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I．要旨 

 

はじめに 

 本研究では，大きな地盤災害リスクを抱える都市圏を対象とし，その災害の要因とな

る地盤条件について，公開可能な3次元地盤モデルの構築と，その情報を国民が共有す

るためのわかりやすい「見える化」「ユビキタス化」に関するシステム開発を行うこと

を目的とした．3次元モデルを構築する地域の例としては，警固断層帯を都市中心部に

抱える福岡平野を対象とした．福岡平野は多くの地盤情報（ボーリングデータ）がデジ

タルデータとして公開されているとともに，比較的狭い平野からなり，高解像度の3次

元モデル作成の事例として適切な地域である． 

 現在，日本全国において数10万の地盤情報基盤としてのボーリングデータが整理され，

自治体や関連研究施設においてストックされつつあり，このうちの一部は全国もしくは

各地域においてデータベース化され，地震防災検討等への活用が始まっている．一方で，

このような成果のほとんどは地盤に関連する専門家にしか知られておらず，その内容を

知るべき一般市民にまでは地盤そのものの理解も含めて行き渡ってないという現状が

ある．また，公開がされずにいるデータも数多く存在する．このような中，2011年3月

11日に東北地方太平洋沖地震が発生した．そしてこのような未曾有の自然現象の脅威が

生み出す最大クラスの地震災害への対処法の変革，また，巨大広域災害における広域的

な液状化現象や局所的に卓越する強震動・被害の発生への対処が必要とされることが再

認識された．元々存在していたデータベースの共有・提供に関する問題点に加え，震災

以降改めて浮き彫りになった地盤災害リスクの評価とその理解の必要性を一般に浸透

させ，防災・減災に考慮を置いたまちづくりを行うためには，よりわかりやすい地盤情

報の発信，共有と提供が必須である．本研究では，これらに対処するための基礎研究と

して，福岡平野を対象とした3次元地盤モデルの作成，そのような情報をよりわかりや

すく（見える化）提供する方法の検討，また，その情報のユビキタス化に取り組むこと

を目的とした．本研究の成果は，日本全国に地盤情報を容易に，かつ，わかりやすく共

有・提供するための礎となることも期待される． 

 

3次元地盤モデルの作成手法とデータベース 

 本研究の内容は，大きく地盤情報の3次元モデル化とその結果の見える化，ユビキタ

ス化に分けられる．地盤の3次元モデル化においては，既存研究に基づいてモデルの作

成を行った．見える化に関しては，作成した地盤モデルを使って，わかりやすい地盤の

可視化方法を検討した．ここには，液状化危険度の評価図や工学的基盤の深度図，また，

それらについてのソフトウェア上での表示方法等が含まれる．表示およびユビキタス化

に関しては，「地盤情報提供共有システムの作成」（WebGISによるユビキタス機能の試

作）とスマートフォンやタブレット等で閲覧できるようなシステムの構築を進めた．こ
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れらは最終的に統合化し，3次元モデルを活用した地盤情報提供共有システムの試作版

を構築した． 

 地盤情報の3次元モデル化の対象となる福岡平野は，ボーリングデータが多く公開さ

れている．福岡平野を含む九州地区においては，九州地盤情報共有データベース2012

版が発刊されたばかりであり，ボーリングデータ数も豊富である．モデル化作業は，研

究代表者らが開発した地盤の3次元モデル作成手法を応用した．この作成手法では，作

成者の主観を経ずに速く，再現性の高いモデルを作成することができ，解像度も目的に

応じて任意に変えることができる．利用したデータは，先に述べた九州地盤情報共有デ

ータベース2005および2012年版および新たに数値化されたボーリングデータからなる． 

 見える化は3次元モデルを一般に提供・共有する上でわかりやすい情報へと変換し，

表示する作業に相当する．すなわち，作成した3次元モデルを解析した結果得られる工

学的基盤深度の図や，液状化危険度の評価，地盤増幅度等の2次元平面データは，既存

のWebGIS等でも表示することが可能であり，理解もしやすいのでこれを用いた．一方で

作成された地盤の3次元モデルの表示には，ユビキタス化における「地盤情報提供共有

システム」を用いた． 

 ユビキタス化に関しては，前述の地盤情報提供共有システムを用い，WebGISによるユ

ビキタス機能を試作し，試験的な稼働を行った．このシステムにおいては，地図情報の

上に見える化作業で得られた2次元平面データを表示するとともに，地下の3次元モデル

断面図，動画等を閲覧できるようにした．また，導入に用いた2次元平面データは，汎

用性の高いkmlファイルとしても出力し，同様なWebGISソフトウェアで閲覧できるよう

にした．そしてソフトウェアの稼働する端末上では，現在地を参照し，今いる場所での

地盤情報を知ることができるようにした． 

 

3次元地盤モデル 

 地盤の3次元モデル化について，既存手法による限定条件（グリッドを設定し，多く

のボーリングデータから均一にデータを参照すること）を満たすように行ったところ，

標高-37mまでの連続的な3次元モデルが構築された．構築された3次元地盤モデルは以下

のような特徴を持つ．すなわち，（1）福岡平野の地盤の特徴である警固断層とその西

方の天神凹地が明瞭に表現される，（2）天神凹地を埋積する地盤は，粘性土，砂質粘

性土，砂質土，礫質土が平面的・垂直的に複雑に分布し，層序区分の難しさが示唆され

る，（3）これらの地盤を構成する地層のN値は，土質に対応して複雑な分布を示す，（4）

福岡平野を流れる主要な4つの河川に対応した堆積物の分布が認められる，等である．

本研究においては，土質を11区分したが，一般には区分されていない砂質粘性土や礫質

土がそれぞれ特徴的な分布を示した．地層の形成環境を反映した地盤の評価を行う上で

はこれらの区分が重要であることが示唆される．また，本研究のモデル構築においては，

従来あまり省みることがなかった地盤モデルの信頼性に関わるパラメータの出力も行
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った．すなわち，その地盤の土質がどの程度均一なのか，また，どれくらい近隣のボー

