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１．平成 17 年度以前のボーリングデータについて 
 
「長崎県地震等防災アセスメント調査 報告書 平成 18 年 3 月」では、長崎県建設技術

センター（ＮＥＲＣ）及び国土交通省九州地方整備局所有のボーリングデータを使用して

地盤モデル化を行った。このうち、長崎県建設技術センター（ＮＥＲＣ）所有の業務より

収集したのは 2,459 業務であり、これらの業務で実施されたボーリング箇所数は 14,312 箇

所であった。これらのうち、メッシュの中で重複したり、工学的地震基盤（通常は岩盤や

良く締まった礫層）に達していないボーリング箇所は除き、地盤モデルに利用したのは

4,165 箇所である。 

従って、実施されたボーリング箇所のうち、地盤モデルとして利用できる割合（以後、

利用率と称する）は以下のとおりである。 

 

 

 

  

利用したボーリング箇所の分布を図 1-1 に示す。 

 

図 1-1 平成 17 年度液状化危険度マップ作成に利用したボーリング箇所の分布 
 「長崎県地震等防災アセスメント調査 報告書 平成 18 年 3月」 

より抜粋、一部修正。 

利用率＝29.1％ 
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一方、平成１７年度に収集したボーリングデータの業務数と箇所数より、年度別に１業

務当たりの箇所数（以後、箇所率と称す。箇所率＝箇所数／業務。）を算出し、図 1-2 に

示す。図 1-2 によれば、昭和 43 年度から昭和 56 年度までは 1 業務当たり 7～11 箇所のボ

ーリングが実施されているようであるが、昭和 57 年度以降は概ね 4～6 箇所程度となって

いることが分かる。昭和 43 年度から昭和 56 年度までと、昭和 57 年度以降の箇所率は以下

のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 
図 1-2 １業務当たりのボーリング箇所数（年度別） 

 

 

昭和 43 年度から昭和 56 年度  箇所率＝8.1 本/業務 

昭和 57 年度以降        箇所率＝5.2 本/業務 
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２．平成 18 年度以降の利用可能なボーリング箇所数について 
 
 平成 18年度以降のボーリング箇所の分布状況は位置情報がデジタル化されていないため

明らかではない。一方、平成 18 年度以降の長崎県建設技術センター（ＮＥＲＣ）が所有し、

ボーリング調査が実施されている業務数は下表に示すとおりである。 
 

表 2-1 長崎県建設技術センターが所有するボーリング調査業務数 

登録年度 登録業務数

平成 18 年 99

平成 19 年 93

平成 20 年 122

平成 21 年 131

平成 22 年 99

平成 23 年 62

合計 606

「長崎県建設技術センター（ＮＥＲＣ）」調べ 

  
従って、上記、１．の利用率及び箇所率より、平成 18 年度以降で地盤モデルに利用可能

なボーリング箇所数は下記の程度と推定される。なお、箇所率は公共建設事業費が縮減さ

れている状況を鑑み、昭和 57 年度以降の値を用いた。 
 
 

  
 
 
 
 
この箇所数は、「長崎県地震等防災アセスメント調査」で利用した箇所数（4,165 箇所）

の約２割に相当することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度以降の利用可能なボーリング箇所数  
＝業務数×箇所率×利用率 
＝606×5.2×0.291＝917 箇所 

3



  

 

一方、液状化現象は粘土や砂あるいは礫層が分布する、いわゆる低地部で生じる危険性

高い。そこで、地盤モデルに利用するボーリング箇所は全て低地部分に分布していると仮

定して、低地部における１メッシュ当たりのボーリング箇所の割合を平成 17 年度までと、

平成 18 年度以降で利用可能な推定ボーリング箇所を含めた割合を算出し、下表に示す。 

 

表 2-2 1 メッシュ当たりのボーリング箇所の割合 

  面積(ha) ①メッシュ数３） ②平成 17 年

度以前、利用

ボーリング

箇所数 

②/① ③平成 18 年

度以降、利用

可能推定箇

所数 

（②＋③）/①

総土地面積１） 409,464 66,500 

4165 

0.06 

917 

0.08 

総林野面積１） 246,499 39,400 0.11 0.13 

低地面積２） 162,965 26,100 0.16 0.19 

1) 2005 年農林業センサス 第７巻 P10 の総土地面積と林野面積を使用。 

2) 低地面積＝総土地面積－総林野面積。 

3) メッシュ面積を 250m×250m＝6.25×104 m2=6.25 ha として、算出。 

 
表 2-2 によれば、「平成 17 年度 長崎県地震等防災アセスメント調査」では１メッシュ

当たりのボーリング箇所割合は 0.16 となる。一方、長崎県建設技術センター（ＮＥＲＣ）

が所有し、今後、利用が可能と推定される 917 箇所のボーリング箇所を含めた１メッシュ

当たりのボーリング箇所割合は 0.19 となる。 
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３．評価手法について 
 
