時の汀線のすぐ海側に接する砕波帯から大陸
棚の縁までの漠然とした領域．

沖見地すべり おきみじすべり the Okimi landslide 1872年に新潟県牧村で発生し,現在も活動中の地すべ
り．活動面積70haで，小ブロック化．椎谷層泥岩強風
化帯のすべり．

奥只見ダム おくただみだむ Okutadami dam 阿賀野川水系只見川．電源開発(株)．1960年竣工．堤
高157mは重力ダムとして日本最大．有効貯水量4億

5,800万m3は日本最大．

オクタル変換 おくたるへんかん octal conversion ８進法の数字への変換．変換後は，0,1,2,3,4,5,6,7の
数字で表す．

沃川層群 おくちょんそうぐん Okchon Group 韓国中央部に北東～南西方向に延びる沃川帯に分布す
る先カンブリア系または下部古生界．千枚岩，片岩，
石灰岩，珪岩などから構成され中圧型の変成作用を受
けている．

沃川帯 おくちょんたい Okchon belt 朝鮮西南端から北東方向に延びる先カンブリア時代～
三じょう紀（三畳紀）の地層が分布する地帯．千枚
岩，片岩，石灰岩，角閃岩などから構成され，中圧型
変成作用を受けている．

小国油田 おぐにゆでん Oguni oil field 仁賀保産油・産ガス地帯に属する秋田県由利郡仁賀保
町小国地域のガス田．新第三系天徳寺層，船川層中に
胚胎．

小熊野石 おぐまのいし Ogumano ishi 福岡県北九州市小倉区小熊野産砕石用材．中生界安山
岩．

奥山地すべり おくやまじすべり the Okuyama landslide 1982年に長崎市奥山で発生した地すべり．新第三系安
山岩・火砕岩の山腹崩壊から土石流化．下方民家で死
者24人とされている．

送り矢板工法 おくりやいたこうほ
う

poling board method トンネルの支保工に矢板を掛ける際，既設の支保工側
から矢板を挿入して地山の崩落を防ぐ工法．油圧
ジャッキを用いたメッセル工法などもその一種．

遅れクリープ おくれくりーぷ retarded creep フォークト物体のように，一定応力をかけた時，ひず
みがある時間たって一定値となる現象．

遅れ破壊 おくれはかい delayed fracture ある物体に一定の大きさの外力を作用させ続けると，
ある時間が経過した後に突然破壊する現象．



小黒川断層 おぐろがわだんそう Ogurogawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北東方向．伊那市北
西1kmに位置し，伊那谷西縁の断層群を形成．低角逆断
層．

オクロ現象 おくろげんしょう Oclo-phenomenon ガボン国オクロ地方のウラン鉱床で，17億年前に天然
に核分裂連鎖反応が起った現象．地層処分研究の対
象．

小河内ダム おごうちだむ Ogochi dam 多摩川水系多摩川．東京都．1957年竣工．堤高149ｍの
重力ダム．東京都の都市用水供給目的．東京都渇水対
策の最後の砦的役割．

尾小屋鉱山 おごやこうざん Ogoya mine 石川県小松市五国寺町にあったCu・Pb・Zn鉱脈鉱床．
中新統の凝灰角礫岩・泥岩に貫入した流紋岩・安山岩
岩脈に伴う．1972年閉山．

押え盛土 おさえもりど counterweight fill 地すべりの安定を図るため地すべり末端部に盛り立て
る土石．切土工の安定対策などにも用いる．

尾去沢鉱山 おさりざわこうざん Osarizawa mine 秋田県男鹿市尾去沢にあったCuを主としAu・Ag・Pb・
Znを産する浅熱水性鉱脈鉱床．中新統凝灰岩・珪質頁
岩と安山岩・流紋岩岩脈に伴う．1978年閉山．

牡鹿層群 おしかそうぐん Oshika Group 宮城県牡鹿半島に分布する中生界中部ジュラ系～下部
白亜系．砂岩，頁岩主体を主体とする．スレートへき
開（開劈）発達．

押しかぶせ褶曲 おしかぶせしゅう
きょく

overturned fold 褶曲軸面が傾斜して，どちらか一つの翼の地層の重な
りが逆転しているような褶曲．過褶曲・逆転褶曲・転
倒褶曲と同義．

押しかぶせ断層 おしかぶせだんそう overthrust 衝上断層のうち衝上面が水平に近く移動量が数kmにも
およぶもの．押しかぶせ岩体をデッケとかナップ，孤
立岩体をクリッぺと呼ぶ．

押しかぶせ地塊 おしかぶせちかい overthrust mass 傾斜10°以下のスラストあるいは横臥褶曲などにより
押し出されて大きく移動し，現地性岩体を覆った異地
性岩体．

押し管工法 おしかんこうほう pipe jacking 鉄道や道路下などに地中管路などの構造物を構築する
工法で，鋼管やプレキャスト部材をジャッキで押し込
みながら順次継ぎ足す．

押込み杭 おしこみくい jacked pile 杭打ち機や既設杭を反力として地盤中に押し込む杭．

押込硬度 おしこみこうど press-in hardness ダイヤモンド角錐などを鉱物などの面に押付け，押込
みに要した荷重と窪みの大きさや深さから硬さを求め
ること．

押出域 おしだしいき settled area 地すべり地形において，地すべり面の脚部から地すべ
り堆の尖端線までの範囲．定着域，移動・堆積域とも
いう．

押出し頁岩 おしだしけつがん sloughing shale 膨潤性粘土鉱物を多く含んだ頁岩．高い膨潤圧により
ボーリング孔内で押し出し現象が発生する頁岩．

押出工法 おしだしこうほう incremental launching
method

プレストレストコンクリート橋の架設工法の一つ．橋
台の後方にてブロックを打継ぎ順次前方へ押出す工
法．



押出し性土圧 おしだしせいどあつ squeezing earth pressure 地圧によってトンネル周辺の地山が塑性化してトンネ
ル内に押し出してくるときに作用する土圧．

押し波 おしなみ compressional wave 地震の初動Ｐ波の成分が，押し（震源から離れる方
向）である地震波のこと．

押抜きせん断応
力度

おしぬきせんだんお
うりょくど

punching shear stress 板状部材の小面積に集中荷重が作用したとき板内に発
生するせん断応力．荷重が作用した部分に押し抜くよ
うに作用する．

押抜きせん断試
験

おしぬきせんだんし
けん

punching shear test コンクリートに集中荷重を与えるとコンクリートが円
錐状に押し抜ける．このときのせん断応力値を測定す
る試験．

渡島大島火山 おしまおおしまかざ
ん

Oshima-oshima volcano 渡島半島の西方，日本海に位置する．1741年の活動は
津波を発生させ，渡島半島に大きな被害を及ぼした．

渡島大島地震 おしまおおしまじし
ん

the 1741 Oshima-oshima
earthquake

1741(寛保1)年8月28日に北海道南部松前西方沖の孤島
江良岳の火山活動に関連したM6.9の地震．渡島西岸・
津軽・佐渡で被害．13日に渡島大島噴火し，19日に津
波が発生．死者1,467人とされている．

渡島大野断層 おしまおおのだんそ
う

Oshima-Ono fault 活断層．確実度Ⅰ，南北～北東方向．函館平野西縁に
位置し活断層群を形成．とう曲（撓曲）および逆向き
低断層崖を形成．

オシログラフ おしろぐらふ oscillograph 弾性波探査の振動記録装置．光源・レンズ・ガルバノ
メータ・刻時装置が備えられ，記録紙に現像定着す
る．

オストワルド粘
度計

おすとわるどねんど
けい

Ostwald's viscometer 毛管粘度計の一種．毛管中を一定量の液体が流下する
時間と液体の密度から粘度を測定する．

オストワルドの
段階則

おすとわるどのだん
かいそく

Ostwald's step rule ある条件下で過飽和の蒸気相から核生成が起こる時，
蒸気→過冷却液滴→結晶という段階的な進行を示す法
則．

恐山火山 おそれやまかざん Osoreyama volcano 青森県下北半島北部に位置する第四紀火山（最高峰は
釜臥山:標高879m）．安山岩・デイサイト質の噴出物が
主体．山体中央部のカルデラ北岸は地熱地帯．

オゾン層 おぞんそう ozone layer 成層圏の高度20～40kmに大気中のオゾンの大部分が集
まっている気層．太陽紫外線の大部分を吸収する．

オゾン層破壊 おぞんそうはかい ozone layer destruction オゾン層に到達したフロンが紫外線で分解され，放出
された塩素がオゾン分子と反応してこれを破壊するこ
と．

オゾンゾンデ おぞんぞんで ozone sonde オゾン濃度垂直分布測定用のセンサで気象観測用気球
に取り付けられる．地上から約35kmまでの観測に適す
る．

オゾンホール おぞんほーる ozone hole 周囲にくらべオゾン濃度が極端に低い円形状のオゾン
層破壊領域で，1970年代以降，南極上空で観測されて
いる．

汚濁負荷量原単
位

おだくふかりょうげ
んたんい

unit pollution loading 汚濁負荷量を算出するための原単位で通常(汚濁物質の
重量／人／日)で表す．



小田断層 おだだんそう Oda fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向．佐渡島北西部海岸に位
置．外海府活断層系．東傾斜逆向き低断層崖を形成．

小田山石 おだやまいし Odayama ishi 鳥取県倉吉市倉吉町産土木用石材．第四系安山岩．

小樽石 おたるいし Otaru ishi 北海道小樽市産道路敷石，砕石用材．新第三系安山
岩．

落ち おち slip ①断層の形状や変位を記載する際に，傾斜方向や基準
面食い違いの相対的な位置関係を示す言葉として用い
られることがある．しかしながら混乱をさけるため，
前者は「○○傾斜」，後者は「□□盤下がり」と表現
するほうが良い．
②土木地質分野で，地層や節理の傾斜方位を示す語と
して用いられることがある．

大原断層 おっぱらだんそう Oppara fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向，右ずれ断層．右ずれ変
位量は最大3.9km．岐阜県大野郡清見村に位置．高山・
大原断層帯を構成し，宮川断層に連続する．

尾太鉱山 おっぷこうざん Oppu mine 青森県中津軽郡西目屋村にあったCu・Pb・Cuの鉱脈鉱
床．母岩は中古生界と花崗岩・中新統凝灰岩．1978年
閉山．

汚泥 おでい sludge スラッジと同義．

音別層群 おとべつそうぐん Otobetsu Group 北海道東部釧路支庁の釧路炭田付近の新生界古第三
系．淡水～汽水成で炭層を含む礫岩層，砂岩層，泥岩
層からなる．

女川石 おながわいし Onagawa ishi 宮城県牡鹿郡女川町石浜御前産敷石・尾根瓦用石材．
中生界粘板岩．

鬼押出し溶岩流 おにおしだしようが
んりゅう

Onioshidashi lava flow 天明３年の浅間山噴火活動により形成された前掛山北

麓の溶岩流．7km2程度の分布面積を有し，塊状溶岩から
なる．

鬼首地熱地域 おにこうべちねつち
いき

Onikobe geothermal area 宮城県北西部の脊梁山地に位置する鬼首カルデラ内の
高日向デイサイト溶岩ドームの北西側一帯．間欠泉や
泥火山を伴う地熱地帯．地熱発電が行われている．

オニックス おにっくす onyx ①縞めのう．
②鍾乳石・石灰華などで同心円状の縞状構造を示す断
面をもつもの．

鬼丸統 おにまるとう Onimaru series 南部北上帯の下部石炭系最上部の石灰岩相．黒色石灰
岩を主体とし黒色炭質泥岩を伴う．

鬼みかげ おにみかげ Oni mikage 花崗岩質のペグマタイト．鉱物粒の大きさで大(鬼)・
中・小みかげという．和歌山県東牟婁郡新宮付近明神
山産の流紋岩にもこの名称がある．

尾根型斜面 おねがたしゃめん convex slope 凸斜面と同義．

尾之間断層 おのあいだだんそう Onoaida fault 活断層．確実度Ⅰ，東西～北東方向．屋久島南部海岸
に位置し，海岸段丘を変位させている．南傾斜の正断
層．



小野石 おのいし Ono ishi ①熊本県下益城郡小川町産石碑・石燈籠・墓石用材．
かんらん岩（橄欖岩）～蛇紋岩．竹葉石と同質．
②徳島県阿南市産中生界砂岩．
③鹿児島市内で採取される加久藤火砕流堆積物の溶結
凝灰岩．

小野断層 おのだんそう Ono fault 活断層．確実度Ⅰ，北北東方向．宇治市東部の黄檗断
層北端部に位置．地溝・地塁を形成．逆向き断層崖を
形成．

尾道みかげ おのみちみかげ Onomichi mikage 広島県尾道市栗原・吉和・久保・山波産．中生界黒雲
母花崗岩．土木・建築用材．

オパーキュリナ おぱーきゅりな Operculina 大型有孔虫の一属．ぜん新世（漸新世）～完新世の熱
帯～暖帯の浅海に棲息．中部中新統などの示準化石の
種も多い．

オパール おぱーる opal SiO2・ｎH2O．硬度4，比重２．非晶質の含水珪酸鉱物で

多様な色を示す．美しいものは宝石とされる．高価な
宝石としては，メキシコ・オパールは火山岩脈に熱水
から沈殿した赤色，オーストラリア・オパールは堆積
岩中に地下水から沈殿した緑～紫色が多い．蛋白石と
もいう．

オパール質
チャート

おぱーるしつちゃー
と

opaline chert チャートの一種で，オパール(非晶質シリカまたはクリ
ストバライト)からなるもの．

オパサイト おぱさいと opacite 火山岩の石基中に普通認められる黒色不透明な粒状・
薄板状のものの総称．

帯板 おびいた plate strip 細長い帯状の板でストリップという．帯板の曲げによ
るたわみは梁の問題と同じように考えられるので，帯
板の問題を解くことにより平板の力学的性状を知るこ
とができる．

帯板 おびいた tie plate 組立部材において形鋼を組立てるために使われる短冊
状の鋼板．

帯板要素 おびいたようそ finite strip 平面問題に用いられる有限要素法で，一方向に級数表
現を他方向に多項式を用いた要素．

帯工 おびこう river bed gindle, band
works

河川・排水路などで流心に対して直角に設ける横工の
一種で落差のない床固め工．

帯状スキャン おびじょうすきゃん pushbroom scan 直線上に並べたセンサにより１ライン分の画像を一度
に得ながら，その直線と直交する方向に走査して全体
を走査する方式．CCDなどの検知素子を多用．

帯鉄筋 おびてっきん hoop, tie hoop 柱状の鉄筋コンクリート部材において，軸方向の鉄筋
（主筋）の周囲を囲い主筋の座屈防止などに用いられ
る鉄筋．

尾平鉱山 おびらこうざん Obira mine 大分県大野郡緒方町にあったCu・Sn・Pb・Zn・Asの鉱
脈鉱床とスカルン鉱床．1954年閉山．

オフィオライト おふぃおらいと ophiolite 造山帯に産する超苦鉄質，苦鉄質岩石群が石灰岩や
チャートなどの大洋底堆積物を伴って産するもの．



オフィティック おふぃてぃっく ophitic ドレライト，輝緑岩に発達する組織で，細長い斜長石
の結晶間に，他形の輝石が埋めているもの．

オブシディアン おぶしでぃあん obsidian 黒曜岩と同義．

オフセット測量 おふせっとそくりょ
う

offset surveying 基準点，基準線を基に鋼巻き尺とポールのみを使用し
て，任意の点を通る基準線への垂線の長さ（オフセッ
ト）と,垂線と基準線の交点の位置を測る距離測量のみ
で任意の点の位置を決定する測量方法．

オフセット展開 おふせっとてんかい offset spread 反射波地震探査において震源に発生する雑音を避ける
ために受振点を震源から離して設置すること．

オフセットＶＳ
Ｐ

おふせっとぶいえす
ぴー

offset vertical seismic
profiling, offset VSP

受振点を坑井内，震源を坑口から離れた地表に設定し
て行うＶＳＰ．坑井周辺の二次元反射断面が得られ
る．

オブダクション おぶだくしょん obduction 海洋プレートの沈み込みに伴い，その一部が大陸地殻
にのし上げる現象またはその過程．

オブダクション
帯

おぶだくしょんたい obduction zone 大洋底リソスフェアの一部が大陸リソスフェアの上
に，のし上げが起きる場所．のし上げ帯と同義．

オプティカルメ
カニカルスキャ
ナ

おぷてぃかるめかに
かるすきゃな

optical mechanical
scanner

ミラーを回転または振動させて走査を行うスキャナ．
回転鏡，参照体，検知器，記録装置などから構成され
る．

オフフォールト
余震

おふふぉーるとよし
ん

off-fault aftershock 大きな地震の後，本震の震源域から離れた所で小さな
地震活動が起こること．広義の余震とも呼ばれる．

オフラップ おふらっぷ offlap 整合一連の地層で，堆積の中心が側方へと移動するこ
とによって形成された覆瓦構造．

おぼれ谷 おぼれだに drowned valley 更新世の海進などにより，陸上の谷地形が海面下に沈
んで生じた狭い湾．シルト質の推積物が多く軟弱地盤
を形成している場合もある．

面河酸性岩類 おもごさんせいがん
るい

Omogo acid igneous rocks 愛媛県石鎚山西方面河村付近を模式地とする中新世後
期～鮮新世前期の貫入とされる花崗岩～流紋岩よりな
る珪長質火成岩類．

重みつき平均 おもみつきへいきん weighted mean 加重平均のこと．各項の寄与の度合いを考慮して得た
平均．

親核種 おやかくしゅ parent nuclide 放射性崩壊によって生じた核種に対する元の核種．

親杭横矢板土留
め工法

おやぐいよこやいた
どどめこうほう

soldier piles and
lagging method, soldier
pile with lateral
lagging

Ｈ形鋼やＩ形鋼を地中に建込み，掘削に合わせて土留
板を挿入する工法．土留の標準的な工法として，広範
に用いられている．

親杭ロックアン
カー工法

おやぐいろっくあん
かーこうほう

soldier piles and rock
anchor method

Ｈ形鋼などの親杭にロックアンカーを取付けて緊張
し，背面の土圧を抑えながら掘削する工法．



親元素 おやげんそ parent element 放射性核種が放射性崩壊により生じた核種（娘元素）
に対する元の核種．厳密には親核種と呼ぶ．

親ダイ おやだい primer cartridge 雷管を装てんしたダイナマイト．親ダイの爆発によっ
て雷管のないダイナマイトは爆発が誘発される．

オランダ式工法
(干拓地造成法)

おらんだしきこうほ
う（かんたくちぞう
せいほう）

Dutch method of
reclamation

オランダ独特の干拓地造成方法で，築堤の内部を排水
し底面に柳材，玄武岩の六角柱状岩塊を敷詰めた後埋
立てを行う．

オランダ式コー
ン貫入試験

おらんだしきこーん
かんにゅうしけん

Dutch cone penetration
test

サウンディングの一種で，二重管コーンペネトロメー
タを用いる静的円錐貫入試験．主に軟弱な粘性土の強
度判定に適する．

折尾石 おりおいし Orio ishi 福岡県北九州市八幡区折尾産土木用石材．中生界安山
岩．

折壁みかげ おりかべみかげ Orikabe mikage 岩手県東磐井郡室根村折壁町産建築・装飾・墓石用石
材．白亜系折壁複合岩体の閃緑岩．

オリゴクレース おりごくれーす oligoclase 組成範囲がAb90An10～Ab70An30のもの．斜長石の一種．三

斜晶系．硬度6～6.5．比重2.63～2.65．酸性の深成
岩・火山岩・変成岩の主成分鉱物．灰曹長石ともい
う．

オリストスト
ローム

おりすとすとろーむ olistostrome 泥質堆積物などが海底地すべりによって移動し，再堆
積してできた地層．異質岩塊を多く含み，時代の異な
るものが混在する場合がある．

オリストリス おりすとりす olistolith オリストストローム堆積物中に含まれる外来岩塊．大
きさは礫サイズから径数kmに及ぶものまで特に定めは
ない．

オリビンサンド おりびんさんど olivine sand ダナイトを破砕・整粒したもの．鋳鋼用造形砂・耐火
物原料．北海道幌満鉱山産のものが有名．

オリフィス おりふぃす orifice 水槽や貯水池の側壁や底面に設けた水面下の小孔から
水を排出させる際の，円形または多角形の排出口．

オリフィスゲー
ト

おりふぃすげーと orifice gate 水深25m以下の低（水）圧管路型洪水吐きに設置する
ゲート．

オリフィス式洪
水吐き

おりふぃすしきこう
ずいばき

orifice spillway ダムの洪水吐きの一型式で，低圧型管路を有し，洪水
吐きの断面高と管長がほぼ同程度のもの．

折渡トンネル おりわたりとんねる Oriwatari tunnel 羽越本線羽後岩谷～羽後亀田間に建設され，延長1438
ｍ．新第三系の膨張性の泥岩に1917年日本で初めて
シールド工法が採用された．

オルザットガス
分析

おるざっとがすぶん
せき

orsat gas analysis 燃焼ガス中のCO2・CO・O2の分析法で，燃焼ガスを吸収

液に接触させてガスの体積変化から各成分の体積百分
率を算出する．

オルザット式ガ
ス分析計

おるざっとしきがす
ぶんせきけい

orsat gas analysis meter 携帯型ガス分析計の一種．CO2・CO・O2の測定が可，主

に煙道ガスなどの分析に使われる．



オルゼン式万能
材料試験機

おるぜんしきばんの
うざいりょうしけん
き

olsen universal material
testing machine

荷重をねじ棒と歯車で加え,荷重測定にてこと目盛り上
を移動するおもりを使用する形式の万能材料試験機

オルソクロマ
ティックフィル
ム

おるそくろまてぃっ
くふぃるむ

orthochromatic film 光の波長のうちの青色光から黄色光の帯状の光に感度
のある乳剤により作られた特殊な写真フィルム．

オルソコーツァ
イト

おるそこーつあいと orthoquartzite オーソコーツァイトと同義．

オルソスコープ おるそすこーぷ orthoscope 偏光顕微鏡で岩石の組織や鉱物の光学的性質を観察す
る時に用いる光学系で，光軸と平行な光を試料薄片に
透過させる．

オルソフォトグ
ラフ

おるそふぉとぐらふ orthophotograph 正写投影写真とも言い，空中写真を偏位修正しなが
ら，高低のひずみを修正して焼き付けた写真．

オルソフォト
マップ

おるそふぉとまっぷ orthophotomap 写真地図ともいい，偏位修正した空中写真に等高線や
地図記号，地名などの情報を書き加えたもの．

オルソプロジェ
クター

おるそぷろじぇく
たー

orthoprojector 正写投影写真を作るため，普通の空中写真を偏位修
正，高低ひずみ修正して補正するための機械．

オルターナティ
ブ・テクノロ
ジー

おるたーなてぃぶて
くのろじー

alternative technology これまで主流であった技術に代わる技術．再生できる
エネルギー資源などを用いることにより資源の保全を
図る技術などの意味で用いられる．

オルトケイ酸塩 おるとけいさんえん orthosilicate H4SiO4(H2n＋2SinO3n＋1)の珪酸塩鉱物．現在はこの分類は

使われない．

オルドビス紀 おるどびすき Ordovician(period) 古生代前期，カンブリア紀の次の時代．三葉虫，腕足
類，筆石の全盛時代で魚類，羊歯植物の出現．石灰岩
相多い．

オルドビス系 おるどびすけい Ordovician(system） 古生代オルドビス紀に堆積した地層の総称．

オルビトリナ おるびとりな Orbitolina 白亜紀中期の大型有孔虫の一属．殻は最大３cmの低い
円錐形でこう結（膠結）質（いわゆる砂質）．日本で
は四国などに産出．

折れ曲がり褶曲 おれまがりしゅう
きょく

kink fold 両翼が平坦で，軸部でシャープに折れ曲がる形式の褶
曲．キンク褶曲ともいう．

オロゲン おろげん orogene 時期や形式などが同一の造山運動が起っている地帯．

音圧レベル おんあつれべる sound pressure level 対象音圧と基準音圧との比を対数目盛に変換したもの
で，常用対数の20倍に等しい値（dB）である．すなわ
ち20dBが10倍の音圧比を表す．

音響インピーダ
ンス

おんきょういんぴー
だんす

acoustic impedance 音波の波面で音圧を体積速度で割った値．単位は音響
オーム．



音響基盤 おんきょうきばん acoustic basement 音波探査で広域に分布する最下位の反射面．

音響測深 おんきょうそくしん echo sounding 音波または超音波の往復走時から水深を測定する方
法．浅海より10km程度の深海まで適用．

音響探知法 おんきょうたんちほ
う

sonic detection ①山ハネの前兆である微小破壊音の測定．
②岩盤掘削面のハンマー打撃により緩み層厚を調べる
屈折波探査．

音響的透明層 おんきょうてきとう
めいそう

acoustically transparent
layer

反射法地震探査や音波探査の記録上白く見える部分．
内部に物性の異なる地層境界などがないことを示す．

音響的ひずみ計 おんきょうてきひず
みけい

acoustic strain gauge 被測定物の２点間に張られた弦（測定弦）の固有振動
数の変動を測定し，ひずみを求める計器．振動弦ひず
み計の方が一般的

音響的不透明層 おんきょうてきふと
うめいそう

acoustically opaque
layer

反射法地震探査や音波探査の記録上黒く見える部分．
成層構造をもたず，固結化の進んだ堆積岩や火成岩な
ど．

音響透過損失 おんきょうとうかそ
んしつ

sound transmission loss 音波が物体への入射時の入射音エネルギーに対する透
過音エネルギーの比の逆数の常用対数を10倍したも
の．

オングストロー
ム単位

おんぐすとろーむた
んい

 angstrom unit 長さの単位(Å)．10-10m．

温室効果 おんしつこうか greenhouse effect 地球から反射される近赤外線が大気中の気体分子に吸
収され熱となることにより地球を暖める効果．

音地土壌 おんじどじょう Onji soil 西南日本，特に四国における細粒火山灰土壌の俗称．
多量の火山ガラスを含み，極めて多孔質である．

おんじゃく おんじゃく Onjaku soil 佐賀県北部に分布する玄武岩の風化土の俗称．自然含
水比が最適含水比より高く，盛土材料として不適．

温水養生 おんすいようじょう hot water curing 温水によるコンクリートの養生方法．型枠内外に温水
を循環させる方法と製品を温水中に浸す方法がある．

温泉 おんせん hot spring 温泉法ではつぎの一つに該当するもの．水温25℃以
上・溶存成分が1g/kg以上・所定成分が所定含有量以
上．

温泉華 おんせんか sinter 温泉沈殿物のこと．温泉の化学的成分が噴出孔や経路
に沈殿したもの．

温泉ガス おんせんがす hot spring gas 温泉は周囲の岩石との相互作用で化学物質を含むが，
同時にガスを伴うことが多い．この気体の名称．

温泉型金鉱床 おんせんがたきんこ
うしょう

hot spring type gold
deposit

ごく浅い所で熱水から生成した金鉱床．恐山・別府な
ど．



温泉活動 おんせんかつどう activity of hot spring 温泉水の湧出とそれにともなう諸現象をさす．温泉変
質作用により温泉余土と呼ばれる特殊な粘土を作る．

温泉作用 おんせんさよう hydrothermal process 温泉水が地下で高温の熱水状態を保つとき，接触する
岩石に化学的変化を与え，変質・粘土化をもたらす作
用．

温泉地すべり おんせんじすべり solfataric landslide 地すべりを素因により分類した一つ．温泉変質帯で発
生する地すべり．温泉の硫気・変質作用によってでき
た粘土が素因．

温泉井 おんせんせい hot spring well 温泉を湧出させるために掘削する坑井．

温泉地質学 おんせんちしつがく geology of hot springs 温泉の分布・成因・性質などを地質学的に研究する学
問．

温泉沈澱物 おんせんちんでんぶ
つ

travertine, sinter 温泉中の成分が圧力・ｐＨ変化による溶解度減少で沈
澱したもの．石灰華が多い．湯の華もこれにあたる．

温泉沈殿物 おんせんちんでんぶ
つ

travertine 温泉が地下深所から地表に湧出する際に，温度・圧力
の減少やpHの変化により，温泉水中に溶けている成分
が沈殿したもの．石灰華（炭酸カルシウム），珪華
（シリカ），明礬，硫黄など．

温泉粘土 おんせんねんど solfataric clay 温泉余土と同義．

温泉変質作用 おんせんへんしつさ
よう

solfataric alteration 火山ガスや温泉成分が地下水にとけて酸性の熱水とな
り，岩石と反応して変質・粘土化をもたらす作用．

温泉余土 おんせんよど solfataric clay 酸性の温泉水や熱水により岩石が溶脱されて残った珪
酸やアルミナを主とする粘土．温泉粘土ともいう．ト
ンネル工事においては膨張性地圧が発生しやすい．

御岳火山 おんたけかざん Ontake volcano 長野－岐阜県境に位置する第四紀火山（山頂標高：
3,063m）．安山岩・デイサイト質噴出物主体．最新活
動時期は1979年．1984年の長野県西部地震に伴い大規
模な山体崩壊と岩屑なだれが発生した．

御岳崩壊 おんたけほうかい Ontake rock slide 1984年長野県西部地震に起因する御嶽山南斜面の大崩
壊．岩屑流を伴い，山麓の旅館などで死者15名とされ
ている．

温暖化 おんだんか global warming 地球温暖化と同義．

音戸石 おんどいし Ondo ishi 広島県安芸郡倉橋島産土木・板石用材．中生界含角閃
石黒雲母花崗岩．倉橋石と同質．

温度応力 おんどおうりょく thermal stress,
temperature stress

温度変化による熱膨張・収縮の不均一な発生，または
これらの抑制によって物体内部に生じる応力．

温度回復試験 おんどかいふくしけ
ん

temperature buildup test 高温岩盤に水を注入した場合に，注入を停止した後の
岩盤の温度の回復状況を連続的に測定する試験．



温度規制 おんどきせい temperature control コンクリートの温度応力によるクラックの発生を抑制
するために行う設計・施工上の対策．

温度検層 おんどけんそう temperature logging 孔井内の温度の分布を連続的に測定する方法で，地熱
の賦存状態，地下水・熱水・蒸気の通路となる割れ目
などの検出に用いる．

温度勾配 おんどこうばい temperature
gradient,geothermal
gradient

温度が連続変化している2点間の温度差をその距離で
割った値．地中では深さにつれて温度が上昇する割
合．

温度成層 おんどせいそう thermal stratification 海洋や湖沼において水温の違いにより形成される成層
構造で，おもに夏期に形成される．

温度ひび割れ おんどひびわれ thermal cracking,
thermal crack

セメントの水和反応による発熱に起因した温度応力に
よってコンクリートに発生するひび割れ．

温度ひび割れ指
数

おんどひびわれしす
う

thermal cracking index コンクリートの温度ひび割れの発生を確率的に評価す
る指数．コンクリートの引張強度と引張応力との比で
表される．

温度補償 おんどほしょう temperature compensation 測定装置に及ぼす温度変動の影響を減らすこと．

温度補正 おんどほせい temperature correction 設定した標準温度時の機器の測定値と，温度が変化し
たときの測定値の差分を取り除く補正．

温度躍層 おんどやくそう thermocline 水温の鉛直方向の傾度の一番大きい深さの層．

女川層 おんながわそう Onnagawa Formation 秋田地方に分布する新第三系上部中新統．男鹿半島南
岸女川付近を模式地とする．海成で珪質ないし硬質泥
岩からなる．

音波検層 おんぱけんそう acoustic logging 孔井内で地層中のＰ波の伝搬速度を測定する検層．周
波数15～30Hzのパルス状の音波を発振し，二つの受振
器でとらえる．

音波探査 おんぱたんさ acoustic exploration 海（水）底下の地質構造を調べるための音波による反
射法地震探査．振源にはエアガン，スパーカなどの小
エネルギーのものを使う．

音波反射法 おんぱはんしゃほう acoustic reflection
survey

音波探査と同義．

音波礫層 おんぱれきそう scattering gravel layer 音波探査で，音波が正常に反射しない現象をひき起こ
す礫層．音波散乱層ともいう．

科 か Family 生物の分類単位の一つ．亜科の次に高く，上科の次に
低いカテゴリー．科のカテゴリーに属する個々のタク
ソン．

加圧水型原子炉 かあつすいがたげん
しろ

pressurized water
reactor , PWR

原子炉内の一次冷却水を加圧して直接沸騰させないで
蒸気発生器に通し，二次冷却水を蒸気に変えて取り出
す方式の原子炉．



加圧層 かあつそう confining bed 帯水層に接し，帯水層と比較して透水性の低い地層
で，帯水層を被圧化させる働きをする地層．粘土やシ
ルトなど．

加圧板 かあつばん pressure plate 加圧板法によるpＦ試験において試料室と大気圧側の境
界に用いる素焼き板．

加圧板法 かあつばんほう pressure plate method pＦ試験の一種．密閉した試料室に圧力を加え，その試
料中の水分と大気圧の自由水とを加圧板を介して接続
させる．

加圧掘り かあつぼり full pressure drilling 異常高圧層の掘進には高い比重の泥水で抑圧掘進しな
ければならないが，調泥しやすい比重の泥水を用い不
足分はポンプ循環圧の一部を加え掘進する工法．

過圧密状態 かあつみつじょうた
い

over consolidation 圧密降伏応力が，有効土被り圧より大きい状態．

過圧密試料 かあつみつしりょう over consolidated sample 過圧密状態の試料．

過圧密粘土 かあつみつねんど overconsolidated clay 圧密降伏応力が現在の有効応力より大きい粘土．過去
の先行荷重の除去・乾燥・セメンテーションなどで生
じる．

過圧密比 かあつみつひ overconsolidation ratio 圧密降伏応力と現在の有効応力の比．過去の応力履歴
を示し，粘土のダイレイタンシーを支配する指数．

加圧ろ過（加圧
濾過）

かあつろか pressured filtration 代表的な機械的ろ過方式の一種．圧入された汚泥はろ
枠部に入ってろ過され，脱水ケーキはろ室に蓄積され
る．

カーテンウオー
ル

かーてんうおーる curtain wall 発電所で冷却水とし低温度の深層海水を取水するため
取水口前面に構築し表層海水を遮断する隔壁．

カーテングラウ
チング

かーてんぐらうちん
ぐ

curtain grouting 漏水量，浸透流速および揚圧力の低減などを目的とし
てダム基礎岩盤内に膜状に施工するセメントなどの注
入工．

ガードエレクト
ロード・ログ

がーどえれくとろー
どろぐ

guard electrode
electrical log

電流収束型電気検層．泥水と地層の比抵抗の差が大き
い場合などに精度の高い測定をするための方法．

カードボードド
レーン工法

かーどぼーどどれー
んこうほう

card-board drain method 幅10㎝程度の厚紙を鉛直ドレーン材として軟弱地盤中
に挿入し，地盤の圧密を促進させる工法．

ガードル がーどる girdle ステレオネットに投影された極の分布に現れるパター
ンの一つ．

カーナル石 かーなるせき carnallite KMgCl3・6H2O．斜方晶系．硬度2.5．比重1.60．潮解性

を有する無～白色の六角板状結晶．カーナライトとも
いう．

カーブマッチン
グ法

かーぶまっちんぐほ
う

curve matching 調査結果の解析の際，観測データと理論モデルを比較
し最適構造や最適値を決定する方法．



カーボーン探査 かーぼーんたんさ carborne radiometric
survey

自動車を利用して，移動しながら行う放射能探査．広
い区域を能率的に探査ができる．

カーボナタイト かーぼなたいと carbonatite 方解石やドロマイトを主成分とするマグマ起源の炭酸
塩岩．安定大陸地域や地溝帯で産する．

カーボナタイト
鉱床

かーぼなたいとこう
しょう

carbonatite deposit カーボナタイト中のNb・Sr・Zr・軽希土類などの元素
が濃集した鉱床．またリン灰石・黒雲母・磁鉄鉱など
の鉱床となることがある．

カーボランダム かーぼらんだむ carborundum SiC．六方晶系．硬度9.5．比重3.17～3.21．人工鉱物
で粉末研磨剤の他，耐火材料・発熱体・高温半導体と
して利用．隕石鉱物などとして天然にも産する．

カーボンインパ
ルプ法

かーぼんいんぱるぷ
ほう

carbon in pulp method 金鉱石から金を活性炭に吸着させた後，分離し電解に
より金を回収する精錬法．

カーボンビット かーぼんびっと carbon bit ダイヤモンドビットと同義．

カール かーる cirque 氷河の浸食作用によって形成された急な谷壁で囲まれ
た半円形ないし半楕円形の平面形をもつ谷地形．圏谷
と同義．

カール湖 かーるこ cirque lake 圏谷湖と同義．

カールスバーグ
海嶺

かーるすばーぐかい
れい

Carlsberg ridge インド洋北西部のインド中央海嶺の北方延長にあたる
海嶺．

カールスバド双
晶

かーるすばどそう
しょう

carlsbad twin 火成岩中の斜長石やアルカリ長石に見られるＣ軸を双
晶軸として（010）または（100）面を接合面とする平
行双晶．

カールソン形応
力計

かーるそんがたおう
りょくけい

Carlson stress meter カールソン型土圧計と同義．

カールソン型計
器

かーるそんがたけい
き

Carlson meter 緊張させたピアノ線の伸縮量を電気抵抗の変化として
検出することにより荷重，変位などを計測する計器．
1930年にダムの応力測定用としてＲ．Ｗ．CARLSONが開
発した．

カールソン型傾
斜計

かーるそんがたけい
しゃけい

Carlson type
inclinometer

カールソン型の傾斜計．カールソン型計器参照．

カールソン型土
圧計

かーるそんがたどあ
つけい

Carlson earth pressure
gauge

土圧を受けるダイヤフラムの変位や変形量をカールソ
ン型ひずみ計で測定する土圧計．

カールソン型ひ
ずみ計

かーるそんがたひず
みけい

Carlson strain gauge カールソン型のひずみ計．カールソン型計器参照．

カール氷河 かーるひょうが cirque glacier 凹地形を形成するカール中に発達する山腹の氷河．回
転運動によってカール壁とカール底を削磨し，カール
地形を発達させる．山地氷河の一つである．圏谷氷河
ともいう．



カール壁 かーるへき cirque wall カールの三方を囲う急峻な崖．よく発達したカールで
はカール壁高とカール底長の比率はほぼ1:3になる．
カールを囲む円形状の急な谷壁で氷食が進むとアレー
トやホルンがつくられる．

界 かい group 時間層序区分の最も大きい単位で年代区分の代に対応
し，ある代の期間中に形成された全ての地層をさす．

階 かい stage 時間層序区分の基礎的単位で年代区分の期に対応し，
ある期の期間中に形成された全ての地層をさす．

外因的地質作用 がいいんてきちしつ
さよう

exogenetic geological
processes

風化・浸食・運搬・堆積などのように，地表付近で主
として太陽エネルギーと重力作用などによって生じる
作用．

灰雲サージ かいうんさーじ ash-cloud surge 火砕流の上面から排出された細粒子やガスが地表面に
定着するまでサージとしてふるまう現象．

海淵 かいえん deep 深さ6,000m以上の深海底の凹所のうち，測量により地
形が十分明らかなもの．海溝内の特に深く狭い部分で
あることが多い．

ガイガーカウン
タ

かいがーかうんた Geiger-Müller counter 放射線量を簡単に測定する装置．主にβ線・γ線の壊
変数を測定する計数管．ガイガー域と呼ばれる高電圧
を使用する．1928年ドイツのガイガーとミューラーが
考案．ガイガー・ミューラーカウンタ（計数管）・Ｇ
Ｍ計数管と同義．

海崖 かいがい coastal cliff 海食によって海岸につくられる崖で海食崖ともいう．
しばしば地質構造に従った形を取る．海に面した急斜
面．古い海食崖からなる斜面と，現在海食によって造
られている海食崖の双方を含む．

外核 がいかく outer core 地球の核のうち，中心からの半径約1,300kmより外側の
部分．Ｓ波を伝えないので，液体の状態にあると考え
られている．

灰褐色ポドゾル
性土

かいかっしょくぽど
ぞるせいど

gray-brown podzolic soil 成帯性土壌型の一つ．湿潤冷温帯の落葉樹林下に分布
しポドゾル化は褐色ポドゾル性土より弱い．

貝殻構造 かいがらこうぞう shell structure 軟体動物や腕足類などの殻に見られる炭酸カルシウム
の結晶と有機物質がつくる種々の微細な構造．

貝殻状断口 かいがらじょうだん
こう

conchoidal fracture 二枚貝の内側のような円形または扇状の形をしたくぼ
んだ形の断口．緻密な鉱物や岩石に見られる．

貝殻石灰岩 かいがらせっかいが
ん

coquinoid limestone ほとんど壊れていない貝殻が淘汰されることなく集積
した石灰岩．

海岸気候 かいがんきこう coastal climate 海に面した大陸の周縁部の気候．海陸風の発達が顕著
で全体として大洋気候と大陸気候の中間的特徴を持
つ．

海岸砂丘 かいがんさきゅう coastal sand dune 内陸砂丘に対し海岸に配列した飛砂の堆積による小高
い丘．通常は海岸線に平行か多少斜めに連なる．

海岸浸食 かいがんしんしょく beach erosion 海岸の構成物が削はくされて海岸が後退すること．多
くは他から海岸への土砂供給量の減少によって発生す
る．



海岸浸食制御工
法

かいがんしんしょく
せいぎょこうほう

protection against beach
erosion

波浪による陸岸の浸食を制御する機能を有する海岸構
造物．海岸堤防・防砂突堤・離岸堤・養浜工など．

海岸線 かいがんせん coastline, shoreline ほぼ最高高潮面と陸地が交る線で，その際打ち上げ波
のある場合はそれによって生ずる崖を連ねた線．

海岸段丘 かいがんだんきゅう coastal terrace, marine
terrace

海成段丘と同義．

海岸地形 かいがんちけい coastal landform 過去～現在に至るあらゆる海水準のもとで，波や流れ
などの海の営力を受けて形成された地形．

海岸平野 かいがんへいや coastal plain 成因上，浅い海底平坦面が陸化するか，海から砂礫の
供給によって海岸線が後退してできる平野のこと．

海岸流 かいがんりゅう coastal current 潮流，吹送流，海流の反流や伴流によって生じる海岸
線に平行する流れで，磯波帯の沿汀流と区別される．

回帰式 かいきしき regression formula ある変数が他の変数の変化に対応して変化する関係を
表す数式．

回帰分析 かいきぶんせき regression analysis ある変数yの変動が他の変数x1,x2,…xnの変動によって
どの程度説明されるかを分析する手法．

海丘 かいきゅう hill 海底からの比高1,000m未満の孤立した高まり．頂部が
平坦で比高500m以下のものを特に平頂海丘と呼ぶ．

開渠 かいきょ open channel 一般の河川・道路の側溝などのように自由表面が大気
圧を受け，重力の作用によって流下する水路．

街渠 がいきょ gutter 歩道と車道の境界部にあるＬ型側溝で，完全に舗装さ
れた街路の路面排水に用いられる．

海峡 かいきょう strait 二つの陸地に挟まれた狭い水路で，その両出入口が広
い海域に通じるもの．

外業 がいぎょう field work 屋外，野外における各種諸作業の総称．室内で行う内
業に対する語．

海溝 かいこう trench 海底の細長くて狭く，かつ急斜面で囲まれた深い凹所
で普通6,000m以上の深所．弧状列島と平行し，島弧－
海溝系をつくる．

海溝三重会合点 かいこうさんじゅう
かいごうてん

trench triple junction ３つの海溝が交わるプレートの境界．房総半島沖の日
本海溝－伊豆小笠原海溝－相模トラフの会合点が一
例．

海溝周縁隆起帯 かいこうしゅうえん
りゅうきたい

marginal swell 海溝の大洋側斜面から大洋底に移る境界付近におい
て，ほぼ海溝と平行に形成されている地形的高まり．



開口性フラク
チャー

かいこうせいふらく
ちゃー

non closed fracture 岩盤中の割れ目のうち，地下水などの流動が可能で開
口性の割れ目．オープンクラックと同義．

海溝付加体 かいこうふかたい accretionary prism 付加プリズムと同義．

開口モード かいこうもーど opening mode クラックの変形様式の一つで，クラック面に垂直な方
向に変形する様式のこと．

開口率 かいこうりつ opening ratio 密閉型シールドの排土用開口部の掘削断面積に対する
比率．本来はブラインドシールドで使用した用語．

開口割れ目 かいこうわれめ open crack 岩盤中の割れ目のうち，充填物がなく空隙があるも
の．応力解放や面沿いの風化生成物の流出などにより
形成．

海谷 かいこく submarine canyon 海底谷と同義．

概査 がいさ reconnaissance survey 地質調査などにおいて精査に先行して行われ，対象地
域の概要把握と調査内容の絞り込みを目的とする．

カイザー効果 かいざーこうか kaiser effect 岩石等が応力を受けて微少破壊を起こす発生頻度特性
が，過去に受けた最大応力値を境に大きく変化するこ
と．ＡＥ参照．

開削工法 かいさくこうほう cut and cover method 地表面から溝を掘削し,その中にトンネル躯体を構築
後,埋め戻してトンネルを完成させる工法.

開削トンネル かいさくとんねる cut and cover tunnel 開削工法で構築されたトンネル. 開削工法参照.

海山 かいざん seamount 比高1,000m以上の孤立した円錐形の海底の高まり．比
較的急な斜面と小さな頂部を持つ海底火山．

海山列 かいざんれつ seamount chain 一線に並ぶいくつかの海山．麓は比較的平坦な海底で
分けられる．

χ2検定 かいじじょうけんて
い

chi-square test χ2分布に従う検定統計量を用いて行う，ある確率分布
モデルに対する検定方法．

外射図法 がいしゃずほう external perspective
projection

一般的な地理図に用いられている投射図法で，地球外
の視点から地球に外接する平面に投射する図法．

回収比 かいしゅうひ recovery ratio コアの乱れの判定で一般的に用いられる指標．試料採
取率と同義．

回収率 かいしゅうりつ recovery rate, recovery
factor

注入量に対して戻ってきた量の割合のこと．



塊状 かいじょう massive 節理・片理など分離面の少ない岩盤の性状．

海上曳航磁力計 かいじょうえいこう
じりょくけい

seaborne magnetometer 海上磁気探査において，船から曳航して使用する磁力
計．プロトン磁力計がよく用いられる．

塊状岩盤 かいじょうがんばん massive rock ①層理面や片理面などの発達しない岩盤
②断層・節理などの分離面の少ない岩盤

海上原位置試験 かいじょうげんいち
しけん

offshore in situ
test,offshore in-situ
test

海上で実施する原位置試験で，水深20～30m程度までは
設置式足場などを用いて孔内原位置試験やサウンディ
ングが実施されている．

塊状鉱床 かいじょうこうしょ
う

massive ore deposit 一定の方向性や形状を持たずに濃集した鉱石の集合
体．

海象災害 かいしょうさいがい oceanographic disasters 潮位上昇による高潮・地震や火山噴火による津波・波
浪による海岸浸食などを誘因とする災害．

海上サウンディ
ング

かいじょうさうん
でぃんぐ

offshore sounding 海上でのサウンディングで，静的コーン貫入，標準貫
入，ベーン，イスキメータ試験などが実施されてい
る．

海上磁気測量 かいじょうじきそく
りょう

marine magnetic survey 船舶航行により海上で地磁気の分布を調べること．主
としてプロトン磁力計が使われる．

海上地震探査 かいじょうじしんた
んさ

marine seismic survey 海上で行う地震探査で，反射法，屈折法がある．振源
にはスパーカ，エアガンなどを用いる．

海上重力計 かいじょうじゅう
りょくけい

sea surface gravimeter,
sea gravimeter

船舶に積み込んで使用する重力計で，本体は船上の鉛
直ジャイロスコープ上に取り付けられる．

階状準平原 かいじょうじゅんへ
いげん

stepped peneplane 階段状の形態を示す準平原．

塊状溶岩 かいじょうようがん block lava 玄武岩溶岩のフロントに生ずる，冷却固化した表面が
溶岩の流動に伴い破砕されて等粒径の角張った岩塊集
合体状となった溶岩．

塊状ラテライト かいじょうらてらい
と

massive laterite 連続した固い構造を持つラテライト．

海食甌穴 かいしょくおうけつ marine pothole 波で水中の礫が回転することによって岩の中に穿たれ
た穴．穴の底にはしばしば礫が見られる．

海食崖 かいしょくがい sea cliff 波食・磨食・溶食などにより海に面する斜面基部がえ
ぐられ，その上部が崩壊して形成された崖．波食崖と
同義語．

海食作用 かいしょくさよう marine erosion 波の強い衝撃，砂礫による磨耗，局所的な強い水流，
溶食などによる海岸の浸食作用全体のこと．



海食台 かいしょくだい abrasion platform 潮間帯に形成された波食棚の外縁に小崖を介してその
先の海面下に見られる緩傾斜の浸食面．

海食地形 かいしょくちけい marine erosive feature 波浪や海流による海食作用によって形成された地形．
海食崖・海食台など．

海食洞 かいしょくどう sea cave 海食崖の断層・節理などに沿って深く抉られた穴で，
裏面に抜けると海食洞門になる．

海震 かいしん sea shock 海上で船舶が感知する地震．地震動が音波として海水
を伝わって生じる．

海進 かいしん transgression 海水面の上昇あるいは陸地の沈降や浸食などによっ
て，海岸線が陸側に前進すること．

海図 かいず nautical chart 海域や水路について行われた測量に基づいて作成され
た地図で，船舶の航行に用いられる．メルカトル図法
で作られる．

崖錐 がいすい talus 急崖あるいは自由面から風化生産された岩屑が，その
基部に堆積して作った半円錐状の堆積地形．

崖錐クリープ がいすいくりーぷ talus creep 崖錐を構成する粗粒な岩屑が，ゆるやかに斜面下方に
移動する現象．最も緩慢なマスムーブメントの一つ．

崖錐斜面 がいすいしゃめん talus slope 急崖から生産される岩屑がその基部に堆積してできた
斜面.その傾きは,岩屑の安息角に近い場合が多い.

海水準変動 かいすいじゅんへん
どう

sea level change 海面の陸地に対する昇降運動．海面そのものの運動と
地域的な地盤変動の結果現われる見かけ上の運動があ
る．

海水浸入 かいすいしんにゅう salt-water intrusion 臨海部の帯水層に密度流や地下水位低下に伴う移流に
より海水が浸入し，地下水中の塩分濃度が高まるこ
と．

開水性土留め かいすいせいどどめ non-watertight earth-
retaining structure

地下水の流入を許容する土留めの形式．親杭横矢板土
留めが代表的なものである．

崖錐堆積物 がいすいたいせきぶ
つ

talus deposit 斜面を構成する岩砕あるいは岩盤の一部が，斜面崩壊
により，斜面の基部に半円錐状に堆積したもの．

海水中酸素同位
体比

かいすいちゅうさん
そどういたいひ

seawater oxygen isotope
ratio

海水中の酸素の安定同位体18Oと16Oの比．化石中の酸素
同位体比は，古気候変動の指標とされている．

開水導水路 かいすいどうすいろ headrance canal 管路のように上部が閉塞されたものではなく，また上
部に構造物などがない導水路．

崖錐ほ行（崖錐
匍行）

がいすいほこう talus creep 崖錐クリープと同義．



海水面 かいすいめん sea level 波などの存在を除外した静かな海面．平均高さをとっ
た平均海水面のうち，東京湾中等潮位を我が国の標高
の基準としている．

海水面変動 かいすいめんへんど
う

sea level change 短期的には潮汐，長期的には大陸氷河の消長や地域的
な地殻運動により，海水面が上下すること．

海水揚水発電 かいすいようすいは
つでん

seawater pumped storage
power generation

海を下池として利用し海水を上部調整池へ揚水し発電
する方式．パイロットプラントが沖縄県国頭村に平成
11年３月完成．

開水路 かいすいろ open channel 一般の河川・道路の側溝などのように自由水面が大気
圧を受け，重力の作用によって流下する水路．

開水路流 かいすいろりゅう open channel flow 自由水面を持つ流れ．

ガイスラー管 がいすらーかん geissler tube 真空放電の実験に用いられる放電管．通常電極にはア
ルミニウムを用いる．

海成 かいせい marine 海を成因場所とするもの．

海成相 かいせいそう marine facies 海底にたまった堆積物がもつその生成環境を反映した
独自の特徴．堆積物が定着した水深によって特徴が異
なる．

海成層 かいせいそう marine sediment 海成堆積物と同義．

海成堆積物 かいせいたいせきぶ
つ

marine sediments 海底に堆積した堆積物．陸源性と大洋性に大別でき
る．前者は陸源の砕屑物，後者は生物起源軟泥・礁性
石灰岩など．

海成段丘 かいせいだんきゅう marine terrace 過去の海の浸食・堆積作用で形成された平坦面が陸化
してできた地形．

海成粘土 かいせいねんど marine clay 海底に堆積した粘土．海成粘土が陸化すると，粘土層
からの塩分が溶脱し，練り返し強さが低くなることが
多い．

改正メルカリ震
度階

かいせいめるかりし
んどかい

Modified Mercalli Scale,
MM Scale

WoodとNewmannが，1931年に提唱した12階級の震度階．
アメリカを始めとする諸国で広く使用されている．

開析 かいせき dissection 浸食基準面が下がり，地形の原面が外的営力により浸
食されること．

解析空中三角測
量

かいせきくうちゅう
さんかくそくりょう

analytical aerial
triangulation,
analytical triangulation

解析法を用いた空中三角測量．空中写真上の各点をコ
ンパレータで測定した写真座標を基に，計算機で解析
的に行うもの．

解析空中写真測
量

かいせきくうちゅう
しゃしんそくりょう

analytical triangulation 解析法を用いた空中三角測量による標定と標定結果に
基づく図化作業．解析図化機が使用される．



海跡湖 かいせきこ lagoon 砂州などが湾口で成長し，ついに湾口をふさいで海と
切り離されてできる湖．ラグーン，潟湖，潟ともい
う．

開析谷 かいせきこく dissected valley 地形の原面が外的営力によって刻み込まれ形成された
谷．

解析射線法 かいせきしゃせんほ
う

analytical radial
triangulation

解析的に計算で求めた放射三角測量．写真上で測角中
心から測った角度を使用して，各点の平面位置を求め
る．

解析図化機 かいせきずかき analytical plotter アナログ式の実体図化機の機能を計算機を用いて行う
装置．写真座標とモデル座標の変換をリアルタイムで
行う．

開析扇状地 かいせきせんじょう
ち

dissected fan 浸食谷によって開析された扇状地．

開析台地 かいせきだいち dissected plateau 浸食谷によって開析された台地．

開析度 かいせきど degree of dissection 地形原面が谷の発達により開析・喪失された度合い．

解析ニコル かいせきにこる analyser 偏光顕微鏡に取り付けられた二つの偏光板のうち，上
方の鏡胴に組み込まれたもので下方のニコルに対して
偏光方向が直交する．

開析平野 かいせきへいや dissected plain 河成や海成の平野で浸食基準面が相対的に下がり，浸
食が復活して形成された大地．

回折角 かいせつかく angle of diffraction 光波・音波・弾性波などが回折する角度．

回折格子 かいせつこうし diffraction grating 光の回折現象を応用した分光素子．

回折格子分光計 かいせつこうしぶん
こうけい

grating spectrometer 光のスペクトルを得るために回折格子を用いる装置
で，紫外・可視分光光度計などに分類される．

回折トモグラ
フィ

かいせつともぐら
ふぃ

diffraction tomography 初動以降の回折波や散乱波を用いて，地下の速度異常
についての二次元的イメージを求める弾性波トモグラ
フィの一手法．

階層構造 かいそうこうぞう 同じ岩質でも深度により温度・圧力などが異なり，変
形様式が異なる．これら異なった構造の重なりを示
す．

灰曹長石 かいそうちょうせき oligoclase 灰長石(An)と曹長石(Ab)の中間組成の斜長石で，
Ab90An10～Ab70An30のもの．三斜晶系．硬度6～6.5．比重

2.63～2.65．オリゴクレースともいう．

外挿法 がいそうほう extrapolation ｘの関数f(x)において，任意のｘの値xiがｘの値の最
大値と最小値の間になく外側にある時のf(x)を外挿と
いう．



解像力 かいぞうりょく resolving power,
resolution

光学系の分解能．１mm幅の中で分離して見える縞目の
本数で表される．

海退 かいたい regression 海水面の下降あるいは陸地の隆起などによって，海岸
線が海側に後退（移動）すること．

海台 かいだい plateau 頂上が比較的平坦で広さが100km2以上あり，全周囲につ
いて200m以上の比高をもつ海底の高まり．

外帯 がいたい Outer zone 中央構造線より南の太平洋側の地域．北側から，三波
川帯，秩父帯，四万十帯がある．Ｅ．ナウマンが命
名．

海田大橋 かいたおおはし Kaita bridge 広島市にある中央径間250ｍの日本最大の鋼製桁橋．
1990年完成．

階段基礎 かいだんきそ stepped foundation 構造物基礎の支持力が不足している場合，底面積を広
げるために階段形にした基礎．

開端杭 かいたんくい open end pile 先端部を閉塞しない鋼製，コンクリート製の中空杭．

階段護岸 かいだんごがん revetment with steps 河川や海岸などの水辺空間の親水性や利便性を高める
ために，階段状に施工された緩傾斜の護岸．

階段式魚道 かいだんしきぎょど
う

fish ladder 魚道の一型式で，魚道にいくつかの階段状の段差を設
けて高低差を克服する方式のもの．

階段式採掘法 かいだんしきさいく
つほう

bench mining 採掘切羽を階段状にして，鉱床を水平スライス状に上
方から順次下方に採掘する露天採掘の代表的工法．階
段斜面の傾斜は通常60゜～70゜．

階段状構造土 かいだんじょうこう
ぞうど

steps 緩斜面で高さ数十cmの急傾斜部分と平坦部からなる階
段状の構造土．周氷河地形の一つで階状土ともいう．
急傾斜部分が礫質のものをsorted steps，土質のもの
をnon-sorted steps，土質で植生におおわれているも
のをturf-banked terrace（植被階状土）と呼んでい
る．

階段状断層運動 かいだんじょうだん
そううんどう

step-faulting 階段断層を形成するような断層運動のこと．

階段断層 かいだんだんそう step faults ほぼ同一の走向傾斜の正断層群で，階段状に地層を順
次落下させている断層群．

階段発破 かいだんはっぱ bench blasting 階段状にベンチを作りながら発破で掘り下げていく方
法．施工ベンチの上から鉛直下方または斜面に平行下
向きに発破孔を設定する発破形式．

階段掘り かいだんぼり bench method 露天採掘やトンネル掘削で，階段状に掘削する方式．
トンネルでは，ベンチ式掘削と呼ぶのが一般的であ
る．

階調 かいちょう gradation 画像の連続的濃淡値を整数値に変換したときの濃淡の
変化．白黒写真や画像における濃淡の再現性．



灰長石 かいちょうせき anorthite CaAl2Si2O8．斜長石のCa端成分．三斜晶系．硬度6～

6.5．比重2.74～2.76．広く火成岩，変成岩の構成鉱物
として産する．北海道倶多良火山の噴火遊離巨晶は有
名．アノーサイトともいう．

貝塚 かいづか shell mound 海岸や湖沼近くに移住した古代人が補食した貝類の殻
を遺棄してできた遺跡．その位置と貝種から環境がわ
かる．

海底火山 かいていかざん submarine volcano 海底に生じた火山．海山や海丘でしばしば群をなし，
海嶺・海膨と地形的に漸移する．

海底火山活動 かいていかざんかつ
どう

submarine volcanic
activity

マグマや火山ガスが海底に噴出される作用．溶岩の流
出，火山体の形成，火砕物の堆積，地殻変動などがあ
る．

海底丘 かいていきゅう knoll 深海底から緩やかに盛り上がっている海底地形をさ
す．海山ほどシャープなものではない．

海底金属鉱床 かいていきんぞくこ
うしょう

submarine metallic
deposit

海底下に濃集し，経済性評価の高い金属鉱床．海底熱
水鉱床・重鉱物漂砂鉱床など．

海底ケーブル地
震観測システム

かいていけーぶるじ
しんかんそくしすて
む

ocean bottom seismogragh
system

海底地震計を海底ケーブルを経て，陸上の観測所から
気象庁へデータを送る地震観測システム．

海底谷 かいていこく submarine canyon 海底の谷．大陸棚を浅く刻むものと陸棚斜面を刻み深
海に達するものとに大別される．

海底骨材資源 かいていこつざいし
げん

marine aggregate 海底に分布する骨材（砂利・砕石材）用岩石および
砂．除塩技術の向上により用途拡大．

海底資源 かいていしげん submarine resource 海洋底および海底下に濃集し，経済的価値を有する，
または有することを予想される地殻物質．

海底地震 かいていじしん marine earthquake,
oceanic earthquake

海底が震央となる地震．ほとんどがプレート境界型で
ある．断層が海底面付近まで表れると，津波を生じる
こともある．

海底地震観測 かいていじしんかん
そく

ocean bottom
seismological
observation

海洋底に地震計を設置し，主に海底地震を観測するこ
と．

海底地震計 かいていじしんけい submarine seismograph,
sea-bottom seismograph

海底で観測を行う地震計．碇置浮標方式・自己浮上方
式・海底ケーブル方式などがある．

海底地震探査 かいていじしんたん
さ

ocean bottom seismic
survey

海底の二次元速度構造を調べるための探査手法の一
つ．海底に地震計を複数個線状に設置し，その間でエ
アガンなどによる人工地震波を発生，記録する．

海底地すべり かいていじすべり submarine land slide,
subsolifluction,
submarine sliding,
submarine slope failure

海底堆積物が重力の作用によって斜面を懸濁流を伴っ
て滑動する現象．堆積物の過剰な供給や地震によって
引き起こされる．

海底地すべり堆
積物

かいていじすべりた
いせきぶつ

subsolifluction layer,
submarine sliding
deposit

重力により海底の堆積物が斜面を移動して再堆積した
もの．大規模なものを想定してオリストストロームと
呼ばれたこともある．



海底地盤 かいていじばん submarine ground 海底面を形成する地盤．地盤の種類としては岩盤・砂
地盤・粘土地盤・ヘドロなど．

海底重力計 かいていじゅうりょ
くけい

underwater gravimeter 海底での重力測定を行う重力計．陸上重力計を耐水耐
圧性容器に入れ，船上からケーブルを通して操作す
る．

海底扇状地 かいていせんじょう
ち

submarine fan 海底の扇状地．三角州として形成された大陸棚のもの
と深海底のものとがある．

海底堆積物 かいていたいせきぶ
つ

marine sediment 海水を媒介として運搬堆積した物質で，陸源堆積物と
遠洋性堆積物に分けられる．

海底探査 かいていたんさ undersea prospecting 海底下の鉱物資源や地形・地質および地下構造を調査
するために行う各種物理探査，地質調査．

海底炭田 かいていたんでん submarine coal field 海底下に存在し，経済価値のある炭層が豊富にある地
域．日本では長崎沖，釧路沖が有名．

海底地形図 かいていちけいず bathymetric chart 等深線によって表現された海底の地形図．

海底地質学 かいていちしつがく submarine geology 海洋の地質を研究する地球科学の一分野で，研究分野
は海底の堆積学・層序学・構造地質学など多岐に渡
る．

海底着座ボーリ
ング

かいていちゃくざ
ぼーりんぐ

remote controlled
seafloor drilling

足場が設置できない大水深でのボーリングに用いられ
る方式で，ボーリング装置を海底に沈め，船上からリ
モートコントロールによって操縦する．

海底土石流 かいていどせきりゅ
う

submarine debris flow 大量の堆積物が海底斜面に沿って崩壊・滑動して一度
に移動する現象．

海底トンネル かいていとんねる submarine tunnel 海底下に設けられたトンネル．代表的なものに青函ト
ンネル，関門トンネル，東京湾横断道路などがある．

海底熱水鉱床 かいていねっすいこ
うしょう

sea-floor hydrothermal
deposit

火山活動に伴って海底に湧出した熱水から硫化物など
が沈殿して形成された鉱床．

海底風化 かいていふうか submarine weathering 海底に露出している岩体が，酸化・溶解あるいは生物
の作用を受けて変質し，二次的物質に変化すること．

海底噴火 かいていふんか submarine eruption 海底で起こる噴火．海面の変色や軽石の浮上がりで噴
火が認められることが多い．水圧に打ち勝ち爆発的噴
火に至ると大津波を発生させることがある．

海底噴気堆積性
鉱床

かいていふんきたい
せきせいこうしょう

submarine exhalative
sedimentary deposit

海底で噴気や熱水作用で生成した鉱床．噴気堆積鉱床
と同義．

海底盆地 かいていぼんち ocean basin 海嶺・海膨・海台などで囲まれた深海底の盆地で，大
洋の大部分を占める．



海底面状況図 かいていめんじょう
きょうず

seabed condition map,
submarine environment
map

海底面の傾斜・凹凸・植生などの他，沈没船などの障
害物や海底構築物を記載した図面．

海底油田 かいていゆでん offshore oil field 海洋油田．海底下に賦存する油・ガス田．海洋ブラッ
トフォームなどを用いて開発・生産する．

灰鉄輝石 かいてつきせき hedenbergite CaFe2+[Si2O6]．単斜晶系．硬度6．比重3.64．暗緑色な

いし黒色の柱状結晶でCa，Feに富む輝石．石灰岩，鉄
分に富む堆積岩が接触変成作用を受けてできる．ヘデ
ンベルグ輝石ともいう．

回転貫入鋼管杭 かいてんかんにゅう
こうかんぐい

rotary penetration steel
pipe pile method

鋼管杭を回転しながら貫入することにより無排土でか
つ低騒音，低振動で杭を施工する工法．

回転貫入サウン
ディング

かいてんかんにゅう
さうんでぃんぐ

rotary penetration test ロッドにつけた特殊なビットを地中で回転させその抵
抗の大きさによって土質性状を調査する方法．

回転結晶法 かいてんけっしょう
ほう

rotating-crystal method 短波長の放射線あるいは粒子線を用い，結晶を回転さ
せながら，そのスペクトルを記録する方法．

回転式さく井 かいてんしきさくせ
い

rotary drilling ビットを回転させてボーリングする方式の総称．一般
にはスピンドル方式，石油さく井ではターンテーブル
方式．ロータリー式ボーリング・ロータリー掘削とも
いう．

回転式ショベル かいてんしきしょべ
る

rotating shovel 360度回転して地盤を掘削・排土する形式の油圧ショベ
ル．

回転すべり かいてんすべり rotational slide 円弧状のすべり面上を移動土塊の回転運動を伴って移
動する地すべり．単独型，連鎖型，連動型に区分され
る．

回転双晶 かいてんそうしょう rotation twin 双晶関係にある二つの個体が，互いに双晶軸を中心と
して180°回転した位置を占めあう双晶．

回転断層 かいてんだんそう rotation fault 断層面に垂直な軸を中心に，両側が逆方向に回転運動
をした断層．旋回断層ともいう．

回転根固め工法 かいてんねがためこ
うほう

rotary pile driving
method with foot
protection

既製杭を中空部からのジェット水と杭の回転で埋め込
み，先端をセメントミルクなどで根固めする工法．

回転粘度計 かいてんねんどけい torque viscometer 回転によって生じる摩擦抵抗によって，非ニュートン
流体の粘性などのレオロジー特性を計測する方法．

回転ビット方式 かいてんびっとほう
しき

rotation bit method 地下連続壁施工における掘削方式の一種．掘削機先端
の回転ビットで掘削し，吸上げ方式で土砂を排出す
る．

回転ミル かいてんみる tumbling mill 円筒形ドラムの中で，ロッド（棒鋼）を回転させ，そ
の転動による衝撃と摩擦により原石などを粉砕する機
械．

ガイドウォール がいどうぉーる guide wall 地下連続壁の施工にあたり，掘削機の据付けや掘削位
置決定の定規となるコンクリートまたは鉄筋コンク
リート製の溝壁．



ガイドパイプ がいどぱいぷ guide pipe ボーリング孔口付近の孔壁保護のために挿入するパイ
プ．

ガイドロッド がいどろっど guide rod 写真測量の実体図化機で光学的投射法によらずに投射
機のレンズの接点と模型上の点を機械的に結ぶ金属
棒．

海半球 かいはんきゅう ocean hemisphere 地球を陸と海の占める割合で分けたとき，海を多く含
む半球．

海氷 かいひょう sea ice 海水自身の凍結したもの．生成した海氷がその場を動
かないものが定着氷で漂着した海氷を流氷と呼ぶ．

海表面温度推定
式

かいひょうめんおん
どすいていしき

リモートセンシングによる海表面からの熱放射に基づ
く輝度温度から海表面温度に変換するための推定式．

海浜 かいひん beach, strand 未固結の堆積物から成る海岸で，波によって攪拌され
る範囲．

海浜台 かいひんだい strandflat かつて島であった多くの丘をその上に持つような広い
隆起海食台についてノールウェーでこのように呼ぶ．

海浜堆積物 かいひんたいせきぶ
つ

beach material, littoral
sediment

後浜を含む潮間帯付近の堆積物．

海浜漂砂 かいひんひょうさ beach drift 前浜の傾斜方向に斜交する寄せ波と傾斜方向に沿う引
き波でジグザグ運動しながら海浜を移動する砂状物
質．

海浜平野 かいひんへいや beach plain, strand
plain

浜堤と共にその間が低い凹地で埋められた平野．低地
のかわりに潟湖が存在することもある．

海浜変形 かいひんへんけい change of beach profile 漂砂量の不均衡や波浪の変化・河川からの流出土砂量
の変化などによって生じる海浜の地形の変形をさす．

海浜流 かいひんりゅう nearshore current 波によって生ずる沿岸付近の流れで，磯波帯内の沿汀
流と沖合へ戻る流れからなり，砂の移動に対し重要．

海浜礫 かいひんれき beach shingle, paralic
shingle

海の波によって円磨された礫．

海風 かいふう sea breeze 海岸地方で日中に，海側から陸側へ吹く風．表面付近
の気温が海と陸で異なるためで，夜間は陸風となる．

回復クリープ かいふくくりーぷ recovery creep 一定応力の元で変形が継続するクリープ現象のうち，
応力を取り除くことにより変形が回復する性質のも
の．

外部コンクリー
ト

がいぶこんくりーと external concrete コンクリートダム表面付近に施工される，特に耐久
性，水密性が要求される相対的に富配合のコンクリー
ト．



壊変 かいへん disintegration ある元素が放射線を出しながら他の元素へ移り変わっ
て行くこと．

壊変定数 かいへんじょうすう decay
constant,disintegration
constant

放射性核種の壊変する原子数の，その核種の全原子数
に対する割合．核種ごとに固有の値を示す．

ガイベン･ヘルツ
ベルグの法則

がいべんへるつべる
ぐのほうそく

Ghyben-Herzberg's
formula

海岸付近における地下水の淡塩境界の深さと，海面か
ら地下水面までの高さとの関係の法則．

海峰 かいほう sea peak 海山の一種でその頂上が鋭くとがったもの．

海膨 かいぼう oceanic rise, rise,
swell

長くて幅の広い深海底の高まり．比高数百ｍ，幅は数
百km．

開放井戸 かいほういど open well 人間がその中で作業ができるほどの大きさを持つ掘井
戸で円形・方形・矩形が普通．

開放型シールド かいほうがたしーる
ど

open shield 土圧式や泥水式など密閉型シールドに対する用語で，
切羽面の全部または一部が開放されたシールドの形
式．

解放基盤表面 かいほうきばんひょ
うめん

free rock surface 原子炉などの耐震設計に用いられる設計用基準地震動
を定義するための基盤面．Ｓ波速度が700m/s以上．

解放節理 かいほうせつり release joint 応力解放を主原因として発生する引張応力による節
理．シーテイング節理やレリーズ割目など．

開放多角測量 かいほうたかくそく
りょう

open traverse 多角測量で全体のトラバース線の形状が閉合多角形を
なさず，トラバースの出発点と終点が一致しないも
の．

解放ひずみ かいほうひずみ relief strain 応力解放法を用いた岩盤の初期応力測定において，
オーバーコアリングなどによる応力解放時に岩盤に生
じるひずみ．

海盆 かいぼん ocean basin, basin 円形または楕円形に近い深海底の凹所で，厚い堆積物
を伴うものとそれを欠くものがある．

界面 かいめん interface 二つの物質の境界の面．

海面 かいめん sea surface 海水面や海水凖ともいうが，海面変化曲線などのよう
な複合語として，より多く使用される．

海面上昇 かいめんじょうしょ
う

sea level rise 地球温暖化に伴い海水が膨張したり大陸氷河が融解す
ることにより海水の体積が増加し，海面が上昇するこ
と．

海綿動物 かいめんどうぶつ Porifera, Spongiaria,
Sponges

最も原始的とされる無脊椎動物の一門．多細胞動物．
先カンブリア時代に出現し，ジュラ紀に繁栄．示相化
石として有効．



海面トポグラ
フィ

かいめんとぽぐら
ふぃ

sea surface topography 海面が海底地形を反映して起伏に富んでいる現象．
SEASATSARにより得られた観測結果により明らかにされ
た．

海面変化 かいめんへんか sea level change 陸地に対する相対的な海水面の高さの変化．海水面自
体による変化と陸地の上昇・沈降による場合とがあ
る．

海面変化曲線 かいめんへんかきょ
くせん

curve of sea level
change

現在の海面を基準として過去の海面変化の軌跡を示し
たもの．

海面変動 かいめんへんどう sea level change 海水面変動と同義．

外洋 がいよう open sea 内湾・沿岸に対して，外海の意．あるいは大陸棚縁よ
り沖の海域の意で用いられることもある．

海洋温度差発電 かいようおんどさは
つでん

ocean thermal energy
conversion

海面付近と深海の温度差を利用してタービンを回して
発電する方法．略語は，ＯＴＥＣ．

海洋学 かいようがく oceanography 海洋で生じる自然現象を研究対象とする総合科学．

海洋観測衛星 かいようかんそくえ
いせい

marine observation
satellite

MOSと同義．

海洋観測定点 かいようかんそくて
いてん

ocean station 航空機の安全な運航のため設置された洋上の気象観測
点．

海洋掘削 かいようくっさく ocean drilling 海洋で行われる坑井掘削の総称．移動式掘削装置を主
とし，海底接地方式と浮上方式とに分類される．

海洋構造物 かいようこうぞうぶ
つ

offshore structure 陸地から離れた海域に作られた構造物．油田掘削装
置・海底パイプライン・海上都市など．

海洋作業台 かいようさぎょうだ
い

offshore platform 海底油田掘削用に開発された作業台．近年橋梁工事，
海底の岩盤掘削などの海上工事の大型化で利用が広
がっている．

海洋磁気測定 かいようじきそくて
い

marine magnetic survey 海洋で行う磁気測定．一般的に船や航空機を用いる．
磁力計は主にプロトン磁力計で，地磁気３成分～全磁
力を測定．

海洋地震 かいようじしん プレートの沈み込みによりプレート境界で起きる地
震．プレート間地震と呼ばれることもある．プレート
間で生じたひずみを解消するための弾性反発により生
じる逆断層的動きを示す．海底で発生するために津波
を伴うことがある．

外洋性 がいようせい oceanic 大陸棚縁よりも沖の海域の性格を表す語．浅海性・近
海性の対．遠洋性ともいうことがある．

海洋性気候 かいようせいきこう oceanic climate 大洋の影響を強く受けた気候．気温の日，年較差少な
く，湿度，雲量共に大で風が強いなどの特徴を持つ．



海洋性地殻 かいようせいちかく oceanic crust 海洋底を構成する地殻で，モホ面上に玄武岩質火山岩
を主要部とする厚さ５～10kmの部分．

海洋性鉄マンガ
ン鉱床

かいようせいてつま
んがんこうしょう

marine iron manganese
deposit

地質時代に大陸から海洋へ移動・堆積した易溶性Fe・
Mn鉱床．

海洋測地学 かいようそくちがく marine geodesy 測地学の一分野で海上・海中・海底における観測・調
査・測量など海洋の地形・地質や諸現象を対象とす
る．

海洋大循環 かいようだいじゅん
かん

ocean circulation 地球的規模で流れる大洋の海水循環で，極地方の下方
流・赤道地方の上昇流・地球自転による偏向流・風の
影響が大きい．

海洋潮汐 かいようちょうせき ocean tide 月や太陽などの起潮力により生じる海面の周期的変
動．天文潮位ともいう．普通は鉛直方向の変化だけを
さす．

海洋底拡大説 かいようていかくだ
いせつ

sea floor spreading
theory

マントルからの新しい地殻物質の生成により，海嶺で
誕生した海洋地殻が海溝で沈み込むとするモデル．

海洋底処分 かいようていしょぶ
ん

seabed disposal 主として低レベル廃棄物を海洋底へ投棄する処分方
法．現在では国際条約により禁止されている．

海洋投棄 かいようとうき ocean dumping 放射性廃棄物処分方法の一つで，決められた基準を満
たす廃棄物を海洋底へ投棄すること．現在は禁止され
ている．

海洋投入処分 かいようとうにゅう
しょぶん

ocean disposal 廃棄物を海洋へ投棄処分すること．海洋汚染防止のた
め，法律で，廃棄物種，海域，方法が定められてい
る．

海洋土木 かいようどぼく offshore construction 水深の大きな海域における土木工事や海洋底鉱物資源
などの開発に伴う土木工事のこと．

海洋プレート かいようぷれーと oceanic plate 海洋底を形成しているプレート．中央海嶺で生成し，
海溝で沈み込み消滅する．

外来河川 がいらいかせん exotic stream 湿潤地域に水源を持ち，流下して乾燥地内を貫流する
河川．

外来岩片 がいらいがんぺん accidental xenolith ある岩体や火砕流堆積物中に取り込まれた母岩と成
因，形成時期のことなる異質な岩片．外来捕獲岩とも
いう．

外来結晶 がいらいけっしょう xenocryst 火成岩に含まれる結晶のうち，外部からマグマに混入
したと考えられる結晶．捕獲結晶ともいう．

外来捕獲岩 がいらいほかくがん accidental xenolith 外来岩片と同義語．

外来礫 がいらいれき exotic gravel 近くに礫の供給源がなく，遠方から運ばれてきた礫．
過去の川や氷河の流路を推定するのに役立つ．



海里 かいり nautical mile メートル法による海上の距離を表す単位で，船舶や航
空機の運航に用いられる．１海里は1,852m．

海陸風 かいりくふう land and sea breezes 海岸地方に見られる日中と夜間で風向きがほぼ逆にな
る風の総称．

海流 かいりゅう ocean current 周期的往復運動でない一定方向の海水の流れ．

海流びん かいりゅうびん drift bottle 海流を調査するために流すビンで，拾得した人からそ
の場所と日時を連絡してもらう葉書を入れておく．

改良大森公式 かいりょうおおもり
こうしき

Modified Omori's formula 余震の時間的な減少を示した大森公式を，宇津
(1957,1961)が地震により余震数の減少率が異なること
から，それを考慮し改良した式．

改良型一面せん
断試験機

かいりょうがたいち
めんせんだんしけん
き

improved direct shear
apparatus

在来型の一面せん断試験機に，定体積せん断が可能と
なる垂直ひずみ制御機構などの改良を加えたもの．

改良型沸騰水型
軽水炉

かいりょうがたふっ
とうすいがたけいす
いろ

advanced boiling water
reactor, ABWR

従来型に較べ，再循環ポンプを圧力容器に内蔵させた
点が改良された沸騰水型原子炉で，安全性・経済性が
向上している．

外力 がいりょく force, external force ①地形学的には流水・風・波浪などのように，地形営
力のうちエネルギー源が地球外にあるもの．
②地盤や構造物に外部から作用する力．

海緑石 かいりょくせき glauconite (K,Na,Ca)<1(Al,Fe
3+,Fe2+,Mg)2(Si,Al)4O10（OH）2．単斜

晶系．浅海性堆積物にのみ産出する雲母群で青緑色の
粉末状，微粒状．イオン交換剤として用いられてい
る．

海緑石砂岩 かいりょくせきさが
ん

glauconite sandstone 緑砂と呼ばれ大部分が海緑石の砂粒子で構成されてい
る岩で，微晶質である．

外輪山 がいりんざん somma 二重ないしそれ以上に噴火口が複合している場合の外
側の火口縁．

海嶺 かいれい oceanic ridge 海底の細長い高まり．急傾斜の斜面の横断形はほぼ対
称．

海嶺性ソレアイ
ト

かいれいせいそれあ
いと

ocean ridge tholeiite 深海底山脈である海嶺を構成する玄武岩で，比較的カ
ルシウムに富み，アルカリに乏しい．

海嶺熱水性鉱床 かいれいねっすいせ
いこうしょう

ridge hydrothermal
deposit

熱水溶液を起源に，孤島の背弧海盆や海嶺で沈殿・生
成した鉱床．濃集金属は，Au・Ag・Cu・Pbなど多種．

ガウジ がうじ gouge 断層運動によって生成し（又は形成された）砕屑物の
こと．断層面に脈状に存在する粘土（断層粘土）をさ
すこともある．

ガウス がうす gauss 磁束密度のＣＧＳ電磁単位．記号はGで，ドイツの物理
学者ガウスにちなむ．ＳＩ系ではテスラ．



ガウスクリュー
ゲル図法

がうすくりゅーげる
ずほう

Gauss-Krüger's
projection

地球を回転だ円体として横メルカトル図法を適用した
もの．大中縮尺の地図，測量座標系の図法として適し
ている．

ガウスクロン がうすくろん Gauss chron 鮮新世中期の250～350万年前の正磁極期が卓越した期
間．期間長は研究者により異なる．以前はガウス正磁
極期と呼ばれた．

ガウス定数 がうすていすう Gaussian constant 惑星の公転周期の計算など，天文学の分野で使用され
る定数．その値は0.01720209895である．

ガウス等角二重
投影図法

がうすとうかくに
じゅうとうえいずほ
う

Gauss' conformal double
projection

ガウスが地球回転だ円体を平面地図に表すために球面
上，ついで円筒状へと２段階にわたって行った投影図
法．

ガウスの等角投
影法

がうすのとうかくと
うえいほう

Gaussian conformal
projection

地図投影法における横メルカトル図法の一種で1844年
にC.F.Gaussが発表．回転楕円面から球面を経て平面に
等角投影する方法．

ＣＡＥＳ かえす compressed air energy
storage, CAES

圧縮空気エネルギー貯蔵．英語訳の頭文字による呼び
名．電力エネルギーを圧縮空気エネルギーに変換貯蔵
し，有効利用することを目的とする．

ＣＡＥＳ－ＧＴ
システム

かえすじーてぃーし
すてむ

compressed air energy
storage-gas turbine
system, CAES－GT system

圧縮空気エネルギー貯蔵ガスタービン発電システム．
安価な夜間電力により高圧の圧縮空気を生成し貯槽に
貯蔵しておき，昼間電力需要が増加したときにこれを
利用して発電するガスタービン発電システム．電力貯
蔵技術の一種である．

蛙股池ダム かえるまたいけだむ Kaerumata-ike dam 奈良市西大寺西方約2kmにある，現存するものでは日本
最古の溜池ダム．西暦160年頃の築造とされる堤高17ｍ
のアースダム．

蛙目粘土 がえろめ（がいろ
め）ねんど

Gaerome clay 東海地方の下部鮮新統中に産する堆積性粘土．粘土中
に未分解の石英粒が点在している．愛知県瀬戸市など
産．陶磁器原料・耐火煉瓦原料用材．

蛙目珪砂 がえろめけいさ Gaerome silica sand 蛙目粘土層中の石英粒を選鉱によって濃集させたも
の．板ガラスなどの原料．

火焔ジェット穿
孔機

かえんじぇっとせん
こうき

jet flame machine ジェットエンジンの燃焼機構を応用して，岩石やコン
クリートを穿孔する機械．露天採掘などで使う．

火炎状構造 かえんじょうこうぞ
う

flame structure 荷重痕の一種で，下位に分布する泥が上位の砂層中に
炎状に貫入している構造．泥と砂の密度差により生じ
る．フレーム構造ともいう．

カオリナイト鉱
物

かおりないとこうぶ
つ

kaolinite minerals Al2Si2O5(OH)4の化学組成をもつ層状粘土鉱物の一つのグ

ループ．中でもメタハロイサイトは吸水膨潤し地盤災
害を起こしやすい．

カオリン化作用 かおりんかさよう kaolinization,
kaolinitization

一般的に火成岩が熱水作用でカオリン族鉱物に富む岩
石に変質する作用．作用を受けた岩は陶土の原材料と
なる．陶土化作用ともいう．

カオリン鉱床 かおりんこうしょう kaolin deposit カオリナイト・ハロイサイト・モンモリロナイトなど
のカオリン鉱物を主体とした鉱床．

カオリン・パイ
ロフィライト型

かおりんぱいろふぃ
らいとがた

kaolin pyrophyllite type 熱水変質帯の変質鉱物組み合わせによる分類の一つ
で，酸性変質帯の形成温度150～200度程度，カオリナ
イトとパイロフィライトの共生する白色の変質帯．



画角 がかく angular field カメラレンズの特性値を表す．画角は写真の対角線と
レンズの焦点距離により求まる．

化学温度計 かがくおんどけい geochemical thermometer 温泉・噴気ガスや鉱物から，化学平衡・同位体交換平
衡の温度依存性を利用して地質現象の温度を求める方
法．

化学吸着 かがくきゅうちゃく chemisorption 物体表面とそこに付着した物質の原子または分子間
で，電子の交換により化学結合を生じ物質が吸着する
現象．

科学掘削計画 かがくくっさくけい
かく

scientific drilling
program

超深度の掘削孔により火山・地震・マントルなどにつ
いての情報を得る計画．国際陸上科学掘削計画
（ICDP）などが進行中．

化学圏 かがくけん chemisphere 大気圏のうち，太陽光線により光化学反応を起こす範
囲で，上部成層圏，中間圏，熱圏の一部を含む領域．

化学検層 かがくけんそう geochemical logging 孔内の水圧，水温，pH，酸化還元，電気伝導度，溶存
酸素濃度などのプロファイルを得る検層．地化学検層
ともいう．

化学堆積成鉱床 かがくたいせきせい
こうしょう

chemical-sedimentary
deposit

水溶液中の溶解物質が化学的・生化学的反応により析
出・濃集して生じた鉱床．

化学探鉱 かがくたんこう chemical prospecting 地表でガス・天然水・土壌・岩石などの化学分析を行
い，地下に埋蔵されている鉱床の存在を推定する方
法．

化学的安定処理 かがくてきあんてい
しょり

chemical soil
stabilization

土に石灰やセメントを混合し，力学的強さを増し，地
盤を安定させる処理工法．

化学的改良工法 かがくてきかいりょ
うこうほう

chemical soil
improvement

地盤改良工法の一種で，石灰安定処理などのように土
と安定材の混合によって化学的に地盤を改良する工
法．

化学的化石 かがくてきかせき chemical fossil 化石や地層中に残っている有機化合物．この有機化合
物は生物の進化を解明する基礎となる．

化学的酸素消費
量

かがくてきさんそ
しょうひりょう

chemical oxygen demand 海域，湖沼などの水の汚濁指標の一つ．汚濁物質を酸
化剤で酸化する際に必要とされる酸素の消費量．化学
的酸素要求量(ＣＯＤ)と同義．

化学的酸素要求
量

かがくてきさんそよ
うきゅうりょう

chemical oxygen demand,
COD

有機性汚濁物を，酸化剤を用いて化学的に酸化する時
の酸素の消費量．

化学的石灰岩 かがくてきせっかい
がん

chemical limestone 化学的過程によって水溶液から沈殿した炭酸カルシウ
ムを主成分とする堆積岩．

化学的堆積岩 かがくてきたいせき
がん

chemical sedimentary
rock

水溶液中の溶解物質が化学的・生化学的反応により沈
殿してできた堆積物が固化した岩石．

化学的堆積鉱床 かがくてきたいせき
こうしょう

chemical sedimentary ore
deposit

水中に溶存する成分が化学的な条件や，温度・圧力な
どの物理的な条件の変化で沈殿して形成される鉱床．
広義には蒸発鉱床も含めることがある．



化学的堆積物 かがくてきたいせき
ぶつ

chemical sediment 海水・湖水・地下水などの溶解物質が化学的変化に
よって海底・湖底・陸上などに沈殿してできたものの
総称．

化学的脱リンプ
ロセス

かがくてきだつりん
ぷろせす

chemical phosphorus
removal process

凝集剤などの化学的作用により溶液中のリンを除去す
る過程．

化学的沈殿鉱床 かがくてきちんでん
こうしょう

chemical precipitation
deposit

水中での化学反応や蒸発などにより沈殿，堆積して形
成された鉱床．

化学的風化作用 かがくてきふうかさ
よう

chemical weathering 水，酸素，炭酸ガスなどの作用で溶解，加水分解，酸
化，イオン交換などが生じて鉱物が変質する作用．

化学的有害土 かがくてきゆうがい
ど

chemically nuisance soil 土木構造物の劣化や水質汚染の原因となる化学的に有
害な成分を含む土．人工起源のものと天然起源のもの
がある．

化学的溶脱 かがくてきようだつ chemical eluviation 風化作用などにより，特定の鉱物が溶けて運び去られ
る現象．

化学濃縮法 かがくのうしゅくほ
う

chemical enrichment ウラン濃縮法の一種で，イオン交換などの化学的な手
法により低濃縮する方法．

化学分析 かがくぶんせき chemical analysis 物質の化学組成及び量を測定すること．物質の構成比
の測定を定性分析，構成量の分析を定量分析という．

化学ポテンシャ
ル

かがくぽてんしゃる chemical potential 化学熱力学で，ある成分の量の変化により系全体に生
じるギブス自由エネルギーの変化を表す係数．

鏡 かがみ face トンネルの切羽のこと．

鏡押さえ かがみおさえ face support トンネル切羽の崩落を防ぐ支保材．矢板・吹付けコン
クリート・ロックボルトなどが使用されている．

鏡止め かがみどめ face shuttering 鏡押さえと同義．

鏡止ボルト かがみどめぼると rock bolt for face トンネル掘削時に切羽の安定性を図るために切羽前方
に向けて施工するロックボルト．

鏡肌 かがみはだ slickenside 断層運動により，断層の両側の岩盤が摩擦により磨か
れてできた光沢のある面．鏡面・スリッケンサイドと
同義．

鏡吹付けコンク
リート

かがみふきつけこん
くりーと

shotcrete for face 鏡押さえの一種で，吹付けコンクリートを使用する場
合をいう．

鏡ボルト かがみぼると rock bolt for face 鏡止ボルトと同義．



鏡面 かがみめん slickenside 鏡肌と同義．

かかりき峠断層 かかりきとうげだん
そう

Kakarikitoge fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向．中津川市北西の二ツ森
山付近に位置し，阿寺断層系と共役関係．右ずれ断
層．

河岸浸食 かがんしんしょく bank erosion 河川の流水作用により河岸部が浸食される現象．河岸
の下部が洗掘されて上部が崩落するものも含む．

河岸段丘 かがんだんきゅう river terrace, fluvial
terrace

河川の作用で山間部の河川沿いや山地から出たところ
につくられた平坦面と急崖からなる階段状の地形．

柿迫層 かきさこそう Kakisako Formation 南部九州に分布する古生界下部石炭系上部統．石灰
岩，礫岩，シルト質泥岩を主体とする．

鍵層 かぎそう key bed 離れた地域の地層を対比する目印となる地層で，識別
しやすく，広範囲に渡って同時性であることが必要．

垣根掘 かきねぼり room and pillar working 坑内の適当な位置に岩盤を柱状に残して，採掘空間天
盤を支えながら採掘を進める方法．大谷石の採掘など
に用いられている．

架橋 かきょう bridge forming 孔壁崩壊などにより掘削孔中に落下し，孔内の一部を
塞いでいる岩屑．ストレーナーの目詰まり．

架橋作用 かきょうさよう bridging 孔内の一部が，岩屑によって塞がれている状態．

核 かく core 地球において深さ約2,900km以深の部分．

架空索道 かくうさくどう aerial ropeway 空中に鋼索を架設し，これに搬器を取り付けて様々な
資機材を輸送すること．一種のロープウエーのような
運搬装置．

角落し かくおとし stoplogs, flash board
weir

幅の狭い水路の内側に縦の溝を設け，そこに角材や板
材をはめ込む方式の簡易ゲート．

角岩 かくがん hornstone 珪質岩であり，火打石となる硬質岩．石灰岩中に層状
～団塊状に産するか珪質泥岩が焼成されたもの．
チャートを指す場合もある．

角観測法 かくかんそくほう method of angle
measurement, angle
method

方向角観測法ともいう．角測量において１点から張る
角数が多い場合に各角を精密に決定する方法．

角銀鉱 かくぎんこう chlorargyrite,
cerargyrite

AgClを主成分とし角に似た光沢を有する六面体結晶．
通常は角状の塊ないし皮殻をなす．

拡径型支保工 かくけいがたしほこ
う

expanding support 鋼アーチ支保工の一種．継手部を押し広げ，地山に密
着できるようにしたもの．



較差 かくさ discrepancy, range 二つあるいはそれ以上の観測値や，測量上の観測角を
比較した場合の相互間の差．こう差ともいう．

拡散 かくさん diffusion ある物質の分布に濃度差があり，それが時間とともに
減少し，平衡の分布に近づいていく現象をいう．

拡散光 かくさんこう diffuse light 大気などの媒体による散乱や物体表面での拡散反射に
より，明確な指向性を持たず様々な方向に進む光．

拡散光濃度 かくさんこうのうど diffuse density 半球状光源などからの拡散光の濃度．リモートセンシ
ングにおける通常の濃度計はこの値を測定している．

拡散電位 かくさんでんい diffusion potential 孔井内の地層水の比抵抗，塩分濃度などにより電気化
学的に発生している自然電位の一種．

拡散反射 かくさんはんしゃ diffuse reflection 光がその波長のスケールから見て粗い面を持つ物体表
面で，拡散光として様々な方向に反射される現象．

核磁気共鳴 かくじききょうめい nuclear magnetic
resonance

原子核と回転磁場とが相互作用を起こす現象．

核磁気検層 かくじきけんそう nuclear magnetism
logging

核磁気共鳴現象を利用し，地層の有効孔隙率とその浸
透率を測定する方法．強力な電磁石により，地層内に
誘起される微弱な電磁波を測定する．

確実度Ⅰ かくじつどいち certainty as active
fault Ⅰ

活断層を存在の確実性で３クラスに分けたうちの最上
位．地形的特徴が明瞭で断層の位置・変位が明確なも
の．活断層であることが確実．

確実度Ⅲ かくじつどさん certainty as active
fault Ⅲ

活断層を存在の確実性で３クラスに分けたうちの最下
位．変位の向きが不明で，他の理由によってもそのよ
うな地形が形成される可能性があるもの．活断層であ
る可能性．

確実度Ⅱ かくじつどに certainty as active
fault Ⅱ

活断層を存在の確実性で３クラスに分けたうちの中
位．断層の位置や向きが推定できるが，地形的な特徴
が不明瞭で確実性に欠けるもの．活断層であると推
定．

核種 かくしゅ nuclide 原子または原子核の種類を表わす言葉で，一つの核種
は固有の原子番号と質量数を有する．

拡水法 かくすいほう water spreading 人為的に地下水補給を行う人工かん養（涵養）の手法
の一つ．浸透池法などがある．

角閃岩 かくせんがん amphibolite 玄武岩質岩石の角閃岩相における変成岩で，普通角閃
石・斜長石を主成分とする粒状または縞状の岩石．

角閃岩相 かくせんがんそう amphibolite facies 最も多く分布する変成岩相で，普通角閃石と斜長石を
主成分とする塩基性変成岩からなる変成相．

角閃石 かくせんせき amphibole A0～1B2C5T8O22(OH,F,Cl)2の一般化学式で，(Si,Al)4O11二

重鎖を基本構造とする珪酸塩鉱物の総称．斜方晶系お
よび単斜晶系．柱状または繊維状の結晶．火成岩・変
成岩の造岩鉱物．



角閃石安山岩 かくせんせきあんざ
んがん

hornblende andesite 最も普通な火山岩の一種で角閃石の斑晶を持つ安山
岩．

角閃石岩 かくせんせきがん hornblendite ほとんど角閃石からなる塩基性岩に伴って産出する優
黒質火成岩．

角速度 かくそくど angular velocity 一定時間あたりの，平面上を運動する点と原点を結ぶ
直線がその平面で原点を通る定直線となす角度．

拡大速度 かくだいそくど spreading rate 海嶺から広がる海洋底プレートの生成速度．おおよそ
数 cm／年であることが知られている．

角柱状構造 かくちゅうじょうこ
うぞう

prismatic structure 土壌構造を肉眼的に区別する一形態で，垂直軸方向に
のびている角ばった柱状のもの．

拡張レヤ工法 かくちょうれやこう
ほう

extended layer
construction method

ＲＣＤ工法と同様にダムコンクリートを面状に打設
し，バイブレータを使用して締固める工法．ELCM(エル
コム)ともいう．

確定鉱量 かくていこうりょう proved reserves JIS M 1001「鉱量計算基準」で規程されているもの
で，坑道および坑井で構成される側面で囲まれた鉱画
で容積および品位が確認される鉱量．鉱画を構成する
側面の数と間隔は鉱床の種類によって２または３以上
および30ｍまたは60ｍ以内と規程されている．

確認可採埋蔵量 かくにんかさいまい
ぞうりょう

proved recoverable
reserves

地下資源量のうち，既存発見坑井から一定の範囲にあ
り，地表に回収可能な埋蔵量．

確認埋蔵量 かくにんまいぞう
りょう

proved reserve 石油埋蔵量のうち，現在までに確認されて技術的・経
済的に生産可能な量．

核燃料 かくねんりょう nuclear fuel 2～4%の濃縮度の酸化ウラン．原子力発電では核燃料の
核分裂エネルギーを利用して発電している．

核燃料サイクル かくねんりょうさい
くる

nuclear fuel cycle 原子力発電所から出る使用済み核燃料を再処理し，再
度原子炉で使用する一連の循環過程．

核爆発 かくばくはつ nuclear explosion 連鎖的な核分裂反応により瞬間的に狭い空間で大量の
エネルギーを放出させること．種々の観測により探知
可能．

核反応 かくはんのう nuclear reaction 原子核と他の粒子との衝突によって起こる現象の総
称．原子核の転換を伴う場合に限定することが多い．

核反応分析法 かくはんのうぶんせ
きほう

nuclear reaction
analysis

イオンビームを固体試料表面に照射したときの核反応
によって生成する二次放射線を測定する分析法．主に
水素など軽い元素の定量や表面からの深さ分布の分析
に用いられる．

核反応誘起γ線
検層

かくはんのうゆうき
がんませんけんそう

induced nuclear reaction
gamma-ray logging

地層に中性子を照射して励起させ，放出されるγ線を
測定し，地層構成物質を分析する検層法．

核物理探査 かくぶつりたんさ nuclear survey 天然γ線測定，人工放射性同位元素による散乱γ線測
定，中性子による誘起γ線測定などの探査方法の総
称．



核分裂 かくぶんれつ nuclear fission 原子核が二つ以上の原子核に分裂すること．ウランや
プルトニウム等の重い原子核がほぼ同じ質量のものに
分裂．

核分裂生成物 かくぶんれつせいせ
いぶつ

fission product 核分裂によって生成した核種，あるいは核分裂によっ
て生成した核種が放射性崩壊して生成する核種．

隔壁 かくへき septum, pl.septa ①生物の内部を区分する膜状の構造物．狭義には有孔
虫・さんご（珊瑚）・頭足類の骨格中の仕切板をさ
す．
②圧気工法における圧気部分と無圧気部分を隔てる
壁．トンネル注入時のバルクヘッド．

隔膜式白金セン
サ

かくまくしきはっき
んせんさ

溶存酸素計に用いられるセンサの一つ．通常の白金セ
ンサは主に温度センサとして用いられる．

核－マントル境
界

かくまんとるきょう
かい

core-mantle boundary 地震波速度の変化（急低下・反射）から深さ2,900km付
近に確認される地球内部の不連続面．グーテンベルク
不連続面と同義．

核融合 かくゆうごう nuclear fusion 軽い原子核が衝突して重い原子核ができ，この時エネ
ルギーを放出する核反応．

神楽石 かぐらいし Kagura ishi 長崎県佐世保市産砕石など用材．新第三系～更新統の
玄武岩．金山石ともいわれる．

攪乱粘土 かくらんねんど disturbed clay サンプリングなどによって乱され，原位置での組織や
透水性の状態を保持していない粘土．

隔離 かくり separation 断層の変位の要素に関する用語で，断層ができる前は
ひと続きであった２点が，断層の動きによって引き離
された場合のその２点間の見かけの相対運動による距
離のこと．

確率洪水 かくりつこうずい probability flood
discharge

確率洪水法によって求められる洪水流量と頻度．

確率洪水法 かくりつこうずいほ
う

probable flood 過去の洪水流量の統計資料から確率計算により流量と
頻度を求める方法．河川の計画高水量を算定する目的
で利用される．

確率誤差 かくりつごさ probable error 平均値を挟んである範囲(±ε)を設定し，測定値の半
数がその範囲に入るときεを確率誤差という．

確率的水文学 かくりつてきすいも
んがく

stochastic hydrology 水文現象を確率事象とみなし，その時系列の予測を行
う分野で，決定論的水文学と対をなす．

確率年数 かくりつねんすう probable years, return
period

気象量などにおいて，確率計算で求められる量が発生
する超過確率に対応した再現年数．

確率分布関数 かくりつぶんぷかん
すう

probability distribution
function

統計解析には正規分布などの確率分布が応用される
が，この確率分布を定量的に表現した関数．

確率変数 かくりつへんすう random variable, chance
variable, stochastic
variable

確率事象の関数で用いられる変数のことで，標本空間
を定義域とする．



角礫 かくれき angular gravel, rubble 角のとれてない礫．円磨度からは0.15以上のものをさ
す．

角礫化作用 かくれきかさよう brecciation 構造運動による岩石の破砕作用で，へき開（劈開）や
再結晶作用を伴わない程度の変形．構造角礫．

角礫岩 かくれきがん breccia 角礫を主とする礫岩で，その生成過程によって断層角
礫岩・崖錐角礫岩・火山角礫岩などの用法がある．

角礫貫入岩 かくれきかんにゅう
がん

breccia dike 角礫を含む堆積岩が母岩に貫入した形態を示すもの．
サンドダイク，タフダイクなどを合わせセデｨメンタ
リーダイク（堆積岩脈，砕屑岩脈）ともいう．

角礫構造 かくれきこうぞう breccia structure 岩石が二次的な破砕作用を受け，大小不同の角礫が不
規則に集合したもの．

角礫鉱脈 かくれきこうみゃく breccia vein 破砕された角礫状母岩片・鉱石片の間隙をより後期の
鉱石鉱物や脈石鉱物が充填した鉱脈．

角礫質 かくれきしつ brecciated 岩石が二次的に破砕作用を受け角を持った礫となった
もの．またはその性質を有するもの．

河系 かけい river system 一つの河川の本流とこれに合流する全ての支流を合わ
せたもの．

可傾式スキップ かけいしきすきっぷ tilting skip ロープによってつり下げ，傾けて材料を排出する方式
の運搬箱．

可傾式ドラムミ
キサ

かけいしきどらむみ
きさ

tilting drum mixer 回転軸が傾斜できる形式の円筒形のミキサ．

懸け形水準器 かけがたすいじゅん
き

hunging level トランシットなど，特に正確な水平軸調整に用いる特
別の水準器．懸垂レベルともいう．

掛川層群 かけがわそうぐん Kakegawa Group 静岡県西部に分布する鮮新世の堆積岩層であり，掛川
付近の層序が標準化され鮮新統の模式層となってい
る．

崖崩れ がけくずれ earth-fall 斜面の崩壊現象の呼び名の一種．山くずれ，地すべり
に対して主に都市周辺にみられる傾斜地の崩壊に用い
られる．

掛け矢板 かけやいた lagging 鋼アーチ支保工間に渡して掛けた矢板．比較的良好な
地山との間に挿入し，地山の崩落・肌落ちを防止す
る．

火口 かこう crater 地下のマグマや火山ガスが地表に放出される場所で，
普通円形に近い凹地形．噴火口ともいう．

河口 かこう river mouth, estuary 河川が海あるいは湖沼に流れ込むところで，一般には
海の場合に海水が浸入する河川下流部を含む．



河口域 かこういき estuary 淡水と塩水が混じり合う河川の下流部．

火口縁 かこうえん crater rim 地下のマグマや火山ガスが地表に放出される噴火口の
縁の部分．

花崗岩 かこうがん granite 石英・長石・雲母を主成分にした酸性深成岩．開口節
理が発達することが多く，風化に弱い．

花崗岩化作用 かこうがんかさよう granitization 既存の岩石が溶融状態を経ずに花崗岩質岩石に変化し
ていく作用（変成論）．火成論と対立する．

花崗岩系 かこうがんけい granite series 各種花崗岩の形成を造山帯の発展段階に応じた一連の
深成作用の結果としてとらえたH.H.READ(1949)の学
説．

花崗岩質岩石 かこうがんしつがん
せき

granitic rock 広義の花崗岩．石英・斜長石・カリ長石の比率で種々
の岩石に分類される．

花崗岩質砂岩 かこうがんしつさが
ん

granitic sandstone アルコース・アルコース砂岩と同義．

花崗岩質層 かこうがんしつそう granitic layer 大陸地殻の上層部層．表層の堆積岩層を除くと花崗岩
ないし花崗岩質岩からできているのでつけられた名
称．

花崗岩マグマ かこうがんまぐま granitic magma 花崗岩および花崗岩類の組成を持つマグマで，その形
成には複数の考え方があり，また複合して生じる．

火口原 かこうげん crater floor, atrio 大きい火口やカルデラの内部が平坦な地形をなす部
分．

稼行限界 かこうげんかい mining limit 鉱山の稼行が経済的に成立する限界条件．鉱床の品位
や製品価格などで決まる．

火口原湖 かこうげんこ atrio lake 水をたたえた火口原．

火口湖 かこうこ crater lake 噴火口は普通円形に近いくぼみ状の地形で，そこに水
をたたえたもの．

下降水説 かこうすいせつ descension theory 雨水や海水中の溶存物質が地層中にしみこんだり割目
に沈殿する事によって鉱脈や鉱床ができたとする鉱床
成因説．

火口瀬 かこうせ barranco 火口縁・カルデラの縁の一部が切れて，そこから火
口・カルデラ内部の降水が排出される谷．

河口堰 かこうせき river mouth weir 河口で塩水の浸入や地下水の塩水化を防止する機能に
加えて水資源の開発機能を持つ堰．



花崗閃緑岩 かこうせんりょくが
ん

granodiorite 花崗岩と閃緑岩の中間の組成を有する岩で花崗岩と比
べ斜長石が多く花崗岩より黒味を帯びている．

花崗閃緑斑岩 かこうせんりょくは
んがん

granodiorite porphyry 花崗閃緑岩とほぼ同じ鉱物組成を持つが完晶質で多量
の斑晶を持つ岩石．貫入岩として分布することが多
い．

河口堆積物 かこうたいせきぶつ estuarine sediments,
estuarine deposit

河川が海や湖に流れ込む場所で堆積したもの．相互作
用による堆積環境であり，斜交層理の発達・汽水域の
生物群を伴うことなどが特徴的である．河口成層とも
いう．

火口底 かこうてい crater bottom 地下のマグマや火山ガスが地表に放出される噴火口に
おいて，そのロート状凹地の最下部の部分．

花崗斑岩 かこうはんがん granite porphyry 花崗岩とほぼ同じ鉱物組成を持つ多量の斑晶を持つ岩
石．花崗岩体の周辺に岩脈として分布することが多
い．

稼行品位 かこうひんい mining ore grade 鉱山（稼行中）の出鉱鉱石の平均品位・品位の幅．

河口閉塞 かこうへいそく estuary closing 河川の流送土砂が河口付近で堆積したり，漂砂による
砂州の形成によって河口が閉塞される現象をいう．

火口壁 かこうへき crater wall 火口の内壁．

花崗片麻岩 かこうへんまがん granitic gneiss ①花崗岩が動力変成作用を受けた片麻岩．
②原岩にかかわらず花崗岩の鉱物組成を有する片麻
岩．

火口列 かこうれつ crater row 割れ目火山における割れ目火口の並びのことをさす．

下刻曲流 かこくきょくりゅう enclosed meander,
inclosed meander

自由曲流していた河川がそのまま下刻して峡谷状を呈
したもの．穿入曲流ともいう．

下刻作用 かこくさよう deepening, downward
erosion

河川や氷河によって生じる下方浸食．

嵩上げ かさあげ increasing, raising 堤防・護岸・ダムなどの天端を高めること．河積増
加・縦断勾配修正・貯留量の増加を目的とする．

火砕岩 かさいがん pyroclastic rock 火山砕屑岩と同義．

火砕岩台地 かさいがんだいち pyroclastic plateau 火山砕屑岩からなる台地．

可採鉱 かさいこう pay ore 収益鉱と同義．



可採鉱量 かさいこうりょう workable reserves 採掘して収益をあげうる鉱石の量．コスト次第で可採
鉱量は増減する．

火砕サージ かさいさーじ pyroclastic surge 細かい粒子と高温ガスで構成される高速の粉体流．流
下後に残される堆積物が極めて薄いことが特徴．

火砕サージ堆積
物

かさいさーじたいせ
きぶつ

pyroclastic surge
deposit

低濃度の固体粒子と気体が混合した乱流が地表に沿っ
て流下する，危険な噴火現象による堆積物．

火砕堆積物 かさいたいせきぶつ volcaniclastic deposit,
pyroclastic deposit

火山砕屑岩から構成される堆積物．

可採年数 かさいねんすう ratio of proven reserves
to annual production

残存可採埋蔵量を年間生産量で除した数．現状の生産
量を継続した場合の残りの生産可能年数をいう．

可採品位 かさいひんい cutoff grade 可採鉱量に対する品位．ある時点での可採諸条件を総
合して採掘しうる鉱石の最低品位．カットオフ品位．

可採埋蔵量 かさいまいぞうりょ
う

recoverable reserves 地下資源量のうち，地表に回収できる量．

火砕流 かさいりゅう pyroclastic flow 火口から噴出した高温の溶岩破片とガスの混合物が斜
面を高速流下する現象．1991年雲仙普賢岳でも発生．

火砕流堆積物 かさいりゅうたいせ
きぶつ

pyroclastic flow deposit 火砕流で形成された堆積物．

火砕流台地 かさいりゅうだいち pyroclastic plateau 火砕流堆積物で形成され，平坦で傾斜が緩い台地．

火砕流噴火 かさいりゅうふんか pyroclastic eruption 火砕流を発生させる噴火．突発的で広範囲に大きな災
害を伴うことがある．

花綵列島 かさいれっとう festoon island 太平洋の北～西縁に連なる島弧群．弧状をなす千島・
本州・琉球など各弧が花綵のように配列することによ
る．

笠置石 かさぎいし Kasagi ishi 京都府相楽郡笠置町産土木用石材．中生界花崗岩．片
麻岩質で，石質不良，

カサグランデ型
ピエゾメータ

かさぐらんでがたぴ
えぞめーた

Casagrande piezometer 非金属の多孔管に直径１㎝程度のチューブを接続した
上部開放形の水位計．汎用性が高く，長期観測に適し
ている．

重ね継手 かさねつぎて lap joint コンクリート中の鉄筋の継目など二つの部材の端部を
重ねて連結させた継手．

かさ比重 かさひじゅう bulk specific gravity 試料内部の空隙を試料体積の一部と見なしたみかけの
比重．みかけ比重・容積比重ともいう．



火山 かざん volcano 火山活動に伴って地表附近に生じた構造あるいは地
形．普通は凸地形だがカルデラのように凹地形もあ
る．

火山円錐丘 かざんえんすいきゅ
う

volcanic cone 円錐形あるいはそれに近い外形を持つ火山体．

火山円礫岩 かざんえんれきがん volcanic conglomerate 火山砕屑物を起源とする水磨された円～亜円礫を含む
堆積成の礫岩．

火山学 かざんがく volcanology マグマの発生・進化・移動・地表への噴火など火山現
象を研究し解明することを目的とした自然科学の一分
野．

火山角礫岩 かざんかくれきがん volcanic breccia 径32mm以上のいわゆる火山岩塊と基質からなる火山砕
屑岩で，火山岩塊の含有率が50%を越すもの．

火山ガス かざんがす volcanic gas 地表に噴出されるマグマ由来を主とした揮発成分．大
部分は水蒸気でCO2・H2S・N2他を含む．凹地に滞留し酸

欠状態を作ることがある．

火山活動 かざんかつどう volcanic activity 地下のマグマや火山ガスが地表へ移動・放出される運
動．火山性地震・火山性地殻変動なども含む．

火山ガラス かざんがらす volcanic glass マグマが急冷し結晶化できずに形成された天然のガラ
ス．火山灰の主要構成物質で，特定テフラの同定に利
用．

火山岩 かざんがん volcanic rock マグマが地表あるいはごく浅所で急冷されて形成され
た岩石の総称．火砕岩を含む．

火山岩頚 かざんがんけい volcanic neck 火山本体が浸食された後に残された塔状の火道で，普
通は溶岩や火砕岩で満たされる．

火山岩系列 かざんがんけいれつ volcanic rock series 同質のマグマから種々の段階で形成されたと考えられ
る各種の火山岩の系列．火山岩系とも．

火山岩滓 かざんがんさい scoria 苦鉄質のマグマの発泡などで多孔質のため見かけ密度
が小さい，黒色・暗褐色の火山砕屑物の一種．スコリ
ア．

火山岩屑 かざんがんせつ volcanic detritus 火山の噴火により地表に噴出した破砕固結物質の総
称．

火山観測 かざんかんそく observation of volcanic
activities

火山の状態を把握する観測で，無人にて常時連続的に
自動観測するものと，その都度観測時に計器を持ち込
む繰り返し観測がある．

火山岩塔 かざんがんとう volcanic spine 固結した溶岩の柱として火口上に突出したもので，粘
性の高いマグマが火道内からゆっくり押し出されたも
の．

火山群 かざんぐん volcanic group, volcanic
cluster

成因が似ていて限られた時間・空間を占める一連の火
山の集まり．



火山系列 かざんけいれつ volcanic series,
volcanic row

火山帯よりは規模が小さく，一列に並ぶ火山群をい
う．

火山現象 かざんげんしょう volcanic phenomenon マグマが地表または地表付近に移動することにより引
き起こす現象の全て．狭義には噴火活動としてとらえ
られる．

火山弧 かざんこ volcanic arc 島弧－海溝系の中で活火山を結んで得られる火山列．
山脈や島列のほか海底山脈のこともある．

火山構造性陥没
地

かざんこうぞうせい
かんぼつち

volcano-tectonic
depression

大量のマグマの噴出により噴出口地域に大規模な陥没
が起こり，その輪郭が地域の大構造に支配された凹陥
没地．

火山砂 かざんさ volcanic sand 火山物質から主として構成される砂．ただし，火山砕
屑物の命名には使用しない．

火山災害 かざんさいがい volcanic disasters 火山活動に起因する噴石・降下火砕物・火砕流・土石
流・津波・火山ガス・地震・地殻変動などによる災
害．

火山砕屑岩 かざんさいせつがん pyroclastic rock 火山砕屑物が固結した岩石．砕屑物の種類・粒径・量
比で凝灰岩～火山角礫岩に分類され，火山の多い日本
に広く分布する．

火山砕屑丘 かざんさいせつきゅ
う

pyroclastic cone 火口の周りに火山砕屑物が積み重なってできる円錐形
の火山体で，砕屑物の種類により噴石丘・軽石丘・岩
滓丘・火山灰丘などがある．

火山砕屑物 かざんさいせつぶつ pyroclastic material,
volcaniclastic material

火山活動により生成した砕屑物．二次堆積のものも含
む．

火山作用 かざんさよう volcanism 火山活動と同義．

火山昇華物 かざんしょうかぶつ volcanic sublimate 火山噴気孔周辺で火山ガスが冷却固結したり，相互に
反応するなどしてできる鉱物の集積物．

火山塵 かざんじん volcanic dust 火山灰のうちで極めて細粒のもの．

火山－深成複合
岩群

かざんしんせいふく
ごうがんぐん

volcano-plutonic
association

共通のマグマが火山岩と深成岩に分かれ，複合してい
るもの．太平洋周辺の白亜紀～第三紀に多い．

火山性温泉 かざんせいおんせん volcanic type hot spring 非火山性温泉に対して，熱源が火山活動に直接関係す
る温泉．火山ガス・マグマ水起源の温泉．

火山性荒廃地 かざんせいこうはい
ち

volcanic denuded land 比較的新しい火山体に認められる荒廃地．火山噴出物
に覆われ，変質作用や高海抜のため植生回復が困難な
地域．

火山性地震 かざんせいじしん volcanic earthquake 火山体やその周辺の浅いところで発生する地震．マグ
マの移動に伴って，その周辺に地震が多く発生するよ
うになるので，火山性地震の頻度はマグマ活動度の指
標となる．



火山性粗粒土 かざんせいそりゅう
ど

volcanic coarse-grained
soil

噴火によって放出された火山灰・火山礫などが降下し
堆積した火山性堆積土のうち，粗粒なもの．

火山性地殻変動 かざんせいちかくへ
んどう

volcanic crustal
deformation

火山活動に起因する地殻変動．マグマ溜りの圧力増減
による地殻の隆起・沈降など．局地的差異がある．

火山性地溝 かざんせいちこう volcanic graben 火山作用と関係して山頂部や山腹で基盤の構造線や断
層運動の影響に支配されてできる地溝．

火山性土 かざんせいど volcanogenous soil 火山噴出物をもととする土壌の総称．粒径の粗いもの
は保水性に乏しく，農耕地に不適．

火山性熱水循環
系

かざんせいねっすい
じゅんかんけい

igneous related
hydrothermal convection
system

火山のマグマだまりを熱源とする熱水の存在システ
ム．

火山性微動 かざんせいびどう volcanic tremor 活動的火山で生じ，地震とは呼べない微動あるいは脈
動．

火山層序学 かざんそうじょがく volcano-stratigraphy 火山砕屑物，溶岩などを対象とする層序学．火山体の
形成史や火山活動史などを明らかにする研究分野．

火山帯 かざんたい volcanic belt, volcanic
zone

幅100～200km程度のほぼ同時代の火山の帯状分布地帯

火山弾 かざんだん volcanic bomb 火口から放出された可塑性を保った状態のマグマの破
片．空中で発泡，固化するため特有の形状，構造をも
つ．

火山地形 かざんちけい volcanic landform 火山活動に直接，間接に関連して生じたすべての地
形．

火山地質図 かざんちしつず geological map of
volcano

火山地域の地質図．火山地形・構造・溶岩・火砕物の
性質・年代・分布・形成史・火口・温泉他の情報を含
む．

火山泥流 かざんでいりゅう volcanic mud flow 火山地域において発生する泥流．成因・運動様式・堆
積物の特徴ともに多様．ラハール(lahar)とも呼ばれ
る．

火山島 かざんとう volcanic island 明瞭な火山地形を残す火山体でほぼ全体が構成されて
いるような島．

火山軟岩 かざんなんがん volcanic soft rock 主に火山砕屑岩で，リッパーなどの土木機械で掘削施
工可能な土と岩の中間的性質の岩石．

火山の分類 かざんのぶんるい classification of
volcanoes

火山活動の型による分類，火山の構造および構成物に
よる分類・火山の形による分類などが用いられてい
る．

火山灰 かざんばい volcanic ash 直径2mm以下の破片からなる未固結の火山砕屑物．一般
に透水性が悪く浸食に弱いため土石流の誘因になる．



火山灰丘 かざんばいきゅう ash cone 爆発的噴火活動に伴って火口の周りに火山灰が堆積し
てできる砕屑丘．

火山灰質粘性土 かざんばいしつねん
せいど

volcanic cohesive soil 地盤工学会による土質分類の一つ，火山灰起源の細粒
土で関東ロームなどが含まれる．

火山灰層序学 かざんぱいそうじょ
がく

tephrostratigraphy 主に風によって運ばれた火山砕屑堆積岩の層序学．火
山の発達史・堆積環境・対比などに有用である．

火山灰地 かざんばいち volcanic ash distributed
area

降下火砕堆積物が分布する地域の俗称．

火山灰土 かざんばいど volcanic ash soil,
volcanic ash fall
deposit

火山噴火に伴い放出された火山灰が降下，堆積した火
山性土の一つ．関東ロームは代表的な火山灰土であ
る．

火山灰編年学 かざんばいへんねん
がく

tephrochronology テフラ年代学と同義語．

火山灰流 かざんばいりゅう ash flow 固形物質の50%以上が火山灰からなる火砕流．規模は小

さいものから100km3以上のものまである．

火山発電 かざんはつでん volcanic power
generation

主にマグマだまりが保有する熱エネルギーを利用した
発電．マグマ発電ともいう．

火山フロント かざんふろんと volcanic front 島弧における火山分布の海溝側の縁を結ぶ線で，これ
より海溝側には火山が分布しない．

火山噴火 かざんふんか volcanic eruption マグマの活動によって内部の物質を比較的急激に地表
へ放出する現象．マグマ噴火と水蒸気爆発および中間
型に大別される．

火山噴火予知計
画

かざんふんかよちけ
いかく

national project for
prediction of volcanic
eruptions

観測体制の整備および火山噴火予知連絡会の設置を骨
子として1973年に発足．

火山噴出物 かざんふんしゅつぶ
つ

volcanic product 火山噴火により，地表に排出された火山ガス・溶岩・
温泉水・火山砕屑物などの総称．

火山噴出物未熟
土

かざんふんしゅつぶ
つみじゅくど

volcanogenous regosols 火山性の岩屑，砂礫，火山灰などの非固結の堆積物の
上に分布する,土壌生成作用を示す特徴がほとんど認め
られない土壌．流水などにより再移動した火山砕屑物
を母岩とする場合もある．

加算法 かさんほう summation method 反射法探査において，反射波の到達時刻について地表
付近の低速度層の影響を補正する方法．

火山豆石 かざんまめいし accretionary lapilli 細粒の火山灰が同心の層状構造をなして球状に固結し
たもの．直径1cm以下のものが多い．

火山豆石凝灰岩 かざんまめいしぎょ
うかいがん

accretionary lapilli
tuff

火山豆石を含む火山灰を主とした凝灰岩．



火山脈 かざんみゃく volcanic chain 多数の火山が連なって分布する比較的細長い地帯．

火山毛 かざんもう volcanic hair 爆発的な火山噴火の際に，マグマの一部が飛散し，引
き延ばされて，急冷固化して糸状になったガラス片．
ペレーの毛ともいう．

火山雷 かざんらい volcanic thunder and
lightning

噴火の際に上昇する噴煙の中あるいはその周辺で発生
する雷．噴火活動が盛んな時期に発生する．

火山輪廻 かざんりんね volcanic cycle 火山活動で，噴火から終り(溶岩流流出など)までを一
輪廻という．大型火山は休止期を挟んで多輪廻．

火山涙 かざんるい volcanic tear 火山の爆発的噴火の際に，飛散した粘性の低いマグマ
の微片が急冷固化して生じた丸いガラス質の粒．ペ
レーの涙ともいう．

火山礫 かざんれき lapilli 火山噴出の際に，地表に放出された破片状の固体物質
のうち，直径が２～64mmのもの．

火山礫岩 かざんれきがん lapilli stone ほとんど火山礫からなる火山砕屑岩．ラピリストーン
ともいう．

火山礫凝灰岩 かざんれきぎょうか
いがん

lapilli　tuff 火砕岩の一種．主として，火山礫と火山灰が固結して
できた岩石．

火山列 かざんれつ volcanic row 火山が一列に並ぶ地帯．一般に火山帯よりは規模が小
さいもの．

火山麓扇状地 かざんろくせんじょ
うち

alluvial fan at volcanic
foot

火山体の裾野に広がり，火山体上の谷口を扇頂とする
扇状地．裾野扇状地ともいう．

鹿塩圧砕岩 かしおあっさいがん Kashio mylonite 長野県大鹿村鹿塩を模式地とする中央構造線沿いの領
家帯南縁に発達するマイロナイト（帯）．

鹿塩構造帯 かしおこうぞうたい Kashio tectonic zone 本州中央部，長野県高遠から紀伊半島東部に至る，中
央構造線に沿って帯状に繋がる圧砕岩帯．領家帯の南
縁．

樫尾地すべり かしおじすべり the Kashio landslide 毎年5cm程度の慢性的な滑動を示す徳島県東祖谷山村の
地すべり．三波川結晶片岩地帯にあり，大規模構造運
動により著しく破砕・風化している．

可視・近赤外域
センサ

かしきんせきがいい
きせんさ

visible and near
infrared sensor

可視・近赤外波長帯の電磁波が観測できる，リモート
センシングで最も一般的に用いられているセンサ．

可視光線 かしこうせん visible radiation 電磁波の中で人間が光として感じ得る波長のもの．

可視バンド かしばんど visible band 人間の目が検知できる電磁波の波長帯域をさす．その
波長の範囲は約400nm～700nmである．



可視分光計 かしぶんこうけい visible spectrometer 可視光の発光スペクトルの波長，光強度，波形を測定
する機械．

鍛冶屋断層 かじやだんそう Kajiya fault 活断層．確実度Ⅰ，西北西方向．琵琶湖北東部に位置
し，柳ヶ瀬断層に付随する．左ずれ断層．

荷重 かじゅう load 構造物に作用する外力．載荷試験などで試験体に加え
る力．

過褶曲 かしゅうきょく overfold 褶曲軸面が90゜以下の角度で傾き，両翼の岩層の傾斜
の方向が同一である褶曲．

荷重計 かじゅうけい load cell 物体に加えられた外力を弾性体あるいは油圧で受け
て，これらに生じた変形または油圧の変化を圧力計で
測定して荷重を求めるもの．ロードセルともいう．

荷重痕 かじゅうこん load cast 砂岩層の下底面に形成される球根様・乳頭状または不
規則な形の突起．流痕とは異なり方向性は示さない．
ロードキャストともいう．

荷重速度 かじゅうそくど loading speed, rate of
loading

物体に加えられる外力が，単位時間に増加する量．

荷重耐力係数設
計法

かじゅうたいりょく
けいすうせっけいほ
う

load and resistance
factor design method

構造物の耐力と荷重にバラツキのあることを前提と
し，その確率統計量に基づいて構造物の安全性を評価
する設計法．

荷重－沈下量曲
線

かじゅうちんかりょ
うきょくせん

load-settlement curve 杭や地盤の載荷試験で得られる加えた荷重と沈下量の
関係を表す曲線．

荷重分割法 かじゅうぶんかつほ
う

method of load slices アーチダムを構造解析が可能な二つの構造系の複合体
と仮定する応力解析手法の一つ．

荷重分散法 かじゅうぶんさんほ
う

load distribution method 等分布帯状荷重に対する鉛直地中応力の算定の簡便法
で，荷重が直線的に分散していると仮定する．

荷重－変位曲線 かじゅうへんいきょ
くせん

load-displacement curve 平板載荷試験などの計測結果を縦軸に荷重を横軸に変
位をとり図示したもの．この図から支持力，地盤反力
係数などを求める．

荷重変換器 かじゅうへんかんき load transducer, load
cell

荷重量を対応する電気信号に変換する装置．ロードセ
ルともいう．

可縮支保工 かしゅくしほこう sliding support トンネル掘削で大きな膨張性土圧が作用した時に継手
部が滑動し，座屈・折損を避ける構造の鋼アーチ支保
工．

河床 かしょう river bed 表流水の流路となる細長い凹地の底面．

河床移動物質 かしょういどうぶっ
しつ

bed-load sediment 河川物質や河床物質のうちで，掃流物質となる部分．



過剰間隙水圧 かじょうかんげきす
いあつ

excess pore water
pressure

定常状態の間隙水圧を上回る間隙水圧のこと．一般的
には粘性土層の圧密解析に用いる．

過剰間隙水圧比 かじょうかんげきす
いあつひ

excess pore water
pressure ratio

地中に発生した過剰間隙水圧(⊿u)と定常状態の地中の
有効応力(σ')の比（⊿u／σ')．液状化判定などに用
いる．

河状係数 かじょうけいすう coefficient of river
regime

河川のある地点における数年間の最大流量と最小流量
との比．河川の流況を表すための指標の一つ．

河床勾配 かしょうこうばい river bed slope 河川の平水時に水に覆われる地盤の流れに沿っての勾
配．

河床砂紋 かしょうさもん ripples of river bed 水理条件と河床砂の特性に応じて形成される砂漣・砂
堆・反砂堆などの砂の形状．

可照時間 かしょうじかん possible sunshine hours 日の出から日没までの最大日照時間．

河床縦断曲線 かしょうじゅうだん
きょくせん

stream profile 距離を横軸に取り，距離に対応する最深河床高を連ね
た曲線で，河川の縦断形状を表示するもの．

河床縦断面 かしょうじゅうだん
めん

section of river bed 河床部の上下流方向の断面図で，河床横断図と直交す
る断面．

河床取水口 かしょうしゅすいこ
う

streambed intake 河川水を用水路などに引き込むための取水口のうち，
それが河床に位置するもの．

河床洗掘 かしょうせんくつ river-bed scour 浸食土砂量が堆積土砂量よりも大きい非平衡状態のた
め，河床材料が流れの作用によって運び去られるこ
と．

河床粗度 かしょうそど bed roughness 河床の大小様々の凹凸．

河床堆積物 かしょうたいせきぶ
つ

river bed deposit 河床に見られる泥・砂・礫などの堆積物．一般的に円
磨されて丸味を帯びている．

河床低下 かしょうていか river bed degradation 浸食力の激変により河床が低下すること．浸食力の激
変は，地形改変により河床勾配が急変するため起こ
る．

河床土砂 かしょうどしゃ river bed deposit 河道沿いに分布する，河川により運搬，堆積した土
砂．

河床変動 かしょうへんどう river-bed evolution 河川の河床の経年変化，特に流路の移動や河床の鉛直
的変化．

過剰揚水 かじょうようすい excessive pumping 帯水層に適した量以上に揚水を行うことにより井戸の
枯渇・地盤沈下・水質汚染などの障害を生じさせるよ
うな揚水状態．



河床礫 かしょうれき river bed gravel 河床に分布する河床堆積物のうち，粒径２mm以上のも
の．

河食崖 かしょくがい river cliff 河食作用(浸食・運搬作用)により形成された一定程度
の比高をもつ河岸の急崖．

河食作用 かしょくさよう fluvial erosion 河水による浸食．河水は量と河川勾配に関係した一定
量のエネルギーを持ち，岩屑の運搬と削磨が行われ
る．

河食地形 かしょくちけい fluvial erosion
topography

河川の浸食作用（下方浸食や側方浸食）によって形成
される地形の総称．洗掘，磨食などがある．

柏尾石 かしわおいし Kashiwao ishi 新潟県村上市柏尾産土木用石材．新第三系石英粗面
岩．灰黄色，堅硬，割れ目多い．

柏崎油田 かしわざきゆでん Kashiwazaki oil field 新潟県柏崎市に位置する石油・ガス田．貯留層は，新
第三系寺泊層の砂岩，凝灰岩．

加振機 かしんき vibration exciter 土の動的性質を調べるため，振動または繰り返し荷重
を加える加振装置．電気・機械式がある．

ガス圧接 がすあっせつ gas-pressure welding ガスの燃焼熱で母材を溶かして接合する溶接方式．鉄
筋の継手などに使用．

ガス油比 がすあぶらひ gas-oil ratio 溶存ガスを含む原油を地上状態に置いたときの遊離ガ
ス体積と液体原油体積の比．

加水雲母 かすいうんも hydromica 火山岩に含まれる雲母類の熱水による変質で形成され
る雲母類－スメクタイト混合層鉱物．

加水酸性 かすいさんせい hydrolytic acidity 土壌に水または中性塩の溶液を加えた時に遊離する水
素イオンで生じる酸性．（活酸性と潜酸性がある）

加水ハロイサイ
ト

かすいはろいさいと hydrated halloysite Ｘ線回折で（001）面の反射が10Åを示す，層間に十分
水和した状態のハロイサイト（10Å）をさした古語．

加水分解 かすいぶんかい hydrolysis 塩と水との反応で，酸や塩基をつくる反応．化学的風
化は，鉱物の加水分解により起こる．

加水分解堆積物 かすいぶんかいたい
せきぶつ

hydrolysate 岩石の化学的風化作用の過程において，岩石を構成す
る鉱物の加水分解により生じた不溶性物質の総称．

ガスカット がすかっと gas cut ボーリング掘削中にガス層に逢着し，泥水中にガスが
混入する状態．

ガスガン がすがん gas gun 海域の反射法探査に用いられる非爆薬震源の一種．プ
ロパンやブタンと酸素や空気の混合ガスを爆発させ
る．



ガス吸着法 がすきゅうちゃくほ
う

gas absorption method ガスの吸着現象を利用した土の比表面積の測定法．気
体吸着法，BET法ともいう．

ガスクロマトグ
ラフィ

がすくろまとぐらふ gas chromatograph 試料を加熱気化させ，成分分析を行う装置．石油・天
然ガス，火山ガスなどの分析に利用される．

ガス検知装置 がすけんちそうち gas detector 空気中のガス（メタンガス・一酸化炭素・二酸化炭素
など）の含有率を測定する計器．

ガス鉱床 がすこうしょう gas deposit 地層中に稼行対象となる天然ガスを含む鉱床．遊離ガ
スおよび水溶性ガスとして存在．

上総層群 かずさそうぐん Kazusa Group 房総～三浦半島にかけて分布する新生界鮮新統末～中
期更新統．砂岩，泥岩の互層からなる．多数の火山灰
を挟み詳細な層序が明らかにされ，関東地方の第四紀
標準層序の一つ．工学的には一軸圧縮強度1～5MPa程
度．

上総掘り かずさぼり Kazusa bori 千葉県上総地方で使われてきた井戸の掘削方法．竹の
弾力性を利用して人力により掘削する．

ガス水和物 がすすいわぶつ gas hydrate 常温・常圧下での気体元素・化合物と水との結合物．
天然ガス水和物など．

ガス井 がすせい gas well 主に天然ガスを産出する坑井．遊離したガスを産する
ものと水溶性ガスの形で産するものがある．

ガス層 がすそう gas reservoir 天然ガスが連続相をなす層．または水溶性天然ガスを
多量に含んだ水が連続相をなす層．

ガスタービン発
電機

がすたーびんはつで
んき

gas turbine generator 高温高圧のガスによってタービンを駆動して発電する
装置．

ガス徴 がすちょう gas showing, gas
indication

坑井掘削時に見出される地下における天然ガスの存在
を示す兆候．または地表へのしみ出しなどの天然兆
候．

ガス田 がすでん gas field 主として天然ガスを生産している区域．

ガス抜き がすぬき gas drainage 石炭の採掘時に，存在するメタンなどの高圧ガスを，
ボーリングなどにより抜き安全を確保すること．

ガス抜き工法 がすぬきこうほう gas drainage 石炭鉱山保安上，ガス突出防止，応力解放，坑道気流
中へのガス湧出緩和のためにボーリングを利用して地
山ガスを抜き取る工法．

ガス爆発 がすばくはつ gas explosion 空気中でメタンガスなどの可燃性ガス濃度が爆発範囲
内にある場合に生じる爆発．

ガス付随水 がすふずいすい accessory water 水溶性ガスの採収において，同時に取り出される水．
地盤沈下対策のために地中に還元されることもある．



ガス分析 がすぶんせき gas analysis 気体試料を対象として取り扱う化学分析（JIS K
0211）．

ガス分析計 がすぶんせきけい gas analyzer ガスの組成を分析し成分や濃度を決定する装置．ガス
の物理的性質や化学的性質を利用するものがある．

ガス飽和度 がすほうわど gas saturation 貯留層（岩）において，間隙体積中に占めるガス相の
体積比率．

霞石 かすみいし nephelite (Na,K)AlSiO4．六方晶系．硬度5.5～6．比重2.56～

2.65．白～灰色，アルカリ火成岩に特徴的鉱物．ある
種の片麻岩，苦鉄質岩中にも産する．

霞岩 かすみがん nephelinite 霞石および輝石を主成分とする緻密或いは斑状の火山
岩．日本では島根県浜田市長浜付近の玄武岩中にあ
る．

ガス水比 がすみずひ gas-water ratio 水溶性ガスを生産する地区において，産出されるガス
と水の地表での体積比．

霞大理石 かすみだいりせき Kasumi marble 岐阜県大垣市金生山産石材．大理石．二枚貝・巻貝・
ウミユリなどの化石を含む．

霞堤 かすみてい open levee,
discontinuous levee

急流河川に設けられる堤防の一種で，平水時の排水の
容易性と出水時の穏やかな氾濫を目的として設置され
る．設置地点では堤防全体は不連続となり，下流側の
堤防を上流側の川裏に延長し口をあけておく．

ガス湧出 がすゆうしゅつ emission of gas ガスを含有する地層の表面から，一様にガスが湧出す
ること．

ガス容積係数 がすようせきけいす
う

gas formation volume
factor

ガス田において，地表でのガスの容積と，地下の貯留
層でのガスの容積の関係を表す係数．主に貯留層の圧
力と温度で決まる．

ガス用炭 がすようたん gas coal ガス製造に適した石炭．揮発分に富み，酸素含有量に
乏しい粘結炭が適するとされる．

加須良断層 かずらだんそう Kazura fault 活断層．確実度Ⅰ，北北西方向．両白山地東部に位置
し，御母衣断層系に属す．左ずれ断層．

ガスリフト がすりふと gas lift 油層圧力が減退した油井の適当な深度にガスを吹き込
み，原油密度を下げて生産を補助する方法．

ガス冷却炉 がすれいきゃくろ gas-cooled reactor (GCR) 冷却材として気体（空気，炭酸ガス，ヘリウムなど）
を用いる原子炉．国内では東海原子力発電所で採用．

ガスレーザード
リル

がすれーざーどりる gas laser drill レーザーを岩石に照射させて掘削するドリル．

ガスロッキング がすろっきんぐ gas locking 油井で坑内採油ポンプのバルブホールにガスが溜り機
能が低下すること．



河成 かせい fluvial ｢河の｣という意味の形容詞．河の作用－浸食・運搬・
堆積－を示すとき，特に堆積に関しての使用が多い．

火成活動 かせいかつどう igneous activity 地下深部におけるマグマの発生，マグマの上昇・貫
入・噴出・固結というマグマの活動に関する諸作用．

火成岩 かせいがん igneous rock マグマが固結して形成された岩石．マグマの成分で塩
基性や酸性となり，固結した場で深成岩または火山岩
になる．

火成岩コンプ
レックス

かせいがんこんぷ
れっくす

igneous rock complex ある地域での火成岩体が多種の岩石からできていると
き，その岩体をいう．領家コンプレックスなどがあ
る．

火成岩体 かせいがんたい igneous rocks body 地質学的に連続して分布する火成岩（地下深部に由来
するマグマが固結して形成された岩石）の大規模な岩
塊．

火成岩の産状 かせいがんのさん
じょう

mode of occurrence of
igneous rocks

火成岩が活動した状態を表した形態．その形によっ
て，底盤・餅盤・岩株・岩脈・岩床・溶岩などと名付
けられている．

火成作用 かせいさよう magmatism 火成活動と同じ．

過制振 かせいしん over damping 地震計の振り子の減衰定数hが1より大きく，制振作用
が強すぎること．

河成層 かせいそう fluvial sediment 河川の浸食・削剥・堆積作用により形成された堆積
物．

河成堆積物 かせいたいせきぶつ fluvial sediment,
fluvial deposit

河川により運搬され，海に達する以前に堆積した堆積
物の総称．河川堆積物・沖積堆積物ともいう．

河成段丘 かせいだんきゅう river terrace 河川に沿って分布する階段状の台地の地形．谷底平野
が現河床より高くなったもので，河岸段丘ともいう．

火成論 かせいろん plutonism 岩石生成の根本的原因が火成活動によるとする学説．
深成論ともいう．水成論に対して，水の作用を認めな
がらも地球内部の熱の果たす役割を重要視する学説．

化石 かせき fossil 地質時代の生物（古生物）が死後地層中に埋もれ，
残ったもの．遺体と遺跡または生痕（生活の跡）に区
分される．

化石インボ
リューション

かせきいんぼりゅー
しょん

fossil involutions 周氷河地域の表層で形成されたインボリューション
（変形構造）の化石．過去の周氷期気候を示す．

化石エネルギー
資源

かせきえねるぎーし
げん

fossil energy resources 石炭・石油・天然ガスなど，地層中で長い時間をかけ
て生成された炭素化合物の燃料資源．

化石塩水 かせきえんすい fossil salt water 地層の堆積時に地層中に閉じこめられた堆積当時の海
水．



化石化作用 かせきかさよう fossilization 生物が死後，埋もれ，他の成分により置換され，化石
として保存される作用．

加積曲線 かせききょくせん accumulation curve 累積度数分布を曲線で表したもので，積算曲線・累加
分布曲線ともいう．粒径分布などに用いる．

化石群集 かせきぐんしゅう fossil coenosis 同一層準の同一地点から産出した化石全体をさす言い
方．似た化石群集を含む地層の時代は同一と判断す
る．

河跡湖 かせきこ cutoff lake formed by
old river

河川の流路の一部が流路から切り離されて湖になった
もの．三日月湖はその代表．

化石湖 かせきこ fossil lake 湖成堆積物あるいは湖岸地形から推定できる過去の地
質時代に存在した湖．

化石構造土 かせきこうぞうど fossil patterned surface 主に凍結作用によって形成される幾何学的な地形や微
形態の総称で，過去に形成されたもの．

化石準平原 かせきじゅんへいげ
ん

fossil peneplain 準平原が沈降してその上に被覆層などが堆積した埋没
準平原，および被覆が浸食されて再び地表に現れた準
平原．

化石床 かせきしょう fossil enclosure 化石層内で，化石を含む地層部分が含まない地層部分
を間に挟んで断続している場合，その地層の部分をい
う．

化石植物群 かせきしょくぶつぐ
ん

fossil flora ある時代に産地に近接する一定の地域に棲息した植物
が一つの地層から産する時，その植物化石全体のこ
と．

化石浸食面 かせきしんしょくめ
ん

fossil erosion surface 被覆層に覆われた古い浸食面，および被覆が取れて再
び地表に現れた浸食面．地質学的には広義の不整合
面．

化石人類 かせきじんるい fossil men 化石で発見される分類学上のヒト科（一般に道具を製
作する生物）に属するものの総称．約200万年前の
Australopithecusなど．

化石水 かせきすい fossil water 地層形成時の海水や地下水がそのまま地層中に閉じこ
められたもの．油田，ガス田に伴われる塩水がこれに
あたる．

化石相 かせきそう biofacies 含有される化石群の時間的空間的性質の特徴による地
質の捕らえ方．地層の堆積相，岩石の岩相に対応す
る．生相ともいう．

化石地形 かせきちけい exhumed fossil landscape 新しい堆積物に覆われて埋没した古い地形，および被
覆層が取れて埋もれる前の地形が再び地表に現れたも
の．

化石土 かせきど fossil soil 化石土壌と同義．

化石動物群 かせきどうぶつぐん fossil fauna ある地域のある時代の地層から産出する化石群集に基
づいて考えられる動物群．環境・年代対比の手段とな
る．



化石土壌 かせきどじょう fossil soil 新しい被覆層に覆われて土壌生成作用が中断し，生物
化石のように地層中に保存された過去の土壌．

化石燃料 かせきねんりょう fossil fuel 地質時代の動植物の遺骸（化石）に由来した石炭・石
油・天然ガスの総称．

化石燃料鉱床 かせきねんりょうこ
うしょう

fossil fuel deposit 燃料鉱床と同義．

化石燃料埋蔵量 かせきねんりょうま
いぞうりょう

fossil fuel reserve 地質時代の生物が化石化して生成された石炭や石油・
天然ガスなどの燃料の埋蔵量．

化石氷楔 かせきひょうせつ ice-wedge cast 過去に形成された氷楔（永久凍土中に形成されたくさ
び状の氷脈）が気候の温暖化に伴って解け，そこに上
部の土が落ち込んでできた氷楔の鋳型．気候変化の証
拠となる．

化石木 かせきぼく fossil wood 地質時代の樹木の主として樹幹が化石となって地層中
に保存されたもの．炭化木や珪化木がある．

化石林 かせきりん fossil forest 森林の立木がそのまま堆積物に埋まり，樹幹や根が化
石化したもの．

仮設構造物 かせつこうぞうぶつ temporary works ダムや橋梁などの本体工事を施工するために必要な仮
の構造物．例えばクレーンやダムの転流工など．

架設用設備 かせつようせつび erection equipment 橋梁などの構造物を架け渡す時に必要な仮設構造物．
アンカーを取ったワイヤ, あるいは索道など．

カセトメータ かせとめーた cathetometer 隔たった２点間の鉛直距離を離れた位置から精密に測
定する機器．

風の運搬作用 かぜのうんぱんさよ
う

transportation by wind 風が岩石や鉱物などの物質を元の場所から他の場所に
運搬する作用．浮遊・跳躍・表面匍行からなる．

風の堆積作用 かぜのたいせきさよ
う

deposition by wind 風により運搬される物質の堆積作用．代表的堆積物と
してレスがあり，堆積形状として砂丘がある．

加背割 かせわり division of tunnel face
section

トンネル，地下空洞などの掘削の際に，地山の自立性
を確保するため掘削断面を幾つかの部分に分割して区
画を決めること．

河川営力 かせんえいりょく agency of river 河川地形を変化させる営力のことで，流水がそれにあ
たる．

河川改修 かせんかいしゅう river improvement 河川の断面の拡大，河道の正整などによって洪水の疎
通能力を向上させ，洪水被害を小さくする事業をい
う．

河川環境 かせんかんきょう river environments 生活様式・文化・風土まで含めて人間の生活環境を形
成するもののうち，河川が関与しているもの全てをさ
す．



河川管理施設 かせんかんりしせつ public administed
institution on river

河川管理上必要なダム，堰，水門，堤防，護岸，床止
め，その他の施設のこと．

河川計画 かせんけいかく river planning 洪水調設などの治水計画と，農業・工業・生活用水の
需給などの利水計画を併せたものの総称．

河川工学 かせんこうがく river engineering 河川の諸性質を基に，災害防止や利水のための計画・
設計などを対象とする工学．

河川勾配 かせんこうばい gradient of rivers 河川縦断面の勾配．流域山地の起伏が小さいほど，ま
た流域面積が大きいほど小さい．流域の岩盤の性質も
反映．

河川災害 かせんさいがい river disasters 平地河川において発生する災害をいい，河道部に生じ
る河道災害と堤内地に生じる内水災害とに区分られ
る．

河川取水口 かせんしゅすいこう river intake 堰などによってせき止められた河川水を用水路などに
引き込むための取水口．

河川浸食 かせんしんしょく erosion of rivers 河川による地表面を掘り削る現象，およびその作用．
流奪・溶食・研磨など．浸食作用には運搬作用が含ま
れる．

河川争奪 かせんそうだつ river piracy, river
capture

隣接する河川のうち一方が他方の水流を奪う現象．河
床の高度差と浸食力の差が大きい場合に生じる．

河川堆積環境 かせんたいせきかん
きょう

fluvial depositional
environment

河成平野における堆積環境．一般に山麓には扇状地が
発達し，谷底平野の氾濫原内には軟弱地盤が発達す
る．

河川堆積物 かせんたいせきぶつ fluvial sediment 河川の堆積作用によって形成された堆積物の総称．扇
状地，三角州や自然堤防帯などに堆積される．河成層
ともいう．

河川地形 かせんちけい fluvial morphology,
fluvial landforms

河川の浸食・堆積などの作用によって形成された地形
の総称で，沖積平野や河岸段丘などがある．

河川の運搬作用 かせんのうんぱんさ
よう

transportation of rivers 河川が岩石や鉱物などの物質を元の場所から他の場所
に運ぶ作用．化学的運搬と機械的運搬とがある．

河川保全区域 かせんほぜんくいき zone for river
conservation

河岸や河川管理施設を保全するため，土地の形状変更
行為や工作物の新改築を河川法により規制した区域．

河川密度 かせんみつど river density 水系密度と同義語．

河川利用率 かせんりようりつ ratio of utilized river
discharge

河川の正常流量を平均流量で割った値．正常流量は下
流の利用に必要な流量と河川の機能を保つために必要
な水量（維持流量）の和．

河相 かそう river regime, river
phase

河道の形状，堆積物の形態，植生などを含めた河川の
様相．



仮像 かぞう pseudomorph 外形を保ったまま成分の一部あるいは全部が別の成分
に置換された鉱物．

画像解析 がぞうかいせき image analysis 画像データに補正，強調，分類などの処理を行い，そ
こに含まれている情報を抽出するプロセス．

画像強調処理 がぞうきょうちょう
しょり

image enhancement 解析に適した画像にするために，明暗や色調の差を改
善する処理．コントラスト強調やエッジ強調がある．

仮想すべり面 かそうすべりめん assumed sliding plane 均質な斜面の安定性を評価する目的で，解析上仮定す
るすべり面のこと．

仮想層位 かそうそうい phantom horizone 反射法の記録断面で相関の悪い範囲では各反射面の傾
斜角に従って連続する一本の曲線が引かれるもの．

画像ディジタイ
ザ

がぞうでぃじたいざ image digitizer 画像入力装置と同義．

下層土 かそうど subsoil 表土の下にある土の総称．表土に比べ腐植物が少な
く，より緻密である．

画像入力装置 がぞうにゅうりょく
そうち

image input system 写真や図面，ビデオなどのアナログ画像をデジタル画
像に変換する装置．ＣＣＤスキャナなどがあげられ
る．

仮想反射面 かそうはんしゃめん phantom horizon 反射法の記録断面または深度断面などで，相関の悪い
反射面を傾斜角に従って適当につなぎ合わせた連続
面．

加速クリープ かそくくりーぷ accelarate creep クリープ変形を変形速度の変化によって３つの段階に
分けたときの最終段階で，変形が増大し破壊に至る過
程．三次クリープと同義．

加速浸食 かそくしんしょく accelerated erosion 人間の活動や気象異常などにより浸食速度が大きくな
ること．多くの場合，被植率の減少によって激しくな
る．

加速度 かそくど acceleration 速度変化の時間に対する割合である．地盤や構造物に
加わる振動や衝撃の加速度から，震度や力が求められ
る．

加速度応答スペ
クトル

かそくどおうとうす
ぺくとる

acceleration response
spectrum

地震によって構造物がどのような応答をするかを表す
地震応答スペクトルのうち，応答値を加速度で表すも
の．

加速度型傾斜計 かそくどがたけい
しゃけい

accelometer type
inclinometer

内蔵する振子の移動を電気的なバネで元の平衡点に戻
すのに必要な電流を検出して傾斜角を測定する装置．

加速度計 かそくどけい accelerometer,
accelerograph

加速度を測定するためのセンサ．

加速度地震計 かそくどじしんけい acceleration seismograph 地震動により生ずる地面の加速度波形を記録する地震
計で，一般的に振子の周期は短く，基本倍率が高い．



加速度振動計 かそくどしんどうけ
い

acceleration vibrograph 物体の加速度を計測する特性を持たせた振動計のこ
と．

加速度スペクト
ル

かそくどすぺくとる acceleration spectrum 振動加速度の時間記録をフーリエ変換することによっ
て求められる周波数関数．

可塑性 かそせい plasticity 外力によって破壊を伴わずに変形し，その力を除いて
も元に戻らない固体の性質．

可塑性粘土 かそせいねんど plastic clay 可塑性に富む粘土の総称．

可塑変形 かそへんけい plastic deformation 降伏点以上の応力を受けた時，変形が進み，除荷して
も元の状態に戻らない変形．

潟 かた lagoon 浅海の一部が砂嘴や砂州または沿岸洲によって外海と
絶縁され，浅い湖沼となったもの．

堅石 かたいし kata ishi 安山岩の土木材料としての慣用名．

片押し かたおし one direction
excavation, one way
excavation

トンネル工事で，片側の坑口だけから掘進し，トンネ
ルを完成すること．

片貝ガス田 かたがいがすでん Katagai gas field 新潟県小千谷市西部の丘陵地に位置する石油・ガス
田．1960年発見．背斜構造の北端部で，貯留層は灰爪
層・西山層の凝灰岩および七谷層の流紋岩．近年は深
度4,500m付近からのガスの産出が主体で国内最大級の
ガス田．

片貝油田 かたがいゆでん Katagai oil field 新潟県小千谷市の丘陵地に位置する石油・ガス田．背
斜構造の北端部で，貯留層は新第三系七谷層の流紋
岩．

片切り片盛り かたきりかたもり half-bank and half-cut 道路などの土構造物において断面の片側が切土，片側
が盛土からなる部分．

片切取 かたきりとり side cutting 片切り片盛りと同義．

カタクラサイト かたくらさいと cataclasite 破砕岩と同義語．カタクレーサイトともいう．

カタクラサイト
化

かたくらさいとか cataclazation 地下浅所における機械的脆性破壊によって岩石に破砕
組織が生じること．通常再結晶を伴わない．

カタクレーサイ
ト

かたくれーさいと cataclasite 破砕岩と同義語．カタクラサイトともいう．

片勾配 かたこうばい superelevation 車両が曲線部を進行するときに受ける遠心力の影響を
取り除くために相対的に外側を高くすること．カント
と同義．



硬さ基準片 かたさきじゅんへん standard hardness test
block

硬さ試験に用いる標準試料片．「硬さ試験」参照．

硬さ試験 かたさしけん hardness test 岩石や鉱物の硬さを示す指標である硬度を測定する試
験方法．ブリネル硬度，ビッカース硬度，ヌープ硬
度，ロックウェル硬度などがある．

片品構造帯 かたしなこうぞうた
い

Katashina tectonic zone 群馬県北部片品川に沿って西側の上越帯の東縁を画す
る構造帯．変成オフィオライトと非変成陸成中生界で
特徴付けられる．

カタストロフィ
ズム

かたすとろふぃずむ catastrophism 生物は地質時代ごとに天変地異的な大変動によって絶
滅し，一部の生き残りが次時代に繁栄したとする説．

潟堆積物 かたたいせきぶつ lagoonal deposit 砂州などで外海と分断された環境で堆積した堆積物．
大きな湖や河川に隣接した淡水湖成のものもある．

堅田断層 かたただんそう Katata fault 活断層．確実度Ⅰ，南北方向，東傾斜．琵琶湖西縁に
位置し，琵琶湖西岸地形を形成．小野付近に露出す
る．

片テーパー かたてーぱー single taper, one side
taper

シールドの曲線施工で使用するテーパーセグメントの
うち，片面のみにテーパーが付いたもの．

型取りパッカー かたどりぱっかー mold packer ボーリング孔壁にある割れ目の形や方向を知るため
に，可塑性ゴムを孔壁に押し付けて割れ目跡を取る装
置．

潟西油田 かたにしゆでん Katanishi oil field 秋田県の男鹿半島地区に位置する油田．申川産油・産
ガス地帯に属する．新第三系に石油胚胎．

交野断層 かたのだんそう Katano fault 活断層．確実度Ⅰ，北北東方向．大阪府交野市の生駒
山地西縁に位置し，大阪層群を変形させている．西傾
斜．

片振り疲労試験 かたふりひろうしけ
ん

圧縮側の応力を変化させる方式の疲労試験．岩石の疲
労試験を一軸圧縮試験機を用いて行う場合，引張応力
を加えることができないためこの方式で行われる．

片方向観測 かたほうこうかんそ
く

one way observation 三角測量などにおいては一般に与点から求点への観測
のみを行う観測で，両方向の観測と区別する．

片道走時 かたみちそうじ one-way time 反射法において，震源と受振点が同一であると，往路
と復路の経路は一致する．この往復走時の1/2をいう．

傾山カルデラ かたむきやまかるで
ら

Katamukiyama caldera 大分－宮崎県境付近に位置する，中新世中期の酸性火
山活動によって形成された陥没カルデラ．大崩山火山
－深成複合岩体を構成する．

片持ち梁 かたもちばり cantilever 一方が固定され，もう一方が自由な梁．

型枠 かたわく form 所定の位置・大きさにコンクリートを打設するため
の，木製・鋼製の枠組み．



型枠工 かたわくこう formwork コンクリートを打設する際に使用する型枠を設置・解
体する作業．

型枠工 かたわくこう timberman コンクリートを打設する際に使用する型枠を設置・解
体する作業員．

型枠振動機 かたわくしんどうき formwork vibrator 型枠の外部に取付け，コンクリートに振動を与え締固
める振動機．

可探深度 かたんしんど depth of investigation 探査し得る有効深度．測定条件などによって，境界面
や異常物の検出し得る最大深度をいうこともある．

カチオン かちおん cation 中性の原子または分子が電子を失って正電荷を帯びた

イオン．H+，Fe3+などの陽イオンのこと．

勝浦炭田 かつうらたんでん Katsuura coal field 徳島県勝浦郡の白亜系中の炭田．炭質区分はれき
（瀝）青炭に属する．

褐鉛鉱 かつえんこう vanadinite Pb5(VO4)3Cl．六方晶系，　褐～赤色，バナジウム，鉛

の鉱石．鉛鉱床の酸化帯に褐鉄鉱にともなって産出．

活火山 かっかざん active volcano 気象庁では，現在活動を続けている火山や過去2000年
以内に活動した火山と定義．研究者により異なる．

活荷重 かつかじゅう live load 橋梁などの構造物に作用する自動車・列車・群集など
移動し得る物体の荷重．

割岩工法 かつがんこうほう rock splitter method 塊状の岩盤に穿孔し，その中に油圧式のくさびやゴム
チューブを設置して加圧し，岩盤に亀裂を発生させて
掘削する工法．

活構造 かつこうぞう active structure ごく新しい地質時代ないし歴史時代に活動し，現在も
活動中か，近い将来に活動する可能性が高い断層や褶
曲の地質構造．

割谷 かっこく strath スコットランド地方にみられる幅広い平坦な谷底平野
で，谷底が平坦化された浸食性の谷．谷床平坦面とも
いう．

カッシニ図法 かっしにずほう Cassini's projection 横軸投影の方眼図法．

活褶曲 かつしゅうきょく active folding 第四紀を通じて活動している褶曲．地形学的および測
地学的方法により見出される．

合掌ゲート がっしょうげーと mitre gates ２枚のとびらが左右に開閉する形式の水門．

合掌式支保工 がっしょうしきしほ
こう

timbering with rafter
arch sets

トンネル工事における木製支保工の一つで，僅かな肌
落ち程度に抵抗できる簡易な支保工．



合掌継手 がっしょうつぎて mitre joint 木構造における継手の一種で，両手を合わせた様な型
のもの．

合掌枠工 がっしょうわくこう principal rafter frame
work

枠水制の一形態．合掌木と根太木で三角を組み棟木・
貫木で連結し玉石を充填したもの．土留としても用い
る．

褐色森林土 かっしょくしんりん
ど

brown forest soil 湿潤温帯の落葉広葉樹林または落葉広葉常緑針葉混合
林下に分布する褐色の成層土層を伴う土壌．森林特有
の土壌．

褐色低地土 かっしょくていちど brown lowland soils 発達の弱いＡ層と黄褐色や灰褐色の下層をもち．自然
堤防の上，低平な段丘面，扇状地などに見られる低地
の土壌．

褐色土 かっしょくど brown soil 温帯ないし亜熱帯の乾燥気候下の半砂漠地帯に分布す
る成帯性土壌型．褐色森林土と本質的に異なる．

褐色粘土 かっしょくねんど brown clay 大洋底に分布する赤色ないし褐色の遠洋性粘土．中緯
度帯の水深4,500m以深に分布する．赤粘土(red clay)
ともいう．全海洋面積の36%に分布，堆積速度は１
mm/1,000年といわれる．

褐色ポドゾル性
土

かっしょくぽどぞる
せいど

brown podzolic soil 成帯性土壌型の一つ．湿潤冷温帯の混交林または落葉
樹林下に分布し，酸性母材に発達するポドゾル性土
壌．

渇水対策ダム かっすいたいさくだ
む

reservoir of low flow
augmentation

計画を上回る異常渇水時に，都市生活の維持のための
必要最小限の用水を供給する容量を有するダム．

渇水年 かっすいねん dry year 長期間の観測記録から相対的に年降水量や年流量が少
ない年．量および観測期間に厳密な定義はない．

活性汚泥法 かっせいおでいほう activated sludge process 曝気槽の中で，好気性微生物を主体とする活性汚泥を
用いて有機物を除去する汚水の処理方法．

活性化ベントナ
イト

かっせいかべんとな
いと

activated bentonite 酸処理により吸着漂白，脱色性能を高めたベントナイ
ト．

活性剤 かっせいざい activating agent 目的とする固化粒子の捕収を助長または復活させるよ
うな化学的作用または界面化学的作用をうながす浮選
剤．

活性度 かっせいど activity 粘土粒子の表面活性を定量的に示す指標．粘土含有量
に対する塑性指数の比で表される．

活性度指数 かっせいどしすう slag activity index セメントの50%をスラグ微粉末で置換したモルタルの圧
縮強度をセメントのみのモルタルの強度で割った値．

活性白土 かっせいはくど activated clay 酸性白土の吸着能を高めるため硫酸を加えて沸騰処理
したもの．脱色剤，吸着剤，乾燥剤，精製剤などに用
いる．

滑石 かっせき talc Mg3[(OH)2|O|Si4O10]．単斜晶系・三斜晶系． 白～青緑

色塊状～葉片状結晶．硬度１．比重2.78．かんらん岩
（橄欖岩）の熱水変質，ドロマイトの熱変成などによ
り形成．粉末で化粧品・製紙・農薬などに用いられ
る．



滑石鉱床 かっせきこうしょう talc deposit 滑石を主体とした鉱床．

滑石片岩 かっせきへんがん talc schist かんらん岩（橄欖岩）などの熱水変質で珪酸が添加さ
れて生じたタルク主体の片状岩．かんらん岩と他の岩
との境界部や岩体内に脈状に産する．

割線係数 かっせんけいすう secant modulus 割線弾性係数と同義．

割線弾性係数 かっせんだんせいけ
いすう

secant modulus of
elasticity

弾性係数を求める手法のうち，荷重強度－変位曲線の
包絡線の載荷・除荷時の始点と終点を結ぶ直線の勾配
から求められるもの．

割線変形係数 かっせんへんけいけ
いすう

secant modulus of
deformation

圧力－ひずみ曲線上にある点から原点を結ぶ直線の勾
配によって求められる係数．一軸圧縮試験における曲
線で圧縮強度の1/2に相当する点と原点を結ぶものはE50
と称し地盤分類に利用されることがある．

割線ポアソン比 かっせんぽあそんひ secant Poisson's ratio 土や岩石に軸方向荷重が作用する時に生ずる，ある応
力レベルにおける横ひずみを軸ひずみで割った値．

割線ヤング率 かっせんやんぐりつ secant Young's modulus 岩石の応力-ひずみ曲線で，原点と特定の応力点を結ぶ
直線の勾配から求めたヤング率．割線弾性係数と同
義．

滑走斜面 かっそうしゃめん slip-off slope 下刻しつつある蛇行河川の湾曲部の凸岸側が，河道の
側方移動によって緩くなった斜面．相対する攻撃斜面
と対をなす．

カッタ かった cutter 岩盤あるいはコンクリートなどの構造物を切る機械．
ダイヤモンドやカーボランダムを埋め込んだ刃を持つ
円板を回転させる．

カッタ工法 かったこうほう cutter method 構造物の解体などを行う際の振動防御のための特殊工
法で，コンクリートなどを切断するカッタなどを用い
る．

カッタトルク かったとるく cutter torque シールド機などで地山を切削する際，掘削部に加えら
れる回転モーメント．

カッタビット かったびっと cutter bit シールド機などの掘削部に取り付けられたのみ状の刃
先．

カッタヘッド かったへっど cutting head, cutter
head

ＴＢＭやシールド機，自由断面掘削機などの前面に取
付けられる切削装置．

カッタヘッド
ブレーカ

かったへっどぶれー
か

cutter head breaker 重機の先にカッタヘッドを取り付けたブレーカ．

カッタローダ かったろーだ cutter loader 自由断面トンネル掘進機の一種．カッタ部がブームと
直角方向の軸中心に回転する形式で，軟岩対応．

褐炭 かったん brown coal 最低品位の石炭．水分が多く，乾燥すると破砕粉炭化
しやすく，一般燃料用程度しか用途はない．



活断層 かつだんそう active fault 最近（第四紀）に繰り返し活動した断層で，今後も活
動が予想される断層．

活断層崖 かつだんそうがい scarp of active fault 最近の断層運動によって地表が切断され上下にくい違
いを生じた崖．地震断層によるものが多い．

活地熱系 かつちねつけい active geothermal system 地熱によって引き起こされる地下水の流動・相変化な
どの機構．地熱の存在システム．

カッティング かってぃんぐ cutting スライムと同義．

カッティング
エッジ

かってぃんぐえっじ cutting edge 切削工具における切削を行う部分．

カッティングス かってぃんぐす cuttings ボ－リング掘削時にビットの摩剥，打撃などにより生
じた岩片・岩粉．スライムと同義．

カッティングス
ガス

かってぃんぐすがす cuttings gas 循環泥水により地表に運ばれるカッティングス中に含
まれるガス成分．分析して油層・ガス層解析に用い
る．

褐鉄鉱 かってっこう limonite 水酸化鉄の集合体で組成が明らかでないものの総称．
主体はゲーサイト．鉱床の焼けや岩石中の鉄鉱物の風
化などにより形成．

カットアンドカ
バー工法

かっとあんどかばー
こうほう

cut and cover method 開削工法と同義．

カットアンド
フィル法

かっとあんどふぃる
ほう

cut and fill method 充填採掘法と同義．採掘と充填を繰り返して全鉱区を
採掘する採掘法．

滑動 かつどう sliding 重力によって地層や岩石が特定の底面を境にすべる作
用．地下水や浸食作用などが関連する．

滑動安定 かつどうあんてい sliding stability 構造物に土圧・水圧・地震力などの外力が加わった時
の構造物底面と基礎地盤との間の滑動に対する安定
性．

滑動式型枠 かつどうしきかたわ
く

sliding form, slip form コンクリートを連続して打設する場合に用いる型枠．
コンクリートを打ち込んだ後，次の打設地点へ連続的
に移動する．橋脚・煙突・水路トンネルなどに用いら
れる．

活動層 かつどうそう active layer 永久凍土地域で，夏季に融解する凍土層上部を呼び，
季節凍土に相当する．活動層には各種周氷河現象が生
じる．

活動度 かつどうど activity of active fault 活断層認定に用いた第四紀後期の地形面や鍵層の変位
量を，その形成から現在までの年数で割った平均変位
速度．

カットオフ かっとおふ cut-off 止水壁（カットオフウォール）および止水溝（カット
オフトレンチ）．



カットオフ
ウォール

かっとおふうぉーる cut off wall ダム堤体直下の浸透路長を増大させるため堤体下の基
礎地盤に突出させた壁状の止水構造物．止水壁．

カットオフトレ
ンチ

かっとおふとれんち cut off trench ダム堤体直下の浸透路長を増大させるため堤体下の基
礎地盤に突出させた溝状の止水構造物．止水溝．

滑落崖 かつらくがい head scarp 地すべり頭部の引張地帯に発生する馬蹄形状の崖状地
形．地すべり特有の地形で窪地や沼地・湿地を前面に
伴なうことが多い．

割裂圧 かつれつあつ crevasse pressure 地盤に圧力を加えた際に割裂現象が発生する圧力値
で，シールドトンネルの裏込め注入圧などで用いられ
る．

割裂注入 かつれつちゅうにゅ
う

fracture grouting 粘土層や岩盤など浸透性の低い地盤において，注入圧
力で地盤に割れ目を作り注入を行う方法．

褐れん石 かつれんせき allanite Ca(Ce,Ca)(Al,Fe)3(Si2O7)(SiO4)O(OH)．単斜晶系．硬度

5.5～6，比重4.0．緑れ（緑簾石）ん石族で，しばしば
酸性火成岩中に副成分として含まれ，また片岩・片麻
岩・磁鉄鉱鉱石中にも産する．

河底トンネル かていとんねる subaqueous tunnel 河底をくぐる水底トンネル．特に海底トンネルと区別
する場合に用いる．

仮定密度 かていみつど assumed density 重力測定値のブーゲー補正，地形補正に用いる密度．
いくつかの密度値を仮定して計算し，最適な値を選択
する．

カテナ かてな catena 類似した気候区内で素材や形成年代が類似している
が，地表の起伏や排水状況の差により異なった特徴を
有するに至った一連の土壌．

河道 かどう river channel 表流水の流路となる細長い凹地．河道とそこを流れる
水体を合わせて河川という．直線河道・蛇行河道・網
状河道がある．

火道 かどう vent マグマや火山噴出物の供給源から地表への通路．溶
岩・火砕岩で充填されていることが多い．

火道角礫岩 かどうかくれきがん vent breccia 地上に噴き出さずに火道にとどまったか，あるいは火
道を埋めた粗大な岩塊を含む凝灰角礫岩～火山角礫
岩．

河道形態 かどうけいたい fluvial geomorphology 河道（表流水の流路となる細長い凹地）の平面形状．
大きく直線河道・蛇行河道・網状河道に区別される．

可動コイル型地
震計

かどうこいるがたじ
しんけい

moving-coil type
seismograph

磁界の中を動くコイルに発生する起電力で振動を測定
する方式の地震計．磁界を作る永久磁石は地盤の動き
に追随し，その磁界の中にコイルが振り子として吊る
されている．

可動コイル型変
換器

かどうこいるがたへ
んかんき

moving-coil transducer コイルが永久磁石の磁界内で振り子運動するという現
象を電気信号に変換する変換器のこと．

可動コイルガル
バノメータ

かどうこいるがるば
のめーた

moving coil galvanometer 磁石の中に細い金属ファイバでコイルをつるして，電
流による磁場で回転できるように作られた検流計．



河道災害 かどうさいがい disasters in river
channel

河道内に構築された河川工作物が洪水により破壊され
たり，損傷したりする被害が発生すること．

火道集塊岩 かどうしゅうかいが
ん

vent agglomerate 火道角礫岩と同様に火道を埋めた（凝灰）集塊岩．

可撓伸縮継手 かとうしんしゅくつ
ぎて

flexible joint ケーソンの接続部分に，たわむことが可能な伸縮自在
なゴムなどを使用したもの．地盤支持条件の急変部に
使用する．

河道浸食 かどうしんしょく channel erosion 流水が河岸や河床を浸食し，河道の幅や深さを増して
いく現象．

可撓性止水ジョ
イント

かとうせいしすい
じょいんと

flexible joint コンクリートなどを施工する際に入れる継目のうち，
止水と耐震性を考慮し，可撓性の止水剤で充填したも
の．

可動堰 かどうぜき gated weir 鋼材などを使用したゲート構造物を有し，貯水池の水
位および放流量の調節が可能な堰．

可動継目 かどうつぎめ movement joint それを境として相接するコンクリートブロックが相対
的に変位可能な施工継目．

可動デッキ かどうでっき movable deck 手掘り式などのシールド機に付属する装置で切羽での
掘削・山留に用いる作業台．油圧装置により前後に移
動．

河道変遷 かどうへんせん channel evolution 自然河川において，流送土砂の堆積や河道の浸食に
よって流路の位置が変化することをいう．

河道埋積物 かどうまいせきぶつ channel fill 流路や河道を封じ込めて埋積した物で，堆積沈殿物は
水路内の堆積条件によって異なる．

河道網 かどうもう channel network,
drainage network

水系網・水路網ともいう．水系図に流路の幅を無視し
て，一連の線分によって表された流路網．

過渡現象電磁法 かとげんしょうでん
じほう

transient
electromagnetic method

電流を遮断したあとの二次電磁場の過渡現象を測定す
る時間領域電磁法．浅部から深部までの探査に適用．
ＴＥＭ法ともいう．

過渡現象法 かとげんしょうほう transient method 電気・電磁探査に利用される探査法で，通電または遮
断直後の電位の変化などを測定して地下構造の探査を
行う．過渡現象ＩＰ法，時間領域電磁法などがある．

過渡電流 かとでんりゅう transient current 電源のオン・オフなどに伴い電気回路に流れる電流が
定常になるまでの過渡的電流．

カトマイ噴火 かとまいふんか the 1912 Katomai
eruption

1912年のアラスカのノバラプタ火山の噴火．当初カト
マイ火山の噴火と誤認された．大量の火山灰と火砕流
を発生．

ガドリン石 がどりんせき gadolinite Y2Fe
2+Be2Si2O10．単斜晶系．硬度6.5～７．比重4.4．主

としてペグマタイトに産出する黒色の鉱物．イットリ
ウム元素を含む．条こん色は灰緑色を呈する．



カナート かなーと qanat イランにある地下水を利用する施設．構造は，地表面
下に掘られた縦穴と横穴（地下水路）とからなる．

金井の式 かないのしき Kanai'S formula 地震の最大加速度と最大速度を，マグニチュード・震
源距離・基盤地震動周期で表した経験式．

鼎ケ浦噴出岩類 かなえがうらふん
しゅつがんるい

Kanaegaura effusive
rocks

気仙沼付近の下部白亜系の安山岩質噴出岩類で，大船
渡層群の下部をなす．

神奈川県西部地
震

かながわけんせいぶ
じしん

Western Kanagawa
earthquake

小田原付近で1923年の関東地震も含め約73年周期で発
生（M７クラス）している地震の総称．小田原地震とも
いう．

加奈木の崩れ かなぎのくずれ Kanagi collapse 高知県室戸市佐喜浜川の源流で1746年に発生．四万十
帯の砂岩・粘板岩の大崩壊．土石流3.5㎞以上．

金草岳断層 かなくさだけだんそ
う

Kanakusadake fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向．福井県南条郡今庄町東
部の尾根部に位置し，揖斐川断層と共役関係にある．
右ずれ断層．

カナダ型重水炉 かなだがたじゅうす
いろ

Canadian deuterium
uranium reator, CANDU

カナダで開発された天然ウラン重水冷却圧力管型原子
炉．燃料として天然ウランを使用し，減速材に重水を
用いる．

カナダ楯状地 かなだたてじょうち Canadian shield 北米大陸北東部にある世界最大の先カンブリア系の露
出する広大な低平陸地．

カナダバルサム かなだばるさむ canada balsam カナダ産のマツ科植物の樹脂から作られた粘着力の強
い液体．岩石薄片作成に利用される．

過ナトリウム土
壌

かなとりうむどじょ
う

sodic soil 多量のナトリウムを含み，作物の生育を阻害している
土壌．

金丸鉱山 かなまるこうざん Kanamaru mine 新潟県岩船郡関川村金丸にあるペグマタイト鉱床を稼
行した鉱山．日本で最も規模が大きい．カリ長石が採
取される．

要石 かなめいし keystone 石造アーチ橋などの中央最上部に組み込まれる楔形の
石で，石組みを固定させる重要部材．

金谷石 かなやいし Kanaya ishi 千葉県富津市金谷（鋸山）産石垣など用石材．新第三
系凝灰岩・砂岩．

金山石 かなやまいし Kanayama ishi ①長崎県佐世保市産砕石など用材．新第三系～更新統
玄武岩．神楽石ともいわれる．
②栃木県太田市金山で採掘された新第三系流紋岩質溶
結凝灰岩．

金山みかげ かなやまみかげ Kanayama mikage 山形県南陽市産建築・墓石用石材．中生界角閃石黒雲
母花崗岩．灰白色・中粒・堅硬．

カニフミキサ かにふみきさ caniff mixer 注入機械の一種．圧縮空気によって密閉容器内の注入
材を圧送する．



鹿沼石 かぬまいし Kanuma ishi 栃木県上都賀郡東大芦村に産する第三系凝灰岩で，軽
石の集合からなる白色石材．

鹿沼軽石層 かぬまかるいしそう Kanuma pumice bed 約32,000年前に赤城火山から噴出した特徴的淡黄色降
下軽石層で，赤城火山以東のローム層中に広範に分布
する．鹿沼土として園芸用に利用．

加熱顕微鏡 かねつけんびきょう heating stage microscope 試料を加熱できる試料台をもつ顕微鏡．低温から3,000
℃程度の高温まで温度制御なものもある．

過熱泉 かねつせん superheated spring 孔内で沸騰し，水蒸気とともに吹き上げる温泉．

兼平石 かねひらいし Kanehira ishi 青森県中津軽郡岩木町兼平産，敷石など用石材．更新
統両輝石安山岩．板状節理が発達．

可燃性天然ガス かねんせいてんねん
がす

inflammable natural gas,
combustible natural gas

天然に地下に存在し，地表で気体状の天然ガスの一種
で，炭化水素を主成分とする可燃性のガス．

嘉年石 かねんせき Kanenseki 山口県阿武郡阿東町嘉年産土木・砕石用材．中生界～
古第三系のひん岩・輝緑岩．黒色緻密．

可能鉱量 かのうこうりょう potential reserve 予想鉱量では計上できないが，地質条件などから鉱床
の存在する可能性のある部分の鉱量．

狩野川台風 かのがわたいふう the Typhoon Kano-River 1958年9月26日伊豆半島に大水害をもたらした台風．死
者行方不明者1,189人とされている．山の手水害を発生
させた．

叶倉層 かのくらそう Kanokura Formation 岩手県南東部の南部北上帯に分布する古生界中部ペル
ム系叶倉統．岩手県住田町叶倉山周辺を模式地とす
る．下半は砂岩を主体とし頁岩を挟在し，上半は主に
石灰岩からなる．

カバーコンク
リート

かばーこんくりーと cover concrete グラウチングの施工時に，リーク防止や効果的な注入
を目的として岩盤表面に打設されるコンクリート．

カバーロック かばーろっく covering rock ①ダムなどの施工の際，掘削面の風化対策やグラウト
材の流出防止のために，掘削予定線上部にある厚みで
残した岩盤．
②トンネルの切羽注入に際して注入域と切羽の間に残
す岩盤．

加波地すべり かばじすべり the Kaba landslide 1976年に三重県飯高町で発生した地すべり．台風17号
による災害．

樺戸断層群 かばとだんそうぐん Kabato fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度，南北～北東方向．石狩平
野西縁に位置し延長約50km．雁行状の断層群．東傾
斜．

下半 かはん bench, bottom section トンネル断面のうち，おおむねスプリングライン以下
の部分のこと．下部半断面．

河畔砂丘 かはんさきゅう river bank dune 砂床河川の周囲に形成される砂丘．氾濫原上の風成砂
丘と自然堤防上を飛砂が被覆して形成されるものとが
ある．



可搬式連通管沈
下計

かはんしきれんつう
かんちんかけい

portable siphon type
settlement gauge

大がかりな基準水槽の代わりに，測定用水管と同形状
のものを用いて，可搬式とした連通管沈下計．

河氷 かひょう river ice 河川にみられる氷．川水が冷却されてできるフラジル
アイスや雪が降り込んでできるスノージャム・結氷な
ど．

下部工 かぶこう substructure 土木構造物において上部工を支える部分の総称で，橋
台・橋脚・フーチングなどの躯体と基礎に分けられ
る．

カブトガニ かぶとがに Limulus カンブリア紀～現在に生きる節足動物門剣尾類の現生
種．幼生が三葉虫に類似．主に浅海生．体長主に50～
75cm．

被り かぶり overburden, surface soil 任意の地中においてその地点より上位に分布する地
層，あるいはその厚さをさす．

被り岩圧 かぶりがんあつ overburden pressure ある深さの点について，その上部の岩石の重量によっ
て生じるその点での鉛直方向の応力．

被り地圧 かぶりじあつ overburden pressure 土被り圧と同義．

過粉砕 かふんさい overgrinding 最適粒度を超えて過度に細かく粉砕すること．

花粉層序学 かふんそうじょがく pollen stratigraphy 層序学上の応用で，出現時間が短く分布範囲が広い花
粉を用いて地層対比に役立てる方法．

花粉帯 かふんたい pollen zone 一連の地層から得られた花粉群集の種類・組成や量的
変化に基づいて下位から上位へ区分される生層序区分
の一単位．

花粉ダイヤグラ
ム

かふんだいやぐらむ pollen diagram 堆積物中の花粉化石の種類および量（相対値あるいは
絶対値）を図示したもの．

花粉分析 かふんぶんせき pollen analysis 堆積物中の花粉・胞子化石を抽出し，その種類や産状
を調べること．アルカリや酸によって可溶性物質を除
いて，抽出する．

下方境界 かほうきょうかい lower boundary 解析対象範囲やモデルの下側の境界面を示す一般的な
用語．

下方浸食 かほうしんしょく downward erosion,
deepening

河流や氷河がその底面を垂直下方に向かって働きかけ
る浸食作用．側方浸食と区別する．下刻（かこく）と
もいう．

下方接続 かほうせつぞく downward continuation 重力場や磁力場のようなポテンシャル場を測定面より
下方の自由空間内の面における場へ，フィルタを操作
して変換すること．

下方分担法 かほうぶんたんほう 根切りの切りばり荷重を算定する近似計算法の一つ．
主に軟らかい粘性土や緩い砂質土層に対して用いられ
る．



過飽和 かほうわ oversaturation,
supersaturation

溶液がある温度における溶解度以上の溶質を含むな
ど，飽和状態を越えた状態．

過飽和マグマ かほうわまぐま oversaturated magma マグマの溶液がその凝固点またはそれ以下の温度に達
してもなお晶出作用の行われない状態のマグマ．

がま がま vug, druse 岩石・鉱脈中の空洞の俗称で，晶洞ともいう．しばし
ば内壁に鉱物の自形結晶が伴われる．

釜石鉱山 かまいしこうざん Kamaishi mine 岩手県釜石市にある日本最大の鉄鉱山．鉱床はスカル
ン鉱床．1993年採掘終了．

鎌倉石 かまくらいし Kamakura ishi 神奈川県鎌倉市今泉産石材．新第三系砂質凝灰岩．同
市二階堂他産の凝灰角礫岩（今泉石）も同呼称．

釜状陥没 かまじょうかんぼつ kettle depression 形態や規模・浸食の深度・地表の火山作用との関連に
かかわらない火山性陥没構造の総称．

釜戸みかげ かまどみかげ Kamado mikage 岐阜県瑞浪市釜戸町大島山産土木用石材．苗木‐上松
花崗岩（土岐花崗岩）に属する中生界黒雲母花崗岩．
細粒．小節理多く長材は得難い．

釜無山断層群 かまなしやまだんそ
うぐん

Kamanashiyama fault
group

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北西方向．長野県茅
野市の糸静構造線沿いに位置．左ずれ断層．

釜ノ川衝上 かまのかわしょう
じょう

Kamanokawa thrust 愛媛県野村町釜ノ川付近を通る秩父帯北帯と黒瀬川帯
を含む中帯との境界断層として命名．その後黒瀬川帯
の構造上の位置づけの変化から黒瀬川クリッペの下底
断層，あるいは西南日本内帯の第一級の地体構造境界
線などの議論がなされている．

釜場 かまば shallow sump 掘削工事やトンネル内の湧水などを，ポンプアップす
るために集めるくぼみ．

釜場工法 かまばこうほう sumping 掘削底面に湧出した水を周囲のピット（釜場）に集水
して排水する工法．

過マンガン酸カ
リ滴定法

かまんがんさんかり
てきていほう

titration method of
potassium permanganate

CODの定量法の一つで，酸化剤として過マンガン酸カリ
ウムを用いて試料を酸性にして反応させて測定する方
法．

上浦断層 かみうらだんそう Kamiura fault 活断層．確実度Ⅰ，東西方向．徳島市西方の吉野川段
丘南縁に位置し，中央構造線活断層系に属す．右ずれ
断層．

神岡鉱 かみおかこう Kamiokite Fe2Mo3O8．六方晶系，黒色，神岡鉱山の鉛・亜鉛鉱中よ

り発見．

神岡鉱山 かみおかこうざん Kamioka mine 岐阜県吉城郡神岡町にある鉛・亜鉛鉱山．スカルン鉱
床で，飛騨片麻岩類中の石灰岩が交代される．鉛・亜
鉛鉱山では日本最大．

上組みかげ かみぐみみかげ Kamigumi mikage 新潟県西頸城郡青海町産敷石・墓石用石材．中生界黒
雲母花崗岩．帯紅灰白色～灰色，中粒．



上郡帯 かみごうりたい Kamigori belt 兵庫県上郡～姫路市北部にかけて東南東方向に延びる
構造帯．夜久野オフィオライト，舞鶴層群，超丹波帯
からなる丹波帯に低角衝上するナップ．

上椎葉ダム かみしいばだむ Kamishiiba dam 耳川水系耳川．九州電力(株)．1955年竣工．堤高110
ｍ．我が国初の100ｍを越える大型アーチダム．基礎の
地質調査を地質専門家が組織的，系統的に行った最初
のダム．

上島層群 かみしまそうぐん Kamishima Group 熊本県天草地方に分布する新生界中部始新統．汽水～
極浅海成で砂岩，泥岩優勢タービダイト層などからな
る．炭層をはさむ．

神島棒石 かみしまぼういし Kamishimaboishi 静岡県田方郡大仁町神島産土木用石材．新第三系石英
安山岩．黒色，緻密，堅硬で柱状節理発達．

神城断層 かみしろだんそう Kamishiro fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北北東方向．長野県
白馬村の姫川沿いに位置し，糸静構造線活断層系に属
す．西傾斜．

上諏訪断層群 かみすわだんそうぐ
ん

Kamisuwa fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北北西方向．諏訪湖
東岸に位置し，糸静構造線活断層系に属す．西傾斜．

上灘石 かみなだいし Kaminada ishi 愛媛県伊予郡双海町産墓石など用石材．第三系黒雲母
安山岩．柱状節理を利用し大材が得られる．

上の国含炭地 かみのくにがんたん
ち

Kaminokuni coal bearing
area

北海道南部の江差町南方に位置する．新第三系中に炭
層２枚を含み，累計炭丈は3.3m以上．亜れき（瀝）青
炭に属する．

上八川－池川構
造線

かみやかわいけがわ
こうぞうせん

Kamiyakawa-Ikegawa
tectonic line

高知県北西部池川町付近で三波川帯と秩父帯間の境界
断層（＝御荷鉾構造線）として設定された構造線．御
荷鉾構造線同様，その意味はなくなっている．

神谷断層 かみやだんそう Kamiya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北北西方向．長野県
伊那市北西部に位置し，上松断層と共役関係にある．
左ずれ断層．

神吉・越畑断層 かみよしこしはただ
んそう

Kamiyoshi-Koshihata
fault

活断層．確実度Ⅰ，北西方向．亀岡盆地北東に位置し
三峠断層系に属す．西傾斜．1830年に北端部で地震発
生．

カミングトン閃
石

かみんぐとんせんせ
き

cummingtonite (Mg,Fe2+)7Si8O22(OH,F)．単斜晶系，比重3.2～3.4．淡

緑～緑色，中性～苦鉄質火成岩，変成岩などに産す
る．

神居古潭帯 かむいこたんたい Kamuikotan belt 北海道日高の三石，神居古潭，幌加内，天塩に分布す
る片岩を主体とする変成帯．

神居古潭変成岩 かむいこたんへんせ
いがん

Kamuikotan metamorphic
rock

北海道中央部神居古潭峡谷を中心に日高帯西側に平行
して南北に帯状分布する結晶片岩．

カムクレイモデ
ル

かむくれいもでる Cam-Clay model 自然堆積粘土の複雑，多岐にわたるせん断挙動につい
て，その構成式研究のために開発された弾・塑性モデ
ル．Cambridge大学で開発され，この名がついた．

カムコメータ かむこめーた camkometer セルフボーリング方式による静止土圧の原位置測定に
用いる装置．カッティングヘッドとロードセル式土圧
計よりなる．



亀川沖東断層 かめかわおきひがし
だんそう

Kamekawaoki-Higashi
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東西方向．別府湾北
西部に位置.別府湾海底断層群．北傾斜．1596年に東端
で地震．

亀の瀬地すべり かめのせじすべり the Kamenose landslide 大阪府柏原市．1931年以来３期にわたり滑動面積53ha
に発展．末端隆起部の関西本線・大和川などが被災．

カメロン効果 かめろんこうか Cameron effect 航空機などより地上の移動物体をステレオ撮影するこ
とにより，物体の移動量が視差として表現される現
象．

加茂石 かもいし Kamo ishi 山形県鶴岡市産建築・土木用材．新第三系凝灰質砂
岩・凝灰角礫岩．

鴨川石 かもがわいし Kamogawa ishi ①千葉県安房郡鴨川町産土木用石材．新第三系変はん
れい岩（斑糲岩）．
②京都市鴨川産．粘板岩など．庭石用

鴨川地溝帯南断
層

かもがわちこうたい
みなみだんそう

Kamogawa graben-Minami
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，東西方向．千葉
県鴨川市から富山町に位置し，鴨川地溝帯南縁の断層
の一部．北傾斜．

加茂更紗 かもさらさ Kamo sarasa 徳島県阿南市産石材．古生界大理石．淡褐色．黒縞模
様で，白筋も混じる．装飾用・人工石の種石用．

火薬 かやく blasting powder 火薬類のうち，推進的爆発に用いるものを火薬と称す
る．黒色火薬・無煙火薬などの種類がある．

火薬庫 かやくこ powder magazine 火薬類を保管貯蔵する建屋．日本では等級や種類によ
り５種に分類される．

可溶性塩類 かようせいえんるい soluble salt 岩石や原料に付随する電解質．Na，K，Ca，Mg，Al，Fe
等の硫酸塩が多く，塩化物，硝酸塩，炭酸塩もある．

可溶性物質 かようせいぶっしつ solubilized matter ある種の溶媒に溶解しうる性質を有する物質．

カラーエンハン
スメント

からーえんはんすめ
んと

color enhancement 画像のもつ情報をディスプレイなどに色調として表現
する際に，その色調を強調してわかりやすく表現する
こと．

カラー合成 からーごうせい color composite センサなどで得られた複数バンド（波長帯）の濃淡画
像に原色を割り当て，その合成により色調を表現する
こと．

カラー赤外線写
真

からーせきがいせん
しゃしん

color infrared photo 可視の緑，赤および近赤外波長帯の濃淡に，青，緑，
赤色を割り当てたカラー写真．植生が赤色に表現され
る．

空石積み からいしずみ dry stone fill 玉石，粗石などを積み上げる擁壁状構造物の一種で，
積み石の間隙をモルタルで固めずに砂利などで充填し
たもの．

空石張り からいしばり dry stone pitching 玉石，粗石などを張り並べるのり面覆工の一種で，石
材の間隙をモルタルで固めずに砂利などで充填したも
の．



空井戸 からいど dry well 商業的生産が可能な油層またはガス層を発見できな
かった掘削坑井．

唐梅館層 からうめだてそう Karaumedate Formation 岩手県南部の南部北上帯に分布する古生界下部石炭系
の下部．東山町唐梅館山南東付近を模式地とする．下
部は砂岩・頁岩を主体とし礫岩を挟み，上部は石灰質
な砂岩，凝灰岩を主体とする．

唐桑層群 からくわそうぐん Karakuwa Group 宮城県唐桑地方に分布する中生界ジュラ系．砂岩を主
体とする層と泥岩・砂岩からなる層に区分される．

ガラス基流晶質 がらすきりゅうしょ
うしつ

hyalopilitic 短冊状～針状の斜長石の小さな結晶を石基のガラスが
充填した火山岩の組織．

ガラス光沢 がらすこうたく vitreous luster 鉱物の表面に見られるガラスの割れ目のような光沢を
いう．おもに透明鉱物に見られる．

ガラス固化 がらすこか vitrification,
glassification

高レベル放射性廃棄物を含む廃液にガラス化材を加え
て加熱溶融後，冷却して固化させる方法．

ガラス質 がらすしつ vitric, vitreous,
hyaline, holohyaline,
glassy

岩石または石基がガラスからなる岩石の結晶度をあら
わす接頭語．

ガラス質火山灰
土

がらすしつかざんば
いど

glassy volcanic ash soil 比較的新鮮な細粒の火山ガラスに富む火山灰土（音地
などが代表的）．

ガラス質凝灰岩 がらすしつぎょうか
いがん

vitric tuff 岩石の構成粒子のうち結晶粒や岩片の占める割合が25%
未満で，残りはすべて火山ガラスからなる凝灰岩．

ガラス質結晶凝
灰岩

がらすしつけっしょ
うぎょうかいがん

vitric crystal tuff 岩石の構成粒子のうち結晶粒の占める割合が25～50%
で，残りはすべて火山ガラスからなる凝灰岩．

ガラス繊維補強
コンクリート

がらすせんいほきょ
うこんくりーと

glass fiber reinforced
concrete

繊維補強コンクリートの短繊維にガラス繊維を用いた
もの．繊維の直径が5～20μmと非常に細い．

ガラス繊維補強
モルタル

がらすせんいほきょ
うもるたる

glass fiber reinforced
mortar

ガラス繊維補強コンクリートの骨材寸法を小さくした
もの．コンクリート吹き付けなどに用いられる．

ガラス電極 がらすでんきょく glass electrode 水素イオン活量による電極電位の変化を，特殊組成の
ガラス薄膜を用いて検出する電極．

唐津炭田 からつたんでん Karatsu coal field 佐賀県西部の始新～漸新統の炭田．面積600km2．平均
6,400kcal/kg，弱粘性のれき（瀝）青炭．

空練りコンク
リート

からねりこんくりー
と

dry batched concrete 水を加えずに練り混ぜ，材料の均一分散をはかったコ
ンクリート．

空張り からばり dry pitching のり面の表面防護のため，玉石・割石などを目地にモ
ルタルを用いないで張りつけたもの．



からみ からみ slag 乾式精錬における鉱石中の脈石部・不純物を主とする
酸化物の混合溶解物．鉱滓・スラグ．石炭殻をさす場
合もある．

カラミテス からみてす Calamites トクサ類に属する高さ20ｍ程度の巨木．石炭紀後期に
繁栄し，ペルム紀前期まで生息．ろぼくともいう．

ガリ がり gully 雨裂と同義．

仮受け工 かりうけこう temporary underpinning 構造物の施工が終了するまで，埋設管などの既設構造
物を一定期間だけ仮に支えておくこと．

カリウム－アル
ゴン法

かりうむあるごんほ
う

potassium-argon dating
method

絶対年代決定法の一つで，100万年以上の年代決定に高
精度．測定年代は試料中鉱物が結晶生成閉鎖温度以下
後経過した時間．

カリウム－カル
シウム法

かりうむかるしうむ
ほう

potassium-calcium dating
method

鉱物の年代測定法の一種．カリウムの放射性同位体の
40Kはベータ崩壊により40Caになる．40Kの半減期は約13
億年．

カリウム供給力 かりうむきょうきゅ
うりょく

potassium-supplying
power

土壌が植物に利用できる形でカリウムを供給する能
力．雲母やカリ長石を含む土壌はカリウム供給力が高
い．

カリ塩鉱床 かりえんこうしょう potash salt deposit 岩塩・硬石膏などに伴う蒸発残留鉱床．主なものは古
生代・新生代と現世の塩湖蒸発残留層．

仮締切 かりしめきり coffer dam 河川や港湾などの工事で，川を堰止めたり施工範囲を
囲って外部からの水を遮断し，内部の水を排水し水の
ない状態で施工するために設けられる仮設の壁または
堤体．

仮締切工 かりしめきりこう cofferdam construction,
cofferdam closure

仮締切のための構造物またはそのための工事．

仮締切ダム かりしめきりだむ coffer dam ダム工事期間中，工事箇所に河川水が流れ込まないよ
うにするため上下流に設置される仮設のダム．

ガリ浸食 がりしんしょく gully erosion 雨裂浸食と同義．

カリ長石 かりちょうせき potassium feldspar KAlSi3O8．カリ長石には，単斜晶系の高温型サニデｨ

ン・サニデｨン・正長石，三斜晶系の微斜長石がある．
造岩鉱物の一種．長石族の中，カリウムを主成分とす
る長石．

カリ長石の三斜
度

かりちょうせきのさ
んしゃど

triclinicity, obliquity 微斜長石の三斜晶系の程度を表す指標．通常Ｘ線分析
による単斜晶系からの軸角のずれの度合いで示され
る．温度によって連続的に結晶構造が変化する低温型
サニディン（単斜晶系）と最大微斜長石（三斜晶系）
の間の分類に用いられる．

ガリチン式地震
計

がりちんしきじしん
けい

Galitzin seismograph 検流計・変換器直結型の電磁式地震計の元祖で，周期
約10秒で倍率最大となる特性を持つ．

カリックスボー
リング

かりっくすぼーりん
ぐ

calyx boring 鉄製の弾により削孔するボーリング工法．また，これ
により掘られた孔またはコア．



仮排水路 かりはいすいろ diversion channel ダム工事期間中，工事箇所を迂回して河川水を一時的
に流下させるための仮設の水路．

カリフォルニア
ビット

かりふぉるにあびっ
と

Californian bit パーカッションボーリングビットの一種．傾動方向を
自在に変化させることができる．

カリブプレート かりぶぷれーと Caribbean plate 北米プレート，ココスプレート，南アメリカプレート
に囲まれた，カリブ海と中米南部を含むプレート．

仮ベンチマーク かりべんちまーく temporary bench mark 建設現場などに設けた工事のための一時的な仮設水準
点．

仮巻き かりまき temporary lining 掘削面の肌落ちや湧水を抑えるため，簡易な型枠を用
いてとりあえずコンクリートで巻いておくこと．

仮屋断層 かりやだんそう Kariya fault 活断層．確実度Ⅰ，北東方向．淡路島北東岸から明石
海峡に位置し，音波探査で確認され神戸方向に連続す
る．

下流斜面 かりゅうしゃめん downstream slope フィルダムの下流側の斜面．設計条件や材料の物性値
などにより勾配が決定される．

ガル がる gal 加速度の単位．1gal＝1cm/s2．地表での重力加速度は約
980ガル．

軽石 かるいし pumice 火山砕屑物の一種．噴出時の圧力変化による発泡で気
孔に富み，比重が小さく，一般に淡色を呈する．軽量
骨材，断熱・防火材，園芸用品の原料となる．小判型
などに整形し，浴用器具としても利用される．

軽石丘 かるいしきゅう pumice cone 砕屑丘のうち，軽石を主とするもの．

軽石凝灰岩 かるいしぎょうかい
がん

pumice tuff 構成物質が主として軽石よりなり，基質が火山灰より
なる凝灰岩．

軽石質 かるいししつ pumiceous 構成粒子に軽石を含む岩石の呼称．あるいはそのよう
な性質をもつもの．

軽石土 かるいしど pumice soil 軽石を多量に含む火山性粗粒土．日本各地に分布し，
しらす・鹿沼土などが代表的．

軽石噴火 かるいしふんか pumice eruption 主として火口から軽石を噴出するマグマ性の噴火．高
い噴煙柱（プリニー式噴火）や火砕流を発生させる．

軽石流 かるいしりゅう pumice flow 火砕流の一種．軽石質火山灰と軽石塊が多く含まれる
火砕流．主にデイサイト～流紋岩質の軽石（浮石）を
多く含む．浮石流ともいう．

カルクアルカリ
岩

かるくあるかりがん calc-alkaline rock,
calc-alkali rock

カルクアルカリ岩系の火成岩



カルクアルカリ
岩系

かるくあるかりがん
けい

calc-alkali rock series 非アルカリ岩系列に属する２系列の一つ．もう一方の
ソレアイト岩系に対し珪酸分が多く鉄の濃集が少な
い．この系列の火山岩は環太平洋地域の火山に多い．

カルクアルカリ
玄武岩

かるくあるかりげん
ぶがん

calc-alkali basalt カルクアルカリ岩系の玄武岩

カルクリート かるくりーと calcrete 乾燥・半乾燥地域の地表付近の土壌中に含まれる水分
が蒸発して生成した石膏や石灰岩．

カルシウム－ベ
ントナイト

かるしうむべんとな
いと

Ca-bentonite ベントナイト（主成分はモンモリロナイト）のうち，

交換性の陽イオンが主としてカルシウム（Ca2+）および

マグネシウム（Mg2+）であるもの．

カルスト かるすと karst 石灰岩類の分布地域に特徴的な溶食による地形．アル
プス山脈南東の石灰岩台地の地名に由来．

カルスト化作用 かるすとかさよう karstification 炭酸塩岩分布域で，岩石が溶食され，地表の排水系が
地下の水系へと推移していく作用．

カルスト河川 かるすとかせん karst river 石灰岩地域の地下水系の発達により形成されたカルス
ト地形上に，地下水系の作用で作られた河川．

カルスト準平原 かるすとじゅんへい
げん

karst peneplain カルスト輪廻における最終段階で，カルスト凹地が大
部分を占める地形．

カルスト水 かるすとすい karst water カルスト地域に存在する水の総称．カルシウムの含有
量が多い硬水．

カルスト台地 かるすとだいち karst plateau 石灰岩などの地域において，その分布域のみが表面浸
食から取り残され台地状をなすもの．地表の水流が少
なく，地下水系が発達し，古い地表面が残されている
場合が多い．石灰岩台地と同義．

カルスト谷 かるすとだに karst valley 炭酸塩岩の分布地域で，溶食作用によって形成された
谷地形．溶食谷ともいう．急崖で接する盲谷や丸く台
地に入り込んだ急崖からなる袋谷など，非石灰岩分布
域の谷地形と全く異なる．

カルスト地形 かるすとちけい karst topography 石灰岩などの可溶性岩石分布地域の地表に発達する，
ドリーネ・ラピエ・ウバーレ・ポリエ地形の総称．

カルスト湧泉 かるすとゆうせん karst spring カルストの分布域における，地下水路の湧出点．

カルスト輪廻 かるすとりんね karst cycle ドリーネ・ウバーレの状態からコックピットをへて，
テラロッサで覆われるカルスト準平原に至る地形変遷
の輪廻．

カルデラ かるでら caldera 輪郭が円形で，直径１km以上の火山性の凹型陥没地
で，周囲は急崖で囲まれている．

カルデラ火山 かるでらかざん caldera volcano 火山体の主体がカルデラからなる火山．内部の中央火
口丘，外側の火砕流堆積面も含めた呼称．



カルデラ湖 かるでらこ caldera lake カルデラ壁の内側の平坦部に生じた湖のうち，平坦部
の全部ないしは大半が湖で占められているもの．

カルデラ壁 かるでらへき caldera wall 外輪山（カルデラ縁）の内側の急崖．

カルドウェルド
リル

かるどうぇるどりる Caldwell drill 杭の掘削に用いられるロータリーボーリング機械．

カルノー石型鉱
床

かるのーせきがたこ
うしょう

carnotite deposit ウラン鉱床の一つで後生鉱床の砂岩型．カルノー石は
ウラン・バナジンの鉱石鉱物として採掘．

カルバート かるばーと culvert 盛土や地盤中に道路や水路を通し，上部の荷重を支え
るために設置される構造物．箱型やアーチ型などの形
状がある．

ガルバノメータ がるばのめーた galvanometer 電磁オシログラフにおいて，増幅器の電気出力を記録
紙上の光点の変化に変えるための検流計．

カルマンフィル
タ

かるまんふぃるた Kalman filter 時系列データに基づく予測式に対して直近の観測値を
用いて最適な補正を行う手法．システム制御や気象予
報，土木分野では構造物の挙動予測や地盤物性値の推
定などに用いられている．

ガレ がれ scree 地すべり，山くずれなどによる崩壊箇所．上部に崩落
崖，下部に崩落した土砂が堆積した緩傾斜面を形成す
る．

過冷却 かれいきゃく supercooling 液体や気体を相転移が起こる温度以下に冷却しても相
転移を起こさず，もとの液体や気体の状態にあるこ
と．

カレドニア造山
運動

かれどにあぞうざん
うんどう

Caledonian orogeny 狭義にはシルル紀～デボン紀の境の頃，広義にはカン
ブリア紀からデボン紀までの間に惹起した世界のすべ
ての地域の造山運動．

カレン かれん karren 地表に露出した炭酸塩岩の表面に見られる幅数cm以下
の浅い溝．二酸化炭素を含む水で溶食されて形成．

カレントリップ
ル

かれんとりっぷる current ripple 堆積面上に，一方向に流れる水流により形成される波
形模様．

カレンフェルト かれんふぇると karrenfeld カレンの発達した石灰岩露岩が林立する石灰岩斜面あ
るいは大地の原野．

峩朗鉱山 がろうこうざん Garo mine 北海道渡島半島に位置し，石灰岩，ドロマイトを産す
る．先第三系の上磯層群中に胚胎．層厚は500m以上．

ガロン がろん gallon 液体の容量を表す単位，１ガロンはイギリスで4.54649
リットル，アメリカでは3.78515リットルにあたる．

河合鉱山 かわいこうざん Kawai mine 岐阜県恵那市に位置し，Cd鉱を産する．



川内層 かわうちそう Kawauchi Formation 岩手県南部の南部北上帯に分布する古生界シルル系．
大船渡市日頃市町川内を模式地とする．暗灰色石灰
岩，泥岩を主体とし砂岩を挟む．

川上石 かわかみいし Kawakami ishi 徳島県海部郡海南町産墓石用石材．中生界砂岩．濃緑
色，緻密，堅硬．

川上断層 かわかみだんそう Kawakami fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．松山市
東方に位置し中央構造線活断層系．右ずれ断層，一部
東傾斜．

川崎ガス田 かわさきがすでん Kawasaki gas field 神奈川県川崎地域に分布する水溶性天然ガス田．千葉
県のガス田と共に南関東産ガス地帯に属す．

川崎崩壊実験事
故

かわさきほうかい
じっけんじこ

accident during Kawasaki
slope failure experiment

1971年11月11日に川崎市生田の関東ローム層の急斜面
で行った崩壊発生実験中に発生した事故．死者15人．

川砂利 かわじゃり river gravel 河川敷から採取される砂利．一般に円磨されている．

河角の式 かわすみのしき Kawasumi's  formula 日本における浅発地震に対する震度とマグニチュード
との関係を震央距離の関数として示した式．

河角マグニ
チュード

かわすみまぐに
ちゅーど

Kawasumi magnitude(Mk) 震央距離100㎞での震度分布の平均値から求められるマ
グニチュード．歴史地震のマグニチュードを決めるこ
とができる．

河角マップ かわすみまっぷ Kawasumi map 日本で初めて示された地震危険度分布図．過去の地震
の震央とマグニチュードを定めて震度を計算し，危険
度評価した．

河角リスト かわすみりすと Kawasumi list 古文書に記された古地震の被害域の大きさと被害域中
心位置より，マグニチュードと震央を推定した歴史地
震のリスト．

川棚石 かわだないし Kawadana ishi 山口県豊浦郡豊浦町川棚産砕石用石材．古第三系ひん
岩．栗野石と同質．黒色，緻密．

河内石 かわちいし kawachi ishi 茨城県常陸太田市町屋産石材．かんらん岩（橄欖岩）
～蛇紋岩．装飾，墓石，岩綿製造用材．

河内大和地震 かわちやまとじしん the 1936 Kawachi-Yamato
earthquake

1936(昭和11)年2月21日に大阪・奈良付近で発生した
M6.4の地震．死者9人・家屋全半壊148戸とされてい
る．噴砂・湧水が見られた．

川樋石 かわといいし Kawatoi ishi 山形県南陽市川樋産．新第三系凝灰角礫岩．建築用
材．耐寒，耐熱性が高い．

川平地すべり かわひらじすべり the Kawahira landslide 1982年7月23日に長崎県川平で発生した地すべり．山腹
棚奥が崩壊し（板状すべり）そのまま土石流化．死者
34人とされている．

川俣ダム かわまただむ Kawamata dam 利根川水系鬼怒川．関東地方整備局．1966年竣工．堤
高117ｍのアーチダム．マルパッセダムの事故後岩盤力
学に本格的に取り組み，ダムの設計に適用したダム．



瓦用粘土 かわらようねんど roofing tile clay 屋根瓦の原料として使用される粘土．堆積成粘土を主
体とし，複数の原料を配合することもある．

岩圧 がんあつ rock pressure ①土被り圧と同義．
②岩石中に閉じこめられた液体またはガスが有する圧
力．

簡易岩石試験 かんいがんせきしけ
ん

index test for quality
of rock

力学試験のうち，現場で行いやすく簡単に数値が得ら
れる試験法．点載荷強度試験，ビッカース硬度試験，
ショア硬度試験，シュミットハンマー試験，ページ衝
撃強度試験などがある．

簡易貫入試験 かんいかんにゅうし
けん

portable penetration
test

簡易動的コーン貫入試験．土研式貫入試験とも呼ばれ
る．

簡易処理法 かんいしょりほう primary treatment 一次処理と同義．

簡易スレーキン
グ試験

かんいすれーきんぐ
しけん

simple slaking test 岩石などの水分に対する耐久性を，水の中に放置した
時の試料の崩壊状態から判定する方法．浸水崩壊度試
験ともいう．

簡易ビショップ
法

かんいびしょっぷほ
う

simplified Bishop method 円弧すべり解析における分割法の一種．スライス間力
の鉛直成分釣り合いの仮定を導入し，式を簡略化し
た．

簡易舗装 かんいほそう low cost pavement 一般のアスファルト舗装より表層が薄く基層を設けな
い舗装．交通量の少い道路に用いられる．

関越トンネル かんえつとんねる Kanetu tunnel 関越自動車道の群馬・新潟県境にある日本最長の道路
トンネル．延長11.1㎞で，Ⅰ期線は1985年に開業．最
大土被り1100ｍで閃緑岩部分では山はねが発生した．

岩塩 がんえん halite, rock salt 塩湖の蒸発または，地層中から産出される塩
（NaCl）．

岩塩型トラップ がんえんがたとらっ
ぷ

halite type trap 岩塩ドームに伴って形成された石油貯留構造．背斜型
トラップに類似．

岩塩鉱床 がんえんこうしょう rock salt deposit 岩塩を主とする堆積鉱床．諸外国の古生代～中生代の
堆積層中に大規模に発達し，石膏・硬石膏・粘土層を
挟む．

岩塩栓 がんえんせん salt plug 地下深所に堆積していた岩塩が，上載荷重の増大によ
り堆積岩中の弱線に沿って上昇・固結した煙突状の岩
塩岩体．主に長さ１kmにも及ぶ柱をつくる岩塩のダイ
アピル．ときに石油の貯留岩となる．

岩塩ドーム がんえんどーむ salt dome 地下の岩塩層が上部堆積層中に上昇し，堆積岩がドー
ム状構造を示すもの．岩塩栓と同義で用いられること
もある．

岩塩プラグ がんえんぷらぐ salt plug 岩塩栓と同義．

岩海 がんかい block field 凍結や融解現象のくり返しによって形成された大型の
角礫が分布する場所．森林限界以上の緩傾斜の山頂や
山腹で見られる．



かんがい水（潅
漑水）

かんがいすい irrigation water 作物を育てるのに水が不足しないよう，水源から耕地
まで計画的に必要分を配分される水．

灌漑用水路トン
ネル

かんがいようすいろ
とんねる

irrigation tunnel 灌漑用水を通す目的で掘削された水路トンネル．

岩塊流 がんかいりゅう block stream 周氷河地形の一つで，巨礫からなる多量の岩塊が斜面
に沿って流下したような状態でできた舌状の地形．

頑火輝石 がんかきせき enstatite Mg2[Si2O6]．斜方晶系．硬度5.5．比重3.32．斜方輝石

の一種．超苦鉄質岩の主成分鉱物として産するほか，
隕石中にも産する．灰・緑・単褐色の短柱状結晶．へ
き開（劈開）面はガラス状光沢．エンスタタイトとも
いう．

カンカニの震度
階

かんかにのしんどか
い

Cancani's seismic
intensity scale

地震の最大加速度を基準とする震度階．加速度地震計
から実際に求まる加速度とはかなり差異がある．

かんかん石 かんかんいし Kankan ishi 香川県坂出市産．新第三紀古銅輝石安山岩．讃岐石と
同質．たたくとかんかんと金属音を出すことに由来．

換気坑道 かんきこうどう ventilation tunnel 換気のために本トンネルとは別に設けたトンネル．

換気スロット かんきすろっと ventilation slot 換気口．

換気設備 かんきせつび ventilation facility トンネルや鉱山などで坑内の換気を行うための設備．
工事中における換気設備のほか，長大トンネルでは自
動車の排気ガスなどに対する換気設備が必要となる．

眼基線 がんきせん eye base 人の左右の眼の瞳孔中心間隔．実体視を行う場合の要
素となる．

換気ダクト かんきだくと ventilation duct トンネルの換気を目的としたダクト．本トンネルと別
に換気用のトンネルを設ける場合や，トンネルの天井
などを仕切って設ける場合がある．

換気立坑 かんきたてこう ventilation shaft トンネル内の換気用に設けられる立坑．特に長大な道
路トンネルで用いられるほか，鉄道でも蒸気機関車の
排煙のために設けられたことがある．

換気方式 かんきほうしき ventilation system トンネル内の換気を行うための方式．縦流式・半横流
式・横流式などの種類がある．

岩級 がんきゅう rock class 岩盤の状態を，風化の程度や，硬さ，亀裂の頻度・状
態などにより区分したもの．岩盤等級と同義語．

岩級区分 がんきゅうくぶん rock mass classification 岩盤の工学的性状を分類し等級区分すること．

眼球構造 がんきゅうこうぞう augen structure 鉱物あるいはその集合体が基質の中で大きく成長し眼
のように見える構造．変成岩，火成岩にみられる．



岩級分布図 がんきゅうぶんぷず rock classification map 構造物の基礎岩盤について，岩級区分を行い，各岩級
の分布を断面や平面に示した図．

眼球片麻岩 がんきゅうへんまが
ん

augen gneiss 眼球構造をもつ片麻岩・片麻状花崗岩．眼球は変成作
用による破砕を免れた鉱物集合体などで構成される．
斑晶状の粗粒な長石の存在が特徴．目入片麻岩ともい
う．

環境アセスメン
ト

かんきょうあせすめ
んと

environmental impact
assessment

環境影響評価と同義語．

環境因子 かんきょういんし environmental factors 陸地，大気，水などの自然環境を構成する各々の要
素．

環境影響評価 かんきょうえいきょ
うひょうか

environmental impact
assessment

環境に著しい影響をおよぼす恐れのある開発行為など
に際し，その影響について事前に調査，予測および評
価すること．環境アセスメントと同義語．

環境温度 かんきょうおんど temperature affected by
surrounding

社会環境がひきおこす局地的な気温．都市部の高温化
が代表例．

環境基準 かんきょうきじゅん environmental quality
standard

人の健康を保護し，生活環境を保全するうえで維持さ
れることが望ましい基準．健康の保護に関する基準
と，生活環境の保護に関する基準がそれぞれ規定され
ている．

環境残留性農薬 かんきょうざんりゅ
うせいのうやく

environmental remaining
agricultural chemical

散布され，分解されずに自然界に拡散，蓄積される農
薬．有機塩素系，有機リン系，有機水銀系などの農
薬．

環境資源 かんきょうしげん enviromental resource 未汚染の地下水資源に対し付与された，利用価値と環
境保全的価値の両者を併せ持つとした概念

環境地質 かんきょうちしつ environmental geology 自然防災や地質汚染・砂漠化・地盤沈下・浸食などの
環境問題など，人と自然とのかかわりに重点をおいた
地質科学．

環境地質学 かんきょうちしつが
く

environmental geology 生活環境と地質科学との関係を系統的に研究する地質
学の一分野．

環境調査 かんきょうちょうさ environmental survey 環境の状態を把握する調査．水質，生物，土壌など自
然条件的項目の他，社会・文化的項目を含めることも
ある．

環境と開発に関
する国連会議

かんきょうとかいは
つにかんするこくれ
んかいぎ

United Nations
Conference on
Environment and
Development

地球サミット．1992年6月，リオ・デ・ジャネイロで開
催．テーマは持続可能な開発．リオ宣言などを決議し
た．

環境保護 かんきょうほご environmental protection 人間や生物の健全な生活を維持するため，自然の生物
や生態系などを開発行為などから守り，存続を図るこ
と．

環境保全 かんきょうほぜん environmental
conservation

環境を保護し守ること．環境回復や新たな環境の創出
も含めた意味でも使われる．

環境ホルモン かんきょうほるもん enviromental hormone 生物のホルモン系に悪影響を及ぼす物質．



環境問題 かんきょうもんだい environmental issues 環境の保護・保全に関して解決すべき課題あるいはそ
の状況．

寒極 かんきょく cold pole もっとも低い気温（年平均気温・最寒月平均気温・日
最低気温の極値など）が観測された地点．

含金礫岩 がんきんれきがん auriferous conglomerate 基質に自然金を含有する礫岩．

岩系 がんけい rock series 本質的に同様の成因で生成されたと考えられる火成岩
類の一群をいう．

岩型 がんけい rock type 岩石を大きく分類するうえでの一群をいう．火成岩，
変成岩，堆積岩．

緩傾斜面 かんけいしゃめん slope of diminishing
gradient

勾配が減少する斜面，あるいは平坦化した斜面．急斜
面をなす岩壁の削剥などにより形成される．減傾斜面
ともいう．

間隙圧 かんげきあつ pore pressure 土粒子間の間隙に存在する空気と水により作用する圧
力．飽和土では間隙水圧に等しい．

間隙圧係数 かんげきあつけいす
う

pore pressure
coefficient

スケンプトンにより提案された非排水三軸試験におけ
る，主応力の増分と間隙水圧の関係式に用いられる係
数．

間隙圧比 かんげきあつひ pore pressure ratio 土中の間隙水圧と全土被り圧との比．

間隙指数 かんげきしすう empty index 間隙率と同じ．岩石などの物質全体に対する全間隙量
（割れ目などによる空隙）の割合．

間隙水 かんげきすい pore water 土粒子や岩盤の割れ目などの間隙に存在する水のこ
と．結合水と自由水とに区分される．孔隙水ともい
う．

間隙水圧 かんげきすいあつ pore water pressure 間隙水の持つ圧力のこと．

間隙水圧計 かんげきすいあつけ
い

piezometer 土中の間隙水圧を計るための測定装置．電気式・マノ
メータ式などの種類がある．

間隙水圧係数 かんげきすいあつけ
いすう

pore water pressure
coefficient

外部から加わる応力の増分と土中の間隙水圧の変化の
関係を表す係数．主応力差に関する係数Ａと等方圧に
関する係数Ｂがあり，後者（Ｂ値）は三軸圧縮試験時
の飽和度の指標として用いられることがある．

間隙水圧サウン
ディング

かんげきすいあつさ
うんでぃんぐ

pore pressure cone
sounding

圧力センサを備えた筐体を地中に貫入させ，間隙水圧
や過剰間隙水圧などを計測し，土質を調査する手法．

間隙水圧測定装
置

かんげきすいあつそ
くていそうち

pore water pressure
measurement system

①試料を非排水状態に保った状態で間隙水圧を測定す
る装置．
②フィルダム内部の間隙水圧を測定するための測定装
置．



間隙比 かんげきひ void ratio 間隙の体積と土や岩石の固体部分の体積との比．

間隙率 かんげきりつ porosity 多孔質媒体（土や岩石）の全体積に対する間隙の体積
の比を百分率で示した値．空隙率・孔隙率ともいう．

間隙流体 かんげきりゅうたい pore fluid 多孔質媒体（土や岩石）の間隙に存在する流体のこと
で，最も普遍的には水，空気であるが，油層中では原
油・天然ガス，地熱貯留層では高温高圧の熱水・蒸気
がある．

間欠河川 かんけつかせん ephemeral stream 常時流水を有さず降雨後に，一時的に流水を生ずるよ
うな河川．間欠河川の水流を間欠水流または一時水流
などという．

間欠泉 かんけつせん geyser, gayser,
intermittent spring,
periodic spring

熱水や蒸気がある時間間隔で噴出する温泉．地下の空
洞に蒸気圧が十分に高まった場合に生じる．

間欠的地すべり かんけつてきじすべ
り

seasonal creep 地すべり活動をその時間持続性で分類したもの．滑
動・停止を繰り返し，長期間にわたり活動する．

間欠噴火 かんけつふんか intermittent eruptions 比較的粘性度の低いマグマによる間欠的な溶岩の噴
出．ストロンボリ火山はこの典型．ストロンボリ式噴
火と同義．

還元状態 かんげんじょうたい reduction 物質が酸素を失うこと，あるいは負原子価が増加する
こと．酸化の反対現象．

還元処理 かんげんしょり reducing treatment 酸化された物質の正原子価を減少させる化学反応を伴
う処理．

岩圏水 がんけんすい subsurface water 岩圏内に存在する水の総称

還元井 かんげんせい reinjection well 地下から生産された流体の一部（あるいは大部分）を
地下に還元するための井戸．

還元性堆積物 かんげんせいたいせ
きぶつ

reduzates 還元条件のもとに生成された化学的沈殿物．とくに鉄
化合物は第一鉄化合物になりやすい．

還元性物質 かんげんせいぶっし
つ

reducing agent,
reductant

他の物質に還元を起こさせる物質であり，それ自身は
酸化されやすい性質を持つもの．酸欠ガスと関係が深
い．

還元帯 かんげんたい reduction zone, reduced
zone

還元作用の働く部分．硫化物鉱床では還元帯で二次硫
化鉱体が沈殿する．

かん湖（鹹湖） かんこ brine lake 湖水１リットルに溶存する総塩分が500mgを超える湖．
塩湖（salt lake)と同義．

雁行構造 がんこうこうぞう echelon structure 地質または地形の線状構造が複数，平行で斜めに配列
した構造．線・帯を境とする地塊同士のずれ変位に伴
い現れる．



雁行鉱脈 がんこうこうみゃく echelon vein 雁行配列をする鉱脈．雁行配列をしていた裂か（裂
罅）に鉱物が沈殿して生成．

雁行褶曲 がんこうしゅうきょ
く

echelon folds 褶曲の背斜軸・向斜軸が雁行配列をなすもの．地塊の
横ずれ変位に伴って，可塑性のある地層に生ずる．大
規模な褶曲の翼に形成される．

雁行節理 がんこうせつり echelon joints 雁行配列する節理をいう．主に岩石がせん断された場
合に形成される．

雁行断層 がんこうだんそう echelon faults 雁行配列している断層群．個々の断層は比較的短く，
断層帯と約45°の角度をなしている．

雁行配列 がんこうはいれつ en echelon 直線の連続線ではなく，途中がとぎれながら右または
左にステップして斜めに並んだ配列をいう．

雁行脈 がんこうみゃく echelon vein 岩盤中に雁行状に生じた割目を充填した岩脈や鉱脈．
規模の大小は不問．

雁行割れ目 がんこうわれめ echelon fissures 岩石中または地表に生じた一群の割れ目が斜めに雁行
状に一定方向に並んでいる状態．個々の割れ目は，割
れ目が分布する帯状部分の方向に対して約45°をな
す．

岩滓 がんさい scoria 多孔質で密度が小さく，暗褐色から黒色を呈する火山
砕屑物．粒径４mm以上のもの．玄武岩質マグマの発泡
により生じる．スコリアともいう．

岩滓丘 がんさいきゅう scoria cone 火山砕屑物のうち，主として岩滓（スコリア）からな
る砕屑丘．噴石丘とも呼ばれる．

関西国際空港 かんさいこくさいく
うこう

Kansai International
Airport

大阪湾の泉州沖に建設された24時間利用可能な国際空
港．約２万haの海域を埋め立て４千ｍ滑走路他を建
設．

岩滓集塊岩 がんさいしゅうかい
がん

agglutinate スコリア質の火山礫・火山岩塊・火山弾などからなる
火砕岩．多孔質岩片が軽度に溶結したもの．

岩滓流 がんさいりゅう scoria flow 火砕流の一種で，主としてスコリア質火山灰・火山
礫・火山岩塊からなるもの．スコリア流ともいう．

カンザス氷期 かんざすひょうき Kansan glacial stage 北米第四紀の古典的氷河編年で第二に古い氷期．年代
は70万年より古い．氷成堆積物は13～33m，一部で50m
以上．

岩座張り がんざばり riprap masonry 盛土のり面の保護のため，雑石・割石をなじみよく積
み上げること．岩座積みまたは単にリップラップとも
いう．

乾砂量測定機 かんさりょうそくて
いき

slurry density
accounting equipment

含有土砂検量装置と同義．

監査廊 かんさろう inspection gallery ダム堤体内部の工事や完成後の管理などを目的とし
て，堤体内部や堤体直下の基礎地盤内に設置される通
路．



換算Ｎ値 かんざんえぬち equivalent N-value 標準貫入試験を軟岩，風化岩の領域まで拡張して適用
するために用いられるもので，貫入量が30cm以下の場
合に，測定された打撃数と貫入量の関係から線形補間
により求められる貫入量30cmに対する打撃数．

換算ルジオン値 かんざんるじおんち equivalent lugeon value ルジオンテストにおいて，0.98MP以下または以上のP-Q
曲線の勾配を外挿して算出したルジオン値．

乾式製錬 かんしきせいれん pyrometallurgy 高温における化学反応にもとづいて，鉱石中の金属を
分離・抽出する方法．湿式製錬に対する語．

乾式吹付け方式 かんしきふきつけほ
うしき

dry process shotcrete 骨材とセメントを乾燥状態で混合し，ノズル部分で水
と合流させて吹付ける工法．

岩質 がんしつ lithology 岩石の構成鉱物の種類，鉱物粒の粒度，集合配列の状
態（組織），各種の構造，かたさなどをいう．一般に
野外調査で目視により確認できる特徴を表す．

乾湿繰り返し試
験

かんしつくりかえし
しけん

slaking test, wetting
and drying test

土質および岩石試料に対し，乾燥・湿潤を繰り返し行
い，劣化の状態を調べる試験法．

乾湿試験 かんしつしけん wetting and drying test 乾湿繰り返し試験と同義．

岩質図 がんしつず lithologic character map ある地域の岩石を時代区分にとらわれず，構成鉱物の
種類・粒度や硬さなどから分類し表現した図．

乾湿風化 かんしつふうか weathering by wetting
and drying

降雨・気温・湿度などの影響による乾湿くり返し（吸
水膨張・脱水収縮）で生じる岩石の破砕．泥質岩・細
粒岩に生じやすく，膨張性粘土鉱物を含む岩石で顕
著．

広西変動 かんしへんどう Kwangsi disturbance 古生代の造山運動の一つで，シルル・デボン系間の傾
斜不整合によって示される地殻変動．

岩株 がんしゅ stock バソリスから枝分かれしたあるいは頂部が顔を出し
た，露出面積の小規模な深成岩貫入岩体．露出面積が

100km2以下の小規模な深成岩体．ストックともいう．

環礁 かんしょう atoll 環状に連なるさんご（珊瑚）礁で，礁湖には島は見ら
れない．高さ数ｍ，幅数百ｍにおよぶ．その下には厚
い石灰岩層・海底火山がある．

岩しょう（岩
漿）

がんしょう magma 地下に存在する高温の溶融流体の総称．珪酸塩の溶融
した液体のみをさす場合など，その他いくつかの定義
がある．マグマともいう．

岩礁 がんしょう rocks 暗礁や頂部が海水に洗われる洗岩，高潮時海面下にな
る干出岩，高潮時にも海面上にある水上岩など岩の群
れの総称．

岩床 がんしょう sheet 傾斜した板状貫入岩体の総称．貫入された地層との関
係を無視し，直立でも水平でもないものという曖昧な
定義．

環状（構造）土 かんじょう（こうぞ
う）ど

patterned ground 凍結作用に伴う細粒土の移動が原因で，対称形または
幾何学的な形をした地表面の模様の総称．



環状岩脈 かんじょうがんみゃ
く

ring dike, ring dyke 水平断面において同心円あるいは楕円状の岩脈で，露
頭部は環状をなし，ラッパ状を呈する．

干渉屈折計 かんしょうくっせつ
けい

interference
refractometer

光の干渉を用いて干渉縞の位置の変化による光学距離
の差を精密に測り，気体の屈折率などを測定する．

干渉計 かんしょうけい interferometer 干渉現象を利用し，観測電磁波の位相差を把握するこ
とにより，対象物との距離などを精密に測定する機
器．

完晶質 かんしょうしつ holocrystalline 岩石がすべて結晶からなり，ガラスを含まないこと
（花崗岩類など）．

干渉色 かんしょうしょく interference color 偏光顕微鏡の直交ニコル下で白色光源で岩石薄片を観
察した際に見られる色．

干渉色図表 かんしょうしょくず
ひょう

interference color chart 干渉色と薄片の厚さから複屈折の大きさの大略を見積
もるために作成された図表．

岩しょう水（岩
漿水）

がんしょうすい magmatic water マグマの中に含まれた水分，またはマグマから分離し
た水．初生水ともいう．

干渉性 かんしょうせい coherence 波動の性質の一つ．複数の波動が互いに干渉しあう性
質をさす．

干渉像 かんしょうぞう interference figure 偏光顕微鏡をコノスコープの状態（上下のニコルと対
物レンズ・コンデンサの組み合わせ）として岩石薄片
を観察した際に鉱物中を通る光によって生ずる円形の
実像．鉱物結晶の光学的性質を調べるときに用いる．

環状天秤型圧力
計

かんじょうてんびん
がたあつりょくけい

ring manometer 上部に隔壁を設けた環状管の下部に液体を入れ，隔壁
の両側に圧力を導いた圧力差により環が回転する事を
利用した圧力計．

干渉フィルタ かんしょうふぃるた interference filter 電磁波の干渉現象を利用したフィルタ．透過する電磁
波の波長特性を，シャープに設定できる利点がある．

環状裂か（裂
罅）

かんじょうれっか ring fracture マグマあるいは貫入岩の上昇・沈下により，母岩ある
いは貫入岩との間に生じた環状の破断空隙や割れ目．

環状割れ目 かんじょうわれめ ring fissure 貫入岩などの急冷・収縮により，母岩あるいは貫入岩
自体に環状に生成される割れ目．

岩芯 がんしん core 中空のビットを使って外周部のみを掘削することによ
り採取される円柱状の岩石試料．

換振器 かんしんき seismometer エネルギー間の変換を行う装置で，特に地震動を電気
信号に変換する装置．可動コイル型，圧電型などがあ
る．

完新世 かんしんせい Holocene(epoch) 地質年代の最上位を占める地質時代．完新統の堆積し
た期間で，1万年前から現在をさす．沖積世と同義．



完新統 かんしんとう Holocene（series） 完新世の地層をさし，地質系統の最上位を占める．沖
積統の一部．

岩芯率 がんしんりつ core rate 単位掘削深度あたりの円柱状岩芯（コア）の占める割
合．一般には1mあたりの百分率で示される．

かん水（鹹水） かんすい brine 無機塩類を500mg/リットル以上含む水．蒸発や堆積物
の反応などにより，塩分濃度が増したもの．

冠水 かんすい flooding 大雨時などに流出水が農耕地に停滞し，作物が完全に
水中に没した状態をいう．

含水計 がんすいけい moisture-meter 固体や液体の試料中に含まれる水分量を測定する計
器．測定方法には，乾燥法，試薬法，湿度計法などが
ある．

含水爆薬 がんすいばくやく slurry explosives,
emulsion explosives

水を組成中に含み，可塑剤でゲル状にした爆薬．後ガ
スが良く，取扱いの安全性が高い．

含水比 がんすいひ moisture content, water
content

土や岩石に含まれる水分質量を固体部分の質量（乾燥
質量）に対する百分率で表したもの．

含水比試験 がんすいひしけん moisture content test,
water content test

含水比を求めるための試験．

含水率 がんすいりつ moisture content, water
content

土・岩石中に含まれる水分質量を，土・岩石全質量に
対する百分率で表したもの．

含水量 がんすいりょう moisture content, water
content

土に含まれる水分量．土の全質量と110℃炉乾燥後の質
量との差，あるいは110℃炉乾燥で失われる質量．

含水量管理 がんすいりょうかん
り

compaction control by
moisture content

土の締固めの管理に含水量を用いること．使用する土
の施工時含水比と締固めた土の密度の測定を行う．

含水量試験 がんすいりょうしけ
ん

moisture content test 土中の水と土粒子の乾燥質量の比を百分率で表すため
の試験のこと．地盤工学会基準では，含水比試験とい
う．

管水路 かんすいろ pipeline コンクリートあるいは鋼製の管による水路で，圧力に
より満管状態で流れるもの．

岩すべり がんすべり rock slide 岩盤すべりと同義．

乾性褐色森林土 かんせいかっしょく
しんりんど

dry brown forest soils 湿潤温帯の森林地域を中心に分布する成帯性土壌のう
ち，急斜地のとがった尾根など乾燥しやすい場所に分
布している褐色森林土．

慣性航法システ
ム

かんせいこうほうし
すてむ

INS, inertial navigation
system

慣性の法則に基づき，ジャイロと加速度計により位
置，速度などを把握する装置．航空機の航法装置など
に用いる．



乾性ポドゾル かんせいぽどぞる dry podzolic soils 寒冷湿潤気候の針葉樹林下に分布する成帯性土壌のう
ち，亜山頂や尾根筋などの表層が乾燥しやすい地形上
に分布するポドゾル．

乾井掘り かんせいぼり dry hole drilling 空気掘りの一つ．生産障害がなく，掘進率も高く，
ビット耐用が長い反面，坑内崩壊や出水に対する抑止
力が低い．

岩石 がんせき rock 地殻・上部マントルなど地球上層部を構成する物質．
数種の鉱物の集合体．火成岩・堆積岩・変成岩に分類
される．

岩石堰堤 がんせきえんてい rockfill dam, rock dam ロックフィルダムと同義．

岩石海岸 がんせきかいがん rocky coast 基盤の岩石が露出している海岸．山地が海岸に迫る所
に多くみられる．

岩石学 がんせきがく petrology 岩石の成因を研究する学問．岩石の記載と分類を主と
する記載岩石学，岩石の成因を追求する岩石成因論な
どの分野がある．

岩石荷重 がんせきかじゅう rock load トンネル掘削により緩んだ岩石（岩盤）がトンネルに
作用する荷重．

岩石強度 がんせききょうど rock strength 荷重に対して岩石が破壊せずに抵抗できる最大の応
力．

岩石区 がんせきく petrographic province 共通の化学組成・鉱物組成を有する岩石の地理的広が
り．

岩石掘削 がんせきくっさく rock excavation 発破あるいは機械を用いて岩石を掘削すること．

岩石系列 がんせきけいれつ rock series 同一のマグマからの単一時期の火成活動による火成岩
で，化学組成，鉱物組成，構造組織的にある類似した
特徴を持つ系列．

岩石圏 がんせきけん lithosphere 地球表層をつくる固い層をさす．上部マントルの流動
的な層の上にのり，プレートに分かれ動いている．リ
ソスフェアともいう．

岩石顕微鏡 がんせきけんびきょ
う

petrographic microscope 偏光顕微鏡．偏光ニコルと解析ニコルをもつ顕微鏡．
岩石の薄片を光学的に観察し鉱物,岩種の決定などに用
いる．

岩石砂漠 がんせきさばく rocky desert 砂・礫などの岩屑がほとんどなく，岩石が露出してい
る砂漠．

岩石磁気 がんせきじき rock magnetism 岩石のもっている残留磁気．岩石生成時の地球磁場を
保存していることから古地磁気年代測定などに利用さ
れる．定方位試料の採取が必要となる．

岩石試験 がんせきしけん rock test ボーリングコアなどを用いて岩石の物理的，化学的，
力学的性質を明らかにするための試験．



岩石浸食段丘 がんせきしんしょく
だんきゅう

erosional terrace 河岸段丘の段丘面が浸食面をなすもののうち，基礎岩
の浸食面を段丘面とするもの．

岩石すべり がんせきすべり rock slide 岩盤すべりと同義．

岩石成因論 がんせきせいいんろ
ん

petrogenesis, petrogeny 岩石の成因を野外の地質現象や物理化学実験から導び
こうとする岩石学の一分野．

岩石段丘 がんせきだんきゅう rock terrace 河岸段丘の段丘面に基礎岩石が露出するか，堆積物が
きわめて薄い段丘．河川の側刻によって生ずる．

岩石地 がんせきち rock area 土壌がなく，岩盤が広く露出し，ほとんど岩石で構成
されている土地．

岩石透水試験 がんせきとうすいし
けん

permeability test of
rock

現地で採取した岩石を用いて透水性を知る試験で，割
れ目を含まない岩石の透水性や，微小割れ目などの透
水性に与える影響を明らかにできる．

岩石トンネル がんせきとんねる rock tunnel 岩盤中に掘削されたトンネル．土砂トンネルと対比し
て用いられることがある．

岩石なだれ がんせきなだれ rockfall avalanche 岩屑や基盤岩の一部が急激に崩壊し，あまり水分を含
まずに高速で斜面を流下する現象．岩屑なだれとも呼
ぶ．

岩石破壊 がんせきはかい rock fracture 岩石の応力が増加し続けて破壊すること．弾性限界内
の脆性破壊と大きな永久変形を伴う延性破壊とがあ
る．

岩石薄片 がんせきはくへん rock thin section 偏光顕微鏡で岩石の組織を観察するために，岩石を薄
くカットしたもの．単に薄片と呼ばれることが多い．

岩石薄片観察 がんせきはくへんか
んさつ

thin section observation 岩石試料の薄片を作成し，鉱物の光学的性質の違いを
利用して鉱物や岩石の同定を行う．

岩石物理学 がんせきぶつりがく petrophysics 物理検層解析とコアー分析により孔隙率・水分飽和
率・浸透率などの地層の物理的岩石学的物性を把握す
る学問．

岩石崩落 がんせきほうらく rock fall 岩石から構成される斜面で，岩石が急速に下方へ移動
する現象．

岩石匍行 がんせきほこう rock creep 岩盤の一部が斜面下方に緩慢に移動する現象．マス
ムーブメントの一種．岩盤クリープともいう．

岩石密度 がんせきみつど rock density 岩石の単位体積あたりの質量．

岩石落下 がんせきらっか rock fall 斜面上の岩塊が落下する現象．



岩石力学 がんせきりきがく rock mechanics 岩石の力学的性質とその応用に関する学問．

岩屑 がんせつ debris, detritus 岩盤から風化分解して生じた岩石の破片，またはその
集合体．

間接距離測量 かんせつきょりそく
りょう

indirect distance
measurement

巻尺などによる直接的な測定とは異なり，他のものを
測定して間接的に距離を求める測量．

間接作動型土圧
計

かんせつさどうがた
どあつけい

indirect measuring earth
pressure gauge

流体を用いて受圧板の変位を機械的に拡大し，拡大し
た変位を検出して土圧を求める方式の土圧計．

間接水準測量 かんせつすいじゅん
そくりょう

indirect levelling ２点間の比高を求めるのに直接水準測量によらない方
法．三角水準，気圧水準，水管水準測量などがある．

岩屑すべり がんせつすべり debris slide 斜面上の岩屑や土砂が下方に移動する現象．岩屑なだ
れに比べ移動速度の遅いものをさすことが多い．

岩屑線 がんせつせん debris line 嵐によって打ち上げられた海浜上の岩屑の上限を結ん
だ線．ふつう海浜の上限．

間接せん断 かんせつせんだん indirect shear せん断試験方法のうち，直接せん断に対する方法．供
試体の外周面に主応力を作用させる一軸圧縮試験，三
軸圧縮試験など．

岩屑土 がんせつど lithosol 層位の分化の進んでいない非成帯性土壌の大土壌群の
一種．礫質の土壌で山岳に分布．

岩屑なだれ がんせつなだれ debris avalanche 岩石なだれと同義．

岩屑なだれ堆積
物

がんせつなだれたい
せきぶつ

dry avalanche deposit 乾燥状態の岩石の集合体が高速で流れて堆積したも
の．大規模であり主として火山の山体崩壊で発生す
る．

乾雪表層雪崩 かんせつひょうそう
なだれ

dry surface layer
avalanche

1965年日本雪氷学会の雪崩分類名称．雪崩層の雪質は
乾雪で，すべり面の位置が表層で定義される．

岩屑流 がんせつりゅう debris avalanche あらゆる大きさの岩石片などからなる斜面構成物質が
流下する現象．必ずしも飽和状態でない流れについて
用いることが多い．

岩屑流堆積物 がんせつりゅうたい
せきぶつ

debris deposit 岩屑流により形成された堆積土砂．あらゆる大きさの
岩石片などからなり，一般的には不淘汰で逆級化構造
を伴う．

完全褶曲 かんぜんしゅうきょ
く

complete fold 横圧力のもとに，かなり塑性な状態で生じた，長く平
行な，同程度の向斜・背斜を有する閉じた褶曲群．連
続褶曲・全形褶曲ともいう．

完全塑性体 かんぜんそせいたい perfectly plastic body 降伏応力以上の応力を受けた時に応力一定でひずみが
無限に増加する関数を表現する力学モデル．



完全弾性体 かんぜんだんせいた
い

perfectly elastic body 外力を加えると瞬間的に変形が起こり，外力の除去と
同時に変形が完全に消失するような弾性体．

完全軟化強度 かんぜんなんかきょ
うど

strength of fully
softened state

土の完全軟化状態における強度．

完全軟化状態 かんぜんなんかじょ
うたい

fully softened state 土がせん断応力を受けて変形するとき，変形が進行す
ると土の体積が増加も減少もしない状態となる．この
状態を完全軟化状態と呼び，正規圧密粘土のピーク強
度が発生する状態に相当する．

岩相 がんそう lithofacies 地層の総合的な特徴である層相のうち，組成・粒度な
どを含む岩石学的な面でとらえた特徴をさす．

乾燥汚泥 かんそうおでい dried sludge 埋立や肥料としての利用を容易にするため，乾燥させ
て含水率を30%以下にした汚泥．

乾燥岩屑流 かんそうがんせつ
りゅう

dry debris flow 斜面崩壊で水の関与が少なく乾燥状態で岩片や土砂が
流動する現象．

岩相区分 がんそうくぶん rock-stratigraphic
classification

岩相層序区分と同義．

乾燥係数 かんそうけいすう coefficient of aridity 年間あるいは月間の降水量が可能蒸発散量よりも少な
い場合に，その差（不足分）の可能蒸発散量に対する
百分率．ソーンスウェイトが気候区分に用いた．

乾燥質量 かんそうしつりょう dry mass 土に含まれる土粒子部の質量とみなしうるもので，土
を110 ℃で炉乾燥した質量．

乾燥収縮 かんそうしゅうしゅ
く

drying shrinkage 土が乾燥することにより体積が減少すること．粒子の
性状・粘土含有量・初期含水量などにより程度が異な
る．

乾燥収縮ひずみ かんそうしゅうしゅ
くひずみ

drying shrinkage strain 土やコンクリートが乾燥し，体積が収縮するのに伴う
ひずみ．

乾燥重量 かんそうじゅうりょ
う

dry weight 試料を110℃の恒温状態で，定重量になるまで炉乾燥さ
せたときの重量．

岩相図 がんそうず lithofacies map 岩相の分布を詳細に区分して作成される平面図．層序
区分や地質図とは異なる．

岩相層序学 がんそうそうじょが
く

lithostratigraphy 主として岩相上の特徴に基づいて地層を区分・対比
し，順序や相互関係を研究する地質学の分野．

岩相層序区分 がんそうそうじょく
ぶん

lithostratigraphic
classification

岩相上の特徴に基づく地層の区分で，単位名は一般に
高次のものから順に層群・累層（層）・部層・単層が
用いられる．示準化石にもとづく年代層序区分とは分
類の基準が異なり必ずしも一致しない．

乾燥単位体積重
量

かんそうたんいたい
せきじゅうりょう

dry unit weight 土の単位体積あたりの土粒子だけの重量．



乾燥断熱変化 かんそうだんねつへ
んか

dry adiabatic change 周囲の空気との間で熱の授受がなく，かつ水蒸気を含
まないか飽和していない状態での空気塊の温度変化．

乾燥地形 かんそうちけい arid landforms, arid
landscapes, arid
topography

乾燥地域に発達する地形．降雨頻度が低く，裸地が多
い乾燥地域では，岩石は機械的風化により細粒化しや
すい．地形輪廻を有する．

乾燥強さ かんそうつよさ dry strength 気乾した粘性土の圧縮強さ.一般的に粘土で強く，シル
ト質になるほど弱くなる．普遍的には用いられていな
い．

乾燥強さ試験 かんそうつよさしけ
ん

dry strength test 気乾した粘性土の角柱試料（長さ3cm，1cm角）を指圧
で圧砕することにより行う．

乾燥法 かんそうほう dry method 突固めによる土の締固め試験方法（JIS規格A1210)のう
ちの，採取した湿潤土を乾燥させて試料とする方法．
この他に乾燥させない非乾燥法がある．

乾燥盆地 かんそうぼんち arid basin 乾燥・半乾燥地域に発達する盆地．河川は，盆地外に
排水口をもたず内部流域に留まることが多い．多くの
場合内陸湖が抱かれる．

乾燥密度 かんそうみつど dry [bulk] density 土の単位体積あたりの土粒子の質量．体積Vの湿潤土を
110℃で一定質量になるまで乾燥させたときの質量をｍ
とすれば乾燥密度はｍ/Vで表される．

観測強化地域 かんそくきょうかち
いき

area of intensive
observation

地震予知連絡会が大地震発生の要注意の場所として指
定した地域．特定観測地域より緊迫性・重要度が高
い．

観測孔 かんそくこう observation hole 地下水位，地層，地下構造物などを確認するために掘
られたボ－リング孔．観測井ともいう．

観測井 かんそくせい observation well 地盤中の現象の観測を目的に設置された井戸．地下水
位観測の場合が多い．

緩速施工 かんそくせこう slow construction 軟弱層上に盛土を行う際に，軟弱層の圧密沈下を十分
起こさせるように緩速で盛土をおこなうこと．

観測施工法 かんそくせこうほう observational
procedure,observational
method

トンネルや地盤の掘削施工において周辺地盤や支保工
の変位，荷重，応力等の計測結果をフィードバックし
ながら施工を進める方法，予め各計測項目について管
理基準値を定めておき管理基準値を超えた時に設計の
修正などの対策を講じる．

緩速せん断試験 かんそくせんだんし
けん

slow shear test 一面せん断試験に際して，できるだけ排水状態に近づ
けるために時間をかけて行う試験．

寒帯 かんたい frigid (polar) zone,
polar(frigid)

地球上の最も高緯度にあって，寒冷な地帯．最も単純
には極圏よりも高緯度とするが，様々な定義がある．

桿体 かんたい rod 網膜の細胞のうち光を感じるもの（視細胞）の一つ．
感度は高いが，解像度は低く色調には反応しない．

岩体 がんたい rock mass ほぼ一様な岩石あるいは成因・時期を同じくする岩石
からなる塊または地層．規模の大きい貫入岩や特徴的
あるいは分布の広い堆積岩などに用いられる．また
「高温岩体」のように一定の性質を有する部分をさす
場合や，土木分野では工事の対象となる特定の岩塊な
どに用いることがある．



寒帯湖 かんたいこ polar lake 夏季には湖水の循環が発生するが，常には表面の水温
が４℃以下の湖．

間帯性土壌 かんたいせいどじょ
う

intrazonal soil 地形・母材物質など局地的な土壌生成因子の影響を強
く受けた土壌．成帯性土壌内に点状・島状に分布す
る．成帯内性土壌ともいう．

環太平洋火山帯 かんたいへいようか
ざんたい

circum-Pacific volcanic
belt

太平洋を取り巻いて細長く分布する火山帯．多くは弧
状列島上の火山列で，世界の活火山の半数以上が属す
る．

環太平洋地震帯 かんたいへいようじ
しんたい

circum-Pacific seismic
zone

震源の深さが100km未満の浅い地震帯．太平洋プレート
と各陸地沿岸沿いに帯状の地震活動の活発な地帯．

環太平洋造山帯 かんたいへいようぞ
うさんたい

circum-Pacific orogenic
zone

太平洋を取り囲んで配列する造山帯の総称．現在も盛
んな地殻変動が進行中で，世界の一大火山帯・地震帯
でもある．

干拓工法 かんたくこうほう reclamation 湖沼・海岸・河岸などで工事を行う際に工事範囲の外
周に堤防を築造し，水深の浅い地盤を排水によって陸
地化して，工事をおこなうこと．

干拓地 かんたくち reclaimed land, polder 農地などを造成するため，湖や海の一部を堤防で締め
切ったのち排水し，湖底や海底を干し上げて造成され
た土地．

神田断層 かんだだんそう Kanda fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．徳島市
西方吉野川段丘北縁に位置．中央構造線活断層系．右
ずれ断層．

岩着コンクリー
ト

がんちゃくこんく
りーと

rock contact concrete ダムコンクリートのうち着岩面に使用されるもの．不
陸などに対する施工性が重要な要素．

寒中コンクリー
ト

かんちゅうこんく
りーと

cold weather concrete 日平均気温が４ ℃以下でも施工できるよう，練り上が
り温度や養生などに特別に配慮したコンクリート．

干潮 かんちょう ebb tide 潮の満ち干に伴い海面が上下する際，海面が最も低下
した状態を干潮または低潮といい，遠浅海岸ほど露出
する．

冠頂 かんちょう crown 地すべり滑動によって生じた，主滑落崖の最高点のこ
と．

感潮河川 かんちょうかせん tidal river 河川の下流部で潮汐によって水位・流速が変化する河
川．勾配の緩やかな河川ほど感潮の度合いは大きい．

カンチレバー
デッキバットレ
スダム

かんちればーでっき
ばっとれすだむ

cantilever deck buttress
dam

上流側遮水壁（スラブ）がバットレス（扶壁）の両側
に張り出した構造で，これを継目を介して連続させた
バットレスダム．スラブに加わる水圧に片持ち梁とし
て抵抗する．

貫通 かんつう break through トンネルなどで掘削した地山が貫かれること．

貫通杭 かんつうぐい bearing pipe through
structure

構造物を上下に貫く杭のことで既設構造物の下部に構
造物を施工する際に上部の荷重を下部の地盤に伝える
ために施工される．



カンデラ かんでら international candle 記号cdで表される光度の単位．周波数540THz（T:テラ
=10の12乗）の単色光光源からの放射強度が1W/683/sr
である方向の光度．

カント かんと cant 車両が曲線部を進行するときに受ける遠心力の影響を
取り除くために，レールや路面の内外につけた高さの
差．

関東構造線 かんとうこうぞうせ
ん

Kanto tectonic line 関東地方中央部，ほぼ利根川の流路に沿って走る推定
構造線．利根川構造線と同義．重力異常の急変部とし
てとらえられる．

関東構造盆地 かんとうこうぞうぼ
んち

Kanto tectonic basin 東京・千葉付近を中心とした盆地で鮮新統以降の地層
が厚く堆積し，厚層部は約4000mに達する．

関東山地 かんとうさんち Kanto mountain Area 関東地方西部から長野県にかけての山地で，一辺約
75kmの矩形を示す．

関東地震 かんとうじしん the 1923 Kanto
earthquake

1923(大正12)年9月1日に関東南部を中心に発生した
M7.9の地震．死者不明者14万2千人余とされている．津
波最大12m．房総・神奈川南部が隆起．別名関東大震
災.

関東造盆地運動 かんとうぞうぼんち
うんどう

Kanto basin-forming
movement

関東の構造盆地を形成した鮮新世以降の地殻運動．運
動は主に，平野周辺部の隆起と中心部の相対的な沈降
によりなる．

関東平野 かんとうへいや Kanto plain 関東構造盆地の上に形成された日本最大の平野．

関東ローム かんとうろーむ Kanto loam 関東地方に広く分布する褐色の更新世の降下火山灰
層．硫化軽石・スコリアなどの火砕堆積物も含む．下
位より多摩，下末吉，武蔵野，立川の４層に区分され
ている．練返しによる強度低下が著しい．

感度分布 かんどぶんぷ sensitivity distribution 地中の単位体積の比抵抗変化による見掛比抵抗の変化
割合を分布図として示したもの．

ガントリージャ
ンボ

がんとりーじゃんぼ gantry type drill jumbo トンネル工事における削岩用機械の一種で，門型の移
動式枠組みのフレームからなる台車に多数の削岩機を
搭載させたもの．

管内損失補正係
数

かんないそんしつほ
せいけいすう

compensation coefficient
for pipe loss

ルジオンテストの有効注入圧力を求める際に，管内抵
抗による損失水頭を算定するための係数．

貫入 かんにゅう intrusion マグマあるいは流動性のある岩石が，地下の岩塊中に
押し込められ，新しい岩石体を形成する現象．

貫入角礫岩 かんにゅうかくれき
がん

intrusion breccia 貫入の際に，周辺岩石あるいは固結した貫入岩体の一
部が破壊されて生じた，角ばった岩片よりなる礫岩．

かん入河川（嵌
入河川）

かんにゅうかせん entrenched meander 蛇行状に屈曲する谷の中を流れる河川．急激な隆起な
いし浸食基準面の低下により基盤岩を深く掘り込んで
生じる．

貫入岩 かんにゅうがん intrusive rock マグマが地殻中に貫入して固結した火成岩．結晶の生
成に特徴があり，斑状構造を有する．岩脈・岩床など
種々の貫入形態がある．



貫入式推進 かんにゅうしきすい
しん

push-in of cutting edge 手掘りシールドにおいて，切羽安定のために，刃口を
地山に貫通させた後に掘削を行い推進すること．

貫入試験 かんにゅうしけん penetration test 地下の土層のかたさや締まり具合を知るために，土中
に金属の棒を押し込むサウンディング試験の総称．

貫入試験器 かんにゅうしけんき penetrometer 貫入試験を行うための試験器.標準貫入試験器，動的貫
入試験器，静的コ－ン貫入試験器などがある．

貫入双晶 かんにゅうそうしょ
う

interpenetration twin 二つの個体が双晶をなす場合，一方の個体が他の個体
の中を突き通った状態にある双晶．

貫入抵抗 かんにゅうていこう penetration resistance 土の貫入試験におけるコーンの貫入しにくさを示すも
のであり，建築物の支持力の判定などに用いられる．

観音寺断層 かんのんじだんそう Kannonji fault 活断層．確実度Ⅰ，南北方向．庄内平野東縁に位置し
活褶曲運動と関連．西傾斜．1894年に地震発生．

ガンパー仕上法 がんぱーしあげほう gun perforation
completion

火薬を使用して産出層部のパイプに穴をあけて，石油
などを選択的に採取するための仕上げ法．

かんばつ（旱
魃）

かんばつ drought 降水量の不足により農作物に枯死などの被害が生じる
こと．

カンパニアン かんぱにあん Campanian 中生界・上部白亜系の階．国際的基準の地質生層序単
位を表し，ヘトナイ統下部に相当．

鎌原火砕流 かんばらかさいりゅ
う

the Kanbara pyroclastic
flow

1783（天明3）年浅間山噴火に伴って発生．最大幅4 km
で流下．鎌原村を全滅させ，犠牲者1000人以上とされ
ている．

岩盤 がんばん rock mass 岩石からなる地盤，あるいはある広がりをもった岩塊
と割目の集合体．

岩盤アバットメ
ント

がんばんあばっとめ
んと

rock abutment 岩盤からなるダムの取付部．人工アバットメントに対
する自然地山のこと．

岩盤基礎 がんばんきそ rock foundation 岩盤からなる構造物の基礎．

岩盤基礎処理 がんばんきそしょり rock foundation
treatment

基礎岩盤の力学的弱部の処理および透水性の処理全般
をさす．

岩盤強度試験 がんばんきょうどし
けん

in situ rock strength
test,
in- situ rock strength
test

岩盤のせん断強度を原位置で求める試験．ロックせん
断試験，ブロックせん断試験，岩盤三軸圧縮試験など
がある．

岩盤空洞 がんばんくうどう rock cavern トンネル・鉱山などの坑道・地下発電所や石油地下備
蓄用岩盤タンクなどの地下構造物の総称．



岩盤掘削線 がんばんくっさくせ
ん

rock excavation line 構造物を築造する場合に所要の強度・変形性などを持
つ岩盤に達するまで行われる掘削の範囲と深さを示す
線．

岩盤区分 がんばんくぶん rock mass classification 岩盤分類に類義．岩盤を工学的観点から数グループに
区分すること．

岩盤クリープ がんばんくりーぷ rock creep 岩石匍行と同義．

岩盤検査 がんばんけんさ inspection of excavated
bed rock

ダム，原子力発電所，構造物基礎において計画掘削深
度まで掘削した段階で，当初設計で想定した性状の岩
盤が現れていることを確認する検査．目視観察の他，
岩石試験や平板載荷試験などを行うことがある．

岩盤拘束 がんばんこうそく bedrock restraint,
external restraint by
foundation rock

マスコンクリートの温度低下に伴う収縮量が，岩着部
付近において岩盤に拘束される事により小さくなる現
象．

岩盤三軸圧縮試
験

がんばんさんじく
あっしゅくしけん

in situ triaxial
compression test,
in-situ triaxial
compression test

直方体のブロックを切り出し，各々の面にピストン
ジャッキ，またはフラットジャッキで荷重をかけ岩盤
の強度，変形特性を知る試験．

岩盤試験 がんばんしけん rock test 岩盤の変形・強度などの基本的な特性を求める現地試
験法で岩盤変形試験，岩盤せん断試験などがある．

岩盤地すべり がんばんじすべり rockslide, rock slip 岩盤すべりと同義．

岩盤浸透流 がんばんしんとう
りゅう

seepage flow in rock
mass, rock hydraulics

断層や節理などの割れ目を含んだある大きさの岩体中
を流れる水の流動．

岩盤すべり がんばんすべり rock slide 基盤岩から新たに発生する地すべり．基盤岩に潜在す
る弱面がすべり面となって発生し，急速に移動する．
岩盤地すべり・岩すべり・岩石すべり・盤すべりとも
いう．

岩盤せん断試験 がんばんせんだんし
けん

rock shear test, block
shear test

岩盤ブロックを切り出し，あるいは平滑に仕上げた試
験面にコンクリートブロックを打設して，せん断試験
を行い岩盤のせん断強度を求める試験．

岩盤タンク がんばんたんく underground storage rock
cavern

原油・重油・ＬＰガスなどの備蓄・貯蔵を目的に岩盤
内に空洞を掘削し，その空間をタンクとして用いるこ
と．

岩盤地下タンク がんばんちかたんく underground storage rock
cavern

「岩盤タンク」と同じ意味であるが，半地下式タンク
と区別する時に用いる場合がある．

岩盤等級 がんばんとうきゅう rock mass grade 岩盤分類に基づき，岩盤の良否をその工学的性状に
よって何階級かに分けたもの．

岩盤透水試験 がんばんとうすいし
けん

rock permeability test 岩盤の透水性を評価する試験方法．よく行われる方法
としてルジオン試験や湧水圧試験（ＪＦＴ）などがあ
る．

岩盤内応力 がんばんないおう
りょく

rock mass stress 岩盤内部に仮想した単位面積の任意の面に作用する
力．



岩盤判定 がんばんはんてい rock mass judgement 構造物基礎の岩盤に対し，岩盤分類や岩盤評価を行う
こと．

岩盤ＰＳ工 がんばんぴーえすこ
う

rock prestressed anchor
method, rock PS anchor
method

岩盤にプレストレスを導入して補強する工法．設計上
はグランドアンカーと同じ．アーチダムのショルダの
補強などに使用される．

岩盤評価 がんばんひょうか rock mass
characterization, rock
mass evaluation

岩盤を工学的な指標によって評価すること．指標とし
ては硬さ・風化・変質・節理・破砕・湧水などがあ
る．

岩盤負担 がんばんふたん share of internal
pressure by bedrock

圧力トンネルなど岩盤埋設構造物の設計において周辺
の岩盤に内圧を負担させること．

岩盤負担率 がんばんふたんりつ sharing ratio of
internal pressure by
bedrock

地山が健全な場合，圧力トンネルの内圧を鋼管ライニ
ングのみならず地山にも分担させるときの圧力分担割
合のこと．

岩盤不連続面 がんばんふれんぞく
めん

discontinuity plane 岩盤内の断層，亀裂，節理，シーム，片理，層理およ
び不整合などの不連続面の総称．

岩盤分類 がんばんぶんるい rock classification 土木構造物の地質調査において，岩盤をその物性や力
学性などに基づいて分類すること．

岩盤変形試験 がんばんへんけいし
けん

rock deformability test 岩盤の変形特性を明らかとするために原位置で行われ
る載荷試験．ある載荷荷重に対する変形係数，弾性係
数などを求める．

岩盤崩壊 がんばんほうかい rockslope failure,
rockslope collapse

落石などと比較して発生頻度は小さいが，発生すると
大規模となる恐れのある岩盤斜面の崩壊．

岩盤レーダー がんばんれーだー rock rader 電磁波の反射や透過を利用した岩盤の調査法．アンテ
ナの形状から地表型レーダー，ボアホールレーダーな
どがある．

間氷期 かんぴょうき interglacial stage 第四紀氷河時代の氷期と氷期の間の温暖期．４つの氷
期と間氷期のサイクルがある．

寒風石 かんぷうせき Kanpu seki 秋田県男鹿市脇本産石材．第四系輝石安山岩．黒色，
緻密，微粒で加工容易．男鹿石と同質．

カンブリア紀 かんぶりあき Cambrian（period） 古生代最初の地質時代で，この時代，先カンブリア時
代に比べて地球上の生物が種類・数とも急激に多く
なった．

カンブリア系 かんぶりあけい Cambrian（system） 古生代最初のカンブリア紀の地層区分で，ヨーロッ
パ・北アフリカ・北アメリカに，海成層として広く分
布する．

ガンフリント
チャート

がんふりんとちゃー
と

gunflint chert 北米オンタリオ州スペリオル湖岸に分布する約20億年
前の先カンブリア時代のチャート．藻類の化石を含
む．

岩粉 がんぷん rock flour 氷河による削磨，特に粉砕作用によって生じた微細砂
ないしシルト以下の細粒の砕屑物．



岸壁 がんぺき quaywall 船を接岸するための水際の構造物．重力式岸壁・矢板
式岸壁があり，支柱と床板からなる桟橋とは区別され
る．

ガンベル・チョ
ウの方法

がんべるちょうのほ
うほう

Gumbel and Chow's method チョウが提案した，ガンベル分布について度数係数を
求めて再現期間Ｔ年の確率水文量を計算する方法．

岩片 がんぺん rock fragment 岩石の破片，割目によって境された岩盤を構成する
ピース．

岩片質 がんぺんしつ lithic 岩石の構成物のうち，鉱物粒子に対し，岩石の破片が
多いことを表し，石質と同義．石質の方が一般的であ
る．

ガンボウ がんぼう gumbo, gumbo clay 粘性が非常に強く，若干の砂を含む細粒な粘土で，ミ
シシッピー川流域に堆積．

陥没火口 かんぼつかこう pit crater 火山活動により生じた円形の凹地で，楯状火山に特徴
的な，陥没によって生じた火口．火口壁は垂直に近
い．

陥没カルデラ かんぼつかるでら collapse caldera 火山活動の結果陥没によって生じたほぼ円形の凹状陥
没地形．カルデラの中では最も一般的で，世界の主要
なカルデラがこれに属する．

陥没湖 かんぼつこ collapse lake 大規模な断層運動などによって生じた湖で，日本の琵
琶湖・諏訪湖，シベリアのバイカル湖などがある．

陥没地震 かんぼつじしん collapse earthquake かつて考えられていた地震の一つで，震央付近の初動
が引き波の場合，重力による岩石落下であるとされ
た．

陥没帯 かんぼつたい collapse zone マグマ溜りの移動あるいは地下空洞の上部の崩壊によ
り地表部が落ち込んで形成される陥没地．

陥没盆地 かんぼつぼんち collapse basin 周囲を断層で囲まれた地域が落ち込んでできた盆地．
大地溝（リフトバレー）のような大規模なものがあ
る．

γ壊変 がんまかいへん γ-decay 放射性元素がγ線の放出により，より安定なエネル
ギー準位状態になる放射壊変．

γ－γ線検層 がんまがんませんけ
んそう

gamma-gamma ray logging γ線密度検層と同義．

γ線 がんません γ-rays 波長の短い電磁波（0.1Å以下）．放射性崩壊，中性子
補獲等の核反応時に，エネルギー準位の転移に伴い放
出される．

γ線エネルギー
スペクトル分析

がんませんえねる
ぎーすぺくとるぶん
せき

γ-ray spectrometry 放射性核種から放出されるガンマ線の持つその種固有
のエネルギー分布をもとに構成元素を分析する方法．

γ線検層 がんませんけんそう gamma-ray logging 地層中に自然に存在する放射性元素から放射されるγ
線を孔井内で計測して，地層の特性を調べる検層法．



γ線スペクトル がんませんすぺくと
る

γ-ray spectrum γ線のエネルギーを波長で分解したもの．放射能探査
に用いる．

γ線スペクトル
検層

がんませんすぺくと
るけんそう

natural gamma-ray
spectroscopy
logging,spectral gamma-
ray logging

地層内に含まれる放射性物質から出る自然γ線のエネ
ルギー・スペクトル分析を行い，放射性元素(U,Th,K)
含有量を調べる検層法．

γ線スペクトル
ログ

がんませんすぺくと
るろぐ

spectral gamma-ray log γ線スペクトル検層と同義．

γ線スペクトロ
メータ

がんませんすぺくと
ろめーた

γ-ray spectrometer ガンマ線のエネルギースペクトルを得るための装置．

γ線密度計 がんませんみつどけ
い

gamma-ray density meter 密度の差によりγ線の散乱確率が変化する現象を利用
した密度計．γ線源にセシウム，コバルトが使用され
る．

γ線密度検層 がんませんみつどけ
んそう

gamma-ray density
logging

γ線密度計を用いて，孔井内で連続的に地中の密度を
測定する検層．

干満帯 かんまんたい tidal zone 高潮線と低潮線の間の地帯．潮間帯ともいう．

岩脈 がんみゃく dike, dyke 垂直に近い主として火成岩の板状貫入岩体で，貫入の
方向や節理系から貫入当時の応力場を推定可能な場合
がある．

岩脈群 がんみゃくぐん dike swarm, dyke swarm 多数の岩脈が平行・放射状・環状などの集合体をな
し，平面的（立体的）に特徴ある配列を示すもの．

岩脈山稜 がんみゃくさんりょ
う

dike (dyke) ridge 緻密で非常に硬い岩石によって形成された岩脈が，浸
食に抵抗する形で高い山稜状に残ったもの．

関門層群 かんもんそうぐん Kanmon Group 中国地方西部から九州北部に分布する中生界白亜系．
砂岩・泥岩を主体として礫岩・石灰岩を挟む亜層と，
礫岩，火山岩質の角礫岩・砂岩・凝灰岩・安山岩・流
紋岩などからなる亜層に区分される．

関門トンネル かんもんとんねる Kanmon tunnel 関門海峡の下を通過する世界で初の海底鉄道トンネ
ル．1936年に着工し，1942年に下り線（3,614m），
1944年には上り線（3,605m）が各々開通した．海底部
の最小土被りは７ｍ．シールド工法や注入工法が用い
られた．

含有土砂検量装
置

がんゆうどしゃけん
りょうそうち

slurry density
accounting equipment

泥水シールドにおいて，切羽の状態を監視するために
泥水中の土粒子の量を測定する装置．

かん養（涵養） かんよう recharge 降雨や河川水，かんがい（灌漑）水などが不飽和帯を
浸透し，地下水に付加，補給されること．

かん養（涵養）
域

かんよういき recharge area 地表水が吸水，付加され，地下水としてかん養（涵
養）されている地域．

かん養井（涵養
井）

かんようせい recharging well,
cultivation well

人工的に地下水供給を増加させるために作った井戸．
降水・河川水・かんがい水（灌漑水）などの地表水を
地下の帯水層へ送り込む．



かん養地帯（涵
養地帯）

かんようちたい recharge area かん養（涵養）域と同義．

かんらん岩 かんらんがん peridotite かんらん石（橄欖石）を主成分とし，粗粒鉱物結晶よ
りなる超苦鉄質深成岩．

かんらん石（橄
欖石）

かんらんせき olivine (Mg,Fe)2SiO4，Mg2SiO4-Fe2SiO4の固溶体．斜方晶系．硬

度6.5～7．比重3.27～3.37．火成岩・変成岩・隕石中
に産出する主要造岩鉱物の一種．オリビンともいう．

かんらん石（橄
欖石）玄武岩

かんらんせきげんぶ
がん

olivine basalt かんらん石（橄欖石）の斑晶に富んだ玄武岩．

かんらん石（橄
欖石）玄武岩マ
グマ

かんらんせきげんぶ
がんまぐま

olivine basalt magma 上部マントルで溶融状態にあり，アルカリ分が多く，
かんらん石（橄欖石）に富む鉱物組成を示すマグマの
一つ．

管理型処分場 かんりがたしょぶん
じょう

controlled landfill site 底面および側面を遮水シートで覆い，浸出した水は排
出基準以下になるよう処理することにより地下水や河
川水の汚染を防止する方式の最終処分場．安定型およ
び遮断型処分場の対象とならない廃棄物を対象とす
る．

管理基準値 かんりきじゅんち control standard value 観測施工の計測値の評価に用いる基準値．通常各計測
項目において２～３段階の基準値を設定し，それらを
超えた時の対策も決めておく．基準値は岩盤の限界ひ
ずみ，支保部材の許容耐力，挙動予測解析結果，類似
事例などから設定される．

寒流 かんりゅう cold current 寒帯や亜寒帯から回流してくる低温で塩分の少ない海
流．千島海流（親潮）・フンボルト海流など．

乾留 かんりゅう dry distillation 空気を遮断して石炭・油母頁岩・ピッチなどを加熱分
解し揮発分を冷却・回収する操作．例えば石炭から石
炭ガスやタールを生成するのに用いられる．

岩流 がんりゅう blockstream 角張った岩塊が，斜面に沿って流下したような状態で
積み重なってできた舌状の平面地形をさす．岩塊流と
もいう．典型的な周氷河地形．

岩流圏 がんりゅうけん asthenosphere アセノスフェアと同義．

貫流水車 かんりゅうすいしゃ cross flow turbine 水流をランナーに直角に流入させて回転させる方式
の，最も構造が単純な水車．

顔料鉱物 がんりょうこうぶつ mineral pigment 顔料として使用される天然鉱物．黒色（黒鉛など）・
青色（らん銅鉱）・緑色（孔雀石）・赤色（辰砂）・
白色（滑石）．

管理用発電 かんりようはつでん power generation for dam
management

ダムの管理用電力を得るために行うダム放流水を用い
た小水力発電

寒冷期植物化石 かんれいきしょくぶ
つかせき

cold-climate flora 寒冷な気候条件を指示する植物化石群．日本やヨー
ロッパなどの中・高緯度地域の更新世の地層から産す
る．

含礫砂岩 がんれきさがん pebbly sandstone 礫を含んだ砂岩．砂・礫とも淘汰が良く，礫は円礫で
あることが多い．礫の量比が高ければ砂質礫岩とい
う．



含礫泥岩 がんれきでいがん pebbly mudstone 泥岩中に礫や砂を含み，ラミナのない非氷河起源の礫
質岩．通常は基質の泥の量が礫の量に比べはるかに多
い．

乾裂 かんれつ sun crack 干潟や湿地に堆積したシルト～泥が，日照により乾燥
した際に生じた多角形のひび割れ．

管路流 かんろりゅう pipe flow 管内の流れのように満流状態で自由水面を持たない流
れ．内面全体に圧力が加わる．

緩和曲線 かんわきょくせん transition curve 道路の平面線形において，直線部と曲線部の間，曲率
の異なる曲線部の間などに車両の走行をスムーズに行
うために設置される曲線．

緩和照明 かんわしょうめい adaptation lighting,
supplementary lighting

道路トンネルの出入口で，明るさの急激な変化による
運転の危険性を避けるため明るさを徐々に変化させて
配置した照明．

期 き age 地質時代区分上の世の下に位置する時代単位で，年代
層序区分である階が堆積する時代に相当する．

紀 き period 地質時代区分において世より上に位置し，代を細分し
たもの．年代層序区分の系が堆積する時代に対応す
る．

気圧 きあつ atmospheric pressure 大気の圧力．単位面積上の大気の質量に重力加速度を
乗じたものである．１気圧は1,013.25hPa．

気圧計 きあつけい barometer 大気の圧力を測る計器．水銀を利用した水銀気圧計，
金属の弾性を利用したアネロイド気圧計などがある．

気圧高低測量 きあつこうていそく
りょう

barometrical leveling 高度が高くなるにつれて気圧は低くなるという原理を
応用して高度を測定する方法．気圧測高（法）ともい
う．

気圧高度計 きあつこうどけい atmospheric pressure
altimeter

気圧の高度依存性を利用した高度計．気圧測定は高精
度であるが，大気圧変動が複雑なため最終精度は約±
1m．

気圧測高 きあつそくこう barometric altimetry 任意の２点の気圧を測定し，その気圧の差から高さを
求める方法．

気圧補正 きあつほせい atmospheric pressure
correction

電磁波測距において，大気圧の変化で電磁波の屈折率
が変化することによる電磁波速度の補正．

輝安鉱 きあんこう stibnite Sb2S3．斜方晶系．硬度2．比重4.52～4.62．鉛灰色．ア

ンチモンの鉱石．愛媛県市ノ川鉱山産の結晶は美晶と
して世界的に有名．

キーストンプ
レート

きーすとんぷれーと keystone plate 鋼製の折板構造の板で，トンネルの仮巻きにおける内
型枠材などに用いられる．

キースラーガー きーすらーがー Kieslager(独) 層状含銅硫化鉄鉱鉱床．黄鉄鉱・磁硫鉄鉱を主体とし
黄銅鉱を伴う．三波川帯の別子，佐々連鉱山が有名．



キーダイアグラ
ム

きーだいあぐらむ key diagram 水質の組成を示す菱形座標図．水質成分をミリグラム
当量の百分率として定め，陽・陰イオンごとに表示し
たもの．

キーブロック きーぶろっく key stone, key block トンネルなどの周辺岩盤において不連続面によって分
離された岩塊のうち，大規模な崩壊につながる楔状の
岩塊．

厳木石 きうらぎいし Kiuragi ishi 佐賀県東松浦郡厳木町産石材．古第三系砂岩．

帰雲崩れ きうんくずれ（かえ
りぐもくずれ）

Kiun collapse 岐阜県白川村．1586年白山大地震で濃飛流紋岩が崩
壊．土石流が下流の庄川谷を埋塞．被災者300人以上．

擬円錐図法 ぎえんすいずほう pseudo-conic projection 緯線が同心円弧となる地図投影の総称．

擬円柱図法 ぎえんちゅうずほう pseudo-cylindrical
projection

円柱図法にいくらかの修正を加えた便宜的な地図投影
図法の総称．モルワイデ図法，サンソン図法はこれに
属する．

既往最大洪水 きおうさいだいこう
ずい

largest recorded flood 河川の一つの流量観測所で記録されたなかで最大の河
川流量．大雨や融雪などによってもたらされる．

気温減率 きおんげんりつ temperature lapse rate 気温が高度を増すにつれて減少する割合．一般に，対
流圏の平均気温減率は約0.6℃/100mといわれている．

気温日較差 きおんにちこうさ diurnal amplitude of
temperature change

気温の日変化の大きさを表す量で，一日の最高気温と
最低気温の差で表す．

気温年較差 きおんねんこうさ annual amplitude of
temperature change

気温の夏と冬の差の大きさを表す量で，年間の最暖月
と最寒月の平均気温の差で表す．

祇園山層群 ぎおんやまそう Gionyama Formation 宮崎県北西部祇園山周辺に分布する古生界シルル～デ
ボン系．下位より砂岩，石灰岩および石灰質砕屑岩，
凝灰岩，礁性石灰岩，珪長質凝灰岩および凝灰質砂岩
からなる．

鬼界アカホヤ火
山灰

きかいあかほやかざ
んばい

Kikai-Akahoya volcanic
ash

鹿児島県硫黄島付近の鬼界カルデラから約6,300年前に
噴出した火山灰．北海道を除くほぼ日本全土に分布す
る特徴的なオレンジ色の火山灰で，K-Ahと略記され多
方面で時代検証の指標となっている．

機械掘削 きかいくっさく mechanical excavation ＴＢＭやブーム式掘削機，ブレーカ，シールド機など
の掘削機械を用いて地山を掘削する方式．

機械式圧力計 きかいしきあつりょ
くけい

mechanical pressure
gauge

作用する圧力を液柱の高さとして求めたり，受圧部に
設けたダイアフラムの変位などから求める計器．

機械式地震計 きかいしきじしんけ
い

mechanical seismograph 振り子の動きを，てこの原理によって拡大し記録する
地震計のこと．

機械式ひずみ計 きかいしきひずみけ
い

mechanical extensometer ２点間に生じた微小な長さの変化をダイアルゲージな
どで拡大測定し，その間のひずみを求める計器．



機械式変位計 きかいしきへんいけ
い

mechanical displacement
gauge

ダイアルゲージなどの歯車の回転を利用し，基準点か
らの移動量を求める計器．

機械的双晶 きかいてきそうしょ
う

mechanical twin 塑性変形をうけた結晶に見られる双晶で変形双晶とも
いう．方解石での本双晶は有名．

機械的堆積鉱床 きかいてきたいせき
こうしょう

detrital ore deposit 砂礫鉱床と同義．

機械的風化 きかいてきふうか mechanical weathering 雪や氷（水）による凍結融解作用や，塩類析出作用，
植物の根による割れ目の拡張などの物理的な力により
岩石が破壊される現象．寒冷地・乾燥地で著しい．機
械的風化作用，物理的風化作用ともいう．

機械土工 きかいどこう mechanical earth work 人力土工に対し，ブルドーザー・ダンプトラックなど
の土工機械を使用して行う土工事．

機械掘りシール
ド

きかいぼりしーるど mechanical shield 切羽をカッターで掘削し，土砂の搬出にベルトコンベ
アを用いるなどすべて機械で行うシールド．

希ガス元素 きがすげんそ rare gas elements, noble
gas elements

周期表18族に属する元素He･Ne･Ar･Kr･Xe・Rnの総称
で，いずれも化学的に極めて安定な性質を有する．

希ガス同位体 きがすどういたい noble gas isotopes 周期表18族に属する元素のうちHe･Ne･Ar･Kr･Xeがもつ
同位体の総称．物質の起源解明や年代測定に用いられ
る．

偽化石 ぎかせき pseudofossil 化石ではないが，構造や形態が非常にある生物と似て
いるため，化石と誤認されるもの．割れ目にマンガン
などが析出した「しのぶ石」などをさす．

気化熱 きかねつ heat of vaporization 一定の温度条件下で，物質が平衡状態にある時，液相
から直接に同温度の気相に変わるために必要とする熱
量．

幾何補正 きかほせい geometric correction 画像に含まれている幾何学的なひずみを除去し，特定
の座標系に整合する画像を作成する処理．

気乾 きかん air-dry 空気中で自然乾燥させること．気乾状態では，空気中
の湿度と土，木材や骨材中の湿度が平衡状態となる．

基岩 きがん bed rock, bedrock 土壌の直下にある堅固な岩石．あるいは地すべりの移
動物質の母材で，移動していないもの．

機器分析 ききぶんせき instrumental analysis 化学分析の一連の工程を複雑な機構をもった装置で行
うこと．これによって，分析値の個人差が減少した．

偽凝結 ぎぎょうけつ false set セメントに注水後，一時的に凝結し始めたように固く
なりだす状態．

輝銀鉱 きぎんこう argentite Ag2S．立方晶系．硬度2～2.5．比重7.2～7.4．鉄黒色．

佐渡・伊豆・九州などの第三紀低温金銀鉱床に産す
る．銀の鉱石として重要．



木杭 きぐい wood pile, timber pile 既製杭の一種．小規模構造物の基礎や仮設工事・応急
工事で補助的に用いられる木製の杭．

菊川断層帯 きくかわだんそうた
い

Kikukawa fault 活断層．確実度Ⅰ，北西方向，左ずれ断層．下関市北
部から神田岬南岸を渡り響灘に抜ける神田岬沖断層を
含む．

気圏 きけん atmosphere 大気圏と同義．

希元素 きげんそ rare element 地球上で存在量の少ないHeやNeのようなO族の元素を指
す．原子のエネルギー準位は低く，安定的であり，他
元素との反応性に乏しい．

起源マントル きげんまんとる initial mantle マグマの起源となる融液は，マントル物質の部分融解
により上部マントルでつくられる．この融解する前の
マントルを起源マントルと呼ぶ．

気候 きこう climate 地球上のある地域において一年周期で繰り返される大
気の状態．またはそれを季節的に連続させた年間の時
系列．

気候因子 きこういんし climatic factor 気候の地理的分布に影響を与えている諸要因．ある場
所のおおよその気候は地理的な物理的条件に左右され
る．

気候学 きこうがく climatology 気候を科学的に研究する学問分野．地理学の一分野と
して発達．物理気候学と地理気候学に区分される．

気候区 きこうく climatic province,
climate region

気候特性に共通性があり，一つの気候環境下にあると
みなされる地域．気温や降水量が主な指標．

気候図 きこうず climate map, climatic
chart

気温や降水量などの気候環境を特定の地点や地域につ
いて表現した図．広くは気候に関する図．

起拱線 きこうせん spring line スプリングラインと同義．

気候帯 きこうたい climatic zone 地球上の気候をその特性によって数個に区分した地
帯．ほぼ緯度に並行し，気候の類似した帯域を気候帯
と呼ぶ．

気候分類 きこうぶんるい climatic division 地球上のそれぞれの場所によって異なる気候を，その
気候の共通点，類似点などによって類型化すること．

気候変化 きこうへんか climatic change 気候は長年の間に，不連続・系統的・漸進的などあら
ゆる形式で変化する．これらを含めて気候変化とい
う．

気候変動 きこうへんどう climatic　variation,
climatic change

30年またはそれ以上の期間についての平均的気候に変
化があった場合をいう．

基骨土 きこつど skelton soil 崖錐や火山灰上などにおいて，腐食物がきわめて少な
く土壌生成の初期段階にある土壌．岩屑土と同義．



輝コバルト鉱 きこばるとこう cobaltite CoAsS．低温型は斜方晶系，高温型は立方晶系．硬度
5.5．比重6.3～6.34．灰～銀灰色．硝酸で分解し硫黄
と酸化物を析出．コバルトの鉱石．

記載岩石学 きさいがんせきがく petrography 偏光顕微鏡等を用いて，鉱物組成と組織により岩石を
系統的に分類し，命名・記載を行う岩石学の一部門．

記載鉱物学 きさいこうぶつがく descriptive mineralogy 鉱物の結晶学的性質・物理学的性質・化学的性質・産
状・利用法などについて記述する学問．

象潟地震 きさかたじしん the 1804 Kisakata
earthquake

1804(文化1)年7月10日に秋田・山形県境で発生した
M7.0の地震．死者500人以上・家屋損壊5,000戸以上と
されている．象潟湖が隆起し沼化した．

象潟油田 きさかたゆでん Kisakata oil field 秋田県象潟地方にあり，院内，桂坂，小滝油田などが
ある．新第三系天徳寺層，船川層の砂岩，凝灰質砂岩
に石油胚胎．

黄更紗 きさらさ Kisarasa 岡山県阿哲郡哲多町本郷・新見市および北九州市小倉
区市丸，小森産石材．古生界の角礫状石灰岩・大理
石．

岸沖漂砂 きしおきひょうさ on-offshore sediment
movement

沿岸における底質の移動方向は海岸に平行な成分と海
岸に直角な成分に分けられ，前者を沿岸漂砂，後者を
岸沖漂砂という．

擬似音響イン
ピーダンスログ

ぎじおんきょういん
ぴーだんすろぐ

pseudoacoustic impedance
log

反射地震記録から求められる音響インピーダンス（岩
石の密度と弾性波速度との積）記録．

擬似グライ化作
用

ぎじぐらいかさよう pseudogleization 地下水位の季節的変動によって土壌の酸化・還元が反
復される場合に褐色酸化部と鉄が溶脱した灰色の部分
からなる土層が形成される作用．

擬似グライ土 ぎじぐらいど pseudogley soil 湿潤温帯地域の台地上にパラ褐色土や褐色森林土と
伴って分布するグライに似た成帯内性土壌型（亜
型）．

擬似黒泥土 ぎじこくでいど half bog soil 寒冷～熱帯の湿潤気候で，排水不良地にできる．黒色
泥炭質層と灰色無機質土層からなる土壌．

擬似静止土圧係
数

ぎじせいしどあつけ
いすう

coefficient of pseudo-
earth pressure at rest

ある深さの点における，鉛直方向に対する水平方向応
力の比．掘進中のシールド切羽面における土の土圧係
数で，地盤変位と泥土圧の関係から求められる．

擬似先行圧密応
力

ぎじせんこうあつみ
つおうりょく

pseudo-(quasi-)
preconsolidation stress

圧密試験から得られる圧密降伏応力の別名．応力履歴
を示す先行圧密応力と区別するために用いられる．

基質 きしつ matrix 岩石や堆積物で粒径の異なる粒子が混在するとき，大
粒径の粒子の間隙を埋めている細粒径の粒子の集合体
をさす．

擬似透水係数 ぎじとうすいけいす
う

apparent permeability トレーサ試験などにより求まる見かけの透水係数．有
効間隙率により除することで真の透水係数が求まる．

希釈粘度計 きしゃくねんどけい dilute viscometer 溶質・溶媒が同じで濃度の異なる溶液の粘度を測定す
る際に，濃度の高い溶液から測定を始め，少しずつ溶
媒を加えながら低い濃度での測定を順次行なうことが
できる粘度計



貴蛇紋石 きじゃもんせき noble serpentine,
kijamonseki

蛇紋岩や蛇灰岩の装飾用石材名．原岩は三波川変成岩
中に挟在．埼玉県皆野町・群馬県藤岡市・高知県本山
町産．

紀州石 きしゅういし Kishu ishi 尾鷲市賀田町・熊野市新鹿町・遊木町産石垣・割ぐり
石用石材．熊野酸性岩の黒雲母花崗斑岩で白色中目．
熊野石と同質．

紀州鉱山 きしゅうこうざん Kishu mine 三重県南牟婁郡紀和町にあるCuの鉱脈鉱床．黄鉄鉱・
黄銅鉱・方鉛鉱・閃亜鉛鉱・金・錫石など．1978年閉
山．

紀州砥 きしゅうと Kishuto 和歌山県西牟婁郡白浜町産の主に砥石用の石材．新第
三系砂岩．淡黄色，硬質で均質，粗粒．

基準光波長 きじゅんこうはちょ
う

standard optical
wavelength

長さまたは距離を精度良く測定するため光の反射を利
用して行う時に，基準として用いられる光の波長．

基準三角点 きじゅんさんかくて
ん

control triangulation
point

基準三角測量によって設置された三角点．国が設置し
た基準点としては，一・二・三・四等三角点などがあ
る．

基準地震動 きじゅんじしんどう standard earthquake
ground motion, basic
(design earthquake)
ground motion

原子力発電所の耐震設計に用いる最強地震Ｓ1と限界地
震Ｓ2．

基準指標 きじゅんしひょう fiducial mark 三角測量の基線，水準測量の水準原点など測量作業の
基準となる線や点．

基準水準点 きじゅんすいじゅん
てん

fundamental bench mark 一等水準測量路線に沿った地盤の堅固な地に設けられ
た，地方の基準となる特別な水準点．

基準層 きじゅんそう marker bed 地震探査で，広域にみられる明瞭な屈折・反射面．地
質調査で，地域の特徴を表わすものとして選ばれた鍵
層に相当する．

基準楕円体 きじゅんだえんたい reference ellipsoid 標準楕円体と同義．準拠楕円体ともいう．

基準多角点 きじゅんたかくてん control traversing point 基準多角測量によって設置された多角点．現在は二等
多角測量で観測される．

基準地域メッ
シュ

きじゅんちいきめっ
しゅ

third order grid unit 1/2.5万地形図を縦横10等分したメッシュで３次メッ

シュともいう．面積は約1km2．土地情報など各種国土数
値情報の表示の際に基準となる区画．

基準点 きじゅんてん control point 測量の基準となる点で，その位置が標石などで明確に
示されており，測地座標値が与えられた点．

基準点測量 きじゅんてんそく
りょう

control point survey 地図上に記載している基準点を設置するための測量．
その精度は一等，二等測量と同じ．

基準点網 きじゅんてんもう control point network 地形図を正確に作成するために，必要な測地座標値が
与えられた基準点の配置網．



基準点網図 きじゅんてんもうず index map of control
point

地図上に基準点の位置や相互の観測方向などを記載し
たもの．

基準補正 きじゅんほせい base correction 磁気・重力測定，気圧測定などで，測定値を基準点で
の値を基に補正すること．

基準面 きじゅんめん datum plane 水深や標高を表すための基準となる面．水深を表す場
合はその地の最低低潮面，標高の場合は平均海水面を
用いる．

基準面補正 きじゅんめんほせい datum level correction 陸上に設けた標高の基準となる水準原点の東京湾平均
海面からの高さの補正．地殻変動による変化の補正．

気象衛星 きしょうえいせい meteorological satellite 気象観測を目的とした人工衛星．可視・赤外画像セン
サの他に種々の計測器を搭載している．

気象学 きしょうがく meteorology 天気に代表されるような大気に関係する自然現象を対
象とする学問の総称．

気象観測装置 きしょうかんそくそ
うち

meteorological
observation apparatus

ダム管理所などに設置される風向・風速計，温度・湿
度計，日射・日照計，蒸発計，気圧計等の計器．

気象警報 きしょうけいほう weather warning 暴風・大雨・洪水などの異常気象により，重大な災害
が起こるおそれのあることを警告する予報．

気象庁震度階級 きしょうちょうしん
どかいきゅう

seismic intensity scale
of the Japan
Meteorological Agency,
JMA(seismic) intencity
scale

気象庁が定める震度階級．1996年より震度０～７の８
段階から震度５と６とをそれぞれ強･弱に分け10段階と
した．

気象補正 きしょうほせい meteorological
correction

距離測量に用いる光波測距儀の気象条件に関する補
正．気温，気圧，湿度から測距値を補正する．

起震応力 きしんおうりょく seismogenic stress 地震の震源域一帯に働く地震を引き起こす応力

起振機 きしんき oscillator 地盤の表面波の伝播速度と距離減衰および構造物の共
振曲線などを求めるための正弦波的な振動発生装置．

起震断層 きしんだんそう seismogenic faults 地震を発生させる断層．

起振点 きしんてん shotpoint 爆薬またはその他の人工的な地震波エネルギー源で起
震を行った位置．

起震力 きしんりょく earthquake generating
stress

震源の周りに分布していた地震を発生させたひずみ
力．

汽水 きすい brackish water 沿岸潟湖や入り江などで海水と淡水が混合した状態の
水．塩類濃度では海水と淡水の中間のものをさす．



輝水鉛鉱 きすいえんこう molybdenite MoS2．六方晶系，三方晶系．硬度1～1.5．比重4.7．灰

～淡鉛灰色，唯一のモリブデン鉱石．花崗岩地域の石
英脈，スカルンなどに産する．

汽水湖 きすいこ brackish water lake 湖水に直接海水が浸入してくるような湖で，湖水の塩
類濃度が海水と淡水の中間的な濃度を示す湖をさす．

汽水成堆積物 きすいせいたいせき
ぶつ

brackish water sediment 汽水域で堆積した地層．陸域と海域の中間域に当たる
ため，堆積物は両域の混在・中間物で構成される．三
角州・河口・潟湖などで堆積した地層．汽水成層とも
いう．

寄生火口 きせいかこう parasitic crater 成層火山などの大型火山の側面に生じた副次的な火口
で，山頂から特定方向に集中することが多い．側火口
ともいう．

寄生火山 きせいかざん parasitic volcano 主として成層火山などの大型火山の側面に生じている
小火山体．溶岩円頂丘か砕屑丘であることが多い．よ
り記載的名称であり，側火山の方が多用される．

既製杭 きせいぐい precast pile 打ち込む前に，工場などであらかじめ作製してある杭
のこと．場所打ち杭の対語．

気成鉱床 きせいこうしょう pneumatolytic deposit 気成作用により生成した鉱床．すず，タングステン鉱
床として重要で，主に鉱脈状，網状，鉱染状鉱床があ
る．

気成鉱物 きせいこうぶつ pneumatolytic mineral 気成作用により生じた鉱物．電気石・黄玉・蛍石・錫
石などが代表鉱物．

気成作用 きせいさよう pneumatolysis マグマの固結末期に放出された鉱化流体によって岩石
が変質したり，鉱物が生成する作用．

輝石 きせき pyroxene 火成岩の代表的な造岩鉱物の一つ．輝石族の総称．結
晶系により斜方輝石と単斜輝石に大別される．短柱状
を呈する有色鉱物で，約90゜のへき開（劈開）面を有
する．

擬石 ぎせき imitation stone コンクリート表面仕上げなどに使用する天然石を模擬
した人造石．

輝石安山岩 きせきあんざんがん pyroxene andesite 紫蘇輝石・普通輝石を斑晶としてもつ安山岩．東北日
本の火山フロント側の第四紀火山の噴出物の大部分を
占める．

輝石族 きせきぞく pyroxene group 火成岩の代表的な造岩鉱物で，単斜輝石と斜方輝石を
包括する族称．

季節風 きせつふう monsoon 季節の変化で風向が広範囲に逆転する風．海洋と大
陸，赤道と極などの間の季節的気圧変化によって生じ
る．気候への影響大．

基線 きせん base line 三角測量において，三角網のうちの距離を実測した１
辺を基線という． 通常，見通しの良い平坦な直線コー
スを選択する．

基線尺 きせんじゃく base line tape, base
line wire

基線測量に使用する精度の良いスケール．主にイン
バール尺が用いられる．



輝線スペクトル きせんすぺくとる bright line spectrum 狭い波長帯のみにエネルギーを有する単色光群を，分
光した際に得られるスペクトル．

基線測量 きせんそくりょう base line measurement 三角測量の基線長を測る精密な測量．

基線長 きせんちょう base length 三角測量における三角網の基線の長さ．写真測量にお
ける撮影基線，主点基線，眼基線などの様々な基線の
長さの総称．

基層 きそう base course, binder
course

たわみ性舗装の路盤と表層に挟まれた層で不陸の補正
や車両荷重の分散などの目的を有する．

偽層 ぎそう false-bedding 周囲の地層の主要な堆積面（層理面）に対して斜交す
る堆積面をもつ成層構造．斜交層理・斜交葉理ともい
う．

気相晶出作用 きそうしょうしゅつ
さよう

vapor-phase
crystallization

火砕流堆積物が冷却中に，空隙内のガスから内壁に鉱
物が晶出する作用．

気相包有物 きそうほうゆうぶつ gas inclusion 一般に液体包有物中に気泡として存在する物質．

基礎岩盤 きそがんばん foundation rock 構造物の荷重を支え得る支持力・大きさを有する岩
盤．

基礎杭 きそぐい foundation pile 構造物の荷重を支持層に伝達する目的で軟弱な基礎地
盤に設置する杭．

基礎杭の載荷試
験

きそぐいのさいかし
けん

loading test of
foundation pile

基礎杭の支持力評価のため，試験杭を用い原位置で鉛
直，水平および引き抜き方向に荷重を加える試験．

基礎グラウチン
グ

きそぐらうちんぐ foundation grouting 構造物基礎の止水性あるいは変形性を改良するため
ボーリング孔を利用してセメントミルクなどを注入す
ること．

基礎工事 きそこうじ foundation work 基礎杭造成・ケーソン築造など，構造物の基礎を造成
するための工事．

基礎構造 きそこうぞう foundation construction 上部構造からの荷重を支持地盤に伝える下部構造のこ
と．直接基礎・杭基礎・ピア・特殊基礎に分類され
る．

基礎砕石 きそさいせき foundation balast 基礎スラブを支えるために設けられた地業として用い
られる砕石．

基礎地盤 きそじばん foundation, foundation
ground

構造物の基礎となるような広がりを持った岩あるいは
土質の地盤．

基礎処理 きそしょり foundation treatment 構造物の設計上必要とされる抵抗力確保，基礎の一体
化や十分な水密性を得るために，基礎地盤に施す注
入，置換などの処理．



基礎スラブ きそすらぶ foundation slab 上部構造物の荷重を地盤に伝えるための鉄筋コンク
リート製等の板状構造物．

北秋田油田 きたあきたゆでん Kita-Akita oil field 秋田県北部能代地方にあり，南能代，八森油田などが
ある．石油は新第三系天徳寺層，船川層の凝灰岩，凝
灰質砂岩に胚胎．

北足沼地すべり きたあしぬまじすべ
り

the Kita-ashinuma
landslide

1731年に長野県北安曇郡池田町で発生．43戸倒伏とさ
れている．1965年建設省補助事業．防止区域73ha．

北アメリカプ
レート

きたあめりかぷれー
と

North American plate 北米プレートと同義．

気体圧力計 きたいあつりょくけ
い

closed tube manometer 水銀が入った容器に閉管をセットして容器内に圧力を
加える．この時の閉管の水銀の高さから圧力を求め
る．

気体温度計 きたいおんどけい gas thermometer 温度により気体の体積と圧力が変化することを利用し
た温度計．定積気体温度計と定圧気体温度計がある．

気体吸着法 きたいきゅうちゃく
ほう

gas absorption method ガス吸着法と同義

北伊豆地震 きたいずじしん the 1930 Kita-Izu
earthquake

1930(昭和5)年11月26日に伊豆北部を中心に発生した
M7.3の地震．死者272人・家屋全壊2,166戸とされてい
る．丹那断層で横ずれ2～3mを生じた．

期待値 きたいち expectation(value) 離散的な確率変数の取る値に，それぞれに対応する確
率を乗じて加えたもの．

北一の沢地すべ
り

きたいちのさわじす
べり

the Kita-ichinosawa
landslide

1961年に北海道美唄市北一の沢で発生．1969年治山補

助事業．防止区域13.5ha．移動土量 200万m3．

気体定数 きたいていすう gas constant 理想気体の状態方程式PV=nRTで，Rで表される定数．

8.314J･mol-1･K-1の値である．

気体流速計 きたいりゅうそくけ
い

gas flow meter 気体が細管を流れる時の流入口と流出口の差圧をマノ
メータで測ることによって，気体の流速を測定する計
器．

北浦層 きたうらそう Kitaura Formation 秋田県男鹿半島に分布する鮮新統～中・下部更新統．
男鹿市北浦付近を模式地とする．海成で凝灰質砂岩と
泥岩の互層を主体とし，凝灰岩を挟む．

北雨竜炭田 きたうりゅうたんで
ん

Kita-uryu coal field 北海道中央部の炭田群の一つ．空知－エゾ帯の西側，
雨竜地域に分布し，褐炭を産する．

北上外縁帯 きたかみがいえんた
い

Outer Kitakami belt 北上山地東北縁～北海道南西部にかけてのジュラ紀中
期～白亜紀初期のチャート，火山岩を含む堆積岩分布
域．本来は白亜紀キースラーガー鉱床区として命名．

北上三色石 きたかみさんしょく
いし

Kitakami sanshoku ishi 宮城県産北上山地南部産石碑，墓石，床用石材．三
じょう系（三畳系）稲井層群伊里前層の頁岩．



北木石 きたきいし Kitaki ishi 岡山県笠岡市北木島産の主に墓石用石材．花崗岩．硬
質．

北木みかげ きたぎみかげ Kitagi mikage 北木石と同質．

北九州大水害 きたきゅうしゅうだ
いすいがい

the 1953 Kitakyushu
district flood disaster

昭和28年（1953）6月末に梅雨前線の活発な活動による
局所的な集中豪雨により，九州北部から中部にかけて
豪雨災害が発生した．白川（熊本），筑後川，矢部
川，遠賀川などの氾濫，土石流の発生により死者・不
明者1013人に達した．

北郷みかげ きたごうみかげ Kitago mikage 栃木県足利市北郷産建築・土木用材．中生界黒雲母花
崗岩．

北武断層帯 きたたけだんそうた
い

Kitatake fault zone 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ，東西～西北西方向．三
浦半島に位置する右ずれ断層群の一部．1923年に東方
で地震．

北但馬地震 きたたじまじしん the 1925 Kita-Tajima
earthquake

1925(大正14)年5月23日に但馬北部を中心に発生した
M6.8の地震．死者428人・家屋全壊1,295戸・消失2,180
戸とされている．火災による被害大．

北丹後地震 きたたんごじしん the 1927 Kita-Tango
earthquake

1927(昭和2)年3月7日に京都府北西部を中心に発生した
M7.3の地震．死者2,925人・家屋全壊12,584戸とされて
いる．郷村断層・山田断層を生じた．

北寺地すべり きたでらじすべり the Kitadera landslide 1953年7月18日に和歌山県北寺で発生した地すべり．遷
急斜面の硬岩板状すべり．一崩壊による居住地死者数
は96名を数えたとされている．

北見石 きたみいし Kitami ishi 北海道網走市台町産の主に砕石用の石材．新第三系輝
石安山岩．網走石と同質．

北美濃地震 きたみのじしん the 1961 Kita-Mino
earthquake

1961(昭和36)年8月19日に岐阜県北部を中心に発生した
M7.0の地震．福井・石川にも被害．死者8人・家屋全壊
12戸とされている．

北大和堆 きたやまとたい Kita-Yamato tai 日本海中央部に位置する浅堆．南に隣接する大和堆と
ともに大陸地殻が孤立して分布する．

輝炭 きたん bright coal 炭塊表面などの光沢が強い石炭に対する鉱山用語．石
炭組織分類の一つ．主に不朽木や朽敗の少ない均質緻
密な木質部から生まれる．

既知点 きちてん known point 水準点や三角点など，その位置や高さが既に求めてあ
る地点．

木津川断層西部 きづがわだんそうせ
いぶ

West Kizugawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度，東北東方向．三重県上野
市北部に位置．南傾斜．1854年南西部で地震発生．

木津川断層東部 きづがわだんそうと
うぶ

East Kizugawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度，東北東方向．上野市北部
に位置．1854年地震断層を形成．古琵琶湖層群に花崗
岩が衝上．

キックアップ きっくあっぷ kick up 山岳トンネルでは，覆工コンクリートの打設時に，打
込み管の配置に支障しないよう鋼製支保工のクラウン
部に直線部を設けることがある．この直線部を設ける
ことによる鋼製支保工の増加高さをキックアップとい
う．



亀甲石 きっこうせき septaria 表面に亀の甲羅状の割れ目を有する団塊で，大きさは
一般に10cm～１mである．割れ目は普通方解石で充填さ
れている．

ギッシュルー
ニー装置

ぎっしゅるーにーそ
うち

Gish-Rooney's equipment 直流電位差計，直流電流計，ダブルコンミュテーター
からなる電気比抵抗測定装置の一種．

基底 きてい base 地層の堆積輪廻の最下部，または不整合面の直上．

基底状態 きていじょうたい ground state 量子力学系の定常状態のうちエネルギーのもっとも低
いもの．特に原子・分子の中での電子の運動状態．

基底層 きていそう bottomset bed 底置層と同義．

基底流量 きていりゅうりょう base flow 河川流量のうち，降雨に関係なく流れる流量成分で，
主に地下水湧出による．年間変化は少ない．

基底礫岩 きていれきがん basal conglomerate 不整合面の直上またはある堆積輪廻の最下部にみられ
る礫岩層．海面の上昇あるいは海進によって堆積す
る．

輝度 きど luminance 単位面積あたりの明るさ．単位はcd/m2．

軌道衛星 きどうえいせい orbital satellite 常時同じ場所に位置する静止衛星に対し，地表との相
対的な位置を変えながら地球を周回している衛星．

軌道傾斜角 きどうけいしゃかく inclination, inclination
angle

衛星はある軌道面（円または楕円）上を周回してお
り，その軌道面と地球の赤道面がなす角度．

輝銅鉱 きどうこう chalcocite Cu2S．単斜晶系．硬度2.5～3．比重5.5～5.8．灰～黒鉛

灰色，熱水性，黒鉱，キースラーガーなどに産する．
重要な銅の鉱石鉱物．

軌道周期 きどうしゅうき orbital period 衛星が地球を１周するのに要する時間．低高度衛星で
は100分程度で，高度が高いほど軌道周期は長くなる．

軌道要素 きどうようそ orbital element 天体の軌道の形状やある時刻における天体の位置を決
定するための要素．太陽系の天体の場合，近日点通過
時刻，楕円軌道の離心率，近日点距離，黄道面と軌道
面の交差位置，交差角などがある

輝度温度 きどおんど luminance　temperature,
brightness temperature

物体の単位面積当たりの放射エネルギーと等しいエネ
ルギーを放射する黒体の温度．

輝度補正 きどほせい radiance correction 大気や地形による影響を除去し，同一の性質の対象物
に対するセンサ測定値が等しくなるよう補正する処
理．

紀南海山列 きなんかいざんれつ Kinan seamount chain 潮岬の南方約200kmから南南東方向に四国海盆を縦断す
る海山列．断裂に沿う玄武岩の噴出により形成．



絹雲母 きぬうんも sericite 熱水変質による微細鱗片状の雲母粘土鉱物．化学組成
は白雲母に近い．セリサイトともいう．イライトは化
学組成・構造は近いが，堆積岩中のものをいう．

絹雲母片岩 きぬうんもへんがん sericite schist 微粒の絹雲母が発達の著しい片理に沿って結晶化した
片岩．

キネマティック
ＧＰＳ測量

きねまてぃっくじー
ぴーえすそくりょう

kinematic GPS survey ＧＰＳ受信装置を既知点に置き，他の受信装置を順次
移動させながら既知点と求点との基線長を求める方
法．

きのこ型空洞 きのこがたくうどう mushroom-shaped cavern 大規模地下空洞形状の一つ．コンクリートで巻き立て
られたアーチ型の天井部と垂直の側壁部からなる．側
壁部の支保には吹付けコンクリート，ＰＳアンカー，
ロックボルトを用いる．我が国の地下発電所空洞では
最も施工実績の多い形状であるが最近は弾頭型や卵型
が多くなっている．

きのこ型掘削工
法

きのこがたくっさく
こうほう

mushroom excavation,
mushroom shaped
excavation

上半と下半中央部を最初に掘削し，その後アーチ部の
覆工，下半両側の掘削の順に行うトンネル掘削工法．

揮発性成分 きはつせいせいぶん volatile component マグマの成分のうち蒸気圧の高いものの総称．水，二
酸化炭素，硫化水素，硫黄，亜硫酸ガスなどが主体．

揮発性物質 きはつせいぶっしつ volatile　matter 沸点が常温付近にあり，気化する性質を有する物質．

基盤 きばん basement, base rock,
substratum

新しい年代の地層に覆われた相対的に古い年代の地
層．基岩ともいう．支持地盤などの意味でも用いられ
る．

基盤岩 きばんがん basement rock 大陸の地質構造を扱うときは堆積岩類の下位の変成岩
類や火成岩類．被覆層に対しては，基盤と見なされる
岩石．

基盤岩類 きばんがんるい basement rocks 表層の被覆層の下位にあって，その入れ物（器）をな
している地層を総称して用いる．基底類層ともいう．

基盤構造 きばんこうぞう basement structure 対象とする地層の形成時に，その場の底をなしていた
と考えられる地層・岩体の地質構造．

基盤褶曲 きばんしゅうきょく foundation folding 基盤岩における波長の極めて大きい褶曲作用．波高は
数kmと大きいが側方短縮はほとんど認められない．

基盤地質図 きばんちしつず basement geological map 表層を覆う未固結堆積物などをはぎ取った状況を想定
して表す地質図．

基盤ナッペ きばんなっぺ basement nappe ある地域の堆積岩，火成岩，変成岩などに衝上するそ
れらを形成する以前の巨大な板状の基盤岩類の岩体．

基盤入力加速度 きばんにゅうりょく
かそくど

input acceleration at
bearing stratum

構造物の耐震解析において，基盤（支持地盤）に対す
る入力地震波の加速度．

起伏量 きふくりょう relief energy 地表の最高点と最低点の相対的高度差．起伏量の等値
線を等起伏量線，その分布を表した図を起伏量図とい
う．



起伏量図 きふくりょうず relief map 一定面積の地表における相対高度差を表す指標，すな
わち地表面の起伏量の分布を表した地図のこと．

木節粘土 きぶしねんど kibushi clay 東海地方瀬戸，多治見市を中心として発達する下部鮮
新統の炭化木片を特徴的に含む粘土層．窯業原料とし
て採掘．

輝沸石 きふっせき heulandite （Na，K）Ca4(Al9Si27O72)・24H2O．単斜晶系．硬度3.5～

4．比重2.1～2.2．無色～灰色．玄武岩・同質火砕岩中
の孔隙，グリーンタフ，低温熱水鉱床中に産する．

キプロス型鉱床 きぷろすがたこう
しょう

Cyprus type deposit キプロス島に分布する火山性塊状硫化物鉱床を代表と
する鉱床．一般に玄武岩質海底火山活動に伴い生成し
たもの．

気泡 きほう air void 空気などの気体が液体により囲まれて丸く膨れたも
の．

擬方位図法 ぎほういずほう pseudo-azimuthal
projection

方位図法から導かれた図法の総称．ヴェルネル図法や
エイトフ図法などがある．

気泡管 きほうかん air bubble tube 円筒形のガラス管の中に粘性の小さいアルコール・
エーテルの混合液を入れ，一部に気泡を残し両端を閉
じたもの．

気泡管レベル きほうかんれべる air bubble tube level 気泡管水準儀．精度の良い気泡管（水準器）を内蔵
し，視準線を水平に調整できる構造をもつ．

気泡式シールド きほうしきしーるど rheological foam shield 土圧式シールドの一種で，添加材として起泡材を用い
て土砂の流動性と止水性を高めたもの．

気泡ソイルセメ
ント

きほうそいるせめん
と

air-bubble bearing soil
cement

軽量盛土工法などに使用するために，発泡剤を混入し
て作ったソイルセメント．

気泡泥漿シール
ド工法

きほうでいしょう
しーるどこうほう

foamy slurry shield
method

気泡を混入した泥水で切羽掘削面を充填するシールド
工法．

気泡粘度計 きほうねんどけい air bubble viscometer 流体試料が入った円筒管の上部に空気を残し，円筒管
を180゜回転させた時の空気の上昇速度から試料の粘度
を測定する．

気泡モルタル きほうもるたる air mortar エアモルタルと同義．

気泡モルタル注
入基礎

きほうもるたるちゅ
うにゅうきそ

air mortar injected
foundation

沈埋トンネルの基礎工法の一つ．仮置された沈埋函と
トレンチ底面との間に気泡モルタルを注入する．

基本三角形 きほんさんかくけい basic triangle 重力ダムの基礎の滑動ならびに転倒に対する所定の安
全率を確保できる三角形の断面形状のこと．上流面勾
配と下流面勾配で規定される．

基本水準面 きほんすいじゅんめ
ん

datum level 海図などにおいて水深を表す時に用いる基準面．略
（ほぼ）最低低潮面に相当し，海面がこれ以下になる
ことはまれ．



基本測量 きほんそくりょう surveys conducted by
govermental survey
organization,
fundamental survey

わが国で行う測量のすべての基礎となるもので，国土
地理院が測量法第４条の規定のもとに行うものをい
う．

来待石 きまちいし Kimachi ishi 島根県八束郡宍道町来待産石材．中新統凝灰質砂岩．
灰色で軟質．石灯燈ろう・土木用材．

鬼門平断層 きもんひらだんそう Kimonhira fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北東方向．鹿児島県
池田湖西縁に位置し，火山活動による断層の可能性が
ある．東傾斜．

逆押しかぶせ断
層

ぎゃくおしかぶせだ
んそう

underthrust 下盤側が，移動することによってできる低角の逆断
層．押しかぶせ断層の対語．アンダーストラトともい
う．

逆解析 ぎゃくかいせき back analysis 数値解析にあたり，計測結果から逆に初期物性値など
を求める方法．

逆級化 ぎゃくきゅうか inverse grading 通常，単層内において砕屑物の粒径は下位から上位に
向かって細粒化するのに対し，逆に粗粒化すること．

逆級化成層 ぎゃくきゅうかせい
そう

inverse graded bedding 砕屑粒が，単層中で下位から上位に向かって粗粒化し
ている状態．洪水氾濫堆積物などに認められることが
あり，地層の上下判定の際，注意が必要となる．逆級
化層理と同義．

逆級化層理 ぎゃくきゅうかそう
り

inverse graded bedding 逆級化成層と同義．

逆境界値問題 ぎゃくきょうかいち
もんだい

inverse boundary value
problem

重力･電位などの測定から，物質の物理量（密度，比抵
抗など）の空間分布を求める解析法．インバージョン
法と同義．

逆サイホン ぎゃくさいほん inverted siphon 開水路の途中で河川や道路などの構造物の下を通過さ
せるために用いる管水路．両端の水位差によって流れ
る．

逆算法 ぎゃくさんほう back calculation method 斜面安定の検討などで，現況の安全率が設定できる場
合に逆算で強度定数を求める方法．

逆磁極期 ぎゃくじきょくき reversed polarity
interval

地球の磁場の方向は，過去に反転を繰り返しており，
その磁場の方向が現在と逆になっていた期間のこと．

逆実体視 ぎゃくじったいし pseudo stereoscopy 山が低く谷が高く見えるように実体視すること．被写
体を左右逆の目で見たり，写真の左右を逆にする．

逆止弁 ぎゃくしべん reflux valve, non return
valve

流体が逆流するのを止める弁．フラット弁ともいう．

逆従谷 ぎゃくじゅうこく obsequent valley 地表面の一般的な傾斜方向と反対方向に流れる河川を
逆従川といい，これによって刻まれた谷を逆従谷とい
う．

逆従断層線崖 ぎゃくじゅうだんそ
うせんがい

obsequent fault line
scarp

現在の地表に見られる断層線崖が，はじめに形成され
た断層線崖とは逆の方向を向いている断層地形をさ
す．



逆水門 ぎゃくすいもん counter sluice 支川の本川への合流点に設置し，洪水時の本川の水位
が支川より高い場合に支川に逆流することを防止する
水門．

逆洗 ぎゃくせん reverse washing 孔井で地下に注水する際に発生する孔内埋砂を除去す
るための揚水作業．

逆断層 ぎゃくだんそう reverse fault 断層面を挟んで，上盤が下盤に対して相対的にずり上
がっている断層．また，実移動の方向が不明の場合，
断層面と直交する鉛直断面で見かけ上盤が下盤に対し
てずり上がっている場合にも用いる．

逆断層崖 ぎゃくだんそうがい reverse fault-scarp 逆断層変位によって生じた急崖，急斜面をさす．

逆断層地溝 ぎゃくだんそうちこ
う

ramp valley 逆断層崖の間に並走的に配列している地溝．跳谷とも
いい，Willis，B．(1928)によって提唱されたもの．

逆調整ダム ぎゃくちょうせいだ
む

afterbay dam，
re-regulating dam

水力発電所下流の流況変動緩和のため下流に設ける流
量調整用のダム．

逆調整池 ぎゃくちょうせいち equalizing reservoir,
afterbay reservoir

発電所放流量の変動が，下流河川流量に与える変動を
緩和，平滑化するために，発電所下流に設けられる調
整池．

逆調整貯水容量 ぎゃくちょうせい
ちょすいようりょう

balancing storage,
conservation storage

１日分の逆調整のために必要な貯水容量．逆調整ダム
参照．

逆Ｔ型擁壁 ぎゃくてぃーがたよ
うへき

cantilever retaining
wall

断面形状が逆Ｔ型の擁壁．縦壁と底盤からなり，自重
と底盤上の土砂重量によって土圧に抵抗する．

逆Ｔ字型基礎 ぎゃくてぃーじがた
きそ

cantilever retaining
foundation

鉄塔基礎や橋台など, 断面形状が逆Ｔ字型をした縦壁
と底版の組合せで上部構造物の重量により土圧に抵抗
する形式の基礎.

逆Ｔ字型直接基
礎

ぎゃくてぃーじがた
ちょくせつきそ

reversed T-type spread
foundation

フーチング部が躯体の前後に張り出し，逆Ｔ字型の形
状をした直接基礎．

逆Ｔ式橋台 ぎゃくてぃーしき
きょうだい

reversed T-type abutment 逆Ｔ字型の形状をした橋台. 躯体（縦壁）と前後に張
り出したフーチングで構成される．

逆転 ぎゃくてん overturned 堆積時の地層の上下が，構造運動などにより逆になる
状態を表す用語．例えば逆転褶曲など．

逆転褶曲 ぎゃくてんしゅう
きょく

overturned fold 褶曲軸面の傾斜角度が90°以下で，両翼の地層の傾斜
角度が異なっても同一の方向を示す褶曲．一方の翼の
地層は必ず逆転している．過褶曲，転倒褶曲，押し被
せ褶曲ともいう．

逆転層 ぎゃくてんそう inversion layer,
reversed layer

①気温が上層が下層より高い大気層．
②サンドイッチ工法による舗装構造．

客土 きゃくど soil dressing 敷地外から改良目的にあった土壌を搬入すること．水
田に鉄や塩基に富む粘土を入れ，地力回復に利用す
る．



客土材 きゃくどざい borrow material 盛土材料または圃場整備材料のうち，施工区域外に選
定した土取り場から採取した材料．

逆ひきずり ぎゃくひきずり reverse drag 断層や褶曲に伴う引きずり構造のうち，その全体的な
運動のセンスとは逆のセンスを示すもの．隆起地塊の
上部被覆層などにできる．

脚部 きゃくぶ foot 地すべり面の末端が地すべり前の旧地形面と交わる部
分のこと．通常は地すべり移動体に埋もれている．

脚部沈下 きゃくぶちんか foot settlement トンネル支保工脚部の沈下量．

脚部ボルト きゃくぶぼると foot bolting トンネル上部半断面の支保工接地部の沈下抑制や，下
半掘削時の地山崩落防止などの目的で支保工脚部に下
向きにロックボルトを打設する方法．

逆ペンジュラム ぎゃくぺんじゅらむ reverse pendulum ダムの構造や基礎岩盤の地質状況から基礎の変形を観
測する必要がある場合に設置される計器で，岩盤深部
に固定点を設けてプラムラインを倒立させたもの．

逆ベンチ式掘削 ぎゃくべんちしき
くっさく

reverse bench cut 底設導坑を先進させ，中段，アーチ部の順に掘削を行
うトンネル工法，頂部開削式ともいう．

逆向き低断層崖 ぎゃくむきていだん
そうがい

reverse scarplet 断層変位による崖地形を表す用語の一つで，山地斜面
の中腹や下部に生じた低断層崖が斜面の上の方を向い
ているもの．

逆流堤 ぎゃくりゅうてい back levee 本川の水流が支川に逆流して氾濫するのを防止するた
め，本川に準じた高さで支川沿いに設置する堤防．

逆累帯構造 ぎゃくるいたいこう
ぞう

reverse zoning 変成作用で中心部より周縁部の方がより高温で安定な
組成をもつ構造．

キャサグランデ
の液性限界装置

きゃさぐらんでのえ
きせいげんかいそう
ち

Casagrande's liquid
limit apparatus

通常の液性限界を測定するための試験装置．

キャサグランデ
の土質分類法

きゃさぐらんでのど
しつぶんるいほう

Casagrande's soil
classification system

ＡＣ法とも呼ばれ，1942年にA.Casagrandeが飛行場の
建設のために発表した三角座標を用いた土質分類法．

キャタピラゲー
ト

きゃたぴらげーと caterpillar gate 大型高水圧用の無限軌道式ローラーゲート．

キャットホール きゃっとほーる cat hole ボーリング作業で，三脚やぐらをセットするためにあ
けた穴．

キャットライン きゃっとらいん cat line ボーリング作業で，ロッドやケーシングなどの着脱に
使用する，巻き上げ機に巻きつけるロープまたはケー
ブル．

キャッピング きゃっぴんぐ capping コンクリートや岩石の圧縮試験用供試体の両端面に石
膏や硫黄などの材料を用いて平滑に仕上げること．



キャッピング板 きゃっぴんぐばん capping plate 供試体に均等な荷重がかかるように載荷面に平滑に当
てられる板．

ギャップ ぎゃっぷ gap ①隣接する深海平原を結び，両側に急斜面をもつ大規
模な狭いくぼみ．
②断層によって生じた地層の変位を層理面の走向に平
行に測った欠如した部分の長さ．

キャップウォー
タ

きゃっぷうぉーた capped water 被圧地下水と同義．上部に難透水層が分布する透水層
中の水．

キャップロック きゃっぷろっく cap rock ①石油鉱床や地熱貯留層の上部にあって石油・地熱流
体を封じ込める働きをする不透水性の岩や地層．
②岩塩ドーム上部の岩石．
③平坦な台地の上部を構成し，発達する節理に地下水
を貯留して下部層に地すべりを発生させる原因となる
溶岩や溶結凝灰岩の層．
帽岩・シールともいう．

ＣＡＤ きゃど computer-aided design,
CAD

コンピュータを利用した設計または図面作成．

キャニスタ きゃにすた canister 核燃料あるいはその他の放射性物質を隔離して収納し
ておくための密封容器．

キャビテーショ
ン

きゃびてーしょん cavitation 流速の早い水路において，圧力が局部的に低下するこ
とにより水中の気体の平衡条件が崩れて気泡が急激に
拡大し壁面の磨食を生じる現象．

ギヤポンプ ぎやぽんぷ gear pump 噛み合った２個のギアを高速回転することで液体を送
るポンプ．

キャラクタ検層 きゃらくたけんそう character logging 三次元速度検層の結果を連続的音響波で表示する検
層．

キャリア密度 きゃりあみつど charge carrier density 半導体内に存在するチャージキャリア（自由電子と自

由ホール）の1cm３内の個数．

キャリパー きゃりぱー caliper 孔井の直径を深度方向に連続的に測定する器具．数本
のアームを軸の中心から放射状に孔壁にふれるよう拡
げた角度から測定する．孔径測定ともいう．

キャリパー検層 きゃりぱーけんそう caliper logging キャリパーを用いて孔井の直径を連続的に測定する検
層法．他の様々な検層結果の孔径補正に利用する．

キャリブレー
ション

きゃりぶれーしょん calibration センサなどの計測機器による測定（出力）値と，その
実測（入力）値の関係を把握し，測定値を補正するこ
と．

キャリブレー
ションピット

きゃりぶれーしょん
ぴっと

calibration pit ガンマ線検層や中性子検層の計数率を，APIユニット
（標準単位）に較正するためのピット．

吸引法 きゅういんほう suction method 試料内の水分との平衡をはかることで，試料のｐＦを
求める方法．ｐＦ試験の一つで，試料土にある一定の
吸引圧を与える試験法．



級化 きゅうか grading 堆積物や堆積岩の構成粒子の粒度が徐々に変化するこ
と．分級や淘汰と同様の意味で用いられる用語．

球顆 きゅうか spherulite 細粒あるいはガラス質の珪長質火山岩中に見られる長
石その他の珪酸塩鉱物集合体からなる球状体．

急崖 きゅうがい scarp 断層活動，浸食，崩落，陥没など様々な原因で形成さ
れた急勾配の斜面

休火山 きゅうかざん dormant volcano 現在活動が確認されていないが，将来活動の可能性が
ある，または歴史時代に活動記録のある火山．定義は
不明確．

級化成層 きゅうかせいそう graded bedding 河川堆積物，浅海性堆積物に見られる成層状態で，単
層内で上方に向かい，粒度が徐々に小さくなること．
級化層理と同義．

級化層理 きゅうかそうり graded bedding 砕屑堆積物からなる単層の中で，基底部から上方に向
かって粒度が細粒になっていく成層状態．級化成層と
もいう．

級化堆積物 きゅうかたいせきぶ
つ

well graded sediments 粒径などの粒子のもつ性質の違いにより，粗粒から細
粒に至る連続的な粒子が分布する堆積物．

Ｑ型曲線 きゅーがたきょくせ
ん

Q-type curve ３層構造よりなる比抵抗法垂直探査で，上層より下層
の比抵抗値が小さくなったときの測定曲線の型式の一
つ．

級化度 きゅうかど grading factor 堆積物の粒径の一様性を示す指標．Bakerの級化度で
は，粒径のそろった堆積物の級化度が１になる．

旧河道 きゅうかどう former river course かつて表流水の流路であった細長い凹地．自然堤防の
多くは現河道のほか旧河道に沿って発達する．

究極可採埋蔵量 きゅうきょくかさい
まいぞうりょう

finality reserve 未確認埋蔵量と経済情勢を考慮して追加可採量を推定
し，確認可採埋蔵量に加えた鉱量．

急傾斜地 きゅうけいしゃち steep slope land 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」で
は傾斜度が30ﾟ以上である土地．

急傾斜地崩壊危
険区域

きゅうけいしゃちほ
うかいきけんくいき

area in danger of steep
slope failure

急傾斜地の崩壊による災害を防止する法律で，相当数
の居住者に危害が生ずる恐れがあるとして指定された
区域．ここでは崩壊を助長する恐れのある行為は制限
される．

急傾斜地崩壊防
止工事

きゅうけいしゃちほ
うかいぼうしこうじ

steep slope failure
preventive works

急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地で，崖くずれ
を防止するために施工する工事．抑制工と抑止工があ
る．

急傾斜地崩壊防
止対策

きゅうけいしゃちほ
うかいぼうしたいさ
く

measures for preventing
the failure of steep
slope

急傾斜地崩壊危険区域について崖崩れによる災害を防
止するための対策．崩壊防止工事や警戒避難体制の整
備・家屋などの移転などがある．

球形度 きゅうけいど sphericity 堆積物の粒子の形状が，どの程度球形に近いかを表す
尺度．円磨の度合を示す円磨度とは異なる．



急結剤 きゅうけつざい set accelerating agent コンクリート打設後，早期に強度を出させるための添
加材．吹付けコンクリートでも用いられる．

吸光係数 きゅうこうけいすう absorption coefficient 光が気体や液体などの媒質を透過する際に，媒質に吸
収，減衰される程度を表す定数．

吸光光度法 きゅうこうこうどほ
う

absorption photometry 光が溶液や気体によって吸収される割合を測定して成
分の定量を行う試験法．

吸光度測定法 きゅうこうどそくて
いほう

measurement of
absorbance, absorption
photometry

光が物質により吸収される割合を測定する試験法．

吸光分析 きゅうこうぶんせき absorptiometry 測定対象試料に対し特定の波長帯の光を投光し，透過
光の強度を測定することにより試料濃度を把握する方
法．

球差 きゅうさ divergence of earth
curvature

三角測量において，地球が曲率をもつため直進する視
準線と地表との間の高低的な誤差．

ＱＣ きゅーしー quality control, QC 規格を充分満たした製品を効率的に供給するために，
統計学的手法により工程管理し，品質を一定に維持す
る．品質管理手法．

Ｑシステム きゅーしすてむ Q-system トンネル掘削に対する岩盤の適否の評価をＲＱＤや節
理の性状などから求める，Bartonらの提唱するイン
デックス．

休止井 きゅうしせい suspended well 本来の作業を休止している孔井．稼働井，作業井に対
する語．

吸湿試験 きゅうしつしけん moisture-absorption test 岩石の吸湿量を測定する試験．炉乾燥後，大気中に放
置して吸湿前後の質量を測定し，質量差から吸湿量を
求める．

吸湿水 きゅうしつすい hygroscopic water 常温で蒸発しない土粒子表面の水分．土壌の吸湿性に
よって吸着する．

吸湿性 きゅうしつせい hygroscopicity ある物質が空気中で，水蒸気を吸収もしくは吸着して
水分量を増加させる性質．

吸収係数 きゅうしゅうけいす
う

absorption　coefficient 吸収過程の中で物質中の強度あるいは粒子数の減衰を
表わす定数．

吸収スペクトル きゅうしゅうすぺく
とる

absorption　spectrum 連続した波形を持つエネルギーが，物質内を通過する
際に減衰もしくは欠落したスペクトル．

吸収フィルタ きゅうしゅうふぃる
た

absorption filter 色ガラスや色素入りゼラチンなどの媒質の吸光特性を
利用し，特定波長のみを吸収するよう作られたフィル
タ．

吸収率 きゅうしゅうりつ absorption modulus 光がある媒質内を通過する際に強さが減少する．この
減少の度合いを表す媒質固有の定数．



球状花崗岩 きゅうじょうかこう
がん

ball granite, orbicular
granite

同心球状に配列した鉱物の集合体を含む花崗岩．径数
cm～30cm程度の球状をなす．

球状グラファイ
ト

きゅうじょうぐら
ふぁいと

orbicular graphite 球状組織を示す石墨・黒鉛．縁部とコア部に分けら
れ，縁部には片状グラファイトが同心円状に配列．

球状図法 きゅうじょうずほう globular projection 1660年ジ．ビィ．ニコロシによって考察された半球用
の便宜図法の一種．今日では歴史的意義を有するにと
どまる．

球状節理 きゅうじょうせつり spheroidal joint 球状風化のように中心部から同心円状に形成される節
理．

球状風化 きゅうじょうふうか spheroidal weathering 岩石が玉葱状に剥がれるような構造(onion structure)
となる風化．表面と内部との膨張量の差などにより生
ずる．花崗岩，安山岩，砂岩などによく見られる．

吸水試験 きゅうすいしけん absorption test 岩石の吸水度を測定するための試験．自然乾燥の後，
24時間水浸し，吸水量を測定する．

吸水膨張 きゅうすいぼうちょ
う

swelling 粘性土が水を吸引して体積膨張すること．膨潤ともい
う．

吸水膨張試験 きゅうすいぼうちょ
うしけん

swelling test 岩石供試体を水浸させて，吸水量と膨張量，膨潤圧を
測定する試験．

吸水膨張率 きゅうすいぼうちょ
うりつ

swelling ratio 吸水膨張試験により得た膨張量の最初の供試体高さに
対する割合を百分率で表わしたもの．

吸水率 きゅうすいりつ water absorption,
absorption

岩石供試体の強制乾燥質量に対する水飽和質量と強制
乾燥質量の差の割合を百分率で示した物理量．

急速圧密試験 きゅうそくあつみつ
しけん

rapid consolidation test 標準圧密試験の試験期間短縮のために実施する，荷重
速度や圧縮ひずみまたは間隙水圧を制御する圧密試
験．

急速含水量試験
器

きゅうそくがんすい
りょうしけんき

speedy moisture content
tester

アセチレンガスを発生させ，圧力の上昇量から含水量
を測定する試験器．

急速載荷 きゅうそくさいか rapid loading 土の動的な力学特性を知るための動的せん断試験にお
ける載荷のように，速度の速い載荷．

急速水位降下 きゅうそくすいいこ
うか

rapid drawdown 貯留水を放流することにより，貯水位が急速に降下す
ること．

急速せん断試験 きゅうそくせんだん
しけん

quick shear test 一面せん断試験の一種で土などの供試体の圧密を行わ
ず，間隙水を排水することなく急速にせん断する試
験．

球対称ファブ
リック

きゅうたいしょう
ふぁぶりっく

spherical fabric 鉱物を形づくる構成成分の単位物質あるいは性質の空
間的相互関係に定向性が認められない場合のこと．



球体落下式簡易
ＣＢＲ試験機

きゅうたいらっかし
きかんいしーびー
あーるしけんき

sphere dropping type CBR
tester

球体を落下させることにより，床土支持力比を求める
簡易試験機

Ｑ値 きゅーち Q-value ①岩石が地震波を通過させるエネルギーの割合を示
す．減衰定数ｈとはＱ＝１／2hの関係がある．
②トンネル工事の岩盤分類法であるＱシステムに用い
られる指標．岩盤のＲＱＤと，節理や地下水・応力に
関する評点を組合わせて評価される．

吸着クロマトグ
ラフィ法

きゅうちゃくくろま
とぐらふほう

absorption
chromatography

シリカ，アルミナなどの吸着剤を固定相,有機溶媒を移
動相とする液体クロマトグラフィ法．

吸着係数 きゅうちゃくけいす
う

absorption coefficient ラングミュア型吸着等温線における吸着と脱離の速度
定数の比．吸着量を記述し，大きいほど強い吸着を示
す．

吸着水 きゅうちゃくすい absorbed water,
absorptive water

電場の力や分子間力により土粒子の表面に吸着されて
いる水．吸湿水分と付着水分とに分けられる．

吸着層 きゅうちゃくそう adsorbed layer 土粒子，特にコロイド粒子の表面の固着層とその周辺
の拡散イオン層を含めて吸着層または拡散二重層とい
う．

吸着損失 きゅうちゃくそんし
つ

absorption loss 貯水池・水路に，はじめて貯水あるいは導水したとき
に土や岩石に吸着される水．

吸着能 きゅうちゃくのう absorption ability 気相或いは液相中におけるイオンや分子の吸着の能
力．物理吸着と化学吸着がある．

旧汀線 きゅうていせん former shoreline 地盤運動や海（湖）水面変動によって離水または沈下
した現在の高度とは異なる水準に存在する過去の海
（湖）岸線．

丘泥炭地 きゅうでいたんち hill moor 泥炭地の中央部が周辺部より盛り上がった泥炭地．高
位泥炭地ともいう．

Ｑトモグラフィ きゅーともぐらふぃ Q-tomography 減衰トモグラフィと同義．

吸熱反応 きゅうねつはんのう endothermic reaction 熱の吸収を伴う化学反応．

Ｑ波 きゅうは Q wave ラブ波と同義．

キュービックコ
ンボリューショ
ン

きゅーびっくこんぼ
りゅーしょん

cubic convolution 画像データなどの内挿処理を行う際に，内挿点を囲む
16点のデータから３次たたみこみ関数により計算する
方法．

球面孔底ひずみ
法

きゅうめんこうてい
ひずみほう

hemispherical-ended
borehole overcoring
technique

応力解放法による初期応力測定法の一つ．ボーリング
孔底を半球面形に整形して16素子のひずみゲージを配
置した樹脂製モールドゲージを貼付けた後，大口径の
オーバーコアリングを行う．

球面座標 きゅうめんざひょう spherical co-ordinate 地球の曲率を考慮に入れた座標．もしくは，空間での
方向を示すための球面上の座標．



球面投影法 きゅうめんとうえい
ほう

spherical projection ３次元空間のある方向を２次元面に表現する方法の一
つ．球の中心からその方向に延長した直線が球面と交
わる点で表示する．

球面波 きゅうめんは spherical wave 同一半径の球面上において振動状態が同一である波．
地震波などの極座標で表わされる外向波．

球粒 きゅうりゅう chondrule コンドライトを特徴づける直径数mmの球状粒子．コン
ドルールあるいはコンドリュールと呼ばれる．

球粒 きゅうりゅう spherulite 黒曜岩のようなガラスに富む火山岩中に見られる，球
状あるいは楕円状の針状または繊維状の放射状鉱物の
集合体．球晶，球顆ともいう．

急流工 きゅうりゅうこう chute 急勾配の水路と流速を減勢させる減勢工で落差を調節
する施設．

丘陵 きゅうりょう hills 一般に平地と山地との中間的な高度で緩慢な斜面と谷
底をもつ地形．地形学的に明確な基準はない．

急冷縁 きゅうれいえん chilled margin 急冷周縁相と同義．

急冷周縁相 きゅうれいしゅうえ
んそう

chilled margin 貫入岩体と母岩との接触部や溶岩が水中に流出したも
のの表面付近の岩相．岩体内部に比べ周辺部が急速に
冷却固結し，細粒・ガラス質となる．急冷縁・急冷周
縁部・周縁急冷相ともいう．

急冷周縁部 きゅうれいしゅうえ
んぶ

chilled margin 急冷周縁相と同義．周縁急冷相ともいう．

キュリー きゅりー curie 放射性物質の量を表す単位．１キュリー(1C）は１秒間
に3.7×10の10乗個の壊変を起こす放射性核種の量．

キュリー点調査 きゅりーてんちょう
さ

Curie point survey 地下の熱環境を調べるため，岩石が磁性を消失してい
る温度（キュリー点）状態にある深度分布を求める調
査．地磁気異常を使って調べる．

キュリーの法則 きゅりーのほうそく Curie's law 常磁性体の磁化率χが絶対温度に反比例する法則．χ
=C/(T-θa)で表される．

ギュンツ氷期 ぎゅんつひょうき Günz glacial stage アルプスで確立されたアルプス４氷期の最初の氷期
で，アルプス北麓地域で確認される．年代は90～70万
年前．

ギュンツ－ミン
デル間氷期

ぎゅんつみんでるか
んぴょうき

Günz-Mindel interglacial アルプス氷期のギュンツ氷期，ミンデル氷期の間にあ
たり，現在と同程度，またはそれ以上に温暖であった
時期．

拱堰堤 きょうえんてい arch dam アーチダムと同義．

凝灰角礫岩 ぎょうかいかくれき
がん

tuff breccia Fisherの分類による，粒度組成上，径64mm以上の火山
岩塊を1/3～2/3含む火山砕屑岩の総称．基質部は火山
灰からなる．



凝灰岩 ぎょうかいがん tuff Fisherの分類で，粒径2mm以下の岩片，火山灰の固結し
た火山砕屑岩の総称．特に新第三紀以降のもので固結
度の低いものや粘土鉱物を多く含むものは，応力解放
や吸水によって膨張・膨潤やスレーキングを起こしや
すいものもある．

凝灰質 ぎょうかいしつ tuffaceous 凝灰岩,火山灰を基質や岩片として含む砕屑物・堆積
物，堆積岩の接頭語として使用する．

凝灰質砂岩 ぎょうかいしつさが
ん

tuffaceous sandstone 砂を主体に基質に凝灰質（火山灰）分を含む堆積岩.

凝灰質泥岩 ぎょうかいしつでい
がん

tuffaceous mudstone 泥を主体に基質に凝灰質（火山灰）分を含む堆積岩.泥
は粒径1/16mm以下（ウェントワースの分類）．

凝灰集塊岩 ぎょうかいしゅうか
いがん

agglomerate 火山灰を基質とし，径64mm以上の火山弾や本質火山岩
片，岩塊を多く含む火山砕屑岩．主に火口付近に分
布．

境界条件 きょうかいじょうけ
ん

boundary condition 有限の広がりの空間や有限の大きさの物体内での現象
を論ずる際，空間の境界や物体表面に与える条件．

境界波 きょうかいは boundary wave 自由表面や特性が異なる地層間の境界面などに沿って
進む地震波．

境界要素法 きょうかいようそほ
う

boundary element method 解析領域内の基礎方程式を境界における積分方程式に
変換して解く方法．ＢＥＭと略す．

仰角 ぎょうかく elevation angle ある点Ａから物体Ｂを見上げる時，Ａを通る水平面と
視線ＡＢとが作る角．

橋脚 きょうきゃく pier 橋梁の中間部にあって，上部構造物からの荷重を地盤
に伝える下部構造物．

供給源 きょうきゅうげん provenance 堆積した砕屑物の供給源である原岩・母岩の分布する
地帯．後背地．

凝結時間 ぎょうけつじかん setting time セメントに水を加えてから凝結するまでの時間．

凝結遅延剤 ぎょうけつちえんざ
い

retarder セメントの水和反応を遅らせコンクリートの凝結時間
を調節するために用いる混和剤の一種．

凝結物 ぎょうけつぶつ concretion 堆積物中に二次的に特定の物質が二次的に濃集・沈
殿・再結晶して形成される硬固な塊．堆積後～続成作
用中に生成し，周辺部とは異なった化学組成を示す．
コンクリーションともいう．

峡谷 きょうこく gorge 著しく深く急な谷壁をもつ幼年期の谷地形．谷は狭い
Ｖ字形を呈し，谷壁には岩石が露出し谷底平野をもた
ない．

峡谷埋積物 きょうこくまいせき
ぶつ

canyon fill 渓流河川が浸食して硬い岩盤を削って形成された谷の
部分にたまった砕屑物質．



凝固点 ぎょうこてん solidifying point 液相が一定圧力のもとで固相に変化する温度．一成分
系では融解点に等しい．多成分系では凝固点は一定で
ない．

凝固熱 ぎょうこねつ heat of solidification 液相（または気相）にある物質が同温度の固相状態に
なるときに放出する熱量．

強磁性 きょうじせい ferromagnetism 磁性原子が，磁気モーメントを一定の方向へ配列させ
て自発磁化を形成している場合の磁性．

強磁性体 きょうじせいたい ferromagnetic　matter 強磁性を示す物質．ある種の金属，合金および遷移元
素など．

供試体 きょうしたい test piece 土質試験・岩石試験に供するために，試料を定められ
た大きさ，粒度に成形あるいは調整したもの．

供試体周面摩擦 きょうしたいしゅう
めんまさつ

土の圧密試験で，供試体と圧密リングの内周面との間
に発生する摩擦抵抗．原地盤の一次元圧密では存在し
ない抵抗で，試験結果に誤差を与える．側面摩擦とも
いう．

供試体の整形 きょうしたいのせい
けい

preparation of specimen 物理試験や力学試験のために，土や岩石試験を円筒形
などの各試験で決められた形状や性状に加工するこ
と．

凝集剤 ぎょうしゅうざい flocculating agent 液体中に浮遊している微細なコロイド粒子表面の電位
を低くし，コロイド粒子相互の反発力を弱めて凝集を
促進する薬剤．多くは硫酸アルミニウムなどの酸．

凝集説 ぎょうしゅうせつ accretion theory 太陽系起源論の一つ．ガスと微粒子からなる雲の中で
衝突合体を繰り返し，原始惑星が生まれるという説．

凝集池 ぎょうしゅうち flocculation pond 廃水処理，浄水処理工程の一部で，被処理水と凝集用
の薬剤を混合し凝集反応を生じさせるための水槽．

凝集防止剤 ぎょうしゅうぼうし
ざい

deflocculating agent セメントなどがミルク中で凝集しないように粒子の分
散を促進させるアルカリ添加剤．

凝集補助剤 ぎょうしゅうほじょ
ざい

coagulation aid,
coagulation support
agent

廃水処理，浄水処理の凝集処理工程で凝集剤の効果を
高めるために用いる補助薬剤．

凝集力 ぎょうしゅうりょく flocculation force,
coagulation force

分散しているコロイド粒子などが，電解質を加えてよ
り大きな粒子になる際に働く力．

凝縮 ぎょうしゅく condensation 飽和蒸気の冷却，定温圧縮により蒸気の一部が液化す
る現象．液化の際には，蒸気中のイオンや塵が核とな
る．

凝縮水 ぎょうしゅくすい condensed water 水蒸気が冷却もしくは圧縮されて液化した水．地熱発
電ではタービン排気の冷却時に発生する．

共振 きょうしん resonance 振動系に周期的な外力が加えられ，振動系の固有周期
に近づいたときに応答が急激に大きくなる現象．共鳴
ともいう．



強震観測 きょうしんかんそく strong motion obsevation 大地震の震央付近の強震動を観測する目的で，通常よ
り感度を落とした地震計（強震計）で観測すること．

共振曲線 きょうしんきょくせ
ん

resonance curve 一定の振幅の振動を加えたときに共振して発生する振
幅と周波数をプロットして作る曲線．

強震計 きょうしんけい strong motion
seismograph

強い地震動を観測するための地震計．耐震設計に重要
な強震動やその際の構造物の振動観測にも使用され
る．

共振試験法 きょうしんしけんほ
う

resonant testing method 土や岩石の供試体に強制的に振動を与え，実験的に共
振曲線を作成し，変形係数，減衰比を求める試験．共
振法ともいう．

共振周期 きょうしんしゅうき resonant period 振動エネルギーを一定に保ち応答が極大になる時の周
期．

共振振動数 きょうしんしんどう
すう

resonant frequency ある振動系の固有振動数と正弦波外乱による応答量の
関係を示した共振曲線において，最大値を示す振動
数．

ぎょう新世（暁
新世）

ぎょうしんせい Paleocene(epoch) 地質時代，新生代古第三紀を三分したうちの最初の時
期．ほぼ6,500～5,500万年前にあたる．

共振柱試験 きょうしんちゅうし
けん

resonant-column test 土の動的特性を求めるために，円柱・円筒形の供試体
に振動を加えて行う試験．

暁新統 ぎょうしんとう Paleocene(series) 新生代古第三紀ぎょう新世（暁新世）に形成された堆
積岩・火成岩を示す．

強震動予測 きょうしんどうよそ
く

estimation of strong
ground motion

将来発生する大地震についての危険度評価と地震動予
測の二つの意味がある．

強制乾燥状態 きょうせいかんそう
じょうたい

forced dry state 岩石供試体を80～110℃の温度で，強制的に24時間以上
乾燥させた状態.

強制湿潤状態 きょうせいしつじゅ
んじょうたい

forced wet state 岩石供試体を72時間以上水浸させ，強制的に吸水させ
飽和含水した状態.

強制振動法 きょうせいしんどう
ほう

forced viblation method 実在構造物に起震機などにより強制振動を与え，固有
周期・減衰係数など，その振動性状を求める実験的方
法．

強制分極法 きょうせいぶんきょ
くほう

induced polarization
method

電気探査の一つ．誘導分極法ともいい，ＩＰ法と省略
される．分極現象を利用して金属・金属硫化物鉱床の
探査などに用いられる．

鏡像 きょうぞう mirror image ある形状に関して，実物と鏡に写ったその像のような
相互関係の場合，一方を他方の鏡像と呼ぶ．

橋台 きょうだい abutment 橋梁の両端にあって，上部構造物からの荷重や背面か
らの土圧などを地盤に伝える下部構造物．



狭帯域フィルタ きょうたいいきふぃ
るた

narrow band filter 特定の狭い波長帯の電磁波のみを透過するよう作られ
たフィルタ．干渉方式が用いられる場合が多い．

挟炭層 きょうたんそう coal-bearing formation 石炭層を含む地層．一般に互層として発達しており，
植物化石を多産する．夾炭層とも書く．

共通オフセット
重合

きょうつうおふせっ
とじゅうごう

common offset stack 反射法による探査の解析手法．起振点と受振点の距離
が等しいような記録を選び隣接した記録を重合するこ
と．

共通反射点 きょうつうはんしゃ
てん

common-depth-point 地層が水平構造のとき，同一の反射点に対応する起振
点と受振点のいくつかの対がある．この反射点をい
う．

共通反射点水平
重合法

きょうつうはんしゃ
てんすいへいじゅう
ごうほう

common-depth-point stack 反射信号を強調したり，グラウンドロールや重複反射
などのノイズを減少させるために行う反射データの重
合．ＣＤＰ重合法ともいう．

共同溝 きょうどうこう utility tunnel 下水道・ガス・電力・通信などの公益事業の複数が共
同利用するトンネル．

強度定数 きょうどじょうすう strength parameter 地盤の安定問題を解析するときに必要となるせん断抵
抗角および粘着力．

強度増加率 きょうどぞうかりつ rate of strength
increase

飽和粘性土の圧密非排水せん断強度Suをそのときの圧
密圧力pで除した値(Su/p)．CU試験結果を表すのに用い
る．

強度劣化 きょうどれっか retrogression strength 本来有している強度の低下・劣化．

京錦大理石 きょうにしきだいり
せき

Kyonishiki marble 京都府船井郡瑞穂町産工芸用石材．中古生界の石灰
岩．紅紫色．

杏仁状 きょうにんじょう amygdaloidal 火山岩中の球状の空隙を沸石類や方解石などが充填し
ている構造のこと．球状の形状からこのように呼ばれ
る．

強熱減量 きょうねつげんりょ
う

ignition loss 110℃で乾燥した土を700～800℃に加熱する試験により
生じる減少質量を百分率で示した値．強熱による試料
の質量減．土中の有機物含有量として扱われることが
ある．ＩＧロスともいう．

強熱減量試験 きょうねつげんりょ
うしけん

ignition loss test 土質試料中の有機物の含有量などを測定する試験．
110℃で炉乾燥した試料を700～800℃で強熱して行う．

強粘結炭 きょうねんけったん strongly caking coal 加熱により軟化，融着（粘結）してコークスとなる石
炭の一種．

共分散 きょうぶんさん covariance 複数の確率変数間にある関連性を示す指標．

胸壁堤 きょうへきてい parapet levee 十分な堤防断面が構築できない場合に，表のりの余裕
高部分をコンクリート構造として幅を縮小した堤防．



鏡面反射 きょうめんはんしゃ specular reflection 鏡のように滑らかな面において，入射光線が拡散され
ず入射角と同じ角度で反射される現象．

共役応力 きょうやくおうりょ
く

conjugate stress 応力楕円において，二つの応力を表す軸が共役の関係
にあるときの応力．

共役褶曲 きょうやくしゅう
きょく

conjugate folds 褶曲軸面がほぼ一定角度で交わる共役的な組をつくる
褶曲系で，同一形状の褶曲が対称的な位置関係にある
もの．

共役節理 きょうやくせつり conjugate joints 同一の圧縮応力下でせん断面として生じた互いに交わ
る一対の節理の組．主圧縮応力軸に30゜～45゜で斜交
する．

共役せん断面 きょうやくせんだん
めん

conjugate shear planes 圧縮応力下で力学的に等方な物体に生じる30ﾟ～45ﾟで
斜交する一対（２方向）のせん断（剪断）面．

共役断層 きょうやくだんそう conjugate faults 同時期に同一の地殻応力場で形成され，たがいにずれ
のセンスが反対で交差するような断層．

共役断層系 きょうやくだんそう
けい

conjugate system of
faults

共役関係にある断層の組．両者の走向傾斜から形成時
の古応力配置が復元できる．

強溶結部 きょうようけつぶ zone of dense welding 高温火砕流の堆積後の冷却過程で生じた溶結度の違い
による帯状構造において溶結度の高い部分．一般に１
回の火砕流堆積物の下部に見られる．

供用前検査 きょうようぜんけん
さ

pre-service inspection
(PSI)

原子炉施設の建設段階で行われる検査．建物，機器類
の他，基礎岩盤も検査の対象となる．使用前検査とも
いう．

恐竜類 きょうりゅうるい Dinosauria 中生代に繁栄・絶滅した直立歩行する陸上は虫類（爬
虫類）の一群．竜盤目と鳥盤目に細分．日本では，北
陸地方や中部九州から多量の恐竜化石を産する．

ギヨー ぎよー guyot 頂上が平らな海山．かつて海面付近で浸食された後に
沈降したもの．海底面からの比高は数千ｍある．平頂
海山ともいう．

極寒砂漠土 きょくかんさばくど cold desert soil 南極大陸の氷床に覆われていない地域に分布している
未熟土．極地砂漠土とは有機質土の有無で区分され
る．

極圏 きょくけん polar circle 南北66ﾟ30'の緯線よりも高緯度の地方．北半球では北
極圏，南半球では南極圏という．

極限荷重 きょくげんかじゅう ultimate load 地盤が破壊せずに支持しうる最も大きい荷重．

極限支持力 きょくげんしじりょ
く

ultimate bearing
capacity

極限荷重と同義語．

極限周面摩擦力 きょくげんしゅうめ
んまさつりょく

ultimate frictional
resistance

アンカー体と地盤とが摩擦切れを起こす場合の単位面
積あたりの摩擦抵抗力．



極限設計法 きょくげんせっけい
ほう

limit design 構造物全体の崩壊荷重を求め，この崩壊荷重に対する
極限強度を基準にして構造物の形状や寸法を定める設
計法．塑性設計ともいう．

極限先端支持力 きょくげんせんたん
しじりょく

ultimate point bearing
capacity

杭先端に作用する応力が極限状態に達した時の支持
力．

極限平衡解析法 きょくげんへいこう
かいせきほう

limit equilibrium
analysis method

極限平衡法と同義．

極限平衡法 きょくげんへいこう
ほう

limit equilibrium method 破壊面上でのせん断力とせん断抵抗の極限平衡状態を
考えて破壊問題の解を得る方法．斜面の安定性評価に
よく用いられる．

曲降盆地 きょくこうぼんち down-warped basin 地層をゆるやかにたわませる曲降と呼ばれる地殻の変
動によって形成される盆地．曲降盆地の規模は数十km
～1,000km程度とされている．

局所安全係数 きょくしょあんぜん
けいすう

local safety factor 部材の局所的な要求強度に対して，その部材が有して
いる強度の比率．

局所安全率 きょくしょあんぜん
りつ

local safety factor ＦＥＭ解析によって得られた各要素の応力状態と強度
定数から求められる各要素の安全率．

局所異常 きょくしょいじょう local anomaly 重力や磁力分布などにおいて，探査の目的とする区域
や深さの範囲の物質分布に起因する局所的な異常．

局所磁気異常 きょくしょじきい
じょう

local magnetic anomaly 探査領域において，相対的に局所的な地下構造による
磁気異常．

局所洗掘 きょくしょせんくつ local scour 広義には給砂の非平衡による局所的河床低下を，狭義
には構造物などによる二次流の作用による河床低下を
さす．

局所せん断 きょくしょせんだん local shear 局部せん断に同義．

局所的地盤沈下 きょくしょてきじば
んちんか

local landsubsidence 地下工事などの局所的な揚水に伴い狭い範囲で発生す
る地盤沈下．不同沈下の原因となる．

局所同位体分析 きょくしょどういた
いぶんせき

local isotope analysis 固体表面の微小範囲を対象とした同位体分析．二次イ
オン質量分析計の開発によって可能となった．

局所ひずみ測定
装置

きょくしょひずみそ
くていそうち

local deformation
transducer

供試体端部での測定上の誤差を除外するために供試体
中央部にひずみゲージを貼付したりん青銅板をとりつ
けて，軸方向のひずみを測定する装置．ＬＤＴと同
義．

極心図法 きょくしんずほう polar projection 地球の極点を中心に経線は放射状に，緯線は同心円状
に表現した図法．

極図 きょくず pole diagram, pole
figure

ステレオネット上に，面構造の極や線要素を投影した
図．



玉随 ぎょくずい chalcedony 細かい繊維状の石英結晶と微量のオパールの集合体.低
温の熱水変質を受けた火山岩の割目や孔隙に生ずる．

極性 きょくせい polarity 結晶学において，結晶軸の1方向と逆方向で性質が異な
る場合をいう．広義には正反対の二つの性質をいう．

極性対称 きょくせいたいしょ
う

polar symmetry 中心軸の周りに対称的になっていること．

曲線重力ダム きょくせんじゅう
りょくだむ

curved gravity dam ダム軸が曲線形状である重力式コンクリートダム．
アーチダムと異なり二次元設計で安定性を確保．

曲線定規法 きょくせんじょうぎ
ほう

curve ruler method 土の圧密試験において，一次圧密量を求める方法の一
つで，基本となる圧密理論曲線群が前もって示されて
いる．

曲線照合法 きょくせんしょうご
うほう

curve matching method 重力，磁力などの観測値と仮定した構造モデルによる
理論値との適合性を調べ，最適モデルを求める解析
法．

極地 きょくち polar region 学問分野によりその範囲は明確には決まっていない
が，通常両極を中心とする高緯度の寒冷地域をさす．

局地気候 きょくちきこう local climate 地表状態や地形から局地的に区分された比較的狭い地

域の気候．規模は30～40km2以下とされている．

局地気象 きょくちきしょう local weather 局部的な地形特性によって生じる気象状況．主に約
1000m以下の大気境界層内に発現する地域差の大きい現
象．

極地砂漠 きょくちさばく polar desert 高緯度地方に分布する砂漠をさし，主に南極大陸にみ
られその特徴は乾燥地域であるとともに寒冷であるこ
と．

極地砂漠土 きょくちさばくど polar desert soil カナダ北部などに分布する極地の排水良好な砂礫地に
みられる土壌をさす．炭酸塩が集積し全層にわたりア
ルカリ性反応を示す．

局地的不整合 きょくちてきふせい
ごう

local unconformity 部分的不整合と同義．整合関係の上下層が，堆積盆地
周縁部などで局地的に不整合関係になるもの．

局地電流 きょくちでんりゅう local current 地下で鉱体の周辺などに局部的に発生する自然電流．

極地氷河 きょくちひょうが polar glacier 寒冷氷河・寒帯氷河ともいい，万年雪が継続的に ０℃
以下という条件下でゆっくりと再結晶した氷河のこと
をさす．

曲動 きょくどう warping 波曲ともよばれ，地層や地殻を緩やかにたわませる比
較的波長の大きな変動．顕著な断層や褶曲を伴わな
い．

局発地震 きょくはつじしん local earthquake 地震の大きさを表わす目安である最大有感距離が100㎞
未満の地震のこと．



局部せん断 きょくぶせんだん local shear 荷重が増加しても明瞭な破壊点を示さず，局部的な破
砕が徐々に拡大して沈下が増大していく，せん断破壊
様式．

曲率係数 きょくりつけいすう coefficient of curvature 粒度試験における粒径加積曲線の形状を表す係数であ
り，通過質量百分率10%，30%，60%の粒径から算出．

魚骨方式 ぎょこつほうしき fish bone type かんがいに用いる配管の形式の一つで，他にクシ歯
型・フォーク型のタイプがある．魚骨型配管では，70
アール程度までの散布ができる．

巨視的構造解析 きょしてきこうぞう
かいせき

macroscopic structural
analysis

露頭規模以上，マップスケールでの地質構造解析．
個々の露頭における地質構造解析ではなく，地質図な
どの大小縮尺における地質構造解析のこと．

裾礁 きょしょう fringing reef 海洋島や大陸の周縁に発進しているさんご（珊瑚）
礁．陸との間にきわめて狭い海水帯を挟むこともあ
る．

巨石 きょせき boulder 土質分野（日本統一土質分類）で300mm以上の粒径の石
分をいう．

巨石コンクリー
ト

きょせきこんくりー
と

cyclopean concrete コンクリート中に直径数10㎝～数mの巨石を用いたも
の．材料費節約のために用いられた．

巨大地震 きょだいじしん great earthquake マグニチュードが約８以上の大地震をさす．海底で起
きた場合，そのほとんどが地震動のほかに大津波を発
生させる危険がある．

巨大褶曲 きょだいしゅうきょ
く

broad folding 大褶曲または巨褶曲ともいい，広大な幅をもった波状
の褶曲運動をさす．山脈が背斜，谷が向斜にあたる．

巨大フラック きょだいふらっく huge fracs 静岩圧以上の水圧を加えることにより発生する破砕の
うちの規模の大きなもの．新しい流路の発生などに用
いる．地熱開発などに応用．

巨大噴火 きょだいふんか extremely large volcanic
eruption

極めて大規模な火山噴火．1815年インドネシア・タン
ボラ山噴火，1883年同・クラカタウ山噴火などが挙げ
られる．

巨大崩壊 きょだいほうかい huge slide, mass slide 大規模に山体が崩壊する現象．一般に崩壊量1000万～1

億m3程度以上のものを呼ぶ．移動距離が大きく，特有な
地形を呈す．

魚道 ぎょどう fish pass, fishway,
fishladder

魚類の遡上を可能とするためにダムなどの河川構造物
に設けられる勾配の緩い水路．

許容応力 きょようおうりょく allowable stress 構造物が荷重に対して破壊や大きな変形を生じないよ
う定めた部材の基準強度を安全率で除した応力度．

許容応力度設計
法

きょようおうりょく
せっけいほう

allowable stress design
method

構造物設計の際に，設計荷重が部材断面に作用した時
に，部材断面に生じる応力度が許容応力度以下になる
ように設計する方法．

許容応力度 きょようおうりょく
ど

allowable stress,
allowable unit stress

構造物の耐用期間中に荷重に対して破壊・変形しない
ためには，材料中に生じる応力がある一定限度内であ
ることが必要であり，この限度を示す応力度をさす．



許容荷重 きょようかじゅう allowable load 許容応力を越えずに安全上許しうる最大の荷重．地盤
のせん断破壊，変形によりその上にある構造物に影響
を及ぼさない範囲内で許容しうる荷重の最大値．

魚用閘門 ぎょようこうもん fish lock 堰堤など水位差のある箇所において，魚が通過できる
よう設けたこう門．こう（閘）門式魚道参照．

許容誤差 きょようごさ tolerance 測定の精度，種類，目的，大きさなどに応じて許容さ
れる誤差の最大値．

許容採収量 きょようさいしゅう
りょう

allowable production 油井において１キロリットルの原油を自噴させるため
に消費される溶解ガスの容積との比を指針として得ら
れる採取量．

許容支持圧力 きょようしじあつ
りょく

allowable bearing stress 部材の断面に対して許容荷重が作用するとき，その支
圧面積に生ずる圧力．

許容支持力 きょようしじりょく allowable bearing
capacity

極限支持力を所定の安全率で割った値．構造物の重要
性，地盤の状態などを考慮して定める．

魚用設備 ぎょようせつび fish facility 魚道など河川構造物に設置された魚類の遡河を補助す
る設備の総称．

許容地耐力 きょようちたいりょ
く

allowable soil pressure 許容支持力と許容される沈下量に対して安全であるよ
うな地盤の耐力．

許容沈下量 きょようちんかりょ
う

allowable settlement 上部構造の構造上・使用上の機能を損なわない量とし
て設定される基礎の沈下量の上限．あるいは，広域地
盤沈下に対して，被害を発生させない沈下量の上限．

許容透過率 きょようとうかりつ admissible transmittance 道路トンネルの換気設計などの指標となる，煙霧透過
率の許容限界値．

許容揚水量 きょようようすい
りょう

safe yield of water 取水する地下水域全体の水収支，地下水障害を考慮し
て継続的に取水可能な揚水量．適正揚水量・安全揚水
量ともいう．

魚用リフト ぎょようりふと fish lift ダムなど河川を横断する構造物に設けられた魚をダム
下流より上流へ移動させるリフト．

魚卵状構造 ぎょらんじょうこう
ぞう

oolitic structure 岩石中の同心縞状構造を持つ小球状体の集合．球状体
は径0.2～2ｍｍ程度で石灰岩，鉄鉱石等に多く，化学
的沈殿作用による．.