リングを参照したのかを検証できる．専門家が解釈を行うため，しばしばその検証が難

しくなるモデル構築手法に比べ，本研究で用いた手法は全国的な展開をしてゆく上でも

有効な方法であることが示唆される． 

 

 
福岡平野の地盤の3次元モデル．焦げ茶で示される古第三系の基盤岩と青（粘性土）黄（砂質土），

黄緑（砂質粘性土），オレンジ～茶

（礫質土）で示される軟弱地盤の構

成層が，北西－南東方向に伸びる警

固断層によって明確に境される． 

 

地盤情報の表現 

 見える化に相当する地盤情報

の表現については，一般市民にわ

かりやすい2次元の地理情報を利

用した．そしてこれを導入とし，

さらに詳細な3次元地盤情報は地

工学的基盤（N 値≧45）の深度

（m）の分布．警固断層を挟んで

北東側の天神凹地では基盤深度

が深い． 
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盤の断面図や動画で示すことにした．2次元の地理情報としては，工学的基盤の深度，

液状化危険度，地盤の増幅度（揺れやすさ）とした．いずれの表現においても，福岡平

野を特徴づける警固断層と天神凹地を反映した分布となる．このことからも，地盤構造

を確実に把握し，評価すること，そして市民がその内容を理解することは地域防災やま

ちづくりにおいて極めて重要な課題であることが改めて示唆される． 

 

地盤情報提供共有システム（試作版）とユビキタス化 

 本研究では，地盤情報のわかりやすい表現として特に防災に関わる液状化危険度や揺

れやすさを表示し，その情報とリンクする形で具体的な地盤の内部構造をインタラクテ

ィブに見せるシステムを試作した．このシステムを「地盤情報提供共有システム」と呼

ぶ．地盤情報提供共有システムは，サーバー上で稼働するWebGISで，利用者はパソコン，

モバイルパソコン，タブレット上のウェブブラウザで情報を見ることができる．システ

ムは，以下のように設計した．（1）配布フリーのWebGISソフトウェアを用いる，（2）

位置情報について，GPSやIPアドレスを用い，現在いる場所の地盤情報にリンクできる

ようにする，（3）地盤情報のうち，導入部に相当する「わかりやすい地盤情報」（見

える化）として，2次元情報である工学的基盤の深さ（N≧45），液状化危険度，増幅度

をレイヤー表示する，（4）3次元情報である地盤モデルは，現在地もしくは指定の位置

における，「断面図」として表示する，（5）3次元の地盤全体の状況は，動画を作成し

て全体および地域ごとに表示する． 

 

 

地盤情報提供共有システムの画面構成．左側のコラムで2次元の地理情報を選択する． 
 

 ウェブブラウザでシステムを開くと，モデル構築地域が中央に，左コラムに各種の地
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盤情報のレイヤー，右コラムに操作用のボタン類が配置される．中央のウィンドウは，

右上のボタンによって拡大や移動ができ，見たい地域を表示できる．ウェブブラウザ上

で稼働するので，インターフェースが十分でないところを残しながらもタブレットで閲

覧することも可能である． 

 右下には，二次元の地理情報をkml形式で出力してGoogle MapsもしくはGoogle Earth

とリンクできるようになっている．Google MapsおよびGoogle Earthでは，普段利用者

が使い慣れているスマートフォンやタブレット上でもスムーズな表示が可能となる． 

 

Google Mapsで表示した地盤情報（地盤の増幅度）．色調は赤系統の増幅度が大きく，青系統の

増幅度が小さい． 

 

 

Google Earthで表示した地盤情報（地盤の増幅度）．Google Mapsと同様な凡例に加え，コラ

ムの高さで信頼性を表している（低い方で信頼性が高い）． 
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まとめ 

本研究では，地盤災害リスクを抱える都市圏を対象とし，3次元地盤モデルの構築と

その情報を国民が共有するためのわかりやすい地盤情報の表示と，ユビキタス化に関す

るシステム開発を試みた．本研究では，すでに公表されているボーリングデータを用い，

福岡平野を対象として3次元地盤モデルの作成を行った．そしてその3次元地盤モデルを

利用し，市民によりわかりやすい揺れやすさマップ，液状化危険度マップを導入として

地盤情報を「見える化」する手段を検討した．これらのモデルやマップは，地盤情報提

供共有システム（試作版）の試験的な稼働によって公開した． 

この課題では，作業者の主観を必要とせず，既存のボーリング情報を用いて全国どこ

でも一定の基準で3次元地盤モデルの作成ができる．また，地盤情報提供共有システム

は，様々な地盤情報（全国電子地盤図を含む）を表示できる． 

 

※なお，ここで示した地盤の増幅度のマップは，本研究課題で独自に作成したもので，自治体等が作成

するハザードマップとは地盤条件や基礎データが一部異なる． 
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II．本編 

 

1．はじめに 

 

