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2009年8月11日駿河湾地震による地盤の液状化

とそれに伴う被害について

太田良巳*1 * 2 .藍檀オメル*3 

The Characteristics of Ground Liquefaction Caused by the August 11， 2009 
Suruga Bay Earthquake 

Yoshimi OHTA， Omer AYDAN 

Abstract 

This paper describe the investigation results on the observed ground liquefaction sites caused by the August ll， 2009 

Suruga Bay Earthquake. The ground liquefaction was observed in the area between Shizuoka City and Omaezaki Ci旬 The

Iiquefaction phenomenon particularly occurred in reclaimed lands in the Yaizu port and Omaezaki port. However， the 

comparison of the areal distribution of observed liquefaction sites with those observed in the past earthquakes indicates that 

they are very similar to each other and they are al¥ located in al¥uvial grounc1 as expected. The empirical relations for 

estimating the liquefaction limit distance， lateral spreading are in accordance with observed values. 

Keywords: Suruga Bay Earthquake， liquefaction， sand boiling， lateral spreading， uplift， sett!ement 

1.はじめに

2009年 8月11日午前 5時7分ごろ，静岡県御前崎の北東

35km 沖の駿河湾を震源とした気象庁マグニチュード6.5の

地震が発生した.この地震は気象庁による正式な命名はさ

れていないが.筆者らは地震発生直後から迅速な調査を行

うにあたり駿河湾地震と通称して活動を行ったこの地震

により駿河湾を!こ1:1心として静問県の多 くの市町村で強い揺

れが計測された 特に伊豆市焼津市，牧之原市，御前崎

市では最大震度6弱を観測している.今回の地震における

被害の特徴として液状化，自然斜面および盛土の崩壊.墓

石の移動(転倒・すべり・回転)などがあげられるー本論

文では.地盤の液状化による被害について行った調査結果

を報告する.また，既存の液状化判定法と側方流動評価j去

を適用し比較を行うー

2. 地震の特性

気象庁発表による暫定的な本震の震源要素は以下の通り

2011ljo 4月 1EI受付 20ll"'f:' 7月131:1受理j!

である 川

発生時刻・ 2009年 8月11日5時7分

震央:北緯34度47.1分.東経138度29.9分

震源i奈さ:23km 

規模:M6.5 

また.国土地理院により公表されている断層パラメータ

は以下の通りである 2) 

走向角度:309。

傾斜角度 目380

Ip~ : 5.6km. 長さ・ 16.7km

すべり角:122。

すべり量:O.77m 

モーメントマグニチュード:Mw6.2 

発生機構は横ずれ成分を持つ逆断層型である.東海地域

で発生が危倶されている東海地震において想定されている

マグニチュードは8.0であり，地震エネルギーで比較する

と.今回の地震は想定されているものに対して約1/200で

ある 想定されている東海地震はプレート境界地震であ

る.駿河湾地震はスラブ内地震であり想定されている東海

地震とは異なっている

* 1 Jt[illj，大学大学院総合主Il工学研究事1. (Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering， Tokai University) 
* 2 fJI.布 独立行政i1;人原子力安全基継機構(IncorporaleclAdministrative Agency ]apan Nuclear Energy Safety Organization) 
* 3 東海大キ:ilij，itf学部海洋研究liJr(Ocean Research Institute， Tokai University) 
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3.静岡県の地質と地震動

静岡県の地質は大きく分類すると東部・ 1:1:1音1;.西部でそ

れぞれ異なっており，地域ごとに特徴がある (Fig.1).静

岡県東部地域 (伊豆地域など)の火111噴出物や事rr第三紀火

山岩や中部地域の巾生代白IJ[i紀の地層，西部地域の秩父中

古土t:.層に大きく分けることができる このように静岡県の

地質は東部に火山科が多く分布し 1:1:1T!Ii部は大部分が堆積

岩で占められ.北西縁に変成岩類がわずかに分布してい

る 1:1:1部地域においては糸魚川一静岡構造線を境にしてi国

の山地には凶万十以層群に合まれる瀬戸川層群が分布して

いる J品川市や藤枝市付近には大井川層群が分布してい

る

Fig.2にiljl積低地の分布状況(杉iJ.I. 1995) と今同の地

震により液状化の被害が隊認された地域の関係を示す 沖

積低地の地質は比較的新しい地質であり液状化の可能性が

高い地質である 今回の地震による液状化被害は海岸沿い

と大井川河口扇状地の地域に集1'1-1している.