魚卵状鉄鉱床 ぎょらんじょうてつ
こうしょう

oolitic iron deposit 赤鉄鉱・褐鉄鉱・シデライトなどの鉄鉱石中に魚卵状
構造を有するもの．大規模な鉱床が多く，浅海性の化
学的沈殿鉱床．

魚竜類 ぎょりゅうるい Ichthyosauria 海生は虫類（爬虫類）の一目．三じょう紀（三畳紀）
初期に出現，白亜紀後期に絶滅．体長最大15m．日本で
は，宮城県でイナイリュウを産する．

巨礫 きょれき boulder 地質分野(Wentworthらによる)で256ｍｍ以上の粒径の
石分をいう．



キラウェア火山 きらうぇあかざん Kilauea volcano ハワイ島の南東部に位置する海抜1,247mの活火山．玄
武岩の薄い溶岩流の互層からなる楯状火山である．

きら炭 きらたん kira coal 天草炭田で産する半無煙炭化した輝炭の俗称．炭層内
断層などによって変質を受けたもの．

切上り工法 きりあがりこうほう stoping-down roof method 立坑掘削にあたり，すでに到達している最深部から地
表に向けて掘削する方法．

切石 きりいし ashlar 直六面体などの一定の形に切り取った石材．

切石積み きりいしづみ ashlar masonry 直方体に切り取った石材（切石）を用いた石積み．

霧ヶ峰断層群 きりがみねだんそう
ぐん

Kirigamine fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ，北西～東西方向，北傾
斜．長野県霧ヶ峰付近に位置し，火山活動の一部と考
えられる．

切口積 きりくちづみ plate-stone masonry 薄板状の石材を切り口が見えるように積み上げたも
の．

錐粉 きりこ drill slime, bit slime 調査ボーリングなどで，ビットの切剥作用によって生
じた掘りくず．スライム．

切込み砂利 きりこみじゃり pit-run gravel,
unscreened gravel

河床などで採取したままで，ふるい分けや水洗いして
いない砂利．

切込炭 きりこみたん run-of-mine coal 炭鉱で採掘されたままの石炭．選炭されていないた
め，混入物もあり一般に低品位である．

切込法 きりこみほう kirikomi method 岩石・岩盤の周囲に溝を切り込み，くさびの打ち込み
で採石する方法．大谷石などの軟石に適用．

霧島火山 きりしまかざん Kirishima volcano 宮崎・鹿児島県境に北西～南東に伸びる第四紀火山の
総称．えびの高原と南西山腹で噴気活動などが著し
い．

霧島地すべり きりしまじすべり the Kirishima landslide 1949年8月16日に鹿児島県霧島で発生した地すべり．台
風により800mm超の降雨．温泉旅館の裏山山腹崩壊によ
り死者36人とされている．

切妻 きりつま gable 棟の両端を切り落とした形の屋根の先端部分で，三角
形の壁の部分．

霧積火山群 きりづみかざんぐん Kirizumi volcano group 榛名山と浅間山の中間にある火山群．角落山・浅間隠
山・剣ノ峰・鼻曲山ほかよりなる第四紀の複合成層火
山．

切土工 きりどこう cutting 計画された地盤高まで地山を掘削する作業，または地
山から土砂を採取する作業．



切り土法面 きりどのりめん cut slope, excavation
slope

切取り斜面と同義．

切取り斜面 きりとりしゃめん excavation slope, cut
slope

原地盤を掘削して形成された人工的な斜面．切取り面
の地質・土質により，安全な斜面の勾配・高さが異な
る．

切羽 きりは face, heading, cutting
face

トンネル掘削の最先端部またはその掘削面．

切羽押し出し きりはおしだし squeezing in the face 切羽前方の地山に作用する地圧により，切羽面が押し
出てくる現象．

切羽崩壊 きりはほうかい collapse in the face 切羽前方地山の崩壊，あるいは切羽側近の支保区間を
含む地山の崩壊．

切羽ボルト きりはぼると bolting in the face 切羽押し出し防止のため，切羽前方地山に概ね水平に
打設するロックボルト．

切羽前沈下 きりはまえちんか ground subsidence in
front of the face

トンネル掘削に先行して，切羽前方地表面に生ずる沈
下現象．

切梁 きりばり strut 相対する土留めを掘削内面から支えるため水平方向に
挿入する支保材．

切梁工法 きりばりこうほう bracing 側圧などによる山留め壁の変形を腹起こしと水平部材
などで防ぎながら掘削する工法．

切梁固定間距離 きりばりこていかん
きょり

length between the fixed
struts

切梁の両端および中間の継ぎ材で固定された区間の切
梁の長さ．この距離が長くなると座屈を起こすことが
ある．

切梁軸力 きりばりじくりょく axial force reaction of
strut, axial force of
strut

山留め壁に加わる土圧や水圧によって切梁が受ける荷
重．

切梁継手 きりばりつぎて strut joint 切梁と切梁を継ぐ部分．十分強度を確保する必要があ
る．

切梁ばね定数 きりばりばねていす
う

coefficient of strut
reaction

切梁を完全弾性体と見なしたときのばね定数．主に山
留めの応力・変形を求めるための弾塑性解析などに用
いる．

切広げ きりひろげ enlargement 先行して掘削されたトンネル断面の一部分から全断面
に掘り広げること．

きりもみ法（鑚
揉法）

きりもみほう auger cutting 岩石・岩盤に多数せん孔し，せん孔沿いに加重し砕石
する方法．

切盛り きりもり cutting and banking 土地造成などで計画高の平坦な地盤を得るために，地
山の高い部分を切土し，低い部分に盛土を行うこと．



切盛バランス きりもりばらんす earth moving balance 切土に伴い発生する土を盛土材料に転用するなど，切
土と盛土の土量バランスを検討し，運土計画を立てる
こと．

ギリヤーク統 ぎりやーくとう Gyliakian series 日本における上部白亜系の下部統.上部白亜系はヘトナ
イ統・浦河統・ギリヤーク統に分けられる．

輝緑岩 きりょくがん diabase 輝石に多数の短冊状斜長石が透入した完晶質のオフィ
ティック組織を示す．岩脈・岩床として産する玄武岩
と同一の鉱物組成の中粒～細粒の火成岩．

輝緑凝灰岩 きりょくぎょうかい
がん

schalstein 低変成の鉱物を含む苦鉄質火山噴出物の火砕岩，溶岩
などの総称．近年は玄武岩質火山噴出物といわれる場
合が多い．シャールスタインとも呼ばれる．日本では
中古生界のものが知られている．近年は使用されない
用語．

ギルソナイト ぎるそないと gilsonite 黒色石炭状を呈する天然アスファルトの一種．米国ユ
タ州が唯一の産地．塗料・インクなどに使用される．

キルノス式地震
計

きるのすしきじしん
けい

Kirnos seismograph 0.3～15秒までの広い周期範囲で，平坦な倍率特性を持
つ可動コイル型電磁式地震計のこと．

キルヒホッフの
法則

きるひほっふのほう
そく

Kirchhoff's law 電気回路の法則であり，各節点に流入する電流の総和
は０（第１），開路では各枝路電位差の総和は０（第
２）の二つからなる．

キレート分析 キレートぶんせき chelate analysis キレート試薬と金属イオンとの反応において，キレー
ト試薬の量から金属イオンの量を分析する方法．

偽礫 ぎれき rip-up clast 同時浸食や堆積時のすべりによって,ちぎれて取り込ま
れた礫状物質.砂層中の泥岩が多い．

偽礫岩 ぎれきがん pseudoconglomerate 堆積岩としての礫岩と似ているが，河川などによる運
搬によって集積されたものと異なる成因でできたも
の．圧砕礫岩や結核の多い砂岩など．

亀裂 きれつ crack 地盤・岩石などに不規則で連続性に乏しい割れ目．成
因は初生的なものの他，岩石などができた後に働いた
応力，風化などにもよる．クラックともいう．

亀裂挟在物 きれつきょうざいぶ
つ

crack filling material 岩盤の不規則な割れ目（亀裂）を充填する物質．風化
により生成する酸化鉄や粘土が主体．

亀裂係数 きれつけいすう index to degree of
fissuring, coeffcient of
fissures

亀裂や風化変質による岩盤劣化の程度を表す指数
（Cr)．岩盤と新鮮な岩石の弾性波速度をそれぞれ

vp,VpとするとCr=1-(vp/Vp)2で表される．

亀裂出水 きれつしゅっすい blow-out of water from
fissure

断層破砕帯や岩盤中の亀裂からの出水．

亀裂性岩盤 きれつせいがんばん jointed rock mass 不規則な割れ目（亀裂）の多い岩盤．亀裂の密度や開
口状態により岩盤の性質が大きく左右される．

亀裂性粘土 きれつせいねんど fissured clay 亀裂を有するごく硬い粘性土のこと．圧縮強さは高い
が載荷時に亀裂が開き，水が浸入し軟化しやすい．ひ
び割れ粘土ともいう．



記録温度計 きろくおんどけい recording thermometer 自記温度計と同義．

キログラム原器 きろぐらむげんき kilogramme prototype 質量が1㎏に設定された白金－イリジューム製円柱の国
際標準器．1899年第1回国際度量衡会議で設定された．

喜和田鉱山 きわだこうざん Kiwada mine 山口県岩国市二鹿にあるダングステン鉱山．スカルン
鉱床．1992年の休山までにWO3約4.5千tを産出．

銀 ぎん silver Ag．立方晶系．硬度2.5～3．比重10.49．金と固溶体を
なす．水銀や銅とも合金をつくり，熱水鉱床および各
種銅鉱床の酸化帯に産出する．

均一型アースダ
ム

きんいつがたあーす
だむ

homogeneous earthfill
dam

均一型フィルダムと同義．

均一型ダム きんいつがただむ homogeneous earthfill
dam

均一型フィルダムと同義．

均一型フィルダ
ム

きんいつがたふぃる
だむ

homogeneous earthfill
dam

堤体が単一の土質材料で盛立てられたフィルダム．農
業用ため池などに多い．均一型アースダム，均一型ダ
ムともいう．

均一地盤 きんいつじばん homogeneous ground 地盤のもつ工学的性質が深さや方向によらず一定であ
る仮想地盤．

金雲母 きんうんも phlogopite K(Mg,Fe2+)・3(Si3Al)O10(OH,F)2．単斜晶系．硬度2.5～

3．比重2.78～2.85．雲母族鉱物の一つで六角板状の結
晶形状が特徴．黒雲母と類似する．火成岩や変成岩に
産する．

緊急仮閉塞ゲー
ト

きんきゅうかりへい
そくげーと

urgent temporary
stoppage gate

緊急用ゲートとしても操作できるよう設計した二つの
機能を持つ仮閉塞ゲート．

近距離写真測量 きんきょりしゃしん
そくりょう

short range
photogrammetry

近距離から撮影した写真を用いた測量． 地上測量の一
種であるが， 工業・医学などの各種の方面でも利用さ
れる．

金銀鉱脈 きんぎんこうみゃく gold-silver vein 金は銀をいつも伴って産出するので，金銀鉱脈と呼ば
れることが多い．日本では花崗岩や第三紀の火山岩の
熱水活動に起因する場合が多い．

キンク きんく kink 結晶面におけるステップ状の折れ曲り．

キンク褶曲 きんくしゅうきょく kink fold 軸部でシャープに折れ曲がり，両翼が平板な褶曲．

キンクバンド きんくばんど kink band 結晶や岩石構造における変形構造の一つ．結晶中のす
べり面や岩石のへき（劈）開面がキンク状に折れ曲
がった変形をさす．

均衡異常 きんこういじょう isostatic anomaly 地殻がマントル上で静的な状態で釣り合っていること
を地殻均衡といい，これからのずれを均衡異常とい
う．



均衡作用 きんこうさよう gradation 地表面の凹凸をなくして平坦化する作用や，地表面の
傾斜を減じて一様な緩斜面を形成する作用．

金鉱床 きんこうしょう gold deposit 金鉱床は熱水性鉱床・砂鉱床・スカルンなどに伴い，
温泉水からも沈殿．埋蔵量の大部分は先カンブリア紀
と新第三紀以降．

銀鉱床 ぎんこうしょう silver deposit AgはCu・Pb・Zn・Au鉱床中に産出し，Agを主とする鉱
床は少ない．熱水性鉱脈・火山性硫化物・層状硫化物
鉱床などに多い．

金鉱石 きんこうせき gold ore Auを含有する鉱石．接触交代・熱水鉱脈鉱床や砂鉱な
どに産出．

緊硬度 きんこうど consistency コンシステンシーと同義語．

緊硬度限界 きんこうどげんかい consistency limit コンシステンシー限界と同義語．

緊硬度試験 きんこうどしけん consistency test コンシステンシー試験と同義．

緊硬度指数 きんこうどしすう consistency index 自然含水状態での細粒度の硬さを示す相対的な指標．

近似図化機 きんじずかき approximate instrument 垂直写真から近似的な方法で， 写真の投影によるひず
みを修正して図化する機械．

近自然工法 きんしぜんこうほう near nature construction
method

自然が本来有している生物の良好な生育環境に配慮
し，あわせて美しい自然景観を保全・創出する工法．

均質性 きんしつせい homogeneity 一定の状況下にある物体のどの部分を取っても，物理
的・化学的に同等の性質をもつ状態をいう．

均質変形 きんしつへんけい homogeneous deformation 変形が物質のどの位置でも一様であること．ただし，
異方性のある物質では，応力の方向によってひずみ量
は異なる．

金勝石 きんしょうせき Kinshou seki 滋賀県栗太郡栗東町産．中生界花崗岩．土木用材．

菫青石 きんせいせき cordierite 4［(Mg，Fe2+)2Al3Si5AlO18・nH2O]．斜方晶系．硬度7～

7.5．比重2.53～2.78．泥質岩の変成岩に含まれること
が多い．青色，鏡下では無色．変成分帯を行うときの
指標鉱物の一つ．

金星レーダー
マッパ

きんせいれーだー
まっぱ

Venus radar mapper 米国NASAの金星探査衛星マジェランに搭載された，金
星表面の地形計測用の合成開口レーダーセンサ．

銀製練 ぎんせいれん silver metallurgy 銀鉱石からAgを得る精錬法は，アマルガーション法・
シアン化法・乾式法がある．



近赤外線 きんせきがいせん near infrared 赤外線のうち可視光域に最も近く波長の短いものをさ
す．その波長の範囲は約0.7μm～1.5μmである．

近接トンネル きんせつとんねる tunnel close to existing
structures

他の構造物あるいは既設のトンネルに接近して施工さ
れるトンネル．トンネルが並行する場合は，併設トン
ネル・双設トンネルともいう．

近接盛土 きんせつもりど neighboring embankment 既存施設に近接した盛土．軟弱地盤上の盛土に伴う地
盤の変位や高盛土の崩壊などが既存施設に影響を与え
ることがある．

金属顕微鏡 きんぞくけんびきょ
う

metallurgical microscope 金属表面の構造を観察する顕微鏡．

金属鉱床 きんぞくこうしょう metallic ore deposit 人類に有用な金属鉱物が濃集する鉱床の総称．

金属鉱床探査 きんぞくこうしょう
たんさ

prospecting for metallic
ore deposit

金属鉱床を対象とした探査で，重力，磁気，放射能，
地震，電気，電磁などの物理探査手法が利用されてい
る．

金属鉱物 きんぞくこうぶつ metallic mineral 金属光沢を示す鉱物の総称．または金属の抽出，製練
する際の原料となる鉱物の総称．

金属抵抗温度計 きんぞくていこうお
んどけい

wire resistance
thermometer

温度による金属抵抗の変化を利用した高精密温度計．
孔井内の温度検層に使用されている．

金属熱量計 きんぞくねつりょう
けい

metallic block
calorimeter

熱容量が既知である金属を使い， その金属の温度変化
を測定して熱量を求める．普通銅塊を用いる．

近地地震 きんちじしん near(-by) earthquake 震央距離が1000㎞未満の地震のこと．

近地津波 きんちつなみ tsunami from near-by
origin

震央距離が1000㎞未満の地震により発生する津波．津
波到達が早いため，早期の警報発令が求められてい
る．

緊張材 きんちょうざい tendon アンカーの引張力を伝達する部分で，多重よりＰＣ鋼
線やＰＣ鋼材を単独または数本束ねてプレストレッシ
ングできる状態にした材料．

均等係数 きんとうけいすう uniformity coefficient  試料の粒径の均等性を表す係数であり，通過質量百分
率60%と10%に相当する粒径の比．

キンバーライト きんばーらいと kimberlite キンバレイ岩．南アフリカキンバレー産ダイヤモンド
の母岩．超塩基性岩の一種でマントル上部で形成され
る超塩基性マグマに由来する岩石と考えられている．

金竜大理石 きんりゅうだいりせ
き

Kinryu marble 岩手県上閉伊郡宮守村産建築用石材．古生界大理石．
灰白色に淡緑の縞．

グアノ ぐあの guano 海岸や島に海鳥の排泄物が堆積，固化したもの．有機
的成因のリン鉱床の一種．採掘されほとんど現存しな
い．



杭打ち くいうち pile driving 既製杭に打撃，振動，静的な荷重などを加えて地盤に
打ち込むこと．打込み工法の挿入工程をさす．

杭打ち基礎 くいうちきそ pile foundation 打込み式の杭によって構造物の荷重を支持する基礎．

杭打工 くいうちこう pile works 杭打ち作業を表す工種の名称．

杭打ち試験 くいうちしけん pile driving test 杭打ち込み時の打撃エネルギーと沈下量から地盤の支
持力を推定する試験．

杭打ちハンマー くいうちはんまー pile hammer 重錘を落下させることによって衝撃力を杭頭に与えて
杭を打ち込む機械．

杭打ちやぐら くいうちやぐら pile driving frame 杭を打ち込むために使用するやぐら．打込み方向を規
制する部分と所定位置に移動させるための走行装置を
備えている．

杭基礎 くいきそ pile foundation 構造物の荷重を杭体周面部の摩擦および杭の先端部で
支持する基礎．直接基礎に不向きな軟弱地盤でも基礎
の建設が可能となる．

杭工 くいこう piling work ①大口径ボ-リングで不動層まで削孔し，その孔に鋼管
などを挿入し杭体を造り移動土塊を定着する斜面安定
工法．
②雪崩発生の予防あるいは発生した雪崩の減勢を目的
に，一群として杭を設置する雪崩防止工．

クイッククレイ くいっくくれい quick clay 北欧やカナダの氷成粘土に代表される超鋭敏粘土．わ
ずかなかく乱でも著しくせん断強度が低下して液状化
する．

クイックサンド くいっくさんど quick sand 流砂現象と同義．クイックサンド現象参照．

クイックサンド
現象

くいっくさんどげん
しょう

quick sand phenomena 砂地盤中において，浸透水の上向きの水圧が上部の土
の重量以上となり，砂粒子の有効応力がゼロとなって
液状化する現象．地下水位下のトンネルでは切羽の崩
壊を起こすことがある．

杭の極限支持力 くいのきょくげんし
じりょく

bearing capacity of
pile, ultimate bearing
resistance of pile

鉛直杭が地盤によって支持することができる限界の鉛
直荷重．一般には先端支持力と周面摩擦力からなる．

杭の許容荷重 くいのきょようか
じゅう

allowable load of a pile 杭の先端支持力と杭周面部の摩擦力からなる極限支持
力を安全率で割った値．常時と地震時の二つの値があ
る．

杭の許容支持力 くいのきょようしじ
りょく

allowable bearing
capacity of a pile

地盤から決まる杭の鉛直許容支持力,杭材の許容圧縮応
力度より決まる耐荷重および上部構造物の許容沈下量
より決まる耐荷重のうち最も小さい値．

杭の載荷試験 くいのさいかしけん pile loading test 実際の状態に近い杭に載荷する試験であり，目的によ
り鉛直，引き抜き，振動などの試験がある．

杭の支持力 くいのしじりょく bearing capacity of pile 構造物基礎杭の鉛直または水平支持力．地盤特性・杭
の強さ・沈下量などを考慮した鉛直支持力．杭の先端
支持力と杭周面の摩擦抵抗によって構成される．杭の
極限支持力と許容支持力がある．耐杭力ともいう．



杭の水平載荷試
験

くいのすいへいさい
かしけん

horizontal loading test
of pile

杭の頭部に水平に載荷し，荷重と変位量の関係などに
より水平支持力や水平方向地盤反力などをを求める試
験．

杭の水平抵抗 くいのすいへいてい
こう

lateral resistance of a
pile

杭の水平方向の荷重に対する抵抗．一般にチャンの式
やブロムスの式により算定されることが多い．

杭の根入れ くいのねいれ depth of embedment of
pile

杭が支持地盤中に挿入されること，あるいは挿入され
た部分．挿入された長さを根入れ長という．

杭の引き抜き くいのひきぬき extraction of piles 杭の引き抜き抵抗力を評価するため，杭と周面地盤の
摩擦力を杭を引く抜くことによって調査すること．

杭の引き抜き抵
抗力

くいのひきぬきてい
こう

pulling resistance of a
pile, pull-out
resistance of a pile

杭の周面摩擦抵抗力から決まる上向きの抵抗力を必要
な安全率で除した値と杭体の許容引張り応力度より決
まる値のうちいずれか小さい方の値．

杭伏図 くいぶせず piling plan 杭径や杭間隔などの基礎杭の平面配置を表した図面．

杭列カットオフ くいれつかっとおふ secant piles cut off 地盤中に杭を並べて形成された止水のための構造物．

空間周波数スペ
クトル

くうかんしゅうはす
うすぺくとる

spatial frequency
spectrum

画像など空間的に変化するパターンを，異なる周波数
の波動の合成により表現した時の，周波数別の強度分
布．

空間周波数フィ
ルタ

くうかんしゅうはす
うふぃるた

spatial frequency filter 空間周波数領域で，周波数別の透過率を定めて，特定
の周波数成分のみを抽出できるよう設定されたフィル
タ．

空気乾燥 くうきかんそう air dry 岩石試料などを室内で，常温で一定時間，大きな重量
変化が無くなるまで自然乾燥させる方法．

空気混合泥水掘
り

くうきこんごうでい
すいほり

airated mud drilling 油井やガス井の掘削で，循環泥水中に空気を混入して
泥水の比重を下げ，泥水圧を軽減して逸泥を防止する
工法．

空気削岩機 くうきさくがんき pneumatic drill 圧縮空気の作動によって岩石を穿孔する機械．

空気式バランス
定流量式間隙水
圧計

くうきしきばらんす
ていりゅうりょうし
きかんげきすいあつ
けい

pneumatic type balance
flow piezometer

一定量の空気を送り込み，受圧部に働く圧力と，空気
圧がバランスした時の圧力から間隙水圧を求める計
器．

空気式ピエゾ
メータ

くうきしきぴえぞ
めーた

pneumatic type
piezometer

地上から送る空気圧と間隙水圧の加わるダイヤフラム
の圧力が平衡する圧力を測定する方式の間隙水圧計．
平衡弁型計器．透水性が低い飽和土に用いられる．

空気侵入値 くうきしんにゅうち air-entry value 水で飽和された間隙水圧計のフィルタ内の気泡の通過
の難易の程度を示す値．

空気粘性回転計 くうきねんせいかい
てんけい

air viscosity tachometer 空気の粘性によって生じる偶力と制御とを釣り合わせ
て回転速度を計測する回転計．



空気弁 くうきべん air valve (for release
of air)

①管路の高い位置に設け，その中の空気を自動的に排
出したり吸入したりする弁．
②排気弁のこと．エボナイト製の玉があり，満水すれ
ば水の浮力で空気孔をふさぎ，空気が集まれば玉は水
面に落ちて空気を排除する．

空気掘り法 くうきぼりほう air drilling 油井やガス井の掘削で，泥水を使わずに，圧縮空気で
スライムを排出しながら掘削する工法．

空気マイクロ
メータ

くうきまいくろめー
た

air micrometer 圧縮空気を送り，流出口におかれた物体との隙間から
出る流量や圧力の変化で，物体の寸法を求める比較測
定器．

空気量 くうきりょう air content コンクリートの全容積に対して含まれる空気泡の容積
の百分率．

空隙 くうげき pore, void, interspace 岩石や土の間隙（水や空気が占める部分）．

空隙率 くうげきりつ porosity 間隙率と同義．

空孔 くうこう vacancy 結晶中における点欠陥のうち，正規の格子点から原子
１個が欠けている部位．ショットキー欠陥ともいう．

空孔孔隙率 くうこうこうげきり
つ

vuggy porosity 石灰岩の溶脱により生じた空隙の全容積に占める比
率．

空振 くうしん air wave 火山の爆発的噴火で生じる空気振動．1883年クラカタ
ウ山噴火や1980年5月18日セントヘレンズ山噴火が有
名．

空積比 くうせきひ airspace ratio 飽和土から重力排水された水の体積と全空隙との比．

空積比 くうせきひ air-void ratio 土壌の体積に対する空気が占める体積の比率（%）．

空中化学探査法 くうちゅうかがくた
んさほう

airborne geochemical
method

航空機で空中に浮遊する蒸気・微粒子を集め，金属・
地熱鉱床などを探査する方法．

空中三角測量 くうちゅうさんかく
そくりょう

aerial triangulation 空中から撮影した写真上で行う三角測量．

空中磁気異常図 くうちゅうじきい
じょうず

aerial map of magnetic
anomaly

空中からの測定による磁気異常図．1936年航空機によ
るのが世界初で，含鉄けい岩の巨大鉱床が発見されて
いる．

空中磁気測量 くうちゅうじきそく
りょう

airborne magnetic
prospecting, airborne
magnetic survey

航空機を用い，空中から地球磁場や地下の磁気異常を
測定すること．空中磁気探査と同義．

空中磁気探査 くうちゅうじきたん
さ

airborne magnetic survey 航空機を利用して空中からプロトン磁力計を用いて磁
場の乱れをとらえることにより地下構造を探査する方
法．航空磁気測量ともいう．



空中写真 くうちゅうしゃしん aerial photograph 空中から地表を撮った写真で， 重複した写真の立体視
により測量や地形区分・地質情報などの判読が可能で
ある．

空中写真撮影 くうちゅうしゃしん
さつえい

aerophotographing 航空機，飛行船，模型飛行機，バルーン，クレーンな
どから写真を撮影すること．航空機による場合は航空
写真撮影という．

空中写真測量 くうちゅうしゃしん
そくりょう

aerial photogrammetry 航空機などから撮影した地表面の写真を用いて行う測
量．実体化するために，重複して撮影された写真を用
いる．

空中写真判読 くうちゅうしゃしん
はんどく

air-photo interpretation 航空機などから撮影した地表面の写真を用いて地形や
地物などの地上の状況を読みとること．

空中重力計 くうちゅうじゅう
りょくけい

airborne gravimeter 空中重力探査で用いる重力計．機構的には船上重力計
と同じで，スプリング式重力計などが用いられてい
る．

空中磁力計 くうちゅうじりょく
けい

airborne magnetometer 空中磁気探査で用いる磁力計．プロトン磁力計，光ポ
ンピング磁力計などが主に用いられている．

空中シンチレー
ションカウンタ

くうちゅうしんち
れーしょんかうんた

airborne scintillation
counter

航空機から放射能測定を行う装置．燐のγ線吸収時の
せん光を発する現象を利用してγ線放射を測定する．

空中赤外線調査 くうちゅうせきがい
せんちょうさ

airborne infrared remote
sensing

航空機などに搭載されたセンサにより，空中から地表
での赤外波長帯の電磁波の反射・放射量を観測する調
査．

空中多角測量 くうちゅうたかくそ
くりょう

aerial traverse survey 空中三角測量の一種で，測点を結んでできた多角形の
各辺の長さと角度を測定し，測点の平面位置や高さを
定める．

空中電気測定法 くうちゅうでんきそ
くていほう

measurement of
atmospheric electricity

大気中の電場の測定法．空中に出した導体の棒の先端
がその場の電位に等しくなるようにして電位を測定す
る．

空中電磁探査 くうちゅうでんじた
んさ

airborne electromagnetic
survey

航空機やヘリコプターに電磁探査装置を載せて迅速に
広域を探査する方法．航空機の場合をAEM法，ヘリコプ
ターの場合をHEM法という．

空中電磁法 くうちゅうでんじほ
う

airborne
electromagnetics

空中電磁探査と同義

空中放射能探査 くうちゅうほうしゃ
のうたんさ

airborne radiometric
survey

航空機を利用して空中で地表からのγ線を測定し，ウ
ラン鉱床などを調査する探査法．

空中落下法 くうちゅうらっかほ
う

air pluviation method 撹乱した砂から室内で緩い砂の供試体を作成する方法
で，空中で落下させて作成する方法．

グーテンベルク
不連続面

ぐーてんべるくふれ
んぞくめん

Gutenberg discontinuity マントルと核の境界に認められる地震波速度の急激な
減少面．

グーテンベル
ク・リヒターの
式

ぐーてんべるくりひ
たーのしき

Gutenberg and Richter's
formula

ある地域，期間に発生した地震のマグニチュード（M）
別の度数（Ｎ）を表す式．
log10N=a＋b(8-M)



空洞 くうどう cavern 地層の形成時および形成後に自然の作用により形成さ
れた地層中の空間．溶岩洞・鍾乳洞など．

空洞水 くうどうすい cavern water 洞窟水と同義．

空洞探査 くうどうたんさ void detection 地中や構造物背面にある空洞の位置・大きさを調査す
ること．空洞の深さや大きさによって地下レーダーや
重力探査，比抵抗探査，表面波探査など各種の手法が
用いられる．

クーパー法 くーぱーほう Cooper method 単孔式透水試験の解析方法の一つ．貯留係数を考慮し
たタイプカーブを用いてカーブフィッティングにより
透水係数，貯留係数を求める．

クーパー・ヤコ
ブ解析法

くーぱーやこぶかい
せきほう

Cooper-Jacob solution クーパー・ヤコブ（ジェイコブ）が提唱した揚水試験
の一解法．

空白域 くうはくいき seismic gap, seismic
activity gap

地震帯の中で近年大きな地震活動がない地域（第一
種），または小さな地震活動が顕著に低下している地
域（第二種）．

偶力 ぐうりょく couple of forces 互いに平行で大きさが等しい，逆向きの1対の力．偶力
は物体を回転させようとする．

クーリングジョ
イント

くーりんぐじょいん
と

cooling joint 冷却節理と同義．

クーロン土圧 くーろんどあつ Coulomb's earth pressure 壁背面の土くさびがすべり落ちるか，押し上げられる
ときの力の釣合いから求められる，壁面に作用する土
圧．

クーロンの公式 くーろんのこうしき Coulomb's equation 土のせん断応力τを，粘着力c，せん断面上の直応力
σ，せん断抵抗角φで表わした式．τ＝ｃ＋σtanφ．

クーロンのせん
断強度式

くーろんのせんだん
きょうどしき

Coulomb's shear strength クーロンの公式と同義．

クーロンの破壊
基準

くーろんのはかいき
じゅん

Coulomb's failure
criterion

クーロンのせん断強度式に基く土の破壊基準であり，
強度定数として粘着力と内部摩擦角を用いる．

苦灰岩 くかいがん dolostone, dolomite 炭酸塩岩の分類上，苦灰石を90%以上含む岩石．白雲岩
ともいう．

苦灰石 くかいせき dolomite Ca(Mg,Fe,Mn)(CO3)2．三方晶系．硬度3.5～4．比重2.85

～3.02．MgとFe,Mnの置換があり，方解石やマグネサイ
トとの間に不完全な固溶体を形成．ドロマイト，白雲
石ともいう．

玖珂鉱山 くがこうざん Kuga mine 山口県玖珂郡美川町根笠にあるW・Cu鉱山．スカルン鉱
床．1994年休山．

区間走時 くかんそうじ interval transit time 単位区間を伝わる弾性波の伝播時間．



区間走時曲線 くかんそうじきょく
せん

interval transit time
curve

音波検層において，区間走時を深度方向に累加して作
成した走時曲線．ある区間の平均速度を調べるのに利
用．

区間速度 くかんそくど interval velocity 地震波の特定区間伝搬速度．区間長は任意で地層境界
面に対し，垂直な方向の速度を意味することが多い．

矩形シールド くけいしーるど rectangular shaped
shield

長方形断面のトンネルを掘るためのシールド．

草津白根火山 くさつしらねかざん Kusatsu-Shirane volcano 群馬県西部にある複合成層火山．活火山で山頂附近に
ある爆裂火口の一つである湯釜では，1983年まで断続
的な水蒸気爆発が続いていた．

楔石 くさびいし sphene チタン石と同義．

楔型破壊 くさびがたはかい wedge failure (of rock
slope)

岩盤斜面が破壊する際に，二つの交差する不連続面に
挟まれた楔型の岩体がすべる場合を呼ぶ．

楔杭 くさびぐい wedge pile 地すべり抑止杭の一種．滑動時に主として移動層と不
動層の境界で杭体が変形するにつれて抵抗力を発揮す
る．

楔効果 くさびこうか wedging effect ①ロックボルトで支持された楔を孔壁に向かって押し
つけることにより，坑道壁面の安定を確保すること．
②矢板工法でトンネルを施工する際に，地山と支保と
の隙間にくさびを打込むことによって地山の土圧を支
保工に均等に作用させる効果．

楔状受け盤斜面 くさびじょううけば
んしゃめん

wedge opposite dip slope 主働域斜面に直交する分離面（楔状）が発達する受け
盤斜面で，トップリングや滑落型崩壊を起すことがあ
る．

楔状岩塊型流れ
盤斜面

くさびじょうがんか
いがたながればん
しゃめん

wedgetic rockblock dip
slope

交差する不連続面によって楔状岩盤の崩壊を起すこと
がある流れ盤斜面．

楔状葉理 くさびじょうようり herringbone lamina 正反対の傾斜方向を示すクロスラミナが重なったも
の．多くは潮汐流によって形成される．

楔割 くさびわり wedging 鑚や楔を岩石の割れ目に打ち込む破岩法．高圧水の楔
力を利用する方法もある．

腐り礫 くさりれき decayed gravel, decayed
gravel bed

高位段丘面を形成する著しく風化した礫層．長期にわ
たる温度や水位変化による風化が原因．

櫛形構造 くしがたこうぞう comb structure 縞状構造の鉱脈中で，鉱物が母岩の割れ目に直角に伸
長して配列する構造．

櫛形褶曲 くしがたしゅうきょ
く

ridge-like fold, comb-
shaped fold

急傾斜した背斜と平らで緩い向斜からなる褶曲で，横
断形状からこの名がある．

串木野鉱山 くしきのこうざん Kushikino mine 鹿児島町串木野町にある浅熱水性鉱脈型Au・Ag鉱床．
四万十帯を基盤とし，これを覆う中新統～鮮新統の輝
石安山岩中に胚胎．



久慈白大理石 くじしろだいりせき Kujishiro marble 岩手県久慈市産石材．岩手白大理石．主として装飾用
材．

久慈層群 くじそうぐん Kuji Group 岩手県久慈市付近に分布する中生界上部白亜系．砂岩
を主体とし，一部礫岩，凝灰岩，植物化石層を挟在す
る．

久慈炭田 くじたんでん Kuji coal field 岩手県久慈市および野田村にまたがる炭田．夾炭層は
港層中に２層，玉川層に１層でいずれも褐炭．

九重火砕流堆積
物

くじゅうかさいりゅ
うたいせきぶつ

Kuju pyroclastic flow
deposits

阿蘇カルデラの北東に位置する九重火山群の緩斜面を
形成．３枚のデイサイト質軽石流と熱雲堆積物からな
る．

釧路石 くしろいし Kushiro ishi 釧路市産砕石用材．中生界粗粒玄武岩．

釧路沖地震 くしろおきじしん the 1993 Kushiro-oki
earthquake

1993年1月15日に釧路沖で発生したM7.8の太平洋プレー
ト内の地震.死傷者969人とされる被害を出した被害地
震．正式名称は「平成5年（1993年）釧路沖地震」．

釧路炭田 くしろたんでん Kushiro coal field 北海道東部，十勝東縁から釧路支庁一帯におよび，太
平洋海底に延びる大炭田．夾炭層は浦幌層群．れき青
（瀝青）炭～褐炭．

九千部断層 くせんぶだんそう Kusembu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東西方向．長崎県島
原市西方の雲仙普賢岳の北側にあり，全長10㎞．

管形水準器 くだがたすいじゅん
き

bubble tube level ガラス管の中に粘性の小さい液体を入れ，その一部に
気泡が残された棒状気泡管を用いた水準器．水平面や
鉛直面を定めたり傾斜を測定する際に用いる．

口切り くちきり touching point of bit,
attack cut

削岩にあたって，ノミがおどったり，ノミ孔が曲がっ
たりしないよう，ノミの先端を地山につけること．も
んもん取りともいう．

口付け くちつけ attack 山岳トンネルの掘削の際，坑口の地山に初めて切りつ
けること．坑口は軟質な地質の場合が多く，安全に施
工するため特殊な支保パターンや補助工法を用いるこ
とが多い．

口元圧力 くちもとあつりょく pressure at the mouth of
borehole

透水試験やグラウチング工事などの際，注入管の地上
部に取り付けられた圧力計によって測定される圧力．

掘削機 くっさくき excavator 土砂や岩石の掘削のために用いられる建設機械．

掘削工法 くっさくこうほう excavation methods トンネル断面の掘削の方法で，大別して全断面掘削工
法と部分掘削工法があり，地質状況などに応じ選定さ
れる．

掘削置換工法 くっさくちかんこう
ほう

replacement method by
excavation

軟弱層を掘削除去し，良質材に置き換えることによっ
て良好な支持地盤とする工法．

掘削積込み併用
機

くっさくつみこみへ
いようき

cut and load machine 切羽の掘削と掘削土の積み込みができる機械で，半機
械掘りシールドの施工時に装備されることが多い．



掘削泥水 くっさくでいすい mud water ボーリングを掘削する時に，孔壁保護，掘屑除去，
ビット冷却を目的として孔内に送入される，主にベン
トナイトと調泥剤を混ぜたもの．

掘削底面 くっさくていめん base of the excavation 構造物の基礎や原石山などの掘削における底の面．

掘削特性曲線 くっさくとくせい
きょくせん

excavation
characteristic curves

設計目標としての最小支保圧と最小掘削範囲を求める
ために提案された掘削範囲と変位の関係を表す曲線．

掘削バージ くっさくばーじ drilling barge 海洋において坑井を掘削する船．掘削時の船の固定状
態によって数種類に分類される．

掘削・覆工併進
工法

くっさくふっこうへ
いしんこうほう

extruded concrete lining
method,ECL

掘削機構とコンクリート覆工機構を装備したシールド
を使用して，掘削と覆工を同時に併行して行う工法．
ＥＣＬ工法ともいう．

掘削プラット
フォーム

くっさくぷらっと
ふぉーむ

drilling platform 掘削装置を備えた固定式プラットフォームで，海洋掘
削などに用いられる．

掘削プラント くっさくぷらんと excavation plant ブルトーザやリッパなど掘削に使用する機械や道具を
含めた施設・設備の総称．

掘削方式 くっさくほうしき excavation system トンネル建設方式で，掘削手段によって，人力掘削・
爆破掘削・機械掘削方式がある．施工方式によって，
山岳・シールド・開削・沈埋工法などがある．

掘削用泥水 くっさくようでいす
い

drilling mud 掘削孔の安定化，スライム排除，掘削器具やロッドの
冷却などの目的で孔内に循環流入させる粘土を混ぜた
掘削液．

屈斜路カルデラ くっしゃろかるでら Kussharo caldera 北海道東部の阿寒知床帯にある東西径26㎞，南北径20
㎞のクラカタウ型カルデラ．

屈斜路地震 くっしゃろじしん the 1938 Kussharo
earthquake

1938年5月29日に屈斜路湖付近で発生したM6.1の被害地
震．死者などは少なかったが地変が目立った．

掘進長 くっしんちょう round, cycle length 山岳トンネル工事で１回の発破または１掘削サイクル
で掘削される長さ．

掘進率 くっしんりつ penetration rate 掘削機械の施工において，掘削した延長とそれに要し
た時間との割合．一般的に掘削速度で表す．

屈折図 くっせつず refraction diagram 特定の周期と入射方向をもつ波の進行経路を示した
図．

屈折波 くっせつは refracted wave 地震波動は密度の異なる物質の境界面で屈折する．土
木分野では人工地震により得られた臨界屈折波から，
地盤内の弾性波速度構造を探査している．

屈折波プロ
フィーリング

くっせつはぷろ
ふぃーりんぐ

refraction profiling 屈折波探査による走時曲線を解析して得られた速度層
断面図．



屈折法地震探査 くっせつほうじしん
たんさ

seismic refraction
survey

発破などで発生した直接波，屈折波を観測して地下構
造を求める方法．解析には一般に萩原の方法（はぎと
り法）が用いられる．ダム，トンネルなど土木構造物
の調査において風化帯の厚さや断層破砕帯の位置など
を把握するために用いられることが多い．

屈折面 くっせつめん surface of refractor 弾性波動がスネルの法則に従い屈折現象を生じるとき
の媒質の境界面．

屈折率 くっせつりつ refractive index 媒質ⅠからⅡに入る波について，入射角と屈折角の正
弦の比を，媒質ⅡのⅠに対する屈折率という．

屈折率測定 くっせつりつそくて
い

refractive index
measurement

物質に固有な性質である光の屈折率を測定すること．
火山灰の同定などに用いられる方法．

グッドマン
ジャッキ

ぐっどまんじゃっき Goodman jack ボーリング孔内に挿入して岩盤の変形係数などを測定
するため，小型ジャッキに載荷板を付けた等変位載荷
方式の装置．

苦鉄質 くてつしつ mafic 岩石の成分がマグネシウム（苦土）と鉄の成分に富む
こと．

苦鉄質鉱物 くてつしつこうぶつ mafic minerals マグネシウムと鉄に富む鉱物で，有色である．具体的
には，黒雲母・角閃石・輝石・かんらん石（橄欖石）
などをさす．

苦土かんらん石
（橄欖石）

くどかんらんせき forsterite Mg2SiO4．斜方晶系．かんらん石（橄欖石）の固溶体と

してのMg端成分．超塩基性岩や石灰質からドロマイト
質変成岩中に産出する．

グナイト ぐないと gunite 圧縮空気で吹きつけて作るモルタルまたはコンクリー
ト．吹付けコンクリート，ショットクリートと同義．

国神石 くにがみいし Kunigami ishi 埼玉県秩父郡皆野町産石材．結晶片岩中に挟在する蛇
紋岩・蛇灰岩．鳩糞石と同質．装飾・砕石用材．

国頭マージ くにがみまーじ Kunigami maaji soil 沖縄県に広く分布する赤色粘土で，石灰岩を除く基盤
岩の強風化残積土．不可逆的な固化作用はない．

国見地すべり くにみじすべり the Kunimi landslide 富山県氷見市北部の国見に分布する国土交通省指定の
地すべり指定地.明治時代からの断続的な地すべり．

クヌーセン真空
計

くぬーせんしんくう
けい

knudsen gauge 希薄気体中の分子の運動量を利用した回転計を用いて
気体の希薄度，すなわち真空度を測定する計器．

久野川断層 くのがわだんそう Kunogawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．岐阜県下
呂町南部に位置し，北西系の阿寺断層南西部に北東走
向で延びる延長17km，

久原地すべり くはらじすべり the Kuhara landslide 1972年梅雨時に山口県大津郡油谷町で発生した地すべ
り．

頚城油田 くびきゆでん Kubiki oil field 新潟県中頸城郡大潟町を中心とした頸城平野一帯に位
置する油田・ガス田．貯留層は新第三系寺泊層の凝灰
質砂岩．



久万石 くまいし Kuma ishi 愛媛県上浮穴郡久万町産石材．新第三系黒雲母安山
岩．墓石用材など．

熊木石 くまきいし Kumaki ishi 石川県鹿島郡中島町熊木産土木・建築用石材．新第三
系安山岩質凝灰角礫岩．

球磨層 くまそう Kuma Formation 南部九州に分布する古生界ペルム系上部統．礫岩，砂
岩，泥岩を主体とし，石灰岩を挟む．

熊野酸性岩 くまのさんせいがん Kumano acidic rock 紀伊半島南東部の新宮・尾鷲付近に分布する新第三系
中新統の珪長質火成岩類．花崗斑岩を主体とし，凝灰
岩・流紋岩を伴う．

熊野層群 くまのそうぐん Kumano Group 紀伊半島南東部に分布する新第三系中新統．海成で礫
岩・砂岩・泥岩・シルト岩を主体とする．熊野酸性岩
類が貫く．黒色の粘板岩は那智黒石として採掘されて
いる．

熊の平地すべり くまのだいらじすべ
り

the Kumanodaira
landslide

1950年6月8日～6月9日に，群馬県信越本線熊の平駅付
近にて発生した地下水型地すべり．

熊本地震 くまもとじしん the 1889 Kumamoto
earthquake

1889年7月28日熊本市西方数km,金峰山付近を震央と
し，M6.3の強震を記録．

汲上げ泉（くみ
上げ泉）

くみあげせん pumping spring 地下水をポンプで揚水して運用している泉．

組合せ土圧計 くみあわせどあつけ
い

combined pressure cell 多面体のそれぞれの面に土圧計を組み込み一個の剛体
とし，それらの各面に作用する圧力を測定する計器．

雲出ガス田 くもいでがすでん Kumoide gas field 新潟県長岡市西部のガス田．1962年発見．深度1300～
2200ｍの西山層，椎谷層の凝灰岩・凝灰質砂岩層から
産出．

クラーク数 くらーくすう Clarke number クラークとワシントンが1924年に提唱した，地球の表
層部を構成する岩石の平均的な元素存在度．

クラーク石 くらーくせき clarkeite (Na，Ca，Pb)2U2(O，OH)7，晶系不明．硬度4～4.5．比

重6.4．暗褐～褐黄色，ろう光沢を示し，へき開（劈
開）なし．センウラン鉱の分解物．

グラーベン ぐらーべん graben 地溝と同義．

グライ化作用 ぐらいかさよう gleization 地下水位が浅い低地などの還元状態下で進む土壌生成
過程．第一鉄の生成により青色～緑色を帯びた土層が
形成．

グライ化森林土 ぐらいかしんりんど gleyed forest soil 温帯の河谷や平地の低湿地帯の主にハンノキの植生下
に分布する土壌で，厚いグライ層を有する．

グライゼン ぐらいぜん greisen 比較的高温の熱水作用による変質岩の一種で，石英と
白雲母を主とする粒状岩．花崗岩体縁辺部などに見ら
れる．



グライゼン化作
用

ぐらいぜんかさよう greisenization 花崗岩体の周縁部や周辺の岩が高温の熱水変質を受け
変質する作用で，いわゆる気成作用．石英，白雲母を
主体とし，リチウム雲母，トパーズや錫石などを含む
ことが多い．

グライ層 ぐらいそう gley horizon 土壌層位名の一つで，還元作用を受けた土層．鉄の還
元により青灰～緑灰色を呈する．

グライディング ぐらいでぃんぐ gliding 滑動と同義．

グライ土 ぐらいど gley soil 後背湿地，谷底などで地下水位面下でグライ化作用に
より生成された無機質水成土壌の総称．青灰～緑灰色
のグライ層をもつ．

クライマー工法 くらいまーこうほう climber method 発破による立坑・斜坑の掘り上がり掘削工法で，ガイ
ドレールに沿って昇降する作業足場を使用し掘削す
る．

クライモグラフ くらいもぐらふ climograph 体感気候上の諸特徴を示すダイヤグラムで，各月の湿
球温度を縦軸に，相対温度を横軸にとって表したも
の．

グラウタビリ
ティ比

ぐらうたびりてぃひ groutability ratio 土粒子で構成される地盤に対するグラウト材の浸透性
を評価する指標．土粒子の径とグラウト材の径の比
(D15/G85およびD10/G95,ここでD10,D15:土粒子の
10％,15％粒径，G85,G95:グラウトの85,95%粒径）で表
される．

グラウチング ぐらうちんぐ grouting 地盤などの止水や補強のために，セメントミルクや薬
液を主体とした注入材を注入すること．

グラウト ぐらうと grout グラウチングの注入材料．セメントミルクや薬液な
ど．

グラウトカーテ
ン

ぐらうとかーてん grout curtain 堤体基礎の浸透流抑制のために基礎岩盤中に注入工事
により形成された薄い難透水ゾーン．

グラウトキャッ
プ

ぐらうときゃっぷ grout cap 浮き上がりやリークを防止してグラウチングを効率よ
く行うために打設したコンクリートスラブあるいは盛
り土．

グラウトギャラ
リ

ぐらうとぎゃらり grout gallery グラウチング施工用に堤体内もしくは岩盤中に設けた
通廊．

グラウトグルー
ブ

ぐらうとぐるーぶ grout groove ジョイントグラウチング時に注入継目内の空気や注入
ミルクの上澄みなどを排出するためにグラウチングリ
フト上端に設ける溝．

グラウト孔 ぐらうとこう grout hole グラウチング施工のための注入用ボーリング孔．

グラウト工 ぐらうとこう grouting グラウチングと同義．

グラウトストッ
プ

ぐらうとすとっぷ grout stop コンクリートダムのジョイントグラウチングなどに際
し，グラウトの漏出を防ぐ為に継目に設ける鉄板など
のリーク防止材．



グラウト設備 ぐらうとせつび grouting equipment グラウチングを行う際に必要となる機械設備の総称．

グラウトセル ぐらうとせる grout cell 中央内挿法による施工の際の単位注入ブロックのこ
と．

グラウト配管 ぐらうとはいかん pipe arrangement for
grouting

ジョイントグラウチングやコンタクトグラウチングな
どを行うために継目や岩盤面に埋設する注入管．

グラウトブラン
ケット

ぐらうとぶらんけっ
と

grout blanket 組織的なグランチングにより形成された基礎浅部の幅
の広い難透水ゾーン．

グラウトベント ぐらうとべんと grout vent グラウト注入時に，余分な空気や水分などを抜くため
にグラウトリフトの上部に設ける吹き出し管．

グラウトポンプ ぐらうとぽんぷ grout pump グラウト材を連続的に岩盤に注入（グラウチング）す
るためのポンプ．

グラウトミキサ ぐらうとみきさ grout mixer 注入に用いるグラウト材を練混ぜるためのミキサ．

クラウン くらうん crown トンネルのアーチ頂点のこと．アーチクラウンともい
う．

クラウン断面 くらうんだんめん cross-section at crown アーチダムのダム高最大部のクラウン部の断面．

クラウンバー くらうんばー crown bar 新たに設置した支保工が土圧を受けるようになるまで
の間，既設の支保工と連結して一体化させ一時的に土
圧を受けるために設置する部材．

クラカタウ型カ
ルデラ

くらかたうがたかる
でら

caldera of Krakatau type 大規模噴火により多量のマグマが噴出され，その直後
に火口部が陥没して形成されたカルデラ．スンダ海峡
に位置するクラカタウ火山で1883年の大爆発の際に生
じた陥没カルデラを典型として命名された．日本の主
なカルデラはこのタイプ．

クラキュエイジ
グラウチング

くらきゅえいじぐら
うちんぐ

claquage grouting 軟弱地盤への割裂注入（高圧を加えて亀裂を発生させ
注入する）により不透水膜を網目状に作り，地盤の透
水性を減少させる注入工法．

グラジオマノ
メータ

ぐらじおまのめーた gradio-manometer 坑井内の圧力勾配の微小な変化を連続的に測定できる
差圧測定器．

グラジオメータ ぐらじおめーた gradiometer 傾度偏差計と同義．

クラスⅠ くらすいち class Ⅰ 岩石の圧縮試験における破壊後の変形挙動による分
類．クラスⅠの岩石は破壊後，応力の低下に伴ってひ
ずみが増加し応力－ひずみ曲線の勾配が負となる．

クラスター分析 くらすたーぶんせき cluster analysis 属性（物性値など）が既知の集団を，それらの属性値
によって任意の群（クラスター）に分ける手法．



クラスト くらすと crust ①地表近くにある石灰･石膏･鉄･珪酸などで接着された
層．皮殻という．
②地殻

クラスⅡ くらすに class Ⅱ 岩石の圧縮試験における破壊後の変形挙動による分
類．クラスⅡの岩石は破壊後，応力の低下に伴ってひ
ずみが減少し応力－ひずみ曲線の勾配が正となる．

グラスファイバ
コンクリート

ぐらすふぁいばこん
くりーと

glass fiber reinforced
concrete

ガラス繊維補強コンクリートのこと．

クラッキング くらっきんぐ cracking ①地盤注入において，注入管の周囲で固化したシール
グラウト材に注入管内から水圧を加えて亀裂を発生さ
せること．この亀裂を通して周辺地盤への注入を行
う．
②コンクリートにクラックが生じること，あるいは強
制的にクラックを生じさせること．

クラック くらっく crack 亀裂と同義．

クラックテンソ
ル

くらっくてんそる crack tensor 亀裂の幾何学的特性を表現するために導入されたテン
ソル量で，クラックの分布を表わす．

クラッシャ くらっしゃ crusher 砕石機と同義．

クラッシングプ
ラント

くらっしんぐぷらん
と

crushing plant 砕石プラントと同義．

クラッシング・
ロール

くらっしんぐろーる crushing rolls 一組の平行円筒体を逆回転させ，その間の原石を破砕
する機械．ダブルロールクラッシャともいう．

クラトン くらとん craton 造山帯に対する概念として考えられたもので，カンブ
リア紀以前に安定化した楯状地と卓状地を併せた地域
をさす．剛塊ともいう．

グラニトイド ぐらにといど granitoid 花崗岩質のこと．成因を問わず，等粒質の花崗岩状岩
石をいう．

グラニュライト ぐらにゅらいと granulite 長石・石英・ざくろ石を主体とし，高温高圧下で形成
された細粒等粒状変成岩．片理は未発達である．白粒
岩ともいう．

グラニュライト
相

ぐらにゅらいとそう granulite facies 変成相の名称で白粒相ともいう．角閃岩相よりも高温
であり輝石ホルンフェルス相よりも高圧の変成相．

グラノファイア ぐらのふぁいあ granophyre 珪長質半深成岩の一種．石英と長石からなる石基の組
織が，微文象構造や球顆状構造を呈する岩石．

倉橋石 くらはしいし Kurahashi ishi 広島県安芸郡倉橋町産石材．中生界含角閃石黒雲母花
崗岩．主として土木・板石用．

グラビティーコ
アラー

ぐらびてぃーこあ
らー

gravity corer 海洋底を自重で貫入させることによりコアをとる,海洋
学などで使用されるコア採取装置．



グラブサンプラ ぐらぶさんぷら grab sampler 海底底質調査用試料採取器具の一種．ワイヤで降下さ
せ，着底すると歯のついた口が閉じて底質をつかみ取
る．

グラブ式浚渫船 ぐらぶしきしゅんせ
つせん

grab dredge, clamshell
dredger

グラブにより水底を浚渫する作業船のこと．グラブの
爪の形式により数種類のタイプがある．

グラベルドレー
ン工法

ぐらべるどれーんこ
うほう

gravel drain method 地盤中に透水性の高い礫の杭を作り，地震時に発生す
る過剰間隙水圧を消散させることで液状化を防止させ
る工法．

鞍馬石 くらまいし Kurama ishi 京都府京都市鞍馬山産石材．中生界花崗閃緑岩．主と
して茶席などの庭石．

倉真層群 くらみそうぐん Kurami Group 静岡県中西部掛川北方から二俣地域まで分布する新生
界下部中新統．海成で下位から礫岩，砂岩，シルト
岩，砂岩シルト岩互層，珪質シルト岩が分布する．

クラムシェル くらむしぇる clamshell grabbing crane 開閉するバケットを鉛直方向に落下させて掘削する
ショベル系掘削機．

クラムシェルク
ラブ

くらむしぇるくらぶ clamshell crab 開閉するバケットをワイヤロープにつり下げて，土砂
を掘削，採取するショベル系の機械．

クラムシェルバ
ケット方式

くらむしぇるばけっ
とほうしき

clamshell bucket system 地下連続壁の掘削方法の一つで，クラムシェルや特殊
グラブで土砂を直接つかみとる方式．

グラム当量 ぐらむとうりょう gram equivalent 水素の1原子量と化合する元素の量をその元素の化学当
量に等しいグラム数で表わしたもの．

グラム分子 ぐらむぶんし gram molecule 化学物質の質量をグラム単位で表したもの．その数値
は化学物質の分子量に等しい．

クランク－ニコ
ルソン法

くらんくにこるそん
ほう

Crank-Nicolson method 差分法における差分近似スキームのうち，前進型と後
退型を組み合わせた時間差分をいう．

グランドアーチ ぐらんどあーち ground arch トンネルの緩み領域の外側に形成され，それより上部
の荷重を周りの地山へ伝達するアーチ状の領域．

グランドアン
カー

ぐらんどあんかー ground anchor 地すべりやのり面の山留め壁を地盤との摩擦抵抗に
よって支持するために打設されるケーブルまたは鋼
棒．

グランドサージ ぐらんどさーじ ground surge 火山の垂直的爆発に伴って噴煙柱の基底部からの密度
流として側方に広がる雲．火砕流堆積物の基部を成
す．（火砕サージ）

グランドトルー
ス

ぐらんどとるーす ground truth リモートセンシングデータの処理により情報を抽出す
るため，その基準となる地上の実態を把握すること．

グランビー型ず
りトロ

ぐらんびーがたずり
とろ

granbee type trolley 走行しながらずり積載部を傾け，側扉が自動的に開く
ことによりずりを放出できるトロ．



クリアランス くりあらんす clearance 孔壁と掘削ツールとの間の環状の間隙部．ボーリング
機械周辺の空間．

栗石 ぐりいし guri stone, cobble stone 握り拳大の礫を称し石垣・石積み・石張りの裏込めに
用いられる．

栗石粗朶工 ぐりいしそだこう cobble stone and
fascine hardle method

のり面上に格子状に組んだそだ柵の間に玉石・ぐり石
などを詰めるもの．

クリープ くりーぷ creep ①重力の作用を動力とする非造構性の地層変形で，斜
面上の土壌や岩屑が重力の作用で時間とともに徐々に
移動する現象．匍行ともいう．
②一定の応力が作用した状態で時間とともにひずみが
徐々に増加すること．

クリープ型地す
べり

くりーぷがたじすべ
り

creep-type landslide 山腹斜面の地表付近が，自重などによって，ゆっくり
移動する地すべり．匍行型地すべり

クリープ強度 くりーぷきょうど creep strength クリープ破壊に対して破壊までの時間が無限大になる
ときの強度．

クリープ係数 くりーぷけいすう creep factor 収束するクリープ現象において，総クリープひずみ
（変形）量と弾性ひずみ（変形）量の比．

クリープ限界 くりーぷげんかい creep limit 物質が一定時間内に特定のクリープ量以下に持ちこた
え得る最大応力．

クリープ玄武岩 くりーぷげんぶがん KREEP basalt 月の玄武岩のうち，カリ(K)，希土類(REE)，リン(P)に
異常に富む玄武岩をさす．月誕生直後の固結層と考え
られる．

クリープ試験 くりーぷしけん creep test 材料の変形や強度特性の長期にわたる時間依存性を調
べる試験で，一定の荷重の下で変形や強度を測定する
試験．

クリープ性断層 くりーぷせいだんそ
う

fault with creep
slippage

概ね一定の速度で連続的に変位する断層．例：サンア
ンドレアス断層の一部は１～３mm/年のクリープ運動．

クリープ速度 くりーぷそくど creep speed クリープ時のひずみ速度のこと．クリープ速度の時間
的経過によって一次，二次および三次クリープに分
類．

クリープ定数 くりーぷていすう creep constant クリープひずみの推定式で用いられる定数．

クリープ破壊強
度

くりーぷはかいきょ
うど

creep failure strength 一定の長期荷重の下で破壊したときの材料の強度をい
い，通常得られる強度の７～９割に低下するといわれ
る．

クリープ比 くりーぷひ creep ratio ダムや止水矢板を施工する地盤内の最短浸透路長を両
側の水位差で割った値．浸透破壊を防止するための最
小値が提案されており，ダムの破砕帯置換えプラグや
カットオフの深さ，止水矢板の根入れ長の設計に用い
られる．

クリープひずみ くりーぷひずみ creep strain 土や岩石などが一定の応力（荷重）のもとで，時間と
ともに増加するひずみ．



クリープ変形 くりーぷへんけい deformation of creep 一定応力下でひずみが時間とともに徐々に増大するこ
とにより起こる物質の変形．

クリープ変形式 くりーぷへんけいし
き

creep deformation
formula

地盤材料のクリープ変形をひずみ速度，主応力差，時
間との関係で表示した式．

クリープモデル くりーぷもでる creep model ①地盤のクリープ変形を表現するためにせん断弾性係
数と粘性係数を組み合わせたモデル．
②地震に伴う応力変化により地殻のクリ－プ変形がは
じまり，その速度に比例した余震発生を考慮するモデ
ル．

栗色土 くりいろど chestnut soil 温帯の半乾性草原（年降水量250～350mm）の短茎草木
植生下に生成する成帯性土壌の型名．

クリーンエネル
ギー

くりーんえねるぎー clean energy 石油，天然ガスや石炭などの化石燃料の燃焼に依存し
ない，水力，地熱，太陽熱，太陽光，風力などのCO2を

放出しないエネルギー．

グリーンカット ぐりーんかっと green cut コンクリート表面のレイタンス(コンクリートのブリー
ディングによる表面の薄い泥状物の層）などを取り除
くために，硬化する前にジェット水で表層部を除去す
る作業．

クリーンサンド くりーんさんど clean sand 純粋砂岩．粘土や礫などを含まない砂だけからなる砂
岩．

グリーンタフ ぐりーんたふ Green Tuff formation,
Green Tuff

緑色凝灰岩と同義．

グリーンタフ造
山運動

ぐりーんたふぞうざ
んうんどう

Green Tuff orogenic
movement

グリーンタフ変動ともいう．中新世以降の変質した緑
色凝灰岩で特徴づけられるの一連の火山活動．

グリーンタフ地
域

ぐりーんたふちいき Green Tuff region 中新世前～中期の火山岩・火山砕屑岩の変質した緑色
凝灰岩が分布する地域．千島列島から琉球列島におよ
ぶ．

グリーンタフ地
向斜

ぐりーんたふちこう
しゃ

Green Tuff geosyncline 新第三紀にグリーンタフ地域に形成された堆積盆地．
地向斜造山論に基づく呼び方．地向斜による造山論は
現在あまり議論されていない．

グリーンタフ変
動

ぐりーんたふへんど
う

Green Tuff movement グリーンタフ地域における，中新世の火成活動と堆積
盆地の形成に関する一連の変動をいう．

グリーンロック ぐりーんろっく greenrock 緑色岩と同義．

クリオターベー
ション

くりおたーべーしょ
ん

cryoturbation 結氷淘汰作用と同義．

クリオプラネー
ション

くりおぷらねーしょ
ん

cryoplanation 周氷河域に見られる凍結融解に起因する地表面の平坦
化作用． 河川や風による運搬・堆積も含む．

クリオペドロ
ジー

くりおぺどろじー cryopedology 寒冷地域にみられる著しい結霜，凍土現象について，
その発生，進行過程および予防を工学的に追求する学
問．



繰返し圧密 くりかえしあつみつ consolidation under
repeated loading

圧密試験で正規圧密過程の応力を載荷後，載荷重を減
らし，再度載荷重を増すこと．

繰り返し一面せ
ん断試験

くりかえしいちめん
せんだんしけん

reversal direct shear
test

供試体の両側から交互に一面せん断を繰り返す試験
法．地すべり粘土などの残留強度や砂の液状化特性な
どを求めるために用いられる．

繰り返し応力 くりかえしおうりょ
く

cyclic stress 繰り返し載荷の際の応力．繰り返し載荷を参照．

繰返し荷重 くりかえしかじゅう repeated load 物体に規則的に変動する荷重を繰返し作用させるこ
と．地盤・岩盤の弾性的挙動を知る上で有効．

繰り返し載荷 くりかえしさいか cyclic loading 地盤や供試体に対して,ある大きさで載荷と除荷を繰り
返して行うこと．

繰り返し載荷パ
ターン

くりかえしさいかぱ
たーん

cyclic loading pattern 土や岩の地盤や供試体に加える荷重を繰り返し増減す
る際の応力の時間履歴のパターンで，正弦波形など．

繰り返し三軸圧
縮試験

くりかえしさんじく
あっしゅくしけん

cyclic triaxial test 円柱供試体に対して繰返し軸差応力を作用させ，動的
な強度・変形特性を求める三軸試験．振動三軸圧縮試
験ともいう．

繰り返しせん断
試験

くりかえしせんだん
しけん

cyclic shear test 動的変形特性，液状化抵抗などを求めるために，せん
断力を供試体に繰り返し加える力学試験の総称．

繰り返し単純せ
ん断試験

くりかえしたんじゅ
んせんだんしけん

cyclic simple shear test 土などの繰り返しせん断試験のうち，単純せん断試験
機を用いて繰り返し応力をかけて行うもの．

繰り返し中空円
筒ねじりせん断
試験

くりかえしちゅうく
うえんとうねじりせ
んだんしけん

cyclic hollow cylinder
torsional shear test

繰返しせん断試験のうち，円環状の供試体の上下面に
ねじりせん断力を加えるせん断試験．

繰り返しひずみ
軟化

くりかえしひずみな
んか

strain softening by
cyclic loading

繰り返し載荷状態において，繰り返しサイクルととも
にせん断剛性が低下していくような応力－ひずみ挙動

クリギング くりぎんぐ kriging 離散的測点で得られたデータに基づき，測点以外の点
の値や測点付近の平均値を最小誤差で推定する手法．
地球統計学(geostatistics)で用いる手法．

くり粉 くりこ powder 削岩や削孔の際に，破砕されて粉状や粒状で排出され
る岩石粉．

クリストバライ
ト

くりすとばらいと cristobalite SiO2．低温型α-クリストバライトと高温型β-クリスト

バライトがある．α-クリストバライトは正方晶系，硬
度6～7，比重2.33．β-クリストバライトは立方晶系．
石英・鱗珪石・玉ずい（玉随）・コーサイトなどと多
形（結晶構造が異なる）をなす．クリストバル石とも
いう．

クリストバル石 くりすとばるせき cristobalite クリストバライトと同義．

グリセロール処
理

ぐりせろーるしょり treatment with glycerol X線回折において，膨張性粘土鉱物を他の粘土鉱物と区
別するために底面間隔を変化させる処理．



クリソタイル くりそたいる chrysotile Mg3Si2O5(OH)4．単斜晶系．蛇紋岩，かんらん岩（橄欖

岩）中に産出する繊維状の蛇紋石．アスベストの大部
分はこれからなり，温石綿ともいう．

クリソライト くりそらいと chrysolite Mg2SiO2-Fe2SiO4の固溶体を形成するかんらん石系列の鉱

物で，Fe2SiO4成分が10～30%のもの．

グリッド ぐりっど grid ①地質調査地点を規則的に配置するために組まれた格
子．
②地図図化機の点検調整用格子板．
③数値解析において対象領域を区分した計算小領域．
など

グリッドシステ
ム

ぐりっどしすてむ grid system 地質調査を効率的に実施するために試掘横坑，ボーリ
ングを等間隔のマス目の交点を基準に配置する方法．

グリッド調査 ぐりっどちょうさ grid survey グリッドシステムと同義．

グリッドマップ ぐりっどまっぷ grid map 等間隔のグリッドを展開し，各格子点における情報
（地形などの量的情報や地質などの質的情報）を表現
した地図．

グリッパー ぐりっぱー gripper ＴＢＭの推進反力を取るためにＴＢＭ本体から側壁に
張り出し圧着させる装置

クリッペ くりっぺ klippe 衝上断層運動などにより形成されたナップが浸食され
て残った，独立した異地性岩体．根なし地塊ともい
う．

クリティカルパ
ス

くりてぃかるぱす critical path 工程管理をネットワーク手法で行う場合に工程上の余
裕がないパス（一連の作業を連ねた経路）であり，最
も時間を要するパス．

グリニッジ標準
時

ぐりにっじひょう
じゅんじ

Greenwich mean time グリニッジ子午線での地方時で，全世界の地方時また
は標準時の基本とされる．

クリノシークエ
ンス

くりのしーくえんす clinosequence 土壌生成因子のうち，地表面の傾斜だけが異なる一群
の土壌．

クリノヘドライ
ト

くりのへどらいと clinohedrite CaZnSiO4H2O．単斜晶系．硬度5.5．比重3.3．無色～薄

紫．透明．柱状または板状結晶．斜晶石と訳されるこ
とがあるが，プラジオナイトの和訳にも斜晶石が使わ
れるため注意が必要である．

クリノメータ くりのめーた clinometer 地質の野外調査で用いられる道具の一つ．面構造（層
理面，断層面など）の走向・傾斜の測定に用いる．

久里浜石 くりはまいし Kurihama ishi 神奈川県横須賀市久里浜産土木用石材．新第三系凝灰
岩

クリプトメレー
ン

くりぷとめれーん cryptomelane マンガン鉱石の一種．マンガン鉱石の風化残留物また
は熱水変質作用によって生成．

グリムソル ぐりむそる grumsol 熱帯～亜熱帯の中少雨量域に分布し，多量のモンモリ
ロナイト粘土を含む暗色粘土質の土壌．



クリモシークエ
ンス

くりもしーくえんす climosequence 土壌生成因子のうち，気候因子だけが異なる一群の土
壌．

クリンカー くりんかー clinker ①溶岩周縁部が冷却・固化する時に生ずる表面の破砕
部分．
②セメント製造において原料を高温で半溶融状に焼成
し，塊状に焼き固めたもの．これを粉砕してセメント
とする．

クリンカーアッ
シュ

くりんかーあっしゅ clinker ash, bottom ash ボイラーなどで炉壁，炉底に付着する石炭灰．

グルーブキャス
ト

ぐるーぶきゃすと groove cast 水流によって貝殻や礫などが移動した際に削ってでき
た溝状の痕跡．タービダイト中に多く見られる．グ
ルーブマークともいう．

グルフ透水計 ぐるふとうすいけい Guelph permeameter 現場透水係数の測定に用いられる定水位透水計．

来馬地すべり くるまじすべり the Kuruma landslide 1809年3月21日長野県の小谷村を中心に多数発生した地
すべりの一つ．人家27戸埋没とされている．下瀬地区
には堰き止め池ができた．地すべりの誘因は融雪とみ
られる．

来馬層群 くるまそうぐん Kuruma Group 富山県・新潟県境付近に分布する中生界ジュラ系．砂
岩・泥岩を主とし礫岩層・炭層を伴う．

胡桃地すべり くるみじすべり the Kurumi landslide 1964年7月16日に富山県氷見市で発生した地すべり．面
積約70haが移動．警報装置により人的被害なし．

クレイオーガー くれいおーがー clay auger イギリスで標準的に採用される原位置サンプリング
法．ロッドに装着して手動で回転させてサンプリング
を行う．

グレイ型上下動
振り子

ぐれいがたじょうげ
どうふりこ

Grey type vertical
motion pendulum

グレイ（Thomas GREY,1850～1908）が考案した上下動
地震計に用いられるバネを使った上下振り子．

グレイ・キング
乾留試験

ぐれいきんぐかん
りゅうしけん

glay king assay コークス試験．石炭の粘結性（こう着度）を測定する
試験法．英国石炭庁の分類や国際石炭分類法の一基準
として採用．

グレイスケール ぐれいすけーる gray scale 写真などで濃度（明度）を白色から黒色にかけて段階
的または連続的に変化させ作成した基準用のスケー
ル．

クレイブラン
ケット

くれいぶらんけっと clay blanket 透水性や透気性の良い地盤に，水や圧気の遮断を目的
として設ける粘土の層．

クレイボーリン
グビット

くれいぼーりんぐ
びっと

clay boring bit スピリット・インナーチューブのコアバーレルに用い
られる特殊なコアリングビット．

グレイワッケ ぐれいわっけ graywacke 砂岩のうち泥質基質を15%以上含み，淘汰の悪く成熟度
が低く堅硬なもの．硬砂岩ともいう．1960年代以降は
分類名としては一般に使わない．

グレイン ぐれいん grain 岩石の割れやすい面は，一般に１～３の面まで識別が
可能で，そのうち２番目の面をいう．粘板岩ではへき
（劈）開面に直交した面，花崗岩のような塊状岩では
rift(石目)に次いで割れやすい面．



クレーター くれーたー crater 惑星，衛星の地表面にみられる円形の凹地状地形．火
山クレーター・隕石クレーターに区分される．

グレーダー ぐれーだー grader 地面をならすために用いる建設機械で前後輪の中央部
に切削用のブレードを有する．自走するもの，トラク
タでけん引されるものなどがある．

グレーツェル型
土圧計

ぐれーつぇるがたど
あつけい

Glötzl hydraulic cell 手元のポンプを加圧し，土中の圧力と平衡状態になっ
た時の圧力を読み取る方式の土圧計．判別型土圧計の
一種．

グレーディング ぐれーでぃんぐ grading 堆積構造の一つ．単層の中で上位に向かって砕屑物の
粒度が次第に小さくなること．地層の上下判定に用い
られる．級化と同義．

グレーデッド・
ベッディンク

ぐれーでっど･べっ
でぃんぐ

graded bedding 級化層理と同義．

グレード ぐれーど grade 平衡河川ともいう．河床の縦断形状が長期間一定して
いる河川．静的平衡河川と動的平衡河川がある．

クレストゲート くれすとげーと crest gate 洪水吐頂部に設けた水位調節用ゲート．

クレバス くればす crevasse ①氷河の流動により生じた氷河内の裂け目．
②自然堤防・人工堤防に生じた裂け目．

グレンコー型カ
ルデラ

ぐれんこーがたかる
でら

caldera of Glen Coe type 火山性の凹陥地の一つ．マグマだまり上の垂直に近い
環状の割れ目に沿う円筒状地塊が陥没して生じたカル
デラ．スコットランドのGlen Coe貫入岩体における陥
没地形から命名．

黒井ガス田 くろいがすでん Kuroi gas field 新潟県中頸城郡の頸城平野に位置する油田．1958年発
見．頸城産油・産ガス地帯に属する．貯留層は深度500
～2000ｍの新第三系椎谷層・寺泊層の砂岩，凝灰岩．

黒井油田 くろいゆでん Kuroi oil field 新潟県中頸城郡の頸城平野に位置する油田．頸城産
油・産ガス地帯に属する．産油層は新第三系椎谷層・
寺泊層の砂岩．

黒雲母 くろうんも biotite N〔K2(Mg,Fe
2+)6～4(Fe

3+,Al,Ti)0～2(Si6～5,Al2～3,O20)O0～

2(OH,F)4～2〕．単斜晶系．硬度2.5～3．比重2.7～3.3．

火成岩・変成岩・堆積岩中に広く分布するトリオクタ
ヘドラル型雲母の一種．暗褐・暗緑色で六角板状結
晶．へき開(劈開)｛001｝で完全．

黒雲母花崗岩 くろうんもかこうが
ん

biotite granite 有色鉱物が黒雲母を主体とする花崗岩．

黒雲母片岩 くろうんもへんがん biotite schist 結晶片岩のうち，黒雲母を主成分とするもの．一般に
泥質岩を原岩としている．

グローバル・ポ
ジショニング・
システム

ぐろーばるぽじしょ
にんぐしすてむ

global positioning
system

汎地球測位システムともいう．一般にはＧＰＳと略称
される．多数の衛星の位置，電波発信時刻の情報を同
時に受信，解析し，全地球上で位置把握を可能とした
測位システム．

クローラードリ
ル

くろーらーどりる crawler drill ドリフター（打撃力の大きい大型の削岩機）をクロー
ラー式架台に搭載したもの．



クローラードリ
ルジャンボ

くろーらーどりる
じゃんぼ

crawler drill jambo 複数のドリフターをクローラー式架台に搭載した削岩
機．

クローラクレー
ン

くろーらくれーん crawler crane クローラ式（無限軌道式）の自走装置を有するクレー
ン．

グローリーホー
ル

ぐろーりーほーる glory hole 立坑掘削の際のずり搬出のために，立坑の真中に設け
る穴,あるいは砕石場の砕石搬出に用いる立坑．

黒髪石 くろがみいし Kurogami ishi 山口県周南市黒髪島産石材．黒雲母花崗岩．

黒川石 くろかわいし Kurokawa ishi 新潟県中頸城郡柿崎町産土木用石材．新第三系凝灰
岩．

黒川温泉 くろかわおんせん Kurokawa hot spring 全国４箇所に黒川温泉がある．(1)広島県大竹市 (2)香
川県大川郡白鳥町 (3)高知県高岡郡葉山村 (4)熊本県
阿蘇郡南小国町．

黒川油田 くろかわゆでん Kurokawa oil field 秋田市黒川に位置する油田．1912年発見．貯留層は深
度300ｍ付近の新第三系女川層の凝灰岩で，背斜トラッ
プに胚胎．

黒鉱 くろこう Kuroko, black ore 閃亜鉛鉱・方鉛鉱・重晶石などからなる黒色の鉱石．
海底熱水性鉱床で生成．

黒鉱鉱床 くろこうこうしょう kuroko deposit 閃亜鉛鉱・方鉛鉱などからなる黒鉱を伴う鉱床．日本
では主として東北日本内帯のグリーンタフ地域に産
出．特に秋田県北部に密集．

黒河内石 くろこうちいし Kurokochi ishi 長野県上伊那郡長谷村産石材．結晶片岩中の蛇紋岩・
蛇灰岩．主として装飾・墓石用．

黒蛇紋 くろじゃもん Kurojamon 模様のない，帯緑黒色緻密の蛇紋岩で，かんらん岩
（橄欖岩）からの変質の比較的初期のもの．

グロシュラー ぐろしゅらー grossular,grossularite Ca3Al2(SiO4)3．立方晶系．硬度6.5～7．比重3.59．石灰

岩起源のスカルンに多く，超苦鉄質岩などにも産す
る．灰ばんざくろ石ともいう．

クロスアーム式
沈下計

くろすあーむしきち
んかけい

cross arm settlement
gauge

地中の鉛直変位を計測する装置で，変位量は埋設した
クロスアームの位置を検出器で測定して求める．

クロスオーバー くろすおーばー crossover 電磁水平探査において，測定値のプロファイルが零値
線と交差すること．鉛直状の鉱体直上がそれに相当す
る．

クロスビット くろすびっと cross bit 衝撃式の削岩機で用いられるビットの中で，硬質合金
が十字型に取り付けられているもの．

クロスプロット
法

くろすぷろっとほう cross-plot method 検層解析において変数をＸ－Ｙ座標上にプロットし，
解析結果の統計的な評価などを行う方法．



クロスホール試
験

くろすほーるしけん cross hole test クロスホール法により，弾性波速度などを求める試
験．

クロスホール
シューティング

くろすほーるしゅー
てぃんぐ

cross-hole shooting 孔間速度測定とも呼ばれ，１本の孔井内で起振し他の
孔井内を受振点として孔間を伝わる速度を測定する．

クロスホール透
水試験

くろすほーるとうす
いしけん

cross hole permeability
test

多孔間において１孔よりパルス波状あるいは正弦波状
圧力で送水して他孔で受振し，波形の強度や到達時間
から水理特性を測定．孔間透水試験ともいう．

クロスホール法 くろすほーるほう cross hole method ボーリング多孔間の１孔に発信（振）点，別孔に受信
（振）点を置き，孔間の岩などの弾性波速度や透水性
を測定する手法．

クロスラミナ くろすらみな cross lamina 斜交葉理と同義．

黒瀬川構造帯 くろせがわこうぞう
たい

Kurosegawa tectonic zone 秩父帯北帯と中帯の境界に分布する蛇紋岩メランジュ
帯．蛇紋岩中に古生代～中生代の陸塊断片を含むと考
えられている．

クロソイド曲線 くろそいどきょくせ
ん

clothoid curve 曲線長と曲率が比例する曲線で，道路線形の緩和曲線
として一般に広く用いられている．らせん曲線の一
種．

黒大理石 くろだいりせき Kuro marble 岐阜県不破郡赤坂町金生山産石材．古生界石灰岩．黒
～灰黒色．

クロノグラフ くろのぐらふ chronograph 無線報時による時刻信号など精密な時間を紙テープな
どに電気的に記録する装置．

クロノメータ くろのめーた chronometer 精密につくられたゼンマイ式時計．かっては航海中の
船で使用された．天体観測や地震観測などに用いられ
る．

グロビゲリナ軟
泥

ぐろびげりななんで
い

globigerina ooze グロビゲリナ属を主とする有孔虫を主体とする深海軟
泥と考えられていたが，石灰質ナンノ化石が占める割
合が高いことが判明したことから現在は石灰質軟泥と
呼ばれている．

黒渕地すべり くろぶちじすべり the Kurobuchi landslide 1877年に山形県最上郡戸沢村蔵岡で発生した地すべ
り．面積約59haが移動．道路，河川に被害．

黒部ダム くろべだむ Ｋurobe dam 黒部川水系黒部川．関西電力(株)．1961年竣工．アー
チダム．堤高186mは日本最大．当時の土木設計・施工
技術の粋を集約して幾多の課題を解決して建設され
た．

黒部みかげ くろべみかげ Kurobe mikage 富山県下新川郡黒部川筋産石材．古生界～中生界黒雲
母角閃石花崗岩．

黒ボク土 くろぼくど kuroboku 腐植質の厚く，粗しょうで孔隙の多い黒いA層をもつ有
機質土壌に対する成帯内性土壌の型名．

黒松内層 くろまつないそう Kuromatsunai Formation 北海道南西地域渡島半島北部に分布する新第三系上部
中新～漸新統．寿都郡黒松内町付近を模式地とする．
海成で硬質頁岩泥岩互層，泥岩，砂質泥岩などからな
り一部凝灰岩などの火砕岩を挟在する．



クロマトグラ
フィ法

くろまとぐらふほう chromatography ガスや液体の移動相を用いて，物質を分離分析する方
法．液体クロマトグラフィ法，ガスクロマトグラフィ
参照．

黒御影 くろみかげ Kuromikage はんれい岩（斑糲岩）や閃緑岩などの黒色を呈する石
材名．白色を呈する花崗岩を御影石と呼ぶことからき
ている．

クロム鉱床 くろむこうしょう chromium deposit クロム鉄鉱を主要鉱石鉱物とする鉱床．層状と塊状
（ボディフォーム型）の鉱床がある．

クロム泥水 くろむでいすい chrome mud ベントナイトを主体としたクレイベースマッドに対し
てリグニンの誘導体，鉄クロムリグニンスルフォン酸
塩などを加え苛性ソーダでpH値を8.5～10に調泥した泥
水の総称．

クロム鉄鉱 くろむてっこう chromite FeCr2O4．立方晶系．硬度5.5．比重4.5～4.8．スピネル

族．超塩基性岩から産する．クロムの主要鉱石鉱物．

黒目石 くろめいし Kurome ishi 茨城県西茨城郡岩瀬町産石材．中生界閃緑岩．主とし
て墓碑・土木・建築用．

クロライト くろらいと chlorite 緑泥石と同義

クロロフォルム
抽出比色法

くろろふぉるむちゅ
うしゅつひしょくほ
う

chloroform extraction
colorimetric method

比色分析法の一つ．クロロホルムを抽出溶剤として用
いる．

桑名断層系 くわなだんそうけい Kuwana fault system 三重県桑名市から四日市市に延びる北東系の活断層．
延長12km，確実度Ⅰ，活動度B級．

桑野石 くわのいし Kuwano ishi 徳島県阿南市産石材．中生界砂岩．主として墓石用．

群杭 ぐんぐい pile group 杭間隔が近い場合に，杭の支持力および変形に対して
杭相互の影響が考えられるような杭の集団．

群杭効果 ぐんぐいこうか effect of pile group 杭間隔が近い場合に，杭同士が相互に影響して支持力
や変形性状が単杭×本数より効果が小さくなる現象．

群井 ぐんせい multiple wells 多数の深井戸やウェルポイントから揚水を行う場合
に，相互に干渉し合う複数の井戸群全体のこと．

群設置法 ぐんせっちほう geophone array group
setting, grouping

反射法弾性波探査で，受振器を面的に配置し，雑振動
や表面波を低減し共に下方からの反射波を強調する手
法．

群速度 ぐんそくど group velocity 海上で異なる波高と周期を持つ波動集団の進行速度.

群速度法 ぐんそくどほう group velocity method 表面波の群速度の観測値と最もよく合う構造モデルを
求めて，表面波の経路の平均的な地下構造を知る方
法．



栗田石 くんだいし Kunda ishi 京都府宮津市野無双山産石材．黒雲母花崗岩．土木用
材．

訓縫層 くんぬいそう Kunnui Formation 北海道南西地域松前半島付近に分布する新第三系下～
中部中新統．長万部町国縫付近を模式地とする．海成
で安山岩～流紋岩質緑色凝灰岩，角礫岩を主体とし，
泥岩，砂岩，礫岩，安山岩～流紋岩溶岩を伴う．

群発地震 ぐんぱつじしん earthquake swarm 限られた地域で中・小地震がある期間中に頻発する現
象．日本では伊東地震や松代地震が有名．

群列観測 ぐんれつかんそく array observation 地震計を地震波の波長と同程度の範囲に直線もしくは
円形に規則正しく配列して地震波を観測する方式．

系 けい system 年代層序区分の基本的な単位．年代区分の紀の期間中
に形成された地層・岩体をさす．統と界の中間に位置
する．

経緯儀 けいいぎ theodolite 一等・二等三角測量の水平角観測用器械．望遠鏡で目
標を視準して角度を読み取り各方向間の角度差を求め
る．セオドライトともいう．

珪華 けいか siliceous sinter SiO2からなる，鉱泉の沈殿物で，しばしば水中に成長す

る植物の葉や茎を置き換え，その印象化石を作る．

警戒水位 けいかいすいい warning water level 量水標の対象区域内において，警戒にあたることを必
要とする河川水位．

珪灰石 けいかいせき wollastonite CaSiO3．単斜晶系，三斜晶系．硬度4.5～5．比重2.87～

3.09．典型的なスカルン鉱物であるが，広域変成作用
を受けたCaに富む堆積岩などにも産する．

珪灰鉄鉱 けいかいてっこう ilvaite HCaFe2
2+Fe3+O2Si2O7．単斜晶系．硬度5.5～6．比重4.1．

黒色，不透明，ガラス光沢．主としてスカルンに産す
る．

計画安全率 けいかくあんぜんり
つ

design safety factor ①地すべりなどの対策工において，工事終了後に見込
まれる安全率．
②構造物の設計時に安定上見込む安全率．

計画降雨 けいかくこうう design rainfall 治山，治水，利水計画において計画上対象となる降
雨．

計画高水位 けいかくこうすいい design high water level 河川の工事実施基本計画に定めた計画高水流量が流下
した時，計画横断形の河川断面において発生し得る流
水の最高の水位．

計画洪水量 けいかくこうずい
りょう

planning flood discharge 河川改修などを計画する場合，河川の最大洪水量に若
干の安全率を考慮した流量．過去の最大値や統計的推
定値を用いる．

計画流出土砂量 けいかくりゅうしゅ
つどしゃりょう

proposed sediment
discharge

砂防事業の計画生産土砂量のうち，土石流または掃流
砂として計画基準点に流出する土砂量．

珪化作用 けいかさよう silicification 熱水溶液との反応により，SiO2以外の成分の溶脱あるい

はSiO2の沈殿が起こり，岩石中ののSiO2が増加する変質

作用．



珪化帯 けいかたい silicified zone 熱水溶液との反応で岩石のSiO2が増加する変質作用を珪

化作用といい，珪化作用を受けた岩石が分布している
部分を珪化帯という．

珪化木 けいかぼく silicified wood,
petrified wood

木の組織に珪酸分が浸透・置換して，全体が珪質と
なったもの．

珪岩 けいがん quartzite 一般に，特にアルコースな砂岩起源の変成岩．また
は，砂岩が続成作用の過程で珪化作用を受けた硬い緻
密な岩石．

渓岸工 けいがんこう torrent works 渓流の護岸工．渓岸の浸食，崩壊を防止する．

鶏冠石 けいかんせき realgar AsS．単斜晶系．硬度1.5～2．比重3.56．特徴的な鮮赤
～橙黄色を呈し，硫黄や他のAs鉱物と共に産出する．

景観設計 けいかんせっけい design with
consideration for
landscape

構造物の外観を周囲の風景と調和させるための設計．

鶏血石 けいけつせき rhyolitic red stone 中国南部に産するろう石の一種．灰色の地に赤い辰砂
が散点し，印材として珍重．

蛍光Ｘ線 けいこうえっくすせ
ん

fluorescent X-ray Ｘ線を物質に照射することにより放射されるその物質
固有のＸ線．

蛍光Ｘ線分析 けいこうえっくすせ
んぶんせき

X-ray fluorescence
analysis

元素の定性・定量分析の一手法．各元素に特有な蛍光
Ｘ線を発生させ，その波長から元素名が，強度から濃
度が得られる．

蛍光顕微鏡 けいこうけんびきょ
う

luminescence microscope 一定の波長の励起光による蛍光像を見る顕微鏡．

螢光砂 けいこうさ fluorescent sand 海底の漂砂を調査する際のトレーサとして使用する市
販の蛍光塗料を塗った砂．赤・青・黄橙・緑など数色
がある．

蛍光反応測定 けいこうはんのうそ
くてい

fluorescence reflection カッティングスあるいは泥水中の油徴を紫外線検油機
を使用して測定すること．

傾向面解析 けいこうめんかいせ
き

trend surface analysis 二次元に分布する観測値を数式で近似して傾向面を求
め，大局的な地下構造や局所異常などを解析するこ
と．

渓谷 けいこく ravine,gorge 渓・小谷・欠（床）谷・峡谷の総称．山地部を流れる
河川が形成する両岸斜面の急峻な谷．横断形は，Ｖ字
型を示す．

珪酸 けいさん silicic acid 珪酸は，オルソ珪酸H4SiO4，メタ珪酸H2SiO3，メソ二珪

酸H2Si2O5，メソ三珪酸H4Si3O8などに分類される．

珪酸アルミニウ
ム族

けいさんあるみにう
むぞく

aluminium silicate group 金属イオンとして主としてAlを含んでいる珪酸塩鉱
物．紅柱石，珪線石，藍閃石，トパーズ，十字石など
がある．



珪酸塩 けいさんえん silicate 二酸化珪素と金属酸化物からなる塩．(SiO4)
4-の大きな

陰イオンと金属の小さな陽イオンからなる．

珪酸塩鉱物 けいさんえんこうぶ
つ

silicate minerals 珪酸基[SiO4］
4-四面体が構造の基本となり，金属酸化

物を伴う非常に安定な鉱物．地球固体の大部分を占め
る．

珪酸塩の分類 けいさんえんのぶん
るい

classification of
silicates

SiO4の縮合度の小さい順に，ネソ珪酸塩鉱物，ソロ珪酸

塩鉱物，サイクロ珪酸塩鉱物，イノ珪酸塩鉱物，フィ
ロ珪酸塩鉱物，テクト珪酸塩鉱物に分類される．

珪酸塩溶融体 けいさんえんようゆ
うたい

silicate melt 溶融した珪酸塩で，様々な状態で重合したSiO4四面体や

各種陽イオンや揮発成分などからなる．SiO2以外の複成

分量や圧力によって粘性が変化する．

珪酸鉱物 けいさんこうぶつ silicate minerals 珪酸塩鉱物と同義．

珪酸質土壌 けいさんしつどじょ
う

siallitic soil 珪酸と酸化アルミニウムのモル比が大きく，アルミニ
ウムや鉄が不活性な土壌．リン酸の吸収力は弱い．

珪酸セメント けいさんせめんと silica cement シリカセメントと同義．

珪質 けいしつ siliceous, silicic 岩石の化学成分がシリカ(SiO2)に富むことを指し，特に

岩石生成時以降にシリカに富むようになったことが特
徴であることを示すことが多い．

珪質岩 けいしつがん silicic rock 火成岩をSiO2の重量百分率66，52，45%で区分して４分

するうち，最も含有率の高い群．酸性岩ともいう．

珪質頁岩 けいしつけつがん siliceous shale いわゆる泥質岩のうち，シリカ分が多い細粒緻密な岩
石．泥質な細粒砕屑粒子とそれらの間隙を埋めるシリ
カから主に構成される．

軽質原油 けいしつげんゆ light crude oil 揮発油留分を多く含み，比重の小さい原油．国内原油
では比重0.83未満．比重が小さいほどガソリン含有量
多い．

珪質砂岩 けいしつさがん siliceous sandstone いわゆる砂質岩のうち，シリカ分が多い緻密な岩石．
砂質な砕屑粒子とそれらの間隙を埋めるシリカから主
に構成される．

珪質石灰岩 けいしつせっかいが
ん

siliceous limestone オパールまたは石英などの遊離珪酸を多量に含む石灰
岩．

珪質堆積物 けいしつたいせきぶ
つ

siliceous sediment 珪質軟泥やチャートに代表される，シリカに富む堆積
物や堆積岩の総称．

珪質土 けいしつど siliceous soil 主に珪酸質生物遺骸からなる土壌堆積物あるいは固結
程度の低い堆積岩の総称．

珪質軟泥 けいしつなんでい siliceous ooze 珪酸質浮遊生物遺骸を主とする半遠洋性の大洋底に堆
積した軟泥．



珪質有孔虫 けいしつゆうこう
ちゅう

siliceous foraminifera 殻壁が珪質である有孔虫．珪質の殻を分泌するものは
底生有孔虫に限られる．

経時変化 けいじへんか variation per time 物質の形状や物理的・化学的性質などが時間の経過と
ともに変化する現象．

珪砂 けいしゃ silica sand 石英砂の総称．軽量建材・鋳物砂・研磨材に使用．

傾斜移動 けいしゃいどう dip slip 断層の変位の要素に関する用語で，実移動の傾斜成分
のこと．

傾斜移動断層 けいしゃいどうだん
そう

dip-slip fault 断層の移動様式を用いた分類の一つで，断層のずれの
方向が傾斜方向の成分だけで，走向方向の成分を有し
ない断層．傾斜ずれ断層，傾斜すべり断層,ともいう．

傾斜隔離 けいしゃかくり dip separation 断層の変位の要素に関する用語で，隔離の傾斜成分の
こと．

傾斜型護岸 けいしゃがたごがん sloping revetment 河岸，湾岸などを保護する工作物のうち，前面の勾配
が45°より緩傾斜なもの．

傾斜型ミキサ けいしゃがたみきさ inclined axis mixer コンクリートを練り混ぜるミキサのうち，ドラムの回
転軸が傾斜しているもの．

傾斜儀 けいしゃぎ drift indicator ボーリング孔の孔曲がり測定器で，200気圧に耐える小
径の筒に重錘とコンパスの位置を時限装置で発光撮影
して記録する．イーストマン型のマルチプルショット
などが使用されている．

傾斜記録計 けいしゃきろくけい clinograph 鉛直線を基準として，地盤あるいは構造物の傾斜変化
を経時的に測定する計器．

傾斜計 けいしゃけい tiltmeter 重力方向を基準として地層や構造物の傾きの方向やそ
の量を求める計器．

傾斜コア型ロッ
クフィルダム

けいしゃこあがた
ろっくふぃるだむ

inclined core type
rockfill dam

しゃ水ゾーン(コア)をダムの中央部から上流側に傾け
て配置したゾーン型ロックフィルダム．

珪砂鉱床 けいしゃこうしょう silica sand deposit 珪砂として採掘可能な品位，規模をもった砂層．石英
に富む未固結砂層や海浜砂・砂丘堆積物など．

傾斜斜面 けいしゃしゃめん dip-slope 地質構造を反映した浸食斜面．硬軟互層状の堆積岩の
層理面の傾斜とほぼ一致する斜面で，傾斜によりケス
タや同斜山稜が形成される．

傾斜褶曲 けいしゃしゅうきょ
く

inclined fold 褶曲の姿勢による分類の呼称．軸面が正立または水平
ではなく，ある角度で傾斜している褶曲．両翼傾斜方
向は反対．

傾斜すべり断層 けいしゃすべりだん
そう

dip-slip fault 傾斜移動断層と同義．



傾斜スリップ けいしゃすりっぷ dip slip 断層面上において，真の変位，すなわちネットスリッ
プの傾斜方向の成分をさす傾斜移動のこと．ディップ
スリップともいう．

傾斜ずれ断層 けいしゃずれだんそ
う

dip-slip fault 傾斜移動断層と同義．

傾斜節理 けいしゃせつり dip joint 地層の走向傾斜との関係による節理分類の一つで，地
層の走向傾斜に平行な節理．

傾斜層 けいしゃそう dipping bed 地層の堆積面（層理面）が水平面と傾斜している地
層．地層と水平面のなす角度を傾斜角という．

傾斜ダイク けいしゃだいく inclined dike 重力・磁気探査において典型的なモデルの重磁力異常
を計算し，探査結果の参考とする．そのモデルの一
種．

傾斜断層 けいしゃだんそう dip fault 地層面と断層面との走向の関係による断層の分類の一
つで，地層の走向とほぼ直交する方向の断層．

傾斜不整合 けいしゃふせいごう angular unconformity 下位の地層と新しい上位の地層の層理面の走向・傾斜
が異なる不整合．堆積の時間的間隙があったことを示
す．

傾斜分布図 けいしゃぶんぷず slope map 地形面の勾配を任意の傾斜区分ごとに表した図．傾斜
等値線図，平均傾斜分布図など．

傾斜変換線 けいしゃへんかんせ
ん

break line of slope 同一方向の斜面において，傾斜角度が急変する変換
帯．遷急線，遷緩線など．

傾斜変換点 けいしゃへんかんて
ん

break of slope 地表面にみられる種々の成因による地形の傾斜の急変
する変換帯（点）．斜面や河谷の傾斜変換帯（点）．

傾斜補正 けいしゃほせい slope correction,
correction for grade

距離測量において，測点区間両端に高低差がある場合
の距離の補正．

傾斜掘 けいしゃぼり directional drilling ボーリング掘削で，孔口部ないし途中から傾斜させて
掘削する工法．

傾斜面採掘法 けいしゃめんさいく
つほう

slope quarrying method 露天採掘法の一つで，上向き削孔による発破を行い，
自重で落下させることにより簡単に切羽づくりができ
る方法．

傾斜流 けいしゃりゅう slope current 湖面や海面の勾配によって生じた水中の圧力分布に対
し，平衡を保つように起きる流れ．

形状関数 けいじょうかんすう shape function 有限要素法を用いて数値解析を行う際，領域を多数の
要素に分割して要素毎に近似解を得るために必要な関
数．この関数を用いて節点における値から要素内の値
を内挿する．

形状係数 けいじょうけいすう shape factor 粒子形状を記述する数値であり，固体粒子の体積に等
しい球の表面積を実際の表面積で割ったもの．



形状効果 けいじょうこうか shape effect 岩石供試体の幾何形状の違いによって強度などの試験
結果に差が出ること．

渓床勾配 けいしょうこうばい slope of stream bed 渓流の流路の縦断勾配．流水に伴う土砂の移動などに
大きく影響する要素であり，砂防調査・計画に用い
る．

軽埴土 けいしょくど light clay 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土含量
25～45%，微砂含量45%以下，砂含量55%以下の土壌．

径深 けいしん hydraulic radius,
hydraulic mean depth

水路の流積（流水断面積）を潤辺（流水と壁面が接す
る周辺長）で除したもの．開水路における水路断面の
代表長さとして使われる．水力水深，動水半径（管
路）ともいう．

軽震 けいしん weak earthquake 気象庁が地震の揺れを表すために用いている８階級の
震度階のうちの震度２．屋内の人が揺れを感じる程度
の震度．

軽水炉 けいすいろ light water reactor
(LWR)

低濃縮二酸化ウランを燃料とし，減速材と冷却材に軽
水を用いる原子炉．加圧水型と沸騰水型がある．

珪石 けいせき silica stone 工業用に原料として利用される，石英，珪質砂岩，
チャートなどの珪酸質岩石の総称．

珪線石 けいせんせき sillimanite Al2SiO5．斜方晶系．硬度6.5～7.5．比重3.23～3.27．

泥質岩起源の高温の広域変成岩または接触変成岩に出
現する鉱物．変成分帯に利用される．

珪藻 けいそう diatom 海・湖沼・沼沢・湿地などの様々な水域環境に生息す
る単細胞植物．珪酸質の殻を持つ．

珪藻岩 けいそうがん diatomite 単細胞藻類の珪藻の殻から構成される堆積物の空隙が
粘土などによって充填されて固化した新生代の岩石．

珪藻植物門 けいそうしょくぶつ
もん

Bacillariophyta 珪藻を含む単細胞藻類．淡水・汽水・海水中に分布す
る．浮遊性ないし付着性．

珪藻土 けいそうど diatomite 主に珪藻の殻から構成される軟弱・多孔質な軟質岩石
または土壌．研磨材・吸収材・ろ過助材・保温材とし
て用いられる．珪藻岩ともいう．

珪藻土質泥岩 けいそうどしつでい
がん

diatomaceous mudstone 珪藻類の殻を極めて特徴的に含む泥岩．

珪藻軟泥 けいそうなんでい diatom ooze 珪藻類の遺骸の集合体からなる珪質な遠洋性堆積物．
高緯度の寒冷地域に分布する．

珪藻分析 けいそうぶんせき diatom analysis 堆積物に含まれる珪藻化石の種類を同定して堆積時の
環境や地層の対比などを検討する方法．

計測Ａ けいそくえー monitoring A ＮＡＴＭで掘削する場合にトンネルおよび周辺地山の
安定性を確認するため施工中の日常管理として必ず行
われる計測．毎回の切羽観察の他，内空変位・天端沈
下の計測を１０～２０ｍ程度の間隔で行う．Ａ計測と
もいう．



計測管理 けいそくかんり monitoring 工事を安全に進めるために地盤や構造物の応力・変形
などを計測し変動傾向の把握，管理基準値との照査な
どを行なうこと．

計測震度 けいそくしんど seismic intensity of
measurement

地震動の強さを表す指標として，計測震度計で計測さ
れた加速度に係わるパラメータａ0から，
Ｉ＝2･log(ａ0)＋0.94 の式より算出した値．

計測Ｂ けいそくびー monitoring Ｂ トンネル周辺の緩み域の広がりや支保部材の効果など
を把握するために行われる計測．地中変位測定，ロッ
クボルト軸力測定，鋼製支保工応力測定，吹付けコン
クリート応力測定，地山試料試験などが行われる．Ｂ
計測ともいう．

携帯用プロトン
磁力計

けいたいようぷろと
んじりょくけい

portable proton-
precession magnetometer

携帯用の小型・軽量のプロトン磁力計．

珪長岩 けいちょうがん felsite 斑晶は全くないかあるいは少なくて，主に隠微晶質の
石英とアルカリ長石の集合体からなる酸性の火山岩．

珪長岩質 けいちょうがんしつ felsitic 石英・長石などの細粒あるいは微細な結晶からなる，
緻密な組織を意味する形容詞．酸性岩質ともいう．

慶長地震 けいちょうじしん the 1605 Keicho
earthquake

1605年2月3日に東海沖ないし東海沖と南海沖で発生し
たM7.9の地震．津波で死人多数を出した．

珪長質岩石 けいちょうしつがん
せき

felsic rock 石英，長石などの無色鉱物に富む火成岩．酸性岩とほ
ぼ同義．

珪長質鉱物 けいちょうしつこう
ぶつ

felsic minerals 無色・白色・淡色のSiO2成分に富む珪酸塩鉱物について

の総称．酸性岩やアルカリ岩中に産する．

径長比 けいちょうひ ratio of length to
diameter

シールド全長(L)の外径(D)に対する比(L/D)をいい，運
転操作性や施工性の目安となる．

傾動 けいどう tilting 断層面に沿って地塊表面が回転運動によって，一方が
高く，一方が低く傾く運動．

傾動山地 けいどうさんち tilt-block mountain 断層変位による凸地形を表す用語の一つで，断層地塊
山地が断層に沿う回転運動により傾いているもの．

傾動自在型工法 けいどうじざいがた
こうほう

海上ボーリングの一工法．台船上の原動機部と掘削用
ツールス・保護管（固定）が分離されている．

傾動地塊 けいどうちかい tilted block 断層運動によって一方向に傾いた地塊．地形面は一方
では緩斜面が続き，他方は急な断層崖となる場合が多
い．

傾度偏差計 けいどへんさけい gradiometer 物理量の変化の割合を測定する器械で，重力・磁気な
どを対象とする．グラジオメータと同義．

傾度法 けいどほう gradient array 電流電極の間隔を大きくして，中間部の矩形状の探査
区域に狭い間隔で電位電極を移動する電極配置．



珪肺 けいはい silicosis 遊離珪酸を含んだ粉塵を吸入し，これが肺に沈着する
ことにより発病する慢性の職業病．

芸予地震 げいよじしん the 2001 Geiyo
earthquake

2001年3月24日午後3時28分ごろに発生した安芸灘を震
央とする地震，最大震度６弱，M6.4．潜り込むフィリ
ピン海プレート（スラブ）内部の地震と考えられてい
る．正式名称は「平成13年（2001年）芸予地震」．

傾立背斜 けいりつはいしゃ inclined anticline 褶曲構造に関する用語．軸面の両翼が異なった方向に
傾斜した背斜．傾斜背斜ともいう．

渓流工事 けいりゅうこうじ torrent works 荒廃した流域をもつ渓流，土石流発生の危険性のある
渓流に対して行う各種の砂防工事．

渓流浸食 けいりゅうしんしょ
く

torrent erosion 流水によって渓底(縦浸食）および渓岸(横浸食)を削り
取る浸食．横浸食は，渓流の屈曲部で顕著．

軽量安定処理土 けいりょうあんてい
しょりど

stabilized lightweight
soil

土に軽量材を混合するとともに，化学的または物理的
に安定処理を施した土の総称．

軽量気泡コンク
リート

けいりょうきほうこ
んくりーと

cellular lightweight
concrete

石灰質原料およびケイ酸質原料を主原料とし，金属ア
ルミ粉末の発泡剤によりガスを発生させたり，発泡体
を加えることにより多くの空隙を作り，軽量化したコ
ンクリート．

軽量骨材 けいりょうこつざい light weight aggregate 一般の岩石よりも比重の小さな骨材．天然には軽石が
あるが，フライアッシュ，高炉スラグなど人工的に造
られているものが多い．

軽量コンクリー
ト

けいりょうこんく
りーと

lightweight concrete 構造物の自重を小さくするため，比重の小さな骨材を
使用したコンクリート．

軽量混合土 けいりょうこんごう
ど

lightweight mixed soil 発泡ビーズや木片などの軽量材と土とを混合し，軽量
化を図った土の総称．

計量地形学 けいりょうちけいが
く

quantitative
geomorphology

定量地形学ともいう．地形特性を数量的に表現して，
その数量相互間に成り立つ法則を求める立場の学問領
域．

軽量盛土工法 けいりょうもりどこ
うほう

light weight embankment
method

軟弱地盤上の盛土などにおいて，発泡スチロールなど
軽い材料を用いて荷重を軽減し盛土の安定を図る工
法．EPS工法，発泡ビーズ混合軽量工法などがある．

ゲイン げいん gain 増幅器が入力電圧を増幅する度合．一定振幅の正弦波
を与えたときの出力信号と入力信号の振幅の比．

ＫＡＴＥ けーえーてぃーいー KATE ソ連の人工衛星コスモスに搭載された，複数のタイプ
からなるカメラ（写真）形式のセンサシリーズの呼
称．

ＫＳ磁鋼 けーえすじこう K-S magnet 本多光太郎発明の耐久磁石．沸騰水に入れても磁力は
減らず，機械的振動によっても６%しか減少しない．

ゲージ げーじ gauge 測定計器の名称．



ゲージ圧 げーじあつ gauge pressure 大気圧との差で表した圧力．一般に圧力計が示す圧力
はこの圧力をいう．

ゲージ干渉計 げーじかんしょうけ
い

gauge interferometer 光の干渉じまを利用して長さを測定する高精度の比較
測定器．100～300mmまでのゲージを0．01μmまで測定
できる．

Ｋ指数 けーしすう K index 磁気擾乱の程度を定量的に表わす指数．１日を３時間
毎に分け，静穏日からのずれを１０階級に分けたも
の．

ケーシング けーしんぐ casing ボーリング掘削の際に，孔壁が崩れるのを防ぐために
孔内に挿入するパイプ．漏水防止の効果もある．

ケーシング
ウォータスイベ
ル

けーしんぐうぉーた
すいべる

casing water swivel ドリルロッドの周りにあるケーシングも一緒に結合で
きる特殊なスイベル．ボアホールの口元に使われる．

ケーシングカッ
ター

けーしんぐかったー casing cutter 孔内のどの場所でもケーシングを切断することのでき
るカッター．

ケーシングカ
ラー

けーしんぐからー casing collar ケーシングやライニングチューブの連結に用いるパイ
プカップリングまたはスリーブ．

ケーシング
シュー

けーしんぐしゅー casing shoe ケーシング管の最下端に取りつけ，管先端の保護と，
管を挿入しやすくするための，先が鋭くなった金具．

ケーシング
シュービット

けーしんぐしゅー
びっと

casing shoe bit ダイヤモンドを植えたケーシングシューのこと．表土
から基盤までケーシングを一気に掘り下げるのに使
用．

ケーシング注入 けーしんぐちゅう
にゅう

casing injection ロッドやストレーナの回りに沿って注入材が流出する
ことを防ぐため，二重管により注入する方式．

ケーシング
チューブ

けーしんぐちゅーぶ casing tube ケーシングと同義．

ケーシングプロ
グラム

けーしんぐぷろぐら
む

casing program 坑井内に挿入するケーシングの種類，寸法および装
置，深度やセメンティング法の計画を示したもの．

Ｋ0圧密三軸試験 けーぜろあつみつさ
んじくしけん

triaxial test with K0-

consolidation

供試体の側方ひずみを生じないよう拘束圧を制御して
圧密（K0圧密）した供試体を使う三軸試験．

Ｋ0 値 けーぜろち K0-value 静止状態にある土の水平方向圧力(静止土圧）と土かぶ
り圧との比．静止土圧係数ともいう．

ケーソン けーそん caisson 地上で製造した鉄筋コンクリート製または鋼製の構造
物で，水中構造物やその基礎として支持層に沈設され
る函型または筒型の躯体．

ケーソン基礎 けーそんきそ caisson foundation あらかじめ構築した中空の躯体（ケーソン）を底部の
地盤を掘削しながら沈下させて設置した基礎．



ケーソン病 けーそんびょう caisson disease 潜かん病と同義．

Ｋ値 けーち coefficient of subgrade
reaction, K-value

載荷応力Pが作用する時に発生する変位Sとの比P/Sをい
う．地盤反力係数ともいわれる．平板載荷試験，孔内
載荷試験などから得られる．

ＫＤＫ けーでぃーけー Kensetsusho Dobokushiken
Kijun, KDK

建設省土木試験基準（案）．セメント，コンクリー
ト，鋼材，土，岩石などの試験法が規定されている．

ＫＴＢ けーてぃーびー Kontinentales
Tiefbohrprogramm
Bundeserepaulik（独）

ドイツ大陸深部掘削計画．バイエルン州で1991年より
掘削を開始し，1994年11月に9,101mで掘削終了．

ゲート げーと gate 水流を制御するために設けられる扉体構造物，または
扉のこと．

ゲート型面積流
量計

げーとがためんせき
りゅうりょうけい

gate area flowmeter 通気孔の面積をゲートと呼ばれる板状のもので調節
し，そのゲートの位置で流量を知る．面積流量計の一
種．

ゲート洪水吐き げーとこうずいばき controlled spillway,
gated spillway

ゲート操作により放流量を調節する方式の洪水吐き．

ゲート室 げーとしつ gate chamber ゲート操作室，もしくはゲートが設置される場所．

ゲートシャフト げーとしゃふと gate shaft 岩盤中の水路にゲートを設置するために掘削された立
坑．

ゲート操作室 げーとそうさしつ gate control house ゲートを操作する部屋．

ケーニヒスベル
ガー比

けーにひすべるがー
ひ

königsberger ratio 岩石の残留磁化と現在の地球磁場によってその岩石に
生じる誘導磁化との比．

Ｋ（ケーバー）
バンド

けーばーばんど Kband レーダーに使われるマイクロ波領域を細分した波長帯
の一つ．その波長の範囲は1.13～1.66cmである．

Ｋｐ けーぴー coefficient of passive
earth pressure

受働土圧係数と同義．

ケービング法 けーびんぐほう caving system 切羽の天盤または上盤を採掘に伴って崩落させる採掘
法．鉱石自重や岩石の重量を鉱石の破砕に利用．

ケーブルクレー
ン

けーぶるくれーん cable crane ワイヤロープの両端を支柱あるいはアンカーブロック
に固定して軌道とし，この軌道上を走行するトロリー
と巻上げ用のワイヤを用いて荷物の吊上げ，移動を行
う装置．

ケーブルトンネ
ル

けーぶるとんねる cable tunnel ①発電所において，主要変圧器室から開閉所に高圧電
流を送電するメインケーブルの敷設のために設置する
トンネル．
②電線，電話線などを設置するためのトンネル．



ケーブルボルト けーぶるぼると cable bolt ＰＣ鋼線やＦＲＰなどのフレキシブルな長尺ロックボ
ルト．リールから必要な長さで切断でき，削孔・挿入
後注入によって全面定着される．地下空洞周辺岩盤の
補強やトンネルの鏡押えに用いられる．

ＧＥＯＳ げおす Explorer, Geodynamics
Experimental Ocean
Satellite, GEOS

米国が打ち上げた測地衛星シリーズの略称での当初は
エクスプローラーと呼ばれた．

激震 げきしん very disastrous
earthquake

気象庁震度階のうちの最大震度７である．「家屋の倒
壊が30%以上におよび山崩れ，地割れ，断層などが生じ
る」となっている．（震度７は平成８年４月から用い
られて，激震という用語は使われていない．）

激甚災害 げきじんさいがい disaster of extreme
severity

激甚災害に対処するための特別の財政援助などに関す
る法律(1962)に基づく災害．政令によって指定され
る．

下水処理 げすいしょり sewerage treatment 下水（汚水）を浄化処理する行為．

下水道 げすいどう sewerage 下水を集約し処理するための管路・ポンプ場・処理施
設などの総称で，公共・流域・都市・その他の４種類
に分類される．

下水道トンネル げすいどうとんねる sewerage tunnel 下水を処理場まで自然流下によって送水するトンネ
ル．

ケスタ地形 けすたちけい cuesta landform 緩やかに傾斜した硬軟互層からなる地域で，一方が緩
傾斜面を，他方が急な崖状をなす非対称横断形を有す
る丘陵地形．

桁橋 けたばし girder bridge 主桁を水平にわたし，はり構造で荷重を支える橋梁．
Ｔ桁橋，Ｉ桁橋，箱桁橋などがある．

頁岩 けつがん shale 堆積面に沿って剥離性を有する泥質岩石の呼称．貝殻
断口を特徴にして割れる．石油成分を含むものは油頁
岩と呼ばれている．

頁岩ガス けつがんがす shale gas 異常高圧層に含まれるガス．高圧層は孔隙率が大きい
ため，間隙水に吸蔵または溶解状態のガスが坑内へ流
入する．

頁岩基線 けつがんきせん shale base line ＳＰ検層において，頁岩層で見られるＳＰ曲線がほぼ
一定で直線となる部分．ＳＰ曲線の偏りの基点とす
る．

欠陥格子 けっかんこうし defect lattice 結晶構造において，原子が不規則に欠如したり，異種
原子が存在したりして乱れが見られる結晶格子をい
う．

頁岩土壌 けつがんどじょう shale soil 頁岩の風化物から形成された土壌．一般に強粘質かつ
排水性・易耕性が不良で土壌生産力は悪い．

頁岩密度測定 けつがんみつどそく
てい

shale density
measurement

堆積時に地層が圧密を受け，頁岩部が水を排水できず
に間隙水圧が水頭圧を越えた異常高圧層を予知する目
的で測定される.

結合水 けつごうすい bond water 粘土鉱物や土に含まれる水分のうち，結晶や土粒子と
結合している水．



結持恒数 けつじこうすう consistency constants 土壌の凝集力や粘着力（コンシステンシー）に関連す
る液性限界・塑性限界などの指標の総称．

結持性 けつじせい consistency コンシステンシーと同義語．

結晶 けっしょう crystal 原子の規則正しい周期的な配列からなりたっている固
体をいう．その結果，外形は規則正しい多面体となる
ことが多い．

結晶化学 けっしょうかがく crystal chemistry 結晶学の一分野で，主として結晶の内部構造と化学的
性質との関係を研究対象とする学問．

結晶核 けっしょうかく crystal nucleus 結晶が成長する上で最初に必要となる物質群．必ずし
もその後に成長する結晶と同一の物質とは限らない．

結晶学 けっしょうがく crystallography 結晶性物質における種々の性質や現象を研究する学問
分野．狭義には結晶の形態および内部構造が研究対
象．

結晶系 けっしょうけい crystal system 結晶は単位格子の対称性により三斜・単斜・斜方・正
方・三方・六方・立方の七晶系に分類され，結晶系あ
るいは晶系という．

結晶形態学 けっしょうけいたい
がく

crystal morphology 結晶外形の面角による結晶種の同定，結晶外形と結晶
構造との関係など，結晶の形態について研究する学
問．

結晶光学 けっしょうこうがく crystal optics 結晶内における光の伝播や結晶表面からの反射光につ
いて研究する分野．鉱物の同定の際に重要である．

結晶格子 けっしょうこうし crystal lattice 原子配列の繰返しの最小単位を三次元的に格子を連想
して示したもの．

結晶構造 けっしょうこうぞう crystal structure 原子やイオンが三次元的に規則正しく繰り返し配列し
た構造．

結晶作用 けっしょうさよう crystallization 気相，液相（ガラス質固体を含む）中から結晶相が形
成される作用．

結晶軸 けっしょうじく crystal axis 三次元的に広がった結晶の外形や構造を記載するため
の座標軸．単位格子においてはその稜の方向に相当す
る．

結晶質 けっしょうしつ crystalline,crystal ①物質内の原子配列に周期性があるような物質である
ことを意味する形容詞．
②結晶が多く含まれている岩石あるいは再結晶した岩
石に対する形容詞．結晶質凝灰岩，結晶質石灰岩な
ど．

結晶水 けっしょうすい crystallization water 結晶中に主成分の一つとして含まれる水分子．配位
水・陰イオン水・格子水・沸石水などに分類される．

結晶生成論 けっしょうせいせい
ろん

crystallogeny 原子・分子の規則的配列を持つ結晶が生成する機構
（結晶核の発生および結晶核からの結晶生長）に関す
る理論．



結晶成長 けっしょうせいちょ
う

crystal growth 結晶は，過飽和または過冷却状態から結晶核を形成し
て成長する．

結晶度 けっしょうど crystallinity 火成岩の結晶作用の程度をさす．岩石の結晶と非晶質
との量比で表し，ガラス質・半晶質・完晶質に区分す
る．

結晶物理学 けっしょうぶつりが
く

crystal physics 結晶学の一分野で，結晶の物理的性質，すなわち電気
的性質・磁気的性質・熱的性質などを研究する学問．

結晶片岩 けっしょうへんがん crystalline schist 再結晶の進んだ広域変成作用で形成された片理をもつ
変成岩の総称．

結晶面 けっしょうめん crystal plane 結晶の外形は一般に規則正しい平面によって囲まれて
おり，これを結晶面という．主要な原子の配列面に平
行．

結氷淘汰作用 けっぴょうとうたさ
よう

cryoturbation 土中水分の凍結，融解により土壌が攪拌される作用．
周氷河作用の一つ．クリオタベーションともいう．凍
結擾乱作用と同義．

ケッペンの気候
区

けっぺんのきこうく Köppen's climatic
province

最暖月と最寒月の平均気温および年間降水量により，
ケッペンが地球上を11種類の気候区に区分したもの．

けば けば hachures 地貌表現方法の一つ．地図上の地形の傾斜方向と起伏
状態を表すための短い線群．

ゲフューゲ げふゅーげ Gefüge(独), fablic（英） 岩石を構成する鉱物粒子などの空間的配置関係のこ
と．岩石組織や構造のほか結晶格子の方向性などまで
含む概念．

ケブラー繊維 けぶらーせんい Kevlar デュポン社で開発された高弾性率で高強度な繊維．軽
量で，タイヤコートなどに使われている．

ケミカルグラウ
ト

ケミカルグラウト chemical grout グラウチングのうち，注入材料として化学薬品を用い
るもの．薬液注入工法参照．

ケミカルプレス
トレス

けみかるぷれすとれ
す

chemical prestress 膨張性コンクリートなどにより化学的に与えられたプ
レストレス．

ケミコパイル工
法

けみこぱいるこうほ
う

chemico-pile method 地盤中に造成した生石灰杭による周辺地盤の圧密脱水
効果と，杭自体の強度を利用した軟弱地盤の改良工
法．

ケリー けりー kelly ボーリングロッド．掘削器具に回転力を伝達し，かつ
泥水通路となる管．

花里崎－田ノ脇
断層

けりざきーたのわき
だんそう

Kerizaki-Tanowaki fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西方向．鹿児島県
種子島北部に位置する延長約10km．

ゲル げる gel コロイド粒子や高分子化合物が凝集して独立の運動性
を失い，ゼリー状になった状態．



ゲルセメント げるせめんと gel cement ベントナイトを加えたセメント．最も使用されている
割合はセメントに対して重量比で4～8%．

ゲルタイム げるたいむ gel time ①コロイド溶液が半固形体の状態になるまでに要する
時間．
②注入材の混合から流動性がなくなるまでの時間．

ゲル破壊剤 げるはかいざい gel breaking agent 蓚酸などがこれに当たる．フラック液に対し，これを
添加するとゾルに還元する．

ゲルパット法 げるぱっとほう 骨材のアルカリシリカ反応性を試験する方法で，骨材
をセメントペーストに埋めた供試体を，
Ca(OH)2,NaOH,KOHの混合液に浸けて反応性を見る．

ケルビン けるびん Kelvin, K 絶対温度とも呼ばれる温度の単位．絶対零度（-
273.15℃）を始点（0°K）としている．

ケルビン温度 けるびんおんど Kelvin temperature Lord Kelvinにより導入された物質の性質のよらない熱
力学的温度目盛．絶対温度ともいう．絶対零度をO°K
とする．

ケルヴィン型検
潮儀

けるびんがたけん
ちょうぎ

Kelvin-type tide gauge 潮汐の干満の変化を自記させる機械で，海面に浮標を
浮べ，その昇降を自記紙上に記録させるもの．

ケルマデック海
溝

けるまでっくかいこ
う

Kerumadec trench 南太平洋のケルマデック諸島の東側に沿う海溝．トン
ガ海溝の南側．オーストラリアプレートと太平洋プ
レートの境界に位置し，太平洋プレートの沈み込みで
形成される．

ケルンコル けるんこる kerncol 山陵部に断層線（帯）に沿って生じた凹地状の鞍部．
複数のケルンコルが一列に並ぶことがあり，断層や変
位地形の抽出に用いる．

ケルンバット けるんばっと kernbut 断層線（帯）の差別浸食により，山脚から切り離され
て孤立している小さな尾根．一定方向に配列する傾向
がある．

ケレン作業 けれんさぎょう cleaning of forms,
cleaning

鉄骨，鉄げたの塗装換えや型枠の清掃において，錆お
よび浮き上がった塗装・油・ごみなどの不良物を取り
除く作業．

下呂石 げろいし Gero ishi 岐阜県益田郡下呂町産．更新統黒雲母デイサイト
（湯ヶ峰デイサイト）．ガラス質のものは石器の材料
として用いられた．

ケロシン法 けろしんほう kerosene method,
kerosene method for
measuring soil density

土の密度試験の一方法．供試体の空気中質量測定後の
状態でケロシン液につるして見掛けの質量を測定する
方法．

下呂断層 げろだんそう Gero fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北西方向，左横ずれ
断層．阿寺断層系の北部に分布し延長18㎞．

減圧井戸 げんあついど bleeder well, relief
well, drainage well

被圧地下水の減圧を図るために掘削される井戸．集水
井ともいう．

減圧時間 げんあつじかん decompression time 高気圧環境下で作業をした人が大気圧に戻る際，潜函
病を防止するために設けられた減圧するための時間．



減圧室 げんあつしつ decompression chamber 高圧状態での作業から大気圧状態に戻る際に徐々に減
圧していくための部屋．

減圧沈下 げんあつちんか caisson-sinking by
reducing pressure

作業室内の気圧を低下させることにより，ケーソンを
沈下させること．

減圧弁 げんあつべん pressure reducing valve 管路の途中で水圧を低下させるために設置する弁．

原位置液状化試
験

げんいちえきじょう
かしけん

in-situ liquefaction
test

杭の振動や発破を利用して地盤の液状化の可能性を調
査する原位置試験法の総称．一般的ではない．

原位置応力 げんいちおうりょく in-situ stress 初期地圧，地山応力と類義．地下空洞の掘削など人為
的な影響を受ける以前に，岩盤が有する応力状態．

原位置試験 げんいちしけん in-situ test 試料をサンプリングすることなく，原位置（地表面ま
たは地盤中）で地盤の諸特性を直接調べる試験の総
称．

原位置せん断試
験

げんいちせんだんし
けん

in-situ  shear test 地盤をサンプリングすることなくせん断破壊させ，せ
ん断強度特性を調べる原位置試験法の総称．

原位置調査 げんいちちょうさ field investigation, in-
situ investigation

原位置において,地形や地盤の性状，工学的性質などを
把握する調査

原位置変形試験 げんいちへんけいし
けん

in-situ rock deformation
test, in-situ loading
test

原位置で地盤の変形特性を求める試験で，平板載荷試
験，スリットジャッキ試験，水室試験，ボーリング孔
内載荷試験などがある．

牽引式振動ロー
ラ

けんいんしきしんど
うろーら

traction vibration
roller

振動部を独立させた締固めローラで，他の重機により
牽引される．巻き上げ機によるのり面上の作業も可能
である．

検塩計 けんえんけい salinameter 水分中の塩分濃度を測定するための計測器．

懸崖 けんがい overhanging cliff 一般には，崖地形のうち90°以上の傾斜角をもち，下
方部分よりも突出した状態にあるもの．オーバーハン
グともいう．

限界圧送距離 げんかいあっそう
きょり

limit of distance for
pressure transportation

スラリー，コンクリートなどを流体圧送する際に，到
達可能な限界の距離．

限界圧力 げんかいあつりょく critical pressure ①上向きの浸透水圧によって土中の有効応力がゼロに
なるときの圧力．
②ルジオン試験で圧力上昇に対して注入量が急増する
ときの注入圧力．

限界雨量 げんかいうりょう critical rainfall 過去の斜面崩壊時の雨量を，連続雨量と時間雨量の積
として表したもの．ＪＲで運転規制に用いられてい
る．

限界雨量曲線 げんかいうりょう
きょくせん

critical rainfall curve 時間雨量と連続雨量を軸にとった図上に限界雨量を双
曲線として表したもの．雨量がこれを越えると危険と
判断．



限界荷重 げんかいかじゅう limit load, critical
load

地盤の載荷試験で破壊を生じる荷重．または，構造物
の種々の限界状態に対応する荷重．

限界間隙比 げんかいかんげきひ critical void ratio せん断（剪断）変形を加えたときに体積変化を起こさ
ない状態にある土の間隙比．

限界感度法 げんかいかんどほう limit sensitivity プロセス制御系が安定した動作をするための条件を決
定するための一方法

限界掘削深さ げんかいくっさくふ
かさ

critical depth of
excavation

掘削底盤が周辺地盤の圧力により塑性変形を起こさな
い状態を保ち掘削できる深さ．

限界減衰比 げんかいげんすいひ critical damping ratio 臨界減衰比ともいう．微小振動系における臨界減衰に
対する振動系の減衰量の比．

限外顕微鏡 げんがいけんびきょ
う

ultramicroscope ティンダル現象を利用して，暗視野で集光・照明装置
を工夫することにより，微粒子を観察できるよう解像
力を高めた顕微鏡．

限界地震 げんかいじしん maximum probable
earthquake

耐震設計上，当該敷地にて起こりうる地震のうち，最
強の地震動を与える地震．

限界斜面高さ げんかいしゃめんた
かさ

critical height of slope 一様な土質からなる単純斜面において，円弧すべりを
考えた場合の安全率が1を切る限界となる斜面の高さを
いう．

限界状態設計法 げんかいじょうたい
せっけいほう

limit state design
method

安全度の割付を合理的に行い，かつ使用性と安全性の
両者の限界状態に関する検討を統一された設計体系で
行う設計法．

限界浸食流速 げんかいしんしょく
りゅうそく

critical erodible
velocity

河床や水路床の堆積物が水流により浸食される流速の
下限値．物質の性質，物質表面の粗度などいろいろな
条件による．

限界水位 げんかいすいい critical groundwater
level

地盤沈下など地下水障害を引き起こさずに，持続的な
地下水利用が可能な最低の地下水位．

限界水深 げんかいすいしん critical depth 流量が一定の場合に必要なエネルギーが最小となる水
深，または一定のエネルギーで流量が最大となる水
深．

現海成面 げんかいせいめん sea level marine terrace 現在の海面に関して，主として波のエネルギーによる
浸食作用あるいは堆積作用により形成された平坦な海
底面．

限界せん断応力 げんかいせんだんお
うりょく

critical shear stress せん断応力を徐々に大きくした時，ある状態が発生す
る時の応力．対象となる現象や定義は様々．

限界掃流流速 げんかいそうりゅう
りゅうそく

critical tractional
velocity of flow

河床上の砂礫に対する掃流力が河床面と砂礫の摩擦力
と等しくなり，砂礫が移動し始めるときの流速．

限界掃流流量 げんかいそうりゅう
りゅうりょう

critical tractional
discharge

河床上の砂礫に対する掃流力が，河床面と砂礫の摩擦
力と等しくなり，砂礫が移動し始めるときの流量．



限界掃流力 げんかいそうりゅう
りょく

ctitical tractive force 水底にある物質（底質）が移動をしはじめる時の掃流
力をいう．

限界動水勾配 げんかいどうすいこ
うばい

critical hydraulic
gradient

浸透力によって土中の有効応力が減少して０となるよ
うな動水勾配．粘着力のない砂質土では，この動水勾
配を超えると土粒子は不安定となる．

限界ひずみ げんかいひずみ critical strain 岩石が耐えられる最大のひずみ量でこれを越えると破
壊する．一軸圧縮強度と限界ひずみの関係はトンネル
の内空変位量の判断基準の一つとして用いられる．

限界負圧 げんかいふあつ negative pressure 自由水面において毛管現象で上昇した水柱の示す圧
力．

限界摩擦速度 げんかいまさつそく
ど

critical friction
velocity

河床や水路床の堆積物が流水により移動し始める限界
の流速．主に堆積物の性質とその摩擦係数により左右
される．

限界密度 げんかいみつど critical density 土のダイレイタンシーが０であるような密度．砂質地
盤の安定性を評価する一つの尺度．

限界流速 げんかいりゅうそく critical velocity 流体の移動では，流速が遅いときには層流として流れ
るが，早くなると乱流となる．この限界の流速をさ
す．

限界流量 げんかいりゅうりょ
う

critical discharge ポートを有するサージタンクで，ポートの抵抗により
全負荷遮断時を越える最高の水面上昇を起こすような
部分負荷における使用水量．

限界レイノルズ
数

げんかいれいのるず
すう

critical Reynolds number 流体の流れの状態が遷移するときの境界のレイノルズ
数のこと．

健岩 けんがん sound rock 新鮮で堅硬な岩に対する表現．堅岩ともいう．

源岩 げんがん source rock 砂岩，泥岩，礫岩などの堆積岩あるいは堆積物を構成
する砕屑物を供給した元の岩石．

源岩指数 げんがんしすう source rock index 砂岩中の長石粒と岩石の破片との量比で，砂岩の源岩
が深成岩か表成岩（堆積岩，火山岩など）かを示す指
標となる．

原岩しょう（原
岩漿）

げんがんしょう original magma 本源マグマと同義．火成岩の多様性は岩しょう（岩
漿）（マグマ）の分化作用によって形成されるが，分
化する前の起源となる岩漿．

堅岩線 けんがんせん sound rock surface line 構造物に対して十分な強度・変形特性を有し基盤岩と
みなし得る岩盤の上面分布を表現した線．

嫌気性 けんきせい anaerobic ある種の細菌は酸素のない環境でしか生育しない．こ
の性質をいう．硫酸塩還元細菌は鋼材などの腐食に関
与．

嫌気性消化法 けんきせいしょうか
ほう

anaerobic digestion 嫌気性菌により有機物が分解し，メタンと二酸化炭素
を生成する反応を利用した排水処理法．



嫌気性土壌細菌 けんきせいどじょう
さいきん

anaerobic soil bacteria 土壌細菌のうち遊離酸素の存在しない環境下で発育す
ることのできるもの．

嫌気底質土 けんきていしつど anaerobic bottom
material

水流が停滞し，酸素がほとんど存在しない環境下で堆
積した高有機質の底質土．嫌気性細菌のみが繁殖す
る．

検鏡分析 けんきょうぶんせき microscopic analysis 顕微鏡下の化学反応により生成する結晶鉱物の定性分
析法．

原傾斜 げんけいしゃ initial dip Davisの浸食輪廻説における地形が浸食され始まる前
の，広くゆるやかな傾斜の原地形における地形の傾
斜．

圏谷 けんこく cirque カールと同義．

懸谷 けんこく hanging valley 河川の合流点において，支谷の谷床が本流のそれより
も高く，谷床に食い違いのある渓谷地形．合流点で滝
を形成する．

圏谷湖 けんこくこ cirque lake カール（圏谷）底に形成された湖をさす．湖は次第に
埋積されて泥炭地や湿地を生ずる．カール湖ともい
う．

圏谷底 けんこくてい cirque bottom 氷食地形のカールの底部．一つの地域で一定の高度範
囲に分布するので，雪線高度を近似する場合に用いら
れる．

圏谷氷河 けんこくひょうが cirque glacier カール氷河と同義．

圏谷壁 けんこくへき cirque wall 氷食地形の一つでカール壁と同義．

減災 げんさい mitigation of disaster 防災の一環として災害による被害を軽減すること．

検査孔 けんさこう inspection borehole,
inspection hole

グラウチングの最終的な効果の判定を確認するための
孔．チェック孔ともいう．

原子間力顕微鏡 げんしかんりょくけ
んびきょう

atomic force microscope 探針と試料表面の間に働く力（原子間力）が表面の凹
凸によって変化することを用い，探針を水平二軸
（ｘ，ｙ）方向に走査することにより微細な表面形状
を観察できる顕微鏡．

原子吸光法 げんしきゅうこうほ
う

atomic absorption
spectrometry

高温加熱した試料の元素を原子状態に解離させて光を
照射した時，各元素は固有のスペクトル線を吸収して
励起状態になる．スペクトル線の波長と吸収強度から
の元素定性・定量分析．

原始大気 げんしたいき primordial atmosphere 地球ができた初期の大気．水蒸気や二酸化炭素が主成
分であったとされている．

原子時計 げんしとけい atomic clock 原子振動を利用した時計．原子線磁気共鳴やメーザー
発振を利用して，一定振動をとりだす高性能の時計．



原始埋蔵量 げんしまいぞうりょ
う

original reserve 地下資源において，開発以前のもとの埋蔵量．通常，
地表条件に換算した容積で表す．

検尺 けんじゃく inspection of drilling
length

ボーリング掘削作業終了後，所定の掘削長に達してい
るか，ボーリングロッドで掘削長をチェックするこ
と．

検収 けんしゅう acceptance ①発注者が契約内容について完成したと認定し，その
成果を引取ること．
②納品された物品について品質，数量などを検査した
上で受け取ること．

現状安全率 げんじょうあんぜん
りつ

present safety factor 逆算法のみからＣ，φを算定するとき，地すべり土塊
の移動状況に応じFs=0.9～1.05の範囲で適宜仮定する
安全率．

顕晶質 けんしょうしつ phanerocrystalline 結晶質岩石の粒度を表す用語で，主成分鉱物の結晶が
肉眼で識別できるほど粗粒な場合に用いる．

玄晶石 げんしょうせき Gensho seki 宮城県桃生郡雄勝町産石材．中生界粘板岩．暗灰色．
硯・石碑・屋根瓦用．

原植生 げんしょくせい original vegetation 人間生活の影響がおよぶ以前の原始植生のこと．

原子力安全審査 げんしりょくあんぜ
んしんさ

nuclear safety review 原子炉等規制法に基づき，監督官庁が行う原子力施設
に対する設計の安全性，公衆被害への安全性の審査．

原子力燃料サイ
クル

げんしりょくねん
りょうさいくる

nuclear fuel cycle 天然ウランの採掘・精練に始まり原子炉燃焼，再処
理・再資源化，廃棄物処理処分などの一連の過程をい
う．核燃料サイクルの方が一般的．

原子力発電所 げんしりょくはつで
んしょ

nuclear power plant,
nuclear power station

核分裂で生ずる原子力エネルギーをエネルギー源とし
ている発電所．

原子炉 げんしろ nuclear reactor 熱エネルギーの利用や放射性物質の生産などを目的と
した，核分裂反応を持続的に制御できる装置．

減衰器 げんすいき damper 制振器と同義．

減衰曲線 げんすいきょくせん recession curve ハイドログラフのうち直接流出が終わった後の曲線を
さし，河川流量の自然低減を表す．減衰係数を用いて
定式化できる．

減衰距離 げんすいきょり distance of attenuation 物理量が距離とともに減衰するとき，定めた量の減衰
を示す距離をさす．

懸垂谷 けんすいこく hanging valley 懸谷と同義．河川の合流点において，支谷の谷床が本
流のそれよりも高く，谷床に食い違いのある谷．

減水剤 げんすいざい water reducing agent,
water reducing admixture

コンクリート混和材の一種で，所要のコンシステン
シーを保った上で単位水量を減少させるために用い
る．



減水深 げんすいしん water requirement in
depth

水田表面からの蒸発，稲からの蒸散，土壌への浸透に
よって水田から減少する水の量を水深（mm）で表現し
たもの．

減衰振動 げんすいしんどう damped oscillation 抵抗や摩擦などにより，振幅が時間の経過に伴って減
少していく振動．

減衰定数 げんすいていすう damping constant,
damping factor

振動系において，振動が時間的に減少していくとき，
その振動減衰量の臨界減衰に対する比．

減衰トモグラ
フィ

げんすいともぐら
ふぃ

attenuation tomography 弾性波トモグラフィによって，弾性波の減衰特性の二
次元分布を求める手法．Ｑトモグラフィともいう．

減衰比 げんすいひ damping ratio 減衰振動をする振動系において，周期ごとにその振幅
が減少するときの振幅の比．

懸垂氷河 けんすいひょうが hanging glacier 急な山地斜面にへばりつくように発達した氷河．末端
部はアイスフォールで終わることが多い．

減衰率 げんすいりつ damping ratio, damping
factor, damping constant

一周期の振動の間に振幅が減衰する割合．減衰定数と
もいう．

現世 げんせい Recent 地質時代で表す現代．完新世と同義．

原生界 げんせいかい Proterozoic 先カンブリア系を二分したときの後半をいう．前半に
比較すると岩石類の変成程度は弱く生物生存の痕跡を
まれに見ることができる．

減勢工 げんせいこう energy dissipator 放流水のエネルギーを減殺する目的で造られるすべて
の施設，構造物．

現生人類 げんせいじんるい modern man 現在の人と同一種の人類．約３万５千年前に出現した
とされている．

原生生物 げんせいせいぶつ protista 動物界，植物界とは異なる第三の生物界で単一の細胞
で代謝を営み，増殖する．細菌類，真菌類など．

現成石灰岩 げんせいせっかいが
ん

recent limestone 熱帯の浅海で，海水の水分が蒸発して炭酸カルシウム
が過飽和状態となり化学的沈殿により形成された石灰
岩．

顕せい代（顕生
代）

けんせいだい Phanerozoic eons 多くの生物が存在し，地層に化石として多く保存され
た時代で，古生代，中生代，新生代に大別される．

原生代 げんせいだい Proterozoic 地質時代の先カンブリア紀を二つに分けた時の上位時
代．この原生代より生物の生存の証拠が確認される．
下位の始生代との境界は不確定．

減勢池 げんせいち stilling basin, stilling
pool

ダムからの放流エネルギー消散のため，ダム直下流に
設けられた池．



現世統 げんせいとう Recent(series) 完新統と同義．完新世に形成された地層・岩石．

硯石 けんせき ink stone 粘土質の岩石が固く固結してできた頁岩や粘板岩で，
すずり石の原石として利用されるためこの名がある．

原石山 げんせきやま quarry 主にダムの堤体材料，骨材などを採取する採石場．

建設機械 けんせつきかい construction equipment 建設・土木工事に使用する機械．

建設ＣＡＬＳ けんせつきゃるす construction　Continuous
Acquisition and Life-
cycle Support

建設分野における成果品や調達に係る公告，入札等を
電子情報で行う総合情報システム．これにより効率
化，省力化，透明性，コスト縮減が期待される．建設
ＣＡＬＳ／ＥＣともいう．

建設公害 けんせつこうがい construction hazard 建設物自体またはその工事に伴って発生する騒音・振
動・地盤沈下・日照阻害・風害・電波障害など諸々の
公害．

建設残土 けんせつざんど muck 建設工事の際にその現場では利用されずに搬出される
土砂．建設発生土ともいう．

建設泥土 けんせつでいど construction sludge 工事によって発生する含水比が高く粒子の微細な泥状
のもの．建設汚泥ともいう．

源泉 げんせん sourse of spring 水の湧き出る源のことで，地下水や温泉の自然湧出口
を意味するが，広義にはボーリングなどによる温泉の
くみ上げに対しても用いることがある．

検層 けんそう well logging 試錐孔や坑井において，物理・化学的諸量を利用し，
連続的に深度と対比させて地質状況などを解明する測
定方法．孔内探査法ともいう．

検層柱状図 けんそうちゅうじょ
うず

well log 検層の記録を深度毎に柱状に表わしたもの．地質柱状
図との併記により地質と物性値の対比ができる．

検測 けんそく site measurement 工事の完成部分の出来形測定および施工内容の確認作
業．

元素鉱物 げんそこうぶつ elemental minerals 単一元素または合金，炭化物・窒化物・珪化物・リン
化物からなる鉱物

現存植生 げんそんしょくせい actual vegitation 現在の時点で，ある場所に存在し観察される植生のこ
と．

懸濁液型注入剤 けんだくえきがた
ちゅうにゅうざい

grouting mixes of cement セメントと水ガラスなどを混合した注入材．一般に強
度は大きいが浸透性が低い．

懸濁性混濁流 けんだくせいこんだ
くりゅう

suspended turbidity
current

海底に接触せずに懸濁したまま流れる混濁流．



懸濁物質 けんだくぶっしつ suspended matter 水溶液中に浮遊する主に鉱物からなる物質．水面から
底面に向かって濃度は増大することが多い．

懸濁物質濃度 けんだくぶっしつの
うど

concentration of
suspended solids

液体中に分散した不溶性物質の粒子の濃度

ケンタッキーブ
ルーグラス

けんたっきーぶるー
ぐらす

Kentucky bluegrass 常緑の多年生で，地下茎をもち草丈30cmほどで寒さに
強いが暑さに弱い斜面草の一種．斜面植生工に使用す
る．和名ナガハグサ．

原炭 げんたん raw coal 採掘され，選炭される前の石炭．

間知石 けんちいし kenchi ishi, kenchi
stone

石垣に使われている石材の一種．四角錐状の石材で，
砂岩，花崗岩のような比較的加工しやすい石が使われ
る．

現地応力保存式
三軸試験

げんちおうりょくほ
ぞんしきさんじくし
けん

地盤から採取した供試体の応力を解放しないまま三軸
試験を行えるようにした方法．

建築限界 けんちくげんかい construction gauge トンネル内で，車両が安全に走行できる空間を確保す
るために設けられた周辺構造物の制限．

原地形 げんちけい initial form Ｄavisの浸食輪廻説における浸食作用を受ける前の
元々の地形．

原地性 げんちせい autochthonous ①岩体や堆積物が，現在存在している場で形成された
ことを示す形容詞．「現地性」ともいう．
②古生物では生物が生活していたそのままの位置で埋
没して化石になったものを示す形容詞．「現地性
の」，「自生的な」ともいう．

原地性花崗岩 げんちせいかこうが
ん

autochthonous granite 花崗岩化作用の初期に形成されたもので，周囲の岩石
に対して漸移的な産状を示す花崗岩の総称．

原地性褶曲 げんちせいしゅう
きょく

autochthonous fold 元来地層が堆積していた基盤上において，基盤上から
引き離されずその場所で形成された褶曲．

原地性炭層 げんちせいたんそう autochthonous coal seam 石炭の根源植物が，かって生育していた場所で堆積
し，そのまま炭層となったもの．

現地堆積物 げんちたいせきぶつ autochthonous deposit 岩石・地層が風化分解し，その場所または近傍で堆積
した堆積物．

現地踏査 げんちとうさ reconnaissance of a site 調査地を含めた広範囲において，地形・地質・地下水
状況などを把握するために歩いて調査すること．

現地比抵抗擬似
断面

げんちひていこうぎ
じだんめん

in-situ resistivity
pseudosection

電極間隔に応じて決められた水平的位置と深度に現地
測定で得られた見掛比抵抗値の分布を示した断面．

原地表面 げんちひょうめん original ground surface 地すべり発生前の旧地形の地表面のこと．



検潮器 けんちょうき tidal gauge, tide gauge 潮汐の鉛直変位を測定する測定器．浮き子式，圧力変
換器式などがあり，いずれも本来の海面の鉛直変位が
測定できるように考慮されている．験潮器，験潮儀，
検潮儀ともいう．

検潮儀 けんちょうぎ tidal gauge 潮位の変化を測定するための機器で，検潮器，潮位計
ともいう．

検潮所 けんちょうしょ tide-gauge station 海岸近くに設け，井戸を掘って海水を導き，この海水
に浮かべた浮標の上下変化から潮位を観測する場所．

検定 けんてい calibration 一定の基準に照らして検査した上で,合格や不合格・品
質などを決定すること．

限定圧気シール
ド

げんていあっきしー
るど

partial pneumatic shield 切羽付近を気密構造とするため隔壁を設けて，切羽と
坑内を完全に分離し，切羽と隔壁の間に圧気するシー
ルド．

検定曲線 けんていきょくせん calibration curve 校正曲線と同義．

原点走時 げんてんそうじ intercept time 走時曲線の屈折波走時を原点（時間軸）まで延長した
ときの走時．速度が決まれば屈折面までの深度が決ま
る．

検土杖 けんどじょう soil auger 地盤に突き刺し，先端のたて溝で地下の土壤を採取す
るための調査用具．長さ1.0～1.5m程度で先端部に長さ
30～50cmの溝がある．

減粘剤 げんねんざい wetting agent 液体に発生する表面張力を減少させる特性を有する材
料．添加剤として利用される．

玄能払い げんのうばらい genno barai 玄能を用い荒石面の大きな出っ張りを削り取ること．

現場一面せん断
試験

げんばいちめんせん
だんしけん

in situ direct shear
test,
in-situ direct shear
test

原位置である定められた面でせん断する直接型せん断
試験．地盤を現場でブロック状に切り出し，せん断す
る．

現場打ちコンク
リート

げんばうちこんく
りーと

cast-in-place concrete,
in-situ concrete

建設工事現場において，所定の型枠内などに打ち込ま
れて造られるコンクリート．

現場打ちコンク
リート杭

げんばうちこんく
りーとぐい

cast-in-place concrete
pile

杭打ちをする工事現場で造るコンクリート杭．

現場含水当量 げんばがんすいとう
りょう

field moisture
equivalent

土の排水不良，凍上の可能性を判定するために用いら
れる含水比．現在は使用されない．

現場含水比 げんばがんすいひ field water content,
field moisture content

アースダムや道路などの盛土材料が施工前にもつ含水
比のこと．

現場含水量の測
定法

げんばがんすいりょ
うのそくていほう

in-situ measurement of
water content, field
measurement of water
content

現場密度試験において，地盤の含水比を計測する方法.
炉乾燥法・急速乾燥法・ピクノメータ法・RI法などが
ある.



現場ＣＢＲ試験 げんばしーびーあー
るしけん

in-situ CBR test, field
CBR test

路床や路盤の支持力特性を調べるため，原位置で行う
CBR試験．原地盤に直接貫入ピストンを貫入させて実施
する．

現場締固め試験 げんばしめかためし
けん

in situ compaction test,
in-situ compaction test
field compaction test

地盤の締固め特性を調べる原位置試験法の総称．現場
の施工方法に準じて地盤の締固めを行う．

現場透気試験 げんばとうきしけん in-situ air permeability
test, field air
permeability test

パッカーで区切られた区間内で送気または吸気を行
い，乾燥地盤の透気性（空気の浸透性）を調べる原位
置試験法．

現場透水試験 げんばとうすいしけ
ん

in-situ permeability
test

現場で地盤の透水性を評価するための試験で，揚水
法・注水法・水位回復法・トレーサ法などがある．

現場配合 げんばはいごう job mix 現場において，骨材の状態や計量方法に応じて示方配
合と同じになるように修正した配合．

現場ベーン試験 げんばべーんしけん field vane shear test 十字型の回転翼（ベーン）を持つロッドを地中に挿入
して回転し，粘性土地盤のせん断強度を調べる試験方
法．

現場密度試験 げんばみつどしけん in situ density test,
field density test

地盤の密度を調べる原位置試験法の総称.砂置換法・突
き固め法・水置換法・コアカッター法・RI法などがあ
る.

現場盛土試験 げんばもりどしけん trial embankment 盛土の施工性や安定性・変形性などを検討するため，
現地に盛土を行って，諸調査を行う試験．

顕微硬さ計 けんびかたさけい microscope hardness
tester

顕微鏡下でダイヤモンドかサファイアの圧子を押しつ
けて試料表面の圧痕の大きさから微少試料の硬度を測
定する装置．

顕微鏡観察 けんびきょうかんさ
つ

microscope observation 偏光顕微鏡で岩石薄片の鉱物組成や組織などを観察す
ること．

玄武岩 げんぶがん basalt 塩基性火山噴出岩の総称．溶岩や浅所貫入岩として産
出し，しばしば広大な溶岩台地を形成する．日本での
分布は狭い．半晶質ないし完晶質．骨材として利用さ
れる．

玄武岩質安山岩 げんぶがんしつあん
ざんがん

basaltic andesite かんらん石（橄欖石）斑晶が斜長石斑晶より多い安山
岩や暗色緻密な安山岩に対して，主に肉眼観察による
フィールド名として用いられる．

玄武岩質層 げんぶがんしつそう basaltic layer 大陸地殻の下半部および大洋地殻をいう．P波地震波は
6.8km/s前後で玄武岩から構成されていると予測されて
いる．シマとも呼ばれた．

玄武岩台地 げんぶがんだいち basalt plateau 広域割れ目群などから流動性に富む玄武岩が多量に噴
出して形成された台地．

玄武岩マグマ げんぶがんまぐま basaltic magma 玄武岩の組成をもつマグマ．

玄武土 げんぶど basalt wache 九州北西部に多く分布する特殊土壌でセメント代用土
に利用される．玄武岩の分解で生成し，岩組織を残
存．



玄武洞 げんぶどう Genbudo cave 兵庫県豊岡市，丸山川右岸にある玄武岩の洞穴．六角
柱状節理が発達した更新統粗面玄武岩からなる．

研磨硬度 けんまこうど polishing hardness 鉱物を研磨する際の硬さの度合．反射顕微鏡の観察に
よって隣接する鉱物の相対的な硬度がわかる．

研磨材 けんまざい abrasive 石材・宝石・ガラス・金属などを琢磨・研削作業をす
る際に用いる高硬度物質．

研磨片 けんまへん polished section 反射顕微鏡によって不透明鉱物を観察する際に用意さ
れる試料片．有用鉱物を含む鉱石の研究で用いられ
る．鉱石研磨片ともいう．

研磨面 けんまめん polish 鉱物の表面を正反射が生じる程度にまで平滑に研磨し
た面．反射顕微鏡による観察や屈折率決定などに用い
る．

原油 げんゆ crude oil 生物の遺骸が土砂とともに海（湖）底に堆積し，地
圧・地盤の上昇やバクテリアなどの作用によって生成
される天然鉱油．

原油埋蔵量 げんゆまいぞうりょ
う

original oil reserve 油田の中に存在している原油の量．通常は標準状態
（地上状態圧力・温度下）での液化炭化水素の体積．

検流計 けんりゅうけい galvanometer 微少電流を検知したり,測定する電流計.電磁場中に吊
されたコイルが,電流に比例した角度で回転することを
利用．

検流計（式）記
録法

けんりゅうけい（し
き）きろくほう

galvanometric recording 物理現象の変化を検流計による微少電流変化に変換し
て測定を記録する方法．

原料炭 げんりょうたん coking coal 強粘結・弱粘結性をもつ石炭の総称．用途は石炭ガ
ス・高炉製鉄・コークス用．

元禄地震 げんろくじしん the 1703 Genroku
earthquake

1703年12月31日に関東地方で発生したM7.9～8.2の相模
トラフ沿いの地震．小田原など全滅，津波も発生．

コア こあ core ①ボーリングにおいてコアビットで切り取られ，コア
チューブに収納され引き上げられる細長い円柱状の試
料．
②フィルダムの遮水ゾーンで，土質材料からなる．

コアウォール こあうぉーる core wall フィルダムの堤体内部に設置されたコンクリートやア
スファルトコンクリートなどの不透水性材料からなる
遮水のための壁．

コアオリエン
テーション

こあおりえんてー
しょん

core orientation ボーリング孔内で岩石地層の方向を測定する時，コア
の帯磁性を測定することにより得られる情報と利用す
る過程．

コアカッター法 こあかったーほう core cutter method,
method for measuring in-
situ soil density using
core cutter

密度測定法の一方法.地表面からカッターを静かに圧入
して試料を採取し，カッターの円筒ごと重量を測定す
る方法.

コアカッティン
グ解析

こあかってぃんぐか
いせき

core cuttings analysis 掘削時に採取されたコアやカッティングスから地質状
況や物理・化学的諸データの解析．



コアキャッ
チャー

こあきゃっちゃー core catcher ボーリングのコアバーレルアッセンブリーに使われ，
コアバーレルが孔内から引き上げられている間，コア
を保持している部分．

コア採取率 こあさいしゅりつ core recovery コアボーリングにおける，掘進長に対する採取コア長
の割合で%で表す．コアリカバリーともいう．

コア材料 こあざいりょう core materials ロックフィルダムなどの遮水ゾーン（コア）に用いる
土質材料．

コアサンプラ こあさんぷら core sampler 地質調査で使用されるボーリングにおいてロッドの先
端に取り付けられる試料採取器．

コア試験 こあしけん core sample test ボーリング孔から採取した岩芯（コア）を用いる各種
試験．

コアチューブ こあちゅーぶ core tube コアバーレルの一部で，コアを収納するための鋼製パ
イプ．一重管式・二重管式などがある．

コア詰り こあづまり block コア同志またはコアの破片が楔になるか，スライムが
ビットやコアバーレルの内側に密着することによりコ
アの進入が妨げられること．

コアバレル こあばれる core barrel コアビット・コアチューブなどから構成され，地中か
らコアを切り取り，収納し，回収する器具．

コアボーリング こあぼーりんぐ core boring コアチューブを用いて掘進し，コアを採取するボーリ
ング．

コアラー こあらー corer 水中の土質試料を採取するための円筒状サンプラ．押
し込み方法により，重力式とピストン式のものがあ
る．

コアリカバリー こありかばりー core recovery コア採取率と同義．

コアリフター こありふたー core lifter コアビットとコアチューブの間に内装し，コアの切断
防止と，コアチューブからのコア脱落を防ぐ金具．

コアリングビッ
ト

こありんぐびっと core bit コアを採取するためのビット．円筒状の鋼の先端に切
削用のダイヤモンド・特殊鋼片がついている．

小泉石 こいずみいし Koizumi ishi 福島県いわき市小泉・白土産土木用石材．新第三系凝
灰岩．

孔（坑）間速度
測定法

こう（こう）かんそ
くどそくていほう

crosshole velocity
measurement

ボーリング孔間または横坑間で一方を起振孔，他方を
受振孔として孔間，横坑間の弾性波速度を測定する方
法．

厚（単）層理 こう（たん）そうり thick bedding 堆積岩の基本的な堆積単位である単層の厚さが30～
100cmのもの．



鋼アーチ支保工 こうあーちしほこう steel arch support トンネル支保部材の一つで，Ｈ型鋼・Ｉ型鋼・Ｕ型
鋼・鋼管などを曲げ加工したものなどがある．

高圧型変成作用 こうあつがたへんせ
いさよう

high-pressure type
metamorphism

ひすい輝石－らん閃石系列変成鉱物が晶出する．高温
部ではざくろ石を伴うエクロジャイト相を特徴とす
る．

抗圧強度 こうあつきょうど compressive strength 圧縮強度と同義．一般的ではない．

高圧三軸圧縮試
験

こうあつさんじく
あっしゅくしけん

high pressure triaxial
compression test

1MPa程度以上の側圧を供試体に作用させて行う三軸圧
縮試験．

高圧縮ベントナ
イト

こうあっしゅくべん
とないと

high compression
bentonite

高レベル放射性廃棄物地層処分において廃棄物周辺の
埋め戻し材として考えられている高密度のベントナイ
ト．

高圧注入 こうあつちゅうにゅ
う

high pressure grouting 被圧水をもつ破砕帯や海底トンネルなどでの数MPa以上
の高圧で行うグラウト注入．

高圧噴射攪拌工
法

こうあつふんしゃか
くはんこうほう

high pressure jet mixing
method

地盤改良工法の一つ．上下移動および回転するノズル
から高圧高速で硬化材を地中に噴射し，切削した土砂
と硬化材を混合攪拌して柱状の改良体を形成する．

高アルミナ玄武
岩

こうあるみなげんぶ
がん

high-alumina basalt 島弧玄武岩の一種で，ソレアイト玄武岩とアルカリ玄
武岩の中間的な性質を有している．化学組成的にAl2O3
が17～19%程度と高い特徴を有している．

高アルミナ質粘
土

こうあるみなしつね
んど

high-alumina clay アルミナ含有量がカオリナイト組成より高く(約50%以
上)，ダイアスポアやボーキサイトを多く含む粘土．

高アルミナセメ
ント

こうあるみなせめん
と

high alumina cement アルミン酸石灰を主要構成物とし，早強性，耐火性，
耐食性に優れるセメント．

広域異常 こういきいじょう regional anomaly 重力分布や磁力分布などを考察する際に，区域全域に
現われている傾向を示するために用いる用語．

広域応力場 こういきおうりょく
ば

regional stress field 広域的な地殻に働く応力場．広域応力場は測地学的に
得られる主ひずみの方向や活断層のずれの方向，火山
の割れ目噴火や側火山の分布などによって推定され
る．

高域遮断フィル
タ

こういきしゃだん
ふぃるた

high-cut filter 特定の周波数より高い成分を減衰させ，低い成分を減
衰させることなく通過させるフィルタ．

高域通過フィル
タ

こういきつうかふぃ
るた

high-pass filter 特定の周波数より高い成分を減衰させることなく通過
させ，低い成分を減衰させるフィルタ．

広域テフラ こういきてふら  regional tephra 巨大噴火の結果，数百～数千km以上隔たった地域にお
いても認められるテフラ． 地域間の地層・地形面の対
比が可能となる．

広域噴火 こういきふんか areal eruption 地下浅部に貫入した花崗岩質（流紋岩質）マグマが広
い範囲に渡って噴出・噴火する火山活動．



広域変成岩 こういきへんせいが
ん

regional metamorphic
rock

造山運動に伴って，大きな圧力や熱の作用などを受
け，原岩とは異なった組織・構造・鉱物構成となって
広範囲に形成された岩石．

広域変成鉱床 こういきへんせいこ
うしょう

regional metamorphic
deposit

広域変成作用により濃集して生じた鉱床，および別子
銅山のように初生時の性質が広域変成作用を受けて変
化した鉱床．

広域変成作用 こういきへんせいさ
よう

regional metamorphism プレート境界などでの広域的な構造運動により，既存
の岩石が変成を受けて変成岩を生成する作用．

広域変成帯 こういきへんせいた
い

regional metamorphic
belt

造山運動によりもたらされる広い範囲の変成帯（ベル
ト）．再結晶作用をともない，片岩・片麻岩などが作
られる．

高位泥炭 こういでいたん high moor peat 高緯度（緯度45゜以上）地方に主に作られる，湿地帯
に生息していた植物根の土壌化したもの．

高位泥炭土 こういでいたんど high-moor peat soils 地表面から１ｍまでの土壌のうち半分以上が泥炭層，
または地表面から50cmまでの土壌のうち20cm以上の泥
炭層を持つ土壌で，ミズゴケが主体の土壌．

降雨強度公式 こううきょうどこう
しき

rainfall intensity
formula

時間あたりの降雨量とその継続時間の関係を示す式．
計画降雨量を求める場合に用いる．

降雨記録 こううきろく rainfall records 雨量計による記録．通常はmmの単位であらわされる．

降雨継続時間 こううけいぞくじか
ん

duration of rainfall,
precipitation duration

ある降雨現象が止むことなく継続した時間．この時間
の降雨をひとあめともいう．

降雨蒸発収支 こううじょうはつ
しゅうし

rainfall-evaporation
balance

水循環の中で，水の流入と流出を考えるときに降雨に
よる水分量のうち蒸発分を水収支の観点で定量化する
こと．

降雨日数 こううにっすう rain days 月間・季間・年間などある一定の時間のうち， １日で
1mm以上の降水が観測された日の総和．

降雨量 こううりょう rainfall 雨量計で測定される降雨を通常mmで深さをもって表す
量．1mm以下の降雨は雨として評価されない．

硬Ｘ線 こうえっくすせん hard X-rays 物質に対する高い透過能をもつX線．X線の波長が短い
領域をさす．

高温Ｘ線回折計 こうおんえっくすせ
んかいせつけい

high temperature
X-ray diffractometer.

試料を高温条件下においてX線回折により結晶構造の変
化を調べる装置．

高温ガス冷却炉 こうおんがすれい
きゃくろ

high temperature gas-
cooled reactor (HTGR)

ヘリウムなどの気体を冷却材として用い，高い温度を
取り出す原子炉で，多目的の熱利用が可能．

高温岩体 こうおんがんたい hot dry rock 高温で流体を殆ど含まない岩体．高温岩体発電の実験
は山形県肘折・秋田県秋宮で実施．



高温岩体地熱発
電

こうおんがんたいち
ねつはつでん

power generation
utilizing hot dry rock

地下深部の高温岩体を利用し，岩体に複数の坑井を設
け，坑井間に人工的に対流系を造成して熱抽出を行う
発電方法．

高温顕微鏡 こうおんけんびきょ
う

heating microscope 高温状態にある物質の変化を直接観察できるように,加
熱部を組み合わせた顕微鏡．

高温高圧実験 こうおんこうあつ
じっけん

high-temperature and
high-pressure experiment

岩石や鉱物を地球内部規模の高温高圧状態にした時に
示す物性変化や相変化を調べる実験．

高温交代鉱床 こうおんこうたいこ
うしょう

contact metasomatic
deposit

接触交代鉱床と同義．この用語は現在あまり用いられ
ていない．

高温三軸試験 こうおんさんじくし
けん

high temperature
triaxial test

供試体を高温の条件下に置きながら実施する三軸試験
で，地盤物性の高温下での性状を調べる試験．

恒温層 こうおんそう isothermal layer 地下のある深度になると地下水の温度変化がなくなっ
て一定温度を示すようになる．その深度と地下水層の
こと．

恒温槽 こうおんそう thermostat, constant
temperature bath

容器の外の温度に影響されることなく，容器内の温度
をほぼ一定に保つことができる容器.

高温低圧型変成
帯

こうおんていあつが
たへんせいたい

high temperature-low
pressure type
metamorphic belt

変成帯を変成相（生成時の圧力・温度条件）で分類し
た時の分帯の一つ．サニディナイト相・輝石－ホルン
フェルス相などで特徴づけられる．

硬化 こうか hardening, indurated セメントの水和が進み，剛性が増して強度が発生し，
次第に増進する一連の過程．

降灰 こうかい ash fall 火山活動で空中高く噴出された火山灰が，地上に降る
こと．我国では偏西風の影響で火口の東方に堆積する
ことが多い．

鉱害 こうがい mine pollution 鉱山での採掘や精錬に伴い排出される煤煙や廃液によ
る大気，土壌，地下水，河川，海などの汚染．

剛塊 ごうかい craton クラトンと同義．

高海面期 こうかいめんき age of higher sealevel 海面変動史の間において，海面が現海面より上昇した
時期．第四紀においては下末吉面の形成時期や完新世
の有楽町海進などがその例．

光化学オキシダ
ント汚染

こうかがくおきしだ
んとおせん

photochemical oxidant
pollution

光化学反応で生じるオゾン，硫酸ミストなどの酸化ガ
ス（光化学オキシダント）による大気の汚染．

光化学スモッグ こうかがくすもっぐ photochemical smog 炭化水素と窒素酸化物が，太陽の紫外線により光化学
反応をおこして発生するスモッグ．

降下火砕堆積物 こうかかさいたいせ
きぶつ

pyroclastic fall deposit 噴火活動によって火口から放出された火山灰などの火
砕物質が地表に落下して生成された堆積物．



降下火山灰堆積
物

こうかかざんばいた
いせきぶつ

ash fall deposit 降下火砕堆積物中の構成物質が大部分粒径４㎜以下の
火山砕屑物からなるもの．

降下軽石堆積物 こうかかるいしたい
せきぶつ

pumice fall deposit 降下火砕堆積物中の構成物質が石英，安山岩，流紋岩
などの酸性マグマの発泡で生じた火山砕屑物からなる
もの．

光学異常 こうがくいじょう optical anomaly 鉱物結晶が，通常の鉱物における一般的な光学特性と
極端に異なる光学特性を呈する場合，その現象をい
う．

光学式地震計 こうがくしきじしん
けい

optical seismograph 地震計の倍率拡大に光学式テコを使用し，地震動を印
画紙に記録する方式の計測器．

光学性 こうがくせい optical character 結晶が光学的に正号か負号かの区別を有する性質．結
晶の伸長方向についても光学的に正，負の区別を行
う．

高角断層 こうかくだんそう high-angle fault 断層のうち，断層面の傾斜が高角度（一般には45゜以
上）のもの．

光学的一軸性 こうがくてきいちじ
くせい

optically uniaxial 六方晶系・三方晶系・正方晶系の結晶のように，光軸
を一本しか持たないこと．

光学的異方性 こうがくてきいほう
せい

optically anisotropic 結晶の方向によって光学的性質が異なること．立方晶
系以外の結晶がこれにあたる．

光学的正号 こうがくてきせいご
う

optically positive 光学的性質が方向により異なる結晶等において，その
光学性が正であることをいう．逆は光学的負号．

工学的地質図 こうがくてきちしつ
ず

engineering geological
map

通常の地質図上に地すべり状況・風化の程度・節理亀
裂の発達状況などの地質工学的な記載を加えた地質
図．

光学的等方性 こうがくてきとうほ
うせい

optically isotropic どの方向でも等しい光学的性質を示すもの．立方晶
系・非結晶体がこれにあたる．

光学的二軸性 こうがくてきにじく
せい

optically biaxial 光軸を二本持つ光学的性質の結晶．斜方晶系・単斜晶
系・三斜晶系に属する結晶がそれにあたる．

光学的負号 こうがくてきふごう optically negative 一軸性結晶で異常光が通常光より速いこと．二軸性結
晶で光軸角2Ω＞90゜のこと．

光学的分散 こうがくてきぶんさ
ん

optical dispersion 結晶の光学定数や光学的弾性軸の方向が光の波長
（色）により異なる現象．

光学的変位計 こうがくてきへんい
けい

optical displacement
gauge

変位を鏡の回転に変え，不動点から照射した光の反射
を利用し，受光面上の光点の移動量から変位量を求め
る計器．

光学的方位 こうがくてきほうい optical orientation 結晶の光学的方向（光学的弾性軸・光軸・光軸面な
ど）と，結晶との関係．晶系によって各軸との関係が
異なる．



鉱化作用 こうかさよう mineralization 熱水やガスによって鉱物が生成したり鉱床が形成され
る作用．

降下浸透 こうかしんとう percolation 岩石あるいは土壌の間隙の中に存在する水が重力に
よって下方に移動する過程をさす．透過ともいう．

降下浸透量 こうかしんとうりょ
う

quantity of percolation 地下へ浸透していく水量．一般に地下水の降下浸透に
は飽和浸透と不飽和浸透の二つの形態がある．

鉱化水 こうかすい mineralizing water 鉱化流体のうち，液体状態で挙動するもの．気体状態
の鉱化流体を示す鉱化ガスの対語．

降下スコリア堆
積物

こうかすこりあたい
せきぶつ

scoria fall deposit 降下火砕堆積物中の構成物質が玄武岩などのような塩
基性（苦鉄質）マグマの発泡で生じた火山砕屑物から
なるもの．

後火成作用 こうかせいさよう post-igneous action マグマ固結後に進行した反応で，熱水変質などを含ん
でいる作用．後マグマ作用ともいう．

抗火石 こうかせき kokaseki 伊豆七島新島，神津島産の多孔質流紋岩．加工が容易
で，防音材などの建築材料として用いられる．

鉱化帯 こうかたい mineralized zone 有用鉱物が賦存する一定の地域．個々の鉱床よりも広
域的な概念で用いられる．

降下堆積物 こうかたいせきぶつ fall deposit 空中を降下し，地表に堆積したものの総称．水中でも
静かに粒子が堆積したもの(グロビゲリナ軟泥など)．

降下テフラ こうかてふら pyroclastic fall deposit 火山活動の際，噴火により火口から噴出された噴出物
が，風などの営力で運搬されて地表に降下した堆積
物．

鉱化溶液 こうかようえき ore-forming solution 鉱床を生成するのに必要な成分を含んだ流体で，気
相，液相を問わない．熱水溶液・鉱液などともいう．

鉱化流体 こうかりゅうたい ore-forming fluid 鉱床を形成する際にその構成物質を運搬する流体をさ
す．気体・液体を問わず，混合体も包含した用語．

後カルデラ丘 こうかるでらきゅう post caldera cone カルデラ形成後にカルデラ内部に形成される新しい火
山．中央火口丘と同義語．

硬岩 こうがん hard rock 岩盤の工学的な性状を表わすために用いられた土木用
語．一軸圧縮強度が20MPa（中硬岩という区分を設ける
場合は80MPa）以上の岩石と定義している機関もある．
硬岩で構成される岩盤は一般に亀裂等の不連続面が発
達しているため，その力学的挙動は岩石強度より亀裂
等の不連続面の挙動に左右される．

鋼管杭 こうかんぐい steel pipe pile 既製杭の一種で円形の鋼管を杭として用いる．強い打
ち込みに耐え，大きな支持力が得られる．

交換クロマトグ
ラフィ法

こうかんくろまとぐ
らふほう

ion exchange
chromatography

吸収剤として物質のｐＨに依存せず，イオン交換樹脂
を用いたクロマトグラフィ法．



硬岩残丘 こうがんざんきゅう monadnock 準平原化作用から取り残された残丘のうち，浸食に対
する抵抗力が大きい珪岩などの硬岩が残ったもの．

鋼管支保工 こうかんしほこう pipe support 鋼アーチ支保工の一形式で，構造用鋼管を曲げ加工し
たもの．パイプ支保工ともいう．

交換性塩基 こうかんせいえんき exchangeable  base 水溶液中で，容易に他の塩基に交換できる鉱物中の塩
基．

交換性陽イオン こうかんせいようい
おん

exchangeable cations 水溶液中の陽イオンと容易に交換される，置換性の高
い鉱物中の陽イオンのこと．

鋼管付フレキシ
ブル鉄筋コンク
リート杭

こうかんつきふれき
しぶるてっきんこん
くりーとぐい

flexible reinforced
concrete pile with steel
pipe

鋼管の内壁に沿って鉛直方向にフレキシブル鉄筋を配
し，その内部にコンクリートまたはモルタルで充填し
た鋼管杭．

孔間透水試験 こうかんとうすいし
けん

cross hole permeability
test

2孔以上のボーリング孔を用いて，その間の地盤の透水
性状を求める透水試験方法で，地盤の異方性や水の流
れやすさを求めることができる．
クロスホール透水試験ともいう．

鋼管フォアパイ
ル

こうかんふぉあぱい
る

steel forepile トンネルの先受け工において，切羽前方に打ち込むこ
とによって地山の安定を確保する鋼管．

鋼管膨張型ロッ
クボルト

こうかんぼうちょう
がたろっくぼると

friction anchored
rockbolt of the type of
expanded steel tube

摩擦定着型ロックボルトの一つ．一部を内側に折り曲
げて径を縮小した円形鋼管を孔内に挿入後，管内に高
水圧を加えて膨張させ孔壁に圧着させる．

鋼管矢板 こうかんやいた steel pipe sheet pile 鋼管の側面に互いに連結するための継ぎ手金物を溶接
した矢板．

鋼管矢板土留め こうかんやいたどど
め

steel pipe sheeting 継手付きの鋼管を継手部をかみ合わせながら連続的に
地中に打設する土留め．遮水性大．

工期（土木工
事）

こうき（どぼくこう
じ）

time for
completion(civil works),
construction period

土木工事の着手から完成までに要する期間．工事期間
の略．

好気性 こうきせい aerobic 生育のために酸素を必要とするか，または酸素のある
状態で生育できる生物の性質．または生物に必要な酸
素がある状態．

好気性細菌 こうきせいさいきん aerobic bacteria 空気中ないし酸素の存在下で生活できる細菌．嫌気性
細菌の対語．

光起電力効果 こうきでんりょくこ
うか

photovoltaic effect 半導体が光を受けて内部で電気的な反応を起こし，電
圧を生じる現象．応用例として太陽電池があげられ
る．

高Ｑ層 こうきゅーうそう high-Q layer 海溝より沈み込むプレートは，粘性の小さな上部マン
トルに比べて地震波の減衰が小さく高Ｑ層と呼ぶ．

鉱業権 こうぎょうけん mining right 鉱業法によって登録を受けた区域で，登録を受けた鉱
物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を採掘し，これを
取得しうる権利（鉱業法第５条）．



高強度コンク
リート

こうきょうどこんく
りーと

high strength concrete 高い強度を有するコンクリートの総称．

高強度コンク
リート杭

こうきょうどこんく
りーとくい

high strength concrete
pile

既製鉄筋コンクリート杭の一種で圧縮強度の高い杭．
80MPa以上の強度を用いることもあるが，一般には50～
60MPaのものが多い．

高強度ポリマー
コンクリート

こうきょうどぽり
まーこんくりーと

high strength polymer
concrete

結合材の一部または全部にポリマーを用いて骨材を結
合したコンクリートで，強度大で耐水性・耐酸性に優
れる．

工業分析 こうぎょうぶんせき proximate analysis,
technical analysis

石炭を水分・灰分・揮発成分・固定炭素の４成分にわ
けて分析する方法．または工業原料，製品などの化学
分析全体をさす．

工業用岩石 こうぎょうようがん
せき

rocks for industry 建設工業用，製造工業用，および鉱業用岩石などで，
各種工業に使用される石材・原料石．

鉱業用岩石 こうぎょうようがん
せき

rocks for mining
industry

鉱業に使用される岩石．鉱石用岩石・精錬用岩石な
ど．

鋼玉 こうぎょく corundum α-Al2O3．六方晶系．硬度9．比重4.02．Cr3+，Fe3+を含

むとそれぞれルビー，サファイアとなる．酸化アルミ
ナ鉱物．硬度が９と硬く，宝石や研磨材などに用いら
れる．コランダムともいう．

硬玉 こうぎょく jade 翡翠（ひすい）輝石の宝石名．玉（ぎょく）と呼ばれ
る．主に東洋において珍重される．

鉱区 こうく mine claim 鉱業権の登録を得た一定の区域で，深さは無制限．１
鉱区の面積は最大面積に制限があり，最小面積も鉱物
により規制している．

鋼杭 こうぐい steel pile 鋼製の既製杭で円形中空断面の鋼管杭およびＨ形断面
のＨ形鋼杭がある．

航空三角測量 こうくうさんかくそ
くりょう

aero triangulation 正式には空中三角測量．撮影した写真上で行う三角測
量．これにより標定点を順次求めることができる．

航空磁気測量 こうくうじきそく
りょう

airborne magnetic survey 空中磁気探査と同義．

航空写真 こうくうしゃしん air photograph 空中写真ともいう．航空機を利用して空中から地表面
を撮影した写真．主に測量および地形判読に用いられ
る．

航空探査 こうくうたんさ aerial survey 飛行機やヘリコプターによる広域探査で，空中写真測
量や電気・電磁・磁気・重力・放射能探査などがあ
る．

坑口 こうぐち pit mouth, portal,
entrance of tunnel

坑道・斜坑あるいは立坑の入り口・出口．

坑口切付け こうぐちきりつけ portal-in 原地盤からトンネル坑口までの切土掘削．



孔口循環方式 こうぐちじゅんかん
ほうしき

borehole mouse
circulation grouting
method

孔口で注入圧力と注入量を制御し，リターン管により
余分なミルクをアジテータに返送してサプライ管に供
給することにより循環させて注入するグラウチング方
式．

坑口防噴装置 こうぐちぼうふんそ
うち

blow out preventor 地熱ボーリングの際にケーシングの頭部に取り付けら
れた地層流体の噴出防止装置．

高傾斜空中写真 こうけいしゃくう
ちゅうしゃしん

high angle oblique
aerial photograph

空中写真は通常垂直に撮影するが，斜面の撮影や災害
時の撮影など必要に応じて斜め方向から撮影した写
真．

孔径測定 こうけいそくてい caliper キャリパーと同義．

口径比 こうけいひ relative aperture カメラ，望遠鏡などのレンズや反射鏡の焦点距離を入
射瞳の直径で割ったもの．レンズの明るさを表す．Ｆ
値ともいう．

孔径変化法 こうけいへんかほう borehole deformation
method

ボアホール変形法と同義．

孔径補正 こうけいほせい bore hole diameter
correction

密度検層・音波検層のように測定値が孔径の影響を受
ける場合に行う孔径測定に基づく補正．

孔隙 こうげき pore 岩石中のすきまのことで，固体以外の部分．外部と連
続するものを有効孔隙という．

孔隙検層 こうげきけんそう porosity logging 中性子検層ともいう．高速中性子を地層に照射し，地
層中における減衰を測定して孔隙率を求める検層法．

攻撃斜面 こうげきしゃめん undercut slope 曲流する河川の外側に浸食により形成される急傾斜
面．この時反対側は堆積により形成された緩傾斜した
滑走斜面をなす．

孔隙水 こうげきすい pore water 間隙水と同義．

孔隙率 こうげきりつ porosity 間隙率と同義．

こう結（膠結） こうけつ cementation 堆積物などの孔隙や粒子間に，珪酸・炭酸塩などのセ
メント物質が沈積し，粒子などを結合させること．セ
メンテーションともいう．

こう結（膠結）
係数

こうけつけいすう cementation factor 地層の圧密度やこう結(膠結)度を示す値で，地層の比
抵抗検層のデータから地層の孔隙率を求めるために必
要な係数．

こう結（膠結）
帯

こうけつたい cementation zone 硫化物鉱床の金属硫酸塩が，地下水面下で還元作用に
より黄鉄鉱などの硫化物を沈積させた二次富鉱帯．還
元帯と同義．

こう結（膠結）
物

こうけつぶつ cement 堆積物などの各粒子を結合する珪酸塩鉱物・炭酸塩鉱
物・粘土鉱物など．珪質～石灰質のものが多い．



こう結（膠結）
物鉱物

こうけつぶつこうぶ
つ

cement mineral 石英・オパール・方解石・重晶石・沸石・菱鉄鉱・赤
鉄鉱・褐鉄鉱・粘土鉱物などのこう結（膠結）作用を
もつ鉱物．

高原 こうげん plateau 表面起伏が小さく，比較的平坦な広い上面をもつ周辺
地域より標高がかなり高い土地．

高剛性試験機 こうごうせいしけん
き

high stiffness testing
equipment

載荷フレームの剛性を高め，油圧サーボ機構も用いて
岩石の爆裂的破壊を防止し破壊後の挙動も測定できる
ようにした試験機．

坑口密閉試験 こうこうみっぺいし
けん

well head pressure test 地熱ボーリングなどで坑口の指示圧力から自噴蒸気量
を推定するために行うケーシング内圧力試験．

考古地磁気 こうこちじき archeomagnetism 炉や窯跡などの焼土遺構の熱残留している地磁気．考
古学的な時代の地磁気．

黄砂 こうさ yellow sand 中国奥地の砂漠の砂が低気圧によって高層に吹き上げ
られ，ジェット気流に乗って日本の空に流れてきたも
の．

鉱滓（鉱さい） こうさい slag スラグのこと．金属精錬で有価金属を抽出した後の溶
解物．“のろ”や“からみ”ともいう．

硬砂岩 こうさがん graywacke 長石類を多く含むアルコース砂岩に対して，岩石片や
有色鉱物の多い砂岩．こう結（膠結）物の少ない硬質
の砂岩．

交差節理 こうさせつり cross joint 火成岩の流理面・褶曲軸・地層の走向などにほぼ直角
に交る節理．横断節理・Ｑ節理・胴切節理ともいう．

交差断層 こうさだんそう transverse  fault その地域の地質構造の伸長方向に直交ないし高角度で
斜交する断層．胴切り断層・横断断層ともいう．

高山気候 こうざんきこう alpine climate 海抜高度の高い地域にみられる特殊な気候をさす．一
般に海抜2,000～3,000m以上の高山の気候．

高山性岩屑土 こうざんせいがんせ
つど

alpine lithosols 森林限界よりも高標高の山頂や斜面などに分布する,ほ
とんど土壌生成作用をうけていない石礫質の土壌．

鉱山評価 こうざんひょうか mine valuation 鉱山の価値．鉱山の現在価格の決定．鉱山の重要な資
産は可採埋蔵鉱量と鉱石品位．

格子 こうし lattice 平面上あるいは三次元空間の点が規則正しい周期的配
列を示すもの．

格子エネルギー こうしえねるぎー lattice energy イオン結晶においては，各イオンを無限遠までひき離
すのに必要なエネルギー．

光地園断層 こうじえんだんそう Kojien fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北西方向．北海道
十勝平野南部広尾付近に位置し全長22km．



格子解析 こうしかいせき lattice analysis 縦横に交差させた格子点に相当する地点の層序や岩相
を整理して，岩相の時間的・空間的変化を解析する手
法．

光軸角 こうじくかく optic axis angle, optic
angle

光学的二軸性結晶における二つの光軸（Ｚ軸・Ｘ軸）
の間の角度．通常はＺ軸とＸ軸の鋭光軸角を2Vで示
す．

光軸分散 こうじくぶんさん dispersion of optic axis 光の波長により異なった光軸の方位を示すこと．二軸
性結晶で認められ，晶系によって差がある．

光軸面 こうじくめん optic axis plane,
optical plane

光学的二軸性結晶において，二つの光軸（Ｚ軸・Ｘ
軸）を含む面．Ｙ軸は光軸面に垂直（光軸面法線）．

格子欠陥 こうしけっかん lattice defect 結晶は原子が完全に規則正しく配列せず，ところどこ
ろに乱れがある．これを格子欠陥と称し，結晶の物理
化学的性質に大きな影響を与える．

格子構造 こうしこうぞう lattice structure 鉱物の結晶学的方向に他の鉱物が規則正しく配列し格
子状を呈する構造．

硬質岩盤 こうしつがんばん hard rock mass 火成岩・変成岩および古生代～古第三紀の堆積岩など
で，新鮮岩の圧縮強度が概ねqu=20MPa以上の岩盤．

恒湿槽 こうしつそう constant humidity bath 実験およびその他の測定を一定の湿度のもとで行うた
めに，内部の湿度を一定に保つために工夫された装
置．

鉱質土壌 こうしつどじょう mineral soil 無機物が主要構成成分を占める土壌．無機質土壌とも
いう．

硬質粘土 こうしつねんど stiff clay カオリナイトを主成分とする硬く，緻密な粘土の総
称．

格子定数 こうしていすう lattice constants 結晶構造を規制する原子の三次元的配列の最小単位を
なす格子の各稜a，b，cおよび軸角のα，β，γの値．

鋼支保工応力測
定

こうしほこうおう
りょくそくてい

measuring stress of
steel support

鋼支保工の安全性の確認や，作用する荷重の推定か
ら，設計・施工に反映させるための応力測定．

向斜構造 こうしゃこうぞう syncline 上位の地層が平面的に中心に分布し，上に凹となった
褶曲構造．

向斜谷 こうしゃこく synclinal valley 地質構造における向斜軸に沿って発達する谷地形．新
潟県渋海川の中流部などにその例がみられる．

向斜山稜 こうしゃさんりょう synclinal ridge 地質構造における向斜軸に沿って延びる山稜．褶曲山
地が浸食されるときに形成されることが多い．

向斜軸 こうしゃじく axis of syncline 褶曲して地層の谷となる場所で，両側の斜面を二等分
する面と各層の交わる線をいう．



高周波地震計 こうしゅうはじしん
けい

high frequency
seismometer

岩盤破壊の前兆現象のモニターや岩盤の微細構造探査
において，高周波の弾性波を観測するための地震計．

高周波電磁法 こうしゅうはでんじ
ほう

high frequency
electromagnetic method

高周波電磁界を大地にかけ，地中での伝導電流と変位
電流による電磁界を測定し導電率と誘電率を求める方
法．

甲州みかげ こうしゅうみかげ Koshu mikage 山梨県塩山市大菩薩峠付近一帯から採石される石材．
新第三系石英閃緑岩．土木・鉄道敷石・板石土木用
材．塩山みかげと同質．

鉱床 こうしょう ore deposit, mineral
deposit

地殻中に何らかの地質作用によって，特定の鉱石鉱物
が濃集している部分．液体・気体の場合にも使用す
る．

恒常河川 こうじょうかせん perennial stream 永久河川と同義．

鉱床成因論 こうしょうせいいん
ろん

ore genesis,
metallogenesis,
metallogeny

鉱床の成因を，その鉱床を含めた広域的な地質体の地
史とともに研究すること．

鉱床生成期 こうしょうせいせい
き

metallogenic epoch 同じ成因型の鉱床が広く生成された時期．火成活動以
外の堆積鉱床でも用いられる．

鉱床生成区 こうしょうせいせい
く

metallogenic province 同一成因によって同種の鉱床が分布するまとまった範
囲．地域的に大規模なものに限定することがある．

鉱床評価 こうしょうひょうか ore deposit valuation 試掘の結果に基づいて対象となっている鉱床が経済的
に成立するか否かの評価．

恒常湧水 こうじょうゆうすい normal water flow トンネル湧水は，初期に多量であっても次第に減少し
て一定量を示すようになる．この状態にある湧水を恒
常湧水と称し，安定した量を示す．

孔心傾斜測定器 こうしんけいしゃそ
くていき

directional survey
instrument

ボーリング孔の孔軸の傾斜方位と傾斜角度を測定する
機器．孔曲り測定器と同義．

更新世 こうしんせい Pleistocene(epoch) 新生代第四紀の前期の地質時代．約160万～約1万年
前．最新世と同義で，古くは洪積世と称し，氷河時代
を含む．

更新統 こうしんとう Pleistocene(series) 第四紀の更新世に形成された地層群をさす．年代は約
160万～約１万年前まで．

庚申みかげ こうしんみかげ Koshin mikage 栃木県中禅寺湖南岸一帯に分布する半月山溶結凝灰
岩．アダメロ岩の貫入により結晶質となり肉眼で石英
斑岩・花崗斑岩に見誤れ，この名称がついた．

硬水 こうすい hard water カルシウムイオンとマグネシウムイオンを比較的多量
に含む天然水．これらの含量が少ないものを軟水とい
う．

鉱水 こうすい mine water, mineral
water

鉱泉水など鉱物質を多量に含む水．鉱山・製錬所・廃
坑などから排出される地下水で，重金属など有害成分
を含むもの．



洪水 こうずい flood 河川の著しい増水によって，水が自然または人工の堤
防からあふれる状態をさす．集中豪雨や融雪時に生じ
る．

洪水位 こうずいい flood stage, high-water
level flood stage

数年に一回程度起こる洪水発生時の河川水位をいい，
その水位を越えると堤防から河水があふれ出す．

高水位取水口 こうすいいしゅすい
こう

high level intake ダムの高水位時用の取水口のこと．

降水確率 こうすいかくりつ probability of
precipitation

ある地域において，1mm以上の降雨が生じる確率
（%）．６時間毎のように時間を区切って表示する．

洪水確率 こうずいかくりつ flood probability 河川の高水ピーク流量の決定に用いる洪水再現期間．

降水強度 こうすいきょうど precipitation intensity 通常１時間あたりの降雨量で表す．降雨強度・雨量強
度ともいう．

洪水痕跡標 こうずいこんせき
ひょう

flood marker 河床内の木本から得られる過去の洪水履歴を示す痕
跡．林分指標・単木指標・年輪指標がある．

洪水説 こうずいせつ Diluvial theory ノアの洪水を自然科学的に事実とみなし，洪水にとも
なって化石や地層が形成されたとする17～18世紀頃の
見解．

洪水調節 こうずいちょうせつ flood control 洪水時の流量を上流ダム，遊水池，河道，放水路など
により安全に流下させること．

洪水調節池 こうずいちょうせつ
ち

detention reservoir 洪水を調節し下流の洪水流量の軽減を目的とした河川
上流部に設ける貯水池．種類はダムと遊水池がある．

洪水調節用ダム こうずいちょうせつ
ようだむ

flood control dam 洪水を一時的に貯留して流入量を調節する機能を有す
るダム．

洪水調節用貯水
池

こうずいちょうせつ
ようちょすいち

flood control reservoir 洪水時に流水を一時貯留し，洪水調節を行うための貯
水池．

洪水調節用放流
工

こうずいちょうせつ
ようほうりゅうこう

flood control outlet
works

洪水調節のために用いられる放流設備で，非常用洪水
吐きともいう．

洪水調節容量 こうずいちょうせつ
ようりょう

flood storage,
storage capacity for
flood control

洪水調節機能を持たせたダムにおいて，計画上の基本
高水に対して下流への放流量を計画量におさえるため
に必要な一時貯留のための容量．

洪水到達時間 こうずいとうたつじ
かん

period of concentration 降雨の降り始めの時刻から，その降雨による流出が当
該地点で最大に達する時刻までの時間．

洪水吐き こうずいばき spillway 洪水時におけるダムおよび貯水池の安全確保を目的と
して設置される放流設備の総称．



洪水吐きカル
バート

こうずいばきかる
ばーと

spillway culvert 洪水吐き水路のうち，埋戻した暗きょ（暗渠）部．

洪水吐き橋梁 こうずいばききょう
りょう

spillway bridge 洪水吐きにかかる天端橋梁．

洪水吐きゲート こうずいばきげーと spillway gate, flood
gate

貯水池からの洪水放流を制御するゲート．

洪水吐きシュー
ト

こうずいばきしゅー
と

spillway chute 堤体と別に設ける洪水放流用の急傾斜開水路．

洪水吐き水路 こうずいばきすいろ spillway channel 堤体と別に設けた洪水吐から下流河川への導開水路．

洪水吐きトンネ
ル

こうずいばきとんね
る

spillway tunnel ダム放流設備のうち，導流部をトンネル形状としたも
の．常に開水路流となるように設計される．

洪水吐きピア こうずいばきぴあ spillway pier 越流頂にゲート支持，あるいは天端橋梁（洪水吐き橋
梁）支持のために設ける仕切りの構造物．または放流
設備の呑口部に設けられる導流用の構造物．

洪水吐き容量 こうずいばきよう
りょう

spillway capacity 洪水吐きの放流能力．

洪水防御壁 こうずいぼうぎょへ
き

flood prevention wall 洪水防御施設のうち，盛土堤防以外の壁状の構造物．

洪水流出土砂量 こうずいりゅうしゅ
つどしゃりょう

flood sedimentation １回の洪水により流送された土砂の量．

降水量 こうすいりょう amount of precipitation,
precipitation

地表に落下した形態によらないすべての水の量．雪な
どはこれを融かして水に換算した深さで表す．

孔井 こうせい borehole ボ－リング孔と同義語．

坑井 こうせい chute 鉱石の出鉱・資材の運搬・人道・通気などに使用する,
鉱体・岩盤中の上下方向に垂直か急角度の通路．

坑井 こうせい well 石油,ガス,地下水などの探査またはそれらをくみ上げ
るための井戸．ウェルともいう．

剛性 ごうせい stiffness 弾性体に働く外力と変位の比．圧縮・引張・曲げ・剪
断・ねじりなどがある．

鋼製アーチ式砂
防ダム

こうせいあーちしき
さぼうだむ

steel arch type checkdam 流出土砂の貯留，調節などを目的に建造された鋼製の
アーチダム．



鋼製足場 こうせいあしば steel platform 接地式足場，形鋼でやぐらを組み立てておきクレーン
船で海底に設置する．急傾斜地を除けば最も多く使用
される．

合成音響イン
ピーダンスログ

ごうせいおんきょう
いんぴーだんすろぐ

synthetic acoustic
impedance log

反射地震記録に基づく音響インピーダンス記録で，別
名擬似音響インピーダンスログとも呼ばれる．

合成開口レー
ダー

ごうせいかいこう
れーだー

synthetic aperture radar センサの移動に伴い得られる複数地点の反射波を合成
処理し，見かけ上大口径（高解像度）を得ているレー
ダー．

坑井干渉 こうせいかんしょう well interference 石油・天然ガスの開発で，複数の坑井が圧力，産出量
などの点で互いに干渉しあうこと．

坑井間トモグラ
フィ

こうせいかんともぐ
らふぃ

crosshole tomography 複数の坑井間で一つに発信源，残りに受信点を設置し
て，坑井間の物性分布を測定する方法．

剛性基礎 ごうせいきそ rigid foundation 設計上，たわみを無視して剛体と仮定できる基礎．剛
体基礎ともいう．

校正曲線 こうせいきょくせん calibration curve 高精度の校正器を用いて，この校正器が示す真の値と
計測器が示す値の関係を求めて図に表したもの．検定
曲線ともいう．

合成杭 ごうせいぐい composite pile 異なる材料を組合わせた杭．鋼管の内部をコンクリー
トで充填した杭などがある．

較正係数 こうせいけいすう calibration modulus 計測器の校正を行い，計測器の示す値が真の値になる
ように補正するための係数．

合成桁 ごうせいげた built up beam, composite
girder

異種の材料を接合して一体の桁としたもの．例として
鋼コンクリート桁などがある．

後生鉱床 こうせいこうしょう epigenetic deposit 母岩生成後に，風化・堆積・変質・変成作用によって
生じた鉱床．対語は同生鉱床．

合成鉱物 ごうせいこうぶつ synthetic mineral 天然に産するもの，という鉱物の定義に反するが，天
然に産する鉱物と同一の特徴を持つ人工結晶．主に宝
石・工業用．

後成作用 こうせいさよう epigenesis 堆積物が固結して石化する過程を続成作用というのに
対して，固結後に堆積岩が変成岩に変わる過程を示
す．

坑井仕上げ こうせいしあげ well completion 坑井を掘削した後に，ケーシングの挿入・セメンチン
グ・坑口の装置をとりつけるなど採収井に仕上げるま
での一連の作業．

坑井刺激法 こうせいしげきほう well stimulation method 石油・天然ガス・地熱などの開発において，産出層を
刺激して浸透率を大きくし，流体の増産をはかる方
法．油圧破砕法・水圧破砕法・酸処理法など．

合成地震記象 ごうせいじしんき
しょう

synthetic seismogram 合成地震動記録と同義語．



合成地震動記録 ごうせいじしんどう
きろく

synthetic seismogram 速度検層図と密度から人工的に合成して作成されるそ
の地域の地震記録．

合成地震反射記
録

ごうせいじしんはん
しゃきろく

synthetic reflection
seismogram

反射法速度検層などで，地表データと孔井データとを
結び付けるために工夫された反射地震波の合成記録．

剛性指数 ごうせいしすう rigidity index せん断弾性係数Ｇを非排水せん断強度Suで除した値．
ひずみの逆数に相当し記号Irで示す．

鋼製支保工 こうせいしほこう steel support Ｈ鋼などを加工して部材としたトンネル支保工の一
つ．アーチ形・台形などがある．

鋼製支保工軸力 こうせいしほこうじ
くりょく

steel support axial
force

鋼製支保工に加わる軸力．ひずみゲージ・ロードセル
などで測定する．

坑井重力計 こうせいじゅうりょ
くけい

borehole gravimeter ボアホール重力計と同義．

合成ゼオライト ごうせいぜおらいと synthetic zeolite イオン交換性・吸着性などの特性を利用し，触媒など
の機能を持たせた工業用の化学合成された沸石．

後生的 こうせいてき epigenetic 初生（同時）的ではなく，後時（二次）的なもの．母
岩の後にできた鉱床（風化残留鉱床など）や変質鉱物
などの形容詞．

坑井電磁法 こうせいでんじほう borehole electromagnetic
method

試錐孔電磁探査と同義．

鋼製土留め支保
工

こうせいどどめしほ
こう

steel earth-retaining
support

掘削した地山の安定を図るために用いる仮設の鋼構造
物．

坑井内震源 こうせいないしんげ
ん

borehole seismic source 坑井内で用いる震源で，坑井間トモグラフィなどの探
査で使用する．爆薬，エアガン，スパーカなどがあ
る．

坑井内速度測定 こうせいないそくど
そくてい

well velocity survey 坑井内に受振器を取付け，坑井口近傍の地表で人工地
震を発生させ，坑井沿いの弾性波速度を測定する方
法．

高性能爆薬 こうせいのうばくや
く

high explosive 爆速が7,000m/secの以上の爆薬で，高価である．一般
の産業火薬用としてでなく，科学実験などで使われ
る．

後成盆地 こうせいぼんち after-deep 盆地の形成時期によって定められた区分で，造山運動
後期または造山運動後に生じた盆地．

剛性マトリック
ス

ごうせいまとりっく
す

stiffness matrix 有限要素法で，節点変位と節点外力の関係を表す行
列．

剛性率 ごうせいりつ rigidity 弾性率の一種で，ずり変形に関係した弾性定数．せん
断弾性係数ともいう．



鋼製枠砂防ダム こうせいわくさぼう
だむ

steel dam,
steel sediment control
dam

鋼製枠組で骨格をつくり，これに玉石を充填して築造
する形式の砂防ダム．

硬石 こうせき hard stone 岩石を石材，砕石などで使用する時に用いられる．他
に比較して硬質な岩石．対語としては軟石（なんせ
き）．

鉱石 こうせき ore 有用元素または有用鉱物が濃集した岩石で，稼行の対
象となるもの，または将来稼行の可能性のあるもの．

鉱石顕微鏡 こうせきけんびきょ
う

ore microscope 主に鉱石など不透明鉱物の観察に使用し，鉱石表面か
らの反射光を観察する顕微鏡．

鉱石研磨機 こうせきけんまき polishing machine 不透明鉱石鉱物の目的とする面を反射光で観察するた
めに，鉱石を研磨する機械．

鉱石研磨片 こうせきけんまへん polished section 研磨片と同義．

鉱石鉱物 こうせきこうぶつ ore mineral 鉱石を構成する鉱物の中で，特に抽出の対象となる有
用鉱物．対語は脈石鉱物．

鉱石処理 こうせきしょり benefication 粉砕・焼結などによる鉱石の品位・性質の改良．

洪積世 こうせきせい Diluvium(epoch） 第四紀前期に相当し，元来はノアの洪水の産物と思わ
れた氷成堆積物などに用いられたが，現在は更新世
（約２百万年～１万年）と改称．土木用語としては現
在でも洪積世が用いられている．地質年代では必ずし
も洪積世と更新世とは一致しない．更新世をみよ．

洪積層 こうせきそう Diluvium, diluvial
deposit, diluvial
formation

古くは北ヨーロッパの氷成堆積物に用いられ，第四紀
前期の年代（更新世）の地層を示す．正しくは更新統
であるが，土木用語としては現在でも洪積層が用いら
れている．

洪積台地 こうせきだいち diluvial upland 主に更新世後期に堆積した地層が，地盤の上昇あるい
は海水準の低下に伴って台地化した地形をさす．

洪積統 こうせきとう Diluvium(series) 洪積世の地質年代を構成する地層の総称．更新統をみ
よ．

洪積粘土 こうせきねんど diluvial clay 更新世の粘土．沖積平野の下部または台地部に分布
し，軟弱な沖積粘土に比べて一般にやや硬く，過圧密
となっている．

硬石膏 こうせっこう anhydrite CaSO4．斜方晶系．硬度3.5．比重2.98．主として堆積岩

中に産する．塩酸で溶ける．加水変質すると石膏とな
る．

剛節点 ごうせってん rigid joint 部材が剛に結合されている構造物の節点をいい，ある
剛節点に集まる部材の回転角は同一である．

降雪量 こうせつりょう snow fall 地表に落下した雪の量．水の量に換算して表すことが
多いが，積もった雪の深さである積雪を示すこともあ
る．



鉱泉 こうせん mineral spring 地中から湧出する多量の固形物質かガスまたは特殊な
成分を含む湧泉，あるいはその土地の年平均気温より
常に著しく高い湧泉．我国の温泉法では，1㍑中に1g以
上の鉱物質成分を含むもの．

鋼繊維補強コン
クリート

こうせんいほきょう
こんくりーと

steel fiber reinforced
concrete

繊維補強コンクリートの短繊維に鋼繊維を用いたも
の．容積百分率で1～2%添加する．普通のコンクリート
に比べ引張強度，曲げ強度などが改善される．

鋼繊維補強コン
クリート舗装

こうせんいほきょう
こんくりーとほそう

steel fiber reinforced
concrete pavement

コンクリートに鋼製の短繊維材を混入た舗装．エネル
ギー吸収能力が大きく，耐衝撃性に優れている．

鉱染鉱床 こうせんこうしょう dissemination deposit 鉱染作用によって生じた鉱床で，微細な鉱石鉱物が散
在・点在する．鉱脈よりは鉱物含有量は少ないことが
多い．

光線軸 こうせんじく optic biradials,
ray axis

光学的異方体では同一方向で速さの異なる二つの偏光
が生じるが，この二つの光線速度が等しくなる方向を
いう．

鉱泉水 こうせんすい mineral water 鉱泉から産出する鉱物質またはガスを多量に含んだ湧
水．

光線速度 こうせんそくど ray velocity 光のエネルギーが伝わる方向による速度．光学的等方
体ではすべての方向で等しいが，異方体では方向に
よって異なる．

構造 こうぞう structure 構成する部位の配列状態．

構造運動 こうぞううんどう tectonic movement 褶曲・断層など地殻を構成する地層･岩石などを変形さ
せる運動過程の総称で，造構造運動ともいう．

構造解析 こうぞうかいせき structural analysis 岩体や地層の構造，変形の過程，力学的機構などを研
究する方法．幾何学的・力学的解析法がある．

構造角礫岩 こうぞうかくれきが
ん

tectonic breccia 断層角礫岩など，大規模な断層・褶曲運動（構造運
動）で破砕されて生成した角礫岩．

構造岩相 こうぞうがんそう tectonic lithofacies 岩体や地層の変形に関係のある岩相．泥岩は砂岩より
変形しやすいというような性質．

構造規制 こうぞうきせい structural control 断層・褶曲など地質構造が鉱床の形成位置・分布に制
限・影響を与えること．

構造区 こうぞうく tectonic province 地史を反映した特定の構造，岩石で特徴づけられる地
域，もしくは地質体．

構造区分図 こうぞうくぶんず geotectonic map 地質図のうち，地質構造によって特徴づけられる構造
単元によって区分して表現したもの．地質構造の特徴
と構造発達史を読み取ることができる．

構造圏 こうぞうけん tectonosphere テクトノスフェアと同義語．



構造湖 こうぞうこ tectonic lake 断層・褶曲作用などの地殻構造運動で形成された凹地
に水がたまって生じた湖．諏訪湖は断層による陥没で
生じた．

構造谷 こうぞうこく tectonic valley 断層谷など構造運動に起因して形成された谷．地質構
造や岩質に起因して形成された適従谷を示す場合もあ
る．

航走採泥器 こうそうさいでいき underway bottom sampler 湖や海に堆積した泥などの未固結な底質物質を採取す
るため，船尾から曳行しながら用いるサンプラ．

後造山運動 こうぞうざんうんど
う

postorogenic movement 褶曲・変成・深成・隆起などの（狭義の）造山運動の
後の作用．地塊が安定化に向い，断裂に伴う火成活動
が多い．

構造式 こうぞうしき constitutional formula 化学式の一種で，元素記号を用いて分子の構成や結合
状況を図示したもの．

構造地震 こうぞうじしん tectonic earthquake 自然地震のうちで，地殻およびマントル上部の構造運
動の結果発生する地震．

構造試錐 こうぞうしすい structural boring 地質構造を調べる目的で実施する試錐．コア採取，各
種検層も実施する．

構造水 こうぞうすい constitution water 鉱物（結晶格子中）に（OH）基として入っている水．
加熱により脱水する．

構造性天然ガス こうぞうせいてんね
んがす

structural natural gas 油田ガスのうち，液状の石油をほとんど伴わない遊離
した天然ガスが集積しているもの．

構造性メラン
ジュ

こうぞうせいめらん
じゅ

tectonic melange メランジュを成因で区分した場合の一区分．構造運動
で形成されたメランジュのこと．

構造線 こうぞうせん tectonic line 地質構造単元を区画する大規模な断層あるいは多数の
断層の集合体．地質構造線ともいう．

構造帯 こうぞうたい tectonic zone ある特徴的な地質構造・地史をもった帯状の地域．

構造段丘 こうぞうだんきゅう tectonic terrace 地盤の隆起や河道の増傾斜などの地盤運動によって，
河流が浸食力を復活した結果形成された河岸段丘．

構造単元 こうぞうたんげん tectonic unit ある特徴的な構造形態，発達史により区分される地
域．

構造地形 こうぞうちけい tectonic landform 地質構造と深い関係を有する地形．地盤運動に基づく
変動地形と地質構造に基づく浸食地形とに区別でき
る．

構造土 こうぞうど patterned ground 周氷河地形において，主に凍結作用によって形成され
る幾何学的な形をした地表面の模様や微地形．



構造等高線図 こうぞうとうこうせ
んず

structure contour map 層理面や不整合面などの特定面の高さの等しい点を結
び，その面の形態を等高線で表した図．

構造トラップ こうぞうとらっぷ structural trap 石油やガスなどの貯留部を形成する地質構造．褶曲に
よる背斜部，断層によるものなどがある．

構造発達史 こうぞうはったつし geotectonic history 地質構造の研究により明らかにされた，地殻の運動や
火成作用・変成作用などの発達過程の歴史．

構造ファブリッ
ク

こうぞうふぁぶりっ
く

tectonic fabric 地層や岩体の変形によって二次的にできた，幾何学的
構造．線構造・片理・へき開（劈開）・褶曲軸・結晶
配列など．

構造平野 こうぞうへいや structural plain 地質構造そのものが平坦な表面をつくっている平野．
水平な地層に基づいた浸食地形として生じる平坦な地
形．

構造盆地 こうぞうぼんち tectonic basin 周辺部が相対的に隆起するような断層運動や褶曲運動
によってできた凹地．変動地形としての盆地．

構造面 こうぞうめん stratum plain コロラド台地のように，地層の層理面などや岩体の構
造が顕著に表わされている面・構造台地．

構造用コンク
リート

こうぞうようこんく
りーと

structural concrete ダムコンクリートのうち堤体内の鉄筋構造物周辺およ
び鉄筋構造物に使用されるコンクリート．

構造要素 こうぞうようそ fabric element 岩体内部の幾何学的組織配列を構成する要素．層理・
片理・流理・葉状構造・褶曲軸など．ファブリック要
素ともいう．

拘束圧 こうそくあつ confining pressure 通常状態において，地盤中の対象要素の周面に作用し
ている垂直応力．三軸圧縮試験における側圧に相当す
る．

拘束圧依存性 こうそくあついぞん
せい

confining pressure
dependence

地盤材料にかかる拘束圧の大きさにより，その材料の
強度，変形性，透水特性などの諸物性が変化するこ
と．

拘束圧縮試験 こうそくあっしゅく
しけん

confined compression
test

土の圧縮性や透水性から圧密諸係数を求める試験の一
つで，砂や礫を含んだ締固め土に対する圧密試験．

高速増殖炉 こうそくぞうしょく
ろ

fast breeder reactor
(FBR)

高速中性子を利用する原子炉で，天然ウランを使用で
きるとともに，核燃料としてのプルトニウムを生産．

高速度層 こうそくどそう high-velocity layer,
high-velocity zone

海溝より沈み込むプレートは，粘性の小さな上部マン
トルに比べて地震波の伝わる速度が速いので高速度層
と呼ぶ．

高速フーリエ変
換

こうそくふーりえへ
んかん

fast Fourier transform かなりの計算量を要する離散的フーリエ変換を改良
し，飛躍的に演算時間を短縮した高速演算アルゴリズ
ム．

高速ミキサ こうそくみきさ high speed mixer コンクリートやモルタルなどの製造に用いる練り混ぜ
機械のうち，回転速度の速いもの．



高速リングせん
断試験

こうそくりんぐせん
だんしけん

rapid ring shear test ドーナツ型の供試体にねじりモーメントを与え，円周
方向に供試体を急速にせん断する試験方法で，非常に
大きな変位領域まで試験が可能である．

硬組織 こうそしき hard tissue 生物体内の骨（軟骨）や歯，殻などの硬質の組織．化
石として残りやすい．

剛塑性体 ごうそせいたい rigid-plastic body 塑性状態に至るまでは剛体としての性質を有する材
料．

鉱体 こうたい ore body ある広がりをもつ鉱床において，特に有用鉱石の濃集
している所で，一般に稼行対象とされる部分．

剛体 ごうたい rigid body 外力を加えても，変形や体積変化が生じない理想固
体．

剛体基礎 ごうたいきそ rigid foundation 剛性基礎と同義．

交代鉱床 こうたいこうしょう replacement deposit,
metasomatic deposit

熱水溶液により物質移動が生じ，有用鉱物を含む種類
の異なる岩石になった鉱床．

交代鉱物 こうたいこうぶつ metasome 交代作用で生成した鉱物．例えば，石灰岩と花崗岩の
接触変成作用によるガーネット・ダトー石などのスカ
ルン鉱物など．

交代鉱脈 こうたいこうみゃく replacement vein 交代作用によって生成した鉱脈．接触変成作用に伴う
スカルン鉱床（鉄・銅鉱床）など．

交代作用 こうたいさよう metasomatism 変成作用の一つで，岩石が他の物質と反応して，化学
組成を変化させる作用．接触変成作用などに認められ
る．

後退浸食 こうたいしんしょく backward erosion 谷の最上流部，すなわち谷頭において風化と重力に基
づく崩壊によって行われる谷壁斜面の浸食作用．頭部
浸食・谷頭浸食ともいう．

交代スカルン こうたいすかるん metasomatic skarn 接触変成作用でマグマが炭酸塩岩などの母岩を交代
し，生成した鉱床の脈石を構成する石灰苦土珪酸塩鉱
物集合体．

後退堆石 こうたいたいせき recessional moraine 氷河の縮小の過程において，氷舌端の一時的な停滞の
位置を示す痕跡として残される末端氷堆石．後退速度
により分布が異なる．

剛体ばねモデル ごうたいばねもでる rigid-bodies spring
model, RBSM

解析対象を２種類のバネで連結された剛体の集合体と
仮定し，要素間のすべりと回転により変形解析を行う
モデル．ＲＢＳＭともいう．

剛体ブロックモ
デル

ごうたいぶろっくも
でる

rigid block model 解析領域内を剛体ブロックの集合体と考え，隣接する
ブロックの辺間の相対運動のみを考慮する解析モデ
ル．

交代変成岩 こうたいへんせいが
ん

metasomatic rock 岩石に化学的非平衡な流体が浸透することにより形成
される，原岩とは異なる化学組織の岩石をいう．スカ
ルンなど．



剛体要素モデル ごうたいようそもで
る

rigid element model 解析領域内の対象物を剛体要素に分割し，隣接する二
つの剛体要素を要素境界において相対運動に抵抗する
バネ系により連結した解析モデル．

鉱体流電法 こうたいりゅうでん
ほう

charged potential method 流電電位法と同義．

光沢 こうたく luster 物質表面からの光の反射による見た目のことで，つや
とも．金属光沢・樹脂状光沢・粘土光沢など．

光沢度 こうたくど gloss 物体の表面の鮮明度を何らかの方法で測定し，これを
量的に表したものを光沢度という．

光弾性 こうだんせい photoelasticity 光弾性体がひずみ状態において，光学的異方体になっ
て偏光する性質のこと．

光弾性材料 こうだんせいざい
りょう

photoelastic materials 外力を受けたときに内部に一時的に光学的異方性を持
ち複屈折を起こす材料．ガラスやプラスチックなどの
透明な弾性体である．

光弾性実験 こうだんせいじっけ
ん

photoelastic experiment 物質の光弾性効果を利用し，物体内部の応力状態を求
める実験．

鉱柱 こうちゅう pillar 鉱石をすべて採掘すると空洞が崩落するため，意図的
に柱状に残した鉱石．

高潮 こうちょう high water, storm surge 台風や低気圧などによって海水面が平常時よりも著し
く高くなる現象であり，南に開いた湾内では特に大き
くなる．

高潮線 こうちょうせん high water line 満潮の時の海面と浜の交わる線のこと．満潮線ともい
う．

高潮堤 こうちょうてい sea wall 台風などの気象現象で発生する海水面の異常上昇か
ら，海水の進入を防ぐために設けられる防潮堤．

高潮汀線 こうちょうていせん high-tide shoreline 高潮時に陸地と水面が交わる線．平均的な満潮時の水
面と浜との交線のこと．

高張力鋼 こうちょうりょくこ
う

high tension steel, high
tensile strength steel

合金元素の配合や焼入れ・焼なましなどにより強度を
高めた鋼材． 耐引張強度は490MPa以上．

国府津・松田断
層

こうづまつだだんそ
う

Kozu-Matuda fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北西方向，右横ずれ
逆断層．南足柄市から小田原市に分布する延長約
40km．

孔底圧 こうていあつ bottom hole pressure 孔井の底部に作用する圧力で，流体圧・密閉孔底圧
（原油・ガス層）・産出孔底圧などがある．

孔底圧測定器 こうていあつそくて
いき

bottom hole pressure
gauge

孔底における流体圧力の測定器．石油掘削井におい
て，原油・ガス層の産出状況を調べるために行われる
ことが多い．



孔底温度 こうていおんど bottom hole temperature 掘削や生産等による乱れがなくなった状態での孔底の
温度．

坑底駆動モータ こうていくどうもー
た

downhole motor 傾斜ボーリングにおいて計画的な孔曲げ点（キックオ
フポイント）の掘削や，指向性ボーリングの方向修正
に用いる．ダイナドリル・ターボドリルなど．

孔底試料採取器 こうていしりょうさ
いしゅき

bottom hole sampler ボトムホールサンプラと同義．

孔底ひずみ法 こうていひずみほう borehole bottom strain
method

初期地圧測定方法の一つ．掘削した孔底にゲージを貼
り付け，オーバーコアリングによる応力解放時のひず
み変化を測定する方法．孔底の形状に平面，球状，円
錐の３種類がある．

光電管 こうでんかん photo-tube 光などの電磁波により表面から電子が出る光電極をそ
なえた電子管.光の強さの変化を電流の変化に変換する
装置．

光電管温度計 こうでんかんおんど
けい

photoelectric pyrometer 放射温度計の一つ．光電管で光の入射によって発生す
る光電子を電流または電圧として測定する温度計．

光電効果 こうでんこうか photoelectric effect 物質に光が入射することにより自由電子が生ずる現
象．電気伝導度の増加，起電力の発生等がある．

光点走査法 こうてんそうさほう scanner method 平面的な像を点の集合に分解し，点の明暗を電気的な
強弱に変え順に送り出すこと，またはその逆の操作．

光電池温度計 こうでんちおんどけ
い

photocell pyrometer 放射温度計の一つ．光電池で波長1～15マイクロメータ
の赤外線による起電力を測定する温度計．

光伝導型検知器 こうでんどうがたけ
んちき

photo conductive
detector

光が当たると電気伝導度が高くなる光伝導効果を利用
し，この特性を持つ半導体を検知素子とした光検知
器．

硬度 こうど hardness 硬さの程度を表す言葉．方法により，ひっかき硬度・
摩擦硬度・おしこみ硬度・はねあがり硬度などがあ
る．鉱物を対象としたモースの分類が有名で，滑石か
らダイヤモンドまで10段階に区分される．

紅土 こうど laterite 熱帯～亜熱帯地域に広く分布する強風化した赤色の土
壌．鉄とアルミニウムの二次酸化物に富む．ラテライ
トともいう．

高度異常 こうどいじょう free-air anomary 地上で測定された重力値を高度補正したのち，正規重
力値を差し引いたもの．

坑道 こうどう gallery, tunnel 鉱山・土木工事などの作業の必要上，地下に設けられ
た通路空間の総称．

坑道水準 こうどうすいじゅん level 坑道のうちの水平坑道の水平面．

坑道探鉱 こうどうたんこう tunnel prospecting 坑道による探鉱法．鉱床の連続方向にほぼ直角に掘進
する立入れや鉱床の連続性を探るひ押しなどがある．



坑道発破 こうどうはっぱ undermining blast 原石山などで小断面の坑道を掘削して装薬後，埋戻し
発破する方法．大量の岩掘削に用いられる．

鉱毒 こうどく mine pollution 鉱山や精錬所から排出される廃水や煙に含まれる有害
物質，またはその有害物質による被害のこと．

高度計 こうどけい altimeter 基準面からの高さを計測する機器．気圧の減少を計測
する方法や，電波の反射時間から求める方法などがあ
る．

硬度計 こうどけい hardness scale 様々な物質の硬さを測定するための装置で対象とする
物により異なる．鉱物では，モース硬度計が用いられ
る．

硬度試験 こうどしけん hardness test 硬さ試験と同義．

黄土地形 こうどちけい loess topography 黄土が作る平坦な台地を切り込むＶ字谷の発達や黄土
塔・黄土橋などの形成による黄土地帯独特の自然景
観．

高度補正 こうどほせい elevation correction ①地震探査において，震源および受信点を同一の基準
面にて発受信したように記録値に時間補正を施すこ
と．
②フリーエア補正と同義．高度による重力値の変化を
フリーエア効果といい，この補正を施すこと．
③気圧の海面更正ともいう．大気圧の観測は様々な高
度で行われるのでそれぞれの測定値を平均海面の値に
直すこと．

孔内圧力測定 こうないあつりょく
そくてい

borehole pressure survey 主として油層評価のために行う石油井・ガス井内の圧
力分布，圧力勾配，自噴時および密閉時の孔底圧の測
定．

坑内運搬方式 こうないうんぱんほ
うしき

tunnel haulage system トンネルのずり出しの方法で，タイヤ方式・レール方
式・ベルトコンベアおよびスラリー輸送などがある．

孔内温度 こうないおんど borehole temperature 孔井内での温度分布で，割れ目が多い透水性地層では
局部低下，厚い透水性地層では低勾配を示す場合があ
る．

孔内温度ビルド
アップ試験

こうないおんどびる
どあっぷしけん

borehole temperature
buildup test

温度回復試験と同義．掘削後，複数回の温度測定によ
り，貯留層温度を推定するための試験．

坑内火災 こうないかさい mine fire 坑内で発生する火災．地上火災の原因のほかにガス・
炭塵などの爆発，発破作業などの火源が加わる．

坑内ガス爆発 こうないがすばくは
つ

fire damp explosion 坑内で湧出したメタンを主成分とするガスが爆発を起
こすこと．

坑内換気 こうないかんき underground ventilation 坑道内の環境を維持するための換気で，送気式・排気
式・併用式などがある．

坑内基準点 こうないきじゅんて
ん

point rod だぼとも呼ばれ，坑内施工に利用する仮設の測量基準
点をいう．



孔内傾斜計 こうないけいしゃけ
い

borehole inclinometer ボーリング孔の傾斜角を深度方向に連続的に測定する
機器．固定式と挿入式がある．地すべりや山留めの計
測などに用いられる．

孔内検層 こうないけんそう borehole logging 地質や孔井状況などを解明するために，孔井内の物理
的・化学的諸量を深度に対して連続的に測定する検
層．

孔内載荷試験 こうないさいかしけ
ん

borehole loading test 孔内水平載荷試験と同義．

坑内地震計測定 こうないじしんけい
そくてい

underground seismic
survey

坑井内速度測定と同じ原理であるが，透過波と反射波
を観測し，100mより深い地層構造調査に用いる．

坑内支保 こうないしほ mine timbering 地圧により坑内が押しつぶされないよう，また落盤・
落石から坑夫を保護するための支え．剛性支保と可縮
性支保あり．

孔内状況補正 こうないじょうきょ
うほせい

borehole correction 孔井内の状況（孔径・泥壁・泥水浸入深度・層厚な
ど）が各種検層の測定値に及ぼす影響を考慮して行う
補正．

坑内水 こうないすい mine water 鉱山などの坑口より排出される廃水，坑内湧水の総
称．

孔内水平載荷試
験

こうないすいへいさ
いかしけん

borehole lateral load
test

ボーリング孔の孔壁に横方向に載荷して行う現場載荷
試験．横方向の地盤変形と強度特性を原位置で求める
試験．ボーリング孔内横方向載荷試験・ボーリング孔
内載荷試験ともいう．

孔内洗浄法 こうないせんじょう
ほう

borehole washing method 孔内の掘り屑や沈澱物を排除し清掃すること．泥水・
空気などを循環させる方法や特殊な器具による方法が
ある．

孔内せん断試験 こうないせんだんし
けん

borehole shear test 孔井を利用した岩盤試験方法の一つ．孔壁に押付けた
歯形剛板を，ロッドやワイヤで引上げる時の荷重から
せん断強度を求める．

孔内多層伸縮計 こうないたそうしん
しゅくけい

borehole multi-
extensometer

ボーリング孔壁面にアンカーを取ったり，磁性体や放
射線源などを用いて各層の変位を検出する装置．

孔内探査法 こうないたんさほう well logging 試錐孔や坑井において，物理・化学的諸量を利用し，
連続的に深度と対比させて地質状況などを解明する測
定方法．検層と同義．

孔内弾性波速度 こうないだんせいは
そくど

borehole seismic
velocity

ボーリング孔に沿った弾性波速度．発振源と受振点の
位置により，ダウンホール法とアップホール法などが
ある．

坑内弾性波探査 こうないだんせいは
たんさ

seismic prospecting in
test adit

横坑を利用した弾性波速度構造調査法．側壁や踏前に
発振源と受振点を置いて，屈折法により坑壁沿いの弾
性波速度構造を求める．

坑内地質図 こうないちしつず underground geological
map

地中に掘削された横坑，縦坑などの側壁や天盤の岩
質・割れ目・断層・鉱脈などを記載した地質図．

坑内通気 こうないつうき mine ventilation 坑内の換気．坑内に新鮮な空気を送り，各種ガスおよ
び粉じんの濃度希釈，温度を下げるなどの効果あり．



坑内排水 こうないはいすい draining, drainage 坑内で発生する自然湧水・作業排水を坑外に排出する
作業，またはそのシステム．

坑内保安 こうないほあん mine safety 鉱業の保安は鉱山における人に対する危害の防止，鉱
物資源の保護，鉱山施設の保全および公害の防止，と
している．

孔内膨張計 こうないぼうちょう
けい

borehole dilatometer 等分布荷重方式の孔内載荷試験器．孔内でゴムスリー
ブを介して孔壁全周に等分布荷重を載荷する．

孔内レーダー検
層

こうないれーだーけ
んそう

borehole radar log 極超短波の電波を利用し，孔壁近傍の地層，亀裂，断
層などや孔間内部の状態を探査する孔内検層法の一
種．

高熱交代鉱床 こうねつこうたいこ
うしょう

pyrometasomatic deposit スカルン鉱床と同義．炭酸塩岩と火成岩との接触部ま
たはその付近に形成されるCa・Mg・Al・Feなどの珪酸
塩鉱物の集合体．

好熱性細菌 こうねつせいさいき
ん

thermophilic bacteria 生育至適温度が50～105℃で，30℃以下ではほとんど増
殖しない細菌の総称．硫黄酸化細菌・メタン細菌な
ど．

高熱セメント こうねつせめんと high heat cement 硬化時に高い水和熱を発するセメント．

高熱トンネル こうねつとんねる tunnel through high heat
zone

高い地熱を有する温泉地帯などに施工されたトンネ
ル．施工時には高温蒸気や発破作業などに特別な配慮
が必要．

耕野石 こうのいし Kono ishi 宮城県伊具郡丸森町産石材．中生界閃緑岩．建築・装
飾・墓石用材．

江濃地震 こうのうじしん the 1909 Kono earthquake 1909年8月14日に姉川付近で発生したM6.8の地震．滋
賀・岐阜県で死者94人，全壊家屋978戸とされる被害地
震．姉川地震とも呼ばれる．

鴻之舞鉱山 こうのまいこうざん Konomai mine 北海道紋別市鴻ノ舞にあったモベツ川の中流にある日
本屈指のAu・Ag鉱山．1973年閉山．

後背亀裂 こうはいきれつ lunar cracks 地すべり滑動によって生じた，主滑落崖の背後の原地
表面に生じる，主に三日月型の引張亀裂のこと．

荒廃山地 こうはいさんち devastated mountain 人間活動の妨げになる程度の土砂移動が行われる，あ
るいは土砂の移動が予想される山地．

後背湿地 こうはいしっち back marsh 氾濫原上で自然堤防などの微高地の背後にできる沼沢
性の低湿地．シルト・粘土などの細粒物質が堆積す
る．後背低地ともいう．

後背地 こうはいち provenance 堆積物や堆積岩を構成する砕屑物を供給した地域・範
囲．

後背低地 こうはいていち back marsh 後背湿地と同義．



勾配変化点 こうばいへんかてん changing point of
gradient

道路などの線形構造物において縦断勾配が変化する地
点．

後背盆地 こうはいぼんち backdeep 造山運動末期の山脈が形成された時期に，その背後に
生じた山麓沈降盆地．

光波セオドライ
ト

こうはせおどらいと electro-optical
theodolite

セオドライト（経緯儀）に光波距離計（の機能）を搭
載したもの．以前製造されていた視準・測角用の望遠
鏡と光波距離計が独立した形式をさすこともある．

光波測距儀 こうはそくきょぎ optical distance-
measuring device,
electro-optical distance
meter, geodimeter

光を発射し，その発射波と測点上の反射板またはプリ
ズムなどからの反射光の位相差で２点間の距離を測定
する測量器．

光波測量 こうはそくりょう optical distance
measurement

厳密には光波測距のこと．２点間の距離を測るのに光
の点滅による位相差あるいは伝搬時間を利用する．

後氷期 こうひょうき postglacial age 完新世（約１万年前以降）と同時期．スカンジナビア
半島の氷床が縮小後退し，二分裂した以降の期間．

後氷期海進 こうひょうきかいし
ん

postglacial
transgression

約１万年前以降の縄文海進のこと．氷期後に気候が温
暖化し，内陸部に海が進入した．

後氷期隆起運動 こうひょうきりゅう
きうんどう

upheaval on the
postglacial epoch

氷期後，氷床の荷重が無くなった地殻がマントルから
浮力を受けゆっくりした隆起が継続する現象．

高品位酸化鉱 こうひんいさんかこ
う

high grade oxidation ore 地表または地表近くで，風化・酸化作用により生成し
た高品位の酸化鉱物が濃集した鉱石．

降伏 こうふく yield 応力の増加に伴いひずみが急激に増加し，弾性を失い
塑性状態になる現象．この点を降伏点という．

降伏応力 こうふくおうりょく yield stress 材料が外力を受けて弾性状態から塑性状態に移るとき
の応力．

降伏曲線 こうふくきょくせん yield locus,yield curve 材料が外力を受けたとき，その性質が弾性状態から塑
性状態へ変化する応力条件を応力空間内で表示した曲
線．

降伏条件 こうふくじょうけん yield condition 材料が弾性を失い，塑性状態に入る時の力学条件．
モール・クーロン，ドラッカー・プラガーなどの条件
が代表的．

降伏値 こうふくち yield value 外力を受けた材料が弾性状態から塑性状態へ変化する
時の応力値．

降伏点 こうふくてん yield point 材料が荷重を受け弾性領域から塑性領域に移行する
点．

鉱物学的相律 こうぶつがくてきそ
うりつ

mineralogical phase rule 化学的に平衡な状態における相の数・成分数・自由度
の関係．



鉱物共生 こうぶつきょうせい mineral paragenesis 二種類以上の鉱物の集合．一般に同時晶出のものをさ
すが，順次晶出したものをさすこともある．

鉱物組合せ こうぶつくみあわせ mineral assemblage 一定の温度・圧力条件によって生じる数種類の鉱物の
集合．

鉱物資源量 こうぶつしげんりょ
う

mineral resources
quantity, an amount of
mineral resources

有用鉱物の量のことで，一般的には固体に用いるが，
石油などの液体にも使用．

鉱物種 こうぶつしゅ mineral species 一定の化学組成・結晶構造・物性を有し，他と区別さ
れる鉱物．

鉱物相 こうぶつそう mineral facies 一定の化学組成の岩石で，特定の鉱物組み合わせを生
じさせる温度・圧力条件．

鉱物組成 こうぶつそせい mineral composition 岩石を構成する鉱物の種類および割合の組合せ．岩石
の化学組成や生成時の温度・圧力条件によって異な
る．

鉱物標本 こうぶつひょうほん mineral specimen 代表的または特殊な鉱物を，普及のための展示や研究
などのために収集整理したもの．

高分子材料 こうぶんしざいりょ
う

polymeric material 分子量１万以上の合成化合物材料の総称．建設分野で
も多種多様な高分子材料が利用されている．

孔壁アンカー式
沈下計

こうへきあんかーし
きちんかけい

anchor type borehole
settlement gauge

ボーリング孔壁にパンタグラフ式や油圧式などのアン
カーを取り地層の変位を検出する装置．

孔壁ひずみ法 こうへきひずみほう borehole wall strain
method

初期地圧測定法の一つで，応力解放法の一種．孔壁に
ひずみゲージを貼付し，その孔を大口径でオーバーコ
アリングしてひずみ測定を行う．

孔壁補償型音波
検層

こうへきほしょうが
たおんぱけんそう

borehole compensated
sonic logging

発振器・受振器の組合わせを２組以上にして，速度値
へ及ぼす孔径の影響を軽減するようにした音波検層．

神戸層群 こうべそうぐん Kobe Group 三田盆地～神戸市西部，淡路島北部などに分布する，
新第三系堆積性軟岩（砂岩・泥岩・礫岩・凝灰岩）．

後方交会法 こうほうこうかいほ
う

method of resection,
method of backward
intersection

平板測量において未知の点の位置を，既知点からの方
向線を利用して図解決定していく方法．

坑木 こうぼく mine timber 鉱山の坑道で，主として坑道の落盤を防ぐための支保
に使われる木材．

硬膜泡掘り法 こうまくあわぼりほ
う

stiff form drilling 水に気泡剤と膜面強化剤を添加し，これに空気を送り
発泡させた泡を用いたボーリング．スライム運搬と出
水抑制に効果大．

後マグマ期 こうまぐまき postmagmatic stage マグマからの珪酸塩・硫化物などの晶出の後，揮発成
分が増加して，ペグマタイト化や気成・熱水鉱化作用
が行われる時期．



後マグマ作用 こうまぐまさよう postmagmatic action 後火成作用と同義．マグマからの分化・晶出作用の最
終段階で，ペグマタイトの形成・鉱化変質作用・鉱床
の生成などが行われる作用．

高密度弾性波探
査

こうみつどだんせい
はたんさ

high resolution seismic
prospecting

解析にトモグラフィ手法を用いた弾性波探査．従来の
はぎとり法で解析された屈折法弾性波探査に比べて特
に深部の詳細な速度分布が求められる特徴を有する．
近年特にトンネルの地質調査に用いられることが多
い．

高密度電気探査 こうみつどでんきた
んさ

high resolution
electrical prospecting

測線上に高密度に設置した電極で測定を行い，有限要
素法を用いた二次元インバージョン解析によって断面
上の比抵抗分布を求め，ビジュアルな表示を行う手
法．トンネルなど土木分野での調査に用いられてい
る．

鉱脈 こうみゃく ore vein, vein 岩石の割れ目を充填した鉱物の集合で，板状または
シート状の形態を示す．樋（ひ）ともいう．

鉱脈鉱床 こうみゃくこうしょ
う

metalliferous vein 脈状や板状の形態をもつ鉱床．主として岩石の割れ目
を鉱石鉱物が充填してできた鉱床．

郷村断層 ごうむらだんそう Gomura fault 地震断層．左ずれ，西側隆起．北丹後地震(1927)で京
都府に出現した．

孔明管仕上げ こうめいかんしあげ slotted pipe ボーリング孔に孔明管を設置する作業．地熱還元井・
温泉・地下水採取井などに利用．

孔明率 こうめいりつ porosity ストレーナ管において，管における開孔面積の割合．

坑門 こうもん portal トンネル坑口部の地山の安定や雪崩防護を図るために
入口・出口に設ける門状のコンクリート構造物．

閘門式魚道 こうもんしきぎょど
う

lock type fish way 上流側と下流側のゲートによって水位を調節し，運河
のこう門で船を航行させるのと同じ要領で魚を遡上さ
せる施設．魚用閘門参照．

鋼矢板 こうやいた steel sheet-pile 掘削時の土留工や止水などに用いられる鋼製の矢板．

鋼矢板土留め こうやいたどどめ steel pipe sheeting 鋼矢板を連続して地中に打設する土留めで，継手部を
かみ合わせるので遮水性が高い．

鋼矢木 こうやぎ steel spile 軟弱な地盤でのトンネル掘削において周辺地山を支持
するために切羽外周に打ち込む鋼材．

香焼地すべり こうやぎじすべり the Koyagi landslide 1979年6月に長崎県西彼杵群香焼町で発生した地すべ
り．被害面積は3.4ha．

鉱油 こうゆ mineral oil 常温・常圧条件で液状をなす炭化水素を主体とした原
油．

高有機質土 こうゆうきしつど highly organic soil 有機物を多量に含む土．有機物の状態により，泥炭，
黒泥に分類される．



高有機土質の分
解度試験

こうゆうきどしつの
ぶんかいどしけん

degradation test for
highly organic soil

泥炭を主とする高有機質土の分解度試験．水洗法，比
色法，von Post法などがある．

小原木大理石 こうらぎだいりせき Koragi marble 宮城県本吉郡唐桑村小原木産石材．古生界粘板岩中に
挟まれる大理石．装飾・石垣用材．

高落差発電 こうらくさはつでん high head scheme 利用水位差の大きい発電のこと．

合流扇状地 ごうりゅうせんじょ
うち

confluent fan 山麓で複数の扇状地が横方向に接したもの．合流境界
は一般に明瞭．平地周縁の断層崖などで普通に見られ
る．

鉱量 こうりょう reserve 地下に埋蔵されている未採掘の鉱石・石油・天然ガス
などの量．埋蔵量と同義．

鉱量計算 こうりょうけいさん calculating tonnage 鉱山の稼行採掘に際し，地下に埋蔵する鉱石の量を日
本工業規格の鉱量計算基準に従って計算すること．

光量子 こうりょうし light quantum 電磁場を量子化して表現する質量のない粒子で，エネ
ルギー・運動量・角運動量をもつ．

高陵土 こうりょうど koryodo 主としてカオリン族鉱物から構成された白色を呈する
粘土．堆積性・風化残留物．熱水性のものあり．カオ
リンともいう．

抗力 こうりょく drag force 流れが物体に及ぼす抵抗力．物体の前面と背面に生じ
る圧力差を圧力抗力という．

合力 ごうりょく a resultant force,
resultant of forces

物体に働く多数の力とまったく同一な一つの力．合成
力．

古ウルム期 こうるむき Altwurm 最後の氷河期（ウルム期）は，更に古（７～５万年
前），中（５～３万年前），新（３～１万年前）に区
分される．

高レベル放射性
廃棄物

こうれべるほうしゃ
せいはいきぶつ

high level radioactive
waste

主に核分裂生成物で，他にアクチノイドも含む，使用
済核燃料の再処理により発生する高放射性の液体．使
用済核燃料そのものを意味する場合もある．

高レベル放射性
廃棄物地下処分
施設

こうれべるほうしゃ
せいはいきぶつちか
しょぶんしせつ

disposal facility of
high level radioactive
waste

高レベル放射性廃棄物を安定な形態に固化した後，地
下数100mより深い地中に処分する施設．

紅れん石片岩 こうれんせきへんが
ん

piedmontite schist 紅れん石が含まれる珪質片岩．原岩はチャートなどの
珪質堆積岩．

高炉スラグ こうろすらぐ blast-furnace slag 高炉でせん鉄を製造する際の副産物として生成される
非金属鉱物の残さい．冷却，粉砕して骨材やコンク
リート混和材として利用．

高炉スラグセメ
ント

こうろすらぐせめん
と

portland blast-furnace
slag cement

クリンカーと高炉スラグに石膏を加えて混合粉砕して
製造したセメント．



高炉セメント こうろせめんと portland blast-furnace
cement

水冷スラグとポルトランドセメントクリンカーとを微
粉砕して製造したセメント．

声問ガス田 こえといがすでん Koetoi gas field 北海道稚内市声問に位置するガス田．天北産ガス地帯
に属する．中新統増幌層（頁岩，砂岩）から産出．

コーキング こーきんぐ calking,caulking グラウチング時における岩盤表面のリーク処理のこ
と．麻，糸鉛，マキハダ，ウエス，セメントペースト
などを用いる．

コーキング材 こーきんぐざい caulking compound グラウチングの岩盤表面のリーク処理に用いられる材
料で，セメント・ウェス・マキハダ・糸鉛・麻などが
ある．

ゴースト ごーすと image ghost 一般に反射法弾性波探査で，副次的多重反射などのた
めに主信号の他に若干遅れて到達する不明瞭な薄い
像．

ゴースト反射 ごーすとはんしゃ ghost reflection 震動源から上方に進んだ波が風化層の基底・地表・水
面などで反射して，下向きに進む現象．

コードラート法 こーどらーとほう quadrat method 1m四方などの小面積範囲内に生息する植生の種類，個
体数，質量などを計測し，植物群落の組成などを把握
する手法．

ゴーブル式杭打
ち分析器

ごーぶるしきくいう
ちぶんせきき

Goble pile-driving
analyser

杭を打ち込む際の打撃量と沈下量から，杭の支持力を
推定する分析器．

桑折断層 こおりだんそう Kori fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東～北東方向．
福島県桑折町付近に位置全長約10km．

氷蓄熱 こおりちくねつ ice thermal storage 氷の潜熱が大きいことを利用して，夜間の余剰電力で
氷を作って貯蔵し，日中の冷房に利用する方法．

コールドジョイ
ント

こーるどじょいんと cold joint コンクリート打設の中断により，それまでに打設した
コンクリートが硬化しはじめてから次の層が打ちつが
れることで生ずる不連続な接合面．

コールドプルー
ム

こーるどぷるーむ cold plume 地球内部の温度不均質のうち，マントル内の地球表面
から核に向かって下降する冷たい物質の流れのこと．

コールドロン こーるどろん cauldron 火山性陥没地の代表名称．カルデラともいう．これと
同様に，円形状陥没地についても同名称が用いられて
いる．

コールピックハ
ンマー

こーるぴっくはん
まー

coal pick hammer 軟岩の小規模な掘削や岩塊の小割に用いられる空圧打
撃式の手持ち削岩機．

コーン貫入試験 こーんかんにゅうし
けん

cone penetration test ロッドの先端に円錐（コーン）を付けたものを土の中
に貫入させた時の貫入抵抗から土の硬さ，締まり具合
などを調べる試験．サウンディングの一種．円錐貫入
試験ともいう．

コーン貫入抵抗
値

こーんかんにゅうて
いこうち

cone penetration
resistance

コーン貫入試験で求めた貫入抵抗の値．



コーンクラッ
シャ

こーんくらっしゃ cone crusher コーン内部のかさ形の回転部の偏心運動により原石を
破砕する中砕～細砕用の破砕機．

コーン式標準貫
入試験

こーんしきひょう
じゅんかんにゅうし
けん

standard cone
penetration test

標準貫入試験において，サンプラのかわりに直径5㎝・
先端角60ﾟの堅固なコーンを用いる試験．

コーン支持力 こーんしじりょく cone bearing capacity 単位面積あたりのコーン貫入抵抗値．粘性土のせん断
強度と相関性がある．

コーン指数 こーんしすう cone index コーンペネトロメータで計測した貫入抵抗を単位断面
積あたりにした値．

コーンプーリー
法

こーんぷーりーほう standard penetration
test using cone pulley

標準貫入試験の一方法．ロープを巻き上げ急に離すこ
とにより，ハンマーを落下させる方法．

コーンペネトロ
メータ

こーんぺねとろめー
た

cone penetrometer コーン指数を求めるため，一定速度でコーンを土中に
貫入させ，その抵抗を計測するための器材．

固化 こか solidification 液体あるいは液状の物質を固体に転換すること．

固化作用 こかさよう consolidation 物理的あるいは化学的な作用により，物質が硬質化す
る作用．

小型有孔虫 こがたゆうこうちゅ
う

smaller foraminifera 有孔虫類を大型・小型に二分したときの小型のもの．
一般に殻径数mm未満．底生種が多く，海底環境復元に
重要．浮遊性種は重要な示準化石として用いられる．

枯渇押し こかつおし depletion drive 石油・ガスの産出過程の分類の一つで，採収による油
層圧の低下が起きても縁辺部からの端水の浸入がな
い．層位トラップ型鉱床に普通にみられる．

固化廃棄物 こかはいきぶつ solidified waste 液体廃棄物あるいは動きやすい廃棄物をある特別な処
理によって固体媒体中に結合させ固定化したもの．

護岸 ごがん coastal revetment 海岸・河岸・湖岸において水あるいは流水による浸食
を防ぎ岸に当る水勢に抵抗するために築造される工作
物あるいは保護して水害を防ぐこと．

古環境 こかんきょう palaeoenvironment 現在の環境になる前の，地質時代の陸上および海上の
地球環境．

湖岸線 こがんせん shoreline of lake 陸地面と湖面の境界線．湖面すなわち浸食基準面の上
下変動によって，湖岸線は大きく変化する．

湖岸段丘 こがんだんきゅう lacustrine terrace かつての湖底が，湖面すなわち浸食基準面の相対的低
下によって陸化し，段丘となった地形．

湖岸平野 こがんへいや lacustrine plain 湖岸に沿って発達した平野で，流入する河川により生
じた三角州平野や低い湖岸段丘からなるものなどがあ
る．



古気温 こきおん palaeotemperature 地質時代の地球をとりまく大気の温度の状態．化石植
物の現存種との比較から，年平均気温・最高最低気温
が求められている．

古気候 こきこう palaeoclimate 地質時代の気候．古生物学や地質学的手法などから，
温度・湿度やその他の気象条件を基に求められる．

古期地すべり こきじすべり ancient landslide 地質時代に発生したと考えられる地すべり．「旧地す
べり」，「旧期地すべり」と同義語．

黒鉛 こくえん graphite 石墨と同義．

黒鉛鉱床 こくえんこうしょう graphite deposit 石墨鉱床と同義．

国際実用温度目
盛

こくさいじつようお
んどめもり

international practical
temperature scale

国際度量衡総会で決められた温度目盛．物質の沸点，
凝固点，三重点による温度定点の指定温度値を用いて
いる．

国際石炭分類法 こくさいせきたんぶ
んるいほう

international
classification of coal

国際的に統一された基準で石炭を分類し，国際貿易で
正確に評価できるようにする分類法（試案）．

国際単位系 こくさいたんいけい international system of
unit

1960年の国際度量衝総会で採択された単位系．７の基
本単位，２の補助単位，19の組立単位および20の接頭
語で構成されている．仏語の略称ＳＩ単位系ともい
う．

国際地球観測年 こくさいちきゅうか
んそくねん

International
Geophysical Year

64ヶ国が地球物理現象の共同観測を実施した1957年７
月～1958年12月までの期間で，略称はＩＧＹ．

国際地球楕円体 こくさいちきゅうだ
えんたい

international ellipsoid 地球は長半径a，短半径bの楕円体と考えられ，扁平率
f=(a-b)/aにヘィフォードの測定値を用いたもの．
f=1/297．0

国際標準磁場 こくさいひょうじゅ
んじば

international
geomagnetic reference
field

世界各地における磁気測量結果により，大局的な地球
磁場を球関数で表現したもの．IGRFと略すこともあ
る．

国際メートル原
器

こくさいめーとるげ
んき

international meter 国際度量衡総会で作られた白金イリジウムからなる原
器．現在ではメートルは光の速度で定義されている．

国際横メルカト
ル図法

こくさいよこめるか
とるずほう

universal transverse
mercator projection

世界の地形図の標準投影図法となっている横メルカト
ル図法の１種．UTM図法と略称する．

小串石 こぐしいし Kogushi ishi 山口県豊浦郡豊浦町小串産石材．白亜系～古第三系の
ひん岩，黒色，緻密で砕石用材．

黒色火薬 こくしょくかやく black powder 硝酸カリ，硫黄，木炭を調合した火薬で爆発速度は
300m/sec程度．導火線の心薬として用いられる．

黒色頁岩 こくしょくけつがん black shale ブラック・シェールと同義．通称としてのみ使用．



黒色土 こくしょくど black earth, black soil 黒色の表層を持つ土壌の総称で，有機物含量の多いも
のと母材が塩基性岩に由来するものがある．

黒色片岩 こくしょくへんがん black schist 正式には泥質片岩といい，泥質岩起源の変成岩（低変
成度結晶片岩）で，石墨を含み外観が黒色を呈する．

谷側崩壊 こくそくほうかい slope failure on valley-
side

谷側の崩壊．水流や地下水の浸み出しによる浸食など
が誘因．谷側崩壊は斜面全体の安定を損なうことがあ
る．

極大地震 ごくだいじしん ultra-large-earthquake,
ultra-major-earthquake

地震のマグニチュード(M)による分類で，Mが９以上の
地震のこと．

黒体輻射 こくたいふくしゃ black body radiation 一定の温度で黒体（理想物体）より射出される放射現
象または放射エネルギー．

黒炭 こくたん black coal 色調が黒色に近い石炭の総称．れき青炭と無煙炭がこ
れにあたる．火成岩の貫入で変質した石炭を呼ぶこと
もある．

黒泥 こくでい muck 湿地に堆積し，分解の進んだ有機物を多く含むシルト
あるいは泥で，黒色を呈するもの．

黒泥土 こくでいど muck soils 分解が進み細粒化した有機物が混ざり堆積した土壌．
排水の悪い環境で堆積し,水田となっていることが多
い．

谷底平野 こくていへいや valley bottom plain 側方浸食などで生じた幅2～3km以下の狭長な平野．表
層地質は一般的に未固結の砂礫・砂・泥からなる．

黒土 こくど mineral black 炭素を多く含み黒色を呈する粘土．炭素以外には，珪
酸・アルミナを主成分とする．

谷頭 こくとう valley head 谷の最上流部．風化と重力に基づく崩壊により，浸食
作用のもっとも活発な部分である．

谷頭浸食 こくとうしんしょく headward erosion 谷の最上流部，すなわち谷頭において風化と重力に基
づく崩壊により行われる谷壁斜面の浸食作用．

国土基本図 こくどきほんず national large map of
Japan

国土調査法に基づき，建設省国土地理院が作成してい
る縮尺1/2，500と1/5，000の基本図．

国土数値情報 こくどすうちじょう
ほう

digital national land
information

地図上に一定間隔のメッシュをかけて，その交点の自
然条件，社会文化条件などの地理的情報を数値化した
もの．

極微小地震 ごくびしょうじしん microearthquake 地震のマグニチュード(M)による分類で，Mが１未満の
地震のこと．

国府みかげ こくぶみかげ Kokubu mikage 広島県芦品郡および府中市産建築・土木用石材．上部
古生界を貫く中生界黒雲母花崗岩．中粒，錆が少な
い．



国分石 こくぶんいし Kokubun ishi 長崎県長崎市国分町産石材．上部古第三系を覆ってい
る新第三系角閃石両輝石安山岩（筑紫溶岩)，砕石・土
木用材．船蔵石と同質．

谷壁斜面 こくへきしゃめん valley wall 谷の流路方向に対し直角方向の斜面．峡谷・V字谷など
では急斜面，カール・U字谷などでは垂直に近い．

黒綿土 こくめんど black cotton soils インドに広く分布する異色の草原土壌で，モンモリロ
ナイトに富んでいるため，水を含むと大きな膨潤性を
示す．

黒曜岩 こくようがん obsidian 流紋岩～石英安山岩質のガラス質火山岩．黒色でガラ
ス光沢を有する．貝殻状断口を示す．石器の材料とし
て用いられた．黒曜石とも．

黒曜石年代決定
法

こくようせきねんだ
いけっていほう

dating by obsidian 黒曜石の水和作用は水の拡散時間が拡散距離の２乗に
正比例することから，水和層の厚さから年代を決める
方法.

固結 こけつ consolidation 堆積物の自重・地殻変動の圧力・基質物質の化学変化
などの継続によって堆積物が固化すること．

固結指数 こけつしすう solidification index マグマの結晶分化作用の程度を表す指標．含有金属成
分の比から求められ，作用の進行に伴い値減少．

固結粒状ラテラ
イト

こけつりゅうじょう
らてらいと

cemented nodular
laterite

比較的小型の丸みのある硬くて緻密な鉄とアルミニウ
ムに富む赤色土壌．

後光ばり ごこうばり radial strut 木製支柱式支保工の一種．扇形に斜めに梁を入れる方
式で，一般に地質不良の場合の応急措置に用いられ
た．

ココスプレート ここすぷれーと Cocos plate 中米西方沖の海洋プレート．東太平洋海膨などに発散
境界，メキシコ海溝に収束境界を有する．

小坂鉱山 こさかこうざん Kosaka mine 秋田県北部の小坂町にあったCu鉱山で，黒鉱鉱床の日
本有数の鉱山．Zn・Au・Agも産出．1994年閉山．

古砂丘 こさきゅう ancient dune 火山灰や古土壌などによって覆われた，更新世あるい
はそれ以前に形成された古い砂丘．

誤差伝播の法則 ごさでんぱのほうそ
く

low of error propagation 間接観測における観測値の誤差分散と推定値の誤差分
散の間に成立する法則

小沢田地すべり こさわだじすべり the Kosawada landslide 1964年に秋田県北秋田郡上小阿仁村で融雪時に発生し
た地すべり．被害は人家12戸とされている．

腰石積み こしいしづみ skirt retaining wall のり面の裾（法尻）に設けられる土止め・排水用の石
垣，ふとん篭・蛇篭・空石積み石垣などが多い．

小塩地すべり こしおじすべり the Koshio landslide 古くより活動が継続してきたが，近年活発化した長野
県大鹿村の地すべり．1992年に集中豪雨により発生
し，民家・国道に被害をもたらした．中央構造線に隣
接し，高圧変成作用を受けた基岩が破砕・粘土化して
すべり面を形成．



古地震 こじしん paleoearthquake 近代地震観測以前の地震の総称．古地震学はテクトニ
クス研究にとって重要である．

59型直視式電磁
地震計

ごじゅうきゅうがた
ちょくししきでんじ
じしんけい

59 type direct reading
electromagnetic
seismograph

気象庁が開発した増幅器を用いた電磁地震計の一種．
換振器の出力を積分して増幅する変位型地震計．

湖沼 こしょう lake 内陸の凹地に水がたまったもの．湖・沼・池・沼沢・
潟などともよばれる．

湖沼型 こしょうがた lake type 湖沼をその生物生産の内容や，その多少によって分類
したもの．調和湖沼型と非調和湖沼型とに2大分され
る．

湖沼湿原 こしょうしつげん lake swamp 湖沼が水面近くまで埋め立てられ，その末期に形成さ
れた低湿地．

湖沼水 こしょうすい lake water 湖沼と呼ばれる湖・沼・沼沢・池・潟沼の水の総称．
その塩分濃度より淡水と塩水に分類される．

五条谷断層 ごじょうだにだんそ
う

Gojodani fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．和歌山
県和泉山脈南縁に位置し長さ約22㎞．中央構造線系活
断層に含まれる．

弧状地帯 こじょうちたい arcuate belt 大洋側に向かって島が弧状に並ぶ地帯．弧状列島．活
火山・海溝・深発地震などの現象で特徴づけられる．

弧状展開爆発法 こじょうてんかいば
くはつほう

arc shooting 屈折法探査において，震源（爆発点）を中心に円弧状
に多数の受振点を配置する方法．河床部砂礫層の厚
さ，空洞探査などに用いる．

弧状列島 こじょうれっとう Islands arc プレートの収束境界に位置する弧状の列島．必然的に
海溝の陸側に存在し，深発地震帯や火山帯などを伴
う．

古植生 こしょくせい palaeovegetation 過去のある地質時代の植生．植物化石群の分布・生存
地・生活形などに基づいて復元される．

御所桜大理石 ごしょざくらだいり
せき

Goshozakura marble 福岡県田川市弓削田産美術品用石材．白亜紀の黒雲母
花崗岩に貫かれるペルム石炭系中の大理石．

五助橋断層 ごすけばしだんそう Gosukebasi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級～Ａ級，北東走向．神
戸市付近に分布し，六甲山塊を二分する．延長約14
㎞．

越河断層 こすごうだんそう Kosugo fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北～北東方向．福
島盆地西縁の丘陵と盆地床との地形境界に位置し延長
約15Km．

湖成 こせい lacustrine 一般に，堆積物を堆積環境から区分する時の陸水環境
の湖に堆積したものに用いる用語．

古生界 こせいかい Paleozoic 古生代のすべての岩体．



湖成層 こせいそう lacustrine sediment 湖に堆積してできた地層．一般に分級がよくしばしば
細かく成層．

古生層 こせいそう Paleozoic group 古生代の地層の呼称．

古生代 こせいだい Paleozoic(era) 化石をもとに地質時代を三分した最初の時代．

湖成粘土 こせいねんど lacustrine clay 湖沼内に堆積した粘土．

古生物地理区 こせいぶつちりく paleobiogeographic
province

地質時代における古生物の地理的棲息範囲．石灰－ペ
ルム紀のゴンドワナ植物界・アンガラ植物界など．

互層 ごそう alternation of strata 岩相の異なる地層が交互に重なりあった地層．砂(岩)
と泥(岩)の互層が多い．

こそく こそく chipping トンネル内空断面をおかす凸部などを手持削岩機など
により少量ずつ掘削すること．あるいは掘削面に残っ
た浮石を落とすこと．

古第三紀 こだいさんき Paleogene(period) 第三紀の前半．哺乳動物などが発展しはじめるほか，
大型有孔虫ヌンムリテスなどで特徴づけられる時代．

古第三系 こだいさんけい Palaeogene(system) 古第三紀の岩体．

固体相 こたいそう solid phase 定まった形状をもち，外力に容易に変形や体積変化を
示さない物質の状態領域．

固体摩擦 こたいまさつ solid friction 二つの固体物質の接触部に生じる抵抗力．地震計など
では測定値の補正に用いる．

固体流送量（河
川の）

こたいりゅうそう
りょう（かせんの）

solid load of river 運搬作用により，一定の横断面を単位時間内に通過す
る固体物質の全重量．

小滝地すべり こだきじすべり the Kodaki landslide 1970年に富山県氷見市小滝付近で発生した地すべり．
県道などに被害が出た．

小谷地すべり こたにじすべり the Kotani landslide 1976年に京都府加佐郡大江町で，台風17号の影響によ
り発生した地すべり．

小段 こだん berm のり面の維持管理や小崩壊防止のため，のり面の中間
に設ける段．小段の位置および幅は設置目的により変
える．

古地温 こちおん paleogeotemperature 過去の地層の温度．



古地形 こちけい paleotopography 過去において形成され，現在地層下に埋没された地
形．埋没地形の復元は，ボーリング・地形調査などに
よる．

古地磁気 こちじき paleomagnetism 過去の地球磁場．岩石ないしは考古遺物の残留磁化を
用いて復元する．

古地磁気層序 こちじきそうじょ paleomagnetic
stratigraphy

岩石の自然残留磁気を磁気化石として，組み立てた地
層の順序．

古地磁気編年尺
度

こちじきへんねん
しゃくど

geomagnetic polarity
time scale

地球磁場の逆転に基づく年代区分の基準となるもの．

古地質図 こちしつず paleogeologic map 過去の地質時代の地質を示した地質図．古い岩石の相
互関係を表現するために描かれることが多い．

固着すべり こちゃくすべり stick slip 固着した断層面の不安定性すべり．地震発生のメカニ
ズムとして注目されている．

古地理 こちり paleogeography 地質時代における地理（水陸分布・気候・地形・生態
系）のこと．主に地層と化石を用いて調べられる．

古地理図 こちりず paleogeographic map 堆積物の分布や特徴，化石などから，ある期間におけ
る特定の地域の地理的様相を図に表したもの．

国家基準点 こっかきじゅんてん national control point 基本測量によって設置された基準点．天測点，四等以
上の三角点，二等以上の水準点などを含む．

国家石油備蓄 こっかせきゆびちく government petroleum
stockpiling

国際石油価格の不安定性ならびに国内石油供給安定化
のために国家事業として石油を備蓄すること．

骨材 こつざい aggregate コンクリートやモルタルの材料で，セメント・水・混
和剤以外の砂・砂利・砕石など．

骨材最大寸法 こつざいさいだいす
んぽう

maximum aggregate size 粗骨材の最大寸法のこと．

骨材のすり減り
減量試験

こつざいのすりへり
げんりょうしけん

abrasion test of coarse
aggregate

粗骨材のすりへり抵抗の試験方法．ロサンゼルス試験
機によるすりへり減量を測定する．

骨材プラント こつざいぷらんと aggregate plant 原石を破砕，選別，洗浄し，所定の粒度，品質の骨材
を生産する設備．

骨材冷却 こつざいれいきゃく aggregate cooling,
pre-cooling for
aggregate

セメントの水和反応に伴うコンクリートの温度上昇を
抑えるため，予め骨材を冷却すること．

小土山地すべり こつちやまじすべり the Kotuchiyama
landslide

1971年に長野県北安曇郡小谷村で発生した地すべり．
一級河川姫川の閉塞，人家15戸全壊とされる，国鉄へ
被害．



木っ端 こっぱ goaf, gob 採石の際に生じる廃石，ずり．

湖底谷 こていこく sublacustrine valley 湖底水面下に見られる，陸上の河谷と同様な地形．過
去においての河谷の水没，あるいは混濁流による水中
浸食によって形成される．

固定式足場 こていしきあしば fixing platform 海・湖底にくいなどを打込み，これにデッキを固定し
足場とする．材料は木製・パイプ・鋼製などを用い
る．

固定式連通管沈
下計

こていしきれんつう
かんちんかけい

fixed siphon type
settlement gauge

地盤や構造物の沈下を水深により測定する装置．基準
水槽を固定し，各点の水位変位を直接または圧力計な
どで測定する．

湖底堆積物 こていたいせきぶつ lacustrine deposits 湖や沼における堆積物の総称．沿岸部の無機成分を主
とするものと深底部の有機成分を主とするものに大別
される．

固定炭素 こていたんそ fixed carbon 石炭やコークスから水分，灰分，揮発分を除いた後に
残る炭素を主とする固体．

固定地下水 こていちかすい fixed groundwater 通常の水文的循環から切り離され，利用が困難な地下
水．

固定ピストン式
シンウォールサ
ンプラ

こていぴすとんしき
しんうぉーるさんぷ
ら

thin-walled tube sampler
with fixed piston

ピストンを固定し地盤にサンプリングチューブを連続
的に押し込み，乱さない土の試料を採取する器具．

湖底平原 こていへいげん central plain 湖の中央部で堆積物が原地形を埋めて平坦面を形成し
た地形．湖棚付近で浸食された細粒物質などが堆積す
る．

湖底有機堆積物 こていゆうきたいせ
きぶつ

lacustrine organic
deposits

有機成分を主とする湖底堆積物．プランクトンの死骸
を主とする骸泥と腐植質よりなる腐植泥がある．

こて仕上げ こてしあげ screeded finish, trowel
finish

コンクリートの締固め後，表面を木ごてや金ごてなど
で仕上げること．

古銅輝石安山岩 こどうきせきあんざ
んがん

bronzite andesite 古銅輝石を特徴的に含む安山岩で，瀬戸内地方に特徴
的に産出する他，小笠原父島，銚子にも産する．

古東京川 ことうきょうがわ Paleo-Tokyo river 東京湾海底の谷．最終氷期の陸上谷が沈水したもの．
現海底を刻む谷と埋積谷との新旧二つの谷よりなる．

古東京湾 ことうきょうわん Paleo-Tokyo bay 更新世中～後期に存在した関東平野地域の海湾で，成
田層群・東京層・下末吉層などの形成場．

五島鉱山 ごとうこうざん Goto mine 長崎県五島列島福江島の西端に位置する．耐火物用ロ
ウ石・ダイアスボア・粘土用ロウ石を産出．

古土壌 こどじょう paleosol 地質時代にできた土壌で，生成当時の地表環境（気
候・排水条件など）の推定に利用可能．



小泊地すべり こどまりじすべり the Kodomari landslide 1963年3月16日に新潟県西頸城郡小泊部落の裏山で発生

した地すべり．移動土砂約15万ｍ3．地質は名立層．

ゴトランド系 ごとらんどけい Gotlandian(system) シルル紀を代表する地質系統で現在はシルル系と呼ば
れる．

古奈石 こないし Kona ishi 静岡県田方郡長岡町産石材．新第三系凝灰岩・凝灰角
礫岩・石質脆弱で建築用の土台石・倉庫・石臼用材．

コニーデ こにーで konide 成層火山型の火山．多輪廻の中心噴火による溶岩流な
どの噴出物が山頂火口周囲に積み重なった円錐型の成
層火山．

ゴニオメータ ごにおめーた goniometer ①Ｘ線回折装置などでxyz軸方向を自由に設定できるよ
うにした支持台．
②写真測量においてカメラの画面距離や，レンズのわ
い曲（歪曲）収差を測定するための望遠鏡と目盛盤か
らなる装置．

コニカルスキャ
ナ

こにかるすきゃな conical scanner 鉛直軸を中心とした円錐面に方向が沿うよう走査鏡を
回転させ，地表を円形状に走査する構造のスキャナ．

古日本海 こにほんかい Paleo-Japan sea 地質時代に海域として現在の日本海の位置に存在した
古海域．

古日本脊梁 こにほんせきりょう Eo-Nippon cordillera ジュラ紀頃，日本列島の長軸方向にほぼ平行に連続し
ていたと推定された山系．

コノスコープ このすこーぷ conoscope 偏光顕微鏡による観察手法の一つで，光を結晶に斜め
に入射させ光学的性質を求める装置．

コノドント このどんと Conodonts, Conodont カンブリア～三じょう紀（三畳紀）の海成層産の動物
の硬組織．大きさ約１mmの歯状・櫛形など．生物分類
上の所属は不明だが有効な示準化石．

コノリス このりす chonolith 貫入岩体の形態名の一つ．不規則形の非調和的貫入岩
体．

琥珀 こはく amber 植物の樹脂の化石．黄色～褐色の透明または半透明で
あり昆虫などの化石を含むこともある．

コバルト60 こばると60 cobalt-60 天然の非放射性のコバルト59Coが，中性子を吸収すると

放射性コバルト60Coとなる．放射線源として利用．

コバルトクラス
ト

こばるとくらすと cobalt manganese crust 大洋中の島や海底火山の水深800～2000m程度の斜面
に，数mmから10cm程度の厚さで覆われたコバルトの含
有の多い層．

コバルト鉱床 こばるとこうしょう cobalt deposit コバルト鉱石だけを対象として稼行している鉱床はな
く，コバルトはベントランド鉱・磁硫鉄鉱中に含有さ
れる．

湖氷 こひょう lake ice 湖やダム貯水池などに生じる氷．



古琵琶湖層群 こびわこそうぐん Kobiwako Group 近江，伊賀地域にあたる古琵琶湖盆地で堆積した鮮新
統～中期更新統．河成～湖成で泥，砂，砂礫層からな
る．大阪層群に対比され，凝灰岩で三層に区分．

コフィン石 こふぃんせき coffinite U(SiO4)1～x(OH)4x．正方晶系．硬度5～6．比重5.1．ウラ

ン鉱床や有機物を置換して砂岩中に産するジルコンと
同構造の鉱物．

牛伏寺断層 ごふくじだんそう Gofukuji fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，北西方向．松本市付
近の糸静構造線沿いに位置する延長約7㎞の左横ずれ断
層．

古富士火山 こふじかざん Paleo-Fuji volcano 約８万年前の噴火で形成された大型の成層火山．１万
１千年前以降は新富士火山．

個別要素法 こべつようそほう distinct element method 岩盤などを複数の剛ブロックに分割し，バネとダッ
シュポットで結合し，各ブロックの運動を微少時間毎
に追跡する解析法．ＤＥＭと略す．

小仏層群 こぼとけそうぐん Kobotoke Group 関東山地南部の東京都西部から山梨県東部にかけて分
布する四万十帯北帯南半部の白亜系．北側は五日市－
川上線，南側は藤ノ木－愛川線に限られる．岩相は砂
岩，頁岩が主体．

湖盆 こぼん lake basin 陸成の凹地や盆地に水の溜ったもの．日本では火成作
用で多く形成．湖盆は年月の経過と共に形態が変化す
る．

駒ケ岳石 こまがたけいし Komagatake ishi 北海道茅部郡森町・砂原町産建築用石材．駒ヶ岳を構
成する更新統角閃石安山岩．白色．

駒ヶ岳火山 こまがたけかざん Komagatake volcano 秋田駒ヶ岳火山は秋田･岩手県境中部に，北海道駒ヶ岳
火山は北海道渡島半島の噴火湾南岸に位置する成層火
山．

小松石 こまついし Komatsu ishi ①滋賀県滋賀郡志賀町産土木用材．古生界を貫く中生
界角閃石黒雲母花崗岩．粗粒，長石の結晶大で白色～
淡黄色．
②神奈川県真鶴産安山岩．

小松崎石 こまつざきいし Komatsuzaki ishi 宮城県塩釜市小松崎産建築用石材．新第三系凝灰岩．
耐火性富み，鼠色波状の模様．

小松葉 こまつば Komatsuba 福島県田村郡船引町産墓石用石材．中生界古期花崗閃
緑岩体の一部のはんれい岩．中粒，黒色地に白の斑
点．

小湊石 こみなといし Kominato ishi 千葉県安房郡天津小湊町産土木用石材．新第三紀中新
統の凝灰岩．房州石の一つ．

ゴム化アスファ
ルト

ごむかあすふぁると rubberized asphalt アスファルト中にゴムを溶解させたもの．一般に感温
性および骨材との接着性に優れている．

ゴムスリーブ ごむすりーぶ rubber membrane 三軸圧縮試験で供試体を覆うゴム膜円筒で，圧力室の
圧力を側方圧として供試体に作用させる．

ゴムタイヤロー
ラ

ごむたいやろーら pneumatictired roller 鉄箱に砂利を入れて荷重としたゴムタイヤ式の土の締
固め機械．



ゴム引布製起伏
堰

ごむびきぬのせいき
ふくぜき

inflatable rubber weir ゴム引きされた袋状の堰のことで，内部に空気あるい
は水を注入して起伏させる堰．

小室石 こむろいし Komuro ishi 静岡県田方郡大仁町産建築用石材．新第三紀中新統の
凝灰岩．白色の基質に緑・灰および褐色の角礫を多量
に含む．

込め棒 こめぼう loading stick, tamping
stick, tamping rod

爆破孔に爆薬を押込むために用いる木または竹製の
棒．

子持火山 こもちかざん Komochi volcano 群馬県中央部にあるやや小さな円錐火山．中心火道の
大黒岩と放射状に広がる多数の岩脈が露出している．

コモンメタル こもんめたる common metal 常用金属．レアメタル（希少金属）の対語．

固有応力 こゆうおうりょく eigen stress 物体内部に初めから存在する初期応力や，外力を除去
して変形が復元した後に残る残留応力をいう．

固有地震 こゆうじしん characteristic
earthquake

同一場所で同じ規模およびメカニズムにより一定間隔
で発生する地震．

固有種 こゆうしゅ endemic species 特定の地域に分布する生物種．成因として，かつての
繁栄種の局地的残存や特殊環境への新たな適応が考え
られる．

固有周期 こゆうしゅうき natural period 自由に振動している物体の周期．物体の形状や密度な
ど状態によって異なる．

固有周波数 こゆうしゅうはすう natural frequency 固有周期時の周波数．

固有振動 こゆうしんどう proper vibration 外力を受けずに振動するときの振動数．物体の形状や
密度など状態によって異なる．

固有振動数 こゆうしんどうすう natural frequency 固有振動時の振動数．

固有値解析 こゆうちかいせき eigen values analysis 地震応答解析のための多質点振動系の固有周期と振動
形を求める方法．最終的には一質点系の応答値に換
算．

固溶体 こようたい solid solution 金属や鉱物などで複数の物質が置換して解け合う，ま
たは結晶格子に浸入して均一に溶け合った固溶体．混
晶ともいう．

古ヨーロッパ こよーろっぱ Paleo Europe ヨーロッパ地域で，カレドニア造山運動により変形し
た後，ほぼ安定している地域．

コヨテ発破 こよてはっぱ coyote blasting 山腹の岩石または鉱石を，一時に多量に採掘する場合
にとられる大規模な露天発破法．小さな坑道を用い
る．



コラ こら Kora soil 開聞岳起源の固結した火山性堆積物の俗称．硬くて排
水性，保水性が悪く，生産力は低い．

コラージュ こらーじゅ collage ある地域が複数の地質体（テレーン）の集まりから構
成されている場合，その集合体をさす．

コラムジェット
グラウト工法

こらむじぇっとぐら
うとこうほう

column jet grouting
method

地盤に削孔して中から空気と超高圧水を噴射して周囲
を掘削後，硬化剤を充填させて円柱状に固化させる工
法．

コランダム こらんだむ corundum 鋼玉と同義．

コランダム鉱床 こらんだむこうしょ
う

corundum deposit 研磨材に用いられるコランダムの鉱床．主産国はロシ
ア・南ア・ジンバブエ・インド．

コリオリの力 こりおりのちから Corioli's force 地球の自転によって生じるみかけの力．北（南）半球
では，運動方向に対して右（左）向きに働く．

孤立波 こりつは solitary wave 静止水面からの変位が正の一つの山のみで形を変えず
に進む波．

コリメータ こりめーた collimator 平行光束をつくるための装置.無限遠光源が得られるこ
とにより光学系機器の点検・調整などに使用する．

古流向 こりゅうこう paleocurrent 堆積岩中にみられる堆積構造・組織から推定される地
質時代の水流の方向．

コルディレラ地
向斜

こるでぃれらちこう
しゃ

Cordilleran geosyncline 北米西部において，古生代～中生代に存在したとされ
た大規模な地向斜．

コルンブ石 こるんぶせき columbite ペグマタイトにおけるニオブを主成分とするコルンブ
石系鉱物の総称．この系に属する種として，鉄コルン
ブ石・マンガンコルンブ石などがある．

コレスキー法 これすきーほう Cholesky decomposition
method

連立一次方程式の数値解を求める一方法．係数行列が
対称正値行列であるとき，計算を効率よく行える．

コロイド ころいど colloid 10～10000オングストローム（Å）の大きさの粒子が他
相に分散している状態．

コロイドセメン
ト

ころいどせめんと colloid cement グラウト材として用いられる微粉末セメントの一種．
最大粒径50μm程度．平均粒径10μm程度．

ころがし ころがし cap, heading collar 木製支柱式支保工の頂部横梁．押木ともいう．

コロフォーム組
織

ころふぉーむそしき colloform texture 微粒子が同心円縞状に沈積した鉱物組織．集合形態に
よりぶどう状・腎臓状・乳房状となる．低温生成の鉱
物に多い．



コロマントカッ
ト

ころまんとかっと coromant cut トンネルの平行心抜き発破パターンの一つ．空孔の
２，３孔を連結させその周囲に装薬孔を配置する．

小割発破 こわりはっぱ boulder blasting,
secondary blasting

爆破により生じた大きな岩塊を小さく割るための発
破．二次発破ともいう．

コンクリーショ
ン

こんくりーしょん concretion 堆積物中にシリカ，方解石などが凝集して形成された
硬い塊．

コンクリート
アーチ橋

こんくりーとあーち
きょう

concrete arch bridge アーチを主構造とするコンクリート橋．基礎地盤が堅
固な場合は固定アーチ，さほどでない場合は２ヒンヂ
アーチが用いられる．

コンクリート打
込み

こんくりーとうちこ
み

placing of concrete,
pouring concrete

所定の位置まで運搬したコンクリートを流し込み締固
めること．

コンクリート運
搬バンカー線

こんくりーとうんぱ
んばんかーせん

transfer ladle car (for
concrete transportation)

コンクリートダムのバッチャ－プラントから打設運搬
設備まで練り上りコンクリートを輸送する軌道．

コンクリート
カットオフ

こんくりーとかっと
おふ

concrete cut off ダムの基礎に設置するコンクリート製の止水壁．

コンクリート系
セグメント

こんくりーとけいせ
ぐめんと

concrete segment シールドトンネルの覆工に用いる鉄筋コンクリート製
の部材．

コンクリートダ
ム

こんくりーとだむ concrete dam コンクリートを堤体材料とするダムの総称．

コンクリート地
中壁

こんくりーとちちゅ
うへき

concrete wall in a
ground

地盤内に直接コンクリートを打設して築造された壁．

コンクリート中
性化

こんくりーとちゅう
せいか

carbonation of concrete,
neutralization of
concrete

硬化コンクリート中の水酸化カルシウムが空気中の炭
酸ガスと反応し，表面からアルカリ性を失うこと．
Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

コンクリート配
合

こんくりーとはいご
う

concrete mix proportion コンクリートを造るときのセメント，水，細骨材，粗
骨材，混和材料の割合．

コンクリート破
砕器

こんくりーとはさい
き

concrete cracker 市街地など通常の発破作業ができない場所で，コンク
リート構造物などの解体作業を行う場合に用いられる
火工品．少量の火薬に点火して割れ目をいれる．

コンクリート
バッチャ

こんくりーとばっ
ちゃ

concrete batcher コンクリートの各材料の投入・計量・排出をする装
置．計量方法としては個別計量方式と累加計量方式が
ある．

コンクリート吹
きつけ

こんくりーとふきつ
け

shotcrete 岩盤などの表面にコンクリートを吹き付ける工事．の
り面やトンネル坑壁の保護などの目的で行われる．

コンクリート吹
付ロボット

こんくりーとふきつ
けろぼっと

shotcrete robot 吹付コンクリート施工用のロボット．



コンクリートプ
リズム試験

こんくりーとぷりず
むしけん

concrete prism method アルカリ骨材反応の試験方法の一つ．コンクリートの
角柱を作成し膨張量を測定する．

コンクリートブ
レーカ

こんくりーとぶれー
か

concrete breaker 油圧，圧縮空気あるいは電動機などを動力源としてコ
ンクリートに衝撃を加えて解体するために用いる器
具．

コンクリートプ
レーサー

こんくりーとぷれー
さー

pneumatic concrete
placer

トンネルの巻立に用いるコンクリート打設用の機材
で，圧縮空気によりコンクリートを搬送する．

コンクリートへ
の硫酸塩浸食

こんくりーとへの
りゅうさんえんしん
しょく

sulfate erosion of
concrete

骨材中の硫酸塩鉱物がセメント中のカルシウムと反応
して膨張現象を生じてコンクリートを破壊・浸食する
現象．

コンクリートポ
ンプ

こんくりーとぽんぷ concrete pump 鉄管中を通してコンクリートを圧送するポンプ．

コンクリート巻
立

こんくりーとまきた
て

concrete lining コンクリートを用いたトンネルの掘削面を被覆する構
造体，またはその構造体を打設する作業．コンクリー
トライニングともいう．

コンクリートミ
キサ

こんくりーとみきさ concrete mixer 粗骨材，細骨材，セメント，水などを所定の配合で練
り混ぜてコンクリートをつくる機械．

コンクリートラ
イニング

こんくりーとらいに
んぐ

concrete lining コンクリート巻立と同義．

コンケーブビッ
ト

こんけーぶびっと concave bit 円錐形の凹面（コンケーブ）をもったノンコアリング
ビット．

根圏 こんけん rhizosphere 植物の根に近くて，根の影響を受ける土壌部分．根か
ら有機物や無機物が分泌され，微生物にも影響を与え
る．

根源岩 こんげんがん source rock 石油や天然ガスが鉱床として形成される条件の一．一
般に，藻類・プランクトンなどど共に堆積したと考え
られる細粒の堆積物（泥岩）で，地下の温度圧力条件
下で炭化水素を生成したと考えられる地層．

権現山地すべり ごんげんやまじすべ
り

the Gongenyama landslide 1962年7月8日に佐賀県権現山で発生した崩壊型地すべ
り．7月1日から降り続いた1,112㎜の降雨が原因．

権現山断層 ごんげんやまだんそ
う

Gongenyama fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北北西方向．岐
阜県笠地山南方に位置し全長約10㎞．

混合剤 こんごうざい admixture セメント，水および骨材以外の材料で，練り混ぜの際
に少量加えてコンクリートの性質を改変するための材
料．

混合セメント こんごうせめんと blended cement ポルトランドセメントに，ポゾランやスラグなどを配
合し，耐食性・乾燥収縮・耐久性などを改善したセメ
ントの総称．

混合層粘土鉱物 こんごうそうねんど
こうぶつ

mixed layer clay mineral ２種の粘土鉱物が平行連晶した形で繰り返し互層して
いるもの．規則性～不規則混合層粘土鉱物がある．



混合土 こんごうど mixed soil 砂・シルト・粘土を混合した土，または，土と他の材
料とを混合したもの．

混合噴火 こんごうふんか mixed eruption 一輪廻の噴火において，火砕物質の放出と溶岩の流出
をそれぞれ大量に行うような噴火．

混こう法（混汞
法）

こんこうほう amalgamation Au・Ag鉱に対する精錬法の一種．水銀アマルガムを
使ってAu・Agなどを分離する．アマルガメーションと
同義．

混合揚水式発電 こんごうようすいし
きはつでん

mixed pumped-storage
power generation

下池からの揚水だけでなく上池への自然流入量も用い
る揚水発電

コンシステン
シー

こんしすてんしー consistency 細粒土は含水量が変わると硬さ，変形に対する抵抗が
変化する．この変形の抵抗の大小をいう．

コンシステン
シー限界

こんしすてんしーげ
んかい

consistency limit 細粒土が含水量の変化により，液性，塑性，半固体，
固体と状態が変移する点の含水比の総称．

コンシステン
シー指数

こんしすてんしーし
すう

consistency index 自然状態の細粒土の相対的な硬さや安定度を示す値
で，土の液性限界と自然含水比の差と塑性指数との
比．

コンシステン
シー試験

こんしすてんーしし
けん

consistency test 土の含水量による状態変化や変形に対する抵抗を求め
る試験．液性限界，塑性限界試験などがある．緊硬度
試験ともいう．

コンストラク
ションマネジメ
ント方式

こんすとらくしょん
まねじめんとほうし
き

construction management
contract method

ＣＭ方式．工事の発注者がプロジェクトの総合管理を
代理人に委託し，代理人が施工会社の選定，設計変
更，工程管理，品質管理，予算管理などの各種調整を
行う方式．

混成岩 こんせいがん hybrid rock マグマ同士の混合や捕獲岩との反応によりできた中間
の化学組成の岩石．

根成孔隙 こんせいこうげき root-forming pores 植物根が腐朽分解した後に残された円管状間隙で，通
常50μm以上ある．土壌の透水性を大きくする．

混成作用 こんせいさよう hybridization 組成の異なるマグマの混合や捕獲岩との反応により，
中間型の組成の岩石が形成される作用．

痕跡化石 こんせきかせき trace fossil 古生物の生活や活動の痕跡が地層中に形あるものとし
て残され固定したもの．生痕化石ともいう．

コンソリデー
ショングラウチ
ング

こんそりでーしょん
ぐらうちんぐ

consolidation grouting 基礎岩盤の変形性の改良ならびに一体化を図るために
行うグラウチング．

コンタクトグラ
ウチング

こんたくとぐらうち
んぐ

contact grouting コンクリートの収縮や地盤の変形などにより，コンク
リートと地盤との間に生じるすき間を充填するために
行うグラウチング．

混濁流 こんだくりゅう turbidity current 砕屑物が，乱流の上方支持力で浮遊しながら移動する
流れ．これによる堆積物がタービダイト．乱泥流と同
義．



コンティニュア
スフローメータ

こんてぃにゅあすふ
ろーめーた

continuous flowmeter プロペラの回転数から孔内流体の平均流速を求める検
層機．スピナー型流量計の一種で，孔内流速の速い場
合に用いられる．連続式流量計．

コンテナ輸送方
式

こんてなゆそうほう
しき

container system of
hauling muck

ベッセル工法と同義．

コンデンサレン
ズ

こんでんされんず condenser lens 入射光を特定の狭い範囲に集めるためのレンズ．集光
レンズとも呼ばれ, 微弱な光の強調などに利用され
る．

コンドライト こんどらいと chondrites コンドルールを含む石質隕石．太陽系の始源物質をよ
く保存しており，地球上における全隕石の80%を占め
る．

コンドルール
（コンドリュー
ル）

こんどるーる（こん
どりゅーる）

chondrule 球顆．コンドライト中に発達するカンラン石・輝石・
ガラスなどの球状集合体．石質隕石中に含む．球粒と
もいう．

ゴンドワナ植物
群

ごんどわなしょくぶ
つぐん

Gondwana flora 古生代末期にゴンドワナ古陸(現在の南半球諸大陸な
ど)に発展した植物群．グロッソプテリス類が卓越す
る．

ゴンドワナ大陸 ごんどわなたいりく Gondwana land 南半球に古生代末期から中生代にかけて，広がってい
たと考えられる大陸で，共通する化石植物群と化石動
物群を特徴としている．

コンバージェン
スメジャー

こんばーじぇんすめ
じゃー

convergence measure トンネルの内空変位測定器．鋼製巻尺に一定張力付加
装置,測点取り付け用フックなどを組み合わせたもの．

コンパクション
グラウチング

こんぱくしょんぐら
うちんぐ

compaction grouting 高粘着性のグラウト材を地盤に注入して土の密度を高
くし，強度および透水性を改善する工法．

コンパレータ こんぱれーた comparator 写真測量の際に用いる精密座標読取り装置．写真像の
平面座標を１μm程度で読み取る．

コンピーテン
シー

こんぴーてんしー competency 岩石が褶曲運動などで変形する時，流動しにくさの程
度を示す語．

コンピーテント
褶曲

こんぴーてんとしゅ
うきょく

competent fold 流動変形しにくい地層の褶曲．層厚の変化がない平行
褶曲の形態を示す．

コンピーテント
層

こんぴーてんとそう competent bed 変形時にインコンピーテント層に対して，能動的に変
形した地層．褶曲などの変形の際に流動しにくく変形
に抵抗する層．

コンピュー
ター・シミュ
レーション

こんぴゅーたーし
みゅれーしょん

computer simulation コンピューターによって，あるシステムの動作や現象
を実現させること．コンピュータによる模擬実験．

コンピューター
断層撮影法

こんぴゅーたーだん
そうさつえいほう

computerized tomography 探査対象の外部に設置した装置により内部状態を探査
し，結果をコンピューター処理により映像化する探査
法．ＣＴともいう．

コンピューター
マッピング

こんぴゅーたーまっ
ぴんぐ

computer mapping コンピューターシステムを用いてデジタル地図などを
作成すること．



コンプトン散乱 こんぷとんさんらん compton scattering 物質によりＸ線が散乱されるとき，入射波長に比べ，
長波長となる現象．

コンプレックス こんぷれっくす complex 複合体を意味する構造地質用語で，付加体コンプレッ
クス，メランジュコンプレックスなどのように用いら
れる．

コンプレッショ
ンゾーン

こんぷれっしょん
ぞーん

compression zone 地すべりの末端部や舌端部などの土塊中に圧縮応力の
発生している領域．

コンペンセー
ター

こんぺんせーたー compensator 補償板とも呼ばれる．二つの光や成分偏光の位相差の
変化または修正に用いられる板で，平行板または楔
形．

コンポジットサ
ンプラ

こんぽじっとさんぷ
ら

composite sampler カッティングエッジなどからなる組立式サンプラ．サ
ンプラの断面積比が大きく，消耗材料が少ない．

コンポジットダ
ム

こんぽじっとだむ composite dam 複合ダムと同義．

コンボリュー
ション

こんぼりゅーしょん convolution 数学においては畳み込み積分といわれる演算法．物理
的意義としては時間領域での線形フィルタに該当す
る．地質学では層理の生成時に液状化などの原因によ
り波状にうねること．

コンボリュート
層理

こんぼりゅーとそう
り

convolute bedding 波状～波状に強くゆがんだ形の層理構造で，タービタ
イトの単層の上部にしばしばみられる．

コンボリュート
葉理

こんぼりゅーとよう
り

convolute lamina コンボリュート層理とほぼ同義の葉理構造．

コンラッド不連
続面

こんらっどふれんぞ
くめん

Conrad discontinuity 地殻深部の第１層と第２層の境界．コンラッド(1923)
が観測した自然地震の走時曲線から見い出したことに
よる．

混練水 こんれんすい mixing water コンクリートやモルタルを練る際に用いる水．練り水
（ねりみず），練り混ぜ水（ねりまぜすい）ともい
う．

混和剤 こんわざい chemical admixture,
additive

コンクリート材料のうち，ＡＥ剤，減水剤など使用量
が少なく配合計算上容積を無視しうるもの．

混和材 こんわざい admixture mineral コンクリート混和材料のうち，使用量が多く配合計算
上，容積を考慮する必要のあるもの．フライアッ
シュ，高炉スラグなど．

ＳＡＲ さー synthetic aperture
rader, SAR

合成開口レーダーのこと．

サージ さーじ glacier surge 長い間停滞していた氷河が，あるとき突如として急激
に前進する現象．

サージタンク さーじたんく surge tank 水力発電施設において，水車の負荷変動による水撃圧
と水量の変化を調節するなどの機能をもつ調圧水槽．



サージング さーじんぐ surging ①水力発電において，発電所の負荷変動によって発生
する水撃作用によりサージタンクの水位が上昇するこ
と．
②砕波型式のの一つで，砕け寄せ波（surging
breaker)．

サーチャージ水
位

さーちゃーじすいい surcharge water level 洪水調節計画を有するダムにおいて，洪水時に一時的
に貯留する最高水位のこと．

サーチャージ容
量

さーちゃーじよう
りょう

flood surcharge 貯水池の最高水位と常時満水位の間の容量で，洪水調
節のみに用いられる．

差圧 さあつ difference of pressure 管水路における二断面間の圧力の差．

サービストンネ
ル

さーびすとんねる service tunnel 電気・ガス・下水道・通信などに必要な管路・電線な
どを設置するための公益事業用トンネル．

サーボ式水位計 さーぼしきすいいけ
い

servomechanical water-
level recorder

検出針が水面の動きに追随するようにサーボモータに
よって制御し，サーボモータに連動したポテンショ
メータで水位を計測する方式の水位計．

サーボ式土圧計 さーぼしきどあつけ
い

servo type earth
pressure gauge

受圧面に変位を与えず土圧を測定する判別型土圧計．
圧力バランスさせる機構にサーボ機構を用いたもの．

サーマルスキャ
ナ

さーまるすきゃな thermal scanner スキャナのうちとくに熱赤外波長帯の電磁波を観測
し，対象物の温度を測定することを目的としたもの．

サーミスタ温度
計

さーみすたおんどけ
い

thermistor thermometer 半導体を利用した抵抗温度計の一つ．サーミスタは
Fe，Ni，Co，Cu，Mn，Moなどの酸化物の混合焼結物で
ブリッジ回路などを組み込んで温度を計測するもの．

サーミスタボロ
メータ

さーみすたぼろめー
た

thermistor bolometer 半導体の抵抗が温度により変化する特性を利用し，こ
れをセンサとして対象物温度を計測する放射温度計．

サーモグラ
フィー

さーもぐらふぃー thermography 温度記録法．熱像法ともいう．放射された熱エネル
ギーを記録する方法．

サーモルミネッ
センス法

さーもるみねっせん
すほう

thermoluminescence
method

熱発光の原理に基づく年代測定法．発光量から放射線
量を求め，それを年間線量で割ることで年代を決定す
る．熱ルミネッセンス法ともいう．

切 さい（きれ） sai 石材の大きさの単位．１尺立方．

再圧密 さいあつみつ reconsolidation 載荷し圧密した粘土を除荷した後に，再び荷重を加え
て圧密すること．

載荷圧密工法 さいかあつみつこう
ほう

load consolidation
method

軟弱地盤上に盛土などにより加重載荷し，圧密沈下の
促進を図ることにより地盤を改良する工法 ．

災害調査 さいがいちょうさ investigation of
disaster

自然災害の状況を正確に把握し，災害の原因，機構の
解明および防災計画の基礎資料とするために実施する
調査．



西海橋 さいかいばし Saikai bridge 長崎県大村湾口を跨ぐ支間216ｍのアーチ橋．1955年に
完成しわが国で初めて支間が200ｍを越えた．

最下位ビット さいかいびっと least significant bit ２進数で表現された数値において，最も下位に来る
ビットまたはその数値．

災害ポテンシャ
ル

さいがいぽてんしゃ
る

 hazard potential 自然現象を原因とする災害の発生し易さ．

災害予測 さいがいよそく hazard assessment ある特定の災害が発生したとき，ある地域に生じる災
害を予測すること．

災害予測図 さいがいよそくず hazard assessment map ある特定の災害に対して危険地域を想定して記入した
地図．ハザードマップと同義．

災害履歴 さいがいりれき hazard history 過去に起こった，ある災害の履歴．

最確値 さいかくち most probable value 最小二乗法によって多くの測定値から推定された最も
確からしい値．

載荷工法 さいかこうほう loading method 地盤に直接または間接的に荷重を作用させて，圧密沈
下の促進や土のせん断強さの増加を図る工法．軟弱地
盤対策の一工法．

載荷時間 さいかじかん loading time 載荷試験における載荷の開始から終了までの時間．ク
リープ試験における定荷重の保持時間も含む．

載荷試験 さいかしけん loading test 一時的に静的荷重を加えて地盤などの変形や破壊強度
を求め，その変形特性や支持力を知る試験．地耐力試
験ともいう．

載荷速度 さいかそくど loading speed 載荷試験で荷重を上昇させる速度．

再活動地すべり さいかつどうじすべ
り

reactivity landslide,
secondary landslide

既存の地すべりの全体，あるいは一部が諸誘因を受け
て活動を再開したもの．

載荷パターン さいかぱたーん loading pattern 載荷試験における荷重の時間的推移を規定するもの．
段階・持続または最大荷重での繰り返し荷重などの組
み合わせ．

載荷板 さいかばん loading plate 載荷試験で地盤に載荷重を一定面積に分布させるため
の正方形または円形の鉄板．

最急勾配 さいきゅうこうばい maximum grade 鉄道建設規定・道路構造令などにより定められた，縦
断線形の最大勾配．

最強地震 さいきょうじしん maximum possible
earthquake

ある地点に，マグニチュード・震源距離などからみて
最大の地震動を与える歴史地震あるいは活断層による
地震．設計用最強地震と同義．



採掘 さいくつ development drilling,
mining

油田・ガス田において既知の油層・ガス層を対象に採
収井を掘削すること．鉱石・石炭などの掘削．採掘権
に基づいた行為．

採掘跡充てん さいくつあとじゅう
てん

stope filling 坑内採掘跡の空洞はそのままだと崩落や坑内通気上よ
くない．そのため“ずり”などを採掘跡に充填させ
る．

採掘権 さいくつけん mining rights 鉱業法によって登録を受けた区域で，登録を受けた鉱
物を採掘してこれを取得することができる権利．

サイクリックモ
ビリティ現象

さいくりっくもびり
てぃげんしょう

cyclic mobility 非排水条件下で繰り返しせん断応力を受け，有効応力
ゼロとなっても，液状化しない現象．締まった砂に特
有．

サイクル（造山
運動の）

さいくる（ぞうざん
うんどうの）

orogenic cycle 広義の造山運動がほぼ同じような形式で繰り返して現
れるところから表現，造山輪廻という．

サイクル（堆積
の）

さいくる（たいせき
の）

cycle(of sedimentation) 堆積物が一定の順序で繰返し堆積すること．海水準の
変化・周期的な地殻変動などの原因で生じる．

サイクルタイム さいくるたいむ cycle time, time of one
round

一連の繰り返し作業を行う場合の一工程に要する時
間．

サイクロン さいくろん cyclone 日本で台風と呼ばれる熱帯性低気圧のうちインド洋で
発生するもの．遠心力による分離装置をいうことも．

サイクロン分離
器

さいくろんぶんりき cyclone, cyclone
separator

空気中の塵や排気ガス中の煤塵などを遠心力を利用し
て分離する集塵装置．また，同様の原理で水中の粒子
状懸濁物質を分離する液体サイクロンと呼ばれる装置
もある．

再結晶作用 さいけっしょうさよ
う

recrystallization 温度・圧力などの条件の変化が生じた結果，岩石中に
固体の状態で新しい結晶ができること．原岩中の鉱物
の粗粒化だけでなく，別な鉱物の生成も含む．

再結晶スカルン さいけっしょうすか
るん

recrystallized skarn 珪酸塩鉱物と炭酸塩岩成分を含む岩石が変成作用に
よって再結晶して生じたスカルン．

再結晶説 さいけっしょうせつ recrystallization
hypothesis

鉱物の格子定向性の起源は，熱力学的に安定な格子方
向をもった結晶粒が不安定な結晶粒を蚕食するとする
説．

再結晶チャート さいけっしょう
ちゃーと

recrystallized chert 温度・圧力などの外的条件の変化により，石英が再結
晶してより粗粒な岩石となったチャート（珪岩）．

採鉱 さいこう metal mining 開坑・採掘・運搬・支保などの採掘に関する一切の作
業を含む意味．地上での場合は露天採鉱，地下は坑内
採鉱．

細溝浸食 さいこうしんしょく rill erosion 雨溝浸食と同義．細流浸食・リル浸食ともいう．

西郷層群 さいごうそうぐん Saigo Group 静岡県中西部掛川北方に分布する新生界下部中新統．
海成で下位より新在家緑色凝灰岩，シルト岩，石灰岩
をはさむ砂岩およびシルト岩からなる．



再固結ラテライ
ト

さいこけつらてらい
と

recemented laterite 分解後，部分的または全体的に再び結合したラテライ
トで，塊状ラテライトや鉄化石の破片を含む．

細骨材 さいこつざい fine aggregate 10mmふるいを全部通り５mmふるいを質量で85%以上通過
する骨材．

細骨材率 さいこつざいりつ sand to coarse aggregate
ratio

コンクリートの配合で直径5mm未満の骨材の全骨材量に
対する容積比を百分率で表したもの．

砕砂 さいさ crushed sand 岩石を細かく砕いたもので，2.0～2.5mmふるいを通過
し74μふるいを通過しないもの．自然砂の代用品．

細砂 さいさ fine sand 土粒子区分の「砂」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）では75μm～0.25mm，地質分野
(Wentworthら)では極細粒砂(1/16～1/8mm)と細粒砂
(1/8～1/4mm)に細区分され，土壌分野（国際土壌学会
法）では20μm～0.2mmの粒径の土粒子から構成される
ものをいう．

再載荷 さいさいか reloading 載荷試験などで，一度加えた荷重を除去した後に再度
荷重を加えること．

採砂器 さいさき sediment sampler 河床土砂あるいは，河川を浮遊状態または掃流形式で
移動する土砂をそれぞれ採取するための用具．

最終間氷極相期 さいしゅうかんぴょ
うきょくそうき

climax of last
interglacial stage

最終間氷期において温暖化の進行により到達した気候
が長く安定した時期で，およそ12万～13万年前に相当
する．

最終検収 さいしゅうけんしゅ
う

final acceptance 発注者が発注内容について支障なく完了したことを確
認すること．

再従谷 さいじゅうこく resequent valley 適従谷の分布する地域で地表面の削剥の後にも，より
低い位置で元の適従谷と同方向に刻まれる河谷．

最終充填物 さいしゅうじゅうて
んぶつ

mesostasis 半晶質または隠微晶質の火成岩において，岩石の生成
過程の最終末期に固結充填した基質．

最終処分場 さいしゅうしょぶん
じょう

final disposal site,
final disposal, ultimate
disposal

廃棄物を最終的に埋め立て処分する施設で，産業廃棄
物では埋立対象物の種類に応じて，遮断型・管理型・
安定型などがある．

採収井 さいしゅうせい production well 生産井と同義．

最終生産量 さいしゅうせいさん
りょう

ultimate production 油田・ガス田または個々の油層・ガス層が稼行を終了
するまでに産出した総生産量．

最終沈下量 さいしゅうちんか
りょう

final settlement 圧密の開始から完了までの沈下量．圧密層中におい
て，初期間隙比と最終的な圧密圧力に対応する間隙比
の減少分に相当する．

最終沈殿池 さいしゅうちんでん
ち

final sedimentation
tank, secondary settling
tank, secondary
clarifier

活性汚泥法（排水処理方法）における曝気処理後，活
性汚泥と処理水を沈殿分離するための池状の施設．



最終氷期 さいしゅうひょうき last glacial stage 第四紀更新世の最後の氷期でウルム氷期ともいう．い
わゆる沖積層はこの最終氷期以降の堆積物．

最終氷期極相期 さいしゅうひょうき
きょくそうき

last glacial maximum 最終氷期のうち２～1.8万年前の亜氷期．

最終変位量 さいしゅうへんい
りょう

final displacement 対象がある応力を受けて変位が生じてから，変位が安
定・収束するまでの量．

採収率（原油・
ガス）

さいしゅうりつ（げ
んゆがす）

recovery factor 油田・ガス田において，これまでに産出した量と埋蔵
量の比率．

最小間隙比 さいしょうかんげき
ひ

minimum void ratio 土中のうち，土粒子の体積と間隙の体積の比が最小と
なる値．土の締固め度が最も密な状態になる間隙比．

最小曲線半径 さいしょうきょくせ
んはんけい

minimum radius of curve,
minimum curve radius

鉄道建設規定・道路構造令によって定められた，路線
の曲線部に挿入した単曲線の半径の最小値．

最小支保圧 さいしょうしほあつ minimum support pressure 地山特性曲線（Fenner-Pacher曲線）における，トンネ
ルが崩壊しないための最小の支保圧．

最小主応力 さいしょうしゅおう
りょく

minor principal stress せん断応力が０の直交する面に作用する三つの垂直応
力のうち最小の応力．

最小すべり安全
率

さいしょうすべりあ
んぜんりつ

minimum safety factor of
sliding

すべり安定解析において求められた安全率の中で，最
小の値．

最小寸法（粗骨
材）

さいしょうすんぽう
（そこつざい）

minimum size (coarse
aggregate)

質量で少なくとも95%が留まるふるいのうち，最大寸法
のふるいの呼び寸法で示される粗骨材の寸法．

最小抵抗線 さいしょうていこう
せん

line of least
resistance, minimum
burden

発破の際に，爆薬装着の中心から爆破される岩盤表面
（自由面）までの最短距離．

最小密度試験 さいしょうみつどし
けん

minimum density test 砂の最小乾燥密度を求める試験で漏斗法が基準化され
ている．

最上流貯水池 さいじょうりゅう
ちょすいち

uppermost reservoir 同一水系内に複数の貯水池がある場合に，最上流に位
置する貯水池．

再食 さいしょく rework 水流や乱泥流などにより一度定着した未固結または半
固結堆積物が削られ，その後再び堆積する現象．

再処理工場 さいしょりこうじょ
う

reprocessing plant 原子炉で使用された核燃料からウランやプルトニウム
を回収し，核分裂生成物を分離する工場．

最新世 さいしんせい Pleistocene(epoch) 更新世と同義．



最新統 さいしんとう Pleistocene (series) 最新世（更新世）に形成された地層・岩石．

再振動締固め さいしんどうしめか
ため

revibrating compaction やや固まり始めたコンクリートの空隙・水隙を除くた
めに再び振動を加えること．

採水 さいすい water sampling, mining
of water

水試料を採取すること，あるいは様々な開発・利用を
目的として水資源を採掘すること．

採水器 さいすいき water bottle 海洋や井戸などにおいて水面下の任意の深さから水試
料を採取する装置．

サイスミシティ さいすみしてぃ seismicity ある地域における地震発生の空間的位置・時間・発震
機構・震源過程などによって記述される地震活動のよ
うす．地震活動度と同義語．

サイスミシティ
マップ

さいすみしてぃまっ
ぷ

seismicity map 地震活動図と同義．

サイスミック
コーン

さいすみっくこーん seismic cone 速度計や加速度計を先端に取り付けた地盤貫入用コー
ン．地上発振の弾性波を計測する．

サイスミック
ゾーニング

さいすみっくぞーに
んぐ

seismic zoning 地震危険度の評価結果を算出するため，危険度により
多くの地点(地域)に区分すること．

サイスミック
ゾーニングマッ
プ

さいすみっくぞーに
んぐまっぷ

seismic zoning map 地震危険度（予想される震度の分布）を地図上に描
き，防災計画に役立つように作られる地図．

サイスミック
ゾーネーション

さいすみっくぞー
ねーしょん

seismic zonation 地震危険度の評価結果を算出するため，危険度によ
り，多くの地点(地域)に区分する手法．

サイスミックト
モグラフィ

さいすみっくともぐ
らふぃ

seismic tomography 弾性波トモグラフィと同義．

サイスミックプ
ロファイラー

さいすみっくぷろ
ふぁいらー

seismic profiler 低エネルギー発震源で作動可能な高周波水中音波探査
装置．一般に重力探査などと組んで海洋調査に用いら
れる．

サイスミックマ
イクロゾーニン
グ

さいすみっくまいく
ろぞーにんぐ

seismic micro zoning 地震によるハザード(地震動・地盤破壊・津波など)が
都市などの社会環境に作用して，地震リスク(人的被
害・構造物被害・経済的損失など)が発生し，地震災害
が形成される．これらの地震ハザードや地震リスクの
大きさは場所ごとに大きく異なることから，それぞれ
の地域単元に対して地震ハザードや地震リスクなどの
地震危険度の地域的分布を評価すること．

サイスモテクト
ニクス

さいすもてくとにく
す

seismotectonics 地震造構論と同義．

サイスモテクト
ニックマップ

さいすもてくとにっ
くまっぷ

seismotectonic map 震源分布に地質・地形学的考察をして，将来起こり得
る地震の位置・大きさまで推定できるようにした地
図．



再生アスファル
トプラント

さいせいあすふぁる
とぷらんと

asphalt recycle plant アスファルト舗装廃材から再成した骨材・新規の骨
材・アスファルトなどの材料を所定の割合および温度
で均一に混合する設備．

再生アスファル
ト舗装

さいせいあすふぁる
とほそう

reroled asphalt pavement 再生骨材を使用したアスファルト舗装．

再成加熱アス
ファルト混合物

さいせいかねつあす
ふぁるとこんごうぶ
つ

reroled hot asphalt
mixture

アスファルトコンクリート再生骨材に材料や添加剤を
加え所定の品質としたもの．

再成鉱床 さいせいこうしょう regenerated deposit 古期造山帯基底部の金属鉱床が，新期造構造運動・火
成活動によって移動し，より上部の岩石中に再濃集し
た鉱床．

再生骨材 さいせいこつざい recycled aggregate 建造物解体時などに発生するコンクリート廃棄物など
を砕石し，新たな骨材として再利用される材料のこ
と．

再生骨材コンク
リート

さいせいこつざいこ
んくりーと

recycled aggregate
concrete

再生骨材をコンクリート用骨材として使用するコンク
リート．

再生棒鋼 さいせいぼうこう rerolled reinforcing bar 鋼くず，解体鋼材などを再圧延して製造した棒鋼．

再生路盤材 さいせいろばんざい reroled basecourse
material

セメントコンクリートやアスファルトコンクリートの
廃材から再生された路盤材料．

砕石 さいせき crushed stone 建設工事の材料として原石山や河床から採掘し，破
砕，選別した骨材．

砕石機 さいせきき crusher 原石や砂利を破砕してコンクリート用骨材，道路用砕
石および砕砂などを生産する機械．砕石の礫径によ
り，数種類に分類される．クラッシャともいう．

採石係数（採石
率）

さいせきけいすう
（さいせきりつ）

quarriable percentage of
stone

岩石の採掘にあたり地山から採掘できる比率．比率は
岩石により異なる．

採石権 さいせきけん quarrying rights 採石法により登録し，他人の土地において岩石・砂利
を採取することを許可された権利．

砕石骨材 さいせきこつざい crushed aggregate 岩石を人工的に破砕して作った骨材．

砕石コンクリー
ト

さいせきこんくりー
と

crushed stone concrete,
concrete with crushed
stone

骨材に砕石を用いたコンクリート．

採石場 さいせきじょう quarry 骨材や石材を採取する場所．ダムでは原石山と呼ぶ．

採石場材料 さいせきじょうざい
りょう

quarry material 採石場から採取した材料．



砕石ドレーン工
法

さいせきどれーんこ
うほう

crushed stone drain
method

液状化対策工の一つで，砂質地盤中に砕石からなる柱
状の透水層を設け，地震時の過剰間隙水圧の発生を防
止する工法．

砕石プラント さいせきぷらんと crushing plant 原石山から採取した岩石を破砕・選別し砕石を製造す
る工場．クラッシングプラントともいう．

砕石粉 さいせきふん crushed stone powder 採石を製造するときに副産される，粘土シルトを含ま
ない75μm以下の微粒子．強度や施工性の向上のためコ
ンクリートに混入する場合がある．

採石量 さいせきりょう quarry volume 岩石を採掘できる量．

砕石路盤 さいせきろばん crushed ballast roadbed,
crushed stone base

舗装道路の舗装部直下に設けられる砕石または高炉ス
ラグを材料とした路盤．上層路盤，下層路盤両方に用
いられる．

砕屑岩 さいせつがん clastic rock 既存の岩石が破砕され流水・風・氷河あるいは火山作
用によって運搬・堆積し，固化してできた岩石．

砕屑岩床 さいせつがんしょう clastic sill 砕屑物からなる岩脈のうち，層理面や構造に平行して
いるもの．構成物の粒径により砂岩岩床・泥岩岩床と
いう．

砕屑岩脈 さいせつがんみゃく clastic dike, clastic
dyke

岩盤中の裂か（裂罅）を砂・泥などの堆積物が埋めた
り，押し込まれたりして岩脈状になったもの．

砕屑丘 さいせつきゅう pyroclastic cone 火山砕屑丘と同義．

砕屑状 さいせつじょう fragmental 堆積岩の性状用語．砂・泥・礫などの砕屑物からなる
堆積岩の性状．

砕屑状構造 さいせつじょうこう
ぞう

fragmental structure 堆積鉱床の鉱石に多い構造で，礫などの砕屑粒子を鉱
石鉱物が交代したり粒子間を充填したりして，全体に
砕屑性堆積岩状を示す構造．

砕屑石灰岩 さいせつせっかいが
ん

clastic limestone 運搬作用により形成された石灰質砕屑物よりなる石灰
岩で，粒度により石灰礫岩，石灰砂岩，石灰泥岩に細
分．

砕屑堆積岩 さいせつたいせきが
ん

clastic sedimentary rock 風化・浸食・運搬された礫・砂・泥などの砕屑物が集
積した堆積物が主として続成作用により固化した岩
石．

砕屑堆積鉱床 さいせつたいせきこ
うしょう

detrital deposit 砂礫鉱床と同義．

砕屑堆積物 さいせつたいせきぶ
つ

clastic sediments 風化・浸食・運搬された礫・砂・泥などの砕屑物が集
積した堆積物．

砕屑度 さいせつど clasticity index 薄片顕微鏡観察による堆積岩中の砕屑鉱物のみかけ最
大粒度の値．



砕屑物 さいせつぶつ clastics すでに存在していた岩石などを由来とし，風化・浸食
などを受けて砕片となったもの．

最大圧縮 さいだいあっしゅく maximum contraction,
maximum compressive
force

地殻変動に関連する用語としては，測地測量の各三角
形の主ひずみに対応する圧縮応力のこと．

最大雨量強度 さいだいうりょう
きょうど

maximum raifall
intensity

単位時間の降雨量を雨量強度といい，普通１時間あた
りのmmで表わし，このうちある一定期間の最大のも
の．

最大応答加速度 さいだいおうとうか
そくど

maximum acceleration
response

地震中に例えば１質点系が受ける最大の絶対加速度
で，系の減衰定数と固有周期の関数で表わされる．

最大応答変位 さいだいおうとうへ
んい

maximum displacement
response

地震中に例えば１質点系が受ける最大の相対変位で，
系の減衰定数と固有周期の関数で表わされる．

最大加速度 さいだいかそくど maximum acceleration 地震加速度記録のうち最大の値．地震動の大きさを表
わす物理量で，震度階との対応がみられる．

最大間隙比 さいだいかんげきひ maximum void ratio 最もゆるい状態にある砂の間隙比．

最大間隙率 さいだいかんげきり
つ

maximum porosity 土の体積に対し間隙の体積が最大となる値．土の最も
ゆるい状態の間隙率．

最大乾燥密度 さいだいかんそうみ
つど

maximum dry density 土質材料の含水比を変えた締固め試験で，最適含水比
で得られる最大の乾燥密度のこと．

最大降雨継続時
間

さいだいこううけい
ぞくじかん

maximum duration of
rainfall

一定期間内で，降雨開始から降雨停止までが最長とな
る時間．

最大軸差応力 さいだいじくさおう
りょく

maximum principal stress
difference

三軸圧縮試験における軸差応力（σ1－σ3）の最大
値．

最大主応力 さいだいしゅおう
りょく

major principal stress せん断応力が０に等しい直交する面に作用する三つの
主応力のうち最大の応力．

最大受振距離 さいだいじゅしん
きょり

maximum shot detector
distance

弾性波探査でよい結果を得るための受振器設置距離
は，反射法では探査深度とほぼ同じ程度の長さ，屈折
法では探査深度の数倍程度の長さが必要とされてい
る．

最大取水量 さいだいしゅすい
りょう

maximum intake 正常流量補給，利水補給あるいは発電などの目的で取
水する最大の量．

最大出力 さいだいしゅつりょ
く

maximum output 発電所で長時間にわたって安定的に発生させることが
できる最大の出力．

最大瞬間風速 さいだいしゅんかん
ふうそく

maximum instantaneous
wind speed, peak gust

瞬間風速のなかの最大値．気象災害を引き起こす主要
因の一つである．



最大使用可能流
量

さいだいしようかの
うりゅうりょう

maximum utilizable flow 河川の流量のうち，発電所が使用することができる最
大の流量．

最大使用水量 さいだいしようすい
りょう

maximum discharge 発電所で使用する最大の水量．最大出力に大きく影響
する．最大取水量とは異なる．

最大水平圧縮応
力

さいだいすいへい
あっしゅくおうりょ
く

maximum horizontal
compressive stress

岩盤中の応力のうち，水平方向の最大圧縮応力．ボー
リング孔を利用した応力解放法などで測定される．

最大寸法（粗骨
材）

さいだいすんぽう
（そこつざい）

maximum size (coarse
aggregate)

質量で少なくとも90%が通るふるいのうち，最小寸法の
ふるいの呼び寸法で示される粗骨材の寸法．

再堆積 さいたいせき redeposition 既存堆積物が水底の地すべりや乱泥流などにより，再
び運搬されて堆積する作用．

最大せん断応力 さいだいせんだんお
うりょく

maximum shear stress 作用面内の最大応力．その点における最大主応力と最
小主応力の差の半分に等しい．

最大せん断ひず
み

さいだいせんだんひ
ずみ

maximum shear strain 地殻変動に関連する用語としては，測地測量の各三角
形の最大のせん断ひずみのこと．

最大波 さいだいは highest wave ある観測点における一定の時間または期間中に観測さ
れる最も大きな波高の波．

最大密度試験 さいだいみつどしけ
ん

maximum density test 砂の最大密度を求めるために水平打撃を加えて行う締
固め試験．

最大有効落差 さいだいゆうこうら
くさ

maximum net head 取水位と放水位との高低差から損失水頭を引いた落差
で，発電するために利用することができる最大の落
差．

最大余震 さいだいよしん largest aftershock 余震のうちマグニチュードが最大のもの．被害が追加
される可能性がある．

最大粒径 さいだいりゅうけい maximum grain size ふるい分け法によって，試料がすべて通過する最小の
ふるいの呼び寸法．試料中の最も大きい粒子の直径と
は限らない．

採炭 さいたん coal mining 狭義では石炭および亜炭の採掘作業をいい，広義では
石炭および亜炭の採掘に関する一切の作業の総称．

最短距離法 さいたんきょりほう minimum distance method 統計分類やクラス類似度の判定を行う際に，統計的な
距離（ユークリッド距離など）の最短値を基準とする
方法．

再注水井戸 さいちゅうすいいど reinjection well,
recharge well

揚水井などから採取した地下水を使用後，地下に還元
するための井戸．貯留層の圧力維持，かん養（涵養）
などを目的とする．

細長比 さいちょうひ elongation ratio ａを粒子の最長軸，ｂを中間軸，ｃを最短軸とする
と，細長比ｑ＝ｂ/ａ．参考:扁平比Ｐ＝ｃ/ｂ，形状係

数Ｆ＝Ｐ/ｑ=ｃａ/ｂ2．



採泥 さいでい bottom sampling 海洋・湖沼底などの表層堆積物の組成を調べるため
に，ドレッジなどを使用してその試料を採取するこ
と．

採泥管 さいでいかん sounding tube 海・湖沼の底質試料を収める管．おもりの自重や真空
室の吸引によって管内に試料を取りこむ．

採泥器 さいでいき bottom sampler 湖沼・海底の泥・砂・礫・岩盤などを採取する装置．
ドレッジ・グラブ・柱状採泥器などがある．

最低低潮面 さいていていちょう
めん

lowest low water level ある期間内での最も低い潮位．海図の基本水準面とし
て用いられる．

最適含水比 さいてきがんすいひ optimum moisture content 土の締固め試験において，最大乾燥密度が得られる含
水比．

最適細骨材率 さいてきさいこつざ
いりつ

optimum sand percentage,
optimum sand fine
aggregate ratio

コンクリートのコンシステンシーが最大となるような
細骨材率．

細土 さいど fine soil 粒径2mm以下の土壌粒子の部分．

サイドウォール
サンプラ

さいどうぉーるさん
ぷら

sidewall sampler 孔壁からコアを採取する装置．火薬の力によってコア
掘りする方法が一般的である．

サイドウォール
中性子検層

さいどうぉーるちゅ
うせいしけんそう

sidewall neutron logging 孔内の泥水や泥壁の影響を除去するために，中性子源
および検出器を孔壁に圧着して測定する中性子検層．

再動地すべり さいどうじすべり secondary landslide 過去に発生した一次地すべりの全体または一部が再移
動したもの．二次地すべりと同義．

採土器 さいどき soil sampler ソイルサンプラと同義．

サイドスキャン
ソナー

さいどすきゃんそ
なー

side scan sonar 直線状の多数の送受振素子により鋭い指向性を持つソ
ナー．海底地形や障害物調査に用いる．

サイドドレーン さいどどれーん side drain トンネル内の湧水や作業用水などを集めて排水するた
めに路肩部に設けられた溝．

細土マルチ さいどまるち dust mulch 地表を膨軟で細粒状または粉状である土壌で覆うこ
と．土壌の表面からの水分蒸発を防ぐために行う．

サイドラップ さいどらっぷ sidelap, lateral overlap 航空写真を複数コースで撮影する際に，撮影の欠落が
生じないようコース間に設ける重合範囲またはその割
合．

サイドルッキン
グレーダー

さいどるっきんぐ
れーだー

side looking radar 航空機などに搭載され，飛行方向と直角（横）方向に
電波を照射し，地表からの反射波をとらえるレー
ダー．



サイナソイダル
法

さいなそいだるほう sinusoidal method 透水係数や比貯留係数を求める孔間透水試験のうち，
注水区間の試験条件が正弦波状の注水または揚水であ
る試験方法．

砕波圧 さいはあつ breaking wave pressure 構造物に及ぼす波圧力の算定において，砕け波に対し
て適用される衝撃的な圧力をいう．

砕波限界 さいはげんかい breaking limit, breaking
criteria

ある水深においてちょうど砕けはじめるような入射波
の波高をいう．

砕波高 さいはこう height of breaker,
breaker height

海岸の浅部で見られる砕け波の砕波点における波高を
いう．砕波の波頂点と前面の最低部分との垂直距離．

砕波指標 さいはしひょう breaker index 砕波点における波の特性を表す指標．U.S. Beach
Erosion Boad が多数の観測例から導いた．

砕波水深 さいはすいしん depth of breaking 海岸の浅部でみられる砕け波の砕波点における海底の
水深．静水面からの深さで表す．

砕波帯 さいはたい surf zone 波頭が砕けて打ち寄せる波を砕波といい，そこから打
上げ波が到達する範囲とで挟まれる地帯．

砕波点 さいはてん wave breaking point 海底の傾斜した海岸で入射波が砕け波に変わる点．砕
波点を平面的に結んだ線を砕波線という．

サイフォン さいふぉん siphon 圧力差を利用して，液体を高いところを経由して始め
より低いところに移すために使われる管．

サイフォン型気
圧計

さいふぉんがたきあ
つけい

siphon type barometer 水銀気圧計の一つ．ガラス管をＵ字管型にして上下の
水銀面を同じ大きさにして，毛管効果の影響を除いた
もの．

サイフォン式洪
水吐き

さいふぉんしきこう
ずいばき

siphon spillway, siphon
breaker

逆Ｕ字型の管路をクレスト標高に設けた洪水吐き．わ
ずかな水位上昇で流量が急増する．

サイフォン流出
部

さいふぉんりゅう
しゅつぶ

discharge leg of siphon サイフォン式洪水吐きの吐口．

サイフォン流入
口

さいふぉんりゅう
にゅうぐち

siphon mouth サイフォン式洪水吐きの呑口．

細密褶曲へき開
（細密褶曲劈
開）

さいみつしゅうきょ
くへきかい

crenulation cleavage 面構造が密に発達した岩石にみられる微褶曲の翼部
に，軸面に平行に発達するへき開（劈開）．ちりめん
じわへき開（劈開）と同義．

最密充填 さいみつじゅうてん close packing 同じ半径の球が最も密に充填している状態．最密充填
には立方最密充填と六方最密充填などがある．

最尤法 さいゆうほう maximum likelihood
method

標本値から母数を推定する方法のうち，尤度を最大に
する統計的手法．人工衛星データを用いて土地利用な
ど作成する際などに利用される．



採油法 さいゆほう petroleum production
method

地下から石油を採取する方法．自噴井，ガスリフト，
採油ポンプ，水攻法，ガス注入法，火攻法，水蒸気注
入法．

再溶融 さいようゆう refusion, remelting 岩石が地殻深部にもたらされ，温度の上昇や液相浸透
などにより再び溶融すること．

在来工法 ざいらいこうほう ordinary tunneling
method

ＮＡＴＭの普及以前に標準工法であった鋼アーチ支保
工と矢板を用いるトンネル工法．矢板工法．

再来周期 さいらいしゅうき recurrence period,
return period,
recurrence interval

地震の発生間隔．活断層の活動履歴や古地震の調査か
ら，地震の再来間隔を推定することができる．

再来波（再帰
波）

さいらいは（さいき
は）

repetitions 観測点と震央を結ぶ大圏コースの優弧あるいは地球を
１周以上して再度観測された表面波．

細粒 さいりゅう fine grained 岩石や土の構成鉱物や粒子の粒度を表す用語で，岩石
では一般に直径1mm以下，土質では74μm以下．

細粒砂 さいりゅうさ fine grained sand 砂の粒度による分類区分名で，日本統一土質分類で
は，74μmから0.42mmの間の粒径．

細粒砂岩 さいりゅうさがん fine grained sandstone 砂岩を粒度によって分類区分した名称で，1/4～1/8mm
の構成粒子が主体をなす砂岩．

細流浸食 さいりゅうしんしょ
く

rill erosion 雨溝浸食と同義．細溝浸食・リル浸食ともいう．

砕粒組織 さいりゅうそしき granulitic texture 粒状変成組織と同義．Holmes(1921)による著しく圧砕
したミロナイトのような岩石にみられる圧砕作用に
よって砕粒化した岩石組織．

細粒テフラ さいりゅうてふら fine grained tephra 噴火により地表に堆積した火山砕屑物のうち，構成粒
子が細かい火山灰．

細粒土 さいりゅうど fine grained soil 土の全質量に対して，シルト・粘土などの細かい土粒
子の質量が50%以上を占める土．

細粒度アスファ
ルトコンクリー
ト

さいりゅうどあす
ふぁるとこんくりー
と

fine-grained asphalt
concrete, fine graded
asphalt concrete

骨材の2.5mmふるい通過百分率が50%以上のアスファル
トコンクリート．

細粒分 さいりゅうぶん fine grained fraction 土粒子のうち，粒径がシルト粒子以下の含有分．

細粒まさ土 さいりゅうまさど fine masa, fine
decomposed granite

粒度の小さなまさ土．細粒の母岩から形成されたもの
と，粗粒の母岩が強風化して細粒になったものがあ
る．

材齢 ざいれい age コンクリート練り混ぜ後の経過日数．



細礫 さいれき granule 土粒子区分の「礫」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）では2～4.75mm，地質分野(Wentworth
ら)では2～4mmの粒径の粒子から構成されるものをい
う．

細礫岩 さいれきがん granule conglomerate 礫岩を粒径によって分類区分した名称で，一般に２～
４mm程の主要粒径の礫岩．

サイロット工法 さいろっとこうほう side drift method, side
heading method

トンネル掘削断面下部の左右側壁部に導坑を先進させ
る工法．サイロットとは側壁導坑のこと．

サウンディング さうんでぃんぐ sounding 地中に挿入した抵抗体の貫入・回転・引き抜きなどに
対する抵抗から地盤の性状を検査する手段．

蔵王火山 ざおうかざん Zao volcano 宮城・山形の南部県境地帯に位置し，先第三系花崗岩
類と緑色凝灰岩層を基盤とする成層火山群を形成 (蔵
王火山群)．

逆打ち工法 さかうちこうほう inverted construction 構造物の地下部分の工事において，掘削を進めながら
本体構造物を施工し，それを山留め支保工として使用
し，下部の地盤を掘削する工法．

栄石 さかえいし Sakae ishi 山梨県南巨摩郡南部町産砕石・土木用石材．新第三系
安山岩．

逆さ井戸 さかさいど inverted well 表流水や汚水などを流入させる目的の井戸．

酒田（庄内）地
震

さかた（しょうな
い）じしん

the 1894 Sakata
earthquake

1894年10月22日に庄内平野で発生したM7.0の地震．家
屋倒壊6255戸，死者726人とされる被害を出した被害地
震．庄内地震ともいう.

逆立ち振り子 さかだちふりこ inverted pendulum 振子を逆さにし，下部を板ばねで支えたもの．（自由
振子より長周期となり，重力測定の観測時間が短くて
済む．）

逆巻き工法 さかまきこうほう inverted lining method トンネル工で，地質が不良の時，アーチ部を先に施工
して巻立て，その後に側壁部を掘削し覆工を完了する
工法．

逆目 さかめ adverse set(of strata) 地層面や節理が斜面に対して山側に傾く状態あるいは
トンネル掘削方向に対して同方向に傾く状態．差し目
ともいう．このような割目の発達した岩盤は受け盤と
いう．

坂本沢層 さかもとざわそう Sakamotozawa Formation 岩手県南東部の南部北上帯に分布する古生界下部ペル
ム系坂本沢統．岩手県大船渡町日頃市町坂本沢付近を
模式地とする．石灰岩，砂岩，頁岩および砂岩・頁岩
互層からなる．

坂本みかげ さかもとみかげ Sakamoto mikage 岐阜県中津川市産石材．中生界黒雲母花崗岩．中粒な
いし粗粒．土台石・鳥居，灯籠・石碑用材．

相良層群 さがらそうぐん Sagara Group 静岡県中西部掛川南方から御前崎地域に分布する新生
界中部中新統～下部鮮新統．海成で下部は細礫岩を伴
う砂岩泥岩互層，上部は砂岩泥岩互層およびシルト質
泥岩からなる．

相良油田 さがらゆでん Sagara oil field 静岡県相良町菅ヶ谷に位置し，女神背斜の軸部におい
て後期中新統相良層群時ヶ谷層の砂岩中に少量の石油
を胚胎．太平洋側唯一の油田．



佐川造山運動 さかわぞうざんうん
どう

Sakawa orogenesis 日本の中生代中期に起こった激しい地殻変動や広域変
成岩の形成，花崗岩の貫入などの一連の造山運動に対
し，地向斜造山論に基づいて小林貞一が提唱した名
称．現在は否定されている．

砂管 さかん sandpipe パイプ状に砂や泥が地層中に詰まっているもので，一
般的に生物の巣穴化石．

砂岩 さがん sandstone 砂粒大の鉱物や岩片などの粒子を主体とする集合体が
固結した岩石．粒径・こう結（膠結）物・鉱物組成な
どによって分類される．

砂岩型ウラン鉱
床

さがんがたうらんこ
うしょう

sandstone type uranium
ore deposit

河川や湖沼に堆積した砂岩中に胚胎されるウラン鉱
床．日本では東濃地域および岡山県人形峠に分布．

砂岩岩脈 さがんがんみゃく sand dike, sand dyke 砂岩から成る砕屑岩脈．成因として開口裂か（裂罅）
の充填やクイックサンド現象（壁面に平行な粒子配
列）など．

先受け工法 さきうけこうほう forepoling method,
forepiling method

軟弱な地山にトンネルを施工する際，トンネル掘削に
先行して切羽前方の地山をあらかじめ支保しておく工
法．

先受けボルト さきうけぼると forepoling トンネルの天端の安定対策のために掘削前に切羽より
10°～30°上向きに深さ数ｍ打ちこまれるボルト．

崎地すべり さきじすべり the Saki landslide 1977年に島根県隠岐郡海士町で発生した地すべり．町
道250ｍに被害が出たとされている．

先詰め骨材 さきづめこつざい preplaced aggregate プレパックドコンクリートにおいて，注入モルタルを
施工する前に投入する骨材．

崎戸－松島炭田 さきとまつしまたん
でん

Sakito-Matsushima coal
field

長崎県西彼杵半島北西側海域の崎戸・大島・松島・池
島を中心の海底炭田．6～8千kcl/kg．粘結性れき
（瀝）青炭．

先普請 さきぶしん forepoling support トンネル掘削において一回の掘削作業後直ぐに支保工
を施すこと．

砂丘 さきゅう sand dune 砂が風力により運搬され堆積し形成された丘～堤状の
地形．形成年代により古砂丘と新砂丘に分類される．

砂丘砂 さきゅうずな dune sand 砂丘を形成する砂で，主に風により運搬されたもの．
粒径の淘汰は良好で均質な砂である．

砂丘相 さきゅうそう dune phase of traction 掃流の一形式．砂粒の移動堆積により形成される砂の
波の形は変化せず下流に移動する．

砂丘未熟土 さきゅうみじゅくど sand-dune regosols 土壌生成作用を示す特徴がほとんど認められない土壌
で，沿岸の砂丘や砂州など排水の良い砂地に分布す
る．

砂丘列 さきゅうれつ sequence of sand dune 列をなした砂丘で，風速や砂の粒径により配列が変化
する．砂丘の峰が風向と直交する横列砂丘などがあ
る．



作業可能日数 さぎょうかのうにっ
すう

number of workable days 土木作業において作業可能と予測される日数．暦日に
よる日数から休日および天候不良による作業不能日数
を差し引いた日数．

作業坑 さぎょうこう working drift 本坑の施工のために用いられる作業用のトンネル．

作業用基図 さぎょうようきず base map 作業図を作成するために編集・作成した図．国土地理
院発行の地形図を用いた場合には，地理院の許諾が必
要．

砂金 さきん placer gold 既存の金鉱床から風化・浸食によって運搬されて堆積
した自然金．一般に鉱脈鉱床中などのいわゆる山金よ
り品位が高い．

佐久石 さくいし Saku ishi 長野県南佐久郡佐久町余地産建築用石材．第四系両輝
石安山岩．黒色・灰色・濃緑色・淡赤色など多様．

削岩機 さくがんき rock drill 岩盤に削孔したり，岩盤を小割りするために使用され
る機械．動力は圧縮空気，油圧のものがある．

削岩船 さくがんせん rock cutting boat 船底から砕岩用の重錘を繰返し落下させて海底の岩盤
を破砕する作業船．

柵工 さくこう fence works 主に雪崩の防護工や落石対策工として用いられる．雪
の吹きだまりや飛砂の簡便な防御施設も柵工と呼ばれ
る．

サクション圧 さくしょんあつ suction 土粒子表面の吸着力．間隙中の毛管力などによって土
中に保持されている水分を取り出すのに必要な力．

サクションポン
プ

さくしょんぽんぷ suction pump 吸引によって水または液体を引き上げるポンプ．ポン
プ作用によって生じた真空のところに大気圧で液体を
押し込む．

さく（鑿）井 さくせい well drilling 水・石油・天然ガスなどの流体地下資源の探査やそれ
らの流体を採取するために坑井を掘削すること．

ざく層 ざくそう heaving shale 掘削中に出現する，非常に崩れやすい頁岩層の総称．
狭義は傾斜が急で細かい割れ目のある頁岩層．

座屈 ざくつ buckling 板・柱などが板に平行または柱の長軸方向に限界以上
の圧縮力を受けたとき，急激な縮み以外にたわみが発
生し変形が生じる現象．バックリングともいう．

座屈褶曲 ざくつしゅうきょく buckling fold 地層面に平行に圧力が働き地層が座屈しておこる褶
曲．フレキシュラル・スリップ褶曲の一種としても用
いる．

作土 さくど top soil 耕作を行う部分の土．耕土ともいう．

索道 さくどう ropeway, cable railway,
funcular railway, aerial
cableway

ワイヤケーブルを架設し，これにより資材を運搬する
装置．



作土還元層 さくどかんげんそう reduced plow layer 表層耕作土壌のうち，作土酸化層の下位に分布する厚
さ十数cmの灰～青灰色の土層で，養分が豊富．

作土酸化層 さくどさんかそう oxidation soil plowed,
oxidized plow layer

表層耕作土壌のうち，表層部の厚さ数mm～数cmは黄褐
～赤褐色の土層で，酸化鉄（三価）の形態で酸素を保
つ．

削土密封シール
ド

さくどみっぷうしー
るど

enclosed shield 軟弱シルトや砂地盤に適用するよう，前部に削土密閉
室を，後部に排出用スクリューコンベアを配したシー
ルド．

作並石 さくなみいし Sakunami ishi 宮城県仙台市作並・熊ヶ根産土木用石材．安山岩．

削剥域 さくはくいき root area 地すべり地形において，主滑落崖から地すべり面の脚
部までの範囲．発生域ともいう．

削剥作用 さくはくさよう denudation 地表面が流水・氷河・風などの外部営力によって削り
とられて低下・平坦化する作用．

削剥土 さくはくど truncated soil 浸食作用などで，Ａ層とＢ層の一部または全部がなく
なった土壌．

佐久間石 さくまいし Sakuma ishi 千葉県安房郡鋸南町佐久間産土木用石材．新第三系砂
岩（房州石）．

佐久間ダム さくまだむ Sakuma dam 天竜川水系天竜川．電源開発(株)．1956年竣工．堤高
155.5ｍ．大規模重力ダムとして革新的施工の機械化，
近代化をもたらした．

桜島1914年噴火 さくらじま1914ねん
ふんか

the 1914 Sakurajima
eruption

1914年に発生した桜島火山の噴火．大量の溶岩を流出
し，この溶岩流で桜島は大隅半島と陸続きになった．

桜島安永噴火 さくらじまあんえい
ふんか

the 1799 Sakurajima
eruption

安永8年（1779年）から9年（1780年）にかけて活動し
た桜島火山の噴火．大量の火山灰など火山砕屑物を噴
出し，溶岩と噴石で多数の家に被害が生じた．海底噴
火により安永諸島が生成されたとされる．

桜島火山 さくらじまかざん Sakurajima volcano 鹿児島湾の第四紀複合成層火山．約２万年前に活動を
始め，現在でも活発な火山活動で火山灰を噴出してい
る．

桜島薩摩 さくらじまさつま Sakurajima-Satsuma 縄文時代初期に生じた桜島の大規模な噴火による広域
指標テフラ．模式地は垂水市海潟・鹿児島市吉野．

桜島大正 さくらじまたいしょ
う

Sakurajima-Taisho 大正大噴火（1914年）と呼ばれる世界の噴火史上に残
る桜島火山の広域指標テフラ．模式地は桜島黒神．

桜みかげ さくらみかげ Sakura mikage 広島県安芸郡倉橋町産土木用石材．中生界黒雲母花崗
岩．桃色～淡紅色の正長石を有する．

さぐり孔 さぐりこう exploring drill, feeler
holes,exploratory hole

トンネル切羽前方の地質や湧水状況を調査するため削
孔する孔．



柘榴石かんらん
岩（柘榴石橄欖
岩）

ざくろいしかんらん
がん

garnet peridotite パイロープ成分に富むザクロ石を含むかんらん岩（橄
欖岩）で，上部マントルの温度・圧力を示唆する．高
圧変成帯中のレンズ状岩体やキンバーライト中の捕獲
岩などが主な産状．

柘榴石鉱床 ざくろいしこうしょ
う

garnet deposit 変成鉱床・正マグマ鉱床・接触交代鉱床およびこれら
に由来する漂砂鉱床に胚胎する柘榴石の鉱床．

砂－頁岩比 さけつがんひ sand-shale ratio ある一群の地層中における砂岩の層厚の総和と，頁岩
の層厚の総和の比．岩相分布を知る指標．

下げ振り さげふり plumb bob トランシットなどの下部中央に測量器の中心を測量点
に一致させるなど，２点の鉛直な位置関係を得るため
の器具．

裂け目 さけめ fissure 割れ目・断裂・裂か（裂罅）などとも呼ばれ岩石の破
壊によって生じた不連続面．

裂け目孔げき率 さけめこうげきりつ fracture porosity 裂か（裂罅）間隙率と同義．

砂鉱採鉱 さこうさいこう placer mining 風化浸食作用で岩石・鉱物が運搬再堆積し機械的に濃
集した鉱床の採掘と有用鉱物の選別採取．砂金・砂白
金・砂鉄・ダイヤモンドなど希土類などの採掘．

砂鉱床 さこうしょう placer deposit 風化浸食作用により生じた岩石・鉱物の破片が運搬・
淘汰され機械的に濃集堆積した砂礫鉱床．砂金・砂白
金・砂鉄などの有用鉱物が機械的に濃集した鉱床．

支え壁擁壁 ささえかべようへき buttressed retaining
wall

逆T型・逆L型擁壁の縦壁前面に，支えの壁を設けたも
の．支え壁の効果で縦壁を薄くすることができる．

笹ヶ谷鉱山 ささがたにこうざん Sasagatani mine 島根県津和野町に位置する．金属鉱山でスカルン鉱
床．ひ素（砒素）とCuが主でPb・Znなどを産出．

笹波地すべり ささなみじすべり the Sasanami landslide 1931年に石川県珠州市笹波町で発生した地すべり．山
林，畑，田の陥没などの被害が出た．

笹風呂 ささふろ Sasafuro 新潟県北蒲原郡安田町産石材．中生界黒雲母花崗岩．
中粒，淡紅色の長石を含む．土木・建築・墓石用材．

佐々連鉱山 さざれこうざん Sazare mine 愛媛県伊予三島市に位置する．三波川変成帯中の別子
型鉱床の一つ．母岩は緑色片岩を主とし，Cu・Zn・Ag
などを産出．1979年閉山．

砂嘴 さし sand spit,spit bar 海岸や岬の先端から細長く突出した砂礫の州．河川や
周辺の海岸より供給・運搬された砂礫により形成され
る．

さし角 さしかく drilling angle トンネル掘削時の発破用の削孔角度．

差筋 さしきん joint bar コンクリート構造物の打継ぎ部分を一体化させるため
に，継ぎ目に予め差し込んでおく短い鉄筋．



砂質海岸 さしつかいがん sandy coast 主として砂により構成された海岸．海浜・三角州など
よりなる．海岸にはこの他に礫質海岸・岩石海岸など
がある．

砂質殻 さしつかく arenaceous tests 有孔虫の殻壁のうち膠着（結）質殻のもの．顕微鏡下
で砂粒状に見えるため，砂質殻と呼ばれる．

砂質火山灰 さしつかざんばい sandy volcanic ash 2～1/16mm程度の砂に相当する粒径（火山砂）からなる
火山砕屑物．

砂質岩 さしつがん psammite 砕屑岩のうち，構成粒子の粒径が２～1/16mm程度の砂
粒に富む岩石．

砂質頁岩 さしつけつがん sandy shale 砕屑岩のうち，構成粒子の粒径が砂質分をやや多く含
む頁岩．頁岩は泥岩のうち，剥離性の発達したもの．

砂質埴壌土 さしつしょくじょう
ど

sandy clay loam 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土含量
15～25%，微砂含量20%以下，砂含量55%以上の土壌．

砂質泥岩 さしつでいがん sandy mudstone 砕屑岩のうち，構成粒子の粒径が砂質分をやや多く含
む泥岩．

砂質土 さしつど sandy soil 砂質の土の総称．日本統一土質分類法では細粒分が15
～50%，砂分が礫分よりも多い土をさす．

砂質粘土 さしつねんど sandy clay 米国道路局の三角座標分類法によると砂分55～70%，シ
ルト分０～20%，粘土分30～45%の範囲の土．

砂質片岩 さしつへんがん psammitic schist 砂岩を原岩とする結晶片岩．岩石の構成粒子の粒径が
砂分に富む片岩．

砂質礫岩 さしつれきがん sandy conglomerate 礫をとりまく砂分が50～70%の礫岩．含礫砂岩に移化す
ることが多い．

さしみ構造（堆
積）

さしみこうぞう（た
いせき）

imbricate structure 同方向に傾斜した衝上断層により，各地塊がうろこの
ように一方向に押しかぶせている構造．覆瓦構造と同
義．

差し目 さしめ opposite dip 地層や断裂などの分離面が，地形傾斜と逆傾斜の関係
にあること．受け盤，逆目ともいう．

差矢法 さしやほう forepoling 自立性の低い地山でのトンネル掘削に用いられ，切羽
外周から前方に矢木・矢板を打ち込み，内部を掘進す
る方法．

砂礁 さしょう bar beach 満潮時にも海面上に露出して海岸に平行にのびている
砂礫よりなる地形．堤洲ともいう．

砂壌土 さじょうど sandy loam 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土含量
15%以下，微砂含量15～35%，砂含量65～85%の土壌．



砂州 さす sandbar 河川や周辺の海岸より供給・運搬された砂礫により形
成された砂嘴が伸びて湾や入江を閉塞し，対岸付近に
まで達したもの．

サスペンション
型ＰＳ検層法

さすぺんしょんがた
ぴーえすけんそうほ
う

suspension-type PS
logging

振源と受振器とを一体化させたゾンデを孔壁に固着せ
ず浮遊状態で行うＰＳ検層．

佐世保層群 させぼそうぐん Sasebo Group 九州佐世保炭田に分布する漸新～下部中新統．全層厚
約千ｍに達し，砂岩優勢で，泥質岩や多数の炭層を挟
在する．

砂堆 さたい dunes, sand ridge, sand
bank

①海底の砂州地形で，潮流，海流が著しい海底に見ら
れる．
②砂からなる河床に形成される波状の堆積面地形の一
つで，砂漣よりも規模が大きい．

サチュレーショ
ンインデックス

さちゅれーしょんい
んでっくす

saturation index ランゲリアの飽和指数と同義．

五月山断層 さつきやまだんそう Satukiyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．大阪府池
田市五月山付近に位置し全長約10km．

削孔検層システ
ム

さっこうけんそうし
すてむ

drill logging system 油圧ドリルの削孔データを測定・解析するシステム．
岩盤評価・切羽前方地質の予測などを目的とする．

削孔硬度 さっこうこうど drilling hardness 岩石の削孔性を示す指標．ダイヤモンド製先端が深さ
10ミクロンの孔を削孔するまでの回転数で示す．

削孔パターン さっこうぱたーん drilling pattern せん孔パターンと同義．

擦痕（氷河の） さっこん（ひょうが
の）

striae(glacial) 氷河が流れ下る際に，氷河の下面および側面の岩盤表
面につく削りきず．線状のきずをつけ，移動方向を示
す．

佐津地すべり さつじすべり the Satu landslide 1918年に兵庫県佐津付近で発生した地すべり．

札幌硬石 さっぽろこうせき Sapporo koseki 北海道札幌市豊平町石切山産石材．新第三系デイサイ
ト．砕石，土木用角石，間知石・割栗用．

札幌－苫小牧低
地帯

さっぽろとまこまい
ていちたい

Sapporo-Tomakomai
depression

札幌市と苫小牧市を結んだ低地帯で，日本海側まで含
めて石狩低地帯とも呼ぶ．鮮新世以降の堆積物が堆
積．

札幌軟石 さっぽろなんせき Sapporo nanseki 北海道札幌市南区常盤産石材．支笏火砕流の溶結凝灰
岩．建築・土木用耐火用．

雑用岩石 ざつようがんせき rocks for miscellaneous
use

自然状態あるいは加工して，日常生活・諸施設などに
用いられる岩石．漬物石，記念碑，墓石用材．

砂泥比 さでいひ sand-clay ratio, sand-
shale ratio

砂岩（および礫岩）の全層厚と泥岩（頁岩）の全層厚
の比．地層群の地域的岩相変化を表わす指標．



砂鉄 さてつ iron sand 既存の岩石中の磁鉄鉱，イルメナイトなどが風化・浸
食によって運搬されて濃集・堆積したもの．規模に
よっては採掘の対象とされている．

差動高度計 さどうこうどけい statoscope 空中写真撮影に用いる高度計で，撮影中の高度変化を
基準高度からの気圧の変化で測定する装置．スタトス
コープともいう．

差動サージタン
ク

さどうさーじたんく differential surge tank タンク内に水路と断面積が近い縦管とオリフィスを設
けそれらで圧力管内の水圧を軽減させる方式の調圧水
槽．

差動調圧水槽 さどうちょうあつす
いそう

differential surge tank 差動サージタンクと同義．

差動トランス さどうとらんす differential transformer 一次励起コイルと二次差動コイルとコアからなる．コ
アの変位に比例した二次電圧が得られるセンサ．

差動トランス式
土圧計

さどうとらんすしき
どあつけい

differential transformer
type earth pressure
gauge

土圧計の受圧板の変位を差動トランスで測定する構造
となっているもの．

差動マノメータ さどうまのめーた differential manometer 液体の圧力差を計る計器．液体柱と大気圧とをつり合
わせて計る圧力計．

サドエルカファ
ラ（ダム）

さどえるかふぁら
（だむ）

Sadd el-Kafara (dam) エジプトにある，現存するものでは世界最古のダム遺
跡．Ｂ.Ｃ．2750年頃の建設．堤高11ｍの石工ダム．ダ
ム名は「異教徒のダム」の意．

佐渡鉱山 さどこうざん Sado mine 新潟県佐渡郡相川町にある日本最古の金山．古第三系
デイサイト質火砕岩類と新第三紀の安山岩質火砕岩
類・泥岩に胚胎．1989年閉山．

里見石 さとみいし Satomi ishi 群馬県群馬郡榛名町産石材．新第三系鮮新統～更新統
の両輝石安山岩．淡灰色，やや粗．土木・土台・石壁
用．秋間石と同質．

猿投山北断層 さなげやまきただん
そう

Sanageyamakita fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北東方向．愛知
県豊田市北部に位置する延長約21kmの右横ずれ逆断
層．

サニディン さにでぃん sanidine KAlSi3O8．単斜晶系．硬度6．比重2.56．カリ長石の一

種．高温型カリ長石で，酸性～中性の火山岩の構成鉱
物．

讃岐岩 さぬきがん sanukite 四国讃岐地方の打音のよく響く非顕晶質古銅輝石安山
岩．黒色で緻密．サヌカイト．

砂漠 さばく desert 極度に乾燥または氷雪のため植生を欠いた土地．堆積
物や分布域により，岩石砂漠，礫砂漠，砂砂漠，熱帯
砂漠，中緯度砂漠などに分類．

砂漠化現象 さばくかげんしょう desertification 乾燥地帯において砂漠の面積が広がる現象．過剰な放
牧，耕作，樹木伐採などが引き金になることが多い．

砂漠気候 さばくきこう desert climate 乾燥気候のうち，とくに降雨が少なく，平均的には常
に蒸発量が雨量を上回り砂漠を生じる気候型．



砂漠砂丘 さばくさきゅう desert dune 砂漠に形成される砂丘で，風向との関係により砂丘の
峰が風向方向に延びる縦列砂丘と，その峰が風向と直
交する方向に延びる横列砂丘に分類される．

砂漠準平原 さばくじゅんへいげ
ん

desert peneplain 乾燥気候下の地形輪廻における終末地形．風による細
粒物質の消失により，基盤が露出した岩石砂漠を呈す
ることが多い．

砂漠草原 さばくそうげん desert steppe 砂漠周縁部の雨季と乾季の交代がある半乾燥地域に見
られる草原．降水量は樹木の生育には不十分だが，草
は生育できる．

砂漠土 さばくど desert soil 温帯乾燥地域のまばらな植生下に分布するＢ層未発達
な土壌で，全体に灰色を呈し，塩類に富む．

佐波みかげ さばみかげ Saba mikage 山口県佐波郡徳地町産土木用石材．三群変成岩類を貫
く白亜系角閃石・黒雲母花崗岩．

サバンナ気候 さばんなきこう savanna climate 熱帯気候のうち，一年が雨季と乾季に明瞭に分かれる
気候．南米，アフリカに広くみられる．

サビ石 さびいし rusty stone 茶色の鉄酸化物ハローを伴う花崗岩石材．色合いを利
用して造園や建築材料に用いられる．岡山県北木島・
岐阜県苗木産．

サブアトラン
チック期

さぶあとらんちっく
き

Subatlantic age 北欧における植物相をもとにした完新世の区分のう
ち，約2,300年前から現在までの後期をさす．前期と比
較してやや温暖．

サブアルカリ岩
系

さぶあるかりがんけ
い

subalkalic rock series アルカリ（Na・K）に乏しく，シリカに富む火成岩系．
カルクアルカリ岩系ともいう．

砂風（砂撃）試
験

さふう（さげき）し
けん

sandblasting test 砂風による石材の摩滅程度の試験．

サブオフィチッ
ク

さぶおふぃちっく subophitic 玄武岩によくみられる岩石組織で，輝石粒が多くの短
冊状斜長石の一部を包み込んでいる組織．

サブグレーシャ
ル･エラプション

さぶぐれーしゃるえ
らぷしょん

subglacial eruption 氷底噴火と同義語．

サブダクション さぶだくしょん subduction 海洋プレートがマントル対流に従い，別のプレートの
下に沈み込んで，アセノスフェアに入っていく現象．
プレートの収れん（斂）境界．

サブダクション
帯

さぶだくしょんたい subduction zone サブダクションが起きる場所．プレートの収斂（束）
する境界であり，消費境界とも呼ばれる．

サプラベースメ
ント異常

さぷらべーすめんと
いじょう

suprabasement anomaly 磁気基盤よりも上位に分布する磁性体による磁気異
常．

サブレベル・ス
トーピンク法

さぶれべるすとーぴ
んぐほう

sublevel stoping 鉱床の上下を主要坑道に挟まれた区画を中段坑道（サ
ブレベル）により上から下へ順次採掘する工法．



サプロライト さぷろらいと saprolite 岩石が化学的風化を受けて生成した軟岩．風化殻とほ
ぼ同義．粘土鉱物に富む．

差分近似 さぶんきんじ finite difference
approximation

連続関数を有限な個数の点での関数値で表現する離散
化のこと．

差別圧密 さべつあつみつ differential compaction 不等沈下のように場所によって異なる圧密を起こす現
象．堆積物の粒度組成や透水率の側方変化が原因とな
る．

差別浸食 さべつしんしょく differential erosion 風化・浸食に対する岩石の抵抗性の違いにより，並存
する異なる岩石の間で不等的に浸食が進む現象．

砂防 さぼう erosion control works 山地，河川，海の沿岸などで土砂の発生を抑え，災害
の防止軽減をはかる工事あるいは事業．

砂防基本計画 さぼうきほんけいか
く

master plan of sabo
works

土砂災害を防止することにより，河川などの治水上・
利水上の機能の保全をはかるための基本的な計画．

砂防工 さぼうこう torrent works 豪雨・洪水時に土砂が流出することを防ぐ工事．

砂防指定区域 さぼうしていくいき sabo designated area 砂防法で定められ，治水上砂防設備が必要，または砂
防のために一部の行為が禁止または制限された土地．

砂防ダム さぼうだむ Sand-checking dam, check
dam, soil saving dam,
sediment control dam,
sabo dam, erosion
control dam, debris dam

流送土砂の貯留や河床浸食防止などを目的とするダ
ム．

砂防調査 さぼうちょうさ sabo investigation 砂防計画を作成する目的で実施する調査．

サポナイト さぽないと saponite (Na，1/2Ca)0.33(Mg,Fe
2+)3［(H2O)4│(OH)2│

Al0.33Si3.67O10］．単斜晶系．粘土鉱物のうちのスメクタ

イト族の中の３八面体型の一種．淡緑～白色で土状を
なす．熱水変質や火山灰・軽石の分解生成物などとし
て生成．

サマリウムーネ
オジム法

さまりうむーねおじ
むほう

samarium-neodymium
method

年代測定法の一つ．サマリウムがネオジムにα壊変す
ることを用いて測定する．風化･変質岩にも有効．

佐見断層 さみだんそう Sami fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．岐阜県加
茂郡佐見－新津間に位置し全長約26km．

砂紋 さもん ripple mark 砂の表面の規則的な構造．河川流・潮流・波・風によ
り，峰と谷からなる微地形が形成される．

皿型電位分布 さらがたでんいぶん
ぷ

saucer type potential
distribution

表面層の分極によって生じる自然電位の立体分布型の
一種で，等電位線の立体分布が皿型となるもの．

更紗 さらさ Sarasa 角礫構造の石灰岩石材．石灰岩の破片が方解石や鉄分
の多い粘土物質でこう結（膠結）されたもの．岐阜県
大垣市金生山産．



皿状地 さらじょうち dell 緩やかな凹型の谷壁斜面と舟底型の谷底をもつ浅い谷
あるいは椀状の凹地．一般には周氷河地域で凍結融解
と流水の作用によってできる地形をさす．

申川油田 さるかわゆでん Sarukawa oil field 秋田県男鹿半島北岸の若美町申川付近にある国内有数
の油田．1958年発見．貯留層は深度600～1,500ｍの新
第三系天徳寺層，船川層，女川層の凝灰質砂岩および
凝灰岩．

猿沢石 さるさわいし Sarusawa ishi 岩手県東磐井郡大東町・東山町産石材．古生界輝緑凝
灰岩．

さるさん（洒勒
山）地すべり

さるさんじすべり the Salechan landslide 1983年中国甘粛省蘭州市から南へ60㎞の山地で発生し
た,大規模で高速な地すべり．甚大な被害をもたらし
た．

サルテーション さるてーしょん saltation 砕屑物粒子が水の流れの中で間欠的に底面に衝突し，
バウンドしながら運搬される現象．跳動または躍動と
もいう．

砂礫 されき sand and gravel 大部分が礫と砂からなる堆積物．厳密にはシルトなど
も含む．

砂礫円錐 されきえんすい conical acumulation 小河川が勾配の緩やかな山麓へ出るところに形成され
る，ここを頂点とした砂礫からなる円錐形状の地形．
沖積錐ともいう．

砂礫基礎 されききそ sand and gravel
foundation

未固結で透水性の高い砂礫地盤を基礎とすること．構
造物によっては止水などの特別な基礎処理が必要．

砂礫鉱床 されきこうしょう detrital deposit 浸食・運搬・堆積作用の過程で特定の鉱物・岩石片が
淘汰され濃集堆積した鉱床．砂金鉱床など．機械的堆
積鉱床・砕屑堆積鉱床と同義．

砂礫層 されきそう gravel bed 砂と礫などの粗粒砕屑物を主体に構成する地層．段丘
堆積物や扇状地堆積物に多い．

砂礫堆 されきたい alternating bars, sand
bars, bars

砂州の一種で，河床に形成される．左右岸交互に州が
ほぼ直線的な河道内に形成される．

砂礫段丘 されきだんきゅう gravel terrace 堆積物が砂礫からなる段丘．厚く堆積した谷底平野や
氾濫原が，河川の浸食作用の復活により段丘化したも
の．

砂礫薄層 されきはくそう gravel veneer 浸食段丘面上に残された薄い礫層．ベニア礫層ともい
う．

砂漣 されん sand ripple 砂の表面の峰と谷からなる規則的な微地形．近年は
リップルが用いられることが多い．

沢田石 さわだいし Sawada ishi 静岡県賀茂郡河津町産石材．新第三系凝灰岩．

酸アルカリ処理 さんあるかりしょり acid-alkali treatment 粘土鉱物の同定のために行う処理．反復して繰り返す
場合もある．



サンアンドレア
ス断層

さんあんどれあすだ
んそう

San Andreas fault 北米西岸に沿って北西－南東方向に延びる右横ずれ大
断層で，北米プレートと太平洋プレートとの境を構
成．

散逸関数 さんいつかんすう dissipation function 三次元座標上の物体の質点に働く抵抗力の総和を定め
る関数．

山陰災害 さんいんさいがい San'in disasters 1983年7月22日に島根県西部を中心に山陰地方一帯で発
生した記録的な豪雨による災害．
島根県西部の浜田では，１時間降水量91.0mm（23
日），日降水量331.5mm（23日）を観測するなど記録的
な大雨となり，山がけ崩れ，土石流，洪水が相次いで
発生し，100名を超える死者・行方不明者が出た．
気象庁は，７月20日から23日にかけての大雨を「昭和
58年７月豪雨」と命名した．

山陰帯 さんいんたい San'in belt 領家帯・山陽帯の北側に並行に分布する白亜紀後期～
古第三紀中期に活動した花崗岩類の分布域．

酸栄養湖 さんえいようこ acidotrophic lake 火山性の硫酸塩や塩酸塩などの流入により酸性を示す
湖沼．生物種に乏しく，魚類はほとんど住まない．

酸化 さんか oxidation 物質が酸素と化合すること．または，物質から水素を
奪うこと．水は空中の酸素を含むので，その酸化作用
は鉄の化合物に対して特に著しい．

ザンガーの式 ざんがーのしき Zanger's formula ダム設計の際の地震時動水圧の算定式で，大きなフィ
レットを有する場合に適用する式．

三回対称軸 さんかいたいしょう
じく

trigonal axis 対称軸のうち，ある軸について１回転する間に120ﾟご
とに結晶形が同じ空間を占める対称の要素．

酸化還元電位 さんかかんげんでん
い

oxidation-reduction
potential

酸化力，還元力を水素電極を基準にして電位差で表わ
したもの．

酸化還元反応 さんかかんげんはん
のう

oxidation-reduction
reaction

電子を奪う現象．酸素分圧に大きく依存し，地殻内で
はその組成・流体の存在・物質の起源によって変化．

山岳気象 さんがくきしょう mountain weather 山岳地域で認められる特有の気象現象．周辺地域の気
象にも影響を及ぼすことがある．

山岳工法 さんがくこうほう mountain tunneling
method, conventional
method (or excavation),
tunnel blasting method

山岳トンネルでよく用いられる，主に硬質岩盤の爆破
や機械掘削によるトンネル掘削工法．

三角座標分類法 さんかくざひょうぶ
んるいほう

triangular soil
classification chart
system

土の判別分類法の一つで，粒度組成だけからなる三角
座標を用いて土を分類する方法．

三角座標粒度管
理図

さんかくざひょう
りゅうどかんりず

triangular soil
classification chart
system

骨材の粒度管理や土の分類に用いられる図で，粒径の
範囲ごとの３成分に区分した三角座標に各粒径の質量
百分率をプロットしたもの．

三角洲 さんかくす delta 河川に運搬・搬出された砂泥などの堆積物が，河口付
近の静水域に堆積して形成される低平な地形．ギリ
シャ文字のデルタ（Δ）状に作られることからデルタ
ともいう．



三角図 さんかくず triangular diagram 三角座標を用いて，三成分の組成や組成と性状との関
係を表わしたもの．

三角水準測量 さんかくすいじゅん
そくりょう

trigonometric leveling 既知である高さの既知点と求点間の距離を用いて垂直
角を測定することによって，標高差を求める水準測量
法．

三角州成層 さんかくすせいそう delta deposit 三角州を構成する堆積物．砂層や有機物に富んだ泥層
などからなる．

三角州堆積物 さんかくすたいせき
ぶつ

deltaic deposit 三角州成層と同義．三角州の前面には細粒物質が前置
斜面には砂を主とする粗粒物質が堆積．

三角州部 さんかくすぶ delta area 海岸部の低地をさす．三角州に代表され砂泥を主体と
する．ここには三角州の他に潟湖跡地，海岸砂州など
が分布する．

山岳性降雨 さんがくせいこうう mountain rainfall 降雨現象のなかでとくに山岳地帯特有のもの．湿気を
帯びた風が山腹を上昇するとき温度が下がり降雨が生
じる．

三角堰 さんかくせき triangular notched weir ３角形の切り欠き部分を有する堰をいい，河川水など
の流量測定に用いられる．

三角測量 さんかくそくりょう triangulation 既知の２点から未知点を求める測量方法の一つ．２点
間の距離（基線）と夾角とで未知点の座標を得る．

三角点 さんかくてん triangulation point 三角測量およびすべての測量の基準となる位置関係の
基準点．規模および精度により等級が決まっている．

山岳土 さんがくど mountain soil 山岳地域に分布する土壌の総称．一般に礫が多く土壌
体の厚さは薄く，生物の活動も不活発．

山岳トンネル さんがくとんねる mountain tunnel 山岳・丘陵などで施工されるトンネル．岩盤が主とな
るが断層破砕帯や高圧湧水などに留意が必要．

三角波 さんかくは，さんか
くなみ

chopping wave 異なった方向から来る複数の波が交差して生じる短い
波峰の波をいう．

山岳氷河 さんがくひょうが mountain glacier 急峻な山岳地域に発達する氷河．アルプス型氷河とも
よばれている．谷頭部の圏谷氷河と山腹を刻む谷氷河
に代表される．

三角末端面 さんかくまったんめ
ん

triangular facet, spur
facet

断層変位による崖地形を表す用語の一つで，山脚末端
に形成される浸食された断層崖の三角状の急崖．断層
運動と浸食で顕在化する．

三角網 さんかくもう triangulation network 三角測量において多数の三角点をつなぎ合わせてでき
る網状の三角形群．

酸化作用 さんかさよう oxidation reaction 鉱物などの構成原子から電子が奪われる作用のこと．
岩石が大気中の酸素や水に溶解した酸素と接触したと
きに生じる．



酸化帯 さんかたい oxidized zone, oxidation
zone

風化作用および地表から浸入する天水などにより，酸
化作用を受けた部分．一般的な生成鉱物は褐鉄鉱であ
る．

散岩 さんがん scattered boulder 地表に散在する岩塊．地質学的には転石の一種．地図
用語．

山間埋立処分場 さんかんうめたて
しょぶんじょう

landfill site in valley 山間部の沢地などに設置される，廃棄物を埋め立て処
分する施設．

三かん分度器 さんかんぶんどき three-armed protractor 位置の知られている３点への方向線がはさむ角度を測
定して，船舶の位置を決定するのに用いられている機
器．

残丘 ざんきゅう monadnock 準平原上に一段高く突出した丘陵状の地形．残丘には
硬岩からなる堅牢残丘と，分水界付近での遠隔残丘と
がある．

産業廃棄物 さんぎょうはいきぶ
つ

industrial waste 事業活動に伴って排出される廃棄物の総称．家庭から
排出される廃棄物は一般廃棄物．

三極法 さんきょくほう three-electrode array 一方の電流電極を無限と見なせる遠方に固定し，１個
の電流電極と２個の電位電極を移動電極とする比抵抗
法．

三郡変成帯 さんぐんへんせいた
い

Sangun metamorphic belt 九州北部から中国地方東部・中部地方にかけて分布．
低温高圧型の広域変成岩（三郡変成岩）からなる変成
帯．

酸欠 さんけつ oxygen deficiency 換気の不良なトンネルなどで，ガスの湧出や作業によ
る酸素の消費により，空気中の酸素濃度が低下した状
態．

酸欠空気 さんけつくうき oxygen deficient air 地下水位を低下させた時，帯水層が空気に触れ急速な
酸化反応が進行し形成される酸素が欠乏した空気．

酸欠層 さんけつそう oxygen deficient layer 人間の呼吸が阻害される酸素濃度16%以下の空気（酸欠
空気）を含む地層．過剰揚水による地下水位の低下に
より形成された．

山弧 さんこ mountain arc 弧状の平面形をもつ山脈または山系．弧状列島やアル
プス・ヒマラヤなどの山脈に代表される．一般に凸側
を外側，凹側を内側と呼ぶ．

さんご砂（珊瑚
砂）

さんごさ coral sand さんご礁（珊瑚礁）の礁原の内側に，さんご（珊瑚）
や石灰藻などの破片が粗い砂として堆積したもので90%
近くが石灰質．

さんご砕屑性石
灰岩（珊瑚砕屑
性石灰岩）

さんごさいせつせい
せっかいがん

detrital limestone さんご（珊瑚）・石灰藻などの砕屑片からなる石灰
岩．粒径から石灰礫岩・石灰砂岩・石灰泥岩に分けら
れる．

さんご礁（珊瑚
礁）

さんごしょう coral reef 造礁さんご（珊瑚）や石灰藻類などが付着・成長し，
破砕集積して形成された礁．30°より低緯度の大洋の
浅海に発達する．

さんご礁骨材
（珊瑚礁骨材)

さんごしょうこつざ
い

coral reef aggregate さんご礁（珊瑚礁）の石灰岩を破砕してつくった骨
材．



さんご礁土（珊
瑚礁土）

さんごしょうど coral reef soil さんご礁（珊瑚礁）を構成する生物遺骸からなる石灰
質砂～砂礫相の堆積物．

さんご生育帯
（珊瑚生育帯）

さんごせいいくたい coral growth zone 海水温18℃以上，塩分濃度34～35‰でかつ透明度が高
くさんご（珊瑚）が生育できる環境にある水域．

さんご石灰岩
（珊瑚石灰岩）

さんごせっかいがん coral limestone さんご類（珊瑚類）化石自体からなる石灰岩．

さんご石灰質砂
（珊瑚石灰質
砂）

さんごせっかいしつ
さ

coral calcareous sand さんご類（珊瑚類）の生物遺骸からなる石灰質の砂．

さんご泥（珊瑚
泥）

さんごでい coral mud さんご礁（珊瑚礁）付近の大陸斜面や深海に沈殿する
石灰質軟泥．さんご砂（珊瑚砂）の沖合に分布．

さんご島(珊瑚
島)

さんごとう coral island さんご礁（珊瑚礁）が波浪によって破砕され，堆積し
てできた島．さんご礁（珊瑚礁）・造礁さんご（珊
瑚）の破片・さんご（珊瑚）砂などからなっている．

三軸圧縮試験 さんじくあっしゅく
しけん

triaxial compression
test

円柱状の供試体に流体圧を側方に加えた後，軸方向に
圧縮力を加えて変形，強度特性などを調べる試験法．

三軸圧密試験 さんじくあつみつし
けん

triaxial consolidation
test

軸方向と側方向に圧力を加えて行う圧密試験．土供試
体の周囲にろ紙を巻き放射方向に排水させて行う．

三軸試験 さんじくしけん triaxial test 三軸応力下における圧縮，または伸張などの試験を総
称していう．

三軸室 さんじくしつ triaxial cell 三軸試験時に供試体に流体圧などを加えるために用い
る密閉された容器を呼ぶ．三軸セルと呼ぶこともあ
る．

三軸伸張試験 さんじくしんちょう
しけん

triaxial extension test 円柱状の供試体に軸圧よりも大きな側圧を加えて供試
体を伸張破壊させる三軸試験．

三軸スライス試
験

さんじくすらいすし
けん

triaxial slice
compression test

円柱型試料から45度の角度で斜めに厚さ1cm程度のスラ
イスを切り出し，上下にキャップをつけて全体を円柱
型として三軸セルの中で垂直応力とせん断応力を加え
る試験法

三軸セル さんじくせる triaxial cell 三軸試験時に供試体に流体圧などを加えるために用い
る密閉された容器を呼ぶ．三軸室と同義．

三軸だ円体 さんじくだえんたい triaxial ellipse 三次元空間において極座標上に描かれる三方向の軸を
持つだ円体．

三軸タンデム
ローラー

さんじくたんでむ
ろーらー

three-axle tandem roller 舗装の仕上げなどに使用される締固め用の自走式機械
で３軸４輪の鉄製ローラーを車輪とするもの．

三次クリープ さんじくりーぷ tertiary creep 土のクリープ破壊において，時間とひずみ量の関係が3
段階に分けられ，ひずみ速度が増大する3段階目をさ
す．



三軸ローラ さんじくろーら three-axle roller アスファルト舗装の仕上げ転圧を行う三軸式の道路
ローラ．前方の２輪の上下動を固定し荷重を集中でき
る．

三次元圧密 さんじげんあつみつ three-dimensional
consolidation

部分載荷を受ける粘土地盤において，地盤中のひずみ
や間隙水の流れが鉛直方向と水平方向の三次元的に起
きる圧密．

三次元安定解析 さんじげんあんてい
かいせき

three-dimensional
stability analysis

斜面安定を三次元的に検討する手法．すべり面の中央
部を円筒形，端部を回転楕円体などとして解析する方
法などがある．

三次元インバー
ジョン

さんじげんいんばー
じょん

three-dimensional
inversion

三次元高密度測定データをインバージョン法によって
処理し，三次元モデルを得るための探査情報処理技
術．

三次元解析 さんじげんかいせき three-dimensional
analysis

水平・鉛直の両要素を組み合わせ立体として行う解
析．

三次元高密度調
査

さんじげんこうみつ
どちょうさ

three-dimensional high
density exploration

受信器を平面上に微小間隔高密度に配置し，探査対象
区域に任意三次元解析面を設定できる物理探査法．

三次元地震探査 さんじげんじしんた
んさ

three-dimensional
seismic exploration

地下構造の立体的な広がりを把握するため，三次元的
計測で得られたデータに基づいて解析を行う地震探査
法．

三次元地盤変位
計測法

さんじげんじばんへ
んいけいそくほう

three dimensional
measuring method for
ground displacement

鉛直方向に埋設した特殊チューブの１ｍ毎の傾斜（２
方向）と軸方向距離を計測して３次元的に地盤変位を
求める方法．

三次元地質解析
システム

さんじげんちしつか
いせきしすてむ

three-dimensional
geological analysis
system

地形や地下の地質，物性値などを三次元データとして
データベース化し，地質構造の三次元的な表示，解析
などを行うためのシステム．

三次元透水係数 さんじげんとうすい
けいすう

coefficient of three
dimensional hydraulic
conductivity

三つの主透水係数と,主透水係数軸の座標軸に対する方
向余弦で表される三次元的な透水性．地盤の透水異方
性を表すために用いる．

三次元モデル さんじげんもでる three-dimensional model 地層や構造と電流の電位または地震波速度などの物理
量との関係が三次元的に変化するモデルのこと．

三次処理 さんじしょり tertiary treatment 排水処理において，より高度な処理水質を得ることを
目的として活性汚泥処理などの二次処理の後段に設置
する処理工程．

三四面体 さんしめんたい triaxis-tetrahedron 正四面体の各面が三つの等しい二等辺三角形をもつ三
方錐に分化した十二面体．形状によりさらに細分され
る．

サンシャイン計
画

さんしゃいんけいか
く

Sunshine Project 無公害社会の建設を目指した新エネルギー技術開発計
画で，エネルギー危機を克服するための産官学の共同
プロジェクト．

三斜晶系 さんしゃしょうけい triclinic system,
anorthic system

結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．結晶の主軸
がいずれも斜交し，軸率も等しくない．

三斜対称 さんしゃたいしょう triclinic symmetry 構造地質学で，構造が対称面をもたない場合のこと．



三斜法 さんしゃほう base-altitude method 求める面積をいくつかの三角形に分割し，面積を求め
る方法．

三州街道断層 さんしゅうかいどう
だんそう

Sanshukaido fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ級，北東方向．長野
県下伊那郡付近に位置し全長約16㎞の３つの断層群か
らなる．

三重点 さんじゅうてん triple point 単一な物質の一成分系の相平衡状態図において気相，
液相，固相が平衡にある点．

三州みかげ さんしゅうみかげ Sanshu mikage 愛知県岡崎市小呂町・箱根町産石材．中生界両雲母花
崗岩．白雲母，柘榴石を含むため美麗．岡崎みかげと
同質．

三主応力制御試
験

さんしゅおうりょく
せいぎょしけん

independent principal
stress control test

直方体の供試体の各面に大きさの異なる応力を加えて
供試体の変形，強度特性などを調べる試験法．

産出ガス油比 さんしゅつがすゆひ producing gas oil ratio 坑井から産出したガスと原油の地表条件における容積
比．

産出可能量 さんしゅつかのう
りょう

possible production 経済的，技術的に採掘可能であることが明らかになっ
ている流体資源埋蔵量．

産出試験 さんしゅつしけん production test 地熱や石油開発において，流体を坑井からどの程度生
産できるかを調べる試験．生産試験ともいう．

産出指数 さんしゅつしすう productivity index(PI) 坑井から流体が産出される場合の産出能力を示す指
数．PI＝産出量／（静止状態の孔底圧-産出状態の孔底
圧）．

産出井 さんしゅつせい producing well 油田・ガス田・地熱利用などで，地下の資源を取り出
すための坑井．生産井と同義．

産出能力 さんしゅつのうりょ
く

producing capacity 生産井（坑井）の単位時間あたりの油およびガスの産
出量．

三じょう紀（三
畳紀）

さんじょうき Triassic(period) 中生代を三分した最初の時代．251～208Maの約４千万
年間．トリアス紀とも．

三じょう系（三
畳系）

さんじょうけい Triassic(system) 三じょう紀（三畳紀）に生成した地層・岩石．中生界
の三区分中の最下部で，ジュラ系の下．

三城目安山岩 さんじょうめあんざ
んがん

Sanjome andesite 福島県西白川郡矢吹町三城目産の第四系溶結凝灰岩の
石材名．石材業では「安山岩」として扱われている．
三城目石ともいう．

散水式消雪 さんすいしきしょう
せつ

water spray snow-
melting, snow melter by
the sprinkler

道路の中央または端に消雪パイプを設置し，散水ノズ
ルから水を噴出させ消雪する方法．

散水養生 さんすいようじょう water spraying of
concrete, spray curing

コンクリートの湿潤養生法の一つで，打設面に散水し
て湿潤状態を保つ方法．



サンスポット さんすぽっと sun spot 空中写真やリモートセンシングデータにおいて，太陽
からの反射光を直接受けて生じる明るい点．

酸性雨 さんせいう acid rain 大気中に排出された二酸化硫黄や窒素酸化物などの汚
染物質が硫酸や硝酸となり雨中に取り込まれ強い酸性
を示す現象．

酸性化（河川や
湖沼の）

さんせいか（かせん
やこしょうの）

acidification (of river
water or lakes and
marshes)

酸性雨や各種原因の酸性水の影響により河川・湖沼のp
Ｈが低下すること．花崗岩や酸性土壌の地域などでは
特に生態系への影響が懸念される．

酸性ガス交代作
用

さんせいがすこうた
いさよう

acid gas metasomatism 水とハロゲン塩類や硫酸塩の反応で生じた強酸性溶液
が，他の重金属などを運搬し，引き起こす交代作用．

酸性河川 さんせいかせん acid river 火山，鉱床，酸性土壌などに起因する酸性水の影響を
受け，水質が酸性を呈する河川．

酸性褐色森林土 さんせいかっしょく
しんりんど

acid brown forest soil 湿潤温帯の落葉広葉樹林や混交林下に分布する褐色の
土壌．カルシウムイオンが溶脱し，酸性を呈する．

酸性岩 さんせいがん acidic rock 火成岩中に含まれるSiO2の重量百分率に基づく分類法で

SiO2量が66%以上の火成岩．

酸性降下物 さんせいこうかぶつ acid precipitation 大気中の二酸化硫黄や窒素酸化物などの汚染物質が硫
黄や硝酸となり，霧，雨，雪，ダストなどとなって降
下する物質．

酸性降水 さんせいこうすい acid precipitation 化石燃料の燃焼などで放出された硫黄酸化物や窒素酸
化物などが取り込まれ，pH5.6以下の強酸性になった降
水．

酸性坑内水 さんせいこうないす
い

acid mine water 坑内の硫化鉱物が酸化され，その結果発生する酸性の
坑内水．鉱害の原因の一つ．

酸性泉 さんせいせん acid spring pH３以下の酸性の温泉．青森県酸ヶ湯など日本に多
い．

酸性土 さんせいど acid soil pH6.5以下または交換酸度が1.1以上の土壌を指し，ポ
ドソルやアンドソルなどがこれに属する．

酸性白土 さんせいはくど Japanese acid clay モンモリロナイトが主成分の白色の粘土．膨潤性はな
く強い吸着能を有す．ベントナイトの風化により生
成．

さん井盆地 さんせいぼんち artesian basin 向斜構造をもつ被圧帯水層群の発達する構造盆地．

酸性硫酸塩土壌 さんせいりゅうさん
えんどじょう

acid sulfate soil 熱水溶液による交代沈殿や海成堆積物中の黄鉄鉱が酸
素や硫黄酸化菌などにより生成された硫酸により強酸
性を示す土壌．

残積成 ざんせきせい residual 母岩の分布場所から移動せずに，その場所で風化され
土壌化すること．



残積性未熟土 ざんせきせいみじゅ
くど

residual regosols やわらかい岩石が堆積した上に分布する，土壌生成作
用を示す特徴がほとんど認められない土壌．花崗岩や
流紋岩などから構成される山地の尾根などに分布す
る．

残積土 ざんせきど residual soil もとの岩石の位置かその近傍にとどまり生成された風
化産物としての土壌．

残積粘土 ざんせきねんど residual clay 残留粘土と同義．

三層構造 さんそうこうぞう three-layer structure 粘土鉱物によく見られる結晶構造で，二枚の四面体
シートの間に一枚の八面体シートをはさんでいる．

三相分布 さんそうぶんぷ three phase of soil 植物の生育に影響する土壌の通気性・保水性・保肥力
などを評価する指標．固相（土粒子や有機物）・液相
（水分)・気相（空気）の体積比または体積百分率で表
す．

酸素活性汚泥法 さんそかっせいおで
いほう

activated sludge process
by oxygen aeration

活性汚泥処理法の曝気に酸素を用いて曝気槽内の活性
汚泥を高濃度に維持する処理法．空気曝気法に比べ曝
気槽を小型化できる利点がある．

酸素吸収量 さんそきゅうしゅう
りょう

oxygen absorption 土が持つ酸素吸収能力を評価するため室内試験で測定
する酸素の吸収量．

酸素欠乏 さんそけつぼう oxygen deficiency 酸欠と同義．

酸素同位体曲線 さんそどういたい
きょくせん

oxygen isotope curve 酸素の同位体比を示す曲線．岩石中の共生鉱物の組み
合わせで変成岩や火成岩の生成温度を推定する．

酸素同位体ス
テージ

さんそどういたいす
てーじ

oxigen isotope stage 酸素の安定同位体比18O/16Oを用いて，過去の気温を温暖
期と寒冷期に区分して完新世の温暖期から順に番号を
ふったステージ区分．

酸素同位体組成 さんそどういたいそ
せい

oxygen isotope
composition

物質中に含まれる質量数16，17，18の酸素同位体の組

成．一般に16Oに対する他の同位体の存在比で表す．

酸素同位体法 さんそどういたいほ
う

oxygen-isotope method 酸素の安定同位体比18O/16Oを用いて，地球化学的現象や
岩石の成因などを研究する方法．

酸素分圧 さんそぶんあつ oxygen partial pressure 混合気体に含まれる酸素が，それのみで全体積を占め
ているとした場合の圧力．

残存応力 ざんぞんおうりょく residual stress 外力によって物体が塑性変形を起こした後，外力がな
くなった状態で物体内に残留している応力．

残存土壌 ざんぞんどじょう relic soil 地表に露出していながら現在の自然環境での土壌特性
と異なり，生成時の特性を残している古土壌．遺跡土
ともいう．

山体崩壊 さんたいほうかい sector collapse 山地斜面の基盤岩の一部が力学的な安定を失って突発
的に崩落する現象．表層で生じる斜面崩壊とは異な
る．



三体問題 さんたいもんだい three-body problem ３質点間に万有引力の法則により力が働く運動を
ニュートン力学で求める問題．特殊解しか得られてい
ない．

散弾試すい機
（散弾試錐機）

さんだんしすいき shot drill 鋼鉄製散弾を用いて掘削する試錐機．ロッドから散弾
を送り込み，ビット部分で岩石をすりつぶす．ショッ
トドリル．

三反田石 さんだんたいし Sandanta ishi 長野県佐久市野沢産石材．第四系輝石安山岩．

山地氷河 さんちひょうが alpine glacier 山岳地域に発達する氷河で，最上流部に広い万年雪原
を有する．山岳氷河と同義．

残柱式採掘法 ざんちゅうしきさい
くつほう

open stopes with pillar
supports

坑内で鉱石の一部を採掘せずに柱状に残し，天盤また
は上盤を支えて掘削する無支保採掘法．高能率で経済
性に富んだ採掘法．

残柱式長壁採掘 ざんちゅうしきちょ
うへきさいくつ

longwall mining with
pillar supports

長壁式採掘で切羽と切羽の間にある幅の炭柱を残し，
炭層を全て掘削する採掘法．切羽の長さは200～300m．
実収率が大きく機械化施工が可能．

山中地溝帯 さんちゅうちこうた
い

Sanchu graben 埼玉県秩父盆地から長野県佐久町付近までの北西～西
北西方向に約40km，幅２～４kmに分布する白亜系分布
域．

山頂火口 さんちょうかこう summit crater 火山の山頂部にある火口．火山噴出物の大部分を噴出
した火口で，主火口ともいう．

山頂貯水池 さんちょうちょすい
ち

hilltop reservoir 山頂に設置された貯水池．導水してきた水を一時貯留
し，受益地に配水するための施設．

山頂噴火 さんちょうふんか summit eruption 成層火山における山頂火口からの噴火．成層火山は長
期に渡って山頂噴火を繰り返し，噴出物の堆積によっ
て発達する．

３Ｄ速度検層 さんでぃーそくどけ
んそう

three-dimensional
velocity logging

地中内不連続面の３次元的な把握を，そこを通過する
弾性波の到着状態の変化に基づいて行う速度検層法．

三点観測法 さんてんかんそくほ
う

tripartite method ３つの観測点の地震波到達時刻を基に，地震波の到来
方向および見掛けの速度を求める方法．

三点法 さんてんほう three points problem 海上測量の一種．確定位置3目標から2夾角を六分儀を
用い測量し，図上位置を三桿分度器を用いて求める．

三点曲げ試験 さんてんまげしけん three point bending test 供試体の両端を支持点とし，その中間を荷重点として
材料に曲げ応力を与え，破壊靭性を評価するための試
験法．

サンドイッチ
（盛土）工法

さんどいっち（もり
ど）こうほう

multiple sandwich method 軟弱土を盛り立てる場合，排水による圧密などの効果
を期待し，軟弱土層中に波形厚紙や生石灰を挟む工
法．

サンドウエーブ さんどうぇーぶ sand wave 一方向に卓越した強い流れによって，河床・海底面に
形成される大きな波状地形．



三等三角点 さんとうさんかくて
ん

third order
triangulation point,
third order
triangulation station

国土地理院で三等三角測量により作った三角点．約4km
に１点の割合で設置され10秒の三角形閉合差を持つ．

サンドコンパク
ションパイル工
法

さんどこんぱくしょ
んぱいるこうほう

sand compaction pile
method

軟弱地盤を改良する工法の一種で，緩い砂質土や軟弱
粘性土の中に振動または衝撃によって締固めた砂杭を
設置する工法．ＳＰＣ工法．

サンドシーム さんどしーむ sand seam 厚い均質層中に挟まれた薄い異質層をシームといい，
厚い粘土層中の薄い挟在砂層をサンドシームという．

サンドスクリー
ン

さんどすくりーん sand screen ストレーナ管の表面に石英砂を合成樹脂で接着したス
クリーン．

サンドドレーン
工法

さんどどれーんこう
ほう

sand drain method 多量の水分を含んだ軟弱地盤中に砂柱を一定間隔に施
工し，地盤の排水を行うことで圧密沈下を促進させ地
盤の改良を行う工法．

サンドドレーン
船

さんどどれーんせん sand piling barge 軟弱地盤を改良して強度増加させる作業を行うための
専用作業船．サンドドレーン工法を行うための専用
船．

サンドパイル さんどぱいる sand pile 軟弱地盤中に設置される砂柱．支持力の増大や，軟弱
粘性土の排水促進による圧密増加を目的とする．

サンドブラスト
試験

さんどぶらすとしけ
ん

sand blast test 岩石のすり減り抵抗を測定するために，岩石表面にシ
リカ質砂などを送風し行う磨耗試験．

三波石 さんばいし Samba ishi 群馬県多野郡鬼石町産．分布は，神流川を中心とする
地域．三波川変成岩の石材・鑑賞石用材．

三波川結晶片岩 さんばがわけっしょ
うへんがん

Sambagawa crystalline
schist

秩父三波川流域や中央構造線の南側に分布する広域変
成岩．塩基性片岩・泥質片岩などより構成．

三波川変成帯 さんばがわへんせい
たい

Sambagawa metamorphic
belt

関東山地から，西南日本の中央構造線の南側を経て九
州にいたる結晶片岩地域．延長800km．

三波川－御荷鉾
帯

さんばがわみかぶた
い

Sambagawa-Mikabu terrain 西南日本外帯の三波川結晶片岩・御荷鉾緑色岩類の分
布地域．長瀞帯・広義の三波川帯と同じ地域．

桟橋 さんばし landing pier 杭やケーソンなどの支柱を立て，その上に床板をのせ
た形式の船舶を係留するための施設．

三八豪雪 さんぱちごうせつ unusual heavy snow in
Showa 38

1963年（昭和38年）1月北陸を中心として，本州日本海
側一帯に降った異常な大雪．多大の雪害をこうむっ
た．

三ヒンジアーチ
橋

さんひんじあーち
きょう

three hinged arch bridge アーチの中央と両端にヒンジのあるアーチ橋．近年で
はほとんど用いられない．

サンフェルナン
ド地震

さんふぇるなんどじ
しん

the 1971 San Fernando
earthquake

1971年2月9日にロサンゼルス郊外で発生したM6.5の地
震．死者58～66人の被害地震．



山腹工 さんぷくこう hillside works 何らかの原因で植生を失った斜面に土壌を定着させ，
森林の回復を促進させるための諸工事．

山腹積み工 さんぷくつみこう hillside piling up works 山腹など等高線沿いに小段を作り，浸食の防止と樹木
の植裁を計る工法．積石工・芝積工・粗朶積工などが
ある．

山腹被覆工 さんぷくひふくこう hillside covering works 山腹斜面の浸食・風化などの抑制を目的として，粗
朶・わらなどの人工資材で斜面を被覆する工法の総
称．

山腹噴火 さんぷくふんか flank eruption 火山の山腹斜面に生じた側火口～割れ目からの噴火．
側噴火と同義．山頂噴火に対する用語．

散布図 さんぷず scatter diagram データの集中や拡散の度合，および幾つかのグループ
に分かれるか，異常値はないかを見るために二次元座
標上にプロットした図．

サンブナン固体 さんぶなんこたい Saint Venant solid レオロジーの分野で，固体や流体の力学的性質を理想
化した場合の完全な塑性を持つ材料．

サンブナンの定
理

さんぶなんのていり Saint Venant's principle 合力が等しい外力が作用する物体上では，作用部分か
ら十分に離れると，外力の分布に関わらず同じ効果を
示すという原理．

サンブナンのね
じり

さんぶなんのねじり Saint Venant's torsion 棒材にねじりモーメントを作用させたとき，棒の長さ
方向に一様にねじられる状態をいう．

サンブナン物体 さんぶなんぶったい Saint Venant body 力学的模型では，直列につながったスプリングとスラ
イダーで表現される物体．完全塑性体ともいう．

サンプラ さんぷら sampler 試料採取に用いる装置ないし方法．チューブにより採
取する装置やブロック切り出し方法などがある．

サンフランシス
コ地震

さんふらんしすこじ
しん

the 1906 San Francisco
earthquake

1906年4月18日5時12分にサンフランシスコの北西で発
生した，震央が38ﾟN 123ﾟW，M8.3の地震．

サンプリング さんぷりんぐ sampling 試料採取と同義語．

１／３オクター
ブ分析

さんぶんのいちおく
たーぶぶんせき

1/3 octave analysis 種々の振動について１オクターブを1/3に分割した周波
数帯域で計測･分析する振動評価法．

三辺測量 さんぺんそくりょう trilateration 三角網の各辺長を測定する測量方法．三角測量よりも
精度が高い．

三宝山層群 さんぼうさんそうぐ
ん

Sanbosan Group 関東山地から沖縄に至る秩父累帯南帯の南縁部の付加
体．中生界ジュラ系～白亜系．高知県香美郡野市町三
宝山地域を模式地とする．チャートおよび石灰岩を主
体とする．

三方四半面像晶
族

さんぽうしはんめん
ぞうしょうぞく

rhombohedral
tetratohedral class

菱面体四半面晶族ともよばれ，三回対称軸のみを対称
の要素とする．



三方晶系 さんぽうしょうけい trigonal system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．ｃ軸方向に
３回回転軸か，３回回反軸をもつ晶族をまとめた晶
系．

三方両錐体 さんぽうりょうすい
たい

trigonal bipyramid 三回回転軸を持つ錐体である三方錐体を，上半分と下
半分に対称に持った六面体．

山脈 さんみゃく mountain range 山地の全体としての形が，脈状に連続して延びている
もの．いくつかの山脈が集まったものを山系と呼ぶ．

三面張り堤防 さんめんばりていぼ
う

three-face-armored bank 洪水の越流を想定して，のり面および天端の全面を石
張りとしたり，アスファルトのり面工法などで補強し
た堤防．

産油層 さんゆそう reservoir 石油を産出する油層．貯留岩のうち連続相をなす石油
の存在する部分．

残油率 ざんゆりつ residue rate 油田の可採量と産油量の比．

山陽淡青 さんよううすあお Sanyo usuao 岡山県川上郡備中町産石材．古生界大理石．

三葉虫類 さんようちゅうるい Trilobita 古生代にのみ生存した海生の絶滅節足動物．一般に体
長2～10cm．示準化石として有効．日本では，シルル紀
以降の属種を産す．

三翼ビット さんよくびっと three wing bit 主に軟弱地盤や砂層の掘削に使用される刃先が三翼に
分かれたビット．

散乱 さんらん scattering 波が障害物にあたったときに，障害物を中心に方向が
異なる波が生じる現象．

散乱型RI試験機 さんらんがたあーる
あいしけんき

back scattering type
nuclear gauge

地盤の密度と含水比を計測するために用いるRI試験機
のうち，線源を地表面に置くタイプの試験機．

散乱波 さんらんは scattered wave 散乱により生じる波．障害物の物性や状態を知ること
が出来る．

三陸大津波 さんりくおおつなみ the great Sanriku
tsunami

三陸地方は古くから津波の常襲地といわれ，869年・
1611年・1896年・1933年に巨大津波を記録している．

三陸沖地震 さんりくおきじしん Sanriku-oki earthquake 三陸の沖合に発生する大地震の総称．1896年6月15日
(M7.2）・1933年3月3日(M8.1)の大地震は有名である．

三陸地震津波 さんりくじしんつな
み

Sanriku tsunami caused
by earthquake

三陸の沖合で発生した地震で引き起こされた津波．869
年・1611年・1896年・1933年に巨大津波を記録してい
る．

三陸はるか沖地
震

さんりくはるかおき
じしん

the 1994 Sanriku-haruka-
oki-earthquake

1994年12月28日に三陸沖の北緯40.5度 東経143.7度で
発生したM7.5の地震．震度6を記録した八戸を中心に被
害が発生．正式名称は「平成6年（1994年）三陸はるか
沖地震」．



三里浜砂丘 さんりはまさきゅう Sanrihama sand dune 福井県福井平野西部，九頭竜川河口南の海岸に広がる
標高15m～40mの砂丘.