1.1 本研究の目的・意義 

 本研究では，大きな地盤災害リスクを抱える都市圏を対象とし，その災害の要因とな

る地盤条件について，公開可能な3次元地盤モデルの構築とその情報を国民が共有する

ためのわかりやすい「見える化」「ユビキタス化」に関するシステム開発を行うことを

目的とした．3次元地盤モデルを構築する地域の例としては，警固断層帯（福岡地盤図

作成グループ，1981；九州活構造研究会，1989）を都市中心部に抱える福岡平野を対象

とした．福岡平野は多くのボーリングデータが公開されている（地盤工学会九州支部・

九州地盤情報システム協議会，2005，2012）とともに，比較的狭い平野（唐木田ほか，

1994）であることから，高解像度の3次元地盤モデル作成においては良い例となる． 

 現在，日本全国において数10万の地盤情報基盤としてのボーリングデータが整理され，

自治体や関連研究施設においてストックされている．このうちの一部は全国もしくは各

地域においてデータベース化（たとえば，KuniJiban（溝口，2010）；Hachinohe et al., 

2006；地盤工学会関東支部，2010；KG-NET・関西圏地盤研究会，2007；地盤工学会九州

支部・九州地盤情報システム協議会，2005，2012）され，地震防災検討等への活用も始

まっている（たとえば，萩原・野畑，2011）．2006年からは，それらの地盤情報群を全

国的に統合し，全国の地震動評価を行うことを目的とした取り組みも行われた（科学技

術振興調整費重要課題解決型研究「統合化地下構造データベースの構築」

http://www.chika-db.bosai.go.jp/）．さらに，全国の浅層地盤情報を地盤モデルの形

に統合し，Web上で閲覧・提供するための技術も開発されてきた（山本ほか，2009；地

盤工学会「全国電子地盤図」http://www.denshi-jiban.jp/）（図1，2）．実際に得ら

れる生の地盤情報（ボーリングデータ）を公表するにはいくつもの問題点が残されてい

るのに対し，モデル化をすることでこのようなボーリングデータそのものを公開するこ

と無しに詳細な地盤情報を提供することができるというメリットもあり，その手法に関

する研究も進められている（山本ほか，2009）．一方で，このような成果の多くは，地

盤に関連する専門家にしか知られておらず，その内容を知るべき一般市民にまでは，地

盤そのものの理解も含めて行き渡ってないという現状がある． 
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図1 地盤工学会・全国電子地盤図（http://www.denshi-jiban.jp/） 

 

 

図2 国土地盤情報検索サイト KuniJiban（http://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/） 

 

 このような中，2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生した．この古今未曾有

の大震災は，これまでの我が国における地震防災施策に大きな方向転換を促した．一つ

は，このような未曾有の自然現象の脅威が生み出す最大クラスの地震災害への対処法の

変革であり（減災から防御，ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合的な施策），

もう一つは，巨大広域災害における広域的な液状化現象や局所的に卓越する強震動・被

害の発生への対処である．これには，私的財産の保護（個人の防災対応）という視点も
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含まれている．実際，本研究で対象とした福岡平野の大部分を占める自治体である福岡

市においては，このような目的で地盤情報を公開している． 

 もともと存在していたデータベースの共有・提供に関する問題点に加え，震災以降改

めて浮き彫りになった地盤災害リスクの評価とその理解の必要性を一般に浸透させ，防

災・減災に考慮を置いたまちづくりを行うためには，よりわかりやすい地盤情報の提供

と共有が必須であると考えられる．本研究では，これらに対処するための基礎研究とし

て，福岡平野を対象とした3次元地盤モデルの作成と，そのような情報をよりわかりや

すく（見える化）提供すること，また，その情報のユビキタス化に取り組むことを目的

とした．本研究の成果は，日本全国にストックされた地盤情報を容易に，かつ，わかり

やすく共有・提供するための礎となることも期待される． 

 

1.2 本研究の進め方 

 本研究の内容は，大きく，（1）地盤情報の3次元モデル化と（2）その結果の見える

化，（3）ユビキタス化に分けられる（図3）．（1）の3次元モデル化においては，江藤

ほか（2008），石原ほか（投稿中）に基づく地盤の3次元モデル作成方法を応用した．

（2）の見える化に関しては，作成した地盤モデルを使って，わかりやすい地盤の可視

化方法を検討した．ここには，液状化危険度の評価図や工学的基盤深度の図等が含まれ

る．（3）のユビキタス化に関しては，「地盤情報提供共有システムの作成」（WebGIS

によるユビキタス機能の試作）を行い，モバイルパソコン，スマートフォンやタブレッ

ト等で閲覧できるようなシステムの構築を進めた．これらは最終的に統合し，3次元地

盤モデルを利用した地盤情報提供共有システムの試作版を構築した． 

 （1）の地盤情報の3次元モデル化は，前述のように福岡平野を対象とした．九州地区

においては，九州地盤情報共有データベース2012年版が発刊されたばかりであり，ボー

リングデータ数も豊富である．利用したデータは，九州地盤情報共有データベース2005

および2012年版（地盤工学会九州支部・九州地盤情報システム協議会，2005，2012），

そして新たに数値化されたボーリングデータを用いた． 

 モデル化作業は，研究代表者らが開発した地盤の3次元モデル構築手法（江藤ほか，

2008；石原ほか，投稿中）を応用した．研究代表者らの手法は，首都圏である東京・中

川・荒川低地，また福岡平野の一部における3次元モデルの構築例（江藤ほか，2008；

小松原ほか，2010；田辺ほか，2008，2010a，2010bなど）があり，層序ボーリングコア

の解析結果との対比に基づく地盤の形成過程の解明において利用されている．本研究で

採用するモデルの作成手法では，作成者の主観を経ずに再現性の高いモデルを作成する

ことができ，解像度も任意に変えることができる（石原ほか，投稿中）．3次元モデル

を構築するための時間も専門家が解釈する必要のないために多くはかからない． 

 （2）の「見える化」は3次元地盤モデルを一般に提供・共有する上で「わかりやすい」

情報へと変換・表示する作業に相当する．すなわち，作成した3次元地盤モデルを解析
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した結果得られる工学的基盤深度や，液状化危険度の評価，地盤増幅度等の2次元のデ