また， 東海地震の発生が危恨されている静岡県では推定

液状化危険皮肉を作成し静岡県のホーム ページヨ}にて公

表している 駿河湾地震における液状化被害の地域を推定

液状化危険度図と比較すると，液状化危険度大 (液状化発

生の可能性が向し、)または液状化危険度中(液状化発止の

可能性がある)の地域に発生している.

駿iiiJ湾地震で、は (独)防災科学技術研究所，1)の強震ネ

ットワークK-NET. 基盤強震観iJ[iJ網KiK-net. 気象庁強震

ネットワーク. (独)港湾空港技術研究所の港湾地域強震

観測ネットワーク 5)などの多くの強震観測網により強震

記録が剖測されている. K-NETの観測点・焼津 (SZ016)

において水平最大加速度314gal. KiK-netの観iWJ点・西伊

豆凶 (SZOH39)において水平最大加速度519gal.静岡市

町罰
ιF町

1 臼 刷悶…n悶ed仰e叩叩p仰。山 2 口Qω岨山山t阻e町叩叩a町町r叩yvo叫山i比C帥 v河。叫仙d出ks恒s 3 囚 Pleist怜凶出刷e白出附1泡叫s坑t叫附…出m円estra… t旬a 

4 白 M恥叩悶…c白叫e印帥n出ea削n叫dP!io 

Iト一STLdeno叫te出5出elto凹igawa-ShizuokaTec:tQnic Line 

Fig. 1 Geological map of Shizuoka Prefecture. (modified from 
Sugiyama.1995) 

フ

Fig. 2 Distribution of alluvial deposits and locations of lique-

faction 

Fig. 3 Acceleration contours 

にある観測点・静阿南 (SZOH33) においても水平加速度

432galを観測している 気象庁強震ネットワークにおい

ては観測点・御前崎で、最大水平加速度608gal，港湾地域強

震観測ネットワークでは観測点・御前崎において最大水平

加速度501galが計測されている.このように，各加速度

観測網において最大加速度が計測された地点は大きく異な

っている. Fig.3に港湾地域強震観測ネットワークの御前

崎観測点のデータを追加したK-NETおよびKlK-NETで

得られた最大加速度に対するコンター図を示す.地盤が液

状化した位置で、最大加速度の値は300gal以上である.

4. 液状化被害状況

駿河湾地震では，焼津市焼津港，焼津市飯淵，牧之原

市，御前崎市の 4つの地域にて液状化現象の痕跡を確認

し調査を実施した以下に，各地域ごとの液状化被害状

東海大学紀要海洋学部「海一自然と文化J
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Fig. 4 Locations of liquefaction sites in the vicinity of Yaizu port 
(base map is from Digital Map of Japan G)) 

Fig. 5 Views of sand boils in the Shinya area of Yaizu port. 

況を示す 紹介する 4地点のほかに安倍川の河川敷におい

て小規模な噴砂痕を確認した

4.1 焼津市焼津港

焼津市焼津港で液状化被害が確認された大きな被害箇

所は大きく こか所である.一つは焼津港新屋付近 (Fig.4

Yaizu Port 1). もう一つは焼津港鰯ヶ島付近 (Fig.4 Yaizu 

Port 2) である.

焼津港新屋付近ではいくつかの噴砂が確認できた (Fig.

5). Fig. 5右に示すように.亀裂に沿った液状化の噴砂の

状況も石信忠できたこの亀裂の走行は今回の地震で想定さ

れている断層と同じ角度である また.焼津港は想定され

ている断層の延長上に位置しているため，この亀裂と想定

される断層に.何らかの関係があるものと考えられる.こ

のほか.岸壁の傾斜や沈降または移動がいたるところで確

認された.