残留応力 ざんりゅうおうりょ
く

residual stress 物体に加わっていた外力を取り去った後にも，物体内
に残留している応力．

残留荷重 ざんりゅうかじゅう residual load 過去に作用した荷重が岩盤中に残されたものをいう．
残留応力と呼ぶ場合が多い．

残留間隙水圧 ざんりゅうかんげき
すいあつ

residual pore water
pressure

貯水池・河川の急激な水位低下に地下水位が追随でき
ず斜面内に発生する過剰間隙水圧．地すべり誘因とな
る．

残留強度 ざんりゅうきょうど residual strength 圧縮試験などで供試体がピーク強度を示した後，さら
に大きなひずみまで試験を継続した場合に残留する強
度の最終値をいう．

残留強度係数 ざんりゅうきょうど
けいすう

residual strength factor ピークせん断強さと残留せん断強さの差に対する，
ピークせん断強さの比．

残留強度パラ
メータ

ざんりゅうきょうど
ぱらめーた

residual strength
parameter

せん断抵抗がピーク値を越えるせん断ひずみを受ける
と，徐々にせん断抵抗は低下して，一定の値に達する
（定常せん断）．この状態のせん断強度を残留強度と
よび，この時のC，φなどをいう．

残留鉱床 ざんりゅうこうしょ
う

residual deposit もとの岩石・鉱床の位置かその近傍で風化作用により
残留濃集して生成した鉱床．ボーキサイトなど．

残留構造 ざんりゅうこうぞう relict structure 変成を受けた岩石中に残っているもとの岩石の構造．

残留鉱物 ざんりゅうこうぶつ relict mineral 変成を受けた岩石中に残っているもとの岩石の鉱物．

残留磁気 ざんりゅうじき remanant magnetization 強磁性体の自発磁化が磁場を取り除いた後も保持する
磁気．

残留重力 ざんりゅうじゅう
りょく

residual gravity ブーゲー重力値から広域重力異常を差し引いたもの
で，浅部に起因する局所的な重力異常を表す．余剰重
力・重力残差もいう．

残留水圧 ざんりゅうすいあつ residual water pressure 水際に設けられた構造物の背後（地盤などの間隙）
に，構造物前面の水位が下がっても残留する静水圧．

残留せん断強度 ざんりゅうせんだん
きょうど

residual shear strength 圧縮試験などで供試体がピーク強度を示した後，さら
に大きなひずみまで試験を継続した場合に残留するせ
ん断強度の最終値をいう．

残留堆積物 ざんりゅうたいせき
ぶつ

residual sediment 風化作用を受けた後，残った現地性の堆積物．アルミ
ニウムの水酸化物を主成分とするボーキサイトなどが
ある．

残留炭化水素飽
和率

ざんりゅうたんかす
いそほうわりつ

residual hydrocarbon
saturation

炭化水素鉱床において，水押しなどの置換型回収法に
より，それ以上炭化水素を回収できない状態の炭化水
素飽和率．



残留沈下 ざんりゅうちんか residual settlement 盛土や構造物などの荷重によって生じる地盤沈下のう
ち工事完了後も継続する沈下．一般に二次圧密を含
む．

残留電荷法 ざんりゅうでんかほ
う

residual charge method 大地に直流電流を流し，この電流の切断後現われる残
留電荷を測定する電磁探査法．

残留内部摩擦角 ざんりゅうないぶま
さつかく

residual angle of
internal friction

せん断抵抗がピーク値を越え，定常せん断状態にある
物質の内部摩擦角（せん断抵抗角）．

残留粘着力 ざんりゅうねんちゃ
くりょく

residual cohesion せん断抵抗がピーク値を越え，定常せん断状態にある
物質の粘着力．

残留粘土 ざんりゅうねんど residual clay 風化作用を受けた後，現地に残された粘土．火山灰の
風化によるカオリン鉱床などがある．残積粘土ともい
う．

残留爆薬 ざんりゅうばくやく misfired charge 発破に際し，爆発せず残った爆薬．残留薬または残薬
ともいう．

残留ひずみ ざんりゅうひずみ residual strain 物体への外力を除いた後に残留するひずみのこと．

残留変位 ざんりゅうへんい residual displacement 圧縮試験などで供試体に加えた荷重を完全に除去した
後に残された変位．

残留有効応力 ざんりゅうゆうこう
おうりょく

residual effective
stress

土を地上にとり出すと応力解放により全応力はゼロと
なるが，このとき，試料に残存している有効応力．

残留隆起 ざんりゅうりゅうき residual uplift 地震に伴う地盤隆起量が地震発生に至るまでの地盤沈
降量を上回る場合，その差を示す．累積傾向をもつ．

三稜石 さんりょうせき faceted pebble 風りょう石と同義．

山麓緩斜面 さんろくかんしゃめ
ん

pediment 乾燥地域の山地前面に発達する，基盤岩を切る平坦な
浸食緩斜面．薄い砂礫層に覆われているが，基盤岩が
露出することもある．

山麓線のくいち
がい

さんろくせんのくい
ちがい

断層変位による横ずれ地形を表す用語の一つで，本来
連続しているべき山麓線が横ずれ断層によって食い違
いを示している地形．横ずれ活断層の証拠のひとつと
なる．

山麓氷河 さんろくひょうが piedmont glacier 谷氷河が山麓にまで達し，扇状地状に広がったもの．
いくつかの山麓氷河が結合して，山麓部に広い氷原を
形成することもある．

山麓面 さんろくめん piedmont lowland 山地の周縁部に発達する準平原状の小起伏面．準平原
が隆起すると，より新しい準平原状の地形を呈するよ
うになる．

仕上げコンク
リート

しあげこんくりーと blinding concrete,
screed concrete

打設表面を平滑に仕上げるためのコンクリート．



支圧 しあつ bearing pressure ①土被り圧・地殻応力に起因する地山内の応力．
②地下空洞の掘削による応力再配分によって空洞周辺
岩盤に生じる応力．
③空洞の支保材に加わる圧力．

地圧 じあつ ground pressure ①土被り圧・地殻応力に起因する地山内の応力．
②地下空洞の掘削による応力再配分によって空洞周辺
岩盤に生じる応力．
③空洞の支保材に加わる圧力．

支圧応力 しあつおうりょく bearing stress 部材の断面に対して局部的に外力が加わるとき，その
支圧面積に生ずる応力度．

支圧型アンカー しあつがたあんかー end bearing anchor 先端にグラウトか機械的な方法で塊状の抵抗体を作っ
て支持する方式のアンカー．

支圧強度 しあつきょうど bearing strength 部分的に圧縮荷重を受けたときの最大圧縮耐荷重を荷
重作用面積で割った値．

地圧計測 じあつけいそく measuring of initial
stress

地下空洞などの掘削に伴う安定性を評価するため初期
状態の地山応力を測定すること．応力解放法などがあ
る．

シアライン しあらいん shear line 水平面上において風が急変しているような線．シアラ
インをはさんで風向が低気圧性または高気圧性に変転
する．

シアリティック
クラスト

しありてぃっくくら
すと

siallitic crust 主に熱帯や大陸の乾燥地域に分布するシリカ・アルミ
ナが溶脱，集積した固結状態の風化生成物．

シアル しある sial 大陸地殻の上半部を形成している物質の総称でSi（珪
素）やAl（アルミニウム）に富む．

Ｃ-14年代 しー14ねんだい C14 date, radiocarbon
date

放射性炭素14C（半減期5,730年）による年代測定値．測
定年代範囲は数万年前程度である．

Ｃ-14法 しー14ほう C14 dating, radiocarbon
dating

放射性炭素年代測定法と同義．

ＣＲＤ工法 しーあーるでぃーこ
うほう

cross diaphragm method,
CRD method

ＣＤ工法を改良した工法．吹付けコンクリートの中壁
に加えストラットで断面を上下に分割して掘削する工
法．

ＣＲＰテスト しーあーるぴーてす
と

CRP test 杭の鉛直載荷試験の一つで，一定速度で杭頭を貫入さ
せて，荷重－沈下量曲線を決める方法．

ＣＲ法 しーあーるほう complex resistivity
method, CR method

複素比抵抗法と同義．

ＧＩＳ じーあいえす geographic information
system, GIS

地理的な情報をデータベースとして整備・管理し，
種々の解析を通して意志決定支援などを行う情報シス
テム．

ＣＥＣ試験 しーいーしーしけん cation exchange capacity
test, CEC test

粘土粒子が吸着できる交換イオンの最大量を調べる試
験．CECとは陽イオン交換容量のこと．



ＧＡＲＰ じーえーあーるぴー Global Atmospheric
Research Program, GARP

地球大気研究計画の略称．気象の中期予報技術の確
立，気候現象の解明を目的とした国際的な共同研究計
画．

ＣＡＥＳ（圧縮
空気エネルギー
貯蔵システム）

しーえーいーえす
（かえす）（あっ
しゅくくうきえねる
ぎーちょぞうしすて
む）

compressed air energy
storage, CAES

夜間やオフピーク時の余剰電力で圧縮空気を製造し，
地下空洞などに一時的に貯え，ピーク時にこの圧縮空
気でガスタービン発電を行うシステム．

ＧＡＣ じーえーしー grobal area coverage,
GAC

気象観測衛星NOAAのAVHRRによる観測データのうち，解
像度4kmの粗い伝送画像(ATP)を記録するデータ形式．

ＧＡＧＣ じーえーじーしー ganged automatic gain
control, GAGC

数チャンネルの振幅情報を制御信号として全チャンネ
ルをＡＧＣ動作させる機能を持つ拡張型制御方式ＡＧ
Ｃ．

Ｃｓ しーえす swelling index 膨張指数のこと．圧密試験による有効応力と間隙比の
関係を片対数で表示したときの，除荷・再載荷サイク
ルの平均勾配．

ＣＳＩＲ三軸ひ
ずみセル

しーえすあいあーる
さんじくひずみせる

CSIR triaxial strain
cell

リーマン式三軸ひずみセルと同義．

ＣＳＡＭＴ法 しーえすえーえむ
てぃーほう

controlled-source audio-
magnetotelluric method

人工信号源を用いたＭＴ法で，可聴周波数帯の信号を
用いて深度1km以浅の比抵抗構造を求める電磁探査法．
温泉・地熱探査に用いられる他，土被りの深いトンネ
ルの調査にも適用されている．

ＧＳＳＩインパ
ルスレーダーシ
ステム

じーえすえすあいい
んぱるすれーだーし
すてむ

GSSI impulse radar
system

地表面下の比較的浅い地層内の調査を目的としたイン
パルスレーダーシステム技術を用いた探査装置．

ＣＳＭＴ法 しーえすえむてぃー
ほう

controlled-source
magnetotelluric method

自然電磁場を信号源とするＭＴ法とは異なり，人工信
号源を用いて地下の比抵抗構造を探査する電磁探査
法．

ＧＨ じーえっち ground height, height of
level, GH

「地盤高」を表す略語．任意の基準面からの地表面上
の点の高さ．

ＣＮＥＳ しーえぬいーえす Centre National d'Etudes
Spatiales, CNES

フランス国立宇宙研究センタの略称．各種衛星の打ち
上げと運用，ロケットの開発と打ち上げなどを行って
いる．

ＣＦＳ三軸試験 しーえふえすさんじ
くしけん

continuous failure state
triaxial test, CFS
triaxial test

岩石供試体一個から，ピーク強度と残留強度の破壊包
絡線を得るために，軸荷重と拘束圧を連続的にコント
ロールして行う三軸試験．

ＣＦＳ直接一面
せん断試験

しーえふえすちょく
せついちめんせんだ
んしけん

continuous failure state
direct shear test, CFS
direct shear test

岩石供試体一個を用いて，連続的にせん断応力を変化
させて行う試験．

ＧＭＳ じーえむえす Geostationary
Meteorological
Satellite, GMS

日本の静止気象観測衛星シリーズの略称．別名ひまわ
りと呼ばれている．1977年より現在まで継続してい
る．

ＧＭ計数管 じーえむけいすうか
ん

Geiger-Müller counter,
G-M counter

ガイガー･ミューラー管を用いた放射線計数器．高出力
が得られるが，不感時間があり連続性の測定には不向
き．ガイガーカウンタともいう．

ＣＭＣ しーえむしー carboxy methyl
cellurose, CMC

保護コロイド型ポリマー調泥剤の一種．泥水の粘性増
加，泥壁形成性の改善などを目的に用いる．



ＧＯＲ じーおーあーる gas oil ratio, GOR 油に対するガスの比率を容積比で表したもの．ガス油
比．

ＧＯＥＳ衛星 じーおーいーえすえ
いせい

Geostationary
Operational Enviromental
Satellite, GOES

米国の静止気象観測衛星シリーズの略称．1974年より
現在まで継続中で，通常2機の衛星が同時運用されてい
る．

Ｃ／Ｏ検層 しーおーけんそう
（しーばいおうけん
そう）

C/O inelastic scattering
logging

孔井内でパルス状の高速中性子を地層に照射した時に
放出される炭素γ線量と酸素γ線量の比をとる検層
法．油層と水層の識別に用いられる．

C02固定化 しーおーつーこてい
か

carbon dioxide fixation,
CO2 fixation

二酸化炭素固定と同義．

CO2固定量 しーおーつーこてい
りょう

volume of fixed carbon
dioxide,volume of fixed
CO2

地球環境において有機化合物に取り入れられ固定され
た二酸化炭素の量．

CO２循環 しーおーつーじゅん
かん

carbon dioxide cycle,
CO2 cycle

地球環境における二酸化炭素の生物地球化学的循環．

ＣＯマスク しーおーますく carbon monoxide self-
rescuer, gas mask, CO
mask

火災などにより発生した一酸化炭素煙が存在する坑内
において使用する呼吸保護具．

Ｃ級活断層 しーきゅうかつだん
そう

active fault classified
as Ｃ

変位速度によって活断層を３クラスに分けたうちの最

下位．平均変位速度が0.1～0.01m/103年の断層をいう．

シーケンス層序
学

しーけんすそうじょ
がく

sequence stratigraphy 地層の積み重なりを成因論的な立場で解明することを
目的として研究する層序学．地層がどのような堆積過
程で形成されたかを究明する．

Ｇ工程 じーこうてい G plan 地籍調査において地積測量により個々の土地の面積を
求める工程．

シーサット しーさっと Sea Satellite, SEASAT 海洋観測を目的としてNASAが1978年に打ち上げた衛
星．各種の搭載センサの海洋観測への有用性が把握さ
れた．

ＣＧＳ単位系 しーじーえすたんい
けい

CGS system of units 長さ，質量，時間を基本量とし，センチメートル・グ
ラム・秒を基本単位とする三元の単位系．

ＣＣＬ しーしーえる casing collar locator,
CCL

ケーシング内検層において，ケーブルと鉄管の深度誤
差の確認や孔内機器の降下状態の判断に使用する装
置．

ＣＣＤ しーしーでぃー carbonate compensation
depth, CCD

炭酸塩補償深度．海洋において，炭酸塩の供給量と溶
解量が釣り合う深さ．それ以深に炭酸塩は堆積しな
い．

ＣＣＤ しーしーでぃー charge coupled device,
CCD

電荷結合素子．リモートセンシングのセンサとして用
いられる．図形ひずみが小さいという特徴がある．

ＣＣＤスキャナ しーしーでぃーす
きゃな

charge coupled devices
scanner, CCD scanner

画素に対応する電荷結合素子（CCD）により撮影する装
置．



シース しーす sheath PS工法において，ＰＣ鋼材と周囲のコンクリートやモ
ルタルとの付着を防ぎ，緊張力を容易に導入するため
に使用する金属，ポリエチレン，紙などのさや．

ＣＺＣＳ しーぜっとしーえす coastal zone color
scanner, CZCS

NIMBUS7号衛星に搭載された，海洋のクロロフィル把握
に適した波長帯が観測できるセンサ．

Ｃ層 しーそう C horizon 土壌層位のうち最下位の土壌の母材と想定される層．
風化作用を受けるが母岩の組織を残し，土壌構造をも
たない母岩の風化層．

Ｇ層 じーそう G horizon 土壌層位名の一つで，還元作用（グライ化作用）を受
けた土層．

Ｃ層位 しーそうい C horizon 固結した基岩を除く堆積物・基岩の風化物・未固結堆
積岩など，土壌生成作用の影響を受けていない土壌層
位．

Ｇ層位 じーそうい G horizon 地下水の影響下で土壌が還元状態になり，灰・灰緑・
灰青などの還元色を呈す土層．

ＣＴ しーてぃ computerized tomography,
CT

コンピュータ断層撮影法と同義．

ＧＤＳ法 じーでぃーえすほう geomagnetic deep
sounding, geomagnetic
depth sounding

地殻の電気伝導度構造を求める探査法．群列観測網に
より自然の磁場変動を観測する．

ＣＤＭ しーでぃーえむ cement deep mixing 軟弱地盤対策工法として，セメントなどの改良材を地
中に供給し，地盤の軟弱土と改良材を強制的に混合撹
拌し，深層地盤の固化・改良を図る機械撹拌工法の一
種．

ＣＤ工法 しーでぃーこうほう center diaphragm method,
CD method

強度の小さい地山および大断面トンネルの掘削に適用
される工法で中壁により断面を二分割して掘削する工
法．

ＣＤ試験 しーでぃーしけん consolidated-drained
triaxial compression
test,CD-test

圧密排水三軸圧縮試験の略称．

ＣＤＰ重合法 しーでぃーぴーじゅ
うごうほう

common-depth-point
stack, CDP stack

共通反射点水平重合法と同義．

シーティング
ジョイント

しーてぃんぐじょい
んと

sheeting　joint 地表面にほぼ平行な節理．地表付近で密な間隔であ
り，深部に従い粗となる．浸食による除荷作用による
展張節理とされる．

シートエロー
ジョン

しーとえろーじょん sheet erosion 面状に広がった雨水による地表面の削剥作用．雨水が
一ヶ所に集中するガリー浸食と区別される．

シートネット工
法

しーとねっとこうほ
う

fabric sheet(net)
reinforced earth

超軟弱地盤表面に敷設した合成樹脂シートやネットと
土の摩擦力により，表面の補強をはかる地盤改良工
法．

シートパイル しーとぱいる sheet pile 幅の広い板状の杭．特に鋼矢板をさす．



シート防水 しーとぼうすい waterproofing sheet,
sheet waterproofing

漏水をふせぐため覆工に処理される防水工のうち止水
シートを用いるもの．一般に膜防水という．

シート養生 しーとようじょう sheet curing コンクリートの表面を防風，保温などのためにビニー
ルシートで覆い養生すること．

シーの定理 しーのていり Shi's theorem 掘削面と複数の不連続面により形成されるブロックに
ついて，すべての面を共通点が通るように移動したと
き，共有部分が１点になる場合は有限ブロックである
ことを示した定理のこと．

ＣＢＲ試験 しーびーあーるしけ
ん

California bearing ratio
test, CBR test

路床や路盤材の支持力を示す指数を求める試験．JIS A
1211に定められている．

ＣＢＲ設計曲線 しーびーあーるせっ
けいきょくせん

California bearing ratio
design curve, CBR design
curve

設計ＣＢＲからアスファルト舗装の厚さを求めるため
の曲線．

ＧＰＩＢ じーぴーあいーびー general purpose
interface bus, GPIB

コンピュータの標準インターフェース規格の一つ．
データがパラレルに送信されるため，転送速度が速
い．

ＧＰＳ じーぴーえす grobal positioning
system, GPS

多数の衛星の位置，電波発信時刻の情報を同時に受
信・解析し，地球上で位置が把握できる測位システ
ム．

ＧＰＳ測量 じーぴーえすそく
りょう

GPS survey 複数の人工衛星を用いて位置決定を行うＧＰＳを利用
した測量．

ＣＰＭ しーぴーえむ critical path method クリティカルパスメソッド．プロジェクトの最短期間
を規定するクリティカルパスとなる作業について最小
コストで期間短縮する方法を見出す手法．

ＣＰＴ しーぴーてぃー cone penetration test,
CPT

静的コーン貫入試験と同義．

シーページメー
タ

しーぺーじめーた seepage meter 地下水が地表あるいは湖底などに直接しみだす量，ま
たはその逆の移動量を測定する機器．浸漏計，湧出量
計ともいう．

シーベルト しーべると sievert 放射線の人体に対して危険尺度である線量当量を表す
ＳＩ組立単位．スウェーデンの物理学者名にちなむ．

シーム しーむ seam ①石炭層や鉱石中の薄い異質の岩層や厚い地層中の薄
い層．
②土木用語として，幅の狭い破砕帯や粘土薄層．

ジーメンス じーめんす siemens 電気抵抗の逆数の次元を持つ量であるコンダクタンス
のＳＩ単位．固有の名称を持つ単位．電気技術者ジー
メンスにちなむ．

椎谷層 しいやそう Shiiya Formation 新潟県中南部地域に分布する上部中新統～下部鮮新
統．柏崎市椎谷岬付近を模式地とする．海成で中粒砂
岩・泥岩の互層からなり，粗粒砂岩を挟む．地域によ
り層厚が変化する．

ＣＵ試験 しーゆーしけん consolidated-undrained
triaxial　compression
test, CU-test

圧密排水三軸圧縮試験の略称．



ＣＵ（シーユー
バー）試験

しーゆーばーしけん consolidated-undrained
triaxial compression
test with pore water
pressure, CU-test

ＣＵ試験（圧密非排水三軸圧縮試験）の際に間隙水圧
測定を加えた試験方法．有効応力解析で検討する場合
に用いる．

シールコート しーるこーと seal coat アスファルト舗装の修繕法の一つで，舗装の表面に瀝
青材料を敷き，その上を骨材で覆う工法．

シール材 しーるざい sealing material 覆工の継手目地の防水に用いられる材料．

シールド鋼殻 しーるどこうかく shield shell, skin
plate, shield skin

シールドの外周部でトンネル周辺地山の緩み・崩落な
どに対して地山を支え，内部機器を保護するもの．

シールド工法 しーるどこうほう shield method 鋼製の筒(シールド掘削機)を地山に押し込みながら掘
進・覆工などの作業を筒の中で行う工法．

シールドジャッ
キ

しーるどじゃっき shield jack セグメントなどを反力としてシールドを推進させる
ジャッキ．

シールド推進 しーるどすいしん shield propulsion シールド後方のセグメントなどで反力をとり，シール
ドジャッキによってシールドを推進させること．

シールドチャン
バー

しーるどちゃんばー shield chamber シールド機の面板と隔壁との間の空間．この部分で土
圧を保持する．

シールドテール しーるどてーる shield tail シールドガーダーの後部にあって，セグメントを組み
立てる部分．

シールドトンネ
ル

しーるどとんねる shield tunnel シールド工法によって建設されたトンネル．

紫雲寺油・ガス
田

しうんじゆがすでん Shiunji oil-gas field 新潟県北蒲原郡紫雲寺町の油・ガス田．1962年発見．
深度500～3100ｍの西山層，椎谷層，七谷層の砂岩・集
塊岩に胚胎

ＪＦＴ じぇいえふてぃ Johnston Formation
Tester, JFT

アメリカのJohnston Testers Inc.社が命名した試験法
で，ボーリング孔内の透水係数などを求めることがで
きる．湧水圧試験ともいう．

ＪＥＲＳ－１ じぇーいーあーるえ
すわん

Japanese Earth Resource
Satellite－1, JERS-1

日本が打ち上げた資源探査衛星．高分解能光学セン
サ，合成開口レーダーなど当時最先端のセンサが搭載
された．

ＪＡＲＳ標準
フォーマット

じぇーえーあーるえ
すひょうじゅん
ふぉーまっと

standard format of Japan
Association on Remote
Sensing, standard format
of JARS

日本リモートセンシング研究会（JARS）が定めた，リ
モートセンシング画像データの標準フォーマット．

ＪＡＲＯＳ じぇーえーあーる
おーえす

Japan Resources
Observation System
Organization, JAROS
Organization

財団法人資源探査用観測システム研究開発機構の略
称．JERSなどの衛星用の観測装置開発などを行なって
いる．

ＪＳＦ じぇーえすえふ The Japanese Society of
Soil Mechanics and
Foundation Engineering,
JSF

土質工学会基準の略号．学会名の変更に伴ってＪＧＳ
（地盤工学会基準）に移行（1995年5月31日）．



ＪＨＳ じぇーえっちえす Japan Highway Public
Corporation Standard,
JHS

日本道路公団試験方法の略号．

ジェッティング じぇってぃんぐ jetting ①井戸の洗浄工法の一つ．圧力水を噴射してスクリー
ンを洗浄する．
②サブシーリング工法などで注入孔から圧力水または
圧縮空気を噴射して，セメントモルタルの注入を容易
にする工程．

ジェットカッ
ター

じぇっとかったー jet cutter 成型爆薬を爆発させた際の高温・高速の噴流を使っ
て，ケーシングなどのパイプ類を切断する装置．

ジェット気流 じぇっときりゅう jet stream 大気中の狭い幅に生じる強風．普通，温帯地域の高度
10km内外を流れる偏西風中の強風帯．

ジェットグラウ
ト工法

じぇっとぐらうとこ
うほう

jet grouting 水と空気を高圧で噴射させて，地中に円筒形の空隙を
作り，スラリー状の改良体を注入する工法．

ジェット式ボー
リング

じぇっとしきぼーり
んぐ

jet boring ロッド先端のノズルより高圧の流体（普通は水）を噴
出させて掘進する簡易ボーリング工法．軟弱地盤に適
す．

ジェットビット じぇっとびっと jet bit 削孔水を高速の噴流にして岩石面に当て，岩石面を
削ったり岩石片を除去して，掘進能力を向上させよう
とするビット．

ジェリフラク
ション

じぇりふらくしょん gelifluction 土壌の凍結・融解に基づく斜面表層部の緩慢なマス
ムーブメント．

シェル しぇる shell ロックフィルダム透水性ゾーンの呼称．外部ロック
ゾーンはアウターシェル，内部ロックゾーンはイン
ナーシェルと呼ぶ．

シェル構造 しぇるこうぞう shell structure 薄い曲面板で外力に抵抗する構造．

シェルバイ式
チューブサンプ
ラ

しぇるばいしき
ちゅーぶさんぷら

Shelby tube sampler オープンドライブサンプラの一種．サンプラを所定の
深さから地盤に押し込み，引き上げる簡易な方法．

シェル要素 しぇるようそ shell element 曲率半径にくらべて厚さが非常に薄い曲面板からなる
シェル構造を解析するときに用いられる要素．

潮 しお tide 潮汐のこと．潮汐は主に月や太陽の引力により生じる
周期的な海水面の昇降現象．

ジオアーケオロ
ジー

じおあーけおろじー geo-archaeology 遺跡，遺物などから人類が登場して以来，今日までの
人類の歴史を地質学的分野で検討する学問．

ジオイド じおいど geoid 重力の等ポテンシャル面のうち，大洋では平均海水
面，大陸では仮想的な海水面に一致する面．

ジオイド高補正 じおいどこうほせい geoidal height
correction

地球を正規楕円体としたときの標高値と重力場に規制
されたジオイド面からの高さの差に相当する重力補正
値．



塩釜石 しおがまいし Shiogama ishi 石材名．宮城県塩釜市・石巻市産，新第三系安山岩．
塩釜市小松崎産，新第三系凝灰岩．

塩がり しおがり scale 塩類が坑井または輸送管などに析出，付着したもの．
スケール．

ジオグリッド じおぐりっど geogrid 土構造物や地盤の補強材として用いられる高分子材料
で，格子状構造を有する．ジオテキスタイルの一種．

地押調査図 じおさえちょうさず Jiosae map 字切り図（あざきりず）ともいう．明治初期に作成さ
れ改租図を，明治中期に改正した調査図．現在の土地
登記簿の付図に当たる．

塩沢石 しおざわいし Shiozawa ishi 群馬県多野郡吉井町産石材．三波川～御荷鉾系変成岩
類中の蛇紋岩．

塩沢みかげ しおざわみかげ Shiozawa mikage 福島県安達郡安達町産石材．中生界花崗閃緑岩．

塩地すべり しおじすべり the Shio landslide 1926年山形県最上郡大蔵村南山で発生した地すべり．
1964年に対策工事が実施された．

ジオジメータ じおじめーた geodimeter 一般に光波測距儀をさす．もともとはスエーデンのア
ガ社によって発売された光波測距儀の商品名である．

ジオスコープ じおすこーぷ GEOSCOPE フランスが世界に展開したデジタル方式の国際地震観
測網．

潮だまり しおだまり tidal pool 干潮時に海水位が低下した時に，磯の窪地に海水が取
り残されてできた池状の場所．

ジオテキスタイ
ル

じおてきすたいる geotextile 透水性の合成高分子製土木用繊維製品とその関連製
品．補強土や軟弱地盤の表層処理工に適用される．

ジオテクトニク
ス

じおてくとにくす geotectonics 構造地質学と同義．地殻・地層・岩体などの地殻構成
部分の配列状態およびそれらの相互関係や動きを調べ
る地質学の１分科．

ジオドーム じおどーむ geo dome 都市部の地下空間有効利用を図るために考案された，
直径50m，高さ30m程度のドーム状地下空間のこと．

潮止め堰 しおどめぜき final weir 海水の進入防止，流水の正常機能維持および土砂の浸
食防止などを目的として河川の干潮区間に作られる
堰．

ジオトモグラ
フィ

じおともぐらふぃ geotomography データ処理手法を基盤とする不可視情報映像化技術に
よる地下構造解析手段の総称．

ジオフォン じおふぉん geophone 主に反射法探査に用いられる速度型地震計．ムービン
グコイルを用いて地動を電気信号に変換するセンサ．



ジオフロント じおふろんと geo front 都市部の過密問題の解消などのため，新たな空間利用
開発の一つとして地下空間利用を図ろうとすること．

潮目 しおめ current rip 水温・塩分濃度・密度の異なる海水が接する境界．海
流と海流の境界に顕著にみられる．潮境ともいう．

ジオメンブレン じおめんぶれん geomembrane 合成ゴムや塩化ビニルで作られた，産業廃棄物最終処
分場などで用いられる厚さ1～5㎜程度の止水シート．

ＧＥＯＬＩＳ じおりす Geological Literature
Search System, GEOLIS

産業技術総合研究所地質調査情報部（旧地質調査所）
が提供している地球科学と地下資源に関する文献情報
データベースで，日本地質文献データベースともい
う．

しおれ点 しおれてん wilting point 土壌中の水分含有量を示す指標．蒸発散などにより土
壌水が減少し，植物の葉がしおれたり，しぼんだりす
る点．

塩割れ しおわれ exudation 岩石中の特定の成分が，拡散や溶脱によって特定の場
所に濃集するときに形成される割れ目．

磁化 じか magnetization 磁界（磁場）中におかれた物質が磁気モーメントを示
すこと．帯磁ともいう．

死海 しかい Dead Sea ヨルダンの表面積1,001㎞2の塩湖．塩分濃度31.5%で世
界一．東アフリカ地溝帯の延長にあたる構造湖．

時階 じかい phase 造山運動が世界的に同時期に短時間に起きるとした
H.Stille(1924)の説における造山運動が進行する短い
時期のこと．

時階（造山運動
の）

じかい（ぞうざんう
んどうの）

orogenic phase 褶曲時相．褶曲運動が急激に進行する短い時期．

市街化区域 しがいかくいき urbanization promotion
area

都市計画法で定められた，既に市街地となっている区
域と，今後約10年以内に優先的かつ計画的に市街化さ
れる区域．

市街化調整区域 しがいかちょうせい
くいき

urbanization control
area

都市計画法で定められた都市計画内容の一つで，市街
地としての開発・建設が抑制される区域．

紫外線 しがいせん ultraviolet ray,
ultraviolet radiation

波長が可視光線より短く，X線より長い電磁波．およそ
3800～Åの波長のもの．

紫外線吸収フィ
ルタ

しがいせんきゅう
しゅうふぃるた

ultraviolet absorbing
filter

紫外域の電磁波を吸収するフィルタ．写真撮影に用い
ると紫外線によるカブリを除去し明瞭な画像が得られ
る．

紫外線写真 しがいせんしゃしん ultraviolet photography 紫外線の光化学作用を用いた写真．ゼラチン量を極度
に少なくした写真乾板（シューマン乾板）を用いる．

紫外線分光計 しがいせんぶんこう
けい

ultraviolet spectrometer 光源，モノクロメータ，試料室，検出器，増幅器，記
録器からなる．紫外線の波長を変化させて，吸収，反
射スペクトルを測定する．



紫外線放射 しがいせんほうしゃ ultraviolet radiation 可視光線とＸ線領域間に位置する紫外線領域での電磁
波放射．その波長の範囲は約10～400nmである．

直打ちコンク
リートライニン
グ工法

じかうちこんくりー
とらいにんぐこうほ
う

extruded concrete
lining, extrude lining

シールド工法において，掘削機械部で直接覆工コンク
リートを打設する工法．これを反力として推進する．

四角堰 しかくせき rectangular weir 水路幅よりも狭く，水路深よりも浅い矩形の切り込み
を入れた板で作られた堰．

死火山 しかざん extinct volcano 現在活動が認められず，火山体の成長は完全に停止し
て，将来も活動する可能性が無いと思われる火山．

死荷重 しかじゅう dead load 構造物の自重，付属物の重量など，構造物に常時作用
し，構造物の設計に考慮すべき荷重．

自荷重圧 じかじゅうあつ overburden pressure 地下において上にある物質の重力で発生する鉛直方向
の圧力．造構力などがない場合，静岩圧に等しい．

死荷重応力 しかじゅうおうりょ
く

dead-load stress 構造物本体や付属物の自重などによって，部材中に発
生する応力．

試ガス しがす production test of gas 試掘井・探査井でガスの兆候が得られた場合に行う坑
井産出能力試験．

鹿弾 しかだま buckshot 硬質で粒度の小さい均等粒土．アメリカ合衆国南西部
で見られる．

磁化の強さ じかのつよさ intensity of
magnetization

物質の単位体積あたりの磁気モーメント．

磁化の反転 じかのはんてん reversal of
magnetization

外部磁場と逆方向に物体が磁化されている状態．岩石
の熱残留磁気にもまれに見られる現象で自己反転残留
磁気と呼ばれる．

磁化焙焼（ばい
焼）

じかばいしょう magnetizing roasting 非磁性または弱磁性の鉱物を焙焼して強磁性の鉱物に
変えること．

支間 しかん effective span 構造物（橋梁）の支点間距離．

時間依存性 じかんいぞんせい time dependency 材料の力学挙動の中でクリープ，応力緩和に代表され
る時間効果が含まれるとする力学特性をさす．

時間雨量 じかんうりょう hourly rainfall 降雨現象の強さを評価する数値指標で１時間あたりの
降雨量(mm)．

時間雨量曲線 じかんうりょうきょ
くせん

hyetograph 降雨の時間経過を示す図．時間を横軸，雨量を縦軸に
とり，ピーク時の雨量などがわかりやすく表現され
る．洪水流出解析に用いられる．雨量図，ハイエトグ
ラフともいう．



自貫入 じかんにゅう autointrusion マグマの結晶化の最終段階で生じた割れ目に，マグマ
残液が貫入浸透する状況．

時間領域 じかんりょういき time domain 周波数を独立変数とする周波数領域に対し，ある時間
関数を取り扱う上で，時間を独立変数としたときの表
現．

時間領域ＩＰ法 じかんりょういきあ
いぴーほう

time domain induced
polarization method

大地に電流を流し，この電流切断後に分極現象によっ
て生じていた電圧の減衰を測定する電気探査法．過渡
現象ＩＰ法ともいう．

時間領域電磁探
査法

じかんりょういきで
んじたんさほう

time domain
electromagnetic method

送信ループにパルス状電流を流し，二次磁場による受
信コイルの減衰電圧を時間領域で測定する電磁探査
法．ＴＤＥＭ法ともいう．

支間割 しかんわり selection of span length 橋梁の全長を地形・地質条件ならびに型式に応じてど
のような支間に分割するか検討すること．

磁気嵐 じきあらし magnetic storm 全地球的に大規模に起こる磁気攪乱．

敷石舗装 しきいしほそう stone pavement 耐水・耐磨耗性のある自然石・割り石などを地面に敷
き並べ，砂やセメントで目詰めをした舗装．

磁気異常 じきいじょう magnetic anomaly 通常，地表からキュリー温度にいたる地殻の岩石の磁
性の特性による局所磁気異常をいう．観測された地球
磁場とその地域の平均的地球磁場（通常，国際標準地
球磁場を用いる）との差で表す．

しきい値 しきいち threshold ある数値軸上あるいは空間において，複数の領域を設
定しそれを区分するための境界として設定する値．

自記雨量計 じきうりょうけい recording rain gauge,
automatic rain gauge

雨量を自動的に記録する装置．多くの種類があり，貯
水位形式と転倒ます形式などが代表的．

自記温度計 じきおんどけい recording thermometer 自動的に対象とするものの温度変化やある時刻の温度
を測り，記録紙やデータファイルに記録する装置．

磁気化石 じきかせき magnetic fossil 岩石の生成時に地球磁場により永久磁化され，保存さ
れた自然残留磁気．当時の地球磁場の化石となる．

自記気圧計 じききあつけい recording barometer,
barograph

大気圧力の自動測定機器．アナログ式のほか，半導体
圧力センサを組み込んだデジタル式も近年多い．

磁気基盤 じききばん magnetic basement 磁気探査において相対的に高い磁性をもつ地層または
岩石の表面．

磁気経緯儀 じきけいいぎ magnetic theodolite 非磁性の経緯儀に磁力計を取り付けたもので，地磁気
の偏角・伏角・磁場の大きさが測定できる．

磁気検層法 じきけんそうほう magnetic log ボーリング孔を利用して孔沿いの地層の磁気的性質を
連続的に測定する検層法．



敷込砂利 しきこみじゃり ballast for shovel
packing, chippings,
crushed stone chips

レールを保持する枕木やコンクリート床板を保持する
ためにその下にしき込まれた砕石またはふるい砂利．

磁気子午線 じきしごせん magnetic meridian 地球磁場の磁力線を含む鉛直面と地球表面とで作られ
る南北方向の線．

敷砂利 しきじゃり granular fill 構造物基礎，路盤などに不陸整正や強度，変形性改善
のために敷く砕石または砂利．

磁気図 じきず magnetic map 陸上・海上または空中で測定された地球磁場を地図上
にコンター表示したもの．地磁気図と同義．

自記水位計 じきすいいけい water level recorder 自動的に対象とするものの水位変動やある時刻の水位
を測って，記録紙やデータファイルに記録する装置．

磁気赤道 じきせきどう magnetic equator 地磁気の鉛直成分がゼロとなる地球上の地点を結んだ
線．

磁気双極子 じきそうきょくし magnetic dipole 棒磁石の両極間が無限小になった状態．

磁気層序 じきそうじょ magnetic stratigraphy 地球磁場の変遷をもとに分帯した地層の層序．これを
利用して古地磁気の編年が行われている．

磁気測量 じきそくりょう magnetic survey 地磁気の地理的分布と経年変化をとらえる測量．近年
では空中および海上からの測量もなされる．

シキソトロピー しきそとろぴー thixotropy 粘土は練ると強度が低下し軟化するが，これを含水量
を変えずに放置したとき，強度が回復して硬化するこ
とをさす．

シキソトロピー
流動

しきそとろぴーりゅ
うどう

thixotropy flow 機械的な衝動を与えることによりゾルとゲルとが可逆
的に変換する現象に伴う流動．例えば地震時の噴泥現
象．

シキソトロピッ
ク

しきそとろぴっく thixotropic シキソトロピーの形容詞形．

磁気探査 じきたんさ magnetic survey 岩石の帯磁の強さが岩石の種類や温度によって異なる
ことを用いて地下構造・地熱資源・金属資源等の調査
に用いられる探査法．航空機や船舶にプロトン磁力計
などの磁力計を搭載して地球磁場を測定し，磁気異常
の分布を把握する．磁力探査ともいう．

色度 しきど color unit 色度標準液を用いて示される水の着色の指標で，地質
中のフミン質や排水などの混入の程度に左右される．

敷均し しきならし placing and spreading 搬入された土砂やコンクリートなどをブルドーザなど
を用いて所定の厚さにすること．

磁気分極 じきぶんきょく magnetic polarization 磁性体が一様に磁化されているときの単位体積あたり
の磁気モーメントのことで，磁場の強さと真空透磁率
の積で求められる値．



磁気分離法 じきぶんりほう magnetic separation 鉱物をその磁性や磁力の差異を利用して分離する方
法．

磁気偏角 じきへんかく magnetic declination 磁針偏差ともいう．磁北と真北がなす角度．日本で
は，真北から西側へ5゜（九州）～9゜（北海道）偏っ
た方向が磁北となる．

磁気モーメント じきもーめんと magnetic moment 磁極の強さと磁極(NS）間の距離により定義されるベク
トルで，S極からN極に向かう方向性をもつ．

敷モルタル しきもるたる bedding mortar コンクリートの打設時に基礎または前施工リフトとの
打ち継ぎ面に敷き均すモルタル．

磁気誘導 じきゆうどう magnetic induction 任意の微小面積を，それを貫く磁束が最大となる方向
に向け，その磁束を面積でわったもの．

視距 しきょ sight distance 車道の中心線上に高さ1.2mの点から見通せる高さ10cm
の点までの中心線沿いの距離．

磁極 じきょく magnetic pole 地球上において，伏角が90°を示し，地磁気の水平分
力がゼロの地点．

試金石 しきんせき touchstone 貴金属の鉱石や合金をこすりつけ，現れた条痕を既知
のものと比較してその試料の質を判定するのに用いる
石．

軸（褶曲の） じく（しゅうきょく
の）

axis 褶曲の対称形を形作る，規準とする直線．

軸圧 じくあつ axial pressure 載荷試験やせん断試験において，供試体に加えられる
一定方向の圧力．

軸圧縮 じくあっしゅく axial compression 柱状の試料をその軸方向に圧縮すること．岩石や土質
試料の変形・強度試験で行われる．

軸荷重 じくかじゅう axial load 軸方向荷重と同義．

軸差応力 じくさおうりょく deviator stress 三軸圧縮試験における最大主応力と最小主応力の差．

ジグザグ褶曲 じぐざぐしゅうきょ
く

zigzag fold 直線的に曲がる軸部にほぼ平面状の両翼部が会合して
いる褶曲．アコーディオン褶曲と同義．

軸色 じくしょく axial colour 斜方晶系・単斜晶系・三斜晶系などの光学的二軸性結
晶においてX，Y，Zの各方向に振動する白色偏光を通し
たときの色．

地崩れ じくずれ slumping 一時的に堆積した未固結ないし半固結堆積物が，斜面
や水底斜面をすべり下る作用．地震時に生じやすい．
スランピングともいう．



地崩れ成層 じくずれせいそう slump bedding 地崩れの結果生じた地層．内部を乱された状態で堆
積．

軸対称 じくたいしょう axial symmetry 回転だ円体のように，一つの軸を共有する無数の対称
面と軸に垂直な一つの対称面からなる対称性をいう．

軸対称三軸試験 じくたいしょうさん
じくしけん

axisymmetric triaxial
test

円柱型供試体に軸対称の主応力を加える試験で三軸圧
縮試験・三軸伸張試験がある．

軸対称浸透流解
析

じくたいしょうしん
とうりゅうかいせき

axial symmetry seepage
analysis

地盤掘削工事などの地下水位挙動解析などに用いられ
る手法．地下水流動が鉛直軸に対して対称であると仮
定して浸透流解析を行う．

軸対象ファブ
リック

じくたいしょうふぁ
ぶりっく

axial symmetric fabric 一つの軸を共有する無数の対称面と軸に垂直な一つの
対称面からなるファブリック．構造要素の方位が無限
回対称軸を持つように分布するファブリック．

試掘 しくつ test mining, exploratory
drilling

ある地域の鉱床・油層・ガス層などの有無などを先行
的に調査する掘削．

試掘 しくつ test pitting 地質情報をより多く得るために，掘削により人工的に
露頭をつくること．

試掘横坑 しくつおうこう test adit, test tunnel トンネルやダム基礎の岩盤状況評価や力学的性質・水
理学的性質の調査・試験のために掘削される坑．

試掘権 しくつけん prospecting rights,
mining claim

鉱業法によって登録を受けた区域で，登録を受けた鉱
物を試掘することができる権利．

試掘井 しくつせい exploratory well 未知の油層またはガス層の探鉱を目的として初めて掘
削される坑井．確認された油層などの規模を調べる坑
井は探掘井．

軸ひずみ じくひずみ axial strain 伸縮に関するひずみ．線ひずみ・伸びひずみともい
う．

軸平面褶曲 じくへいめんしゅう
きょく

plane fold 平面褶曲と同義．

軸方向荷重 じくほうこうかじゅ
う

axial load 一軸試験や三軸試験において，各軸方向から加えられ
る荷重．軸荷重ともいう．

軸方向鉄筋 じくほうこうてっき
ん

longitudinal
reinforcement

柱，梁などの鉄筋コンクリート部材において，部材の
軸方向に配置された鉄筋．

σｔ積 しぐまてぃーせき conductivity-thickness
product

地層構成体が電導性である場合，その電導度（σ）と
厚さ（t） との積．電磁誘導の応答に関係する量．

軸面 じくめん axial plane 褶曲における背斜や向斜の傾斜が移り変わる境界面．
褶曲軸面と同義．



軸面褶曲 じくめんしゅうきょ
く

axial-plane fold 褶曲の形態の一つで，２回の褶曲作用によってでき
る．最初の褶曲の軸面が著しく褶曲してみえるもの．

軸面対称褶曲 じくめんたいしょう
しゅうきょく

symmetric fold 対称褶曲ともいう．単一の向斜・背斜にて両側の翼の
形態が褶曲軸面で対称であるような褶曲．

軸面非対称褶曲 じくめんひたいしょ
うしゅうきょく

asymmetric fold 非対称褶曲ともいう．単一の向斜・背斜にて，両側の
翼の形態が褶曲軸に対して非対称である褶曲．

軸面へき開（軸
面劈開）

じくめんへきかい axial plane cleavage せん断褶曲作用において，褶曲軸面に平行に発達する
へき開（劈開）．

軸面片理 じくめんへんり axial plane schistosity せん断褶曲作用におけるすべり面で褶曲軸面に平行に
発達するへき開（劈開）面が片理の特徴を示すもの．

軸面葉状構造 じくめんようじょう
こうぞう

axial plane foliation 軸面へき開（劈開）の一種．へき開（劈開）が葉片状
の特徴を示す構造．褶曲軸面に平行もしくはほぼ平行
なストレートへき開のことが多い．

シクロケイ酸塩 しくろけいさんえん cyclosilicates ３個以上のSiO4四面体が酸素の頂点を共有して環状に縮

合した構造をもつ鉱物．たとえば電気石など．

自形 じけい idiomorphic, euhedral 鉱物が他の鉱物などに制約されずに自由に成長するも
ので，鉱物固有の結晶面が発達している鉱物の形を形
容する語．他形の対語．

自形褶曲 じけいしゅうきょく idiomorphic fold 褶曲の不連続性・局地性，背斜・向斜の不均質な発
達，線状性の欠如などを特徴とする不連続褶曲と同義
語．

自形変晶 じけいへんしょう idioblast 外形が自形に近い結晶面からなる変成鉱物結晶．石
英・長石に比較してザクロ石などは自形変晶になりや
すい．

刺激法 しげきほう stimulation 坑井周辺の貯留岩を破砕または溶解し，浸透率を大き
くし，原油の最終回収率を増加させる工法．

繁藤地すべり しげとうじすべり the Shigeto landslide 1972年7月5日に高知県土佐山田町繁藤駅北斜面で発生
した地すべり．豪雨で岩すべりによる崩壊（繁藤の崩
壊）を生じた．

繁藤の崩壊 しげとうのほうかい Shigeto landslide 1972年7月5日高知県土佐山田町繁藤駅北斜面で発生し
た大規模な地すべり性崩壊．死者59名を出したとされ
ている（繁藤地すべり）．

資源衛星 しげんえいせい earth resourse
observation satellite

地球上の資源の遠隔探査を目的とした人工衛星．種々
の波長の電磁波による衛星画像が得られる．

始原岩層 しげんがんそう primitive rocks 化石による層序学以前の中部ヨーロッパの岩相に基づ
く層序の最下位層．

試験坑 しけんこう test pit 大規模な構造物の建設に際し，岩盤の原位置試験など
を目的として掘削するトンネル．



試験施工 しけんせこう test construction, test
execution, trial
construction

本施工の仕様決定のために実施工ヤードにおいて実施
する実験．通常，施工成果はそのまま本施工の一部と
なる．

始原大陸 しげんたいりく protocontinent 地球進化の第一段階で存在したと想像される大陸．現
在の大陸地殻の化学組成上の特徴をもつ．

試験湛水 しけんたんすい first filling of water ダムが完成して始めて湛水する試験．ダムや基礎岩盤
の挙動，漏水量の観測を行いながら計画された速度に
従って水位を上昇させる．

始原地殻 しげんちかく protocrust 始原大陸と同義．

試験配合 しけんはいごう trial mix 工事に使用するコンクリートの配合を決めるために試
験室などで試験的に選定する配合．

試験発破 しけんはっぱ test blasting 爆薬の種類や薬量，装薬間隔，削孔間隔など発破の効
果や周辺への騒音・振動を調査し，実施工の発破仕様
を決定するために行われる発破実験．

資源評価 しげんひょうか resource appraisal 金属などの各種の鉱物資源について，その資源の開発
が経済的に可能かどうかの評価．

試験ブロック しけんぶろっく test block 地盤や岩石の各種物性を試験する場合の，試験の対象
となる塊．一般的用語．

試験盛土 しけんもりど test banking, test
embankment, experimental
banking, trial
embankment

試験的に現地で実施する盛土．実際の地盤挙動を観察
し，設計条件の確認や施工法の決定を行う．

指交 しこう interfinger 堆積岩体が側方に層相変化するとき，水平方向に異な
る層相の地層が交互に指を組み合わせたように接し合
う状態をさす．指交関係ともいう．

紫鉱 しこう purple ore Cuの湿式精錬法であるラーメン法の際に生ずる浸出か
す．紫色の鉄化合物．

指交関係 しこうかんけい interfinger 同時に堆積した層相の異なる地層が互いに両手の指を
交互に組み合わせた様な状態で接し合う関係．

指向式比抵抗検
層

しこうしきひていこ
うけんそう

focused resistivity
logging

電極からの電流流路を集束させるための複数の補助電
極を備えさせた比抵抗検層．

指向性堆積構造 しこうせいたいせき
こうぞう

directional sedimentary
structure

砕屑物の移動した方向を示す堆積構造．斜交層理・漣
痕・ソールマークなど．

子午儀 しごぎ meridian transit
instrument

恒星の子午線通過時刻を測定する機器．

自己昇降式足場 じこしょうこうしき
あしば

self elevating platform 浮体に3本以上の脚を貫入させ海底着底させた脚を反力
として浮体をウインチなどで海面上に引き上げる形式
の足場．セップ（ＳＥＰ）ともいう．



自己相関 じこそうかん autocorrelation ある時間関数の自分自身との相関で相互相関の特別の
場合である．実際は自己相関をとる関数は時間的に有
限とされる．

自己相関関数 じこそうかんかんす
う

auto-correlation
function

x(t)の時間間隔τだけ離れた時点間の関連の強さを示
す関数．時刻tとt+τにおける積の期待値で表わす．地
震波などの周波数分析に用いられる．ある距離を隔て
た地点の性質間の関連性を示すことにも使われる．

自己浮上式 じこふじょうしき pop-up type 海底地震計のうち，地震計と記録器を収めたカプセル
をタイマーまたは信号により浮上させて回収する方
式．

自己変質作用 じこへんしつさよう autometamorphism 火成活動の最終段階にマグマ中の水や揮発成分が濃縮
して，既に固化した岩石に作用し低温で安定な鉱物の
集合体に変える作用．

視差 しさ parallax 異なる地点から目標物を見たときの，目標物の見かけ
の相対位置の差．

自在回転台 じざいかいてんだい universal stage 岩石顕微鏡において，岩石薄片を三次元的に任意の方
向に回転させる装置．薄片の光学的方位の決定に用い
る．

四さい類 しさいるい Tetrabranchiata オウムガイ亜綱ともいう．現生頭足類の一亜綱．

示差温度検層 しさおんどけんそう differential temperature
logging

孔井内において，一定間隔に固定した２個の温度セン
サ間の温度差を連続して測定する温度検層法．

視差差 しささ parallax difference 視差の差．空中写真測量では高低差によって現れる視
差間の差．

示差赤外吸収ス
ペクトル分析

しさせきがいきゅう
しゅうすぺくとるぶ
んせき

differential infrared
spectroscopy

処理によって試料を構成する物質に生じる変化を，赤
外吸収スペクトルで検出，もしくは定量する分析法．

示差走査熱量測
定

しさそうさねつりょ
うそくてい

differential scanning
calorimetry

試料と基準物質を用い，加えた熱量の差から試料を分
析する方法．示差熱分析は両者の温度差を使う．

視差測定桿 しさそくていかん parallax bar 空中写真測量で反射実体鏡を併用し視差差の量を測定
する器具．二枚の位置合せ印板とマイクロメータ状の
棒からなる．

示差熱図 しさねつず thermogram 示差熱分析曲線で横軸に加熱の温度，縦軸に熱収支を
示した曲線図．

示差熱分析 しさねつぶんせき differential thermal
analysis

試料の加熱時における吸熱および発熱反応を測定する
熱分析の１方式．粘土鉱物・硫化物・酸化物などの分
析に利用される．

支持基盤 しじきばん bearing basement 構造物の鉛直荷重を支えることができる地層あるいは
岩盤のこと．

磁軸 じじく magnetic axis 地磁気の内部磁場を球関数で表現した双極子磁場の双
極子の方向．地球の自転軸に対して11.5度の傾きを持
つ．



支持杭 しじぐい bearing pile 良好な支持層に達する杭で，荷重を先端支持力のみま
たは先端支持力と支持層の周面摩擦力で支持．

宍喰石 ししくいいし Shishikui ishi 徳島県海部郡宍喰町宍喰浦産石材．中生界砂岩．大島
石と同質．

支持杭受桁工法 しじぐいうけげたこ
うほう

underpinning 既設構造物の下に新しい構造物を施工する際，一時的
に既設構造物の杭を仮り受けする工法．

指示元素 しじげんそ indicated element 鉱床の化学探査において，その鉱床の存在を知る手掛
かりとなる元素．

西吉地すべり しじじすべり the Xiji landslide 1920年12月に中国寧夏回族自治区に発生した海原地震
によって生じた大規模な崩壊や地すべりの総称．

支持地盤 しじじばん bearing stratum 構造物からの荷重を支える地盤．

指示植物 しじしょくぶつ index plant 環境の状況またはその変化に応じて顕著な変化を示
し，環境汚染の指標として用いることができる植物．

支持層 しじそう bearing layer  (bed,
stratum)

杭などの先端部分で構造物の鉛直荷重を支える役割を
果たす地層や岩盤．

自重圧密 じじゅうあつみつ self-weight
consolidation

含水比が高く液状に近い粘土が自重で圧密する現象．

自重圧密試験 じじゅうあつみつし
けん

self-weight
consolidation test

圧密試験のうち，特に載荷を行なわず自重のみによる
圧密特性を調べる試験．

自重座屈 じじゅうざくつ rod sag ボーリングのロッドが，自重によって屈曲すること．

視準 しじゅん collimation トランシット，セオドライト，アリダードなど測量機
材を用いて目標を狙うことあるいは捕らえること．

示準化石 しじゅんかせき index fossil 地層の地質年代決定や広域的な地層の対比に有効な化
石．広範囲に分布し，生存期間が短く，個体数の多い
化石が適する．

視準誤差 しじゅんごさ error of collimation
axis, collimation error

トランシットの望遠鏡のレンズの位置，回転軸の水平
軸との狂いによって生ずる誤差角度．

視準軸 しじゅんじく collimation axis 測量機器の目標点を見通す軸線．レンズ系機器では，
対物レンズの光心と望遠鏡十字線交点を結ぶ線の延
長．

視準線 しじゅんせん collimation line 測量機器を通して目標物まで見通す線．レンズ系機器
では，観測者の視線がレンズの光軸を通って目標点に
至る線分．



示準層 しじゅんそう marker horizon 凝灰岩など広く同時に形成された特徴的な岩相を示す
地層や識別容易な示準化石を含み，地層の対比に有効
な地層．

視準面 しじゅんめん collimation plane 経緯儀や望遠鏡を回転させたときに視準軸が描く平
面．

支承 ししょう support, bearing, shoe 橋梁などの上部工の反力を下部工に伝達する部材．

自浄係数 じじょうけいすう self cleansing factor,
self purification

河川の自然浄化作用におけるＢＯＤの除去速度に関わ
る係数．脱酸素係数ともいう．　Lt=La･10-kt
La：t=0におけるＢＯＤ，Lt：t=tにおけるＢＯＤ，t：
経過日数，k：自浄係数

自浄作用 じじょうさよう self-purification 汚染された水が河川を流れるにつれて自然条件で沈殿
や酸化反応が起こって有機物が減少し，水がきれいに
なる作用．

耳状突起 じじょうとっき lappet イタヤガイ科の殻頂部に発達する突起のこと．通常，
耳と呼ぶ．

支持力 しじりょく bearing capacity 荷重を支える地盤の能力をさす．

支持力係数 しじりょくけいすう coefficient of bearing
capacity, bearing
capacity factor

地盤の支持力を与える公式において，土の内部摩擦角
によって決まる無次元の係数．

地震 じしん earthquake 大地が振動すること．また，地震動を生じる原因と
なった地球内部の破壊現象をさす．

地震エネルギー じしんえねるぎー seismic energy 地震波の形で放出されたエネルギー．通常，マグニ
チュード（M）と相関性を持つ．

地震応答 じしんおうとう seismic response 地震基盤での入力地震の設定により，計算される地震
基盤以浅の地盤および構造物の応答値の総称．

地震応答解析 じしんおうとうかい
せき

seismic response
analysis

構造物の耐震設計にかける地盤を含めた動的解析法の
総称．

地震応答スペク
トル

じしんおうとうすぺ
くとる

seismic response
spectrum

スペクトル分析より，地震動の周期特性と建造物の振
動との関係を示したもので，耐震工学の分野で重要．

地震応答特性 じしんおうとうとく
せい

charateristics of
seismic response

地震時に地盤および地中・地上構造物が示す挙動．

地震階級 じしんかいきゅう seismic intensity 主に人体感覚，構造物の破壊程度などによって表し
た，ある地点における地震動の強さのランク．震度階
ともいう．

地震学 じしんがく seismology 地震の発生，原因地震波の伝搬，地震に伴う地球物理
的諸現象，地球内部構造などを扱う地球物理学の一分
野．



地震荷重 じしんかじゅう seismic load 地震時を考慮した安定解析が必要とされる構造物にお
いて，考慮される自重に設計震度を乗じた荷重．

地震加速度 じしんかそくど acceleration of ground
motion

地震により得られた地震動の加速度．震度と加速度に
はある一定の関係が与えられ，震度階の統一に有用．

地震型山崩れ じしんがたやまくず
れ

seismic zone type
landslip

山地の基盤岩，岩屑の一部が地震によって急激に崩落
する現象．

地震カタログ じしんかたろぐ catalogue of
earthquakes, earthquake
catalogue

地震目録と同義．

地震活動 じしんかつどう seismic activity 地震の発生の程度を，地震の回数，大きさなどを考慮
して表現したもの．

地震活動空白域 じしんかつどうくう
はくいき

seismic gap 地震分布の空白地域．近くで大地震が発生しているの
にある地域だけ大地震が起きていないとか，大地震の
前にいつも地震が多く発生しているのに一時的に小地
震が全く起きていないといった現象の見られる地域．
地震空白地域と同じ．

地震活動図 じしんかつどうず seismicity map ある地域，ある期間内，あるマグニチュードの範囲
内，ある深さの範囲内の地震活動を地図上に示した
図．

地震活動度 じしんかつどうど seismicity 地震活動の様式．ある地域における地震発生の時間，
空間分布，規模など，地震活動の全体．

地震活動等総合
監視システム

じしんかつどうとう
そうごうかんししす
てむ

earthquake phenomena
observation system
（EPOS）

気象庁が1987年に導入した地震関係データの処理・表
示システム．震源とマグニチュードの決定などを行
う．

地震活動様式 じしんかつどうよう
しき

pattern of seismic
activity

地震の起こり方の特徴．通常，空間的な特徴と時間的
な特徴に分けられる．

地震岩 じしんがん seismite 地震動により未固結堆積物が乱されて複雑な構造を生
じたもの．圧密の程度などにより上下で構造が異な
る．

地震慣性力 じしんかんせいりょ
く

seismic inertia force 地震により構造物に作用する慣性力のこと．例えば，
構造物の自重に水平震度を乗じた値が使用される．

地震観測 じしんかんそく seismicity observation 地震で発生した弾性波を地震計で観測すること．

地震観測網 じしんかんそくもう network of seismic
stations, seismological
network

震源要素決定などが行われている観測点群のこと．規
模は局地的なものから全世界的なものまで様々であ
る．

地震危険度 じしんきけんど seismic hazard, seismic
risk, earthquake risk

ある地点がある強さ以上の地震動を受ける可能性がど
の程度あるかを，何らかの方式により数値で表したも
の．

地震記象 じしんきしょう seismogram 地震動記録と同義．



地震基盤 じしんきばん seismic bedrock 震源からの地震波が地表近傍の媒質による影響を受け
ず地震波形がほぼ同じになる基盤．具体的な基準はな
いが，深くとる場合には概ねP波速度が5km/s以上，S波
速度が2.5km/sを超えるような地下深部の広がりのある
基盤．

地震基盤面 じしんきばんめん surface of seismic
bedrock

対象地点に共通する広がりを持ち，耐震設計上振動す
るとみなす地盤の下に存在する十分強固な地盤の上
面．

地震空白地域 じしんくうはくちい
き

seismic gap 地震活動空白域と同義．

地震群 じしんぐん earthquake swarm 地震の多発する地域で前震，主震，余震と区別できな
い事がある．これを地震群という．

地震計 じしんけい seismograph, seismometer 地震の際に，地震動を観測，記録するための装置全体
の総称．

地震計測学 じしんけいそくがく seismometry 地震動を観測するための変換器・増幅器・伝送装置・
記録装置を研究する地震学の一分野．

地震警報 じしんけいほう earthquake alarm,
earthquake warning

気象庁長官の｢地震予知情報」に基づき，内閣総理大臣
が閣議にかけたうえで発令する「警戒宣言」のこと．

地震工学 じしんこうがく earthquake engineering 地震学の研究結果を工学分野に応用した学問で，構造
物の地震に対する挙動，耐震設計法などが研究されて
いる．

地震考古学 じしんこうこがく seismic archeology 発掘現場や古代遺跡に残る地震のつめ跡を調査するこ
とにより，資料に残っていない地震と人類との関わり
を解明する学問．人類学・地質学などとの連携も欠か
せない．

地震構造線 じしんこうぞうせん earthquake tectonic
line, seismotectonic
line

大地震時の震動分布，被害分布が線状を成し，その周
囲よりも震度や被害の大きい地帯．

地震災害 じしんさいがい earthquake disaster 地震により被る災害．直接の誘因による一次災害と，
副次的に生ずるニ次災害とに区分する．震害，震災と
同義．

地震再来周期 じしんさいらいしゅ
うき

recurrence time of
earthquakes

ある地域で過去に起こった大地震の平均的間隔．過去
の地震は古文書や活断層の活動履歴から調べることが
できる．

地震時応答予測 じしんじおうとうよ
そく

seismic response
analysis

シミュレーションにより地震時の地盤や構造物の挙動
（応答倍率，増幅度など）を把握すること．

地震時滑動 じしんじかつどう seismic sliding 地震力を作用させた場合に発生する滑動．原子力発電
所の基礎地盤の力学的安定性の検討に重要．

地震時慣性力 じしんじかんせい
りょく

inertia force during
earthquakes

地震時における構造物に作用する慣性力．一般にいう
地震荷重と同義．

地震磁気効果 じしんじきこうか seismo-magnetic effect 岩石の磁気が応力の変化によって変わる性質．地震予
知との関連で重視されている．



地震時挙動 じしんじきょどう seismic response
analysis

地震時に，伝わって来た地震波に対する，地盤あるい
は構造物の応答．

地震時自重慣性
力

じしんじじじゅうか
んせいりょく

seismic inertia force 地震慣性力と同義．

地震時主動土圧 じしんじしゅどうど
あつ

active earth pressure
during earthquakes

地震時に前方に押し出され移動した擁壁の壁面に働く
土圧．

地震時受動土圧 じしんじじゅどうど
あつ

passive earth pressure
during earthquakes

地震時に前方に押し出され移動した擁壁の根入れ部分
に働く土圧．

地震時静止土圧 じしんじせいしどあ
つ

earth pressure at rest
during earthquakes

地震時に鉛直地下壁面などに作用する土圧で，壁面と
土が相対的にほとんど変位しなかった場合の土圧．

地震時沈下 じしんじちんか seismic ground
settlement

地震力を作用させた場合に発生する沈下．原子力発電
所の基礎地盤の力学的安定性の検討に重要．

地震時土圧 じしんじどあつ earth pressure during
earthquakes, earthquake
load

地震時に構造物に加わる土圧．設計時の土圧の算定に
は震度法と応答変位法がある．

地震史料 じしんしりょう historical record of
earthquakes, historical
documents of earthquakes

地震計による地震観測が行われる以前の地震の被害を
記した文書．歴史地震の発生年代や規模を推定でき
る．

始新世 ししんせい Eocene(epoch) 古第三紀を三分した２番目の時期．貨幣石が有効な示
準化石の一つで，わが国では北海道・九州の夾炭層と
外帯のフリッシュ型堆積物が相当する．

地震性地殻変動 じしんせいちかくへ
んどう

seismic crustal movement 地震の前後に現れる地殻変動．地震の規模によって変
動量，変動範囲は異なる．

地震跡 じしんせき earthquake trace 液状化などの地震の発生したことを示す現象．古地震
研究における地震の発生や規模を推定するのに用いら
れる有効なデータの一つ．噴砂・液状化跡など．

地震先行現象 じしんせんこうげん
しょう

earthquake precursor 比較的規模の大きい地震の発生以前に生じる異常現象
の総称．

地震造構論 じしんぞうこうろん seismotectonics 地震活動と造構運動との関係を研究する学問で，造構
による地震発生論と地震による造構論の両方面があ
る．

地震帯 じしんたい seismic belt 地震の活動が特に活発な地帯で，世界的にはユーラシ
ア地震帯，環太平洋地震帯などがある．

地震体積 じしんたいせき earthquake volume 地震を地下のひずみエネルギーが一度に放出される現
象と捉えた場合のひずみのたまった体積．

地震探鉱 じしんたんこう seismic exploration 鉱床探鉱を目的とした地震探査．



地震探査 じしんたんさ seismic prospecting 地下構造を把握することを目的とし，人工的に地震波
（弾性波）を発振・受振して速度構造や反射構造を得
る調査．用いる波の種類により反射法，屈折法，直接
波法がある．一般に反射法は地下資源探査などの深部
の探査に，屈折法，直接波法は土木構造物のための調
査など浅部の調査に用いられる．

地震断層 じしんだんそう earthquake fault 地震に伴い地表に現れた断層．地震波を発生させた地
下の震源断層の一部が地表に達したもの．すなわち地
表地震断層の意味．

地震断層崖 じしんだんそうがい earthquake scarplet 地震断層で生じた断層崖．

地震断層モデル じしんだんそうもで
る

earthquake fault model 地震を起こす断層運動を断層の長さ，走向，傾斜角，
破壊速度などのパラメータで記述したモデル．

地震地質学 じしんちしつがく seismogeology 地震や地震に伴う地球科学的な諸現象を地質学的に研
究する学問．

地震津波 じしんつなみ seismic wave, tsunami 地震がもたらす津波．周期が長く，数千ｋｍを伝搬す
る．まれに地震の規模よりはるかに大きな津波が発生
する．

地震テクトニク
ス

じしんてくとにくす seismotectonics 地震造構論と同義．

地震電位効果 じしんでんいこうか seismo-electric effect 地震によって大地の抵抗が変動したり，大地の電気的
性質が変わる現象．

始新統 ししんとう Eocene(series) 始新世に形成された堆積岩や火成岩．

地震動 じしんどう earthquake vibration 地震波の到達による地面の振動を地震動と呼ぶ．

地震動記録 じしんどうきろく seismogram 地震計で記録された，伝播して来た地震波に起因する
媒質の振動．地震記象ともいう．

地震動継続時間 じしんどうけいぞく
じかん

duration of an
earthquake, duration of
oscillation

地震動記録のＰ波初動時刻から地震動の終わりまでの
時間で，地震のマグニチュードに大きく依存する．

地震動特性 じしんどうとくせい features of ground
motion

主に地震動の工学的特性で，地震動の最大値，継続時
間，波形のスペクトルおよび振動の非定常性をいう．

地震動予測 じしんどうよそく estimation of ground
motion

シミュレーションなどの手法で，想定された地震に
よって引き起こされる地震動を評価すること．

地震トモグラ
フィ

じしんともぐらふぃ seismic tomography ①弾性波トモグラフィと同義．
②自然の地震波を用いたトモグラフィ．マントルや地
球全体に及ぶ大きな領域を対象とする．

地震入力 じしんにゅうりょく seismic input,
earthquake input

耐震解析または地震動予測する際に想定された地震基
盤に入力する地震力．



地震のエネル
ギー

じしんのえねるぎー earthquake energy 断層運動によって生じた解放されるひずみエネルギー
および地震エネルギー．

地震の規模 じしんのきぼ magnitude of earthquake 地震の力学的な大きさを示すもので，マグニチュード
（Ｍ）が用いられる．

地震の最大加速
度

じしんのさいだいか
そくど

maximum acceleration of
earthquake

地震の加速度記象における最大振幅．

地震の巣 じしんのす earthquake nest 震央の分布が狭い範囲に集中し，鳥の巣のような立体
的なかたまりに見えること．

地震の前兆現象 じしんのぜんちょう
げんしょう

precursory phenomenon of
earthquake

地震が発生する前に起こる現象のことで，地盤の変
動，地震活動の異常，地震波速度の変化，地下水の変
化，発光現象，動物の異常行動などが挙げられてい
る．

地震の場 じしんのば earthquake field 地震時に放出されるエネルギーがひずみとして蓄えら
れている，地殻底近傍の広がりを持った空間部分．

地震のマグニ
チュード

じしんのまぐに
ちゅーど

magnitude of earthquake 地震そのものの大きさを定量的に表す尺度となるも
の．地震の規模と同じ．

地震波 じしんは seismic wave 地震の震源から生じた弾性波．縦波・横波・表面波に
区分される．

地震波形 じしんはけい seismogram 地震計に記録された地震波の形．

地震波経路 じしんはけいろ ray path of seismic wave 地震波波線の軌跡．波線が密集する所に地震被害が大
きいと考えられる．

地震波増幅 じしんはぞうふく amplification of seismic
waves

伝播に伴い地震波の振幅が大きくなること．地盤特性
によるものとフォーカシングなどによるものがある．

地震波速度 じしんはそくど seismic wave velocity 地震波が地層や岩石のような物体の中を伝播する速
さ．

地震波速度分布 じしんはそくどぶん
ぷ

distribution of seismic
velocity, seismic
velocity distribution

地球内部の地震波（Ｐ波，Ｓ波）速度分布．地球内部
を知る手段として地震波速度分布を調べる．

地震波速度変化 じしんはそくどへん
か

temporal variation of
seismic velocity

大地震の前に震源域の地震波速度が変化すること．過
去に報告があったが，最近の観測では確認されていな
い．

地震発生確率 じしんはっせいかく
りつ

probability of
earthquake occurrence

ある期間にある規模以上の地震が発生する可能性．過
去および隣接地域の地震データから計算できる．



地震発生メカニ
ズム

じしんはっせいめか
にずむ

seismogenic mechanism，
mechanism of earthquake
occurrece

地震は，地中応力によって地下の岩石が破壊される際
の急激な断層運動で生じた擾乱である．地中応力の原
因にはプレートの動きによるもの，火山活動に伴うも
のなどがある．プレート境界の巨大地震は，大陸プ
レート下に海洋プレートが沈み込む際，両プレートの
固着部（アスペリティ）が急激なすべりを生じ，大陸
プレートが跳ね上がることによって生じる．

地震波動 じしんはどう seismic waves 自然地震によって発生し，地中または地表面に沿って
伝播する波．地震破壊力の運搬者である．

地震波の焦点 じしんはのしょうて
ん

focus of seismic phase 地震波が核を通ることによって曲げられ，ある震央距
離で同時に地表に到達して振幅が大きくなる地点．

地震被害 じしんひがい seismic hazard,
earthquake disaster

地震によってもたらした災害で，地盤条件と関係があ
り，一般的に軟弱地盤における被害が大きい．

地震分類 じしんぶんるい classification of
earthquakes

地震現象のある特徴に着目し，一定の基準によって地
震を分類すること．マグニチュードによる分類などが
ある．

地震防災基本計
画

じしんぼうさいきほ
んけいかく

basic plan for
earthquake disaster
prevention by central
disaster prevention
council

大規模地震対策特別措置法に基づいて，国が定める地
震防災のための基本計画．

地震防災対策 じしんぼうさいたい
さく

countermeasures against
earthquake disaster

地震災害の防止あるいは軽減のための対策．一般的に
は，国または地方自治体によって実施される．

地震防災対策強
化地域

じしんぼうさいたい
さくきょうかちいき

大震法第3条第1項に定められた，「大規模な地震が発
生した場合に著しい地震災害が生じるおそれがあるた
め，地震防災に関する対策を強化する必要がある地
域」のことで，震度6弱以上の強い揺れによる著しい被
害が予想される地域，あるいは20分以内に高い津波が
来襲する地域などが指定の理由として挙げられてい
る．

地震保険 じしんほけん earthquake insurance,
seismic insurance

地震保険に関する法律によって作られた保険で，地震
被害を受けた時に保険金を受け取ることができる．

地震モーメント じしんもーめんと seismic moment 地震を発生させた断層運動と等価な偶力のモーメン
ト．Mo=μLDW

地震目録 じしんもくろく catalogue of
earthquakes, earthquake
catalogue

個々の地震に関する情報をまとめた地震の目録．時
代・地域によりデータが一様でない可能性がある．地
震カタログともいう．

地震予知 じしんよち earthquake prediction 地震が発生する前に，発生場所・発生時刻・地震の規
模を予測すること

地震予知計画 じしんよちけいかく earthquake prediction
plan, earthquake
prediction program

地震予知のための計画．基本的構想，予知に関する観
測と研究，発生機構に関する研究などで構成されてい
る．

地震予知の３要
素

じしんよちのさんよ
うそ

three elements of
earthquake prediction

予測される地震の場所，規模および時期をさす．それ
らの精度は社会的に対応が可能な範囲内であることが
必要とされる．

地震隆起 じしんりゅうき seismic upheaval 地震に伴う地殻の隆起．



地震力 じしんりょく seismic force 地震によって構造物または地盤に印加された力．構造
物を設計する際，この力を想定し，耐震解析を行う．

ＪＩＳ じす Japanese Industrial
Standard, JIS

日本工業規格．

死水 しすい dead water ①船の推進力が内部波の生成に費やされ船が進まない
現象．
②高密度の海水の上に低密度の水の層が存在する海
域．
③発電ダムなどで堆砂容量の最上面よりも上にある
が，貯水池からの取水口よりも低い位置にあり利用で
きない貯留水．

試錐 しすい drilling 地中に小口径の孔を掘ること．ボーリングともいう．
管の先端に堅硬な超硬合金，ダイヤモンドなどを植え
つけ，回転や衝撃によって掘り進む．

試錐コア しすいこあ borehole core, drill
core, boring core

コアビットで切り取られ，コアバレルに収納されて地
表に回収された土質および岩石試料．

試錐孔 しすいこう borehole ボ－リング孔と同義語．

試錐孔ＩＰ法 しすいこうあいぴー
ほう

borehole induced
polarization method

試錐孔周辺における鉱体や鉱化体の存在あるいは卓越
存在方向の探査に使用される試錐孔利用のＩＰ法の総
称．

試錐孔電磁探査 しすいこうでんじた
んさ

borehole electromagnetic
method

地表に設置した大ループなどを信号源とし，試錐孔に
センサを降下させ測定する電磁法．試錐孔周辺の鉱体
などに対する検出能が非常に高い．試錐孔電磁法とも
いう．

試錐孔電磁法 しすいこうでんじほ
う

borehole electromagnetic
method

試錐孔電磁探査と同義．

止水工法 しすいこうほう cut-off of water, cut-
off

基礎掘削などにおいて外部からの地下水の浸入を防ぐ
ために施される止水壁や止水注入などの総称．

止水鋼矢板 しすいこうやいた sheet pile cut off wall 透水性地盤中に打設して止水を図るための鋼矢板，鋼
管矢板，軽量鋼矢板をいう．

止水コンクリー
ト

しすいこんくりーと concrete cut off wall 透水性地盤中の浸透流を止水するための壁体を構成す
るコンクリート．

試錐探鉱 しすいたんこう prospecting by drilling 各種鉱床の試錐コアを採取して鉱床の形態・規模・品
位・埋蔵量などを判定すること．

試錐探査 しすいたんさ drilling method 試錐により，地質調査を行う方法．鉱床，トンネルの
地質，橋梁・ダム・建造物の基盤，土質調査に利用す
る．

試錐柱状図 しすいちゅうじょう
ず

borehole log 試錐により採取されたコアやスライムの観察・試験の
結果，掘削時の記録などを深度毎に記載したもの．



止水板 しすいばん sealing strip, water
stop plate

漏水を防ぐため継目を横切って埋設する板．銅製，ス
テンレス製，塩ビ製，ゴム製などがある．

止水壁 しすいへき cut-off wall 浸透水を遮断するために基礎地盤内に造られる，コン
クリート，アスファルトコンクリートなどよりなる厚
みを持った不透水性の壁．

止水壁工法 しすいへきこうほう cut-off wall work 湧水や漏水を防止するために地盤中に不透水性材料の
壁体を構築する工法

止水膜工法 しすいまくこうほう cut-off curtain ビニール膜などによって止水する工法で堤防の漏水対
策などに用いられる．

試錐ロッド しすいろっど boring rod 試錐孔内で試錐機の回転や給圧をビットに伝え，孔底
に循環水を圧送するための鋼管．

静川層群 しずかわそうぐん Shizukawa Group 山梨県・静岡県にまたがる富士川沿いの南部フォッサ
マグナ地域に分布する新生界中部中新統～鮮新統．海
成で下部は泥岩，砂岩および安山岩質火砕岩，上部は
礫岩からなる．

志津川層群 しずがわそうぐん Shizugawa Group 宮城県北東部地方に分布する中生界下部ジュラ系．泥
岩・砂岩を主体とする層と砂質泥岩を主体とする層に
区分される．

システムロック
ボルト

しすてむろっくぼく
と

system rock bolt 地山状況に応じて，設計段階であらかじめ決められた
パターンに従い施工するロックボルト．

地すべり じすべり landslide, landslip 狭義には，斜面物質が滑動する現象をいう．特定の地
形・地質条件下で起こりやすい．広義には落下・流動
現象を含む．

地すべり移動体 じすべりいどうたい slide block, landslide
mass

地すべり滑動によって生じた，滑動した物質全体のこ
と．

地すべり移動土
塊

じすべりいどうどか
い

landslide mass 地すべりによって原位置から移動した岩盤，土砂の総
称．移動していない部分は不動土塊（岩盤）．

地すべり計 じすべりけい extensometer, invar wire
extensometer

伸縮計と同義．

地すべり堆 じすべりたい landslide mound 地すべり滑動によって生じた，地すべり移動体による
定着地形のこと．

地すべり対策工 じすべりたいさくこ
う

countermeasure against
landslide,landslide
prevention works

地すべり土塊を安定させるための工事．構造物で止め
る抑止工と自然条件を変化させ緩和させる抑制工とに
分類される．地すべり対策工法ともいう．

地すべり地形 じすべりちけい landslides topography 土塊の滑動の結果生じた地形．一般に移動土塊は凹地
を伴う緩斜面をなし，その上部に馬蹄型の滑落崖を持
つ．

地すべり地帯 じすべりちたい landslide zone 地質的に同じ素因を持つ地すべりが，地理的にまと
まって分布する地域．



地すべり調査 じすべりちょうさ landslide investigation 適切な対策工を設計するのに必要な，地すべりの全容
を把握するための諸調査．地形・地質・地下水調査や
動態観測など．

地すべり粘土 じすべりねんど landslide clay 地すべりによって含水しやすい母岩が破砕されて吸
水，粘土化したもの．すべり面に発達するものをすべ
り面粘土という．

地すべり防止区
域

じすべりぼうしくい
き

landslide-prevention
area

1958年に国が制定した地すべり等防止法によって，指
定・管理・対策工事の施工責任・工事規制などを規定
した区域．

地すべり防止工 じすべりぼうしこう countermeasure against
landslide,landslide
prevention works

地すべり対策工と同義．

地すべり面 じすべりめん slip surface 地すべりによって生じる地中のせん断破壊がある面に
沿って連続した場合，その面をいう．

地すべり面粘土 じすべりめんねんど slip surface clay 地すべり運動によって形成された粘土．

地すべり抑止工 じすべりよくしこう landslide prevention
works

地すべり土塊を基岩に定着させるために施工するもの
で，杭工・シャフト工・アンカー工などの施工法があ
る．

沈み込み しずみこみ subduction サブダンクションと同義語．

沈み込み型変動
帯

しずみこみがたへん
どうたい

mobile belt of subducion
type

変動帯のうち，プレートの沈み込みを伴う地帯．日本
列島のような島弧－海溝系の変動帯がこれにあたる．

沈み込み帯 しずみこみたい subduction zone サブダクション帯と同義語．

自生 じせい autochthon 自然に生成すること．

始生界 しせいかい Archeozoic system 先カンブリア系を上下に２分した時の下位の岩石．現
在は時代区分の始生代と共にほとんど用いられていな
い．

磁性岩 じせいがん magnetic rock 地殻を構成する岩石は地磁気で磁化されているが，中
でも蛇紋岩や玄武岩は帯磁率が大きく，磁性岩と呼ば
れる．

磁性岩体 じせいがんたい magnetic rock 相対的に高い磁性を持つ岩体．

自生鉱物 じせいこうぶつ authigenic mineral 化学的・生化学的作用により，堆積物の続成作用の過
程で新たに形成された鉱物．

自生作用 じせいさよう authigenesis 堆積物の続成作用の過程で化学的・生化学的作用によ
り新鉱物を形成する作用．



自生植物 じせいしょくぶつ native plant 人間活動の影響を受けていない，自然に生育している
植物．

始生代 しせいだい Archaean, Archean 地質時代区分のうち最古の先カンブリア時代を二分し
たうちの最初の時期．約25億年前以前をさす．現在は
ほとんど用いられていない．

磁性体 じせいたい magnetic substance 磁性を持つ物質．強磁性体（Fe)，常磁性体(Al），反
磁性体（Bi)などに区分される．

示性分析 じせいぶんせき rational analysis 石炭中の有機質（石炭質）の構成成分を各種の溶剤を
使って抽出分離する分析法．

磁性流体 じせいりゅうたい magnetic fluid 強磁性の超微粒子を，水などの媒体に懸濁させた一種
のコロイド液体．

支川 しせん branch stream, branch
river, tributary

流量・河道長・流域面積などにおいて有力で，主流を
なす本川に合流する河川の総称．

磁選 じせん magnetic separation 固体粒子の磁気的性質を利用した選別法．磁力選別と
もいう．

自然安息角 しぜんあんそくかく angle of repose 土砂等の自然にとりうる最大傾斜角度．乾燥した粗粒
土であれば高さに無関係で，一定の値をとる．

自然河川 しぜんかせん natural river 天然の状態にある人為の加わらない河川．これに対し
て，開削など人為的に改修された河川を人工河川とい
う．

自然換気 しぜんかんき natural draft, natural
ventilation

坑内と外気との温度差によって，換気をしようとする
もの．

自然含水状態 しぜんがんすいじょ
うたい

natural water state 原位置における試料の含水状態で，一般に湿潤状態と
もいう．この時の含水比が自然含水比．

自然含水比 しぜんがんすいひ natural water content,
natural moisture content

土が自然状態で保持している水分量を土粒子の質量と
の比で表したもの．

自然乾燥 しぜんかんそう natural drying 機器や装置を用いて強制的に乾燥するのではなく，自
然な状態で乾燥すること．

自然金 しぜんきん native gold 立方晶系，黄金色不透明で六面体・八面体・十二面体
結晶で網状・樹枝状・塊状．へき開（劈開）なし．展
性・延性強い．

自然銀 しぜんぎん native silver 立方晶系．銀白色不透明で六面体・八面体・十二面体
結晶．毛状・樹枝状・箔状．へき開（劈開）なし．展
性および延性あり．

自然金属 しぜんきんぞく native metal 天然に金属元素または合金の形で産出する鉱物．自然
金・自然銀・自然銅・自然鉄など．



自穿孔ロックボ
ルト

じせんこうろっくぼ
ると

injection bore bolt ロックボルトの孔が崩れるような場合，先端にビット
のついたロックボルトで掘削し，そのまま打設するも
の．

自然砂 しぜんさ natural sand 人工的に岩石を粉砕して製造したものではなく，天然
の状態で存在する砂．

自然災害 しぜんさいがい natural disaster 災害のうち，公害を除くもの．自然作用が誘因とな
り，人間の社会生活環境に被害が生じる現象．

自然残留磁気 しぜんざんりゅうじ
き

natural remanent
magnetization

岩石や堆積物などにおいて自然状態で測定される永久
磁気．

自然斜面 しぜんしゃめん natural slope 人工によらず自然の営力で形成された斜面の総称

自然植生 しぜんしょくせい natural vegitation 現在の環境条件の下で，人為的影響なしに自然に生え
ている植生．

自然水位 しぜんすいい natural　water　level 人為的影響のない状態において，大気圧と平衡したと
きの水位．

自然水銀 しぜんすいぎん native mercury 液体の状態で産する鉱物．揮発性でガスは有毒．熱水
性鉱脈や温泉沈殿物中に辰砂を伴って産出．

自然錫 しぜんすず native tin 錫にはα－錫，β－錫，γ－錫の三種があり，β－錫
のみ天然に錫石として産す．正方晶系・金属光沢・粒
状へき開（劈開）なし・展性延性に富み比重　7.88．

自然地形 しぜんちけい natural landforms 地殻の運動・火山活動・流水による浸食・堆積などの
天然の営力で形成された地球表面の起伏・形態．

自然堤防 しぜんていぼう natural levee 洪水時などに河川の上流より運搬されてきた物質に
よって形成された，河道に沿った微高地．

自然堤防堆積物 しぜんていぼうたい
せきぶつ

natural-levee deposit 自然堤防を構成する堆積物．洪水時に河川により運搬
されてきたシルト・砂などが流路沿いに堆積したも
の．

自然鉄 しぜんてつ native iron 隕石中に普通に含まれる，地上での産出は少なく，グ
リーンランドのDisko島の玄武岩中に大量に産出．鋼
色・磁性あり．

自然転圧 しぜんてんあつ rolling by traffic 盛土部分や砂利道などを交通車両に開放することによ
り，自然の締固めに任せること．

自然電位 しぜんでんい spontaneous potential,
self-potential

地盤の分極現象や地下流体の移動に伴い地盤内に発生
している電位．どちらも電気化学現象に起因する．

自然電位曲線 しぜんでんいきょく
せん

self-potential curve 自然電位検層で得られる深度に対して自然電位の変化
を記録した曲線で，頁岩と浸透層の判別などに用い
る．



自然電位検層 しぜんでんいけんそ
う

self-potential logging 孔井内の電極と地表埋設電極との間に自然発生する電
気化学的電位差を連続測定する電気検層法．

自然電位探査 しぜんでんいたんさ self-potential method 地表や地下の自然電位分布を測定する探査法で，一般
に金属鉱床探査・埋設物探査・温泉探査などに広く用
いられる．固定電極との電位差を測定しながら移動電
極を移動させて平面的な電位分布を把握する．

自然電位法 しぜんでんいほう self-potential method 自然電位探査と同義．

自然銅 しぜんどう native copper 延性・展性に富み，熱・電気の良導体．銅鉱床の二次
酸化帯に，樹脂状・不規則塊状の集合体として産す
る．等軸晶系・へき開（劈開）なし・比重8.95．

自然淘汰 しぜんとうた natural selection 適応した生物あるいは器官が自然的原因により選び出
されること．自然選択ともいう．ダーウィンによる概
念．

自然排水 しぜんはいすい natural drainage 自然の勾配を利用し，重力によって行う排水方法．内
水位と外水位の差を利用．

自然破壊 しぜんはかい destruction of nature 人間の生産活動により自然環境や生態系が損なわれる
こと．

自然白金 しぜんはっきん native platinum 延性・展性に富み，熱王水にのみ溶ける．おもに超塩
基性岩体中に産する．砂鉱床としても産する．等軸晶
系・金属光沢・粒状・鱗片状・比重21.44．

自然噴気 しぜんふんき fumarole 火山活動などによって，噴気孔より水蒸気・硫気・炭
酸気などのガスの噴出．また，そのガス．

自然放射線 しぜんほうしゃせん natural radiation 天然放射性核種（ウラン系列・トリウム系列・アクチ
ニウム系列・カリウム）からのα・β・γ線および宇
宙線のこと．

自然放射能 しぜんほうしゃのう natural radioactivity 自然界に存在する放射性元素（天然放射性元素）が有
する放射能．

自然放射能検層 しぜんほうしゃのう
けんそう

natural radiometric
logging

地層中に自然に存在する放射性元素から放射されるγ
線を孔井内で計測して，地層の特性を調べる検層法．

自然放射能探査 しぜんほうしゃのう
たんさ

natural radiometric
survey

放射能探査と同義．

自然密度 しぜんみつど natural density 湿潤密度と同義．不飽和土の単位体積あたりの質量．

時相 じそう phase 造山時相，造構造時相・褶曲時相など一連の運動の過
程で，それらの運動が急激に進行する短い時期を示す
用語．

示相化石 しそうかせき facies fossil 含まれる地層の堆積時の環境を示す原地性の化石．さ
んご（珊瑚）などの限られた環境下に生息した化石が
適する．



紫蘇輝石 しそきせき hypersthene 16[(MgFe2+)SiO4]．斜方晶系．塩基性岩～酸性岩中の主

要構成鉱物の一つで，鉄分の多いエンスタタイトの意
味で用いられた斜方輝石．ハイパーシンともいう．

紫蘇輝石質岩系 しそきせきしつがん
けい

hypersthenic rock series 石基の輝石が紫蘇輝石であることを特徴とする火山岩
の岩系．環太平洋造山地帯に分布する．

磁束 じそく magnetic flux 磁界中の微小面積dSの法線方向磁束密度をBnとする
と，磁束φ=∫BndS．単位はウェーバー(Wb)．

持続載荷パター
ン

じぞくさいかぱたー
ん

continuous loading
pattern

載荷試験において，一定の荷重レベルを持続する載荷
パターン．クリープ特性の把握に適用される．

磁束磁力計 じそくじりょくけい flux gate magnetometer 地球磁場の強さを測る計器．フラックゲート磁力計と
もいう．

磁束密度 じそくみつど magnetic flux density 磁界中の電流素片idSが受ける力をdFとしたとき，
dF=idS×Bと定義されるベクトル量．単位はテスラ
(T)．

始祖鳥 しそちょう Archaeopteryx ジュラ紀後期の最古の鳥類．ドイツのゾルンホーフェ
ン石灰岩より発見．大きさはカラスかハト程度．

時代区分 じだいくぶん geochronologic
classification

年代区分と同義．

下池 したいけ lower reservoir 揚水式発電所の下流側の貯水池．発電に使用した放流
水を貯留し，夜間の余剰電力で上池に逆送する．

時代単位 じだいたんい time unit 地質時代の区分単位．区分の単位として区分の大きさ
順に，代，紀，世，期がある．例えば古生代，ジュラ
紀など．

下浦地震断層 したうらじしんだん
そう

Shitaura fault 地震断層．1923年9月1日の関東大地震で三浦半島に生
じた．武山断層に近接，平行な断層と考えられてい
る．

下杭 したぐい lower pile 分割されて現場に搬入された継ぎ杭のうち最下部に打
設される杭体．

下盤 したばん footwall ①トンネルの掘削断面の底面．底盤ともいわれる．
②断層・鉱体などの見掛上，下側の岩盤．

下盤粘土 したばんねんど underclay 炭層や黒鉱鉱床などの下盤側に分布するカオリナイト
に富む粘土．耐火性が高いことから採掘対象になった
例もある．

下向階段法 したむきかいだんほ
う

underhand stoping 上から下へ階段状に採掘する坑内採掘法．急傾斜の鉱
脈や層状鉱床の採掘法の一つ．通常は上向階段法．

下向充填採鉱法 したむきじゅうてん
さいこうほう

downward cut and fill
stoping

鉱体の一部を採掘・搬出し，採掘鉱の空間をずりで充
填した後，この工程を下向きに繰り返し，全鉱区を採
掘する工法．



次地形 じちけい sequential form 浸食輪廻説における，原地形形成以後で終地形に至る
までの期間の地形をさす．

支柱 しちゅう bent, support 荷重を支える木製，鋼製，鉄筋コンクリート製などの
柱．

支柱採掘法 しちゅうさいくつほ
う

stulled stoping 上向または下向階段法において，上盤支持のために丈
夫な支柱を規則的に打設する坑内採掘法．

支柱式支保工 しちゅうしきしほこ
う

strut support 土圧などの荷重を柱を主体とする構造によって支える
方式の支保工．

実移動 じついどう net slip 断層の変位の要素に関する用語で，断層ができる前は
ひと続きであった2点が，断層の動きによって引き離さ
れた場合のその2点間の実際の相対運動による距離のこ
と．

湿害 しつがい wet injury 作物被害の一種．土壌中の水分過剰が原因で通気性が
悪くなり，作物根への酸素の供給が不足するために起
こる．

実開口アンテナ じつかいこうあんて
な

real aperture antenna レーダー観測システムの解像度を決めるアンテナ口径
が，ハードウェア口径そのものである一般のアンテ
ナ．

実開口レーダー じつかいこうれー
だー

real aperture radar 実開口アンテナを用いたレーダー．仮想的に大口径を
実現している合成開口レーダーと区別するためこう呼
ばれる．

湿陥性黄土 しっかんせいおうど fall in loess 水分の少ない黄土地形において，潅漑による水の浸透
によって土粒子構造が崩れて沈下する現象．

地附山地すべり じづきやまじすべり the Jizukiyama landslide 1985年長野市の地附山で発生した地すべり．老人ホー
ムおよび家屋50戸，道路などを破壊し，死者26人を出
したとされている．第三系中新統凝灰岩・凝灰角礫岩
が著しく風化・粘土化し，梅雨期の大量降雨により発
生したと推定される．

漆喰 しっくい plaster 消石灰，焼き石膏につのまた，ふのりを加え，糸屑，
粘土を配合して練った塗壁材料．

シックナ しっくな thickener 建設工事に伴う濁水に凝集剤を添加して凝集沈降分離
槽で浮遊懸濁粒子を沈降させて浄化する処理設備．下
水処理では凝集剤を用いないので建設工事用に限定．

シックニング しっくにんぐ thickening 粘土粒子の凝集作用の増進により，脱水量が急激に増
加して濃密になること．

湿原 しつげん moor 植生に覆われた湿地．水分の供給源，植生の種類など
により高層湿原・低層湿原・中間湿原に区分される．
寒冷な条件下で発達する．泥炭地ともいう．

実験地震学 じっけんじしんがく experimental seismology 室内および野外での破壊実験結果より地震発生の物理
過程を研究し，地震予知の基礎資料を得る学問分野．



実効雨量 じっこううりょう effective rainfall 有効雨量ともいう．
①降雨開始からの時間毎の雨量に１以下の係数を掛け
て累計したもの．累積降雨量から地下浸透などによる
損失雨量を差し引いたものに相当．河川や道路の管理
に使用される
②耕地に降った降雨量のうち農作物の成長に利用でき
る雨量
③ある期間の降雨量から蒸発散量を差し引いたもの．
地下水かん養（涵養）の検討に使用

実効応力 じっこうおうりょく effective stress 土や岩に作用する全応力から間隙流体による間隙圧を
差し引いた応力．有効応力ともいう．

実効封圧 じっこうふうあつ effective confining
pressure

実効応力で表示した封圧．拘束圧ともいう．

湿式製練 しっしきせいれん hydrometallurgy 鉱石の中の目的とする金属を溶液として浸出させ，そ
の溶液中から金属を分離析出する精錬法．

湿式吹付け方式 しっしきふきつけほ
うしき

wet mix method 吹付け方法の一つで，セメント・骨材と水をあらかじ
め混練りした状態で圧送・吹付けする方法．

湿砂養生 しっしゃようじょう wet sand curing コンクリートの表面を湿潤状態に保つために土砂で覆
い，散水を行う養生方法．

獅子山地すべり しつしゃんじすべり the Lion Mountain
landslide

1959年中国四川省成都市近郊の成昆鉄道の切土斜面に
生じた地すべり．対策工が以後19年にわたって実施さ
れた．

実収炭量 じっしゅうたんりょ
う

recoverable coal
reserves

実際採掘しうる炭量．理論可採炭量×安全率×実収
率．

湿潤単位体積重
量

しつじゅんたんいた
いせきじゅうりょう

wet unit weight 湿潤状態の土の単位体積あたりの重量．

湿潤密度 しつじゅんみつど wet density 不飽和の岩石，土，すなわち湿潤状態の岩石，土の単
位体積あたりの質量．

実証プラント じっしょうぷらんと test plant 設備やシステムの有効性を実証するために，試験的に
建設・操業されるプラント．パイロットプラントと類
義．

失水河流 しっすいかりゅう losing streams 河川水が河床から地下に浸透し，下流ほど河川流量が
減少する河流．扇状地などに認められる．

湿性ガス しっせいがす wet gas メタンの他にエタン・プロパン・ブタン・ペンタンな
どの重質炭化水素を相当量含む天然ガス．

湿性褐色森林土 しっせいかっしょく
しんりんど

wet brown forest soils 湿潤温帯の森林地域を中心に分布する成帯性土壌のう
ち，山腹下部や沢筋などの水分の供給が豊富な場所に
分布する褐色森林土壌．

湿生植物帯 しっせいしょくぶつ
たい

hygrophytes zone 湿地帯など湿気の多い場所で生息する植物などの群
落．



湿性ポドゾル しっせいぽどぞる wet podzolic soils 寒冷湿潤気候の針葉樹林下に分布する成帯性土壌のう
ち，傾斜の緩やかな湿潤な環境をもつ場所に分布する
ポドゾル．

湿草地土 しっそうちど meadow soil 湿潤～半湿潤温帯の低湿地に分布する腐植物と無機質
土層が混合した暗色の土壌．

湿草地ポドゾル しっそうちぽどぞる meadow podzol 湿草地土から生成したポドソル化土壌の一種．

実体鏡 じったいきょう stereoscope 空中写真を実体視することを手助けする器具．凸レン
ズによる簡易実体鏡と反射鏡を用いた反射式とがあ
る．

実体顕微鏡 じったいけんびきょ
う

stereomicroscope 物質の凹凸や形状を実体視出来るように左右独立した
光学系を有する顕微鏡．

実体視 じったいし stereoscopy 空中写真などを両目で見ることによって，対象物の遠
近や奥行きを感じて三次元的に見ること．

実体写真 じったいしゃしん stereo photograph 約60%の重複部を持つように，少し離れた２地点から撮
影した一組の写真．立体写真ともいう．

実体写真機 じったいしゃしんき stereocamera 実体視が可能なステレオ写真の撮影に特化された写真
機．撮影位置を移動することなくステレオ撮影が可
能．

実体図化機 じったいずかき stereoscopic plotting
instrument

実体写真から被写体の形状を測定し，図紙上に図化を
行うために作られた機械．

実体波 じったいは body wave 無限に広い物質内を物質に固有な速度で伝播する波の
こと．等方体で境界面がない場合はP波とS波だけであ
る．

実体波マグニ
チュード

じったいはまぐに
ちゅーど

body-wave magnitude 深い地震においては表面波が発生しにくいので，実体
波の振幅を用いて定めた地震のマグニチュード．

湿地 しっち marsh 常時または洪水時に湛水するような排水不良の土地．
自然堤防などの背後の凹地に見られるものは特に後背
湿地という．

湿地用ブルドー
ザー

しっちようぶるどー
ざー

bulldozer for swamp 湿地帯などの軟弱地盤上での機動性を向上させたもの
で，接地圧を小さくするために履帯幅が通常より広く
三角断面の履板を用いている．

質点 しつてん material point, material
particle

物体の質量中心に全質量が集まっているとみなした時
の点の位置．物体の運動力学を論じる際に用いられ
る．

湿度 しつど humidity 大気中の水蒸気量を表す指標．普通は水蒸気圧と当該
温度における飽和水蒸気圧の比（%）で示す相対湿度を
いうが，１立方メートル中の水蒸気量（ｇ）で示す絶
対湿度もある．

湿度計 しつどけい hygrometer 空気中の相対湿度を計測する機器．乾湿計・毛髪湿度
計・露点計・電気湿度計・赤外線吸収湿度計などがあ
る．



室内透水試験 しつないとうすいし
けん

laboratory permeability
test

Darcyの法則に基づき，岩石や土の飽和状態における透
水性を求めるための室内試験．

室内ベーンせん
断試験

しつないべーんせん
だんしけん

laboratory vane shear
test

金属の十字翼の付いたロッドを回転させることで，練
返し試料や不撹乱試料のせん断強度を求める試験．

実播工 じっぱんこう seeding work in slope 種子を裸地斜面に播きつけて緑化を図る工種．植栽工
とあわせて緑化工（植生工）という．

実用単位 じつようたんい practical unit 具体的測定に便利な単位として慣用的に定められた単
位．

質量吸収係数 しつりょうきゅう
しゅうけいすう

mass absorption
coefficient

吸収係数を媒質の密度で割ったもの．吸収係数は，波
が物質を通過するときに減少する度合い．

質量収支 しつりょうしゅうし mass balance 質量の増減量．地熱発電においては化石燃料を用いた
発電のように物質を消費せず，還元採収方式であるた
め質量は保存される．

質量数 しつりょうすう mass number 原子核中の核子（陽子と中性子）の総数．中性原子の
場合は，原子量にきわめて近い整数となる．

質量分析 しつりょうぶんせき mass spectrometry 気体の構成原子をイオン化し，磁場や電場などの作用
により質量数別に分析すること．

質量分析器 しつりょうぶんせき
き

mass spectrograph 磁場と電場を用いて，イオンの質量を測定する分析装
置．同位体の分離・存在比測定に用いる．

質量マトリック
ス

しつりょうまとりっ
くす

mass matrix 動的有限要素法解析において，三角形要素で与えられ
る各節点の加速度と節点力を関係づけるマトリック
ス．

指定河川 していかせん disignated river 洪水予報指定河川をさすことが多い．
①水防法の規定により定めた河川であり，複数の都府
県の区域にわたる河川または流域面積の大きい河川
で，洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれ
がある河川．
②二級河川のうち，指定により国が管理を行う河川．
③魚類の保護や水質などが指定された河川．

時定数 じていすう time constant 電気回路を閉じた直後の電圧変化や物理的化学的作用
を加えたときの変化（過渡応答）の速さを表す定数．
最終的な変化量の63.2％（1－1/e)に達するまでの時間
で定義され，時定数が小さいほど応答が速い．

指定ダム していだむ designated dam 水源地域特別措置法による地域整備計画を実施するこ
とができる，水没戸数や水没面積が大きく，地域環境
に与える影響を軽減すべきとして指定されたダム．

磁鉄鉱 じてっこう magnetite Fe3O4スピネル族．正八面体または斜方十二面体の結

晶．硬度６．比重5.2．金属光沢が顕著で黒色の条痕．
鉄鉱石として赤鉄鉱とともに重要な酸化鉱物．堆積岩
中では砕屑鉱物．

磁鉄鉱系花崗岩 じてっこうけいかこ
うがん

magnetite-series
granitoid

含まれる鉄酸化鉱物の種類によって花崗岩を区分した
場合の一つで，磁鉄鉱を含む系列の花崗岩．

自転 じてん rotation 物体内を通る回転軸のまわりで行われるふつうの回転
のことであるが，地球など天体の自転をいう場合が多
い．



自動気象観測所 じどうきしょうかん
そくじょ

automatic weather
station

気象官署から離れた場所に設置された無人の観測所．
観測値は有線あるいは無線通信により自動送信され
る．

指導曲線 しどうきょくせん master curve 垂直電気探査曲線の図式解析に用いられる理論的曲
線．

自動色彩判別法 じどうしきさいはん
べつほう

automated color
recognition method

分類項目が細かい地図を数値化するために，分類項目
別に彩色した計測基図を読みとり，記録する方法．

自動車探査 じどうしゃたんさ carborne survey カーボーン探査と同義.

自動水準儀 じどうすいじゅんぎ automatic level, self
adjusting level

測量用自動レベル．視準線が自動的に水平になるよう
に装置した水準儀．

自動推進式振動
ローラ

じどうすいしんしき
しんどうろーら

self-propelled vibrating
rollers

エンジン駆動式振動装置を備えた自走式前部ローラー
と牽引式後部ローラーからなる締固め機械．

自動図化機 じどうずかき automatic plotter 実体写真上の対応する点を検出し，自動的に走査し
て，被写体の形状を図化する装置．

自動転倒ゲート じどうてんとうげー
と

automatic tilting gate 水位により自動的に転倒するゲート．

自動排砂取水口 じどうはいしゃしゅ
すいこう

intake with automatic
flushing

堆積砂利の厚みを探知し自動的に排砂する仕組の取水
口．

自動閉鎖バルブ じどうへいさばるぶ self-closing valve 自動的に閉鎖するバルブ．

地並 じなみ level 水平坑道の水準．

地鳴り じなり subterranean rumbling 空気の振動は耳の方が感じ易いために，地面の震動は
感知されないのにそれを音として感じる現象をいう．

死石 しにいし soft stone, dead stone 粗骨材中に混入する強度の低い岩石（風化岩や軟岩な
ど）. コンクリートの強度，耐久性に影響を与える．

磁場 じば mgnetic field 磁石や電流がそれらの周りに作る磁気作用の及ぶ空
間．磁界ともいう，地球磁場は双極子磁場で近似され
る．

柴石 しばいし Shiba ishi 長野市松代産石材．輝石安山岩．新第三系凝灰岩．

自破砕溶岩 じはさいようがん autobrecciated lava 噴出した溶岩の表面が周囲の空気や水により急冷され
固結した後に，まだ固結していない内部の流動により
破砕された溶岩．



始発（凝結） しはつ（ぎょうけ
つ）

initial setting, initial
set

セメントが水和によって固まる過程を数量的に表すた
めに便宜的に定めた凝固の始まりを示す固さ．

自発核分裂 じはつかくぶんれつ spontaneous nuclear
fission, spontaneous
fission

中性子を吸収することなく自然に発生する核分裂．

磁場の強さ じばのつよさ intensity of magnetic
field

ある磁場の磁束密度をB,真空透磁率をμ0,磁化Mとする

とH=B/μ0-Mを磁場の強さという．単位はA/m．

磁場変動 じばへんどう variation of magnetic
field

地球磁場の偏角，伏角，全磁力が永年的に変化するこ
と．地質時代には地球磁場の逆転が認められている．

支払線 しはらいせん pay line トンネル掘削において設計覆工厚線の外側に設けられ
た余掘線．

地盤 じばん ground 構造物の築造を対象となる地球表層部．硬軟，固結
度，支持力，地震時挙動などから分類される．

地盤運動 じばんうんどう earth movement 地殻運動によって地表が垂直および水平に変位する運
動．地形的には垂直変位が顕著に表れる．

地盤応力 じばんおうりょく ground pressure 地圧と同義．土圧ともいう．

地盤改良 じばんかいりょう soil improvement 自然地盤に対して物理的，化学的処理を人為的に加え
たり補強を行って工学的性質を改善すること．

地盤改良杭 じばんかいりょうぐ
い

soil improvement pile 地盤改良工法のうち，杭状に処理するもの．主な工法
として，生石灰杭工法，サンドドレーン工法などがあ
る．

地盤改良工法 じばんかいりょうこ
うほう

soil improvement 地盤の工学的性質を改善するための工法で，締固め，
排水，固化，補強，置換などがある．

地盤加速度 じばんかそくど ground acceleration 地盤に生じる加速度．主として地震時の地盤の加速度
をさし，基盤加速度と区別される．

地盤傾斜計 じばんけいしゃけい ground surface
inclinometer

地盤の微細な変動を知るために，地表の傾斜を測定す
る計測器．気泡管式を用いることが多い．

地盤係数 じばんけいすう ground coefficient 地域的な地震の振幅を標準的な振幅に置き換えるため
の係数．マグニチュードの決定に用いられる．

地盤工学 じばんこうがく geotechnology 地盤を対象とし，工学的な諸問題・現象の解明に対し
て，土質力学を基本原理として適用する応用科学技術
の総称．

地盤・構造物動
的相互作用

じばんこうぞうぶつ
どうてきそうごさよ
う

dynamic soil-structure
interaction

地震動などのある外力を受けた時の地盤と構造物相互
のエネルギーのやり取りの総称．



地盤骨格 じばんこっかく soil structure 土壌構造と同義．

地盤災害 じばんさいがい ground disaster,
geological hazards

地盤の変化によって引き起こされる自然災害．地すべ
り，崩壊，液状化，地盤沈下，土石流などによっても
たらされる災害．

地盤支持力 じばんしじりょく bearing capacity 構造物の自重とそれに作用する外力によって，地盤が
せん断破壊を起こそうとしている状態の極限支持力．

地盤種別判定 じばんしゅべつはん
てい

classification of ground 耐震設計上の地盤種別を常時微動の周期頻度解析結果
を用いて判定すること.

地盤定数 じばんじょうすう geomechanical parameters 地盤の有する性質あるいは状態量で，密度，変形定
数，強度定数などをいう．

地盤情報 じばんじょうほう ground information 地形，地下水，地盤調査など地盤に係る種々の情報の
総称．現状では主に地盤調査情報が集積されている．

地盤震害 じばんしんがい earthquake damage of
ground

地震によって地盤そのものが著しい被害を受けるこ
と．急斜面の崩壊，液状化，山崩れなど．

地盤振動 じばんしんどう ground vibration 主として人工的な振動発生源によって生じる地盤の振
動．自動車振動，工場振動，発破振動など．

地盤図 じばんず subground map ボーリング調査から得られた平野の地質情報（層相・
層序・深度など）を建設地盤の見地から表した平面
図．

地盤増幅特性 じばんぞうふくとく
せい

amplification
characteristics of
ground

成層構造を仮定した地盤において，入力波振幅が層間
を伝わる際の重複反射によって増幅される度合い．

地盤高 じばんだか ground height ある基準面からその地盤面までの鉛直高さ．

地盤探査 じばんたんさ subsoil survey,
exploration

地盤調査のうち，地震波・音波・振動・電気・磁気な
どを利用して地層構成を判定する間接的な非破壊調査
法．

地盤注入 じばんちゅうにゅう grouting ダム・トンネルなどの工事で地山の一体性の確保や止
水のために行う薬液やセメントの注入.

地盤注入用粘土 じばんちゅうにゅう
ようねんど

clay for grouting グラウト用混和材として用いられるベントナイト．

地盤調査用レー
ダー

じばんちょうさよう
れーだー

ground probing radar 地中における電磁波の反射・屈折・透過などの現象を
利用して地下構造を探査する電磁探査装置の一種．

地盤沈下 じばんちんか land subsidence 地表面の沈降現象．一般に，地下水の過剰揚水などに
起因して，地下水位の低下に伴い，未固結な堆積物が
収縮するために生じるものをいう．



地盤沈下観測井 じばんちんかかんそ
くせい

observation well of
ground settlement

深度別の地層収縮量を計測する施設．通常深さの異な
る複数の観測井からなる．

地盤沈下計 じばんちんかけい compaction recorder 地盤沈下観測井に取り付け，観測井下端から地表面ま
での地盤の収縮量を精密に測定する装置．

地盤沈下地域 じばんちんかちいき landsubsidence regions 構築物の抜け上がり，堤防・護岸の沈降など地盤沈下
に特有の現象がみられる地域.

地盤沈下防止対
策

じばんちんかぼうし
たいさく

countermeasure for
preventing
landsubsidence

地盤沈下の原因である地下水位低下を防止するための
対策．地下水揚水規制が主で，人工かん養（涵養）も
用いられる．

地盤統計学 じばんとうけいがく geostatistics 確率場の統計的性質の推定から，標本点の値と配置に
基づき，ある点の推定値も求めようとするもの．地
盤，地質特性の空間的分布に関する統計学．

地盤凍結工法 じばんとうけつこう
ほう

ground freezing 掘削対象土を凍結させ，地盤の強度や止水性を高めて
安定化させて掘削する工法．

地盤ばね じばんばね coefficient of soil
reaction

地盤に加わる応力と沈下量の関係を表わす係数．地盤
反力係数と同義．

地盤ばね定数 じばんばねていすう kinetic elasticity of
bedrock, elastic modulus

構造物基礎と地盤間の変形特性をばねに置き換えた時
の定数．地盤のＳ波速度などから換算される場合があ
る．

地盤反力 じばんはんりょく soil reaction 構造物の荷重が地盤に加わる時に，地盤から構造物に
反力として作用する応力．

地盤反力係数 じばんはんりょくけ
いすう

modulus of subgrade
reaction

構造物基礎に対する地盤の弾性的反力と沈下量とが比
例関係にあると仮定したときの比例定数．

地盤ひずみ計 じばんひずみけい ground strain meter 地盤の変形に伴うひずみを計測する機器．一般にひず
みゲージを静ひずみ測定器で計測する方法が用いられ
る．

地盤崩壊 じばんほうかい ground failure 地盤が水浸，荷重などにより破壊すること．

死氷河 しひょうが dead glacier ice 氷河の蓄積より融解が卓越し，谷底以外が解氷された
状態の氷河．停滞氷河・衰退氷河ともいう．

指標硬度 しひょうこうど index  hardness 山中式土壌硬度計で測定される硬度

指標植物 しひょうしょくぶつ indicator plant 特定の土壌に生育している植物．大気・水などの環境
指標としても使用される．

指標生物 しひょうせいぶつ indicative animal and
plant, index organisms

水域の水質を判定する指標となる生物で，汚濁の激し
い水域ではズーグレア・ミズワタなどの細菌類が，汚
濁の少ない水域では水生昆虫などがこれにあたる．



示標テフラ しひょうてふら index tephra テフラの特性（瞬時性と広域性）を利用して，自然か
ら人文にまたがる種々歴史的現象を時系列に従って解
明できるテフラ．地形変化・土壌・古文化財・火山活
動・地殻変動・気候・海面・植生変化などに利用．

磁伏角 じふくかく geomagnetic inclination 地球磁場の全磁力ベクトルが水平面となす角度．

ジプシティック
クラスト

じぷしてぃっくくら
すと

gypsitic crust 主に温帯の砂漠地帯で，石膏が集積した緩いパウダー
状，固結状あるいは結晶状態となった風化生成物．

シフト しふと shift 断層により引きずりが生じた時は，断層面上のずれよ
り実際の両盤の間のずれが大きい．この引きずり成分
の影響を受けない二つの地層間の隔離をいう．

地吹雪 じふぶき blowing snow いったん積もった雪が強風によって空中にまき上げら
れて乱れ飛び，雪の嵐のようになる状態．

自噴 じふん artesian flowing 人為的な外力によらず，地表面よりも高い水頭で被圧
された地中の自然水が地表へ湧出する現象．

自噴圧 じふんあつ flowing artesian
pressure

地表面より高い圧力水頭をもつ被圧帯水層の圧力で，
水圧計や管によって測定される．

自噴坑底圧 じふんこうていあつ flowing bottom hole
pressure

坑井において自噴状態での坑底における流体圧．

自噴水 じふんすい flowing artesian water 自噴井から流出する地下水．自噴水の水量は帯水層
厚・降水量・気圧・潮汐などの変化に影響される．

自噴井 じふんせい flowing artesian well 被圧帯水層の水頭圧が高く，静水位が地表より高い位
置にあり，地下水が地表に噴出する井戸．

自噴性被圧地下
水

じふんせいひあつち
かすい

flowing confined water 圧力水頭が地表面よりも高い状態にある被圧帯水層中
の地下水．

自噴泉 じふんせん artesian spring 被圧された地下水が地表へ噴出する泉．地表より高い
位置に静水位がある被圧地下水の場合に発生する．

自噴帯 じふんたい area of artesian flow 圧力水頭が地表面より高い位置にある被圧地下水が広
範囲に存在し，被圧帯水層中に井戸を掘ると自噴する
ような状態にある地帯．

自噴高 じふんだか flowing height 自噴井における圧力水頭の地表面からの高さ．

自噴地下水 じふんちかすい flowing artesian water 圧力水頭が地表面よりも高い被圧帯水層から地表に噴
き出した地下水．

四分の一波長板 しぶんのいちはちょ
うばん

quarter undulation plate 複屈折性の結晶でつくられた薄片で，波長λの光を通
すとき，1/4のレタデーションを与える板．



自変成（作用） じへんせい（さよ
う）

auto-metamorphism 初生変質．マグマ中の水や揮発成分が，すでに固化し
た岩石を低温で安定な鉱物集合体に変える交代作用．

磁方位 じほうい magnetic bearing 磁北から測定した方位．真方位（真北から測る方位）
と区別する．

磁方位角 じほういかく magnetic azimuth 磁北と任意の方向とのなす角度．クリノメータで測っ
た方位角がこれにあたる．

示方書 しほうしょ specification 学会や協会など公的な機関によって定められた構造物
の設計・施工，コンクリートの製造などについての基
準あるいは標準を示した文書．

示方配合 しほうはいごう specified mix 示方書または責任技術者によって指示される配合．表
面乾燥飽水状態の骨材で，粗骨材は5mmオーバー，細骨
材は5mmアンダーとして決定する．

磁北 じほく magnetic north 磁針の示す方向．北半球において，等偏角線が１点に
集中する地点．経年的にはその位置は変化する．

磁北線 じほくせん magnetic north line 磁石あるいは電流によって作られる磁場の接線方向
が，磁場方向に一致する点を結んで得られる曲線．磁
針が示す北の方向を地図上に描いた線．真北との角度
差を偏角といい， 日本では真北から西方向に偏る．

支保工 しほこう supporting, support トンネルを掘削後，地山を補強して地山の破壊・崩落
を防ぐために設けられる部材．

支保工（水平面
への）

しほこう（すいへい
めんへの）

propping(of a horizontal
action)

上部や横からの荷重を支えるために使う仮設構造物
で，そのうち横からの荷重を支えるもの．

支保工底板 しほこうていばん sole plate 鋼アーチ支保工の安定を図るため，下部に取り付けら
れる鋼板．

支保パターン しほぱたーん support pattern 分類された地山状況に応じて設計された標準的な支保
のスペック．施工時に状況によって選択される．

絞出し現象 しぼりだしげんしょ
う

squeezing 地下水の揚水に伴って粘土層などの加圧層から間隙水
が強制的に絞り出される現象．また，マグマの結晶化
の末期に間隙液が絞り出される現象．

島ヶ原石 しまがはらいし Shimagahara ishi 三重県阿山郡島ヶ原村産石材．中生界黒雲母花崗岩．

島崎石 しまざきいし Shimazaki ishi 熊本県熊本市島崎町石神山産石材．更新統角閃石安山
岩．

縞々学 しましまがく 地層や岩石に現れる縞状模様を基に地球規模の諸現象
を解明しようとする日本で始められた学問．

島地みかげ しまじみかげ Shimaji mikage 山口県佐波郡徳地町産石材．中生界角閃石黒雲母花崗
岩．



島状丘 しまじょうきゅう inselberg 平滑な浸食地形面上に取り残された残丘状地形．半乾
燥から乾燥地域に特徴的．

縞状鉱 しまじょうこう banded ore 鉱石の産状のうち，鉱物組成や粒径の異なる部分が縞
状に分布している鉱石．

縞状構造 しまじょうこうぞう banded structure 岩石において鉱物の組成・量比・サイズ，組織などの
異なる部分が互層状をなし縞状模様を呈する構造．

縞状組織 しまじょうそしき banded structure 縞状構造と同義．

縞状地磁気異常 しまじょうちじきい
じょう

geomagnetic anomaly
lineation

海嶺周辺の海底にみられる，地磁気の正負の異常が縞
状の分布を示す地磁気現象．

縞状鉄鉱鉱床 しまじょうてっこう
こうしょう

banded iron ore deposit 縞状構造がある鉱石からなる層状の鉄鉱床．世界的な
大鉱床はこの型の鉱床に属するものが多い．

縞状片麻岩 しまじょうへんまが
ん

banded gneiss 黒雲母に富む層と珪長質の層が顕著に縞状に発達した
雲母片麻岩．

島尻層群 しまじりそうぐん Shimajiri Group 琉球諸島中南部に広く分布する新生界後期中新統～最
初期更新統．海成で泥層が卓越し火山灰層を挟在す
る．

島尻マージ しまじりまーじ Shimajiri maaji soil 沖縄地方に分布するさんご（珊瑚）石灰岩が風化して
生成された土壌．透水性が大きく分布域の水系は未発
達．

島州 します barrier island 海岸からやや離れた浅海域で海岸に平行にできる堤状
の丘．複数の尾根からなり湿地や植生があることも多
い．

縞大理石 しまだいりせき Shima marble 茨城県日立市産石材．古生界大理石．

島棚 しまだな insular shelf 群島周縁部で水深約200m以浅の緩やかな勾配の大陸棚
状の海底地形．一般に形成期の古い島では広い．

縞炭（しま炭） しまたん banded coal 色・光沢が異なる厚さ2～3cm以下の薄層が細かく互層
し，縞状を呈する石炭．層状炭．

島地川ダム しまちがわだむ Shimachigawa dam 佐波川水系島地川．中国地方整備局．1981年竣工．堤
高89ｍの重力ダム．我が国で初めて大規模ダム本体へ
のＲＣＤ工法を採用．

地窓 じまど window 衝上断層などの低角度断層の形成後に，衝上した地層
が浸食され，下位の新期の地層が露出した部分．

縞粘土（しま粘
土）

しまねんど varved clay 非常に薄いシルト質土と粘土の互層で，氷河から湖水
への季節的な流出・堆積により生成．氷縞粘土ともい
う．



島原大変 しまばらたいへん large-scale landslide at
Shimabara

1792年5月長崎県島原市眉山で火山性地震が引き金と
なって発生した大規模な山崩れ．崩壊面積は約80ha．

島松石 しままついし Shimamatsu ishi 北海道千歳郡恵庭町・札幌市広島町島松産石材．新第
三系凝灰角礫岩．平岸石と同質．

島道地すべり しまみちじすべり the Shimamichi landslide 1971年に新潟県西頸城郡能生町島道で発生した地すべ
り．家屋の倒壊などの被害を生じた．

縞模様（地磁気
の）

しまもよう（ちじき
の）

magnetic lineation 海嶺から湧き出した海洋底が，その両側に拡大する際
に得た地球磁場による自然残留磁気でできる正負の磁
気異常模様．

四万十区 しまんとく Shimanto belt 四万十帯と同義．

四万十層群 しまんとそうぐん Shimanto Group 西南日本の太平洋側，四万十帯に分布する白亜系～中
新統最下部の総称．多くの逆断層で仕切られた楔状の
地層断面をもつ付加体からなる．

四万十帯 しまんとたい Shimanto belt 西南日本外帯の仏像構造線より南側の地帯で，北は秩
父帯南帯と接する．白亜紀の分布する北帯と第三系が
分布する南帯とに区分される．高知県四万十川流域を
模式地とする．

四万十累層群 しまんとるいそうぐ
ん

Shimanto Supergroup 四万十層群と同義．

清水台地すべり しみずだいじすべり the Shimizudai landslide 1966年8月に北海道美唄市清水台で豪雨により発生した
地すべり．1967年に対策工事が実施された．

清水山地すべり しみずやまじすべり the Shimizuyama
landslide

長野県北安曇郡小谷村清水山の姫川右支川である中谷
川の右岸山腹に展開する地すべり．総延長約2km．

シミュレーショ
ン

しみゅれーしょん simulation 自然現象を実験的，理論的モデルに置き換え，モデル
に諸現象を起こさせ，その挙動を解析する手法．

ジムクロ じむくろ rail‐bender, jim-crow 人力によるレール曲げ器．

締固め しめかため tamp, compaction,
tamping

土，礫，コンクリートなどに静荷重，振動，衝撃荷重
などを加え密度を増加させる作業．

締固めエネル
ギー

しめかためえねる
ぎー

compaction energy 盛土材料を締固める際の仕事量．重機の振動，ローリ
ングや衝撃によって加えられる．締固め仕事量ともい
う．

締固め含水比 しめかためがんすい
ひ

water content of
compaction

締固め試験を行うときの含水比のこと．

締固め機 しめかためき compactor 締固め作業を行う機械．振動ローラ，タイヤローラ，
タンピングローラなどがある．突固め機ともいう．



締固め曲線 しめかためきょくせ
ん

compaction curve 締固め試験の結果得られる土の含水比と乾燥密度の関
係を示す曲線．最適含水比や最大乾燥密度が得られ
る．

締固め杭 しめかためぐい compaction pile 緩い砂地盤を締固める目的で近接した間隔で打設する
杭．地盤が締固められ杭と地盤が一体となって支持す
る場合をいう．

締固め係数 しめかためけいすう compacting factor,
compaction factor

一定の締固めをして測定したコンクリートの単位体積
重量と，空気量を０としたときの理論単位体積重量と
の比をもって表す係数．

締固め効果 しめかためこうか compaction effect 土質材料の締固めのでき具合で，通常室内の締固め試
験から得られる．礫質材料や高含水粘性土の効果は低
い．

締固めコンク
リート

しめかためこんく
りーと

compacted concrete 表面振動によって締固められたコンクリート．

締固め試験 しめかためしけん compaction test ランマーによる突固め方式を基本とし，土を締固めた
ときの含水比と乾燥密度との関係（締固め曲線）を得
る．

締固め仕事量 しめかためしごと
りょう

compaction energy 締固めエネルギーと同義．

締固め砂杭 しめかためすなぐい sand compaction pile 軟弱地盤を改良する一工法で，地盤に砂を衝撃・振動
荷重によって強制圧入して締固めた砂柱を作り，地盤
の安定・沈下量を減ずる工法．

締固め土 しめかためど compacted soil 砂質地盤の液状化対策のために，締固め工法で締固め
られた地盤．

締固め度 しめかためど degree of compaction 土質材料の締固め程度を表す．締固められた土の乾燥
密度を基準となる標準乾燥密度に対する百分率で示
す．

締固め特性 しめかためとくせい characteristic of
compaction

土の締固めやすさを表す特性で，締固め曲線，最適含
水比・最大乾燥密度，締固めエネルギーなどで表され
る．

締固め密度 しめかためみつど compaction density 締固めた土の密度．

締固め用モール
ド

しめかためようもー
るど

compaction mold カラーの装着および底板に緊結できる鋼製円筒形の
モールド．

締固領域 しめかためりょうい
き

compacted zone 砂質地盤の液状化対策工法のうち，最も広く使われて
いる締固め工法によって，締固められる地盤の深さと
幅．

締切り堤 しめきりてい closing dyke 河道改修，流路変更，ダム工事などに伴う新川開削時
や水替えのために旧川を締切る目的でつくられる堤
防．

地面温度 じめんおんど ground surface
temperature, ground
temperature

地表面の温度．地面温度の日変化は植生・土中の含水
量が多いほど小さい．砂漠地域で日変化が大きい．



地面蒸発 じめんじょうはつ evaporation from ground
surface

地表面からの蒸発．その量は地面の湿潤状態の程度に
よるところが大きい．普通，乾燥裸地の蒸発量は著し
く少ない．

四面体 しめんたい tetrahedron 四つの三角形に囲まれた閉じた図形．正四面体は立方
晶系に含まれ，面の形状により正方・斜方晶系にな
る．

四面体層 しめんたいそう tetrahedral layer フィロ珪酸塩に典型的に認められる構造で，１個の陽
イオンが４個の陰イオンで囲まれた四面体の配置体が
連結した層状構造．

地面滞留 じめんたいりゅう surface detention 降水時に，流下量よりも流入量が多くなり，地表に水
が貯留されること．地形勾配に沿って水は流下するた
め，地表貯留は一時的な現象である場合が多い．地面
貯留ともいう．

地面貯留 じめんちょりゅう surface storage 地面滞留と同義．表面滞留ともいう．

下一光地すべり しもいかりじすべり the Shimoikari landslide 1980年8月に福井県下一光町で発生した地すべり．同年
対策工事が実施された．

下伊那竜西断層 しもいなりゅうせい
だんそう

Shimoina Ryusei fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，南北方向．長野
県下伊那郡に位置する延長15km．国道153号線沿いの数
カ所に露頭がある．

下宇坂石 しもうざかいし Shimouzaka ishi 福井県足羽郡美山町産石材．中生界砂岩．福井石と同
質．

下総層群 しもうさそうぐん Simousa Group 千葉県北部から中部地域の下総および上総台地を構成
する中部更新統．海成で砂礫層，砂層，泥層などから
なる．地層は南部で北西に約10ﾟで傾斜するが，下総台
地ではほぼ水平となる．

下嵐江地すべり しもおろせじすべり the Shimoorose landslide 1898年に岩手県胆沢郡胆沢町で発生した地すべり．
1964年に対策工事が実施された．

下倉地すべり しもくらじすべり the Shimokura landslide 1953年に新潟県西頸城郡能生町下倉で発生した地すべ
り．1973年に対策工事が実施された．

下古和地すべり しもこわじすべり the Shimokowa landslide 1962年島根県那賀郡三隅町下古和で発生した地すべ
り．1967年対策工事が実施された．

下島石 しもじまいし Shimojima ishi 京都府相楽郡和束町下島産石材．古生界粘板岩．宮川
砥・目透砥と同質．

下末吉海進 しもすえよしかいし
ん

Shimosueyoshi
transgression

更新世末（12～13万年前）に横浜市の下末吉段丘（海
抜40～50m）を構成する下末吉層を堆積させた海進．海
進は全国におよぶ．

下末吉期 しもすえよしき Shimosueyoshi stage 下末吉層を模式とする海成の上部更新統を堆積させた
海進期．約13～12万年前．最終間氷期に相当．日本各
地の著しい海進が特徴．

下末吉面 しもすえよしめん Shimosueyoshi surface 下末吉層および相当層が作る更新世後期の地形面．下
末吉海進により形成された堆積面．



下末吉ローム層 しもすえよしろーむ
そう

Shimosueyoshi loam
Formation

関東地方南部に広く分布する第四紀更新世後期．東京
都西部多摩丘陵付近および神奈川県下末吉台地を模式
地とする．風成で褐色風化火山灰層からなる．関東
ローム層を４分した場合の下から2層目．

下田石 しもだいし Shimoda ishi 静岡県下田市付近産石材．中新統凝灰岩．

下灘石 しもなだいし Shimonada ishi 愛媛県伊予郡双海町産石材．新第三系黒雲母安山岩．
上灘石と同質．

下野石 しものいし Shimono ishi 佐賀県藤津郡嬉野町産石材．更新統両輝石安山岩．大
浦石と同質．

霜柱クリープ しもばしらくりーぷ needle ice creep 霜柱によって上方に持ち上げられた地表表層部の土粒
子および岩塊が，融解時に斜面下方へ移動する現象．

地紋 じもん tint 地質図などに用いる模様のこと．

ジャーガル じゃーがる Jahgaru 沖縄地方に分布する島尻泥岩が風化し生成した土壌の
俗称．泥岩を母岩とするため，透水性は不良．

ジャーミング じゃーみんぐ jamming ボーリング掘進中に孔内の掘削器具が孔壁崩壊などに
より内部で押さえられ，動かすことができなくなる状
態．

ジャイアントブ
レーカ

じゃいあんとぶれー
か

giant breaker 油圧ショベルに装着し，コンクリートや岩石の小割や
破砕作業あるいは岩盤掘削作業などに用いられる破砕
機．主要部はシリンダ・ピストン・チゼルからなり，
ピストンがチゼルの頭部を打撃することにより破砕力
を生じる．

ジャイロコンパ
ス

じゃいろこんぱす gyrocompass 回転慣性とプレセッションの原理を用いて，地球表面
上で常に北を向くようにした装置．

ジャイロスコー
プ

じゃいろすこーぷ gyroscope コマの一種．３個の相互に回転自由な環の内側で高速
回転し，回転軸を任意の方向に維持する機能をもった
装置の総称．

遮音壁 しゃおんへき noise barrier 道路，鉄道などに沿って設けられる騒音防止の目的で
設置されるコンクリート製，ステンレス製などの壁．

蛇籠 じゃかご cylinder shaped gabion,
wire cylinder

鉄線で作った籠の中に玉石や割石を詰めたもので，そ
の形状が円筒状のもの．形状により他にふとん籠，だ
るま籠などがある．河川の護岸などに用いる．

蛇籠ダム じゃかごだむ gabion dam 蛇かごを用いて造られた枠組ダム．

斜橋 しゃきょう skew bridge 横断する道路や河川などと斜めに交差するために支承
線が中心線と斜めになる橋梁．

斜杭 しゃぐい battered pile, inclined
pile

常時水平力が作用する構造物や地震時水平力に抵抗す
るために鉛直杭と併用する斜めに打込む基礎杭．



弱結合水 じゃくけつごうすい loosely bound water 土粒子の周囲に数十層もの膜を形成する水分子．弱結
合水の量は自然状態で常に変化する．

弱震 じゃくしん rather strong earthquake 地震の震れの大きさで，気象庁震度階では０から７ま
での８10階級のうち震度３を示す．

弱層 じゃくそう weak bed 力学的に周囲の地層に比較して弱い層．地すべりのす
べり面や未固結軟弱層・破砕帯など．

しゃく谷石（笏
谷石）

しゃくだにいし Syakudani ishi 福井県福井市笏谷に産する石材．中新統火山礫凝灰
岩．淡緑～淡灰色で緻密・均質．建築用・土木用・装
飾材などに利用．

弱地向斜 じゃくちこうしゃ miogeosyncline 地向斜概念の用語の一つで，正地向斜の中で火山性物
質をほとんど含まないものをさすが現在は使われない
用語．劣地向斜と同じ．

弱粘結炭 じゃくねんけつたん weakly coking coal 加熱の際に粘結してコークスとなる石炭のうち弱粘結
のもの．灰の溶融温度が高くガス発生炉に用いる．

弱溶結 じゃくようけつ partial welding, weak
welding

火砕流堆積物がその堆積時にまだ高温を保っていたた
めに，互いに溶結するが，その程度の弱いもの．

斜坑 しゃこう inclined shaft 傾斜して掘削された作業坑や坑道．

斜交成層 しゃこうせいそう cross stratification まわりの主な堆積面に斜交する堆積面をもつ成層．厚
さ数cm程度の斜交葉理と厚さ数十cm程度の斜交層理に
区分されることもある．

斜交節理 しゃこうせつり diagonal joint 斜節理と同義．

斜交層理 しゃこうそうり cross bedding 堆積岩中で主な層理面に対し斜交する層理面・葉理面
を有する構造．水流・風による堆積物の移動により形
成される．斜層理ともいう．

斜交段丘 しゃこうだんきゅう crossing
terraces,intersected
terraces

同一河川で複数の段丘面の縦断形が交差関係を示す河
成段丘．交差段丘ともいう．

斜交断層 しゃこうだんそう oblique fault 地層面と断層面との走向の関係による断層の分類の一
つで，ある地域の一般的な地質構造の方向と斜交する
断層．斜走断層，斜断層ともいう．

斜交不整合 しゃこうふせいごう angular uncomformity 不整合関係にある上下の地層の走向・傾斜が異なる不
整合．傾斜不整合ともいう．

斜坑巻 しゃこうまき rope haulage at incline 斜坑において，坑外または上方に定置した巻き上げ機
によって炭車を昇降させる運搬法．

斜交葉理 しゃこうようり cross lamination クロスラミナと同義．層理面と種々の角度で斜交する
単層が厚さ数cm程度のもの．水流の方向の復元に利
用．



積丹半島沖地震 しゃこたんはんとう
おきじしん

the 1940 Shakotan-hanto-
oki earthquake

1940年8月2日に積丹半島沖で発生したM7.5の地震．津
波による死者10人，船舶流失644などとされる被害地
震．

斜材 しゃざい diagonal member 骨組構造を構成する部材のうち斜め方向部材の総称．
一般にはトラスの腹材のうち斜めに配置された部材を
さす．

斜軸図法 しゃじくずほう oblique projection 図法のうち，作図上基準となる軸方向が，地軸・赤道
などの地球儀の基本的な方向と斜交するもの．

JACIC地質名コー
ド

じゃしっくちしつめ
いこーど

JASIC codes for soil and
rock classification

（財）日本建設情報総合センター発行の地質調査資料
整理要領(案)に定められた土質・岩質を表す４桁コー
ド．

斜視投影法 しゃしとうえいほう clinographic projection 結晶形態を投影する方法の一種．視点が無限遠にある
投影法であるため，結晶面の関係が理想的に表現され
る．

斜消光 しゃしょうこう oblique extinction 偏光顕微鏡観察で，鉱物の特徴的方向と光の振動方向
とのなす角（消光角）が０ﾟまたは90ﾟ以外の場合を斜
消光という．

斜晶石 しゃしょうせき shashoseki クリノヘドライトとプラジオナイトの日本名．両者を
混同するので用いるべきでない．

写真鉛直点 しゃしんえんちょく
てん

photo nadir point 写真測量における撮影点の位置．航空機搭載カメラの
レンズ光心を通る鉛直線が，写真面と交差する点．

写真解析 しゃしんかいせき photo-analysis 写真上の座標から地上点の座標を求めたり，写真から
読みとった像の分析・分類を行うこと．

写真経緯儀 しゃしんけいいぎ photo theodolite 地上写真測量のため，トランシットと実体視撮影用特
殊カメラが組み合わさったもの．撮影位置や撮影方向
などのデータを写せる．

写真計測 しゃしんけいそく photographic measurement ある対象物を撮影した写真を利用し，その長さ・面
積・形状などを計測する技法．

写真座標 しゃしんざひょう photo coordinates 写真測量において，写真面上で主点を原点とし，写真
面の各辺に引いた直交座標．普通飛行方向に近いもの
をｘ軸とする．

写真縮尺 しゃしんしゅくしゃ
く

photoscale 写真上の長さと，その実物の長さの比．カメラの焦点
距離Cと撮影高度Hとの比で表される写真縮尺=C/H．

写真測量 しゃしんそくりょう photogrammetry 航空写真または地上写真を用いて被写体の形状や大き
さ，状態などを測量すること．

写真地質図 しゃしんちしつず photogeologic map 空中写真判読により作成される地質図．大局的な観察
に向く．資源開発・防災など，応用範囲もひろい．

写真判読 しゃしんはんどく photo interpretation 写真測量において，写真のもっている地理的，人文的
情報を識別・分析し，専門的な知識で意味づける技
術．



しゃ水（遮水）
（油井の）

しゃすい（ゆせい
の）

water shut off(of oil
well)

油井の掘削において，地下水が油井内に入ることを防
ぐ工法．多くの場合セメンチングともいう．

遮水工 しゃすいこう sealing works, seepage
control wall

地下水，浸透水を遮断する工事あるいはその施工構造
物．遮水壁，注入工，土質ブランケット工などがあ
る．

遮水性土留め しゃすいせいどどめ water proof retaining 鋼矢板，鋼管矢板，柱列式地下連続壁などの遮水性の
土留め．

遮水ゾーン しゃすいぞーん impervious zone フィルダムを構成するゾーンのうち，貯水を堰き止め
るため透水性の低い材料でつくられるゾーン．

遮水帯 しゃすいたい impervious　zone フィルダムにおいて，貯水の浸透を防止するために堤
体の中央部または上流側表面に設ける難透水性部分．
遮水ゾーンと同義．

遮水壁 しゃすいへき impervious core,
impervious wall, cut-off
wall

浸透流を制御するために，地盤や構造物の表面または
内部に設けた不透水性の壁体．

遮水膜 しゃすいまく diaphragm wall,
diaphragm

プラスチックコンクリート，アスファルトコンクリー
トなど可撓性の材質で形成した厚さの薄い遮水構造
物．

斜節理 しゃせつり diagonal joint 地層の層理面の走向・傾斜のどちらとも斜交する節
理．主要な構造方向に斜交する節理．

斜走断層 しゃそうだんそう oblique fault 斜交断層と同義．

斜層理 しゃそうり cross bedding 斜交層理と同義．

遮断型処分場 しゃだんがたしょぶ
んじょう

strictly controlled
landfill site

屋根と水密コンクリートの仕切りによって外部環境か
ら完全に遮断する方式の最終処分場．燃えがら，ばい
じん，汚泥，鉱さいなどの有害物質を含み排水の処理
を行っても排出基準を満たすことのできない産業廃棄
物が対象となる．

遮断周波数 しゃだんしゅうはす
う

cutoff frequency フィルタにおける通過域と遮断域との境界の周波数．
理論的設計ではこの周波数で減衰が無限大になる．

斜断層 しゃだんそう oblique fault 斜交断層と同義．

遮断緑地 しゃだんりょくち intercepting green,
green belt

①都市区域の拡大を抑えるための都市と都市との間に
設けられる緑地．
②市街地と工業地域の間の緑地．

夏家大路地すべ
り群

しゃちゃーだるーじ
すべりぐん

Shachadaru landslides 中国寧夏回族自治区で発生した西吉地すべりの中心付
近に位置する．黄土層中の土壌層が素因となってい
る．

斜長岩 しゃちょうがん anorthosite 斜長石を主とする顕晶質岩石．ＩＵＧＳの分類では色
指数10以下の閃緑岩～はんれい岩（斑糲岩）．楯状地
に巨大バソリスを形成．



斜張橋 しゃちょうきょう cable stayed bridge 連続げたの支間の途中を塔から斜め直線状に張られた
ケーブルによって吊上げる構造の橋梁．

斜張構造 しゃちょうこうぞう cable-stayed structure 塔などから直線上に張られたケーブルを介して桁・ス
ラブなどを支える構造．

斜長石 しゃちょうせき plagioclase 主としてAb(NaAlSi3O8)-An(CaAl2Si2O8)からなる長石．

三斜晶系，ただしアルバイトは450℃以上で単斜晶系に
なる．硬度6～6.5．比重2.62～2.76．長石の一種でほ
ぼ普遍的に岩石中に含まれる．灰長石と曹長石成分の
連続固溶体で，少量のカリ長石成分を含む．地殻存在
量と岩石構成上の役割から非常に重要な造岩鉱物．

ジャッキ試験 じゃっきしけん jack test 基礎岩盤の安定度を知るためにジャッキにより載荷し
て原位置での岩盤の変形特性を測定する試験．

ジャッキパター
ン

じゃっきぱたーん jack pattern シールドのジャッキの配置．土質・シールド外径・総
推力・セグメント構造・トンネル線形によって決め
る．

ジャッキ法 じゃっきほう jack method 岩盤内での初期応力の一測定法．応力解放した岩盤を
元の状態までジャッキで押圧し，圧力を計測．

車道幅員 しゃどうふくいん carriageway width 車線により構成される車両の通行の用に供する道路の
幅．

シャトルカー しゃとるかー shuttle car ずりを運搬するための長さ15m前後のトロ．底部のコン
ベアでずりを順次後方へ移動させて満載にする．

斜プチロル沸石 しゃぷちろるふっせ
き

clinoptilolite (Na,K)6(Al6Si30O72)・20H2O．単斜晶系．硬度3.5．比重

2.1～2.2．無色・赤色を呈す．凝灰岩が変質して生成
された沸石岩の主要鉱物であることが多い．

シャフト工 しゃふとこう shaft works 地すべり抑止のために，直径1.5m～５mの立坑を人力で
堀り，これを鉄筋コンクリートで置換した杭体．深礎
工．

シャフト式洪水
吐き

しゃふとしきこうず
いばき

shaft spillway 鉛直あるいは傾斜立坑が呑口となった形式の洪水処理
施設．越流部の形状により朝顔型洪水吐きとも呼ぶ．

斜方輝石 しゃほうきせき orthopyroxene 輝石グループのうち斜方晶系に属するものの総称．Fe
（Mg+Fe）の値から頑火輝石・古銅輝石・紫蘇輝石・鉄
紫蘇輝石・ユーライト・斜方鉄輝石に区分される．

斜方晶系 しゃほうしょうけい orthorhombic system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．三つの結晶
軸が直交し，軸率がa:1:cで表される結晶系．

斜方沸石 しゃほうふっせき chabazite (Ca,Na2)(Al2Si4O12)・6H2O．三斜晶系．硬度4.5．比重

2.05～2.10．白・赤白色．ガラス光沢を有する菱面体
の結晶．玄武岩・安山岩などの割れ目や小孔中に他の
沸石と共に産出．菱沸石ともいう．

地山 じやま rock mass, bedrock,
ground

盛土など人工的な改変や表層の移動がない地盤の俗
称．一般的には半固結以上の岩盤をさすことが多い．

地山安定工法 じやまあんていこう
ほう

ground stabilization
method

切羽の安定や地盤沈下の防止を目的として，地山の止
水性や強度を高めて地山を改良する工法．



地山安定処理 じやまあんていしょ
り

ground stabilization
(method)

地山安定工法と同義．

地山応力 じやまおうりょく ground stress 地山内部の応力状態．一次地圧（初期地圧）と二次地
圧（空洞掘削後の周辺の応力）の総称．

地山被り じやまかぶり overburden 地下に建設される構造物上端部の地表からの深さ．

地山強度 じやまきょうど bedrock strength 人為的な手の加えられていない自然のままの岩体のも
つ強度．

地山強度比 じやまきょうどひ competence factor of the
ground

地山の一軸圧縮強度と土被り土圧（土被り高さと地山
の単位重量との積）との比．トンネル安定性指標の一
つ．

地山透気係数 じやまとうきけいす
う

coefficient of air
permeability

シールドトンネルにおいて，圧気工法により施工を行
う際に，漏気量を算定するために必要とされる地盤の
透気性．

地山分類 じやまぶんるい rock mass classification 地山を岩石の種類，強度･風化変質の程度，割れ目の状
態などをもとに等級分けすること．ダム用，トンネル
用などの用途別の他，発注機関によっても独自の分類
を行っており，いろいろな方式がある．

ジャミング じゃみんぐ jamming ボーリング掘進中に孔内の掘削器具が孔壁崩壊などに
より内部で押さえられ，動かすことができなくなる状
態．ジャーミングともいう．

斜面 しゃめん slope 地形面のうち，任意の大きさを有し，水平面に対する
角度を有する三次元的な面．

斜面安定解析 しゃめんあんていか
いせき

slope stability analysis 斜面の破壊に対する安全度を適切な計算手法にのっ
とって解析・評価すること．

斜面形 しゃめんけい slope form 斜面の形態的な分類であり，一般に断面図上の縦断形
で形態分類される．

斜面系統 しゃめんけいとう slope system 傾斜変換部によって区分される個々の斜面単位．

斜面勾配 しゃめんこうばい gradient of slope,
inclination of slope

斜面の傾き．一般に鉛直高さ１に対する水平距離nの比
で表す．例えばn=1.25の場合，1割2分5厘と表現する習
慣がある．

斜面災害 しゃめんさいがい slope disaster 山崩れ・地すべり・落石・土石流・雪崩などによって
引き起こされる災害の総称．

斜面先円 しゃめんさきえん toe circle 斜面崩壊において，すべり面下端が斜面先を通る場合
のすべり円弧をいう．

斜面先破壊 しゃめんさきはかい toe failure すべり面下端が斜面先を通る斜面の破壊．



斜面浸食 しゃめんしんしょく slope erosion 斜面が外的営力を受けて削られる作用．マスムーブメ
ントの他に，雨食・水食・風食・波食・雪食・氷食な
どがある．

斜面内円 しゃめんないえん slope circle 斜面崩壊において，すべり面下端が斜面と交差する場
合のすべり円弧をいう．

斜面内破壊 しゃめんないはかい slope failure すべり面下端が斜面内を通る斜面の破壊．

斜面発達 しゃめんはったつ slope evolution 斜面の傾斜角や形状の時間変化などで特徴づけられる
斜面の変換．減傾斜後退・平行的後退・平行後退の三
つの主要な説がある．

斜面被覆材 しゃめんひふくざい slope armoring material 盛土・切土・護岸などで，斜面の表層劣化や浸食の防
止を目的に斜面を被覆し防護する材料．

斜面分析 しゃめんぶんせき slope analysis 斜面について，形態や形成営力やそれらの時間的変遷
を分析すること．

斜面崩壊 しゃめんほうかい slope failure 斜面を構成する物質が安定性を喪失し，短時間のうち
に崩壊する現象．重力によって斜面物質が下方に移動
しようとする力が内部摩擦角や粘着力による抵抗力を
上回った場合に生じる．

斜面崩壊堆積物 しゃめんほうかいた
いせきぶつ

sediment of slope
failure

山地斜面を構成する岩屑や基盤の一部が安定を失って
突発的に崩壊し，斜面下方に堆積した崩積土．

斜面崩壊予知 しゃめんほうかいよ
ち

prediction of slope
failure, forecast of
slope failure

斜面崩壊に伴う災害を未然に防止するため，斜面崩壊
発生の場所・規模・時刻を予測すること．

斜面保護 しゃめんほご slope protection 植生工や構造物による斜面被覆工で，斜面を風化・浸
食・表層崩壊などから保護すること．

斜面流 しゃめんりゅう slope flow 斜面上を流動する地表の水流．

蛇紋岩 じゃもんがん serpentinite 一般にかんらん岩（橄欖岩）が熱水変質され生成す
る．軟らかく鏡肌を有するのでトンネル内空変位や地
すべりを生じ易い．

蛇紋岩化作用 じゃもんがんかさよ
う

serpentinitization かんらん石（橄欖石）・輝石に富むかんらん岩（橄欖
岩）などの超塩基性岩が変質して蛇紋岩になる作用．

蛇紋岩帯 じゃもんがんたい serpentinite belt 蛇紋岩は葉片状・粘土状の産状を示すことが多く，ト
ンネル掘削時に膨れ出すことが多い．また，蛇紋岩帯
には，地すべりが多く発生している．

蛇紋岩マグマ じゃもんがんまぐま serpentinite magma 蛇紋岩の起源となると考えられたマグマ．

蛇紋石 じゃもんせき serpentine Mg3Si2O5(OH)4．かんらん岩（橄欖岩）が変質してできた

蛇紋岩の主成分鉱物．



ジャモン石
（族）

じゃもんせき（ぞ
く）

serpentine(group) Mg3Si2O5(OH)4．かんらん石（橄欖石）・輝石などが変質

してできた蛇紋岩の主成分鉱物．表面に油脂光沢があ
る．

蛇紋石化作用 じゃもんせきかさよ
う

serpentinization Mgに富むかんらん石（橄欖石）・輝石が熱水による変
質作用や広域変成作用で蛇紋石に変化する作用．

蛇紋石鉱物 じゃもんせきこうぶ
つ

serpentine minerals かんらん岩（橄欖岩）が変質して生じた蛇紋岩を構成
する鉱物．クリソタイル・アンチゴライト・リザーダ
イトの３種類．

斜葉理 しゃようり cross lamination 斜交葉理と同義．

砂利 じゃり gravel 河川や海流に運搬され丸味を帯びた礫と砂からなる堆
積物．一般に砂が50～70%含まれる．

射流 しゃりゅう supercritical flow,
shooting flow

流れの平均流速が水面を伝わる波の伝幡速度より大き
い流れ．流れの急勾配部に生じる．対語は常流．

斜流水車 しゃりゅうすいしゃ diagonal turbine ランナーの軸に斜めに流水が通過する形式の反動水
車．

シャルピー衝撃
試験

しゃるぴーしょうげ
きしけん

Charpy(impact)test 構造用鋼材の脆性，靱性の大きさを測定する試験．Ｖ
型やＵ型の切欠きをつけた試料に衝撃力を加えて破壊
させる．

斜路 しゃろ slipway 船舶やケーソンなどの製作に際し，陸域と水域を結ぶ
ために設ける傾斜した路．

ジャワ海溝 じゃわかいこう Java trench スマトラ島からジャワ島の南縁に沿う海溝．ユーラシ
アプレートとオーストラリアプレートの境界に位置
し，オーストラリアプレートの沈み込みにより形成さ
れる．

シャンペン現象 しゃんぺんげんしょ
う

champagne phenomenon 圧縮空気タンク内で圧縮空気が水に溶け，その空気を
溶解した水が貯槽内に空気を充填する際に押し出され
減圧された場合に，空気の体積が増加して地表へ瞬時
に放出される現象のこと．

ジャンボ じゃんぼ jumbo, drill jumbo トンネルの掘削に用いられる複数の削岩機を取り付け
た移動式の機械．装薬孔やロックボルト孔，先受け工
の削孔の他，支保材設置時の足場などに用いられる．

種 しゅ species 主に形態により識別される生物分類上の基本的単位．
属より低位のカテゴリー．

主圧力軸（Ｐ
軸）

しゅあつりょくじく
（ぴーじく）

principal axis of
pressure, P axis

直交する主圧力と主張力を組合せた一組の力で地震の
発震機構を説明する場合の主圧力の作用軸．

重液 じゅうえき heavy liquid 鉱物や結晶粉などの比重測定や，比重の差がある数種
の混合物の分離に用いる水より比重の大きい液．

収益鉱 しゅうえきこう pay ore 採掘して利益が見込まれる品位の鉱床の部分・鉱石．
可採鉱ともいう．



重液材 じゅうえきざい dense medium solids 重選において懸濁重液を構成する高比重の固体粉末．

重液分離法 じゅうえきぶんりほ
う

heavy liquid separation 重液中に乳鉢で粉砕した試料を入れ，鉱物の比重の差
を利用して鉱物の単体の分離を行う方法．

自由越流堤 じゆうえつりゅうて
い

free overflow crest,
free fall crest

ゲートなどによる人為的な操作をしない越流堰．

周縁凹地 しゅうえんおうち moat 海山などの麓の周囲の海洋底に認められる凹地．ま
た，さんご（珊瑚）礁における礁頂の陸側に形成され
る凹地．

周縁急冷相 しゅうえんきゅうれ
いそう

chilled margin 急冷周縁相と同義．急冷周縁部ともいう．

周縁節理 しゅうえんせつり marginal joint 貫入岩体の縁辺部にみられる割れ目や節理で，流理と
ほぼ直交するものが多い．

周縁相 しゅうえんそう marginal facies 貫入した火山岩体の接触面付近の部分，あるいは溶岩
流が地表や空気にふれる部分を周縁相と呼ぶ．この部
分の粒度は内部より細かく，結晶度は低い．

周縁片理 しゅうえんへんり marginal schistosity 花崗岩周縁部において周囲の岩石との境界面に平行に
花崗岩中に発達する片状面構造．貫入末期の二次構
造．

周縁盆地 しゅうえんぼんち marginal deep 大陸周縁部の沈降部で，モラッセ相が堆積する堆積盆
地．あまり用いられない．

集塊岩 しゅうかいがん agglomerate 角礫状で粗粒の火砕岩．現在はあまり使われない．

重回帰分析 じゅうかいきぶんせ
き

multiple regression
analysis

複数の説明変数と，それに対応する目的変数の値の組
から最小二乗法で未知パラメータを決定する回帰分析
法．

従荷重 じゅうかじゅう subsidiary load,
secondary load

常時作用するとは限らないが，荷重の組み合わせにお
いて必ず考慮すべき作用荷重．風・温度変化・地震に
よるものなど．

終期火成活動 しゅうきかせいかつ
どう

final magmatism 造山帯の火成活動の分類の一つで，造山活動の終期に
起こる火成活動．

周期性（地震発
生の）

しゅうきせい（じし
んはっせいの）

periodicity 河角の69年周期説(1970)など，地震発生は周期性があ
るとの考え方．報告は多いが，その有意性を検証する
ことは難しい．

周期性段丘 しゅうきせいだん
きゅう

cyclic terrace 主として側方浸食によって形成された面からなる河成
段丘．輪廻性段丘とも呼ばれる．

周期堆積 しゅうきたいせき cyclic sedimentation 層序が規則的に変化する堆積様式で，これがくり返さ
れること．海水面の変動と関連させて説明される．有
律堆積ともいう．



周期的変化 しゅうきてきへんか periodic change ある現象がほぼ一定の期間でくり返す場合をさし，地
質学の分野では地震・火山活動などで論じられてい
る．

終期変動時火成
活動

しゅうきへんどうじ
かせいかつどう

late kinematic magmatism 造山帯の火成活動の分類の一つ．造山運動後半の，片
麻岩類と漸移関係にある大規模な花崗岩化作用．

褶曲 しゅうきょく fold 層状構造が認められる岩石や地層中に認められる波曲
状を呈する変形．

褶曲運動 しゅうきょくうんど
う

folding 造山運動が起こっている地帯において褶曲をつくる地
殻変動．

褶曲鏡面 しゅうきょくきょう
めん（かがみめん）

enveloping surface of
folds

褶曲波（背斜・向斜構造の繰り返し）に外接する曲面
（一般に背斜の冠または向斜の底をつないだ曲面）．

褶曲系 しゅうきょくけい fold system ある褶曲群に対し，共通するような形態や軸などの方
向性を有する性質によって分類された一褶曲群をさ
す．

褶曲構造 しゅうきょくこうぞ
う

fold structure 地殻変動に伴い，地層が押し曲げられてできた変形構
造．

褶曲作用 しゅうきょくさよう folding 褶曲を形成する作用．地殻の変形・堆積物の膨張な
ど，褶曲を形成する様々な作用の全てを示す．

褶曲山地 しゅうきょくさんち fold mountains 山地のうち，山地内部の地質構造が褶曲によって特徴
づけられるもの．地塊山地と対比される．

褶曲時階 しゅうきょくじかい phase of folding,
orogenic phase

造山運動過程で褶曲運動が顕著に行われる短い時期．

褶曲軸 しゅうきょくじく fold axis 褶曲を幾何学的に区分する場合の基準で，褶曲面にお
ける曲率が最大となる点を結んだ線をさす．

褶曲軸面 しゅうきょくじくめ
ん

axial surface of a fold 同一褶曲帯を形成する褶曲面のすべての褶曲軸を含む
面．単に軸面ともいう．

褶曲帯 しゅうきょくたい fold zone 一連の造山運動によって形成された褶曲群に構造が規
制されている領域をさす．

褶曲段丘 しゅうきょくだん
きゅう

folded terrace 段丘のうち，段丘形成後に段丘面が褶曲運動によって
変形をうけているもの．

褶曲断層 しゅうきょくだんそ
う

fold fault 褶曲構造のうち，その中間翼部や逆転部位付近が衝上
断層に発達している構造部位をさす．

褶曲地形 しゅうきょくちけい fold landform 褶曲構造そのものを反映して形成された地形．基本的
には背斜山稜と向斜谷とから構成される．



褶曲度 しゅうきょくど degree of folding 褶曲の程度を示す指数．褶曲軸に直交する長さＬの地
質断面図で地層の長をＦとすると(F-L)/Fで示される．

褶曲ナップ しゅうきょくなっぷ fold nappe 横臥褶曲が発達して褶曲の脚が引きちぎれ移動した巨
大な異地性の岩体．

褶曲波面 しゅうきょくはめん enveloping surface of
folds

褶曲鏡面と同義．

褶曲半径 しゅうきょくはんけ
い

radius of bending 褶曲した地層の指定された部分における曲率半径．

褶曲包絡面 しゅうきょくほうら
くめん

faltenspiegel(独) 褶曲鏡面・褶曲波面と同義．

褶曲模様 しゅうきょくもよう fold system 一般走向が一定か体系的に変わる共通の性質をもち，
共通の起源でできた褶曲の一群（褶曲系）が平面的に
作る模様．

重金属 じゅうきんぞく heavy metals 比重４以上の金属で，生体中に蓄積または多量の摂取
などがあると中毒症状を起こす．

重クロム酸法 じゅうくろむさんほ
う

dichromic acid method 土中の有機物含有量を求める一試験法．

重合 じゅうごう stack 同一条件または同一条件に補正した記録を重ね合わ
せ，ノイズを減少させ目的の記録を強調するデータ処
理技術．

集合井 しゅうごうせい collecting　well 複数の取水管を接合し，水を集めて送水するための井
戸．

重鉱物 じゅうこうぶつ heavy mineral 比重が2.85（ブロモフォルムの比重）以上の鉱物．輝
石・角閃石・黒雲母など．

重鉱物組成 じゅうこうぶつそせ
い

heavy mineral
association

堆積岩を特徴づける比重2.85以上の鉱物の組み合わ
せ．重鉱物組成は，供給源の推定や地層対比に利用さ
れる．

重鉱物分析 じゅうこうぶつぶん
せき

heavy mineral analysis 比重が2.85より大きい鉱物の組成を分析すること．地
層の分帯・対比，特にテフラの対比に有効である．

集光レンズ しゅうこうれんず condenser 光源から光を集めて物体を明るく照らすためのレンズ
で，顕微鏡用のコンデンサーがその例．

縦谷 じゅうこく longitudinal valley 山脈を構成する地層の走向や岩石境界などにほぼ平行
して発達する谷．横谷の対語．

収差 しゅうさ aberration レンズによる結像が周辺部でずれを生じる現象．球面
収差，コマ収差，非点収差，色収差などがある．



十字型受圧板 じゅうじがたじゅあ
つばん

cross-shaped bearing
plate

グラウンドアンカー頭部に設置する十字型をした独立
板状をしたアンカー反力構造物．プレキャスト製が多
い．

十字石 じゅうじせき staurolite 単斜晶系．硬度７～7.5，比重3.6～3.8．鉄に富む柱状
結晶で堆積岩起源の広域変成岩中に産する．十字型の
双晶をしばしば形成する．

重質原油 じゅうしつげんゆ heavy crude oil 重油留分を多く含んだ原油．国産原油では比重0.904～
0.966．比重0.966以上は特重質原油．

自由斜面 じゆうしゃめん free face 岩屑の安息角より急な角度を示す露岩斜面のこと.自由
面ともいう．

収縮亀裂 しゅうしゅくきれつ shrinkage crack,
contraction crack

温度低下や乾燥による体積収縮に伴うひずみによって
コンクリートや土に発生する亀裂．粘土が乾燥すると
き固体粒子間の水が蒸発し体積が減少・収縮すること
で，地表面にできる多角形の割れ目．

収縮クラック しゅうしゅくくらっ
く

shrinkage crack,
contraction crack

収縮亀裂と同義．

収縮限界 しゅうしゅくげんか
い

shrinkage limit 土を乾燥させていくと体積は減少していくが，ある含
水比を境に減少しなくなる．この含水比をいう．

収縮試験 しゅうしゅくしけん shrinkage test 土を乾燥させ，収縮限界の含水比と収縮比率を求める
ための試験．

収縮指数 しゅうしゅくしすう shrinkage index 土の塑性限界と収縮限界の含水比差．

収縮節理 しゅうしゅくせつり contraction joint 岩石が冷却または乾燥により，岩石の収縮に伴って生
じた節理．

収縮継目 しゅうしゅくつぎめ contraction joint 温度応力によるクラックの発生を防止する目的で設置
される継目．

収縮比 しゅうしゅくひ shrinkage ratio 土が乾燥する際の正規収縮状態では体積収縮量と含水
比の低下量は比例関係にある．この比を収縮比と呼
ぶ．

収縮ひびわれ しゅうしゅくひびわ
れ

shrinkage crack 乾燥や温度低下でコンクリートや岩体が収縮し発生す
るひびわれ．また，乾燥収縮による堆積物の開口割れ
目．

収縮裂か（収縮
裂罅）

しゅうしゅくれっか contraction fissure 岩石が冷却または乾燥により，岩石の収縮に伴って生
じた開口性の割れ目．

従順山形 じゅうじゅんさんけ
い

subdued mountains 山地を構成する地質が軟質である場合や山地の隆起速
度が遅い場合などに形成された起伏の小さな山地地
形．

従順山地 じゅうじゅんさんち subdued mountains 従順山形と同義．



舟状海盆 しゅうじょうかいぼ
ん

trough 海溝よりは浅い深海底にある細長くてやや幅の広い海
底の凹地．トラフともいう．

重晶石 じゅうしょうせき barite BaSO4．斜方晶系．硬度３～3.5．比重4.50．ガラスまた

は樹脂光沢があり，酸に溶けない．ボーリング用泥
水・塗料などに利用される．

重晶石鉱床 じゅうしょうせきこ
うしょう

barite deposit 鉱脈鉱床の脈石，含重晶石石灰岩鉱床の風化残留鉱
床，黒鉱鉱床に伴う塊状鉱床などがあり，大規模なも
のは堆積岩中の層状鉱床である．

重埴土 じゅうしょくど heavy clay 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土含量
が45%以上の土壌．

集じん機 しゅうじんき dust collector 発破や機械掘削・ずり処理・コンクリート吹付けなど
の作業中に発生する粉塵を集めて処理する装置．

重心図 じゅうしんず center of gravity map 柱状図の中で，特別・特定の岩相・岩質がどこの部分
を中心に集中しているかを表現した図．

重水 じゅうすい heavy water 一般に酸化重水素D2Oをさす．同位体比D/Hと18O/16Oは水

の生成起源や水循環の解析などに利用される．

自由水 じゆうすい free water 重力の作用で移動できる土中水．一般に吸着水と毛管
水を除く．

集水暗きょ（暗
渠）

しゅうすいあんきょ infiltration gallery,
aqueduct, culvert

主に伏流水を取水するため，流向に直交方向に有孔管
を埋設したもの．

集水域 しゅうすいいき catchment area 河川あるいは水系の特定地点に対する流域において，
降雨起源の表流水を供給する区域．

集水工 しゅうすいこう collecting works 地すべり対策などで実施される，地表水・地下水の排
除を目的とした集水路，集水井などのこと．

集水斜面 しゅうすいしゃめん gathering slope, concave
slope

トローエの集水斜面要素の分類による凹型等高線を持
つ斜面．お椀の内側のようにある低い一点に水を集め
る斜面．

集水井 しゅうすいせい collector well 地下水を集める井戸．地すべり対策工事においてすべ
り土塊内の地下水位を低下させる抑制工の代表．

重錘法 じゅうすいほう weight dropping 重錘落下法と同義

集水ます しゅうすいます drainage tank 排水溝の途中に，砂などを沈殿させて清掃するために
設けられるふた付きのタンク．

自由水面 じゆうすいめん free surface 被圧していない，すなわち不圧自由地下水の表面．大
気圧や流入量・流出量などに応じて変動する．



集水面積 しゅうすいめんせき catchment area 河川あるいは水系の特定地点に対する流域において，
降雨起源の表流水を供給する区域の面積．集水域の面
積．

重錘落下試験機 じゅうすいらっかし
けんき

weight fall tester 加速度計と荷重計を取り付けた重錐を地面に落下さ
せ，地盤の動的応答特性を求める試験器．

重錘落下法 じゅうすいらっかほ
う

weight dropping 重錘を高所から自由落下させ，地面との衝突により地
震波を発生させる陸上用非爆薬震源．平坦地に適す
る．

修正ＡＡＳＨＯ
締固め試験

しゅうせいああしょ
しめかためしけん

modified AASHO
compaction test

アメリカ高速道路局が定めた土の締固め試験基準を修
正した試験法．

修正カムクレイ
モデル

しゅうせいかむくれ
いもでる

modified Cam-clay model 弾塑性モデルの一つでカム・クレイモデルの消散エネ
ルギー式を修正したモデル．

修正グリフィス
基準

しゅうせいぐりふぃ
すきじゅん

modified Griffith's
criterion

材料の破壊基準のうち，材料内部のミクロなクラック
の存在により始まる破壊で，クラックが閉じることで
直応力が伝わることを考慮した基準のこと．

修正ＣＢＲ しゅうせいしーびー
あーる

modified CBR 路盤材料の強さの指数．JISにより突固めた時の最大乾
燥密度に対する締固め度に相当する水浸ＣＢＲ．

集成写真 しゅうせいしゃしん photo-mosaic モザイク写真ともいう．航空写真をつなぎ合わせて
作った広い範囲の写真で，どの位置も垂直方向の映像
が得られる．

修正震度法 しゅうせいしんどほ
う

modified seismic
coefficient method

耐震計算手法の一つ．構造物や機器の固有周期によっ
て地震力の算定に用いる設計震度を修正して行うも
の．

集成図 しゅうせいず composite map 複数の地図に跨る必要な部分を，つぎはぎによって１
枚の地図としてまとめたもの．

修正ドリー試験 しゅうせいどりーし
けん

modified dorry test 石材や骨材のすり減り抵抗を調べるすり減り試験で，
供試体を回転鋼円盤へ押し付けて求める．

修正プロクター
締固め試験

しゅうせいぷろく
たーしめかためしけ
ん

modified proctor
compaction test

標準プロクター締固め試験のランマーと落下高さを修
正した締固め試験法．

修正メルカート
ル円錐図法

しゅうせいめるかー
とるえんすいずほう

Mercator's modified
conical projection

二つの緯線が正長に表されるように単円錐図法を修正
した等距離の擬円錐図法．

修正メルカリ震
度階

しゅうせいめるかり
しんどかい

modified Mercalli
seismic intensity scale

震度階の一つで，ＭＭ震度階と略称される．１～12の
12階級からなり，アメリカをはじめ諸国で使われてい
る．

集積 しゅうせき accumulation 土壌の構成物質の一部が表層から溶脱して下層のある
層に沈殿する現象．他に結晶の集積，石油の集積作用
などがある．

集積説 しゅうせきせつ accretion 原始太陽をまわる星雲を構成する宇宙塵や重元素が集
積・衝突をくり返し惑星が成長するという惑星形成
説．



集積層 しゅうせきそう illuvial horizon 集積作用により生成された層．土壌では上層から順に
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４層に分けられる層位のうち溶脱層
Ａの下位にあるＢ層をさす．

集積層土 しゅうせきそうど illuvial horizon soil 上位から溶脱した種々の物質が浸透水とともに移動
し，一定の場所に集積，蓄積した対比が明瞭な土層．

重積土 じゅうせきど colluvial soil 斜面崩壊など重力の影響によって生成された堆積物の
総称．一般に淘汰が悪く，不安定である．

縦節理 じゅうせつり，たて
せつり

longitudinal joint 火成岩体の流理方向に沿う急斜した節理．あるいは一
般的な節理のうち急傾斜の節理．

縦走河流 じゅうそうかりゅう longitudinal valley 硬軟互層をなす地層が傾斜した地域で，軟質な地層が
選択浸食され，地層の走向と平行に形成された河道．

縦走褶曲 じゅうそうしゅう
きょく

longitudial fold 一連の構造運動で生じた褶曲群のなかで，造山帯の一
般的な走向と平行するもの．

縦走節理 じゅうそうせつり longitudinal joint 褶曲軸や火山岩の流理と平行する節理で，張力によっ
て生成された節理と考えられている．

重曹泉 じゅうそうせん bicarbonate spring 固形成分の主要成分が陰イオンとしてHCO-3，陽イオン

としてNa+の鉱泉．福島県土湯・群馬県磯部温泉など．

縦走断層 じゅうそうだんそう longitudinal fault 地形および地質構造の方向に対して，ほぼ平行に分布
する断層で．典型的な例として中央構造線がある．

収束 しゅうそく conversion ある状態が，一定の状態へと変化すること．

収束境界 しゅうそくきょうか
い

converging boundary プレート同士が近づく場合の境界であり，一方のプ
レートが他のプレートの下にもぐりこむところ．

収束段丘 しゅうそくだんきゅ
う

converged terrace 一つの河川に沿う新旧の段丘の比高が下流部に向かう
ほど小さくなり，下流に向かって収束すること．

終堆石 しゅうたいせき terminal moraine 氷河の運搬物質が氷河の融ける末端部で丘陵状に堆積
したもの．

自由蛇行 じゆうだこう free meander 沖積地における，浸食谷を形成しない蛇行をさす．

自由蛇行河川 じゆうだこうかせん free meander river 沖積低地上を河道を拘束されずに自由に曲流して流れ
る河川．

重炭酸土類泉 じゅうたんさんどる
いせん

earthy carbonate spring HCO3-，Ca2+，Mg2+を主成分とし，鉱泉水1kg中に固形成
分を1g以上含む．長野県入山辺温泉など，少ない．



縦断層 じゅうだんそう longitudinal fault 断層と周りの地質構造との関係に基づく分類のうち，
周りの地質構造の走向と，断層が平行なもの．

縦断測量 じゅうだんそくりょ
う

profiling leveling ある測線または路線中心線上の地盤高を測量し，鉛直
縦断図を作る測量．

縦断面 じゅうだんめん longitudinal section 路線や構造物の伸長方向に沿って描かれる垂直の面
で，構造物の位置や地下における地質の分布や地質構
造の特徴を表現する際に用いる．

自由断面掘削機 じゆうだんめんくっ
さくき

partial tunnel face
excavation machine

回転するカッタードラムをブームの先に装着して地山
を掘削する機械．ブームの動きで自由な形状のトンネ
ル断面を掘削できる．

縦断面形 じゅうだんめんけい longitudinal profile of
river

河口から源流部までを横軸にとり，その距離に相当す
る河床高度を縦軸にとって各点を連ねてできる形状．

自由断面シール
ド工法

じゆうだんめんしー
るどこうほう

reasonable cross-
sectional shape shield
method

主カッターと遊星カッターを連動させて制御しながら
掘削することで，楕円・アーチ･矩形など様々な断面形
状を掘削できるシールド工法．

縦断面図 じゅうだんめんず longitudinal section 構造物や路線などを延長方向に表現した断面図．構造
物の位置や地質状況などを記入する．

自由地下水 じゆうちかすい free surface groundwater 地表面下で，自由地下水面を有し，最初の不透水層あ
るいは加圧層までの区間に賦存する地下水．

自由地下水井戸 じゆうちかすいいど free-water well 自由地下水（不圧地下水）を対象として，不圧帯水層
に掘られる比較的浅い井戸．

自由地下水面 じゆうちかすいめん free groundwater table 不圧帯水層中に賦存する地下水の上面．不圧地下水面
ともいう．

終地形 しゅうちけい ultimate form 内因的作用によって生じた原地形が浸食などの外因的
作用を受けて凹凸が消滅し，地表が浸食基準面に一致
した地形．

集中荷重 しゅうちゅうかじゅ
う

concentrated load 物体の一点に集中して作用する荷重．

集中豪雨 しゅうちゅうごうう local severe rain storm 局地的な狭い地域に短時間で多量な降雨が生じる現
象．梅雨末期や台風時に多く発生し，災害をもたら
す．

週調整池式発電
所

しゅうちょうせいち
しきはつでんしょ

power station with
weekly storage

調整池式発電所のうち一週間単位で発電に使用する水
量を調節する発電所．

充填 じゅうてん packing 大小を問わず，空隙，間隙，空間を任意の材料で埋め
ること．あるいは，堆積物の構成粒子のつまり具合を
示す．

充填コンクリー
ト

じゅうてんこんく
りーと

filling concrete 間隙を充填するためのコンクリート．



充填採掘法 じゅうてんさいくつ
ほう

cut and fill stoping 鉱体の一部の採掘搬出と，採掘跡空間のずりによる充
填とを繰り返し全鉱区を採掘する工法．

充填砂利 じゅうてんじゃり gravel pack 井戸の効率を高めるために，スクリーンと帯水層の間
に充填する粒度配合された砂利．

自由度 じゆうど degree of freedom ある力学系において，質点の運動を記述するのに必要
で十分な運動方程式の数．

しゅう動抵抗 しゅうどうていこう potentiometer コイル状，棒状の抵抗体の表面を接点（しゅう動片）
が移動し，抵抗値を連続的に変えられるもの．

シュート式洪水
吐き

しゅーとしきこうず
いばき

chute spillway 呑口からダム下流河道までの間を，急勾配の開水路で
流下させる形式の洪水吐き．

シュードタキラ
イト

しゅーどたきらいと pseudotachylite 断層運動や地すべり滑動により断層面あるいは地すべ
り面が高速に動いて発生する摩擦熱によって，岩石が
溶融・急冷して形成される，黒色・緻密な脈状の断層
岩．

シュートバック
法

しゅーとばっくほう shoot back method 送受信両用のコイル２個一組を用い，各測点において
送ー受，受ー送用として２回測定する地上電磁法の一
種．

重粘土 じゅうねんど heavy clay soil 粘土含量が高いため，農具に粘りつき，耕耘しにくい
土壌．とくに下層土では緻密で通気，透水性に乏し
い．

周波数 しゅうはすう frequency 1秒間に生ずる振動の数．単位はヘルツ（Hz）．振動数
とも呼ばれ,波長の逆数である．

周波数ＩＰ法 しゅうはすうあい
ぴーほう

variable frequency
induced polarization
method, variable
frequency IP method

送信電流用の交代直流の周波数を変え，異なる周波数
で測定した比抵抗値の比較でＩＰ現象を判定する方
法．

周波数応答 しゅうはすうおうと
う

frequency response 正弦波状の入力に対するある系（機器等）の定常応答
を，入力した波の周波数の関数として表したもの．

周波数制御電磁
法探査

しゅうはすうせい
ぎょでんじほうたん
さ

frequency controlled
electromagnetic method

地下深部の地質構造の調査のために，岩盤の電気的性
質の周波数依存性に着目して開発された電磁探査法．

周波数探査法 しゅうはすうたんさ
ほう

frequency sounding
method

電流双極子より発する周波数の異なる電流により生ず
る電磁界強度の周波数依存性を測定する地下深部探査
法．

周波数電磁探査
法

しゅうはすうでんじ
たんさほう

frequency-domain
electromagnetic sounding

電磁垂直探査において，大地の応答関数を得るために
発信周波数を変える探査法．

周波数特性 しゅうはすうとくせ
い

frequency
characteristics

一般に，地震計に正弦波の地動を与えた時に得られる
応答周波数の特性．

周波数－波数解
析法

しゅうはすうはすう
かいせきほう

frequency-wavenumber
analysis method

周波数ー波数空間におけるパワー・スペクトルのピー
ク位置から，波動の位相速度と到来方向を求める方
法．



周波数－波数ス
ペクトル法

しゅうはすうはすう
すぺくとるほう

frequency-wavenumber
spectral method

周波数－波数解析法と同義．

周波数分析 しゅうはすうぶんせ
き

frequency analysis 地盤の振動特性を把握するため振動記録の周波数を分
析し，周波数スペクトル，卓越周期などを求めるこ
と．

自由ピストン式
シンウォールサ
ンプラ

じゆうぴすとんしき
しんうぉーるさんぷ
ら

free piston sampler 固定ピストン式シンウォールサンプラと同様の構造の
サンプラ．ピストンロッドは固定しない．良質の乱さ
ないサンプルを採取するには不向き．

周氷河インボ
リューション

しゅうひょうがいん
ぼりゅうしょん

periglacial involution 地層中に現れた過去の周氷河気候を示すもので，凍結
融解作用により生じた不規則な波状構造や乱雑にこね
まわされた凍結攪乱の総称．クリオタベーションとも
いう．

周氷河気候 しゅうひょうがきこ
う

periglacial climate 凍結融解が主要な地形形成営力となって各種の周氷河
地形が形成される地域を特徴づける気候．

周氷河現象 しゅうひょうがげん
しょう

periglacial phenomena 寒冷な周氷河気候の下で凍結融解，雪食などの周氷河
作用によって生じた様々な地表面付近の現象．

周氷河作用 しゅうひょうがさよ
う

periglacial process 周氷河現象を生じたり，周氷河地形の形成をもたらす
凍結融解作用・雪食・風食などの全ての作用．

周氷河皿状地 しゅうひょうがさら
じょうち

dell 周氷河デレとも呼ばれる．デレとは緩やかな凹型地．

周氷河斜面 しゅうひょうがしゃ
めん

periglacial slope 雪食や融解浸食の作用など，周氷河地域に独特な地形
形成作用が強く働いて作られた斜面．

周氷河ソリフラ
クション

しゅうひょうがそり
ふらくしょん

solifluction 周氷河環境下において土壌の凍結・融解作用により斜
面の表層部で起こる全ての緩慢な移動を示す．

周氷河地形 しゅうひょうがちけ
い

periglacial landforms 周氷河作用によって生じた地形をさす．周氷河作用は
広く面的に働くことが多く，全体には面的削剥で起伏
が低平化する．

周氷河輪廻 しゅうひょうがりん
ね

periglacial cycle 周氷河気候下で行われる浸食輪廻．周氷河地域でみら
れる強力な凍結破砕作用とそれに伴う種々の周氷河作
用による浸食輪廻．

集福寺断層 しゅうふくじだんそ
う

Shuhukuji fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北西方向．琵琶
湖北岸から福井県敦賀市の南東約10kmに延びる．延長
約13km．

重複反射 じゅうふくはんしゃ multiple reflection 実体波が地下で２回以上反射する現象．成層構造を仮
定した地盤では，重複反射による周波数特性が現れ
る．

周辺孔 しゅうへんこう rim holes 発破パターンで一番外側に削孔される孔．発破の際，
爆破は段階的に行われるが，最後の段階に爆破され
る．

周辺衝上 しゅうへんしょう
じょう

marginal thrust 花崗岩などの迸入時に周辺裂か（裂罅）が形成される
と同時に生ずる衝上断層．



周辺相 しゅうへんそう marginal facies 貫入した火山岩体の接触面付近の部分，あるいは溶岩
流が地表や空気にふれる部分を周辺相と呼ぶ．この部
分の粒度と結晶度は内部よりも低い．

集片双晶 しゅうへんそうしょ
う

polysynthetic twinning 一つの結晶粒の中で平行な多数の同規則による双晶が
発達している状態．単斜輝石の集合が斜方輝石に見え
るように，見かけの結晶系が上位のものになることが
ある．

周辺断層 しゅうへんだんそう peripheral fault 隆起あるいは沈降地域の周辺に発達する断層．

周辺継目 しゅうへんつぎめ peripheral joint アーチダムのサドルと本体アーチ部境界の継目．

周辺盆地 しゅうへんぼんち marginal deep ①大陸の周辺にある地向斜で，外側の造山帯から砕屑
物が供給されるところ．
②島弧に沿って発達する線状の深い海の地帯．

周辺裂か（周辺
裂罅）

しゅうへんれっか marginal fissure マグマの流動段階で，周縁部が固結したまま上昇する
時に，周縁固結部にできやすい割れ目．

終末準平原 しゅうまつじゅんへ
いげん

end-peneplain 浸食輪廻の終末期に生じる波浪状の小起伏をもつ平坦
な地表面で，形成高度は海面付近である．

自由面 じゆうめん free face 岩盤の爆破の際，最も抵抗が少ない面．また，斜面の
要素のうち，急斜面の裸岩からなり，岩屑を伴わない
斜面．

周面摩擦型アン
カー

しゅうめんまさつが
たあんかー

friction anchor 先端にグラウト注入を行って形成したアンカー体の周
面の摩擦力によって支持する方式のアンカー．

周面摩擦計 しゅうめんまさつけ
い

ケーソンの沈設時に，地盤との間に生じる周面摩擦抵
抗力を測定する装置．

周面摩擦支持力 しゅうめんまさつし
じりょく

friction resistance 杭周面と地盤の摩擦によって生じる杭の鉛直支持力．

周面摩擦力 しゅうめんまさつ
りょく

friction resistance
around a shield

シールド工法において，掘削中にシールド鋼殻と地山
との間に生じる摩擦力．

集油構造 しゅうゆこうぞう oil trap 地層中を移動する石油が，ある部分で移動しなくな
り，そこに集積し，油層またはガス層を形成する特定
の地質構造．トラップと同義．

自由落下式減勢
池

じゆうらっかしきげ
んせいち

plunge basin, plunge
pool

堤体から自由落下させた放流水のエネルギーを減殺す
るための池．

自由落下式洪水
吐

じゆうらっかしきこ
うずいばき

overfall spillway 洪水流量を自由落下方式で放流する洪水吐．アーチダ
ムで採用される．

自由流体検層 じゆうりゅうたいけ
んそう

free-fluid logging 孔井内に強力な電磁石を降下させ，発生する核磁気共
鳴現象を測定して自由流体の量･質を推定する検層法．



重量含水率 じゅうりょうがんす
いりつ

water content by weight 土壌含水量の指標の一つで，土の乾燥質量に対する水
分量の比を百分率で表したもの．含水比ともいう．

重量百分率 じゅうりょうひゃく
ぶんりつ

weight percent ある一定質量中に占める各成分の質量を示した百分
率．

重力 じゅうりょく gravity 地球が地上の物体を引く力のことで，この力は，万有
引力と遠心力の合力．

重力アーチダム じゅうりょくあーち
だむ

gravity arch dam 断面厚を大きく，また堤敷幅を広くすることにより，
堤体自重による摩擦抵抗力を期待する型式のアーチダ
ム．

重力圧密 じゅうりょくあつみ
つ

gravity compaction 堆積物の続成作用の初期段階に起こる上載層の荷重に
よる圧密．

重力アバットメ
ント

じゅうりょくあばっ
とめんと

gravity abutment アーチダムの袖部で地山が不足する場合などに設け
る，人工の重力式コンクリートによるアバットメン
ト．

重力異常 じゅうりょくいじょ
う

gravity anomaly 実測重力値に各種の補正をした値と標準重力との差．

重力異常帯 じゅうりょくいじょ
うたい

gravity anomaly belt 重力異常の大きい地域が帯状に分布していること．大
陸縁や弧状列島に多い．

重力井戸 じゅうりょくいど gravity well 不圧地下水（自由地下水）の帯水層に掘られた井戸．
一般に比較的浅い井戸が多い．

重力エネルギー じゅうりょくえねる
ぎー

gravitational energy 質点系が，その位置によりもっている重力位置エネル
ギー．

重力加速度 じゅうりょくかそく
ど

gravitational
acceleration,
acceleration of free
fall

重力の加速度．質量mに働く重力はmgで表現され，gを

重力の加速度という．地表では通常980㎝/s2．

重力型アーチダ
ム

じゅうりょくがた
あーちだむ

gravity-type arch dam 重力アーチダムと同義．

重力滑動作用 じゅうりょくかつど
うさよう

gravitational gliding 滑動作用，スライディングともいう．重力によって，
地層が斜面に沿って滑り落ちる作用．

重力計 じゅうりょくけい gravimeter 重力加速度の大きさの地域的・時間的変化の比較測定
を行う装置．

重力傾度 じゅうりょくけいど gravity gradient 重力の水平方向の変化やジオイドの曲率．

重力傾度計 じゅうりょくけいど
けい

gravity gradiometer 重力の水平方向の変化の割合を計る重力偏差計の一
種．



重力構造運動 じゅうりょくこうぞ
ううんどう

gravity tectonics 地層や岩石が重力によって滑動し，褶曲やナッペを形
成する構造運動．

重力構造論 じゅうりょくこうぞ
うろん

gravity tectonics 地球上層部の比較的広範囲の岩層が，重力による運動
の結果，地質構造を形成したとする構造論．

重力式岸壁 じゅうりょくしきが
んぺき

gravity-type quaywall 壁体の自重と摩擦力によって安定を保つ岸壁．ケーソ
ン式，場所打コンクリ-ト式などがある．

重力式橋台 じゅうりょくしき
きょうだい

gravity-type abutment 橋梁の両端部で橋体を支えるコンクリート躯体で，そ
の自重と摩擦力により背面の土圧に抵抗するもの．

重力式係船岸 じゅうりょくしきけ
いせんがん

gravity type quaywall 係船岸のうち，外力に対して壁体の重量による地盤と
の摩擦力によって抵抗する構造のもの．

重力式コアラー じゅうりょくしきこ
あらー

gravity corer 一定高さからの自由落下により，海底に鉛直貫入させ
柱状試料を採取する円筒サンプラ．

重力式コンク
リートダム

じゅうりょくしきこ
んくりーとだむ

concrete gravity dam 自重によって水圧などの外力に対する安定性を確保す
る型式のコンクリートダム．重力ダム，中空重力ダム
などがある．

重力式ミキサ じゅうりょくしきみ
きさ

gravity type mixer,
tilting type mixer

粗骨材，細骨材，セメント，水などの材料を入れた容
器を回転，容器内で落下させて練り，均質なコンク
リートを作るコンクリートミキサ．

重力式擁壁 じゅうりょくしきよ
うへき

gravity retaining wall 自重によって土圧に抵抗する形式の擁壁．

重力斜面 じゅうりょくしゃめ
ん

gravity slope 谷壁から剥離された岩塊が重力で落下し形成された斜
面．安息角に等しい傾斜をもつ直線状斜面．

重力褶曲作用 じゅうりょくしゅう
きょくさよう

gravity folding 地層が重力の作用ですべり面を伴いながら，水平方向
に圧縮された横臥性の褶曲．

重力定数 じゅうりょくじょう
すう

gravitational constant 万有引力の法則における比例常数．G=6.672×10-

11m3/(kg･s2)

重力振子 じゅうりょくしんし gravity pendulum 重力測定を目的として製作された振子．

重力図 じゅうりょくず gravity (anomaly) map 重力（異常）値の地理的な分布図．

重力水 じゅうりょくすい gravitational water 土壌中を重力により移動できる水．自由水の一部．

重力水頭 じゅうりょくすいと
う

elevation head 水流のポテンシャルを基準面からの高度で表わしたも
の．地下水の場合，全水頭から圧力水頭をさしひいた
部分に相当．位置水頭，高度水頭ともいう．



重力測線 じゅうりょくそくせ
ん

gravity survey line 重力測定を行う測線．

重力測定 じゅうりょくそくて
い

gravity measurement 重力値の測定．その方法には相対測定（比較測定）と
絶対測定とがある．

重力測定装置 じゅうりょくそくて
いそうち

gravimeter 重力値を測定する装置．可逆振子を用いた重力振子，
自由落下法による絶対重力装置，スプリング式重力計
など．

重力測量 じゅうりょくそく
りょう

gravimetric survey 国土地理院などで実施している測地測量としての重力
測定．

重力ダム じゅうりょくだむ gravity dam 貯水池の水圧荷重に堤体自重によって抵抗し，これを
基礎岩盤に伝達する型式のダム．コンクリートや石積
コンクリートが用いられる．

重力単位 じゅうりょくたんい gravity unit 重力の大きさを示す数値の単位．cm/s2すなわちgal（ガ
ル）．

重力単位系 じゅうりょくたんい
けい

gravitational unit
system

長さ・重さ（質量ではない）・時間を基本単位とする
単位系．国際単位（SI単位）に対する従来単位．力の
単位としてkgf，tfなどを用いる．

重力探鉱 じゅうりょくたんこ
う

gravity survey 重力探査と同義．

重力探査 じゅうりょくたんさ gravity survey 地表の重力値が地下の密度分布を反映していることを
用いた探査法．重力計を用いて地上，航空機，船舶な
どから重力の測定を行い，地球の形状・緯度・標高・
地形の影響を補正した重力異常値の分布から金属資源
や地熱資源の評価を行う．

重力断層 じゅうりょくだんそ
う

gravity fault 下盤側に対して上盤側が相対的にずり落ちた断層．正
断層の大部分は，成因的には重力断層にあたる．

重力地質構造 じゅうりょくちしつ
こうぞう

gravity gliding
tectonics structure

重力による運動により，広範囲の地層に形成された褶
曲や断層などの地質構造．滑動地質構造ともいう．

重力的安定 じゅうりょくてきあ
んてい

gravitational stability ある系における重力ポテンシャルが極小の状態．

重力的不安定説 じゅうりょくてきふ
あんていせつ

theory of gravitational
instability

造構作用の基本的要因として重力的不安定を唱える学
説．

重力点 じゅうりょくてん gravity station 重力を測定した地点．地盤が堅固な地点であれば特に
問題はない．

重力の高度補正 じゅうりょくのこう
どほせい

free-air reduction 重力測定点の高度（標高）の違いによる重力値の差の
補正．

重力の絶対測定 じゅうりょくのぜっ
たいそくてい

absolute measurement of
gravity

重力の絶対値の測定．最近ではきわめて簡単な原理，
落体法によって高精度の絶対測定が可能になってい
る．



重力の単位 じゅうりょくのたん
い

gravitational unit ダイン(dyn)．ただし，単に重力という場合は重力加速

度を意味することが多く，単位はガル(㎝/sec2)．

重力の比較測定 じゅうりょくのひか
くそくてい

relative measurement of
gravity

重力値の既知の地点を基準点とし，任意の地点の重力
値との差を測定することにより求める重力測定．

重力波 じゅうりょくは gravitational wave 媒質の変位に対し，重力が復元力として働くような媒
質中或いは媒質表面の横波．

重力場 じゅうりょくば gravitational field 力学系における位置エネルギー量として定義される重
力が空間的に分配している場所．

重力排水法 じゅうりょくはいす
いほう

drainage by gravity 掘削底面付近で地下水を数か所に集め，これを排除す
る排水工法．かま場工法とディープウェル工法があ
る．

重力ブーゲー異
常図

じゅうりょくぶー
げーいじょうず

Bouguer anomaly map 重力ブーゲー異常を平面上にコンター表示した図．

重力分化作用 じゅうりょくぶんか
さよう

gravitational
differentiation

重力の作用によって生じるマグマの分化．マグマから
晶出した結晶とマグマとの密度差によって生じる．

重力変化計 じゅうりょくへんか
けい

gravity variometer 重力の時間的変化を観測する器械．

重力偏差 じゅうりょくへんさ gravity gradient 重力傾度と同義．

重力偏差計 じゅうりょくへんさ
けい

gravity variometer ハンガリーの物理学者ローランド・エオトボスが1890
年に創案，試作した重力の水平方向の変化を計る計
器．

重力補正 じゅうりょくほせい gravity correction 重力探査において時間的，空間的に変化する既知の重
力成分を除去する様々な補正．

重力ポテンシャ
ル

じゅうりょくぽてん
しゃる

gravitational potential 地球引力と地球の自転による遠心力との合力，すなわ
ちそれぞれのポテンシャル和．

重力流 じゅうりょくりゅう gravity flow 重力により地層などが下方に流動する現象．

重輪廻地形 じゅうりんねちけい multicycle landscape 新旧二つ以上の浸食輪廻に属する地形が共存して分布
していること．地盤の変動，気候の変化などに起因す
る．

ジュール じゅーる Joule 国際単位系の仕事量，熱量，エネルギーの単位．物体
を１Ｎの力で1m移動させた際の仕事に相当．

ジュール定数 じゅーるていすう Joule constant 物体に摩擦力が働く場合に発生する熱量と，摩擦力に
より減少した力学的エネルギー量の比．1cal≒4.2Ｊ．



ジュール熱 じゅーるねつ Joule's heat 抵抗のある導体に電流が流れるとき，発生する熱．熱
量についてはジュールの法則が成り立つ．

縦列砂丘 じゅうれつさきゅう longitudinal dune 卓越風向に対して平行する峰からなる砂丘．高さは100
～200mぐらいで，幅は高さの約６倍に達する．

縦列リップル
マーク

じゅうれつりっぷる
まーく

longitudinal ripple
marks

砂の表面に形成される規則的な峰と谷の微地形（リッ
プルマーク参照）の峰の配列方向が水流の方向と一致
しているもの．

収れん しゅうれん convergence ある状態が一定の状態へと変化すること．系統の異な
る生物群が特定の環境に適応して，類似の形態に進化
すること．

収れん図（地層
の）

しゅうれんず（ちそ
うの）

convergence map 不整合とは無関係に二つの同時面の間隔の分布を等高
線で表示した図．

収れんへき開
（収れん劈開）

しゅうれんへきかい convergent fan cleavages しゅう曲に伴う扇形へき開（劈開）のうち，背斜軸の
上方に向かって収れんするへき開（劈開）．

主応力 しゅおうりょく principal stress 弾性体内では互いに直交する３面に垂直応力だけ働く
方向があり，そのときの最大・中間・最小の各応力．

主応力差 しゅおうりょくさ principal stress
difference

三軸圧縮状態において最大主応力（軸圧）と最小主応
力（側圧）の差をいう．

主応力差－軸ひ
ずみ曲線

しゅおうりょくさじ
くひずみきょくせん

principal stress
difference - axial
strain curve

三軸圧縮試験などのせん断試験を行った場合に描かれ
る曲線で，縦軸に主応力差を，横軸に軸ひずみをと
る．

主応力軸 しゅおうりょくじく axes of principal stress 力が作用しているある１点におけるせん断応力が，０
となる互いに直交する主応力面に垂直な座標軸のこ
と．

主応力線 しゅおうりょくせん principal stress
trajectory

物体内の各点に作用する主応力の方向を連ねて図示し
た仮想の線．

主応力比 しゅおうりょくひ principal stress ratio 最大の主応力を最小の主応力で除した値．

主応力方向 しゅおうりょくほう
こう

direction of principal
stress

物体内で主応力の作用する方向．

主応力面 しゅおうりょくめん principal stress plane 物体内のある点で，せん断応力がゼロとなる平面．主
応力面での垂直応力を主応力と呼ぶ．

主応力和 しゅおうりょくわ sum of principal
stresses

二次元平面内の応力の場合，二つの主応力（σ1とσ
２）を足し合わせたもの．この平面内のいかなる方向
でも直交する二方向の直応力の和（σx＋σy)は（σ1
＋σ2）に等しい．三次元の場合も同様．

主滑落崖 しゅかつらくがい main scarp 地すべり滑動によって生じた，地すべり斜面上部のせ
ん断破壊面が崖状に露出した部分．



樹冠通過雨量 じゅかんつうかう
りょう

through fall 森林地域に降る雨のうち，樹木に触れずに直接地面に
落下する雨滴の量

樹冠滴下雨量 じゅかんてきかう
りょう

drip 樹木の樹体本体に付着したり枝や葉のつけねなどに貯
留された雨滴が，降雨や風の影響で樹冠から滴下する
雨量．

樹冠反射率 じゅかんはんしゃり
つ

canopy reflectance 樹木の葉群や枝に覆われた部分の総体（樹冠）に関す
る反射率．同一の植物でも様々な原因で変動する．

樹冠保留量 じゅかんほりゅう
りょう

crown retention 樹冠上に落下した雨のうち葉の面・葉柄と枝の分岐
部・針葉間隙などに捕捉される量．樹冠捕捉雨・樹冠
貯留雨ともいう．

樹幹流下雨量 じゅかんりゅうかう
りょう

stemflow 森林に降った雨が樹体に貯留された後，継続する雨量
によって葉から枝へと伝わって林床へ到達する雨量．

熟成 じゅくせい maturation 石油根源岩中で最初に生成した未熟成の初生原油が地
層内で地質学的長時間のうちに漸移原油に変化する過
程．

主屈折率 しゅくっせつりつ principal　indices　of
refraction, principal
refractive indices

結晶の主誘電率の平方根．真空中の光速度と主光速度
との比．

縮分サンプリン
グ

しゅくぶんさんぷり
んぐ

fractional sampling 試験試料採取時に試料の母集団からのかたよりをなく
すため，例えばショベルで10回に１回分サンプリング
するなどして，徐々に母集団から分取する方法．

主ゲート しゅげーと main gate, main control
gate (for a barrage)

ダムなどに設置されるゲートで水量調整の主体となる
ゲート．

主桁 しゅけた main girder 橋梁上部構造の主体をなし，その全荷重を支持するけ
た．

主洪水吐き しゅこうずいばき main spillway 貯水池鞍部などに小容量の副洪水吐きを設けた場合の
本ダムの洪水吐き．

主構造 しゅこうぞう major structure 小規模な構造を規制する大規模な構造．

主索 しゅさく supporting rope, running
cable

索道の運搬物の荷重を支える主たるロープ．

主軸 しゅじく principal axis ①結晶の主要な回転軸のことで等軸晶系（立方晶系）
ではａ，ｂ，ｃ軸，正方・六方晶系ではＣ0軸がこれに
相当．
②主応力，主ひずみの方向．三次元では三方向あり互
いに直交する．
③断面の図心を通り断面二次モーメントが極大，極小
となる直交する二軸．

樹脂光沢 じゅしこうたく resinous luster コハクや硫黄結晶の表面や破断面などにみられる樹脂
のような光沢．

樹枝状 じゅしじょう dendritic 結晶の形成形態や地形・水系模様に対して用いられる
形容詞で，樹木の枝が伸びるような形を示す．



樹枝状河系 じゅしじょうかけい dendritic drainage
pattern

水系パターンの一種で，樹枝状をなすもの．

種子吹付け しゅしふきつけ seed spraying のり面に種子を吹付け，植物を繁茂させてのり面保護
を行う植生工．

受食性土壌 じゅしょくせいど
じょう

erodibility soil 浸食を受けやすい土壌．受食性は懸濁状になりやすさ
や，水分当量などで表される分散率・浸食率などの指
標により規定される．

受振器 じゅしんき detector 地震探査において測定対象となる箇所（地面・水面な
ど）の振動を電圧あるいは電流変動に変換する機器．

受振器の展開 じゅしんきのてんか
い

detector spread 地震探査において震動源に対する受振器の配列．探査
目的・探査区域の条件などにより，種々の形が採られ
る．

受振点 じゅしんてん receiving point 地震探査法において地盤振動測定の対象となる箇所
（地表面・地中・水面・水中・構造物表面など）．

受振点間隔 じゅしんてんかんか
く

spacing of receiving
points

地震探査での受振点間の距離で，一般に水平距離をい
う．測線長，探査深度，探査精度などを考慮して決定
する．

取水位 しゅすいい intake water level 取水口前面における貯水池あるいは調整池の水面の標
高．

取水ゲート しゅすいげーと head gate, intake gate 取水量調整のために取水口に設ける水門．

取水口 しゅすいこう intake 河川，湖沼，貯水池などの水を水路に取入れるための
施設．

取水工 しゅすいこう intake works 取水のための水路工作物一般．

取水口前庭部 しゅすいこうぜんて
いぶ

forbay of intake 取水設備周辺の部分であり，利水機能のみならず，景
観に対する要素としても重要な部分である．

取水堰 しゅすいぜき diversion weir 取水に必要な堰上げのために設けられる堰．

取水設備 しゅすいせつび intakes 用水補給のため，貯水をとりこむための設備．

取水庭 しゅすいてい forebay ヘッドタンクの終端，水圧鉄管呑み口直前の部分，ま
たは取水口前の水域．

主すべり面 しゅすべりめん main slip surface 地すべり滑動によって生じた，地盤と地すべり堆との
間に生じた明瞭なせん断面．



主成分元素 しゅせいぶんげんそ major elements 地殻を構成する主成分元素で，O・Si・Al・Fe・Ca・
Na・K・Mgの８元素．

主成分鉱物 しゅせいぶんこうぶ
つ

essential mineral 一つの岩石を構成する鉱物中，多量に含まれる鉱物．

主成分分析 しゅせいぶんぶんせ
き

principal component
analysis

多次元空間に分布するデータの特徴軸（分布特性）を
求める手法．データ次元数の圧縮や特徴抽出に役立
つ．

主節理 しゅせつり master joint 他に比べて顕著に発達している方向の節理．

樹炭 じゅたん lignite, lignitoid 天然乾留が進んでいないため，肉眼で樹木組織が見ら
れる褐炭の一種．通常の褐炭より揮発分・発熱量が多
い．

主張力軸（Ｔ
軸）

しゅちょうりょくじ
く

principal axis of
tension, T axis

直交する主圧力と主張力を組合せた一組の力で地震の
発震機構を説明する場合の主張力の作用軸．

出砂障害 しゅっさしょうがい sand trouble 油・ガス層の胚胎層を構成する砂岩の砂粒子が，坑井
内に流入することによって発生する種々の障害．

主鉄筋 しゅてっきん main reinforcement 鉄筋コンクリート部材の鉄筋のうち，設計上引張力に
よって配置が決められた鉄筋．

受動型リモート
センシング

じゅどうがたりもー
とせんしんぐ

passive remote sensing 観測対象物が自然発生的に反射や放射している電磁波
エネルギーを用いたリモートセンシング．

主働状態 しゅどうじょうたい active state 擁壁が前方へ傾いた時のように，背面土が水平方向に
変形して緩んだ時の応力状態．

受動状態 じゅどうじょうたい passive state 土圧を受けて変形した土が一定の応力状態に達した状
態をさす．

主動せん断 しゅどうせんだん active shear せん断応力と同じ方向にせん断されること．

受動せん断 じゅどうせんだん passive shear あるせん断応力を受けているせん断面に対して，応力
と逆方向にせん断されること．

受動的地震探査
法

じゅどうてきじしん
たんさほう

passive seismic method 地盤微動や微小地震のような自然発生的地動を観測
し，これを情報源として地下の状態を調べる探査法の
総称．

主働土圧 しゅどうどあつ active earth pressure 擁壁に作用する土圧の様式．壁体が前方へ動くと，水
平土圧は減少して一定値に落ちつく．この状態の土圧
をいう．

受動土圧 じゅどうどあつ passive earth pressure 擁壁など構造物に押されて一定の受動状態に達した時
に擁壁に働く土圧．



主働土圧係数 しゅどうどあつけい
すう

coefficient of active
earth pressure

主働土圧と土被り圧の比．

受働土圧係数 じゅどうどあつけい
すう

coefficient of passive
earth pressure

受働土圧と土かぶり圧（いずれも有効圧力）との比を
いう．Ｋｐともいう．

首都圏直下型地
震

しゅとけんちょっか
がたじしん

direct hit earthquakes
(near-field earthquake)
in the Tokyo
metropolitan area

首都圏に大被害を与える比較的浅い地震．

シュナイダーの
火山分類

しゅないだーのかざ
んぶんるい

Schneider's
classification of
volcanic structures

シュナイダー(1911)の提唱した火山の形態に基づいた
火山の分類法．

主ひずみ しゅひずみ principal strain 外力を受けて変形している物体の主応力面に垂直な主
応力軸方向のひずみ．

シュミット投影
法

しゅみっととうえい
ほう

Schmidt's projection 球面上の等しい面積が投影面上に等しく表現される投
影法．

シュミットネッ
ト

しゅみっとねっと Schmidt's net ステレオ投影において用いるステレオネットのうち，
等面積投影に用いるネット．

シュミットハン
マー

しゅみっとはんまー Schmidt hammer コンクリートや岩石の反発硬度を原位置で簡易に求め
る試験器．圧縮強さの目安となる．

シュミットハン
マー反発度

しゅみっとはんまー
はんぱつど

Schmidt hammer rebound
value

シュミットハンマーにより得られる硬さの尺度．

シュミットロッ
クハンマー

しゅみっとろっくは
んまー

rock Schmidt hammer 岩盤に押し付けたハンマー部をスプリングの力で反発
させ，跳ね上がる量を測定する器械．測定値は岩盤の
硬さの指標として用いられる．

樹木年代学 じゅもくねんだいが
く

dendrochronology 樹木年輪を用いた年代測定による編年．樹木の成長に
よっては最大10%程度の誤差を伴う．

樹木年輪年代測
定

じゅもくねんりんね
んだいそくてい

tree ring dating,
dendrochronology

樹木年輪による年代測定法．多数の年代既知樹木の年
輪幅から得た標準変化曲線と照合して樹木の年代を推
定する．

主要動 しゅようどう principal shock 地震に際し大きく振動する部分の地震動．横波あるい
は表面波がその主要動となることが多い．

シュライバーの
方法

しゅらいばーのほう
ほう

Schreiber's method 観測方向の二つの組合せをすべて独立に観測する角観
測法．

ジュラ紀 じゅらき Jurassic(period) 中生代の二番目の時代．フランス・スイス国境のジュ
ラ山脈に由来．気候は温暖．恐竜の繁栄・鳥類の出現
など．

ジュラ系 じゅらけい Jurassic(system) ジュラ紀に形成された地層・岩体．白亜系の下位で，
三じょう系（三畳系）の上位．北海道・北上山地・西
南日本などに広く分布．



シュランベル
ジャー法

しゅらんべるじゃー
ほう

Schlumberger's method 比抵抗法垂直探査において対称型４極配置を用いる探
査手法で，ウェンナー法と共に最も多く使用されてい
る．

シュリーレン しゅりーれん schlieren 火成岩の中で主に有色鉱物がレンズ状ないし縞状に集
中している部分．

シュリンケージ
法

しゅりんけーじほう shrinkage stoping 採掘した鉱石を足場にしながら上方に掘り上がる採掘
法で，脈幅2m以下の鉱脈で両盤が堅固な時に有効．

シュレッター炭
酸定量器

しゅれったーたんさ
んていりょうき

Schrotter's carbonate
determination apparatus

塩酸により発生する炭酸塩中の二酸化炭素の量を測定
する比較的薄手のガラスで作られた装置．

準安定 じゅんあんてい metastable ある相にとって，安定状態ではないがそれから変化す
るために高い活性化エネルギーを必要とするような状
態．

順打ち工法 じゅんうちこうほう normal construction
method

地下構造物を構築する際，所要深度まで完全に掘り下
げてから，躯体の構築を開始する工法の総称．

準化石 じゅんかせき subfossil 完新統の化石．石となっている化石と区別するため用
いたが現在は使用しない．半化石ともいう．

準褐色森林土 じゅんかっしょくし
んりんど

parabraunerde 大陸湿潤温帯の落葉広葉樹林下に，レシベ土と褐色森
林土の間に分布する土壌．水酸化鉄で黄褐～赤褐色を
呈す．

循環水 じゅんかんすい vadose water 降雨が地下に浸透し，未固結層中の粒子間の空隙や岩
盤中の開口した不連続面を通り移動する水．

循環泥水 じゅんかんでいすい circulating mud 掘り屑の排出・刃先の冷却・孔壁保護を目的として，
ロッド→刃先→孔内→外部タンクとポンプ循環させる
泥水．

準拠楕円体 じゅんきょだえんた
い

reference ellipsoid 標準楕円体と同義．基準楕円体ともいう．

瞬結 しゅんけつ flash set 石膏無添加のポルトランドセメントなどにみられる，
水と混合した時，短時間で凝結してしまう現象．

準原地性花崗岩 じゅんげんちせいか
こうがん

para-autochthonous
granite

花崗岩化作用の進行により原地性花崗岩が一部流動化
して形成した花崗岩．周辺の岩石に漸移したり，貫入
したりする．

竣工図 しゅんこうず record drawings 構造物の出来上がり状態を記載した図面．

準鉱物 じゅんこうぶつ mineraloid シリカゲルやアロフェンのように非晶質な物質であっ
ても鉱物（結晶質物質）と同様な性質をもつ物質．

瞬時載荷 しゅんじさいか instant loading きわめて短い時間内に載荷すること．



瞬時弾性ひずみ しゅんじだんせいひ
ずみ

instantaneous elastic
strain

載荷と同時に起こる物体中の弾性ひずみのこと．

順次点火 じゅんじてんか rotation firing 段発発破の際の点火方式

準整合 じゅんせいごう paraconformity,
quasiconformity

上下の地層の層理および境界面が平行で，産出化石や
広域の地層分布から平行不整合と判断されるもの．

準静的貫入試験 じゅんせいてきかん
にゅうしけん

quasi-static penetration
test

円錐貫入試験の一種で，地盤の相対的な強さを貫入抵
抗により求める．

浚渫 しゅんせつ dredging 航路の確保や土砂採取のために水底の土砂を掘削，搬
出する作業．

浚渫船 しゅんせつせん dredger 水底の地盤や岩盤を掘削し，掘削した土を運搬・揚土
するための作業船．水深や土質の種類，硬さ，土砂の
運搬方法などによって，ポンプ，グラブ，ドラグサク
ションなどの方式がある．

浚渫粘土 しゅんせつねんど dredged clay 水底にある粘性土地盤や岩盤を浚渫（掘削）すること
により発生した粘土．

準台地 じゅんだいち paraplatform 安定地塊としての卓状地に対し，断層活動や火成活動
が活発で不安定な卓状地．

準卓状地 じゅんたくじょうち paraplatform 準台地と同義語．

準地向斜 じゅんちこうしゃ parageosyncline 地向斜論において大陸内の沈降域に厚い地層を堆積さ
せるが，激しい火山活動や褶曲を伴わず，造山帯に転
化しない地向斜．

準長石 じゅんちょうせき feldspathoid 無色鉱物の分類の一つで．白榴石や霞石などが含まれ
る．

準同時構造 じゅんどうじこうぞ
う

penecontemporaneous
structure

地層が堆積し，続成作用が始まった頃に形成される萌
芽的小構造．スランプ褶曲・脱水構造・面なし断層な
ど．

瞬発電気雷管 しゅんぱつでんきら
いかん

instantaneous cap,
instantaneous electric
blasting cap

工業雷管に電気点火装置，そく栓，脚線を取り付けた
もの．通電と同時に爆発する．

準平原 じゅんへいげん peneplain 浸食輪廻の最終的な地形．浸食基準面近くのほぼ平坦
な小起伏面状の浸食面．

準平原遺物 じゅんへいげんいぶ
つ

peneplain remnant 準平原が隆起し再浸食が始まった後も，稜線の平坦面
などに残存している準平原の一部．

準平原化作用 じゅんへいげんかさ
よう

peneplanation 浸食作用により，広大な地域を一様に低平化し，ほぼ
平坦な浸食面をつくる作用．



準片岩 じゅんへんがん semischist 広域変成作用を受けた岩石の一種で，結晶片岩ほど再
結晶が進まず，また片理の発達していない変成岩．

準片麻岩 じゅんへんまがん paragneiss 花崗岩起源の片麻岩を正片麻岩と呼称する場合に，堆
積岩起源の片麻岩をこのように呼ぶ．

順巻き じゅんまき placing concrete from
bottom to top

コンクリートを打設する際に，最下部まで掘削し，そ
の後下から順次コンクリートを打設して上部に上がっ
てくること．

順巻工法 じゅんまきこうほう placing concrete from
bottom to top

一般のコンクリート構造物において，コンクリートを
下部から上部に向って打設して行く工法．

準用河川 じゅんようかせん rivers for provisions of
river law mutatis
(mutandis)

一級・二級河川と同じく，河川管理の対象となり，市
町村長が管理者である河川．

純揚水式発電所 じゅんようすいしき
はつでんしょ

pure pumped-storage
power station

揚水式発電所のうち，上池の自流を発電に使用しない
もの.

ショア硬度 しょあこうど Shore hardness 先端にダイヤモンドの球を付けた錘を落下させ，試験
片の表面で跳ね上がった高さの読みで表す反発硬度．

ショア硬度計 しょあこうどけい Shore scleroscope ショア硬度を測定する簡易試験器．

ジョイデス・レ
ゾリューション

じょいですれぞ
りゅーしょん

Joides Resolution 米国ＮＳＦ（国立科学財団）と参加各国の出資で運用
されるＯＤＰ（国際深部掘削計画）の掘削研究船．

ジョイント じょいんと joint 岩石の中のほぼ平面的な割れ目で，その両側の部分が
割れ目に沿ってずれ動いてないもの．また，コンク
リートなどの継ぎ目や数値計算モデルの線要素なども
ジョイントと呼ばれる．

ジョイントグラ
ウチング

じょいんとぐらうち
んぐ

joint grouting 収縮継目にセメントミルクを注入すること．

ジョイントメー
タ

じょいんとめーた joint meter 物と物との継ぎ目の相対的変位を測定する装置．変位
変換器としてはひずみゲージ式が代表的．継目計と同
義．

ジョイント要素 じょいんとようそ joint element, bond
element

物体が接触し力を及ぼし合う問題を有限要素法で解析
する場合に，接触面に挿入される特殊な要素．構造物
と地盤との境界や岩盤中の断層のモデル化などに用い
られる．

礁 しょう reef 海面付近あるいは海面下の浅いところにある海底の突
起部で，岩石・さんご（珊瑚）あるいは砂などからな
る．水深20m以深の場合に使用される．

硝安爆薬 しょうあんばくやく ammonium nitrate mixture 硝酸アンモニウム（NH4NO3）を主成分とする粉状または

コロイド質の爆薬．

常温式混合再生
処理

じょうおんしきこん
ごうさいせいしょり

cold mix recycling 再利用のアスファルト舗装材料，骨材あるいはその両
方を循環材と混合し，常温混合用の基本混合物を再生
するプロセス．



硝化 しょうか nitrification 硝化細菌により水中のアンモニア性窒素が酸化されて
硝酸性窒素に変化する作用．

昇華 しょうか sublimation 固相が液相を経ないで直接気相に変化する現象．ま
た，その逆の現象．噴気孔での硫黄などが好例．

障害物砂丘 しょうがいぶつさ
きゅう

dunes related to
obstacles

障害物による風の乱れによってつくられた砂丘で，下
降砂丘・上昇砂丘などがある．

硝化細菌 しょうかさいきん nitrifying bacteria,
nitrifier

炭酸ガスを唯一の炭素源として細胞合成を行う自栄養
性細菌で，アンモニア性窒素を硝化する．

城ケ根山断層 じょうがねさんだん
そう

Joganesan fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北東方向．岐阜
県恵那郡川上村付近の木曽川を横切って延びる．延長
14km．

昇華物 しょうかぶつ sublimate 火山内部より放出されるガス体と母岩の作用により，
母岩の割れ目などに生じた昇華鉱物．硫黄・硫化物な
ど．

沼気 しょうき marsh gas よどんだ水中で植物などの有機物質の分解によって生
じるメタン．

小気候 しょうきこう local climate 10km2程度以下の地域的な気候で，局所的な地形や土地
利用状況などの地表の影響を直接受けて変化する．

蒸気井 じょうきせい steam well 一般に熱水と蒸気を同時に産出するが，坑口圧力に関
係して蒸気のみが産出される地熱井．

将棋倒し構造 しょうぎだおしこう
ぞう

sedimentary imbricate
structure

堆積盆地の発達する過程で，堆積の中心が移動しつ
つ，すでに堆積していた地層が隆起して生じる，あた
かも将棋倒しのような構造．

蒸気卓越型地熱
資源

じょうきたくえつが
たちねつしげん

vapor dominated
geothermal resource

地熱流体が主に水蒸気で熱水はほとんどないか少量で
あるタイプの地熱資源．岩手県松川地熱地域などが相
当．

蒸気貯留槽 じょうきちょりゅう
そう

vapor-dominated
reservoir

地熱流体を生産する前の自然状態のとき，広い範囲に
蒸気ゾーンが存在する地熱貯留層の１タイプ．

小起伏浸食面 しょうきふくしん
しょくめん

low-relief erosion
surface

地盤の浸食により形成された起伏の小さな波状の地形
面．地形の形成には長い時間を要する．

小起伏面 しょうきふくめん low-relief surface 起伏の小さい地表面で，浸食輪廻の老年期に形成され
ると考えられており，この段階の地形を準平原とい
う．

小規模山地災害
対策事業

しょうきぼさんちさ
いがいたいさくじ
ぎょう

restoration work for
small-scale landslide

豪雨などにより人家に近接する山地で発生した崩壊に
対し，国の補助で市町村が実施する災害防止事業．

小規模水力発電 しょうきぼすいりょ
くはつでん

small scale hydropower 水路式などで水を導水して発電機を回し，電気エネル
ギーを得る発電方式の小規模（1,000～10,000kw）なも
の．



小規模生活ダム しょうきぼせいかつ
だむ

small scaled dam for
domestic water

山間部，半島部，島嶼（しょ）部など局所的な地域の
小河川の治水・利水対策を目的としたダム．

焼却残さ しょうきゃくざんさ incineration residue 焼却処理工程から発生する不燃物・灰などの燃え残り
物の総称．

蒸気養生 じょうきようじょう steam curing コンクリートの早期強度発現のため，高温蒸気で養生
すること．

晶系 しょうけい crystal system 結晶の単位格子または形態の対称性に基づく結晶の分
類．７分類される．結晶系ともいう．

衝撃 しょうげき impact 砕せつ物が運搬される過程で，砕せつ物同士や砕せつ
物と岩盤が衝突する現象．

衝撃応答 しょうげきおうとう impulse response 単位パルスを伝送系等に加えたときの出力．地震探査
の数値的処理に用いられる．

衝撃角礫岩 しょうげきかくれき
がん

impact breccia 隕石の衝突により地表の岩石が角礫状に破砕された後
に，集積固結した岩石．

衝撃荷重 しょうげきかじゅう impact　load 大きな強さの動荷重（活荷重）が，ごく短時間に作用
すること．

衝撃加速度試験
機

しょうげきかそくど
しけんき

impact　crushing　value
test

加速度計を内蔵したランマーを落下させ，衝撃加速度
から地盤強さを推定する試験機．

衝撃型減勢池 しょうげきがたげん
せいち

impact basin ダムを越流した水流を減勢するためにエプロン部にイ
ンパクトブロックを設け，高速流水のエネルギーを減
殺し，河床を浸食から守るために作られる池．

衝撃関数 しょうげきかんすう impact function 道路橋上部の設計で，静荷重の応力に対して，活荷重
による衝撃から発生する応力の比．衝撃係数ともい
う．

衝撃貫入試験 しょうげきかんにゅ
うしけん

impact penetration test 主に岩石試料の衝撃荷重に対する貫入抵抗と貫入量を
求める試験．

衝撃強度 しょうげききょうど impact strength 重機械，列車などによる活荷重の衝撃的効果に耐えら
れるコンクリートや鋼材などの材料強度．

衝撃係数 しょうげきけいすう impact factor, impact
coefficient

活荷重による衝撃を静荷重に置換えるために用いる係
数．

衝撃砕波力 しょうげきさいは
りょく

impact breaking wave
force

砕波によって構造物に発生する瞬間的な衝撃波圧の合
力をいう．

衝撃式さく井 しょうげきしきさく
せい

percussion drilling 衝撃式ボーリングと同義．



衝撃式締固め機
械

しょうげきしきしめ
かためきかい

impact type compactor ガソリンエンジンによる衝撃力で地盤の表層を締固め
る小型機械でランマーとタンパーがある．

衝撃式破砕機 しょうげきしきはさ
いき

impact crusher, crusher 骨材製造のための岩石破砕機の一種で衝撃エネルギー
を与えて破砕する形式のもの

衝撃式ビット しょうげきしきびっ
と

percussion bit チーゼル状の刃先の付いた岩盤穿孔用工具．これに衝
撃を与え，チッピング作用で岩盤を穿孔．

衝撃式ボーリン
グ

しょうげきしきぼー
りんぐ

percussion drilling 重力による自由落下力や圧縮空気・油圧力でビットを
地盤に繰り返し打撃を与えて掘削するボーリング方
法．パーカッションボーリングともいう．

衝撃式ボーリン
グ機械

しょうげきしきぼー
りんぐきかい

percussion boring
machine

掘削用の刃先を上下に動かして落下時の衝撃により岩
石を破砕し，掘削する掘削機械の総称．

衝撃試験 しょうげきしけん impact test 材料の靱性，脆性の程度を把握する目的で衝撃荷重を
作用させて行う材料試験の一種．

衝撃試錐 しょうげきしすい percussion drilling 衝撃式ボーリングと同義．

衝撃波 しょうげきは shock wave 普通の弾性領域をこえた過度の圧縮ひずみを持つ波．
伝播速度は一般の縦波速度より大きい．

衝撃波圧 しょうげきはあつ impact wave pressure 波の衝突により瞬間的に発生する極めて高い波圧のこ
と．

衝撃粉砕値試験 しょうげきふんさい
ちしけん

impact crushing value
test

チョークの分類に用いられる粉砕値を決定するための
試験．

衝撃変成作用 しょうげきへんせい
さよう

shock metamorphism 小天体が高速で地殻に衝突したときに，衝撃波と高温
により岩石や鉱物に生ずる変成作用．

焼結 しょうけつ sintering 粉体を融点以上に加熱した場合，焼き締って固った状
態になること．新しいガラス相や結晶相ができ硬くな
る．

上下動地震計 じょうげどうじしん
けい

vertical component
seismometer

地震動のうち上下動を記録するため，上下方向に振れ
る振り子を用いた地震計．

象限型 しょうげんがた quadrant type 地震波の初動方向は震源に直交する二つの面によって
押し波，引き波の領域に分かれる．これを象限型と呼
ぶ．

礁湖 しょうこ reef lagoon 裾礁・堡礁・環礁によって取り囲まれた水域で，小規
模なものは礁池という．

消光 しょうこう extinction 光学的異方体の結晶薄片の振動方向と二つのニコルの
振動方向の相対位置によって暗黒となる現象．



条溝 じょうこう grooves 氷食によって岩石表面に生じた溝状の窪み．氷河擦痕
よりも深さや長さが大きい．氷食溝ともいう．

消光位 しょうこうい extinction position 直交ニコルの場合に，消光するときの薄片の位置．

昇降運動 しょうこううんどう oscillation 地殻運動のうち上下方向の運動．過去の昇降運動は浸
食・堆積・堆積物の層厚・層相・広がりなどに現れ
る．

消光角 しょうこうかく extinction angle 鉱物の自形結晶面や双晶面の方向と，光の振動方向，
すなわち直交ニコル下での消光方向との角度．

勝光山鉱床 しょうこうざんこう
しょう

Shokozan deposit 広島県庄原市のロウ石鉱床．中生界高田流紋岩類中の
熱水性交代鉱床．

小構造 しょうこうぞう small scale structure 露頭～標本サイズの小さな地質構造で，地質図に現す
ような構造の推定根拠となる．岩石の節理・小断層・
片岩状の鉱物配列など．

条痕 じょうこん streak 鉱物を素焼きの陶磁器表面に擦り付けたときに認めら
れる条線色．鉱物を粉末状にした状態での色を呈す
る．

条痕板 じょうこんばん streak plate 鉱物の条痕（条線）を取り，その色から鉱物の種類を
判定する為の素焼の陶磁器の板．硬度約６．通常硬度
６以下の鉱物に使用．

上載圧 じょうさいあつ working pressure 鉛直下向きの載荷圧力のこと．土中では有効応力，全
応力などの圧力がある．

上載荷重 じょうさいかじゅう working load 載荷荷重のこと．

蒸散係数 じょうさんけいすう coefficient of
transpiration

植物が根から吸収した水分が葉から蒸発する事を蒸散
といい，乾物1gを生産するのに必要な蒸発散水量をい
う．

硝酸性窒素汚染 しょうさんせいちっ
そおせん

nitrate nitrogen
pollution

地下水や表流水中の硝酸性窒素の濃度が上昇して引き
起こされる汚染．窒素肥料の施肥や畜産排水・生活排
水の土壌浸透処理などが原因．

硝酸態窒素 しょうさんたいちっ
そ

nitrate nitrogen 硝酸イオンとして存在する窒素を指す．近年，農地で
肥料起源の硝酸態窒素による地下水汚染が顕在化して
いる．

消磁 しょうじ demagnetization 古地磁気学においては，初生磁化に対して二次的な磁
化成分を消去すること．その方法には熱消磁と交流消
磁などがある．

松脂岩 しょうしがん pitchstone 流紋岩質のガラス質火山岩で，松脂光沢を有する．水
（H2O）の含有量が４%以上で著しく多く，黒曜石と区別

される．

常時使用水量 じょうじしようすい
りょう

employment amount of
water

発電所が１年を通じて常時使用できる水量．渇水流量
から他の利水分を控除した水量．



常時すべり じょうじすべり sliding in ordinaly
condition

地震力を作用させない状態で発生するすべり．原子力
発電所基礎地盤の力学的安定性検討に重要．

常磁性 じょうじせい paramagnetism 磁場を加えたときにそれらと同じ方向に磁化される性
質．強磁性と異なり，自発磁化や残留磁化はしない．

常磁性体 じょうじせいたい paramagnetic substance 常磁性を示す物質．不対電子を持つ遷移元素もしくは
希土類元素を含むものに多い．

消失係数 しょうしつけいすう coefficient of loss 地下への浸透および蒸発散によって失なわれる量と降
水量との比．

壌質砂土 じょうしつさど loamy sand 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土＋微
砂の含量が15%以下の土壌．

晶質石灰岩 しょうしつせっかい
がん

crystalline limestone 変成を受けた石灰岩．鉱物組成は変成条件，変成前の
石灰岩の組成などによって変化する．

消失高 しょうしつだか height of loss 地下への浸透と蒸発散によって失なわれる水量．降水
量と流出量の差に相当．

消失点 しょうしつてん vanishing point 空間の平行線を中心投影で平面に投影したときの，放
射状直線群からその平面上で1点に交会する点．消点と
もいう．

常時土圧 じょうじどあつ earth pressure in
ordinary condition

地震時土圧に対する平常時の土圧．

常時微動 じょうじびどう microtremors 常時認められる地面の微動のことで，都会では大き
く，また，夜は小さくなる．

常時微動観測 じょうじびどうかん
そく

measurement of
microtremors

常時微動を観測し，その卓越周期や周波数スペクトル
から地下構造や地盤増幅特性の把握などに利用する．

常時満水位 じょうじまんすいい retention water level,
normal top water level

ダムの非洪水期における貯水の最高水位．

小褶曲 しょうしゅうきょく small scale folds 一度に観察できる程度の地域的な褶曲で，広域的な褶
曲構造とは一致しない場合がある．

晶出（作用） しょうしゅつ（さよ
う）

crystallization 結晶作用と同義．

晶出経路 しょうしゅつけいろ course of
crystallization

マグマが結晶作用を開始してから完了するまでの，各
種の結晶が晶出する過程．

晶出順序 しょうしゅつじゅん
じょ

sequence of
crystallization

２種以上の鉱物が結晶作用により晶出する順序．



晶出分化作用 しょうしゅつぶんか
さよう

crystallization
differentiation

結晶分化作用と同義．マグマが結晶を形成する過程に
よって，異なる組成のマグマに分化していく作用．

仕様書 しようしょ specifications 工事や業務の内容，材料，構造，実施方法，施工法な
どを規定した書類．

鐘状火山 しょうじょうかざん tholoide 大きな粘性のある溶岩からなる急斜面を形成する丘状
火山で，溶岩円頂丘・トロイデとも呼ばれる．

衝上岩体 しょうじょうがんた
い

thrust sheets 衝上断層運動の結果，本来の場所から移動し，その基
盤でない岩体を覆う地塊である．衝上地塊ともいう．

上昇砂丘 じょうしょうさきゅ
う

climbing dune 障害物砂丘のうち，風下方向の丘状の地形をはい上
がっていくもの．

礁上堆積物 しょうじょうたいせ
きぶつ

reef sediment 海底の堆や礁などの上の堆積物．礁性沈殿物ともい
い，生物起源の石灰質堆積物を主体とすることが多
い．

衝上断層 しょうじょうだんそ
う

thrust 傾斜が45゜以下の断層面をなす逆断層．傾斜がきわめ
て緩い断層は，押しかぶせ断層または低角衝上断層と
いう．

衝上地塊 しょうじょうちかい thrust sheets 衝上断層によって移動した上盤側の岩体．厚さに対し
て著しく分布面積が広い．

上昇熱水説 じょうしょうねっす
いせつ

ascension theory 鉱床は，鉱床を形成する物質を運ぶ鉱液が地下深部か
ら上昇して生成されたという説．他に下降説や分泌説
がある．

常時流量 じょうじりゅうりょ
う

firm discharge,
guaranteed flow,
dependable discharge

１年間のうち355日はこの流量を下回らない河川流量．

小地塁 しょうじるい minor horst, fault slice
ridge

断層変位による凸地形を表す用語の一つで，幅や高さ
が数十m以下の小規模な地塁のこと．

上水道トンネル じょうすいどうとん
ねる

water supply tunnel 上水道のためのトンネルの総称．水源から浄水場まで
の導水路トンネル，浄水場から消費地までの配水トン
ネルがある．

小水力発電 しょうすいりょくは
つでん

small-scale hydropower 発電出力がおおむね数千kw程度以下の小規模な水力発
電設備．

承水路 しょうすいろ catch drain,
intercepting drain

山麓などにほぼ等高線に沿って設置される開水路で，
上流から流れてくる水を排水し，下流側に害を及ぼさ
ないようにするもの．

焼成骨材 しょうせいこつざい burnt aggregate 頁岩，粘土，フライアッシュなどの混合物を粒状に成
形し，1,000～1,200℃で焼成した人工軽量骨材.

礁性石灰岩 しょうせいせっかい
がん

reef limestone 礁上堆積物起源の堆積岩のうちで石灰岩主体の岩石．



礁性沈澱物 しょうせいちんでん
ぶつ

reef sediment 礁上堆積物と同義．

焼成フライアッ
シュ

しょうせいふらい
あっしゅ

burnt fly ash フライアッシュと少量の頁岩，粘土などを乾燥，焼成
した人工軽量骨材．

晶析脱リン法 しょうせきだつりん
ほう

phosphorus removal by
crystallization method

排水からリン酸カルシウムとして結晶を析出させる，
排水処理におけるリン除去法で，汚泥を発生させない
利点がある．

消雪工 しょうせつこう snow melting system 地下水，河川水などを散水することによって雪を消す
設備．

条線 じょうせん striation 結晶面上の晶帯に平行な縞状模様．または，岩石や地
層・断層面などの表面につけられた線状の擦り傷．

条線構造 じょうせんこうぞう streaky structure 岩石を構成する鉱物が薄い層状や細脈状に並んで，条
線状の線模様に見える構造．流紋岩などに溶岩の流動
により発達する．

条線土 じょうせんど stripes 周氷河地域の傾斜地で認められる構造土．斜面の傾斜
方向に伸長した粗粒物質と細粒物質とが縞状を呈す
る．

晶相 しょうそう crystal habit 同一鉱物において，構成する結晶面の組合せが異なる
ことによって現れる結晶の外形．

晶族 しょうぞく crystal class 結晶形態における対称の要素の組合せ．32通りに限ら
れる．

晶帯 しょうたい zone 二つの結晶面の交線をいう．柱面ではそれらの交線は
互いに平行なので，それらの面は同一の晶帯に属すと
いう．

晶帯記号 しょうたいきごう zone symbol 二つの結晶面(hkl)と(h'k'l')との晶帯の方程式は，こ
れら２面の連立方程式によって求められる．(UVW)が晶
帯の記号．

状態式 じょうたいしき equation of state 熱平衡にある物質の状態量（温度，圧力，体積，エン
トロピー，エンタルピーなど）の関係を与える方程
式．

晶帯軸 しょうたいじく zone axis 晶帯の方向を意味し，球面投影において晶帯を表す大
円の中心を通る軸．

晶帯指数 しょうたいしすう zone index 結晶面(hkl)で表現される面指数．

晶帯の法則 しょうたいのほうそ
く

zone law （hkl)と(h'k'l')の交線である晶帯(UVW)に，(h”k”
l”)も属するときUh+Vk+Wl=0なる式が成立する．これ
を晶帯の法則という．

沼沢 しょうたく swamp 排水不良の地層が地表面付近にあるために，常に冠水
している土地で，湿地ともいう．



沼沢地 しょうたくち marsh 低湿地など地下水位が高い地帯で，泥炭土や黒泥土な
どが形成される．

沼沢土壌 しょうたくどじょう bog soil, swamp soil ①地下水位の高い条件下でできた土壌の総称．
②主に泥炭・黒泥からなる間帯性土壌．

沼沢ポドソル しょうたくぽどそる slough podsol 主にカナダに分布するグライ性土壌の一種で，生産力
は非常に低い．

小断層 しょうだんそう minor fault 露頭オーダーで変位（ズレ）の確認できる断層．

礁池 しょうち reef pool さんご（珊瑚）礁の縁辺部分に囲まれた，浅く小規模
な水域のことをさす．裾礁に分布することが多い．

小地形 しょうちけい micro-morphology, small
topography

風化・浸食・削剥などによって形成される小規模な起
伏で浸食輪廻で形成される大地形と区別される．

小地溝 しょうちこう fault trench 断層変位による谷地形（凹地形）を表す用語の一つ
で，二つのほぼ平行する断層によって両側が限られた
溝状の凹地のうち，その幅が数十m以下の小さいもの．

蒸着 じょうちゃく vacuum evaporation 物質を真空中で加熱気化させ，その蒸気を試料の表面
に薄膜状に凝着させること．金属・非金属，化合物で
実施．

焦点 しょうてん focal point 平行入射した光線が光学系で屈折または反射して光軸
の一点で交わる点．逆にその点からでた光線は光学系
を通過して光軸と平行になる．

焦点距離 しょうてんきょり focal length 回転対称な結像系の像側主点と像側焦点との距離．一
般に記号ｆで示す．

焦電性ポリマー しょうでんせいぽり
まー

pyroelectric polymer 温度の変化で電荷を発生し，逆の現象も生じる重合
体．火災検知器・侵入者検知器に利用されている．

照度 しょうど illumination 照らされた面の単位面積が単位時間に受ける光束．単
位は，ルクス．

壌土 じょうど loam 土壌の土性区分において，粘土含有量が中程度のもの
をさす．各国や国際学会によって粒度組成範囲が異な
る．

晶洞 しょうどう druse 「がま」ともいわれる，岩石や鉱脈中の空洞である．
空洞には，鉱石鉱物の自形結晶が配列することが多
い．

衝動水車 しょうどうすいしゃ impulse water turbine 水圧によってノズルから噴出する水流を，羽根車の周
囲に取付けられたバケットに当てて回転させる方式の
水車．ペルトン水車が該当．

小豆島災害 しょうどしまさいが
い

disaster in Shodoshima
island

1974年7月と1976年9月の2回，小豆島で台風による豪雨
が原因で発生した土石流災害．



小豆島みかげ
（小豆島石）

しょうどしまみかげ
（しょうどしまい
し）

Shodoshima mikage 香川県小豆郡土床町・北浦・大部産石材．中生界黒雲
母花崗岩，角閃石黒雲母花崗岩．敷石用材．

衝突（プレート
の）

しょうとつ collision プレートの収束境界の一つ．プレートが相手のプレー
ト下に沈み込まずに内部変形を与える現象．

衝突荷重 しょうとつかじゅう impacting vehicle force,
collision load

移動する物体が構造物に衝突した時に作用する荷重．
道路橋の設計では自動車の衝突によって生じる荷重が
規定されている．

衝突型変動帯 しょうとつがたへん
どうたい

mobile belt of collision
type

プレートの衝突を伴う変動帯．大陸間山系で起こる．
ヒマラヤでは衝突により褶曲山脈や断層が生じた．

衝突クレーター しょうとつくれー
たー

impact crater 小天体（隕石・小惑星・彗星）が高速（数km/s）で衝
突することによってできた凹地．

衝突テクトニク
ス

しょうとつてくとに
くす

collision tectonics 大陸プレートどうしの衝突によってヒマラヤ地域に見
られるような大規模な衝上断層や大山脈が形成される
構造運動．

庄内地震 しょうないじしん the 1894 Shonai
earthquake

1894年10月22日に庄内平野で発生したM7.0の地震．家
屋倒壊6,255戸，死者726人とされる被害地震．

鍾乳石 しょうにゅうせき stalactite 地下水に溶けた石灰岩成分が，鍾乳洞の天井に晶出し
てできる．石灰岩質のつらら．床から上方に向かって
生長したものを石筍という．

鍾乳洞 しょうにゅうどう limestone cavern 地下水によって炭酸塩岩からなる岩石の割れ目や層理
面などが溶食を受けて拡大した洞窟．

消波ケーソン しょうはけーそん wave absorbing caisson 前部に透過壁と遊水室を設けて消波効果を発揮するよ
う設計されたケーソンで，反射波軽減などを目的に採
用される．

消波工 しょうはこう wave dissipating works 波のエネルギーを減少させ，打ち上げ高さや越波量を
低減させることを目的とした構造物や工法をいう．

消波構造物 しょうはこうぞうぶ
つ

wave dissipative
structure

間隙，粗度，特殊機構などによる消波機能をもった海
岸・港湾構造物．傾斜堤，直立透水層堤などがある．

消波護岸 しょうはごがん wave absorbing revetment 港内の水域の静穏度を良くするために，反射波の発生
を防ぐ構造を持った護岸．

蒸発岩 じょうはつがん evaporite 蒸発残留岩と同義．

蒸発岩鉱床 じょうはつがんこう
しょう

evaporite deposit 海水・塩湖などが蒸発濃縮し，塩類が沈殿してできた
化学的堆積鉱床の一種．石膏・硬石膏・岩塩鉱床な
ど．

蒸発計 じょうはつけい evaporimeter 水面から蒸発する蒸発量を測定する計器．



蒸発散 じょうはっさん evapotranspiration 水面・土壌面・植物表面からの蒸発と植物の気孔から
の蒸散により，水が地表から大気中に運ばれる過程．

蒸発残留岩 じょうはつざんりゅ
うがん

evaporite 蒸発により析出した溶解塩類が沈殿・集積して生成さ
れた堆積岩の総称．石コウ・岩塩や石灰岩など．

蒸発残留物 じょうはつざんりゅ
うぶつ

evaporation residue 海水などの蒸発によってできる沈殿物．海水を蒸発さ
せると，CaCO3，NaCl，KClなどの塩類が沈殿．

蒸発散量 じょうはっさんりょ
う

evapotranspiration 水面，土壌面および植物表面などからの蒸発と，植物
の気孔からの蒸散によって大気中に移動する水分量．

蒸発式 じょうはつしき evaporation formula 水分の供給が充分な蒸発面からの蒸発量を幾つかの気
象要素から算出する式．ペンマンの式が著名．

蒸発損失 じょうはつそんしつ evaporation loss 降水量のうち，空中・樹木の枝葉・地表面・水面など
から蒸発によって失われる分．

蒸発堆積物 じょうはつたいせき
ぶつ

evaporate sediment 海水などの蒸発により形成された堆積物．蒸発岩に相
当する現在の堆積物は塩湖や内海で形成される．

小発破 しょうはっぱ light shot 掘削面の当り取りや大きな岩塊の小割りなどのため，
発破孔に装薬して行う小規模な発破．

消波堤 しょうはてい wave absorbing dyke 消波構造を備えた堤防．海岸線の保全や水産増養殖を
目的とする．

消波ブロック しょうはぶろっく wave dissipation
concrete block

波のエネルギーを減少させ打ち上げ高や越波量を減ら
す目的で防波堤の前に設置するコンクリートブロッ
ク．

床版 しょうばん floor slab 橋の床となるスラブで，鉄筋コンクリート製，プレス
トレストコンクリート製，鋼製などがある．

上半 じょうはん top heading トンネル掘削断面のうち上半分をいう．上半と下半の
分割位置は，スプリングライン（アーチの起点の水平
線）付近で施工性を考慮して決められる．

常磐石 じょうばんいし Joban ishi 福島県いわき市湯本産石材．新第三系凝灰岩．軟質，
耐火性．土木・建築・倉庫用．

床板さんご類
（床板珊瑚類）

しょうばんさんごる
い

Tabulata 原始的なこう腸動物の一目．古生代の中期に繁栄し末
期に絶滅．細管状のさんご（珊瑚）個体が集合して群
体を形成．

常磐炭田 じょうばんたんでん Joban Coalfield,Joban
coal field

福島県・茨城県の東海岸に沿い，南北に狭長な炭田．

面積約780km2．瀝青炭・亜瀝青炭・褐炭を産した．

常磐みかげ じょうばんみかげ Joban mikage 福島県田村郡常葉町産土木用石材．角閃石黒雲母花崗
閃緑岩．黒みかげ．



小氷河 しょうひょうが glacieret 日当たりの悪い窪地・河床・斜面に吹き寄せられた雪
や雪崩などにより発生する小規模な氷河．

小氷期 しょうひょうき little ice age 西暦1,500～1,920年頃に３ないし４回認められる顕著
な氷河前進期のうち，16世紀に始まる最後の前進期．

上部工 じょうぶこう superstructure 構造物の下部と基礎を除いた上部構造物の総称．橋梁
では橋台や橋脚の上に設けられた橋げた部分をさす．

上部構造 じょうぶこうぞう superstructure 地質構造上の特徴より，地殻上部を二つに分けた場合
の上層部．

上部半断面掘削 じょうぶはんだんめ
んくっさく

top heading excavation トンネル掘削断面の上半アーチ部を掘削すること．全
断面を一度に掘削すると切羽の自立が難しい場合や，
全断面掘削では大型の施工機械が必要となることから
分割して掘削する．

上部半断面先進
工法

じょうぶはんだんめ
んせんしんこうほう

upper half advancing
excavation method

トンネル掘削断面の上半アーチ部を掘削し一次支保を
施工した後，下半部を掘削する工法．上半切羽と下半
切羽の距離によってショートベンチ工法・ロングベン
チ工法に分けられる．

上部マントル じょうぶまんとる upper mantle 地殻の下で，かんらん岩（橄欖岩）を主とする深さ約
400㎞までのマントル部分．

晶へき（晶癖，
結晶の）

しょうへき（けっ
しょうの）

habit 同一鉱物において，結晶面の組み合わせが同じで，特
定の面の発達程度の違いによって外形が変化するこ
と．

情報化施工 じょうほうかせこう observational method 工事に伴う変形などを計測し，その結果を判断して次
の工程に反映させる施工方法．観測施工参照

情報地質学 じょうほうちしつが
く

geoinformatics 情報科学的な手法を地質学や地形学に適用する研究分
野．多量の地質・地形データの解析や表現法，データ
ベースの構築・利用など多岐にわたる．

消滅核種 しょうめつかくしゅ extinct nuclide 元素合成直後に存在した証拠があるが，現在では消滅
して見いだせない天然の一次放射性核種．

縄文海進 じょうもんかいしん Jomon transgression 最終氷期以降に生じた後氷期海進の我が国での呼称
で，縄文時代に海進のピークを迎えた．有楽町海進と
同義．

縄文時代 じょうもんじだい Jomon age 我が国の先史時代のうち，弥生時代に先行し，縄文文
化によって特徴づけられる時代．

照来地すべり しょうらいじすべり the Shorai landslide 1924年に兵庫県美方郡温泉町で発生した地すべり．照
来層群の泥岩，凝灰質泥岩が素因となっている．

じょう乱 じょうらん disturbance 褶曲や圧砕など地層に変形をもたらした運動を指す．

じょう乱帯 じょうらんたい disturbance zone 造山運動や断層褶曲運動などにより，幅をもって地層
が圧砕・褶曲などの変形を示している帯．



上流ブランケッ
ト

じょうりゅうぶらん
けっと

upstream blanket 貯水池内河床部やダムの不透水構造物に接続するよう
に配置されたダム上流側の遮水ブランケット．

少林山地すべり しょうりんざんじす
べり

the Shorinzan landslide 1960年に高崎市鼻高町で発生した地すべり．被害面積
337ha，国道および一級河川が隆起し，家屋15戸が倒壊
したとされている．

小礫 しょうれき granule 細礫と同義．

昭和新山 しょうわしんざん Showa sinzan 北海道有珠火山東麓における1943～1945年の活動で生
じた溶岩円頂丘．

昭和47年7月豪雨 しょうわよんじゅう
しちねんしちがつご
うう

the 1972 heavy rainfall 1972年7月に発生した梅雨前線による豪雨災害．被害は
33都道府県で，死者・不明者440余人，住宅全壊・流失
1900余棟．
気象庁は，７月３日から13日の大雨を「昭和47年７月
豪雨」と命名した．

昭和42年7月豪雨 しょうわよんじゅう
にねんしちがつごう
う

the 1967 heavy rainfall 1967年7月8日から9日にかけて熱帯低気圧と梅雨前線に
より，近畿地方以西で発生した局地的集中豪雨災害．
死者・不明者は371名．急傾斜地法制定の契機になっ
た．
気象庁は，７月７日から10日までの大雨を「昭和42年
７月豪雨」と命名した．

ジョークラッ
シャ

じょーくらっしゃ jaw crusher 固定あごと可動あごの間に原石を鋏んで破砕する機
械．

ショートベンチ
工法

しょーとべんちこう
ほう

short bench cut method,
short bench cut
construction method,
heading and bench method

トンネル掘削工法の一つでトンネルを上半と下半に分
け，上半を約30m先行させてから下半を掘削する工法．
地質不良部に適用される．

ジョールン化作
用

じょーるんかさよう sod formation 土壌生成作用のうち，土壌中に腐食を多量に集積させ
る作用．有機物集積作用・腐食集積作用ともいう．

ジョールン・ポ
ドソル性土

じょーるんぽどそる
せいど

derno-podzolic soil,
soddy podzolic soil

ロシアで用いられる針葉樹林下に分布するポドソル性
土壌型名．レシベ土壌とポドソル性土の中間型とされ
る．

除荷 じょか unloading 原位置試験や室内試験において，地盤や供試体に加
わっている荷重を取り去ること．

除荷作用 じょかさよう unloading 荷重が除荷されること，あるいは荷重の除荷によって
発生する作用．

除荷速度 じょかそくど rate of unloadong 載荷試験における除荷の速度．

初期異方性 しょきいほうせい inherent anisotropy 土の強度，変形特性が荷重方向により異なる特性のう
ち，原因が堆積時の異方的な土粒子の配列によるも
の．

初期応力 しょきおうりょく initial stress 自然状態の地山内に作用している応力．岩盤自重，地
殻変動などの応力履歴や地形等に支配されている．一
次応力，潜在応力ともいう．

初期応力法 しょきおうりょくほ
う

initial stress method,
initial stress process

有限要素法による材料非線形解析の一つ．構造物を線
形弾性体と仮定し，応力－ひずみの非線形性を初期に
生じていた応力に見立て，その差の力を構造物に付加
していく解析手法．



初期火成活動 しょきかせいかつど
う

initial magmatism Stille(1940)による造山帯における火成活動の過程分
類の一つで，地向斜期の激しい海底火山活動．

初期間隙比 しょきかんげきひ initial void ratio 乱れていない状態（元々の自然状態）における地盤，
土の間隙比．

初期強度 しょききょうど initial strength 乱れていない状態（元々の自然状態）における地盤，
土の強度．

初期緊張力 しょききんちょう
りょく

initial prestressing
force

アンカーを定着する際，当初に加える引張り力（荷
重）をいう．

初期地圧 しょきじあつ initial ground stress 地山の内部に元々生じている応力．これは地盤の自重
や地殻変動などの影響による．初期応力と同義．

初期地圧状態 しょきじあつじょう
たい

initial ground stress
condition

土被り厚，地山の単位体積重量，地殻運動などを要因
とする地下における地山の掘削前の応力状態．

初期造山時火成
活動

しょきぞうざんじか
せいかつどう

primorogenic magmatism N．Edelman(1949)による造山時火成活動の分類の一
つ．初期の火成活動で激しい造構造運動の起こる時期
の花崗岩の活動が特徴．

初期弾性係数 しょきだんせいけい
すう

initial tangent modulus
of elasticity

材料試験における応力－ひずみ曲線上の原点での接線
勾配で表わされる弾性係数．

初期沈下 しょきちんか initial settlement 飽和された粘土に載荷したとき，載荷直後に体積変化
なしで起こる沈下．

初期ひずみ しょきひずみ initial strain 地形形状の変更以前に，地盤の自重や地殻変動などの
影響によって，既に生じているひずみ．

初期微動 しょきびどう preliminary tremor 震源から出る波動において，Ｐ波到達からＳ波到達ま
での時間に到達する様々な反射波によって生じる微
動．

初期微動継続時
間（Ｓ－Ｐ時
間）

しょきびどうけいぞ
くじかん

duration of preliminary
tremor, S-P time

地震動のうちP波が始まってからS波が始まるまでの時
間．測定値が震源位置決定に利用される．

初期変位量 しょきへんいりょう virgin displacement
quantity

ある物体に力が作用したとき，その物体が最初に変位
する量．

初期飽和度 しょきほうわど initial degree of
saturation

初期状態での間隙中に占める水の体積百分率．一般的
に自然状態あるいは供試体作製時の飽和度．

初期有効拘束圧 しょきゆうこうこう
そくあつ

initial effective
confining pressure

乱れていない状態（元々の自然状態）における地盤，
土に作用している有効拘束圧．

除去式アンカー じょきょしきあん
かー

removable anchor 施工終了後に除去することのできるアンカー．機械的
に取り外すものや，化学的に固着を解くものなどがあ
る．



食 しょく eclipse 天体を光源とする光が，他の天体によってさえぎら
れ，天体の一部または全部が見えなくなること．

食塩泉 しょくえんせん common salt spring NaClを主体とし，溶存物質総量が1g/kg以上の温泉．日
本の温泉・鉱泉中最も多い．

植栽 しょくさい planting works 植物を繁茂させて周辺環境と調和的な植物群落を造成
すること．

埴壌土 しょくじょうど clay loam 土壌の土性区分の一つ．国際土壌学会法で，粘土含量
15～25 %，微砂含量45 %以下，砂含量30～65 %以下の
土壌．

触針式水位計 しょくしんしきすい
いけい

検出器部の２本の電極が地下水面下に没すると電流が
流れる原理を利用した水位計．携帯型の水位計に多
い．

植生 しょくせい vegetation 一地域の地表を覆い，生育している植物の集団を意味
する用語．植被ともいう．

植生活力度 しょくせいかつりょ
くど

plant vigor, plant vigor
index

活力のある植生は赤色の反射量が少なく，近赤外など
の反射量が多いことを利用して植生の育成状況を表す
指標．

植生工 しょくせいこう planting, sodding のり面の浸食や風化・凍上崩壊などを防止するため，
あるいは美観のため，植生でのり面を被覆するのり面
保護工法.

植生護岸 しょくせいごがん artificially vegetated
revetment

のり面を植生により被覆した護岸工．一般に景観への
影響を考慮して作られる．

植生自然度 しょくせいしぜんど natural degree of
vegetation

ある地域に生育している植生において，人工的手段
（植林など）がとられていない状態の度合．

植生調査 しょくせいちょうさ vegetation survey ある地域の植生集団の種組成の分布・動態・機能など
を明らかにする調査．

植成土（壌） しょくせいど（じょ
う）

phytogen(et)ic soil 植生の影響が強く作用して形成されたと考えられる土
壌の総称．有機物の集積が土壌生成形式の特徴．

植生模様 しょくせいもよう vegetation pattern 異なる植生が配置することでみられる景観．

埴土 しょくど clay 土壌の土性区分の一つ．粘土の含有率により，砂質埴
土・軽埴土・シルト質埴土・重埴土に四区分される．

触媒 しょくばい catalyser 化学反応速度を増大させる効果を示し，しかも反応終
了後に反応前と同じ状態で存在しうる物質．

触媒作用 しょくばいさよう catalysis (catalytic
reaction)

触媒の作用により進行する化学反応．同一触媒による
反応速度は一般に触媒の量に比例する．



触媒用粘土 しょくばいようねん
ど

clays used in catalyst
manufacture

有機反応の触媒・触媒坦体・触媒の結合剤などに使用
される粘土．多くは，活性化し活性白土にして利用．

植被率 しょくひりつ vegetation cover rate LANDSAT TMバンド3，4データ値と植生，土壌の関係を
求め，その演算により推定した植生被覆率．

植物オパール しょくぶつおぱーる plant opal 植物蛋白石．植物組織を充填する非晶質含水珪酸に
よって形成される微小鉱物．

植物群落 しょくぶつぐんらく plant community 同一環境にできた植物の集団で，気候や土壌条件の影
響を受け，特有の群落をつくり時間の経過で遷移す
る．

植物社会学的区
分

しょくぶつしゃかい
がくてきくぶん

Braun-Branch method 実際の種構成に着目し植物群落を分類する方法．コー
ドラート調査で構成種の被度，群度を把握し分類す
る．

食物連鎖 しょくもつれんさ food-chain 生物群集内での「食う食われる」の関係でつながって
いること．連鎖の段階は通常４～５段階で，６以上は
希．

処女圧縮 しょじょあっしゅく virgin compression 堆積粘土が最初の含水比の高い状態から，上位に堆積
する土層の重量によって単調に圧密される過程のこ
と．

処女圧縮曲線 しょじょあっしゅく
きょくせん

virgin compression curve 処女圧縮状態の土の間隙比と有効応力の関係を示した
曲線．

処女水 しょじょすい juvenile water 地殻内部で生成し，温泉や火山の噴気にまじって地表
に現れた水．初生水ともいう．

初生 しょせい juvenile, primary,
primordial

地下から地表へ初めて出てきた物質の形容．または二
次的作用を受けていないこと．あるいは地球生成時か
ら存在するものの形容．

初生岩石区 しょせいがんせきく juvenile petrographic
province

上部マントルの溶融で生成したマグマから，直接ある
いは分化して生じた初生火成岩系によって構成される
岩石区．

初生き裂 しょせいきれつ intrinsic fracture 構造運動を被る前の，例えば冷却などによってできる
亀裂．

初生鉱物 しょせいこうぶつ primary mineral 一次鉱物と同義．

初生地すべり しょせいじすべり primary landslide 過去に移動した履歴のない初めて滑動した地すべり．
狭義の岩盤地すべりは，初生地すべりの一種．一次地
すべりともいう．

初生水 しょせいすい juvenile water 処女水と同義．

初生的ファブ
リック

しょせいてきふぁぶ
りっく

apposition, primary
fabric

二次的作用により改変される以前の源岩中に存在した
組織，構造などの構成要素がもつ空間的相互関係．



初生物質 しょせいぶつしつ juvenile matter 初めて地下深所から地表に出てきたガス・水・マグマ
などの物質．

初生変質 しょせいへんしつ deuteric alteration マグマ固結の末期に残液の作用で，初生鉱物がより温
度の低い二次鉱物に変わる現象．

初生マグマ しょせいまぐま primary magma 地下深部に存在する分化していないマグマ．

初生流動構造 しょせいりゅうどう
こうぞう

primary flow structure 結晶作用がある程度進んだマグマが，流動することに
よって形成される構造．

ショット しょっと shot 弾性波探査において，震動源として火薬・爆薬を用い
る場合，これを爆発させること．

ショットクリー
ト

しょっとくりーと shotcrete 圧搾空気を利用して施工面に吹き付けて施工するコン
クリート．

ショットドリル しょっとどりる shot drill 散弾試すい機と同義．

ショットボーリ
ング

しょっとぼーりんぐ shot drilling, shot
boring

ショットドリルでのボーリング．ショット（鋼球）が
ビット平坦部の下で作用し，回転につれ岩石を削剥す
る．

ショットホール しょっとほーる shot hole ショットドリルにより掘削されたボアホール．また
は，火薬を装填し，爆破される発破孔．

ショットホール
ドリル

しょっとほーるどり
る

shot hole drill ショットボーリングに用いられるボーリング機械．発
破孔の掘削に用いられるボーリング機械．

ショットマーク しょっとまーく shot mark 地震（弾性波）探査で震源として用いる火薬の爆破の
瞬間を表すマーク．電気雷管に電流を流し回路が切れ
る瞬間を記録する．

初動 しょどう initial motion ある地点に到達した各種地震波の第一動の振動．初動
の方向は発震機構と関係しており重要な要素である．

初動走時 しょどうそうじ first arrival 地震計に最初に記録される地震の到達時刻．屈折法地
震探査では，初動走時を基に走時曲線を作成する．

初動分布 しょどうぶんぷ push-pull pattern of
initial motion

初動の押し引き分布．初動の方向と震源との関係は，
発震機構と関係しており重要な要素である．

ショベル法 しょべるほう shovelling method 縮分サンプリングと同義．

所要堅岩線 しょようけんがんせ
ん

required shoulder アーチダムの安定計算において，スラスト力に対して
安定性を確保する上で必要最低限の基礎堅岩の厚みを
表す堅岩の等高線．



所要スランプ しょようすらんぷ required slump 打ち込み時にコンクリートが持つべき柔らかさ．

ジョリーのバネ
ばかり

じょりーのばねばか
り

Jolly spring balance 鉱物の比重を簡単に測定するばねばかり．鉱物の空気
中および水中での重さを測定することで比重を算出す
る．

処理水 しょりすい treated wastewater,
treated sewage, treated
wave

廃水処理により浄化された水の総称．

ジョンソン宇宙
センタ

じょんそんうちゅう
せんた

Johnson Space Center,
JSC

米国航空宇宙局(NASA)の施設の一つ．スペースシャト
ルの運行管理，飛行管制などを担当．ヒューストンに
ある．

白岩・六郷断層
群

しらいわろくごうだ
んそうぐん

Shiraiwa-Rokugo faults 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．秋田県の
横手盆地東縁に沿って南北に延びる断層群で延長
26km．活動年代2.3万年の逆断層．

白河石 しらかわいし Shirakawa ishi 福島県白河地方産土木・建築用材．第四系デイサイト
質溶結凝灰岩．産地により須賀川石・根田石などとも
呼ばれる．

白川断層 しらかわだんそう Shirakawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．岐阜県加
茂郡東白川村の及川に沿って延びる右横ずれ断層で延
長11km．

白木谷層群 しらきだにそうぐん Shirakidani Group 四国の秩父累帯黒瀬川地帯に分布する古生代末の付加
体．高知県南国市白木谷を模式地とする．石灰岩，枕
状溶岩を主体とする緑色岩ユニットと緑色岩・砂岩・
チャートなどからなるユニットからなる．

白倉地すべり しらくらじすべり the Shirakura landslide 1974年4月に山形県西村山郡朝日町白倉で発生した地す
べり．県道，河川などに被害が生じた．

しらす しらす shirasu 南九州に広く分布する白色の火砕流堆積物の俗称．水
流でガリ浸食や崩壊を起こしやすい．土壌生産力は低
い．

しらす台地 しらすだいち shirasu plateau ほぼ南九州全域に分布する白色の未固結火砕堆積物か
らなる台地．急崖部では豪雨の際に崩壊が生じやす
い．

白巣峠断層 しらすとうげだんそ
う

Shirasutoge fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ～Ｂ級，北東方向．
岐阜県恵那郡加子母村付近に位置する延長12kmの右横
ずれ断層．

白滝石 しらたきいし Shirataki ishi 石材名．鳥取県八頭郡若桜町産の蛇紋岩．福島県田村
郡大越町・滝根町産．古生界大理石．

白波 しらなみ white cap 波の最上部にあたる峰の部分が強い風により砕かれ泡
立ち，白い帽子状に見える部分．巨大なものは船に
とって危険．

白野江石 しらのえいし Shiranoe ishi 福岡県北九州市門司区白野江産砕石用石材．中生界ひ
ん岩．

白浜層群 しらはまそうぐん Shirahama Group 静岡県伊豆半島南部に分布する新生界中部中新統～下
部鮮新統．火砕岩・溶岩および砂岩・礫岩からなる．



白水層群 しらみずそうぐん Shiramizu Group 常磐炭田地域に分布する新生界古第三系．下部から礫
岩層，砂岩層，泥岩層からなる．

シリカ しりか silica 無水珪酸，二酸化ケイ素とも呼ばれる化学組成がSiO2の

物質．結晶質に限らない．

シリカ温度計 しりかおんどけい silica geothermometer 温泉および熱水のシリカの濃度から，地下で溶解平衡
にあるシリカ鉱物を想定して温度を算出する方法．

シリカゲル しりかげる silica gel 吸着力の強い珪酸ゲルで，成分はSiO2･nH2O．

シリカ鉱物 しりかこうぶつ silica mineral SiO2四面体が造る鉱物の総称で多くの多形を持つ．この

ほか，隠微晶質の玉ずい（玉髄）や非晶質のオパール
なども広義のシリカ鉱物である．

シリカサンドア
スファルト

しりかさんどあす
ふぁると

silica sand asphalt シリカサンド，フィラーおよびアスファルトの加熱混
合物を用いたすべり止め舗装．

シリカ質微粉末 しりかしつびふんま
つ

silica powder 主成分がSiO2からなる材料の微粉末．ポゾラン活性をも

つコンクリート用混和材として用いられる．

シリカスケール しりかすけーる silica scale 深所から揚水された熱水中のシリカ分が，温度の低下
と共に過飽和となり輸送管などに析出・付着したも
の．

シリカセメント しりかせめんと silica cement クリンカーとシリカ質混合材に適量の石膏を加え，混
合粉砕したセメントで，シリカ質混合材の分量よりJIS
でA・B・Cの３種に分類されている．

シリカ濃度 しりかのうど silica concentration 温泉水および熱水に溶解しているSiO2の濃度．これによ

り，地下の温度帯水層や地熱貯留層の温度が求められ
る．

シリカフューム しりかふゅーむ silica fume 非晶質超微粒子の二酸化珪素から成る微粉末．金属シ
リコン，フェロシリコンなどのシリコン合金を製造す
る際に発生するSiO2煙霧を集塵機で回収した副産物．

シリコン系高分
子材料

しりこんけいこうぶ
んしざいりょう

silicone polymer ケイ素原子に炭化水素が結合したシリコンからできる
ゴム・樹脂などの材料．

自立工法 じりつこうほう cantilever 根切り時の側圧を山留め壁根入れ部分での土の横抵抗
と山留め壁自身の曲げ抵抗によって安定させる工法．

シリティックク
ラスト

しりてぃっくくらす
と

silitic crust 熱帯や大陸の乾燥地域に分布するシリカが溶脱，集積
した固結状態の風化生成物で90～95%が石英．

自流式発電所 じりゅうしきはつで
んしょ

run-of-river type power
station, natural flow
type power station

河川の自然流量を調整せずに発電に用いる形式の水力
発電所．流れ込式発電所ともいう．

自流貯水池 じりゅうちょすいち reservoir with natural
inflow

他流域からの導水などに依存せず，もっぱら自己流域
の流水に依存して計画された貯水池．



磁硫鉄鉱 じりゅうてっこう pyrrhotite Fe1-xS （x=0～0.125）からなる硫化鉱物．単斜晶系，

六方向晶系．硬度3.5～4.5．比重4.58～4.65．塩基性
火成岩・ペグマタイト・接触交代鉱床・高温熱水鉱脈
などに産する．

試料 しりょう sample 室内試験・分析などの対象材料．成形・非成形や変
状・原状など対象物の状態による呼び名もあり，各試
験法により規定される．

試料採取 しりょうさいしゅ sampling 地盤調査のために，土や岩の乱さない試料および乱し
た試料を採取すること．環境調査では水や気体も採取
する．

試料調整方法 しりょうちょうせい
ほうほう

method of preparing soil
samples

土の粒度試験および物理試験を行う際に用いる試料の
調整方法について規定したもの．

試料標本箱 しりょうひょうほん
ばこ

sample case ①土試料では試料を入れた水密性のビンを収納する
箱．
②岩石コアでは仕切り板を備えたコア箱．

試料分取器 しりょうぶんしゅき sample splitter 土全体から土質試験に必要な質量の試料をむらなく分
取するための器具．

磁力 じりょく magnetic force 磁場の中で磁性体や電流が受ける力．磁場中の電流素
片をidS,磁束密度をBとすると，磁力dF=idS×B．

磁力計 じりょくけい magnetometer 磁場の強さを測る装置．

磁力線 じりょくせん line of magnetic force 磁場の中で，接線が磁場の強さHの方向を示す曲線．磁
性体内以外では磁束線と同じ形状をなす．

磁力選鉱 じりょくせんこう magnetic separation 鉱物に特有の磁性と磁力の差異を利用する鉱物分離
法．磁鉄鉱・磁硫鉄鉱と他鉱物や廃石，造岩鉱物の分
離など．

磁力探鉱 じりょくたんこう magnetic survey 地球磁場を地表・海上・空中から測定し，磁気の異常
から地下構造，地下資源の賦存を調べる物理探鉱の一
つ．

磁力探査 じりょくたんさ magnetic survey 磁気探査と同義．

シリンダーカッ
ト

しりんだーかっと cylinder cut トンネルの平行心抜き発破パターンの一つ．大口径の
空孔を設けその周囲に装薬孔を配置する．

シリンダゲート しりんだげーと cylinder gate 上部程直径の小さくなる鋼製の円筒を積重ね，最上部
に呑口を設けたゲート．円筒部分の伸縮により貯水池
の水位変化に対応できるので表面取水設備に用いられ
る．

シリンダバルブ しりんだばるぶ cylinder valve オリフィスに設ける水流制御用のシリンダ状の開閉装
置．

次輪廻 じりんね subcycle 部分的輪廻と同義．地形輪廻の中で，隆起や浸食基準
面の変化により新たに生じた輪廻をさす．



シル しる sill 貫入岩体のうち，周囲の地層の構造に調和的な方向で
貫入している層状岩体．玄武岩やドレライトに多い．

シルクリート しるくりーと silcrete シリカのこう結（膠結）により，地表の砂・礫が硬い
塊に固まったもの．砂質・粘土質岩石の上部がシリカ
の濃集により固くなったもの．

ジルコニウム じるこにうむ zirconium 融点が1,852℃と高く，耐食性・耐熱性に優れ，機械的
強度が大きい金属材料．

ジルコン じるこん zircon ZrSiO4．正方晶系．硬度7．5．比重4.6～4.7．多くは正

方長柱状．色は濃淡各色．片麻岩・ペグマタイトに含
有頻度大．

シルト しると silt W土粒子区分において粘土の次に大きな粒径に区分され
るもの．土質分野（日本統一土質分類）では5～75μ
m，地質分野(Wentworthら)では1/256～1/16mm，土壌分
野（国際土壌学会法）では微砂と称し，2～20μmの粒
径の土粒子から構成されるものをいう．砂と粘土の中
間粒径．河口付近・湾・大陸棚に広く分布する．沈泥
ともいう．

シルト岩 しるとがん siltstone 粒径１/256mm～１/16mmまでの砕屑粒子（シルト）の固
結したものをシルト岩という．

シルト質土 しるとしつど silty soil シルト分を多く含む土の総称．

シルト質粘土
ローム

しるとしつねんど
ろーむ

silty clay loam 粒径がシルト質粘土を主体となるローム．

シルト質ローム しるとしつろーむ silty loam シルト質のローム．粒径がシルト主体となるローム．

シルト分 しるとぶん silt fraction 土中のうち，シルト粒子（日本統一土質分類では粒径
が５～74μm）の含有分．

シルビン しるびん sylvine, sylvite カリ岩塩（KCL）．岩塩と同形で同様な産状を呈する
が，岩塩に比べてカルウム分が極めて少量．産地はド
イツのハルツ地方が有名．

シルル紀 しるるき Silurian(period) 古生代のオルドビス紀に次ぐ３番目の地質時代．筆石
類のMonograptusが全盛．三葉虫も優勢．

シルル系 しるるけい Silurian(system) 古生代のシルル紀に形成されたすべての地層・岩体．

白石石 しろいしいし Shiroishi ishi 宮城県白石市・仙台市産土木用石材．新第三系輝石安
山岩．

白雲母 しろうんも muscovite K2Al4(Si6Al2)O20(OH,F)4の雲母族鉱物．単斜晶系．硬度

2.5～3．比重2.77～2.88．白色・淡紅色などの六角板
状結晶．泥質変成岩に多く含む．

白寒水石 しろかんすいせき Shirokansui seki 茨城県常陸太田市真弓山産石材．古生界白色大理石．



白疵 しろきず blind crack 岩石中の肉眼では確認できない微細な割れ目．山疵と
も呼ぶ．

白地鉱 しろじこう Shiroji-type ore 中熱水性交代作用により生じた石英と方解石を主な脈
石とする地の白い含銀鉛・亜鉛鉱．神岡鉱山特有の用
語．

白水晶 しろすいしょう Shirosuisho 岡山県笠岡市神島外町，白石島，真鍋島産石材．中生
界黒雲母花崗岩．

白丁場 しろちょうば Shirochoba 神奈川県足柄下郡湯河原産石材．更新統角閃石安山
岩．厚さ100mに達する箱根火山古期外輪山溶岩．

白目 しろめ Shirome 宇都宮市産大谷石のうち地表面に近く分布．稍白色で
硬い石材．普通の「青目」より良質．

城山石 しろやまいし Shiroyama ishi 徳島県麻植郡鴨島町，川島町城山産石材．三波川結晶
片岩．板石・砕石用材．その他数箇所に同名称あり．

磁わい型変換器
（磁歪型変換器)

じわいがたへんかん
き

magnetic type transducer 電磁誘導現象の変化を利用した，電気計測式ひずみ計
の一種．

磁わい法（磁歪
法）

じわいほう magnetic anisotropy
method

強磁性体が応力により磁気的な異方性を生じることを
利用した応力計測法．鋼構造物や鋼製ケーブルの応力
測定に用いられる．

地割れ じわれ ground fissure 地表面に認められる割れ目．地下の断層運動に伴う地
割れは雁行割れ目となる場合が多い．

人為淘汰 じんいとうた artificial selection 農業や畜産において，人の目的にかなった有用な形質
をもつ個体を選抜して残すこと．品種改良の手法．

塵雨 じんう dust fall 塵嵐により多量に巻き上げられた細粒運搬物が，上空
の風に運ばれて遠方まで達したもの．黄砂がこれに該
当．

シンウォールサ
ンプリング

しんうぉーるさんぷ
りんぐ

thin-walled tube
sampling

粘性土や細粒分を含む緩い砂質土地盤に肉厚の薄い
チューブを押込み乱さない試料を採取する方法．

シンウォール
チューブサンプ
ラ

しんうぉーるちゅー
ぶさんぷら

thin-wall tube sampler 規定の長さの肉厚の薄いサンプリングチューブを地盤
に連続的に押込み，土試料を乱さず採取する器具．

浸液法 しんえきほう immersion method 偏光顕微鏡下で，鉱物粒子を液に浸し，浸液の屈折率
との比較で鉱物の屈折率を測定する方法．

真円すい図法 しんえんすいずほう true conical projection 地球球面上の経線や緯線を円すい面の上に投影する図
法の一つ．

震央 しんおう epicenter 地下にある震源を地表に投影した位置（点）．震央は
緯度と経度によって表される．



震央距離 しんおうきょり epicentral distance 震央からある地表の基準となる位置までの距離．

震央決定 しんおうけってい epicenter determination 地震観測資料から，図的または数式的方法で震央また
は震源の位置を決定すること．

震央分布図 しんおうぶんぷず seismicity map 過去のある期間に起きた地震の震央を地図上にプロッ
トしたもの．地震予知やメカニズム解明に有用であ
る．

新オーストリア
式掘削工法

しんおーすとりあし
きくっさくこうほう

new austrian method トンネル工事で木製支保工を使用した時代に，オース
トリアで発達した底設導坑先進の加背割りのパター
ン．新墺式ともいう．

深海 しんかい deep sea 海洋のうち水深100m～200m以深を深海という．堆積学
では200m～1,000mを中深海，1,000m以深を深海と呼
ぶ．

震害 しんがい earthquake damage 地震動およびこれに起因する災害によって被った被
害．崖崩れや建物の倒壊は一次的な，火災などは二次
的な震害．震災と同義語．

しんかい2000 しんかい2000 Shinkai 2000 （独）海洋研究開発機構（旧海洋科学技術センター）
の潜水調査船．最大潜航深度2000メートル．

しんかい6500 しんかい6500 Shinkai 6500 （独）海洋研究開発機構（旧海洋科学技術センター）
の潜水調査船．最大潜航深度6500メートル．

深海海丘 しんかいかいきゅう abyssal hill 深海底から隆起している小さな丘（高さ数ｍ～数百
ｍ）をさす．深海丘ともいう．

深海丘 しんかいきゅう abyssal hill 深海海丘と同義．

深海丘群 しんかいきゅうぐん abyssal hills 深海底の小さな海丘（比高数ｍ～数百ｍ）群をさし，
不規則で起伏に富んだ海底地形を形成する．

深海掘削計画 しんかいくっさくけ
いかく

Deep Sea Drilling
Project

1968年から1983年まで実施された海底の学術ボーリン
グ．モホール計画の後続として計画．

深海砂 しんかいさ deep sea sand 深海底に分布する淘汰のよい砂．チャレンジャー号が
南大西洋で発見．乱泥流により深海に運ばれた説が有
力．

深海地震探査 しんかいじしんたん
さ

deep-sea seismic
prospecting

1,000～5,000mの深海底における地質構造や鉱物資源な
どの調査を目的とする弾性波（音波）探査．

深海成層 しんかいせいそう abyssal sediment 地層の堆積・生成環境に基づく地層分類の一つで，水
深約1,000m以深における海底堆積物．浅海成層，半深
海成層，三角州成層などと対をなす．

深海扇状地 しんかいせんじょう
ち

deep sea fan 陸棚斜面の末端部から深海平原にかけて見られる扇状
地状を呈する緩斜面．



深海堆積環境 しんかいたいせきか
んきょう

abyssal environment 深海（堆積学では1,000m以深）における堆積環境．一
般には2,000m以深をさす．

深海堆積層 しんかいたいせきそ
う

abyssal sediments 深海成層と同義語．

深海堆積物 しんかいたいせきぶ
つ

abyssal sediments 深度2,000m以深の深海堆積環境下で深海底に堆積した
堆積物．極細粒の砕屑粒子や微生物の遺骸からなる．

深海段丘 しんかいだんきゅう deep sea terrace 深海底に見られる階段状もしくは段丘状の地形．深海
平坦面ともいう．成因は断層変位などが考えられる．

深海チャンネル しんかいちゃんねる deep sea channel 深海底に見られる谷状のチャンネル地形．陸棚斜面に
発し，深海平原・海溝にいたる．海底谷より緩傾斜．
深海長谷ともいう．

深海長谷 しんかいちょうこく deep sea channel 深海チャンネルと同義．

深海底 しんかいてい deep sea floor 広義では大陸棚外縁（水深約200m）以深の海底，ふつ
う水深2,000m以深の海底をさす．

深海底コア しんかいていこあ deep-sea bottom core 海溝も含めた大陸外縁の深海底地質調査のために潜
水・探査装置・海中ボーリングなどにより採集された
コア試料．

深海底鉱物資源 しんかいていこうぶ
つしげん

deep submarine mineral
resources

深海底または海底下に存在する鉱物資源．マンガン団
塊・マンガンクラスト・海底熱水鉱床が有望視され
る．

深海底生物群集 しんかいていせいぶ
つぐんしゅう

deep-sea biological
community

深海で生態的地位を持つすべての生物．動物・植物群
集を含み，プレート境界やホットスポットとの関連性
が研究されている．

深海粘土 しんかいねんど deep sea clay 陸域から遠い深海域に堆積した粘土．遠洋性粘土・赤
色粘土とも呼ばれる．

深海波 しんかいは deep-water wave 水面の波で，波長が水深の２倍よりも小さい波．表面
波または深水波ともいう．

深海風化 しんかいふうか deep sea weathering 海底の堆積物や岩石が海水や生物の作用により変質風
化する深海で特に顕著な海底風化．

深海平原 しんかいへいげん abyssal plain 勾配が１/1,000以下の平坦な海洋底．大陸斜面の麓に
位置し，タービダイトが表層を形成．

深海平坦面 しんかいへいたんめ
ん

deep sea plain 大陸斜面・海洋底の段丘地形も含む平坦面．成因的に
は構造性の窪地をタービダイトが埋積したとの説が有
力．

進化速度 しんかそくど rate of evolution 生物の進化における種や属，または器官や生体分子の
変化の早さ．一般に生物は進化につれ進化速度が増大
する．



新型転換炉 しんがたてんかんろ advanced thermal
reactor(ATR)

わが国で開発された重水減速沸騰軽水冷却圧力管型原
子炉．軽水炉よりもプルトニウム転換効率が高く，ま
た回収ウラン，プルトニウムなど種々の燃料が利用で
きる．福井県敦賀市において原型炉「ふげん」が2003
年3月まで運転．

進化論 しんかろん evolution theory 生物進化の現象・法則・機構・要因に関し体系的な説
明を与えるもの．ダーウィンの｢種の起源｣によって確
立．

新関門トンネル しんかんもんとんね
る

Shin-Kammon tunnel 関門海峡の下を通る山陽新幹線の海底トンネル．延長
18.71㎞．1974年竣工．

新木浦鉱床 しんきうらこうしょ
う

Shinkiura deposit area 大分県南海部郡宇目村木浦にあるスカルン型鉱床で，
含錫磁硫鉄鉱床．

新期花崗岩 しんきかこうがん younger granite 山田(1966)の花崗岩の区分で濃飛流紋岩の活動期以降
の花崗岩を新期花崗岩とした．その他の地域でも花崗
岩の活動時期により古期・新期に区分している．

新期火山灰 しんきかざんばい new volcanic ash 一つの火山において，より後の活動で噴出した火山
灰．

親気元素 しんきげんそ atmophile element 元素を地球における存在状態から分類したときに，気
体となりやすい元素．窒素と希ガス類などが代表例．

新期造山帯 しんきぞうざんたい young orogenic belt ジュラ紀以降新生代にかけて，アルプス造山運動を受
けた地帯．

新木津川大橋 しんきづがわおおは
し

Shinkizugawa bridge 大阪府大正区～住之江区にあるアーチ橋．中央径間305
ｍでこの形式では日本最大．1994年完成．

新期領家花崗岩 しんきりょうけかこ
うがん

younger Ryoke granite 小出(1949・1958)は領家帯の花崗岩を広域的な変成作
用に関係したものを古期花崗岩，変成岩に複変成を与
えたものを新期花崗岩に区分した．

針銀鉱 しんぎんこう acanthite Ag2S，単斜晶系，硬度2～2.5，比重7.22(測定値)

7.24(計算値)．鉱脈鉱床から産出する硫化銀鉱物．鉄
黒色金属光沢，針状～柱状結晶．179℃以上で輝銀鉱に
転移する．

真空圧定板 しんくうあつていば
ん

vacuum back 航空測量用など大判フィルムを用いるカメラで，空気
圧を減じてフィルムを平板に圧着させ平面性を保つ装
置．

真空圧密工法 しんくうあつみつこ
うほう

vacuum consolidation
method

軟弱地盤対策工のうち，載荷重工法の一工法で，一般
に使われる盛土載荷の代わりに大気圧を用いる方法．
地表面をシートで被い真空ポンプで膜の内側の空気を
吸引・排出し大気圧を利用して軟弱地盤を圧密する．

真空井戸 しんくういど vacuum well 不飽和帯中の間隙空気に揮発した有機塩素系化合物な
どの揮発性物質を抽出するために減圧された井戸．

真空コンクリー
ト工法

しんくうこんくりー
とこうほう

vacuum concrete コンクリート打設面に真空マットを置き，真空ポンプ
で余分な水分や空気を除去することにより初期強度を
高める工法．

真空蒸発法 しんくうじょうはつ
ほう

vacuum evaporation
process

密閉して１気圧以下に減圧することによって水分を蒸
発させ，乾燥させる方法．



真空ポンプ しんくうぽんぷ vacuum pump 真空を作り出すポンプ．機械的に空気を除去する回転
式や油の蒸気流を用いる油拡散式などがある．

真空誘電率 しんくうゆうでんり
つ

vacuum emissivity 真空状態において電束密度を電場で除した値．その値

は8.8542×10-12F/mである．

真空ろ過（真空
濾過）

しんくうろか vacuum filtration ろ布などを介して真空ポンプで汚泥などを吸引し，汚
泥などの中の水分を分離する操作．

真空濾過機 しんくうろかき reduced pressure filter 泥水処理装置の一つで，細粒土粒子を真空状態で脱水
分離するもの．

シンクホール しんくほーる sinkhole カルスト地域の漏斗状の穴．ドリーネと同義語．北ア
メリカで用いられる．

シングルコア
チューブ

しんぐるこあちゅー
ぶ

single core tube コアチューブが一重管のコアバレル．掘削用水がコア
とチューブの間を流れるため，コアはこわれやすい．

シングルシェル
ライニング

しんぐるしぇるらい
にんぐ

single shell lining 吹付けコンクリートのみで永久覆工とするトンネル・
地下空洞の覆工方式．通常のトンネル覆工は一次覆工
と二次覆工の間に縁切のシートを挟むので二層となり
ダブルシェルライニングと呼ばれる．

シングルパッ
カーグラウチン
グ

しんぐるぱっかーぐ
らうちんぐ

single-packer grouting 注入区間の掘削後，その上端にパッカーをかけて注入
を行う方式のグラウチング工法．

シングルパッ
カー法

しんぐるぱっかーほ
う

single packer lugeon
test

ボーリング孔内でのルジオン試験法の一方式．１個の
パッカーでパッカーと孔底との間を試験区間とする．

シングルフラッ
シュ方式

しんぐるふらっしゅ
ほうしき

single flash method 地熱井から得た気水混合流体をセパレータで蒸気と熱
水に分離し，蒸気を利用し発電する方式．

シングルホール
透水試験

しんぐるほーるとう
すいしけん

single borehole
permeability test

ボーリング孔を用いた現場透水試験のうち，水位回復
法，注水法など単孔のみを用いて行う透水試験．

シンクロトロン
放射

しんくろとろんほう
しゃ

synchrotron radiation 電子加速器の一種である電子シンクロトロンからの放
射．広い領域の連続スペクトルが得られ標準光源とし
て利用される．

真傾斜 しんけいしゃ true dip 地層の走向に鉛直な断面に示される傾きのことで真の
傾斜ともいう．見かけの傾斜の対語．

震源 しんげん hypocenter 地震動が発生した地点．一般には地下の発生源部分．

震源域 しんげんいき hypocentral region 地震によってずれを生じた区域．

震源パラメータ しんげんおあらめー
た

source parameter 震源となった断層面の形態を表す断層面積や走向傾斜
や断層運動の動き・速度・応力降下量・地震モーメン
トなど．



震源過程 しんげんかてい source process 断層面の広がり方や滑り運動の経過のような，地震波
の発生源に関するプロセスを総称した呼び方．

震源球 しんげんきゅう focal sphere 震源を中心とする小さな球．観測される地震波の放射
パターンを説明するために考え出された仮想球．

震源距離 しんげんきょり focal distance ある地表の基準となる位置から震源までの距離．

震源決定 しんげんけってい hypocenter determination 多数の地震観測点のデータから，震源位置・発生時
刻・地震の規模などを決めること．

震源スペクトル しんげんすぺくとる source spectrum 面的な広がりを持つ断層運動を地震モ－メントの時刻
歴関数に置き換えたものを時間微分のフ－リエ変換し
たもの．

震源断層 しんげんだんそう earthquake source fault 地震波動や変位を発生させた断層．地表に現れ，記録
された断層（地表地震断層）と区別して用いる．

震源地 しんげんち place of epicenter 地震波の波動で最初に波を発生させるような変動の起
こった場所．震源地の真上の点を震央という．

震源の深さ しんげんのふかさ focal depth, depth of
hypocenter

地震波発生源の震源から震源直上の地表部震央までの
深さ．

震源面 しんげんめん seismic plane 地震帯の分布の中心に仮想された曲面．現在ではその
一部が２層構造になっていることが見いだされてい
る．

震源モデル しんげんもでる source model 地震動を計算するために必要となる断層震源のモデ
ル．ダブルカップル力による点震源で近似するモデ
ル，断層面の広がりや破壊伝播のパラメータを設定す
ることができる運動学的断層モデルと断層面上での応
力と摩擦を考慮して破壊伝播を計算する動力学的断層
モデルに分けられる．

震源要素 しんげんようそ hypocenter element 発生した地震の震源の諸量，緯度・経度・深さ・震源
時・マグニチュードなど．

人工永久凍土 じんこうえいきゅう
とうど

artificial permafrost 継続して二冬とその間の一夏を含めた期間より長い
間，0 ℃以下の凍結状態を人工的に保った土壌．

人工衛星 じんこうえいせい satellite 気象衛星・通信衛星・資源衛星・観測衛星・軍事衛星
などがある．観測衛星や資源衛星の画像処理により応
用地質的情報が多く得られる．

人工衛星測地 じんこうえいせいそ
くち

observation of geodetic
satellite

GPSによる測位のように，人工衛星を利用して地球上の
地点の位置や地球の形状，大きさを計測すること．

人工河川 じんこうかせん artificial river 運河・灌漑用水路・分水路・放水路・河道を直線化す
るための捷水路など人工的につくられた河川．

人工軽石 じんこうかるいし artificial pumice 黒曜岩や松脂岩を急熱膨張して造るきわめて多孔質な
軽石．軽量骨材・ろ過材・防音材・断熱材などに使わ
れる．



人工岩石 じんこうがんせき artificial rock 天然ではなく人工的に作った人造岩石．コンクリート
は代表的な一つで，他に人工砕石・人工砂などがあ
る．

人工かん養（涵
養）

じんこうかんよう artificial recharge 人工的に地下水をかん養（涵養）すること．日本では
井戸法が多く試みられている．

人工軽量骨材 じんこうけいりょう
こつざい

artificial lightweight
aggregate

頁岩，高炉スラグ，フライアッシュなどを原料として
製造された軽量骨材．

人工鉱物 じんこうこうぶつ artificial mineral 天然鉱物と同一の結晶構造・化学組成を有する人工的
に合成された結晶鉱物．人工ダイヤ・スピネルなど．

人工地震 じんこうじしん artificial earthquake 人為的な理由による地盤の振動はすべて人工地震であ
るが，主として火薬などで人為的に起こした場合をさ
す．

人工地盤凍結法 じんこうじばんとう
けつほう

freezing method, ground
freezing method,
artifical ground
freezing

人工的に地盤を冷却し，凍結固化させる工法で冷却に
使用する寒冷源の種類により，プライン方式と低温液
化ガス方式の２種類に大別できる．

人工砂利 じんこうじゃり artificial gravel 軽石礫をセメントで被覆したものや，膨張頁岩など
で，天然砂利の代用品として骨材他に利用される人工
の砂利．

人工小地震 じんこうしょうじし
ん

artificial small
earthquake

物理探査手法により地下構造を調べるためダイナマイ
トなどにより人工的に発生させた震源．

人工水路 じんこうすいろ artificial canal,
aqueduct

運河などの水路．送水，排水などのために人工的に作
られた開水路，管，トンネルなどの水路．

進行性地すべり しんこうせいじすべ
り

progressive landslide 頁岩・高圧密粘土などの斜面で局部的に生じた破壊が
隣接部分に順次波及（進行性破壊）して生じる地すべ
り．

進行性破壊 しんこうせいはかい progressive failure 土塊内の応力やひずみ分布が一様でないために，破壊
が局部的に始まり，次第に他の部分に広がる現象をい
う．成長しつつある破壊面の先端に，ピーク強度より
大きなせん断応力が働き，破壊が順次進展していく破
壊様式．波及破壊ともいう．

人工地形 じんこうちけい artificial landform 住宅地，農用地，工業用地，河川などの開発によって
改変あるいは造成された地形．

新交通システム しんこうつうしすて
む

new transport system,
new transportation
system

都市における新方式の軌道交通システムで, 車体の軽
量化，自動運転，駅間隔・運行間隔の短縮などの特徴
を有する．

人工電位法 じんこうでんいほう artificial potential
method

人工的方法で地下に電流を流し，それによって生ずる
電位を地表や試錐孔などで測定する電気探査法の総
称．電圧比法，電位傾度法，等電位線法，流電電位法
などがある．

人工島 じんこうとう artificial island 土木工事により造られた島．埋め立て式・コンクリー
トケーソン積み立て式などがある．

人工凍結土 じんこうとうけつど artificial frozen soil ヒートパイプなどで人工的に地温を氷点以下に下げた
ことで，地中間隙の水分が凍った土壌．



進行波 しんこうは progressive wave 定常波と違い，空間内をある方向に進む波の総称．

人工放射性核種 じんこうほうしゃせ
いかくしゅ

artificial radioactive
nuclide

安定原子核に人工的に核反応を起こさせてつくられた
放射性核種．放射線源やトレーサとして広く利用．

人工放射性元素 じんこうほうしゃせ
いげんそ

artificial radioactive
element

超ウラン元素を代表とする人工的につくりだされた放
射性元素．10種類以上あり，プルトニウムもその一
つ．

人工宝石 じんこうほうせき synthetic gems 人工的に造られた宝石類で，天然の宝石と同じ結晶構
造や化学組成を有する．

人工養浜 じんこうようひん artificially nourished
beach

砂が波や沿岸流によって海浜に沿って移動することに
よる海岸の浸食決壊を防止するため，人工的に砂を搬
入して造った砂浜．

人工冷却 じんこうれいきゃく artificial cooling コンクリートの水和熱による温度上昇を抑制するため
に行うパイプクーリングや，水や骨材を冷やすプレ
クーリングなどの人工的な冷却法．

震災 しんさい earthquake disaster 地震災害と同義．

震災復興 しんさいふっこう earthquake disaster
reconstruction

大地震による災害復興事業．防災や都市機能更新整備
事業，土地区画整理，再開発事業などを含む．

新砂丘 しんさきゅう recent dune, younger
dune

第四紀完新世以降に形成された砂丘．

深砂鉱床 しんさこうしょう deep lead 他の堆積岩または溶岩に厚く被覆された砂鉱床．有用
鉱物（金・ウランなど）が砂礫に混じって集中してい
る．埋没砂鉱床．

新産業都市 しんさんぎょうとし new industrial city 工業の地方分散により地方の所得水準向上を目的とし
て，1962年に新産業都市建設促進法で指定された15の
地域．

辰砂 しんしゃ cinnabar HgS．六方晶系．硬度2.0～2.5．比重8.09．深紅色透明
で水銀の最も一般的な鉱石鉱物．我が国ではイトムカ
（北海道），大和（奈良県）などが主産地．

心射図法 しんしゃずほう gnomonic projection 地球に接した投影平面に地球中心を視点として投射し
て得られる投射図法．中心図法ともいう．

真珠岩 しんじゅがん perlite 無数の同心状～渦巻状の割れ目で特徴づけられるガラ
ス質流紋岩．軽量骨材の原料．パーライト．

伸縮可撓継手 しんしゅくかとうつ
ぎて

flexible expansion joint 軟弱地盤の不等沈下や地震動に対して管路の伸縮や半
径方向の変位を吸収させることができるたわみ性の大
きい継手．

伸縮計 しんしゅくけい extensometer 地すべり調査で，不動点と移動点の２点をインバー線
で結び，地すべり移動土塊の変動量を測定するもの．



伸縮継手 しんしゅくつぎて expansion joint ①橋梁(特に道路橋)では温度変化による伸縮や，荷重
の載荷による回転により桁端部の継目に生ずる間隙や
段差を滑らかにつなぐための装置．
②管路や地熱井などのケーシングパイプの温度変化に
よる伸縮を吸収させるために管路途中に取付けられた
継手．

伸縮継目 しんしゅくつぎめ expansion joint コンクリート構造物の内部に発生する温度応力によっ
てひび割れが生じるのを防ぐために設ける継目．

伸縮目地 しんしゅくめじ expansion joint コンクリート構造物に設けられる継目で，温度変化な
どによる変形を吸収しひび割れを防止する．

真珠構造 しんじゅこうぞう nacreous structure 貝殻構造の一種．1μm以下の厚さの薄層が何層にも重
なって，硬質層を形成．

真珠光沢 しんじゅこうたく pearly luster 雲母などに見られるように，へき開（劈開）面に沿う
割れ目や葉状構造により真珠のような光沢を示す状
況．

浸潤 しんじゅん infiltration 液体や気体が割目や孔隙，結晶粒間などを通って移動
すること．

浸潤線 しんじゅんせん seepage line アースダムや堤防中を水が水位の高い側から堤体内を
横断方向に浸透する時，堤体内に形成される水面線．
透水線・飽和線．

浸潤前線 しんじゅんぜんせん wetting front 浸潤過程でその先端部分に形成される舌状の前線のこ
と．乾いた土壌への浸潤の場合に明瞭である．

浸潤線測定装置 しんじゅんせんそく
ていそうち

phreatic line measuring
system

ダムの計測設備のうちの，ダム堤体中を浸透する水の
自由水面を測定する装置．水位計によって測定する．

浸潤速度 しんじゅんそくど infiltration rate 水が地表から土中に浸入するときの最大速度のこと
で，一般には雨の降り始めに観測される．

浸潤熱 しんじゅんねつ heat of wetting 液体分子が乾燥土粒子に吸着することによって発生す
る熱のこと.

浸潤熱法 しんじゅんねつほう moist heat method 土粒子の比表面積を求める一方法．吸着による表面エ
ネルギー変化に伴う浸潤熱を直接測定する．

浸潤能 しんじゅんのう infiltration capacity 不飽和の土壌中に雨水やかんがい（灌漑）水が浸入す
る速度のことで，畑地の灌漑方法を決める指標とな
る．

浸潤面 しんじゅんめん phreatic surface,
seepage surface

自由地下水面のことで，この面より下方の地盤は飽和
している．

針状 しんじょう acicular 針のように細い鉱物の形状を表現する語．

針状断口 しんじょうだんこう hackly fracture 鉱物などを砕いた時にへき開（劈開）以外で割れた時
の割れ口の形の一つで，金属などの断面に現れるとげ
とげした断口．



浸食 しんしょく erosion 流水・地下水・氷河・風・波・海流・潮汐などの外因
的営力によって地球の表面がけずられる作用．

浸食海岸 しんしょくかいがん erosive beach 流出する漂砂量が流入量より多くなった海岸．ダムや
各種海岸構造物による漂砂源の減少などが原因とな
る．

浸食カルデラ しんしょくかるでら erosion caldera 本来のカルデラではなく，浸食作用によってカルデラ
や火口が著しく拡大されて生じた円形に近い凹地．

浸食基準面 しんしょくきじゅん
めん

baselevel of erosion,
base level of erosion

地表面あるいは地下において働く種々の浸食作用が到
達する下限を結んだ面．河食の場合には，海面が浸食
基準面となる．

浸食欠如 しんしょくけつじょ erosional vacuity 不整合面の下の地層で，本来堆積していた層が浸食作
用によって除かれたもの．または欠如した期間．

浸食谷 しんしょくこく erosional valley 地殻運動による構造谷ではなく，河川の流水や氷河な
どの浸食作用によって刻まれた谷．

浸食砂丘 しんしょくさきゅう erosional sand dune 砂が堆積して形成された砂丘が，成長を停止して固定
された後，浸食されているもの．

浸食作用 しんしょくさよう erosion 浸食営力が地表の構成物質を取り込んだり除去したり
する働き（作用）．

浸食残岩 しんしょくざんがん negro head 砂漠地方などで風にとばされた砂礫により地表部が差
別浸食され取り残された形をした岩．茸状岩ともい
う．

浸食山地 しんしょくさんち erosional mountains 浸食・削剥作用の結果形成された山地．残丘など残存
地形をさす場合に主に使われる用語．

浸食小起伏面 しんしょくしょうき
ふくめん

low-relief surface 小起伏面と同義．浸食輪廻の老年期に形成される平坦
な浸食面．準平原は広く発達した典型的な地形．

浸食衝上 しんしょくしょう
じょう

erosion thrust 地上の浸食面を横切って浸食面上にのり上げた衡上断
層．

浸食性遊離炭酸 しんしょくせいゆう
りたんさん

aggressive free carbon
dioxide

水に溶解している炭酸ガスのうち，重炭酸塩の溶存に
必要でないものをさす．浸食性があり，さびなどを生
じる．

浸食扇状地 しんしょくせんじょ
うち

eroded fan 堆積扇状地と区別して用いられる用語で，河川の側方
浸食によって平坦化された扇状地．

浸食前線 しんしょくぜんせん eroding front これまで平衡状態にあった地形域に新たな浸食が及ん
だ場合の旧地形域との境界を連ねた線．

浸食速度 しんしょくそくど rate of erosion 地表面が浸食される速度．気温・降水量・植生・標
高・起伏・岩石の性質などによって影響を受ける．



浸食対策 しんしょくたいさく measure against erosion
control

海岸浸食を制御する目的で施す対策．突堤・離岸堤・
サンドバイパス・人工リーフ・緩傾斜護岸など．

浸食段丘 しんしょくだんきゅ
う

erosion terrace 基盤岩が浸食されて形成された河成段丘．通常，薄い
河成堆積物をのせている．

浸食地形 しんしょくちけい erosional forms 河食，氷食，海食，風食などの外的営力によって形成
される地形．内的営力によって生じる変動地形・構造
地形に対して用いる．

浸食ドリル しんしょくどりる erosion drill 非常に高い圧力水を岩面に噴射して，浸食により岩石
を粉砕・掘削する掘削機．

浸食の復活 しんしょくのふっか
つ

revival, rejuvenation 地形の浸食輪廻が進行中に地殻変動などで中断され，
その後にまた浸食作用が回復・活発化すること．回春
ともいう.

浸食背斜 しんしょくはいしゃ scalped anticline 褶曲構造に関する用語．褶曲運動を受けた地層で，上
方に凸面を向けて曲がった部分が浸食で取り去られた
背斜．

浸食平坦面 しんしょくへいたん
めん

erosion (planation)
surface

浸食作用によって平坦化された地表面．浸食面が緩傾
斜をなす場合や，山頂の接峰面が水平をなす場合をい
う．

浸食平野 しんしょくへいや erosional plain 長期にわたる浸食作用によって基盤が平坦面をなすこ
とで生じた平野をさす．堆積物が薄く分布する場合も
ある．

浸食防止工 しんしょくぼうしこ
う

erosion protection works 自然地盤や土構造物の表面を種々の営力による浸食か
ら防ぐ工事．自然斜面の斜面保護工が代表的．

浸食盆地 しんしょくぼんち erosion basin 硬層中の軟層の浸食が早く進み盆地となったもの．盆
地は成因により構造盆地と浸食盆地に大別される．

浸食面 しんしょくめん erosion surface 浸食作用によって形成される地形面．一般には平坦な
あるいは小起伏状の浸食面をさす．

浸食率 しんしょくりつ erosion ratio 土壌が浸食される割合．降雨特性，土壌の性質，地表
勾配などに左右される．

浸食輪廻 しんしょくりんね cycle of erosion 隆起した原地形が風化・浸食によって，険しい山地を
経て平坦な準平原になるまでの地形変化の過程．

深所変成作用 しんしょへんせいさ
よう

plutonic metamorphism 一般的には，造山運動に伴って地下深所で広域に変成
される作用．

浸水 しんすい inundation 大雨などにより堤内地 (堤防によって防護されている
地域）が水に覆われること．

親水工法 しんすいこうほう construction method with
consideration for water
amenity

河川，水路，海岸などの整備にあたって，水辺の持つ
水に親しむ機能に配慮した工法．



浸水試験 しんすいしけん immersion test 浸水による岩石の形態変化から，その岩石の結合の程
度を簡便に知るためのスレーキング試験の一種．

親水性 しんすいせい hydrophilicity 水に対して強い親和力を持つこと．親和力は化学親和
力と電子親和力に大別される．

浸水せん断試験 しんすいせんだんし
けん

immersion shear test 締固めた土などが浸水した時のせん断強度低下を求め
る室内試験．

深水層 しんすいそう hypolimnion 温帯・寒帯の湖沼で形成される水温成層の一つ．水温
が急激に低下する変温層の下部に位置し水温は低い．

浸水対策 しんすいたいさく anti-inundation measure 地域計画における河川の氾濫や内水による家屋などへ
の浸水被害に対する対策．

浸水地 しんすいち submerged land 洪水によって水が被った土地．

浸水沈下量測定
試験

しんすいちんかりょ
うそくていしけん

immersion settlement
test

まさ土などの風化残積土が浸水を受けて沈下する量を
予測するための室内試験．給水･排水を繰り返し，変位
を測定．

深水波 しんすいは deep-water wave 深海波と同義．

深成 しんせい plutonic マグマが地下深所に貫入し，高い静水圧のもとで，
ゆっくりと冷却する過程．

靭性 じんせい toughness 材料が荷重を受けて破壊するまでのエネルギー吸収
能．靭性が大きいと強度が大きいか変形能が大

新生界 しんせいかい Cenozoic 地層の時間層序区分の最上部を占める新生代（第三
紀・第四紀）に形成された堆積岩や火成岩．

深成活動 しんせいかつどう plutonic activity 造山帯深部のマグマ活動により，花崗岩などの火成岩
や高変成の変成岩ができる作用．

深成岩 しんせいがん plutonic rock マグマが地下深所でゆっくり冷却してできた火成岩．
完晶質で中～粗粒．石材として用いられる．

深成岩群 しんせいがんぐん plutonic association W.Q.Kennedy(1938)による火成岩の二大分類の一つで，
火山岩群に対する用語．現在はほとんど使用されてい
ない．

深成岩系列 しんせいがんけいれ
つ

plutonic association 火山岩系列の対語．深成岩の大部分は花崗岩・花崗閃
緑岩で大小の岩体を造り，成因的に関係のあるはんれ
い岩（斑糲岩）やペグマタイトを伴っている．これら
の岩石をさす用語で造山帯にのみ存在．

深成岩体 しんせいがんたい pluton 深所に貫入した火成岩体，および既存の岩石が交代作
用を受けてできた火成岩様の岩体．



親生元素 しんせいげんそ biophile element 生物体の構成元素．生元素ともいう．炭素・水素・酸
素・窒素・リン・硫黄・塩素・ヨードを主とする．

震生湖 しんせいこ earthquake lake 地震により生じた斜面崩壊や土石流により，河川がせ
き止められた結果生じた湖．

深成鉱床 しんせいこうしょう hypogene deposit 地下深所からの上昇熱水溶液の作用で生成した熱水成
鉱床の総称．浅成鉱床の対語．

じん性試験（靱
性試験）

じんせいしけん toughness test 衝撃や破砕力に対する岩石の強度を測定する試験.タフ
ネス試験ともいう．

真正褶曲 しんせいしゅうきょ
く

true folding 曲げ褶曲と同義．板状の物体が直角方向の外力を受け
形成された褶曲．座屈褶曲と対象をなす．

新生代 しんせいだい Cenozoic(era) 地質時代区分のうち，最新の時代で第三紀と第四紀に
区分される．新生代は古い方からぎょう新世（暁新
世），始新世，ぜん新世（漸新世），中新世，鮮新
世，更新世，完新世に分けられている．

新生代造山運動 しんせいだいぞうざ
んうんどう

Cenozoic orogeny 中生代以後の地殻変動をいい，第四紀までの変動を含
む．本運動は主としてテチス地域と環太平洋地域に起
こった．

深成論 しんせいろん plutonism 火成論と同義．

親石元素 しんせきげんそ lithophile element 隕石質のものが融解した仮想的な状態で珪酸塩相に濃
集する元素．

新石器時代 しんせっきじだい Neolithic age (new stone
age)

農耕や牧畜を生産手段とする石器時代．中石器時代に
続き，青銅器時代に先行．発祥地は西アジアといわれ
る．

新石器時代汀線 しんせっきじだいて
いせん

Neolithic shore-line 縄文時代の遺跡の分布から推定される約５千～７千年
前の汀線位置．現在の海岸線より最大５～６ｍ高い．

深浅図 しんせんず sounding-map 海や湖などの水深を平面図上に表したもの．測点の水
深をそのまま記載したものや，深度線図にしたものな
どがある．

深浅測量 しんせんそくりょう sounding 河川，湖，池，海洋などの水面から水底までの深さを
測る測量．

深礎 しんそ caisson type pile 場所打ち杭の施工法で，人力または機械で地中に円形
の孔を掘削し鉄筋コンクリートを打設する．

深層安定処理 しんそうあんてい
しょり

deep soil stabilization 処理対象層が10m以上の比較的深い場合の安定材を用い
た地盤改良．

深層改良工法 しんそうかいりょう
こうほう

deep soil improvement 地盤の深層部分を対象にした改良工法．主な工法とし
ては，深層混合処理工法，生石灰杭工法など．



人造湖 じんぞうこ artificial lake 河川を横断してダムを建設し，流れを堰きとめてつ
くった貯水湖．ダム湖ともいう.

深層混合攪拌工
法

しんそうこんごうか
くはんこうほう

deep mixing method of
soil stabilization

軟弱地盤をセメントなどの安定材と機械的な攪拌混合
を行って，柱状に深層部を固化処理して地盤改良する
工法．

深層混合処理工
法

しんそうこんごう
しょりこうほう

deep mixing
stabilization method

セメントや石灰などの安定材を地中に添加し，改良対
象土と攪拌・混合して柱状に固結させる工法．

深層混合処理連
続地中壁

しんそうこんごう
しょりれんぞくち
ちゅうへき

in-depth earth-mixing
method for diaphragｍ
wall

厚く堆積する軟弱土と安定剤を原位置で混合攪拌し，
強度を向上させる処理方法を用いて地中に造成した柱
列状の円柱形改良体からなる連続地中壁．

深層載荷試験 しんそうさいかしけ
ん

load test at the bottom
of borehole

杭先端部地盤の支持力推定を目的としたボーリング孔
底でのロードセル組み込み載荷板を用いた載荷試験．

深層地すべり しんそうじすべり deep-seated landslide 地下の深いすべり面で移動する地すべり．しかし，そ
の深度は明確に規定されていない．

深層地下水 しんそうちかすい deep groundwater,
confined water

地下水は深層地下水と浅層地下水に区分される．慣用
的に深度30m以深に帯水層を有する地下水をさす．

深層地下水排除
工

しんそうちかすいは
いじょこう

deep groundwater
drainage works

地すべりの要因である深層地下水の排水工をいう．集
水井戸，排水トンネル工，水平ボーリング工など．

深層天然ガス しんそうてんねんが
す

deep earth natural gas 地球深層部には，有機炭素からの初生メタンと創成期
の無機メタンが存在し，水溶性天然ガスを形成したと
する説．

深層熱水 しんそうねっすい deep geothermal water 深部熱水と同義．

深層発破 しんそうはっぱ muffining, deep blasting 地盤改良工法の一つである爆破締固め工法において，
地盤中に火薬を配置し爆破による衝撃で締固める際の
発破．

深層風化 しんそうふうか deep weathering 岩石が地下深くまで風化を受ける現象．深度は100mに
達することも多い．日本では花崗岩の深層風化が顕
著．

深礎工法 しんそこうほう caisson type pile works 直径数ｍ以下のたて坑を山留めしながら掘削し，その
坑に直接コンクリートを打設する場所打ちコンクリー
ト杭工法．大規模地すべりの抑止工や橋梁などの構造
物の基礎として用いられる．

新第三紀 しんだいさんき Neogene(period) 新生代第三紀の後半部で，中新世と鮮新世に分けられ
る．ほ乳類（哺乳類）が進化．中新世には日本海が形
成された．

新第三紀層 しんだいさんきそう Neogene(formation) 新生代第三紀後半の中新世と鮮新世に形成された地
層．日本ではグリータフ地域で代表される．

新第三系 しんだいさんけい Neogene(system) 新生代第三紀後半の中新世と鮮新世に形成された堆積
岩・火成岩．



新耐震設計法 しんたいしんせっけ
いほう

new anti-seismic design
code

関東大震災直後に制定された建築物の耐震設計の法令
にかわって，1981年より施行となった新しい耐震設計
法．

深地層隔離処分 しんちそうかくり
しょぶん

geological disposal 地層処分と同義．高レベル放射能廃棄物を地下深部に
埋設して処分すること．

伸張強度 しんちょうきょうど tensile strength 引張り状態における材料が示すことができる破壊前の
最大の応力値．

伸長衝上 しんちょうしょう
じょう

stretch thrust 褶曲断層の一種．転倒または横臥褶曲に伴い，逆転翼
部の地層が引きのばされ，ここに発生する衝上断層の
こと．

伸長節理 しんちょうせつり extension joint, tension
joint

最大引張応力方向と直交する最大圧縮応力方向に生じ
た節理をさす．

シンチレーショ
ン

しんちれーしょん scintillation 放射線が蛍光体に当たって発光する現象．

シンチレーショ
ンカウンタ

しんちれーしょんか
うんた

scintillation counter γ線検出機器．γ線によって蛍光体が発した光を光電
子倍増管に導き電気的パルスとして測定．

シンチレーター しんちれーたー scintillator 放射線検出用の蛍光体．主に有機シンチレーターと無
機シンチレーターに大別される．

親鉄元素 しんてつげんそ siderophile element 元素の地球化学的分類の一つ．地球の中心核と同質の
液相に集まりやすく，鉄と行動を共にする元素．Ni，
Auなどが含まれる．

針鉄鉱 しんてっこう goethite 鉄鉱物の風化により生じた針状結晶で，斜方晶系．硬
度５～６，比重4.28．ゲーサイトとも呼ばれる．

伸展 しんてん lateral spread 粘性土や軟弱な物質の液状化あるいは塑性流動によ
り，上位の土塊・岩塊が分離し拡がっていく斜面変
動．

震度 しんど seismic intensity,
seismic coefficient

ある地点での地震動の強さ，または構造物に作用する
地震力を表す強さの等級区分．地震動の加速度値の重
力加速度に対する割合．

振動 しんどう vibration 変量が平均位置の周りに往復を繰り返す現象．これが
時間Ｔ毎に同じ値をとる場合は周期的振動と呼ぶ．

浸透（地下水
の）

しんとう（ちかすい
の）

infiltration, seepage 地表面から地中へ水が浸入していく過程，あるいは地
中の水の流れの総称．

浸透圧 しんとうあつ osmotic pressure 半透膜で接する濃度の異なる溶液の間に働く圧力．ま
た，地盤中を流動する浸透水が，土粒子などに及ぼす
力．

浸透圧工法 しんとうあつこうほ
う

osmotic pressure method 半透膜を有し高濃度溶液を満たしたパイプを地盤に設
置し周囲との浸透圧を利用して脱水する工法．



浸透圧密 しんとうあつみつ osmotic consolidation 浸透水は土粒子の骨格に対して浸透方向へ圧力を及ぼ
す．この圧力が十分に大きいと土粒子の骨格が圧縮さ
れる．この現象を浸透圧密と呼び，泥土の圧密試験に
利用されることがある．

浸透圧密試験 しんとうあつみつし
けん

hydraulic consolidation
test

高含水比の液状に近い粘土などに浸透力を作用させる
ことにより圧密させる試験．

振動加速度 しんどうかそくど vibration acceleration 公害振動において測定される振動量．道路交通振動な
どでは最大加速度値，周波数特性の解析が行われる．

振動機 しんどうき vibrator コンクリートの内部，型枠，表面などに振動を与えて
締固める機械．バイブレーターと同義語．

振動杭打ち機 しんどうくいうちき vibratory pile driver 杭や矢板に上下振動を与えて地盤に打ち込む方式の杭
打ち機．

浸透計 しんとうけい infiltrometer ライシメータの一種．自然の土を容器に入れ，地中に
埋設し，水収支要素の一部または全部を測定する装
置．

振動計 しんどうけい vibrometer 振動を振り子を使って機械的または電気的に測定する
計器．

浸透係数 しんとうけいすう coefficient of
permeability

透水係数に同義．

浸透経路 しんとうけいろ seepage path 地盤中を流体が浸透していく時のみちすじ．

振動限界 しんどうげんかい vibration limit 固まる過程にあるコンクリートにおいて，バイブレー
タによって締固めができる限界．

振動弦型圧力計 しんどうげんがたあ
つりょくけい

vibrating wire pressure
meter

受圧板に連結された弦の長さが圧力に応じて伸縮する
ために生じる共振周波数の変化を利用する方式の圧力
計．

振動弦型計器 しんどうげんがたけ
いき

vibrating wire
instrument

鋼線に張力が加わった時，その大きさにより固有振動
数が定まる原理を応用した変位・荷重などの測定に用
いられる計器．

親銅元素 しんどうげんそ chalcophile element 元素の地球化学的分類の一つ．マントルの硫化物に富
む相と同様の液相に集まりやすいCu，Ag，Znなどの元
素をいう．

振動弦ひずみ計 しんどうげんひずみ
けい

vibrating wire strain
gauge

２点間に張った弦の固有振動数が，２点間のひずみ変
化により異なる現象を利用したひずみ計．

振動公害 しんどうこうがい vibration pollution 建設工事機械・車両などによる，地盤の振動を伴う公
害で騒音と同時に起こることも多い．

振動三軸圧縮試
験

しんどうさんじく
あっしゅくしけん

cyclic triaxial test 繰り返し三軸圧縮試験と同義．最近はこの用語は用い
られない．



浸透式アスファ
ルトマカダム工
法

しんとうしきあす
ふぁるとまかだむこ
うほう

asphalt penetration
macadam method

単粒度の骨材を転圧後，アスファルト材料を散布浸透
させ，更にくさび骨材などにより，間隙を充填する工
法によって施工されたアスファルト舗装．

振動式締固め機 しんどうしきしめか
ためき

vibration type compactor 振動を利用して表層の土砂を締固める機械で，振動コ
ンパクターと振動ローラーの２種類がある．

振動試験 しんどうしけん vibration test 供試体に振動を加えることにより，動的な強度・変形
特性を求める試験の総称．

振動シミュレー
ション

しんどうしみゅれー
しょん

vibration simulation 地盤および構造物の振動特性を把握するために与えら
れる強制振動に対する応答を解析により模擬するこ
と．

振動締固め しんどうしめかため vibrating compaction,
vibrating compacting,
compacting by vibration

起振機による振動を利用して材料を締固めること．

振動締固めコン
クリート

しんどうしめがため
こんくりーと

vibrated concrete 内部振動によって締固められたコンクリート．

浸透水 しんとうすい infiltration water 地中などに浸入した水．

浸透水圧 しんとうすいあつ seepage pressure 浸透水が流れるとき，浸透水が土粒子に作用する圧
力．

浸透水和 しんとうすいわ osmotic hydration 表面水和とともに泥岩が水を吸引する機構の一つ．泥
岩内外の塩分濃度差により水分子が浸透する作用．

振動数 しんどうすう frequency 周期的振動を示す波動で，周期の逆数．

浸透性 しんとうせい permeability 透水性と同義．

浸透性地層 しんとうせいちそう permeable layer 透水層と同義．

浸透速度 しんとうそくど permeable velocity 浸透流速と同義．

振動台 しんどうだい vibrating table 耐震工学実験で利用される人工的に振動を発生させる
機器．

浸透注入 しんとうちゅうにゅ
う

permeation grouting,
penetration grouting

地盤改良を目的とし，浸透性のよい粗粒土に地盤を乱
さずに注入剤を浸透させ注入すること．

浸透度 しんとうど infiltration index 単位時間に降水が地表面から地中へ浸透する割合．



浸透トレンチ しんとうとれんち infiltration trench 地表水を地中に浸透・かん養（涵養）させるための掘
削された溝をさす．

浸透能 しんとうのう infiltration capacity 地表面から地中に浸透していく水の速度を浸透能とい
う．水が供給された直後に大きく，徐々に減少する．

浸透能測定法 しんとうのうそくて
いほう

infiltration capacity
measuring method

地盤に適当な大きさのピットを掘削注水し，浸透量の
時間変化より降雨が地盤中に浸透する能力を評価する
測定法．

振動の距離減衰 しんどうのきょりげ
んすい

distance attenuation of
vibration

工事，交通機関などによる振動が振動源から離れるに
従って減少する状況．周辺の人体，構造物に与える振
動の影響を評価する際に測定される項目の一つ．

振動波 しんどうは oscillatory wave 周期的な振動を繰り返す波．一般的には媒質粒子は移
動しないで波面だけが前進する振動波．

振動パイルドラ
イバー

しんどうぱいるどら
いばー

vibratory pile driver 振動杭打ち機と同義語．

浸透破壊 しんとうはかい seepage failure 浸透水によって地盤などがパイピングやボイリングな
どを起こして破壊すること．

振動破砕試験 しんどうはさいしけ
ん

vibrating crushing test チョークの絶乾試料を破砕し，ふるい分けする試験．
チョークの破砕されやすさを評価する．

振動フィーダー しんどうふぃーだー vibrating feeder 砕石などの原料を供給するための設備で，機体の振動
によって原料を引出す型式のもの．

振動ふるい しんどうふるい vibrating screen 試料のふるい分けを所定の孔，間隙のふるい面の振動
により行なうふるい．

浸透平衡 しんとうへいこう osmotic equilibrium 溶媒が半透膜を通じて反対側の溶液中に侵入して，一
定濃度に達して平衡した状態．

浸透崩壊試験 しんとうほうかいし
けん

seepage failure test 供試体に対して浸透水圧を作用させ，土粒子の限界流
速あるいは限界動水勾配を求める試験．

浸透防止工 しんとうぼうしこう infiltration prevention
works

地表面からの水の浸透を防止する工法．斜面の安定化
や水路の漏水防止のための被覆工法や排水路設置工な
ど．

浸透ポテンシャ
ル

しんとうぽてんしゃ
る

osmotic potential 溶質が存在するため発生する地下水のもつポテンシャ
ルのこと．植物と土壌の間の作用などを除くと通常そ
の影響は無視できる．

振動モード しんどうもーど mode of vibration 振動にあるいろいろな型や様式．高層建築・塔・長大
つり橋なども，いくつかの振動モードを持っている．
地震波形も単純な波形の各種モードの重ね合わせから
できている．

浸透率 しんとうりつ permeability 地盤など多孔物質内における流体の流れやすさをその
多孔物質の特性として表すパラメータ．透水率ともい
う．



浸透率トラップ しんとうりつとらっ
ぷ

permeability trap 層位トラップの一つで，貯留層の浸透性の側方変化に
より形成された石油・ガスが集積するトラップ．

浸透流 しんとうりゅう filtration flow, seepage
flow

間隙だけを流れる流体が，岩石や地層を構成する粒子
をも含めた全断面を流れると仮定した見かけの流れ．

浸透流解析 しんとうりゅうかい
せき

seepage analysis フィルダムの堤体や地盤中の水の流れを解析する手
法．動水勾配や浸透流速から浸透破壊に対する安全性
や漏水量などを検討する．

浸透流制御 しんとうりゅうせい
ぎょ

seepage controll 基礎グラウチングやドレーン孔，ドレーントンネルな
どにより貯水池からの浸透流の抑制や漏水量を制御す
ること．

浸透流速 しんとうりゅうそく discharge velocity,
infiltration velocity

土粒子と間隙を区別せず，地層の全断面を平均的に地
下水が流動すると仮定したときの流速．

浸透流速ベクト
ル

しんとうりゅうそく
べくとる

discharge velocity
vector

流体が媒質中の全空間（岩石等の構成粒子および間
隙）を流れると仮定した場合の流れの速度ベクトルを
表す．

浸透力 しんとうりょく seepage force 水が土中に浸透するとき，土粒子が浸透方向に受ける
力のこと．水の単位体積重量と動水勾配の積として得
られる．

振動レベル しんどうれべる vibration level 人体全身を対象とする振動の評価尺度で感覚補正によ
りdB表示される．振動レベル計（JIS C1510)で測定さ
れる．

振動レベル計 しんどうれべるけい vibrating level meter 振動（加速度）レベルを測定する計測器．

振動レベル測定 しんどうれべるそく
てい

vibration level
measurement

振動が人体に及ぼす影響調査のために振動加速度レベ
ルに人体感覚補正を施した量（振動レベル）を測るこ
と．

振動ローラー しんどうろーらー vibration roller,
vibratory roller

起振機を取付けた鉄製ローラを用いて自重と振動によ
り締固めを行う機械.

震度階 しんどかい seismic intensity scale ある地点の地震動の強さを人体感覚や物体，自然界へ
の直接的な影響の程度から数段階に分けて表したも
の．

震度の距離減衰 しんどのきょりげん
すい

attenuation of intensity
with distance

震央からの距離によって震度が小さくなることを示
し，マグニチュードなどをパラメータにした震央距離
と震度との関係式もある．

心土破砕 しんどはさい subsoiling 心土（深度40～50cm下の土）の透水性や通気性を良く
するため，表土に変化を与えず心土のみを起こすこ
と．

震度分布図 しんどぶんぷず seismic intensity map 一つの地震について，地図上に各地の震度を記入し，
またその上に等震度線を書き入れたもの．

震度法 しんどほう seismic coefficient
method

耐震計算法の一つで地震時の荷重を静的な荷重に置換
えて作用させる方法．



侵入河川 しんにゅうかせん losing stream 河川水が河床から浸漏するために，流下方向に流量が
減少する河川や区間．失水河流ともいう．

浸入水 しんにゅうすい infiltration 地表面から地下水面に向かう水．

侵入堆積 しんにゅうたいせき encroachment 砂丘における前進部のすべり面付近で生じる，砂粒の
堆積現象．

針入度 しんにゅうど penetration 規定の条件下で一定の形と重量の針が貫入する深さを
1/10mm単位で表した数．一般にはアスファルトの試験
に用いられる．

心抜き しんぬき cut, center cut トンネルの発破では，効果を高めるために段階的に爆
破を行う．その時の切羽面のほぼ中央で最初に行う発
破．

深熱水鉱床 しんねっすいこう
しょう

hypothermal deposit 地下3～10kmの高温(300～600℃)下で形成された熱水成
鉱床．鉱脈鉱床・交代鉱床をつくることが多い．深熱
水成鉱床と同義．

深熱水成鉱床 しんねっすいせいこ
うしょう

hypothermal deposit 深熱水鉱床と同義．

甚之助谷地すべ
り

じんのすけたにじす
べり

the Jinnosuketani
landslide

1896年に石川県石川郡白峰村甚之助谷に発生した地す
べり．1960年代に多くの被害を生じ，1961年に対策工
事が実施された.中生界堆積岩と第三系溶岩の境界面が
すべり面となっている．

真の土圧 しんのどあつ true earthpressure トンネル周辺の応力が地山の強度を超えた時に発生す
る塑性変形を抑えるために必要な支保内圧．

真の比抵抗 しんのひていこう true resistivity 土･岩石の構成鉱物の種類と組成に支配される地層本来
の比抵抗.

じん肺 じんぱい pneumoconiosis 珪肺ともいう．遊離珪酸（無水珪酸，SiO2，石英）を
含んだ粉塵が肺に吸着することによって発病する．鉱
山やトンネル工事など岩石粉塵の多い作業では粉塵の
抑制や防護措置が必要．

震波線 しんぱせん seismic ray 地震波の伝搬を論じる際に概念的に用いられる用語
で，地震波の波面に垂直な線．

深発地震 しんぱつじしん deep(-focus) earthquake 一般には震源の深さが300㎞より深い地震のことを示
す．

深発地震帯 しんぱつじしんたい deep seismic zone 地震の震源が300㎞より深い深発地震が起きるゾーン
で，和達ベニオフ帯と等しい．

深発地震面 しんぱつじしんめん deep seismic plane 島弧の付近にみられる海溝から陸側に向かって深くな
るような深発地震の面状分布．

真比重 しんひじゅう true specific gravity 岩石に含まれる多くの間隙を除いて求めた岩の実質部
分（粒子）の比重．



シンフォーム しんふぉーむ synform 地層の上下関係とは無関係に単に下方に向かって凸形
状に閉じた褶曲に対して用いられることば．

深部火成活動 しんぶかせいかつど
う

deeper igneous activity 地下深所でできたマグマによる火成活動のうち，深成
岩や高変成の変成岩を形成させる作用．

振幅 しんぷく amplitude 振動による変位変動の最大値と最小値の半分で，振動
しているものの最大変位．

振幅スペクトル しんぷくすぺくとる amplitude spectrum 複素関数で表現されるフーリエスペクトルのうち，各
周波数の波の振幅の大きさを表すスペクトル．

振幅変調 しんぷくへんちょう amplitude modulation 搬送波（交番電流・電圧または電波）の振幅を信号波
の波形に対応して変化させる，最も一般的な変調法．

深部構造 しんぶこうぞう deeper structure 下部構造と同義．
①変成岩類の形成される所の構造．
②基盤の構造．
③地下深所の構造など．
④ミグマタイト論の用語で，花崗岩化された地殻下
部．

新富士火山 しんふじかざん Younger Fuji volcano 富士火山を構成する小御岳火山・古富士火山を覆って
噴出した玄武岩の火山で，現在の富士火山を形成す
る．

シンプソンの公
式

しんぷそんのこうし
き

Simpson's rule 図上の面積を近似的に求める数値積分方法で，境界が
曲線で囲まれたものの求積法．

深部断層循環系 しんぶだんそうじゅ
んかんけい

deeper fault cycle 地熱資源の構造を表わすもので，地殻深部の熱水が断
層を介して循環していると考えられる構造．

深部地熱資源調
査

しんぶちねつしげん
ちょうさ

deep geothermal
resources survey

深さ3000～4000m程の深部に存在する地熱資源を開発す
るための調査．

深部電気探査 しんぶでんきたんさ deeper electrical
sounding

シュランベルジャー法，双極子法，周波数探査法など
を用いて，地下深部までを調べる電気探査法．

深部熱水 しんぶねっすい deep geothermal water 地下増温率（約3℃/100m）により高温となっている深
部に賦存している非火山性地熱水．深層熱水

深部ボーリング しんぶぼーりんぐ deep boring 資源・学術調査で行う長尺ボーリングの総称．地熱分
野では概ね2,500m以上（先新第三系）を対象としたも
の．

深部裂か（深部
裂罅）

しんぶれっか deep fracture 地殻深部もしくはマントルまで達する大規模な断裂．
大陸と大洋を境する大規模なプレートの沈み込みは造
構的な断裂帯である．

心壁 しんぺき impervious core アースダムやロックフィルダムで堤体中心部に施工す
る遮水壁．水密性の強い粘土が用いられる．コア部と
もいう．

真北 しんぽく true north 地球の北極の真上の方向を天の北極と呼び，この天の
北極を地上の任意の点から見たときの方向．



真北方向角 しんぽくほうこうか
く

true north direction
angle

平面直角座標の座北（方眼北）と真北方向とがなす角
度．子午線収差ともいう．

シンメトリーコ
ンセントレー
ション

しんめとりーこんせ
んとれーしょん

symmetry concentration 陽イオンまたは陰イオンの量が土壌の持つイオン交換
容量と等しい場合のイオン量の単位.

信頼限界 しんらいげんかい confidence limits 母集団がある確率で特定区間（範囲）に含まれると統
計的に推定されたとき，この区間の両端値のこと．

信頼性解析 しんらいせいかいせ
き

reliability analysis 統計解析を応用して斜面安定などの安全率を確率論的
に考える手法のこと．

信頼性指標 しんらいせいしひょ
う

reliability index 確率論による構造物の安全性・信頼性の定量的な評価
をするための指標．安全性指標ともいう．

震力 しんりょく seismic force 地震動が構造物におよぼす力．

人力掘削 じんりょくくっさく manual excavation スコップやつるはしなどの簡易な道具を用いて人間の
力で掘削すること．空気圧で作動する手持ちのブレー
カを用いた掘削なども人力掘削に含まれる．

森林基本図 しんりんきほんず forest basic map 森林の管理・運営などに必要な項目を測量し作成した
地形図．一般に縮尺は５千分の１．

森林限界 しんりんげんかい forest line 低温あるいは乾燥により森林が生育できなくなるツン
ドラや草原との境界．高山においての高木生育限界．

森林泥炭 しんりんでいたん forest peat 森林が河川の氾濫や排水不良，湧水などにより沼沢化
してできた泥炭．マツ泥炭，カンバ泥炭など．半陸性
～陸成の堆積環境．

森林土壌 しんりんどじょう forest soil 岩石の風化砕屑物に植物から供給された有機物，植物
根や特有の土壌動物によって形成された土壌．

森林土壌分類 しんりんどじょうぶ
んるい

forest soil
classification

森林土壌を生成因子に基づいて区分したもので，日本
では林野庁・林業試験場の分類が一般的．

森林破壊 しんりんはかい forest destruction 宅地や道路の造成，燃料採取，焼畑農業などのために
木材が伐採され，森林が失われていくこと．

人類学 じんるいがく anthropology 人類を対象とし，動物的および文化的な側面から総合
的理解を図ろうとする科学．

人類紀 じんるいき Anthropogene(period) 人類が誕生した約200万年前から現在に至るまでの人類
が自然に対して影響を与えた時代．第四紀．

州 す bank,cay 川や海・湖などの水面上に現れた土砂からなる高ま
り．流路州・砂州・沿岸州などがある．



巣穴化石 すあなかせき sandpipe 淡水～海水棲の底生生物が底質の砂や泥中に棲息して
いた際の巣穴に砂や泥が詰まり，パイプ状に地層中に
残ったもの．砂管．

巣穴動物 すあなどうぶつ burrowing animal 底質(砂・泥など)に穴をあけてすむ動物の総称．砂管
などが生痕として地層中に残るため古生物学上重要．

錐（鉱物の） すい pyramid ３，４，６，８または12の非平行な面からなる結晶面
が，一つの点で会うこと．

水圧管路 すいあつかんろ penstock 水力発電所で上部の水槽と下部の水車をつなぐ圧力管
とこれを支持する設備．

水圧計 すいあつけい manometer 水のおよぼす圧力を測定するために用いられる計器．

水圧式水位計 すいあつしきすいい
けい

hydraulic water level
indicator

受圧部を水中に設置し，水面の上下によって生じる水
圧の変化を受圧部で測定し，水位に変換する方式の水
位計．

水圧式スクレー
パー

すいあつしきすく
れーぱー

hydraulic well scraper 水圧破砕法施工に先立ち，坑壁周囲にＶ字型溝を掘開
して水圧の集中をはかる機械．

水圧式ピエゾ
メータ

すいあつしきぴえぞ
めーた

hydraulic piezometer 飽和された土の間隙水圧を測定する装置で，圧力管で
ゲージに直結された多孔質チップで構成される．

水圧式ピストン
サンプラ

すいあつしきぴすと
んさんぷら

hydraulic piston sampler サンプリングチューブの圧入を水圧により行うサンプ
ラ．柔らかい粘土の採取に適する．

水圧鉄管 すいあつてっかん penstock 水力発電所で取水口または上部調圧水槽と発電所間の
最も水圧のかかる鉄管．岩盤内に設置する場合は内圧
を岩盤にも分担させるように設計する．水圧管路とも
いう．

水圧トンネル すいあつとんねる pressure tunnel 内水圧のかかる水路トンネルの総称．覆工コンクリー
トに引っ張り応力がかかるため，設計に配慮が必要と
なる．

水圧破砕 すいあつはさい hydraulic fracturing 岩石に静岩圧以上の水圧を加えて人工的に破砕する方
法．原油回収率の向上．高温乾燥岩体の熱回収に有
効．

水圧破砕法 すいあつはさいほう hydraulic fracturing
method

①初期地圧測定法の一つ．水圧破砕により生じる割れ
目をもとに初期地圧とその応力方向を推定する．
②高温岩体発電のように地下深所に人工的に岩盤に亀
裂を造成する際の方法の一つ．

水位 すいい water level 河川，湖沼や地下水などの表面の，ある基準面からの
高さ．

水位回復試験 すいいかいふくしけ
ん

recovery test 揚水して水位を低下させた後，揚水停止後の水位の回
復速度を測定し，地盤の透水性を知るための試験．揚
水試験・透水試験の一手法．

水位観測 すいいかんそく observation of water
level

観測地点において水面の高さを測定し，その変動を明
らかにすること．自記水位計などを設置して行う．



水位曲線 すいいきょくせん stage hydrograph 時間経過による河川や地下水位の変動を示したもの．

水位計 すいいけい water level gauge 河川などの水位を測定する計器．直接測定用には量水
標・水位標が，自動測定には自記水位計がある．

水位降下 すいいこうか drawdown 地下水の揚水などに伴う地下水位または静水位の低
下，または低下量．

水位降下円錐 すいいこうかえんす
い

cone of depression 揚水により水位降下が生じたときの逆円錐状の地下水
面の窪み．外縁を揚水井の影響圏という．

水位差 すいいさ difference of water
level, water level range

空間的あるいは時間的にみられる水位の差．

水位時間曲線 すいいじかんきょく
せん

stage-time curve 横軸に時間，縦軸に水位をとって図示した曲線．

水位水分計 すいいすいぶんけい 土中に配置された多数の電極の電圧変化から土中の気
液境界の位置を求めるための計器

水位－湛水面積
曲線

すいいたんすいめん
せききょくせん

depth-area curve,
height-area curve

貯水位とそれによって水没する地域の面積との関係を
表す曲線．

水位調整施設 すいいちょうせいし
せつ

facility for regulation
water level

水路の流量の変化による水位変動を調節するため，水
路の途中に設けた堰，ゲートのこと．

水位低下曲線 すいいていかきょく
せん

drawdown curve 水位が低下するときの時系列変化を示す曲線．

水位低下係数 すいいていかけいす
う

drawdown coefficient 被圧地下水帯での水頭の低下速度は水頭高に比例す
る．そのときの比例定数．

水位変動 すいいへんどう fluctuation (of water
level)

水の流入出により，地表水あるいは地下水の水位が変
化すること．

水位変動区域 すいいへんどうくい
き

drawdown zone 貯水区域のうち，貯水池操作により貯水位が変動する
部分．

水位変動幅 すいいへんどうはば drawdown range 水位の変動量のこと．

水位－容量曲線 すいいようりょう
きょくせん

stage-discharge curve 貯水容量曲線と同義．

水位流量曲線 すいいりゅうりょう
きょくせん

discharge rating curve 水位から流量を推定するためにその関係を求め，縦軸
と横軸に水位と流量をとって図示した曲線．



水温成層 すいおんせいそう thermal stratification 温度成層と同義．

水温躍層 すいおんやくそう thermocline 海洋や温帯湖では夏季に水温が表面（高温）と深層
（低温）で差がある．その境界の急激に水温が変化す
る層．

水涯線 すいがいせん waterside line 地形図などで水ぎわを表現する線．

水害地形分類図 すいがいちけいぶん
るいず

geomorphologic map on
flood vulnerability

水害危険予測を目的とし，低地の微地形分類により氾
濫が生じた場合の浸水域などを判定したもの．

水管水準測量 すいかんすいじゅん
そくりょう

leveling by water tube 二つの容器を細管で結び水を入れ，それぞれの容器の
水準面を基準にして，２地点間の比高を測定するこ
と．

吹管分析 すいかんぶんせき blowpipe analysis 長さ20cm程度の金属製の吹管を炎に吹き付けて行う鉱
物の分析方法．酸化炎・還元炎の加熱反応を実施．

水銀 すいぎん mercury 元素記号Hg，原子番号80の元素．全ての金属中で最も
融点が低く，常温で唯一液体の金属．

水銀汚染 すいぎんおせん mercury pollution 水銀により環境が汚染されること．1950～60年代に発
生したメチル水銀による水俣病（熊本・新潟）が典
型．

水銀気圧計 すいぎんきあつけい mercury barometer 大気圧を測定するために水銀柱の高さを利用する測定
装置．

水銀鉱床 すいぎんこうしょう mercury deposit 水銀を稼行対象とする鉱床で，主要鉱石鉱物は辰砂と
自然水銀，北海道イトムカと奈良県大和鉱山などで産
出．

水銀法 すいぎんほう mercury manometer 土の密度を求める試験方法の一種．水銀中に供試体を
沈め，あふれた水銀の質量から体積を求めるもの．

水系 すいけい drainage, drainage
texture, drainage system

同一流域に属し，共通の河口をもっているすべての流
路の集合体．主体は河川であるが湖沼を含む場合もあ
る．

水系強度 すいけいきょうど drainage intensity ある地域の河川の評価法の一つで，地下からの地表流
出量を反映するインデックス．

水系図 すいけいず map of drainage net 共通の河口を持っている河川のすべての流路を平面的
に図示したもの．

水系組織 すいけいそしき drainage texture 水系網の発達程度を示す．水系密度と水系頻度の両者
を含む．

水系頻度 すいけいひんど channel frequency 流域内において，単位面積あたりの水流の数を表わ
す．水系密度とともに水系網の量的な特性を表わす．



水系密度 すいけいみつど drainage density 単位面積あたりの水流の総延長である．河川密度・水
流密度ともいい，谷密度の表現方法の一つである．

水系網 すいけいもう drainage network 共通の河口に流出する全ての本支川の水流路を結んだ
もの．排水網，水路網ともいう．

水系模様 すいけいもよう drainage pattern 水流路の平面的な形態のことで，水系型・河系模様と
もいう．模様の特徴から数種類に分類されている．

水撃圧 すいげきあつ water hammer pressure 水路管内の流速を変化させることによって発生する圧
力波が水路管内に与える圧力．ウォータハンマーとも
いう．

水撃作用 すいげきさよう water hammer 管路内の水流を急激に変化させた時，管路内に生じる
圧力波が管内を伝搬し管内を往復して衝撃エネルギー
と化す現象．

水圏 すいけん hydrosphere 気圏・岩石圏に対する語であり，地球の表面で水に
よって覆われている部分．海洋圏・陸水圏に区分され
る．

水源 すいげん water source 河川の流れの源あるいは利水のための水の供給源．河
川・湖沼などの地表水と地下水，天水などがある.

水源かん養保安
林（水源涵養保
安林）

すいげんかんようほ
あんりん

protective forest 重要河川などの水源地域に指定される，河川流量の調
節・洪水防止・用水の確保などを目的とする保安林．

水源地貯水池 すいげんちちょすい
ち

headwaters reservoir 水系の水源地域になっている源流山間部にある貯水
池．

水硬性結合材 すいこうせいけつご
うざい

hydraulic binder 水を加えることで硬化し，結合材となるものの総称．
水硬性セメントとほぼ同義．

水硬性セメント すいこうせいせめん
と

hydraulic cement 空中においてのみ硬化する気硬性セメントに対し，水
中または空気中で凝結硬化するセメント．

水攻法 すいこうほう water flooding 石油・天然ガスの回収率増加法の一つで，油層・ガス
層に水を注入し，石油・ガスを押しだす方法．

吸込み穴 すいこみあな swallow hole, ponor,
swallet, sink

石灰岩地域で河水や降水の一部または全部が地下に流
入する穴をいい，飲み込み穴ともいう．

吸込み井戸 すいこみいど diffusion well,
absorbing well

排水などを地中に吸い込ませる井戸．吸込み排水孔と
もいう．

吸込み揚程 すいこみようてい suction lift, suction
head

吸込み水面とポンプ中心との鉛直距離．

水砕スラグ すいさいすらぐ water granulated iron-
blast-furnace slag

金属精錬時に生じるスラグ（鉱さい）を高温のうちに
水によって急冷して製造したもの．



水酸化鉱物 すいさんかこうぶつ hydroxide minerals 結晶の一部に水酸基OH-をもつ鉱物で，Al，Mg，Fe，
Ca，Mnなどの金属元素と結合している．

水酸化ナトリウ
ム

すいさんかなとりう
む

sodium hydroxide NaOH．別名苛性ソーダ．白色の固体で潮解性，水溶性
が強い．石鹸，合成繊維などの製造や石油精製に利
用．

水酸化物 すいさんかぶつ hydroxide 一般式M1OH，M2OH2等で表わされる塩基性化合物．ただ

し，Mは金属元素を示す．

水酸化物シート すいさんかぶつしー
と

hydroxide sheet 緑泥石の2:1層間に含まれる構造単位であり，Al3＋・

Fe2+・Mg2+などを６個のOH-が囲んだ八面体シート．

水質 すいしつ water quality 水の物理，化学，生物的性質をいい，主に溶存イオン
の種類と量，pH，電導度，色，におい，濁りなどで表
す．

水質汚染 すいしつおせん water contamination 水質汚濁のうち，ある種の微量化学物質や微生物が原
因となる場合を呼ぶが，必ずしも明確には区別されて
いない．

水質汚濁 すいしつおだく water pollution 人間活動によって自然水域あるいは公共用水域の水質
が物理・化学的に変化・汚濁すること．

水質汚濁指標 すいしつおだくし
ひょう

water pollution
indicator

水質汚染の判定要素．ｐＨ,ＢＯＤ，ＣＯＤ，浮遊物質
量（ＳＳ），大腸菌群数，フェノール類含有量，有害
物質(カドミウム，シアン化合物，水銀など)など．

水質基準 すいしつきじゅん water quality standards 水質検査の判定基準となる値．水道水の水質基準や環
境基準，排水基準などがある．

水質試験 すいしつしけん water examination, water
analysis, test of water
quality

水の性質を調べる試験．水の性質には，物理的なも
の，化学的なもの，生物学的なものがある．水質分析
と同義．

水質指標 すいしつしひょう water quality index 水質の起源や変化の指標となる成分・性質をさす．主
要成分として含まれる陽イオン・陰イオンや， pH・溶
存酸素・有害物質など．

水質精密試験 すいしつせいみつし
けん

complete examination of
water

特定の水質について，空間的あるいは時間的に分析精
度を高めて，より詳しく行う試験．

水質調査 すいしつちょうさ water quality survey 水の化学的，物理的，生物学的性質の調査．

水質年表 すいしつねんぴょう annual report of water
quality

国土交通省河川局が，全国109の一級河川の水質をまと
めたもので，1958年からほぼ毎年発行されている．

水質負荷量 すいしつふかりょう water quality load ある水域に流入し，その水域に無機的もしくは有機的
な水質変化をもたらす，単位体積の水に含まれる物質
量．

水質分析 すいしつぶんせき water analysis 水試料の温度・電導度・ｐＨ・化学組成・濁度・バク
テリア量などをそれぞれに適した機器で計量するこ
と．



水質保全 すいしつほぜん water quality
conservation

水質汚濁を防止あるいは低減するよう努めること．

水車 すいしゃ hydrauric turbine,
waterwheel, water
turbine

流水を羽根に当ててその反動または衝撃力によって羽
根車を回転させ，流水のエネルギーを機械的エネルギ
に変える原動機．

水準器 すいじゅんき level tube 物体が水平な状態であることを調べる器具．一般に上
方に凸状の曲率を持つ気泡管からなる．

水準儀 すいじゅんぎ level 水準測量に使う機器で，観測用望遠鏡と水平調整機構
を備えている．

水準器検定器 すいじゅんきけんて
いき

level tester 水準器に使用されている気泡管の感度を測定する計
器．

水準原点 すいじゅんげんてん datum of leveling 日本水準原点が正式名称．水準測量の高さの基準とな
る陸上に設けた標高の基準となる水準点．

水準スフェロイ
ド

すいじゅんすふぇろ
いど

level spheroid, niveau
spheroid

ジオイドをなめらかにした等ポテンシャル面で，回転
だ円体に近い曲面を持つ．

水準測量 すいじゅんそくりょ
う

level survey, levelling 高低測量，レベル測量ともいう．地表面にある地点相
互の高低差を求める測量法の名称．

水準点 すいじゅんてん bench mark 水準測量の際に基準となる点で，その地点の平均海水
面からの高さを決定してある固定された測点．水準原
点からの高さが正確に求められている．ベンチマーク
ともいう．

水準面 すいじゅんめん level surface 静水面のように面上の各点において重力の方向に垂直
な曲面．

水準網 すいじゅんもう levelling network, level
net

複数の水準環（出発点と終点とが一致し環状になった
水準測量路線）が結合してでき上がった網状の水準路
線の総称．

水晶 すいしょう rock crystal 無色透明な石英の結晶．硬度７で装飾用や準宝石，最
近は水晶振動板として利用．

水晶温度計 すいしょうおんどけ
い

quartz thermometer 水晶振動子の振動数が温度によって変化することを用
いた高分解能の温度計.深井戸の微小な水温変化の測定
などに用いられている．

錐状火山 すいじょうかざん konide 溶岩と火山砕屑物が交互に層を成して，円錐状に積み
重なった火山体．成層火山と同義．

水蒸気 すいじょうき water vapour 気体状の水．とくに大気中に分散して存在するものを
さす．

水蒸気爆発 すいじょうきばくは
つ

phreatic explosion 主として水蒸気の爆発的噴火で，噴出物には本源物質
を伴わない．



水蒸気補正 すいじょうきほせい water vapor correction 上空のリモートセンサが受ける電磁波エネルギーは水
蒸気による減衰を受けており，その影響を補正するこ
と．

水蒸気マグマ爆
発

すいじょうきまぐま
ばくはつ

steam explosion 外部（地下水）の水とマグマが接触して本質物質を放
出する爆発的な噴火の総称．

水食 すいしょく water erosion 水による土壌浸食．雨水による面状浸食から，集中流
水によるリル（雨裂）浸食，ガリ浸食がある．

水浸 すいしん submergence 岩石などの物体を水中に没すること．物体を飽和させ
たり，スレーキングや耐水性などの調査のため行われ
る．

水浸安定度試験 すいしんあんていど
しけん

immersion stability test マーシャル安定度試験用の供試体を水中に浸したあと
試験を行い，アスファルト合材の耐水性を評価する試
験．

水浸一軸圧縮強
度試験

すいしんいちじく
あっしゅくきょうど
しけん

immersion unconfined
compression test

供試体を規定時間水浸した後に規定に準じて行う一軸
圧縮試験．

推進工法 すいしんこうほう pipe jacking method 先端に掘削用の刃を付けたプレキャスト構造物（円
形・矩形）を推進ジャッキで圧入して埋め込みながら
継ぎ足しトンネルを構築する工法．

水成 すいせい aquatic 水中，もしくは水の作用によって形成されたものであ
ること．例えば水成鉱床，水成岩など．

水制 すいせい groin, groyne, spur dyke 洪水時の堤防の保護や低水時の川筋の安定のために水
勢の緩和や流路の規制を行う河川工作物．川岸から中
央に突出して設置される．

水成岩 すいせいがん aqueous rock 水の営力でできた堆積岩．堆積岩の主要な一構成要素
であるが，堆積岩と同義語ではない．

水成鉱床 すいせいこうしょう sedimentary deposit 鉱物粒子・溶存成分が水による運搬・堆積作用で濃集
してできた鉱床．火成活動による火成鉱床に対する．

水成砕屑岩 すいせいさいせつが
ん

clastic rock 風化浸食によって生じた岩屑などが，水流に運ばれて
陸上や水底に堆積してできたもの．

水成土（壌） すいせいど（じょ
う）

hydrogenic soil 寒冷多湿な地域で水分の影響が強く作用して形成され
たと考えられる土壌の総称．ツンドラ土，ポドゾルな
ど．

水成リップル
マーク

すいせいりっぷる
まーく

aqueous ripple mark 堆積物の表面に流水や波によって形成された周期的な
波型の模様．浅い水深に堆積した砂岩層に多く見られ
る．

水成論 すいせいろん Neptunism 火成論の反対語で，原始の岩石は原始海水から析出沈
殿してできたとする説．

水石 すいせき Suiseki 自然の水磨作用により風雅な形となった観賞用の石．
京都加茂川石・岐阜揖斐川石・北海道神居古潭石ほ
か．



水素イオン濃度 すいそいおんのうど hydrogen ion
concentration

普通pH（水素イオン指数,-log[H+]）で表される水溶液
中のヒドロニウムイオン濃度．酸性，塩基性の尺度．

水槽 すいそう tank ①水路式発電所の導水路終端部の，水圧管の呑口とな
る池．負荷の変動調整，浮遊物除去などのために設け
られる．
②水路の途中で一時的に水を貯留するための構造物．
水力発電所における調圧水槽など．

水素エネルギー すいそえねるぎー hydrogen energy 水素を燃焼させて発生するエネルギー．単位重量あた
りの熱量がガソリンの３倍になる無公害のエネル
ギー．

水素結合 すいそけつごう hydrogen bond 水素が結びつける原子や分子間の結合で，酸素・フッ
素・チッ素などの電気的陰性の強い原子に限られる．

水素指数 すいそしすう hydrogen index 地層中における高速中性子の減速過程に関係するパラ
メータ的な量で，通常の中性子検層での測定対象．

水素貯蔵合金 すいそちょぞうごう
きん

hydrogen storage alloy 常温で多量の水素を吸収・貯蔵・放出できる金属また
は合金の水素化物．希土類系，Ti系，Mg系合金など．

水素同位体比 すいそどういたいひ hydrogen isotope ratio 質量数１の水素と質量数２の重水素の存在比を標準試
料の同様な存在比に対して千分率偏差（‰）で表した
値．

衰退氷河 すいたいひょうが decaying ice 流動が停滞して融解を始めた氷河．氷河が消失する前
の一つの過程である．停滞氷河ともいう．

水中火砕流 すいちゅうかさい
りゅう

subaqueous pyroclastic
flow

水中を流れる火砕流．陸上から水中に流入する場合
や，直接水中に噴出して流れる場合がある．生じた堆
積物は下位に密度大の岩塊，上位に軽石片の分級を示
す．

水中掘削 すいちゅうくっさく underwater  excavation 浚渫船などの掘削機器を用いて水底を掘削すること．
水底が岩盤の場合は事前に発破工法などにより岩盤を
破砕する．

水中硬化エポキ
シ樹脂

すいちゅうこうかえ
ぽきしじゅし

underwater-hardening
epoxy resin

エポキシ基を１分子中に２個以上もつ化合物（ポリ
マー）で，硬化剤との反応により水中でも硬化するも
の．

水中構造物 すいちゅうこうぞう
ぶつ

underwater structures 海洋構造物と同義．

水中コンクリー
ト

すいちゅうこんく
りーと

underwater concrete 水中で打設するコンクリートの総称．水底まで運搬打
設する方法や，プレパックトコンクリートなどがあ
る．

水中自破砕溶岩 すいちゅうじはさい
ようがん

subaqueous
autobrecciated lava

水中に流れ出て，急冷され破砕し角礫岩様になった溶
岩．角礫と基質が同じ岩石からなることが特徴．

水中重量法（現
場密度試験）

すいちゅうじゅう
りょうほう（げんば
みつどしけん）

weight-in-water method
for field density test

現場密度試験方法の一つで，水中で分解しない固結し
ている土や岩石に適用する方法．

水中施工 すいちゅうせこう underwater  execution 水中で地盤の掘削やコンクリート打設などの工事を行
うこと．



水中切断 すいちゅうせつだん underwater  cutting 水中で金属などを切断する工法．酸素アーク・テル
ミット溶断・火炎ジェット・発破・機械などの切断工
法がある．

水中単位体積重
量

すいちゅうたんいた
いせきじゅうりょう

submerged unit weight 水中における岩石や土の単位体積の重量．土の飽和単
位重量から水の単位重量を引いた数値で表される．

水中発破 すいちゅうはっぱ under water blasting 発震源として水中で爆薬を爆発させること．強い発震
源とするには，水深が深い方が効果的である．

水中比重 すいちゅうひじゅう submerged density 水中における飽和土の見かけ上の比重．地下水面下の
土の土圧および沈下計算，斜面安定計算等に用いられ
る．

水中覆工工法 すいちゅうふっこう
こうほう

submerged geo-spacing 軟岩基盤中に泥水工法により大空間を掘削し，水中で
覆工コンクリートを施工する工法．

水中ブルドーザ すいちゅうぶるどー
ざ

underwater bulldozer ラジコン式の水陸両用のブルドーザ．浅い水深での浚
渫，転石の掘削・採取などに使用される．

水中放電 すいちゅうほうでん electrical discharge in
water

非爆薬の音源として，水中での放電により音波を発生
させること．代表的なものとしてスパーカがある．

水中ポンプ すいちゅうぽんぷ submerged pump 揚排水に使用するポンプのうち水中に設置するポンプ
をさす．

水中埋設 すいちゅうまいせつ underwater embedding 海域に敷設するパイプラインや発電所の取・放水管な
どを海底面下に埋設すること．

水中溶岩流 すいちゅうようがん
りゅう

subaqueous lava flow 水中に流入または噴出した溶岩流．急冷し破砕しやす
く角礫岩様となる．玄武岩質の場合には枕状溶岩とな
る．

水中養生 すいちゅうようじょ
う

water curing コンクリートやモルタルの養生を水中で行うこと．水
温を20℃前後に保つ場合が標準養生．

水中溶接 すいちゅうようせつ underwater welding 主に電気アークによる水中アーク溶接工法．水を遮断
して行う乾式法と，水中で直接行う湿式法がある．

垂直アレイ観測 すいちょくあれいか
んそく

vertical array seismic
observation

地表からの深度を変えて垂直方向に配列した複数の地
震計による地震観測．深部から地表への地震動伝播特
性などを把握するために用いる．

垂直移動 すいちょくいどう vertical slip 断層の変位の要素に関する用語で，実移動の垂直成分
のこと．鉛直移動ともいう．

垂直応力 すいちょくおうりょ
く

normal stress 外力を受ける物体内部に平衡条件を満足するように生
じる力（応力）のうち，作用面に直交する分力．

垂直荷重 すいちょくかじゅう normal load 荷重面に対して垂直方向に作用する荷重．



垂直写真 すいちょくしゃしん vertical photograph カメラ軸が鉛直軸に対して5ﾟ以内の範囲で撮影された
航空写真，または空中写真．鉛直写真ともいう．

垂直スリップ すいちょくすりっぷ perpendicular slip 断層による地層・岩石の真の変位の垂直成分．これに
対して，断層変位の水平成分は水平スリップという．

垂直線偏差 すいちょくせんへん
さ

deflection of the
vertical line

地球に正しく接するようおかれた地図測量の基準とな
る楕円体上にたてた法線と，鉛直線との方向の差．鉛
直線偏差ともいう．

垂直探査 すいちょくたんさ vertical electric
sounding

比抵抗の垂直分布を求める探査法．比抵抗探査の場合
は電極間隔，電磁探査の場合は周波数を変えることに
より深度方向の探査を行う．

垂直探査曲線 すいちょくたんさ
きょくせん

vertical electric
sounding curve

比抵抗法垂直探査の測定結果を，一般に横軸に電極間
隔を，縦軸に見掛比抵抗をとって描いた測定曲線．

垂直断層 すいちょくだんそう vertical fault 面の傾斜が垂直である断層．

垂直土圧 すいちょくどあつ vertical earth pressure 土中の垂直方向に働く土圧．地表に構造物がある場
合，有効土かぶり圧と地表構造物の応力との合力とな
る．

垂直縫地工法 すいちょくぬいじこ
うほう

vertical
prereinforcement

トンネル坑口や偏圧地形および土被りの小さいトンネ
ルの上部地盤を補強する工法．地表面から削孔して鉄
筋を挿入しセメントミルクを注入して定着する．吊り
下げ効果や見かけのせん断強度を増加させる効果があ
るとされ，天端沈下抑制や地すべり防止のために用い
られる．

垂直ひずみ すいちょくひずみ linear strain 圧縮力または引張力を受けた場合に発生する伸縮に関
する軸ひずみのこと．

垂直分力（地磁
気の）

すいちょくぶんりょ
く（ちじきの）

vertical intensity 地磁気の大きさと方向は一つのベクトルによって表さ
れ，その垂直成分の分力．

垂直変化性図
（岩相の）

すいちょくへんかせ
いず（がんそうの）

vertical variability map 柱状図内での岩相の垂直的変化が場所によりどう変化
するかをを表したもの．地域的な岩相の変化を示す．
岩相図の特殊なもの．

垂直落差 すいちょくらくさ perpendicular throw 断層による基準層または基準面のズレを，その層
（面）に鉛直方向に計った距離．

水底火砕流 すいていかさいりゅ
う

subaqueous pyroclastic
flow

水中火砕流と同義．

推定岩盤線 すいていがんばんせ
ん

assumed rock-line 構造物基礎としての地耐力をもつと推定される岩盤の
位置を鉛直断面上に示した線．

推定鉱量 すいていこうりょう probable reserves,
probable ore reserve

JIS M 1001「鉱量計算基準」で規程されている鉱量の
一つで，鉱画を構成する側面の数と間隔が確定鉱量の
規程に該当しない部分の鉱量．確定鉱量参照．

推定コーン指数 すいていこーんしす
う

rating cone index 自然土のコーン指数に，車両等の繰り返し走行による
土の強度低下を示す練り返し指数を乗じた値．



推定資源量 すいていしげんりょ
う

probable resources 露頭・試錐・坑内他の資料から地下に存在し得ると推
定・計算される資源埋蔵量．

水底浸食 すいていしんしょく subaqueous erosion 海底・河川底・氷河底において流水や氷河によって生
じる浸食作用．

推定炭量 すいていたんりょう probable coal reserves,
indicated coal reserves

露頭・試錐・坑内他の資料から地下に存在し得ると推
定・計算された石炭埋蔵量．

水底トンネル すいていとんねる underwater tunnel 海・河川・湖沼・運河などの下に構築されるトンネル
のこと．一般のトンネルよりも防水・排水に十分な配
慮が必要となる．

水底噴火 すいていふんか subaqueous eruption 水底（海底・湖底など）などで起こる噴火の総称．浅
い水底の場合は激しい爆発を伴う．

水田土壌 すいでんどじょう paddy soil 水稲栽培でできた土壌．耕起や水張り，施肥などのた
め，土性や粗密度，色調などが自然土壌とは異なる．

水田土壌化作用 すいでんどじょうか
さよう

paddy soil formation,
rice soil formation

灌漑による湛水と収穫前後の落水による規則的な還
元・酸化作用でおこる水田特有の土壌の生成作用．

水頭 すいとう hydraulic head 任意の点における流体のエネルギーを水柱で表したも
ので，速度水頭，位置水頭および圧力水頭からなる．

ずい道 ずいどう tunnel トンネルのこと．広義には地下発電所などの大空洞や
小断面の地中管も含むが，一般には掘削断面に比して
長さが十分に長く２点間を結ぶ用途に用いられるもの
をいう．

水頭拡散率 すいとうかくさんり
つ

hydraulic diffusivity 帯水層の水理特性を示す要素の一つで，（透水係数／
比貯留率）で定義される．

水頭差 すいとうさ difference of hydraulic
head

静水圧に支えられた水柱の高さ（水頭）に関して，空
間的あるいは時間的にみられる差．

水頭損失 すいとうそんしつ head loss 流体が移動するときに失われるエネルギーの大きさ
を，水柱の高さで表したもの．

水当量（雪） すいとうりょう，み
ずとうりょう

water equivalent (of
snow)

雪を蒸発させることなく液体の水に換えた場合の水
量．

水破法 すいはほう hydraulic fracturing
method

地中の土圧を計測する方法の一つ．所定の深度まで押
し込まれた間隙水圧計のチップを通して水を圧入し，
圧力と流量の関係から土圧を計測する．

随伴ガス ずいはんがす associated gas 原油の生産に伴って採取されるガス．70～80%はメタン
（天然ガス）．残りはエタン，プロパン，ブタン他．

水簸 すいひ hydraulic elutriation 土粒子を水中で分散し，粒子の大きさによる沈降速度
の差を利用して粒子を大きさ毎に分ける操作．



水ひ管 すいひかん elutriator 粒径の差による沈澱速度の違いを利用して，細粒砕屑
物の粒度分析を行う装置で，垂直に立てたガラス管．

水封式 すいふうしき water seal system 地下に空洞を掘削し，空洞内部に石油や圧縮空気，天
然ガスなどを封じ込める方法として岩盤内の地下水圧
を利用する方式．

水封式地下岩盤
貯蔵

すいふうしきちかが
んばんちょぞう

water sealing rock
cavern storege

岩盤に掘削した空洞内に原油や液化ガスなどを入れ，
空洞周辺の地下水圧を内圧より高く保つことにより漏
洩を防ぐ貯蔵方式．

水封式地下岩盤
貯油槽

すいふうしきちかが
んばんちょゆそう

water seal type rock
tank

自然または人工的にかん養（涵養）された地下水圧に
より漏油，漏気を防止するシステムを採用した岩盤タ
ンクのこと．

水封トンネル すいふうとんねる water sealing tunnel 水封式地下岩盤貯蔵で，空洞周辺の地下水位を維持す
るために作られる注水用トンネルのこと．

水封ボーリング すいふうぼーりんぐ water sealing boring 水封式地下岩盤貯蔵で，岩盤の割れ目に効果的に水封
用の水を注入するため，水封トンネルから貯蔵空洞の
周辺に配置されるボーリング孔のこと．

水分拡散係数 すいぶんかくさんけ
いすう

moisture diffusivity 水分（液体の水）が不飽和で多孔質な土壌中を拡がる
速さに関する係数．

水分検層 すいぶんけんそう neutron logging 孔内で連続的に放射した高速中性子の地層中での減衰
を測定し，地層の水分含有量・孔隙率を求める検層
法．

水平打継目 すいへいうちつぎめ horizontal construction
joint

コンクリートダムを打設する際に生じるリフト間の打
ち継ぎ目．

水平隔離 すいへいかくり horizontal separation 断層による地層のずれの大きさを水平面上で測った距
離．地層の走向に垂直に測ったものは特にオフセット
という．

水平荷重 すいへいかじゅう horizontal load 構造物などに作用する荷重の方向が水平な荷重の総
称．

水平繰り返し載
荷試験

すいへいくりかえし
さいかしけん

horizontal cyclic
loading test

地震による変形時の支持物の変形特性，地震のばね特
性を把握するために，水平方向に正負交番載荷する試
験．

水平継材 すいへいけいざい horizontal  bracing 山留支保工の部材のひとつ．切りばりの座屈を防止す
るために切りばりをつないで取り付ける．

水平傾斜移動 すいへいけいしゃい
どう

horizontal dip slip 断層面に沿って両ブロックが相対的にズリ動いた距離
のうち，傾斜方向の成分の水平成分で水平傾斜スリッ
プ，ヒーブともいう．

水平傾斜スリッ
プ

すいへいけいしゃす
りっぷ

horizontal dip slip 水平傾斜移動と同義．

水平坑道 すいへいこうどう level drift 鉱山で立坑や斜坑に対して水平な坑道を示す言葉．鉱
石の運搬やメンテナンスに用いられる．



水平載荷試験 すいへいさいかしけ
ん

horizontal loading test 杭などに水平方向に荷重を加え，水平支持力，変形特
性などを求める試験．

水平最大主応力
軸

すいへいさいだい
しゅおうりょくじく

horizontal principal
stress axis, axes of
maximum horizontal
principal stress

水平面に投影される主応力の最大を示す方向軸．

水平地盤係数 すいへいじばんけい
すう

coefficient of
horizontal subgrade
reaction

水平方向地盤反力係数と同義．

水平褶曲 すいへいしゅうきょ
く

horizontal fold かつて平面的または直線的な構造であった地層や岩体
が曲がってしまう褶曲変形のうち，軸の傾きが水平の
もの．

水平磁力 すいへいじりょく horizontal magnetic
intensity

地磁気の大きさと方向は一つのベクトルによって表さ
れ，その水平成分の分力（磁力）．

水平震度 すいへいしんど horizontal seismic
coefficient

水平方向の震度．地震により物体に作用した水平加速
度と重力加速度の比(設計震度)．

水平ずり断層 すいへいずりだんそ
う

strike-slip fault 断層を挟む両側のブロックの相対的な変位の方向によ
る分類で，主要なずれ方向が水平なもの．

水平スリップ すいへいすりっぷ horizontal slip 断層の真の移動量の水平方向成分．

水平ずれ断層 すいへいずれだんそ
う

strike-slip fault 断層を挟む両側のブロックの相対的な変位の方向によ
る分類で，それぞれが相対的に水平方向にずれたも
の．

水平成層構造 すいへいせいそうこ
うぞう

horizontally multi-
layered ground structure

それぞれが均質等方である複数の地層が，水平に重
なって存在する地下構造．

水平成分 すいへいせいぶん horizontal component 力や流れなどのベクトル量を水平方向と鉛直方向の２
成分に分けたときの水平方向の分力．

水平層 すいへいそう horizontal bed 傾斜が水平な地層．

水平多層構造 すいへいたそうこう
ぞう

horizontally multi-
layered structure

それぞれが均質等方である多数の地層が，水平に重
なって分布する地下構造．

水平探査 すいへいたんさ horizontal electric
profiling

電極間隔を一定に保ちながら測線上で移動測定を行
い，比抵抗の水平分布を求める電気探査比抵抗法の一
種．

水平断層 すいへいだんそう horizontal fault 断層面が水平またはほぼ水平な断層．あまり使われて
いない用語である．

水平地質断面図 すいへいちしつだん
めんず

horizontal geologic
profile

ある水平な断面でみた地質平面図で，その面での地質
状況が読みとれるので，ダム・トンネル・坑道などの
計画に有効．



水平動 すいへいどう horizontal migration 地震動のうち水平方向の運動．東西動・南北動の記録
からベクトル的に合成すれば，水平動に対応するもの
が得られる．

水平動地震計 すいへいどうじしん
けい

horizontal component
seismometer

水平面上の一方向にゆれる水平動振り子を用いた地震
計．

水平動振子 すいへいどうふりこ horizontal-motion
pendulum

地震の水平動測定のために用いられる振り子．振り子
の固有周期を延ばすための工夫がされている．

水平ドレーン すいへいどれーん horizontal drain フィルダムで浸潤線をダム下流のり面以下にするため
に設けるドレーンのうち，堤体内下流部に水平に設け
る排水施設．

水平分力（地磁
気の）

すいへいぶんりょく
（ちじきの）

horizontal intensity 水平磁力と同義．

水平変位杭 すいへいへんいくい stake 地盤の地表面での移動量を測定するために地盤に打ち
込まれた杭．杭頭部の標点をスチールテープまたは光
波距離計により測定する．

水平変位計 すいへいへんいけい horizontal movement
gauges

地盤や構造物の水平方向の変位量を伸縮自在の管や緊
張したワイヤなどにより測定する装置．伸縮計などが
ある．

水平変動 すいへいへんどう horizontal deformation 地震による土地の水平方向の地殻変動．精密三角測量
または三辺測量によって測定される．

水平方向地盤反
力係数

すいへいほうこうじ
ばんはんりょくけい
すう

coefficient of
horizontal subgrade
reaction

杭などの水平支持力を求めるための地盤のばね定数で
あり，変形係数，横方向Ｋ値などがある．孔内横方向
載荷試験などで求められる．水平地盤係数ともいう．

水平方向推進工
法

すいへいほうこうす
いしんこうほう

pipe jacking method 推進工法のうち水平方向に施工されるものをいう．

水平方向透水試
験

すいへいほうこうと
うすいしけん

horizontal permeability
test

鉛直方向の通水は行わず，水平方向のみの透水係数を
求める試験．

水平ボーリング すいへいぼーりんぐ horizontal drilling 水平方向に掘進されるボーリングの総称．鉱山では鉱
体の探査，土木ではトンネル切羽前方や空洞周辺の地
質調査，水抜きなどを目的とする．

水平ボーリング
式排水工事

すいへいぼーりんぐ
しきはいすいこうじ

groundwater drainage
works by horizontal
boring

ボーリング工法により水平ドレーンを設けるための工
事．

水平掘り すいへいぼり lateral drilling 水平ボーリングで，可撓掘り管と短尺ターボでおこな
われる．

スイベル すいべる swivel ロータリー式ボーリングにおける，回転するドリルパ
イプと回転しない給水管(排水管)を結ぶ接続金具．

水没移転 すいぼついてん move for under-watering
by dam

ダムの築造により水没する住民が代替え地に移転する
こと．



水没地域 すいぼつちいき submerged area ダムの築造により水没する地域．

水没地形 すいぼつちけい drowned topography 海水準低下時に形成された谷地形が，現在の海水準の
海底に残されているもの．

水脈 すいみゃく groundwater artery 地層岩盤中の割れ目や空隙を流動する地下水の流路．
形状は不規則．

水面勾配 すいめんこうばい surface slope 一定の方向における単位距離あたりの水面の高さの変
化量．最大勾配の方向をとれば，動水勾配と同義．

水文学 すいもんがく hydrology 水圏・気圏・地圏をつなぐ水循環を研究する学問分
野．降雨の蒸発，流出，浸透のメカニズムや物理的・
化学的特性などを研究する．

水文気象学 すいもんきしょうが
く

hydrometeorology 地球上の降水・河川の流出・蒸散などの連鎖の研究
と，洪水調節・各種用水計画と降水量との関係を研究
する学問．

水文誌 すいもんし hydrography 気候・地形・地質・植生などにより地域的特色を持つ
陸水の賦存状態を科学的に記述したもの，あるいは同
内容に関連した学問分野．

水文循環 すいもんじゅんかん hydrologic cycle 地表に降水となった水が，地表や地中あるいは河川や
海に移動し，これらの水が再び蒸発して大気に戻る循
環．

水文地質学 すいもんちしつがく hydrogeology 地表水や地下水のあり方を，地質との関連でとらえ研
究する地質学の一分野．

水文地質図 すいもんちしつず hydrogeological map,
hydrogeologic map

帯水層単元とその構造に着目した地質図で井戸や湧泉
の分布，地下水面など地下水に関する情報を記載した
もの．水理地質図ともいう．

水文地図 すいもんちず hydrological map ある地域の降水・蒸発散・地表水・地下水・氷雪・土
壌水などの水循環に関する諸現象を示すマップ．

水文調査 すいもんちょうさ hydrological survey,
hydrologic survey

地表水や地下水の賦存や流動および気象に関する調
査．河川流量，湧水量，地下水位，水質などの調査の
総称．

水溶型天然ガス
鉱床

すいようがたてんね
んんがすこうしょう

natural gas deposit of
dissolved-in-water type

天然ガス（主成分はメタン）の全部または大部分が地
層水に溶解した状態で鉱床を形成するもの．

水溶性ガス すいようせいがす gas dissolved in water ガスのほとんど全部が地下において水に溶解した状態
で鉱床を生成している可燃性天然ガス（メタンガ
ス）．

水溶性成分 すいようせいせいぶ
ん

water soluble component 混合物を構成する複数の物質のうち，水に可溶な性質
を持つもの．

水溶性成分含量
試験

すいようせいせいぶ
んがんりょうしけん

total water-soluble
materials content test

地盤工学会基準（JGST241-1990）に定められ，間隙水
圧に溶存している無機・有機成分量を求める試験.