ータは，既存のWebGISや地図等でも容易に表示することが可能であり，一般にも理解が

しやすいのでこれを用いる．一方で作成された3次元地盤モデルそのものの表示には，

（3）のユビキタス化における「地盤情報提供共有システム」を用いて行った． 

 （3）のユビキタス化に関しては，前述の「地盤情報提供共有システム」を用い，WebGIS

によるユビキタス機能を試作し，試験的な稼働を試みた．このシステムにおいては，地

図情報の上に見える化作業で得られた2次元データを表示するとともに，地下の3次元地

盤モデルの断面図，動画等を閲覧できるようにした．また，導入に用いた2次元データ

は，汎用性の高いkmlファイルとしても出力し，他のWebGISでも閲覧できるようにした．

そして各Webベースのソフトウェアの稼働する端末上では，現在地を参照し，今いる場

所での地盤情報を知ることができるようにした． 

 

図3 本研究の進め方 
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2．地盤の3次元モデルの構築と表現 

 

 地盤や沖積層の地質の3次元モデルは，パソコンの普及に伴ってしばしば作られるよ

うになってきた（山口ほか，2006；Tanaka et al., 2007；Eto et al., 2007；江藤ほ

か，2008）．平野の地下地質の例に関しては，特にボーリングデータベースの整備に伴

って発達してきたと言っても良い．この章では，まず，地盤データベースとその活用の

現状について述べ，引き続いて地盤の3次元モデルの構築例やその構築方法について述

べる．そして福岡平野の地盤の例について紹介した上で，実際の手法と構築したモデル

を説明する．最後に，これらの地盤モデルをわかりやすくする表現について，本研究で

検討した例を紹介する． 

 

 2-1．地盤データベースの構築と活用の現状 

 都市の基盤となる平野部における地盤データベースは，主に建設に伴う地盤調査の結

果であるボーリングデータを主体とする．これらの地盤データベースは，個々のボーリ

ングの位置座標，土質区分，N値，地下水面，土質記載等からなる．これらのデータは

GISと統合化されたり，独自のシステムが構築されていたりする（岩崎，1990；Hachinohe, 

2006；KG-NET・関西圏地盤研究会，2007など）．このように，主としてボーリングデー

タからなる地盤データベースは，古くからそのデータを保有する自治体や学術団体など

で多く作成されてきたが，コンピュータやパソコンの普及に伴い，デジタル化されるよ

うになってきた（たとえば，東京都土木技術研究所，1977；岩崎，1990；東京都港湾局，

2001；Hachinohe, 2006；地盤工学会関東支部，2010，地盤工学会九州支部・九州地盤

情報システム協議会，2005，2012）．さらにこれらがWebでも公開される例も増えてき

ている（国土地盤情報検索サイトKuniJiban：http://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/，

千葉県地質環境インフォメーションバンク：

http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbgeogis/servlet/infobank.index，東京の地盤：

http://doboku.metro.tokyo.jp/start/03-jyouhou/geo-web/00-index.html，関西圏地

盤情報ライブラリー：http://www.geo-library.jp/，北陸地盤情報システム：

http://www.jiban.usr.wakwak.ne.jp/，島根地盤情報配信サービス：

http://www.shimane.geonavi.net/shimane/top.jsp）．Webでこれらの情報を配信する

場合，データの二次利用の問題等を防ぐために，画像やPDF形式として公開されている

例も多い． 

 地盤データベースが徐々に整理されてくるにつれ，その活用に関しても検討が行われ

ている（たとえば，全国電子地盤図：http://www.denshi-jiban.jp/，GEODAS：

http://www.jiban.co.jp/geodas/）．活用においては，生のボーリング情報を提供する

例，地質図や地形分類図と組み合わせて表示する例，各種の地盤評価を提供する例など

様々なものが認められる（全国地質調査業協会連合会，2007）．この中で，全国電子地
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盤図は地盤工学会の「表層地盤情報データベース連携に関する研究委員会」および「全

国電子地盤図の作成と利用に関する研究委員会」において全国各地で統一したフォーマ

ットでの作成が進んでいる．作成においては，各所で収集・管理されている地盤データ

ベースをもとにモデル化する領域を決定し，地盤モデルを作製する，という手順で進む．

現状では，札幌周辺，仙台周辺，新潟市周辺，東京都，名古屋，大阪，広島，高松，福

岡が公開されている．全国的に統一した形式での地盤情報共有は画期的である一方，地

盤モデルの作成に時間がかかることや，各地域では必ずしも完全に統一した基準でモデ

ル化されている分けではない点も指摘される．本研究で対象とする九州地区においても，

地盤データベースの活用は課題となっているが，特に高密度だけではなく，高品質のボ

ーリングデータの保存と活用の必要性も指摘されている（地盤工学会九州支部，2012）． 

 