;焼津港鰯ヶ島付近においても，いくつかの噴砂を確認す

ることができた (Fig.6) 鰯ヶ島付近においては. Fig.7 

に示すような液状化により深層水の貯水施設が浮上する被

害が確認でき た

~}9巻第 2 号 (2011)

Fig. 6 Views of sand boils in the Iwashigashima area of Yaizu 

port. 

Fig. 7 Views of damage to facilities of the deep-sea plant in Yaizu 
port. 

Fig. 8 Locations of liquefaction sites in the vicinity of Ibuchi area 
ofYaizu City. (base map is from Digital Map of]apan 6)) 

4.2 焼津市飯淵地区

Fig.8に:焼津市飯illll地区の液状化被害筒所を示す.

この地域は大井川扇状地であるため，局所的に大きなゆ

れが発生した可能性がある.この周辺では瓦を施した日本

家屋の被害が多く確認できた Fig.9に飯淵地区の噴砂の

様子を示す.

4.3 牧之原市

牧之j京市における液状化被害は大きく分けて，牧之原市

3 
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Fig. 9 Views of sand boils in the Hbuchi area of Yaizu City. 
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Fig. 10 Lo巳ationsof liquefaction sites in the vicinity of Hirata 

port 01 Makinohara City. (base map is仕omDigital Map 

ofJapan ol) 

巴18

ト一一一一+一一一一寸。

Fig. 11 Locations of liquefaction sites in the vicinity of Susuki of 

Makinohara City. (base map is from Digital Map of 

Japat16】)

相良平田港 (Fig.10) 牧之原旧相良町 (Fig.11).牧之原

市須々木地区 (Fig.11)の三つに分けることができる.

Fig.lOに示す牧之原市相良平田港では。液状化に伴い公

衆 トイレが傾斜し使用不可になる被害が確認 された

(Fig. 12) このほか.相良平間港では.港湾施設に傾斜や

沈下などの被害が確認された (Fig.13) また.相良平同

地から近い片浜地区においては 浄化槽が浮上する被害が

十数件報告されており ，近傍においても液状化が発生した

4 

Fig. 12 A view of liquefaction induced damage at 

Hirata port of Makinohara City目

Fig. 13 A view of sand boils at Hirata port of Makinohara 

City 

Fig. 14 A view of damage to breakwater at Hirata port of Makin-

ohara City. 

と推測される. Fig.14に相良平1:1:1港周辺の津波対策用の防

波堤の基礎部に発生した沈下の様子を示す 提体は岩盤ま

で杭を打っており安定しているため，周辺の地盤が

200mm程度沈下したものと思われる目

牧之原市役所相良庁舎付近のi争心寺において液状化の痕

東海大学紀WìiIf洋学部「i毎ー I~I 然と文化」
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Fig.15 A view of sand boils at 

]youshin Temple in Makino-

hara City. 

Fig. 16 A view of damage in the vicinity of Haibara Ward office 

of Makinohara Ci与

E亦を体認することができた (Fig.15).牧之原市役所相良

庁舎においては.地震動により建物周辺の地盤が沈下し，

建物基礎と地盤の聞に隙間が生じていた.

牧之原市須々木地区においては海岸沿いの畑に液状化に

伴う噴砂防、が確認された (Fig.17). 青島 (2009)の報告

によると.噴砂の発生した畑や.外部より持ち込んだ土砂

を用いて 2mほど埋立てを行った後，その上にが]1 m の

砂を乗せた土地である.地盤をかさ上げし，ふたをした状

態にある土地における地盤の液状化は，大変興味深い事例

である.

4.4 御前崎市

Fig.18に御前崎港の埋立て地における液状化被害箇所を

示す 御前崎市においては震度6弱が計測されており.非

常に強い揺れがあったものと予測される. Fig.19および

Fig.20は直径数十メートルの非常に大きな噴砂の跡であ

t(~ 9巻第2号 (2011)

Fig. 17 A view of sand boils in Susuki剖'eaof Makinohara City. 