水溶性天然ガス すいようせいてんね
んがす

natural gas dissolved in
water

地下においてほとんどが水に溶解して鉱床を形成する
天然ガス．ほとんどがメタンガス．新潟・千葉などで
稼行．

水理学 すいりがく hydraulics 各種の水理構造物の設計・施工に応用するため，これ
に関係する水の流れ・波動・圧力などを研究する学
問．

水理幾何 すいりきか hydraulic geometry 河川において，幅・水深・流速・勾配・粗度・運搬物
質と流量の間に，べき関数関係があるとする理論．

水陸分布 すいりくぶんぷ world distribution of
land and water

地表面上の水域と陸域の分布を示すもの，または，陸
地と海洋の分布を示すもので，後者の使われ方が多
い．

水利権 すいりけん water right 通常，河川法などに基づく公的な管理がなされている
流水を，特定者が排他独占的に使用する権利をいう．

水理定数 すいりじょうすう hydraulic constant 透水係数や貯留係数など地下水の定量的な評価を行う
際に必要となる帯水層の特性を表わすパラメータ．

水理水頭 すいりすいとう hydraulic head 流体の圧力水頭・位置水頭・速度水頭の和．全水頭と
もいう．

水理地質学 すいりちしつがく hydrogeology 水文地質学と同義として使われるが，水理学・水工学
などと重複した印象を与えるため，この用法（訳語）
は適当でないという意見が多い．

水理地質図 すいりちしつず hydrogeological map,
hydrogeologic map

帯水層単元とその構造に着目した地質図で井戸や湧泉
の分布・地下水面など地下水に関する情報を記載した
もの．水文地質図ともいう．

水理模型 すいりもけい hydraulic model 水理挙動を実験で確認するために作成される現地状況
を再現させた縮尺模型．

水流 すいりゅう stream 地表面の水の流れ．水路の中を流れる水のこと．

水流次数 すいりゅうじすう stream order 最も小さい支流を一次，その次に合流した支流を二次
と，下流に次数が増す水流の等級のこと．最初の試み
としてGraveliusが本流を一次，その支流を二次とする
等級を提案したが，最近では下流に次数が増す方法が
とられている．

水流数の法則 すいりゅうすうのほ
うそく

law of stream numbers ある流域の水路網を次数区分したときの水路次数とそ
の数との関係を示す数式．

水流長の法則 すいりゅうちょうの
ほうそく

law of stream lengths ある流域の水路網を次数区分したときの水路次数と対
応する水路の長さの平均値との関係を示す数式．

水力開発 すいりょくかいはつ water power development,
hydroelectric power
development

水力発電所を設けて，河川の落差と流量を電気エネル
ギーとして有効に利用すること．

水力採鉱法 すいりょくさいこう
ほう

hydraulic mining method 鉱体・炭層にノズルから高圧水を噴射して掘削し，
ルーズな鉱石・石炭を採掘する方法．安全で採掘費が
安い．



水力発電 すいりょくはつでん hydrauric power
generation

水のもつ位置エネルギーを動力として水車を回転させ
発電する方式．

水力発電所 すいりょくはつでん
しょ

hydroelectric
powerstation

水力によって発電する施設．

水冷破砕構造 すいれいはさいこう
ぞう

hyaloclastic texture 水（雪・氷）に接触したマグマの表面が急冷され，砕
けて生じたガラス質の岩片からなる岩石構造．

水路 すいろ water way 一般的には水を流す多種多様な通路のことであるが，
船舶が安全に通る航路をさす場合もある．

水路橋 すいろきょう aqueduct bridge 水路が河川などを横断する場合に架設する橋梁．

水路工 すいろこう water channel work 降水による過剰な水を排除する工法．

水路勾配 すいろこうばい longitudinal slope of
canal

水路縦断方向の勾配．水路底面の勾配で表す場合と，
水面勾配で表す場合がある．

水路敷 すいろしき canal lot 水路の床面のこと．

水路式魚道 すいろしきぎょどう channel type fish way 流水のエネルギーを減殺するため，緩勾配としたり枠
や粗石床を設けた水路形式の魚道．

水路式発電所 すいろしきはつでん
しょ

conduit type power
station  (plant), canal
system power
station(plant)

河川の水を人工の水路によって下流に導き，高い落差
を得て発電する方式の水力発電所．

水路断面 すいろだんめん cross section of canal 水路の中心線方向に直角に横断する断面．

水路長の法則 すいろちょうのほう
そく

law of stream lengths 水流長の法則と同義．

水路トンネル すいろとんねる aqueduct tunnel, water
tunnel

無圧あるいは圧力式の通水用トンネル．

水和 すいわ hydration 鉱物に水が付加すること．酸化鉄が水を吸って水酸化
鉄になったり，粘土鉱物が水を取り込むのは水和であ
る．風化・熱水変質・変質作用などに伴っておこる．
水和作用ともいう．

水和吸着イオン すいわきゅうちゃく
いおん

イオン性物質が水和する際に，水分子の双極子と静電
気的結合を行うイオン．

水和層 すいわそう hydrated layer 鉱物やガラスなどが表面に水を構造水として取り込ん
で形成する薄層．水和層の内部への進行は遅いが一定
速度である．



水和層年代 すいわそうねんだい obsidian hydration date 黒曜石の水和層の厚さから求めた年代．黒曜石を用い
た石器類の年代測定に利用．

水和堆積物 すいわたいせきぶつ hydrolyzate 岩石の水和作用の結果残留した不溶性物質の総称．

水和度 すいわど degree of hydration 水中の粒子，分子，イオン等と結合もしくは強い相互
作用の状態(=水和)を形成する水分子の数．水和の程
度．

水和熱 すいわねつ heat of hydration ある化学種が水分子との水和反応によって生じる反応
熱のこと．コンクリートの凝結や硬化中に発生する熱
等．

水和発熱速度 すいわはつねつそく
ど

heat velocity by water
cement reaction

セメントの水和反応によるコンクリートの内部温度上
昇速度．Ｋcal/kg・hourで表わす．

水和発熱量 すいわはつねつりょ
う

amount of heat of
hydration

セメントと水との反応により生じる熱量．

水和反応 すいわはんのう hydration reaction ある化学種が水と結合する反応のこと．セメントは水
和反応により硬化する．

スウェーデン式
サウンディング

すうぇーでんしきさ
うんでぃんぐ

Swedish weight sounding 荷重と回転による貫入を併用し，原位置における地盤
の静的貫入抵抗を求めるための試験．

スウェーデン式
フォイルサンプ
ラ

すうぇーでんしき
ふぉいるさんぷら

Swedish foil sampler 金属製のフォイルにより，土とサンプラ内面の摩擦抵
抗が除去される構造のサンプラ．

スウェーデン法 すうぇーでんほう Swedish circle method of
slope stability, Swedish
method, Fellenius method

フェレニウスが提唱した円弧すべり法の一種．すべり
面上の土塊を鉛直なスライス群に分け，その各々の安
定性を解析する．スライス間力を考慮しない比較的単
純な方法．

スウェリング すうぇりんぐ swelling 岩石や土が吸水して膨潤する性質のこと．粘土鉱物が
結晶構造内に水分子を取り込んで体積が増加する．

数値実験 すうちじっけん numerical experiment 実際に起こるであろう現象を，ある想定した数学的モ
デルに基づいて電子計算機などによって計算する解析
手段．

数値地形図 すうちちけいず digital terrain model,
numerical topographic
map

地図情報を数値化したもの．位置は経緯度，ＵＴＭ座
標，平面直角座標などを用いて示されている．

数値地形モデル すうちちけいもでる digital terrain model デジタル化した地形に関する情報を，コンピュータで
地形を数値的に近似して表現し，描画したモデル．

数値地図 すうちちず digital map コンピュータに入力されたデジタル情報により作成さ
れた各種地図の総称．ここでいう数値はデジタルの訳
語．

数値地籍 すうちちせき numerical cadastre 地籍図による図化方式の誤差を解消するために，コン
ピュータの数値座標により管理された地籍．



数値標高モデル すうちひょうこうも
でる

digital elevation model 地形図の等高線をもとに，一定間隔で標高数値を抽出
してデジタル化された数値データモデルのこと．2003
年現在，国土地理院により50ｍメッシュの全国の数値
地図が整備されている．

スーパー堤防 すーぱーていぼう high grade bank, high
grade levee

越流水や長時間の浸透に対しても耐えることが出来，
その上に都市空間の形成を図る幅の広い高規格の堤
防．

スーパー林道 すーぱーりんどう arterial forest road 森林開発公団が整備を進めている特に規模の大きな林
道．特定森林地域開発林道．

数理地質学 すうりちしつがく mathematical geology 地質の数理科学的な側面を扱う学問体系．確率統計的
手法や数値解析的手法で地質事象の定量化を目的とす
る．

スエレックス すえれっくす Swellex 鋼管膨張型ロックボルトの商品名

図解法 ずかいほう graphical solution,
graphic method

一般に，計算その他の方法で値が求めにくい場合，所
要の値を図解によって求める方法．

ＳＫＹＬＡＢ すかいらぶ SKYLAB 米国が1973年に打ち上げた３人乗りの有人衛星．目的
の一つとして地球資源観測実験が含まれていた．

スカウボーリン
グ

すかうぼーりんぐ scow drilling たがねの切断機能とベイラーの汲上げ機能を兼ね備え
た重くて厚い管状工具（スカウ）を使用する削孔．

須賀川石 すかがわいし Sukagawa ishi 福島県須賀川市・石川郡玉川村産，第四系溶結凝灰
岩．建築用・墓石．

すかし掘り すかしぼり holing, under cutting ①上部にある土砂や石炭層などが容易に崩れるように
下部を掘削すること．
②調査または水抜きを目的とした小断面の導坑または
トンネルを掘ること．

スカポライト すかぽらいと scapolite 正方晶系．硬度５～６．比重2.5～2.8．変成岩・気成
鉱床などに産する．柱石系鉱物の総称．曹柱石と灰柱
石の固溶体．

スカルン すかるん skarn 炭酸塩岩が珪長質マグマの活動による接触交代作用を
受けて形成された石灰苦土珪酸塩鉱物の集合体で，ざ
くろ石・陽起石・緑れん石(緑簾石)などが含まれる．

スカルン化作用 すかるんかさよう skarnization 炭酸塩岩が接触変成または広域変成作用によってスカ
ルン（珪酸塩鉱物）を生成する作用．

スカルン鉱床 すかるんこうしょう skarn deposit 炭酸塩岩石が花崗岩マグマと接触することにより，交
代作用を受け形成された鉱床．接触鉱床と同義．

スカルン鉱物 すかるんこうぶつ skarn mineral スカルンを構成する特徴的な珪酸塩鉱物．原岩や生成
条件で異なるが，ザクロ石・透輝石・珪灰石など．

スキージャンプ
式洪水吐き

すきーじゃんぷしき
こうずいばき

ski jump spillway シュート式あるいはトンネル式洪水吐で下流端がＳ字
状逆カーブになっており，水をダムから遠く離れた位
置に落下させる型式の洪水吐き．



スキーズセメン
チング

すきーずせめんちん
ぐ

squeeze cementing スクィーズセメンティングと同義．

ＳＱＵＩＤ磁力
計

すきいどじりょくけ
い

Superconducting Quantum
Interference Device
magnetometer, SQUID
magnetometer

高感度磁束変化計の一種で，超伝導状態で現れる磁束
量子効果を利用している．

スキーマ すきーま schema データベースの構造を表す用語．データの種類・長さ
などを記述したものを単にスキーマと呼ぶことが多
い．

スキッドベース すきっどべーす skid base 密度検層における線源や検出器を，孔壁に圧着させる
特種な装置．

スキップバケッ
ト

すきっぷばけっと skipbucket トンネル施工において縦坑などからの掘削ズリ搬出用
の鋼製容器．

スキャナ すきゃな scanner 対象物上を小領域毎に順次走査して画像形式のデータ
を取得する装置．

スキャナ方式 すきゃなほうしき scanner method ボアホールテレビシステムの一方式．三角プリズムを
回転させて，細い帯状に走査しながら，孔壁展開画像
を得る方法．

スキャンライン
法

すきゃんらいんほう scanline method 対象エリアに適切な線を設定し，線上で情報を取得し
これを当該エリアを代表する情報として，統計的扱い
に供する方法．節理面や礫径分布の調査などに用いら
れる．

スクィージング すくぃーじんぐ squeezing トンネル掘削時に掘削面が内空側に押し出してくる現
象．粘土鉱物の吸水膨張が主因と考えられていたこと
もあるが，現在は土圧に対して地山強度が不足してい
るための塑性流動的な変形とされる．

スクィージィン
グレベル

すくぃーじんぐれべ
る

squeezing level トンネル掘削時に予想されるスクィージングの程度
を，壁面のひずみ状態や岩石の一軸圧縮強度で区分し
たもの．

スクィージング
ロック

すくぃーじんぐろっ
く

squeezing rock スクィージングを起こす強度・応力条件にある地山．
スクィージングは岩石の強度とトンネル周辺の応力と
の関係で発生するため，岩石の性質のみで定義するの
は難しい．

スクィーズアッ
プ

すくぃーずあっぷ squeeze up 溶岩表面の固結部を内部の溶融状態の溶岩が押し破っ
て形成された微地形．パホイホイ溶岩に特に特徴的．

スクィーズ型地
すべり

すくぃーずがたじす
べり

squeeze - type landslide 破壊した弱層が前方や側方に絞り出されるように変形
し，上位の斜面も引き続き崩壊するような様式の地す
べり．

スクィーズ式コ
ンクリートポン
プ

すくぃーずしきこん
くりーとぽんぷ

squeeze type concrete
pump

チューブ内のコンクリートを２個のゴムローラーの回
転によって絞り出す構造のコンクリートポンプ．

スクィーズセメ
ンティング

すくぃーずせめん
てぃんぐ

squeeze cementing 坑井掘削において，ケーシングにあけた穴または坑壁
の地層に対し，高い圧力でセメント液を注入する方
法．

スクライブ法 すくらいぶほう scribing 地図の製図に用いられる方法で，遮光性塗料を透明プ
ラスチックまたはガラスの板に塗布し，針彫刻でネガ
ティブ原図を作成する．



スクリード基礎 すくりーどきそ screed-type foundation 沈埋トンネルの函体に対する直接基礎の一種で，函体
を沈設するトレンチ沿いに砕石を敷き均したもの．

スクリードバイ
ブレーター

すくりーどばいぶ
れーたー

screed vibrator スクリードユニットに電磁バイブレーターを取り付
け，スクリード自身で舗装材を締固める装置．

スクリードフィ
ニッシャ

すくりーどふぃにっ
しゃ

screed finisher 舗装においてアスファルトなどの材料を一定の高さに
切り取り，締固めながら平坦に仕上げる機械．

スクリーニング
プラント

すくりーにんぐ　ぷ
らんと

screening plant 礫・砂利・砂などを粒径ごとにふるいわける施設．

スクリーン すくりーん screen ごみや流木などを除去するため，取水口の前面や水路
の途中に設けられている網または格子．井戸のスト
レーナをさす場合もある．

スクリューコン
ベア

すくりゅーこんべあ screw conveyor 中心軸の周りにねじ状の羽根を取り付けたものを回転
させて物体を搬送する機械．シールドマシンの土砂取
り込みやセメントの搬送などに用いられる．

スクリュー
フィード式試錐
機

すくりゅーふぃーど
しきしすいき

screw feed boring
machine

スピンドル型試錐機の一種．ボルトとナットの関係
で，ボルト相当のスピンドルが前進する推進装置のも
の．

スクリューポイ
ント

すくりゅーぽいんと screw point スウェーデン式サウンディング試験機の貫入する先端
部分の名称．長さ20cmで，右ねじり１回を与えた形
状．

スクレーパ すくれーぱ scraper 金属鉱山において鉱石などをかきよせる運搬機の一
種．くわ型・箱型・折衷型の３種類がある．

スクレープドー
ザ

すくれーぷどーざ scrape dozer スクレーパーの一種で，ブルドーザの本体下部にスク
レーパーの土砂積み込み部分を抱えた形式の掘削運搬
機械．

スクレロチニッ
ト

すくれろちにっと sclerotinite 顕微鏡下における石炭組織の分類の一つ．第三紀の石
炭中に特徴的に産し，菌類の遺骸が起源と考えられ
る．

スケール効果 すけーるこうか scale effect 寸法効果と同義．

スケール・プロ
トラクタ

すけーるぷろとらく
た

scale-protractor 角度目盛り，縮尺目盛りおよび方眼目盛りを有し，図
面上の長さや角度を容易に測定できる定規の一種．

助川砥 すけがわと Sukegawa whetstone 茨城県日立市・西茨城郡岩瀬町大泉産，古生界粘板
岩．黒・赤・青色，堅緻．黒は硯用．他は中砥用．

スケルトンダイ
ヤグラム

すけるとんだいやぐ
らむ

skelton diagram ブロックダイヤグラムのように基本ブロックを描き，
立体的に地質構造や岩相変化などを表現した図．

スコリア すこりあ scoria 火山岩滓と同義．



スコリア丘 すこりあきゅう scoria cone 岩滓丘と同義．

スコリア凝灰岩 すこりあぎょうかい
がん

scoria tuff 主としてスコリアから成る凝灰岩．

スコリア流 すこりありゅう scoria flow 岩滓流と同義．

図根点 ずこんてん topographic control
point

地形測量で，細部測量を行うための図根測量で新たに
設置する基準点．

須佐石 すさいし Susa ishi 山口県阿武郡須佐町産石材．第四系はんれい岩（高山
貫入岩体）．墓石・砕石用．

筋かい すじかい diagonal brace 建築構造物などを強くするため，柱と柱の間に交叉さ
せて取付ける部材．筋かいは地震や台風に抵抗する軸
組構造の重要な部分となる．

図式解析法 ずしきかいせきほう graphical analysis
method

物理探査の測定結果を，図式解析的方法によって近似
解析を進め，地下構造や地下物体の形状などを求める
方法．

図式計算法 ずしきけいさんほう graphical computation
method

図式解析法と同義．

筋工 すじこう simple terracing work 砂防工事において山腹に水平階段を造成し，階段上に
植穴を掘って苗木を植栽する工法．

鈴鹿坂下断層 すずかさかしただん
そう

Suzukasakasita fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東北東方向．三重県
亀山市の西方約10kmに位置する．延長15km．右横ずれ
断層．

鈴鹿坂本断層 すずかさかもとだん
そう

Suzukasakamoto fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．三重県亀
山市の北方約10kmに位置する．延長17km．右横ずれ断
層．

鈴ケ沢断層 すずがさわだんそう Suzugasawa fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，西北西方向．長
野県下伊那郡に位置する．延長10km．左横ずれ断層．

鈴張りみかげ すずはりみかげ Suzuhari mikage 広島市安佐北区産建築・土木用石材．中生界黒雲母花
崗岩．

裾野扇状地 すそのせんじょうち alluvial fan at volcanic
foot

火山麓扇状地と同義．

スターラップ すたーらっぷ stirrup コンクリート梁部材において，強度を高めるため軸方
向鉄筋をとりかこむように梁と直角方向に配置される
鉄筋．

スタイロライト すたいろらいと stylolite 石灰岩・チャートなどで圧力と間隙水の溶解作用に
よって圧力方向に直交して形成される凹凸に富んだ面
構造．



スタジア測量 すたじあそくりょう stadia survey アリダードやトランシットなどのスタジア線と標尺を
用いて間接的に距離や高低差を求める簡易測量法．上
下のスタジア線に挟まれる標尺の長さから斜距離を求
め，鉛直角を用いて水平距離と高低差を算出する．

スタジア定数 すたじあていすう stadia constants スタジア測量において望遠鏡で読み取った標尺の挟長
から水平距離を求める際に用いる定数．乗定数と加定
数がある．

スタッキング すたっきんぐ stacking 弾性波探査や電気探査において，多数の測定信号波形
を足し合わせることによってランダムに含まれるノイ
ズを打ち消し信号を強調する処理．

スタック すたっく stack, chimney, skerry 波食地形の一つで，選択的な浸食によって海域に取り
残された孤立岩．離れ岩ともいう．

スタッフ すたっふ staff 水準測量用の伸縮可能な箱型の標尺.精密水準測量には
不適.箱尺ともいう．

スタティック効
果

すたてぃっくこうか static effect 電磁探査において測点付近の局所的な地形や浅部の地
質構造などが測定データおよび解析結果に及ぼす影
響．

スタビライザー すたびらいざー stabilizer ドリルカラーを孔心に保持するため，ビット直上また
はある距離を離して取付ける器具．

スタンダードＵ
（１００）ソイ
ルサンプラ

すたんだーどゆー
（ひゃく）そいるさ
んぷら

standard U (100) soil
sampler

軟岩などの乱さない試料のサンプラ．カッティング
シューと鋼製バレルよりなり，断面積比は約30%であ
る．

スタンドパイプ すたんどぱいぷ stand pipe ①掘削やぐらの一隅に直立している泥水配管．
②リバース工法の際の表層崩壊防止パイプ．③水頭計
測用の直立パイプ．

スタンドパイプ
式ピエゾメータ

すたんどぱいぷしき
ぴえぞめーた

stand pipe piezometer 透水性の高い地盤や堤体中の水圧を測定する装置で，
測定位置に設置された水の取り込み口（チップ）から
上に立ち上げたパイプの中の水位を計測する．

スタンプミル すたんぷみる stamp mill 杵を重力落下させ試料を粉砕させる型式の粉砕機．

スチールファイ
バ

すちーるふぁいば steel fiber 長さ25～60mm，径0.3～0.8mmの鋼繊維．靭性を増やす
目的でコンクリートや吹付けコンクリートに混入され
る．

スチールファイ
バコンクリート

すちーるふぁいばこ
んくりーと

steel fiber reinforced
concrete

鋼製の短繊維材を混入したコンクリート．

スチールフォー
ム

すちーるふぉーむ steel form スキンプレートとフレームが一体となっている鋼製の
移動式型枠．トンネルの覆工コンクリート打設に用い
られる．

スチルプノメ
レーン

すちるぷのめれーん stilpnomelane 黒雲母に似たへき開（劈開）の発達した鉱物．硬度３
内外・比重2.7～３．広域変成岩，スカルン中に産す
る．

須津地すべり すつじすべり the Sutsu landslide 1983年7月に島根県西部の須津地区の丘陵風化斜面で降
雨により発生した地すべり．死者13人を出したとされ
ている．



捨石 すていし rubble, rubblestone 防波堤や護岸など水中構造物の基礎・根固め・被覆用
に用いる緻密硬堅な岩石．

捨石工 すていしこう riprap works 大きく重い石を捨て込んで造成する簡単な根固工．石
材が不足する場合は異型ブロックを用いる．

捨石鉱滓堆積場 すていしこうさいた
いせきじょう

mine tailings dam,
tailings dam

鉱滓の処分場．かんし堤と呼ばれる盛り土で法留め
し，その背面に鉱滓を捨て土する．

捨石護岸 すていしごがん rubble-mound revetment 海岸や河川で現地盤を捨石により被覆して水際線を確
保する護岸．

捨石式傾斜堤 すていししきけい
しゃてい

rubble-mound breakwater 海底にマウンドを築いて，波を砕く方式の防波堤で，
マウンドに石を用いたもの．

捨石防波堤 すていしぼうはてい rubble-mound breakwater 捨石を台形に積み重ねることによって造った防波堤．

捨石マウンド すていしまうんど rubble-mound 捨石をマウンド状に盛り上げ，潜堤に用いられたり，
防波堤や護岸の外郭施設の基礎工に使われる．

捨石盛立 すていしもりたて bulk rockfill,
dumped rockfill

積極的な締固は行わず，運搬ダンプや敷均し機械など
による締固め程度でロックゾーンを盛立てる工法．

スティショフ石 すてぃしょふせき stishovite SiO2．正方晶系．比重4.3程度．シリカ鉱物の高圧相．

マントル中に存在すると考えられている．隕石の衝突
によっても形成される．

ステージ すてーじ stage ①浸食輪廻において，原地形から終地形に至る間にた
どる幼年期，壮年期，老年期という各段階．階梯とも
いう．
②一連の工程における各段階．

ステージカット
ブラスティング

すてーじかっとぶら
すてぃんぐ

stage cut method 上部坑道と下部坑道を結ぶ比較的短い立坑の掘削方
法．立坑断面内に平行に発破孔を削孔し下部から逐次
発破をかけズリを下部坑道から搬出する方法で立孔を
掘り上げる．

ステージグラウ
ト工法

すてーじぐらうとこ
うほう

stage grouting method ダム基礎グラウト工での多段階注入工法．グラウト工
計画深度を幾つかのステージに分割し，孔口から孔底
へ向かってグラウトを施工する方法．

ステージ長 すてーじちょう length of stage ステージグラウト工法における分割された区間の長
さ．

捨子石 すてごいし erratic boulder 迷子石と同義．氷河によって運ばれてきた異地性の巨
礫．

捨コンクリート すてこんくりーと sub-slab concrete,
levelling concrete

構造物の施工に先立ち地盤上に打設し平らに均すため
のコンクリート．配筋や位置出しに用いる．

ステップ すてっぷ step 前浜の低潮線付近の平坦面．または前浜下部から沖側
に傾斜した段地形．



ステップ すてっぷ steppe 温帯地域の乾燥草原の一つで，砂漠周辺に発達する広
大な短草草原が特徴的．

ステップ土 すてっぷど steppe soil 温帯の短草草原（ステップ地帯）で発達した土壌でＡ
Ｃ層断面を持つ．

ステップドブ
レード

すてっぷどぶれーど Iowa stepped blade 厚さ3～7mmの土圧計を３～４個先端から薄い順になら
べて一体化したもの．土中に押し込んで設置し，測定
された各土圧計の測定値から外挿して厚さ0に対応する
土圧を求める．アイオワ式階段鋤型土圧計とも呼ばれ
る．

捨土 すてど waste 土木工事において切土，盛土の配分の結果，余った土
や盛土材料にならない不良土．

ステノ すての Steno Nicolaus 17世紀のデンマーク生まれの医師．地層累重の法則・
水平堆積の法則など，地質学の基本的な原理を確立し
た．

ステファン・ボ
ルツマンの法則

すてふぁんぼるつま
んのほうそく

Stefan-Boltsman's law 理論上の仮想物体である黒体放射に関する法則で，熱
放射エネルギーは絶対温度の４乗に比例するという法
則．

捨てブロック式
傾斜堤

すてぶろっくしきけ
いしゃてい

concrete block type
breakwater

海底にマウンドを築いて波を砕く方式の防波堤で，マ
ウンドにコンクリートブロックを用いたもの．

捨て巻コンク
リート

すてまきこんくりー
と

prelining concrete 本覆工の前に行う仮覆工のことをいう．変位の増大や
湧水に対処するための応急処置として行う．

ステレオカメラ すてれおかめら stereo-camera ２台の同形同性能のカメラをカメラ支持台の両端部に
取り付け，一対の実体写真が撮影できる装置．

ステレオグラム すてれおぐらむ stereogram 立体視によって立体的な感覚が得られるように作成さ
れた一対の写真や絵．ステレオグラフともいう．

ステレオ写真 すてれおしゃしん stereo photograph 異なる撮影点から同一の対象物を重複して撮影するこ
とにより得られる，立体視が可能な写真．

ステレオ図法 すてれおずほう stereographic projection 面や線など三次元空間の方位データを平面上に投影す
る図法．

ステレオダイヤ
グラム

すてれおだいやぐら
む

stereographic diagram 面や線など三次元空間の方位データを平面上に投影
（ステレオ投影法）図化したもの．

ステレオ投影法 すてれおとうえいほ
う

stereographic projection 平面上に三次元空間の方向を表すために開発された投
影法．結晶面の投影や地質構造解析によく用いられ
る．

ステレオ投影網 すてれおとうえいも
う

stereographic net ステレオ投影を行うための網グラフで，考案者の名を
つけたウルフ網，シュミット網がある．

ステレオネット すてれおねっと stereonet 半球面上の大円と小円を平面に投影した網．結晶投影
にはウルフ網が，節理などの解析にはシュミット網が
よく使われる．



ストークスの法
則

すとーくすのほうそ
く

Stokes' law 静水中を沈降する固体粒子（1/16mm以下）の沈降速度
は，水の粘性と粒子径に支配されるという法則．

ストークス波 すとーくすは Stokes wave 流体運動を非回転性として，波高が波長と比べて無視
できない有限振幅波をEulerの方程式から解いた波．

ストークス粒径 すとーくすりゅうけ
い

Stokes diameter 粒径の一種で，ストークスの沈降径，または単に沈降
径という．ストークスの抵抗法則に用いられる球の直
径．

ストーパ すとーぱ stoper 伸縮可能なエアシリンダにより下方から支える上向き
せん孔用手持式さく岩機．

ストーマ粘度 すとーまねんど stomer viscosity 泥水の見かけ粘度を示す値で，ストーマ粘度計による
600rpmの測定値で示される．単位はセンチポアズ．

ストーンストラ
イプ

すとーんすとらいぷ stone stripe 細粒～粗粒の岩屑が縞状に配列したもの．凍結作用に
より形成．

ストック すとっく stock 岩株と同義．

ストックパイル すとっくぱいる stock pile 築堤の際，材料の性質を改良したり，盛り立て工程を
調整したりするために，採取した材料を一時仮置きす
る場所．

ストックヤード すとっくやーど stock yard 骨材・盛土材などの材料を蓄えておくためのスペー
ス．

ストラット すとらっと strut ①トンネルの鋼アーチ支保工のインバート部分に入れ
る支保部材．内空変位が大きい場合に使用．インバー
トストラット．
②ダム基礎岩盤に破砕帯などがある場合に奥の堅岩ま
でダムの荷重を伝えるためのコンクリートプレート．

ストラット衝上 すとらっとしょう
じょう

strut thrust 褶曲運動に抵抗していた背斜頂部の地層が浸食され，
つっぱる力が弱くなって発達した衝上断層．

ストランド すとらんど strand ワイヤロープの中心にある心綱のまわりに縒り（よ
り）合せた子なわで，素線をいくつか縒り合せて作ら
れている．

ストランドロー
プ

すとらんどろーぷ strand rope 複数の鋼より線をさらに縒り（より）合わせたもの．
普通のワイヤロープ．

ストリーマー
ケーブル

すとりーまーけーぶ
る

streamer cable 圧力型受振器群をチューブ内に浮力・絶縁・圧力媒体
用の灯油と共に封入した水中連続曳航型受振器ケーブ
ル．

ストリップカメ
ラ

すとりっぷかめら strip camera 移動物体撮影用カメラの一種．連続的に動くフィルム
上にスリットによる結像を記録する．

ストレインゲー
ジ

すとれいんげーじ strain gauge 対象物に接着してそのひずみを電気抵抗変化により測
定する素子.ひずみゲージと同義．ブリッジ回路を組み
測定する．



ストレイン式間
隙水圧計

すとれいんしきかん
げきすいあつけい

strain gauge type
piezometer

ひずみケージを用いて電気的に土中の間隙水圧を測定
する機器．

ストレートス
ロープ法

すとれーとすろーぷ
ほう

straight slope method インデックス法による磁気データの定量解析法で，岩
体の埋没深度を求めるために古くから使用されてい
る．

ストレーナー すとれーなー strainer 井戸や水抜きボーリングの採水区間で，土砂を取り込
まず水のみが入るように加工したフィルタ．鋼管にス
ロットや孔を配置したものが一般的．

ストレーナ注入 すとれーなちゅう
にゅう

strainer injection 多くの小孔を開けた注入管（ストレーナー管）から水
平方向に注入材を地山に浸透させる注入方法．

ストレーナパイ
プ

すとれーなぱいぷ strainer pipe 帯水層との通水性を保つため，水位計や現場透水試験
の測定孔に設置する細孔や細いスリットを設けたパイ
プ．

ストレス すとれす stress 応力と同義．

ストレス鉱物 すとれすこうぶつ stress mineral 結晶片岩中の十字石・ラン晶石などは，強い応力下で
生成するとした考えであるが，現在は否定されてい
る．わい力鉱物ともいう．

ストレス・ダイ
ラタンシー理論

すとれすだいらたん
しーりろん

stress-dilatancy theory 粒状体力学的アプローチをもとに，土の複雑な力学的
挙動を表現するための代表的な構成式の理論．

ストローハル数 すとろーはるすう strouhal number 物体が粘性流体中を移動するときの物体の振動の指標
で，単位時間あたりに物体から離れる渦の対の数．

ストロマトライ
ト

すとろまとらいと stromatolite ラン藻などにより捕捉された泥や砂がつくる葉理構造
をもった炭酸塩岩．

ストロンチウム
同位体

すとろんちうむどう
いたい

strontium isotope ストロンチウムと同一元素に属するが，質量が異なる
もの．このうち放射性の90Srはトレーサ等に用いられ
る．

ストロンボリ式
噴火

すとろんぼりしきふ
んか

Strombolian eruption 短い間隔で周期的にマグマのしぶき・火山弾などが火
口から放出される噴火形式．低粘性のマグマに特徴
的．

ストンレー波 すとんれーは Stoneley wave ある弾性体と物性の異なる有限厚さの弾性体とが相接
する場合に，その接界面に沿って伝わる表面波．

砂 すな sand 土粒子区分においてシルトの次に大きな粒径に区分さ
れるもの．土質分野（日本統一土質分類）では75μm～
2mm，地質分野(Wentworthら)では1/16～2mm，土壌分野
（国際土壌学会法）では20μm～2mmの粒径の土粒子か
ら構成されるものをいう．

砂固め度（Ｄ
値）

すなかためど
（ディー値）

D-value 砂の相対密度Ｄｒのこと．室内締固め試験の最大乾燥
密度（基準密度）に対する現場締固め乾燥密度の比．

砂杭 すなぐい sand pile, sand drain 軟弱な地盤内に造成した砂柱．排水により圧密促進を
図り，地盤のせん断強度を増加させるために用いる．



砂砂漠 すなさばく sandy desert 砂に覆われて植生を欠く地域．岩石砂漠に対して用い
られる．

砂地盤 すなじばん sandy ground 砂や砂質土から構成される地盤の総称．

砂置換法 すなちかんほう sand replacement method 現場密度試験法の一つ．試験孔を密度既知の砂で置換
して試験孔の体積を求める．

スナッチプレー
ト

すなっちぷれーと snatch plate ロッド径よりも約1/16"大きい穴があけられている厚い
鉄板．被圧水のある地層のパイロットボーリングに有
効．

砂堤 すなてい beach ridge 砂浜において，波の作用によって打ち上げられた砂礫
が，波の到達上限付近に堆積して形成された堤防状の
列．浜堤ともいう．

砂浜 すなはま beach 岩石などの岬に限られた湾入部に形成される砂粒から
できた弧状の海岸で，土砂の供給量が多い場合は突出
する．

砂浜海岸 すなはまかいがん sandy shore, beach 海の波浪や海流によって形成された砂からなる海岸
で，砂州や浜堤などの特徴的な地形を有することが多
い．

砂吹込み基礎 すなふきこみきそ sand flow method 沈埋トンネルのための基礎工法の一つ．仮置された沈
埋函と底面の隙間に水と混合された砂を充填する．

砂吹込み方式 すなふきこみほうし
き

sand-jet system 沈埋工法で沈埋函の底面と地山の間に砂を吹き込んで
隙間を充填する方法．

スネルの法則 すねるのほうそく Snell's law 波動が異なる二つの等方体の境界面で屈折する時．入
射角と屈折角の正弦の比は一定で，媒体の速度比に等
しい．

スノーサンプラ すのーさんぷら snow sampler 一定体積の積雪試料を採取する道具をさすが，特に円
筒型採雪器がよく使用されている．

スノーシェッド すのーしぇっど snow shed 道路や鉄道の雪崩れ（なだれ）防護工の一つ．有効な
防護工であるが，工費が比較的高い．覆道ともいう．

スノーシェルタ すのーしぇるた snow shelter 冬季間の道路交通を確保するために道路を覆う施設
で，吹雪や地吹雪に対処するもの．

スノーネット すのーねっと avalanche net なだれ防止のための保護ネットでなだれの始動を予防
する．

スパーカ すぱーか sparker 水中放電によって発生する弾性波を利用した音波探査
機の一種．連続的な水底下の反射プロファイルが得ら
れる．

スパークドリル すぱーくどりる spark drill 放電ドリル．放電の際の莫大なエネルギーを用いて工
作物に加工する放電加工の穴あけに使用される．



スパイラル選鉱
機

すぱいらるせんこう
き

spiral ore dressing
machine

らせん構造を持つ垂直軸の回転により，鉱石粒を比重
の相違を利用して選別する装置．

スパイラルビッ
ト

すぱいらるびっと spiral bit 軟らかい地層の傾斜掘りのとき，ホイップストックと
一緒に使用するビット．ブレードがスパイラル状．

スパッターコー
ン

すぱったーこーん spatter cone 溶岩滴丘と同義．

スパッタ中性粒
子質量分析法

すぱったちゅうせい
りゅうししつりょう
ぶんせきほう

sputter neutral mass
spectrometry

高速イオンビームの照射により試料表面からたたき出
される原子（スパッタ中性原子）をプラズマなどでイ
オン化し質量分析する方法.

スパッド すぱっど spud 非航式浚渫船の作業時の移動や動揺を防止するため海
底に突張る鋼材．

スパッド式足場 すぱっどしきあしば spudding platform 自己昇降式足場と同義語．浮体を貫通した脚をスパッ
ドという．ＳＥＰ（Self Elevating Platform）とも呼
ぶ．

巣原地すべり すはらじすべり the Suhara landslide 1948年に福井県大野市巣原で地震が原因で発生した地
すべり．1952年対策工事が実施された.

スパン すぱん span はり，アーチなどの支点間の距離．支間ともいう．

スピナ すぴな spinner 回転羽子（インペラー）の回転数より，ボーリング孔
内にある流体の流量変化を測定する計器．

スピナ検層 すぴなけんそう spinner logging 流量検層と同義．

スピネル すぴねる spinel 狭義にはMgAl2O4（立方晶系．硬度7.5～8．比重

3.55），広義にはAB2O4の組成(A,Bは2,3価陽イオン)．

高温の広域変成岩や接触変成岩などに晶出する鉱物．
固溶体を形成．尖晶石ともいう．光学的等方体．

スピネル型構造 すぴねるがたこうぞ
う

spinel type structure MgAl2O4の組成を有するスピネル族の鉱物にみられる結

晶構造．

スピネル系 すぴねるけい spinel series スピネル族の３価の金属イオンがAlであるもの．４種
の鉱物のうち，スピネル・ヘルシナイトの産出頻度が
高い．

スピネル双晶 すぴねるそうしょう spinel twin 立方晶系にみられる双晶の一つで，スピネル・閃亜鉛
鉱・方鉛鉱などにこの双晶が多い．

スピライト すぴらいと spilite 玄武岩質火山岩や輝緑岩質の岩石で，長石はアルバイ
ト化し枕状構造が発達する．

スピライト化作
用

すぴらいとかさよう spilitization ソレアイト質～アルカリカンラン石玄武岩がスピライ
トに変化する作用．



スピライトマグ
マ

すぴらいとまぐま spilite magma スピライトがそこから直接生成したと考えられるマグ
マ．

スピンドル すぴんどる spindle スイベルヘッドのところにある中空状のシャフト．動
力源からのエネルギーをドリルストリングスに伝達．

スピンドル型掘
削機

すぴんどるがたくっ
さくき

spindle drilling machine 縦型のスピンドルにボーリングロッドを固定し，ロッ
ドに回転力と推進力を与えるボーリング機械．

スピンナー検層 すぴんなーけんそう spinner well logging 生産井の産出流体，圧入井の圧入流体の流量をスピン
ナー型の流量計で深度に対応させて測定する検層の一
種．

スピンナー磁力
計

すぴんなーじりょく
けい

spinner magnetometer 自然残留磁化を測定する磁力計．試料を回転させ，コ
イル中に誘起する電圧を検出して測定する原理．

スプーンサンプ
ラ

すぷーんさんぷら spoon sampler オーガータイプのカッティングシューを付けた回転式
ソイルサンプラ．

スプーンビット すぷーんびっと spoon bit スプーン状をしたビット．傾斜掘りのとき，ホイップ
ストックの斜面に沿って掘進し，その間に偏心させ
る．

スフェーライト すふぇーらいと sphaerite AlPO4・2H2O．斜方晶系．硬度3.5～4.5．比重2.57～

2.59．Alの含水リン酸塩鉱物に与えられた名称である
が，現在はバリスカイトとよばれる．

スフェルライト すふぇるらいと spherulite 火山岩や石灰岩などにおいて，微細な針状結晶が放射
状に集合し，球状またはそれに近い形状を呈する粒
子．

図幅 ずふく sheet format, sheet size 地図１枚毎の区画寸法.

スプライン軸 すぷらいんじく axis of spline 水門扉における開閉の動力伝達軸にキー溝を付けたも
の．

スプライン補間 すぷらいんほかん spline interpolation なめらかな曲線で複数のデータを近似する手法．観測
値に含まれる統計的誤差による影響を避けるために用
いられる．

スフリエール火
山

すふりえーるかざん Soufriere volcano カリブ海小アンチル諸島にある活火山．輝石安山岩質
の成層火山．

スフリエール型
火砕流

すふりえーるがたか
さいりゅう

Soufriere - type
pyroclastic flow

スフリエール火山の安山岩質火砕流噴火の形式．山体
崩壊，水蒸気爆発，溶岩ドーム形成などを伴う．

スプリッター すぷりったー splitter 割岩装置．岩盤中の孔にくさびなどを挿入して油圧で
押し込み岩盤に割れ目を入れるために用いる装置．

スプリットス
プーンサンプラ

すぷりっとすぷーん
さんぷら

split spoon sampler 標準貫入試験時に用いるサンプラ．レイモンドサンプ
ラと同義語．



スプリットバー
レル

すぷりっとばーれる split barrel 二つに縦割になったバーレルで，それを割って中から
試料を取出す．

スプリングライ
ン

すぷりんぐらいん spring line トンネル上半の半円形部で，円の中心を通る水平線の
位置．springには「アーチの起点」との意味がある．

スペーサディス
ク

すぺーさでぃすく spacer disc 土の締固め試験などに使用する試験用具で金属製円盤
よりなる．

スペクトラム・
アナライザー

すぺくとらむあなら
いざー

spectrum analyser スペクトル分析器と同義．

スペクトル すぺくとる spectrum 複雑な組成のものを成分に分解して，特性の大小を順
に並べたもの．

スペクトルＩＰ
法

すぺくとるあいぴー
ほう

spectral induced
polarization method

受信波形から多くの周波数における複素比抵抗を求め
る電気探査法．この手法により鉱床の種類などの判定
が可能といわれている．

スペクトル解析 すぺくとるかいせき spectral analysis,
analysis of spectra

ある現象や物質について，いくつかのスペクトル成分
に分解してその性質を分析する方法．

スペクトル
ギャップ

すぺくとるぎゃっぷ spectral gap 大気の風速変動スペクトルに存在する，風速変動成分
が小さく，低エネルギーの領域．

スペクトル検層 すぺくとるけんそう spectral logging 孔井内のある深度に測定器を停止させて，その深度の
自然γ線のエネルギー分布を測定し岩石の成分を調べ
る．

スペクトル分析
器

すぺくとるぶんせき
き

spectrum analyzer アナログ方式あるいはデジタル方式で収録した振動記
録から直接フーリエ分析などの周波数解析を行う装
置．

スペクトル法 すぺくとるほう spectral method 岩石から放出されるγ線スペクトルの分析からウラ
ン，トリウム，カリウムの含有量を求める放射能探査
法．

スペクトル密度 すぺくとるみつど spectral density 分解された各々のスペクトル成分の全体に対する頻度
（割合）．

スペサルチン すぺさるちん spessartine Mn3Al2[SiO4]3．立方晶系．硬度7.0～7.5．比重4.2．ザ

クロ石族の鉱物．比較的低温で形成され，緑色片岩相
の変成岩に晶出するが晶出頻度は少ない．

すべり安全率 すべりあんぜんりつ safety factor against
sliding

一般には斜面安定の検討における，あるすべり面に
沿った計算上の安全率．

すべり円弧 すべりえんこ slip circle 斜面の破壊を検討する際のすべり面の形状．地盤が均
質で，かつ斜面形状が比較的単純な場合のすべり面の
形状は円形と見なせる場合が多く，この仮定したすべ
り面の断面形状をすべり円弧という．

スペリオル湖型
鉄鉱床

すぺりおるこがたて
つこうしょう

Lake Superior type iron
deposit

米国スペリオル湖地方の先カンブリア界の地層に発達
する縞状鉄鉱床．赤鉄鉱・褐鉄鉱を主体とする．



すべり解析 すべりかいせき stability analysis for
sliding

フィルダム堤体や盛土，地盤のすべり破壊に対する安
定性を解析すること．

すべり角 すべりかく slip angle 震源における断層運動を規定する断層パラメータの一
つ．すべり方向を水平線から反時計回りに計った角
度．

すべり褶曲 すべりしゅうきょく slip folding 褶曲分類のうち，平行なせん断面が密に分布してすべ
りを生じて形成されたもの．せん断褶曲・スリップ褶
曲ともいう．

すべり双晶 すべりそうしょう glide twin 結晶に外力を加えた時，結晶構造が特定の面に対して
塑性変形させた場合の変形双晶で二次的双晶ともい
う．

すべり帯 すべりたい slip band 結晶を外力により塑性変形させた場合に，結晶の表面
にすべりが発生する時の線構造．すべり線ともいう．

すべり破壊 すべりはかい sliding failure 土中で，ある連続した面（すべり面という）に沿って
せん断されズレが生じ，面上部の土塊が不安定化した
り，崩落すること．

すべりへき開
（すべり劈開）

すべりへきかい slip cleavage 雲母などの葉片状鉱物を含む細密不均質多層構造を示
す岩石に発達するへき開（劈開）で，細密褶曲へき開
（劈開）と同義．

すべり面 すべりめん sliding surface, slip
surface, glide plane

せん断破壊により生じるせん断面のこと．結晶の場合
は変形の際すべりが起こる格子面をいう．

すべり面調査 すべりめんちょうさ survey for sliding
surface

すべり面の位置を推定するために行う調査で，ボーリ
ング調査やパイプひずみ計，孔内傾斜計による変形計
測などがある．

すべりラメラ すべりらめら glide lamella 変形結晶の二つのすべり面に挟まれた部分．変形して
いない薄層を示す．

ＳＰＯＴ衛星 すぽっとえいせい System Probatoire
d'Ovservation de la
Terre, SPOT

仏国の地球観測衛星．広域の地形図作成に有用な空間
分解能10mのステレオ画像を取得することが可能．

ＳＰＯＴ画像 すぽっとがぞう System Probatoire
d'Ovservation de la
Terre image, SPOT image

フランスが開発した地球観測システムであるスポット
で，この衛星による画像から地形図をつくることがで
きる．

スポットコアリ
ング

すぽっとこありんぐ spot coring 掘削能率を促進させるためにノンコアボーリングを主
体とするが，一定間隔の深度ごとに，コアリングを行
う．

スポット分析 すぽっとぶんせき spot test 微量定性分析法の一種で斑点分析ともいう．有機試薬
と金属イオンを結合させ，イオン特有の着色反応を利
用し，金属イオンを判定．

スポドソル すぽどそる spodosol 湿潤～過湿潤の熱帯～極地に分布する成帯性土壌の一
つ．下層に非晶質物質の集積層がある．

素掘り すぼり excavation without
supporting

良好な地盤の場合に，山留めや支保工などの補強なし
で掘削すること．



スポリニット すぽりにっと sporinite 顕微鏡下における石炭組織の分類の一つ．一般に層理
に平行で扁平なもので，花粉や胞子の外膜が起源であ
る．

須磨断層 すまだんそう Suma fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東－南西方向．兵
庫県須磨区に位置し延長約8km．北側が上昇している．

澄川地すべり すみかわじすべり the Sumikawa landslide 1997年5月に秋田県鹿角市で発生し，温泉施設・道路橋
などに被害を発生させた地すべり．変質粘性土内にす
べり面が形成された．

炭丈 すみたけ thickness of coal,coal
thickness

炭層で挟みを除いた石炭の部分だけの厚さ．炭量計算
基準では，炭丈に応じて炭層を１～３級に区分する．

炭丈・山丈比 すみたけやまたけひ ratio of thickness of
coal to coal seam

炭層において，炭丈を山丈（炭層の厚さ）で割った
値．炭層中に挟みがない場合は１，挟みが増すと０に
近づく．

スムーズブラス
ティング

すむーずぶらすてぃ
んぐ

smooth blasting トンネル掘削面の地山をなるべく傷めずに所定の掘削
形状を得ようとする発破方法．外周孔の削孔間隔を狭
めて平行削孔を行い，火薬の種類にも配慮する．

スメクタイト すめくたいと smectite モンモリロナイトを主体とする層状珪酸塩粘土鉱物．
比重2～3．硬度1～2．膨潤性に富みベントナイトの主
成分鉱物．

スメクタイト化 すめくたいとか smectitized 流紋岩質凝灰岩などが弱酸性～弱アルカリ性熱水によ
る変質・続成作用によりスメクタイトに富む岩石にな
ること．

素焼電極 すやきでんきょく porous pot electrode 非分極性電極の一種．素焼の陶器内の硫酸銅溶液が浸
出し，溶液中の銅棒と地面の間に電位回路ができる仕
組み．

スライス図 すらいすず slice map 水平断面図のこと．

スライス法 すらいすほう slice method すべり破壊の安定解析法の一つで，すべり土塊をいく
つかの帯片に分割し，各帯片毎のすべり力，抵抗力な
どから全体のすべり安全率を求める方法．

スライディング
フォーム

すらいでぃんぐ
ふぉーむ

sliding form 徐々に移動しながら連続的にコンクリートを打設でき
る型枠．サイロや立坑で使用されるが水平方向に使用
できるものもある．打継ぎ目のないコンクリートを短
期間に施工できる．

スライドゲート すらいどげーと slide gate 発電所水路の一般的な制水門として使用されている水
門扉で扉体が上下に滑動する．

スライド式クラ
ウンバー

すらいどしきくらう
んばー

sliding crown bar 矢板工法で鋼製支保工のアーチ頂部を縦断方向に接続
する補助部材のうち，スライドできる機構になってい
るもの．

スライム すらいむ slime ①ドロドロしたものの意．転じてボーリングの泥水と
岩屑の混合物．
②ボーリングで削孔水とともに排出される地山を切削
した岩石の小片．

スライム処理 すらいむしょり slime treatment 孔底に沈積するスライムの除去作業．場所打コンク
リート杭の施工では品質確保上欠くことができない．



スラグ すらぐ slag 金属精錬の際に分離された鉱物中の不純物で，酸化物
の形をとる．石炭殻をさす言葉として用いられること
もある．

スラグ骨材 すらぐこつざい slag aggregate 金属精錬時に得られる鉱さいを骨材としたもの．JIS-
A5011では，高炉スラグ粗骨材など３種が規格化．

スラグ砕砂 すらぐさいさ slag crushed sand 溶融スラグを急冷して破砕し，粒度調整を行った細骨
材．

スラグ砕石 すらぐさいせき slag crushed stone 溶融スラグを徐冷して破砕し，粒度調整した粗骨材．

スラグ砕石コン
クリート

すらぐさいせきこん
くりーと

slag crushed stone
aggregate concrete

骨材にスラグ砕石を用いたコンクリート．

スラグセメント すらぐせめんと slag cement 水硬性セメントの混合セメントのうち高炉スラグを混
合したセメント．

スラグテスト すらぐてすと slug test 帯水層の透水性，貯留特性を知るために行われる試
験．

スラグ巻き込み すらぐまきこみ slag inclusion 溶接部において，溶接棒から溶融した金属と母材が溶
け合ったものが混合した中にスラグが介在するもの．
溶接金属の耐食性が低下する．

スラグ路盤 すらぐろばん slag roadbed 路盤材料として金属精錬過程でで発生するスラグを用
いた鉄道用路盤．

スラスト すらすと thrust, arch thrust アーチダムの基礎岩盤に作用する軸方向の圧縮力．

スラスト すらすと thrust 衝上断層と同義．

スラストせん断 すらすとせんだん thrust shear 二次せん断（一次せん断面に沿う摩擦により隣接する
ブロック内に発生する）のうち，低角逆断層タイプの
せん断をさす．

スラストブロッ
ク

すらすとぶろっく thrust block アーチダム本体と良好な岩盤の間に設置されるコンク
リート構造物で，アーチダムからの推力をスムースに
岩盤に伝達するための整形ブロック．

スラストボーリ
ング

すらすとぼーりんぐ thrust boring, pipe
jacking

コンクリートパイプまたは鋼パイプを前方の地盤へ押
し込むために，垂直な地表面から大容量の油圧ジャッ
キで水平に押しこむ方法．

スラッジ すらっじ sludge ①液体中の懸濁汚濁物質が沈殿などにより濃縮され，
泥状になったもの．
②試錐時に岩石や地層が砕かれて生じた切粉．スライ
ム・カッティングと同義．地質判定の試料にもなる．

スラッシュグラ
ウチング

すらっしゅぐらうち
んぐ

slush grouting 主としてフィルダムの表層基盤の地表面に見える割れ
目に行われる目つぶしのためのグラウチング．



スラッシュポン
プ

すらっしゅぽんぷ slush pump 掘削中坑井内に泥水を循環させるための往復ポンプ．
泥水ポンプと同義語．

スラブ すらぶ slab ①海洋プレートがアセノスフェアや，それ以深に沈み
込んだ部分．
②厚さに比べて面積の大きい板状の構造部材．面に垂
直方向の荷重のみ考慮する．版ともいう．

スラブ軌道 すらぶきどう concrete slab track レールの下に枕木に代えて幅の広いコンクリートスラ
ブを敷いて，路盤とコンクリートスラブの間に間隙調
節材を注入した軌道．

スラブ内地震 すらぶないじしん 沈み込んだプレート内（スラブ内）で起きる地震．ア
セノスフェア以深の深さで生じるため，マグニチュー
ドのわりに被害が小さい．津波は発生しない．

スラリー すらりー slurry 液性限界より高い水分を含んだ固体と液体の安定した
混合物．

スラリー試料 すらりーしりょう slurry sample 一般に，細かい固体粒子と液体が安定した状態で高濃
度に混合した試料．

スラリートレン
チ

すらりーとれんち slurry trench ①幅の狭い掘削された溝の側壁を支持するため粘土ス
ラリーで充填したもの．
②石炭灰をスラリーとして目的地に輸送するための導
流路．

スラリー爆薬 すらりーばくやく slurry explosive 耐水性・安全性にすぐれた爆薬で，酸化剤・可燃物・
鋭感剤に水約15%を加えてゲル状にした爆薬．

スラリープレ
パックドコンク
リート

すらりーぷれぱっく
どこんくりーと

slurry prepacked
concrete

特定の粒度をもつ粗骨材を型枠に詰め，その空隙に特
殊なモルタルを適当な圧力で注入して造るコンクリー
ト．

スラリーポンプ すらりーぽんぷ slurry pump スラリープラントで製造した固化材スラリーを圧送す
るポンプ．

スラリー輸送 すらりーゆそう slurry transportation,
slurry convey

物質のパイプ輸送の一方法で物質を半流動体状にして
ポンプによって圧送する方法．

スランピング すらんぴんぐ slumping 未固結から半固結の堆積物が，重力の作用で水底斜面
を滑り落ちる現象．特徴的なスランプ構造を有する．

スランプ すらんぷ slump すべり面が下に凸の弧状をしていて，後方回転を伴う
動きをもつ地すべり．水底地すべりとほぼ同義に用い
られることもある．

スランプ過褶曲 すらんぷかしゅう
きょく

slump overfold 固結～半固結状態の堆積物が水底斜面をすべり移動す
ることによって生じた過褶曲状の構造．

スランプコーン すらんぷこーん slump cone コンクリートのコンシステンシーの試験であるスラン
プテストに用いる円錐台形の鉄製器具．

スランプ褶曲 すらんぷしゅうきょ
く

slump fold 固結～半固結状態の堆積物が水底斜面をすべり移動す
る運動において形成された褶曲状の構造．



スランプ層 すらんぷそう slump bed 固結～半固結状態の堆積物が水底斜面をすべり移動し
て再堆積することにより形成された地層．

スランプ堆積物 すらんぷたいせきぶ
つ

slump deposit 固結～半固結状態の堆積物が水底斜面をすべり移動し
て再堆積したその堆積物．

スランプテスト すらんぷてすと slump test フレッシュコンクリートの柔らかさを調べる試験．

スランプメータ すらんぷめーた slump meter コンクリートのスランプをミキサの駆動モータの負荷
などにより間接的に測定する装置．

スランプロス すらんぷろす slump loss 練り混ぜたコンクリートの硬さの経時的な変化をスラ
ンプの差で表わすもの．

ずり ずり muck トンネルなどを掘削したときにでる岩石や土砂のこ
と．坑外に搬出し，ずり捨て場に処分される．

スリーコーン
ビット

すりーこーんびっと three cone bit ローラカッタを３個組合せたビットで，トリコーン
ビット，スリーカッタビットとも呼ばれる．

スリーチ すりーち sleech 沖積層中のシルトを示す用語で英国で使用される．

スリーブグラウ
チング

すりーぶぐらうちん
ぐ

sleeve grouting グラウチングの注入における二重管ダブルパッカ注入
工法の一種で，一定間隔にスリーブバルブを取付けた
外管と先端にダブルパッカを有する内管を用いて注入
する工法．崩壊しやすい砂層や礫層などに用いられ
る．

スリーブフラク
チャリング法

すりーぶふらくちゃ
りんぐほう

sleeve fracturing method スリーブを介してボーリング孔壁に水圧で載荷する初
期地圧測定法の一つ．亀裂が多い岩盤などに利用でき
る．

スリーマイル島
原発事故

すりーまいるとうげ
んぱつじこ

Three Mile Island
nuclear power plant
accident (TMI)

1979年３月28日にアメリカ，ペンシルバニア州，ス
リーマイル島原子力発電所２号炉で発生した一次冷却
水流出事故．炉心の約2/3が露出．

ずり運搬車 ずりうんぱんしゃ muck car ずりを運搬する車両のこと．レール方式ではずり鋼
車，タイヤ方式ではダンプトラックが用いられる．ト
ンネル工事専用の重ダンプもある．

ずり応力 ずりおうりょく grinding stress 擦られることで物質の表面に働く引張応力や圧縮応力
および両者の応力．

擦り傷面（氷河
の）

すりきずめん（ひょ
うがの）

striated surface 氷河底の岩屑や取り込まれた岩塊が，氷河の移動によ
り基盤岩表面に付けた移動方向に平行な擦痕．

ずり処理 ずりしょり mucking 掘削ずりを坑外へ搬出して，ずり捨て場に処分するま
での一連の作業のこと．ずりは盛土材料として転用さ
れることもある．

ずり捨て場 ずりすてば muck deposit ずりを廃棄する場所．工事終了後に平坦に造成して，
再利用がはかられることが多い．



ずり節理 ずりせつり shear joint 岩盤中にせん断面として発生した節理で節理面に沿っ
て若干の変位がある．せん断節理と同義．

ずり出し ずりだし mucking トンネル掘削ずりを切羽から坑外に搬出する作業のこ
と．トンネル工事の主要作業サイクルのひとつ．

すりつけ区間 すりつけくかん transition area 道路，鉄道，水路などの構造物において直線部と曲線
部あるいは断面形状の異なる区間などの間を滑らかに
変化させるために設けられる移行区間．

スリッケンサイ
ド

すりっけんさいど slickenside 断層運動により，断層の両側の岩盤が摩擦により磨か
れてできた光沢のある面．鏡肌・鏡面と同義．

スリットカメラ すりっとかめら slit camera ストリップカメラと同義．

スリット管 すりっとかん slit pipe 坑井で使用される孔明き管の一種で，狭いスリットで
微粒子を通過させ，比較的粗い粒子の流出を制止す
る．

スリット砂防ダ
ム

すりっとさぼうだむ slit sabo dam 本体にスリットを有する砂防ダム．平時は土砂を下流
に排砂し，出水時は多量の土砂を堆積させる機能があ
る．

スリット収水管 すりっとしゅうすい
かん

slit strainer スロット収水管と同義．

スリットフォー
ム

すりっとふぉーむ slit form メタルフォームのコンクリートに接する面に細いス
リットを設けたもので，コンクリート中の余剰水の排
出や硬化後の表面の付着を良くするために用いる．

スリップ褶曲 すりっぷしゅうきょ
く

slip folding 褶曲分類のうち，平行なせん断面が密に分布してすべ
りを生じて形成されたもの．せん断褶曲・すべり褶曲
ともいう．

スリップバー すりっぷばー dowel bar, slip bar コンクリートの収縮膨張を妨げないで，版に働くせん
断力を伝達するような構造をもつもので，コンクリー
ト舗装の目地の中で収縮目地や膨張目地に設置され
る，

スリップ面 すりっぷめん slip plane 岩石や岩脈が変形する際に，両側の岩塊が不均一な運
動をすることにより形成される面．

スリップライン
解析

すりっぷらいんかい
せき

slipline stability
analysis

空洞周辺の地山の応力・強度から最小安全率方向を求
め，この方向に沿ったすべり線群を想定し，これに区
切られた地山ブロックの安全率を計算する方法．

ずり積み機 ずりつみき muck loader トンネル切羽で掘削ずりを運搬車に積み込むための機
械．バケット式の他，ベルトコンベアによる連続積み
込み機械もある．

ずりトロ ずりとろ muck car レール工法でトンネルを掘削する際に，ずりを坑外に
搬出するために用いられる鋼車のこと．

ずりひずみ ずりひずみ shear strain せん断ひずみと同義．



ずりビン ずりびん muck bin トンネル坑口付近に設けられる，ずりを坑内用のずり
運搬車から坑外用のダンプトラックに積み替えるため
の設備．

すりへり すりへり abrasion 同種または異種の２個の物体を接触させたとき，摩擦
によって体積の減少することをいう．

すりへり減量 すりへりげんりょう percentage of abrasion,
percentage of wear

回転するドラム中で，骨材に摩擦を与えた場合の所定
の回転数における骨材のすりへり損失量．

すりへり試験 すりへりしけん abrasion test 岩石のすりへり（磨耗）に対する抵抗の度合いを調べ
る試験．ロサンゼルス試験機とデバール試験機を用い
る方法がある．岩石の耐久性や耐風化性がわかる．す
りへり硬さ試験・摩損率試験・磨耗試験ともいう．

すりへり抵抗 すりへりていこう abrasion resistance,
attrition

骨材が摩擦により研磨され，体積が減少することに対
する抵抗性能．通常，減少量の重量百分率で表す．

すりへり抵抗試
験

すりへりていこうし
けん

attrition test 鋼球による研磨負荷を伴わず，緩速で行なう岩石の耐
磨耗性試験．

スリングラム すりんぐらむ slingram 電磁探査の一種．一定の間隔を保つ送・受信コイルを
用いて二次電磁場の同相・離相成分を測定するループ
－ループ法による水平探査法．深度100ｍ程度までの地
下水探査や汚染土壌の探査などに用いられる．

スルースゲート するーすげーと sluice gate 堤防を横断する暗きょ（暗渠）の中に設けられるゲー
ト．ひ門とも呼ばれる．またはスライドゲートと同
義．

駿河トラフ するがとらふ Suruga trough 駿河湾頭から御前崎南東へと延びる舟状海盆．さらに
南方は方向を変えて南海トラフに続く．

ずれ ずれ slip 断層面沿いに両側の岩盤が相対的に逆方向に向かって
移動した距離．スリップ・変位ともいう．

スレーキング すれーきんぐ slaking 乾燥した半固結堆積物あるいは砕屑性軟岩が水分を吸
収して岩石組織の結合力を失い，細片化する現象．

スレーキング試
験

すれーきんぐしけん slaking test 乾燥・湿潤の繰り返しにより生じる岩石の脆弱化，劣
質化の性質を調べる試験．岩石の物理試験の一つ．

スレーキング指
数

すれーきんぐしすう slaking index 岩石の水浸による崩壊のしやすさの指標．浸水崩壊試
験における水浸２時間後の形状変化の区分の数値．

スレート すれーと slate 粘板岩と同義．

スレートへき開
（スレート劈
開）

すれーとへきかい slaty cleavage 変形作用を受けた泥質岩中に生成した細密な面状構
造．層理面に平行なものや斜交するものがある．雲
母・緑泥石などが平行配列してできる．

ずれへき開（ず
れ劈開）

ずれへきかい strain slip cleavage 片理面やへき開（劈開）面に平行に発達した鉱物を，
小さな引き摺りを示すように曲げているへき開（劈
開）．



ずれ変位 ずれへんい slip 断層面に沿って両側の岩盤がずり動いて不連続となっ
た距離．スリップ，移動，変位ともいう．

スロー・アース
クエイク

すろーあーすくえい
く

slow earthquake 断層がきわめてゆっくり動くことにより発生する地
震．卓越周期が数10分程度と長周期であり，通常の地
震計には記録されない．また，より平均破壊拡大速度
の遅い地震をサイレント・アースクエイクと呼ぶ．

スロープ式魚道 すろーぷしきぎょど
う

slope way type fish way 緩勾配の長い水路式の魚道．

スロット削孔機 すろっとさっこうき slot drilling machine 削岩機を３～４本近接して平行に並べ，スロット状の
孔を空けることができる削孔機．割岩工法で自由面を
造ったり，掘削外周にスロットを配置して振動を低減
したりする用途に用いられる．

スロット収水管 すろっとしゅうすい
かん

slot strainer ケーシング管に幅2.5～３mmの線状の溝（スリット）を
加工したもの．井戸において，地下水流入の目的で使
用される．スリット収水管と同義．

スロット溶接 すろっとようせつ slot welding 幅広い鉄板をとじ合わせる場合に，細長い溝をつく
り，それを埋めるように溶接するやり方．

諏訪湖南岸断層
群

すわこなんがんだん
そうぐん

Suwakonangan fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，北西方向．諏訪
盆地の西縁に存在し，上諏訪・下諏訪断層とともに諏
訪盆地を形成した断層である．

諏訪之瀬火山 すわのせかざん Suwanose volcano 鹿児島県トカラ列島諏訪之瀬火山にある活火山．溶岩
は輝石安山岩質である．

スワビング すわびんぐ swabbing チェックバルブ付きのピストンをワイヤで孔内に挿入
し，上下運動によって孔内の液体を汲み上げること．

諏訪山断層 すわやまだんそう Suwayama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ．北東方向．山陽新幹線
六甲トンネルおよび新神戸駅の建設に伴い明らかに
なった断層．北東方向で8kmの延長を持つ．

寸法効果 すんぽうこうか scale effect 強度や他の力学特性に及ぼす岩石や岩盤その他の試料
の寸法の影響．

瀬 せ shoal 川や沿岸の浅いところ．歩いて渡れ，航行には危険．

世 せい epoch 地質学的な年代区分の単位．期より大きく，紀より小
さい．年代層序区分の統に対応する．

静圧 せいあつ static pressure 流体の圧力の一種で動圧に対する語．静圧に動圧を加
えたものが流体の総圧である．

斉一説 せいいつせつ uniformitarianism 地質学の基本法則の一つ．岩石や地層は現在の自然現
象と同様の過程で過去に生成したとする考え．

成因的土壌型 せいいんてきどじょ
うがた

genetic soil type 土壌の基本的な分類単位．生物・気候・水文などの条
件が同じ組み合わせで，土壌の生成作用が明らかなグ
ループ．



脆雲母 ぜいうんも brittle mica 白雲母，黒雲母よりも脆弱で，層間陽イオンがCaで置
換されている雲母の総称．

青鉛鉱 せいえんこう linarite PbCu(SO4)(OH)2．単斜晶系．硬度2.5．比重5.35．ガラ

ス光沢濃紺青色．銅鉛鉱床の酸化体の二次鉱物として
少量ながら広範囲に産出．

生化学的進化 せいかがくてきしん
か

biochemical evolution 原始地球において化学反応により単純な有機物から原
始生物が出現するまでの進化．化学進化ともいう．

正角円錐図法 せいかくえんすいず
ほう

conformal conical
projection

正角図法の一種．航法図，一般地理図用に広く用いら
れる．

正角円筒図法 せいかくえんとうず
ほう

conformal cylindrical
projection

正角だけでなく航程線が常に直線で表されるため，海
図の図法として用いられる．メルカトール図法参照．

正角図法 せいかくずほう conformal projection,
orthomorphic projection

等角図法と同義．

正角方位図法 せいかくほういずほ
う

conformal azimuthal
projection

平射図法と同義語．地球面状の一点から地球に接する
平面に投影して得られる図法．

静荷重 せいかじゅう static load 静的に作用する荷重．

静岩圧 せいがんあつ lithostatic pressure 固体岩石の質量によって，深度に応じて地球内部に存
在する一種の地圧．

静岩圧系地熱貯
留層

せいがんあつけいち
ねつちょりゅうそう

geothermal reservoir
under lithostatic
pressure system

火山活動と無関係な堆積盆地下に存在し，堆積圧密に
伴う断熱圧縮により高圧高温を保持している地熱貯留
層．

静岩圧系熱水 せいがんあつけい
ねっすい

lithostatic pressure
system hydrothermal
water

大規模な堆積盆地の深層中に存在する被圧地下水が，
地域熱流量によって加熱された深層熱水．

青函トンネル せいかんとんねる Seikan tunnel 本州と北海道を結んで津軽海峡の下に建設された鉄道
海底トンネル．全長53.85km，海底部23.3km．1985年3
月に本坑が貫通．1988年3月より開業．地質は新第三系
中新統の堆積岩，火山砕屑岩，火山岩からなり，海底
部では新たに開発されたLW注入材を用いた注入や最長
2150ｍにも及ぶ先進ボーリングが行われた．数度にわ
たり大出水が発生した．

正規圧密 せいきあつみつ normal consolidation 土の圧密試験結果のうち，圧密降伏応力Pcを超える直
線あるいは曲線部の範囲の総称．有効応力が圧密降伏
応力と等しい状態．

正規圧密状態 せいきあつみつじょ
うたい

normally consolidated
state

現在受けているよりも大きな圧密応力を受けたことの
ない状態．

正規圧密試料 せいきあつみつし
りょう

normally consolidated
sample

現在の土被り荷重による圧密が完了し，過去にもそれ
以上の有効荷重が作用していない土質試料．

正規圧密土 せいきあつみつど normally consolidated
soil

圧密降伏応力Pcと等しい有効応力σ’を受けた状態の
土．増加応力に対して塑性的（非可逆）な圧密をす
る．



正規圧密粘土 せいきあつみつねん
ど

normal consolidated clay 現在，その粘土が受けている有効応力（土被り圧）
と，その粘土の圧密降伏応力とが等しい状態の粘土．

正規圧密領域 せいきあつみつりょ
ういき

normally consolidated
region

圧密試験で得られた粘土のe-logp曲線において求めら
れた圧密降伏応力以上の圧密応力の領域．

正規確率密度関
数

せいきかくりつみつ
どかんすう

normal probability
density function

確率変数が正規分布に従う確率密度関数のこと．

正規重力 せいきじゅうりょく normal gravity 地球の形状を地球楕円体としたとき，正規重力ポテン
シャルと楕円体面の外向きの法線方向で決まる値．

正規浸食 せいきしんしょく normal erosion 土壌浸食のうち，植生に覆われているため浸食の程度
がわずかなもの．現在はほとんど用いられていない．

正規投影 せいきとうえい normal projection 直交する二つの面に三次元物体を投影する方法．

正規分散 せいきぶんさん normal dispersion 分散現象において，位相速度が波長の増加関数のとき
に用いる．

正規分布 せいきぶんぷ normal distribution ガウス分布のこと．確率変数の分布曲線が平均点で最
大値をとる左右対称のベル形をなす．

正規分布曲線 せいきぶんぷきょく
せん

normal distribution
curve

代表的な確率分布曲線.縦軸に確率密度，横軸に観測値
をとると，平均値を軸に左右対称の山形の形状を示す.

正規変成相系列 せいきへんせいそう
けいれつ

normal metamorphic
facies series

典型的な変成岩地域の変成相配列で緑色片岩相，緑れ
ん石角閃岩（緑簾石角閃岩）相，角閃岩相からなる配
列．

正規方程式 せいきほうていしき normal equation 未知数を最小２乗法で推定する際に満たすべき連立方
程式のこと．

正距円錐図法 せいきょえんすいず
ほう

conical equidistant
projection

トレミ図法と同義語．経線は直線，緯線は同心円弧か
らなる．しばしば地図帳で中緯度地域などに多く用い
られる．

正距円筒図法 せいきょえんとうず
ほう

cylindrical equidistant
projection

地図投影法の一つ．経線は等間隔の平行直線，緯線は
これと直交する平行直線から成る．緯線方向にひずみ
がないのが特徴．正主距円筒図法ともいう．

正距図法 せいきょずほう equidistance projection,
equal-spaced projection

地図上の全ての経線，緯線上の距離，または特定点と
任意点間の距離の縮尺が一定である図法.等距離図法と
もいう．

制御発破 せいぎょはっぱ controlled blasting 周辺の岩盤や構造物を傷めないため，あるいは環境問
題のために，孔数・薬量・段数などを工夫し振動を弱
めた発破工法．

正距方位図法 せいきょほういずほ
う

azimuthal equidistant
projecion

正距図法の一種．図の中心に位置する地点から目的地
までの距離，方位が正しく表される図法．



正珪岩 せいけいがん orthoquartzite 石英が95%以上を占める砂岩の名称．石英アレナイトま
たはオルソコーツァイトともいう．

成型爆薬 せいけいばくやく shaped charge 爆薬で底部を凹状に成形したもので，通常凹部に金属
性内張ライニングをつける．爆発エネルギーをある方
向あるいは面に集中させることができ，坑井ケーシン
グなどの切断時に使用する．

正弦曲線図法 せいげんきょくせん
ずほう

sinusoidal projection 地球上の経線や緯線を投影する図法の一つで，経線が
正弦曲線となるのが特徴である．

制限勾配 せいげんこうばい ruling grade 機関車の牽引しうる列車の重量を制限する線路の勾
配．

制限水位 せいげんすいい limited water level ダムにおいて洪水期に洪水調節容量を確保するための
水位．

制限土層 せいげんどそう important soil layer for
growth

灌漑対象土層内で水分消費に大きな役割を果たし，そ
の層の水分状態が作物の生育に直接影響を与える土
層．

正弦波圧力試験 せいげんはあつりょ
くしけん

sinusoidal wave pressure
test

発信ゾーンで正弦波状に圧力を変化させ，岩盤内を透
過してきた波を受信ゾーンで検知する岩盤水理試験．

制限発破工法 せいげんはっぱこう
ほう

controlled blasting
method

火薬の種類・使用量・発破方法・順序などを工夫する
ことにより発破振動・騒音の低減をはかる工法．

整合 せいごう conformity 上下の地層の堆積がきわだった時間的不連続がなく，
ほぼ連続して堆積すること．不整合の対語．

整合へい入 せいごうへいにゅう concordant injection 堆積岩の層理面や変成岩の片理・片麻状構造に調和的
あるいは平行にマグマが貫入すること．

清越鉱山 せいこしこうざん Seikoshi mine 静岡県土肥町の東部の第三系湯ヶ島層群および苦鉄質
貫入岩中に発達した浅熱水性金銀鉱山．持越，清越，
天城，湯ヶ島の四鉱床．

生痕化石 せいこんかせき trace fossil 生物の生活現象として堆積物の上や中に残された痕
跡．ただし，生物体の化石は除く．

生砕屑物 せいさいせつぶつ bioclast 生物骨格の破片からなる砕屑粒子や堆積物．生砕物と
同義．

生産井 せいさんせい production well 地熱発電などで，熱水や高温蒸気を取り出す深井戸
ボーリング孔．石油・天然ガスの生産井．坑径は太く
20cm以上であることが多い．採収井ともいう．

生産層 せいさんそう productive zone 海域上層で，植物プランクトンの発生に伴い動物プラ
ンクトンも繁殖し，生態系が循環する層をいう．

静止衛星 せいしえいせい geosynchronous
satellite, geostationary
satellite

天体の回転周期と同周期で，かつ，同じ方向に周回す
る衛星．通常，地球の静止軌道上の衛星をさす．



静止荷重 せいしかじゅう static load 物質にかかる荷重の方向が相対的に移動や回転などを
していないときの荷重．

静止軌道 せいしきどう geostationary orbit 地球の自転周期と衛星の回転周期とが一致している場
合，地上から衛星は静止して見える．その軌道をい
う．

正磁極期 せいじきょくき normal polarity interval 過去において地球磁場の方向が現在と同じであった期
間．

静止水位 せいしすいい static water level 周囲の圧力に変動が無い場合に一定水位で安定する水
位．静水圧状態の時の水位．

静止土圧 せいしどあつ earth pressure at rest 地山の水平方向の変位がない状態で，山留や擁壁に作
用する水平方向の土圧．

静止土圧係数 せいしどあつけいす
う

coefficient of earth
pressure at rest

静止状態にある土の水平方向圧力(静止土圧）と土かぶ
り圧との比．K0値ともいう．

正視投影法 せいしとうえいほう orthographic projection 結晶の投影法の一つ．結晶軸の何れかに垂直な無限遠
点から見た結晶形を視線に直交する平面に投影する方
法．

静止摩擦 せいしまさつ static friction 静止状態の２物体を相対的に動かそうとするときに働
く抵抗力．

静止摩擦係数 せいしまさつけいす
う

coefficient of static
friction

ある物体を他の物体との接触面に沿ってすべらせよう
とする時に働く抵抗力の上限値．

正四面体 せいしめんたい regular tetrahedron 外形が四面の正三角形からなる等軸（立方）晶系半面
像晶族に属する結晶形態．

正射図法 せいしゃずほう orthographic projection 視点を無限遠におき地球に接する表面に投影する図法.
地球の半球を表現する事ができる.直射図法ともいう.

セイシュ せいしゅ seiche 静振と同義．

正褶曲 せいしゅうきょく normal fold 対称褶曲の一つで，鉛直の軸面を対称面とする褶曲．
正立褶曲と同義．

正主距円筒図法 せいしゅきょえんと
うずほう

cylindrical equidistant
projection

正距円筒図法と同義．

正主距方位図法 せいしゅきょほうい
ずほう

azimuthal equidistant
projection

地図投影法の一つ．円錐図法の特例．

成熟 せいじゅく maturity 風化・浸食・運搬・堆積・続成などの砕屑性堆積物の
分解あるいは定着の過程で，化学的・物理的に安定な
物質になる現象．



成熟土 せいじゅくど mature soil 土壌の特徴が十分に発達した土壌．ただし，成熟度の
判断基準はあいまいである．

成熟度 せいじゅくど maturity 原岩が分解して砕屑物となる変化，および砕屑物が堆
積物として定着するまでの過程における変化の程度．

整準 せいじゅん leveling up 測量時に整準ねじ･気泡管などの調整によって，平板や
測量機器の観測部を水平にする操作.整置ともいう.

正常海浜 せいじょうかいひん normal beach 沿岸に海底州の存在しない海岸．沿岸州の発達する暴
風海浜に対して用いられる．

正常型フリッ
シュ

せいじょうがたふ
りっしゅ

normal flysch 深海の乱泥流堆積物で特徴づけられるフリッシュ堆積
物のうち砂岩・頁岩等量互層．

正常期 せいじょうき normal epoch 正磁極期と同義．

星状砂丘 せいじょうさきゅう ghourd 大規模なピラミッド状の複合砂丘．多方向の風によっ
て生じたと考えられる．

正常磁場 せいじょうじば normal field 各地域にわたる広範囲の地磁気測定から得られた値を
平滑化した値．

正常磁場補正 せいじょうじばほせ
い

normal correction 磁気探査によって得られた値には正常磁場の影響があ
るためその補正をすること．

正常浸食 せいじょうしんしょ
く

normal erosion 土壌浸食のうち，植生に覆われているため浸食の程度
がわずかなもの．加速浸食の対語．

正常静水位 せいじょうせいすい
い

normal hydrostatic level 地表からの深度と同深度の水深における静水圧を正常
静水圧といい，その時の地下水位を正常静水位と呼
ぶ．

青色泥 せいしょくでい blue mud 青泥（あおどろ）と同義．

青色片岩 せいしょくへんがん blue schist 藍閃石片岩と同義．藍閃石質角閃石を含有する広域変
成岩の片岩．原岩は玄武岩質火成岩であることが多
い．

静振 せいしん seiche 湖，湾，陸棚，島の周辺にみられる水面の固有振動．
周期は一般に数分～数十分程度．

制振 せいしん vibration control 構造物の振動の抑制．

制振器 せいしんき damper 地震計の振り子の自由振動を早く押さえ，また，周期
特性を平らにするための装置．空気粘性，渦電流，電
磁力などで制御する装置．減衰器ともいう．



制振構造 せいしんこうぞう vibration controlled
structure

構造物の振動を抑制するための構造で，剛性・質量・
減衰・抑制力の付加や形状の工夫などがある．

制振対策 せいしんたいさく vibration control
methods

振動を抑制するための対策で，空気力学的対策と構造
力学的対策とがある

静水圧 せいすいあつ hydrostatic pressure 静水中のある一点に作用する圧力．またはある点にお
いて，全方向から等しく同じ大きさで作用する圧力．

静水位 せいすいい static water level 静水圧状態の時の水位．

制水口（孔） せいすいこう port, restricted orifice サージタンクの流入・流出を制御するための口
（孔）．

制水口（孔）
サージタンク

せいすいこうさーじ
たんく

restricted-orifice surge
tank

底部に流入・流出を制御するための制水口(孔)を持つ
サージタンク．

制水口（孔）調
圧水槽

せいすいこうちょう
あつすいそう

restricted-orifice
surge-tank

制水口（孔）サージタンクと同義．

制水口(孔)抵抗 せいすいこうていこ
う

head loss of restricted
orifice

制水口による損失水頭．

静水頭 せいすいとう hydrostatic head 静水圧により支えられる水柱の高さ．

制水弁 せいすいべん sluice valve 流量の調節や遮断のため管路に設ける弁．

清水掘り法 せいすいぼりほう blind drilling 河川水を循環流体に用いて，最小限の掘り水を補給し
て全量逸水状態で掘進する方法．大きい破砕帯に有
効．

静水面 せいすいめん piezometric surface 個々の帯水層における静水頭を示す面で，等ポテン
シャル線（等水頭線）によって表現される．

制水門 せいすいもん regulating gate 取水位や負荷の変動に応じて流入量を調節するため，
ならびに点検補修時，導水路をしゃ断するため使用す
る水門．

生成温度 せいせいおんど formation temperature 鉱物結晶が晶出しつつある時の温度で，地質温度計に
より推定する．鉱床の生成条件や探鉱指針などに利
用．

脆性挙動 ぜいせいきょどう brittle behavior 破壊に至るまでは弾性的に変形し，その後ひずみの増
大に伴って応力が急減する挙動．常温常圧下の岩石に
特徴的．

脆性指数 ぜいせいしすう brittleness index 土の最大せん断強さτfに対する残留強さτrへの減少
割合を表す指標．(τf-τr)/τfで定義されている．



脆性的 ぜいせいてき brittle 物体が応力を受けたときに，小さな弾性変形（ひずみ
量）で破壊を起こしやすい性質．脆さ．

脆性度 ぜいせいど brittleness 一軸圧縮強さquと引張り強さstとの比Br＝qu/st を脆
性度と呼ぶ．

脆性破壊 ぜいせいはかい brittle fracture 物質がひずみの集中・衝撃・熱などにより，肉眼で確
認できるような変形をほとんど起こさず突発的に破壊
する現象．

正積円錐図法 せいせきえんすいず
ほう

conical equal-area
projection

等積円錐図法と同義．

正積円筒図法 せいせきえんとうず
ほう

cylindrical equal-area
projection

正積図法のうち，円筒投影を用いたもので，経線と緯
線とを直交させ，各部分の面積がどこでも等しく表せ
るようにした図法．高緯度ほどひずみが著しくなる．
等積円柱図法と同義．

正積図法 せいせきずほう equivalent projection,
equal-area projection

地図上の各部分における面積の割合が地球上と等しく
なるように表現する図法.等積図法ともいう.

正積方位図法 せいせきほういずほ
う

azimuthal equal-area
projection

経線は一点から等角度で放射する直線，緯線は同点か
らの距離を半径とする同心円弧．大陸図などに用いら
れる．

青石綿 せいせきめん crocidolite リーベックセン石やマグネシオリーベックセン石の繊
維状に成長したもので変成岩中に産する．良質の石綿
として利用．

生石灰 せいせっかい quicklime 酸化カルシウムの慣用名．カーバイト・セメントなど
の原料，モルタルなどの建築材料，酸性土壌改良剤な
どに利用．

生石灰杭工法 せいせっかいくいこ
うほう

quicklime pile method 軟弱地盤中に削孔した孔中に生石灰を充填し，生石灰
と地盤中の水分の反応を利用して地盤を改良する工
法．

精選 せいせん cleaning 一つの選別系統において，粗選精鉱をさらに品位を高
めるために再処理する第2段の選別過程．

青閃石 せいせんせき crossite Na2(Mg,Fe)3(Al,Fe
3+)2Si8O22(OH)2．単斜晶系．硬度5～

6．比重3.1～3.3．アルカリ角閃石の藍閃石～曹閃石グ
ループ．藍閃石片岩相の広域変成岩に産出する．クロ
ス閃石ともいう．

生相 せいそう biofacies 化石相と同義．

成層 せいそう stratification 層理と同義．地層中の砂・泥などの粒径の異なる粒子
や鉱物粒子，岩石片などの層状配列．

生層位学 せいそういがく biostratigraphy 生層序学と同義．生年代学ともいう．

成層火山 せいそうかざん stratovolcano 山頂火口から溶岩の流出と火山砕屑物の放出が交互に
行われ，それらが積み重なって生じた複成火山の一
種．



成層型 せいそうがた stratification type 気象条件や流入・流出量によって決まる湖沼・貯水池
などの水温成層の型．気象，流出入，中間，混合の各
型に分類．

成層岩 せいそうがん stratified rock 堆積岩と同義．

成層圏 せいそうけん stratosphere 大気圏のうち対流圏の上位に位置し，中間圏の下位の
領域．対流圏に比較して非常に循環に乏しい．

成層鉱床 せいそうこうしょう sedimentary deposit 堆積岩に挟在されて層状を呈する鉱床．Fe鉱床・Mn鉱
床・岩塩鉱床・砂鉄床など．鉱層ともいう．

成層構造 せいそうこうぞう stratified structure 堆積構造と同義．堆積過程で形成された堆積物中の構
造．級化層理などの初生的内部構造と流痕などの後生
的外部構造がある．

生層序 せいそうじょ biostratigraphy 化石を基に地層群を区分あるいは累重関係を決定する
こと．化石層序とも呼び，相対年代区分として利用さ
れる．

生層序学 せいそうじょがく biostratigraphy 化石を基に地層群を区分し，地域間で地層を対比する
ことによって，地質年代の新旧を決めることを目的と
する層位学．生年代学ともいう．

生層序学的時代 せいそうじょがくて
きじだい

biostratigraphic age 生層序学を用いて定められた相対的時代．

生層序区分 せいそうじょくぶん biostratigraphic
classification

化石の初出現や消滅などの生層序学的な境界や化石・
化石群集などの特徴によって行う地層区分．

生層序単位 せいそうじょたんい biostratigraphic unit 生層序学的方法から求めた地層の単位．時代区分の基
本単位として帯が最小単位で順次，階・統・系・界に
区分する．

生層序単元 せいそうじょたんげ
ん

biostratigraphic unit 生層序単位と同義．

成層面 せいそうめん bedding plane 層理面と同義．地層面ともいう．

成層流 せいそうりゅう stratified flow 層流と同義．

生帯 せいたい biozone 含有化石によって区分され，地層の範囲を示す生層序
学的分類の基本的単元．生層序帯ともいう．

生態型 せいたいがた ecotype 同一種の生物が異なる環境に適応，分化した結果生じ
る形質や適応性が遺伝的に固定した型．

生体群集 せいたいぐんしゅう life assemblage ある地域の生物の自然集団．化石では，全構成種同一
生体群集かつ原生息環境内保存の場合に限ることがあ
る．



生態系 せいたいけい ecosystem 生物群集とそれらを取り巻く環境とからなる，安定な
物質循環系．

成帯土壌 せいたいどじょう zonal soil 気候および生物の影響を反映した土壌分類体系上の大
区分．

成帯内性土壌 せいたいないせいど
じょう

intrazonal soil 気候や植生よりも，岩石や水分状態の影響を強く受け
た土壌．

精炭 せいたん clean coal 選炭の結果得られる高品位側の産物．選鉱の場合の精
鉱に対応する語．“高品炭”として市場に出される．

静弾性係数 せいだんせいけいす
う

static modulus of
elasticity

速い繰り返しなどでなく，準静的に応力を加えたとき
の変形を測定して求めた弾性係数．

正断層 せいだんそう normal fault 断層の分類において，鉛直断面においてみかけ上上盤
側が下方へずれている断層．

正断層崖 せいだんそうがい normal fault-scarp 断層崖のうち，正断層の変位によって生成したもの．

正断層地溝 せいだんそうちこう graben, normal fault-
graben

地溝のうち，両側を正断層によって画されているも
の．

静地圧 せいちあつ geostatic pressure 地中のある位置において，その上にある土または岩石
の重量によって生ずる鉛直圧力．

生地化学探鉱 せいちかがくたんこ
う

biogeochemical
prospecting

鉱床の金属成分が付近の植物中に濃縮されていること
があるため，植物を収集分析し鉱床の存在を調べる探
査．

正地向斜 せいちこうしゃ orthogeosyncline 大陸と大洋地殻の間の地向斜で，火山帯と非火山帯を
含む．H.Stilleの説(1936）．地向斜による造山論は現
在あまり議論されていない．

正長岩 せいちょうがん orthoclasite 広義には正長石を含む岩石の総称．狭義には正長石を
90%以上含む脈岩．

正長石 せいちょうせき orthoclase Or:KAlSi3O8とAb:NaAlSi3O8を端成分とする固溶体．単斜

晶系．硬度6.0～6.5．比重2.56．組成範囲がOr100～80
の長石．

成長断層 せいちょうだんそう growth fault 堆積時に長期にわたり活動的で，断層の両側の堆積作
用に規制を与えたと考えられる断層．

静定構造 せいていこうぞう statically determinate
structure

安定な架構で，その支点反力や部材応力が全て力の釣
り合い条件のみから定めることのできる構造物．

静的圧密解析 せいてきあつみつか
いせき

consolidation static
analysis

土が静的な荷重を受けて発生する沈下量などの解析．



静的応力 せいてきおうりょく statical stress 自重などのように，荷重速度と繰り返しの二要素が含
まれない静荷重による応力．

静的解析 せいてきかいせき static analysis 「荷重速度」と「繰り返し」の２要素が含まれない解
析．例えば地震動は一定の地震慣性力として扱われ
る．

静的荷重 せいてきかじゅう static load 時間的経過の長短にかかわりなく値の変化しない荷
重．

静的貫入試験 せいてきかんにゅう
しけん

static penetration test 地盤の性状を調査するため，抵抗体を地盤中に静的に
貫入した時の抵抗などを求める原位置試験．

静的貫入抵抗 せいてきかんにゅう
ていこう

static point　resistance 各種の静的貫入試験から求められる地盤の抵抗力．

静的コーン貫入
試験

せいてきこーんかん
にゅうしけん

static cone penetration
test

オランダ式二重管コーン貫入試験など，各種のコーン
を用いて静的に地盤の貫入抵抗を測定する原位置試
験．

静的載荷試験 せいてきさいかしけ
ん

static load test 地盤などに載荷して，静荷重による変形･破壊挙動を調
べる試験．

静的サウンディ
ング

せいてきさうんでぃ
んぐ

static sounding サウンディングの一種．抵抗体を地盤に一定速度で挿
入させる方法．

静的地震力 せいてきじしんりょ
く

static seismic force 建設地点の地盤の良否，付近の地震活動度から決めら
れた設計震度を構造物の重量に乗じた値を地震力とす
るもの．地震時の静的解析に用いる．

静的締固め せいてきしめかため static compaction 土を静的な荷重で圧縮して締固めること．

静的震度設計法 せいてきしんどせっ
けいほう

static design method
with seismic
coefficient, static
seismic design

動的地震荷重をそれと等価な静的荷重に置き換えて，
構造物の耐震設計を行う手法．

静的設計 せいてきせっけい static seismic design,
pseudo-dynamic design

耐震設計の一つで構造物や機器に地震力を静的に作用
させて設計を行うこと．

静的弾性定数 せいてきだんせいて
いすう

static elastic modulus,
static modulus of
elasticity

弾性領域において静的応力下で生じる応力とひずみの
比を示す比例定数．接線弾性係数など数種のものがあ
る．

静的調査試験 せいてきちょうさし
けん

static probing test オランダ式二重管コーン貫入試験などの原位置で，静
的に地盤の性状を調査する試験．

静的土圧計 せいてきどあつけい static earth pressure
gauge, static earth
pressure cell

静的土圧を計測の対象とする土圧計.定常状態やそれに
近い状態の土圧を測る点で，動的土圧計と区分される.

静的動的貫入抵
抗比

せいてきどうてきか
んにゅうていこうひ

rate of static value to
dynamic value in
penetration test

ダッチコーンによる静的貫入抵抗ｑcと，標準貫入試験
によるＮ値(動的貫入抵抗)との比(ｑc/Ｎ).



静的破砕工法 せいてきはさいこう
ほう

static crushing method 発破工法によって生じる振動・騒音を発生させないよ
うに岩盤などを破砕する方法．膨張性破砕材，油圧ク
サビ，ガス圧や水圧などを利用．

静的破砕剤 せいてきはさいざい static crushing agent 削岩機で削孔した孔内に挿入し，化学反応による体積
膨張で岩石やコンクリートを破砕する薬剤．騒音や振
動が制限される場合に用いられる．静的破砕材を使用
した破砕工法を，膨張破砕工法 (expansion crush
method)という．

制動荷重 せいどうかじゅう braking load 自動車や列車の制動または始動などによって構造物に
伝えられる荷重．

清内路峠断層 せいないじとうげだ
んそう

Seinaijitoge fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，南北方向．長野
県木曽郡上松村東方から下伊那郡清内路村西方に至る
延長44 km．

西南日本 せいなんにほん Southwest Japan 日本列島の本州区のうち，糸魚川－静岡構造線以西と
されてきたが，内帯・外帯とも関東山地以東につなが
ることから近年は棚倉構造線以西とされている．

西南日本外帯 せいなんにほんがい
たい

outer zone of Southwest
Japan

西南日本の中央構造線の南で，帯状構造が顕著．その
北は西南日本内帯という．

西南日本弧 せいなんにほんこ Southwest Honshu arc 本州弧を二つに分割した時，東北日本弧に対する呼び
名．

西南日本内帯 せいなんにほんない
たい

inner zone of Southwest
Japan

西南日本の中央構造線より北側．飛騨外縁帯，秋吉
帯，三郡変成帯，舞鶴帯，超丹波帯，上越帯，美濃－
丹波－足尾帯など．

生年代学 せいねんだいがく biostratigraphy 生層序学と同義．生層位学ともいう．

正八面体 せいはちめんたい regular octahedron 等軸晶系に属する結晶形態．等しい大きさの正三角形
八つを組み合わせた形．天然のダイヤモンドが典型．

正八面体垂直応
力

せいはちめんたいす
いちょくおうりょく

octahedral normal stress 三つの主応力に等しく傾いた面をもつ正八面体におい
て，各面に働く垂直応力．

正八面体せん断
応力

せいはちめんたいせ
んだんおうりょく

octahedral shear stress 三つの主応力に等しく傾いた面をもつ正八面体におい
て，各面に働くせん断応力．

斉発 せいはつ simultaneous shooting 地震探査において，複数の孔内に装薬した爆薬を同時
に発破すること．ノイズ抑制と信号強調の効果があ
る．

生物化学的酸素
要求量

せいぶつかがくてき
さんそようきゅう
りょう

biochemical oxygen
demand

水中の生物化学的に分解されうる有機物量の目安．一
定時間内に微生物により分解されるために消費される
溶存酸素量で示し，水の汚染の程度を表す代表的な指
標．ＢＯＤという．

生物岩 せいぶつがん organic rock 生物の遺体あるいは生物の分泌物を起源とする物質か
らなる堆積岩，石灰岩，石炭など．

生物岩堆積成鉱
床

せいぶつがんたいせ
きせいこうしょう

organic-sedimentary
deposit

生物起源あるいは生物の作用によって生じた鉱床. 石
灰岩・石炭・石油や一部の鉄鉱床もこれに属する．



生物群集 せいぶつぐんしゅう biotic community ある地域内で生態的関連を保って生活しているすべて
の生物の個体群．群集ともいう．化石の場合は古生物
群集．

生物圏 せいぶつけん biosphere 地球上で生物が生活している範囲．

生物砕屑岩 せいぶつさいせつが
ん

bioclastic rock 生物の活動によって破砕された砕屑岩．生物の残骸や
破片からなる石灰岩も含む．

生物地理区 せいぶつちりく biogeographic region 特徴的な植物相や動物相の分布から，それぞれの特徴
をもった地域に分類した際の各区域．

生物的堆積岩 せいぶつてきたいせ
きがん

organic sedimentary
rocks

生物の働きで海洋・湖沼に堆積したもの．石灰岩・
チャート・リン酸塩岩・石炭などがある．

生物風化 せいぶつふうか biological weathering 風化作用のうち，生物の活動によって引き起こされる
もの．

正片麻岩 せいへんまがん orthogneiss 花崗岩質岩石に由来する片麻岩．堆積岩起源のものは
準片麻岩(paragneiss)と呼ばれる．

正方晶系 せいほうしょうけい tetragonal system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．３本の結晶
軸が互いに直交し， 軸率ａ:ｂ:ｃ=１:１:ｃのもの．

正マグマ期 せいまぐまき orthomagmatic stage 典型的なマグマから珪酸塩鉱物が晶出する主要な時期
で，マグマの90%が結晶化する．

正マグマ鉱床 せいまぐまこうしょ
う

orthomagmatic deposit 正マグマ期に，マグマの固化に伴い火成岩中に磁鉄
鉱・クロム鉄鉱などの鉄鉱石が晶出・濃集して生じる
鉱床．

精密水準測量 せいみつすいじゅん
そくりょう

precise leveling 高精度の水準測量のことで精密レベル，精密水準標尺
を用いて行われる．

生命の起源 せいめいのきげん origin of life 生命が地球上にどのようにして発生したのかというこ
とのおこり. A.I.Oparin(1936)が理論を体系化．

セイラーの石炭
分類法

せいらーのせきたん
ぶんるいほう

Seyler's classification
of coal

れき（瀝）青炭と無煙炭の分類法．炭素量を横列に主
要なグループまたは種として，水素量を縦列に属とし
て分類．

正立褶曲 せいりつしゅうきょ
く

upright fold 対称褶曲のうち，褶曲軸面が鉛直に配列している形態
をなすもの．

整粒骨材 せいりゅうこつざい aggregate of adjusted
grading

同程度の粒径となるようにふるい分けされた骨材．

青緑石 せいりょくせき glaucochroite CaMnSiO4．斜方晶系．硬度６．比重3.48．青緑・白色，

半透明．名はギリシャ語の緑色に由来．灰マンガンか
んらん石（灰マンガン橄欖石）ともいう．



正累帯構造 せいるいたいこうぞ
う

normal zoning 鉱物の中心から周辺に向かい成分が単調に変化する構
造．マグマの冷却過程や変成時の温度上昇過程などで
形成．

正礫岩 せいれきがん orthoconglomerate 基質は少量(25%以下)で，硬い礫または鉱物が点接触し
た構造をなす礫岩．水流の早い場所に堆積する．

ゼータ電位 ぜーたでんい ζ-potential 固体と液体の間に生じる界面動電現象に働く電位で界
面動電位ともいう．

セオドライド せおどらいど theodolite 水平角と高度角を測る測量機械で，マイクロ方式の目
盛盤を光学的な拡大機構によって読取る方式のもの．

ゼオライト ぜおらいと zeolite 沸石と同義．

世界参照座標系 せかいさんしょうざ
ひょうけい

Worldwide Reference
System, WRS

地球観測衛星による観測画像と地球表面の位置的な対
応関係を定義したもの．データ購入の際などはこれで
指定．

世界時 せかいじ universal time 経度0度の子午線上での平均太陽時．経度0度の太陽時
に12時間加えただけのUT0や，補正を加えたT1，UT2が
ある．

世界自然災害図 せかいしぜんさいが
いず

world atlas of natural
disaster

地震，火山，台風，洪水などの自然災害の世界的な分
布を示す図．自然災害軽減を目指して日本が提案し
た．

世界静止気象衛
星網

せかいせいしきしょ
うえいせいもう

World Geostational
Meteorological
Satellites Networks

1963年世界気象会議で構想された世界気象監視計画に
よる静止気象衛星を用いた全球規模の気象観測網．

世界測地系 せかいそくちけい World geodetic system,
WGS

地球規模での測量成果と整合をとる為に2002年４月よ
り施行された測量法に基づく測地系．楕円体定義はＧ
ＲＳ80，座標系はＩＴＲＦ94をを用いている。日本測
地系2000とも呼ばれる．ＷＧＳ84とほとんど同じ値．

世界標準地震計 せかいひょうじゅん
じしんけい

worldwide standard
seismograph

世界標準地震計観測網で使用することを目的としたプ
レスユーイング型およびベニオフ型地震計．

世界標準地震計
観測網

せかいひょうじゅん
じしんけいかんそく
もう

Worldwide Standard
Seismograph Network

ＷＷＳＳＮ．共通仕様の地震計を用いた世界的規模で
の地震観測網．

堰 せき weir, barrage, gate-
structure dam

ダムおよび堤防を除く，河川の流水制御の目的で設置
される河川横断構造物．

堰上げダム せきあげだむ barrage de relerement du
plan deau（仏）

河川断面内に河川の自然水位を一定に保つために流水
をせき上げることを目的として築造される堰．

堰上げ背水 せきあげはいすい back water 開水路が阻害を受けて，下流側に水深が増大する不等
流．河川の河口部の流れに多い．

赤緯 せきい declination 天球の赤道面を基準面とした赤道座標の緯度．



堰板 せきいた poling board ①コンクリート型枠のうちコンクリートと直接接する
板材．
②土留め工事で土が崩れないようにあてる板．

石英 せきえい quartz シリカ鉱物SiO2の一種．六方晶系．硬度７．比重2.65．

珪長質火成岩・変成岩・堆積岩・鉱脈などに普遍的に
分布．

石英安山岩 せきえいあんざんが
ん

dacite 花崗閃緑岩と同じ化学組成をもつ火山岩で，珪酸分は
60%以上を示す．

石英岩 せきえいがん silexite 60～100%の初生石英からなる火成岩．火成石英ともい
う．

石英結晶含有率 せきえいけっしょう
がんゆうりつ

equivalent quartz
content

岩石のある面において石英結晶が占める面積割合．ト
ンネルボーリングマシンによる掘削の難易度を評価す
るための岩石の硬さの指標として用いることがある．

石英玄武岩 せきえいげんぶがん quartz basalt 石英の斑晶を含む玄武岩．石英は花崗質岩を捕獲し同
化した成分に起源をもつとされている．

石英砂 せきえいさ quartzose sand 石英を含む岩石（花崗岩など）の風化・分解により生
成された天然の石英質未固結砂．珪砂は石英砂の総
称．

石英砂岩 せきえいさがん quartz arenite 砂岩の分類名．砕屑性基質の量が10～15%と少なく，石
英粒子が95%以上．オルソ珪岩・石英アレナイトはほぼ
同義．

石英質 せきえいしつ quartzose 砂岩の分類において石英が主要構成粒子のうち，75～
95%を占めるもの．

石英質砂岩 せきえいしつさがん quartzose  sandstone 砂岩の分類名．砕屑性基質の量が10～15%と少なく，石
英粒子が主要構成粒子の75～95%．

石英閃長岩 せきえいせんちょう
がん

quartz syenite アルカリ閃長岩の一種．ノルドマーカイトとも．粗粒
完晶質岩．アルカリ長石が主成分．石英・黒雲母・ア
ルカリ角閃石などを含むことがある．

石英閃緑岩 せきえいせんりょく
がん

quartz diorite 斜長石，石英，角閃石を主要鉱物とする完晶質で粗粒
の深成岩．

石英粗面岩 せきえいそめんがん liparite 流紋岩と同義．以前，石英粗面岩という語が使用され
た．

石英長石質 せきえいちょうせき
しつ

quartzo-feldspathic 石英・長石を主体とするの意．主に変成岩類の鉱物組
成を表す際，「石英－長石質片麻岩」のように使用．

石英斑岩 せきえいはんがん quartz porphyry 斑状組織を有する珪長質火成岩で，石英，アルカリ長
石などを斑晶としていることが多い．

石英はんれい岩
（石英斑糲岩）

せきえいはんれいが
ん

quartz gabbro 国際地学連合(1973)の分類では石英の容量比が5～
20%，全長石中の斜長石(An>50%)が90%以上の粗粒完晶
質火成岩．



石英ひん岩 せきえいひんがん quartz porphyrite 花崗閃緑岩質の組成を有する斑状の半深成岩，斑晶と
して石英・斜長石・黒雲母・角閃石または輝石を含
む．

石英片岩 せきえいへんがん quartz schist 珪質な結晶片岩で，多量の石英を含む．源岩はチャー
トや他の石英質岩類．

石英脈 せきえいみゃく quartz vein シリカを含む溶液が割れ目を通過し，石英結晶で割れ
目が充填されたもの．

石英モンゾニ岩 せきえいもんぞにが
ん

quartz monzonite 酸性深成岩の一つで，石英を含み，カリ長石と斜長石
の量比がほぼ等しいもの．

石英粒子表面構
造法

せきえいりゅうし
ひょうめんこうぞう
ほう

analysis by surface
textures of quartz

断層内物質中の石英粒子の表面構造を利用して断層活
動年代の推定を行う方法．

石英レータイト せきえいれーたいと quartz latite 石英・苦鉄質鉱物を含み，ほぼ等量のアルカリ長石と
斜長石に富む火山岩．

赤黄色土 せきおうしょくど red-yellow soil 湿潤亜熱帯に分布する土壌で，腐植に乏しいＡ層とレ
シベ化作用が働いた赤褐～黄色のＢ・Ｃ層からなる．

赤黄色ポドゾル
性土

せきおうしょくぽど
ぞるせいど

red-yellow podzolic soil アメリカ旧土壌分類体系の大土壌群（土壌型）の一
種．ポドゾル化作用を受けた透水性のよい酸性土壌．

石塊堰堤 せきかいえんてい rockfill dam 岩石堰堤と同じく，ロックフィルダムとほぼ同義語．

赤外線 せきがいせん infrared radiation 可視光線の赤色端外側のおよそ0.8μm～1㎜の波長範囲
の電磁波．熱作用，写真作用，蛍光作用，光電作用を
持つ．

赤外線映像 せきがいせんえいぞ
う

infrared imagery 人間の可視光より波長の長い赤外領域の電磁波によっ
て得られた画像または映像．

赤外線吸収 せきがいせんきゅう
しゅう

infrared absorption 赤色線の領域にみられる物質の吸収．吸収領域は各物
質に固有であることから，分析や同定に使用される．

赤外線吸収スペ
クトル

せきがいせんきゅう
しゅうすぺくとる

infrared absorption
spectrum

鉱物などの物質に赤外線を照射した場合に，その組
成・水の結合様式などに応じて吸収される特定の波数
（スペクトル）．

赤外線吸収スペ
クトル分析

せきがいせんきゅう
しゅうすぺくとるぶ
んせき

infrared
spectrophotometry

鉱物などの物質に赤外線を照射し，吸収されるスペク
トルを測定して物質の組成や結合状態を調べる分析
法．

赤外線写真 せきがいせんしゃし
ん

infrared photography 赤外線フィルムと赤色フィルタを用いて撮影された白
黒写真で，主に植生や水系の判読に利用される．

赤外線スキャナ せきがいせんすきゃ
な

infrared scanner 赤外領域の電磁波（0.7～1000μm）の検知能力をも
ち，赤外線画像を取得するための走査型リモートセン
サ．



赤外線調査法 せきがいせんちょう
さほう

infrared ray survey 地表面より放射される赤外線輻射を広範囲に亘って空
中から測定し，地下の温度分布を推定する地熱探査
法．

赤外線熱映像 せきがいせんねつえ
いぞう

infrared thermal imagery 主として空中から地表面が放射する赤外線を検知し，
その温度分布を映像化したもの．

赤外線分光計 せきがいせんぶんこ
うけい

infrared spectrometer 赤外線領域の電磁波を波長帯別に分けるための装置の
総称．マイケルソン干渉計（フーリエ分光計）などが
ある．

赤外線放射温度
計

せきがいせんほう
しゃおんどけい

infrared thermometer 物体温度の遠隔測定に用いられる温度計で，赤外線領
域の放射エネルギーの大きさから物体の温度を測定す
る．

赤外分光光度計 せきがいぶんこうこ
うどけい

infrared spectro
photometer

赤外線領域の電磁波を分光して，波長別放射強度を測
定する装置．分光計，光電変換素子などから構成され
る．

赤外放射 せきがいほうしゃ infrared radiation 地球の大地，大気，雲などから放射される赤外線．長
波放射ともいう．

石塊舗装 せきかいほそう stone-block pavement 堅硬な岩石を一定の大きさの石塊に整形して路盤上に
敷き並べモルタルや砂で目地を詰めた舗装．

石化作用 せきかさよう lithification 堆積物が機械的，化学的作用を受けて，硬質な岩石へ
と変化する作用．

赤褐色土 せきかっしょくど reddish brown soil 温～亜熱帯の乾燥～半乾燥地域に分布する成帯性土
壌．表層～下層で赤褐～赤，最下層は淡赤を呈す．

赤褐色ラテライ
ト性土

せきかっしょくらて
らいとせいど

reddish brown lateritic
soil

湿潤温帯～亜熱帯に分布する成帯性土壌．漂白層が未
発達でＢ層が暗赤褐色．

関ヶ原断層 せきがはらだんそう Sekigahara fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ～Ｂ級，西北西方
向．大垣市の西方に位置し，長さ約17km．

石材 せきざい building stone 原材あるいは加工して建設工業・製造工業・美術工芸
に使われる岩石．鉱業統計では切石・間知石などの４
種に分類．

積載河川 せきさいかせん superposed river,
superimposed river

基盤の地質構造とは無関係に，上位の地層の堆積面や
浸食平坦面の傾斜などに対して必然的に生じた河川．

積載谷 せきさいこく superposed valley,
superimposed valley

積載河川と同義．

石材採掘法 せきざいさいくつほ
う

quarrying method of
building stones

ほとんど露天で，玉石の採掘，傾斜採掘法，階段採掘
法，一部地下掘式（ピット式）の採掘がある．

石材産地 せきざいさんち quarries of building
stones

わが国には至るところにあり，「みかげ石産地」を例
にあげると，六甲山地をはじめとする瀬戸内海沿岸，
阿武隈山系，加波山系などがある．



積載重量トン せきさいじゅうりょ
うとん

dead-weight tonnage 積載できる貨物の量をトンで表した数字で，船舶など
の大きさを表す示標の一つとして用いられる．

積算温度 せきさんおんど cumulative temperature 一定期間における気温や地温などの和．

積算温度方式 せきさんおんどほう
しき

cumulative temperature
method

配合強度に対応する水セメント比を積算温度による補
正係数を求めて定める方式．

積算発熱量 せきさんはつねつ
りょう

cumulation of heat
amount by cement water
reaction

セメントの水和反応に伴うセメントの単位重量当りの
発熱積算量．Kcal/kgで表す．

せき式発電所 せきしきはつでん
しょ

barrage power station 流水をせき止めるせき（堰）の落差を利用して発電を
行う水力発電所．

石質 せきしつ lithic 非晶質に対する結晶質，多孔質に対する緻密，鉱物粒
に対する岩石の破片，であることを意味する形容詞．

石質隕石 せきしついんせき stony meteorites 珪酸塩鉱物を主体とする隕石．かんらん石（橄欖
石）・輝石・斜長石を主とし，組成は超苦鉄質岩に似
る．

石質凝灰岩 せきしつぎょうかい
がん

lithic tuff 噴出時に固結した溶岩片を多く含む凝灰岩．

石質グレイワッ
ケ

せきしつぐれいわっ
け

lithic  graywacke 砂岩の分類名．用法の混乱から現在は石質ワッケ（基
質>15%，主要構成粒子は石英<75%，岩片>長石粒）の名
が一般的．

石質砂岩 せきしつさがん lithic  sandstone 砂岩の分類名．基質<15%，主要構成粒子は石英が75%以
下で，長石粒よりも岩片が多いもの．

石筍 せきじゅん stalagmite 石灰洞において，落下する地下水から晶出，洞底から
上方に成長する沈殿物．

赤色アース せきしょくあーす red earth 熱～亜熱帯の湿潤気候に分布する赤色土壌の中で，珪
酸が溶脱し脆く砕けやすい土壌．

赤色栗色土 せきしょくくりいろ
ど

reddish chestnut soil 温帯の半乾燥草原に分布する成帯性土壌．Ｂ層に粘土
が多く，下位に炭酸カルシウム集積層．

赤色砂漠土 せきしょくさばくど red desert soil 温帯から熱帯の乾燥地に分布する赤褐色の土壌．高温
のため風化が進み赤色を呈す．

赤色層 せきしょくそう red bed 酸化鉄のため赤色の砂岩や泥岩，希に石灰岩などの堆
積岩．大気中で酸化したもの．

赤色土 せきしょくど red soil 湿潤亜熱帯での成帯土壌の一つで，腐植が少なく，酸
化鉄により強く赤みを帯びており，酸性を示す．



赤色粘土 せきしょくねんど red clay 赤褐色細粒の外洋性堆積物として深海底に広く分布
し，有機物含量は30%以下．堆積速度は1,000年に数mm
程度．

赤色風化殻 せきしょくふうかか
く

red weathering crust 風化作用が深部まで及んで形成された強い酸性と低珪
ばん比（SiO2/Al2O3)で特徴づけられる風化物．一般

に，赤色系統の色調が強い．

赤色プレーリー
土

せきしょくぷれー
りーど

reddish prairie soil 半湿潤地域の草原に分布する成帯性土壌．塩基性母材
上に生成する．

赤色まさ せきしょくまさ red masa 花崗岩が深部まで風化し粗鬆になった部分．色は酸化
鉄の生成による．温暖な地質時代の産物とされる．

潟成層 せきせいそう lagoonal sediments 潟の堆積層．潟では一般に水流が弱いので砂層を挟む
生物擾乱を受けた泥質堆積物が主体となる．

積成盆地 せきせいぼんち sedimentary basin 堆積盆と同義．

積雪標 せきせつひょう snow-gauge 積雪の深さを観測するため地表に設置された標尺．

積層熱式工法 せきそうねつしきこ
うほう

hot asphalt covering ブローンアスファルトを高温（240℃以上）に加熱して
軟らかくしたものを積層する防水工法．

積層平打ち方式 せきそうひらうちほ
うしき

multi-layer casting
system

同じベースプレート上で，剥離シートをはさみながら
数枚のＰＣパネルを製造する方式．面精度は悪くな
る．

石炭 せきたん coal 植物が埋没し，その後の続成作用によって可燃性の炭
質岩となったもの．

石炭液化 せきたんえきか liquefaction of coal 石炭を高圧で熱分解し水素を加えるなどして，石油に
似た液体炭化水素を作る方法．

石炭科学 せきたんかがく anthracology, coal
science

石炭の性状・成因・構造（組織や物理・化学的）・反
応などに関する研究分野の総称．

石炭化作用 せきたんかさよう coalification 堆積・埋没した植物が，圧力・熱や化学的作用により
成分中の炭素の割合を増し，石炭に変質していく作
用．

石炭ガス化 せきたんがすか gasification of coal 石炭をコークス炉などで高温で乾留することにより，
水素・メタン・一酸化炭素などが主成分の石炭ガスを
作る方法．

石炭化度 せきたんかど degree of coalification 褐炭，れき青（瀝青）炭，無煙炭の順に石炭化度が進
む．指標には輝度・炭素量・燃料比・発熱量・酸素量
などを用いる．

石炭殻 せきたんがら coal cinder 石炭やコークスを燃焼させた際に発生する燃えかすで
軽量骨材として用いる．



石炭岩石学 せきたんがんせきが
く

coal petrology 石炭組織学と同義．

石炭乾留 せきたんかんりゅう coal distillation 石炭を空気と遮断して加熱，熱分解，留出物を冷却精
製，ガス・タールを分離してコークスを得る操作．

石炭紀 せきたんき Carboniferous(period) 古生代のデボン紀に次ぐ５番目の地質時代．前期・後
期に区分される．英国に発達する石炭紀後期の夾炭層
に由来．

石炭系 せきたんけい Carboniferous(system) 古生代石炭紀に形成された地層・岩体．日本では秋吉
などのペルム系も含めた石灰岩が発達．

石炭資源 せきたんしげん coal resources 一次エネルギー源・石炭化学原料として利用．全世界
に亘って分布．褐炭・亜瀝青炭・瀝青炭・無煙炭に大
別．

石炭組織学 せきたんそしきがく coal petrology 石炭の成因・組織成分・顕微鏡的構成単位（マセラ
ル）の形態・物理化学的特性などを研究する学問．石
炭岩石学ともいう．

石炭組織成分 せきたんそしきせい
ぶん

microlithotype of coal 石炭の顕微鏡下での構成単位体（マセラル）の組み合
わせ．ビトリット・クラリットなど７タイプがある．

石炭地質学 せきたんちしつがく coal geology 石炭に関する地質学を基盤とする研究分野の総称．構
造地質学・層序学・古生物学・物理探査の地質学的解
釈などを含む．

石炭の活性組織
成分

せきたんのかっせい
そしきせいぶん

reactives content of
coal

石炭乾留の際軟化溶解するマセラル（石炭の微細組織
成分の単位体）で，ビトリニット・エクジニットがあ
る．

石炭の分類法 せきたんのぶんるい
ほう

classification of coal 石炭の用途・工業分析や元素分析の結果・発熱量・粘
結度などを基準にとる石炭化度による分類．

石炭灰 せきたんばい coal ash 石炭やコークスを燃焼させた際に発生する灰．軽量骨
材など種々の有効利用も進められている．

石炭分析 せきたんぶんせき coal analysis 主要元素を定量する石炭元素分析と固定炭素量を求め
る石炭工業分析があり，炭種・石炭化度の指標とな
る．

石炭分類法 せきたんぶんるいほ
う

classification of
Japanese coal

日本標準規格（ＪＩＳM1002）に定めた発熱量・燃料
比・粘結性などによる石炭分類法．

石柱 せきちゅう column 鍾乳石と石筍とが接合し，柱状を呈するようになった
もの．

石鉄隕石 せきてついんせき stony-iron meteorites ニッケル鉄と珪酸塩鉱物がほぼ等量の隕石で，珪酸塩
としてかんらん石（橄欖石）あるいは輝石・斜長石が
主体のものがある．

赤鉄鉱 せきてっこう hematite α－Fe2O3．三方晶系．硬度５～６．比重5.26．金属光

沢をもつ板状結晶，赤紫色のウロコ状の微晶，赤褐色
粉状などを示す．マグヘマイトと同質二形である．本
鉱は広範囲に分布し，大規模な鉄鉱床を形成する場合
もある．



石動山断層 せきどうさんだんそ
う

Sekidosan fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．石川県邑
知潟平野南東縁を限る．延長17km．邑知低地帯を形成
した．

赤道半径 せきどうはんけい equatorial radius 地球の形を回転楕円体としたときの長軸方向の半径．
ＩＡＵ楕円体(1976)では6,378.140km．

堰止湖 せきとめこ dammed lake 谷地形や凹地が，せき止められて生成した湖沼．

関原地震 せきはらじしん the 1927 Sekihara
earthquake

1927年新潟県関原地方で起こった地震．測量により直
接地震に起因する地殻変動が明らかになり注目され
た．

積分球濁度法 せきぶんきゅうだく
どほう

integral sphere method
for water muddiness test

水の濁度を求める方法の一種で，水中の粒子による散
乱光と透過光の強度から求める．

石墨 せきぼく graphite 炭素C．三方晶系または六方晶系．硬度２以下．比重
2.09～2.23．黒色．泥質岩起源の変成岩・接触変成岩
などに含まれる．黒鉛ともいう．

石墨鉱床 せきぼくこうしょう graphite deposit C（炭素）の鉱床．主に先カンブリア紀の変成岩とそれ
に貫入したペグマタイト中に産出．主産地は中国・韓
国など．

石墨千枚岩 せきぼくせんまいが
ん

graphite phyllite 炭質物をやや多めに含む泥質岩を源岩とする千枚岩．
最近では泥質千枚岩と呼ぶのが普通．

石墨片岩 せきぼくへんがん graphite schist 泥質岩を原岩とする石墨に富む結晶片岩．石墨は泥岩
中の炭素に由来．

関谷断層 せきやだんそう Sekiya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．栃木県那
須野原西縁に位置する．延長40km．

石油 せきゆ petroleum 炭化水素を主成分とする天然の混合物質．生物遺骸に
由来する有機成因説と無機成因説とがある．

石油アスファル
ト

せきゆあすふぁると petroleum asphalt 原油の蒸留によって軽質部分を取り去った後得られる
成分．舗装に用いられるアスファルトの大半を占め
る．

石油汚染 せきゆおせん oil pollution 海洋汚染のうち，特に石油および石油製品を汚染源と
した水質汚染．

石油鉱床 せきゆこうしょう petroleum deposit 石油根源岩，または母層から孔げき性の岩石中に稼行
しうる量の石油が移動・集積・貯留したもの．

石油枯渇説 せきゆこかつせつ proved reserve 石油危機時代の10年間に，石油の可能採取年数（当時
の確認埋蔵量/生産量）があと30年で枯渇するという俗
説．

石油根源岩 せきゆこんげんがん source rock of petroleum 還元環境下に堆積した抽出性有機物を含む泥岩・頁岩
など，石油生成の源となった岩石．多くは海成層．油
母岩とも．



石油資源 せきゆしげん petroleum resources 一次エネルギー源・石油化学原料として利用．中東地
域・北米大陸など地理的に極めて偏在．

石油成因論 せきゆせいいんろん theory on origin of
petroleum

現在では堆積物中の有機物質が続成・変成作用によっ
て炭化水素に変わったとする有機成因説が有力であ
る．

石油地下備蓄施
設

せきゆちかびちくし
せつ

underground crude oil
storage facility

国内では，久慈・菊間・串木野に設けられ，各施設の
原油備蓄容量は，150～175万キロリットル．

石油地質学 せきゆちしつがく petroleum geology 石油の生成・移動・貯留条件の究明など地質学的手法
を用いて油田の発見・開発手法を研究する学問．

石油のトラップ せきゆのとらっぷ trap of petroleum 貯留岩中の石油の集積をもたらす地質的条件をそなえ
た特定の構造．集油構造ともいい，背斜トラップが代
表的．

石油備蓄基地 せきゆびちくきち oil storage plant 石油危機に対処するため，「石油備蓄法」により原油
貯蔵を目的として建設される備蓄基地．地上・地下・
地中・洋上方式が建設され供用中．

石油洋上備蓄 せきゆようじょうび
ちく

offshore oil storage 洋上に係留されたタンカーなどに石油を備蓄する方
法．

石油露頭 せきゆろとう oil seepage 地表にしみ出す原油や油砂の露頭など，地下における
石油の存在を示す地表の天然徴候．油徴ともいう．

脊梁山脈 せきりょうさんみゃ
く

backbone range ある地域において，ある方向に長く延び，分水界を形
成するような山脈．

石礫型土石流 せきれきがたどせき
りゅう

boulder type debris flow 土石礫の一部が水と混合し特有の流体力を持って流下
する土石流のうち，運搬物質として石礫が卓越するも
の．

セクターゲート せくたーげーと sector gate 長い中空のドラムあるいはケーソンからなる可動堰止
めゲートで，貯水位の上昇に伴う水圧により上昇し，
越流した場合自動的に下降する．

セグメンテー
ション

せぐめんてーしょん segmentation ①材料の分離という意味で例えばコンクリートを運搬
または打設中にモルタルと骨材が分離することをい
う．
②長大な活断層系を分割する場合の用語．断層の分布
形態や型から機械的に分ける考え方と，地震を起こす
単位として分ける考え方がある．
③仮想記憶方式において，プログラムやデータをある
単位に分けて管理すること．

セグメント せぐめんと segment ①シールド工法で地山を支保するためにシールドテー
ル内で組み立てる支保部材．プレキャストコンクリー
ト製，鋼製などがある．
②長大な活断層系を分割する場合の用語として使わ
れ，分離された活断層の断片のこと．．

セグメント高さ せぐめんとたかさ segment thickness セグメントの厚さのこと．土圧や水圧を考慮して必要
な強度から厚さを設計する．地下水位がある場合は全
水圧に耐えるようにする．

セグメント継手 せぐめんとつぎて segment joint セグメントを組み立てる際にブロックどうしを接続す
るための部材．ボルトを用いたものやピンほぞなども
ある．



セグメント幅 せぐめんとはば segment width セグメントのトンネル縦断方向の幅のこと．セグメン
ト幅分掘進するとシールドマシンテール内で１リング
のセグメントが組み立てられる．

セグメントリン
グ

せぐめんとりんぐ segment ring 円形に組み立てられた１掘進単位のセグメント．１リ
ングには組み立てやすいように３種類程度の形状のセ
グメントが使用される．

セコイア せこいあ Sequoia スギ科の一属．白亜紀以降，日本では古第三紀～鮮新
世後期に産出．現生種は北米西岸の１種．常緑大高
木．

施工 せこう execution of work,
execution

設計図書や仕様書に従い，目的とする工事を行うこ
と．

施工含水比 せこうがんすいひ moisture content on
compaction

締固め施工時における土の含水比．

施工管理 せこうかんり construction management 工事の施工に際して，所要の品質・形状・安全・経済
性・工期が確保されるように行われる各種の管理．

施工管理計測 せこうかんりけいそ
く

control measure
execution

トンネルや山留めの施工を安全に進めるために行われ
る計測で，トンネル内空断面の変形や地盤および周辺
構造物の変位，支保の応力などが測定される．

施工管理試験 せこうかんりしけん execution control test 施工目的物の形状・寸法・品質を維持し工事の工程・
施工法など品質・工程管理のため行われる種々の試
験．

施工基面 せこうきめん formation level 路盤あるいは構造物基礎の仕上がり面．工事を行なう
上での基準高さとなる．

施工継手 せこうつぎて construction joint コンクリート構造物の打設時に，施工条件・気象など
により，計画外にやむを得ず設ける目地．

施工継目 せこうつぎめ construction joint コンクリートの打設能力から必要となる継目．縦継
目，横継目，水平打継目などがある．

施工継目面処理 せこうつぎめめん
しょり

preparation of
construction joint
surface

コンクリートダムの施工継目のうち，設計上一体性を
確保する必要のあるもの（アーチダムの継目，重力ダ
ムの縦継目など）に対して行う注入処理．

セシウム137 せしうむ137 cesium-137 ウランの核分裂で生成される核種で，半減期約30年，
γ線とβ線を放出する．

セシウム磁力計 せしうむじりょくけ
い

cesiumvapour
magnetometer

光ポンピング磁力計の一つでセンサにセシウム133を用
いたもの．

セジメント
チューブ

せじめんとちゅーぶ sediment tube ボーリング時のスライムを排出するために，コア
チューブに接続して使用する上端が開口した鋼管.

瀬棚層 せたなそう Setana Formation 北海道南西地域渡島半島北部に分布する第四系下部更
新統．瀬棚郡今金町付近の利別川河岸を模式地とす
る．浅海成で凝灰質砂岩を主体とし，礫岩，砂質泥岩
を伴う．



世田米石 せたまいいし Setamai ishi 岩手県気仙郡世田米町出生産石材．古生界粘板岩．
硯・瓦用．

世田米褶曲 せたまいしゅうきょ
く

Setamai folding 南部北上山地でペルム系基底の不整合で示される石炭
紀後期～ペルム紀初期の陸化・浸食の構造運動．

石灰 せっかい lime 生石灰・消石灰の通称．石灰石または貝殻を焼いてつ
くる．用途はセメント・肥料・消毒材など．いしばい
とも．

石灰安定処理工
法

せっかいあんてい
しょりこうほう

lime stabilization 土に石灰を添加混合した後に締固めを行い，添加剤の
化学的固化作用により土の安定性を得る工法．

石灰安定処理土 せっかいあんてい
しょりど

lime-treated soil 消石灰・生石灰などを混合し，その化学的固化作用に
より安定性が増大した土．

石灰華 せっかいか calcareous sinter 炭酸カルシウムを主成分とする,温泉，鉱泉からの沈殿
物．

石灰化 せっかいか calcification 生体内に炭酸カルシウムなどのカルシウム化合物が形
成される現象．または化石化での炭酸カルシウムによ
る置換．

石灰化組織 せっかいかそしき calcified tissue 生物による石灰化により，炭酸カルシウムやリン酸カ
ルシウムから構成される硬組織．

石灰華段丘 せっかいかだんきゅ
う

travertine terrace 鍾乳洞などで認められる，石灰華が鱗状に何段にも段
丘状に並ぶもの．秋芳洞の百枚皿はその一例．

石灰岩 せっかいがん limestone 堆積岩のうち，炭酸カルシウムを50%以上含むもの．生
物の硬組織起源のものが主であるが，無機的成因のも
のもある．

石灰岩台地 せっかいがんだいち karst plateau 石灰岩などの地域において，その分布域のみが表面浸
食から取り残され台地状をなすもの．地表の水流が少
なく，地下水系が発達し，古い地表面が残されている
場合が多い．カルスト台地と同義．

石灰結核 せっかいけっかく calcareous concretion 石灰質団塊と同義．

石灰交代作用 せっかいこうたいさ
よう

lime metasomatism Caの添加によりCaに富む鉱物が形成される変成作用．
石灰岩と角閃岩の接触部に透輝石などができるのがそ
の例．

石灰混合土 せっかいこんごうど soil-lime mixture 石灰安定処理土と同義語．

石灰砂岩 せっかいさがん calcarenite 構成粒子の50%以上が炭酸カルシウムからなり，粒径が
2mm以下の砂サイズである堆積岩．

石灰質 せっかいしつ calcareous 方解石でセメントされているもの，または構成粒子も
含めて50%以上の炭酸カルシウムからなるもの．



石灰質殻 せっかいしつかく calcareous testa 最も一般的に認められる有孔虫の殻で，方解石ないし
霰石よりなる．殻の構造は分類上の基準として利用．

石灰質岩 せっかいしつがん calcareous rock 炭酸カルシウムを50%以上含む堆積岩．石灰岩と同義．
炭酸カルシウム殻を持つ生物遺骸からなることが多
い．

石灰質砂 せっかいしつさ calcareous sand 構成粒子の50%以上が炭酸カルシウムからなる砂．

石灰質堆積物 せっかいしつたいせ
きぶつ

calcareous sediment 主に生物骨格や殻から構成される炭酸カルシウムを50%
以上含む堆積物．

石灰質団塊 せっかいしつだんか
い

calcareous concretion 堆積物中で堆積直後～続成過程で間隙水から炭酸塩鉱
物が濃集して硬化した球状～板状～不規則形の硬質な
石灰質の塊．石灰結核ともいう．

石灰質土壌 せっかいしつどじょ
う

calcimorphic soil 多量の炭酸カルシウムを含む土壌をさす．炭酸カルシ
ウムを集積している土壌の総称として用いられる．

石灰質軟泥 せっかいしつなんで
い

calcareous ooze 石灰質の殻を持つプランクトン遺骸が30%以上を占める
遠洋性堆積物．第四紀古気候研究試料などに利用され
る．

石灰質ナンノプ
ランクトン

せっかいしつなんの
ぷらんくとん

calcareous nannoplankton 三じょう紀（三畳紀）末に出現した石灰質の殻を形成
する浮遊性原生生物．この殻の化石が石灰質ナンノ化
石．

石灰質片岩 せっかいしつへんが
ん

calcareous schist 石灰岩が変成して形成された方解石を主成分とする結
晶片岩．

石灰質有孔虫 せっかいしつゆうこ
うちゅう

calcareous foraminifera 方解石ないし霰石の殻壁をもつ海生の原生動物．底生
と浮遊性があり，古環境の推定・汎世界的対比に有
効．

石灰集積作用 せっかいしゅうせき
さよう

calcification 炭酸石灰が土壌中に析出・集積する作用．地表からあ
る深さのところで発生する．

石灰石 せっかいせき limestone セメント・タンカル原料などの鉱物資源としての石灰
岩（CaCO3主体）の呼称．日本には良質なものが多量に
存在する．

石灰石鉱床 せっかいせきこう
しょう

limestone deposit 鉱物資源（主としてセメント材料）としての石灰岩の
鉱床．日本の石灰岩は石炭紀～ペルム紀のもので良質
（CaO 54～55%）．

石灰石膏法 せっかいせっこうほ
う

lime-gypsum method 排煙脱硫の一方式で，石灰石の微粉末からなるスラ
リーにより亜硫酸ガスを脱硫し，最終的に石膏を生成
する．

石灰藻 せっかいそう calcareous algae 石灰質の分泌物が沈着した体壁を持つ藻類の総称．

石灰藻球石灰岩 せっかいそうきゅう
せっかいがん

algal ball limestone 同心球状葉理のある石灰質球体粒子を含む石灰岩．こ
の球体は石灰藻が海底を転動してできる．



石灰中和法 せっかいちゅうわほ
う

lime neutralization
method

酸性水に石灰を添加混合して中和処理する方法．

石灰泥岩 せっかいでいがん calcilutite 石灰岩の砕屑物からなる砕屑性石灰岩を通常の砕屑岩
同様に粒度だけで細分した場合の1/16mm以下のものを
いう．

石灰土 せっかいど calcareous soil 炭酸カルシウムを15%以上含む土壌．乾燥地帯で風化石
灰岩から生成され，セメントや肥料に利用される．

石灰洞 せっかいどう limestone cave,
calcareous cave

石灰質岩石中にできた洞窟．カルスト地域の石灰岩を
母岩とした溶食洞が多いが，石灰中の割れ目が拡大し
た構造洞も含まれる．

石灰盤 せっかいばん limepan 炭酸カルシウム・炭酸マグネシウムによって土壌粒子
が固結されて形成された盤．石灰硬盤ともいう．

石灰フェライト せっかいふぇらいと calcioferrite Ca4MgFe4(PO4)6(OH)4･12～13H2O．単斜晶系．硬度2.5．

比重2.53．微細板状～繊維状結晶の集合体．堆積性リ
ン鉱床や石灰岩などに産出．

石灰礫岩 せっかいれきがん calcirudite 石灰岩の砕屑物からなる砕屑性石灰岩を通常の砕屑岩
同様に粒度だけで細分した場合の２mm以上のものをい
う．

絶乾比重 ぜっかんひじゅう specific gravity in
absolute dry condition

岩石の絶対乾燥状態における比重で，絶乾重量を表乾
重量から水中重量をひいたもので除した値．

石基 せっき groundmass 斑状火成岩の斑晶を充填する物質．

石器時代 せっきじだい stone age 人類が主要道具として石器を使用した時代．約250万～
１万年前．旧・中・新石器時代に三区分される．

接近流速 せっきんりゅうそく approaching velocity せき上流断面・水路呑口などにおける平均流速．流量
を流水断面で除して求める．

設計アスファル
ト量

せっけいあすふぁる
とりょう

design asphalt content アスファルト配合設計で，マーシャル安定度試験の各
基準値を満足する共通範囲中央のアスファルト量．

設計荷重 せっけいかじゅう design load 橋梁，建築物などの設計において考慮すべき荷重．想
定される荷重に安全率を考慮して決定する．

設計基準強度 せっけいきじゅん
きょうど

specified concrete
strength

コンクリートの設計上の基準圧縮強度で，ダムコンク
リートの場合は設計圧縮応力度×安全率で求める．

設計基準地震 せっけいきじゅんじ
しん

design basis earthquake
(DBE)

設計に用いられる地震動で，原子力施設では設計用最
強地震（S1），設計用限界地震（S2）がある．

設計基準曲げ強
度

せっけいきじゅんま
げきょうど

design bending strength コンクリート部材の設計において基準となる曲げ強
度．



設計強度 せっけいきょうど design strength 構造物の設計に際して，基礎地盤・岩盤あるいは材料
に対して用いられる工学的な強度値．

設計洪水位 せっけいこうずいい design high water level ダム設計洪水流量が流下した場合の貯水池最高水位
で，ダムの非越流部直上流部の水位標高．

設計洪水流量 せっけいこうずい
りゅうりょう

design flood discharge 河川工作物を設計する際に，当該工作物の洪水に対す
る安全性を確保するために考慮すべき洪水の量．

設計ＣＢＲ せっけいしーびー
あーる

design CBR 舗装厚を決定するための路床土のＣＢＲ値．通常は室
内ＣＢＲ試験によって決められる．

設計時間交通量 せっけいじかんこう
つうりょう

design hourly volume 道路設計で考慮される時間交通量．

設計地震波 せっけいじしんは design earthquake wave 動的耐震設計に用いる基準地震動の時刻歴波形．設計
地震力や地盤の地震応答などから決める．

設計地震力 せっけいじしんりょ
く

design earthquake force 構造物の耐震重要度クラスに応じた地震力．動的地震
力と静的地震力を総合評価して求める．

設計条件 せっけいじょうけん design assumption,
design condition

構造物の配置決定や構造設計を行う際に用いる様々な
条件の総称．

設計震度 せっけいしんど design seismic
coefficient

構造物の設計に用いる震度で，地域での地震発生状
況，地盤状況，構造物の種類，重要度などにより決め
る．

設計水平震度 せっけいすいへいし
んど

design horizontal
earthquake coefficient,
horizontal design
seismic coefficient

構造物，基礎地盤などに対して水平方向の加速度を与
える地震力の大きさを震度で表したもの．

設計速度 せっけいそくど design speed 道路設計の基準として用いる速度．天候・交通状況が
良好な際，平均的運転者が快適・安全に走行できる速
度．

設計潮位 せっけいちょうい design sea level 堤防や護岸の設計基準となる潮位．過去の最高潮位あ
るいは朔望平均満潮位に高潮による潮位偏差を加え
る．

設計変更 せっけいへんこう design modification 工事契約内容を契約後に変更すること．建設工事で
は，地質条件など工事着手後に当初の想定と異なるこ
とが確認される要素も多いため，しばしば行われる．

設計巻厚 せっけいまきあつ design thickness トンネル工事で，設計上定められている吹付けコンク
リートや覆工コンクリートの厚さ．地質が不良な場
合，設計巻厚は厚くなる．

設計用限界地震 せっけいようげんか
いじしん

design critical
earthquake

原子力発電設備の耐震設計に用いる基準地震動の一つ
(S2)を与える地震で，地震地体構造などから予想され
る．

設計用最強地震 せっけいようさい
きょうじしん

design maximum
earthquake

原子力発電設備の耐震設計に用いる基準地震動の一つ
(S1)を与える地震で，地震履歴や活断層分布などから
予想される．



設計用地盤定数 せっけいようじばん
ていすう

modulus of foundation
for　design

設計に用いる地盤の物性値．地質調査・土質試験など
の結果を総合的に評価し決定する．

設計流量 せっけいりゅうりょ
う

design flow 水路，ダム洪水吐きなどの構造物の設計に用いられる
水の通過量．

設計輪荷重 せっけいりんかじゅ
う

design wheel load 舗装の厚さを設計するときに用いる輪荷重．輪荷重と
は，自動車などの車輪を通じて車道に及ぼす荷重をい
う．

石膏 せっこう gypsum CaSO4･2H2O．単斜晶系．硬度２．比重2.31～2.32．含水

硫酸塩鉱物．建築材・セメント用などに用いられる．

石工アーチ せっこうあーち masonry arch 石材，れんが，コンクリートブロックなどを用いた
アーチ構造物．

石膏検板 せっこうけんばん gypsum test plate 偏光顕微鏡に装着して試料の光学的方位を決めるため
に用いる検板の一つ．石膏板と同義．

石膏鉱床 せっこうこうしょう gypsum deposit 石膏を主体とした鉱床．主に海水からの化学的沈殿鉱
床で，各地質時代に生成．主産地は米国など．主用途
はセメントなど．

石膏スラグセメ
ント

せっこうすらぐせめ
んと

gypsum slag cement 高炉水砕スラグ，不溶性無水石膏，アルカリ性物質を
混合してつくる潜在水硬性セメント．

接合双晶 せつごうそうしょう contact twin 二つの結晶が一つの面で接合する双晶．斜長石のアル
バイト式双晶が典型．貫入状に合体した双晶の反対概
念．

石工ダム せっこうだむ masonry dam 石材，煉瓦あるいはコンクリートブロックなどをモル
タルで接合して積み上げたダム．

石膏板 せっこうばん gypsum plate 偏光顕微鏡の試料と検光子との間に挿入し，干渉色の
変化から試料の光学的方位を知るための透明な石膏検
板．

接谷面 せっこくめん river level 一定地域内の最低点の等高線から成る仮想曲面．傾斜
の急変部，浸食の進み具合を調べるのに用いる．

切載峰 せつさいほう horn 氷食地形の一種で，３方向ないし４方向からのカール
の切合いの後に残る三角錐型の鋭い岩峰．ホルンとも
いう．尖頂峰と同義．

セッ氏 せっし centigrade 大気圧１気圧，純水の条件下で，氷の融点を０度と
し，水の沸点を100度とした温度目盛．単位記号は℃．

舌状層 ぜつじょうそう tongue 他の地層にはさまれた舌状に分布する地層．部層の単
位として使用される．

舌状盆地 ぜつじょうぼんち terminal basin 氷食地形の一種で，氷河の末端部に形成された広い凹
地．氷舌盆地ともいう．



舌状溶岩流 ぜつじょうようがん
りゅう

lava tongue 大きな溶岩流から派生したもので，短い舌状をなす．

舌状リップル
マーク

ぜつじょうりっぷる
まーく

linguoid ripple mark 堆積物の表面にあらわれる平面が舌状～三日月状をし
た水流の痕跡．

雪食カール せっしょくかーる nivation cirque 雪食により形成される急な谷壁に囲まれた半円形，半
楕円形の谷．カールよりくぼみ方が浅い．雪食圏谷と
同義．

接触型圧力変換
器

せっしょくがたあつ
りょくへんかんき

contact stress
transducer

土と構造物の境界面に取り付られる土圧計で垂直応力
とせん断応力が測定できる．

接触型ひずみ計 せっしょくがたひず
みけい

contact type strain
gauge

被測定物に設けられた標点間距離の変化を機械的に拡
大してダイアルゲージで測定するもの．

接触型変位計 せっしょくがたへん
いけい

contact type
displacement 　gauge

基準点と測定点の相対変位を機械的に接触した状態で
測定する形式の変位計．ダイヤルゲージなど．

雪食圏谷 せつしょくけんこく nivation cirque 雪食により形成される急な谷壁に囲まれた半円形，半
楕円形の谷．カールよりくぼみ方が浅い．雪食カール
と同義．

接触鉱床 せっしょくこうしょ
う

contact deposit 炭酸塩岩が熱水の交代作用を受けて形成されるスカル
ン鉱物を伴う鉄銅鉛亜鉛などの鉱床．スカルン鉱床と
も．

接触交代鉱床 せっしょくこうたい
こうしょう

contact metasomatic
deposit

火成岩との接触部付近で熱水作用により形成される鉱
床．釜石鉱山が代表的．接触鉱床，スカルン鉱床とほ
ぼ同義．

接触交代作用 せっしょくこうたい
さよう

contact metasomatism マグマからの熱水作用により母岩の化学成分が変化す
る作用．炭酸塩からなる母岩ではスカルン鉱物を生
成．

接触鉱物 せっしょくこうぶつ contact mineral 接触変成作用や接触交代作用によって生成した鉱物．
酸性貫入岩体の貫入接触部周辺に生じることが多い．

雪食作用 せっしょくさよう nivation 雪の存在が原因となって生じる浸食作用．積雪の移動
による浸食の他，周辺裸地でのソリフラクションなど
もある．

接触測角器 せっしょくそっかく
き

contact goniometer 結晶の各面のなす面角を測定するもので，半円形の分
度器と，回転する腕木で構成される．

雪食地形 せつしょくちけい nivation landforms 雪食により形成される地形．代表的な地形として雪
窪，雪食圏谷がある．

接触分極法 せっしょくぶんきょ
くほう

contact method of
polarization curves

鉱体に直接直流電流を流し，母岩と鉱体との境界に発
生する電気化学的反応電位を測定する物理化学的探査
法．

接触変成岩 せっしょくへんせい
がん

contact metamorphic rock 接触変成作用を受けた岩石．ホルンフェルスで代表さ
れる接触変成岩は再結晶により硬質となる．



接触変成鉱床 せっしょくへんせい
こうしょう

contact metamorphic
deposit

接触変成作用により新生した鉱床（交代型と再結晶
型），および既存鉱床の構造・鉱物種の変化した鉱
床．

接触変成作用 せっしょくへんせい
さよう

contact metamorphism 火成岩体，特に深成岩体の周辺では温度が上昇し，被
貫入岩類が再結晶する作用．広域変成作用と比較され
る．

接触変成帯 せっしょくへんせい
たい

contact zone マグマ貫入に伴う熱による接触変成作用の及んだ範
囲．貫入岩体からの距離に応じて母岩の変成度は変
化．

せっ（榍）石 せっせき sphene CaTiSiO5．単斜晶系．硬度５～５½．比重 3.52．チタン

石，楔石と同義．現在はチタン石の名称を用いてい
る．

雪線 せっせん snow line 積雪域の下限境界をいうが，その定義は分野によって
異なる．地形的雪線，広域的雪線，気候的雪線など．

接線応力 せっせんおうりょく tangential stress 作用面の接線方向に働く応力．せん断応力ともいう．

接線荷重 せっせんかじゅう tangential load せん断力を与える方向に働く荷重．

接線弾性係数 せっせんだんせいけ
いすう

tangent modulus of
elasticity

岩盤変形試験において，繰返し載荷時の変形曲線の直
線勾配より求める弾性係数．別に割線弾性係数があ
る．

接線ポアソン比 せっせんぽあそんひ tangential Poisson's
ratio

土や岩石に軸方向荷重が作用する時に生ずる横ひずみ
と縦ひずみの比を，ある応力レベルにおける両ひずみ
曲線の接線の傾きの比から求めたもの．

接線方向応力 せっせんほうこうお
うりょく

tangential stress ①接線応力と同義．②空洞周辺の壁面に接する方向の
応力

接線方向変位 せっせんほうこうへ
んい

tangential displacement せん断方向の変位．

接線ヤング係数 せっせんやんぐけい
すう

tangential modulus of
elasticity

接線弾性係数と同義．

接線ヤング率 せっせんやんぐりつ tangential Young's
modulus

接線弾性係数と同義．

接線力 せっせんりょく tangential force 物体のある断面に沿って作用する力．せん断力ともい
う．

絶対圧力 ぜったいあつりょく absolute pressure 真空を基準に，これを零として大きさを表した圧力．
水圧の場合はゲージで測定される圧力（静水圧）に大
気圧を加えたもの．

絶対孔隙率 ぜったいこうげきり
つ

absolute porosity 岩石中の孔隙には連続性のあるものと孤立したものが
含まれる．岩石の全容積に対する全孔隙の容積比．



絶対年代 ぜったいねんだい absolute age 数値で表した年代．放射性元素の壊変を利用した放射
年代測定法などによって求められる．

絶対標定 ぜったいひょうてい absolute orientation 写真測量において，実体写真で得られた相対的位置関
係から標定点を用いて地上の位置などを確定する操
作．

舌端 ぜったん toe 地すべりの頂点から最も離れた移動土塊（舌部）の先
端．

切断山脚 せつだんさんきゃく truncated spurs, faceted
spurs

ほぼ直線状に切断された山脚．谷氷河の氷食作用，断
層運動，下刻力の大きな川により形成される．

接地圧 せっちあつ contact pressure 構造物基礎・車両などの底面から地盤へ伝達される圧
力で，底面と地盤との相対的な剛性により変化する．

接地抵抗 せっちていこう earthing resistance 電気探査の際の接地電極と大地間の電気抵抗．接地抵
抗は低いほど望ましいので，その低下に種々の工夫が
なされている．

接地面積 せっちめんせき ground contact area 建設機械あるいは構造物基礎と地面との接触部の面
積．

接着型ロックボ
ルト

せっちゃくがたろっ
くぼると

bonded rock bolt モルタル，セメントミルク,樹脂などで地山に接着され
るロックボルトの総称．全面接着型と先端接着型があ
る．

セットフォーム
工法

せっとふぉーむこう
ほう

setform type paving 舗装工の一種で型枠を設置して，これをガイドに厚
さ・計画高そして平坦性を得るコンクリート版施工
法．最近型枠のないスリップフォーム工法もある．

雪庇 せっぴ snow cornice 地形が緩斜面から急斜面に変化する場所の，風下側に
ひさしのように張り出した積雪．

雪氷学 せっぴょうがく glaciology 雪氷が関係する諸々の現象を取り扱う学問体系．地球
環境から身近な生活に至るまで，影響が大きい．

ＳＥＰ せっぷ self elevating platform,
SEP

自己昇降式足場と同義．

接峰面 せっぽうめん summit level 山頂に接する仮想曲面．複雑な山地地形において浸食
される前の地形を表すのに用いる．

接峰面解析 せっぽうめんかいせ
き

summit level analysis 接峰面図を用いて行う原地形の復元や地形の概形の解
析．

接峰面図 せっぽうめんず summit level map ある地域の山頂に接する仮想的な曲面を表した等高線
図．切峰面図とも書く．地形図上に任意の大きさの正
方形を書き，その中の最高点を用いて等高線図を描い
たもの．地形の概観に用いる．

絶滅種 ぜつめつしゅ extinct species 現在の地球上には生息しないが，地質時代から歴史時
代までに地球上に繁栄した記録が残っている生物．



節理 せつり joint 岩石・岩盤中の破断面のうち，相対的な変位がない
か，あってもごくわずかなもの．

切離丘陵 せつりきゅうりょう kernbut 後背の山地や丘陵との間が断層などで浸食されて低地
となり分離した丘陵.　分離丘陵ともいう.

節理系 せつりけい joint system 節理が発達するとき，一定方向のものをまとめて節理
系という．

節理作用 せつりさよう jointing 節理を生み出す作用で，構造運動に直接関係する構造
応力・地殻中の残留応力・冷却や乾燥による収縮・斜
面運動など．

節理性岩盤 せつりせいがんばん jointed rock masses 規則性のある亀裂・割れ目の発達した岩盤で，流紋
岩・安山岩・玄武岩などの火山岩が多い．

節理面 せつりめん joint wall, joint
surface

節理の面．断層面に比べて平面に近い．節理面には破
壊伝搬方向を示す羽毛状構造がみられることがある．

瀬戸石 せといし Seto ishi 徳島県鳴門市瀬戸町産石材．中生界砂岩．暗緑色，細
粒，堅固．橋・垣・碑用など．

瀬戸内火山岩石
区

せとうちかざんがん
せきく

Setouchi volcanic
province

瀬戸内地域の中新世中期高アルカリソレアイト・高マ
グネシウム安山岩などにより構成される特異な火山岩
石区．

瀬戸内区 せとうちく Setouchi province 中央構造線の北で，長野県南部から九州中部に及ぶ新
第三紀以降の地質区分．

瀬戸大橋 せとおおはし Seto bridge 本州四国連絡橋児島～坂出ルートの通称．下津井瀬戸
大橋（1477m）,南備讃瀬戸大橋（1628m）などの長大橋
が建設され，1988年4月に開通．橋脚，橋台の基礎とな
る風化花崗岩の力学的性質について詳細な調査や分類
が行われた．海中の基礎工事では大規模な水中発破や
大口径掘削機による底面仕上げが実施された．

瀬戸川層群 せとがわそうぐん Setogawa Group 赤石山地東方の四万十帯に分布する新生界中期始新統
～前期中新統．砂岩，泥岩，チャート，石灰岩からな
る．藤枝市の瀬戸川流域を模式地とする．

瀬戸層群 せとそうぐん Seto Group 岐阜県南東部から愛知県中東部に分布する上部新生
界．陸水成で下部より陶土層，礫・砂・泥の互層から
なる．一部火山灰層がはさまる．

ゼノサーマル鉱
床

ぜのさーまるこう
しょう

xenothermal deposit 高温熱水溶液が地表近くに上昇して形成された浅所高
温型複合鉱脈鉱床．高温相から低温相までの鉱物を伴
う．

ゼノリス ぜのりす xenolith 捕獲岩と同義.

瀬淵河床 せふちかしょう riffle and pool 河川において瀬と淵が交互に現れる河床部分で，河床
縦断面は階段状の形態を示す．礫質の河川で発達が良
い．

セメンティング せめんてぃんぐ cementing 逸水防止などのため，セメント他で孔を塞ぐこと．未
固結堆積層などが溶液の注入で，硬く固められる過
程．



セメンテーショ
ン

せめんてーしょん cementation ①続成作用の一過程で，砕屑粒子の隙間を沈殿物が埋
めて固くなる作用．こう結（膠結）ともいう．
②セメントミルクによる注入強化．

セメント せめんと cement コンクリートの固化材．石灰・粘土・珪石などを粉砕
調合して高温で焼成して作られる．

セメントアス
ファルトモルタ
ル

せめんとあすふぁる
ともるたる

cement asphalt mortar ポルトランドセメントとアスファルト乳剤を結合材と
して使用したモルタル．

セメント安定処
理

せめんとあんてい
しょり

cement stabilization
method,
soil stabilization by
cement

路床・路盤材の耐久性・安定性改善の目的で表層土に
セメントを混合し結合力を増加させる処理．

セメント石
（岩）

せめんといし（が
ん）

cementstone(cement rock) 主に炭酸カルシウムからなりセメント原料になる岩
石．石灰石とも．岩石としては石灰岩が主体．

セメント含有率 せめんとがんゆうり
つ

cement content コンクリート・モルタルなどに含まれるセメントの割
合．

セメント空げき
比

せめんとくうげきひ cement-void ratio 空隙（使用水量と空気の容積の和）とセメントの絶対
容積との比．

セメントグラウ
チング

せめんとぐらうちん
ぐ

cement grouting グラウチングのうち，注入材料としてセメントを用い
るもので，基礎処理の一般的方法．

セメントグラウ
ト

せめんとぐらうと cement grout セメントを主としたグラウト．このグラウトは粘土系
グラウト・薬液系グラウトに比べ強度が大きい．

セメントクリン
カー骨材

せめんとくりんかー
こつざい

cement clinker aggreate セメント原料を高温焼成してできるクリンカーを微粉
砕せず粒度調整して骨材としたもの．

セメント系グラ
ウト

せめんとけいぐらう
と

cement grout セメントを主成分としたグラウト．比較的空隙の大き
な地山のグラウトに用いられる．

セメント硬化促
進剤

せめんとこうかそく
しんざい

accelerator for
hardening of cement

セメントの凝結を促進し，コンクリートの早期強度を
増大させる混和剤．通常，塩化カルシウムが用いられ
る．

セメント固化 せめんとこか cementation ①セメント材料に水を加えることにより水和反応がす
すみ，時間がたつにつれて凝結，硬化していく現象の
こと．
②低レベル放射性廃棄物の処分の際にセメントを混合
してドラム缶内で固化させる方法．

セメントコンク
リート舗装

せめんとこんくりー
とほそう

cement concrete pavement 道路の耐久力を増すために，路盤の上に厚さ20cm～
25cmのセメントコンクリートを打設した舗装．

セメント作用 せめんとさよう cementation 砕屑粒子が沈殿物によって相互に次第に接着していく
作用．セメンテーションと同義．

セメント質 せめんとしつ cementum 動物の歯根および歯冠の表面を覆う硬い組織．硬度は4
～5.65%が無機質，23%が有機質，12%が水から構成．



セメントスラ
リー

せめんとすらりー cement slurry 水・セメント・細砂からなる濃厚なクリーム状の混合
物．注入またはポンプで送られる．

セメント注入 せめんとちゅうにゅ
う

cement grouting セメントグラウチングと同義．

セメント注入膜 せめんとちゅうにゅ
うまく

cement-injection screen セメントグラウチングにより形成された，地盤中の薄
い注入改良ゾーン．

セメント添加土 せめんとてんかど cement mixing soil,
cement treated soil

セメントを加えることにより強度・透水性が改良され
た土．路盤改良や表面処理などに用いられる．

セメントバチル
ス

せめんとばちるす cement bacillus アルミン酸三石灰と石膏が反応して生成したアルミン
酸硫酸石灰で，結晶水を伴う．エトリンガイドとも呼
ばれる．

セメント吹付 せめんとふきつけ cement spraying 圧送されたセメントペーストをのり面などに吹き付け
ることにより表面の浸食・風化を防止すること．

セメントペース
ト

せめんとぺーすと cement paste セメントに水を加えて混ぜ合わせ，ペースト状にした
もの．

セメントベント
ナイト

せめんとべんとない
と

cement bentonite セメント系グラウト材の一種．セメントとベントナイ
トを混合したもので，ベントナイトは増量や強度調整
に用いられる．

セメントボンド
検層

せめんとぼんどけん
そう

cement bond logging ケーシング内および地層内を伝播した音波（弾性波）
振幅の減衰から，セメンテーション状態を判定する方
法．セメントボンドログともいう．

セメントボンド
ログ

せめんとぼんどろぐ cement bond log セメントボンド検層と同義．

セメント水比 せめんとみずひ cement-water ratio コンクリートの配合において使用水量に対するセメン
ト量の重量比．

セメント用粘土 せめんとようねんど clays for cement ポルトランドセメントの原料として使われる粘土.

セラック せらっく serac クレバスによって周囲を断ち切られた氷河の乱雑なブ
ロック．基盤が急傾斜を示す部分に発達することが多
い．

セラミックス せらみっくす ceramics 陶器・磁器・ガラス・レンガ・セメントなど窯業製品
の総称．近年はファインセラミックスと呼ばれる高機
能な製品が開発，利用されている．

セリサイト せりさいと sericite 絹雲母と同義．

せりもち作用 せりもちさよう arching 広義にはグランドアーチと同義だが，一般的にはある
程度以上の大きさの岩塊どうしが接触しながらアーチ
状に空洞の天井を支えている状態をいう．



セル形仮締切り せるがたかりしめき
り

cellular cofferdam 鋼矢板を連続に打込んで円形あるいは太鼓形などの形
に閉合したセルを壁状に並べた仮締切り．セル型締切
りともいう．

セル型締切り せるがたしめきり cellular cofferdam セル形仮締切りと同義．

セル工法 せるこうほう cellular cofferdam 水中工事を避けるため鋼矢板などを円形に打込み，砂
を中詰めした柱を連続して締切り，排水しドライとす
る工法．

セル式埋立工法 せるしきうめたてこ
うほう

cell type sanitary
landfill method

廃棄物最終処分場における衛生埋立のための埋立工法
で，廃棄物をセル状に土砂で覆う埋立工法．

セル式係船岸 せるしきけいせんが
ん

cellular-bulkhead type
quaywall

岸壁のうちセルラーブロックを壁体とした構造物．鋼
矢板あるいは鋼板で円形などに閉合し中詰めした構
造．

セルダム せるだむ cellular dam 直線矢板によって締切ったダム．仮締切りや応急砂防
ダムなどで用いられる．

セルフボーリン
グ型プレッ
シャーメータ

せるふぼーりんぐが
たぷれっしゃーめー
た

self boring type
pressure meter

ボーリング削孔後，削孔部を引き抜かずにそのまま孔
内水平載荷試験を行う方法．

セルラーアーチ
工法

せるらーあーちこう
ほう

cellular arch method 超大断面トンネルの構築法のひとつ．大口径のプレ
キャスト製パイプルーフを側壁導坑のアバットから立
ち上げたアーチリブで支持する．

セルラーブロッ
ク

せるらーぶろっく cellular concrete block セル式係船岸の壁体．鋼矢板あるいは鋼板で閉合し，
石や水中コンクリートなどで中詰めをした構造体．

セルラーラテラ
イト

せるらーらてらいと cellular laterite 連続した固い構造で丸まった空洞を持ち，その空洞が
互いに繋がっていないラテライト．

セレン硫黄 せれんいおう selensulphur,
selensulfur

セレンを含む橙赤～赤褐色の硫黄．セレンは硫黄より
安定であるため産地付近の土壌に濃集する傾向があ
る．

セレン鉛鉱 せれんえんこう clausthalite PbSe．等軸晶系．硬度2.5～3.0，比重7.8．外観は方鉛
鉱と類似．鉛灰色粒状．他のセレン化物に伴って産
出．

セレン輝蒼鉛鉱 せれんきそうえんこ
う

guanajuatite Bi2(Se,S)3．斜方晶系．硬度2.5～3.5，比重6.25～

6.98．輝蒼鉛鉱の硫黄の一部がセレンに置換．青灰色
針状～塊状．

セレン銀鉛鉱 せれんぎんえんこう naumannite 鉛を含むセレン銀鉱をこの名で呼んでいたが，鉛は他
鉱物からの混入によることが判明し，現在では用いら
れない．

セレン銀鉱 せれんぎんこう naumannite Ag2Se．斜方晶系．硬度2.5，比重7.0～8.0．灰鉄黒色粒

状～塊状．鉱脈鉱床から産出．

セレン金鉱床 せれんきんこうしょ
う

Se-type gold deposit 浅熱水性金鉱床の一つのタイプ．銀，鉛，亜鉛，マン
ガン鉱化作用を伴う．他の一つはテルルータイプ．



セレン鉱床 せれんこうしょう selenium deposit セレンを含む硫化物鉱床．セレンは単独の鉱床は稀で
銅製錬副産物として回収される．日本は世界の約３割
を産出．

セレン水銀鉱 せれんすいぎんこう tiemannite HgSe．等軸晶系．硬度2.5，比重8.24～8.27．鋼灰色四
面体結晶．辰砂の硫黄がセレンに置換したもの．

セレン銅銀鉱 せれんどうぎんこう eucairite CuAgSe．斜方晶系．硬度2.5，比重7.6～7.8．銀白～鉛
灰色塊状．輝銀銅鉱の硫黄がセレンに置換したもの．

セレン銅鉱 せれんどうこう berzelianite Cu2Se．等軸晶系．硬度２，比重6.65．銀白色樹枝状～

鉱染状．輝銅鉱の硫黄がセレンに置換したもの．

ゼロ空気間隙率
曲線

ぜろくうきかんげき
りつきょくせん

zero air voids curve 土の締固め試験で土中の間隙が水で飽和され，空気間
隙が全くない場合の乾燥密度と含水比の関係を表す曲
線．

ゼロ－クロッシ
ング法

ぜろくろっしんぐほ
う

zero-crossing method 振動記録上で，波形が相隣りあってゼロ線を横切る時
間間隔の２倍をその波の周期と見なして行う周期頻度
解析法．

０次谷 ぜろじだに zero order stream 数値を用いて本流支流を格付けする方法において，最
上流部を一次谷というが，それに接続した斜面の凹
地．

ゼロ点走時 ぜろてんそうじ intersect time of
T 'curve

はぎ取り走時曲線を直線近似して震源側に延ばし，距
離０の時間軸を切る時間．

背割堤 せわりてい separation levee 二河川の合流部に設けて両川を分流し，合流部を下流
に下げるために両川に兼用させた堤防．

閃亜鉛鉱 せんあえんこう sphalerite,
zincblende(独)

組成はZnS．立方晶系（等軸晶系）に属し，硬度3.5～
４，比重3.9～4.1．淡黄色～褐色・黒色で，光沢があ
る．亜鉛の重要な鉱石鉱物．

閃亜鉛鉱型構造 せんあえんこうがた
こうぞう

sphalerite type
structure

等軸晶系．各々立方最密充填配列をした二つの原子か
らなる鉱物にある結晶構造の一つ．閃亜鉛鉱ZnSが典
型．

遷移 せんい transition ある状態から他の状態へ変化すること．

遷移 せんい succession 植物群落が種別や構成比率を変化させながら長期間に
わたり変化してゆくこと．

遷移確率法 せんいかくりつほう transit probability
method

時間と共に系の状態が変化する状況を求めるための確
率計算手法．交通量の推定などに用いられる．

遷移型 せんいがた intergrade ある大土壌群に属する土壌のうち，他の大土壌群の特
徴を合わせて持つもの．亜群として区別する．

漸移岩層 ぜんいがんそう transition 17～18世紀に中部ヨーロッパで用いられた岩相区分の
一単位．結晶質基盤岩類と化石の多い堆積層との間に
ある．



遷移期 せんいき transitional age 北欧の後氷期に，冷温期（ボレアル期）が温暖期（ア
トランティック期）へ植生変化を伴って移行する時
期．

繊維強化材 せんいきょうかざい fiber reinforcement コンクリートの引っ張り強度の補強を目的として混入
する繊維．

遷移クリープ せんいくりーぷ transient creep 一定応力下で物体の変形が増大するクリープ現象のう
ち，その初期のひずみ速度が減少していく段階．

遷移元素 せんいげんそ transition elements 電子の最外殻がS殻であり，その内側のd殻の電子数が
10未満であるか，10であってもS殻が2未満である元
素．

繊維混合土 せんいこんごうど fiber-treated soil 短繊維を混ぜて，粘りと浸食抵抗の増強を図った安定
処理土．

繊維状 せんいじょう fibrous 微結晶が繊維のように一つの軸の周りで任意の方位に
並ぶ構造．アスベストや石膏の一種などが典型．

遷移相 せんいそう transition state ある状態から安定した他の状態へと移り変わる中間的
な状態．セメントスラリーの水和反応で出現する運動
粘性学的に液体で固体でもない相．

遷移層 せんいそう transitional layer マントル中の地震波は，深度400から1000kmの範囲でそ
の速度が急増する．この区間を遷移層と呼ぶ．

遷移点 せんいてん knick point 河床縦断勾配が急変する地点．地質の相違や断層運
動，斜面崩壊などに起因した山腹傾斜変換箇所にも用
いられる．

遷移土壌 せんいどじょう transitional soil 二種類の土壌の性質を持っている土壌．

繊維補強コンク
リート

せんいほきょうこん
くりーと

fiber reinforced
concrete

短繊維を混入して製造されたコンクリート．力学的に
はひび割れ発生を遅らせ，コンクリートの靭性を増
す．

閃ウラン鉱 せんうらんこう uraninite UO2．立方晶系．硬度５～６，比重８～10．ウラン・ラ

ジウムの原料鉱物．暗灰色・脂肪光沢，

前縁盆地 ぜんえんぼんち foredeep 大洋側のモラッセを堆積させる盆地．造山帯の前縁に
沿って細長く分布する．

扇央 せんおう center of alluvial fan 扇状地の中央部．扇頂，扇端に比べて地下水位が深
く，水位変化が大きい．

全応力 ぜんおうりょく total stress 土塊に作用する単位面積あたりの圧力．土粒子骨格と
間隙を満たす水・空気がそれぞれ受け持つ応力の合
計．

全応力解析 ぜんおうりょくかい
せき

total stress analysis ①土の強さを考慮できる最も危険な排水状態における
せん断強度定数を用いる地盤の安定解析法．（一般全
応力解析）
②短期安定問題に対する非圧密非排水条件（ＵＵ）の
強度を用いた安定解析法（①にも含まれる）



全応力解析法 ぜんおうりょくかい
せきほう

total stress analysis 土の強さを考慮できる最も危険な排水状態におけるせ
ん断強度定数を用いる地盤の安定解析法．

全応力法 ぜんおうりょくほう total stress analysis 全応力解析と同義

浅海 せんかい shallow sea, neritic sea 海岸から大陸棚外縁にいたる海域．海岸からの距離か
らみれば，沿岸または近海ともいう．

浅海（性）堆積
物

せんかい（せい）た
いせきぶつ

shallow marine sediment 潮間帯～陸棚の堆積物．陸起源物質が多く，地球環境
の良い記録物質．地質学の重要な研究対象．

浅海成層 せんかいせいそう shallow marine sediment 浅海（性）堆積物と同義．

浅海堆積環境 せんかいたいせきか
んきょう

neritic environment 最低潮線から大陸棚外縁までの領域における堆積環
境．生物体中の光合成が可能．

浅海波 せんかいは shallow-water wave 波長が水深の２倍より大きい水面波．波高や波形が水
深の影響を受けて変化する．浅水波ともいう．

浅海表面波 せんかいひょうめん
は

transitional water wave 水深hと波長Lの関係が1/20≦h/L≦1/2となる波．

全壊率 ぜんかいりつ rate of total collapse,
rate of complete
collapse

被害程度を表す統計量．
全壊率(%)＝全壊戸数÷地域の総戸数×100

漸拡 ぜんかく flaring 管路または開水路で上流側に比べ下流側断面が大きい
場合，断面の急変を避けるために設ける遷移形状．

漸拡角 ぜんかくかく angle of divergence 管路または開水路の漸拡部において，上流側断面が下
流側断面に折れ線状に拡大する遷移形状の一定角度．

尖角州 せんかくす cuspate spit 沿岸漂流によって運ばれた海浜堆積物が三角形状に堆
積したもの．海または潟湖にむかって突き出た地形と
なる．

潜火山性構造 せんかざんせいこう
ぞう

cryptovolcanic structure 岩盤が円形に破砕されている構造で，火口に似た構造
を示すもの．潜在火山による陥没説と隕石衝突説があ
る．潜在火山性構造ともいう．

線荷重 せんかじゅう line load 地盤・構造物などに作用する荷重で線状に分布する，
あるいは，線状に分布するとみなしうる荷重．

潜かん（潜函） せんかん pneumatic caisson 函体下部の作業室内に圧縮空気を送って水の浸透を防
ぎ，内部を掘削して沈下させる型式のケーソン．

全間隙圧比 ぜんかんげきあつひ full pore-pressure ratio 地盤に発生した過剰間隙水圧とその地盤の初期有効最
小主応力または鉛直土かぶり圧の比．地盤の液状化発
生の応力条件を規定する．



潜かん工 せんかんこう technician-caisson 圧気式ケーソン（潜函）や圧気工法シールドなど高気
圧下の坑内で働く作業員のこと．

潜かん工法 せんかんこうほう pneumatic caisson method 潜函を用いて構造物の基礎を作ること．

遷緩線 せんかんせん concave knick line 山腹斜面などで上部から下部に向かって斜面傾斜が緩
傾斜に変化する地点を結んだ線．

遷緩点 せんかんてん concave knick point 山腹斜面などの断面図上で上部から下部に向かって斜
面傾斜が緩傾斜に変化する地点．

潜かん病 せんかんびょう caisson disease 圧気工法によるシールドや潜函工事などの高気圧環境
下で作業する人に発生する障害．減圧時に遊離した気
泡が体組織や血管内に形成されることが原因．ケーソ
ン病ともいう．

先カンブリア界 せんかんぶりあかい Precambrian series 先カンブリア時代に形成された地層・岩体．日本には
分布しない．

先カンブリア紀 せんかんぶりあき Precambrian(period) 古生代最初のカンブリア紀より前の時代．

先カンブリア時
代

せんかんぶりあじだ
い

Precambrian age 先カンブリア紀と同義に使われるが，用語としては先
カンブリア紀が正しい．

潜丘 せんきゅう buried hill 堆積物によって埋没した基盤の起伏部．

遷急線 せんきゅうせん knick line 山腹斜面などの傾斜が上部から下部に向かって斜面傾
斜が急傾斜に変化する地点を結んだ線．

遷急点 せんきゅうてん convex knick point,
knick point

 山腹斜面などの断面図上で上部から下部に向かって斜
面傾斜が急傾斜に変化する地点．

潜丘反映構造 せんきゅうはんえい
こうぞう

reflected burried
structure

基盤の起伏が被覆層の構造を規制していること．炭田
において基盤と炭層の関係を表すときなどに用いる．

先駆現象 せんくげんしょう precursor, premonitory
phenomenon

地震の発生に先駆けて地殻内に発生する種々の前兆．
地殻変動，地下水変化，微小地震活動などがある．
（地震の前兆）

洗掘 せんくつ excavation, scour,
scouring

堤防，橋脚，ダム下流の河床などが水流によって掘り
下げられる現象で，構造物破損の原因となる．

洗掘抵抗試験 せんくつていこうし
けん

scouring resistance test 土砂の水流による洗掘抵抗性を測定する試験で，一定
水圧の水流が供試体を貫く時間また水量で評価．

洗掘防止工 せんくつぼうしこう scour protection,
scour prevention

流水による洗掘を防止するために，ブロック・捨石な
どで河床・河岸・構造物基礎などを保護する工事．



線形圧密理論 せんけいあつみつり
ろん

linear consolidation
theory

土の圧密現象の説明において，応力－ひずみ関係を直
線的と仮定した理論．

線形解析 せんけいかいせき linear analysis 物体や状態の変化が一次式であらわされると仮定して
行う解析．

線形座屈 せんけいざくつ linear buckling 柱や平板などの部材において変形が微小で挙動がほぼ
線形とみなせる座屈．

扇形褶曲 せんけいしゅうきょ
く

fan fold 扇状褶曲と同義．

線形弾性 せんけいだんせい linear elasticity 弾性のうち，応力－ひずみ関係が線形と見なせるも
の．

線形弾性圧密理
論

せんけいだんせいあ
つみつりろん

linear elastic
consolidation theory

土の圧密現象を説明する条件のうち，土の骨格の変形
を線形弾性体として仮定した圧密理論．

線形弾性体 せんけいだんせいた
い

linear elastic body 外力による変形を元に戻そうとする性質を有している
物体で，変形と外力との関係が直線で表せるもの．

線形変形係数 せんけいへんけいけ
いすう

modulus of linear
deformation

応力－ひずみ関係が直線的である場合の，応力とひず
みの比．

選鉱 せんこう mineral processing 鉱石から目的鉱物を分離する操作・工程．これらの技
術は水処理・廃棄物処理などに応用されている．

先行圧密 せんこうあつみつ pre-consolidation 土が現在受けている有効圧力以上で圧密された応力履
歴を有する現象．

先行圧密圧力 せんこうあつみつあ
つりょく

pre-consolidation
pressure

土が現在受けている有効圧力以上の圧力で圧密された
応力履歴を有する場合，過去の応力履歴のうち最大の
有効圧力をいう．

先行圧密応力 せんこうあつみつお
うりょく

pre-consolidation stress 土が先行圧密を受けた際に作用した最大の圧密応力．

先行圧密荷重 せんこうあつみつか
じゅう

preload, precompression
load

先行圧密応力を生じさせた荷重のこと．

先行荷重 せんこうかじゅう preloading,
preconsolidation
pressure

構造物の施工に先立って基礎地盤の圧密を進行させる
ために加える盛土などの荷重．

せん孔機 せんこうき boring machine 杭や鋼矢板を建て込むための穴をあける機械．アース
ドリル・アースオーガーなど．

せん孔硬度 せんこうこうど drilling hardness 削孔硬度と同義．



せん孔鋼矢板 せんこうこうやいた sheet pile placed by
boring

せん孔機でせん孔した後，鋼矢板を挿入する工法．振
動・騒音が少ない．

善光寺地震 ぜんこうじじしん the 1847 Zenkoji
earthquake

1847年北信および越後西部に起きたM7.4の地震．善光
寺の参拝者に多数の死傷者がでた．

せん孔褶曲 せんこうしゅうきょ
く

piercement folding 地殻中の一部の可塑性物質だけがある条件下で流動
し，別な場所に再集積することによって起こされる褶
曲．

選鉱処理 せんこうしょり mineral dressing,mineral
processing,benefication

鉱石から目的鉱物を他の鉱物や脈石と分離して次工程
に供給する操作・工程．粉砕・手選・比重・浮選な
ど．

旋光性 せんこうせい optical activity 石英のような結晶やある種の溶液中で，直線偏光が光
の進行につれて振動方向が右または左に回転する性
質．

せん孔性動物 せんこうせいどうぶ
つ

boring animal, borer 海中の岩石・貝殻・さんご（珊瑚）・木材などの物体
内部に住むもの．上浅海帯に多い．穿孔跡の化石は生
態学上重要．

せん孔生物 せんこうせいぶつ boring organism, borer 営巣・摂食のために，岩石や木材などに穴を開ける生
物．

線構造 せんこうぞう lineation 成因に関係なく，岩石の内部または面内に観察される
すべての線状の構造．線状組織ともいう．

せん孔建込み杭 せんこうたてこみぐ
い

bored pile placed by
boring

せん孔機でせん孔した後，杭を挿入する工法．振動・
騒音が少ない．

先行沈下 せんこうちんか preceding settlement トンネル掘削時に，掘削の影響を受けて切羽が到達す
る以前に前方の地表面が沈下する現象．

せん孔パターン せんこうぱたーん drilling pattern トンネルの切羽やベンチカットなど発破で岩石を掘削
するときに，火薬を装填する孔の配置や方向のこと．
爆破を効果的にするための断面・地質に応じた配置が
とられる．削孔パターンともいう．

先行変位 せんこうへんい preceding displacement トンネル・地下空洞の内空変位や岩盤変位の計測にお
いて初期状態から計測開始までに生じる変位．

先行ボーリング せんこうぼーりんぐ pre-boring ①埋込み杭工法の一つであるプレボーリング工法で，
杭の挿入に先立ってアースオーガなどで孔を掘るこ
と．
②トンネルの切羽などから前方の地質調査のために
ボーリングを行うこと．

先行盛土 せんこうもりど pilot banking 試験盛土の一種で，軟弱地盤や特殊な材料を用いる場
合に行う実物大の土構造物．

先行隆起 せんこうりゅうき preceding rising,
preceding uplift

トンネル掘削時に，掘削の影響を受けて切羽が到達す
る以前に前方の地表面が隆起する現象．

穿孔ロボット せんこうろぼっと drilling robot 削孔・ロッドの継ぎ足しなどをコンピュータを用いた
自動制御によりロボット化した削孔機械．



センサ せんさ sensor 電磁波，音波などの外的刺激に反応し，情報処理が可
能な適当な信号に変換する装置や器官．

潜在円頂丘 せんざいえんちょう
きゅう

cryptodome 粘性の大きいマグマが上昇し，地表の地盤を隆起させ
て固化したもの．地表に顔を出さない溶岩ドーム．有
珠新山など．

潜在凹地 せんざいおうち cryptodepression 地中の岩盤が破砕され凹地状になっている構造のも
の．成因には地下での火山の噴火・陥没や隕石の衝突
が考えられる．

潜在応力 せんざいおうりょく initial stress 自然状態の地山内に作用している応力．岩盤自重，地
殻変動などの応力履歴や地形等に支配されている．初
期応力，一次応力ともいう．

線載荷圧裂引張
試験

せんさいかあつれつ
ひっぱりしけん

splitting test 円柱形の供試体を水平に置き平らな加圧板により上下
方向に線載荷して引張り強度を求める試験．

潜在火山 せんざいかざん cryptovolcano マグマは地表に噴出していないが，地盤変動など地表
に何らかの変化をもたらした火山．

潜在火山性構造 せんざいかざんせい
こうぞう

cryptovolcanic structure 潜火山性構造と同義．

潜在地すべり面 せんざいじすべりめ
ん

latent slip surface 地層中の他の部分よりせん断抵抗が低い弱面で，地す
べり面となる可能性のあるもの．

潜在水硬性 せんざいすいこうせ
い

latent hydraulicity 本来，水硬性を持たない物質が，適当な刺激剤を加え
ることによって水硬性を示すようになる性質．

潜在すべり面 せんざいすべりめん potential slip surface 地盤中に存在する層理面・節理面・断層などの不連続
面や，地質境界・物性境界など諸誘因によってすべり
面となる可能性のある面．

潜在塑性状態 せんざいそせいじょ
うたい

initial plastic state 強度の低い地山で，掘削予定個所周辺が，掘削する以
前に塑性状態となっていることをいう．掘削するとす
ぐに大きな変形や流動を発生する．

潜在断層 せんざいだんそう concealed fault 堆積物により覆い隠されている断層．伏在断層ともい
う．

潜在ドーム せんざいどーむ cryptodome 潜在円頂丘と同義．

先史時代 せんしじだい prehistoric period 文字で書かれた記録や伝承がない時代．日本の無土器
時代，縄文時代に相当し，遺跡，遺物により研究され
る．

線支承 せんししょう line bearing 平面と円柱面で水平方向の移動を接触面のすべてによ
り支承されるもので，広義では受圧部分が線接触する
もの．

泉質 せんしつ spring quality 鉱泉を分類する方法の一つ．pH，特徴的な溶存成分の
種類や量によって，鉱泉が分類命名されている．



扇射法 せんしゃほう fan shooting 屈折法地震探査において，測線上に配置した受振点に
対して震源を直角方向に離して設定し測定を行う方
法．

線収縮 せんしゅうしゅく linear shrinkage 土が乾燥収縮した場合の一方向のひずみ．収縮量の最
初の長さに対する割合であらわす．

漸縮角 ぜんしゅくかく angle of convergence 管路または開水路で上流側に比べ下流側断面が小さい
場合の，折れ線状に縮小する遷移形状の一定角度．

全循環湖 ぜんじゅんかんこ holomictic lake 湖水の循環が年に１回以上起こる湖．淡水湖の大部分
は，これに属する．

線状凹地 せんじょうおうち linear depression  地すべり地形の一つで，陥没地などの凹地が線状に配
列したもの．

線状構造 せんじょうこうぞう lineament ①鉱物の一定方向の配列などによって形成される岩石
中の直線状構造．
②地形に表われる線状模様，リニアメントともいう．

線状構造解析 せんじょうこうぞう
かいせき

linear structure
analysis

空中写真やリモートセンシング映像などを用いて線状
模様から地殻構造を解析すること．

全上載圧 ぜんじょうさいあつ total overburden
pressure

地中のある点において上部にある間隙水を含む土の重
量によって生じる鉛直応力．地下水面より上部を湿潤
密度，地下水面以下を飽和密度で計算することにより
求められる．その点の間隙水圧を差し引いたものは有
効上載圧と呼ばれる．

線状砂丘 せんじょうさきゅう linear dune 卓越する風向きに平行し，高さ100～200mの高まりから
なる砂丘．幅は高さの６倍程度である．

尖状三角州 せんじょうさんかく
す

cuspate delta 三角州の一種．三角州の両側が内側に湾曲し，河口部
でとがった鋭角三角形の平面形を呈するもの．

千畳敷カール せんじょうじきかー
る

Senjojiki cirque 木曽山脈駒ヶ岳の宝剣岳東面の顕著なカール．主氷河
期は５万年前以降．端堆石堤に波多ロームが含まれ
る．

潜晶質 せんしょうしつ cryptocrystalline 隠微晶質と同義．

洗浄締固め法 せんじょうしめかた
めほう

water binding いわゆる水締めのことであり，立坑などの埋戻しで細
粒分を洗い流して埋戻す工法．

線状褶曲 せんじょうしゅう
きょく

linear fold 線状に長く連続する褶曲．形態に類似性があり，褶曲
軸面が同一である．

扇状褶曲 せんじょうしゅう
きょく，おうぎじょ
うしゅうきょく

fan fold 褶曲軸面直交断面が扇型に開いた形となる褶曲．変形
が進めばキノコ型やダイアピル褶曲に移行する．

船上重力計 せんじょうじゅう
りょくけい

shipboard gravimeter 重力加速度の大きさが，船上で測定できる装置．船の
動揺の成分を取り除く工夫がされている．



船上磁力計 せんじょうじりょく
けい

shipboard magnetometer 海上磁気探査で船上に設置して使用する磁力計．プロ
トン磁力計，フラックスゲート磁力計が用いられてい
る．

線状震源 せんじょうしんげん line source 震源が長く延びた線状のもの．全域で同時に振動を発
生するか，点震源が逐次線上を移動するかなどがあ
る．

線状浸食 せんじょうしんしょ
く

linear erosion 流水・地下水の浸食作用によって，地表が線的に削り
取られ下刻されたもの，またはその作用．

線状組織 せんじょうそしき lineation 岩石に発達する線的な構造の総称．線構造ともいう．
鉱物線構造・細密褶曲線構造・交線線構造などがあ
る．

扇状地 せんじょうち alluvial fan 河川が山地内から山麓部に出てきたところにできる半
円錐状の堆積地形．沖積扇状地ともいう．

扇状地海岸線 せんじょうちかいが
んせん

fan shoreline 三角州より比較的急な勾配で海に臨み，陸上起源の堆
積物により形成された海岸線．中性海岸線の一種．

扇状地三角州 せんじょうちさんか
くす

fan delta 河川が山地から直接的に湖や海に注ぎ込んでできる．
通常の三角州より堆積物の粒度が粗い．

扇状地堆積物 せんじょうちたいせ
きぶつ

alluvial fan sediments 扇状地を構成する堆積物．一般的に淘汰されていない
砂礫で構成されている．

扇状地断層崖 せんじょうちだんそ
うがい

fan scarp 扇状地を切って形成された低断層崖．未開析の扇状地
を切断する場合数千年以降に断層運動があったことを
示す．

扇状地デルタ せんじょうちでるた fan delta 扇状地三角州と同義．

扇状地部 せんじょうちぶ fan area 低地（平地）の中で，山地から供給された比較的粗粒
な土砂が一時的に貯留される所で，傾斜が急な所．

扇状地礫岩 せんじょうちれきが
ん

fanglomerate 沖積扇状地の扇頂部付近の固化した粗粒砕屑堆積物．
淘汰の悪い大礫や礫が主体．

扇状展開爆発法 せんじょうてんかい
ばくはつほう

fan shooting 屈折法地震探査において，震源の周囲に多数の受振器
を扇状に展開し，局所的な速度構造を調査する方法．

洗浄淘汰法 せんじょうとうたほ
う

elutriation method 粒子の流体中における沈降速度が粒径によって異なる
ことを利用した粒径分析方法の一つ

扇状へき開（扇
状劈開）

せんじょうへきかい fan cleavage 褶曲している地層において褶曲軸面を中心として，へ
き開（劈開）面が扇状に広がっているへき開（劈
開）．扇形へき開（劈開）ともいう．

線状模様 せんじょうもよう linear pattern リモートセンシングなどにより観測された画像データ
中に見られる，連続線のように認識される特異なパ
ターン．



染色試験法 せんしょくしけんほ
う

staining test 試薬を鉱物に吸着・着色させて鉱物を同定する定性分
析．カリ長石と斜長石の識別などに有効．

全磁力 ぜんじりょく total magnetic force 地球磁場は大きさと方向とからなるベクトル量であ
り，このうち大きさを全磁力（磁場強度）という．

前震 ぜんしん foreshock 大きな地震の起こる前にその震源域で起こる小さな地
震．ただし，大地震の前に必ず起こる訳ではない．

先進坑 せんしんこう pilot tunnel 地質確認や水抜きなどの目的で，本坑の断面内あるい
は断面外に本坑に先行して掘削される小径のトンネ
ル．

鮮新－更新世境
界

せんしんこうしんせ
いきょうかい

Plio-Pleistocene
boundary

新生代の第三紀と第四紀の境界．約164万年前．

先進削孔 せんしんさっこう pilot drilling 切羽前方の地質や湧水状況を探るため，掘削作業に用
いている削岩機で切羽前方に孔をあけてみること．

鮮新世 せんしんせい Pliocene(epoch） 新第三紀最後の時代（510～164 万年前）．

ぜん新世（漸新
世）

ぜんしんせい Oligocene(epoch） 新生代古第三紀を三分した最後の時代（3,800～2,400
万年前）．

前進性海岸 ぜんしんせいかいが
ん

advancing coast 海岸線が海の方へ前進し，形成された海岸．離水・堆
積が，沈水・浸食を上回る場合に起こる．

鮮新統 せんしんとう Pliocene(series) 鮮新世に形成された地層・岩体．

ぜん新統（漸新
統）

ぜんしんとう Oligocene(series) ぜん新世（漸新世）に形成された地層・岩体．

先進導坑 せんしんどうこう advancing drift 全断面工法や上半先進工法が採用できないときに，本
坑断面内に先行して掘削される小断面のトンネルのこ
と．側壁導坑，底設導坑，頂設導坑，中央導坑などが
ある．

先進導坑式掘削 せんしんどうこうし
きくっさく

advancing drift
excavation method

本坑の掘削に先立って，作業効率の向上，支持力の確
保（側壁コンクリートの先行打設），地質確認，水抜
きなどの目的で導坑を先進させる工法．

先進ボーリング せんしんぼーりんぐ pilot boring トンネル切羽前方の地質・地下水およびガスなどの確
認のため，トンネル坑内で先行的に実施するボーリン
グ．

全水頭 ぜんすいとう total head 水流のもつポテンシャルを基準面からの高度で表した
もの．圧力水頭，位置水頭，速度水頭の合計で表され
る．

線スペクトル せんすぺくとる line spectrum 原子や一部の分子のエネルギー状態が変化することで
発せられる電磁波や吸収による離散的なスペクトル．



浅成鉱床 せんせいこうしょう supergene deposit 天水の作用により二次的に生成した鉱床の総称．深成
鉱床の対語．

浅層安定処理 せんそうあんてい
しょり

shallow soil
stabilization

地表面下数ｍ程度の浅層部分を対象とした土質安定処
理．

漸増型平板載荷
試験

ぜんぞうがたへいば
んさいかしけん

incremental plate
loading test

破壊荷重，または規定荷重まで荷重を漸増させる平板
載荷試験．

漸増載荷圧密試
験

ぜんぞうさいかあつ
みつしけん

constant loading rate
consolidation test

荷重を一定速度で増加させていく急速圧密試験法の一
つ．

先造山時火成活
動

せんぞうざんじかせ
いかつどう

preorogenic magmatism H.Stille(1940)の分類による，地向斜期の火山活動．
初期火山活動ともいう．

浅層地盤改良 せんそうじばんかい
りょう

shallow soil improvement 土質安定処理工法の一つで，地表から深さ数ｍ程度の
土質地盤における地盤改良をさす．

浅層地下水 せんそうちかすい shallow ground water 十数ｍから数十ｍよりも浅い地下水のこと．30ｍを境
に深層地下水と区分することが多い．慣用的な表現．

全層雪崩 ぜんそうなだれ full-depth avalanche 地表面を滑り面とする雪崩．これに対し，積雪層のう
ちある層を滑り面とするものを表層雪崩という．

浅層反射法地震
探査

せんそうはんしゃほ
うじしんたんさ

shallow seismic
reflection method

地下数100ｍ以内の浅層における地下構造の解析を対象
として反射波を利用する地震探査法．建設・土木・地
熱など用途が広い．

センタードレー
ン

せんたーどれーん center drain トンネルの底盤中央の下に設置される排水管．周辺地
山から浸出する地下水はセンタードレーンで坑外へ排
出される．

センターホール
型荷重計

せんたーほーるがた
かじゅうけい

center-hole type load
cell

中空円筒型の荷重計．アンカーロッドなどの張力計測
に用いられる．

センターホール
ジャッキ

せんたーほーる
じゃっき

center hole jack 中心部に円柱状の穴を有するジャッキ．ロックボルト
やアンカーなどの引抜き試験によく用いられる．

仙台石 せんだいいし Sendai ishi 北上山地南部，下部三じょう系（三畳系）稲井層群中
の頁岩の石材名．大きな石材が得られるので，石碑・
床材などに利用される．

全体カットオフ ぜんたいかっとおふ total cut off 部分的な不透水構造物に対する対語で，ダム全体に施
工する不透水構造物（止水壁）．

先第三紀 せんだいさんき Pre-Tertiary(period) 第三紀より前の時代（6,500万年以前）すべてをさす非
公式な名称．基盤岩の時代をさす場合が多い．

選択交代作用 せんたくこうたいさ
よう

selective metasomatism 特定の岩石・鉱物が他のものよりも受けやすい交代作
用．石灰岩に鉄・マグネシウムが添加されやすいこと
などがその例．



選択採掘 せんたくさいくつ selective mining 鉱体中の比較的高品位の部分だけを選択的に採掘する
こと．大規模機械化，低品位鉱の大量生産などとは反
対．

選択取水設備 せんたくしゅすいせ
つび

selective water
withdrawal equipment

水質・水温などの条件で選んだ水の取水が行なえるよ
う，取水する深さを選択できる構造をもつ貯水池の取
水設備．

選択浸食 せんたくしんしょく selective erosion 差別浸食ともいう．同一の浸食過程による不等的浸食
ないし，断層・節理などの弱線に沿う浸食．

選炭 せんたん coal dressing 原炭から不純物を選別して，石炭中の灰分・イオウ分
などをできるだけ除去して石炭の品位を高める作業．

扇端 せんたん toe of fan 扇状地の下流側の端付近，扇状地面の末端部．扇状地
堆積物としてしばしば泥質堆積物を挟む．

せん断 せんだん shear, shearing 物体のある面に平行に力が作用し，体積は変化せず形
のみ変化すること．

せん断応力 せんだんおうりょく shear stress 面要素に平行に作用する応力．接線応力ともいう．

せん断遅れ せんだんおくれ shear lag 補強剤が接合された薄肉部材に荷重が作用したとき
に，接合部で応力が大きくなる現象．

せん断角 せんだんかく shear angle 共役断層にみられるような，二つのせん断面のなす角
度のうち，最大圧縮主応力軸を含む側の角度．

せん断強度 せんだんきょうど shear strength 物質が破壊するときのせん断応力．一般的には破壊強
度からせん断強度定数（ｃ，φ）を求める．

せん断強度定数 せんだんきょうど
じょうすう（ていす
う）

shear strength parameter せん断強さを表す定数．一般にクーロンの破壊規準に
準拠して，粘着力ｃとせん断抵抗角φの式で表す．

せん断杭 せんだんぐい pile for shear
reinforcement

地すべり抑止杭の一種．曲げ応力は考慮せず，すべり
面のせん断抵抗力を増加させることにより地すべりを
抑える．

先端駆動型ドリ
ル

せんたんくどうがた
どりる

down-hole motor drill ロッド先端に特殊な機械装置を取り付け，ビットだけ
が回転する形式としたドリル．

せん断クリープ せんだんくりーぷ shear creep 一定応力下で材料のせん断ひずみが時間とともに次第
に増加する現象．

せん断座屈 せんだんざくつ shear buckling せん断応力による部材の座屈．



せん断試験 せんだんしけん shear test 土や岩石のせん断強度（粘着力，内部摩擦角）・変形
特性を求める試験．載荷方式によってせん断応力載荷
型・主応力載荷型に大別され，さらに前者は側方変位
拘束型（一面せん断，単純せん断など），側方変位非
拘束型（ねじりせん断など），後者は軸対称型（一軸
圧縮・三軸圧縮・三軸伸張など），三主応力型（三主
応力制御試験など）に分類される．

せん断試験機 せんだんしけんき shear testing apparatus 物体にせん断荷重を加えて破壊し試験体の変形特性や
強度定数を求めるための試験機．

先端支持杭 せんたんしじぐい point bearing pile 支持層となる地盤に到達した杭の先端の支持力だけに
頼る基礎杭．

先端支持力 せんたんしじりょく end bearing capacity 支持層に打ち込まれた杭の先端部分が支える力．杭の
施工法と先端地盤の性状によって変化する．

せん断褶曲 せんだんしゅうきょ
く

shear fold 密に分布するせん断面で滑ることにより生じた褶曲．
理想的には相似褶曲,地下深部で生成と考えられてい
る．

せん断褶曲作用 せんだんしゅうきょ
くさよう

shear folding せん断褶曲をつくる作用．曲げ褶曲より地下深部で形
成されると考えられている．

先端接着型ロッ
クボルト

せんたんせっちゃく
がたろっくぼると

point bonded rock bolt 先端のみを地山に接着したロックボルト．接着剤の固
化後，締め付けを行う必要がある．

せん断節理 せんだんせつり shear joint せん断破壊によってせん断面に形成された節理．主圧
縮応力と高角の一組の共役節理からなる．

せん断速度 せんだんそくど shear velocity, rate of
shear

物体のある面に沿ってせん断応力が作用する速度．

せん断帯 せんだんたい shear zone せん断変位が分散したゾーン．大小の断層が密集並走
し，変形・破砕組織をもつ．強度的弱線になることが
ある．

せん断耐力 せんだんたいりょく shear capacity 材料の最大せん断抵抗力．

せん断弾性係数 せんだんだんせいけ
いすう

shear modulus 体積が変らずに形状が変化する場合に対応する弾性係
数のこと．せん断応力のせん断ひずみに対する比にあ
たる．

せん断弾性波速
度

せんだんだんせいは
そくど

shear velocity, shear
wave velocity

せん断波速度と同義

せん断弾性率 せんだんだんせいり
つ

shear modulus せん断応力とせん断ひずみとの比で，単位あたりの角
ひずみを引き起こすせん断応力．

せん断中心 せんだんちゅうしん shear center せん断力の合力（作用線）のうち断面内においてねじ
りモーメントを生じず，曲げモーメントのみ生じる
点．



せん断強さ せんだんつよさ shear strength せん断に対する極限の強さ．垂直応力，拘束圧，排水
条件，ひずみの割合に依存する．せん断強度．

先端抵抗 せんたんていこう point resistance 杭の支持力は先端の支持力と周面摩擦よりなる．この
うち前者の抵抗力をさす．

せん断抵抗 せんだんていこう shearing resistance 物体にせん断力が作用した際に生じるせん断応力に対
する抵抗力．摩擦抵抗と粘着力よりなり，せん断強さ
と同義語．

せん断抵抗角 せんだんていこうか
く

angle of shear
resistance

土のせん断強さのパラメータの一つ．内部摩擦角と同
義．

せん断抵抗力 せんだんていこう
りょく

shear resistance せん断が生じるような力に対抗して物体内部に生じる
せん断応力．せん断強さと同義語として使用される．

せん断波 せんだんは shear wave 地震によって発生する弾性波のうち，振動方向が進行
方向に垂直な面内にあるもので，横波，Ｓ波ともよば
れる．

せん断破壊 せんだんはかい shear failure せん断応力を受ける物体がすべり面に沿ってせん断ひ
ずみを生じ破壊すること．

せん断箱 せんだんばこ shear box 一面せん断試験装置の一部で試料を入れる上下二つに
割れた箱．上下の境界面をせん断面として直接せん断
を行い，せん断強度を求める．試験法が整備され粘性
土への適用が増えている．

せん断波速度 せんだんはそくど shear wave velocity 衝撃などによるせん断（剪断）ひずみが物質中を伝搬
する速度．Ｓ波速度とも呼ばれる．液体中は伝搬しな
い．

せん断ひずみ せんだんひずみ shear strain せん断応力によるひずみ．互いに直交する２平面間の
角度の変化で示す．

せん断ひずみ速
度

せんだんひずみそく
ど

shear strain rate せん断ひずみの時間的な変化の割合．

せん断へき開
（せん断劈開）

せんだんへきかい shear cleavage 褶曲軸面に平行なすべりへき開．ちりめんじわへき開
（細密褶曲へき開）と同義語．

せん断変位計 せんだんへんいけい shear displacement meter 地すべりの横断方向の変位（せん断変位）を測定する
ための計器で，支点間の鉄パイプの回転を付随するリ
ン青銅板のひずみとして静ひずみ指示計で測定する計
器などがある．

せん断変形 せんだんへんけい shear deformation 体積変化を伴わない物質の形状の変化．

せん断変形係数 せんだんへんけいけ
いすう

shear modulus 剛性率と同義語．

せん断摩擦安全
率

せんだんまさつあん
ぜんりつ

safety factor against
shear sliding

ダム基礎のせん断破壊に対する安全率のことで，へ
ニー式で求められる．



せん断摩擦抵抗
力

せんだんまさつてい
こうりょく

resistant force against
shear failure, force of
shear sliding resistance

ダム基礎のせん断破壊に対する抵抗力をいい，基礎の
せん断強度と内部摩擦角の関数である．

せん断面 せんだんめん shear plane 面に沿うずれを生じている破壊面．１方向にできる場
合と対称的な２方向にできる場合がある（共役せん断
面）．

せん断面角 せんだんめんかく angle of shear 岩盤に見られる一組の共役せん断面のなす角度のう
ち，鋭角の方．

全断面掘削 ぜんだんめんくっさ
く

full face excavation 全断面工法と同義．

全断面掘削機 ぜんだんめんくっさ
くき

full face tunneling
machine

トンネルの全断面を掘削する機械の総称．回転カッ
ターにより切削する方式．全断面の発破掘削を行うた
めに用いるガントリージャンボなどがある．

全断面掘削工法 ぜんだんめんくっさ
くこうほう

full face excavation
method

全断面工法と同義．

全断面坑道掘進
機

ぜんだんめんこうど
うくっしんき

full face tunneler,
tunnel boring machine

全断面トンネル掘進機と同義．

全断面工法 ぜんだんめんこうほ
う

full face excavation
method

トンネルの全断面を同時に掘削する工法．地質条件が
良い場合に採用され，大型機械を使用することができ
る．インバート部は後から掘削されることもある．

全断面トンネル
掘進機

ぜんだんめんとんね
るくっしんき

full face tunneler,
tunnel boring machine

トンネルの全断面を同時に掘削する機械．円形の掘削
機の前面に回転するカッターを備える．トンネルボー
リングマシーン．

全断面覆工 ぜんだんめんふっこ
う

full round placing
system

トンネルの２次覆工コンクリートの施工で，アーチ部
と側壁部を同時に打設する方法．ＮＡＴＭでは全断面
覆工が標準となっている．

扇端湧水帯 せんたんゆうすいた
い

spring zone of fan 扇状地末端部の地下水面露頭が湧泉や湿地を形成する
地域．地形が平坦地へ移行する傾斜変換点付近にあた
る．

せん断領域 せんだんりょういき shear domain せん断ひずみが特に大きく，あるいはせん断破壊が進
行して，他の部分と不連続になった領域．

前置斜面 ぜんちしゃめん foreset slope 三角州の末端部（前面）に堆積物がつくる急傾斜の斜
面．

前置層 ぜんちそう foreset beds 三角州の前面に形成される急斜面に斜交層理を形成し
て堆積する砂，礫などの粗粒堆積物．

全窒素 ぜんちっそ total nitrogen 水質汚濁の指標となる水質項目の一つで，いろいろな
形態の窒素化合物に含まれる窒素の総量．

前置フィルタ ぜんちふぃるた prefilter 気体中に含まれる放射性物質を除去するためのフィル
タで，通常はHEPAフィルタの前に設置される．



扇頂 せんちょう apex of fan 扇状地の上流側の端付近，谷の出口部分．扇状地の扇
のかなめに当たるところ．

閃長岩 せんちょうがん syenite 石英が少なく，カリ長石・有色鉱物を主成分とする完
晶質中～粗粒の深成岩．アルカリ岩に伴って産する．

扇頂かん養帯
（扇頂涵養帯）

せんちょうかんよう
たい

recharge zone of fan 扇状地へ流入する河川水の伏流浸透によって地下水が
かん養（涵養）を受ける地域のことで，扇状地の扇頂
部にあたる．

前兆現象 ぜんちょうげんしょ
う

precursory phenomenon ある現象が起こる前に発生する現象に対する一般的な
用語．地震について議論されることが多い．

尖頂褶曲 せんちょうしゅう
きょく

chevron fold 屋根型に尖ったヒンジと板状の脚をもった褶曲．シェ
ブロン褶曲・マイター褶曲とも．

閃長閃緑岩 せんちょうせんりょ
くがん

syenodiorite ほぼ等量の斜長石とアルカリ長石を含む中性・完晶質
粗粒の深成岩．モンゾナイトと同義語．

閃長斑岩 せんちょうはんがん syenite porphyry 閃長岩（カリ長石・有色鉱物を主成分とする深成岩）
のうち，完晶質斑状の岩石．

尖頂峰 せんちょうほう horn 氷食地形の一種で，３方向ないし４方向からのカール
の切合いの後に残る三角錐型の鋭い岩峰．ホルンとも
いう．尖峰と同義．

全沈下 ぜんちんか total settlement 基礎の沈下形状における各測点の沈下の絶対量．

尖度 せんど kurtosis 粒径分布曲線の形状を示す方法の一つ．両端と頂点の
分級度の比で求められる．

全土圧 ぜんどあつ total earth pressure 土塊重量により構造物壁面などに作用する全圧力．

潜頭鉱床 せんとうこうしょう concealed deposit 地表に露頭がなく地下にだけ発達する鉱床．

善徳地すべり ぜんとくじすべり the Zentoku landslide 1854年以降繰り返し発生し，徳島県三好郡西祖谷山村
で災害を引き起こしている．三波川結晶片岩地帯の代
表的な地すべり．

セントラライ
ザー

せんとららいざー centralizer 電気検層など各種検層において，孔内に降下させる電
極装置の中心を孔中心に保持する装置．

セントル せんとる form for tunnel lining,
form for arch concrete

トンネル覆工の現場打ちコンクリートで用いられる鋼
製移動式型枠．

先長沼期 せんながぬまき pre-Ｎaganuma age 相模層群最下部の長沼層堆積以前をさす．長沼層は上
総層群の上位に不整合で重なる．



泉南酸性岩類 せんなんさんせいが
んるい

Sennan acidic rocks 大阪府南部の和泉山脈北麓から淡路島の一部にかけて
分布する流紋岩～同質溶結凝灰岩と砕屑岩．

穿入蛇行 せんにゅうだこう incised meander 屈曲する谷の中を流れる河川．自由蛇行に対する用
語．下刻曲線ともいう．

仙人断層 せんにんだんそう Sennin fault 岩手県北上市西方を南北に走る断層．東北脊梁山脈の
東縁付近に山脈方向とほぼ平行に位置する．

仙人峠断層帯 せんにんとうげだん
そうたい

Sennintoge fault belt 岩手県北上市西方を南北に走る断層帯．グリーンタフ
地域の東縁を示す．

潜熱 せんねつ latent heat 物質が一定の温度，圧力下で，その状態が固体，液
体，気体へ相変化する時に発生または吸収する熱．

浅熱水鉱床 せんねっすいこう
しょう

epithermal deposit 火成岩の形成過程と明確な関係を持たない熱水鉱物の
鉱床．

浅熱水成 せんねっすいせい epithermal 浅熱水鉱床と同義．

浅発地震 せんぱつじしん shallow earthquake 地震をその震源の深さによって浅発・やや深発・深発
地震の三つに分け，60kmよりも浅い震源の地震．

全反射 ぜんはんしゃ total reflection 低速度媒質から高速度媒質に波が入射した場合，入射
角が臨界角より大きいと入射波がすべて反射される現
象．

全比重 ぜんひじゅう bulk density 岩石学で固相に粒子間隙や気泡を含めた全体の単位体
積あたりの重量．見かけ比重ともいう．

線ひずみ計 せんひずみけい wire strain gauge 電気抵抗線ひずみ計と同義．

前氷河地域 ぜんひょうがちいき preglacial 氷河に覆われる以前の地域．

全幅魚道 ぜんぷくぎょどう full width fish way 川幅（流路幅）全面を魚道として利用しているもの
で，階段式や水路式などが存在する．

浅部トンネル せんぶとんねる shallow tunnel 土被り厚が薄いトンネル．地山のアーチアクションが
期待しがたいトンネル掘削径２倍以下の土被り厚のト
ンネル．

選別ロックフィ
ル

せんべつろっくふぃ
る

selected rockfill 硬岩原石山がなく，堆積土砂や崖錐，火山砕屑物層な
どから利用できるロック材を選別採取して盛立てる工
法．

尖峰 せんほう horn 尖頂峰と同義語．ホルンともいう．



前方交会法 ぜんぽうこうかいほ
う

method of forward
intersection

平板測量などにおいて，２箇所の既知点からの方向線
の前方交差によって目標の位置を求める方法．

線膨張係数 せんぼうちょうけい
すう

coefficent of linear
expansion

温度変化に伴う固体の膨張・収縮の変化量を示す．温
度1℃の変化に伴う単位長さの変化量として定義．

線膨張率 せんぼうちょうりつ coefficent of linear
expansion

温度変化に伴う固体の膨張・収縮の変化量を示す．温
度1℃の変化に伴う単位長さの変化量として定義．

千枚岩 せんまいがん phyllite 一般に泥質岩起源の変成岩．変成度は粘板岩と結晶片
岩の中間．黒色．片理がよく発達し薄板状に剥がれや
すい．

千枚田 せんまいだ step-like paddy field 傾斜地を耕して階段状に作った水田．その多くが地す
べり地を利用して作られている．棚田とも呼ぶ．

潜マグマ鉱床 せんまぐまこうしょ
う

cryptomagmatic deposit 火成岩体から離れて存在し，付近に成因的に関係のあ
る火成岩体が認められない鉱床．

千厩花崗岩 せんまやかこうがん Senmaya granite 南部北上山地に分布する白亜系花崗岩類．全体として
斜長石に富む石英閃緑岩質の岩体．

尖滅 せんめつ thin out, pinch out,
pinching, wedge out,
lensing

岩相変化の一形式．ある地層が側方へ厚さを減じ，や
がて消滅すること．

せん滅トラップ せんめつとらっぷ pinch-out trap 石油・天然ガスを貯留する地質条件が地層のせん(尖)
滅により形成されたもの．

全面接着型ロッ
クボルト

ぜんめんせっちゃく
がたろっくぼると

fully bonded bolt モルタルやセメントミルクなどの接着剤で全長を地山
に接着させたロックボルト．

千屋断層 せんやだんそう Senya fault 地震断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．横手盆地東縁活断
層系の一つで，陸羽地震(1896)の時に活動した．平均

変位速度は0.8～1.0m／103年の逆断層．

前陸盆地 ぜんりくぼんち fore deep 地向斜説の造山運動において，山脈形成時の前面に生
じるモラッセの堆積盆．前縁盆地と同じ．

潜流 せんりゅう underflow 河床堆積物中を河川水が浸透流動する状態．流速は地
表水より遅いが周辺の地下水よりも早い．

線量 せんりょう dose 放射線の照射量．被照射物質の単位質量に吸収される
エネルギーもしくはそれに比例する量で表す．

線量計 せんりょうけい actinometer 放射エネルギーや放射線強度の計測器の総称．とく
に，太陽放射エネルギーや紫外線の強度を計測するも
のをさす．

閃緑岩 せんりょくがん diorite 斜長石・角閃石・黒雲母を主成分とする完晶質の中性
深成岩．花崗岩体・はんれい岩（斑糲岩）体の周辺に
産することが多い．



閃緑斑岩 せんりょくはんがん diorite porphyry 閃緑岩（斜長石・角閃石などの有色鉱物を主成分とす
る深成岩）と同じ鉱物組成で完晶質斑状の岩石．閃緑
ひん岩ともいう．

せん裂帯 せんれつたい crush zone 岩石が機械的に破砕され生じた断層内物質を含む破砕
帯のうち，せん断性の断裂によるもの．

ソイルアセスメ
ントコーンぺネ
トロメータ

そいるあせすめんと
こーんぺねとろめー
た

soil assessment cone
penetrometer

軍用車両の土質地盤における運搬･走行性を測定するた
め開発されたコーンペネトロメータ．

ソイルエキスカ
ベーター

そいるえきすかべー
たー

soil excavator 土砂や軟岩など固結土の低い地山を掘削し，掘削土砂
を積み込む機構を持った掘削機械．

ソイルコンス
ティチューショ
ン法

そいるこんすてぃ
ちゅーしょんほう

soil constitution method 室内試験結果より地盤の熱伝導率を求める方法．

ソイルサンプラ そいるさんぷら soil sampler 未固結の堆積物・土壌を採取するために使用される各
種の器具．攪乱試料用と不攪乱試料用に大別される．
チューブ式サンプラやオーガー，ショベルなどがあ
る．

ソイルセメント そいるせめんと soil cement 土砂にセメントを添加混合した改良土．現地で発生す
る土砂を利用し,押さえ盛土などに用いられる．

ソイルセメント
舗装

そいるせめんとほそ
う

soil-cement pavement 土とセメントを混合し，ローラで転圧する舗装方法．
たわみ性舗装用路盤が形成される．

ソイルネイリン
グ工法

そいるねいりんぐこ
うほう

soil nailing method 鉄筋補強土工法の一種で，主として切土のり面の安定
化のために用いる．のり面に一定パターンで掘削し，
鉄筋などを挿入，セメントぺーストで定着させる．

ソイルミキシン
グウォール工

そいるみきしんぐ
うぉーるこう

soil mixing wall method 土中削孔時，混合液を吐出し掘削土砂と混合させ，柱
列のソイルセメント壁体を築造する工法．

ソイルモルタル そいるもるたる soil mortar 現地発生土とセメントと水で混合したソイルセメント
に細骨材を混合したもの．土の安定処理の目的に用い
る．

素因 そいん primary cause 地すべりを発生させる要素のうち，十分条件としての
地質や地形的な要素．逆に直接原因を誘因という．

相 そう facies 均一な性質をもったもの．その意味は広く，堆積学で
は層相，岩石学では鉱物相や変成相など．

層位 そうい stratigraphy 層序に同じ．ある地域における地層の重なりの順序，
すなわち新旧を示したもの．

層位学 そういがく stratigraphy 地層の生成年代の新旧を基準として地層を区分し，対
比する地質学の一分野．層序学と同義．

層位トラップ そういとらっぷ stratigraphic trap 不整合・岩相変化などの層位学的要素が原因となった
石油・天然ガス貯留の地質条件．



層位封塞型鉱床 そういふうそくがた
こうしょう

stratigraphic trap type
deposit

堆積様式など層位的要因で生じたトラップ（層位ト
ラップ）に形成された石油鉱床．

早雲山地すべり そううんざんじすべ
り

the Sounzan landslide 1954年に神奈川県足柄下郡箱根町の神山北東方斜面で
発生した地すべり．硫気ガスが誘因となった温泉地す
べり．

騒音 そうおん noise 人の聴覚に対して不快感をおよぼす音．周波数，音
量，周囲の環境により騒音の基準は異なる．

騒音計 そうおんけい sound meter, sound level
meter

騒音を計測するための器具．騒音の度合いをデシベル
またはホンを単位とする数値で表示する．

騒音測定 そうおんそくてい measurement of sound
level

騒音の測定法はＪIＳ，環境基準，騒音規制法などに規
定されており，通常人の聴感の周波数特性で補正した
騒音レベル（単位dB）で評価される．

騒音レベル そうおんれべる sound level 騒音を評価するための基本量．音圧レベルに周波数に
応じた相対レスポンスを加えたもの．単位はデシベル
（dB）．

層灰岩 そうかいがん tuffite 火山灰と泥などが交互に堆積し，細かい葉理を示す堆
積岩．

総荷重強度 そうかじゅうきょう
ど

gross loading intensity 基礎底面上にかかる全荷重によって生ずる鉛直方向の
荷重強度．

層間 そうかん interformational 層間褶曲など，地層と地層との間の事象についていう
術語．ただし層間礫岩はその例外的用法（層間礫岩参
照）．

相関関数 そうかんかんすう correlation function 時間変化する二つの信号の，異なる時点での波形の類
似性を表す関数．自己相関関数と相互相関関数があ
る．

相関行列 そうかんぎょうれつ correlation coefficient
matrix

多変量解析において，目的変数，説明変数間の全ての
組合せの単相関係数を要素とする行列．

相関係数 そうかんけいすう correlation coefficient 二つの確率変数が与えられた際，両者の相互関連の程
度を示す指標．通常+1から-1までの値で基準化され
る．

造岩鉱物 ぞうがんこうぶつ rock-forming minerals 主な火成岩・変成岩・堆積岩を構成する鉱物．主要な
ものは石英・長石・輝石・角閃石・黒雲母などの珪酸
塩鉱物．

層間水 そうかんすい interlayer water スメクタイトなどの層状珪酸塩粘土鉱物の成分層間に
含まれる水分．温度・湿度・交換性陽イオンの種類に
より変化．

層間落差 そうかんらくさ stratigraphic throw 断層の両側に同一の地層があるときの，地層面に垂直
な方向での両層の隔離．層位学的隔離ともいう．

層間礫岩 そうかんれきがん interformational
conglomerate

地層の内部に挟まれる礫岩で，礫の供給源は外部の地
層である．



送気式坑内換気 そうきしきこうない
かんき

air supply ventilation 掘削作業中のトンネルで，坑口に送風機を設置し，風
管で新鮮な空気を切羽付近に送気する換気方法．

早強剤 そうきょうざい accelerator セメントの水和反応を刺激してコンクリートに急結性
を付与する混和剤．

早強セメント そうきょうせめんと high early strength
cement

早期において強度がでるように調製されたセメント．

双極子法 そうきょくしほう dipole method 電流双極子による電場を，その周辺において電位双極
子を用いて多数測定する電気比抵抗法．

層群 そうぐん group 地層命名規約に基づく地層区分の単位．二つ以上の累
層から構成される．命名の古いものは累層に細分され
ていないものがある．

象牙質 ぞうげしつ dentine 脊椎動物の歯を構成する基本的硬組織．水酸りん灰石
微晶とコラーゲンが主．硬骨魚類を除く魚類の鱗にも
存在．

走向 そうこう strike 地層面・断層面などの平面と水平面との交線の方向．

走向移動 そうこういどう strike slip 断層の変位の要素に関する用語で，実移動の走向成分
のこと．

走向移動断層 そうこういどうだん
そう

strike-slip fault 断層の主要な運動方向が走向移動である断層．走向す
べり断層，走向ずれ断層ともいう．

造構運動 ぞうこううんどう tectonic movement 地層や岩石を変位・変形させ，褶曲・断層など構造的
変形や破壊を起こす運動および過程の総称．構造運動
ともいう．

造構応力 ぞうこうおうりょく tectonic stress 地殻の大きな変動に関与する応力．地球内部では対流
やプレート運動により，非静水圧的な応力場が形成さ
れる．

走向隔離 そうこうかくり strike separation 断層の変位の要素に関する用語で，隔離の走向成分の
こと．

造構過程 ぞうこうかてい tectonic process 地殻を構成する地質体を変位・変形させ，褶曲・断層
などの構造的変化を引き起こす過程．

走行クレーン そうこうくれーん travelling crane クレーン設備が自在に移動できる荷役機械．トラック
クレーン・クローラクレーンなどがある．

走向・傾斜 そうこうけいしゃ strike・dip 地層面・節理面などが水平面と交わる直線の方向を走
向といい，これらの面と水平面がなす角度が傾斜であ
る．

走向谷 そうこうこく strike valley 走向に平行に発達した谷．硬軟差のある地層で軟質層
が差別浸食を受けたもの．



走向山稜 そうこうさんりょう strike ridge 走向に平行に発達した山稜．硬軟差のある地層で硬質
層が差別浸食から残ったもの．

造構史 ぞうこうし tectonic history 地殻の発達過程を研究する構造地質学的な手法，また
はそれによって解明された歴史．構造発達史とも．

造構軸 ぞうこうじく tectonic axis 変形した岩石における運動の釣り合いに関して用いら
れる軸．

走向すべり断層 そうこうすべりだん
そう

strike-slip fault 走向移動断層と同義．

走向ずれ断層 そうこうずれだんそ
う

strike-slip fault 走向移動断層と同義．

走向節理 そうこうせつり strike joint 層理面や褶曲軸などの走向に平行な節理．

走向線 そうこうせん strike line 地層面・断層面・節理面などの面構造と水平面との交
線．面構造の延長方向を示す．

走向線図 そうこうせんず strike-line map 水平断面上に地層の走向に平行な線を連ね，地質構造
を表した図．傾斜方向を矢印，傾斜角を線の間隔で表
示．

層構造 そうこうぞう layered structure, layer
structure

異なる地質や物性を持つ地盤などが層状に存在してい
ること．地層構造・速度層構造などと呼ぶ．

造構造運動 ぞうこうぞううんど
う

tectonic movement 造構運動と同義．

走向断層 そうこうだんそう strike fault 地層面と断層面との走向の関係による断層の分類の一
つで，断層面の走向が地層や岩脈の走向と平行な断
層．

総合柱状図 そうごうちゅうじょ
うず

compiled column 個々の露頭柱状図をまとめて，その地域全体の層序を
示した一本の柱状図．柱状図の高さは地層の厚さを反
映．

層孔虫類 そうこうちゅうるい Stromatoporoides,
Stromatoporida

海綿動物とされ，石灰質の骨格を持つ．群体で礁を形
成．温暖な環境を示す示相化石．オルドビス～白亜紀
に生息．

造構的応力場 ぞうこうてきおう
りょくば

tectonic stress field プレートなどの運動により，圧縮や引張りの応力を受
けて断層などの変動が生ずるような広域的な領域の
場．

総合浮選 そうごうふせん bulk flotation 鉱石に含まれる複数の鉱物を選別せずに濃縮する浮
選．バルク精鉱を優先浮選により各鉱物の精鉱に分離
する．

層厚補正 そうこうほせい bed thickness correction 送・受信器間隔に対する層厚や比抵抗検層における隣
接層の比抵抗が小さい場合に行う測定値に対する補
正．



造構論 ぞうこうろん tectonics テクトニクスと同義語．

相互相関 そうごそうかん cross correlation 二つの関数の類似性を表す量．関数が正規化されてい
る場合，完全相関なら１，無相関の場合は０に近くな
る．

走査型電子顕微
鏡

そうさがたでんしけ
んびきょう

scanning electron
microscope

試料上を電子線で走査し，数十倍から数万倍の倍率で
立体効果の高い画像が得られる電子顕微鏡．

走査型放射計 そうさがたほうしゃ
けい

scanning radiometer 受動型センサの一種で，波長別の電磁波の強度を回転
鏡や振動鏡といった機構により面的に測定する装置．

走査型マイクロ
波放射計

そうさがたまいくろ
はほうしゃけい

scanning microwave radio
meter

物体の熱放射によるマイクロ波を輝度温度としてアン
テナで受信・測定するセンサ．空間分解能は低い．

造山運動 ぞうざんうんどう orogenic movement 文字どおり山地を形成する運動．大規模な褶曲や断層
を伴う．

造山期 ぞうざんき orogenic phase 造山運動の間で，最も激しい地殻変動が行われた時
期．

造山時火成活動 ぞうざんじかせいか
つどう

synorogenic magmatism 地向斜説で，地向斜が深く沈降して激しい構造運動と
ともに起きる花崗岩類の活動で特徴づけられる火成活
動．

造山帯 ぞうざんたい orogenic belt 造山運動の起こった地帯をいい，現在において主に衝
突性のプレート境界にあたる地殻変動の活発な地帯．

造山帯片麻岩
ドーム

ぞうざんたいへんま
がんどーむ

mantled gneiss dome 地下深部で生じた片麻岩や片麻状花崗岩などがダイア
ピル貫入を生じることより形成されるドーム構造．

造山輪廻 ぞうざんりんね orogenic cycle 造山運動が地史の上で，ほぼ同じような形式で繰り返
し起こったとみて，表現したもの．

走時 そうじ travel time 弾性波が震動源から受振点までの伝播に要する時間．
伝播経路，経路の速度分布，弾性波の種類に関係す
る．

走時解析 そうじかいせき analysis of travel time 屈折法地震探査において，探査記録から走時曲線を作
成し，その解析から速度断面を求めること．

走時曲線 そうじきょくせん time-distance curve 受振点における振動記録から走時を読みとり，横軸に
受振点距離，縦軸に走時を目盛ってグラフ化したも
の．

相似褶曲 そうじしゅうきょく similar fold 褶曲している全ての層の褶曲面が同一の形状を示す褶
曲．褶曲軸面に平行な断面で層厚（褶曲面の間隔）が
等しい．平行褶曲と対照．

相似則 そうじそく similarity rule 模型実験における，模型と実物との寸法，重力，時間
の対応関係．



走時表 そうじひょう time distance table 震源からの距離と地震波などが，その距離に到達する
時間の関係を表で示したもの．

層準 そうじゅん horizon 地層中の特定の位置．同層準とは鍵層などが同時期に
形成されたことを示す．

層準規制型硫化
物鉱床

そうじゅんきせいか
たりゅうかぶつこう
しょう

stratabound sulphide ore
deposit

鉱床形成の場がある一定の層準に限定されている硫化
物鉱床．キースラーガー・黒鉱鉱床などが代表例．

層序 そうじょ stratigraphy 地層の累重関係や形成順序をさす．層の岩相や分布形
態・含有化石などを基準として地層区分を行う．

双晶 そうしょう twin ２個以上の単結晶が相互に対称的に結合したもの．

層状 そうじょう stratiform 構造の形態で，規則的かつ連続性の良い縞状または板
状のもの．

層状含銅黄鉄鉱
鉱床

そうじょうがんどう
おうてっこうこう
しょう

bedded cupriferous
pyrite deposit

主に黄鉄鉱で，黄銅鉱を伴う緻密塊状で層状の鉱床．

層状含銅硫化鉄
鉱鉱床

そうじょうがんどう
りゅうかてつこうこ
うしょう

bedded cupriferous iron
sulfide deposit

硫化鉄鉱・銅などの集合体からなる緻密塊状の層状鉱
床．苦鉄質火山岩起源の変成岩中に胚胎する例が多
い．キースラーガーと同義．

層状岩盤 そうじょうがんばん stratified rock mass 層理・片理が発達した岩盤．岩盤の構造に特定の卓越
方向があり，力学的性質や透水性が方向によって異な
る．

層状鉱床 そうじょうこうしょ
う

bedded deposit 堆積岩・変成岩の層理に平行かつ層状に胚胎し，大規
模な鉱床を形成．石油・石炭・一部の鉄鉱床はこの型
に属する．

掻傷硬度 そうしょうこうど scratching hardness 引っかき硬さと同義．

層状鉱脈 そうじょうこうみゃ
く

bedded vein 堆積岩の層理面や変成岩の片理面に沿う割れ目に鉱液
や鉱化ガスが充填して形成された層状の鉱脈．

造礁さんご（造
礁珊瑚）

ぞうしょうさんご reef coral さんご（珊瑚）礁の骨格を作るさんご（珊瑚）類．現
世のものは水温18℃以上，塩分27～40‰，30ｍ以浅の
海底に繁栄．

層状地盤 そうじょうじばん layered ground 性状の異なる土や岩石が層状に分布している地盤．

層状水 そうじょうすい stratum water,
stratiform water

比較的均質な透水性地層中を，その地層の分布構造に
従うかたちで流動・停滞している地下水および温泉
水．

霜晶石 そうしょうせき pachnolite 組成はNaCaAlF6・H2O．単斜晶系．硬度３．比重2.98．

霜に似た柱状結晶．無色～白色で光沢がある．



層状堆積鉱床 そうじょうたいせき
こうしょう

stratiform sedimentary
deposit

形状が地層と整合的で，元素・鉱物・岩石片が化学的
あるいは機械的に濃集して形成された鉱床．

層状チャート そうじょうちゃーと bedded chert 深海底に堆積した放散虫などの微化石の遺骸からなる
硬質緻密の珪質堆積岩．泥質薄層を頻繁に挟み層状を
なす．

層状鉄鉱床 そうじょうてっこう
しょう

stratiform iron ore
deposit

堆積型鉄鉱床で，大規模なものが多く，世界の鉄鉱資
源の80%以上を占める．

層序学 そうじょがく stratigraphy 地層の構成要素･相互関係を総合的に研究し，形成の新
旧によって地層を区分・対比する地質学の一分野．層
位学とも．

層序区分 そうじょくぶん stratigraphic
classification

岩相・含有化石・形成年代などの尺度から体系的に行
われる地層区分．岩相層序・生層序・年代層序区分な
どがある．

層序試錐 そうじょしすい stratigraphical drilling 地下深部までの層序を総合的に解明するための手段と
して実施する試錐．

層序図 そうじょず stratigraphic map 地層の累重関係や形成順序を視覚的に示したもの．層
序区分を行う際の作業図や結果図として使用される．

層序対比 そうじょたいひ stratigraphic
correlation

各地域の層序区分を鍵層や化石などの共通に存在する
示標を用いて対比すること．主に層序対比表で示され
る．

層序単位 そうじょたんい stratigraphic unit 各種の層序区分に基づき分類された地層の単位．各単
位は地層命名規約に従い命名される．

層序断面図 そうじょだんめんず stratigraphic profile 特定の地層を基準として上下層の層相・層厚変化を示
す断面図．地層の変形・不連続性は補正して作成す
る．

層序表 そうじょひょう correlation table 対象地に分布する地質を標準的な年代区分と対比し，
地層の新旧や上下関係を示した表．

送水掘 そうすいぼり water drilling, blind
drilling

スライムの排除，ビットの冷却を目的として，試錐時
に清水や泥水を送りながら掘削する方法．

層すべり そうすべり bedding plane slide 流れ盤斜面において，地層面をすべり面としてその上
部が一体となって滑落するもの．

双設トンネル そうせつとんねる twin tunnels 並列して建設された２本のトンネルのこと．トンネル
の離間距離は中心線で掘削径の３倍程度とるのが標
準．近い場合は近接トンネルとして設計や施工に特別
な配慮が必要となる．

層相 そうそう stratigraphic facies 地層生成時に得られた岩石組成・堆積構造・含有化石
内容などの諸性質．岩相・鉱物相・地球化学相・化石
相などと区別することもある．

層相図 そうそうず facies map 特定の地層について層相の空間的な分布を表現した
図．図上には岩相・化石相・構造要素などを表現す
る．



層相変化 そうそうへんか facies change 地層の形成時期は同一であるが，その構成要素（層
相）が空間的に変化していること．

相対間隙比 そうたいかんげきひ relative void ratio 最大密度・最小密度試験から求まる砂の締まり具合の
指標を相対密度Drと言い，（1-Dr）の値を呼ぶ．

相対含水比 そうたいがんすいひ relative water content 粘性土の液性・塑性限界試験から求まる液性指数の別
名で，土の含水比からみた相対的な硬軟を表す指標．

相対屈折率 そうたいくっせつり
つ

relative refractivity 電磁波や音などの波が伝播速度の異なる媒質の境界面
を通過する時の法線に対する入射角と屈折角の正弦の
比．

相対コンシステ
ンシー

そうたいこんしすて
んしー

relative consistency 自然含水比状態での相対的な硬さの目安となる指数．
（液性限界－自然含水比）／塑性指数で表される．コ
ンシステンシー指数とも呼ばれる．

相対浸透率 そうたいしんとうり
つ

relative permeability 地層などの空隙中の流体が２相以上の場合の各相の有
効浸透率と絶対浸透率との比．

相対層厚 そうたいそうあつ relative thickness 比抵抗法理論において，層厚の電極間隔に対する比．
標準曲線の横軸の値として用いることが多い．

相対沈下計 そうたいちんかけい relative settlement
gauge

地盤や構造物の沈下を計測する装置の一種で，連通管
を利用して構造物の不同沈下を測定するもの．

相対年代 そうたいねんだい relative age 層序や古生物の進化などを尺度とした事象の前後関係
を示す年代．これにより地質年代表が作成される．

相対変位 そうたいへんい relative displacement 不動点より求まる絶対変位ではなく，便宜的に定めた
基準点間の変位．構造物の許容沈下量などで考慮され
る．

相対変位計 そうたいへんいけい extensometer ２点間の伸縮量を測定するための計器で，２点を結ぶ
ロッドまたはワイヤとその保護管および変位量の測定
器で構成される．伸縮計と同義．

相対見掛比抵抗 そうたいみかけひて
いこう

relative apparent
resistivity

あるモデルに対する見掛比抵抗とそのモデルの基準と
見なされる地質構成体の真の比抵抗との比．

相対密度 そうたいみつど relative density 砂質土などの粘着性のない土について，その締まり方
の程度を表す指標．

相対密度試験 そうたいみつどしけ
ん

relative density test 砂の最大･最小間隙比を求め，砂の相対密度を評価する
試験．

草炭 そうたん peat 沼沢地などの低湿地で形成された有機物含有量の高い
土（泥炭）のうち，草本を主体にするもの．一般に
ピートともいう．

草地土壌 そうちどじょう grassland soil 草本類が自然状態で優勢な植生となる土壌．ススキ
型・ササ型・シバ型などに区分される．



曹長岩 そうちょうがん albitite アルビタイト．アルカリ閃長岩質アプライトの一種．
ほとんど曹長石からなる優白色細粒の脈岩で，蛇紋岩
など塩基性岩石に伴って産出することが多い．日本で
はヒスイ産地である糸魚川市小滝産のものが有名．

曹長石 そうちょうせき albite 斜長石固溶体のNa端成分NaAlSi3O8が100～90%のもの．

三斜晶系．硬度6～6.5．比重2.61 (平均）．高温型・
低温型があり約700℃で転移．アルバイトともいう．

総貯水容量 そうちょすいよう
りょう

reservoir capacity,
gross capacity of
reservoir, gross
storage, storage
capacity

貯水池の河床からサーチャージ水位もしくは洪水時満
水位までの間に貯留できる水の総量．

層積みロック
フィル

そうづみろっくふぃ
る

coursed rockfill, bedded
rockfill

ロックゾーンを層状にまき出して転圧する工法．ロッ
ク材料が不良の場合でも分離や集中がなく均質に仕上
げられる．

相転移 そうてんい phase transition 安定に存在する一定の組成をもつ「相」が，条件の変
化により同一組成を保ったまま別の相に変化するこ
と．

層内褶曲 そうないしゅうきょ
く

intraformation fold 未褶曲の地層に挟まれて，特定の薄い地層のみに生成
した短波長の褶曲．層間褶曲ともいう．

層内礫岩 そうないれきがん intrafomational
conglomerate

同時代の地層が礫状に取り込まれた礫岩．あるいは単
に地層に挟まれる礫岩という意味でも用いられる．

挿入式傾斜計 そうにゅうしきけい
しゃけい

insertion type borehole
inclinometer

地盤中に埋設されたパイプの傾斜角を深度方向に一定
間隔で測定し，孔底を固定点とした地盤の水平変位の
深度分布を求めるための計器．地すべりや山留めの計
測に用いられる．

挿入式ストレイ
ンゲージひずみ
計

そうにゅうしきすと
れいんげーじひずみ
けい

inserted strain-gages ボーリング孔に設置されたパイプの曲がりを測定する
ための計器で，2本の長さ20～40cm直径20～30mmの硬質
塩ビ管をひずみゲージを貼付した厚さ3mm程度の塩ビ板
で接続したもの．パイプ中を移動しながら曲げひずみ
を測定する．

壮年期 そうねんき stage of maturity 浸食輪廻において幼年期の次の時期で，地形は最も険
しい．

壮年谷 そうねんこく mature valley 壮年期の谷．河川に供給される物質と河川の運搬力と
が平衡状態に達している．

双発地震 そうはつじしん earthquake doublet,
double shock

二つの規模の等しい大きな地震がほぼ同時期に活動す
るものをさす．1854年の安政東海地震と南海地震は好
例．

相反定理 そうはんていり reciprocity theorem 平衡状態にある系では，入力と出力とが互いに交換可
能であり，交換しても物理量は変わらないという定
理．

層比抵抗 そうひていこう layer resistivity 見掛比抵抗曲線の解析から得られる各地層の比抵抗
で，組成鉱物，孔隙率，地層水の状態などによって異
なる．

増幅器 ぞうふくき amplifier 電気信号を調整する装置.シグナル/ノイズ比を向上さ
せたり，ノイズ除去の為のフィルタ装置付もある.

相平衡 そうへいこう phase equilibrium 二つ以上の相が，熱力学的に平衡に共存すること．単
一物質の気相・液相・固相の共存など．



層別沈下計 そうべつちんかけい differential settlement
gauge

盛土やフィルダムなどの工事で，各層ごとの圧密沈下
量を測定するための計器．

層別沈下測定 そうべつちんかそく
てい

differential settlement
measurement

沈下対象層内に設置された沈下計を用いて各層の個々
の沈下量が連続的に検出可能となる測定形式の呼称．

蔵法院層群 ぞうほういんそうぐ
ん

Zohoin Group 四国地方に発達する中部三じょう系（三畳系）．秩父
累帯中帯に位置する．黒灰色泥岩を主とし，砂岩・凝
灰岩を挟む．

総掘工法 そうぼりこうほう overall excavation オープンカット工法のうち，掘削計画範囲の全面を一
気に掘下げる工法．

造盆地運動 ぞうぼんちうんどう basin building 盆地を形成する構造運動．大陸中で緩慢に大規模な盆
地が形成される場合と造山運動に伴う場合とがある．

相馬石 そうまいし Soma ishi 阿武隈山地北部，福島県相馬郡産石材．中生界の新期
花崗閃緑岩．淡紅色・粗粒．建築石材・墓碑などに使
用．

相馬中村層群 そうまなかむらそう
ぐん

Soma-Nakamura Group 阿武隈高地北東縁で南北に伸びて分布する中部ジュラ
～最下部白亜系．海・陸成層で構成され，層厚約
1,600m．

層面衝上 そうめんしょうじょ
う

bedding thrust 層理面に沿うほぼ水平な衝上断層．

層面スリップ そうめんすりっぷ bedding plane slip 層理面スリップと同義．

層面断層 そうめんだんそう bedding plane fault 地層面と断層面が平行な断層．

層面へき開（層
面劈開）

そうめんへきかい bedding plane cleavage 層理面に平行なへき開（劈開）．

装薬 そうやく explosive charge 発破において，せん孔（坑道式発破においては薬室）
内に入れるべき，あるいは入れた爆薬．またはその工
程．

宗谷断層 そうやだんそう Soya fault 北海道脊梁山脈東北端に位置し，北北西から南南西に
走る長さ20kmにおよぶ断層．

総落差 そうらくさ gross head 水力発電所が運転してない場合における取水口水位と
放水口水位の高低差のことをいう．

そうら層土 そうらそうど Soraso soil 福岡県筑豊地域から北九州地域の遠賀川流域に分布す
る高有機質土（黒泥）の俗称．

層理 そうり bedding 堆積物内部にできる成層構造．地層の最小単位（単
層）の上・下面は層理面．平行層理・斜交層理・級化
層理などに分類．



沢入花崗岩 そうりかこうがん Sori granite 渡良瀬川中流の沢入周辺に分布する白亜系と考えられ
ている花崗閃緑岩．大型の斑状カリ長石を含み，沢入
みかげ・渡良瀬みかげの名で石材として利用されてい
る．

造陸運動 ぞうりくうんどう epeirogeny 大陸全体またはそのうちのかなりの範囲が緩慢に隆起
または沈降する運動．

相律 そうりつ phase rule 熱力学系において平衡にある相の数p，独立成分の数
c，系の自由度fの間にある関係．f=c+2-pの関係にな
る．

沢入みかげ そうりみかげ Sori mikage 石材名．足尾山地に分布する白亜紀末期の黒雲母花崗
岩．カリ長石の巨晶を含む．塊状で割れ目や岩脈が少
ない．

層理面 そうりめん bedding plane 堆積物の内部にある岩相変化により区別される単層と
単層との境界面．剥離面となることがある．

層理面スリップ そうりめんすりっぷ bedding plane slip 層理面に沿った単層間の相対変位．地すべりの場合は
層理面をすべり面とするものをいう．

層理面断層 そうりめんだんそう bedding fault 層理面と平行な断層面を持つ断層．

掃流 そうりゅう traction ある一定以上の流速になると河床の堆積物が不安定と
なり，河床面上を移動する現象．

層流 そうりゅう laminar flow 流体粒子が互いに入り交じり合うことなく，層状をな
して流れること．レイノルズ数が小さい場合，実現す
る．

掃流移動 そうりゅういどう bed load transport 河川などにおいて，土砂が流れによる力を受けて河床
近傍を転動，滑動あるいは躍動しながら移動するこ
と．

掃流砂 そうりゅうさ bedload sediment 流水により河床上あるいはその近傍を滑動，転動ある
いは小跳躍によって移動する砂．

総流砂量 そうりゅうさりょう total sediment load,
total solids load

掃流砂と浮流砂が混在するような流れの場合，それら
を併せた全体の流送土砂量．

層流層 そうりゅうそう layer of laminar flow 地層などの多孔質媒体中の流体が，互いに交じり合う
ことなく，層状をなして流れているような媒体の一単
位．

掃流土砂 そうりゅうどしゃ traction load 掃流で運搬される土砂．流水で移動する礫の径は流速
の２乗に比例．河床の大礫は洪水時の流速に対応す
る．

掃流土砂採取器 そうりゅうどしゃさ
いしゅき

bed-load sampler 河床付近の流れによる掃流土砂量を測定するために，
流れを乱さずに河床に置いて土砂を採取する器具．

掃流量 そうりゅうりょう traction load 掃流によって運搬される土砂の量．河川では流水の速
さ・水量・河床勾配・水深・粒径分布などに左右され
る．



掃流力 そうりゅうりょく tractive force 流水によって河床の土砂を動かそうとする力．河床底
面にはたらくせん断力．

惣領地すべり そうりょうじすべり the Soryo landslide 1957年に石川県輪島市惣領町で発生した地すべり．

藻類 そうるい algae 水中に生息し葉緑素を有する隠花植物の総称慣用語．
組織が石灰質や珪質のもの(石灰藻・珪藻)が残存しや
すい．

草嶺崩壊 そうれいほうかい Sorei slope failure 台湾において1941年の地震と1942年の降雨により発生
した巨大崩壊．

前者による崩土1.5億ｍ3，後者は2億ｍ3．

ソーセージ構造 そーせーじこうぞう sausage structure ほぼ等しい間隔でちぎれてその断面がソーセージを連
ねたように見える層を挟む構造．ブーディン構造とも
いう．

ソーダ石 そーだせき natron 組成はNa2CO3・10H2O．単斜晶系．白または灰・黄色．

硬度１～1.5と脆弱で水に溶けやすい．

ソールマーク そーるまーく sole mark 地層の底面に残る堆積構造の総称．特に砂岩層直下の
泥岩の表面に刻まれた模様が砂岩層底面に良く保存さ
れる．

ソーロチ土 そーろちど solod, soloth, soloti,
degraded alkali soil

大陸の乾燥～亜湿潤気候の排水不良地に分布するソロ
ネッツの溶脱が進んだ間帯性土壌．

ゾーン型アース
ダム

ぞーんがたあーすだ
む

zoned earthfill dam 堤体の50%以上が締固められた細粒材からなるダムで，
堤体をゾーン分けして，それぞれ異なる材料を使用し
たもの．

ゾーン型ダム ぞーんがただむ zoned embankment dam 堤体を遮水ゾーンとその他の透水性の異なるいくつか
のゾーンに分けて盛立てる型式のフィルダム．

ゾーン型フィル
ダム

ぞーんがたふぃるだ
む

zoned filldam, zoned
dam, zone type filldam,
zone type dam

ゾーン型ダムと同義．

ゾーン型ロック
フィルダム

ぞーんがたろっく
ふぃるだむ

zoned rockfill dam ゾーン型ダムのうち，堤体材料の50%以上が透水性ロッ
クゾーンで占められるもの．

曽我層群 そがそうぐん Soga Group 静岡県掛川南方の小笠山丘陵において下位の掛川層群
と上位の小笠層群にはさまれて分布する海成の下部更
新統．礫岩・シルト岩などよりなる．

曽我山層群 そがやまそうぐん Sogayama Group 大磯丘陵南西部に分布する中期更新統．多摩最下部～
下部ローム層形成期に相当する砂礫層の多い水成層．

属 ぞく genus 現在の動植物分類学で用いられている分類単位の一
つ．分類階級は「種」の上位，「科」の下位に位置す
る．

側圧 そくあつ lateral pressure 土と構造物の接触面に作用する土圧・水圧など水平方
向の荷重の総称．



側圧係数 そくあつけいすう coefficient of lateral
pressure

地中のある深度における水平応力(σh)と鉛直応力(σ
v)の比率をあらわす係数のこと．K＝σh/σv．

側圧式サンプラ そくあつしきさんぷ
ら

lateral pressure sampler サンプラ内の試料に側圧を与え，試料の脱落を防止す
る装置を備えたサンプラ．

側圧比 そくあつひ lateral pressure ratio 構造物に作用する水平圧力と垂直圧力の比．

測温抵抗体 そくおんていこうた
い

resistance temperature
sensor

電気抵抗が温度によって変化する抵抗素子を用いた温
度センサ

側火口 そくかこう lateral crater 成層火山・たて状火山などの大きな火山の山腹に生じ
た小型の副次的火口．大部分山頂火口とともに活動す
る．

側岸浸食 そくがんしんしょく lateral erosion, bank
erosion

河川浸食の一形態で，底部浸食および水流の蛇行に
よって生じる河岸の浸食．側刻や側方浸食ともいう．

足痕 そくこん footprint 動物が堆積物上を移動した跡が化石化したもの．状態
の良いものは古生物の生態や運動機能の推定が可能．

即時注入 そくじちゅうにゅう quick setting grouting シールド工法で１リング掘進終了するごとにセグメン
トの裏込め注入をすること．

即時沈下 そくじちんか immediate settlement 地盤が載荷を受けたとき，載荷とほぼ同時に生ずるせ
ん断変形による沈下．飽和粘土の場合，無視できな
い．

促進試験 そくしんしけん accelerated test 主にコンクリートの中性化や凍結融解を人為的に促進
して劣化程度を調べる試験．

側浸食 そくしんしょく lateral erosion 河谷の両岸に対し水平方向に働く浸食作用．一般に河
谷形成の平衡状態では下方浸食よりも側浸食が優勢．
広い蛇行帯を作る要因となる．側方浸食と同義．

側水路型洪水吐
き

そくすいろがたこう
ずいばき

side spillway 導流水路に対して平行な越流部をもった洪水吐き．

続成作用 ぞくせいさよう diagenesis 堆積物が堆積中～堆積後に化学的・物理的・生物的に
変化をうけて固結した岩石になる現象．固結の進行に
ともない，体積・間隙率の減少，密度・強度の増加が
起こる．

測線 そくせん traverse line, profile
line

測定や観測を行うとき，線状に配置された複数測点の
集まりをいう．直線的なものとそうでないものとがあ
る．

側堆石 そくたいせき lateral moraine 谷氷河の氷舌側面に側壁から供給された岩屑が堆積し
て形成された堤状の地形．

測地衛星 そくちえいせい geodetic satellite 地球の形状や地球上の位置などを測定するために用い
られる人工衛星．



測地学 そくちがく geodesy 地球の形状・大きさなどを正確に求めたり，地球上の
位置を決定する学問分野．

測地学的変動 そくちがくてきへん
どう

topographical movement 観測点などの精密測量により地盤の高低や相互の距離
が傾向的変化を示していること．

測地座標値 そくちざひょうち geodetic coordinate
value

地球上の位置を表わすために定められた準拠楕円体を
基準とした座標．準拠楕円体や測量の原点のとり方で
幾とおりもできる．

測地線 そくちせん geodetic line 地球表面上の２点を結ぶ曲線のうち距離が最短のも
の．

測地測量 そくちそくりょう geodetic survey 地表面を回転楕円面として扱う広範囲を対象とした測
量．

測点 そくてん survey station, station 測量の際の基準点など実際の測定や観測を行う基点の
総称．規則的なものと不規則的なものがある．

速度解析 そくどかいせき velocity analysis 地震探査記録を基に速度分布を求めること．通常は反
射法地震探査でＣＤＰ重合法に基づいた方法をいう．

速度型地震計 そくどがたじしんけ
い

velocity seismograph 振り子自身の持つ固有周期が，地震動の速度振幅に対
し，一定の倍率で反応することを利用した地震計．

速度計 そくどけい velocity seismograph 予測される外力の振動周期に近い固有周期を持たせ
て，振動の速度を測るように作成された地震計．

速度検層 そくどけんそう velocity logging ボーリング孔沿いの特にP波速度の深度分布を求める検
層．P波とS波の両方を求める検層はPS検層という．

速度構造イン
バージョン

そくどこうぞういん
ばーじょん

inversion of velocity
structure

観測走時に最もよく適合する計算走時を与える速度構
造モデルを，最小二乗法などの逆解析手法により求め
ること．

速度振動計 そくどしんどうけい velocity vibrograph 入力振動に近い固有周期の振子に適当な制振力を持た
せ，その強制振動から振動の速度を記録するもの．

速度振幅 そくどしんぷく velocity amplitude 地震動による地盤変位速度の大きさを表す速度波形の
振れ幅．

速度水頭 そくどすいとう velocity head 水が持つ運動エネルギーの大きさを水柱の高さＨで表

したもの．H=v2/2g，v：流速，ｇ：重力加速度．

速度層 そくどそう velocity layer 弾性波速度の値により層状に区分された地下構造．屈
折法探査などで解析された速度構造などは速度層から
なる．

速度断面 そくどだんめん velocity section 反射法・屈折法による解析の結果，判明した地下各層
の弾性波速度とその境界を記入して画いた地下構造断
面．



速度トモグラ
フィ

そくどともぐらふぃ seismic tomography 弾性波トモグラフィと同義．

速度分布 そくどぶんぷ velocity distribution 地盤中における弾性波伝播速度の値の分布．トモグラ
フィなどでは複雑な速度分布を検出できる．

速度ポテンシャ
ル

そくどぽてんしゃる velocity potential 渦が発生しない流れで，その勾配が流速を与える関
数．非圧縮性流体の渦無し運動ではラプラス方程式を
満足する．

測標 そくひょう floating mark 立体写真などの立体空間において位置を表示した指標
点．ステレオモデルの測定，参照点として用いられ
る．浮標ともいう．

測標 そくひょう target, signal 地上測量において測量点を示す標識．

側部填充モルタ
ル

そくぶてんじゅうも
るたる

side filled mortar 開削工法で山留めと構造物の隙間を充填するモルタ
ル．地山と同じ程度の強度を持つように配合される．

側噴火 そくふんか lateral eruption, flank
eruption

火山の中腹または裾野でおこる噴火．

側壁護岸 そくへきごがん side wall ダム減勢池の側壁などの洗掘防止のために施工される
護岸工．

側壁コンクリー
ト

そくへきこんくりー
と

side wall concrete トンネル二次覆工の下半部分の名称．側壁コンクリー
トの上部はアーチコンクリートと呼ぶ．

側壁導坑 そくへきどうこう side drift トンネル左右の側壁部分に先行掘削する導坑．アーチ
脚部の地耐力が不足するような地山に適用される．

側壁導坑先進工
法

そくへきどうこうせ
んしんこうほう

side heading excavation
method

他の部分の施工に先立って側壁導坑を先行掘削して側
壁コンクリートを先行打設する工法．

側壁導坑先進上
部半断面工法

そくへきどうこうせ
んしんじょうぶはん
だんめんこうほう

side heading excavation
method,side drift method

側壁導坑を先行施工した後に，残りの部分を上部半断
面工法で施工する工法．サイロット工法とも呼ばれ
る．

側壁部 そくへきぶ side wall トンネルアーチ部の下に位置する下半部分．

側方移動 そくほういどう lateral migration 石油・天然ガス・熱水・地下水などの流体が，堆積構
造と調和的に多孔質な媒体中を側方に移動すること．

側方応力 そくほうおうりょく radial stress 側方ひずみ拘束を制御できる三軸試験装置（円柱状供
試体を使用）における側圧（圧力室内の圧力）．

側方滑落崖 そくほうかつらくが
い

flank scarp 地すべり滑動によって生じた，滑落崖の側方延長部の
せん断破壊面が崖状に露出した部分．側方崖とも言
う．



側方亀裂 そくほうきれつ side cracks 地すべり滑動によって生じた，側方滑落崖の背後の原
地表面に生じる，引張亀裂のこと．

側方交会法 そくほうこうかいほ
う

method of side
intersection

平板測量において複数の既知点からの方向線を用いて
未知の器械点を求める方法.

側方拘束状態 そくほうこうそく
じょうたい

radial confined
condition

自然堆積によるほぼK0状態（ゼロ側方ひずみ）など，
土の締固め時にみられる地盤側方の幅広い拘束状態．

側方浸食 そくほうしんしょく lateral erosion 河谷の両岸に対し水平方向に働く浸食作用．一般に河
谷形成の平衡状態では下方浸食よりも側浸食が優勢．
広い蛇行帯を作る要因となる．側浸食・側刻と同義．

側方土圧係数 そくほうどあつけい
すう

coefficient of lateral
earthpressure

鉛直土圧（Pv）に対する側方に作用する土圧（Ph）の
大きさの比（Ph/Pv）をいう．

側方ひずみ そくほうひずみ lateral strain 圧縮時のσ3方向（半径方向）のひずみ．ポアソン比を
求める場合などで使用する．

側方リッジ そくほうりっじ side ridge 地すべり滑動によって生じた，地すべり堆主部の滑動
で取り残された側面の原地表面との境にできる堤防状
の高まりのこと．

側方流動 そくほうりゅうどう lateral flow 地盤が即時沈下によって大きく塑性変形を起こし，側
方に大きく変形した場合をさす．

側面抵抗 そくめんていこう lateral resistance ハンマーの衝撃荷重による地盤の締固め時に形成され
る，円筒形状の締固め領域の側面に働く上向きの抵抗
力．

側面摩擦 そくめんまさつ 供試体周面摩擦と同義．原地盤の一次元圧密では存在
しない供試体と圧密リング内面の接触面上の摩擦抵
抗．

測量法 そくりょうほう law for survey 測量に関する規則を定めた法律．全体で66条からな
り，測量の正確さの確保と測量業の適正な運営を図る
ことを目的とする.

粗鉱 そこう crude ore, run of mine 採掘現場から搬出された自然のままの鉱石で，手選な
どの簡単な選別以外には選鉱工程を経ていないもの．

粗鉱品位 そこうひんい grade of crude ore 採掘技術上，鉱脈周辺の母岩を含めて採掘された粗鉱
（選鉱場に送る原鉱）に対する有用元素などの割合．

そご断層 そごだんそう echelon faults 雁行状に配列した断層が構成する断層群．現在では雁
行断層の語が一般的．

粗骨材 そこつざい coarse aggregate 砂利・砕石などの粒状材料で，5mmふるいに85%以上と
どまる粒径の大きい骨材．通称砂利と呼ばれているも
の．

粗骨材最大寸法 そこつざいさいだい
すんぽう

maximum size of coarse
aggregate

骨材の90%以上が通過するふるいの最小呼び寸法で示さ
れる粗骨材の最大粒径．



底開き そこびらき bottom dumping 土砂・砕石などの積載物を車輌の底板を開いて落とす
こと．

底開き型ずり運
搬車

そこびらきがたずり
うんぱんしゃ

bottom open type muck
car

鋼車型のずり運搬車の中で，ずりを排出するために底
部が開くタイプのもの．

底水 そこみず bottom water 石油や天然ガス貯留層の下位に溜まっている水．端水
（はすい，edge water）に対比される．

粗砂 そさ coarse sand 土粒子区分の「砂」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）では0.85～2mm，地質分野(Wentworth
ら)では粗粒砂(1/2～1mm)と極粗粒砂(1～2mm)に細区分
され，土壌分野（国際土壌学会法）では0.2～2mmの粒
径の土粒子から構成されるものをいう．

組織（岩石の） そしき（がんせき
の）

texture 岩石の構造的特徴のうち顕微鏡的サイズのものをいう
ことが多い．例えば火成岩では鉱物の大きさ・形・配
列など．

組織地形 そしきちけい structural relief,
structural landforms,
structurally controlled
landfoerms

地質構造を反映する浸食地形．

阻（疎）水性セ
メント

そすいせいせめんと water repellent cement 悪条件下において長期保存しても空気中の水分によっ
て劣化しにくいセメント．

疎水トンネル そすいとんねる canal tunnel 灌漑用の水を通すために人工的に作られた水路トンネ
ル．

塑性 そせい plasticity 物体に降伏点以上の荷重を加えたときに現れる，変形
が増大しかつ荷重を除去しても元に戻らない性質．

塑性域 そせいいき plastic zone 物質にかかる応力が降伏応力を越えて塑性状態になっ
た領域．

塑性解析法 そせいかいせきほう plastic analysis ランキン系の安定解析法で，土塊の破壊基準に対し，
静的に許容される極限釣り合い状態で応力解を求める
方法．

組成共生図 そせいきょうせいず composition‐paragenesis
diagram

変成岩の鉱物組合せと化学組成の関係を示す図．

塑性限界 そせいげんかい plastic limit 塑性限界試験において土が塑性状態から半固体状態に
移るときの含水比．PLで表す．

塑性限界試験 そせいげんかいしけ
ん

plastic limit test 細粒土の塑性限界を求める試験．直径3mmのひも状の試
料が切られてばらばらになる時の含水比を求める．

塑性降伏 そせいこうふく plastic yield 材料が降伏点に達し，弾性を失い塑性状態にはいるこ
と．

塑性地圧 そせいじあつ plastic ground pressure 地山の強度が低く，その中で生じる応力が地山の弾性
限界を超えた場合に作用する土圧．



塑性指数 そせいしすう plasticity index 練り返した細粒土が塑性を示す含水比の範囲を表す指
数で，液性限界と塑性限界との差としてIpで示され
る．

塑性図 そせいず plasticity chart 横軸に土の液性限界，縦軸に塑性指数をとった図．図
上の点の位置から物性が推定される．細粒土の分類に
使用．

塑性設計 そせいせっけい plastic design 材料の応力の許容範囲を弾性域に限定せず，許容限界
を最終強度まで広げ塑性を許す設計．極限設計ともい
う．

塑性体 そせいたい plastic body,plastic
material

物体に加わっている荷重を除去しても変形が元に戻ら
ない性質を有する物体．

粗成土 そせいど crude soil 土壌生成作用を受けた時間が短く，土層分化していな
い土壌で，一般に鉱物粒子に富み，粘土や腐植物に乏
しい．

塑性粘度 そせいねんど plastic viscosity スラリー中の粒子間の摩擦による流動抵抗．粘度,降伏
値と共に流体の流動特性を示す係数として用いられ
る．

塑性破壊 そせいはかい plastic failure 物体の応力－ひずみ曲線が滑らかなカーブを描きなが
ら生じる破壊形式．

塑性範囲 そせいはんい plasticity range,
plastic range

土が塑性状態を保っている含水量の範囲．液性限界と
塑性限界との間の範囲をさす．

塑性比 そせいひ plastic ratio コンシステンシーに関する定数で，塑性限界と塑性指
数の比をさす．

塑性ひずみ そせいひずみ plastic strain 応力－ひずみ曲線のうち，作用した応力の除荷に対し
て，復元することのないすべてのひずみの部分．

塑性平衡 そせいへいこう plastic equilibrium 弾塑性体において，塑性域の応力が塑性条件と平衡条
件を満足した状態にあること．

塑性変形 そせいへんけい plastic deformation 荷重が降伏点を越え流動が生じ，荷重を取り去っても
元にもどらないような永久変形の部分．

塑性ポテンシャ
ル

そせいぽてんしゃる plastic potential 応力空間σijにおいて塑性ひずみ（増分）ベクトル場d

εp
ijを与えるスカラー関数Φを塑性ポテンシャルとい

う．弾塑性体の構成式を導く際に不可欠な流れ則（直
交則），

dεp
ij =∂Φ／∂σij ・dλ

に用い，Φ=（降伏関数）：関連流れ則，Φ≠（降伏関
数）：非関連流れ則という．

塑性流動 そせいりゅうどう plastic flow 高温高圧下で結晶質の岩石に起こる巨視的破壊を伴わ
ない永久変形．変成作用に伴うことが普通．

塑性領域 そせいりょういき plastic range, plastic
zone

トンネル掘削に伴って周辺地山に生じる応力が，地山
の弾性限界を超えている領域．



粗石 そせき cobble 土質分野（日本統一土質分類）で75～300mmの粒径の石
分をいう．

粗石ダム そせきだむ rubble dam 自然の石塊を成形や敷き均しをせずに積上げて築造し
たダム．

粗朶柵 そださく hurdle 木杭を1ｍ程度の間隔で打込みその間に木の枝を織り込
んだもので簡易な土留めとして使用される．

粗朶柵工 そだしがらみこう hurdle 河川・砂防工事で，杭を打ち，竹や粗朶で柵をつく
り，その背後に土砂や砂利を充填する法覆工・山腹工
の一つ．

測角器 そっかくき goniometer 結晶面の面角や方位を測定する計器．結晶系・晶族の
決定・鉱物同定などに使用．接触測角器・単円反射測
角器がある．

側火山 そっかざん lateral volcano 成層火山や楯状火山などの大きな火山体の側面に付着
する小さな火山．

測距儀 そっきょぎ distance measuring
instrument, distance
meter

機械位置から目標までの距離を測定する測量機器の総
称．一定基線の両端から目標を視準した時の挟角から
距離を求めるレンジファインダー(range finder)ある
いは距離計と呼ばれる方式と電磁波測距儀がある．

外和泉層群 そといずみそうぐん Sotoizumi Group 西南日本外側に分布する上部白亜系で，秩父累帯浅海
相に相当．最大層厚は2,000m程度．

粗銅 そどう blister 精錬工程の転炉で還元・濃縮された銅．さらに精錬炉
で不純物が除去され（陰極銅），電解工程に送られ
る．

外側褶曲帯 そとがわしゅうきょ
くたい

outer fold zone 日本列島の太平洋側に見られる褶曲の発達した地層の
分布する地帯．現在でいう付加帯の分布域に相当．

粗度係数 そどけいすう roughness coefficient 水路壁面のあらさの程度を表す係数．

外野地すべり そとのじすべり the Sotono landslide 1973年に千葉県安房郡富山町荒川で発生した地すべ
り．

外浜 そとはま nearshore 砂浜海岸において波高や潮位によって生じる地形．
バームの縁から沖側の砕波帯付近までの範囲において
高潮時に波が打ち寄せる限界，または平均低潮汀線と
沖浜に挟まれた部分．

ソナー そなー sonar 水中探査で音を利用するものの総称．音波を水中に発
射する能動式と外部音を用いる受動式がある．

曽爾層群 そにそうぐん Soni Group 奈良県宇陀郡～三重県名張市～一志郡に分布する中部
中新統下部層．淡水成の溶結凝灰岩からなる．層厚約
40m．

ソニックログ そにっくろぐ sonic logging 音波検層．発振器よりパルス状の音波を発振し，２個
の受振器に到達する時間差よりＰ波速度を求める．



曽根丘陵断層群 そねきゅうりょうだ
んそうぐん

Sone-kyuryo faults 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東北東方向．山梨県
の甲府盆地南縁に位置する活断層群．６条の活断層か
らなり延長15km．

曽根層群 そねそうぐん Sone Group 甲府盆地南縁の曽根丘陵に分布する鮮新～更新統．火
砕流，岩屑なだれ，湖沼・扇状地性堆積物など．層厚
約230m．

彼杵変成岩類 そのきへんせいがん
るい

Sonoki metamorphic rocks 長崎県西彼杵半島から熊本県天草下島高浜にかけて分
布する低温高圧型の変成岩類．長崎変成岩類のほうが
一般的．

彼杵湾曲 そのきわんきょく Sonoki bending 九州西部では中央構造線がほぼ直角の湾曲を示すと解
釈され，これを彼杵湾曲という．

ソノブイ そのぶい sono buoy ハイドロホン，増幅器，送信機，アンテナ，ブイなど
からなる受信－発信装置で，海上屈折法地震探査で用
いる．

ソノプローブ そのぷろーぶ Sonoprobe 発振子に磁歪，あるいは電歪振動子を用い，単一周波
数の連続波を断続発射する音波探査用装置の商品名．

ソフトロック そふとろっく soft rock 軟岩と同義．

粗密度 そみつど compactness 土粒子のつまり方，結合のしかたの表現法．指頭・移
植ごて・つるはしや鋤を入れるときの抵抗により判定
する．

粗密波 そみつは primary wave 体積ひずみが伝播する波．Ｐ波・縦波ともいう．ひず
みが粗と密な部分のくりかえしで伝わるのでこう呼ば
れる．

粗面安山岩 そめんあんざんがん trachyandesite 粗面岩と安山岩の中間の性質を有する火山岩で，安山
岩に比べアルカリが多く，色指数は35～10．

粗面岩 そめんがん trachyte アルカリ長石を主成分とする中性アルカリ火山岩で，
色指数10以下のうちシリカ鉱物が少ないもの．

粗面玄武岩 そめんげんぶがん trachybasalt 玄武岩と粗面岩の中間の鉱物組成を持つ火山岩．

空知層群 そらちそうぐん Sorachi Group 北海道日高山脈西側の空知－エゾ帯を構成する上部
ジュラ～下部白亜系．緑色岩・チャート・砂岩・珪質
泥岩などからなる．

空知背斜 そらちはいしゃ Sorachi anticline 北海道石狩炭田地域の分布する白亜系の背斜構造．南
北性で北に傾斜する．

ソラム そらむ solum 地表部における長期間の土壌生成作用の結果生じた土
壌．表層の腐植層および溶脱層からなるＡ層とその下
位にあり主に集積層であるＢ層から構成される．

空山層群 そらやまそうぐん Sorayama Group 飛騨外縁帯の時代未詳層．古生界混在の可能性があ
る．緑色岩（安山岩溶岩・火砕岩）主体で砂岩・泥岩
薄層を挟在する．



ソラリゼーショ
ン

そらりぜーしょん solarization フィルム現像に関して，感光乳剤の感度特性で極めて
大きな露光量の領域において写真濃度が逆転する現
象．

ソリダス そりだす solidus 多成分の固溶体からの結晶作用における温度・圧力・
組成の相関図中の曲面．

ソリッドバケッ
ト型減勢池

そりっどばけっとが
たげんせいち

solid bucket basin,
roller bucket basin

バケット型減勢池の一つ．水路末端を円弧状に上向き
にしたもので水脈にローラーを生じさせて減勢させる
もの．

ソリッドヘッド
バットレスダム

そりっどへっどばっ
とれすだむ

solid head buttress dam バットレスの頭部が拡幅または増厚され，隣のバット
レスと接続する形状となったバットレスダム．

ソリフラクショ
ン

そりふらくしょん solifluction 水で飽和した土壌が斜面をゆるやかに流下する現象．
周氷河地帯のものについて言うことが多い．

粗粒 そりゅう coarse grained 堆積岩の主要粒子，岩石の主要鉱物の大きさを表す尺
度．分野で異なり一般に砂（岩）で0.5～1mm，火成岩
では5mm以上．

粗粒アスファル
トコンクリート

そりゅうあすふぁる
とこんくりーと

open-graded bituminous
concrete

粗骨材，砂，セメントと瀝青材料の混合物を高温状態
でまき出して締固めた，粗粒で透水性の高いもの．

粗粒玄武岩 そりゅうげんぶがん dolerite 主にCa-斜長石と輝石からなる中粒完晶質の火成岩．オ
フィチック組織をもつ．ドレライトと同義．

粗粒砂岩 そりゅうさがん coarse sandstone 砂岩のうち，その主要構成粒子の粒径が１～1/2mmのも
の．

粗粒土 そりゅうど coarse-grained soil 粒径が75μm～75mmの範囲にある土粒子の構成する含有
率が土の全重量の50%以上を占める土．

粗粒率 そりゅうりつ fineness modulus 粒度係数と同義．

ソレアイト それあいと tholeiite 非アルカリ火成岩の２岩系の一つ．ソレアイト系列と
もいう．分化するに伴い残液のSiO2の増加に対し全鉄量

が急増．

粗礫 それき coarse gravel 土粒子区分の「礫」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）で19～75mmの粒径の粒子から構成さ
れるものをいう．

ソロス そろす soloth soil 塩類集積層の可溶性塩類の溶脱が進んだ土壌．ロシア
語の俗称に由来．

ソロス化土壌 そろすかどじょう solodized soil ソロスと同様に塩類の溶脱が進んでいるが，ソロスま
ではいたらない土壌．

ソロネッツ そろねっつ solonetz, solonets,
black alkali soil

乾燥地帯の排水不良地に分布する間帯性土壌．土壌中
の可溶性塩類が溶脱されアルカリ性を示す．



ソロネッツ土 そろねっつど solonez, solonets, black
alkali soil

ソロネッツと同義．

ソロンチャク そろんちゃく solonchak 大陸乾燥地帯の塩湖の干上がりや地下水の蒸発で，塩
分が毛管上昇し，地表に析出した土壌．

損失水頭 そんしつすいとう loss of head 水管の壁面のあらさや断面形状の変化，発生する渦に
よって生ずるエネルギー損失の水柱表示．

損失落差 そんしつらくさ head loss 水が水路などを流れる時に壁面との摩擦などによって
失うエネルギーのことで，２点間の動水こう配線の高
低差で表される．

ゾンデ ぞんで sonde 種々の検層において孔内に降下させる測定器で，測定
対象の物性に応じたセンサを内蔵する．

ダーウィンの沈
降説

だーうぃんのちんこ
うせつ

Darwin's submergence
theory of coral reef

ダーウィンが1837年に唱えたさんご礁（珊瑚礁）成因
説．火山島などの基盤の沈降とさんご礁（珊瑚礁）の
成長を関連付けた説．

ターグ法 たーぐほう Tagg method 比抵抗法電気探査で最もよく用いられるウェンナー方
式の電極配置によって得られる，データの解析手法の
一種．

タービダイト たーびだいと turbidite 混濁流（乱泥流）により運搬・堆積した堆積物．一般
に下底面は浸食的でソールマークがあり，級化成層が
顕著．

ターボドリル たーぼどりる turbo drill 先端駆動型ドリルの一種．ロッドで圧送された流体で
刃先に連結した多段タービンを回転させて掘削を行
う．

タール たーる tar 主に芳香族化合物からなる油状物質．石油蒸留からの
石油タール，石炭乾留からのコールタールなどがあ
る．

タールサンド たーるさんど tar sand オイルサンドの一種．原油のうち軽質成分が揮発し，
アスファルト分が砂岩の粒間を充填しているもの．

ターンテーブル たーんてーぶる turn table 回転する円板状の台で，機関車やズリトロッコ・ダン
プトラックを回転することによって向きを変える装
置．

ターンバックル たーんばっくる turnbuckle ワイヤロープなどの長さの調整や緊張に用いるネジ式
の器具．

堆 たい bank 比較的浅い多少平坦な頂を有する海底の隆起部．火山
性，構造性，沈降したさんご(珊瑚)礁の三つの成因が
ある．

代 だい era 動物群の大きな変化に基づいた地質学的な年代区分の
単位．地質時代は始生代，原生代，古生代，中生代，
新生代と分ける．

ダイアジェネシ
ス

だいあじぇねしす diagenesis 続成作用と同義．



ダイアステム だいあすてむ diastem 地層の堆積時における短時間の休止．不整合ではな
い．

ダイアスポア だいあすぽあ diaspore AlO(OH)．斜方晶系．硬度6.5．比重3.4．火山岩の熱水
変質鉱物．Al水酸化物・Fe酸化物はボーキサイトの主
鉱物．耐火物・研磨剤に利用される．

耐圧強度 たいあつきょうど compressive strength 圧縮強度と同義．

ダイアトリーム だいあとりーむ diatreme 高速で上昇する火山ガスと火砕物質でつくられた火
道．

ダイアピル だいあぴる diapir 注入褶曲作用によるドーム状地質構造．地殻中で周囲
の岩石より比重の小さい物質が上位の岩層を隆起させ
る．

ダイアピル作用 だいあぴるさよう diapirism 可塑性の大きい物質が上位の流動しにくい岩層の割れ
目に沿って上昇して，ドーム状・背斜褶曲状の構造を
つくる作用．

ダイアフラム だいあふらむ diaphragm ①膜状または薄い板状の機器構成要素で，用途として
板面直交方向の変形を利用することが多い．例えば土
圧計の受圧板など．
②測量用の旧式望遠鏡に付属する十字線を張るための
枠で，十字線枠ともいう．

ダイアフラム型
土圧計

だいあふらむがたど
あつけい

diaphragm type earth
pressure cell

受圧板にダイアフラムを用いた土圧計.

ダイアブロ造山 だいあぶろぞうざん Diabron orogeny カリフォルニアのコースト山脈におけるジュラ紀と白
亜紀の間の褶曲時相．

帯域遮断フィル
タ

たいいきしゃだん
ふぃるた

band rejection filter 特定の周波数帯域の波のみを減衰遮断し，その他の周
波数域の波を減衰させないフィルタ．

帯域通過フィル
タ

たいいきつうかふぃ
るた

band pass filter 特定の周波数帯域の波のみを通過させ，その他の周波
数域の波を遮断するフィルタ．

帯域幅 たいいきはば bandwidth 帯域通過フィルタにより減衰せずに通過する周波数
幅．

台石 だいいし base stone, seat stone,
stage stone

記念碑・銅像・彫刻などの台座にする石．踏み台・物
置台などの目的で据える石．台を付けた鑑賞台．

退位チェルノ
ジョーム土

たいいちぇるの
じょーむど

degraded chernozem 冷温帯高茎草原における成帯性土壌．黒色腐植層下
に，漂白層，酸化層，炭酸カルシウム集積層がある．

第一鹿島海山 だいいちかしまかい
ざん

Daiichi Kashima seamount 犬吠埼の東方沖で日本海溝に沈み込もうとしている海
山．山体の一部が正断層により落ち込み二分されてい
る．

第一瀬戸内累層
群

だいいちせとうちる
いそうぐん

Daiichi Setouchi
Supergroup

中部地方から近畿・中国地方にかけて点々と分布し，
主に海成層で構成される中新統．陸水成層・火山岩類
介在．



第一種地震空白
域

だいいっしゅじしん
くうはくいき

groupⅠ seismic gap 大地震を起こす能力をもっていながら，最近長い間大
きな地震が起きていない地域．

耐塩性 たいえんせい halotolerancy 生物が高い食塩濃度下でも，食塩がなくても生育でき
る性質．

ダイオキシン だいおきしん dioxene 有機塩素化合物で，発ガン性・催奇形性を有し，皮膚
や内臓障害を起こす猛毒物質．除草剤や廃棄物に含ま
れる．

鯛生鉱山 たいおこうざん Taio mine 大分県南西部に位置する．浅熱水性金銀鉱床．1900年
以降，閉山までの総産金量37t．日本第４位．1970年閉
山．

大和尚山統 たいおしょうざんと
う

Taioshangshan series 中国遼寧省南部に分布する原生代後期（先カンブリア
系）の地層．珪岩・石灰岩・千枚岩．

鯛生層群 たいおそうぐん Taio Group 阿蘇山北方に分布する新第三系．礫岩・火砕岩などか
らなり，著しく変質しモンモリロナイトなどの粘土鉱
物を含む．

退化 たいか degeneration 生物の個体・器管・細胞の形態が進化の過程または個
体発生の過程で単純化・萎縮し，機能低下する現象．

耐火構造 たいかこうぞう fireproof construction,
fireproof structure

火災の火熱に充分耐える構造で，火災後においても僅
かの修理により再使用可能な構造．建築基準法で規
定．

耐火材料 たいかざいりょう refractory materials,
refractories

高温で溶け難い材料．通常SK番号26（1,580ﾟC）以上を
示す材料．珪質・アルミナ質・クロム質など多種にわ
たる．

耐火石材 たいかせきざい fire stone 耐火性のある細粒の珪質岩で，キルンや炉の内張りに
使用される．

耐火セメント たいかせめんと refractory cement 珪酸セメント，珪酸と苦土・クロム鉄・炭素などの混
合物，珪酸と耐火粘土の混合物，耐火粘土など耐火性
を有するセメントの総称．

耐火粘土 たいかねんど fireclay 鉱業法では耐火度SK-31（1,690度）以上を示す粘土．

耐火レンガ たいかれんが refractory brick 粘土，珪石などの無機材料を加工した高温で溶けにく
いレンガ．溶鉱炉・電気炉などの材料に用いられる．

対岸距離 たいがんきょり fetch 堤体の直上流部から直線で見通し得る貯水池の最遠点
までを水面上で計った直線距離．主にダム設計条件の
うち風波高の算出に用いる．

帯間性土壌 たいかんせいどじょ
う

intrazonal soil 間帯性土壌と同義語．

大気 たいき atmosphere 普通は地球を取り囲む気体のこと．地球以外の天体に
も存在する．地球では対流圏・成層圏などに区分．



大気圧 たいきあつ atmospheric pressure 空気中の任意の位置における気圧．一般的には，地上
における気圧の値をさす場合が多い．

大気汚染 たいきおせん air pollution 人間活動に伴って排出される煤煙，硫黄酸化物，窒素
酸化物，二酸化炭素などによる空気の汚染．

大気圏 たいきけん atmosphere 地球を覆っている空気の層．大気の存在する領域．岩
石圏，水圏とならぶ用語として用いる．上空から地表
に向かって順に，電離圏，成層圏，対流圏から構成さ
れている．気圏ともいう．

大気の循環 たいきのじゅんかん general circulation of
the atmosphere

地球規模の大気の循環運動．極と赤道の温度差，コリ
オリ力などにより規制される．

大規模カルデラ だいきぼかるでら great scale caldera 数km以上の直径の大規模火山構造性陥没地．大規模爆
発・陥没作用で生じ，日本では鹿児島湾・阿寒・十勝
が代表的．

大気補正 たいきほせい atmospheric correction 重力探査やリモートセンシングで，測定データに含ま
れる大気による引力や吸収などの影響を補正するこ
と．

大規模地下空洞 だいきぼちかくうど
う

large underground cavern 一般に断面積が300m2以上の地下空洞をいう．地下発電
所・石油地下備蓄施設の岩盤タンクなどがある．

大規模透水試験
法

だいきぼとうすいし
けんほう

large scale permeability
test

透水性の小さな岩盤において円の中心および円周上に
試験孔を配置して行う透水試験．

大規模リップ
ラップ

だいきぼりっぷらっ
ぷ

armouring, large riprap 非常に大きな岩塊からなるリップラップ．

太古代 たいぐーだい Taigudai 始生代と同義．先カンブリア紀の古期．中国では始生
代よりもよく用いられる．

対空標識 たいくうひょうしき air to ground mark,
signal, air photo signal

空中写真の熱映像，人工衛星画像などの上で，地上の
点の位置が明瞭に特定できるように設置した標識．

耐屈強度 たいくつきょうど bending strength 石材の硬度を表す石材用語の一つ．石材の曲げに対す
る強度を示す．

大口径埋込み杭 だいこうけいうめこ
みぐい

large diameter bored
pile

一般に直径600mm程度以上の杭で，ほぼその全長に等し
い深さまで掘削し地盤内に埋込んだ杭．

大口径ＳＳＲ法 だいこうけいえすえ
すあーるほう

直径300㎜の礫質土を硬質ゴム製の試料脱落防止装置が
付いたロータリー式三重管サンプラで採取する方法．

大口径掘削機 だいこうけいくっさ
くき

large diameter boring
machine

地盤に直径1ｍ以上のたて孔を掘削するために用いる機
械．場所打杭の施工などに使用．

大口径サンドサ
ンプラ

だいこうけいさんど
さんぷら

large diameter sand
sampler

1回のサンプリングで普通の7～10倍の採取が可能であ
る．径が大きい事から内部の試料は乱れが少ない．



大口径集水横孔 だいこうけいしゅう
すいおうこう

large diameter drainage
tunnel

地すべりに影響する深層地下水を排除するため横方向
に掘削された排水用の横孔．

大口径穿孔機 だいこうけいせんこ
うき

burn hole drilling
machine

穿孔を特別に大きくするための機械の総称．

大口径多重管水
圧グラブ法

だいこうけいたじゅ
うかんすいあつぐら
ぶほう

直径300㎜の礫質土を水圧ジャッキ式で試料脱落防止装
置付きのロータリー式四重管サンプラで採取する方
法．

大口径ボーリン
グ

だいこうけいぼーり
んぐ

large diameter boring コア回収率の向上，コアの乱れの低減などを目的とし
た径の大きいボ－リング．

退行性地すべり たいこうせいじすべ
り

retrogressive landslide,
regressive landside

地すべりの冠頂部斜面上面に地すべりを誘発し，次々
に斜面上方に波及するものをいう．後退性地すべりと
もいう．

太古界 たいこかい（たい
ぐーだい）

Archaean（Taigudai） 始生界ともいう．中国では太古界，太古代がよく用い
られる．先カンブリア紀の古期に形成された岩石群．

大根島石 だいこんじまいし Daikonjima ishi 島根県八束郡八束村大根島産．第四系玄武岩・玄武岩
質安山岩．墓石・土木用材．

堆砂 たいさ sedimentaion 貯水池上流域から流水の作用により貯水池に運搬さ
れ，貯水池に蓄積された土砂．または貯水池内に土砂
が堆積すること．

対策工 たいさくこう countermeasure 斜面崩壊，地すべりなどの発生防止，あるいは発生し
たものの範囲拡大を防止するための工事．

堆砂対策 たいさたいさく countermeasures for
sediment

貯水池堆積土砂への対策で，治山，砂防ダム，貯砂ダ
ム，排砂土，浚渫などがある．

堆砂容量 たいさようりょう storage capacity filled
with sediment, storage
capacity for
sedimentation

堆砂によりダムの治水利水機能が損なわれることがな
いよう，貯水池最下部に堆砂のために確保する容量．

第三紀 だいさんき Tertiary(period) 新生代の前期，氷河期より古い時代．G.Arduino(1759)
による地殻４区分の３番目の名前に由来．火山や造山
運動が活発．

第三紀層 だいさんきそう Tertiary formation 第三紀に形成された堆積岩．

第三紀層地すべ
り

だいさんきそうじす
べり

Tertiary strata
landslide

第三系分布地域で発生する地すべりで，地下深部に及
ぶ風化により粘土化した部分をすべり面として発生す
る．

第三系 だいさんけい Tertiary(system) 第三紀に形成された地層．海成相・陸成相・火山噴出
物が多く，一般に固結の進んでいない軟岩を主体とす
る．

第四紀 だいしき（だいよん
き）

Quaternary(period) 1.64Ma以降の地質時代最後の紀．更新世と完新世に区
分され，氷河で特徴づけられ，気候の変動が激しい．



第四紀層 だいしきそう（だい
よんきそう）

Quaternary deposit 第四系と同義語．低地部に分布する軟弱な沖積層と丘
陵地・台地に分布する洪積層からなる．

第四紀断層 だいしきだんそう
（だいよんきだんそ
う）

Quaternary fault 第四紀層に変位を生じさせた断層をさす．

第四系 だいしけい（だいよ
んけい）

Quaternary(system) 第四紀に形成された地層．土質工学では洪積層（更新
統）と沖積層（完新統）に区分される未固結の土砂
層．

台島階 だいじまかい Daijima stage 東北地方の第三系を８区分して，下から２番目の階．
暖～亜熱帯主体の台島型植物化石群を特徴とする．

台島型植物群 だいじまがたしょく
ぶつぐん

Daijima-type flora 男鹿半島の中新世下部の台島層の化石で代表される化
石植物群．主として温暖帯～亜熱帯の植物とされる．

台島層 だいじまそう Daijima Formation 秋田県男鹿半島周辺に分布する新第三系中新統．上部
は礫岩・凝灰質砂岩・泥岩を主体とし，中～下部は火
山礫凝灰岩・玄武岩溶岩を主体とする．

台島層群 だいじまそうぐん Daijima Group 秋田県男鹿半島に分布する中新統．陸成で下部の台島
層は火山礫凝灰岩，上部の西黒沢層は砂岩・礫岩から
なる．

大清水トンネル だいしみずとんねる Daishimizu tunnel 上越新幹線上毛高原－越後湯沢間にある延長22.2㎞の
トンネル．1982年開業．地質は閃緑岩などで最大土被
り1200ｍ．山はねが発生した．

帝釈石灰岩 たいしゃくせっかい
がん

Taishaku limestone 広島県帝釈台に分布する石炭・ペルム紀の石灰岩層．
玄武岩溶岩・火砕岩上に堆積．チャートを伴う．

対州鉱山 たいしゅうこうざん Taishu mine 長崎県対馬に位置する．熱水性鉛・亜鉛鉱床．1963年
から閉山までの出鉱量：200万t，Pb4.5%，Zn6.5 %．
674年から採掘の記録があり，日本最初の鉱山といわれ
ている．1973年閉山．

対州層群 たいしゅうそうぐん Taishu Group 対馬周辺に分布する下部中新統．主に砂岩泥岩互層・
泥岩・砂岩からなるタービダイト堆積物．

大縮尺図 だいしゅくしゃくず large scale map 縮尺の度合が比較的大きく，建物やその他の事物の寸
法がある程度の大きさをもって表示されている地図.

大聖寺沖地震 だいしょうじおきじ
しん

the 1952 Daishoji-oki
earthquake

1952年3月7日に石川県西部沖で発生したM6.5の地震．
死者7人とされている，山崩れ発生の被害地震．

対称軸 たいしょうじく symmetry axis, axis of
symmetry

結晶形態の対称要素の一つ．回転軸と同義．

対称縞状構造 たいしょうしまじょ
うこうぞう

symmetrical banded
structure

鉱物が割れ目の両側から中心に向かって沈殿し，対称
的に成長する現象．

対称褶曲 たいしょうしゅう
きょく

symmetrical folds 連続する褶曲構造のうち，隣り合う背斜軸と向斜軸の
間の褶曲面が面対称の関係で繰り返す褶曲．



大正層群 たいしょうそうぐん Taisho Group 高知県四万十川流域に分布する上部白亜系～古第三
系．各層はメランジュを挟んで分布し，放散虫化石を
多産．

対象物面走査方
式

たいしょうぶつめん
そうさほうしき

object plane scanning
method

走査方式で画像を得るための一方式で，ミラーやアン
テナの方向を変化させて対象物を面的に走査するも
の．

帯状分布 たいじょうぶんぷ zonal arrangement,
zoning, zonal
distribution

温度・圧力の変化に従って形成された鉱物種・鉱物組
み合わせの規則的な配列．累帯分布と同義語．

耐食性土壌 たいしょくせいど
じょう

erosion resistance soil 浸食を受けにくい土壌．対語は受食性土壌．

帯磁率 たいじりつ magnetic susceptibility 物体を磁場の中に置いたとき，その物体がどの程度磁
化するかの程度を表す．磁化／磁場の比で表す．

大進化 だいしんか macroevolution 生物進化のうち種以上の分類階級に関わる進化現象．
地質学的な長時間にわたり小進化が累積したものとさ
れる．

耐震家屋 たいしんかおく earthquake proof house 地震の際の振動によって破壊されないように設計され
た建築物．損傷を最小限にすることを目的とする．

耐伸強度 たいしんきょうど tensile strength 石材の硬度を表す石材用語の一つ．石材の引っ張りに
対する強度を示す．

耐震構造 たいしんこうぞう earthquake proof
structure

建物の固有周期を短くし，振動によって破壊されない
ように設計され，地震動を受け流す仕組みをとる．

耐震重要度分類 たいしんじゅうよう
どぶんるい

classification of
importantness of
aseismic design

耐震設計に用いる公共的重要性に応じた構造物などの
分類．重要構造物は耐震性をより向上させている．

耐震ジョイント たいしんじょいんと earthquake-proof joint,
seismic joint

各種のパイプの継手で，地震時の振動に耐えられるよ
う，フレキシブルな構造になっているもの．

耐震診断 たいしんしんだん evaluation of seismic
capacity

既設の建物を調査し，耐え得る地震動の大きさや想定
される地震動に対する問題箇所を判定すること．

耐震診断基準 たいしんしんだんき
じゅん

standard for evaluation
of seismic capacity

建物などの地震のエネルギーを吸収できる耐震性能を
評価する基準．建物の強さと粘りや建物の形状と経年
状況を考慮して決められる．診断基準は，耐震改修促
進法,(財)日本建築防災協会,(財)建築保全センター,文
部科学省教育助成局,建築基準法などで決められてい
る．

耐震設計 たいしんせっけい earthquake-resisting
design, aseismic design

地震を考慮した設計．地震時の部材などに働く最大応
力と残留変形を許容値以下とするなどの設計法．

大深度地下開発 だいしんどちかかい
はつ

underground development
at great depth

地下40m程度ないし支持層から10m程度を超える深い地
下空間を利用して，公共施設などを建設する事業．

耐震力 たいしんりょく earthquake resistance
(of works)

構造物の地震に対する耐震強さ．



耐水試験 たいすいしけん water-proofing test スレーキング試験の別称．土をこねて型を作り炉乾燥
後水中につけ崩壊時間を測定する．

耐水性 たいすいせい water-resisting
qualities

構造物の水に対する抵抗性能，物質の水に対する耐久
力などの総称．

帯水層 たいすいそう aquifer 水で飽和された礫層や砂層などの透水性の地層．

帯水層系 たいすいそうけい aquifer system 粒子間の空隙・間隙が大きく，地下水で飽和されてい
る大きな透水係数をもった地層や岩石．

帯水層試験 たいすいそうしけん aquifer test 帯水層の水理学的特性を求めるための試験の総称で，
揚水試験がもっとも一般的な試験法である．

帯水層貯蔵 たいすいそうちょぞ
う

aquifer storage 地下の適切な帯水層に地下水などの流体資源を人工的
に貯蔵する貯蔵法．

帯水層定数 たいすいそうていす
う

aquifer constant 帯水層中の地下水流動に関する定数で，透水量係数，
貯留係数などのこと．主に，揚水試験から求められ
る．

対数クリープ則 たいすうくりーぷそ
く

logarithmic creep law,
law of logarithmic creep

岩石の一次クリープにおいて成り立つ法則で，クリー
プひずみが時間の対数で表されるというもの．

対数減衰率 たいすうげんすいり
つ

logarithmic decrement 振動系に初期変位を与えた時の自由振動の減衰の仕
方．対数に直線近似できることから対数減衰率と呼
ぶ．

対数ら線アーチ
ダム

たいすうらせんあー
ちだむ

logarithmic spiral arch
dam

アーチの平面形状を対数らせん形状にし，推力を山側
に向かうように設計したアーチダム．

タイスの方法 たいすのほうほう Theis method 揚水試験で得られたデータに，タイスが提唱した非平
衡式をあてはめて解析し，帯水層定数を求める方法．

耐スレーキング
性指数試験

たいすれーきんぐせ
いしすうしけん

slaking resistance index
test

数回の乾湿を繰り返すスレーキング試験で，耐スレー
キング性指数を試験前後の試料の質量比で求める．

大西洋中央海嶺 たいせいようちゅう
おうかいれい

Mid-Atlantic ridge 大西洋の中央部をＳ字型に南北に連なる海嶺．比高2～
3km．中軸谷は深さ2km，付加型プレート境界をなす．

体積圧縮係数 たいせきあっしゅく
けいすう

coefficient of volume
compressibility

圧密による土の圧縮性を表す係数で，圧縮ひずみεと
圧密圧力ｐのそれぞれ増分の比mv=△ε/△pで定義され
る．

堆積学 たいせきがく sedimentology 堆積物の分類や形成過程に関する問題を研究する学
問．広義には母岩の風化・浸食，堆積物の性質の研究
も含む．

堆積岩 たいせきがん sedimentary rock 堆積物が物理的・化学的・生物的作用をうけて石化し
たもの．地球史の記録媒体として重要．



堆積環境 たいせきかんきょう sedimentary environment 堆積物形成過程で堆積物の性質や組成などに影響を与
える諸条件の総称．大陸・海洋・漸移的に大別され
る．

体積含水率 たいせきがんすいり
つ

water content by volume 土壌含水量の指標の一つで，土壌全体の容積に対する
水分の占める容積の比を百分率で表したもの．

堆積岩脈 たいせきがんみゃく sedimentary dike 何らかの原因で生じた開口亀裂を充填し，岩脈状に分
布する砕屑物．砕屑岩脈とも．

堆積区 たいせきく sedimentary province 堆積作用が継続した区域．浸食区の対語．

体積クリープ速
度

たいせきくりーぷそ
くど

rate of volumetric creep
velocity, volumetric
creep rate

圧力変化に対応する体積変化の時間的な遅れをもたら
すクリープ変形速度．

体積係数 たいせきけいすう volume factor 間隙水圧計で単位圧力の測定に要する間隙水の流出入
量.

堆積鉱床 たいせきこうしょう sedimentary deposit 風化残留作用や機械的・化学的・有機的の堆積作用に
伴って有用鉱物が濃集してできた鉱床．

堆積構造 たいせきこうぞう sedimentary structure 堆積中とその直後にできた肉眼で視認可能な成層構造
などの構造．運搬・堆積機構の推定，地層の上下判定
に重要．

堆積サイクル たいせきさいくる sedimentary cycle 堆積作用における周期的な規則性のある変化．季節変
化から海進・海退のような大規模なものまである．

堆積作用 たいせきさよう sedimentation 堆積物を形成あるいは蓄積する過程または行為．

堆積残留磁気 たいせきざんりゅう
じき

depositional remnant
magnetization

堆積の過程で含有する微小な強磁性体が地球磁場の影
響で配向し，固化に伴って固着されたもの．

体積収縮領域 たいせきしゅうしゅ
くりょういき

volume shrinkage range 土が高位の構造を有する領域．圧密過程で圧密降伏応
力をこえる正規圧密領域とダイレイタンシーが負の領
域である．

堆積性メラン
ジュ

たいせきせいめらん
じゅ

sedimentary melange メランジュを成因で区分した場合の一区分．堆積作用
で形成されたメランジュのこと．オリストストローム
と同義．

堆積相 たいせきそう sedimentary facies ほぼ同じ堆積環境のもとでほぼ同時に形成されたと考
えられる地層群の総合的な性質の総称．

堆積相解析 たいせきそうかいせ
き

sedimentary facies
analysis

個々の地層の性質とその組み合わせから地層の形成過
程と堆積環境を明らかにすること．

堆積段丘 たいせきだんきゅう accumulation terrace,
depositional terrace

厚い砂礫層が段丘面を作る河成・海岸段丘．河川の若
返りで下刻されて生じる．浸食段丘の対語．



体積弾性率 たいせきだんせいり
つ

bulk modulus of
compressibility

弾性体の体積変化に抵抗する割合を示す物質定数．体
積弾性率の大きい物質ほど圧縮されていく．

堆積土 たいせきど sedimentary soil 地すべりや崩壊の発生に伴い二次的に形成された堆積
物の総称．

堆積軟岩 たいせきなんがん sedimentary soft rock 堆積作用により形成された軟岩．日本では新第三紀か
ら更新世後期にかけての泥岩や凝灰岩などが一般的．

体積ひずみ たいせきひずみ volumetric strain, bulk
strain

体積変位量をひずみで表現したもの．三つの主応力方
向を軸とする直交座標系においては主ひずみの和とし
て定義．

体積ひずみ計 たいせきひずみけい volume strain meter ステンレス製円筒に油を満たしたもので，岩盤中に埋
設し，油面の昇降から岩盤の伸び縮みを検出する装置.
地震予知のために設置されている．

体積ひずみ－軸
ひずみ曲線

たいせきひずみじく
ひずみきょくせん

volumetric strain-axial
strain curve

三軸圧縮試験（ＣＤ試験）において得られる軸ひずみ
と体積ひずみの関係曲線.

堆積物 たいせきぶつ sediment 堆積作用により機械的・化学的・生物的に堆積した物
質の総称．

堆積盆 たいせきぼん sedimentary basin 長期間にわたって沈降が続いて堆積物が厚く堆積する
場所．堆積物は層群に相当する規模のことが多い．

堆積面 たいせきめん depositional surface 一連の堆積作用で形成された堆積物の表面．

堆積輪廻 たいせきりんね cycle of sedimention 種々の堆積物がほぼ同じ組合せ・順序で繰り返し累重
すること．

大山火山帯 だいせんかざんたい Daisen volcanic zone 中国地方の大山～雲仙岳に続く火山帯．主として角閃
石安山岩および黒雲母安山岩から構成される．

大山倉吉テフラ だいせんくらよして
ふら

Daisen-Kurayoshi tephra 中国地方北部から北陸地方を経て中部・北関東地方に
広がる広域降下火山灰．降下年代は約４万６千年前．

大山ローム だいせんろーむ Daisen loam 中国地方の大山周辺に分布し，著しく風化した赤色系
の火山灰質の地層．土質工学的性質は関東ロームと類
似．

台層群 だいそうぐん Dai Group 山口県西部に分布する長門構造帯のうち，台地域の古
生界．破砕された泥質岩・砂質岩（メランジュ）から
なる．

大ダム だいだむ large dam 高さ15mを越えるダム．

タイダルフラッ
シュ

たいだるふらっしゅ tidal flush 潮汐の流れによって，河口や海峡の底質が掃流移動し
て，水深を維持あるいは洗掘する現象．



タイダルプリズ
ム

たいだるぷりずむ tidal prism 潮汐の流れによって，海湾内に流出入する海水量のこ
と．簡単には海湾面積と潮差の積により求められる．

台地 だいち platform, plateau,
tableland

比較的高度が高く地表面が平坦で，側面が急に低地へ
下がる地形．地質学では卓状地を示すことがある．

大地形 だいちけい major landforms,
macrotopography

外的営力をほとんど消去できるような大規模な地形．
地殻運動の結果として生じた構造地形である場合が多
い．

台地玄武岩 だいちげんぶがん plateau basalt 非造山地域の大陸内に噴出し，ほぼ水平な溶岩流の積
成により短期間に溶岩台地を形成する玄武岩溶岩．

大地溝帯 だいちこうたい great rift valley belt 両側を複数の階段状正断層により形成された細長い凹
地形である地溝．リフトバレーともいう．プレート発
散境界．

大地抵抗 だいちていこう ground resistivity 地盤の電気抵抗．比抵抗値（Ω・m）で表す．

大地抵抗計 だいちていこうけい earth megger tester 大地電極と電流電極の間に通電し，大地に対する電極
抵抗を測定する装置．

耐凍害性 たいとうがいせい durability to freezing
and thawing

コンクリートの凍結融解の繰り返し作用に対する抵抗
性．

大東海嶺 だいとうかいれい Daito ridge 沖縄島の東方約300kmに位置する海嶺．島弧活動を示唆
する結晶片岩などが分布する．

ダイナドリル だいなどりる dyna drill 流体をロッドを通して圧送することによりローターを
回転し，それに連なるビットを回転して掘削するドリ
ル．

ダイナマイト だいなまいと dynamite ニトログリセリンを基剤とする爆薬のうちで，普通ニ
トログリセリンが７%以上のもの．

ダイナモ理論 だいなもりろん dynamo theory of
geomagnetism

地球や惑星内部の外核の運動が磁場と相互に作用し
て，磁場を形成・維持するという理論．

第二鹿島海山 だいにかしまかいざ
ん

Daini Kashima seamount 第一鹿島海山の北東約100kmに位置する海山．西太平洋
海盆の西端で，日本海溝の海側斜面にさしかかる．

第二紀南海山 だいにきなんかいざ
ん

Daini Kinan seamount 潮岬の南方約350km，紀南海山列北部に位置する海山．
玄武岩が採取され，同質の火山性海山とされている．

第二種地震空白
域

だいにしゅじしんく
うはくいき

groupⅡ seismic gap 大地震の前に，やがて起こる大地震の震源付近で地震
活動が顕著に静穏化することがあるが，この静穏域の
こと．

第二瀬戸内累層
群

だいにせとうちるい
そうぐん

Daini Setouchi
Supergroup

西南日本の瀬戸内区・瀬戸内沈降帯に分布し，主に
河・湖沼成層で構成される鮮新～更新統．一部海成層
を伴う．



大日階 だいにちかい Dainichian stage 周智階．静岡県西部に分布する鮮新世後期の掛川層群
産貝化石による生層序区分．

第二室戸台風 だいにむろとたいふ
う

Daini Muroto typhoon 1961年に室戸岬を通過して阪神地方に上陸し，関西，
北陸，東北を通過した室戸台風と同じ経路を通過した
超大型の強い台風．死者行方不明者は202人と人的被害
は比較的軽微であったが，強風により農作物の損害が
莫大．

ダイノサイス だいのさいす Dinoseis 地面や海中に押し被せた釣鐘型容器内で起こしたガス
爆発圧を地震パルスに変える非爆薬震源．商標名．

対比 たいひ correlation 地理的に離れた地層を岩相・化石・火山灰などの比較
により層準を決定し，標準的年代区分での位置を定め
ること．地層対比ともいう．

対比の法則 たいひのほうそく law of correlation 古生物の生存期間を利用して，異なる地域に分布する
地層や層相の違う地層の層準を決定し，比較できるこ
と．

大氷河時代 だいひょうがじだい great ice age ゲエイキィ(1874)が呼んだ第四紀の氷河時代．

耐風設計 たいふうせっけい wind resistant design 風荷重を考慮した設計．強風下で機能を保持するよう
な設計など．

太平洋 たいへいよう the Pacific (Ocean) 地表の約35%を占める世界第一の大洋．日本列島などの
ある西縁は海溝が多く，造山帯に取り巻かれる．

太平洋－南極海
嶺

たいへいようなん
きょくかいれい

Pacific-South Pole ridge 南太平洋から南極北東に北東－南西方向に連なる海
嶺．東太平洋海嶺の南東に位置する．

太平洋プレート たいへいようぷれー
と

Pacific plate 太平洋の最大の海洋プレート．日本付近はこれが他の
プレートの下に沈み込む収束境界に位置している．

台変成岩 だいへんせいがん Dai metamorphic rock 山口県西部の長門構造帯中の台地域に分布する変成岩
の総称．蛇紋岩・変はんれい岩（斑糲岩）・角閃岩な
どからなる．

ダイポールーダ
イポール法

だいぽーるだいぽー
るほう

dipole-dipole array ある電極間隔を持つ電流電極の延長上に同じ電極間隔
の電位電極を配置する方法．ＩＰ法で多く用いられ
る．

タイムスケール たいむすけーる time scale 時間軸．あるいは地盤に生じた現象が継続した時間の
長さ．

タイムドメイン
ＩＰ法

たいむどめいんあい
ぴーほう

time-domain induced
polarization method,
time-domain IP method

時間領域ＩＰ法と同義．

大門池ダム だいもんいけだむ Daimon-ike dam 大和川水系大門川．立野水利組合．1128年竣工．堤高
32ｍのアースダム．当時としてはアースダムでは世界
最大級.

ダイヤモンド だいやもんど diamond C．等軸晶系．硬度10．比重3.51524．主にキンバーラ
イトを母岩とし，マグマの急冷により生成される高温
高圧炭素結晶．



ダイヤモンド
ソー

だいやもんどそー diamond saw 丸状，帯状の鋸で，ダイヤモンド粒またはその微粉が
植え付けられ，おもに岩や硬質なものを切るのに使
う．

ダイヤモンド
ビット

だいやもんどびっと diamond bit 先端にダイヤモンドを埋込んだビット．ボーリング調
査では，硬質岩の掘削に適用される．

ダイヤルゲージ だいやるげーじ dial gauge 直線変位を測定するための計測器で，JIS B 7503に規
定されている．力計と併用すれば荷重を測定できる．

タイヤローラー たいやろーらー pneumatic tired roller,
rubber tired roller

空気タイヤの接地圧によって土やアスファルトなどの
締固めを行う機械．

太陽エネルギー たいようえねるぎー solar energy 太陽から地表に達する放射エネルギー．大気外での基

準値（太陽定数）は，約2 cal/min･cm2である．

太陽系 たいようけい solar system 銀河系を構成する一つの系．太陽の引力に支配され
て，その周りを運行する全ての天体．

太陽恒数 たいようこうすう solar constant 地球と太陽が平均距離にあり，かつ大気吸収がないと
したときの，地球表面での太陽のふく射エネルギー．

太陽光発電 たいようこうはつで
ん

photovoltaic power
generation

太陽電池（光電池）を利用し，太陽光を受けて電気を
発生させる発電方式．

大洋底 たいようてい ocean-floor 水深4～6kmの海洋の主要部分を占める海底．小起伏に
富む深海海丘や堆積物の埋積による平坦面からなる．

大洋底拡大説 たいようていかくだ
いせつ

ocean-floor-spreading
hypothesis

中央海嶺でマントルから上昇し形成された海洋プレー
トが，マントル対流によって両側に移動し，海溝部で
マントルに潜り込み，消滅するという説．

大洋底変成作用 たいようていへんせ
いさよう

ocean-floor metamorphism 海嶺に分布する玄武岩・ドレライトなどが熱水により
受ける変成作用．

太陽電池 たいようでんち solar cell シリコン半導体の光電効果を利用して，太陽エネル
ギーを直接的に電気エネルギーに変換する装置．

太陽同期軌道 たいようどうききど
う

sun-synchronous orbit,
sun synchronous orbit

等緯度の地点を通過する際の地方時刻が一定な衛星軌
道．

タイラーふるい たいらーふるい Tyler's sieve アメリカTyler Co.製作の古くからの標準ふるい．１平
方インチ内の綱目の数でふるい番号がつけられてい
る．

ダイラタンシー だいらたんしー dilatancy 土の様な粒状体の粒子の集合体に，せん断力を加えた
時に体積変化する性質．

ダイラタンシー
角

だいらたんしーかく angle of dilatancy 土など粒状体のせん断特性を表す主要なパラメータ．
異方性の検討に用いられる．



ダイラタンシー
係数

だいらたんしーけい
すう

dilatancy index 土のような粒状体のせん断変形時の体積ひずみ増分dV
と軸ひずみ増分dεの比で示される指数．

ダイラタンシー
硬化

だいらたんしーこう
か

dilatancy hardening 水を含んだ岩石に封圧を加えて行くと，クラックが増
えて間隙水圧が減少し，岩石の強度が増す現象．

ダイラタンシー
式

だいらたんしーしき dilatancy formula 粒状体のダイラタンシー特性を表現する主応力比と主
ひずみ増分比の関係式．

ダイラタンシー
試験

だいらたんしーしけ
ん

dilatancy test シルトと粘土を判別するための土質試験．15㎜立方の
供試体の表面に現れる自由水の状態によって判別す
る．

ダイラタンシー
説

だいらたんしーせつ dilatancy theory 陸地性の浅層地震の発生機構を，クラックの発生と水
の流入に伴うダイラタンシー現象から説明した説．

ダイラタンシー
モデル

だいらたんしーもで
る

dilatancy model 微小な割れ物発生に伴うＰ波速度の変化およびＳ波速
度との比の変化に注目した地震発生モデル．

ダイラトメータ だいらとめーた dilatometer 鍬型の水平方向土圧計で，地盤のサウンディングに用
いられる．欧米を中心に広く普及しつつある．

平みかげ たいらみかげ Taira mikage 阿武隈山地，福島県いわき市産石材．中生界新期花崗
閃緑岩．紅色で中粒．建築石材・装飾材・墓碑・銅像
台石に利用．

大陸 たいりく continent 花崗岩および玄武岩質層からなる厚さ30～40kmの地殻
を持つ地域．中心部は最高38億年に達する楯状地から
なる．

大陸安定地塊 たいりくあんていち
かい

continental stable mass 緩慢な隆起・沈降しか認められない安定地域のうち大
陸地域をなすもの．盾状地はその代表的地形．

大陸移動 たいりくいどう continental drift 大陸が分裂したり相対的位置を変える運動．プレート
論ではアセノスフェア上をリソスフェアが移動すると
される．

大陸移動説 たいりくいどうせつ theory of continental
drift

大陸が地球表層を移動するという説．原動力としてマ
ントルの流れが有力．Wegener.A.(1912)により提唱．

大陸エプロン たいりくえぷろん continental apron 陸棚からの混濁流などによる堆積物が作る大陸斜面の
基部にある滑らかな斜面．コンチネンタルライズとも
いう．

大陸縁弧－海溝
系

たいりくえんこかい
こうけい

continental margin arc-
trench system

大陸縁弧と海溝が平行に配列して形成する変動帯．プ
レートの収束境界に沿って発達．地震・火山活動が活
発．

大陸縁辺部 たいりくえんぺんぶ continental margin 大陸棚の外縁部．一般に水深は130m内外で，200mより
深い場合もある．

大陸塊 たいりくかい continental block 通常古生代以前に安定化した大陸地殻の一部をさす．
盾状地と卓状地とに相当．クラトン・剛塊・大陸核と
も．



大陸斜面 たいりくしゃめん continental slope 大陸棚外縁からやや急勾配(3ﾟ～6ﾟ)で深海底におりる
斜面．陸棚斜面ともいう．

大陸性地殻 たいりくせいちかく continental crust 大陸地殻と同義．

大陸成長説 たいりくせいちょう
せつ

continental growth
theory

地質時代を通じて大陸地殻の面積が増大してきたとい
う学説．

大陸棚 たいりくだな continental shelf 大陸周辺の緩傾斜の海底．外縁の水深は130m内外で世
界的に一定し，成因には海水準変動が関与．陸棚とも
いう．

大陸棚外縁 たいりくだながいえ
ん

shelf edge, shelf break 大陸棚と大陸斜面との境界をなす傾斜変換部．水深は
通常130m前後．露岩し，薄く堆積物を載せる場合があ
る．

大陸棚堆積物 たいりくだなたいせ
きぶつ

continental shelf
sediment

大陸棚に分布する堆積物の総称．過去の低海水面時の
堆積物と現世の堆積物が混在し複雑な分布を示す．

大陸地殻 たいりくちかく continental crust 大陸地域の地殻．地球の表層部に存在するモホ面より
浅い部分で，単純化すると上層は花崗岩質岩石，下層
は玄武岩質岩石からなる．厚さは一般に30～40km．大
陸性地殻ともいう．

大陸氷河 たいりくひょうが continental glacier 顕著な厚さと広がりを持つ，基盤の地形に影響されず
に氷河自身が形態を作る大規模な氷河．南極氷床な
ど．

大陸プレ-ト たいりくぷれーと continental plate プレートテクトニクス理論において，大陸を構成する
プレート．

大陸隆起 たいりくりゅうき continental upheaval 地殻変動ないし海水面の低下により相対的に大陸が隆
起する現象．

大理石 だいりせき marble 岩石学的には，熱変成作用を受けて再結晶した粒状結
晶質石灰岩のことで，主に方解石よりなる．石材に利
用．

対流 たいりゅう convection 大気・海洋・マントルなどに生じる上下流を伴う規則
的な物質移動．温度勾配の存在によって生じる．

対流圏 たいりゅうけん troposphere 大気圏の一部をなすもので，地表から10km前後までに
存在する部分．

耐硫酸塩セメン
ト

たいりゅうさんえん
せめんと

sulphate resisting
cement, sulphate
resistant cement

地下水中の硫酸塩に対する抵抗性を高めたセメント．
アメリカではⅤ型セメントとして定義．

滞留時間 たいりゅうじかん residence time ある物質が一つの系の中を通過するのに要する平均時
間．例えば，水が地下浸透してから地表排出されるま
で．

対流説 たいりゅうせつ theory of thermal
convection

マントル熱対流説と同義．



大礫 だいれき cobble 土粒子区分の「礫」を細区分したもの．地質分野
(Wentworthら)で64～256mmの粒径の粒子から構成され
るものをいう．

大礫岩 だいれきがん cobble conglomerate 主に径64～256mmの大礫がこう結（膠結）してできた岩
石．基質（こう結（膠結）物）は砂質や泥質などいろ
いろなものが多い．

タイロッド たいろっど tie rod 土留矢板に加わる土圧を後方のコンクリート壁や杭に
伝えるために用いる棒．

台湾集集地震 たいわんちちじしん the 1999 Taiwan Chi-Chi
Earthquake

1999年9月21日に台湾中部の北緯23.8度,東経120.7度の
深さ1.1kmで発生したM7.6（米国地質調査所）の地震.
死者2200余人,負傷者8700余人，被害建物7500余戸に達
し，断層変位により石岡ダムが一部破損した.

ダイン だいん dyne 力のＣＧＳ単位．質量1gの物体に作用して１cm/s2の加
速度を生じさせる力．記号はdyn．

ダウエリング だうえりんぐ doweling ダムの特殊基礎処理工で，ダムの安定上地山内の断層
などをコンクリートで置換して基礎岩盤のせん断抵抗
力を増す方法．

ダウエル効果 だうえるこうか dowel effect 二つの物体が面で接する場合に，接合面を貫く強度の
大きな部材によって一体化され主にせん断力が伝達さ
れる効果．コンクリート床版の継ぎ目に取り付けるダ
ウエルバーやダム基礎岩盤の断層面に沿って坑道を
掘ってコンクリートを充填するダウェリングはこの効
果を期待したもの．

ダウエルバー だうえるばー dowel bars 舗装版相互の荷重伝達を目的として，セメントコンク
リート舗装の横断面方向目地部に用いる丸鋼．

多雨期 たうき pluvial age 第四紀で降水量が現在より多かったとされる時期．乾
燥地域にその証拠として多雨湖が提唱されている．

ダウンザホール
ドリル

だうんざほーるどり
る

downhole drill パーカッション削孔方式の一つ．孔底のパーカッショ
ンハンマーをエアで駆動してビットに上下動の打撃を
与え岩盤を粉砕する工法．

ダウンホールハ
ンマーボーリン
グ

だうんほーるはん
まーぼーりんぐ

downhole hammer drilling 刃先を直接取り付けたパーカッションマシンを，エア
フラッシュによって駆動させて掘削する工法．

ダウンホール法 だうんほーるほう downhole method 震源は地表か測定孔近傍のボーリング孔内に，受振器
は測定孔内に設置して，Ｐ波，Ｓ波別途に行う速度検
層．

ダウンワードコ
ンティニュエー
ション

だうんわーどこん
てぃにゅえーしょん

downward continuation 下方接続と同義．

楕円アーチダム だえんあーちだむ elliptical arch dam 水平断面が楕円形状をしているアーチダム．

多円錐図法 たえんすいずほう polyconic projection 地球上の各緯度帯に接する多数の円錐に投影する図
法．

楕円断面ＴＢＭ だえんだんめん
てぃーびーえむ

oval shaped tunnel
boring machine, oval
shaped TBM

楕円状のトンネル全断面を回転カッターにより一度に
切削あるいは破砕して掘進する機械の総称．



高尾野層群 たかおのそうぐん Takaono Group 九州南西部の四万十帯白亜系．緑色岩・珪質泥岩・黒
色泥岩・スランプ堆積物・砂岩泥岩互層からなる．

多角形土 たかくけいど polygon soil 水はけの悪い凍土の表面に形成される平面形態が多角
形の構造土で，凍結割れでできる．

高草山層群 たかくさやまそうぐ
ん

Takakusayama Group 糸魚川－静岡構造線南端部に沿い，その西側に分布．
中新世前期のアルカリ玄武岩・粗面安山岩・泥岩から
なる．

高久層群 たかくそうぐん Takaku Group 常磐炭田地域に分布する中新統の地層群．下位から礫
質砂岩・凝灰質細粒砂岩・凝灰質シルト岩からなる．

多角測量 たかくそくりょう traversing, traverse
survey

トラバース測量と同義．基準点測量の一種で，測距・
測角によりトラバース点の座標を求める測量．

高倉地すべり たかくらじすべり the Takakura landslide 1980年に新潟県西頸城郡能生町で発生した地すべり．

規模は面積13ha，土量150万ｍ3におよぶ．

高倉山層群 たかくらやまそうぐ
ん

Takakurayama Group 阿武隈山地いわき市北方のペルム系．主に頁岩・砂
岩・礫岩などの砕屑岩からなる．アンモナイトを産
出．

高潮災害 たかしおさいがい disasters of storm surge 高潮によって引き起こされる災害．1959年の伊勢湾台
風のように台風が引き金になり甚大な被害をもたら
す．

高潮防波堤 たかしおぼうはてい breakwater for storm
surge

高潮およびそれにともなう波浪から，港湾施設や背後
の都市域を防御するために設けられる防波堤．

高師小僧 たかしこぞう takashikozo 鉄が土壌粘土中の植物体と交代しできる褐鉄鉱の枝・
管状の形態を持った団塊．

高島層群 たかしまそうぐん Takashima Group 長崎市西方の高島などに分布する始新統．砂岩泥岩互
層・礫岩からなる．上部は優良な炭層を挟み高島炭田
の夾炭層．

高島炭田 たかしまたんでん Takashima coal field 西彼杵半島から長崎半島の海域に分布する炭田の南半
部．固定炭素が多く，良質のコークス原料炭を産す
る．

高清水断層 たかしょうずだんそ
う

Takasyozu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東－南西方向．富
山県の砺波平野を東西に分割する．延長約12km．

高瀬ダム たかせだむ Takase dam 信濃川水系高瀬川．東京電力(株)．1979年竣工．堤高
176ｍはロックフィルダムとして日本最大．急峻山地で
の超大型ロックフィルダム建設への挑戦．

多賀層群 たがそうぐん Taga Group 茨城県高萩市から福島県富岡町にかけて分布する中部
中新～鮮新統．海成で礫岩・砂岩・シルト岩・凝灰岩
などからなる．地域によって岩相および時代が異な
る．

高田地すべり たかだじすべり the Takada landslide 1952年に千葉県鴨川市高田で発生した．被害は13ha．
改修されたが1979年に再活動始まる．



高玉石 たかだまいし Takadama ishi 福島県郡山市熱海町産石材．古期花崗閃緑岩の貫入を
受けた蛇紋岩．漆黒・緻密で加工が容易．建築装飾材
に利用．

高千穂変動 たかちほへんどう Takachiho disturbance 古第三紀末～新第三紀初期の地殻変動の主要変動．現
在では中新世中期の大規模な前弧海盆の崩壊とされ
る．

高千穂隆起時代 たかちほりゅうきじ
だい

Takachiho period of
emergence

矢部長克が日本の第三紀を初めて日本独自の地史によ
り四分したその第二期で，古第三紀末の隆起・陸化の
時代．

高津川層群 たかつがわそうぐん Takatsugawa Group 島根県益田市西方の海岸，丘陵に分布する鮮新統～更
新統．３枚の海成粘土層を挟む礫層からなる．層厚は
50～60m．

高徳石 たかとくいし Takatoku ishi 栃木県藤原町新高徳付近に産する石材．新第三系角礫
質石英粗面岩．目が粗く淡緑灰色．建築・土木用に利
用．

高取鉱山 たかとりこうざん Takatori mine 茨城県西部の八溝山地南端に位置する．グライゼン型
鉱床で主にタングステン鉱石を採掘した．総出鉱量50
万t．1985年閉山．

高橋みかげ たかはしみかげ Takahashi mikage 愛知県豊田市産石材．領家変成岩を貫く中生界角閃石
黒雲母花崗岩．片麻岩質で土木用・一部建築材として
利用．

高浜層群 たかはまそうぐん Takahama Group 松山市太山寺付近に分布する中期中新統石鎚層群相当
層．下部は礫岩主体で，上部は主に角閃石安山岩質凝
灰岩．

高場山地すべり たかばやまじすべり the Takabayama landslide 1969年に新潟県小千谷市で発生した地すべり．国鉄高
場山トンネルが崩壊．斉藤の式による崩壊予知が行わ
れた．

高原川統 たかはらがわとう Takaharagawa series 岐阜県福地地方に分布する中部デボン系の砕屑岩を主
体とする地層．礫質石灰岩を挟む．

田上石 たがみいし Tagami ishi 新潟県南蒲原郡田上町産石材．鮮新統輝石安山岩．暗
緑色を示す普通の安山岩．土木用に利用される．

高森層群 たかもりそうぐん Takamori Group 岩手県日頃市地域に分布するデボン系．玄武岩～安山
岩質の凝灰岩・頁岩・砂岩を主体とする．

高山・大原断層 たかやまおっぱらだ
んそう

Takayama-Oppara fault
zone

岐阜県高山市周辺に発達する北東方向で併走する断層
群．活動度A～B級の活断層を含む．代表的な活断層と
して牧ヶ洞断層・江名子断層・大原断層が含まれる．

高山層群 たかやまそうぐん Takayama Group 島根県邑知郡周辺に分布する古第三系始新統．安山岩
質～流紋岩質の火山岩類からなる．

高原火山岩類 たからかざんがんる
い

Takara volcanic rocks 岐阜県奥飛騨地域に分布する鮮新統～前期更新統の珪
長質火砕岩類の総称．主に溶結した火砕流堆積物から
なる．

宝鉱山 たからこうざん Takara mine 山梨県都留市の黒鉱鉱床を採掘した銅・亜鉛鉱山．硫
化鉄鉱146万t，銅亜鉛鉱7万t出鉱．1962年閉山．



宝島層群 たからじまそうぐん Takarajima Group 奄美大島北西の宝島に分布する中新統．主に安山岩質
の火砕流堆積物からなり溶岩などを伴う．

宝塚石英斑岩 たからづかせきえい
はんがん

Takarazuka quartz
porphyry

兵庫県宝塚市産石材．古生界を貫き新第三系に覆われ
た石英斑岩．淡緑色で割れ目が多い．砕石・割栗用に
利用．

田川酸性岩類 たがわさんせいがん
るい

Tagawa acidic rocks 山形－新潟県境の朝日山地周辺の珪長質火成岩のう
ち，日本国－三面構造線以北のもの．K-Ar年代は54～
66Ma．

タキオメータ たきおめーた tacheometer スタジア測量において水平距離と高低差を測量できる
測量機材.

滝ヶ原石 たきがはらいし Takigahara ishi 石川県小松市滝ヶ原産石材．中新統緑色凝灰岩．耐
寒・耐熱度が高く，土台石・墓石・灯籠・庭石などに
利用．

抱きコンクリー
ト

だきこんくりーと enlarged side wall
concrete

トンネル坑口などにおいて偏圧に対抗するためにトン
ネル側壁を厚くした部分のコンクリート

抱きコンクリー
ト工法

だきこんくりーとこ
うほう

concrete beam extension,
enlarged side wall

既設構造物の下に基礎を挿入する工法の一種で，基礎
と既設構造物をコンクリートで一体化することをい
う．

滝坂地すべり たきさかじすべり the Takisaka landslide 1888年に福島県耶麻郡西会津町で発生した地すべり．

滝沢みかげ たきざわみかげ Takizawa mikage 岩手県滝沢村産石材．中生界角閃石黒雲母花崗岩．中
粒・片麻岩質．主に土木用に用いられる．

多紀層群 たきそうぐん Taki Group 兵庫県～京都府に分布する丹波層群の一員．現在は研
究の進展に伴う地質解釈の変更でこの名は使われてい
ない．

滝根層群 たきねそうぐん Takine Group 阿武隈山地中央部に分布する時代不詳中・古生界．石
灰岩・頁岩・塩基性岩などからなる．白亜系花崗岩に
より接触変成作用を受けている．

滝ノ上地熱地帯 たきのうえちねつち
たい

Takinoue geothermal area 八幡平南方の日本有数の地熱地帯．葛根田地熱発電所
があり，出力は一号機：50,000KW，二号機：
30,000KW．

多丘形凹状台地
状地形

たきゅうけいおう
じょうだいちじょう
ちけい

地すべり地形の一種．地すべり運動により形成された
多くの小丘・台地がそれぞれ地すべりユニットを形成
する．

田京石 たきょういし Takyo ishi 静岡県田方郡大仁町産石材．更新統玄武岩．柱状節理
が発達し大きな石材は取れない．主に土木用に利用．

タキライト たきらいと tachylyte 玄武岩質マグマが急冷固結したガラス．黒・褐・緑色
を呈し，枕状溶岩・玄武岩岩脈の周縁部などにみられ
る．

田切断層 たぎりだんそう Tagiri fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．上伊那郡
宮田～飯田にわたって位置し延長約30km．伊那谷断層
系の低角逆断層．西傾斜．



多金属型鉱脈鉱
床

たきんぞくがたこう
みゃくこうしょう

polymetalic vein type
ore deposit

銅を伴う鉛・亜鉛の鉱脈型鉱床などの，３種以上の金
属を含む鉱床．硫化鉱床としては金・銀品位の高いも
のが多い．

多久石 たくいし Taku ishi 佐賀県多久市産石材．新第三系筑紫型両輝石安山岩．
普通の安山岩で砕石として大規模に開発された．

卓越風 たくえつふう prevailing wind ある期間内・ある地域・ある地点で最も多く観測され
る風．通常は風向と共に使用される．

卓礁 たくしょう table reef 浅い礁湖をいだくか，または全く礁湖のない楕円形の
さんご(珊瑚)礁．風やうねりの著しい海域に発達す
る．

卓状地 たくじょうち table land, plateau 構造台地の一つ．周囲に急崖を持ち，水平な硬岩層か
らなる広い台地で卓状をなすもの．地表面は削剥面で
ある．

濁水長期化現象 だくすいちょうきか
げんしょう

turbid water resident ダムが築造されたことにより，洪水後や渇水による水
位低下時に濁水が下流に長期間に渡って放流される現
象．

濁水長期化予測
手法

だくすいちょうきか
よそくしゅほう

turbid water resident
prediction method

濁水長期化を予測する手法のことで，濁水判定マニュ
アル，数量化理論，類似ダムからの予測，シミュレー
ションモデルによる予測などがある．

ダクティリティ だくてぃりてぃ ductility 延性．弾性限界以上の引張力を加えた時，物体が塑性
変形を起こして引き延ばされる性質．

濁度 だくど turbidity 水の濁りを示す指標．蒸留水1リットル中に濁度用精製
カオリン1mgを含む場合の濁度を１度または1ppmとす
る．

濁度計 だくどけい turbidimeter 濁度を計る計器．平行光線が検体を通過した後の到達
光に応じて生じた起電力と事前の検定より求める．

濁度粒度分析 だくどりゅうどぶん
せき

turbidity size analysis 光電管を設置したシリンダー内で堆積物を分散させ，
その懸濁度の測定より粒径分布を得る方法．

濁沸石 だくふっせき laumontite 理想式はCaAl2Si4O12・4H2O．単斜晶系．硬度4．比重

2.28．沸石の一種で岩石中の空洞や脈中に産する．吸
水膨脹するため骨材中では有害鉱物．

他形 たけい anhedral 鉱物固有の結晶面の発達が隣接する他鉱物により妨げ
られ，自形をしていないもの．後期晶出鉱物の多くが
この形．

田下石 たげいし Tage ishi 宇都宮市田下町付近で採掘される淡緑色の凝灰岩石
材．

打撃杭打ち機 だげきくいうちき impact pile driver 打撃力を加えて既製杭を地盤中に打込む機械．打撃の
方式によって種々の型式がある．

打撃工法 だげきこうほう pile driving by hammer 既製杭を打撃によって打ち込む工法．



打撃試験 だげきしけん impact soil test 衝撃荷重による地盤の締固め特性を把握する試験．ハ
ンマー質量，最終圧縮量，締固め終了時間より求め
る．

岳下みかげ たけしたみかげ Takeshita mikage 福島県安達郡産石材．中生界片麻岩質花崗閃緑岩．石
材産地として著名．土木用・砕石用として利用され
る．

竹之久保石 たけのくぼいし Takenokubo ishi 長崎県長崎市竹之久保産石材．新第三系角閃石両輝石
安山岩（筑紫溶岩）．砕石・土木用に利用される．

嶽山石 たけやまいし Takeyama ishi 静岡県熱海市嶽山産石材．黒雲母角閃石石英安山岩．
灰色・緻密で，間知石・建築材として利用される．

多胡石 たこいし Tako ishi ①群馬県吉井町産石材．三波川～御荷鉾系変成岩類中
の蛇紋岩．濃緑色で堅硬．装飾材として利用される．
②群馬県多野郡多胡村産石材．前期中新統砂岩．淡紅
色・粗粒で堅硬．耐久性に富み，加工容易．

蛇行 だこう meander 河川の流路が大きく屈曲し，Ｓ字を連ねたような形を
呈したもの．曲流ともいう．

蛇行係数 だこうけいすう coefficient of
meandering

蛇行が螺旋流の水平振動により発生するとした場合，
蛇行波長を流積の平方根で割った係数．

多孔式揚水試験 たこうしきようすい
しけん

multi-well pumping test 揚水井・観測井などの複数の井戸を用いて実施する揚
水試験．単孔式透水試験に比べ，帯水層の透水性や貯
留特性をより正確に評価することができる．

多孔質媒質 たこうしつばいしつ porous medium 主としてガスの膨張・逸散などにより生じた空隙ある
いは空孔を多量に包含している地層あるいは地層構成
岩石．

多孔状 たこうじょう vesicular 溶岩の組織のこと．溶岩が流れている間にガス膨張の
結果によって形成された気孔が特徴．

蛇行帯 だこうたい meander belt 蛇行の湾曲した河川の両端をそれぞれ上下流方向に結
んだ幅をもつ帯状地のこと．曲流帯ともいう．

多孔爆破 たこうばくは pattern shooting 震源として複数の孔に爆薬を装填し，同時に発破する
こと．主に反射法探査において行われる．

多孔爆発法 たこうばくはつほう pattern shooting 多孔爆破と同義．

タコニック変動 たこにっくへんどう Taconic orogeny 北米東部のアパラチア山地を形成したオルドビス紀末
におこった造山運動．

但馬地震 たじまじしん the 1925 Tajima
earthquake

1925年5月23日に兵庫県北部で発生したM6.8の地震．火
災被害も含め死者428人，焼失2,180戸の被害地震．

多重干渉法 たじゅうかんしょう
ほう

multiple beam
interferometry

光学平行板と試料表面を銀蒸着し，単色平行光線下で
干渉を起こさせることで精密に高低差を測定する方
法．



多重地震計 たじゅうじしんけい multiple seismometer 複数の受振器からの出力を混合して，一つの増幅器・
記録器に送るように組み立てられた受振器．

多重周波数電磁
探査法

たじゅうしゅうはす
うでんじたんさほう

multi-frequency
electromagnetic method

周波数電磁探査法と同義．

多重スペクトル
映像

たじゅうすぺくとる
えいぞう

multispectral image 物体が反射や放射する電磁波を11～12バンドの波長帯
別に記録した映像．分光反射特性に基づく画像分類な
どに利用可能．

多重スペクトル
走査計

たじゅうすぺくとる
そうさけい

multispectral scanner,
MSS

物体が反射や放射する電磁波を11～12バンドの波長帯
に分光して検知，記録する装置．マルチスペクトルス
キャナ(MSS)ともいう．

多重バリアシス
テム

たじゅうばりあしす
てむ

multibarrier system 処分された放射性廃棄物による影響が，将来にわたっ
て人間とその環境に及ぼさないようにするための，人
工バリアと天然バリアからなる多層の防護システム．

多重反射 たじゅうはんしゃ multiple reflection 地震波が，地表面あるいは地層境界面において何回も
の反射を繰り返すこと．

多重ふるい落下
法

たじゅうふるいらっ
かほう

multiple sieve method 0.075mm以上の粒径分析に用いる．ふるいを重ね合わせ
て最上位に試料を投入して自動的にふるい分ける方
法．

多重変成鉱床 たじゅうへんせいこ
うしょう

polymetamorphic deposit 複変成鉱床と同義．

多循環湖 たじゅんかんこ polymictic lake 夜間の強い冷却のため頻繁に循環を繰り返す湖．高地
に分布する湖に多い．

多色レーザー測
距儀

たしょくれーざーそ
くきょぎ

multi-color laser
distance meter

異なる固有波長のレーザーを用いて精度を高めたレー
ザー測距儀．

多心アーチダム たしんあーちだむ multi-centered arch dam アーチダムの平面形状を単心円アーチではなく，多心
円にしたアーチダム．

多数アンカー式
擁壁工法

たすうあんかーしき
ようへきこうほう

earth retaining wall
with anchorings

複数のアンカープレートを持つタイロッドを盛土内に
敷設し，補強材と壁面材を結合した補強土擁壁．

打設 だせつ concrete placing 搬入されたコンクリートまたはモルタルを所定の場所
に投入あるいは充填する作業．

多層地盤の支持
力

たそうじばんのしじ
りょく

bearing capacity of
multi-layered ground

基礎の大きさに比べて基礎直下の土層が薄い場合，下
層地盤の影響を考慮して支持力を算定すること．

多層弾性解析法 たそうだんせいかい
せきほう

multi layer elastic
analysis

滑走路などの舗装設計法の一つで，推定Ｅ値などを用
いた多層弾性理論に基づく設計法．

多層弾性理論 たそうだんせいりろ
ん

multi layer elastic
theory

滑走路などの舗装構造の評価手法．多層の線形弾性体
モデルで各層の弾性係数から表面たわみを導出する．



多相変成作用 たそうへんせいさよ
う

plurifacial metamorphism 二度以上の連続する変成作用．

タタール舟状海
盆

たたーるしゅうじょ
うかいぼん

Tartary trough 日本海最北部ロシアのホテアリン山脈に平行し，鮮新
統などからなる長さ約400km，水深2,000mを超える海底
凹地．

たたき石 たたきせき hammer ishi 新生代の地層の泥岩にみられるハンマーの形に似た方
解石粒の集合体．玄能石とも呼ばれる．

多々羅大橋 たたらおおはし Tatara bridge 本四連絡橋尾道～今治ルートの斜張橋．中央径間890ｍ
でこの形式では世界最大．1999年完成．基礎となる強
風化花崗岩の大規模載荷試験が行われた．

多段階三軸圧縮
試験

ただんかいさんじく
あっしゅくしけん

multiple failure state
triaxial tests

均一な供試体が得られない時，１個の供試体で圧縮破
壊，側圧の上昇を繰り返して破壊包路線を得る方法．

多段サイロット ただんさいろっと multiple drift 大断面トンネルの不良地質区間を突破するために，ト
ンネル断面周囲をとりかこんで掘削された導坑．

多段式沈下計 ただんしきちんかけ
い

multi-element settlement
gauge

ロッドに沿う沈下板の沈下を電気的に検出する仕組み
の連続式沈下計を多くの層に設置したもの．

多段導坑 ただんどうこう multiple drift 多段サイロットと同義．

多段バー海岸 ただんばーかいがん multi-barred coast 海岸に沿って，沖側の水面下に砂の堆積地形のバーが2
列以上存在する海岸．バーは砕波によって形成され
る．

立川断層 たちかわだんそう Tachikawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西－南東方向．国
立市青柳～青梅市にかけて位置し延長約21km．縦ずれ
断層．

立川面 たちかわめん Tachikawa surface 東京都立川付近の段丘面が模式地の地形面．最終氷期
後期の多摩川河床の堆積面で，下流では現河床下に没
する．

立川ローム層 たちかわろーむそう Tachikawa loam Formation 関東地方南部に広く分布する第四紀更新世末期．多摩
川流域を模式地とする．風成でスコリア質茶褐色風化
火山灰層からなる．関東ローム層を４分した場合の最
上部層．

脱塩基作用 だつえんきさよう base desaturation 化学的風化作用により岩石や土壌から塩基類が溶脱さ
れる作用．塩基飽和度の低下により土壌ｐＨは酸性化
する．

脱ガラス化 だつがらすか devitrification 地表条件で不安定な天然ガラスが結晶質になること．
その速度は極めて遅いが，適当な条件下で微細に結晶
化．

脱気水 だっきすい deaerated water 溶存する空気の大部分を除去した水．土の圧縮試験な
どで飽和状態を維持するために使用される．

脱珪化 だつけいか desilication 化学的風化やマグマと周囲の岩石の反応によって，岩
石や土壌から珪酸が失われていくこと．脱珪酸作用と
同義語．



脱珪酸作用 だつけいさんさよう desilication ①珪酸塩鉱物の分解により岩石から，またマグマと周
囲の岩石との反応により，マグマから珪酸が除去され
る作用．
②化学的風化作用により岩石や土壌から珪酸が溶脱さ
れる作用．高温多湿気候下で強く作用し，残留物はFe
とAlに富むようになる．

脱硝 だっしょう denitrification 溶液や気体中から，窒素酸化物を除去すること．

脱水 だっすい dehydration 化合物からの水を取り去ること．結晶水・水酸基・二
種の化合物の反応で生じた水の脱離を意味する．

脱水圧密沈下 だっすいあつみつち
んか

dehydrated consolidation
settlement

粘性土の圧密過程において，粘性土が土中の水分を排
出しながら沈下していく現象．

脱水工法 だっすいこうほう drainage works 地盤掘削現場の地下水位の低下や一時的な地盤改良を
目的として地盤から水を抜く工法．排水工法ともい
う．

脱石灰化作用 だつせっかいかさよ
う

decalcification 化学的風化作用により土壌からCaが溶脱される作用．
高温多湿条件で強く作用し，土壌ｐＨは酸性化する．

脱窒作用 だっちつさよう denitrification 土壌中の硝酸や亜硝酸が還元され，窒素ガスに気化す
る現象．窒素肥料が失われ生産力が低下する．

龍野層群 たつのそうぐん Tatsuno Group 兵庫県龍野市付近の上月－龍野帯に分布するペルム
系．主に緑色岩・千枚岩・頁岩からなる．

達布層群 たっぷそうぐん Tappu Group 北海道雨竜地域に分布する中・上部始新～下部漸新
統．下部は細粒砂岩，上部は暗灰色泥岩を主体とす
る．

脱硫 だつりゅう desulfurization,
desulphurization

溶液や気体中から，硫黄酸化物を除去すること．

立石層 たていしそう Tateishi Formation 福島県東部の相馬地域に分布する古生界下部石炭系鬼
丸統．真野川中流部立石付近を模式地とする．無層理
黒色石灰岩を主体とし，石灰質な砂岩・頁岩を伴う．

立坑 たてこう shaft, vertical shaft 斜坑や横坑に対し鉛直に掘削された坑道をいう．

立坑圧気 たてこうあっき pressurized shaft シールドトンネルに圧気する際に，発進立坑に隔壁を
設けて行う方法．漏気や噴発についての考慮が必要．

立坑ガイド たてこうがいど guide rail 立坑内でケージやスキップなどを昇降させるときに必
要とされる案内装置．

立坑口 たてこうぐち shaft entrance 立坑の地表面部の入り口．

立坑掘削機 たてこうくっさくき shaft excavator 立坑の掘削に使用する機械．口径の大小により，それ
ぞれ適用される機種がある．



立坑式発電所 たてこうしきはつで
んしょ

shaft power station 水力発電所のうち，立地形式が半地下式のもので，掘
削工法がのり面をつける開削方式でなく，立坑式のも
の．

立坑巻上げ たてこうまきあげ shaft hoist 立坑施工時に，人・材料・ズリなどを巻き上げ機械を
用いて，搬入・搬出すること．

楯状火山 たてじょうかざん shield volcano 粘性の著しく小さい玄武質の溶岩流が重なった，傾斜
の緩い円錐形の火山体．ハワイとアイスランドに多
い．

楯状地 たてじょうち shield 大陸地殻のうち，先カンブリア紀の変動以後はほとん
ど変動のなかった低平な陸地．

縦浸食 たてしんしょく vertical erosion 河川の浸食作用の一つ．山間部の河川の流れが急なと
ころで，浸食のために河谷の深さが増すことをさす．

縦浸食防止ダム たてしんしょくぼう
しだむ

check dam against to
vertical erosion

下方浸食の進んでいる渓流に対し，その浸食区域下端
に設けて浸食を防止する砂防ダム．

縦振動 たてしんどう longitudinal vibration 媒質の変化が波の進行方向と同じ方向に生じる振動現
象．

縦ずれ断層 たてずれだんそう dip-slip fault 断層面上の変位量を横ずれ成分と縦ずれ成分に分解し
て示した場合，主に縦ずれ成分を持つ断層．

縦弾性定数 たてだんせいていす
う

Young's modulus, elastic
modulus

弾性係数・ヤング率と同義．現在ではあまり用いられ
ない．

縦継目 たてつぎめ longitudinal joint コンクリートダムのダム軸平行方向に設置される継
目．

縦伝導度 たてでんどうど longitudinal conductance 成層構造を電流が成層面に平行方向に流れるとき，各
層の層厚と比抵抗から算出される見掛け上の電気伝導
度．

縦ドレーン たてどれーん vertical drain 均一型アースダムの堤体内湿潤線を下げるために設け
られる，底設ドレーンから立ち上げたドレーン．

縦波 たてなみ longitudinal wave 媒質を進行方向に振動させながら伝わる波．横波より
も速く伝わり，観測点に最初に到達する．Ｐ波と呼ば
れている．

縦曲げ褶曲 たてまげしゅうきょ
く

longitudinal bending
fold

地層面や層状面に平行する方向から圧縮力を加えて，
これと直交する方向に層が弓状～波状に褶曲するこ
と．

館山石 たてやまいし Tateyama ishi ①千葉県館山市産の新第三系凝灰岩．房州石と同じ．
土木用に利用される．
②栃木県那須町芦野産石材．更新統溶結凝灰岩．白河
石に類似し，芦野石と同じ．有名な石材．

館矢間石 たてやまいし Tateyama ishi 宮城県丸森町舘矢間産石材．中生界黒雲母角閃石花崗
岩．中粒・片状で角閃石が多い．建築・道路・橋梁な
どに利用．



縦割り式部分掘
削工法

たてわりしきぶぶん
くっさくこうほう

trench cut method 部分掘削工法に属する．全掘削幅員のうち，一部を先
行掘削して躯体を構築後，残余部分を掘削構築する工
法．

多点温度検層 たてんおんどけんそ
う

multiple measuring
points temperature
logging

人為的に昇降させた試錐孔内の水温を多点温度検層器
で経時的にほぼ同時測定し流動層，流速を調べる方
法．

ダトー石 だとーせき datolite 組成CaBSiO4(OH)．単斜晶系．硬度5.5．比重2.95．ホウ

珪酸塩鉱物の一種．酸性～超苦鉄質岩中の変質鉱物に
伴って産する．

ダナイト だないと dunite 大部分がかんらん石（橄欖石）で構成される完晶質の
超苦鉄質岩．ダンかんらん岩（ダンかんらん石（橄欖
岩））ともいう．

田中山石 たなかやまいし Tanakayama ishi 静岡県田方郡産石材．更新統玄武岩．柱状節理が発達
し，大材は取れない．主に土木用に利用．田京石と同
じ．

多奈川石 たなかわいし Tanakawa ishi 大阪府泉南郡岬町産石材．後期白亜系和泉砂岩．緑灰
色で緻密．加工に適し，墓石・間知石などに利用され
る．

棚倉構造線 たなぐらこうぞうせ
ん

Tanagura tectonic line 茨城県常陸太田市付近から福島県東白川郡棚倉町に至
る，日本列島の大構造線の一つ．延長60km．

棚倉破砕帯 たなぐらはさいたい Tanagura fracture zone 福島県棚倉付近を通って北北西に走る幅2～3kmの地
帯．これに沿って先第三系は著しく変形・変成する．

棚シールド たなしーるど multi deck shield 切羽前面を解放型にして多くの水平床を地山に貫入さ
せ，細分化による安定を図るもので，砂地盤掘削に適
用．

棚状海岸 たなじょうかいがん step-profiled beach 波砕帯付近の水深1～3mの海底で，階段状の棚状の平坦
部を有する海岸．幅は200m前後，底質は大部分砂であ
る．

棚付き控え擁壁 たなつきひかえよう
へき

counterfort retaining
wall with shelf

控え壁擁壁を水平な棚壁で補強した擁壁．

田辺層群 たなべそうぐん Tanabe Group 紀伊半島南西部の和歌山県田辺市・白浜町付近に分布
する中新統．浅海性の礫岩・砂岩・泥岩よりなる．

ダナム公式 だなむこうしき Danham's formula 杭の静力学的支持公式．杭の極限支持力をＣ，φの関
数で表したもの．

ダニアン階 だにあんかい Danian stage 古第三系最下部階でダン階ともデーン階ともいう．国
際的対比の基準となる．模式地はデンマークにある．

谷風 たにかぜ valley breeze 谷や山麓斜面を山頂に向かって吹き上げる風．太陽に
よる地表の暖められ方に差があり発生する．

谷次数 たにじすう stream order 水系網を数値で表現する方法．源流部の最上流の谷を
一次谷とし，ｎ次谷どうしが合流すると（n+1）次谷と
なる．



谷地すべり たにじすべり the Tani landslide 1971年に福井県勝山町北谷町谷で発生した地すべり．

谷状浸食 たにじょうしんしょ
く

gully erosion 幅45cm，深さ25cm以上に土がえぐり取られること．修
復するには土木工事が必要．

谷線 たにせん thalweg 河川の水深の最も深い部分を上・下流に結んだ線で，
原則的に流心線に一致する．谷心線ともいう．

谷止 たにどめ small check dam 急勾配の小渓流やリル・ガリーに設けられる横工で，
砂防ダムに準ずる構造物．溪岸・溪床の固定，溪床勾
配の緩和の機能を持つ．

谷止工 たにどめこう simple dam 砂防ダムの一種で堆積土砂によって上流側の山腹の崩
壊を防ぐために設置される．

谷氷河 たにひょうが valley glacier 谷の中を流下する氷河で，ヨーロッパアルプスに典型
的に発達し，山岳氷河の代表的な形態である．

谷密度 たにみつど drainage density, valley
density

水流浸食による地形の開析の程度を表わす指標．単位
面積あたりの谷の本数，本支流の総延長などにより表
わす．

たぬき掘り たぬきぼり small drift 元来，鉱脈に沿った小さな採鉱坑道を称したが，現在
では調査や水抜きのために小断面のトンネルを掘るこ
とをさす．

田野層群 たのそうぐん Tano Group 大分県臼杵地域に分布する白亜系．黒瀬川構造帯の北
縁部に位置する．陸源の砕屑岩類からなる浅海性堆積
物．

束沸石 たばふっせき stilbite 沸石の一種．NanCa4(Al8+nSi28-nO72)・30H2O．単斜晶系．

硬度3.5～4．比重2.1～2.2．白色・ガラス光沢の柱状
または板状結晶の束状集合体．

多氷河作用 たひょうがさよう multiple glaciation 繰り返し起こった氷河の拡大・後退により引き起こさ
れた，氷河による浸食・運搬・堆積作用．

タフネス指数 たふねすしすう toughness index 塑性指数Ipと流動指数Ifの比でItで表す．塑性限界で
の乱した土のせん断強さの度合いを示す．

ＷＣＲＰ だぶりゅしーあーる
ぴー

World Climate Research
Program, WCRP

世界気候研究計画．世界気象機関(WMO)を中心とする世
界気候計画を推進する上で基礎となる国際的研究計
画．

ＷＧＳ だぶりゅじーえす World Geodetic System,
WGS

米国国防総省が導入した世界測地系．衛星の軌道解析
から算出された系でＧＰＳの位置計算に使われてい
る．

ダブルウォール
工法

だぶるうぉーるこう
ほう

double wall method 矢板を二重に打ち並べて頭部を連結し，内部に土砂を
詰める締切工法．河川の流水の自然流下を抑止し，他
水路にそらせることなどの目的に用いられる．

ダブルウォール
ダム

だぶるうぉーるだむ double wall coffer dam 二重矢板で造った締切りダム．



ダブルゲート だぶるげーと double gate 上下２段に分かれたゲートで，流量に応じて１段また
は２段を昇降させることができるもの．

ダブルコア
チューブ

だぶるこあちゅーぶ double core tube コアチューブが二重の管になったコアバレル．掘削用
水は外管と内管の間を流れ，コアと接しない．

ダブルコア
チューブシーベ
ル形コアバレル

だぶるこあちゅーぶ
しーべるがたこあば
れる

double core tube swivel
type core barrels

ボールベアリングなどを使用し，内管が外管とともに
回転しないようにしたダブルコアバレル．

ダブルチューブ
オーガー

だぶるちゅーぶおー
がー

double-tube auger デニソン型サンプラの一種で，内管にシンウォール
チューブ，外管にスパイラル型オーガーチューブを使
用．

ダブルチューブ
コアバーレル

だぶるちゅーぶこあ
ばーれる

double-tube core barrel ニ重管式コアバーレル．削孔水は内管と外管の間を
通ってビットに達し，外管の外側を通り孔口へ戻る．

ダブルトーショ
ン試験

だぶるとーしょんし
けん

double torsion test 岩石の応力腐食による亀裂進展速度を調べる試験．細
溝を有する薄板状試料に曲げ荷重を破壊寸前までかけ
て止め，その後の亀裂速度と荷重の低下率より求め
る．

ダブルパッカー だぶるぱっかー double packer ①注入箇所を限定するために二重管式注入工法で，内
管の注入孔の上下で内外管の間に配置されるパッ
カー．
②ボーリング孔内の透水試験などで試験区間を仕切る
ために用いる２個のパッカー．

ダブルパッカー
グラウチング

だぶるぱっかーぐら
うちんぐ

double-packer grouting 注入区間の上下にパッカーをかけて行うグラウチン
グ．

ダブルフラク
チャリング法

だぶるふらくちゃり
んぐほう

double fracturing method ボーリング孔内で行う初期地圧測定法の一種で，ス
リープフラクチャリング法と同義．測定の過程で孔壁
に２回亀裂を発生させるため，ダブルフラクチャリン
グと呼ぶ．

タフロ地向斜 たふろちこうしゃ taphrogeosyncline 正地向斜に造山運動が起こった後の沈降域の一つで，
高角度断層で陥没し，堆積物で埋められている．地向
斜論に基づく考え方．

多変量解析 たへんりょうかいせ
き

multivariate  analysis 互いに相関のある多変量（多種類の特性値）のもつ特
徴を要約し，相互関係を分析する数学的手法．

だぼ だぼ dowel ２材の接合部で相互のずれを防ぐ目的で挿入する小
片．

だぼ だぼ point rod トンネル内施工時に利用する仮設の坑内測点．

玉石 たまいし cobble stone 岩石が風化などにより球状になったもの．大きな硬質
礫の俗称として使われることが多い.

球石 たまいし flint ball 緻密な硬質岩が河川の運搬過程で円磨され円礫となっ
たもの．玉石とも書く．

玉石コンクリー
トダム

たまいしこんくりー
とだむ

boulder concrete dam 玉石をモルタルで接合して築造したダム．



玉石砕石 たまいしさいせき crushed gravel 玉石を破砕し，骨材として利用されるもの．

玉石積み たまいしづみ cobble stone masonry 玉石や野面石など天然露面をもつ石を用いた石積み工
法．

玉石張り たまいしばり covering with cobble
stone

親水護岸工としてよく用いられる工法で，玉石を張
り，空隙をセメントミルク，モルタルなどで充填する
工法．

玉川酸性水 たまがわさんせいす
い

Tamagawa acidic water 秋田県の玉川温泉の酸性泉の影響を受けた異常に酸性
の強い河川水．

多摩川層群 たまがわそうぐん Tamagawa Group 関東山地の多摩川～秋川地域に分布する白亜系．氷川
層・海沢層に区分．砂岩と頁岩を主とし覆瓦構造をな
す．

田万川層群 たまがわそうぐん Tamagawa Group 山口県田万川町付近に分布するぜん新統（漸新統）火
山岩類．深成岩類を伴い火山構造性陥没地をつくる．

田万川帯 たまがわたい Tamagawa zone 山口県北東部～島根県西部の田万川層群および相当層
の分布地帯．鍋状陥没体が北東－南西方向に点在す
る．

卵型空洞 たまごがたくうどう egg shaped cavern 大規模地下空洞の形状の一つ．全体が長円形をなし，
上部および側壁部の支保には吹付けコンクリート，Ｐ
Ｓアンカー，ロックボルトを用いる．

玉葱状構造 たまねぎじょうこう
ぞう

onion structure 岩石が風化作用により，あたかも玉ねぎの皮のように
同心球の薄皮状に剥がれる構造．塊状無層理の岩石に
多い．

玉葱状風化 たまねぎじょうふう
か

onion-skin weathering ,
spheroidal weathering

花崗岩，安山岩，砂岩などの塊状岩によく見られる風
化現象で球殻状に風化が進行し，中心に球状の核が残
る．

玉ノ木石 たまのきいし Tamanoki ishi 京都府野田川町玉ノ木産石材．白亜系花崗岩．土木用
に利用される．京都府有数の石材産地．

玉ノ木地すべり たまのきじすべり the Tamanoki landslide 1985年に新潟県西頸城郡玉ノ木地区で発生した地すべ
り性崩壊．融雪が誘因となって古期岩屑が再移動し
た．

多摩面 たまめん Tama surface 多摩丘陵の背面に対して与えられた地形面の名称．中
期更新世の高海面期に形成された海成面である．

多摩ローム層 たまろーむそう Tama loam Formation 関東地方南部に広く分布する第四紀更新世中期．東京
都西部多摩丘陵付近を模式地とする．風成で火山灰層
からなる．関東ローム層を４分した場合の最下部層．

ダミーゲージ だみーげーじ dummy gauge 温度補償を行うため回路に組込まれるひずみゲージ
で，ひずみは受けずに温度変化のみにより抵抗が変化
する.

ダム ダム dam 堰堤と同義．



ダム下流端 だむかりゅうたん toe of dam (concrete
dams), downstream toe of
dam (others)

ダムの下流面と地表面の交点．

ダム下流面 だむかりゅうめん downstream face of dam ダムの下流側の表面．

ダム管理用水力
発電設備

だむかんりようすい
りょくはつでんせつ
び

power station
incorporated in or
adjacent to a dam

ダム事業者が管理用に使用する電力を発電するため，
自ら放流設備に設置した水力発電設備．

ダムサイト だむさいと dam site ダムを築造する場所．

ダムサイト計測
装置

だむさいとけいそく
そうち

damsite monitoring
equipment

堤体，放流設備などの監視および操作・制御のため，
堤体および貯水池に設置される計測設備．

ダム先 だむさき toe of dam ダム下流端と同義．

ダム式発電所 だむしきはつでん
しょ

dam type power station 流水をせき止めてダムを建設し，それにより高められ
た水位（落差）を利用する方式の発電所．

ダム軸 だむじく axis of dam ダムの平面配置の基になる基準線で，重力ダムでは基
三角形の頂点を連ねた線．アーチダム，フィルダムで
は堤頂の中心線，表面遮水壁型フィルダムでは天端上
端線．

ダム主任者 だむしゅにんしゃ dam superintendent ダムの保安・運用責任者．

ダム上流端 だむじょうりゅうた
ん

heel of dam (concrete
dams), upstream toe of
dam (others)

ダムの上流面と地表面の交点．

ダム上流面 だむじょうりゅうめ
ん

upstream face of dam ダムの上流側の表面．

ダム尻 だむじり heel of dam ダム上流端と同義．

ダム体積 だむたいせき volume of dam 堤体積と同義．

ダム頂 だむちょう top of dam 堤頂と同義．

ダム頂長 だむちょうちょう crest length 堤長と同義．

ダム頂標高 だむちょうひょうこ
う

elevation of top of dam 堤頂標高ともいい，手すり・高欄などを除くダム本体
頂部の標高のこと．



ダム貯水池熱エ
ネルギー利用

だむちょすいちねつ
えねるぎーりよう

thermal reservoir energy
utilization

ダム貯水池の熱エネルギーを利用し，河川水温の制御
による水質改善，ダム管理所の冷暖房などに活用する
こと．

ダム天端 だむてんば top of dam 堤頂と同義．

ダム取付部 だむとりつけぶ dam abutment ダムを取付ける両岸の基盤岩．

ダム本体 だむほんたい body of dam, mass of dam ダムとは堤体，洪水吐きおよび副ダムなどが一体と
なってダムの目的に資する構造物の総称であり，本体
は堤体部をさす．

溜池 ためいけ reservoir 気象的に安定した用水を河川に求められない場合に設
けられる農業用貯水池．

ダメージゾーン だめーじぞーん damage zone 断層の伝搬，連結，雁行状配列で特徴づけられゾー
ン．プロセスゾーンの痕であるとみなされる．

多面体図法 ためんたいずほう polyhedral projection,
polyhedric projection

地球上の2組の経緯度で囲まれた小地域を，四隅の経緯
線の交点を通る平面上に投影した心射図法.

多面土圧計 ためんどあつけい multi faces earth
pressure cell

土圧計を多面的に組合わせ，土中の一点における二次
元的，三次元的な応力成分を測定する装置.

多茂木地すべり たもぎじすべり the Tamogi landslide 1969年に秋田県大館町花矢で発生した地すべり．

多目的ダム たもくてきだむ multipurpose dam 異なる二つ以上の目的に利用されるダム．洪水調節・
発電・灌漑・水道・土砂止めなどの複数の目的を兼ね
る．

多良石 たらいし Tara ishi 佐賀県藤津郡多良町産石材．更新統両輝石安山岩（多
良岳溶岩）．砕石として利用される．

多輪廻地形 たりんねちけい multicycle landscape,
polycyclic landscape

地盤の変動，気候変化，火山活動などによる輪廻の中
断により，新旧二つ以上の輪廻に属する地形が共存す
る地形．

タルク たるく talc 滑石と同義語．

ダルザルク曲線 だるざるくきょくせ
ん

Dar Zarouk curve 水平多層構造における比抵抗の巨視的な異方性を表わ
す曲線．

ダルシー式 だるしーしき Darcy's formula 飽和した断面積Aの多孔質媒体に動水勾配iを与えた
際，物体の流れる流量Q=k･iで与えられる実験式．

ダルシーの法則 だるしーのほうそく Darcy's law 地盤の透水係数をｋ，動水勾配をｉとしたときの浸透
流速ｖがｖ＝ｋｉで表されるという法則．



ダルシー流 だるしーりゅう Darcy flow 飽和した多孔質媒体中を通過する水流の流速が，動水
勾配に比例する層流状態の流れ．

樽田地すべり たるだじすべり the Taruda landslide 1957年に新潟県中魚沼郡津南町樽田で発生した地すべ
り．

田老鉱山 たろうこうざん Taro mine 岩手県北上山地北部に位置し，銅・鉛・亜鉛鉱山とし
て採掘された．下部白亜系堆積岩のせん断帯中のレン
ズ状鉱体．総出鉱量約600万t．1972年閉山．

田老構造線 たろうこうぞうせん Taro tectonic line 北部北上山地の先宮古統を三つの地帯に区分する構造
線の一つ．田老鉱床付近を南北方向に走るせん断帯．

田老帯 たろうたい Taro zone 北部北上山地の構造帯区分の一つ．先宮古統の堆積岩
類で，田老構造線より東側のジュラ系～下部白亜系．

たわみ たわみ deflection 梁・板・ケーブルなどが荷重を受けて変形するとき，
その変形の部材軸線に垂直な成分をいう．

たわみ基礎 たわみきそ flexible foundation 剛性が十分小さくフレキシブルと仮定できる基礎．弾
性体基礎ともいう．

たわみ計 たわみけい deflectometer ボーリング孔に設置されたワイヤの各深度におけるた
わみ角を測定することによって，ボーリング軸に垂直
な方向の地盤の変位を測定する装置．

たわみ褶曲 たわみしゅうきょく flexural folding 地層がもとの厚さと長さを保ったまま弓型にたわむこ
と．層間・層内部にはすべりが生じている．

たわみ変位 たわみへんい flexure displacement 外力によって板・棒などの軸方向が曲る変形による変
位．

単位空気量 たんいくうきりょう air content per unit
volume of concrete

コンクリートまたはモルタル１m3に占める空気量を体積
百分率で表したもの．

単位水量 たんいすいりょう water content per unit
volume of concrete

表乾状態の骨材を用いてコンクリートまたはモルタル

１m3を造るときに用いる水の量（kgで表す）．

単位セメント量 たんいせめんとりょ
う

cement content per unit
volume of concrete

コンクリートまたはモルタル１m3を造るときに用いるセ
メントの量（kgで表す）．

単位体積重量 たんいたいせきじゅ
うりょう

unit weight 土の単位体積あたりの重量．土質工学では湿潤γt，乾
燥γd，飽和γsat，水中γ'の四つの状態に分けられ
る．

単位体積重量試
験

たんいたいせきじゅ
うりょうしけん

unit weight test 土の単位体積あたりの重さを求める物理試験．

単位注入セメン
ト量

たんいちゅうにゅう
せめんとりょう

injection cement content
per meter, grout take

グラウチングにより注入されたセメント量を注入区間
長で除したもの．



単一格子 たんいつこうし simple lattice 同一平面上にない三つの基本並進ベクトル以外に他の
並進ベクトルを含まない空間格子．単純格子と同義．

淡塩水境界面 たんえんすいきょう
かいめん

fresh-salt water
interface

海岸部の帯水層や河口域などで，塩水が淡水の下に潜
り込んだ状態で接する境界面．

淡塩水境界モデ
ル

たんえんすいきょう
かいもでる

freshwater-saltwater
interface model

淡塩水境界面の位置や挙動を定量的に評価する数値解
析モデル．

単円錐図法 たんえんすいずほう simple conic projection 地図投影法の一つ．地球のある緯度線に円錐面を接触
させ，その上に地球表面の形を投影して描く図法．

淡塩水遷移帯 たんえんすいせんい
たい

transition zone of fresh
and salty water

海岸部の帯水層や河口域で淡水と塩水が接触し，混合
している部分．淡塩水交錯帯ともいう．

単円柱図法 たんえんちゅうずほ
う

simple cylindrical
projection

地図投影法の一つ．赤道に沿って地球に接する円柱
（円筒）に経緯線を描き，地球表面の形を投影して描
く図法．

炭化 たんか carbonization 植物体または有機化合物が，化学変化や分解によりそ
の中の炭素含有量を増大させてゆく炭素の濃集作用．

団塊 だんかい nodule, concretion 堆積物中に形成された球状や板状もしくは不定形の
塊．周囲の地層とは固結程度や組成が異なる．

団塊構造 だんかいこうぞう nodule structure 堆積物中で化学的成分の局部的濃集によって生ずる団
塊状，または不定形の同心状結核体の成長構造．

段階載荷 だんかいさいか stage loading 原位置や室内における力学試験において，荷重を段階
的にかけること．

段階載荷クリー
プ試験

だんかいさいかく
りーぷしけん

incremental loading
creep test

軟岩のクリープ破壊強度（上限降伏値）を求める試
験．拘束圧下での一定軸圧の一定時間載荷を，軸圧を
段階的に増加させながら破壊まで繰り返す．

段階盛土 だんかいもりど embankment by stepping
construction stage

層分けして段階的に盛土施工すること．

段階揚水試験 だんかいようすいし
けん

step-up and step-down
test

揚水試験の予備試験として揚水量を多段階に変化させ
た揚水を行って限界揚水量を求める試験．

炭化水素 たんかすいそ hydrocarbon 炭素と水素からなる化合物の総称．炭素原子が鎖状に
結合した鎖式炭化水素と，環状の環式炭化水素があ
る．

炭化水素鉱床 たんかすいそこう
しょう

hydrocarbon deposit 炭化水素化合物を含む鉱床で，主に石油・天然ガス鉱
床をさす．固形炭化水素にメタンハイドレートがあ
る．

炭化水素飽和率 たんかすいそほうわ
りつ

hydrocarbon saturation 石油・天然ガス貯留層の孔隙容積中に，炭化水素が占
める容積の割合．



単管ロッド工法 たんかんろっどこう
ほう

simple pipe rod method 薬液注入工法の一種．注入予定深度まで削孔し，削孔
に使用したロッドをそのまま注入管として下部から上
部に向かってステップ注入を行う工法．

断気 だんき pressure release, air
off

圧気工法によるトンネル掘削終了後，圧気圧を大気圧
まで減圧すること．軟弱地盤では地盤沈下に注意が必
要．

段丘 だんきゅう terrace 過去の水面下で形成された平坦面が地殻変動や気象変
化によって離水した地形．海岸段丘と河岸段丘があ
る．

単丘凹状台地状
地形

たんきゅうおうじょ
うだいちじょうちけ
い

地すべり地形の一種．滑落崖の下に凹地を有し，台地
状緩斜面を形成する．地すべりとしては単純な機構を
持つ．

段丘崖 だんきゅうがい terrace scarp 異なる時代の段丘面を境とする急崖．段丘崖では段丘
を形成する地層・基盤岩を観察できる．

段丘崖のくいち
がい

だんきゅうがいのく
いちがい

断層変位による横ずれ地形を表す用語の一つで，本来
連続しているべき段丘崖が横ずれ断層により食い違い
を示している地形．横ずれ活断層の証拠のひとつとな
る．

段丘砂礫 だんきゅうされき terrace sand and gravel 段丘を構成する砂礫．段丘堆積物として最も一般的な
ものである．

段丘面 だんきゅうめん terrace surface 段丘地形において平坦な面をいう．段丘面は一般的に
高位なほど古い時代のものであることが多い．

段丘面区分 だんきゅうめんくぶ
ん

classification of
terrace surface

ある地域の段丘面を形成された時期によって区分する
こと．段丘の分類や段化ともいう．

単曲率アーチダ
ム

たんきょくりつあー
ちだむ

single curvature arch
dam

水平断面のみがアーチ形状をとるアーチダム．鉛直断
面もアーチ形状のものは二曲率アーチダムという．

段切り だんきり bench cut, benching 切取り高さが高い場合に，上部から段階的に掘削する
こと．

タングステン鉱
床

たんぐすてんこう
しょう

tungsten deposit 主要鉱石鉱物は鉄マンガン重石と灰重石．熱水鉱床・
気成鉱床・ペグマタイト鉱床を主要鉱床型とする．母
岩の性状や成因により形状・鉱物種・鉱物組合せが変
化する．

タンクモデル たんくもでる tank model 降雨流出過程を定量的に評価するために広く用いられ
ているモデル．一般によく用いられるのは三つのタン
クを直列に連結したモデルである．最下段に地下水タ
ンクを設けることにより，地下水かん養（涵養）量の
評価に用いられる場合もある．

単系統 たんけいとう monophyly 単一の祖先種に由来するすべての子孫種．現在では分
岐分類学において重視されている．多系統の対語．

炭鉱 たんこう coal mine, colliery 採掘対象が石炭である鉱山のこと．地表から掘削して
採炭する露天掘りと坑道により地下の石炭を採炭する
坑内掘りとがある．

探鉱 たんこう prospecting 鉱床を探り求め評価する一連の作業．地質学的手法に
物理探査や地化学探査などの結果を統合して結論を得
る．



単孔式現場透水
試験

たんこうしきげんば
とうすいしけん

permeability test in
single borehole

原位置で地盤の透水係数を求めるために行なう試験．
一本のボーリング孔で測定する．

丹後地震 たんごじしん the 1927 Tango
earthquake

1927年奥丹後半島で発生したM7.4の地震．地震後の測
量によって地殻変動が明確にされたことで有名な地
震．

丹後但馬地帯 たんごたじまちたい Tango-Tajima zone 近畿地方地帯区分の一つ．三郡変成岩および千枚岩類
が一部で確認される以外，広く新第三系が発達する．

探査深度 たんさしんど depth of investigation 地下探査において効果的に地下状態を推定し得る深
度．測定条件，物性分布などに依存する．

丹沢石 たんざわいし Tanzawa ishi 神奈川県足柄上郡丹沢山産石材．新第三系の閃緑岩．
黒みかげの一種．土木用に利用される．

丹沢層群 たんざわそうぐん Tanzawa Group 新第三系で，噴出岩類・砕屑性堆積岩類からなる．丹
沢深成岩体を中心に外側ほど新期の地層となる．

炭酸塩 たんさんえん carbonate 炭酸の塩の総称．炭酸基をもつ鉱物を炭酸塩鉱物，ま
た炭酸塩鉱物を50%以上含む堆積岩を炭酸塩岩という．

炭酸塩岩 たんさんえんがん carbonate rock 炭酸塩鉱物を50%以上含む堆積岩．構成鉱物の大部分
は，方解石・あられ石および苦灰岩からなる．

炭酸塩鉱物 たんさんえんこうぶ
つ

carbonate minerals 炭酸基を持つ鉱物．方解石群－方解石・菱苦土鉱・菱
鉄鉱，アラゴナイト群－あられ石・ドロマイト群な
ど．

炭酸ガス発生作
用試験

たんさんがすはっせ
いさようしけん

CO2 generation effect

method

有機質土から分解発生する炭酸ガスを定量分析し，土
の性質や変化を測定する試験．

炭酸ガス付加作
用

たんさんがすふかさ
よう

carbonization 化学的風化において，鉱物にCO2が付加され炭酸塩鉱物

が生成されること．

炭酸泉 たんさんせん carbonate spring,
carbonated spring

遊離炭酸を1000mg/kg以上含む鉱泉または温泉で，含ま
れる陽・陰イオンの種類により多種に分けられる．

炭酸噴気孔 たんさんふんきこう mofette 二酸化炭素を主成分とし少量の水蒸気，窒素，メタン
などを含む火山ガスを噴出する孔．

短軸褶曲 たんじくしゅうきょ
く

brachy fold 連続褶曲と不連続褶曲の中間的な地帯に発達し，幅よ
り長さの短い褶曲．

炭質頁岩 たんしつけつがん coaly shale 炭質物を多量に含む黒～褐色の頁岩．単独のものは少
なく，炭層の上下盤・挟みなどをなすことが多い．

炭質粘土 たんしつねんど carbonaceous clay 炭化有機物を多く含有する粘土．国内では木節粘土が
その例．可塑性に富み，窯業原料として重要．



単斜輝石 たんしゃきせき clinopyroxenes 単斜晶系に属する輝石の総称．クリノエンスタタイト
系など４系列の結晶構造に細分される．

単斜構造 たんしゃこうぞう monocline 広範囲にわたって水平かあるいは緩傾斜をなす地層が
地下に潜在する断層により，局所的に急傾斜となる部
分．

単斜谷 たんしゃこく monoclinal valley 同斜構造の褶曲山脈の地形の一つ．単斜山稜に並行し
て軟岩からなる地層の上に発達する同斜谷．

単斜山稜 たんしゃさんりょう monoclinal ridge 同斜構造の褶曲山脈の地形．硬軟岩の互層が削剥さ
れ，硬岩層の部分が突出した走向山稜．同斜山稜とも
いう．

単斜晶系 たんしゃしょうけい monoclinic system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．３本の軸角
の一つが直角でなく，１方向にだけ２回対称軸，また
は２回回映軸が存在する．

タンシャン地震 たんしゃんじしん Tangshan earthquake 唐山地震と同義.

単純温泉 たんじゅんおんせん simple hot spring,
simple spring

遊離炭酸および固形成分の含有量が1000mg/kg未満の温
泉で，水温が25℃以上のものをいう．

単純格子 たんじゅんこうし primitive lattice 結晶は構成原子が規則正しく配列して形成され，その
最小単位である単位格子の８頂点以外に同価点をもた
ないもの．

単純褶曲 たんじゅんしゅう
きょく

simple folding 層状の地層が，地殻運動によって曲率を生じるような
変形作用をうけて，波状に変形した形態．

単純せん断強度 たんじゅんせんだん
きょうど

simple shear strength 物体内の平面に異なる方向の動きによって，せん断応
力のみが生じているときの破壊強度．

単純せん断試験 たんじゅんせんだん
しけん

simple shear test 供試体の上下面に垂直力とせん断力を載荷することに
よりせん断強度を直接的に求める試験．

単純炭酸泉 たんじゅんたんさん
せん

simple carbonated spring 遊離炭酸が1,000mg/kg以上，固形成分が1,000mg/kg未
満の湧泉．

単純ブーゲー補
正

たんじゅんぶーげー
ほせい

Bouguer correction 重力測定のデータ補正において，厳密な場合に行う地
形補正を含めた補正．

淡色黒ボク土 たんしょくくろぼく
ど

light-colored andosols 黒色表層土の厚さが25cm未満か，腐植の含有量が少な
い，色の薄い黒ボク土．

単色光 たんしょくこう monochromatic light スペクトルで分けられた７色の原色光で，スペクトル
でそれ以上分解し得ない光．

炭じん爆発 たんじんばくはつ coal dust explosion 炭坑内で空気中に浮遊する炭塵がある濃度以上に達し
たとき，何らかの要因で引火して発生する爆発．



淡水 たんすい fresh water 1リットル中に0.5g程度以下しか塩分を含まない水．飲
用に適する．天水が供給され循環している地下水や河
川水．

淡水赤潮 たんすいあかしお fresh water red tide 淡水湖沼において，植物プランクトンの急激な増殖が
原因で湖水が赤褐色～黄褐色に染まる現象．

湛水かんがい
（湛水潅漑）

たんすいかんがい ponding irrigation 我が国の水田のように農地に水を張るかんがい（灌
漑）方法．給水以外に保温や雑草抑止などの効果もあ
る．

湛水距離 たんすいきょり length of reservoir 堤体の直上流部から貯水池の最遠点までを流水の流下
方向に沿って計った距離．

淡水湖 たんすいこ freshwater lake 湖水中の総塩分含有量が1リットル中500mg以下の湖．
表面流出口を有する湖のほとんどを占める．

湛水地すべり たんすいじすべり reservoir landslide 貯水位の上昇あるいは下降に伴い，貯水池周辺地山の
水理条件および地盤物性が変化して発生する地すべ
り．

淡水性堆積物 たんすいせいたいせ
きぶつ

freshwater sediment 塩分濃度0.5‰以下の淡水域に沈殿堆積したもので，非
海成堆積物（陸成層）の一種．

湛水面 たんすいめん reservoir surface ダムによって流水を貯留した時に形成される水面で，
ほぼ静水面と見なされる範囲．

湛水面積 たんすいめんせき ponding area, reservoir
area

貯水池の湛水区域の代表値として常満時の湖水の表面
積をいう．

湛水養生 たんすいようじょう ponding コンクリート締固め後，コンクリートの品質を高める
ため打設面に水を張って養生する方法．

淡水レンズ たんすいれんず freshwater lens 海域の小島などで，地下水（淡水）が海水（塩水）と
の比重差により，海水上にレンズ状に賦存する形態の
こと．

弾性 だんせい elasticity 外力によって生じた変形が，外力を取り去ると同時に
完全に元に戻る性質．

弾性圧密理論 だんせいあつみつり
ろん

elastic consolidation
theory

テルツァーギにより提案された圧密理論．土の骨格の
圧縮性を見かけの線形弾性体と仮定している．

弾性解析 だんせいかいせき elastic analysis 物体や媒体を弾性体として仮定し，それに作用する応
力と発生するひずみや変位の相関関係を計算し明らか
にすること．

単成火山 たんせいかざん monogenetic volcano ただ一回の噴火活動により形成された火山．一般に小
規模で群をなすことが多い．マール・溶岩円頂丘な
ど．

弾性荷重 だんせいかじゅう elastic load 部材の弾性変位を求めるとき利用される荷重. 曲げ
モーメントをM, 曲げ剛性をEIとして,M/EIに相当.



弾性係数 だんせいけいすう modulus of elasticity,
elastic modulus

弾性限界内の変形に対し，応力とひずみの比を表わす
比例定数．接線弾性係数など数種のものがある．

弾性係数マト
リックス

だんせいけいすうま
とりっくす

elasticity matrix 一般的な線形弾性体の応力とひずみの関係式を表示す
る場合の材料定数を含んだマトリックス．

弾性限界 だんせいげんかい elastic limit 外力により物体が変形するとき，物体内部に生じた応
力が，ある限界値以上になった場合完全に初期状態に
復元しない．この応力の限界値．

単成鉱脈 たんせいこうみゃく simple vein ①一回の鉱石作用により，岩石中に形成された均質な
鉱脈．
②単一鉱物からなる鉱脈．

弾性座屈 だんせいざくつ elastic buckling 柱に働く応力が弾性限界内において，臨界荷重のと
き，柱の横たわみが急に増加すること．

弾性散乱 だんせいさんらん elastic scattering 量子力学において, 粒子の衝突の際, 粒子の進行方向
だけが変わり, エネルギーは変わらない場合の散乱.