 2-2．地盤の3次元モデルの構築方法 

 地盤モデルを含む地質モデルは，それぞれ異なった目的によって作られる．たとえば，

地質図を作る上での図学作業を自動化したり（塩野ほか，1998），整合性をチェックし

たりするための3次元地質図，石油探鉱のためのモデル（たとえばMoss, 1990；Caers, 

2011），そして沖積層の内部構造を明らかにするための地盤モデルなどである．ボーリ

ングデータベースを用いて構築される平野地下の地盤モデルの場合，大きくサーフェイ

スモデルとグリッドモデルに分けることができる（図4；石原ほか，投稿中）．この中

でも特に，地層面を対比して作成されるサーフェイスモデルはその手法やソフトウェア

も豊富である（小池ほか，1989；桜井ほか，1995；青山ほか，1997；塩野ほか，1998；

Mathers and Kessler, 2008；Masumoto et al., 2010；野々垣，2011；GEORAMA：（株）

CRCソリューションズ；VALUCAN：（株）ダイヤコンサルタントなど）ため，古くから作

成されてきた．一方グリッドの値をボーリングデータから直接推定するグリッドモデル

は，沖積層では比較的例が限られている（Tanaka et al., 2007; Eto et al., 2007）．

前者は，個々のボーリングを検討し，何らかの地層境界を対比してモデルを作成してゆ

くのに対し，後者ではモデルを作成する領域を小さな直方体の集合であるグリッドに切

り，そのグリッドの値を推定するという手法であり，それぞれ利点と不利な点がある．

すなわち，サーフェイスモデルは，ボーリングデータが少ない際にも容易に作成できる

が，逆に多くのボーリングデータが認められる場合には解析に著しい時間がかかる．ま

た，ボーリングデータの解析をする際，専門家が何らかの地層境界を認定するが，個人

によって解釈が異なったりする点は問題となっている（Inazaki, 1994）．そして研究

の進展によっても境界の再検討が行われたりするため，随時ボーリングデータが更新さ

れるボーリングデータベースを用いる際には効率が悪い．一方，グリッドモデルはグリ

ッドの値の推定は何らかの確立した統計的手法が用いられることが多いが（たとえば，

Tanaka et al., 2007），沖積層の層序や形成過程を考慮したものはほとんど認められ

ず，まだ検討の余地も大きい．しかしながら，効率と手法の統一性および本研究で目指
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すような様々な地域への適用を考慮した場合，グリッドモデルは極めて有効であると判

断できる．本研究では，これらの理由からグリッドモデルを構築することにした． 

 

図4 サーフェイスモデル（左）とグリッドモデル（右） 

 

 いくつかの問題点を残しながらも，もし迅速で再現性の高いグリッドモデルの構築手

法であれば，これを利用する方が妥当であることが明らかになった．実際には，グリッ

ドモデルの構築手法を利用して作成した3次元モデルは，主に沖積地盤の内部構造やそ

の形成過程を明らかにすることを目的とし，すでに関東平野では多く行われてきている

（木村ほか，2011；小松原ほか，2010；田辺ほか，2008；田辺ほか，2010a，b）．たと

えば，田辺ほか（2010b）では，層序ボーリングの堆積相と3次元地質モデルを詳細に解

析し，従来明らかでなかった沖積層中の砂層の分布形態やその成因を1000年単位で明ら

かにした．また，首都圏においては独立行政法人産業技術総合研究所の公開する仮想柱

状図モデルの作成手法としても活用された（木村ほか，2011；

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/boringdb/cgi-bin/home.cgi）．これらの研究では，

地盤の内部構造を可視化し，ボーリングコアの解析と合わせて世界的にも例を見ない精

度での地盤内部構造の解釈が進められている． 

 

 2-3．福岡平野の地盤の概要と地盤データベース 

（1）地形・地質と地盤の概要 
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図5 福岡市とその周辺の低地帯 

 

 

図6 福岡平野とその周辺の標高分布 

 

 福岡平野は北～西方を博多湾に面し，南方から東方にかけて山地や丘陵に囲まれる小

規模な低地である（図5，6）．福岡平野を詳細に区分すると，北から時計回りに，狭義

の福岡平野，鳥飼平野，早良平野，糸島平野に分けられる（たとえば，唐木田ほか，1994
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など）．本研究で対象とするのは，狭義の福岡平野を中心としたこれらの平野を含む地

域であり，大半は福岡市である．以下では，特に断りのない限り，この4つの平野をひ

とまとめにして福岡平野と呼ぶ．福岡平野には，北から時計回りに多々良川（須恵川，

宇美川），御笠川，那珂川，樋井川，室見川，十郎川が分布する（図7）．ボーリング

データに含まれる砂礫質の河川成堆積物はこれらの河川からもたらされる．これらの河

川からの堆積物は，博多湾を取り巻くように海岸沿いに砂質堆積物を形成している（唐

木田ほか，1994）．博多湾の北側には，古期砂丘とそれを覆う新期砂丘からなる砂嘴地

形（海の中道）が認められる．侵食された古砂丘も砂質堆積物を海浜にもたらし，玄界

灘側を中心に海浜砂丘を形成する． 

 

 
図7 福岡平野の地形・地質区分（唐木田ほか，1994） 

 

 福岡平野を構成する基盤は，古第三系と白亜紀深成岩類（花崗岩類）であり，一部に

三郡変成岩類が認められる（唐木田ほか，1994）．これらは平野を取り囲むように分布

するが特に古第三系と花崗岩類は福岡平野中心部の地下に広く分布する．古第三系は姪

浜層と呼ばれる碎屑岩で，市中心部では顕著な露頭は認められず，地下を中心に分布す
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る．これらの基盤を覆う軟弱な地盤を含む第四系は，天神凹地（福岡地盤図作成グルー