「長崎県地震等防災アセスメント調査 報告書 平成18年3月」でも使用したＦＬ法につ

いて、国土交通省の「液状化対策技術検討会議」の検討成果（参考資料－１参照）では東

日本大震災についても液状化発生を概ね整合して判定でき直ちに見直す必要性は低い、と

判断している。 

 従って、図 3-1～図 3-5 に示すＦＬ法で解析した「長崎県地震等防災アセスメント調査 報

告書 平成 18 年 3 月」の液状化危険度マップは、東日本大震災を踏まえても妥当であると

判断される。「長崎県地震等防災アセスメント調査」で算出した 5 つの活断層による液状

化危険度の分布図を図 3-1～図 3-5 に示す 

 

 
 
 

 
図 3-1 液状化危険度の分布（雲仙地溝北縁断層帯） 

 
 

メッシュサイズ：250m×250m 

液状化危険度 
(250m メッシュあたり) 

  ：(15<PL)   液状化危険度が極めて高い 
  ：(5<PL≦15)液状化危険度が高い 
  ：(0<PL≦5) 液状化危険度は低い 
  ：(PL=0)    液状化危険度はかなり低い 
  ：判定対象外（液状化しない） 
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図 3-2 液状化危険度の分布（雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動） 

 
図 3-3 液状化危険度（島原沖断層群） 

メッシュサイズ：250m×250m 

液状化危険度 
(250m メッシュあたり) 

  ：(15<PL)   液状化危険度が極めて高い 
  ：(5<PL≦15)液状化危険度が高い 
  ：(0<PL≦5) 液状化危険度は低い 
  ：(PL=0)    液状化危険度はかなり低い 
  ：判定対象外（液状化しない） 

液状化危険度 
(250m メッシュあたり) 

  ：(15<PL)   液状化危険度が極めて高い 
  ：(5<PL≦15)液状化危険度が高い 
  ：(0<PL≦5) 液状化危険度は低い 
  ：(PL=0)    液状化危険度はかなり低い 
  ：判定対象外（液状化しない） 

メッシュサイズ：250m×250m 
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図 3-4 液状化危険度（橘湾西部断層帯） 

 
図 3-5 液状化危険度（大村―諫早北西付近断層帯） 

メッシュサイズ：250m×250m 

メッシュサイズ：250m×250m 

液状化危険度 
(250m メッシュあたり) 

  ：(15<PL)   液状化危険度が極めて高い 
  ：(5<PL≦15)液状化危険度が高い 
  ：(0<PL≦5) 液状化危険度は低い 
  ：(PL=0)    液状化危険度はかなり低い 
  ：判定対象外（液状化しない） 

液状化危険度 
(250m メッシュあたり) 

  ：(15<PL)   液状化危険度が極めて高い 
  ：(5<PL≦15)液状化危険度が高い 
  ：(0<PL≦5) 液状化危険度は低い 
  ：(PL=0)    液状化危険度はかなり低い 
  ：判定対象外（液状化しない） 
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ここで、ＦＬ法及びＰＬ法による液状化危険度は下式で算出する。 