弾性支持 だんせいしじ elastic support 荷重に対して変位量に比例した反力が発生する支持の
状態．

弾性支持梁 だんせいしじばり elastically supported
beam

荷重を受けた時に変位量に比例した反力が生じる基礎
地盤上のはり．

弾性支承 だんせいししょう elastic support 作用する力に比例して変位を生ずる支承．支承は上部
構造を支持する構造部分をさす．

弾性実体波 だんせいじったいは elastic body wave 弾性波（地震波）のうち，表面波（レイリー波，ラブ
波など）を除いた波で，Ｐ波，Ｓ波がある．

弾性地盤 だんせいじばん elastic ground 弾性体とみなした地盤．地震波伝播や荷重などによる
変形問題は弾性地盤として扱うことが多い．

弾性定数 だんせいじょうすう elastic constants 微小範囲の弾性変形では，応力はひずみに比例する．
この比例定数のこと．

弾性振動 だんせいしんどう elastic oscillation ばねや棒などの振動のように弾性体のひずみに伴う応
力が復元力となり生じる振動．弾性波も弾性振動であ
る．

弾性設計 だんせいせっけい elastic design 残留変形を生じない弾性領域に対応する応力内に限定
して行う設計方法．

弾性体 だんせいたい elastic body 弾性限界内で変形を論じられる物質．

弾性体基礎 だんせいたいきそ elastic foundation 設計上，剛体とは仮定できず，弾性を考慮する必要の
ある基礎．



弾性波 だんせいは elastic wave 弾性体を伝わる弾性振動の波を表す. 進行方向の粗密
波である縦波とそれと直交するせん断波である横波が
ある.

弾性媒質 だんせいばいしつ elastic medium 弾性体として扱う対象で，地盤などはしばしば弾性媒
質として変形や波動伝播を扱う．

弾性波試験 だんせいはしけん elastic wave test 地盤の弾性波速度を原位置において測定する試験．Ｐ
波速度やＳ波速度，動弾性係数，動ポアソン比などを
求める．

弾性波スペクト
ロスコピー法

だんせいはすぺくと
ろすこぴーほう

elastic wave
spectroscopy

固体中を伝播する高周波域の弾性波の周波数分析を
行って，構造物の欠陥などを評価する非破壊検査法の
一種．

弾性波速度 だんせいはそくど elastic wave velocity 地盤中を波動が伝わる速度．媒体を弾性体とみなして
扱うためこう呼称される．Ｐ波やＳ波，表面波があ
る．

弾性破損 だんせいはそん elastic failure 材料や部材が外力を受け, 残留変形が生ずる状態.

弾性波探査 だんせいはたんさ seismic survey 主として人工的に起した弾性波を利用して行う地下構
造調査．目的により反射・屈折・直接波法を使用す
る．地震探査と同義．

弾性波トモグラ
フィ

だんせいはともぐら
ふぃ

seismic tomography 空間的に多数の震源と受振器を配置し，得られた透過
波や散乱波のデータから地下物性の分布を求める探査
法．

弾性反跳検出分
析法

だんせいはんちょう
けんしゅつぶんせき
ほう

elastic recoil detection
analysis

高速イオンビームを物体に照射し，弾性衝突により反
跳された軽元素から，その濃度と濃度分布を決定する
方法．

弾性反発説 だんせいはんぱつせ
つ

elastic rebound theory 断層を挟んで両側にたまったひずみが地震によって解
放され，本来の位置まで移動するとする説．

弾性ヒステリシ
ス

だんせいひすてりし
す

elastic hysteresis 応力を増加していくときと，それを減少させるとき
で，応力－ひずみ曲線が一致しない現象．

弾性ひずみ だんせいひずみ elastic strain 弾性領域内で生じるひずみ．ひずみの大きさは加える
応力に比例する．

弾性ひずみエネ
ルギー

だんせいひずみえね
るぎー

elastic strain energy,
elastic deformation
energy

弾性体に外力を加えたとき，ひずみの形で物体内に蓄
えられるエネルギー．外力を除去した時再び放出され
る．

弾性変形 だんせいへんけい elastic deformation 物体に外力が作用すると，物体は変形を生じる．この
とき変形量と外力との間に，一次関数で表される関係
がある変形のこと．

弾性変形量 だんせいへんけい
りょう

elastic deformation 物体の弾性領域内での変形量．

弾性法 だんせいほう elasticity method 杭が弾性地盤内に埋め込まれているものと仮定して，
鉛直杭の水平支持力を算定する方法．



弾性曲げ だんせいまげ elastic bending 断面内の応力がすべて降伏点を越えないような範囲
（弾性領域）にある曲げの状態.

弾性領域 だんせいりょういき elastic range, elastic
zone

トンネル掘削に伴って周辺地山に生じる応力が地山の
弾性限界内にある領域．限界を超えると塑性領域とな
る．

弾性力 だんせいりょく elastic force 弾性域内（応力とひずみが比例関係を示す範囲内）で
加えた力によって弾性体内に生じる内力.

弾性理論 だんせいりろん elastic principle 応力とひずみは比例関係にあるとするフックの法則を
もとに，弾性体の変形を体系化した理論．

炭素 たんそ carbon Ｃ．原子番号６．原子量12.01．岩石中に炭酸塩，大
気・海洋中に二酸化炭素，生物体中に有機物として広
く存在．

炭層 たんそう coal seam 主に石炭から構成される単層で，地層中に層状に分布
する．一般に上下は石炭以外の砂や泥の層を挟む．

単層 たんそう stratum 地層命名規約に基づく地層区分の最小単位．単層内は
似た性質の粒子からなり，連続的に堆積した１枚の地
層．

断層 だんそう fault 岩石の破壊によって生じた不連続面で，その面に沿っ
て相対的変位のあるもの．力学的にはせん断破壊面で
ある．

断層鞍部 だんそうあんぶ fault saddle, notch 断層変位による谷地形（凹地形）を表す用語の一つ
で，断層線が尾根を横切るところに形成される鞍部の
こと．

断層池 だんそういけ fault pond, sag pond 断層の水平・垂直運動，断層に沿う陥没や断層破砕帯
に伴う湧泉により形成された池．

断層運動 だんそううんどう faulting 地殻を構成している地層・岩石などが一つの面を境に
ずれること．急激および徐々に進行する場合がある．

断層運動継続時
間

だんそううんどうけ
いぞくじかん

rise time, rupture
duration

地震の断層運動を特徴づけるパラメータの一つ．断層
運動面での破壊を開始してから終了するまでの時間．

断層凹地 だんそうおうち fault sag 断層変位による谷地形（凹地形）を表す用語の一つ
で，一般に断層線上に生じた比較的小さな盆状の沈降
地のこと．

断層崖 だんそうがい fault scarp 地形学的には狭義では断層変位を受けて生じた地殻表
面部の急崖．広義ではその原形が浸食されてできた急
斜面．

断層海岸 だんそうかいがん fault coast 断層運動によって原形が形成された海岸．

断層海岸線 だんそうかいがんせ
ん

fault shoreline 断層運動の結果，地塊が海面下に低下し直線状に形成
された海岸線．一般的に水深は深い所が多い．



断層角盆地 だんそうかくぼんち fault-angle basin 断層運動により生じた盆地の一種．片方は急崖をなす
が他方は緩やかな山地や丘陵をなすことが多い．

断層角礫 だんそうかくれき fault breccia 断層面やその周囲に働いた圧力・摩擦で生じた角礫．
角礫の他にしばしば細粒物質（断層粘土）を伴う．

断層角礫岩 だんそうかくれきが
ん

fault breccia 断層運動によって断層面周囲の岩石が破砕して生じた
角礫岩．厚さが数100mに達することもある．

断層岩 だんそうがん fault rock 主に断層活動により，岩石が脆性破壊あるいは延性変
形することにより形成された変形岩の総称．未固結の
断層ガウジを含む．

断層陥没池 だんそうかんぼつい
け

fault sag pond 断層変位による谷地形（凹地形）を表す用語の一つ
で，断層凹地に水が溜まったもの．

断層クリープ だんそうくりーぷ fault creep ほぼ一定の速度で連続的に変位する非地震性の断層運
動．サンアンドレアス断層の一部で認められる．

断層系 だんそうけい fault system ある一定期間持続した特定の応力場において生じた断
層群．雁行・平行・共役関係・放射状など種々ある．

断層構造 だんそうこうぞう fault structure 断層運動に伴う変位を示す地質構造．

断層谷 だんそうこく fault valley 断層運動の変位によって直接的に生じた谷．構造谷と
呼ぶこともある．

断層作用 だんそうさよう faulting 地層や岩体が，それに加えられた応力によってせん断
面を生じ，それを境にずれる現象や働き．

断層三軸圧縮試
験

だんそうさんじく
あっしゅくしけん

in situ fault triaxial
test,
in-situ fault triaxial
test

断層物質について行われる大規模な現場三軸圧縮試
験．

断層山地 だんそうさんち fault mountains 両側もしくは片側を断層で限られた山地をいう場合
と，断層運動の隆起により生じた山地を呼ぶ場合とが
ある．

断層地震説 だんそうじしんせつ fault earthquake theory 断層運動が地震の原因であるとする説．

断層褶曲山地 だんそうしゅうきょ
くさんち

fault-fold mountain 造山運動によって褶曲と断層が同時に発生し，地塊化
した山地．

断層線崖 だんそうせんがい fault-line scarp 地表下にあった断層面を境にして一方の地塊が差別浸
食によって地表に掘り出された急斜面．

断層線谷 だんそうせんこく fault-line valley 断層に沿う浸食作用によって形成された谷．一般に断
層は破砕帯など浸食に弱い部分を伴うことが多い．



断層せん断試験 だんそうせんだんし
けん

in situ fault shear
test,
in-situ fault shear test

断層を内在する岩盤ブロックの断層面におけるせん断
試験．

断層帯 だんそうたい fault zone 断層がある幅をもって多数密集している部分または地
域．断層帯の幅は断層の規模によって異なる．

断層地塊 だんそうちかい fault block 断層によって全体もしくは部分的に囲まれた地塊．

断層地塊山地 だんそうちかいさん
ち

fault-block mountain 断層変位による凸地形を表す用語の一つで，断層運動
により生じた山地の一種．断層により囲まれた地塊
（山地）のことを意味するが，全ての縁が断層である
必要はない．

断層地形 だんそうちけい fault topography 断層運動によって直接形成された地形と古い時代の断
層の浸食によって形成された地形の総称．

断層地帯 だんそうちたい fault belt, fault zone 断層が多数発達した帯状の地域．断層帯とほぼ同義だ
があまり用いられない用語である．

断層トラップ だんそうとらっぷ fault trap 断層によって石油や天然ガスを貯留する地質条件が形
成されているもの．トラップとは「わな」を意味す
る．

断層粘土 だんそうねんど fault clay, fault gouge 断層運動によって粉砕してできた，断層面沿いに分布
する粘土状の細粒物質．風化・変質している場合が多
い．

断層破砕帯 だんそうはさいたい fault fracture zone 断層運動によって破砕された角礫や粘土が分布する
ゾーン．露頭規模から地質図規模まで様々．

断層パラメータ だんそうぱらめーた fault parameter 震源断層を記述する物理量．断層を幾何学的に表す量
や運動過程を表す量，地震の強さを示す量などからな
る．

断層平均変位速
度

だんそうへいきんへ
んいそくど

average slip rate of
fault

断層の累積変位を断層変位基準の形成年代でわったも
の．平均変位速度の値が大きいほど運動は活発であ
る．

断層変位地形 だんそうへんいちけ
い

fault morphology 断層運動によって生じた種々の地形．低断層崖・横ず
れ谷・断層池・断層凹地などがある．

断層盆地 だんそうぼんち fault basin 周囲（少なくとも一方）を断層に囲まれて周囲より低
い盆地の地域．会津・甲府・奈良盆地など．

断層密度 だんそうみつど fault density 断層密度は一般に,存在数／mの単位で計測し，地質年
代が古い岩盤中が高い傾向にある．

断層面 だんそうめん fault plane 断層運動によって地層のずれの生じた面．面上にしば
しば条線などがみられ，変位の向きを記録している．

断層モデル だんそうもでる fault model 断層が形成される機構と条件を，岩石圏の断面，地震
の発生領域とその機構とを関連づけたモデル．



炭素化合物 たんそかごうぶつ carbon compound 炭素との共有結合によって生じた化合物．炭酸塩・イ
オン性炭化物・有機金属化合物などがある．

炭素検層 たんそけんそう carbon logging 中性子検層で特に炭素のγ線を測定する検層法．

炭素鋼 たんそこう carbon steel 炭素を含む鉄で，炭素含有量が増えると硬度・強度が
大きくなる．炭素量0.1%～0.6%程度のものが構造用部
材や機械部品に用いられる．

炭素14法 たんそじゅうよんほ
う

Carbon-14 dating 有機物中の14Cの濃度によって年代を決定する方法．半
減期に5,730±40年が主に用いられる．

炭素循環 たんそじゅんかん carbon cycle 生命体を構成する基本元素の一つである炭素が，生物
活動などにより様々に存在形態を変化させて地球全体
系の中で循環していること．

弾塑性 だんそせい elasto-plasticity ある材料の力学的挙動（変形など）が，弾性・塑性の
両方の性質を示すこと．

弾塑性圧密理論 だんそせいあつみつ
りろん

elasto-plastic
consolidation theory

土の骨格の圧縮性を弾性成分（変形の回復性）と塑性
成分（降伏と変形の非回復性）に分けて構成した理
論．

弾塑性解析 だんそせいかいせき elasto-plastic analysis 連続体や粒状体の変形もしくは応力解析において，弾
性および塑性の両領域における性状を加味して行う解
析．

弾塑性座屈 だんそせいざくつ elasto-plastic buckling 圧縮された材料の変形が弾性域から塑性域に入ったと
きに生じる座屈現象．

弾塑性地震応答 だんそせいじしんお
うとう

elasto-plastic
earthquake response

構造物が強い地震力を受けて，亀裂・降伏・すべりな
どを生じ，弾性域より塑性域に入る場合の振動応答．

弾塑性体 だんそせいたい elasto-plastic body,
elasto-plastic mass

弾性・塑性の両方の性質をもち, かつそれら両方を考
慮する場合の対象材料.

弾塑性破壊力学 だんそせいはかいり
きがく

elasto-plastic fracture
mechanics

材料の降伏において塑性域が特に発達するような破壊
現象に注目した学問分野．

弾塑性法 だんそせいほう elasto-plasticity method 土留壁や支保工の断面計算に際し，地盤の塑性域の影
響を考慮して掘削に伴う変化を把握する方法．

弾塑性曲げ だんそせいまげ elasto-plastic bending,
inelastic bending

曲げモーメントが増加し, 断面の一部で応力が降伏点
を越えた状態での曲げを表す. 非弾性曲げ.

弾塑性論 だんそせいろん theory of elasto-
plasticity

物体を弾塑性体として取り扱う理論. 物体内での弾性
域と塑性域の形が不明な場合が多く, 難問題となる.

炭素繊維強化コ
ンクリート

たんそせんいきょう
かこんくりーと

carbon fiber reinforced
concrete

炭素繊維を混合して引張強度や弾性係数を向上させた
コンクリート．



炭素同位体 たんそどういたい carbon isotope 安定同位体12C・13Cと，放射性同位体14Cがある．安定同

位体比は炭素の経歴を，14Cは年代測定に利用．

暖帯 だんたい warm-temperate zone 気候帯区分では温帯に属し，年平均気温は摂氏13～20
度で日本では本州南部以南が入る．

単体さんご（単
体珊瑚）

たんたいさんご solitary coral 個体が独立して生活するさんご（珊瑚）．群体さんご
（珊瑚）の対語．海底に着生または遊離．種類は少
数．大型．径30cmのものもある．

湯丹鉱山 たんたんこうざん Tantan mine 中国雲南省東川（ドンチュアン）付近に胚胎する炭酸
塩岩内層準規制型銅鉱床の一つ　，東川型銅鉱床で総
称される．

ダンチャーチャ
地すべり

だんちゃーちゃじす
べり

the Dangjiacha landslide 1920年に海原地震によって中国黄土高原西部で発生し
た地すべり．多数の堰止め湖を形成した．

単調載荷 たんちょうさいか monotonous loading 力学試験における載荷方法の一種．載荷重を連続的ま
たは段階的に単調に増加させる．

タンデトロン加
速器質量分析計

たんでとろんかそく
きしつりょうぶんせ
きけい

tandem accelerator mass
spectrometer

タンデム型静電加速器と質量分析計を組合わせた分析
装置．極微量核種の同位体測定・年代測定に利用．

タンデムローラ たんでむろーら tandem roller ロードローラのうち，軸と車輪の配列が２軸・２輪の
もの．舗装の仕上げ転圧に使用される．

炭田 たんでん coal field 経済的に採算のあう炭量・炭質を有する石炭から構成
される地層が，広範囲に連続的に分布している地域．

炭田ガス たんでんがす coal field gas 炭田地帯において，石炭層あるいは石炭層付近の地層
から出るガスの総称．

弾頭型空洞 だんとうがたくうど
う

bomb-shaped cavern 大規模地下空洞の形状のひとつ．上部はアーチ状で側
壁部はアーチ端部に接する垂直壁からなる．アーチ部
および側壁部の支保には吹付けコンクリート，ＰＳア
ンカー，ロックボルトを用いる．

単動杭打ちハン
マー

たんどうくいうちは
んまー

single-acting piling ラムを気体の圧力で持上げた後，自由落下させること
により杭頭に打撃を加える方式の杭打ちハンマー．

単動調圧水槽 たんどうちょうあつ
すいそう

simple surge tank 調圧用の水槽を水路と直結した最も単純な構造のサー
ジタンク．

丹土地すべり たんどじすべり the Tando landslide 約300年前頃から活動しており，1922年に大規模な活動
を起こした地すべり．兵庫県温泉町の照来層群中の凝
灰岩が軟弱化・粘土化し地すべり面を形成．

丹那断層 たんなだんそう Tanna fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ～Ｃ級，北北東方向．伊
豆半島北部中央を走る北北東系の断層帯．北伊豆地震
（1930年）では当時掘進中の丹那トンネルに2ｍ以上の
変位を与えた．

丹那トンネル たんなとんねる Tanna tunnel 1918年着工し，1934年竣工した大正・昭和トンネル難
工事の代表．延長7841ｍ．長尺ボーリング・シール
ド・圧気などが採用された．地質は火山岩，火山砕屑
岩を主体とし温泉余土を伴う．大出水や土砂流出を繰
り返し上部の丹那盆地では水枯れが発生．工事中の
1930年には北伊豆地震により坑内の丹那断層が水平に
約2ｍ変位した．



単ニコル たんにこる single nicol 偏光顕微鏡のオルソスコープで，上方ニコルを除いた
状態．鉱物の形態・共生関係・多色性などの観察に用
いる．

断熱圧縮 だんねつあっしゅく adiabatic compression 物体が熱の出入を伴うことなしに体積が減少する現象.
温度上昇を伴う.

断熱過程 だんねつかてい adiabatic process 孤立した系で行われる熱力学過程．

断熱材 だんねつざい insulator 熱伝導率の低い材料．一般に多孔質，または繊維状の
組織を有す．

断熱弾性定数 だんねつだんせいて
いすう

adiabatic elastic
constant

熱の出入りを伴わない状態における, 弾性体の応力と
ひずみとの間の比例定数.

断熱膨張 だんねつぼうちょう adiabatic expansion,
adiabatic change

物体が熱の出入りを伴うことなしに体積を増大する現
象. 温度低下を伴う.

弾粘塑性圧密理
論

だんねんそせいあつ
みつりろん

elasto-visco-plastic
consolidation theory

土の骨格の圧縮性を弾性，塑性，粘性成分に分けて構
成した理論．各種レオロジーモデルが提案されてい
る．

弾粘塑性解析 だんねんそせいかい
せき

elasto-visco-plastic
analysis

材料の粘塑性ひずみは時間とともに生じ，弾塑性ひず
みは時間に依存しないで発生するという仮定に基づく
解析．

段波 だんぱ surge 水面が不連続的（段状）に変化する開水路流．急変不
定流の一つ．

タンパー たんぱー tamper エンジンの回転をクランクによって往復運転として打
撃板に衝撃力を加え，地盤を締固める小型機械．

タンパク石 たんぱくせき opal オパール(SiO2・nH2O)．非晶質またはそれに近い含水珪

酸鉱物．硬度6．硬度2.0～2.25．無色，不純物で着
色．

丹波層群 たんばそうぐん Tanba Group 西南日本内帯の丹波帯に分布する上部三じょう系（三
畳系）～ジュラ系．泥質岩（頁岩・粘板岩）・砂岩・
チャート・緑色岩類を主とし石灰岩を伴う．付加体．

丹波帯 たんばたい Tanba belt 西南日本内帯のジュラ紀付加体分布域西縁に位置する
構造帯で，チャートなどの異地性岩体が砕屑岩中に散
在する．

段発電気雷管 だんはつでんきらい
かん

delay detonator 延時薬の装填により，爆発時間を段階的に遅らせて，
順次爆発させるようにした電気雷管．

段発破 だんはっぱ delay blasting, delay
shooting

段発雷管などを用いて各段の爆薬を時間差をつけて起
爆させる発破．

丹波鉄平石 たんばてっぺいせき Tanbateppei-seki 石材名．兵庫県南東部の丹波山地に分布する中生代中
～後期の流紋岩質溶結凝灰岩．節理の発達したものが
多い．



ダンピーレベル だんぴーれべる dumpy level 旧式レベルの一種で，望遠鏡が支持架台に固定されて
いてる．

タンピングロー
ラー

たんぴんぐろーらー tamping roller ローラーの胴部表面に突起を設けて接地圧を上げ，締
固め効果を高めるようにした締固め機械．

端部モレーン たんぶもれーん terminal moraine 氷河の末端前面を縁取るように堤防状に形成される，
主として氷成堆積物からなる地形．終堆石堤と同義
語．

断面二次極モー
メント

だんめんにじきょく
もーめんと

polar moment of inertia 断面を含む平面内の１点から微少面積dΑまでの距離を
ｒとしたとき, rの2乗とdＡの積をＡで積分した値.

暖流 だんりゅう warm current 熱帯あるいは亜熱帯域を源とし，周囲の海水に比べ高
温・高塩分の海流．栄養塩に乏しく，生産力が小さ
い．

団粒 だんりゅう crumb 土壌の基本的形態．土粒子の集まった「塊」を表す．
団粒には様々な大きさの間隙があり，通気性と保水性
を発揮する．微生物や土壌動物の作用などによって形
成される．

単粒構造 たんりゅうこうぞう single-grained structure 土を構成する土粒子の配列状態．砂や礫に見られる最
も単純な配列で，粒子が相互に接触積み重なったも
の．

団粒構造 だんりゅうこうぞう aggregated structure 土壌中の有機物などを鎖にして連なる土粒子の柔軟な
集合体である団粒がさらに集合した，孔隙が多く，透
水性・通気性に富む土壌の構造．

団粒分析 だんりゅうぶんせき crumb analysis 団粒は土壌粒子の集合体で土壌の諸性質を左右する．
分析は湿式フルイ分けによる粒度分析法が主体であ
る．

炭量計算 たんりょうけいさん coal reserves estimation 石炭鉱床における採掘対象となる石炭量の計算．確定
度に従い，確定炭量・推定炭量・予想炭量に分けられ
る．

断裂 だんれつ fracture 岩石・岩盤・岩体の破壊を表す割れ目の総称．力学的
に不連続面が生じていることが重要である．

断裂系解析 だんれつけいかいせ
き

fracture system analysis ある範囲の断裂の走向・傾斜・分布などの性状を調査
し，その断裂系を形成した応力場を解析すること．

断裂作用 だんれつさよう fracturing 岩石・岩体に不連続面（割れ目）を生じさせる作用．
分離しつつあるプレート境界には断裂帯が形成され
る．

断裂帯 だんれつたい fracture zone 海洋底に見られる直線的な断層崖のような地形．トラ
ンスフォーム断層に起因すると考えられる．

断裂へき開（断
裂劈開）

だんれつへきかい fracture cleavage 破断へき開（劈開）と同義．

地熱地帯 ち(じ)ねつちたい geothermal area 温泉・噴気・変質帯・比較的最近の火山活動などの地
熱活動の徴候が地表に見られる地帯．地熱地域ともい
う．



地域気象観測シ
ステム

ちいききしょうかん
そくしすてむ

automated meteorological
data acquisition system

アメダス(ＡＭＥＤＡＳ)と同義．

地域生活防災ダ
ム

ちいきせいかつぼう
さいだむ

regional disaster
prevention dam

地域防災を主目的とした，小規模・小流域の局所的治
水・利水ダム．

地域整備ダム ちいきせいびだむ reservoir for regional
development

上流域での開発行為による下流河川での流量増に対
し，その影響緩和のため本来行うべき水系の治水事業
を一体化して行うダム事業．

地域防災計画 ちいきぼうさいけい
かく

local plan for disaster
prevention

特定の地域に対して作成された防災に関する計画．都
道府県や市町村など，それぞれの指定地域に対して４
種類ずつの地域防災計画が作成される．

地衣類 ちいるい lichenobionta 菌類と藻類（緑藻・ラン藻）の共生体からなる植物
群．乾燥地に着生するため化石は少ない．

チェーンコンベ
アー

ちぇーんこんべあー chain conveyor かき板をつけた鎖を循環させて，砂などの材料を連続
的に運搬する機械．

チェーンバケッ
トローダ

ちぇーんばけっと
ろーだ

chain bucket loader チェーン駆動によるバケットを装着したバケットロー
ダ．トンネル工事などのずり積機として使用される．

チェック孔 ちぇっくこう check hole グラウチング効果確認のため，各注入施工ブロックに
１孔程度施工する確認ボーリング孔．

チェリーピッカ ちぇりーぴっか cherry picker トンネル工事においてずり・トロを吊り上げて入れ替
えを行う装置．

チェルノーゼム
土

ちぇるのーぜむど chernozem 大陸内部冷温帯のステップ地域の成帯性土壌．厚い黒
色腐植層下に炭酸カルシウム集積層があり，非常に肥
沃．

チェルノブイリ
原発事故

ちぇるのぶいりげん
ぱつじこ

Chernobyl nuclear
accident

1986年4月26日旧ソビエトのチェルノブイリ原発で炉心
が溶融し大量の放射性物質が飛散，数十万から数百万
とも言われる被災者が発生した大放射能汚染事故．

遅延爆破 ちえんばくは delay blasting 爆発効果や発破音制御などのために複数点の爆薬を僅
かな時間差を持たせて爆破すること．

地温 ちおん underground temperature 地表面の温度と地中数ｍまでの温度．日変化が及ぶの
は深さ50～60cm，年変化が及ぶのは７～20ｍぐらいと
される．

地温勾配 ちおんこうばい geothermal gradient 地下増温率と同義．

地温測定 ちおんそくてい underground temperature
survey

地下熱源の賦存状態（位置・深さ・形状・温度・規模
など）を調査するために地温の分布状態を測定するこ
と．

地温探査 ちおんたんさ underground temperature
survey, soil temperature
prospecting

地温の分布を測定して地下の熱源の状況を調べる探査
方法．地表付近では地下1ｍ深程度の地温を測定する．
また地下浅部の水みちを検出する方法として地すべり
調査などに用いられる．



地温分布 ちおんぶんぷ geothermal distribution 地面温度あるいは地中温度の空間的変化．この地温分
布から地下水の流動や地熱活動状況などを推定でき
る．

地塊 ちかい block 地殻は種々の大きさと形を有する剛体に近い性質を
持った部分の集合であり，その部分を表す単元．

地塊運動 ちかいうんどう block movement 相当な大きさの地質体を単位とする運動．地塊自体の
変位・地塊の断裂・地塊間の変位などを含む．

地塊山地 ちかいさんち block mountains 地形学的には一方または両方を断層で限られた隆起地
塊が浸食されて山になっているもの．

地化学温度計 ちかがくおんどけい geochemical thermometer 化学温度計と同義．

地化学検層 ちかがくけんそう geochemical logging 化学検層と同義．

地化学探査 ちかがくたんさ geochemical prospecting 地下資源や活構造，温泉などの調査に用いられる様々
な物質の化学・同位体組成分析に基づく手法．岩石，
土壌，地下水，地表水，ガスなどが対象となる．

地下還元井 ちかかんげんせい injection well 地熱水や蒸気の利用後，あるいは石油・ガス採取の際
に出る地下水を地下の貯留層に還元するための坑井．

地下岩盤タンク ちかがんばんたんく underground rock tank 石油やガスなどの安全かつ経済的な貯蔵を目的とし
て，硬質岩盤を掘削して地下に造った空洞式の貯蔵
庫．

地下かん養法
（地下涵養法）

ちかかんようほう recharge through well 井戸からの注水や地表水の浸透により，人工的に地下
に水を浸透させ，積極的に地下水の増加を図る方法．

地下還流方式 ちかかんりゅうほう
しき

reinjection, water
reinjection

石油・天然ガス・地熱エネルギーを抽出した後の地下
水を地下の貯留層に還元するシステム．

地下切り広げ ちかきりひろげ underground enlargement 地下駅などの構造物を設けるため，トンネルを地中で
切り広げること．都市地盤では十分な地山安定処理が
必要．

地殻 ちかく crust 固体地球の一番外側の層．大陸下と海洋下では生成過
程に違いがあり，前者は厚く後者は薄い．

地学 ちがく earth science 地球科学の略語．

地下空間利用 ちかくうかんりよう undergound space use,
subsurface space use

都市部の過密問題の解消を図るため，都市直下の地下
を高度化利用すること．軟岩の掘削技術開発が必要．

地下空洞 ちかくうどう cavern, underground
opening(chamber)

地下街・地下駅・地下発電所・地下貯蔵施設などを設
けるための人工的な地下の空洞で，この他に天然の空
洞もある．



地殻運動 ちかくうんどう crustal movement 地殻の変形・変位．地殻の隆起・沈降・伸縮・破壊な
どがある．

地殻応力 ちかくおうりょく crustal stress 地球の最外部の層である地殻に加わる応力．火山活動
やプレート運動などに起因する．

地殻均衡 ちかくきんこう crustal balance,
isostasy

地球表面付近では山や平地によって受ける圧力が異な
るが，地下のある深さ以深では圧力が一定均衡状態に
あるという現象．

地殻均衡説 ちかくきんこうせつ theory of crustal
balance, isostasy theory

アイソスタシー説の日本語訳．

地殻工学 ちかくこうがく geotechnical engineering 地殻を対象とした基礎的科学を工業生産・土木防災な
どに応用するための応用的科学技術の総称．

地殻構造 ちかくこうぞう crustal structure 大陸では上部が花崗岩質岩石，下部は玄武岩質岩石か
らなり，海洋では玄武岩質岩石のみからなる．

地殻動力学 ちかくどうりきがく crustal dynamics 造陸・造山・火山・地震など地殻内部で進行する変化
について内因的作用を研究する学問．

地殻熱流量 ちかくねつりゅう
りょう

terrestrial heat flow 地球内部から地表面へ流れでる熱の量．単位は10-

6cal/cm2･ｓで，この単位をHFUと呼ぶ．

地殻熱流量異常
帯

ちかくねつりゅう
りょういじょうたい

thermal anomaly belt 地殻熱流量が2.0HFU以上あるいは1.0HFU以下の地点が
分布する地帯．世界の平均地殻熱流量は1.5HFU前後．

地殻ひずみ ちかくひずみ crustal strain 地殻内部に生じるひずみ．プレート運動などにより地
殻内部に集積したひずみが，限界値を超えると地震が
発生すると考えられている．

地殻変動 ちかくへんどう crustal movemennt 地球内部の営力により生じた地殻の大規模な変位・変
形とその過程．造山・造陸運動，地震・火山活動な
ど．

地下恒温層 ちかこうおんそう constant-temperature
layer

地下浅部における地層温度が，気温の影響を受けなく
なり，一年中ほとんど変化がなくなる深度．日本では
概ね10～15m程度．

地下構造物 ちかこうぞうぶつ underground structures,
underground works

地下に設置される構造物の総称．トンネル・地下発電
所・地下駅・地下街・貯蔵施設などがある．

地下酸素欠乏空
気

ちかさんそけつぼう
くうき

oxygen deficient air in
underground

地中で発生する酸素濃度の著しく低い空気．被圧帯水
層であった砂層や礫層が不圧状態になったことが原
因．

地下資源 ちかしげん underground resources 地圏に含まれる経済的に抽出できる全ての有用な天然
資源．石炭・石油・天然ガス・地熱流体・鉱物資源な
ど．

地下処分 ちかしょぶん underground disposal 地表面下の適当な深さの所に廃棄物を処分すること．
地中処分ともいう．



地下浸食 ちかしんしょく subsurface water erosion 地下水による微細粒子の運搬や化学的作用を伴う浸
食．パイピングの原因となる場合もある．

地下水 ちかすい groundwater 地下に浸透し，土や岩石の粒子間隙や割れ目などの空
隙を満たしている水．成因や賦存状態，被圧の状況か
ら様々に分類される．

地下水圧 ちかすいあつ groundwater pressure 不圧（被圧）帯水層中の任意点で地下水位（水頭）に
よって受ける圧力，あるいは難透水層の土粒子間の間
隙水圧．

地下水位 ちかすいい groundwater level 地表や海水準などの一定の面から測定した地下水面の
位置で，井戸や掘削中の孔井中に現われる．

地下水位低下工
法

ちかすいいていかこ
うほう

dewatering method 地下の掘削工事をやりやすくするため，地山の地下水
を低下させる工法．ウェルポイント工法などがある．

地下水汚染 ちかすいおせん groundwater
contamination

地下水が重金属・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）・硝酸
性窒素・放射性物質など有害物質によって汚染される
こと．

地下水温 ちかすいおん groundwater temperature 地下水の温度．地温（地中温度）と平衡状態にある時
の温度をいう．日本では，地下10～15m以深で年変化が
ない恒温層になる．恒温層の上位の地下水は気温や日
射などの影響で，日変化・年変化がある．また地下水
の流れによって熱は輸送・再配分され，地下水温分布
や地中温度分布を示す．地下水温の分布は，水の流動
の指標にできる．

地下水かん養
（地下水涵養）

ちかすいかんよう groundwater recharge 降水，河川水，かんがい（灌漑）水などの地表水が，
浸透あるいは人為的な作用により地下水系に付加され
ること．

地下水丘 ちかすいきゅう groundwater hill 豊富なかん養（涵養）量や帯水層の基底の部分的な高
まりにより，地下水面が周辺よりも高くなっている部
分．

地下水区 ちかすいく groundwater province 広域地下水の水収支を解く上での一単元．主に，地下
水の流入，貯留，流出要件によって区分される．

地下水検層 ちかすいけんそう groundwater resistivity
logging

孔内に食塩などの電解物質を投入して，孔内水の比抵
抗の変化から地下水流動区間を検出する検層法．

地下水公害 ちかすいこうがい groundwater hazard 地下水の汚染や大量揚水による地盤沈下など人為的に
引き起こされた地下水に関する地域的公害．

地下水浸透流解
析

ちかすいしんとう
りゅうかいせき

groundwater seepage
analysis

地下水の挙動を差分法，有限要素法などを用いて，定
量的に評価するための数値解析手法．

地下水堆 ちかすいたい groundwater mound 不圧地下水面が周囲よりも盛り上がった状態．局所的
なかん養（涵養）条件や水理基盤の高まりによって発
生する．

地下水谷 ちかすいだに groundwater valley,
groundwater trench

不圧地下水面が周囲よりも低く，谷状を示すこと．局
所的な排水条件や水理基盤の谷地形によって発生す
る．

地下水調査 ちかすいちょうさ groundwater survey 水資源開発・土木工事・環境保全などの目的から行
う，水文地質，地下水の賦存状況，性質などの調査．



地下水追跡調査 ちかすいついせき
ちょうさ

groundwater tracing トレーサを用いて地下水流動方向・流速などを解析す
る方法．トレーサとして，地下水中に少量の電解質あ
るいは色素を添加する場合のほか，環境トリチウムな
どを用いることがある．

地下水頭 ちかすいとう groundwater head 単位重量当たりの流体のポテンシャルエネルギーに相
当し，位置水頭，圧力水頭，速度水頭から構成される
が，一般には速度水頭は無視される．

地下水年代測定 ちかすいねんだいそ
くてい

groundwater dating 地下水の地下での滞留時間を測定する方法で，地下水
中に含まれる放射性物質を活用する場合が多い．

地下水排除工 ちかすいはいじょこ
う

groundwater drainage
works

地下水を排水することにより，すべり面付近の含水比
や間隙水圧を低下させ地すべりの滑動を抑制する対策
工．浅層地下水排除工と深層地下水排水工に大別され
る．

地下水瀑布 ちかすいばくふ groundwater cascade 不圧地下水面が落差をもって移り変わる部分の形態．
断層による，せき止めなどによって生じる．

地下水賦存量 ちかすいふそんりょ
う

recharge storage 帯水層中に貯留されている地下水量．

地下水盆 ちかすいぼん groundwater basin 一つの大規模な帯水層または複数の帯水層を包含し，
かん養（涵養）区および流出区を含めた，いわゆる地
下水の容器．

地下水盆管理 ちかすいぼんかんり groundwater basin
management

広域地下水の水収支と水文地質条件などを考慮のう
え，その適切な開発，利用，保全について検討するこ
と．

地下水脈 ちかすいみゃく water vein 一般には裂か（裂罅）水の流路．層状水においても地
層の不均一性に起因する地下水脈を考慮する場合があ
る．

地下水面 ちかすいめん groundwater table 一般には不圧帯水層における飽和帯の上面．不圧井戸
の水面を結んだ面が地下水面となる．

地下水文区 ちかすいもんく hydrogeologic area 地下水のかん養（涵養），貯留，流出を包括した一つ
の水収支区．地形的要因および水文地質的要因によっ
て区分される．

地下水揚水規制 ちかすいようすいき
せい

regulation of
groundwater use

地盤沈下や井戸枯れなど，過剰揚水に起因する障害を
防止するために，法律や条令などにより地下水揚水量
を規制すること．

地下水揚水量 ちかすいようすい
りょう

groundwater pumping rate 地下水の汲み上げ量．期間単位では日，月，年間，地
区単位では市町村，行政メッシュなどで表される．

地下水流出 ちかすいりゅうしゅ
つ

groundwater run-off 河川流出のうち，地下水によってかん養（涵養）され
る部分．河川の基底流量を維持する．

地下水嶺 ちかすいれい groundwater ridge 不圧地下水面の形態の一つで，河川に沿って細長く地
下水面の高まりが生じる状態．

地下石油備蓄 ちかせきゆびちく underground oil storage 海岸近くの良質な地山内に石油を貯蔵するもので，空
洞はロックボルト・吹付だけで地下水圧により漏油・
漏気を防止する水封システムが採用されている．



地下川 ちかせん underground stream,
underground river

地中の大空洞の中を流れる地下水．カルスト洞穴や溶
岩トンネル中の地下水が代表例．

地下増温率 ちかぞうおんりつ geothermal gradient 地下の温度が深度が増すに従って上昇する割合．℃/m
あるいは℃/100mで表示される．日本では平均 2～3 ℃
/100m．地温勾配ともいう．

地下ダム ちかだむ groundwater storage
underground dam,
groundwater dam

地下水の流れをせき止めるため滞水層を遮断して設置
する施設．地下水位の堰き上げ，または塩水浸入を防
ぐことにより，地下水資源の有効利用を目的とする．

地下地質 ちかちしつ subsurface geology,
underground geology

地表面下の地質（地盤）．詳細は地表地質踏査・物理
探査・ボーリング調査などによって解明される．

地下貯水池 ちかちょすいち underground reservoir 地下空間・トンネルなどを利用した貯水池．上下水
道，河川流量の調整池などに用いる．

地下貯水量 ちかちょすいりょう bank storage, ground
storage

地下貯水池に貯留される水の量．

地下貯槽 ちかちょそう in-ground tank 地下において廃棄物や石油などを貯蔵・管理すること
を目的とした施設．地下タンクともいう．

地下貯蔵施設 ちかちょぞうしせつ underground storage,
storage tunnel, rock
store cavern

地下に貯蔵する施設の総称．最近では地下石油貯蔵庫
などエネルギー関連の大規模なものが多い．安全に空
洞内面を保持するための岩盤力学的計測が重要とな
る．

地下等温線 ちかとうおんせん isotherm,geoisotherm 地下温度の観測値から推定される等温値点を結んだ
線．

地下等高線 ちかとうこうせん subsurface contour 坑井資料などで明らかにされた地層面の高さが等しい
点を結ぶことで表わされる，地層面の地下形態を示す
線．

地下都市 ちかとし underground city 地下に建設される都市．主として大都市地域における
交通混雑の緩和・災害の防止などが目的とされてい
る．

地下発電所 ちかはつでんしょ underground power
station

発電所建屋が地下に設置されたもの．

地下氷 ちかひょう ground ice 溶岩トンネルなどを流れる地下水が氷結したもの．気
温上昇時の融解と低下時の氷結のバランスによりな成
り立つ．

地下物流システ
ム

ちかぶつりゅうしす
てむ

underground freight
distribution system

都心部の交通渋滞や公害の緩和のため，地下を利用し
た新たな低公害型の物流システム．

地下埋設物 ちかまいせつぶつ buried pipe and culvert,
underground installation

道路直下に埋設されている電気・ガス・上下水道・通
信施設・地域冷暖房などのライフラインをいう．

地下レーダー ちかれーだー ground penetrating radar 地中における電磁波の反射・屈折・透過などの現象を
利用する電磁波探査機器．地下３ｍ程度までの空洞や
埋設物の探査に用いられることが多い．



地下連続壁 ちかれんぞくへき diaphragm wall 土留，止水などの目的で地盤中に築造されたコンク
リート壁体．

地下連続壁用掘
削機

ちかれんぞくへきよ
うくっさくき

diaphragm wall excavator 地盤中に鉄筋コンクリートの壁をつくる工法である地
下連続壁工法に使用されるバケット式，回転式，衝撃
式などの掘削機械．

置換基礎 ちかんきそ displaced foundation 置換工法により形成された，構造物の基礎部分

置換工法 ちかんこうほう replacement method,
displacement method

構造物基礎地盤に存在する軟弱層を良質の材料に置き
換えることによって良好な支持地盤とすること．

チキソトロピー ちきそとろぴー thixotropy シキソトロピーと同義．

チキソトロピー
流動

ちきそとろぴーりゅ
うどう

thixotropy flow シキソトロピー流動と同義．

地球温暖化 ちきゅうおんだんか global warming 大気中に放出された二酸化炭素・メタン・酸化窒素・
フロンなどによる温室効果によって地球の温度が上昇
すること．気候変化や海面上昇の原因となる．温暖化
ともいう．

地球温暖化防止
行動計画

ちきゅうおんだんか
ぼうしこうどうけい
かく

action program to arrest
global warming

1990年11月に日本政府が総合的な地球温暖化防止対策
を進めるために決定した行動計画．CO2排出量削減など

が骨子.

地球温度計 ちきゅうおんどけい geothermometry 鉱物中の流体包有物・相転移・固溶体の組成などを利
用して鉱物の精製温度を推定する方法．

地球科学 ちきゅうかがく earth science 地球を研究の対象とする自然科学分野の総称．

地球化学 ちきゅうかがく geochemistry 地球および宇宙物質の化学的組成やそれらの循環など
について研究する学問分野．

地球化学探査 ちきゅうかがくたん
さ

geochemical prospecting,
geochemical exploration

地表の土壌などや植物中の元素や炭化水素などの濃集
に基づいて鉱物資源や石油などの所在を調査する探
査．

地球ガス ちきゅうがす earth gas 深層熱水などに溶存する非生物性メタンガスで，在来
ガスと区別して呼ぶことがある．

地球観測衛星 ちきゅうかんそくえ
いせい

earth observation
satellite

分光計・レーダー・マイクロ波放射計など種々の観測
機器を搭載し，地球上の資源探査や環境監視を行う人
工衛星．

地球観測システ
ム

ちきゅうかんそくし
すてむ

Earth Observation System 米国NASAのプロジェクトEOSの邦訳．地球環境変化の科
学研究，衛星観測，データ処理解析からなる．

地球観測セン
ター

ちきゅうかんそくせ
んたー

Earth Observation Center 日本における地球観測衛星のデータ受信・処理セン
ター(EOC)．宇宙開発事業団に属し，埼玉県比企郡鳩山
町にある．



地球資源探査衛
星

ちきゅうしげんたん
さえいせい

earth resources
technology satellite

もとは，1972年に打ち上げられたERTS（LANDSAT）衛
星．地球資源の開発管理，環境監視を目的とする．

地球磁場 ちきゅうじば geomagnetic field 地球は一つの磁石と考えられ，この地球の磁石として
の性質から作られる磁場のこと．

地球深層ガス説 ちきゅうしんそうが
すせつ

hypothesis of deep
mantle natural gas
hypothesis of deep-earth
gas

地球生成時の大気であるメタンガスが地球深層部のマ
ントルに取り込まれているとするThomas Gold（英）ら
の説．

地球ダイナモ説 ちきゅうだいなもせ
つ

dynamo theory 地球の核内での流体運動による電磁誘導により，発電
機のように電流が生じ，地球の永久磁場が存在すると
する説．

地球潮汐 ちきゅうちょうせき earth tide 太陽や月などの天体による起潮力の作用によって，固
体である地球自体が変形すること．

地球電磁気学 ちきゅうでんじきが
く

geomagnetics 地球の電磁気現象を研究する地球物理学の一分野．

地球年代学 ちきゅうねんだいが
く

geochronology 地球で起こった出来事の年代を，いろいろな放射性年
代測定法を用いて解明する研究分野．

地球波動説 ちきゅうはどうせつ harmonic theory of earth 地球表面の山などの凹凸が，色々な周期の振動調和関
数として示されるとしたラブの理論．地球振動説とも
いわれる．

地球物理学 ちきゅうぶつりがく geophysics 地球に関連するすべての自然現象を物理学的な手法に
より研究する学問．地球流体物理学・地球固体物理
学・地球電磁気学などがある．

地球物理学的方
法

ちきゅうぶつりがく
てきほうほう

geophysical method 物理探査法に代表されるように，地球物理学の原理を
もとに自然現象を観測，解析する手法．

地球物理探査 ちきゅうぶつりたん
さ

geophysical exploration 地震探査・重力探査・磁気探査・電気探査・放射能探
査・地熱探査・物理検層など地球物理学的手法による
探査．物理探査と総称する．

千種みかげ ちぐさみかげ Chigusa mikage 三重県北部の三重郡菰野町千種山産石材．後期白亜系
～古第三系の花崗岩類．石質は必ずしもよくないが土
木用・庭石に利用．

逐次破壊 ちくじはかい sequential destruction 破壊が一度発生すると次々と連続する現象．

築堤 ちくてい banking, filling
embankment

フィルダムや堤防の盛立て築造．

蓄熱物質 ちくねつぶっしつ thermal storage material 熱を蓄えておく物質で，加熱による熱貯蔵ではレンガ
や水などがあり，物質の溶解・蒸発などの相転移を利
用するものにパラフィン，塩化カルシウムが，さらに
化学反応に伴う発熱を利用するものに，CaOやSO2の水和

反応などがある．

筑豊ガス田 ちくほうがすでん Chikuhou gas field 佐賀県・山口県北西方日本海海域のガス徴候の認めら
れる海域をさす．



筑豊炭田 ちくほうたんでん Chikuhou coal field 福岡県北部遠賀川流域の古第三系分布地域にある面積

約800km2の日本屈指の炭田．理論埋蔵鉱量28億t．

地形因子 ちけいいんし geomorphic factor 地形の種々の特徴を支配する因子で，Davisの組織・作
用・時間の因子が有名．

地形営力 ちけいえいりょく geomorphic agent 浸食・運搬・堆積など地表物質を移動させる原動力．
地球内部からの内的営力と外側からの外的営力に分か
れる．

地形解析 ちけいかいせき topographic analysis 地表面の起伏・形態を対象とし，地形図などを用いて
その特徴・成因・発達などを明らかにすること．

地形学 ちけいがく geomorphology 地表面の起伏・形態の性質や成因などを研究する学
問．地形発達史や気候地形学，理論地形学など．

地形傾斜区分 ちけいけいしゃくぶ
ん

classification of
geomorphic slope

地表の傾斜区分．国土調査法では①～⑦（40以上，40
～30，30～20，20～15，15～8，8～3，3度以下）に分
類．

地形計測 ちけいけいそく morphometry, terrain
measurement

地形の特徴を定量的に表現・解析するために，地形図
や航空写真などを用いて地形要素の量を測ること．

地形効果 ちけいこうか topographic effect 物理探査において，地表が水平でない影響が測定結果
にノイズとして現れる現象．

地形工学 ちけいこうがく engineering
geomorphology

建設工事などの人間活動に対して地形学の面から研
究・開発する工学．

地形災害 ちけいさいがい geomorphologic disaster 崖くずれ・地すべり・土石流など急激な地形変化に
よって生じた災害や地形が要因となった災害．

地形図 ちけいず topographic map 地表面の自然および各種の物体などを地図縮尺に応じ
て精密かつ網羅的に表示した地図.

地形断層 ちけいだんそう 航空写真・衛星写真などに現れた，地形・植生などの
特徴から推定された断層．判読結果には個人差があ
り，必ずしも全てが実在する断層とは限らない．

地形断面図 ちけいだんめんず topographic profile 地形図上の任意の直線や曲線に沿って作成された地形
の垂直断面図．

地形的雪線 ちけいてきせっせん orographic snowline 地形条件によって決まる現実の地表部の積雪部分と無
積雪部分の境界．気候的雪線より高度は常に低い．

地形発達 ちけいはったつ geomorphic development 種々の外的・内的営力により地形が発達すること．気
候の違いは地形発達に影響を与える．

地形発達史 ちけいはったつし historical development
of landforms

現在の地形が過去にどのような過程を経て形作られて
きたかを時系列的に明らかにすること．またはその歴
史．



地形分布 ちけいぶんぷ classification of
geomorphic surface

ある範囲の地形域を相互に異なった地形的特色により
分類区分して示した状態．

地形分類 ちけいぶんるい landform classification 地形をその特徴に着目して系統的に分類すること．日
本では国土調査土地分類としての地形分類図が代表
的．

地形分類図 ちけいぶんるいず landform classification
map, geomorphological
map

地形の性状を系統的に分類し，それぞれの分布を示し
た地図．

地形変化 ちけいへんか topographical change 地表の形態が風・雨・河川・波・温度変化などの外的
営力によって変わること．

地形補正 ちけいほせい terrain correction 重力測定において，地表付近の地形・岩体の影響を取
り除くために観測値に補正を加える操作．

地形面 ちけいめん geomorphic surface 一般には段丘面や浸食小起伏面など平坦な地表面をい
う．主な形成作用により浸食面と堆積面に区分され
る．

地形面区分 ちけいめんくぶん classification of
geomorphic surface

地形面を区分すること．区分基準として形態や形成時
代などがあり，地形形成過程を知る目的のものが多
い．

地形要素 ちけいようそ geomorphologic element 地形を形成する要素で辻村（1932）は地形営力・地質
的性質・時期をあげた．地形因子と混同されることが
多い．

地形輪廻 ちけいりんね geomorphic cycle 原地形が隆起し浸食されて，幼年・壮年・老年の各期
を経て最後に準平原になると考える地形変化の繰り返
し．

地溝 ちこう graben ①ほぼ平行な複数の断層を境にして相対的に沈降した
狭長な窪地．アフリカ東部の大地溝が有名．
②断層変位による谷地形（凹地形）を表す用語の一
つ．

地向斜 ちこうしゃ geosyncline 厚さ１万ｍにも及ぶような堆積物の地層を堆積させ
た，長期間にわたる細長い沈降帯．プレートテクトニ
クス以前の古典的概念．

地衡風 ちこうふう geostrophic wind 気圧傾度の水平力と地球の自転による水平力の釣り合
いのもとに起こる風．

治山 ちさん soil and water
conservation　erosion
control

土砂くずれ，地すべりおよび土石流などに対する防御
および対策．

地史 ちし geohistory 地球またはある一地域の地層や岩石の形成順序・堆積
環境・構造発達などの歴史．

地史学 ちしがく historical geology 広義には，地球の歴史を研究対象とする地質学の一分
野．狭義には，地球表面付近の歴史を研究する学問．

地磁気 ちじき geomagnetism 地球磁場の諸性質および地球圏の磁場にかかわる磁気
的現象の総称．



地磁気異常 ちじきいじょう geomagnetic anomaly 地磁気の平均分布からのずれ．ずれの原因としては核
内ダイナモ作用や火山岩分布・地下マグマなどがあげ
られる．

地磁気観測 ちじきかんそく observation of
geomagnetic field

地磁気要素の観測を行うことで，地上・海底での固定
式観測と船や航空機，人工衛星による移動式観測があ
る．

地磁気逆転 ちじきぎゃくてん reversal of geomagnetism 地磁気の方向が現在を正としたときに，正から逆，逆
から正へと反転する現象．地質時代を通して反転を繰
り返してきたことが岩石の残留磁気として記録されて
おり，地球上で同時に起こりかつ反転に要する時間が
数千年～１万年程度と短いことから年代尺度の一つと
して用いられている．

地磁気局地異常 ちじききょくちい
じょう

local anomaly of
geomagnetism

平均的地球磁場の分布に対し，狭い地域特有な地球磁
場の不規則な分布をいう．地形や地質の影響を受け
る．

地磁気図 ちじきず magnetic map 陸上，海上または空中で測定された地球磁場を地図上
にコンター表示したもの．磁気図と同義．

地磁気層序 ちじきそうじょ magnetostratigraphy 地層が堆積するなど，岩石が形成される時に記録され
た残留磁気の層位学的な変化によって区分した層序．

地磁気測定 ちじきそくてい measurement of
geomagnetism

地球磁場を測定することで，その方向（伏角および偏
角）と強さの測定をいう．

地磁気地電流探
査

ちじきちでんりゅう
たんさ

magnetotelluric method ＭＴ法と同義．

地磁気地電流法 ちじきちでんりゅう
ほう

magnetotelluric method ＭＴ法と同義．

地磁気編年 ちじきへんねん magnetic chronology 地層中に残された古地磁気の研究から，その地層の時
代を決定して，地史を組立てる手法．

地磁気ポテン
シャル

ちじきぽてんしゃる geomagnetic potential 地球磁場による，地表面上およびその周辺磁場のポテ
ンシャルのことで，日周変化や永年変化が認められ
る．

地軸 ちじく earth axis 地球の中心を南北に貫く軸で地球の回転軸．

地質 ちしつ geology ある地域を構成する岩石・地層の種類・性質・重なり
方の順番など，現在に至るまでの歴史を包括する言
葉．

地質圧力計 ちしつあつりょくけ
い

geobarometer 岩石や鉱物の生成圧力を推定する方法．例えば，鉱物
の生成温度を仮定すれば，生成圧力を狭い範囲に限定
できる．

地質営力 ちしつえいりょく geological agency,
geological force

地表付近を改変しようとする自然の力のことで，外的
営力（重力・降雨・河川・氷河・海・地下水）と内的
営力（火山作用，地震現象，造山・造陸運動など）が
ある．

地質温度計 ちしつおんどけい geologic thermometer 地熱水・噴出ガス・鉱物の化学成分や同位体比のデー
タから，地質現象に関与した温度条件を求める方法．



地質学 ちしつがく geology 地球の表層部の性質・生成・変質・変形ならびにその
歴史を研究対象とする自然科学の一分野．

地質区 ちしつく geologic province ある期間にわたって地質現象が同一で，隣接地区とは
区別できる広い地域．

地質系統 ちしつけいとう geological system 世界的あるいは地方的な時間層序区分の言葉．大きい
方から界，系，統などの年代層序区分がある．

地質現象 ちしつげんしょう geological phenomena 特定の地層・岩石あるいは地殻全体に対して，生成，
移動，変化など様々な変動を及ぼす現象．

地質工学 ちしつこうがく geotechnics 土木地質学・土質力学・土木工学などの知識を合わせ
て，土木構造物の建設にあたって必要な地質的な事項
を適切に分析･評価する学問分野．

地質構造 ちしつこうぞう geological structure 堆積，浸食，変形などによって生じる地質の構成及び
形態．大構造から小構造までスケ－ルには制限がな
い．

地質構造区分図 ちしつこうぞうくぶ
んず

tectonic map 断層・褶曲などの地質構造の広域的特徴を記入した地
質図の一種．

地質構造図 ちしつこうぞうず structural map 地質構造要素の分布や地質構造形態を，等価の点を結
んだ等高線や走向線によって示した図．

地質構造線 ちしつこうぞうせん tectonic line 地質構造単元を区画する大規模な断層あるいは多数の
断層の集合体．日本では中央構造線や糸魚川－静岡構
造線などが有名．単に構造線ともいう．

地質災害 ちしつさいがい geologic(al) hazard 地震災害・火山災害・斜面災害・地盤沈下・海岸浸
食・洪水など地質および地質現象に起因するすべての
災害．

地質時代 ちしつじだい geologic time 地球誕生から有史以前までの地質学が研究対象として
いる時代．

地質縦断面図 ちしつじゅうだんめ
んず

geologic profile 地下の地質構造をある方向に鉛直に切って示した図．
土木分野では構造物の長軸に沿って作成した断面図．

地質図 ちしつず geological map, geologic
map

ある地域に分布する地層や岩体を，その種類・岩相・
年代などで区分して表現した平面地図.

地質図学 ちしつずがく geologic mapping 地質情報を地質分布図や地質断面図などの図に表現
し，あるいはそれらから立体的な地下情報を読みとる
方法．

地質図幅 ちしつずふく geological map 地質図と同義語．ある特定の地域に関する地域情報を
平面的（地質平面図），立面的（地質断面図）に表わ
したもの．

地質柱状図 ちしつちゅうじょう
ず

geological column 地質調査して得られた地層の状況と各種試験結果を長
柱状の図にまとめたもの．



地質調査 ちしつちょうさ geological survey ある地域の地質層序・分布・構造・年代，または土
木・土質工学的性質を知るために行う調査．地質の解
明が目的．

地質的分離面 ちしつてきぶんりめ
ん

geological discontinuous
plane

地層内に発達する層理面・節理・割れ目・断層などの
不連続面のことで，空間的方位は走向と傾斜で表され
る．

地質展開図 ちしつてんかいず geologic development 調査坑などで地質の連続状態を，詳細に表示する方
法．両側壁と天盤での地層状況を展開して平面上に記
載．

地質踏査 ちしつとうさ geological survey 野外の崖などに見られる露頭観察から，地層分布・年
代・地質構造などを確認あるいは推定する調査手法．
地表地質調査ともいう．

地質年代 ちしつねんだい geologic time 地球の歴史を地層に残っている記録をもとに地質学的
に区分した年代．階層的に高位から代，紀，世，期に
分類．

地質年代学 ちしつねんだいがく geochronology 岩相層序関係や化石・絶対年代から，地球の歴史を編
むことを目的とする学問．

地質年代区分 ちしつねんだいくぶ
ん

geochronologic division 地質時代を対象とする事象の適当な区切りで分けた時
間区分．先カンブリア紀，古生代，中生代，新生代な
ど．

地質年代単元 ちしつねんだいたん
げん

geochronologic unit 地質学の対象とする時代の時間単元で，化石やその他
の資料を基に区分された地質時代におけるある期間．

地質判読 ちしつはんどく geologic interpretation,
geological
interpretation

地形図・空中写真・衛星画像・物理探査・その他調査
結果などを基に，対象地域の地質について解釈を行う
こと．

地質平面図 ちしつへいめんず geological plan 地形図上に地層や岩体の分布・年代・層序・地質構造
などを，種々の記号・色・模様を使用して表した平面
図．

地質編年区分表 ちしつへんねんくぶ
んひょう

geological chronology
classification

化石や種々の地史学的事件を基準として，地質時代を
年代順に表した地史区分表をさす．

地史編年 ちしへんねん geochronology 地球の歴史を，地層の上下関係や化石の新旧関係の研
究によって明らかにし組立てること．

千島海盆 ちしまかいぼん Kuril basin オホーツク海南端，千島列島の背弧に位置する細長い
三角形状の海盆．水深は3,000～4,000ｍ．

千島海流 ちしまかいりゅう Kuril current カムチャッカ半島東方沖から三陸沖へ南下する寒流．
親潮．栄養塩に富み，高い生産力を有する．

千島火山帯 ちしまかざんたい Kuril volcanic zone 千島列島の北端より列島に沿って北海道中部山地まで
達する火山帯．玄武岩，輝石安山岩などから構成され
る．

千島カムチャッ
カ海溝

ちしまかむちゃっか
かいこう

Kuril-Kamchatka trench カムチャッカ半島南東沖から北海道南東沖に連なる海
溝．北アメリカプレートと太平洋プレートの境界に位
置し，太平洋プレートの沈み込みにより形成．陸側斜
面には海溝軸と斜交する溝と海段が存在する．



千島弧 ちしまこ Kuril arc カムチャッカ半島から千島列島を経て北海道中央部に
至る長さ2,000km以上の島弧．

地上磁気探査 ちじょうじきたんさ ground magnetic survey 地上で行なう磁気探査．

地上式発電所 ちじょうしきはつで
んしょ

above-ground power
station

水力発電所のうち，発電所建屋を地上に設ける方式．
洪水や雪害などがなく，十分な敷地を有する地点に選
ぶ．建屋の形式から屋内式，半屋外式，屋外式に分
類．地上発電ともいう．

地上発電所 ちじょうはつでん
しょ

above-ground power
station

地上式発電所と同義．

地図 ちず map 地表の状態を目的に応じて縮小し，記号や文字で平面
上に表した図．

治水 ちすい river conservancy, flood
control

河川などの水流を調整・制御し，社会生活における安
定な水利用・河川の氾濫による災害の防御などを図る
こと．

治水ダム ちすいだむ flood-controle dam 洪水調節をおこなうためのダム．

治水地形分類図 ちすいちけいぶんる
いず

landform classification
map for flood control

氾濫防止や洪水調節などの洪水制御を図るため地形の
性状やその分布状態を記号や色を用いて示した地図．

地図情報 ちずじょうほう map information 地名・道路・鉄道・河川・等高線など，地図から読み
取ることのできる情報.

地図投影法 ちずとうえいほう map projection system 地球表面の形状を，ある誤差の範囲内で平面に写す方
法．

地図のひずみ ちずのひずみ distortion of map 球体である地球表面の地形を平面に表現する場合の距
離・角度・面積に生じる誤差．

地勢図 ちせいず regional map,
geographical map

都道府県程度の範囲の地形・都市・交通機関などを示
した図．狭義には，国土地理院発行の20万分の1地図.

地層 ちそう stratum 一般に，堆積性物質の平面的広がりを持つ層状の岩盤
あるいは堆積物．堆積単位を示す．

地層傾斜検層 ちそうけいしゃけん
そう

dipmeter logging 坑井内で地層の傾斜角・方位を測定する検層．3方向の
坑壁で計測した比抵抗曲線のずれより傾斜面を判定．

地層処分 ちそうしょぶん geological disposal 高レベル放射性廃棄物を地下数百メートルより深い地
層あるいは岩体に隔離する方法をいう．深地層隔離処
分ともいう．

地層水 ちそうすい formation water 未固結層を構成する粒子間の空隙を満たす形で存在す
る地下水．山地以外で通常見られる形態の地下水であ
る．



地層水比抵抗 ちそうすいひていこ
う

formation water
resistivity

地層中の水の比抵抗値．溶解している電解質の量の目
安となる．

地層対比 ちそうたいひ correlation 対比と同義．

地層等高線 ちそうとうこうせん stratum contour 地下における地層の上下面などの深度を，平面上に一
つの曲線で表し，地層の分布状況を表現したもの．

地層同定の法則 ちそうどうていのほ
うそく

law of strata identified
by fossils

ある地層に特有な化石が含まれることを用いて，離れ
た地域の地層を識別する方法．

地層破砕圧 ちそうはさいあつ stratum fracturing
pressure

地下深部の地層が破砕する場合の圧力．理論上の最大
値は被り岩圧に等しい．

地層破砕圧勾配 ちそうはさいあつこ
うばい

gradient of stratum
fracturing pressure

深度に応じた地層破砕圧の変化を傾きで示したもの．

地層比抵抗 ちそうひていこう formation resistivity 岩石の構成物質の電気比抵抗は一般に非常に大きく，
地層の孔隙と地層水によって地層の比抵抗が決定され
る．

地層比抵抗係数 ちそうひていこうけ
いすう

formation resistivity
factor

地層の比抵抗と地層水の比抵抗はＦを係数として比例
する．Ｆは地層比抵抗係数とよばれ，地層の孔隙に依
存する．

地層編年 ちそうへんねん bedding chronology 地層の上下関係や化石の新旧関係を研究することに
よって，地層の歴史を組立てる手法．

地層密度検層 ちそうみつどけんそ
う

formation density
logging

γ線密度検層と同義．

地層命名規約 ちそうめいめいきや
く

code of stratigraphic
nomenclature

地層の命名法を定めた基準．地名，地層単元，岩相名
の組み合わせにつき順序を決めて命名．2001年より日
本地質学会において地層命名の指針に変更．

地層面 ちそうめん bedding plane 層理面と同義．成層面ともいう．

地層累重の法則 ちそうるいじゅうの
ほうそく

law of superposition 地層形成後，断層や褶曲などで乱されていない場合に
は，上位層は新しく下位層は古いという層位学の基本
法則．

地層連続の法則 ちそうれんぞくのほ
うそく

law of original
continuity

水中で堆積した地層は，同一の堆積盆内では全ての方
向に連続して分布するということ．

地体構造 ちたいこうぞう geotectonics 広域な地域の地質構造．一つの大陸や地殻全体などの
著しく広い地域の地質構造も地体構造という．

地耐力 ちたいりょく soil bearing power 支持力に変形（沈下）の概念を加えた地盤の支持能
力．



地耐力試験 ちたいりょくしけん bearing test 地盤の変形性や強さなどの支持特性を求める試験．一
般には平板載荷試験をさす．

地卓 ちたく mesa 浸食されにくい硬岩が水平に分布したため生じた平坦
な表面と周縁の急崖からなる台状の地形．

チタン鉱床 ちたんこうしょう titanium deposit チタン鉱物（チタン鉄鉱・金紅石など）を含む鉱床
で，成因的にマグマ分化・残留・漂砂鉱床に分けられ
る．

チタン酸バリウ
ム発振子

ちたんさんばりうむ
はっしんし

barium titanate radiator 酸化チタンにバリウムを混合して焼結した磁器の一
種．音波や超音波の振動子として使用されることが多
い．

チタン石 ちたんせき titanite CaTiSiO5．単斜晶系．硬度5～5.5．比重 3.5．楔型の板

状結晶，火成岩・変成岩の副成分鉱物として産する．

チタン鉄鉱系花
崗岩

ちたんてっこうけい
かこうがん

ilmenite-series
granitoid

含まれる鉄酸化鉱物の種類によって花崗岩を区分した
場合の一つで，磁鉄鉱を含まない系列．イルメナイト
系花崗岩とも呼ばれる．

父尾断層 ちちおだんそう Chichio fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．徳島県
美馬郡脇町北方に位置し延長22km．中央構造線活断層
系の一つ．

秩父青石 ちちぶあおいし Chichibu aoishi 石材名．埼玉県秩父地方の三波川帯に産する塩基性片
岩．点紋の入ったものは庭石や石碑として珍重され
る．

秩父系 ちちぶけい Chichibu system 古生代の秩父地向斜で堆積した地層群．現在は秩父地
向斜の概念が崩壊したためほとんど用いられない．

秩父鉱山 ちちぶこうざん Chichibu mine 埼玉県秩父地方の鉛・亜鉛鉱床を採掘した鉱山．1961
年までに鉛約6,600t，亜鉛約8,100t生産．1978年閉
山．

秩父鉱床地区 ちちぶこうしょうち
く

Chichibu limestone area 埼玉県秩父地方にある秩父中古生界中の石灰岩鉱床分
布地域．

秩父層群 ちちぶそうぐん Chichibu Group 秩父系と同義語．

秩父帯 ちちぶたい Chichibu terrain 西南日本外帯にある三波川帯と四万十帯に挟まれた地
帯．北帯・中帯・南帯に細分される．主に古生代の岩
体と三じょう系（三畳系）およびジュラ系を含むメラ
ンジが主体をなす．

秩父町層群 ちちぶまちそうぐん Chichibu-machi Group 秩父盆地に分布する中新統．基盤の秩父層群・三波川
変成岩類と断層で接する．礫岩・砂岩・泥岩とそれら
の互層で構成される．

地中応力 ちちゅうおうりょく stresses in a ground,
ground stress

様々な荷重によって生ずる地盤内の応力．

地中温度 ちちゅうおんど soil temperature 地中数ｍの深さの温度．一般に日変化のおよぶ深さは
0.5m程度，年変化は10～20mといわれる．



地中温度計（地
温計）

ちちゅうおんどけい
（ちおんけい）

soil thermometer 地表付近の地温を測定するための温度計．地表付近の
地温探査に用いられる．

地中海（性）気
候

ちちゅうかい（せ
い）きこう

mediterranean climate 温帯気候のうちで，暑く乾いて晴れの多い夏と，雨の
多い冬で特徴づけられる気候．地中海だけに限らな
い．

地中ガス ちちゅうがす ground gas 断層などの亀裂を通じて地中より上昇してくるガス．
その化学成分は地震予知のモニタリング項目の一つ．

地中傾斜計 ちちゅうけいしゃけ
い

in-place borehole
inclinometer

ボーリング孔内に設置し，地盤内任意深度の傾斜量を
測定する装置．挿入式と固定式とがある．

地中構造物 ちちゅうこうぞうぶ
つ

underground structure 地盤の内部につくられる構造物．トンネル，地下空
洞，地下街など．

地中水 ちちゅうすい subsurface water,
endogean domain

土壌の間隙中に存在する水．重力などで自由に移動す
る水，土粒子と結合した水，気相中に含まれる水に大
別される．土壌水と同義．

地中ダム ちちゅうだむ underground reservoir 地下ダムと同義．

地中タンク ちちゅうたんく in-ground tank 地山を掘り下げて建設される原油，ＬＮＧなどのタン
ク．地下貯槽と同義．

地中蓄熱 ちちゅうちくねつ soil heat storage 地中に熱を蓄えること．日中や夏期の熱を断熱性に富
む地中に蓄え，必要なときにこれを取り出して利用す
る．

地中内部ひずみ
計

ちちゅうないぶひず
みけい

strain gauge type
inclinometer

地すべりのすべり面調査に使用するため，塩ビパイプ
の両側あるいは直角方向にひずみゲージを貼り付けた
もの．パイプひずみ計と同義．

地中梁 ちちゅうばり ground beam 杭やフーチングなどの基礎構造物を相互に連結し荷重
を伝えるための地中の梁．

地中ひずみ計 ちちゅうひずみけい strain gauge type
inclinometer

塩化ビニルパイプにひずみ計を貼付し，パイプの変形
をひずみ計で計測する計器．ボーリング孔内に設置
し，地山内の地すべり挙動の判定に用いる．

地中壁 ちちゅうへき diaphragm wall コンクリート，アスファルト，粘土などを用いて地中
に設けた壁．振動抑制，山留め，ダム・堤防などの止
水などの種々の目的で設置される．

地中壁工法 ちちゅうへきこうほ
う

diaphragm wall works 地盤に鉛直の溝を掘り，鉄筋コンクリートにより壁を
つくる工法．地下連続壁工法．

地中変位 ちちゅうへんい ground displacement トンネル工事の計測項目の一つ．地盤内の変位を測定
し，その不連続性から緩み範囲の推定を行ない支保効
果・支保増強の資料とする．

地中変位計 ちちゅうへんいけい ground displacement
meter

ボーリング孔内に設置して地盤内の点の移動を測定す
る装置．孔内の固定点と孔口との相対的変位を測る方
式と傾斜計などを用いて孔軸直交方向の変位を測定す
る方式がある．



千々石断層 ちぢわだんそう Chijiwa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，東西方向．長崎
県島原半島雲仙岳北方に位置し延長18km．雲仙地溝帯
断層群の一つ．

窒素酸化物 ちっそさんかぶつ nitrogen oxides, NOX 自動車などのエンジンから排出され，大気汚染の原因
物質にあげられている窒素を含む酸化物．

チッピング ちっぴんぐ chipping 打設したコンクリート表面に凹凸をつけること．次の
打設コンクリートの付着性を良くするため，または表
面の光沢を消す目的で行う．

地電位 ちでんい earth potential 地表の２点間に電極を埋設し，その間に電圧計を設置
したときに，地中を流れている電流により生ずる電位
差．

地点雨量 ちてんうりょう point rainfall ある地点に設置された雨量計により測定された雨量．
面積雨量に対する用語．点雨量ともいう．単位は一般
にmm．

地電流 ちでんりゅう telluric current, earth
current

地球の磁場変動によって地下に誘導される電流．電流
の分布は地下の電気伝導度分布に支配される．

地電流法 ちでんりゅうほう telluric-current method 地磁気の擾乱が原因で生じる地電流による電場分布を
測定して，主に広域，大深度の地下構造を探査する方
法．

千才鉱山 ちとせこうざん Chitose mine 支笏湖北西岸に位置する金銀鉱山．金銀石英脈を採
掘．1984年まで金約23t・銀約105t生産．1986年休山．

千鳥組み ちどりぐみ staggered arrangement シールドトンネルのセグメント継手などにおいて，継
手の剛性を確保するためにトンネル軸方向の継手位置
を１リングごとに互い違いにずらして配列する方法．

地熱 ちねつ geothermy 地球内部に保有されている熱の総称．熱の発生の違い
により広域的な熱および局所的な熱がある．

地熱エネルギー ちねつえねるぎー geothermal energy 高温マグマや放射性物質の壊変などを熱源として，地
球内部に存在する熱エネルギー．温泉や発電などに利
用．

地熱開発 ちねつかいはつ geothermal exploitation,
geothermal development

地下に賦存する地熱流体や地熱を取り出して，熱源と
して発電・温泉・温室・暖房・融雪などに利用するこ
と．

地熱活動 ちねつかつどう geothermal activity 浅部熱水活動とこれに伴う地震・地盤変動などの活動
および浅所のマグマなどを源とする噴気活動の総称．

地熱資源 ちねつしげん geothermal resource エネルギー資源として利用可能な地殻内部に存在する
熱．これを蒸気・熱水の形で抽出し，利用．

地熱資源評価 ちねつしげんひょう
か

geothermal resource
appraisal

地表からの諸調査や物理探査などに基づいて，対象地
域での地熱資源開発が，経済的に可能かどうかの評
価．

地熱資源賦存地
域

ちねつしげんふぞん
ちいき

geothermal resources
area

地熱流体や高温岩体などの有用な地熱資源が地下に存
在することが確認あるいは推定されている地域．



地熱井 ちねつせい geothermal well,
production well

地下に賦存する有用な地熱流体や，高温岩体からの熱
を取り出すために掘削された坑井．

地熱探査 ちねつたんさ geothermal prospecting 種々の手法を用いた地熱資源の探査，あるいは地下の
温度や温度勾配と地質構造との関連を調査する探査．

地熱地域 ちねつちいき geothermal area 地熱地帯と同義．

地熱貯留層 ちねつちょりゅうそ
う

geothermal reservoir 地殻中の空隙で地熱流体を貯留している場所．空隙に
は地層中の有効間隙や岩石中に生じた断裂系などがあ
る．

地熱貯留量 ちねつちょりゅう
りょう

geothermal reservoir
volume

地熱貯留層の有する熱エネルギー量．

地熱発電 ちねつはつでん geothermal power
production, geothermal
power generation

地球内部の熱エネルギーを利用する発電．数百ｍから
数千ｍの坑井を掘り，地中から噴出する蒸気ないしは
熱水を用いてタービンを駆動して発電させる発電方
法．

地熱変質 ちねつへんしつ geothermal alteration 地下からの熱や流体に天水が関与して生じた地熱流体
と岩石が反応して新たな安定鉱物が岩石中に生ずるこ
と．

地熱流体 ちねつりゅうたい geothermal fluid 地下から供給された熱や流体に天水が関与して生じた
流体．岩石中の空隙を移動し特定条件下で貯留層を形
成．

地背斜 ちはいしゃ geanticline 地向斜に隣接した隆起部や複地向斜内に生じた隆起部
などの地殻の上昇部．地向斜による造山論は現在あま
り議論されていない．

千葉県東方沖地
震

ちばけんとうほうお
きじしん

the 1987 Chibaken-toho-
oki earthquake

1987年12月17日に千葉県東方沖を震源としたM6.7の地
震．死傷者148人とされている．公共施設に被害があっ
た被害地震．

遅発 ちはつ delay blasting, delay
shot

遅発電気雷管などを用いて順次段階的に発火させ，適
当な時間差をもたせて発破すること．

遅発中性子 ちはつちゅうせいし delayed neutron 核分裂で発生する中性子のうち，核分裂から遅れて放
出されるもの．同時に放出されるものは即発中性子．

路原断層 ちはらだんそう Chihara fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北東方向．滋賀
県の琵琶湖北岸地域に位置する．延長11km．

地表温度 ちひょうおんど ground surface
temperature

太陽・大気からの入射エネルギーと地面からの輻射の
熱エネルギーの釣り合いによって決まる地表面の温
度．

地表かん養法
（地表涵養法）

ちひょうかんようほ
う

地下水の人工かん養（涵養）方法の一つ．地表面に水
を張って浸透させる方法．水路・河床・水田などを
使った方法がある．拡水法ともいう．

地表傾斜 ちひょうけいしゃ ground surface
inclination

地表面の傾斜．地表傾斜の変化を傾斜計で精密に観測
することにより，斜面の動態を把握することができ
る．



地表地震断層 ちひょうじしんだん
そう

surface earthquake fault 地震に伴い地表に現れた断層．地震波を発生させた地
下の地震（震源）断層の一部が地表に達したもの．地
震を発生させた地下の断層である震源断層と区別して
用いる．

地表震源 ちひょうしんげん surface focus 自然地震において地表に位置する震源．実際には走時
計算などを行う場合に，地表にあると仮定した震源を
いう．

地表水 ちひょうすい surface water 地表に存在する水の総称．河川水，湖沼水など．

地表水排除工 ちひょうすいはい
じょこう

surface water drainage
works

地すべりの滑動を抑制する目的で地すべり地への流入
水や降水の浸透を防止する工法．水路工と浸透防止工
に大別される．

地表地質 ちひょうちしつ surface geology 地盤表面に分布する地質．通常の地質図はこれを表し
たものである．

地表地質調査 ちひょうちしつちょ
うさ

geological survey 地質踏査と同義．

地表貯留 ちひょうちょりゅう surface detention 降水時に，流下量よりも流入量が多くなり，地表に水
が貯留されること．地形勾配に沿って水は流下するた
め，地表貯留は一時的な現象である場合が多い．

地表沈下測定 ちひょうちんかそく
てい

ground surface
settlement measurement

土被りの小さいトンネルの施工において，地表面の沈
下を監視するために行う計測.

地表導体 ちひょうどうたい surface conductor 電磁探査において目的とする鉱床とは無関係に電磁異
常を与えていると判別される地表や地下浅所の良導
体．

地表波 ちひょうは ground wave, surface
wave

大気と地面の境界に沿って伝わる電磁波．周波数が低
く電気伝導度が大きいほど伝播効率は高い．地上波と
もいう．

地表風 ちひょうふう surface wind 広義には地表面の被覆形状の影響を受ける地表から
100m位までの風．狭義には地上気象観測の対象程度の
風．

地表変位 ちひょうへんい ground surface
displacement

地すべりや地上・地下の構造物の施工に伴う地表面の
変位．地表変位の測定は，繰り返し測量によるほか，
伸縮計や傾斜計などを用いる．変位が大きな場合は空
中写真などを用いることもある．

地表変位測定 ちひょうへんいそく
てい

ground surface
displacement survey

地すべりやトンネル坑口部などにおいて地表面の移動
を把握するために行われる見通し線測量・伸縮計・光
波距離計・空中写真などを用いる計測.

地表変動調査 ちひょうへんどう
ちょうさ

measurement of ground
surface movement

地すべりなどに伴う地表面の変位．亀裂の生成・開
口・ずれ・地表面の傾斜変動などを調査・計測するこ
と．

地表面温度 ちひょうめんおんど surface temperature 地表面付近の湿潤した土中の温度．

地表面伸縮計 ちひょうめんしん
しゅくけい

ground surface
extensometer,
extensometer

地表面間の2点間の相対変位を，杭とインバー線を介し
て5～10倍に拡大して計測する装置.



地表面沈下量 ちひょうめんちんか
りょう

ground surface
settlement

自然現象や工事の影響などで，地表面が下方に変位す
る量．地盤沈下量ともいう．

地表流 ちひょうりゅう overland flow 降雨のうち蒸発散・浸透・窪地貯留せずに地表面を流
下する水を指す．

地表流出 ちひょうりゅうしゅ
つ

surface runoff 地表面流出と同義．

地平図法 ちへいずほう horizon projection 投影面が地軸と斜交し，一点（極）を中心にし経線を
放射状に，緯線を同心円状にして示す図法．

地膨 ちぼう swell 1,000km2以上に及ぶ広範囲での低平なドーム状隆起．大
陸核のドーム状隆起をいうこともある．

地方時 ちほうじ local time 標準時に対し，各地点ごとに定められた時刻．経度に
よって異なる．

チムニー ちむにー chimney 海底の火山活動により熱水の噴出口の周辺に珪酸塩や
金属塩類などが煙突状に集積したもの．

地文学 ちもんがく physiography 地球に関する地象・気象・海洋・地形などの諸現象に
ついて，個々およびその関係を総合的に研究・記載す
る学問．

チャート ちゃーと chert 堅硬・緻密な珪質堆積岩．団塊状・塊状・層状に区分
される．成因には生物遺骸説・化学反応説がある．

チャートラミナ
イト

ちゃーとらみないと chert-laminite チャートと泥岩薄層の互層．変形の際に層面すべりを
起こしやすい．

チャーノッカイ
ト

ちゃーのっかいと charnockite 紫蘇輝石を含む珪長～中性岩で，特徴的に暗青緑色を
呈する．グラニュライト変成相地域に産出する．

チャイナクレー ちゃいなくれー china clay, ball clay 高可塑性の淡黄～青灰色のカオリン質粘土．英国の
ドーセットやデボン地方を生産地とする．ボールクレ
イともいう．

CHIME年代測定法 ちゃいむねんだいそ
くていほう

chemical Th-U total Pb
isocron method

Ｘ線マイクロアナライザーで，特定の鉱物粒子に少量
含まれるトリウム・ウラン・鉛を正確に定量分析し
て， その含有量から形成年代を決定する年代測定法の
一つ．

茶臼石 ちゃうすいし Chausu ishi 京都府宇治市産石材．上部古生界の粘板岩と互層する
砂岩．緻密・細粒のものを茶臼石，他は間知石・建築
用に利用．

茶臼山地すべり ちゃうすやまじすべ
り

the Chausuyama landslide 1898年に長野市篠ノ井茶臼山で発生した大規模な第三
紀層地すべりで，凝灰岩がすべり面を形成している．

着座式足場 ちゃくざしきあしば 上部が作業台，底部が浮体の海上足場で，浮体への注
水により沈降させ海底に着座させる．



着色識別法 ちゃくしょくしきべ
つほう

coloring discernment
method

コバルト亜硝酸ナトリウムにより正長石が黄色に着色
されることを利用した，長石類を識別する手法．

着震時 ちゃくしんじ arrival time ある地点における地震波が到着した時刻．発現時刻，
到着時ともいう．

チャック ちゃっく chuck ドリルのロッドあるいはさく岩機のケリーを掴み保持
する器具．回転や上下動を先端に伝達する働きをす
る．

チャッターマー
ク

ちゃったーまーく chattermark 氷河基底部に含まれる堅い物体が基盤岩石の表面をこ
すり，傷つけながら前進したことによって生じたマー
ク．

チャンネル構造 ちゃねるこうぞう channel structure 河川の水が河床を削った溝に堆積物がたまったもの，
あるいはその構造．

チャンドラー周
期

ちゃんどらーしゅう
き

Chandler's period 地球の自転軸が慣性軸まわりに摂動する現象．摂動の
周期は435日，その振幅は0.14秒程度．

チャンネリング ちゃんねりんぐ channeling 還元井で圧入した気体・流体が局部的に漏洩し，生産
井に短絡する現象．

チャンネルトン
ネル

ちゃんねるとんねる Eurotunnel, The Channel
tunnel, the Strait of
Dover tunnel

ユーロトンネルと同義．

チャンネルフ
ロー

ちゃんねるふろー channel flow 岩石中の空隙が相対的に多い部分（断裂帯・粗粒な部
分・空洞など）を流体が選択的に流動すること．

チャンの式 ちゃんのしき Chang's formula 弾性支承ばりとしての杭解析からChangが杭の曲げ変形
に関して導いた方程式．

チャンバー ちゃんばー chamber 圧力の加えられる小室のことで，潜函病の治療を行う
シールドのホスピタルロック（再圧室）などのこと．

中圧型変成作用 ちゅうあつがたへん
せいさよう

medium-pressure type
metamorphism

高圧型変成作用と低圧型変成作用の中間の変成作用．
らん晶石－珪線石系列の変成相により特徴づけられ
る．

中位泥炭 ちゅういでいたん intermediate moor 泥炭の分類指標の一つで地下水からの高低により，高
位泥炭，中位泥炭，低位泥炭となる．中間泥炭と同
義．

中央円頂丘 ちゅうおうえんちょ
うきゅう

central dome 火山の中央火口内部にあって，火口から押し出された
溶岩がせり出して丘状になったもの．

中央海嶺 ちゅうおうかいれい mid-oceanic ridge 大西洋・インド洋・南太平洋のほぼ中央を走る海底の
大山脈で，大洋底拡大説における新しい地殻物質の供
給源．

中央海嶺玄武岩 ちゅうおうかいれい
げんぶがん

mid-oceanic ridge basalt 中央海嶺にて形成される玄武岩の総称．ＭＯＲＢと略
称．主にソレイアイト質で比較的一様な性質を持つ．



中央海嶺地震帯 ちゅうおうかいれい
じしんたい

mid-oceanic ridge
seismic belt

中央海嶺ならびに直交するトランスフォーム断層に沿
う地震帯．前者では正断層型，後者では横ずれ断層型
地震が発生．

中央火口丘 ちゅうおうかこう
きゅう

central cone 火山のカルデラまたは山頂火口内に形成された小型の
火山で，その外形が円錐に近いもの．

中央コア型ロッ
クフィルダム

ちゅうおうこあがた
ろっくふぃるだむ

rockfill dam with center
core

土質材料で造られたコア(遮水ゾーン)をダムの中央に
配置したゾーン型のロックフィルダム．

中央構造線 ちゅうおうこうぞう
せん

median tectonic line,
MTL

九州東部から関東平野まで1,000km以上日本列島を縦断
する断層の集合体．西南日本地域では右横ずれの複数
の活断層からなる．

中央太平洋海盆 ちゅうおうたいへい
ようかいぼん

Central Pacific basin 太平洋の中央部を広く占める海域にあり，四方を海
嶺・海台で境される地区．大半を平坦な海底で占め
る．

中央導坑 ちゅうおうどうこう center drift 地山改良や切広げ効果を良くするために，トンネル掘
削断面の中央部に先進させて掘削する導坑．

中央導坑式掘削 ちゅうおうどうこう
しきくっさく

core method of tunnel
construction
center drift method

トンネル掘削方式の一つ．導坑内からあらかじめ放射
状の穿孔を行い，切広げ効率をよくしようとするも
の．

中央プラント混
合方式

ちゅうおうぷらんと
こんごうほうしき

central plant mixing
method

グラウト注入用ミルクを１箇所の中央プラントでミキ
シングし，各注入箇所へ配送する方式．

中央隆起帯 ちゅうおうりゅうき
たい

central uplift belt 地向斜の発展期において地向斜中央部で隆起した帯状
部．高温変成作用の熱によって隆起する．

中央粒径 ちゅうおうりゅけい median diameter 粒径加積曲線における50%粒径．土砂を運搬する流れの
強さの指標および液状化判定に用いられる．

中間杭 ちゅうかんぐい center pile,
intermediate pile

開削工法で掘削幅が広い場合などに，切ばりや覆工桁
を支持して，支間を短くするために打つ杭．

中間杭沈下防止
工

ちゅうかんぐいちん
かぼうしこう

break settling method of
intermediate pile

開削工法で中間杭がある場合，掘削に伴い中間杭の支
持力が不足する際に，沈下防止のために行う補強工．

中間主応力 ちゅうかんしゅおう
りょく

intermediate principal
stress

せん断応力がゼロに等しい直交する面に作用する三つ
の主応力のうち中間の応力．記号はσ2．

中間主応力係数 ちゅうかんしゅおう
りょくけいすう

parameter of
intermediate principal
stress

中間主応力(σ2)と最大・最小主応力(σ1・σ3)との相
対的な大きさを示すパラメータのこと．(σ2－σ3)／
(σ1－σ3)で定義される．

中間主ひずみ ちゅうかんしゅひず
み

intermediate principal
strain

応力を受けて変形している物体の中間主応力面に垂直
な軸方向ひずみ．

中間立坑 ちゅうかんたてこう medium shaft,
intermediate shaft

シールド工事において，シールドの構造変更や回転な
どの作業を行う目的で，トンネルの中間に設ける立
坑．



中間泥炭 ちゅうかんでいたん intermediate moor 泥炭区分の一つ．地下水位より高い位置の高位泥炭と
低い位置の低位泥炭の中間にある泥炭．中位泥炭と同
義．

中間流出 ちゅうかんりゅう
しゅつ

interflow 地下水流出形態の一つで，地表から浸透した水が不飽
和帯中を通過して地表に流出すること．

中期更新世 ちゅうきこうしんせ
い

Middle
Pleistocene(epoch)

更新世を３区分した場合の中間の区分で，ギュンツ・
ミンデル間氷期（約75万年前の地磁気のブルン・松山
境界）からリス氷期（約15万年前）までの間．

中紀層群 ちゅうきそうぐん Chuki Group 和歌山県由良町付近から東に延びる秩父累帯南部の中
部ジュラ系中部～下部白亜系．海成のメランジュ相で
泥岩・砂岩中にチャートなどの大きな岩体を伴う．

中空円筒ねじり
試験

ちゅうくうえんとう
ねじりしけん

hollow cylinder
torsional shear test

中空円筒状の供試体にねじり力を加えせん断する試
験．大ひずみ時の強度を求める試験が可能である．

中空重力式コン
クリートダム

ちゅうくうじゅう
りょくしきこんく
りーとだむ

hollow gravity dam,
hollow dam

重力ダムの堤体内部に空洞を設け，コンクリートボ
リュームの節減を図った型式のダム．

中硬岩 ちゅうこうがん semi-hard rock 岩の分類における軟岩と硬岩の中間に位置する岩石．
一軸圧縮強度20～80MPaと定義している機関もある．

中国山地 ちゅうごくさんち Chugoku mountains 中国地方を東西に走る標高1,700m程度までの山地で，
山陰道と山陽道を分ける．

中砂 ちゅうさ medium sand 土粒子区分の「砂」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）では0.25～0.85mm，地質分野
(Wentworthら)では中粒砂と称し1/4～1/2mmの粒径の土
粒子から構成されるものをいう．土壌分野（国際土壌
学会法）にこの区分はない．

中軸谷 ちゅうじくこく central valley 深さ２kmに達する中央海嶺や大地溝帯の中心に位置す
る直線状の谷地形．

中質原油 ちゅうしつげんゆ medium crude oil 原油は比重によって，特重質・重質・中質・軽質原油
に分類される．このうち比重0.904未満0.83以上の原
油．

柱状 ちゅうじょう columnar ①火山岩や溶結凝灰岩などの柱状の節理．
②角閃石などの細い柱からなる鉱物の外形を示す語
句．

柱状採泥器 ちゅうじょうさいで
いき

profile lead 海底堆積物の層序をそのまま柱状に採取することを目
的とした採泥器．

柱状図 ちゅうじょうず columnar section 地質柱状図と同義語．

柱状図用図式記
号

ちゅうじょうずよう
ずしききごう

graphical symbols for
borehole log

地盤調査の結果を柱状図などで表現する場合に用いる
図式記号．土質地盤の場合は「日本統一土質分類」が
用いられることが多い．

柱状節理 ちゅうじょうせつり columnar joint 岩体が冷却時に体積収縮によって冷却面に垂直に生じ
た２方向以上の面．溶岩・岩脈・溶結凝灰岩などにみ
られる．



中色岩 ちゅうしょくがん mesocratic rock 色指数（有色鉱物比）30～60%程度の火成岩．中性岩が
これに相当する．

中震 ちゅうしん medium class tremor 地震動の強さを表す表現の一つで，震度IVに相当する
揺れを中震と呼称．

中新世 ちゅうしんせい Miocene(epoch) 新生代新第三紀期前半のおよそ2,400万年前から510万
年前の時代．海進や地殻変動の激しかった時代．

中心線測量 ちゅうしんせんそく
りょう

center line survey,
setting of center line

道路，トンネルなどの構造物の中心線位置を現場に設
定するための測量.

中新統 ちゅうしんとう Miocene(series) 新生代新第三紀中新世に堆積した地層の総称．

中心噴火 ちゅうしんふんか central eruption 火山体中央の火口から起こる噴火．

中心誘導法 ちゅうしんゆうどう
ほう

central induction
sounding

地表のループに流す交流でループ中心に生ずる二次磁
界と一次磁界との位相差を用いる成層構造用電磁誘導
法．

宙水 ちゅうすい perched water 不圧地下水面よりも上位に位置する難透水層の上に存
在する局所的な地下水体．

宙水帯水層 ちゅうすいたいすい
そう

perched aquifer 宙水で飽和した部分．

宙水地下水面 ちゅうすいちかすい
めん

perched water table 宙水の飽和部分の上面．

宙水面 ちゅうすいめん perched water table 宙水地下水面と同義．

中背 ちゅうぜ uprise トンネルの加背割における中央部分

中生界 ちゅうせいかい Mesozoic 地質年代層序区分の中生代に形成された地層．

中性化試験 ちゅうせいかしけん carbonation test コンクリート表面をはつり，フェノールフタレイン溶
液を吹き付け，無着色部分の中性化深さを測定する試
験．

中性化促進試験 ちゅうせいかそくし
んしけん

accelerated carbonation
test

コンクリートは空気中の二酸化炭素により次第にアル
カリ性を失い中性化する．その現象を促進する試験
で，二酸化炭素濃度を増した槽内などで行う．

中性岩 ちゅうせいがん intermediate rock SiO2の重量百分率が52～66%の範囲にある火成岩．種類

としては安山岩・ひん岩・閃緑岩がある．



中性子 ちゅうせいし neutron 素粒子の一つ．陽子とともに原子核を構成する．中性

子の質量は原子単位で1.008665，約1.67×10-24gであ
る．

中性子検層 ちゅうせいしけんそ
う

neutron logging ボーリング孔内に高速電子源と検出器を入れたゾンデ
を降下し電子源から発生される高速中性子によるガン
マ線の放射量を測定する．土の密度や空隙を調べるこ
とができる．ニュートロン検層と同義．

中性子－自然γ
線検層

ちゅうせいししぜん
がんませんけんそう

neutron-natural gamma
logging

放射能源・密度決定用の中性子検出器，含水比決定用
のγ線検出器を一体化したゾンデを用いた放射能検
層．

中性子寿命検層 ちゅうせいしじゅ
みょうけんそう

neutron-lifetime logging 塩素原子が熱中性子に対して持つ特有の性質を利用す
る塩水層検出方法．中性子検層の一応用型．

中性子水分計 ちゅうせいしすいぶ
んけい

neutron moisture meter プローブ，高圧電源，増幅部および検出部で構成され
ている中性子を利用した地層内水分検出装置．

中性子線放射化
分析

ちゅうせいしせんほ
うしゃかぶんせき

neutron activation
analysis

試料への中性子照射で生じた放射性核種の放射能測定
により，試料中の元素の定性，定量を行うもの．

中性子デテク
ター

ちゅうせいしでてく
たー

neutron detector 中性子検層において，高速中性子源と一定の距離に設
置されて中性子束検出に用いられる測定装置．

中性子放射分析
法

ちゅうせいしほう
しゃぶんせきほう

neutron activation
analysis

中性子線放射化分析と同義．

中性子ライフタ
イム検層

ちゅうせいしらいふ
たいむけんそう

neutron-lifetime logging 中性子寿命検層と同義．

中性泉 ちゅうせいせん neutral spring 温泉あるいは鉱泉の水素イオン濃度による分類で，pH
が6以上7.5未満のもの．

中生層 ちゅうせいそう Mesozoic group 中生代の三じょう紀（三畳紀）・ジュラ紀・白亜紀に
形成された地層の総称であり，地質年代層序区分では
中生界ともいう．

中生代 ちゅうせいだい Mesozoic(era) 古生代の次の地質時代で，三じょう紀（三畳紀），
ジュラ紀，白亜紀に分けられる．絶対年代では約2億5
千万年前から約6500万年前まで．

中性長石 ちゅうせいちょうせ
き

andesine アンデシンと同義．

沖積 ちゅうせき Alluvium 河川によって水辺に現在も形成されつつ堆積するこ
と．alluviumはラテン語のalluere（洗い上げる）に由
来．

沖積鉱床 ちゅうせきこうしょ
う

alluvial deposits 現在の海底や陸の地熱地帯で鉱床が生成されつつあ
る．例として，紅海高温塩水と硫化鉱物，ソルトン
シー（カリフォルニア）地熱地帯高温塩水など．

沖積作用 ちゅうせきさよう alluviation ウルム氷期最盛期以降の海水準上昇によって沖積層が
形成されていく作用．



沖積錐 ちゅうせきすい alluvial cone 小河川が山麓に作った半円錐状の堆積地形で，沖積扇
状地より急傾斜で崖錐と沖積扇状地の中間的地形．

沖積世 ちゅうせきせい Alluvium(epoch) 河川によって形成された未固結堆積物で，軟弱地盤か
らなることが多い地層が堆積した時代．土木用語とし
ては現在でも沖積世が用いられている．地質時代は今
から約１～２万年前までの時代．今から１万年前まで
の完新世(Holocene)とは必ずしも一致しない．

沖積扇状地 ちゅうせきせんじょ
うち

alluvial fan 扇状地と同義．

沖積層 ちゅうせきそう Alluvium, alluvial
deposit, alluvial
formation

年代的に更新世末期（1～２万年前）～現在までの間
に，最終氷期以降の海水準変動によって形成された未
固結堆積物．土木用語としては現在でも沖積層が用い
られている．

沖積堆積物 ちゅうせきたいせき
ぶつ

alluvial deposit 沖積平野を構成する堆積物であり，海水準変動と沖積
層の埋積速度が沖積堆積物の特徴を支配する．

沖積低地 ちゅうせきていち alluvial plain, alluvial
lowland

沖積平野と同義．

沖積土 ちゅうせきど alluvial soil 沖積作用によって形成された土．沖積平野を構成する
土壌．

沖積統 ちゅうせきとう Alluvium(series) 沖積世の地質年代に形成された地層の総称．現在は完
新統と改称．

沖積粘土 ちゅうせきねんど alluvial clay 沖積平野や盆地に堆積した粘土で，含水比が高く軟弱
である．

沖積平野 ちゅうせきへいや alluvial plain 時代的に沖積層からなる河川の堆積作用によって形成
された平野で，その作用が現在も続いている新しいも
の．

沖積面 ちゅうせきめん alluvial plain 沖積平野と同義．時代的に沖積層からなる平野を沖積
平野とする際は，その堆積面を沖積面と呼ぶ．

中速中性子検層 ちゅうそくちゅうせ
いしけんそう

epithermal neutron
logging

地盤の孔隙率が水素原子核密度に比例することを利用
した，検出効率の向上のため中速中性子を用いた検層
法．

中段採掘法 ちゅうだんさいくつ
ほう

sub-level stoping method 主要坑道間の鉱画を採掘する場合に，主要坑道間に採
掘用坑道（中段坑道）を設けて採掘する方法．

鋳鉄 ちゅうてつ cast iron 鋳物用工業材料．通常２%以上の炭素のほかに，珪素・
マンガン・リンなどを含む．

注入圧力 ちゅうにゅうあつ
りょく

injection pressure 高圧ポンプなどで，岩盤中の割れ目や空隙に流体や可
塑剤を注入する時の圧力．

注入工法 ちゅうにゅうこうほ
う

injection method 透水性の低減・地盤強度増加のために，セメントなど
の硬化材を地盤中の所定箇所に注入する地盤改良工
法．



注入材料 ちゅうにゅうざい
りょう

grout 注入工法で地盤に注入する材料．注入後，一定時間を
経て硬化する．セメント系懸濁液型・溶液型などがあ
る．グラウトともいう．

注入式フォアパ
イリング

ちゅうにゅうしき
ふぉあぱいりんぐ

grouting type forepile トンネル掘削時の周辺地山の崩落を防止するための先
行先受け工法のうち，先受け部材周辺を注入で固める
タイプのもの．

注入止水壁 ちゅうにゅうしすい
へき

grouted cut-off wall 浸透水を止めるために，地盤中の間隙や岩盤のクラッ
クに注入材を注入することにより形成される壁のこ
と．

注入井 ちゅうにゅうせい injecting well ①一般には，地下水のかん養（涵養）や地下水位の維
持を目的として，地盤に水を注入するための井戸．
②高温岩体発電で，地下の高温で乾燥した岩盤に地表
から水を入れるための坑井．

注入性メラン
ジュ

ちゅうにゅうせいめ
らんじゅ

diapir melange メランジュを成因で区分した場合の一区分．地下から
の注入作用で形成されたメランジュのこと．ダイアピ
ルメランジュともいう．

注入変成作用 ちゅうにゅうへんせ
いさよう

injection metamorphism 花崗岩質マグマが変成岩の層間に注入（迸入）して注
入片麻岩ができる作用．

注入片麻岩 ちゅうにゅうへんま
がん

injection gneiss 花崗岩質マグマが変成岩の片理に沿って注入（迸入）
して形成され，縞状構造が発達した片麻岩．迸入片麻
岩と同義．

注入率 ちゅうにゅうりつ grouting ratio 地盤に薬液やセメントを注入する場合の注入対象ボ
リュームに対する注入量の比率．

注入量 ちゅうにゅうりょう grout volume 注入対象ボリュームと注入率の積で表わされる．一般
的な注入率は未固結地盤では20～40%程度，岩盤では
数％以下．

中熱水鉱床 ちゅうねっすいこう
しょう

mesothermal deposit 温度200～300度，圧力15～100MPa程度の中温度・中圧
力の熱水条件下で形成される鉱床．

チュービング ちゅーびんぐ tubing pipe 坑井内の一番内側にセットされる汲み上げ用のパイ
プ．石油・ガス生産井では高圧に耐えるため継目無鋼
管が使用される．

チューブウェー
ブ

ちゅーぶうぇーぶ tube wave 孔内の液体中を孔壁の弾性に影響されながら，孔軸方
向に液体本来の音速より小さい速度で伝わる境界波的
音波．

チューブサンプ
ラ

ちゅーぶさんぷら tube sampler 軟弱土を乱さずに採取するため，ステンレススチール
などの管を用いた採取道具の総称．

チューブサンプ
ル

ちゅーぶさんぷる tube sample 肉薄の円筒管を直接地盤に押し込んで採取した試料．

チューブラ水車 ちゅーぶらすいしゃ tubular turbine 水力発電用の水車．円筒状ケーシング内に水車・発電
機が内蔵され，水が軸方向に流れる形式のプロペラ水
車．

柱房法 ちゅうぼうほう room and pillar mining
method

採掘鉱画と残柱鉱画を交互に配置して採掘する方法．
通常，緩傾斜で岩盤が安定した鉱床の採掘に適用され
る．



中庸熱ポルトラ
ンドセメント

ちゅうようねつぽる
とらんどせめんと

moderate heat portland
cement

水和熱を低く押さえるため，Ca3Si，Ca3Alの量を少なく

調製したもの．マスコンクリートによく用いられる．

中落差発電 ちゅうらくさはつで
ん

medium head scheme 水の落差を利用して行なう発電計画で，利用する落差
が中程度のもの．

チューラム法 ちゅーらむほう turam method 交流電流で作られる磁場を二つの同形コイルで受信し
ながら測線上を移動し，相互の振幅比と位相差から地
下良導体を探査する電磁法の一種．

中立応力 ちゅうりつおうりょ
く

neutral stress 土粒子間隙の流体圧力．間隙水圧と間隙空気圧がある
が地質工学では，間隙水圧に対して多く使用される．

中粒 ちゅうりゅう medium-grained 火成岩では主要構成鉱物の粒径が１～5mm，堆積岩およ
び堆積物では0.0625～2mmの粒径を表す．

中粒砂 ちゅうりゅうさ medium-grained sand 地質学分野における，Wentworthの粒径区分で，250μm
～500μmの粒径の砂．

中粒砂岩 ちゅうりゅうさがん medium (grained)
sandstone

砂を主体とする堆積岩で，通常1/2～1/4mmの粒径ス
ケールの砕屑物により構成される．

中礫 ちゅうれき pebble gravel 土粒子区分の「礫」を細区分したもの．土質分野（日
本統一土質分類）では4.75～19mm，地質分野
(Wentworthら)では4～64mmの粒径の粒子から構成され
るものをいう．

中礫岩 ちゅうれきがん pebble conglomerate 中粒（粒径４～64mm）の円磨された礫を主体として固
結した堆積岩．

柱列式地下連続
壁

ちゅうれつしきちか
れんぞくへき

column-type diaphragm
wall

場所打ちのモルタルまたはコンクリート杭あるいは，
ソイルミキシングタイプのモルタル杭を連続して壁体
としたもの．

調圧水槽 ちょうあつすいそう surge chamber, surge
tank

水力発電所の水圧管路に発生する水撃作用を吸収する
ために設ける水槽．

調圧立坑 ちょうあつたてこう surge shaft 一般的には，水力発電用の導水トンネルに設ける立坑
で基本的には水車停止時のウオータハンマーを緩衝さ
せるためのもの．

潮位 ちょうい tide level, sea level 太陽や月の起潮力によって周期的に変化する海水面の
高さ．

超ウラン元素 ちょううらんげんそ transuranic elements
(TRU）

原子番号がウランよりも大きい原子番号93以上の元
素．核反応で人工的に生成される．

超鋭敏粘土 ちょうえいびんねん
ど

extra-sensitive clay 鋭敏比が８を越える粘土．北欧やカナダには鋭敏比が
100を越え，少しの揺れで液体状になる土が分布する．

超塩基性 ちょうえんきせい ultrabasic 化学組成に基づく岩石の分類でSiO2含有量が約45wt%よ

り低いもの．



超塩基性岩 ちょうえんきせいが
ん

ultrabasic rock 超塩基性の火山岩類で，かんらん岩（橄欖岩）・斜長
岩などがこれに属する．超苦鉄質岩が多く暗黒色を呈
する．

超遠方地形補正 ちょうえんぽうちけ
いほせい

ultra terrain correction 重力探査において,広域的に精度よくモホ面や上部マン
トルの構造を決めるための地形補正の一種．

超音波 ちょうおんぱ ultrasonic wave, super
sound

周波数が可聴周波領域を越える弾性波を表す．

超音波式水位計 ちょうおんぱしきす
いいけい

ultrasonic water level
indicator

音波を発射し，反射波を受信してその伝播時間により
水面を検知するフロートレスの水位計．

超音波速度試験 ちょうおんぱそくど
しけん

ultrasonic wave test 岩石や土の供試体の両端に発振子と受振子を取り付
け，その間の超音波伝播速度を求める試験．得られた
超音波速度から動弾性係数や動せん断弾性係数・動ポ
アソン比を算出する．これらを微小ひずみにおける動
的変形特性として扱うことがある．

超音波探傷法 ちょうおんぱたん
しょうほう

ultrasonic flaw
detection method

試料の表面から試料内部に超音波パルスを送り，界面
や傷などからの反射波により試料の傷などを探知する
方法．

超音波テレビュ
ア検層

ちょうおんぱてれ
びゅあけんそう

supersonic televiewer
logging

ソンデから孔壁に向けて超音波ビームを発信し,反射し
てくる波の強さを濃淡表示する検層法．

超音波パルス試
験

ちょうおんぱぱるす
しけん

ultrasonic pulse test 超音波速度試験と同義．

超音波ボアホー
ルテレビュア

ちょうおんぱぼあ
ほーるてれびゅあ

ultrasonic borehole
televiewer

ゾンデから孔壁に超音波ビームを発振し，坑壁で反射
した波の強さに基づき，坑壁面を画像表示する装置．

鳥海火山帯 ちょうかいかざんた
い

Chokai volcanic zone 東北日本の日本海側に南北に並ぶ火山の総称．火山列
よりも岩石区分の概念に近い．

鳥海山油田 ちょうかいざんゆで
ん

Chokaizan oil field 山形県鳥海山南麓の八幡町草津，湯ノ台付近に位置す
る油田．背斜部の船川層の凝灰岩・砂岩中に貯留．

超過確率 ちょうかかくりつ probability of
exceedance

ある観測量が，特定の値以上となる確率のこと．

超過土砂量 ちょうかどしゃりょ
う

exceed sediment 計画流出土砂量から計画許容流砂量を差し引いた値で
あり，砂防計画において処理の対象となる土砂量．

鳥瞰図 ちょうかんず bird's eye view 鳥が空中から下を見下ろしたときに見えるような立体
図．名勝地の地図に用いられることが多い．

潮間帯 ちょうかんたい intertidal zone 低潮線と高潮線の間の海岸で，砕けた波の浸食作用が
最も激しい所．

長期安全性 ちょうきあんぜんせ
い

long-term safety 過度の放射線学的危険から，長期にわたってすべての
人々を保護すること．



長期安定問題 ちょうきあんていも
んだい

long-term stability
problem

基礎地盤の物性値の長期的な変化などを考慮に入れた
斜面や地中・地下構造物などの安定問題．

長期設計荷重 ちょうきせっけいか
じゅう

long-term design load 長期間の応力状態を考慮した設計荷重．

超強度コンク
リート

ちょうきょうどこん
くりーと

ultra high strength
concrete

高性能減水剤の添加量を増やしてつくる圧縮強度
100MPa以上の高強度コンクリート．

超苦鉄質 ちょうくてつしつ ultramafic 岩石の分類を鉱物組成に基づいて分類した場合，ほと
んど有色鉱物（輝石・角閃石など）からなる性質．

超苦鉄質岩 ちょうくてつしつが
ん

ultramafic rock 超苦鉄質鉱物から構成される火成岩で，かんらん岩
（橄欖岩）・輝岩などがこれに属し，暗黒色を呈す
る．

超高圧噴射攪拌
工法

ちょうこうあつふん
しゃかくはんこうほ
う

ultra high pressure
injection

超高圧で硬化材とエアを噴射し，対象地盤を切削・攪
拌しつつ柱状の固化物を造成する地盤改良工法．

超高圧変成岩 ちょうこうあつへん
せいがん

ultra high pressure
metamorphic rock

玄武岩や堆積岩が，地下深所で超高圧（2.5GPa以上）
による変成作用を受けて形成された岩石．

長光寺みかげ ちょうこうじみかげ Chokoji mikage 愛知県豊田市産石材．中生界（角閃石）黒雲母花崗
岩．節理が少なく大材を産する．敷石・土台・石柱な
どに利用．

超高層建築物 ちょうこうそうけん
ちくぶつ

highrise building 高層建築物のうちで特に高いもの．一般に，高さ60m以
上の建築物をいう．

長孔発破 ちょうこうはっぱ long hole blasting トンネルの発破において一発破進行長がおおむね１～
２mより長いもの．通常３～４mで行われる．

超黒色岩 ちょうこくしょくが
ん

hypermelanic rock 色指数である有色鉱物比90%以上の火成岩．すべて超苦
鉄質岩．

潮差 ちょうさ tidal range 満潮と干潮の差．

調査横坑 ちょうさおうこう adit, drift 地質調査で地質状態を直接肉眼で観察し，地質構造や
岩盤状況を的確に把握するために掘削される横坑．

調査坑 ちょうさこう investigation drift,
exploratory tunnel,
exploratory drift

ダム，原子力発電所などの重要構造物の基礎となる部
分で実施される岩盤調査用トンネル．

調査井 ちょうさせい test well, research well 地下資源の賦存状況や，土木工事では地下の地質構造
的特性を調査するための坑井．

調査測線 ちょうさそくせん survey line 地盤調査や資源調査のため設置する基準となる線．調
査目的・精度などに応じて配置・延長を定める．



調査立坑 ちょうさたてこう test shaft 地質調査の精度向上のために地下に鉛直に掘削された
調査坑．観察，試料採取，原位置試験などの場に供さ
れる．

調査ボーリング ちょうさぼーりんぐ exploratory drilling,
exploratory boring

構造物の地盤調査や資源調査のために実施する，生産
や継続的な利用を目的としない調査井．

調査用トレンチ ちょうさようとれん
ち

exploratory trench 活断層の古地震や堆積物の層序確立調査のために地面
に掘られる細長い溝．

銚子石 ちょうしいし Choshi ishi 千葉県銚子市産石材．前期白亜系の砂岩．粗砥（銚子
砥）として有名．土台石・間知石・割栗用が主．一部
建築用．

鳥趾状三角州 ちょうしじょうさん
かくす

birdfoot delta, digitate
delta

三角州の平面形状が鳥の足のような場合で，粘土分の
多い多量の河川搬出土砂により形成される．

銚子層群 ちょうしそうぐん Choshi Group 千葉県銚子市犬吠埼付近に分布する下部白亜系．砂岩
と砂岩・泥岩互層を主体とし，五つの累層に分けられ
る．

長尺フォアパイ
リング

ちょうじゃくふぉあ
ぱいりんぐ

long forepile 地山のアーチ作用が期待できない崖錐・破砕帯・未固
結地山などの不安定地山の掘削に先立って，アーチ周
辺に行う長さ10m以上のフォアパイリング．

長尺ボーリング ちょうじゃくぼーり
んぐ

long boring ①大深度のボーリング．
②トンネルの前方探査のための100m程度以上のボーリ
ング．

長尺摩擦杭 ちょうじゃくまさつ
くい

long size friction pile 杭先端が良質な支持層に至らない杭で，特に杭長が長
いもの．杭周辺に働く摩擦力により荷重を支持する．

長者地すべり ちょうじゃじすべり the Choja landslide 高知県高岡郡仁淀村長者川南岸の幅200ｍ，長さ1㎞の
規模の地すべり．蛇紋岩中にすべり面が形成されてお
り，徐動的で継続的に活動している．

長者原断層 ちょうじゃはらだん
そう

Chojahara fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南南東－南東方向．
新庄盆地南部に位置し延長約8㎞．低角度逆断層と推定
される．

長周期地震計 ちょうしゅうきじし
んけい

long period seismograph 通常用いられる地震計に比較して，数分から数10分の
長い周期の地震波に対して感度の良い地震計．

長周期地震動 ちょうしゅうきじし
んどう

long-period earthquake
motion

数十～数百秒の長い周期をもつ地震動．長大橋や大型
タンクなどの安定性に及ぼす影響が懸念されている．

長周期地震波 ちょうしゅうきじし
んは

long-period seismic wave 通常の地震の周期よりも長い数十～数百秒の周期をも
つ地震波．

長周期潮 ちょうしゅうきちょ
う

long period tide 潮汐の波形は周期の異なる波形の和として表される
が，そのうちの半月程度以上の周期を有するもの．

長周期微動 ちょうしゅうきびど
う

long-period microtremor 地盤の雑微動のうち，その周期が１秒以上の長いもの
の総称．長周期微動は一般に地下浅部の速度構造に支
配される．



頂上礫岩 ちょうじょうれきが
ん

top conglomerate 地層中に占める位置による分類．海退時に形成される
ように，次第に堆積輪廻の上部が粗粒となるような礫
岩．

超深層学術ボー
リング

ちょうしんそうがく
じゅつぼーりんぐ

superdeep scientific
drilling

学術研究を目的として10km以上の超深度坑井を掘削す
る国際的プロジェクト．日本ではＪＵＤＧＥ計画が進
行中．

跳水式減勢池 ちょうすいしきげん
せいち

hydraulic jump basin 堤体からの放流水を跳水させることにより減勢させる
ための池．

調整池 ちょうせいち regulating reservoir,
regulating pondage

1日から1週間程度の短期間の河川流量を調節できる容
量を有する小規模な貯水池．

調整池式発電所 ちょうせいちしきは
つでんしょ

pondage type power
plant, hydropower plant
with pondage

ダムによる堰上げで得られた落差と貯水容量を利用し
て出力を調節する発電所のうち，１日～１週間程度の
流量調節が可能な程度の容量を有するもの．

調整用ダム ちょうせいようだむ regulating dam 河川の流量調節のため，必要な容量を持った貯水池を
つくるためのダム．

長石 ちょうせき feldspar カリ長石・曹長石・灰長石の三つの端成分からなる固
溶体鉱物．アルカリ長石と斜長石に大別される．

潮汐 ちょうせき tide 主に月と太陽の引力によって生じる周期的な海水面の
昇降．

潮汐三角州 ちょうせきさんかく
す

tidal delta 沿岸州での潮流によって形成された水面下の三角州
で，満潮により潮汐口の内側に生じ，干潮で外側に生
じる．

長石質 ちょうせきしつ feldspathic 砂岩の構成粒子による分類の一成分で，石英・長石・
岩片の三角座標でプロットした時，長石成分の多いも
の．

長石族 ちょうせきぞく feldspar group 造岩鉱物の族の名で，結晶構造上でテクト珪酸塩に属
する．主な鉱物種は正長石・微斜長石・斜長石であ
る．

潮汐発電 ちょうせきはつでん tidal power generation 海面の周期的な昇降である潮汐の特徴（干満の水位の
落差）を利用した発電方法．

潮汐平野 ちょうせきへいや tidal plain, inter tidal
land

潮間帯に泥と砂が堆積してできた著しく広くて平らな
場所．潮汐低地・潮汐平底・干潟などともいう．

潮汐補正 ちょうせきほせい tidal correction 主に重力測定において，地球潮汐により測定値は影響
されているので，その影響を補正すること．

頂設導坑 ちょうせつどうこう top drift トンネル断面の頂部に先行して設ける導坑．地質が不
良で上半掘削ができない場合や断面形状が大きい場合
に適用される．

長繊維混合補強
土

ちょうせんいこんご
うほきょうど

long fiber reinforced
soil

長繊維と砂質土を混合することにより透水性があり，
せん断強度の大きくなった混合補強土．



朝鮮海台 ちょうせんかいだい Korea plateau 日本・対馬両海盆の間にあり，その周縁部を急な斜面
に限られた朝鮮半島東方の新第三系などからなる隆起
部．

超速硬セメント ちょうそっこうせめ
んと

ultra rapid hardening
cement

ポルトランドセメントにカルシウムフルオロアルミ
ネートを加えたもので，材令数時間で一軸圧縮強度
20MPa以上を発現する．

長大トンネル ちょうだいとんねる long tunnel 一般的に3,000m程度以上の長さのトンネル．

超大陸 ちょうたいりく Pangea ウェゲナー(1915)が提唱した大陸漂移説で，現在の大
陸が単一大陸をなしていた時の単一大陸のこと．パン
ゲアと同義．

頂置層 ちょうちそう topset bed 主に砂や礫から構成される三角州堆積物で，前置層の
上にほぼ水平に堆積する層．表面層・頂上層ともい
う．

頂置面 ちょうちめん topset flat 三角州の表層を構成する堆積物（これを頂置層とい
う）の表面．

超長基線電波干
渉計

ちょうちょうきせん
でんぱかんしょうけ
い

very long base line
interferometer, VLBI

電波星からの電波を数100km以上離れた地上の２点に置
かれたアンテナで受信し，到達時間差から２点間の距
離を精密に求める方法．

蝶番断層 ちょうつがいだんそ
う

hinge fault 断面層の両側の地盤の縦方向の変位が回転軸の存在に
より，軸からの距離により異なる断層．

調泥剤 ちょうでいざい conditioning reagent 坑井掘削の際に循環流体の性質を孔内条件に適合させ
るために混入させる媒質．ベントナイト・バライトな
ど多種が開発．

超電導エネル
ギー貯蔵システ
ム（ＳＭＥＳ）

ちょうでんどうえね
るぎーちょぞうしす
てむ

superconducting magnet
energy storage, SMES

超伝導コイルに電流を流して電磁エネルギーを貯蔵す
るシステム．貯蔵システムを極低温に保つ必要があ
る．

超伝導磁力計 ちょうでんどうじ
りょくけい

cryogenic magnetometer 超伝導現象を利用した高精度磁力計．周波数帯が広
く，また磁場の３成分が容易に測定できる利点があ
る．

超電導電力貯蔵 ちょうでんどうでん
りょくちょぞう

superconducting magnetic
energy storage

超伝導体のコイルによりジュール損失なしに大電力を
貯蔵するシステム．

超電導発電 ちょうでんどうはつ
でん

superconducting
generation

臨界温度以下に物質の温度を下げることにより電気抵
抗をなくす超伝導現象を発電用コイルに利用して効率
を上げる発電方式．

超軟弱地盤 ちょうなんじゃくじ
ばん

very soft ground 骨格構造が不安定で，含水比が高く極端に軟弱なへど
ろなどの土質からなる地盤．

超軟弱粘土 ちょうなんじゃくね
んど

ultra-soft clay 鋭敏比が高く，含水比も高い粘土の総称．泥土とも呼
ばれる．

丁張 ちょうはり finishing stake 工事現場においてのり面の位置や勾配，整地レベルな
どを示した定規．木杭やぬき板などで作られる．やり
形ともいう．



超微化石 ちょうびかせき ultramicrofossils 単細胞の原生生物の殻の化石を指し，電子顕微鏡下の
観察以外では，その形態や性質を区分できないもの．

頂部 ちょうぶ top 地すべり滑動によって生じた，地すべり堆の最高点の
こと．

重複鉱化作用 ちょうふく（じゅう
ふく）こうかさよう

succesive
mineralization,
polymineralization

異なった種類の共生関係を示す別種の鉱化作用が同じ
鉱床形成の場に生ずること．

重複岩脈 ちょうふくがんみゃ
く

sheeted dike, multiple
dike, sheeted dyke,
multiple dyke

組成の似たマグマが２回またはそれ以上相次いで貫入
して形成された平行岩脈．

重複鉱床 ちょうふくこうしょ
う

polyascending 鉱脈鉱床の生成過程で，構造的な時間間隙により中断
され，鉱化流体が断続的に上昇して形成された鉱床．

長福寺みかげ ちょうふくじみかげ Chofukuji mikage 滋賀県近江八幡市産石材．白亜系～古第三系の花崗斑
岩．中粒で長石結晶が顕著．鉄道用・間知石・細工物
などに利用される．

重複褶曲 ちょうふくしゅう
きょく

compound fold 微褶曲が，その後に形成された主要な褶曲に重なった
もの．複褶曲ともいう．

重複反射波 ちょうふくはんしゃ
は

multiple reflection wave 地震波速度が層状構造をなすとき，そこを伝播する地
震波が層内反射を繰り返す現象．

重複反射モデル ちょうふくはんしゃ
もでる

multiple reflection
model

地震基盤に入射した地震動が地層境界などで反射を繰
り返しながら伝播していくと仮定した応答解析用モデ
ル．

長壁式採炭法 ちょうへきしきさい
たんほう

long wall mining method 切羽面の水平長を大きく（通常100m以上）して採炭す
る方法．機械化して作業を集約化するために適用す
る．

超変成作用 ちょうへんせいさよ
う

ultrametamorphism 造山帯深部で生じる高度の変成作用．部分溶融による
作用によりミグマタイトの形成が進む．

潮流 ちょうりゅう tidal current １日２回の満潮と干潮とによって生じる海水の水平的
な動き．

潮流発電 ちょうりゅうはつで
ん

current power
generation, tidal
current energy
conversion

貿易風と地球の自転による，海流・潮流を利用し，プ
ロペラを回して発電する方法．

張力計 ちょうりょくけい spring balance 精密な距離測量において鋼巻尺に一定の張力を与える
ために用いる計器．

張力節理 ちょうりょくせつり tension joint 伸張力によって生じる節理で，節理面の方向は伸張方
向に直角またはこれに近い角度をなす．

張力割れ目 ちょうりょくわれめ tension fissure 伸張力により生じた岩石の不連続面の一つで，断層と
異なり破断面に相対的変位が認められない．



鳥類 ちょうるい Aves, birds 脊椎動物門の一綱で卵生の定温動物．多くは飛翔生活
に適応し，翼と羽毛を持つ．中生代前期には虫類（爬
虫類）から進化．

調和湖沼型 ちょうわこしょうが
た

harmonic lake type 湖沼を生物生産の内容・多少で分類した場合，生産の
内容が均衡で，各部の生産間が調和している湖沼．

調和バソリス ちょうわばそりす concordant batholith 大規模な花崗岩体で，伸びの方向・内部構造がまわり
の岩石構造に調和的なもの．

チョーク ちょーく chalk 白亜紀に多くが生成され，温暖な海域で有孔虫などの
石灰質生物遺骸が堆積して形成された石灰泥岩．脆弱
で砕けやすい特徴を有する．白亜ともいう．

直応力 ちょくおうりょく normal stress 物体内部の任意の断面に対して垂直な方向に働く応
力．引張りまたは圧縮として働く．

直消光 ちょくしょうこう straight extinction,
parallel extinction

鉱物の結晶面やへき開（劈開）の方向と光の振動方向
との角度が０度または90度の場合の光．偏光顕微鏡下
で観察可能．

直接基礎 ちょくせつきそ spread foundation 荷重を直接良質な支持層に伝達する浅い剛性基礎．地
盤を比較的浅く広く掘削してフーチングを構築する．

直接給水貯水池 ちょくせつきゅうす
いちょすいち

direct supply reservoir 堤体あるいは貯水池内に取水設備を設置し，水管など
によって受益地に給水する貯水池．

直接載荷 ちょくせつさいか direct load 土木関連構造物などに直接作用する荷重．橋梁・高架
道路などの床版・桁などへ作用する車両の自重など．

直接載荷工法 ちょくせつさいかこ
うほう

direct surcharge method 盛土や大気圧などを加重として利用し，軟弱地盤の圧
密や土のせん断強さを増加させる工法．

直接サイフォン
井戸

ちょくせつさいふぉ
んいど

direct siphon well 上部から揚水し，ヒートポンプで採熱後下部に冷水を
還元する生産井と還元井を1本にしたヒートポンプ用井
戸．

直接作動型土圧
計

ちょくせつさどうが
たどあつけい

direct measuring earth
pressure cell

受圧板の変位を機械的に拡大せずにそのままセンサで
検出する方式の土圧計.

直接水準測量 ちょくせつすいじゅ
んそくりょう

direct leveling ２点間の比高を直接測って求める水準測量．水準儀
（レベル）と標尺を用いて地上２点間の高度差を測定
する．

直接せん断試験 ちょくせつせんだん
しけん

direct shear test 一般に一面せん断試験を指し，せん断箱に垂直圧力を
加え，せん断する．

直接波 ちょくせつは direct wave 震源から反射や屈折などをせず直接伝播するP波，S波
の地震波．

直接優先浮選 ちょくせつゆうせん
ふせん

straight differential
flotation

複数の鉱石鉱物から各々の鉱物を浮選するとき，総合
浮選を行わずに各々の鉱物を順次浮選する方法．



直線すべり ちょくせんすべり straight line slip 斜面安定解析において，すべり面を直線で近似したも
のをいう．

直立式護岸 ちょくりつしきごが
ん

vertical type revetments 前面がほぼ鉛直な護岸．矢板式護岸・扶壁式護岸・重
力式護岸・棚式護岸・石積み式護岸などがある．

直流電源設備 ちょくりゅうでんげ
んせつび

direct current power
supply equipment

直流電流を必要とする通信機器や予備発電設備などの
電源として設置する，ダム管理用設備．

直流電磁法 ちょくりゅうでんじ
ほう

magnetmetric resistivity
method

周波数が極めて低い交流電流を地中に流し，水平磁界
を測定して磁気異常分布図を作成する探査法．

直流法電気探査 ちょくりゅうほうで
んきたんさ

direct current method 定常電流界理論を根拠にした比抵抗法などの総称．数
Hz未満の直流に近い交流も含めて,直流法と呼ばれる．

貯鉱 ちょこう ore stock pile 採鉱された鉱石のうち，鉱石処理の操業管理のために
一定の場所に一時的に貯蔵されている鉱石．

貯砂ダム ちょさだむ check dam ダムの上流に設けた堆砂軽減のための土砂貯留用ダ
ム．

貯水位 ちょすいい reservoir level 貯水池の水位で，ダムの非越流部の直上流部における
もの．

貯水池 ちょすいち reservoir 水を貯えておく人工の池．

貯水池式発電所 ちょすいちしきはつ
でんしょ

reservior type power
plant, hydropower plant
with reservoir

調整池式が時間的に調節するのに対し，年間または季
節的に調節する大規模な貯水池を設けて発電を行う方
式の発電所．

貯水池操作 ちょすいちそうさ reservoir operation 洪水調節，利水，その他の計画に基づき，流水の貯留
あるいは貯留水の放流のための操作を行うこと．

貯水池堆砂 ちょすいちたいしゃ sedimentation in
reservoir

上流から流入した土砂が貯水池に堆積すること．貯水
量の減少，上下流河川の河床変動をもたらす．

貯水容量 ちょすいようりょう reservoir capacity,
storage capacity

貯水池に貯留できる水の体積．

貯水容量曲線 ちょすいようりょう
きょくせん

storage-capacity curve 貯水位と当該貯水位で貯留できる貯水容量の関係を示
す曲線．

貯水率 ちょすいりつ percentage of storage 当該時点での貯水量と満水時の貯水容量の比．通常は
利水目的の残貯水量と利水容量の比．

直下型地震 ちょっかがたじしん direct hit
earthquakes,near-field
earthquake

都市部の直下に震源を持つ比較的浅い地震に対して用
いる名称．正式には内陸型地震．



直交ニコル ちょっこうにこる crossed nicols 偏光顕微鏡において上方ニコルを入れた状態．鉱物の
干渉色・双晶・累帯構造・消光位を観察できる．

チョッパ ちょっぱ chopper 電気信号や光線を一定間隔で接続と遮断を繰り返す装
置．リモートセンサの検出部の一部としても使用され
る．

貯木池 ちょぼくち log pond 流木シュートによって貯水池から流された木材を一時
貯蔵するための池．

貯留岩 ちょりゅうがん reservoir rock 地下水・石油・天然ガス・地熱流体などの流体地下資
源を貯留している岩石や地層．

貯留関数法 ちょりゅうかんすう
ほう

storage function method 流域における雨水貯留量と流出量との間に非線形関数
を設定した計算法．洪水流出計算によく用いられる．

貯留係数 ちょりゅうけいすう storativity 帯水層表面に垂直な単位の水頭低下によって，単位面
積から排出される水の量．無次元で記号Sを用いる．

貯留構造 ちょりゅうこうぞう reservoir structure 流体地下資源を貯留している地層の地質構造．岩体・
地層・断裂系・背斜構造・断層などがある．

貯留層 ちょりゅうそう reservoir 流体地下資源を貯留している岩石・地層・断裂構造な
どのこと．層状の貯留岩に限定して用いられることも
ある．

貯留層評価 ちょりゅうそうひょ
うか

reservoir assessment 貯留層から取り出すことが可能な流体地下資源の量を
推定し，その経済性を評価すること．

貯留量 ちょりゅうりょう reserves 貯留層中に貯留されている流体地下資源の量．

地理緯度 ちりいど geographical latitude 地球の平均的な形を表す地球楕円体面上の1点に立てた
法線が，赤道面となす角で定義された緯度．

チリ海溝 ちりかいこう Chile trench 南米チリ～ペルー沖の海溝．南アメリカプレートとナ
スカプレートの境界に位置し，ナスカプレートの沈み
込みにより形成．観測史上最大の地震である1960年チ
リ地震は，本海溝南部を震源とする．

チリ海嶺 ちりかいれい Chile ridge 南太平洋のチリ沖に位置する海嶺．

地理学 ちりがく geography 地球表面の自然・人文の諸事象を地域的差異に注目し
て，研究・記述する科学．

チリ地震 ちりじしん the 1960 Chile
earthquake

1960年5月22日にチリ沖で発生したM9.5の地震．地震・
津波による死者は5,700人とされる被害地震．

チリ地震津波 ちりじしんつなみ the 1960 Chile
Earthquake Tsunami

チリ地震により発生し，日本各地に来襲した津波．波
高は3～6ｍ．日本での死者・不明者142人，家屋全壊
1,500戸とされている．



チリ硝石 ちりしょうせき Chileane nitrate, soda-
niter

NaNO3．チリ北部アタカマ砂漠が主産地．硝酸塩主体で

固結した土壌として産出する．

地理情報システ
ム

ちりじょうほうしす
てむ

geographic information
system

地理的な諸情報を蓄積し，統計的に処理・解析・検索
などを行うためのシステム．ＧＩＳと同義．

ちりめんじわへ
き開（ちりめん
じわ劈開）

ちりめんじわへきか
い

crenulation cleavage 細密褶曲へき開（劈開）と同義語．

地塁 ちるい horst ①沈降帯中で沈降が遅れて，ほぼ平行な複数の断層で
切れて相対的に上昇した狭長な凸地．地塁と地溝は
伴って発生する場合が多い．
②断層変位による凸地形を表す用語の一つ．

チルティングレ
ベル

ちるてぃんぐれべる tilting level 測量などに用いる水準儀の一種．視準線を水平にセッ
トするための機構として傾動ネジと気泡管レベルをも
つ．

沈下 ちんか settlement 地盤が沈むこと．原因別に，弾性的沈下・圧密沈下・
側方流動がある．

沈下曲線 ちんかきょくせん settlement curve 粘性土地盤など圧密による沈下の経時的変化を示した
曲線 ．

沈下計 ちんかけい settlement device,
settlement gauge

地盤や構造物の沈下を計測する装置．地表面や地中各
層を対象としたもの，計測方式としてレベル測量や電
気的な計測などがある．

沈下係数 ちんかけいすう deflection coefficient 多層構造よりなる地盤における弾性沈下の計算に用い
られる係数で載荷面の形状や沈下を考える位置で決ま
る．

沈下測定 ちんかそくてい settlement measurement 地盤や構造物の沈下を計測すること．

沈下板 ちんかばん settlement plate 40cm角程度の鉄板上に，鋼製ロッドを溶接したもの．
地盤や構造物の沈下を測定するのに用いられる．

沈下量測定装置 ちんかりょうそくて
いそうち

settlement measuring
system

沈下計などを用いて構造物の挙動などを観測するため
の設備．

沈降 ちんこう submergence,
precipitation,
subsidence

①地殻の鉛直下向きの運動．隆起の対語．
②コロイド粒子が重力の作用により次第に下方に濃集
する現象．

沈降運動 ちんこううんどう subsidence 広域にわたって地殻・地盤の高度が低下する動き．地
殻の垂直方向の動きを表す語句．

沈降海岸 ちんこうかいがん submerged coast 海水面が相対的に上昇し，陸地が海水面下に没して生
じた海岸地形．リアス式海岸や溺れ谷などがある．

沈降速度 ちんこうそくど settling velocity, fall
velocity

細かい粒子が静止した水中を沈降する速度．最初は加
速度をもっているが重力と抗力が釣り合うと一定にな
る．



沈降分析法 ちんこうぶんせきほ
う

sedimentation analysis 粒径が75μmより小さな試料の粒度分布を求める試験．
原理的には，Stokesの法則を利用するものである．

沈降法 ちんこうほう sedimentation analysis 静水中の沈降速度が粒子径と密度により異なることを
利用した粒度分析法．主にシルトや粘土を対象とす
る．

沈砂槽 ちんさそう sand basin 集水槽に流入した泥水中の砂・礫を分離除去するため
の泥水処理槽．

沈砂池 ちんさち silt basin, settling
lagoon, settling basin,
desilting basin,
sedimentation basin

水路式発電所の取水口付近に設けられる土砂の沈殿排
除のための浅い池．

沈床 ちんしょう fascine mattress 堤防・護岸・根固めなどの水制のための工事におい
て，木材またはそだを組んで玉石・割り石をつめて沈
設したもの．

沈水 ちんすい submergence 陸地が海水の侵入によって海面下に位置するようにな
ること．地盤の下降・海水準の上昇の両者がある．

沈水海岸線 ちんすいかいがんせ
ん

shoreline of submergence 海水面の上昇または地盤の沈降によって形成された海
岸線．リアス海岸線とフィヨルド海岸線に大別され
る．

沈水氷食谷 ちんすいひょうしょ
くこく

drowned glacial trough 地盤の下降か海水面の上昇により海面下に没した谷氷
河の跡．ノルウェーや南極の大陸棚に多く見られる．

沈積岩 ちんせきがん sedimentary rock 堆積岩と同義．

沈積粘土 ちんせきねんど sedimentary clay 主に水の作用で，時には風や氷河の作用で運ばれ，層
をなして堆積した粘土．転位性粘土ともいう．

沈着 ちんちゃく deposition 水中・海中を浮遊・移動していた土粒子などが，一
旦，水底・海底に沈殿する現象．

沈泥 ちんでい silt シルトと同義．

沈泥サンプラ ちんでいさんぷら silt sampler 超軟弱粘性土用のサンプラ．二重管構造で，内管は試
料採取管，外管はふたからなる．

沈殿槽 ちんでんそう settle tank 水処理（上下水・産業排水）のプロセスの一環とし
て，水中の浮遊物を一定の水深・流速のもとである滞
留時間にて沈殿・除去する施設．

沈殿速度 ちんでんそくど settling velocity 細粒子が静止した流体中を落下する速度．沈降初期は
加速度を持っているが，重力と抗力が釣り合い一定速
度となる．

沈殿堆積物 ちんでんたいせきぶ
つ

precipitate 陸上・水中で機械的・化学的に沈殿したもの．



沈殿銅 ちんでんどう cement copper 銅が溶存する溶液から鉄などのイオン化傾向の異なる
金属を用いてイオン交換することによって沈殿させた
銅．

沈殿率 ちんでんりつ efficiency of
sedimentation

細かい粒子が水中を静かに沈降するとき浮遊物質の減
少する割合．

沈埋函 ちんまいかん immersed tunnel element 地上のドックなどで製作される沈埋トンネルの構成要
素．主に矩形断面の鉄筋コンクリートや鋼製の構造
物．

沈埋工法 ちんまいこうほう immersed tube method 水底トンネルの一工法．水底に掘削したトレンチに沈
埋函を沈めて接続しトンネルを構築する方法．大断面
トンネルの構築が比較的容易であり，かつ軟弱地盤な
どのように支持力が不十分なケースにも適用できる．

沈埋トンネル ちんまいとんねる submerged tunnel 沈埋工法によって構築されたトンネル．

追掘 ついくつ drilling  deeper 坑井掘削にあたり，掘り屑の堆積などを考慮し，予定
掘削長よりも更に深く掘削を継続すること．

築地層群 ついじそうぐん Tsuiji　Group 志摩半島東部に分布する中生界三じょう系（三畳系）
～ジュラ系．秩父累帯南帯の厚い砂岩・チャートから
なり，異地性岩体として石灰岩を含む．三重県鳥羽市
松尾を模式地とする．

ツイストサンプ
ラ

ついすとさんぷら twist sampler 固定ピストンにコアキャッチャーを併用したサンプ
ラ．二重管構造となっていて，断面積比が大きい．

通気試験 つうきしけん air permeability test 地盤の空気浸透特性を調べる試験．一般に孔内に空気
を圧送し，透気係数，漏気量，水位低下量，噴発・酸
欠の有無などを調べる．透気試験ともいう．

通気装置 つうきそうち adjustable vent hole 固定ピストン式シンウォールサンプラで試料採取後ピ
ストンをチューブから外すとき，ピストンと試料との
間に負圧を生じさせないための，外部から操作できる
通気用の装置．

通水断面積 つうすいだんめんせ
き

discharge area 計画流量の流下に必要な水路トンネルの断面積．

通風乾湿計 つうふうかんしつけ
い

aspiration psychrometer,
Assmann psychrometer

ガラス製温度計と湿球温度計の2本の温度計の枠に通風
装置をつけたものを入れた筒．ドイツのAssmannが考
案．

ツールプッシャ つーるぷっしゃ tool pusher 石油や天然ガスの坑井掘削の作業全般の管理・監督
や，資機材の手配などを行う削井技術者．

塚谷石 つかやいし Tsukaya ishi 石川県江沼郡山中町塚谷産石材．中新統緑色凝灰岩．
土台石や焼き入れして建築用・外装用に使用．日華石
と同質．

津軽山地西縁断
層帯

つがるさんちせいえ
んだんそうたい

fault zone in the
western part of the The
Tsugaru mountains

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北西－南南東方
向．津軽平野の東縁を画する逆断層と推定されてい
る．

津川層 つがわそう Tsugawa Formation 新潟県北東部地域に分布する中部中新統．東蒲原郡津
川町付近を模式地とする．浅海成で下部は礫岩，砂
岩，泥岩，上部は流紋岩質凝灰岩，流紋岩質凝灰角礫
岩からなる．



突上げ断層 つきあげだんそう thrust fault 断層の上盤が緩傾斜の断層面（一般に45度以下）に
沿って，下盤上にのし上がった断層．衝上断層と同義
語．

月岡断層 つきおかだんそう Tsukioka fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．新潟県
越後平野東縁部の笹神丘陵東縁に位置する延長20㎞．

月岡油田 つきおかゆでん Tsukioka oil field 新潟県北部日本海側の中条産油・産ガス地帯の油田の
一つ．新潟県新発田市月岡温泉付近に位置し，1907年
～1920年頃に少量生産．寺泊層の砂岩および凝灰岩に
胚胎．羽黒油田に隣接．

月ヶ瀬鉱床地区 つきがせこうしょう
ちく

Tsukigase clay deposits
area

伊賀盆地西縁の奈良県月ヶ瀬村付近に分布する古琵琶
湖層群相当層に伴われた蛙目粘土や木節粘土を産する
地区．

突固め機 つきかためき compactor 締固め機と同義．

突固め試験 つきかためしけん tamping test 突固め法によって土の締固めを行い，乾燥密度と含水
比の関係から最大乾燥密度・最適含水比を求める試
験．

継ぎ杭 つぎぐい follower pile 複数の杭材をつなぎ合わせて一本の杭としたもの．一
般に，杭材は溶接によってつなぎ合わされる．

突き刺し探鉱 つきさしたんこう probing 鉄棒を鉱床に達するまで突き刺す方法で，地表に近い
鉱床の調査を行なうこと．

突き砂置換法 つきすなおきかえほ
う

method for measuring in
situ(in-situ) soil
density using compacted
sand replacement

置き換えた砂の質量から土の体積を間接的に算出する
方法．砂置換法に比べ，砂を細部まで充填できる．

月出石 つきでいし Tsukide ishi 静岡県田方郡天城湯ヶ島町産石材．新第三系角閃石安
山岩．黒雲母と角閃石の斑紋が特徴．灰白色・緻密．
間知石・外装材に利用．

継手構造 つぎてこうぞう joint シールドセグメント同士をつなぐ構造で，本体と同じ
強度を持つ剛結合と止水目的の可撓性柔構造とがあ
る．

槻木みかげ つきのきみかげ Tsukinoki mikage 宮城県南部柴田町槻木産石材．阿武隈帯に属する中生
界花崗岩類．主に土木用に利用される．

継目 つぎめ joint 構造上あるいは施工上の必要性から人為的に設けたコ
ンクリート間の境界．目地ともいう．

継目グラウチン
グ

つぎめぐらうちんぐ joint grouting, joint
closure

ジョイントグラウチングと同義．

継目計 つぎめけい joint meter 継目に埋設し，その挙動を観測する計器．ジョイント
グラウチングを行う際の管理などにも利用される．
ジョイントメータともいう．

継目排水孔 つぎめはいすいこう joint drainage hole コンクリートダムの横継目の止水板を通過した漏水の
収集排水を目的として止水板下流側に設置される排水
管．



継目防水 つぎめぼうすい water proof for joint,
joint sealing

セグメント間の漏水を防止するための構造．現在，水
膨張ゴムを用いる方法が普及している．

継目面 つぎめめん joint face 継目の面そのもの．

筑波小みかげ つくばこみかげ Tsukuba komikage 茨城県筑波郡筑波町北条付近産石材．阿武隈帯南部の
中生界花崗岩．石質不良で，主に土木用に用いられ
る．

筑波みかげ つくばみかげ Tsukuba mikage 茨城県筑波郡筑波町臼井産石材．阿武隈帯南部の中生
界花崗岩．石質不良で，主に土木用に用いられる．

津久見鉱山 つくみこうざん Tsukumi mine 大分県南東部津久見市にある石灰石鉱山．三宝山帯の
津久見層に伴われた石灰岩をセメント原料として採
掘．

都介野層群 つげのそうぐん Tsugeno Group 奈良県三辺郡都祁村都介野岳周辺に分布する新第三系
中新統．瀬戸内区の第一瀬戸内累層群に含まれる．

対馬海盆 つしまかいぼん Tsushima basin (Tusima
basin)

隠岐諸島～鬱陵島以西の日本海南西端部の海盆．水深
は1,000～2,000m程度で海底は緩く北に傾斜する．

土 つち soil 土壌と同義．

土倉鉱山 つちくらこうざん Tsuchikura mine 滋賀県伊香郡木之本町にあった，丹波帯中のキース
ラーガー型鉱床を採掘した鉱山．

土クリープ つちくりーぷ soil creep 土壌クリープと同義．

土コロイド つちころいど soil colloid 土壌コロイドと同義．

土崎沖油田 つちざきおきゆでん Tsuchizakioki oil field 秋田市浜田の沖合いにある秋田産油・産ガス地帯の油
田の一つ．貯留層は深度600～1600ｍの天徳寺層の凝灰
質砂岩および女川層の凝灰岩．1959年に発見され海上
にプラットフオームを設置して開発が行われた最初の
油田．

土畑鉱山 つちはたこうざん Tsuchihata mine 秋田県境に近い岩手県南西部の和賀郡湯田町にあった
黒鉱鉱床を小規模に採掘した鉱山．

土湯断層 つちゆだんそう Tsuchiyu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．福島盆地
の西縁に分布する延長約10㎞．

綴喜層群 つづきそうぐん Tsuzuki Group 京都府綴喜郡宇治田原町周辺に分布する新第三系中新
統．奥山田累層と湯原累層に区分される．

つっ込み つっこみ down grade excavation トンネルを下り勾配で掘削すること．つっ込みは排水
処理が難しい．上り勾配で掘削することをおがみとい
う．



綱掘り つなぼり cable drill, churn drill 軽便な掘削法の一つで，重しをつけたタガネ状ビット
を上下させて岩石を破砕して掘削する方法．

津波 つなみ tsunami 地震・火山の噴火・地すべり・斜面崩壊などによって
生じた海中を伝搬する大規模な重力波．

ツナミアイト つなみあいと tsunamiite 津波堆積物と同義．

津波警報 つなみけいほう tsunami warning 津波予報の一種．津波の高さが高いところで約2ｍ以上
になると予想される場合に発令されるもの．

津波災害 つなみさいがい tsunami disasters 津波襲来による災害．1960年チリ地震では三陸海岸
が，1983年日本海中部地震では日本海沿岸が，1993年
北海道南西沖地震では奥尻島が被災した．

津波対策 つなみたいさく tsunami protection
measures

津波襲来による災害を防御あるいは軽減するために設
けられる施設．防潮堤，ロックゲートなど．

津波堆積物 つなみたいせきぶつ tsunami deposits 津波により直接運ばれた砕屑物質が堆積したもの，あ
るいは津波の作用により形成された堆積物．陸上に津
波により運ばれたものや，海底に引きずり込まれたも
のなど．ツナミアイトと同義．

津波注意報 つなみちゅういほう tsunami advisory 津波予報の一種．津波があるかもしれず，あっても
0.5m程度と予想される場合に発令されるもの．

津波予報 つなみよほう tsunami forecast 気象庁が発令する津波襲来の予報．津波注意報と津波
警報からなる．

津南町地すべり つなんまちじすべり the Tsunan-machi
landslide

1639年に新潟県中魚沼郡で発生した地すべり．集落を
埋没させた．

常森層群 つねもりそうぐん Tsunemori Group 山口県美祢市周辺に分布する時代未詳中・古生界．黒
色頁岩を主体とし異地性岩体として石灰岩を伴う．

都野津層群 つのづそうぐん Tsunozu Group 島根県中～西部の温泉津から益田付近にかけて分布す
る鮮新～更新統．未固結の礫・砂・泥からなり海成粘
土層を挟在．

津布田層群 つぶたそうぐん Tsubuta Group 山口県厚狭郡に分布する中生界上部三じょう系（三畳
系）．砂岩・泥岩からなり，植物化石を豊富にはさ
む．

津別層群 つべつそうぐん Tsubetsu Group 北海道網走郡津別町周辺に分布する第三系ぜん新統
（漸新統）～下部中新統．達媚（たつこぶ）層と津別
層に二分される．層厚は約2,150m．

坪井公式 つぼいこうしき Tsuboi's formula 気象庁が採用している深さ60km以浅の地震のマグニ
チュードＭの算定式(1954)，Ｍ＝logＡ＋1.73logΔ－

0.83．Ａ：変位の最大振幅（10-6m)，Δ：震央距離(km)

つぼ掘り つぼぼり shaft sinking 基礎の形に合わせてつぼのような形状に立て坑を掘る
こと．土層の地質状況または地下埋設物を調べるた
め，つぼ状に掘削すること．



妻屋火砕流 つまやかさいりゅう Tsumaya pyroclastic flow 南九州姶良カルデラを噴出源として，約2.6～2.9万年
前に噴出した火山豆石を含む非溶結の火砕流．

積石工 つみいしこう stone terracing のり面に沿って石を積み上げることにより，斜面安定
を図る工法．

積込み機 つみこみき loader 掘削土砂・鉱石などを運搬装置に積込む機械．

都茂鉱山 つもこうざん Tsumo mine 島根県美濃郡美都町にあるスカルン型銅鉱床を採掘し
た鉱山．鉱石は金・銀・灰重石を含む．1987年閉山．

津山炭田 つやまたんでん Tsuyama coal field 岡山県津山盆地の炭田．中新統植月層が主要夾炭層．
厚さ最大60cmの炭層を伴い，亜れき（瀝）青炭・褐炭
を産した．

つらら石 つららいし stalactite スタラクタイトともいう．鍾乳石のうち，つららのよ
うに，洞天井から垂下するもの．

ツリー型分類 つりーがたぶんるい decision tree
classification

画像データの自動分類手法の一種．あらかじめ設定し
た段階的条件分岐により画像を任意のクラスに分類す
る．

つり橋 つりばし suspension bridge 活荷重を支える桁を主塔間に張り渡したケーブルにつ
り下げた橋梁形式．

敦賀断層 つるがだんそう Tsuruga fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東－南南西方
向．敦賀市の東部に位置する．延長約25㎞．

鶴来石 つるぎいし Tsurugi ishi 石川県石川郡鶴来町産石材．緑色凝灰岩を伴う中新統
流紋岩．砕石として利用される．

都留層群 つるそうぐん Tsuru Group 山梨県都留市周辺に分布する新第三系中新統．緑色石
英安山岩質凝灰岩・火山礫凝灰岩・玄武岩などよりな
る．

ツンドラ つんどら tundra 真夏の月平均気温が0～10℃で，永久凍土層を生ずる程
度寒冷でなく，樹木の生育には低温すぎる地域．北半
球ではシベリア北部，カナダとアラスカの北部一帯，
南半球では南極大陸周辺と南米最南端だけである．

ツンドラグライ
土

つんどらぐらいど tundra gley ツンドラ土の下部で氷が融解して生じた水が，下位の
永久凍土層で排水を妨げられ，グライ化した土壌．

ツンドラ土 つんどらど tundra soil ツンドラ地帯に広く分布する暗褐色の表層土．腐植層
の発達が悪く，下層にはツンドラグライ土が分布．

泥圧 でいあつ silt pressure ダムに接して貯まる堆砂によりダムに作用する圧力．

低圧型変成作用 ていあつがたへんせ
いさよう

low-pressure type
metamorphism

圧力の違いにより分類した三つの基準相系列のうちの
一つ．紅柱石－珪線石系列ともいう．



泥圧係数 でいあつけいすう coefficient of silt
pressure

鉛直方向の泥圧に対する水平方向の泥圧の比．概略Ce
＝0.4～0.6とされる．

定圧せん断 ていあつせんだん constant pressure shear せん断試験において供試体の有効応力を一定に保った
まません断すること．排水せん断に相当．

低アルカリセメ
ント

ていあるかりせめん
と

low alkali cement 全アルカリ量を0.6%以下に規定したセメント．

低アルカリソレ
アイト系列

ていあるかりそれあ
いとけいれつ

low-alkali tholeiite
series

火山岩の岩石系列のうちの非アルカリ岩の一つである
ソレアイト系列のうち，SiO2成分に対するアルカリ

(Na2O+K2O)成分が少ないもの．

ＴＲＵ廃棄物 てぃーあーるゆーは
いきぶつ

TRU-waste 超ウラン元素を含む放射性廃棄物で，半減期の長い元
素やα線を出すものが多い．再処理工程で発生する．

ＴＩＲＯS－Ｎ てぃーあいあーる
おーえすばーえぬ

Television and Infrared
Radiation Observation
Satellite -N, TIROS-N

別名，ＮＯＡＡシリーズと呼ばれる米国海洋大気局の
一連の気象衛星．全球の雲分布や地表面状況などを観
測．

ＤＩＮ でぃーあいえぬ Deutche Industrie Norm,
DIN

日本のJISに相当するドイツ工業規格．

ＤＩＬ でぃーあいえる dual induction logging,
DIL

電磁検層法の一つ．探査深度の異なる二つのインダク
ション曲線を有す．

ＤＥＭ でぃーいーえむ，で
む

digital elevation model,
DEM

数値標高モデルと同義．

ＴＥモード てぃーいーもーど transverse electric
mode, TE mode

ＭＴ法の解析法の一つ．地下構造が二次元的な場合，
走向方向の電場と直交方向の磁場を用いる解析方法.

ＴＡＲ てぃーえーあーる true amplitude recovery,
TAR

地震波の振幅の大小が直接反射係数に関係するよう
に，球面発散や非弾性吸収などの減衰を補正する操
作．

ＤＡ変換 でぃーえーへんかん digital to analog
conversion, DA
conversion

デジタル信号からアナログ信号に変換，出力するこ
と．例えば，CD-ROMの画像データを印画紙に焼付ける
など．

ＤＳＣＡ法 でぃーえすしーえー
ほう

differential strain
curve analysis, DSCA

岩石試料を用いた三次元初期地圧の測定法の一種．立
方体岩石供給試体の各面にひずみゲージを貼付して静
水圧を加えたときのクラックの閉鎖によるひずみを計
測して地圧を求める．

ＤＳＴ でぃーえすてぃー drill stem test, DST ボーリング孔の特定区間での地下水の流入速度と安定
水位を測定し，地盤の透水性と水圧を求める試験．

ＤＳＤＰ でぃーえすでぃぴー Deep Sea Drilling
Project, DSDP

深海掘削計画．1968年にグローマー・チャレンジャー
号を用いて開始．後にＩＰＯＤ，ＯＤＰへ引き継がれ
た．

ＴＳＰ てぃーえすぴー tunnel seismic
prediction , TSP

弾性波反射法によるトンネルの切羽前方予測手法の一
つ．坑壁に１点の受振機を設置し，坑壁沿いに設置し
た多数の発破孔の発破による直接波と反射波を測定
し，切羽前方にある反射面を解析する．



ＤＨ比 でぃーえっちひ deutrium hydrogen ratio,
DH ratio

水の水素中の水素（H）と重水素（D）の比（D/H)．標
準海水（ＳＭＯＷ）を標準物質とする．

ＴＭ てぃーえむ thermatic mapper, TM リモートセンシング用の地球観測用光学センサの一
つ．ランドサット衛星に搭載され，７バンドを有す
る．

ＤＭＭ工法 でぃーえむえむこう
ほう

deep mixing method for
soilstabilization, DMM
for soil stabilization

地盤内にセメントなどの化学的安定剤を添加し，改良
対象土と強制的に撹拌混合する深層混合処理工法の総
称．

ＴＭモード てぃーえむもーど transverse magnetic
mode, TM mode

ＭＴ法の解析法の一つ．ＴＥモードとは逆に，走向に
直交する方向の電場と走向方向の磁場を用いる解析方
法．

ＤＬＬ でぃーえるえる dual latero logging, DLL 検層法の一つ．本来の検層の目的と合わせて，泥水の
侵入や泥水置換の情報などを得る機能を持つ．

ＴＬ年代測定 てぃーえるねんだい
そくてい

thermoluminescence
method, TL method

サーモルミネッセンス法年代測定と同義．

ＴＯＧＡ計画 てぃーおーじーえー
けいかく

Tropical Ocean Global
Atmosphere Program, TOGA
Program

「熱帯海洋全球大気変動研究計画」の略．エルニー
ニョ現象の解明を目的とした国際観測計画．

ＤＯＴ工法 でぃーおーてぃーこ
うほう

double-O-tube tunneling
method, DOT method

多連形の泥土圧シールドを使用して複数個の円形断面
トンネルを同時に築造する工法．

ＤＯＴシールド でぃーおーてぃー
しーるど

double-O-tube shield,
DOT shield

スポークタイプのカッターを同一平面に配置し，隣接
カッターとは接触しないように回転制御できる泥土圧
シールド機械．

ＴＯＶＳ てぃーおーぶいえす TIROS operational
vertical sounder, TOVS

気象衛星TIROS-Nシリ-ズ搭載の，大気中の気温や湿度
の鉛直分布を求めるための多チャンネル分光放射計．

ＤＣＳ でぃーしーえす data collection system,
DCS

地球上に設置された水温，雨量などの観測装置から
データを人工衛星経由で収集し，一括管理する装置．

ＤＪＭ工法 でぃーじぇーえむこ
うほう

dry jet mixing method,
DJM method

地盤内にセメントや石灰系の粉体状安定材を添加し，
改良対象土と強制的に撹拌混合する地盤改良工法．

Ｔ2－Ｄ2カーブ てぃーじじょう
でぃーじじょうかー
ぶ

T2-D2curve 反射法地震探査で，到着時間Ｔ，受振器間隔Ｄとし，

縦軸にＴ2，横軸にＤ2を取って図化したもの．

Ｔ字バットレス
ダム

てぃーじばっとれす
だむ

T-head buttress dam バットレスの頭部が拡幅されて隣接バットレスと接続
し，Ｔ型となったバットレスダム．

ディーゼルハン
マー

でぃーぜるはんまー diesel hammer ディーゼルエンジンの原理を利用し，シリンダー内の
燃料を燃焼爆発させた衝撃を杭頭に与え杭を打込む機
械．

ティーセン法 てぃーせんほう Thiessen method 観測点の代表範囲を設定する方法の一つ．隣接する観
測点を結ぶ直線の直角二等分線で，各観測点を内包す
るように多角形区分をするもの．流域平均雨量を求め
る一手法として用いられる．



Ｔ層 てぃーそう T phase 地震観測で震央と観測点の間に海がある場合，海の部
分では水中音波として伝わってきた地震波の相．

Ｔ’曲線 てぃーだっしゅきょ
くせん

T' curve, weathering
computation curve

はぎとり走時曲線と同義．

Ｄ値 でぃーち density ratio 密度比．盛土の乾燥密度を室内締固め試験の最大乾燥
密度で割った値を百分率で表わしたもの．

低位置準平原 ていいちじゅんへい
げん

low-lying peneplain 海面に近い位置にある準平原．長期間地盤が安定し河
川浸食が進行した結果として形成される．

ＴＤＥＭ てぃーでぃーいーえ
む

time domain electro-
magnetic method

時間領域電磁法．電流を遮断した後の二次電磁場の過
渡現象を測定し，地下の比抵抗構造を探査する手法．

ＤＤＡ でぃーでぃーえー discontinuous
deformation analysis,
DDA

連続体および不連続体の動的・準静的問題を解く解析
法．有限要素法と個別要素法両者の特徴を有する．

ＤＴＡ分析 でぃーてぃーえーぶ
んせき

differential thermal
analysis, DTA

示差熱分析のこと．試料と熱的不活性体を同一条件で
加熱し両者の温度差から試料の熱特性を得て鉱物を同
定する．

ＤＴＭ でぃーてぃーえむ digital terrain model,
DTM

地形など，３次元的な起伏をデジタルデータとしたも
の．地理情報システムなどで鳥瞰図作成や地形解析に
利用可．

ＤＴＤ でぃーてぃーでぃー document type
definition, DTD

ＳＧＭＬ（ＨＴＭＬやＸＭＬなど）で使われる，文書
型定義．ＸＭＬのタグの内容を説明するもので，これ
を用いることによりＸＭＬの内容を理解することがで
きる．

ＴＤＴ検層 てぃーでぃーてぃー
けんそう

thermal decay time
logging, TDT logging

地層に中性子を照射し，ガンマ線の時間的変化を検出
することで，地層の中性子吸収能力を求めるもの．

低位泥炭 ていいでいたん low moor peat 水辺の植物を主体とする初期に生成した泥炭．湖沼が
陸化すると植生が変り，中間泥炭・高位泥炭に移行す
る．

低位泥炭土 ていいでいたんど low-moor peat soils 地表面から１ｍまでの土壌のうち半分以上が泥炭層，
または地表面から50cmまでの土壌のうち20cm以上の泥
炭層を持つ土壌で，ヨシ，ハンノキが主体の土壌．

ティートンダム てぃーとんだむ Teton dam アメリカ．開拓局のゾーン型アースダム．1975年竣
工．堤高93ｍ．1976年6月5日初期湛水時に，基礎岩盤
に内在した開口割目を通った高流速浸透流による岩着
部コアの浸透破壊に起因して決壊．

ＴＢ てぃーびー time break, shot mark,
TB

地震探査法で起震の時刻を表わす時間原点．

ＴＰ てぃーぴー Tokyo Peil, TP 東京湾平均海面．

ＤＢＡＰ でぃーびーえーぴー direct back analysis
program, DBAP

トンネル計測結果から地山の弾性係数などを推定する
逆解析プログラム．



ＴＢＭ てぃーびーえむ tunnel boring machine,
TBM

山岳トンネルの全断面を回転カッターにより切削また
は破砕して掘進する機械．

ＴＢＭ工法 てぃーびーえむこう
ほう

T.B.M. method 全断面トンネル掘進機（ＴＢＭ）により岩盤を直接掘
削する山岳トンネルの施工法．

ディープウェル でぃーぷうぇる deep well 地下水排除工法の一種で，最終排水面から３～５m程深
い所まで掘った孔で揚水を行い，地下水位の低下を図
る．

ディープウェル
工法

でぃーぷうぇるこう
ほう

deep well method 地下水位低下工法の一つで，透水性地盤内にディープ
ウェル（深井戸）を掘り，ポンプで排水する工法．

天山海進 てぃえんしゃんかい
しん，てんざんかい
しん

Tienshan transgression 石炭紀の前期に中国中南部に広がった海進．貴州さん
ご（珊瑚）を含むのが特徴で日本では鬼丸海進, 欧州
のビゼー海進がこれに相当する．

天山変動帯 てぃえんしゃんへん
どうたい，てんざん
へんどうたい

Tienshan movement zone アジア大陸中央部にある天山山脈を形成した地帯．中
新世の時代に入ってから造地形運動が活発化した．

定応力速度試験 ていおうりょくそく
どしけん

constant stress rate
test

応力制御型の力学試験の一方法．段階的に一定速度の
応力を加えて，それぞれのひずみなどを測定する試
験．

低温乾留 ていおんかんりゅう low temperature coal
caronization

空気を遮断して石炭などを加熱分解することで，450～
700℃で行う乾留を低温乾留という．

低温高圧型変成
帯

ていおんこうあつが
たへんせいたい

low temperature-high
pressure type
metamorphic belt

広域変成帯の温度圧力型の一つ．比較的温度勾配の小
さな地質環境で形成された変成岩．

低温脆性 ていおんぜいせい cold brittleness 金属が非常に低い温度に冷やされた場合に延性・靭性
が減少し脆くなること．

低温石英 ていおんせきえい low-temperature quartz SiO2．結晶形態が三方晶系の石英．低温型（α）と高温

型（β）（六方晶系）の転移温度は，常圧下で573℃で
ある．

低温地質学 ていおんちしつがく cryogeology 凍土現象に関係する地球科学の諸分野．この名称は訳
語であり，日本国内では使われていないようである．

泥灰岩 でいかいがん marlstone 日本では，新鮮なものは灰色・塊状を呈する第三系の
灰色頁岩の中で，炭酸塩成分を30～70%含むもの．

低海面期 ていかいめんき age of lowered sealevel 海面が低下したと考えられる時期．寒冷期の氷河拡大
に伴う海水量減少による海面低下が考えられている．

定角アーチダム ていかくあーちだむ constant angle arch dam アーチ要素の中心角がダムの各標高においてほぼ等し
い値を持つ形状のアーチダム．

低角逆断層型地
震

ていかくぎゃくだん
そうがたじしん

low-angle reverse fault
earthquake

プレート境界の地震の一種．スラスト型地震ともい
う．



低角逆断層地震 ていかくぎゃくだん
そうじしん

low-angle reverse fault
earthquake

圧縮応力場で発生する地震の多くは，低角度の傾斜角
をもつ逆断層型の運動を示す地震となることが多い．

低角正断層 ていかくせいだんそ
う

flat-lying normal fault 固結過程の火成岩（深成岩）内部で生じた割れ目の一
つ．側方に広がろうとする運動により生じた低角度の
正断層状断裂．

定格容量 ていかくようりょう rated capacity 定められた定格使用電圧における定格出力(kW)．

泥火山 でいかざん mud volcano 地下から泥が噴き出してできた火山のような形の山．
地下深部の高い間隙水圧の開放による．油田地域やプ
レート収束域に多く分布する．

泥岩 でいがん mudstone シルトや粘土の粒子からなる細粒堆積物が固化した堆
積岩．シルト岩（シルトを主とする）・粘土岩（粘土
を主とする）に細分．

泥岩含有率 でいがんがんゆうり
つ

shale volume 岩石中に泥岩が占める容積割合．粘土鉱物を含む泥岩
は導電性のため，比抵抗検層の定量解析で補正が必
要．

泥岩比抵抗 でいがんひていこう clay resistivity 泥岩の比抵抗値．0.2～３Ωm程度の低比抵抗値であ
る．比抵抗検層の定量解析の際問題となる．

低気圧 ていきあつ cyclone, low depression 周囲より低い気圧状態で等圧線が閉じた形で示される
部分．一般に風雨となる．

低Ｑ層 ていきゅーそう low-Q layer 海溝より沈み込むプレートの周辺の上部マントルは，
プレートに比べて地震波の減衰が大きいので低Ｑ層と
呼ぶ．

堤高 ていこう height of dam 堤頂と基礎との標高差．基礎の位置は，止水壁のない
ダムでは堤頂の上流端を通る鉛直面と基礎地盤の交
点，止水壁のあるダムでは止水壁下流端を通る鉛直面
との交点．

抵抗温度計 ていこうおんどけい resistance thermometer 金属線の電気抵抗の変化によって温度を計測する温度
計．温度検層に用いられる．

抵抗型ひずみ計 ていこうがたひずみ
けい

resistance type strain
gauge

金属箔または抵抗線を用いて，ひずみ量を電気抵抗の
変化で計るもの．

抵抗型変換器 ていこうがたへんか
んき

resistance type
transducer

物理量の変化を電気抵抗の変化として出力するもの．

抵抗係数 ていこうけいすう resistance quotient 岩盤のある断面で，破壊に対する抵抗Ｒと，応力Ｓと
の比．Ｒ／Ｓ＜１で，破壊が発生．

抵抗土圧 ていこうどあつ reactive earth pressure 一般にトンネル壁面のうちで地山に接する部分や土留
めの壁面などが変形する場合，地山から受ける反力．

抵抗モーメント ていこうもーめんと resisting moment 滑動や転倒のモーメントに抵抗するモーメント．



デイサイト でいさいと dacite 珪長質火山岩．斜長石・石英・アルカリ長石・単斜輝
石・斜方輝石・黒雲母などを含む．

手石海丘 ていしかいきゅう Teishi knoll 伊豆半島伊東沖で1989年の海底火山活動に伴って隆起
した比高10m，直径450m程度の海丘．

底質 ていしつ bottom material 海底を構成する未固結の岩や堆積物．底質は，音波探
査記録や各種採泥器で採取された物質により判定され
る．

泥質岩 でいしつがん mudrock シルトや粘土を多く含む堆積岩の総称．泥質岩は砂岩
に比べ粘土が多いため，Al2O3に富んでいる．

泥質砂岩 でいしつさがん wacke, muddy sand ワッケと同義語．

低湿地 ていしっち slough 沖積平野などの低いところの湿地．排水が困難で，通
常または洪水時に浸水する．

底質分布 ていしつぶんぷ distribution of bottom
material

堆積条件により構成物質が異なる底質の分布．外洋で
は生物起源，大陸棚以浅の浅海では土砂が大部分を占
める．

泥質片岩 でいしつへんがん pelitic schist 泥質堆積岩起源の片岩の一つ．片岩の分布地域に地す
べりが多発．

低周波地震 ていしゅうはじしん low frequency earthquake 地震の規模のわりには人体に感じる短周期の地震波が
弱く，長周期の地震波（低周波）の卓越する地震．

低周波微小地震 ていしゅうはびしょ
うじしん

low frequency
microearthquake

特に高周波成分が欠落している微小地震．ほぼ一定の
応力場の特定の断層面上で，低周波が卓越することが
ある．

定常状態 ていじょうじょうた
い

steady state 物理量が時間的に不変で一定に保たれている状態．あ
るいは一定のエネルギー量に保たれている状態．

定常浸透 ていじょうしんとう steady seepage 地盤中の水の流れが速さおよび方向を時間的に変えな
い浸透状態．

定常振動 ていじょうしんどう steady state vibration 機械基礎などから伝わる繰返し回数のきわめて多い定
常的な地盤振動．

定常浸透状態 ていじょうしんとう
じょうたい

steady seepage flow 浸透流動場において，どの点においても流入量と流出
量が釣り合っている状態．定常状態では，水圧や流動
量の時間変化はない．

定常浸透流 ていじょうしんとう
りゅう

steady seepage flow 流速および流向が時間的に変わらない状態の地盤中の
水の流れ．

定常浸透流解析 ていじょうしんとう
りゅうかいせき

steady seepage flow
analysis

ある系にインパクトを加え，水圧や流量が変化しなく
なるまで時間が経過した状態を対象とした浸透流解
析．地下水流動方程式において，時間を極端に大きく
した場合，あるいは貯留係数を０とした場合に相当す
る．



定常せん断 ていじょうせんだん steady shear 排水せん断などにおいて，せん断抵抗がピーク値を超
えた最終的なせん断．定常せん断状態での強さを残留
強さという．

定常波 ていじょうは stationary wave 同一周波数の波が互いに反対方向に進むときに生じ
る，周期的で振幅分布が一定な波．

定常流 ていじょうりゅう steady flow 水深・流速・圧力などが時間的に変化しない流水．

定常レーリー波
法

ていじょうれーりー
はほう

Rayleigh wave method 起震器によるレーリー波の地盤振動を測定し，地下構
造を探査する方法．

呈色反応 ていしょくはんのう color reaction 発色・変色を伴う化学反応の総称．イオン・元素の検
出や鉱物の鑑定に応用されている．

堤州 ていす bar beach, barrier beach 満潮時にも頭を出している砂州．海岸汀線に平行に発
達するが日本では稀．

泥水 でいすい mud water, drilling mud ボーリング時に掘り屑の回収・孔壁保護などに用いる
粘土や薬品を溶かした高比重・高粘性の懸濁液．

泥水圧 でいすいあつ slurry pressure 切羽あるいはチャンバー内に満たされた泥水の圧力．
一般的に地山の水圧と土圧を考慮して設定される．

定水位透水試験 ていすいいとうすい
しけん

constant head
permeability test

砂や礫などの供試体に定水頭で定常浸透流を生じさ
せ，そのときの流量から透水係数を求める試験．

泥水加圧式シー
ルド工法

でいすいかあつしき
しーるどこうほう

slurry shield method 切羽と隔壁の間に加圧した泥水を循環させて切羽の安
定を図り，掘削土砂を排泥水で流体輸送するシールド
工法．

泥水検層 でいすいけんそう mud logging 掘削循環泥水中の地層掘り屑と泥水中に含まれるガス
量を連続的に測定する検層方法．

泥水工法 でいすいこうほう slurry shield method 泥水加圧式シールド工法と同義．

泥水式シールド でいすいしきしーる
ど

slurry shield 泥水加圧式シールド工法あるいは泥水加圧式シールド
工法に使用するシールドマシン．

泥水循環 でいすいじゅんかん circulation of mud ビットから噴出させた泥水を，孔壁間を上昇させ，地
上でスライムを分離・調整して再びビットに送る過
程．

泥水処理 でいすいしょり slurry treatment 泥水シールド工法における排泥水の処理方法．水分と
砂などの固形分を分離する方法と固化する方法とがあ
る．

泥水浸入域 でいすいしんにゅう
いき

mud filtrate invaded
zone

ボーリングに使用された泥水が地層中に浸入して，地
層特有の物性が失われた範囲．



泥水濃度調整槽 でいすいのうどちょ
うせいそう

slurry density control
tank

排泥水から土砂を分離した後，泥水の特性を調整する
水槽．泥水は比重・粘性を調整され切羽に再循環され
る．

泥水バック でいすいばっく suction pit 使用済みの泥水を溜める場所．掘削によって生じた岩
屑を沈殿させて上澄みを再利用するために設ける．

泥水非汚染領域 でいすいひおせん
りょういき

uncontaminated zone 泥水を用いた掘削井において，泥水により地層が汚染
されていない領域．

泥水比重 でいすいひじゅう mud density 単位容積あたりの泥水の重量．加重剤で地層圧力より
高めになるように絶えず調整して掘削に用いる．

泥水比抵抗 でいすいひていこう mud resistivity 掘削泥水の比抵抗．比抵抗や導電率の測定を目的とす
る検層において，データの補正に必要．

泥水分離 でいすいぶんり slurry separator 泥水シールド工法において，流体輸送された排泥水が
泥水処理プラントで土砂と泥水に分離されること．

泥水掘り でいすいぼり mud drilling 泥水を送水しながら行う掘削，あるいはボ－リング．

泥水ポンプ でいすいぽんぷ mud pump, slush pump ロータリー掘削において，掘削泥水を孔内に循環させ
るための大型・高圧のピストンポンプ．

泥水用粘土 でいすいようねんど clays for drilling mud ボーリングで用いられる掘削泥水の粘性や潤滑性など
の基本性状を得るためのに使用する粘土材料．

低水量 ていすいりょう low water １年のうちで275日はそれ以上を示す河川流量．低水流
量ともいう．

泥水ろ過試験
（泥水濾過試
験）

でいすいろかしけん filtration test 泥水の脱水量と泥壁の厚さを調べるために行う試験．

泥水ろ過水 でいすいろかすい mud filtrate water 孔内の泥水が周辺に浸透する場合，泥壁で泥分がろ過
される．このろ過され，孔周辺に広がっていく水．

ディスペンサー でぃすぺんさー dispenser 液体の計量装置の一種．

底生生物 ていせいせいぶつ benthos 水底にすむ生物の総称．岩や砂泥の表面で生活する表
生動物と，内部にすむ内生動物とに分けられる．

定性分析 ていせいぶんせき qualitative analysis 試料を構成する元素や官能基，化合物の種類を同定す
る分析法の総称．半定量の機器分析法も多用される．

定積土 ていせきど sedentary deposit 生成位置にとどまっている土．運積土の対語．成因に
より残積土と植積土に分けられる．



底設ゲート ていせつげーと bottom gate, bottom
valve

ダム底部付近に設置したゲート．

底設スルース
ゲート

ていせつするーす
げーと

bottom sluice gate,
ground sluice gate

ダム底部に設置した，鉛直戸当りを滑動して上下動す
るゲート．

底設導坑 ていせつどうこう bottom drift 著しい地質の変化や不時の出水の恐れがある場合など
に，トンネル掘削断面下部中央付近に先進させる導
坑．断面形状が大きい場合にも適用される．

底設導坑先進上
部半断面工法

ていせつどうこうせ
んしんじょうぶはん
だんめこうほう

bottom drift method,
bottom heading method

底設導坑を先行掘進させた後，上部半断面を切り上
がって掘削するトンネル掘削工法．

汀線 ていせん shore line 海面と陸地の接する境界線．潮位や波浪によって上下
に変動し，満潮時の汀線は高潮汀線と呼ばれる．

汀線堆積物 ていせんたいせきぶ
つ

beach sediments 汀線付近に分布する堆積物．一般に，河川堆積物に比
べて分級度・円磨度が高いなどの特徴がある．

低騒音低振動杭
工法

ていそうおんていし
んどうくいこうほう

prevention against
vibration and noise

騒音振動の少い杭打設工法．場所打ち杭や埋込み杭，
改良型杭打ち機による打撃工法など．

低速層 ていそくそう low velocity layer 地表付近など低い地震波速度値の地層．低速度層とも
いう．

定速度貫入試験 ていそくどかんにゅ
うしけん

constant rate of
penetration test

一定の貫入速度で平板を押し込むことにより，土の極
限支持力を求める試験．

低速度帯 ていそくどたい low velocity zone 弾性波探査で検出される周辺の速度帯よりも低い速度
を示す区間．一般に断層や破砕帯に対応する．

ディタート試験 でぃたーとしけん Dietert test 土の締固め特性に関する試験．現在は使用されていな
い．

堤体 ていたい levee body, dam body ダムの本体．

堤体荷重 ていたいかじゅう load of dam body フィルダムの底設監査廊の応力解析などに用いられる
堤体自重による上載荷重．

堤体観測装置 ていたいかんそくそ
うち

dam body monitoring
equipment

施工中の施工管理，完成後の安全管理，設計の高度
化，貯水池操作を目的として堤体に設置される観測装
置．埋設計器と観測計器がある．

堤体基礎 ていたいきそ dam foundation ダム構造物が直接のる地盤・岩盤．

堤体材料 ていたいざいりょう embankment material フィルダム築堤用の材料．



堤体震度 ていたいしんど seismic coefficient of
dam

ダムの地震時安定計算に用いる設計震度．

停滞水 ていたいすい stagnant water 溶存酸素の少ない強固な成層水で，外海との水交換の
少ない閉塞湾や潟の低層水に発達．この環境下では硫
化水素の発生がみられ，黒色泥が生ずる．

堤体積 ていたいせき volume of dam ダム本体の体積．

定体積一面せん
断試験

ていたいせきいちめ
んせんだんしけん

constant volume box
shear test

拘束圧を制御して供試体の体積を一定に保ちながら一
面でせん断し，せん断応力とせん断変位の関係および
強度定数を求める試験．

泥炭 でいたん peat 樹木・草木類および藻類・こけ類などが嫌気性の環境
の下に堆積し，ある程度に生化学的分解を受けたも
の．湖沼や後背湿地などに堆積した有機物を20～30%以
上含む土．

泥炭（土壌） でいたん（どじょ
う）

peat 一般にほとんど有機物からなる未分解で繊維質な土
壌．

泥炭質土 でいたんしつど peat soil, humit soil 一般に有機物含有量が50%以上の土壌．

泥炭性軟弱地盤
対策工指針

でいたんせいなん
じゃくじばんたいさ
くこうししん

guidelines on
construction measures on
peaty soft ground

泥炭性の軟弱地盤上に道路を建設する場合，その調
査・設計・施工・維持について，方針と方法を示した
もの．

泥炭層 でいたんそう peat bed 未分解の有機物に富む地層．湖沼などに生育する植物
遺体などが還元状態で堆積したもので，冷温下に多
い．

低断層崖 ていだんそうがい fault scarplet 断層変位による崖地形を表す用語の一つで，断層運動
により地表に生じた崖地形のうちの比高が数10m以下で
明瞭な崖地形を有する断層崖のこと．

泥炭地 でいたんち peat bog, peatland, fen,
mire, moss

過去の湖沼や川辺などの湿地で繁茂した植物が水面下
の還元環境で保存・累積してできた泥炭が分布する地
域．

泥炭土 でいたんど peat soils 泥炭層・亜泥炭層・黒泥層が何層も重なって構成され
たもので有機質に富んだ土壌．

低地 ていち lowland まわりよりも相対的に低い土地．また，平野と同じ意
味の用語として用いることがある．

底置層 ていちそう bottomset bed 三角州の基底をなす泥質層．三角州の前置斜面沖側の
水平な細粒堆積物で，三角州堆積物の基底に分布す
る．三角州の成長につれ，より新しい前置層により覆
われる．基底層ともいう．

低地ポドソル ていちぽどそる depression podzol 主にカナダの草原排水不良低地に分布し，酸化物が溶
脱されたＡ２層と粘土含量の多いＢ層を有する土壌．

定着鉄筋 ていちゃくてっきん anchor bar コンクリート構造物を結合させるための鉄筋．



堤長 ていちょう length of crest, crest
length

ダム軸線沿いに測ったダム本体堤頂の展開長さ．

堤頂 ていちょう top of dam 手すり，高欄などを除くダムの天端．

低潮線 ていちょうせん low water line 干潮の時の海面と浜の交わる線のこと．

堤頂長 ていちょうちょう crest length 堤長と同義．

低潮汀線 ていちょうていせん low-tide shoreline 低潮時に陸地と水面が交わる線．平均的な干潮時の水
面と浜との交線のこと．

堤頂幅 ていちょうはば top width 天端でのダム軸直交方向の幅．一般にフィルダムの堤
頂に対して用いられ，重力ダムやアーチダムでは堤頂
厚という．

ディッカイト でぃっかいと dickite Al2Si2O5(OH)4．単斜晶系．硬度2～2.5．比重2.6．粘土

鉱物の一つで，カオリナイト・ハロイサイトと同じ1：
1構造をもつ．熱水作用により生成される．

ディップアンド
フォールト構造

でぃっぷあんど
ふぉーるとこうぞう

dip and fault structure 砂岩のような剛性の高い地層が地すべり斜面に沿って
傾く時，反対方向に傾くいくつもの正断層を生じる構
造．

ディップシュー
ティング

でぃっぷしゅーてぃ
んぐ

dip shooting 一つの爆発点の記録から反射面の深さや傾斜を求める
地震探査法．

ディップスリッ
プ

でぃっぷすりっぷ dip slip 傾斜スリップと同義．

ディップメータ でぃっぷめーた dipmeter 坑井内の地層の走向傾斜，坑井自体の傾斜と方位を測
定する装置．

底泥 ていでい cohesive bottom sediment 水底表面に堆積する未固結の細粒堆積物．流れにより
沈降・浮上を繰り返し，水質および生態系に影響をお
よぼす．

定動水勾配圧密
試験

ていどうすいこうば
いあつみつしけん

constant hydraulic
gradient consolidation
test

急速圧密試験法の一つで，供試体内部の間隙水圧の勾
配を常に一定に保つように荷重を増加させていく試
験．

泥土加圧式シー
ルド工法

でいどかあつしき
しーるどこうほう

mud shield method チャンバー内で土砂と添加材を撹拌翼で強制的に練混
ぜて泥土を作り，この泥土の泥土圧で切羽安定と止水
を行うシールド工法．

泥土処理 でいどしょり muddy muck treatment 土圧系シールドの掘削土砂の処分方法．天日乾燥，セ
メント・石灰系添加材，高分子系添加材処理などがあ
る．

堤内仮排水路 ていないかりはいす
いろ

temporary hole located
at joint between blocks
for passage of river
flow

河流処理のためコンクリートダムの堤体内の河床付近
に設けるトンネル．



手稲鉱山 ていねこうざん Teine mine 札幌市西区の浅熱水性多金属型鉱床を採掘した鉱山．
1893年発見．金9t，銀130t，銅6.6万t産出．1971年閉
山．

底盤 ていばん batholith 大規模な花崗岩類の岩体で，地表への露出面積が概ね

100km2以上のもの．多くは複合岩体からなる．

定半径アーチダ
ム

ていはんけいあーち
だむ

constant radius arch dam アーチ要素の曲率半径がダムの各標高においてほぼ一
定となる形状のアーチダム．

定ひずみ速度圧
密試験

ていひずみそくどあ
つみつしけん

constant strain rate
consolidation test

急速圧密試験法の一つで，供試体の圧縮ひずみ速度を
一定に保つように荷重を加減しながら加える試験．

ディファレン
シャルγ線検層

でぃふぁれんしゃる
がんませんけんそう

differential gamma ray
logging

自然ガンマ線をそのエネルギーレベル毎に分けて計測
する検層法．γ線スペクトル検層と同義．

底部浸食 ていぶしんしょく stream bed erosion 流砂能力に見合った土砂供給のない場所に発生し，河
床が洗掘されること．

底部モレーン ていぶもれーん ground moraine 氷河の底部で形成された岩屑や割れ目から供給された
氷堆石物質の堆積物からなる．底堆石ともいう．

泥分含有量 でいぶんがんゆう
りょう

mud content in sand 砂に含まれる泥土量（洗い試験で74μｍふるいを通過
した量）を百分率で表したもの．

泥壁 でいへき mud cake 泥水の使用によってボーリング孔に形成される泥の
壁．掘進中の保孔対策の一つ．

泥壁補正 でいへきほせい mud cake correction 検層結果に対して，泥壁の厚さ，比抵抗，および密度
などを基に行う補正．

堤防 ていぼう levee 主として河川の流水による氾濫を防ぐ構造物．一般に
は河川の両岸に作られる．

定方位試料 ていほういしりょう oriented sample 原位置における方向性を復元できるように，採取の際
に方位を記録した岩石および土の試料．

定方位標本 ていほういひょうほ
ん

oriented sample 露頭における配置・方位がわかるように印をつけた標
本．岩石磁気学の岩石標本や古生物学の化石標本な
ど．

底面すべり ていめんすべり basal sliding 氷河が底面で岩盤上をすべる現象．底面すべりが可能
なのは，氷河底面の氷が圧力融解温度にある時に限ら
れる．

低有機質土 ていゆうきしつど lowly organic soil 一般に有機物含有量が５～50%の土壌．対語は高有機質
土．

テイラー級数展
開

ていらーきゅうすう
てんかい

Taylor's series ある関数を独立変数の一定値を中心にそこでの導関数
の値を係数に用いた形式的無限べき級数に展開するこ
と．



ティラノサウル
ス

てぃらのさうるす Tyrannosaurus 竜盤目獣脚亜目ティラノサウルス科の大型肉食恐竜．
二足歩行，体長約５m，体重約７トンと推定される．

泥流 でいりゅう mudflow 水分を含んだ泥質物が斜面を流下する現象．大雨など
の後の崩壊現象の一種（土石流とは異なる）．

泥流型土石流 でいりゅうがたどせ
きりゅう

mudflow type debris flow 多量の水分を含んだ泥質物と多くの岩屑とが急激に斜
面を流下する現象．泥流と土石流の中間型のタイプ．

泥流丘 でいりゅうきゅう mudflow hill, flow mound 火山泥流の流れの中に，岩塊や土砂が固まったり押し
上げられてできた小高い丘．流れ山ともいう．

泥流堆積物 でいりゅうたいせき
ぶつ

mudflow deposits 泥流として移動し，定着した堆積物．内部構造は無層
理で，大小の礫を不規則に混入する．

定量分析 ていりょうぶんせき quantitative analysis 試料を構成する元素や官能基，化合物の量を求める分
析の総称．多様な機器分析法が開発されている．

ティル てぃる till 氷河流動により直接形成された堆積物の総称．一般に
大小様々な岩屑からなり，層理を示さない．

ティルファブ
リック

てぃるふぁぶりっく till fabric 岩屑の軸別の方位・傾斜角から見た堆積構造．氷河の
流動方向や運搬・堆積過程を解明するために調べる．

テーズウェル亜
氷期

てーずうぇるあひょ
うき

Tazewell glacial
substage

北米大陸のウィスコンシン氷期後期の亜氷期の一つ．
ヨーロッパのウルム氷期に対比される．約1.8万年前.

データバンク でーたばんく databank データベースのこと．コンピュータを利用して，デー
タの論理的な保管や検索，出力を行えるデータ群．

データロガー でーたろがー datum logger 変位・ひずみなどの電気信号を数値データに変換して
記録する装置．

テーチス海 てーちすかい Tethys sea テチス海と同義．

テーパードコア
ビット

てーぱーどこあびっ
と

tapered core bit ノンコアリングビットの一種で，先端からリーミング
シェルに向かって口径が円錐状に大きくなっているも
の．

テーブル海山 てーぶるかいざん table seamount 水深が200mに達しない比較的平坦な海山．

テーブル浮選 てーぶるふせん table flotation 振動するテーブル上で，流体と共に移動する粒子が水
の表面張力によって分離することを利用した浮遊選
鉱．

テーブルマウン
テン統

てーぶるまうんてん
とう

Table Mountain series 南アフリカのケープタウンに発達する上部シルル～下
部デボン系の砂岩・珪岩からなる地層．



テーラス てーらす talus, talus cone 崖錐．重力の作用で急斜面上の土石が斜面下に落下し
て形成した円錐状の地形．

テールアルメ工
法

てーるあるめこうほ
う

reinforced earth walls 鋼製の帯状補強材と，コンクリートや鋼製の壁面材か
らなる補強盛土工法．急勾配の盛土が可能．

テールクリアラ
ンス

てーるくりあらんす tail clearance of shield シールド工法におけるセグメント外径とスキンプレー
ト内径との差．

テールシール てーるしーる tail seal シールド工法で，セグメントとスキンプレートのすき
間から土砂や裏込め材の流入を防止するためのシー
ル．

テールパッキン
グ

てーるぱっきんぐ tail packing 裏込め材の流入防止のため，テールシール部に挿入す
るウェスなどをいう．最近はほとんど用いない．

テールボイド てーるぼいど tail void テールクリアランスとテールプレート厚を加えたセグ
メント外側にできるすき間．裏込め材が注入される．

デカップリング
係数

でかっぷりんぐけい
すう

decoupling coefficient 発破孔の半径をｒb，爆薬の半径をｒcとしたときにＤe
＝ｒb／ｒcで表される値．この値が大きいほど発破の
効果は小さくなる．

適応放散 てきおうほうさん adaptive radiation 同一系統の生物が種々の環境に適した機能上の分化を
起こし，多数の異なった系統に分化していく現象．

適従河川 てきじゅうかせん subsequent stream 地質構造の弱線部を浸食して流れる河川．四国の吉野
川，紀伊半島の紀ノ川，新潟・長野の姫川など．

適従谷 てきじゅうこく subsequent valley 地質構造の弱線に沿って浸食が進み，形成された谷．
断層破砕帯や，堆積岩の走向に沿うものが多い．

テキスタイル
フォーム

てきすたいるふぉー
む

textile　form 小孔のあけられた型枠の内面に透水性の織布を張りつ
けた商品．コンクリート中の気泡や水分の排出によ
り，アバタの除去，コンクリートの品質向上の効果が
ある．

適正浸透量 てきせいしんとう
りょう

optimum quantity of
percolation

植物などの育成のために適正な地表からの浸透量．

適正揚水量 てきせいようすい
りょう

permissible yield 地域生活の観点から，水収支などを考慮した上での許
容できる地下水の揚水量．

テクスチャ解析 てくすちゃかいせき texture analysis リモートセンシングにおいて，画像上のキメの違いに
より，岩相を区分する手法．

テクタイト てくたいと tektite 外見・化学組成が黒曜石に似た天然ガラス質物質．宇
宙からの飛来物や地球の岩石起源などといわれてい
る．

テクト珪酸塩 てくとけいさんえん tectosilicate 珪酸塩鉱物分類名の一つで最も結合の進んだもの．珪
酸塩鉱物は珪素酸素四面体相互の結合の型によって，
６種類に分類される．



テクトジーン てくとじーん tectogene 海溝に沿う負の重力異常帯形成機構．地殻の座屈によ
るとの説に対し，海溝部の座屈の存在に否定的見解も
ある．

テクトスフェア てくとすふぇあ tectosphere 上部マントルのうち，酸化マグネシウムに富んだ密度
の小さい厚さ400km程度の部分．大陸地殻の下に存在す
る．

テクトナイト てくとないと tectonite 組織・構造が全体として定向性を示す岩石．模写テク
トナイト・初生テクトナイト・二次テクトナイトがあ
る．

テクトニクス てくとにくす tectonics 構造地質学．地球科学における変動論・変動学を取り
扱う学問．地殻の大規模な構造や変動に関する研究分
野．

テクトニックコ
ラージュ

てくとにっくこらー
じゅ

tectonic collage ある地域が複数のテレーンの不規則な集合体からなる
場合，その集合体をテクトニックコラージュという．

テクトニックス
トレス

てくとにっくすとれ
す

tectonic stress 造構応力と同義語．

テクトニック
セッティング

てくとにっくせっ
てぃんぐ

tectonic setting ある特定の構造場に，特徴的な地球科学的性質を持っ
た地質体（地質単元）の組合せとそれらの相互関係．

テクトニックフ
ラクチャリング

てくとにっくふらく
ちゃりんぐ

tectonic fracturing 構造運動による岩石や岩盤の破砕現象．石油やガスの
貯留，熱水や地下水の胚胎などに好条件となる．

テクトニック
マップ

てくとにっくまっぷ tectonic map 地質構造図と同義語．

テクトノスフェ
ア

てくとのすふぇあ tectonosphere 地球内層部において最も表面に近く，地殻変動が起こ
るところ，または地殻変動の調節が行われるところ．

テクトノフィジ
クス

てくとのふぃじくす tectonophysics 地質構造の形成機構を物理学的に明らかにすることを
目的とした学問分野．

テクトファシス てくとふぁしす tectofacies 層位学的には同じ地層で，異なる構造地質学的特徴や
地層の水平方向に変化する構造的特徴を持つ．構造
相．

テクノロジーア
セスメント

てくのろじーあせす
めんと

technology assessment 経済合理主義の観点から，巨大科学技術開発の是非に
対して総合的全面的な評価を行うこと．

デクレピテー
ション温度

でくれぴてーしょん
おんど

decrepitation
temperature

鉱物を加熱して含まれる流体包有物の温度を上げると
内部の圧力が上昇して鉱物にひびが入る．この時の温
度．

デコルマン でこるまん decollement ある地層が下位の地層と分離し，下盤と無関係に変形
している地質構造．衝上断層や層内褶曲を生じる．

デコンボリュー
ションフィルタ

でこんぼりゅーしょ
んふぃるた

deconvolution filter 地下を伝わる基本波形の逆特性を持つフィルタ．地下
の反射係数列を得るために用いる．



デシケーター でしけーたー desiccator シリカゲルなどの乾燥剤を入れて使用するガラス製の
乾燥器．

デジタイザー でじたいざー digitizer 座標測定装置．図形あるいは画像をデジタル化する装
置．

デジタル映像処
理

でじたるえいぞう
しょり

digital image processing デジタル画像を対象として，コンピュータ上で実施す
る画像処理．アナログ処理に比べ編集処理が容易．

デジタル化 でじたるか digitization アナログ信号を一定間隔でサンプリング（標本化）お
よび量子化して，離散的な数値データに変換するこ
と．

デジタル画像 でじたるがぞう digital image 画像情報をコンピュータで情報処理が可能となるよう
なデジタルデータ（数値データ）として記録したも
の．

デジタル強震計 でじたるきょうしん
けん

digital strong-motion
seismograph

地震動があるレベルに達した時に記録を開始する強震
計のうちデジタル記録方式を採用しているもの．

デジタル信号 でじたるしんごう digital signal 主にコンピュータで扱う信号でon/offの２値で表され
る信号．

デジタル地形図 でじたるちけいず digital terrain map 等高線などの地形情報がデジタル化された地形図．

デジタル地図情
報

でじたるちずじょう
ほう

digital map information 地図上の位置を，ある地点を基準とする座標系を用い
て表示し，その属性を数字で表現した地図（数値地
図）に含まれる情報．

デジタル標高モ
デル

でじたるひょうこう
もでる

digital elevation model デジタル化された標高データから作られる標高モデ
ル．地形を三角形の平面(TIN)やメッシュで近似する．

デジタルフィル
タ

でじたるふぃるた digital filter 波形のフィルタ操作を数値計算処理で行うもの．

デシベル でしべる decibel ①信号の強度比あるいは振幅の比を表す単位．
②人の聞こえる最も小さい音の大きさを０としたとき
の音の大きさの単位．
いずれもデシベルあるいはdb(dB)と表す．音圧レベル
参照．

テストピット てすとぴっと test pit 地表面に露出しない地層を観察するために掘削する縦
穴．第四系の調査で用いられることが多い．

テストボーリン
グ

てすとぼーりんぐ test boring 主に土壌または風化岩の物性を調査するため回転式あ
るいはドライブサンプリング装置を用いてのボーリン
グ．

テストホール てすとほーる test hole 地盤の構造・物性を調査するために，機械器具を用い
て掘削されたボーリング孔．

デスモスチルス ですもすちるす Desmostylus 束柱目デスモスチルス科の一属で，中新世前～中期の
北太平洋沿岸に生息．円柱を束ねたような特異な歯が
特徴．



デスモセラス ですもせらす Desmoceras 白亜紀のアプチニアン～セノマニアンに生息したアン
モナイト類デスモケラス科の模式属．日本にも多産．

テスラ てすら tesla 国際単位系(SI)における磁束密度の単位．１ウェーバ
の磁束が１平方メートルに一様に分布する時の磁束密
度．

手選 てせん hand picking 鉱石または石炭の選鉱・選炭法の方法のうちの主とし
て外観で人手によって行う選別法．

デタッチメント
断層

でたっちめんとだん
そう

detachment fault 低角度の断層で，上盤側が褶曲などにより変形してい
るのに対し，下盤側が非変形の断層．

テチス海 てちすかい Tethys sea 北方をローラシア大陸，南方をゴンドワナ大陸に挟ま
れた東西方向にのびた古生代後期に出現した海．地中
海の前身．

鉄隕石 てついんせき iron meteorite 主としてFe-Niからなる隕石のこと．ニッケルの含有量
と鉱物学的特徴から分類される．隕鉄・鉄質隕石とも
いう．

デッカナビゲー
ターシステム

でっかなびげーたー
しすてむ

decca navigator system 電波航法の一種．主従局からの持続波の位相差から位
置を求める．現在はＧＰＳに替っている．

鉄管路 てっかんろ steel penstock 水力発電所の水圧管路．

鉄筋計 てっきんけい stress meter for
reinforcement,
reinforcing bar stress
transducer

鉄筋コンクリート構造物の鉄筋に溶接して，鉄筋に加
わる応力を測定する計器．

鉄筋コンクリー
ト

てっきんこんくりー
と

reinforced concrete 引張力に強い鋼材をコンクリートとともに用いて圧
縮・引張双方に強いように作られた構造用材料．

鉄筋コンクリー
ト杭

てっきんこんくりー
とぐい

reinforced concrete pile 基礎杭のうち，鉄筋コンクリートを材料とするもの．
比較的大きい耐力を必要とする場合や，地下水の低い
場合に有効．

鉄筋コンクリー
ト土留め支保工

てっきんこんくりー
とどどめしほこう

reinforced concrete
earth-retaining support

掘削深が大きい場所や掘削形状が複雑な場所に用いら
れる土留め支保工．

鉄筋挿入工法 てっきんそうにゅう
こうほう

soil nailing method,
steelbar insertion
method

切土のり面を対象とした補強土工法の一種．鉄筋など
の補強材を地中に配置して地盤を補強し安定性を改善
する．

鉄筋付着係数 てっきんふちゃくけ
いすう

steel-concrete bond
coefficient

鉄筋とコンクリートの付着強度と，それを決定する諸
条件との関係を示す数.

デッケ でっけ nappe デコルマンの一形態で，横臥褶曲や衝上断層により遠
方より滑動してきた異地性の大きな岩体．ナップと同
義．

デッケ山地 でっけさんち nappe, decke mountain 造山運動によってできる横臥褶曲や押し被せ断層によ
り形成された山地．



鉄建式動的コー
ン貫入試験

てっけんしきどうて
きこーんかんにゅう
しけん

Japan Railway
Construction
Corporation's method of
cone penetration test

先端にコーンを装着し，63.5kgのハンマーを75cmの高
さから落下させ30cmの貫入に要する打撃回数Ndを求め
る．

鉄鉱床 てつこうしょう iron deposit 鉄の原料となる鉱物を含む鉱床．主要鉄鉱物によって
赤鉄鉱・磁鉄鉱・褐鉄鉱・硫化鉄鉱床などに分けられ
る．

鉄質隕石 てつしついんせき irony meteorite 隕石の化学組成がほぼFe-Ni合金からなる隕石グルー
プ．

鉄泉 てっせん iron spring 湧水1kg中にFe2+またはFe3+を20mg以上含むもの．炭酸鉄
泉・緑ばん泉・塩化物含有鉄泉の３種がある．

鉄道トンネル てつどうとんねる railway tunnel 使用目的で分類した場合の，軌道上を走行する鉄道交
通用の専用トンネル．

鉄盤層 てつばんそう iron pan 主に酸化鉄により固結されている土壌層であり，比較
的堅硬であるので，水浸や植物根の発達を妨害しやす
い．

鉄平石 てっぺいせき Teppeiseki 長野県諏訪地方に産する石材．板状節理の発達した鮮
新統両輝石安山岩．化粧石や敷石として用いられる．

鉄砲水 てっぽうみず flash flood 豪雨の際にいったん山崩れなどにより堰き止められた
水が，土砂とともに一挙に流れ下る現象．

鉄砲割り てっぽうわり 岩石の大塊を割れ目沿いに小割りする発破方法で，割
れ目に爆薬を装填して発破する．

鉄マンガン重石 てつまんがんじゅう
せき

wolframite (Fe,Mn)WO4，単斜晶系の鉱物．硬度4～4.5．比重7.0～

7.5．タングステンの最も重要な鉱石鉱物で，ときどき
弱い磁性を有する．

テトラクロロエ
チレン

てとらくろろえちれ
ん

tetrachloroethylene 常温で無色・不燃性の液体で，金属を侵さず，洗浄剤
や脱脂の溶剤として利用される．発癌性の疑いがあ
る．

テトラポッド てとらぽっど tetrapod 海岸堤防や護岸などにおいて，波高や波圧を低減させ
る目的で設置する消波ブロックの一種．

手取層群 てとりそうぐん Tetori Group 福井・石川・富山・岐阜県にわたって分布するジュラ
～白亜系．砂岩・礫岩・頁岩からなる．植物化石を産
する．

デニソン型サン
プラ

でにそんがたさんぷ
ら

Denison type sampler 内管と外管がボールベアリングにより分けられた二重
管構造のサンプラ，硬質粘土試料の採取に用いられ
る．

テネシー統 てねしーとう Tennesseian series 北米内陸地域の下部石炭系の上部で海退期相の陸源粗
粒砕屑岩を伴う．炭田開発のキーベッド（鍵層）を挟
在する．

テフラ てふら tephra 火山噴火によって空中に放出される火山砕屑物（火山
灰など）の総称で，火山の活動期の重要な指標とな
る．



テフライト てふらいと tephrite 曹灰長石～亜灰長石・かすみ石などを主成分鉱物とす
る完晶質斑状アルカリ玄武岩．

テフラ年代学 てふらねんだいがく tephrochronology 火山灰の年代測定に関する学問．特に広域テフラの年
代を求め，地層の対比などに利用されている．

デブリ でぶり debris 岩屑．風化分解により生成され，特に斜面上では不安
定化しやすい．土石流の要因となる．

デブリアバラン
シュ

でぶりあばらんしゅ debris avalanche 火山体の不安定な部分が高速度で斜面を落下する現
象．岩屑なだれともいう．運搬機構に水は寄与しな
い．

デフレーション でふれーしょん deflation 乾燥地域において，機械的風化作用により生成された
岩屑などの細粒物質が風によって運搬される作用．

デフレクタ でふれくた deflector 洪水吐の壁面や底面．放流管壁面などに設置して流水
の流向を変更させる装置，あるいは構造物．

テフロクロノロ
ジー

てふろくろのろじー tephrochronology テフラ年代学と同義語．

手掘り てぼり manual excavation 人力によって地山を掘削することをいう．用いる工具
もブレーカなどの簡易な掘削機械や手掘り用工具な
ど．

手掘り井戸 てぼりいど dug-well 掘削機などを使用せず，人力作業で掘った井戸．井戸
まわりはコンクリート管や石積み，または素掘りが多
い．地質条件によるが井戸深度は数ｍ～十数ｍ程度が
一般的である．

手掘りシールド てぼりしーるど manual excavation
shield, hand-mined
shield

掘削を人力で行うシールド．土質の変化やトラブルに
容易に対応できるが適応土質が制限され施工速度が遅
い．

デボン紀 でぼんき Devonian(period) 中期古生代における約4億900万年～約3億6300万年前の
時代．

デボン系 でぼんけい Devonian(system) デボン紀に堆積した地層の総称．

デュアルスペー
シング検層

でゅあるすぺーしん
ぐけんそう

dual spacing logging ボーリング孔のγ線を用いた密度検層において，2個の
検出器を用い孔径の乱れを自動的に補正する方法．

デュープレック
ス

でゅーぷれっくす duplex 造山帯・付加体などで地層が水平方向に短縮する際
に，しばしば形成される小規模な逆断層が次々と重ね
合わさった構造のこと．

デュプイ近似 でゅぷいきんじ Dupuit's assumptions 不圧地下水の流れを考えるときに，鉛直方向の流れが
存在しないとする仮定．一般には，(1)流線は水平でか
つ等水頭線は鉛直である．(2)動水勾配は不圧地下水面
の勾配に等しい，とされている．

デュプュイ－
フォルヒハイ
マーの仮定

でゅぷゅいふぉるひ
はいまーのかてい

Dupuit-Forchheimer
assumption

不圧水の定常的な流れにおいてはダルシーの法則が成
立し，不透水層に平行で均一な流れとする仮定．



デュリクラスト でゅりくらすと duricrust 熱帯，亜熱帯，乾燥地域に分布する，塊状または固結
した風化生成物．風化硬盤と呼ぶ．

寺尾地すべり てらおじすべり the Terao landslide 1961年に静岡県蒲原郡由比町寺尾で災害を引き起こし
た地すべり．由比地すべりの一つ．第三紀層地すべ
り．

照来層群 てらぎそうぐん Teragi Group 兵庫県北西部～鳥取県東部の上部中新～鮮新統．下部
は主に流紋岩，中部は礫岩・泥岩，上部は安山岩質の
火山岩類．

寺島層群 てらしまそうぐん Terashima Group 長崎県松島炭田に分布する古第三系．砂岩・泥岩で，
時に礫岩を含む互層よりなる．薄炭層を挟む．

寺泊層 てらどまりそう Teradomari formation 新潟県中部に分布する第三系中部中新統上部～上部中
新統．三島郡寺泊町付近を模式地とする．海成で黒色
泥岩・泥岩と凝灰質砂岩との互層などからなる．

寺泊油田 てらどまりゆでん Teradomari oil field 新潟県の西山産油・ガス地帯中の油田の一つ．新潟県
寺泊町に位置し，寺泊背斜の新第三系寺泊層の砂岩，
凝灰岩に胚胎．

テラノドン てらのどん Pteranodon プテラノドンと同義．

寺野変成岩類 てらのへんせいがん
るい

Terano metamorphic rocks 西南日本外帯の黒瀬川構造帯に産する変成岩類．片麻
岩・角閃岩を主とし風化帯は山腹崩壊を生じやすい．

テラロッサ てらろっさ terra rossa 主にFe・Alの水酸化物と粘土からなる石灰岩を母材と
して生成された特有の土壌．色は濃紅色．

デルタ でるた delta 三角州と同義．

デルタ地向斜 でるたちこうしゃ delta-geosyncline M.Kay(1942)が命名したパラ地向斜の一種で，クラﾄン
の縁にある．後にエクソ地向斜と名称を変えた．この
用語は現在では使われない．

デルタ面 でるためん delta plain デルタ（三角州）の最上面で，デルタが成長している
場合は，頂地層で覆われることが多い．

テルツァーギ てるつぁーぎ Terzaghi Karl 著名な土質力学の研究者(1883～1963)．圧密理論の発
表など土質力学の発展に多大な功績を残した．

テルツァーギ解 てるつぁーぎかい Terzaghi's solution テルツァーギが1943年に発表した連続フーチングの極
限支持力に対する解法．

テルツァーギの
圧密理論

てるつぁーぎのあつ
みつりろん

Terzaghi's consolidation
theory

テルツァーギが1924年に発表した圧密理論．圧密沈下
の時間的経過を熱伝導型のモデルにて表現した．

テルツァーギの
式

てるつぁーぎのしき Terzaghi's formula 地盤の支持力を静力学的に求める公式．支持力を粘着
力・自重および上載圧の三つの項の和として表わす．



テルツァーギモ
デル

てるつぁーぎもでる Terzaghi's model(of
consolidation)

テルツァーギの圧密理論を説明した粘土の骨格構造
を，ピストンとスプリングで表現した力学モデル．

テルル化鉱物 てるるかこうぶつ telluride 金属元素とテルルを含む化合物からなる鉱物．例えば
ヘッサイト（hessite，Ag2Te）．

テルル化銅 てるるかどう copper telluride 銅のテルル化鉱物．リカルダイト（richardite,
Cu4Te3）とワイサイト（weissite, Cu5Te3）がある．

テルル金銀鉱 てるるきんぎんこう gold and silver
tellurides

金銀のテルル化鉱物．ペツァイト（petzite, Ag3AuTe2
），シルバナイト（silvanite,(Au,Ag)Te2）が代表的．

テルル金銀鉱床 てるるきんぎんこう
しょう

gold-silver deposit
containing tellurides

金・銀鉱床の中で，金銀鉱物としてテルル化金銀鉱を
含むことを特徴とする．北海道の手稲鉱床が代表例．

テルル銀鉱 てるるぎんこう tellurids of silver 銀のテルル化鉱物．ヘッサイト（hessite，Ag2Te）が代

表例．金含有量が多くなるとペツァイトに移行する．

テルル金鉱床 てるるきんこうしょ
う

Te-type gold deposit エピサーマル金鉱床の一つのタイプ．銅，ビスマス鉱
化作用を伴う．他の一つはセレンータイプ金鉱床．

テルル鉱床 てるるこうしょう Tellurium deposit スカルン鉱床や熱水鉱床などで金銀銅に伴って産出す
る鉱床．

テルロメータ てるろめーた tellurometer 電波測距儀の一種．商品名．現在は光波測距儀の普及
により余り利用されない．

テレーン てれーん terrane 周囲が断層で境され，地質学的にまとまりを持った地
層や岩体の集合体．例えば美濃テレーンなど．

テレスコピック
ケーシング

てれすこぴっくけー
しんぐ

telescopic casing 地盤中の孔の崩壊を防止するために用いられるケーシ
ングの一種．携帯望遠鏡の様に伸縮が自由．

テレメータ てれめーた telemeter 遠隔計測器．遠隔地の観測点から電送などにより各種
データを収集する機器．

転圧 てんあつ rolling compaction 敷きならされた盛土材料を機械によって重量や振動を
与え，密度の緩い状態を密な状態へ締固めること．

転圧機械 てんあつきかい roller 盛土材料を重量や振動により密な状態に締固めるため
の機械で，ロードローラや振動ローラなど．

転圧コンクリー
ト舗装

てんあつこんくりー
とほそう

roller compacted
concrete pavement

コンクリートを表層とする舗装で，ローラや締固め機
械で固練りのコンクリートを転圧して仕上げるもの．

転圧試験 てんあつしけん rolling compaction test 施工方法（転圧機械，まき出し厚，転圧回数など）を
検討するために行う現場締固め試験．



転圧特性 てんあつとくせい behavior of rolling
compaction

転圧回数と地盤の沈下量の関係より求められる転圧の
効果を表す地盤の性状．締固め特性と類似．

電圧比法 でんあつひほう potential-drop-ratio
method

地盤に交流を流し，一直線上の3本の電位電極の二つの
区間の電位差から比抵抗を求める電気探査法．人工電
位法の一つ．

転圧盛立て てんあつもりたて compaction by rolling,
rolling compaction

ローラーその他の締固め機械を用いて築堤材料を転圧
すること．

転圧ロックフィ
ル

てんあつろっくふぃ
る

compacted rockfill ダンプしたロック材料を敷均し，ローラーなどの締固
め機械で転圧する工法．またはその工法で施工された
ロックゾーン．

転位 てんい dislocation 結晶学で格子欠陥の一種．

転位 てんい transposition 構造地質学用語．ある構造面がほかの構造面に沿う運
動で変位していること．

電位傾度法 でんいけいどほう potential gradient
method

測線の一端と遠電極間に電流を流した状態で，測線上
を間隔一定の２つの電位電極を移動させて電位傾度を
順次計測する方式の水平探査法．人工電位法の一つ．

電位差計 でんいさけい potentiometer 電気探査で，自然電位測定や直流法の電位差測定など
２点間の電位差を測定する計器．

電位電極 でんいでんきょく potential electrode 地表または地中の２点間の電位差を計測するための接
地電極．

電位法 でんいほう potential method 地表などで電位を測定して地下構造を探査する電気探
査法の総称．自然状態の電位を測定する自然電位法と
人工的に電流を流して測定する人工電位法がある．

電解質 でんかいしつ electrolyte 溶液中でイオンに分かれる性質をもった化合物．電解
質は水やアルコール等で電離できるが，多くは水溶液
によってイオンに解離．

点荷重 てんかじゅう point load 荷重の全てが接触点に集中してかかるもの．集中荷重
ともいう．

点荷重強度指数 てんかじゅうきょう
どしすう

point load strength
index

点載荷強度と同義．

点荷重試験 てんかじゅうしけん point load test 点載荷試験と同義．

点荷重指数試験 てんかじゅうしすう
しけん

point load index test 点載荷試験と同義．

天下台山層群 てんかだいやまそう
ぐん

Tenkadaiyama Group 兵庫県相生市天下台山を中心に，岡山県東部に分布す
る白亜系の火山岩類．主に流紋岩溶岩および火山砕屑
岩主体．



転岩 てんがん drifted rock 氷河によって遠隔地から運ばれた岩石．かつて，流氷
によって海から運ばれたことに由来する．

電気泳動 でんきえいどう electrophoresis,
cataphoresis

懸濁液中に電場が加わると，コロイド粒子が帯電の電
荷と反対符号の電極に向かって移動する現象．

電気化学的固結
工法

でんきかがくてきこ
けつこうほう

electro-chemical
hardening method

電気浸透による脱水固化，電極のイオン化による固結
作用によって地盤を固化する工法．

電気化学的処理
工法

でんきかがくてき
しょりこうほう

electro-chemical
stabilization method

電気浸透工法，電気化学的固結工法および電気化学的
薬液注入工法などの工法の総称．

電気化学的薬液
注入工法

でんきかがくてきや
くえきちゅうにゅう
こうほう

electro-chemical
grouting method

一方の電極の周囲に薬液を注入し直流電流を流すと電
気泳動で薬液が浸透し固化する．粘土地盤でも改良可
能．

電気計測式ひず
み計

でんきけいそくしき
ひずみけい

electrical strain gauge 電気量の変化から，ひずみ，変位，力などを求める装
置の総称．

電気検層 でんきけんそう electric logging 孔井内に電極を降ろして，地層に電流を流し，地層の
比抵抗を測定して地下構造を推定する方法．

電気検層法 でんきけんそうほう electric log method 孔井内に電極を降下し，地層に電流を流して地盤の比
抵抗を連続的に測定する検層法．

電気削岩機 でんきさくがんき electric rock drill 電気を動力とする打撃式削岩機をいう．採鉱・土木工
事などで用いられる.

電気式間隙水圧
計

でんきしきかんげき
すいあつけい

electrical piezometer 間隙水圧を電気量に変換し，電気量の変化から間隙水
圧を求めるもの．電気に変換するセンサとしては，ひ
ずみゲージ，カールソン，しゅう動抵抗，差動トラン
スおよび振動弦などがある.

電気式静的コー
ン貫入試験

でんきしきせいてき
こーんかんにゅうし
けん

electric cone
penetration test

地盤にコーンを静的に貫入させ，電気的に先端抵抗と
間隙水圧を測定する方法．三成分コーンとも呼ばれ
た．

電気集じん機 でんきしゅうじんき electrostatic
precipitator

空気中の粉じん（塵）などを電気的に捕集する機械
で，道路トンネル内の排ガスや煤煙を除くのに用いら
れる．

電気ショベル でんきしょべる electric shovel 電気を動力とする動力ショベル．掘削・運搬・積込み
作業ができ，坑内の土木工事などで用いられる．

電気浸透 でんきしんとう electro osmosis 含水状態の土に直流電流を流した時，水分が陰極に
向って移動する現象．

電気浸透工法 でんきしんとうこう
ほう

electro osmosis method 電気浸透を利用して，軟弱地盤の脱水強化を図る工法
でシルト質や粘性土地盤の排水が可能．

天気図 てんきず weather map, synoptic
weather chart

同一時刻の広域的な気象状態を一定の記号で地図上に
記入し，気圧分布や前線などを描いた図．



電気石 でんきせき tourmaline (Na,Ca)(Li,Mg,Al)(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4．三

方晶系の鉱物．硬度7～7.5．比重3.0～3.25．ペグマタ
イト・気成脈に普遍的に産する．摩擦電気を生じかつ
焦電性が強い．

電気相似法 でんきそうじほう electrical analogy model 浸透流模型実験の一種．地下水と電流の作るポテン
シャル場の相似性を利用したもの．

電気探査 でんきたんさ electrical prospecting
method

岩石や地層の比抵抗，誘電率など電気的性質の差異を
利用した地下構造探査法の総称．比抵抗法，ＩＰ法，
電位法に大別される．

電気抵抗線ひず
み計

でんきていこうせん
ひずみけい

wire strain gauge 金属の伸縮による電気抵抗の変化を利用したひずみ
計．近年の土木用の計測器の多くがこれを使用してい
る．

電気伝導度 でんきでんどうど electric conductivity 電気の流れやすさを示す物理量で，電気抵抗の逆数で
表される．ECと略す．

電気伝導度計 でんきでんどうどけ
い

electric conductivity
meter

電気伝導度を計る計器．電気伝導度は溶存イオンの総
量と直線関係にあることから，水質の指標となる．単
位はs（ジーメンス）／cmで表す．電導度計ともいう．

電気二重層 でんきにじゅうそう electric double layer 正負の電荷が物体の表面，あるいは異なる物質の境界
面に沿って連続的に分布するもの．

電気破砕ドリル でんきはさいどりる electric-disintegration
drill

低周波の電流を岩石に流して加熱し，その表面に空気
を送って衝撃を与え破砕するドリル．

電気発破 でんきはっぱ electrical blasting 電気雷管を使用して爆破を行う発破をいう．

電気比抵抗 でんきひていこう electrical resistivity 電流の流れに抵抗する物資の特性．電気伝導度の逆
数．

電気防食 でんきぼうしょく cathodic protection 水中あるいは地中の鋼構造物を陰極として，たえず弱
い電流を通すことにより鉄分子のイオン化を防ぎ，錆
の発生を防ぐ方法．

天球 てんきゅう celestial sphere 天体の方向を示すために観測者を中心にした仮想の
球．

天球座標 てんきゅうざひょう celestial coordinates 天球上の目標点の位置を表わす場合に目的によって使
用される全ての座標．

電極電位 でんきょくでんい electrode potential 電極に接する電解質溶液あるいは導電体に対して，電
極がもつ電位差を表す．

電極配置 でんきょくはいち electrode arrangement 電気探査において比抵抗やIPなど電気的物性を測定す
るときの電流電極と電位電極の定められた位置関係．

電気雷管 でんきらいかん electric blasting cap 爆薬を電気的に起爆させるために，金属管体に起爆薬
と添装薬を装てんしたものに電気点火装置を施したも
の．



電源三法 でんげんさんぽう the three laws for
developing power
generation

電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・発
電用施設周辺地域整備法の三法．1974年6月制定．

転向力 てんこうりょく Coriolis force 回転体上を運動する物体に働く見掛けの力．コリオリ
の力．

点載荷圧裂強度 てんさいかあつれつ
きょうど

point load split
strength

点載荷試験から算出される強度．数値は圧裂強度と関
連づけられ，点載荷強度とは算出法が異なる．

点載荷強度 てんさいかきょうど point load strength 点載荷試験から得られる強度．破壊荷重を供試体の直
径の二乗で割った値で，インデックスとして利用し，
圧縮強度などと関連づけられる．

点載荷試験 てんさいかしけん point load test 岩石の供試体を２点で挟み，載荷，破壊して強度を求
める試験．供試体は非整形のものでも可能．

テンシオメータ てんしおめーた tensiometer 土壌水の圧力水頭を測定する機器．水分特性曲線（含
水量－圧力関係曲線）がわかれば土壌の含水量が測定
できる．

電磁界形成法 でんじかいけいせい
ほう

electromagnetic　field
built-up method

大出力の双極子型電流源による時間領域電磁探査法の
一種．大深度を対象とする場合が多い．

電磁カップリン
グ

でんじかっぷりんぐ electromagnetic coupling
effect

電磁結合効果のことであり，種々の電極配置に対して
交流インピーダンスの実効値の変化分を求める手法．

電磁気式沈下計 でんじきしきちんか
けい

electromagnetic
settlement gauge

沈下板の位置を電磁誘導や磁界の検出によって測定す
る方式の沈下計．

電磁検層 でんじけんそう induction logging インダクション検層と同義．

電子顕微鏡 でんしけんびきょう electron microscope 光のかわりに電子線を対象物にあて，電場や磁場で電
子線を曲げる電子レンズを使って拡大画像を得る装
置．

電磁式地震計 でんじしきじしんけ
い

electromagnetic
seismometer,
electromagnetic
seismograph

地震動を電気的に計測する形式の地震計．振子と一体
となったコイルが地盤に固定した磁場の中を動く動線
輪型地震計がよく用いられる．

電磁振動計 でんじしんどうけい electromagnetic
seismometer

 電磁地震計．地震による振り子の動きを電気的な量の
変化に換える計器．

電磁垂直探査 でんじすいちょくた
んさ

electromagnetic sounding 人工信号源を用い電磁波の表皮効果を利用して垂直方
向の比抵抗分布を求める探査法．周波数や距離を変え
て地盤の応答関数を得る．

電磁水平探査 でんじすいへいたん
さ

electromagnetic
profiling

一定のコイル配置で測点を順次移動して，地下の水平
構造を探査する電磁法探査．

電子スピン共鳴
年代試験法

でんしすぴんきょう
めいねんだいしけん
ほう

electron-spin-resonance
dating

試料にマイクロ波を照射した際の吸収強度により，試
料が地下に埋没した以降の時間を計測する年代測定
法．



電子スピン共鳴
法

でんしすぴんきょう
めいほう

electron-spin resonance 100万年より若い時代に用いられる年代測定法の一つ．
環境放射線による不対電子の蓄積量から年代を求める
測定法．ＥＳＲ法ともいう．

電子セオドライ
ト

でんしせおどらいと electronic theodolite 測角にロータリーエンコーダを用い，角度をデジタル
表示する形式のセオドライト．

電子線回折 でんしせんかいせつ electron diffraction Ｘ線に比べ波長が短いため，Å単位の回折像を得るこ
とが可能であり，物質構造の研究に用いられる．

電子線マイクロ
アナライザー

でんしせんまいくろ
あならいざー

electron probe
microanalyser

一般にＥＰＭＡと呼ばれる．電子線を照射したときに
出る特性Ｘ線の波長と強度から試料の元素組成を分析
する方法．

電子タキオメー
タ

でんしたきおめーた electronic tacheometer 光波測距儀と電子セオドライトを一体とした測量機．
トータルステーションと同義．

電磁探査 でんじたんさ electromagnetic
prospecting,
electromagnetic method

時間変動する電磁場に対する大地の応答を利用して，
地下の比抵抗構造を推定する探査法．金属鉱床探査や
温泉探査のほか土被りの深いトンネルの調査にも用い
られる．用いる電磁波や測定方法，解析方法の違いに
より多数の方法がある．ＥＭ法ともいう．

電磁波 でんじは electromagnetic wave 電場と磁場が互いに周期的に変化しながら影響しあ
い，波として伝わっていく現象．電場と磁場の振動方
向は互いに垂直．

電磁波式土壌水
分計

でんじはしきどじょ
うすいぶんけい

electromagnetic soil
moisture meter

土壌内を伝播する電磁波の速度が，水分の含有度に影
響される特性を利用した土壌水分計．

電磁波測距儀 でんじはそくきょぎ electromagnetic distance
measuring instrument,
electromagnetic distance
meter, E.D.M.

電磁波を用いて距離を測定する地上測量機器の総称．
電波測距儀と光波測距儀がある．

電磁波探査 でんじはたんさ electromagnetic method 電磁探査と同義．

電磁波トモグラ
フィ

でんじはともぐら
ふぃ

electromagnetic
tomography

地中に電磁波を透過させて，その電磁波の速度や減衰
から地盤情報を得る物理探査法．

電子ビームドリ
ル

でんしびーむどりる electron-beam drill 加速電子による電磁波をレンズで物体の表面に焦点を
結ばせ，それを溶かすドリル．宝石類の穿孔に使用す
る．

電子プローブＸ
線マイクロアナ
ライザー

でんしぷろーぶえっ
くすせんまいくろあ
ならいざー

electron probe X-ray
microanalyser

電子線マイクロアナライザーと同義．

電磁法 でんじほう electromagnetic method 電磁波探査と同義．

填充グラウチン
グ

てんじゅうぐらうち
んぐ

cavity grouting,
backfill grouting

トンネルの覆工と地山の間の空隙を埋めるために行う
注入．

填充コンクリー
ト

てんじゅうこんく
りーと

make-up concrete, fill
concrete

隙間を埋めるコンクリート．充填コンクリートともい
う．



電磁誘導法 でんじゆうどうほう electromagnetic method 電磁波探査と同義．

天井川 てんじょうがわ raised bed river 堤防内に多量の河川堆積物が堆積し，河床面が周辺よ
り高くなった河川．近江盆地の草津川などが有名．

電食 でんしょく electrolytic corrosion 電流が水中の金属体中をとおると金属体から原子が水
中に移行し，徐々に腐食する現象．

テンションク
ラック

てんしょんくらっく tension crack 引張り応力下で応力と直交方向に形成される割れ目．
地すべり頭部や切土の肩部などによく見られる．引張
り亀裂ともいう．

テンションゾー
ン

てんしょんぞーん tension zone 地すべり冠頭部などの土塊中に引張り応力が発生して
いる領域．

電磁流速計 でんじりゅうそくけ
い

electromagnetic flow
meter

磁場のなかを導体が移動する際，移動速度に比例した
電圧が発生する原理を応用した流量計．

点震源 てんしんげん point sorce 地中でのダイナマイト爆破のように，その大きさが探
査範囲に比べて無視しうる程の大きさの地震探査の震
源．

天水 てんすい meteoric water 気象現象によって落下する雨・雪などの水物質．地表
にもたらされる自然の水で，浸透水や表流水の源．

天水説 てんすいせつ meteoric water theory 金属鉱床の過去の成因説の一つ．地表水に溶存した金
属類が地下の割れ目に沈殿して鉱脈が形成されたとす
る説．

展性 てんせい malleability 弾性限度を超えた圧力や打撃によって永久変形する物
体の性質．金・銀・錫等の金属がこの性質に富む．

転石 てんせき boulder stone 地表露頭などで，その位置の岩盤を構成している地質
と異なるものが他から移動してきている岩塊．

転石探鉱 てんせきたんこう boulder prospecting 河原や斜面上に分布する鉱石鉱物を用いて，転石の源
となった鉱床露頭の位置を推定する探査手法．

テンソル てんそる tensor 方向をもたない量．ベクトルである力は１階の，応力
は２階のテンソルである．

テンソルＣＳＡ
ＭＴ法

てんそるしーえす
えーえむてぃーほう

tensor CSAMT method 地下構造の走向が未知な地域において，走向を求める
ために二ヶ所の人工信号源を用いたＭＴ法．

デンタルワーク でんたるわーく dental treatment ダム基礎岩盤中の不良部を除去する作業．コンクリー
トで置き換えるために行う．

天地返し てんちかえし ploughing to replace
surface soil with
subsoil

表土と下層の土壌を反転する土壌改良法．



天頂 てんちょう zenith 天球の中心点Ｏから上半球に延長した鉛直線と天球面
との交点．

天頂儀 てんちょうぎ zenith telescope 精密な水準器を備え，子午面内を自由に動く望遠鏡が
ついた観測機械．天頂を挟んでほぼ天頂距離の等しい
恒星がそれぞれ南中したときの天頂距離の差を，視野
内の糸線の移動で測定し，恒星の赤緯値を用いて緯度
を算出する．

展張節理 てんちょうせつり extension joint 岩体の伸びの方向に垂直な節理．砂泥互層のように変
形能力に差がある場合，砂岩の褶曲軸の凸側に発生す
る．引張節理と同義．

天底 てんてい nadir 天球の中心点Ｏから下半球に延長した鉛直線天球面と
の交点．天頂と正反対の点．

点滴分析 てんてきぶんせき spot analysis 試料溶液１滴に試薬溶液を加え，すばやく反応を生じ
させ，試料中の成分の分析を行う微量定性分析．

点電極 てんでんきょく point electrode 電位法における大きさの無い電極．実際的には電極間
隔に比べ大きさを無視できるような電極．

転倒ゲート てんとうげーと flash board gate 流水圧により倒伏する形のゲート．洪水時に堰板が転
倒して堰が開放される形式をとる．

転倒採水器 てんとうさいすいき reversing water bottle 水中におろした容器の回転で，所定深さの採水と温度
測定が可能．海洋用ナンセン式と簡易な湖沼用エクマ
ン式などがある．

転倒褶曲 てんとうしゅうきょ
く

overturned fold 褶曲軸が強く傾斜して，一方の翼が逆転したもの．過
褶曲・逆転褶曲・反転褶曲・押しかぶせ褶曲と同義
語．

電導性表層 でんどうせいひょう
そう

conductive overburden 低い比抵抗値の表層．一次電磁場のエネルギーが下方
へ侵入しにくくなり，可探深度が低下するため区別さ
れる．

電導度 でんどうど electric conductivity 比抵抗の逆数．水の電導度は溶存イオン量に比例して
大きくなるため水質の指標の一つとして用いられる．

電導度計 でんどうどけい electric conductivity
meter

電気電導度計と同義．

転倒背斜 てんとうはいしゃ overturned anticline 褶曲構造に関する用語．背斜軸面が90°以下の角度で
傾斜し，両翼の地層の傾斜が角度は異なっていても方
向が同一である背斜．

転倒モーメント てんとうもーめんと overturning moment 構造物を転倒させようとする方向に働くモーメント．
外力と自重の合力により決まる．

伝導率 でんどうりつ conductivity 電気伝導率，熱伝導率の略称として用いられる．

天徳寺階 てんとくじかい Tentokuji stage 秋田県の新第三系（鮮新世前期～後期前半）区分の階
の一つで，油田地質で使用された．



天徳寺層 てんとくじそう Tentokuji Formation 秋田県中西部秋田市付近に分布する下部鮮新統．秋田
市天徳寺を模式地とする．海成でシルト岩を主体とす
るが，砂岩・酸性凝灰岩などを伴う．

デンドロメータ でんどろめーた dendrometer 携帯用の樹高測定用機器．測角機能と三角関数を利用
した計算から，樹高や幹の直径を現場で簡便に計測
可．

テンドン てんどん tendon アンカーの引張り材として使用されるＰＣ鋼材．

天然アスファル
ト

てんねんあすふぁる
と

natural asphalt 油田地帯の地表付近に産出する固形状または半固体状
の石油れき青の一つ．砂岩・石灰岩などに浸込むこと
もある．

天然ウラン てんねんうらん natural uranium 天然のままの同位体比を持つウラン．238Uが99.3%, 235U
が0.7%で構成され，その他のウラン同位体を微量含
む．

天然ガス てんねんがす natural gas 天然に産出し，地表で気相の物質の総称．一般には，
炭化水素を主成分とする可燃性ガスをさす．

天然ガス液 てんねんがすえき natural gas liquid 油層中に含まれるガス状の炭化水素で，凝縮または吸
収によって液状で回収しうるもの．

天然ガス鉱床 てんねんがすこう
しょう

natural gas deposit 地下の岩石中に稼行し得る量の天然ガスを集積してい
る鉱床．

天然ガソリン てんねんがそりん natural gasoline 高温・高圧の油層内でガス状を呈する炭化水素のう
ち，凝縮して液状をなしているもの．

天然ガラス てんねんがらす natural glass マグマまたは溶岩が急冷したため，岩石中に結晶をほ
とんど晶出しないまま固化した物質．軽石・黒曜石な
ど火山噴出物に多い．

天然橋 てんねんきょう natural bridge 風食・河食・海食などにより，差別浸食を受けた岩体
があたかも橋のような形で残ったもの．

天然軽量骨材 てんねんけいりょう
こつざい

natural lightweight
aggregate

天然に産出する軽量骨材で，火山灰・軽石・火山レキ
など．

天然原子炉 てんねんげんしろ natural reactor(Oklo
phenomenon)

アフリカ，カボン共和国東部のOkloウラン鉱山で発見
された天然の自然発生的核分裂連鎖反応が持続する現
象．オクロ現象ともいう．

天然コークス てんねんこーくす natural coke 貫入した火成岩の熱によって自然状態で乾留されて
コークス状になった石炭．

天然骨材 てんねんこつざい natural aggregate コンクリート骨材のうち，川砂利，川砂，山砂利，山
砂，海砂利，海砂など天然に産するもの．

天然トレーサ てんねんとれーさ natural tracer 特定の物質の挙動を調べるため用いられる化学的性質
が同一で，自然状態で存在する同位体．



天然バリア てんねんばりあ natural barrier 天然のものである地層などにより，廃棄物が人間の生
活環境に影響を及ぼさないようにする障壁としての役
割が期待されるもの．

天皇海山群 てんのうかいざんぐ
ん

Emperor seamounts カムチャッカの東方にほぼ南北に連なる十数個の海山
の一群．各山麓の直径は，50～100kmと大規模．

天皇海嶺 てんのうかいれい Emperor ridge カムチャッカの東方にほぼ南北に連なる海底山脈．山
脈を形作る海山の多くはギヨーで，頂面深度は約
2,000m．

点の記 てんのき description of control
point

三角点や水準点を設置したり改測したときに，その座
標値や標高値，付近見取図，設置経過などを記録した
資料．

天端 てんば crown, crest 上面や頂きのことで，掘削面や構造物の上端面をい
う．

電波吸収法 でんぱきゅうしゅう
ほう

radio absorptive method 地中での電波の減衰特性に着目した探査法．坑道や孔
井を利用して発信点・受信点間の電界強度を測定し減
衰特性の分布から地下構造を推定する．

電波高度計 でんぱこうどけい radio altimeter 航空機や人工衛星の高度を地上に向けて発射された電
波の反射を用いて測定する装置．

電波航法 でんぱこうほう electronic navigation,
radio navigation

電波の直進性・定速性を利用した航法.送信局に対する
方位・距離などから位置を求める．

伝播速度 でんぱそくど propagation velocity 弾性波探査などでＰ波やＳ波などの波が地盤を進行す
る速さ．伝わり速度，波速ともいう．

電波探査 でんぱたんさ radio wave exploration 電波を用いた地下探査法．一対の電極からの距離に反
比例する放射電磁界を利用している．地表面に沿って
伝わる表面波の伝播特性を利用したＶＬＦ電波法と地
中を伝わる電波を利用した電波反射法･電波吸収法があ
り，地表付近の金属鉱脈や断層，空洞，埋設物などの
調査に用いられる．電波法ともいう．

天端沈下測定 てんばちんかそくて
い

crown settle measurement トンネル天端の沈下を水平測量や光波測距儀を用いて
測定すること．

電波天文学 でんぱてんもんがく radio astronomy 電波を観測手段とする天文学の一分野．星雲など，強
い電波を放射する電波星が多数観測されている．

電波反射法 でんぱはんしゃほう radio reflective method 電波の反射現象を利用した探査法の総称．

電波法 でんぱほう radio wave method 電波探査と同義．

電波望遠鏡 でんぱぼうえんきょ
う

radio telescope 地球外から来る宇宙電波や太陽電波を受信する装置．
主として放物面の反射鏡（パラボラ・アンテナ）を用
い，天体を追尾できるようになっている．

天盤 てんばん roof トンネル，鉱道などの天井あるいはそれを構成する岩
盤．



テンプレート てんぷれーと template 重力異常などのデータ解析に用いる地点の拾い出しに
使用するため，一定の配列に従い穴をあけた板．

テンプレート
マッチング

てんぷれーとまっち
んぐ

template matching 画像データの中から，別に設定した特定の部分画像
（テンプレート）と最も類似した部分を検索する手
法．

天変地異説 てんぺんちいせつ catastrophism's theory キュビエによる進化に関する一説．天変地異により，
古い生物の絶滅と新しい生物の誕生を繰り返したとす
る説．

天北－浦河帯 てんぽくうらかわた
い

Tenpoku-Urakawa belt 北海道中央部を南北に走る白亜系～新第三系よりなる
褶曲帯．東西には順次新しい地層が分布，北へ沈んで
いる．

天北炭田 てんぽくたんでん Tenpoku coalfield 北海道北部の宗谷夾炭層に胚胎する石炭鉱床群．石炭
にゲルマニウムが含まれていることが特徴．

天見ガス田 てんみがすでん Tenmi gas field 大阪府南部に位置する炭酸ガスを産するガス田．

天文測地学 てんもんそくちがく astronomical geodesy 天体の位置観測によって地球上の位置や大地の形状を
測る学問．

天文測量 てんもんそくりょう astronomical survey 天体観測から天文緯度，天文経度ならびに天文方位を
求め，地球上の位置，方位などを定める測量．

点紋帯 てんもんたい spotted zone 点紋結晶片岩の分布する地域．点紋帯の岩石には塩基
性の片岩が多く，一般に周辺より変成度は高い．

天文単位 てんもんたんい astronomical unit 地球と太陽の間の平均距離（1.496×108km）を１天文
単位という．

天文潮位 てんもんちょうい astronomical tide level 海面の上下運動による潮位のうち月と太陽の引力によ
る潮位．このほか風などの気象による潮位がある．

点紋片岩 てんもんへんがん spotted schist 主として三波川帯にみられる結晶片岩のうち，曹長石
の斑晶が肉眼で認められるもの．

天藍石 てんらんせき lazulite MgAl2(PO4)2(OH)2．単斜晶系．硬度5～6．比重3.05(平

均）．変成岩およびペグマタイト中，特にろう石鉱床
中に産する単斜晶系鉱物．名称はドイツ語の青色の石
に由来．

電離層 でんりそう ionosphere 太陽光によって大気の分子が陽イオンと電子に電離し
た層．地上数十～数百kmの空間に形成され，電波を反
射する性質を有する．

転流 てんりゅう traction 流れのおよぼす引きずりの力によって，砂礫などが流
れの底面をすべり転がりながら運搬される現象．

天竜川沖海底谷 てんりゅうがわおき
かいていこく

canyon off Tenryu river 天竜川の南延長で，遠州灘の大陸棚に刻み込まれてい
る海底谷．



転流工 てんりゅうこう temporary divesion
facility

ダムなどの河川工事において，工事範囲から河流を迂
回させるための仮設構造物．上下流の仮締切り，仮排
水路など．

電流収束型電気
検層

でんりゅうしゅうそ
くがたでんきけんそ
う

guard electrode
electrical logging

複数の補助電極により主電流電極からの電流分布を
ビーム状に収束して地盤比抵抗を測定する検層法．

電流収束型比抵
抗検層

でんりゅうしゅうそ
くがたひていこうけ
んそう

bundle electric
resistivity logging

電気検層の一種．補助電極により電流を収束させ，非
浸入領域の比抵抗をも測定する方法．

電流電極 でんりゅうでんきょ
く

current electrode 電気探査において地中に電流を流すために設置する電
極．

転炉 てんろ converter 溶解した銑鉄あるいは銅のマットに空気または酸素を
吹込み，不純物を除去し粗鉱あるいは粗銅を製造する
炉．

ドアストッパー
セル

どあすとっぱーせる doorstopper cell 平面孔底ひずみ法の初期地圧測定に用いる多軸モール
ドゲージ．孔底に取り付け，オーバーコアリングによ
りひずみを測定する．

土圧 どあつ earth pressure 土や岩石が外力・自重によってその内部に生ずる応
力，または他の構造物との境界線に作用する荷重．

土圧計 どあつけい earth pressure cell 構造物に作用する土圧または土中の土圧を測定するた
めの計器．

土圧係数 どあつけいすう coefficient of earth
pressure

ある深さの点に作用する垂直圧力Pvと水平圧力Phの圧
力比Ph/Pvをいい，Ｋで表す．

土圧再配分 どあつさいはいぶん redistribution of earth
pressure

地盤の一部が掘削などにより切り取られた場合に，
アーチ作用によって土圧が配分し直されること．

土圧式シールド
工法

どあつしきしーるど
こうほう

soil pressure type
shield

シールド内のチャンバーを掘削土で満たし，この掘削
土砂の排出量を調整して土圧を発生させて切羽の安定
を保持しながら掘進する工法．

土圧バランス式
シールド工法

どあつばらんすしき
しーるどこうほう

earth pressure balance
shield

シールド内部に土砂を常に一定量滞留させることによ
り，切羽面の安定を保持しながら掘削する方法．

土圧バランス法 どあつばらんすほう stress-lock sampling
method

砂礫試料採取法．コアチューブ内部にゲル状グラウト
材が加圧封入してあり，取り込んだ試料を加圧封入す
る．

土肥鉱山 といこうざん Toi mine 静岡県伊豆地方の金・銀鉱山．慶長年間に盛大に稼行
された．1936年頃に隆盛期があった．現在は休山中．

土居層群 どいそうぐん Doi Group 四国地方西部の秩父累帯黒瀬川地帯の上部ペルム系．
砂岩，黒色泥岩を主体とし礫岩を挟む．愛媛県城川町
下五味を模式地とする．

ドイツ型造山運
動

どいつがたぞうざん
うんどう

Germanotype Orogenesis アルプス型造山運動に対し，地塊山地の変位･変形によ
る広義の造山運動に用いられた．ゲルマン型ともい
う．



ドイツ硬度 どいつこうど German hardness 水のカルシウムイオン，マグネシウムイオンの含有量

を表したもの.ドイツ硬度1ﾟは1ｍ3の水に酸化カルシウ
ムに換算して10ｇ溶けていることを示す.

ドイツ式掘削工
法

どいつしきくっさく
こうほう

German excavation method 地質が悪い場合に有利な工法で，リングカット状にト
ンネル側面から掘削し覆工をした上で中央部を掘削す
る．

樋流し法 といながしほう sluicing 傾斜した樋に重鉱物を含んだ砂を水と共に流し，重鉱
物を濃集させる比重選鉱法．金や白金の採取に適用す
る．

統 とう series 地質年代層序区分の単位で階をいくつか合わせた地
層．岩相年代区分の層群にあたる．

動圧採石法 どうあつさいせきほ
う

dynamic pressure
quarrying

高圧の水ジェットや水中放電の衝撃で岩石を破砕して
採石する方法．

等圧図 とうあつず isobaric chart 同一時刻に気圧が等しい地点を結んだ曲線を等圧線と
いい，これを表示した図のこと．

等圧線 とうあつせん isobar 同一時刻に気圧が等しい地点を結んだ天気図上の曲
線．気圧配置がわかり，風向・風速が推定できる．

等圧分布載荷法 とうあつぶんぷさい
かほう

equal stress loading 孔内載荷試験や岩盤変形試験において，可撓性チュー
ブやダイヤフラムを用いて岩盤面に等しい圧力を加え
て行う方法．

等圧面 とうあつめん equi-pressure surface,
isobaric surface

圧力の等しい空間三次元的な面．気象の場合は気圧の
等しい面．

同位元素 どういげんそ isotope 同位体と同義．

等異常線 とういじょうせん isoanomaly 重力異常や磁気異常を示す図において，同じ異常値の
分布を表す線．

同位体 どういたい isotope 中性子の数は違うが，陽子の数が同じでほぼ同じ化学
的性質を示す1群の原子．同位元素と同義．

同位体温度 どういたいおんど isotopic temperature 共存する化合物や相の中で，ある元素の同位体存在度
が平衡状態にあるときの平衡温度．

同位体温度計 どういたいおんどけ
い

isotopic geothermometer 共存する相の間で，ある元素の同位体比は温度に依存
するので，同位体比の分析によって温度を求める手
法．

同位体希釈分析 どういたいきしゃく
ぶんせき

isotope dilution
analysis

同位体比の異なる標識化合物を試料に混合し，同位体
比を測定することにより試料中の元素を定量する分析
法．

同位体古生物学 どういたいこせいぶ
つがく

isotope paleontology 化石(主にSiO2，CaCO3)の構成物質の同位体組成・同位

体比を用いて古生物学・地質学上の問題を論ずる学
問．



同位体水文学 どういたいすいもん
がく

isotope hydrology 放射性同位体および安定同位体を利用した水文学の一
分野．水の起源・混合・流動・年代・滞留時間などを
扱う．

同位体組成 どういたいそせい isotopic composition 化合物や鉱物などを構成する特定の元素の同位体の種
類と存在比．

同位体存在度 どういたいそんざい
ど

isotope abundance ある元素の同位体がその元素全体の中で占める割合．
普通，天然の元素の安定同位体存在度は一定である．

同位体地質学 どういたいちしつが
く

isotope geology 物質中の放射性同位体と壊変生成物の割合などから，
地質の成因や地質現象を解明しようとする学問．

同位体トレーサ どういたいとれーさ isotope tracer ①同位体が互いに同一の化学的性質をもつことを利用
して，ある対象の挙動や分布を知るために用いられる
同位体．
②トレーサ試験に用いる同位体元素．

同位体分析 どういたいぶんせき isotope analysis 試料中で原子番号が同じで原子量の異なる同位体の相
対的な量を測定すること．

同位体分別作用 どういたいぶんべつ
さよう

isotopic fractionation 主として質量差に基づく物理的，化学的な挙動の違い
を利用して同位体存在度に変化をもたらす作用．

同位体分離 どういたいぶんり separation of isotopes 同位体の質量の差による物理的性質の違いを利用し
て，ある元素の特定同位体を分離・濃縮すること．

統一土質分類法 とういつどしつぶん
るいほう

unified soil
classification system

土の判別分類法の一つで，粒度分布と塑性図を用いて
15種類に土を分類する．

等雨量線 とううりょうせん isohyets 観測された雨量データをもとに，等値線図として表し
たもの．

投影断面図 とうえいだんめんず projected profile 一断面図上に，これと平行な鉛直面との間の地形など
の情報を投影して表した断面図．

投影面積 とうえいめんせき projected area 構造物のある面に作用する流体力を計算するため，流
体力の作用方向と直交する面へ投影した基準となる面
積．

等温残留磁気 とうおんざんりゅう
じき

isothermal remanent
magnetization

温度一定の状態で強磁性体に磁場をかけた後，磁場を
切った時に残留している磁束密度．略称をＩＲＭと称
する．

等温面 とうおんめん isotherm 大気・海水・岩盤などの一定温度を示す点を結んで得
られた面（三次元による表現）．二次元表現が等温
線．

凍害 とうがい freezing damage 水分が凍結することによってもたらされる被害．農業
被害，道路・鉄道の路盤および構造物基礎の被害．

東海地震 とうかいじしん Tokai earthquake 駿河湾から遠州灘に至る地域を震源として，近い将来
発生する可能性が高いとされる大地震．



東海層群 とうかいそうぐん Tokai Group 中新世末～更新世前期に伊勢湾周辺地域に堆積した非
海成の地層の総称．やや固結した礫・砂・泥層からな
る．

東海堆積盆 とうかいたいせきぼ
ん

Tokai basin 東海層群が堆積した堆積盆地．中新世末～更新世前期
に伊勢湾周辺地域に発達した沈降域で，東海湖と呼ば
れる内陸湖を形成．

東海陸棚時代 とうかいりくだなじ
だい

Tokai continental shelf
time(stage)

地向斜造山運動の視点から見た本州区の地史の時代区
分の一つで三じょう紀（三畳紀）後半～第三紀初期を
いう．

倒壊率 とうかいりつ rate of collapse 被害程度を表す統計量，倒壊率(%)＝（全壊戸数＋0.5
×半壊戸数）÷地域の総戸数×100

透過型砂防ダム とうかがたさぼうだ
む

open type sabo dam 砂防ダムのうち，開口部を設け大洪水には土砂を堆積
させ，中小洪水時には流下させる構造を有するもの．

透過型電子顕微
鏡

とうかがたでんしけ
んびきょう

translucent electron
microscope

電子顕微鏡の観測方式の一つで，物質を透過した電子
線を観測する．

透過型電子顕微
鏡法

とうかがたでんしけ
んびきょうほう

transmission electron
microscopy

試料に電子線を透過させ,鉱物の結晶の格子面間隔や転
位などの構造を電子顕微鏡下で観察する方法．

等価間隙圧 とうかかんげきあつ equivalent pore pressure 不飽和土の間隙圧．飽和した土の間隙圧(間隙水圧)と
乾燥した土の間隙圧(間隙空気圧)より算出する．

倒角 とうかく hade 断層の要素に関する用語で，断層面と同じ走向の鉛直
面と断層の傾斜のなす角．断層傾斜角の余角．

等角円錐図法 とうかくえんすいず
ほう

conical orthomorphic
projection

経線を放射状直線で，また，緯線を同心円で示した図
上で，任意の角がどこでも等しく表せるようにした図
法．

等角図法 とうかくずほう conformal projection,
orthomorphic projection

地図上の各地点における２線のなす角が地球上での角
度に等しくなるような投影図法．正角図法ともいう．

等角投影 とうかくとうえい isometric projection 立体の三軸方向を，平面に対して同じ角度で傾け，平
面に垂直に投影して図を表現する方法．

透過係数 とうかけいすう transmission coefficient ある境界面に対する入射波の振幅と透過波の振幅の
比．

透過作用 とうかさよう percolation 降下浸透と同義．

同化作用 どうかさよう assimilation マグマが周辺の外来岩片を取り込み，溶解または反応
してマグマが組成を変える作用．

導火線 どうかせん safety fuse 黒色火薬を芯としてその回りを紙や糸で包んだ細長い
紐．発破の際，雷管に点火するために用いる．



等価層 とうかそう equivalent layer 比抵抗値と層厚が異なる二つの層を，一つの比抵抗値
と層厚を有する層で置き換える比抵抗法の理論概念．

透過損失 とうかそんしつ (sound) transmission
loss, sound reduction
index

材料の遮音性能を表す場合に使う数値．音の周波数が
高いほど，材料の質量が大きいほど透過損失は大き
い．

等価弾性モデル とうかだんせいもで
る

equivalent elastic model 地盤の動的解析において非線形な応力－ひずみ関係
を，これと等価な線形減衰モデルに置き換えた力学モ
デル．

等価粘性減衰定
数

とうかねんせいげん
すいていすう

equivalent viscous
damping factor

振動系の応答振幅の関数で，微小振動論における限界
減衰比の形式で定義される．

等価の原理 とうかのげんり principle of equivalence 地下構造が異なるにもかかわらず，見掛け比抵抗曲線
に相違が現れない現象の総称．

透過波 とうかは transmitted wave 地震トモグラフィなどで主な測定対象とする直接波．

等価破壊応力 とうかはかいおう
りょく

equivalent breaking
stress

正規圧密粘土の有効摩擦角が間隙比によらず一定で，
かつ破壊曲線と平行な時の破壊時の間隙比での応力．

等価変形係数 とうかへんけいけい
すう

deformation modulus 道路舗装のような多層構造に対して，沈下量を求める
時の路床を含めた全体の変形係数．

透過率 とうかりつ transmissivity,
transmittance

ある媒質中を光や電磁波などが透過した時の，入射エ
ネルギー強度に対する透過後のエネルギー強度の比
率．

等価粒子半径 とうかりゅうしはん
けい

equivalent radius 実際の粒子と沈降速度が同じになる球状粒子の半径．

塔岩 とうがん stacks 海岸の浸食作用で，波食崖よりも沖側に塔状に取り残
された岩石地形．

東岸湖底断層系 とうがんこていだん
そうけい

Togan-kotei fault system 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北西方向．滋賀
県湖北町から長浜市沖の琵琶湖東岸の湖底に位置する
延長14km．

透気係数 とうきけいすう coefficient of air
permeability

地盤の空気の通り易さを示す値．透水係数と同じcm/s
の単位で表す．透気係数は地盤の飽和度に関係する．

透気試験 とうきしけん air permeability test シールドやケーソンで圧気工法を用いる場合に，透気
係数を求めるために行う試験．

透気性 とうきせい air permeability 気体が地盤中を透過する性質．主に圧気工法のシール
ドトンネルや圧縮空気貯蔵の地中タンクで問題とな
る．

透輝石 とうきせき diopside CaMg（Si2O6）．単斜晶系．硬度6．比重3.25～3.55．

石灰質堆積岩が変成作用を受けると生成される．スカ
ルンの構成鉱物．



東京ガス田 とうきょうがすでん Tokyo gas field 東京都東部のガス田で，南関東ガス田の中で茂原ガス
田に次ぐ規模．主にメタンガス（90%以上）からなる．

東京軽石層 とうきょうかるいし
そう

Tokyo pumice bed 約５万年前に箱根付近で噴出された軽石が降下堆積し
た地層．橙色を呈し，武蔵野ローム層にはさまれる．

東京下町海進 とうきょうしたまち
かいしん

Tokyo-shitamachi
transgression

完新世初期に始まり中期（7,000～5,500年前）に最盛
期を迎えた海進．有楽町海進・縄文海進と同義語．

東京砂層 とうきょうすなそう Tokyo sand bed 東京層を構成する砂層．細砂から中粒砂から構成さ
れ，Ｎ値は30～50である．粘性土層と互層をなす．

東京層 とうきょうそう Tokyo Formation 東京都北東部の板橋区付近に分布する上部更新統．東
京都板橋区成増付近を模式地とする．海成で東京礫層
を基底とし，細砂と粘土が互層をなす．

東京層群 とうきょうそうぐん Tokyo Group 東京都東部に分布する上部更新統で，舎人層・江戸川
層・高所層に細分される．

東京天文台 とうきょうてんもん
だい

Tokyo Astronomical
Observatory

東京都三鷹市に1878年に設立された東京大学付属天文
台．

東京粘土層 とうきょうねんどそ
う

Tokyo clay bed 東京層を構成する粘性土層．シルト層が優勢で，砂層
と互層をなす．Ｎ値は10～20．

東京浮石層 とうきょうふせきそ
う

Tokyo pumice bed 東京軽石層と同義語．

東京礫層 とうきょうれきそう Tokyo gravel bed 東京層の基底を成す砂礫層．径1～2cmの円ないし亜円
礫を含む厚さ約5～10mの地層で支持地盤となる．

東京湾平均海面 とうきょうわんへい
きんかいめん

Tokyo Bay mean sea
level, standard mean sea
level of Tokyo Bay

測量法による日本における標高の基準面．東京湾霊岸
島において測定された明治6年6月から明治12年12月ま
での潮位の平均海面．

東京湾北部地震 とうきょうわんほく
ぶじしん

Tokyo-wan-hokubu
earthquake

東京湾北部に存在する活断層の活動により，近い将来
起こる可能性が高いとされる大地震．

とう曲(撓曲) とうきょく flexure 隣接する地塊が相対的に変位する場合にできる連続性
ある局部的な曲がり．Ｓ字状を呈する．

とう曲崖(撓曲
崖)

とうきょくがい flexure scarp,
monoclinal scarp

断層変位による崖地形を表す用語の一つで，断層運動
により地表に生じた比較的急な斜面のうちの，たわみ
によって生じた崖をいう．断層崖に移行することがあ
る．

等距離円錐図法 とうきょりえんすい
ずほう

conical equidistance
projection

経線を放射状に，緯線を同心円上にして，各経線方向
の距離がどこでも等しく表せるようにした図法．

等距離円柱図法 とうきょりえんちゅ
うずほう

cylindrical equidistance
projection

経線と緯線とを直交させ，各経線上の距離が等しく表
せるようにした図法．



等距離図法 とうきょりずほう equidistance projection 地図上での経線や緯線の方向の距離が，どこでも等し
く表せるようにした図法の総称．

等距離方位図法 とうきょりほういず
ほう

azimuthal equidistance
projection

経線を同心円に，緯線を放射状にして，それらの各部
分での距離がどこでも等しく表せるようにした図法．

胴切節理 どうぎりせつり transverse joint 交差節理と同義．狭義には流理に直交する伸張節理，
広義には引張節理．堆積岩では主節理に直交するも
の．

胴切断層 どうぎりだんそう transverse fault 横断断層，交差断層と同義．主たる地質構造を高角度
で横断する断層．

洞窟 どうくつ cave, cavern 洞穴と同義．

洞窟学 どうくつがく speleology 洞窟の形態・成因・水系・生態系・堆積物・堆積環境
などを研究する学問の総称．

洞窟水 どうくつすい cavern water 石灰岩や岩塩などの可溶性岩石中の洞窟にみられる地
下水．空洞水ともいう．

同形 どうけい isomorphism 類似の化学組成の物質は類似の結晶形を形成する現
象．総原子数や陽性・陰性原子数が等しいことが条
件．

統計解析 とうけいかいせき statistical analysis 実験や測定で得られたデータから規則性を見出し，統
計的な手法を用いて母集団の性質を解析する方法．

同形鉱物 どうけいこうぶつ isomorphic mineral 「化学的に類似した物質が，同じあるいは非常に類似
した晶癖を持つ現象」(E.E.Mitscherlich,1819)を有す
る鉱物．類質同像ともいう．

統計地震学 とうけいじしんがく statistical seismology 地震に関する基礎資料を統計学的手法により解析し，
地震に関わる普遍的な法則を探求する学問．

同形褶曲 どうけいしゅうきょ
く

similar fold 相似褶曲と同義．

同形置換 どうけいちかん isomorphous substitution 原子や結晶系の配列が同じ同形の物質の間で，基本的
な構造は変えずに原子の入れ替えが行なわれること．

凍結 とうけつ freezing 気温が０℃以下になって，土粒子間の間隙水が氷結す
る現象．

洞穴 どうけつ cave 地下の岩石中に自然現象で作られた空洞．鍾乳洞，波
食洞，溶岩トンネルなどがある．

洞穴学 どうけつがく speleology 洞窟学と同義．



凍結攪拌 とうけつかくはん frost stirring 凍結作用で土壌内部の元の構造が破壊されること．

洞穴角礫岩 どうけつかくれきが
ん

cave breccia 洞穴の天井や壁がくずれ落ちて，洞穴の床に堆積した
岩片の集合体．

凍結管 とうけつかん freezing pipe 凍結工法に用いられる管．地中に敷設し冷凍液を循環
させることにより，周囲の土中の間隙水を氷結させ
る．

凍結境界面 とうけつきょうかい
めん

freezing front 凍結土層と未凍結土層の境界面．土中の０℃の等温面
に相当する．

凍結工法 とうけつこうほう artificial soil freezing
method

軟弱地盤中の間隙水を人工的に凍結し，一時的に高強
度・非透水性の地盤を急速に造成する工法．

凍結作用 とうけつさよう frost action, freezing 地温０℃を境に凍結・融解が生じることによる土壌や
岩石の凍上・凍結・破壊などの作用．

洞穴さんご（洞
穴珊瑚）

どうけつさんご speleothem, flowerstone 六方さんご（珊瑚）の一種で，赤道付近の水没（沈
降）鍾乳洞などにみられる単体さんご（珊瑚）．

凍結サンプリン
グ法

とうけつさんぷりん
ぐほう

freezing soil sampling 地盤に凍結管を挿入し冷媒により周囲の土を凍結させ
て，乱さない状態で土質試料を採取する方法．

凍結試験 とうけつしけん frost susceptibility
test

地盤材料が凍結時にヒービングを発生するかどうかを
検討するための試験．

凍結指数 とうけつしすう freezing index 日平均気温が０℃以下の値を１年間積算した数値．地
盤の凍結深さの目安として使われる．

洞穴充填鉱床 どうけつじゅうてん
こうしょう

cave-filling deposit,
cavity-filling deposit

洞穴を充填して形成された鉱床．成因は鉱脈と熱水性
が多いが，石灰岩などの洞穴を後に充填した鉱床もあ
る．

凍結上昇 とうけつじょうしょ
う

frost heaving 凍上と同義．

凍結擾乱作用 とうけつじょうらん
さよう

cryoturbation 表層堆積物の体積が凍結および融解によって変化し，
上下や横方向に複雑に変位や変形を生じる作用．結氷
淘汰作用と同義．クリオタベーションともいう．

凍結深 とうけつしん frost penetration depth 寒冷地において土が凍る地面からの深さ．

洞穴水 どうけつすい cave water 地下の空洞に貯水池や地下川の状態で存在し，または
流動している水．

凍結性土 とうけつせいど frost susceptible soil 凍結作用を受けやすい土壌．土の凍結は含水比および
粒度に大きく支配され，含水比が小さいほど氷点が下
がる．



洞穴層序学 どうけつそうじょが
く

speleostratigraphy 洞穴堆積物の新旧関係を層序学的に明らかにし，洞穴
の発達過程や考古学の解明を研究する分野．

洞穴堆積物 どうけつたいせきぶ
つ

cave deposit, cave
sediment

岩石中の天然空洞内に堆積した堆積物の総称．主に充
填堆積物からなり，考古学や古脊椎動物学では重要．

洞穴探査 どうけつたんさ caving 洞穴の成因・性状を調査すること．石灰岩地帯の鍾乳
洞，溶岩地帯の風穴などに実施される．

洞穴貯蔵 どうけつちょぞう cavern storage 温度湿度の一定する洞穴に食物などを蓄え保存するこ
と．大規模なものに鍾乳洞，小規模なものに人工横穴
がある．

凍結土 とうけつど frozen soil 間隙水が凍結し，土粒子が固結状態になった土層また
は土塊．もとの土に比べ強度が増す．凍土ともいう．

洞穴土 どうけつど cave earth 多くの洞穴堆積物のなかで，洞穴の床を埋める土砂に
ついて使用される用語．明瞭な定義はされていない．

凍結土圧 とうけつどあつ frost heaving pressure 土壌が凍結し，膨張するために発生する土圧．土質・
凍結速度・拘束条件などの影響を受ける．

凍結破砕作用 とうけつはさいさよ
う

frost shattering, frost
wedging

岩石の割れ目などの空隙中の水分が凍結することに
よって起きる機械的風化作用．

凍結破砕速度 とうけつはさいそく
ど

freezing crushing rate,
frost shattering rate

物理的風化作用のうちの凍結破砕作用の進行する速
度．温度とその変化速度，水分に影響される．

凍結板 とうけつばん freezing board 凍結管の外周を面状に覆う場合に用いる金属板．管と
板との間隙に断熱材などを充填し凍結に指向性を持た
せる．

凍結風化 とうけつふうか frost weathering 岩石の割れ目にしみこんだ水が，凍結と融解を繰り返
して割れ目を広げて風化・浸食されてゆく現象．

凍結膨張変位 とうけつぼうちょう
へんい

frost heaving
displacement

地盤が凍結するのに伴い生ずる体積膨張現象による変
位．

洞穴豆石 どうけつまめいし cave pisolite 鉱物や生物遺骸を核とし，同心円状に方解石などが集
積した径2mm以上の球状を呈する洞穴堆積物．

凍結融解 とうけつゆうかい freezing and thawing 水が凍ったり溶けたりすること．コンクリート・土な
どの内部で起きると，体積膨張のため破壊の原因とな
る．

凍結融解試験 とうけつゆうかいし
けん

freezing and thawing
test

土木材料の凍結融解繰り返し作用に対する耐久性を評
価するための試験法．

凍結割れ とうけつわれ frost splitting, frost
shattering

岩石の割れ目を満たす水が凍結と融解を繰り返し，最
終的に岩石を割ること．



凍結割れ目 とうけつわれめ frost splitting 凍結作用により，岩石にできた割れ目．

同源岩 どうげんがん cogenetic rock 同一マグマに由来したと思われる火成岩類．

同源捕獲岩 どうげんほかくがん cognate inclusion,
cognate xenolith,
autolith

火成岩中の捕獲岩で，同じ進化系列ではあるが，晶出
時期の異なる岩片．

島弧 とうこ island arc, arc 大陸と大洋の間で大洋側に凸の列島で，海洋側に海
溝，大陸側に火山前線や深発地震帯などを伴う例が多
い．

動コイル式地震
計

どうこいるしきじし
んけい

moving-coil seismograph コイルを取り付た振り子が磁界中を運動することによ
り発生する起電力を検出する方式の地震計.検出された
起電力と速度振幅とは比例する.

導坑 どうこう drift トンネル全断面掘削の場合を除いて先に掘削する中小
断面のトンネルで頂設・中央・底設側壁導坑などがあ
る．

銅鉱床 どうこうしょう copper deposit 銅鉱物を主要鉱石鉱物として含む鉱床．生成条件に
よって様々な産状を示す．斑岩型銅鉱床の生産量が多
い．

等高線地図 とうこうせんちず contour map 地形面と一定間隔の高さの平面との交線（等高線）
を，一平面に投影して地形の起伏を表現した地形図の
一種．

等構造線 とうこうぞうせん structure contour ある特定の地層・鍵層などの同一の高さの地点を連ね
て作った線．これを用いて等構造線図を作成する．構
造等高線ともいう．

島孤海溝系 とうこかいこうけい island arc-trench system プレートの沈み込みに起因して形成される大構造帯
で，弧状列島と海溝が平行に組になって形成されてい
る．

島孤変動 とうこへんどう island arc disturbance 鮮新世前期から第四紀末にかけて生じ，今日の日本列
島の成立をもたらした一連の地殻変動の体系．

踏査図 とうさず route map 地表地質調査を行った記録を地形図に記載したもの．
設定したルート沿いの地質調査結果をルートと共に記
した図．地質図作成の際の基礎情報．露頭の位置・地
質状況・各種測定記録などが記入される．ルートマッ
プ．

踏査路線図 とうさろせんず route map 踏査図と同義．

銅山川地すべり どうざんがわじすべ
り

the Dozangawa landslide 近年では1966年，1981年，1996年に山形県大蔵村で発
生し，国道に被害が生じた．上流域の地下水がシラス
を通じて新第三系内のすべり面に供給されて発生．

唐山地震 とうざんじしん the 1976 Tangshan
earthquake

1976年7月28日に発生した，人口100万以上の大都市直
下で発生した直下型地震．震源深さは16kmでM7.8．中
国当局の発表では，死者24万余人，重傷者16万余人に
達する世界最大級の被害を出した地震の一つ．タン
シャン地震と同義．

同時異相 どうじいそう contemporaneous
heterotopic facies

同時期の堆積物が，堆積環境の違いにより異なる層相
を示すこと．地形や環境変化の著しい地域に見られ
る．



同時裏込注入 どうじうらごめちゅ
うにゅう

simultaneous back-fill
grouting

シールド工法での裏込注入方式で，シールドを推進し
ながらセグメントと地山の空隙にモルタル注入する方
式．

等時曲線 とうじきょくせん tautochrone 地図表現法の一つで，同一時刻に同じ属性をもつ地点
を結んだ曲線．地震波や津波の伝播などの表示に使用
する．

同軸ケーブル どうじくけーぶる coaxial cable 同心円状の中心絶縁体と外導体で構成される線．高周
波を扱う場合は，平行ケーブルと比較し損失や雑音が
少ない．

同軸褶曲 どうじくしゅうきょ
く

homoaxial fold ①褶曲軸面が同一の走向傾斜を有する大小一群の褶
曲．
②一つの主要褶曲の方向に成因的に関連しあってでき
た大小の褶曲群．

等軸晶系 とうじくしょうけい cubic system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．３本の結晶
軸がお互いに直交している晶系．軸率が1：1：1であ
る．立方晶系ともいう．

同時鉱脈 どうじこうみゃく contemporaneous vein 同一のマグマからもたらされた熱水で形成された鉱
脈．最近ではほとんど用いられることのない用語．

等視差面 とうしさめん surface of equal
parallax

空中写真を実体視したとき，視差の等しい点の作る
面．鉛直写真では等標高面を表す．

同時自動裏込注
入工法

どうじじどううらご
めちゅうにゅうこう
ほう

real time automatic
backing injection method

シールド工法の裏込注入方法の一つで，テールボイド
に注入材を確実・自動的に注入する工法．

同時浸食 どうじしんしょく contemporaneous erosion 堆積作用が続いている途中で，流水条件の変化など
で，一時的にあるいは部分的に浸食される現象．

透視図 とうしず perspective ある一点を視点とし，遠近法により物体が目に見える
通り，遠くを小さく，近くを大きく描いた図．

透視図法 とうしずほう perspective projection 定められた視点から地球表面の形状を投影面に投影す
る方法．

等時線 とうじせん isochron 放射壊変のみにより変化する親核種と娘核種の含有量
と，系が閉じてからの時間との関係を示す直線．

等時線図 とうじせんず time contour map 地震探査において，反射面からの等しい走時曲線と反
射面の形態を時間領域で示した図．

同質異像 どうしついぞう polymorph, polymorphism 温度や圧力など外的条件に合わせて結晶構造がより安
定な形態に転移する現象．多形ともいう．

同時面 どうじめん isochronous surface 地形・地史の上で同時期に形成された面．

同斜 どうしゃ homocline 地層が一方向へ同じ角度で傾斜した構造．単斜と混同
される場合がある．



同斜構造 どうしゃこうぞう homocline 同斜と同義語．ただし，傾斜が場所により異なる単斜
構造や等斜褶曲も含めて用いられることもある．

同斜谷 どうしゃこく homoclinal valley 一方向に同じ傾斜をする（同斜の）地層が浸食され
て，硬い地層が尾根，軟らかい地層が谷になった谷地
形．

同斜山稜 どうしゃさんりょう homoclinal ridge 一方向に傾く硬い地層が，浸食に耐えて残った尾根が
走向方向に平行に並んでいる地形．

等斜褶曲 とうしゃしゅうきょ
く

isoclinal fold 褶曲構造の一種．両翼が平行で，方向・角度が同一で
ある褶曲．地層の上下関係に注意を要する．

投射図法 とうしゃずほう perspective projection 地球に接する平面に，無限遠またはその接点に垂直な
直線上の1点から投影する図法．

等重力線図 とうじゅうりょくせ
んず

isogal contour map 重力測定の結果，同じ値の点を線で結んでコンターで
示した図．

頭首工 とうしゅこう head works 河川などから表流水を用水路に引き込むための施設．
一般に，取水堰と取水口からなる．

凍上 とうじょう frost heaving 土中の水が冷却するとき氷の結晶をつくり，土の体積
が膨張して地表面を持ち上げる現象．

糖状 とうじょう saccharoidal aplitic 岩石の組織の名称で氷砂糖状のものを表す．結晶質石
灰岩（大理石）やアプライトなどで見られる．

道床 どうしょう road bed 鉄道のまくら木と路盤の間に敷設された砕石や砂利の
部分．荷重の伝達・緩衝材・排水などの機能をもつ．

道場石 どうじょういし Dojo ishi 兵庫県神戸市兵庫区道場町産石材．白亜系～古第三系
凝灰岩（有馬層群）．土木用に用いられる．

塔状カルスト とうじょうかるすと tower karst 熱帯の多雨地域の石灰岩地帯で，浸食により山腹が垂
直に近くなって塔状に突出した浸食地形．

凍上現象 とうじょうげんしょ
う

cryopedology 土が凍結する際に凍結面に水が吸い上げられて氷とし
て析出する現象．

道床砕石 どうしょうさいせき road-bed crushed stone 道床の材料として用いられる砕石．細粒分が除かれ，
角張っており耐久性のあることが特に必要とされる．

凍上対策 とうじょうたいさく counter measure for
frost heaving

土の凍上による地上および地下構造物の被害を防ぐた
めの対策．置換工法，断熱工法その他の工法がある．

道床バラスト どうしょうばらすと rail-road ballast 鉄道の枕木の下に敷く砂利・砕石などをいう．列車荷
重を路盤に与えるとともに排水を良くするために使用
する．



道床噴泥 どうしょうふんでい slurry 交通時の繰り返し荷重などにより，道床砕石が細粒化
し水と共に噴出すこと．

凍上抑制層 とうじょうよくせい
そう

frost blanket 凍上対策を目的として，路盤の下に設置された凍上を
起こしにくい材料の部分．

凍上力 とうじょうりょく frost heaving force 凍上する土を拘束枠などで拘束した際，それに作用し
て押し上げようとする力．

等色次干渉縞法 とうしょくじかん
しょうじまほう

fringes of equal
chromatic order

平行光線によって試料表面に生じさせた干渉縞を分光
することによって，試料表面の平滑度や高低差を調べ
る方法．

透磁率 とうじりつ magnetic permeability 全ての物質は外から磁界を作用させると磁化される．
このときの磁化されやすさを表す量．

等磁力線 とうじりょくせん isogam 磁場の強さの値の等しい点を結んだ曲線．

等磁力線図 とうじりょくせんず isogam map 地磁気（通常は全磁力）の強さを表示するコンター
図．

同心円状断層 どうしんえんじょう
だんそう

concentric faults 地表で同心円状に分布する一群の断層．カルデラの陥
没・火成岩の貫入などに伴なって生じる．

同心縞状構造 どうしんしまじょう
こうぞう

concentric banded
structure

ある核を中心として鉱物集合体が同心円状に縞模様を
形成して配列する構造．

同心褶曲 どうしんしゅうきょ
く

concentric fold 褶曲断面を分類した一形態．同心円を用いた褶曲面で
は中心に向かって曲率が大きくなる．地層の厚さは一
定．

等深線図 とうしんせんず depth contour map 物理特性的に地下構造の等しい深度の点を結ぶことに
よって，平面図上に二次元的に表示した図．

等震度線 とうしんどせん isointensity map of
earthquake

発生した地震の各地における震度について，同じ震度
を示す点をコンターで示した図．

透水圧 とうすいあつ seepage pressure 多孔性物質中を浸透する水によって伝播される圧力．

動水位 どうすいい running water level,
dynamic water level

井戸において，人為的な揚水によって変動する水位．

導水管 どうすいかん intake pipe 検潮所あるいは水力発電所などで，水を引き込むため
の管水路．

透水係数 とうすいけいすう hydraulic conductivity.
coefficient of
permeability

動水勾配１のもとで単位時間に単位断面積を通過する
水量，すなわち浸透流速．媒質の孔隙量と大きさ，流
体の粘性により変化する．



動水勾配 どうすいこうばい hydraulic gradient 地盤中の2点間の水位の水頭差とそれら2点間の距離の
比．

透水試験 とうすいしけん permeability test 地盤または材料の透水性を調べるための試験．基本的
には圧力と流量の関係から，透水係数を求める．

透水試験器 とうすいしけんき permeameter 透水試験のための器材．圧力差・流量および通水断面
積を正確に計測する必要がある．

透水性 とうすいせい permeability 岩石または土壌など多孔質物質の間隙を地中水が流れ
る時の難易の性質．透水係数はその数値的表現．

透水性材料 とうすいせいざい
りょう

permeable materials フィルダムのロック材のような高い透水性を有する粗
粒な材料．

透水性ブラン
ケット

とうすいせいぶらん
けっと

pervious blanket アースダムの堤体内間隙水圧の消散や基礎からの浸透
水を安全に排出する目的で設置する底設ドレーン層．

透水性舗装 とうすいせいほそう permeable pavement 路面に雨水がたまらないように，浸透性に優れたアス
ファルト舗装．表面流出量の低減，地下水かん養（涵
養）などを目的とする．

透水層 とうすいそう permeable layer 透水係数の大きい砂などから構成されるような浸透性
のよい地層．

透水ゾーン とうすいぞーん pervious zone フィルダムを構成するゾーンのうち透水性の高い材料
で盛り立てられる部分．ロックゾーンともいう．

導水損失 どうすいそんしつ conveyance loss 水路を使って送水する場合に生ずる，主として浸透や
蒸発による損失水量．通常10～15%程度を見込む．

透水抵抗 とうすいていこう seepage resistance 物質が水中を移動する時に生じる抵抗．フォークトモ
デルのピストンに相当する．

透水土 とうすいど permeable soil 地下水を通しやすい土．透水層と言い換える場合もあ
る．

導水トンネル どうすいとんねる aqueduct tunnel ダムなどで水路の切替えや他流域からの送水を目的と
するトンネル．

動水半径 どうすいはんけい hydraulic radius 河川の任意の地点における河川横断面積と水面下にあ
る底の長さの割合．

透水量係数 とうすいりょうけい
すう

transmissibility ある帯水層全体の透水性を示す係数．記号はＴを使用

し，単位は一般的にm2/日である．被圧帯水層の場合は
透水係数と帯水層の厚さの積，不圧帯水層では帯水層
厚の代わりに地下水の水深を乗じて使用．

透水量測定 とうすいりょうそく
てい

seepage measurement ダム本体および基礎を浸透した水量を測定し，ダムの
管理に使用する．



導水路 どうすいろ headrace 目的とする所まで水を導く水路で，例えば，取水口か
ら発電所地点まで，水源地から浄水場までの水路など
をいう．

導水路トンネル どうすいろとんねる headrace tunnel 上流側の取水口から水道の処理施設や水力発電所まで
水を導くトンネル．

同生鉱床 どうせいこうしょう syngenetic deposit 母岩とほぼ同時期に生成した鉱床を言い，後生鉱床に
対して用いられる．

同生水 どうせいすい connate water マグマに含まれている水分，またはそれがマグマ本体
から分離した水．地表水や岩石中の水とは区別され
る．

陶石 とうせき porcelain stone 陶磁器製造用の原料として使われる白色の岩石の俗
称．石英・セリサイト・カオリンなどの粘土鉱物より
なる．

等積円錐図法 とうせきえんすいず
ほう

conical equal-area
projection

正積図法のうち，円錐投影を用いたもので，経線を放
射状に緯線を同心円状にして，各部分の面積がどこで
も等しく表せるようにした図法．正積円錐図法ともい
う．

等積円柱図法 とうせきえんちゅう
ずほう

cylindrical equal-area
projection

正積円筒図法と同義

凍石化作用 とうせきかさよう steatitization 超苦鉄質岩が交代変成作用時に二酸化炭素交代作用を
受け，滑石を生じる作用．低温高圧型変成帯の蛇紋岩
岩体周辺に見られる．

等積図法 とうせきずほう equal-area projection 等面積投影法と同義．

等積投影 とうせきとうえい equal-area projection 球面上の面積が平面上に等しく投影されること．等積
図法などのいくつかの投影法がある．

等積方位図法 とうせきほういずほ
う

azimuthal equi-area
projection

１点（極）を中心に，地図上の各部分の面積が等しく
表せるようにした図法．ランベルト正積円錐図法と同
義．

透閃石 とうせんせき tremolite Ca2Mg5Si8O22(OH)2．単斜晶系．硬度5～6．比重3.0～

3.2．無色・灰色の長柱状または繊維状（アスベスト
状）の結晶．石灰質岩石の接触もしくは広域変成作用
によって生じる．

動せん断弾性係
数

どうせんだんだんせ
いけいすう

dynamic shear modulus 動的なせん断弾性係数．

同相 どうそう isofacies 異なる箇所に分布する地層の岩相などの層相が同一で
あること．

等層厚線図 とうそうあつせんず isopach map 地層の層厚変化を表現した図で，等層厚の点を結んで
作成する．普通はボーリング資料を用いる．アイソ
パックマップともいう．

淘汰 とうた sorting 岩石・土壌が流水で運搬され，堆積する際，粒度・比
重・形状などに応じた分別と集積が行われる作用．



動態観測 どうたいかんそく field observation 盛土などの土構造物の施工，地盤の掘削などに伴う構
造物自体および地盤の挙動を経時的に測定すること．

淘汰係数 とうたけいすう sorting coefficient 堆積物の構成粒子の粒径分布（粒度分布）の広がりを
表す係数．

淘汰作用 とうたさよう sorting 淘汰を参照．

藤田沢地すべり とうたざわじすべり the Totazawa landslide 1980年の融雪期に２度にわたり山形県最上郡大蔵村で
発生した地すべり．植林地および水田が流出．防止区
域面積9ha．

到達時間 とうたつじかん arrival time required 震源から地震波が到達するのに要する時間．または洪
水が流出して到達するまでの時間．

到達立坑 とうたつたてこう arrival shaft シールドの解体・搬出に使うため，シールドの到達点
に設けられた立坑．

淘汰度 とうたど sorting index 礫径のそろった具合で，「きわめて良い」から「悪
い」までの５段階に分類して表す．

動弾性係数 どうだんせいけいす
う

dynamic modulus of
elasticity

動的応力と動的ひずみとの間に一次関係式を置くと
き，両者を結ぶ係数．

動弾性定数 どうだんせいていす
う

dynamic constant of
elasticity

動弾性係数・動ポアソン比・動剛性率・動体積弾性率
などの定数．通常，弾性波速度（Vp，Vs）と密度から
計算により求められる．

等地温線 とうちおんせん isogeotherm map 日変化（あるいは年変化）の起こらない深度での地温
測定結果による地温コンター図．

到着時 とうちゃくじ arrival time 地震波や洪水などが到達した時刻．発現時刻．

導通試験 どうつうしけん circuit test 高温岩体発電において注入井から送った水が生産井に
通ずるかどうかを評価する試験．

等泥量線 とうでいりょうせん isopleth of mud content 海洋・湖沼底の表層堆積物のうちで，静穏域に沈積す
る泥の含有量の等しい地点を等値線で表示したもの．

動的ＦＥＭ解析 どうてきえふいーえ
むかいせき

dynamic FEM analysis 地震時の構造物や地盤の安定性を検討するために地震
波動・構造物の振動特性などを考慮に入れて行う有限
要素法解析．

動的円錐貫入試
験

どうてきえんすいか
んにゅうしけん

dynamic cone penetration
test

円錐（コーン）を貫入に用いる動的貫入試験．

動的応答 どうてきおうとう modal response, dynamic
response

構造物や基礎地盤のモデルに地震動など起振源の波形
を作用させたときに表れる，構造物の加速度･変形など
の応答．



動的応答解析 どうてきおうとうか
いせき

dynamic response
analysis

地震，交通，風，波などの動的外力が加わった時の地
盤や構造物の挙動を解析すること．

動的解析法 どうてきかいせきほ
う

dynamic analysis 地震時における構造物の挙動を動力学的に解析するこ
と．

動的荷重 どうてきかじゅう dynamic load 時間の経過に伴い値が変化する荷重で，荷重速度と繰
り返しの二つの要素が含まれる．静的荷重と対比され
る．

動的間隙水圧計 どうてきかんげきす
いあつけい

dynamic pore pressure
meter, dynamic pore
pressure cell

地震時など動的現象下における間隙水圧を計測するた
めの間隙水圧計.

動的貫入試験 どうてきかんにゅう
しけん

dynamic penetration test 地盤への貫入ロッドの一定長打ち込みに要するハン
マーの打撃回数から，地盤の硬さを求める試験．

動的強度 どうてききょうど dynamic strength 衝撃的単一荷重，またはある周波数の繰り返し応力に
対して発揮し得る地盤や材料の強度．

動的計画法 どうてきけいかくほ
う

dynamic programming 数理計画法の一種．多段階最適化問題を解く一般的方
法として，1950年にR.Bellmanにより提案されたもの．

動的コーン貫入
試験

どうてきこーんかん
にゅうしけん

dynamic cone penetration
test

動的円錐貫入試験と同義．

動的載荷試験 どうてきさいかしけ
ん

dynamic loading test 地盤全体の動的特性を得る目的で実施される原位置試
験．動的孔内載荷試験・動的平板載荷試験がある．

動的サウンディ
ング

どうてきさうんでぃ
んぐ

dynamic sounding 動的貫入試験と同義．

動的三軸試験 どうてきさんじくし
けん

dynamic triaxial test 土や岩石の動的特性を求める室内繰返し載荷試験の一
つ．三軸試験では側圧と軸圧を独立に制御できる装置
が多い．

動的ＣＢＲ試験 どうてきしーびー
あーるしけん

dynamic CBR test 地盤の塑性変形を対象とし，落下させた球体の地盤に
生じた円形の窪みの直径からＣＢＲ値を推定する方
法．

動的試験 どうてきしけん dynamic test 動的荷重に対する地盤の変形や強度特性などを調べる
試験で，室内繰返し三軸試験，原位置での杭打ち試験
などがある．

動的室内試験 どうてきしつないし
けん

dynamic laboratory test 地震時の地盤の変形や強度特性などを調べるための試
験で，採取試料を用いた繰返し三軸試験などの室内試
験．

動的地盤反力係
数

どうてきじばんはん
りょくけいすう

dynamic coefficient of
subgrade reaction

単位面積あたりの動的なばね定数を表す量で，土のコ
ンシステンシーによっては静的な地盤反力係数より大
きくなる．

動的締固め どうてきしめかため dynamic compaction 振動や衝撃のような動的な荷重により土を締固めるこ
と．一般に砂質土に適用され，密実化により強度増加
が図られる．



動的設計 どうてきせっけい dynamic design 振動や衝撃のような動的外力による構造物の挙動を解
析要素に取り入れて行う設計手法．

動的せん断試験 どうてきせんだんし
けん

dynamic shearing test 構造物や基礎地盤の動的強さ・動的弾性係数・減衰定
数・液状化の発生基準などを求めるため行う試験．

動的せん断定数 どうてきせんだん
じょうすう

dynamic shear constant 動的外力が作用した時の，粘着力ｃおよび内部摩擦角
φ．

動的先端抵抗 どうてきせんたんて
いこう

dynamic point resistance 一般に，63.5kgの重錘を75cmの高さから落下させ地中
に打ち込んだ円錐形のコーンに働く平均圧力．

動的相互作用 どうてきそうごさよ
う

dynamic interaction 機械振動や地震動による地盤と構造物の相互作用をい
い，地盤の力の釣り合いや変位は構造物がない場合と
は異なる挙動を示す．

動的弾性係数 どうてきだんせいけ
いすう

dynamic modulus of
elasticity

動弾性係数と同義．

動的弾性定数 どうてきだんせいて
いすう

dynamic constant of
elasticity

動弾性定数と同義．

動的弾性率 どうてきだんせいり
つ

dynamic modulus of
elasticity

動弾性係数と同義．

動的注入工法 どうてきちゅうにゅ
うこうほう

dynamic grouting 静的な注入圧に脈動を加えた注入工法．改良効果や注
入速度を向上させるための工法．

動的土圧計 どうてきどあつけい dynamic earth pressure
cell

地震時など動的現象下における土圧を計測するための
土圧計.

動的抑制力 どうてきよくせい
りょく

dynamic hold pressure ボーリング孔の孔内の静水圧によって生ずる力.岩片の
表面に作用し，掘削時に生じた割れ目ゾーンの岩片が
再破砕される原因となる．

等電位線法 とうでんいせんほう equipotential-line
method

人工電位法電気探査の一つ．人工電源によって生じる
地表の等電位線の形態を基に地下構造を推定する．

凍土 とうど frozen soil, frozen
ground

地温が氷点下になり，土壌間隙水が氷結し，土粒子が
つながった凍結土．凍結前より強度が大きくなる．

陶土 とうど porcelain clay 陶磁器製造用の原料土の総称であるが，白色のカオリ
ン鉱物を主体とする．

凍土学 とうどがく science of frozen soil １年中０度以下の凍結状態を保った土壌または岩石
（凍土）の生成・分布・性状についての学問．

陶土化作用 とうどかさよう kaolinization カオリンを生成する熱水変質作用．陶土は陶磁器の原
料でカオリンを主成分とする．カオリン化作用と同
義．



凍土造成 とうどぞうせい frozen soil,
artificially frozen
ground

シールド工法などの都市トンネルの補助工法として用
いられる凍結工法で，掘削地山周辺を凍結させるこ
と．

東南海地震 とうなんかいじしん the 1944 Tonankai
earthquake

1944年12月7日に東海道沖で発生したM7.9の地震で，死
者・不明者1223人，家屋倒壊54,119戸とされている被
害地震．

透入深度 とうにゅうしんど depth penetration 地下に入射した電磁場が及ぶ深度．直流法では電流が
大地中へ到達する深度．

東濃鉱山 とうのうこうざん Tono mine 岐阜県瑞浪盆地にある日本最大の堆積性ウラン鉱床
（ウラン鉱量約6,000t）．母岩は中新統瑞浪層群礫岩
層．

堂の浦石 どうのうらいし Donoura ishi 徳島県鳴門市瀬戸町堂の浦産石材．白亜系和泉砂岩中
の砂岩．濃緑色で緻密・堅硬．墓石・間知石・割栗に
利用．

藤ノ木－愛川構
造線

とうのきあいかわこ
うぞうせん

Tonoki-Aikawa tectonic
line

山梨県藤野木付近から神奈川県荻野付近に達する構造
線で，関東山地南部と丹沢山地を分断する断層．

導爆線 どうばくせん detonating fuse ＴＮＴやピクリン酸などの高爆速の火薬を糸や金属管
によってひも状にした火工品で，爆ごうを伝え多量の
爆薬を爆破させるために用いる．

胴ばり どうばり strut トンネル支保工や土留め支保工に作用する土圧・水圧
などを水平方向に内面から支える支保部材．

等品位図 とうひんいず isograde map 有用元素の含有率が等しい点を結んで作成された図面
で，主に金属鉱床で用いられる．

頭部 とうぶ head 地すべり滑動によって生じた，地すべり堆体の最上部
のこと．

頭部浸食 とうぶしんしょく headward erosion, head
erosion

川や沢の最上流部の谷で，さらに上流側に向かって浸
食作用が進む現象．谷頭浸食ともいう．

等伏角線図 とうふっかくせんず isoclinic map 地磁気の伏角の等しい点を結んだコンター図．

動物化石群 どうぶつかせきぐん fossil fauna 化石動物群と同義．

動物命名規約 どうぶつめいめいき
やく

Code of zoological
nomenclature

動物の学名に関する国際的規約．現世動物・絶滅動物
の分類群に適正な科・属・種の名を与えるときの基準
となる．

等分布円形荷重 とうぶんぷえんけい
かじゅう

uniformly distributed
circular load

円形の範囲について大きさが一定である荷重．

等分布帯状荷重 とうぶんぷおびじょ
うかじゅう

uniformly distributed
strip load

帯状の範囲について大きさが一定である荷重．



等分布荷重 とうぶんぷかじゅう uniform load ある範囲内において，分布荷重の大きさが等しいこ
と．

等分布載荷試験 とうぶんぷさいかし
けん

equal stress loading
test

等分布載荷法を用いた変形試験．

等分布載荷法 とうぶんぷさいかほ
う

equal stress loading 孔内載荷試験などにおいて，試験面の応力が同じにな
るようにゴムなどの弾性材を介し，流体で加圧する方
法．試験面の変位は等しくならない．

等変位載荷試験 とうへんいさいかし
けん

equal displacement
loading test

変形試験において，剛体載荷板を用いる方法．試験面
の変位を同一とする．試験面の応力分布は一様となら
ない．

等偏角変化線 とうへんかくへんか
せん

isoporic line 地磁気偏角の年間における変化量が等しい地点を結ん
だ線．

動ポアソン比 どうぽあそんひ dynamic poisson's ratio 動的な縦ひずみと横ひずみの比．

等方圧密 とうほうあつみつ isotropic consolidation 三軸圧縮試験機を用いて，軸圧と側圧が同圧の条件で
行う圧密試験．主に体積弾性係数を求めるために行わ
れる．

等方位線 とうほういせん isogonal line 磁北と真北の差が同じ地点を結んだ線．

等放射線 とうほうしゃせん isorad 放射線強度あるいはγ線強度の等しい点を結んだ線．

等方性 とうほうせい isotropy 物質の物理的・力学的性質がどの方向でも同じである
こと

等方性ファブ
リック

とうほうせいふぁぶ
りっく

isotropic fabric 岩石を形づくる鉱物その他の物質の配置が，全く定向
性を持たない空間的な相互関係にあるもの．

東北飯岡鉱山 とうほくいいおかこ
うざん

Tohokuiioka mine 千葉県九十九里浜北部沿岸の砂鉄鉱山．磁鉄鉱・チタ
ン鉄鉱・金紅石などを海浜の砂から回収した．

東北大理石 とうほくだいりせき Tohoku marble 北上山地南部，岩手県東磐井郡摺沢周辺産石材．ペル
ム系中の大理石．白色・中粒．装飾用・配電盤・砕石
などに利用．

東北日本 とうほくにほん Northeast Japan 糸魚川－静岡構造線より東北側，近年は棚倉構造線よ
り東北側の本州弧．南西側を西南日本と呼び，新生代
の地史が大きく異なる．

東北日本弧 とうほくにほんこ Northeast Honsyu arc 本州弧の北東半部で，西は西南日本弧，北東は千島
弧，東は日本海溝で太平洋プレートと，それぞれ接す
る．

等ポテンシャル
線

とうぽてんしゃるせ
ん

equipotential line ポテンシャル量(例えば全水頭)の等しい点を連ねた等
圧線．



等ポテンシャル
面

とうぽてんしゃるめ
ん

equipotential surface 重力や気圧などのポテンシャル量の等しい点を結んで
作られる面．ジオイド，等圧面など．

透明鉱物 とうめいこうぶつ transparent mineral 水晶や白雲母などのように不純物や欠陥のないイオン
結合や共有結合の鉱物．鉱物を通して反対側の物体が
見える．

透明度 とうめいど transparency 水質調査で，海水や湖水中の光の透過度合の指標．白
色円板を水中に吊して，見えなくなる深度(ｍ)で示
す．

等面積投影法 とうめんせきとうえ
いほう

equal-area projection 球面上の任意図形を，面積を変えずに平面に投影する
図法．ランベルト正積円錐図法と同義．シュミット
ネットも含まれる．等積図法ともいう．

洞爺火砕流 とうやかさいりゅう Toya pyroclastic flow 更新世末期に洞爺カルデラの形成に伴って噴出した火
砕流．大規模な火砕流で広大な火砕流台地を形成．

洞爺カルデラ とうやかるでら Toya caldera 北海道西部の渡島半島東南部で，有珠火山の北に位置
する直径約13kmのほぼ円形の陥没地形で洞爺湖を湛え
る．

洞爺テフラ とうやてふら Toya tephra 洞爺カルデラから更新世末期に大量に噴出した火砕流
と降下火山灰(Toya,10～12万年）よりなる．北海道と
東北地方に広く分布．

洞爺丸台風 とうやまるたいふう Toya-maru Typhoon 1954年9月26日，函館港を出港した青函連絡船洞爺丸を
転覆させ，1,139人とされている死者・行方不明者をも
たらした台風．

動力学 どうりきがく dynamics 物体間に働く力とそれによる運動の関係を調べる物理
学の分野．静力学に対する用語．

倒立振子 とうりつふりこ，と
うりつしんし

inverted pendulum 水平方向の地面の動きを測るための振り子．おもりの
下方に支点があり，傾いた時の復元力はばねの力によ
る．

等粒 とうりゅう equigranular 岩石の構成鉱物がほぼ同じような大きさを示している
状態．完晶質の深成岩などに見られる．

導流工 どうりゅうこう training dyke 河流の合流点の二つの河川に挟まれた部分の先端に，
合流河道の形と流況を良くするために施す工作物．

導流堤 どうりゅうてい training levee, training
dyke

導流工の一つで，合流後の河道を安定させるためにあ
る区間導流するための堤防．河口に設けられる突堤も
その一種．

導流壁 どうりゅうへき training wall, guide
wall

洪水吐きや取水口の流入部や放流部などにおける水路
の側壁

動力地質学 どうりょくちしつが
く

dynamic geology 地表や地下の地質的な営力やそれによる変化を研究す
る一分野．現在では用いられていない．

動力熱変成岩 どうりょくねつへん
せいがん

dynamo-thermal
metamorphic rock

広域変成岩と同義．広域変成帯では千枚岩，結晶片
岩，片麻岩，ミグマタイトなどの岩帯が分布する．



動力熱変成作用 どうりょくねつへん
せいさよう

dynamo-thermal
metamorphism

広域変成作用と同義．変成作用の物理的要因を示して
いる．

銅緑礬 どうりょくばん pisanite (Fe,Cu)SO4･7H2O．単斜晶系．緑バンの一種．緑青・青

色．黄鉄鉱・白鉄鉱などの酸化二次鉱物．

動力変成岩 どうりょくへんせい
がん

dynamometamorphic rock マイロナイト，カタクラサイトなど動力変成作用でで
きた変成岩．

動力変成鉱床 どうりょくへんせい
こうしょう

dynamometamorphic
deposit

広域変成作用によって特定の鉱物，化学成分が濃集あ
るいは成分変化して形成された鉱床．広域変成鉱床と
もいう．

動力変成作用 どうりょくへんせい
さよう

dynamic metamorphism,
dynamometamorphism

マイロナイト化作用などと同義．地下深部で岩石が変
形･破砕される現象．断層破砕帯の形成は含めない．

ドゥルースはん
れい岩（斑糲
岩）体

どぅるーすはんれい
がんたい

Duluth gabbro complex 北米スペリオル湖北岸の貫入岩体．延長240km，最大幅
50kmの三日月型シルである．

トゥルネー統 とぅるねーとう Tournaisian series イギリス・ヨーロッパの石炭系標準層序地域の下部石
炭系下部．主に頁岩・石灰岩からなる．

桃簾石 とうれんせき thulite マンガンを含む灰簾石（ゾイサイト）の一種で，淡桃
色を呈しガラス光沢あり．

道路トンネル どうろとんねる road tunnel 鉄道以外の交通用トンネルで，自動車専用・歩行者専
用・両者併用トンネルの三つに分類される．

土堰堤 どえんてい earth dam 堤体のほとんどが土質材料で造られたフィルダム．昔
からかんがい（灌漑）用のため池を造るために築堤さ
れてきた．

十日町－新発田
線

とおかまちしばたせ
ん

Tokamachi-Shibata
tectonic line

新潟県の新発田から十日町へかけて想定された構造
線．現在は魚沼丘陵の東側に想定され，新発田－小出
線と呼ばれる．

ドーザーショベ
ル

どーざーしょべる dozer shovel トラクターショベルと同義．

トータルステー
ション

とーたるすてーしょ
ん

total station system 電子式の測角装置と光波測距儀を一体化した測量機
器．

トーナライト とーならいと tonalite 花崗閃緑岩と石英閃緑岩の中間の組成を有する深成
岩．石英・斜長石・黒雲母・角閃石からなる完晶質
岩．トーナル岩ともいう.

トーナル岩 とーなるがん tonalite トーナライトと同義．

遠野花崗岩 とおのかこうがん Tono granite 岩手県遠野市付近に南北40km，東西20kmの範囲にさか
ずき状構造で分布．白亜系花崗岩．



ドーバー海峡ト
ンネル

どーばーかいきょう
とんねる

the Strait of Dover
tunnel, Eurotunnel, The
Channel tunnel

ユーロトンネルと同義．

トーミ断層 とーみだんそう Tomi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級，北西方向．長野
県北佐久郡の浅間山南西斜面に位置する延長10km．

ドーム どーむ dome 褶曲構造の背斜の一つであり，四方へ地層が傾斜す
る．平面的には楕円形の地層分布を示す．

ドーム運動 どーむうんどう doming 岩塩やマグマの上昇など，丸天井形状の構造を形成す
る運動．

ドーム構造 どーむこうぞう dome structure 人工衛星から撮影した画像上で，背斜構造の特定の
ケースとして円形や楕円形のパターンに見える場合を
いう．

ドーム山地 どーむさんち dome mountain 頂が丸いドーム状の山の総称で，周囲より硬い岩石の
場合と，曲隆で緩やかに隆起して作られる場合とがあ
る．

ドーム状火山 どーむじょうかざん volcanic dome ドーム型をした火山の総称．マグマの貫入・上昇によ
る既存山体の膨張や粘性の強い溶岩の噴出で形成され
る．粘性の強い溶岩は，溶岩円頂丘(lava dome)と同
義．

ドーム状褶曲 どーむじょうしゅう
きょく

domical folding 側方への短縮がなく，主に上下方向の運動によって形
成されるドーム形状の褶曲．

遠目鏡 とおめがね Tomegane 岐阜県赤坂産大理石の石材名．シュワリゲナ石灰岩で
方解石脈が多く，加工困難．

ドーラスかんら
ん岩体

どーらすかんらんが
んたい

Dawros peridotite body アイルランド北西部の片岩中の貫入岩体．ダナイトや
輝岩などからなる．

トール石 とーるいし thorite ThSiO4，正方晶系，硬度4.5，比重6.63．トリウムを主

成分とする鉱物．ペグマタイトに伴って産出する．
880℃付近で発熱，結晶化する．

土塊 どかい clod 数cmから数十cm程度の土壌のかたまり．

富樫断層 とがしだんそう Togashi fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北北東方向．石
川県の金沢平野東縁を限る延長16kmの逆断層．

土荷重 どかじゅう load of earth pressure,
overburden load

地盤内の一点でその上の土の全重量によって生じてい
る鉛直荷重．

十勝石 とかちいし Tokachi ishi 十勝平野の河川流域の河床や段丘に産する黒曜石．飾
り石として用いられる，縄文時代に石器材料として利
用．

十勝沖地震 とかちおきじしん Tokachi-oki earthquake 十勝沖を震源とする大地震で，1968年のM7.9の地震で
は北海道・青森県に多大な被害を生じた．



十勝火山群 とかちかざんぐん Tokachi volcano group 北海道石狩山地の大雪－十勝火山列の南西端にある成
層火山群．火山群の形成は中期更新世に始まる．

十勝岳噴火 とかちだけふんか the 1962 Tokachidake
eruption

大正15年（1962年）5月に活動した北海道十勝岳の噴
火．この噴火では火口から噴出した岩屑流が山腹に
残っていた多量の残雪を溶かしながら猛烈な速度で下
流に流れ落ち，洪水により140余名の被害となった．

十勝炭田 とかちたんでん Tokachi coal field 十勝平野一帯の地下に存在する炭田．夾炭層は鮮新世
～更新世の池田層．褐炭を産し，予想埋蔵炭量5,000万
t程度．

十勝みかげ とかちみかげ Tokachi mikage 石材名．十勝平野の西縁に分布する日高系を貫く中生
界黒雲母角閃石花崗岩．白色・粗粒で，建築・土木用
に利用．

斗賀野層群 とがのそうぐん Togano Group 関東山地から沖縄にいたる秩父累帯南帯の北半分に分
布する中生界三じょう系（三畳系）～後期ジュラ系．
チャート・珪質泥岩・砂岩よりなる付加体．

土被り どかぶり overburden 土中の任意の点もしくは面を基準にして，それより上
方の地表面までの区間．

土被り厚 どかぶりあつ overburden トンネルなどの覆工上面から地表までの厚さ．硬岩で
は山はね，軟岩では塑性土圧発生を予測する目安とな
る．

土被り圧 どかぶりあつ overburden pressure 地盤中のある一点において，その点から地表面までの
土の全重量によって生じている鉛直方向の応力．

土被り荷重 どかぶりかじゅう overburden load 土荷重と同義．

土狩石 とがりいし Togari ishi 静岡県駿東郡長泉町土狩産石材．更新統玄武岩（富士
山基底溶岩）黒色・粗粒で，土木用に用いられる．

戸狩階 とがりかい Togarian stage 中新世中期の前半を示す年代層序区分．模式層は岐阜
県瑞浪層群戸狩層．中新世の最大海進期の地層．

都幾川層群 ときがわそうぐん Tokigawa Group 関東山地東縁の岩殿丘陵を構成する中新統．下位は塊
状シルト岩主体の岩殿層で，上位は砂岩を主とする大
橋層．

土岐鉱床地区 ときこうしょうちく Toki fireclay area 岐阜県土岐市・瑞浪市周辺の堆積性耐火粘土鉱床地
区．鉱床は中新世末期～鮮新世の瀬戸層群中に賦存す
る．

土岐砂礫層 ときされきそう Toki sand gravel bed 愛知・岐阜県下に広く分布する上部新生界の瀬戸層群
の上部層．下位の土岐口陶土層とは整合・一部不整合
の関係．

土岐面 ときめん Toki surface 愛知・岐阜両県にわたって分布する第三系～第四系の
瀬戸層群で構成された丘陵上の平坦な地形面．

常盤みかげ ときわみかげ Tokiwa mikage 愛知県東加茂郡旭町産石材．中生界両雲母花崗岩．細
～中粒・灰～白色で美麗．鳥居・灯籠・石柱・敷石に
利用．



毒重石 どくじゅうせき witherite BaCO3，斜方晶系，硬度３～3.5，比重4.291．ガラス光

沢あり，無色･乳白色など．低温熱水性脈に重晶石，方
解石を伴って産出する．毒重土石ともいう．

毒重土石鉱床 どくじゅうどせきこ
うしょう

witherite deposit バリウム炭酸塩を主要鉱石鉱物とする鉱床．英国ベニ
ン山脈の東側で採掘されているのが現在唯一の産地．

特殊サンプラ とくしゅさんぷら special sampler 固定ピストンとスプリング式バケット型コアキャッ
チャーを組み合わせた三重構造のサンプラ．

特殊図 とくしゅず special map, topical map 特殊な用途のために特定の内容を詳しく表現した地
図．海図，地質図などが相当する．

特殊堤 とくしゅてい special levee コンクリートや鋼矢板などで造られた堤防．

特殊土 とくしゅど unusual soil 一般の土質工学手法が適用できない性質を有し，設計
施工上特別の取り扱いを要する土．しらす，マサな
ど．

徳舜別鉱山 とくしゅんべつこう
ざん

Tokushunbetsu mine 北海道胆振支庁大滝村にあった，更新統上に沈殿した
褐鉄鉱床を採掘した鉱山．閉山．Fe品位50%．

特性曲線（地盤
の）

とくせいきょくせん
（じばんの）

characteristic curve トンネルや地下空間掘削に伴う地盤の応力や変位の変
化を知るための地盤の特性を表す曲線．

毒石 どくせき pharmacolite CaH(AsO4)･2H2O，単斜晶系，硬度２，比重2.71．ブラッ

シュ石族に属し石膏と同構造．微細針状結晶，星状集
合体として産出．

特徴種 とくちょうしゅ characteristic species 生物の群集を構成する種の中で特に個体数が多いも
の．通常は厳密な意味でなく，群集を特徴づける種．

特定観測地域 とくていかんそくち
いき

specific observation
area

地震予知連絡会が指定した大地震発生の可能性の比較
的大きいと考えられる地域．現在8地域を指定してい
る．

特定ダム堆砂排
除事業

とくていだむたいさ
はいじょじぎょう

flushing project for
specified dam

計画以上の土砂流出が生じ機能が低下しているダムに
ついて，洪水調節，利水面からの機能回復を図るため
に行う堆砂排除事業．

特定多目的ダム とくていたもくてき
だむ

specified multi-purpose
dam

特定多目的ダム法に基づいて建設される多目的ダム
で，直轄ダムは国土交通（建設）大臣が自ら施工・維
持管理を行うダム．

徳山ダム とくやまだむ Tokuyama dam 木曽川水系揖斐川．（独）水資源機構．2007年竣工
（予定）．堤高161ｍのロックフィルダム．総貯水容量
6億6000万ｍ3は日本最大．

徳山みかげ とくやまみかげ Tokuyama mikage 山口県周南市（旧徳山市）黒髪島・蛙島・仙島産石
材．白亜系黒雲母～黒雲母角閃石花崗岩．建築用・土
木用に利用．大産地．

徳力石 とくりきいし Tokuriki ishi 福岡県北九州市小倉区徳力産石材．前期白亜系安山
岩．小熊野石・藍島石・横山石と同質．砕石に利用．



独立杭方式 どくりつぐいほうし
き

isolated pile support
type

沈埋トンネルの基礎型式の一つで，沈埋函両端部を事
前に打設した杭頭と沈埋後密着させる方式．

独立支持形式 どくりつしじけいし
き

isolated support type 沈埋トンネルの基礎型式の一つで独立した基礎により
沈埋函を支持する方式．橋台・橋脚・独立杭方式があ
る．

独立標高点 どくりつひょうこう
てん

spot height 地形図の上で，主要な山や丘の頂き，道路の分岐点な
どに高さを表示した点．標高点ともいう．

独立フーチング
基礎

どくりつふーちんぐ
きそ

individual footing
foundation

1本の柱を一つのフーチングで受ける基礎形式．

土研式貫入試験 どけんしきかんにゅ
うしけん

penetration test of
Public Works Research
Institute

５kgの重錘を50cm落下させ，コーンを10cm貫入させる
のに要する打撃回数を求める簡易貫入試験．

土工 どこう earth works 築堤・道路工事などにおける盛土や切土などの土砂を
取り扱う工事の総称．

土鉱 どこう earthy ore 黒鉱中の硫化物の一部が沈殿し，天水の作用で金銀が
二次的に富化した土状の鉱石．

土工機械 どこうきかい earth-moving machine,
earthmoving equipment

土の運搬，敷き均しおよび転圧などのために用いる機
械．ダンプトラック，ブルドーザおよび転圧機械な
ど．

床固め工 とこかためこう groundsill 河床の洗掘防止，乱流の防止などを目的として設置さ
れる河川を横断する構造物．

常滑層群 とこなめそうぐん Tokoname Group 知多半島の南部を除くほぼ全域に分布する中新～鮮新
統．非海成の砂泥互層が主体．

トコべイ海溝 とこべいかいこう Tokobei trench, Tobi
trench

西太平洋パラオ海溝の南に雁行する水深5,000～6,000m
の海溝．フィリピン海プレートと太平洋プレートの境
界に位置する．その西壁上にメリル島とヘレン礁があ
る．

床掘り とこぼり exposure of bedding
formation

構造物が設置される地盤を計画の深さまで掘削するこ
と．

土佐石 とさいし Tosa ishi 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦産石材．白亜系和泉層群
の砂岩．濃緑色で緻密・堅硬．墓石・間知石・割栗に
利用．

土佐海段 とさかいだん Tosa deep-sea terrace 四国沖の水深800～1,000ｍにある広く平坦な地形で，
第四紀の土佐湾層群からなる土佐海盆に付けられた名
称．

土佐大理石 とさだいりせき Tosa marble 高知県内に産する中古生代の大理石．主な産地は香美
郡野市町，長岡郡本山町，吾川郡吾北村など

戸沢石 とざわいし Tozawa ishi 静岡県伊豆長岡産石材．新第三系凝灰岩．青色で石質
はよくない．土木用に用いられる．長岡青石とも呼ば
れる．



戸沢階 とざわかい Tozawan stage 日本の中新統を４分して下から３番目の階．下位は戸
狩階，上位は湯日（ゆい）階．模式層は静岡県の西郷
層群．

都市災害 としさいがい urban disasters 集中化と高度化が進んだ都市が，強大な台風や地震な
どによって受ける都市に特有な災害．

都市水害 としすいがい flood damage in new-
urbanized area

流域内の都市化による土地利用の変化に応じて発生す
る新型水害．主として新興住宅地の浸水被害をさす．

土師層群 どしそうぐん Doshi Group 福岡県宝珠山村付近に南北方向に分布する上部始新
統．主に海成の礫岩・砂岩・泥岩からなり炭層を挟
在．

利田石 としだいし Toshida ishi 福島県耶麻郡高郷村産石材．新第三系緑色凝灰岩．帯
緑白色・柔軟．建築・土木用に利用．荻野石・山都石
と同じ．

閉じた褶曲 とじたしゅうきょく closed fold 急斜褶曲ともいう．一般には翼間角が小さく，通常は
翼間角が70度以下．開いた褶曲の対語．

閉じた断層 とじただんそう closed fault 断層面が固結・癒着した断層．開いた断層の対語．

都市地質学 としちしつがく urban geology 人間の活動と自然環境の相互作用，都市地盤の地質現
象などに関する応用地質学分野の学問．最近は経済の
発展に伴い，建設・環境などに対する要求で発展し
た．

土質 どしつ soil 土のもつ物理・化学的ならびに力学的特徴の総称．

土質安定工法 どしつあんていこう
ほう

ground stabilization
method

地盤の耐久性，安定性などを増すための処理工法．粒
度調整やセメントなどの添加混合，薬液注入などがあ
る．

土質安定処理 どしつあんていしょ
り

soil stabilization 土の工学的性質を改善し基礎地盤や土構造物の安定性
を確保するために行われる物理的化学的処理．

土質改良効果 どしつかいりょうこ
うか

effect of soil
stabilization

地盤や土材料を物理的・化学的工法によって土質安定
処理を施した効果．

土質改良材 どしつかいりょうざ
い

stabilizer 土質改良用添加材と同義．

土質改良用添加
材

どしつかいりょうて
んかざい

stabilizer 土質安定処理を施すための添加材．セメント・石灰・
アスファルトなどが用いられる．

土質基礎 どしつきそ soil foundation 構造物基礎のうち，土質を基礎とするもの．

土質工学 どしつこうがく soil engineering 土を対象とし，工学的な諸問題・現象の解明に対し
て，強度や透水性などの物理的性質・原理を適用する
応用科学技術の総称．



土質材料 どしつざいりょう soil material, earth
material

透水性が低く，均一型フィルダムやゾーン型フィルダ
ムの遮水材として用いられる細粒材料．

土質試験 どしつしけん soil test 採取された試料を対象として，土の物理的・化学的お
よび力学的性質を求める試験．

土質試験機用力
計基準

どしつしけんきよう
ちからけいきじゅん

standard of force meter
for soil loading test
machine, standard of
force transducer for
soil loading test
machine

土質試験機の静的荷重試験に用いられる環状ばね型力
計に適用される基準．（JGS 004-2000)

土質定数 どしつじょうすう soil parameter 土の性質を規定する定数の総称であり，物理・強度・
圧密・変形などを規定する．

土質断面図 どしつだんめんず soil section 土質調査結果を基に，任意の面における地盤の層構造
状態を表す図．土層断面図などともいう．

土質柱状図 どしつちゅうじょう
ず

soil boring log 調査ボーリングにより得られた地質・削孔時の状況・
各種試験結果などを柱状に整理・記載した成果表．

土質調査 どしつちょうさ soil exploration 土木構造物などの設計・施工にあたって，予定地の地
盤の土質工学的性質を把握するために行う調査．

土質ブランケッ
ト層

どしつぶらんけっと
そう

blanket 浸透路長を長くして浸透流の軽減を図るため，基礎地
盤上に敷きならした不透水層．

土質分類 どしつぶんるい soil classification 工学的な性質を含めて似かよった特性を示す土のグ
ループ分け．日本統一分類法などを利用する．

土質力学 どしつりきがく soil mechanics 土の持つ物理化学的な性質に対して，強度・変形・透
水性などの物理的な諸性質・原理を適用して解明する
学問体系．

都市トンネル としとんねる urban tunnel 都市部に建設されるトンネル，または軟質な土砂部を
シールドなどの都市トンネル工法を用いて掘削するト
ンネル．

都市ＮＡＴＭ としなとむ urban NATM 都市トンネルを掘削する工法の一つで，補助工法付き
のＮＡＴＭ工法のこと．低土被り，低強度地山，地下
水などへの対策が必要．

戸島石 とじまいし Tojima ishi 兵庫県豊岡市赤石玄武洞内川地方産石材．更新統～第
三系玄武岩．石燈・石垣・礎石に利用される．灘石と
同じ．

利島火山 としまかざん Toshima volcano 伊豆七島北部に位置する直径2.5㎞，周囲約8㎞の安山
岩および玄武岩からなる円錐形の成層火山．

土砂 どしゃ earth 粘土・シルト・砂・礫のそれぞれ，またはこれらが
様々な割合で混合したものを一括して呼ぶときの総
称．

土砂崩れ どしゃくずれ soil fall 崩壊物質の中に岩塊を含まない小規模な崩落の俗称．
人間活動の場に近い小規模な表層崩壊に対して用いら
れることが多い．



土砂災害 どしゃさいがい sediment disasters 土砂，礫，岩塊の移動による災害の総称．土砂の移動
により人命や財産が破壊，または機能低下をきたし，
生活や経済に好ましくない影響を与える現象．

土砂生産 どしゃせいさん sediment production 土砂移動の最初期の現象．地すべり，崩壊，土石流な
どによるマスムーブメントや風，流水，凍結・融解が
関与する．

土砂トンネル どしゃとんねる earth tunnel 土砂地山に掘削されるトンネルで土被りが浅く地下水
面下にある場合が多い．補助工法・特殊工法が必要と
なる．

土砂濃度 どしゃのうど sediment concentration 洪水流が土砂を含む濃度，土砂濃度を想定して洪水流
の動的平衡勾配を流砂量公式から検討する．

土砂崩壊防備林 どしゃほうかいぼう
びりん

forest for earthfall
prevenion

保安林の中で土砂の崩壊の抑制，抑止機能を期待する
林．主として根系が深い樹木の土層緊縛力により土砂
の崩壊を防備する．

土砂流出 どしゃりゅうしつ sediment yield 山地の崩壊や地すべりなどで生じた大量の土砂が流出
する現象．建設工事に伴う一時的な土砂流出もある．

土砂流出防備林 どしゃりゅうしゅつ
ぼうびりん

forest for erosion
control

保安林の中で土砂の流出の抑制機能を期待する林．主
として樹冠や下草あるいは安定した落葉層により土砂
の流出を防備する．

土砂流送 どしゃりゅうそう solids transport,
sediment transport,
sediment transportation

流水の運搬作用により土砂が浮遊または掃流の形式で
運搬されること．

土砂流量 どしゃりゅうりょう sediment discharge 単位時間あたりに一定断面を流下する土砂の重量ある
いは体積．単位時間としては秒・日・週・月・年が用
いられる．

土壌 どじょう soil 地殻極表層の岩石（母材）の物理的，化学的風化物と
生物の遺骸やその分解物からなる柔らかい地層．

土壌亜群 どじょうあぐん subsoil 土壌分類の作図縮尺に基づいた分類の中分類（土壌群
－土壌亜群－土壌統群）．

土壌亜型 どじょうあけい soil subtype 土壌の分類単位の一つ．一つの土壌型を，土壌生成作
用の現れ方が質的に異なる型に細分したもの．

土壌汚染 どじょうおせん soil contamination 有害物質による土壌への汚染．排水や埋立廃棄物によ
る他，土木工事に使用する薬液などの資材も汚染源と
なる．

土壌温度 どじょうおんど soil temperature 土壌温冷の度合．土壌は主に太陽熱で暖められ，化学
反応や微生物活動は土壌温度により大きく影響され
る．

土壌改良 どじょうかいりょう soil amelioration, soil
amendment, soil
improvement

土壌の肥沃度を高め，作物育成の向上・安定を図るた
め，土壌を物理・化学的に改善すること．

土壌学 どじょうがく pedology, soil science 土壌の性質・分布・生成・分類に関する学問．肥沃性
なども扱う．



土壌ガス どじょうがす soil gas 一般に土壌に含まれるガス．炭酸ガス・水素・メタ
ン・ヘリウムなど大気と異なる存在量を示すことが多
い．

土壌ガス探査 どじょうがすたんさ soil gas exploration,
soil gas survey

水銀・ラドン・炭酸水素ガスなど土壌ガス成分を分析
し，地熱資源や活断層の分布状況などを調査する方
法．

土壌ガスモニタ
リング

どじょうがすもにた
りんぐ

soil gas monitoring 揮発性有機塩素化合物による地下水汚染などを調べる
ため，土壌空気中の揮発性成分を継続測定，分析する
こと．

土壌カラム どじょうからむ soil column 土壌を切り出し，または容器に封入し，円柱状にした
もの．土壌柱状標本や浸透に関する実験に用いる．

土壌換気 どじょうかんき soil aeration 土壌空気が大気と交換することをいい，主に拡散によ
る．拡散は空気間隙量の２乗に比例する．

土壌緩衝能 どじょうかんしょう
のう

buffer action 土壌が外部からの影響による変化を小さくし，土壌の
性質を一定に保持しようとする能力．

土壌気候 どじょうきこう soil climate 土壌内の水分や温度などの気候条件．土壌生成の重要
因子で，土壌の物理・化学・生物性に影響を与える．

土壌吸着 どじょうきゅうちゃ
く

soil adsorption 土壌粒子表面で，気・液相中の物質が物理・化学的作
用で種々な物質濃度を保ち平衡となることをいう．

土壌吸着能 どじょうきゅうちゃ
くのう

adsorbing capacity 土壌粒子と気・液体の界面で，物質濃度を変化させる
力．物質濃度が高い時は正吸着，低い時は負吸着．

土壌空気 どじょうくうき soil air 土壌孔隙中の気体のこと．土壌の種類や部位で成分は
異なり土壌中の生物，物質変化に影響する．

土壌クリープ どじょうくりーぷ soil creep ある一定の応力下で土の変形が継続的に進行する現
象．斜面崩壊の一つで，土壌が斜面をゆっくりとした
速度で下る現象．木の根曲がりや柵の傾きから判定．

土壌工学 どじょうこうがく soil mechanics and
engineering

土壌を土木工事で必要な機械力の関係で研究する土壌
学の応用部門．

土壌孔隙 どじょうこうげき soil pore, void of soil 土壌構成粒子間にみられる間隙．気体や液体で満たさ
れ，植物根・生物の通路でもある．

土壌構造 どじょうこうぞう soil structure 土壌構成粒子の組成割合および粒子相互の立体的配列
形態のことで，土壌の生成環境を反映している．

土壌硬度 どじょうこうど soil hardness 外力が加えられたときの土壌の抵抗程度．山中式土壌
硬度計やコーンペネトロメータを用いて測定する．

土壌硬度計 どじょうこうどけい soil hardness cell 土壌硬度を測定する計器の総称．測定には貫入計が用
いられ，土壌の示す貫入抵抗・押し込み抵抗が測定対
象．



土壌鉱物 どじょうこうぶつ soil mineral 土壌を構成する無機質の固体物質の総称．一次（造岩
鉱物），二次（主に粘土鉱物），外来の鉱物がある．

土状黒鉛 どじょうこくえん amorphous graphite 花崗岩などの接触変成作用によってグラファイト化し
た，主に古生代の無煙炭のことで土状を呈する．

土壌コロイド どじょうころいど soil colloid 粒径１～２μm程度以下のコロイド的性質を示す土壌
で，主に粘土鉱物や腐植粘土の複合体からなる．コロ
イド分の含有量により細粒土の工学的性質が変わる．

土壌コンプレッ
クス

どじょうこんぷれっ
くす

soil complex 数種の土壌が複雑に入り組んで分布している場合，一
群として土壌図に表す作図単位．

土壌細菌 どじょうさいきん soil bacteria 土壌中で生活する単細胞の微生物．

土壌酸性度 どじょうさんせいど soil acidity 土壌の酸性化の程度．水や塩類溶液を加えた時に遊離
する水素イオン濃度をpHで表す．

土壌指数 どじょうしすう soil index, SI リモートセンシング画像解析による土壌分布図の作成
などで用いられる，赤色と近赤外波長の反射率の比演
算値．

土壌種 どじょうしゅ soil species 土壌の分類単位の一つ．土壌型を基本に土壌生成に基
づく特徴とその相互間の関係で区分．

土壌浄化工法 どじょうじょうかこ
うほう

purification of soil 汚染された土壌を浄化する方法．掘削しての処理や原
位置での処理がある．揮発性有機化合物では水の揚水
や土壌ガス吸引が，重金属では洗浄や熱処理などがあ
る．

土壌浄化法 どじょうじょうかほ
う

soil treatment 土壌の水質浄化機能を利用した水質浄化手法．微生物
による生物的な浄化，土壌鉱物による吸着などがあ
る．排水を散布あるいは水路から浸透させることによ
り，土壌の持つ水質浄化能力を利用して処理するこ
と．土壌処理と同義．

土壌処理 どじょうしょり soil treatment 土壌浄化法と同義．

土壌浸食 どじょうしんしょく soil erosion 広義には土壌表面が風水に浸食されること.狭義には人
為的な植被破壊によって引き起こされる土壌浸食をい
う．

土壌図 どじょうず soil map 土壌を分類し分布範囲を地形図に示したもの.

土壌水 どじょうすい soil water, soil
moisture

地下水面以上の土壌・地層中の間隙や割れ目に分布す
る水で，水循環に関係している．土の固体部分の吸着
力と気液界面による毛管力によって保持されている
水．土壌水分ともいう．

土壌水分 どじょうすいぶん soil moisture 土壌粒子間の孔隙に含まれる水を土壌水(soil water)
と呼び，量を問題とするときに土壌水分という．吸着
水，毛管水，重力水にわけられる．

土壌水分移動量 どじょうすいぶんい
どうりょう

soil moisture movement 重力水，毛管水および水蒸気の形で土壌中を移動する
水分の総和．



土壌水分吸引圧 どじょうすいぶん
きゅういんあつ

soil moisture suction
pressure

水が土壌に引きつけられる強さを水柱高さ(cm)の対数
で表した数値．土壌水分のエネルギー状態を示す．pF
値．

土壌水分吸引水
頭

どじょうすいぶん
きゅういんすいとう

soil moisture suction
head

土壌水分のポテンシャルを計算するため，ポテンシャ
ルが既知の水に平衡となる負圧を与えたときの水頭．

土壌水分計 どじょうすいぶんけ
い

soil moisture meter 土壌内の水分量を原位置で測定するための計器.中性子
水分計やＴＤＲ水分計が広く用いられている．

土壌水分定数 どじょうすいぶん
じょうすう

soil moisture constant ある特定状況のもとで安定状態にある土壌水分量．

土壌成熟度 どじょうせいじゅく
ど

soil maturity 土壌断面がその生成過程において発達していく程度を
示す指標であり，土壌の相対的年代を表わす．

土壌生成因子 どじょうせいせいい
んし

soil forming factor 母岩・生物・気候・地形・時間・人為など土壌生成に
関わる環境的な要因．

土壌生成作用 どじょうせいせいさ
よう

soil genesis, soil
forming processes

土壌生成因子が組合わされ，土壌が生成されること．
土壌生成作用は常に風化作用を伴って進行する．

土壌成帯性 どじょうせいたいせ
い

soil zonality 土壌の分布帯が土壌生成因子の分布帯と並行するとい
う概念．緯度的成帯性と垂直成帯性に区分される．

土壌相 どじょうそう soil phase 土壌分類の最低の補助単位で，傾斜・浸食・排水状態
などの違いによる局地的な区分．

土壌層位 どじょうそうい soil horizon 土壌生成作用により分化した層．地表面にほぼ平行で
上下で性質が異なる．上から主にＯ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｒ
層．

土壌組織 どじょうそしき soil constitution 土壌の固相・液相・気相間の立体的な配置．またはそ
れらによる土壌の物理的性質．

土壌断面 どじょうだんめん soil profile 表土（地表に生成された無機・有機物）を鉛直面で
切った断面．土壌の生成過程を知ることができる．

土壌調査 どじょうちょうさ soil survey 調査地内の土壌の種類と分布を土壌の成因・形態・性
状に基づいて調査すること．

土壌地理学 どじょうちりがく soil geography 土壌学と自然地理学の境界に位置する学問で，地理的
な見方を土壌生成因子に反映させ土壌分布の法則性を
調べる．

土壌統 どじょうとう soil series 土壌分類の基本単位．母材が特定され，表層土以外は
土壌層位が類似した特徴を持つ土壌群．

土壌動物 どじょうどうぶつ soil fauna 土壌中で生活する動物で，土壌環境に適応，進化して
いる．落葉落枝の粉砕，分解，耕運などを行う．



土壌粘稠度 どじょうねんちょう
ど

consistency of soil 土壌に加えられた力に対する抵抗や塑性などの力学的
挙動特性で，粘土の質・量・含水量などで変化する．
コンシステンシー，結持性ともいう．

土壌粘土鉱物 どじょうねんどこう
ぶつ

soil clay mineral 母岩・母材中の一次鉱物が風化・再生した二次鉱物
で，微細な層状珪酸塩鉱物の粒子よりなる．

土壌微形態学 どじょうびけいたい
がく

soil micromorphology 土壌を薄片検鏡するなど微視的手法により観察し，土
壌の微細な形態や組織を研究する土壌学の一分野．

土壌微生物 どじょうびせいぶつ soil microorganisms 土壌中に生息する細菌・放線菌・糸状菌・藻類・原生
動物など．代謝活性・適応性に優れ，多種多様．

土壌複合相 どじょうふくごうそ
う

soil complex 土壌コンプレックスと同義．

土壌分析 どじょうぶんせき soil analysis 土壌の定性的・定量的な性質を求めることをさす．土
壌中に含まれる微量成分を分析して鉱床・環境調査に
用いることもある．

土壌分類 どじょうぶんるい soil classification 土壌型を基本単位とする生成学的分類であるが，各国
により統一的ではない．

土壌匍行 どじょうほこう soil creep, creeping of
soil

斜面の土壌が重力で下方にゆっくりと動くこと．土壌
クリープ．凍結融解，温度・水分変化などが原因．

土壌母材 どじょうぼざい parent material 岩石が風化し土砂化した物質．母材は土壌生成因子の
一つ．

土壌保全 どじょうほぜん soil conservation 浸食や汚染，肥沃度の低下から土壌を守ることで，適
切な土壌調査に基づく保護，管理が必要．

土壌有機物 どじょうゆうきぶつ soil organic matter 土壌中に存在する有機物の総称．動植物の遺体や腐
植，分解～再合成物質の総称．

土壌流 どじょうりゅう soil flow, soil fluction 斜面崩壊の一種で，水で飽和した土砂がゆるやかな速
度で斜面を流れ下る現象．

土壌粒径区分 どじょうりゅうけい
くぶん

size grade of soil, soil
separates

土壌粒子をその直径から，粘土，微砂（シルト），細
砂，粗砂，礫に分けること．日本では「国際土壌学会
法」と「日本農学会法」の区分がよく使われており，
両者の区分は異なる．

土壌粒径組成 どじょうりゅうけい
そせい

grain size distribution
of soil

直径2mm以下の粗砂，細砂，微砂，粘土の重量割合によ
り表す土壌の組成．土壌の基本的性質はこれにより決
まり，通常三角図などで表現される．

土壌粒子 どじょうりゅうし soil particle 土粒子と同義．

土壌流亡量 どじょうりゅうぼう
りょう

soil loss 土壌浸食によって流れ失われる土壌の量．土地利用形
態などによりその量は異なる．



土色 どしょく soil colour 土壌の示す色のこと．土の性質と深い関係があり，風
化の履歴や生成過程の手がかりとなる．

土捨場 どすてば muck bank,
spoil area

切土・トンネル工事などの地山掘削ならびに，河川・
港湾などの浚渫によって生じた不要な土砂を捨てる場
所．

土性 どせい soil texture 土の性質をさす総称．物理的性質・力学的性質・化学
的性質などがある．

土積曲線 どせききょくせん mass curve 断面の各地点の土量を算出し，横軸に測点位置を縦軸
に累加土量をプロットした図．土工量の切盛調整に利
用．土積図ともいう．

土積計算 どせきけいさん mass calculation 土工量の計算．

土積図 どせきず mass curve 土積曲線と同義．

土石流 どせきりゅう debris flow 多量の水を含んだ土砂・石・礫が集合運搬の形態で移
動する現象．山津波，土砂流，泥流などとの区別は不
明確である．

土石流危険渓流 どせきりゅうきけん
けいりゅう

dangerous stream of
debris flow

土石流発生の恐れのある渓流．国土交通省（旧建設
省）では1/2.5万地形図より，渓床勾配，渓床堆積物の
有無・質・地形，流域面積をもとに選定している．

土石流警戒避難
基準雨量

どせきりゅうけいか
いひなんきじゅんう
りょう

土石流発生に対する警戒あるいは避難のために設定し
た雨量．設定法には種々あるが，降雨強度と実効雨量
を組み合わせるが方法が多い．

土石流堆 どせきりゅうたい debris flow lobe 土石流による堆積物のうち，特に末端の舌状，鱗状の
もの．集合運搬のため無層理の集合堆積地形となる．

土石流対策 どせきりゅうたいさ
く

prevention measures for
debris flow

土石流の発生・流下をダムなどの人工構造により防止
するハード対策と，発生しても被害が最小となるよう
とするソフト対策があり，合わせて総合土石流対策と
呼ぶ．

土石流対策ダム どせきりゅうたいさ
くだむ

check dam for debris
flow

砂防ダムの空き容量や堆砂による実河床幅の拡大，勾
配緩和などにより，土石流による災害防止を図るも
の．

土石流段丘 どせきりゅうだん
きゅう

debris flow terrace 河谷を埋積した土石流堆積物が，流水によって下刻さ
れて形成された段丘．無層理の状態で巨角礫を多く含
む．

土石流段波 どせきりゅうだんぱ debris flow surge 土石流は先頭部に巨石を含み盛り上がった形状で流下
し，これに続く後続流はより小さな流量となる．すな
わち段波（非定常）状の波面をともない流下する．

土石流流下域 どせきりゅうりゅう
かいき

debris flow area 土石流には発生域，流下域，堆積域が存在する．これ
らの区分は必ずしも明確ではないが，発生域と堆積域
の間を土石流流下域と呼ぶ．

土層 どそう soil layer, soil stratum 土壌層位と同義語,及び土砂で構成される未固結堆積物
の層．



土層位 どそうい soil horizon 土壌層位と同義語．

土層改良 どそうかいりょう subsoil improvement 作物の生育を妨げている土壌層位を改良すること．混
層耕・除礫・天地返しなどの方法がある．

戸台層 とだいそう Todai Formation 長野県赤石山脈西部に分布する下部白亜系．砂岩・礫
岩・泥岩．トリゴニア・アンモナイト・植物化石を含
む．

土丹 どたん 中新統上部～更新統までのシルト岩・泥岩および低固
結シルト・粘土をさす．一般に淡～暗青灰色を呈す軟
岩．乾湿の繰り返しによって，粘土化が進行するス
レーキングが発生しやすい．土木・建築方面での俗
称．

栃ケ原地すべり とちがはらじすべり the Tochigahara
landslide

1860年に新潟県刈羽郡高柳町栃ケ原で発生した地すべ
り．面積71ha．

栃木層群 とちぎそうぐん Tochigi Group 関東平野北西の足尾山地を構成している三じょう系
（三畳系）．下位から大平山層，広戸層，中妻層，会
沢層からなる．

土地条件図 とちじょうけんず land condition map 土地の地形分類や地盤高，公共機関などを示した地
図．

土地被覆分類 とちひふくぶんるい land cover
classification

植生などによる土地の被覆状態を分類することで，か
ん木，草地，農耕地，裸地などの分類基準がある．ラ
ンドサット画像解析が有効に利用される．

土地分類図 とちぶんるいず land classification map 土地の主として自然的条件を特定の指標に基づいて分
類した地図．地形分類図，土壌図，表層地質図など．

土柱 どちゅう earth pillar 一般に頂部に大礫がのった土砂の柱．緩くこう結（膠
結）した砂礫層が主に雨食を被った際に生じる．

土中水 どちゅうすい soil water, soil
moisture

土壌水と同義．

土中水圧 どちゅうすいあつ pore water pressure 土の間隙に存在する水が持つ圧力．間隙水圧と同義．

土中土圧 どちゅうどあつ earth pressure in the
ground

地盤の内部に作用する応力をいう．代表的な土中土圧
には有効土かぶり圧・静止土圧がある．

土中土圧計 どちゅうどあつけい free field pressure cell 土中の土圧を測定する計器.

土柱法 どちゅうほう soil columm method 土中水のエネルギーと含水量の関係を求めるｐＦ試験
方法の一つ．低いpF（0～2）を対象とする．

土地利用基本計
画

とちりようきほんけ
いかく

master plan for land use
planning

国土利用計画法によって定められた土地利用計画．



土地利用状況調
査

とちりようじょう
きょうちょうさ

land use survey 土地の利用状況（宅地・耕作地・商業地・工業地な
ど）を調査すること．土地利用状況図にとりまとめら
れる．

土地利用図 とちりようず land use map 土地の利用状況を分類し表示した地図．

ドッガー堆 どっがーたい Dogger bank 北海中央部にあり後氷期に水没した水深20～30mの平坦
な台地．マンモスなどの化石を産する．

ドッガー統 どっがーとう Dogger series ヨーロッパ西部の模式的ジュラ系を三つに分けた中部
統．ウミユリ･さんご（珊瑚）などを含む石灰岩が卓越
する．

突起 とっき mound 現地形の一部がそのまま移動した巨大岩塊あるいは地
すべり移動体の回転，圧縮運動などにより形成された
小丘のこと．尾根状となることもある．

凸斜面 とつしゃめん convex slope 河川の浸食作用で，上部は平坦で谷の両側の斜面が丸
みを帯びて凸状になった地形．これに対して凹型（等
高線が谷状）斜面がある．尾根型斜面ともいう．

突出 とっしゅつ tight トンネル掘削時の最小掘削線の中に突出している岩
石．

凸状尾根（形）
地形

とつじょうおね（が
た）ちけい

heaved, convexed ridge,
sliding ridge

尾根が凸状に張り出し，頭部に陥没地や末端部に崩壊
跡を伴う，比較的に規模の小さい岩盤・風化岩地すべ
り地形の一種．

凸状台地（状）
地形

とつじょうだいち
（じょう）ちけい

heaved, convexed
plateau, sliding plateau

頂部が緩斜面の台地状で遷急線の下や末端部に崩壊跡
を伴う，比較的小さい岩盤・風化岩地すべり地形の一
種．

突然変異 とつぜんへんい mutation 生物の遺伝的な変異で，遺伝子または染色体の変化に
よって親の形質にない新しい形質が突然現れる現象．

トッタベツ氷期 とったべつひょうき Tottabetsu stadial 日高山脈の新期の氷河地形形成期に対して提唱された
氷期．ウルム氷期後半に対比され，トッタベツ亜氷期
とも呼ばれる．

突堤 とってい groin 防砂突堤と同義．

ドットチャート どっとちゃーと dot chart 地下の密度分布による重力異常の近似値を簡単に求め
るための図．二次元の地質構造図とともに用いる．

鳥取県西部地震 とっとりけんせいぶ
じしん

the 2000 Tottori
earthquake

2000年10月6日13時30分に起きた鳥取県西部を中心とす
るM7.3の地震．最大震度6強．正式名称は「平成12年
（2000年）鳥取県西部地震」．

鳥取古砂丘 とっとりこさきゅう Tottori ancient dune 現在の鳥取砂丘の下に埋もれている更新世後期の海進
時の海岸に発達していた砂丘．

鳥取地震 とっとりじしん the 1943 Tottori
earthquake

1943年9月10日に鳥取市付近で発生したM7.2の地震．死
傷者4,342人，全壊7,485戸とされる被害地震．



鳥取層群 とっとりそうぐん Tottori Group 鳥取県東部と中部に分布する下～中部中新統．東部は
礫岩・火砕岩・泥岩．中部は火山噴出物を主として湖
成層を伴う．

突発的液状化 とっぱつてきえき
じょうか

spontaneous liquefaction 極めて緩い飽和砂質土が，ごく軽微な刺激によって液
状化すること．

突発湧水 とっぱつゆうすい unexpected heavy inflows 破砕帯などによって遮水や滞留された大量の地下水
が，切羽掘削時に何の予兆も無く突然湧出すること．

ドップラー効果 どっぷらーこうか Doppler effect 波源と観測者の関係が静止している時と運動している
時で波動の周波数が異なる現象．

ドップラー風速
計

どっぷらーふうそく
けい

doppler anemometer 超音波風向風速計ともいう．音波の空気中伝播速度が
風速に左右されることを利用して風向風速を求める器
械．

ドップラーレー
ダー

どっぷらーれーだー doppler radar レーダーのなかで，ドップラー効果を利用して移動す
る目標の識別とその速度を測定する装置．

トップリング とっぷりんぐ toppling 急斜面で岩盤の山側に急傾斜した分離面に沿って剥が
れて斜面下方に転倒・崩壊する現象．

トップリング破
壊

とっぷりんぐはかい toppling failure 岩盤斜面において山側に急傾斜した分離面によって柱
状あるいは板状となった岩塊が，重力の作用で頭部が
倒れるように回転し基部で破壊する現象．転倒破壊と
もいう．

土留め どどめ earth retaining 地下構造物の築造時に，掘削した地盤の崩壊を防ぐた
めに施工される支持構造物．矢板・連壁などが用いら
れる．

土留アンカー どどめあんかー earth retaining anchor 土留め壁を支持するために地山内に打設するアン
カー．切梁の架設が困難な場合などに適用．

土留板 どどめいた lagging 親杭横矢板による土留め支保工の杭と杭との間にはめ
込む板．

土留杭 どどめぐい earth retaining pile 親杭横矢板土留工法に用いられる親杭．

土留工 どどめこう earth retaining works 地盤を掘削する際，土留壁や切りばりなどにより周囲
の地盤の崩壊を防ぐ本設あるいは仮設の構造物．

土留支保工 どどめしほこう earth retaining support 地下構造物の築造にあたり地盤を掘削するとき，掘削
面を矢板で押え，腹起し・切梁・アンカーなどで支え
る仮設構造物．

土留壁 どどめへき earth retaining wall 地中構造物工事中の土圧・水圧による掘削面の崩壊を
防止するための壁のことで，矢板が用いられる場合が
多い．仮設構造物として扱われる．

土留用ブロック どどめようぶろっく concrete blocks for
retaining

のり面補強のための石積擁壁などの石に代わるコンク
リートブロック．



土取り場 どとりば borrowpit 土工に必要な用土の採取場所．ダムではフィルダムの
土質材料の採取場をさす．

轟石 とどろきいし todorokite Mn2+Mn3
4+O7･H2O，単斜晶系，硬度1.5～2.5，比重3.74．

黒～褐色で，当初北海道轟鉱山で発見．深海底のマン
ガンノジュールの主成分．

ドナウ氷期 どなうひょうき Donau glacial stage ビーバー氷期とギュンツ氷期の間の氷期で，古い方か
ら２番目．これより世界的な第四紀氷河時代が始まっ
た．

ドニエプル氷期 どにえぷるひょうき Dniepr glacial stage ロシアの氷期で最後から２番目，北欧のザーレ氷期に
対比される．大規模な氷堆石堤などが特徴．

利根川構造線 とねがわこうぞうせ
ん

Tonegawa tectonic line 現在の利根川の流路にほぼ沿って存在が推定され，
中・古生代の東北日本と西南日本を分ける構造線．関
東構造線ともいう．

ドネツ時相 どねつじそう Donez-phase ジュラ紀前期ライアス世中の褶曲（造山）時相．

土庄みかげ とのしょうみかげ Tonosho mikage 香川県小豆島産石材．中生界黒雲母～黒雲母角閃石花
崗岩．中～粗粒で淡灰色．建築・敷石・板石などに利
用．

殿田断層 とのだだんそう Tonoda fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，西北西－東南東方
向．兵庫県亀岡盆地北西に位置し延長約15㎞．

土羽 どば embankment slope 盛土のり面の表面に薄く張りつける土のことで，のり
面の浸食防止や緑化を目的として施工される．

トパーズ とぱーず topaz Al2SiO4(F,OH)2．一般には無色透明．宝石になるものは

コハク色．接触鉱床・ペグマタイト中に多く産する．
短柱状のことが多い．黄玉と同義．

土羽打ち どはうち slope tamping 盛土の補強のため，人力により，土羽板などを用いて
のり面表面を締固めること．

土羽付け どはづけ slope tamping 土羽打ちと同義

土羽土 どばつち top soil 盛土のり面の浸食防止，緑化を目的とした粘性土など
による被覆土．

ドバルすり減り
試験

どばるすりへりしけ
ん

Deval abrasion test ロスアンジェルスすり減り試験に使う鋼球による，研
磨負荷を使わずに緩速で行う骨材の磨耗試験．

飛石層群 とびいしそうぐん Tobiishi Group 熊本県八代郡氷川上流地域に分布する後期石炭系～前
期ペルム系．緑色岩類を主体とし，中・上部にレンズ
状に石灰岩が発達する．

鳶ガ森統 とびがもりとう Tobigamori series 北上山地南西部の長坂地域に分布する上部デボン系．
主に黒色の頁岩からなり，凝灰岩・礫岩をはさむ．



ドフィーネ式双
晶

どふぃーねしきそう
しょう

Dauphine twin 水晶の双晶の一型式．ドフィーネ双晶とも．２個の右
あるいは左水晶どうしがＣ軸を双晶軸とした貫入双
晶．

ドブソン単位 どぶそんたんい Dobson unit オゾン層の厚さを表す単位．０℃，１気圧に換算した
オゾン層の厚さをmmで表し100をかけた値．全地球的な
オゾン層の厚さの平均値は300，オゾンホールは220以
下．

砥部衝上断層 とべしょうじょうだ
んそう

Tobe thrust fault 愛媛県の砥部川河床に露出する中央構造線で，中～上
部始新統の久万層群に上部白亜系の和泉層群が衝上し
ている．

土平 どべら side wall part トンネル掘削断面下部半断面の左右側壁部分．

土木工学 どぼくこうがく civil engineering 土木構造物の計画・設計・施工にかかわる学問．近年
は土木構造物のみではなく自然環境，社会環境も含め
優れた環境を創造することが期待されている．

土木試験基準
（案）

どぼくしけんきじゅ
ん（あん）

1970年に国土交通省（建設省）から発刊された土木試
験基準．セメント・鋼材・岩石など各種建設材料につ
いての試験基準が含まれる．ＫＤＫともいう．

土木地質学 どぼくちしつがく engineering geology 土木関連の仕事を計画し，進めていく過程で地盤に関
する諸問題を地質学の立場から総合的に解釈，検討す
る学問．

土木地質図 どぼくちしつず 規模の大小を問わず土木構造物の設計・建設に際し，
あるいは地盤災害などに対する防災施設の計画や建設
に際し行われる地質調査の結果から，その対象とする
構造物に要求される地質・地盤情報や検討項目を記載
した地質図．

苫前炭田 とままえたんでん Tomamae coal field 北海道天塩山脈西側の炭田．夾炭層は中新統羽幌層で
非粘結性亜れき（瀝）青炭を産した．1897年頃開発，
1970年閉山．

泊川層群 とまりがわそうぐん Tomarigawa Group 北海道渡島帯に分布する後期三じょう系（三畳系）～
前期白亜系．チャート・石灰岩のオリストリスと砂
岩，泥岩などの砕屑岩からなる．

富岡層群 とみおかそうぐん Tomioka Group 関東山地北東縁部と榛名火山との間に分布する下～上
部中新統．泥岩・砂岩泥岩互層・砂岩・礫岩からなり
珪長質凝灰岩を挟む．構成各層が東西方向に延び，北
部ほど上位の地層となる．

富草層群 とみくさそうぐん Tomikusa Group 長野県天竜川流域の新第三系．主に凝灰岩・凝灰質砂
岩・凝灰質泥岩・礫岩からなる．植物・有孔虫などの
化石を含む．

富田石 とみたいし Tomita ishi 和歌山県西牟婁郡白浜町産石材．新第三系砂岩．粗
粒・硬質で均質．砥石・土台石などに利用．紀州砥と
同じ．

トムソン沸石 とむそんふっせき thomsonite NaCa2(Al5Si5O20)･6H2O，斜方晶系，硬度５，比重2.10～

2.39．沸石の一種．無色・白色・黄色でガラス光沢の
ある透明・半透明の鉱物．主に苦鉄質火成岩の空洞中
に産する．

ドメイン構造 どめいんこうぞう domain structure 単結晶内部に境界面で境された分域（ドメイン）を持
つ構造．多くは相転移の時に出現し，準安定相として
存在する．

鞆浦石 ともうらいし Tomoura ishi 徳島県海部郡海部町鞆浦産石材．中生界四万十層群中
の砂岩．濃緑色・緻密・堅硬．墓石・間知石・割栗に
利用．



トモグラフィ ともぐらふぃ tomography ある領域を取り囲むように発・受信点を配置し，イン
バージョン法により内部構造を断面的にとらえる物理
探査法．

とも下がり ともさがり acompanied settlement 土被りの浅いトンネルにおいて，トンネル上部のアー
チ作用が発揮されずトンネル天端と地表が同様に沈下
する現象．

鞆淵互層群 ともぶちごそうぐん Tomobuchi Group 和歌山県紀ノ川下流域飯盛山鉱山周辺の三波川結晶片
岩の下位を構成する泥質片岩・砂質片岩．

鞆みかげ ともみかげ Tomo-mikage 広島県福山市産石材．領家帯中の中生界黒雲母花崗
岩．淡紅色・中粒．石垣・建築・土木用に利用．

砥谷層群 とやそうぐん Toya Group 志摩半島に分布する年代不詳中・古生界．チャート・
緑色岩などのオリストリスと泥岩・砂岩・緑色岩起源
の千枚岩～準片岩からなる．模式地は砥谷海岸北方．

富山霰大理石 とやまあられだいり
せき

Toyama-arare marble 富山県下新川郡宇奈月町音沢産石材．飛弾片麻岩中の
大理石．特殊大理石で石質は粗．白・鼠・白縞・鼠縞
など．

富山舟状海盆 とやましゅうじょう
かいぼん

Toyama trough 富山湾から大和海盆に続く構造凹地．日本海東縁変動
帯に属し，周辺に多数の活断層が発達する．

富山深海長谷 とやましんかいちょ
うこく

Toyama deep-sea channel 富山湾に発し，日本海中央部に達する海底谷．変動帯
の深海海底谷の好例とされる．

砥山層群 とやまそうぐん Toyama Group 北海道札幌市南西部の砥山周辺に分布する上部中新
統．礫岩・泥岩・砂岩泥岩互層からなる．

豊岩油田 とよいわゆでん Toyoiwa oil field 秋田市南部豊岩付近にある秋田産油・産ガス地帯の油
田の一つ．貯留層は背斜部の船川層の凝灰岩．

豊浦標準砂 とようらひょうじゅ
んさ

Toyoura standard sand 山口県豊浦産の海砂．粒径分布が均一で，各種の特性
が判明しており，比較試験・砂置換法などに使用．

豊岡亜層群 とよおかあそうぐん Toyooka Subgroup 房総半島中央部の三浦層群の上部を構成する上部中新
統～下部鮮新統．泥岩，砂岩，凝灰岩を主体とする．
下部が清澄層，上部が安野層に区分される．

豊岡層群 とよおかそうぐん Toyooka Group 房総半島中央部の下部鮮新統．最下部は貝殻質礫岩，
下部～中部は泥岩，上部は火山砕屑岩を主体とする．

豊ガ岳造陸運動 とよがたけぞうりく
うんどう

Toyogatake epirogenesis 日本各地に分布するジュラ系堆積物の基底の不整合で
形成される三じょう紀（三畳紀）末の地殻変動．

豊川油田 とよかわゆでん Toyokawa oil field 秋田県昭和町豊川に位置し黒川産油地帯に属する東北
５大油田の一つ．1913年発見．貯留層は深度30～340ｍ
の女川～船川層の凝灰質砂岩．

豊富ガス田 とよとみがすでん Toyotomi gas field 北海道北部豊富町豊富温泉にある天北産ガス地帯のガ
ス田の一つ．中新統増幌層の砂岩に貯留．ガスと共に
温泉が湧出．



豊西層群 とよにしそうぐん Toyonishi Group 山口県西部に分布する上部ジュラ系～下部白亜系．礫
岩・石英長石質砂岩を主とし，泥岩・石灰岩を伴う．

豊似岳ドーム とよにだけどーむ Toyonidake dome 日高変成帯南端の豊似岳を中心とするミグマタイト
ドームで，ホルンフェルス・片状ホルンフェルス帯を
伴う．

豊羽鉱山 とよはこうざん Toyoha mine 北海道定山渓にある鉛亜鉛鉱山．母岩は中新統火山岩
類，礫岩，泥岩．1973年までの産粗鉱量1,750万
t(Zn7%,Pb2.3%,Ag130g/t)．稼行中 ．岩盤温度が最高
130℃に達する．

豊浜地すべり とよはまじすべり the Toyohama landslide 1962年10月に北海道爾志郡乙部町豊浜で発生した地す
べりで，すべり土塊が国道を約350mにわたって遮断し
た．

豊東層群 とよひがしそうぐん Toyohigashi Group 山口県西部，長門構造帯の南部，小月・豊ガ岳付近に
分布する古生界．泥質岩，砂岩を主とし石灰岩，珪質
岩などを伴う．

豊房層群 とよふさそうぐん Toyofusa Group 房総半島南端部に分布する鮮新統～下部更新統．下部
は凝灰質砂岩，上部は塊状泥岩を主体とする．

登米亜系 とよまあけい Toyoma subsystem 南部北上帯の上部ペルム系．下部ペルム系は雪沢亜系
（吐倉統・坂本統）．

豊牧地すべり とよまきじすべり the Toyomaki landslide 1879年に山形県最上郡大蔵村南山で発生した第三紀層
地すべりで，倒壊家屋20戸とされる被害を生じた．

登米層 とよまそう Toyoma Formation 宮城県東部の南部北上帯に分布する古生界上部ペルム
系登米統．宮城県登米郡登米町付近を模式地とする．
粘板岩を主体とし，うすい砂岩を伴う．

登米統 とよまとう Toyoma series 南部北上帯の上部ペルム系で，主に粘板岩からなる
が，下部に花崗岩礫に富む薄衣礫岩を挟む．

登米粘板岩 とよまねんばんがん Toyoma slate 南部北上帯ペルム系登米統の黒色粘板岩．異質層の挟
みはほとんどなく天然スレートとして採掘される．

豊浦層群 とよらそうぐん Toyora Group 山口県西部の下部～中部ジュラ系．礫岩・砂岩・泥岩
からなる．二枚貝化石を多産する．

虎石 とらいし tora ishi 観賞用の石材で，滋賀県瀬田川産のものが有名．白色
砂岩と黒色粘板岩の互層で虎の縞目に似た岩石．

ドライセッティ
ング法

どらいせってぃんぐ
ほう

dry setting method 三軸圧縮試験における供試体の飽和方法．一旦負圧を
かけ供試体内部の空気を吸い出した後飽和させる．

ドライブサンプ
ルボーリング

どらいぶさんぷる
ぼーりんぐ

drive sample boring 地盤の構成や構造物基礎としての諸性質を知るため適
当な間隔で実施する試料採取ボーリング．

ドライブパイプ どらいぶぱいぷ drive pipe 試錐作業で孔壁保護のため設置される鋼管パイプのう
ち，打撃による設置が可能な肉厚のパイプ．



ドラグサクショ
ン浚渫船

どらぐさくしょん
しゅんせつせん

drag suction dredger 航行しながら船側のサクションパイプで海底の土砂を
吸い上げ浚渫作業を行うタイプの自航浚渫船．

ドラグスクレー
パ

どらぐすくれーぱ drag-scraper 土砂を掘削運搬するため，掘削バケットを鋼索により
引きずる機械．

トラクターショ
ベル

とらくたーしょべる tractor shovel 掘削能力を備えた掘削ずり積込み機械の代表的なもの
で，走行装置によって履帯式と車輪式がある．

トラクタスク
レーパ

とらくたすくれーぱ tractor drawn scraper トラクタで牽引されるスクレーパで掘削・積込み・運
搬・敷きならしの一連の土木作業が行える建設機械．

ドラグビット どらぐびっと drag bit 超硬合金製の刃先をもつ削岩ビットの一種で切削型
ビットともいう．

ドラグライン どらぐらいん dragline ブームで吊ったバケットを振子のように前方に投げ，
引寄せながら掘削を行う土木工事用掘削機．

ドラグラインバ
ケット

どらぐらいんばけっ
と

dragline bucket ドラグラインに用いるバケット．

トラス とらす truss 直線部材の両端が回転拘束のない節点で結合され，三
角形を基本単位とした骨組み．

ドラッカー・プ
ラガー式

どらっかーぷらがー
しき

Drucker and Prager's
equation

材料の降伏条件を示した式．ミーゼスやモール説を拡
張したもので体積変化成分や中間主応力の影響を考
慮．

ドラッカー・プ
ラガーの基準

どらっかーぷらがー
のきじゅん

Drucker and Prager's
criterion

破壊基準のうち，ひずみエネルギーに基づく仮説の一
つであり，中間主応力の影響を考慮した破壊基準．

ドラッカー・プ
ラガーの降伏条
件

どらっかーぷらがー
のこうふくじょうけ
ん

Drucker and Prager's
yield condition

ドラッカーとプラガーが提案した降伏条件．ミーゼス
やモール説の拡張としてこれらの難点を除去したも
の．

トラッククレー
ン

とらっくくれーん truck crane 大型トラックの車台に独立した動力を有する全旋回式
のジブクレーンを搭載したもの．

ドラッグ褶曲 どらっぐしゅうきょ
く

drag fold 引きずり褶曲と同義語．寄生褶曲ともいう．

トラック練りコ
ンクリート

とらっくねりこんく
りーと

transit-mixed concrete,
truck-mixed concrete

トラックミキサをアジテータとして使用して練り上げ
たコンクリート．

トラックミキサ とらっくみきさ truck-mixer 練り混ぜられたコンクリートをかくはん（撹拌）しな
がら走行する生コンクリート運搬用トラック．

トラックレスマ
イニング法

とらっくれすまいに
んぐほう

trackless mining method 坑内採鉱の運搬系統に，レールを敷設せずに鉱石を運
搬するシステムを用いる方法．



トラップ とらっぷ trap ①一定の地質時代に活動した岩床状の粗粒玄武岩など
の総称．
②石油・天然ガスを集積・貯留する地質条件．

トラバース とらばーす traverse トラバース測量に用いる折線状の測線の集合．閉合ト
ラバースと開放トラバースがある．

トラバース測量 とらばーすそくりょ
う

traversing, traverse
survey

多角測量ともいう．測点（トラバース点）間の距離と
測線（トラバース線）間の角度を測定して各測点の平
面位置を求める測量．

トラバーチン とらばーちん travertine 石筍や鍾乳石などのように，化学的沈殿によって生成
される．緻密で縞状構造を持った石灰岩の名称．石灰
質湧泉沈殿物．

トラフ とらふ trough 深海底の舟底状をした凹地で海溝より浅く幅が広い．
舟状海盆ともいう．

トラフィカビリ
ティー

とらふぃかびり
てぃー

trafficability 車両走行に耐えうる土の能力のことで，機械化土工の
検討に重要な性質，現場コーン指数などによって判定
される．

トラフ型斜交成
層

とらふかたしゃこう
せいそう

trough cross-
stratification(bedding)

砂層堆積時の表面構造の一形態で，断面形状が凹状を
呈する斜交成層．

虎目石 とらめいし tiger's eye 南アフリカに産する繊維状の黄金褐色を呈する岩．ク
ロシドライトの針状結晶を石英で充填交代したもの．

ドラメン粘土 どらめんねんど Drammen clay ノルウェーの粘土で粘土分（粒径が2μm以下）が多い
にも拘わらず，塑性指数が小さいという特徴を有す．

トランジェント
パルス法

とらんじぇんとぱる
すほう

transient pulse method 三軸セルを用いた変水位法の透水試験の一種．パルス
圧力を加え，その伝播時間により透水係数を測定す
る．

トランジション とらんじしょん transition,
hydraulic transition

水路の各種構造物の接続部における水頭損失を軽減す
るために設ける断面形状の漸変区間．

トランジション
ゾーン

とらんじしょんぞー
ん

transition zone フィルダムの透水ゾーンと不透水ゾーンの間に配置さ
れた中間粒度の材料からなるゾーンで，両ゾーン間の
応力および変形の急変を緩和する役割を果たす．

トランシット とらんしっと transit 水平角と高度角を測定する経緯儀の種類で，主に簡単
な地形測量に用いられる．セオドライトともいう．

トランスカレン
ト断層

とらんすかれんとだ
んそう

transcurrent fault 走向移動断層や横ずれ断層と同義．

トランスグレッ
シブリーフ

とらんすぐれっしぶ
りーふ

transgressive reef 海進で相対的に海水位が上昇したために，旧海岸線と
ほぼ平行に形成されたさんご（珊瑚)礁．

トランスデュー
サー

とらんすでゅーさー transducer 変換器と同義語．



トランスフォー
ム型地震

とらんすふぉーむが
たじしん

transform-type
earthquake

トランスフォーム断層沿いに発生する浅い地震．発震
機構は断層面両側で互いに反対方向に動く．

トランスフォー
ム断層

とらんすふぉーむだ
んそう

transform fault 走向移動断層と断なるメカニズムを持ち，海嶺を切る
断裂帯に沿った断層．

トランスフォー
ム断層系

とらんすふぉーむだ
んそうけい

transform fault system 大洋底中央海嶺などの構造を分断し，プレート生産・
消費境界が変形（トランスフォーム）している横ずれ
断層．

トランスポン
ダー

とらんすぽんだー transponder 無線用中継器の一種．応用的な使い方として，人工衛
星測地における衛星の位置測定など．

トランスポン
ダー測位装置

とらんすぽんだーそ
くいそうち

transponder positioning
system

質問機（インタゲータ）から電波信号を発し，応答機
（トランスポンダ）からの信号が返ってくるまでの時
間と返ってきた方向から，目標物の位置を知る装置．
航空機の管制に用いられる．

トリアス紀 とりあすき Triassic(period) 三分される中生代の最初の時代．約2億4500万年～2億
800万年の約4千万年間．三じょう紀（三畳紀）ともい
う．

ドリー硬さ試験
機

どりーかたさしけん
き

Dorry hardness tester 石材や骨材のすり減り抵抗を調べるすり減り試験機．
供試体を回転円板で接触磨耗させ重量を測定する．

ドリー試験 どりーしけん Dorry test 石材や骨材のすり減りかたさを調べる試験で，成形し
た供試体を回転鋼円盤へ押し付け，重量を測定して求
める．ドリー硬さ試験ともいう．

ドリーネ どりーね doline 石灰岩地域に見られ，溶食や石灰洞の拡大によって生
じた漏斗状の穴．

ド・リール図法 どりーるずほう De Lisle's projection 世界地図投影法の一つで，緯線方向の距離に長短の差
が生じるのが特徴．

トリウム とりうむ thorium 元素記号Th，原子番号90の元素名．中性子の吸収によ

り核分裂性の233Uを生じる．

トリウム系列 とりうむけいれつ thorium series 天然の放射性元素の崩壊系列のひとつで，232Thから始

まり，208Pbで終わるもの．232Th以外の半減期は短い．

トリウム－鉛法 とりうむなまりほう thorium-lead method,
thorium-lead dating

鉱物を用いた年代測定法の一つでTh-Pb法と記す．試料

中の232Thと208Pbの量を測定し放射年代が求められる．

トリガー とりがー trigger 「引き金」或いは「きっかけ」という意味で地震，地
すべり，電気分野などで一般用語として使われる．

トリキスタン型
氷河

とりきすたんがた
ひょうが

Turkestan-type glacier 周囲を急な谷崖で囲まれた広い鍋状の谷頭部に落ち込
む懸垂氷河や雪崩によってかん養（涵養）される谷氷
河．

トリクロロエタ
ン

とりくろろえたん trichloroethane おもに溶剤として用いられ，常温で無色液体の有機塩
素系化合物．二つの異性体があるが，変異原性や発が
ん性を疑われており，近年これによる地下水汚染が問
題となっている．



トリクロロエチ
レン

とりくろろえちれん trichloroethylene 主に溶剤として用いられている．近年これによる地下
水汚染が問題となっている．

トリケラトプス とりけらとぷす Triceratops 鳥盤目角竜亜目ケラトプス科の草食恐竜．北米の上部
白亜系から産出．四足歩行．全長９m．三角竜ともい
う．

鳥越塩基性岩 とりごええんきせい
がん

Torigoe basic rock 北上山地北西部一戸町北方の前期白亜系の小規模な貫
入岩体．輝岩やモンゾナイトからなる.

鳥越油田 とりごえゆでん Torigoe oil field 新潟県西山産油・産ガス地帯の中央油帯東縁の油田の
一つ．長岡市西部から三島町にかけて分布する．主な
油層は西山層で椎谷層からも産出し背斜トラップ型．

トリコンビット とりこんびっと tricone bit ビットの先端に３個の円錐形カッターを有するロー
ラー・コーン・ビット．大口径ボーリングに用いられ
る．

鳥地獄 とりじごく 火山地域で硫化水素などの有毒ガスがたまりやすい窪
地．那須湯本温泉の殺生石や有馬温泉の鳥地獄が有
名．

鳥島火山 とりしまかざん Torishima volcano 東京都から南に約600㎞の伊豆諸島南端に位置する直径
約2.7㎞の玄武岩からなる活火山．

トリチウム とりちうむ tritium 質量数３の水素の放射性同位体．三重水素ともいい，

Ｔまたは3Hと略記．半減期12.3年でβ崩壊する．

トリチウム法 とりちうむほう tritium method, tritium
dating

トリチウム（Ｔ）を水素のトレーサに利用すること．
またＴが放射崩壊することから水の年代を求める手
法．

取付け立坑 とりつけたてこう access shaft 目標とする構造物への進入路として地山に掘られた立
坑．

取付け道路 とりつけどうろ access road 一般道路と橋・堤防などの構造物ならびに住宅および
公共施設などをつなぐため取付けられた道路をいう．

取付けトンネル とりつけとんねる access tunnel 本坑や地下空洞などに通じるために設けられたトンネ
ルで，通常は水平か緩い傾斜である．

取付け盛土 とりつけもりど approach bank 堤防・橋・宅地などと一般の道路との取付部分の盛
土．

トリップバルブ とりっぷばるぶ trip valve 湧水圧試験において，水位測定管に取り付け，試験開
始時に瞬間的に開放できる機能を有するバルブ．

鳥巣式石灰岩 とりのすしきせっか
いがん

Torinosu limestone 高知県佐川町鳥巣を模式地とするジュラ～下部白亜系
の石灰岩で，鳥巣層群および相当層に含まれる．

鳥巣層群 とりのすそうぐん Torinosu Group 関東から九州に至る秩父帯の中～南帯を構成する中部
ジュラ系～下部白亜系．浅海成の堆積岩や石灰岩など
からなる．高知県佐川町鳥巣を模式地とする．



トリハロメタン とりはろめたん triharomethane 水中のフミン酸やフルボ酸など有機物質が，水の殺菌
などに使われる塩素と反応して出来る発癌性の有機塩
素化合物の一種で，記号はTHM，化化学式は
CHCl3,CHCl2Br,CHClBr2,CHBr3の4種類で表される．

ドリフタジャン
ボ

どりふたじゃんぼ drifter jambo 強力な削岩機を複数搭載した移動式のトンネル掘削用
架台．主として硬岩の掘削に用いられる．

ドリフト補正 どりふとほせい drift correction 重力探査の補正の一つ．同一地点での重力値が時間変
化を起こすことをドリフトと呼び，このドリフト量の
補正．

トリプルジャン
クション

とりぷるじゃんく
しょん

triple junction 三つのプレートが交差する地点．

トリプル水圧グ
ラブ法

とりぷるすいあつぐ
らぶほう

triple hydraulic grab
method

砂質土の採取用サンプラ．先端に水圧ジャッキで作動
する強制圧入式シャッターがついている．

トリプルチュー
ブコアバーレル

とりぷるちゅーぶこ
あばーれる

triple-tube core barrel 脆弱な地盤をボーリングする際に，コア実収率を上げ
るためにコアバーレルを三重にしたもの．

トリプルチュー
ブサンプラ

とりぷるちゅーぶさ
んぷら

triple tube sampler 土質試料サンプリングに使用されるサンプラの一つ．
三重管構造で，Ｎ値50以上の地盤にも適する．

トリポリ石 とりぽりせき tripolite 板状で，細粒緻密な珪藻土．研磨材・吸収剤・ろ過
材・増量剤として利用される．リビアのトリポリ産よ
り命名．板状珪藻土ともいう．

トリマー とりまー trimmer 土質試験用供試体作成用具の一つで，円柱型供試体の
側面を成形するときに用いる器具．回転台が付いてい
る．

土粒子 どりゅうし soil particle 土壌を構成する固体のうち，有機物を除く部分（粘
土，微砂，砂など）．日本統一土質分類では，サイズ
が75mm以下の土の固相を形成している物質を土粒子と
している．

土粒子骨格 どりゅうしこっかく skeleton of soil
particle

土粒子で構成される土の骨組．

土量換算係数 どりょうかんさんけ
いすう

bulking factor 地山の土量に対して，ほぐした時および締固め後の土
量の体積変化を百分率で示したもの．

土量配分 どりょうはいぶん scheme of haul,
excavation and filling

切土部から盛土部への土の移動を，切盛り部の位置関
係・土量・工程などを考慮して決めること．

土量バランス どりょうばらんす balance between cut and
fill

道路などの土工においてある工事範囲の切土量と盛土
量のバランス．

土量変化率 どりょうへんかりつ bulking factor of soil 土の地山状態，ほぐした状態，締固めた状態における
相互の体積変化の割合．

土量変換係数 どりょうへんかんけ
いすう

bulking factor 土量変化率を用いて，状態の異なる土に対する施工機
械などの仕事量を決めるときに用いる係数．



トリリニアダイ
アグラム

とりりにあだいあぐ
らむ

trilinear diagram 地下水などの水の陽イオン・陰イオンを菱形のキーダ
イアグラムとその両脇の三角図によって示した図．

ドリル どりる drill 岩石を穿孔する機械の総称．

ドリルカラー どりるからー drill collar, drilling
collar

掘管とコアバレルまたはビットとの間に接続される
ロッドまたはパイプ．

ドリルジャンボ どりるじゃんぼ drill jumbo トンネルの大断面掘削における爆破装薬孔を能率良く
穿孔するため，いくつかの削岩機をとりつけてある移
動台車．

ドリルストリン
グス

どりるすとりんぐす drill strings, drilling
strings, drill stem

スイベルからビットまでの掘削に用いるすべてのも
の．

ドリルロッド どりるろっど drill rod ボーリングに使用する肉厚のパイプのことで，先端に
つけるビットに必要な荷重を与える役目をする．また
削岩機の掘削用ノミの柄の部分をいうこともある．

Ｔｏｒｒ とる Torr 真空関連分野などで用いられてきた圧力の単位．水銀
柱1mmの圧力に相当する．SIでは使用されない単位．

トルクメータ とるくめーた torque meter ボーリング機械のスィベルヘッド，ロッドなどに伝え
られる回転力を測定する装置．

トルクルト岩
（トロクトライ
ト）

とるくるとがん（と
ろくとらいと）

troctolite 完晶質岩石で，輝石をほとんど含まないかんらん石
（橄欖石）はんれい岩（斑糲岩）．部分的に超塩基性
岩やノーライトに移化．

トルトナ階 とるとなかい Tortonian stage 北イタリアのミラノの南西に分布する中新統中上部海
成層．海生貝化石を多産する青色の泥灰岩からなる．

トルネド とるねど tornado 日本では竜巻，つむじ風などを呼ぶ回転性の強風に相
当するが，北米の著しい破壊力を示す猛烈な竜巻をさ
す．

ドルフィン どるふぃん dolphin 岸から離れた場所に設置する柱状構造物で，石油や粉
状貨物の係船などに利用．

ドルフィン式
シーバース

どるふぃんしきしー
ばーす

dolphin type sea-berth 陸岸から離れた位置に船を係留する施設．杭やケ-ソン
を用いて小規模な構造物で船を係留することができ
る．

トレインロー
ダー

とれいんろーだー train loader トンネル掘削によるずりを，ずり捨場に搬出する運搬
車に積みこむためのベルトコンベアの一種．

トレーサ とれーさ tracer 物質の挙動を追跡するために添加された物質．地下水
の水みちや流速などの調査によく用いられる．

トレーサ試験 とれーさしけん tracer test トレーサの追跡調査により，地下水の流動状況（流
向・流速など）を推定する試験．



トレーサ法 とれーさほう tracer technique 地下水などの流動体に目印を付けて，その物体の所在
や移動状態を外部から知る調査方法．

ドレーン どれーん drain 排水管，排水孔，排水層などの総称．

ドレーン孔 どれーんこう drain hole 排水孔と同義．

ドレーン材 どれーんざい drain material ドレーンに使用する高透水性の材料．

ドレーンシステ
ム

どれーんしすてむ drainage system 周辺地盤を含めた構造物全体の排水機構．

ドレーン層 どれーんそう drainage layer 間隙水圧の低減，ダム下流部に生じる漏水を制御する
ことを目的としてし設ける高透水材料からなる排水
層．

ドレーントンネ
ル

どれーんとんねる drainage gallery 地下空洞周辺岩盤の地下水位を低下させるために空洞
の周囲に掘削されたトンネル

ドレーンバルブ どれーんばるぶ drain valve ドレーン孔制御用のバルブ．

ドレーンブラン
ケット

どれーんぶらんけっ
と

drainage blanket 透水性ブランケットと同義．

ドレーンホール どれーんほーる drilled drain hole,
drain hole

ドレーン孔と同義．

ドレーン流量 どれーんりゅうりょ
う

drain discharge アースダム下流端に設けるリリーフウェルにおける浸
透流量．

ドレスバキア統 どれすばきあとう Dresbachian series 北アメリカの上部カンブリア系．フランコニアン統の
下位層．

ドレッジ どれっじ dredge 海底から底質（堆積物・岩盤など）や生物を採取する
道具で曵行式のもの．

トレミー管 とれみーかん tremie pipe 水中コンクリートや連続地中壁コンクリートの打設に
使用される直径15～30cmの鋼管．

トレミー図法 とれみーずほう Ptolemaic projection,
Ptolemy's projection

球面に接する円錐に地図を投影する図法で，正距円錐
図法ともいう．地図帳などで用いられることが多い．

トレミー打設 とれみーだせつ tremie placing トレミー管を用いて水中でコンクリートを打設するこ
と．



トレミー単円錐
図法

とれみーたんえんす
いずほう

Ptolemy's simple conic
projection

地図作成における等距離円錐図法の一つ．経線が地球
上の距離と等しくなるよう表現される．

トレミー注入 とれみーちゅうにゅ
う

tremie injection トレミー管を用いてグラウト注入を行なうこと．

ドレライト どれらいと dolerite 粗粒玄武岩と同義語．

トレンチ とれんち trench 地表面下の地質構造や断層を調査するために掘削する
人工的な溝，または地中の配管などを埋設するために
掘削する溝．

トレンチカット
工法

とれんちかっとこう
ほう

trench cut method 開削工法で地下構造物を造るとき両側壁部分を先に掘
削して躯体を造った後，残り中央部を施工する工法．

トレンチ壁 とれんちかべ slurry trench wall 地下を溝状に連続して掘削し，両側にガイドウォール
を設置し，中に安定液を充満する工法の外壁部分．

トレンチ掘削 とれんちくっさく trench excavation 地表あるいは基礎地盤に細長い溝（トレンチ）を掘る
ことの総称．

トレンチ工法 とれんちこうほう trench cut method トレンチカット工法と同義．

トレンチ調査 とれんちちょうさ trench survey 地盤を溝状に掘削し，地中の状況を直接観察，調査す
ること．

トレンピロー統 とれんぴろーとう Trempealeau series,
Trempealeauan

北米のカンブリア系最上部の地層．ミシシッピー川上
流域が模式地で，砂岩・頁岩を主体とし石灰岩などを
挟む．

トロ とろ trolley トロッコ．土木工事用の小型無蓋貨車．

泥 どろ mud 粒径が1/16mm以下の細かい粒子からなる堆積物．さら
に，1/256mm以下の粘土と以上のシルトに区分される．

トロイデ とろいで tholoide 鐘状火山と同義語．

ドローワークス どろーわーくす draw works ロータリーテーブルドリルの巻き上げ装置．掘削具の
昇降の他，ロータリーテーブルに回転を伝達する．

土呂久鉱山 とろくこうざん Toroku mine 宮崎県高千穂町土呂久のスカルン型鉛・亜鉛・ひ素
（砒素）鉱床と，錫石・方鉛鉱を含む電気石石英脈を
採掘した鉱山．砒素による公害病が発生した．

ドロップコアラ どろっぷこあら drop corer 海底面下数ｍの堆積物試料を採取するための自重落下
式のサンプラ．



ドロップサンプ
ラ

どろっぷさんぷら drop sampler ドロップコアラーと同義語．

ドロップハン
マー

どろっぷはんまー drop hammer 鋼鉄製の重錘をウインチで引き上げ，杭頭に自由落下
させて杭を打ち込む機械，あるいは，これに用いる重
錘．

ドロップピット どろっぷぴっと drop pit 開水路の敷高を急に下げる際，高い部分と低い部分と
の間に設ける減勢用の水たまり場．

ドロップボール どろっぷぼーる drop ball 重い鋼球をウインチなどで巻き上げ，落下時の衝撃力
で石塊の小割を行う装置あるいはこれに用いる鋼球を
いう．

泥吐管 どろはきかん blow-off pipe 管路送配水管内の清掃・修理時に管内の土砂や水を排
除するため，管路の低い部分に敷設するＴ字管．

泥吐弁 どろはきべん blow-off valve 泥吐管を通る水量を調節するために，その吐出口に設
置する弁．

ドロマイト どろまいと dolomite 苦灰石と同義．白雲石ともいう．

ドロマイト化作
用

どろまいとかさよう dolomitization CaCO3のCaの半分がMgに置換されドロマイトに変わる作

用．石灰岩が堆積中や続成作用時に海水や熱水溶液と
反応し生ずる．

ドロマイト質石
灰岩

どろまいとしつせっ
かいがん

dolomitic limestone ドロマイトを5～50%を含む石灰岩で，等粒状の結晶か
らなる組織をもつ．

十和田石 とわだいし Towada ishi 石材名．秋田県十和田湖周辺に分布する新第三系凝灰
岩．大谷石の代用品として土木工事用・下水用溝きょ
（渠）に用いられる．

十和田カルデラ とわだかるでら Towada caldera 秋田・青森県境に位置し，標高約1,000～1,160ｍの外
輪山を持つ直径11㎞の二重陥没カルデラである．

十和田八戸火砕
流

とわだはちのへかさ
いりゅう

Towada-Hachinohe
pyroclastic flow

十和田カルデラを形成した大規模火砕流．４万年前よ
り３回噴出し，青森・秋田両県に跨って広く分布す
る．

トンガ海溝 とんがかいこう Tonga trench 南太平洋のトンガ諸島の東側に沿う海溝．オーストラ
リアプレートと太平洋プレートの境界に位置し，太平
洋プレートの沈み込みで形成され，地震・火山帯が並
走する．

トンガ－ケルマ
デック弧

とんがけるまでっく
こ

Tonga-Kermadec arc トンガ諸島とケルマデック諸島を含む長さ2,700km以上
の島弧．外弧はトンガ海嶺，内弧は活火山列に一致．

頓宮断層 とんぐうだんそう Tongu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北部で北北西方向，
南部で北北東方向．滋賀県甲賀郡水口町東方から三重
県上野市東方に至る延長30km．

トンネル とんねる tunnel 輸送施設として地中に建設されたほぼ水平な細長い空
洞．用途別に鉄道・道路・水路・生活施設トンネルな
どがある．ずい道ともいう．



トンネルアーチ
部

とんねるあーちぶ top heading of tunnel トンネルの上部の弓形部分の総称で，上半アーチ部を
上部半断面という．この部分には大きく土圧が作用す
る．

トンネル火災 とんねるかさい fire in tunnel 施工中，供用中のトンネル火災をいい，脱出の避難口
が坑口に限定されるのが特徴で大惨事になりやすい．

トンネル掘削方
式

とんねるくっさくほ
うしき

tunnel excavation system トンネルを掘削する手段，施工方式のこと．爆破・機
械・人力あるいは山岳・シールド・開削・沈埋などに
区別される．

トンネル掘進機 とんねるくっしんき tunnel boring machine ＴＢＭと同義語．

トンネルクラウ
ン

とんねるくらうん crown of tunnel トンネル掘削断面のアーチ最上部．天端（てんば）と
もいう．

トンネル工法 とんねるこうほう tunnelling method トンネルの施工工法．山岳・開削・シールド・沈埋・
圧気工法などがある．

トンネル式魚道 とんねるしきぎょど
う

tunnel type fish way 緩勾配バイパス水路式魚道をトンネル型式としたも
の．

トンネル支保工 とんねるしほこう tunnel support トンネル掘削後覆工が完了するまでの間，トンネルの
土圧に対抗して地山を支持し掘削断面を保持する構造
物．

トンネル測量 とんねるそくりょう tunnel surveying, tunnel
survey

トンネル測量は坑外測量と坑内測量に大別される．坑
外測量にはトンネル坑口付近の基準点設置，坑内測量
には掘削中心線の方向や水準測量などがある.