プ，1981）と呼ばれる三角形の「基盤の凹み」を埋め，下位より金武礫層，博多粘土層，

荒江層，中州層と累積する（福岡地盤図作成グループ，1981）．このうちの中州層が特

に軟弱な地盤をなす沖積層である．これらの区分に対し，下山（1989）や唐木田ほか

（1994）は，ボーリングの堆積物の分布と地表地質とを組み合わせ，下位より仲原礫層，

須崎層，地行泥層，奈多砂層，大坪砂礫層，博多湾シルト層，住吉層，海の中道砂層，

箱崎砂層と細分した（図8，9）．先の区分では，荒江層の最上部が沖積層の基底となる

が，唐木田ほか（1994）の区分では，大坪砂礫層もしくは須崎層の最上位が沖積層の基

底になる． 

 このようにボーリングデータや地表地質から地層区分がなされてきた福岡平野の地

盤ではあるが，実際にはその内部構造は複雑である．たとえば，福岡地盤図（福岡地盤

図作成グループ，1981）における更新統は下位から金武礫層，博多粘土層，荒江層に分

けられているが，金武礫層では，砂礫，砂質土，粘性土の３つの岩相，博多粘土層では

上部層と下部層に細分され，それぞれ砂礫，砂質土，粘性土に細分される．また，荒江

層にはこれに火山砕屑物が追加される．すなわち，様々な砕屑岩からなる河川相と海成

相が複雑に分布するため，堆積盆の内部構造はより複雑になり，地層区分による境界で

さえ凹凸が激しかったりレンズ状に示されたりすることがしばしば行われた（福岡地盤

図作成グループ，1981；唐木田ほか，1994）．これらの原因としては，ボーリングデー

タの対比からでは，土質の連続性を追うことが難しく，表現としてレンズ状の形態の土

質の分布を描くことになること，また，ボーリングデータの情報が十分でなかったこと

に加え，堆積相解析の概念が福岡平野の沖積層にはほとんど適用されて来ていないため，

各土質の側方連続性に関して，十分に考慮されていないことが挙げられるだろう．第四

紀の凝灰岩のうち明瞭な対比に利用できる鍵層が多くなかったことも指摘される． 

 このような福岡平野の地盤を特徴づけるものとして，警固断層（福岡地盤図作成グル

ープ編，1981；鬼木，1996）がある．福岡市から大野城市に渡って分布する警固断層系

は確実度IからII，活動度B以下の活断層とされ（活断層研究会，1991)，福岡県西方沖

地震はこの断層の海側延長線上で発生したことも知られている．警固断層の東側は先に

示した，天神凹地と呼ばれる三角形の基盤の凹みが認められる．この凹みは，警固断層

に沿った部分が最も深く，東方に向かって徐々に浅くなる．軟弱な地層の分布はこの天

神凹地で極端に厚くなるという特徴があるため，その内部構造の把握は重要である． 
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図8 福岡平野の断面図（北西－南東方向）（唐木田ほか，1994より改変） 

 
図9 福岡平野の断面図（唐木田ほか，1994より改変） 
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（2）地盤図と地盤データベース 

 福岡平野においては，いままでいくつかの地盤図が作られてきた．たとえば福岡市地

盤図（福岡県建築士会，1981）や福岡地盤図（福岡地盤図作成グループ，1981）である．

先に示したような地層区分は，このようなボーリング情報を収集した地盤図に基づいて

解釈が進められたが，詳細なボーリング位置を示し，再検討を行うために十分なデータ

は公開されて来なかった．その後，九州地盤情報共有データベース2005および2012年版

（図10；地盤工学会九州支部・九州地盤情報共有協議会，2005，2012）が出版されるこ

とになり，このような地盤図を作成する根拠となる実際のボーリングを直接検討できる

ようになった． 

 九州地盤情報共有データベースは，2005年に公開され，その後2012年に増補版が出版

された．ボーリングデータはデジタルデータとしてCDで販売されている．2005年版では

30622本あまりのボーリングデータ，2012年版ではこれに32722本のボーリングデータが

追加された．このうち，福岡県は9051本（2005年版）および3953本（2012年版）と多く

のデータを含んでいる．CDには閲覧ソフトとxml形式からなるボーリングデータが個別

に保存されている．ボーリングデータそのものは，福岡，熊本，宮崎で特に多く，これ

らの都市における試験的な3次元モデルの構築にも用いられている（地盤工学会九州支

部，2012）． 

 本研究においては，この2005および2012年版に含まれる福岡平野のボーリングデータ

（xml形式）および紙資料からなるボーリングデータを新たに数値化し，これらを用い

て解析を進めた． 

 

図10 九州地盤情報共有データベース2005版，2012版のデータの分布 
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 2-4．3次元モデル構築方法 

 本研究では，Eto et al.（2007），江藤ほか（2008）およびその改良版の石原ほか（投

稿中）の3次元モデル構築手法を用いてグリッドによるモデルを作成した（図11，12）．

以下ではこれらに基づくグリッドモデルの構築手法について説明する． 

 

図11 江藤ほか（2008）によるモデルの構築概念（1） 

 

 

図12 江藤ほか（2008）によるモデルの構築概念（2） 
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 すでに述べたように，地盤情報をモデル化した例はサーフェイスモデルによるものが