○ＦＬ法 
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４．液状化危険度マップ改訂について 
 
「長崎県地震等防災アセスメント調査」以降、新たに増える地盤情報には長崎県以外の

実施機関（国土交通省等）が所有しており、また（社）地盤工学会の地盤データベース改

訂版が近々。発行される計画もある。従って、先に示した県所有のボーリング箇所以上に

地盤情報が入手できる可能性はある。 

しかし、 

１）公共事業でのボーリング調査は、道路・河川・港湾・ダム・砂防事業で実施される

場合が多く、このうちダムや砂防事業は山地部行われるのは大部分である。一方、

道路・河川・港湾事業でのボーリング調査は液状化の危険性が高い低地部で実施さ

れる場合もあるが、路線沿いや河川沿い、あるいは港湾・漁港周辺に限られている。

このように、公共工事でのボーリングデータ分布には偏りがあり、県下全域で同じ

ような分布密度とはなっていないと推察される。 

２）平成１８年度以降の地盤モデル化に有効なボーリングの推定箇所数は、最大限に見

積もっても平成１７年度までに収集したデータ数の約２割程度と推定される。また、

１メッシュ当たりのボーリング箇所割合も 0.16 から 0.19 にわずかに増加する程度

と推定され、液状化危険度予測の結果に大きな差異が出るとは思えない。 

３）住宅瑕疵担保責任保険に加入する際に地盤調査行うことがあるが、個人情報であり

その情報を入手することは困難である。さらに一般的に地盤調査ではスウェーデン

式サウンディング（以後、ＳＷ法と称す）と呼ばれる調査方法を実施する。ＳＷ法

では地盤の締まり具合は計測できるが、液状化に対する安全率ＦＬを算出するため

のＮ値を換算式で求める必要があり、ＦＬ値の精度がやや劣る危険性がある。 

４）一方、「液状化対策技術検討会議」の検討成果では、 

・非液状化箇所のうち相当数の箇所で「液状化する」と判定されたこと 

・液状化判定は発生有無の判定であり地盤の変形量等を予測できるものではな

いこと 

を踏まえ液状化判定法等の高度化を図る必要がある、としている。 
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以上のことから、新たに活用可能なボーリングデータ数が相当程度蓄積された段階、あ

るいは、東日本大震災を踏まえた新たな液状化評価手法が確立した段階で、長崎県下全域

の液状化危険度マップを改訂することとする。 

なお、県民の液状化に対する注意喚起を図るための方法として以下の事が考えられ、今

後、検討を進めて行く。 

 

・５つの活断層地震ごとに作成している液状化危険度マップを重ね合わせた最大危険

度マップを作成する。 

・市町直下を震源とする地震による液状化危険度マップを新たに作成し、重ね合わせ

た最大危険度マップを作成する。 

・液状化現象は粘土や砂あるいは礫層が分布する、いわゆる低地部で生じる危険性が

高いため、「長崎県地震等防災アセスメント調査 報告書 平成 18 年 3 月」で整理

した図 4-1 の微地形区分図を基に、液状化の危険性に関する情報提供を図る。 

 

図 4-1 微地形区分 
 「長崎県地震等防災アセスメント調査 報告書 平成 18 年 3月」 

以上 
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「液状化対策技術検討会議」検討成果の要旨 

 
平成２３年８月３１日 

液状化対策技術検討会議 

 
１．被害実態等の把握 

・ 今回の地震では、関東地方においては、１都６県に渡って少なくとも９６市

区町村に及ぶ極めて広い範囲で液状化現象が発生した。 

・ 特に、東京湾岸部や利根川下流域等の埋立地、旧河道・旧池沼等で集中して

液状化現象が発生した。 

 

２．液状化判定法の検証及び発生メカニズムの確認・解析等 

・ 液状化発生箇所及びその周辺の１１２箇所を対象として、代表的な液状化判

定法であるＦＬ法により液状化判定を実施したところ、液状化発生箇所は全て

「液状化する」と判定され、「液状化しない」と判定される「見逃し」は無か

った。 

・ 一方、非液状化箇所のうち相当数の箇所で「液状化する」と判定されたこと

に留意し、更なる研究が必要であるが、ＦＬ法の判定式は今回の地震による液

状化の発生状況と概ね整合していると評価できる。 

・ また、今回の地震の特徴として注目されてきた「継続時間の長さ」、「繰り返

し回数の多さ」等の地震動特性については、ＦＬ法における考慮の方法（揺れ

の長い海溝型地震と短い直下型地震でそれぞれに係数 Cw を設けて計算する方

法）でも、一般的に液状化しやすいとされる地盤について、概ね整合して判定

できると評価できる。 

・ このほか、現行のＦＬ法で液状化の見逃しが生じるほどの傾向ではないもの

の、埋立等による造成年代の新しい地盤が、古い地盤より液状化しやすい傾向

が見られることや、地震動の継続時間が長かった今回の地震では過去の短い地

震と比較して液状化しやすい傾向が見られる等の知見が得られた。 

 

３．検討結果のまとめ及び今後の課題 

・ 検討の結果、ＦＬ法は今回の地震についても液状化発生を概ね整合して判定

できる、つまり見逃さない結果が得られ、ＦＬ法を直ちに見直す必要性は低い

ことが確認された。 

・ 一方、非液状化箇所のうち相当数の箇所で「液状化する」と判定されたこと

や、液状化判定は発生有無の判定であり地盤の変形量等を予測できるものでは

ないことを踏まえ、造成年代や地震動の継続時間等にも着目して更なる研究を

進め、液状化判定法等の高度化を図り、より効果的な対策につなげる必要があ

る。 

資料１ 
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