トンネル断面 とんねるだんめん cross-section of tunnel トンネルの鉛直断面形状．円形・馬蹄形・矩形などが
ある．

トンネル地中前
方探査

とんねるちちゅうぜ
んぽうたんさ

exploration ahead of the
tunnel

施工中のトンネル切羽前方に存在する断層などを，掘
削済み区間から弾性波の反射法などを用いて推定する
方法．

トンネル調査 とんねるちょうさ investigation of tunnel 安全で経済的なトンネルを建設するための設計・施工
の基礎資料としての地形・地質・環境などに関する調
査．

トンネル内空断
面

とんねるないくうだ
んめん

inside cross-section of
tunnel

トンネルの覆工内側の空間で，施工基面からの高さは
用途・建築限界・附帯設備などより決定される．

トンネル排水工 とんねるはいすいこ
う

tunnel drainage work 排水トンネルですべり土塊中の帯水層から直接集水し
たり，横ボーリングで集水する深層地下水排除工．

トンネル覆工 とんねるふっこう tunnel lining 他の支保部材とともにトンネルの安全を確保する支保
構造の一部としての巻き立て，または吹付コンクリー
トのこと．

トンネルブレー
カ

とんねるぶれーか rock breaker 油圧ショベルに先のとがったのみ（ブレーカ）をつけ
た機械．トンネル坑口だけでなく低振動・低騒音工法
として風化岩や割れ目のある岩盤掘削に使用される．



トンネルボーリ
ングマシーン

とんねるぼーりんぐ
ましん

tunnel boring machine ＴＢＭと同義語．

トンネル湧水 とんねるゆうすい water inflow into tunnel トンネル掘削に伴い周辺地山から内部に流入する地下
水．トンネル完成後数年で掘削中よりも大きく減少
し，安定した湧水量を示すようになる．

トンネルライニ
ング

とんねるらいにんぐ tunnel lining トンネル覆工と同義．

とんび法 とんびほう tonbi method 標準貫入試験におけるハンマーの落下方法の一つ．と
んびと呼ばれる器具にハンマーをかけ落下させる方
法．

鳶山崩れ とんびやまくずれ Tombiyama fall 1858年に安政大地震によって富山県の常願寺川上流の

立山連山鳶山で発生した大崩壊．崩壊規模は４億ｍ3余
といわれている．

ナイアガラ統 ないあがらとう Niagaran series 北米のナイアガラ滝を模式地とする中部シルル系．砂
岩と頁岩・石灰岩などの互層よりなる．滝には苦灰岩
が分布．

内圧 ないあつ internal pressure 外部と遮断された空間を持つ物体の内側表面に働く圧
力．

内圧効果 ないあつこうか inner pressure effect of
tunnel rock  bolt

トンネル壁面地山をロックボルトで締付けることによ
り引張力が内圧として作用し，地山の安定化に役立つ
こと．また吹付けコンクリートや鋼製支保工も含めた
支保効果を，内圧として評価すること．

内核 ないかく inner core 地球中心より半径約1,300kmの部分．

内角石 ないかくせき Endoceras オウムガイ亜綱エンドセラス目の化石オウムガイ類．
中～上部オルドビス系に産する．エンドセラスともい
う．

内空断面 ないくうだんめん inner section トンネルの覆工内側空間部の断面形状．用途によって
所要の建築限界・断面積など空間部の大きさと形を決
める．

内空変位 ないくうへんい convergence トンネル掘削により地山応力の均衡が破れトンネル壁
面が内空側に変形すること．

内空変位計 ないくうへんいけい convergence　measure トンネル内空変位などを計測する機器.高精度で個人差
の少ないことが重要.コンバージェンスメジャー，ス
チールテープなどが主なもの．近年はトータルステー
ションを用いることも多い．

内空変位測定 ないくうへんいそく
てい

convergence　measure トンネルの内空寸法を経時的に測定し変形状態を監視
するために行う.トンネルの施工時の計測管理や施工後
の維持管理時などに実施.

内径比 ないけいひ inside clearance ratio ボ－リングビット先端部分の内径に対するサンプリン
グチューブ内径のゆとりの割合．

内射図法 ないしゃずほう gnomonic projection,
projections onto tangent
plane

地球の中心から地球表面のある地点（例えば北極や南
極）と接する垂直平面に投影する図法．



内成岩 ないせいがん endogenetic rock 地殻内部で生成された岩石の意味で，表成岩に対する
用語．噴出岩を除いた火成岩や変成岩をさす．

内成鉱床 ないせいこうしょう endogenic deposit ①火成，変成作用により形成された各種鉱床の総称．
②成因的に関係のある貫入岩体内に生じた火成鉱床．
塩基性岩中のクロム鉄鉱床，キンバーライト中のダイ
ヤモンドなどがその例．

内成スカルン ないせいすかるん endomorphic skarn,
endoskarn

貫入岩に伴うスカルンで，その貫入岩を母岩とするも
の．

内側火山弧 ないそくかざんこ inner volcanic arc 弧状列島における二列の高まり（二重弧）のうち，大
陸側の内側の列に並んだ火山列．

内帯 ないたい inner zone 中央構造線によって分けられる日本列島の大陸(北西)
側の部分．

内帯中央線 ないたいちゅうおう
せん

median line of inner
zone

飛騨外縁構造帯ともいう．飛騨変成岩類の南縁の構造
帯をさす．

内地向斜 ないちこうしゃ intrageosyncline 内地背斜面で区分された個々の凹状地．
M.Tetiaev(1941)が命名．イントラ地向斜ともいう．こ
の用語は現在では使われない．

内地背斜 ないちはいしゃ intrageanticline 内地向斜に隣りあった複地向斜内の隆起部．この用語
は現在では使われない．

内島弧 ないとうこ inner island arc 島弧は２列の二重弧をなす場合が多く，海溝から遠い
列は内島弧または内弧と呼ばれ，活火山が点在する．

内熱型高温高圧
実験装置

ないねつがたこうお
んこうあつじっけん
そうち

internally-heated
pressure vessel

高圧に耐えられる容器内に電気炉を設置した実験装
置．最高20000気圧・数千度の条件下で実験が可能であ
る．

ナイフエッジ ないふえっじ knife edge ①岩石が割れるとき岩片がナイフ状に鋭く割れたよう
す．
②堆積構造がナイフ状に細くせん滅するようす．

内部コンクリー
ト

ないぶこんくりーと internal concrete 重力ダム堤体の主体を占めるコンクリートで，堤体設
計上の所要強度，重量，弾性係数などが満足されるよ
うに配合される．

内部太平洋岩石
区

ないぶたいへいよう
がんせきく

intra-Pacific
petrographic province

ハワイ群島を含む内部太平洋地域に分布する新生代火
山岩の岩石区．ソレアイト玄武岩を主体とする．

内部標準法 ないぶひょうじゅん
ほう

internal standard method 物質中の元素の重量比を求める方法で，物質中に測定
の標準となる物質を一定量混入しこれを基準として重
量比を定量する．

内部表面積 ないぶひょうめんせ
き

internal surface area 石炭のような，内部に多くの空げきがあるものの内部
の表面積．

内部摩擦 ないぶまさつ internal friction, inner
friction

仮想破断面の摩擦係数．相対的に速度の異なる二つの
流れの境界面に発生するせん断応力のような抵抗．流
体摩擦．



内部摩擦角 ないぶまさつかく angle of internal
friction

土中に作用する垂直応力とせん断抵抗との関係直線と
垂直応力軸がなす角度．通常φで表す．

内陸砂丘 ないりくさきゅう inland dune, interior
dune

ユーラシア大陸やアフリカ大陸の乾燥した気候の内陸
部に形成された砂丘．海岸砂丘に対比する語．

内陸地震 ないりくじしん intraplate earthquake 日本列島内部で起きる地震．震源の深さが20km以浅で
発生するものが多い．プレート内地震と呼ばれること
もある．都市の直下で発生することがあり大きな被害
をもたらすことがある．

内陸盆地 ないりくぼんち inland basin 成因に関わらず，外洋との接触のない大陸内部の盆
地．

内湾性 ないわんせい embayment degree 弱内湾・中内湾・強内湾に分けられ，湾口～湾奥の無
機的環境の変化や，各々に特徴的な生物相を示す．

内湾堆積物 ないわんたいせきぶ
つ

bay sediment 内湾の堆積環境に特徴付けられる堆積物．湾内には細
粒堆積物のみが堆積し，湾口には粗粒堆積物が分布す
る．

ナウマン なうまん Naumann Heinrich Edmund 1854～1927年，ドイツ生まれ．東京大学で日本初の地
質学教授．黎明期にあった日本の地質学に多くの業績
と影響をもたらした．

ナウマン象 なうまんぞう Naumann's elephant 第四紀更新世中～後期に生息していた長鼻類．日本全
国で化石が産出．

ナウマンの記号
法

なうまんのきごうほ
う

Naumann's symbols ナウマンの著書で提唱された結晶面を表す記号法．

苗木－上松花崗
岩

なえぎあげまつかこ
うがん

Naegi-Agematsu granite 中津川市苗木から上松町にかけて分布する白亜紀末期
の花崗岩．優白色，中～細粒の黒雲母花崗岩が主体．

苗木花崗岩 なえぎかこうがん Naegi granite 苗木－上松花崗岩の天井部のものを呼んだが，苗木－
上松花崗岩に統合される．

苗木鉱床地区 なえぎこうしょうち
く

Naegi clay deposit area 愛知県から岐阜県にわたる粘土鉱床地帯の一部で，岐
阜県苗木の一帯をさす．

直江津油田 なおえつゆでん Naoetsu oil field 新潟県頸城産油・産ガス地帯南部の油田の一つ．可燃
性天然ガスを多く伴う．

直島みかげ なおしまみかげ Naoshima mikage 香川県香川郡直島町直島産の中生界黒雲母花崗岩．中
粒で，長石は淡黄色，石英は淡紫色．土木用に利用．

中石 なかいし gangue rock ①鉱体の中で鉱化作用を受けなかった母岩．鉱山用語
で，中山，馬石ともいう．
②断層破砕帯中のガウジや破砕岩にはさまれた非破砕
母岩

長井西方断層 ながいせいほうだん
そう

Nagai-seiho fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北～北東方向．山
形県長井市長井盆地西縁に位置し延長約20㎞．長井盆
地と西縁山地の地形境界をなす．



長岩統 ながいわとう Nagaiwa series 日本の上部石炭系の最下部の統．飛騨山地の上宝統を
代表とする説もある．岩手県大船渡市長岩付近を模式
地とし，主として石灰岩からなる．

長岡青石 ながおかあおいし Nagaoka-aoishi 静岡県伊豆長岡産石材．中新統凝灰岩．青色で土木用
に用いられる．戸沢石の別称．

長岡石 ながおかいし Nagaoka ishi 石材名．栃木県宇都宮市付近に産する中新統流紋岩質
凝灰岩．大谷石と同質．群馬県に同名の流紋岩がある
が別物．

長丘断層 ながおかだんそう Nagaoka fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．長野県北
部中野市西縁部に位置し延長13㎞．善光寺地震で約3m
の垂直変位あり．

中尾地すべり なかおじすべり the Nakao landslide 新潟県東頸城郡松之山町中尾地内の第三紀層地すべ
り．典型的な流れ盤型で,古くからの被災記録がある．

中壁式工法 なかかべしきこうほ
う

center wall method,
center diaphragm method

土砂・軟岩地山で偏平な断面のトンネルを掘削する場
合，中壁で左右に分割して切羽を小さくして掘削する
工法．ＣＤ工法ともいう．

中川石 なかがわいし Nakagawa ishi 山形県南陽市中川産石材．新第三系凝灰岩．帯緑黄白
色～帯赤白色．耐寒・耐熱性が高い．建築・竈用に利
用．

中川層群 なかがわそうぐん Nakagawa Group 栃木県茂木町付近に広く分布する新生界下部中新統．
火山砕屑岩を主体とし，凝灰質砂岩，凝灰質泥岩など
を伴う．栃木県茂木町北部を模式地とする．

那賀川層群 なかがわそうぐん Nakagawa Group 四国東部の秩父累帯南帯に属する中部ジュラ系～下部
白亜系．タービダイト層を主体とし，チャート，石灰
岩，緑色岩などを伴うオリストストロームからなる．
阿南市細野～鷲敷町の那賀川を模式地とする．

中川炭田 なかがわたんでん Nakagawa coal field 北海道天塩支庁中川郡美深町に分布する炭田．夾炭層
は中新統中川層で，累計炭丈2～4 m．主に褐炭を産
す．

中川原みかげ なかがわらみかげ Nakagawara-mikage 兵庫県津名郡岩屋町中川原村産石材．中生界花崗岩．
眼球状・片麻岩質．土木用に利用．淡路島みかげとし
て有名．

中木地すべり なかぎじすべり the Nakagi landslide 古い地質時代の地すべり．石廊崎を震源とする「1974
年伊豆半島東方沖地震」の際，地すべり土塊の一部が
再滑動した．

内木場断層 なかこばだんそう Nakakoba fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東北東－西南西方
向．鹿児島県出水市南方に位置し出水断層系を構成．

長崎豪雨 ながさきごうう the 1982 Nagasaki heavy
rainfall

1982年7月23日に長崎市で発生した豪雨災害で，時間雨
量140mm超により都市河川が氾濫し，都市機能がマヒし
て被害が拡大した．死者・不明者は300人前後．都市防
災の必要性が提起されるきっかけとなる災害．
この雨はその後24日に熊本で日降水量394.5mmを観測す
るなど，島原半島や熊本県北部を中心に大雨となり，
25日は九州南部や紀伊半島南部で100〜300mmの大雨と
なった．気象庁は，７月23日から25日の大雨を「昭和
57年７月豪雨」と命名した．

長崎三角地域 ながさきさんかくち
いき

Nagasaki wedge 北側は松山－伊万里，南側は松山－八代を結ぶ地質構
造上の三角地帯．西南日本内帯と外帯の両要素を有す
る．



長崎変成岩類 ながさきへんせいが
んるい

Nagasaki metamorphic
rocks

九州北西部の西彼杵半島，長崎半島，天草下島に分布
する低温高圧の結晶片岩類．白雲母の年代は白亜紀後
期．

長崎眼鏡橋 ながさきめがねばし Nagasaki Meganebashi ,
Nagasaki spectacle-
shaped bridge

長崎市内中島川に架けられた日本最初の石造アーチ
橋．長さ23.0ｍで寛永11年（1634）完成．

長里石 ながさといし Nagasato ishi 長崎県北東部に産する石材．新第三系後期筑紫型両輝
石安山岩溶岩．黒色・玄武岩質で，砕石・土木用に用
いられる．

中里統 なかざととう Nakazato series 岩手県大船渡市猪川町中里を模式地とする中部デボン
系．主に玄武岩･安山岩質の凝灰岩・黒色頁岩・砂岩か
らなる．

中七番－能谷山
背斜

なかしちばんのうた
にやまはいしゃ

Nakashichiban-Notaniyama
anticline

四国の三波川帯において大歩危背斜の南西側に雁行し
て分布する総延長70kmに及ぶ大背斜構造．

中条油田 なかじょうゆでん Nakajo oil field 新潟県中条産油・産ガス地帯の油・ガス田．北蒲原郡
中条町に位置する．1940年開発．灰爪層・西山層砂岩
中の層位封鎖型油層．深度200～2100ｍ．

中筋地溝帯 なかすじちこうたい Nakasuji graben 高知県中村市から宿毛にかけて分布する四万十帯南
帯．古第三系および新第三系中新統から構成される．

中瀬鉱山 なかせこうざん Nakase mine 兵庫県養父郡関宮町の金・アンチモン鉱山．品位は
Au5.8g/t，Ag35g/t，Sb0.64%．1975年閉山．

那珂層群 なかそうぐん Naka Group 那珂湊･大洗地域に分布する上部白亜系．砂岩泥岩互
層，シルト岩，礫岩，砂岩などからなる．那珂湊層群
(上部白亜系)と大洗層(古第三系との見解がある)に分
けられる．化石を多く含む．

中竜鉱山 なかたつこうざん Nakatatsu mine 福井県大野郡のスカルン鉱床，鉛・亜鉛鉱山．総生産
粗鉱量1,200万t，Ag330t，Pb5.6万t，Zn55万t．1986年
閉山．

中津川層群 なかつがわそうぐん Nakatsugawa Group 関東山地の秩父北部に分布し秩父帯に属する中古生
界．北から乙父沢層，両神層，石舟層，大ガマタ層な
どに区分される．

中土層群 なかつちそうぐん Nakatsuchi Group 長野・新潟県境姫川中流域に分布する新第三系．下部
は石坂流紋岩，上部は凝灰角礫岩と横川層に細分され
る．

中津みかげ なかつみかげ Nakatsu-mikage 岐阜県中津川産石材．中生界斑状黒雲母花崗岩．土木
用に用いられる．

中通島層群 なかどうりじまそう
ぐん

Nakadorijima Group 長崎県南松浦郡中通島の南東部に分布する新第三系火
砕岩・溶岩からなる．

長門構造帯 ながとこうぞうたい Nagato tectonic zone 山口県西部，北東－南西方向の断層群に挟まれた狭長
な構造帯．構成岩類は古生界の砕屑岩類，蛇紋岩な
ど．

長門さんご（長
門珊瑚）

ながとさんご Nagatophyllum 四放さんご（珊瑚）目Aulophyllidae科の一属の大型単
体～群体さんご（珊瑚）．西南日本内帯の石炭系（特
に下部）から産する．



長瀞系 ながとろけい Nagatoro system 三波川系（三波川結晶片岩）ともいう．埼玉県の長瀞
付近に分布する三波川系と御荷鉾系を総括して呼ん
だ．

中抜発破 なかぬきはっぱ center-cut blasting 掘進発破で切羽面の中央部で第１段で行う芯抜き発
破．

長沼石 ながぬまいし Naganuma ishi 福島県須賀川市付近に産する石材．新第三系凝灰岩．
灰色・軟質で，土木用に用いられる．

長沼期 ながぬまき Naganuma age 更新世中期の一時期で，海進期．横浜市長沼町を模式
地とする三浦半島北接地域の長沼層に代表される．

長沼断層系 ながぬまだんそうけ
い

Naganuma fault system 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ～Ｃ級，北西－西南西方
向．宮古島を縦断する延長27㎞．変位の累積性は不
明．

長沼油田 ながぬまゆでん Naganuma oil field 北海道空知郡長沼町に位置する石狩産油・産ガス地帯
の油田の一つ．第二次大戦前に試掘した実績がある
が，生産実績はない．

中の川層群 なかのがわそうぐん Nakanogawa Gruop 日高山脈東麓部に分布する日高累層群の白亜系．ター
ビダイト相を特徴とする．

長野県西部地震 ながのけんせいぶじ
しん

the 1984 western Nagano
earthquakes

1984年9月14日午前8時48分発生．長野県木曽郡王滝村
北部を震央とするM6.8の直下型地震．斜面崩壊が頻発
し，特に御岳山麓の巨大斜面崩壊とそれに伴う岩屑流
により被害が広がった．死者・行方不明者29人とされ
ている．正式名称は「昭和59年（1984年）長野県西部
地震」．

中ノ里石 なかのさといし Nakanosato ishi 鹿児島県日置郡に産する石材．更新統の軽石凝灰岩．
産地により名称が異なる．土木用に用いられる．

中の丸石 なかのまるいし Nakanomaru ishi 静岡県下田の北方に産する石材．新第三系凝灰質砂
岩．陶石化のため若干硬質．建築用・墓石・砥石に用
いられる．

中場地すべり なかばじすべり the Nakaba landslide 1983年の中場大崩壊が契機となり1984年に地すべり指
定をうけた．面積32.25haで温泉地すべりに分類され
る．

中場大崩壊 なかばだいほうかい Nakaba large collapse 1983年の集中豪雨により，浜田市中場地区のスランプ
構造の発達した岩盤が大崩壊を起こした．

中パラムシロ層
群

なかぱらむしろそう
ぐん

Sredneparamushirskaya
series

千島列島の第三系の最下部層．ぜん新統（漸新統）～
中新統の変質した緑色火山岩類からなる沿岸成層．

中富良野なまこ
山断層

なかふらのなまこや
まだんそう

Nakafurano-Namakoyama
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．北海道富
良野盆地西縁を画する延長約10kmの活断層．変位基準

面は火砕流面と段丘面．平均変位速度0.1～0.4m/103

年．

中掘り拡大根固
め工法

なかぼりかくだいね
がためこうほう

expanded foot protection
pile installation by
inner excavation

中掘り工法で杭を地盤に埋め込み，底部を拡孔した後
セメントミルクなどを注入し支持層に定着させる工
法．

中掘り工法 なかぼりこうほう pile installation by
inner excavation

杭の内部に挿入したオーガーで先端の地盤を掘削しな
がら自重，圧入，打撃などによって打設する既製杭の
打設工法．



中掘り打撃工法 なかぼりだげきこう
ほう

percussion pile
installation by inner
excavation

既製杭の中空部をオーガで掘削しながら杭を埋め込
み，先端支持力を得るため支持地盤で最終打撃を行う
工法．

中掘り根固め工
法

なかぼりねがためこ
うほう

foot protection pile
installation by inner
excavation

既製杭の中空部を掘削しながら杭を埋め込み，先端を
セメントミルクなどで固化し支持層に定着させる工
法．

長町－利府線 ながまちりふせん Nagamachi-Rifu line 仙台市のほぼ中央を北東に走る断層崖．確実度Ⅰ，活
動度Ｂ級，延長12㎞．

中マリアナ海嶺 なかまりあなかいれ
い

Mid-Mariana ridge マリアナ弧南部の３列の海嶺のうち，中央に位置する
海嶺．現世の火山フロントである．

那珂湊層群 なかみなとそうぐん Nakaminato Gruop 茨城県水戸市東方，那珂湊海岸付近に分布する白亜
系．大洗層と合わせた那珂層群の一部で，海成で砂
岩・泥岩およびこれらの互層からなる．

中峰石 なかみねいし Nakamine ishi 宮城県多賀城付近に産する石材．新第三系凝灰岩．白
色，軟質で耐火性がある．土木用に用いられる．

長峰丘陵東縁断
層

ながみねきゅうりょ
うとうえんだんそう

Nagamine eastern margin
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，南北方向．長野県北
部飯山市内に位置し延長11㎞．少なくとも1100年前以
降活動していない．

中村地向斜 なかむらちこうしゃ Nakamura geosyncline 高知県南西部の中村付近に分布する上部白亜系～古第
三系を堆積した地向斜．模式地では，北側に分布する
四万十地向斜の一部とする考えもある．地向斜による
造山論は現在あまり議論されていない．

中目石 なかめいし Nakame ishi 墓石などの石材に用いられる花崗岩類のうち中粒のも
の．産地は茨城県真壁・岩瀬，愛知県岡崎，香川県庵
治などがある．

中山石 なかやまいし Nakayama ishi 仙台市郊外荒巻中山に産する石材．中新統安山岩．砕
石用．徳島県産の和泉砂岩に同名の墓石・土木用材が
ある．

中山トンネル なかやまとんねる Nakayama tunnel 上越新幹線の高崎～上毛高原間に建設された14,830mの
長大トンネル．第四紀火山噴出物および緑色凝灰岩が
分布し，高圧多量の湧水を伴い水没区間では被り360ｍ
の地上から大量の注入が行われた他，立坑・本坑とも
各種注入工法が実施された．また膨張性区間では我が
国で始めてNATM工法が採用された．1982年完成．

長与層群 ながよそうぐん Nagayo Group 長崎県諫早炭田付近に分布する古第三系．主に砂岩・
泥岩からなり，凝灰岩を伴う．長崎県西彼杵郡長与町
を模式地とする．

長良川河口堰 ながらがわかこうぜ
き

The Nagara estuary
barrage

長良川河口より上流約5.4㎞に造られた二段式調整ゲー
ト（45m×10門），総延長661m（可動部555m）規模で魚
道を併設．

流れ褶曲 ながれしゅうきょく flow folding 変形が層理を斜めに切る流動によって特徴づけられる
物質の流動を伴う褶曲．流動褶曲と同義．

流れ盤 ながればん dip slope, back slope 層理や断層など地質不連続面の傾斜が斜面勾配よりも
緩く，すべり落ちる構造．受け盤の対語．

流れ目 ながれめ dip slope, back slope,
system of fissures
dipping towards the face
or slope

地層面，節理面などの不連続面の傾斜が，斜面や掘削
面と同じ方向に傾斜する地質構造．変状を起こしやす
い．対語は差し目．



流れ山地形 ながれやまちけい hummocky hill 大規模な火山体崩壊による岩屑流の堆積地において，
火山体の破片からなる大小の丘が散在している地形．

洛東統 なくとんとう Naktong  series 朝鮮南部の後期中生界「慶尚（キョンサン）層群」の
下部層．日本の関門層群脇野亜層群に対比された．最
近では使われていない．

ナクライト なくらいと nacrite Al4Si4O20(OH)8，単斜晶系，硬度２～３，比重2.60．カ

オリナイト－蛇紋石族の粘土鉱物．火山岩の熱水変質
鉱物で，カナリナイトなどと共生する．

名倉砥 なぐらと Nagurato 愛知県設楽町産石材．新第三系凝灰岩．灰黄色・緻密
で砥石として用いられる．三河石とも呼ばれる．

長柱鉱山 なごしろこうざん Nagoshiro mine 徳島県東部の珪石鉱山．中生界チャートを露天掘りで
採掘中．可採鉱量概算は約3,500～4,000万t．

勿来ガス田 なこそがすでん Nakoso gas field 福島県南東部常磐炭田地帯のガス田．石城砂岩層中の
断層破砕部に胚胎し，メタン主体の天然ガスを産す
る．

名残川 なごりがわ remnant stream 比較的大きな川が流路を変更した後に残る旧河道の凹
地に，地表水や地下水の湧出で生じる小さい川．

ＮＡＳＡＥＯＳ
計画

なさいおすけいかく NASA Earth 0bservation
System project

米国航空宇宙局のプロジェクトで，宇宙からの地球環
境の観測や気候変動の学際的な研究などを目的として
いる．

梨ノ木平山地す
べり

なしのきだいらやま
じすべり

the Nashinokidairayama
landslide

1983年5月に富山県小矢部市内山地内で発生．幅・長さ
とも1㎞．最大層厚80mと日本でも屈指の深層地すべ
り．

ナショナルトラ
スト

なしょなるとらすと national trust 自然環境や歴史的環境の保存を目的としてイギリスで
設立された組織．各地に同様の組織がある．

那須火山 なすかざん Nasu volcano 栃木･福島県境の噴気活動が活発な活火山．南北に活動
が移動する成層火山で安山岩～玄武岩質溶岩よりな
る．

那須火山帯 なすかざんたい Nasu volcanic zone 東北日本弧の中軸部にそって多数の成層火山やカルデ
ラを配列する火山帯で，東日本火山帯の火山フロント
をなす．

ナスカプレート なすかぷれーと Nazca plate 南米西方沖の海洋プレート．東太平洋海膨などに発散
境界，ペルー・チリ海溝に収束境界を有する．

灘石 なだいし Nada ishi 兵庫県豊岡市産石材．新第三系～更新統玄武岩．石
塔・石垣・礎石などに用いられる．

名立くずれ なだちくずれ Nadachi landslide 1751年5月21日の高田地震によって，新潟県西頸城郡名
立町で発生した大規模な崩壊型地すべり．

名立油田 なだちゆでん Nadachi oil field 新潟県下郷津産油地帯の油田の一つ．名立川および能
生川沿いにある．貯留層は能生谷層の砂岩泥岩互層．



雪崩 なだれ avalanche 山の斜面に積もった積雪が急速に下降もしくは崩壊す
る現象．大別して，表層雪崩・全層雪崩がある．

雪崩危険区域 なだれきけんくいき dangerous area of
avalanche

斜面の地形・植生・積雪状況などより雪崩の発生しや
すい区域．雪崩予防施設・雪崩防護施設が必要とな
る．

雪崩分類 なだれぶんるい classification of
avalanche

日本では日本雪氷学会による雪崩の分類(1965)が公式
名称とされている．発生形，雪質，滑り面を組合せ，
６種類に分類されている．

雪崩防止工法 なだれぼうしこうほ
う

defences for avalanche 雪崩による災害発生を防止するための工法および構造
物．雪崩防止林，防止柵，吊柵などがある．発生後の
雪崩には雪崩防護工で対応する．

那智黒 なちぐろ Nachiguro 和歌山県の那智川・熊野川流域に産する石材．中生界
黒色頁岩．緻密で，硯石・黒の碁石として珍重されて
いる．

ナチュラルアナ
ログ

なちゅらるあなろぐ natural analogue 放射性廃棄物を地層処分した場合に想定されるプロセ
スに類似する天然のプロセス．

夏川石 なつかわいし Natsukawa ishi 新潟県長岡市周辺に産する石材．鮮新統－更新統灰瓜
層中に産する石灰質砂岩．

ナッシュビル
ドーム

なっしゅびるどーむ Nashville dome アメリカ，テネシー州の隆起構造．中央にオルドビス
系，周辺急崖部に石炭系が同心円状に分布する．

ナップ なっぷ nappe 独語でデッケ．衝上断層や横臥褶曲などで横に滑動
し，原地性基盤を覆う異地性岩体．

ナップ空気混入
工

なっぷくうきこん
にゅうこう

nappe interrupter 洪水吐クレストに突起を設け，その突起の下側に空気
を混入させるようにした構造．

ＮＡＴＭ なとむ new Austrian tunnelling
method, NATM

地山自体のもつ強度を利用して，吹付けコンクリート
とロックボルトを主な支保工とするトンネル工法．

ＮＡＴＭ計測指
針

なとむけいそくしし
ん

NATM method measuring
guide

ＮＡＴＭで施工されるトンネル切羽の観察および内
空・地山の計測手法について説明した指針．（日本ト
ンネル技術協会編　S.58.3）

ＮＡＴＭショー
トベンチ工法

なとむしょーとべん
ちこうほう

NATM short bench cut
method

切羽掘削をショートベンチ（上下半切羽距離30m程度）
で行うＮＡＴＭ工法．

ＮＡＴＭトンネ
ル

なとむとんねる NATM tunnel ＮＡＴＭ工法によって施工されたトンネル．

Ｎａ／Ｋアルカ
リ温度計

なとりうむかりうむ
あるかりおんどけい

Na/K geothermometer 地下の熱水が母岩と反応して平衡状態にあるときの温
度をNa/K比から求める方法．地質学的温度計の一種．

ナトリウムベン
トナイト

なとりうむべんとな
いと

Na-bentonite ナトリウムに富んだモンモリナイトを主成分とするベ
ントナイト．水中で著しく膨潤する．



名取層群 なとりそうぐん Natori Group 仙台～宮城県南部に分布する下～中部中新統．下位よ
り陸成層～浅海層～漸深海帯～浅海層に至る堆積サイ
クルをなす．

七号地海進 ななごうちかいしん Nanagoti transgression 更新世末期の約1.5～1.1万年前にかけて生じた海進，
七号地層を堆積させた．

七号地層 ななごうちそう Nanagoti Formation 七号地海進期に形成された下部沖積層．基底礫層，
砂・泥互層，泥炭層の互層からなる．東京低地部の埋
没谷中に分布．

七谷層 ななたにそう Nanatani Formation 新潟県中部地域に分布する下部中新統上部～中部中新
統中部．南蒲原郡下田村大谷付近を模式地とする．海
成で硬質泥岩や塊状泥岩を主体とし，流紋岩質あるい
はデイサイト質の火砕岩を伴う．

斜め移動断層 ななめいどうだんそ
う

oblique-slip fault 斜めすべり断層と同義．断層の変位が縦成分と横成分
の両方を有する断層．

斜め杭 ななめぐい diagonal pile, batter
pile, inclined pile

地盤に斜めに打設される杭で，シーバースなど水平力
が大きく作用する海洋構造物の基礎として施工される
ことが多い．

斜め写真 ななめしゃしん oblique photograph 空中写真の一種で斜め上方より撮影した写真．長大斜
面の観察などに利用される．

斜めすべり断層 ななめすべりだんそ
う

diagonal-slip fault 斜め移動断層と同義．

ナノメータ なのめーた nanometer 長さの単位で，10億分の１メートル．リモートセンシ
ングでは近赤外線より短い波長の表記に使用．

菜生層群 なばえそうぐん Nabae Group 四国東部の四万十帯南帯南部の泥岩優勢層．堆積時の
変形や破壊が著しい．平ほか(1980)により命名．

難波江層群 なばえそうぐん Nabae Group 舞鶴，夜久野地方，岡山県東部に断続的に分布する上
部三じょう系（三畳系）．浅海成～一部汽水成で砂
岩，シルト岩を主体とする．福井県難波江海岸を模式
地とする．

ナバホ砂岩 なばほさがん Navajo sandstone アメリカ，アリゾナ州北部など，西部内陸地域南部に
分布する上部三じょう系（三畳系）～ジュラ系．陸成
とみなされ，爬虫類化石を産する．

ナビドリル なびどりる navigational drill 先端駆動式ドリルの一種．従来型のダイナドリルより
も小さい動力のポンプで作動させることができる．

ナフサれき青
（ナフサ瀝青）

なふされきせい naphthabitumen 少量の硫黄・酸素・窒素を含む炭化水素類の混合物か
らなる．天然に産する堆積源有機物．

ナフテン基原油 なふてんきげんゆ naphthene base crude oil アスファルト基原油と同義語．

鍋石 なべいし Nabe ishi 福島県郡山東方に産する石材．中生界花崗閃緑岩中の
はんれい岩（斑糲岩）．建築石材して珍重されたが終
掘．



鍋田石 なべたいし Nabeta ishi 愛知県豊田市産石材．中生界武節両雲母花崗岩．岡崎
みかげの一種．墓石として珍重される．

鍋立山トンネル なべたちやまとんね
る

Nabetachiyama tunnel 北越急行（株）ほくほく線の長大トンネル．延長9117m
で1995年完成．新第三系の軟弱な泥岩が主体で石油系
高圧ガスによる大膨張性土圧が発生．TBM工法や円形断
面，NATMが採用されるとともに高圧多量の薬液注入で
押し出しを抑制した．

鍋山石灰岩 なべやませっかいが
ん

Nabeyama limestone 栃木県安蘇郡葛生町付近に分布する．ペルム紀中期か
ら後期の化石を含む．葛生石灰岩ともいう．

鍋山統 なべやまとう Nabeyama series 栃木県葛生町周辺に分布するフズリナを多く含むペル
ム系．石灰岩および苦灰岩からなり，チャートを挟
む．

生コンクリート なまこんくりーと ready-mixed concrete 工場で練り混ぜ，打設現場までトラックアジテーター
などで搬送されるコンクリート．

鉛・亜鉛鉱床 なまりあえんこう
しょう

lead and zinc deposits 通常は鉛・亜鉛の硫化鉱物を主体とする鉱床．日本に
おける代表例は秋田県北鹿地区の黒鉱鉱床．

鉛鉱床 なまりこうしょう lead deposits 鉛の硫化鉱物・炭酸塩鉱物・硫酸塩鉱物を主体とする
鉱床．鉛の硫化鉱物鉱床は通常多量の亜鉛鉱物を含
む．

鉛精錬 なまりせいれん lead smelting 鉛鉱物を溶融し，金属鉛を抽出する方法．溶鉱炉法と
電気炉法がある．

鉛同位元素法 なまりどういげんそ
ほう

lead-lead method 238Uと235Uが異なる半減期でそれぞれ206Pbと207Pbに放射壊
変することを利用する年代測定法．主に先新第三紀を対
象とする．

鉛同位体法 なまりどういたいほ
う

lead isotope method 絶対年代決定法の一種である．ウラン－鉛年代法ある
いはトリウム－鉛年代決定法など類似の方法と併用さ
れる．

鉛－鉛法 なまりなまりほう lead-lead method 238Uと235Uが異なる半減期でそれぞれ206Pbと207Pbに放射壊
変することを利用する年代測定法．鉛同位元素法ともい
う．

浪打石 なみうちいし Namiuchi ishi 岩手県二戸市産石材．中生界はんれい岩（斑糲岩）
（黒みかげ）．粗粒・帯緑黒色で美麗．墓石・建築用
材として珍重される．

波の減衰 なみのげんすい absorption for waves 波（例えば地震波）が媒質を伝播する際に，そのエネ
ルギーを熱などに変換することにより減少させる事
象．

名寄鈴石 なよろすずいし Nayoro-suzuishi 北海道名寄市緑丘の更新統から産出する珍石．中空状
の結核で，中に鉄分の多い核を持つ．振ると鈴のよう
な音をたてる石．

名寄層群 なよろそうぐん Nayoro Group 北海道天塩川流域の名寄盆地に分布する更新統．今西
(1956)により命名．

奈良尾地すべり ならおじすべり the Narao landslide 長野県北部信州新町にある，防止面積7.6haの地すべ
り．1976年9月台風がもたらした集中豪雨により発生．
人家14戸全半壊とされている．



楢崎石 ならさきいし Narasaki ishi 山口県菊川町に産する中生代末期のひん岩．黒色・緻
密で，砕石として利用される．

ならしコンク
リート

ならしこんくりーと leveling concrete 掘削された地盤表面の凹凸を平滑にするために打設す
るコンクリート．

楢谷結晶片岩 ならだにけっしょう
へんがん

Naradani crystalline
schist

松谷結晶片岩ともいう．飛騨外縁構造帯に点在する中
部古生界で，主に泥質～砂質片岩からなる．

七良谷層 ならだにそう Naradani Formation 高知県佐川町周辺に分布するジュラ系上部統．秩父累
帯南帯の北縁部．泥岩，砂岩を主体とする．

楢谷層群 ならだにそうぐん Naradani Group 岐阜県大野郡清見村に分布する中部古生界．藤本ほか
(1953)が命名，藤本ほか(1962)が清見層群と改称．

楢橋油田 ならはしゆでん Narahashi oil field 山形県飽海郡平田町楢橋に位置する山形県庄内産油地
帯の油田の一つ．第二次大戦直後に開発された．昭和
20年代に16klを産出したが終掘．深度100～130ｍの新
第三系鮪川層の砂礫層に胚胎．

鳴石 なりいし rattle stone 振ると音がする石．団塊の内部が収縮したり，内核の
周囲が溶出して空洞化し，外郭から分離したもの．

成田階 なりたかい Narita stage 千葉県成田市付近を模式地とする関東地方南部の第四
系の上部階として，槇山次郎(1931)が命名．

成田層 なりたそう Narita Formation 千葉県北中部に分布する下総層群に属する更新統．木
下(きおろし)層ともいう．千葉県印西町木下を模式地
とする．砂質泥層と含化石砂層からなる．

成田層群 なりたそうぐん Narita Group 房総半島中部から北部に分布する中・上部更新統．日
本の海成中部更新統の模式層である．

成羽層群 なりわそうぐん Nariwa Group 岡山～広島県に分布する上部三じょう系（三畳系）．
植物化石や二枚貝化石が多い．古生界が衝上した横臥
衝上で有名．

鳴子石 なるごいし Narugo ishi 宮城県鳴子町産石材．鳴子火山噴出物の輝石安山岩お
よび凝灰岩．輝石安山岩は軽石質で耐火性あり．庭
石・土木用に用いられる．

鳴子火山 なるごかざん Narugo volcano 宮城県北西部に位置する第四紀火山．径約400mの火口
湖とその周りに噴出した溶岩円頂丘群の活動で生成．

鳴滝石 なるたきいし Narutaki ishi ①静岡県韮山に産する更新統のかんらん石（橄欖石）
玄武岩．土木用．
②山口県山口市鳴滝に産する白亜系の黒雲母～角閃石
黒雲母花崗岩．土木・建築用．

鳴滝地すべり なるたきじすべり the Narutaki landslide 1982年に長崎県長崎市鳴滝町で発生した地すべり．被
害面積は約0.8ha．記録的な大雨を誘因としている．

鳴門石 なるといし Naruto ishi 徳島県鳴門市付近に産する石材．白亜紀後期和泉砂岩
中の砂岩．細粒・暗緑色で，硬質．橋梁・石垣・碑石
などに利用．



鳴門断層 なるとだんそう Naruto fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．徳島県
鳴門市に位置し延長12km．北側が隆起し垂直変位
300m．中央構造線活断層系に属する．

縄状溶岩 なわじょうようがん ropy lava, corded lava 粘性の小さい溶岩流で，表面のガラス質皮膜がよじれ
縄状の模様を呈するもの．パホイホイ溶岩に見られ
る．

縄又地すべり なわまたじすべり the Nawamata landslide 石川県輪島市縄又地内の第三紀層地すべり．田毎の月
で有名な千枚田地帯で，古くは1606年からの記録が残
る．

南越鉱山 なんえつこうざん Nanetsu mine 新潟県六日町東方にあった鉱山．閉山．中温型銅・
鉛・亜鉛鉱床．産出量は銅300t，鉛33,300t，亜鉛
7,400t．

南海地震 なんかいじしん the 1946 Nankai
earthquake

1946年12月21日に北緯33度,東経135.6度の南海トラフ
で発生したM8.0の海溝型地震．東北地方から九州全域
で強い揺れを観測した.地震と津波により死者は1300人
を越えた.

南海舟状海盆 なんかいしゅうじょ
うかいぼん

Nankai trough 御前崎沖から日向沖へかけた長さ約700km，深さ4,500m
前後の細長い海底で，巨大地震がしばしば発生する．
フィリッピン海プレートの沈み込み帯と考えられる．
南海トラフと同義．

南海層群 なんかいそうぐん Nankai Group 徳島・高知県の秩父累帯中帯～南帯に細切れになって
点在する下部白亜系．主として砂岩，泥岩からなる．

南海トラフ なんかいとらふ Nankai trough 南海舟状海盆と同義．

軟岩 なんがん soft rock 固結度の低い岩石・岩盤に対する工学的区分．土と硬
岩との中間領域に位置する岩．一軸圧縮強度では約10
～25MPa以下，掘削施工性による区分ではリッパ－掘削
が可能なものとされることが多い．

軟玉 なんぎょく nephrite 陽起石あるいは透角閃石からなる玉，アクチノ角閃石
の緻密な集合体．硬玉に比べ硬度が低く(H6～6.5)比重
もやや小さい．軟玉岩と同義．

南極隕石 なんきょくいんせき Antarctic meteorites 南極大陸で採取された隕石．1995年までに約15,000個
発見．隕石は氷河で運ばれ裸氷帯に集積されている．

南極-インド海嶺 なんきょくいんどか
いれい

South Pole-Indian ridge マダガスカル島南東から南大西洋サウスオークニー諸
島に至る海嶺．

南極横断山脈 なんきょくおうだん
さんみゃく

Transantarctic mountains 東経160゜付近のビクトリアランドから西経40～50゜付
近のウェッデル海までのびる，ロス造山帯とほぼ一致
する山脈．

軟玉岩 なんぎょくがん nephrite 軟玉と同義．

南極石 なんきょくせき antarcticite CaCl2･6H2O，三方晶系，硬度２～３，比重1.71．塩湖で

蒸発乾固物として産する．水に溶け易い針状結晶の集
合体．無色・透明，ガラス光沢．南極ビクトリアラン
ドで発見されたことから命名．

南極ナピア岩体 なんきょくなぴあが
んたい

Antarctic Napier complex 東南極に分布する始生代の岩体．グラニュライト相の
変成作用を受ける．年代測定の結果は，約3,900Ma他．



南極プレート なんきょくぷれーと Antarctica plate 南極大陸が乗るプレート．中央海嶺で囲まれるが，一
部，沈込み帯やトランスフォーム断層が境界となる．

軟珪石 なんけいせき loose silica, weathered
chert

容易に粉砕できる珪質原料．風化･変質したチャート･
砂岩などを用いる．主にセメント原料成分の調整剤に
使用．

南郷鉱床地区 なんごうこうしょう
ちく

Nango aplite area 滋賀県南部の花崗岩中のアプライト鉱床地区．有色鉱
物が少なく，長石類と石英がよく分離．陶磁器原料に
利用．

軟質炭 なんしつたん soft coal 砕けやすいれき（瀝）青炭．発熱量が5,700kcal/kg以
下の石炭．亜れき（瀝）青炭の一部と褐炭の総称．

軟質ラテライト なんしつらてらいと soft laterite 鉄分の多い斑状粘土で空気にさらされ，または乾湿の
繰返すことで固結する性質を有するラテライト．

軟弱地盤 なんじゃくじばん soft ground 沖積地や盛土のように軟らかい土層で構成され，建造
物の基礎地盤に適さない地盤．

軟弱地盤固化処
理工法

なんじゃくじばんこ
かしょりこうほう

soft ground
consolidation method

安定材を原位置の軟弱土に強制混合し，支持力の増加
や圧密沈下の低減を得る工法．

軟弱地盤の側方
流動

なんじゃくじばんの
そくほうりゅうどう

lateral flow of soft
ground

軟弱地盤の上に盛土などの重量物を載せると，地盤が
水平方向に流動して周辺地盤を隆起や水平移動させる
現象．

軟弱堆積物 なんじゃくたいせき
ぶつ

soft deposit 非常に軟らかい粘性土・有機質土・緩い砂質土から構
成される堆積物の総称．

軟弱粘土 なんじゃくねんど soft clay 軟らかい粘土の俗称．せん断強さの大きさなどで明確
に定義された用語ではない．

南条鉱床地区 なんじょうこうしょ
うちく

Nanjo area 福井県南条郡に分布する熱変成でチャートが再結晶し
た珪岩からなる珪石鉱床地区．風化で石英粒が粉状
化．

軟水 なんすい soft water 硬水の反意語．カルシウムイオンやマグネシウムイオ
ンの含有率が低く，硬度10度以下の水．

南西インド洋海
嶺

なんせいいんどよう
かいれい

Southwest Indian ridge 南極－インド洋海嶺と同義．

南西諸島海溝 なんせいしょとうか
いこう

Nanseishoto trench
(Nanseisyoto trench),
Ryukyu trench

琉球列島の東南に沿う海溝．ユーラシアプレートと
フィリピン海プレートの境界をなす．別名琉球海溝．

南勢層群 なんせいそうぐん Nansei Group 志摩半島西部の秩父累帯中帯の下部白亜系．汽水～浅
海成の砂岩，泥岩，礫岩などからなる．三重県南勢町
を模式地とする．

軟石 なんせき soft rock 石材の用語で，比較的に軟らかい岩石．



南設亜層群 なんせつあそうぐん Nansetsu Subgroup 愛知県設楽郡三河地方に分布する中新統設楽層群の上
部に分布する流紋岩・安山岩などからなる火山岩類．

南鮮片麻岩 なんせんへんまがん Nansen gneiss 高句麗花崗岩ともいう．朝鮮半島南部に分布．黒雲母
花崗岩，片麻状花崗岩などからなる．泰山系に対比．

男体火山 なんたいかざん Nantai volcano 日光火山群中の成層火山の一つ．約2.5万年前以降より
活動し，約1.2万年前に活動を休止．

難帯水層 なんたいすいそう aquiclude 土粒子間の空隙・間隔が狭く，透水性が極めて低く，
水を通しにくい，または水が動きにくい地層．

軟体動物 なんたいどうぶつ Mollusca, molluscs 動物界の後生動物の一門．化石は古生代以降に多産．
アンモナイト類など多くの絶滅種があり古生物学上重
要．

軟泥 なんでい ooze 浮遊性生物遺骸を30％以上含む軟質な泥土．石灰質軟
泥と珪質軟泥に分けられる．

南東インド洋海
嶺

なんとういんどよう
かいれい

Southeast Indian ridge オーストラリアと南極の間に東西に連なる海嶺．太平
洋-南極海嶺の西，インド洋中央海嶺の東に位置する．

難透水性岩 なんとうすいせいが
ん

the rock of aquiclude 粘土層のように帯水することはできるが，透水性の悪
い岩をいう．

難透水層 なんとうすいそう aquiclude シルト・粘土層など，透水性の小さな地層．

南部石 なんぶいし nambulite LiMn4(Si5O14OH)，三斜晶系，硬度6.5，比重3.49．橙紅

色，ガラス光沢．主に変成層状マンガン鉱床に産す
る．南部松夫氏にちなんで命名．

南部フォッサマ
グナ

なんぶふぉっさまぐ
な

South Fossa Magna フォッサマグナの南半部．中新統初期に激しい火山活
動が始まり，厚い中新～鮮新統が堆積し，褶曲を受け
た．

南米プレート なんべいぷれーと South American plate 南米大陸と大西洋南西部にまたがる大陸プレート．南
米大陸西縁には，ペルー・チリ海溝などの沈込帯が位
置する．

南陽層 なんようそう Nanyo Formation 濃尾平野の沖積層．上部砂層と下部泥層に区分．下部
泥層（層厚約30m）は下位の洪積層とともに地盤沈下が
顕著．

南嶺山脈鉱床 なんりんさんみゃく
こうしょう

Nanling range (W・Nb-Ta) 中国南部南嶺山脈地域の中生代後期火成活動に伴われ
た重金属鉱床群．タングステン鉱床が多い．

新潟ガス田 にいがたがすでん Niigata gas field 新潟油田に伴われたガス田のこと．第二次大戦後の天
然ガス需要の増加により開発された．

新潟地震 にいがたじしん the 1964 Niigata
earthquake

1964年6月16日，新潟県北西部沖，粟島南方で発生した
M7.5の地震.死者は26人とされているが,地盤の液状化
によりアパートが倒壊するなど,都市型の地震災害とし
ての地盤の液状化が最初に認められた例.



新潟油田 にいがたゆでん Niigata oil field 新潟県内の油田の総称．陸地部での浅層の油田開発か
ら海域での深層油田（-10000m）開発に移行している．

新島抗火石 にいじまこうかせき Niijima-kokaseki 東京都新島産石材．軽石流紋岩．軽質・多孔質で釘が
打てる．耐火壁・防音壁などの建築材として利用され
る．

ニーゼンデッケ にーぜんでっけ Niesen flysch nappe スイスNiesen山地に形成されるデッケ．上部白亜系を
主とするフリッシュ層からなる．

仁井田油田 にいだゆでん Niida oil field 秋田市南部仁井田に位置し南方に豊岩油田がある．女
川層上部の凝灰岩，凝灰質砂岩に胚胎．

新月噴出岩類 にいつきふんしゅつ
がんるい

Niitsuki effusive rocks 気仙沼市新月付近に分布する下部白亜系．上部は安山
岩質火山角礫岩・凝灰岩，下部は安山岩溶岩からな
る．

新津油田 にいつゆでん Niitsu oil field 新潟県新津市付近に位置する油田．1896年発見．貯留
層は深度50～800ｍの背斜尖滅部の西山層，椎谷層と寺
泊層の砂岩．明治，大正期には国内有数の油田．

ニードルビーム にーどるびーむ needle beam 中背盤に据えた縦桁にパイプジャッキを据え，これに
よりライナープレートを支える方式の支保工．またト
ンネルの移動式型枠の一種．

ニードルビーム
工法

にーどるびーむこう
ほう

needle beam method ニードルビームによりライナープレートを支えて掘削
するトンネル掘削工法．土砂トンネルで採用．

新名石 にいないし Niina ishi 香川県西部国分寺町産石材．鮮新統紫蘇輝石角閃石安
山岩．粗粒・淡灰色で柱状節理発達．石垣・敷石・礎
石に利用．

新居浜時階 にいはまじかい Niihama phase 更新世初期の中央構造線の運動期．松山南方の皿ヶ峰
平原面が1,000m以上隆起，北端で幅数100mの破砕帯を
形成．

新屋石 にいやいし Niiya ishi 群馬県南部甘楽町産石材．中新統砂岩．細～中粒・淡
褐色．鉄錆が浸潤して木目状模様を示す．建築用に利
用．

二級河川 にきゅうかせん class B river 一級河川以外の水系で，公共の利害に重要な関係があ
るものにかかわる河川で，都道府県知事が指定した河
川．（河川法第５条）

二級ダム にきゅうだむ Nikyu dam 黒瀬川水系黒瀬川．広島県．1942年竣工．堤高32ｍの
重力ダム．旧内務省所管の河水統制事業による我が国
初の多目的ダム．

二極法 にきょくほう double probe method 一対の電流および電位電極のそれぞれ一方の極を無限
遠とみなせる位置に設置する比抵抗法の電極配置．

二曲率アーチダ
ム

にきょくりつあーち
だむ

double curvature arch
dam

垂直断面並びに水平断面のいずれもが，アーチ形状を
しているダム．

濁川カルデラ にごりかわかるでら Nigorikawa caldera 北海道駒ケ岳の北西約20kmにある直径3km，面積5.3km2

のカルデラ．13,000B.P.頃に形成された．現在地熱発
電が行われている．



濁川油田 にごりかわゆでん Nigorikawa oil field 秋田市北に，南から旭川・濁川・道川と南北に配列す
る油田の一つ．1918年発見．貯留岩は深度70～170ｍの
濁川背斜部の船川層中の流紋岩．

濁沢地すべり にごりさわじすべり the Nigorisawa landslide 1980年12月30日に新潟県長岡市濁沢地内で発生した第
三紀層地すべり．1人家12戸をのみ込む災害を発生させ
たとされている．

濁り度 にごりど turbidity 溶液または粒子が浮遊する液体に光を当てた時の散乱
光の強さと入射光の強さの比．

濁り度計 にごりどけい turbidimeter 濁り度を測定する装置．測定原理は視覚法と光電光度
法とがおもに用いられる．

ニコル にこる nicol 複屈折の高い方解石を用いた，直線偏光を作る装置．
透明な２個の方解石をカナダバルサムで張り合わせ
る．

ニコルプリズム にこるぷりずむ Nicol's prism 自然光を互いに直角の方向に振動する偏光に分けるた
めの装置．透明な方解石を張合わせて作る．

仁頃層群 にころそうぐん Nikoro Group 北海道北見市付近に分布する上部ジュラ系～上部白亜
系．緑色岩類・チャート・石灰岩などからなる．

二酸化イオウ にさんかいおう sulphur dioxide, sulfur
dioxide

亜硫酸ガスともいう．硫黄を含む化石燃料の燃焼によ
り発生する主要大気汚染物質の一つ．

二酸化炭素固定 にさんかたんそこて
い

carbon dioxide fixation 二酸化炭素を結合して有機化合物に取り入れ固定する
こと．C02固定化ともいう．

二酸化炭素濃度 にさんかたんそのう
ど

carbon dioxide
concentration

大気中の炭酸ガスの濃度．近年その濃度上昇が地球温
暖化との関連で問題となっている．

二酸化炭素排出
抑制技術

にさんかたんそはい
しゅつよくせいぎ
じゅつ

technology for
mitigating CO2 emission

地球温暖化の防止を目的として，化石燃料の燃焼など
による二酸化炭素の排出を抑制する技術．

二次圧縮 にじあっしゅく secondary compression 二次圧密と同義．一次圧密（弾性圧密理論による圧
密）が終了した後に継続して進行する圧密．土の骨組
み構造が変形するためにクリープ的に圧密が進行す
る．

二次圧密 にじあつみつ secondary consolidation 飽和粘土の圧密において一次圧密とは異なる圧縮ク
リープ現象．

二次圧密係数 にじあつみつけいす
う

coefficient of secondary
consolidation

飽和粘土の一次圧密の終わり頃から認められる二次圧
密において，圧密速度を支配する土質定数．

二次圧密率 にじあつみつりつ rate of secondary
consolidation

二次圧密時の圧縮ひずみと時間（対数）の関係直線に
おける時間目盛り１サイクルあたりの圧縮ひずみ量．

二次イオン質量
分析計

にじいおんしつりょ
うぶんせきけい

secondary ion mass
spectrometry

高速イオン線を材料表面に衝突させた際に，材料から
放出される二次イオンの質量分析計.



二次イオン質量
分析法

にじいおんしつりょ
うぶんせきほう

secondary ion mass
spectroscopy

試料へのイオンビームの照射により発生した二次イオ
ンの質量分析から，試料の構成元素を定量する分析
法．

西祖谷層群 にしいやそうぐん Nishiiya Group 四国の三波川結晶片岩類中に想定された不整合の下位
層準．本層群の分帯は疑問視されている．

西浦みかげ にしうらみかげ Nishiura-mikage 愛知県豊田市西浦産石材．中生界黒雲母角閃石花崗
岩．節理少なく大材が得られる．敷石・礎石・石柱と
して利用．

二次応力 にじおうりょく secondary stress ①自然の地山における応力（一次応力，初期応力）に
対し，トンネルや空洞の掘削によって変化した後の地
山応力．
②ある仮定のもとに行われた構造計算で得られた応力
（一次応力）に対し，仮定と実際との差違に起因する
付加的な応力．

西男鹿層群 にしおがそうぐん Nishioga Group 秋田県男鹿半島西岸に分布する始新～中新統．安山岩
質の溶岩・火砕岩を特徴とする．門前層群ともいう．

西小国油田 にしおぐにゆでん Nishioguni oil field 秋田県南部・鳥海山北西に位置する秋田県由利郡仁賀
保町仁賀保産油・産ガス地帯の油田の一つ．

二次確率密度関
数

にじかくりつみつど
かんすう

second order probability
density function

二つの確率変数に対する確率密度関数．

二次化石 にじかせき secondary fossil 地層中で一度化石化した後，洗掘･再堆積により新しい
地層に再度取り込まれた化石．誘導化石と同義語．

二次滑落崖 にじかつらくがい secondary scarp 地すべりの主すべり面を形成する頭部の滑落崖に随伴
し，その下方の滑動土塊中に形成される急崖．

西桂層群 にしかつらそうぐん Nishikatsura Group 山梨県南西部桂川沿いに分布する中～上部中新統．下
部は砂岩，泥岩を主体とし，上部は礫岩を主体とす
る．

西川地すべり にしかわじすべり the Nishikawa landslide 1968年に降雨を誘因として，山形県最上郡真室川町で
発生し，住宅，道路，水田，河川に被害．防止区域面
積12ha．

二次岩層 にじがんそう secondary rocks 化石を利用した生層序学以前の用語（始源岩層，二次
岩層，三次岩層）の一つ．中部ヨーロッパのデボン系
の旧赤色砂岩～第三系に相当．

二軸圧縮強度 にじくあっしゅく
きょうど

bi-axial compressive
strength

試料の２方向から異なった荷重で圧縮する「二軸圧縮
試験」により得られる強度．

二次クリープ にじくりーぷ secondary creep ひずみ速度が減少した後，一定速度となった期間のク
リープ現象．

西黒沢階 にしくろさわかい Nishikurosawa stage 秋田県男鹿半島の西黒沢層を模式層とする東北地方の
中新世中期の階．階は年代区分の期に対応．

西黒沢層 にしくろさわそう Nishikurosawa Formation 秋田県男鹿半島に分布する中部中新統下部．男鹿市西
黒沢～平沢海岸を模式地とする．海成で砂岩，礫岩，
シルト岩を主体とし，凝灰岩を挟む．グリーンタフ相
当層で，黒鉱胚胎層準．



二次元解析 にじげんかいせき two dimensional analysis 水平面や鉛直面上など二次元で行う解析．

二次元問題 にじげんもんだい two-dimensional problem 実際の材料や構造物は立体（三次元）だが，解析計算
や設計上ではニ次元的なモデルで近似させることがで
きる場合をいう．

二次元有限要素
モデル

にじげんゆうげんよ
うそもでる

two-dimensional finite
element model

有限要素法に用いる解析モデルで，解析対象を二次元
でモデル化したもの．

二次元要素 にじげんようそ two-dimensional element 有限要素法による二次元解析のための要素．シェル構
造の解析や平面応力状態・平面ひずみ状態とみなせる
場合に用いられる．

二次鉱床 にじこうしょう secondary deposit 既存の岩石や鉱床が，化学的もしくは物理的二次富化
作用や風化作用を受けて有用鉱物が濃集して生じた鉱
床．

二次鉱物 にじこうぶつ secondary mineral 風化作用や変質作用により，一次鉱物が化学反応を受
けて生成した粘土鉱物などの鉱物．

二次災害 にじさいがい secondary disaster 地震などの直接的被害に連鎖して発生する火災などの
災害．また，地すべり災害などの復旧中に起きる災
害．気象条件，社会環境などが加速要因となる．

西埼玉地震 にしさいたまじしん the 1931 Nishisaitama
earthquake

1931年9月21日埼玉県西部で発生したM6.9の地震．被害
は死者16人，家屋全壊207戸とされている．

二次地圧 にじじあつ secondary ground stress,
secondary state of
ground pressure

地山にトンネルなどの空洞を掘削し，地山内の初期地
圧が変化した後の状態の応力．

二次地すべり にじじすべり the secondary landslide 過去に発生した一次地すべりの全体または一部が再移
動したもの．ニ次…ｎ次すべりの総称として用いる．

西七島海嶺 にししちとうかいれ
い

Nishi-shichito ridge
(Nisi-sitito ridge)

伊豆小笠原海嶺を構成する３列の海嶺の中で最も西側
に位置する海嶺．多数の海山からなる．

西島石 にしじまいし Nishijima ishi 兵庫県家島諸島産石材．中生界角閃石黒雲母花崗岩．
主に土木用に用いられ，土木用石材産地として大き
い．

二次褶曲 にじしゅうきょく second order fold 大褶曲内部で発生するさらに小規模な褶曲．

二次処理 にじしょり secondary treatment 排水処理の第二段階の処理．沈砂地などの沈殿を一次
処理，微生物などで処理するのを二次処理という．

二次シラス にじしらす reworked shirasu deposit 火山から噴出した軽石流堆積物や降下軽石堆積物など
の一次シラスが移動，再堆積したもの．

西彼杵階 にしそのぎかい Nishisonogi stage 崎戸炭田の西彼杵層群を模式層とする西日本古第三系
の階．ぜん新世（漸新世）後期．階は年代区分の期に
対応．



西彼杵層群 にしそのぎそうぐん Nishisonogi Group 長崎県崎戸～松島炭田を模式地とする中～上部ぜん新
統（漸新統）．主に砂岩・泥岩からなり，海緑石，骨
石を挟む海成層．

西彼杵炭田 にしそのぎたんでん Nishisonogi coal field 長崎県西彼杵半島西側の海域にあり，崎戸－松島炭
田・高島炭田と，両炭田間の未開発海域を含む海底炭
田の総称．

西彼杵変成岩 にしそのぎへんせい
がん

Nishisonogi metamorphic
rock

西彼杵半島付近に分布する結晶片岩．黒色片岩を主体
とし，緑色片岩を伴う．三郡帯か三波川帯か不明．

二次堆積性金属 にじたいせきせいき
んぞく

secondary deposit 二次鉱床と同義．

二次ダイヤフラ
ム型土圧計

にじだいやふらむが
たどあつけい

secondary diaphragm type
earth pressure cell

受圧板を介し土圧を計器内の液圧に変換し，内部の二
次ダイアフラムに生じた変形から土圧を求める土圧計.

西田川炭田 にしたがわたんでん Nishitagawa coal field 山形県南西鶴岡市から新潟県境にかけての約30kmにわ
たる田川夾炭層の分布地帯．強粘結炭を産する．

二次注入 にじちゅうにゅう secondary grouting 覆工背面と地山の間の空隙部に一次注入されたモルタ
ルの充填状況を確認し，再度注入して効果を高める注
入．

二次転圧 にじてんあつ secondary rolling
compaction

舗装の際，アスファルト混合物の初転圧に続いて行わ
れる転圧で最大密度を得ることを目的として実施され
る．

西堂平片麻岩 にしどうひらへんま
がん

Nishidohira gneiss 茨城県常陸太田市長谷付近，日立変成岩の西縁部に蛇
紋岩を挟んで分布する変成岩．黒雲母片麻岩を主体と
する．

西徳富層群 にしとっぷそうぐん Nishitoppu Group 北海道西部の留萌市周辺に分布する下～中部中新統．
下部は礫岩と砂岩の互層，上部は泥岩からなる．

仁科層群 にしなそうぐん Nishina Group 伊豆半島南西部の西伊豆町周辺に分布する下部中新
統．変質の著しい輝石安山岩質凝灰角礫岩からなる．

西日本島弧系 にしにほんとうこけ
い

West Japan arc system 琉球弧を含む西日本の島弧の総称．フィリピン海プ
レートの沈みこむ南海トラフ，琉球海溝に沿って発
達．

西根断層群 にしねだんそうぐん Nishine fault Group 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，南北方向．岩手
県盛岡市西方，駒ヶ岳東縁に分布し延長は5～16km．4
条の断層よりなる断層群．

二次熱水鉱床 にじねっすいこう
しょう

secondary hydrothermal
deposit

若い時代の造山運動や火成活動で生じた熱水により古
い鉱床の可溶成分が溶かされ，この熱水から生じた鉱
床．

二次破砕 にじはさい secondary crushing トンネルの爆破掘削による発生ずりを，ベルトコンベ
アーの搬出能力に合わせてブレーカなどで小割するこ
と．

二次発破 にじはっぱ secondary blasting 発破後に残った大きな岩塊を処理するための発破．



二次覆工 にじふっこう secondary lining トンネルの覆工を分けて実施する時，仮巻きを一次覆
工，本覆工を二次覆工という．

西海石 にしみいし Nishimi ishi 長崎県西彼杵半島北部西海産石材．新第三系角閃石両
輝石安山岩．板状節理が発達し，道路用・土木用に利
用．

西峰地すべり にしみねじすべり the Nishimine landslide 1954年に高知県大豊町西峰で，台風が原因で発生した
地すべり．42戸の家屋が移動するなど大被害が発生し
たとされている．

西八木層 にしやぎそう Nishiyagi Formation 兵庫県明石地方の中位段丘構成層．最大厚15ｍで中部
に海成粘土層を挟む．大阪層群明石累層を不整合に覆
う．

西八代層群 にしやつしろそうぐ
ん

Nishiyatsushiro Group 山梨県南部の富士川流域などに分布する中新統．玄武
岩～デイサイト溶岩，同質火山砕屑岩類と泥岩などか
らなる．

西山層 にしやまそう Nishiyama Formation 新潟県中部に分布する鮮新統～更新統．新潟県刈羽郡
西山町付近を模式地とする．海成で泥岩を主体とす
る．

西山油田 にしやまゆでん Nishiyama oil field 新潟県柏崎市北東に３列をなして連なる西山油帯の最
も東側の油田群．1888年発見．別山・西山・高町・柏
崎油田を含む．産油層は深度400～1000ｍの椎谷層下部
および寺泊層の砂岩，凝灰質砂岩，凝灰岩．

二重円筒ケーソ
ン式防波堤

にじゅうえんとう
けーそんしきぼうは
てい

double-cylinder-caisson
type breakwater

二重の円筒構造で外円筒の開口部から入った波を内円
筒の背後で衝突させて消波する形式の防波堤．

二重間隙モデル にじゅうかんげきも
でる

double porosity model 多孔質体中の有効間隙と，亀裂や破砕部の間隙の両方
を考慮した地層流体の浸透を検討するためのモデル．

二重管式オー
ガーサンプラ

にじゅうかんしき
おーがーさんぷら

double tube auger
sampler

地盤中の深いボーリング孔に対して，約1.25mの直径ま
でに使用される機械駆動式のオーガー．

二重管式コアバ
レルソイルサン
プラ

にじゅうかんしきこ
あばれるそいるさん
ぷら

double core barrel soil
sampler

ビットに接続し共に回転する外管および内管より構成
されるダブルコアーチューブ式の軟質土採取器．

二重管ダブル
パッカー式グラ
ウチング工法

にじゅうかんだぶる
ぱっかーしきぐらう
ちんぐこうほう

double tube and double
packer grouting method

注入バルブを装着した注入外管を地盤中に建込み，そ
の周りをシールグラウトし，ダブルパッカーを装着し
た注入内管を挿入して注入を行う工法．

二重管注入工法 にじゅうかんちゅう
にゅうこうほう

double pipe grouting
method

二重管ダブルパッカー式グラウチング工法と同義．

二重空隙モデル にじゅうくうげきも
でる

double-porosity model 亀裂性岩体を対象としたモデルの一種で，空隙内の流
体と基盤岩との間で水と溶質の交換を行うことができ
る．

二重弧 にじゅうこ double island arc 二重の軸（高まりの部分）をもつ弧状列島．

二重コイル法 にじゅうこいるほう double coil method 水平ループ法による誘導電磁法の一種．楕円回転磁界
の短軸と長軸の比から鉱体などの存在を予測する．



二重山稜 にじゅうさんりょう twin ridges ２列の稜線がほぼ平行に並ぶような地形で，高山地域
で顕著に見られる．三つ以上は多重山稜と呼ばれる．
山体の変形によって形成される場合が多い．

二重式火山 にじゅうしきかざん double volcano 火口またはカルデラの中に，より小さい火山体が発生
している火山．複式火山の一種で，姶良や赤城・開聞
岳などがある．

二重地震面 にじゅうじしんめん double seismic planes 北西太平洋地域の島弧に見いだされる深発地震面の二
重構造．上面が沈み込むプレートの上面に相当する．

二重締め切り にじゅうしめきり double wall cofferdam,
double wall sheet pile
cofferdam

仮締め切りの一つで，鋼矢板を二重に打設してその間
に土砂を詰めたもの．

二重振動式ロー
ラ

にじゅうしんどうし
きろーら

double vibrating rollers 1,100～2,000回／分の振動装置を備える締固め機械の
一種で，すべてのローラが駆動し振動する．

二重セル式三軸
試験装置

にじゅうせるしきさ
んじくしけんそうち

double cell triaxial
compression apparatus

セルを二重にすることにより供試体の体積変化を容易
に精度高く測定できるようにした三軸試験装置．

二重レンジコー
ン試験

にじゅうれんじこー
んしけん

double range cone test 通常のコーンペネトロメータを粘性土地盤から砂質土
まで実用的精度で測定できるように改良したもの．

二じょう紀（二
畳紀）

にじょうき Permian(period) 古生代の最後となる紀．2.45～2.9億年前．ロシア西ウ
ラル山麓のペルムが模式地で，ペルム紀ともいう．

二じょう系（二
畳系）

にじょうけい Permian(system) ロシアのペルム地方を模式地とするペルム紀（二じょ
う紀（二畳紀））に形成された地層．ペルム系ともい
う．

二上層群 にじょうそうぐん Nijo Group 大阪府～奈良県の二上山付近を模式地とする新第三系
の淡水成層と中性火山岩類．

西除川地すべり にしよけがわじすべ
り

the Nishiyokegawa
landslide

1950年に大阪府狭山市狭山町岩室地内で発生．防止区
域面積は12ha．

二次余震 にじよしん secondary aftershock 地震の起こり方は，本震・余震型が標準である．余震
のうち大きな余震にさらに続く余震．

２ショット方式 にしょっとほうしき two shot method 主に瞬結型注入材に用いられる注入方式．主材と硬化
材を二重管ロッドを用いて別々に送り，注入位置で混
合・注入する方式．

ニセコ火山群 にせこかざんぐん Niseko volcano group 北海道渡島半島にあるほぼ東西に配列する多数の火山
群．形成年代は更新世中～末期で終末期は完新世．現
在一部に噴気活動がある．

日較差 にちかくさ diurnal range 気温などの気象要素その他の周期的変化を生じる現象
について１日における最大値最小値の差．

日降雨量 にちこううりょう daily rainfall １日で観測された降雨量の総計．洪水などとの関係は
連続降雨量の方が大きい．



日周潮 にちしゅうちょう diurnal tides およそ１日を周期とする分潮で，日月合成周潮や太陰
日周潮などがある．

日南産ガス地 にちなんさんがすち Nichinan gas field 宮崎県日南市の飫肥・油津付近をさす．付近の宮崎層
群最下部の油津層砂岩中に比較的多量のガスを確認し
た．

日南層群 にちなんそうぐん Nichinan Group 宮崎県日南地方を模式地とする褶曲の発達した第三
系．砂岩・頁岩を主体とし，玄武岩を伴う．

日変化 にちへんか daily variation 自然現象が毎日周期的変化を生じること．太陽の日射
による気温や風向風速の変化が代表的．

日変化補正 にちへんかほせい diurnal correction 観測値から日変化分を除去すること．

日華石 にっかいし Nikka ishi 石川県小松市産石材．中新統緑色凝灰岩．建築用外装
材として用いられる．松岡石と同じ．

肉桂色土 にっけいしょくど cinnamon soil 地中海性気候の半湿潤乾性低木林に分布する成帯性土
壌．Ａ層は肉桂色，Ｂ層は炭酸塩集積層を形成する．

ニッケル鉱床 にっけるこうしょう nickel deposit ニッケル鉱物が工業的に利用できる程に濃集した岩石
または地層．マグマ鉱床と風化残留鉱床にほぼ限られ
る．

日光火山群 にっこうかざんぐん Nikko volcano group 栃木県北西部から群馬県境にかけて分布する火山の集
まりの総称．

日射 にっしゃ solar radiation 大気中で吸収･反射を受けて地表に到達する直達日射
と，塵や水蒸気に乱反射して達する散乱日射との和．

二点透視図法 にてんとうしずほう perspective projection ブロックダイアグラムの作図法の一種である透視図法
で，一般に用いられている図法．ブロックダイアグラ
ムの作図法には，他に平行等尺図法がある.

二等三角点 にとうさんかくてん second-order
triangulation, secondary
triangulation

二等三角測量によって測量された国家基準点の一種．
三角点間の距離は約8kmで，水平・鉛直位置が得られて
いる．

二等水準測量 にとうすいじゅんそ
くりょう

second order leveling 一等水準路線を連結する水準路線を設定して，二等水

準点を定める測量．観測精度の往復差制限は5.0mmS1/2

（Sはkmを単位にとった観測距離）．

二等水準点 にとうすいじゅんて
ん

second order bench mark 二等水準測量によって定められた標高の基準点．国
道，主要地方道沿いに約1km間隔で設けられる．

二宮層群 にのみやそうぐん Ninomiya Group 神奈川県二宮町～大磯町に分布する中期更新統．海成
で軽石など火砕物質を含む砂層，シルト層からなる．

似夫里地すべり にぶりじすべり the Niburi landslide 1977年に隠岐島南端知夫村で発生した玄武岩の地すべ
り．防止区域12ha，人家全壊6戸，半壊3戸の被害とさ
れている．



１／２分担法 にぶんのいちぶんた
んほう

山留め壁にかかる側圧荷重を考える際，深さ方向の切
ばりの分担範囲を，直上切ばりと直下切ばりまでの距
離の半分とする方法．

二方向繰返しせ
ん断

にほうこうくりかえ
しせんだん

two directional cyclic
shear test

X方向に単純せん断した後，Y方向に単純せん断するよ
うに異なった応力を重ねていく繰り返しせん断試験．

二方向土圧計 にほうこうどあつけ
い

biaxial earth pressure
cell

土圧計受圧板に作用する土圧の垂直成分と接線成分を
一つの土圧計で計測できる土圧計.

日本海 にほんかい Japan Sea, the Sea of
Japan

日本・ロシア・南北朝鮮・中国に囲まれたアジア大陸
東縁にある縁海の1つ．日本海の成因は中新世所期に拡
大により形成されたとされている．韓国では東海と呼
ぶ．

日本海溝 にほんかいこう Japan trench 襟裳海山より南側，房総沖より北側の東北日本の東方
に沿う海溝．太平洋プレートとユーラシアプレートの
境界をなし，太平洋プレートの沈み込みにより形成さ
れる．

日本海中部地震 にほんかいちゅうぶ
じしん

the 1983 Nihonkai-chubu
earthquake

1983年5月26日に秋田県能代沖を震源として発生した
M7.7の地震．沿岸部に津波が襲い，学童ら100人の死者
を出したとされている．正式名称は「昭和58年（1983
年）日本海中部地震」．

日本海背弧海盆 にほんかいはいこか
いぼん

Japan Sea back-arc basin 西南日本・東北日本両弧とアジア大陸の間に位置する
海盆．中新世に発生したと考えられている．

日本海盆 にほんかいぼん Japan Basin 日本海の北部を占める背弧海盆．水深約3,500m，北半
分には海洋性地殻が存在する．

日本気象庁の震
度階

にほんきしょうちょ
うのしんどかい

JMA's seismic intensity
scale

従来，体感や建物の現象から震度を決めていたが，
1996年３月に地震計の観測結果で表現する方式に変
わった．０，１～４，５弱，５強，６弱，６強，７に
区分されている．

日本経緯度原点 にほんけいいどげん
てん

Japan horizontal datum,
Japanese horizontal
datum of triangulation,
Japanese standard datum
of triangulation,
Japanese origin of
longitude & latitude

東京麻布の旧東京天文台子午環中心位置におかれた経
緯度の原点.

日本弧 にほんこ Japan arc 本州地域がなす弧状列島の形態をさす．本州弧と同
義．

日本式掘削工法 にほんしきくっさく
こうほう

Japanese excavation
method

木製支保工を用いた時代の掘削工法の一つで，トンネ
ル上半部を先行し下部を階段状に掘削することを特徴
としている．

日本重力基準網 にほんじゅうりょく
きじゅんもう

Japan gravity
standardization net

国土地理院が1971年に国際測地学協会のＩＧＳＮ71に
基づいて設置した全国122点の重力測定基準点．

日本水準原点 にほんすいじゅんげ
んてん

Japanese standard datum
of leveling, datum of
leveling in Japan

日本の標高の基準となる点．東京都千代田区永田町1-1
に設置されている．東京湾平均海面上24.4140m

日本測地系 にほんそくちけい Japan geodetic system
Tokyo-datum

2000年以前の日本の公共測量成果に用いられていた測
地系．ベッセル楕円体（1841）を準拠楕円体とするも
ので，測量精度の向上やＧＰＳ・ＧＩＳの活用などに
より世界標準の測地系との整合性が問題となってきた
ため，2002年4月より新測地系(日本測地系2000・世界
測地系）が用いられることとなった．



日本測地系2000 にほんそくちけい
2000

Japanese Geodetic Datum,
JGD2000

世界測地系と同義．世界には多くの測地系が存在する
ため，特に日本で用いられていること・旧日本測地系
と区別するため，このように呼ばれることが多い．

日本太平洋海棚 にほんたいへいよう
かいほう

Japan Pacific sea shelf 日本列島の太平洋側大陸棚の外縁斜面にある水深1,000
～3,000mの平坦な台地．

日本地質アトラ
ス

にほんちしつあとら
す

Geological Atlas of
Japan

独立行政法人　産業技術総合研究所（旧通商産業省工
業技術院地質調査所）編集の我が国の100万分１以上広
域地質図集．資源・防災地質関連図を含む．

日本統一土質分
類法

にほんとういつどし
つぶんるいほう

Japanese unified soil
classification system

地盤工学会（土質工学会）により制定された土の判別
分類法．粒度とコンシステンシーを分類の基本とす
る．

日本標準時 にほんひょうじゅん
じ

Japan standard time 東経135゜の子午線を基準とした平均太陽時に12時間を
加えて真夜中の零時とした時刻．世界時との差9時間．

二本松みかげ にほんまつみかげ Nihonmatsu-mikage 福島県二本松付近産石材．中生界片麻岩質花崗閃緑
岩．著名な石材産地．土木用・砕石用として利用され
る．

２μ以下粒子含
有率

にみくろんいかりゅ
うしがんゆうりつ

ratio of 2μ under grain
size

泥質地山の膨張性を示す一指標．含有率30%以上の場
合，膨張性を示すと考えられる．

乳化剤 にゅうかざい emulsifying agent,
emulsifer

ある液体をそれが不溶な他の液体中に微細な粒子とし
て分散させ，その状態を安定化させるために用いる薬
剤．

ニューサンシャ
イン計画

にゅーさんしゃいん
けいかく

New Sunshine Project 独立行政法人　産業技術総合研究所（通商産業省工業
技術院）が1993年に開始した新エネルギー，省エネル
ギー，地球環境に関する技術開発プロジェクト．

入射角 にゅうしゃかく incident angle 異なる媒質の境界面に達した波は，一部反射し，残り
は屈折する．この時の境界面の垂線と入射波のなす角
度．

入射波 にゅうしゃは incident wave 二つの異なる媒質の境では反射や屈折が発生する．こ
の反射波や屈折波に対し入って来る波を入射波とい
う．

ニュートロン検
層

にゅーとろんけんそ
う

neutron logging ボーリング孔内に高速電子源と検出器を入れたゾンデ
を降下し電子源から発生される高速中性子によるガン
マ線の放射量を測定する．土の密度や空隙を調べるこ
とができる．中性子検層と同義．

ニュートンの運
動方程式

にゅーとんのうんど
うほうていしき

Newton's equation of
motion

物体に力を作用させて動かす場合，質量をm，力をF，
加速度をαとするとF＝mα．物体の運動を表す基礎方
程式の一つ．

ニュートン・ラ
フソン法

にゅーとんらふそん
ほう

Newton-Raphson method 非線形解析で用いられる反復計算手法の一つ．二分法
よりも効率よく近似解を求めることができるが，方程
式が微分できることが条件となる．

ニュートン流体 にゅーとんりゅうた
い

Newtonian fluid せん断応力とひずみ速度が1次の関係で比例するような
流体．

入内－焼石岳構
造線

にゅうないやけいし
だけこうぞうせん

Nyunai-Yakeishidake
tectonic line

青森平野西限を画する構造が，第三系の構造発達に大
きく影響している阿武隈東縁の構造帯などの北北西の
延長にあたることから推定された構造線．青森平野
西，焼石岳南方を経て阿武隈東縁に至る．北村信
(1963)の命名．



丹生ノ川層群 にゅうのかわそう Nyunokawa formation 和歌山県から奈良県にかけて分布する上部白亜系の四
万十帯．砂岩・砂岩泥岩互層を主体とし，巨礫を特徴
とする丹生ノ川礫岩が最上部に分布．

ＮＥＷ　ＰＬＳ
工法

にゅーぴーえるえす
こうほう

new pre-lining support
method, new PLS method

ＰＬＳ工法の改良型でベンド型ダブルチェーンカッ
ターでトンネル外周をアーチ状に切削してコンクリー
トを即時充填，コンクリートシエルを構築するトンネ
ル掘削工法．

ニューブリテン
海溝

にゅーぶりてんかい
こう

New Britain trench ニューギニア島東方のソロモン海北部を東西に伸びる
海溝．最大水深は8,940m．

ニューヘブリデ
ス海溝

にゅーへぶりですか
いこう

New Hebrides trench 南太平洋ニューヘブリデス諸島に沿う海溝．オースト
ラリアプレートの沈み込みで形成される.

ニューマチック
ケーソン

にゅーまちっくけー
そん

pneumatic caisson 圧気ケーソン工法と同義．

ニューマチック
ドリル

にゅーまてぃっくど
りる

pneumatic drill 空気削岩機と同義．

入谷地すべり にゅうやじすべり the Nyuya landslide 近年では1961年，1982年，1983年，1992年と，台風豪
雨や融雪水により度々長野県大鹿村で発生している地
すべり．中央構造線に隣接し，破砕・変成作用を受け
て粘土化しやすく，地すべり多発地帯となっている．

入力地震動 にゅうりょくじしん
どう

input earthquake motion 強震記録を，地盤の耐震性の判定，構造物の耐震安定
性解析に使用できるよう数値化した波形．

入力地震波 にゅうりょくじしん
は

incident seismic wave 耐震設計の際，モデル化した構造物に対して入力する
地震波形．原地震波形あるいは地震強度・地盤状況な
どを加味して適宜モデル化したものを用いる．

韮山石 にらやまいし Nirayama ishi 静岡県伊豆半島北部韮山に産する石材．新第三系凝灰
岩．土木用として利用される．

人形石 にんぎょうせき ningyoite Ca1-xU1-xR2x(PO4)2･nH2O (R:希土類元素，x≒0.1，n＝1～

2），斜方晶系，比重3.2～3.5．鳥取・岡山県境の人形
峠ウラン鉱床の主要鉱石鉱物．黒色の微細な粒子で薄
片中では淡緑色である．

人形峠鉱山 にんぎょうとうげこ
うざん

Ningyotoge mine 鳥取・岡山県境人形峠にある堆積性ウラン鉱床．中新
～鮮新世三朝層群基底の礫岩，砂岩中に分布．1955年
発見．鉱量U3O8約2,000t．

人形峠層 にんぎょうとうげそ
う

Ningyotoge Formation 鳥取・岡山県境の人形峠・辰巳峠付近に分布する下部
中新統．東伯郡三朝町人形峠付近を模式地とする．陸
成で礫岩・花崗質砂岩・シルト岩が不規則な互層をな
す．

縫返し ぬいかえし replacing of  timbering トンネル支保工などが土圧により押し出されて内空が
せばめられたとき，再掘削して正規の位置に修正する
こと．

縫地 ぬいじ forepoling トンネル掘削にあたり軟弱な地山の崩落を防ぐため，
地山に矢板を縫うように打ち込み土圧を受ける工法．

縫地工法 ぬいじこうほう forepoling method トンネル掘削において，崩壊の恐れがある地山に矢板
などを縫うように打込み，地山を押える工法．



縫地ボルト ぬいじぼると forepoling bolt 切羽天端部から緩い仰角で前方にロックボルトなどの
鋼材を配置し地山崩壊を防ぐ補助工法．

縫地矢板 ぬいじやいた poling board 鋼製アーチ支保工を支点として前方の崩壊性地山を押
さえる目的の縫地工法で使用される矢板．

ヌープ硬度 ぬーぷこうど Knoop hardness ダイヤモンドの角錐を圧子として押し込み，加えた荷
重を角錐により窪んだ部分の面積で割った値．

額田中目石 ぬかたちゅうめいし Nukatachume ishi 愛知県額田郡額田町夏山・桜形・伊沢など産石材．中
生界花崗岩．白色で中粒．墓・燈籠・敷石・臼・彫刻
などに利用．

糠目石 ぬかめいし Nukame ishi 茨城県西茨城郡岩瀬町産石材．中生界閃緑岩．灰色～
暗灰色で細粒．墓碑・土木・建築用に利用．黒目石と
同じ．

ぬき板測量 ぬきいたそくりょう batter board survey 地すべりのクラックの変位量と変位速度の簡便な観
測・測量法．クラックなどをまたぐように遣型（やり
かた）を設置し，渡した貫板（ぬきいた）に入れた切
れ目のずれを測る．

温見断層 ぬくみだんそう Nukumi fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ～Ｂ級，北西方向．
福井県南部から岐阜県西部に位置し延長40㎞．濃尾活
断層系に含まれる．

抜け上がり現象 ぬけあがりげんしょ
う

lift up of buildings 軟弱地盤が広がる地盤沈下地帯で，深部に基礎を置く
構造物（高層ビル，橋脚)などが周辺地盤の沈下により
相対的に抜け上がる現象．

布基礎 ぬのきそ continuous footing
foundation

構造物の一連の柱または壁からの荷重を，帯状のフー
チングで支持するもの．

布引五本松堰堤 ぬのびきごほんまつ
えんてい

Nunobiki-gohonmatsu dam 生田川水系生田川．神戸市．1900年竣工．堤高33.3
ｍ．日本のコンクリートダムの草分け．フランスのブ
ゼダムの決壊を経験として，明治のお雇い外国人バル
トンの指導で設計された．布引ダムともいう．

布引断層 ぬのびきだんそう Nunobiki fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．兵庫県神
戸市北西部に分布し延長約10㎞．鞍部の連続性で特徴
づけられる．大月断層に延長．

布引トンネル ぬのびきとんねる Nunobiki tunnel 六甲山に掘削された道路トンネル．山陽新幹線神戸ト
ンネルの下を被り15ｍで通過する区間が破砕された風
化花崗岩であったためトンネル上半外周部の岩盤に凍
結工法が採用された．

布掘り ぬのぼり trench excavation 杭や鋼矢板を打設する前に地下埋設物などの有無を確
認する目的で，狭い幅で施工延長方向に溝状に掘削す
ること．

ヌピナイ層群 ぬぴないそうぐん Nupinai Group 北海道日高山脈南東端の歴舟川中流域に分布する新第
三系．海成層で砂岩，泥岩などからなる．

沼宮内みかげ ぬまくないみかげ Numakunai mikage 岩手県岩手郡岩手町産石材．中生界角閃石黒雲母花崗
岩．中粒・片麻岩質．土木用に利用．玉山・滝沢みか
げと同質．

沼さんご（珊
瑚）層

ぬまさんごそう Numa coral bed 房総半島南端の完新統の化石さんご（珊瑚）礁．さん
ご（珊瑚）層を挟み上下部泥層に細分される．沼層と
もいう．



沼田砥 ぬまたと Numatato 群馬県甘楽郡南牧村砥沢に産する石材．珪長岩岩脈の
風化したもので中砥として利用される．

沼地 ぬまち bog, swamp 水深が非常に浅く，いたるところに抽水植物が生育し
ている所．

沼津石 ぬまづいし Numazu ishi 石材名．
①静岡県沼津市獅子浜産の新第三系石英安山岩の貫入
岩体．灰色で堅硬．主に建築用材に利用．獅子浜石と
同じ．
②静岡県田方郡大仁町に産する中新統凝灰岩．土木用
として利用される．牧野郷石ともいう．

ネアンデルター
ル人

ねあんでるたーるじ
ん

Neanderthal man 更新世中期から後期にかけて，欧州，中東などに生存
した化石人類，旧人の代表．1856年ドイツのネアンデ
ルタールで最初に発見された．

ネイルサンプリ
ング

ねいるさんぷりんぐ nail sampling マサ土独自のブロックサンプリング手法の一つ．円筒
形試料の外周に多数の釘を打ち込んでサンプリングを
行う．

根入れ ねいれ penetration, depth of
embedment

杭・矢板・基礎などの地中埋設部分．

根入れ長 ねいれちょう penetration depth 杭，基礎，擁壁などの地中に埋没した部分の長さ．

根入れ幅比 ねいれはばひ depth ratio 地表面から基礎スラブ底面までの根入れ長と基礎スラ
ブの底面幅との比．

根尾谷断層 ねおだにだんそう Neodani fault 岐阜県岐阜市北西に分布する地震断層．1891年の濃尾
地震で活動．走向は北西方向，長さ約40㎞．濃尾地震
で活動した全長80kmの断層全体の名称として用いるこ
ともある．

ネオ地向斜 ねおちこうしゃ neogeosyncline ヨーロッパ･アフリカブロックなど古い大陸地殻が膨張
して離れ，その隙間に形成された地中海などの地向
斜．現在ではこの用語は使用されない．

ネオテクトニク
ス

ねおてくとにくす neotectonics 新第三紀および第四紀に関する構造地質学あるいは地
殻変動学．1930年代頃から旧ソ連で使われていた．

根固め ねがため foot protection 流水による構造物基礎の洗掘・移動の防止などを目的
とした工事．捨石・敷粗だ・沈床・ふとんかごなどを
用いる．

根固めコンク
リート

ねがためこんくりー
と

reinforcement concrete,
foot protection concrete

鋼アーチ支保工脚部の地耐力が不足する場合，支保工
の脚部に打設するコンクリート．

根固めブロック ねがためぶろっく consolidation block of
foundation

水中の構造物の基礎を防護するために，その周囲に配
置するコンクリートブロックなどのこと．

ネガティブフリ
クション

ねがてぃぶふりく
しょん

negative skin friction,
negative friction

軟弱地盤に打設された杭が周辺の地盤沈下によって受
ける下向きに作用する摩擦力．

根切り ねぎり pit excavation 構造物の基礎を構築するため，基礎となる地盤面以下
の掘削を行うこと．



ねこ流し ねこながし sluicing 樋流し法と同義．

猫又山断層 ねこまたやまだんそ
う

Nekomatayama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北西方向．富山県
東部，新潟県との県境付近に位置し長さ約15㎞．鞍部
の連続性で特徴づけられる．

根来断層 ねごろだんそう Negoro fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東北東方向．和歌山
県和歌山市北部に位置し長さ約20㎞．和泉山地南麓の
中央構造線の北側に沿う右横ずれ断層．

ねじり一面せん
断試験

ねじりいちめんせん
だんしけん

torsional direct shear
test

ねじりせん断試験のうち，すべり面を規定してせん断
する方式の試験．

ねじり剛性 ねじりごうせい torsional rigidity ねじりに対する強さのこと．弾性範囲内では，ねじり
角度とモーメントは比例する．ねじり剛性係数はねじ
り角とモーメントの比例係数．

ねじりせん断試
験

ねじりせんだんしけ
ん

torsional shear test リング状土質供試体の上面にトルクを作用させる直接
せん断試験の総称．

ねじり耐力 ねじりたいりょく torsional strength,
torsion capacity

はり・柱などの軸線のまわりに作用する偶力，いわゆ
るねじりモーメントに抵抗する耐力．

ねじり単純せん
断試験

ねじりたんじゅんせ
んだんしけん

tortional simple shear
test

ねじりせん断試験のうち，すべり面を規定せずにせん
断する方式の試験．

ねじりばかり ねじりばかり torsion balance 細い線で物体をつるし，偶力を働かせた時のねじれ角
を測定し，偶力の大きさを求める装置．

ねじり変形試験 ねじりへんけいしけ
ん

tortional deformation
test

微小ひずみ時のせん断剛性率・減衰比など，フィルダ
ム堤体・基礎岩盤の動力学的性質を求める室内試験．

ねじれ地震計 ねじれじしんけい torsional seismograph 光学的記録法による振動計の一つ．微振動の水平成分
を測定するためにつくられたもの．

ねじれ震動 ねじれしんどう torsional oscillation 一様な球体中を伝搬する空気振動の一つで，体積変化
を伴わず，表面および内部の点が半径方向に運動しな
い．

ねじれ振動計 ねじれしんどうけい torsional vibration
meter

細い線で物体をつるし，偶力を働かせた時にねじれ角
が変化することを利用して弾性振動を測定する装置．

ねじれ断層 ねじれだんそう torsion fault 岩体にねじれ力が加わることによって生じる断層．

ねじれ波 ねじれなみ shear wave Ｐ波とともに地震により誘発される弾性波.横波・第二
波(secondary wave)ともいう．

ネソ珪酸塩 ねそけいさんえん nesosilicate 珪酸塩鉱物を結晶構造から分類した６種のうち一つ．
かんらん石（橄欖石）など，独立したSiO4四面体を特徴

とする鉱物．



根田石 ねだいし Neda ishi 福島県白河郡西郷村産石材．新第三系集塊岩質両輝石
安山岩．割栗・間知石など土木用，土台石など建築用
に利用．

熱雲 ねつうん glowing cloud, glowing
avalanche

デイサイト～安山岩質マグマに特徴的な，比較的発泡
程度が低く，高温の本質火山物質よりなる小規模火砕
流．

熱雲堆積物 ねつうんたいせきぶ
つ

glowing cloud sediment 火山の噴火の際に発生する小規模な火砕流による堆積
物で，マグマから直接由来する．発泡度は比較的低
い．

熱映像 ねつえいぞう thermogram, thermal
image, thermal imagery

赤外線放射計などにより，物体の熱赤外線放射などの
分布状況を画像情報としたもの．温度分布画像に変換
可能．

熱応力 ねつおうりょく thermal stress 固体は温度変化により変形し，変形によって生ずる応
力．

熱応力破壊 ねつおうりょくはか
い

thermal stress failure 物体の熱膨張や収縮が外部から抑えられた時や，物体
内部の不均一な熱膨張・収縮による応力によって起こ
る破壊．

熱汚染 ねつおせん thermal pollution 地表面の改変，エネルギー消費，火災・戦災などによ
り気温・水温が上昇し，気候や生態系に影響をおよぼ
すこと．

熱拡散 ねつかくさん  thermal diffusion 温度差により物質の組織に変化が生じる現象．物質の
拡散と熱伝導が結合した交差現象の一つ．

熱拡散率 ねつかくさんりつ diffusivity of heat 熱伝導方程式の比例定数．物体の熱伝導率をκ,単位質
量当たりの熱容量をc,密度をρとした時κ/cρで現さ
れる．

熱可塑性 ねつかそせい thermoplasticity 加熱によって軟らかくなり変形しやすいため成形加工
に優れ，冷却すると硬化する性質のこと．

熱残留磁気 ねつざんりゅうじき thermoremanent
magnetization

岩石を磁場内である温度以上に加熱した後，冷却した
ときに生じる残留磁化．

熱収支 ねつしゅうし heat balance, heat
budget

ある領域・ある境界面・ある物体などを対象とした熱
の流入・流出の収支．

熱収縮 ねつしゅうしゅく thermal contraction 生地などが加熱あるいは温度上昇により収縮を生じる
現象．

熱水 ねっすい hydrothermal fluid,
hydrothermal water

地下水が火成活動により加熱されたものや，直接マグ
マから分離した温度の高い水溶液．

熱水活動 ねっすいかつどう hydrothermal action,
hydrothermal activity

マグマ起源の熱水が上昇して起こる，熱水溶液により
周囲の母岩の変質，鉱床の生成，地表部での噴気，温
泉の湧出などの活動．

熱水期 ねっすいき hydrothermal stage マグマの温度低下による固結過程において，その末期
の熱水流動溶液が活動する時期．



熱水系 ねっすいけい hydrothermal system 熱水が移動する一連の系を呼ぶ．対流系を示すことが
多い．

熱水鉱床 ねっすいこうしょう hydrothermal deposit 高温の熱水溶液から形成された鉱床．鉱床生成時の温
度･圧力や鉱床の形態･構造などから分類されている．

熱水合成 ねっすいごうせい hydrothermal synthesis 鉱物合成法の一つ．オートクレイブ中の高温高圧条件
下で水に溶解させて結晶成長を行わせる．

熱水交代作用 ねっすいこうたいさ
よう

hydrothermal
metasomatism

熱水や高温流体の影響によって原岩化学組成の一部が
交代置換される作用．熱水変成作用と同義．

熱水鉱物 ねっすいこうぶつ hydrothermal mineral 熱水によるあらゆる作用によって生成される鉱物．

熱水作用 ねっすいさよう hydrothermal process 熱水溶液による鉱物の晶出･交代や母岩の変質など種々
の作用．

熱水説 ねっすいせつ hydrothermal theory 鉱床は，地下深部から上昇した溶液類から形成された
とする説．

熱水貯留層 ねっすいちょりゅう
そう

geothermal reservoir 熱水が移動しにくい状態で貯留されている地層ないし
は断裂系．

熱水分離型地熱
発電

ねっすいぶんりがた
ちねつはつでん

fluid separation type
geothermal power
generation

生産井からの地熱流体は通常気水混合流体で，各々の
熱力学特性が異なるため．両者を分離して発電する方
法．

熱水変質 ねっすいへんしつ hydrothermal alteration 熱水によって原岩組織が交代・置換され，変質する作
用．緑泥石化・プロピライト化・絹雲母化作用など．

熱水変質帯 ねっすいへんしつた
い

hydrothermal alteration
zone

熱水溶液により岩石が変質を受けたゾーン．グリーン
タフなどの軟質で変質による粘土鉱物を多量に含むも
のは，吸水・スレーキング性を示し土木工事上問題と
なる．

熱水変質土 ねっすいへんしつど hydrothermal alteration
clay

熱水作用によって原岩が分解変質して生成された粘
土．

熱水変成作用 ねっすいへんせいさ
よう

hydrothermal
metamorphism

割目を通じて高温の溶液やガスが進入して生成する局
所的な変成作用．周辺岩盤に鉱物的変化を生じる．

熱水ベント ねっすいべんと hydrothermal vent 海嶺付近で高温の海底に海水が浸入して熱せられ，鉱
物資源を含む熱水として噴出する噴き出し口．

熱水溶液 ねっすいようえき hydrothermal solution 地殻内に存在する高温の水を主成分とする溶液．周囲
の岩石に物理化学的影響を与え，岩石の物性を変化さ
せる．

熱水流動シミュ
レーション

ねっすいりゅうどう
しみゅれーしょん

hydrothermal flux
simulation

割目・透水係数・地温・地下水位他の分布を基に，熱
水流動の定常状態を差分法や有限要素法で模擬計算す
る方法．



熱成土（壌） ねつせいど（じょ
う）

thermogenetic soil 高い温度が主要な土壌成因因子と考えられる土壌の総
称．熱帯地方に多く分布する．

熱赤外映像 ねつせきがいえいぞ
う

thermal infrared imagery 熱映像と同義．

熱赤外線 ねつせきがいせん thermal infrared ray リモートセンシング調査などで物体の表面温度計測に
利用される，概ね8～14μm程度の波長帯の電磁波．

熱赤外走査計 ねつせきがいそうさ
けい

thermal infrared scanner 熱赤外映像を取得するための機器の一つで，熱赤外波
長帯（およそ8～14μm）を検知する走査型センサ．

熱線流速計 ねっせんりゅうそく
けい

hot-wire anemometer 流れによって発熱体の熱が奪われることによる電気抵
抗の変化を利用して流速を測る計器で，発熱体に白金
やタングステンなどの細い線を用いたものをいう．

熱帯雨林 ねったいうりん tropical rainforest 熱帯の高温多雨の地域に発達する常緑広葉樹林からな
り，多種類で高さ50m以上の高木も伴う．

熱帯湖 ねったいこ tropical lake 中・上部層の水温が常時4℃以上の湖．わが国では琵琶
湖と芦ノ湖を結ぶ線が北限となる．

熱帯黒色土 ねったいこくしょく
ど

tropical black soil 熱帯～亜熱帯に分布する塩基性火成岩からなる黒い土
壌の総称．モンモリロナイトに富む．

熱帯赤色土 ねったいせきしょく
ど

tropical red soil 熱～亜熱帯の湿潤気候下に分布する赤色土壌で，珪酸
の溶脱が著しく進み，可塑性に乏しく砕けやすい．

熱帯低気圧 ねったいていきあつ tropical cyclone 熱帯海洋上で発生する低気圧．中心気圧が非常に低く
なり発達すると，台風やハリケーンなどになる．

熱帯土 ねったいど tropical soil ラテライト質土をさす．熱帯気候によってアルミナに
富み，シリカに乏しくなった土．雨による浸食に弱
い．

熱対流説 ねつたいりゅうせつ thermal convection
current theory

マントル物質に適当な温度勾配が存在するならば，非
常に長い時間には粘性流体的な熱対流が生じるとする
説．

熱中性子時間減
衰率検層

ねつちゅうせいしじ
かんげんすいりつけ
んそう

thermal neutron decay
time logging

熱中性子の減衰率を測定し，地層中の水分の含水量を
求める検層法．水層と油層の判別能力に優れている．

熱伝導 ねつでんどう conduction of heat 高温部から低温部へ熱が移動する過程で，熱を伝達す
る媒体があり，その媒体自身は移動しない場合をい
う．

熱伝導方程式 ねつでんどうほうて
いしき

conduction of heat
equation

温度,時間,比熱,密度,熱伝導度の関数で表され，熱伝
導による温度変化をみる場合に用いる．

熱伝導率 ねつでんどうりつ thermal conductivity 物体内部の等温面の単位面積を通り，面に垂直に単位
時間に流れる熱量と温度勾配との比．



熱天秤 ねつてんびん thermobalance 加熱によって変化する物質の重量を測定する天秤．水
分，その他の揮発成分の放出量測定に用いられる．

熱分析 ねつぶんせき thermal analysis 試料の温度を変化させ物性変化を検出する分析方法の
総称．示差熱分析，熱重量分析，熱機械分析などがあ
る．

熱変成岩 ねつへんせいがん thermal metamorphic rock 接触変成岩と同義．マグマの貫入に伴う既存岩石に生
じる接触部の変成岩．多くは花崗岩バリソス周縁に生
成．

熱変成鉱床 ねつへんせいこう
しょう

thermal metamorphic
deposits

接触変成鉱床と同義．マグマの貫入部周縁の再結晶あ
るいは交代による変成作用に伴って生じる鉱床．

熱変成作用 ねつへんせいさよう thermal metamorphism 接触変成作用と同義．マグマの貫入に伴う既存岩石に
生じる再結晶あるいは交代による変成作用．

熱放射 ねつほうしゃ thermal radiation 物体がその温度に応じて表面から電磁波として熱エネ
ルギーを放出する現象．

熱膨張 ねつぼうちょう thermal expansion 温度の上昇に伴って，物体の体積が増加する現象．

熱膨張率 ねつぼうちょうりつ coefficient of thermal
expansion

物質の温度が1℃上昇した際のその物質の体積膨張の割
合．

熱容量 ねつようりょう heat capacity 物体の温度を単位温度だけ上昇させるのに必要な熱
量．熱容量を質量で割ったものが比熱である．

熱力学 ねつりきがく thermodynamics 物質の熱平衡状態を内外の熱･仕事･物質の授受関係と
して表す理論．

熱力学的ポテン
シャル

ねつりきがくてきぽ
てんしゃる

thermodynamical
potential

熱力学の特性函数の一つで，ギブスの自由エネルギー
ともよばれる．

熱流量 ねつりゅうりょう quantity of thermal
flow, heat flow

伝導・対流・拡散などにより熱が流れる量．地殻熱流
量は地球内部から地表に向かう熱の流れの量．

熱流量計 ねつりゅうりょうけ
い

heat flux meter 伝導による熱流量の測定装置.

熱流量単位 ねつりゅうりょうた
んい

heat flow unit 単位面積内を一定時間内に伝達される熱量を示す単

位．MW/m2で表す．

熱量計 ねつりょうけい calorimeter エネルギーとしての熱の量を測定する装置．

熱ルミネッセン
ス

ねつるみねっせんす thermoluminescence 蛍光体に刺激を加えたのち，温度を上げたときにおこ
る発光現象（ルミネッセンス）．



ネバダ造山 ねばだぞうざん Nevada orogeny ジュラ紀後期から白亜紀に生じた北米西部の造山運
動．造山運動は現在ではプレートテクトニクスで説明
される．

粘り強さ指数 ねばりつよさしすう toughness index タフネス指数と同義．塑性指数と流動指数の比で表さ
れる．

根府川石 ねぶかわいし Nebukawa ishi 神奈川県小田原市根府川に産出する安山岩からなる石
材．板状節理が発達し石碑として良く利用されてい
る．

根府川駅地すべ
り

ねぶかわえきじすべ
り

the Nebukawaeki
landslide

1923年に関東地震により神奈川県湯河原市根府川駅付
近で発生したsqueeze型の大規模（6万㎡）地すべり．

ネブラスカ氷期 ねぶらすかひょうき Nebraskan glacial stage 北米大陸における第四紀最初の氷期.

根掘り ねぼり pit excavation 堤体と基礎地盤とのなじみをよくし，漏水を防ぐため
に基礎地盤中に掘削された溝．根切りと同義．

根曲り ねまがり ①初生的なあるいは顕在化した地すべり地などの地盤
の緩みに伴う植生異常の１つ．
②斜面部に生育する杉などの幼木の根に近い幹部が雪
崩や積雪の重さで曲ったもの．

根室層群 ねむろそうぐん Nemuro Group 北海道東部に分布する上部白亜系から古第三系．層厚
3000m以上で，安山岩溶岩・砂岩・泥岩・礫岩などから
構成される．

根室半島沖地震 ねむろはんとうおき
じしん

the 1973 Nemuro-hanto-
oki earthquake

1973年6月17日に北緯43.0ﾟ，東経146.0ﾟ，震源の深さ
40㎞で発生したM7.4の地震．最大震度5で根室，釧路地
方に被害．小津波発生．正式名称は「1973年6月17日根
室半島沖地震」．

根森田地すべり ねもりたじすべり the Nemorita landslide 秋田県北部米代川水系小又川左岸に位置する．延長
1700m，幅400m，移動層は玄武岩起源の崩積土で構成さ
れる．

練上がり ねりあがり mixed up コンクリートやモルタルを所定の時間練り混ぜ，均一
となった状態．

練上がり温度 ねりあがりおんど temperature of mixed
concrete

コンクリートやモルタルは水和熱で，練り混ぜ直後か
ら発熱する．練り上がり温度とは，練り上がった時点
での温度．

練石積擁壁 ねりいしづみようへ
き

mortar masonry retaining
wall

割石のすき間にコンクリートを充填して結合すること
により一体化して築造する石積擁壁．

練り石張り ねりいしばり stone pitching with
filled joints (squared
masonry, precast
blocks), wet masonry

間知石,割石,玉石などをモルタルやコンクリートで固
定する石張工．のり面保護や護岸工などに用いられ
る．

練返し（コンク
リートの）

ねりかえし（こんく
りーとの）

retempering 固まり始めたコンクリートやモルタルを再び練り混ぜ
ること．

練返し指数 ねりかえししすう remolding index 繰り返した土のコーン指数と自然土のコーン指数の
比．



練返し試料 ねりかえししりょう remolded sample 乱さない状態の粘性土に力を加え，元の構造を作為的
に乱した試料．

練返し強さ ねりかえしつよさ remolded strength 含水比を変えないようにして練り返した土の非排水せ
ん断強さ．ベーンせん断試験・一軸圧縮試験・コーン
貫入試験などで求める．

練返し土 ねりかえしど remolded soil 大きな変形を与えることにより，自然な土の構造を乱
された土壌．一般に自然状態の土より強度は低下す
る．

練混ぜ時間 ねりまぜじかん mixing time コンクリートやモルタルを均一に練り混ぜるのに必要
な時間．試験によって決定．

練混ぜ水 ねりまぜすい mixing water コンクリートやモルタルを練る際に用いる水．練り水
（ねりみず），混練水（こんれんすい）ともいう．

ネリマ層群 ねりまそうぐん Nelma suite ロシア領沿海州に分布する古第三系．主として下部の
安山岩質岩，上部の珪長斑岩に区分される．

粘延性 ねんえんせい visco ductile 三軸圧縮試験による泥質堆積物の変形挙動の四段階
（脆性・遷移性・延性・粘延性）のうちの一つ．

年較差 ねんかくさ annual range, annual
amplitude

ある観測点における気温・水温などの年最高と年最低
との温度差．気温は地域，地下水は深さで異なる．

年間調整貯水池
式発電所

ねんかんちょうせい
ちょすいちしきはつ
でんしょ

power station with
annual storage

発電量の安定や河水の有効利用を目的として，ダムの
貯溜機能により放流量を年間を通じ均一化した発電
所．

年間流出量 ねんかんりゅうしゅ
つりょう

annual discharge 一年間に流域から流出する水量の総和．

年最大雨量 ねんさいだいうりょ
う

annual maximum rainfall 年間の最大雨量であるが，日雨量と連続雨量でかなり
異なる．一般的には年間に生じた最大の連続雨量．

粘質土 ねんしつど lean clay 地盤工学会（土質工学会）基準「土の工学的分類法」
の土の分類の中で，粘性土のうち液性限界が50%以下の
ものをいう（分類記号CL）．

粘性 ねんせい viscosity 流体の場合，速度の異なる部分を一様化するような力
が働く．このような接線方向の応力を起こす性質．

粘性係数 ねんせいけいすう coefficient of viscosity 粘性流体におけるせん断変形量と摩擦応力の比．

粘性降下剤 ねんせいこうかざい viscosity reducing
chemical

粘性が高くなりすぎた掘削泥水の粘性を下げるために
添加する薬剤．燐酸ソーダ類・フミン酸塩などがあ
る．

粘性材料 ねんせいざいりょう cohesive material 物質の粘性的な性質（滑性・粘性抵抗など）が主な利
用目的とされる材料．潤滑材・エネルギー吸収材など
がある．



粘性損失エネル
ギー

ねんせいそんしつえ
ねるぎー

viscosity loss energy 土や岩石の供試体あるいは地盤を対象とした動的繰り
返し載荷試験時の応力と変位（ひずみ）の関係を表す
ヒステリシス曲線より求まる，減衰特性に関する定
数．

粘性抵抗 ねんせいていこう viscous drag 流体の中を動く物体に働く抵抗のうち，物体の速さに
比例する部分．

粘性土 ねんせいど cohesive soil シルトと粘土からなる細粒土．細粒土の含有率が50%以
上の土．

粘性流体 ねんせいりゅうたい viscous fluid 流体の運動を考えるとき，粘性を無視できないような
流体のこと．実在の流体（液体と気体）は，必ず粘性
があり，これらを粘性流体という．

粘塑性 ねんそせい visco plasticity 地盤材料に見られるような一定の応力状態の下で，時
間の経過により永久変形を生ずる性質．塑性と粘性の
両方の性質を持つ．

粘塑弾性 ねんそだんせい visco-plasto-elasticity 弾性変形，塑性流動，粘性流動の各性質を兼ね備えた
現象．粘塑性体と粘弾性体モデルの組合せで表現され
る．

粘塑弾性モデル ねんそだんせいもで
る

visco-plasto-elastic
model

粘性，塑性，弾性のすべてを考慮して，物体の変形や
破壊を検討するための力学モデル．

年代学 ねんだいがく geochronology 層厚や化石などによる相対年代，放射性核種の壊変な
どによる絶対年代（数値年代）を求める学問．

年代区分 ねんだいくぶん geochronologic
classification

層序区分に基づく相対的な時間区分．年代は地層中に
含まれる化石により区分される．区分単位として，
代，紀，世，期，前期・中期・後期．時代区分ともい
う．

年代層序 ねんだいそうじょ chronostratigraphic ある地層や岩体を地質年代を基にした層位学上の区
分．その単元はある時間的広がりを代表する．

年代層序区分 ねんだいそうじょく
ぶん

time-stratigraphic
classification

地層の形成年代に基づいて行った区分．年代区分と年
代層序区分とは代－界，紀－系，世－統，期－階に対
応する．

年代測定 ねんだいそくてい age determination ある事象の起こった年代を測定すること．地層などを
利用した相対年代測定に対し，絶対年代測定を意味す
る．

粘弾性 ねんだんせい visco-elasticity 弾性変形と粘性流動が同時にあらわれる現象．このよ
うな性質をもつ金属などは，粘弾性物質である．

粘弾性体 ねんだんせいたい viscoelastic body 粘性流体と弾性体の二つの性質を合わせ持つ物質．

粘弾性フォーク
ト体

ねんだんせいふぉー
くとたい

visco-elastic voigt body 粘弾性体のうち，弾性ばねとダッシュ・ポットを並列
に配置したモデルで表されるもの．直列に配置したも
のはマックスウェル体．

粘弾性変形 ねんだんせいへんけ
い

Elasto-viscous
deformation

粘性流動と弾性変形が重なって現れる物質の変形形
態．



粘弾性領域 ねんだんせいりょう
いき

visco-elastic zone 外力が増大して弾性領域を越え，弾性変形に流体的変
形が加わるため，応力とひずみとが比例しなくなる領
域．

粘弾塑性逐次解
析法

ねんだんそせいちく
じかいせきほう

visco-elasto-plastic
progressive analysis

電力中央研究所で開発された，空洞掘削時の周辺岩盤
の有限要素法による安定解析法．

粘着性 ねんちゃくせい tenacity 鉱物が外力を受けたときに示す変形・破壊性状の総
称．

粘着力 ねんちゃくりょく cohesion クーロンの破壊基準において，垂直応力に無関係な土
のせん断強さの成分を表す定数．

粘着力高 ねんちゃくりょくだ
か

cohesion height 湿った土のように粘着力を持つ物質が，自らその形を
保つ限界の高さ．

粘着力放物線 ねんちゃくりょくほ
うぶつせん

parabola of cohesion 粘着力を持つ土が構成する安定斜面の形状．

粘稠型地すべり ねんちょうがたじす
べり

plastic type landslide 塑性物質からなる移動層が基盤上面に沿って粘性運動
を行う地すべり．高野(1960)による地すべりの分類
名．

粘土 ねんど clay 土粒子区分において最小粒径に区分されるもの．土質
分野（日本統一土質分類）では5μm以下，地質分野
(Wentworthら)では1/256mm以下，土壌分野（国際土壌
学会法）では2μm以下の粒径の土粒子から構成される
ものをいう．

粘土化作用 ねんどかさよう argillization 熱水溶液あるいは風化による変質作用により，岩石が
粘土鉱物に交代される作用．緑泥石化作用・スメクタ
イト化作用などがある．アージライト化作用ともい
う．

粘土カットオフ ねんどかっとおふ clay filled cut off ダム基礎に設置する粘土でできた止水壁．

粘土岩 ねんどがん claystone 泥岩の一種．定向的な剥離性を欠く泥岩で，粘土分が
シルト分より卓越する．

粘土掘削機 ねんどくっさくき clay digger, clay spade 空気ハンマーに取り付けたすき状の刃先の衝撃力に
よって粘土・土砂などを掘削する機械．

粘土グラウト ねんどぐらうと clay grouting グラウチングの一種で，水・粘土の混合物を注入材料
とするもの．さらにセメントを加えることもある．粘
土注入ともいう．

粘度計 ねんどけい viscosity test apparatus 歴青材料（ビチューメン）の粘性を測定する計器．底
質土の分析にも用いられる．

粘土鉱床 ねんどこうしょう clay deposit 粘土鉱物を主成分とする粘土質の岩石または粘土鉱物
の集合体．ベントナイト・カオリン・セリサイト・ろ
う石などがある．

粘土鉱物 ねんどこうぶつ clay minerals 粘土の主要な構成鉱物．多くはSi・Al・Mgを主成分と
する含水珪酸塩鉱物で層状構造を持つ．



粘土質 ねんどしつ clayey, argillaceous,
argillous

粘土粒子や粘土鉱物を多く含む状態，あるいはそれら
によって特徴づけられる性質．

粘土質岩 ねんどしつがん clayey stone, argillite 粒子の粒径が粘土または粘土鉱物を多く含む岩石．泥
岩・頁岩とほぼ同義．

粘土質頁岩 ねんどしつけつがん clay shale 粘土分を多く含む頁岩．砂分10%以下で粘土分がシルト
分の２倍以上とする説もある．

粘土質土 ねんどしつど clayey soil 粒度が粘土サイズの粒子を多く含む土の俗称．旧三角
座標分類法では粘土分を20～30%含む土を粘土質土と呼
んでいた．

粘土質ローム ねんどしつろーむ clay loam 米国道路局の三角座標分類法に分類されている土質名
の一つ．

粘土注入 ねんどちゅうにゅう clay grouting 粘土グラウトと同義．

粘土盤 ねんどばん claypan 土壌中で粘土の生成移動集積により形成された固化
層．

粘土脈 ねんどみゃく clay vein 地層および岩石の割れ目を充填した粘土よりなる脈．
熱水作用や断層運動などにより形成される．

粘土粒子 ねんどりゅうし clay particle ５μm以下の粒径を持つ土粒子．

粘板岩 ねんばんがん slate 泥質などの細粒堆積物が変形運動を受け，へき開（劈
開）が発達して剥離性に富む岩石．本来は，粘土質で
スレートへき開（劈開）が発達した岩石．一般には，
堅く固結した頁岩に用いている．炭坑用語では，石炭
を伴う頁岩に対して呼称．スレートともいう．

年平均雨量 ねんへいきんうりょ
う

annual mean rainfall 雨量観測記録に基づいて，10年や30年といった一定期
間におけるある観測点での平均の年間雨量．

年平均気温 ねんへいきんきおん annual mean temperature 年間の平均気温であり，日平均から月平均，月平均か
ら年平均を求めるが，日平均の算出法で差が生じる．

年平均降水量 ねんへいきんこうす
いりょう

annual mean
precipitation

降水量観測記録に基づいて，10年や30年といった一定
期間における，ある観測点での平均の年間降水量．

年平均流砂量 ねんへいきんりゅう
さりょう

annual mean sediment
change

１年間の平均的な流砂量．異常に大きな流砂量のあっ
た年次の資料を除いた永年観測値の平均で示される．

年変化 ねんへんか annual variation, annual
change

気温・水温・雨量などの自然現象や各種測定値の年間
の変化．

燃料鉱床 ねんりょうこうしょ
う

fossil fuel deposit 生物の遺骸が集積・埋没し，続成作用などを経た後に
濃集した燃料資源の集合体．石炭・石油・天然ガスな
どがある．化石燃料鉱床ともいう．



燃料電池 ねんりょうでんち fuel cell 天然ガスなどから取り出した水素を空気中の酸素と電
気化学的に反応させることにより，電気を発生させる
電池．

ＮＯＡＡ のあ NOAA 米国海洋大気庁局が打ち上げているシリーズの極軌道
気象衛星．昼夜各2回の定常的な気象観測を実施．

ノイマン境界条
件

のいまんきょうかい
じょうけん

Neumann boundary
condition

微分方程式の境界値問題において与える境界条件の一
種．既知フラックス境界などが相当する．

ノイマン帯 のいまんたい Neumann band, Neumann
line

隕鉄の一種．ヘキサヘドライトに特徴的に認められる
集片双晶による平行線．エッチング面で観察される．

直方層群 のうがたそうぐん Nogata Group 福岡県直方市を中心に北北西－南南東方向に分布する
中部始新統．砂岩・礫岩・泥岩が主体．筑豊炭田の主
要な夾炭層．

濃縮ウラン のうしゅくうらん enriched uranium 核分裂を起こしやすいウラン235の含有率を高めたウラ
ン．天然状態ではウラン235の含有率は0.7%．原子力発
電で使用される場合は3%程度に濃縮する．

能生谷地すべり のうだにじすべり the Nodani landslide 1947年5月に新潟県西頸城郡能生町の柵口で発生した地
すべり．戦後最初の大規模地すべりとして知られる．

濃淡表示 のうたんひょうじ variable density 地震波トレースの表示法の一種．地震波の振幅に比例
して色の濃さを変える．

濃度 のうど concentration 一定量の液体あるいは気体中に存在する各成分の量の
割合．

濃度 のうど density リモートセンシング分野では，露光，もしくは現像処
理されたフィルムや印画などの濃淡を表す尺度．

能動型リモート
センシング

のうどうがたりもー
とせんしんぐ

active remote sensing 観測対象に対してセンサ側から電磁波を送り，物体か
ら戻った電磁波を記録する方式のリモートセンシン
グ．

能動的地震探査
法

のうどうてきじしん
たんさほう

active seismic method 通常の地震探査法．自然発生の地震でなく人工地震源
や人工音源を用いる．

濃度規制 のうどきせい regulation of emission
concentration, emission
concentration regulation

生物に有害な物質（重金属など，有害有機化合物な
ど）の排出濃度に対する規制．排水規制には総量規制
もある．

濃度計 のうどけい densitometer ①（様々な）濃度を測る装置．
②写真フィルムや印画紙にプリントされた写真の任意
の点について光学濃度（黒さ）を測定するための装
置．

濃度測定 のうどそくてい density measurement ①濃度を測ること．
②リモートセンシング分野では，濃度計を用いてフィ
ルムや印画上の光学濃度（写真の濃淡）を測定するこ
と．

濃尾活断層系 のうびかつだんそう
けい

Nobi active fault system 温見断層，武儀川断層，根尾谷断層，揖斐川断層など
から構成される断層系で，1891年の濃尾地震時にその
一部が活動し，地震断層が出現した．



濃尾地震 のうびじしん the 1891 Nobi earthquake 1891年10月28日に岐阜県北西部を震央として発生した,
内陸で起こった地震の中では国内最大のM8.0の地震．
仙台以北を除き日本中で有感．根尾谷断層が出現し，
本巣郡根尾村水鳥では高低差6mの断層崖が出現した．
死者は7000人以上に達する．

濃飛流紋岩類 のうひりゅうもんが
んるい

Nohi rhyolites 岐阜県東部の東濃地方から長野県西部の木曽地方にか
けて，北西－南東方向に連続して分布する後期白亜系
の流紋岩類．

農薬汚染 のうやくおせん pesticide pollution 農薬およびその分解生成物による環境汚染．農薬には
殺虫剤・殺菌剤・除草剤・殺鼠剤（殺そ剤）・成長調
整剤などがある．

濃緑玉 のうりょくぎょく chloromelanite ひすい輝石・ヘデンベルグ輝石・透輝石・エジリンの
四つの端成分を含む中間組成のアルカリ輝石．鉄分を
多く含むため暗緑色から黒色を呈す．

農林地質学 のうりんちしつがく agroforestrial geology 地質学の応用部門の一つで，農学・林学と関連してい
る．主として岩石風化現象を取り扱う．

ノースアメリカ
ン重力計

のーすあめりかん
じゅうりょくけい

North American
gravimeter

金属スプリングを使用した重力計の一種．スプリング
はラコストづりと呼ぶ斜方向に取り付けられている．

ノーズ構造 のーずこうぞう nose structure 地質図で同斜構造の中に背斜部が鼻のように張り出し
て見える構造．一方の端は閉塞し，他の端が開いた短
い軸の沈入背斜構造．鼻状構造ともいう．

ノギス法 のぎすほう nogisu method 密度試験の一手法．供試体（円・角柱）の高さ・直
径・幅をノギスで測定し体積を求める．

鋸状山稜 のこぎりじょうさん
りょう

comb ridge 山岳の氷河地域で，両側がカール壁や谷氷河によって
刻まれて形成された鋭い岩尾根．

鋸状割れ口 のこぎりじょうわれ
くち

hackly fracture 鉱物や岩石の割れ口が鋸状の面をなしている状態．

残り礫 のこりれき lag gravel 細粒物質が風によって吹飛ばさたり，水流によって洗
い流された後，地表面や川底に残留する礫．

のし上げ帯 のしあげたい obduction zone 大洋底リソスフェアの一部が大陸リソスフェアの上
に，のし上げが起きる場所．オブダクション帯と同
義．

野島層群 のじまそうぐん Nojima Group 佐世保市西方の九十九島地域に分布する下部中新統．
2000m以上の層厚で，主に砂岩・泥岩・凝灰角礫岩から
なる．

野島断層 のじまだんそう Nojima fault 地震断層．兵庫県南部地震で地表に現れた．淡路島北
淡町富島から北西岸に沿って明石海峡にぬける北東～
南西走向．

ノジュール のじゅーる nodule 団塊と同義語．堆積物や火山岩中に形成された球状・
板状または不定型な硬質塊．

野尻湖層 のじりこそう Nojiriko Formation 長野県北部の野尻湖湖底および周辺に分布する上部更
新統．野尻湖西岸の立ヶ鼻付近を模式地とする．水成
で砂層，シルト層を主体とし，降下スコリア層と火山
灰層を挟在する．最終氷期の湖成層．ナウマンゾウな
どの化石や旧石器などが出土する．



野面石 のずらいし quarry stone 採石場から切り出したままの石材．

野田ヶ沢地すべ
り

のだがざわじすべり the Nodagazawa landslide 新潟県栃尾市北荷頃の野田ヶ沢地内の地すべり．古く
は1525年からの記録が残り，災害を繰返し現在にいた
る．

野田層群 のだそうぐん Noda Group 岩手県久慈地方に分布する非海成層で古第三系．礫質
堆積物を主体とする．

野田玉川鉱山 のだたまがわこうざ
ん

Nodatamagawa mine 岩手県北東部のジュラ系堆積岩中の層状マンガン鉱床
を採掘した鉱山．金属Mn総生産量50万t．1984年閉山．

ノッチフィルタ のっちふぃるた notch filter 特定の単一周波数のみを減衰遮断し，他の周波数の波
は減衰させることなく通過させるフィルタ．

能登鉱山 のとこうざん Noto mine 石川県珠洲市若山町中田に分布する中新統南志見泥岩
層中の塊状石膏鉱床を採掘した鉱山．1969年閉山．

能登層群 のとそうぐん Noto Group 能登半島に分布する新第三系の下部層群で，片麻岩・
石灰岩などを不整合に被う．主に，安山岩などの火山
岩類・火山砕屑岩類よりなる．

能取推定断層 のとろすいていだん
そう

Notoro probable fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．北海道網
走湖東岸に位置し延長約15km．変位基準面は段丘面

で，平均変位速度0.2m/103年以下．

ＮＯＮＥＬ雷管 のねるらいかん Nonel detonater 非電気式起爆剤のノネルシステムの起爆部．ノネル
チューブを伝わる爆ごう火炎によって点火される雷
管．

野原断層系 のはらだんそうけい Nohara faults 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．沖縄県宮古島内に位
置し延長15㎞．雁行状の低断層崖を形成．

伸び計 のびけい extensometer ①地面の２点間の伸縮を測る装置（地盤伸縮計）．
②物体に応力が作用したときの引張ひずみを測定する
計器．

伸びひずみ のびひずみ ductile strain アスファルトやプラスチックのような物体に荷重を加
えた場合に，弾性変化に引き続いて起こる粘性的な伸
び．

伸び率 のびりつ percentage of elongation 材料の軸方向に引張り応力を加えた時の引張りひず
み．

野蒜石 のびるいし Nobiru ishi 宮城県桃生郡鳴瀬町野蒜産石材．中新統凝灰岩．白～
黄色で軟質．火・熱に強い．土台石・石塀・竈などに
利用．

延岡－紫尾山構
造線

のべおかしびさんこ
うぞうせん

Nobeoka-Shibisan
tectonic line

宮崎県延岡市から熊本県との県境の市房山を通り，鹿
児島県の紫尾山に至る北傾斜の衝上断層．四万十帯の
北帯と南帯の境界をなす．現在は延岡衝上と呼ばれ
る．

野辺地石 のへじいし Noheji ishi 青森県上北郡野辺地町産石材．新第三系凝灰岩．灰色
を示し，主に土木用に利用される．



登別石 のぼりべついし Noboribetsu ishi 石材名．北海道道南地方にある更新世の倶多楽カルデ
ラからの強溶結した軽石流堆積物．建築用・塀・間知
石などに利用．

登別硬石 のぼりべつこうせき Noboribetsu koseki 北海道登別市幌別町に産する石材．新第三系凝灰岩．
褐色で多産する．主に土木用に利用．

登別軟石 のぼりべつなんせき Noboribetsu nanseki 登別石と同じ．倶多楽カルデラからの強溶結した軽石
流堆積物．

のみぎり（鑿ぎ
り）

のみぎり tipping 石材面を平坦にする方法の一つで，のみを使用する．

のみ口（呑口） のみくち intake 水の取り入れ口．

のみ下がり のみさがり drilling performance 削岩機などで岩盤を削孔する速さ．単位時間あたりの
削孔深さで表現する．対象地盤の堅さの目安．

野村鉱山 のむらこうざん Nomura mine 愛媛県野村町付近の秩父帯南帯に属するチャート中に
賦存するマンガン鉱床を採掘した鉱山．MnO2出鉱量４万

t．

野村層群 のむらそうぐん Nomura Group 愛媛県野村町付近の秩父累帯南帯を構成する中生代の
付加体．砂泥互層とチャート(三じょう紀（三畳紀）後
期)や石灰岩(石灰紀～ペルム紀)の外来岩塊を含むメラ
ンジ相．

野母崎変成岩 のもざきへんせいが
ん

Nomozaki metamorphic
rock

長崎県野母半島に分布する変成岩類．野母変はんれい
岩（変斑糲岩）・蛇紋岩類・結晶片岩類より構成され
る．

ノリアン階 のりあんかい Norian stage 三じょう系（三畳系）上部統中部階の別称．上部統を
二区分とする説では上部階になる．

のり覆工（法覆
工）

のりおおいこう slope protection works のり面をコンクリート，植生などで覆工することに
よって，河川，雨水による洗掘，浸食を防護する工
法．

のり肩（法肩） のりかた top of slope のり面の上端．

のり切（法切） のりきり grading works 斜面勾配を緩くし，安定化を図るための掘削．

法切り工 のりきりこう slope works 自然斜面の切土や根切り工事において，掘削面の安定
が確保できる所定の勾配にのり面を仕上げる工法．

のり崩れ（法崩
れ）

のりくずれ slope failure, slope
collapse

地すべりや崩落などによる，のり面の崩壊．

乗鞍火山 のりくらかざん Norikura volcano 北アルプスの南端に位置する標高3,026mの複合火山．
有史以来の噴火記録はないが，火口からの溶岩流出や
水蒸気噴火がみられる．



乗鞍火山帯 のりくらかざんたい Norikura volcanic zone 立山，焼岳，御岳などを含む火山帯で，第四紀に隆起
した飛騨山脈上に発達した火山列．

のり勾配（法勾
配）

のりこうばい gradient of slope,
inclination of slope

切土，盛土，護岸工などの，のり面やダムの上下流面
の勾配．

法先 のりさき toe of slope, end of
slope, foot of slope

人工的に造られた斜面であるのり面の最下部のこと．
法尻ともいう．

法先洗掘 のりさきせんくつ foot scouring 堤防や護岸などの，のり面の下端が流水によって削ら
れること．堤防や護岸構造物の不安定化の要因とな
る．

のり尻（法尻） のりじり toe of slope のり面の最下端．のり先（のりさき）ともいう．

法高 のりだか height of slope のり面の鉛直高さ．のり面の規模を代表する指標．

法止め のりどめ foot protection of slope 堤防や護岸などののり面の下端を保護するための工
法．しがらみ・矢板・捨石・じゃかごなど．

法面 のりめん slope 盛土あるいは切土によって人工的に形成された斜面．

法面杭 のりめんくい slope stake のり面の表層安定のため打ち込まれる小口径の短杭．
一般に木杭が用いられる．

のり面勾配（法
面勾配）

のりめんこうばい inclination of slope,
gradient of slope

のり面の鉛直高さに対する水平距離の比．

法面転圧 のりめんてんあつ slope rolling 盛土のり面を転圧することによって締固めること．

法面排水 のりめんはいすい slope drainage のり面の浸食防止，浸透量の低減による安定性確保の
ため行われる排水工．

法面被覆工 のりめんひふくこう slope coverage のり面の表層を風化や浸食から保護するため，植生工
や吹付けモルタル工などにより被覆する工法．

法面崩壊 のりめんほうかい slope failure 人工的に形成された斜面が比較的急速に破壊するこ
と．速度の小さいものは，のり面すべりと呼ぶ．

法面補強ロック
ボルト

のりめんほきょう
ろっくぼると

rock bolt for slope
protection

のり面の落石防止や緩み崩壊防止に用いられるロック
ボルトで，のり枠やモルタル吹付とセットで用いられ
る．

法面保護工 のりめんほごこう slope protection のり面が風化・浸食・崩壊するのを防止するための工
法．植生あるいはコンクリート構造物による被覆な
ど．



法面緑化工 のりめんりょくかこ
う

slope vegetation works,
slope planting works

盛土・切土ののり面を草木で被うことによりのり面表
層部の風化浸食を保護し，さらに景観改善を意図した
工法．植生工と緑化基礎工からなる．

法枠 のりわく slope frame, grating
crib

のり面の浸食や崩壊などを防止するためのり面に格子
状に張付ける構造物．プレキャスト枠・吹き付け枠・
現場打ちコンクリート枠などがある．

法枠ブロック のりわくぶろっく mold blocks for slope
protection

切盛土のり面や急斜面などの安定を図る目的で，のり
面に設置するコンクリート製の枠構造ブロック．

ノルマル法 のるまるほう normal method 電気検層の一手法．観測井の空間を無視し，電位電極
間で観測される電位差より地層の比抵抗を算出する方
法．

ノルム のるむ norm ノルム組成ともいい，岩石の化学組成を，一定の計算
方法により標準鉱物の重量百分率に換算して示したも
の．

ノルム鉱物 のるむこうぶつ normative mineral 火成岩のＣＩＰＷ分類における標準鉱物．石英などの
サリック鉱物と珪灰石などのフェミック鉱物とからな
る．

ノンコアボーリ
ング

のんこあぼーりんぐ non core drilling コア採取を行わないボーリング．計測用あるいは検層
用などに利用されることが多い．

ノンコンパクト
断面

のんこんぱくとだん
めん

non-compact section 幅に対して厚さが薄い断面．断面形状は座屈によって
決められる．

ノンコンフォー
ミティー

のんこんふぉーみ
てぃー

nonconformity 堆積岩が下位に分布する塊状の火成岩体や変成岩類を
覆っている場合の不整合．無整合と同義．

ノンダルシー則 のんだるしーそく Non-Darcy's law ダルシー則に従わない地下水の流動則．たとえば，乱
流状態の流れや限界動水勾配以下のきわめてゆっくり
とした流れを対象にしている．

ノンテレスコ
ピック型枠

のんてれすこぴっく
かたわく

non-terescopic form トンネル覆工用の支持枠と鋼板が一体となった移動式
型枠で，養生中の既設型枠の下をくぐり抜け不能の型
枠．

バーガーズモデ
ル

ばーがーずもでる Burgers model VoigtモデルとMaxwellモデルを直列に連結した岩石ク
リープを表わす力学的モデル．

パーカッション ぱーかっしょん percussion 掘削具，ビットの打撃エネルギーで孔底の岩盤などを
破砕掘削する工法で，落下方式とハンマー方式があ
る．

パーカッション
ドリル

ぱーかっしょんどり
る

percussion drill ビットを付けたドリルパイプをワイヤでつるし，上下
運動させてその衝撃力によって掘削をする削孔機械．

パーカッション
方式

ぱーかっしょんほう
しき

percussion diaphragm
wall excavation

地下連続壁掘削方式の一種．ビットを上下させその衝
撃で土砂を砕き掘削土を吸い上げて排出する方式．

パーカッション
ボーリング

ぱーかっしょんぼー
りんぐ

percussion drilling 衝撃式ボーリングと同義．



バージェス頁岩 ばーじぇすけつがん Burgess shale カナダロッキー山脈に分布する中部カンブリア系で，
無脊椎動物の化石を多産する暗色頁岩からなる．

ハースト片岩群 はーすとへんがんぐ
ん

Haast schist Group ニュージーランド主部を占める地向斜地域にみられる
高圧型の変成岩の総称．

ハーゼンの公式 はーぜんのこうしき Hazen's formula 土の粒径加積曲線から読みとる10%径(D10)から，透水
係数(k)の概略値を推定する関係式．

バーチカルド
レーン

ばーちかるどれーん vertical drain 圧密を促進するため粘土層中に設けられた鉛直な排水
孔．サンドドレーン・ペーパードレーンなどがある．

バーチカルド
レーン工法

ばーちかるどれーん
こうほう

vertical drain method 軟弱地盤中に，人工の鉛直ドレーン材を多数設置する
ことにより圧密を促進させる工法．

バーティソル ばーてぃそる vertisol 熱帯～亜熱帯に分布する塩基性火成岩に由来する多量
のモンモリロナイトを含む黒い土．グリムゾルもこの
中に含まれる．

パーテイング線
構造

ぱーていんぐせんこ
うぞう

parting lineation 堆積構造の一種．堆積粒子が流れ方向に平行に，平行
葉理面上に配列して線状を呈するもの．

バード ばーど bird 空中探査でヘリコプターや飛行機に吊り下げる測定機
器の総称．

パート統 ぱーととう Patung series 中国南部の湖北西部を模式地とする中部三じょう系
（三畳系）．海生化石を多産する頁岩が優勢．

ハートマンの法
則

はーとまんのほうそ
く

Hartman's law 断層解析などでよく用いられる法則．交差する断層な
ど不連続面のなす角は，各主応力により二等分される.

バーニヤ ばーにや vernier 副尺．長さまたは角度の１目盛りの端数を一定の分数
値まで読みとれるようにした補助的な目盛り装置．

ハーネルの深度
則

はーねるのしんどそ
く

Haanel depth rule 磁気異常体の深度は，それによる磁気異常値の最大値
とその1/3の値を与える地点の水平距離の1/2に等し
い．

バーバンク試験 ばーばんくしけん burbank test 採鉱機や砕岩機の金属部品により岩石試料がどの程度
磨耗するかを調べる試験．

パーベック階 ぱーべっくかい Purbeckian stage 英国南海岸を模式地とする最上部ジュラ系から最下部
白亜系で，模式地では潮間帯から淡水成堆積物に代表
される．

バーマン比重天
びん

ばーまんひじゅうて
んびん

Berman density balance 比重測定用の高精度天秤で，少量の試料でも簡便に比
重測定ができる．比重は空気中と液中で質量をはかり
もとめる．

バーミキュライ
ト

ばーみきゅらいと vermiculite Mg2.68(Fe
3+,Al0.64)[(H2O)4|(OH)2|Al1.28Si2.72O10]，単斜晶

系，硬度1.5，比重2.3．塩基性～超塩基性岩の風化・
熱水変質・接触変成などによって生成される著しい膨
張性を持った粘土鉱物．膨張させて断熱材や防音材に
利用される．蛭石と同義語．



バール ばーる bar 圧力の単位．105Pa，105N/㎡，106dyne/c㎡．大気の１
気圧は1,013mbar．近年はhPaで表示．

バーンカット ばーんかっと burn cut 発破工法によるトンネル掘削で，芯抜きを効果的に実
施するための平行孔芯抜き工法．

バーンホール ばーんほーる burn hole バーンカット工法に用いる芯抜き効果向上用の水平孔
で，芯抜き孔の左右などに２孔程度実施される．

バーンホール穿
孔機

ばーんほーるせんこ
うき

burn hole drilling
machine

トンネル発破の芯抜き用の大口径の空孔を掘る機械の
総称で，平行芯抜き工法で用いられる．

バイアス型 ばいあすがた Valles type 陥没後カルデラ床が再生隆起する型のカルデラ．再生
カルデラ(resurgent caldera)ともいう.

バイアスカルデ
ラ

ばいあすかるでら Valles caldera 北部ロッキー山脈の南端近くにある再生カルデラ．大
規模火砕流の発生後カルデラが形成され，その後中央
部が再生隆起している．

背圧 はいあつ back pressure 三軸圧縮試験において，供試体内の有効応力を一定に
保ちながら，供試体の飽和度を上げるために間隙流体
に付加する圧力．

ハイアロ はいあろ hyalo ギリシア語を語源とする接頭辞で，ガラス質な岩石や
組織に対してつける．

ハイアロオフィ
チック

はいあろおふぃちっ
く

hyaloophitic 玄武岩～安山岩などの火山岩に見られる岩組織で，填
間状組織の基質の部分が主体のもの．

ハイアロクラス
タイト

はいあろくらすたい
と

hyaloclastite 溶岩流が水と接触してその表皮が急冷されることによ
り，破砕されて生じたガラス質主体の岩片からなる岩
石．

ハイアロシデラ
イト

はいあろしでらいと hyalosiderite かんらん石の一種．かんらん石はフォルステライト成
分(Mg2SiO4)とファヤライト成分(Fe2SiO4)の固溶体であ

るが，ハイアロシデライトはファヤライト成分が30～
50モル%のもの．

灰石 はいいし カルデラに起因する大規模な火砕流堆積物．特に溶結
した火砕流堆積物をさす日本独自の用語．

配位数 はいいすう co-ordination number 中心原子またはイオンのまわりに配位することのでき
る原子（イオン）の数．

梅雨前線 ばいうぜんせん Baiu front ６月から７月に日本列島や揚子江流域に停滞する気圧
の谷間．オホーツク海と小笠原の各高気圧の境に形
成．

排煙脱硫 はいえんだつりゅう disperse smoke
desulphurization,dispers
e smoke desulfurization,

化石燃料の燃焼により生じる排煙から，硫黄酸化物を
除去すること．除去方法には，湿式法と乾式法があ
る．

バイオジェニッ
ク元素

ばいおじぇにっくげ
んそ

biogenic element 生物起源と考えられる堆積物中に濃縮される元素群．



バイオストロー
ム

ばいおすとろーむ biostrome 化石密集部の産状に対する一用語．層理面をもち突起
部をもたないのが特徴．

パイオニア断裂
帯

ぱいおにあだんれつ
たい

Pioneer fracture zone カリフォルニア北部のメンドシノ断裂帯の数百㎞南部
に位置する断裂帯．断裂帯に沿った大規模な水平移動
が知られている．

バイオハーム ばいおはーむ bioherm 化石密集部の産状に対する一用語．ドーム状・塚状・
レンズ状で産する．

バイオマス ばいおます biomass ある時点に任意の空間内に生存する生物体の量を重量
あるいはエネルギー量で示したもの．

梅花石 ばいかいし baika ishi 古生界石灰質輝緑凝灰岩．北九州市門司区青浜に産
し，梅花を想起する柄を持つウミユリ化石を含む鑑賞
石．

バイカル褶曲 ばいかるしゅうきょ
く

Baikalian folding 約８億年前から約5.5億年前の間の変動期に生じた褶
曲．バイカル湖からアルダン楯状地南縁などに認めら
れる．

廃棄物 はいきぶつ waste 日常生活や産業活動の結果，排出される不要物の総
称．大きく一般廃棄物と産業廃棄物に区分される．

廃棄物処理 はいきぶつしょり waste disposal 廃棄物を，焼却・埋め立てなどにより，社会活動に害
を及ぼさない形で処分すること．

拝宮層群 はいぎゅうそうぐん Haigyu Group 徳島県の黒瀬川帯を構成する上部ペルム系．砂岩・泥
岩を主体とし，一部に礫岩・石灰岩を挟む．

バイクゼル氷期 ばいくぜるひょうき Weichsel glacial stage 約７万年前から約１万年前の北ドイツ，デンマークに
おける氷期．ウルム氷期に相当する．

バイクリタ統 ばいくりたとう Vaikrita series テチスヒマラヤ帯スピティ地域における最下部の変成
岩層．主に粘土質の変成岩よりなり，雲母片岩が卓
越．

ハイグレードソ
イル

はいぐれーどそいる high grade soil 発泡スチロール粒を建設発生土に混合した軽量土の一
種．

配合 はいごう mix proportion コンクリートまたはモルタル，地盤注入材などを作る
ときのセメント・細骨材・粗骨材・水および混和材・
薬液などの使用割合．

配合強度 はいごうきょうど target strength 設計基準強度に係数を乗じて圧縮強度の割増しを行っ
たもので，配合を定める場合に目標とする強度．

配合水 はいごうすい mixing water 所定の配合に基づくコンクリートまたはモルタルを練
る時に使用する水．

背弧凹地 はいこおうち back arc depression 火山フロントの背弧側直近に並走する構造性の凹地．
背弧海盆よりも小規模な盆地．



背弧海盆 はいこかいぼん back arc basin 沈み込み帯の背弧側に発達する海盆．海洋底の拡大に
よって生じたと考えられている．

媒質 ばいしつ medium 波動などの作用を伝える物質または空間のこと．弾性
波を伝える弾性体や光を伝える空間などがその例．

拝島礫層 はいじまれきそう Haijima gravel bed 最終氷期末期とされている関東平野，多摩川中流の更
新世末期の地形面（拝島面）を構成する礫層．

背斜 はいしゃ anticline 褶曲構造において曲げられた地層の波の山に当たる部
分．

排砂 はいしゃ sediment flushing 管内・貯水池・沈砂池などに沈殿した土砂を排出する
こと．

排砂カルバート はいしゃかるばーと scour culvert ダムの底部に設ける堆砂除去のための放水口．

排砂管 はいしゃかん scour pipe ダム底部に設置される堆砂除去のための放流管．ド
レーンパイプ，掃流管ともいう．

排砂ゲート はいしゃげーと wash-out gate, scour
gate

排砂用放水口制御用のゲート．

背斜谷 はいしゃこく anticlinal valley 褶曲構造の背斜軸に沿って地層の浸食が進んだ結果形
成された谷で，地質構造を反映した浸食地形．

背斜山稜 はいしゃさんりょう anticlinal ridge 褶曲構造の背斜部が，地形的にも尾根部を形成してい
る山稜．背斜丘陵という用語もある．

背斜軸 はいしゃじく axis of anticline 褶曲した地層の峰状部分で，層序的に下位の地層が中
心にあるものを背斜といい，その曲率最大の点を結ん
だ線のこと．

排砂水路 はいしゃすいろ flushing channel,
flushing canal

貯水池末端からダムの最大放流量以内の流量を分流さ
せてダム下流に放流し，貯水池への堆砂を防ぐバイパ
ス水路．

排砂設備 はいしゃせつび scour outlet
sediment flushing
facility

ダムの堆砂を防御または排除する設備．排砂水路，貯
砂ダム，排砂カルバート，排砂管，排砂トンネルなど
がある．

背斜トラップ はいしゃとらっぷ anticlinal trap 原油，ガスなどの貯留槽が背斜構造の頂部に形成され
た一般的な構造トラップ（封塞構造）．

排砂トンネル はいしゃとんねる scour tunnel ダムで底部放流設備として設けられることのある岩盤
内のトンネルで，土砂吐きの機能をもたせたもの．

排砂バルブ はいしゃばるぶ wash-out valve 排砂管の開閉を制御するバルブ．ドレーンバルブと同
義．



排砂門 はいしゃもん scour outlet, scour
sluice

ダムの土砂吐きの流入口のこと．

排砂路 はいしゃろ discharge pipe ダムの堆砂を貯水池外に排出するために，ダムに設け
られた管路（トンネル）．

排水基準 はいすいきじゅん effluent standard 排出水に含まれる有害物質の種類ごとに許容限度を定
めた基準．水質汚濁防止法で規定される．

排水強度 はいすいきょうど drained strength ある排水条件下で現れる強度の総称．排水の条件やせ
ん断速度などによってこの値は異なる．

排水繰返しせん
断試験

はいすいくりかえし
せんだんしけん

drained cyclic shear
test

排水状態で供試体のせん断応力を繰り返し加えるせん
断試験．

排水係数 はいすいけいすう drainage coefficient 地盤からの排水のしやすさを示す係数で圧密係数Cvと
関係が深い．

排水溝 はいすいこう catch drain 盛土・切土斜面あるいは，道路舗装面からの表面水の
排除に用いられる溝状構造物．

排水孔 はいすいこう drain hole コンクリートダム基礎の着岩面付近にかかる揚圧力を
軽減させるために設置する基礎排水孔．

排水坑 はいすいこう drainage gallery ダム基礎排水孔（ドレーン孔）を設置する通廊．

排水工 はいすいこう drainage works,
dewatering method

地下水または地表水を排水する工法．様々な分野で用
いられるが，例えばのり面・地すべりなどの斜面を安
定化させる上で重要．

排水工法 はいすいこうほう drainage works,
dewatering method

地下の掘削工事において，地下水排除工により地下水
位を掘削底面以下に低下させて行う施工法．

排水三軸試験 はいすいさんじくし
けん

drained triaxial test 排水条件で行う三軸試験．

排水三軸スミア
試験

はいすいさんじくす
みあしけん

drained triaxial sumia
test

粘性土の排水残留せん断強さを決定するための試験．
ポーラスストーン製の円筒を用い，短時間で終了．

排水試験 はいすいしけん drained test 圧密排水せん断試験と同義．

排水処理施設 はいすいしょりしせ
つ

waste water treatment
facility

排水源から公共用水域または下水道などへ排出される
水の汚濁物質を除去し，排出基準にあった水にする施
設．

排水せん断 はいすいせんだん drained shear 圧密排水の条件での供試体のせん断．正規圧密粘土で
は非排水せん断よりも大きなせん断強さを示す．



配水池 はいすいち distributing reservoir 水の消費の増減に対応して給水に不足が生じないよう
に調整するための水道用貯水池．

排水トンネル工 はいすいとんねるこ
う

drainage tunnel works 地すべり地などの基盤部に掘削された排水用の小断面
トンネル．この部分から排水ボーリングを実施し，水
位低下を図る．

排水ブランケッ
ト工法

はいすいぶらんけっ
とこうほう

drainage blanket method 盛土の安定のために，盛土底面ののり尻付近に排水層
を設ける工法．砂利，粗砂，不織布などを使用．

廃石 はいせき spoil 石炭採掘の際に生じる商品価値のない低品位の石炭や
ずりのことで，ぼたともいう．

πダイヤグラム ぱいだいやぐらむ π-diagram 層理面などの方向データの極（π極）を等面積投影し
て，これらの分布に最も適合する大円の極から構造軸
を求める方法．

佩楯山層群 はいだてやまそうぐ
ん

Haidateyama Group 大分県三重町南東の佩楯山を中心に分布する黒瀬川帯
を構成する白亜系の砕屑岩層．

ハイチェン地震 はいちぇんじしん the 1975 Haicheng
earthquake

1975年2月4日に中国遼寧省海城付近で発生したM7.3の
地震．世界で初めてその予知に成功した地震として有
名．

灰爪層 はいづめそう Haizume Formation 新潟県中南部地域に分布する第四系下部更新統．刈羽
郡西山町灰爪付近を模式地とする．海成で細～中粒
砂，砂質シルト，砂泥互層を主体とし石灰質砂層を挟
在する．

ハイテク汚染 はいてくおせん high-tech pollution 半導体産業などの先端技術（ハイテク）を駆使する産
業が生み出す環境汚染．

配電設備 はいでんせつび power distribution
equipment

ダムの管理用電気設備の一つで，電気で稼働する各種
負荷設備に電気を配電する設備．

排土工 はいどこう earth removal work 地すべり抑制工の一つ．地すべり土塊の上部または全
部を除去し，地すべりの発生を防止．

排土率 はいどりつ mucking ratio シールド工法で排出される掘削土量と切羽前面の計画
掘削土量の比．排土率が100%以上の場合は注意が必
要．

ハイドログラフ はいどろぐらふ hydrograph 河川の一つの地点での流量または水位の変化の時間的
過程を示すグラフ．

ハイドロコンパ
クション

はいどろこんぱく
しょん

hydrocompaction 低密度の堆積物が雨水などの浸透により収縮し，地面
の不同沈下や亀裂を生じる特殊な地盤沈下現象．

ハイドロフラク
チャリング

はいどろふらくちゃ
りんぐ

hydraulic fracturing 水圧が作用して地盤が破壊，破砕する現象．1976年に
おきたティートンダムの決壊の一因とされている．水
圧破砕ともいう．

ハイドロフラク
チャリング

はいどろふらくちゃ
りんぐ

hydrofracturing 地盤中に高圧で水を注入したとき，発生した引張り応
力によって，周囲の岩に割れ目が発生する現象．水圧
破壊ともいう．



ハイドロホン はいどろほん hydrophone 音波探査，海上地震探査で受信器として用いられる水
中用マイクロホンのシステム.

ハイドロリック
式試錐

はいどろりっくしき
しすい

hydraulic boring スピンドルの給進を油圧で行う方式のボーリング掘削
のことをいい，最も一般的に用いられている．

ハイドロリック
フィード

はいどろりっく
ふぃーど

hydraulic feed ボーリングロッドの縦方向の移動を，ギヤによらずに
油圧系で行う方式．油圧フィードともいう．

ハイドロリック
ポンプ

はいどろりっくぽん
ぷ

hydraulic pump 油を汲む目的で坑井内に降下するポンプの一種．地上
から圧入される油で駆動する．機械的エネルギー損失
がなく効率的．油圧駆動機器に用いる油圧を発生させ
るポンプにも用いる．

バイナリー発電 ばいなりーはつでん binary cycle generating
system

温度の低い熱水を熱交換器に通して低沸点の媒体を気
化させ，発電を行う方式．

バイパス ばいぱす bypass ①孔曲げにより障害物を迂回して掘削すること．バル
ブ閉塞時に流体を完全遮断しないために設けた迂回用
側管．
②ダムなど河道工事での河流処理のための迂回路

バイパストンネ
ル

ばいぱすとんねる diversion tunnel ダム施工のために設ける河流を迂回させて現場をドラ
イにするための仮設トンネル．仮排水トンネルともい
う．

背反鉱物 はいはんこうぶつ incompatible minerals 生成の間に平衡が保たれていたような火成岩や変成岩
で共存しえない２種あるいはそれ以上の鉱物同士．

パイピング ぱいぴんぐ piping 浸透流によって土粒子が流出し地中に管状の空洞が形
成される現象．堤防やアースダム，ダム基礎岩盤など
の浸透破壊の原因．

パイピングホー
ル

ぱいぴんぐほーる piping hole 土中の浸透水によって土粒子が移動させられてできる
土中の穴．

灰吹法 はいふきほう cupellation 不純物を含む貴金属を酸化状態で溶かし，骨灰などに
不純物を吸収させて貴金属を分離する方法．

パイプひずみ計 ぱいぷひずみけい strain gauge type
inclinometer

塩化ビニルパイプにひずみ計を貼付しパイプの変形を
ひずみ計で計測する計器.ボーリング孔内に設置し地山
内の地すべり挙動の判定に用いる.

ハイブリッド構
造

はいぶりっどこうぞ
う

hybrid structure 異種材料の合成体からできた構造．鋼－コンクリート
合成板などの他，各種の材料が開発されている．

ハイブリッド斜
面安定設計法

はいぶりっどしゃめ
んあんていせっけい
ほう

hybrid slope stability
design method

有限要素法と極限平衡法を組み合わせた斜面安定設計
法．安全率を応力破壊基準より，破壊すべり面をひず
みの破壊基準に基づくせん断強度低減法より求める．

パイプルーフ工
法

ぱいぷるーふこうほ
う

pipe roofing method 坑口部など地表沈下防止や断層破砕帯突破のため，ト
ンネル外周に鋼管を挿入して所定の範囲にルーフを形
成する工法．

バイブレーター ばいぶれーたー vibrator 振動発生装置の総称．地震探査の震源として用いられ
る．または，コンクリート打設時の締固めに利用され
る．



バイブロオー
ガー

ばいぶろおーがー vibro auger drill 鋼製ケーシングを振動機で振動を与えながら挿入し，
ケーシング内の土砂を掘削する方式の穿孔機．

バイブロコア
ラー

ばいぶろこあらー vibro-corer 振動式モーターにより海底に押し込む型式の海底コア
採取機．

バイブロコンパ
クション

ばいぶろこんぱく
しょん

vibro-compaction 棒状振動体を地中に貫入させながら，振動伝達により
ゆるい砂質地盤を漸次締固めていく方法．

バイブロサイス ばいぶろさいす vibroseis 反射法地震探査の一種．周波数を連続的に変化させる
油圧バイブレータを震源として使用する．商標名．

バイブロタン
パー工法

ばいぶろたんぱーこ
うほう

vibratory hammer method,
vibrohammer method

軟弱地盤における振動締固め工法の一つ．バイブロを
鋼製タンパーに取りつけて，浅層の転圧，振動締固め
を行う．

バイブロ置換工
法

ばいぶろちかんこう
ほう

vibro-replacement method バイブロフロットと呼ばれる振動式の重錘を用い地盤
に掘削した孔に砂利などを充填し地山を締固める工
法．

バイブロパイル ばいぶろぱいる vibro pile 地盤中に鋼管を打ち込み，管内にコンクリートを打設
した後，鋼管を引き抜くことにより作られる杭．

バイブロハン
マー

ばいぶろはんまー vibro pile hammer 振動式くい打機．上下方向の振動力により，杭の打ち
込みを行う．騒音が比較的少ない．

バイブロフロー
テーション工法

ばいぶろふろーてー
しょんこうほう

vibrofloatation method 水射と振動の併用で緩い砂層を締固める地盤改良工法
の一種．

灰分（石炭の） はいぶん ash content 石炭工業分析で用いられる用語．石炭を空気中で815
℃で加熱したときに灰化して残る鉱物質．

バイポール・ダ
イポール法

ばいぽーるだいぽー
るほう

bipole-dipole array １㎞以上離して固定接地した電流電極と独立に移動す
る電位電極により深部の探査を行うＩＰ法電気探査
法．

背面土圧 はいめんどあつ backward earth pressure 擁壁などの背面に作用する土圧全体．慣用的な表現．

背面盛土 はいめんもりど backfilling 裏込めと同義．擁壁などの背面と原地盤との間をてん
充する盛土．

白雲顎博鉄鉱床 ぱいゆんおーぽー
てっこうしょう

Baiyun Obo deposit 中国内蒙古の原生代苦灰岩中に胚胎する鉄鉱床．世界
最大の希土類鉱床としても知られている．

バイヨントダム ばいよんとだむ Vaiont dam イタリア．アーチダム．1960年竣工．堤高265m．1963

年10月9日左岸直上流の山体が約3億ｍ3にわたり貯水池
に滑り落ち，巨大なダムの越波により多数の死者発
生．貯水池は埋積され巨大な砂防ダムと化している．

バイラテラル断
層運動

ばいらてらるだんそ
ううんどう

bilateral faulting 断層の中央付近から破壊が始まり，両方向に破壊が進
む断層運動．ユニラテラル断層運動に対する用語．



ハイリー公式 はいりーこうしき Hiley formula 杭打ち時の打ち込み抵抗を打撃エネルギー，杭の貫入
量，地盤・杭・キャップなどの圧縮力，反発力から求
める公式．

バイリニヤーモ
デル

ばいりにやーもでる bilinear model 土の応力－ひずみ関係を数式化するモデルの一つ．応
力－ひずみ関係を一つの折点を含む２本の直線で表す
モデル．

配力鉄筋 はいりょくてっきん distribution
reinforcement

鉄筋コンクリートにおいて主鉄筋に直角に配置した補
助鉄筋．外力や内部応力を均等化する機能をもつ．

梅林石 ばいりんせき bairinseki 秩父帯の杏仁状輝緑凝灰岩．徳島県上勝町に産し，暗
紫色の地に白または紅梅色の点紋をもつ鑑賞石．

パイロープ ぱいろーぷ pyrope 塩基性岩起源の高圧変成岩やエクロジャイトの成分鉱
物として産するざくろ石の一種．苦ばんざくろ石．

パイロット孔 ぱいろっとこう pilot hole グラウチング工事にあたり，地山の地質とグラウチン
グ前の処女透水性の確認のために実施する注入ブロッ
ク端の調査孔．

パイロットトン
ネル

ぱいろっととんねる pilot tunnel 先進坑と同義．

パイロットプラ
ント

ぱいろっとぷらんと pilot plant 設備やシステムの有効性を実証するために，試験的に
建設・操業される生産設備や発電所．実証プラントと
類義．

パイロットホー
ル

ぱいろっとほーる pilot hole フルサイズのトンネルやボアホールに先立って，地質
や物性を調査する目的で掘削される小口径の孔井や坑
道．

パイロフィライ
ト

ぱいろふぃらいと pyrophyllite Al2Si4O10(OH)2，単斜晶系のもと三斜晶系のものがあ

る．硬度１～２，比重2.65～2.90．カオリナイトから
高温で生成される粘土鉱物で，ろう石の主要鉱物．耐
火物や製紙の原料となる．

パイロ変成岩 ぱいろへんせいがん pyrometamorphic rock パイロ変成作用によって形成された変成岩で，マグマ
中の小規模な捕獲岩などに見られる．一部溶けてガラ
ス化する場合がある．

パイロ変成作用 ぱいろへんせいさよ
う

pyrometamorphism 接触変成作用の一種．火山岩や貫入岩と接触あるいは
捕獲された岩石が受ける変成作用．非常に高温の変成
相．

パインマウンテ
ン衝上

ぱいんまうんてん
しょうじょう

Pine Mountain fault 米国アパラチア山脈の西縁を画する衝上断層．

パウエル法 ぱうえるほう Powell method 多変数関数の極小値を求める数値解析アルゴリズムの
一手法．

パウドルフ亜間
氷期

ぱうどるふあかん
ひょうき

Paudorf interstadial ウルム氷期のうちのウルムⅡとウルムⅢとの間の亜間
氷期をさす．約3.3～2.5万年前とされている．

パウナム統 ぱうなむとう Pounamu Formation ニュージーランド南島に分布するグレイワッケ，火山
性堆積岩，超塩基性岩などを原岩とする変成岩類．西
縁はアルプス断層によって画される．



生木地すべり はえぎじすべり the Haegi landslide 1972年7月12日に岡山県阿哲郡哲西町大野部で発生．全
壊3戸・半壊5戸の災害が発生した．防止区域面積は
6ha．

馬鹿孔 ばかあな buster hole トンネルの芯抜き発破などで，自由面を多くして爆破
効果をあげるため，装薬する孔の周囲に穿孔した装薬
しない孔．

破壊 はかい breaking, failure,
rupture

加えられた外力の増加に伴い，材料の一部分が著しく
変形，あるいは破断する現象．

破壊応力 はかいおうりょく breaking stress 物体に応力を徐々に作用させ，その物体が破壊に達し
た時の応力．

破壊音 はかいおん acoustic emission ＡＥ・微小破壊音と同義．

破壊荷重 はかいかじゅう failure load, breaking
load

応力がある限界値（破壊応力）に達し，構造物や物体
に破壊を生じさせる荷重．

破壊基準 はかいきじゅん failure criteria 外力などによって材料が破壊する基準．破壊時におけ
る応力やひずみなどによって規定する．

破壊強度 はかいきょうど peak strength, breaking
strength, failure
strength

物体に加えた応力がある値を超え，物体の変形抵抗が
著しく減少または消滅した時の応力の絶対値．

破壊検査 はかいけんさ breaking test 構造物を破壊して行う検査で，発注者が設計どおりで
ないと認める相当な理由があるときに実施される．通
常，検査ならびに復旧に要する費用は請負負担とな
る．

破壊試験 はかいしけん breaking test 岩石に引張応力・圧縮応力・せん断応力が作用し，破
壊が起こった時の強度を調べるための各種の試験．

破壊時変形 はかいじへんけい deformation at failure 地盤にある一定以上の荷重を加えると変形が急に増大
して破壊するようになる．この破壊時の変形特性をい
う．

破壊靱性 はかいじんせい breaking tenacity 物体の脆性破壊に対する抵抗性の程度．

破壊接近度 はかいせっきんど degree of criticalness
to failure

地盤の力学的安定性に関する有限要素解析において，
各要素の応力状態を表すモールの応力円と破壊基準線
との最短距離(ｄmin)を，ｄmin＋ｒ（ｒ：応力円の半
径）で割った値．

破壊点 はかいてん breaking point 応力－ひずみ曲線において材料が破壊することを示す
点．

破壊ひずみ はかいひずみ breaking distortion 破壊応力作用時の物体内のひずみ．

破壊包絡線 はかいほうらくせん rupture envelope,
failure envelope

材料の破壊時における，モールの応力円の包絡線．実
験から破壊基準を求めるのに用いられる．



破壊面伝播速度 はかいめんでんぱそ
くど

failure propagation rate 地すべりなど進行性破壊の伝播現象を検討するために
実施される，粘性土の一面せん断試験での破壊面形成
速度．

破壊理論 はかいりろん theory of failure 物体が破壊する時の応力条件やひずみについての理
論．内部摩擦角説，最大せん断応力説，グリフィス理
論などがある．

はぎとり走時曲
線

はぎとりそうじきょ
くせん

ABC method curve 弾性波探査（地震探査）の屈折法の走時解析では下層
の速度を求めるために表層除去を行う．このはぎとり
操作での走時曲線．

はぎとり法 はぎとりほう ABC method 萩原の方法と同義．

萩の峯地すべり はぎのみねじすべり the Haginomine landslide 長野県北部鬼無里村にある，防止面積113haの地すべ
り．1973年4月に融雪に伴い大規模に崩壊．土石流も発
生し，村道，県道を破壊．

波及破壊 はきゅうはかい progressive failure 進行性破壊と同義．

萩原の走時 はぎわらのそうじ Hagiwara's curve はぎとり走時曲線と同義．

萩原の方法 はぎわらのほうほう Hagiwara's method 屈折法で測線の両端を振源とする走時曲線を用いて第
二層の速度と深度走時を求める代表的な表層除去法．

萩原東断層 はぎわらひがしだん
そう

Hagiwara-higashi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西方向．阿寺断層
の北西，岐阜県下呂町に位置し延長20㎞．阿寺断層系
のセグメントの一つ．

バグ ばぐ vug 鉱山用語として用いられている「がま」．晶洞と同
義．

白亜 はくあ chalk チョークと同義．

白亜紀 はくあき Cretaceous(period) 中生代を三区分したときの最後の地質時代で，恐竜が
最も栄えた時代．

白亜紀海進 はくあきかいしん Cretaceous transgression 地質時代を通じて，特に大規模な海進があったといわ
れる中生代白亜紀の海進．世界的規模で生じた．

白亜系 はくあけい Cretaceous(system) 中生代白亜紀に堆積した地層．日本では分布が広く，
層序がしっかりしている．

白雲岩 はくうんがん dolostone, dolomite 苦灰石が90%以上を占める堆積岩で，苦灰岩ともいう．
方解石の交代作用で形成される．

白雲岩化作用 はくうんがんかさよ
う

dolomitization 方解石のCaがMgを含む海水や地下水・熱水の作用に
よって，Mgに置換されドロマイト（苦灰石）に変わる
こと．



白鉛鉱 はくえんこう cerussite PbCO3，斜方晶系，硬度3～3.5，比重6.55．鉛鉱床の二

次酸化物として産出する鉱物．

爆ごう ばくごう detonation 爆発物中を燃焼反応が物質自体の固有音速を超える速
度で，その進行面に衝撃波を形成しつつ伝播する現
象．

白山火山 はくさんかざん Hakusan volcano 石川・岐阜県境の活火山で標高は2,702m．安山岩質の
成層火山で最終噴火は1659年．

白色粘土化変質
帯

はくしょくねんどか
へんしつたい

white colored argillized
zone

粘土化変質帯の一種．酸性・硫酸酸性熱水もしくは蒸
気凝縮水が岩石に作用して生ずる．地熱地帯に多く出
現．

薄層構造 はくそうこうぞう thinly laminated
structure

粒形や粒度の異なる砕屑粒子が形成する最小単位の堆
積構造で，葉理と称される成層構造．

爆速 ばくそく detonation velocity 爆薬の爆発分解の伝わる速度．爆発速度ともいう．

白チタン石 はくちたんせき leucoxene 金属元素のチタン含有量の高い細粒・土状の変質物の
総称名．黄色～褐色．

薄頂褶曲 はくちょうしゅう
きょく

supratenuous fold 背斜部で地層が薄く，向斜部で厚くなっている褶曲．
地層の堆積とともに褶曲が起こった時などに生じる．

白鉄鉱 はくてっこう marcasite FeS2，斜方晶系，硬度6～6.5，比重4.887．低温の熱水

鉱床や泥質堆積岩中にノジュールとして産出する鉄の
硫化鉱物．黄鉄鉱の多形．

バクテリア化石 ばくてりあかせき bacterial fossil 岩石中の細菌形態の化石．石炭・石灰岩などのバクテ
リア化石が知られ，カナダのガンフリント層中の化石
は有名．

バクテリア腐食 ばくてりあふしょく bacterial corrosion 土中で鋼材の腐食がバクテリアの物質代謝によって促
進されること．硫酸塩還元細菌が関与するとされる．

バクテリアリー
チング

ばくてりありーちん
ぐ

bacteria leaching バクテリアによる酸化・還元反応を利用して非溶性鉱
物から有用金属元素を溶媒中に溶出させ，回収する技
術．

白銅鉱 はくどうこう leucochalcite オリーブ銅鉱と同一物であり，現在この名称は使われ
ない．オリーブ銅鉱の組成はCu2(AsO4)(OH)．斜方晶

系，硬度３，比重4.4．オリーブ系色の小結晶集合体．

剥土探鉱 はくどたんこう stripping 機械掘削などによって表土を広く剥ぎ取り，鉱体の存
在・分布を確認する直接的な探鉱法．

爆破掘削 ばくはくっさく excavation by blasting トンネル切羽に多くの穿孔を実施し爆薬を装填し爆破
により掘削する方式で，地質・環境条件に配慮が必
要．

爆破地震 ばくはじしん artificial earthquake 地震探査の震動源として，ダイナマイトなどの爆薬を
用いて発生させる人工地震．



爆破地震学 ばくはじしんがく explosion seismology 大量の爆薬を使い，地震探査により地下深部構造を解
明する学問．1950年に爆発地震動研究グループを結
成．

爆破置換工法 ばくはちかんこうほ
う

displacement method by
blasting

軟弱層の上部に良質土を盛土し，軟弱層中で爆破させ
ることによって軟弱層を押し出し，良質土と置換える
工法．

爆発角礫岩 ばくはつかくれきが
ん

explosion breccia 水蒸気爆発，マグマ水蒸気爆発などの爆発的噴火によ
り，火口付近に降下，堆積した岩．成層構造を有す
る．

爆発火口 ばくはつかこう explosion crater 爆発的な噴火により山体の一部が破壊されて形成され
る火口．爆発カルデラより小規模．爆裂火口と同義．

爆発型火砕流 ばくはつがたかさい
りゅう

explosion type
pyroclastic flow

火山爆発を伴う火砕流のこと．火砕流とは数100～1000
度の高温溶岩片，火山灰，ガスの混合物が斜面を流下
する現象をいう．日本では浅間山の天明大噴火に伴う
火砕流が知られる．

爆発カルデラ ばくはつかるでら explosion caldera 大規模な噴火により山体が破壊されて生じるカルデ
ラ．爆裂（爆発）火口より大規模．

爆発時刻信号 ばくはつじこくしん
ごう

shot break 地震探査において爆発の瞬間を示すために電気的に記
録される信号．雷管を発火させるための電気信号を記
録．

爆発性噴火 ばくはつせいふんか explosive eruption 粘性の高いマグマに見られる噴火様式で，プリニー式
噴火・ブルカノ式噴火・ペレー式噴火などがある．

爆破点 ばくはてん shot point 爆薬によって人工地震を発生させる爆破地点．発破
点．

箔ひずみゲージ はくひずみげーじ foil strain gauge 接着ひずみゲージの抵抗体として金属箔を使用したも
の.

剥沸石 はくふっせき epistilbite Ca3(Al6Si18O48)･16H2O，単斜晶系，硬度４，比重2.25．

沸石の一種．主に苦鉄質火山岩の空洞中に，輝沸石・
菱沸石・束沸石・濁沸石などとともに産する．準輝沸
石ともいう．

薄片 はくへん thin section 透過光を用いる顕微鏡で，岩石や鉱物を観察するため
にスライドグラスに接着し，0.03mm程度に薄く整形し
た試料．

薄片状 はくへんじょう flaky 主として泥質岩にみられる層理面に平行に薄くはがれ
る性質（剥離性）が弱く見られる状態．

爆薬 ばくやく explosive 爆発的な化学反応を生じさせる薬品．ダイナマイト・
硝安爆薬などがある．地震探査の起震源として用い
る．

爆薬残留孔 ばくやくざんりゅう
こう

misfired hole 発破を行った際，発破孔に爆薬の一部または全部が
残った孔．適切な処理が必要とされる．

剥離 はくり exfoliation 岩石の表面が風化のため玉ねぎ状に剥げていくこと，
あるいは泥質岩に特有な層理面に平行に剥がれるこ
と．



剥離準平原 はくりじゅんへいげ
ん

stripped fossil plain 過去の準平原面の上に載っていた堆積物が，浸食によ
り取り除かれて再び露出した準平原．

剥離デッケ はくりでっけ decollement nappe 横圧力によって，基盤と分離した上盤岩体が遠方へ滑
動し，原地性の基盤と関係なく変位・変形している構
造．

剥離面 はくりめん stripped surface 一度堆積物に覆われ埋没した地形面が，削剥作用に
よって地表に表れるようになったもの．化石浸食面と
もいう．

白粒岩 はくりゅうがん granulite グラニュライト相の等粒状変成岩の総称．

白榴岩 はくりゅうがん leucitite 白榴石と輝石に富み，長石・かんらん石（橄欖石）を
含まない玄武岩様の火山岩．灰～暗灰色を呈し，緻密
で完晶質．

白榴石 はくりゅうせき leucite K[AlSi2O6]，正方晶系，硬度5.5～6，比重2.47．準長石

の一種．カリウムに富む塩基性～超塩基性火山岩中に
斑晶として産する．

爆裂火口 ばくれつかこう explosion crater 爆発火口と同義．爆発的な噴火により山体の一部が破
壊されて形成される火口．爆発カルデラより小規模．

羽黒石 はぐろいし Haguro ishi ①新潟県北蒲原郡中条町羽黒松沢に産する中新統流紋
岩質凝灰岩．淡緑色で岩質は粗い．台石や墻壁に利
用．
②茨城県岩瀬町産の花崗岩

暴露試験 ばくろしけん exposure test 岩石やコンクリートの実環境下における状態変化を調
べる試験．比較的長期間を要する．

波形 はけい wave form 波の形．位相変化が伝搬する波を進行波，伝搬しない
波を定在波，波形が変化しない波を定常波という．

バケットオーガ ばけっとおーが bucket auger 鋼管と一緒になった短いヘリカルオーガのこと．スラ
イムを孔内から引上げる間これを保持するのに用い
る．

バケット掘削機 ばけっとくっさくき bucket excavator チェーンのように連結された多数のバケットが回転す
ることにより土砂などを掘削する機械．

バケットコンベ
ヤ

ばけっとこんべや bucket conveyor 鎖やベルトに同じ間隔でとりつけたバケットを循環さ
せて，材料を連続運搬する機械．

バケット式浚渫
船

ばけっとしきしゅん
せつせん

bucket dredger 鎖状に連結したバケットを回転させて連続的に浚渫作
業を行うタイプの浚渫船.

バケット式地下
連続壁掘削機

ばけっとしきちかれ
んぞくへきくっさく
き

bucket diaphragm wall
excavator

バケットを用いて土砂の切削と揚土を行う方式の地下
連続壁用掘削機．

バケット式積込
み機

ばけっとしきつみこ
みき

bucket loader トンネルのずり積込み装置．チェーンに取り付けられ
たバケットですくい上げ，機体上のコンベアーに積
む．



バケット打設 ばけっとだせつ backet placing method ミキサから吐き出されたコンクリートをバケットで受
け，そのままコンクリートの打ち込み位置に運び打設
する工法．

バケットホイー
ル掘削機

ばけっとほいーる
くっさくき

bucket wheel excavator ブームに取り付けたバケットホイールを回転させるこ
とにより，連続的に土砂を掘削する機械．

波源域 はげんいき source area of tsunami 津波の発生する海域．津波は海底の隆起・沈降により
発生するが，各地の初動到達時間から波源域を推定す
る．

波高 はこう wave height 波の最も高い部分（峰）と最も低い部分（谷）の高さ
の差．

波高計 はこうけい wave gauge 波浪の波高と周期を計測するための装置．

波高分析 はこうぶんせき wave-height analysis 放射線探査にてシンチレーションカウンタで検出され
るγ線スペクトルを，波高の大小に注目し計量するこ
と．

箱形杭 はこがたぐい box pile 圧延鋼板を箱形に溶接した中空の杭．

箱形ケーソン はこがたけーそん box type caisson ケーソン（潜函）を支持地盤まで沈めて基礎とする工
法のうち，形状が箱形をしているものをいう．

箱形褶曲 はこがたしゅうきょ
く

box fold 背斜部や向斜部では水平に近く，翼部では垂直に近い
褶曲．横断面で地層が直角に屈曲した形を示す．

箱形セグメント はこがたせぐめんと box segment シールドトンネルの施工に用いる既製の箱型の覆工部
材．

箱型トンネル はこがたとんねる rectangular shaped
tunnel

開削トンネルの一般的形式で覆工の形状が箱形ラーメ
ン構造をしているもの．

箱尺 はこじゃく staff 水準測量用の伸縮可能な箱型の標尺.精密水準測量には
不適.スタッフともいう．

箱作石 はこつくりいし Hakotsukuri ishi 大阪府泉南郡阪南町箱作産石材．中生界和泉砂岩中の
砂岩．緑灰色で緻密．墓石・間知石・土木用などに利
用．

箱根火山 はこねかざん Hakone volcano 二重の外輪山と中央火口丘群からなる直径20kmの複成
火山．伊豆半島の基部にある．更新世中～後期に形
成．

箱根軽石流 はこねかるいしりゅ
う

Hakone pumice flow 箱根新期外輪山形成時（約5.2万年前）に流出した軽石
流．箱根火山周辺部，東は伊勢原にまで分布し，下位
に東京軽石層を伴う．

箱根カルデラ はこねかるでら Hakone caldera 古期成層火山頂部にできた，南北11km・東西9kmのカル
デラの西半分にもう一つ重なる二回陥没カルデラ．



箱根新期火砕流 はこねしんきかさい
りゅう

Hakone pyroclastic flow 箱根軽石流と同義．約５万年前の箱根火山新期の活動
で発生した大火砕流．

箱ノ口層群 はこのくちそうぐん Hakonokuchi Group 東北地方朝日山地南方に分布する中・古生界．砂岩・
頁岩およびそれらのホルンフェルスからなる．

函淵層群 はこぶちそうぐん Hakobuchi Group 北海道中軸部西側の日高町から石狩炭田地域に分布す
る上部白亜系～古第三系．砂岩・シルト岩からなり，
礫岩および凝灰岩を挟む．

箱枠 はこわく case frame 水中での根掘り施工で用いる箱形の枠．根下げにつれ
て枠を継ぎ足し，掘削後コンクリートを打設し基礎と
する．

波痕 はこん swash mark 浜に打ち寄せた最後の波が砂の上に残した，不規則な
波状を呈する跡．古い地層では当時の汀線を示す．

ハザードマップ はざーどまっぷ hazard map 自然災害に対する危険地区または危険度の分布図．そ
の土地の種々の災害に対する危険性を表現したもの．

破砕岩 はさいがん cataclasite 断層運動によって圧砕された組織で特徴づけられ，ほ
とんど再結晶作用を受けていない固結した岩石．破砕
が細粒化するとマイロナイトになる．カタクレーサイ
トと同義語．

破砕岩化作用 はさいがんかさよう cataclasis 破砕岩を形成する変形・破砕作用．再結晶作用は伴わ
ない．

破砕試験 はさいしけん crushing test 骨材や土粒子に力を加えたときにどの程度破砕し，細
粒化するかを調べる試験．

破砕性 はさいせい crushability 接触応力による土粒子の粒子破砕のされやすさ．

破砕帯 はさいたい fractured zone 断層に沿って形成された角礫や粘土帯を保有する不良
岩盤部の総称で，突発湧水や押し出し，支持力不足な
どの問題を伴うことが多い．

破砕帯系 はさいたいけい dislocation system ある地域に発達する破砕帯群の中で，方向的にその頻
度が卓越している，ひとまとまりの破砕帯．

破砕帯検層 はさいたいけんそう fracture logging 音波検層の一種．音波エネルギーの減衰より破砕帯を
検出．破砕帯に限定した検層はまれである．

破砕帯地すべり はさいたいじすべり sheared zone landslide 破砕作用を受けた岩石(地質構造帯や変成岩)の分布域
に発生する地すべり．小出(1955)による地すべりの分
類名．

破砕強さ はさいつよさ crushing strength 岩石や粗骨材の破砕作用に対する抵抗強さ．荷重を加
えて破砕後の細粒分重量百分率として表現されること
が多い．

破砕転圧工法 はさいてんあつこう
ほう

crushing and compaction
method

ほ（圃）場整備などにおいて，地盤を一旦破砕して，
転圧した後，表土を入れる工法．



破砕度 はさいど degree of fragmentation 岩石や鉱石が発破によって破砕されるときの壊れかた
をいう．細かく破砕されるとき，破砕度が良いとい
う．

破砕変形 はさいへんけい cataclatic deformatiom 低温・低圧下での岩石の脆弱的変形．結晶粒の破壊に
より細粒組織ができること．

挟み はさみ parting 炭層および鉱体中に挟在される岩石層．多くは堆積岩
である．その他，鉱物内の面に沿って含まれる異種物
質．ほとんどは変質物．

バサルト ばさると basalt 玄武岩と同義．

バザンの公式 ばざんのこうしき Bazin's formula シェジーの係数で表される流速公式（シェジーの係
数：C＝87/(1+γ/R），γ:粗度係数，R:径深）．

橋浦層群 はしうらそうぐん Hashiura Group 宮城県北東部に分布する中～上部ジュラ系．礫岩・砂
岩・泥岩からなる．

初鹿野石 はじかのいし Hajikano ishi 山梨県東山梨郡大和村他産石材．新第三系両輝石安山
岩．土木用・砕石用に利用．諏訪石・岡部石・山梨石
と同質．

はしご状鉱脈 はしごじょうこう
みゃく

ladder vein 砕けやすい地層の地層面や岩脈の貫入面に直交する方
向に鉱脈がはしご状に配列するもの．

橋立層群 はしだてそうぐん Hashidate Group 秩父市南部に分布する秩父帯のペルム～上部ジュラ
系．深海相の堆積岩類や塩基性火山岩類，石灰岩など
からなる．

バシュキール統 ばしゅきーるとう Bashkirian series ロシアの中部石炭系の下部で，主に石灰岩からなり，
上部に砂岩・頁岩を夾在する．

場所打ち杭 ばしょうちぐい cast-in-place pile 地盤内に削孔した孔内に，コンクリートを流し込んで
築造する無筋・鉄筋・鉄骨コンクリート杭の総称．

場所打ちライニ
ング工法

ばしょうちらいにん
ぐこうほう

cast-in-place lining
method

セグメントを用いずにシールドテール部でコンクリー
トを打設し，加圧して覆工を構築する工法．

波食 はしょく wave erosion 岸壁に打ち寄せる波の衝撃や水圧による直接的攻撃
や，砂や礫を媒介とした間接的削磨による岸壁の浸食
作用．

波食崖 はしょくがい wave-cut cliff 海岸に打ち寄せる波による，浸食作用により作られた
海岸線に沿う急崖．しばしば地質構造に規制された形
を作る．

波食基準面 はしょくきじゅんめ
ん

wave base 海底面が波の浸食により，それ以上深くは低下させら
れない面．振動波が底質を動かすことのできる最大水
深．

波食窪 はしょくくぼ notch 波の浸食や海水の溶食により，波食崖の下部の海水準
付近に掘り込まれた微地形のうち，幅が高さより大き
いもの．



波食台 はしょくだい wave-cut platform 波の浸食作用によって形成された海面近くの平坦な岩
棚．

波食棚 はしょくだな wave-cut bench, shore
platform

おもに潮間帯にある平滑な岩床面．ベンチと同義，潮
間帯ベンチ・海食棚ともいう．その沖側末端には小崖
がある．

波食段丘 はしょくだんきゅう wave-cut terrace 波の浸食作用によって形成された階段状の海岸地形．
ほとんどが岩石からなる浸食面で，堆積物は薄い砂
礫．

幡豆石 はずいし Hazu ishi 愛知県幡豆郡幡豆町寺部産石材．中生界角閃石黒雲母
花崗岩．古期領家花崗岩．片麻岩質で粗粒．港湾捨
石・護岸用・間知石・割栗石に利用．

パスカル ぱすかる pascal 国際単位系（ＳI)で示される圧力,応力の単位．記号は

Paで示される．１Pa=1N/㎡=1.01972×10-5　kgf/cm2．

パスカルの法則 ぱすかるのほうそく Pascal's law 流体中のある１点に外力が働くと，他の全ての点にお
いて，同等の力が加わるという法則．

バスク図法 ばすくずほう Busk's method 地層境界を円弧の集合として地質断面図を作成する方
法．平行褶曲図法，円弧図法ともいう．

バスケット型コ
アキャッチャー
付固定ピストン
式サンプラ

ばすけっとがたこあ
きゃっちゃーつきこ
ていぴすとんしきさ
んぷら

solid piston type
sampler with basket core
catcher

バスケット型のコアキャッチャーを取り付けた固定ピ
ストン式サンプラ．

バスケットコア
リフタ

ばすけっとこありふ
たー

basket core lifter 数本の指状スプリングがリングに取り付けられコアリ
フタの一種．コア実収率の向上のために用いられる．

波成リップル
マーク

はせいりっぷるまー
く

wave ripple mark 砂質の堆積物の表面につくられる周期的なうねり模様
のうち，対照的な波形を示し，波によって作られるも
の．

波線 はせん ray トモグラフィ測定などにおいて弾性波や電磁波などの
伝播経路を表す線．

バソリス ばそりす batholith 大規模な花崗岩質岩体または花崗岩質岩体の集合で，

概ね100km2以上の面積のもの．底盤と同義．

パターソン関数 ぱたーそんかんすう Patterson function 結晶構造因子の絶対値の２乗を係数とするフーリエ級
数で表わされる関数で，結晶構造解析において重要な
関数．

パターン・
シューティング

ぱたーんしゅーてぃ
んぐ

pattern shooting 多孔爆破と同義．

パターンダイヤ
グラム

ぱたーんだいやぐら
む

pattern diagram 縦軸を基準に，左右に陽イオン・陰イオンごとに３～
４成分の濃度を作図した図．水質組成と溶存量を表現
できる．

パターン認識 ぱたーんにんしき pattern recognition 画像，音声，文字などの特徴を識別し，情報を抽出す
ること．



パターンボルト ぱたーんぼると pattern bolt ＮＡＴＭ工法で使用されるパターン化されたロックボ
ルトで，配置・種類・深度・方向は地山等級毎に決定
される．

肌落ち はだおち fall of rocks, rock fall トンネル掘削により掘削面周辺の地山が緩むことによ
り，一部の岩片が局部的に崩落する現象．

裸井戸 はだかいど non-cased well 浅井戸で，井戸の上端にふたのないもの．地山が良好
な場合，裸孔の場合もある．

畑川破砕帯 はたかわはさいたい Hatakawa shear zone 阿武隈山地の東部を北北西－南南東に延びる断層で，
これに沿ってマイロナイトが分布する．

パタゴニア溶岩
台地

ぱたごにあようがん
だいち

Patagonian lava plateau 南米パタゴニア地方に発達する玄武岩溶岩台地群．中
新世から更新世に噴出したかんらん石(橄欖石)玄武岩
からなる．

幡多層群 はたそうぐん Hata Group 高知県西部に分布する四万十層群を構成する古第三
系．砂岩・泥岩を主体とし一部火山岩類や礫岩を挟
む．

畑薙第一ダム はたなぎだいいちだ
む

Hatanagi-daiichi dam 大井川水系大井川．中部電力(株)．1962年竣工．堤高
125ｍは中空重力式ダムとして日本最大．

幡生層群 はたぶそうぐん Hatabu Group 下関市幡生付近に分布するぜん新統（漸新統）あるい
は中部中新統．礫岩に始まり，砂岩・泥岩に終わる堆
積サイクルを有する．

破断 はだん tension fracture 物体の破壊様式の一つで，ある外力により内部に発生
した引張応力によって物体が分離する現象．

破断角 はだんかく break angle 載荷試験において載荷方向と破断面となす角度のこ
と．均質試料の一軸圧縮試験の場合，30°前後が多
い．

破断係数 はだんけいすう factor of rupture 実構造物の破断に関する係数で，応力集中要素の有無
による破断荷重の比で定義．材料や形状などで異な
る．

破断衝上 はだんしょうじょう break thrust 軸面の傾斜した背斜褶曲の発達に伴って生じた衝上断
層．横圧力により緩傾斜の翼部が急傾斜の翼部に衝上
する．

破断ひずみ はだんひずみ breaking strain 物体が分離破壊に至った際のひずみ．破断延性
（fracture ductility)ともいう．

破断へき開（破
断劈開）

はだんへきかい fracture cleavage 細密で平行な破断面で，鉱物粒の形態定向配列を伴わ
ないへき開．ふつうはせん断へき開とされるが，ずれ
を伴わない．層理面や片理面と斜交する．断裂へき開
（劈開）ともいう．

破断面 はだんめん plane (surface) of
rupture

物体が破断に至った際に結果として得られた破壊曲
面．破断に至るまでには通常無数の逐次破壊曲面が存
在する．

八王子線 はちおうじせん Hachioji line 八王子付近を通る，ほぼ南北方向の関東山地の東縁を
限る境界線．西は中・古生代，東は鮮新世以新であ
る．



八丈島東方沖地
震

はちじょうじまとう
ほうおきじしん

the 1972 Hachijojima-
tohooki earthquake

1972年12月4日八丈島近海で発生したM7.2の被害地震．
被害は八丈島と青ケ島で落石・土砂崩れ・道路破損な
ど．正式名称は「1972年12月4日八丈島東方沖地震」．

八丈島東山火山 はちじょうじまひが
しやまかざん

Hachijojima-Higashiyama
volcano

八丈島の南東部に位置する火山．三原山を最高点とす
るカルデラ成層火山．約0.14Ma以前より活動を開始．

蜂の巣石 はちのすいし Hachinosu ishi 石川県小松市産石材．中新統流紋岩．多孔質で蜂の巣
状．赤褐～青緑色．燈籠・庭石・装飾用に利用．

蜂の巣状構造 はちのすじょうこう
ぞう

honeycomb structure 土の構造の一種．土粒子が蜂の巣状に配列した状態で
ゆるく安定しているもの．シルト・粘土に見られる．

八幡平火山群 はちまんたいかざん
ぐん

Hachimantai volcano
group

秋田・岩手北部県境に位置する火山群で，各火山は成
層火山，溶岩円頂丘，厚い溶岩流からなる．

八幡断層 はちまんだんそう Hachiman fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東西方向．高槻－有
馬構造線の最東部に位置し京都府八幡市を東西方向に
横断する．延長2km．

八面体 はちめんたい octahedron 等形の８個の三角形によって囲まれた閉形．正三角形
で囲まれた八面体は正八面体という．

鉢森山東断層 はちもりやまひがし
だんそう

Hachimoriyama-higashi
fault

活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．新庄市北
東鉢森山の東縁に位置し延長13㎞．直線的な断層崖や
鞍部が連続．

波長 はちょう wavelength 波の山から山，谷から谷までの長さ．波長をＬ，周期
をＴ，速度をＶとすると，Ｖ＝Ｌ／Ｔの関係がある．

パッカー ぱっかー packer, packers 孔壁またはケーシングの壁に密着させて，孔井の上下
関係を隔離させる装置．カップレザーやゴムを使用．

パッカーグラウ
チング

ぱっかーぐらうちん
ぐ

packer grouting 所定深度まで一度に注入孔を掘削した後，最下部のス
テージからパッカーで注入区間を限定しながら順次注
入を行なうグラウト施工法．

パッカー試験 ぱっかーしけん packer tests ボアホールを利用した透水試験．パッカーを孔壁に圧
着することで試験区間を遮断し，水を圧入する．

パッカー注入 ぱっかーちゅうにゅ
う

packed injection 地質不良部を改良するグラウト工法の一種で，注入効
果を高めるため孔内に局部的密閉器具を用いて注入す
ること．

パッカーフロー
メータ

ぱっかーふろーめー
た

packer flow-meter 孔井内の産出量が極く少ない層の流出量を全量測定す
るために，孔壁とツール間をシールするパッカ機構を
持つ流量計．

パッカー法 ぱっかーほう packer tests パッカー試験と同義．

伐開除根 ばっかいじょこん clearing and grubbing 工事範囲の有用立木を伐採した後，草木や木根を取り
除く作業．



白華現象(コンク
リートの)

はっかげんしょう
（こんくりーとの）

efflorescence コンクリート中の遊離石灰などがコンクリート表面に
白色付着物として析出する現象．

曝気試験 ばっきしけん aeration test 液体内に空気を噴出させることにより期待される様々
な効果の程度を求めるための試験．

曝気循環 ばっきじゅんかん aerating circulation 貯水池内に空気を噴出し，それが自然に上昇すること
を利用して鉛直方向の循環流を発生させ，これにより
水質の保全をはかること．

曝気槽 ばっきそう aeration tank 液体と空気とを混ぜて，液体に酸素を供給する操作を
曝気と称し，このような操作をする槽や池．

白金鉱床 はっきんこうしょう platinum ore deposit 正マグマ・接触交代・熱水および砂鉱床などがある．
塩基性・超塩基性火成岩に関連した正マグマ鉱床が多
い．

白金製練 はっきんせいれん platinum smelting 白金族元素を含む鉱物から白金族元素を金属として抽
出する製錬方法．

バックウォータ ばっくうぉーた backwater 背水．河川などのフルード数１以下の開水路流れ（常
流）で，ダムなどの構造物の影響がおよぶ上流側領
域．

バックグラウン
ド

ばっくぐらうんど background 測定の対象となる信号以外のノイズの平均レベル．

バックグラウン
ドノイズ

ばっくぐらうんどの
いず

background noise 測定システムが発生するノイズや観測点で発生してい
る固有あるいはランダムなノイズの重なり．

発掘調査 はっくつちょうさ excavation, trenching 土または岩石を掘り起こして遺跡や地質を調べるこ
と．活断層調査では地震断層の動いた年代や環境を調
べる（トレンチ調査)

パックドレーン
工法

ぱっくどれーんこう
ほう

packed drain method バーチカルドレーン工法のうち，ドレーン材として袋
詰めの砂を用いたもので袋詰めドレーン工法ともい
う．

バック・フォー
ルディング

ばっくふぉーるでぃ
んぐ

back-folding 造山帯の中央部に向かって倒れかかる褶曲を作るこ
と．

バックホーロー
ダ

ばっくほーろーだ backhoe loader ショベル系掘削機の一種．バケット（ディッパ）を手
前に引きよせて，土砂を掘削する装置．単にバック
ホー（バックホウ）と呼ばれることが多い．

バックリング ばっくりんぐ buckling 座屈現象と同義．

発光スペクトル はっこうすぺくとる emission spectrum 高エネルギー状態から低エネルギー状態への遷移によ
り物質から放射される電磁波のスペクトル．

八甲田火山群 はっこうだかざんぐ
ん

Hakkoda volcano group 青森県の中央部に位置し，多くの噴出中心と小火口を
伴う成層火山群．



発光分光分析法 はっこうぶんこうぶ
んせきほう

emission spectrochemical
analysis

試料を電気的，熱的に励起して発光させ，これを分光
して得られたスペクトル線を用いて元素の分析をする
方法．

発散鉱床 はっさんこうしょう exudation deposit 主に高温高圧下の地殻内で，気体物質の作用によって
生じた鉱床．

発散段丘 はっさんだんきゅう diverged terrace 一つの河川に沿う新旧段丘の比高，または現河床との
比高が下流に向かうほど大きくなる段丘．

パッシブスリッ
プ褶曲

ぱっしぶすりっぷ
しゅうきょく

passive-slip folding スリップ褶曲の一種で，地層面などの層状の面を横切
るすべりで形成されたもの．層状の面は力学的な意義
をもたない．

パッシブフロー
褶曲

ぱっしぶふろーしゅ
うきょく

passive-flow folding 流動褶曲の一種．地層面を横切る流動により形成され
たもの．層状の面は力学的な意義をもたない．

発震機構 はっしんきこう focal mechanism,
earthquake mechanism

地震波の放射パターンを決める震源の力学モデル．ダ
ブルカップル解やモ－メント・テンソル解をさす．

発進立坑 はっしんたてこう starting shaft シールドの発進のために設けられる立坑で，シールド
が搬入，組立てられて発進ができるスペースが必要と
なる．

バッチ処理 ばっちしょり batch processing コンピュータの処理方法の一つで，大量の処理を一括
して行う方式．

バッチャ ばっちゃ batcher 配合計画に基づいてコンクリートを製造するとき，セ
メント・細骨材・粗骨材などの材料を計量する装置．

バッチャプラン
ト

ばっちゃぷらんと batcher plant コンクリートの材料の計量を行い，生コンクリートを
製造するための設備．

発電所導水路 はつでんしょどうす
いろ

headrace 水力発電所において取水口からヘッドタンクまたは
サージタンクへ水を導くための水路．

発電用ダム はつでんようだむ hydroelectric dam, power
dam

水力発電を目的とするダム．

発電用貯水池 はつでんようちょす
いち

reservoir for power
generation

水力発電を行うための貯水池．

発電用トンネル はつでんようとんね
る

power tunnel 取水口から発電所間を結ぶトンネル．

バッドランド ばっどらんど badland 雨食によって形成された溝と塔状の地形がくり返し出
現する複雑な地形．半乾燥地域の軟弱地盤地帯に多
い．

服部鉱山 はっとりこうざん Hattori mine 石川県能美郡辰口町付近の流紋岩質火山岩類が強い熱
水変質により生じた絹雲母・陶石鉱床を採掘した鉱
山．



服部陶石 はっとりとうせき Hattori porcelain stone 石川県能美郡国府村服部産の陶石で，陶石鉱床の鉱物
組成は石英(75%)，絹雲母(25%)などである．

バットレス ばっとれす buttress 土圧や水圧を受ける擁壁の安定を保つため，壁体の前
面に設ける鉛直壁で，支え壁ともいう．

バットレス厚 ばっとれすあつ thickness of buttress バットレスダムの下流支え壁の厚さ．

バットレスウェ
ブ

ばっとれすうぇぶ buttress web バットレスダムの下流支え壁．

バットレス間隔 ばっとれすかんかく buttress spacing,
distance between
buttress centres

バットレスダムの下流支え壁の設置間隔．

バットレスダム ばっとれすだむ buttress dam 水圧荷重を水密性の板構造で受け，これを下流側に設
置された支え壁を通して基礎岩盤に伝達する型式のダ
ム．

バットレス長 ばっとれすちょう length of buttress バットレスの上下流の長さ．

バットレス擁壁 ばっとれすようへき buttress retaining wall 直接土圧を支えている壁の前面または背面に，等間隔
で隔壁（バットレス）をつけて補強した型式の擁壁．

バットレス翼形 ばっとれすよくけい buttress splay バットレス頭部の張り出し形状．

ハットン説 はっとんせつ Huttonian theory 過去の大規模な地学的現象は，現在の起こりつつある
諸地学現象と本質的に変わらず，同じ原理で説明でき
るという考え．

発破孔 はっぱこう blast-hole 爆薬を装填するためにせん孔した穴．

発破工法 はっぱこうほう blasting method 岩盤に孔をあけ，これに爆薬を装填して破砕するこ
と．

発破振動 はっぱしんどう blasting vibration ダイナマイトなどの火薬により励起する地震震動．地
震探査の代表的な起震法の一つ．

発破長 はっぱちょう blast depth トンネル掘削において，１発破によって掘削できる長
さ．同じ発破条件においては岩質や断面形状によって
決まる．

発破母線 はっぱぼせん leading wire 発破作業において，爆薬内に装填された電気雷管に通
電するための電線．

八方尾根超塩基
性岩体

はっぽうおねちょう
えんきせいがんたい

Happoone ultrabasic body 北アルプス白馬岳の南東，八方尾根付近に分布する超
塩基性岩体．北北東～南南西に伸び，露出面積約

30km2．



発泡度 はっぽうど vesicularity ガスの逸散によって生じた火山岩中の空泡の割合を相
対的に示すもの．

はつり はつり chipping コンクリートや石材・岩盤の表面を，のみ・たがね・
コールピックなどを用いて少しずつ削ること．

馬蹄形シールド ばていけいしーるど horseshoe-shaped shield 断面形状が馬蹄形のシールド．特殊なセグメントを使
用するため割高となり，特別な場合を除き使用例がな
い．

馬蹄形トンネル ばていけいとんねる horseshoe-shaped tunnel 数個の円を接続して馬蹄形の断面形としたトンネル．
山岳トンネルでは一般に二・三・五心円が用いられ
る．

波動消光 はどうしょうこう wavy extinction,
undulatory extinction

偏光顕微鏡の直交ニコルで観察するとき，同一の結晶
で消光位がわずかづつ異なり，波状に消光する現象．

波動双晶 はどうそうしょう oscillatory twinning 一つの結晶粒において平行な多数の双晶ラメラ（同一
規則による双晶）の発達状態．集片双晶と同義．

花岡鉱山 はなおかこうざん Hanaoka mine 秋田県大館市の黒鉱鉱床を採掘した銅亜鉛鉱山．1885
年発見．銅鉱1,100万t・亜鉛鉱35万t出鉱．1973年閉
山．

花岡松峰鉱山 はなおかまつみねこ
うざん

Hanaoka-Matsumine mine 花岡鉱山堂屋敷鉱床南の潜頭黒鉱鉱床を採掘した花岡
鉱山の支山．1994年閉山．粗鉱約1,140万tを出鉱．

花折断層 はなおれだんそう Hanaore fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．滋賀県
水阪峠付近から京都盆地東縁の扇状地下に伸び延長約
50㎞，右横ずれ成分を持つ断層．

花木衝上 はなぎしょうじょう Hanagi thrust 岡山県方谷駅付近で，成羽層群の砂岩頁岩に古生界石
灰岩が衝上しているもの．

花沢石 はなざわいし Hanazawa ishi 愛知県東加茂郡下山村花沢産石材．領家帯武節花崗岩
体中の両雲母花崗岩．青色で中粒．主に墓石に利用さ
れる．

バナジウム鉱床 ばなじうむこうしょ
う

vanadium deposit バナジウム鉱物を含む鉱床．バナジウムは主に特殊鋼
の製造に用いられる金属で，褐鉛鉱などが主要な鉱
石．

鼻状構造 はなじょうこうぞう nose structure 地質図で同斜構造の中に背斜部が鼻のように張り出し
て見える構造．一方の端は閉塞し，他の端が開いた短
い軸の沈入背斜構造．ノーズ構造ともいう．

はね返り硬さ はねかえりかたさ scleroscopic hardness,
scleroscope hardness

反発硬度と同義語．

ばね型重力計 ばねがたじゅうりょ
くけい

spring-type gravimeter 重錘をバネでつるし重力とバネの張力とが比例するこ
とを利用した重力計.

パネルダイヤグ
ラム

ぱねるだいやぐらむ panel diagram 地質断面図の一種．断面図を透視図法により立体的に
配置し，層序関係を表現した図．



パノン階 ぱのんかい Pannonian stage 南部ロシアの最上部中新統あるいは最下部鮮新統で，
汽水～淡水成層とされている．ポント階ともいう．

幅厚堰 はばあつぜき broard-cressted weir 広峰堰・広頂堰ともいう．天端幅が越流水深に比べて
広い堰のこと．水力発電所の余水堰や越流ダムに多
い．

馬場地すべり ばばじすべり the Baba landslide 新潟県新井市上馬場地内の第三紀層地すべり．流れ盤
斜面で，古くから災害をもたらし現在にいたる．

パハン火山岩統 ぱはんかざんがんと
う

Pahang volcanic series マレー半島から東半分に分布する中性～酸性の珪長質
の火砕岩や火山岩からなる．石炭系～三じょう系（三
畳系）とされる．

羽曳野とう曲
（羽曳野撓曲）

はびきのとうきょく Habikino monoclinal
flexure

大阪府の羽曳野市から河内長野市にかけての近鉄長野
線に沿った延長14㎞の地層急斜部．確実度Ⅰ，活動度
Ｂ級．

埴生層群 はぶそうぐん Habu Group 山口県山陽町付近に分布する三じょう系（三畳系）．
砂岩・泥岩を主体とし炭層を挟在．現在は美祢層群に
まとめられている．

埴生断層 はぶだんそう Habu fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，西北西方向．京都府
亀岡市から園部町の南縁にかけて連続する．延長18
㎞．

パブリックアク
セプタンス

ぱぶりっくあくせぷ
たんす

public acceptance, PA 社会的受容性．新しい技術や事業が社会的に受け入れ
られること．PAと略させる．

パホイホイ溶岩 ぱほいほいようがん pahoehoe lava 溶岩を粘性による形態により分類したもので，粘性の
低い玄武岩質溶岩の形態をいう．粘性が高くなるにつ
れて，アア溶岩・ブロック溶岩とよばれる．

羽幌炭田 はぼろたんでん Haboro coal field 北海道北西部苫前（とままえ）郡の炭田．中新統羽幌
夾炭層が稼行炭層で，層厚は200m～300m．

浜石岳層群 はまいしだけそうぐ
ん

Hamaishidake Group 静岡県清水市，由比町から山梨県南端部にかけて分布
する上部中新～下部鮮新統．海成で砂岩を主とし礫
岩・安山岩溶岩・同質火砕岩などからなる．静岡県下
では由比地すべりなど，地すべりが頻発している．

浜坂地すべり はまさかじすべり the Hamasaka landslide 1948年6月の福井地震(Ｍ7.1)で発生した高さ60mの砂丘
の大崩壊．面積1ha，死者17名とされている．

浜砂鉱床 はまさこうしょう beach placer 岩石・鉱物の破片が運搬され，風水の淘汰作用により
機械的に濃集・堆積した砂礫鉱床の一種で，砂浜に形
成されたもの．

浜斜面 はましゃめん beach slope 高潮線と低潮線の間の砂浜を前浜といい，前浜の傾斜
した面を浜斜面という．

浜砂利 はまじゃり sea gravel 海岸から採取される砂利．一般に円磨されており，円
滑な表面を有する．骨材としては川砂利より劣る．

浜砂 はまずな sea sand 海砂と同義．



浜田地震 はまだじしん the 1872 Hamada
earthquake

1872年3月14日に浜田沖合いの北緯35.2度,東経132.1度
を震央とするM7.1と推定される石見・出雲地方に被害
をもたらした被害地震．全潰約5,000戸，死者552人と
されている．海岸沿いで隆起・沈降および小津波が発
生．

浜田層群 はまだそうぐん Hamada Group 石川県羽咋郡富来町付近に分布する中新統の泥岩層．

浜段丘 はまだんきゅう beach terrace 砂浜の高潮線および低潮線の背後（陸側）にできる段
丘状地形．てい（汀）段ともいう．

浜漂砂 はまひょうさ beach drifting sand 海浜で見られる汀線に平行な砂の移動のことで，波が
海岸に斜めに入射・遡上した時に起こる．

パミール高原 ぱみーるこうげん Pamir plateau 中央アジア南東部に位置する世界最高の標高を有する
高原．アルプス・ヒマラヤ造山帯に属している．

波面 はめん wave front 震源から出た波がある瞬間に達している点を結んで描
かれる面のこと．

早池峰構造帯 はやちねこうぞうた
い

Hayachine tectonic belt 盛岡から大船渡東方にかけて，北上山地を斜めに横切
る幅数～10km前後の構造帯．早池峰複合岩類とよばれ
る苦鉄質～超苦鉄質岩類が分布する．

早池峰超塩基性
岩体

はやちねちょうえん
きせいがんたい

Hayachine ultrabasic
body

盛岡南東方40kmの早池峰山を中心とする東西24km，南
北4kmの超塩基性岩体．かんらん岩(橄欖岩)を主体とす
る．

早出川層群 はやでがわそうぐん Hayadegawa Group 薦田靖志(1979)によって命名された新潟県津川周辺の
中・古生界．これらに含まれる緑色岩の岩塊は，変成
作用を受けている．

葉山層群 はやまそうぐん Hayama Group 神奈川県三浦半島に分布する海成中～下部中新統．砂
岩・泥岩が主体．断層・褶曲が発達し，三浦半島を横
切る二列の地塁状に分布している．

払い はらい ring cut, side hole
blasting

発破工法によるトンネル掘削において，上半部の周辺
に実施される発破．これにより地山との縁切りをす
る．

払い穴 はらいあな relief hole, side hole トンネルの発破掘削において，左右両側の払い部分掘
削のため穿つ孔．余掘ができないように過装薬に注意
が必要．

パライバ・ペグ
マタイト鉱床

ぱらいばぺぐまたい
とこうしょう

Paraiba pegmatite ore
deposit

ブラジル北東部の世界有数のペグマタイト鉱床で，特
にタンタルの主要な産地となっている．

パラオ海溝 ぱらおかいこう Palau trench パラオ諸島東方の海溝．フィリピン海プレートと太平
洋プレートの境界に位置する．

腹起こし はらおこし waling 土留壁の支保材の一種．矢板・親ぐいに水平に当て
て，それらに働く力を切りばりに伝えるはり材．

薔薇輝石 ばらきせき rhodonite (Mn2+,Ca)5Si5O15，三斜晶系，硬度5.5～6.5，比重3.6～

3.8．変成層状マンガン鉱床では最も普通に産する鉱
物．通常，透明～半透明，ピンク～紅色を呈す．



パラゴナイト ぱらごないと ①palagonite
②paragonite

①火山ガラスの加水変質物の総称．ガラス状・ろう状
を呈する．海水・湖水・地下水との反応により生成．
②NaAl2(Si3Al)O10(OH,F)4，雲母鉱物の一種．ソーダ雲

母ともいう．

パラコンフォー
ミティー

ぱらこんふぉーみ
てぃー

paraconformity 上下の地層の層面およびそれらの境界面が互いに平行
であるが，不整合と考えられる場合をいう．

パラサイト ぱらさいと pallasite 石鉄隕石の一種．かんらん石（橄欖石）と鉄・ニッケ
ル合金が均質に混合した組成であり地球上では生成さ
れない．

バラスト ばらすと ballast 鉄道や道路などに敷く小石．

バラストマット ばらすとまっと ballast mat バラストと路盤上面または鋼けた床板との間に挿入す
る弾性体のマット．

バラセメント ばらせめんと bulk cement 納入時の形態として，袋詰めになっていないセメン
ト．

ばらセントル ばらせんとる site assembled centering
for tunnel work

トンネルアーチ部覆工型枠の一種で組立式型枠をい
う．１打設毎に解体組立てを行うもので通常は使用さ
れない．

腹付け はらづけ levee widening, widening
of embankment

自然斜面または盛土のり面に添土する形の盛土．

パラテクトニク
ス

ぱらてくとにくす paratectonics クラトン地域での造山帯の地質構造．急傾斜のへき開
（劈開）をもつ低度の変成岩が特徴．

バラ統 ばらとう Bala series 英国東ウェールズの上部オルドビス系の古称．

パラドクシデス
統

ぱらどくしですとう Paradoxidian series ヨーロッパと北米大西洋側地域に分布する中部カンブ
リア系で，三葉虫類のパラドクシデスを産する．

茨戸油田 ばらとゆでん Barato oilfield 札幌市北部茨戸にあった油田．貯留岩は中新統の火砕
岩．

パラフィン塗布
法

ぱらふぃんとふほう paraffin cover method 密度を測定する試験法の一つで，供試体表面をパラ
フィンで覆い，液中につるして見かけの質量をはかる
方法．

パラペット ぱらぺっと parapet ①橋台上部の壁部で胸壁ともいう．橋台背面の土圧や
輪荷重などを支えている．
②堤防の上部に波を防ぐために造られた壁上の構造
物．

パラペットウ
オール

ぱらぺっとうおーる parapet wall 欄干や手すり壁・橋構造において，橋台の上部に設け
る垂直の壁．

パラボラアンテ
ナ

ぱらぼらあんてな parabolic antenna 放物面状の反射鏡をもつアンテナ．比較的簡単な構成
で高利得，広帯域特性，高指向性が得られるのが特
徴．



はらみ出し はらみだし squeezing スクィージングと同義．

パラリア地向斜 ぱらりあちこうしゃ paralia geosyncline 現在の大陸の縁に沿って線状に延びる地向斜で海岸平
野まで続く．地向斜論に基づく考え方．

パラレルカット ぱられるかっと parallel cut 平行型心抜きのトンネル発破パターン．中央に切羽に
直角方向の空孔（装薬しない孔，バーンホール）を設
けその周囲の装薬孔もそれに平行に削孔する．

バランド系 ばらんどけい Barrandian 先カンブリア紀最末期～旧古生代の地層名．チェコの
プラハ付近に分布．旧古生界の世界的標準の一つ．

梁 はり beam 水平あるいはほぼ水平に配置され，主として曲げ強さ
によって荷重を支持する部材．

バリア ばりあ barrier 廃棄物からの物質の移動を遅らせ，あるいは防げる特
徴をもったもの．天然バリアと人工バリアに分けられ
る．

バリアブルイン
テンシティログ

ばりあぶるいんてん
してぃろぐ

variable intensity log 音波検層で受振した音波の振幅を交流電圧の強弱とし
て記録したデータ．

バリアブル・エ
アリア法

ばりあぶるえありあ
ほう

variable area method 地震波などを記録する一方法．地震波の強さに感光紙
やフィルムの露出面積を比例させて記録する．

バリアブルデン
シティログ

ばりあぶるでんし
てぃろぐ

variable density log 音波検層において受信波形をその振幅に応じて濃淡で
表現する手法．波形や振幅を視覚的に表示．インテン
シティログともいう．

バリアモデル ばりあもでる barrier model 断層面上の強度の不均一分布を表す断層モデル．複雑
な破壊過程や余震分布などを説明するために提案され
た．

張石 はりいし covering stones 低い土留めや擁壁・路面張りなどに使われる，ほぼ直
方体に粗加工した小切石．

針生石 はりういし Hariu ishi 宮城県桃生郡鳴瀬町北針生産石材．新第三系凝灰岩．
軟質．主に土木用に，建築用に少量利用される．

針貫入試験 はりかんにゅうしけ
ん

needle penetration test 軟質岩を対象として針貫入勾配を求める試験．供試体
に針を貫入させ，貫入荷重と貫入量の関係を調べる．

馬力 ばりき horse power 仕事率の単位．仏馬力(PS)と英馬力(hp)があり，PSが
普通使われる．１PS=75kgw・m/s=0.7355kw．

ハリケーン はりけーん hurricane 大西洋の西インド諸島やメキシコ湾に発生する熱帯低
気圧．太平洋に発生する台風と同様．

張工 はりこう plastering works 法面保護工の一つ．表面の浸食や風化防止のためコン
クリートやコンクリートブロック，岩石を張付ける工
法．



玻璃質 はりしつ hyaline, glassy,
vitreous, holohyaline

火山岩の結晶度を表す語で，石基がガラスであること
を示す．ガラス質ともいう．

張芝工 はりしばこう sodding のり面保護および緑化による景観の改善を目的とした
のり面に芝を張る工法．

バリスカン弧 ばりすかんこ Variscan arc 中部ヨーロッパのバリスカン山地のヘルシニア方向
（東半）の部分．ヘルシニア弧と同義．

ヴァリスカン造
山運動

ばりすかんぞうざん
うんどう

Variscan orogeny バリスカン造山運動と同義．

バリスカン造山
運動

ばりすかんぞうざん
うんどう

Variscan orogeny 古生代後期，特に石炭紀を中心として起こった造山運
動．日本の本州造山はこれに相当すると考えられた．

バリスカン変動 ばりすかんへんどう Variscan orogeny バリスカン造山運動と同義．

バリスカン変動
帯

ばりすかんへんどう
たい

Variscan disturbance
zone

バリスカン変動の及んだ地域の総称．欧州・北米アパ
ラチア・日本など世界の広い地域がこれに相当する．

パリセード輝緑
岩シル

ぱりせーどきりょく
がんしる

Palisade diabase sill 北米ハドソン川の西岸沿い，スタテン島から北へ80km
の延長をもつ大規模な輝緑岩の貫入岩体．

パリセード造山
運動

ぱりせーどぞうざん
うんどう

Palisades orogeny アパラチア山脈南東縁の地溝を造る断層運動や，パリ
セード輝緑岩シルに代表される火山活動などをまとめ
ていう．

ハリソン式硬岩
コア採取機

はりそんしきこうが
んこあさいしゅき

Harrison hardrock corer バッテリー電力源の小型海底穿孔機．基盤から短い不
撹乱コアを採取する．

張付石 はりつけいし clothing stone 板状に加工した石材または薄板状の岩石．装飾用の目
的で，構造物壁面に張り付けて使用することが多い．

張付け発破 はりつけはっぱ plaster shooting 削孔せず岩の表面に爆薬を張付けて発破する工法．岩
塊の小割などに用いられる．

針原川土石流 はりはらがわどせき
りゅう

Hariharagawa debris flow 平成9年（1997）7月10日に鹿児島県出水市境町針原で
発生した土石流災害．この土石流により針原地区の29
棟の家屋を全壊し，死者21人に達した．

播磨累層 はりまるいそう Harima Formation 大阪～明石地域に分布する河川成の高位段丘砂礫層．
層厚10m以下で一部海成層を伴う．

梁要素 はりようそ beam element 有限要素解析における要素の一種．地盤やトンネルの
解析では，曲げとせん断を受ける構造物や支保部材の
モデル化に用いる．

波力発電 はりょくはつでん wave power generation 波のエネルギーを利用した発電方法の一つ．空気ター
ビン方式・ショルターカム方式・ラフト方式がある．



バルキング ばるきんぐ bulking 乾燥した砂と適量の水を均一になるように混合したと
き，体積が当初より増加する現象．

バルクサンプリ
ング

ばるくさんぷりんぐ bulk sampling 特定の対象に限定せず，全体を対象として，総括的に
代表的な標本を採取する作業．通常は無作為抽出を行
う．

バルク試料 ばるくしりょう bulk sample 特定鉱物の分離が行われていない，試料全体から調整
された試験試料．

バルク密度 ばるくみつど bulk density 全比重，容密度と同義．

パルス圧縮 ぱるすあっしゅく pulse compression 合成開口レーダーの映像化の際に用いられる信号処理
技術の一つ．レンジ方向の空間分解能を高める．

パルスＥＭ ぱるすいーえむ pulse EM パルス電流を用いた時間領域電磁探査法の一手法．商
品名．

パルス中性子検
層

ぱるすちゅせいしけ
んそう

pulsed neutron logging 坑井内でパルス状高速中性子を照射し，発生するγ線
の分析から地盤構成元素の同定を行う検層法の総称．

パルステスト ぱるすてすと pulse test 孔井間の一方において，パルス状の圧力変化を発生さ
せ，他方においてパルスの変化を測定し，孔間の透水
特性を求める試験法．

パルス電磁法 ぱるすでんじほう pulse electromagnetic
method

電磁探査の一つ．ＰＥＭ法と同義．パルス電流を用
い，パルスとパルスの間に電流を遮断した後の二次電
流場の過渡現象を測定する方法．

パルスドップ
ラーシステム

ぱるすどっぷらーし
すてむ

pulse Doppler system 発信したパルス波の周波数と対象物からの反射波の周
波数の比較から対象物の状態を把握するシステム．

パルス幅変調
（ＰＷＭ）

ぱるすはばへんちょ
う（ぴーだぶりゅえ
む）

pulse width modulation,
PWM

信号に応じてパルスの幅を変化させる通信方法.PWMと
もいう.

パルス符号変調 ぱるすふごうへん
ちょう

pulse code modulation,
PCM

波形を時系列で分割し，振幅を符号に変換してパルス
を生じる通信方法．

春園石 はるぞのいし Haruzono ishi 茨城県東茨城郡常北町産石材．新第三系凝灰岩．緑灰
色で緻密・軟質．風化し易い．壁石・土台・竈用に利
用．

バルダス亜氷期 ばるだすあひょうき Valders glacial substage 北米大陸の五大湖地域ウィスコンシン氷期の最終亜氷
期．1万年前に終った．

ハルツバージャ
イト

はるつばーじゃいと harzburgite かんらん岩(橄欖岩)のうち，かんらん石(橄欖石)と斜
方輝石を主要構成鉱物とするもの．サクソナイトとも
いう．

バルト海 ばるとかい Baltic sea ヨーロッパ北部に位置し，大西洋に連なる地中海．流
入河川の影響で塩分濃度が極めて低く，海表面で７
‰．



バルト楯状地 ばるとたてじょうち Baltic shield 北欧における先カンブリア系の安定した地域．ただ
し，氷河堆積物の融解により地域の大部分は隆起を続
けているとされている．

バルト氷湖 ばるとひょうこ Baltic ice lake, Baltic
ice dammed lake

更新世末期にスカンジナビア氷床の後退に伴って，現
在のバルト海周辺に形成された淡水湖．

榛名トンネル はるなとんねる Haruna tunnel 上越新幹線で建設された延長15350ｍの長大トンネル．
火山泥流堆積物や火砕流堆積物を掘削して多量の湧水
と地表の陥没が発生した．砂質で流砂を起こしやすい
区間では湧水対策として圧気工法が採用された．

春森層群 はるもりそうぐん Harumori Group 徳島県に分布する秩父帯南帯を構成する地層．砕屑性
堆積岩，チャート，石灰岩，火砕岩などからなる．

ハレーション はれーしょん halation 突出して明るい物体などに当たる部分でフィルムの一
部の写真濃度が飽和したり，境界が不明瞭となる現
象．

パレオイクノロ
ジー

ぱれおいくのろじー paleoichnology 古生痕学．足跡・巣跡・糞石などの生痕化石を基に古
生物の生態や機能を解明する．堆積環境の推定にも利
用．

パレオーラ統 ぱれおーらとう Pareora series ニュージーランドの下部中新統．石灰岩，砂岩，泥岩
などからなる．

パレオバイオロ
ジー

ぱれおばいおろじー paleobiology 化石の研究により古生物と地層を研究する分野．生物
自体に中心を置く観点を特にパレオバイオロジーと呼
ぶ．

パレオマストド
ン

ぱれおますとどん Palaeomastodon 絶滅した長鼻目ゴンフォテリウム科のほ乳類(哺乳
類)．ぜん新世(漸新世)前期の北アフリカにのみに分布
していた．

バレル ばれる barrel 体積の単位の一つ．１バレルは42ガロン（158.97リッ
トル）で，主に石油の量を表示するのに用いる．

バレンス統 ばれんすとう Valentian series イギリスの下部シルル系．南スコットランドのバレン
シアがその名の由来．

ハロイサイト はろいさいと halloysite Al2Si2O5(OH)4･H2O，単斜晶系．カオリン鉱物の一種で，

陶磁器や耐火物の原料となる粘土鉱物．岩石の風化や
熱水作用などによって生成される．

波浪災害 はろうさいがい wave disasters 風の作用で発生した風波とうねりによる災害．風と地
形条件に起因し，高潮・津波などとは区別される．

波浪作用限界深
度

はろうさようげんか
いしんど

wave base, depth of wave
base

波浪の作用が海底の地形に影響をおよぼす範囲の下限
深度．一般に20～30m程度までと考えられている．

波浪作用限界線 はろうさようげんか
いせん

wave base line 波浪が海底基盤を浸食し得る限界水深，または波浪が
海底の堆積物を移動させ得る限界水深．

波浪浸食 はろうしんしょく wave erosion 波浪より引き起こされる浸食作用．直接的な水圧，水
中の気泡の空圧，水中の粒子などが浸食の要因と考え
られている．



波浪流 はろうりゅう wave-induced current 波の入射に伴う海水の集積によって生ずる，磯波帯付
近における沿汀流や離岸流などの海水の移動．

バロー型変成帯 ばろーがたへんせい
たい

Barrovian metamorphic
region

スコットランドのダルラディアン変成岩分布域南部で
代表される変成帯．

ハロジェネシス はろじぇねしす halogenesis 塩湖などの飽和溶液中で，主としてSi・Al・Fe・Ｓ・
Ｃ・少量のＰからなる沈殿物と塩水とに分かれる作
用．

バワーズ海嶺 ばわーずかいれい Bowers ridge ベーリング海の南部，アリューシャン列島のキスカ島
付近から北方に湾曲しながら延びる海嶺．

パワースペクト
ル

ぱわーすぺくとる power spectrum 振動数スペクトルともいう．電磁波や音波などの強度
を振動数の関数として図示した分布曲線．

パワースペクト
ル解析

ぱわーすぺくとるか
いせき

power spectral analysis 波の平均パワー（波の振幅の二乗平均）について，ど
の振動数の成分が大きいかを調べる方法．

ハワイ海嶺 はわいかいれい Hawaiian rise 北太平洋中央部のハワイを東端とする，西北西に延び
る海嶺で，西端は天皇海山列との会合部．

ハワイ式楯状火
山

はわいしきたてじょ
うかざん

shield volcano of
Hawaiian type

山頂火口とそれより生じるリフトゾーンに沿って流出
する玄武岩質溶岩で形成される緩傾斜の円錐状火山．

ハワイ式噴火 はわいしきふんか Hawaiian eruption 低粘性の玄武岩質溶岩が流出する非爆発的な火山噴火
で，溶岩噴泉をしばしば伴う．

ハワイ諸島火山
群

はわいしょとうかざ
んぐん

Hawaiian islands
volcanic cluster

北太平洋に分布する諸島．北西～南東方向に約2,900㎞
伸びた火山島群からなる．

版 ばん slab 厚さに比べて面積の大きい構造部材．面に垂直な荷重
のみを考慮する．

盤圧 ばんあつ earth pressure, roof
pressure, rock pressure

坑道の側壁や天盤にかかる圧力．

バンアレン帯 ばんあれんたい Van Allen belt 地球の磁気圏のうち，高エネルギー粒子が多く存在す
る領域で，地軸と直角なドーナツ状をなす．放射線帯
ともいう．

半円形ケーソン
構造

はんえんけいけーそ
んこうぞう

half circle caisson
structure

半円筒形（かまぼこ型）の断面形状のケーソン．防波
堤や護岸に利用される．

半遠洋性堆積物 はんえんようせいた
いせきぶつ

hemipelagic sediment 遠洋性堆積物の陸側で，浅海堆積物との間に分布する
堆積物．懸濁粒子の沈降と混濁流や海底地すべり起源
の細粒粒子からなる．

半花崗岩 はんかこうがん aplite しばしば花崗岩～閃緑岩中に脈状（幅10cm～１ｍ程
度）に産出するアルカリ長石・石英からなる完晶質，
等粒状の優白質岩石．陶磁器原料やタイル原料として
採掘・利用される．



パン皮火山弾 ぱんがわかざんだん breadcrust bomb 表面がパンの皮殻に類似した形状の火山弾．安山岩質
マグマの噴火の際に多く形成される．

斑岩 はんがん porphyry 広義には，斑晶を多含する斑状組織を有する火山岩や
貫入岩．狭義には，カリ長石を斑晶とする斑状の岩
石．

蛮岩 ばんがん conglomerate 礫岩の同義語．死語．

板岩 ばんがん shale, slate 頁岩または粘板岩の同義語（死語）．

斑岩銅鉱床 はんがんどうこう
しょう

porphyry copper deposit 斑岩に伴う大規模，低品位の鉱染状銅鉱床．二次富化
帯を形成する．露天採掘が多いが日本では知られてい
ない．

半機械掘りシー
ルド

はんきかいぼりしー
るど

partly mechanized shield 切羽を開放状態で掘削するシールド工法で，掘削や土
砂の積込みは専用機械を使用．切羽が自立する地山に
適用．

晩期カレドニア
褶曲

ばんきかれどにあ
しゅうきょく

late Caledonian fold シルル紀とデボン紀との間の褶曲にシュティレが付け
た名前．

半輝炭 はんきたん semibright coal 石炭の分類のうち，輝炭と暗炭との中間的な光沢を示
すもの．

反強磁性 はんきょうじせい antiferromagnetism 磁性原子が互いに反対方向に並んでいるため磁性をう
ちけし合っている場合の磁性．温度や磁場に影響され
る．

パンクロマ
ティックフィル
ム

ぱんくろまてぃっく
ふぃるむ

panchromatic film 白黒フィルム．フィルムの感度は可視光領域全域に対
して有する．

パンゲア ぱんげあ Pangea ウェーゲナーは大陸移動説で，現在の大陸が単一の大
陸であったと想定し，その大陸をパンゲアと呼んだ．

半径方向応力 はんけいほうこうお
うりょく

radial stress 均質な地山に円形のトンネルを掘ったとき，周辺地山
の一点における円の中心方向の応力を半径方向応力と
いい，これに対して直交方向を接線応力という．

半径方向変位 はんけいほうこうへ
んい

radial displacement 均質な地山に円形のトンネルを掘ったとき，周辺地山
の一点における円の中心方向の変位．

半減期 はんげんき half life,　half-value
period

放射性核種の粒子の数が半分に減るまでの時間．核種
ごとに固有の値で，岩石などの年代決定に利用され
る．

盤下げ ばんさげ lowering of roadbed
cutting-down of bed,
spreading

地盤の高さを掘削により下げること．

盤下げ発破 ばんさげはっぱ blasting for loosening 重機による掘削が可能となるように岩盤をゆるめるた
めに行う発破．ゆるめ発破とも呼ばれる．



反砂堆 はんさたい antidune 上流側の斜面が成長して上流側へ移動するタイプの砂
の波．

半自形 はんじけい hypidiomorphic 鉱物固有の結晶面の発達が一部にとどまり，ほかは隣
接する別の鉱物により妨げられている形．

半自形粒状 はんじけいりゅう
じょう

hypidiomorphic-granular 深成岩に典型的に見られる粒状の岩石組織．成分鉱物
の一部が自形，残りが半自形，他形結晶からなる．

反磁性 はんじせい diamagnetism 物質に磁場を与えた場合に，物質内に生じた磁化の方
向が，与えた磁場と逆の方向を示す性質．

反磁場（界）係
数

はんじば（かい）け
いすう

demagnetizing factor 磁性体に磁化を加えたときに生じる反磁場と，磁化と
の比例係数のことで，一般にＮで示す．

パンジャール火
山岩類

ぱんじゃーるかざん
がんるい

Panjal volcanics ヒマラヤの北西ピルパンジャール山脈に広く分布し，
ゴンドワナ系の異相とされる．

パンジャール衝
上

ぱんじゃーるしょう
じょう

Panjal thrust 中央ヒマラヤのナップゾーンを形成する多くの衝上断
層の一つ．

反射異方性 はんしゃいほうせい reflection anisotropism 反射光線の性質が，光線と結晶との方向によって異な
る現象．

反射角 はんしゃかく angle of reflection 二つの異なる媒質が平面で接して境界面で反射が発生
するとき，反射波が境界面の垂線となす角．

反射係数 はんしゃけいすう reflection coefficient 入射波の振幅と反射波の振幅の比．または隣接する境
界面の比抵抗コンストラストを表す無次元比．

反射検層 はんしゃけんそう reflection logging 音波検層の一種．坑壁から反射した音波を測定して，
その特性から地層判定の資料を得るもの．

反射顕微鏡 はんしゃけんびきょ
う

reflection microscope,
reflecting microscope

①鉱石など不透明鉱物の研磨面の反射光を観察する顕
微鏡で，偏光装置と反射光投射装置が取り付けられて
いる．
②対物鏡として反射鏡を使用した顕微鏡

反射式実体鏡 はんしゃしきじった
いきょう

reflection stereoscope 空中写真などの実体写真・図を立体視するための器具
で，ひずみの少ない広い視野を得るために反射鏡とプ
リズムを備えたもの．

反射スペクトル
特性

はんしゃすぺくとる
とくせい

reflection　spectrum
peculiarity

各物質における表面反射スペクトルの固有特性．リ
モートセシングにおいて地表物質の同定に利用され
る．

反射走時差 はんしゃそうじさ moveout, moveout time 反射法地震探査において，震源からの反射（弾性）波
が，隣接する複数の受振点へ到達するまでの時間の
差．

反射多色性 はんしゃたしきせい reflection pleochroism 鉱物に光を当てたときの反射色が，鉱物の方向によっ
て異なる現象．



反射波（地震波
の）

はんしゃは（じしん
はの）

reflected wave 震源より発生した波動は，音響インピーダンスの異な
る層の境界面で反射する．この反射した波のこと．

反射法 はんしゃほう reflection method 大地など媒質に衝撃または波動を発生させ，地中を伝
播した波動の地層境界面での反射をとらえる探査法．

反射法地震探査 はんしゃほうじしん
たんさ

reflection shooting,
reflection shooting for
seismic-prospectng

弾性波の反射走時差を利用して，地下構造を解析する
手法．屈折波法に比較して，探査の深度，分解能で優
る．

反射面 はんしゃめん reflector 波動が入射して反射波を生じる物性の異なる媒質の境
界面．

反射炉 はんしゃろ reverberatory furnace 燃料による燃焼炎の熱と，アーチ形の天井からの反射
熱を共に利用して燃料効率を高めた金属や鉱石の溶融
炉の一種．

半重力式橋台 はんじゅうりょくし
ききょうだい

semi-gravity type
abutment

重力式と類似するが，躯体の一部に引張り応力の発生
を許すことで重量の軽減を図る構造の橋台．引張応力
に対しては鉄筋で補強される．

半重力式擁壁 はんじゅうりょくし
きようへき

semi-gravity type
retaining wall

重力式擁壁に比べて壁厚がやや薄いため，生じる壁体
内の引張り応力を受け持たせるように鉄筋で補強した
擁壁．

斑晶 はんしょう phenocryst 火成岩において，周囲の石基よりも粗粒な結晶．一般
に自形を示すことが多い．

斑状 はんじょう porphyritic 完晶質からガラス質の細粒な石基の中に，それらより
も粗粒な結晶を含む組織．半深成岩や火山岩に一般
的．

斑状花崗岩 はんじょうかこうが
ん

porphyritic granite 花崗岩のうち，カリ長石または斜長石がその他の構成
鉱物よりも大きく，斑状を呈するもの．

板状珪藻土 ばんじょうけいそう
ど

tripolite 珪藻および放散虫の遺骸よりなる細粉状の珪酸堆積物
で，層面がきわめて明瞭でかつ発達している．トリポ
リ石ともいう．

斑状鉱 はんじょうこう spotted ore 鉱石のうち，鉱石鉱物やその集合体が斑状に分布する
組織を有するもの．一般に，塊状の鉱石よりも品位が
低い．

板状鉱 ばんじょうこう platynite PbBi2(Se,S)4，六方晶系，硬度２～３，比重7.98(測定

値) 7.01(計算値)．暗灰～黒色不透明で金属光沢を示
す薄板状結晶．プラチナイトともいう．

板状構造 ばんじょうこうぞう platy structure 垂直方向が薄く，板状に水平に割れ目が発達している
土壌構造．

半晶質 はんしょうしつ hypocrystalline 岩石の結晶度の表現の一つで，結晶とガラスの両方を
含む組織を有するもの．

板状節理 ばんじょうせつり platy joint, tabular
joint

面が互いに平行で，岩塊を板状に分離させている節
理．



斑状組織 はんじょうそしき porphyritic structure 石基中に斑晶を含む火成岩の組織．火山岩・半深成岩
の多くはこの組織を有する．

斑状変晶 はんじょうへんしょ
う

porphyroblast 変成作用で生じた鉱物が，周囲の鉱物よりも大きく，
斑状に成長したもの．柘榴石や斜長石などでよく認め
られる．

半深成岩 はんしんせいがん hypabyssal rock 火成岩の分類において，深成岩と噴出岩との中間の組
織を有するもの．

阪神大水害 はんしんだいすいが
い

the 1938 Hanshin flood
disaster

昭和13年（1938）7月に梅雨前線の活動と熱帯性低気圧
による豪雨により，神戸市周辺で局地的な集中豪雨に
より河川が氾濫するとともに六甲山南麓で山崩れが多
発した．この水害により死者・不明者は神戸市を中心
に925人に達した．

盤すべり ばんすべり rock slide 岩盤すべりと同義．

汎世界的測地系 はんせかいてきそく
ちけい

world geodetic system 世界各国で個々に実施されている測地を，世界的に統
一した基準に対する比較を行い，地球全体の測地成果
を解釈するシステム．

半川締切 はんせんしめきり multiple-stage diversion 仮排水トンネルの設置が不経済となる場合に河流を分
割して締切り，部分的にドライにして施工する工法．

半潜水式足場 はんせんすいしきあ
しば

semi submersible
scaffold

着底式足場と同様の構造で，潜水沈降した状態でも底
部浮体は完全に着底せず浮いた状態にある足場．

盤層 ばんそう pan 土壌中で圧密・こう結(膠結)などにより固化した地
層．上下の層と物理・化学的性質が異なる．

搬送波 はんそうは carrier wave 通信用の信号を，高周波を変調することにより送信す
る場合に，その高周波をさして搬送波という．

ハンター・シュ
スター法

はんたーしゅすたー
ほう

Hunter and Schuster
method of slope
stability analysis

深度と共に直線的に変化する粘着力のみを有する無亀
裂正規圧密粘土中に想定される円弧破壊についての斜
面安定解析法．

ハンター・ボー
エン造山運動

はんたーぼーえんぞ
うざんうんどう

hunter-bowen orogeny オーストラリア東部の海岸沿いに分布する，タスマン
地域におけるペルム紀末に生じた造山運動．

磐梯山 ばんだいさん Bandai volcano 福島県の北部，猪苗代湖の北にそびえる活火山．海抜
1,819m．1888年に爆発し，泥流が山北部落を埋没させ
た．

磐梯山噴火 ばんだいさんふんか the 1888 Bandaisan
eruption

明治21年（1888年）7月15日に活動した磐梯山の噴火．
ウルトラブルカノ式噴火といわれる形式の噴火で，小
磐梯山の山体を吹き飛ばし，山麓一体は噴出物および
泥流で埋め尽くされた．裏磐梯の景観はこのときに形
成された．

磐梯式噴火 ばんだいしきふんか Bandai type eruption 大規模な水蒸気爆発型噴火と，その噴火により発生す
る岩屑なだれで特徴づけられる噴火様式．

磐梯山崩れ ばんだいやまくずれ collapse of Bandai
volcano

1888年水蒸気爆発噴火で磐梯火山の大部分が崩壊した
現象で，莫大な火山砕屑物が山麓の山村を襲った．



半田銀山地すべ
り

はんだぎんざんじす
べり

the Handaginzan
landslide

福島市北西，福島県伊達郡桑折町大字南半田字風越で
明治時代後期に発生した大規模地すべり．

バンタム階 ばんたむかい Bantamian stage インドネシア，ジャワ周辺の海成の下部更新統．

半断面掘削 はんだんめんくっさ
く

harf section excavation トンネル断面を上部・下部の半分に分けて掘削するこ
とをいう．通常，上部半断面先進で後で下部を掘削す
る．

半断面工法 はんだんめんこうほ
う

harf section excavation
method

上部半断面を先進，または上部と下部半断面とを併進
するベンチカット併進工法．

半地下式発電所 はんちかしきはつで
んしょ

semi-underground power
station

地表を開削して，発電所建物の下部が地下に埋設さ
れ，上部が地表に出ている形式の発電所．

汎地球測位シス
テム

はんちきゅうそくい
しすてむ

GPS, global positioning
system

ＧＰＳと同義．

パン地向斜 ぱんちこうしゃ pan-geosyncline 始生代において，地殻全体が可動的で激しい隆起と沈
降が起こったと考えられた．この地向斜状態をパン地
向斜という．地向斜による造山論は現在あまり議論さ
れていない．

半泥炭土 はんでいたんど half-bog soil 灰色の土層の上位に，泥炭あるいは黒色泥が上載して
いる土層構造を示す土壌．

反転式音響測深
検潮器

はんてんしきおん
きょうそくしんけん
ちょうき

inverted echo sounder
tide gauge

海底に置き，水面からの反射信号により海水面の高さ
を測定する装置．

反転褶曲 はんてんしゅうきょ
く

inverted folding 層序の反転を生じさせる褶曲．過褶曲の下翼側で地層
の反転が認められるもの．

反転熱残留磁気 はんてんねつざん
りゅうじき

reverse thermoremanent
magnetization

熱残留磁気のうち，磁性体の永久磁化が外部磁場と逆
方向にできる現象．

バンド ばんど band 特定の幅の波長帯域や周波数帯域．

反土石 はんどいし Hando ishi 鹿児島県日置郡市来町反戸産石材．更新統溶結凝灰
岩．土木用に利用．二瀬戸石・市来石・吉利石などと
同質．

磐戸石 はんどいし Hando ishi 群馬県甘楽郡南牧町に産する石材．新第三系石英粗面
岩．灰～暗緑色で堅硬．節理少なく大材容易．土木用
に利用．

斑銅鉱 はんどうこう bornite 銅鉱床の二次富化帯に産し，銅赤色不透明で金属光沢
をもち，粒状～塊状．変質して輝銅鉱・黄銅鉱などに
変わる．

反同時計数管 はんどうじけいすう
かん

anticoincidence counter 放射線検出器のうち，二つの検出器が同時に検出した
場合に計数しないようにして，ノイズを除去するも
の．



半透水層 はんとうすいそう aquitard 透水性を基準とした定性的地層区分．透水係数は透水
層より小さく，難帯水層より大きい．

半透水ゾーン はんとうすいぞーん semi-pervious zone ゾーン型フィルダムのトランジションゾーンまたは
フィルタゾーンのこと．

半導体ひずみ
ゲージ

はんどうたいひずみ
げーじ

semi-conductor strain
gauge

接着ひずみゲージの抵抗体として半導体を使用したも
の.金属抵抗体のゲージよりも感度が数十倍大きい．

ハンドオーガー はんどおーがー hand auger 手動回転を駆動力とする簡易ボーリング用具．掘削深
度は4～5mに限定される．

ハンドオーガー
ボーリング

はんどおーがーぼー
りんぐ

hand auger boring 人力により地表面付近の浅い地盤構成を調査するなど
の目的で行う，簡便なボーリング．

礬土頁岩 ばんどけつがん aluminous shale 石炭～ペルム紀のアルミナに富む頁岩で，中国東北部
に広く分布する．

バンド比 ばんどひ band ratio マルチスペクトル画像データの異なるバンドのデータ
間で画素単位に比演算した値．特徴抽出処理などに有
用．

ハンドフィード はんどふぃーど hand feed 手動式のフィードレバーを押して給圧掘進するボーリ
ングマシン．構造が簡単で故障が少ない．

ハンドレベル はんどれべる hand level 軽便な簡易水準測量器具で，気泡式水準儀と対象物と
を同時に視野内で観察して水平線を得ることができ
る．

半日周潮 はんにちしゅうちょ
う

semi-diurnal tide およそ半日を周期とする分潮で，太陽半日周潮や太陰
半日周潮などがある．

盤練り ばんねり subsoil puddling 地盤からの過大な漏水を防ぐため，水田の表土を取り
除いて，心土層をすき起こし，散水し水締めを行う工
法．

反応縁 はんのうえん reaction rim 結晶作用である鉱物の周縁に生じた他の鉱物の帯状を
なす集合体．初生的にも二次的にも形成される．

反応関係 はんのうかんけい reaction relation マグマから高温で晶出した鉱物が低温で残液と反応し
別の鉱物を生成するとき，両者を反応関係にあるとい
う．

反応境界 はんのうきょうかい reaction boundary 一定圧力のもとで液相と結晶が共存した中で別の共存
結晶を作る関係を示す曲線または曲面．

反応系 はんのうけい reaction system 多成分溶液において晶出した鉱物が，温度・圧力など
の変化に応じて液と反応し変化していく化学系．

反応系列 はんのうけいれつ reaction series マグマの冷却過程で，晶出した鉱物と残液が反応した
り連続的に変化して，多種の鉱物が形成されること．



反応原理 はんのうげんり reaction principle マグマから晶出した結晶が残液と反応するためマグマ
の化学組織が多様性を持つとする考え．N.L.Bowen提
唱．

万能材料試験機 ばんのうざいりょう
しけんき

universal testing
machine

材料の様々な荷重試験を行うことのできる試験機．

万能図化機 ばんのうずかき universal plotting
instrument

写真測量において，密着写真を用いる図化機のなかで
最も精密なもの．一般図化機ともいう.

反応スカルン はんのうすかるん reaction skarn 変成作用によって，炭酸塩岩が非炭酸塩岩と反応を起
こして生じたスカルン．

反応速度 はんのうそくど rate of
reaction,reaction
rate,reaction velocity

化学反応の進行する速さのこと．単位時間における反
応物質や生成物質の量で示される．

反応点 はんのうてん peritectic point 一定圧力の下で液相と結晶が共存した中で別の共存結
晶を作る関係にある時，その温度に相当する点．

バンノック衝上 ばんのっくしょう
じょう

Bannock thrust アメリカのアイダホからユタ州のロッキー山脈中にみ
られる衝上断層．

盤肌ねば ばんはだねば selvage 鉱脈と母岩の境界面にみられる薄い粘土層．

反発係数 はんぱつけいすう coefficient of
restitution

二つの物体の衝突における，衝突後の速度と衝突前の
速度との比．岩石供試体においてはショア硬度が利用
される．

反発硬度 はんぱつこうど repulsion hardness 一定材質のおもりを一定の高さから落下させたときに
おもりが跳ね上がる高さで表される硬度．はね返り硬
さと同義．

反発値 はんぱつち rebound value 一般的にはシュミットハンマーによって測定される値
をさす．

半玻璃質 はんはりしつ hypohyalline 斑状組織の火山岩～半深成岩において石基の総てがガ
ラスではなく，ある程度の結晶度を有しているもの．

晩氷期 ばんひょうき late glacial substage 三分した最終氷期の最後の時期．約1.5万～１万年前の
氷河後退期に相当する．

反復法 はんぷくほう repeating method 非線形方程式の解を求める際に，ある初期値から出発
して繰り返し計算により解に収束させる手法で，
ニュートン法などがある．

盤膨れ ばんぶくれ ground heaving 地山の膨張性・強度不足・帯水層の揚圧力などに起因
して，坑道の床盤や掘削面が押し出してくる現象．

パンプラット
ホーム

ぱんぷらっとほーむ pan-platform カンブリア紀以前，アフリカ・ユーラシアなどの大陸
は連続した単一の台地をなしていたと考えられた．こ
の台地の呼び名．



判別型土圧計 はんべつがたどあつ
けい

pneumatic type earth
pressure cell

受圧板裏面に内圧を作用させ，受圧板が土砂側に変位
し始める瞬間の内圧から土圧を求める土圧計.平衡弁型
計器の一種．

判別関数 はんべつかんすう discriminate function 多変量解析の一方法で，多くの事象を複数の類に分類
するために用いられる関数．

判別分類法 はんべつぶんるいほ
う

soil classification
system

日本統一分類法など工学的性質に基づき土を分類する
方法．

パンペリー石 ぱんぺりーせき pumpellyite Ca8X4Y8Si12O44-x(OH)12+x，X=Fe2+，Fe3+，Al，Mg，Mn；

Y=Fe3+，Al，Mn；x=0～4，単斜晶系，硬度５～６，比重
3.18～3.34．らん閃石相の変成岩，沸石相の堆積岩，
銅・マンガン鉱床などに産する鉱物．

ハンマーグラブ はんまーぐらぶ hammer grab 落下エネルギーによって地盤に貫入させることで土砂
をつかみとるグラブで，ベノト杭の施工などに使用す
る．

ハンマー図法 はんまーずほう Hammer's projection ランベルト正積方位図法の半球図を赤道方向に２倍に
拡大して，全球を投影する図法．縁辺部ほどひずみが
大きい．

ハンマードリル はんまーどりる hammer drill ピストンによる打撃をドリルロッドに与えて岩盤を掘
削するさく岩機．

ハンマーミル はんまーみる hammer mill 衝撃破砕機の一種．鉛直面内を高速回転するハンマー
により，鋼製のケーシングの中で材料を粉砕する．

ハンマーリング
コンポーザ工法

はんまーりんぐこん
ぽーざこうほう

hammering composer
method

ハンマーの打撃によって鋼管の打込みと砂の締固めを
行うコンポーザ工法の一種．

半水締めアース
ダム

はんみずじめあーす
だむ

semi-hydraulic fill
earth dam

堤体材料を盛立現場へ運搬した後，その材料を水に混
ぜて流送し，沈殿，排水させて締固めて造るアースダ
ム．

半無限均質媒質 はんむげんきんしつ
ばいしつ

homogeneous half-space
medium

深度方向にも水平方向にも均質な物質が無限に連続す
ると仮定したモデル．地震波の伝播や電位の分布など
の解析に用いられる．

半無限弾性体 はんむげんだんせい
たい

semi-infinite elastic
body

岩盤の応力・変形解析を実施する際に仮定する等方等
質の平面的な表面を持つ近似された弾性体．

半無限弾性体理
論

はんむげんだんせい
たいりろん

theory of semi-infinite
elastic body, theory of
half space elastic body

地盤を理想化し，等質等方で深さ方向と水平方向に無
限に連続した弾性体と仮定した弾性論．

半無限板 はんむげんばん semi-infinite plate 応力解析などにおいて仮定する無限に長い直線境界を
有する深さと，水平方向に無限に連続した板．

ハンモック状斜
交層理

はんもっくじょう
しゃこうそうり

hummocky cross
stratification

斜交葉理の発達する小丘がランダムに配列し，全体と
して緩やかな波状を呈する堆積構造．

ハンモック土 はんもっくど earth hummocks 構造土の一種．主に土中水の凍結融解作用により形成
される．芝塚・十勝坊主ともいう．



斑紋 はんもん mottle 土層の土壌断面中において，基質と異なる色調で斑状
や縞状に分布するもの．主に酸化鉄や酸化マンガン化
合物からなる．

斑紋質粘土 はんもんしつねんど mottled clay 土壌中で，ある成分が濃縮し，または溶脱除去されて
土色が周りの基質と異なる粘土．

万有引力 ばんゆういんりょく universal gravitation 全ての物体の間に働く引力のこと．大きさは，各質点
の質量の積に比例し，質点の距離の２乗に反比例す
る．

万有引力定数 ばんゆういんりょく
ていすう

universal gravitation
constant

重力定数ともいう．万有引力の法則に示される定数で

普通，Ｇで示される．G=6,673×10-14m3/kg･s2．

氾濫源 はんらんげん flood plain 沖積平野のうち，河川の洪水などによる流路からの氾
濫によって堆積した土砂から形成される平野面．

氾濫堆積物 はんらんたいせきぶ
つ

flood deposits 洪水時の河川の氾濫によって，河道外に堆積した砕屑
物質．上流の急勾配河川域では粗粒だが，下流や後背
湿地では細粒の泥質物質となる．

氾濫平原 はんらんへいげん flood plain 氾濫源と同義．

反流 はんりゅう counter-current 沖合や外洋で見られる主要な海流と反対向きの流れ．
世界的には赤道反流が代表的．

反力 はんりょく reaction, reaction force 荷重を受ける部分に生じる反作用としての力．大きさ
は荷重と同じで正反対方向に働く．荷重を受ける部材
が支持されている場合には支点に作用する．

反力受け はんりょくうけ back anchor シールドやＴＢＭの推進機構として反力を受けるセグ
メントなどの部材・設備あるいは地山．

反力装置 はんりょくそうち reaction equipment 材料に加圧するとき，材料を介してその圧力を受ける
装置．

反力部材 はんりょくぶざい kicking piece 山留め工において腹起しに犬くぎで打ち付けられる木
材のこと．腹起しに直角でない切ばり端部からの押圧
力を得るために使用．

はんれい岩(斑糲
岩)

はんれいがん gabbro 粗粒完晶質の火成岩で塩基性の組成を有する．色指数
は35～65だが，斜長岩のような例外も存在する．

はんれい岩(斑糲
岩)エクロジャイ
ト転移

はんれいがんえくろ
じゃいとてんい

gabbro-eclogite
transformation

玄武岩やはんれい岩（斑糲岩）の高圧相がエクロジャ
イトであり，この転移はモホ面近傍で生じると考えら
れている．

はんれい岩(斑糲
岩)質ペグマタイ
ト

はんれいがんしつぺ
ぐまたいと

gabbroic pegmatite 塩基性～超塩基性岩体中に認められる，周辺よりも粒
径が粗粒となった部分をさす．

はんれい岩(斑糲
岩)相

はんれいがんそう gabbro-facies 火成岩の鉱物相のうち，輝石ホルンフェルス相に相当
する鉱物組み合わせを有するもの．



はんれいひん岩
(斑糲ひん岩)

はんれいひんがん gabbro-porphyrite 完晶質斑状をなす塩基性岩で，灰長石成分に富む斜長
石や輝石などを斑晶とするもの．岩脈，岩床として産
する．

半瀝青炭 はんれきせいたん semi-bituminous 石炭の分類上で無煙炭と瀝青炭との中間の炭質を持つ
もの．揮発成分は10～20%．

被圧井戸 ひあついど artesian well 不透水層を掘抜いて被圧地下水帯中に掘られた井戸．
地下水面が地盤面より高い場合，自噴井戸(flowing
well)となる．掘抜井戸ともいう．

非圧縮流体 ひあっしゅくりゅう
たい

incompressible fluid 流体には必ず粘性と圧縮性があり，これらを無視した
想像上の流体を理想流体と呼ぶ．この理想流体に対し
て，圧縮性だけを考慮にいれない場合の流体を非圧縮
流体という．

被圧状態 ひあつじょうたい artesian condition 帯水層が不透水性の地層にはさまれていて，地下水が
静水圧以上の圧力をもっている状態．

被圧水 ひあつすい confined water 被圧地下水と同義．

被圧水圧 ひあつすいあつ piezometric pressure 難透水層または不透水層により下部透水層内の水が受
けている圧力．

被圧水頭 ひあつすいとう artesian head, artesian
water　head, piezometric
head, pressure　head

被圧帯水層中の地下水の水頭．

被圧水面 ひあつすいめん piezometric surface 被圧水頭と同義．

被圧帯水層 ひあつたいすいそう confined aquifer,
artesian aquifer

上下を不透水層または難透水層に挟まれ，加圧された
地下水によって満たされた透水層．

被圧地下水 ひあつちかすい confined groundwater 上位および下位が難透水層に接する帯水層において，
大気圧以上の圧力を有する地下水．

被圧地下水面 ひあつちかすいめん piezometric surface 被圧水頭と同義．

非圧密定体積せ
ん断試験

ひあつみつていたい
せきせんだんしけん

unconsolidated-constant
volume shear test

一面せん断試験において，せん断中に供試体の体積を
一定に保つように垂直応力を調整しながら行う方法．

非圧密非排水三
軸圧縮試験

ひあつみつひはいす
いさんじくあっしゅ
くしけん

unconsolidated-undrained
triaxial compression
test

土のせん断試験の一方法．UU試験．試験中の供試体の
圧密および排水を許さないでせん断を行う方法．地盤
が圧密する時間に比べて短時間に載荷される場合に適
用．

ＰＲＡ法 ぴーあーるえーほう Public Road
Administration soil
classification system,
PRA soil classification
system

ＡＡＳＨＴＯの土質分類法の基礎となった土の判別分
類法．

ＰＲ分類法 ぴーあーるぶんるい
ほう

PR soil classification
system

ＡＡＳＨＴＯの土質分類法の原型をなす土の判別分類
法で1920年代に，アメリカ道路局(Bureau of Public
Road)がまとめたもの．



ＢＩＬ びーあいえる band interleaved by
line, BIL

画像データフォーマットの一つ．NASAが設定．

ＢＩＰ びーあいぴー band interleaved by
pixel, BIP

nバンドの１画素目がｎ個順番に並び，ｍ画素が（n×
m）1レコードを構成するフォーマット．

ＢＩＰ２ びーあいぴーつー band interleaved by
pixel pair, BIP2

LANDSAT-1,2号のMSSデータのCCTフォーマット．

ＰＥ ぴーいー phase encoding, PE 磁気テープの磁化方向を反転させるデータ記録方法の
一つ．記録密度1600bpiの磁気テープの標準．

ＰＥＭ法 ぴーいーえむほう pulse electromagnetic
method

電磁探査の1種で，パルス電磁法の意．時間領域電磁法
（ＴＤＥＭ法）の一つ．地形の複雑な地域の探査に適
する．

ＢＡＴ間隙水圧 びーえーてぃーかん
げきすいあつ

BAT pore-pressure probe スウェーデン製の間隙水圧計で，一定速度で貫入して
いくプローブを用いて間隙水圧を測定する．

ＢＡＴピエゾ
メータ

びーえーてぃーぴえ
ぞめーた

BAT piezometer 複数のピエゾメータを制御でき，パイプのキャップが
可能なスウェーデン製の圧力水頭計．

ＢＳ びーえす back sight, BS 後視．水準測量において比高を求めようとする求点方
向に対して逆の地盤高既知点への視準あるいは読定
値．

ＢＳ びーえす British Standard, BS 英国工業規格．

ＢＳＩ びーえすあい British Standards
Institution, BSI

イギリス規格化協会．

ＰＳアンカー ぴーえすあんかー prestressed anchor, PS
anchor

プレストレストアンカーと同義．

ＢＳＱ びーえすきゅー band sequential, BSQ １バンドの１シーンが１ファイルを構成するフォー
マット．１レコードが１ラインに対応する．NASA設
定．

ＰＳ検層 ぴーえすけんそう PS logging 孔井を用いて地盤のＰ波，Ｓ波の速度を測定する方
法．発振源を地表，孔内および他の孔井におく場合が
ある．

ＰＳストランド ぴーえすすとらんど prestressed strand, PS
strand

プレストレスをかけたストランド（ＰＣより線をさら
により合わせたもの）で岩盤を緊張するアンカー工に
使用される．

ＢＨＣソニック
ログ

びーえっちしーそ
にっくろぐ

borehole compensated
sonic logging, BHC sonic
logging

音波パルスによってゾンデの傾きや孔径の影響を補正
する音波検層システム．ＢＨＣは商品名．

ｐＦ ぴーえふ pF 土壌水分吸引力の強さを表す単位．吸引に必要な力を
水柱の高さ(cm）で表した数を常用対数で示したもの．



ＰＦＥ ぴーえふいー percent frequency effect 電気探査における周波数効果・ＩＰ効果（周波数によ
る応答電圧の振幅の変化）．

ｐＦ試験 ぴーえふしけん pF test 土中水のpF値を測定するための試験．吸引法・加圧膜
法・遠心法・蒸気圧法などがある．

ｐＦ水分曲線 ぴーえふすいぶん
きょくせん

pF soil moisture curve,
pF-moisture curve

土壌水のポテンシャル（ｐＦ）と土壌水分量との関係
を示す図．

ｐＦ値 ぴーえふち pF-value 土が保持している水分を取り出すのに必要な圧力を水
柱高さ（㎝）で表わした絶対値の常用対数．

ＢＭ びーえむ bench mark, BM ベンチマークの略語．水準点のこと．

ＰＬＭＴ法 ぴーえるえむてぃー
ほう

power line magnetoterlic
method, PLMT method

送信源として送電線を流れる50ないし60Hzなどの高周
波を利用したＭＴ法．ＣＳＡＭＴ法の一種．

ＢＯＤ びーおーでぃー biochemical oxygen
demand, BOD

生物化学的酸素要求量と同義．

ＢＯＤ－ＳＳ負
荷

びーおーでぃーえす
えすふか

biochemical oxygen
demand - suspended solid
loading, BOD-SS loading

浮遊性固形物の単位量あたりのＢＯＤ負荷量．浮遊性
固形物とは微生物量をさすことが一般的．

ＢＯＤ負荷 びーおーでぃーふか biochemical oxygen
demand loading, BOD
loading

ある量の試料内に，ＢＯＤがどの程度の割合で占めて
いるかを表す指標．

ビーカー法 びーかーほう beaker method 岩屑，土壌の粒度分析法の一つで粒径と沈降時間との
関係を利用した沈降法に属する簡便な分析方法．

Ｂ型地震 びーがたじしん B-type earthquake 火山性地震の一種．火山付近のごく浅いところで起こ
るもので，Ｓ波のはっきりしないタイプをいう．これ
に対しＡ型は通常の地震と変わらない．

Ｂ級 びーきゅう B class 活断層を平均変位速度で分類したものの一つで，Ｂ級

は1～0.1m/103年の変位がみられる断層をいう．Ａ級は
Ｂ級の10倍，Ｃ級はＢ級の10分の1である．

Ｂ級活断層 びーきゅうかつだん
そう

active fault classified
as B

変位速度によって活断層を３クラスに分けたうちの中

位．平均変位速度が1～0.1m/103年の断層をいう．

Ｐ－Ｑ曲線 ぴーきゅーきょくせ
ん

P-Q curve ボーリング孔を利用したルジオンテストやグラウチン
グの水押し試験などの結果を整理した，注入圧力－注
入量曲線．

ピーク荷重 ぴーくかじゅう peak load 対象となる材料の応力～変位（ひずみ）曲線で，最大
値となる荷重．

ピーク間隙圧比 ぴーくかんげきあつ
ひ

peak pore-pressure ratio 液状化に関わる指数で，載荷中の最大間隙圧比．



ピーク強度 ぴーくきょうど peak intensity 吸収スペクトルの吸収帯の強さを示す一方法．また
は，質量分析計によって測定される１本のスペクトル
線の高さ．

ピーク強度 ぴーくきょうど peak strength 対象となる材料の応力～変位（ひずみ）曲線で，応力
が最大となる位置での強度．

ピーク係数 ぴーくけいすう peak factor 構造物が風で不規則に振動するときに変動成分の応答
値のうち，最大値と平均値の比．

ピーク洪水量 ぴーくこうずいりょ
う

peak flood discharge 洪水流出の経時変化において最大となる流量．

ピークせん断強
度

ぴーくせんだんきょ
うど

peak shear strength 対象となる材料の応力～変位（ひずみ）曲線で，応力
が最大となる位置でのせん断強度．

ピーク発電 ぴーくはつでん peak power generation 日中の電力需要のピーク時にのみ対応した発電．揚水
発電や貯水池式水力発電など．

ピーク流量 ぴーくりゅうりょう peak discharge, peak
flood

降水に伴い川の流量が増大し，また元に近い状態に戻
る間において，瞬間流量が最大値となった時の流量．

ＢＣ びーしー beginning of curve, BC 路線において直線部より曲線に移る点．曲線始点．

ＢＣＩＳ びーしーあいえす Bureau Central
International
Seismologique

フランスのストラスブールに1910年設立された国際地
震局．世界各国からデータを集め，震源要素の決定と
その公表を行ってきた．

ＰＣＭ ぴーしーえむ pulse code modulation,
PCM

パルス符号変調と同義．

ＰＣ杭 ぴーしーぐい prestressed concrete
pile, PC pile

プレストレストコンクリート杭と同義．

ＰＣグラウト ぴーしーぐらうと grout for prestressed
concrete

ＰＣ鋼材と地盤・コンクリートとの一体化および防錆
の目的でシースとＰＣ鋼材の間に注入する充てん材．

ＰＣケーソン ぴーしーけーそん prestressed concrete
caisson

円筒状の鉄筋コンクリートブロックの圧入沈設，積重
ね，ストレス導入を繰返すことにより築造するケーソ
ン基礎．

ＰＣケーブル ぴーしーけーぶる prestressed concrete
steel cable, PC steel
cable

大きな緊張力を加えるためにＰＣ鋼線やＰＣ鋼より線
を束ねたもの．

ＰＣ硬鋼線 ぴーしーこうこうせ
ん

prestressed concrete
steel wire, PC steel
wire

プレストレスを加えるために用いる直径９㎜程度以下
の高強度の鋼線．

ＰＣ鋼材 ぴーしーこうざい prestressed concrete
steel, prestressed
concrete tendon,PC
steel, PC tendon

ＰＣ鋼線・ＰＣ鋼より線・ＰＣ鋼棒などプレストレス
を与えるために用いる高強度の鋼材の総称．



ＰＣ鋼線 ぴーしーこうせん prestressed concrete
steel wire, PC steel
wire

プレストレスコンクリート中に設置された高強度の鋼
線．直径1～8㎜程度．

ＰＣ鋼棒 ぴーしーこうぼう prestressed concrete
steel bar, PC steel bar

プレストレスを与えるために用いる直径9㎜程度以上の
高強度の鋼棒．

ＰＣ鋼より線 ぴーしーこうよりせ
ん

prestressed concrete
steel strand

ＰＣ鋼線をよりあわせたもので，コンクリート構造物
や岩盤などにプレストレスを与えるために用いられ
る．

ＢＣＣ びーしーしー beginning of circular
curve, BCC

路線において直線部より円曲線に移る点．円曲線始
点．

ＰＣＤ工法 ぴーしーでーこうほ
う

PCD construction method コンクリートポンプを使用したダムコンクリート打設
工法

ＰＣパイル ぴーしーぱいる prestressed concrete
pile, PC pile

プレストレストコンクリート杭と同義．

ＰＣＢ ぴーしーびー Poly Chlorinated
Biphenyl, PCB

ポリ塩化ビフェニール．有機塩素化合物で有毒．絶縁
体やインキの添加剤などに使われていたが有毒性のた
め生産中止．

Ｂセグメント びーせぐめんと type B segment シールドトンネルのセグメントの一部で，組立の順序
はトンネル下部より天端に向かってＡ－Ｂ－Ｋと組上
げる．

Ｂ層 びーそう B horizon 土壌層位を示すＡＢＣ式表示法の一つで，土壌母材の
風化層，またはＡ層から溶脱した物質の集積層．

ＰＷＭ ぴーだぶりゅえむ pulse width modulation,
PWM

パルス幅変調と同義．

ＢＷ工法 びーだぶりゅこうほ
う

BW long-wall-drilling
method

回転多軸ビットとリバースサーキュレーションシステ
ムにより溝掘りし，これを鉄筋コンクリート壁と置換
える方式の地下連壁工法．

ｂ値 びーち b-value グーテンベルグ－リヒターが発表した地震の規模と発
生頻度の関係を表す式中の係数で，地域特性をもつ．

ビーチコーラル びーちこーらる beach coral 熱帯・亜熱帯のサンゴ礁に取り巻かれた砂浜を構成
し，炭酸カルシウムを多量に含む白色のサンゴ砂．

ビーチャジ海淵 びーちゃじかいえん Vitiaz deep ソ連の観測船ビーチャジ号によって発見されたマリア
ナ海溝中の最深部．水深は11,034mである．

ＰＤＲ ぴーでぃーあーる precision depth
recorder, PDR

通常の音響測深機に接続して，高精度の測深記録を得
られるように改良された記録器．

ＢＴＣ びーてぃーしー beginning of transition
curve, BTC

路線において直線部より緩和曲線に移る点．緩和曲線
始点．



Ｐ－Ｔダイヤグ
ラム

ぴーてぃーだいやぐ
らむ

P-T diagram 圧力と温度を軸としたダイヤグラムで，種々の相の共
生関係を表現した相図．

ピート ぴーと peat 泥炭と同義．

ヒートアイラン
ド

ひーとあいらんど heat island 都市部の温度が周辺より高く「熱の島」を形成する現
象をさす．コンクリート等による地表面被覆や高密度
のエネルギー消費に起因する．

ピートサンプラ ぴーとさんぷら peat sampler ピートなどの高含水比試料を乱さず採取する器具．

ヒート・フ
ロー・ユニット

ひーとふろーゆにっ
と

heat flow unit, Heat
flow unit (HFU)

地中から地表に向かって流れる熱流量の単位．10-

6cal/cm2･sが１熱量単位（ＨＦＵ)．

ヒートポンプ ひーとぽんぷ heat pump 低温の熱を吸収して高温の熱を作り出すポンプ．冷・
暖房両方に使え，家庭用冷暖房機として普及してい
る．

Ｐ波 ぴーは P wave 波の伝播方向と媒質粒子の振動方向が一致する波．最
初に到達する波でＰ波（primary wave）と呼ばれる．

ビーバー氷期 びーばーひょうき Biber glacial stage アルプスにおいてドナウ氷期より古い氷期として
I.Schaefer(1956)により提唱されたもの．詳細は不明
な点が多い．

Ｐ波速度 ぴーはそくど velocity of primary wave 媒体の体積膨張・収縮を伴いながら伝達される波（Ｐ
波）の伝搬速度．進行方向と振動方向が一致する．

Ｐ波速度構造 ぴーはそくどこうぞ
う

underground structure
analized  by P wave
velocity distribution

屈折法地震探査などによって求められる地下のＰ波速
度構造．断層や破砕帯の位置，地盤の風化状況などを
評価．

Ｐ－バンド ぴーばんど P-band マイクロ波波長域である77～133cm（周波数390～
220MHz）の帯域．

ＢＰＩ びーぴーあい bit per inch, BPI 磁気テープの記録密度を表す単位の一つ．１インチに
つき何ビットの情報が記録可能かを表す．

ＰＰＩレーダー ぴーぴーあいれー
だー

plane position indicator
radar, PPI rader

回転式アンテナで物体からの反射波を受信し，その表
示は，円形もしくは扇型などにて示される．

ｐｐｍ ぴーぴーえむ parts per million, ppm 百万分の一（10-6）を表わす単位

ｐｐｔ ぴーぴーてぃ parts per trillion, ppt 一兆分の一（10-12）を表わす単位．

ｐｐｂ ぴーぴーびー parts per billion, ppb 十億分の一（10-9）を表わす単位．



ヒービング ひーびんぐ heaving 上載荷重の除去や掘削に伴って，掘削面の土がすべり
破壊を起こして盛り上がる現象．盤膨れともいう．

ヒービング圧力 ひーびんぐあつりょ
く

heaving pressure 凍結による膨張や上載荷重の除去などによる地盤の膨
れ上がりによって，構造物に作用する土圧．

ヒーブ ひーぶ heave 引っ張ること．断層による地層や鉱脈の水平ずれ（転
差）．水平傾斜移動．

Ｐヘッドウェー
ブ

ぴーへっどうぇーぶ P head wave 屈折により第２層を経由した後，地表に達したＰ波．

ビーム形重力計 びーむがたじゅう
りょくけい

精度を上げるために開発された重力計の型．ビームの
先端に質量をおき，てこの原理で精度を上げている．

ビールレンデル
階

びーるれんでるかい Vierlander stage ハンブルグ地方に分布する新第三系の海成層で，化石
に富む砂岩からなり，層厚数十ｍの地層．

火打石 ひうちいし flint, Fire-stone チャート質岩石のうちの特殊なタイプ．チャートの同
義語としても使われることもある．

火打断層 ひうちだんそう Hiuchi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．阿寺断層
の南西側，岐阜県下呂町を北東方向に走る北西走向の
阿寺断層と共役関係にある延長15㎞の断層．

比叡断層 ひえいだんそう Hiei fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級．大津市の滋賀里
～皇子ヶ丘付近で山麓部の扇状地下に潜在するとされ
る．

ピエゾコーン ぴえぞこーん piezocone 先端抵抗・周面摩擦力・間隙圧の３成分を計測できる
多成分コーン．

ピエゾコーン試
験

ぴえぞこーんしけん piezo cone test コーンを静的に地盤に貫入させ，貫入時の先端抵抗と
間隙水圧を電気的に測定する原位置試験をいう．

ピエゾ水頭 ぴえぞすいとう piezo head 管水路の管壁に立てたガラス管内でみられる水位上昇
の基準面よりの高さ．

ピエゾ電気効果 ぴえぞでんきこうか piezoelectric effect 圧電効果ともいう．結晶が特定の方向に圧縮されたり
伸張された場合，その結晶の両端に電荷が生じるこ
と．地震発生時にみられる現象として地震電波や発光
現象があるが，地震電波は岩石を構成する鉱物のこの
効果によって発生する．

ピエゾメータ ぴえぞめーた piezometer 間隙水圧計と同義．

ピエゾメータ管 ぴえぞめーたかん piezometric tube ピエゾメータに水を取り入れるチップと圧力測定部を
連結する管．

ピエゾメータ水
頭

ぴえぞめーたすいと
う

piezometric head 帯水層中のある点に立てた水位管（ピエゾメータ）の
中に現われる水面の基準面からの高さ．



稗田山地すべり ひえだやまじすべり the Hiedayama landslide 1911年8月に稗田山山腹約150万m3が大崩壊し，土石流と
なって流下し，姫川を一時堰き止めた．３日後に決壊
し，下流の民家などの流失がみられた．これにより河
床は最大60m上昇した．

非円筒状褶曲 ひえんとうじょう
しゅうきょく

noncylindrical fold 直線を平行に移動させることでは表現できないような
褶曲面をもつ褶曲．

ビオー方程式 びおーほうていしき Biot's equation 三次元圧密状態で圧密沈下量を導く線形弾性圧密理論
の一つ．

日置層群 ひおきそうぐん Hioki Group 山口県西端の特牛付近に分布する新第三系前期中新統
の堆積岩類で化石を多産する.

樋押し坑道 ひおしこうどう drift 鉱床に沿って掘削された水平坑道で探査や採掘，運搬
路としても利用される．

ビオ・フレネル
の法則

びおふれねるのほう
そく

Biot-Fresnel's law 光学的異方性を示す物質内において，ある方向に進む
二つの偏光波の振動方向に関する法則．

砒華 ひか arsenolite As2O3．ひ素(砒素)を主成分とする鉱物の分解により生
成される．また鉱山火災による昇華物として生じる．
方ひ素(砒素)華ともいう．

被害地震 ひがいじしん damaged earthquakes 明確に被害履歴がわかる地震．明治以前のものは遺跡
や古文書による．我が国では599年に被害を伴った地震
があったことが｢日本書紀｣に書かれているのが最古．

非海成堆積物 ひかいせいたいせき
ぶつ

non-marine sediments 風成，河成，湖成などの陸上堆積物．海成堆積物以外
の堆積物の総称．

控え ひかえ strut, stay, brace,
shore

切ばり，腹起しなどが外力に耐える力を保つための内
側部材．

控え壁式橋台 ひかえかべしききょ
うだい

counterforted type
abutment, counterforted
abutment

橋台の壁部を補強するために土圧の作用する側に直角
に張り出した壁を設けたもの．

控え壁擁壁 ひかえかべようへき counterforted type
retaining wall,
counterforted retaining
wall

たて壁を補強するために土圧の作用する側に直角に張
り出した壁を設けた擁壁．

控え杭 ひかえぐい raking pile 矢板や土止め杭などとワイヤなどで結ばれて補強のた
めに用いられる短い杭．

皮殻 ひかく crust ①乾燥した土壌表面にできる砕けやすい薄い緻密な
堀．
②有孔虫の殻の表面を覆う石灰質の皮．

皮殻岩 ひかくがん shell rock 横臥背斜で，核岩を殻のように包みこんでいる岩石．

比較測定（重力
の）

ひかくそくてい
（じゅうりょくの）

relative measurement,
relative measurement of
gravity

基準量と比較して測定すること．ある基準点の重力値
と比較して地球上の各点で重力値を測定すること．



微角礫岩 びかくれきがん microbreccia 砂より少し大きい粒径の，非常に角ばった石質粒子か
らなる礫岩．カタクラサイト化により母岩が小角礫状
に破砕されたもの．

非火山性温泉 ひかざんせいおんせ
ん

non-volcanic type hot
spring

熱源が火山活動と密接に関係していることが明らかで
ない温泉のこと．地下深所（深層）で暖められ
た地下水や，地殻変動などで古い海水が地中に閉じこ
められているものなど．

非火山性静岩圧
系地熱貯留層

ひかざんせいせいが
んあつけいちねつ
ちょりゅうそう

lithostatic pressure
hydrothermal system
reservoir

非火山性熱源によって加温された深層熱水を，キャッ
プロックによる被圧状態下で貯留する地層または断裂
系．

非火山性地熱 ひかざんせいちねつ non-volcanic geothermy 火山性熱源以外の熱源から供給された岩盤中の熱．地
殻の放射性物質の壊変やマントルからの熱を熱源とす
る．

非火山性熱水 ひかざんせいねっす
い

non-volcanic thermal
water

地殻の放射性物質の壊変による熱や，マントルからの
熱などの非火山性熱源によって加熱されて生じた熱
水．

東赤石かんらん
岩(橄欖岩)体

ひがしあかいしかん
らんがんたい

Higashiakaishi
peridotite mass

四国三波川変成帯のうち，別子南方の変成帯に調和的
に固体貫入しているかんらん岩(橄欖岩)体．レンズ状
にエクロジャイトを伴っている．

東アフリカ地溝
帯

ひがしあふりかちこ
うたい

East African Rift
Valleys

アフリカ東部の台地を南北4,000kmにわたって縦貫する
大地溝帯．中央海嶺と類似した特徴を持つ．

東余目ガス田 ひがしあまるめがす
でん

Higashiamarume gas field 山形県庄内平野の地震探査によって1957年に発見．
1975年開発．貯留岩は東余目背斜構造の丸山層上部の
砂岩．

東アルプスナッ
プ

ひがしあるぷすなっ
ぷ

Austro-Alpine nappes 東アルプスに認められるデッケ群で，上，中，下部に
区分されている．

東伊豆単成火山
群

ひがしいずたんせい
かざんぐん

Higashiizu monogenetic
volcano group

伊豆半島東南沖に連なるただ一回の噴火で生じた火山
島群．フィリッピン海プレートの火山フロントに相当
する．

東インド海溝系 ひがしいんどかいこ
うけい

East Indonesian trenches 東インド諸島（インドネシアの島々）付近の島弧－海
溝系．

東居辺断層 ひがしおりべだんそ
う

Higashioribe fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．北海道
十勝平野東縁山麓沿いに位置し延長13㎞．変位基準面

は段丘面で，平均変位速度0.1～0.2m/103年．

東川地すべり ひがしかわじすべり the Higashikawa
landslide

1953年に新潟県東頸城郡松之山町東川地内で発生した
第三紀層地すべり．松之山ドームの南東翼部に位置す
る流れ盤地すべり．

東シナ海大陸棚 ひがししなかいたい
りくだな

shelve of the East China
Sea

朝鮮半島から台湾海峡付近まで広がる非常に広い大陸
棚．

東太平洋海膨 ひがしたいへいよう
かいぼう

East Pacific rise 東太平洋に認められる中央海嶺で，太平洋の南東から
カリフォルニア湾を経由して，アラスカに達する．東
太平洋海嶺と同義．

東太平洋海嶺 ひがしたいへいよう
かいれい

East Pacific ridge 南太平洋のほぼ中央にある海底の大山脈．大洋底拡大
説では新しい地殻物質の供給源である．



東鳥取石 ひがしとっとりいし Higashi-Tottori ishi 大阪府南端部に産する石材．上部白亜系の和泉砂岩．
緑灰色・緻密．墓石・間知石など土木用に利用され
る．

東新潟ガス田 ひがしにいがたがす
でん

Higashi Niigata gas
field

新潟市東方に位置するガス田．1959年に発見．深度
1200～3400ｍの西山層，椎谷層，寺泊層の砂岩層から
産出．

東日本火山帯 ひがしにほんかざん
たい

East Japan volcanic belt 東日本島弧系に分布する火山全体を，一つの分布域と
してとらえた概念．

東日本島弧系 ひがしにほんとうこ
けい

East Japan arc system 千島弧－東北日本弧－伊豆小笠原弧－マリアナ弧と連
なる，太平洋プレートの沈み込みに関連した一連の島
弧の総称．

東メラネシア海
溝

ひがしめらねしあか
いこう

East Melanesian trench 南太平洋のサモア島からソロモン諸島にかけて西北西
－東南東に分布する海溝．

東山石 ひがしやまいし Higashiyama ishi ①福島県会津若松市東山町に産する新第三系前期の凝
灰岩．虎布石とも呼ばれる．土木用として利用され
る．
②高知県土佐清水市・中村市などに産する四万十累層
群中の粘板岩．土木用に利用される．

東山寺地すべり ひがしやまでらじす
べり

the Higashiyamadera
landslide

新潟県中頸城郡板倉町東山寺地区の第三紀層地すべ
り．鎌倉時代からの記録があり，旅僧の人柱説話で知
られる．

東山油田 ひがしやまゆでん Higashiyama oil field 新潟県長岡市東の油田．1951年発見．深度700ｍまでの
椎谷・寺泊層の背斜尖滅部の砂岩を貯留岩とする．

微化石 びかせき microfossil 顕微鏡サイズの微小な化石．放散虫・有孔虫・珪藻や
花粉・さんご（珊瑚）骨片・コノドントなど生物の一
部であったもの．

微化石層序学 びかせきそうじょが
く

microbiostratigraphy 有孔虫，コノドント，花粉などの微小な化石を用いた
地層区分および対比を行う層位学．

非可塑性粘土 ひかそせいねんど non-plastic clay 可塑性のない粘土の意味．特に著しい可塑性を示す粘
土以外のものをさす．

干潟 ひがた tidal flat 潮間帯に広がる平坦な堆積面で，低潮時に広範囲に露
出する．一般に，その規模は潮位差の大きさと比例関
係がある．

非活動縁辺域 ひかつどうえんぺん
いき

passive margin 大洋の両側の大陸縁辺域で，大陸が分裂・拡大した結
果形成されたもので，火成活動や造山運動は不活発．

氷上花崗岩 ひかみかこうがん Hikami granite 岩手県陸前高田市北方の氷上山を中心とした花崗岩体
と，周辺に分布する同時期の小岩体．

光ディスク ひかりでぃすく optical disk 光を使って情報の読み出しと書き込みができる円盤状
の記憶媒体．

光年代測定 ひかりねんだいそく
てい

optical age
determination

熱ルミネッセンス法と同様に不対電子の濃度から年代
を求める方法で，熱の代わりにレーザー光の照射に
よって励起させて生じる蛍光の強さを測定する．太陽
光の曝露でリセットされることから堆積年代の測定に
適していると考えられている．



光ファイバセン
サ

ひかりふぁいばせん
さ

optical fiber sensor 構造物のひずみや温度を測定するセンサ．光ファイバ
沿いのひずみや温度の分布が把握でき，構造物の維持
管理やコンクリートダムの温度測定に用いられる．

ビカリヤ びかりや Vicarya 主として中新世に栄えた腹足類の絶滅種で，殻は塔
状，螺層を持ち棘状突起がある．示準化石および示相
化石として用いられている．

光ルミネッセン
ス年代測定法

ひかりるみねっせん
すねんだいそくてい
ほう

optically stimulated
luminescence

自然放射線の被曝により鉱物・結晶などに含まれる放
射線損傷が時間とともに増加することを利用した年代
測定法で，ある波長の光を石英粒に当てたときに，放
射線損傷の解消により発光することを利用して，放射
線損傷量を発光強度として検出するもの．

氷川統 ひかわとう Hikawa series 上部石炭系の上部に相当し，熊本県泉村の模式地では
石灰岩からなる．化石からはカウビー統とされてい
る．

樋管 ひかん sluiceway 堤体内を暗きょ（暗渠）で横断する設備で規模が小さ
いもの．

非乾燥法 ひかんそうほう non dry method
non desiccation method

突き固め試験において，採取した試料をそのままの含
水状態で用いる方法．

美観地区 びかんちく landscape architecture
area

市街地の美観を維持するため，建築物の敷地・構造・
設備などに関し制限を受ける地域．

比貫入抵抗値 ひかんにゅうていこ
うち

specific driving
resistance

比貫入試験装置の地盤中への打ち込みに必要な，ハン
マーのエネルギーに関係づけられた値．
貫入試験において，抵抗体を地盤の単位体積分貫入さ
せるのに必要なハンマーのエネルギー．

引金作用 ひきがねさよう trigger action 潮汐による地震の誘発など，微小な出来事が作用して
大事件につながること．

引きずり褶曲 ひきずりしゅうきょ
く

drag fold 物性の異なる層状岩体がその境界をすべり面としてず
れる場合，相対的に変形しやすいインコンピテント層
が引きずられて生じる小褶曲構造．逆転褶曲の識別に
役立つ．

引波 ひきなみ back swash 岸に打ち寄せた波が戻るときの流れ．船や堤防で跳ね
返された波や流れ．

引抜極限耐力 ひきぬききょくげん
たいりょく

pull-out ultimate
bearing capasity

ロックボルトなどの引抜試験の際，変位量が急増し，
荷重が増加しなくなった時の荷重．

引抜降伏耐力 ひきぬきこうふくた
いりょく

pull out yield bearing
capacity

ロックボルトなどの引抜試験の際，引抜荷重と変位量
との関係図で変曲点となる荷重の最小値．

引抜試験 ひきぬきしけん pulling test, pull-out
test

ロックボルトやグラウンドアンカーの頭部に引張力を
作用させ，所要の力学性を有するかを調べる試験．

引抜抵抗 ひきぬきていこう pull-out resistance,
pulling resistance

ロックボルトを地山（岩盤）に打設後，引抜力を負荷
した際の抵抗.極限引抜抵抗と降伏引抜抵抗がある.

引抜力 ひきぬきりょく pulling force 杭などを引抜こうとする力．長期的なものと地震時の
ロッキングのような短期のものがある．



匹見層群 ひきみそうぐん Hikimi Group 島根県匹見町を中心に広島･島根県境周辺に分布する再
結晶化の進んだ白亜系の酸性凝灰岩～溶結凝灰岩層．
地溝状陥没帯を形成している．

比吸水率 ひきゅうすいりつ specific absorption 物質の吸水状態の体積と飽和状態の体積の比．物質の
吸水能力の大きさを示す．

非強靭層 ひきょうじんそう incompetent bed 変形に対して相対的に流動しやすい層で，物性の異な
る層状岩体が褶曲する際には受動的に変形する．

非均質 ひきんしつ heterogeneity,
heterogeneous,
inhomogeneous

不均質と同義

非金属 ひきんぞく non-metal 金属光沢がないことや電気抵抗が大きいことなど，金
属の性質を持たない物質．

非金属鉱床 ひきんぞくこうしょ
う

non-metallic deposit 資源として開発可能な鉱床のうち，稼行対象が非金属
であるもの．なお燃料鉱床は含めない．

非金属光沢 ひきんぞくこうたく non-metallic lustre 不透明鉱物が持つような，金属のような光沢とは異な
る光沢．透明～半透明な鉱物の持つ光沢で，内部のへ
き開（劈開）面・裂開面からの反射による．

非金属鉱物 ひきんぞくこうぶつ non-metallic mineral その鉱物が持つ化学的・物理的性質を利用する各種工
業の原料となる鉱物．珪石・長石・石灰石など．

非金属鉱物資源 ひきんぞくこうぶつ
しげん

non-metalic mineral
resource

金属の抽出を目的とせず，その化学的・物理的性質が
利用できる天然鉱物資源（化石燃料資源を除く）．

ピクノメータ ぴくのめーた pycnometer 粒状土の比重を測定するための器具．比重びんともい
う．

髭結晶 ひげけっしょう whisker 針状，毛髪状，リボン状で良く伸長した形状の結晶．
針ニッケル鉱，毛鉱などで顕著．この形状の結晶は物
理的な強度に優れている．

非結晶質岩石 ひけっしょうしつが
んせき

non-crystalline rock,
amorphous rock

マグマの急冷によって生成するガラス質の岩石で，黒
曜石・松脂岩・真珠岩などがこれに当たる．

非顕晶質 ひけんしょうしつ aphanitic 岩石を粒度で区分した場合，肉眼では構成鉱物が識別
できないものをさす．

非顕晶質岩 ひけんしょうしつが
ん

aphanite 肉眼で識別できないような微細結晶から構成される暗
色細粒な火成岩．

非構造 ひこうぞう nontectonic 地殻変動に由来しない構造．地表での重力や化学変化
に伴ってできた構造．クリープや海底地すべり堆積物
など．

微構造 びこうぞう microstructure 構造運動に伴って生じた，顕微鏡下でのみ観察される
規模の片理，鉱物配列などの微細構造．



微構造論 びこうぞうろん microtectonics 顕微鏡的なスケールの構造を基礎として，大きい構造
運動を解明する研究．

微高地 びこうち slightly higher land 低平地にあって周囲よりも0.5～3.0m程度高い土地.

ｐｇ ぴこぐらむ picogram 一兆分の一（10-12）グラムを表わす単位．

非固結岩屑土 ひこけつがんせつど regosol 明瞭な土壌化の認められない，非固結堆積物に対する
土壌型名．現世の砂丘堆積物などが相当する．非成帯
性土壌の一つ．レゴソルともいう．

微古生物学 びこせいぶつがく micropaleontology 有孔虫，コノドント，放散虫，花粉などの微小な化石
を対象とした古生物学の一分野．石油探査への応用に
より発展した．

肥後変成岩類 ひごへんせいがんる
い

Higo metamorphic rocks 肥後変成帯を構成する変成岩類の総称．主に砂質・泥
質の縞状片麻岩，片岩，珪質縞状片麻岩，結晶質石灰
岩からなる．

肥後変成帯 ひごへんせいたい Higo metamorphic belt 熊本県八代市北東の臼杵－八代構造線を南限として，
その構造線に沿って細長く分布する低圧高温型変成
帯．領家・肥後変成帯ともいう．

日頃市統 ひころいちとう Hikoroichi series 北上，阿武隈山地に分布する下部石炭系の下部．泥
岩，凝灰岩，石灰岩などからなる．トゥルネー～エト
ロウンクト～ビゼー統に相当する．

飛砂 ひさ sand drifting, blown
sand

砂粒が風によって運ばれる現象，あるいはそのような
状態にある砂粒．飛砂の堆積したものの一つが砂丘．

微細組織成分分
析

びさいそしきせいぶ
んぶんせき

composition analysis of
microscopic texture

顕微鏡観察によって石炭の単位組成成分（マセラル）
の構成を分析すること．

微細粒子 びさいりゅうし very fine particle 粘土またはコロイドに相当する粒子．

久江地すべり ひさえじすべり the Hisae landslide 1904年に石川県久江で発生した地すべり．

久枝石 ひさえだいし Hisaeda ishi 千葉県房総半島南端に分布する中新統凝灰岩．多くの
産地で色々な呼称を持つ．土木用に用いられる．

飛砂現象 ひさげんしょう aeolian sand transport 広義には土質や場所にかかわらず土砂が風によって移
動する現象の総称．狭義には海岸で砂が風によって移
動する現象をさす．

飛砂採取器 ひささいしゅき sand trap 飛砂を捕捉し，飛砂量を測定する装置.

久末地すべり ひさすえじすべり the Hisasue landslide 1965年梅雨期に神奈川県川崎市久末で発生．谷頂部の
石炭灰による盛土が崩れた．



肥薩火山岩類 ひさつかざんがんる
い

Hisatsu volcanic rocks 熊本・鹿児島県境に位置する矢筈岳・鬼が岳火山群,上
場溶岩台地などを構成する第三系火山岩類の総称．

飛砂防止工 ひさぼうしこう protection of wind-blown
sand, wind-blown sand
prevention works

海岸砂防工の一種．海岸砂地を固定し，飛砂による
害，砂丘の移動や海岸の浸食を防止する目的の工事．
主に編柵工や黒松などの造林を行う．

比産出率 ひさんしゅつりつ specific yield 飽和した単位体積の岩石・土壌が重力排水で産出でき
る水の体積の全体積に対する割合．不圧地下水につい
ては貯留係数に等しい．

比残留率 ひざんりゅうりつ specific retention 飽和していた岩石・土壌が，重力排水後も保持してい
る水の体積の全体積に対する割合．

微視異方性 びしいほうせい microscopic anisotropy 鉱物，片岩などの変成岩，頁岩，石灰岩などの堆積岩
中に認められる小さな異方性．

肘折 ひじおり Hijiori 山形県中西部の地名．直径約2㎞のカルデラ地形を成
し，肘折シラスや肘折尾花沢テフラを噴出．高温岩体
の研究地．

肘折カルデラ ひじおりかるでら Hijiori caldera 山形県中西部にあるカルデラで，上部中新統を基盤と
している．深部に高温部分を有し，高温岩体発電に関
する実験サイトとなった．

肘折テフラ ひじおりてふら Hijiori tephra 山形県の肘折カルデラから約１万年前に火砕流を伴っ
て噴出したテフラで，縄文時代早期の指標層．

菱刈鉱山 ひしかりこうざん Hishikari mine 鹿児島県北東部の浅熱水性鉱脈型金銀鉱床を採掘して
いる鉱山．1981年四万十累層群中に富鉱体を発見．日
本最大の埋蔵金量約260t，平均品位50 g/t．

比磁化率 ひじかりつ specific susceptibility 単位質量あたりの磁化率．

微視クラック びしくらっく microcrack, hair crack 微小な割れ目．顕微鏡から肉眼で確認できる大きさ程
度まで．破壊の初期段階で生じると言われる．

非地震性地殻変
動

ひじしんせいちかく
へんどう

aseismic crustal
movement

地震と直接つながりのない地殻変動．氷河が溶けだし
て隆起する場合や，湖水が蒸発して隆起するなどの事
例がある．汎地球的にはハイドロアイソスタシーとい
う現象がある．これは，海水の増加による海底の沈降
と付近の陸の隆起が考えられている．

非磁性ドリルカ
ラー

ひじせいどりるか
らー

non-magnetic drill
collar

電磁式方位測定器を使用するために開発された非磁性
材料で造られたドリルカラー．

非持石英閃緑岩 ひじせきえいせん
りょくがん

Hiji quartz diorite 古期領家花崗岩類に属する，鹿塩構造帯に沿って分布
する片麻状トーナル岩～花崗閃緑岩．

微視的破壊 びしてきはかい microfracture 物質内部には鉱物粒境界や微小クラックなどの力学的
欠陥を含んでいるが，それらが外部応力で破壊される
状態をいう．破壊されるときに生じる弾性波をアコー
ステイックエミッション(ＡＥ)という．

ビシニュー片岩 びしにゅーへんがん Vishnu schist コロラド高原に分布する先カンブリア系．珪岩，石英
雲母片岩，絹雲母片岩，角閃岩を主体とする．



非自噴性被圧地
下水

ひじふんせいひあつ
ちかすい

non-flowing confined
groundwater

被圧地下水を胚胎する帯水層に井戸を掘削した際，地
上に自噴しない地下水．単に非自噴性被圧水ともい
う．

微斜カリ長石 びしゃかりちょうせ
き

microcline 微斜長石と同義．

微斜長石 びしゃちょうせき microcline KAlSi3O8，三斜晶系，硬度６，比重2.55．光学性は二軸

性(-)を示す．酸性火成岩中に産出する．

比重 ひじゅう specific gravity 物質の質量と同体積の１気圧，4℃の純粋な水の質量の
比．

比重計 ひじゅうけい densimeter, specific
gravity meter,
hydrometer

比重（密度）の測定機器の総称．

比重計法 ひじゅうけいほう hydrometer method 粒度分析法の一種．ストークスの法則を利用して沈降
時間と沈降深さとの関係から，沈降粒子の粒径を求め
る方法．

比重試験 ひじゅうしけん specific gravity test 物質の比重を求めるための試験．

非自由水 ひじゆうすい unfree water 結合水のこと．土粒子の表面に吸着され，ほとんど動
かない．

比重選鉱 ひじゅうせんこう gravity concentration,
gravity separation

鉱石の選鉱法の一種．鉱石鉱物を選別する際に，比重
差を利用するもの．

比重びん ひじゅうびん pycnometer 固体や液体の比重を測定するためのびん．

比重びん容積計 ひじゅうびんようせ
きけい

pycnometer volumeter 比重ビン（ピクノメータ）を利用して固体の容積を測
定する器具．

比重浮ひょう ひじゅうふひょう specific gravity
hydrometer

土の粒度試験に用いる用具で，15℃の水中で1.000の読
みを示すもの．

比重浮ひょう定
数

ひじゅうふひょうて
いすう

constant of specific
gravity hydrometer

比重浮ひょうの検定によって得られた球部の体積や長
さおよびメニスカス補正などの固有の値．

比重浮ひょうに
よる粒度測定

ひじゅうふひょうに
よるりゅうどそくて
い

grain size analysis by
hydrometer

土の粒度試験において，74μmより小さい試料の粒度を
測定する方法．

比重浮ひょうの
有効深さ

ひじゅうふひょうの
ゆうこうふかさ

effective depth of
hydrometer

比重浮ひょうの各読みとりより算出される値で，沈降
分析結果の粒度の計算に用いる．

微重力 びじゅうりょく microgravity 衛星軌道上での重力は０ではなく，周囲から微小の重
力を受ける．この重力のこと．



非樹木花粉（Ｎ
ＡＰ）

ひじゅもくかふん
（えぬえーぴー）

non-arboreal pollen, NAP 樹木以外の花粉．ＮＡＰ・草木花粉ともいう．イネ科
の花粉は森林密度や人類の農耕に関する研究などで注
目される．

眉丈山第２断層 びじょうざんだいに
だんそう

Bijouzan-daini fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．能登半島
中南部，邑知地溝帯の北西側に位置し延長10㎞．

微小地震 びしょうじしん micro earthquake 地震エネルギーの単位であるマグニチュード(M)が，
3>M≧1の地震．通常は無感地震．

非晶質 ひしょうしつ amorphous 結晶質でない物質を形容する語．岩石に対してはガラ
ス質の語を用いる．

微晶質 びしょうしつ microcrystalline 岩石の構成鉱物が，顕微鏡下でのみ識別できる大きさ
の岩石の組織．

非晶質粘土 ひしょうしつねんど non-crystalline clay,
amorphous clay

原子配列において小範囲の規則性のみを持つ粘土．ア
ロフェン・非晶質鉄・含水アルミニウム酸化物などが
代表例．

微焦点エックス
線管

びしょうてんえっく
すせんかん

microfocus X-ray tube Ｘ線管の対陰極の電子が当たる焦点が，非常に小さく
（通常0.1mm以下），通常のＸ線管に比べ電束の強いＸ
線が得られるもの．

微小破壊 びしょうはかい microcracking ①物体に荷重を加えたときに最大荷重（ピーク強度）
に先立って物体内部で生じる微小な破壊．この時に発
生する音波がアコースティックエミッション(AE)．
②地震の本震の前に発生する岩盤の局部的な破壊．

微小破壊音 びしょうはかいおん acoustic emission ＡＥ(アコースティックエミッション)と同義．

微小変形 びしょうへんけい micro strain 外力により物体内に発生した応力によって生ずる微小
な変形で，弾性理論がほぼ適用できるとされる．

比色計 ひしょくけい colorimeter 基準色と測定対象の色の濃淡の違いを測定する装置．
測定方法として，吸光光度法や蛍光強度法などがあ
る．

比色定量法 ひしょくていりょう
ほう

colorimetric analysys 比色分析と同義．

比色分析 ひしょくぶんせき colorimetric analysis 試料の色調や色の濃度を標準試料と比較することによ
り定量分析する方法．

ビショップ式圧
密試験装置

びしょっぷしきあつ
みつしけんそうち

Bishop consolidometer 圧密や圧縮特性を調べるために，時間による試料の圧
縮量が記録される圧密試験器．

ビショップ式サ
ンプラ

びしょっぷしきさん
ぷら

Bishop sampler サンプルチューブからの脱落防止のために，圧縮空気
を利用するソイルサンプラ．

ビショップ法 びしょっぷほう Bishop's method ビショップが提唱した円弧すべり面法の一種．スライ
ス間力を考慮に入れて，地すべり土塊の各鉛直スライ
スに働く力のつり合いを考えた安定解析法．



微震 びしん slight earthquake 気象庁が定める地震の震度１の呼称．計測震度計に
よって観測される計測震度0.5～1.5の地震に対応す
る．

非震性海嶺 ひしんせいかいれい aseismic ridge 地震活動の全く無い海嶺．海面下に没した島弧や古い
時代に活動した海底火山列などがある．

ひすい（翡翠） ひすい jade 鉱物学的にはひすい輝石あるいはアクチノ閃石，透閃
石（ネフライト）の緻密な集合体．緑色が尊ばれる
が，様々な色調のものがある．

ヒステリシス ひすてりしす hysteresis 土や岩石などの応力－ひずみ関係において，応力増加
時と減少時でひずみが異なる性質．

ヒステリシス曲
線

ひすてりしすきょく
せん

hysteresis curve,
hysteresis loop

１サイクルの載荷と除荷の過程で異なる経路を通る応
力履歴曲線．一般的材料は永久ひずみが残る．

ヒステリシス
ループ

ひすてりしするーぷ hysteresis loop 動的荷重を受けた土や岩石の応力－ひずみ関係は紡錘
形の曲線ループを描く．この曲線を呼ぶ．

ヒストグラム ひすとぐらむ histogram 横軸に区間分けした変数をとり，測値の度数分布を柱
状に表した図．

ヒストソル ひすとそる histosols 土壌分類の一つで，有機質土壌を表す．泥炭土，黒泥
土などを含む．

ピストンエキス
テンションロッ
ド

ぴすとんえきすてん
しょんろっど

piston extention rod 固定ピストン式サンプラのピストン固定のために，ピ
ストンと地上の固定点を接続するロッド．

ピストン型積算
体積計

ぴすとんがたせきさ
んたいせきけい

piston-type integrating
volumeter

容積流量計の一種.計器内を通過する流体の測定ますに
ピストンを利用したもの.

ピストン型土圧
計

ぴすとんがたどあつ
けい

piston-type earth
pressure meter

厚い受圧板で,ピストン式に受圧板全体が変位する型の
土圧計．

ピストン型面積
流量計

ぴすとんがためんせ
きりゅうりょうけい

piston-type area flow
meter

面積流量計の一種．管路のしぼりにピストンを用い，
ピストンの位置を測定することにより流量が求められ
る．

ピストン式コア
ラー

ぴすとんしきこあ
らー

piston corer 海底面に鉛直に貫入させ，底質の柱状試料を採取する
円筒サンプラ．

ピストン式サン
プラ

ぴすとんしきさんぷ
ら

piston sampler サンプリングチューブの中のピストンの真空作用によ
り試料の落下を防止するサンプラ．

ピストンシリン
ダー型高圧装置

ぴすとんしりんだー
がたこうあつそうち

piston-cylinder type
high-pressure apparatus

高圧発生装置の一種．シリンダー内の試料に対して，
上下のピストンで内部を圧縮して高圧を発生させる装
置．

ピストンロッド ぴすとんろっど piston rod ピストン式サンプラのピストンに接続するロッド．



ビスマス石 びすますいし bismuthinite,
bismuthglance

Bi2S3，斜方晶系，硬度２，比重6.7～6.8．高温の熱水

鉱床に見られるビスマスの鉱石鉱物．(010)に平行なへ
き開（劈開）を有する．輝蒼鉛鉱ともいう．

ビスマス鉱床 びすますこうしょう bismuth deposit 蒼鉛(Bi)を含む鉱床．Cu，Agなどの鉱石の副産物とし
て産出．割れ目充填鉱脈や熱水交代鉱床が主体．生
野・明延鉱山での産出がある．

ひずみ ひずみ strain 物体の変形度合いを表す量．長さの変化量を元の長さ
で割った軸ひずみ，せん断変形による角度変化の正接
(tan)で表すせん断ひずみ，体積変化の割合を表す体積
ひずみがある．

ひずみ依存性 ひずみいぞんせい strain-dependence 物性値がひずみの大きさに支配される性質．土や岩は
非線形性を有し，変形特性はひずみの大きさにより変
化する．

ひずみ依存特性 ひずみいぞんとくせ
い

characteristic of
strain-dependence

ひずみ依存性と同義．土の動的剛性率のひずみ依存特
性ではHardin-Drnevichi，Ramberg-Osgoodなどの各モ
デルがある．

ひずみエネル
ギー

ひずみえねるぎー strain energy 弾性体に外力が加わったとき，弾性体は変形する．こ
のときに弾性体内に貯えられるエネルギーのこと．

ひずみエネル
ギー法

ひずみえねるぎーほ
う

strain energy method 仮想仕事の原理に基づき，構造物に作用する外力に対
する応力や変形を求める方法．

ひずみ解放曲線 ひずみかいほうきょ
くせん

strain release curve ある地震系列で，縦軸に放出波動エネルギーの平方根
の積算を，横軸に時間をプロットした曲線．変形回復
曲線ともいう．

ひずみ計 ひずみけい strain-gauge, strain
gauge, strain-meter

①地震，地すべりなどの外力によって生じる，地盤の
伸び縮みやせん断に伴う変位を検出するための装置．
②コンクリート構造物や鋼材などに取り付け，外力に
よって生じるひずみを測定する計器

ひずみゲージ ひずみげーじ strain gage, strain
gauge

絶縁体のベースにひずみを検出する金属細線，金属箔
または半導体を接着したもので，物体に貼付して物体
に生じるひずみの測定に用いられる．また，荷重計，
変位計など各種のひずみゲージ式変換器が作られてい
る．

ひずみゲージ式
計器

ひずみげーじしきけ
いき

strain gage transducer 応力，圧力，変位など物理量の変化を感知する部分に
ひずみゲージを使用して電気的に計測する方式の計
器．

ひずみゲージ式
土圧計

ひすみげーじしきど
あつけい

strain gauge type earth
pressure cell

受圧板または二次ダイアフラム型土圧計の二次ダイア
フラムの変形をひずみゲージで計測する土圧計.

ひずみ硬化 ひずみこうか strain hardening 結晶体に塑性変形が生じると，塑性変形に対する抵抗
力（変形応力）が増加して堅くなること．

ひずみ－時間曲
線

ひずみじかんきょく
せん

strain-time curve 土や岩石供試体のクリープ変形の特性を，縦軸にひず
み，横軸に時間をプロットして示したもの．クリープ
曲線ともいう．

ひずみ地震計 ひずみじしんけい strain seismograph 溶融水晶棒を用いた地震計で，地震波により生じた２
点間のひずみ変化を電流計で測定する．雑微動や温度
変化を避けるため洞穴内に設置する．

ひずみ修正 ひずみしゅうせい rectification 空中写真測量において，垂直写真を真の鉛直写真に，
飛行高度の異なる写真を同高度の写真に調整するこ
と．



ひずみ制御 ひずみせいぎょ strain control 載荷試験で，供試体のひずみ速度を一定に保つこと．

ひずみ制御型載
荷

ひずみせいぎょがた
さいか

strain controlled
loading

ひずみ制御を行いながら載荷すること．

ひずみ制御式一
軸圧縮試験

ひずみせいぎょしき
いちじくあっしゅく
しけん

strain controlled
unconfined compression
test

ひずみ制御型載荷で行う一軸圧縮試験．

ひずみ制御法 ひずみせいぎょほう  strain control method ひずみ制御方式で行う各種の試験方法．

ひずみ度 ひずみど skewness 頻度分布曲線が中心（平均値）に対して対称でない程
度．わい（歪）度ともいう．

ひずみ軟化 ひずみなんか strain softening 塑性ひずみが増えると，降伏応力が減る性質．

ひずみ軟化型 ひずみなんかがた strain-softening type 降伏後の塑性状態でひずみの増大につれ応力が減少す
る材料の型．この状態で再載荷すると降伏荷重が低下
する．

ひずみ軟化則 ひずみなんかそく strain-softening theory ひずみ軟化型と同義．dσ/dε<0（σ；荷重，ε；ひず
み）を示すこと．一般に硬岩であるほど急激なひずみ
軟化を示す

ひずみの主軸 ひずみのしゅじく principal axes of strain ひずみ楕円体で変形の前後で互いに直角の関係が変わ
らない方向(変形前の位置）．

ひずみ不連続面 ひずみふれんぞくめ
ん

strain discontinuity 地層などの変形において，ひずみの一様なせん断部分
での変位を伴わない境界面．例えばキンクバンド境界
面など．

ひずみ履歴 ひずみりれき strain history 土の骨組みが受けてきた応力に対応したひずみの履
歴．

非整合 ひせいごう disconformity 上下の地層間の不連続を表す用語．不連続の規模が小
さい場合には平行不整合と同義で，間隙時間が比較的
短い場合にはダイアステムと同義．

非整合貫入 ひせいごうかんにゅ
う

discordant injection 岩脈のように地層の構造を切ってマグマが貫入する形
態．非調和注入と同義．

非成帯性土壌 ひせいたいせいど
じょう

azonal soil 重要な土壌生成因子である気候・植生と無関係な土壌
で，土壌層位は未発達なもの．

微生物探査 びせいぶつたんさ microbial prospecting 微生物のうち，特に石油炭化水素酸化菌を対象とし
て，その有無および活動性を探査する技術．石油・天
然ガスの探査に有効．

ビゼー海進 びぜーかいしん Visean transgression イギリス・ヨーロッパでの下部石炭紀の最大の海進．
日本では鬼丸海進に対応する．



ビゼー統 びぜーとう Visean series ビゼー海進に伴う下部石炭系上部の海進期層．一部角
礫岩を含む石灰岩を主体とする．アルデンヌ山地東部
のビゼーを模式地とする．

飛跡 ひせき track 荷電粒子の通禍跡．飛跡の長さは通常10μｍ程度．鉱
物中のウランの飛跡を利用した年代測定法がある．

非接触型変位計 ひせっしょくがたへ
んいけい

non-contact type
displacement gauge

２点間の変位を非接触で計測できる計器.レーザー光，
超音波などを利用した変位計.

非線形圧密理論 ひせんけいあつみつ
りろん

non-linear consolidation
theory

テルツァーギの線形圧密理論に対し，応力－ひずみ関
係に非線形性を導入した圧密理論．

非線形計画法 ひせんけいけいかく
ほう

non-linear programming 目的関数や制約関数に非線形関数を含む場合の最適解
を求める方法．非線形最適化法とも呼ばれる．ニュー
トン法や共役勾配法などが用いられる．

非線形性 ひせんけいせい non-linear 二つ以上の変数の相関性を，明らかな直線関係として
表現できないこと．

非線形動的解析 ひせんけいどうてき
かいせき

non-linear dynamic
analysis

繰返しせん断荷重を与えた時の応力とひずみが比例関
係にない領域（非線形領域）での挙動解析（地盤震動
解析）．

非線形特性 ひせんけいとくせい non-linear
characteristics

応力やひずみレベルの違いあるいは載荷・除荷の応力
経路の違いにより，土や岩の変形特性が変化したり残
留変形が生じたりすること．

非線形変形解析 ひせんけいへんけい
かいせき

non-linear deformation
analysis

非線形領域での応力－ひずみ解析．非線形弾性解析と
弾塑性解析がある．大型空洞解析などに適用．

ひ素（砒素） ひそ arsenic 硫ひ鉄鉱（硫砒鉄鉱）・鶏冠石・石黄などを鉱石鉱物
とする元素で，一般に毒性があり，可溶性のものは強
い．

非造構過程 ひぞうこうかてい nontectonic process 重力などの作用により，地表付近で地すべりのような
地質構造を生ずる過程．造構運動で生じる構造過程と
区別．

非造山期 ひぞうざんき anorogenic period 断層・褶曲を伴う造山運動のない時期のことである
が，穏やかな昇降（造陸）運動を伴うことがある．

ピソライト ぴそらいと pisolite 豆石と同義．

日田石 ひたいし Hita ishi 大分県日田市・日田郡大山村周辺から産する石材．更
新統耶馬渓溶結凝灰岩．石碑・石垣・土台石・砕石に
利用．

比堆砂量 ひたいしゃりょう specific sedimentation
ratio

１平方キロメートルあたりの流域から１年間に貯水池
に蓄積される堆砂量．

非対称尾根 ひたいしょうおね asymmetrical ridge 非対称山稜と同義．



非対称谷 ひたいしょうこく asymmetric valley,
asymmetrical valley

谷壁斜面の傾斜が両岸で著しく異なる谷．地盤運動，
基盤岩の浸食抵抗力の違い，気候要素，河川の側方浸
食などが原因．

非対称山稜 ひたいしょうさん
りょう

asymmetrical ridge 山稜（尾根）を境に両側の斜面勾配が著しく異なるも
の．地質構造の違いや斜面ごとの小気候的な差異など
が原因．

非対称褶曲 ひたいしょうしゅう
きょく

asymmetrical fold 褶曲の両翼の形が軸面に対して非対称である褶曲．軸
面非対称褶曲と同義．

非対称的段丘 ひたいしょうてきだ
んきゅう

asymmetrical terrace 河谷の両岸で段丘の発達状況が異なり，非対称的な配
置を示す河岸段丘．多くは地盤の傾動運動に由来．

非対称反射モノ
クロメータ

ひたいしょうはん
しゃものくろめーた

asymmetrical crystal
monochrometor

単結晶モノクロメータ．Ｘ線を反射させる結晶の格子
面にやや斜めに反射させ，より強いＸ線が得られるも
の．

非対称リップル
マーク

ひたいしょうりっぷ
るまーく

asymmetric ripple mark 一定方向の水流により作られ，クレストの延長方向に
直交する断面上で，非対称な形態をもつリップルマー
ク．

飛騨外縁帯 ひだがいえんたい Hida marginal belt,
circum-Hida tectonic
zone

飛騨帯を囲む形で分布する構造帯で，古生界や変成岩
から構成される．

日高区 ひだかく Hidaka province 日高造山運動の影響を受けた地帯をさしたが，それを
構成する各構造帯の運動時期の違いが判明した．現在
では北海道中軸部の名称が一般的．

日高層群 ひだかそうぐん Hidaka Group 北海道の日高山脈周辺に分布する白亜紀～古第三紀の
付加体．砂岩・泥岩・チャート・緑色岩などから構成
される．

日高造山運動 ひだかぞうざんうん
どう

Hidaka orogeny 主に北海道日高山脈を形成した造山運動．アルプス造
山に対比されたが，最近は第三紀の島弧ないし火成活
動帯の深部～上部地殻衝上運動と考えられている．

日高大理石 ひだかだいりせき Hidaka marble 北海道沙流郡日高産石材．中生界大理石．白色・紅縞
などの大理石を産する．

日高地向斜 ひだかちこうしゃ Hidaka geosyncline 北海道中軸部（日高区）にかつて広がっていたと想定
されていた地向斜で，第三紀の日高造山運動で著しく
隆起．地向斜による造山論は現在あまり議論されてい
ない．

日高変成岩 ひだかへんせいがん Hidaka metamorphic rocks 日高変成帯を構成する緑色片岩相～角閃岩相の片麻
岩，片状ホルンフェルスなどの変成岩類．日高山脈の
中軸部を構成．

日高変成帯 ひだかへんせいたい Hidaka metamorphic belt 日高山脈の脊梁部に沿って分布する広域変成帯．白亜
紀後期～古第三紀の付加体堆積物などを原岩とし，グ
ラニュライト・片麻岩・片岩などの変成岩に花崗岩・
はんれい岩（斑糲岩）・かんらん岩（橄欖岩）などが
貫入している．

日高累層群 ひだかるいそうぐん Hidaka Supergroup 北海道空知－蝦夷帯と常呂帯に挟まれて日高帯を構成
する中生界白亜系～新生界古第三系．砂岩，泥岩，
チャート，緑色岩層を主体とする．

飛騨川豪雨 ひだがわごうう Hidagawa heavy rainfall 1968年8月17日～18日に岐阜県中部の飛騨川・長良川流
域で発生．最大１時間雨量114㎜．土石流によりバス２
台が転落し104人の死者をだした．一審判決「人災６
割，天災４割」は，最近の災害に人災との複合という
性格をもたせるようになった．



飛騨川地すべり ひだがわじすべり the Hidagawa landslide 飛騨川豪雨により浅谷急斜面に発生した非固結層の板
状すべり（岩屑すべり）．急峻な山腹に発生したため
土石流化．

飛騨準平原面 ひだじゅんへいげん
めん

Hida peneplain surface 岐阜県高山盆地周辺の高度1,000～1,500mの浸食小起伏
面．この面に沿った風化帯は一般的に厚い．

飛騨造陸運動 ひだぞうりくうんど
う

Hida epirogenesis 小林貞一(1941)が提唱した古生代の造山運動の一つ
で，これにより古日本脊梁が形成されたとする．

飛騨帯 ひだたい Hida belt 主として飛騨片麻岩，花崗岩類からなり，変成岩の源
岩が日本最古の岩石の可能性がある西南日本内帯の最
も北側の構造区．

飛騨大陸時代 ひだたいりくじだい Hida paleocontinent
period

飛騨片麻岩が古期の大陸構成岩の断片であるとする説
において，原生代から古生代初期にかけて日本列島付
近に大陸が存在していたとされる時代．

日立古生層 ひたちこせいそう Hitachi palaeozoic
Formation

阿武隈山地最南端に分布する古生界．主として粘板岩
帯とその西側の緑色片岩帯が北北東－南南西方向で配
列．

常陸小みかげ ひたちこみかげ Hitachi komikage 茨城県八溝山地南部真壁付近に産する石材．中生界黒
雲母花崗岩．細～中粒・胡麻塩状．主に土木用材とし
て利用．

日立石灰石鉱床
地区

ひたちせっかいせき
こうしょうちく

Hitachi limestone area 茨城県北部日立市付近（阿武隈山地南部）の古生代鮎
川層中の石灰石鉱床地区．多くの石灰石鉱山があっ
た．

常陸みかげ ひたちみかげ Hitachi mikage 茨城県八溝山地南部に産する石材．中生界花崗岩．細
～中粒．主に土木用材として利用される．

飛騨氷期 ひだひょうき Hida glacial stage 飛騨山脈の氷河地形を形成した氷期．最終氷期に対応
するとされるが，それ以前の氷期を含む可能性があ
る．

飛騨変成岩 ひだへんせいがん Hida metamorphic rock 飛騨変成帯を構成する片麻岩類．３回以上の重複した
変成作用と，２期の花崗岩類の貫入を受けている．

飛騨変成帯 ひだへんせいたい Hida metamorphic belt 飛騨山地から隠岐まで続く変成帯．西南日本内帯のう
ち，一番北側に位置する変成帯で，片麻岩を主体とす
る変成岩類および花崗岩から構成される．

飛騨片麻岩 ひだへんまがん Hida gneiss 飛騨変成帯を構成する主要岩石で，日本列島最古の片
麻岩．

左親指の法則 ひだりおやゆびのほ
うそく

left thumb rule トランシットの整準備操作時に，水準管気泡の移動す
る方向が，左親指の動く方向に一致するという法則．

左雁行褶曲 ひだりがんこうしゅ
うきょく

sinistral en echelon
folding, left-hand en
echelon folding

雁行状に配列する褶曲群において，一つの褶曲が伸長
方向に消滅しつつあるか，消滅した箇所で，その左側
に新たな褶曲が認められる場合をさす．

左雁行割れ目 ひだりがんこうわれ
め

left-hand echelon
fissures, left-stepping
open fracture

地震断層に沿って横ずれ成分があるときは，地表に雁
行割れ目が発達しやすい．雁行には２種あり，ある一
つの割れ目を末端までたどるとき，次の割れ目が左手
に見いだされるものをいう．杉の字型ともいう．反対
に右雁行はミの字型という．



左水平断層 ひだりすいへいだん
そう

left-lateral fault 左ずれの水平成分が卓越した断層．左ずれ断層と同
義．

左ずれ（断層） ひだりずれ（だんそ
う）

left-lateral fault 左ずれ断層と同義．

左ずれ ひだりずれ（だんそ
う）

left-lateral, left slip,
left-handed

断層の向こう側の地盤が左手方向に動くずれ．

左ずれ断層 ひだりずれだんそう left-lateral fault 断層の向こう側の地盤が左手方向に動く断層．

左横すべり断層 ひだりよこすべりだ
んそう

left-lateral fault 左ずれ断層と同義．

左横ずれ ひだりよこずれ left-lateral 左ずれ断層と同義．

非炭酸硬度 ひたんさんこうど noncarbonate hardness 硫酸塩・硝酸塩・塩化物などのような煮沸によって析
出しないカルシウムおよびマグネシウム塩による硬
度．永久硬度．

非弾性ひずみ回
復特性

ひだんせいひずみか
いふくとくせい

characteristic of
inelastic strain
recovery

応力解放後の岩石膨張が時間と共に減少する特性．等
方粘弾性体と仮定するとそのひずみ量は地下の応力に
比例する．

非弾性曲げ ひだんせいまげ inelastic bending 非弾性領域にある材料（物体）の曲げ．すなわち，材
料の一部で応力が降伏点を超えた状態での曲げ．

非弾性領域 ひだんせいりょうい
き

inelastic region 物体に作用した応力が増大すると一部が降伏し，応力
の増大に伴い降伏領域が広がる．この降伏領域のこ
と．

微地形 びちけい microtopography 地形図の等高線上では表現できないような起伏や比高
などの小さい地形．自然堤防，浜堤などの短時間で形
成され，変化する地形．

微地形分類 びちけいぶんるい microtopographical
classification

スケールによる地形分類で，縮尺1/5,000以上の地形図
で等高線間隔が0.2～1.0mで表し得るような地形の分
類．

ビチューメン びちゅーめん bitumen 抽出性有機物・れき青ともいう．

非調和 ひちょうわ discordant 地質構造や岩体の分布が周囲の地質構造と整合してい
ないこと．

非調和貫入 ひちょうわかんにゅ
う

discordant intrusion 岩脈のように，マグマの貫入が堆積構造や変成構造と
無関係に切る形で行われること.

非調和湖沼型 ひちょうわこしょう
がた

disharmonic lake type 湖沼を生物生産の内容・多少で分類した場合，生産の
内容が不均衡で，特殊な生物のみが繁殖している湖
沼．



非調和褶曲 ひちょうわしゅう
きょく

disharmonic fold 同一の褶曲構造のなかで，褶曲した地層などの面構造
の形態が細部において急激に変化し，全体と異なる形
態を示す褶曲．

非調和注入 ひちょうわちゅう
にゅう

discordant injection マグマが層理面・片理面などの構造を切って貫入する
こと．岩脈，岩床は非調和注入による火成岩体．

非調和バソリス ひちょうわばそりす discordant batholith 周囲の地層や岩石に対し，貫入形態および内部構造が
非調和的な大規模花崗岩体．

比貯留率 ひちょりゅうりつ specific storage 単位あたりの水頭の変化量に対し，単位体積の帯水層

から出し入れできる水量．単位はm-1．比貯留量とも呼
ぶ．

ビッカース硬度 びっかーすこうど Vickers hardness ビッカース硬度試験器により求まる物質の硬さの程
度．

ビッカース硬度
試験

びっかーすこうどし
けん

Vickers hardness test 四角錐のダイヤモンドを試験面に載荷し，その時の荷
重をできた窪みの面積で割った値を硬度とする試験．

引っかき硬さ ひっかきかたさ scratching hardness 材料の硬さを表す指標の一つ．基準となる金属・鉱物
を用いた供試体の引っかき傷などから硬さを求める．
モース硬度など．

引っかき硬さ試
験

ひっかきかたさしけ
ん

scratching hardness test 標準の硬さを持った金属・鉱物で，供試体の表面に
引っかき傷をつけ，相対的な硬さを求める試験．

ピックアップ ぴっくあっぷ pickup 受振器・検出器．音波探査や地震探査などで音波・地
震波などのエネルギーを電気エネルギーに変換する装
置．

ピックハンマー ぴっくはんまー pick hammer 打撃力のみで掘削を行う小型の削岩機．のみの先端が
とがっており，主として軟岩に利用される．

櫃沢地すべり ひつさわじすべり the Hitsusawa landslide 1979年6月末の豪雨に起因して，茨城県那珂郡山方町櫃
沢で発生．一部破損2戸とされている．

ピッチ ぴっち pitch ①線構造と水平直線との角度．
②石油関係で蒸留後のれき青質固体．

ピッチストーン ぴっちすとーん pitchstone 松脂岩と同義．

ピッチブレンド ぴっちぶれんど pitchblende れき青（瀝青）ウラン鉱と同義．

ピッチャーサン
プラ

ぴっちゃーさんぷら pitcher sampler デニソンサンプラの一種．内部のスプリングでコアリ
ングビット先端のバレルの切断部を自動的に調節す
る．

ピット ぴっと pit ①ボーリングで使用済みの泥水を溜めておく場所．
②浅い縦坑，つぼ掘り，短いトレンチなど



ビット荷重計 びっとかじゅうけい bit load indicator 掘進中のボーリングビットにかかる荷重を測定・記録
する計器．

ビット・クリア
ランス

びっとくりあらんす bit clearance ビットのダイヤモンド植付け外径とリーミングシェル
の外径との差．

ピットクレー
ター

ぴっとくれーたー pit crater 陥没火口と同義．

ビットゲージ びっとげーじ bit  gauge 削岩機の先端の刃先部の径．

ビットシャンク びっとしゃんく bit shank ビットの中で，ネジを切られた部分をさす．

ビットスピード びっとすぴーど bit speed ビットの回転速度．掘削する岩石の物性や，ビットタ
イプ・マトリックスの硬さなどで適正スピードが変わ
る．

ビットすり減り
試験

びっとすりへりしけ
ん

bit wear test 一定条件下で一定時間削岩した標準ビットの磨耗から
岩石のすり減り抵抗を測定する試験．

ビットブランク びっとぶらんく bit blank ダイヤモンドなどの切削媒体が表面に未だセットされ
ていない状態のスチール製ビット．

ビットライフ びっとらいふ bit life ある岩石に対して１個のビットが普通の掘り方または
一定の条件下で掘進できる平均掘進長．

ピットラン ぴっとらん pit-run 河床砂礫や砕石を洗浄しないでそのまま用いる骨材．
ダムコンクリートに使用されることがある．

ピットレベル計 ぴっとれべるけい pit level meter 泥水ピットにセットされた泥水レベルの監視装置で，
急激な逸泥に迅速に対処するため用いられる．

ビットロード びっとろーど bit load 掘進中にビットに加えられる荷重または圧力．

引張応力 ひっぱりおうりょく tensile stress 応力の作用する断面に垂直方向に働く応力成分のう
ち，引張側（ひずみが伸びる側）に働く応力．

引張荷重 ひっぱりかじゅう tensile load 引張り試験において，材料に引張りを生じさせる荷
重．または，試験片が切断するまでに耐えた最大荷重
のこと．

引張強度 ひっぱりきょうど tensile strength 破壊強度の一つで材料が引張により破壊しようとする
ときの応力．

引張杭 ひっぱりくい tension pile 上向きの引張力に対して，抵抗するように設計された
杭．



引張クリープ ひっぱりくりーぷ creep under tensile
force, tensile creep

引張応力下で発生するクリープに対する名称．

引張試験 ひっぱりしけん tension test 一軸引張試験と同義．

引張節理 ひっぱりせつり tension joint 溶岩の冷却過程や応力解放などで岩体中に生じるずれ
を伴わない割れ目．

引張破壊 ひっぱりはかい tensile failure 破壊の際のクラックの変位がクラックに対して直交す
る開口モードの破壊をいう．土や多くの節理・亀裂を
含む岩石は一般に引張破壊に弱いが，圧縮応力には十
分な強度を発揮する場合が多い．

日詰－気仙沼構
造線

ひづめけせんぬまこ
うぞうせん

Hizume-Kesennuma
tectonic line

南部北上山地に分布する北北西－南南東方向の左ずれ
高角度断層．西側にペルム系，東側に石炭系～ジュラ
系が分布．地質区を境していないので，現在は構造線
とはせず，断層としている．

比抵抗 ひていこう electrical resistivity 電場Ｅを導体中の電流密度iで除したもの．電気伝導度
の逆数．

比抵抗曲線 ひていこうきょくせ
ん

resistivity  curve 電気探査の結果において，電極間隔または電極位置に
対する測定比抵抗値の変化を表したもの．

比抵抗係数 ひていこうけいすう formation factor 飽和状態の岩盤の比抵抗値を岩盤の空隙を飽和してい
る水の比抵抗値で割った値．

比抵抗検層 ひていこうけんそう resistivity  logging 坑井を利用し地層の比抵抗を電気的に測定する検層．
地層水の比抵抗，水飽和率などを求める．

比抵抗構造探査 ひていこうこうぞう
たんさ

structural resistivity
prospecting

地下構造を探査するための比抵抗垂直探査法の一つ．
金属鉱床や地熱貯留層の調査に用いられる．

比抵抗指数 ひていこうしすう resistivity index 油・ガス産出可能性の判定指標．含油層の電気比抵抗
値と，その層が地層水で飽和された場合の比抵抗値の
比．

比抵抗探査 ひていこうたんさ resistivity prospecting 大地に電流を流し，地層に生ずる電場から比抵抗分布
を求める電気探査法．水平探査と垂直探査があり．電
極配置によって各種の手法がある．地下水や資源の探
査，土木工事を対象とした調査など用途は広い．

比抵抗トモグラ
フィ

ひていこうともぐら
ふぃ

resistivity  tomography 比抵抗法を用いたトモグラフィ．

比抵抗変化計 ひていこうへんかけ
い

resistivity variometer 地震の前兆現象をとらえるための一手法．大地の電磁
気を測定し，電位抵抗の変化から前兆を予測する．短
期的な予測に使用する．

比抵抗法 ひていこうほう resistivity  method 電気探査の一手法．地盤に直流電流を流し，電位を測
定することにより地下の比抵抗分布図を作成して地質
構造などを推定する．電極配置によって２極法・３極
法・４極法がある．

非定常浸透流 ひていじょうしんと
うりゅう

unsteady seepage flow 土の中の水の流れ（浸透流）の形態の一つ．流れの中
の各点の流速の大きさおよび方向が，時間的に変化す
るもの．



非定常流 ひていじょうりゅう unsteady flow 水深や流速などが時間とともに変化する流れをいう．
ポンプ作動開始時や停止時の流れ，降水時の川の流れ
など．

ピテカントロプ
ス

ぴてかんとろぷす Pithecanthropus ジャワ島で発見された，更新世前期から中期前半に住
んでいたとされる原人．直立猿人，ジャワ原人ともい
う．

非等質 ひとうしつ heterogeneity 岩石の組織や組成が部分的に異なっている場合をい
う．一部は等質でも露頭全体では非等質というところ
は多い．非均質，不均質ともいう．

非透水層 ひとうすいそう aquifuge 水を含まず通過させない地層．主として地質時代の古
い固結した岩盤で，間隙率が小さく，透水性がごく小
さい．

比透水度 ひとうすいど relative permeability ある一定の条件下での透水度と標準透水度との比．

非等方 ひとうほう anisotropy 異方性と同義．

ピトー管 ぴとーかん pitot tube 動圧管と静圧管の圧力差から流体の流速を求める装
置．

単冠火山群 ひとかっぷかざんぐ
ん

Hitokappu volcano group エトロフ島中央部付近に北東－南西方向に分布する火
山群．

一ツ梨含礫片岩 ひとつなしがんれき
へんがん

Hitotsunashi
conglomeratic schist

花崗岩質の塊状～脈状の礫を多量に含む片岩．岐阜県
清見村の一ツ梨川沿いに分布する．成因は諸説があ
る．

一目城石 ひとめじょういし Hitomejo ishi 大分県中央日出町・立石町に産する石材．鮮新統～更
新統両輝石安山岩．砕石として利用される．

ビトリナイト反
射率

びとりないとはん
しゃりつ

vitrinite reflectance ビトリナイト（石炭の主要組織成分の一つ）の光の反
射率．石炭の石炭化度，地層の続成・変性作用の指
標．

ピナクル ぴなくる pinnacle 石灰質岩が溶食されてできた切り立った岩石からなる
地形．針状峰または針峰ともいう．

ピナツボ火山 ぴなつぼかざん Pinatsubo volcano フィリピン・ルソン島にある活火山で1991年に今世紀

最大級の大噴火（噴出物総量110億m3以上）をおこし
た．

涸沼 ひぬま Hinuma, Hinuma swamp 茨城県涸沼川下流の膨大部にあたる海跡湖．満潮時に
海水が逆流し半鹹水をなす．

面積9.4㎞2，最大水深3.1m．

比熱 ひねつ specific heat 単位質量の物質を単位温度だけ上昇させるのに必要と
する熱量．

ひねり節理 ひねりせつり torsion joint ひねりにより岩石に発生したと考えられる節理系．圧
縮節理および伸長節理の両者が認められる．



非粘結炭 ひねんけつたん non-coking coal 加熱して粘結しない石炭．褐炭・亜れき（瀝）青炭・
無煙炭・半無煙炭が該当する．コークス以外の原料と
して利用．

非粘性土 ひねんせいど non-cohesive soils 粘性土の反意語．砂や礫のような粘り気のない土．

日野石 ひのいし Hino ishi 群馬県藤岡市産石材．三波川帯中の蛇紋岩．緑黒～淡
緑色で方解石縞あり．装飾石材として利用．

ひの内線構造
（樋の内線構
造）

ひのうちせんこうぞ
う

hinouchi lineation ひの内変動帯（樋の内変動帯）中に卓越して発達する
線構造．一般に鉱体富鉱部の延長する方向と一致す
る．

ひの内変動帯
（樋の内変動
帯）

ひのうちへんどうた
い

hinouchi shear zone 別子型銅鉱床で用いられた古い鉱山慣用語．母岩に発
達するせん断帯のうち，鉱体を賦存するせん断帯．

檜枝岐層群 ひのえまたそうぐん Hinoemata Group 奧只見地域に分布する先第三系．黒色頁岩に砂岩・
チャートのブロックを含み，石灰岩のレンズを挟む．

火の土階 ひのつちかい Hinotsuchi stage 南部北上山地のみに分布する下部石炭系有住統の下部
階．下半部は玄武岩質凝灰岩，上半部は泥岩を主体と
する．

日出石 ひのでいし Hinode ishi 福島県いわき市四倉産石材．中生界砂岩．

非排水応力経路 ひはいすいおうりょ
くけいろ

undrained stress path 非排水せん断過程における土の応力状態の変化を，二
つの応力成分軸にとった応力平面上の点の軌跡として
表示したもの．

非排水強度 ひはいすいきょうど undrained strength 非圧密非排水(unconsolidated undrained)条件で，透
水性の低い粘土が普通の載荷速度でせん断破壊すると
きの強度．

非排水繰返し三
軸試験

ひはいすいくりかえ
しさんじくしけん

undrained cyclic
triaxial test

非排水条件下の供試体に動的繰り返し応力を作用させ
る三軸試験．土の液状化強度特性を求める．

非排水せん断試
験

ひはいすいせんだん
しけん

undrained shear test 非排水条件下の供試体にせん断応力を作用させる試
験．主に粘性土のせん断強さを得る．

非排水せん断強
さ

ひはいすいせんだん
つよさ

undrained shear strength 非圧密非排水条件下のせん断試験により得られるせん
断強さ．

非排水せん断破
壊

ひはいすいせんだん
はかい

undrained shear failure 非排水条件で土がせん断応力を受けて著しいせん断ひ
ずみを生じるか，またはある面に沿ってせん断される
こと．

非排水非排気試
験

ひはいすいひはいき
しけん

undrained-unexhausted
test

不飽和土を非圧密状態で，軸圧縮課程を非排水・非排
気状態で行う力学試験．

非破壊検査 ひはかいけんさ non-destructive test 対象物の内部の状態（材質や損傷の有無など）を，対
象物を破壊せずに検査する方法．代表的なものに超音
波探傷試験や放射線透過法がある．



非破壊試験 ひはかいしけん non-destructive test 岩石・構造物などに損傷を与えることなくその物性を
測定する試験．

非爆薬震源 ひばくやくしんげん nonexplosive seismic
energy

バイブロサイスやスパーカなど爆薬以外の人工震源エ
ネルギー発生源．

非パラメトリッ
ク手法

ひぱらめとりっく
しゅほう

non-parametric method 統計で，データの分布が正規分布するという仮定を用
いない手法．画像処理に利用される．

微斑晶 びはんしょう microphenocryst 斑晶と石基の中間サイズで，顕微鏡を用いないと認め
られないような小さな斑晶．

比表面積 ひひょうめんせき specific surface 粉体や多孔質体の単位容積あるいは単位質量あたりの
表面積．

比表面積平均径 ひひょうめんせきへ
いきんけい

volume surface diameter 不均質な粒子群をすべての粒子の平均表面積で重みづ
けして求めた平均粒子径．

ひび割れ ひびわれ crack 引っ張り強さの限界を超える応力などにより固体表面
に生じる比較的微少で不規則な配列をもつ亀裂をい
う．

ひび割れ荷重 ひびわれかじゅう cracking load 構造物や部材に最初にひび割れを発生させる荷重．

ひび割れ指数 ひびわれしすう cracking index ひび割れの長さの累計（cm）を，測定範囲の面積
（㎡）で除した値で，ひびわれ度ともいう．

ひび割れ粘土 ひびわれねんど fissured clay ひび割れを有する硬質な粘土．亀裂性粘土と同義．

ひび割れ防止鉄
筋

ひびわれぼうしてっ
きん

crack control
reinforcement

コンクリートの温度変化・収縮などによるひび割れを
防止するための鉄筋．

ひび割れ曲げ
モーメント

ひびわれまげもーめ
んと

cracking bending moment 部材にひび割れが生ずる際の曲げを生じさせる力を
モーメントで表したもの．

被覆岩 ひふくがん roof 各種の鉱床生成後に，その鉱床を直接覆った岩石．あ
るいは有用な鉱床・鉱物を覆う不要な岩石・土．

被覆層 ひふくそう cover, veneer 広義には，ある面を覆って堆積した全ての地層．狭義
には，先カンブリア紀の楯状地などの古期山地を覆う
地層．

被覆ローム ひふくろーむ mantle loam 大陸の氷河堆積物を覆うローム質層．風化・土壌化作
用の産物．融氷流水堆積物を起源とし，漂礫は含まな
い．

ヒプシサマール
期

ひぷしさまーるき hypsithermal interval 後氷期の温暖化が最高潮に達した海進期のことで，世
界各地で乾燥化や湿潤化が生じた．



非負性判定 ひふせいはんてい non-negativity criterion 物質の結晶構造を解明する際に作る，モデルの正誤を
確認するための判定法．電子密度分布が正・ゼロを検
証．

非分極電極 ひぶんきょくでん
きょく

nonpolarizable electrode 電気探査において，地面の自然電位を測定するための
電極．電極電位差に左右されずに電位差を測定でき
る．

微粉砕機 びふんさいき pulverizer 通常の粉砕機に比べ，さらに細かく通常200メッシュ以
下に粉砕が可能な機械．

微分フーリエ法 びぶんふーりえほう differential Fourier
synthesis

結晶格子の原子座標が近似的に求められている場合
に，三つの微分方程式を用いて正しい座標を求める方
法．

非平衡式 ひへいこうしき non-equilibrium formula 揚水試験で，帯水層の透水量係数や貯留係数を求める
式の総称．揚水に伴う地下水位変化を非平衡状態で解
いた式．

非平衡集合体 ひへいこうしゅうご
うたい

disequilibrium
assemblage

熱力学的に平衡を保っていない鉱物の組み合わせ．一
般的に，堆積岩は非平衡集合体である．

非平面褶曲 ひへいめんしゅう
きょく

non-plane fold 褶曲構造の軸面の形態を基準とした分類で，軸面が平
面ではなく曲面をなす褶曲をさす．

非平面ひずみ ひへいめんひずみ non-plane strain 変形の際に生じるひずみが平面内のみならず，三次元
にわたっていること．岩石・土の変形では非平面ひず
みが生じる．

ピペット ぴぺっと pipet,pipette 液体を一定量採取するための器具．一般にガラス製の
ものが使われている．

ピペット分析 ぴぺっとぶんせき pipette analysis 粒度分析の沈降分析法の一種．ピペットを用いて沈降
過程にある懸濁液を抽出し，ストークスの法則により
粒径分布を求める．

ピペット法 ぴぺっとほう pipette method 粒度分析法の一種．液体内の粒子の沈降速度と粒径と
の関係を利用した方法．0.1mm以下の粒径に有効．

比放射能 ひほうしゃのう specific activity 物質の単位質量あたりの放射能．混合物における放射
性同位体の含有割合を示す量．

備北層群 びほくそうぐん Bihoku Group 中国地方の中新世初期～中期にかけての海成堆積盆地
に堆積した礫岩・砂岩層(下部)と頁岩層(上部)よりな
る．狭小堆積盆の堆積物で一般に低固結．

美幌石 びほろいし Bihoro ishi 北海道網走市美幌町に産する石材．新第三系輝石安山
岩・凝灰岩．ともに美幌石と呼ばれ，土木用に利用さ
れる．

日巻自記雨量計 ひまきじきうりょう
けい

day-wind recording rain
gauge

雨量を自動記録する測定器のうち，１日巻とした時計
装置と１日用の記録紙からなるもの．

被膜水 ひまくすい film water 土粒子の周囲を膜状に覆う水．



皮膜水 ひまくすい pellicular water 地中水（土壌水）のうち，土粒子の表面に分子間引力
によって引きつけられている皮膜状の水．地中の表層
部にあり，より下層の毛管水や重力水などとは連続し
ていない．

飛沫帯 ひまつたい splash zone 海上や海岸の構造物で，波の飛沫が付着する範囲のこ
と．海岸付近で，波の飛沫が到達する範囲のこと．

ヒマラヤ山脈 ひまらやさんみゃく Himalayan mountain range インドとユーラシア両プレート境界に位置する高地．
インドにおける水力発電賦存量の６割以上を占める地
域．

ヒマラヤ造山運
動

ひまらやぞうざんう
んどう

Himalaya  orogenesis,
Himalayan orogeny

ヒマラヤ山脈を形成した造山運動．第三紀前半から隆
起運動が始まり，現在も上昇している．エベレスト山
頂付近には中生代の化石を産する．なお，この運動を
説明する場合，地向斜説とプレート説があるが，現在
はプレート説が主流．

ヒマラヤ変動帯 ひまらやへんどうた
い

Himalayan orogenic belt ユーラシアプレートとインドプレートの衝突によって
生じた著しい断層・褶曲帯で，ヒマラヤ山脈が形成さ
れている．

姫浦層群 ひめのうらそうぐん Himenoura Group 熊本県天草諸島を中心に分布する中生界上部白亜系．
礫岩，砂岩，泥岩からなる．

庇面 ひめん dome 理想的な結晶形において，その中心を通る平面に対し
て互いに鏡映される関係にある一対の面．

非毛管孔隙 ひもうかんこうげき noncapillary porosity 毛管現象で静水圧より高い所まで水を保持し得る毛管
孔隙よりも大きい孔隙で，主に排水や通気の通路とな
る．

ひ門(樋門） ひもん sluice way, sluice,
undersluice

河川堤防を横切って排水や河川からの取水を目的とし
て作られた函渠（管渠を含む）構造物．

微文象状 びもんしょうじょう micrographic 長石と石英の規則的な連晶構造である文象構造が顕微
鏡規模であるもの．マイクロペグマタイトに特徴的．

微文象組織 びもんしょうそしき micrographic texture 長石の結晶中に，多数の楔型文字状の石英が顕微鏡的
大きさで連晶する組織．

百済寺断層 ひゃくさいじだんそ
う

Hyakusaiji fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．滋賀県八日市市の東
方，鈴鹿山脈西山麓に位置し延長14㎞．変位量などは
不明．

百年確率洪水流
量

ひゃくねんかくりつ
こうずいりゅうりょ
う

probable flood discharge
during ten decades, 100
years flood

それ以上の洪水流量が発生する確率が百年に１回の割
合である流量．

百分率法 ひゃくぶんりつほう percentage method 地層中の化石群の総種数に対する現生種数の百分率
で，地層の相対的地質時代を表す方法．今日ではほと
んど用いられない．

百葉箱 ひゃくようそう，
ひゃくようばこ

instrument shelter 気象観測用の温度計・湿度計などを入れる箱型の収納
庫．直射日光・降雨を避け通風の良い構造となってい
る．

日向海段 ひゅうがかいだん Hyuga deep-sea terrace 九州日向沖の水深1,600～1,800mにある広く平坦な地形
で，第四系からなる日向海盆に付けられた名称．



日向層群 ひゅうがそうぐん Hyuga Group 宮崎県日向地域を模式地とする古第三系の付加体．四
万十帯南帯を構成する．せん断変形した黒色泥岩に砂
岩・緑色岩のブロックを伴うメランジや砂泥互層，塊
状泥岩などよりなる．

日向灘地震 ひゅうがなだじしん the 1968 Hyuganada
earthquake

1968年に発生した日向灘を震源地とするM7.5の地震．
高知・愛媛で被害多く，小津波が発生した．正式名称
は「1968年日向灘地震」．

比湧出量 ひゆうしゅつりょう specific capacity 揚水量を同井戸の水位降下量で除した値（単位＝ｍ3/日
/ｍ)．一般に揚水量が増加すると比湧出量は減少す
る．

比誘電率 ひゆうでんりつ relative permittivity 岩石や鉱物などの誘電体（絶縁体）の誘電率と真空誘
電率の比．

比誘電率法 ひゆうでんりつほう relative permittivity
method

含水状態によって岩石の比誘電率が変化することを利
用する電気探査法の一つ．

ヒュールスト
ロームダイヤグ
ラム

ひゅーるすとろーむ
だいやぐらむ

Hjulström diagram 流水の作用下での砕屑物の移動の開始と，堆積の始ま
る限界条件を，流速と砕屑物の粒径との関係で示した
図．ユルストローム図と同義．

ヒューロン系 ひゅーろんけい Huronian system カナダ楯状地スペリオル区の南側境界部に発達し，礫
岩・泥岩・砂岩などからなる原生代前期の地層．

ピュラスキ衝上 ぴゅらすきしょう
じょう

Pulaski thrust アパラチアにおいて800kmにわたって追跡される大規模
な衝上断層．北西側に対して押しかぶせた構造を持
つ．

ビュルム氷期 びゅるむひょうき Würm glacical stage,
Wurm glacical stage

第四紀の最終氷期．ミュンヘン南南西のStarnberg湖
（旧名Würm湖）が模式地．約６万年続いた．ウルム氷
期ともいう．

ビュンデン片岩 びゅんでんへんがん Bünden schiefer 西アルプスのペンニン帯（スイス東部）における，中
生界～古第三系を源岩とする結晶片岩類．

氷（河）期 ひょう(が)き glacial epoch, glacial
age

地質時代において，寒冷気候の下，広域にわたる大規
模な氷床が発達した時期．

表（面）層 ひょう（めん）そう surface layer 屈折法弾性波探査の表層除去法と呼ばれる解析方法に
おいて，最初に剥ぎ取られる最上位の速度層をさす．

氷河 ひょうが glacier 雪が，積雪の荷重による圧密と再結晶作用によって変
質した氷体で，重力の作用下で下方・周辺部へ流動す
る．

氷河（性）高気
圧

ひょうが（せい）こ
うきあつ

glacial anticyclone グリーンランドや極地方の上空に形成される高気圧．
半永久的なものとされている．

氷河運搬物 ひょうがうんぱんぶ
つ

glacial drift 氷河が移動しながら運搬する物質．大小の角礫・亜角
礫と粘土分に富む細粒物質が雑然と混じる．氷河堆積
物，氷成堆積物ともいう．

氷河海面変動 ひょうがかいめんへ
んどう

glacial eustasy 氷河性海面変動と同義．



氷河学 ひょうががく glaciology 氷河の分布，構造，消長など諸性質を研究する自然科
学の総称で，地形・地質・水文・気象などの関連分野
と密接につながっている．

氷河下ティル ひょうがかてぃる subglacial tills 氷河下底の岩盤および砂礫が圧力と研磨作用を受けて
形成された堆積物．氷河上ティルより細粒物に富む．

氷河湖 ひょうがこ glacial lake 氷河作用により形成された湖の総称．堆積物中には，
流入する融氷水の季節変化によって，氷縞粘土が形成
される．氷食湖ともいう．

氷河擦痕 ひょうがさっこん glacial striae 移動する氷河底面の岩屑・砂粒子などが岩盤面につけ
た擦り傷．氷河擦痕によって，過去の氷河の運動方向
を復元できる．

氷河作用 ひょうがさよう glacial processes 氷河によって生じる地形形成作用とその作用の結果の
こと．氷河の規模や形態により異なる．

氷河作用限界 ひょうがさようげん
かい

glaciation limit ある地域で氷河のある最も低い山の山頂高度と，氷河
の可能性がありながら氷河のない山の山頂高度の中間
の高度．

氷河時代 ひょうがじだい ice age 氷河期と同義．

氷荷重 ひょうかじゅう ice load 水が凍ることによる圧力によって構造物に作用する荷
重．道路橋の下部構造設計の場合は特殊荷重として考
慮されるが，厳寒地以外では考慮されていない．

氷河上ティル ひょうがじょうてぃ
る

ablation till 氷河周囲の岩盤から氷河上に落下した岩屑および流水
によって下方に運搬された岩屑．粗粒物が多い.

氷河性アイソス
タシー

ひょうがせいあいそ
すたしー

glacial isostasy,
glacio-isostacy

厚い大陸氷床とその下の地盤とのアイソスタシー．ス
カンジナビア半島などでは氷河が解けた結果，現在で
も地盤が上昇．

氷河性海岸線 ひょうがせいかいが
んせん

glacial shoreline 氷河や氷河地形と海とが接している海岸線をさす．海
岸全体をさす場合は，氷河性海岸(glacial coast) と
呼ぶ．

氷河性海面変動 ひょうがせいかいめ
んへんどう

glacial eustasy 氷河の消長により，海水量が増減するために海面が昇
降する現象．第四紀では約100m規模の変化が知られ
る．氷河海面変動ともいう．

氷河性地質構造 ひょうがせいちしつ
こうぞう

glaciotectonic
structures

氷河の流動によって生じる応力が原因となって，基盤
岩や氷成堆積物中に生じる変形構造．

氷河制約説 ひょうがせいやくせ
つ

glacial control theory 気候変動や大陸氷床の消長による海水準変動がさんご
（珊瑚）礁の形態を規制しているという，Daly(1910)
の説．

氷河堰止め湖 ひょうがせきとめこ ice-dammed lake 主谷の氷河に，支谷の河川がせき止められてできた
湖．大陸氷床周縁部の大規模なものを，氷河前縁湖と
呼ぶ．

氷河前縁湖 ひょうがぜんえんこ proglacial lake 大陸氷床の周縁部で形成される大規模な氷河せきとめ
湖や，氷河の前縁部で発達するせきとめ湖．



氷河前面地形 ひょうがぜんめんち
けい

proglacial features,
proglacial landforms

氷河末端の下流側に発達する種々の地形をさす．この
地形の存在により，過去の氷河の発達程度が推定でき
る．

氷河掻痕 ひょうがそうこん glacial striae 氷河擦痕と同義．

氷河地形 ひょうがちけい glacial landform 氷河の浸食・堆積作用によって形成される地形．氷食
カールやＵ字谷などがあり，氷河消失後でも存在の根
拠となる．

氷河土 ひょうがど glacial soil 風化した岩石や砕屑物が氷河により運ばれ，堆積し形
成された分級不良の土壌の総称．

氷河トラフ ひょうがとらふ glacial trough 氷食谷が海進により海底に沈水した海底の凹み．氷食
谷・沈水氷食谷参照．

氷河の後退 ひょうがのこうたい deglaciation ある氷河で一定期間に蓄積される雪氷質量が消耗質量
よりも少ない時，氷河が縮小・後退する現象．

氷河の擦磨き ひょうがのすりみが
き

glacial scour 氷河による浸食作用の一つで，削摩作用．特に上流部
は削摩作用により滑らかな研磨面を成すことが多い．

氷河氷 ひょうがひょう glacier ice 越年雪がその上の積雪の重量で圧密されて密度が

0.83g/cm3前後になり，通気性を失った状態．

氷冠 ひょうかん ice cap 一般には山頂部を覆う５万km2以下の規模の小さい氷床
に対して用いられる．氷帽と同義．

氷岩 ひょうがん glacio-lacustrine
sediments, ice-rock

氷河や氷山を構成する凍結水，すなわち氷を岩石とし
て見た場合の呼称．

表乾比重 ひょうかんひじゅう specific gravity of
saturated surface dry
aggregate

表面乾燥飽和状態の岩石試料の比重．コンクリート骨
材の比重として一般的に用いられる．

氷期 ひょうき glacial epoch, glacial
age, ice age

地質時代に地球規模の気温の低下で，南北両半球の現
在よりもはるかに広大な地域を氷河・氷床がおおった
時期．

非溶結 ひようけつ non welding 火砕流堆積物において高温と自重圧密による溶結作用
（ガラス片・軽石片の扁平化）を受けていない状態．

氷縞 ひょうこう varves, rhythmite 氷河湖に堆積した粘土質堆積物にみられる薄層の縞模
様のこと．１年の季節変化により上部に向かって粗粒
から細粒に級化漸移する．

標高基準点 ひょうこうきじゅん
てん

elevation control point 写真測量において水準点，三角点などの標高が既知の
地上の基準点.

氷縞粘土 ひょうこうねんど varved clay 氷河湖に形成される縞目を呈する粘土質の堆積物．や
や粗い下部は夏季を，より細粒の上部は冬季を示す．



氷縞粘土岩 ひょうこうねんどが
ん

varvite, varved clay 氷河湖の静かな堆積環境で形成され，１年の季節変化
での粒度の差で生じる薄層で縞目状を呈する粘土質堆
積岩．

標高標定点 ひょうこうひょうて
いてん

height control point 標高基準点と同義.

氷縞編年 ひょうこうへんねん varve chronology 氷河期などに堆積した粒度の異なる２枚の薄層からな
る一組の氷縞を１年として数え，堆積物の編年をする
こと．氷縞粘土編年ともいう．

標高補正 ひょうこうほせい reduction to the
reference plane

大規模な距離測量において地上で実測した距離を標準
楕円体面上の距離に補正すること.

兵庫県南部地震 ひょうごけんなんぶ
じしん

the 1995 Hyogoken-nanbu
earthquake

別名阪神大震災．1995年1月17日淡路島北部沿岸から神
戸市直下を震源としたM7.2の地震．震度Ⅶが初めて適
用．死者5,502人，行方不明２人，負傷者４万人以上と
されている．正式名称は「平成7年（1995年）兵庫県南
部地震」．

氷湖成堆積物 ひょうこせいたいせ
きぶつ

glacio-lacustrine
sediment

氷河の融解により氷河前面の湖水に供給された様々な
粒度の堆積物で，堆積の下流方向に細粒化する傾向が
ある．

漂砂 ひょうさ drifting sand 沿岸における波，流れ，水位の変動による砂の移動現
象または移動する砂．

漂砂鉱床 ひょうさこうしょう placer deposit 砂鉱床と同義．

氷山 ひょうざん iceberg 氷河の末端が崩壊して海上を漂流するもの．全体積の
85～90%は海面下にある．

標識進化 ひょうしきしんか program evolution 平行進化を示す生物の諸系統の共通祖先に，既に進化
が予定されているという考え方．一般的には使わな
い．

標尺 ひょうじゃく staff, leveling rod 水準測量を行うとき，レベルの視準線方向の高さを読
むための目盛尺．

氷州石 ひょうしゅうせき iceland spar 無色透明な方解石．産地のアイスランドにちなみ命
名．一般的には呼称しない．

標準圧密試験 ひょうじゅんあつみ
つしけん

standard consolidation
test

直径6cm，厚さ2cmの円盤状の供試体に1段階24時間の8
段階載荷を行う一次元圧密試験．

標準緯線 ひょうじゅんいせん standard parallel 地図の上で，その緯線周辺の地域面積やある地点間距
離・角度が正確に測定できる緯線．

標準化石 ひょうじゅんかせき index fossil 地層の地質年代決定や広域的な地層の対比に有効な化
石．広範囲に分布し，生存期間が短く，個体数の多い
化石が適する．示準化石と同義．

標準貫入試験 ひょうじゅんかん
にゅうしけん

standard penetration
test

質量63.5㎏のハンマーを75cmの高さから自由落下さ
せ，そのエネルギーで標準貫入試験用のサンプラを地
盤に30cm貫入させる試験．得られた打撃回数はＮ値と
称し，原位置における地盤の硬軟や締り具合の指標と
なる．また試験によって得られた試料を用いて土層の
判定を行うことができる．



標準貫入試験の
打撃貫入曲線

ひょうじゅんかん
にゅうしけんのだげ
きかんにゅうきょく
せん

curve of
standard penetration
test

一回の標準貫入試験の中で打撃１回毎の累計貫入量を
測定しグラフ化したもの．土層の垂直変化が読みとれ
る．

標準気圧 ひょうじゅんきあつ normal atmospheric
pressure

標準重力，温度0℃の基準条件下における水銀柱760mm
に相当する気圧の大気圧．

標準曲線 ひょうじゅんきょく
せん

standard curve 電気探査の解析で，重合せ法などで用いる．横軸に相
対電極間隙，縦軸に相対見かけ比抵抗をとったもの．

標準鉱物 ひょうじゅんこうぶ
つ

standard mineral ノルム鉱物と同義．

標準砂 ひょうじゅんさ standard sand セメントの試験方法のうち，モルタルとしての強度を
測定する試験において，モルタルの作成に使用される
砂．

標準磁場 ひょうじゅんじば normal magnetic field 磁気探査で残差磁気を計算する時，基準となる広域の
磁場．

標準締固め試験 ひょうじゅんしめか
ためしけん

standard compaction test JIS-A-1210に規定される突き固めによる土の締固め試
験．

標準重力 ひょうじゅんじゅう
りょく

normal gravity, normal
value of gravity

地球の形状を地球楕円体としたとき，正規重力ポテン
シャルと楕円体面の外向きの法線方向で決まる重力
値．

標準重力式 ひょうじゅんじゅう
りょくしき

normal gravity formula 地球楕円体の赤道断面と極断面における標準重力から
計算される地球上の任意点の標準重力を表す式．

標準正規分布 ひょうじゅんせいき
ぶんぷ

standard　normal
distribution

正規分布のうち平均が０で標準偏差が１の分布.

標準走時表 ひょうじゅんそうじ
ひょう

standard travel-time
tables

地球内部のＰ波およびＳ波の速度の分布から計算した
各震央距離に対するＰ波（Ｓ波）の走時の表をいう．
震源決定の手段に用いる．

標準層序 ひょうじゅんそう
じょ

stratotype, type section ある地層を区分・命名する際，最初に代表するものと
された地層累重の基準．模式層序ともいう．

標準大気 ひょうじゅんたいき standard atmosphere 地上気温や地上気圧・重力加速度などが標準状態のと
きの地域的または国際的に基準となる大気．

標準楕円体 ひょうじゅんだえん
たい

reference ellipsoid 測地原点において，できるだけ実際の地球に正しく接
するように配置された，地図測量の基準となる地球楕
円体．準拠楕円体・基準楕円体ともいう．

標準土色帳 ひょうじゅんどしょ
くちょう

standard soil colour
charts

マンセル表色系（色相・明度・彩度）に従い，土色の
判定を客観的に行うために用いられる測定見本．

標準ふるい（標
準篩）

ひょうじゅんふるい standard sieve JIS-Z-8801に規定される金属製のふるい．



標準プロクター
締固め試験

ひょうじゅんぷろく
たーしめかためしけ
ん

standard proctor
compaction test

土の締固め試験において，ランマーを5.5ポンド，落下
高さを12インチとする試験方法．

標準偏差 ひょうじゅんへんさ standard deviation 分散の平方根をいい，データの散らばり具合を示す．

標準放射性物質 ひょうじゅんほう
しゃせいぶっしつ

reference radioactive
material

同位体測定機器の校正や測定値の検証のために用いる
放射性物質．

標準溶液 ひょうじゅんようえ
き

standard solution 分析および測定の基準として，溶解物質の濃度が精密
に定められた溶液．一次標準物質から調製された標準
溶液の場合は標定することなく使用できる．

氷床 ひょうしょう ice sheet 氷河の一形態で，基盤の起伏に影響されずに十分な厚
さと広がりを持つ雪氷の集合体．大陸氷河と同義．

氷晶石 ひょうしょうせき cryolite Na3AlF6，単斜晶系，硬度2.5，比重2.97．アルミニウム

の冶金の溶剤として用いられる単斜晶系の脆弱な結
晶．

氷食 ひょうしょく glacial erosion 氷河による浸食作用で生じる諸々の現象．

氷食湖 ひょうしょくこ glacial lake 氷河湖と同義．

氷食溝 ひょうしょくこう glacial grooves 氷食作用によって，氷河が載っている岩石の表面に刻
まれた溝状の凹み．

氷食谷 ひょうしょくこく glacial valley,
glaciated valley,
glacial trough

氷河の浸食によって生じた谷．横断面でＵ字型をな
す．

氷食谷階段 ひょうしょくこくか
いだん

glacial steps 氷食谷を特徴づける上流側で緩く下流側で急となる階
段状の地形．

氷食作用 ひょうしょくさよう glacial erosion,
glaciation

氷河による基盤の破砕と研磨からなる浸食作用．一般
に，水による浸食作用に比して格段に営力が大きい．

氷食棚 ひょうしょくだな glaciated shelf 沈水した氷河性の地形からなる大陸棚．著しい起伏が
あり，氷河期の大陸氷河による氷食地形を残してい
る．

氷食地形 ひょうしょくちけい glaciated landforms 氷河の浸食によって生じた浸食地形．

氷食破砕 ひょうしょくはさい plucking 氷河による浸食作用の一種．氷河底で亀裂に入った融
氷水による凍結作用で岩石の破砕が生じる現象．

氷食輪廻 ひょうしょくりんね glacial erosion cycle 氷河による浸食輪廻．氷期前の地形面が残っている状
態が幼年期で，壮年期および老年期へと進行する．



氷食礫 ひょうしょくれき glaciated clast 氷河作用によって生成・運搬されたことを証拠づける
擦痕や平滑な研磨面を有する礫．

表水層 ひょうすいそう epilimnion 温帯・寒帯の湖沼で，春・夏に加熱されてできる上層
の温かい水の層．広い湖で厚く，狭い湖で薄い．

氷成 ひょうせい glacial 氷河の浸食作用（氷食作用）によって形成された地形
や堆積物をさす接頭語．

表成岩 ひょうせいがん exogenetic rock 地表付近で形成された岩石．堆積岩を意味する．一般
的には，使われない用語．

氷成岩 ひょうせいがん tillite 氷成堆積物が続成作用により固結した岩石．第四紀よ
り古い時代のものに用いる．

表成鉱床 ひょうせいこうしょ
う

superficial ore deposit 地表およびその近くで行われた地質過程で形成された
鉱床の総称．堆積鉱床および地表近傍の火山活動に伴
う鉱床がある．

表成作用 ひょうせいさよう exogesis 地表もしくは地表近くの風化・浸食圏で，岩石に対し
て行われる作用．地形変化なども含む．

氷成堆積地盤 ひょうせいたいせき
じばん

glacial sedimentary
ground, glacical till

氷成堆積物で構成された地盤．分級や成層がほとんど
みられず，大小の角礫・亜角礫と細粒物質が混在す
る．

氷成堆積物 ひょうせいたいせき
ぶつ

glacial deposit 氷河により運ばれ堆積した粒径不均質で，角礫巨礫に
富む堆積物．氷河末端の氷礫土・モレーンなどが代表
例．氷積土ともいう．

氷成礫岩 ひょうせいれきがん tillite 氷成堆積物が続成作用により固結した氷成岩のうちの
礫質岩．氷成岩の多くが相当する．

漂石 ひょうせき erratics, erratic block 氷河により母岩から遠くまで離れた地点まで運搬さ
れ，氷河の消滅によりそこに残置された岩塊．迷子石
ともいう．

標石 ひょうせき monument, stone marker,
stone monument

永久保存を要する国家基準点の標識.古来花崗岩製の石
柱を使用.最近ではコンクリート製も使用.

漂石探鉱 ひょうせきたんこう boulder prospecting 川や沢の中の鉱石・脈石の漂石を辿って，その源であ
る鉱床を発見する探鉱調査．

氷積土 ひょうせきど glacial deposit 氷成堆積物と同義．

氷舌 ひょうぜつ glacier tongue 氷河・氷床の末端部が舌状に長く突出した部分．氷舌
は氷河の消耗域に相当する事が多く，両側には側堆石
が形成．

氷雪気候地域 ひょうせつきこうち
いき

permafrost climate
district

真夏の平均気温が0℃以下で，地表が常に厚い氷雪に覆
われた地域．南極大陸，グリーンランド，アルプス・
ヒマラヤ等の高山地域．



表層安定処理 ひょうそうあんてい
しょり

surface soil
stabilization

道路の路床など地表から１ｍ程度までの表層地盤を対
象とした土質安定処理．

表層混合処理工
法

ひょうそうこんごう
しょりこうほう

surface soil
stabilization method

軟弱地盤対策工法の表層処理工法のうち，表層部の土
に石灰やセメントなどの安定材を混入して地盤改良す
る工法．

表層地盤 ひょうそうじばん subsurface layers 土木や建築の構造物などの基礎や周辺の地盤のうち，
地表面に近い浅い部分．厳密な深さの規定はない．

表層地盤図 ひょうそうじばんず subsurface geotechnical
map

表層地盤を構成する第四紀層の硬軟や厚みを表現した
り，岩盤の風化殻の性状や分布を表現した地盤（地
質）図．

表層褶曲 ひょうそうしゅう
きょく

superficial folding 地殻上層部にみられる褶曲．デコルマで境された基盤
より上位の地層の褶曲をいう．ジュラ型褶曲ともい
う．

表層水 ひょうそうすい surface layer water 海洋を二つまたは三つの層に分けた場合に，最上部の
混合層を形成する水．

表層水温 ひょうそうすいおん surface water
temperature

陸水および海水の表層部の温度．熱赤外線センサで反
映されるのは一般に表層下0.02mm程度．

表層水分凝集作
用

ひょうそうすいぶん
ぎょうしゅうさよう

hydrogenesis 乾燥地域における異常に高い地下水面維持に働くと推
定されている，土壌や岩石の表層にある水分を凝縮さ
せる作用．

表層地質図 ひょうそうちしつず subsurface geological
map

土地の開発，保全，利用に関わる地表面近くの地質性
状・分布および地質構造を表現した地質図．

表層土壌ガス ひょうそうどじょう
がす

surface soil gas 不飽和帯の土壌間隙中の空気．揮発性有機化合物によ
る土壌汚染調査の対象として調査・分析が行われる．

表層雪崩 ひょうそうなだれ surface avalanche 雪崩の種類の中で，積雪層の内部に滑り面を生じるも
の．新雪が滑り落ちるものが代表的．

表層ナップ ひょうそうなっぷ superficial nappe 衝上断層または横臥褶曲などにより，上位の被覆層の
みが基盤から分離し，移動してきたナップ．

表層風化 ひょうそうふうか surface weathering 地表面ないしはそのごく近くで行われる物理的・化学
的な変化で，破砕化したり粘土化すること．

表層崩壊 ひょうそうほうかい surface failure 表土・崖錐層あるいは風化層などの斜面を被覆する表
層物質が滑落する現象．

表層流 ひょうそうりゅう surface runoff 地表面流出と同義．

氷堆石 ひょうたいせき moraine 氷河によって運ばれた岩屑が作る堆積地形．氷成堆積
物と同義で使われることもある．モレーンと同義．



氷袋土 ひょうたいど involution 周氷河地域の未固結堆積物にみられる変形構造の一
種．凍結融解作用に関連して形成されたものとされる
が成因不明．

瓢箪石 ひょうたんいし Hyotan ishi コンクリーションの一種．炭酸カルシウムにより球，
楕円体，瓢箪形にこう結(膠結)された石．富山県氷見
市で産出．

漂着軽石 ひょうちゃくかるい
し

drift pumice 海流に乗って漂流し，海岸に堆積した軽石．海浜堆積
物の中に円磨された軽石礫の薄層としてみられる．

氷長石 ひょうちょうせき adularia カリ長石の一種．単斜晶系，三斜晶系．ペグマタイ
ト・石英脈などの熱水脈に産する．アデュラリアとも
いう．

標定 ひょうてい orientation 主に測量において方向づけや位置づけを行うこと．平
板測量における標定，内部標定，カメラの相互標定，
空中写真の位置を示す標定図などの用語がある．

標定誤差 ひょうていごさ orientation error, error
of orientation

平板測量および写真測量における方向や水平設定の誤
差．

標定点 ひょうていてん control point, pass
point

空中三角測量および図化においてモデルと地上座標と
を関係付ける地上座標と標高の明らかな点.