多かった．この手法はオペレータによる作業が多い上，地層の解釈が必要なために最終

的なモデルの完成までには著しい時間がかかる．本研究では，江藤ほか（2008）のよう

にモデルの作成の手順をほぼ自動化した手法を用いた．モデルを作成する際，以下のよ

うな手順で作業を進めた． 

 ①xml形式のボーリング柱状図からのデータ抽出 

 ②モデル化用のデータベースの構築 

 ③グリッドの設定 

 ④グリッドノードの推定（土質，N値）（図11） 

 このうち①では以下のような情報を抽出した．すなわち，ボーリングの位置情報（緯

度・経度），ボーリング孔口標高，各深度の土質名，土質コード，N値，地下水面，貝

化石の有無，等である．3次元モデル作成のため，属性情報である土質名，土質コード，

N値，地下水面，貝化石の有無は，それぞれが得られた位置情報と標高ごとにまとめた．

ボーリングのxmlファイルは，国土交通省の「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」

で定められた，地質・土質調査で実施された成果品の電子納品に関する要領と基準が定

められたもので，ボーリング交換用データとして一般に広く普及している．このxmlフ

ァイルは，上述の様々な情報がそれぞれタグで括られて記載されたテキストファイルと

なっている．xmlファイルからのデータの抽出は，独自に作成したプログラムによって

行った． 

 ②のデータベースは，標高は1m精度，緯度・経度はUTM座標で整理し，属性情報と3

次元空間における位置座標が対応するようにした．このように作成したデータベースに

おいて，土質コードはモデルのグリッドノードを推定する上での岩相指数（たとえば，

朝日ほか，1994，1995；江藤ほか，2008；石原ほか，投稿中）にほかならない．しかし

ながら，これらの規格が導入された時期によって，また，他のボーリング柱状図作成ソ

フトウェアとの変換過程においてしばしば実際の土質と土質コードが不整合をなす．そ

こで本研究においては，石原ほか（投稿中）や地盤工学会九州支部（2012）でのモデル

作成の際に作られた変換辞書を用い，直接土質名から独自の「土質指数」へと変換を行

った．まとめ直された土質は，粘性土，砂質粘性土，砂質土，礫質土（砂質粘土混じり

礫質土，粘性土混じり礫質土，砂質礫質土），火砕流堆積物，深成岩類（花崗岩類），

古第三系，人工土（埋土，盛土）である．N値は，50以上においてしばしば換算N値が用

いられている．ボーリングの調査の際，N値の取得作業は50周辺で終了することが多く，

50以上の値が得られる場合，またそれがどれくらいの深度まで得るかなど，オペレータ

や調査の種類によることが多い．精度の統一のため，N値が50以上の値は50で統一した．

地下水面に関しては，xml形式のファイルの表題情報から，貝化石の有無に関しては，

記載および土質名から得て，土質名やN値と対応するようにこれらの情報を持つデータ
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ベースを作成した． 

 本研究でとった手法では，③におけるグリッドは，得たいモデルの解像度や精度，位

置座標に合わせて設定できる．本研究では，試験的に50mメッシュおよび100mメッシュ

のモデルを作成した．そしてWebでの公開を踏まえてデータ量を検討した結果，最終的

に100mメッシュでのモデルを作成することにした．また，モデル作成範囲は，十分にボ

ーリングデータが認められる東西142度17分23.049秒～142度28分5.5992秒（UTM座標：

619780～636062.704），南北33度42分11.4336秒～33度30分56.4192秒（3709201.212～

3730212.996）の東西約16.3km，南北約21.0kmのエリアとした．さらに，標高は軟弱地

盤が卓越する+10mから−60mの範囲としたので，計算を行うのは2,430,330点のグリッド

である．このエリアの中には十分なボーリング数が認められるが，実際に計算に用いた

のは本研究で数値化されたものも含めると4912本である． 

 モデルの作成のため，③で設定された個々のグリッドノードの値を推定した（④）．

グリッドノードの推定のうち，土質は石原ほか（投稿中）の手法に従った．グリッドノ

ードの推定手順は，（1）8方位検索による推定に用いるボーリングの選定（江藤ほか，

2008），（2）距離の重み付けによる土質スコアの算出と土質の推定（石原ほか，投稿

中），（3）選択された土質の逆距離荷重法によるN値の推定，である．これらの推定は，

標高ごとに行った．（1）では，グリッドノードを中心に北を起点にして45度ずつの8

方位に区切り，これらの8つのセクターから均等な数だけボーリングを選択する．この

時，データの最大参照距離と選択数は任意に決める．本研究の例では，最大参照距離は

1500mとし，個々のセクター内の個数は，最大2とした．さらに，北を起点に90度ごとに

セクター4つに分けた場合，すなわち，セクター二つ分に一つもデータがない場合には，

そのグリッドノードの推定は行わないこととした．（2）の距離の重み付けによる土質

スコアの算出と推定は，石原ほか（投稿中）で新たに考案された手法である．まず，選

択された個々のボーリングの座標とノードの座標から，水平距離（ d ）を得た．そして

これらについて，それぞれ wd/1 の値を求めた．wは，個々の土質ごとに設定可能な重

み付け係数である．次に，得られた wd/1 について，認められた土質ごとに積算する．

土質ごとに積算された値は，距離が近いものが多いほど大きく，遠いものほど小さくな

る．ここで，選択された土質のすべての積算値を足しあわせた値に対する，ある土質の

値，すなわち，ある土質の積算された値をすべての積算された値で割ったものを，ある

土質のスコアと呼ぶことにする．そして認められた土質のスコアを比べ，最も大きな値

を持つ土質をグリッドノードの推定値とした．スコアは，頻度が多く，グリッドノード

の近くにある土質ほど大きくなるので，ノードの推定の際，この値は推定の信頼度に替

わるものとも言える．N値は，推定された土質のN値を逆距離加重法（Franke, 1982など）

によって重み付けを行い，推定した（3）．逆距離加重法は，以下の式で定義される． 
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ここで，逆距離荷重法の重み付け係数は，他の地域での解析例（たとえば，田辺ほか，