Fig. 18 Sand boillocations in reclaimed area of Omaezaki port. 

Fig. 19 Views of sand boils in reclaimed area of Omaezaki port. 
(Loc.l) 

る また. Fig.21に示すようにアスフアルト舗装された駐

車場においても，いくつかの噴砂の跡が確認できた

噴砂した砂の粒径を見ると.細かいものから.かなり粗

いものまで噴砂しており地震動が大きかったことが予測で

きる (Fig.22). 

御前崎港においては岸壁の沈下や海側への移動が随所に

コ
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Fig. 20 Views of sand boils in rec1aimed area of Omaezaki port 
(1ρc.2) 

Fig. 21 Views of sand boils in rec1aimed area of Omaezaki port 
(1ρc.3) 

Fig. 22 Views of sand boils in rec1aimed area of Omaezaki port. 
(1ρc.4) 

確認された (Fig.23)目岸壁の沈下により発生した段差箇

所はアスフアルトを用いた補修を施していた

6 

Fig. 23 Views of settlement of a quay at Omaezaki port. 
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Fig. 24 Grain-size distribution of sand boils and comparison with 

liquefaction limits目

5. 比較と考察

液状化地盤の簡易的な判断手法として地盤の粒径加積曲

線が利用される.まだ，すべての試料の分析を終了してい

ないが今までに得られた粒径加積曲線より，経験的に知ら

れている限界線範囲内に存在 していることが明らかになっ

た (Fig.24)

静岡県では過去の地震において液状化が発生したことが

報告されている(例えば:Wakamatsu， 1991; Kuribayashi 

and Tatsuoka， 1975). Fig. 25に Fig.2に示したデータを含

めて1854年安政地震. 1891年濃尾地震.1935年静岡地震，

1944年東南海地震による主な液状化位置を示す 2009年駿

河地震による液状化箇所と過去の地震による液状化箇所は

ほぼ同様であることが大変興味深い

一般的に，地下水位が10m以浅で N値が10未満の砂質

地維は液状化しやすいとされている.既往の研究におい

て.それらを踏まえた.様々な液状化の簡易予測法が提案

されている.その中で，地震マグニチュードと震央からilY.

東海大学紀安海洋学音11r海一自然と文化J
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Table 1 Parameter of Eq. (4) 

Condition 

Upperlimit 

Average 

Iρwer limit 

No Llquefactlon 

Wakamatsu (1991) 

Liqu・faction
Aydan (2Q07) 
一一-8=0π
. ---8=π12 
・ー'-8=3π/4

7~ Suruga号q.(h・23km

7 8 9 10 
MAGNITUDE (Mvv) 

Fig. 25 Distribution of alluvial deposits and locations of lique. 

faction induced by the Suruga earthquake and past 

earthquakes. 

状化の発生の可能性がある地点までの距離に関する関係式

として Kuribayashiand Tatsuoka (1975) の関係式が提案

さ~'Lている.

Fig. 26 Comparison of re1ations between earthquake magnitude 
and liquefaction limits with observations. 

ドの関係を下記のように設定した.

)
 

-(
 

ここで， Mは気象庁マグニチュードおよびRは震央から

の距離 (km)である Punbrassey (1988) はモーメント

マグニチュードと震央からの距離 (km)について次式を

提案した

loglOR=0.77NL-3.6 (M丞6)

(6) 

(7) 

7 

ここで¥Aydan(2007) の式を比較するため震源深さを

23kmとして.震央距離を計算した 駿河湾地震で液状化

が発生した地点は，各式において液状化が発生しうる範囲

に位置している

駿河湾地震では大規模な側方流動が観察されていない

が，各液状化箇所で沈下および小規模な側方流動が報告さ

れている.沈下量は400mm，側方流動量は400-600mm程

度であった

経験則に基づく永久変形の予測方法について幾つかのモ

デルが提案されている 最初のモデルは Hamadaら

(1986)によって提案されたもので，その経験式は下記の

通りである.