氷底噴火 ひょうていふんか subglacial eruption 氷河や氷床など雪氷の下で発生する噴火．直接マグマ
が氷や融けた水と接するため，激しい水蒸気爆発や泥
流の被害が出る．

氷点降下 ひょうてんこうか depression of freezing
point

溶質が水に溶け込むことによって水の凝固点が降下す
る現象．水以外の一般の溶媒の場合は凝固点降下とも
いう．

氷点降下法 ひょうてんこうかほ
う

freezing point
depression method

土のpF値を求めるための試験の一つ．

表土 ひょうど surface soil 地表面の土．明確な定義はないが，一般に未固結で暗
色ないし黒色を呈し，風化が進み有機物に富む．

表皮効果 ひょうひこうか skin effect 周波数の高い電磁波が物体の深部に侵入しない現象．
侵入する深さは周波数が高くなるほど浅くなるのでこ
の原理を利用して電磁法による垂直探査が行われる．

屏風ヶ浦海進 びょうぶがうらかい
しん

Byobugaura transgression 横浜付近に分布する，中部更新統の屏風ヶ浦層の堆積
に関して想定された海進．

屏風ヶ浦期 びょうぶがうらき Byobugaura age 横浜付近に分布する，中部更新統の屏風ヶ浦層が堆積
したと想定される時期．

屏風ヶ浦層 びょうぶがうらそう Byobugaura Formation 横浜付近に分布する中部更新統．海成で砂層，泥層，
凝灰質層よりなる．相模層群の一累層．

屏風山断層 びょうぶさんだんそ
う

Byobusan fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．中津川市
南方～瑞浪市南方に位置し延長32km．木曽山脈南西部
の木曽谷断層系に属し，領家帯の西縁を画している．
南東傾斜の逆断層．



氷帽 ひょうぼう ice cap 一般には山頂部を覆う５万km2以下の規模の小さい氷床
に対して用いられる．氷帽氷河ともいう．山岳氷帽，
低地氷帽に大別される．氷冠と同義．

表面アスファル
ト遮水壁

ひょうめんあすふぁ
るとしゃすいへき

asphalt facing アスファルトフェーシングと同義．

表面あらさ測定
器

ひょうめんあらさそ
くていき

surface roughness tester JIS-B-0651に規定される物体の表面のあらさを調べる
機械．

表面インピーダ
ンス

ひょうめんいんぴー
だんす

surface impedance 大地の電導率の関数．地表面における電場と磁場の
比．ＭＴ法（電磁探査）の解析に使用する．

表面エネルギー ひょうめんえねる
ぎー

surface energy 物質の表面にある分子あるいは原子の，物質内部のも
のに対する単位当たりの表面張力と潜熱の増加分の
和．

表面温度 ひょうめんおんど surface temperature 物体内部からの熱伝導，外部からの輻射や外気温に
よって定まる物体表面の温度．

表面温度計 ひょうめんおんどけ
い

surface thermometer 物体の表面温度を測定するための温度計で，接触型
（サーミスタ，熱電対）と非接触型（放射温度計，色
温度計）がある．

表面活性剤 ひょうめんかっせい
ざい

surface active agent 液体や固体の表面に吸着し，表面の性質を著しく変化
させるような性質を持つ物質．界面活性剤ともいう．

表面乾燥状態 ひょうめんかんそう
じょうたい

surface dry condition 湿潤状態の岩石材料で表面水のない状態．内部空隙が
完全に飽和されない場合も含む．

表面乾燥飽和状
態

ひょうめんかんそう
ほうわじょうたい

saturated surface dry
condition

岩石材料の表面水がなく，内部の空隙が水で満たされ
ている状態．

表面構造 ひょうめんこうぞう surface structure 結晶表面にみられる微細な構造で，結晶成長や融解現
象に伴って形成される．渦巻模様などが知られてい
る．

表面硬度計 ひょうめんこうどけ
い

surfacial hardness
tester

材料表面の硬さを計測する計器.押し込み硬度を計る
ビッカース硬度計や反発硬度を計るショア硬度計・
シュミットハンマー試験器などがある.

表面仕上げ ひょうめんしあげ placing of the facing,
surface finishing

コンクリートの締固め後に，表面を木ごて，金ごてま
たは適当な仕上げ器具や機械などを用いて仕上げるこ
と．

表面遮水型ダム ひょうめんしゃすい
がただむ

facing type dam 堤体上流面にアスファルトやコンクリートでできた遮
水壁を持つ型式のフィルダム．

表面浸食 ひょうめんしんしょ
く

surface erosion 表層物質の浸食をさす．細流浸食，雨食，土壌匍行，
ソリフラクション，斜面物質の小規模な崩壊などがあ
る．

表面水 ひょうめんすい surface water 一般的には骨材の表面水をさす．骨材に含まれる水の
うち骨材内部に賦存する水を除いたもの．



表面水率（細骨
材の）

ひょうめんすいりつ
（さいこつざいの）

surface water content
(of fine aggregate)

湿潤状態と表乾状態の骨材重量の差を表乾状態の骨材
重量で除し，その値を百分率で表したもの．

表面水和 ひょうめんすいわ surface hydration 穿孔した瞬間，孔壁周辺が累積荷重から解放され体積
変化が生じ，物理的に水を吸収する作用．

表面張力 ひょうめんちょう
りょく

surface tension 液体の表面積を最小にしようとする力．外力が無視で
きる場合には球形となる．

表面張力波 ひょうめんちょう
りょくは

capillary wave 液体の表面波の一つ．重力よりも表面張力が大きく作
用するときの二つの流体の境界面に生じる波．

表面貯留 ひょうめんちょりゅ
う

surface storage 降雨水が地表面の凹地に貯まることで，雨量が浸透や
貯留能力を超えると，地表流水が始まる．

表面伝導 ひょうめんでんどう surface conduction 飽和した絶縁性鉱物において表面のかい離やイオン吸
着などによって表面電荷が生じ比抵抗が低下する現
象．

表面伝播波 ひょうめんでんぱは surface wave 表面を伝わる弾性波・レイリー波とラブ波がある．層
構造では波長によって伝播速度が異なるという分散性
をもつ．

表面伝播波（表
面波）

ひょうめんでんぱは
（ひょうめんは）

surface wave 表面を伝わる弾性波・レイリー波とラブ波がある．層
構造では波長によって伝播速度が異なるという分散性
をもつ．

表面波 ひょうめんは surface wave 地表面や物性に差のある物質の境界面に沿って伝播す
る波．境界面からの距離とともに指数関数的に減少．

表面薄層水温 ひょうめんはくそう
すいおん

skin depth temperature 表層水温と同義．

表面波探査法 ひょうめんはたんさ
ほう

surface wave exploration 起震器によるレーリー波（表面波）を用いて地下構造
を探査する方法．起震周波数を変化させながらレー
リー波速度を測定することにより深度方向の速度分布
（ほぼＳ波速度に対応）が得られる．深度２０ｍ程度
までの土砂地盤の調査に用いられることが多い．

表面曝気 ひょうめんばっき surface aeration 水車などによる水流で汚水を強制的に空気に曝す機械
的曝気と，圧縮空気を散気板から放出させて水流を起
こす散気式曝気がある．汚水処理技術の一つ．

表面波マグニ
チュード

ひょうめんはまぐに
ちゅーど

surface wave magnitude 地震規模を表す量で，周期20秒前後の表面波の最大地
動振幅を用いた計算法．Ｍｓで表す．

表面葡行 ひょうめんほこう surface creep 砂丘で起こる風による運搬作用の一つで，ゆっくり風
下に向かう地表の粗粒砂の滑動や転動．跳躍
（saltation）による細粒砂の衝突によって発生する．

表面モレーン ひょうめんもれーん surfacial moraine 氷河により運搬・堆積された岩屑のうち，氷河の表面
を覆う堆石およびその地形をいう．

表面流出 ひょうめんりゅう
しゅつ

surface runoff 降水が地表面から直接河川などへ流出すること．降雨
強度が地表面付近の地盤の浸透能を越えた場合に生ず
る流出形態．



漂遊型受振器 ひょうゆうがたじゅ
しんき

strayed seismometer ＰＳ検層などにおいて孔壁に圧着しないで孔内水に浮
遊させて測定する受振器．

漂遊法 ひょうゆうほう strayed method ボーリング孔中での地震波観測において，ノイズを抑
えるために漂遊型受振器を用いる方法．

表流水 ひょうりゅうすい surface waters 川，湖水，貯水池，沼などの総称，およびそれらの水
圏の水（地表水）．特に水利用の観点から伏流水に対
していう．

ひょう量(秤量） ひょうりょう weighting はかりで重さを測ること．

ひょう量(秤量） ひょうりょう weighting capacity はかりで正確に測り得る最大質量．

漂礫 ひょうれき boulder 氷河によって運搬されてきた礫または岩塊．研磨作用
を受けていることがある．

氷礫土 ひょうれきど till 氷河により削り取られた岩屑が運ばれて堆積したも
の．様々な粒径の岩屑が混じり合い，淘汰の悪い堆積
物．氷成堆積物と同義．

漂礫土 ひょうれきど  glacial drift 氷河や氷山によって運搬され，堆積した淘汰の悪い岩
屑．

氷礫土平野 ひょうれきどへいや till plain 氷河の浸食作用により平坦化された平野．氷河に運搬
された岩屑が，氷体の衰退によって解放され堆積して
いる．

氷礫粘土 ひょうれきねんど till, boulder clay 氷礫土・氷成堆積物と同義．ボルダーや粘土を含まな
くても氷河の作用で形成された堆積物．

肥沃度 ひよくど soil fertility 作物を生育させる総合的な土壌の生産力，または作物
生育に必要な種々の養分を供給する土地の能力．

火避石 ひよけいし Hiyoke ishi 栃木県下都賀郡岩舟町岩船山に産する石材．新第三系
の安山岩・凝灰岩．

ピラー構造 ぴらーこうぞう pillar structure 地震時の液状化に伴って形成される垂直方向の円筒形
構造．液状化に伴って地表に向かう流体の移動跡．

飛来塩分 ひらいえんぶん wind salt 海上から陸上へ吹き込む強風で運ばれた塩分粒子．し
ばしば，植物の枯渇，送電設備の故障などの被害（塩
害）が生ずる．風送塩ともいう．

開いた褶曲 ひらいたしゅうきょ
く

open fold 褶曲の形態による分類の一つで，褶曲の両翼に挟まれ
た角度が大きいもの．その角度が小さいものは，閉じ
た褶曲．

平井断層 ひらいだんそう Hirai fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西－南東方向．埼
玉県藤岡市西方に位置し長さ15㎞．主に北東側隆起を
示す．



平木鉱山 ひらきこうざん Hiraki mine 兵庫県加東郡社町にある日本有数のカオリン質ろう石
（蝋石）鉱床．有馬層群の流紋岩質火砕岩の浅熱水変
質による産物．

平岸石 ひらぎしいし Hiragishi ishi 札幌市南東に産する石材．鮮新統軽石質凝灰角礫岩．
土木用に用いられる．島松石と同じ．

平瀬鉱山 ひらせこうざん Hirase mine 岐阜県白川村平瀬にあった鉱脈型モリブデン鉱山．
1911年発見．粗鉱15万t(MOS2 1.6%)を採掘．1975年閉

山．

比良断層 ひらだんそう Hira fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．比良山地
東縁に位置する．琵琶湖西縁断層の一部．急峻な断層
崖を琵琶湖に向けている．

平根石 ひらねいし Hirane ishi 長野県東部浅間山の南山麓に産する安山岩溶岩．板状
節理が発達し，舗石・屋根瓦代用・橋梁などに利用．

平根地すべり ひらねじすべり the Hirane landslide 1898年に山形県最上郡戸沢村角川の出羽丘陵北東端で
発生．その後十数回発生している．1960年地すべり防
止区域指定．面積275 ha．鮮新統風化岩中にすべり面
が形成され，融雪水の浸透が誘因として発生．

ビラフランカ階 びらふらんかかい Villafranchian stage イタリア北部の上部鮮新統から下部更新統の湖・河成
層．

平丸地すべり ひらまるじすべり the Hiramaru landslide 1962年から1981年にかけて新潟県新井市上平丸で発生
した地すべり．人家や河川に被害をもたらした．

平山断層 ひらやまだんそう Hirayama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東－南西方向．神
奈川県山北町南方に位置し延長3㎞．

平湯コンプレッ
クス

ひらゆこんぷれっく
す

Hirayu complex 岐阜・長野県境の安房峠付近に分布する美濃帯の
チャート・粘板岩・砂岩などが破砕変形して混在した
付加体．

平湯低速度帯 ひらゆていそくどた
い

Hirayu low-velocity zone 岐阜・長野県境の安房湿原で観測される基盤岩の低速
度帯で，弾性波速度は2.0～2.9km/secを示す．中古生
界の谷間を埋めて更新世末期の火山噴出物が堆積して
おり，安房トンネル施工時に大量湧水が発生した．

比流出土砂量 ひりゅうしゅつど
しゃりょう

specific sediment yield 流域における土砂流出の結果生じた運搬土砂の体積を
流出土砂量といい，単位面積(1k㎡)あたりの流出土砂
量を比流出土砂量という．

微粒石灰岩 びりゅうせっかいが
ん

micrite ミクライト．ほとんど石灰泥から構成され，生物の遺
骸などの粗い粒子の含有量が１%以下の石灰岩．

微流速計 びりゅうそくけい micro flow meter プロペラの回転数からボーリング孔内の孔軸方向の流
速を測定する流速計．慣用的に単孔で地下水流動方向
と流速を測定する機器全体をさすこともある．

微流速試験 びりゅうそくしけん microflow test 鉛直ボ－リング孔内において上下方向の微流速を測定
する試験．微流速の深度分布から湧水・逸水位置が分
かる．

比流量 ひりゅうりょう specific discharge 流域面積の異なる河川の流量を直接比較するために，
対象とする河川の流量を計測地点までの流域面積で除
したもの．単位流域面積あたりの流量．



微量汚染物質 びりょうおせんぶっ
しつ

micropollutant 微量であっても毒性の強い物質．埋立処分場浸出水に
含まれるダイオキシン類，多環芳香族炭化水素類な
ど．

微量成分 びりょうせいぶん minor elements, trace
component

地殻・鉱物・水・大気など様々な物質に少量含まれる
成分．主成分の対語であるが，基準はあまり定かでな
い．

微量分析 びりょうぶんせき microanalysis ,
microchemical anlysis

1～10 mg以下のごく微量の試料を用いて行う化学分
析．

蛭石 ひるいし vermiculite バーミキュライトと同義語．

蛭川石 ひるかわいし Hirukawa ishi ①秋田県大曲市蛭川産の新第三系輝石安山岩．白色と
黒色の２種を産し，大材がとれ，石碑として利用され
る．
②岐阜県恵那郡蛭川村産花崗岩

蛭子石 ひるこいし Hiruko ishi 福岡県門司市蛭子町産石材．白亜系前期硯石層群中の
安山岩．砕石用．

比例計数管 ひれいけいすうかん proportional counter 放射線の検出器の一種．計数管に比例計数管用ガスを
使用する．連続放射線の測定に適している．

ピレネー時相 ぴれねーじそう Pyrenees phase ピレネー山脈の造山運動において設定された造山時相
で，古第三紀の主褶曲の時期をさす．

疲労亀裂 ひろうきれつ fatigue crack 塑性変形の繰り返しで物体の内部に生じる微少亀裂．
一定成長後急速に破壊伝播し破断に至る．

疲労試験 ひろうしけん fatigue test 正弦波状に変化する応力を与え，材料の疲労強度を求
める試験．

ピロウブレッ
チャ

ぴろうぶれっちゃ pillow breccia 枕状角礫岩と同義．

広島霰大理石 ひろしまあられだい
りせき

Hiroshima-arare marble 広島県南部の大崎上島産の石材．古生界中の大理石．
多くは白色で，鼠色～鼠縞のものがある．室内装飾用
に利用．

広島花崗岩 ひろしまかこうがん Hiroshima granite 広島県を中心とする広い範囲に分布する白亜系～古第
三系の花こう岩．大規模な岩体を形成する．

広島変動 ひろしまへんどう Hiroshima disturbance 広島花崗岩などの珪長質火成活動によって特徴づけら
れる地殻変動．東アジアの燕山変動の一環とされる．

広瀬石 ひろせいし Hirose ishi 仙台市西部に産する新第三系中の凝灰岩石材．

微惑星説 びわくせいせつ planetesimal theory 太陽系は星雲内の塵が集合して形成されたとする説．



琵琶湖 びわこ Lake Biwako 滋賀県中央に位置する日本最大の湖で，鮮新世以降の
造盆地運動に規制されて形成された構造湖．

琵琶甲断層 びわこうだんそう Biwakou fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．山崎断層系の一部を
なす．低断層崖が発達する．

琵琶湖産ガス地 びわこさんがすち Biwako gas field 滋賀県琵琶湖沿岸に広く分布するガス徴候地帯．南東
部に多い．メタンを主とし，一般家庭で利用されてい
る．

干割れ ひわれ sun crack, desiccation
crack

未固結の泥質堆積物の表面に大気・日光が当たり，乾
燥・収縮する際に表面にできる多角形の割れ目．

品位 ひんい ore grade 鉱石または石炭の品質を示す指標．鉱石の場合は特定
の金属の重量比，石炭の場合は灰分または発熱量で表
す．

品位図 ひんいず assay map 鉱石の品位を鉱床の平面･断面などに投影した図．地質
図などと重ねあわせて鉱化作用の解明に用いる．

貧栄養湖 ひんえいようこ oligotrophic lake 生物生産の少ない湖沼．一般に深度が大きく，窒素化
合物およびリン酸塩などの栄養塩が少ない．

瀕海堆積環境 ひんかいたいせきか
んきょう

glacio-lacustrine
sedimentary environment

波浪や潮流の影響を受ける海陸の中間的な環境．分
級・淘汰の進んだ砂礫と周辺に生息する動物遺体を含
む泥質物が堆積する．

ビンガムモデル びんがむもでる Bingham Model 粘塑性モデル．並列な粘性要素と塑性要素に，弾性要
素が直列する．降伏値以上の応力で永久ひずみを生じ
る．

ひん岩 ひんがん porphyrite 閃緑岩と同組成の斑状を示す半深成岩．斑晶は斜長石
と有色鉱物からなり，石基は完晶質．斑岩と同義語．

貧鉱 ひんこう poor ore, low grade ore 比較的低品位であるが採掘の可能性はある鉱石．境界
品位は価格変動や採鉱・選鉱・製錬法の進歩によって
変化する．

貧酸素水塊 ひんさんそすいかい oxygen poor water area 水中の溶存酸素が，著しく減少してしまった水域．富
栄養化した水域の底部に堆積している有機物が分解さ
れる過程で，水中の酸素を消費することで発生する．

貧循環湖 ひんじゅんかんこ oligomictic lake 湖沼水の循環による分類の一つで，循環が１年を通し
て弱い湖沼のこと．熱帯地方の湖沼にみられる．

ヒンジライン ひんじらいん hinge line ①褶曲軸と同義．
②蝶番断層にあってはその回転軸．
③腕足類などの殻が開閉する回転軸．

浜堤 ひんてい beach ridge 砂堤と同義．

貧配合コンク
リート

ひんはいごうこんく
りーと

lean concrete セメントの配合割合が低いコンクリート．



頻発性地震 ひんぱつせいじしん swarm earthquake ある限られた地域に多数の地震が発生し，その大きさ
も同程度で，一般に前震，主震，余震という区別がで
きない場合を地震群といい，そこで起こる地震をい
う．

ピンホール試験 ぴんほーるしけん pinhole test 分散性粘土の浸食状況を判定するために開発された試
験．フィルダム遮水材料の試験に利用される．

ファイバコンク
リート

ふぁいばこんくりー
と

fibre reinforced
concrete

鋼・ガラス・炭素・有機系などの短繊維材を混ぜたコ
ンクリート．繊維補強コンクリートともいう．引張強
度や靭性の向上，剥落防止などの目的で用いられる．

ファイバ吹付け
コンクリート

ふぁいばふきつけこ
んくりーと

shotcrete with steel
fiber

鋼繊維補強材を混在させたコンクリート吹付工．覆工
などの引張・せん断強度を強化する．

ファイバメッ
シュ

ふぁいばめっしゅ fiber mesh ＮＡＴＭ工法において，通常の金網の代わりに使用す
るファイバ補強樹脂製の網．

φｕ＝0 解析法 ふぁいゆーいこーる
ぜろかいせきほう

φu＝0 method 粘土の強度が粘着力のみからなるものとして非排水せ
ん断強度を用いて行う安定計算法．軟弱地盤の短期安
定計算に広く用いられる．

ファインネス ふぁいんねす fineness 粒子の細かさ．粒度構成のこと．粉末度ともいう．

ファコリス ふぁこりす phacolith 褶曲した地域で向斜部や背斜部に整合的に貫入した，
小規模なレンズ状貫入岩体．

ファジィ理論 ふぁじぃりろん fuzzy theory あいまいさを表現しようとする数学的理論．人間の思
考に近いことで，各種情報処理などへの適用が進む．

不圧水 ふあつすい unconfined water 不圧地下水と同義．

不圧水帯 ふあつすいたい phreatic zone 不圧地下水を胚胎する層で，不圧帯水層とも呼ばれ
る．最上部に地下水面を持ち地下水面は直接土壌中の
大気と接している．

負圧水頭 ふあつすいとう negative-pressure 大気圧より小さい圧力水頭であり，水柱の高さ㎝H2Oで

示す．その絶対値の常用対数をとったものをpFとい
う．

賦圧層 ふあつそう cap rock, confining
layer

帯水層の上，下位に接するシルト層や粘土層などの難
透水層．帯水層中地下水の上下方向の流動を拘束し，
被圧する役割を持つ．

不圧帯水層 ふあつたいすいそう unconfined aquifer 大気圧と平衡状態にある自由地下水面をもち，不透水
層に被覆されない帯水層．

不圧地下水 ふあつちかすい unconfined groundwater 大気と直接つながる地下水面をもつ地下水．不圧水や
自由地下水ともいう．

不圧地下水面 ふあつちかすいめん phreatic surface,
unconfined groundwater
surface

不圧帯水層中に存在する地下水面で，不圧地下水の上
限にあたる．自由地下水面ともいう．



ファブリック ふぁぶりっく fabric 岩石を構成する鉱物粒や礫などの配列形態，空間的配
置，鉱物の格子方位の定向性などのこと．

ファメヌ階 ふぁめぬかい Famennian stage アルデンヌ～ライン地域を模式地とするデボン系最上
部の地層．主に頁岩，石灰岩からなる．

ファラディの法
則

ふぁらでぃのほうそ
く

Faraday's law 磁界変化に伴い誘起される起電力は，閉回路の磁束の
時間変化率に比例するという法則．

ファルーシア系 ふぁるーしあけい Pharusian system サハラ砂漠中央部の先カンブリア系上部の地層．層厚
15,000mの浅海成堆積岩起源の結晶片岩から構成され
る．

ファルムダル亜
氷期

ふぁるむだるあひょ
うき

Farmdalian stadial 北米大陸の最終氷期であるウィスコンシン氷期のうち
の2.2～2.8万年前の亜氷期．

ファンシュー
ティング

ふぁんしゅーてぃん
ぐ

fan shooting 地震探査法の一つ．起振孔に対し受振器を扇状に配置
する方法．扇状展開爆発法と同義．

ファン・デル・
ワールスの状態
式

ふぁんでるわーるす
のじょうたいしき

van der Waals equation
of state

気体の状態式．圧力・体積・分子間力定数で表わされ
る．理想気体からの偏差（気相－液相間転移の状態な
ど）を表す．

ファン・デル・
ワールス力

ふぁんでるわーるす
りょく

van der Waals force ,
van der Waals bond

分子間または原子間に働く弱い引力．電子の共鳴運動
に起因して生じ，かなり遠距離まで働く．

ファン礫岩 ふぁんれきがん fanglomerate 扇状地礫岩と同義．

ＶＥＳ解析 ぶいいーえすかいせ
き

vertical electrical
sounding  analysis, VES
analysis

電気探査法のうち，ほぼ水平な成層構造を対象とした
垂直探査方式の逆解析．

フィードバック
型電磁地震計

ふぃーどばっくがた
でんじじしんけい

feed-back type
seismometer

電磁誘導を利用した地震計．小型で長周期の地震波を
記録できるように電気回路を工夫したもの．

ＶＳＰ ぶいえすぴー vertical seismic
profiling, VSP

地表発信で坑井内受信とする地震波トモグラフィ．

ＶＨＦ ぶぃえっちえふ VHF, very high frequency 電磁波のうち，波長が１～10ｍ，100MHz前後のメート
ル波．テレビ放送などで一般的に用いられる周波数
帯．

ＶＨＦ電波法 ぶいえっちえふでん
ぱほう

very high frequency
radio wave method, VHF
radio wave method

発信源としてＶＨＦ帯の電波を利用する電磁法の一
種．

Ｖ／Ｈ ぶいえっちひ velocity to height ratio センサの速度を地表面からの高度で除した値．センサ
と地表との相対速度を示す．

ＶＬＦ－ＥＭ法 ぶいえるえふいーえ
むほう

VLF-EM method, very low
frequency-electro
magnetic method

潜水艦通信用のＶＬＦ電磁波(10～30kHz)による地上の
電磁場が，地下の導体による異常な垂直磁場で乱され
ることを利用した探査法．鉛直方向と水平方向の磁場
強度を測線に沿って測定する．探査深度は数10ｍ程度
で破砕帯の検出などに用いられている．



ＶＬＦ－ＭＴ法 ぶいえるえふえむ
てぃーほう

VLF-MT method, very low
frequency-
magnetotelluric method

潜水艦通信用のＶＬＦ電磁波(10～30kHz)による地上の
電磁場が，地下の導体による異常な垂直磁場で乱され
ることを利用した探査法．水平電場と水平磁場を測定
し見かけ比抵抗を求める．探査深度は数10ｍ程度で破
砕帯の検出などに用いられている．

ＶＬＦ帯 ぶいえるえふたい very low frequency band,
VLF band

電波の周波数が３～30KHzの電波帯．

ＶＬＦ探査法 ぶいえるえふたんさ
ほう

ＶＬＦ method 発信源としてＶＬＦ帯の電波を利用する電磁法の一
種．

ＶＬＢＩ ぶいえるびーあい very long baseline
interferometer, VLBI

超長基線電波干渉計．電波星からの電波を２地点で観
測し，その位相差から２地点間の距離を算出する．

Ｖカット工法 ぶいかっとこうほう V-cut method 発破工法によるトンネル切羽面における穿孔方法のう
ち，芯抜き効果を高めるためのＶ字形穿孔法．

ブイ式円筒足場 ぶいしきえんとうあ
しば

sper-buoy boring derrick 浮上式足場の一種で，センターパイプの浮力体を水中
に引き込み足場やぐら全体を自立させる構造の海上足
場．

Ｖ字谷 ぶいじこく V-shaped valley 横断面がＶ字形を呈している河谷．側方浸食よりも下
刻作用が著しく働いた幼年期の谷地形．

フィッシャーの
検定法

ふぃっしゃーのけん
ていほう

Fisher's significance
test

地震発生の周期性について統計的に検定する方法．

フィッシャーの
分類

ふぃっしゃーのぶん
るい

Fisher's classification
of volcanic breccia

Fisherによる広義の火砕岩の分類．水底噴火による破
片化を陸上噴火による破片化と区別したことなどに特
徴．

フィッシュ（井
戸の）

ふぃっしゅ（いど
の）

fish 簡単に取り除くことが出来なくなった井戸あるいは
ボーリング孔内の異物をさす．

フィッシュテー
ルビット

ふぃっしゅてーる
びっと

fishtail bit ノンコアボーリング用ビットの一種．魚の尾の形を
し，刃先の中心部が割れている．主に，軟質地層・砂
利層に使用する．

フィッショント
ラック年代測定
法

ふぃっしょんとらっ
くねんだいそくてい
ほう

fission track dating 高エネルギーの重荷電粒子の照射または核分裂で生じ
る固体内の飛跡を数え，その固体の年代を測定する手
法．

不一致年代 ふいっちねんだい discordant age U-Pb法，Th-Pb法，Pb-Pb法を用いて測定した同一試料
の年代が一致しないこと．

ＶＴＩＲ ぶいてぃーあいあー
る

visible and thermal
infrared radiometer,
VTIR

人工衛星MOS-1に搭載の可視熱赤外放射計．海表面温度
などの調査を目的とし，4バンド構成で走査幅は
1,500kmを有す．

フィニッシャ ふぃにっしゃ finishing machine 舗装を施工時の敷きならし・締固め・仕上げ作業を行
う機械．コンクリート用・アスファルト用がある．

フィニ氷期 ふぃにひょうき Fini glacial time De Geer(1912)は北欧での氷縞粘土の研究から晩氷期を
3期に区分しており，このうちの最後の時期．



Ｖ－バンド ぶいばんど V-band レーダー周波数帯の一つ．周波数46～56GHz，波長域
0.54～0.65cmの帯域．

Ｖｐ／Ｖｓ法 ぶいぴーぶいえすほ
う

Vp-Vs method 小地震のＰ波およびＳ波の速度比が異常な変化を起こ
す期間と地震のマグニチュードとの関係から大地震を
予知する方法．

フィヨルド ふぃよるど fjord 氷食作用により形成された谷が部分的に沈水し，海水
が侵入して生じた湾．峡湾ともいう．

フィラ ふぃら filler 主として加熱アスファルト混合物に用いる微粒子の骨
材で例えばセメント・石灰石の粉末やフライアッシュ
など．

フィリピン海溝 ふぃりぴんかいこう Philippine trench フィリピン諸島の東縁に沿う海溝．ユーラシアプレー
トとフィリピン海プレートの境界をなしフィリピン海
プレートの沈みこみにより形成される．海溝底には混
濁流堆積物が存在し，幅1～3kmの平坦面を形成してい
る．

フィリピン海プ
レート

ふぃりぴんかいぷ
れーと

Philippine sea plate フィリピン海から続く海洋プレートの名称．ユーラシ
アプレートに対して沈み込み，関東から西南日本外帯
に発生する巨大地震の原因．

フィリピン海盆 ふぃりぴんかいぼん Philippine basin フィリピン海の西半分を広く占める三角形の海盆．

フィリピン火山
帯

ふぃりぴんかざんた
い

Philippine volcanic belt 環太平洋火山帯の一部．台湾東岸より，パタン諸島，
ルソン，ミンダナオを経て，サンギ諸島に続く火山
帯．

フィリピン弧 ふぃりぴんこ Philippine arc フィリピン海溝の西方に位置する島弧．インドネシア
弧とともにスンダ安定地塊を取り巻いている．

フィリピン断層 ふぃりぴんだんそう Philippine fault ルソン島を北西－南東方向にほぼ横断する左横ずれの
活断層．西暦1645年に大地震(Ｍ８)を起こした可能性
がある．

フィルタ井戸 ふぃるたいど filter-well ストレーナの付いた揚水井戸の外側に，土粒子の流動
防止のために粒径のそろった砂，金網等のフィルタを
設けた井戸．

フィルタイプダ
ム

ふぃるたいぷだむ fill type dam フィルダムともいう．岩石材料，掘削ずり，砂礫，土
質材料などの自然材料を盛立てて築造したダムの総
称．

フィルタ材料 ふぃるたざいりょう filter material ①土粒子を流失させず浸透水のみを通過させるために
設ける半透水性材料．
②フィルダムの遮水材料と透水材料の中間に設けられ
る砂層あるいは砂利層．

フィルタサンド ふぃるたさんど filter sand フィルタとして利用される透水性の良い砂．

フィルダム ふぃるだむ fill dam, embankment dam 堤体が岩石材料，砂礫材料および土質材料などにより
盛立て築造されたダムの総称．

フィルダム材料 ふぃるだむざいりょ
う

embankment dam material フィルダムの築堤材料．細粒粘性土は遮水材料，粗粒
岩石は透水性材料として幅広い材料が利用される．



フィレット ふぃれっと fillet コンクリートダムの岩盤部付近の増厚コンクリートの
こと．一般には重力ダムの基本三角形に付加した上流
側増厚部をさす．

フィロケイ酸塩 ふぃろけいさんえん phyllosilicate 造岩鉱物の主体をなす珪酸塩鉱物の一種で，層状珪酸
塩ともいう．一般に粘土鉱物はこの層状鉱物からな
る．

フィロナイト ふぃろないと phyllonite 粗粒の変成岩あるいは火成岩が破砕作用を受けて，千
枚岩（フィライト）状となった岩石のこと．マイロナ
イトの一種．

フィロナイト化
作用

ふぃろないとかさよ
う

phyllonitization フィロナイトを生成する作用（低温・高圧型）．

フィンガービッ
ト

ふぃんがーびっと finger bit ノンコアボーリング用ビットの一種．指状をした固定
式またはリセット式の切削刃を有する岩盤用ビット．

フィンガープリ
ント法

ふぃんがーぷりんと
ほう

finger printing method 土壌空気中に含まれる揮発した汚染物質を活性炭に吸
着させ，質量分析計で同定・定量する土壌ガス調査法.

フィンネマナイ
ト

ふぃんねまないと finnemanite Pb5(AsO3)3Cl，六方晶系，硬度2.5，比重7.26．灰～黒

色の半透明～不透明柱状結晶からなり，亜ダイヤモン
ド光沢を示す．へき開（劈開）明瞭．

封圧 ふうあつ confining pressure 全ての方向で大きさが等しい圧縮力．地下深部で造構
力が作用しない場合，上載荷重が封圧となる．

風圧（風速）計 ふうあつ（ふうそ
く）けい

pressure anemometer 風速計のなかで，強風を測る風速計のこと．風の圧力
を測ることで風速を求める装置．

風圧計 ふうあつけい pressure-tube anemometer 空気中の微圧（ゲージ圧）を測定して風速を求める計
器．

風化 ふうか weathering 物理風化と化学風化に大別され，岩石が地表条件のも
とで，気圏・水圏・生物圏の影響で変化し土壌になる
過程．

風解 ふうかい efflorescence 結晶水を有する結晶が，空気中で自然に結晶水の一部
または全部を失って，結晶がくずれる現象．

風害 ふうがい wind damage 強風によって発生する被害．家屋・建物・農作物など
あらゆるものがこの被害の対象となる．

風化崖 ふうかがい weathering escarpments 成層し緩やかに傾斜している堆積岩からなる崖が，風
化作用により後退することで形成された崖．

風化核 ふうかかく core stone 岩石の割れ目沿いに風化が進み，風化部で囲まれた相
対的な新鮮岩部．花崗岩や砂岩などでよく認められ
る．

風化殻 ふうかかく weathering crust 土壌の表面から岩盤の風化部までの風化帯の総称．日
本では丘陵や高位段丘に赤色風化殻が発達している．



風化岩 ふうかがん weathered rock 風化作用を受けた岩石．対語として新鮮岩や未風化岩
の用語が使用されている．

風化系列 ふうかけいれつ weathering sequence 土壌中の鉱物が化学的風化作用により粘土鉱物に変化
する系列．（例　雲母→イライト→バーミキュライト
の系列）

風化作用 ふうかさよう weathering 地表付近で岩石が位置を変えることなくルーズな含水
物質に変化する過程．機械的に砕片化する物理的風化
と，変質し粘土を生成する化学的風化がある．

風化残積土 ふうかざんせきど weathered residual soil 岩石の風化産物が流水，風などにより他所へ運ばれる
ことなく，その場で土壌生成作用を受け土壌となった
もの．

風化残留鉱床 ふうかざんりゅうこ
うしょう

residual deposit 風化作用により形成された鉱床．一般に残留鉱床と同
義．ボーキサイト鉱床が代表例である．

風化残留物 ふうかざんりゅうぶ
つ

saprolite, residual
deposits

岩石が風化を受けて，浸食運搬されないで残留してい
る風化物質．原地から移動していないマサなどが例．

風化指数 ふうかしすう weathering index ①石炭の風化あるいは粉化性の尺度で指数で示す．乾
燥湿潤を繰り返した後の劣化・細粒化分の質量比(％)
で表す．
②岩石・鉱物の化学的風化の進行の程度を表わす指
数．Reiche,P.の提案した風化生産指数と風化ポテン
シャル指数などがある．

風化心 ふうかしん weathering core 風化核と同義．現在あまり使用されていない用語．

風化浸食（作
用）

ふうかしんしょく
（さよう）

denudation 地殻が空気・水・生物・気温変化などの外因的営力を
受けて変質移動し，新鮮な岩石の露出が繰り返す作
用．

風化浸透鉱床 ふうかしんとうこう
しょう

infiltration deposit 地下水によって別の岩石中に濃集して形成された鉱
床．ウラン，銅，鉄などの鉱床が代表例である．

風化前線 ふうかぜんせん weathering front 風化部と未風化部とが急激に変化している場合，その
境界を風化前線とよぶ．

風化層 ふうかそう regolith,
weathering(wethered)
layer

表層に分布する岩石の風化した未固結物質．定義は明
確でなく，風化とは関係ない軟らかい堆積層も含む場
合もある．

風化層補正 ふうかそうほせい weathering correction 地震波の解析の際，表面風化層内では低速度であるこ
とを考慮し，反射波・屈折波の到達時刻を補正するこ
と．

風化帯 ふうかたい weathered zone,
weathering zone

基岩の風化により表層の土壌化した部分から新鮮部ま
での範囲．風化程度によりゾーン分帯される．

風化断面 ふうかだんめん weathering profile 表層から新鮮岩に至る風化作用の影響度を表す断面．

風化度 ふうかど degree of weathering 風化作用の進行度合や風化生成物の物理・化学的性質
の程度で，各種指数や岩盤分類などで表示される．



風化土 ふうかど weathering deposited
residual soil

岩石が破砕，変質，劣化して土砂状となった後，その
位置に留まっている土．

風化軟岩 ふうかなんがん weathered soft rock 風化作用に起因する軟岩．他に変質軟岩・堆積軟岩な
どが区分されている．

風化皮膜 ふうかひまく weathering rind 岩石の風化が進むにつれて礫状化した岩塊の表面にで
きる酸化鉄などの皮膜．

風化分帯 ふうかぶんたい classification of
weathered zone

表層から新鮮岩までを一定の基準に従って区分するこ
と．花崗岩などでは６～８程度に分帯されることがあ
る．

風乾 ふうかん air dry ①粘土鉱物を室内で自然乾燥により乾かすこと．エチ
レングリコール処理との比較で粘土の膨潤性を確認す
る手法．
②土質試験試料を自然乾燥により含水比調整するこ
と．

風景大理石 ふうけいだいりせき landscape marble 大理石の石材商品名の一つ．不純物のため，研磨面に
樹木のような景観を現すもの．装飾用．

ブーゲー異常 ぶーげーいじょう Bouguer anomaly フリーエア・地形・ブーゲーの３補正を行った重力の
観測値と標準重力の差．

ブーゲー勾配 ぶーげーこうばい Bouguer grade ブーゲー異常図において，等ブーゲー異常値を示すコ
ンターに直交する方向の勾配．

ブーゲー補正 ぶーげーほせい Bouguer reduction 重力観測値に対して，観測点とジオイドとの間の物質
の質量による影響を補正すること．

風隙 ふうげき wind gap 尾根筋の鞍部で，かつては川の流路の一部であったが
争奪を受けて恒常流を失った化石河川．横ずれ断層に
より形成された閉塞丘により形成される場合がある．

風穴 ふうけつ fuketsu ①溶岩流の中央部に生じるトンネル状の空洞のうち，
大型のもの．富士山に多く存在することが知られてい
る．
②著しい開口亀裂の発達する岩盤または岩海状の崖錐
堆積物中で，外気と直接連絡する空気の流れを有する

風向 ふうこう wind direction 風の吹いてくる方向．８方位，16方位，36方位で示
す．

風向風速計 ふうこうふうそくけ
い

anemovane, wind vane and
anemometer

風向計と風速計が一体となった観測装置．風速風向計
ともいう．

風向風速図 ふうこうふうそくず wind direction and wind
velocity chart, wind
rose

風向と風速の関係図表．風向を16方位とし風速をいく
つかに区分して百分率で表示．主に滑走路計画に用い
る．

ブーシネスクの
解

ぶーしねすくのかい Boussinesq's solution 等方等質の半無限弾性地盤の表面に，垂直な点荷重が
作用したときの応力分布を求める解．

ブーシネスク理
論

ぶーしねすくりろん Boussinesq theory 地盤の表面に垂直の点載荷を加えた時の地中応力分布
を表す理論．地盤を等方等質の半無限弾性体と仮定．



撫順統 ふーしゅんとう Fushun series 中国華北の遼寧省に位置する，炭層を挟在する陸成の
古第三系．撫順炭田を構成する．

風食 ふうしょく wind erosion 風による浸食作用．飛砂による削剥作用と細粒物質が
吹き飛ばされる浸食作用とに区分される．

風食凹地 ふうしょくおうち wind-formed depression 風による細粒物質の浸食作用によって形成された，円
ないし楕円状の平面形を呈する凹地．

風食地形 ふうしょくちけい aeolian landform 主として乾燥地帯にみられる風の浸食・運搬・堆積の
作用により作られた地形の総称．たとえば，ヤルダン
やデザートペーブメントなど．

風食洞 ふうしょくどう wind cave 風食によって生じた洞窟．

風食礫 ふうしょくれき ventifact, facetted
pebble

礫の特定の部分が風による飛砂の摩耗作用によりみが
かれて平滑になり，稜線が顕著になった特異な形態の
礫．

風侵 ふうしん wind erosion 風食と同義．

風塵 ふうじん dust, blowing dust 乾いた粘土や砂などの土壌物質が突風によって吹き飛
ばされる現象で，中にいると前方が見えないほどとな
る．

風水害 ふうすいがい damage caused by the
wind and flood

台風・サイクロン・竜巻・フェーンなどの強風による
災害と，洪水などの水による災害の総称．

フース型検潮儀 ふーすがたけんちょ
うぎ

Fusse type tide gauge 潮汐変化を記録する検潮儀の形式の一つ．潮汐の水位
変化を浮き（ブイ）の動きとして記録する．

風成 ふうせい aeolian, eolian, air-
laid

風の浸食・運搬・堆積の作用により作られることある
いは作られたもの．

風成砕屑物 ふうせいさいせつぶ
つ

anemoclastics 風および風による砂塵によって削られた岩石片よりな
る砕屑物．

風成層 ふうせいそう aeolian deposit, aeolian
soil

関東ロームなどのように，主に風の力で運搬され，堆
積してできた堆積物（地層）．

風成堆積物 ふうせいたいせきぶ
つ

aeolian sediment,
aeolian deposit

風により運搬され堆積した堆積物．日本では砂丘成層
や関東ローム層などがある．風成層・風積層と同義．

風成地形 ふうせいちけい aeolian landforms 風の浸食・運搬・堆積の作用により作られた地形．風
食地形と同義

風積層 ふうせきそう aeolian sediment,
aeolian deposits

風成堆積物と同義．



風積土 ふうせきど aeolian soil 運積土のうち土粒子の運搬営力が風であるもの．日本
各地の火山灰層，砂丘砂などがこれに属する．

風速 ふうそく wind velocity, wind
speed

空気の水平方向の流れの速さを風速といい，m/sで表
す．風速の10分間平均値を平均流速，瞬間値を瞬間風
速という．

風速鉛直分布 ふうそくえんちょく
ぶんぷ

vertical distribution of
wind velocity

地表から150m程度の範囲では，風速は地表からの高さ
とともに増加する．この風速と高さの関係をいう．

風速計 ふうそくけい anemometer 風速を測る装置．風車型（回転型）が一般的である
が，風圧型あるいは熱線や超音波を用いるものなどが
ある．

フーチング ふーちんぐ footing 基礎下部の広がった部分．基礎面の荷重を支持地盤の
地耐力に応じた大きさまで低減する役割をもつ．

フーチング基礎 ふーちんぐきそ footing type foundation,
footing foundation

上部構造物からの荷重を広い面積に分布させるために
フーチングを用いた基礎．直接基礎，杭基礎に多く用
いられている．

ブーディン構造 ぶーでぃんこうぞう boudinage 延性に乏しい地層が延性に富んだ地層に挟まれ，層理
面方向へ伸長した際に生じるソーセージ状にちぎれた
構造．

風洞 ふうどう wind tunnel 風を人工的に吹送するトンネル型の装置．測定部に精
度の良い一様流を吹送することを基本性能とする．

風洞実験 ふうどうじっけん wind tunnel test 風洞を利用した実験の総称．航空機開発，構造物の耐
風性の検討などを目的として実施される．

風倒木 ふうとうぼく trees fallen by storm 台風などの暴風時に発生する倒木．風倒木は土砂とと
もに流木となって下流で災害を起こすこともある．

風洞模型 ふうどうもけい wind tunnel model 構造物に作用する空気力や振動の特性を調べるため風
洞実験に使用する模型．その縮尺は相似則より決定す
る．

封入型Ｘ線管 ふうにゅうがたえっ
くすせんかん

sealed-off tube 管の製造時に，真空にして封じられたＸ線管．

ブームカッタ ぶーむかった boom cutter トンネル掘削に用いる自由断面掘削機の一つで，ブー
ムと直角方向の軸を中心に回転するもの．

ブームヘッダ ぶーむへっだ boom header トンネル掘削に用いる自由断面掘削機の一つで，ブー
ムの長手軸を中心に回転するもの．

フーラー土 ふーらーど fuller's earth フラー土と同義．

フーリエ解析 ふーりえかいせき Fourier analysis すべての関数を三角級数で表すことで解析する解析手
法．熱伝導・振動・音響・光学など様々な分野で用い
られる．フーリエは19世紀のフランスの数学者．



フーリエ級数 ふーりえきゅうすう Fourier series 周期関数はその基本周波数の整数倍の周波数の正弦関
数の和で表される．その数式をフーリエ級数と呼び，
一般式は無限級数である．実用的には必要な個数に止
めるので無限フーリエ級数であり，作成にFFTという計
算ソフトが使用される．なお，有限級数のため原関数
で与えられた点以外は原関数と一致しない．

フーリエスペク
トル

ふーりえすぺくとる Fourier spectrum 振動波形などをフーリエ変換して三角関数の級数和で
表したときの各級数の係数（振幅）を振動数との関係
で示したもの．卓越振動数の分析などに用いる．

フーリエスペク
トル解析

ふーりえすぺくとる
かいせき

Fourier spectral
analysis

波がどのような振動数の成分を含み，どの成分の振動
が大きいかを調べる方法．

フーリエ積分 ふーりえせきぶん Fourier integral 周期関数に対するフーリエ級数展開を非周期関数まで
拡張したもの．周期が無限に長い時のフーリエ級数の
極限の形を示すもの．

フーリエ分光計 ふーりえぶんこうけ
い

Fourier transform
spectrometer

フーリエ分光法による赤外分光光度計．マイケルソン
干渉計ともいう．

フーリエ変換 ふーりえへんかん Fourier transform フーリエ積分を，時刻歴波形に適用してフーリエスペ
クトルを導くこと．逆に，フーリエスペクトルに対し
て行うと時刻歴波形が得られ，これをフーリエ逆変換
と呼んでいる．非周期関数も周期∞の周期関数とみな
してフーリエ級数を拡張し，別の変数の関数に置換え
る数学的手法．

フーリエ変換赤
外分光法

ふーりえへんかんせ
きがいぶんこうほう

Fourier transform
infrared spectroscopy

赤外線吸収スペクトルによる分析法の一種で,分光に
フーリエ変換を用いる.

風りょう石（風
稜石）

ふうりょうせき facetted pebble 卓越風の風食作用で，上面に稜が発達した石．３本の
稜があることが多く，三稜石と呼ばれる．砂漠に多
い．

風力エネルギー ふうりょくえねる
ぎー

wind energy 空気の運動エネルギーのこと．石油代替エネルギーと
して風力発電の研究・開発が各国で行われている．

風力階級 ふうりょくかいきゅ
う

wind scale 風速値（m/s)をある範囲で区切り，階級値として風の
強さを評価すること．ビューフォート風力階級が有
名．

風力発電 ふうりょくはつでん wind power generation 風のエネルギーを用いて風車を回転させ，電気を起こ
す発電方式.

プール式魚道 ぷーるしきぎょどう pool type fish way 流呈方向に横断する隔壁を設けてプールを形成させ，
各隔壁間は越流や潜流によって水流を流下させる型式
の魚道．

フェアハストの
基準

ふぇあはすとのき
じゅん

Fairhurst's criterion 破壊基準の一つ．グリフィスの基準に対し，一軸圧縮
強度と一軸引張強度の比を，任意の場合にまで拡張．

富栄養化 ふえいようか eutrophication 湖沼型が植物栄養塩類濃度の高まった富栄養湖へ遷移
したり，水質が富栄養へ変化する現象．

富栄養湖 ふえいようこ eutrophic lake 生物生産の豊富な湖．N，P成分が多いので，植物プラ
ンクトンが多くなり，緑色を呈する．



フェーン現象 ふぇーんげんしょう foehn phenomenon 大気が山脈を越える際に風上斜面で凝結を伴うと，山
脈の風下では大気が昇温・乾燥する現象．

フェザー ふぇざー feather 宝石中に含まれる包有物の羽毛状集合．

フェシリアリ
ティッククラス
ト

ふぇしりありてぃっ
くくらすと

fersiallitic crust Fe2O3，FeO(OH)，SiO2，Al2O3・nH2O，+AlO(OH)からなる

ラテライトで，熱帯～亜熱帯に分布する特異な風化生
成物．

フェシリティッ
ククラスト

ふぇしりてぃっくく
らすと

fersilitic crust シリカが溶脱形成されたシルクリートのうち，Fe2O3，

SiO2を主成分とするもの．

フェナントロリ
ン吸光光度法

ふぇなんとろりん
きゅうこうこうどほ
う

phenanthroline absorptio
metric analysis

フェナントロリン（化学式C12H8N2）の性質を利用した吸

光光度法．吸光光度法は物質あるいは元素に特有の電
磁波の吸光度を用いて分析する方法．

フェノスカンジ
ア亜氷期

ふぇのすかんじああ
ひょうき

Fennoscandian stadial バイクゼル氷期最末期（1.1～１万年前）におけるフェ
ノスセンジナビアの氷河拡大期．

フェマンギ
ティッククラス
ト

ふぇまんぎてぃっく
くらすと

fermangitic crust Fe2O3，MnO2を主成分とするラテライトで，熱帯～亜熱

帯に分布する特異な風化生成物．

フェラリティッ
ククラスト

ふぇらりてぃっくく
らすと

ferrallitic crust Fe2O3，FeO(OH)，Al2O3・nH2O，+AlO(OH)を主成分とする

ラテライトで，熱帯～亜熱帯に分布する特異な風化生
成物．

フェリーブリッ
ジ冷却塔の崩壊

ふぇりーぶりっじれ
いきゃくとうのほう
かい

failure of Ferry Bridge
cooling tower

1965年イギリスフェリーブリッジ火力発電所で発生し
た災害．構造物の耐風設計見直しの大きな契機とな
る．

フェリクリート ふぇりくりーと ferricrete 熱帯～亜熱帯に分布する鉄酸化物と鉄水酸化物に富む
土壌で，ラテライトとも呼ばれている．

フェリティック
クラスト

ふぇりてぃっくくら
すと

ferritic crust 主にFe2O3，FeO(OH)からなるラテライトで，熱帯～亜熱

帯に分布する特異な風化生成物．

フェルマーの原
理

ふぇるまーのげんり Fermat principle,
Fermat’s principle

波の伝播経路は，媒質ごとにそれぞれ最短時間となる
コースをたどる．屈折・反射の法則が導かれる．

フェレニウスの
解法

ふぇれにうすのかい
ほう

Fellenius solution 円弧破壊面の解法を利用して純粋な粒状土の極限支持
力を求める方法．

フォアパイリン
グ

フォアパイリング forepiling トンネルの先受工で，切羽前方の地山に鋼管などの補
助支保工を挿入して緩みを防止する措置．切羽前方の
長い区間（5m以上）の先受けに用いるものをいう．

フォアポーリン
グ

ふぉあぽーりんぐ forepoling トンネル先受け工の一つ．切羽上部の外周から前方に
向かって長さ５ｍ以下のロックボルト，鋼管などを打
ち込天端の緩みや崩落を防止する．注入を併用する場
合がある．

フォアマン ふぉあまん foreman 作業員のグループを指揮する世話役，職長．



フォイルサンプ
ラ

ふぉいるさんぷら foil sampler 軟らかい粘性土の乱さない試料を採取するサンプラ．
フォイルテープによって試料を保持し，長い試料の採
取が可能．

フォークト物体 ふぉーくとぶったい Voigt substance 弾性体と粘性流体の両方を兼ね備えた物質の一種．

フォークトモデ
ル

ふぉーくともでる Voigt model 粘弾性を粘性と弾性との並列と考えるモデル．一定応
力下の変位は次第に増加し弾性体の変位に近づくク
リープを示す．

フォーセット構
造

ふぉーせっとこうぞ
う

foreset structure 三角州の前置層の構造．前進した前置斜面の痕跡であ
る．

フォームドリリ
ング

ふぉーむどりりんぐ foam-drilling, foam
drilling

界面活性剤を発泡剤として加えた泡状の循環水を用い
てスライムを排出するボーリング掘削法．破砕帯など
を乱さずにコア採取できる特徴がある．

フォーメーショ
ンテスト

ふぉーめーしょんて
すと

formation testing 井戸およびボーリング孔などを利用して，地層から産
出しうる流体の量を知る試験．

フォーメーショ
ンマイクロス
キャナ

ふぉーめーしょんま
いくろすきゃな

formation microscanner 多数の電極により，比抵抗を連続的に測定することに
よって，地層傾斜方位，孔壁比抵抗画像を得る検層．

フォーリング
ウェイトデフレ
クトメータ

ふぉーりんぐうぇい
とでふれくとめーた

falling weight
diflectometer

路面上の載荷板に錘を落下させ，これにより生じた舗
装面の変形からたわみ曲線を求める装置．ＦＷＤとも
いう．

フォールアウト ふぉーるあうと radioactive fallout 核爆発などによって大気中に放出された放射能を帯び
たちりが，重力あるいは雨雪に付着して地表に降下す
ること．

フォールコーン
試験

ふぉーるこーんしけ
ん

fall cone test 先端角60ﾟ質量60gのコーンの自重貫入量により，細粒
土の液性限界を求める方法．

フォールコーン
法

ふぉーるこーんほう fall cone test フォールコーン試験と同義．

フォッサマグナ ふぉっさまぐな Fossa Magna 西縁を糸魚川－静岡構造線に画される，本州の中央部
を南北に横断する日本の最も重要な大構造帯の一つ．

フォトカプラー ふぉとかぷらー photo-coupler 発光素子と受光素子を組み合わせて電気信号を光に変
換して伝達したあと，再び電気信号に戻す素子．入力
側と出力側を電気的に絶縁することができる．

フォトクリノ
メータ

ふぉとくりのめーた photoclinometer 非連続デイップメータで，ボーリング孔内の地層の方
位・傾斜を地上操作による写真で測定する．

付加 ふか accretion 海洋プレートが沈み込むとき，プレート上部の海洋堆
積物が削り取られて陸側に付け加えられること．アク
リーションともいう．

深い基礎 ふかいきそ deep foundation 杭やケーソンなどの深い支持層に到達させた基礎．地
表面から基礎底面までの深さが基礎幅より深い基礎．



深井戸 ふかいど deep well 浅井戸に対する用語で，十数ｍ～数十ｍ以深の井戸．
30m以深の井戸をさすことが多い．

負荷曲線 ふかきょくせん load curve 負荷の時間的な変化を図示する場合に用いられる．対
象の時間軸の長さによって日負荷曲線，年負荷曲線な
どという．

不攪乱試料 ふかくらんしりょう undisturbed sample 原位置の状態からできるだけ攪乱しないような方法で
地盤から採取した試料．

不撹乱土壌 ふかくらんどじょう undisturbed soil 乱されていない自然状態の土壌で，土壌構造や層位な
どを調べるのに用いる．

付加コンプレッ
クス

ふかこんぷれっくす accretionary complex 海洋プレートが沈み込む際の付加により形成された地
質体．日本列島の中古生界は多くがこの地質体からな
る．

富化作用 ふかさよう enrichment 鉱床中に存在する鉱物の中から有用な鉱物や成分の含
有量や品位を高めること．有用成分の増加と不要成分
の除去がある．

付加体 ふかたい accretionary prism,
accretionary wedge

海洋プレートの沈み込みに伴う付加作用によって形成
された地質体．大陸側斜面に付加された際に形成され
る逆断層と楔状構造が特徴．

付加帯 ふかたい accretionary zone 海洋プレートの沈み込みによって付加体が形成されて
いる地帯．

不活性ガス ふかっせいがす inert gas 周期表の第０族（He，Ne，Ar，Kr，Xe，Rn）の総称．
これらの元素は，天然では化学反応を起こさない．

付加テクトニク
ス

ふかてくとにくす accretion tectonics 海溝部で海洋プレートの上の物質が大陸プレートに付
加し，その付加部を中心に生ずる複雑な造構運動．

付加プリズム ふかぷりずむ accretionary prism 付加によって大陸側に押し付けられた堆積物が形成す
る楔（プリズム）状の断面．海溝付加体ともいう．

深見地すべり ふかみじすべり the Fukami landslide 1974年に石川県輪島市深見で発生した第三紀層地すべ
り．防止区域10ha．被害は人家18戸の被災と国道300m
の破断とされている．

深谷断層 ふかやだんそう Fukaya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西－南東方向．埼
玉県深谷市に位置し延長10㎞．西側隆起を示す．

不完全貫入井戸 ふかんぜんかんにゅ
ういど

partially penetrating
well

帯水層を全部貫いていない，あるいは帯水層全体にわ
たりストレーナが設置されていない井戸．部分貫入井
戸ともいう．

不完全被圧水 ふかんぜんひあつす
い

semiconfined water 帯水層の上・下を限る加圧層が半透水性であるため，
帯水層中地下水の上下方向のある程度の流動，漏水を
生じうる被圧水．

吹上げ泉 ふきあげせん spouting spring 温泉水が水蒸気や炭酸ガスを伴い地上高く噴きあがる
もの．噴騰泉ともいう．



不規則型混合層
鉱物

ふきそくがたこんご
うそうこうぶつ

random mixed-layer
mineral

複数の層構造を持つ粘土鉱物が細かく互層し，その積
み重なり方に秩序を欠くもの．

不規則混合層 ふきそくこんごうそ
う

random
interstratification,
random mixed layer

２種またはそれ以上の層構造をもつ鉱物が，細かく互
層し，しかもその積み重なり方に秩序を欠くもの．

不規則土層 ふきそくどそう erratic subsoil タービダイトや崩積土にみられるような，水平・垂直
方向に物性が激しく変化する構造を示す土層．

吹付け厚 ふきつけあつ thickness of shotcrete ＮＡＴＭ工法で通常一次覆工として用いられる吹付け
コンクリートの厚さで，地山の等級によって異なる．

吹付け機 ふきつけき shotcrete machine コンクリートを地山に吹付ける機械で湿式と乾式があ
る．粉塵・はね返りが少ないものが選定される．

吹付けコンク
リート

ふきつけこんくりー
と

shotcrete 圧搾空気を用いて吹付けられたコンクリート．のり面
保護工やＮＡＴＭ工法によるトンネルで広く用いられ
ている．

吹付けコンク
リート応力

ふきつけこんくりー
とおうりょく

stress of shotcrete 吹付けコンクリートに発生する応力．この応力を把握
することはトンネルなどの地下空洞の安定を図る上で
重要．

吹付け仕上げ ふきつけしあげ finished lining of
shotcrete

発電用導水路や仮設トンネルなどで地山が良好な場
合，吹付けコンクリートだけで覆工を仕上げること．

不協和合流 ふきょうわごうりゅ
う

discordant junction 二つ以上の河川が合流する際，それぞれの河底の標高
が食い違っていること．

不均一系 ふきんいつけい heterogeneous system 二つ以上の相からなる系．岩石系は特殊な場合を除
き，一般に不均一系である．多相系ともいう．

不均一変形 ふきんいつへんけい heterogeneous
deformation

直線は曲線，平面は曲面，球面は複雑な曲面になるよ
うな変形．地質学的変形，特に褶曲は不均一変形であ
る．

不均質 ふきんしつ heterogeneity,
heterogeneous,
inhomogeneous

地盤の構成物質や物性が均一でないこと．層状地盤や
異質のブロックを含む地盤，断層破砕帯を伴う岩盤な
ど様々な場合に用いられるが，「不均質」として扱う
か否かは対象領域の大きさなどにより判断される．

不均質多孔体 ふきんしつたこうた
い

heterogeneous porous
media

場所によって物性の異なる均質でない多孔体．

福井石 ふくいいし Fukui ishi 福井県足羽山産の良質な凝灰岩石材で別名の笏谷石の
名が有名．墓石，敷石，石塔などの石造物用材として
使用．

福井地震 ふくいじしん the 1948 Fukui
earthquake

1948年6月28日福井平野の直下で発生したM7.1の地震.
死者3,769人，負傷者22,203人とされる．この地震を契
機として気象庁震度階級Ⅶが設定された．

復円反射測角器 ふくえんはんしゃ
そっかくき

two circle goniometer 結晶の各面の球面座標値を測定する装置．単円反射測
角器と違い，１回の固定で測定できるのが特徴であ
る．



福岡鉱山 ふくおかこうざん Fukuoka mine 岐阜県福岡村にあった重石鉱山．花崗岩類に伴う石英
脈中の緑柱石を稼行対象としていた．

福岡みかげ ふくおかみかげ Fukuoka mikage 岐阜県恵那郡福岡町・恵那市産の石材．中生界黒雲母
花崗岩．外柵材，建築用材として使用．

覆瓦構造 ふくがこうぞう shingle block structure,
imbrication, inbricate
structure

①同方向に傾斜した衝上断層により細分化された地塊
が，瓦を重ねた様に一方向に押しかぶせている構造．
②河床や海浜の砂礫が流れによって瓦状に積み重なる
堆積構造．

複輝石安山岩 ふくきせきあんざん
がん

two-pyroxene andesite ２種類の輝石斑晶（単斜輝石と斜方輝石）を含む安山
岩．

複輝石かんらん
岩（複輝石橄欖
岩）

ふくきせきかんらん
がん

lherzolite かんらん石（橄欖石）の他に斜方輝石と単斜輝石を主
成分鉱物とするかんらん岩（橄欖岩）．レールゾライ
トともいう．

複屈折 ふくくっせつ double refraction 光学的等方体から異方体に一定方向から光が入る場合
に，異なった２方向の屈折光が得られること．方解石
を通して物が二重に見られる現象として知られてい
る．

複合海岸線 ふくごうかいがんせ
ん

compound shoreline 海岸線形態の成因が，複数組み合わさって形成された
海岸線．合成海岸線ともいう．

複合火山 ふくごうかざん composite volcano 複数の単火山が重なり合い，全体として一つの火山体
を構成している火山体．主火山体山腹の側火山や，カ
ルデラ内に中央火口丘を持つものが好例．複式火山と
もいう．

複合型アンカー ふくごうがたあん
かー

compound type anchor アースアンカーの一種．アンカー体の断面を拡大し
て，周面摩擦抵抗と拡大部前面の支圧抵抗を期待した
もの．

複合岩床 ふくごうがんしょう composite sheet 成分の異なったマグマが連続的に貫入してできた岩
床．この岩床は異岩型から構成され，その境界は漸移
する．

複合岩脈 ふくごうがんみゃく composite dike,
composite dyke

異なる岩型から構成される岩脈．異なる岩型間は漸移
する．これらは連続的に貫入したと考えられる．

複合杭 ふくごうぐい composit pile 材質の異なる複数の材料を用いて制作した杭．複合す
る材料の特性を適切に組み合わせることにより高い機
能の杭ができる．

複合災害 ふくごうさいがい complex disaster 災害発生メカニズムにおいて，複数の災害が同時もし
くは連続して発生する現象．

複合地盤 ふくごうじばん composit ground 深層安定処理工法などによって形成される人為的な複
雑な構成の地盤の総称．

複向斜 ふくこうしゃ synclinorium 褶曲構造に関する用語．大構造全体として向斜構造を
なすが，それを構成する地層自身が多くの褶曲の集合
体であるもの．

複合褶曲 ふくごうしゅうきょ
く

compound fold 生成機構が異なる褶曲が重なってできた褶曲．



副洪水吐き ふくこうずいばき auxiliary spillway 例外的大洪水時のみ使用する洪水吐き．

複合すべり面 ふくごうすべりめん compounded slip surface すべり面の形状の一種で，円弧や直線が適宜組み合わ
さったすべり面．１円弧１直線・２円弧１直線すべり
など．

複合ダム ふくごうだむ combined dam 一つのダムがコンクリートとフィルの異なる型式で構
成されているもの．

複合地形 ふくごうちけい compound landscapes 複数の営力の複合によって形成された地形．一種類の
営力によって生じた，単純地形に対する分類．

複合法面 ふくごうのりめん variable slope, multiple
inclination slope
compound slope

傾斜部の法勾配が途中で変わるのり面．

複合フーチング
基礎

ふくごうふーちんぐ
きそ

combined footing
foundation

２本以上の柱を一つのフーチングで受ける基礎形式．

副鉱物 ふくこうぶつ auxiliary mineral Johannsenの火成岩の分類において，無色で，含有量が
少なく，岩石を分類命名するうえで基準にならない鉱
物．

複合溶岩流 ふくごうようがん
りゅう

composite lava flow 単一の流出で形成されたにも関わらず，箇所によって
複数以上の明らかに異なる組成を示している溶岩流．

複鎖構造 ふくさこうぞう double chain structure 原子または原子団の鎖格子が２本づつ結合した複鎖格
子が，平行に配列してできた構造．

複酸化物 ふくさんかぶつ multiple oxide ２種以上の金属イオンを含む酸化物の組合せ．酸素イ
オンに対し，陽イオンが結晶学的に独立な2種類以上の
位置を占める無機化合物結晶．

副次滑落崖 ふくじかつらくがい sub-scarp 地すべり滑動によって生じた，地すべり堆内部に二次
的に生じたすべり面の露出した急崖．小滑落崖（minor
scarp)ともいう．

複式火山 ふくしきかざん composite volcano 複合火山と同義．

複式礫岩 ふくしきれきがん polygenetic conglomerate 構成礫種が複数あり，供給源が多様と想定される礫
岩．多源礫岩とも称される．

副次すべり面 ふくじすべりめん subslip surface 地すべり滑動によって生じた，地すべり移動体内で二
次的に生じた剪断面．

福地層群 ふくじそうぐん Fukuji Formation 岐阜県北部の飛騨外縁帯の古生界下部デボン系．岐阜
県吉城郡上宝村福地一の谷を模式地とする．石灰岩，
石灰質頁岩を主体とし，珪長質凝灰岩を挟む．

副次断層 ふくじだんそう secondary fault 副断層と同義．



福島県東方沖地
震

ふくしまけんとうほ
うおきじしん

the 1938 Fukushimaken-
toho-oki earthquake

1938年11月5日に発生した福島県沖を震源とするM7.5の
地震．M7以上の大きな地震が連続して発生．低周波地
震．

副尺 ふくしゃく vernier バーニヤと同義．

輻射状流域 ふくしゃじょうりゅ
ういき

radial drainage 主要な小流域が同程度の規模で，全部が放射状や扇状
をなしているような流域．

複褶曲 ふくしゅうきょく composite fold 大褶曲と小褶曲の重なり(複雑褶曲)または異機構の褶
曲の組合わせ（複合褶曲）のこと．

福神海山 ふくじんかいざん Fukujin seamount 東京の南方約1,500kmに位置する海山．近年，海水変色
などの火山活動を示す現象が確認された．

復水工法 ふくすいこうほう water recharging method 地盤の掘込部分の排水と並行して，外側の地盤に重力
差で注水し，周辺地盤の水位を回復させる工法．

復水式サイクル ふくすいしきさいく
る

condensation cycle タービンを作動させた蒸気を復水器で水に戻すサイク
ル．非復水式に比べ効率が良い．

複成火山 ふくせいかざん polygenetic volcano 休止期を挟んで噴火を繰り返してできた火山．一輪廻
の単成火山に対する言葉．多輪廻火山ともいう．

複成岩床 ふくせいがんしょう multiple sheet 同一組成のマグマが地下で数回貫入・固結した平板状
の火成岩体．急冷縁はそれぞれに存在する．

複成岩石区 ふくせいがんせきく composite petrographic
province

初生火成岩系と再生火成岩系の両系統の岩石が，両方
ともかなりの量で存在している岩石区．

複成岩脈 ふくせいがんみゃく composite dyke 火山岩の貫入した岩脈のうち，間をおいて２回以上の
貫入により形成されたもの．貫入毎に急冷縁を有す．

複成鉱脈 ふくせいこうみゃく composite vein 多数の連続する亀裂が鉱化された鉱脈群．鉱脈付近の
亀裂の再裂と鉱化を繰り返してできた鉱脈群．

副成分 ふくせいぶん accessory component 主成分に対する語で，物質を構成する副次的成分．

副成分鉱物 ふくせいぶんこうぶ
つ

accessory mineral 火成岩を構成する鉱物のうち，含有量が少なかった
り，出現頻度が低い鉱物．主成分鉱物に対応される．

複成片麻岩 ふくせいへんまがん composite gneiss 貫入した火成岩と周囲の岩石が融合して再結晶作用の
結果生じた片麻岩．合成片麻岩ともいう．

複素地震トレー
ス解析

ふくそじしんとれー
すかいせき

complex seismic trace
analysis

地震探査データ処理の一手法で，地震記録と，これと
90ﾟ位相がずれたものから合成されるトレースの解析．



複素電導度（伝
導率）

ふくそでんどうど
（でんどうりつ）

complex conductivity ある媒質に交番電界が与えられた時に流れる伝導電流
および変位電流と電界との関係を表す係数．その媒質
の導電率・複素誘電率と角周波数を加えたもの．

複素比抵抗 ふくそひていこう complex resistivity 交流電流に対する見かけの抵抗．インピーダンス．

複素比抵抗法 ふくそひていこうほ
う

complex resistivity
method

スペクトルＩＰ法と同義．ＣＲ法ともいう．

福田石 ふくだいし Fukuda ihsi 香川県小豆郡内海町・池田町産の石材．中生界黒雲母
花崗岩．土木・建築用材として使用．福田みかげと同
義．

副ダム ふくだむ counter dam 減勢池内の水位をせき上げるために減勢工下流端に設
ける越流堰．

副断層 ふくだんそう secondary fault 主断層の形成に伴う変位により，新たな応力状態が周
辺に生じて形成される相対的に規模の小さな副次的断
層．二次断層ともいう．

複断層崖 ふくだんそうがい composite fault scarp 一つの崖の一部が断層崖，一部が浸食崖から構成され
ている崖地形．

福地地すべり ふくちじすべり the Fukuchi landslide 1976年9月台風17号の集中豪雨を契機に兵庫県宍粟郡一
宮町福地で発生．主な被害は行方不明3人，被害家屋
157棟とされている．

福智山断層 ふくちやまだんそう Fukuchiyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ～Ｃ級，北北西－南南東
方向．福岡県中間市～田川市に位置し延長16㎞．西側
隆起(2m)を示す．

副堤 ふくてい secondary levee 本堤の前または後ろに並べて設けられる堤防．前のも
のは小規模洪水用，後ろのものは本堤破堤時の控えと
される．

副低気圧 ふくていきあつ secondary cyclone 台風などの主となる低気圧の影響を受けて近傍に発生
する低気圧．副低気圧の方が大きくなることもある．

複背斜 ふくはいしゃ anticlinorium 褶曲構造に関する用語．大構造全体として背斜構造を
なすが，それを構成する地層自身が多くの褶曲の集合
体であるもの．

複ばん土石 ふくばんどせき paraluminite 2Al2O3･SO3･15H2O．白～淡黄色．団塊状，繊維状，腎臓

状の集合体または針状結晶からなる．

副分水界 ふくぶんすいかい subdivide 同一水系を構成する，河川の本流・支流の各河系の流
域の境界．

複変成鉱床 ふくへんせいこう
しょう

polymetamorphic deposit ２回以上変成作用を受けた鉱床．この鉱床は性質が極
めて複雑である．多重変成鉱床ともいう．

複変成作用 ふくへんせいさよう polymetamorphism ２回以上の変成作用のこと．複変成作用を受けた変成
岩を複変成岩という．



伏没かん養（伏
没涵養）

ふくぼつかんよう influent 川の常時の水面が地下水面より高い場合に川から地下
水面に向かって起こる浸透現象．

伏没かん養河流
（伏没涵養河
流）

ふくぼつかんようか
りゅう

influent stream 河川水が河床から地下へ浸漏するため，流下するにつ
れて流量を減少する河流または河流の区間．失水
（losing）河流ともいう．

福間－若宮断層 ふくまわかみやだん
そう

Fukuma-Wakamiya fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西－南東方向．福
岡県宗像市～飯塚市に位置し延長14㎞．谷の屈曲(左ず
れ700m)を示す．

福光石 ふくみついし Fukumitsu ishi 島根県邇摩郡温泉津町福光産の第三系凝灰岩石材．外
柵材，貼石材，景観材，建築用材として使用．

副脈 ふくみゃく companion 大きな主要鉱脈に伴って，これにほぼ平行に発達する
小さな鉱脈．

ふくらみ ふくらみ bulge, mound 断層変位による凸地形を表す用語の一つで，周辺より
もやや高まっている地形のこと．

伏流 ふくりゅう underflow 現在の河川敷や旧河道，化石谷などの地下に自然に流
れている地下水の流れ．あるいは流水が一時的に河床
堆積物の下などを流れて，流水として認められない状
態．

伏流水 ふくりゅうすい underflow water 河川敷の下を流れる地下水で，河川水と連続しており
河川からのかん養（涵養）を受ける地下水．

膨れ上り ふくれあがり heaving ヒービングと同義．盤膨れともいう，

袋状鉱脈 ふくろじょうこう
みゃく

chambered vein 鉱脈の一部が拡大して袋状の塊となったもの．

袋詰め注入 ふくろづめちゅう
にゅう

bag grouting トンネルの裏込注入の一種．注入部材の漏洩防止や凸
凹のある地山になじませるため，袋詰めにした材料を
投入して地山を押さえる方法．

深溝断層 ふこうずだんそう Fukozu fault 地震断層．三河地震(1945年1月13日，M6.9)により，愛
知県渥美湾岸に生じた垂直ずれを主にした衝上断層．
延長は南北方向約４km，東西方向約４km．垂直変位は
最大２m．

富鉱体 ふこうたい ore shoot 鉱床全体のうち，採掘価値のある高品位な鉱石や脈幅
が均質一様な部分．

藤岡鉱床地区 ふじおかこうしょう
ちく

Fujioka ore field 愛知県西加茂郡藤岡地区にあるカオリン・珪砂鉱床．
花崗岩類の基盤内凹地に堆積した粘土・アルコース質
砂岩からなる．瀬戸層群中の瀬戸陶土層中に存在．

藤岡みかげ ふじおかみかげ Fujioka mikage 愛知県西加茂郡藤岡町で採掘される石材．斑状粗粒の
角閃石黒雲母花崗岩．外柵，墓石，建築用材として使
用．

藤返石 ふじがえりいし Fujigaeri ishi 静岡県田方郡伊豆長岡町産の石材．新第三系凝灰角礫
岩．江間石（えまいし）と同義．



富士火山帯 ふじかざんたい Fuji volcanic zone 伊豆－マリアナ島弧の北半に発達する火山地帯．火山
岩の性質の差違から，北帯と南帯に分けられる．

藤ケ谷鉱山 ふじがたにこうざん Fujigatani mine 山口県玖珂郡美川町藤ケ谷にあったタングステン鉱
山．日本の代表的な還元型スカルン鉱床である．1986
年閉山．

富士小松石 ふじこまついし Fujikomatsu ishi 神奈川県小田原市入生田・風祭・小倉産の石材．更新
統両輝石安山岩．主に土木用に使用．

富士山噴火 ふじさんふんか the 1707 Fuji eruption 1707年に発生した富士山の歴史時代最後の噴火（宝永

噴火）．噴出物は0.85㎞3，噴出面積は6,242㎞3．

腐植 ふしょく humus 土壌中に含まれる有機物質の総称．動植物遺体が微生
物分解される過程で，安定な有機物が残存・集積した
もの．

腐植栄養湖 ふしょくえいようこ dystrophic lake 湖水中に多量の有機質の腐植物が流入している湖．泥
炭地や高位湿原の湖沼では，褐色の水色を呈する．

腐植含有量 ふしょくがんゆう
りょう

humus content, organic
matter content

土の乾燥質量に対する腐植の量を質量百分率で示した
値．

腐植含有量試験 ふしょくがんゆう
りょうしけん

humus content test 土中の腐植含有量を求める試験．

腐食作用 ふしょくさよう corrosion, humification 金属が接する物質と電気・化学反応を起こすことで，
消耗すること．

腐植酸 ふしょくさん humic acid 土壌腐食の大きな割合を占める暗色または黒色の有機
化合物群で，酸性で沈殿する．

腐食試験 ふしょくしけん etching test まさ土粒子の浸食に対する安定性を評価するため，
フッ化水素酸を用いて行なう腐食率の測定試験．

腐植質アロフェ
ン土

ふしょくしつあろ
ふぇんど

humic allophane soilｓ 湿潤亜熱帯～南ボレアル帯にわたり，母岩である火山
灰の影響の極めて強い成帯内性土壌．黒ぼく土．

腐植質グライ土 ふしょくしつぐらい
ど

humic gley soils 土壌型名の一つ．アメリカにおける湿草地土および類
縁の土壌．還元環境下での第一鉄の生成と灰～青緑色
の色調を特徴とする．

腐植層 ふしょくそう humus horizon 腐植含有率が高い黒色の土層で，腐植含量により細分
される．腐植が多く腐植層が厚いほど作物生産力は高
い．

腐植炭 ふしょくたん humus coal 石炭の原料植物により分類した名称．陸生植物，特に
樹木を原料とする普通の石炭．

腐植蓄積作用 ふしょくちくせきさ
よう

accumulation of humus 土壌中に比較的安定な腐植の蓄積が著しい，基礎的土
壌生成過程の一つ．有機物集積作用ともいう．



腐植泥 ふしょくでい humus mud 湖底堆積物の一つ．褐色を呈する．泥炭地や高位湿原
の湖沼で周囲から流入した腐植物からなる．

腐植土 ふしょくど humic soils, humus 植物性有機物である腐植を多く含む土．土木工学など
では，とくに腐植の含有率の高い暗黒色の土層のこと
を腐植土という．

藤原岳断層 ふじわらだけだんそ
う

Fujiwaradake fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．三重県桑
名市西方の鈴鹿山脈山麓部に位置し延長20㎞．西側隆
起を示す．

不浸透層 ふしんとうそう impermeable layer アースダム・ロックフィルダムの中央部または上流寄
りに設け，透水性の低い粘土などを用いて貯水が浸
透・流失しないようにするための層．コアゾーンとも
いう．

フズリナ ふずりな Fusulina 紡錘虫類の一属．紡錘形～亜円柱形の石灰質の殻を持
つ有孔虫類．体長約5mm．石炭紀～ペルム紀の示準化
石．

不整合 ふせいごう unconformity 地層が堆積後に浸食を受け，著しい時間的間隙の後に
新たな地層が堆積した場合，両者の関係を不整合とい
う．

不整合貫入 ふせいごうかんにゅ
う

discordant injection 火成岩体がある地層の層理面や片理面を切って貫入す
ること．非整合貫入・非調和貫入ともいう．

不整合関連型ウ
ラン鉱床

ふせいごうかんれん
がたうらんこうしょ
う

unconformity type
uranium deposit

原生代中期の不整合面付近に濃集するウラン鉱床．多
くは，石墨雲母片岩，黒雲母片岩などの中に存在．カ
ナダ,オーストラリア(シガーレイク鉱山，キーレイク
鉱山など）に多い．

不整格子 ふせいこうし lattice imperfection 結晶の原子配列の三次元周期性が様々な理由で不規則
性を有していること．

不整合トラップ ふせいごうとらっぷ unconformity trap 石油やガスの貯留層が不整合面およびこの上位層をキ
ヤップロックとしている構造．二次層位トラップとも
いう．

不整合面 ふせいごうめん surface of unconformity,
unconformity plane

不整合の関係にある二つの地層の境界面．不整合面は
下位層の浸食地形面を示す．

斧石 ふせき axinite H(Ca,Fe,Mn,Mg)3Al2BSi4O16，三斜晶系，硬度6.5～７，

比重3.18～3.43．４種の端成分鉱物をもつホウ素珪酸
塩鉱物の１グループの名称．「おのいし」ともいう．
結晶形態が斧に似る．

浮石流 ふせきりゅう pumice flow 軽石流と同義．

武節花崗岩 ぶせつかこうがん Busetsu granite 天竜川流域～三河高原に分布する白亜系の新期領家花
崗岩．岡崎みかげ・鍋田石・稲武石・花沢石という名
で石材として使われている．

浮選 ふせん floatation 液体－固体の分離方法．固体に溶解するガスを吹込ん
で小さな気泡を作り，それに付着させて固体を除去す
る法．鉱物の濃縮に用いられる．

部層 ぶそう Member 地層命名規約に基づく地層区分の単位．一枚の層（累
層）の中で特徴的な岩相を呈し，ある広がりをもった
部分をいう．単層や複数の単層の集合，溶岩流など
様々な場合がある．



浮体足場 ふたいあしば floating scaffold 浮力を利用して水面上に仮設する足場の総称．

布田川断層 ふたかわだんそう Futakawa fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東－南西方向．熊
本市東方に位置し延長12.5㎞．河川屈曲・傾動が認め
られる．

双子地震 ふたごじしん earthquake doublet,
double shock

特殊な群発地震．活動度に関係なく最大地震と次に大
きい地震にマグニチュード差がなく発生すること．

二瀬戸石 ふたせといし Futaseto ishi 鹿児島県日置郡市来町二瀬戸産の石材．軽石質の更新
統溶結凝灰岩．主に土木用．反土石と同質．

二ツ井地震 ふたついじしん the 1995 Futatsui
earthquake

1995年10月秋田県米代川下流に発生した被害地震．
M6.3．被害は二ツ井町・響村に限られた．

二ツ岳軽石層 ふたつだけかるいし
そう

Futatsudake pumice fall
deposit

６世紀初期に生じた榛名火山による降下軽石層．二ツ
岳溶岩ドーム期に噴出．古墳時代の広域指標テフラ．

二つ割りモール
ド

ふたつわりもーるど split mold コンクリートなどの供試体を作成するための鋳鉄製
モールド．

双葉構造線 ふたばこうぞうせん Futaba tectonic line 阿武隅山地の花崗岩・中古生界と東側の新第三系との
境をなす構造線．延長100kmに及ぶ南北性の高角断層．

双葉層群 ふたばそうぐん Futaba Group 阿武隅山地東部に分布する上部白亜系．浅海成の砂
岩・泥岩が主体で西側の花崗岩類を不整合に覆い，東
に緩く傾斜して東側は古第三系に不整合で覆われる．

双葉断層 ふたばだんそう Futaba fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級，北北西－南南東
方向．福島県相馬市～樽葉町に位置し延長55㎞．主に
西側隆起を示す．

二股石 ふたまたいし Futamata ishi 北海道山越郡長万部町二股産の石材．新第三系凝灰
岩．主に土木用に使用．

プチグマ褶曲 ぷちぐましゅうきょ
く

ptygmatic fold プチグマチック褶曲と同義．プチグマチック褶曲の略
語．

プチグマチック
褶曲

ぷちぐまちっくしゅ
うきょく

ptygmatic fold ミグマタイト中の石英やアプライトなどの細脈に見ら
れる軸面の不規則な細かい閉じた褶曲，片麻岩などの
石英・長石脈に見られる鋭角的な褶曲等．プチグマ褶
曲ともいう．

プチグマチック
脈

ぷちぐまちっくみゃ
く

ptygmatic vein プチグマチック褶曲をした脈．片麻岩やミグマタイト
中の石英や長石脈に認められる不規則・鋭角的褶曲
脈．

付着強度 ふちゃくきょうど bond strength 異なる固体間に生ずる粘着力．

付着水 ふちゃくすい pellicular water 皮膜水と同義．



付着性 ふちゃくせい adhering 貝類やイソギンチャクなどの底生生物が海底の岩盤や
構造物などに着生する性質．一生移動しないものと，
ときには移動可能なものがある．

不調和岩体 ふちょうわがんたい discordant body 周囲の岩石の構造を切って分布する大規模な火成岩
体．非調和岩体ともいう．

不調和褶曲 ふちょうわしゅう
きょく

disharmonic fold 各褶曲層の粘性が大きく変化するため，形状が著しく
異なる褶曲．調和褶曲の対語．

不調和盆地 ふちょうわぼんち discordant basin 基盤の構造と一致しない堆積盆地あるいは基盤の構造
と一致しない地形的な盆地．

プチロル沸石 ぷちろるふっせき ptilolite 破棄された鉱物名．従来，プチロル沸石とされたもの
はモルデン沸石(化学式 (Na2,K2,Ca)(Al2Si10O24)･7H2O)

である．

浮沈分析 ふちんぶんせき sink-and-float analysis 粒子群の様々な比重の重液に対する浮遊物と沈下物の
量を測定することにより，比重構成を求める試験．

普通雨量計 ふつううりょうけい ordinary daily rain-
gauge

一般に24時間雨量の測定に使用される自記記録装置の
ない雨量計．

普通海綿類 ふつうかいめんるい Demosponjia 海綿動物の一種．海綿質だけで骨針を欠くもの，海綿
質に珪質骨針を持つものなど，形態は多様．多くは海
生．

普通角閃石 ふつうかくせんせき common hornblende (Na,K)aCa2(Mg,Fe,Mn)b(Al,Fe
3+,Tic)d(Si8-

t,Alt)8O22(OH,F,Cl)2；0≦a＜1，3＜b＜5，0＜d＜2，0

＜t＜2，b＋d＝5，ｔ＝d＋a＋c，単斜晶系，比重3.3．
緑～暗緑色の短柱状または長柱状の鉱物で，中性～酸
性火成岩の主成分鉱物．普通ホルンブレンドともい
う．

普通輝石 ふつうきせき augite (Ca,Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Ti)2[(Si,Al)2O6]，単斜晶系，硬度

５～６，比重3.2～3.5．暗緑～黒色，ガラス光沢，条
痕緑灰色．単斜輝石の中で，Caに富むもの．短柱状の
茶・緑ないし黒色の結晶．玄武岩などの塩基性火成岩
の主成分鉱物．オージャイトともいう．

普通鉛 ふつうなまり common lead ウラン（U）やトリチウム（Th）を含まない鉛鉱物
（Pb）．普通鉛の同位体比はその鉛鉱物生成後変化し
ないことを用いて，鉱物の年代測定に用いる．

普通鉛法 ふつうなまりほう common lead method 年代測定の一種．普通鉛の206Pbと207Pbの204Pbに対する

同位体比を用いて鉱物の年代を測定する方法．

普通粘土 ふつうねんど ordinary clay 強度による粘土の分類において，粘着力Cuが9.80665～

98.0665KN/m2(１～10t/m2)の粘性土を普通粘土というこ
とがある．

普通ポルトラン
ドセメント

ふつうぽるとらんど
せめんと

normal Portland cement 石灰と粘土を焼いて作られるクリンカーに石膏を加え
て作られ，一般工事用として最も多用されるセメン
ト．

二日市みかげ ふつかいちみかげ Futsukaichi mikage 福岡県筑紫野市産の石材．中生界黒雲母花崗岩で主に
土木用に使用．



伏角 ふっかく inclination 地球上の各地点で地球磁場をベクトルで表したとき
に，水平分力と全磁力のなす角．

伏角の磁極 ふっかくのじきょく magnetic dip pole 地球磁場の水平成分がゼロになり，磁場が垂直に立つ
場所．

フッ化水素酸腐
食試験

ふっかすいそさんふ
しょくしけん

corrosion test by
hydrofluoric acid

まさ土のフッ化水素酸による腐食率から，まさ土の風
化変質の程度を評価する試験．

ブック構造 ぶっくこうぞう book structure 粘板岩などの堆積岩の層理面に平行に迸入した鉱脈の
縞状構造．熱水鉱脈などに多い．

フック三軸セル ふっくさんじくせる Hoek triaxial cell 硬岩の三軸圧縮試験に用いるセル（圧力容器）の一
種．上下にフランジの付いた厚さ１～２mmの硬質ゴム
製メンブレンをセルに固定し，供試体のみを入れ替え
て試験ができる．セル内の油圧は供試体の側方のみに
作用し三軸伸張試験が可能．

フックの法則 ふっくのほうそく Hooke's law ひずみε，応力σ，弾性係数E間の，σ=Eεの関係をい
う．微小変形の範囲での弾性変形で成り立つことが多
い．

覆工 ふっこう lining トンネル掘削後の安定確保のため内壁を被覆するこ
と．内装としての役割も果す．

覆工応力測定 ふっこうおうりょく
そくてい

measurement of lining
stress

覆工にかかる圧縮応力や曲げ引張応力を測定すること.

覆工コンクリー
ト

ふっこうこんくりー
と

lining concrete コンクリートを用いたトンネル覆工で，一般的には無
筋であるが内水圧の加わるトンネルでは鉄筋で補強す
る．また坑口部や膨張性地山などでは荷重の変化・偏
圧によるクラックを防止するために鉄筋コンクリート
やSFRCが用いられる事もある．巻立コンクリートとも
いう．

覆工背面 ふっこうはいめん behind lining トンネルの地山と覆工の間をいい，通常この部分には
空隙があるため，不良地山では裏込め注入を実施す
る．

覆工板 ふっこうばん road decking panel 地下工事の仮設路面を覆う板で，鋼製・鉄筋コンク
リート板が主として使用される．

仏国寺統 ぶっこくじとう，ぷ
るぐーくさとう

Bukkokuji series,
(韓)Pulguksa series

朝鮮南部の海岸地方に分布する古第三系の酸性火山岩
類の総称．主として石英粗面斑岩・同凝灰岩からな
る．

沸石 ふっせき zeolite (Na,K,Li)a(Ca,Sr,Ba,Mg)d[Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2]mH2O；m≦

n，Si≧Al，硬度２～６，比重2.1～2.5．含水アルミノ
珪酸塩鉱物で約40種類が知られる．多くは高い陽イオ
ン交換能を示す．熱水変質などにより生成される．

沸石化作用 ふっせきかさよう zeolitization 火山ガラスやCaに富む斜長石などが沸石に置換される
作用．埋没変成作用や熱水変質作用により引き起こさ
れる．

沸石群 ふっせきぐん zeolite Group 含水アルミノ珪酸塩鉱物で，約40種類の沸石鉱物の一
群．構造や形態により小群や族に分類される．

沸石相 ふっせきそう zeolite facies 最も低い温度圧力状態を示す変成相．沸石と石英の共
存が安定な場合に成立する．グリーンタフ地域に多
い．



仏像－糸川構造
線

ぶつぞういとがわこ
うぞうせん

Butsuzo-Itogawa tectonic
line

九州から紀伊半島に至る日本における第一級の構造
線．秩父中古生界と四万十層群を境する．

仏像構造線 ぶつぞうこうぞうせ
ん

Butsuzo tectonic line 仏像－糸川構造線の略称．

仏像線 ぶつぞうせん Butsuzo line 仏像－糸川構造線の略称．

フッ素交代作用 ふっそこうたいさよ
う

fluorine metasomatism 花崗岩体もしくはその周辺で起こるフッ素の添加作
用．白雲母・トパーズ・蛍石などが形成される．

フッ素年代測定 ふっそねんだいそく
てい

fluorine dating 生体骨にはF（フッ素）が含まれないが，化石骨には地
下水などからFを置換して含有することを原理とする，
化石骨による年代測定法．フッ素法ともいう．

フッ素分析 ふっそぶんせき fluorine analysis 水中のフッ素イオンの分析．地下水中のフッ素イオン
分析は，水道法でも規定されている成分で吸光光度法
などで分析される．

フッ素法 ふっそほう fluorine dating method フッ素年代測定と同義．

物体力 ぶったいりょく body force 物体を構成する分子に働く外力のこと．重力や，慣性
力などがこれにあたる．

沸騰 ふっとう boiling ①液体を熱したとき，その蒸気圧が液体表面にかかる
圧力より大きくなったときに，液体中に生じた蒸気が
気泡となって上昇する現象．
②熱水系溶液が地中を上昇する際に，減圧により水蒸
気や溶存ガスを放出する現象．

仏念寺山断層 ぶつねんじやまだん
そう

Butsunenjiyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，南北方向．大阪府千
里山丘陵を南北に位置し延長11km．東側が隆起し最大
垂直変位160m．伏在断層により上町断層に続く．

沸硼石 ふっほうせき fluoborite Mg3(BO3)(F,OH)3．六方晶系，硬度3.5，比重2.98．スカ

ルン・熱水鉱脈中に，柱状結晶や緻密な繊維状結晶の
集合体として産する．フルオボライトともいう．

物理気候学 ぶつりきこうがく physical climatology 気候を物理現象としてとらえ，物理指標で気候を説明
しようとする学問分野．

物理検層 ぶつりけんそう geophysical logging ボーリング孔を用いて行う物理探査法の総称．主なも
のとして，速度・電気・温度・放射能検層，ボアホー
ルTVがある．

物理試験 ぶつりしけん test for physical
properties

土あるいは材料の物理的性質を求める試験．比重試
験・含水量試験・密度試験・粒度試験などがある．

物理試験用試料
調整方法

ぶつりしけんようし
りょうちょうせいほ
うほう

method of preparing soil
samples for physical
tests

物理試験を行う際に用いる試料の調整方法で，JIS-A-
1201に規定されている．

物理探鉱 ぶつりたんこう geophysical prospecting 物体の物理的性質を利用して，地下の鉱物資源の分布
や地質構造などを調べること．



物理探鉱学 ぶつりたんこうがく geophysics 物理学的手法を用いて行う，調査方法・技術開発など
目的とした学問．

物理探査 ぶつりたんさ geophysical exploration,
geophysical prospecting

物体の物理的性質を利用して，地下の情報を調べるこ
と．主なものとして，弾性波探査，電気探査，重力探
査などが挙げられる．

物理探査学 ぶつりたんさがく geophysics 物理探鉱学と同義.

物理探査法 ぶつりたんさほう geophysical exploration
method, exploration
geophysics

地下の物質をその物理的，化学的性質により遠隔的に
探査する方法（地震探査など）．また，その学問体
系．

物理地質学 ぶつりちしつがく physical geology 地球上の外因的（風化・浸食など），内因的（火成作
用など）地質現象を物理法則に基づいて研究する地質
学の一分野．

物理的性質（土
の）

ぶつりてきせいしつ
（つちの）

physical property (of
soil)

土粒子の比重・粒度組成・コンシステンシー限界など
の基本的性質および土の密度・間隙比などの状態量．

物理風化 ぶつりふうか disintegration,
mechanical weathering

機械的風化ともいう．温度変化による膨張収縮・生物
による破壊・重力による緩みなどが要因となる．

物理風化作用 ぶつりふうかさよう disintegration,
mechanical weathering

物理風化と同義．乾湿風化（スレーキング）・塩類風
化・重力解放によるシーティングなどが含まれる．

浮泥 ふでい floating mud 海底面上に浮遊・懸濁している有機物を多量に含んだ
シルト以下の微粒子．

腐泥 ふでい sapropel 浮遊性生物の遺骸が分解されて生じた有機物からなる
軟泥．

腐泥化作用 ふでいかさよう putrefaction 生物遺骸が無酸素状態の停滞水中において分解する作
用．その過程ではメタンや硫化水素などを生ずる．

腐泥岩 ふでいがん sapropelite 腐泥が固結した有機岩の総称．停滞水中の生物遺骸が
無酸素状態で分解・堆積・固結したもので，れき青物
質に富む．

筆石相 ふでいしそう graptolite facies ほとんど筆石類化石だけを多産する黒色頁岩相．嫌気
性の堆積環境で生成され，硫化鉄や炭素に富む．

腐泥炭 ふでいたん sapropelic coal 水中植物を原材料とする腐泥から形成された石炭．普
通の石炭（腐植炭）とは異なり，燃焼の際に多量のガ
ス・タールが発生する．

不定流 ふていりゅう unsteady varied flow 非定常不等流を慣用的にさす．水深と流速が時間的に
も場所的にも変化する流れ．

不適合河川 ふてきごうかせん misfit river 河川水量と谷の大きさとが調和的でない河川．不適合
状態は，流路変更による排水系の変化から起こる．



プテラノドン ぷてらのどん Pteranodon 北米の白亜系産出の最大級の翼竜．翼幅6～8m．頭が大
きく顎がくちばし型で歯がない．後頭部はとさか状に
突出．

プテロサウルス ぷてろさうるす Pterosaurus 翼竜類．空中を飛行する中生代のは虫類（爬虫類）
で，三じょう紀（三畳紀）末に出現し，ジュラ紀末に
絶滅．上昇気流に乗って滑空したと考えられる．

不動域 ふどういき unmoving area 地すべり地形において，地すべりの影響を受けていな
い原地形からなる不動領域．主滑落崖より高標高部，
地すべり移動体の側方および尖端より低標高部．

不凍液 ふとうえき antifreeze liquid 塩化カルシウム液のように氷点の低い液体をいう．こ
の液を-20～-40℃に冷却し地盤に配管した凍結管内を
循環させて地盤凍結に利用する．

不透気層 ふとうきそう cut off layer for air,
impermeable layer for
air

地盤中の空気の浸透を遮断する地層．一般に圧気シー
ルド工事の際に用いられ，地表面からシールド切羽ま
での間に分布する粘性土が不透気層に相当する．

浮動小数点表示 ふどうしょうすうて
んひょうじ

floating-point
representation

小数点を固定せずに数値を指数部と仮数部の積として
表す方法．

不透水性 ふとうすいせい impermeable 水を通しにくい，または通さない性質を示す用語．不
透水性を難透水性と非透水性に区分する場合もある．

不透水性基盤 ふとうすいせいきば
ん

impermeable basement 透水性の大きい節理性岩盤などに比較して透水性が低
く，地下水の浸透が相対的に非常に遅い地層あるいは
岩盤のこと．水理地質基盤，水文地質基盤ともいう．

不透水性材料 ふとうすいせいざい
りょう

impermeable materials ロックフィルダムの堤体に使用する材料のうち，不透
水性の土質材料あるいはそれ以外の遮水材料．

不透水性ブラン
ケット

ふとうすいせいぶら
んけっと

impervious blanket ダム基礎の浸透流を抑制するため，ダム上流側あるい
は上下流側に不透水性の材料を敷いて浸透路長を長く
する構造物．

不透水層 ふとうすいそう impermeable bed,
impermeable layer

粘土・シルトや割れ目の少ない岩盤など，間隙が小さ
いために地下水の流動を遮断する透水度の低い地層．

不透水土 ふとうすいど impermeable soil 地下水を通しにくい，または通さない土．不透水層と
言い換える場合もある．

ブドウ石 ぶどうせき prehnite Ca2Al[(OH)2AlSi3O10]，斜方晶系または単斜晶系，硬度

６～6.5，比重2.94．広域変成岩の主成分鉱物として産
する他スカルン，熱水脈，ペグマタイト中など多種の
産状を有する．

ブドウ石－パン
ペリー石相

ぶどうせきぱんぺ
りーせきそう

prehnite-pumpellyite
facies

沸石相と緑色片岩相あるいは藍閃石片岩相との中間の
変成相．日本では三波川変成帯および三郡変成帯や低
度変成作用を受けた地域に分布する．

不動態 ふどうたい passivity 金属表面が周辺の物質と反応して薄膜を形成した状態
で，より安定な状態となっているもの．

不同沈下 ふどうちんか differential settlement 基礎の沈下量を表わす定義の一つで，最小の沈下量を
基準として測定された各測点の沈下量の差．あるい
は，もっと一般的に地盤沈下量が場所によって異なる
現象をさす．構造物に障害を与えるので原因の究明と
対策が必要．



不動点 ふどうてん unmovable point ①地震時にも動かない基準点をさすことが多い．地震
動の周期が振子の固有周期より短い時，振子は近似的
に不動点となる．
②地すべりなどの計測において，変動の影響を受けな
い位置で計測の基準となる点．

不透明鉱物 ふとうめいこうぶつ opaque mineral 光の透過率が低く，岩石薄片においても光の透過がな
い鉱物の通称．

不等流 ふとうりゅう non-uniform flow 開水路における定常流のなかの一類型．水深，流速な
どが場所とともに変化する流れ．

歩留り ぶどまり yield 原料に対する製品の比率．原石山の全体量に対するコ
ンクリート粗骨材として使用可能な部分の量など．

船形地すべり ふながたじすべり the Funagata landslide 1973年の融雪期に山形県最上郡舟形町で発生した地す
べり．奥羽本線，河川に被害．防止区域面積35ha．

船川階 ふなかわかい Funakawa stage 男鹿半島の船川層を模式層とする，東北地方の新第三
紀中新世後期～鮮新世の層序区分．

船川層 ふなかわそう Funakawa Formation 秋田地方の新第三系海成層．主に石油の母岩である黒
色泥岩からなり酸性凝灰岩・凝灰質砂岩を挟む．

船蔵石 ふなくらいし Funakura ishi 長崎県長崎市御船蔵町産の石材．新第三紀角閃石輝石
安山岩で土木・建築用に使用．

船岳石 ふなだけいし Funadake ishi 長野県上水内郡信濃町船岳山産の石材．輝石角閃石安
山岩で土木・建築用に使用．古間石と同義．

船津階 ふなづかい Funazu stage 九州北西部の古第三紀始新世後期の層序単元．貝化石
による層序区分．炭層を伴う．

船津花崗岩（船
津花崗岩類）

ふなつかこうがん
（ふなつかこうがん
るい）

Funatsu granitic rocks 飛騨変成帯～飛騨外縁帯に分布する三じょう系（三畳
系）～ジュラ系花崗岩類．船津型と下之本型に分類さ
れる．

船橋ガス田 ふなばしがすでん Funabashi gas field 関東平野南部の天然ガス鉱床のひとつ．天然ガスの組
成分はメタンが95%以上を占める．

船場地すべり ふなばじすべり the Funaba landslide 1973年に福島県いわき市内郷綴町で発生．職業訓練所
被災．防止区域面積15ha．

船原石 ふなばらいし Funabara ishi 静岡県田方郡天城湯ヶ島町産の石材．新第三系角閃石
安山岩で月出石と同義．外柵材，建築材に使用．

船式足場 ふねしきあしば ship type scaffold 船を利用した水上足場．推進機を有する自航式と，引
き船を用いて移動する非航式の2種類がある．台船とも
いう．

不粘結炭 ふねんけつたん noncaking coal 石炭が加熱により軟化，半流動化して融着する粘結と
いう性質を持たない石炭の総称．非粘結炭ともいう．



負の間隙水圧 ふのかんげきすいあ
つ

negative pore water
pressure, suction

間隙水圧は飽和帯では正となるが，不飽和帯では負と
なり，毛管負圧あるいは吸引圧ともいわれる．

負の周面摩擦力 ふのしゅうめんまさ
つりょく

negative friction,
negative skin friction

軟弱地盤上に打設された杭に，周辺の地盤沈下により
生じる杭周面の下向きの摩擦力．

負のダイラタン
シー

ふのだいらたんしー negative dilatancy せん断応力に起因し緩い砂質土や正規圧密粘土にて発
生する体積収縮．

負のフィード
バック

ふのふぃーどばっく negative feed-back 増幅器の出力の一部を入力側に戻すことで増幅度が減
る方向に働くこと．負帰還ともいう.

富配合コンク
リート

ふはいごうこんく
りーと

rich concrete セメントの配合割合の多いコンクリート．

浮標 ふひょう floating mark 測標と同義．

吹雪 ふぶき snow storm 雪が風とともに飛散し，横なぐりとなる現象で，狭義
としては積もった雪が再び空中に飛散するもの．

部分ストレーナ
式観測孔

ぶぶんすとれーなし
きかんそくこう

partial screen
observation well

測定対象深度を限定して，設置される水位観測孔．

部分的不整合 ぶぶんてきふせいご
う

local unconformity 整合関係にある二つの地層群が，局所的に不整合関係
を示すこと．局地的不整合と同義．

部分的輪廻 ぶぶんてきりんね subcycles, epicycles,
minor cycles

隆起や浸食基準面の変化による，一連の大きな輪廻の
中に新たに生じた小さな輪廻をさす．

部分ファブリッ
ク

ぶぶんふぁぶりっく subfabric 岩石組織全体の幾何学的特徴（ファブリック）を構成
する，個々のファブリック要素に関わる幾何学的特
徴．

部分溶融 ぶぶんようゆう partial melting,
selective melting

岩石が溶融を始めるとき，融点の低い組成部分から液
体となり，溶けていない部分と共存する．この過程を
いう．

不平衡 ふへいこう unbalance 物体もしくは複数の物体からなる系が，外力あるいは
物体間の相互作用のもとで静止していない状態．

不変硫化鉱帯 ふへんりゅうかこう
たい

primary(hypogene)
sulfied zone

硫化物鉱床において，その生成後に，風化作用などに
よる変化もなく，もとの性質を保っている部分．

不飽和 ふほうわ partial saturation,
unsaturated condition

土の間隙中に水だけでなく気体も存在する状態．

不飽和岩 ふほうわがん unsaturated rock ノルム鉱物としてかんらん石（橄欖石）・準長石・メ
リライトなどの不飽和鉱物を含有する火成岩．



不飽和鉱物 ふほうわこうぶつ unsaturated mineral 火成岩の鉱物のうち，石英と共存しない鉱物．かんら
ん石(橄欖石），準長石，メリライト，コランダムなど
がその例．

不飽和浸透 ふほうわしんとう unsaturated filtration 重力が主原因になって移動する不飽和帯中の水の流
れ．

不飽和浸透流 ふほうわしんとう
りゅう

unsaturated filtration
flow

不飽和帯中の水が実際に流動している間隙以外の部分
を含めた全断面を流れると仮定した場合の見かけの流
れ．

不飽和帯 ふほうわたい unsaturated zone 地表面と地下水面に挟まれた領域で，部分的に水（土
壌水）で満たされた区間．

不飽和炭化水素 ふほうわたんかすい
そ

unsaturated hydrocarbon 炭化水素のうち，二重結合や三重結合などの不飽和結
合を伴うものの総称．

不飽和土 ふほうわど partially saturated
soil, unsaturated soil

地下水面より上にある土のように不飽和状態にある
土．

不飽和透水係数 ふほうわとうすいけ
いすう

permeability coefficient
of unsaturated
filtration

不飽和流にダルシーの法則を適用した場合に得られる
透水係数で，飽和帯の透水係数よりも数オーダー小さ
い場合がある．

不飽和透水試験 ふほうわとうすいし
けん

unsaturated permeability
test on unsaturated soil

試験試料中の飽和度を制御し，飽和度の変化に対応す
る透水係数を得る試験．試験結果である不飽和時の透
水係数は，飽和時の透水係数との比（比透水係数）で
表現するのが一般的．

不飽和特性試験 ふほうわとくせいし
けん

characteristic test for
unsaturated soil sample

試料の不飽和状態での特性を把握する試験．不飽和透
水試験・不飽和三軸圧縮試験などがある．

不飽和土の三軸
圧縮試験

ふほうわどのさんじ
くあっしゅくしけん

triaxial compression
test on unsaturated soil

不飽和土の強度定数および変形係数を求める三軸圧縮
試験．

不飽和粘性土 ふほうわねんせいど unsaturated cohesive
soil

不飽和状態にある粘性土．

不飽和マグマ ふほうわまぐま unsaturated magma 温度が高く結晶作用の生じていないマグマ．温度低下
である鉱物が晶出すると，この鉱物にマグマは飽和と
いう．

不飽和流 ふほうわりゅう unsaturated flow 不飽和帯における水の流れ．不飽和流は不飽和透水係
数を用いればダルシーの法則が成り立つ．

踏前 ふまえ bottom, lifter トンネル特有の言葉で，トンネルの最下端部．

踏前穴 ふまえあな lifter hole トンネルの発破工法による切羽穿孔配置のうち，最も
底に横１列に配置された孔．

不毛帯 ふもうたい barren zone 鉱床において有用価値のある鉱石を含まない部分．脈
状鉱床では，その側方や下部に存在する場合が多い．



浮遊移動法 ふゆういどうほう floating method 乱流によって吸引されて運搬される方法で，細粒のも
のほど容易に移動する．

浮遊砂 ふゆうさ suspended sand 波の作用や渦・乱流などで撹拌され浮遊状態にある岩
屑粒子の総称．大気中に浮遊しているものも含む．

浮遊生物 ふゆうせいぶつ plankton 水中で浮遊生活をする生物．顕微鏡的大きさのものが
多い．植物性・動物性や水質・生息深度などで分類さ
れる．

浮遊性有孔虫 ふゆうせいゆうこう
ちゅう

planktonic foraminifera 外洋の表層水中で浮遊生活をする有孔虫．ジュラ紀以
降に産出．広範囲に分布するため時代決定に利用され
る．

浮遊選鉱法 ふゆうせんこう floatation 溶液に対する粒子界面の親水性や疎水性により鉱物を
選択的に分離する方法．浮選と同義．

浮遊土砂 ふゆうどしゃ suspended sediment 河床の土砂が水流より力を受け流水中に持ち上げら
れ，乱流成分のために水中を浮遊しながら運搬される
もの．浮流土砂ともいう．

浮遊物質 ふゆうぶっしつ suspended solids 略称ＳＳ．水中に浮遊している1μm～2mmの小粒状物の
総称で，水質の環境基準や放流基準の一つ．

浮遊幼生 ふゆうようせい floating larva 海水中で浮遊幼生期をおくる貝類の卵やプランクトン
などの小さな粒状性浮遊物．

冬将軍 ふゆしょうぐん General Winter 寒波のこと．ナポレオン軍が戦闘ではなく冬の寒波に
よって敗北したのが由来．

フラー土 ふらーど fuller's earth モンモリロナイトを主とする粘土が炭酸地表水と反応
した結果，水素イオンに富む吸着活性の強くなった粘
土．油や染料を吸収しやすく塑性が強い．

プライアーの規
則

ぷらいあーのきそく Prior's rule コンドライトの組成に関する経験則．金属相が少ない
と金属にNiが多く，金属が多いと珪酸塩鉱物はMgが多
い．

プライアー分類 ぷらいあーぶんるい Prior's classification 実用的な隕石の分類法．鉱物組成によりコンドライ
ト・エコンドライト・石鉄隕石・隕石の４グループに
分類．

フライアッシュ ふらいあっしゅ fly ash 発電所などの微粉炭燃焼ボイラーから採取される完全
燃焼した灰分．セメント混和材に使用されることが多
い．

フライアッシュ
セメント

ふらいあっしゅせめ
んと

fly ash cement ポルトランドセメントにフライアッシュを加えて作る
セメント．フライアッシュ量によりＡ種～Ｃ種まであ
る．

プライス流速計 ぷらいすりゅうそく
けい

Price's　current　meter 水深方向に回転軸があり，その周りにわん型のカップ
を配した流速計．軸の回転数より流速の大きさを求め
る．

フライパンによ
る簡便法

ふらいぱんによるか
んべんほう

simplified moisture test
by frying pan

土の含水量を求める簡便な試験法．試料をフライパン
などで乾燥させて減少した質量から含水量を求める．



フライホイール
発電

ふらいほいーるはつ
でん

flywheel energy storage はずみ車（フライホイール）の回転エネルギーを利用
して発電を行う方法．電力系統の周波数調整や電力の
貯蔵に用いられる．

プライマー ぷらいまー primer 起爆しにくい主装薬に対して起爆の役割を果たす雷管
付爆薬包のこと．

ブライン泥水 ぶらいんでいすい calcium chloride mud 塩化カルシウム泥水．1950年頃井戸掘削に用いられた
が高価で調泥が難しいため現在は使用頻度が少ない．

ブラインドシー
ルド

ぶらいんどしーるど blind shield シールド前面を一部土砂取出し口を設けた隔壁で仕切
り，シールド推進と同時に土砂をとりこむ方式のシー
ルド．

ブラインドゾー
ン

ぶらいんどぞーん blind zone 成層構造の下層が上層よりも弾性波速度が遅い場合，
この下層をブラインドゾーンと呼ぶ．

ブラインドレイ
ヤー

ぶらいんどれいやー blind layer ブラインドゾーンと同義．

フラウンホー
ファ線

ふらうんほーふぁせ
ん

Fraunhofer line 太陽光線が太陽および地球の大気によって吸収される
ことにより生じる太陽スペクトル中の暗線．

ブラキオサウル
ス

ぶらきおさうるす Brachiosaurus 竜盤目竜脚亜目の草食恐竜．四足歩行．長い首と尾が
特徴で体長約23m．ジュラ紀後期～白亜紀前期に生息．

フラクソタービ
ダイト

ふらくそたーびだい
と

fluxoturbidite 海底地すべりに伴う堆積物と，混濁流によって生ずる
堆積物（タービダイト）の中間的性質を有する堆積
物．

フラクタル ふらくたる fractal 自然界に存在する複雑な形状（樹形，雪の結晶など）
は，微小部分に全体と同じ形状（自己相似性）が見ら
れるという理論．

フラクタル解析 ふらくたるかいせき fractal analysis 自己相似性をもつ自然界の現象に対し，フラクタル理
論を適用した解析あるいはフラクタル性を解析するこ
との総称．

フラクタル次元 ふらくたるじげん fractal dimension 自己相似性を有するもの（フラクタル）の相似変換の
係数．

フラクチャー
マッピング

ふらくちゃーまっぴ
んぐ

fracture mapping 水圧破砕による亀裂の発生状況を把握する手法．岩石
の破壊音を用いたAE法などで計測される．

フラクチャ型貯
留層

ふらくちゃがたちょ
りゅうそう

fracture type reservoir 岩盤中に発達する割れ目（フラクチャー）にガス，石
油などが胚胎する貯留層．

フラクチャリン
グ

ふらくちゃりんぐ fracturing ボーリング孔内に水圧を直接またはスリーブを介して
加え岩盤中に亀裂を発生させること．ボーリング孔を
使用した初期地圧測定や石油・地熱などの資源の回収
などで使われる技術．

ブラケット ぶらけっと bracket 開削工法で腹起しを取り付ける際に設置する部材．
壁・柱などから突き出して腹起しを支える．



プラジオナイト ぷらじおないと plagionite Pb5Sb8S17．単斜晶系．硬度2.5．比重5.56．黒鉛灰色不

透明，金属光沢．厚い板状または単柱状．斜晶石と訳
されることがあるが，クリノヘドライトの和訳にも斜
晶石が使われるため注意が必要である．

フラジ盤 ふらじばん fragipan 土壌中の有機物に乏しいシルト質土が圧密され固化し
た層で，上下の層に比べ透水性・通気性が小さい．

ブラジル式双晶 ぶらじるしきそう
しょう

Brazil twin 二つの個体が相互に貫入した双晶の一型式.水晶にみら
れる.

ブラジル楯状地 ぶらじるたてじょう
ち

Brazilian shield 南米最大の楯状地．鉱物資源が豊富で，Fe・Mn・Sn・
Nb・高純度石英の生産量は世界屈指．

ブラジル引張強
度試験

ぶらじるひっぱり
きょうどしけん

Brazilian tensile
strength test

岩石の引張強さの間接的な計測方法．円板上の試料を
圧裂させる．

プラスタ ぷらすた plaster しっくい（漆喰）と同義．

プラスチシティ ぷらすちしてぃ plasticity 可塑性と同義．

プラスチックコ
ンクリート

ぷらすちっくこんく
りーと

plastic concrete 結合材にポリマーを用いたコンクリートの総称．高温
時の強度低下以外はセメントコンクリートに比べ各種
の性能が改善．

プラスチック
シェール

ぷらすちっくしぇー
る

plastic shale 地熱貯留層の掘進にあたって，異常高圧層を形成する
泥質岩．これは堆積過程において急激なかぶり岩圧が
加わると粒子間隙水を絞り出す余裕がないため間隙水
圧が増大し，圧密作用が停滞したことによって形成さ
れる．

プラスチックソ
イルセメント

ぷらすちっくそいる
せめんと

plastic soil cement セメント系安定処理材のうち，土などにセメントと水
を加えモルタル状にしたもの．

プラスチックド
レーン工法

ぷらすちっくどれー
んこうほう

plastic drain method 軟弱地盤中にドレーン材としてプラスチックの透水板
を打設し，排水距離を短縮することにより圧密を促進
させる工法．ペーパードレーン工法の一つ．

プラズマアーク
ドリル

ぷらずまあーくどり
る

plasma arc drill ヘリウムまたはアルゴンガスに電流を通じて発生する
プラズマアークの高熱で岩石を溶かしなが進む掘削
法．

ブラッグ角 ぶらっぐかく Bragg angle Ｘ線回折における反射角．結晶面によるＸ線の反射角
は入射角と等しくなり，この角度は結晶によって異な
る．

ブラックシェー
ル

ぶらっくしぇーる black shale 黒色を呈する剥離性の発達した泥質岩（黒色頁岩，黒
色泥岩）．日本海側地域の第三系に認められる．黒色
頁岩ともいう．

フラックス ふらっくす flux ①物質やエネルギーなどが移動する時，移動方向に垂
直な断面における単位面積，単位時間あたりの通過
量．
②溶接の際に生じる酸化物などを除くために加える溶
剤．

フラックスゲー
ト磁力計

ふらっくすげーとじ
りょくけい

flux-gate magnetometer 飽和磁鉄芯型磁力計と同義．パーマロイなどの強磁性
体に生じた誘導磁化を利用して外部磁場の強さを測る
計器．



ブラッグの法則 ぶらっぐのほうそく Bragg's law 短波長電磁波が結晶によって強く回折する条件を示し
た法則．

ブラッシュキャ
スト

ぶらっしゅきゃすと brush cast 地層の底面に形成される三日月型の窪み．水流中を流
下する物体が低角度で底質上に接触した際に形成され
る．

フラッシング ふらっしんぐ flushing 地熱井などで熱水が急激に噴出すること．

フラットジャッ
キ

ふらっとじゃっき flat jack 等圧載荷方式の岩盤変形試験や岩盤内のスリットに加
圧する試験などに用いる薄い板状のジャッキ．

フラットジャッ
キテスト

ふらっとじゃっきて
すと

flat-jack test フラットジャッキを用いて行う岩盤変形試験．

フラットダイラ
トメータ

ふらっとだいらと
めーた

flat dilatometer 土の原位置試験装置の一種．ダイラトメータ係数・材
料指数・水平応力指数を得る．

プラットのアイ
ソスタシー

ぷらっとのあいそす
たしー

Pratt's isostasy
hypothesis

地殻の起伏に無関係に地下の一定な深度で，地表から
の積載岩圧は等しいという説．

フラットビット ふらっとびっと flat bit 主に軟質地層，軟岩の掘削に使用される先端は平らで
超硬質チップを植え付けてあるノンコアビットの一
種．

ブラッドフォー
ド統

ぶらっどふぉーどと
う

Bradfordian series 北米アパラチア地域のデボン紀と石炭紀を境する浅海
成層．アカディア造山運動による陸化で形成.

プラットフォー
ム

ぷらっとふぉーむ platform センサを搭載する物体の呼称．人工衛星，航空機，気
球など．

フラッドローム ふらっどろーむ flood loam 氾濫原土とも．砂礫などの粗粒堆積物で構成される氾
濫原の最表層を被う細粒土薄層．一般に次の洪水で流
失．

フラップ構造 ふらっぷこうぞう flap structure 背斜部の地層が向斜部へ重力滑動して，下位層がちぎ
れてめくれ上がり，上位層の上に逆転して重なった構
造．

プラトー石灰岩 ぷらとーせっかいが
ん

Plateau limestone 中国南西部からビルマに広く分布する，デボン紀～ペ
ルム紀の石灰岩．

プラニメータ ぷらにめーた planimeter 面積計と同義．

プラニメータ法 ぷらにめーたほう planimeter method プラニメータを用いて平面上の図形面積を求める方
法．

プラノソル ぷらのそる planosol 粘土の含有が大きいか固結化した水成の間帯性土壌．
下位に強く溶脱され固結したＢ層がある．



ブラバン地塊 ぶらばんちかい Brabant massif ベルギー北半のカンブリア～シルル系の地向斜相堆積
物で構成される地塊．第三系に覆われる．

ブラベの法則 ぶらべのほうそく Law of Bravais 結晶面の発達において，結晶の外形に最も多く現われ
る面は，その格子の最も密な網面に平行であるという
法則．

フラムスチード
図法

ふらむすちーどずほ
う

Flamsteed's projection サンソン－フラムスチード図法のこと．経線や緯線を
投影する図法の一つでフラムスチードが星座に適用し
た．

フラムボイダル
構造

ふらむぼいだるこう
ぞう

framboidal texture ごく微晶質の結晶集合組織．球状黄鉄鉱集合結晶形態
から命名．

プラムライン ぷらむらいん plumb line コンクリートダムのたわみを測定する装置．ダム頂部
に固定した振り子の動きを下部の監査廊で読み取る．
ペンジュラムともいう．

プラヤ ぷらや playa 砂漠のうち陸盆地の低所にある細粒物質からなる無植
生の平坦な凹地．多くは乾湖･塩湖．

プランク定数 ぷらんくていすう Planck's constant 光を放射・吸収する振動子のエネルギーは（光の振動
数×定数）の整数倍で表される．この定数のこと．

プランクトン ぷらんくとん plankton 浮遊生物と同義．

プランクの式 ぷらんくのしき Planck' Formula 黒体幅射のスペクトルを与える式．

フランクリン地
向斜

ふらんくりんちこう
しゃ

Franklinian geosyncline 北米北端～グリーンランド北端にあり，カンブリア紀
後期～三じょう紀（三畳紀）に存在したとされた地向
斜．地向斜による造山論は現在あまり議論されていな
い．

ブランケット ぶらんけっと blanket 所定の材料を薄く広範囲に敷いたもので，材料によっ
て不透水性ブランケットやドレーンブランケットとな
る．

ブランケット型 ぶらんけっとがた blanket type 薄く，広大な分布を示す地層の形態を示す用語（提
唱：Krynine,1948）．

ブランケットグ
ラウチング

ぶらんけっとぐらう
ちんぐ

blanket grouting フィルダムのコアゾーン基礎地盤表層部の改良を目的
として広範囲に行なわれる浅いグラウチング．

フランコニア統 ふらんこにあとう Franconian series 北米ミシシッピー川上流地域の上部カンブリア系（ク
ロイアン）を三分した中部統．砂岩・石灰岩などから
なる．

フランジ ふらんじ flange ①Ｈ型鋼やＩ型鋼の上下にある張り出した突縁部．
②レール上を走る車輪が脱線しないように車輪につけ
られた突出部．

プランジ ぷらんじ plunge 水平面からの傾きを表し，褶曲軸の傾き，鉱床の傾
き，地球上の軸の傾きなどで用いる．



フランシスカン
コンプレックス

ふらんしすかんこん
ぷれっくす

Franciscan complex 北米太平洋岸に分布する陸棚～海洋環境のジュラ紀～
始新世の付加体．南北900km，層厚7,000m．

フランシスカン
メランジュ

ふらんしすかんめら
んじゅ

Franciscan melange 北米太平洋岸のジュラ紀～始新世付加体および藍閃石
片岩などの地質体．メランジュの概念を有名にした地
層群．

ブランデルブル
グ亜氷期

ぶらんでるぶるぐあ
ひょうき

Brandenburg stadial バイクゼル氷期の亜氷期．ウルム極相にあたる．約2.2
～1.8万年前．

フランドル海進 ふらんどるかいしん Flandrian transgression 更新世最終氷期末期～完新世中期（約1.8万年～6千年
前）にかけてのフランス北部の海進．日本の有楽町海
進に相当する．

プラントルの塑
性平衡理論

ぷらんとるのそせい
へいこうりろん

Prandtl's plastic
equilibrium theory

広い基礎に対する支持力を塑性平衡理論により解いた
解法．

ブラントン・コ
ンパス

ぶらんとんこんぱす Brunton compass 地形の方位・傾斜角や地層の走向・傾斜などを測る器
機．ポケット・トランシット・レベルとも呼ばれる．

ブリアンソネ帯 ぶりあんそねたい Brian sonnais zone 西アルプスペンニン帯西縁部．石炭を含む石炭・ペル
ム系，陸～浅海相の三畳・ジュラ系からなる．幅約
20km．

フリーエア異常 ふりーえあいじょう free-air anomaly ジオイドからの高さの影響のみを補正した（フリーエ
ア補正）重力の観測値と標準重力の差．

フリーエア補正 ふりーえあほせい free-air correction ジオイド面上の重力値を得るために，実測重力値に加
えるべき高度による重力値の変化の補正．

フリーエンド式
三軸試験

ふりーえんどしきさ
んじくしけん

free-end triaxial test 応力・変形を均一にするために両端が滑らかな載荷板
を使用する三軸圧縮試験．

ブリージング ぶりーじんぐ bleeding まだ固結する前のコンクリート・モルタルなどで水が
分離する現象．

ブリーディング
率

ぶりーじんぐりつ bleeding ratio まだ固まらないコンクリートまたはモルタルにおいて
水分が上昇する最大ブリージングの水量と試料の全水
量との比率．

フリーズドライ
法

ふりーずどらいほう freeze-dry method 物質を凍結・乾燥させて，これを粉砕・粉状化する方
法．

ブリオベール系 ぶりおべーるけい Brioverian system フランスのブルターニュおよびノルマンディー地域に
分布する原生界上部層．非変成岩もあるが千枚岩を主
とする．

フリクション
カット

ふりくしょんかっと friction cut ケーソン周面に沈下を容易にするために設けられた段
差．段差の上部ではケーソンと地盤との間に間隙がで
き摩擦抵抗が低減される．

フリクション式
ボルト

ふりくしょんしきぼ
ると

friction bolt 摩擦定着方式のロックボルト．鋼管膨張型とスリット
バネ型があり設置後直ちに効果を発揮できることや湧
水の多い箇所でも確実に定着できることなどの利点が
ある．



フリクション
ジャケットコー
ン

ふりくしょんじゃ
けっとこーん

friction-jacket-cone ダッチコーンの特殊な利用法の一つで，フリクション
スリーブを用いて局部周面摩擦を測定する．

フリクションス
リーブ

ふりくしょんすりー
ぶ

friction sleeve 土との周面摩擦を精度良く測定するために特別に工夫
されたダッチコーン貫入部を覆う筒状構成物．

プリケットの解
法

ぷりけっとのかいほ
う

Prickett analysis 非定常の不圧地下水を対象とした揚水試験解析法で，
タイスの方法と類似している．

振り子 ふりこ pendulum 固定点あるいは固定軸を中心として周期運動をするも
の．運動する物体の違いによって実体振り子，質点振
り子に区分される．

振子型傾斜計 ふりこがたけいしゃ
けい

pendulum-actuated
clinometer

水平型は垂直軸の周りを自由に回転できる振子で水平
動地震計に利用．垂直型は主として縦穴で用いられて
いる．

振子型重力計 ふりこがたじゅう
りょくけい

pendulum gravimeter 振子の長さと周期から重力加速度を求める測定器．

振子式傾斜計 ふりこしきけいしゃ
けい

horizontal pendulum
inclinometer

重錘振子式傾斜計．地表面の傾斜変動を電気的に測定
する計器の一種．

ブリザード ぶりざーど blizzard 飛雪による視程障害を伴う暴風雪．極地周辺，特に南
極大陸に多く，低気圧によるものが大部分で，数日続
くこともある．

プリズム ぷりずむ prism 光の屈折・分散を生じさせる光学的平面を２つ以上有
する透明体．

プリズム型 ぷりずむがた prism type 地層の走向に垂直に測定した幅と層厚との比が50：1～
5：1の地層形態に対する名称．くさび型ともいう．

プリズム分光計 ぷりずむぶんこうけ
い

prism spectrometer プリズムを用いて光をスペクトルに分けて，特定の波
長の光の強度を測定する装置．

フリッシュ ふりっしゅ flysch 混濁流による堆積物で，級化成層やリズミカルな砂岩
と泥岩の互層などで特徴づけられる堆積物．

フリッシュ相 ふりっしゅそう flysch facies 混濁流起源の砂岩・泥岩のリズミカルで厚い交互層．
級化層理が顕著で，生痕やソールマークが特徴的．

プリニアン噴火 ぷりにあんふんか Plinian eruption プリニー式噴火と同義．

プリニー式テフ
ラ

ぷりにーしきてふら Plinian tephra プリニー式噴火によって噴出された火山砕屑物．火口
近傍の粗粒軽石層から，遠方では急速に細粒化する．

プリニー式噴火 ぷりにーしきふんか Plinian eruption 軽石や火山灰をはるか上空まで噴き上げる噴火様式.ベ
スビアス火山の噴火が有名.



ブリネル硬さ試
験

ぶりねるかたさしけ
ん

Brinell hardness test 鋼球を試験面に押しつけ，できた窪みの深さ・鋼球の
直径・押し付けた荷重から試験面の硬さを評価する試
験．

ブリネル硬度 ぶりねるこうど Brinell hardness ブリネルかたさ試験によって測定した物体の硬さの程
度．

浮流 ふりゅう suspension 気体あるいは流体中を浮遊している岩屑粒子が,水平的
に移動する運動様式のこと．

不流動飽和率 ふりゅうどうほうわ
りつ

irreducible saturation 岩石の空隙内で流動しない流体の占める比率のこと．
百分率で示す．

浮流土砂 ふりゅうどしゃ suspended sediment 河川によって運搬される土砂のうち，乱流によって浮
遊して，かなり長い間河床と接触しないでいる土砂．
浮遊土砂ともいう．

浮流量 ふりゅうりょう suspension load 河川などにおいて，浮流により運搬される物質の総重
量．

ブリュッゲン寒
冷期

ぶりゅっげんかんれ
いき

Bruggen cold stage ライン川下流地方のブリュッゲンで認められた第四紀
最初の寒冷期．

浮力 ふりょく buoyancy 物体が液体から受ける鉛直上向きの合成力．浮力は，
物体が液体内で占める体積分の液体重量に等しい．

ブリリアント
カット

ぶりりあんとかっと brilliant cut ダイアモンドの屈折率から全反射が最高に発揮できる
ように設定されたカットの様式．57面で構成される．

フリント ふりんと flint 玉ずい（玉随）からなる種々の色調の堅硬塊状な岩石
で，貝殻状断口を呈す．チョーク中の団塊が有名．

フリント状圧砕
岩

ふりんとじょうあっ
さいがん

flinty crush rock ,
ultramylonite

ウルトラマイロナイトともいう．圧砕作用により著し
く細粒化し，原岩の構造や組織を失った均質で緻密な
フリント状の岩石．

ふるい(篩） ふるい sieve 砂および砂礫など粗粒の固体粒子の分級を行う時に使
用する道具．一定の大きさの網目とこれを保持する枠
からなる．

ふるい状組織
（篩状組織）

ふるいじょうそしき sieve texture ポイキロブラスチックの一種で，小さな鉱物やガラス
がスポンジ状の結晶に取り込まれている変成岩などの
組織．

ふるい振とう機
（篩振とう機）

ふるいしんとうき grain separator 各粒径の丸ふるいを重ねて，回転および振動の組み合
わせでふるい分けを行う機械．

ふるい比（篩
比）

ふるいひ sieve scale 標準ふるいのふるい目の大きさが，ある粒度を基準と
して等比級数をなす場合の公比．

ふるい分析（篩
分析）

ふるいぶんせき sieve analysis ふるい分け試験と同義．



ふるい分け試験
（篩分け試験）

ふるいわけしけん sieve analysis test 試料の粒度分布を調べるために，一組の標準ふるいを
用いて各ふるいを通る試料の質量百分率を求める試
験．

フルウェーブ音
波検層

ふるうぇーぶおんぱ
けんそう

full wave sonic logging 全波形を記録する音波検層．従来の方法に比べてＳ波
速度や減衰率が測定できることなどの特徴を有する．

ブルース石 ぶるーすせき brucite Mg(OH)2．三方晶系．硬度2.5．比重2.39．白～灰～淡

緑．水滑石ともいう．主に板状～葉片状結晶．蛇紋岩
や緑色片岩などの珪酸の少ない岩石に産する．

フルートキャス
ト

ふるーときゃすと flute cast 砂を運搬した水流の水底の泥の浸食作用によるへこみ
のことで，最も一般的なスコアマーク．堆積流の流向
を示し，古流系の復元に用いられる．

フルード数 ふるーどすう Froude number 流体の流れ（ｖ）と水面に生じた変化の伝播速度（√
ｇ・ｈ；ｇ：重力加速度,ｈ：水深）との比．

フルードの相似
則

ふるーどのそうじそ
く

Froude's similarly law,
Froude's similarity

液体の自由表面付近を運動する相似な物体では時間お
よび長さの単位を変えると，運動状態が同じになるこ
と．

フルード板 ふるーどばん Froude plate フルード波高計において一定の位置を保つため，布な
どを張ったわく．

プルービングリ
ング

ぷるーびんぐりんぐ proving ring リングの変形量から荷重を測定する計器．室内土質試
験や試験機の校正に用いられる.

プルーム ぷるーむ plume ①放出源で質量と運動量を持つ噴流（jet）に対し，重
力場で初期運動量を持たず浮力のみで連続放出される
噴流．
②汚染地下水のうち高濃度に汚染された水塊のこと．
プリゥームともいう．

プルームテクト
ニクス

ぷるーむてくとにく
す

plume tectonics ホットプルームによる上昇とコールドプルームによる
下降によるマントル内の物質の循環によりプレートが
移動するとする学説

古浦石 ふるうらいし Furuura ishi 宮城県宮城郡松島町古浦産の石材．新第三系凝灰岩で
土木用に使用．

ブルカノ火山 ぶるかのかざん Vulcano volcano 地中海エオリア島の南端に位置する島を構成する複合
成層火山，歴史時代にしばしば爆発的な噴火をした．

ブルカノ式噴火 ぶるかのしきふんか Vulcanian eruption 中程度の粘性を有する安山岩質マグマの活動に特徴的
で，大量の火山砕屑物を放出する爆発的な噴火様式．

古君断層 ふるきみだんそう Furukimi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東－南南西方
向．能登半島北東部南岸に位置し延長10km．海成段丘
を変位させている．

仏国寺火成岩類 ぷるぐーくさかせい
がんるい，(日）ぶっ
こくじかせいがんる
い

Pulguksa igneous rocks 朝鮮半島南部の古第三紀初期の火山岩類．珪長斑岩・
石英粗面斑岩などが主体．

ブルックフィー
ルド粘度計

ぶるっくふぃーるど
ねんどけい

Brookfield viscometer 回転粘度計の一種で，二重円筒の内管を回転させたと
きの内管が受ける力より粘度を測定する．



ブルドーザ ぶるどーざ bulldozer 前面に排土板を取り付けた建設土木用機械．掘削・押
土・整地などに使用する．

プルトニウム ぷるとにうむ plutonium 非核分裂性元素である238Uに中性子を吸収させて人工的
につくられる元素．元素記号Pu，原子番号94．

ブルドン管 ぶるどんかん Bourdon tube 断面が扁平で円弧状などの形状を有する一端の閉じた
管．管内の圧力が上昇すると，円弧の半径が大きくな
るように変形し先端の変位から圧力が測定できること
から，圧力計の検出素子として用いられる．

ブルドン管式圧
力計

ぶるどんかんしきあ
つりょくけい

Bourdon's tube-type
pressure meter, Bourdon
gauge

ブルドン管により読みを行う圧力計.

ブルニゼム土 ぶるにぜむど brunizem　soil プレイリー草原下に生成する成帯性土壌で，プレイ
リー土ともいう．腐植，富化は深く，肥沃な土壌．

フルマー式テン
ションメータ

ふるまーしきてん
しょんめーた

Fulmer tension meter ケーブルの引張り力を測定する計器．フレームの曲げ
から引張り力を求める．

プルマサイト ぷるまさいと plumasite 粗粒完晶質の岩石で灰曹長石や鋼玉を主成分とする．
カリフォルニア州Plumasに産することに由来．

古谷石 ふるやいし Furuya ishi 和歌山県田辺市産出の観賞石名．地下水などで風化し
た中生界石灰質粘板岩や珪質石灰岩 ．その縞模様が遠
山の景色を想像させる．

ブルンクロン ぶるんくろん Brunhes chron 地磁気極性年代尺度の内，約75万年前から現在まで
の，現在と同じ地球磁場が卓越した期間．以前はブル
ン（ブリュンヌ）正磁極期と呼ばれた．

ブレイクダウン
プレッシャー

ぶれいくだうんぷ
れっしゃー

break down pressure 水圧破砕により岩盤中に亀裂が発生する圧力．

ブレーカ ぶれーか breaker 圧縮空気または油圧を利用して岩石を破砕する機械．

プレー火山 ぷれーかざん Pelee volcano 西インド諸島マルチニック島に位置する輝石安山岩質
の複合火山．1902年の大爆発では熱雲が発生し被災し
た．

プレー型火砕流 ぷれーがたかさい
りゅう

Pelee pyroclastic flow 溶岩円頂丘の爆発により溶岩片･火山灰･火山ガスから
なる熱雲(700～1,000ﾟ)が高速で流下する形式の火砕
流．

ブレークダウン ぶれーくだうん break-down ①地熱ボーリングの降管時の波動圧が孔壁に機械的衝
撃を与えることにより泥岩が破壊する現象で，孔壁崩
壊を誘発する人為的要因の一つにあげられる．
②ボーリング孔内の水圧破砕において，孔内の水圧を
上昇させていくと孔壁に亀裂が生じて圧力が低下し始
めること．

プレー式噴火 ぷれーしきふんか Peleean eruption 激しい爆発で熱雲や火砕流を発生させる噴火様式．粘
性の高い安山岩質マグマに生じる．

プレート ぷれーと plate 地球表面を覆う地殻およびアセノスフエアまでの部
分．地球上で10数個のプレートがある．



プレート運動 ぷれーとうんどう plate motion プレートがアセノスフエアに乗って移動する運動．そ
の基準により絶対運動と相対運動に区分．

プレートガー
ダー

ぷれーとがーだー plate girder ウェブの上下にフランジを溶接してＩ形にした桁の総
称．

プレート境界 ぷれーときょうかい plate boundary 二枚のプレートが接する部分で，その運動形態により
収束境界・発散境界・すれ違い境界の三つに分類され
る．

プレート境界地
震

ぷれーときょうかい
じしん

interplate earthquake ２枚の接するプレートが異なった運動をし，その境界
近傍にひずみが集中するために発生する地震．

プレート衝突帯 ぷれーとしょうとつ
たい

plate convergence zone 二つのプレートが相対運動により衝突する際，その帯
状の境界部分をいい，大山脈や活断層などが生ずる．

プレート絶対運
動

ぷれーとぜったいう
んどう

absolute motion of plate プレートのメソスフェアに対する運動．ホットスポッ
ト起源による海山列とそれを構成する火山の年代から
求められる．

プレート相対運
動

ぷれーとそうたいう
んどう

relative motion of plate 隣接するプレート相互間の運動．お互いに，近づく・
離れる・すれ違うの３種がある．

プレートテクト
ニクス

ぷれーとてくとにく
す

plate tectonics いくつかのプレートに分かれたリソスフェアがほとん
ど変形することなく水平運動するという理論．

プレート内地震 ぷれーとないじしん intraplate earthquake プレート内部で起こる地震．浅発，やや深発と深発地
震がある．

フレーム構造 ふれーむこうぞう flame structure 火炎状構造と同義．

フレーム光度法 ふれーむこうどほう flame photometry 炎光分析の一種で，試料を炎で熱した時の光の波長と
強さによって元素の定量分析を行う方法．

フレーム様構造 ふれーむようこうぞ
う

flamy structure ある鉱物の結晶構造に他の鉱物の結晶が影響を受け，
その方向とほぼ平行に細長く集まる構造．

プレーリー土 ぷれーりーど prairie soil プレーリーの草原に生じている成帯性土壌．ブルニゼ
ムと呼ぶ場合もある．

フレーリッヒの
式

ふれーりっひのしき Frohlich's equation ブーシネスクの解に集中係数を導入して，修正した弾
性地盤への載荷により発生する応力の解．

ブレーン空気透
過法

ぶれーんくうきとう
かほう

Blaine's air
permeability method

JIS-R-5201に規定されるセメントの粉末度を試験する
方法．

プレーンコンク
リート

ぷれーんこんくりー
と

plain concrete 無筋コンクリートのこと．



フレキシブルド
リルパイプ

ふれきしぶるどりる
ぱいぷ

flexible drill pipe 多くの関節構造を有する屈曲自在のボーリングロッ
ド．

フレキシュラ
ル・スリップ褶
曲

ふれきしゅらるす
りっぷしゅうきょく

flexural slip fold 曲げすべり褶曲と同義．

フレキシュラ
ル・フロー褶曲

ふれきしゅらるふ
ろーしゅうきょく

flexural flow fold 物質が流動することによって生じた褶曲の一種．延性
度が異なる地層が互層する場合に生じるとされる．

プレキャストコ
ンクリート

ぷれきゃすとこんく
りーと

precast concrete 工場で作成されたコンクリート部材．必要に応じ，現
場で組み合わせて使用する．

プレキャストダ
ム

ぷれきゃすとだむ precast dam 工場生産されたコンクリートブロックや部材を組上げ
て造られたダム．

プレキャストラ
イニング工法

ぷれきゃすとらいに
んぐこうほう

precast-concrete lining
method

工場で製作されたコンクリート製品を覆工に用いる工
法．荷重が二次覆工に影響を与えないような地山に適
用．

プレクーリング
工法

ぷれくーりんぐこう
ほう

pre-cooling method ダムや大きな橋脚におけるマスコンクリートの施工に
おいて，温度によるひび割れ防止のため，材料の全部
または一部を冷却し打設温度を低下させる工法．

フレシネー工法 ふれしねーこうほう Freyssinet system PC鋼線をくさびで定着する方式のポストテンション方
式プレストレス工法．

フレシネ型荷重
計

ふれしねがたかじゅ
うけい

Freyssinet jack load
cell

油圧式荷重計の一つ．荷重によってシリンダ内に生じ
た油圧から荷重を求める．

プレスクリート ぷれすくりーと presscrete 圧縮空気を用いてコンクリートを搬送し，コンクリー
トを打設する機械．

プレストレス ぷれすとれす prestress コンクリート構造物では荷重による応力の一部を打消
すために，地盤では拘束圧やすべり抑止力を加えるた
めに予め導入された応力．

プレストレスト
アンカー

ぷれすとれすとあん
かー

prestressed anchor プレストレスを加えるために地盤や岩盤中に打設す
る，あらかじめ緊張力を与えたアンカーをいう．擁
壁・掘削のり面・地すべり防止杭などの補強材として
使用される．ＰＣ鋼線・ＰＣ鋼棒などの構造体．

プレストレスト
コンクリート

ぷれすとれすとこん
くりーと

prestressed concrete 荷重によって生じる引張応力を打消すためにＰＣ鋼材
を用いて予め圧縮力を加えたコンクリート．

プレストレスト
コンクリート圧
力容器

ぷれすとれすとこん
くりーとあつりょく
ようき

prestressed concrete
pressure vessel

容器内に発生する圧力による引張り力を考慮し，あら
かじめ，プレストレスを与えたコンクリート圧力容
器．

プレストレスト
コンクリート杭

ぷれすとれすとこん
くりーとくい

prestressed concrete
pile

工場で製作した鉄筋コンクリート杭のうち，プレスト
レストコンクリート構造の杭．

プレストレスト
コンクリート原
子炉格納容器

ぷれすとれすとこん
くりーとげんしろか
くのうようき

prestressed concrete
reactor containment
vessel

プレストレストコンクリート圧力容器のうち，特に原
子炉格納用に用いられるもの．



プレストレスト
ダム

ぷれすとれすとだむ prestressed dam ダム本体の安全性確保の一部として，鋼線，より線，
鋼棒などによる基礎岩盤との緊張力を抵抗力として見
込む設計のダム．

プレスプリット
工法

ぷれすぷりっとこう
ほう

presplit 平滑な岩盤掘削面を作るとともに背面の岩盤の損傷を
抑えるために用いる発破工法．発破孔を数１０ｃｍ間
隔に削孔し同時に発破することにより連続した割れ目
を形成する．

プレス・ユーイ
ング型地震計

ぷれすゆーいんぐが
たじしんけい

Press-Ewing seismograph 遠地地震観測用の長周期の電磁式地震計.コロンビア型
地震計ともいわれる.

プレッシオメー
タ

ぷれっしおめーた pressuremeter 孔内載荷試験機の１機種で，載荷方法は等分布載荷法
である．同じ載荷方式としてエラストメータ等があ
る．

プレッシオメー
タ試験

ぷれっしおめーたし
けん

pressuremeter test 地盤の変形性を求める孔内載荷試験の一つ．試験区間
に作用させた等分布載荷による圧力と変形量から変形
特性を求める．

プレッシャー
シャドー

ぷれっしゃーしゃ
どー

pressure shadow 相対的に変形しにくい粗粒鉱物の両側で強い変形を逃
れた領域．その形態から受けたせん断の方向が決定で
きる．

プレッシャー
リッジ

ぷれっしゃーりっじ pressure ridge 断層近くの地面が水平方向に圧縮されることにより生
じる隆起部．横ずれ成分をもつ地震断層により引き起
こされる．

プレテンション
方式

ぷれてんしょんほう
しき

pre-tensioning system 緊張したＰＣ鋼材の周囲にコンクリートを打設し，硬
化後に緊張力を解放してコンクリートに圧縮力を与え
る方式．

プレパックドコ
ンクリート

ぷれぱっくどこんく
りーと

prepacked concrete 型枠に粗骨材を詰め，その間隙に特殊モルタルを注入
してつくるコンクリート．水中工事などに使われる．

プレボーリング
拡大根固め工法

ぷれぼーりんぐかく
だいねがためこうほ
う

preboring pile driving
method with expanded
foot protection

アースオーガで削孔し，先端の支持部を拡大掘削した
あとにセメントミルクなどを充填し杭を挿入する工
法．

プレボーリング
工法

ぷれぼーりんぐこう
ほう

pile installation by
preboring

埋め込み杭の施工法のうち，オーガなどにより掘削し
た孔内に杭を設置する工法．

プレボーリング
最終打撃工法

ぷれぼーりんぐさい
しゅうだげきこうほ
う

preboring pile driving
method with percussion

アースオーガで削孔し，既製杭を挿入したあと最終打
撃を行い支持力を確保する工法．

プレボーリング
式杭打ち工法

ぷれぼーりんぐしき
くいうちこうほう

preboring pile driving
method

あらかじめアースオーガにて所定の深度まで掘削した
のち，既製の杭材を孔内に挿入する工法．

プレボーリング
根固め工法

ぷれぼーりんぐねが
ためこうほう

preboring pile driving
method with foot
protection

アースオーガで削孔し，セメントミルクなどを充填し
たあとに杭を挿入する工法．Ｎ値３～20の粘性土に適
す．

プレボレアル期 ぷれぼれあるき Preboreal time ウルム氷期後期に続く10,000～9,500年前の冷涼期．こ
の後にボレアル期が続く．

プレライニング
工法

ぷれらいにんぐこう
ほう

prelining support method トンネル掘削に先行してトンネル外周部を掘削し，掘
削部をモルタルやコンクリートで置換する工法．



プレローディン
グ工法 (予圧密
工法)

ぷれろーでぃんくこ
うほう (よあつみつ
こうほう）

pre-loading method 構造物建設前に盛土により荷重を載荷し，圧密沈下を
先行して発生させ，構造物の沈下を低減したり地盤の
せん断強度の増加を図る工法．

プレローディン
グ盛土

ぷれろーでぃんぐも
りど

pre-load banking 構造物建設前の地盤に予め圧密沈下を起こさせるため
に構造物と同等以上の載荷を行うための盛土．

プレロード ぷれろーど preload ①既設構造物の仮受け桁のたわみや土留め切梁の緩み
防止にジャッキで荷重をかけること．
②軟弱地盤上の構造物築造にあたり，予め載荷して事
前に圧密沈下させて支持力を増大する地盤改良の一
種．

不連続褶曲 ふれんぞくしゅう
きょく

intermittent folding 短軸背斜やドーム，または短軸向斜やベーズンが独立
または不規則発達する褶曲．台地に典型的な褶曲．

不連続性岩盤斜
面

ふれんぞくせいがん
ばんしゃめん

discontinuous rock slope 不連続性岩盤により構成される斜面．安定性は不連続
面の状態に依存するため，連続体解析が適さない．

不連続反応系列 ふれんぞくはんのう
けいれつ

discontinuous reaction
series

結晶作用の過程で，晶出鉱物と残液が順次反応して鉱
物を晶出する場合のそれらの鉱物は，不連続反応系列
の鉱物という．

不連続変形解析 ふれんぞくへんけい
かいせき

discontinuous
deformation analysis,
DDA

岩盤が不連続体であることに注目して，ブロック間の
変形や応力の不連続な挙動を解析・表現する手法．

不連続変形法 ふれんぞくへんけい
ほう

discontinuos deformation
analysis,DDA

不連続変形解析方法の一つで，DDAと呼ばれ，有限要素
法の拡張であり，多数の弾性ブロック間の衝突やすべ
りを解析することができる．

不連続粒度 ふれんぞくりゅうど gap grading 粒度配列が不連続で，ある中間の粒子が欠けている状
態．不連続粒度の骨材を使用したコンクリートは流動
性が改善されることがある．

フロアースラス
ト

ふろあーすらすと floor thrust デュープレックス構造の下限をなす衝上断層で，
デュープレックス内の小規模逆断層が収斂する．

フロー値 ふろーち flow value アスファルト混合物のマーシャル安定度試験の際に，
最大荷重を示した時の供試体の変形量．

フローチングダ
ム

ふろーちんぐだむ floating dam 透水性の未固結地盤上に築造された重力式コンクリー
トダム．

フローティング
ケーソン

ふろーてぃんぐけー
そん

floating caisson 水中に沈設するケーソンで，陸上で製作され，水上部
を浮かしてえい航されるケーソン本体．

フローテイン
グ・バージ掘削

ふろーていんぐばー
じくっさく

floating barge drilling 水上ボーリング工法の一種．ボーリング機械を据付け
た台船（バージ）とロッドなどを通し，保護するガイ
ドパイプが分離した機構を有する．

フロート式水位
計

ふろーとしきすいい
けい

float type water level
recorder

水面の動きに追従するフロートの上下をワイヤで伝
え，記録する形式の水位計．

フローネット法 ふろーねっとほう flow net method ポテンシャル分布をもとに流線網を描いた上で，等ポ
テンシャル線と流線を用いて単位網目を流れる流量を
求める方法



プローブ ぷろーぶ probe 坑井内を検層のために降下させる探査装置．ゾンデ．

フローユニット ふろーゆにっと flow unit 溶岩流や火砕流において，その堆積部で１枚と認めら
れる単位．単一噴火でもフローユニットが複数になる
こともある．

プロキシミティ
検層

ぷろきしみてぃけん
そう

proximity logging 測定電流を地層方向に収束するよう改良したマイクロ
比抵抗検層．マイクロラテロ検層と同義．

プロクターカー
ブ

ぷろくたーかーぶ proctor curve 粘性土の締固め試験から求められる乾燥密度と含水比
の関係を示す曲線．

プロクタ貫入抵
抗（値）

ぷろくたかんにゅう
ていこう（ち）

Proctor penetration
resistance

プロクタ貫入抵抗試験機の針が，深さ１インチ貫入す
るのに要する力を針の面積で除した値．

プロクタ締固め
試験

ぷろくたしめかため
しけん

Proctor compaction tests 規定モールド内で種々の含水比の土を突き固める試
験．その結果から盛土としての現場締固めが規定され
る．

プロセスゾーン ぷろせすぞーん process zone 断層形成に関与したゾーンで，微小クラックの発達で
特徴づけられる．

プロダクション
ケーシング

ぷろだくしょんけー
しんぐ

production casing 石油・熱水を採取する時プロダクションゾーン以外を
閉塞するために使用するケーシング．

プロダクション
検層

ぷろだくしょんけん
そう

production logging 採収井内の水・油・ガスなどの挙動状態を把握し評価
するための諸検層．

ブロッキング ぶろっきんぐ blocking ①日本では移動性の高気圧などは通常西から東へ移動
する．このような動きが大きなスケールで妨げられる
ときの現象．
②トンネル工事において鋼製支保工と地山の間にくさ
びを打ち込み地山の緩みを抑えること．

ブロッキング現
象

ぶろっきんぐげん
しょう

blocking phenomena 偏西風帯などの本流から切り離された高気圧･低気圧が
出現する現象．梅雨現象は偏西風帯に発生した典型
例．

ブロックケービ
ング法

ぶろっくけーびんぐ
ほう

block caving method 鉱山における採掘法の一つで，鉱体の１区画の下部を
掘削して空間を作ることにより上部の鉱石の自然崩落
を誘発し採掘を行う方法．

ブロック工法 ぶろっくこうほう concrete placement with
longitudinal
construction joints

コンクリートダムの施工に従来から用いられている工
法．コンクリートの温度応力の発生を抑えるために縦
継目（ダム軸方向の継目）横継目（同直交方向）で分
割してコンクリートを打設する．ブロック間に段差が
できるため柱状工法ともいわれる．

ブロックサンプ
リング法

ぶろっくさんぷりん
ぐほう

block sampling スコップやピックなどを用いて，地山あるいは横坑内
などから乱さない試料をブロック状に採取すること．

ブロック式係船
岸

ぶろっくしきけいせ
んがん

concrete block type
quaywall

海底にコンクリートブロックを積みあげて築造した係
船用の岸壁．外力には自重による摩擦力で抵抗する．

ブロック式混成
堤

ぶろっくしきこんせ
いてい

concrete block type
composite breakwater

捨て石マウンドの上にコンクリートブロックの直立堤
を配置し，波高により傾斜堤・直立堤の両機能を発揮
させる．



ブロック式直立
堤

ぶろっくしきちょく
りつてい

concrete block type
upright breakwater

捨て石マウンドがなく基礎処理をした海底から直接コ
ンクリートブロックを積み重ねた防波堤．

ブロック褶曲 ぶろっくしゅうきょ
く

block folding 地塊褶曲とも．基盤ブロックの断層などによる昇降が
上位の地層を突き曲げて生じる褶曲．

ブロックせん断
試験

ぶろっくせんだんし
けん

block shear test 岩盤のせん断強度を求める原位置試験方法の一つ．コ
ンクリートブロックを介して直下の岩盤をせん断す
る．

ブロックダイア
グラム

ぶろっくだいあぐら
む

block diagram 地下地質を立体的に表現する図で，地質構造を三次元
のブロックで表示したもの．手前の切り口は地質断面
図，地表面は鳥瞰図として表示される．

ブロック積み擁
壁

ぶろっくづみようへ
き

concrete block retaining
wall

コンクリートブロックを積み重ねた比較的簡易な擁
壁．法勾配が1:1より急なものをいい，勾配の緩いブ
ロック張りと区別する．

ブロック張工 ぶろっくはりこう concrete block pitching
method

法面保護工の一つ．表面の浸食や風化防止のためコン
クリートブロックを張付ける工法．

ブロック反映褶
曲

ぶろっくはんえい
しゅうきょく

reflecting-block folding 基盤ブロックの昇降によって生じるブロック褶曲から
影響を受けた褶曲．ブロック褶曲の上部構造に相当す
る．

ブロック防波堤 ぶろっくぼうはてい concrete block
breakwater

コンクリートブロックを積み重ねて造った防波堤の総
称．捨て石マウンドの有無などいくつかの種類があ
る．

プロッドキャス
ト

ぷろっどきゃすと prod cast プロッドマークとも．地層の底面に形成された窪み．
水流中を流動する物体に底質上を削り取られて形成．

プロデルタ堆積
物

ぷろでるたたいせき
ぶつ

prodelta deposit 三角州の堆積物のうち，デルタフロントより沖に分布
する堆積物．一般に粘土のような細粒分に富んだ堆積
物からなる．

プロトアクチニ
ウム法

ぷろとあくちにうむ
ほう

protactinium dating
method

プロトアクチニウム（231Pa）の放射性壊変を利用する
年代測定法．数万年程度の年代測定に適用．

プロトクラス
チック片麻岩

ぷろとくらすちっく
へんまがん

protoclastic gneiss マグマの冷却過程で先に晶出した鉱物が変形運動を受
け，粒状化したり変形したりして片麻状構造ができた
花崗岩質岩．

プロトジャコノ
フのかたさ指数

ぷろとじゃこのふの
かたさしすう

Protojakonof coefficient 岩石強度の指数．圧縮強度,せん断強度,穿孔抵抗,およ
び衝撃強度を示す指数．旧ソ連で広く利用される．

プロトジャコノ
フの衝撃強度試
験

ぷろとじゃこのふの
しょうげききょうど
しけん

Protojakonof impact
strength test

衝撃強度を求める試験方法の一種．重錘落下によって
生じた0.5mm以下の粒子の量で評価．

プロトラクター ぷろとらくたー protractor 長方形の分度器．地質調査で，地層の走向・節理・亀
裂および断層の方向などを記載・図化するときに用い
る．

プロトルージョ
ン

ぷろとるーじょん protrusion 固体貫入とも．構造運動に伴って岩体が固体貫入する
こと．



プロトン磁力計 ぷろとんじりょくけ
い

proton-precession
magnetometer

磁力計の一種でプロトン（水素原子核）の核磁気モー
メントを利用している．

プロピライト ぷろぴらいと propylite 変朽安山岩と同義．

プロピライト化
作用

ぷろぴらいとかさよ
う

propylitization 安山岩質～デイサイト質の火山岩で典型的に見られる
緑泥石などを生成する熱水変質作用．

プロファイル測
定

ぷろふぁいるそくて
い

profile measurement 地下レーダー探査や重力探査において測線上の地下構
造断面を把握するための測定．地下レーダー探査では
一対の送信アンテナ・受信アンテナの間隔を 一定に
保ったまま，測線上を移動させて測定する．

プロペラ型風速
計

ぷろぺらがたふうそ
くけい

propeller type
anemometer

回転型風速計の一種．プロペラ型の風車が風速に比例
して回転することを原理とする風速計．

プロペラ式流速
計

ぷろぺらしきりゅう
そくけい

propeller anemometer 一定以上の流速で流速と回転速度が直線関係になるこ
とを利用した流速計．

ブロムヘッド式
リングせん断試
験機

ぶろむへっどしきり
んぐせんだんしけん
き

Bromhead ring shear
testing machine,
Bromhead ring shear
apparatus

練り返した薄い供試体のねじりせん断により，土の残
留強さを求める試験装置．

フロン ふろん fluorocarbon メタン，エタンの塩素化・フッ素化物．冷媒や溶剤と
して広く利用されてきたが，オゾン層破壊の主要原因
物質とされ使用削減が進められている．

ブロントサウル
ス

ぶろんとさうるす Brontosaurus アパトサウルス．竜盤目竜脚亜目の草食恐竜．四足歩
行．ジュラ紀後期の北米に生息．

フロントジャッ
キング工法

ふろんとじゃっきん
ぐこうほう

front jacking method 推進工法の一種．発進側立坑と到達側立坑の間に牽引
用ワイヤを通しておき，函体を牽引する．

噴煙柱 ふんえんちゅう eruption column 爆発的噴火によって柱状に噴出した噴煙のかたまり．

噴火 ふんか volcanic eruption,
eruption

地球内部からマグマ・火山ガスや火山灰などの火山物
質が比較的急速に地表に放出される現象．

分化 ぶんか differentiation 同一の共通するマグマから，二つ以上の岩石が生じる
プロセス．

分解 ぶんかい decomposition 合成物・化合物が構成要素ごとの物質に分離するこ
と．

分解能 ぶんかいのう resolving power 測定した入力値の相異を区別できるために必要な入力
値の最小単位．顕微鏡などで識別できる最小の距離と
しても用いられる．

分解溶融 ぶんかいようゆう incongruent melting 鉱物が溶融するとき，ある温度で違う組成の液と鉱物
とになり，最終的には元の組成の液となる現象．



噴火エネルギー ふんかえねるぎー energy of volcanic
eruption

火山噴火により火山物質が地表に放出される時に費や
されるエネルギー．熱，爆発，噴火，空振などに分配
される．

噴火強度階 ふんかきょうどかい intensity scale of
volcanic eruption

火山の噴火の強さが噴出物の総量に比例するとの仮定
により，噴出物の量を10階級に区分したもの．

噴火口 ふんかこう eruption crater 火山噴火時に，噴出物が地表に達する地点にできる凹
地．円形に近く，断面はロート状である．通常径2km以
下．火口と同義．

分化指数 ぶんかしすう index of
differentiation,
differentiation index

マグマ分化の進行程度の尺度．火成岩の化学組成のう
ち分化につれて規則的に変化する成分の量が用いられ
る．

糞化石 ふんかせき guano, struvite 海鳥の糞が堆積固化したもの（グアノ）．動物の糞や
動物性腐敗堆積物などに産するMg鉱物（ストルーバイ
ト）．糞石ともいう．

噴火前兆現象 ふんかぜんちょうげ
んしょう

forerunning phenomena of
volcanic eruption

地磁気･重力値･ラドン濃度の変化など火山噴火の前兆
となる物理的現象．地震･地熱･動物の異常行動などは
体験的前兆現象．

噴火様式 ふんかようしき types of volcanic
eruptions

噴火現象に関する記載事項の一つ．特徴的な火山の固
有名を付したものと，噴火の要素別によるものとがあ
る．

噴火予知 ふんかよち prediction of volcanic
eruption

噴火の時期，場所，規模，タイプ，活動の推移の5要素
の予知のこと．方法は地質学的研究と機器観測的手法
がある．

噴火輪廻 ふんかりんね eruption cycle 火山は一般に長期の静穏期の間に継続した短い噴火期
がある．この一続きの噴火活動を一輪廻の噴火とい
う．

分岐 ぶんき bifurcation, divergence,
virgation

様々な現象が枝分かれすること．進化に伴う生物系
統，水系の分布状態，褶曲軸の枝分かれなどで用い
る．

噴気ガス ふんきがす exhalation gas 地表に噴出されるマグマ中の揮発成分．大部分は水蒸
気で他にフッ素化合物，HCl，SO2，H2S，CO2，H2，N2が

含まれる．

噴気活動 ふんきかつどう fumarole activity 火山体の砕屑物または岩石の割れ目や孔から，火山ガ
スが比較的静かに定常的に空中に噴出する活動．

噴気孔 ふんきこう fumarole 水蒸気や火山ガスなどの各種のガスが，地下から地表
に噴出している場所．一般に火山地帯に見られる．

噴気孔鉱物 ふんきこうこうぶつ fumarolic mineral 火山ガスの噴出孔において，ガスの昇華作用，ガスと
周囲の岩石との反応によって形成された鉱物の総称．

噴気鉱床 ふんきこうしょう exhalation deposit 火山活動に伴う気体物質の昇華作用，またはそれと周
囲の岩石との反応による，鉱物の形成・濃集による鉱
床．

噴気試験 ふんきしけん blow-out test 地熱貯留層の能力を実証するために，生産井から噴気
させる試験．噴出流量特性から貯留層の能力評価など
を行う．



噴気堆積鉱床 ふんきたいせきこう
しょう

exhalative-sedimentary
deposit

海底火山活動に伴う噴気・熱水作用で生じた鉱物が堆
積して形成された鉱床．

噴気地帯 ふんきちたい fumarolic area 火山噴気孔が多くある地域．

分岐比 ぶんきひ bifurcation ratio 谷次数をストラーラの方法によって名付けた場合，あ
る次数iの谷の数Niと次数(i-1)の谷の数Ni-1との比．

分岐比 ぶんきひ branching ratio 2種の壊変を行う放射性核動の両者のおこる確立の百分
比のこと．

分級 ぶんきゅう classification, sorting 篩分けが困難な物質を，水中または空気中で沈降させ
て成層状態にして分離採取すること．または淘汰作
用．

分級機 ぶんきゅうき classifier 水中や空気中における粒子の沈降速度が粒度によって
異なるのを利用して骨材を連続的に粒度別に分ける装
置．

分級係数 ぶんきゅうけいすう sorting coefficient 構成粒子の粒径の分布の広がりを表わす．粒径積算曲
線の25%粒度を，75%粒度で割ったものの平方根で表
す．

分級作用 ぶんきゅうさよう sorting 淘汰と同義．

分級成層 ぶんきゅうせいそう sorted bedding 個々の単層中の粒径は均一であるが，常に上方の単層
が細粒であるため，全体として上方細粒化している状
態．

分級度 ぶんきゅうど sorting coefficient,
coefficient of sorting

堆積物や砕屑性堆積岩を構成する粒子の粒径のばらつ
きの程度．粒径が揃っているほど分級度が良い．

分極 ぶんきょく polarization ①誘電体を電解内においたとき，正負の電荷の部分的
分離が起こる現象．
②電場内で分子（原子）が一時的に双極子モーメント
を持つようになる現象．

分極（誘電体） ぶんきょく（ゆうで
んたい）

polarize 誘電体に電場を与えると電荷の部分的分離が起こり，
全体として双極子モーメントを持つようになること．

分極電圧 ぶんきょくでんあつ polarization voltage 分極によって生じる電圧．

分極率 ぶんきょくりつ polarizability,
chargeability

大地に電流を流している際の一次電位差に対する，電
流を切断した際に観測される二次電位差の比．

分結作用 ぶんけつさよう segregation 岩石を構成する成分の一種が特定の場所に濃集する作
用.変成分化作用の一種.

分光器 ぶんこうき spectrograph 光をスペクトル（波長の違いによる成分）に分ける装
置



分光光度計 ぶんこうこうどけい spectrophotometer 光のスペクトルの強度を測定する測光器．

分光分析 ぶんこうぶんせき spectroanalysis 物質の励起発光をプリズム・回折格子などでスペクト
ルにわけ，元素の同定・定量を行う分析方法．

噴砂 ふんさ sand boil, sand crater 地震動によって地中で液状化した砂質土が，水ととも
に火山のように地表に吹き出すこと．

粉砕性 ふんさいせい grindability 衝撃力や摩擦により岩石が破砕する場合の程度を表
し，特に微粉（数10μm）状に砕ける場合をさす．

噴砂丘 ふんさきゅう sand crater 地震の際，水とともに噴き出した砂が噴砂孔の周囲に
火山あるいはクレーターのような形態で堆積したも
の．

分散 ぶんさん dispersion ①土粒子の集合体が単一粒子に分散すること．
②表面波の周期あるいは波長によって伝播速度が異な
る現象．

分散 ぶんさん variance 測値と平均値との差を二乗したものの平均．

分散曲線 ぶんさんきょくせん dispersion curve 波動の分散の速度を周期・波長などの関数として表し
た曲線．

分散現象 ぶんさんげんしょう dispersion phenomenon 波の伝搬速度などの物理定数が振動数により変化する
ことにより生ずる現象．

分散剤 ぶんさんざい diflocculant, dispersing
agent

流体中に凝集している粒子をばらばらの独立した粒子
に分けるために使用する薬剤．

分散性粘土 ぶんさんせいねんど dispersive clay 水に接することにより，浮遊または分散状態になる性
質を持つ粘土．

分散法 ぶんさんほう dispersion method 鉱物の屈折率を求める方法で，浸液の屈折率分散曲線
を用いる．

分散容器 ぶんさんようき dispersion cup 粒度試験を行う場合に土粒子を分散させるために使用
する容器．

分子拡散 ぶんしかくさん moleular diffusion 液体や気体を構成する分子が，熱運動によりできるだ
け広い空間に広がり均一化しようと移動する現象．

分子けん引説
（粘土のプラス
ティシティ）

ぶんしけんいんせつ
（ねんどのぷらす
てぃしてぃ）

molecular attraction
theory (on the cause of
plasticity of clay)

粘土の塑性は粘土分子の相互間，または周囲の水との
間のけん引力で生じるとする説．

分子線エピタキ
シー

ぶんしせんえぴたき
しー

molecular beam epitaxy 超高真空内で原料物質を加熱，蒸発し，発生する分子
線を単結晶基盤にあて，結晶方位がそろった単結晶薄
膜を成長させる方法．



分子当量 ぶんしとうりょう equivalent molecular
unit

岩石の鉱物ノルム計算において，鉱物の分子式におけ
る陽イオンの総数を表す．

噴射注入工法 ふんしゃちゅうにゅ
うこうほう

jet grouting method ジェットグラウト工法と同義

分取器 ぶんしゅき riffle sampler, sample
splitter

粒度組成が異ならないように試験用サンプルを取り分
けるための器具．

噴出岩 ふんしゅつがん effusive rock, extrusive
rock

地表および地表付近に噴出したマグマが固結した火成
岩．急冷によりガラス質部分が多く細粒である．火山
岩とほぼ同義．

噴出周期 ふんしゅつしゅうき eruption period 活動期と静穏期を繰り返す火山が溶岩・火山灰などの
噴出物を噴出する周期．

文象花崗岩 ぶんしょうかこうが
ん

graphic granite カリ長石（または斜長石）の中に石英がくさび状に入
りこんだもの（文象構造）を特徴とする花崗岩．

文象岩 ぶんしょうがん graphic rock 長石と石英と間にみられる特有な規則的連晶構造を文
象構造(graphic structure)といい，この構造を有する
岩石．長石の結晶中に楔型文字状の石英が多数連晶
し，石英の一部～全部が同一の光学的方位を示す．花
崗岩や特定の鉱石に認められる．

文象構造 ぶんしょうこうぞう graphic structure 長石（一般にカリ長石）の斑晶中に多数のくさび形文
字のような石英が規則的に連晶する構造．

文象質微粒花崗
岩

ぶんしょうしつび
りゅうかこうがん

granophyre 現在は微文象花崗岩が一般的な呼称．長石と石英の微
文象連晶が岩石の基質全体に分布する花崗岩．文象斑
岩ともいう．

文象組織 ぶんしょうそしき graphic texture 文象構造，グラフィック組織ともいう．長石と石英が
連晶する組織（構造）．

粉塵 ふんじん dust 空気中に浮遊する固形微粒子．トンネルではコンク
リート吹付時や岩盤掘削時に発生し，除塵装置が使わ
れる．

分水界 ぶんすいかい divide, drainage divide,
watershed, catchment
boundary

隣り合う集水域の境界．地下水と表流水の分水界があ
るが，一般には後者で代表される．

分水路 ぶんすいろ flood way, diversion
channel

洪水処理のため，湖や海へ放流するために設ける分派
水路．放水路ともいう．

フンスリュック
頁岩

ふんすりゅっくけつ
がん

Hunsrück shale（独）,
Hunsruck shale（英）

ヨーロッパのアルデンヌ～ライン地方に分布する黒色
頁岩．下部デボン系で三葉虫・アンモナイト類を多
産．

噴石 ふんせき cinder 噴火により放出された本質火山砕屑物のうち，特にガ
ラス質で多孔質なものの総称．直径４～32mm程度のも
の．

糞石 ふんせき coprolite 主に脊椎動物の排泄物の化石．糞化石ともいう．形状
から排泄口の形状を，未消化物から古生物の食性を推
定．



噴石丘 ふんせききゅう cinder cone 主に噴石から構成される火山砕屑丘．普通，スコリア
質の火山砕屑物からなる．スコリア丘と同義．

分析電子顕微鏡 ぶんせきでんしけん
びきょう

analytical electron
microscope

透過型電子顕微鏡で，電子線を照射したときに試料か
らでてくる特性Ｘ線を分光装置で測定し含有元素の化
学分析を行う．

噴泉塔 ふんせんとう sinter cone 温泉の湧出に伴って生成された温泉沈殿物が円塔状に
堆積したもの．石灰華，珪藻で構成されることが多
い．

ブンター統 ぶんたーとう Bunter series（英）,
Buntsandstein（独）

ドイツ盆地に特徴的に分布する三じょう系（三畳系）
下部統の総称.淡水成の砕屑岩主体.

粉体 ふんたい pulverulent body 細かい固体の粒が集合した状態のこと．セメント・フ
ライアッシュ・小麦粉など．

分帯 ぶんたい zoning 地層や岩石を，化石・鉱物の組み合わせなどによって
区分すること．

粉体注入工法 ふんたいちゅうにゅ
うこうほう

powder grouting method 微粒セメント粉体を圧縮空気で地盤中に注入する工
法．

粉体流 ふんたいりゅう particulate flow 多量の微粒子が気体と混合して，低粘性で速く流れる
現象．火砕流，岩なだれの一部，乾雪表層なだれなど
がある．

粉炭 ふんたん fine coal 採炭の際に径が3～10mm程度に粉砕された石炭．主に，
高炉のコークスとして用いる．

分断ガードル ぶんだんがーどる creft girdle ファブリックダイヤグラムのパターンの一つで，ダイ
ヤグラムの投影点の等密な線の帯が，小円に平行で分
裂した形式に見えるもの．

分潮 ぶんちょう component tides 起潮力ポテンシャルの変化を一定周期と振幅の正弦函
数の和に展開した各項．

噴泥 ふんでい mud pumping 泥土化された路盤から交通荷重による加圧・減圧に
よって地表に噴出した泥土あるいはその現象．

分点 ぶんてん Equinox 天の赤道と黄道との交点．春分点と秋分点の二つがあ
る．

粉銅鉱 ふんどうこう conichalcite CaCu(AsO4)(OH)．斜方晶系．硬度4.5．比重4.33．カル

シウムと銅の砒酸塩鉱物．等粒状～短柱状結晶でぶど
う状～固塊として産出．銅鉱床の酸化帯に褐鉄鉱など
と共生．コニカルコ石ともいう．

分配係数 ぶんぱいけいすう partition coefficient 共存する二種の鉱物間の交換平衡において，陽イオン
の分配を表す係数．

分配平衡 ぶんぱいへいこう partition equilibrium 共存する２相間に同一成分が分配されて化学平衡にあ
ること．地質温度計・マグマの分化・安定同位体の分
別などの説明に用いられる．



分配律 ぶんぱいりつ partition law 一定温度・圧力の下で，平衡に共存する２相中に共通
成分が分配されるときの濃度の比は一定という法則．

噴発 ふんぱつ blow off 圧気工法によるトンネル掘削で圧縮空気が直接地表に
噴出する現象を称し，土被りの浅い処で発生しやす
い．

分布荷重 ぶんぷかじゅう distributed load 集中した荷重に対して線上あるいは面上のある範囲に
分布して作用する荷重．分布状態によって等分布荷
重，変分布荷重などがある．

分別係数 ぶんべつけいすう fractionation factor,
separation factor

同位体において，性質の似た二つの物質が２相間で異
なった割合で含まれる場合のそれらの比．

分別結晶作用 ぶんべつけっしょう
さよう

fractional
crystallization

マグマから晶出した結晶が液相との接触を絶たれるこ
とによって，残液の総化学組成に変化がおこる結晶作
用．

分別再吸収 ぶんべつさいきゅう
しゅう

fractional resorption マグマ溜り上部などで晶出した結晶が沈下し，その鉱
物に不飽和な下部マグマ中で分解し，メルト中に吸収
されること．

分別作用 ぶんべつさよう fractional separation ①同位体分別作用と同義．
②分別結晶作用と同義．
③２相間で性質の似た二種類の物質の量比の差を使っ
て，物質を分解すること．

分別晶出作用 ぶんべつしょうしゅ
つさよう

fractional
crystallization

分別結晶作用と同義．

分別溶融 ぶんべつようゆう fractional melting,
differential melting

部分溶融と同義．岩石が溶融するとき，融け易い組成
部分から液体となること．

粉末Ｘ線回折 ふんまつえっくすせ
んかいせつ

powder X-ray diffraction 粉末状の試料にＸ線束をあてると結晶粒子の格子面に
よってＸ線が回折される．この原理から試料の鉱物組
成分析・結晶構造が把握できる．

粉末法 ふんまつほう powder method 粉末試料に単色平行Ｘ線を照射し，その回折Ｘ線から
粉末試料に含まれる鉱物の同定・比較を行うＸ線実験
法．

分離丘陵 ぶんりきゅうりょう kernbut 後背の山地や丘陵との間が断層などで浸食されて低地
となり分離した丘陵.　切離丘陵ともいう.

分流堤 ぶんりゅうてい separation levee 背割堤と同義．

分類群 ぶんるいぐん taxon　複数形はtaxa イヌ科・霊長目など，固有の名称を与えられた生物
群．生物は固有の特徴によって分類された分類群に属
する．

分裂飛跡 ぶんれつひせき fission track 荷電粒子の衝突や固体内の核分裂により生じた粒子の
飛跡．フィッショントラックのこと.

ヘアクラック へあくらっく hair crack コンクリート・モルタル・岩石・乾燥した粘土などに
みられる微細な割れ目．岩石強度に影響を与える．



ベアリングプ
レート

べありんぐぷれーと bearing plate ロックボルトの耐荷力を最大限に利用して地山を支持
させるため，ロックボルトの締め付け時に使用する鋼
板．

平滑化 へいかつか smoothing 面や線がなめらかになること．あるいは面や線をなめ
らかにすること．

平滑海岸 へいかつかいがん smooth profile beach 断面が平滑な海岸．波の静かな内湾・海峡にみられ，
一般に急斜海岸では礫から，緩斜海岸では砂からな
る．

平滑海岸線 へいかつかいがんせ
ん

smooth shoreline, graded
shoreline

海食によって海岸線の出入りがなくなり，直線状に
なった海岸線．

平滑斜面 へいかつしゃめん graded slope 斜面そのものの性質によって力学的に安定した連続的
な斜面．風化，崩壊，浸食などの環境に適合した斜
面．

平滑断口 へいかつだんこう smooth fracture 鉱物などの，へき開（劈開）面以外の割れ目の表面
が，形状に関係なくなめらかなこと．

平滑割れ口 へいかつわれくち smooth fracture 平滑断口と同義．

閉管分析 へいかんぶんせき closed tube analysis 一端を閉じたガラス管に鉱物粉末を入れ加熱し，その
状態変化から鉱物の含有元素を定性的に分析するこ
と．

平均雨量 へいきんうりょう mean rainfall 一定の期間に測定された雨量の算術平均値．

平均雨量年 へいきんうりょうね
ん

mean rainfall year ある地域のある年の年間雨量が，その地域の年平均雨
量にほぼ等しい場合にその年の雨量を評価する呼称．

平均応力（正八
面体垂直応力）

へいきんおうりょく
（せいはちめんたい
すいちょくおうりょ
く）

mean stress, average
stress, octahedral
normal stress

主応力をσ1,σ2,σ3とすると，平均主応力Pは，P=(σ
1+σ2+σ3)/3となる．

平均海水面 へいきんかいすいめ
ん

mean sea level 海水面の上下運動の観測値から平均値を計算すること
によって求められた海水面．

平均活動間隔 へいきんかつどうか
んかく

①単位変位量を平均変位速度値で除して得られる平均
間隔のこと．
②一つの露頭など限られた範囲で得られた複数のイベ
ントの実際の時間間隔を平均した間隔のこと．平均イ
ベント間隔ともいう．

平均高水位 へいきんこうすいい average of high water
levels

ある一定期間中の平均水位よりも高い水位の平均値．

平均高潮面 へいきんこうちょう
めん

mean high water level 満潮面の平均的な高さ．その場所において一定期間観
測した満潮位の平均値に等しい仮想海面．

平均三極法 へいきんさんきょく
ほう

average three-electrode
method

比抵抗法の電極配置のうち，等間隔の３地点に電流，
電位電極を配置し，他の電流電極を無限遠におく測定
法．



平均残差 へいきんざんさ mean residual 個々の測定値から平均値を引いた値の平均．

平均ＣＢＲ へいきんしーびー
あーる

mean CBR 路床が鉛直方向に支持力の異なるいくつかの層からな
る場合，路床面から下方１ｍの層でどの程度のＣＢＲ
に相当するのか計算した値．

平均二乗誤差 へいきんじじょうご
さ

mean square error 測量でいう中等誤差のこと．観測値と真値との差の二
乗の相加平均の平方根で表し，観測の精度を示す．

平均主応力 へいきんしゅおう
りょく

mean principal stress 微小要素のある面に垂直応力のみが作用するときの応
力を主応力といい，最大・中間・最小の主応力の平均
値をいう．

平均主応力一定
の試験

へいきんしゅおう
りょくいっていのし
けん

triaxial test at
constant mean principal
stress

軸荷重と側圧を連動させ，せん断応力のみ供試体に作
用させる軸対称三軸試験の一方法．

平均水面 へいきんすいめん mean sea level 平均海水面と同義．

平均接地圧 へいきんせっちあつ mean contact pressure 構造物の底面や車輌のタイヤと地盤との接触面に作用
する単位面積あたりの荷重．

平均太陽時 へいきんたいようじ mean solar time 地球を太陽と同じ周期で年周運動する一定速度の天体
と考え，南中時刻を基礎にした時間のシステムをい
う．

平均太陽日 へいきんたいようび Mean solar day 太陽の1年間の平均角速度で太陽の中心が子午線を通過
してから再び通過するまでの時間．

平均潮位 へいきんちょうい mean sea level 平均海水面と同義．

平均潮差 へいきんちょうさ mean range of tide 潮汐における干満の水位のある一定期間中の平均値．

平均熱流量 へいきんねつりゅう
りょう

mean heat flow 地球内部から地表面に流れ出る熱量の平均値．火山地
帯や海嶺中央部で異常に高い．日本海側および東北日

本の平均熱流量は，2.2μcal/cm2/sec．

平均風速 へいきんふうそく mean wind speed 風は定常ではなく瞬間風速は変化する．瞬間風速を一
定の時間で平均した値で，日本は10分間の平均．

平均平水位 へいきんへいすいい average of normal water
levels

各年の平水位の何年間かの平均値．

平均変位速度 へいきんへんいそく
ど

average slip rate 断層の累積変位量をその変位を与えた形成年代で除し
た値．活断層の過去における活動度を評価する指標．

平均偏差 へいきんへんさ mean deviation 個々の測定値と平均値の差．絶対値の平均．



平均有効応力 へいきんゆうこうお
うりょく

mean effective stress 繰返し有効応力の最大値と最小値との平均値，あるい
は応力集中の場合のように断面内で有効応力に変化が
あるときの平均値など種々の意味で用いられる．

平均有効落差 へいきんゆうこうら
くさ

mean net head 水力発電設備において，取水位と放水位との標高差
（総落差）から，水路の摩擦他の損失水頭を差し引い
たもの（有効落差）の平均値．

平均粒径 へいきんりゅうけい mean diameter, average
grain diameter

粒径が不均一な粒子群における粒径の代表値の一つ．
最も単純な平均の仕方は，全粒子の直径の総和を個体
数で割る方法．

平均流砂量 へいきんりゅうさ
りょう

annual average sediment
yields, mean sediment
discharge

平年１年間の流出土砂量．平常洪水時の流出土砂量も
含める．

平衡海岸線 へいこうかいがんせ
ん

shoreline of equilibrium 長期間にわたって海食・運搬・堆積の平衡が保たれ，
前進も後退もしない海岸線．

平衡型間隙水圧
測定装置

へいこうがたかんげ
きすいあつそくてい
そうち

balance-type pore water
pressure measurement
apparatus

圧密非排水試験において厳密に非排水状態を維持しな
がら，間隙水圧を測定する装置．

平衡型土圧計 へいこうがたどあつ
けい

balance type pressure
cell

受圧板の変位量から土圧を計測する装置.

平衡含水比 へいこうがんすいひ equilibrium moisture
content

道路舗装工事のあとで路床土が最終的に到達する含水
比．

平衡含水比 へいこうがんすいひ equilibrium water
content

土中の間隙水は毛管水として存在しているが，この毛
管水の移動がなくなった状態の含水比．

平行岩脈群 へいこうがんみゃく
ぐん

parallel dike swarm,
parallel dyke swarm

ある地域内に，多数のほぼ平行に発達した岩脈がある
場合，これら全体を指して平行岩脈群という．

平衡曲線 へいこうきょくせん equilibrium curve 平衡状態に達した河川の縦断面形．平衡状態の河川に
ついての定義は種々あり，近年は流水のエネルギー消
費速度が最小になった状態と考えられている．

平衡勾配（海浜
の）

へいこうこうばい
（かいひんの）

equilibrium grade,
equilibrium slope

海食・運搬・堆積が釣り合った平衡海岸の海浜から海
底に至る斜面の勾配．陸上で凸，海岸で急，沖で緩．

閉合誤差 へいごうごさ error of closure ある点から出発して元の点に戻る水準測量やトラバー
ス測量において，測量上生じる高低差や辺長，水平角
の誤差．

平衡式 へいこうしき equilibrium formula 揚水に伴う井戸周辺の地下水面形状を，定常条件のも
とに解いた式．揚水試験結果の解析に用いられ，透水
係数を算出する．

平向斜 へいこうしゃ placosyncline 褶曲構造に関する用語．幅広く平坦な底とやや急傾斜
する翼部をもつ向斜．平背斜から取り残された部分．

平行褶曲 へいこうしゅうきょ
く

parallel fold 褶曲を褶曲軸に対して直角に切った時，断面上での地
層間の厚さが常に一定である褶曲．



平行褶曲図法 へいこうしゅうきょ
くずほう

arc method バスク図法ともいう．地層の傾斜測定点間の地層面を
傾斜方向に対する垂線の交点を中心とした円弧で表す
断面作図法．

平行進化 へいこうしんか parallel evolution 近縁生物種間に類似した進化傾向が見られること．

平行層理 へいこうそうり parallel bedding 地層の成層面と平行な層理．斜交層理の対語．薄い場
合は平行葉理という．

平行谷 へいこうだに parallel drainage,
parallel basin

ある流域の主な小流域が，細長い形でほぼ平行に配列
している流域を平行流域といい，その谷部を平行谷と
いう．

平衡断面（海浜
の）

へいこうだんめん
（かいひんの）

equilibrium section 海食・運搬・堆積が釣り合った平衡海岸で，海岸と直
交方向の海浜から海底に至る断面形状のこと．

平行等尺図法 へいこうとうしゃく
ずほう

isometric projection 基本となるブロックに相対する辺を，平行かつ同縮尺
に描くブロックダイヤグラム作図法の一つ．

平行ニコル へいこうにこる parallel nicols 偏光顕微鏡の２つの偏光ニコルであるポラライザーと
アナライザーのうち，上方のアナライザーを除いた状
態．

平行不整合 へいこうふせいごう parallel unconformity,
para-unconformity

不整合面を境に接する二つの地層の層理面がほぼ平行
な関係にある不整合．

平衡弁型計器 へいこうべんがたけ
いき

pneumatic gauge 平衡弁室を用いて圧力の遠隔測定を行う計器．グレー
ツェル型計器がこれに含まれ，間隙水圧計や土圧計な
どがある.

平衡弁室 へいこうべんしつ pneumatic cell 平衡弁型計器において，測定対象となる圧力が加わる
液体と圧力計およびポンプ側の液体とが接する平衡弁
が格納されている容器.

平衡膨張比 へいこうぼうちょう
ひ

equilibrium swelling
ratio

粘土が膨張する際に平衡状態に達した時の軸方向と半
径方向の膨張の比．

平衡飽和率 へいこうほうわりつ equilibrium saturation 土壌などの空隙中にある流体が，連続的に流動しうる
最低限界の飽和率をいう．

平行脈 へいこうみゃく parallel vein 鉱脈は安定した主応力に支配されて貫入することか
ら，一般的に見られる立体的に平行に走る鉱脈のこ
と．

平行葉理 へいこうようり parallel lamination 地層中の肉眼観察できる最も小さな成層構造のうち
の，層理面に対して平行な構造をもつもの．

平行連晶 へいこうれんしょう parallel growth 複数の結晶が全て共通な方向に結晶軸を互いに平行に
して共生していること．正長石に植え込まれたように
見える曹長石など．

米国統一土質分
類法

べいこくとういつど
しつぶんるいほう

American unified soil
classification system

粒度とコンシステンシー特性により分類された米国の
土質分類法．広く世界で用いられている．



閉鎖井戸 へいさいど closed water well 井戸の取水能力の低下などで不要になるなどして閉鎖
し，廃棄処分した井戸．

閉鎖温度 へいさおんど closure temperature 緩冷却過程で岩体の放射起源核種が閉鎖系になった時
期の温度．

閉鎖性海域 へいさせいかいいき closed sea area 海流，潮流の影響が少なく，汚濁物質が蓄積しやすい
内湾，内海などのことをいう．

閉鎖性水域 へいさせいすいいき semi-closed water area 湖沼や内湾・内海などの水の出入りの少ない水域．水
の循環・混合が悪いため汚染物質が蓄積し易い．

閉鎖性内湾 へいさせいないわん closed bay 湾の規模に対して湾口部が小さいために外洋水が進入
し難く，泥質堆積物や干潟が発達する湾入域．

平射円筒図法 へいしゃえんとうず
ほう

stereographic
cylindrical projection

投射図法の一種で，平射図法で投影面を円筒にしたも
の．正積･正角ではない．ただし，ひずみは少ない．

平射図法 へいしゃずほう stereographic projection 投射図法の一種で，正角方位図法と同義語．地球表面
上の一点から地球に接する平面に投影する．

迸出岩 へいしゅつがん effusive rock, extrusive
rock

噴出岩と同義．

並進すべり へいしんすべり translational slide 層理・節理・断層などの分離面が，地表面とほぼ平行
に発達しているような岩盤において，その分離面に
沿って発生するすべり．

平水位 へいすいい ordinary water level 日本で使用されている河川水位の指標の一つで，１年
のうち185日はそれより下がることのない水位．

平水年 へいすいねん normal year 年降水量や年流出量が平均的な年．

平水量 へいすいりょう ordinary water discharge わが国で用いられている河川の流況を表す指標の一つ
で，１年を通じて185日はこれ以下とならない流量値．

ベイズの決定則 べいずのけっていそ
く

Bayes' decision rule 複数の中から統計的決定を行う際に，ある事前分布下
で最も期待値の大きいものを選択するという決定則．

平成5年8月豪雨 へいせいごねんはち
がつごうう

the 1993 heavy rainfall 1993年7月31日～8月7日にかけて中国地方～九州地方に
かけて梅雨前線に伴う局地的豪雨により各地で大きな
被害が発生した．特に8月5日～7日に鹿児島地方では豪
雨によりシラス台地が崩壊し，また土石流・河川の氾
濫により大きな被害が発生した．この豪雨により西日
本で死者・不明者が79人に達した．

併設トンネル へいせつとんねる parallel tunnel ２本のトンネルが近接して平行に走るもの．地山が良
好な場合，中心の離間距離はトンネル幅の３倍とされ
ているが用地などから坑口付近は接近したものが多
い．

閉塞型シールド へいそくがたしーる
ど

closed type shield 前面の回転カッターで地山を掘削し，切羽と坑内との
間に隔壁を設け分離して圧力室とし，泥水や掘削土を
満たし，この圧力で切羽の安定をはかるシールド．



閉塞丘 へいそくきゅう shutter ridge 断層変位による横ずれ地形を表す用語の一つで，横ず
れによって切り取られた山塊が谷筋の正面を塞ぐよう
な位置に移動している場合のその山塊のこと．

閉塞湖 へいそくこ closed lake 半乾燥地域に存在する地表，地下ともに流出口のない
湖．

閉塞工 へいそくこう fill up works,
closure works

調査横坑や工事のために設けた仮設のトンネル，堤内
バイパスなどを閉塞する工事．

閉塞蛇行 へいそくだこう inclosed meander,
enclosed meander

穿入曲流や下刻曲流ともいわれ，谷の横断面が対称の
掘削蛇行と，非対称の生育蛇行の両者を合わせたも
の．

ヘイダイト へいだいと haydite アメリカで，頁岩を焼成して製造する人工軽量骨材の
名称．軽量･高強度・耐火性大のコンクリートとするこ
とができる．

平坦化作用 へいたんかさよう planation 平野や平坦面を作る作用をいい，この作用には風化作
用や浸食作用は含まれるが，堆積作用は含まない．

平坦状溶岩 へいたんじょうよう
がん

lava plateau 溶岩流が平坦な台地状を形成しているもの．大規模な
割れ目噴火や多数の火口からの噴出による．

平たん島 へいたんとう key, cay 海岸の近くにある平らな島．スペイン人の居住域で使
われる用語．砂礫やさんご(珊瑚)礁でできた州をさす
こともある．

平坦面 へいたんめん planation surface 平坦化作用によって形成された平らな面．風化作用，
浸食作用によって生じた平らな面．

平頂海山 へいちょうかいざん guyot, table mount,
flat-topped seamount

ギヨーともいわれる．海底より1,000m以上比高があ
り，頂部が200m以深にあり，平坦になっている海山．

平頂山稜 へいちょうさんりょ
う

flat-topped mountain 山頂に小規模の平坦面を持つ山稜．早壮年期地形で準
平原の一部が残っている状態．他の成因は平頂峰と同
じ．

平頂峰 へいちょうほう flat-topped crest 平坦面の開析が早壮年期に至ったことにより，あるい
は周氷河地域で山稜が風化・浸食したことにより山頂
付近に平坦地が形成された状態．

迸入岩 へいにゅうがん intrusive rock 貫入岩と同義．マグマが地殻中に貫入して固結した火
成岩．結晶の生成に特徴があり，斑状構造を有する．

迸入片麻岩 へいにゅうへんまが
ん

injection gneiss 変成岩中に花崗岩質マグマが層状に注入してできた縞
状片麻岩．注入片麻岩と同義．

平年値 へいねんち normals ある地域のある気象要素について，ある期間（10年,
30年, 50年など）の平均値．累年平均と同義．

平年流砂量 へいねんりゅうしゃ
りょう

normal annual sediment
discharge

幾年かにわたる流出土砂量を経過年数で割った１年あ
たりの値で，年平均流出土砂量ともいう．



平背斜 へいはいしゃ placanticline 褶曲構造に関する用語．頂部は平坦で幅広く，翼部は
急傾斜で狭いとう曲（撓曲）状となる背斜構造の一
つ．

平板 へいばん plane table 平板測量に使う三脚の上に固定する平らな板．一般に
は，平板測量を行う本体器具の総称．

餅盤 べいばん，へいばん laccolith 供え餅状に上に凸状，底面は平坦な形状の貫入岩体．
ラコリスともいう．

平板型斜交層理 へいばんがたしゃこ
うそうり

planar cross-bedding 平板状の層理境界面に斜交する葉理面をもつ成層構
造．板状斜交層理ともいう．

平板型セグメン
ト

へいばんがたせぐめ
んと

flat type segment シールドトンネルで使用されるセグメントの形状区分
の一つで，一枚のセグメントの厚さが同じもの．

平板載荷試験 へいばんさいかしけ
ん

plate bearing test,
plate loading test

載荷板を介した地盤の載荷から得られる荷重と変形量
の関係から，地盤の変形性や支持力を求める原位置試
験．

平板式振動締固
め機

へいばんしきしんど
うしめかためき

plate-vibrating
compactor

起振機の起振力方向の傾きにより，跳躍の際に平板が
前進するようにした振動締固め機．

平板写真測量 へいばんしゃしんそ
くりょう

plane table
photogrammetry

立体写真測量が実用化される以前に用いられたカメラ
と平板を使用する図解写真測量．

平板測量 へいばんそくりょう plane table survey 測板および三脚を主体に，アリダード，求心器，磁針
と下げ振りからなる器具を使用する測量方法．

平面応力 へいめんおうりょく plane stress すべての応力が一平面に生じ，第三軸方向には応力が
生じない状態．極めて薄い平板内の応力状態に相当す
る．

平面型地すべり へいめんがたじすべ
り

flat slip plane slide すべり面が平面をなしているような地すべりや崩壊．
円弧と直線の複合をも含む直線状のすべり面を持つ．

平面型流れ盤斜
面

へいめんがたながれ
ばんしゃめん

plane dip slope 不連続面の最大傾斜の方位が斜面の最大傾斜の方位と
平行な流れ盤斜面．平面破壊を起すことがある．

平面群 へいめんぐん plane group 一平面上の周期的な点の配列組み合わせを，対称の操
作から分類・集約した17個．

平面格子 へいめんこうし plane lattice 14通りに分類される平面群を二次元へ投影した５通り
の格子．

平面孔底ひずみ
法

へいめんこうていひ
ずみほう

doorstopper system 応力解放法による初期応力測定法の一つ．ボーリング
孔底を平面に整形して３または８素子のひずみゲージ
を配置した樹脂製モールドゲージを張付けた後，大口
径のオーバーコアリングを行う．

平面褶曲 へいめんしゅうきょ
く

plane fold 褶曲を幾何学的に分類した場合に，その褶曲軸面が平
面となるような褶曲．



平面旋回 へいめんせんかい planispiral アンモナイトや有孔虫の殻に見られるような一平面内
での巻き（旋回）構造．

平面測量 へいめんそくりょう planimetry, planimetric
surveying

地物の平面的な位置を求める測量作業．トラバース測
量・平板測量などがこれに属する．

平面直角座標系 へいめんちょっかく
ざひょうけい

日本全国を19の地域に分割し，それぞれの地域に座標
原点を設けたもの．（原則として）一つの都道府県が
同一の座標系に含まれるように地域分けがなされてい
る．メートル単位で使いやすいため，公共測量その他
で広く利用されている．19座標系と称されることもあ
る．

平面二次元場 へいめんにじげんば horizontal two-
dimensional field

垂直方向の流動がないと仮定し，水平方向の流動のみ
を取り扱う二次元の流動場．

平面破壊 へいめんはかい plane failure 斜面内部に斜面と同方向の最大傾斜角をもつすべり面
が存在し，この一面によって斜面崩壊が生じること．

平面ひずみ へいめんひずみ plane strain 二次元的なひずみの状態で，平面変形と同義語．トン
ネルのような長く連続した物体のように軸方向のひず
みを０とみなせる状態．地質学的変形構造は平面ひず
みとみなされる．

平面ひずみ状態 へいめんひずみじょ
うたい

state of plane strain,
plane strain condition

すべての変形が一つの座標平面で生じ，第三の方向に
ひずみが無い状態．無限に長い柱のひずみ状態に相当
する．

平面ひずみせん
断試験

へいめんひずみせん
だんしけん

plane strain shear test 平面ひずみ状態を保ちながら行うせん断試験．特定方
向の垂直ひずみの発生を抑制しながら行う．

平面変形 へいめんへんけい plane deformation 二次元的な変形状態．ひずみ主軸のある一つの方向に
ひずみがない状態．地質学的な変形構造は，平面変形
と見なして解析されることが多い．平面ひずみと同
義．

平面変形試験 へいめんへんけいし
けん

plane strain shear test 平面ひずみせん断試験と同義．

ペイライン ぺいらいん pay line 支払線と同義．

並列導坑方式 へいれつどうこうほ
うしき

parallel drift method トンネル掘削工法の一つで，本坑と並列に導坑を先進
させて随時途中から本坑を掘削する方式．長大トンネ
ルで採用．

平炉 へいろ open-hearth 炉床が浅く，天井の低い反射炉．炉の内容物は直接炎
に触れるのと，天井や壁からの放射熱の両方で加熱さ
れる．

ベーサルティル べーさるてぃる basal till 氷成堆積物の一種．氷河の運搬した岩屑の堆積物であ
る氷礫土のうち基質部に分布するもの．底堆石ともい
う．

ページ衝撃強度
試験

ぺーじしょうげき
きょうどしけん

Page impact strength
test

円筒形に整形した供試体に対し，おもりを上部から落
下させ，破壊した落下高さを衝撃強度とする試験．

ベースコンク
リート

べーすこんくりーと base concrete トンネル覆工各部の名称の一つで，側壁コンクリート
下底に設置されるコンクリート．



ベースサージ堆
積物

べーすさーじたいせ
きぶつ

base surge sediment マグマ水蒸気爆発などに伴う噴煙発生時に地表を高速
で流れ下る噴出物によってできた堆積物．

ベースメタル べーすめたる basal metal 海底の基盤玄武岩とその直上の堆積物との間に産する
重金属．深海掘削コアで数種の重金属類が確認され
た．

ベーズン べーずん basin 盆状の構造物や地形．盆地構造・盆状構造・構造盆
地・海盆・堆積盆地に対応する．

ベースンアンド
レーンジ区

べーずんあんどれー
んじく

Basin and Range province アメリカ西部からメキシコ中部にかけての地域で，山
脈・盆地が南北方向に走り第三系が分布する．アメリ
カにおける古典的フィールドの一つ．

β線 べーたせん β-ray 高速度の陰電子または陽電子の流れ．人工的に作られ
た高エネルギーの電子線を含む総称．

βダイヤグラム べーただいやぐらむ β-diagram ステレオネットにβ軸を示したダイヤグラム．均一な
構造特性を示す中で特定の面構造の走向と傾斜を多数
測定し，これをネット上で大円として描き，その点集
中を求めるもの．

β崩壊 べーたほうかい β-decay 素粒子がベータ線を放出して他の核種に変わる現象．
中性子が陰電子を放出し陽子に変わる場合など．

ペーチャン層群 ぺーちゃんそうぐん Pechan Group 北海道枝幸の日高帯を構成する白亜系混在相．５層に
細分され，ペルム紀後期から三じょう紀（三畳紀）の
化石を産す．

ｐＨ計 ぺーはーけい pH meter pH（水素イオン濃度で定義される量）を測定する装置.

ペーパーゲージ ぺーぱーげーじ paper gage ひずみゲージの一種．台紙に金属細線を接着したも
の．

ペーパードレー
ン

ぺーぱーどれーん paper drain 紙質の帯状ドレーン材．軟弱地盤の圧密促進のために
鉛直方向に挿入する紙状の帯状透水材からなる人工排
水路．

ペーパドレーン
工法

ぺーぱーどれーんこ
うほう

paper drain method バーティカルドレーン工法のうち，ドレーン材として
カードボード（ペーパー）を用いたもの．

ベーラ べーら bailer 坑井から水・砂・泥・スライム・油などをくみあげる
ための長い円筒形の器具．

ベーン試験 べーんしけん vane test, vane shear
test

十字形の翼（ベーン）を先端につけたロッドを地中で
回転させ，その抵抗値から原位置の土のせん断強さを
測定する試験．

ベーン試験器 べーんしけんき vane apparatus 土のせん断強さを求めるベーン試験に使用される器
具．

ベーンせん断 べーんせんだん vane shear 土中に十字形の羽を押し込み，それを回転させる回転
時に必要な偶力を測定することで，土のせん断強さを
測定する試験．



ベーンせん断強
度

べーんせんだんきょ
うど

shear strength of vane
test

ベーン試験によって求められる土のせん断強さ．ベー
ンに外接する円筒状すべり面の最大抵抗値から求め
る．

ベーンせん断試
験

べーんせんだんしけ
ん

vane test, vane shear
test

ベーン試験と同義．

ペオリア・レス ぺおりあれす Peoria loess アメリカ，イリノイ州のペオリア付近を模式地とする
第四氷期最盛期の風成堆積物．陸生軟体動物化石を多
産する．

へき開（劈開） へきかい cleavage 結晶用語としては結晶構造により平行に割れる性質．
岩石用語としては変形作用によって生じる細かく平行
な面構造．

へき開（劈開）
褶曲

へきかいしゅうきょ
く

cleavage fold 褶曲軸面に平行か，または褶曲軸面を対称面とした扇
形の方向にへき開（劈開）が形成される褶曲．

ヘき開（劈開）
面

へきかいめん cleavage face, cleavage
plane

岩石および結晶中のへき開（劈開）によりつくられた
面．

壁岩 へきがん wall rock 急傾斜の鉱床に接している岩石ないしは，急傾斜の貫
入岩体と接している岩石．

碧玉 へきぎょく jasper 主成分はSiO2．酸化鉄を主とする不純物を20%程度含

む．断面は貝殻状，色調多岐．不透明で塊状・緻密な
玉ずい（玉髄）．

ヘキサダイヤグ
ラム

へきさだいやぐらむ hexadiagram 水質分析から得られる主要溶存成分量を成分ごとに当
量値に直し，６成分を６角形状に図示する方法．

ヘキサヘドライ
ト

へきさへどらいと hexahedrite 隕鉄の一種．鉄・ニッケルの合金でニッケル4～6%のカ
マサイトからなる．

碧ばん へきばん morenosite NiSO4・7H2O．斜方晶系．硬度2～2.5．比重1.95．透明

～半透明で緑白色～緑色の繊維状結晶．モレノ石とも
いう．ニッケル硫化鉱物の酸化分解生成物．

壁面土圧 へきめんどあつ boundary pressure 地中構造物の側面に作用する圧力.

壁面土圧計 へきめんどあつけい boundary pressure cell 構造物に作用する土圧を測定するために構造物の表面
に設置される土圧計.

北京原人 ぺきんげんじん Homo erectus pekinensis 更新世中期(約60～30万年前)のホモ・エレクトス．化
石は北京郊外の周口店で1928～37年に発見．

ペグー統 ぺぐーとう Pegu series ミャンマーの第三系の主要産油層．貝やレピドシクリ
ナの化石を多産し，６階に区分される．層厚3000m．

ベクタデータ べくたでーた vector data 空間オブジェクトを表現する基本方式の一つ．点，
線，面から構成され，それぞれが座標により管理され
正確に表現される．国土地理院の空間データ基盤（数
値地図）はベクタデータからなる．



ヘクトパスカル へくとぱすかる hecto-pascal 気圧で用いる単位．１パスカルの100倍に相当する．従
来の１ミリバール＝１ヘクトパスカル，現在は同じ大
きさの単位として用いる．ｈＰと表現する．

ベクトル べくとる vector 力のように大きさと方向・向きをもち平行四辺形の法
則を用いて合成できる量をベクトルという．

ペグマタイト ぺぐまたいと pegmatite 巨晶からなる花崗岩質深成岩類で，長石などと石英が
文象構造を形成する岩石．

ペグマタイト鉱
床

ぺぐまたいとこう
しょう

pegmatite deposit 有用鉱物を含むペグマタイト岩体で，窯業などの工業
原料・希土類元素・宝石資源として重要である．

ペグマタイト鉱
物

ぺぐまたいとこうぶ
つ

pegmatite mineral マグマ分化末期の揮発分に富む残液から形成された巨
晶からなるペグマタイトを構成する鉱物．希土類元素
などが濃縮することがある．

平久里断層 へぐりだんそう Heguri fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東西方向．房総半島
の鴨川地溝の南縁を限る．延長15㎞．関東地震の際に
約1mの段差が生じたとされている．

へげ石 へげいし platy stone 鉄平石など自然状態で板状を呈する石材．張付けまた
は石敷に使用される．

ベシキュラーラ
テライト

べしきゅらーらてら
いと

vessicular laterite 大半の空洞が管状に繋がっている固く連続した構造を
持つ塊状ラテライト．

ヘス地震計 へすじしんけい HES seismograph 高感度電磁式地震計の一種．萩原尊礼らの考案による
もの．

ベスブ石 べすぶせき vesuvianite (Al,Mg,Fe)8Al4(OH,F,O)10(SiO4)10(SiO7)4．正方晶系．

硬度6～7．比重3.3～3.5．スカルンや火山岩中の石灰
質捕獲岩中などに産する珪酸塩鉱物．柱面に明瞭な条
線が見られ，光沢が強い．

戸田石 へだいし Heda ishi 静岡県田方郡戸田村産の石材．第四系輝石安山岩で建
築・土木・板石用に使用．．

べた基礎 べたきそ raft foundation, mat
foundation

多くの柱や壁を一枚の基礎板で支える直接基盤の一
種．構造物が重く地耐力が小さい場合に用いられる．

ベタフォ石 べたふぉせき betafite P(U,Ca)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH)．立方晶系．硬度4～5.5．

比重3.7～4.5．緑褐～暗褐色．花崗岩質ペグマタイト
中に産し，ウランを含み放射能が強い．

ペダルファー
（土）

ペだるふぁー（ど） pedalfer (soil) 土壌分類の一つで，溶脱が進み酸化鉄・アルミナに富
む土壌群．灰褐色土・退位チェルノーゼムなどが相当
する．

ベッカーの理論 べっかーのりろん Becker's theory 物体の破壊や流動とその際のひずみとの関係を示した
理論．

ベックマン温度
差計

べっくまんおんどさ
けい

Beckmann's thermometer 小さい温度変化をきわめて精密に計る水銀温度計で，
ベックマンが考案した．



ベッケ線 べっけせん Ｂecke line 顕微鏡下で屈折率の異なる二つの物質が接していると
きに，境界線に沿って見える明るい線．二つの物質の
屈折率を比較できる．

別子型鉱床 べっしがたこうしょ
う

Ｂesshi type deposit 主に黄鉄鉱・磁硫鉄鉱を主とし，珪酸塩鉱物に乏し
い，緻密塊状の硫化物集合体からなる層状鉱床．

別子鉱山 べっしこうざん Besshi mine 愛媛県新居浜市にあった銅鉱山．三波川変成岩中の海
底玄武岩活動に伴う火山堆積鉱床が変成した層状含銅
硫化鉄鉱床で「別子型」の名が与えられる．1973年閉
山．

別子白滝横臥褶
曲帯

べっししらたきおう
がしゅうきょくたい

Besshi-Shirataki
recumbent fold zone

高知県白滝鉱山から愛媛県別子鉱山にかけての両県境
付近に存在する横臥褶曲構造を呈す地帯．

ベッセル工法 べっせるこうほう vessel system トンネルずり出し方法の一つ．切羽で発生したずりを
複数のベッセル（鋼製容器）に入れて坑内に仮置き
し，次のズリが発生するまでの間に坑外へ搬出する方
式．コンテナ工法とも呼ばれる．

ベッセル楕円体 べっせるだえんたい Bessel ellipsoid （旧)日本測地系に採用されていた準拠楕円体で，ベッ
セル(1841)が子午線測量成果を用いて定めた地球楕円
体によるもの．長半径6377.397km，扁平率1/299.153．

ベッセルの振子 べっせるのふりこ Bessel's pendulum 重力の絶対値を測定するために作られた振子．測定は
比較的容易．

ベッセル法 べっせるほう Bessel's method 平板測量で既知の３点を視準する事によって平板設置
点の図上位置を求める後方交会法．

ベッターシュタ
イン石灰岩

べったーしゅたいん
せっかいがん

Wettersteinkalk(独) ドイツ・オーストリア国境付近の東アルプスの三じょ
う系（三畳系）に属す非常に厚い石灰岩層．上部層に
金属鉱層を伴う．

ペッド ぺっど ped 粘土粒子が凝集した団粒．締固め土の構造を構成し，
締固め特性を左右する．

ペッド構造 ぺっどこうぞう ped structure 細粒土の基本構造をなす微細土粒子の集合体．

ＢＥＴ式 べっとしき BET equation 土の比表面積を，土粒子表面への気体の単分子層吸着
現象を利用して測定するときに用いる式．

ヘッド堆積物 へっどたいせきぶつ head sediment, head
deposit

周氷河作用による緩慢な移動により運搬された無淘汰
～淘汰の悪い角礫質の斜面堆積物．

別畑石 べつばたいし Betsubata ishi 福井県福井市別畑産の石材．新第三系凝灰岩で耐熱・
耐寒性があり，石垣，板塀などに使用．

別府北断層 べっぷきただんそう Beppukita fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東西方向．別府地溝
の北縁を限る．総延長は23.9㎞．雛戸山・日出生・黒
岳の３区域に分割．

別府－島原地溝 べっぷしまばらちこ
う

Beppu-Shimabara graben 別府－島原間に先中新統の地層分布がなく，負の重力
異常が認められることから提唱された地溝性陥没構
造．



別府湾中央断層 べっぷわんちゅうお
うだんそう

Beppuwanchuo fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ級，東西－西北西方向．
別府湾海底断層の一つで延長11.5㎞．音波反射面の不
連続により把握．

ペディメント ぺでぃめんと pediment 乾燥地域の山地前面に浸食作用によってできる緩斜
面．通常，薄い砂礫層に被われる．山麓緩斜面の一
種．岩石扇状地が合成されてできるいう説もある．

ベディングエ
ラー

べでぃんぐえらー bedding error 一軸圧縮試験や三軸圧縮試験において供試体の上下面
付近の緩みやキャップとのなじみが不完全であること
に起因する軸ひずみに含まれる誤差．

ヘテロ接合 へてろせつごう hetero-junction 二種類の異なる半導体間の接合で，接合面での急峻な
ポテンシャル分布を利用して新しい半導体素子を作
る．

ヘテロタクチッ
ク・ファブリッ
ク

へてろたくちっく
ふぁぶりっく

heterotactic fabric 岩石を構成する部分ファブリックのなかに対称要素の
方向が一致しないものがある場合のファブリックの対
称性．

ペドカル ぺどかる pedocal ペダルファーの対語．溶脱が進まず遊離炭酸カルシウ
ムや石膏を含む土壌群．チェルノーゼム・栗色土など
が相当する.

辺土構造線 へどこうぞうせん Hedo tectonic line 沖縄本島北端の断層．本部帯が国頭帯に衝上する断層
とされ，仏像構造線に相当するものとされていたが現
在は使用されていない．

ペドロジー ぺどろじー pedology 土壌生成を研究対象とする土壌学の一部門で，基礎土
壌学ともいう．

ベナコントラク
タ

べなこんとらくた vena contracta,
contracted flow

水門とびら下部などの開口部から噴出する水が，開口
部の近傍で開口部の幅よりも収縮した部分．縮流．

ベナビスタ油田
の活断層

べなびすたゆでんの
かつだんそう

active fault at  Buena
Vista oil field

地震を伴わないクリープ性の断層の代表例．カリフォ
ルニア中部の油田で発見された衝上断層．

紅亜鉛鉱 べにあえんこう，こ
うあえんこう

zincite ZnO．六方晶系．硬度4．比重5.66．通常塊状でオレン
ジ色ないし濃紅色の亜鉛鉱物．稀な鉱物だが，米国フ
ランクリン鉱山などでは主要な鉱石鉱物．

紅鉛鉱 べにえんこう，こう
えんこう

crocoite PbCrO4．単斜晶系．硬度2.5～3．比重6.10．深紅色また

は橙赤色で柱状の鉛鉱物．ダイヤモンド光沢がある．
ウラルやブラジルなどに産する．

ベニオフ式地震
計

べにおふしきじしん
けい

Benioff seismograph 直結型の電磁地震計の代表的なもので，数十万の倍率
をもつ．世界標準地震計の近地地震観測用として利
用．

ベニオフゾーン べにおふぞーん Benioff zone 日本付近の地震は，大陸側に近づくほど深い地震が発
生する．この深発地震面をベニオフ（ベニオフ－和
達）ゾーンと呼ぶ．

ベニオフ－和達
ゾーン

べにおふわだちぞー
ん

Benioff-Wadati zone 海溝直下から大陸側に傾斜してマントル内部まで20～
30km程度の厚さで分布する震源の帯．和達－ベニオフ
ゾーンが一般的．

紅縞大理石 べにじまだいりせき Benijima dairiseki 岐阜県赤坂その他産の赤色酸化鉄に汚染された大理
石．赤縞大理石と同義．



ペネトロメータ ぺねとろめーた penetrometer,
penetrometer apparatus

円筒形ロッドの地盤への貫入時の摩擦および抵抗値か
ら地盤の力学性を求める小型試験装置の呼称．

ベノト杭 べのとぐい Benoto pile 場所打ち杭の一種．掘削孔をケーシングで保護し，鉄
筋建て込みのあとコンクリートを打込み杭を築造す
る．

ベノト工法 べのとこうほう Benoto method 場所打ち杭工法の一種で，オールケーシング工法とも
呼ばれる．掘削孔の全長をケーシングで保護するのを
特徴とする．

ヘブリジーズ楯
状地

へぶりじーずたて
じょうち

Hebridean shield スコットランド北西端からヘブリジーズ諸島に分布．
先カンブリア紀の縞状片麻岩とミグマタイトからな
る．

ペペライト ぺぺらいと peperite 高温の溶岩や貫入岩脈などの火山岩と湿潤堆積物との
爆発的な作用で形成される混合物．

ヘマタイト へまたいと hematite Fe2O3．三方晶系．硬度5～6．比重5.26．赤鉄鉱．金属

光沢をもつ板状結晶．赤紫色のウロコ状の微晶．赤褐
色粉状などを示す．マグヘマイトと同質二形である．
本鉱は広範囲に分布し，大規模な鉄鉱床を形成する場
合もある．

ベヨネース列岩 べよねーずれつがん Bayonnaise Rocks 東京より南へ320㎞の海上にあるソレアイト質玄武岩か
らなる小岩礁．海底火山の外輪山の西縁を占める．

ヘリウム同位体
比

へりうむどういたい
ひ

helium isotope ratio 質量数が３と４の同位体比(3He/4He)．3Heはマグマ活動
の鋭敏な指標で，群発地震の発生の解明に利用され
る．

ヘリウム反応 へりうむはんのう Helium burning 巨星の中心部で生じる核融合．ヘリウム反応が始まる
と星は再び収縮して巨星時代を終えるものと考えられ
ている．

ペリクリン双晶 ぺりくりんそうしょ
う

pericline twinning 菱形の接合断面をもつ平行双晶で，火成岩・変成岩中
の斜長石，三斜晶系のアルカリ長石などに普遍的に見
られる．

ペリクレース ぺりくれーす periclase MgO．立方晶系．硬度5.5．比重3.56．岩塩型構造を示
す鉱物の一種で，苦灰岩（ドロマイト）の変成により
産出する．

ベリリウム鉱床 べりりうむこうしょ
う

beryllium deposit 珪長質火成活動に伴うペグマタイトや熱水鉱床に濃集
した緑柱石，ベルトラン石，バリライト，ヘルバイト
などを鉱石鉱物とする鉱床．

ベリロメータ べりろめーた berylometer ベリリウム鉱石探鉱のための検出装置．α線などをあ
て，発生する中性子を計数して含有率を求める．

ベルエルビーは
んれい岩（斑糲
岩）体

べるえるびーはんれ
いがんたい

Belhelvie gabbro complex スコットランドのアバディーン北方に分布する複数の
岩相からなる火成岩体はんれい岩（斑糲岩）や超苦鉄
質岩からなる．

ベル型基礎 べるがたきそ bell-type foundation 水中に予め施工された杭基礎などの上にブレパックド
コンクリートでフーチングを構築する基礎．

ベルギー式掘削
法

べるぎーしきくっさ
くほう

Belgian excavation
method

トンネルを頂部導坑から掘削を始め，上半部を切拡げ
てアーチ部を覆工した後，下半部を掘削して覆工する
工法．



ヘルグロッツー
ウィーヘルトの
方法

へるぐろっつうぃー
へるとのほうほう

Herglotz-Wiechert method マントル中の地震波速度の分布を走時曲線から計算す
る方法で，アーベルの積分方程式の一種を解析に応用
したもの．

ヘルシニア弧 へるしにあこ Hercynian arc 中部ヨーロッパのバリスカン山地の東半部分，すなわ
ちヘルシニア方向をもつ部分．バリスカン弧と同義．

ヘルシニア造山
運動

へるしにあぞうざん
うんどう

Hercynian orogeny 石炭紀に最盛期になった造山運動．標準地は中部ヨー
ロッパ．日本・ドイツではバリスカン造山運動とよ
ぶ．

ヘルダーバーグ
統

へるだーばーぐとう Helderbergian series 米国ニューヨーク州ヘルダーバーグ山地に分布する下
部デボン系．主として石灰岩と砂岩からなる．

ベルト型高圧装
置

べるとがたこうあつ
そうち

belt-type high-pressure
apparatus

ピストンシリンダー型高圧装置の一種．3000℃，10GPa
以下の範囲で鉱物の合成が可能．

ベルト造山帯 べるとぞうざんたい Beltian orogenic belt カナダ楯状地南方の北米西部コルディレラ山系中央部
の先カンブリア紀末期ベルト統分布域の造山帯．

ベルト統 べるととう Beltian series 北米西部コルディレラ山系に分布する非変成の原生界
の厚層．頁岩を主とし，石灰岩・砂岩・珪岩を挟在す
る．

ベルニナデッケ べるになでっけ Bernina decke スイス・イタリア国境東部に分布するペンニンデッケ
群の最上部．シート状異地性岩体．

ベルヌイ法 べるぬいほう Verneuil method 火炎溶融法ともいわれる．人工宝石などの単結晶を合
成する方法．

ベルヌーイ－オ
イラーの仮定

べるぬーいおいらー
のかてい

Bernoulli-Euler's
theorem

梁供試体の中立軸に垂直な断面は，曲げモーメントに
より曲げられても平面を保つという仮定．

ヘルベチア帯 へるべちあたい Helvetic belt, Helvetic
zone

スイスアルプスの北半分で，南のペニン帯と北のモ
ラッセ帯の間の地帯．上部石炭系～古第三系からな
る．

ヘルベチアデッ
ケ

へるべちあでっけ Helvetic decke, Helvetic
nappes

ヘルベチア帯に特徴的なデッケ群．北に倒れた横臥背
斜群を形成している．

ベルホヤンスク
地向斜

べるほやんすくちこ
うしゃ

Verkhoyansk geosyncline 極東ロシアのベルホヤンスク山脈地域に分布すると考
えられた石炭紀～ジュラ紀の地向斜．地向斜による造
山論は現在あまり議論されていない．

ベルマウスオリ
フィス

べるまうすおりふぃ
す

bell-mounth orifice 釣鐘あるいは朝顔型の外側ほど開いた形状を持つ流入
口．

ベルマウス式洪
水吐き

べるまうすしきこう
ずいばき

bell-mounth spillway,
morning glory spillway

上に開いた朝顔型の流入口を持つ洪水吐き．

ヘルマン－モー
ガンの記号

へるまんもーがんの
きごう

Hermann-Mauguin symbols 結晶の属する点群あるいは空間群を表わす国際的な表
記法の一つで，現在最も広く用いられている．



ペルム紀 ぺるむき Permian(period) 古生代最後の紀（約2.5～2.9億年前）．二じょう
（畳）紀と同義語．

ペルム系 ぺるむけい Permian system ロシアの西ウラル地方ペルムに分布する海成層を模式
地とする古生代ペルム紀の地層．

ヘルメルトの公
式

へるめるとのこうし
き

Helmert's formula 重力の大きさを，その場所の測地的緯度，海面からの
高さで表す式．

ペレー式噴火 ぺれーしきふんか pele type eruption 西インド諸島，ペレ－火山の噴火で代表されるよう
な，安山岩－デイサイト質マグマに特徴的な，爆発的
で熱雲を伴う型式の噴火．

ペレーの毛 ぺれーのけ Pele's hair 火山の爆発的噴火に伴い溶岩が糸状に引き伸ばされ，
固結した天然ガラス．ハワイや伊豆大島などの低粘性
マグマに特徴的．ペレーは，ハワイのキラウエア火山
の火口内に住んでいると信じられている女神の名前に
由来．

ペレーの涙 ぺれーのなみだ Pele's tear 火山の爆発的噴火の際，主として粘性の低い溶岩の飛
沫が球状に固結したガラス質の表面をもつしずくの形
をした粒子．

ペレット ぺれっと pellet 粉体を団子状に固めたもの．あるいは，これを乾燥・
焼成したもの．例えばベントナイトペレット．

ヘレナイズ造山
帯

へれないずぞうざん
たい

Hellenides orogenic belt アルバニアからギリシアに至る地帯．主に三じょう系
（三畳系）～古第三系からなり，全体に西側（外側）
ほど新しい．

ヘレフリンタ へれふりんた Hälleflinta(独) 石英・斜長石を主成分鉱物とする細粒緻密な変成岩．
流紋岩・酸性凝灰岩などが接触変成作用を受けて生じ
た岩石．

ベロー圧力計 べろーあつりょくけ
い

bellows gauge ひだのある蛇腹形をしたベローが，軸方向に加わった
圧力によって弾性的に変位することを利用した圧力
計．

ベロニーテ べろにーて belonite 火山体の分類命名型の一つ．粘性の高いマグマが溶岩
の柱として火口上に突出したもの．火山岩尖ともい
う．

ベロモリーズ べろもりーず Belomorides バルト楯状地東側ロシアのコラ半島から南東のカレリ
アに分布する始世代の片麻岩－花崗岩帯．

変－ へん meta- 後続岩石名の原岩から生成した変成岩群をさす接頭
語．変はんれい岩（変斑糲岩）・変堆積岩などのよう
に用いる．

偏圧 へんあつ unsymmetrical earth
pressure

トンネルなどに作用する左右何れかに片寄って働く圧
力．斜め地形の坑口や膨張性地山などに多くみられ
る．

変厚アーチダム へんあつあーちだむ variable thickness arch
dam

水平断面図上で場所により厚さの異なるアーチダム．

偏圧地形 へんあつちけい unsymmetrical pressure
topography

トンネルなどに作用する地圧が左右で著しく不均等な
状態の原因になる地形．一般に急傾斜地で浅い位置に
トンネルを掘削する場合に偏圧が作用し，崖錐斜面や
地すべり地などで顕著．



変位 へんい displacement ①地層・地形の原形態からの位置の変化のこと．
②物体がその位置を変えること．

変位応答スペク
トル

へんいおうとうすぺ
くとる

displacement response
spectrum

一自由度系の最大応答で表した構造物の振動の大きさ
を表す指標のうち，質点に生じる応答として変位で表
したもの．

変位河谷 へんいかこく offset stream 横ずれ断層の活動によって変位した河谷．活断層の認
定や変位量がわかる．横ずれ谷という場合もある．

変位型地震計 へんいがたじしんけ
い

displacement seismograph 地震時の変位を忠実に測定するために，振子の周期を
長くする工夫をした地震計.

変位基準 へんいきじゅん 層理面や不整合面のようなある一定の広がりをもって
連続的に分布しているもので，変位の有無を知りうる
目印のこと．

変位くい違い法 へんいくいちがいほ
う

displacement
discontinuity method
(DDM)

クラックを有する弾性体の数値解析法の一つ．クラッ
ク面の相対変位を直接変数とする．変位不連続法と同
義．

変位計 へんいけい displacement seismometer 特に固有周期を長くして，地盤の振動の変位を測るた
めの地震計．変位型地震計，変位地震計と同義．

変位計 へんいけい displacement meter,
displacement transducer

２点間の長さの変化を測定する計器．機械式，電気
式，接触式，非接触式など多くの種類がある．

変位地震計 へんいじしんけい displacement seismograph 地盤振動の変位が測定できる地震計．変位出力が直接
得られるもの，加速度や速度を積分するものがある．

偏位修正 へんいしゅうせい rectification 斜め撮影された写真を鉛直撮影した状態のように補正
すること．

変位振動計 へんいしんどうけい displacement vibrometer 地盤や構造物の振動を変位量の時間的変化として計測
する装置．

変位スペクトル へんいすぺくとる displacement spectrum 地盤振動の変位を表す関数ｆ(t )をフーリエ変換し，周
波数関数F(ω）で表したもの．

変移点 へんいてん transformation point 物質が一つの状態からそれとは異なる別の状態へ変化
（転移）する温度のこと．

位相特性 へんいとくせい phase characteristics 振動を扱う測定器・記録器などの周波数特性の一つ
で，周波数と位相ずれとの関係．

変位不連続法 へんいふれんぞくほ
う

displacement
discontinuity method
(DDM)

変位くい違い法と同義．

変位不連続面 へんいふれんぞくめ
ん

displacement
discontinuity,
displacement plane

変形不連続面のうち，境界面沿いに隣合うせん断領域
が相対的に移動した場合の境界面．変位面と同義．



変位変成作用 へんいへんせいさよ
う

dislocation
metamorphism,  kinetic
metamorphism

岩石が変位に伴って変形・破砕される作用．再結晶作
用をほとんど伴わない．動力変成作用と同義．

偏位法 へんいほう deflection method 計測系の出力を直接測定する方式．ひずみゲージの抵
抗変化をブリッジ回路の出力電圧から直接測定する方
法がこれに当る．

変位面 へんいめん displacement plane,
displacement
discontinuity

変位不連続面と同義．

変塩基性岩 へんえんきせいがん metabasite 変成作用を受けた塩基性岩．原岩ははんれい岩（斑糲
岩）・玄武岩などの塩基性火成岩．一般に片理に乏し
い塊状岩．

辺縁準平原 へんえんじゅんへい
げん

marginal peneplain 隆起準平原の周囲に発達する低位準平原で両面の境目
はやや明瞭な傾斜面をなす．

偏角 へんかく declination ①真北と磁北とのなす角．
②基準直線に対してなす角．

偏角計 へんかくけい declinometer 地磁気の偏角を測定する計器．地理学上の真北と磁北
とのなす角を偏角と呼ぶ．

変化帯 へんかたい variable belt ①海岸に近い所で，場所により堆積物の種類が異な
り，変化の著しい部分．
②性質や種類が移り変わる漸移部．

ベンガル片麻岩 べんがるへんまがん Bengal gneiss インド盾状地北東部に分布する片麻岩類．主として，
黒雲母片岩～片麻岩からなる．原生代の変成作用によ
る．

片岩 へんがん schist 広域変成岩の一種．結晶片岩と同義．鉱物が一定方向
にならび片状構造を特徴とし変成以前の岩石と異なっ
た性質の岩石となったもの．

変換器 へんかんき transducer 振動や圧力など各種の非電気的な物理量を電気信号に
して出力する装置．狭義にはセンサと同じ．広義的に
は，この逆の変換を行なう装置を含む．可動コイル
型，圧電型などがある．

変換波 へんかんは converted wave 不連続面に入射したＰ波やＳ波などが透過・屈折・反
射する際に他の波動に変換された波．

変朽安山岩 へんきゅうあんざん
がん

propylite 熱水変質を受けた安山岩で，緑泥石･緑れん石（緑簾
石）･方解石･石英･黄鉄鉱が生成されている．最近では
岩石名として使用されない．むしろ類似の変質作用を
意味する．

変輝緑岩 へんきりょくがん metadiabase 弱い変成作用を受けた輝緑岩．輝緑岩組織を有し，再
結晶による緑泥岩・緑れん石（緑簾石）などを生じて
いる．

変形 へんけい deformation 物体に外から力を加えた場合，その物体が位置や大き
さや形を変えながら運動する，その連続的な変位のこ
と．

変形係数 へんけいけいすう modulus of deformation 土のせん断試験において得られる軸ひずみ～軸応力曲
線の勾配．線形弾性理論による弾性体のヤング係数に
相当する．また岩盤変形試験においては荷重（応力）
－変位曲線のうち，新規載荷荷重時の包絡線の勾配か
ら算出し，割れ目によるゆるみなどを含めた岩盤の変
形特性を表す．



変形後再結晶 へんけいごさいけっ
しょう

posttectonic
recrystallization

変形運動を受けた後に静的応力場で，もとあった結晶
のひずみのエネルギーにより生じた再結晶作用．

変形作用 へんけいさよう deformation 岩石・地質体の形状あるいは大きさが，断層・褶曲・
流動などの造構作用を受けて変化すること．

変形時再結晶 へんけいじさいけっ
しょう

syntectonic
recrystallization

変形作用を受けながら行われる再結晶作用．再結晶鉱
物は外形が不規則でも著しい定向性を示す．

変形性 へんけいせい deformability 変形特性と同義．

変形双晶 へんけいそうしょう deformation twin 双晶すべりによって形成される双晶．機械的双晶と同
義．

変形楕円体 へんけいだえんたい deformation ellipsoid ひずみ（歪）楕円体と同義｡均一変形で球体から変化し
た楕円体｡

変形抵抗 へんけいていこう deformation resistance 流体中に置かれた固体の抵抗の一種．流速が小さいか
あるいは粘性流体の場合，粘性の影響が固体より遠く
までおよび，流水を変形させる場合の抵抗．

変形汀線 へんけいていせん deformed shoreline 同一水準であった旧汀線が，後の地殻変動により変形
し，その高度が異なってしまったもの．

変形特性 へんけいとくせい deformation
characteristic

各種の試験を行うことによって明らかとなる岩盤の変
形に関する特徴．

変形ファブリッ
ク

へんけいふぁぶりっ
く

deformation fabric 変形に伴う要素運動（鉱物結晶の回転，礫・化石の変
形など）によって生じた岩石組織の模様．

変形余裕 へんけいよゆう allowable deformation 所定の内空断面を確保するため，トンネル掘削により
発生する変形に対し，当初余裕をもった値を設定する
こと．

変形余裕量 へんけいよゆうりょ
う

allowances of
deformation

トンネル掘削における地山条件により異なる変形量に
対する余裕量．計測管理の目標値とする値．

変形ラメラ へんけいらめら deformation lamella 変形作用によって生じた結晶内にみられる板状または
葉片状の構造．

変形率 へんけいりつ strain ひずみと同義．外力によって生じた物体の単位長さ,単
位体積,単位角度の変化をいう．

変形率変化法 へんけいりつへんか
ほう

deformation controlled
method

繰り返し載荷で生じる岩石試料のひずみの差を用い
て，試料が過去に被った最大応力を推定する方法，Ｄ
Ｒ法，ＤＲＡ法とも呼ばれる．

偏光顕微鏡 へんこうけんびきょ
う

polarization-microscope 互いに光の振動方向が直交する2枚の偏光板（ポラライ
ザーとアナライザー）や回転台を備え，鉱物の偏光に
対する性質の違いなどから鉱物や岩石の識別に用い
る．



偏光子 へんこうし polarizer 偏光顕微鏡の偏光プリズム（下方ニコル）．光の振動
方向を１方向に絞る．

偏光ニコル へんこうにこる polarizing nicol 偏光顕微鏡に付随する偏光装置．透明な方解石の結晶
を，光学軸に対して特定方向に切り組み合わせた偏光
装置．

偏光フィルタ へんこうふぃるた polarizing filter ある特定の振動方向を有する光のみを透過させるフィ
ルタ．

偏光面 へんこうめん plane of polarization 磁場の振動方向と伝播方向を含む面のことをいうが，
用語が紛らわしく，現在は使われない．

偏差 へんさ deviation ①あるデータとそれが属するデータ群の平均値との
差．
②標準となる値・位置・方向などからの偏り．

偏差応力 へんさおうりょく deviatric stress 三軸応力状態で三方向のそれぞれの垂直応力と平均垂
直応力との差．塑性変形理論において重要な意味をも
つ．

編柵工 へんさくこう wicker works 山腹，渓流，海岸において丸太の杭を打ち，その間を
柳などの樹枝で編み込んで柵を作る砂防工事．

編柵ダム へんさくだむ wicker dam 砂礫の流出を防止するため松などを杭として打ち，柳
などの樹枝を編んで作った応急的な砂防ダム．

偏差計 へんさけい gradiometer 物理量の空間的な分布の勾配を測定する計器．傾度計
ともいい，重力の勾配を測定する重力偏差計などがあ
る．

偏差ひずみ へんさひずみ strain deviation ある面に作用する応力を等方性応力(静水圧)と偏差応
力に分割した場合の偏差応力に対するひずみ．

変質 へんしつ alteration 風化作用および熱水作用によって，岩石中の成分が移
動・濃集したり，特有の変質鉱物が生じるなど化学的
鉱物学的な変化のこと．

変質安山岩 へんしつあんざんが
ん

propylite 変朽安山岩（プロピライト）と同義．

変質仮像 へんしつかぞう pseudomorph by
alteration

仮像の一種．仮像のうち成分の増加・損失・一部置換
によるもの．すべてが交代されたものは交代仮像．

変質岩 へんしつがん altered rock 熱水や火山ガスによる変質作用を受けた岩石．プロピ
ライト化作用に伴う緑泥石など，変質鉱物を生じた岩
石．

変質鉱物 へんしつこうぶつ alteration mineral 熱水変質作用によって生じた鉱物．主に粘土鉱物や沸
石類などの含水珪酸塩鉱物・炭酸塩鉱物・硫酸塩鉱物
など．

変質指数 へんしつしすう index of alteration 飽和含水率のこと．同種・同質の岩石の場合に風化の
指数となる．I(%)=100×（(飽和含水量(重さ)/(乾燥重
量(105℃)）で表す．



変質帯 へんしつたい alteration zone 鉱脈などを中心にして変質作用がおよんだ範囲．複数
のタイプの変質帯が累帯配列を示すことが多い．

変質ハロー へんしつはろー alteration halo 鉱脈または鉱体を中心として母岩に変質作用がおよん
だ範囲．特徴ある鉱物の組合わせが累帯をなすことが
多い．

変質分帯 へんしつぶんたい alteration zoning 変質累帯と同義語．熱水変質作用で活動中心から外側
に温度に支配されて鉱物種が変化するなど，いくつか
の変質帯が空間的に示す分布様式．

変種 へんしゅ variety 動物分類学では種内のあらゆる変異型をさす多義的概
念．植物命名規約では亜種と品種の間の分類階級．

片状 へんじょう schistose 変成岩の構造の一つ．板状・柱状または針状の鉱物が
お互いに平行に並び片理を有すること．

片状構造 へんじょうこうぞう schistose structure,
schistosity

片理と同義．板状・柱状などの鉱物が平行に配列する
ために形成される線状・面状構造．

変状土 へんじょうど disturbed soil 自然状態における構造を乱してしまった試料土．乱し
た土ともいう．

変状トンネル へんじょうとんねる deformed tunnel 経時変化による老朽化・地山条件の変化などが原因で
覆工に亀裂・目地切れ・剥離・変形などが発生したト
ンネル．

片状ホルンフェ
ルス

へんじょうほるん
ふぇるす

schistose hornfels 片状構造をもつホルンフェルス．接触変成帯の中の比
較的低温部に形成される．

ペンシルバニア
紀

ぺんしるばにあき Pennsylvanian(period) アメリカにおける上部石炭紀の呼称．ペンシルバニア
炭田が分布する．下部石炭紀は，ミシシッピー紀．

ペンシルバニア
系

ぺんしるばにあけい Pennsylvanian,
Pennsylvanian system

北米の上部石炭系で，模式地はペンシルバニア州．海
成層と陸成層の周期的堆積（サイクロセム）が特徴．

偏心 へんしん eccentricity 同一線上にあるべき複数の点の位置が相互にずれてい
ること．例えば，回転軸の偏心など．

偏心荷重 へんしんかじゅう eccentric load 軸力が物体の断面の中心から偏心した位置に作用する
とき，この軸力を偏心荷重という．

偏心傾斜荷重 へんしんけいしゃか
じゅう

eccentric and inclined
load

基礎に加わる荷重のうち，その作用点が基礎の中心か
らはずれ，しかも鉛直方向から傾斜しているもの．

変水位透水試験 へんすいいとうすい
しけん

fallig head permeability
test

水位の時間的変化から透水係数を求める試験．比較的
透水係数の小さい細砂やシルト質土に適する．

変水位法 へんすいいほう fallig head permeability
test

変水位透水試験と同義．



変水層 へんすいそう metalimnion 湖水や海湾に形成される成層において，水温・密度・
塩分などの鉛直勾配の大きい層．躍層と同義．

ペンストック ぺんすとっく penstock 水圧管路と同義．

変成岩 へんせいがん metamorphic rock 火成岩や堆積岩などが造山運動や火成作用などによる
圧力や熱を受けて再結晶した岩石.

変成グレーワッ
ケ

へんせいぐれーわっ
け

metagraywacke 片理に乏しい弱変成の硬砂岩（グレーワッケ）．
ニュージーランドの南島などに発達.

変成鉱床 へんせいこうしょう metamorphic deposit,
metamorphosed deposit

変成作用により特定の鉱物や成分が濃集したものと，
既存の鉱床が性質を変えたものがある．

変成作用 へんせいさよう metamorphism 既存の堆積岩や火成岩が，形成時とは異なる温度・圧
力などの条件下で，固体のまま鉱物組成や組織を変え
る作用．

変成相 へんせいそう metamorphic facies 一定範囲の温度と圧力条件下で変成したと考えられる
岩石を，鉱物組成・鉱物組合せによって変成岩の変成
の程度を表現した区分．

変成相系列 へんせいそうけいれ
つ

metamorphic facies
series

一つの変成帯において，変成温度（圧力）の高低に応
じて生成した変成相の配列．

変成帯 へんせいたい metamorphic belt,
regional metamorphic
belt

広域変成帯を略したものでプレートの沈込みや衝突帯
で形成され，いくつかの変成相が帯状に配列する．

変成度 へんせいど metamorphic grade 変成岩が原岩から変化した程度．温度・圧力に対応し
て化学組成に応じた鉱物組み合わせが決まる．

偏西風 へんせいふう westerlies, westerly 両半球の中緯度地方に卓越中心をもつ西から東への大
気の運動．地表では偏西風帯と呼称される．

変成分化作用 へんせいぶんかさよ
う

metamorphic
differentiation

変成作用において成分の移動を生じる現象．一様均質
な岩石が縞状などの不均質な岩石となる．

変成分帯 へんせいぶんたい metamorphic zoning 変成岩地域を，ある鉱物の出現または消滅に注目し
て，境界線（アイソグラッド）により分割すること．

偏相関係数 へんそうかんけいす
う

partial correlation
coefficient

重回帰分析において他の変数の影響を取り除いて，純
粋に２変数間のかかわり合いを示すもの．

変堆積岩 へんたいせきがん metasedimentary rock 弱い変成作用を受けた堆積岩．堆積構造や堆積物質が
残っており堆積岩起源とわかるもの．

ベンチ べんち bench ①海食崖の後退により形成される海岸付近の波食棚．
②トンネルや斜面のベンチカット掘削によって作られ
る段．



ベンチカット べんちかっと benched excavation 斜面の切取り・トンネル・地下空洞の掘削などを階段
状に行うこと．

ベンチカット工
法

べんちかっとこうほ
う

bench cut method, bench
method, heading-and-
bench method

①上部半断面を先行掘削し，後から下部半断面を下向
きの発破孔によって掘削するトンネル掘削工法．
②原石山などで階段状に切り下げる掘削工法．

ベンチ式掘削 べんちしきくっさく bench method 上部半断面を先に掘削して逐次下方に及ぶ多段式ベン
チ工法．大断面のトンネルで切羽が大きい場合や，地
質が悪くショートベンチでは問題がある場合に適用．

ベンチマーク べんちまーく bench mark 水準点と同義．

ベンチュリ計 べんちゅりけい venturi meter 管路の流量を測定する計器．管路に狭さく部を設置
し，狭さく部断面と狭さく部入口断面との差圧によっ
て流量を知る．

ベンチュリフ
リューム

べんちゅりふりゅー
む

venturi flume 開水路の流量を測定する構造物．水路の途中に狭さく
部を設置し，水路の狭さく部と狭さく部入口との水位
差によって流量を知る．

偏土圧 へんどあつ unsymmetrical earth
pressure

偏圧と同義．

変動過剰間隙水
圧

へんどうかじょうか
んげきすいあつ

change excess pore water
pressure

地下水位の変化に対応して変動する過剰間隙水圧．

変動間隙水圧 へんどうかんげきす
いあつ

change pore water
pressure

不飽和の状況や地下水位変動により変動する間隙水
圧．

変動係数 へんどうけいすう variation coefficient 標準偏差を求め，これを平均値で除した値を百分率で
表示したもの．

変動時火成作用 へんどうじかせいさ
よう

synkinematic magmatism 地向斜が発達した後に起こる，大規模な褶曲などの地
殻変動を伴う火成活動．

変動水圧作用 へんどうすいあつさ
よう

wave pressure 地盤内の間隙水圧に伝播し液状化を発生させるような
作用をもたらす地表面に働く水圧変動．

変動帯 へんどうたい mobile belt, mobile zone 地震・火山活動や地殻変動が活発なゾーン．楯状地な
どの安定地塊の周辺に分布する．プレートの境界にほ
ぼ一致する．

変動地形 へんどうちけい tectonic landform,
tectonic relief

地殻変動により直接形成された地形．傾動，褶曲，断
層運動などにより形成された地形．

変動有効応力 へんどうゆうこうお
うりょく

change effective stress 変動間隙水圧により変動する有効応力．

ベントナイト べんとないと bentonite モンモリロナイトを主成分とする粘土の総称で，水を
含むと膨張する．ボーリング用泥水などに用いる．



ベントナイト鉱
床

べんとないとこう
しょう

bentonite deposit モンモリロナイトを主成分とする粘土鉱床 ．層間イオ
ンの種類により，Na型と Ca またはMg型があり，Na型
が強膨潤性を示す．

ベントナイト処
理

べんとないとしょり bentonite treatment ベントナイトが膨潤性をもつことを利用して行なう止
水処理などの総称．

ベントナイト泥
水

べんとないとでいす
い

bentonitic mud ボーリングに使用される泥水の一種．清水をベース
に，ベントナイト7～10%とその他調泥剤を加えた泥
水．

ベントナイトモ
ルタル

べんとないともるた
る

bentonite mortar 穿孔建込み杭・穿孔鋼矢板・地下連続壁などの施工で
削孔内に孔壁保護を兼ねて充填されるベントナイト・
フライアッシュ・モルタルの混合物．

ベントナイトモ
ルタル注入基礎

べんとないともるた
るちゅうにゅうきそ

bentonite-mortar
injected foundation

沈埋トンネルの基礎工法の一つ．仮置された沈埋函と
底面の隙間にベントナイトモルタルを注入する．

ペンニン帯 ぺんにんたい Penninic belt 西アルプス南半部で北へ押しかぶせたデッケが６枚重
なる構造の地帯．下位ほどアルプス造山の影響が強
い．

ペンニンデッケ ぺんにんでっけ Penninic nappe, Penninic
decke

西アルプスのペンニン帯を構成するデッケ群のこと．
結晶質岩からなり，通常6枚に分けられる．ペンニン
ナップとも呼ぶ．

編年 へんねん geochronology,
geological chronology

地質学的編年のこと．化石や地球磁場の逆転などを基
準に地質時代を区分すること．

変半径アーチダ
ム

へんはんけいあーち
だむ

variable radius arch dam 水平断面における形状曲線の曲率が，中央からアバッ
トメント方向に向って連続的に小さくなるアーチダ
ム．

変はんれい岩
（変斑糲岩）

へんはんれいがん metagabbro 弱い変成作用を受けたはんれい岩（斑糲岩）．原岩の
輝石は角閃石，緑泥石化し，斜長石はソーシューライ
ト化しているが組織や鉱物あるいは鉱物の外形を部分
的に残している．

変分原理 へんぶんげんり variation principle 微分方程式で表される物理法則を変分法の方程式の形
で表すこと．代表的なものにハミルトンの原理があ
る．

変分法 へんぶんほう calculus of variation 数値計算法の一つ．未知の関数y(x)とその導関数を含
む定積分の値が停留値を与えるようにy(x)を定める方
法．

偏平度 へんぺいど flatness 砂礫の形態による記載法の一つで，球形度・円磨度な
どと同様な数値表示法．礫が扁平か球形かを示すも
の．河川礫と海浜礫を区別するのに有効．

偏平比 へんぺいひ flatness ratio 楕円の形状で，二つの主軸の半径をa,b(a>b)として，
(a-b)/aによって現されるもの．

片麻岩 へんまがん gneiss 片麻状組織をもつ広域変成岩．片状構造が不明瞭で黒
色と白色の粗粒な縞状組織をもつことが特徴．

片麻状 へんまじょう gneissose 変成岩や深成岩で，鉱物組織の違う薄層またはレンズ
状体が重なってできた縞状組織をもつもの．



片麻状花崗岩 へんまじょうかこう
がん

gneissose granite 片麻状の組織をもつ花崗岩．一般には花崗岩の固結時
に地殻変動を受けて生成.本州の領家変成帯などにみら
れる．

片麻状構造 へんまじょうこうぞ
う

gneissose structure 完晶質等粒状で，優黒色鉱物と優白質鉱物との縞状，
互層状の構造．

片麻状組織 へんまじょうそしき gneissose texture 片麻状構造とほぼ同義．片麻状構造より微細な場合と
して用いることがある．

片理 へんり schistosity 結晶片岩などにみられる剥離しやすい面状，線状の構
造．板状・葉片状などの鉱物が平行に並ぶことによ
る．片状構造とも．

片理面 へんりめん schistosity plane 片理の発達によって平行に割れやすくなった面．

ボアスコープ ぼあすこーぷ borescope ボアホール内壁の地質構造や亀裂，およびケーシング
の状態などの視認のための光学機器．

ポアソン固体 ぽあそんこたい Poisson solid 等方弾性体であり，ラメの弾性定数λとμが等しいた
めに，ポアソン比がν=1/4となる固体．

ポアソン数 ぽあそんすう Poisson's number ポアソン比の逆数．弾性体に応力を作用させた時，軸
直角方向のひずみと軸方向のひずみとの比．

ポアソンの方程
式

ぽあそんのほうてい
しき

Poisson's equation ⊿μ=-P（P：場所の関数）の形で表わす2階偏微分方程
式．重力ポテンシャルなど色々な物理量に関係する．

ポアソン比 ぽあそんひ Poisson's ratio 弾性体に張力または圧力を加えたときの横ひずみの縦
ひずみに対する比．岩石の一軸・三軸圧縮試験時の縦
ひずみ・横ひずみの比（静的ポアソン比）または岩
石・岩盤のＰ波速度・Ｓ波速度から算出される（動ポ
アソン比，動的ポアソン比）が，一般に後者の方が大
きい．

ポアソン分布 ぽあそんぶんぷ Poisson distribution 離散的確率分布の一種で時間的にランダムに発生する
事象の出現回数の確率分布をよく表わすことができる
分布．

華清池地すべり ほあちんちじすべり the Hoachinchi landslide 中国陝西省の西安の東北約30kmの驪山の山腹斜面で発
生．西側斜面のものは幅80～200m，長さ350mの大規模
な複合地すべり．

ボアホール ぼあほーる borehole ボ－リング孔と同義．

ボアホール圧力
回復試験

ぼあほーるあつりょ
くかいふくしけん

borehole pressure
recovery test

ボアホール内で回復法により透水係数を算出する試験

で透水係数が10-5～10-7m/sオーダの地層が対象．

ボアホールカメ
ラ

ぼあほーるかめら borehole camera ボーリング孔内に挿入し，孔壁を直接観察するための
カメラ．

ボアホールキャ
リパー

ぼあほーるきゃり
ぱー

borehole caliper 3本のバネ付きのアームを取り付けた器具で，ボ－リン
グ孔の各深度での孔径を測定するために用いる．



ボアホール傾斜
計

ほあほーるけいしゃ
けい

borehole tiltmeter ボーリング孔内で，ある測定点の傾斜を測定するも
の，ガイドパイプにより連続して測定できるものがあ
る．

ボアホール痕跡
測定器

ぼあほーるこんせき
そくていき

borehole impression
device

熱可塑性フィルムをボアホールの側面に押し付けるこ
とにより，孔内の節理や不連続面などを記録する器
具．

ボアホールジオ
フィジックス

ぼあほーるじおふぃ
じっくす

borehole geophysics 地表および坑井データを結びつけ，地中構造をより高
度に評価・判断するための物理探査技術を総称した言
葉．

ボアホール
ジャッキ

ぼあほーるじゃっき borehole jack 孔壁に密着させた剛性載荷版を特殊小型ジャッキによ
り横方向に加圧するタイプの孔内載荷試験器．

ボアホール
ジャッキ試験

ぼあほーるじゃっき
しけん

borehole jack test ボアホールジャッキによる孔内載荷試験．地盤の横方
向Ｋ値，変形係数，弾性係数，降伏強度が直接得られ
る．

ボアホール重力
計

ぼあほーるじゅう
りょうくけい

borehole gravimeter ボアホール中を降下させて測定する遠隔記録の重力
計．任意の深さにおける重力を測定でき，地中の密度
の変化を知ることができる．坑井重力計ともいう．

ボアホールス
キャナ

ぼあほーるすきゃな borehole scanner ①ボーリング孔の孔壁展開画像が得られる装置．円錐
鏡を用いて同時に全周画像を得る形式，孔軸に斜交し
た平面鏡を回転させて全周画像を得る形式などがあ
る．
②坑井内全周を超音波で連続的に走査し，その反射波
により壁面を画像化する装置．

ボアホールスタ
ンプ

ぼあほーるすたんぷ borehole-stamp ボーリング孔壁の岩盤の亀裂を調査する方法の一つ．
孔内で特殊なビニールシートを膨らませ亀裂の形状を
型取る．

ボアホールテレ
ビ

ぼあほーるてれび borehole television 小型のテレビカメラをボアホール内に降ろし，孔壁や
ケーシングの状態を地表のモニターで観察するシステ
ム．

ボアホールテレ
ビュア

ぼあほーるてれびゅ
あ

borehole televiewer 音波を孔壁に対して走査し，反射波の強さを輝度に変
換し，孔壁面の状態を画像表示する一種の音響テレ
ビ．

ボアホール変形
法

ぼあほーるへんけい
ほう

borehole deformation
method

応力解放法による初期地圧測定方法の一つ．孔径変化
測定に加えて応力解放に伴って発生する中心軸と斜交
方向の孔壁の伸縮量の変化を測定する．孔径変化法を
さすこともある．

ボアホール用応
力計

ぼあほーるようおう
りょくけい

borehole stress gauge 孔内に挿入して，一方向の直応力を測定する測定器．

ボアホールレー
ダー

ぼあほーるれーだー borehole radar 地下レーダー法の一種．ボーリング孔を利用して電磁
波を発射し，地下構造を把握する．

保安林 ほあんりん protection forest 水源のかん養（涵養）や土砂の流出・崩壊の防備など
を目的として森林法で指定される森林で，各種の制限
がある．

ホイートストー
ンブリッジ

ほいーとすとーんぶ
りっじ

wheatstone bridge 未知の電気抵抗を既知の電気抵抗と比較して測定する
ブリッジ回路．

ホイールクレー
ン

ほいーるくれーん wheel crane クレーン専用に制作されたタイヤ型の走行装置を有し
た移動式クレーン．



ホイール式トラ
クタ

ほいーるしきとらく
た

wheel tractor けん引や押し土などに用いるトラクタのうち，ゴムタ
イヤで走行するもの．

ホイールショベ
ル

ほいーるしょべる wheeled tractor shovel パワーショベル本体の走行装置を車輪式にし，ショベ
ル作業用のアタッチメントを装着したもの．

ホイールドーザ ほいーるどーざ wheel dozer 走行装置がゴムタイヤのトラクタに土工板（ドーザ）
を取り付けたもので，土砂を削り運搬する機械．

ポイキロフィ
チック

ぽいきろふぃちっく poikilophitic 完晶質の苦鉄質火成岩に見られる岩組織の一つで，オ
フィチック組織の一種．

ボイジャー計画 ぼいじゃーけいかく Voyager project 木星・天王星など遠方の惑星を調べるために行われた
惑星探査計画．新たな衛星の発見など多くの成果が
あった．

ボイス－バロッ
トの法則

ぼいすばろっとのほ
うそく

Buys-Ballot's law 海上における暴風の中心方向を推定する経験法則で，
風向から気圧の高い所，低い所を知る．

ホイヘンスの原
理

ほいへんすのげんり Huygens' principle 一つの波面上の各点がそれぞれ２次波の波源となり，
次の波面はこれら２次波の包絡面として得られるとい
う原理．

ボイリング ぼいりんぐ boiling 砂層をとおる上向きの浸透圧が砂の水中重量より大き
くなったとき，砂が液体のような挙動をして砂粒子が
激しく攪乱する現象．

ボイル－シャー
ル（シャルル）
の法則

ぼいるしゃーる
（しゃるる）のほう
そく

Boyle-Charle's law 気体について温度・圧力・体積の関係を示した法則．
ボイルは温度一定，シャールは圧力一定の条件での法
則．

ポイントロード
試験

ぽいんとろーどしけ
ん

point load test 点載荷試験と同義．

方安鉱 ほうあんこう senarmontite Sb2O3．立方晶系．硬度2～2.5．比重5.5．輝安鉱や自然

アンチモンが酸化して形成される鉱石鉱物．正８面体
をした灰色半透明の結晶．

方位図法 ほういずほう azimuthal projection 地球上の１点を中心として平面上に経緯線を投影する
図法．中心からの方位が常に正しく表示される．

方位データ ほういでーた directional data 地層面の走向・傾斜など，方位を含んだ情報．

方位羅針儀 ほういらしんぎ azimuth compass 磁石を利用して方位を測定する機器．船舶や航空機で
用いられる．

宝永地震 ほうえいじしん the 1707 Hoei earthquake 宝永南海道地震と同義.1707年10月28日に発生した国内
最大級の地震の一つ．M8.4で，遠州灘・紀伊四国沖で
二つの地震が同時発生したと考えられている．

宝永スコリア層 ほうえいすこりあそ
う

Hoei scoria bed 富士山東麓～神奈川西部に分布する，1707年の富士宝
永火口の爆発によって供給された未固結でルーズな降
下軽石・スコリア層．



宝永テフラ ほうえいてふら Hoei tephra 1707年(宝永４年)の富士火山の噴火で，南東斜面の火
口から噴出した降下軽石・スコリア・火山灰などの火
山砕屑物．

宝永南海道地震 ほうえいなんかいど
うじしん

the 1707 Hoei-nankaido
earthquake

1707年10月28日，南海道沖に起こった大規模な地震．
M8.4で，死者49,000人，倒壊家屋29,000戸とされてい
る．

貿易風帯 ぼうえきふうたい trade-wind zone 貿易風が存在する地球を囲む帯状地域．大陸には存在
せず，洋上にあり，季節によって位置が変化する．

方鉛鉱 ほうえんこう galena, galenite PbS．立方晶系．硬度2.5．比重7～7.6．白色．鉛灰色
金属光沢．接触交代鉱床・鉱脈鉱床・黒鉱鉱床などに
産出する鉛の鉱石鉱物．

鳳凰山－安部川
断層

ほうおうざんあべが
わだんそう

Hoozan-Abegawa fault 山梨県下に位置する糸魚川－静岡構造線の一部で，構
造線形成以前に活動したと推定される衝上断層．

鳳凰山花崗岩 ほうおうざんかこう
がん

Hoozan granite 山梨県鳳凰山付近に分布し，赤石山地東北端の四万十
累層に貫入している花崗岩体で，主に角閃石黒雲母花
崗閃緑岩からなる．時代は中新世．

崩壊 ほうかい slope failure, collapse 斜面やのり面を構成する岩石や土砂が急激に崩れ落
ち，原形の多くを止めないマスムーブメント現象の総
称．

崩壊災害 ほうかいさいがい collapse disasters 崖くずれ・土砂くずれ・山くずれなどの崩壊による災
害の総称で，略して崩災ともいう．

崩壊性地すべり ほうかいせいじすべ
り

collapsing landslide （地すべり分類で）現象面からみたすべり形態の一
つ．比較的傾斜のきつい斜面で突発的に発生し，すべ
り速度が速い．

崩壊性地層 ほうかいせいちそう sloughing formation,
heaving formation

ボーリング孔において泥岩や固結度の低い砂礫層など
孔壁崩壊の激しい地層のこと．

崩壊性土 ほうかいせいど collapsing soils 水浸によって崩壊しやすい性質を有する弱くこう結
（膠結）したシルトまたは砂．

方解石 ほうかいせき calcite CaCO3．三方晶系．硬度3．比重2.71．純粋なものは無色

～白色．岩石中に広く存在する炭酸塩鉱物で，産状は
脈状・層状など多様．特に熱水鉱脈中に多く産する．

崩壊地 ほうかいち slope failure point 山くずれ，地すべり，雪崩などにより崩壊が生じたと
ころ．

崩壊地形 ほうかいちけい form of landslide,
topography of slope
failure

地すべり，山くずれなどの崩壊によって形成された地
形．

崩壊モデル ほうかいもでる collapse model 斜面の形状・地質構造・構成材料などから想定される
斜面崩壊の形態・規模・位置などをモデルとして表し
たもの．

帽岩 ぼうがん cap rock キャップロックと同義．シールともいう．



法貴石 ほうきいし Hoki ishi 京都府亀岡市産の石材．中生界花崗岩．土木用．

包気帯 ほうきたい unsaturated zone, vadose
zone

地下水面上の地下水で飽和されていない地層の部分．
一般に不飽和帯,通気帯と呼ばれる．

縫合線 ほうごうせん suture line アンモナイトや有孔虫などの殻の螺層や房室などが他
と接し合う境界部に形造られる線，およびその線状の
構造・形態．

芳香族基原油 ほうこうぞくきげん
ゆ

aromatic base crude oil パラフィン系・ナフテン系以外の炭化水素 ．すなわち
芳香族炭化水素を比較的多量に含む原油．

縫合組織 ほうごうそしき sutured texture 岩石を構成する粒状の鉱物が細かく不規則に入り組ん
で接している状態の岩組織．大理石などに見られる．

方向分散 ほうこうぶんさん angular spreading 風による波は種々の方向の成分波からなり，それらが
別々の方向に進行すること．

泡痕 ほうこん bubble impression 粘土粒子に捕えられた気泡，または泥中の有機物から
発生したガスの泡によって泥の表面にできるくぼみ．

防災基本計画 ぼうさいきほんけい
かく

basic plan for disaster
prevention

災害対策基本法に基づき，中央防災会議が作成する防
災に関する基本的な計画．災害の未然防止，被害の軽
減および災害復興のための諸施策についての基本を定
めたもの．

防災計画 ぼうさいけいかく disaster prevention plan 国，公共機関，地方公共団体が災害の発生を予防し，
または災害の発生時にその被害をできるだけ軽減する
ための計画．

防災工 ぼうさいこう disaster prevention
works

災害の発生を予防し，または災害の発生時にその被害
をできるだけ軽減するための施設．各種（治水，治
山，農地防災，海岸保全，急傾斜地崩壊防止など）の
国土保全事業に基づく公共施設 ．

防災施設 ぼうさいしせつ facilities and
equipments for
countermeasures against
disasters

各種（治水，治山，農地防災，海岸保全，急傾斜地崩
壊防止など）の国土保全事業に基づく公共施設，各種
観測予報施設，災害用の通信放送施設など．

防災ダム ぼうさいだむ check dam, soil saving
dam

河床の浸食と砂礫の下流への堆積防止を目的としたダ
ム．コンクリート重力式が多い．砂防ダムと類義．

防災地図 ぼうさいちず disaster prevention map 地震・火山・洪水・津波・地すべりなどの災害の実態
を示すとともに，将来の危険度・想定影響範囲を記録
した災害対策のための地図．

防災調整池 ぼうさいちょうせい
ち

anti-disaster reservoir 洪水流出抑制のために設けられた調整池．洪水流出量
の一部を貯溜する事によりピーク流量を軽減するため
の池である．

防災林 ぼうさいりん disaster prevention
forest

森林の公益性のなかで，自然災害を防ぐ機能があり，
この防災機能が期待される森林は防災林と総称され
る．

防砂堤 ぼうさてい jetty 海岸線に平行な砂の移動量を減少させ，砂浜の浸食を
防止するために海岸にほぼ直角に設けられた構造物．



防砂突堤 ぼうさとってい groin 潮流の激しい港や，河口付近に作られた沿岸漂砂を制
御するために設けられた構造物．防砂突堤は構造形式
の違いにより透過式と不透過式に分かれる．

放散虫 ほうさんちゅう radiolaris, radiolaria 放散虫類と同義．

放散虫岩 ほうさんちゅうがん radiolarite 粘土鉱物と多量の放散虫化石からなる，細粒緻密で均
質な珪質岩．

放散虫珪板岩 ほうさんちゅうけい
ばんがん

radiolarian siliceous
shale

放散虫チャートほど珪質かつ堅硬ではないが，放散虫
に富む珪質な板状岩．

放散虫生層序 ほうさんちゅうせい
そうじょ

radiolarian
biostratigraphy

地層を放散虫の種の出現・絶滅，群集の特徴などで分
帯したもの．地域間の対比で地層の相対年代決定を行
う．

放散虫チャート ほうさんちゅう
ちゃーと

radiolarian chert ほとんど放散虫化石からなる，堅硬かつ緻密な層状
チャ－ト．

放散虫軟泥 ほうさんちゅうなん
でい

radiolarian ooze 放散虫を30%以上含む大洋底の遠洋性粘土．深度4000～
8000m程度の深い赤道の海洋底に多く分布する．

放散虫類 ほうさんちゅうるい Radiolaria 海産浮遊性原生動物の一種．珪質の骨格や殻はチャー
トを構成．生層序区分に有効．カンブリア紀～現世に
生息．

胞子化石 ほうしかせき fossil spore 酸や塩基に侵されない胞子壁を持つ菌類の一部やコケ
植物・シダ植物の胞子が地層中に保存されたもの．

胞子植物 ほうししょくぶつ Sprophyta 胞子による無性生殖を行う植物．菌類・藻類・コケ
類・地衣類・シダ類をさす．隠花植物とも．

硼砂 ほうしゃ borax Nb2B4O5(OH)2･8H2O．単斜晶系．硬度2～2.5．比重1.72．

無～白色．ホウ素鉱床や塩類鉱床中，温泉沈殿物等に
みられる．

放射温度 ほうしゃおんど radiation temperature 熱赤外線波長帯を用いて測定された放射輝度から補正
および補間によって算出された温度．

放射温度計 ほうしゃおんどけい radiation thermometer 測定対象物の温度を，熱赤外線波長帯を用いて測定さ
れた放射輝度を基に表示する温度計．

放射化検層 ほうしゃかけんそう nuclear irradiation
logging

坑井内で，地層に中性子を照射し放射性核種の崩壊時
に放出されるガンマー線特性から地層構成元素を分析
する検層法．

放射化追跡子 ほうしゃかついせき
し

radioactive tracer 動きを追跡するために用いる放射性元素．放射性同位
体を加えることで移動状態がわかりやすくなる．

放射化追跡子法 ほうしゃかついせき
しほう

activable tracer method 投入された放射能を持たないトレーサを下流で回収し
た後，熱中性子線照射により放射化してトレーサを定
量する手法．



放射化分析 ほうしゃかぶんせき radioactivation analysis 試料に高エネルギー核粒子を当てて放射性核種を生じ
させ，誘導放射能量から目的核種の量を定量する方
法．

宝積寺面 ほうしゃくじめん Hosyakuji surface 鬼怒川左岸の宝積寺段丘，鹿沼市東部の鹿沼段丘な
ど．同面は宝積寺ローム層で覆われている．

放射谷 ほうしゃこく radial valley 放射状に発達する谷．円錐状火山やドーム状の土地に
生ずる場合が多い．

放射状岩脈 ほうしゃじょうがん
みゃく

radial dyke, radial dike 火道を中心に放射状に発達する垂直に近い板状貫入岩
体．

放射状鉱脈 ほうしゃじょうこう
みゃく

radiated metalliferous
vein

有用鉱物に富む板状の鉱床が放射状に配列したもの．

放射状鉱脈群 ほうしゃじょうこう
みゃくぐん

radiated veins １点を中心に放射状に配列する鉱脈群．米国コロラド
州，クリップル　クリーク金鉱山が有名．

放射状節理 ほうしゃじょうせつ
り

radial joints 溶岩の冷却時に形成される放射状の柱状節理．枕状溶
岩等の水中溶岩に多い．

放射状せん断域 ほうしゃじょうせん
だんいき

zone of radial shear 地盤のせん断破壊領域の一つ，すべり線がある点から
の放射線群とそれに等角に交わる円や対数ら旋（螺
旋）線群からなる．

放射状排水域 ほうしゃじょうはい
すいいき

radial drainage 排水域の分水界が円に近い形をなし，小排水域からの
流出がほぼ一つの地点に集中するような排水域．

放射状脈 ほうしゃじょうみゃ
く

radiated veins 放射状に発達する鉱物脈．放射状鉱脈と同義．

放射性壊変 ほうしゃせいかいへ
ん

radioactive
disintegration

不安定な放射性核種がα線，β線，γ線などの放射線
を放出し安定な核種に移る過程をいう．

放射性系列 ほうしゃせいけいれ
つ

radioactive series 放射性核種が崩壊して順次変化していく一連の放射性
元素の系列のこと．放射壊変系列とも．

放射性鉱物 ほうしゃせいこうぶ
つ

radioactive mineral 天然状態で放射能をもつ元素を含む鉱物．ウラン鉱物
やトリウム鉱物が代表的．

放射性炭素 ほうしゃせいたんそ radiocarbon 炭素同位体のうち，質量数11，14，15の炭素の総称．

普通は半減期5730年の14Cをさす．

放射性炭素年代
測定法

ほうしゃせいたんそ
ねんだいそくていほ
う

radiocarbon dating 炭素の放射性同位体14Cが5,730年の半減期で減衰するこ
とを利用した年代測定法．β線計数法と加速器質量分

析法がある．14C法ともいう．

放射性同位元素 ほうしゃせいどうい
げんそ

radioactive isotope 同位元素の中で放射能をもつ核種．放射性同位体，ラ
ジオアイソトープともいう．ＲＩと略記．



放射性熱源 ほうしゃせいねつげ
ん

radioactive heat source 地球内部の高温の熱源と考えられる一つ．放射性元素
の壊変に伴い発生した熱がその源となっていると考え
る．

放射性廃棄物 ほうしゃせいはいき
ぶつ

radioactive waste 原子炉の運転などに伴って発生する放射性物質を含ん
だ廃棄物．低レベル廃棄物と高レベル廃棄物とに分け
られる．

放射石 ほうしゃせき gyrolite (AlSi23O60)･15H2O．三斜晶系．硬度3.5．比重2.4．無～

白色．玄武岩等の空隙に晶出する沸石類などと球顆状
あるいは葉片状の集合体として産する結晶．ジャイロ
ライトともいう．

放射線検層 ほうしゃせんけんそ
う

radiation logging 天然放射能または誘導放射能を測定する検層．

放射線測定器 ほうしゃせんそくて
いき

radioactivity meter α線β線γ線などの放射線を測定する装置.

放射線帯 ほうしゃせんたい radiation zone バン・アレン放射線帯．地球を取り巻く形の高エネル
ギー・高速荷電粒子の存在する領域．

放射対称 ほうしゃたいしょう radial symmetry 中心からみて，どの方向にも同様な性質・構造を有す
る場合の対称．中心を通る任意の平面に対して対称と
なる．

放射熱伝導 ほうしゃねつでんど
う

heat conduction by
radiation

熱エネルギーが電磁波として空間を伝わること．

放射年代 ほうしゃねんだい radiometric age 放射性核種が他の核種に変わる現象(放射性壊変)を利
用して算出した年代．

放射年代測定 ほうしゃねんだいそ
くてい

radiometric dating 岩石・鉱物・有機物・水などに含まれる放射性元素の
壊変を利用してそれらが生成した年代を測定する方
法．

放射能 ほうしゃのう radioactivity 放射性元素の原子核が崩壊してアルファー線，ベータ
線，ガンマ線などを放出する性質またはその強さ．

放射能異常 ほうしゃのういじょ
う

radioactive anomaly 岩石が外的影響を受け，固有の放射能強度が自然の値
に対し異常値を示す場合に用いる．

放射能汚染 ほうしゃのうおせん radioactive
contamination

核実験や原子炉事故などによって放射性物質が環境中
に放出され大気・水・土壌などを汚染すること．

放射能起源同位
体

ほうしゃのうきげん
どういたい

radiogenic isotope 放射能を持つ核種が放射崩壊（壊変）によって生じた
同位体．これを持つ元素は年代測定に利用される．

放射能検層 ほうしゃのうけんそ
う

radioactivity logging ボーリング孔内に放射能検出器を降下して，地層中の
自然放射能ないし人工放射線に対する応答を測定する
検層方法．

放射能泉 ほうしゃのうせん radioactive spring ラドンRnやラジウムRaを含有する放射能の強い温泉･鉱
泉．日本では花崗岩分布域に多い．



放射能探査 ほうしゃのうたんさ radioactive prospecting 天然放射性同位元素から放射されるγ線を測定し，放
射性鉱物，温泉，地下水，断層などを調査する探査
法．γ線の測定にはシンチレーションカウンタを用
い，エアーボーン探査やカーボーン探査が行われる．

放射率 ほうしゃりつ emissivity ある温度において，物体が放射するエネルギーと同一
温度の黒体が放射するエネルギーの比．

放射流式沈澱池 ほうしゃりゅうしき
ちんでんち

radialflow-type
sedimentation basin

浄水用の沈殿池の一型式．池は円形で，下水を中央部
から周壁方向に放射状に流して浮遊物を沈殿させる．

放射冷却 ほうしゃれいきゃく radiation cooling 熱放射によって，物体の温度が下がる現象．気象で
は，夜間に熱放射によって接地大気の気温が下がる現
象．

房州石 ぼうしゅういし Boshu ishi 新第三系の凝灰質岩石からなる房総半島産の石材．千
葉県安房郡・富津市境の鋸山付近のものが有名．土木
材として使用．

膨潤 ぼうじゅん swelling 吸水して体積を増加させる性質．鉱物ではモンモリロ
ナイト等の粘土鉱物層間に水が浸入する現象がこれに
あたる．トンネルにおける膨張性地山の一つの要因．
地すべりの一つの原因．

膨潤圧 ぼうじゅんあつ swelling pressure 粘土が水を吸って体積増加(膨潤)をする際に，これを
抑止するために必要な圧力．

膨潤現象 ぼうじゅんげんしょ
う

swelling モンモリロナイトのような粘土鉱物が，水を含んで体
積を増やす現象．

膨潤地圧 ぼうじゅんじあつ swelling ground pressure 膨潤性粘土鉱物を多量に含む地盤がそれらの吸水膨張
によって体積膨張した時，それを拘束して生じる地
圧．

膨潤性 ぼうじゅんせい swelling property モンモリロナイトなどが吸水によって体積を増加させ
る性質．このような性質の鉱物を含む軟岩は吸水によ
り，体積が増加する．

膨潤性岩石 ぼうじゅんせいがん
せき

swelling rocks 変質作用をうけて膨潤性粘土鉱物をかなり含有するた
め，浸透水などの作用で粘土鉱物の層間に水が入り込
むと，体積が膨張する岩石．

膨潤性地山 ぼうじゅんせいじや
ま

swelling ground 水などを吸って膨れ上がる性質をもつ地山でモンモリ
ロナイト粘土で代表され，トンネルに悪影響を与え
る．

膨潤性粘土 ぼうじゅんせいねん
ど

swelling clay 膨潤性粘土鉱物と同義．

膨潤性粘土鉱物 ぼうじゅんせいねん
どこうぶつ

expansive clay mineral モンモリロナイトなどの2：1型の層状珪酸塩鉱物など
で，層間に液体を吸水して体積を増加させる鉱物．

膨潤性緑泥石 ぼうじゅんせいりょ
くでいせき

swelling chlorite グリセロールなどの有機試薬処理によって底面間隔が
膨張する性質を持った緑泥石様鉱物．

膨潤土 ぼうじゅんど bentonite モンモリロナイトを主成分とした粘土状物質の総称．
別名ベントナイト．



包晶 ぼうしょう peritectic
crystallization

既存の鉱物が部分溶融して新たな鉱物として晶出する
際，元の鉱物をその内部に取り込んだような鉱物結
晶．

芒硝石 ぼうしょうせき thenardite Na2SO4．立方晶系．硬度2.5～3．比重2.66．無色．火山

昇華物や黒鉱鉱床に見られる．肉眼観察ではガラス～
樹脂状光沢を示す．

方状節理 ほうじょうせつり cubic joint 花こう岩などが冷却する際に生じたとされる冷却節理
の一形態で，岩体が直方体状に分離するように発達し
たもの．

防じんマスク(防
塵マスク）

ぼうじんますく respirator トンネル掘削中や吹付コンクリート施工時に発生する
粉塵を防止するマスク．

坊主 ぼうず ginpole, post 垂直にたててロープを支え，先端をとりつけて重い物
の吊り上げなどに使う丸太をいう．

放水位 ほうすいい tailwater level 水力発電設備において，自由水面をもつ放水路の水位
をいう．ダムなどで放水を開始する貯水位の意でも用
いる．

豊水位 ほうすいい wet water level 河川の水位の指標の一つで，一年間のうちで95日間は
これ以下には下がらないという水位．

豊水期 ほうすいき wet season 河川において，豪雨などによる一時的なものではな
く，ある程度長い期間にわたって流量が大きくなる期
間．

紡錘形火山弾 ぼうすいけいかざん
だん

spindle shaped bomb 粘性の低いマグマの噴出に際し，空中に放出されたマ
グマが紡錘形状に固化したもの．

放水口 ほうすいこう outlet 発電所で使用した水を河川，湖あるいは海に放出する
放水路の出口．

防水工 ぼうすいこう water proofing 構造物などの防水性を高めるために行なう工事でＮＡ
ＴＭによるトンネルでは吹付コンクリートと覆工の間
に防水シートをいれ漏水を防止している．

防水剤 ぼうすいざい water-proofing agent モルタルまたはコンクリート中への水の浸入防止・内
部への移動・拡散防止を目的として加える混和材料．

防水材料 ぼうすいざいりょう water-proofing material 防水に用いられる材料の総称．浸透性防水塗料・防水
モルタル・塩ビ防水桶・高分子系注入用樹脂材などが
ある．

防水シート ぼうすいしーと waterproofing sheet 防水や地山との縁切りを目的として，トンネルの覆工
と地山の間に設置されるシート．

放水設備 ほうすいせつび outlets, outlet works 水位調整や下流の利水のためダムに設けられる設備．
取・放水口，放水管，ゲートまたはバルブなどからな
る．放流設備と同義．

紡錘虫類 ぼうすいちゅうるい fusulinid 石炭紀に出現，ペルム紀に絶滅した石灰質殻をもつ有
孔虫類．紡錘虫石灰岩は工業用石灰岩の主要供給源．



放水庭 ほうすいてい afterbay reservoir 発電用水車と放水路の間にある開きょ部で，負荷の変
動による水車の能率低下を防止するために設けられる
設備．

放水トンネル ほうすいとんねる drawoff tunnel ダムの排水や洪水時の水位調整のために放流するため
のトンネル．

豊水年 ほうすいねん wet year ある地域のある年の降水量が平均値を上回った場合に
その年を表現する呼称．平水年や渇水年の対語．

豊水量 ほうすいりょう ninety five day runoff 河川流量の指標（統計量）の一つで，ある地点で１年
のうち95日間はこの流量よりも減らない流量をいう．

放水路 ほうすいろ flood way, tailrace ①河川の洪水対策などのため本川から分岐して設けた
水路．
②水力発電所や火力発電所で使用した水を河川，湖あ
るいは海に放水するための設備．

放水路トンネル ほうすいろとんねる tailrace tunnel 水力発電で発電機の水車からでた水を元の河川などに
放流するためのトンネル．

防錆処理 ぼうせいしょり antirust treatment 鋼材の腐食を防止するための処理．塗装を施したり，
コンクリート内であれば防錆剤を混入する．

宝石 ほうせき gem stone, gem 天然鉱物のうち，特に美しく，硬度および化学的安定
度が高く，産出量が希少という条件を備え，装飾に用
いられるもの．

宝石鉱物 ほうせきこうぶつ gem stone 光沢色調があり，硬質でかつ化学的，物理的に安定し
た産出希少なダイヤモンド，ルビーなどの宝石として
用いられる鉱物．

崩積作用 ほうせきさよう colluviation 主に重力によって斜面上の風化物が徐々に下方に運ば
れ，斜面下部に堆積する作用．

崩積成 ほうせきせい colluvial 母岩の風化物質が，重力の作用で斜面下に堆積するこ
と．

崩積層 ほうせきそう colluvium 崩積物からなる層．

崩積堆積物 ほうせきたいせきぶ
つ

colluvium 崩積物と同義．

崩積地 ほうせきち colluvial slope 緩斜面下部に認められる淘汰の悪い堆積物で構成され
た場所で，風化物が主にクリープにより斜面下部に運
ばれ堆積して形成される．

崩積土 ほうせきど colluvial deposit 斜面上の風化物が主に重力により徐々に下方に運ばれ
て（クリープ）斜面下部に堆積した，角礫を主体とし
た不淘汰な堆積物．

崩積土すべり ほうせきどすべり colluvial deposit slide 崩積土が降水などで土塊の地下水位や間隙水圧が上昇
してすべる地すべり．



崩積物 ほうせきぶつ colluvium 斜面上の岩屑層などの風化物が主に重力によって徐々
に下方に運ばれ，斜面下部に不淘汰な岩礫を主体とし
堆積したもの．崩積堆積物ともいう．

防雪施設 ぼうせつしせつ snow protection facility 多雪地域で道路などへのなだれ防止や集積雪量低減の
ためにもうける施設．防護柵・防雪林・防雪柵・防雪
ネットなど．

防雪設備 ぼうせつせつび snow protection facility 防雪施設と同義．

法線（河海の） ほうせん（かかい
の）

alignment 港湾・河川などの工事で，防波堤や護岸など細長い構
造物の位置を代表して示す際に用いる構造物の一部を
表す線．

法線応力 ほうせんおうりょく normal stress 物体のある面に垂直に作用する応力．地すべりの場
合，移動する土塊に対して土塊をすべり面に垂直に押
しつける力をいう．

硼素 ほうそ boron B．原子番号5，原子量10.81，黒色金属光沢をもつ固
体．天然には単体で存在せず，ほう砂などに含まれ
る．

房総沖海溝三重
点

ぼうそうおきかいこ
うさんじゅうてん

Trench-Trench-Trench
Triple Junction off the
Boso Peninsula

日本海溝・伊豆－小笠原海溝・相模トラフの交わる
点．フィリピン海・太平洋・北米プレートの境界．

房総沖地震 ぼうそうおきじしん the 1987 Boso-oki
earthquake

1987年に千葉県房総沖の海底を震源としたM6.7の地
震．千葉県を中心に被害があり死傷者130余人，家屋一
部破損6万余戸とされている．多くの地点で液状化が発
生．

房総海底谷 ぼうそうかいていこ
く

Boso submarine canyon 相模トラフの陸側斜面を下刻する海底谷．フィリピン
海・北米プレートの境界をなす衝上断層を横断してい
る．

包蔵水力 ほうぞうすいりょく water power resources,
hydropotential

その地域に賦存する水力エネルギー量（単位:kWh）．

鳳足石 ほうそくせき Housoku seki ①福井県小浜市新保産の石材．輝緑凝灰岩．
②赤坂石灰岩の一種．

膨張曲線 ぼうちょうきょくせ
ん

expansion curve 除荷過程の載荷圧力と変位（あるいは間隙比）の関係
をプロットした図．試験方法の基準はなく，圧密試験
における除荷過程曲線もその一つ．

膨張計 ぼうちょうけい dilatometer 物体の膨張率を測定する時に用いる計器．固体の線膨
張率，液体・気体の体膨張率をそれぞれ求める特有の
測定法である．

膨張係数 ぼうちょうけいすう expansion coefficient 物体が熱膨張するとき，その比率の温度変化に対する
割合を示す量．

防潮ゲート ぼうちょうげーと tide gate 高潮や津波などが河川へ侵入するのを防ぐために設け
る水門．

膨張頁岩 ぼうちょうけつがん expanded shale,
expansible shale

頁岩・細砂岩を1,050～1,200℃に急熱して膨張させた
多孔質・非透水性の焼成品．またはその原料の頁岩．
高強度の人工軽量骨材として利用される．



膨張コンクリー
ト

ぼうちょうこんく
りーと

expansive concrete 凝結後の硬化過程で膨張を起こすコンクリートのこと
で膨張性のセメントまたは膨張性の混和剤を加えて製
造される．

膨張剤 ぼうちょうざい expansion agent グラウトがすきまなく充填されるためグラウト材にい
れる膨張性の物質．

膨張指数 ぼうちょうしすう swelling index(Cs) 圧密試験における除荷過程の間隙比と有効応力の関係
曲線における勾配．

膨張褶曲 ぼうちょうしゅう
きょく

expansion fold 　地表近くの特定の粘土層や頁岩層などに生じる，吸
水・膨潤による体積増加を主因とする非構造的な褶
曲．

膨張スレート ぼうちょうすれーと expansive slate 人工軽量骨材の原料の一つで，スレートの破片を焼成
した後破砕したもの．国産されていない．

膨張性地盤 ぼうちょうせいじば
ん

expansive ground 空気または水との化学反応，吸水膨張，あるいは膨潤
現象によって膨れ上がるような地盤．膨張性地山と同
義にも使われる．

膨張性指標 ぼうちょうせいし
ひょう

swelling index トンネル掘削地山の膨張性判定の指標．地山強度比・
モンモリロナイト含有量・自然含水比・浸水崩壊度な
どがある．

膨張性地山 ぼうちょうせいじや
ま

expansive ground,
swelling rock

軟質の泥岩や凝灰岩・温泉余土・葉片状や粘土状の蛇
紋岩類・破砕帯などからなり，塑性変形や吸水膨張に
より押し出しや盤膨れなどを生じる地山．

膨張性土圧 ぼうちょうせいどあ
つ

swelling pressure 膨張性地山の掘削による除荷または加水，空気接触な
どによってトンネル支保などの構造物に内空断面縮小
方向に作用する土圧.

膨張性トンネル ぼうちょうせいとん
ねる

swelling tunnel 周辺地山が内空を縮小するように長期間にわたりはら
みだすトンネル．泥岩・蛇紋岩・温泉余土など膨張性
の地山に多い．

膨張性粘土 ぼうちょうせいねん
ど

expansive clay モンモリナイトなどの層状珪酸塩鉱物を主体とする粘
土で，掘削などにより層間に吸水が生じることにより
膨れる．

膨張性粘土鉱物 ぼうちょうせいねん
どこうぶつ

expansive clay minerals 層間に水や有機物分子が入って，それにより底面間隔
が膨張するような粘土鉱物．

膨張セメント ぼうちょうせめんと expansive cement 収縮性を改善するため，水和の際セメントバチルスを
多量に生成するよう計画した特殊膨張性のセメント．

防潮堤 ぼうちょうてい sea wall 干拓地のように常時海面より低い場所や，高潮や津波
により冠水する場所に構築された海岸堤防．

膨張度指数 ぼうちょうどしすう swelling index 石炭を急速に加熱した場合における膨張性の程度を表
す尺度．石炭の粘結性の有無・強弱を示す．ルツボ・
ボタン指数．

膨張パッカー ぼうちょうぱっかー inflatable packer 気体あるいは液体をパッカーチューブ内に送って膨張
させるタイプのパッカー．



膨張比 ぼうちょうひ expansion ratio,
swelling ratio

土や軟岩の吸水膨張試験における測定項目．測定方向
の初期長さに対する最大膨張長さの比．

防潮壁 ぼうちょうへき sea wall 高潮や津波などによる海水の陸地への浸入を防止する
擁壁．

膨張目地 ぼうちょうめじ expansion joint コンクリート舗装版が膨張し長さが延びたとき，延び
る長さの余裕を保って作られた目地．

膨張裂か（膨張
裂罅）

ぼうちょうれっか expansion fissure 岩体が膨張することを原因とした，引張りにより開口
した割れ目．

棒突き法 ぼうつきほう rodding method 骨材の単位体積重量試験において，骨材の最大寸法が
40mm以下のときに，突き棒により試料を詰める方法．

保内みかげ ほうないみかげ Honai mikage 新潟県岩船郡荒川町産の石材．中生界花崗閃緑岩．か
つては墓石として使用．現在は主に観賞用，土木用に
使用．

泡雪崩 ほうなだれ powder avalanche 黒部地方で呼ばれた爆風を発生させ高速で衝撃力の大
きい表層雪崩．低温乾雪に生じ，爆風雪崩ともいう．

防爆シート ぼうばくしーと protective sheet 発破による爆風・音・飛石などの影響を防ぐ目的の遮
蔽シート．

防波護岸 ぼうはごがん seawall 高潮や津波などによる海水の浸入を防ぐため，現地盤
をコンクリートなどで被覆して，波浪による越波を阻
止するもの．

防波設備 ぼうはせつび seawall 港湾設備および後背地を高潮や津波などから防御する
ための施設．防波堤・防潮堤・水門・護岸・堤防な
ど．

防波堤 ぼうはてい breakwater 外海の波から港湾を守るもので，津波防波堤や高潮防
波堤もこのなかに含まれる．

方砒コバルト鉱 ほうひこばるとこう skutterudite CoAs2～3．立方晶系．硬度5.5～6．比重6.5．錫白～銀灰

色．鉱脈鉱床から産出し，方砒ニッケル鉱と固溶体を
つくる．熱電素子として注目される．

防氷堤 ぼうひょうてい ice-barrier 流氷などの湾内への浸入を防ぐために設けられた施
設．

暴風雨 ぼうふうう rain storm, storm 強い風と激しい雨のある状態．気象学上，stormは気象
庁風力階級10(風速24.5～28.4m/s).

暴風海浜 ぼうふうかいひん barred beach 海岸線と平行し，沿岸州をもつ砂浜海岸．

暴風波 ぼうふうは storm wave 暴風によって生じる波がもたらす海面上昇．台風時な
どは低い気圧によっても海面が上昇するため，これら
が重なると高潮となる．



方沸岩 ほうふつがん analcimite, analcitite 長石を全く含まず方沸石に富むベイサイトの一種．他
に，チタン輝石・霞石などを含む．

放物線アーチダ
ム

ほうぶつせんあーち
だむ

parabolic arch dam 岩盤に作用する推力が，地山安定上有利な山側に向か
い曲げモーメントが生じないよう軸線を放物線にした
アーチダム．

暴噴 ぼうふん blowout 坑井掘削中に油層やガス層・蒸気層に遭遇し，それら
の圧力が掘削泥水の圧力に勝って噴き上がる現象．

方硼石 ほうほうせき boracite Mg3[Cl｜B7O13]．斜方晶系．硬度7～7.5．比重2.97．大

洋型の塩類鉱床中に産出する鉱物で，常温では斜方晶
系，高温では等軸晶系となる．

ボウマ層序 ぼうまそうじょ Bouma sequence タービダイト単層中に認められる内部堆積構造の規則
的な積み重なり．完全であれば５部からなる．

泡沫状組織 ほうまつじょうそし
き

dissepiment さんご（珊瑚）個体内および個体間に発達する床板状
または小泡状骨格組織．一般に造礁さんご（珊瑚）に
多い．

包有物 ほうゆうぶつ inclusion 鉱物が成長する過程で，その結晶内に閉じ込められた
気体・液体や固体．岩石などの成因的研究に用いられ
る．

鳳来寺石 ほうらいじいし Horaiji ishi 愛知県南設楽郡鳳来町産の石材．新第三系凝灰質砂岩
で石碑や硯石に使用．

崩落 ほうらく fall 斜面崩壊のうち，崩壊土砂が原型を留めないもの．急
傾斜斜面での事例が多い．

崩落型火砕流 ほうらくがたかさい
りゅう

Merapi-type pyloclastic
flow,dome collapse
pyloclastic flow

火砕流のタイプの一つで，溶岩（ドーム）などが崩壊
して火山砕屑物が高温ガスを伴い,高速で地表を流下す
る．雲仙普賢岳で1991-1995年に発生した火砕流の大部
分はこの形式．英語のMerapi-typeはインドネシア，メ
ラピ火山でこの形式の火砕流が頻発していることに因
む．

放流ゲート ほうりゅうげーと outlet gate 放水管あるいは放流路に設置して放流量を調節するた
めのゲート．

放流設備 ほうりゅうせつび outlets, outlet works 水位調整や下流の利水のためダムに設けられる設備．
取・放水口，放水管，ゲートまたはバルブなどからな
る．放水設備と同義．

放流バルブ ほうりゅうばるぶ outlet valve 放水管あるいは放流路に設置して放流量を調節するた
めのバルブ．

放流量 ほうりゅうりょう outflow, outflow rate ダムや発電所の放水路から放流される河川水の量．

放流路 ほうりゅうろ outlet ダムの水位調整や下流の利水のための放流を目的とし
てダム堤内あるいは基礎岩盤中に設けられる設備．

法林寺断層 ほうりんじだんそう Horinji fault 活断層．北北東方向．富山県砺波平野を画する逆断
層．新期の扇状地や段丘を変位させている．



飽和 ほうわ saturation ①一般に土は土粒子と空気や水より構成されている
が，このうち空気が存在せず間隙が完全水で満たされ
ている状態をいう．
②大地震ではマグニチュードMがその割には大きくなら
ずMの頭打ちが起こるときのMスケ-ルの状態．

飽和岩 ほうわがん saturated rock 石英と共存する長石・輝石・雲母・電気石・鉄カンラ
ン石などの飽和鉱物のみから構成される火成岩．

飽和曲線 ほうわきょくせん saturation curve 水で飽和した土の乾燥密度と含水比との関係曲線．ゼ
ロ空気間隙曲線ともいう．

飽和限界 ほうわげんかい saturation limit 土の表層の水分が吸収されなくなった時の含水比．

飽和鉱物 ほうわこうぶつ saturated mineral 火成岩の中で石英と共存できる長石・輝石・角閃石・
黒雲母などの鉱物の総称．

飽和指数 ほうわしすう saturation index 岩石の比抵抗を表すアーチーの式に用いられ，岩石の
種類に依存する定数．例えば，砂岩の飽和指数はｎ＝
2．

飽和磁鉄芯型磁
力計

ほうわじてつしんが
たじりょくけい

flux-gate magnetometer フラックスゲート磁力計と同義．

飽和蒸気圧 ほうわじょうきあつ saturated vapor pressure ある物質の気相と液相(または固相)が熱平衡にある時
の気相の圧力であり，温度の関数となる．

飽和浸透流 ほうわしんとうりゅ
う

saturated filtration
flow

飽和帯中の地下水が，実際に流動している間隙以外の
部分を含めた全断面を流れると仮定した場合の見かけ
の流れ．

飽和水帯 ほうわすいたい zone of saturation 不飽和水帯に対する用語で，大気圧よりも高い圧力を
持つ水により満たされている部分．飽和帯とも呼ぶ．

飽和線 ほうわせん saturation line フィルダムや堤防において堤内の水面位置を表す線．
浸潤線の方が一般的．

飽和側方流 ほうわそくほうりゅ
う

saturated through flow 土壌中に浸透した降雨が不連続土層の境界面に飽和状
態を形成し，境界面上を斜面下方に向かう流れ．

飽和帯 ほうわたい saturation zone,
saturated zone, zone of
saturation

地下水面より下の，地層や土壌中の間隙や割れ目が地
下水で飽和されているゾーン．

飽和単位体積重
量

ほうわたんいたいせ
きじゅうりょう

saturated unit weight 飽和土の単位体積重量であり，飽和土の密度と重力加
速度の積で表される．

飽和度 ほうわど degree of saturation,
saturation rate

①土壌間隙に占める液体成分の体積百分率．
②岩石ではアルミナやシリカに着目して火成岩の性質
を特徴づける概念．

飽和土 ほうわど saturated soil 間隙が完全に水で満たされ，土質工学で用いられる飽
和度100%状態の土．地下水以下の土は通常これに相
当．



飽和透水係数 ほうわとうすいけい
すう

saturated hydraulic
conductivity

土や岩石の飽和状態における透水係数．

飽和土の単位重
量

ほうわどのたんい
じゅうりょう

unit weight of saturated
soil

飽和している土の単位体積あたりの重量．土粒子の重
量と間隙を満たしている水の重量を加えたもの．

飽和土の単位密
度

ほうわどのたんいみ
つど

density of saturated
soil

飽和している土の単位体積あたりの質量．土粒子の質
量と間隙を満たしている水の重量を加えたもの．

飽和－不飽和浸
透流解析

ほうわふほうわしん
とうりゅうかいせき

unsaturated-saturated
seepage analysis

不飽和帯でもダルシーの法則と連続式が成り立つと仮
定して飽和帯と連結して行う浸透流解析．

飽和密度 ほうわみつど saturated density 飽和した土の単位体積あたりの質量．

飽和溶存酸素量 ほうわようぞんさん
そりょう

saturated dissolved
oxygen

一定の気圧と温度の条件のもとで，一定値を超えなく
なるような水中に溶ける酸素量．

ボーウィーの公
式

ぼーうぃーのこうし
き

Bowie formula 局所的な重力異常を計算する際に行う種々の補正のう
ち，地形補正をするのに用いる公式．

ホーエタウエル
ン地窓

ほーえたうえるんじ
まど

Hohe-Tauern fenster オーストリア中西部のホーエ・タウエルン地方で，異
地性の東アルプスデッケ中に基盤の西アルプスデッケ
が露出しているといわれる所．

ボーエンの反応
系列

ぼーえんのはんのう
けいれつ

Bowen's reaction series N.L.Bowenが樹立した天然のマグマから結晶が晶出する
過程に関する理論で，不連続反応と連続反応の２通り
の反応系列を提唱した．

ボーキサイト ぼーきさいと bauxite アルミニウムの水酸化化合物（ギブサイト・ベーマイ
ト・ダイアスポア）から形成される赤褐色の鉱石．

ボーキサイト化
作用

ぼーきさいとかさよ
う

bauxitation ラテライト化作用と類似語．熱帯地方の鉄・アルミニ
ウムの酸化物や水酸化物に富んだ赤色土壌での鉄アル
ミニウムの富化作用をいう．

ボーキサイト鉱
床

ぼーきさいとこう
しょう

bauxite deposit ラテライト化作用により形成された鉄アルミニウムの
風化残留鉱床，アルミニウム資源の多くがこのタイプ
の鉱床である．

ホーキングの定
理

ほーきんぐのていり Theory of Hawking ビックバン宇宙は特異点から出発したとする定理．こ
の定理からは宇宙のすべてが点状の領域にあったこと
になる．

ホース ほーす horse ①中石②と同義．馬石ともいう．
②デュープレックスを構成するデュープレックス内の
小規模逆断層により境されるブロックのこと．

ポータブルコー
ン貫入試験

ぽーたぶるこーんか
んにゅうしけん

portable cone
penetration test

サウンディング装置の中で最も軽量なポータブルコー
ンペネトロメータを使用してコーン支持力を求める試
験．

ポータブルコー
ンペネトロメー
タ

ぽーたぶるこーんぺ
ねとろめーた

portable cone
penetrometer

軽量のサウンディング装置．単管式と二重管式があ
る．一般に深さ5mまでの粘性土地盤が対象．



ポータブルドリ
ル

ぽーたぶるどりる portable drill ユニットのままで簡単に移動できる車輪付そりまたは
トラックマウント型の各種の大きさの掘削装置．

ホーチン斜めメ
ルカトール法

ほーちんななめめる
かとーるほう

Hotine Oblique Mercator
projection

メルカトール図法の変形．投影する円筒の傾きを人工
衛星軌道線に一致させて精度向上をはかる図法．

ポートヒューロ
ン亜氷期

ぽーとひゅーろんあ
ひょうき

Port Huron glacial
substage

約1.3万年前に生じたウィスコンシン氷期中の亜氷期の
一つ．

ホートンの法則 ほーとんのほうそく Horton's laws 水系に関し，谷の数・平均長・平均勾配・平均流域面
積に一定の幾何級数的関係があるとされる４法則．

ポーフィロクラ
スティック

ぽーふぃろくらす
てぃっく

porphyroclastic 圧砕作用を受けた岩石において，原岩の粗粒な結晶が
斑晶状に残存している組織の状態を表す．

ポーフィロブラ
スト

ぽーふぃろぶらすと porphyroblast 斑状変晶と同義．

ボーフォート統 ぼーふぉーととう Beaufort series 南アフリカのケープ地方に発達するペルム系上部～三
畳系下部の泥～頁岩優勢層．カルー層上部層．

ボーメの比重計 ぼーめのひじゅうけ
い

Baume's hydrometer うきばかりの一種．水よりも軽い液体に使用するもの
と，重い液体に使用するものとがある．ボーメ度で表
す．

ポーラスストー
ン

ぽーらすすとーん porous stone 砂粒子を焼き固めた空隙率の高い板で，透水性が良い
ことから土質試験で排水の必要な箇所に用いられる．
透水板ともいわれる．

ポーラスチップ
付間隙水圧計

ポーラスチップつき
かんげきすいあつけ
い

porous tip piezometer 間隙の圧力水頭を測定する為の計器．水の流入部分
（チップ）に多孔質の材料を用いて閉塞を防ぐ．

ポーラログラフ
法

ぽーらろぐらふほう polarography 水銀を滴下させるなど微小電極を用いた電気分解によ
り行う溶液の定性・定量分析法．

ボーリング ぼーりんぐ boring 土質・地質調査などで，掘削ツールスを使って地盤内
に孔を掘る方法または作業．

ボーリング機械 ぼーりんぐきかい boring machine ボーリングに必要な回転力・推進力を発生させる機
械．掘削方法には回転式と衝撃式のものがある．

ボーリングコア ぼーりんぐこあ borehole core ボ－リングにより採取される円柱状のサンプル．

ボーリング孔 ぼーりんぐこう borehole 資源探査や地盤・岩盤調査のため，試錐機でビットな
どを使って回転式で掘削された孔．試錐孔・ボアホー
ル・孔井ともいう．

ボーリング孔Ｋ
値

ぼーりんぐこうけい
ち

borehole K-value ボーリング孔内載荷試験において，圧力の増分を孔壁
の変位分で割った平均勾配を，ボーリングＫ値とい
う．



ボーリング孔内
載荷試験

ぼーりんぐこうない
さいかしけん

borehole loading test 孔内水平載荷試験と同義．

ボーリング孔内
横方向載荷試験

ほーりんぐこうない
よこほうこうさいか
しけん

borehole lateral load
test

孔内水平載荷試験と同義．

ボーリング柱状
図

ぼーりんぐちゅう
じょうず

boring log ボーリングで採取した試料の観察結果，土質試験結
果，孔内での原位置試験結果などを取りまとめたも
の．

ボーリング調査 ぼーりんぐちょうさ boring survey ボ－リングを用いて地中の状態を確認する調査手法．
各種の地盤調査や地質調査に多用される．

ボーリング泥水 ぼーりんぐでいすい drilling mud 掘削用泥水と同義．

ボーリングポン
プ

ぼーりんぐぽんぷ boring pump 掘削器具の冷却と掘りくずの排除を行う掘削用水を
ボーリングの孔底まで圧送するためのポンプ．

ボーリングロッ
ド

ぼーりんぐろっど drilling rod ボーリング機械による回転と推力を掘削の先端のビッ
トに伝えるための鋼管．掘削用水の通路ともなる．

ポールダイアグ
ラム

ぽーるだいあぐらむ pole diagram 面構造を統計的に処理するために，ステレオネット上
に投影した面構造の極の分布を表したダイアグラム．

ポールダイポー
ル法

ぽーるだいほーるほ
う

pole-dipole method 三電極を移動して測定する方法で，電気探査（比抵抗
法）における測定方法の一つ．三極法ともいう．

ポールダイポー
ル法配置

ぽーるだいぽーるほ
うはいち

pole-dipole array 電気探査において，エルトラン配置における外側の電
流電極を無限遠に固定した電極の配置法．

ボールミル ぼーるみる ball mill 製砂・微粉製造機．ドラム内に鋼製のボールを多数入
れ，原材料と合わせて回転させることにより砂および
微粉を製造する機械．

捕獲岩 ほかくがん xenolith 火成岩が生成する際に取り込まれた，母岩と成因を異
にする外来岩片～礫．広義には母岩と成因的に同源の
こともある．

母岩 ぼがん country rock, host rock,
parent rock

①鉱床を胚胎する岩石．
②貫入岩体に対する被貫入岩．
③土壌母材となった，新鮮な岩石．

母岩変質 ぼがんへんしつ wall rock alteration 鉱床形成時に行われる鉱床母岩の変質作用．一般に熱
水変質作用による母岩の変質をさすことが多い．

補間法 ほかんほう interpolation 内挿法といわれ，いくつかの測定値を使って測定しな
かった中間値を推定すること．

補強繊維 ほきょうせんい reinforcing fiber 曲げ強度，引張り強度などを向上させる目的で，コン
クリートに混入させる繊維．鋼・ガラス・プラスチッ
クなどの種類がある．



補強土 ほきょうど reinforced earth 盛土の安定化などを目的として金属製の帯状補強材と
土を交互に積み重ねたもの．

補強土工法 ほきょうどこうほう reinforced earth method 盛土の強度を高めるための工法で，盛土を薄く撒きだ
し，層間に帯鋼などの引張り補強材を挟み転圧する工
法．地山の切土において鉄筋・ロックボルトで補強す
る場合も補強土工法と呼ぶこともある．

補強土擁壁 ほきょうどようへき reinforced earth wall 粒状土に鋼材やジオテキスタイルなどの補強材を埋め
込むことによって土と補強材の集合体をつくり，これ
を積み重ねて擁壁としたもの．

補強盛土 ほきょうもりど reinforced embankment,
reinforced fill

盛土のり面の安定や変形の抑制を目的として，盛土内
に補強材を敷設する工法．

補強ロックフィ
ル

ほきょうろっくふぃ
る

reinforced rockfill 一時的越流に耐えられるよう，コンクリート，金網，
鉄筋などで補強を行った仮締切などのロックフィルダ
ム．

北松型地すべり ほくしょうがたじす
べり

the Hokusho type
landslide

長崎県北部の松浦半島一帯に発生している地すべりの
総称．キャップロック型・流れ盤型が多い．

北西太平洋海膨 ほくせいたいへいよ
うかいぼう

Northwest Pacific rise 太平洋北西部に存在する海膨．千島－カムチャッカ海
溝に平行して北東－南西方向にのびる海膨．シャツ
キー海膨ともいう．

北西太平洋海盆 ほくせいたいへいよ
うかいぼん

Northwest Pacific basin 日本海溝の東側に拡がる大洋性海盆．海洋性地殻を持
ち，西北西へ年約10cmの速度で移動．

北部北上帯 ほくぶきたかみたい Northern Kitakami belt 北上帯を斜めに横断する早池峰構造帯の北東側で，
ジュラ紀～白亜紀初期の付加体堆積物で形成された地
帯．これに対して南側は地層の堆積環境や時代が異な
り，南部北上帯と呼ばれている．

北米プレート ほくべいぷれーと North American plate 北極海と北極海に面するユーラシアプレート以外の大
陸および海域を含むプレート．日本近傍では，北海道
と東北日本は北米プレートに含まれる．

ポケットコンパ
ス

ぽけっとこんぱす pocket compass 小型のコンパスの一種で,概略の方位角を測定する機
器．探査測線を設定するための簡易測量などに用い
る．

ポケット式貫入
試験器

ぽけっとしきかん
にゅうしけんき

pocket penetrometer 粘土や軟岩に短いスチールロッドをあて，調整された
バネの反発により支持力を測定する携帯用試験器．

ポケットペネト
ロメータ

ぽけっとぺねとろ
めーた

pocket penetrometer ポケット式貫入試験器と同義．

匍行 ほこう creep クリープと同義．

匍行型地すべり ほこうがたじすべり creep type landslide 地すべりを運動様式の観点から分類したときの一タイ
プ．移動速度が極めて遅く，明らかなすべり面を持た
ない．クリープ型地すべりと同義．

匍行成 ほこうせい deluvial クリープが原因となる現象を表す接頭語．



保孔対策 ほこうたいさく measure of borehole
maintenance

孔口にガイドパイプ，孔中にケーシングを設置し，泥
水使用とセメント注入などによって孔壁を維持するこ
と．

保護段丘 ほごだんきゅう rock-defended terrace 基盤などの岩石によって，河川の側刻から保護された
堆積段丘．岩石保護段丘ともいう．

保護土層 ほごどそう protective layer 噴泥を防止するために，在来路盤土の不良箇所を良質
土に置き換える．この置き換えた土層を保護土層とい
う．

保護盛土 ほごもりど protection earth blanket トンネル坑口部の偏圧防止や土被りの薄い部分に設置
する盛土で土圧の均等化を目的に実施．

ほ痕 ほこん trail 地層に残された動物の匍跡（はいあと）を示す生痕化
石の一種で，連続的な線状形態を特徴とする．

母材 ぼざい parent material 土壌の生成過程における風化を受けて軟質となった物
質あるいは植物遺体の堆積物．土壌母材ともいう．

星状閃亜鉛鉱 ほしじょうせんあえ
んこう

zincblende star 黄銅鉱の(111)面に沿って閃亜鉛鉱が幾何学模様に配列
したもので，高温ゼノサーマル型鉱床などに多産す
る．

保湿容量 ほしつようりょう specific retention 土壌中に存在しうる吸着水の最大量で，土壌の乾燥質
量に対する水の質量で表される．

母集団 ぼしゅうだん population 各種データを統計処理する際に取り出す個々のデータ
に対して，そのもととなる母体集団をさす．

保守管理 ほしゅかんり maintenance 構造物あるいは機械設備などを良好な状態に保ち，そ
の機能を維持するために管理すること．

堡礁 ほしょう barrier reef 防波堤状に島の周囲を取り囲んでいるさんご(珊瑚)
礁．内礁とそれを囲む外礁，その間の礁湖からなって
いる．

補償面 ほしょうめん isostatic depth of
compensation

大きな密度のマントル上に小さな密度の地殻があると
するとき，地殻の底面または浮力の釣り合う位置．

補助曲線 ほじょきょくせん auxiliary curve 垂直探査で多層構造を単純な等価層構造に置き換えて
解析する時の標準曲線と共有する補助的解析曲線．

補助工法 ほじょこうほう auxiliary method トンネル掘削に際して切羽の強度・止水性・掘削能率
向上などを目的に実施する補助的な工法．先受け・水
抜き・注入・圧気・凍結その他多数．

補助ベンチ付全
断面工法

ほじょべんちつきぜ
んだんめんこうほう

mini bench excavation
method

上半断面を３ｍほど先行させて上半・下半を同時に掘
削する工法．全断面工法と比較して切羽安定に効果が
あり全断面工法と同じ大型機械を使用することができ
る．

保水性 ほすいせい water retentivity, water
retention

土壌が水分を保持する能力．植物にとっては成長に有
効かつ吸収可能な水分を保つ力として評価される．山
間地では豪雨時の水害など災害防止の観点から評価さ
れる．



ポステル図法 ぽすてるずほう postell's projection 等距離天頂図法ともいう．原点から任意点までの正し
い距離と角度が図示されるが，原点以外ではひずむ．

ポストテンショ
ン方式

ぽすとてんしょんほ
うしき

post-tensioning system コンクリート硬化後にＰＣ鋼材に緊張力を加えコンク
リートと定着してプレストレスを加える方式．

補正Ｎ値 ほせいえぬち revised N-value 例えば，砂質土の液状化判定で粒度により補正をした
Ｎ値．試験方法やロッド長により修正したものは修正
Ｎ値と呼ぶことがある．

舗装 ほそう pavement 道路面の耐久性を高めるため，表層をコンクリート・
アスファルト・石材などで被覆すること．

舗装アスファル
ト

ほそうあすふぁると asphalt pavement アスファルト舗装用材料として用いられる．粗骨材・
細骨材・フィラー・アスファルトの４つの混合物．

歩測 ほそく pacing 歩いた歩数によって距離を求める方法．

細倉鉱山 ほそくらこうざん Hosokura mine 宮城県栗原郡鶯沢町にあった鉛・亜鉛・銀などを産出
する鉱山．中新世火山岩，泥岩中の浅～中熱水性鉱脈
鉱床．1987年閉山．

ポゾラン ぽぞらん pozzolan コンクリートの混和材の一種．天然産と人工のものが
あり，前者には火山灰・溶岩・珪藻土など，後者には
粘土や泥岩を熱処理したものがある．

ポゾラン反応 ぽぞらんはんのう pozzolanic reaction 活性なシリカおよびアルミナよりなるコンクリート混
和材が水和して，不溶性物質を生成し硬化する反応．

細呂木地すべり ほそろぎじすべり the Hosorogi landslide 1903年福井県内北部の細呂木で発生した地すべり．

ぼた ぼた debris ずりと同義．トンネル掘削時に発生する岩屑や土砂．
鉱山では低品位鉱石をさす．

保田石 ほたいし Hota ishi 千葉県安房郡鋸南町保田産の石材．凝灰岩で土木用に
使用．元名石と同義語．

ぼた石 ぼたいし Bota ishi 香川県高松市栗林町産の石材．新第三系安山岩質集塊
岩．土木用．

保田層群 ほたそうぐん Hota Group 千葉県房総半島南部に分布する新生界下部中新統．海
成で泥岩を主体とし，凝灰岩，砂岩，礫岩などをはさ
む．千葉県安房郡富山町を模式地とする．

ぼた山くずれ ぼたやまくずれ coal-sludge avalanche 石炭あるいは亜炭に係わる捨石を集積して出来た「ぼ
た山」が浸食を受け，土砂石礫が自然に流出する現
象．

ぼた山崩壊防止
区域

ぼたやまほうかいぼ
うしくいき

地すべり等防止法により指定された，ぼた山の崩壊を
防止するために管理を行う区域



蛍石 ほたるいし fluorite CaF2．立方晶系．硬度4．比重3.18．無色～緑～紫．紫

外線を受けたり，熱したりすると強い蛍光を発する鉱
物で，製鉄用融材・特殊ガラス原料などに利用され
る．

蛍石型構造 ほたるいしがたこう
ぞう

fluorite structure 立方晶系，Fm3mの空間群をもつ結晶構造でRX2の化学組
成が一般的．多くの二沸化物や二酸化物がとる構造．

牡丹石 ぼたんいし Botan ishi 福島県田村郡船引町，三春町産の石材．中生界はんれ
い岩（斑糲岩）．墓石，建築用材として使用．三春
石，鍋石と同義．

ボタンビット ぼたんびっと button bits 削岩機などに用いるビットの一つのタイプで，硬岩・
極硬岩用としてフラットな面に半球状の超硬チップを
多数埋め込んだもの．

北海道海膨 ほっかいどうかいぼ
う

Hokkaido rise 千島－カムチャッカ海溝の東約100～200kmを海溝に平
行して伸びる幅広い高まり．

北海道駒ケ岳 ほっかいどうこまが
たけ

Hokkaido Komagatake
volcano

北海道渡島半島の内浦湾南岸にある成層火山．歴史時
代の活動記録は1670年以来16～17回で周期的に山頂火
口で発生する．

北海道駒ケ岳
1929年噴火

ほっかいどうこまが
たけ1929ねんふんか

the 1929 Hokkaido
Komagatake eruption

1929年6月17日に発生した北海道駒ヶ岳の噴火．17日の

大噴火は，噴煙柱高度14㎞，降下軽石0.38㎞3，軽石流

0.15㎞3，火砕サージ0.004㎞3を発生させた．

北海道駒ケ岳噴
火

ほっかいどうこまが
たけふんか

the 1929 Hokkaido
Komagatake eruption

1929年6月17日の1日間の大噴火により噴煙柱高度14

㎞，降下軽石0.38㎞3，軽石流0.15㎞3，火砕サージ

0.004㎞3を発生させた．

北海道東方沖地
震

ほっかいどうとうほ
うおきじしん

the 1994 Hokkaido-Toho-
oki earthquake

1994年10月4日に北緯43.4度，東経147.7度，震源の深
さ23㎞を震央として発生したM8.1の地震．最大震度は
釧路，厚岸で震度6．津波を伴い択捉島から宮城県まで
被害が発生．正式名称は「平成6年（1994年）北海道東
方沖地震」．

北海道南西沖地
震

ほっかいどうなんせ
いおきじしん

the 1993 Hokkaido-
nansei-oki earthquake

1993年7月12日に北緯42.9度，東経144.4度，震源の深
さは35㎞を震央として発生したM7.8の地震．地震によ
る斜面崩壊と奥尻島を中心とした津波により甚大な被
害が発生した．奥尻島は30～80cm沈降した．正式名称
は「平成5年（1993年）北海道南西沖地震」．

北海盆地 ほっかいぼんち North Sea basin 第三紀初期の北海周辺地域に発達した沈降盆地．イギ
リス－フランス－ベルギー盆地ともいう．

北極海 ほっきょくかい Arctic ocean 北極を中心としてユーラシア・北アメリカ両大陸に囲
まれた海．大部分が一年の大半氷に覆われている．

北極褐色土 ほっきょくかっしょ
くど

Arctic brown soil 北極のツンドラ地帯の土壌で，排水良好で砂礫地に分
布する

ボックスカル
バート

ぼっくすかるばーと box culvert 道路・堤防などの築堤の下を横断する箱型の暗きょ
（暗渠）．場所打ちコンクリートまたはプレキャスト
コンクリート製．

ボッケフェルト
統

ぼっけふぇるととう Bokkeveld series 南アフリカのボッケフェルト地方に発達するデボン系
の砂岩頁岩互層．

ホットスポット ほっとすぽっと hot spot 高温のプルームを変化させるプレート下のマントル深
部に固定された点．プレートの移動速度を求める基準
点となる．



ホットスポット
説

ほっとすぽっとせつ hot spot hypothesis 深部マントルの固定した熱源により，定常的にプルー
ムが上昇する場所（ホットスポット）に火山活動が起
き，火山島が形成されるとする考え．

ホットプルーム ほっとぷるーむ hot plume 地球内部の温度不均質のうち，マントル内の核から地
球表面に向かって上昇する熱い物質の流れのこと．

ポテンシャル温
度

ぽてんしゃるおんど potential temperature 深さの変化に伴なう圧力変化による断熱温度勾配で示
す水温．マントルについても同様の考え方がある．

ポテンシャル水
頭

ぽてんしゃるすいと
う

potential head 流体ポテンシャルを重力加速度で除した水頭で水理水
頭とも呼ばれ，位置水頭と圧力水頭からなる．

ポテンショメー
タ

ぽてんしょめーた potentiometer 電位差計と同義.

ホドグラフ ほどぐらふ hodograph 移動する質点の速度ベクトルの先端が描く軌跡．

ホドグラム法 ほどぐらむほう hodograph method 二次元定常流などを解析する手法の一つ．運動を記述
するときに動きを表す速度ベクトルに着目する考え．

ポトシ型錫鉱床 ぽとしがたすずこう
しょう

potosi type tin deposit ボリビアのポトシからアンデス方向に9,000㎞以上続く
ボリビア錫鉱床帯に産する銀・錫の熱水鉱床．

ポドゾル ぽどぞる podzol 寒冷湿潤地帯の針葉樹林下に発達する成帯性土壌灰白
層．灰白色に漂白された層とその下の集積層が特徴．

ポドゾル化作用 ぽどぞるかさよう podzolization 土壌生成作用の一種で，表層土の中で最も移動しにく
い鉄，アルミニウムまで溶脱して下層に集積する作
用．

ポドゾル化ラテ
ライト性土

ぽどぞるからてらい
とせいど

podzolized lateritic
soil

湿潤熱帯の降雨林下に分布する成帯性土壌．ラテライ
ト性土壌の表層でポドゾル化作用が進んだ土壌．

ポドゾル性土壌 ぽどぞるせいどじょ
う

podzolic soil ポドゾル化作用を受けた土壌，粘土が移動，集積して
漂白層が認められるようになった土壌．

ボトムホールサ
ンプラ

ぼとむほーるさんぷ
ら

bottom hole sampler 孔底付近の液相試料を採取する器械．タイマーをセッ
トした時計式採取器で，一定時間後にバルブが閉じ，
試料が密閉される仕掛け．孔底試料採取器ともいう．

ボトムホールテ
ンペラチャー

ぼとむほーるてんぺ
らちゃー

bottom-hole temperature ボーリング孔底またはその付近の岩盤あるいは媒体の
温度．

ボトムホールプ
レッシャー

ぼとむほーるぷれっ
しゃー

bottom-hole pressure 孔井底部の流体圧力のことで，密閉孔底圧 ，産出孔底
圧などがある．原油・ガス層の産出テストの一環とし
て測定される．

ボトルガス ぼとるがす bottle gas 揮発性炭化水素を加圧下で水素やメタンと混合したガ
スの総称．プロパン・ブタン・ＬＰガスなどが一般
的．



骨組構造 ほねぐみこうぞう soil structure 土壌構造と同義．

骨組構造解析 ほねぐみこうぞうか
いせき

frame structure analysis 構造物の構成要素をソリッドな棒状材にモデル化した
構造解析．

ポノール ぽのーる ponor, swallet, sink,
swallow hole

地表水が吸い込まれて地下水系に入る入り口．ドリー
ネの底や，ポリエの末端で地表水が流入する場所に分
布する．

母分散 ぼぶんさん population variance 統計処理上で，個々のデータと母集団の平均値との差
を２乗したものの算術平均．

母平均 ぼへいきん population mean 母集団から取り出した個々のデータを単純に算術平均
したもので，母集団の統計学的特徴を充分にあらわし
た平均値．

ボヘミア地塊 ぼへみあちかい Bohemian massif バリスカン山地の一つで，チェコ南西部を中心に約
300km四方に広がる．先バリスカンの岩石も多く存在す
る．

ポメラニア亜氷
期

ぽめらにああひょう
き

Pommeranian stadial ウルム氷期の中期と後期の境界に当たる，約1.6万年前
に生じた亜氷期．

ホモエレクトス ほもえれくとす Homo erectus 更新世前期から中期にかけて生存した猿人に続く進化
段階の化石人類，原人，ジャワ原人，北京原人など．
言葉や石器を使用．

ホモグラフィッ
ク図法

ほもぐらふぃっくず
ほう

homographic projection 地図投影の擬円柱図法の一つで，長軸と短軸の比が２
対１の楕円からなる正積の図法．縁辺ほどひずみは大
きいが作図は容易．緯線は平行直線，経線は楕円で示
される．ホモグラフ図法，モルワイデ図法ともいう．

ホモグラフ図法 ほもぐらふずほう homographic projection ホモグラフィック図法と同義．

ホモタクチック
ファブリック

ほもたくちっくふぁ
ぶりっく

homotactic fabric 一つの岩石を構成する全ての部分ファブリックの対称
要素が一致するような岩石組織．

ホモハビリス ほもはびりす Homo habilis 鮮新世末期から更新世初頭にかけてアフリカに生存し
た原人（ホモエレクトス）よりも古い化石人類．

保有水 ほゆうすい unfree water 土中水のうち，地下水・重力水以外の水で，土中の間
隙あるいは土粒子表面に保有されている水分．

洞川大理石 ほらがわだいりせき Horagawa marble 奈良県吉野郡天川村産の石材．白色の大理石で装飾材
に使用．

掘井戸 ほりいど dug well 機械を使用しないで，人間の手で掘った井戸．一般に
井戸口径は1m程度で，深度は十数ｍ以内が多い．

ポリエ ぽりえ polje カルスト地域内の凹地で，その底面積は100～数百km2と
大きい．



堀切石 ほりきりいし Horikiri ishi 福島県安達郡本宮町堀切に産する第四系更新統の安山
岩．

掘切法 ほりきりほう horikiri method 軟石を採取する方法で，切込み法と同義語．石材の所
要寸面の周囲につるはしで溝を切込み，底面に楔など
を打込んで石材を採取する方法．

掘屑 ほりくず cuttings, slime ボーリング掘進中に，ビットの切削作用によって生ず
る岩石などの削りくず．スライムと同義語．

ポリクリナル褶
曲

ぽりくりなるしゅう
きょく

polyclinal fold 褶曲軸面の傾斜は異なるが，褶曲軸面の方向が同じで
ある一群の褶曲．

掘込法 ほりこみほう horikomi ho 板状の石材を採る方法．節理面などに挿込んだ鉄楔で
石材を取巻き，四方から一斉に打込んで切り離す方
法．掘切法と同義．

ポリゴン ぽりごん polygon ①面のこと．直線で囲まれた多角形．
②ベクタデータを構成する要素の一つ．

掘下げポンプ ほりさげぽんぷ sinking pump 立坑や斜坑の掘下げ掘進の際に使われる可搬式の小型
ポンプ．ウインチや小型巻上機などでつるされて使用
される．

掘抜井戸 ほりぬきいど artesian well 被圧井戸と同義．

ポリマ ぽりま polymer 水溶性高分子のこと．孔壁の安定を保つ安定液などに
使用される．ポリマ系安定液は耐塩性がある．また，
コンクリート混和剤として用いると水密性や，曲げ強
度の増大などに効果がある．

ポリマー含浸率 ぽりまーがんしんり
つ

polymer loading ポリマー含浸コンクリート（モルタル）に含まれるポ
リマーの量の比率．

ポリマーコンク
リート

ぽりまーこんくりー
と

polymer concrete 結合材としてポリマーまたはポリマーとセメントを用
いたコンクリート．強度・防水性などが改良．

ポリマー混和剤 ぽりまーこんわざい polymer admixture モルタルやコンクリートに用いられる高分子混和剤
で，防水性，付着性，耐磨耗性などが向上．

ポリマーセメン
トコンクリート

ぽりまーせめんとこ
んくりーと

polymer cement concrete 結合材としてポリマーとセメントを用いたコンクリー
ト．

ポリマーセメン
ト比

ぽりまーせめんとひ polymer-cement ratio ポリマーセメントコンクリートにおけるセメント重量
に対するポリマー固形分の重量の割合．

保留水 ほりゅうすい retention water 地層や土壌中の間隙にある水が排水された後，そこに
保留されている水．排水された水は浸出水と呼ぶ．

ホルスタイン間
氷期

ほるすたいんかん
ぴょうき

Holstein interglacial
stage

北欧のエルスター氷期とザール氷期の間の温暖期．ア
ルプスのミンデル－リス間氷期に相当．



ホルスト ほるすと horst 地塁と同義．沈降帯中で沈降が遅れて，ほぼ平行な複
数の断層で切れて相対的に上昇した狭長な凸地．地塁
と地溝は伴って発生する場合が多い．

ボルダー ぼるだー boulder 巨礫と同義．

ボルダークレー ぼるだーくれー boulder clay 氷河によって生成された，巨礫まじりの硬く締った粘
土．一般に成層していない．

ポルトランドセ
メント

ぽるとらんどせめん
と

portland cement 普通ポルトランドセメントと同義．

ポルトランドポ
ゾランセメント

ぽるとらんどぽぞら
んせめんと

portland pozzolan cement セメントに珪酸白土，珪藻土，火山灰などのシリカ質
粉末を混ぜたセメント．セメントの水和反応によって
生ずる発熱を緩和できる．

ボルン近似 ぼるんきんじ Born approximation 地震波トモグラフィの解析時において，波動方程式を
解く際に用いる数学的近似の一つ．

ホルンフェルス ほるんふぇるす hornfels 塊状緻密に再結晶した接触変成岩．花崗岩の周囲に生
成することが多い．泥質岩源以外にも用いられる．

ホルンフェルス
状

ほるんふぇるすじょ
う

hornfelsic 結晶の大きさがほぼ等しい変成組織．接触変成岩に多
く，モザイク・グラノプラスチックと同義．

ホルンフェルス
相

ほるんふぇるすそう hornfels facies 高温低圧の変成相．単独にホルンフェルス相と呼ばれ
る鉱物相はなく，輝石など鉱物名が冠に付けられる．

ホルンブレンド
ホルンフェルス
相

ほるんぶれんどほる
んふぇるすそう

hornblende hornfels
facies

接触変成作用で生じる高温低圧の変成相．角閃石を含
み，花崗岩のまわりの接触変成帯はこれに属すること
が多い．

ボレアル期 ぼれあるき Boreal time 約10,000～8,500年前の冷温・乾燥期．後氷期の気候変
化と植生変化との関連で設定された．

ボロウデール火
山岩類

ぼろうでーるかざん
がんるい

Borrowdale volcanic
series

イングランド北西部（湖水地方）に分布するオルドビ
ス系火山岩．主に安山岩・流紋岩の溶岩・火山砕屑岩
からなる．

ホローグラビ
ティダム

ほろーぐらびてぃだ
む

hollow gravity dam 中空重力式コンクリートダムと同義．

ホログラフィー
法

ほろぐらふぃーほう holography method 反射法地震探査の一種で，波の干渉あるいは回折現象
を利用して地下構造を三次元的に表現する手法．

ホログラム ほろぐらむ hologram 光波の位相と振幅が同時に記録された特殊な写真乾
板．位相の均一な光により立体像を再現できる．

ホログラム法 ほろぐらむほう hologram method ホログラフィー法と同義．



ポロコッペの原
理

ぽろこっぺのげんり Porro-Koppe's principle 同一の光学系を介した対象と結像には光学的に可逆性
があるという原理．イタリアのPorroとドイツのKoppe
が発見．

ポロシメータ ぽろしめーた porosimetry apparatus 岩石中や土中の間隙径分布を測定する装置．

ポロシリ氷期 ぽろしりひょうき Poroshiri glacial stage 日高山脈における氷河地形を形成した時期のうち，古
い時期の方を呼ぶ．山岳氷河が発達した時期．

幌内層 ぽろないそう Poronai Formation 北海道中央南部に広く分布する新生界始新～下部漸新
統．三笠市幾春別川支流幌内沢を模式地とする．海成
で無層理のシルト岩を主体とし凝灰岩層を挟む．

幌別石 ほろべついし horobetsuite (Bi,Sb)2S3．北海道幌別鉱山のイオウ鉱床に産出する．

輝安鉱と輝蒼鉛鉱の固溶体．幌別鉱ともいう．現在は
独立種とされていない．

幌満かんらん岩
体（幌満橄欖岩
体）

ほろまんかんらんが
んたい

Horoman peridotite
complex

北海道日高山脈南部のアポイ岳周辺に分布する日高変
成帯中のかんらん岩（橄欖岩）体．

ボロン交代作用 ぼろんこうたいさよ
う

boron metasomatism ホウ素を含む鉱物（電気石・斧石・ダイライトなど）
が花崗岩体の周辺やその内部に濃集する作用．

ホワイトスモー
カー

ほわいとすもーかー white smoker 熱水噴出煙突（チムニー）先端から高温の熱水ととも
に白煙状に噴出する硫酸塩・珪酸塩・シリカなど．

淮南運動 ほわいなんうんどう Huainanian movement 中国大陸東部の石炭紀ビゼー世とモスクワ世の間の地
殻変動．この運動はズデーテン褶曲時相に相当．

ホン ほん phon 騒音の単位,または騒音の大きさ.

本源玄武岩 ほんげんげんぶがん primary basalt マントル上部で発生した玄武岩質本源マグマが，ほと
んど分化せずに地表付近に噴出し固結した玄武岩．

本源マグマ ほんげんまぐま parental magma 分化作用によって多様なマグマが生じるが，それら一
連のマグマの起源となるマントル物質の溶融でできる
マグマ．

本坑 ほんこう main tunnel 工事目的の主体をなすトンネル．

本郷石 ほんごういし Hongo ishi 静岡県下田市本郷産の石材．新第三系凝灰質砂岩で建
築用・墓石・砥石に使用．

本河内石 ほんこうちいし Honkochi ishi 長崎市本河内町産の石材．新第三紀角閃石両輝石安山
岩．船蔵石と同質．

本小松石 ほんこまついし Honkomatsu ishi 神奈川県足柄下郡真鶴町産の石材．更新統両輝石安山
岩．墓石，港湾基礎材，石垣，造園用などに使用．



本更紗 ほんさらさ Honsarasa 赤坂大理石のうち，白・黄・赤色などの方解石または
鉄分に富む黄赤色粘土質でこう結（膠結）された多彩
なもの．

本質 ほんしつ essential 火山砕屑物を構成する物質のうち，マグマから直接固
結したものであることを示す形容詞．

本質鉱物 ほんしつこうぶつ essential mineral マグマから直接由来した鉱物で，火口から放出される
時の形態にかかわらず，マグマが直接固結したもの．

本州区 ほんしゅうく Honshu major belt 地向斜造山論に基づく日本列島の地質構造区分におけ
る本州地域．

本州弧 ほんしゅうこ Honshu arc 日本列島周辺の大地形を概観すると，弧状の本州部分
は一つの島弧として区分できる．この本州部分のこ
と．

本州四国連絡橋 ほんしゅうしこくれ
んらくきょう

connecting bridges
between Honshu and
Shikoku

本州と四国間の神戸～鳴門，児島～坂出，尾道～今治
の各ルートを結ぶ瀬戸内海横断橋梁．

本州四国連絡道
路

ほんしゅうしこくれ
んらくどうろ

Honshu-Shikoku Highway 本州と四国を橋梁で結ぶ神戸～鳴門，児島～坂出，尾
道～今治の３ルートの総称．

本州造山運動 ほんしゅうぞうざん
うんどう

Honshu orogenic movement 地向斜造山論における古生代末～中生代初めの本州地
向斜に発生したと考えられる造山運動．

本州地向斜 ほんしゅうちこう
しゃ

Honshu geosyncline 地向斜造山論における，シルル紀からペルム紀末期に
かけて，本州区に存在したと考えられている優地向
斜．

本州地背斜時代 ほんしゅうちはい
しゃじだい

Honshu geoanticlinal age 地向斜造山論における，三じょう紀（三畳紀）後期か
らジュラ紀中期頃の本州区が地背斜として独自性を
もっていた時代．

本州中軸深成帯
変成帯

ほんしゅうちゅうじ
くしんせいたいへん
せいたい

Honshu axial zone of
plutonism and
metamorphism

地向斜造山論における本州造山運動の中軸にあたる地
域で本州中軸帯ともいう．

盆状岩体 ぼんじょうがんたい lopolith 中央部が皿状にくぼんだ貫入岩体で，盆盤ともいう．
岩石は主にはんれい岩（斑糲岩）で，上・下方向に岩
が分化している．

盆状構造 ぼんじょうこうぞう basin structure まわりから，中央に向かって地層が傾く構造で盆地構
造ともいう.

本匠変成岩 ほんじょうへんせい
がん

Honjo metamorphic rock 大分県大野郡三重町南部の秩父累帯中に帯状に分布す
る変成岩類．グラニュライト・角閃岩が主体．

本震 ほんしん main shock 一連の地震活動中に起きた最大規模の地震，主震と呼
ぶこともある．

本ダム ほんだむ main dam 副ダムや脇ダムに対し，主となるダム堤体を区別する
場合に使用．主ダムともいう．



盆地構造 ぼんちこうぞう basin structure 盆状構造と同義.

本堤 ほんてい main levee 氾濫を直接防ぐもので，一般的には流れに沿って両岸
に作られる最も重要な堤防．

ボンヌ図法 ぼんぬずほう Bonne projection 正積図法の一つ．中緯度帯を表すには適するが，中央
経線から離れるに従って図のひずみが大きくなる．

盆盤 ぼんばん lopolith 盆状岩体と同義．

ポンピング現象 ぽんぴんぐげんしょ
う

pumping action コンクリート舗装下の路床土が車両走行の繰り返しに
よって泥土化し舗装のひび割れ部分から吹き出す現
象．

ポンプ圧送工法 ぽんぷあっそうこう
ほう

pumped concrete for dams ダムコンクリートをポンプで圧送する（ＰＣＤ）工
法．

ボンベ型地震計 ぼんべがたじしんけ
い

bombtype seismometer 高圧に耐えられる容器に収められた地震計．深井戸に
設置した場合でも，水圧が直接地震計に加わらない．

本巻 ほんまき permanent lining 仮巻きに対する本設の覆工．

本御影 ほんみかげ Honmikage 花崗岩，一部はんれい岩の石材名．近世に御影浜（神
戸市）から大阪に出荷されたことに由来して命名．

本村地すべり ほんむらじすべり the Honmura landslide 1972年に岡山県高梁市落合町本村で発生した地すべ
り．全壊3戸，半壊5戸とされる災害履歴がある．

マーカスウェー
ク海山群

まーかすうぇーくか
いざんぐん

Marcus-Wake seamounts 太平洋中央海山群の西半部分で，伊豆～小笠原海溝の
南端からマーカス島～ウェーク島までつづく海山群．

マーガライト土 まーがらいとど margalitic soil インドネシアに分布する熱帯黒色土で，塩基性火成岩
を母岩とし，多量のモンモリロナイトを含む粘土質土
壌．

マーケサス断裂
帯

まーけさすだんれつ
たい

Marquesas fracture zone 東太平洋海膨の西側腹部に存在する断裂帯．南緯10度
に沿って西経140度から120度まで東西方向に走る．

マーサルの粒子
破砕率

まーさるのりゅうし
はさいりつ

Marsal's particle break
rate

粒子破砕の程度を示す指標（ＢＭ）．その後，修正を
加えた修正破砕率（ＢＭ*）が提案されている．

マーシャル安定
度試験

まーしゃるあんてい
どしけん

Marshall stability test アスファルト混合物の力学試験の一つ．供試体を2枚の
円弧形載荷板に挟んで加圧する．

マーストリヒト
階

まーすとりひとかい Maastrichtian stage 国際対比の基準となる白亜系の最上部階で，模式地は
オランダ南東部のマーストリヒト．6,500万年～7,400
万年前に相当．



マーチック衝上 まーちっくしょう
じょう

Martic overthrust アパラチア山脈で変成帯と非変成帯の境界をなすと推
定されている衝上断層．

馬平階 まーぴんとう Mapingian stage 中国湖北省南西部に分布する，石灰岩を代表的岩相と
する最上部石炭系～下部ペルム系の地層．

馬蘭黄土 まーらんおうど Malan loess 黄河中流地域に発達する，更新世後期のものと推定さ
れる黄土層の一つ．

馬蘭期 まーらんき Malan stage 中国の更新世後期の黄土期の後半で，馬蘭黄土が堆積
した時期．ウルム氷期およびリス－ウルム間氷期に対
比.

マール まーる maar 泥灰岩と同義．

マール まーる marl 爆発的噴火によりできた火口で，円形またはそれに近
い形態を示し，周辺に顕著な堆積物の丘が発達してい
ないもの．

マールバラ片岩 まーるばらへんがん Marlborough schist ニュージランド南島北東部に分布する片岩類

マイグレーショ
ン

まいぐれーしょん migration ①生物が食物，生息環境の変化，繁殖などに関連して
他の場所へ移動すること．分散ともいう．
②地震探査反射法や音波探査で得られる反射面の時間
軸上での位置を深度軸上での位置に移す解析上の一過
程．
③大陸成長説において新しい地向斜が古い安定した大
陸（クラトン）の外側へ順次できていくこと．

マイクロインジ
ケータ

まいくろいんじけー
た

microindicator ①微小な長さ（±20～100μm）の測定器の一つ．
②高速内燃機関の圧力を機械的に測定する装置．

マイクロウェー
ブドリル

まいくろうぇーぶど
りる

microwave drill マグネトロンによって極超短波を発生させ ，それを岩
石に照射して加熱し，表面を熱剥離させる掘削法．

マイクロ花崗岩 まいくろかこうがん microgranite 平均粒径が1～0.1mm程度で個々の鉱物が顕微鏡スケー
ルで発達する細粒な花崗岩.

マイクロキャリ
パー

まいくろきゃりぱー microcaliper マイクロ比抵抗検層とキャリパー検層とを同時に行う
ことができる検層．マイクロログキャリパーともい
う．

マイクロクーロ
ン

まいくろくーろん microcoulomb クーロンの百万分の１に等しい電荷の単位（μc)．

マイクロクラッ
キング

まいくろくらっきん
ぐ

microcracking 岩石，コンクリートなどに，顕微鏡的大きさの亀裂
（マイクロクラック）を生じること．

マイクロクラッ
ク

まいくろくらっく microcrack 顕微鏡的スケールの割れ目．相対的に規模の小さな亀
裂・断裂・裂か（裂罅）の総称．

マイクログラ
ビィティー

まいくろぐらび
てぃー

microgravity 高精度の軽量重力計を用いて，地中の空洞や埋没した
基盤面の形状を探査する重力探査法．



マイクログラ
フィック

まいくろぐらふぃっ
く

micrographic, implicated
micropegmatitic

長石（通常カリ長石）と石英の連晶がおりなす顕微鏡
的な規模の構造．文象構造（くさび形文字状の構造）
と同義．

マイクロ検層 まいくろけんそう micrologging 電気検層の一つ．数cmの短い電極間隔で，ボーリング
孔壁地盤の比抵抗値を測定する方法．

マイクロ指向式
検層

まいくろしこうしき
けんそう

microfocused logging マイクロ比抵抗検層を指向式にしたもの．低比抵抗の
泥水が使用された場合に適する．

マイクロ重力測
定

まいくろじゅうりょ
くそくてい

microgravimetry 数十マイクロガル級の微少な重力変化を解析する重力
探査法．地下浅部の微細構造解明を行うのに用いる．

マイクロスフェ
リカル検層

まいくろすふぇりか
るけんそう

microspherically focused
logging

泥水置換領域を測定する比抵抗検層．電極配置を変え
ることができるので，地盤条件に合った測定が可能．

マイクロゾーニ
ング

まいくろぞーにんぐ microzoning 液状化マップなど，特定地域の地震活動度や地盤条件
を考慮して細かく地域区分を行うサイスミックゾーニ
ングの一種．

マイクロ波 まいくろは microwave 電磁波の一種．波長0.3～30cm．リモートセンシングで
は雲を透過する性質を利用し地形測量等に利用．

マイクロ波映像
レーダー

まいくろはえいぞう
れーだー

microwave imaging radar マイクロ波帯の電波により得られる二次元映像を利用
するレーダー．写真より高低感が強く，判読が容易．

マイクロ波高度
計

まいくろはこうどけ
い

microwave altimeter 海面の波高（高度）を数cmの精度で測定することを目
的としたセンサ．

マイクロ波散乱
計

まいくろはさんらん
けい

microwave scatterometer 異方向から海面の散乱断面積を観測して，海上風ベク
トルを高精度で測定するセンサ．

マイクロ波セン
サ

まいくろはせんさ microwave sensor 能動型リモートセンシングで使用されるセンサで数cm
～ 数十cmのマイクロ波域が利用される．

マイクロ波放射
計

まいくろはほうしゃ
けい

microwave radiometer マイクロ波帯域の放射エネルギーを捉えるセンサで，
物体からの熱放射絶対量を測定する．

マイクロ波リ
モートセンシン
グ

まいくろはりもーと
せんしんぐ

microwave remote sensing マイクロ波を用いた遠隔探査手法の呼称．マイクロ波
を用いる利点は，天候に左右されない点があげられ
る．

マイクロ波レー
ダー

まいくろはれーだー microwave radar マイクロ波を用いたレーダー．マイクロ波が対象物の
種類や表面粗さなどにより変化する特徴を利用．

マイクロ比抵抗
検層

まいくろひていこう
けんそう

micro resistivity
logging

比抵抗検層の一種．狭い間隔で電極を装着したパッド
を孔壁に圧着し，孔壁付近の地層の比抵抗を計測す
る．

マイクロプレー
ト

まいくろぷれーと microplate 巨視的なプレートの動きでは説明できない内陸部の地
殻運動を理解するため想定されたプレート分割モデ
ル．



マイクロペグマ
タイト

まいくろぺぐまたい
と

micropegmatite 種々の火成岩の石基にみられる岩組織で，ペグマタイ
トにおけるカリ長石と石英の文象構造が顕微鏡的規模
で発達したもの．

マイクロベンチ
工法

まいくろべんちこう
ほう

micro bench tunneling
method

トンネルの補助ベンチ付全断面掘削工法．ベンチ長は
２～４ｍ程度で上・下半を併進させる．全断面では安
定しないが比較的安定した地山に適用される．

マイクロメータ まいくろめーた micrometer ①長さの単位の1つ．1メートルの100万分の1の長さ．
②変位計，測微計．

マイクロライト まいくろらいと microlite 火成岩中の短冊状・針状の結晶で，顕微鏡サイズのも
の．別名は微晶．

マイクロラテロ
検層

まいくろらてろけん
そう

microlatero logging マイクロ検層の欠点を改良したもので，測定電流を地
層方向に収束させるようにしたもの．

マイクロラテロ
ログ

まいくろらてろろぐ microlaterolog マイクロラテロ検層と同義．

マイクロログ まいくろろぐ microlog マイクロ比抵抗検層と同義．シュランベルジャー社の
商品名．

迷子石 まいごいし erratic boulder, erratic
block

氷河の流動・運搬作用により遠方よりもたらされた異
地性の石や礫で，付近の基盤岩と種類を異にするも
の．

埋積谷 まいせきこく waste-filled valley 堆積物によって厚く埋められた河谷．浸食作用の停止
にともない運搬物質が急速に堆積して形成される．

埋積作用 まいせきさよう aggradation 地形の平坦化作用の一つで，陸上や海底の起伏を砕屑
物で埋めていく作用．

埋積段丘 まいせきだんきゅう accumulation terrace 堆積段丘と同義．

埋積物 まいせきぶつ fills 陸上や海底の起伏の凹部を埋める堆積物．

埋積物浸食段丘 まいせきぶつしん
しょくだんきゅう

fill strath terrace 谷を厚く埋積した地層を浸食して，薄い礫層がおおっ
ている浸食段丘の一種．

埋積物頂面段丘 まいせきぶつちょう
めんだんきゅう

fill top terrace 段丘面が谷を厚く埋積した地層の堆積面そのものであ
る段丘．

埋積盆地 まいせきぼんち buried basin, waste-
filled basin

盆地が，周辺山地から供給される岩屑によって埋積さ
れた場合に埋積盆地という．

埋設型ゲージ まいせつがたげーじ buried gauge 主にコンクリート構造物に埋め込み，応力やひずみの
測定に用いるひずみゲージ．プラスチックなどで被覆
し板状や円筒状に成形されている．



埋設管 まいせつかん buried pipe 水・都市ガスなどの各種エネルギー，通信などの情報
を輸送する目的で，地中に直接埋設される管．

埋設ゲージ法 まいせつげーじほう borehole deformation
method

応力解放法による初期応力測定法の一つ．小口径の
ボーリング孔内に８成分のひずみゲージ（孔軸直交面
内４成分，孔軸斜交方向４成分）をセメントミルクで
埋設し，大口径のオーバーコアリングを行う．

埋設工 まいせつこう buried works 蛇かご埋設工などの山腹基礎工の一種．斜面土砂の崩
落を防止するために埋土中に設けられた山腹土留工．

埋設物 まいせつぶつ buried deposit 地中に埋められているもの．地下浅所のものは土木工
事時の調査対象となり，浅部物理探査が利用される．

埋設物調査 まいせつぶつちょう
さ

investigation for buried
structure

地盤中に埋設した人工物の調査.探査を主体とする間接
方法と，掘削による直接方法に区分される．

埋蔵岩量 まいぞうがんりょう rock reserves 地表下に存在する未採掘岩石の総量の賦存量（理論埋
蔵岩量）と可採埋蔵量と通常分けて表現する．

埋蔵鉱量 まいぞうこうりょう reserve, resource, ore
reserves

ＵＳＧＳ（米国地質調査所）によって一般化された資
源（経済対象となる有用物質濃集体 ）量分類の一つ．
地質学的確実度と経済性の組み合わせにより評価され
ており，経済性があり，かつ確認されている有用物質
濃集体を埋蔵鉱量としている．

埋蔵炭量 まいぞうたんりょう coal reserves 地下に埋蔵されている石炭の量．理論的に石炭の体積
×比重で計算される．

埋蔵文化財 まいぞうぶんかざい buried cultural
properties

地下や湖底などから発見される石器，土器，住居跡，
墓地などの文化財．

埋蔵量 まいぞうりょう reserve, resource 鉱床が地下に埋蔵されている量．鉱床の体積×比重で
求められる．

マイター褶曲 まいたーしゅうきょ
く

miter fold 褶曲軸面がほぼ対称的に傾斜する褶曲．シェブロン褶
曲・キンク褶曲・尖頂褶曲とよばれるものの一種.

マイターボック
ス

まいたーぼっくす miter box 土の一軸圧縮試験などで供試体の端面成形に用いる道
具．円筒形を垂直方向に二つ割りしたもの．

マイタイ統 まいたいとう Maitai series ニュージーランドのネルソン市東方を模式地とする古
生代ペルム紀の地層．

舞鶴構造帯 まいづるこうぞうた
い

Maizuru tectonic belt 京都府舞鶴から広島県西部にかけて，ペルム系～三畳
系の地層（変成岩）がナップをなして分布する地質構
造帯．堆積岩類と超塩基性岩類からなる．

舞鶴帯 まいづるたい Maizuru belt, Maizuru
zone

舞鶴構造帯と同義．

舞出階 まいでかい Maide stage 南部北上山地に分布し，陸前高田市付近を模式地とす
る下部石炭系大平統の下部階．



埋没河川 まいぼつかせん buried channel 過去の河川の水路が，土石流，火砕流などによって埋
没された河川の痕跡を示すもの．ダム建設・トンネル
建設などにおいて注意を要する．

埋没群集 まいぼつぐんしゅう taphocoenosis 化石化していない生物遺骸またはその生痕が堆積物中
に埋積された群集．主に内生型底生動物で構成され
る．

埋没谷 まいぼつこく buried valley 埋積谷と同義．

埋没砂丘 まいぼつさきゅう buried dune 成長をやめた古い砂丘が，再び砂丘を形成する条件と
なったため新しい砂堆で覆われたもの．

埋没史 まいぼつし history of being buried 過去につくられた旧地形（特に谷地形など ）が埋没さ
れた過程．埋没の原因を気候の変化，氷河の消長，海
面変化などで究明する．

埋没段丘 まいぼつだんきゅう buried terrace 古い段丘が，ほぼそのまま新しい堆積物に埋積された
もの．

埋没地形 まいぼつちけい buried landforms 既成の地形がほとんど変化せずに新しい堆積物や火山
噴出物によって覆われ埋没したもの．

埋没土 まいぼつど buried soil 火山灰・地すべり堆積物・溶岩流などの新しい堆積物
に埋められた土壌.

埋没変成作用 まいぼつへんせいさ
よう

burial metamorphism 広域変成作用の一つ．堆積時より高い温度条件下の再
結晶を変成作用としたときの，続成作用との移化的段
階の変成作用で，変成岩特有の片状構造を示さない．

埋没林 まいぼつりん submerged forest 陸上に生育した森林が，そのまま埋められて残ってい
るもの．

まいまいず井戸 まいまいずいど maimaizu well 地表面をすり鉢状(直径20m～30m)に掘り下げ，その底
面からさらに穴(直径1.5m～２m)を掘り進め，地下水を
取水する井戸．

マイロナイト まいろないと mylonite 岩石が高い封圧下で著しい圧砕作用を受けて，微粒の
再結晶集合体に変わったもの．圧砕岩と同義．

マイロナイト化
作用

まいろないとかさよ
う

mylonitization 地下深部での圧砕作用による塑性変形を受けて構成鉱
物が動的再結晶を生じ，細粒化および多結晶化する作
用．

前浜 まえはま foreshore 砂浜海岸の低潮時の平均的な海面と浜との交線と，高
潮時の平均的な海面と浜との交線の間の波が砕けて遡
上する範囲の海浜の部分のこと．

マカダムローラ まかだむろーら macadam roller 鉄製の平滑胴ローラの自重で地盤を締固める機械であ
るロードローラのうち，軸と車輪が２軸４輪のもの．

巻上機 まきあげき hoist トンネル工事の斜坑や立坑において，工事機械・材
料・ずりなどを地上と坑底間で運搬するための機械．



巻上索 まきあげさく lifting rope ケーブルクレーンで，巻上げウインチによって，資機
材を上下移動するワイヤ．

巻厚 まきあつ thickness of lining トンネル覆工の厚さ．掘削面に凹凸があるため，設計
上必要な厚さをいう．

牧内地すべり まきうちじすべり the Makiuchi landslide 1966年9月17日に2回発生．松代群発地震が誘発した地
すべりで，亀裂から湧水が確認された．5戸12棟の民家
が倒壊したとされている．

牧ヶ洞断層 まきがほらだんそう Makigahora fault 岐阜県の神通川流域に密集する高洲・大原断層に属す
る断層の一つ．走向NE，長さ20㎞，確実度Ⅰ，活動度
Ａ～Ｂ級の右横ずれ断層．

巻出厚 まきだしあつ spreading depth 盛土・築堤を幾つかの水平層に分けて転圧する際の一
回の材料を敷き広げる厚さ．

巻立 まきたて lining 覆工と同義．

巻立コンクリー
ト

まきたてこんくりー
と

lining concrete 地山安定の確保，湧水や漏水の処理などを目的として
トンネル内を被覆するコンクリート構造体．一般的に
は無筋であるが内水圧の加わるトンネルでは鉄筋で補
強する．また坑口部や膨張性地山などでは荷重の変
化・偏圧によるクラックを防止するために鉄筋コンク
リートやSFRCが用いられる事もある．覆工コンクリー
トともいう．

牧野線 まきのせん Makino's line 西南日本と東北日本を分ける植物区系地理学上の地史
的な境界線．南半部は糸魚川－静岡構造線に一致．

槙峰鉱山 まきみねこうざん Makimine mine 宮崎県北方町にあった層状含銅硫化鉄鉱床鉱山．母岩
は四万十累層群の砂岩泥岩互層・黒色千枚岩で緑色岩
類・花崗斑岩を伴う．1967年閉山．

マクスウェル方
程式

まくすうぇるほうて
いしき

Maxwell`s equations 電磁気学の基本方程式の一つ．J.C.Maxwellが最初に提
出した．ＭＴ探査の解析理論に用いられる．

膜電位 まくでんい membrane potential 濃度の異なる電解液が膜を隔て対立するときに生じる
自然電位．坑井内の検層では浸透層の判別に利用され
る．

マグニチュード まぐにちゅーど magnitude of earthquake 地震の規模を表す単位．震央より距離100 km地点の地
震動最大振幅をμ単位で測定し,常用対数で表したも
の．

マグネシウム製
錬

まぐねしうむせいれ
ん

magnesium metallurgy マグネサイト・ドロマイト・水酸化マグネシウム・ま
たは苦汁（にがり）マグネシウムを取出す過程．

マグネトーテル
リック法

まぐねとーてるりっ
くほう

magnetotelluric method ＭＴ法と同義．

マグマ まぐま magma 地下に存在する高温・高圧による岩石の溶融体の総
称．冷却・固結すれば火成岩となる．岩しょう（岩
漿）ともいう．

マグマガス まぐまがす magma gas マグマ中に存在する揮発性物質．低温・低圧条件下に
なると火山性ガスとなる．



マグマ貫入 まぐまかんにゅう magmatic intrusion 地下のマグマが地殻弱所から既存の岩石内に入り込む
こと．冷却・固結すると貫入岩体となる．

マグマ貫入説 まぐまかんにゅうせ
つ

magma intrusion theory 地震発生の原因をマグマの地殻への貫入に求める説．
岩しょう（岩漿）爆発説ともいう．石本巳四雄が提唱
（1932）．

マグマ起源結晶
水

まぐまきげんけっ
しょうすい

magmatic water of
crystallization

マグマが固結する際に生じた残液を起源とし，結晶構
造中に一定の化合比をもって含まれる水．

マグマ系 まぐまけい magma series 本源マグマの分化過程で生じる一連のマグマ型の系
列．

マグマ系鉱床 まぐまけいこうしょ
う

magmatic deposit マグマ鉱床と同義語．

マグマ源鉱床 まぐまげんこうしょ
う

magmatic deposit マグマの分化作用に関連して形成される鉱床の総称．
火成鉱床ともいう．正マグマ鉱床，熱水成鉱床などが
ある．

マグマ鉱床 まぐまこうしょう magmatic deposit 鉱床の成因分類の一つ．堆積鉱床・変成鉱床と同列．
マグマ活動に成因的に関連して形成されるすべての鉱
床．正マグマ鉱床を単にマグマ鉱床と呼ぶことが多
く，多少混乱がある．

マグマ残液 まぐまざんえき residual magma マグマの結晶分化作用が進む際に存在する残液相．火
山岩の石基は分化作用のその時々の残液の化学組成を
示す．

マグマ水 まぐますい magmatic water マグマ残液から分離し，温度の低下によって生じた流
体．一般にマグマ中の有用元素が濃集している．

マグマ水蒸気爆
発

まぐますいじょうき
ばくはつ

phreatomagmatic eruption マグマと地下水の接触により生成された著しく体積膨
張した高圧水蒸気に起因する爆発的噴火．体積比で高
温マグマの30%程度になったときにもっとも激しい爆発
を起こす． マグマ水蒸気噴火ともいう．

マグマ水蒸気噴
火

まぐますいじょうき
ふんか

phreatomagmatic eruption マグマ水蒸気爆発と同義．

マグマ性ガス まぐませいがす magmatic gas マグマ中に存在する揮発性物質，またマグマを直接起
源とするガス．化学組成は水が大部分を占める．

マグマ性噴火 まぐませいふんか magmatic eruption マグマや火山ガスが比較的激しく地表に放出される噴
火．岩漿性噴火ともいう．

マグマ溜り まぐまだまり magma reservoir, magma
chamber

地下の1ヶ所で多量のマグマが蓄えられている部分．一
般に，火山の地下数㎞の浅所に存在する．

マグマ柱 まぐまちゅう magma column 活動中の火山において，地下のマグマ溜まりから噴火
口まで柱状に連続するマグマの状態．

マグマ同化作用 まぐまどうかさよう magmatic assimilation マグマが外部の物質と反応することにより，組織を変
化させる作用の総称．混成作用と同義．



マグマ熱 まぐまねつ magmatic heat マグマより供給される熱・エネルギー．

マグマのフロン
ト

まぐまのふろんと magmatic front プレート境界に当たる島弧地域に分布する火山性マグ
マの海溝側の縁辺部．

マグマの融食 まぐまのゆうしょく magmatic corrosion 鉱物がマグマと反応することによって溶けて行く現
象．例えば，マグマの中で斑晶が残液に溶け丸くなる
など．

マグマ爆発 まぐまばくはつ magmatic eruption マグマの上昇に伴う圧力低下，揮発成分の過飽和状態
によるマグマの急激な発泡を原因とする爆発的な噴
火．

マグマ発散物 まぐまはっさんぶつ magmatic emanation マグマの冷却過程でマグマから放出される揮発性，不
揮発性，水蒸気などの様々な物質．熱水やガスとして
放出される．

マグマ発生帯 まぐまはっせいたい magma generation zone 地球内部でマグマが発生する部分．マントル上部，中
央海嶺などがこれにあたる．

マグマ物質 まぐまぶっしつ magmatic substance,
magmatic matter

マグマを構成する物質の総称．主に溶融した珪酸塩お
よび揮発性ガスよりなる．

マグマ分化鉱床 まぐまぶんかこう
しょう

magmatic deposit 正マグマ期にマグマの結晶化・固化に伴って形成され
る鉱床の総称．正マグマ鉱床と同義．

マグマ分化作用 まぐまぶんかさよう magmatic differentiation あるマグマの組成が結晶の晶出などによって変化し，
種々の型の火成岩が形成されること．

枕崎台風 まくらざきたいふう Makurazaki typhoon 昭和20年9月17日～18日にかけて広島を中心とした西日
本全域に多大な被害をもたらした台風．

枕状角礫岩 まくらじょうかくれ
きがん

pillow breccia 玄武岩質の水中溶岩流の岩相の一種で，枕状溶岩の破
片からなる角礫岩．一種のハイアロクラスタイトのこ
と．マトリックスは玄武岩質凝灰岩．

枕状構造 まくらじょうこうぞ
う

pillow structure 玄武岩質など粘性の小さい溶岩にみられる構造で，楕
円体または枕に似た塊が積み重なった形状．

枕状溶岩 まくらじょうようが
ん

pillow lava 楕円体の団塊が集合した形態を示す溶岩流．水中（湿
地を含む）を流れた溶岩流に特徴的で，地層の上下判
定が可能．

マクロポア まくろぽあ macropore 土壌を構成する粘土粒子の凝集部分周辺の間隙の大き
さを示す区分で，比較的大きい（10μm以上）間隙のこ
と．

曲げ圧縮破壊 まげあっしゅくはか
い

bending compression
breaking

曲げ試験などで，梁供試体に曲げモーメントを与える
とき梁の凹部に生ずる圧縮応力による破壊．

曲げ応力 まげおうりょく bending stress 部材断面をたわませ曲率を増大させる応力．軸直交方
向の曲げモーメントに釣り合う直応力．



曲げ強度 まげきょうど bending strength 曲げを受けたときの破壊強さ．通常曲げ破壊係数（破
壊時の最大曲げモーメント／断面係数）で示される．

曲げ剛性 まげごうせい flexural rigidity ヤング係数Eと断面二次モーメントIの積EIで示され，
曲げモーメントによる部材の変形しやすさを表す．

曲げ試験 まげしけん bending test 棒状の岩石に曲げモーメントを与えて曲げ引張強度を
求める力学試験．引張強度は，試料の凸側の破断時に
おける応力から求まる．

曲げ褶曲作用 まげしゅうきょくさ
よう

bending folding 層状構造に直交する外力によって形成された褶曲．

曲げすべり まげすべり flexural slip 曲げ褶曲作用に伴い，層理面や面構造などに沿ってす
べりを生じてそのひずみを解消する現象．

曲げすべり褶曲 まげすべりしゅう
きょく

flexural slip fold 褶曲時に地層の境界面においてすべりを伴った曲げ褶
曲．一般にすべり面とすべり面の間の地層の厚さは変
化しない．フレキシュラル・スリップ褶曲ともいう．

曲げスリップ まげすりっぷ flexural slip 曲げすべりと同義．

曲げスリップ褶
曲

まげすりっぷしゅう
きょく

flexural slip fold 曲げすべり褶曲と同義．

曲げ引張破壊 まげひっぱりはかい bending tensile breaking 曲げ試験などで，梁供試体に曲げモーメントを与える
とき梁の凸部に生ずる引張応力による破壊．

曲げ疲労試験 まげひろうしけん bending fatigue test 部材に繰返し曲げ荷重を作用させたときの疲労特性を
調べる試験．

曲げモーメント まげもーめんと bending moment 部材を曲げようとするモーメント．部材の断面に働く
法線応力のモーメントの総和．

馬籠峠断層 まごめとうげだんそ
う

Magometoge fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，方向．長野県大桑村
から岐阜県中津川市にかけて木曽川左岸側に分布し延
長20㎞．

まさ まさ grus 花崗岩質の岩石が風化分解した砂で真砂と書くことも
ある．石英・長石を主とし，雲母・カオリン・褐鉄鉱
などを含む．砂婆（さば）ともいう．

まさ化作用 まさかさよう weathering of granite 花崗岩質の岩石が自然から受ける物理的および化学的
な要因により，風化分解して砂化する作用．

摩擦 まさつ friction 物体と物体が接し相対的に運動しようとするとき，そ
れを妨げる方向に働く力．

摩擦円 まさつえん friction circle 摩擦円法において，すべり円弧半径Rと内部摩擦角φに
より決定される，すべり円弧と同心の円．安全率1の
時，すべり面に作用する摩擦抵抗力の合力はこの円に
接する．



摩擦円法 まさつえんほう friction circle method 一様な斜面の安定計算に用いられる円弧すべり面法の
一種．分割法に比べて用いられる機会は少ない．

摩擦杭 まさつぐい friction pile 地盤の支持特性による基礎杭の一つ．支持層まで杭が
達せず，根入れ部分の摩擦抵抗で支持力を期待する
杭．

摩擦係数 まさつけいすう coefficient of friction 2物体間に働く摩擦力の大きさと垂直応力の大きさの
比．静止摩擦係数と動摩擦係数に区分される．

摩擦水頭 まさつすいとう friction head 流体が水路を流れる際の摩擦によって損失したエネル
ギー量を水柱高さで表したもの．

摩擦損失 まさつそんしつ friction loss 液体が固体と接することで両者の間の摩擦により失わ
れるエネルギー（損失水頭）．

マザッツァール
造山帯

まざっつぁーるぞう
ざんたい

Mazatzal orogenic belt アメリカ中央部（アリゾナ・ネバタ・コロラド・ワイ
オミング州）に広がる12～14億年前の造山帯．

摩擦定着方式
ロックボルト

まさつていちゃくが
たろっくぼると

friction bolt フリクション式ロックボルトと同義．

摩擦比 まさつひ friction ratio コーン貫入試験における周面摩擦と静的貫入抵抗の
比．

まさ土 まさど grus 花崗岩質の岩石および片麻岩などが風化した結果生じ
た残積土，およびこれからもたらされた崩積土．

マザマ火山灰 まざまかざんばい Mazama ash 北アメリカオレゴン州のカスケード山脈上に位置する
マザマ火山の爆発を源とする軽石層と火砕流堆積物．

マジェラン地向
斜

まじぇらんちこう
しゃ

Majellan geosyncline アンデス地域のパタゴニア地方フエゴ島の部分．海進
はジュラ紀に始まり火山活動は断続的に第三紀まで続
く．地向斜による造山論は現在あまり議論されていな
い．

増し支保工 まししほこう additional support トンネルの変形が収束しない場合に，内側に建込む補
強のための支保工．

馬下みかげ ましたみかげ Mashita mikage 新潟県北蒲原郡安田町産の石材．中生界黒雲母花崗岩
で土木・建築・墓石用．

増し吹き ましぶき reinforce shotcrete 当初設計の支保パターンではトンネルの変状が収束し
ない場合に追加施工する吹付けコンクリート

増しボルト ましぼると jump bolt 当初設計の支保パターンではトンネルの変状が収束し
ない場合に追加施工するロックボルト．

摩周火山灰層 ましゅうかざんばい
そう

Mashu pyroclastic
deposit

北海道の摩周火山を噴出源とする軽石・火山灰・火砕
流堆積物．火山の発達段階に応じ３期に区分される．



摩周カルデラ ましゅうかるでら Mashu caldera 北海道東部の屈斜路カルデラ東壁上に発生した直径7.5
×5.5kmのカルデラ．約7,000年前に火砕流を噴出して
形成された．

磨食 ましょく sand blust, corrasion 削磨ともいう．河流が谷壁や河底に作用し，機械的に
河道を破壊して削り去る作用．水流がそこに含まれる
砂粒や礫により河道を削除する作用．

マシンオーガー
ボーリング

ましんおーがーぼー
りんぐ

machine auger boring 掘進に機械を用いる大孔径のオーガーボーリング．

マスウェスティ
ング

ますうぇすてぃんぐ mass wasting マスムーブメントと同義．

マスカーブ ますかーぶ mass flow curve,
cumulative flow curve,
mass curve, summation
curve, integrated flow
curve

貯水池容量を検討するために,流入量を時間的に整理し
てプロットした累加曲線のこと．

マスケグ ますけぐ muskeg 泥炭の呼び名の一種でカナダの北西部やアラスカに分
布する．

マスコンクリー
ト

ますこんくりーと mass concrete コンクリートダムなどのように体積が大きくかつ大塊
状に施工されるコンクリート．

マストドン ますとどん Mastodonts 中新～更新世の長鼻類．ゾウ上科の一部の通称．現生
ゾウより四肢が短く，胴長のものが多い．

マスムーブメン
ト

ますむーぶめんと mass movement 地表を構成する物質が重力の作用で斜面下方へ移動す
ること．地すべり，土石流，落石，崩壊などの総称．

マスレーン亜間
氷期

ますれーんあかん
ぴょうき

Masurian interstadial フランクフルト亜氷期とポメラニア亜氷期との中間に
くるヴァイクゼル氷期中（約16,000年前）の温暖期．

間瀬石 まぜいし Maze ishi 新潟県西蒲原郡岩室村産の石材．新第三系粗粒玄武岩
および凝灰質砂岩．前者は石碑用，後者は土木用．

柵口地すべり ませぐちじすべり the Maseguchi landslide 1947年5月に新潟県能生町で発生．権現岳山麓の約
200haの土砂が流出し，能生川を埋没．多大の被害を与
えた．

柵口雪崩 ませぐちなだれ Maseguchi avalanche 1986年1月26日に新潟県能生町の権現岳で発生した表層
雪崩．1.5 ㎞を流れ下り，死者13人を出したとされて
いる．

マゼラン計画 まぜらんけいかく Magellan project 1989年５月に米国がスペースシャトルで打ち上げた金
星探査機による金星の近接観測計画．レーダーで地形
精査．

磨損率試験 まそんりつしけん abrasion test すりへり試験・磨耗試験と同義．

斑石 まだらいし madara ishi 蛇紋岩の石材名で竹葉石・笹目石ともいう．磁鉄鉱を
含むかんらん石（橄欖石）の結晶が竹の葉が散ったよ
うな模様を呈する．



町屋石 まちやいし Machiya ishi 茨城県常陸太田市産の石材．中生界かんらん岩（橄欖
岩）・蛇紋岩．装飾用，墓石用．斑石と同義．

摩天嶺系 まちょんりょんけい Machollyong system 朝鮮半島北部に分布する先カンブリア系．層厚は1,500
～2,000m．上・中・下の３部に分けられる．

松岩 まついわ Matsuiwa 炭層中に存在する石化木の呼称で，珪質化した珪化木
やドロマイト化した灰化木などがある．

松浦地すべり まつうらじすべり the Matsuura landslide 1951年2月に佐賀県伊万里市山代町で発生．区域40ha，
死者3名，埋没家屋28戸とされている．俗名”人形石山
地すべり”．

松浦砥 まつうらと Matsuurato 佐賀県東松浦郡厳木町産の石材．古第三系砂岩 ．厳木
石ともいう．

松岡石 まつおかいし Matsuoka ishi 石川県小松市産の石材．新第三系凝灰岩 ．建築（外
装）用，日華石ともいう．

松尾鉱山 まつおこうざん Matsuo mine 岩手県松尾村にあった日本最大の硫黄鉱山．茶臼火山
の複輝石安山岩溶岩・火砕岩を母岩とする鉱染交代鉱
床．1972年閉山．

松ヶ平変成岩 まつがたいらへんせ
いがん

Matsugataira metamorphic
rock

福島県相馬郡松ヶ平付近に分布する，泥質～珪質片岩
を主体に少量の緑色片岩を伴う変成岩．

松ヶ平－母体変
成帯

まつがたいらもたい
へんせいたい

Matsugataira-Motai
metamorphic belt

阿武隈山地東縁部～北上山地南西部に分布する泥質～
珪質片岩と緑色片岩からなる低温高圧型の変成帯．

松川地熱地帯 まつかわちねつちた
い

Matsukawa geothermal
area

岩手県松尾村の岩手火山群の一つ，丸森火山のカルデ
ラ内を南北に分断する構造線に沿う地熱地帯．

松川らの式 まつかわらのしき Matsukawa and others'
expression

土壌水分特性曲線を表す実験式．

マッキントッ
シュ式ボーリン
グ調査機器

まっきんとっしゅし
きぼーりんぐちょう
さきき

Mackintosh boring and
prospecting tool

深度毎の土の抵抗を求めるための携帯用の貫入試験装
置．

マックスウェル
の電磁方程式

まっくすうぇるので
んじほうていしき

Maxwell's
(electromagnetic)
equations

電磁気学の基礎方程式．電磁誘導や電流・磁気作用な
どをあらわす４つの方程式からなる．

マックスウェル
モデル

まっくすうぇるもで
る

Maxwell model 粘弾性挙動を示す物質（ある条件下の岩石など）の変
形現象を直列のバネとダッシュポットで表現したも
の．

マックセランド
型ピストンサン
プラ

まっくせらんどかた
ぴすとんさんぷら

McClelland piston
sampler

ピンがせん断されて，ピストンが急速に動くようにな
る圧力程度まで発動ピストンを保持するサンプラ．

松越地すべり まつごえじすべり the Matsugoe landslide 1984年9月の長野県西部地震（Ｍ6.8）で発生．長野県
王滝村の河岸段丘崖が21haにわたり崩落し泥流化し
た．



松島石 まつしまいし Matsushima ishi 宮城県宮城郡松島町産の石材．新第三系凝灰岩．装飾
用，門柱，敷石，石塀として使用．

松島階 まつしまかい Matsushiman stage 日本における三じょう系（三畳系）中部統の中部階
で，宮城県仙台市北東方の利府層を模式地とする．

松島砥 まつしまと Matsushimato 長崎県西彼杵郡大瀬戸町産の石材．古第三系砂岩．砥
石，石臼用に使用された．

松代群発地震 まつしろぐんぱつじ
しん

the Matsushiro
earthquake swarm

長野市松代町を中心として1965年8月3日以降約6年半に
亘って続いた群発地震．最大M5.4．有感地震回数６万
回以上．震源深さ10㎞以内．地震に伴った地すべりや
湧水が各所でみられた．

松代地震 まつしろじしん the Matsushiro
earthquakes

松代群発地震と同義.