ここでDは水平変位 (m)， (jは地表面あるいは液状化層

の傾斜(%)，Hは液状化層の厚み (m) である.液状化

層の厚みは一般的に FL法などに基づいて求められる.式

(7)を利用して，液状化層の厚みを変化させて.待られた解

析結果を Fig.27に示す 観察された側方流動量の範囲か

ら液状化した層の厚みは1-4mと推定されたこの結果は

K-NETや港湾技研が公表しているボーリングデー タに大

変類似している.

Mj= 1.03Mw 

D = 0.75Ho.5ff.33 

1000 

E 
.!>o:: 

0::: 
w 
← z 
u 
u 

白1oo~Ambra日開 (1988)
E 
O 
0::: 
LL 

w 
U 
Z 
〈
ト
ω 
凸

(2) 

(4) 

上式における MsとRlは表雨波マグニチュードと震源か

らの距離である (Table1). 

Aydan (2007) は近年発生した大地震のデータを含め.

過去のデータを再整理し.モーメントマグニチュードおよ

び地震断層の走行などを考慮して下記のような関係式を提

案した.

(3) 

羽Takamatsu(1991)は日本のデータを再整理し

Kuribayashi and Tatsuoka (1975) を元に下記のような式

を提案した

(2000)は以下の式を提案している

M凶 = 4.64 + 0.002651og(R)+ 0.991og(R) 

loglOR = 2.221og(4.22M j -19) 

一方，Aydanら

RI=AIMs-BI 

(5) 

各提案式と今回の地震において液状化の被害の発生した

地点の 震央距離の関係を Fig.26に示 す. Wakamatsu 

(1991)と Kuribayashiand Tatsuoka (1975) の式を比較す

るため.気象庁マグニチュードとモーメ ントマグニチュー
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Fig.29 Lateral ground movements obtained from acceleration 

records. 
Fig. 27 Relation be1:¥町巴enliquefied layer thickness and amount 

of lateral spreading. 

本論文は. 2009年 8月11日に発生した駿河湾地震による

液状化被害を調査した その結果を以下にまとめる.

焼津港および御前崎港において液状化が多数発生した

発生箇所は埋立て地に集中している.また，大井川扇状地

にも液状化が多発した駿河湾地震において発生した液状

化被害地点は，過去の地震において発生した液状化被害箇

所と類似している

既往の研究において提案されているマグニチュードと震

央から液状化の発生する地点までの距離の関係式を駿河湾

地震において液状化が発生した地点の震央距離に適応した

場合，多くの関係式ですべての発生地点が液状化する範囲

に入っていた

Aydanら (2008)が提案した最大速度と側方流動量の聞

に良い相闘が認められる また，強震記録を直接用いて側

方流動量を求めることも可能である.
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Fig. 28 Relation between maximum ground velocity and amount 

of lateral spreading. 
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また. K-NETおよび清水港と御前崎港のボーリングデ

ータを参考にして. Aydanら (2008) に提案した式(7)より

側方流動量を求めた (Fig.28). 地盤の最大速度と側方流

動量の聞に良い相関性が見受けられる

o=A守Lsin仇 ax
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abstract) . 

2009年8月11日駿河湾を震源、とするマグニチュード6.5の地震が発生した静岡県を巾心として発生が危倶されている東

海地震と今回の地震は発生機構が異なっており，被害は最小限であった しかしながら。非常に特徴的な被害が多数確認

された 今回の地震の被害状況を明確にし今後，発生が危倶される東海地震に備える必要がある.

本論文では.駿河湾地震による地撤の液状化とそれに伴う被害に注目して.各地の被害状況を紹介した また.既存の

液状化判定法と侭IJ方流動予測i去を適用し比較した

駿1日iJi海地震で、液状化が発生した地域はjrlJ積低地であり.その分布は過去の地震のものと同様な分布を示した.

また。観祭された地検の側方流動値やマグニチュードと震央から液状化地点までの距離は既往の経験式から推定される

範囲内であった.
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