松田の式 まつだのしき Matsuda's formula 断層の規模（Ｌ：長さ㎞）と地震の規模（Ｍ：マグニ
チュード）の関係を示す経験式．log L＝0.6M-2.9

末端 まったん tip 地すべり滑動によって生じた，地すべり堆の到達した
最も滑落崖から遠い部分．尖端ともいう．

末端線 まったんせん toe 地すべり滑動によって生じた，末端が旧地形と交わる
線のこと．尖端線ともいう．

マッドオーガー まっどおーがー mud auger 浅い，オーガー状のスパイラルの中にねじ込んだ，羽
根付のダイアモンドポイントビット．

マッドガス まっどがす mud gas 油田掘削中などに地層中から掘削泥水中に溶出するガ
ス．

マッドクラック まっどくらっく mud crack 未固結の泥質物が大気にさらされることにより乾燥・
収縮して泥の表面に形成される多角形ないしは亀甲形
の割れ目．干裂ともいう．

マッドケーキ まっどけーき mud cake 循環泥水中の水が孔隙性地層中に逸水するときに，孔
壁に堆積する泥とスライムの混合物．

マット工法 まっとこうほう foundation treatment
with base mat concrete

ダム基礎岩盤のせん断強度が十分でない場合に，岩盤
上の広い範囲にマット状のコンクリートを打設し，そ
の上に重力式ダムを構築する方法．

マッドスクリー
ン

まっどすくりーん mud screen 金網製のふるいを振動させて，泥水中の掘屑を除去す
る装置．シェールシェーカー (shale shaker）と同
義．

マッドドレイプ まっどどれいぷ mud drape 流水の速度が低下するとき，泥質分が沈降し，地形面
を薄く覆ってできる層．

松戸粘土層 まつどねんどそう Matsudo clay bed 下総台地などに分布する上部更新統の常総粘土層に対
比される粘土層．一部中～上部は風成の下末吉ローム
層となっている．



マッドバランス まっどばらんす mud balance 泥水の比重を測定する装置．一定容積の液体と較正
アームに沿って移動可能な重錘のバランスをとる仕組
み．

松之山地すべり まつのやまじすべり the Matsunoyama
landslide

1962年に新潟県東頸城郡松之山町で発生した大規模な
地すべり．人家および道路被害で有名．

松葉石 まつばいし Matsuba ishi 北上山地のペルム系叶倉統下半部の石灰質砂岩・砂質
泥岩中に多産する長さ2cm前後，直径2～3mmのフズリナ
化石．殻が溶けた印象化石が細長い棒状で松葉に似
る．

松葉牡丹石 まつばぼたんいし Matsubabotan ishi 福島県相馬市山上産の石材．中生界はんれい岩．黒み
かげで墓石・建築用．

マッピング まっぴんぐ mapping ある縮尺平面上に，地形，事象などを表現すること．
データがデジタルの場合は，デジタルマッピングとい
う．

マッフル炉 まっふるろ muffle furnace 炉の周囲に可燃性ガスを流すことにより間接的に加熱
する炉．

松前海釜 まつまえかいふ Matsumae
caldron(Matsumae
caldron)

北海道松前町南方沖約10kmの津軽海峡西方に位置する
海釜．最大水深は450m．

松山－伊万里構
造線

まつやまいまりこう
ぞうせん

Matsuyama-Imari tectonic
line

長崎三角地域の北縁に想定される構造線．瀬戸内系火
山岩類と三郡変成帯の境界と考えられているが実際の
露頭は無く，その所在や断層のセンスなどは不明．

マツヤマクロン まつやまくろん Matuyama chron 地磁気極性年代尺度の内，およそ250万年前から75万年
前までの磁極が逆転していた時期．以前は松山逆磁極
期と呼ばれた．

松山反転期 まつやまはんてんき Matuyama reversed epoch 標準地磁気層序年代の一つ．近年はマツヤマクロンと
呼ばれる．

マテリアルロッ
ク

まてりあるろっく material lock 圧気工法でトンネルを掘削する場合に，無圧気部と圧
気部との間に設置する材料やずり搬出入のための遮断
壁．

マトリックス まとりっくす matrix ①岩石中で造岩鉱物の斑晶の間隙を埋める基質部．
②混在岩・礫岩・礫層などのように粒径的に不均質な
材料からなる地質体中の基質部．

真名子石 まなごいし Manago ishi 栃木県上都賀郡西方町産の石材．中古生界粘板岩で中
砥石に使用．

マニフェスト まにふぇすと manifest 産業廃棄物管理票．産業廃棄物処理業者に委託する場
合，不法投棄の防止や適正な処理の確認のため，マニ
フェストの交付を義務付けられている．

マニフォールド
法

まにふぉーるどほう Manifold method 不連続体解析法の一つ．不連続面で構成されるブロッ
クの集合体の運動とブロック内部の応力・変形を同時
に求める．

マニング則 まにんぐそく Manning's rule 管水路，開水路における断面平均流速を与える実用公
式．水路の径深，動水勾配，粗度係数よりなる．



マニングの公式 まにんぐのこうしき Manning formula 水路における流速公式の一つ．

V＝(1/n)*(h2/3)*(I1/2)
V;平均流速 h;水深 I;水面勾配 n;粗度係数 ．

マヌス海盆 まぬすかいぼん Manus basin ニューブリテン島の北側，ビスマルク海の南部に発達
する背弧海盆．現在も拡大している海盆の一つ．

間の谷変成岩 まのたにへんせいが
ん

Manotani metamorphic
rock

熊本県中部矢部町間の谷山付近に分布する変成岩．黒
色片岩と緑色片岩を主とする．

マノメータ まのめーた manometer 圧力計．2点間の圧力差を水，アルコール，水銀などの
液体柱の高さの差として測定する装置．

マノメータ式間
隙水圧計

まのめーたしきかん
げきすいあつけい

manometer type
piezometer

マノメータにより圧力を測定する間隙水圧計.

間歩 まぶ 鉱山用語で坑道，特に横坑のこと，これが訛って「ま
んぼ」となり，横穴式の地下水集水施設の名称となっ
ている．

真吹法 まぶきほう mabuki process わが国古来の製銅法．地面に掘った地床に原料を入
れ，木炭を積み上げて土まんじゅうとし，風を吹き込
んで溶解し，粗銅を得る．

豆石 まめいし pisolite 径2～10mmの同心球状の多殻構造をもった球状粒子．石
灰質の場合には魚卵岩（oolith），凝灰質の場合には
火山豆石と呼ばれる．

豆砂利 まめじゃり pea gravel 直径2.5mm～10㎜程度の豆粒大の礫で，コンクリート吹
付けやトンネルの裏込材として使用される．

磨滅作用 まめつさよう attrition 流水・波浪・氷河などの営力により運搬されている岩
屑が，こすれあったり衝突して互いに細粒になる作
用．

磨滅耐久率 まめつたいきゅうり
つ

durability index 運搬中に受ける円磨作用に対する岩石や鉱物の抵抗の
度合い．耐久度ともいう．

磨耗硬さ まもうかたさ abrasion resistance 磨耗に対する強さの程度．

磨耗係数 まもうけいすう coefficient of
attrition,contrition

河床礫が河川を流下するのに伴い磨耗し粒径が減少す
る際の係数．ステンベルグ提唱の法則に現れる．

磨耗硬度 まもうこうど abrasion hardness すり減り磨耗に対する抵抗の大きさを表す尺度で，円
筒形供試体を研磨剤ですり減らして減量を測定する．

磨耗試験 まもうしけん abrasion test すりへり試験・磨損率試験と同義．

眉状断層崖 まゆじょうだんそう
がい

eyebrow scarp 活断層地形の一つ．横断面形が扁平なレンズ状を呈す
る扇状地を横切る低断層崖．



眉山崩れ まゆやまくずれ Mayuyama collapse 雲仙岳の東縁にあり，1792年にＭ6.4の地震で大崩壊．

崩土約0.34km2が島原海に入り津波を生じた．対岸の肥
後でも被害が多く死者は全体で約1万5千人，「島原大
変肥後迷惑」と呼ばれた．

マリアナ海溝 まりあなかいこう Mariana trench マリアナ諸島の東側に弧状に張り出した海溝．フィリ
ピン海プレートと太平洋プレートの境界をなす．ビー
チャジ海淵の水深11,034mは世界最深．

マリアナ弧 まりあなこ Mariana arc 北西太平洋とフィリピン海の境界をなす弧状列島．
東・中・西，３列のマリアナ海嶺からなる．

マリアナ舟状海
盆

まりあなしゅうじょ
うかいぼん

Mariana trough 西マリアナ海嶺と中マリアナ海嶺に挟まれた舟底状の
細長い海盆．中軸部付近の熱水噴出現象が知られてい
る．

マリアナ石灰岩 まりあなせっかいが
ん

Mariana limestone マリアナ諸島の海成段丘を構成する下部更新統の石灰
岩．無層理，多孔質であり，さんご（珊瑚）を多く含
む．

マリノア統 まりのあとう Marinoan series オーストラリア東南部に分布するアデレード系（先カ
ンブリア紀後期）の最上部統．主として粘板岩からな
る．

マリポーザ統 まりぽーざとう Mariposa series カリフォルニア州北部に分布する上部ジュラ紀の地
層．暗灰色・黒色粘板岩を主とする．

マリンスノー まりんすのー marine snow 海水中をゆっくりと沈降する粒子状物質の一種．プラ
ンクトンの遺骸などが凝集して粒子を構成する．

円孔ストレーナ まるあなすとれーな perforated strainer 坑井のストレーナで円孔を有するもの ．円孔の直径は
帯水層を構成する土粒子の約３倍までといわれてい
る．

マルコフ過程 まるこふかてい Markov process 確率過程の一つ．ある時点の生起確率が直前の一つの
事象に依存する過程．

マルチカメラ方
式

まるちかめらほうし
き

multicamera system マルチバンドカメラの一方式で，それぞれ異なる波長
帯域の透過フィルタを付けた複数台のカメラを用い
る．

マルチスペクト
ル写真

まるちすぺくとる
しゃしん

multispectral
photography

可視光から近赤外までを4～6の波長領域に分けてそれ
ぞれフィルタ付きのカメラで同時に撮影した写真.

マルチスペクト
ルスキャナ

まるちすぺくとるす
きゃな

multispectral scanner リモートセンシングで用いられる光学センサの一つ．
米国ランドサット衛星に搭載されており，４バンド利
用．

マルチチャンネ
ルアナライザー

まるちちゃんねるあ
ならいざー

multi-channel analyzer 地震探査などで多数のセンサからの信号を基に，リア
ルタイムに測定結果を出力する装置．

マルチナロー
ビーム音響測深
機

まるちなろーびーむ
おんきょうそくしん
き

multi-narrow-beam echo
sounder

船底から発振した超音波の反射音の方向を高精度で識
別し，船の両側の水深の3/4以上の幅にわたり，海底地
形を測定，作図するシステム．

マルチバンドカ
メラ

まるちばんどかめら multiband camera マルチスペクトルカメラともいう．複数の波長帯域に
分割して対象を撮影するカメラ．



マルチプルアー
チダム

まるちぷるあーちだ
む

multiple arch dam 遮水壁形状をアーチとし，これを連ねたバットレス型
式のダム．

マルチプルドー
ムダム

まるちぷるどーむだ
む

multiple dome dam 遮水壁形状をドーム型アーチとし，これを連ねたバッ
トレス型式のダム．

マルパッセダム まるぱっせだむ Malpasset dam フランス．アーチダム．1955年竣工．堤高66.5ｍ．基
礎岩盤の弱面に起因して1959年初の満水位時に決壊．
下流Frejusの街は濁流に呑み込まれ犠牲者は423名とさ
れる．岩盤力学発展の契機となった．

丸棒圧入試験 まるぼうあつにゅう
しけん

rod penetration test 径2㎜の軟鋼棒を一定速度で圧入し，破砕溝の体積と加
えたエネルギー量から岩石の力学特性を推定・把握す
る試験．

丸棒貫入試験 まるぼうかんにゅう
しけん

rod penetration test 丸棒圧入試験と同義．

丸み度 まるみど roundness 円磨度と同義．

丸み率 まるみりつ roundness 円磨度と同義．

マルム統 まるむとう Malm series 西ヨーロッパの海成ジュラ系を三分したうちの上部の
地層群．ジュラ山脈における白ジュラに相当する．

マレー断裂帯 まれーだんれつたい Murray fracture zone 南カリフォルニアからハワイにかけて伸びるトランス
フォーム断層．その長さは3,000kmにおよぶ．

マンカト亜氷期 まんかとあひょうき Mankato glacial substage 北米大陸の最終氷期であるウィスコンシン氷期に含ま
れる一亜氷期．約1.3万年前に生じる．

マンガン鉱床 まんがんこうしょう manganese ore deposit 日本のマンガン鉱床は，成因から堆積鉱床と熱水鉱床
とに分けられる．秩父中古生界の層状・レンズ状鉱
床，北海道～東北の中新統の鉱脈鉱床・層状鉱床が代
表的な鉱床．

マンガン鉱物
（土壌中の）

まんがんこうぶつ
（どじょうちゅう
の）

manganese minerals in
soils

土壌中に二次的に生成するマンガン鉱物は，黒紫色で
マンガン酸化物・水酸化物を主成分とし，非晶質であ
る．

マンガン団塊 まんがんだんかい manganese nodule,
pelagite

マンガンや鉄の酸化物を主成分とした海洋底の黒色団
塊状の沈殿･析出物質．マンガンノジュールと同義．

マンガンノ
ジュール

まんがんのじゅーる manganese nodule 深海底に広く分布する二酸化マンガンの黒色塊状沈殿
物．生物骸・岩石などを核として成長する．

マングローブ土 まんぐろーぶど mangrove soil 熱帯～亜熱帯の河口や潟湖のマングローブ林下に分布
する土壌で，水位が下がると強酸性になる可能性があ
る．

万石 まんごく handy screen 採取した土，砂混じり砂利を選別する人力篩．穀物用
の篩から由来した名称．



松崎階 まんざきかい Manzakian stage 千葉県北部から茨城県南部の常総台地に分布する海成
上部更新統．成田層群上部の一部に相当．

マンシェット
チューブ

まんしぇっとちゅー
ぶ

manchette tube 二重管式ダブルパッカー注入方式の外管として用いら
れる塩化ビニール製の有孔管．適所に何度でも注入が
可能である．

満州式鉄鉱床 まんしゅうしきてっ
こうしょう

Manchurian type iron ore
deposit

先カンブリア系中の堆積性鉄鉱床が，変成作用を受け
たもの．中国東北地方の石英磁鉄鉱片岩の鉱床が代表
例．

満水位 まんすいい normal water surface 利水計画上必要な最高水位．堆砂量（死水容量含む）
と利水容量の和で決定される．

慢性型地すべり まんせいがたじすべ
り

creep type landslide 地すべりを持続性によって分類したもので，持続性を
有するものをいう．他に間欠型・急性型地すべりがあ
る．

マンセルチャー
ト

まんせるちゃーと Munsell charts A.H.Munsellが考案した表色法で，土の色を客観的に表
示するためにチャートに整理された標準色．

マンセル表色法 まんせるひょうしき
ほう

Munsell notation for
soil colour

A.H.Munsellが1905年に考案した，色を色相・明度・彩
度の３成分に分けて，その組み合わせで表現する表色
法．色相をヒュー(Hue)，明度をヴァリュー(Value)，
彩度をクロマ(Chroma)と呼び，それぞれはH, V, Cの頭
文字で表す．

マンセル標準土
色指数

まんせるひょうじゅ
んどしょくしすう

Munsell's standard color
index

チャートに並べられた標準色と土のサンプルを比較し
て，色を表現するための記号と数字の組合わせ．

万田層群 まんだそうぐん Manda Group 福岡県大牟田市付近に分布する上部始新統．砂岩，砂
泥互層からなり，三池炭田が分布する．

マンデル－クラ
イヤー効果

まんでるくらいやー
こうか

Mandel-Cryer effect 部分載荷を受ける粘土地盤の多次元圧密にて間隙水圧
が一度上昇した後，低下する現象．

饅頭統 まんとうとう Mant'ouan series 中国東北部から朝鮮北部にかけて分布する下部カンブ
リア系．主に赤紫色雲母頁岩によって構成される．

マントル まんとる mantle 地殻下のモホ面から，深度がおよそ2,900kmのグーテン
ベルク不連続面までの間の固体．地震波の伝わり方か
ら，大きく上部マントル，遷移層，下部マントルに分
かれる．

マントルコーン まんとるこーん mantle  cone オランダ式二重管コーン貫入試験機に用いるコーン
で，圧入時の外管への土の進入を防止する構造を示
す．

マントル地震帯 まんとるじしんたい mantle earthquake zone プレート沈み込み域での，マントルに沈み込むプレー
ト上面沿いにみられる深発地震の震源の分布帯．

マントルダイア
ピル

まんとるだいあぴる mantle diapir ドーム状構造をしたマグマ．マントルの一部が高温→
膨張→上昇の結果として形成される．

マントル対流 まんとるたいりゅう mantle convection 地球内部の個体からなるマントルは，熱対流で起きて
いると推定される．



マントル対流説 まんとるたいりゅう
せつ

theory of mantle
convection

マントル対流が大陸移動や造山運動の原因と考える
説．最近，マントルプルーム理論として発展がみられ
る．

マントルド・ナ
イスドーム

まんとるどないす
どーむ

mantled gneiss dome 片麻岩が造山運動によって再活動し，ドーム状に上部
の新しい地層に貫入したもの．

マントル熱対流
説

まんとるねつたい
りゅうせつ

theory of thermal
convection

地殻運動の原動力を，マントルにおける熱対流にもと
める説．

マントル波 まんとるは mantle wave 表面波のうち周期が70秒以上のもの．マントルの影響
をうけた伝播挙動を示し，レイリー波とラブ波があ
る．

マントル表面波 まんとるひょうめん
は

mantle surface wave マントルの深部にまで擾乱がおよぶような長周期の表
面波．

マントルプ
リューム

まんとるぷりゅーむ mantle plume マントル対流の起こり方についての最近の概念．柱状
の上昇流や下降流のようすが数値実験や地震トモグラ
フィで求められている．

マントルレイ
リー波

まんとるれいりーは mantle rayleigh wave レイリー波の振動がマントルまでおよぶもの．周期と
速度を分析し，マントル構造の解明に利用される．

万成花崗岩 まんなりかこうがん Mannari granite 岡山市万成を模式地とする，桃色･半自形のカリ長石を
特徴とする白亜系中粒花崗岩．

万成みかげ まんなりみかげ Mannari mikage 岡山市万成に産する石材．角閃石黒雲母を含む淡紅色
中粒の花崗岩．淡紅色のカリ長石が密集する特徴があ
る．

万年雪 まんねんゆき perennial snow patch 夏でも融けずに残っている氷雪．風下側斜面や谷底な
どに存在する．多年性雪渓あるいは単に雪渓ともい
う．

満濃池 まんのういけ Manno-ike 金倉川水系金倉川．満濃池土地改良区．700年代竣工．
アースダム．堤高32ｍ．大雨で決壊したため池を弘法
大師が1～2ヶ月で修復完成させたといわれる．

万場層 まんばそう Mamba Formation 群馬県万場町から神流川上流域に分布する秩父累帯北
帯中部ジュラ系．多野郡万場町付近を模式地とする．
主に玄武岩質火砕岩類・溶岩からなり，石灰岩を含
む．

マンボ まんぼ 三重県鈴鹿山麓の内部川扇状地や岐阜県垂井盆地にあ
る地下水集水施設．地下水路と日穴（縦穴）からな
る．

マンホール まんほーる manhole 管路点検を主たる目的として，管の合流点・管の勾配
の急変する箇所などに設置する立坑．

マンメイドロッ
ク

まんめいどろっく man made rock 現地発生材と固化材を混合して周辺地盤と同等の物性
を持つ人工岩盤．原子力発電所の建屋基礎地盤の置換
えや建屋周辺の埋め戻しに用いられたことがある．

マンモス まんもす Mammoth 長鼻目ゾウ科マムサス属の一種．更新世（約200万～１
万年前）に生息していたゾウの仲間で，通常は７万年
前頃から出現する本種を指してマンモスという．学名
はプリミゲニウス．



マンロック まんろっく man lock 圧気工法において，無圧気部圧気部との間に設置する
人の出入のための遮断壁．

三浦層群 みうらそうぐん Miura Group 神奈川県三浦半島から千葉県房総半島中南部に分布す
る新生界中部中新統～下部鮮新統．海成の凝灰岩，凝
灰質砂岩，泥岩の互層を主体とする．三浦半島を模式
地とする．

三尾河断層 みおごだんそう Miogo fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．岐阜県大野郡内に位
置し延長9㎞，左横ずれ．低断層崖・沢の屈曲がみられ
る．

ミオ地向斜 みおちこうしゃ miogeosyncline 地向斜による造山論における正地向斜のうち，大陸に
近く，規則的に沈降し，堆積物が薄く，顕著な火成活
動のないものをさす．劣地向斜と同義．地向斜による
造山論は現在あまり議論されていない．

ミオマグマチッ
ク

みおまぐまちっく miomagmatic 地向斜造山論における劣地向斜での火成活動が顕著で
ない性質のこと．

みかげ（御影） みかげ granitic stone 花崗岩またはこれと類似の深成岩石材をいう．単に
「みかげ」という場合淡色安山岩をさすこともある．

御影石 みかげいし Mikage ishi 花崗岩（一部のはんれい岩(斑糲岩)，閃緑岩を含む）
の石材名．主産地である神戸市灘区の地名に由来す
る．

見掛け傾斜 みかけけいしゃ apparent dip ①地層の真の傾斜方向と斜交する断面にあらわれる傾
斜角．
②高さ方向が誇張された断面図などに表示された傾
斜．

見掛け速度 みかけそくど apparent velocity 計測や計算式の仮定や条件により，その物質や物体の
本来の真の値と異なる速度．補正により真の速度に変
換される．

見掛け粘度 みかけねんど apparent viscosity 非ニュートン流体の場合，ニュートン流体と異なり，
ずれ速度とずれ応力の比が一定にならない．この流体
の粘度のことで流動状態によって変化する．

見かけの乾燥比
重

みかけのかんそうひ
じゅう

apparent dry specific
gravity

物体の見かけの単位体積あたりの乾燥重量と，同体積
の４℃の水の重量比．

見かけの孔隙率 みかけのこうげきり
つ

apparent porosity 見かけの体積と見かけの孔隙から求まる孔隙率．

見掛けの水平線 みかけのすいへいせ
ん

apparent horizon ある場所から実際に観察される水平線．その時の伏角
は気差のため真の伏角と多少異なる．

見かけの内部摩
擦角

みかけのないぶまさ
つかく

apparent angle of
internal friction

①次式中の全応力に関係したせん断強さのパラメー
タ．τf＝Ｃu＋σutanφu（Ｃｕは見かけの粘着力）
②震度法による構造物の耐震設計において地震の水平
および鉛直震度から求めた地震合成角（θ）を土の内
部摩擦角（φ）から差し引いた値を見かけの摩擦角と
称し，設計に使っている．

見掛けの粘着力 みかけのねんちゃく
りょく

apparent cohesion 三軸試験時の排水条件の違いを明確にする場合，全応
力に対する粘着力の呼び方．

見掛けの表面速
度

みかけのひょうめん
そくど

apparent surface
velocity

２点間の地震記録から求めた地震波の伝播速度で，通
常は実際の伝播経路の方が長いため真値より大きくな
る．



見掛比重 みかけひじゅう apparent specific
gravity, apparent
density

空中重量と水中重量から求めた見掛けの比重．岩石で
は，構成する粒子の比重に対比する意味で用いる．

見掛け比抵抗 みかけひていこう apparent resistivity 測定用電極系での電位差と通電電流との比と電極の配
置係数との積で現れる大地の比抵抗．

見掛け比抵抗擬
似断面

みかけひていこうぎ
じだんめん

presumed section of
apparent resistivity

見掛け比抵抗断面図と同義．真の位置･深度を示さない
ことを強調した表現．

見掛け比抵抗曲
線

みかけひていこう
きょくせん

apparent resistivity
curve

電気探査の解析時に用いられる標準曲線．垂直探査時
にこれに実測曲線を照合して地下構造を推定する．

見掛け比抵抗断
面図

みかけひていこうだ
んめんず

section of apparent
resistivity

見掛け比抵抗の数値または等値線で表現した断面．真
の位置･深度は示さない．

見掛け比抵抗変
化率

みかけひていこうへ
んかりつ

ratio of apparent
resistivity changing

見掛け比抵抗分布図における鉛直あるいは水平方向の
距離に対する変化率．地層境界や断層の位置を知る．

見掛け密度 みかけみつど apparent density 質量を見掛けの体積で除した数値.岩石を評価する際に
一般に用いられる．かさ比重に対応する．

三方ガ原礫層 みかたがはられきそ
う

Mikatagahara gravel bed 天竜川下流域の西側に広がる三方ガ原台地を構成する
礫層．更新世後期の天竜川による扇状地堆積物．

三日月湖 みかづきこ ox-bow, crescent lake,
mort lake

河川の蛇行の一部が屈曲が著しくなったため切断され
て三日月型の湖として残ったもの．

御荷鉾系 みかぶけい Mikabu system 三波川結晶片岩中の低変成岩の一部と御荷鉾緑色岩を
称していたが，現在は独立した地質系統と認められて
いない．

御荷鉾構造線 みかぶこうぞうせん Mikabu tectonic line,
Mikabu line

御荷鉾線ともいう．西南日本外帯における三波川帯と
秩父帯との境界をなすと考えられた断層線または構造
線．

御荷鉾帯 みかぶたい Mikabu belt 関東山地御荷鉾山周辺から四国までの西南日本外帯に
分布する低変成度の苦鉄質岩類．三波川帯に含まれ秩
父帯との境界付近に分布する

御荷鉾緑色岩類 みかぶりょくしょく
がんるい

Mikabu greenstones 三波川変成帯と秩父帯北帯との境界付近に分布する．
低変成度の苦鉄質および超苦鉄質岩類からなり，全体
に緑色を呈す．

三河石 みかわいし Mikawa ishi 愛知県北設楽郡設楽町産の石材．新第三系凝灰岩，名
倉砥と同義．

三河地震 みかわじしん the 1945 Mikawa
earthquake

1945年1月18日に三河湾中央部の北緯34.7度,東経137.1
度を震源とし発生したM6.8の地震．長さ約9㎞の深溝断
層を生じ，激震域は断層西側の沖積平野に集中し死
者・不明者は1,900人以上,全半壊家屋は17,000戸にお
よんだ．

三河準平原面 みかわじゅんへいげ
んめん

Mikawa peneplain 愛知県東部の三河地方に分布する浸食小起伏面群．



右雁行褶曲 みぎがんこうしゅう
きょく

dextral en echelon
folding

雁行褶曲において一つの褶曲が消える端でその右側に
新しい褶曲が始まるもの．

右雁行断層 みぎがんこうだんそ
う

right-stepping fault 雁行配列する割れ目のうち，右手をかざした形（ミ
形）を呈する割れ目．ブロックの動きとは逆の呼称と
なる．

右水平断層 みぎすいへいだんそ
う

right-lateral fault 変位に垂直成分のない右ずれの断層．

右ずれ みぎずれ right-lateral, right
slip, dextral, right-
handed

横ずれ断層の変位方向を表す用語で，断層線をはさん
で他方の地塊を見たとき，これが右に移動したように
見える変位方向のこと．

右ずれ断層 みぎずれだんそう right-lateral fault 断層地塊の一方にのり，断層線をはさんで他方の地塊
を見たとき，これが右に移動したように見える断層．

未凝固堆積物 みぎょうこたいせき
ぶつ

unconsolidated sediment 粒子が混じり合った状態で固結していない堆積物．現
河床や湖沼，大洋底の堆積物である砂礫層や砂層，粘
土層などの堆積物をいう．

右横すべり断層 みぎよこすべりだん
そう

right-handed fault,
right-lateral fault,
dextral fault

右ずれ断層と同義．

右横ずれ みぎよこずれ right-lateral, right-
slip, dextral

走向方向の移動成分が大きい断層で，見掛け上右ずれ
に見えるもの．

三国石 みくにいし Mikuni ishi 群馬県利根郡新治村産の石材．新第三系凝灰岩で耐火
性．土木・建築用に使用．

ミグマタイト みぐまたいと migmatite 変成岩質部分と花崗岩質部分が不均一に混在した岩
石．特定の成因に関わらず，広く用いられる．

ミグマタイト化
作用

みぐまたいとかさよ
う

migmatization 既存の変成岩と花崗岩質マグマからの物質が混在した
不均質な岩石（ミグマタイト）が形成される過程の総
称．

三雲石 みくもいし Mikumo ishi 滋賀県甲賀郡甲西町産の石材．中生界花崗岩で土台
石，間知石として使用．

三倉砂岩 みくらさがん Mikura sandstone 静岡県周智郡森町産の石材．第三系砂岩で土木用．

美久里石 みくりいし Mikuri ishi 群馬県藤岡市産の石材で蛇紋岩．日野石と同義．

ミクロポア みくろぽあ micropore 土壌を構成する粘土粒子の凝集部分周辺の間隙の大き
さを示す区分で，比較的小さい（0.01～1μm）間隙の
こと．

未固結堆積物 みこけつたいせきぶ
つ

unconsolidated sediment,
uncemented deposit

圧密やこう結（膠結）作用を殆ど受けていないため，
各構成物質に分離し易い更新世以降の堆積物．



御坂層群 みさかそうぐん Misaka Group 山梨県御坂山地に分布する新生界下～中部中新統．火
山岩類を主体とし，中下部は玄武岩，上部はデイサイ
ト溶岩および凝灰岩からなる．

水窪層 みさくぼそう Misakubo Formation 長野・静岡県境付近の中央構造線東側に分布する下部
白亜系．塊状泥岩を主体とし，粗～中粒の砂岩および
頁岩を挟在する．

ミシシッピ紀 みししっぴき Mississippian(period) アメリカ合衆国では石炭紀を２分し,古い方をミシシッ
ピ紀，新しい方をペンシルバニア紀と提唱している.

ミシシッピ系 みししっぴけい Mississippian system アメリカ合衆国で用いられる下部石炭系に相当する
系．ミズーリ・イリノイ・アイオワ州のミシシッピ川
流域を模式地とし，主として浅海性石灰岩からなる．

三島溶岩 みしまようがん Mishima lava 富士火山活動史のうち噴出溶岩により円錐型の山体を
造る古期第Ⅱ期の溶岩．溶岩流の末端に三島湧水群が
ある．

未熟土 みじゅくど immature soil 土壌生成作用がわずかしか作用していない土壌で，層
位の発達が悪い．沖積土，岩砕土など．

ミズーリ統 みずーりとう Missourian series 北米内陸地域上部ペンシルバニア系のカウビアン統下
部をさす．砂岩・頁岩および石灰岩から構成される．

水押し みずおし water drive 原油・ガスの産出過程の一つ．貯留層周囲の水の圧縮
と重力ポテンシャルにより油・ガスを坑井へ押し出
す．

水押し試験 みずおししけん simplified water test グラウト注入孔で実施する，注入圧を1～3圧方式で実
施する簡易透水試験．割れ目を洗浄して注入効率をあ
げることも目的の一つ．

水ガラス みずがらす water-glass 注入工法に使用される注入剤で，主剤が珪酸ナトリウ
ムである水あめ状の薬液をいう．

水ガラス系注入
材料

みずがらすけいちゅ
うにゅうざいりょう

water-glass grout 珪酸ナトリウム（水ガラス）を主材料とし，セメント
と混合したり，酸性またはアルカリ性の反応材料を加
えた注入材料．地盤の強化や止水のために注入され
る．

水環境対策ダム みずかんきょうたい
さくだむ

reservoir for water
environment control

都市化に伴う都市河川の環境機能の低下に対する対策
として，浄化用水の確保，親水機能の向上などを目的
とするダム．

水－岩石相互作
用

みずがんせきそうご
さよう

water-rock interaction 地球表層から内部における様々な物理化学条件下での
水と岩石との反応，およびそれから生じる現象などの
総称．

水資源開発基本
計画

みずしげんかいはつ
きほんけいかく

master plan for water
resources development

水資源開発水系（総理大臣指定）における水資源の総
合的な開発および利用の合理化の基本となるべき計
画．

水資源包蔵量 みずしげんほうぞう
りょう

inventory of water
resources

年間降水量のうち，利用することのできる水資源の最
大量．
（年間降水量－蒸発散量）×流域面積で表される．水
資源賦存量ともいう．

水締め みずしめ hydraulic filling 土に散水して見かけの粘着力の消失あるいは透過する
水による浸透水圧を利用して締固めること．砂に有
効．



水締め工法 みずしめこうほう hydraulic filling method 水締め効果を活用する工法で，埋戻し土の締固めに用
いたり水締めダムや水締め盛土などの工法がある．

水締めダム みずしめだむ hydraulic fill dam 土砂と水の混合物を流送して材料の粒径分離を促し，
土砂の自重と自然排水を利用して締固めたダム．

水締め転圧 みずしめてんあつ hydraulic compaction 転圧の際，散水や注水して土砂を締固めること．

水締め盛土 みずしめもりど hydraulic fill 各種粒径を含んだ土砂スラリーをパイプ圧送して盛土
現場に捲き出し，シルト・粘土分を含んだ泥水を排水
することにより全体を締固める方式の盛土．

水収支 みずしゅうし water balance 水循環に関わる水の流入・流出関係を定量的に表した
もの．物質の保存則を水循環に適用したもの．

水循環 みずじゅんかん hydrologic cycle, water
cycle

水が地圏・水圏・気圏・生物体の間を固体・液体・気
体という状態で移動し，循環する一連の過程の総称．

水セメント比 みずせめんとひ water-cement ratio コンクリートを練る際の水とセメントの重量比．コン
クリートの強度や耐久性に大きな影響を与える．

水叩き みずたたき front apron, apron 減勢工跳水区間の河床保護のために設けられるコンク
リート床版．

水置換法 みずちかんほう water replacement method
for density
determination

現場密度を求める試験法の一つ．試験坑を掘削し，水
を満たしてその体積を測定し，その質量で掘削した土
の質量を除して密度を算出．

水通し みずとおし spillway 砂防ダムの天端中央部を切欠いて設けた越流部．

ミストボーリン
グ

みすとぼーりんぐ mist boring 水のかわりに界面活性剤の泡を利用してスライムを孔
外に排出するボーリング法．

ミスト掘り みすとぼり mist drilling, mist
drilling method

孔内に水がある場合，圧気中に界面活性剤溶液を噴霧
して孔底で発泡させ，スライムを泡に付着させて排出
する工法．フォームドリリングと同義．

水止め みずどめ formation shutt-off シュロなどのパッカーを井戸ケーシングに巻き付ける
ことにより取水帯水層以外の水が井戸内に流入するの
を防ぐこと．

水流し法 みずながしほう sluicing 樋流し法と同義．

水梨地すべり地 みずなしじすべりち Mizunashi landslide area 新潟県東頸城郡松之山町に位置し，松之山地すべりの
東側に隣接する地すべり地．

瑞浪層群 みずなみそうぐん Mizunami Group 岐阜県の瑞浪・土岐地方に分布する中～下部中新統．
下部は淡水成，中上部は海成．岩相の水平変化が激し
い．サメの歯化石など多くの化石を産出する．



水抜き穴 みずぬきあな weep hole 擁壁背面に浸透してきた水を排水するため，壁体に設
けるパイプ状の穴．

水抜き管 みずぬきかん drain pipe トンネル覆工や吹付けコンクリートを実施する場合の
湧水処理のためのパイプ．

水抜き坑 みずぬきこう drainage drift トンネルが破砕帯などで大量の湧水に遭遇したとき，
湧水を減少させるために本坑脇に掘削する水抜き用の
導坑．

水抜き孔 みずぬきこう weep hole 地すべりや不安定のり面の安定性を向上させるため
に，地盤中の地下水を排除する目的で設置したボーリ
ング孔．

水抜トンネル みずぬきとんねる drain tunnel, drainage
drift

①トンネル湧水の処理対策として設ける小断面のトン
ネルで，本坑断面内に設けるもの（底設・側壁導坑な
ど），断面外に設ける迂回坑がある．
②大規模な地すべりや不安定のり面の安定性向上のた
めに，地下水を排除する目的で設置されるトンネル．

水抜きパイプ みずぬきぱいぷ drainage pipe 地下水やトンネル湧水処理の水抜きボーリング孔に設
置されるストレーナ加工したパイプ．

水抜きボーリン
グ

みずぬきぼーりんぐ drainage boring トンネル湧水処理方法の一つ．坑内から水平または上
向きボーリングにより排水するもの．

水の粘性係数 みずのねんせいけい
すう

water coefficient of
viscosity

粘性係数は物質の流動変形に対する粘り程度を表わし
ており，水については20℃で0.001Pa・s

水飽和率 みずほうわりつ water saturation 貯留岩の孔隙容積に対する孔隙中の水の容積比率．一
般に百分率で表し，Ｓｗという記号を用いることが多
い.

瑞穂褶曲 みずほしゅうきょく Mizuho folding 主として山形県～新潟県の新第三系に見られる第四紀
の褶曲構造．活褶曲の典型例とされている．

瑞穂造山 みずほぞうざん Mizuho orogeny 新第三紀中新世から現在まで続いている東日本島弧系
の地殻変動．（火山活動・深成変成作用を含む）

瑞穂沈降時代 みずほちんこうじだ
い

Mizuho period of
submergence

矢部長克ほか（1924)が日本の新生代を４分した第３
期．ほぼ新第三紀に相当．日本の新生界区分の最初の
試み．

瑞穂フォッサマ
グナ褶曲帯

みずほふぉっさまぐ
なしゅうきょくたい

Mizuho-Fossa Magna fold
zone

北海道西部～奥羽地方西部～新潟県～長野県～静岡県
～房総半島へ連なる褶曲帯．

水磨き みずみがき 荒磨き，本磨きの間の工程．小叩きまたはビシヤン仕
上げしたものに研磨剤と砥石，グラインダーで磨く．

水みち みずみち water passage, water
pipe, water tunnel

地層中で地下水が移動する特定の間隙．

みそ みそ miso ①みそ土．長野県南部・山梨県に分布する風化した軽
石質火山灰層の俗称．
②大谷石中に斑状に含まれる褐色粘土．沸石やモンモ
リロナイトからなる．



溝断面掘削工法 みぞだんめんくっさ
くこうほう

cast-in-situ diaphragm
wall method

地下連壁用の溝を大断面で掘削する工法で，バケット
式・回転式・衝撃式に区分される．

味噌土 みそつち misotsuchi 風化した軽石を母材とする土壌で，つぶすとみそ状を
呈する．土の農業生産力は低い．

溝掘り機 みぞほりき trench excavator 地面に溝を掘る機械の総称．小規模な管路の地下埋設
工事に用いられることが多い．

見高石 みたかいし Mitaka ishi 静岡県加茂郡河津町産の石材．新第三系凝灰岩．建築
用・彫刻材として著名．

三滝火成岩 みたきかせいがん Mitaki igneous rock 愛媛県城川町の三滝山など四国の黒瀬川構造帯に分布
する花崗岩類．圧砕や変質を受けており放射年代は４
億年．

乱さない試料 みださないしりょう undisturbed sample 一般に室内力学試験用に採取した自然状態に近く，乱
れの小さい試料．不攪乱試料と同義語．

乱さない土 みださないつち undisturbed soils 物理的・力学的性質を原位置の状態から変化させてい
ない土．

乱した試料 みだしたしりょう disturbed sample 一般に含水量や粒度などの物理的性質を知るための土
質試料．強度低下などを把握する力学的試料として用
いることもある．

乱した土 みだしたつち disturbed soils 物理的性質はそのままだが，力学的性質が変化した
土．

見立礫岩層 みたてれきがんそう Mitate conglomerate 大分・宮崎県境付近に分布する礫岩．花崗岩の貫入に
よりホルンフェルス化．大礫を主体とする．時代に関
して諸説がある．

三谷石 みたにいし Mitani ishi 香川県高松市三谷町産の石材．新第三系黒雲母安山
岩．建築・土木用，彫刻材．

見田原地すべり みたはらじすべり the Mitahara landslide 1948年に島根県出雲市乙立町見田原地区で発生．面積
7ha．全半壊5戸のほか町道などが被災したとされてい
る．

三石蝋石鉱床 みついしろうせきこ
うしょう

Mitsuishi agalmatolite
deposit

岡山県備前市の三石地域に分布．熱水変質した白亜系
流紋岩質溶結凝灰岩中に産す．耐火れんが原料など．

見付油田 みつけゆでん Mitsuke oil field 新潟県見付市郊外にある油田．油層は中新統七谷層中
のグリーンタフとデイサイト．

見附油田 みつけゆでん Mitsuke oil field 新潟県見付市郊外にある油田．油層は深度1500～2000
ｍの中新統七谷層中のグリーンタフとデイサイト．

密着節理 みっちゃくせつり closed joint 潜在的で肉眼では確認しにくい節理．応力解放や風化
などが進むと顕在化する．



密度 みつど density 物体の単位体積あたりの質量．

密度含水比関係 みつどがんすいひか
んけい

density-moisture content
relation ship

一定の締固めエネルギーによる土の乾燥密度と含水比
の関係．締固め曲線あるいはプロクター曲線ともい
う．

密度計 みつどけい density meter 地盤の密度を測定する機器．放射線源から放射された
γ線が物質の密度に応じた散乱強度を示すことを利
用．

密度検層 みつどけんそう density logging 地層にガンマ線を照射し，散乱したガンマ線の強度を
測定することにより地層の密度を推定する検層法．

密度試験 みつどしけん density test 土の単位体積あたりの質量を測定する試験．試験法と
して成形法，液浸法，体積置換法，非成形法がある．

密度指数 みつどしすう density index 物質の最もゆるい状態の密度と締まった状態の密度と
の比．

密度調整試料 みつどちょうせいし
りょう

density regulating
sample

ある特定の密度となるように調整した試料．

密度分布 みつどぶんぷ density distribution 密度の広がりの状態．堆積物（岩）の密度変化は圧密
作用が主要因．

密度流 みつどりゅう density current 接している流体の密度に差があるとき，密度の大きい
方が小さい方の下へ潜り込もうとする流れのこと．

密閉坑底圧 みっぺいこうていあ
つ

shut in bottom hole
pressure

流体を産出中の石油坑井において，地表のバルブを閉
じて数時間または数日以上経過した後の坑底における
圧力．

密蝋石 みつろうせき mellite Al2C12O12･16H2O．正方晶系．硬度2～2.5．比重1.64．一

般に微細な粒状鉱物．透明～半透明で貝殻状断口を有
する．メライトともいう．

見手の原地すべ
り

みてのはらじすべり the Mitenohara landslide 宮城県玉造郡鳴子町に位置する．昭和32年の半俵山西
麓の大規模地すべりを契機に5地区計106 haが区域指
定．鳴子ダムの湛水池地すべり．

水戸寒水石 みとかんすいせき Mitokansui seki 茨城県常陸太田市産の石材．古生界大理石で装飾用，
セメント材料に使用．白寒水石ともいう．

三峠断層 みとけだんそう Mitoke fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．京都府天田群～船井
郡にわたって分布し延長30㎞．高度不連続や屈曲など
がみられる．

三留野みかげ みどのみかげ Midono mikage 長野県木曽郡南木曽町産の石材．中生界黒雲母花崗岩
で土木・建築用に使用．三留野石と同義語．

水鳥断層 みどりだんそう Midori fault 地震断層．濃尾地震（1891年10月28日発生）により生
じた．岐阜県根尾村水鳥にあり根尾谷断層の一部．



ミナス統 みなすとう Minas series ブラジルMinas Gerais州に分布．先カンブリア系で下
部からCuraça, Itabira, Piracicabaの３層群からな
る．

皆瀬ダム みなせだむ Minase dam 雄物川水系皆瀬川．東北地方整備局．1963年竣工．堤
高66.5ｍはコンクリート表面遮水壁型ロックフィルダ
ムとして日本最大．

港大橋 みなとおおはし Minato bridge 阪神高速道路のトラス橋．中央径間は510ｍでこの形式
で日本最大．1974年完成．

南中石 みななかいし Minanaka ishi 静岡県加茂郡南伊豆町産の石材．新第三系凝灰質砂岩
で建築・土木用に使用．

水俣病 みなまたびょう Minamata disease 化学工場の排水による環境汚染により，有機水銀が魚
介類に蓄積されて，それを食べたことによっておきた
有機水銀中毒．

南阿賀油田 みなみあがゆでん Minamiaga oil field 新潟県新津市を中心とする油田．油層は深度1400～
2300ｍの椎谷層の砂岩の尖滅部に集積．1964年発見．

南アフリカ法 みなみあふりかほう South Africa method 骨材の反応性を短期間に評価する促進試験方法のう
ち，NaOH溶液中に2週間浸漬し，AARを評価する方法．
NBRI法ともいう．

南アメリカプ
レート

みなみあめりかぷ
れーと

South American plate 南米プレートと同義．

南関東ガス田 みなみかんとうがす
でん

South-Kanto gas fields 東京湾周辺地域の水溶性ガス鉱床．鮮新世～更新世の
同じ堆積盆地にある．外房・内陸・湾岸の各地域に区
分される．

南長岡ガス田 みなみながおかがす
でん

Minami Nagaoka gas field 新潟県長岡市にある国内最大級のガス田．1979年発
見．産出層は新第三系中新統七谷層の流紋岩で深度は
1800～4800m．南側に片貝ガス田が隣接．

南日本弧 みなみにほんこ South Japan arc 日本列島の南半分．北半分は北日本弧．原田豊吉が命
名．

南原地すべり みなみはらじすべり Minamihara landslide 1970年に新潟県中頚城郡板倉町南原で発生した新第三
系の地すべり．

南日浦不整合 みなみひうらふせい
ごう

Minamihiura unconformity 徳島県西端の大歩危峡において，三波川結晶片岩中に
推定された不整合．

南日吉海山 みなみひよしかいざ
ん

Minami-hiyoshi seamount 東京の南方約1,400km，七島－硫黄島海嶺の南端に位置
する海山．西・中マリアナ海嶺の分岐点．

三縄層 みなわそう Minawa Formation 四国中央部の三波川結晶片岩よりなる吉野川層群の5層
に区分された上位から2番目．四国の三波川変成岩分布
域の大部分を占める．キースラガー鉱床胚胎層．

ミニ新幹線 みにしんかんせん mini Sinkansen 日本の新幹線鉄道のうち，在来線に直接新幹線車輌を
乗り入れ可能にした方式．



ミニトンネルシ
ステム

みにとんねるしすて
む

mini-tunnel system 直径1～1.3mのコンクリートセグメントを使用する小規
模なシールドトンネル掘削工法．上・下水道などに利
用．

ミニパイプルー
フ

みにぱいぷるーふ mini pipe roof トンネル切羽上半部の崩壊防止対策の補助工法の一
つ．トンネル内で適宜実施する小規模なパイプルーフ
工法．

ミニベンチ工法 みにべんちこうほう minibench cut method トンネル全断面を早期に閉合する必要のある場合，上
半部を先に掘削し，5m以内で下半部を掘削する工法．

嶺岡石 みねおかいし Mineoka ishi 千葉県鴨川市嶺岡山産の石材．第三系はんれい岩で砕
石用．

嶺岡層群 みねおかそうぐん Mineoka Group 房総半島南部嶺岡山系に分布する上部古第三系．海成
で珪質頁岩・砂岩の互層などからなり，超塩基性～中
性の火成岩に貫入される．

美祢層群 みねそうぐん Mine Group 山口県西部の美祢市～厚狭郡付近に分布する上部三
じょう系（三畳系）．砂岩・頁岩を主体とし炭層を伴
なう．

峰浜断層群 みねはまだんそうぐ
ん

Minehama fault group 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ａ～Ｂ級．北海道斜里郡内
に位置し延長10～15㎞．断層崖やとう曲（撓曲）崖な
どがみられる．

ミネラライト みねららいと mineralight 紫外線に反応して蛍光する鉱物の鑑定などに利用され
る携帯型の紫外線灯の商品名．転じて同種の紫外線灯
の通称名．

三野断層 みのだんそう Mino fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ～Ｂ級．徳島県三好
郡～美馬郡に跨る延長約9km．断層崖や屈曲などがみら
れる．

美濃俣地すべり みのまたじすべり the Minomata landslide 1891年にに福井県今立郡池田町美濃俣で発生した地す
べり．

美浜原発事故 みはまげんぱつじこ Mihama nuclear power
reactor 2 accident

1991年２月９日に美浜原子力発電所２号機で蒸気発生
器の破損により一次冷却水が二次冷却水中に流出した
事故．

御祓山層群 みはらいやまそうぐ
ん

Miharaiyama Group 兵庫県大屋町北東～養父町西部の中～下部三じょう系
（三畳系）．別名夜久野層群．

三原岩 みはらがん miharaite 伊豆－箱根地方に特有なソレアイト質玄武岩の一種．
この用語は現在は用いられていない．

三原山火山 みはらやまかざん Miharayama volcano 伊豆大島中央部の活動中の火山．大島火山は三原山火
山と周辺の溶岩流で構成．大島火山の後カルデラ丘．

三春石 みはるいし Miharu ishi 福島県田村郡三春町産の石材．中生界はんれい岩（斑
糲岩)．牡丹石，鍋石ともいう．

御船層 みふねそう Mifune Formation 御船層群と同義．



御船層群 みふねそうぐん Mifune Group 熊本県中央部の御船町付近から北東－南西方向に分布
する上部白亜系．砂岩・泥岩・赤色泥岩などからな
る．貝化石・植物化石を産す．

御母衣ダム みぼろだむ Miboro dam 庄川水系庄川．電源開発(株)．1961年竣工．堤高131ｍ
のロックフィルダム．設計の理論的検証と機械化施工
で大規模ロックフィルダムの先駆けとなった．

宮川砥 みやかわと Miyakawato 京都府相楽郡和束町・亀岡市産の石材．古生界粘板岩
で中砥石として使用．目透砥ともいう．

宮城県沖地震 みやぎけんおきじし
ん

the 1978 Miyagiken-oki
earthquake

1978年6月12日に発生した宮城県沖を震源とするM7.4の
地震．被害は，仙台市東部の低地と造成地に集中し
た．正式名称は「1978年宮城県沖地震」．

宮城県沖地震 みやぎけんおきじし
ん

the 2003 Miyagiken-oki
earthquake

2003年5月26日に宮城県沖の北緯38.8度,東経141.8度で
発生したM7.0,震源深さ71kmの地震.北海道から近畿西
部の広い範囲で揺れを感じた.

宮城県北部地震 みやぎけんほくぶじ
しん

the 1962 Miyagiken-
hokubu earthquake

1962年4月30日に発生した宮城県北部を震源とするM6.5
の地震．被害は，家屋の倒壊，貨車転覆などである．

宮城県北部地震 みやぎけんほくぶじ
しん

the 2003 Miyagiken-
hokubu earthquake

2003年7月26日0時13分にM5.5の前震ののち，同日7時13
分にM6.2の本震,その後M5前後で最大震度5～6弱の余震
が続いた地震.震源深さが10km程度の浅い場所であった
ためマグニチュードのわりに局地的に強い揺れ（震度6
強）で大きな被害がでた.

脈岩 みゃくがん dyke rock 脈状に貫入した半深成岩～噴出岩．半深成岩と同義と
されたが現在では区別．

脈構造 みゃくこうぞう vein structure 鉱脈の内部構造や母岩との配列関係などの構造．

脈石 みゃくせき gangue 有用鉱物の集合である鉱石に対して，鉱石中の経済的
に無用な鉱物の集合．

脈石英 みゃくせきえい vein quartz 造岩鉱物の石英と区別して，脈状に産出する石英．珪
酸を溶解した熱水溶液や裂か（裂罅）水などが沈殿し
て生成．

脈石鉱物 みゃくせきこうぶつ gangue mineral 有用な鉱石や鉱床中に含まれている役に立たない鉱物
の総称．

脈動 みゃくどう microseism 地盤の揺れのうち，周期が２～８秒のほぼ規則的な長
周期振動．気象や海洋の波浪などの要因で生じると考
えられる．

脈幅 みゃくはば vein width 鉱脈の幅をいい，鉱脈の上下盤を垂直に測定した厚さ
とするのが一般．

脈品位 みゃくひんい vein grade 鉱脈中の有用な元素の量を平均の重量百分率で表した
もの．

宮窪みかげ みやくぼみかげ Miyakubo mikage 愛媛県越智郡宮窪町産の石材．中生界黒雲母花崗岩で
建築・土木用に使用．



三宅島1940年噴
火

みやけじま1940ねん
ふんか

the 1940 Miyakejima
eruption

昭和15年（1940年）7月に活動した三宅島雄山の噴火．
溶岩流は海岸に達し麓の集落を壊滅させた．死者は11
人．

三宅島1983年噴
火

みやけじま1983ねん
ふんか

the 1983 Miyakejima
eruption

昭和58年（1983年）10月に活動した三宅島雄山南西山
腹の割れ目噴火．島の南端ではマグマ水蒸気爆発が発
生．山林・耕地に大きな被害．

三宅島2000年噴
火

みやけじま2000ねん
ふんか

the 2000 Miyakejima
eruption

平成12年（2000年）7月の噴火から継続する三宅島雄山
山頂火口からの噴火．大量の火山ガスの発生を特徴と
し，2004年現在も未だ全島避難生活が続いている．過
去の山腹からの多量の熔岩の流出で1ヶ月ほどで噴火活
動が収束するという経験は当てはまらず，噴火予知と
避難解除の時期の決定に課題を残した．

三宅島噴火（昭
和58年）

みやけじまふんか
（しょうわごじゅう
はちねん）

the 1983 Miyakejima
eruption

昭和58年（1983年）10月に活動した三宅島雄山南西山
腹の割れ目噴火．島の南端ではマグマ水蒸気爆発が発
生．山林・耕地に大きな被害．

三宅島噴火（昭
和15年）

みやけじまふんか
（しょうわじゅうご
ねん）

the 1940 Miyakejima
eruption

昭和15年（1940年）7月に活動した三宅島雄山の噴火．
溶岩流は海岸に達し麓の集落を壊滅させた．死者は11
人．

三宅島噴火（平
成12年）

みやけじまふんか
（へいせいじゅうに
ねん）

the 2000 Miyakejima
eruption

平成12年（2000年）7月の噴火から継続する三宅島雄山
山頂火口からの噴火．大量の火山ガスの発生を特徴と
し，2004年現在も未だ全島避難生活が続いている．過
去の山腹からの多量の熔岩の流出で1ヶ月ほどで噴火活
動が収束するという経験は当てはまらず，噴火予知と
避難解除の時期の決定に課題を残した．

宮古層群 みやこそうぐん Miyako Group 岩手県宮古市付近とその北方に太平洋岸に沿って点在
する下部白亜系．主に外洋性の沿岸～浅海成層からな
る．

宮古統 みやことう Miyakoan series 宮古層群を模式層とする下部白亜系上部統．

宮崎層群 みやざきそうぐん Miyazaki Group 宮崎平野一帯および宮崎市から日南市にかけての山地
に分布する上部中新統～下部更新統．「鬼の洗濯岩」
に見られる砂泥互層を主体とし，泥岩・砂岩などから
なる．北部ほど新しく宮崎平野北縁部では固結度は低
い．青島付近の泥岩の一軸圧縮強度は７～10MPa程度．

宮地断層 みやじだんそう Miyaji fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ａ～Ｂ級．岐阜県の郡
上郡と益田郡に跨る延長12㎞．逆向き断層崖を呈す
る．

宮本複合岩体 みやもとふくごうが
んたい

Miyamoto composite mass 福島県南東の古殿町東方に分布する深成岩体．東から
西へはんれい岩（斑糲岩）質，閃緑岩質，花崗岩質と
なり東側が古い．

宮守超塩基性岩
体

みやもりちょうえん
きせいがんたい

Miyamori ultrabasic body 岩手県中南部の宮守村付近に分布する超塩基性岩体．
かんらん岩（橄欖岩)を主とし，一般に蛇紋岩化する．

ミュレー衝上 みゅれーしょうじょ
う

Muree thrust 中央ヒマラヤ地域のナップを形成する衝上断層．南の
第三系に北の石炭系～始新統が衝上する．

妙ガ谷層 みょうがたにそう Myogatani Formation 岐阜県西部伊吹山東方に分布する三じょう系（三畳
系）．岐阜県揖斐郡春日町妙ガ谷付近を模式地とす
る．砂岩・泥岩からなる．

妙高地すべり みょうこうじすべり the Myoko landslide 1978年に新潟県中頚城郡妙高高原町新赤倉の妙高山麓
で発生した地すべりで，土石流災害を招いた．



明神礁火山 みょうじんしょうか
ざん

Myojinsho volcano 伊豆諸島南方の溶岩円頂丘．1952年に新火山島として
発見，その後水没．調査船が海中火山爆発で沈没の歴
史．

明礬頁岩 みょうばんけつがん alum shale,alum slate アラム頁岩と同義語．カリ・黄鉄鉱を含み，風化によ
りミョウバンを形成．

明礬石 みょうばんせき alunite KAl3[(OH)6(SO4)2]．菱面体晶系．硬度3.5～4．比重

2.82．白～灰～淡褐色．硫酸酸性の熱水による変質作
用に伴い，石英・カオリナイトなどとともに産出す
る．自形結晶は六角板状．

明礬石化作用 みょうばんせきかさ
よう

alunitization 硫酸酸性熱水により明礬石を産出する変質作用．

明礬石帯 みょうばんせきたい alunite zone 変質作用分帯の一つで，硫酸酸性の熱水により明礬石
の出現で特徴づけられる．

ミラージ現象 みらーじげんしょう mirage 地震探査において，深さとともに速度が漸移的に増加
する現象．

ミラー指数 みらーしすう Miller's indices 面指数と同義．結晶の面角測定による経験則から求め
られた簡単な整数比（hkl）による結晶面の表現法．

ミラージ層 みらーじそう mirage layer 地震探査屈折法の解析で，風化の影響などにより弾性
波速度が一定でなく，深度と共に増加する層をいう．

ミラーの記号法 みらーのきごうほう Miller's notation Millerによって提唱された指数を用いた結晶面の表示
法．係数による表示法として現在広く使われている．

ミリガル みりがる milligal 重力異常などで用いる加速度の単位．mGalと表記．

1,000mGal＝1Gal＝1cm/s2

ミリセコ発破 みりせこはっぱ millisecond blasting ＭＳ発破と同義．

ミリバール みりばーる millibar 圧力の単位．1バールの1,000分の1．1ミリバール＝1ヘ
クトパスカル

未利用エネル
ギー

みりようえねるぎー unused energy 都市生活における排熱や河川水，下水処理水の熱な
ど，従来利用されていないエネルギー．

ミリレントゲン みりれんとげん milliroentgen X線，γ線の照射線量を表す単位(mR)．=10-3（レントゲ
ン）．

ミロナイト みろないと mylonite 高圧の地下深部で著しい圧砕作用を受け，微粒組織に
変成した岩石．マイロナイト，圧砕岩ともいう．

ミロナイト質片
麻岩

みろないとしつへん
まがん

mylonite-gneiss 圧砕岩の性質を有する片麻岩．鉱物は著しい再結晶を
なさず砕屑状を呈し，片麻状構造や眼球状構造を有す
る．



三輪石 みわいし Miwa ishi 静岡県志太郡岡部町産の石材．新第三系安山岩質凝灰
角礫岩で土台・間知石・墓石用．

三和みかげ みわみかげ Miwa mikage 栃木県足利市産の石材．中生界黒雲母花崗岩で建築・
土木用．

ミンデル氷期 みんでるひょうき Mindel glacial stage A.Penck他がアルプスで設定した４氷期のうちの一つ
で，更新世中期に相当．現在では６氷期（ビーバー・
ドナウ・ギュンツ・ミンデル・リス・ウルム）のうち
の古い方から４番目とされる．

ミンデル－リス
間氷期

みんでるりすかん
ぴょうき

Mindel-Riss interglacial
stage

ミンデル氷期とリス氷期の間にある間氷期

ムアーズ むあーず moors ヨーロッパにおける泥炭の呼び名の一つ．

無圧トンネル むあつとんねる unpressured tunnel 自由水面を有し内圧の作用しない水路トンネル．

ムービングコイ
ル型地震計

むーびんぐこいるが
たじしんけい

moving-coil type
seismometer

振子の先に取りつけたコイルが，永久磁石の中を運動
する時の起電力によって振動を測定する方式の地震
計．

ムーンライト計
画

むーんらいとけいか
く

moon light program 通産省工業技術院が昭和53年から始めた総合的な省エ
ネルギー技術開発プロジェクト．

無煙炭 むえんたん anthracite 含有する揮発成分が少ないため，煤煙を出さずに短炎
または無炎で燃焼する最も石炭化の進んだ石炭．

向島みかげ むかいじまみかげ Mukaijima mikage 広島県御調郡向島町産の石材．中生界角閃石黒雲母花
崗岩で土木・建築・石碑用．尾道石と同義語．

むかえ掘り むかえぼり counter excavation 工期短縮や坑口部の安全確保のため本坑の掘削方向と
は逆の坑口から掘削すること．

無感地震 むかんじしん unfelt earthquake 人体の感覚では感じられないが，地震計には記録され
る地震．人体で感じるものは有感地震という．

牟岐石 むきいし Muki ishi 徳島県海部郡牟岐町産の石材．中生界砂岩．川上石と
同義．

無機汚染 むきおせん inorganic pollution 廃棄物，排水などで有機物が含まれていないが生活環
境，生態系に影響を及ぼす汚染のこと．

武儀川断層 むぎがわだんそう Mugigawa fault 活断層．確実度Ⅰ～Ⅱ，活動度Ｂ級．岐阜県の武儀郡
～山県郡～本巣郡に跨る延長28㎞．屈曲や高度不連続
を呈する．

無機質土 むきしつど inorganic soil 有機質を含まない土をいうが，有機態炭素含有量が
20wt%未満とする定義もある．



無機質量分析計 むきしつりょうぶん
せきけい

inorganic mass
spectrometer

化合物をイオン化し，生成した分子イオンの質量スペ
クトルから化合物を分析する器械．

無機成因説 むきせいいんせつ inorganic origin theory 石油・天然ガスは無生物起源とする説．地球深部で炭
素と水素から合成されるとする地球深部ガス説や宇宙
成因説がある．

無筋コンクリー
ト

むきんこんくりーと unreinforced concrete 鋼材で補強しないコンクリート(JIS)．収縮ひびわれな
どに対する用心のために一部に鋼材を用いたものも含
む．

無筋コンクリー
ト舗装

むきんこんくりーと
ほそう

plain concrete pavement 滑走路舗装方法の一つ．クラッシャランとセメント安
定処理路盤の上に無筋コンクリートを打設．

六口島みかげ むくちじまみかげ Mukuchijima mikage 岡山県倉敷市六口島産の石材．中生界角閃石黒雲母花
崗岩で建築用．

無ゲート洪水吐 むげーとこうずいば
き

uncontrolled spillway ゲートレス（孔あき，越流堤）方式の洪水吐で，管路
や越流堰により洪水調節を行う．

無限流動ひずみ むげんりゅうどうひ
ずみ

unlimited flow strain 液状化に関連する用語で，液状化が起こり非排水一定
全応力状態下で減少することなく続く流動ひずみ．

無限流動変形 むげんりゅうどうへ
んけい

unlimited flow
deformation

液状化によって減少することなく続く流動変形．この
ような変形は，永久的なせん断強さの喪失を伴う．

無孔質 むこうしつ imperforate ルーペや肉眼でも認識できる程度の空泡や空隙のな
い，あるいはほとんどない岩石の形容詞．多孔質の反
対語．

無光沢 むこうたく dull 鉱物学用語として，鉱物の表面が光沢を示さないこ
と．結晶面が変質していたり，平滑でない場合に生じ
る．

武蔵堆 むさしたい Musashi bank 礼文島南西方にある最浅点31mの白亜紀－古第三紀の火
山岩類などからなる隆起部．

武蔵野期 むさしのき Musashino age 多摩川と荒川に挟まれた武蔵野台地に広く分布する武
蔵野段丘を構成する武蔵野礫層が堆積した時代．更新
世後期に属す．

武蔵野系 むさしのけい Musashino system 南関東地域の関東ローム層や段丘層に覆われた新生代
層を総括した地層名．最近はほとんど用いられない．

武蔵野台地 むさしのだいち Musashino terrace 東京都多摩川北岸の武蔵野に分布する段丘．上部は
ローム層，下部は礫層（武蔵野礫層）で構造物の支持
層となる．

武蔵野面 むさしのめん Musashino surface 武蔵野礫層および上位のローム層からつくられる段丘
面．段丘面は高度により，Ｍ1面・Ｍ2面・Ｍ3面に分け
られる．

武蔵野礫層 むさしのれきそう Musashino gravel bed 多摩川と荒川に挟まれた武蔵野台地に分布する武蔵野
段丘を構成する礫層．更新世後期に属す．



武蔵野ローム層 むさしのろーむそう Musashino loam Formation 関東地方南部に広く分布する第四紀更新世後期．多摩
川流域を模式地とする．風成でスコリア質茶褐色風化
火山灰層からなる．関東ローム層を４分した場合の上
から2層目．

武蔵野湾 むさしのわん PaleoMusashino bay 古東京湾とも．更新世中～後期の成田層群・東京層・
下末吉層を堆積させた現在の関東平野地域の海湾．

無酸素層 むさんそそう oxygen free layer 湖沼や内湾で酸素が溶存しない部分．富栄養湖など
で，水の循環がなく還元状態となり生じる．無酸素層
では，それまで不溶化していた汚濁物質が溶出しやす
くなるといわれている．

茂山鉄鉱床 むさんてっこうしょ
う

Musan iron ore deposit 朝鮮の代表的な鉄鉱床の一つ．先カンブリア時代の変
成縞状鉄鉱床で磁鉄鉱片岩よりなる．

虫亀地すべり むしがめじすべり the Mushigame landslide 1980年に新潟県古志郡山古志村虫亀地区で発生し，道
路災害をもたらした地すべり．

無次元水頭 むじげんすいとう non-dimensional head 基準になる水頭で除して無次元化された水頭で次元解
析を行うために用いる．

無支保採掘法 むしほさいくつほう open stoping 鉱山・トンネル工事などにおいて人工の支柱を使用し
ない採掘法．一般には，岩盤状況が良好な部分で採用
される．

無従河流 むじゅうかりゅう insequent stream 地表の最大傾斜の方向に沿う谷を必従谷というのに対
して最大傾斜方向に従わない谷を無従河流という．

無従川 むじゅうがわ insequent river 地表の傾斜や地質構造と関係ない方向に流れる河川．

無従谷 むじゅうこく insequent valley 地表の傾斜や地質構造と関係ない方向に下刻された
谷．

無収縮セメント むしゅうしゅくせめ
んと

non-contractile cement モルタルの乾燥収縮による体積の減少を防ぐため，鉄
粉・アルミニウム粉末などをいれて，無収縮はもとよ
り多少の膨張をさせるようにしたセメント．

無収縮モルタル むしゅうしゅくもる
たる

shrinkage compensating
mortar

凝結時に膨張を生じる効果を持つセメントを用いたモ
ルタルで，硬化収縮および乾燥収縮を相殺することが
出来る．

無充てん切羽 むじゅうてんきりは open stope 無支柱あるいは木材支柱か残柱だけで支保されている
坑内作業場．

無重量実験 むじゅうりょうじっ
けん

zero gravity test, non
gravity experiment

無重量状態で実験を行うこと.落下塔や航空機が利用さ
れる．

無重量実験施設 むじゅうりょうじっ
けんしせつ

zero gravity experiment
facility, microgravity
experiment facility

無重量ないし微小重力環境下の諸実験を行う施設．地
下縦坑や塔における自由落下を利用するものなどがあ
る．

無色鉱物 むしょくこうぶつ colorless minerals 肉眼および顕微鏡の薄片観察において，斜長石や石英
のように色調が透明から白色に近い鉱物．白色鉱物と
もいう．有色鉱物と対比される．



無水掘り むすいぼり dry blocking 未固結層のコアリング法．コアリングを行う直前に循
環水を停止して掘進し，コアに焼付けを起こさせて採
取する法．

娘核種 むすめかくしゅ daughter nuclide 放射性崩壊に伴い崩壊前の核種から新しく生じた核種
のことで，娘核種がさらに崩壊を繰り返すこともあ
る．

娘元素 むすめげんそ daughter element 放射性核種が新しい核種に変わるとき，新たに生じた
娘核種を含む元素．

無成極電極 むせいきょくでん
きょく

nonpolarizing electrode 金属とその溶液を組合せた電極間のように，電極電位
がほとんど変化しない電極．非分極性電極ともいう．

無整合 むせいごう nonconformity 堆積岩が下位に分布する塊状の火成岩体や変成岩類を
覆っている場合の不整合．ノンコンフォーミティーと
同義．

無定位重力計 むていいじゅうりょ
くけい

astatic gravimeter 固有周期の長周期化をはかり感度を高くしたもので，
ラコスト重力計（固有周期20秒）などがある．

無停電電源装置 むていでんでんげん
そうち

uninterruptible power
station, steady power
supplier at emergency

停電時に電力を確保し電力がとぎれないようにする装
置.

無点紋帯 むてんもんたい non-spotted zone 曹長石の点紋を含まない無点紋片岩の分布する地域．
三波川帯では低圧変成部に分布する．

無点紋片岩 むてんもんへんがん non-spotted schist 目視出来る大きさの曹長石斑状結晶をもたない一般に
低変成度の結晶片岩．

霧訪山断層 むとうやまだんそう Mutoyama fault 活断層.確実度Ⅰ,活動度Ａ～Ｂ級,方向.長野県中央ア
ルプス北端部に位置する．延長約14㎞．高度不連続，
屈曲を示す．

無土器時代 むどきじだい aceramic age 土器が存在しない時代を示し，日本では縄文時代より
前の石器時代をさす．先土器時代ともいう．

無人岩 むにんがん boninite ボニナイトとも呼ぶ．西太平洋の島弧などに産する，
斜長石・磁鉄鉱・石英の斑晶を含まないガラス質安山
岩．単斜頑火輝石がしばしば含まれる，輝石の羽毛状
組織・放射状構造などの急冷組織が発達している．小
笠原の古別名無人島に由来．

無能川 むのうがわ misfit river 河床の広さに比べて水量の少ない河川．

無発破工法 むはっぱこうほう non-blasting method 岩盤・コンクリートなどを膨張性破砕剤や水圧，機械
の衝撃力などによって掘削する方法．

無斑晶 むはんしょう non-porphyritic 火山岩や半深成岩において斑晶が存在しない組織．

無斑晶岩 むはんしょうがん non-porphyritic rock 斑晶が存在しない組織を示す火山岩や半深成岩．



無斑晶状 むはんしょうじょう non-porphyritic 無斑晶と同義．

無普請 むぶしん non-support 支保工を必要としない素掘りのままの状態．

無巻き むまき no-lining tunnel 比較的良好な地山に掘られた素掘トンネル．昔の小断
面トンネルによくみられる．

無巻水路 むまきすいろ unlined canal 土を切盛して水路の形をつくり流水面には特別の処理
をしていない開水路や覆工していない水路トンネル．

撫養石 むやいし Muya ishi 徳島県鳴門市瀬戸町産の石材．中生界和泉砂岩系の砂
岩で橋・石垣・石碑に使用．

紫水晶 むらさきすいしょう amethyst 紫色を呈する水晶の一種．色合いや大きさによって準
貴石や飾り石とされる．

紫斑石 むらさきまだらいし Murasakimadara ishi 山梨県南都留郡道志村産の石材．新第三系大理石で装
飾用．

村雨帯 むらさめたい Murasame zone 諏訪湖の北方から北東に延びる変質帯．第三系が珪化
や絹雲母化．

村田式傾斜儀 むらたしきけいしゃ
ぎ

Murata type
photoclinometer

ボーリング孔の孔曲り測定器の一つで ，タイマーを
セットしてフィルムにボーリング孔の方位・傾斜を同
時に写し取る方法のもの．

村松断層 むらまつだんそう Muramatsu fault 活断層．確実度，活動度Ｂ級．新潟県村松市の南東部
側丘陵地に分布.月岡断層と一連の断層活動によるもの
と考えられる.

村山下ダム むらやましもだむ Murayama-shimo dam 多摩川水系多摩川．東京都．1927年竣工．堤高32.6ｍ
のアースダム．都市用水供給を目的とした我が国最初
のダム．

ムル むる mull 腐植物の分解が良好で粘土と良く混和した肥沃な土
壌．温帯の草原や塩基の多い落葉樹林下に生成され
る．

室生溶結凝灰岩 むろうようけつぎょ
うかいがん

Muro welded tuff 奈良県北部の大和高原から三重県中西部の伊賀盆地南
方にかけて分布する中新統～鮮新統の溶結凝灰岩．

牟婁層群 むろそうぐん Muro Group 紀伊半島中央部に分布する四万十累層群のうちの古第
三系～中新統．おもに砂岩・泥岩からなる．

室戸舟状海盆 むろとしゅうじょう
かいぼん

Muroto trough 紀伊水道沖の土紀碆との間の海底凹地．土紀海盆とも
いう．

室戸台風 むろとたいふう Muroto typhoon 1934年に室戸岬に上陸し，関西，北陸，東北を通過．
死者行方不明者3,066人，損壊9万余戸，浸水40万余戸
とされている．特に大阪での被害が甚大．昭和の台風
では伊勢湾台風，枕崎台風に次ぐ第3番目の犠牲者数．



室戸岬はんれい
岩体（斑糲岩
体）

むろとみさきはんれ
いがんたい

Murotomisaki gabbroic
complex

室戸岬先端に分布するはんれい岩（斑糲岩）．重力場
での結晶分化作用が見られ西側が下位にあったものと
考えられている．

室戸岬面 むろとみさきめん Murotomisaki terrace 高知平野東端から室戸岬に至る土佐湾沿いに分布する
海岸段丘面の一つ．南東に向けて高くなる傾向があ
り，地震時の地殻変動の影響を受けていると考えられ
ている．

室蘭石 むろらんいし Muroran ishi 北海道室蘭市東町産の石材．新第三系～第四系安山
岩．砕石用．

銘柄石材 めいがらせきざい brand-name stone 建設・製造工業または美術工芸用材料として使用され
る岩石のうちでも著名なもの．

明きょ（明渠） めいきょ open ditch 地表水や地下水を排水するために設けられた開水路．
暗きょ（暗渠）に比べて通水障害を容易に発見でき
る．開きょ（開渠）と同義．

明治三陸地震津
波

めいじさんりくじし
んつなみ

Meiji Sanriku tsunami
caused by earthquake

1896年6月15日に岩手県沖を震源とするM8.5の地震によ
り発生した津波．死者2万2千人とされる．

迷走電流 めいそうでんりゅう stray current 電気施設や雷の影響により,地盤中を流れる電流.電気
を用いた探査・検層実施時に留意する必要あり.

明度 めいど luminosity, brightness,
lightness

眼に感じられる光の強弱を示す量.

明凡地すべり めいぼんじすべり the Meibon landslide 1966年に大分県別府市明凡温泉街一帯で発生した地す
べり．誘因は台風による豪雨．地すべり面は温泉余土
中．

命名規約 めいめいきやく code of nomenclature 地層の区分や命名方法あるいは動植物の学名のつけ方
などを決めた基準．地層命名規約・動物命名規約参
照．

目入片麻岩 めいりへんまがん augen gneiss 眼球片麻岩と同義．眼球片麻岩と呼ぶのが一般的．

メインバウンダ
リー衝上

めいんばうんだりー
しょうじょう

Main Boundary thrust ヒマラヤ山脈南縁に分布する第三系に北からこれより
古い岩石が乗り上げる．北傾斜の衝上断層．

メートル原器 めーとるげんき prototype metre メートル条約によって１ｍの長さを表すものとして制
定された物指.現在ではメートルの定義が変わったた
め，実用上の価値はない.

メートル法 めーとるほう metric system メートル，キログラム，秒を基本とする単位系.

メカニカルアン
カー

めかにかるあんかー mechanical anchor ①先端部を機械的に開いて定着する形式のアースアン
カーやロックボルト．
②中空ロックボルトの内部に取り付けた数点の固定点
と頭部との相対変位を測定し,ロックボルトの軸力分布
を求めるための計器．

メカニカルシー
ルドドッキング

めかにかるしーるど
どっきんぐ

mechanical shield
docking method

押出し側・受入れ側の２台のシールドを地中において
補助工法なしで直接接合させる工法．



めがねトンネル めがねとんねる binocular tunnel 併設トンネルのうち，トンネル同士が接し中央の支柱
を共有する構造のもの

メキシコ湾岸地
向斜

めきしこわんがんち
こうしゃ

Gulf Coast geosyncline メキシコ湾北岸縁に存在すると考えられた地向斜．第
三紀から現世まで活動しているとされた．地向斜によ
る造山論は現在あまり議論されていない．

盲暗きょ（暗
渠）

めくらあんきょ blind drainage conduit 地表の残留水や地下水を除くために埋設された排水施
設で，溝の中に石礫・そだ束・蛇かごなどを詰めたも
の．

盲下水 めくらげすい blind drain 地中や覆工背面に排水などを目的に埋め込まれる排水
溝．透水性の良い砂利やパイプ類を用いる．

盲谷 めくらだに polje カルスト地域に認められる盆状地形．大きさや形状は
色々あり，溶食によって形成される．ドリーネやウ
バーレより大きい．ポリエともいう．

盲炭 めくらたん blind coal 燃焼時に炎が肉眼で見えにくいことから呼ばれた無煙
炭の一種．

盲不整合 めくらふせいごう blinded unconformity 上下層の間に明瞭な境界面が認められない不整合．最
近は用語として不適切とされ，混成不整合を用いる．

盲目地 めくらめじ blind joint 覆工コンクリート施工時の施工継ぎ目のうち，クラッ
ク防止のために設置する浅い溝の収縮継ぎ目．

メサ めさ mesa 浸食されにくい硬岩が水平に分布したため生じた平坦
な表面と周縁の急崖からなる台状の地形．地卓と同
義．

メサ状地形 めさじょうちけい mesa landforms メサと同義．沖縄本島においては，琉球層群が帽岩に
なっているメサ状地形発達部で地すべりが発生してい
る．

メサビ山地 めさびさんち Mesabi range 米国ミネソタ州にある鉄鉱石の代表的産地．鉱床はス
ペリオル型の縞状鉄鉱床で先カンブリア界に属す．

目地 めじ joint 一般には，コンクリートの膨張・収縮などによる悪影
響を防止する目的で設けられた継ぎ目をいう．

メソスフェア めそすふぇあ mesosphere リソスフェア（岩石圏）の下位マントルのうち，上部
マントルのアセノスフェアの下の構造運動に関係しな
い部分．

メソ帯 めそたい mesozone 広域変成作用のうち，雲母片岩・角閃岩が生成される
程度の中位程度の深度帯．緑色片岩相が生じる程度の
変成地帯．

メソ帯プルトン めそたいぷるとん pluton of mesozone メソ帯に産する花崗岩類．

メソ地向斜 めそちこうしゃ mesogeosyncline 大陸間に位置し，大洋的な特徴を有するとされた地向
斜．内部は複数の地背斜で分けられている．地向斜論
的考え方．



メソデスミック
構造

めそですみっくこう
ぞう

mesodesmic structure 結晶内の強結合した化学基において，陽イオン原子価
÷配位数＝陰イオン原子価÷２となる構造．

メゾポア めぞぽあ mezzo pore 中域サイズの土の間隙径(１～10μm範囲)．

メタ めた meta 変成・変質岩の源岩を示す際に用いる接頭語．例：メ
タチャート，メタアレナイト．

メタセコイア めたせこいあ Metasequoia スギ科の一属で，落葉高木．中国中部に分布．第三紀
に世界的に繁茂．日本では第四紀初期に消滅．

メタセコイア植
物群

めたせこいあしょく
ぶつぐん

Metasequoia  flora 鮮新世後期～更新世前期の大阪層群下部・最下部層と
その相当層に分布する古植物群．

メタセコイア植
物群消滅期

めたせこいあしょく
ぶつぐんしょうめつ
き

age of extinction of
Metasequoia  flora

メタセコイア植物群が気候寒冷化によって衰退し始
め，寒冷期に消滅した時期．

メタセコイア植
物群繁栄期

めたせこいあしょく
ぶつぐんはんえいき

age of flourish of
Metasequoia  flora

メタセコイア植物群が温暖な気候下で繁栄していた時
期．大阪層群最下部期に相当．

メタベーサイト めたべーさいと metabasite 変成作用を受けた塩基性岩．原岩ははんれい岩（斑糲
岩）・玄武岩などの塩基性火成岩．一般に片理に乏し
い塊状岩．変塩基性岩ともいう．

メタミクト鉱物 めたみくとこうぶつ metamict mineral 放射性元素を含む鉱物で，放射能により結晶格子が乱
され非晶質と見なされる鉱物．ジルコンなどにある．

メタ無煙炭 めたむえんたん meta-anthracite アメリカで固定炭素98%以上，揮発分2%以下の最上級と
して分類される石炭．

メタルクラウン めたるくらうん metal crown 超硬合金を先端に埋め込んだボーリングビット．土砂
～軟岩用に用いられる．

メタルチップ めたるちっぷ cemented carbide tip ボーリング用に使用する超硬チップの総称 ．ビットの
刃先の他，ロッドホルダの刃部 ，カップリングの外周
に使用する．

メタルビット めたるびっと metal bit コアチューブの先端部に取り付けて直接地盤を掘削す
るツール．刃先の超硬チップで，軟岩まで対応可能．

メタンガス めたんがす methane gas 有機物が水中で腐敗発酵する時に発生する無色の可燃
性気体．沼沢池や石炭・石油産出地域のガスに含まれ
る．

メタンハイドレ
イト

めたんはいどれいと methane hydrates 海底や永久凍土地帯など特定の温度・圧力条件下で水
分子の格子内に気体分子でシャーベット状で存在する
メンタンガス水和物．

メタンハイドレ
イト鉱床

めたんはいどれいと
こうしょう

methane hydrates deposit ガスハイドレイトとして存在するメタンガス鉱床．産
出層は周辺の地層に比べ小さな密度，早い地震波速度
を示すのが特徴．



メタンバクテリ
ア

めたんばくてりあ methane bacteria メタンを代謝物質として生成する嫌気性細菌．

目違い めちがい joint offsets コンクリート構造物の施工目地が地盤の変状その他の
原因で食い違いを生じていること．

メチレンブルー
吸着量

めちれんぶるーきゅ
うちゃくりょう

methylene blue capacity ①ＡＥコンクリートのＡＥ剤のフライアッシュ吸着能
定量評価のための試験で，フライアッシュに吸着され
るメチレンブルーの量．
②モンモリロナイトの含有量の指標．

メッサム火成岩
体

めっさむかせいがん
たい

Messum igneous complex 南西アフリカ中部海岸の環状分化火山岩体の分布地
帯．岩種は活動期に応じて変化している．

メッシナ輪廻 めっしなりんね Messina cycle 南ローデシアメッシナ帯における造山運動様式．塩基
性～超塩基性岩貫入・褶曲・広域変成作用・花崗岩貫
入といった造構作用の結果，変成岩を生成した．

メッシュ めっしゅ mesh ふるい目の大きさを表わす単位．通常長さ1インチの中
に含まれるふるいの目の数によって示す．

メッシュマップ めっしゅまっぷ mesh map 一定幅のメッシュで地図を覆い，メッシュ毎に情報を
分類して表示した図面．

メッセル工法 めっせるこうほう messer sheet pile
excavation method

トンネル掘削補助工法の一種．特殊加工した鋼矢板を
油圧ジャッキで地山に圧入し切羽の安定をはかる工
法．

メッセル鋼矢板 めっせるこうやいた knife sheet pile ドイツ語のナイフという意味の矢板で，土留工で用い
られる鋼矢板の外側をボックス枠で補強した形状を示
す．

目づまり めづまり clogging ボーリング時のスライムや細粒分により，地盤の空隙
や割れ目が充填される状況．地下水の調査では注意が
必要．

メディアン法 めでぃあんほう median method 階層的クラスタリング手法の一つで，最短距離法と最
長距離法の折衷的手法．

メディナ統 めでぃなとう Medinan series 北米の下部シルル系．名称は赤色斑岩質なメディナ砂
岩に由来する．

ＭＥＴＥＯＳＡ
Ｔ

めておさっと Meteorological
Satellite, METEOSAT

ヨーロッパの静止気象衛星．水蒸気チャンネルのセン
サを有している特徴がある．

目透砥 めとうと Metoto 京都府相楽郡和束町・亀岡市産の石材．中生界粘板
岩．中砥石，宮川砥ともいう．

メナード式圧力
計

めなーどしきあつ
りょくけい

Menard pressure meter 孔内載荷試験機の一種．

目無し岩 めなしがん free stone 節理・葉理などの不連続面に規制されず，任意の方向
で切り取りできる岩石．



目無炭 めなしたん Menashi-tan 規則的あるいは不規則な割れ目などが発達せず，方向
性を有しない塊状均質な石炭．日本には少ない．

メニスカス めにすかす meniscus 管中の液体表面が，界面張力により一種の曲面を形成
すること．

めのう（瑪瑙） めのう agate SiO2をを主成分とする玉ずい（玉髄）のうち，晶洞を充

填する際に同心円状の色調や明度変化を示すように
なったもの．

めひかり石 めひかりいし Mehikari ishi 愛媛県西宇和郡三崎町産の石材．三波川結晶片岩中の
大理石．装飾用．

メラピ火山 めらぴかざん Merapi volcano ジャワ島中部の活火山．円錐形成層火山で海抜
2,949m．溶岩ドームの形成・火砕流の発生を繰り返し
ている．

メラピ型火砕流 めらぴがたかさい
りゅう

Merapi-type pyroclastic
flow

溶岩ドーム成長期に，溶岩の崩落によって発生する火
砕流．名称はメラピ火山（インドネシア）に由来す
る．

メラメック統 めらめっくとう Meramecian series 北米モンタナ州メラメック川流域を模式地とする下部
石炭系の上部層で主として石灰岩層よりなる．

メランジ めらんじ melange 地層としての連続性がなく，様々な種類の岩石が複雑
に混じり合った地質体で，ブロックインマトリックス
の関係を有する．日本では四万十帯が代表的．

メルカトール投
影

めるかとーるとうえ
い

Mercator's projection 経線は等間隔の平行直線，緯線は両極ほど大きな間隔
の平行直線で表す海図に欠かせない地図投影法．

メルカトル修正
円すい図法

めるかとるしゅうせ
いえんすいずほう

Mercator's modified
conical projection

二つの緯線が正長に表されるように単円錐図法を修正
した等距離の擬円錐図法．

メルカトル図法 めるかとるずほう Mercator projection 円筒を地球赤道に接するようにかぶせて，地球中心か
ら円筒上に投射する図法．

メルカリ改正震
度階

めるかりかいせいし
んどかい

Mercalli scale of
earthquake intensity

米国などで使用されている震度階．日本の10段階に対
して，13段階に区分している．

面基準測角法 めんきじゅんそっか
くほう

face adjust goniometry 結晶面の測定法の一種で，複円反射測角器を用いる方
法．板状結晶の測定によく利用される．

面構造 めんこうぞう foliation,planar
structure

岩石中の片理構造・縞状構造・流理構造などの面要
素．普通，層理や節理などの初生的な面は含まない．

メンザー単位 めんざーたんい Meinzer's unit 透水係数の単位として，アメリカの地質調査所で採

用．単位は動水勾配1:1，温度60℃のとき，gal/d/ft2

（gal：ガロン（量）　d：day（時間））．

面切 めんさい 石材の大きさ（面積）を示す単位．１尺平方（約30㎝
平方，約900c㎡）をいう．



面状浸食 めんじょうしんしょ
く

sheet erosion, sheet
flood erosion

面状洪水によってひきおこされる地表面の面状の削
剥・浸食作用．布状浸食ともいう．ガリ浸食のような
線状浸食と区別．

免震構造 めんしんこうぞう seismic isolation
structure

地震の際，構造物にかかる慣性力を分散もしくは低減
させ，地震による影響の低減を期待する構造．

免震柔構造 めんしんじゅうこう
ぞう

base-isolated
flexibility structure

ある一定以上の地震力に対して構造物の周期を長くす
るとともに，減衰装置を用いて変形を吸収させる構
造．

免震制御 めんしんせいぎょ seismic isolation
control

建物本体と基礎の間に設置された免震装置により地震
や風による建物の振動を抑制すること．免震装置の本
体はアイソレーターであり，直径40～50㎝のゴムと鉄
板を交互に積層したものが最も知られる．

面積計 めんせきけい planimeter 図上で機械的に図形の面積を測る器械.プラニメータと
もいう.

面積容量曲線 めんせきようりょう
きょくせん

area-volume curves,
area-capacity curves

貯水池または貯水池の水位と貯水池容量および水位と
貯水面積との関係を示す曲線で，電力量計算などに用
いる．貯水池容量曲線．

面積流量計 めんせきりゅうりょ
うけい

area flow meter 管路の途中に流量によって可動するピストンやフロー
トを挿入して，流路の面積をしぼり，ピストンやフ
ロートの位置から流量を測定する装置．

面坪 めんつぼ 石垣や舗石面の面積あるいは石材の大きさを示す単
位．６尺平方（約180㎝平方)すなわち１坪と同じ値で
ある．

メンドシノ断裂
帯

めんどしのだんれつ
たい

Mendocino fracture zone カリフォルニア北部に位置する断層地帯．メンドシノ
岬より北緯40度沿いに約3,000kmの延長を有する．

免鳥石 めんどりいし Mendori ishi 福井県福井市産の石材．新第三系凝灰岩で土台石など
に使用．

面なし断層 めんなしだんそう planeless fault 断層面が消失したり，癒着することにより，変位はあ
るものの周辺部との区別が不明瞭となった断層．

綿毛化 めんもうか flocculation 分散している粘土粒子が相互に弱く結合し，集合体を
形成する現象．河口部で海水と接する際に生じやす
い．

綿毛構造 めんもうこうぞう flocculent structure 粘土などの微細な土粒子の配列モデルの一つで，間隙
が非常に大きい．

茂発谷断層 もあちやだんそう Moachiya fault 活断層.確実度Ⅰ,活動度Ｂ級,南北方向.帯広市南東丘
陵地を横断する．延長12㎞．豊岡付近でとう曲（撓
曲）崖を形成．

モイン衝上 もいんしょうじょう Moine thrust カレドニア造山運動末期に形成された，スコットラン
ド北西海岸部にある衝上断層．総変位量40～50km以
上．

モイン変成岩 もいんへんせいがん Moine metamorphic rocks モイン衝上断層からグレートグレン断層間に分布する
先カンブリア紀末期～カレドニア期の変成岩類．



毛管圧力 もうかんあつりょく capillary pressure 毛管現象において，メニスカスが水柱を支えるときの
反力として毛管壁に生ずる管軸方向の圧縮圧力．

毛管境界帯 もうかんきょうかい
たい

capillary fringe 毛管水のうち水理学的に地下水と連続している範囲の
最上部付近．

毛管現象 もうかんげんしょう capillarity,capillarity
action

水の表面張力と固体に対する付着力により水が上昇す
る現象で，管の径が小さいほど大きく上昇する．

毛管作用 もうかんさよう capillary action 毛管を液体の中に立てると，液体は管内を上昇して外
の液面より高くなったり，降下して外の液面より低く
なる現象．

毛管上昇高 もうかんじょうしょ
うだか

capillary rise 水が毛管現象により毛管中を上昇する限界の高さで，
水の表面張力や毛管の半径等に関係する．

毛管水 もうかんすい capillary water 毛管力によって毛細管（例えば土の間隙など）内に保
持されている水．

毛管水頭 もうかんすいとう capillary head 毛管力により，土中の間隙を上昇した単位体積重量の
水がもつエネルギーの大きさを水柱の高さで表したも
の．

毛管力理論 もうかんりょくりろ
ん

capillary force theory 凍結融解による岩石の破砕理論の一つ．岩石内に存在
する空隙間を結ぶ毛管を通り流入した水は，凍結し氷
の体積が増加し圧力も増加する．この増加圧力が岩石
を破砕するとした．

毛鉱 もうこう jamesonite 硫安鉛鉱ともいう．Pb4FeSb6S14．単斜晶系．鉱脈・ス

カルン鉱床から産出する．ブーランジェ鉱・輝安鉱・
ジンケン鉱などともに毛状鉱と呼ぶ．日本の代表的産
地は秩父鉱山．

蒙古地向斜 もうこちこうしゃ Mongolian geosyncline アンガラ大陸と中朝古陸間に位置したと考えられる幅
400～600kmの東西に延びる地向斜．モンゴル地向斜と
もいう．地向斜による造山論は現在あまり議論されて
いない．

毛細間隙 もうさいかんげき capillary interstice 水が毛管上昇できるくらい非常に細かい間隙．

網状河川 もうじょうかせん braided river 低水時に水流が分流や合流を繰り返して網目模様を形
成し，洪水時に単一河道を形成する河川．

網状河道 もうじょうかどう braided channel 河筋がいくつにも分流・合流をくり返し平面パターン
が網目状になったもの．洪水時に一本となる場合が多
い．河口州や山麓部の扇状地などによく発達する．網
状流路ともいう．

網状鉱床 もうじょうこうしょ
う

network deposit,
stockwork deposit

網目状の小規模な割れ目を充填した鉱物鉱床．幅1mm～
数cm，延長数ｍの鉱脈の集合体で，一般に低品位．

網状流 もうじょうりゅう braided stream 砂礫からなる島や州によって平水時の水流が分・合流
を繰り返す流れ．

網状流路 もうじょうりゅうろ braided channel 網状河道と同義．



網平均 もうへいきん net adjustment of
leveling

水準測量の結果を，測量網全体について調整計算し，
各点の標高を決定すること．

モーアの自由落
下式採取器

もーあのじゆうらっ
かしきさいしゅき

Moore free-fall corer ケーブルを使用しない海底土質採取器具で，水中に自
由落下させ，試料を浮揚性チャンバーで回収する．

モース もーす Mohs, Friedrich ドイツ生まれ．1773～1839年．ウェルナーの鉱物学を
体系化するとともにモースの硬度計を作成．

モース硬度 もーすこうど Mohs hardness 滑石からダイヤモンドにおよぶ計10種類の標準鉱物硬
度をもとに定義される鉱物の硬さの度合．

モース硬度計 もーすこうどけい Mohs scale of hardness 鉱物の硬さの度合いを，滑石からダイヤモンドにおよ
ぶ計10種類の標準鉱物で引っかき合って調べる方法．

モータースク
レーパ

もーたーすくれーぱ motor scraper 掘削から積み込み，運搬，まきならしを行うことがで
きるスクレーパのうち，車輪式トラクタと一体化した
もの．

モータグレー
ダー

もーたぐれーだ motor grader 前輪と後輪の間にブレードがつけられ，走りながら地
面をならす土工用機械．

モーダルアナリ
シス

もーだるあなりしす modal analysis 耐震設計法の一つ．建物の振動モードと地震の応答ス
ペクトルとから建物の地震応答の最大値を求める計算
法．

モード もーど mode ①岩石の鉱物組成の表示方法．岩石中に含まれる実際
の鉱物の量比．
②統計学的に最大の度数を与えるデータの値．

モーメント もーめんと moment ベクトルと作用点における位置ベクトルとの外積．ベ
クトルを力として力のモーメントを考えることが多
い．

モーメントテン
ソル

もーめんとてんそる moment tensor 地震波を励起する力源の記述方法．クラックの開閉，
等方的な爆発・収縮の力源も記述可能．

モーメントマグ
ニチュード

もーめんとまぐに
ちゅーど

moment magnitude 地震の大きさを示すスケールの一つ．断層運動の規模
を表すスケールで地震モーメントを基にして決められ
る．

モール・クーロ
ンの破壊基準

もーるくーろんのは
かいきじゅん

Mohr-Coulomb's failure
criterion

土の破壊規準の一つで，三軸試験によるモールの応力
円群の包絡線を直線とする場合．

モールド もーるど mould, mold 締固め試験を行うための真ちゅう製の円形小容器．

モールの応力円 もーるのおうりょく
えん

Mohr's stress circle 二次元平面応力状態のある任意断面に作用する垂直応
力とせん断応力の関係から導かれる円．

モールの破壊基
準

もーるのはかいき
じゅん

Mohr's failure criterion 一つの材料に対して応力状態を変えて得た複数のモー
ルの応力円を包絡する線について，関数表示したも
の．



モールの破壊理
論

もーるのはかいりろ
ん

Mohr's failure theory モールの円が破壊包絡線に接する状態以上の応力状態
のときにその材料はせん断破壊するとした理論．

モールの包絡線 もーるのほうらくせ
ん

Mohr's envelope 種々の応力状態で描いたモール破壊円の包絡線．

最上舟状海盆 もがみしゅうじょう
かいぼん

Mogami trough 佐渡から男鹿半島沖に至る日本海東縁部の構造凹地．
日本海東縁変動帯に属し，周辺に活断層が発達する．

模擬地震波 もぎじしんは simulated earthquake
motion

実測地震動ではないが，人工的に作成してこれに代え
る地震動．耐震設計用の入力地震動として用いる．

木製支柱式支保
工

もくせいしちゅうし
きしほこう

timbering 木製支保工のうち合掌式・枝ばり式・後光ばり式など
の総称．

木製支保工 もくせいしほこう timber support 松材などによるトンネル支保工で，安全性や経済性の
点で鋼アーチ支保工より劣るので通常使用されない．
断層対策などの応急措置や導坑・調査横坑などの小断
面トンネルで採用される．

木製土留め支保
工

もくせいどどめしほ
こう

trench timbering 開削工法の土留めに使用する仮設支保工で木製のも
の．施工性やコストから簡易な工事用．

もぐりぜき もぐりぜき submerged weir 頂部に長い水平部を持つ広頂堰の一種で，限界水深が
現れるタイプの堰．

模型実験 もけいじっけん model test 相似模型を用いて実物の挙動を予測する実験．実物を
調べることが難しい場合の有効な研究方法の一つ．

モゴク片麻岩 もごくへんまがん Mogok gneiss ミャンマー中部のモゴク付近にみられる，高度変成作
用を受けた片麻岩．石灰質で，変成作用により宝石を
産出．

モザイク結晶 もざいくけっしょう mosaic crystal 接触変成岩に特徴的に見られ，再結晶作用により個々
の結晶が等粒状を示す変成組織．グラノブラスチック
ともいう．

モザイク構造 もざいくこうぞう mosaic structure 単結晶は多くの微結晶からなり，各微結晶内部は規則
正しい三次元の原子配列を有しているが，各微結晶の
方位は互いにわずかながら分散しているとした結晶組
織のモデル．

モザイク写真 もざいくしゃしん mosaic photograph １回の撮影では撮れない被写体に対して，連続して複
数回撮影したものを貼り合わせて一枚に合成した写
真．

モザイク組織 もざいくそしき mosaic texture 変成岩の組織を示し，顕微鏡下の鉱物配列が等粒状で
無指向性の組織．グラノブラスチックとも．

モザイク平衡 もざいくへいこう mosaic equilibrium 全体的に見ると非平衡で，非可逆的な状態にあって
も，極微小部分でみた場合に平衡系と扱える状態．

モザンビーク帯 もざんびーくたい Mozambique belt アフリカ東部を南北に貫く造山帯．先カンブリア時代
末期に活動し，大規模な熱変成作用を受けた．



模式種 もしきしゅ type species 個別的な特徴から区別される生物分類上の一群をタク
ソンといい，タクソンの模式となる公称種．

模式層 もしきそう type formation 地質時代区分の一時期を代表する地層，あるいは調査
地の地質状況を説明できる代表的な地層．

模式断面図 もしきだんめんず schematic profile 上下・水平方向の地質分布の状況を概念的に示した断
面図．一部省略したり，強調して判りやすくする場合
も多い．

模式地 もしきち type locality ①生物分類上一群の模式標本を産出した指定地．
②地層命名・区分の標準として指定された露頭や地
区．

模式柱状図 もしきちゅうじょう
ず

schematic columnar
section

ある領域における層序区分，層相，化石種などの地質
情報を統合し，概念化した柱状図．

模式標本 もしきひょうほん type specimen ある生物群（タクソン）を種単位で代表する模式とな
る標本．

モジュラス もじゅらす modulus 率，係数のこと．弾性係数(elastic modulus)，剛性率
(modulus of rigidity)のように使用する．

ＭＯＳ もす Marine Observation
Satellite, MOS

日本が1987年に打ち上げた海洋観測衛星．可視近赤外
放射計など3種類のセンサを搭載．

モスクワ陸向斜 もすくわりくこう
しゃ

Moscow syneclise ロシア・モスクワ周辺に存在する大規模な下向き構
造．千ｍをはるかに超す中～古生界および先古生界が
分布する．

母体層群 もたいそうぐん Motai Group 岩手県前沢町字母体を模式地とする母体変成岩より成
る弱変成古生界．主に細粒緑色岩からなり一部チャー
ト，粘板岩を挟む．

母体変成岩 もたいへんせいがん Motai metamorphic rock 母体層群と同義．

もたれ式擁壁 もたれしきようへき leaning type retaining
wall

地山あるいは裏込層に寄りかかった状態で安定してい
る擁壁．背後の地山が良好な場合に用いられる．

モデル計算 もでるけいさん model calculation 対象となる物体の形状・規模・入力物性値などの諸条
件を仮定した上で，現実に起こりうる現象を予測する
計算または手法．

モデル地震学 もでるじしんがく model seismology 地震現象をモデル実験によって研究する学問．地震の
発生の問題や地震波の発生と伝播の問題などを研究す
る．

元名石 もとないし Motona ishi 千葉県安房郡鋸南町産の石材．新第三系凝灰岩で房州
石中最良質のもの．保田石と同義語．

モナズ石 もなずいし monazite 花崗岩類や変成岩類の副成分鉱物あるいは漂砂鉱床よ
り産出されるトリウムの原料となる鉱物．



モナズ砂 もなずすな monazite sand セリウム（Ce)，ランタン（La)などの希土類元素の燐
酸塩鉱物からなる漂砂で，放射性元素トリウム(Th)を
含む．

モナスティル階 もなすてぃるかい Monastirian stage チュニジアのモナスティル半島を模式地とする海成の
低位段丘堆積層が形成された時階．

モニタリング もにたりんぐ monitoring ある現象，対象物を管理，観察，評価，防止などの目
的で監視すること．

モノクレーター
火山群

ものくれーたーかざ
んぐん

Mono Craters volcano
group

米国カリフォルニア州東部に南北方向に配列する火山
群．更新世末から完新世にかけて流紋岩類を噴出し
た．

モノクロメータ ものくろめーた monochrometer 鉱物の屈折率測定などに用いられる．白色光から任意
の単色光を取り出すことのできる装置．

モノサイクリッ
ク

ものさいくりっく monocyclic 鉱床賦存地域において鉱床生成が１回の構造運動やマ
グマ活動によって生じたことを示す用語．

モノ地向斜 ものちこうしゃ monogeosyncline 大陸域において常時浅海ではあるが，狭長かつ深い沈
降性を有すとされた地向斜．現在はプレート運動で説
明．地向斜による造山論は現在あまり議論されていな
い．

物部－岡部の土
圧式

もののべおかべのど
あつしき

Mononobe-Okabe's formula 現在，国内・外で広く用いられている地震時土圧式
で，物部と岡部は独自に震度法をクーロン土圧に導入
した．

物部川層群 ものべがわそうぐん Monobegawa Group 徳島県勝浦町から愛媛県三瓶町にかけて断続して分布
する下部白亜系．秩父帯北帯に属し主に砂岩・頁岩よ
りなる．高知県東部の物部村を模式地とする．

茂原ガス田 もばらがすでん Mobara gas field 南関東ガス田の一つ．ほとんどメタンからなる水溶性
ガス．千葉県茂原市にあり上総層群の砂岩泥岩互層か
ら産出．ガスを分離したかん水からヨードが生産され
ている．茂原周辺の天然ガス鉱床は茂原型と呼ばれか
ん水に対するガスの量比が大きい．

モホ もほ moho, Mohorovicic's
discontinuity

モホロビッチ不連続面の略称．

モホーク統 もほーくとう Mohawkian series 北米の中部オルドビス系．本統と下位のシャージ統を
合わせてチャンプレーン統ともいう．

モホール計画 もほーるけいかく Mohole Projects 米国で地殻－マントルの境界であるモホ面を確認する
ために計画された超深部掘削計画．ただし本計画は中
止された．

モホ面 もほめん Mohorovicic's
discontinuity

モホロビチッチ不連続面の略称．

モホロビチッチ
不連続面

もほろびちっちふれ
んぞくめん

Mohorovicic's
discontinuity

地殻とマントル間の境界に相当するＰ波速度が不連続
となる面．深度は大陸直下で30～60km程度，海洋底で
は10km程度．

紅葉大理石 もみじだいりせき Momiji marble 静岡県島田市千葉山産の石材．四万十帯の大理石で建
築・装飾材用．



紅葉山層 もみじやまそう Momijiyama Formation 北海道中央南部に広く分布する新生界始新～下部漸新
統．夕張市紅葉山付近の夕張川右岸を模式地とする．
海成で下部は砂岩を主体とし礫岩を伴い，上部凝灰質
シルト岩からなる．

百島みかげ ももしまみかげ Momoshima mikage 広島県尾道市百島産の石材．中生界黒雲母花崗岩．百
島石ともいう．建築・石垣用．

桃の木亜層群 もものきあそうぐん Momonoki Formation 山梨県西部の糸魚川－静岡構造線の東側に沿って分布
する中部中新統．海成で礫岩・砂岩・砂泥互層を主体
とし，チャート，珪質頁岩，細粒凝灰岩などを挟在す
る．

桃ノ木層 もものきそう Momonoki Formation 山梨県西部の糸魚川－静岡構造線の東側に沿って分布
する中新統．海成で礫岩・砂岩・砂泥互層などからな
る．最近は桃の木亜層群と呼ばれる．

モラッセ もらっせ molasse アルプスの後造山期堆積物が起源の粗粒で層相変化の
著しい堆積物．浅海成や陸成の礫岩や砂岩が主体．

モラッセ性沈降
帯

もらっせせいちんこ
うたい

molasse subsidence zone 大陸衝突に伴う造山運動の際に形成された前縁凹地や
山間盆地．カレドニア造山帯やヘルシニア造山帯にみ
られる．

モラッセ相 もらっせそう molasse facies モラッセの特徴を示す堆積相．礫岩や砂岩など粗粒で
層相変化の著しい堆積物を示す．

モラッセ堆積物 もらっせたいせきぶ
つ

molasse sediment モラッセ相の堆積物．

盛岡－白河線 もりおかしらかわせ
ん

Morioka-Shirakawa line 北上山地と阿武隈山地の西に位置し，東西に地下構造
を分かつ線．この線より西側がグリーンタフ地域とな
る．

盛替え もりかえ replacement トンネルの木製支柱式支保工などで地山を支持してい
る支柱の荷重を別の支柱に受け換えて初めの支柱をは
ずすこと．

森カルデラ もりかるでら Mori caldera 大分県西部の万年山を囲む直径約10kmのカルデラ．半
円状に流れる玖珠川流路の地形から想定された．

モリソル もりそる mollisol 土壌分類の一つで，亜湿潤～半乾燥地帯に分布する黒
色の有機物に富む表層を持つ土壌群．

盛立 もりたて embankment 土や岩石を充分締固めながら順次盛土して，堤防，
フィルダムなどを築造すること．

盛立のり面 もりたてのりめん slope of embankment 盛土・築堤などの斜面部．それぞれの目的に応じたの
り面保護工が施工される．

森遠地すべり もりとうじすべり the Morito landslide 四国の三波川結晶片岩地帯に発生している最大規模の
地すべり．幅約700m，長さ約1,200m，すべり深度は30m
を越える．

盛土荷重低減工
法

もりどかじゅうてい
げんこうほう

banking load
mitigational method

盛土荷重を軽減し，構造物に起こる変位・側方流動を
減少させる工法で，盛土材に軽量な新素材などが使用
される．



モリブデン鉛鉱 もりぶでんえんこう wulfenite PbMoO4．立方晶系．硬度3．比重6.8．鉛鉱物やモリブデ

ン鉱物を胚胎する鉱床の酸化帯に二次鉱物として産す
る．一般に四角板状結晶．水鉛鉛鉱ともいう．

モリブデン鉱床 もりぶでんこうしょ
う

molybdenum deposit 主に輝水鉛鉱が主体の熱水鉱床で，花崗岩質の貫入岩
に伴う場合が多い．日本では鉱脈鉱床として産する．

森本断層 もりもとだんそう Morimoto fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．金沢市
中央部から北北東に走る延長18㎞．平地と丘陵地を画
するとう曲（撓曲）崖を形成．

モル もる mor 森林土壌の腐植の分類の一つ．粗腐植のこと．

モル体積 もるたいせき molar volume 1モルの物質に相当する体積．理想気体では0℃，1気圧
で1モル体積は22.4リットルとなる．

モルタル もるたる mortar ①セメント・細骨材・水を攪拌したもの．
②粗粒子が細粒子に縁どられた岩石組織．ポーフィロ
クラスチックと同義．

モルタル構造 もるたるこうぞう mortar  structure 圧砕を受けて細粒化した結晶中に，未圧砕の原岩の残
存結晶が斑晶として分布する構造．

モルタル注入 もるたるちゅうにゅ
う

mortar injection 岩石の亀裂や地盤の空隙あるいは粗骨材の間隙などに
モルタルを注入すること．

モルタルバー試
験法

もるたるばーしけん
ほう

mortar bar testing 骨材のアルカリシリカ反応性を判定する試験法．膨張
促進条件下でモルタルバー（4×4×16cm）を養生し，
反応性の有無を判定．

モルタルバー法 もるたるばーほう mortar-bar method モルタルバー試験法と同義．

モルタル吹付け もるたるふきつけ gunite-shooting,mortar
spraying

のり面の風化・浸食防止のため，圧縮空気でモルタル
を直接のり面に吹き付けること．吹付け厚は５～10cm
が標準．

モルタル防水 もるたるぼうすい mortar waterproofing モルタル空隙の毛細管を水ガラスやパラフィンなどを
混入したセメントで充填する防水方法．

モル濃度 もるのうど molarity 単位体積の溶液に含まれる溶質量であり，濃度の表現
方法の一つ．mol/lの単位で表わすことが多い．

モル比 もるひ molar ratio ２成分の溶液中に存在する物質のモル数の比．生成物
の組成決定法としてモル比法がある．

モル比熱 もるひねつ molar heat 物質１モルの熱容量のことでモル熱容量ともいう．そ
の物質の比熱容量に，その物質の分子量を乗じたも
の．

モル分率 もるぶんりつ molar fraction 溶液を構成する全ての物質量（モル量）の総和に対す
る個々の物質量（モル量）．濃度の表現方法の一つ．



モルワイデ図法 もるわいでずほう Mollweide's projection 1805年モルワイデによって考案された正積図法.全世界
を一つの楕円面に投影できる．

モレーン もれーん moraine 氷成堆積物により形成された地形の総称．氷成堆積物
を表すこともある．氷堆石と同義．

モレーンヒル もれーんひる moraine hill 氷成堆積物のつくる地形．堆石で形成された丘状のた
かまり．氷堆石堤，堆石丘ともいう．

モレングラア
ファイト

もれんぐらあふぁい
と

molengraafite わずかにアルミニウムを含む，ランプロフィライトの
一種．雲母状結晶で，独特の輝きを示す．

モロウ統 もろうとう Morrowan series 米国アーカンソー州モロウ地域を模式地とする下部ペ
ンシルバニア系．モロワン統ともいう．

モロカイ断裂帯 もろかいだんれつた
い

Molokai fracture zone ハワイ諸島のモロカイ島付近に存在する海底断裂帯．
ハワイ諸島を横断しており，海崖や舟状海盆からな
る．

モングガイ統 もんぐがいとう Mongugai series ロシア極東部の凝灰岩主体の上部三じょう系（三畳
系）．貝や植物の化石を産する．

モンケン もんけん drop hammer 杭や鋼矢板に打撃力を与えるためにドロップハンマー
に用いるおもり．

門靜石 もんしずいし Monshizu ishi 北海道厚岸郡厚岸町門靜産の石材．中生界粗粒玄武岩
で釧路石と同質．

文象状 もんしょうじょう，
ぶんしょうじょう

graphic 長石結晶中に楔形文字状の石英が連晶する規則的連晶
構造を示す用語．ペグマタイトに模式的に発達する．

文象連晶 もんしょうれんしょ
う，ぶんしょうれん
しょう

graphic intergrowth 文象構造を示す同種あるいは異種からなる数種の結晶
が，ある方向性を有して直接共生している状態．

モンスーン もんすーん monsoon 季節風と同義．

門前階 もんぜんかい Monzen stage 東北地方の新第三系の最下部階．秋田県北部の門前層
を模式層とする．陸成で変質した安山岩類が主体．

門前層 もんぜんそう Monzen Formation 秋田県男鹿半島に分布する新生界漸新統．男鹿市門前
付近を模式地とする．陸成で安山岩・流紋岩の溶岩や
火砕岩，凝灰質礫岩，砂岩，泥岩などからなる．

モンゾナイト もんぞないと monzonite 閃長岩と閃緑岩の間に位置づけられる完晶質の深成
岩．カリ長石とラブラドライトを同程度含む．他に黒
雲母・角閃石・輝石を主成分鉱物とする．モンゾニ
岩・閃長閃緑岩と同義．

モンゾニ岩 もんぞにがん monzonite モンゾナイトと同義．



モンゾニ斑岩 もんぞにはんがん monzonite porphyry モンゾナイトと類似の組成をもつ斑状岩．カリ長石や
黒雲母などを含む．

モンテカルロシ
ミュレーション

もんてかるろしみゅ
れーしょん

Monte Carlo simulation 不規則に起こる事象を，一様乱数を利用してコン
ピュータシュミレーションにより再現する方法．

モンテカルロ法 もんてかるろほう Monte Carlo method 事象を確率的に組み合わせて現象をモデル化するシ
ミュレーション手法．解析が困難な現象に適用される
他，決定論モデルに対して確率的な近似解として解く
場合もさすことがある．

モンテレオネ
デッケ

もんてれおねでっけ Monte-Leone decke 西アルプスのペンニン帯を構成するデッケ（ナップ）
群の一つ．６区分されるペンニンデッケの下から３枚
目．

モンテローザ
デッケ

もんてろーざでっけ Monte-Rosa decke 西アルプスのペンニン帯を構成するデッケ（ナップ）
群の一つ．６区分されるペンニンデッケの下から４枚
目．

モンブラン地塊 もんぶらんちかい Mont Blanc massif スイスアルプス北部のヘルベチア帯南東縁に分布し，
花崗岩類や片岩などからなる先アルプス基盤岩のドー
ム．

モンブラン道路
トンネル

もんぶらんどうろと
んねる

Mont Blanc Road tunnel 仏・伊国境にある長大道路トンネルで，土被り
2,000m，花崗岩・片麻岩よりなり，山はねを生じた．

モンプレー もんぷれー Mount Pelee 仏領西インド諸島マルチニーク島にある標高1,397mの
火山．大きな噴火被害を出した火山として有名．

モンプレー噴火 もんぷれーふんか the 1902 Mount Pelee
eruption

仏領西インド諸島マルチニーク島で1902年に発生した
モンプレー火山の大噴火．この噴火により首都サン
ピェール市は全滅．死者29,000名とされる．

モンモリロナイ
ト

もんもりろないと montmorillonite Na0.33(H2O)4(Al,Mg)2[(OH)2|Si4O10]．単斜晶系．硬度1～

2．スメクタイト群に属する粘土鉱物で強い膨潤性と高
いイオン交換能をもつ．膨張性土圧などの要因にな
る．

モンモリロナイ
ト－カオリナイ
ト帯

もんもりろないとか
おりないとたい

montmorillonite-
kaolinite  zone

変質分帯の一つ．モンモリロナイト・カオリナイトの
出現で特徴づけられる．

モンモリロナイ
ト化作用

もんもりろないとか
さよう

montmorillonitization ガラス質の酸性岩が熱水・続成，風化作用を受けてス
メクタイトに富んだ岩石に変質する作用．

モンモリロナイ
ト帯

もんもりろないとた
い

montmorillonite zone 変質分帯の一つで，アルカリ性熱水帯における熱水上
昇中心部を取り囲んで分布する．

ヤーマス間氷期 やーますかんぴょう
き

Yarmouth interglacial
stage

ギュンツ－ミンデル間氷期に相当する北米の間氷期．

矢石類 やいしるい Belemnoidae ジュラ～白亜紀の海生化石．頭部に石灰質の鞘を有
し．古水温測定の標準試料として利用される．べレム
ナイト類ともいう．

矢板 やいた sheet pile, lagging
（tunnel）

①土砂崩壊防止やしゃ水の目的で地盤に打込まれる板
状の杭．使用材料によって木製矢板・鋼矢板などがあ
る．
②矢板工法のトンネル工事において地山を支持するた
めに支保工と地山の間に入れる板．



矢板カットオフ やいたかっとおふ sheet pile cut off 鋼矢板，鋼管矢板などを地盤中に打ち込み地下水を遮
断すること．

矢板壁 やいたかべ sheet pile wall 土止めや水止めの目的で，互いにかみ合わせた矢板を
地盤に打込み作られた壁．

矢板工 やいたこう sheet piling 矢板を地盤に打込んで土止め・しゃ水などを行なう工
事の総称．

矢板工法 やいたこうほう lagging method 支保方式として鋼製支保工と矢板を併用してトンネル
を施工する工法で，ＮＡＴＭ工法以前の標準工法．

矢板式基礎 やいたしききそ sheet pile foundation 鋼管矢板またはＨ形鋼矢板を現場で円形，小判形，矩
形などの形状に建て込んだ構造形式の基礎．

八重山夾炭層 やえやまきょうたん
そう

Yaeyama coal-bearing bed 琉球列島南西部の下部中新統．2～4mの石炭層，大型有
孔虫化石を多産する石灰岩層を挟在する．

八重山地震津波 やえやまじしんつな
み

Yaeyama earthquake
tsunami

1771年八重山諸島沖で発生した巨大津波．石垣島の被
害は甚大．諸島全体の溺死約1万2千人，住家全潰2千余
戸とされている．

野外地質学 やがいちしつがく field geology 地表踏査を通じて得られた情報・資試料を解析し，地
質構成・構造・形成課程を探求する学問．

夜間熱映像 やかんねつえいぞう night thermal imagery 夜間には日陰，斜面方位などの影響がなくなることを
利用した，熱赤外領域電磁波を用いた熱映像．

夜間放射 やかんほうしゃ nocturnal radiation 地面や海面から大気へ出る熱と，逆に大気から入る熱
がある．夜間に前者が勝り冷える作用をいう．

矢木 やぎ spile 地質不良地山のトンネルで支柱と地山の間にいれる矢
板では充分でないとき，地山に打込む丸太や鋼管類．

薬液注入 やくえきちゅうにゅ
う

chemical grouting 地盤の止水性向上・強度増加・空洞間隙充填を目的と
する注入工法の一種で，水ガラスなどの急結性材料を
注入材として用いる．

薬液注入工法 やくえきちゅうにゅ
うこうほう

chemical grouting method 地盤の支持力あるいはしゃ水性を高めるため，水ガラ
ス・高分子系などの薬液を地盤に注入し，改良する工
法．

薬液注入式サン
プラ

やくえきちゅうにゅ
うしきさんぷら

土質試料サンプラの一種で，押し込み後薬液を注入固
化させて栓を形成し，試料脱落を防ぐもの．

八茎変成岩 やぐきへんせいがん Yaguki metamorphic rock 福島県いわき市八茎付近で畑川破砕帯の東側に沿って
帯状に分布する黒色片岩・緑色片岩を主体とする結晶
片岩．

躍層 やくそう discontinuity layer,
thermocline

湖や湾などで，上下両水層の間に挟まれて密度や温度
が急激に変わる薄い水の層．



夜久野塩基性岩 やくのえんきせいが
ん

Yakuno basic rock 京都府舞鶴市付近から岡山県南部まで舞鶴帯中に断続
的に迸入する斑れい岩（斑糲岩）・輝緑岩などの塩基
性岩類．迸入時期はペルム紀末～三じょう紀（三畳
紀）初期．

夜久野コンプ
レックス

やくのこんぷれっく
す

Yakuno complex 夜久野塩基性岩およびこれに伴う花崗岩・玄武岩・変
成岩などを一括した複合岩類の総称．

夜久野層群 やくのそうぐん Yakuno Group 京都府から岡山県にかけて舞鶴帯中に分布する下部～
中部三じょう系（三畳系）．砂岩，礫岩，泥岩を主体
とする．

八雲鉱山 やくもこうざん Yakumo mine 北海道山越郡八雲に存在し，1969年に閉山した菱マン
ガン鉱山．周辺は有数の地熱地帯．

八雲層 やくもそう Yakumo Formation 北海道南西地域松前半島付近に分布する新第三系下～
中部中新統．山越郡八雲町遊楽部川中流部付近を模式
地とする．海成で硬質頁岩・泥岩互層を主体とし，凝
灰岩，砂岩を伴う．

やぐら やぐら derric mast, tripod ボーリング孔口の作業場上に設置され，器材の昇降作
業，打上げ・引抜き作業，打込み作業などに利用され
る ．

やぐら式足場 やぐらしきあしば ボーリング機械やそれを操作するための空間（足場）
が，やぐらと一体となったもの．

焼け やけ gossan 黄鉄鉱などが酸化によって褐鉄鉱に変化し，褐色を帯
びて，「焼けた」ようにみえるようす．ゴッサンとも
いう．

焼け土 やけつち weathered lava 阿蘇地方などでの風化溶岩の俗称．赤褐色を呈するこ
とが多い．

野稿図 やこうず compiled route map 各経路で露頭状況などを記入したそれぞれのルート
マップを合わせたり，１枚の地形図上に記入した図．

ヤコブ法 やこぶほう Jacob method 簡略化したタイスの公式を用いる揚水試験結果の解析
法．揚水井から観測井までの距離が小さく，揚水継続
時間が大きい場合に適用．

八汐ダム やしおだむ Yashio dam 那珂川水系鍋有沢川．東京電力㈱．1995年竣工．表面
遮水壁（アスファルトフェーシング）型として堤高
90.5ｍは世界最大．

野洲石 やすいし Yasu ishi 滋賀県野洲郡野洲町産の石材．中生界花崗岩で土木
用．

安戸地窓 やすどじまど Yasudo-Fenster 関東山地東北部，大霧山付近の衝上構造と浸食によっ
て下盤の秩父古生界が現れていると解釈した構造．

安富断層 やすとみだんそう Yasutomi fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，西北西方向．姫路市
北部，現中国自動車道付近に位置し延長18㎞，山崎断
層系の一断層．

休場礫岩 やすばれきがん Yasuba conglomerate 従来は四国の秩父帯休場層中に含まれる礫岩とされ
た．最近は異地性岩塊とみなされる．礫種は石灰岩が
多い．



谷内石 やちいし Yachi ishi 石川県中島町谷内産石材．中新統安山岩質凝灰角礫
岩．土木用・建築用土台石に利用．小木石・市ノ瀬石
と同質．

谷地田 やちだ paddy field in a valley 谷間にある水田．周辺の台地からの浸透水・湧水など
を用水源とし，一般に地下水位が高いことが多い．

野地坊主 やちぼうず tocksock 北海道東部・北部の泥炭地に生育するカブスゲ群落の
株群隆起．隆起は冬期間の土壌凍結・凍上に起因す
る．

野帳 やちょう field note 地質調査の際にルートマップ・露頭スケッチなどを記
載する手帳．

谷津 やつ yatsu 台地や丘陵地を解析してできた谷状の低湿地．谷戸あ
るいは谷地ともいう．

八ヶ岳火山列 やつがたけかざんれ
つ

Yatsugatake volcanic
chain

長野県から山梨県にかけて分布する火山群．標高2000
ｍ級の火山が南北に20以上配列する．主に安山岩質の
火山岩からなる．

矢津地すべり やつじすべり the Yatsu landslide 1962年に新潟県栃尾市北荷頃で発生した地すべり．人
家25戸と田畑・山林が被災した．

八代火成岩 やつしろかせいがん Yatsushiro igneous rock 熊本県八代市に分布する火成岩類．圧砕花崗岩類・蛇
紋岩などが分布．

八代片麻岩 やつしろへんまがん Yatsushiro gneiss 熊本県八代市に分布する変成岩類．黒瀬川構造帯中に
あり，角閃岩や雲母片麻岩を主体とする．

柳ケ瀬断層 やながせだんそう Yanagase fault 活断層.確実度Ⅰ,活動度Ｂ級,北北西方向.琵琶湖北東
部から敦賀湾東部山地間に位置する．延長37㎞．断層
崖を形成．

柳谷地すべり やなぎだにじすべり the Yanagidani landslide 1967年に神戸市北区八多町柳谷地内において，神戸層
群中に発生した地すべり．主な被害は全壊3戸，半壊2
戸とされている．

柵原鉱山 やなはらこうざん Yanahara mine 岡山県久米郡柵原町にあって1991年に閉山した硫化鉄
鉱山．舞鶴層群の輝緑岩を交代した塊状交代鉱床．

矢作石 やはぎいし Yahagi ishi 岩手県陸前高田市矢作町産の石材．古生界粘板岩で硯
や瓦に使用．

耶馬渓火砕流堆
積物

やばけいかさいりゅ
うたいせきぶつ

Yabakei pyroclastic flow 大分県九重町付近にあった猪牟田カルデラから噴出
し，九州中央部に広く分布する火砕流堆積物．

耶馬渓溶結凝灰
岩

やばけいようけつ
ぎょうかいがん

Yabakei welded tuff 耶馬渓火砕流堆積物中の溶結凝灰岩．一軸圧縮強度は
20～50MPa．

八橋油田 やばせゆでん Yabase oil field 秋田市八橋に位置する原油の累計生産量が国内最大の
油田．1933年発見．貯留層は深度350～1800ｍの桂根
層，船川層の砂岩，女川層の凝灰岩．



八幡館石 やはただていし Yahatadate ishi 青森県弘前市産の石材．新第三系凝灰角礫岩で大鰐
石，小金崎石と同質．

矢羽根状鉱脈 やばねじょうこう
みゃく

feathered vein 主断層とこれより派生した副次割れ目（リーデルシ
ア・展長性節理など）を充填した鉱脈．

弥彦石 やひこいし Yahiko ishi 新潟県西蒲原郡弥彦村産の石材．新第三系輝石安山岩
は田上石と同質，粗粒玄武岩は間瀬石と同質．石段，
石塀に使用．

藪塚石 やぶづかいし Yabuzuka ishi 群馬県新田郡藪塚本町産の石材．新第三系流紋岩質凝
灰岩で土木・建築用．

山奥層 やまおくそう Yamaoku Formation 岡山県北西部大佐町に分布する下部ジュラ系．砂岩・
泥岩互層を主体とし，一部に砂岩，礫岩を挟在する．

山神地すべり やまがみじすべり the Yamagami landslide 1965年に岐阜県土岐市下石町山神で発生した地すべ
り．地区を流れる下石川と県道に被害発生．

山上変成岩 やまがみへんせいが
ん

Yamagami metamorphic
rocks

阿武隈山地北部の相馬市山上付近を模式地とする緑れ
ん石（緑簾石）角閃岩などの結晶片岩類．

山崩れ やまくずれ landslip, landslide 山地斜面の風化岩屑や基盤岩の一部が急激に崩壊落下
する現象．豪雨，地震などにより誘発される．

山口帯 やまぐちたい Yamaguchi belt 飛騨変成帯と領家変成帯間に位置する中～古生界の分
布地帯．

山砂利 やまじゃり mountain gravels 段丘や未固結の第三系地山より採取される砂・砂利・
礫．砂利，海砂に対する対語．

山砂利層 やまじゃりそう mountain gravels 近畿地方などの丘陵や台地を構成する礫層．大阪層群
を覆い更新統に属すものが多いとされたが，古第三系
のものもあることがわかってきた．地層名としては現
在は用いられない．

山錫 やますず mountain tin, lode tin 花崗岩中などの錫石が風化運搬されて堆積した砂錫に
対して，砂錫以外の鉱脈などから産出する錫石．

山砂 やまずな pit sand 河岸段丘・海岸段丘などの堆積層，あるいは第三系の
未固結層など陸地から採取される砂．

山背 やませ Yamase 三陸地方において夏季に吹く冷たい東風．日本独自の
気象現象の呼称．農作物の成育に悪影響．

山田石 やまだいし Yamada ishi 大分県速見郡日出町，宇佐市長洲産の石材で新第三系
両輝石安山岩．碑石などに使用．

山丈 やまたけ thickeness of coal seam 炭層の挟みと称する石炭以外の岩石と石炭を合わせた
厚さのこと ．



山田断層 やまだだんそう Yamada fault 地震断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，西北西方向．丹後
半島頚部に位置し延長20㎞，1927年の北丹後地震で一
部変位した．

山田みかげ やまだみかげ Yamada mikage 宮城県伊具郡丸森町館矢間産の石材．中生界黒雲母角
閃石花崗岩で館矢間石・大内石と同義語．

山付堤 やまづきてい levee connected to
hillside

上流からの水が堤内に流入しないように，河道の端は
山地の高い位置に取り付けた堤防．

山津波 やまつなみ rock avalanche 土石流の俗称．ただし研究者によっては水分の多いも
のを土石流，固体物質の多いものを山津波と区分して
いる．

山寺石 やまでらいし Yamadera ishi 山形県山形市山寺産の石材．新第三系安山岩質凝灰岩
で台石・橋・板石・間知石などに使用．

山都石 やまといし Yamato ishi 福島県耶麻郡高郷村産の石材．新第三系凝灰岩で荻野
石ともいう．石塀，石造物などに使用．

大和石 やまといし Yamato ishi 山梨県東山梨郡大和村・牧丘町・東八代郡石和町産の
石材．新第三系両輝石安山岩で土木，砕石用．

大和海盆 やまとかいぼん Yamato basin 日本海の中西部，大和海嶺の南東に位置する水深2,000
～3,000mの海盆．

大和海嶺 やまとかいれい Yamato ridge, Yamato
rise

日本海中央部に位置する海底の高まり．北大和堆と大
和堆からなり，共に孤立した大陸地殻によって構成さ
れる．

やまと山脈 やまとさんみゃく Yamato mountains, Queen
Fabiola mountains

南極大陸の内陸山地で，1960年初めて日本南極観測隊
が到達．1969年以降，多量の隕石が採取される．

大和堆 やまとたい Yamato ridge 日本海中央部にあり，長径130km・短径20km・水深300m
程度の平坦な浅所．良漁場として有名．

山留め やまどめ earth retaining 土留めと同義．

山留め支保工 やまどめしほこう timbering of a cut 山留工において，山留め壁を支持する切ばり，腹起し
などで構成される構造物の総称．

山留ジャッキ やまどめじゃっき face jack 切羽地山の崩落を防ぐためのシールド先端の油圧
ジャッキの推力によって直接切羽を押える方式の山留
め装置．

山留め壁 やまどめへき earth retaining wall 土留壁と同義．

山中式土壌硬度
計

やまなかしきどじょ
うこうどけい

Yamanaka method soil
hardness tester

土壌の硬度や支持力測定に用いられる簡易な貫入型測
定器．土壌の透水性なども間接的に知ることができ
る．



山の手砂礫層 やまのてされきそう Yamanote gravel bed 東京山ノ手台地に分布する後期更新世の砂礫層．東京
層の上位．

山ノ手台地 やまのてだいち Yamanote upland 東京都の山ノ手を形成する，標高にして20～50ｍ程度
の台地．いくつかの段丘面などから構成される．

山はね やまはね rock burst トンネル掘削中に岩盤の一部が突然爆発的に破壊突出
する現象．土被りの大きい硬岩地帯や地質構造上潜在
応力の大きい岩盤地帯で発生．岩はねともいう．

山姥クリッペ やまんばくりっぺ Yamanba klippe 高知県佐川の山姥付近に分布するペルム系石灰岩の衝
上地塊とされてきたもの．現在は衝上断層は否定され
ている．

八溝層群 やみぞそうぐん Yamizo Group 関東北部八溝山地に分布する中～古生界．砂岩，泥
岩，チャートなどからなる．

稍顕著地震 ややけんちょじしん moderate earthquake 震度Ⅰ以上の有感地震のうち，最大有感半径が200～
300kmの地震をさす日本独特の分類．

稍深発地震 ややしんぱつじしん intermediate depth
earthquake

震源の深さが60～300kmの地震．島弧付近でそれ以外の
地域に比べて発生頻度が著しく少ない．

弥生時代 やよいじだい Yayoi age BC2～3世紀からAD3世紀にかけての日本列島で水田によ
る稲作が始まったとされる時代で弥生式土器の使用を
特徴とする．

やらず やらず slanting support, stay 構造物やトンネル支保工が倒壊するのを防止するた
め，斜め方向に支える部材．

和断層 やわらだんそう Yawara fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北東方向．美唄市
北部，現道央自動車道付近に位置し延長11㎞，断層崖
を形成する．

ヤング率 やんぐりつ Young's modulus 応力とひずみの間に比例的関係が成り立つときの応力
とひずみの比．弾性係数ともいう．

羊山統 やんしゃんとう Yangshan series 中国河北省承徳地方に分布する上部三じょう系（三畳
系）～下部ジュラ系．淡水成．

陽新統 やんしんとう Yangshin series 中国の中南部，揚子江盆地を中心とした中部ペルム
系．石灰岩からなり，海生化石を含む．

陽儲苓鉱床 やんちゅうりんこう
しょう

Yangchuling deposit 中国における斑岩型のタングステン（灰重石）モリブ
デン鉱床．

楊家杖子鉱床 やんちゅちゃんちい
こうしょう

Yangchia Zhangzhi
deposit

中国，河北省にある比較的希なモリブテンのスカルン
鉱床．輝水鉛鉱を採取．

揚子褶曲帯 やんつーしゅうきょ
くたい

Yangtzu fold zone 中国の揚子台地にある褶曲帯．三じょう紀（三畳紀）
に地塊同士が衝突して生じた．ダイヤモンドを含む超
高圧変成岩類が分布．



ヤンブー法 やんぶーほう Jambu's method ヤンブーが提唱した，任意形状のすべり面に対する安
定解析法の一種．台形近似された土塊の各鉛直スライ
スについて，複数のつり合い式を導き，逐次計算によ
り安全率を求める．円弧すべり面に対するビショップ
法に相当．

油圧式荷重計 ゆあつしきかじゅう
けい

hydraulic load cell 油圧により荷重を計測する装置.

油圧式杭打ち機 ゆあつしきくいうち
き

hydraulic jack pile
driver

機械の自重を反力として油圧ジャッキによって杭を地
中に押し込む機械．

油圧式クローラ
ドリル

ゆあつしきくろーら
どりる

hydraulic oil pressure
type crawler drill

油圧駆動による大型削岩機（ドリフタ）をクローラ式
架台に搭載した穿孔機．

油圧式削岩機 ゆあつしきさくがん
き

hydraulic drill 油圧駆動削岩機の総称．削孔速度が速く，安全で，作
業騒音も少ない．

油圧ジャッキ ゆあつじゃっき oil jack 油圧により荷重を作用させるジャッキ．原位置変形・
せん断試験などに使用．

油圧ジャンボ ゆあつじゃんぼ hydraulic oil pressure
type jumbo

トンネル掘削用の２個以上のドリフタを搭載した油圧
式穿孔機．

油圧ショベル式
掘削機

ゆあつしょべるしき
くっさくき

hydraulic oil pressure
type shovel drill

先端アタッチメント・各種バケット・破砕機・ブレー
カなどを取付けられる小型軽量で運搬に便利な油圧駆
動型掘削機．

油圧ハンマー ゆあつはんまー pile hammer, hydraulic
hammer

油圧によりラムを所定高さに持ち上げたあと，急激に
油圧を解放することによりラムを自由落下させ杭を連
続的に打撃する機械．

油圧リッパ ゆあつりっぱ hydraulic ripper ブルドーザの後部に取り付ける装置で油圧機構により
鋼製の爪を地盤中に押し込んで土砂・岩盤を掘り起こ
すために用いる．

由比地すべり ゆいじすべり the Yui landslide フォッサマグナの南端に位置する静岡県由比町で発生
した地すべり．構成地質は新第三系の泥岩と凝灰質砂
岩．

有意水準 ゆういすいじゅん level of significance 偶然や誤差ではなく統計的に有意である水準．

ＵＳＬＥ ゆーえすえるいー Universal Soil Loss
equation, USLE

土壌流亡量の推定式で，米国の多年にわたる浸食観測
データに基づいて開発された経験式．

ＵＳＢＲ法 ゆーえすびーあーる
ほう

USBR method 現場透水試験のうち米国開拓局法をさす．ピットに一
定の水頭を保ち，流出速度から透水係数を算出．

ＵＳＢＭ法 ゆーえすびーえむほ
う

USBM method 孔径変化法による初期応力測定法の一つ．小口径の
ボーリング孔内に測定器を設置後，オーバーコアリン
グを行って応力解放による３方向の孔径変化量をカン
チレバー変位計で測定する．アメリカ鉱山局
(U.S.Bureau of Mines)によって開発された．

ＵＭＰ ゆーえむぴー（あん
ぷ）

International Upper
Mantle Project, UMP

国際地球内部開発計画．上部マントルの性状を解明
し，その上部の地殻に及ぼす影響を予測する目的で
1962～1970年に実施された国際協同研究．



有煙炭 ゆうえんたん flaming coal 褐炭・れき青炭など煙とともに炎を上げて燃える石
炭．無煙炭に対する日本独自の名称．

融解 ゆうかい thawing 固相にある物質が熱せられて液相になること，または
氷や凍結している物質が解けること．

融解湖 ゆうかいこ thaw lakes, thermokarst
lakes, tundra lakes

永久凍土が融解して生成した窪地に，地中氷が溶けて
たまった湖や池．

有害鉱物 ゆうがいこうぶつ harmful mineral ひ素（砒素）・カドミウム・銅など一定量以上になる
と人体に害を与える元素を含む鉱物．主として，人為
により濃集されるが，自然に濃集する場合もありう
る．

融解浸食 ゆうかいしんしょく thermal erosion 周氷河現象の一種で永久凍土の融解によって生じる河
岸や海岸斜面の平行的後退や斜面浸食．

融解潜熱 ゆうかいせんねつ latent heat of fusion 一定温度の融解において吸収される熱量．

有害物質分解能
力

ゆうがいぶっしつぶ
んかいのうりょく

biodegradation potential
of pollutant

活性汚泥法における微生物による有害化学物質の分解
能力．排水に活性汚泥を適応させる操作により制御す
る．

有感地震 ゆうかんじしん felt earthquake 人が地震動を感知できる程度以上の地震．気象庁の震
度階でいえば，震度Ⅰ以上の地震がこれに属する．

有感地域 ゆうかんちいき region of perceptibility 地震動は，震源から離れるほど減衰するが，その等震
度線は複雑なパターンとなる．この場合の有感分布域
をいう．

有感半径 ゆうかんはんけい radius of perceptibility 震央からどれくらいの距離で地震を感じたか，その最
大距離ｒをいう．大まかな地震の大きさを表す．

有機エアロゾル ゆうきえあろぞる organic aerosol 有機物からなる浮遊粒子状物質．SOx，NOxとともに光
化学反応を起こし，酸性雨や光化学スモッグの原因と
なる．

有機汚染 ゆうきおせん organic pollution 下水や有機性の産業排水が水域に流入することによっ
て，大気・土壌・水域の有機物濃度が上昇して生態系
が変化すること．

有機汚濁 ゆうきおだく organic pollution 有機汚染と同義語．

有機ガス ゆうきがす organic gas メタンなど軽質炭化水素を主成分とする天然ガス．

有機凝集剤 ゆうきぎょうしゅう
ざい

organic coagulant 工事濁水の沈殿促進剤で，高分子凝集剤や陽イオン・
陰イオン界面活性剤などがある．効果大きいが高価．

有機酸 ゆうきさん organic acid ギ酸・酢酸・クエン酸等のカルボキシル基のある化合
物．



有機質火山灰土 ゆうきしつかざんば
いど

organic-volcanic ash
soil

有機質でかつ火山放出物を含むもの．黒ぼくに代表さ
れる．

有機質土 ゆうきしつど organic soils 有機物含有量が著しく多い土壌の総称．一般に圧縮性
が大きく，支持力が小さい．

有機質粘質土 ゆうきしつねんしつ
ど

organic cohesive soil 日本統一土質分類法の細粒土のうち，有機質を含んで
いて，液性限界が50%未満のもの．

有機質粘土 ゆうきしつねんど organic clay 日本統一土質分類法の細粒土のうち，有機質で液性限
界が50%以上のもの．

有機錫化合物 ゆうきすずかごうぶ
つ

organotin compounds 錫を含む有機金属化合物．漁業では貝殻付着防止に漁
綱や船底に塗られ，現在，魚介類や鳥から汚染が認め
られる．

有機成因説 ゆうきせいいんせつ organic origin theory 石油・天然ガスは生物起源とする説．堆積物中の有機
物が，地熱や地圧により石油や天然ガスに熟成してい
くとする．

有機堆積鉱床 ゆうきたいせきこう
しょう

organic-sedimentary
deposit

生成に際して生物作用が中心的な役割を果たした鉱
床．生物を起源とする石灰岩，チョーク，石炭，石油
などが含まれる．

有機堆積物 ゆうきたいせきぶつ organic deposits 生物の作用により，形成された物質がそのまま，ある
いはその破片が集積したもの．これが石化したものを
生物岩あるいは有機性堆積岩と呼ぶ．

有機炭素含有量
試験

ゆうきたんそがんゆ
うりょうしけん

organic matter content
test

土に含まれる有機物の量を求める試験．地盤工学会基
準の強熱減量法と重クロム酸法がある．

有機地球化学 ゆうきちきゅうかが
く

organic geochemistry 化石中の微量のアミノ酸の研究など有機物の分子組成
や同位対比をもとに地球の諸現象を解明する科学分
野．

有機的環境 ゆうきてきかんきょ
う

organic environment 生物が相互に影響を与え合うことにより形成される環
境．生物間の補食・寄生・共生などの関係に基づく．

有機物の分解 ゆうきぶつのぶんか
い

decomposition of organic
material

主として生物に由来する有機物は，死体となるとバク
テリアや菌類など他の生物や水の作用により元の形を
失う．

悠久山断層 ゆうきゅうざんだん
そう

Yukyuzan fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．長岡市北
東，魚沼丘陵山麓に位置し延長15㎞．逆向き低断層崖
を形成．

有限差分法 ゆうげんさぶんほう finite difference method 差分法と同義．

有限ひずみ ゆうげんひずみ finite strain 微小ひずみ圧密理論では扱いきれない数十%に及ぶ圧縮
ひずみ．軟弱な粘土の圧密で生じる．

有限ひずみ弾性
理論

ゆうげんひずみだん
せいりろん

finite-strain theory of
elasticity

微小ひずみ圧密理論では扱いきれない数十%に及ぶ圧縮
ひずみを示す軟弱粘土へ適用する弾性理論．



有限ひずみ論 ゆうげんひずみろん finite strain theory ひずみを微小として扱わない弾性論．地質現象のよう
に大きなひずみが生ずるときに用いる．

有限変形 ゆうげんへんけい finite deformation 連続体において変形が無限小と見なさず，有限量の大
きさがあると考えた場合の変形．地質現象はマクロに
は連続体と扱えるので有限変形の考え方が有効．

有限要素法 ゆうげんようそほう finite element method 物体を有限個の要素に分割し，要素の集合とみなす数
値解析手法．二次元・三次元の解析に利用．

有効圧力 ゆうこうあつりょく effective pressure 有効応力と同義．

有効井戸半径 ゆうこういどはんけ
い

effective radius of well 揚水試験解析において，井戸管内と周辺帯水層の水位
差を補正して井戸外側の水位を知るために用いる仮想
の井戸半径．

有効応力テンソ
ル

ゆうこうおうりょう
くてんそる

effective stress tensor 有効応力を一般的な三次元の応力場の形として表現し
たもの．

有効応力 ゆうこうおうりょく effective stress 土に働く全応力σから間隙水圧uを引いた値でσ'で表
す．σ'=σ-u．

有効応力解析法 ゆうこうおうりょく
かいせきほう

effective stress
analysis

破壊時の土の有効応力σ'で土のせん断強度を表した安
定解析法．

有効応力の原理 ゆうこうおうりょく
のげんり

principle of effective
stress

全応力と間隙流体の応力差が有効応力で，体積変化・
変形・せん断強さは有効応力に依存するという原理．

融合岩 ゆうごうがん migmatite 花崗岩質部と片岩・片麻岩質部が複合した岩石．交代
や注入変成作用で生成．ミグマタイトが一般的．

有効起伏 ゆうこうきふく available relief 高山地域の地形原面と，最初に平衡状態となった河川
の河床との高低差．

有効空隙率 ゆうこうくうげきり
つ

effective porosity 飽和した状態で流動水の含まれる容積の全容積に対す
る百分率．有効間隙率とも．

有効降雨強度 ゆうこうこううきょ
うど

effective rainfall
intensity

単位時間あたりの雨量(mm/h)のうち，地表面への流出
分．

有効孔隙率 ゆうこうこうげきり
つ

effective porosity 流体の伝達が可能な相互に連絡のある間隙の量．全体
積に対する体積の比で表される．

有効拘束圧 ゆうこうこうそくあ
つ

effective confining
pressure

三軸試験などにおいて作用させた拘束圧と供試体の間
隙水圧の応力差．実際上作用している拘束圧．

有効軸応力 ゆうこうじくおう
りょく

effective axial stress 三軸圧縮試験における軸方向の有効応力．



有効主応力比 ゆうこうしゅおう
りょくひ

ratio of effective
principal stress

三軸圧縮試験における有効軸応力と有効側方応力の
比．

有効上載圧 ゆうこうじょうさい
あつ

effective overburden
pressure

土中の点や面にかかる鉛直方向の圧力．上側にある土
の重量，あるいはそれから浮力を差し引いた重量に相
当する．

有効浸透率 ゆうこうしんとうり
つ

effective permeability 有効透水度と同義．

有効吸い込み
ヘッド

ゆうこうすいこみ
へっど

net positive suction
head (NPSH)

ポンプ内に流入する水が吸引パイプから羽根車の中心
まで達するために必要な圧力．

有効水深 ゆうこうすいしん effective depth 貯水池の最高水位から最低水位までの間の高低差（水
深）．利用水深と同義．

有効垂直応力 ゆうこうすいちょく
おうりょく

effective normal stress 有効直応力と同義．

有効水分 ゆうこうすいぶん available moisture 植物によって有効に利用できる土壌水分．

有効せん断抵抗
角

ゆうこうせんだんて
いこうかく

effective angle of shear
resistance

破壊時の土の有効応力σ'から土のせん断強度をτ=c'+
σ'tanφ'と表した時の強度定数φ'．

有効層厚 ゆうこうそうこう effective thickness 油層・ガス層・帯水層の厚さのうち実際に油・ガス・
水の生産に関与している部分の累計層厚．

有効側方応力 ゆうこうそくほうお
うりょく

effective radial stress 三軸圧縮試験における側方からの有効応力．

有効断面積 ゆうこうだんめんせ
き

effective cross-
sectional area

部材に加わる荷重に対して有効に働く部材断面積．

有孔虫 ゆうこうちゅう foraminifera 海生原生動物の一種．底生を主としジュラ紀後期以降
は浮遊性のものも繁栄．環境の復元と時代判定に有
用．

有効注入圧力 ゆうこうちゅうにゅ
うあつりょく

effective injection
pressure

グラウトや透水試験の注入圧力を，地下水位・配管の
摩擦損失などで補正した作用区間に働く実効圧力．

有孔虫分帯 ゆうこうちゅうぶん
たい

foraminiferal zoning 地層を有孔虫の化石種や化石群の特徴によって区分し
たもの．地域間で対比し，地層の相対的年代決定を行
う．

有孔虫類 ゆうこうちゅうるい foraminifera 根足虫亜網に属する原生動物．海底に生息するものが
多く，地層の対比や堆積環境の推定に利用される．

有効直応力 ゆうこうちょくおう
りょく

effective normal stress 外力を受ける物体内部の任意の断面に作用する応力を
考える時，その断面に対して垂直な方向に作用する有
効応力成分のこと．



有効貯水容量 ゆうこうちょすいよ
うりょう

effective capacity,
active storage capacity,
effective capacity of
reservoir

総貯水容量から堆砂容量を差し引いた容量．

有効貯水量 ゆうこうちょすい
りょう

available storage
capacity

ダムなどの貯水池において，上水・工業用水・発電な
どの各種用途に利用できる部分の容量．常時満水位と
最低水位の間の貯水量．

有効電極間隔 ゆうこうでんきょく
かんかく

effective spacing 電気探査の解析において用いられる理論上の電極間
隔．実際に測定した電極間隔を一定式で変換する．

有効電力量 ゆうこうでんりょく
りょう

net output 負荷がある状態で，実際に有効な仕事に変化する電力
で，無効電力・みかけの電力などに対比する用語．

有効土圧 ゆうこうどあつ effective soil pressure 地盤中の一点において，その上の間隙水を含む土の全
重量からその点の間隙水圧を減じたもの．

有効透水度 ゆうこうとうすいど effective permeability 複数の種類の流体混合相が多孔質媒質中を流れると
き，そのうちの一つの相についての透水度をいう．有
効浸透率ともいう．

有効土かぶり圧 ゆうこうどかぶりあ
つ

effective overburden
pressure

原位置の有効鉛直圧力．土や岩の固体重量による圧力
から間隙水圧を差し引いた圧力．

有効土層 ゆうこうどそう effective soil 植物が容易に根を張れる状態にある土層．

有効内部摩擦角 ゆうこうないぶまさ
つかく

effective angle of
internal friction, φ'

間隙比が同じで有効応力の異なる複数の土の供試体を
せん断破壊して得られる破壊包絡線から求められる内
部摩擦角をHvorslevの有効摩擦角という．

有効粘着力 ゆうこうねんちゃく
りょく

effective cohesion 間隙水圧を考慮して有効応力表示した三軸試験結果の
モール・クーロン関係より得られた垂直応力０に対応
するせん断力．c'で表される．土のせん断強さτfを有
効応力σ'の関数として，τf=ｃ'+σ'tanφ'で表すと
きのｃ’．

有効平均主応力 ゆうこうへいきん
しゅおうりょく

effective mean principal
stress

三次元の応力場は3方向の主応力で定義される．その平
均値で，全応力から間隙水圧を差し引いたもの．

有効摩擦角 ゆうこうまさつかく effective angle of
friction

せん断試験破壊時の間隙比は等しいが有効応力が異な
る複数の試験結果から求められる摩擦角をHvorslevの
有効摩擦角という．

有効容量 ゆうこうようりょう active storage 貯水池の総貯水容量から堆砂容量とサーチャージ容量
を差し引いた容量．

有効落差 ゆうこうらくさ effective head 実際に発電に利用される落差． 取水口から放水口まで
の間に発生する損失水頭を, 総落差から差し引いた
値．

優黒岩 ゆうこくがん melanocratic rock 黒色に近い火成岩．有色鉱物量に関する色指数で60～
100の範囲の岩石．優黒質岩ともいう．

優黒質 ゆうこくしつ melanocratic 見かけ上黒っぽい色調を呈す火成岩あるいは60%程度以
上の有色鉱物を含む岩石に付ける接頭語．



遊砂地 ゆうさち sand pocket 河川において土砂の移動をコントロールするエリア．
渓流環境創出の目的もあり，床固め工と護岸からな
る．

Ｕ字管圧力計 ゆーじかんあつりょ
くけい

U-tube manometer U字形のガラス管に液体が入っており,左右に圧力差が
生じた時,液面の高さの差からその圧力差を求める器
械.

Ｕ字谷 ゆーじこく，ゆーじ
だに

U-shaped valley 横断面形がＵ字型の氷食谷．

湧昇 ゆうしょう upwelling 低温の中・下層水が上層に湧き上がる現象．海洋では
栄養塩類を多く含み，良好な漁場になる．

融食 ゆうしょく resorption, corrosion 鉱物が溶融する際に不規則な形状となる現象．へき開
（劈開）や割れ目沿いで速く溶け，結晶面と垂直方向
では遅く溶けるために生じる．

有色金属 ゆうしょくきんぞく colored metal 旧ソ連において，銅，鉛，亜鉛，ニッケル，アンチモ
ンを指した元素分類．

有色鉱物 ゆうしょくこうぶつ colored minerals, dark
minerals

白色以外の色を有する鉄やマグネシウムを含む．苦鉄
質鉱物とほぼ同義．

融食作用 ゆうしょくさよう resorption ①鉱物がへき開（劈開）や割れ目，包有物に沿って溶
け，不規則球状になる現象．炭酸塩岩が溶解する溶食
作用とは異なる．
②マグマから結晶が晶出中に，晶出条件が変化したこ
とによって，結晶が溶ける作用．

湧水 ゆうすい spring water, water
inflow

地下水が地表あるいはトンネルなどにわきだしたも
の．わきだし口は地下水帯水層の構造・地形などに
よって決まる．

湧水圧試験 ゆうすいあつしけん Johnston Formation
Tester

ボーリング孔内の水圧変化を水頭変化として測定し，
孔内の透水性を求めるための試験法で，ＪＦＴともい
う．

湧水処理 ゆうすいしょり treatment of water
inflow

掘削に伴う突発的な集中湧水・恒常湧水の排除や地盤
強化を目的に実施する水抜坑やグラウト工などをい
う．

融雪係数 ゆうせつけいすう degree-day factor(of
snow melting)

１度日(degree-day）あたりの融雪量を示す係数．一定
ではなく，地域や時期により変化する．

融雪洪水 ゆうせつこうずい flood by snow melting,
snow flood

融雪現象による河川の洪水．

融雪地すべり ゆうせつじすべり snow melting landslide 日本で融雪期に発生する地すべり．積雪ブロックを巻
き込み，流動速度が大きく被害が大きいのが特徴．

融雪貯留量 ゆうせつちょりゅう
りょう

snowmelt storage 地表面から地中に供給されかん養（涵養）される地下
水のうち，融雪により供給される水量．

融雪量 ゆうせつりょう snowmelt ある一定期間について融けた雪の量．一般には水量に
換算し，気温と比例するので気温と共に表すことが多
い．



湧泉 ゆうせん spring 地下水の自然露頭．湧泉の機構を調査することでその
起源をなす地下水の状態を明らかにすることが可能で
ある．

湧泉帯(湧水帯） ゆうせんたい(ゆうす
いたい)

spring　band 自然状態で地下水が地表に流出する湧泉(湧水)が，
１ヶ所だけでなく複数集まっている地域．湧泉の分布
は，地質構造や地形と密接に関わっている．

優先浮選 ゆうせんふせん differential floatation ２種類またはそれ以上の鉱物と脈石を浮選により選別
すること．

ユータキシチッ
ク

ゆーたきしちっく eutaxitic 火山岩の縞状構造．色調・組成・組織の異なる部分が
層状・レンズ状に積層し，縞状にみえるようす．

ユータキシチッ
ク構造

ゆーたきしちっくこ
うぞう

eutaxitic structure 火山岩や溶結凝灰岩において，色調・組成・組織の異
なる部分が層状・レンズ状に積層し，縞状にみえるよ
うす．

優地向斜 ゆうちこうしゃ eugeosyncline 造山運動初期に活動する地向斜で，上昇・陸化後は残
存する堆積盆地（劣地向斜）への堆積物供給源に転ず
る．現在は，その存在は否定されている．

優地向斜性堆積
物

ゆうちこうしゃせい
たいせきぶつ

eugeosynclinal sediments 火山性物質およびオフィオライトを多く含む正地向斜
堆積物．珪質岩や泥質岩に富む．地向斜造山論の立場
からみた分類．

ＵＴＭ図法 ゆーてぃーえむずほ
う

universal transverse
Mercator projection, UTM
projection

ユニバーサル横メルカトル図法と同義．

ＵＴＥＭ ゆーてむ University of Toronto
Electromagnetic Method
(UTEM)

地上用の時間領域電磁探査法の一つ．商標.送信に矩形
ループを張り三角波交流を用いるのが特徴．

融点 ゆうてん melting point 固体を加熱したとき一定温度の下で融解が進行する
が，その温度をその物質の融点という．

融点圧力曲線 ゆうてんあつりょく
きょくせん

fusion pressure
curve,fusion curve

融点は圧力とともに増加するが，その圧力変化を示し
た曲線．

融点曲線 ゆうてんきょくせん melting point curve 融点・圧力曲線を，融点・深さ曲線におきかえて，地
球内部の温度分布を仮定したもの．マントル底部で約
5000℃，地球中心部で3000℃～6000℃.

誘電結合プラズ
マ質量分析法

ゆうでんけつごうぷ
らずましつりょうぶ
んせきほう

Inductively Coupled
Plasma (ICP), emission
spectrochemical analysis

アルゴンプラズマに試料を導入し蒸発イオン化させ，
その際の発光分析から元素の定性・定量分析を行う試
験．

誘電体 ゆうでんたい dielectric 電場の中に置いた絶縁体のうち，その内部で誘電分極
を生じる物質．

誘電率 ゆうでんりつ dielectric constant 電場の中に置いた誘電体の電場への影響力を表す量．

誘電率検層 ゆうでんりつけんそ
う

dielectric-constant
logging

孔内検層の一つ．地層に高周波の電磁波を送信し，誘
電率を求める．泥水置換領域の水飽和率の算定に利
用．



誘導異方性 ゆうどういほうせい induced anisotropy 土の強度・変形特性が等方的でなく，荷重の方向によ
り異なること．異方的な応力履歴に起因する．

誘導核反応検層 ゆうどうかくはんの
うけんそう

induced nuclear reaction
logging

封管型中性子発生装置を用い，酸素・炭素などの元素
を検出する検層法で，石油坑井内で行われている．

誘導化石 ゆうどうかせき derived fossil, reworked
fossil

浸食によって原岩より洗掘された化石が，新しい地層
中に再堆積したもの．二次化石と同義．

誘導坑 ゆうどうこう pilot tunnel 地質調査などの目的で本坑よりも先進して設ける坑
道．海底トンネルでは，完成後排水トンネルとして使
われる．先進坑ともいう．

ゆう銅鉱（黝銅
鉱）

ゆうどうこう tetrahedrite (Cu,Ag)10(Fe,Zn)2Sb4S13～Cu12Sb4S13．立方晶系．硬度

3.5～4．比重4.97．通常，鉄黒色で，四面体の結晶ま
たは，塊状・粒状をなし，各種銅鉱床に産出する．四
面銅鉱，テトラヘドライトとも呼ばれる．

誘導磁化 ゆうどうじか induced magnetization 岩石に磁場をかけると発生する磁化．その強さは岩石
固有であることを利用し，磁気探査が行われる．

誘導磁力計 ゆうどうじりょくけ
い

inductive magnetometer 静止コイルに対して磁場が変動したときに生じる誘導
起電力を測定する磁力計．MT法で用いられ，鉱床など
の探査に利用．

誘導電磁法 ゆうどうでんじほう electromagnetic
induction method

電磁探査の一種で，コイルに電流を通すことによって
地下に誘起される二次電磁界を測定する探査法．

湧洞沼 ゆうとうぬま Yuto numa 北海道南東部豊頃町に位置し太平洋に連なる潟湖．ア
イヌ語のユウントー（湯の沼）に由来．

誘導分極法 ゆうどうぶんきょく
ほう

induced polarization
method

人工的に通電して分極率を測定し，硫化物を主とする
金属鉱床を探査する方法．電気探査の一手法で強制分
極法，ＩＰ法ともいう．

誘導平衡 ゆうどうへいこう induction balance 電気ブリッジ回路のインダクタンスが外的な磁気物質
等によって変化するとき，回路平衡をとる手段．

誘導マグマ ゆうどうまぐま derived magma 玄武岩質・安山岩質・花崗岩質マグマなどの本源マグ
マが結晶分化作用などにより，始めとは違った化学組
成となったマグマ．

尤度関数 ゆうどかんすう likelihood function ある母集団から無作為に得られた標本を用いて確率密
度関数を表わす関数．

優白岩 ゆうはくがん leucocratic rock,
leucocrate

白色に近い火成岩．有色鉱物量に関する色指数で0～30
の範囲の岩石．優白質岩ともいう．

優白質 ゆうはくしつ leucocratic 見かけ上白っぽい色調を呈す火成岩に付ける接頭語．
優黒質の対語で，これらの中間のものを中色質とい
う．

誘発効果 ゆうはつこうか induced effect ある系の活動が他の系の作用を引き起こすこと．例え
ばダムの観光資源化による地域活性化など．



誘発地震 ゆうはつじしん induced earthquake 人工的な作用が要因となり発生する地震．具体例とし
てはダム貯水や深井戸注水，地下掘削に伴うもの等．

夕張油田 ゆうばりゆでん Yubari oil field 北海道の石狩炭田の南部夕張地区の石炭 ・ガス・油田
地帯．

融氷河流堆積物 ゆうひょうがりゅう
たいせきぶつ

fluvio-glacial deposit 氷河融水の営力で運ばれた堆積物．成層し，構成粒子
は淘汰や円磨作用を受ける．アウトウォッシュとほぼ
同義．融氷流水堆積物ともいう．

融氷期 ゆうひょうき thawing time 寒冷地の氷や極地方の海水が融ける時期・季節．海氷
は塩分濃度にもよるが，－1.8℃以上の気温で融け始め
る．

融氷流水堆積物 ゆうひょうりゅうす
いたいせきぶつ

fluvio-glacial deposit 融氷河流堆積物と同義．

融氷流堆積物 ゆうひょうりゅうた
いせきぶつ

fluvio-glacial deposit 融氷河流堆積物と同義．

勇払油・ガス田 ゆうふつゆがすでん Yufutsu oil-gas field 北海道苫小牧市北東部勇払地区にある油・ガス田．
1989発見1996生産開始．深度約3900～4750ｍに位置す
る花崗岩に貯留．

釉薬石 ゆうやくいし glaze stone 長石と石英を主体とし，陶器の釉薬用に用いる岩石．

ＵＵ強度定数 ゆーゆーきょうどて
いすう，ゆーゆー
きょうどじょうすう

UU-strength parameter 非圧密非排水条件下での材料の内部摩擦角（φ）と粘
着力（ｃ）．

ＵＵ試験 ゆーゆーしけん unconsolidated-undrained
triaxial compression
test, UU-test

非圧密非排水三軸圧縮試験の略称．

有用岩石 ゆうようがんせき useful rock 各種工業の原料または材料（石材）として用いられる
岩石．

有用鉱床 ゆうようこうしょう useful mineral deposit 含まれる鉱物または化学成分が，現在の技術で採掘で
き，人間社会に役立つ種類と濃集度である鉱床．

有用鉱物 ゆうようこうぶつ useful mineral 自然に産出する鉱物において，鉱床鉱物として採掘さ
れ，処理あるいは無処理に関わらず役に立つ鉱物．

有楽町海進 ゆうらくちょうかい
しん

Yurakucho transgression 完新世初期～中期にかけて，東京の有楽町層が堆積し
た海進．縄文海進と同義．

有楽町層 ゆうらくちょうそう Yurakucho Formation 縄文海進期に形成された海成粘土層が主体の上部沖積
層．東京低地部に堆積し，下部沖積層の七号地層を不
整合に覆う．

ユーラシア地震
帯

ゆーらしあじしんた
い

Eurasian seismic zone 地球上の地震分布のうち，東南アジアから中近東を経
て地中海に抜ける帯状地域に集中し発生している地震
帯．



ユーラシア大陸 ゆーらしあたいりく Eurasia Continent ヨーロッパとアジア大陸との総称．その面積は，5,410
万km2で，世界の陸地面積の約40%を占める．

ユーラシアプ
レート

ゆーらしあぷれーと Eurasian plate ユーラシア大陸に大西洋北東部を加えた範囲に広がる
大陸プレート．

遊離型天然ガス ゆうりがたてんねん
がす

free gas 貯留岩中に連続したガス相として存在する天然ガス．
水（油）溶型天然ガスに対する用語．

有理指数の法則 ゆうりしすうのほう
そく

law of rational indices 結晶が非平行な３軸で表現でき，すべての結晶面が簡
単な整数や分数で表すことができるという経験則．

遊離水 ゆうりすい resurgent water 岩石中の浸透水が，造岩鉱物と化学結合したものが，
後に水を分離する作用により，水として復活したも
の．

遊離炭酸 ゆうりたんさん free carbon dioxide 天然水中に溶存する炭酸物質のうち，CO2(気体)もしく

はH2CO3(炭酸)として存在するもの．

有律互層 ゆうりつごそう rhythmic alternation 二つの異なる地層が不規則な厚さの変化を示さず規則
的に重なり合う互層．

有律堆積 ゆうりつたいせき cyclic sedimentation 有律互層が堆積する現象．周期堆積ともいう．

ユーロトンネル ゆーろとんねる Eurotunnel, The Channel
tunnel

ドーバー海峡に建設された全長50.5㎞（海底部37.9
㎞）の鉄道用海底トンネル．地質はチョーク層で掘削
はＴＢＭを用いて行われ，1994年に開業した．英仏海
峡トンネルと同義．チャンネルトンネルともいう．

湯ヶ島層群 ゆがしまそうぐん Yugashima Group 静岡県伊豆半島の中～下部中新統．溶岩および火砕岩
を主体とし，全体に強くプロピライト化作用を受けて
おり，濃緑色化している部分が多い．

湯河原火山 ゆがわらかざん Yugawara volcano 神奈川県南西端の湯河原町に存在した火山．更新世に
形成されたが，現在は山体が浸食され不明瞭となって
いる．

行合野石 ゆきあいのいし Yukiaino ishi 佐賀県東松浦郡北波多村行合野産の石材．古第三系砂
岩，厳木石と同質．

雪結晶 ゆきけっしょう snow crystal 大気中で生成した氷の結晶．結晶の形は気温や湿度な
ど大気の状態によって変わる．

雪質 ゆきしつ snow quality 雪を構成する氷の粒子の形で分類した雪の性質．分類
は黒い紙に雪粒を乗せ，肉眼あるいはルーペで行う．

雪対策ダム ゆきたいさくだむ reservoir for
snowmelting water

豪雪地帯において消流雪用水を確保するためのダム．

雪ダム ゆきだむ snow dam 谷間などに堆積する雪を人為的に増やし，水資源や冷
却熱源として有効利用するためのダム．



雪だるま構造 ゆきだるまこうぞう snowball structure 再結晶作用により斑状変晶が回転とともに包有物をら
せん状に取込み成長した構造．ざくろ石などに存在．

油頁岩 ゆけつがん oil shale 油母を多く含む細粒堆積岩．乾留すると炭化水素を生
成する．オイルシェールと同義．油母頁岩ともいう．

油砂 ゆさ oil sand 粘性の高い炭化水素を含む砂や砂岩．原油の露頭のこ
とで，広くは凝灰岩・炭酸塩岩にも適用される．

油浸 ゆしん oil immersion 天然あるいは坑井掘削中にみられる石油の浸み出し．

譲原地すべり ゆずりはらじすべり the Yuzurihara landslide 戦前より群馬県鬼石町で発生している地すべり．近年
では1991年10月に台風による集中豪雨により発生．三
波川帯中の結晶片岩類が風化してすべり面となってい
る．

油井 ゆせい oil well 石油採取の目的をもって地中に掘り下げた坑井．

油井掘削法 ゆせいくっさくほう method of oil well
drilling

油井の掘削法で，現在ではロータリー掘削法が一般
的．深部油層・海底下油層の開発に伴い，多くの高度
技術が採用されるようになった．

油井配置 ゆせいはいち oil well spacing 石油を経済的に開発するための油井の平面的配置．

油井用鋼管 ゆせいようこうかん oil well steel tubular
goods

坑井の掘削，仕上げ，採収に使用する鋼管 ．掘管，
ケーシング，コアチューブの総称 ．

油井用セメント ゆせいようせめんと oil well cement 水硬セメントの一種で，油井の高温下でも硬化速度が
小さい特徴をもつ．配管を支持し，不必要な岩層の流
入を防ぐ．

油層 ゆそう petroleum reservoir, oil
reservoir

貯留岩中で石油が液体として存在している層．

油層圧 ゆそうあつ oil reservoir pressure 油層内の流体の圧力．孔底に降ろした圧力計で測定す
る．自噴坑圧力と密閉坑底圧とがある．

油層岩 ゆそうがん reservoir rock 油層を含む岩石．貯留岩とほぼ同義．

油層工学 ゆそうこうがく oil reservoir
engineering

石油が集積している地層から，効率よく石油を採取す
る方法に関する工学．

油層シミュレー
ション

ゆそうしみゅれー
しょん

oil reservoir simulation 油層内またはガス層内での流体の移動集積経路を解析
するためのシミュレーション

弓立－中土師断
層

ゆだちなかはじだん
そう

Yudachi-Nakahaji fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．大分市南
方，犬飼町西方山地に位置し延長10.5㎞，右ずれ断層
の可能性あり．



油徴 ゆちょう oil showing 坑井の掘削中の泥水や，コアなどで石油の存在を示す
徴候．また，地表面での石油の存在を示す天然徴候．

ユティカ頁岩 ゆてぃかけつがん Utica shale 米国ニューヨーク州付近に分布する黒色筆石頁岩．中
部オルドビス系の上部統で，アパラチア造山帯の一
部．

油田ガス ゆでんがす oil field gas 石油の貯留層から発生する可燃性の天然ガス．石油系
ガスともいう．

油田かん水 ゆでんかんすい oil field brackish water 油層の周辺，または内部に存在する水．一般に，Na・
Ca・ K・ Cl・ CO3などのイオンに富む塩水である．

油田構造 ゆでんこうぞう structure of oilfield 石油のトラップを形成する土台となる地質構造．褶曲
（背斜）ダイアピル，潜丘，断層など．

油田地帯 ゆでんちたい oil province 石油を産出しつつある地帯．産油区域に確定区域，推
定区域，予定区域を含めた多くの油・ガス田が存在す
る地域．

湯長谷層群 ゆながやそうぐん Yunagaya Group 常磐炭田地域に分布する新生界古第三系．下位から礫
岩，砂岩，泥岩，砂岩が分布する．

ユニバーサルク
リノメータ

ゆにばーさるくりの
めーた

universal clinometer 回転軸を２つ持つことにより磁石を水平に維持できる
クリノメータ．線構造の計測に用いる．

ユニバーサル
ジョイント

ゆにばーさるじょい
んと

universal joint ドライブシャフトに取付けられた別のシャフトに，回
転運動を伝えることの出来る，可撓性関節を有する
ジョイント．

ユニバーサルス
テージ

ゆにばーさるすてー
じ

universal stage 結晶の光学的方位を決めるために偏光顕微鏡につけ
て，薄片を任意の空間的方位に向ける装置．自在回転
台と同義語．

ユニバーサル横
メルカトル図法

ゆにばーさるよこめ
るかとるずほう

universal transverse
Mercator projection

正角横軸円筒図法である横メルカトル図法の一種．

湯ノ崎石 ゆのさきいし Yunosaki ishi 長野県更埴市産の石材．石英黒雲母安山岩．土木・建
築用，別に凝灰岩も採石．

湯の谷地すべり ゆのたにじすべり the Yunotani landslide 1975年に北海道桧山郡上ノ国町で発生した地すべり．
旧国鉄江差線150mに被害発生．

由布院断層 ゆふいんだんそう Yufuin fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級．別府市鶴見丘南麓か
ら由布院に抜ける延長13.5㎞．断層線上に湿原低地が
並ぶ．

油母頁岩 ゆぼけつがん oil shale 油頁岩と同義．

弓折沢層 ゆみおれざわそう Yumiorezawa Formation 福島県東部の相馬地域に分布する古生界上部ペルム
系．上真野川支流弓折沢上流部を模式地とする．砂
岩・黒色頁岩薄互層，黒色頁岩からなる．



湯見岳溶岩 ゆみだけようがん Yumidake lava 大分・熊本の県境にある杖立温泉付近の湯見岳を構成
する中期更新統黒雲母流紋岩．万年山溶岩相当.

湯本石 ゆもといし Yumoto ishi 福島県いわき市湯本産の石材．新第三系凝灰岩．常磐
石と同義，別に第三紀砂岩もあり．

油溶性ガス ゆようせいがす solution gas 油層圧力が高いため，油層の液状炭化水素に溶解した
気体状炭化水素．

由良石 ゆらいし Yura ishi 香川県木田郡山田町産の石材．新第三系黒雲母安山
岩．護岸材，灯籠材に使用．

由良みかげ ゆらみかげ Yura mikage 京都府宮津市産の石材．中生界黒雲母花崗岩．間知石
として使用．

ユルストローム
図

ゆるすとろーむず Hjulström diagram 流水の作用下での砕屑物の移動の開始と，堆積の始ま
る限界条件を，流速と砕屑物の粒径との関係で示した
図．ヒュールストロームダイヤグラムと同義．

ゆる詰め砂 ゆるつめさ，ゆるづ
めすな

loose compacted sand,
loosely packed sand

締固め度の小さい砂．

緩み荷重 ゆるみかじゅう load of loosen bedrock トンネル掘削により，応力が解放されて発生した内空
周辺地山の緩み土圧により直接支保工が受ける荷重．

緩み係数 ゆるみけいすう coefficient of
relaxation

岩盤に外力が作用した時の任意の点での最小すべり摩
擦安全率を示す係数．補強の必要性や範囲決定に利
用．

緩み節理 ゆるみせつり release joint 解放節理とも．岩体に加わっていた圧力が減少あるい
は除去されたり，風化に伴う緩みにより生じた節理．

緩み高さ ゆるみたかさ loosened height トンネル掘削に伴う天盤上部の地山の緩み範囲．トン
ネル標準示方書で地山等級により数値で表現．

緩み土圧 ゆるみどあつ loosening earth pressure トンネル掘削により応力が解放されて内空周辺地山が
緩むことにより発生する土圧．

緩み領域 ゆるみりょういき loosened zone トンネル掘削により応力が解放されて発生した内空周
辺地山の緩みの範囲．

ゆるめ掘削 ゆるめくっさく preloosening excavation 作業の能率を上げるため，少量の火薬による先行発破
で地山を緩めたあと，リッピングを行なう工法．

ユレダス ゆれだす UREDAS ＪＲ東海が導入した早期地震検知装置．地震の初動部
分から，危険が予想される場合は新幹線などを止め
る．

遠安頁岩層 ゆわんあんけつがん
そう

Yüanan shale 中国南部の湖北省遠安付近に分布する海成三じょう系
（三畳系）上部統で，陸成層の香渓統に不整合で覆わ
れる．紫色頁岩主体で層厚250～300m．



雲南鉱床 ゆんなんこうしょう Yunnan deposit 中国，雲南省にある熱水性鉱床で，タングステンを産
出．

予圧密 よあつみつ preloading 圧密沈下が予想される地盤にあらかじめ盛土などを行
い圧密荷重をかけ沈下を促進すること．

揚圧力 ようあつりょく uplift 地下水面よりも下にある構造物が，地下水により受け
る上向きの力．

陽イオン よういおん cation 原子から電子が取り除かれると，それだけ正電荷を帯
びる．これを陽イオンという．

陽イオン交換 よういおんこうかん cation exchange 固体粒子の表面に吸着されている陽イオンが，それに
接した溶液中に含まれる他の陽イオンと交換されるこ
と．

陽イオン交換容
量

よういおんこうかん
ようりょう

cation exchange capacity 粘土鉱物や土壌中に交換性イオンとして保持されてい
る陽イオンの総量．

陽イオン飽和度 よういおんほうわど cation saturation degree 水素イオンを含む場合に対する含まない場合の交換性
陽イオンの百分率．

要因分析 よういんぶんせき factorial experiment ある現象を解釈するために，それを構成する要因につ
いて，要因効果の推定や要因間の相互関係を分析する
こと．

溶液型注入材 ようえきがたちゅう
にゅうざい

solution type grout 水ガラス系注入材のうちセメントなどの懸濁材を使用
しないもの．反応材の種類によって無機系，有機系，
酸性シリカゾル，コロイダルシリカなどに分類され
る．

溶液鉱化 ようえきこうか hydatogenesis マグマの固結過程で，鉱物・鉱石が溶液から生成され
ること．現在はほとんど使用されない用語．

葉鉛鉱 ようえんこう molybdophyllite Pb2Mg2(OH)2Si2O7．三方晶系．硬度3～4．比重4.72．ス

ウェーデンで産する淡緑色の鉱物．

溶解 ようかい solution ①ある物質（溶質）が他の物質（溶媒）の内部に一様
に分散して均一な混合物となる現象．
②岩石（特に石灰岩）が水に溶ける作用のこと．

溶解ガス押し ようかいがすおし solution gas drive もともとの液中に溶けていたガスの膨張によって，油
が油層から押し出される石油の一次回収プロセス．

溶解ガス油比 ようかいがすゆひ solution gas-oil ratio 貯留層条件下で原油に溶解しているガスの，その原油
に対する地表条件下での容積比．

溶解間隙 ようかいかんげき solution cavity 岩石中の成分の一部が地下水などの溶液と化学反応を
起こし，溶脱した後の空隙．鍾乳洞はこの例．溶解空
隙ともいう．

溶解空隙 ようかいくうげき solution cavity 外部から侵入した溶液により溶解して，岩石中にでき
た空隙．鍾乳洞はこの例．溶解間隙ともいう．



溶解原理 ようかいげんり solution principle 最も溶けやすい物質が溶出し，それ以外の成分が溶出
しなかった部分に濃縮するという原理．

溶解採掘法 ようかいさいくつほ
う

solution mining 水や酸性の液体を鉱床に注入し，岩塩・銅・硫黄など
の有用物質を溶解させて回収する採掘法．

溶解シリカ量 ようかいしりかりょ
う

dissolved silica volume 化学法によるアルカリ骨材反応試験で，反応によって
溶け出てきたシリカ量．

溶解性シリカ ようかいせいしりか dissolved silica 天然水中に溶存するシリカ．普通は水や酸に溶けない
が，アルカリや炭酸塩で溶融すると可溶性となる．

溶解性中性塩 ようかいせいちゅう
せいえん

dissoluble neutral salt 土壌中に存在する中性の硫酸塩・硝酸塩・塩化物など
で，酸性化した降水を中和する働きがある．

溶解性物質 ようかいせいぶっし
つ

dissolved matter 天然水中に溶存する物質．一般に粒径0.45μm以下の粒
子は溶存態とみなされる．

溶解帯 ようかいたい dissolution zone 岩石中の黄鉄鉱酸化により硫酸が生成される酸化フロ
ントと溶解溶脱の著しい溶解フロントの間のゾーン．

溶解度 ようかいど solubility 一定体積または一定質量の溶媒に溶ける溶質の量が，
飽和状態となったときの溶質の濃度．

溶解熱 ようかいねつ heat of solution 一定温度で溶媒に溶かすとき，発生ないしは吸収する
熱量．

溶解漂礫土 ようかいひょうれき
ど

melt-out till 氷河によって運搬された堆積物のうち，氷河表面で岩
屑中の間隙氷が溶けだして形成される淘汰の悪い礫質
土．

溶解フロント ようかいふろんと dissolution front 酸化フロントの下方に位置し，黄鉄鉱から生成された
硫酸による岩石・鉱物の溶解と溶脱作用が著しい部
分．

溶解平衡 ようかいへいこう dissolution equilibrium ある温度で溶解しうる最大の量の溶質が溶媒に溶けて
均一な混合溶液になっている状態．飽和ともいう．

溶解平衡濃度 ようかいへいこうの
うど

dissolution equilibrium
concentration

一般には溶解度として知られる量．ある温度で物質(溶
質)が溶媒に飽和溶液となって溶けているときの濃度．

溶岩 ようがん lava マグマが地表に噴出したもの．溶融状態にあるもの，
または固結した火山岩をさす．

溶岩池 ようがんいけ lava pool, lava lake 溶融状態の溶岩が凹陥地または火口に湖水状にたまっ
ているもの．

溶岩円頂丘 ようがんえんちょう
きゅう

lava dome 傾斜が急な丘状の火山．火口から流出した溶岩の粘性
が大きいとき形成される．比較的小規模で，高さは数
百メートルよりも低い．溶岩ドーム・鐘状火山と同
義．



溶岩角礫岩 ようがんかくれきが
ん

lava breccia 火山砕屑岩の一種．火山岩の角礫が溶岩で固結されて
いるもの．あまり使われない用語．

溶岩原 ようがんげん lava plateau 溶岩台地と同義．一枚または多数の溶岩流によってつ
くられている広大台地．台地地形状のものはベディオ
ニーテともいう．

溶岩湖 ようがんこ lava lake 火口に液体溶岩が蓄積されている状態．玄武岩質ある
いはアルカリ岩質の粘性の低い火山で生まれる．

溶岩三角州 ようがんさんかくす lava delta 低粘性の溶岩流が，遠浅の海岸などに多量に流入した
ときに形成される三角州状に広がった溶岩．

溶岩樹型 ようがんじゅけい lava tree mold 溶岩流が樹木を埋め急冷固結した結果，溶岩が樹木の
形を写し取りその形だけが空洞で残されたもの．ラバ
モールドの一種．

溶岩鍾乳石 ようがんしょうにゅ
うせき

lava stalactite 溶岩トンネルの内壁から垂れ下がった溶岩．形状が鍾
乳洞の鍾乳石と類似している．

溶岩石筍 ようがんせきじゅん lava stalagmite 溶岩トンネル内で溶けた溶岩が滴り落ちてできた石筍
状のもの．

溶岩泉 ようがんせん lava fountain 粘性の低い溶岩が噴水のように火口から空中へ噴き上
げられる現象．溶岩噴泉ともいう．玄武岩質火山でみ
られる．

溶岩尖頂丘 ようがんせんちょう
きゅう

lava spine 殆ど固結した溶岩が火口底から押し上げられて，その
ままの形態を保っている頂上の尖った柱状の溶岩丘．

溶岩台地 ようがんだいち lava plateau ①溶岩流が一枚または多数重なって形成された台地．
②数多くのほぼ水平な玄武岩質溶岩が厚く重なって形
成される広大な台地．インドのデカン高原など．

溶岩滝 ようがんたき lava fall 流動性の大きな溶岩が急崖を流下し，その一部が急崖
にかかったまま凝固している状態．

溶岩堤防 ようがんていぼう lava levee 溶岩流の両側にできる堤防状の固結物．

溶岩滴丘 ようがんてききゅう spatter cone 火山砕屑丘の一種で火口の周りに形成された急傾斜の
丘，小規模である．スパター・溶岩ぺい（溶岩餅）よ
りなるもので，低粘性の玄武岩質マグマでできやす
い．

溶岩塔 ようがんとう lava spine 溶岩尖頂丘と同義．

溶岩ドーム ようがんどーむ lava dome 傾斜が急な丘状の火山．火口から流出した溶岩の粘性
が大きいとき形成される．比較的小規模で，高さは数
百メートルよりも低い．溶岩円頂丘と同義．

溶岩トンネル ようがんとんねる lava tunnel 溶岩流の中に形成された筒状の空洞．玄武岩質の溶岩
に特徴的に発達する．大きなものでは10m以上の径をも
ち，数kmに達する長さをもつものもある．富士山の風
穴の多くは溶岩トンネルである．



溶岩瀑布 ようがんばくふ lava cascade 急崖を滝のように流下しつつある状態のまま固結した
低粘性の溶岩．

溶岩噴泉 ようがんふんせん lava fountain 玄武岩質の火山で，火口から溶岩を多少の強弱を示し
ながら噴出する現象．噴出した溶岩は溶岩流となる．
溶岩泉ともいう．

溶岩ぺい（溶岩
餅）

ようがんぺい driblet 噴火により飛び出した溶岩片で，地表に激突したと
き，あるいは噴出時に偏平な形状になったもの．

溶岩ぺい岩滓集
塊岩（溶岩餅岩
滓集塊岩）

ようがんぺいがんさ
いしゅうかいがん

driblet agglutinate 基地がスコリア（岩滓）集合体である火砕岩で，溶岩
ぺい（溶岩餅）を含むもの．

溶岩ぺい凝灰集
塊岩（溶岩餅凝
灰集塊岩）

ようがんぺいぎょう
かいしゅうかいがん

driblet agglomerate 基地が火山灰の火砕岩で，溶岩ぺい（溶岩餅）を含む
もの．

溶岩流 ようがんりゅう lava flow 火口から噴出した溶岩が斜面を流れ下るもの．溶岩の
流れる速度や堆積する厚さは溶岩の性質に関係する．

溶岩流制御 ようがんりゅうせい
ぎょ

lava diversion 市街地などを溶岩流から守るため．その流れを止めた
り，方向を変えること．溶岩の性質を考慮して行う．

溶岩流地形 ようがんりゅうちけ
い

lava flow landforms 噴火の際火口から流出した溶岩によって形成された地
形．

陽起石 ようきせき actinolite アクチノ閃石・緑閃石と同義．

窯業用岩石 ようぎょうようがん
せき

rocks for ceramic
industry

各種窯業の原料となる岩石．例えばセメント原料の石
灰岩，硝子や耐火レンガ原料の珪岩，陶磁器や釉業用
の岩石など．

容気率 ようきりつ air capacity 土壌間隙のうち，空気で占められている部分の大き
さ．気相の大きさに相当する．

羊群岩 ようぐんがん sheeprock 羊背岩と同義．氷河の氷食により生じた岩盤の瘤状突
起群．流動方向の上流側断面は急．

溶結火砕岩 ようけつかさいがん welded pyroclastic rock 高温の火砕流堆積物などが溶結したできた火砕岩．

溶結凝灰岩 ようけつぎょうかい
がん

welded tuff 火山灰が主要成分である溶結火砕岩．火砕流堆積物の
一部が溶結して形成されることが多い．

溶結作用 ようけつさよう welding 火山放出物が高温のため内部の粒子が変形し，粒子の
接触部が溶着し固化する現象．

溶鉱炉 ようこうろ blast furnace 鉄鉱石を銑鉄に還元するための背の高い円筒状の精練
炉．固体燃料の間に空気が吹き込まれ，還元反応を進
める．



陽子 ようし proton 素粒子の一種．正の電気量をもち，その電気量は電子
の持つ負の電気量と絶対値が等しい．水素の原子核．

陽子数 ようしすう proton number 原子核を構成する陽子の数．原子番号に相当する．

溶質 ようしつ solute 溶媒（他の物質を溶かす能力のあるもの）に対し，溶
けている物質をいう．

溶出 ようしゅつ elution 固体物質から溶液中に物質が溶け出す現象．

溶出試験 ようしゅつしけん elution test 岩石や土壌を水または過酸化水素水に浸して溶出液の
成分を分析する試験．掘削ずりの処分方法の判定に用
いる．

養生 ようじょう concrete curing コンクリート打設後，硬化作用が十分進行するよう
に，日光・風雨などからコンクリートを保護するこ
と．

葉状 ようじょう lamellar 鉱物の集合体において，板状の結晶が積み重なった構
造（雲母などの集合体など）．

養生管理 ようじょうかんり concrete curing
management

打設後のコンクリートが十分な強度を発現するよう
に，養生期間・条件などを設定して管理すること．

葉状構造 ようじょうこうぞう foliation 変形・変成した岩石の構造で，ある一定の方向に鉱物
などが配列しているもの．面構造と同義．

養生剤 ようじょうざい curing compound コンクリート打設後の適当な時期にコンクリート表面
に散布する被膜用薬剤．表面に被膜を形成し水の蒸発
を防ぐ効果がある．

葉状テルル鉱 ようじょうてるるこ
う

nagyagite Pb5Au(Te,Sb)4S5～8．正方晶系．硬度1～1.5．比重

7.49．葉状の暗鉛灰色鉱物．

養生膜 ようじょうまく curing membrane コンクリートの被膜養生を行うためコンクリート表面
に膜養生剤を散布し形成する不透湿性の被膜．

溶食 ようしょく corrosion カルスト輪廻を行う浸食営力をいう．二酸化炭素を含
む水の作用で石灰岩が化学的風化作用を受け浸食され
る．

溶食縁 ようしょくえん corrosion rim はん(斑)晶がマグマの中で表面部から融食されてでき
た輪郭．結晶面方向で融け方がことなり不規則球状に
なる．

溶食凹地 ようしょくおうち solution basin 平坦な石灰岩地域では凹地に滞水し，溶食作用で凹地
が拡大される．これの基本形は円または楕円形であ
る．

溶食基準面 ようしょくきじゅん
めん

base level of corrosion カルスト地形の発達（ドリーネ形成から溶食・浸食ま
で）が行われる基準面．地下水面に相当することが多
い．



溶食偽段丘 ようしょくぎだん
きゅう

false corrosion terrace 石灰岩地域において海水準の段階的低下に対応した地
下水面で形成された地形面．溶食作用により形成され
た地形．

溶食空洞 ようしょくくうどう corrosion cavity 炭酸塩岩からなる岩石の割れ目や層理面にそって地下
水が流下し，溶食が進行して形成される空洞．

揚水位 ようすいい pumping level, pumping
water level

揚水中の井戸の水位．動水位と同義．

揚水井戸 ようすいいど pumping well 揚水井が一般的．揚水試験を行う時は揚水するための
揚水井と，周辺の水位降下を観測するための観測井を
用意する．揚水井を親井戸，観測井を子井戸ともい
う．

揚水干渉 ようすいかんしょう mutual interference of
well pumping

ある井戸から揚水した場合，隣接する井戸の揚水量の
減少，枯渇や周辺の地下水位の低下を招く現象．

揚水式発電所 ようすいしきはつで
んしょ

pumped hydropower
station

発電に利用した水を電力需要の少ない深夜などに余剰
電力を利用して上部貯水池に揚水し，需要の多い日中
に再び利用する水力発電所．

揚水試験 ようすいしけん pumping test 取水能力評価や透水係数・貯留係数を求めるために揚
水井と観測井を設けて実施する試験．単孔で行う簡易
試験もある．帯水層試験ともいう．

揚水井試験 ようすいせいしけん pumping test 揚水試験と同義．

揚水井ポンプ ようすいせいぽんぷ pump of pumping well 揚水を行うポンプ．揚水試験では水中ポンプを使用す
ることが多いが，場合によってはサクションポンプな
どを使う．揚水ポンプということが多い．

揚水貯水池 ようすいちょすいち pumped storage reservoir 貯水量の大半またはすべてを自流以外の揚水によって
まかなうもの．

揚水発電 ようすいはつでん pumped hydropower
generation,pumped-
storage power generation

発電に利用した水を電力需要の少ない深夜などに余剰
電力を利用して上部貯水池に揚水し，需要の多い日中
に再び利用する水力発電方式．

揚水発電計画 ようすいはつでんけ
いかく

pumped storage scheme 夜間の余剰電力を利用して低所から高所の池へ水を汲
み上げ，ピーク時にこれを用いて発電する計画．

揚水発電所 ようすいはつでん
しょ

pumped storage power
station

軽負荷時の余剰電力で下部調整池より上部調整池に揚
水しておき，電力の重負荷時に対応し発電する発電
所．

容水量 ようすいりょう water holding capacity 地下水面より上にある土が保持可能な水分量．

揚水量 ようすいりょう yield 狭義には井戸から採取できる地下水の量．広義には地
下水盆から汲み上げることのできる地下水の量．

容積測定法 ようせきそくていほ
う

batching by volume コンクリートの材料であるセメント・水・粗骨材など
を容積で計算すること．



容積比重 ようせきひじゅう bulk specific gravity みかけの比重，かさ比重ともいう．

容積法 ようせきほう volumetric method 石油・天然ガス鉱床の埋蔵量の基本的な算定法．埋蔵
容積に圧力・温度による係数を乗じて計算する．

容積率 ようせきりつ floor area ratio 敷地面積に対して建築物の延べ面積が占有する割合．
建築物による土地の利用度を表す尺度となる．

溶接金網 ようせつかなあみ welded steel fabric 鉄線を格子状に配列し，それらの交点を電気溶接して
つくった金網．

溶接継手 ようせつつぎて welded joint 金属材料を溶接によって継いだ部分．突合せ継手・か
ど継手・へり継手・重ね継手・Ｔ継手などがある．

溶存イオン ようぞんいおん dissolved ion 水中に溶解しているイオン．

溶存ガス ようぞんがす dissolved gas 地下水・海水・間隙水・石油などに溶解しているガ
ス．資源探査や成因論などの地球化学的研究に用いら
れる．

溶存酸素 ようぞんさんそ dissolved oxygen 水中に溶けている酸素で，大気と接するあらゆる水中
に存在する（略称DO）．

溶存酸素計 ようぞんさんそけい dissolved oxygen meter 水または水溶液中に溶解している酸素量を測定する装
置．

溶存酸素濃度 ようぞんさんそのう
ど

dissolved oxygen
concentration

水中に溶けている酸素の濃度．水温，気圧，塩分，汚
染度などに左右される．

溶存酸素量 ようぞんさんそりょ
う

dissolved oxygen (DO) 水中に溶けている酸素の量．水質汚濁指標の一つで，
汚濁された水中では少なくきれいな水ほど多い．

溶存成分 ようぞんせいぶん dissolved component 様々な陽イオンや陰イオンあるいはガスなど，水中に
溶解している成分．

溶存物質 ようぞんぶっしつ dissolved matter ある液相に溶けている分子レベルの物質．

溶存メタン ようぞんめたん dissolved methane 地下において一般に水に溶解した状態のメタンガス．

溶脱 ようだつ leaching 岩石や土壌に含まれる塩類などの溶解性成分が，浸透
水に溶け出して除去されること．

溶脱作用 ようだつさよう leaching 溶脱と同義．



溶脱帯 ようだつたい leached zone ①鉱床地帯において水などの作用により溶脱された部
分．
②岩石が変質作用により溶脱された地帯．強酸性水に
よる珪化帯など．
③土壌の最上部層を形成し，アルカリ溶脱が著しい部

幼年期 ようねんき young stage, stage of
youth

Davisが提唱した浸食輪廻（幼年期－壮年期－老年期－
準平原）の最初の段階．浸食が始まってはいるが原地
形が広く残っている状態．

溶媒 ようばい solvent ある物質に他の物質を溶かすとき，他の物質を溶かす
ものを溶媒という．これに対し溶けた物質を溶質とい
う．

羊背岩 ようはいがん roche moutonnee 氷食作用により形成された羊の背のような丸いコブ状
の岩．上流側は緩やかで条痕を伴う研磨面をもち，下
流側は急傾斜面あるいは破断面となる．

溶媒抽出法 ようばいちゅうしゅ
つほう

solvent extraction 抽出（選別）したい物質のみを溶媒に溶かすことに
よって他と分離して採取する方法．

擁壁 ようへき retaining wall 土圧に対抗して土のくずれるの防ぐ構造物．重力式・
半重力式・倒立Ｔ形式・控え壁式・押え壁式などがあ
る．

葉片状 ようへんじょう foliated 鉱物や岩石で，層状に剥がれやすい構造．雲母などが
代表例．

容密度 ようみつど bulk density 岩石試料の密度の一種で，室温で長期間放置後のかさ
比重に相当．

溶融精錬 ようゆうせいれん scorification 溶融状態の鉛から，その中に含まれる金・銀などの貴
金属を濃縮する方法．

四浦鉱床地区 ようらこうしょうち
く

Youra ore field 大分県臼杵一三重地域南側鉱床群である．主に秩父累
帯中の層状マンガン鉱床．

葉理 ようり lamina,lamination 堆積物の構成粒子の配列によって肉眼的に認識できる
最も薄い成層構造．薄層を葉層と呼び，１層の厚さは
通常1cm以下．

溶離鉱床 ようりこうしょう liquation deposit 正マグマ鉱床の一種．苦鉄質～超苦鉄質岩に伴うもの
で，ニッケル・銅などの鉱床がある．

葉理構造 ようりこうぞう lamina(ted) structure 同時に堆積したと認められる土粒子が１枚の薄い層を
なし，これが何枚も重なって互層をなしているもの．

葉理面 ようりめん lamina plane 葉理（ラミナ）の示す面．層理面と平行なものを平行
葉理，斜交したものを斜交葉理（クロスラミナ）と呼
ぶ．

溶流 ようりゅう solution transportation 物質が河川水に溶解した状態で運搬されること．

容量型変換器 ようりょうがたへん
かんき

capacity type transducer 電極間の電気容量が電極間の距離に反比例することを
測定原理とした変換器．



容量分析 ようりょうぶんせき volumetric analysis,
volumetry, titration
analysis

①試料中のある成分量を知るために，これと反応する
既知濃度の溶液の量から成分量を求める方法．
②モード組成など岩石の鉱物組成の容量比を測るこ
と．顕微鏡観察によって測定することが多い．

揚力 ようりょく lift 傾斜した物体が流体中を移動するとき，物体の上下に
生ずる圧力差により，進行方向に対して垂直に発生す
る力．

揚力係数 ようりょくけいすう lift coefficient 物体の速度をV，最大射影面積をS，揚力をL，流体の密

度をρとするとき，CL=L/（ρV2S/2）で表せる係数．

養老断層系 ようろうだんそうけ
い

Yoro fault system 活断層.確実度Ⅰ,活動度Ｂ級,北北東方向.養老山地の
東縁に位置し北部10㎞，南部18㎞に分かれ断層崖を形
成．

ヨーヨーボーリ
ング

よーよーぼーりんぐ ケーブルツールボーリングやパーカッションボーリン
グと同様．ビットの落下で孔底を破壊させるボーリン
グ．

抑止工 よくしこう prevention works 杭・アンカー・擁壁などの人工構造物によって不足す
るせん断抵抗力を補って，斜面の安定化を図る工法の
総称．通常，抑制工とあわせて実施する．

抑制工 よくせいこう control works 地形，地下水などの自然条件を改善して斜面崩壊や地
すべりなどの原因を取り除き斜面の安定化を図る工法
の総称．通常，抑止工とあわせて実施する．

抑留 よくりゅう stuck, sticking 孔内に降した鉄管，計器などが地層の崩壊などの種々
の原因で孔内に抑えられ，引上げ不能となること．

横井戸 よこいど horizontal water well 帯水層を水平ボーリングによって削孔し，ストレーナ
管を挿入して設置した井戸．または集水用に掘削され
た小断面の水平坑道．

余効変動 よこうへんどう post-seismic crustal
movement

地殻変動はほぼ一定速度で進行するが，地震が起こる
と数年間は急激な変動を示す．この過渡的な変動をい
う．

横尾氷期 よこおひょうき Yokoo glacial epoch 飛騨山脈，槍・穂高連峰でのやや開析された氷河地形
と標高1,800m前後のモレーンによって示される氷河拡
大期．

横倉山層群 よこくらやまそうぐ
ん

Yokokurayama Group 高知県越知町の横倉山周辺に分布し黒瀬川構造帯を構
成するシルル～デボン系．ガラス質凝灰岩・凝灰質砂
岩・泥岩・石灰岩からなる．

横軸図法 よこじくずほう transverse projection 円柱・円錐図法において，投影面としての円柱面およ
び円錐面の軸が地軸と直交する場合における透視図
法．

横軸ミキサ よこじくみきさ horizontal axis mixer セメント・水・骨材などコンクリート用材を均一に練
り混ぜるための機械で回転軸を水平にすえつけたも
の．

横浸食 よこしんしょく side erosion, lateral
erosion

流水が化学的あるいは物理的に河岸を溶かしたり削り
くずしたりして河岸を後退させていく現象．

横すべり断層 よこすべりだんそう strike slip fault 変位の方向が水平かそれに近い断層で，変位の垂直成
分が非常に小さいもの．走向移動断層と同義．



横ずれ尾根 よこずれおね offset spur, offset
ridge

断層変位による横ずれ地形を表す用語の一つで，断層
線を境にして尾根筋が横に食い違ってずれている地
形．横ずれ活断層の証拠のひとつとなる．

横ずれ谷 よこずれたに offset stream, offset
channel

断層変位による横ずれ地形を表す用語の一つで，断層
線を境にして谷筋が横に食い違ってずれている地形．
横ずれ活断層の証拠のひとつとなる．

横ずれ断層 よこずれだんそう lateral fault 断層による見かけの変位が断層面の走向方向にあるも
の．水平ずれ断層ともいう．

横田石 よこたいし Yokota ishi 岩手県陸前高田市横田町産の石材．古生界粘板岩．矢
作石・世田米石と同義．

横地地すべり よこちじすべり the Yokochi landslide 1976年に鳥取県八頭郡若草町横地で発生した地すべ
り．河川の埋没と町道80mに被害発生．

横継目 よこつぎめ transverse joint マスコンクリート内の温度応力によるクラックの発生
を防止する目的で，施工時に人工的に設けるダム軸直
交方向の目地．

横抵抗 よこていこう transverse resistance 厚さhmの地層で，1m×1mの底面に垂直方向からかかる
電気抵抗．横抵抗T＝ρhである．ρは地層の比抵抗．
最近は使われない用語．

横波 よこなみ transverse wave 地震や人工的な起震により発生する弾性波のうち，進
行方向と直角に振動するもの．S波ともいう．

横根沢石 よこねざわいし Yokonezawa ishi 静岡県田方郡伊豆長岡町横根沢産の石材．新第三系輝
石安山岩．建築・土木用．

横方向Ｋ値 よこほうこうけーち lateral K-value 地盤の水平方向の力に対する地盤反力係数で，橋梁基
礎などの構造物設計（特に地震の水平動に対する抵抗
の検討）に必要．孔内水平載荷試験で求めるのが一般
的．

横方向ばね係数 よこほうこうばねけ
いすう

horizontal coefficient
of spring reaction

地盤の水平方向反力係数で，圧力－変位曲線の傾きと
して求められるが，ひずみ量・載荷板のサイズ・載荷
時間に対する依存性がある．地盤の水平方向変位量に
対する荷重の比．

横ボーリング工 よこぼーりんぐこう horizontal boring method 地表から暗きょ（暗渠）などで排除できない深さの地
下水を排除する水平方向の水抜きボーリング工．

横曲げ褶曲 よこまげしゅうきょ
く

transverse bending fold 地層面に直交する方向の力により曲げを生じる褶曲

横メルカトル図
法

よこめるかとるずほ
う

transverse Mercator
projection

メルカトル図法を90ﾟ回転させた図法．極で接する円筒
に地球中心から投影する.

横矢板 よこやいた horizontal lagging 開削工法で親杭の間に設置されるはめ込み式の矢板．
幅15㎝以上で厚さ5㎝程度の木製板が良く使われる．

横矢板トレンチ よこやいたとれんち trench with horizontal
lagging

親杭横矢板工法で土留したトレンチ．



横山石 よこやまいし Yokoyama ishi 福岡県北九州市小倉区横山産の石材．中生界安山岩．
小熊野石・徳力石と同質．

横山衝上断層 よこやましょうじょ
うだんそう

Yokoyama thrust 岐阜県北端の横山付近を西北西－東南東に走る延長20
㎞の衝上断層．手取層群の上に飛騨片麻岩類が衝上す
る．

横リブ よこりぶ cross rib シールド工法のセグメントの縦リブに直交して設けた
リブ．土圧を主桁に伝達する他，ジャッキ推進の補強
部材．

予察 よさつ preliminary survey 写真判読によって得られた情報を写真上に記入した
り，地形図に写し取るなどの各種資料による事前分
析．

吉井・東柏崎ガ
ス田

よしいひがしかしわ
ざきがすでん

Yoshii/Higashi
Kashiwazaki gas field

新潟県柏崎市東方にあるガス田．1968年に発見された
国内最大級のガス田．深さ2,400～2,600m前後の七谷層
流紋岩類から産出．

吉田みかげ よしだみかげ Yoshida mikage 愛知県幡豆郡吉良町産の石材．角閃石黒雲母花崗岩．
土木用．

吉野地震 よしのじしん the 1952 Yoshino
earthquake

1952年に奈良県西部で発生したM6.8の地震．奈良春日
大社の石燈籠転倒．死者9人，住家全壊20戸とされてい
る．

与島みかげ よしまみかげ Yoshima mikage 香川県丸亀市広島・坂出市与島産の石材 ．中生界角閃
石黒雲母花崗岩．建築・土木・敷石用，青木石と同義
語．

吉見変成岩類 よしみへんせいがん
るい

Yoshimi metamorphic
rocks

関東山地北東縁に分布し，角閃岩と複雲母片麻岩を主
とする．三波川帯の基盤であるか，三波川帯と領家帯
の間にある岩体であるかは不明．

余剰重力 よじょうじゅうりょ
く

residual gravity 残留重力と同義．

余色実体視 よしょくじったいし anaglyphic stereoscory 補色（余色）写真と余色フィルタを用いて実体視を行
うこと.

余色写真 よしょくしゃしん complementary color
picture, anaglyphic
picture

補色（余色）を用いて実体視に用いるために二種の写
真を余色で重ね合わせたもの.

余色法 よしょくほう anaglyphic method 余色関係にある赤色と青色の特殊投影あるいは印刷に
より，１枚の画像でも立体視できるようにする方法．

余震 よしん aftershock 本震のあとに引き続いて起きる地震．マグニチュード
は本震より小さく発生頻度は時間とともに減少してい
く．

余震域 よしんいき aftershock region 余震の起こった区域の水平面上の範囲．

余震系列 よしんけいれつ aftershock sequence 本震の後に発生する余震の時間的分布状況．



余震終息域 よしんしゅうそくい
き

cessation region of
aftershocks

余震活動が収まった地域や内陸の活断層のように以前
大きな地震が起きた後地震活動のない地域．

余震の双曲線公
式

よしんのそうきょく
せんこうしき

hyperbolic formula of
aftershocks

余震の発生頻度nが本震からの経過時間tとともに減少
することを表す式．
n(t)=K/(t+c)p
（K,p,cは定数）

余震のモデル よしんのもでる models for aftershock
occurrence

余震現象を説明するためのモデル．塩冶・遅れ破壊・
クリープ・自己相似などの各モデルがあるがまだ未完
成．

余震発生地域 よしんはっせいちい
き

aftershock-region 大きな地震後に発生する余震の分布域を示すもので，
地下の破壊ゾーンを推定する上で重要である．

余水吐き よすいばき spillway, spill way 水力発電所の負荷変動に応じて余分の水量をヘッドタ
ンクから放流する設備．フィルダムの洪水吐きとは異
なる．

予想鉱量 よそうこうりょう possible reserves JIS M 1001「鉱量計算基準」で規程されているもの
で，推定鉱量とした鉱画の周囲に鉱床の連続が予想さ
れる部分の鉱量．

予想震度の地域
区分

よそうしんどのちい
きくぶん

seismic regionalization,
seismic zoning

地震が発生した場合を想定して，地域ごとに震度もし
くは地震による危険度などを示す，地震防災の基礎資
料．

予想炭量 よそうたんりょう possible coal reserves,
inferred coal reserves

石炭試料，炭層の確認のない段階で，地質学的資料に
だけ基づいて計算される石炭の埋蔵量．

予測沈下曲線 よそくちんかきょく
せん

estimated settlement
curve

盛土や構造物の荷重によって生じる地盤の沈下量の経
時変化を，工事前に圧密計算によって予測した結果を
表わす曲線．

四日市とう曲
（四日市撓曲）

よっかいちとうきょ
く

Yokkaichi flexure 三重県四日市市を南北に切るとう曲（撓曲）崖．確実
度Ⅰ，活動度Ｂ級，延長10㎞．

横河川変成岩 よっかがわへんせい
がん

Yokkagawa metamorphic
rock

長野県岡谷市，横河川上流に小規模に分布する結晶片
岩．蛇紋岩を伴う．三波川帯の延長とされている．

四日町地すべり よっかまちじすべり the Yokkamachi landslide 1976年に新潟県北魚沼郡小出町四日町の上越線小出駅
前の山腹斜面で発生した地すべり．

淀橋台 よどばしだい Yodobashidai 武蔵野台地東部（東京都区部）の下末吉面相当の台地
の一つ．

与内畑鉱山 よないはたこうざん Yonaihata mine 福島県耶麻郡熱塩加納村にあった黒鉱鉱床．新第三系
中新世西黒沢階最上部～女川階最下部にある層準規制
型の鉱床．

与那原断層系 よなばるだんそうけ
い

Yonabaru fault system 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北西方向．宮古島中
東部に位置し延長15㎞．さんご（珊瑚）礁段丘の低断
層崖を形成する．

余波 よは trail 台風などによるうねりのうち，風域が通過した後のう
ねり．



呼び径 よびけい nominal diameter ボーリングなどの掘削孔径あるいは，円筒形パイプな
どの外周直径．

呼子ノ瀬戸断層 よびこのせとだんそ
う

Yobikonoseto fault 西彼杵半島北西部の古第三系を南北方向に切る断層．
大部分が海底下の西彼杵炭田の東限を成している．

余吹き よぶき excess shotcrete トンネル掘削工事で設計断面を確保するために余分に
掘られた部分を吹付けコンクリートで充填すること．

余掘り よぼり overbreak 主としてトンネル掘削時に，設計巻厚外に発生する掘
削量．余掘り量は，地質・掘削方式などにより変化す
る．

余巻き よまき lining for overbreak トンネル掘削で覆工の設計巻厚より外側の余分な掘削
に対して，空隙が残らないよう充填するコンクリー
ト．

蓬畑階 よもぎばたかい Yomogibata stage 上部石灰系長岩統の上部階で石灰岩を主体とする．岩
手県南東部で多く認められる．

余盛り よもり extra fill, extra-
banking

盛り立て後の圧密や沈下程度を考慮して，計画断面に
対して予め余分に盛土を行うことをいう．

余裕高 よゆうだか freeboard 異常洪水に備え，設計最高水位からダムや堤防の天端
までに設けた計画上の余裕の高さ．

寄居時階 よりいじかい Yorii phase 丹沢造山運動の激動期として認められる時階の一つ
で，この時階により丹沢～嶺岡帯の隆起が開始された
とされた．最近はあまり使われない．

四極子法 よんきょくしほう quadripole method ほぼ直交する２組の電流双極子を用いて方向別の見掛
比抵抗値を求める電気探査法．

４極法配置 よんきょくほうはい
ち

four electrode array 電気探査において，測定点移動のときに４極とも移動
する電極配置法の総称.ウェンナー法が代表的．

漣川系 よんちょんけい Yonchon system 朝鮮半島の先カンブリア時代の変成岩類．南北方向に
分布し，主として雲母片岩や角閃岩などから成る．

４電極法 よんでんきょくほう four-electrode method ２個の電極から電流を大地に送り，他の２個の電極に
より電位差を測定する電気探査法．ウェンナー法な
ど．

１／４波長則 よんぶんのいちは
ちょうそく

law of one by four
wavelength

表層の厚さと常時微動の卓越周期との間に成り立つ関
係．表層の厚さ＝Ｓ波速度×卓越周期/4．

ラーキ統 らーきとう Lachi series インド北東部シッキム地方のラーキ付近を模式地とす
る上部ペルム系．珪岩や頁岩などからなり腕足類を含
む．

ラーメ定数 らーめじょうすう Lame's constant ヤング率Eとポアソン比νを用い，Eν/(1＋ν)(1-2ν)
で表す．物理的意味は持たず弾性の諸計算に使用．



ラーメン橋 らーめんきょう rigid-frame bridge 橋脚あるいは橋台と主げたとを剛性結合しラーメン構
造とした橋梁で，耐震性に優れている．

ラーメン構造 らーめんこうぞう rigid framed structure 部材の接合部を剛節点としたはり・柱を主として長方
形の枠とした骨組構造．

ラーメン式橋脚 らーめんしききょう
きゃく

rigid-frame pier ラーメン構造の橋脚．構造寸法を小さくすることがで
き，桁下の空間を利用することができる．

ラーメン式橋台 らーめんしききょう
だい

rigid-frame abutment 門型のラーメン構造を持つ橋台．門型の空間を利用す
ることができる．

ライアス統 らいあすとう Lias series 西ヨーロッパの模式的な海成ジュラ系の下部統．青灰
色泥岩や泥質石灰岩を特徴的に産する．

ライアロ統 らいあろとう Raialo series インド半島北西部の結晶質石灰岩および苦灰岩．珪
岩，砂岩などを伴う．本層の大理石は石材に使われて
いる．

ライエル法 らいえるほう Lyell's method 地層の新旧を決定する目安としてライエルが提唱．化
石群の総種数と現世種数との百分率で表される．現在
は使われていない．

雷管 らいかん cap,percussion cap,
detonator

火薬に点火するための発火用具．銅・しんちゅう・ア
ルミニウム製の管の中に雷こうなどの薬品を詰めたも
の．

ライシメータ らいしめーた lysimeter 浸漏計．土壌の理化学的諸量を精密に測定するための
金属製またはコンクリート製の槽．

ライナープレー
ト

らいなーぷれーと liner plate 深礎やトンネルに使用する特殊支保工で，溝の押し型
をつけて剛性を増し，アーチ型に沿うよう丸みをつけ
た板状鋼製支保工．

ライニング らいにんぐ lining トンネルの覆工．管やタンクの内張り．

ライフライン らいふらいん lifeline 現在の都市生活に必要な，上下水道，電力などのエネ
ルギー，道路などの交通，電話などの通信などの連絡
システム．

ライフライン地
震工学

らいふらいんじしん
こうがく

earthquake engineering
for lifeline systems

大地震などでライフラインが被害を受けにくくした
り，受けた場合でも早急な対策が講じられるための研
究分野．

ライフラインの
地震被害

らいふらいんのじし
んひがい

earthquake damage of
lifeline systems

ライフラインは，広域にわたるため地震の被害を受け
ると遠方まで影響がおよぶ．システムは大きいほど被
害大．

ライム泥水 らいむでいすい lime base mud ボーリング用泥水で，粘土に含まれるモンモリロナイ
トなどの水和膨潤性を抑制するため石灰を添加したも
の．

ライン頁岩山地 らいんけつがんさん
ち

Rhine shale mountain ドイツ西部ライン川下流域の海成デボン系～下部石炭
系を主体とする山地．層序学の古典的フィールド．



ライン地溝 らいんちこう Rhine graben ドイツ南西部ライン川を含む地溝帯．南北方向に
300km，幅は40kmで，中新世から断層が生じ，第四紀ま
で活動．

ラインドリリン
グ

らいんどりりんぐ line-drilling 穿孔間隔を狭くした孔列を作り，他孔の発破により孔
列に沿って亀裂を発生させ，この列に沿って岩盤を破
断させる方法．

ラウエ関数 らうえかんすう Laue function 結晶にＸ線を照射したとき発生する回折線の強度を，
結晶からの距離に応じて関数化したもの．

ラウエの条件 らうえのじょうけん Laue theory 結晶にＸ線を照射して回折が発生するときの条件．入
射Ｘ線方向と回折Ｘ線方向のベクトルで示される．

ラウエ斑点 らうえはんてん Laue spot 単結晶に連続Ｘ線を照射すると得られる回折斑点群．
結晶の対称性を知ることができる．

ラウエ法 らうえほう Laue method 結晶にＸ線を照射すると三次元的な回折線が発生す
る．これを平板フィルムに記録して結晶構造を調べる
方法．

ラキ火口列 らきかこうれつ Laki crater row アイスランド南部で1783年噴火した列状の火口．地震
を伴う割目生成は長さ25kmに達し，溶岩，火砕岩を噴
出．

ラグーン らぐーん lagoon 海岸において，海の一部が砂州・沿海州などのため
に，大海と絶縁されて生じた湖．潟，潟湖，海跡湖と
もいう．

落差 らくさ throw 断層の変位の要素に関する用語で，傾斜隔離の垂直成
分のこと．

落差 らくさ head 水力発電所の取水標高と発電機シャフト標高との差．
有効落差，平均有効落差，最大有効落差を参照．

落石 らくせき rockfall, rock fall 急斜面から岩石が落下する現象．岩塊が岩盤から分離
して落下するものを剥離型落石，斜面上の土砂中から
岩塊が抜け落ちるものを転石型落石という．

落石対策工 らくせきたいさくこ
う

prevention for falling
stone

落石からの保護のため，落石を防止したり，落石を安
全な場所に誘導する施設の総称．

落石止め らくせきどめ preventive work against
rock fall

落石防止工と同義．

落石覆工 らくせきふっこう shed for falling stone 道路などの保全対象物を屋根で覆い，落石をこの屋根
で受け止めて被害を防ぐ施設．

落石防護工 らくせきぼうごこう rockfall prevention
works

落石防止工のうち，発生した落石に対処するための施
設．落石防止網・落石防止柵・落石防止擁壁・落石覆
工・落石防止林・落石防止堤などがある．

落石防止網 らくせきぼうしあみ prevention net for
falling stone

自然斜面あるいは人工のり面に落石を防止する目的で
設けられる被覆金網．



落石防止工 らくせきぼうしこう rockfall protector,
rockfall prevention
works

落石発生源における落石予防を目的とした落石予防工
と，発生した落石による被害の防止・軽減を目的とし
た落石防護工の総称．

落石防止柵 らくせきぼうしさく prevention fense for
falling stone

斜面の途中あるいは最下部に落石を受け止める目的で
設けられる柵状構造物．

落石防止擁壁 らくせきぼうしよう
へき

retaining wall for
falling stone

落石防護工の一種．防護対象物への落石の到達を阻止
する目的で設置されるコンクリート擁壁で，一般に落
石防止柵と併用される．通常，落石が堆積できるポ
ケットを設ける．

落石防止林 らくせきぼうしりん forest for rockfall
prevention, prevention
forest for rockfall

落石防護工の一種．落石発生源と防護対象物との間に
樹林帯を設けることで落石の到達を阻止する．

落石予防工 らくせきよぼうこう rockfall prevention
works

落石防止工のうち，発生源対策として行う工法．切土
工・浮石除去工・根固め工・ロックアンカー工・枠
工・吹付け工などがある．

落盤 らくばん cave-in,
collapse

トンネルや坑道などの天井部付近から，地山の一部が
剥脱崩落すること．トンネル工事で多い事故の一つで
ある．

ラグランジュの
未定乗数法

らぐらんじゅのみて
いじょうすうほう

Lagrange's method of
undetermined multipliers

条件付きの多数の観測値があるときに，一定の条件に
基づいた方程式を導入することにより，確定値を決定
するための計算方法.

裸孔仕上げ らこうしあげ bare foot completion,
open hole completion

油井などで，産出層部の崩壊の心配がない場合，産出
部層にケーシングを挿入せずに仕上げ，採取を行う方
法．

ラコステ型上下
動振子

らこすてがたじょう
げどうふりこ

LaCoste vertical motion
pendulum

その直上から精密なバネで吊す形式の振子．重力計や
長周期地震計に用いられる．

ラコステ重力計 らこすてじゅうりょ
くけい

La Coste-Romberg
gravimeter

ラコステ－ロンバーグ重力計と同義．

ラコステ吊り らこすてづり La Coste suspension 荷重０の状態で長さが０になるバネ．La Costeは，こ
のバネで上下動地震計をつくった．

ラコステ－ロン
バーグ重力計

らこすてろんばーぐ
じゅうりょくけい

La Coste-Romberg
gravimeter

 La Costeが1934年に作成した地震計をもとに開発され
た重力計の一種．金属バネ，二重恒温槽を用いてい
る．長周期地震計用として開発された．小型軽量．ラ
コステ重力計ともいう．

ラコリス らこりす laccolith 餅盤ともいう．地層中の貫入岩体で，底部が平ら，上
盤が押し上げられ餅の様に膨らんだ形状が特徴．

ラコリスドーム らこりすどーむ laccolithic dome ラコリス（餅盤）の迸入によって生じたドーム山地
で，端部は局部的に背斜構造をつくることがある．北
米コロラド高原のヘンリー山ドームは有名．直径数㎞
以下のものが多い．

ラザフォード後
方散乱分光法

らざふぉーどこうほ
うさんらんぶんこう
ほう

Rutherford
backscattering
spectroscopy

イオンビームの照射によって生ずる散乱現象のエネル
ギースペクトルから対象物の組成を知る分析法．

ラジアルゲート らじあるげーど radial gate 円弧状の止水板を持つ回転式ゲート．水圧のほとんど
を回転軸が受け持つので，巻上げ力が少なくてすむ．



ラジウム鉱床 らじうむこうしょう radium ore deposit ラジウムはウラン壊変により生じ，ウラン鉱物に少量
含まれるため，ウラン鉱床と同じ．歴史的には当初，
ウラン鉱床でなく，ラジウム鉱床として採掘された．

ラジオアイソ
トープ

らじおあいそとーぷ radioisotope 同位元素の中で放射性を有するものをいう．地質学的
には同位体年代分析などに利用される．

ラジオジェニッ
ク核種

らじおじぇにっくか
くしゅ

radiogenic nuclide 放射起源の安定核種．放射壊変によらない本来の原子
核と区別するために用いる．

ラジオトレーサ らじおとれーさ radiotracers 水の動きをとらえるために用いられる放射性同位元素
からなるトレーサ．

ラ時階 らじかい Rha stage 後氷期においてスカンジナビア氷床が後退し，Vänern
地方から海が最も拡大した時期をいう．

羅惹坪統 らじゃくひょうと
う，るおろーぴんと
う

Luorepingian series ルオローピン統．中国の揚子江中流域のシルル系．砂
質･石灰質頁岩からなり，礁性の石灰岩を含む．

ラショナル式 らしょなるしき Rational formula 洪水のピ-ク流量を与える公式の一つ．Q=f・r・
a/3.6，Q:ピーク流量，f:流出係数，r:降雨強度，a:流
域面積．合理式と呼ぶことが一般的．

羅針儀測量 らしんぎそくりょう compass surveying コンパス測量．方位を測定するコンパスと，距離測定
とによって平面上の位置を求める測量法．

ラスタ型数値地
図

らすたがたすうちち
ず

raster digital map 地形，地物などの属性をデジタル値のメッシュ情報で
保持しており，計算機などでデータ処理可能な形態の
地図．

ラスタデータ らすたでーた raster data イメージを表現する基本方式の一つ．点の集まりで表
現する．ＧＩＳで用いる場合は，位置や形状を現す矩
形要素の配列からなるデータ．衛星画像やオルソフォ
ト，国土地理院の地図画像（数値地図）のほか，50ｍ
メッシュ標高などもラスタデータの一つである．

ラセミ化年代測
定法

らせみかねんだいそ
くていほう

racemization dating
method

化石中のアミノ酸がＬ型異性体からＤ型異性体へ変化
することを用いた年代測定法．第四紀後期を対象とす
る．

螺旋杭 らせんぐい screw pile 杭の先端に螺旋状のウイングをつけて打ち込む基礎用
の杭．

螺旋構造 らせんこうぞう helix structure 線状分子が分子内・間で水素結合などにより結合し，
螺旋状になった生体高分子の構造．

螺旋軸 らせんじく screw axis 結晶構造を示す対称要素の一つで，螺旋状が特徴．Ｎ
回の回転操作で，周期の1/Nづつ並進を伴う．

螺旋成長 らせんせいちょう spiral growth 螺旋状に結晶が成長する機構．

螺旋鉄筋 らせんてっきん spiral hoop
reinforcement

軸方向鉄筋をらせん状または環状に取り囲んで配置し
た鉄筋．柱部材に用いられる．



螺旋鉄筋柱 らせんてっきんちゅ
う

column with spirals 柱の軸方向鉄筋をらせん鉄筋で取り囲んだ鉄筋コンク
リート柱で，大きな荷重を受ける際に用いる．

螺旋転位 らせんてんい screw dislocation 結晶における格子欠陥のうちの線欠陥の一つ．結晶面
に沿う原子の並びが螺旋状のもの．

ラッセン火山群 らっせんかざんぐん Lassen volcano group 米国カリフォルニア州にある多輪廻性火山群．中期更
新世～現在まで火山活動を繰り返している．

ラテライト らてらいと laterite 熱帯～亜熱帯地域に広く分布する強風化した赤色の土
壌．鉄とアルミニウムの二次酸化物に富む．紅土とも
いう．

ラテライト化作
用

らてらいとかさよう lateritization 湿潤熱帯気候下で珪酸塩鉱物が分解，溶脱し，酸化鉄
とアルミナが残留，富化すること．

ラテライト質鉱
床

らてらいとしつこう
しょう

lateritic deposit 熱帯地域に広く分布するラテライト層に胚胎する鉱
床．風化残留鉱床の一種である．

ラテライト質土 らてらいとしつど lateritic soil ラテライトが風化した土壌で，厚く形成されているこ
とが多い．母岩の種類は広範囲で，工学的性質も
様々．赤色土もこれに含まれることがある．

ラテライト風化 らてらいとふうか laterite weathering 風化作用により，鉄やアルミの三二酸化物などが主成
分として集積し，固結した硬盤を形成すること．

ラテラル法 らてらるほう lateral method 電気検層の電極配置法の一つ．三極法に対応する．二
極法電極配置のノルマル法に比べて探査能力に優れ
る．

ラテロ検層 らてろけんそう Latero logging 比抵抗検層の一種で指向式のもの．シュランベルジュ
社作製の商品名．

ラテロログ らてろろぐ Latero log 指向式比抵抗検層の一種．収束させた電流によって地
層の比抵抗を測定する．シュランベルジャー社の商品
名．

ラトゾル らとぞる latosol 湿潤熱帯に広く分布する赤色味の強い厚い土壌．粘性
に乏しく脆い土で，ラテライト質土とほぼ同義．

ラドロウ統 らどろうとう Ludlowian series 英国に分布する上部シルル系．下位から筆石頁岩，石
灰岩，頁岩に分類される．

ラドン計 らどんけい radonoscope 電離箱やアルファ線検出器を用いて，試料中のラドン
含有量を電気的に測定する装置．

ラドン計数率 らどんけいすうりつ count ratio of radon ラドンは放射性元素であり，濃度測定にはα線を計数
することから，濃度比を計数率として表す．

ラドン探査 らどんたんさ radon measurement survey ウランの壊変により生成するラドンを測定し，ウラン
鉱床やラドンの通り道となる断層などを探査する方
法．ラドンはα線を測定することにより検出される．



ラドン濃度 らどんのうど radon concentration ラドン(222Rn)は放射性元素で，希ガスの一種．ラドン
濃度の測定は破砕帯や地下水調査などに利用されてい
る．

ラドン濃度測定 らどんのうどそくて
い

measurement of radon
concentration

ウラン探査などで，土壌空気や地下水中のランドを電
離箱やαカウンタで測定する．

ラドン法 らどんほう radon measurement survey ラドン探査と同義．

ラナーク統 らなーくとう Lanarkian series 英国に分布する上部石炭系下部．古植物学的に分帯．
ラナーキアンともいう．

ラバーバルーン
法

らばーばるーんほう rubber balloon method
for field density
determination

現場密度試験法の一種．本質的には水置換法と同じ
で，ゴムの皮膜で水を止める方法．

ラパキビ花崗岩 らぱきびかこうがん Rapakivi granite バルト盾状地に分布する角閃石・黒雲母を含む粗粒斑
状花崗岩．非造山期に形成された．石材に利用．

ラピエ らぴえ lapies, lapiaz 石灰岩が二酸化炭素を含む雨水によって溶食をうけた
結果形成される溶食溝の溝と溝の間の凸部．

ラピスラズリ らぴすらずり lapis lazuli 数種類の鉱物が混合した藍青色の飾り石．藍方石・
ソーダライト・ノゼアンの３種類が主な混合鉱物．

ラフネス らふねす roughness 岩盤の割れ目などの，分離面の粗さを表す基準．ま
た，断層運動のスリップセンスを推定する際の手掛
り．

ラブ波 らぶは Love wave 表面波の一種で，振動方向は水平面内で進行方向と垂
直方向．伝わり方は地層のＳ波速度と層厚により異な
る．この性質により地下構造の解明に利用される．

ラプラス条件 らぷらすじょうけん Laplace condition ジオイドを基準にした天文座標と準拠楕円体を基準と
した測地座標の関係を表わす式．

ラプラス剰余 らぷらすじょうよ Laplace residual 準拠楕円体に拠る三角点の測地学的な値と天文学的な
値の誤差のこと．三角網の誤差の目安となり得る．

ラプラス分布 らぷらすぶんぷ Laplacian distribution 統計分布の一種．指数分布に従う二つの確率変数の差
の分布．

ラプラス方程式 らぷらすほうていし
き

Laplace equation 電磁波理論から導かれた２階の偏微分方程式．地盤の
定常浸透流や熱伝導などの多くの物理量がこの式を満
たす．

ラブラドール斜
長岩体

らぶらどーるしゃ
ちょうがんたい

Labrador anorthosite
mass

カナダ楯状地東部のラブラドール半島に点在する，数

千km2に達する斜長岩体の総称．原生代中期に活動し，
斜長石の粗粒結晶を含む．

ラブランドレス らぶらんどれす Loveland loess 米国アイオワ州ラブランドを模式地とする，イリノイ
氷期末期の風成堆積物．下部は陸生軟体動物化石を産
し，最上部はサンガモン化石土となる．



ラベリング らべりんぐ ravelling 表面崩壊を主体とする岩石破壊形態の一つ．

ラマポ海淵 らまぽかいえん Ramapo deep 伊豆－小笠原海溝の南部，鳥島東方にある深所．最大
水深9,700m程度，最深部は幅3km以上の平担底である．

ラミナ らみな lamina 肉眼的に観察できる最小の成層構造．葉理，葉層とも
いう．この他，広く葉片状の構造にも用いられる．

ラミナイト らみないと laminite 細かい葉理が発達した砕屑岩で，特にその成因を問題
にしない．

ラミネーション
領域

らみねーしょんりょ
ういき

lamination domain 変形テクトナイトにおいて，ほかの部分から識別され
る顕微鏡的スケールの領域．純粋記載的な用語．

ラムサウンディ
ング試験法

らむさうんでぃんぐ
しけんほう

ram sounding method 直径32mm，角度90ﾟの先端部を重錘（63.5kg）の50cm落
下の衝撃で打ち込む動的貫入試験．

ラム層状超塩基
性岩体

らむそうじょうちょ
うえんきせいがんた
い

Rum layered ultrabasic
complex

英国北部ラム島に分布する，はんれい岩（斑糲岩）を
伴う約30km2にも達する超塩基性の岩体．

ラメラ らめら lamella 結晶粒内に認められる面構造の他，薄板状の結晶粒あ
るいは板状結晶粒の定向配列による葉状構造にもい
う．

ララミー造山運
動

ららみーぞうざんう
んどう

Laramide orogeny 北米大陸西海岸のロッキー山脈で白亜紀後期から古第
三紀初期に起こった地殻変動で，ララミー変動ともい
う．

ラルデレロ地熱
地帯

らるでれろちねつち
たい

Larderello geothermal
area

ローマの北西200㎞にある地熱地帯．1913年世界最初の
地熱発電を開始した．

ランキン土圧 らんきんどあつ Rankine's earth pressure ランキンによって提唱された限界平衡状態となってい
る地盤の鉛直面に対して作用する土圧．

ランゲリアの飽
和指数

らんげりあのほうわ
しすう

saturation index 水中の溶存成分の溶解，沈殿反応の進行状況を説明す
る指数で，pHと飽和pHの差で表わす．

乱雑堆積物 らんざつたいせきぶ
つ

chaotic sediments 色々な種類の偽礫やブロックを含む雑然とした堆積物
の総称．成因は多様．記載用語としてのみ用いる．

藍晶石 らんしょうせき kyanite Al2SiO5 ．三斜晶系．硬度4～7（方向によって異な

る）．比重3.53～3.65．中～高圧型広域変成岩の比較
的低温部の塩基性岩，泥質岩などに産出．

乱数 らんすう random numbers ある集合から無作為に抽出された数列で，自然界や社
会における確率現象のシミュレーションに用いられ
る．

藍閃石 らんせんせき glaucophane アルカリ角閃石の一種．低温高圧型の塩基性変成岩に
産出．



藍閃石片岩層 らんせんせきへんが
んそう

glaucophane schist 広義の藍閃石質角閃石を含有する結晶片岩．原岩は主
に玄武岩質火成岩である．青色片岩層ともいう．

藍閃変成作用 らんせんへんせいさ
よう

glaucophanitic
metamorphism

塩基性変成岩が低温高圧型変成を受けることによっ
て，広義の藍閃石を生じる変成作用．

乱堆積 らんたいせき penecontemporaneous
deformation of bedding

非常に不規則なラミナあるいは異常な成層状態を示す
堆積現象の総称．異常堆積ともいう．斜葉理は乱堆積
に含めない．

乱堆積構造 らんたいせきこうぞ
う

penecontemporaneous
deformation structure

スランプおよび地すべり性の堆積物，偽礫を含む堆積
物，堆積時の層内褶曲などを含む，非常に不規則な構
造．

ランダム構造 らんだむこうぞう random structure 粘土粒子のミクロな構造で，粒子が無秩序な配列をし
た分散状態に近い構造．

ランダム試料 らんだむしりょう random samples 全く規則性が入らないように，偏りのないように採取
した試料．

ランダムフィル
材

らんだむふぃるざい random fill フィルダム築堤材料のうち粒径や硬さなどのバラツキ
が大きい材料．堤体の内部に用いられることが多い．

ランダムボル
ティング

らんだむぼるてぃん
ぐ

random bolting トンネル掘削時の地山状況に応じて，ボルトの配置や
長さをその都度決定して打設すること．

ランダムロック
フィル

らんだむろっくふぃ
る

random rockfill 粒径や堅さなどにバラツキの大きい材料を堤体内部の
材料としたもの．

乱積み らんづみ random masonry 根固め工で石材やブロックを不規則に積み上げる方
法．積み上げ材は単体として水圧に耐えられる必要が
ある．

乱泥流 らんでいりゅう turbidity current 河川から流出した砂が沖合まで運ばれて大陸斜面上部
に一旦沈積したものが，地震などをきっかけとしてな
だれのように大陸斜面を流下する現象．堆積物をター
ビダイトと呼び，泥が堆積する海底まで達するため砂
泥互層が形成される．混濁流と同義．

乱泥流堆積物 らんでいりゅうたい
せきぶつ

turbidite 乱泥流によって深海に運ばれ堆積した堆積物．しばし
ば浸食的な下底面をもち，顕著な級化成層などの特徴
がある．

藍鉄鉱 らんてっこう vivianite Fe3
2+(PO4)2･8H2O．湖沼底の粘土層などに広く産出．元

来無色透明だが，酸化しやすく急速に変色する．

藍銅鉱 らんどうこう azurite, chessylite Cu3(CO3)2(OH)2．単斜晶系．硬度3.5～4．比重3.77．透

明～半透明．銅鉱床の副次的な酸化鉱物で普通によく
産出する．孔雀石に一部あるいは全部が置換されるこ
とも多い．

ランドサット らんどさっと land remote-sensing
satellite (LANDSAT)

資源探査や環境調査を目的とする人工衛星．EOSATによ
り運用されている．

ランドサット画
像

らんどさっとがぞう LANDSAT imagery ランドサット搭載の各種センサにより得られた情報を
処理し，画像として表現したもの．



ランドベリー統 らんどべりーとう Llandovery series 英国に分布する下部シルル系．腕足類・三葉虫・筆石
などを含む泥岩，頁岩で構成される．

ランドマーク らんどまーく landmark 高い山や塔，大木など地域空間の中で自分の位置を確
認するための目標物および歴史的な建造物．

ランドン統 らんどんとう Landon series ニュージーランドの漸新統．暖海性の多くの貝類が出
現．

ランバーグ－オ
スグッド復元力

らんばーぐおすぐっ
どふくげんりょく

Ramberg-Osgood's
restoring force

力学的非線形性を示す土などの動的解析において，そ
の変形挙動を表現する代表的な応力－ひずみモデルに
基づく復元力．

ランバーグオス
グッドモデル

らんばーぐおすぐっ
どもでる

Ramberg-Osgood model 土質材料における繰り返し載荷時の非線形特性を説明
するモデルの一つ．

ランパート らんぱーと rampart shore platform 海食棚や海食台など岩石海岸における平坦な浸食地形
の外縁にごくわずかに堤防状に高くなっている部分．

ランバート平行
円錐投影

らんばーとへいこう
えんすいとうえい

Lambert conformal conic
map projection

適当に選んだ２本の緯線が接するように円錐投影する
図法．この２本の緯線と経線上の距離は正しく示され
る．

ランビルン統 らんびるんとう Llanvirnian series 英国，南ウェールズに分布する中部オルドビス系下部
統．筆石・三葉虫を多く含む黒色頁岩・泥岩で構成さ
れる．

ランプ らんぷ ramp 衝上断層が地層に平行な部分から傾斜30°程度で切り
あがっていく部分のこと．

ランプロファイ
ア

らんぷろふぁいあ lamprophyre 塩基性鉱物の斑晶を多量に含み，全自形粒状組織を呈
する．主に岩脈として産する半深成岩．別名：煌斑岩
（こうはんがん）．

ランベルト正角
円錐図法

らんべるとせいかく
えんすいずほう

Lambert conical
orthomorphric projection

地図上で任意の２線のなす角が正しく現れる円錐図法.
一般地理図や航海用図としてよく用いられる.

ランベルト正積
円錐図法

らんべるとせいせき
えんすいずほう

Lambert azimuthal equal
area projection, Lambert
equivalent conical
projection

Lambertが考案した等積円錐図法の一種．

ランベルトネッ
ト

らんべるとねっと Lambert net 投影球上の等面積が網目上に等しく投影される等面積
投影法で用いる網目．等面積ネット．

乱方位試料 らんほういしりょう random orientation
sample

通常の粉末Ｘ線回折に用いる不定方位試料．鉱物に一
定の配列を持たせていない．

藍方石 らんぽうせき haüyne Na3Ca(Si3Al3)O12(SO4)．立方晶系．硬度5.5～6．比重

2.47～2.50．無～淡青色．塩基性岩では通常霞石・白
榴石などに伴う．日本には産出しない．アウインとも
いう．

ランマ らんま rammer ①衝撃式の土の締固め機械．
②土の締固め試験の際の金属製突き棒．



乱流 らんりゅう turbulent flow 流体の流れの形態の一つで，流速がある限界を越えて
水粒子が入り乱れ，渦巻く状態となること．

乱流拡散 らんりゅうかくさん turbulent diffusion レイノルズ数が限界を超えて大きくなり層流から乱流
に移行した際に発生する拡散係数．

乱流拡散係数 らんりゅうかくさん
けいすう

turbulent diffusion
coefficient

乱流拡散中で物質流量を算出するための速さを示す比
例定数で，濃度勾配に乗じる．

乱流境界層 らんりゅうきょうか
いそう

turbulent boundary layer 流体中に生じた境界層のうち，乱流状態にある部分．

乱流輸送 らんりゅうゆそう turbulent transfer 乱流状態において溶存物質が流動すること．

リアス式海岸 りあすしきかいがん rias coast 浸食された山地が地盤の沈降または海水面の上昇のた
め海水の侵入をうけ複雑な海岸線をなしているもの．

リアルカラー写
真

りあるからーしゃし
ん

real color photograph 対象物の色を人が見る色と同様に再現した写真．

リーキングモー
ド

りーきんぐもーど leaking mode 表面波・チャネル波は厳密には低速媒質中にエネル
ギーが捉えられる．このように外に逃げることなくほ
とんど減衰しない波を示す．

離石黄土 りーしーおうど Lishi loess 中国北部に分布する更新世中期の風成細粒堆積物．淡
黄色または灰色がかった黄色で，均質で微砂混じりの
シルト主体．

リーダ りーだ leaders for piling 杭打ち用機械のツールを吊り下げるための支柱．

リーチング りーちんぐ leaching 土に含まれていた塩類溶液，交換性イオンが溶出する
過程．液性限界が低くなり土質が弱化する．

リーデルせん断 りーでるせんだん riedel shear 単純せん断(剪断）による主変位シャーと低角で交わる
せん断面．せん断帯に特有な構造で雁行配列を成す．
共役のリーデルシャーは理論的にはありえるが形成は
まれ．

リーフェイ褶曲 りーふぇいしゅう
きょく

Ripheian foldian バイカル湖周辺～アルダン盾状地南縁にかけて発達す
る原生代の変動による褶曲．バイカル褶曲と同義．

リーマ りーま reamer ホーリング孔拡孔用の工具．本来は鋼材に穿孔した孔
を精度良く拡孔する錐．

リーマン式三軸
ひずみセル

りーまんしきさんじ
くひずみせる

Leeman triaxial strain
cell

応力解放法の一つである孔壁ひずみ法による初期応力
測定に用いられる計器．孔軸直交面内120ﾟ間隔３方向
の壁面にそれぞれロゼットゲージを貼付する方式．１
本のボーリング孔で三次元応力成分を決定できる．

リーミング りーみんぐ reaming 既に掘られた孔を拡孔すること．中央部に棒状のガイ
ドを取り付けたリーミングビットを用いる．



リーミングシェ
ル

りーみんぐしぇる reaming shell ビットをコアバレルに取り付けるときに使われる，拡
孔を目的として外面にダイアモンドなどの切削材を植
え付けた短管．

リーミングビッ
ト

りーみんぐびっと reaming bit ボーリング孔の孔径拡幅掘削に使用するビット．パイ
ロット孔を利用した立坑掘削などで威力．

理化学分析 りかがくぶんせき physical and chemical
analysis

物質の物理量や化学組成を求めるための試験．物理試
験や力学試験，化学分析として定性分析・定量分析が
ある．

離岸堤 りがんてい offshore breakwater 海岸から離れて海岸と平行につくられた防波堤．消波
に加え浸食防止や砂の堆積による養浜を目的とする．

離岸流 りがんりゅう rip current 入射波に伴い岸側へ集まった海水が，沖側にリップ
チャンネルを通じて戻る流れ．水泳者には危険．

力学試験 りきがくしけん mechanical test 土や岩石などを一つの物質あるいは材料として，その
力学的性質を測定する試験．

力学的エネル
ギー

りきがくてきえねる
ぎー

mechanical energy 物体の力学的な量で決まるエネルギー．運動エネル
ギーと位置エネルギーがあり，両者は互いに変換でき
る．

力積 りきせき impulse 力(F)とある一定の作用時間(Δt)の積から求まる値
で，力と同じ向きをもつベクトル．

リキダス りきだす liquidus 固相・気相と平衡な液相の，温度・圧力との組成の関
係を示す状態図中の曲面．圧力一定下では曲線とな
る．

リグ りぐ rig ボーリングに使用される装置一式．主なものは，ド
ローワークス・ロータリテーブル・やぐら・泥水ポン
プなど．

陸羽地震 りくうじしん the 1896 Rikuu
earthquake

1896年（明治29年）8月31日に北緯39.5度,東経140.7度
の仙北郡を中心として発生し，秋田県，岩手県に被害
をおよぼしたM7.2の直下型地震．両県で全壊家屋5,792
戸，死者209人とされている．この地震により千屋断層
が出現した.

陸化 りくか emeryence 相対的に海面が下がり，陸地が上昇し拡大すること．
陸化した土地は段丘面を構成することも少なくない．

陸橋説 りくきょうせつ land bridge theory 大陸や島の生物分布を陸橋を推定して説明する説．現
在では大陸移動説で説明している．

陸繋砂州 りくけいさす tombolo 陸繋島と連絡している砂州部分．

陸繋島 りくけいとう land tied island 砂州によって陸地と連絡した島．

陸源 りくげん terrigenous 海底堆積物のうち，大陸由来の岩石・鉱物起源である
もの．化学的沈殿物や生物源堆積物と区分する場合用
いる．



陸源堆積物 りくげんたいせきぶ
つ

terrigenous sediment 主に大陸棚・大陸斜面の堆積物で，大陸から運ばれた
岩石・鉱物の破片や粘土鉱物の固体粒子から構成され
る．

陸向斜 りくこうしゃ synclise 褶曲構造に関する用語．大陸地殻における向斜構造
で，円形状で中心に向かって穏やかに傾き，中心沈降
部の層厚は数千ｍに達する．

陸上埋立処分場 りくじょううめたて
しょぶんじょう

landfill site 内陸部において廃棄物を埋め立て処分する施設．産業
廃棄物処分場には，埋立対象物の種類に応じて,遮断
型・管理型・安定型などがある．

陸上重力計 りくじょうじゅう
りょくけい

land gravimeter 陸上で使用する重力加速度を測定する装置．

陸上植物 りくじょうしょくぶ
つ

terrestrial plants 陸域に生息する植物の総称．生態的生活形区分で，水
生植物と対置される．系統分類上の位置には無関係．

陸上成 りくじょうせい terrestrial 陸成とほぼ同義．陸地域で地形の意味．河成・湖成・
風成・氷河成などがある．

陸上噴火 りくじょうふんか subaerial eruption 火口が大気中にひらき，大気中でおこなわれる噴火．
水底噴火に対して用いられる言葉．

陸植炭 りくしょくたん humus coal 腐植炭ともいい，石炭を原料植物によって区分した名
称.陸生植物が原材料．腐泥炭・残留炭と合わせて石炭
の三大種に相当．

陸水 りくすい inland water 地下水・静水（湖沼）・流水（河川）に大別され，陸
地に囲まれた海以外の水をさす．地球上の水の約3%．

陸水汚染 りくすいおせん land water polution 陸上の湖沼水，河川水，雪氷，地下水などが汚染物質
により汚染されること．

陸水学 りくすいがく limnology 陸地に囲まれた海以外の水（陸水：地下水・湖沼・河
川・温泉）の地球物理・地球化学・生物学・地理学・
環境科学的な現象を研究する学問分野．

陸水圏 りくすいけん 湖沼・河川など海に接していない内陸の水域．

陸砂 りくずな land sand 陸化した旧河川などの堆積物から採取される砂．おか
ずなともいう．

陸成 りくせい continental 陸域で形成された，の意味で用いられる．

陸成相 りくせいそう continental facies 非海成の堆積相．一般には河川・湖沼などの淡水相を
さすことが多い．

陸成層 りくせいそう continental sediments,
non-marine sediments

陸域に形成された堆積物．土石流・泥流堆積物，火山
灰層などで代表される．



陸成堆積物 りくせいたいせきぶ
つ

continental sediment 陸域の堆積環境（砂漠・氷河・湖・河川・扇状地・氾
濫原など）で形成される堆積物．

陸棚 りくだな continental shelf 大陸棚と同義．

陸棚斜面 りくだなしゃめん continental slope 大陸斜面と同義．

陸棚台地 りくだなだいち continental terrace 陸棚と陸棚斜面によってつくられる棚状の地形を総称
して陸棚台地という．

陸地接続 りくちせつぞく land connection 日本列島はアジア大陸と陸続きだったことがある．現
生・化石種を通じて大陸と共通ないし近縁な生物があ
る．

陸地面流水 りくちめんりゅうす
い

overland flow 降雨のうち蒸発散・浸透・窪地貯留せずに地表面を流
下する水を指す．地表流ともいう．

陸島斜面 りくとうしゃめん continental island slope 大陸の付近にある島（大陸島）は大陸とは浅い海で境
し，外洋は深海にのぞんでいる．その斜面をいう．

リグニン りぐにん lignin セルロースとともに植物の木質細胞壁を形成する芳香
族重合化合物．繊維を接合させる役割をもつ．

リグニン系泥水 りぐにんけいでいす
い

lignin type mud 粘土鉱物の粒子間引力を減少させる効果を持つ無定形
高分子化合物を配合したボーリング用泥水．

陸背斜 りくはいしゃ anteclise 褶曲構造に関する用語．大陸地殻における非常に大き
な規模の上向き構造．楯状地はその一例．

陸半球 りくはんきゅう land hemisphere 地球上で，陸地の割合の最も多い半球．極はフラン
ス，シュメ島に位置する．

陸風 りくふう land breeze 夜間，陸地において放射冷却が生じ，陸地・海上間で
気圧差が生じたとき，陸から海方向に吹く風．

陸棚崖 りくほうがい continental talus 太平洋辺縁の海底地形の術語，大陸棚の下端に続く急
傾斜面．全海底の15%を占める．

陸方向風 りくほうこうふう onshore wind 陸に向かって海から吹く風．朝太陽が昇ると，陸の方
が早く暖まり，海から陸への風が吹く海風が一例．

陸棚谷 りくほうこく shelf channel 大陸棚の上を浅く刻んでいる谷で，海岸におおむね直
角に大陸棚を横断するものが多い．

リグレシャン りぐれしゃん regression 土の自然含水比が緩やかに増加することによって土の
強度が減少すること．



リサージュの図
形

りさーじゅのずけい Lissajous' figure 二次元運動の奇跡が示す図形であり，この二次元運動
は垂直条件下にある単振動を合成して得られる．

リザーバー りざーばー reservoir ①石油，水，ガス等の貯留層と同義．
②ダムの貯水池のこと．

離散化 りさんか discretization 物理現象は連続的であるが，数値的に処理するために
有限個の点における関数に置き換えること．

離散化手法 りさんかしゅほう discrete method 微分方程式などの連続モデルを，有限な自由度をもつ
離散化モデルへ変換する手法．差分法や有限要素法な
どが代表的．

リジットタイプ
ダブルチューブ
コアバーレル

りじっとたいぷだぶ
るちゅーぶこあばー
れる

rigid-type double tube
core barrel

外管，内管ともに単体のコアバーレルヘッドにしっか
りと結合されているダブルチューブコアバーレル．

離心率 りしんりつ eccentricity ある点（焦点）からの距離と，ある直線（準線）から
の距離の比によって円錐曲線を描くときの比．eで表
す．

離水海岸 りすいかいがん shoreline of emergence 離水海岸線と同義．

離水海岸線 りすいかいがんせん shoreline of emergence 海底であった堆積面や海食台が海面上にもたらされ，
離水海岸平野･離水海食台ができた時の海岸線．

離水さんご礁
（離水珊瑚礁）

りすいさんごしょう emergent coral reef さんご（珊瑚）礁が海水準上に現れたもの．離水原因
が隆起によるものは特に隆起さんご（珊瑚）礁と呼ば
れる．

利水ダム りすいだむ reservoir for water
utilization

発電，かんがい（灌漑），上水，工業用水などの用水
補給用のダム．

利水容量 りすいようりょう capacity for water-
utilization, capacity
for conservation

ダムなど貯水池において，有効貯水容量から洪水調節
容量を除いた利水目的に利用できる貯水容量．

リスクマップ りすくまっぷ risk map 災害の危険性を地図上に示したもの．利用目的によっ
て種々の表現形式がある．ハザードマップと同義語．

リス氷期 りすひょうき Riss glacial stage アルプス北部リス川流域で設定された更新世中期の氷
期．ミンデル氷期とウルム氷期の間の氷期．

理想気体 りそうきたい ideal gas 気体分子の大きさや分子どうしの力の影響が無視で
き，ボイル・シャルルの法則が成り立つ気体．

理想結晶 りそうけっしょう ideal crystal 理論的に規則正しい原子配列を持つ仮想的な結晶．

理想的モザイク
結晶

りそうてきもざいく
けっしょう

ideal mosaic crystal 結晶構造解析において設定する理論的な結晶．モザイ
クの配列をＸ線強度で示す．



理想溶液 りそうようえき ideal solution 全温度範囲・全濃度範囲で，混合のとき内部エネル
ギー変化を示さず，成分間に引力が働かない溶液．

リソスフェア りそすふぇあ lithosphere 地球表層をつくる固い層をさす．上部マントルの流動
的な層の上にのり，プレートに分かれ動いている．岩
石圏と同義．

リターンピリオ
ド

りたーんぴりおど return period 地震加速度(y)より応答スペクトル(SA)が大きくなる期
間(Tr)のこと．一般にTrを与えてyからSAを求める．

リチャージ井戸 りちゃーじいど recharge well 開削工事などに伴う地下水位の低下を防止するための
注水用の井戸．

リッジ りっじ ridge 両側斜面が比較的急な細長い地形の高まり．このよう
な地形の全体を尾根とか山稜と呼ぶ．

立体カメラ りったいかめら stereocamera 実体写真機と同義．２台のカメラを用いて立体写真を
撮影でき，地上写真測量で使用する精密で高価なもの
もある．

立体視 りったいし stereoscopic observation ある適当な間隔で連続撮影された写真を用いて，地形
状況などを立体観察すること．

立体写真 りったいしゃしん stereoscopic photograph ステレオ写真と同義．

立体電極配列法 りったいでんきょく
はいれつほう

three dimensional
electrode array method

電気探査において，電流電極を坑井（ボーリング孔）
間，あるいは地表ー坑井間に三次元的に配列する方
法．

立体電極配列法
電気探査

りったいでんきょく
はいれつほうでんき
たんさ

electrical prospecting
by three dimensional
electrode array method

立体電極配列法と同義．

立体土圧計 りったいどあつけい multi faces earth
pressure cell

複数の方向に向けて組み合わせた土圧計を用いて３次
元的な土圧を測定する装置．多面土圧計と同義．

リッチモンド統 りっちもんどとう Richmondian series 北米に分布する上部オルドビス系シンシナチ統の上部
の地層．

リッパ りっぱ ripper 岩石を掘削する爪状の装置．通常ブルドーザーの後部
に取り付けて使用する．

リッパ工法 りっぱこうほう ripper work ブルドーザの後部に油圧リッパを取り付け硬い土砂や
岩盤を掘削する工法．

リッパチップ りっぱちっぷ ripper tip リッパの先端に取り付けた破砕用の刃．

リッピング装置 りっぴんぐそうち ripping apparatus 岩盤などの表層部を剥ぎ取るための装置の総称．



リップカレント りっぷかれんと rip current 離岸流と同義．

リップラップ りっぷらっぷ riprap 気象・波浪などの作用から堤体を保護する目的でロッ
クフィルダムの表面に施す張石・捨石工．耐久性のあ
る堅硬な岩石を使用．

リップル指数 りっぷるしすう ripple index リップルの形態を示すもので，波長/波高で表される
値.一方向の流れで形成されたカレントリップルと振動
波によるウェーブリップルを区分する目的で提案され
た.現在は使われることが少ない.

リップル斜葉理 りっぷるしゃようり ripple cross-lamination 内部堆積構造の一種で，リップルの前進・堆積によっ
て形成される．リップルマークがある堆積場で見られ
る．

リップルマーク りっぷるまーく ripple mark 漣痕と同義．

リップル葉理部 りっぷるようりぶ ripple lamina リップルの形成により内部にできる堆積構造．

立方供試体強度 りっぽうきょうした
いきょうど

cubic strength 一辺を20cm，15cmまたは10cmの立方体としたコンク
リート供試体の強度．主に欧州で使用．

立方晶系 りっぽうしょうけい cubic system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．３本の結晶
軸が軸率1：1：1で直交しているもの．等軸晶系ともい
う．

利得 りとく gain ゲインと同義．

リニアメント りにあめんと lineament 広域的な直線状あるいは緩い弧状に配列した地形的特
徴．線状構造ともいう．主に地質構造に起因している
と判断される．

リニアメント強
調

りにあめんときょう
ちょう

lineament enhancement 画像や写真において，微分処理やフィルタなどを用い
て，リニアメントを強調する画像処理手法．

リニアメント密
度

りにあめんとみつど lineament density 直線または緩い弧状に配列する地形的特徴（リニアメ
ント）の平面上の密度．地質構造を反映している事も
ある．

リニアモータ りにあもーた linear motor 通常の回転モータを線状(linear)にしたもので，回転
子に相当する部分が線状に動くモータ．

リニアモータ
カー

りにあもーたかー linear motor car 磁力で車体を軌道上に浮上させ，リニアモータを推進
力として高速で走る車両．

リニージ構造 りにーじこうぞう lineage structure 結晶の成長方向の微小な違いによって生じた粒界の構
造．

リニエーション りにえーしょん lineation, linear
structure

断層鏡肌上の条線のようなファブリックにおける線構
造．断層の運動方向を推定できることもある．



リパーク統 りぱーくとう Lipak series インドのスピティ地方の主として石灰岩からなる下部
石炭系．

リバース機 りばーすき reverse circulation
drill

リバースサーキュレーション工法に用いられる掘削
機．

リバース杭 りばーすくい pile by reverse
circulation drill method

リバースサーキュレーション工法による場所打ちコン
クリート杭．

リバース工法 りばーすこうほう reverse circulation
drilling method

場所打ち杭工法の一種．水頭圧で孔壁崩壊を防止し，
ドリルパイプで土砂を搬出して鉄筋コンクリート杭を
造成する．

リバースサー
キュレーション
工法

りばーすさーきゅ
れーしょんこうほう

reverse circulation
drill method

場所打ち杭工法の一種．ビットの回転により掘削し，
掘削土砂はロッド内部を水と一緒に排出する．孔壁保
護のため孔内水位を地下水位より高く保持．

リバースサー
キュレーション
ボーリング

りばーすさーきゅ
れーしょんぼーりん
ぐ

reverse circulation
drilling

ロータリーボーリングの泥水を，裸孔内に重力で降下
させドリルビットやドリルパイプを通して掘り屑と共
に上昇させながら掘削する方法．

リバウンド りばうんど rebound ①打込み杭の極限支持力の推定に使用する杭打設時の
戻り量．
②地盤沈下において，いったん沈下した地盤が隆起す
ること．
③掘削地盤が応力解放によりふくらむ現象．

リバウンドセッ
ト

りばうんどせっと rebound and settlement
of ground

高層建築物の施工において地盤に発生する掘削時のリ
バウンドと建物構築時の沈下．

リバウンド量 りばうんどりょう amount of rebound ①杭打ち試験の際に，１打撃あたりで杭が最も貫入し
た時点の貫入量から最終的に貫入した量を差し引いた
値．
②掘削地盤など地盤が応力解放によって膨張した量．

リヒタースケー
ル

りひたーすけーる Richter scale Richter(1956)によるマグニチュードの計算法．ひろい
意味では気象庁のマグニチュードもリヒタースケー
ル．

リビア砂漠ガラ
ス

りびやさばくがらす Libyan desert glass リビア砂漠に産する淡黄緑色の天然ガラス．

リブ りぶ rib 板材の剛性や強度を高めるための板状の補強材．

利府層 りふそう Rifu Formation 宮城県中部の宮城郡利府町付近に分布する中生界中部
三畳系．主に黒色頁岩からなり砂質頁岩，細粒砂岩を
挟む．

リフターケース りふたーけーす lifter case スリーブ状または管状の部品で，通常，コアバーレル
内のコアリフタに取付けられる ．

リフト火成活動 りふとかせいかつど
う

rift igneous activity リフト帯形成に伴う火成活動．若いリフト地域では火
山活動が主体である．

リフト作用 りふとさよう rifting 大陸リソスフェアに張力が働き，地表が沈降陥没する
現象．



リフト三重点 りふとさんじゅうて
ん

rift triple function 三重点は３枚のプレートが接する点で，これがリフト
帯にあるもの．マントル解明上注目されている．

リフトスケ
ジュール

りふとすけじゅーる construction schedule of
concrete placement

コンクリートダム築造の工程・設備計画のため，各ブ
ロック・リフト別に作成したコンクリート打設計画．

リフトゾーン りふとぞーん volcanic rift zone 火山の山頂から２～３方向に噴火にともってできる細
長い割れ目帯．幅数㎞，長さ数十㎞の尾根状をなす．

リフト地域 りふとちいき rift zone 大陸リソスフェアが伸張応力によって地殻とともに引
き延ばされ，地表が沈降陥没した場所．

リフトバレー りふとばれー rift valley 裂谷と同義．

リフビン氷期 りふびんひょうき Likhvin glacial stage ロシア平原の第四紀最古の氷河期．オカ氷期ともいわ
れる．

リボン構造 りぼんこうぞう ribbon structure 鉱脈・母岩などの薄層が形成する薄い縞状構造．

リボン試験 りぼんしけん ribbon test リボン状にした土試料の一端を持ち上げ，切れるか切
れないかで粒径や強度を把握する簡易な試験．

リムグラウチン
グ

りむぐらうちんぐ rim grouting ダムのカーテングラウチングのうち堤体の両アバット
の外側に続く部分．地表またはグラウチング用トンネ
ルから実施される．

リモートセンシ
ング

りもーとせんしんぐ remote sensing 航空機・人工衛星を活用し電磁波等を用いて地表の状
況などの情報収集・測定を行い，処理分析・表示を行
う技術．

遼東陸背斜 りやおとんりくはい
しゃ，りょうとうり
くはいしゃ

Liaotung uplift 中国遼東半島の地域を占める地体構造区の一単位．古
生界におおわれて先震旦系の基盤岩が分布．

遼寧鉄鉱床地域 りやおにんてつこう
しょうちいき，りょ
うねいてつこうしょ
うちいき

Liaoning iron ore
district

中国東北地方（旧満州）の有名な鉄鉱床地域．鉱床は
先カンブリア系中の含磁鉄鉱片岩が主である．

呂梁変動 りゅいりやんへんど
う

Lüliangian revolution 中国北部でみられる原生界，下部五台系と上部震旦系
（不整合関係）の間の変動．

流域界 りゅういきかい basin divide 二つ以上の流域を分かつ境界．一般的には分水嶺に
沿って設定される．

流域形状係数 りゅういきけいじょ
うけいすう

form factor of basin 川の形状を示す指標．流域の長さをＬ，流域平均幅を
Ｂとすると流域形状係数Ｒ＝Ｂ／Ｌで定義される．

流域係数 りゅういきけいすう basin form factor 流域面積と流域最大辺長の２乗の比で表す．流域形状
が正方形に近ければ１に近づき，細長ければ０に近づ
く．



流域下水道 りゅういきげすいど
う

regional sewerage system ２以上の市町村を対象に下水を排除するもので下水道
終末処理場を有するもの．

流域面積 りゅういきめんせき river basin area,
drainage basin area

降水による表流水の集まる範囲．集水域と同義．

流移成炭層 りゅういせいたんそ
う

allochthonous coal seam 原形成の場から流水によりべつの場所に運ばれて堆積
した石炭層．

硫塩鉱物 りゅうえんこうぶつ sulphosalts 硫化鉱物のうち，アンチモン・ひ素（砒素）・ビスマ
スの硫化物とその他の金属硫化物が２以上組み合わ
さって構成された鉱物．

粒界すべり りゅうかいすべり grain boundary slide 固体粒子の集合体が，集合体を形成する粒子の境界面
（粒界）に沿ってすべることにより生じる塑性変形機
構．

粒界腐食 りゅうかいふしょく grain boundary corrosion 結晶粒どうしの境界が腐食し，全体の強度が大きく低
下すること．金属材料などで問題となることがある．

硫化鉱物 りゅうかこうぶつ sulphide minerals 硫黄と金属元素が結合して形成された鉱物．

竜華山階 りゅうかざんかい，
ろんふあしゃんかい

Longhuashanian stage 中国雲南の下部デボン系上部．主に陸成砂岩からな
る．

硫化水素 りゅうかすいそ hydrogen sulfide 分析試薬，硫黄の原料，塩酸や硫酸の精製に用いら
れ，可燃性，有毒性，水・アルコールに可溶な性質を
有する．

硫化水素泉 りゅうかすいそせん hydrogen sulphide spring 硫化水素の溶解した水質の温泉．特異なにおいをもつ
無色の液体．

硫化帯 りゅうかたい sulphide zone 硫化鉱物が生成している部分．

硫化鉄鉱 りゅうかてっこう iron sulphide ore 鉄と硫黄が結合して形成された鉱物の総称．黄鉄鉱・
白鉄鉱・磁硫鉄鉱など．

硫化鉄鉱鉱床 りゅうかてっこうこ
うしょう

iron sulphide deposit 鉄の硫化鉱物を産する鉱床．主に，含銅硫化鉄鉱鉱
床・交代鉱床・接触交代鉱床・黒鉱鉱床などがある．

粒間孔隙 りゅうかんこうげき interstice 岩石の結晶または粒子間の空隙．

粒間再結晶 りゅうかんさいけっ
しょう

intercrystalline
recrystallization

結晶粒子の集合体において，粒界に生じる再結晶．

粒間膜 りゅうかんまく intergranular film 変成作用に際して岩石を構成する鉱物粒間に膜状に存
在すると想定される溶液．



粒間流体 りゅうかんりゅうた
い

intergranular fluid 変成作用や続成作用において，岩石を構成する鉱物の
結晶粒間に存在する流体．

竜輝石 りゅうきいし Ryuki ishi 北海道深川市多度志産の石材．中生界トロニエム岩．
土木・建築用で雨竜みかげと同義語．

隆起海岸 りゅうきかいがん coast of elevation,
elevated coast,
emergence coast

地盤の隆起または海面の下降により，沿岸の海底が海
面上に現れることによりできる海岸．

隆起海岸線 りゅうきかいがんせ
ん

shoreline of elevation,
shoreline of emergence

海面下降あるいは地盤隆起により，海底が地上に現れ
た場合の海岸線．低地の海岸ではなめらかな海岸線，
山地の海岸では屈曲のある海岸線となる．

隆起海食台 りゅうきかいしょく
だい

raised abrasion platform 海食作用（主に砂礫による磨耗）によって海面下で形
成された基盤岩石で出来た平滑な地形が隆起したも
の．

隆起海浜層 りゅうきかいひんそ
う

raised beach, emerged
beach

現海面より高位に分布する完新世海岸堆積物．離水浜
ともいう．

隆起火口説 りゅうきかこうせつ hypothesis of upheaval
crater

地殻が地球内部の熱によって押し上げられて隆起円頂
丘を生じ，さらに進行して隆起火口が生ずるという
説．

榴輝岩 りゅうきがん eclogite 粒状の岩石で，Mg・Feに富む柘榴石とひすい（翡翠）
輝石成分を含む輝石からなるもの．エクロジャイトと
もいう．

硫気孔 りゅうきこう solfatara 硫化水素（H2S）や二酸化硫黄（SO2）を多く含む火山ガ

スを噴出している噴気孔 ．

隆起三角州 りゅうきさんかくす raised delta 三角州が隆起によって台地状になったもの．崖端浸食
によって次第に開析された丘陵性を呈する．

隆起さんご礁
（隆起珊瑚礁）

りゅうきさんごしょ
う

elevated coral reef,
raised coral reef

現海面より高い位置に分布するかつてのさんご（珊
瑚）礁．さんご（珊瑚）段丘と同義．地殻の隆起また
は海水面の低下に起因する．

隆起準平原 りゅうきじゅんへい
げん

elevated peneplain,
uplifted peneplain

準平原の隆起したもの．比較的均一な全体的隆起，広
いドーム状隆起など斉一な運動様式で高所に位置する
もの．

隆起石灰岩 りゅうきせっかいが
ん

elevated limestone,
raised limestone

現海面より高い位置に分布し，さんご（珊瑚）礁と類
似の形態を示す石灰岩．

隆起扇状地 りゅうきせんじょう
ち

elevated fan 扇状地が地盤の隆起により台地化し開析を受けるに
至った開析扇状地の一種である．

隆起帯 りゅうきたい upheaval zone 地殻が広い範囲にわたって上昇運動を起こした地域．

硫気地帯 りゅうきちたい solfatara field 硫化水素（H2S)や二酸化硫黄(SO2）のガスを噴出する噴

気孔・硫気孔の密集する地帯．



隆起汀線 りゅうきていせん elevated beach, raised
shoreline

過去の海面と地面の交線が地殻の上昇や海面の低下の
ため，陸上に現れたもの．

硫気粘土 りゅうきねんど sulfataric clay 硫黄・硫化水素・亜硫酸に富む火山ガスの噴気孔付近
の岩石がガスや熱水で変質して生じた粘土．

隆起ベンチ りゅうきべんち elevated bench 波食棚が地盤の隆起や海面の下降によって離水した地
形．大地震により波食棚などの岩礁が海面に隆起す
る．

琉球海溝 りゅうきゅうかいこ
う

Ryukyu trench 琉球列島と平行し，その南東側100km～150kmに位置す
る弧状の海溝．深さ6000m～7000m．ユーラシアプレー
トとフィリピン海プレートの境界をなす．別名南西諸
島海溝．

琉球弧 りゅうきゅうこ Ryukyu arc 南西諸島よりなる島弧．成因はフィリピン海プレート
のもぐり込みと関係があると考えられている．

琉球さんご海
（琉球珊瑚海）

りゅうきゅうさんご
かい

Ryukyu coral sea 更新世前記～中期に琉球中南部に広がっていたさんご
（珊瑚）礁の海．琉球石灰岩は，この海の堆積物であ
る．

琉球石灰岩 りゅうきゅうせっか
いがん

Ryukyu limestone 琉球列島に分布する第四系更新統の白～褐色多孔質石
灰岩．段丘や台地を形成している．

琉球層群 りゅうきゅうそうぐ
ん

Ryukyu Group 琉球諸島に広く分布する新生界中～上部更新統．砂質
堆積物，礁性石灰岩からなる．

琉球地背斜 りゅうきゅうちはい
しゃ

Ryukyu anticline 琉球列島の脊梁山地に相当する部分で，褶曲断層運動
を含む島弧変動によって形成された地背斜．地向斜に
よる造山論は現在あまり議論されていない．

流去水 りゅうきょすい runoff 降水のうち河川に達して流出する成分を指し，表面流
出ともいう．流去水には，降雨後直ちに地表を流れ河
川に入るものと，一度地下に浸透した後河川に加わる
ものがある．

粒形 りゅうけい grain shape 土を構成する土粒子の形状．定量的には球形度，丸み
度などによって表される．

粒径 りゅうけい grain diameter 土粒子や骨材の大きさを表わす一指標．形状が球に近
い場合は直径と考えてよいが，それ以外は測定法によ
る．

粒径加積曲線 りゅうけいかせき
きょくせん

grain-size cumulative
curve

粒子の粒径を横軸に，各粒径の質量百分率を累加して
縦軸にプロットした曲線．構成粒子の粒径分布を示
す．

粒径区分 りゅうけいくぶん grain size
classification

粒子の大きさをもとにした区分．礫・砂・シルト・粘
土を主要区分とする．

粒径組成 りゅうけいそせい mechanical composition
(of soil)

土粒子を粒径によって粗砂，細砂，微砂，シルト，粘
土などに分け，土を各粒径の含有率で表す組成．

粒径頻度曲線 りゅうけいひんど
きょくせん

grain size frequency
curve

粒子の粒径を横軸に，ある粒径範囲ごとの質量百分率
を縦軸にプロットした曲線．構成粒子の粒径分布を示
す．



粒径分析 りゅうけいぶんせき grain size analysis 粒状体がどの様な粒径の粒子から構成されているかを
調べる試験．

粒径分布 りゅうけいぶんぷ grain size distribution 粒径加積曲線によって示される構成粒子の分布状態．

流向・流速測定 りゅうこうりゅうそ
くそくてい

current-velocity survey ボーリング孔や観測井で，地下水の流向と流速を測定
する試験法．

流痕 りゅうこん current mark 水底で，水流浸食による不規則なけずり跡を総称して
いう．水流によって生じたソールマークはこれであ
る．

流砂 りゅうさ sediment load 河川による搬送土砂のこと．浮遊土砂と掃流土砂があ
る．

流砂現象 りゅうさげんしょう sediment load 河川により土砂が運搬される現象．

流砂現象 りゅうさげんしょう quick sand 砂地盤中において，浸透水の上向きの水圧が上部の土
の重量以上となり，砂粒子の有効応力がゼロとなって
液状化する現象．地下水位下のトンネルでは切羽の崩
壊を起こすことがある．クイックサンドと同義．

流砂量 りゅうさりょう amount of sediment load 流水によって運ばれる土砂の量．流砂量を求めるのに
浮遊流砂を含む考えと含まない考えの２つがある．

硫酸アルミニウ
ム単独処理法

りゅうさんあるみに
うむたんどくしょり
ほう

treatment method with
aluminium sulfate

浄水の一方法．下水の二次処理の際，硫酸アルミニウ
ム（硫酸ばん土）の凝集作用により溶存物質を化学的
に沈殿させる方法．

竜山石 りゅうざんいし Ryuzan ishi 兵庫県高砂市竜山・宝殿産の石材．白亜系流紋岩質溶
結凝灰岩で土木・建築，造園材として使用．

硫酸塩温泉華 りゅうさんえんおん
せんか

sulphate tufa 硫黄泉地帯で噴出する硫化水素，二酸化硫黄などの多
量の水蒸気を含む混合ガスから生じた温泉沈殿物．

硫酸塩含有量 りゅうさんえんがん
ゆうりょう

sulphate content 乾燥重量1.0kgの土に含有される硫酸塩量．

硫酸塩含有量試
験

りゅうさんえんがん
ゆうりょうしけん

sulphate content test 土中の硫酸塩含有量を測定する試験．硫酸塩はコンク
リートやソイルセメントに悪影響を与える．

硫酸塩鉱物 りゅうさんえんこう
ぶつ

sulphate minerals 硫酸基四面体（SO4
2-）を含む鉱物．一般に無色で，炭

素により還元され硫化物となる．火山・温泉地帯に多
産．

硫酸塩泉 りゅうさんえんせん sulphate spring 硫酸(H2SO4)の水素が金属イオンに置換された組成をも

つ温泉．

硫酸還元菌 りゅうさんかんげん
きん

sulphate-reducing
bacteria, sulfate-
reducing bacteria

硫酸を硫化水素に還元する嫌気性細菌．還元反応は有
機物または水素の存在下で生じる．



硫酸浸出法 りゅうさんしんしゅ
つほう

sulfate leaching 直接浮遊選鉱できない銅鉱を処理するための方法で，
硫酸で金属を抽出・溶解し，イオン交換樹脂で捕捉回
収する．

硫酸ミスト りゅうさんみすと sulphuric acid mist,
sulfuric acid mist

大気中の二酸化硫黄の酸化によって生じ，空気中を浮
遊する硫酸微粒子．光化学オキシダント汚染の原因の
一つ．

粒子状物質 りゅうしじょうぶっ
しつ

particulate matter 微細な粒子の形状を示す液体あるいは固体物質．

粒子体積係数 りゅうしたいせきけ
いすう

volumetric coefficent 粒子の実体積とその粒子を包括する球体の体積の比．

流出量 りゅうしつりょう volume of runoff 一定期間内に，特定の流域から流出する水の総量．

粒子密度 りゅうしみつど grain density 空隙を含まない固体部分のみの単位体積あたりの質
量．

流出 りゅうしゅつ runoff 流域，斜面，河道などに存在する土砂，水などが移動
して元の場所からなくなること．

流出解析 りゅうしゅつかいせ
き

analysis of runoff 流域の水循環に関する技術のうち，降雨量と流出量の
関係を求める技術．

流出係数 りゅうしゅつけいす
う

coefficient of runoff 降雨量に対する，河川や下水管渠に流入する雨水流水
量の比率．

流出砂 りゅうしゅつさ running sand 通常は安定でも工事などで上載荷重が減少すると水面
下の砂が粒子間の圧力を減じ，支持力を失って不安定
となる現象．

流出高 りゅうしゅつだか depth of runoff 河川のある地点をある期間に流出した水量を，その上
流の流域面積で割った値(㎜)．

流出土砂 りゅうしゅつどしゃ sediment yield 山腹崩壊などの土砂生産源から基準点まで運搬されて
くる土砂．

流出土砂量 りゅうしゅつどしゃ
りょう

sediment yield 山地での生産土砂が流水の力によって流出する土砂の
体積．砂防計画にとって重要な要素である．

流出モデル りゅうしゅつもでる runoff model 流域内の降水の流出過程を，雨量と流量の時系列変化
を示すことによりモデル化したもの．

流出率 りゅうしゅつりつ rate of runoff 流域内の降水量と基準点より流下する流量の比．日本
の主要河川の長期の流出率は50%以上．

粒状構造 りゅうじょうこうぞ
う

granular structure 土壌の構造の一つ．堅くて緻密な土粒子が互いに接す
ることがないような構造．



粒状組織 りゅうじょうそしき granular texture ほぼ同じ大きさの鉱物粒子の集合体よりなる火成岩の
岩石組織．

粒状体 りゅうじょうたい granular material 固体粒子が集合した状態．単一の固体なる力学特性を
持ち，粒状体力学で扱われる．

粒状体力学 りゅうじょうたいり
きがく

mechanics of granular
materials

土などの粒状体を対象に，塑性論の立場から粒子間の
摩擦や接点角の変化などに着目し構成式などを研究す
る分野．

粒状度 りゅうじょうど granularity 銀塩写真表面の粒状状態（ざらざら感）の程度を物理
的に表す尺度．

流水浸食 りゅうすいしんしょ
く

fluvial erosion 川を流れる水による浸食．下方浸食ばかりでなく水平
方向への側浸食を伴う．

流成リップル
マーク

りゅうせいりっぷる
まーく

current ripple mark 砂質堆積物の表面に，流体（水・大気）により作られ
る非対称の周期的なうねり模様．非対称リップルマー
ク．

粒石 りゅうせき granule 細礫と同義．

流雪溝 りゅうせつこう drain for snowremoving 除雪した雪を捨てるための開水路．投入した雪は水路
に流されている水により融かされる．

流線 りゅうせん flow line 流体内部の流れを示す線であり，流速ベクトルと流れ
の方向がいつも接線方向に一致する曲線で描かれる．

流線図 りゅうせんず flow line plan ある地域内の移動回数を線図で表した図面．この区域
内の交通需要を示す．

流線網 りゅうせんもう flow net 地下水の流れを二次元的に表すもので，流れの方向を
示す流線と等ポテンシャル線で描かれる．流線と等ポ
テンシャル線は通常直交する．

流速計 りゅうそくけい current meter 流水中での流水の流速を求める計器．プライス式・広
井式・森式が一般的．

流速計測水法 りゅうそくけいそく
すいほう

current-meter method 河川・水路などの流速測定法の一つで，流速計を用い
流れの速度を直接測定して流量を求める方法．

流体圧 りゅうたいあつ fluid pressure, liquid
pressure

流体（水・油など）を通して伝えられる圧力．間隙水
圧も流体圧の一種である．

流体化現象 りゅうたいかげん
しょう

fluidization 気体と粉体が混合し，全体が液体のように流れる現
象．火山爆発の熱雲などが該当する．

流体包有物 りゅうたいほうゆう
ぶつ

fluid inclusion 鉱物中に取りこまれた流体．結晶作用で流体が取りこ
まれたり，結晶の成長で割れ目が閉ざされて生じる．



流体包有物均質
化温度

りゅうたいほうゆう
ぶつきんしつかおん
ど

fluid inclusion
homogenization
temperature

鉱物中に閉じ込められた流体（流体包有物）を用いて
鉱物の生成温度や熱水活動の温度を求める方法の一
つ．

流体包有物充填
温度

りゅうたいほうゆう
ぶつじゅうてんおん
ど

fluid inclusion filling
temperature

鉱物中に閉じ込められた流体（流体包有物）を用いて
鉱物の生成温度や熱水活動の温度を求める方法の一
つ．

流体包有物地質
温度計

りゅうたいほうゆう
ぶつちしつおんどけ
い

fluid inclusion
geothermometer

鉱物が生成したときの温度などを,その鉱物内に閉じ込
められた流体を用いることにより,実験により求める方
法．液体包有物地質温度計ともいう．

流体ポテンシャ
ル

りゅうたいぽてん
しゃる

fluid potential 飽和帯の流体の流れを支配するポテンシャル．地下水
流は，地層が均質な場合ポテンシャル面に直交する．

流体摩擦 りゅうたいまさつ fluid friction 液体や気体が流動するときに発生する，力学的あるい
は機械的なエネルギーが熱エネルギーに転換されるこ
と．

流体力学 りゅうたいりきがく fluid mechanics,
hydromechanics

静止および運動中における流体の状態や，流体がその
中の物体におよぼす力などを取り扱う学問．

流体力 りゅうたいりょく fluid dynamic force 浮力，揚力，抗力など，流体から物体に圧力および摩
擦力として作用する力の総称．

留点温度計 りゅうてんおんどけ
い

index thermometer 最高最低気温の計測などに使用される水銀温度計の一
種．水銀によって運ばれた鉄製の指標が最高，最低位
置で毛管璧に付着し，溜まることでそれぞれの温度を
指示．

流電電位法 りゅうでんでんいほ
う

charged potential method 電極の一つを鉱体などの中に設置して直接電流を流し
周囲の電位分布を測定する人工電位法による電気探
査．鉱体などの方向性の探査に用いられる．鉱体流電
法ともいう．

流電電位法電気
探査

りゅうでんでんいほ
うでんきたんさ

electronic prospecting
by charged potential
method

流電電位法と同義．

流電電磁波 りゅうでんでんじは galvanic electromagnetic
wave

地中に直流または500Hz以下の交流を流すことにより発
生する電磁波．

粒度 りゅうど grading, particle size
distribution

土や岩石の構成粒子の大きさ．個々の粒子の大きさを
表す粒径に対して粒度は土など集合体の性質を表す．

流動化コンク
リート

りゅうどうかこんく
りーと

superplasticized
concrete

あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに流動化剤を
添加し，これを攪拌して流動性を増大させたコンク
リート．

流動化剤 りゅうどうかざい superplasticizer 硬練りコンクリートの流動性を一時的に高めるために
添加される高性能減水剤．

流動化処理土 りゅうどうかしょり
ど

plasticized soil 固化材と大量の水を加えることにより流動性と強度を
増した安定処理土．

流動型地すべり りゅうどうがたじす
べり

flow type landslide 移動土塊が液状になって流下する型の地すべり．鋭敏
な粘土の擾乱あるいは砂地盤の液状化で発生する．



流動曲線 りゅうどうきょくせ
ん

flow curve 液性限界試験において，落下回数と含水比の関係を表
わす曲線．液性限界の決定に用いる．

流動限界 りゅうどうげんかい flow limit まさ土のコンシステンシー試験に適用されるスランプ
試験法．スランプ高さ3.0cmに相当する含水比．

流動構造 りゅうどうこうぞう flow structure 流理構造（または流理）の別称．マグマの動いた跡が
見られる構造．

流動指数 りゅうどうしすう flow index 液性限界試験における流動曲線の直線部分の勾配．

流動縞状構造 りゅうどうしまじょ
うこうぞう

flow banding 火山岩に見られる,複数の鉱物組成が薄く縞状に配列し
てできた,マグマの流れを示す構造．

流動褶曲 りゅうどうしゅう
きょく

flow folding 流れ褶曲と同義．

流動すべり りゅうどうすべり flow slide, liquefaction
slide

粘着力のない物質の急激なマスムーブメント．急激な
間隙水圧の上昇による強度低下が原因．一般に飽和ま
たは飽和に近い状態で発生し，しばしば破壊的とな
る．

流動性 りゅうどうせい flowability 固まらないコンクリートの流れやすさを示すもの．水
量の他，セメントや骨材粒子間の摩擦などが影響．

流動性指数 りゅうどうせいしす
う

fluidity index 堆積物の運搬・堆積時の流体の密度や粘性（流体の淘
汰能力）を表す指数．堆積物中の粘土の量で表され
る．

流動線構造 りゅうどうせんこう
ぞう

flow lineation 流理構造の一形態で,伸張した鉱物が一定の方向に配列
してできた線構造．

流動層理 りゅうどうそうり current bedding 水流層理ともいう．イギリスでの斜層理の別称．

流動点 りゅうどうてん pour point 流体が流れる最低温度．固相と液相の境界温度．

流動電位 りゅうどうでんい streaming potential 地層内にイオンを含む水が流れていると発生する電
位．自然電位法はこれらの性質を利用し温泉調査など
に用いられる．

流動度 りゅうどうど fluidity 物質の流れやすさの程度であり，その物質の粘度（粘
性率）の逆数．

流動へき開（流
動劈開）

りゅうどうへきかい flow cleavage 鉱物が一定の方向に配列してできるへき開（劈開）．
配列した鉱物が細粒な場合はスレートへき開（劈
開），粗粒な場合は片理となる．

流動方程式 りゅうどうほうてい
しき

flow equation 導管などを流れる気体，液体などの流体の方程式．流
体の性質，温度や圧力，流路の形状などが関係する．



流動要素法 りゅうどうようそほ
う

flow element method,
FLEM

不連続性岩盤の解析手法の一つ．等価連続体解析の一
種で，連続体の大変形に適用可能．

リュード階 りゅーどかい Ludian stage パリ盆地の上部始新統．泥灰石とその上位のモンマル
トル石膏層を模式とする．

粒度加積曲線 りゅうどかせききょ
くせん

grain size accumulation
curve

粒径加積曲線と同義．

粒度曲線 りゅうどきょくせん grading curve, grading
chart

粒度試験結果から土の粒度組成を表す曲線．横軸に粒
径を対数目盛でとり，縦軸に通過質量百分率で示す．

粒度均一試料 りゅうどきんいつし
りょう

uniformly grain-sized
sample,
sample of uniform grain-
size

構成粒子の粒径をほぼ均一に調整した土質試験用供試
体．

粒度区分 りゅうどくぶん grain size
classification

砕屑物を任意の粒径ごとに区切って級に細分するこ
と．一般的には土粒子を対象とし，粒度試験で求ま
る．

粒度係数 りゅうどけいすう fineness modulus 骨材を80，40，20，10，５，2.5，1.2， 0.6，0.3，
0.15mmの10種類のふるいにかけ，それぞれのふるいに
とどまった質量百分率の総和を100で割ったもの．粗粒
率ともいう．

粒度試験 りゅうどしけん grain size analysis 土粒子の粒径分布を求める試験．粒径74μm以上の粒子
は，ふるいで各粒径に分け質量を測定する．これより
小さい粒度は水中で沈降する速度により分析する．

粒度組成 りゅうどそせい grain-size distribution,
granular variation

砕屑物を構成する粒子を粒径別に区分したときの頻度
分布．通常，粒径を横軸対数目盛，通過質量百分率を
縦軸としたグラフで示される．

粒度調整工法 りゅうどちょうせい
こうほう

mechanical stabilization 路盤の支持力を高めるために２種類以上の材料を混合
し，粒度を改良して締固める工法．

粒度調整砕石 りゅうどちょうせい
さいせき

graded aggregate 砕石を用いた粒度調整材料．使用しようとする材料の
粒度分布が標準粒度範囲からはずれている場合に混
合．

粒度分析 りゅうどぶんせき particle size analysis 粒径分析と同義．

粒度分析曲線 りゅうどぶんせき
きょくせん

grain size analysis
curve

堆積物（岩）を構成する砕屑粒子の粒径分布を示す，
粒径別質量百分率累積曲線．堆積物（岩）の分類に極
めて重要．

粒度分布 りゅうどぶんぷ grain-size distribution,
granular variation

粒度組成と同義．

粒内クラック りゅうないくらっく intracrystalline crack,
intragranular crack

微小割れ目の一種．岩石を構成する各粒子の中だけに
発達する割れ目．結晶内破断ともいう．

流入粘土 りゅうにゅうねんど infiltration clay 地表浸透水や地下水によって開口節理・断層などに運
ばれ沈積した粒径のそろった粘土．岩盤の緩みの判定
などに役立つ．



竜峰山帯 りゅうほうざんたい Ryuhozan zone 熊本県八代市～砥用町に分布する竜峰山変成岩の結晶
片岩類および非変成岩堆積岩が分布する幅１～２kmの
地帯．

流紋岩 りゅうもんがん rhyolite 二酸化ケイ素が70%前後，有色鉱物の量が20%以下の珪
長質の火山岩の呼称で，深成岩の花崗岩に相当する組
成をもつ．石英・長石・黒雲母を斑晶とする．ガラス
質が縞状になった流理・球顆などの構造を示す．

流紋デイサイト りゅうもんでいさい
と

rhyodacite 斑状の珪長質火山岩の一種．流紋岩とデイサイトの中
間的な化学組成を有する．

流理 りゅうり flow structure 流理構造と同義．

流理構造 りゅうりこうぞう flow structure 流動した火成岩に見られる組織の色調・構造・結晶の
重なり合いや結晶粒子の平行配列．流紋岩におけるガ
ラス質が縞状になった構造は典型例．

流量曲線 りゅうりょうきょく
せん

flow rating curve 河川・水路などの特定断面における水位と流量の関係
を示す曲線．水位より流量を求める際に使用する．

流量計 りゅうりょうけい flowmeter 流体の流量をを測定する計器．面積式流量計・差圧式
流量計・同圧式流量計などがある．

流量係数 りゅうりょうけいす
う

coefficient of
discharge, flow
coefficient

オリフィスや堰の実際の流量と理論的に求めた流量の
比．

流量検層 りゅうりょうけんそ
う

spinner logging 孔井内における各深度毎の水の湧水・逸水量を測定
し，地下水流動状況を調べる検層．ゾンデに装着した
羽根車（スピナ）の回転速度より，孔内水の流量変化
を検出する．

流量測定 りゅうりょうそくて
い

flow gaging 河川・水路などの流量を測定すること．

流量測定法 りゅうりょうそくて
いほう

discharge measurement 河川や水路などのある断面における流水量を測定する
方法.平均流速と流水断面積を乗じる方法，せきを用い
る方法などがある．

流量累加曲線 りゅうりょうるいか
きょくせん

discharge mass curve 横軸に経過時間をとり，縦軸に累加流量をとって描い
た曲線．貯水池の運営管理に用いられる．

流路堆積物 りゅうろたいせきぶ
つ

channel-fill sediment 河川など流路に堆積した堆積物．

流路埋積物 りゅうろまいせきぶ
つ

channel-fill deposit,
channel-fill sediment

河川や海底谷などを埋積する堆積物．

両雲母花崗岩 りょううんもかこう
がん

two-mica granite 白雲母および黒雲母の両方を含む花崗岩．

両側プランジ褶
曲

りょうがわぷらんじ
しゅうきょく

doubly plunging fold 褶曲軸がその両端部で水平面より沈み込んでいる褶
曲．



両輝石安山岩 りょうきせきあんざ
んがん

two-pyroxene andesite 斜方輝石と単斜輝石を含む安山岩．

菱苦土石 りょうくどせき magnesite MgCO3．三方晶系．硬度4．比重3．炭酸マグネシウムを

成分とする方解石属に属する鉱物．主に超塩基性岩の
変質生成物として産出．菱苦土鉱ともいう．

菱形図法 りょうけいずほう rhombic projection 星形図法ともいう．世界全図を星形の内部に表す便宜
的な図法で，今日では実用より図案化に使われる．

領家花崗岩 りょうけかこうがん Ryoke granite 領家変成帯に分布する白亜系～古第三系の花崗岩類
で，構造などから古期・新期の二系統に分かれる．

領家帯 りょうけたい Ryoke belt 西南日本内帯の最も南側の構造単位で，領家変成岩お
よび領家花崗岩で構成される．

領家変成岩 りょうけへんせいが
ん

Ryoke metamorphic rocks 領家変成岩類と同義．

領家変成岩類 りょうけへんせいが
んるい

Ryoke metamorphic rocks 領家帯の変成岩で，片状ホルンフェルス・雲母片岩・
石英片岩・雲母片麻岩で，主に堆積岩を原岩とする．

領家変成帯 りょうけへんせいた
い

Ryoke metamorphic belt 領家帯と同義．

量子型検知器 りょうしがたけんち
き

quantum type sensor 量子の変化を利用して電磁波の状態を検知するセン
サ．

利用水深 りようすいしん available depth,
effective depth

貯水池の最高水位から最低水位までの間の水深．有効
水深と同義．

量水標 りょうすいひょう water gauge, staff gauge 水量や水の深さなどを測る際に用いる目盛り付標識.

領石層群 りょうせきそうぐん Ryoseki Group 四国の秩父帯北帯に分布する下部白亜系（秩父帯）．
高知県南国市八京・領石付近を模式地とする．礫岩・
砂岩・泥岩などからなり，貝化石，植物化石を含む．

利用貯水量 りようちょすいりょ
う

available storage
capacity

有効貯水量と同義．

菱鉄鉱 りょうてっこう siderite FeCO3．三方晶系．硬度4．比重3.96．黄褐，淡緑，白色

など半透明な粒状結晶として産することが多い．熱し
た希塩酸で発泡．安山岩溶岩が多孔質になった部分に
産し，空隙を埋めて球状～ぶどう状の集合体を呈す
る．

凌風海山 りょうふうかいざん Ryofu seamount 襟裳岬の南東約350kmに位置する楕円形の海山．

菱沸石 りょうふっせき chabazite (Ca,Na2)(Al2Si4O12)･6H2O．三斜晶系．硬度4.5．比重

2.05～2.10．白色透明～半透明．沸石の一種．立方体
に近い菱面体の自形結晶やその双晶で産することが多
い．玄武岩や安山岩などの空隙や，花崗岩ペグマタイ
トの晶洞に産する．



緑化 りょくか afforestation,
greening

植物による被覆が無い土地や斜面に草や木による植生
被覆を造成すること．

緑砂統 りょくさとう Greensand series イギリス南部の下部白亜系．緑色砂岩からなる．

緑色岩 りょくしょくがん greenstone 緑泥石化などにより全体が緑色に見える海底火山噴出
物や苦鉄質の貫入岩．

緑色岩統 りょくしょくがんと
う

Green series 朝鮮半島の平安系の最上部で三じょう系（三畳系）と
みられる．緑色の砂岩や頁岩が主体となっている．

緑色岩類 りょくしょくがんる
い

greenstones 海底火山活動とそれに伴った塩基性貫入岩類が変成作
用により緑泥石・緑れん石（緑簾石）・曹長石などの
集合体となり，緑色を呈する岩石．塊状に近く片理は
弱い．

緑色凝灰岩 りょくしょくぎょう
かいがん

green tuff 一般に変質し緑色化した凝灰岩をいう．東北日本に分
布する新第三系中～下部の地層の通称．グリーンタ
フ．

緑色凝灰岩層 りょくしょくぎょう
かいがんそう

Green Tuff formation 東北日本の日本海側に分布する漸新～中部中新統のう
ち，女川階下位の火山岩類や火山砕屑岩類の総称．グ
リーンタフ層ともいう．

緑色砂 りょくしょくさ green sand 海緑石を多く含み，緑色を呈する砂質堆積物．緑砂と
もいう．固まったものが海緑石砂岩．

緑色片岩 りょくしょくへんが
ん

greenschist 塩基性の火成岩（はんれい岩（斑糲岩）・玄武岩な
ど）が，低温高圧型の変成作用によって片理をもつよ
うになった変成岩．緑色を呈し，片理面に添って板状
に剥がれやすい性質を有す．

緑色片岩相 りょくしょくへんが
んそう

greenschist facies 変成温度100～250℃程度の低温変成相で，広域変成岩
地域に発達している．

緑色片岩層 りょくしょくへんが
んそう

greenschist formation 塩基性の火成岩（はんれい岩（斑糲岩）・玄武岩な
ど）が，低温高圧型の変成作用によって片理をもつよ
うになった変成岩から構成される層．

緑閃石 りょくせんせき actinolite 陽起石，アクチノ閃石と同義．

緑地 りょくち green space 草や樹木に覆われた一定以上の広がりを持つ土地．一
般的には都市の中にあるものをさす．

緑柱石 りょくちゅうせき beryl Be3Al2Si6O18．六方晶系．硬度7.5～8．比重2.64．花崗

岩質ペグマタイトや結晶片岩などに見られる柱状をし
た結晶で産出することが多い鉱物．

緑地率 りょくちりつ green coverage 一定区域内の緑地の割合．

緑泥石 りょくでいせき chlorite 単斜晶系．硬度2～3．比重2.6～3.3．堆積岩，熱水変
質した火成岩，低変成度の変成岩に含まれる緑色で層
状の珪酸塩鉱物．



緑泥石・スメク
タイト中間体

りょくでいせき　す
めくたいとちゅうか
んたい

chlorite-smectite
intergrade

スメクタイトと緑泥石の中間の構造をもつ粘土鉱物．
土壌中に広く分布する．

緑泥石イライト
帯

りょくでいせきいら
いとたい

chlorite-illite zone 変質鉱物の温度による分帯の一つ．150℃～250℃の温
度条件の緑泥石・イライト生成帯．

緑泥石化 りょくでいせきか chloritization Fe・Mgを含む鉱物（カンラン石・輝石・角閃石・黒雲
母など）が熱水によって緑泥石に分解すること．

緑泥石帯 りょくでいせきたい chlorite zone 変成岩の鉱物分帯の一つ．同一温度条件下であったこ
とが再結晶による緑泥石の出現で特徴付けられる．

緑泥石・バーミ
キュライト中間
体

りょくでいせきばー
みきゅらいとちゅう
かんたい

chlorite-vermiculite
intergrade

バーミキュライトと緑泥石の中間の構造をもつ粘土鉱
物．土壌中に広く分布し，特に酸性土壌に多く産す
る．

緑泥石片岩 りょくでいせきへん
がん

chlorite schist 低変成度の塩基性片岩または超塩基性岩で，特に緑泥
石を多く含むもの．

緑れん石（緑簾
石）

りょくれんせき epidote Ca2(Al,Fe
3+)3[OH|O|SiO4|Si2O7]．単斜晶系．硬度6～7．

比重3.21．苦鉄質火山岩を起源とする広域変成岩や熱
水変質岩などに産する黄緑色の鉱物．

緑れん石（緑簾
石）角閃岩

りょくれんせきかく
せんがん

epidote amphibolite 緑れん石（緑簾石）を含む角閃岩．普通の角閃岩とは
異なり，緑れん石（緑簾石）角閃岩相に属する．

緑れん石（緑簾
石）角閃岩相

りょくれんせきかく
せんがんそう

epidote amphibolite
facies

緑色片岩相と角閃岩相の中間で，400～500℃の変成
相．塩基性岩は，斜長石・緑れん石（緑簾石）・角閃
石という鉱物組合せを持つ．

緑れん石（緑簾
石）化作用

りょくれんせきかさ
よう

epidotization 熱水または接触交代により母岩を交代して，塊状また
は脈状の緑れん石（緑簾石）を生ずる変質作用．

緑れん石（緑簾
石）帯

りょくれんせきたい epidote zone 緑れん石（緑簾石）の産出で特徴づけられる地帯．緑
簾石は，広域変成岩の構成鉱物として，また，スカル
ン鉱物として産し，変質・変成の程度の指標として分
帯に用いられる．

緑れん石（緑簾
石）ワイラケ沸
石帯

りょくれんせきわい
らけふっせきたい

epidote-wairakite zone 変質鉱物の分帯の一つ．主に緑れん石（緑簾石）・ワ
イラケ沸石を晶出させる230～315℃の温度条件を示
す．

緑簾片岩 りょくれんへんがん epidote schist 塩基性片岩の一種で，緑れん石（緑簾石）と石英を主
成分とする緑色の結晶片岩．

リリーフウェル りりーふうぇる relief　well ダムの基礎や堤防裏のり先付近の地盤内の浸透水圧を
下げるために，透水層内に設置した排水用の井戸．
カットオフの一つ．

リル浸食 りるしんしょく rill erosion 雨溝浸食と同義．細溝浸食・細流浸食ともいう．

リルマーク りるまーく rill mark 海浜や河床で水位が低下する際に，砂層中の地下水が
滲み出してできる樹枝状の細流痕と呼ばれる浸食性微
地形．



履歴ループ りれきるーぷ histeresis loop 土の繰り返しせん断において，応力の減少時と増加時
とでは必ずしも一致しないために楕円形のループを描
くせん断応力－ひずみ曲線．

理論最大密度 りろんさいだいみつ
ど

maximum theoretical
density

アスファルト混合物において空隙がゼロとなった場合
の密度．

理論地震学 りろんじしんがく theoretical seismology 基本的なモデル機構を設定し，地震現象を理論的に解
明しようとする学問．

リン塩球試験 りんえんきゅうしけ
ん

microcosmic salt test,
phosphate bead reaction
test

未知の物質をリン酸とともに強熱し，できたガラス状
の融球の色から．含有金属を同定する試験．

臨界圧 りんかいあつ critical pressure 臨界点における圧力．一般にこの圧力以下では，気相
と液相の区別はつかない．

臨界円 りんかいえん critical circle 斜面の安定性を検討する際に，最小の安全率を与える
すべり面に仮定した円弧．

臨界温度 りんかいおんど critical temperature 臨界点における温度．一般に臨界温度を上回る温度で
は，気相と液相との区別はなくなる．

臨界角 りんかいかく critical angle 屈折波が２種の媒質の境界面に平行に進む入射角．臨
界角よりも大きい角度で入射した波は全反射する．

臨界荷重 りんかいかじゅう critical load 物体に荷重を加えたとき，安定した釣合い状態から不
安定な釣合い状態に変わった時点の荷重．

燐灰岩 りんかいがん phosphate rock 燐灰石を主成分とする堆積岩．鳥糞石や燐灰石を含む
岩石の風化・濃集作用によっても生成される．

臨界減衰 りんかいげんすい critical damping 減衰係数が１の場合の減衰振動．

臨界降伏応力モ
デル

りんかいこうふくお
うりょくもでる

critical yield stress
model

微小な摩擦すべりによって岩盤が降伏の臨界状態にあ
るため，深度方向に応力が単調増加すると考えるモデ
ル．

臨界鉱物 りんかいこうぶつ critical mineral ある特定の変成相にのみ出現し，他の変成相では出現
しない鉱物．臨界鉱物によって変成相が判別できる．

臨界斜面角 りんかいしゃめんか
く

critical slope angle 土壌の分布する斜面が崩壊やクリープなどの変状を生
じない最大角度．

臨界状態 りんかいじょうたい critical condition 気相と液相の区別がない状態．臨界温度，臨界圧力，
臨界比体積にある状態．臨界点とほぼ同義．

燐灰石 りんかいせき apatite Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)．六方晶系．硬度5．比重3.1～

3.2．火成岩や変成岩の一般的な副成分鉱物で，カルシ
ウムの燐酸塩鉱物．酸に溶け，熱すれば燐光を発す
る．



燐灰石鉱床 りんかいせきこう
しょう

apatite deposit 海成の堆積鉱床を主とし，泥岩・頁岩・砂岩などに伴
い産する．燐肥料の原料となる．一部にはマグマ鉱床
もある．

臨界点 りんかいてん critical point 二次相転移の起こる転移点．すなわち気相と液相との
区別がつかなくなる状態．臨界状態とほぼ同義．

燐灰土 りんかいど phosphorite 燐灰石集合体のうち，土塊を成すもの．肥料の原料と
して利用される．

臨界動水傾度 りんかいどうすいけ
いど

critical hydraulic
gradient

砂地盤において間隙水圧差を大きくして行くと遂には
液状化あるいはボイリングが生じる．このときの動水
傾度．

臨界動水勾配 りんかいどうすいこ
うばい

critical hydrauric
gradient

土粒子が地下水流に対して静的臨界状態にあるときの
動水勾配．

臨界比体積 りんかいひたいせき critical specific volume 臨界点における比体積．この位置では気体と液体の比
体積が等しく，区別もつかない．

臨界水飽和率 りんかいみずほうわ
りつ

critical water
saturation

岩石の空隙容積に対する空隙中の水の容積比率のう
ち，水が流動し始める時の比率．

臨界レイノルズ
数

りんかいれいのるず
すう

critical Reynolds number 層流から乱流に変わる際のレイノルズ数．臨界レイノ
ルズ数は大体1,000である．

リングカット りんぐかっと ring cut 土砂地山などのトンネル掘削にあたり，上部半断面を
一度に掘削しないで核を残しリング状に外周を掘削す
ること．

リングカット工
法

りんぐかっとこうほ
う

ring cut method トンネル掘削工法の一種で，上半切羽が自立しない不
良地山をアーチ部のみリング状に掘削する工法．核を
残すことにより切羽を抑え，先にアーチ部の支保を
行ってから核を掘削する．

リング支保工 りんぐしほこう ring support 膨張性地山などの特殊な地山で使用される重ね継手部
分が滑動する型式の支保工．断面が多少縮小しても良
い場合などに用いられる．

リングせん断試
験

りんぐせんだんしけ
ん

ring shear test ドーナツ型の供試体の円周方向にねじりモーメントを
与え，供試体をせん断する試験方法．

リングネット りんぐねっと ring net リング状に編まれた金網で落石の衝撃エネルギーを吸
収する方式の落石防護工．

リング要素 りんぐようそ pipe elbow element 配管の構造解析において曲線部に用いられる要素．曲
線部の断面の扁平化を考慮．

鱗珪石 りんけいせき tridymite SiO2．石英と同質異像．硬度7．比重2.27．珪酸鉱物の

一種．石英・クリストバル石と多形を成す．火山岩の
空隙部に存在することが多い．トリディマイトともい
う．

輪鉱 りんこう ring ore 岩片などを中心核として同心円状の構造（輪状構造）
をもつ鉱石．熱水性鉱脈中に普遍的に存在する．



燐鉱床 りんこうしょう phosphate deposit 燐酸カルシウムを対象とする鉱床で，海成堆積鉱床と
マグマ鉱床が主体である．

燐酸塩岩 りんさんえんがん phosphatic rock 燐灰石を主要な構成物質とする化学的堆積岩．

燐酸塩鉱物 りんさんえんこうぶ
つ

phosphate minerals 燐酸基([PO4]
3-)をもつ一群の鉱物．多くの元素と化合

物をつくり，珪酸塩鉱物に次いで種類が多い．

鱗状 りんじょう lepidoblastic, scaly 板状または鱗片状の鉱物が沢山重なった形状．レピド
ブラスチックともいう．

輪状構造 りんじょうこうぞう ring structure リング状の構造．鉱石が中心核の周辺に同心円状に沈
殿して形成された構造．

林相図 りんそうず forest type map 樹種，樹齢などにより森林を類型区分し，その分布状
況を表現した地図．

輪廻 りんね cycle 地形の浸食輪廻や造山輪廻，堆積サイクルなど，地球
上で循環的に繰り返すと見られる事象．

鱗剥作用 りんぱくさよう exfoliation, scaly
exfoliation

風化により岩石表面が同心球状の薄片になって剥離す
る現象．たまねぎ状風化ともいう．

鱗片（状） りんぺん（じょう） scale,(scaly) 魚の鱗のような形状を意味する言葉で，鱗片状へき開
（劈開），鱗片状粘土のように用いられる．

鱗片構造 りんぺんこうぞう scaly structure 同じ構成の地塊が，同一方向に傾斜した衝上断層で分
割されて斜めに配列している構造．覆瓦構造と同義．

鱗片状へき開
（劈開）

りんぺんじょうへき
かい

scaly cleavage 岩石がせん断変形を受けてできる鏡肌状のへき開（劈
開）面で鱗片状，葉片状に剥離しやすい．メランジュ
の泥質基質部によく見られる．

鱗木 りんぼく Lepidodendron 古生代後期の代表的シダ状植物．石炭紀の湿地では高
さ30mもの森林を形成．名は幹表面の鱗状模様に由来．

類質 るいしつ accessory ある火山から放出された古い噴出物と新しい活動での
噴出物の成因が類似していることを表す形容詞．

ルイス衝上 るいすしょうじょう Lewis thrust コルディレラ山系の東限をなす断層で，西側の先カン
ブリア～古生界が東側の白亜系上に衝上している．

累積変位量 るいせきへんいりょ
う

cumulative displacement 変位発生以来の合計変位量．断層では地層のずれに
よってこれを把握できる．

累層 るいそう formation 地層区分の単位で，累層群，層群，累層，部層，単層
の順に小区分される．累層を単に「層」ともいう．



累層群 るいそうぐん supergroup, complex 地層命名規約に基づく，複数の層群（または複数の累
層と層群）が十分に共通な性質を有する場合に用いら
れる地層区分の単位．

累代 るいだい eon, eons 地質年代を隠生累代と顕生累代とに二分するときの区
分単位．隠生累代は先カンブリア時代，顕生累代は古
生代以降に当たる．

累帯構造 るいたいこうぞう zonal structure, zoning 結晶の化学組成や光学的性質が，中心から外縁部へ向
かって不連続に変化する構造．

累帯超塩基性岩
体

るいたいちょうえん
きせいがんたい

zonal ultrabasic complex 超塩基性岩が累帯して分布する岩体．個々の岩体は
種々の岩相により複合岩体をなす．累帯超苦鉄質岩体
ともいう．

累帯配列 るいたいはいれつ zonal arrangement, zonal
distribution

規則正しく帯状に変化している鉱物組成などの配列．
帯状分布，累帯分布と同義．

累帯分布 るいたいぶんぷ zonal distribution 累帯配列と同義．

累帯ペグマタイ
ト

るいたいぺぐまたい
と

zonal pegmatite 内から外に向かい細粒化することが多い帯状の構造を
示すペグマタイト．

累年気候表 るいねんきこうひょ
う

annual climatic table 気温や降水量などの気象項目について多年にわたる観
測記録を平均値，平年値などの資料にまとめたもの．

累年平均 るいねんへいきん normals 気温や降水量などの気象項目の統計的な平均値．期間
として，最近の30年間などが選ばれる．平年値と同
義．

累被構造 るいひこうぞう crustification 鉱物晶出時の温度，鉱液成分などが変化するため，生
成した縞状構造．

ルイメナール法 るいめなーるほう Louis's method Louis(1974)により提案された岩盤透水試験法．孔軸と
垂直な方向の透水係数を得るのに用いる．

ルーガシティー るーがしてぃー rugosity ボアホールなどで孔壁の凹凸の程度を表す用語．原語
はrugous（しわ）．

ルートティー法 るーとてぃーほう root t method 土の圧密試験結果の整理方法の一つ．縦軸に圧密量，
横軸に時間の平方根をとり図示する．

ルートマップ るーとまっぷ route map 踏査図と同義．

ルーフスラスト るーふすらすと roof thrust デュープレックス構造の上限をなす衝上断層で，デュ
プレックス内の小規模逆断層が漸近して合流する．

ルーフペンダン
ト

るーふぺんだんと roof pendant 新期の迸入岩の上に古期の堆積岩などが残ったままに
なっている状態．屋根のたれ下がりともいう．福井県
武生市には花崗岩上にルーフペンダントとして結晶質
石灰岩がみられる．



ルーフボルト るーふぼると roof bolt トンネルの天端における地山の崩落を防止するため，
地山に挿入されるロックボルト．

ループループ法 るーぷるーぷほう loop-loop method 電磁探査で，信号源としてループを用いる方法．送･受
信ループを水平とする水平ループが一般的．浅部の水
平探査に用いられる．

ルオルオピン統 るおるおぴんとう Luojuop'ingian series 揚子江中流域の中部シルル系．黄色砂質頁岩と石灰質
頁岩の互層主体で，礁性石灰岩を含み貝殻相を示す．

ルジオン試験 るじおんしけん Lugeon test 孔内の一定長部分から水を岩盤中に圧入し，注入圧力
と注入量の関係からルジオン値を求める試験．

ルジオン値 るじおんち lugeon　value 岩盤の透水性を表す尺度で，ボーリング孔に圧力
0.98MPaでの注水時の孔長1mあたりの毎分の注水量を
リットルで表したもの．

るつぼ るつぼ crucible 物質の高温処理や高温反応に用いられる耐熱性の容器.
造岩鉱物の判別などに利用される．

ルビー るびー ruby コランダム（鋼玉）の一種．Cr3+を固溶すると赤色のル

ビー，Fe3+を含むと青色のサファイアとなる．

ルビジウム磁力
計

るびじうむじりょく
けい

rubidium vapour
magnetometer

光ポンピング磁力計の一種で，センサにルビジウム85
を用いたもの．

ルビジウム－ス
トロンチウム法

るびじうむすとろん
ちうむほう

rubidium-strontium
method

87Rbが87Srに放射壊変することを利用する年代測定法．
主として先新第三紀を対象とする．

ルミネッセンス るみねっせんす luminescence 物質が外部から電波などにより刺激をうけた際，熱を
伴わず発光する現象．光ルミネッセンスには蛍石な
ど．

レアアース れああーす rare-earth metal 希土類元素ともいう．地殻中に希少な17種金属の総
称．元素番号21スカンジウム，39イットリウム，57ラ
ンタン～71ルテチウム．

レアメタル れあめたる rare metal 存在量が少ないが抽出が困難な金属をいう．常用金属
(common metal)の対語 ．

励起 れいき excitation 外部からのエネルギーを受けて，基底状態にあった量
子力学系が他の定常状態に移ること．

冷却節理 れいきゃくせつり cooling joint 火成岩が冷却するときに収縮して生じる節理．伸長方
向は冷却時の等温面に直交する．規則的な六角・五角
柱状に配列する柱状節理はこの例．クーリングジョイ
ントともいう．

レイキャネス海
嶺

れいきゃねすかいれ
い

Reykjanes ridge 北大西洋グリーンランド南東からアイスランドに至る
海嶺．大西洋中央海嶺の北に位置する．

冷水現象 れいすいげんしょう cold water phenomenon 貯水池に水温成層が形成されることにより底部に冷水
がたまり，底部から取水することによってダム下流に
冷水が放流される現象．



冷水予測手法 れいすいよそくしゅ
ほう

cold water prediction
method

冷水の発生を,シュミレーション，判定マニュアル，類
似ダムでの事例などによって予測する手法．

冷泉 れいせん cold spring 鉱物質を含み温度が25℃未満の湧泉．

レイタンス れいたんす laitance コンクリート打込み後，ブリージングに伴って内部の
微細な粒子が浮上し，表面に形成される脆弱な物質の
層．

レイナーの屈折
計

れいなーのくっせつ
けい

Rayner refractometer 小型簡便な屈折計．宝石のカット面にあてて測定する.

冷濃塩酸試験法 れいのうえんさんし
けんほう

cold hydrochloric acid
test

方解石・ドロマイト・菱苦土鉱などの炭酸塩鉱物の識
別に用いる簡易野外試験方法．

レイノルズ数 れいのるずすう Reynolds number 流体について，速度，密度，粘性率，長さによって求
めた無次元数．流れを層流と乱流に区別する際に用い
る．

レイノルズ模型 れいのるずもけい Reynolds model レイノルズ数が実際の現象と同じになるように作られ
た模型．

冷封式試験管型
リアクター

れいふうしきしけん
かんがたりあくたー

cold-seal test-tube type
reactor

高温高圧熱水実験装置であり，タトル型熱水装置とも
いう．岩石鉱物系の実験に広く用いられる．

レイモンドサン
プラ

れいもんどさんぷら Raymond sampler 標準貫入試験用サンプラ．30cm貫入時の打撃回数はＮ
値として幅広く利用されている．

レイモンド標準
試験

れいもんどひょう
じゅんしけん

Raymond standard test Raymond Concrete Pile 社により砂中の杭の支持力を
推定するデータを得るのに導入された標準貫入試験
法．
ドライブシューとして直径50mm，先端角60ﾟのコーンを
用いる．

レイリー散乱 れいりーさんらん Rayleigh scattering 電磁波の波長よりも小さい大気中の分子，粒子により
電磁波が散乱すること．

レイリー波 れいりーは Rayleigh wave 地表面に沿って伝播する表面波の一種でＰ波とＳＶ波
の合成波．地表面に対して垂直の面内で楕円を描くよ
うに振動する．

レーキアスファ
ルト

れーきあすふぁると lake asphalt 天然に産出するアスファルトの一種．アスファルトと
微粒骨材との混合物から成り，トリニダッドやバ
ミューダ産のものがある｡

レーキドーザ れーきどーざ rakedozer ブルドーザのうち，枠組形のレーキを取り付け抜根や
地上清掃などを行う機械．

レーザー れーざー light amplification by
stimulated emission of
radiation (LASER)

特殊媒質の電子励起を利用した光波の増幅・発振によ
り作られる干渉性，指向性の良い，強い単色光．

レーザー回折法 れーざーかいせつほ
う

laser diffraction method レーザの回折現象を利用した結晶構造分析法．



レーザー干渉計
重力波天文台

れーざーかんしょう
けいじゅうりょくは
てんもんだい

laser interferometer
gravitational wave
observatory

レーザー干渉計を用いた重力波検出装置．

レーザー照準器 れーざーしょうじゅ
んき

laser beam setup レーザーにより照準を行う器械.主にトンネル掘削時の
測量に用い,切羽に基準線を示す．

レーザーセオド
ライト

れーざーせおどらい
と

laser theodolite レーザーを使用するセオドライト（経緯儀）．望遠鏡
から視準方向にレーザー光を発射して視準位置を確認
できる．

レーザー切断 れーざーせつだん laser cutting レーザービームを用いて鉄などの部材を切断するこ
と．加工精度の良いのが特徴である．

レーザー測距儀 れーざーそっきょぎ electronic distance
measuring instrument
with laser light

レーザーを用いて遠地点までの距離を測定する測器.

レーザードップ
ラー型風速計

れーざーどっぷらー
がたふうそくけい

laser-dopplar type
anemometer

レーザーを放射して降水粒子の動径速度をドップラー
シフトを利用して測定し，これから風速を求める装
置．

レーザートラン
シット

れーざーとらんしっ
と

laser transit レーザー光の直進性を利用した測量器械．トンネル内
では赤色の可視光線が基準線として使用される．

レーザー変位計 れーざーへんいけい laser displacement
transducer

レーザーにより変位を測定する器械.

レーズドリル
（レイズドリ
ル）

れーずどりる（れい
ずどりる）

raise drill 直径数ｍまでの立坑や斜坑の施工に用いる大口径ボー
リングマシン．直径30cm程度のパイロット孔を到達点
である下部坑道まで削孔後，ロッドの下端に大口径
ビットを取り付けて引き上げながら拡孔する方式．
レーズボーラーともいう．

レーダーアメダ
ス雨量合成図

れーだーあめだすう
りょうごうせいず

rader-AMEDAS
precipitation map

レーダーで観測された雨雲・雪雲の１時間積算強度を
アメダスの１時間雨量と合成してつくられた雨量分布
図．

レーダー雨量計 れーだーうりょうけ
い

rader rain gauge レーダーが雨滴に反射するレーダー反射因子と雨量強
度との統計的関係を利用して雨量を求める装置．

レーダートモグ
ラフィ

れーだーともぐら
ふぃ

radar tomography 極超短波の電波を利用するトモグラフィ．

レーチックナッ
プ

れーちっくなっぷ Rhaetic nappe プレアルプスのジンメデッケ(Simmedecke)の古い呼び
名．ナップは衝上断層や横臥褶曲によって発生したも
の．

レートメータ れーとめーた rate meter 単位時間あたりの計数の平均値あるいは割合を表示す
る装置．

レーリー波探査
法

れーりーはたんさほ
う

Rayleigh wave
investigation

表面波探査法と同義

レオトロピー れおとろぴー rheotropy シキソトロピーと同義語．



レオペクシー れおぺくしー rheopexy ベントナイトのような，混合時にゲル化を促進する土
が持つ特性．

レオモルフィッ
ク褶曲

れおもるふぃっく
しゅうきょく

rheomorphic folding 地向斜の基盤岩類が造山運動の際に，交代的花崗岩化
作用によって流動し，形成されたもの．

レオロジー れおろじー rheology 物質の変形と流動に関する科学で，力学的に固体と液
体の中間的性質を示すものを取り扱う．

レオロジー特性 れおろじーとくせい rheology characteristics 理想的な弾性体，塑性体，粘性体を用いて示した物質
の力学的特性．

レオロジーモデ
ル

れおろじーもでる rheology model 時間に依存する材料の力学的挙動の解析に用いられる
模型で，物体の変形や流動特性を説明するもの．

礫 れき gravel 土粒子区分において最も大きな粒径に区分されるも
の．土質分野（日本統一土質分類）では2～75mm，地質
分野(Wentworthら)では2～256mm，土壌分野（国際土壌
学会法）では2mm以上の粒径の土粒子から構成されるも
のをいう．

礫岩 れきがん conglomerate 礫と礫とが，その間を埋めている細粒物質（マトリッ
クス）によってこう結（膠結）されている岩石．

礫間浄化 れきかんじょうか water treatment by
gravel

水路，河川などで礫を使う水質浄化方法．礫表面に付
着する生物膜により礫間を通過する水の水質を浄化す
る．

礫砂漠 れきさばく stony desert 礫が地表に敷き詰められたように分布する砂漠．

歴史地震 れきしじしん historical earthquakes 文献史料がある近代的地震観測以前の地震．国際的に
は古い地震計で記録された地震のこと．

歴史時代 れきしじだい historic period 記録による史料がある時代．日本では５世紀以降が相
当し，遺跡，遺物の研究は補助的手法．有史時代．

歴史断層 れきしだんそう historical faults 微小地震を伴うか，もしくは歴史地震と関係がある活
動的な断層．

礫質火山灰土 れきしつかざんばい
ど

gravelly volcanic ash
soil

スコリアや火山礫のように，粒径2mm以上の火山灰より
構成されている土．

礫質岩 れきしつがん psephite, rudite,
conglomeratic rock

礫や砂利より構成されている水成岩．礫を多量に含む
岩石のことで，礫岩と同義．

礫質土 れきしつど gravelly soil 土質材料の工学的分類体系では，粗粒土のうちで礫分
が砂分よりも多い土をいう．

礫質片岩 れきしつへんがん conglomeratic schist 礫岩を源岩とする結晶片岩．礫は偏平に伸ばされてい
ることが多い．再結晶しても礫はよく保存されてい
る．



れき青（瀝青） れきせい bitumen 有機溶剤で溶出する堆積性有機物に用いられることが
多い．タール・アスファルトがこれにあたる．抽出性
有機物と同義語．

れき青安定処理
（瀝青安定処
理）

れきせいあんてい
しょり

soil stabilization by
bitumen, bituminous
stabilization

土にれき青（瀝青）材料を添加して強度を高める工
法．主に路盤に用いられる．

れき青ウラン鉱
（瀝青ウラン
鉱）

れきせいうらんこう pitchblende UO2．非晶質．比重6.5～8.5．閃ウラン鉱の一種．Fe・

Cu・Pb・Co・Ni・Biなどの硫化物と共生する非晶質物
質．硫化鉱物を含む熱水脈で見出された．褐色～黒色
の松脂状光沢を示す．ウラン・ラジウムの重要な原
料．

れき青グラウト
（瀝青グラウ
ト）

れきせいぐらうと bitumen grout アスファルトを使用したグラウト．

れき青系舗装
（瀝青系舗装）

れきせいけいほそう bituminous pavement れき青（瀝青）舗装と同義．

れき青質頁岩
（瀝青質頁岩）

れきせいしつけつが
ん

bituminous shale 石油根源岩の代表的岩石で，れき青（瀝青）を主成分
とする有機物質を多量に含有する頁岩．

れき青質石灰岩
（瀝青質石灰
岩）

れきせいしつせっか
いがん

bituminous limestone 石油根源岩の可能性を有する石灰岩で，れき青（瀝
青）を主成分とする有機物質を多量に含有する．

れき青炭（瀝青
炭）

れきせいたん bituminous coal 光沢ある黒色を呈し，黄色の長炎を上げて燃える最も
代表的な石炭．コークス原料用・ガス発生炉用・燃料
など用途が広い．

れき青舗装（瀝
青舗装）

れきせいほそう bituminous pavement 舗装の表面部分に瀝青材料を用いたアスファルト舗
装．れき青（瀝青）混合物を表層とする舗装を言い，
たわみ性舗装の一種．粘性・弾性・防水性に特徴．瀝
青系舗装ともいう．

れき青マカダム
（瀝青マカダ
ム）

れきせいまかだむ bituminous macadam 砕石にれき青（瀝青）材料を添加したもの．道路舗装
に用いられるのが一般的である．

れき青路面処理
（瀝青路面処
理）

れきせいろめんしょ
り

bituminous surface
treatment

れき青（瀝青）材料を用いた通常3cm以下の表層と路盤
から構成される路面処理．排水・防塵処理として行わ
れることが多い．

礫土 れきど gravel soil, pebble soil 直径2mm以上の土粒子が，重量百分率で50%以上混入し
ている土壌．農耕地には不適．

礫浜 れきはま shingle beach 海浜礫が多く堆積している浜で礫質海岸ともいう．砂
浜に比べて透水性に富む．全体として起伏に富んだ表
面を形成．

礫分 れきぶん gravel fraction 土中に含まれる礫粒子の割合．質量百分率で表し，礫
分により，粗粒土，礫粒土，礫質土，礫に分類され
る．

礫粒子 れきりゅうし gravel particle ２mm以上75mm以下（日本統一分類法），4.76mm以上
76.2mm以下（ＡＳＴＭ）の粒径範囲のもの．

レゴゾル れごぞる regosol 非固結岩屑土と同義．



レゴリス れごりす regolith 地球を除く，特に月に対して用いることが多い表層岩
屑の総称．天体上に落下する隕石などの衝突が主な成
因．

レシーバータン
ク

れしーばーたんく air receiver トンネル掘削用圧縮空気の送風量を一定に保ち，水分
を除去するために設置する一時貯蔵タンク．

レシベ土 れしべど lessivage soil 浸透水により運ばれた粘土が集積してできた褐色の集
積土．

レシベ土壌 れしべどじょう soil lessives, leached
soil

土壌表面の粘土が浸透水とともに下層に移動，集積
し，溶脱層（Ａ層）と集積層（Ｂ層）に分化した土
壌．

レジンコンク
リート

れじんこんくりーと resin concrete 結合材として液状の不飽和ポリエステル樹脂，エポキ
シ樹脂などを用いたコンクリート．強度，耐水性に優
れる．

レジンモルタル れじんもるたる resin mortar エポキシ樹脂，ポリウレタンなどの熱硬化性合成樹脂
の結合材と乾燥した細骨材を練り混ぜたもの．

レス れす loess 未固結の更新世風成シルト質堆積物で，均質な粒度分
布・多孔質・無層理のほか石灰質結核に富む特徴を持
つ．世界的に広く分布し，氷河成堆積物起源や砂漠地
帯起源がある．黄土ともいう．

レス土 れすど loess soil 中国で黄土と呼ばれる粒径がそろった風積土．

劣化 れっか deterioration 構造物などを長い間使用すると，自然・人工作用など
の影響をうけて，強度や品質が低下することをいう．

裂か（裂罅） れっか fissure, gash 岩石や岩盤に見られる割れ目のうち，割れ目面直交方
向の変位が認められるもの．

裂開 れっかい parting へき開（劈開）とは異なり例外的に発生するもので，
ある結晶面に限って平行に割れやすくなる現象．

裂か間隙率（裂
罅間隙率）

れっかかんげきりつ fracture porosity 岩盤中の亀裂や割れ目などの間隙が全体積に占める割
合をパーセントで表わしたもの．裂け目孔げき率とも
いう．

裂か充填鉱床
（裂罅充填鉱
床）

れっかじゅうてんこ
うしょう

metalliferous vein,
lode, reef

岩石の割れ目を充填した有用鉱物を主とする鉱床．

裂か水（裂罅
水）

れっかすい fissure water 岩盤中の亀裂や割れ目中に存在する地下水．地層水・
層状水に対する用語．

裂か帯（裂罅
帯）

れっかたい fissure zone 火成活動などの過程で岩石中に割れ目が集中して発生
している部分．割れ目帯ともいう．

劣化度測定 れっかどそくてい measuring a degree of
deterioration

コンクリートの圧縮強度試験・中性化試験・塩分分析
などを用いてコンクリート構造物の塩害劣化度を測定
すること．



レッグドリル れっぐどりる leg drill 空気圧で作動し，水平方向や斜め上下方向の削孔が容
易なボーリング機．小断面のトンネル工事などで用い
る．

レッグハンマー れっぐはんまー leg hammer エアシリンダによって削岩機を支持し，推力をかける
ことのできる架台（エアレッグ）を用いた削岩機．

劣弧 れっこ minor arc 直径を弦とする半円周より短い弧．長い方を優弧とい
う．

裂谷 れっこく rift valley 東アフリカ大地溝で見られるような両側がほぼ平行な
断層で限られる大規模な地形的凹地．中央海嶺も同じ
もの．

裂傷脈 れっしょうみゃく gash vein 上方で幅が広いが，下方で狭くなり消滅する脈．もと
もとは石灰岩の溶食節理の充填脈に用いられた．

烈震 れっしん violent earthquake 震度階級を表す言葉で，昔の震度６，現在の震度６弱
～６強に相当．地割れや山崩れが発生する場合もあ
る．

劣地向斜 れつちこうしゃ miogeosyncline 正地向斜のうち，火山物質がほとんどないものをい
う．火山物質の多い優地向斜と並行し大地向斜をつく
る．地向斜造山論の基本的骨組みの一つ．

列島弧 れっとうこ islands arc, arcuate
islands

インドネシア，日本，千島など，海溝の陸側にある弧
状に連続する島列．

レッヒタール
デッケ

れっひたーるでっけ Lechtaldecke(独) 東アルプスの三じょう系（三畳系）からなるデッケ．

レディーミクス
トコンクリート

れでぃーみくすとこ
んくりーと

ready mixed concrete 製造設備を有する工場で材料の配合，練り混ぜが行わ
れ，固まらない状態で打設現場に運搬されるコンク
リート．生コンのこと．

レナード統 れなーどとう Leonard series 北米大陸の内陸部に分布する下部ペルム系．石灰岩を
挟有する頁岩が主体．

レバンチン相 ればんちんそう Levantine facies 地中海東部から黒海にかけての地域に分布する鮮新統
～更新統．

レビス系 れびすけい Lewisian system イギリス北西端の先カンブリア基盤岩類．片麻岩やミ
グマタイトなどからなる．

レプト地向斜 れぷとちこうしゃ leptogeosyncline 薄い堆積物と火山生成物を特徴とする海洋性トラフ．
地向斜による造山論は現在あまり議論されていない．

レプリカ法 れぷりかほう replica method 電子顕微鏡で物体表面を観察するための試料作成方
法．表面の型をとって試料の表面状態を薄膜で再現す
る．

礼文石 れぶんせき Rebun seki 北海道虻田郡豊浦町産の石材．第四系溶結凝灰岩．切
石・土台・石垣・土木用．幌別石と同質．



レベル れべる level 高低差を測る水準測量に用いる機器．ティルティング
レベル，オートレベルなどがある．

レベンドゥン
デッケ

れべんどぅんでっけ Lebendun decke(独) スイス・イタリア国境地域にある．北に倒れた横臥褶
曲をなすデッケ．

レヤー工法 れやーこうほう concrete placement
without longitudinal
construction joints

コンクリートダムの施工方法の一つ．横継目（ダム軸
直交方向）だけでブロック分割してコンクリートを打
設する．

レラクゼーショ
ン

れらくぜーしょん relaxation ＰＣ鋼材を緊張したまま一定の長さを保つとき，時間
の経過とともに引張り応力が減少していく現象．

レラクゼーショ
ン法

れらくぜーしょんほ
う

relaxation method 骨組構造物の応力・変形解析に用いられる手法で，繰
り返し計算により連立一次方程式の解を求める．弛緩
法ともいう．

レリック地形 れりっくちけい relict landforms 現在とは異なる気候条件のもとで，現在はもはや働い
ていない地形営力によって形成された化石地形．

レリック土壌 れりっくどじょう relic soil 古土壌と同義語．

連係震源決定 れんけいしんげん
けってい

joint hypocenter
determination

狭い領域内に多くの地震が生じた場合，データの質が
良いものの震源を基準に他の地震の震源を求める方
法．

連結火口 れんけつかこう nested crater 隣り合う火口が凹地状につながったもの．割れ目噴火
の火口群に多い．複合噴火口ともいう．

連結カルデラ れんけつかるでら nested caldera 近接した複数のカルデラが全体として一つの凹地状を
形成しているもの．

蓮華変成岩 れんげへんせいがん Renge metamorphic rock 飛騨外緑構造帯の結晶片岩類のうち，北アルプス白馬
岳連峰（蓮華岳）付近の古生界が変成した岩体．

連行荷重 れんこうかじゅう traveling load 一定の間隔をもって橋梁などの構造物の上を移動する
集中荷重群．自動車の車列や鉄道列車がこれにあた
る．

連行係数 れんこうけいすう entrainment coefficient 異なる密度の流体が密度境界面を介して接するときの
連行量と流量の比例計数．Eで表す．

漣痕 れんこん ripple mark 河川流・潮流・波・風により，粘性のない堆積物（主
に砂）にできる波形模様．リップルマークと呼ばれる
ことが多い．

連鎖鉱脈 れんさこうみゃく linked vein 割れ目充填鉱脈に特徴的で，平行する鉱脈群に斜交す
る細脈群が連結して形成される鉱脈群．連鎖脈ともい
う．

連鎖脈 れんさみゃく linked vein 連鎖鉱脈と同義．



連晶 れんしょう intergrowth 同種または数種の複数結晶が方向性を有して連結して
いるもの．異種の場合は結晶構造などが類似．

レンズ式実体鏡 れんずしきじったい
きょう

lens stereoscope ２枚の凸レンズを両眼の幅に合わせて組み合わせた簡
易実体鏡.

レンズ褶曲 れんずしゅうきょく lens fold, fold with
lenses

系統的な無数の小断層に沿って地層が変位し，全体的
に褶曲構造を成すもの．各々の岩片がレンズ状を呈す
る．

レンズ状鉱脈 れんずじょうこう
みゃく

lenticular vein レンズのような形状でいずれの方向にも連続性に乏し
い鉱脈．

レンズ状砂ト
ラップ

れんずじょうすなと
らっぷ

lenticular sand trap 泥岩など油が浸透しにくい岩石中に，砂岩レンズが挟
在してできるトラップ．

連成振動 れんせいしんどう coupled oscillation 複数の異なる振動系が一緒に振動すること．一般には
固有振動周期がほぼ同じ構造系で発生する．

連成有限要素法 れんせいゆうげんよ
うそほう

coupled finite element
method

地盤の応力と浸透流，浸透流と熱伝導などのように相
互に影響しあう異なった物理現象を考慮できる有限要
素解析．応力（変形），浸透流，流体，熱，電流，電
場，磁場などから各種の組み合わせがある．

連続圧力検層 れんぞくあつりょく
けんそう

continuous piezometric
logging

土中や岩盤中のボアホールを用いて，正の間隙圧を測
定する検層方法．

連続音波反射プ
ロファイリング

れんぞくおんぱはん
しゃぷろふぁいりん
ぐ

continuous seismic
reflection profiling

調査船で曳航する音響発振器から音波を発振し，その
反射波の連続測定から地層境界面などを解析する方
法．

連続ガス測定 れんぞくがすそくて
い

continuous gasdetection 坑中の掘進時に発生するマットガスの濃度を連続的に
モニタリングすること．検出方式にはホットワイヤ方
式，その他２～３種の方式がある．

連続基礎 れんぞくきそ continuous foundation 例えば連続フーチング基礎のように，独立したフーチ
ング相互間を部材で連結したもの．

連続載荷 れんぞくさいか continuous loading 土のせん断試験での載荷方法で，単調載荷のうち一定
の荷重増加速度で連続的に荷重を増していく方法．

連続サンプリン
グ

れんぞくさんぷりん
ぐ

continuous sampling 連続的にサンプリングを行なうボーリング方法．試料
が乱されていない（乱れが少ない）ことが条件．

連続式沈下計 れんぞくしきちんか
けい

continuous settlement
gauge

支持層に下端を固定したロッドと地表部の沈下板の相
対変位から沈下量を測定する装置．

連続式溝掘り機 れんぞくしきみぞほ
りき

continuous trenching
machine

アームの先端に取り付けたカッタスクリュを回転させ
ることにより連続的に溝を掘る機械．

連続地震探査 れんぞくじしんたん
さ

continuous profiling 反射法弾性波探査で用いる方法．地震計を等間隔に並
べ，同じ位置に爆破点を設けて地震記録を得る．



連続褶曲 れんぞくしゅうきょ
く

continuous fold 褶曲が連続的に分布する，褶曲軸が線上に分布するな
どの特徴を備えた褶曲様式の一形態．不連続褶曲と対
をなす．

連続スペクトル れんぞくすぺくとる continuous spectrum 特定の波長範囲で，波長について連続的な強度分布を
示すスペクトルで，吸収スペクトルはその一例であ
る．

連続速度検層 れんぞくそくどけん
そう

continuous velocity
logging

連続検層の一つ．1～数ｍ区間の地震波速度の深さ分布
を連続的に求める．

連続体力学 れんぞくたいりきが
く

continuum mechanics 物質は分子レベルで考えると不連続だが，巨視的に物
質を連続体と理想化して扱う力学．固体力学・流体力
学・気体力学が含まれる．

連続地中壁 れんぞくちちゅうへ
き

diaphragm wall 地下を機械で壁状に連続掘削し，安定液で壁を保護し
て作る鉄筋コンクリート壁．地下連続壁ともいう．

連続的垂直探査 れんぞくてきすい
ちょくたんさ

continuous vertical
electrical sounding

電気探査で，高密度の測定点を設けた上で地下構造モ
デルを基に逆解析し，正確な地下構造解析を進める方
法．ＣＶＥＳ法ともいう．

連続的垂直探
査，ＣＶＥＳ法

れんぞくてきすい
ちょくたんさ，しー
ぶいいーえすほう

continuous vertical
electrical sounding,
CVES

電気探査で，高密度の測定点を設けた上で地下構造モ
デルを基に逆解析し，正確な地下構造解析を進める方
法．

連続梁 れんぞくばり continuous beam ３点以上で支持されている梁（はり）．単純梁に比べ
て曲げモーメントが小さくなる．

連続波レーダー れんぞくはれーだー continuous-wave radar パルス変調されず発信周波数が連続的に変化する正弦
波を送受信するレーダー．発信エネルギーがパルス型
レーダーより大きいため地盤調査で探査範囲を拡大す
るために用いる，

連続反応系列 れんぞくはんのうけ
いれつ

continuous reaction
series

マグマの温度降下に伴い，早期晶出の鉱物と液との反
応で不連続な相変化を起さずに順次晶出する鉱物の系
列．

連続フーチング
基礎

れんぞくふーちんぐ
きそ

continuous footing
foundation

帯のように長いフーチングで上部構造を支えるもの．

連続ミキサ れんぞくみきさ continuous mixer コンクリートの練混ぜ，排出を連続的にできるよう
に，スクリュー状のブレードと連続容積計量装置を備
えたミキサ．

連続硫化水素濃
度測定

れんぞくりゅうかす
いそのうどそくてい

continuous H2S

measurement

人体に有害な物質である硫化水素を，坑井などで酢酸
鉛との反応を利用して測定すること．

蓮台寺鉱山 れんだいじこうざん Rendaiji mine 静岡県下田市蓮台寺にあったAu・Ag・Mn鉱山．母岩は
鮮新世のプロピライト化した複輝石安山岩および同質
凝灰岩．

レンチ断層 れんちだんそう wrench fault 移動の方向が断層面の走向に平行な断層で，断層面が
ほぼ垂直に近いもの．走向移動断層の一つ．

連通管式沈下測
定

れんつうかんしきち
んかそくてい

syphon type settlement
measuring

沈下測定ポットと基準ポットを水を満たした管で連結
し,ポットの水面の変動から構造物や地盤の沈下を測定
する方法.



練鉄 れんてつ wrought iron 製鋼の場合よりも低い温度で半溶融状態で作られる純
度の高い鉄．鍛鉄（たんてつ）ともいう．

レントゲン れんとげん roentgen, R X線またはγ線の照射によって空気から放出された電離
性粒子により生じる照射線量の単位．

連絡横坑 れんらくおうこう crosscut, connecting
gallery

トンネルの坑道どうしを互いに連絡するほぼ水平な坑
道．

漏洩電流 ろうえいでんりゅう leakage current 工場などの産業設備や電車の軌道などから大地に漏れ
出た電流で，電気探査の際に人工的なノイズ源とな
る．

漏気 ろうき air leakage 圧気工法によるトンネル掘削で坑内の圧縮空気が地山
を破壊しない程度で漏れること．砂礫地盤では漏気が
多い．

漏水 ろうすい leakage 主にダムで，貯水池の水が岩盤中あるいは堤体中を伝
わって貯水池の外に流出する現象．

漏水処理 ろうすいしょり leakage water treatment トンネル覆工完成後の漏水対策．鉄板・合成樹脂・管
などで集水して排水施設に導く．

漏水対策 ろうすいたいさく resistance to embankment
leakage

堤防の漏水対策では，斜面に対しての菰張りや立篭
工，また透水性地盤に対しては月の輪や，釜段工があ
る．

漏水防止 ろうすいぼうし leakage prevention ①上水道の管路網における漏水を防ぐことにより，有
効水量を向上させる処置．
②浸透流を抑制し構造物の安定を図る処置．

漏水量測定 ろうすいりょうそく
てい

leakage water measuring ダムなど遮水構造物や基礎の漏水の挙動を観測するこ
と．

漏水量測定装置 ろうすいりょうそく
ていそうち

leakage water measuring
system

ダムなど遮水構造物や基礎の漏水の挙動を観測するた
めの設備．

蝋石 ろうせき pyrophyllite 流紋岩，安山岩などが熱水変質を受け形成される葉ロ
ウ石を主成分とする岩石．ち密塊状でロウ感がある．

漏斗管 ろうとかん funnel 練り上がったコンクリートを高所より下部施工面に投
げおろす時，材料の分離を起こさないようにするため
に設備するじょうご状の管．

老年期 ろうねんき stage of old age,
gerontic stage, old
stage

デービスの地形輪廻の第３番目の段階．晩壮年期以
後，山地は次第に低くなり波浪状の起伏地形になる時
期．壮年期の次の段階．

ロウの圧密セル ろうのあつみつせる Rowe consolidation cell 径250㎜までの試料の室内圧密試験を実施する装置．供
試体が大きい程，原位置の地層を再現できる．

ローカルマグニ
チュード

ろーかるまぐに
ちゅーど

local magnitude リヒターによって定義されたマグニチュードで，浅い
局地的な地震のみに適用．震央距離100㎞に置かれた地
震計の最大振幅の常用対数．



ローガン ろーがん Logan, Sir William
Edmond Logan

カナダ楯状地の先カンブリア系を調査し岩相上の特徴
からこれを二大別し先カンブリア系の標準層序を確立
した研究者．カナダ地質調査所長．

ローズダイヤグ
ラム

ろーずだいやぐらむ rose diagram 面構造や線構造がもつ方向性を，各方位ごとの頻度を
表わす線とそれらを結ぶ線で表現する方位頻度図．

ローゼンクビス
ト法

ろーぜんくびすとほ
う

Rosenqvist method 地層の腐食性を推定する原位置試験方法．電極を地中
に打ち込み，地層の比抵抗を求め，腐食性を推定す
る．

ロータリー掘削 ろーたりーくっさく rotary drilling 回転式さく井と同義．

ロータリーコア
サンプル

ろーたりーこあさん
ぷる

rotary core samples ロータリー式ボーリングにより，コアチューブの中に
採取された試料．

ロータリーサウ
ンディング法

ろーたりーさうん
でぃんぐほう

rotary sounding method ボーリング時の，推力・トルク・水圧などの情報から
一軸圧縮強度などの地盤物性を評価する方法．

ロータリー式掘
削機

ろーたりーしきくっ
さくき

rotary drilling rig ビットを先端に付けた掘管をロッドを通じてロータ
リーテーブルで回転させて掘削する掘削機．

ロータリー式サ
ンドサンプラ

ろーたりーしきさん
どさんぷら

rotary sand sampler ロータリー掘削式のサンドサンプラの一種．ボーリン
グバルブで気密を保つ方式で，三重管構造．

ロータリー式ト
ンネル掘進機

ろーたりーしきとん
ねるくっしんき

rotary type tunnel
boring machine

機械自身で土圧を支え，先端部のロータリー式ビット
で切羽の切削を行いつつ前進するトンネル掘削機．

ロータリー式
ボーリング

ろーたりーしきぼー
りんぐ

rotary drilling 回転式さく井と同義．

ロータリー
ショットドリル

ろーたりーしょっと
どりる

rotary shot drill 発破孔の穿孔に使用されるすべてのロータリードリ
ル．

ロータリースイ
ベル

ろーたりーすいべる rotary swivel 中心部に泥水の通路を有し，回転するケリーと回転し
ないロータリーホースとを水密に接続する器具．

ロータリーテー
ブル

ろーたりーてーぶる rotary table ロータリー掘削に用いる機具の一部．掘削時には掘管
を回転させ，それ以外の時は掘管の受台となる．

ロータリードリ
ル

ろーたりーどりる rotary drill 推力のかかったノミ先を回転させて岩盤などの削孔を
行う機械．

ロータリーパー
カッションドリ
ル

ろーたりーぱーかっ
しょんどりる

rotary percussion drill 回転と打撃により穿孔する機械．

ロータリーパー
カッション方式

ろーたりーぱーかっ
しょんほうしき

rotary percussion method 送水を行いながら金属製のビットに回転と衝撃力を与
えて削孔を行うボーリング方法．



ロータリーパー
カッションボー
リング

ろーたりーぱーかっ
しょんぼーりんぐ

rotary percussion
drilling

回転するビットに油圧ハンマーなどで打撃エネルギー
を与え地層を破砕しながら掘削するボーリング方法．

ロータリーフォ
イルサンプラ

ろーたりーふぉいる
さんぷら

rotary foil sampler デニソン型サンプラの内管にフォイルサンプラを組み
入れたもの．

ロータリープ
ローブボーリン
グ

ろーたりーぷろーぶ
ぼーりんぐ

rotary prove drilling ケーシングを用いない全断面掘削ボーリングの総称．
掘進速度が速く，安価．

ロータリーボー
リングマシーン

ろーたりーぼーりん
ぐましーん

rotary drilling machine ビットを加重回転させて岩石を粉砕切削し，またはく
りぬいてコア（岩芯）を採取する穿孔機．

ローディング
ショベル

ろーでぃんぐしょべ
る

loading shovel ショベル系掘削機の一つで，主として機械の乗ってい
る地盤より高い部分の掘削・積込みを行う機械．

ローデ角 ろーでかく Lode's angle 三主応力制御試験における最大主応力方向の中間主応
力方向への傾斜角度θ．

ロードカッタ ろーどかった road cutter アスファルト舗装路面を切削・整形するためのドラム
カッタを本体の中央部に備えた機械．

ロードキャスト ろーどきゃすと load cast 砂岩層の下底面に形成される球根様・乳頭状または不
規則な形の突起．流痕とは異なり方向性は示さない．
荷重痕ともいう．

ロードスィパ ろーどすぃぱ road sweeper 道路の路面清掃用の機械．路面のゴミを掃き取る方法
によりブラシ式と真空吸込式の２種類に分けられる．

ロードスタビラ
イザ

ろーどすたびらいざ road stabilizer 路盤や路床の改良のため用いられる機械で，自走しな
がらロータで路盤材などを掻き起こし，混合する．

ロードストラク
チャー

ろーどすとらく
ちゃー

load structures 密度や圧力が異なる物質の境界に生成する過剰間隙水
圧を生じやすい構造．

ロードセル ろーどせる load cell 物体に加えられた外力を弾性体あるいは油圧で受け
て，これらに生じた変形または油圧の変化を圧力計で
測定して荷重を求めるもの．ロードセルともいう．荷
重計と同義．

ロードヒータ ろーどひーた road heater アスファルト舗装の表面にできた凹凸を削って平滑に
するため，オイルバーナや輻射熱で表層部を加熱する
装置．

ロードヒーティ
ング

ろーどひーてぃんぐ road heating 熱により路面の凍結防止や融雪を行うこと．熱源とし
て電気・温水などが用いられる．

ロードヘッダ ろーどへっだ roadheader トンネル機械掘削機の一種．ブーム先端のビットのつ
いたドラムが回転して掘削するもの．

ロードローダ ろーどろーだ road loader 前面につけたバケットでダンプトラックなどに土石の
積込みを行う機械．クローラ型と車輪型がある．



ロードローラ ろーどろーら road roller ２～４個の鉄製のローラーを車輪とし，その自重で地
盤を締固める自走式の締固め機械．

ローパスフィル
タ

ろーぱすふぃるた low pass filter 低域フィルタ．一定の周波数以下の電磁波を透過させ
て，その他は十分に減衰させて取り除くフィルタ．

楽平統 ろーぴんとう Lopingian series 中国中・南部揚子江盆地の上部ペルム系．下半部の呉
家坪階と上半部の長興階に区分．各階とも岩質は石灰
岩．

ローム ろーむ loam 本来は砂と粘土が混じりあった土の名称．関東ローム
などの火山灰質粘性土にも用いられている．

ローム質土 ろーむしつど 砂分，シルト分，粘土分が混じり合った火山灰起源の
性質を持つ土．

ローム層 ろーむそう loam horizon 黒ボク土の母材であり，火山灰起源の赤色土層のこ
と．関東ローム層などが日本では有名．

ローラカッタ ろーらかった roller cutter トンネルボーリングマシンに使われているカッタの一
種．ヘッド部に固定した軸のまわりを自由回転する
カッタ．

ローラゲート ろーらげーと fixed roller gate 上下に開閉するタイプのゲートで，扉体の両側にロー
ラをつけ，巻き上げ力を軽減するようにしたもの．

ローラシア階 ろーらしあかい Rauracian stage ジュラ系の上部階．フランスのジュラ山脈に分布し，
化石を多く含む石灰岩が主体．

ローラ転圧コン
クリート舗装

ろーらてんあつこん
くりーとほそう

roller compacted
concrete pavement

転圧コンクリート舗装と同義．

ローラビット ろーらびっと roller bit ローリングカッタビットのことで，大孔径回転式掘削
機に使用されるトリコンビットもその一種．

ローラミル ろーらみる roller mill 回転するローラと円板またはリング内面との間で原料
を押しつぶすことにより粉砕を行う機械．

ローリングゲー
ト

ろーりんぐげーと rolling gate 堰柱の間に鋼製の円筒型扉体を水平方向に取付け，扉
体を回転させながら扉体を上下させる形式のゲート．

ローレンシア花
崗岩

ろーれんしあかこう
がん

Laurentian granite カナダ楯状地の始生代花崗岩．

ローレンシア造
山運動

ろーれんしあぞうざ
んうんどう

Laurentian orogeny およそ25億年前に北米大陸で生じた造山運動．現在で
は使用されない用語．

ローレンシア楯
状地

ろーれんしあたて
じょうち

Laurentian shield 北米大陸北東部とグリーンランドに広く分布する先カ
ンブリア楯状地の総称．



ローレンタイド
氷床

ろーれんたいどひょ
うしょう

Laurentide ice sheet 更新世の氷期に北米大陸の中・北部をおおった巨大な
氷床．氷床の南側では多量の融氷堆積物が河川で運ば
れた．

ローレンツ因子 ろーれんついんし Lorentz factor 結晶による回析X線の積分反射強度の式に現れる因子の
一つで，通常Lを用いて表す．

ロガー ろがー logger データロガーと同義．

ろ過池 ろかいけ filter basin 水質浄化のためのろ過を行う池や容器の総称．ろ過の
方式によって，ろ材・構造が組み合わされる．

ろ過器 ろかき filter 固体と液体および固体・液体と気体の分離,光波･音波･
振動・電流などを周波数で分離するために用いる器具
の総称．「フィルタ｣の方が一般的

ロガ式粘結試験 ろがしきねんけつし
けん

roga test 石炭のこう（膠）着度を測定する試験法の一種．

ろ過砂 ろかすな filter sand 水質浄化のためのろ材として使用する砂．物理的な機
能と表面付着の生物膜による生物的な機能を果たす．
ろ砂（濾砂）ともいう．

ろ過速度 ろかそくど filtration rate 浄水・排水処理のためのろ過設備の通水速度．ろ過水

量をろ過面積で除したものでm3/m2/日またはm/日で表わ
す．

ろ過損失水頭 ろかそんしつすいと
う

head loss of filtration 浄水処理・排水処理設備のろ過処理でろ過工程により
失われる水頭．

路肩 ろかた shoulder 道路の両側に設けられた有効幅員以外の路面．有効幅
員部分の保護と車道の効用確保のため設けられる．

ろ過膜 ろかまく filter film, cover of
filth

浄水処理・廃水処理のろ過に用いるフィルタ膜．

炉乾燥 ろかんそう oven dry 110℃の恒温乾燥炉を用い，土の水分を蒸発させるこ
と．土の含水量試験などでは質量が一定になるまで続
ける．

ログ ろぐ log 坑井に関する記録や表示の総称．工程記録・地質区
分・各種物理検層結果などを図式表示したもの．

６０％粒径 ろくじゅっぱーせん
とりゅうけい

grain size correspond to
60% finer by weight

粒径加積曲線で，質量百分率が60%に相当する粒径．

麓屑面 ろくせつめん colluvial slope, talus
cone

懸崖または急斜面で主に重力によって上から岩屑が崩
れ落ち，麓の所にたまって生じた半錐状の堆積物の
面．

ログティ法 ろぐてぃほう log t method,
Casagrande's method

圧密試験において，一次圧密の範囲を圧密沈下量とそ
れに要した時間の対数との関係曲線を用いて求める方
法．



六フッ化ウラン ろくふっかうらん uranium hexafluoride
（UF6）

ウランとフッ素の化合物（UF6）．気体状の六フッ化ウ

ランはウラン濃縮の製造工程に実用化されている．

六面体要素 ろくめんたいようそ hexahedral element 三次元問題の解析で用いられる６個の面で囲まれた立
体要素．４個の面で囲まれた４面体要素とともに解析
の基本をなす．

ろ砂 ろさ filter sand ろ過砂と同義．

ろ材 ろざい filter media 浄水処理・排水処理などのろ過処理に用いる砂・砕
石・けい藻土・活性炭・アンスラサイトなどの媒体の
総称．

ロサンゼルスす
り減り試験

ろさんぜるすすりへ
りしけん

Los Angeles abrasion
test

岩石試料間および鋼球との磨耗負荷による損失重量か
ら，すり減り抵抗を求める試験．

ロジメントティ
ル

ろじめんとてぃる lodgement till 氷河によって直接的に堆積した堆積物の中で，氷河下
において岩砕片と岩床との摩擦により生じたもの．

露出 ろしゅつ outcrop 地層などが地表に現れている状態．地質踏査では，露
出を観察してルートマップを作成する．露頭と同義．

路床 ろしょう subgrade 舗装された路盤の下部約1mの部分のことで路盤全体を
支持する．

路床改良 ろしょうかいりょう improvement subgrade
soil

軟弱な路床の支持力を高めることで，石灰安定処理工
法・置換え工法などがある．

路床土 ろしょうど subgrade soil 路床を構成する土．在来の地盤を構成している土・盛
土に使用した土・置換土などよりなる．

路床排水 ろしょうはいすい subgrade drainage 路床部の地下水位を低下させるために暗きょ（暗渠）
などで排水すること．

ロゼットゲージ ろぜっとげーじ rosette gauge 貼付された二次元平面内の主応力の大きさと方向の測
定に用いられる多軸ひずみゲージ．３または４方向の
ひずみゲージを１枚のベースに接着したものが製造さ
れている．

路線測量 ろせんそくりょう route surveying 道路，鉄道，水路など線状構造物の測量.

路線地質図 ろせんちしつず route map 踏査図と同義．

六ヶ所村核燃料
サイクル三施設

ろっかしょむらかく
ねんりょうさいくる
さんしせつ

Rokkasho nuclear fuel
cycle base

青森県六ヶ所村に建設されているウラン濃縮施設，再
処理施設，低レベル放射性廃棄物貯蔵施設．

ロッキー地向斜 ろっきーちこうしゃ Rocky Mountain
geosyncline

北米コルジレラ地向斜が造山運動で分化し，東部地域
に残った劣地向斜．地向斜モデルに基づく．



ロッキング現象 ろっきんぐげんしょ
う

rocking 建物基礎が回転して発生する振動成分など力を加えた
面内での回転運動．

ロックアンカー ろっくあんかー rock anchor 定着部分が岩盤中にあるアンカー．定着部分が土砂中
にあるアンカーはアース（ソイル）アンカーという．

ロックウール ろっくうーる rock wool 適当な組成の岩石を溶融したものを急冷して作る繊
維．石綿の代用や防火織物などに使用している．

ロックウェル ろっくうぇる rockwell ロックウェル硬度計で測定された硬さの単位．

ロックウェルか
たさ試験

ろっくうぇるかたさ
しけん

Rockwell hardness test 鋼球あるいはダイヤモンドを押し込んで，生じた窪み
の深さにより硬度を決定する試験．

ロックコント
ロール

ろっくこんとろーる rock control 岩石制約と和訳する．地形形成におよぼす岩石の影
響．

ロック材料 ろっくざいりょう rock materials フィルダムの透水ゾーンに使用される材料．新鮮・堅
硬で比重が大きな岩石が適するが，各種の材料を用い
て堤体ゾーニングでカバーする方法もある．

ロック敷居 ろっくしきい lock sill 運河でロックのゲートを支える凸状の構造物．

ロック室 ろっくしつ lock chamber 運河の上下流両水門の間をつなぐ水位調整室．

ロックストラッ
ト

ろっくすとらっと rock strut 大規模地下空洞の変形を抑えるため，空洞長軸方向の
中央下部に残される岩盤

ロックスベリー
蛇紋岩帯

ろっくすべりーじゃ
もんがんたい

Roxbury serpentinite 米国バーモント州中部の蛇紋岩主体の超塩基性岩体．

ロックせん断試
験

ろっくせんだんしけ
ん

rock shear test 供試体周辺の岩盤を掘り下げ，地山に繋がった供試体
を直接せん断する原位置岩盤せん断試験方法．

ロックドコイル
ロープ

ろっくどこいるろー
ぷ

rocked-coil rope 外側に異形の素線を用いて互いにかみ合わせることに
よって，磨耗・形崩れなどに対する抵抗性を増した構
造用ワイヤロープの一種．

ロックドサンド ろっくどさんど locked sand 自然砂の一種で，特徴として，粘着性の欠如，高石英
質鉱物，高強度，低空隙性，古い地質年代などがあ
る．

ロックビット ろっくびっと rock bit ロックビットボーリングに用いられる全断面掘削の
ビット．基本的にトリコーンビットをさす．

ロックビット
ボーリング

ろっくびっとぼーり
んぐ

rock bit drilling 全断面掘削を行なうロータリーボーリング工法で，基
本的にトリコーンビットが用いられる．



ロックピラー ろっくぴらー rock pillar 地下の掘削において，空洞安定のために残された柱状
の未掘削部分．

ロックフィル ろっくふぃる rockfill 岩石を積み上げて作った堤状の構造物．

ロックフィルダ
ム

ろっくふぃるだむ rockfill dam 岩石を主材料として盛り立てられたダム．表面または
内部に遮水壁を有する．

ロック壁 ろっくへき lock wall 運河の上下流の扉室を連絡するロック室の側部，底部
を構成する壁．

ロックボルト ろっくぼると rock bolt トンネルや岩盤の切取りなどで岩盤に穿孔して打込む
ボルト．緩んだ部分を深部の安定岩盤に締付ける作用
をする．

ロックボルト軸
力

ろっくぼるとじく
りょく

tension of rock bolt ロックボルトにかかる軸方向の引張力．

ロックボルト軸
力測定

ろっくぼるとじく
りょくそくてい

measurement of tension
of rock bolts

地山に設置されたロックボルトに発生している軸力の
大きさとその分布状態を測定すること.これにより,適
切なロックボルトの本数,長さ,ピッチを検討する.

ロックボルト引
抜試験

ろっくぼるとひきぬ
きしけん

pull out test of rock
bolt

ロックボルトが地山に定着されて引張り部材として機
能しているかどうかを引抜き耐力を求めて判断する試
験．

六甲災害 ろっこうさいがい Rokko disaster 1938年7月神戸市を中心に付近一帯の市町村におよぼし
た豪雨による大水害．死者不明557人，全壊家屋4,039
戸とされている．

六甲衝上断層 ろっこうしょうじょ
うだんそう

Rokko thrust 六甲花崗岩が有馬層群に衝上する断層．六甲山地の北
側を東北東－西南西方向に走る．丸山盆地周辺の５ヶ
所の露頭が天然記念物となっている．

六甲断層 ろっこうだんそう Rokko fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，東西方向．六甲山地
に位置し延長7㎞．有馬－高槻構造線の西端延長部に相
当する．

六甲トンネル ろっこうとんねる Rokko tunnel 山陽新幹線の長大トンネル(延長16.25km)で大部分花崗
岩よりなる．数条の活断層と斜交し破砕帯からの湧水
処理のため，多くの迂回坑と大孔径水抜きボーリング
が実施された．

六甲変動 ろっこうへんどう Rokko movements 鮮新世から更新世にかけて主に瀬戸内海周辺で生じた
地殻変動．この変動で六甲山が形成された．

ロット ろっと lot 商品の生産や出荷の単位としての，同一条件で作られ
た製品の集まり．または，抜取検査の際の提出成果物
の集まり．

ロッド ろっど rod ボーリングロッドと同義語．

ロッドカップリ
ング

ろっどかっぷりんぐ rod coupling ２本のロッドを接続するための，両端にピンねじの切
られたカップリング．



ロッドコンパク
ションパイル工
法

ろっどこんぱくしょ
んぱいるこうほう

rod compaction piling
method

バイブロハンマーに接続したロッドを地盤中に貫入
し，その上下振動により地盤を締固める工法．

ロッド注入 ろっどちゅうにゅう rod injection グラウトの注入方法の一つで，ボーリング掘削ロッド
をそのまま使用して先端から注入材を注入すること．

ロッドミル ろっどみる rod mill 機械内面の長さよりやや短い綱棒(ロッド)を粉砕媒体
として使用する回転ミル．砕石を砕いた砂を作るのに
使用．

六方晶系 ろっぽうしょうけい hexagonal system 結晶を形態から分類した７結晶系の一つ．六回回転軸
または六回回反軸を主軸と，主軸に垂直な面内の120°
の角をなす３本の側軸で表す．

露天化作用 ろてんかさよう weathering 風化作用と同義．

露天化残留鉱床 ろてんかざんりゅう
こうしょう

weathering residual
deposit

風化残留鉱床と同義．

露天坑井法 ろてんこうせいほう glory holes 摺鉢形の露天採掘場で採掘し，坑井と坑道によって採
掘物を取出す方式．

露天採鉱法 ろてんさいこうほう open-cut mining 表土や被覆地層を除去し，鉱体を地表から直接採掘す
る方法．露天掘りともいう．

露天採石 ろてんさいせき open cut (openpit)
quarrying

岩石を地上で採掘する方式．

露天掘り ろてんぼり open-cut mining 露天採鉱法と同義．

露天掘り発破 ろてんぼりはっぱ open face blasting 露天掘りなどの際に用いる発破法で，岩盤を地表面に
沿って広く・浅く破砕する発破法．

ろ土 ろど Lodootbraunerde（独） 厚層黒ぼく土壌または多湿黒ぼく土壌にあたる．かつ
て北海道で腐植質火山灰土に用いられた通称．

露頭 ろとう outcrop 岩石・地層・鉱床などの一部が，自然にまたは人工的
に地表面に現れている部分．

露頭線 ろとうせん line of outcrop 地層の境界面（層理面，貫入面，など）が，地表面に
交わってできる線．地質図上の地質区分境界線．

露頭柱状図 ろとうちゅうじょう
ず

columnar section of
outcrop

一つの露頭において地層の状況を長柱状に記載した
図．第四系の調査で用いられることが多い．

路盤 ろばん roadbed 舗装面から伝えられる交通荷重を分散して路床に伝え
るための層で，砕石などを締固めて作られる．



路盤工 ろばんこう subgrade 路盤を造成するための工事．通常は下層と上層に区分
して造成される．

路盤コンクリー
ト

ろばんこんくりーと track bed concrete コンクリート舗装のこと．道路トンネルのコンクリー
ト版の厚さは最小20㎝．

ロマプリータ地
震

ろまぷりーたじしん the 1989 Lomaprieta
earthquake

1989年10月17日にサンフランシスコ市の南東90㎞，サ
ンアンドレアス断層の南端近くで発生したM7.1の被害
地震．死者62人とされている．

路面排水 ろめんはいすい surface drainage 路面への雨水・路上の融雪水などを集水し，側溝など
により排水すること．

路面覆工 ろめんふっこう road decking 開削工法で，一般交通の路面荷重を支えるために施工
期間中設置される施設．覆工板や土留め杭などからな
る．

路面流雪工 ろめんりゅうせつこ
う

snow melting　by road
flushing water

消雪用の水を路面に流すことが出来るようにするため
の施設．

ロモノソフ海嶺 ろものそふかいれい Lomonosov ridge 北極海のカナダ海盆とシベリア海盆にはさまれた海嶺
で，ノボシビルスク諸島からエルスミア島に至る海
嶺．

ロラン航法 ろらんこうほう loran navigation Long Range Navigation という航法システム．パルス
信号の到達時間差を利用して，船舶の位置を知る航空
海洋電波航法．

ロングベンチ工
法

ろんぐべんちこうほ
う

long bench cut method トンネル掘削工法のうち，上半先進工法で下半部とは
100m以上離して並進する工法．安定した地山に適す
る．

論田地すべり ろんでんじすべり the Ronden landslide 1890年に富山県氷見市論田で発生した地すべり．人家
50戸が被災したとされている．

ロンドンクレイ ろんどんくれい London clay イギリスに分布する新生代古第三系の固結した亀裂性
粘土．

論理地質学 ろんりちしつがく logical geology 地質情報を数学的に処理することを目的として地質学
的な原則などを数式化する研究を行う学問分野．

ワーカビリ
ティー

わーかびりてぃー workability 固まっていないコンクリートの柔らかさの程度および
材料の分離に抵抗する程度．

ワード統 わーどとう Wordian series 米国テキサス州西部に分布する中部ペルム系．石灰岩
や砂岩などから構成される．

ワーラムピエゾ
メータ

わーらむぴえぞめー
た

Warlam piezometer 空気式のピエゾメータの一種．

ワイウタ統 わいうたとう Waiuta series ニュージーランド南部に分布する原生界．グレーワッ
ケと粘板岩の互層からなる.



ワイセンベルグ
写真

わいせんべるぐしゃ
しん

Weissenberg photograph 単結晶試料を回転させ，回転軸に垂直に入射したＸ線
の回析像を円筒フィルム上に記録したもの．結晶構造
解析に用いる．

ワイドアングル
測定

わいどあんぐるそく
てい

wide angle measurement 地下レーダー探査において地盤の電磁波伝播速度を求
めるために行う測定．送信アンテナを固定し，受信ア
ンテナだけを 一定速度で移動させながら測定する．

ワイプサンプラ わいぷさんぷら wipesampler ワイヤラインボーリングの外管内挿サンプラ．

ワイヤ式多層移
動計

わいやしきたそうい
どうけい

wire type multilayer
locomotion meter

ボーリング孔内に深度別に設置したワイヤを地上に引
き出しておき，その引き込み量からすべり面の位置・
移動量を測定する計器．

ワイヤ式沈下計 わいやしきちんかけ
い

wire type settlement
gauge

地中の固定点と地表部沈下板の相対変位をワイヤの移
動量から求める装置．

ワイヤストレイ
ンゲージ

わいやすとれいん
げーじ

wire strain gauge 電気抵抗線ひずみ計と同義．

ワイヤソーイン
グ工法

わいやそーいんぐこ
うほう

wire sawing method ワイヤソー（のこ歯加工したワイヤ）を用いてコンク
リート構造物などを切断する工法．

ワイヤライン
ケーブル

わいやらいんけーぶ
る

wire-line cable ワイヤラインコアバーレルのインナーチューブの昇降
に使用されるワイヤロープ．

ワイヤラインコ
アドリル

わいやらいんこあど
りる

wire line core drill ビットを孔底に置いたまま，コア抜き取り用のイン
ナーバレルのみをワイヤで上げ下げするボーリング工
法．掘進率を向上できる．

ワイヤラインコ
アバーレル

わいやらいんこあ
ばーれる

wire-line core barrel ロッドの上げ下げを行わずにコアの入った内管をワイ
ヤロープによって引上げ可能としている二重管からな
るボーリング掘削部．

ワイヤラインコ
アビット

わいやらいんこあ
びっと

wire-line core bit 二重管構造を持つワイヤラインコアバーレルの外管掘
削ビット．

ワイヤラインコ
アリング

わいやらいんこあり
んぐ

wireline coring コアを収容したインナーチューブをワイヤロープで孔
底から引き上げるコアリング方法．

ワイヤライン工
法

わいやらいんこうほ
う

wire-line boring ワイヤラインボーリングと同義．

ワイヤラインド
リルストリング

わいやらいんどりる
すとりんぐ

wireline drillstring ワイヤラインボーリングで掘削用のビットに接続して
掘削泥水を循環させるパイプ．

ワイヤラインド
リルロッド

わいやらいんどりる
ろっど

wire-line drill rod ワイヤラインコアバーレルなどが通過出来るように，
カップリングの内径がほぼフラットになったボーリン
グロッド．

ワイヤライン
フォーメーショ
ンテスター

わいやらいんふぉー
めーしょんてすたー

wire-line formation
tester

検層用ケーブルで孔井内に降下させ，目的の深度の地
層から流体サンプルを採取する装置．俗称ＦＩＴ
(Formation Interval Tester)．



ワイヤライン
ボーリング

わいやらいんぼーり
んぐ

wire-line boring 脱着自在の内管内蔵のコアバレルと特殊ロッドを用
い，内管のみを引き上げコアを採取する削孔工法．

ワイヤライン
リューブリケー
ター

わいやらいんりゅー
ぶりけーたー

wire-line lubricator 高い孔口圧力を抑制するための，グリース送入タイプ
の装置の注油器．グリースは，シールと同時にケーブ
ルの潤滑剤となる．

淮陽楯状地 わいようたてじょう
ち，ふぁいやんたて
じょうち

Huaiyang shield 中国の武漢から南京の長江の北側に分布する先カンブ
リア紀の楯状地．結晶片岩からなる．中朝地塊の一部
だが広く新生界に覆われ，独立した地塊をなす．

ワイラカイト わいらかいと wairakite CaAl2Si4O12･2H2O．単斜晶系．硬度5.5～6．比重2.26．

沸石の一種で，無色～白色の粒状結晶．凝灰岩中の火
山ガラスなどが変質して生成する．ワイラケ沸石とも
いう．

ワイラカイト帯 わいらかいとたい wairakite zone 沸石の一種であるワイラカイトの存在によって特徴づ
けられる熱水変質帯．

わい力鉱物 わいりょくこうぶつ stress mineral 変成岩中で高いせん断（剪断）応力下で形成された鉱
物．マグマから結晶が連続的に晶出する鉱物の系列．
ストレス鉱物ともいうが，現在は用いられない．

ワイルドウェル わいるどうぇる wild well 被圧井戸の一種で流出を制御している井戸．

ワイルドキャッ
ト

わいるどきゃっと wildcat 石油・天然ガスの試掘で，未知の産出層を探査するた
め，既存の産出井からかなり離れた地点で実施する試
掘井．

ワイルドキャッ
トドリリング

わいるどきゃっとど
りりんぐ

wild cat drilling 有用鉱物の賦存が不明の地域で行われるボーリング．
石油の場合は試掘と同義語．

Ｙレベル わいれべる Y-level 最も初期の頃の水準儀．望遠鏡がＹ形の支持架の上に
置かれた型の水準儀．

若狭大理石 わかさだいりせき Wakasa marble 福井県小浜市で産出する古生代の大理石．用途は室内
装飾用を主とする．

ワカティプ変成
帯

わかてぃぷへんせい
たい

Wakatipu metamorphic
belt

ニュージーランドの古生代から中生代ジュラ紀の地向
斜堆積物を起源とする変成帯．

若戸大橋 わかとおおはし Wakato bridge 北九州市の洞海湾に架けられた中央支間長367ｍの吊
橋．1962年に完成しわが国で初めて中央支間長が300ｍ
を越え，長大吊橋の端緒となった．

若松鉱山 わかまつこうざん Wakamatsu mine 鳥取県日野郡日南町に存在する国内最大のクロム鉱
山．母岩は層状の超塩基性岩体（かんらん岩（橄欖
岩））．

和歌山地方大水
害

わかやまちほうだい
すいがい

the 1953 Wakayama
district flood disaster

昭和28年（1953）7月に低気圧から伸びる前線の活動に
よる局地的豪雨により，和歌山県地方で熊野川・有田
川・日高川・貴志川などが氾濫し，下流地域は泥流で
覆い尽くされた．この水害の死者・不明者は，和歌山
県内だけで1000余人に達した．

枠組ダム わくぐみだむ crib dam ケーソンや木材，蛇かごなどで枠組みし，中に岩石や
土をつめて築造したダム．枠ダムともいう．



枠ダム わくだむ crib dam 枠組ダムと同義．

ワジ わじ wadi アラビア語で河谷の意味で，降雨後一時的に水が流れ
る川．アラビア半島や北アフリカの砂漠に見られる．
水無川ともいう．

鷲尾岳地すべり わしおだけじすべり the Washiodake landslide 1950年長崎県北松浦群江迎町で発生した地すべり．旧
国鉄江迎線に被害発生．

輪中 わじゅう polder 岐阜県の木曽川・長良川・揖斐川の下流域に見られる
堤防で囲まれた村落．

輪中堤 わじゅうてい ring levee, cycle levee 江戸時代に作られたものが多く，地域外からくる出水
を防止するために，集落の周囲を取り囲む堤防．

和田地すべり わだじすべり the Wada landslide 1982年に奈良県吉野郡西吉野村屋那瀬地区で発生した
地すべり．民家，農協，国道が水没．

渡瀬線 わたせせん Watase's line 奄美大島と屋久島との間に設定された生物地理区の境
界線．

和達ゾーン わだちぞーん Wadati-zone 深発地震面のことで，海溝から大陸側に向かって傾斜
しており，深さ数百㎞に及ぶ．和達・ベニオフゾーン
ともいう．

和達－ベニオフ
ゾーン

わだちべにおふぞー
ん

Wadati-Benioff zone 日本列島付近の深発地震面をさし，プレートテクトニ
クス誕生後，この面がプレート境界面と理解されてい
る．

わだち掘れ わだちぼれ rutting アスファルト舗装の路面で車輪の位置に連続的に生じ
る凹部．アスファルトの変形や磨耗，路盤の圧密沈下
などが原因．

和田真石 わだまいし Wadama ishi 長野県小県郡和田村産の石材．第四系安山岩で土木用
や墓石に使用．

綿向山断層 わたむきやまだんそ
う

Watamukiyama fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北北西方向．鈴鹿山
脈西部，綿向山に位置し延長11㎞．高度不連続で断層
露頭もみえる．

渡良瀬みかげ わたらせみかげ Watarase mikage 群馬県勢多郡東村沢入産の石材．中生界黒雲母花崗閃
緑岩で外柵，修景材に使用．沢入みかげと同義語．

和束谷断層 わつかだにだんそう Watsukadani fault 活断層．確実度Ⅰ，活動度Ｂ級，北東方向．京都府南
縁，相楽群内に位置し延長15㎞．断層崖の形態を示
す．

ワッケ わっけ wacke 砂岩の分類上，粘性土質基質が10～15%以上のもの．

和寒石 わっさむいし Wassamu ishi 北海道上川郡和寒町産の石材．中生界花崗斑岩で砕
石・土木用．



割石 わりいし prismatic stone 積石用に割った石材．間知石（面が方形 ，四方落と
し），割合（挟義；面がほづ方形，二方落とし），割
角石，小舗石など ．

割り栗 わりぐり crushed stone, rubble 割り栗石と同義．

割り栗石 わりぐりいし rubble 岩塊をぐり石程度（15cm内外）の大きさに割って作ら
れた砕石．ぐり石と同様の目的で使用される．

割り栗石基礎 わりぐりいしきそ rubble foundation 割り栗石を使用した基礎．割り栗石の隙間には小さな
砕石を目つぶしとして充填する．

割山変成岩 わりやまへんせいが
ん

Wariyama metamorphic
rock

阿武隈山地北部の宮城県亘理（わたり）町割山峠付近
を模式地とする低変成度の黒色片岩．阿武隈東縁変成
岩類の一つ．

ワルダイ氷期 わるだいひょうき Valdai glacial stage ロシア西部における最後の第四紀氷期．

割れ目火口列 われめかこうれつ fissure crater line 割れ目噴火において，割れ目上に線状の配列を呈する
火口．

割れ目系 われめけい fracture system 成因的に相互に関連性があり，系統的な割れ目の集ま
り．

割れ目指数 われめしすう fissuring index number 岩盤の弾性波速度の，原位置試験値ｖとボーリングコ
ア試験値Ｖとの比（ｖ/Ｖ）．

割れ目充填鉱床 われめじゅうてんこ
うしょう

fissure filling deposit 熱水作用などにより，岩石中の割れ目を有用鉱物がみ
たした板状の鉱床．

割れ目帯 われめたい fissure zone 各種の地質構造運動の過程に応じて生じた割れ目の集
中する部分．裂か（裂罅）帯あるいは断裂帯とも呼ぶ.

割れ目パターン われめぱたーん fracture pattern 割れ目が形成する特徴のある形態配列．

割れ目噴火 われめふんか fissure eruption 地圧で生じた地表の割れ目から生じる，粘性の低い流
動性の高い玄武岩質火山の噴火．火口が移動，拡大す
る特徴がある．1986年の伊豆大島の噴火がその例．

割れ目密度 われめみつど spatial density of
joints

岩盤上の単位長さまたは単位面積あたりの割れ目の数
の多少を表す尺度．

碗かけ わんかけ panning 鉱物の比重差を利用し，有用鉱物を選別する簡便な方
法．碗のふた，皿などを利用することから，この名が
ある．パンニングともいう．

ワンガヌイ統 わんがぬいとう Wanganui series ニュージーランドの北島南部を模式地とする鮮新統～
下部更新統.礫岩・砂岩・シルト岩などからなる.



湾曲 わんきょく inflection 大地形用語で弧状山脈または弧状列島において，弧の
曲率が著しく大きくなる部分．

湾入 わんにゅう sinus 腕足類の腹殻を上にして見た時の殻のくぼみのこと．

ワンワン統 わんわんとう Wanwanian series 中国の黄河盆地に分布する下部オルドビス系.大部分が
石灰岩とドロマイトからなる.
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