2010a，2010b）と合わせて2とした．標高ごとに得られた推定値は最終的に重ね合わさ

れ（図12），3次元モデルとした． 

 これらの計算によって推定されたグリッドは，142,266個となった． 

 

 2-5．福岡平野の3次元地盤モデル 

 2-4の手法で構築された3次元地盤モデルを示す．モデルは上述の手法の通り，平面的

に見て8方位にデータが満遍なくある場合に値が推定され，モデルのグリッドの値が求

まる．結果として構築されたモデルは，十分なデータのある標高−37mまでとなった（図

13～22）．また，データの少ない地域では散点的な点データとしてモデルが構築された．

より条件を緩めることによってさらに広範囲にわたるモデルを作成することは可能で

あるが，信頼度や精度が落ちることになる．なお，モデルの信頼性に関わる，土質の占

有度（dominance）および推定に用いたボーリングとグリッドノードまでの距離（range）

は，モデルの例と合わせて巻末に付図として載せる．土質の占有度はその土質がそのグ

リッドノードの近くにあるほど，また，頻度が大きいほど大きな値で示される．ある1

種の土質が卓越するような環境ではこの占有度は大きくなる．一方で，様々な土質が混

在して分布するような環境では，土質の占有度は小さくなる．すなわち，どの土質も「あ

り得る」ものとして評価される．推定に用いたボーリングとグリッドノードの距離は，

値が小さいほど近隣のボーリングが用いられたことになり，大きいほど遠くのボーリン

グまで推定に用いられたことを意味する．近隣のボーリングが用いられるほど，そのグ

リッドノードの信頼性は相対的に高いと考えて良い． 

 構築されたモデルは，以下のような特徴がある．（1）主要平野部はほぼ全域に渡っ

てモデル化された（図13～16），（2）警固断層と天神凹地は明瞭に可視化された（図

14，16），（3）警固断層を挟んで分布傾向が異なる基盤岩類が可視化された（図17），

（4）標高0m～−5m付近までのデータ数が最も多い（図19），（5）軟弱地盤を構成する

土質区分としてはおおよそ標高−10m付近で粘性土の比率，標高0m付近で砂質土の比率，

∑

∑
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−20m以深で礫質土の比率が大きくなる（図19），（6）N値の最も低い領域は，標高−5m

付近である（図29），（7）土質の占有度は，標高による顕著な違いはない（図21），

（8）データの参照距離は，300～500m程度が多い（図22），等である． 

 
図13 福岡平野の3次元地盤モデルと標高分布 
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図 14 標高約−10m での平面で表現される警固断層 

 

 
図 15 標高約−3m での N 値のモデル 
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図 16 警固断層を直交する断面（北東－南西断面）．天神凹地の内部構造がわかる． 

 

 
図 17 博多湾北方から見た基盤岩類の分布（ピンク系：火成岩類（火砕流堆積物を含む），焦げ

茶：古第三系） 
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図 18 博多湾北方から見た軟弱地盤（第四紀層）の分布 
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図19 モデルデータセットの土質の頻度分布 
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図20 モデルデータセットのN値の頻度分布 
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図21 モデルデータセットの土質の占有率（dominance）の頻度分布 
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図22 モデルを推定する際に用いたボーリングまでの距離の頻度分布 

 

 以下では構築された3次元地盤モデルの概要を，標高ごとに紹介する（付図参照）． 

 標高10m～5m 

 標高10m～5mは，モデル作成地域の南部にのみ分布が認められる．花崗岩類とそれを

覆う礫が西部に広く分布する一方，東部では比較的柔らかい砂質土，砂質粘性土が認め

られる．標高が低くなるほど，柔らかい地盤の分布が増える． 

 標高4m～0m 

 標高4m～0mにかけては，平野南部から全体に渡る領域でモデルが構築された．南部で

は引き続き花崗岩類が分布するのに対し，南東部から北東部にかけて徐々にN値の低い

軟弱地盤が分布するようになる．これらの地盤を構成する土質は，人工土（埋土および

盛土）と砂質土が卓越し，砂質粘性土がパッチ状に分布する．人工土は標高0mでは港湾

部を除いてほぼ認められなくなる．また，花崗岩類および南東部に新たに認められるよ

うになった砂質粘性土質礫を除き，全体にN値10以下である． 

 標高−1m～−5m 
 標高−1m～−5mでは，軟弱地盤の大部分を占めていた砂質土は深度が大きくなるほど

減少し，逆に粘性土が北東部から徐々に卓越するようになり，港湾部に広がる．北から

粘性土，砂質粘性土，砂質土と，海から陸に向けて徐々に粗粒化する分布傾向が明瞭で

ある．一方，南部および東部においては，花崗岩類および基盤岩類（古第三系）の分布

が認められるようになる．粘性土はN値が5以下であることが多く，砂質粘性土～砂質土
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は，N値5～10の場合が多い．現世の博多湾底と連続する海成層である粘性土の分布は，

東部で直接基盤岩を覆うのに対し，南部では間に砂質土や砂質粘性土を介している．こ

れは，南部に河川が卓越するのに対し，北部では十分な砂礫をもたらした河川が認めら

れなかったことを示唆する． 

 標高−6m～−10m 
 標高−6m～−10mにおいては，引き続き粘性土の卓越が続く．粘性土は，−7m～−9mにか

けて最も陸側まで分布が広がる．陸側では砂質粘性土や砂質土が卓越する．礫質土の分

布のうち，東部ではシルト質礫が多いのに対し，南部では砂質粘性土質礫が帯状に分布

する．これらの礫の分布域には，供給源の異なる現世の河川が認められることから，河

川によってもたらされた堆積物のタイプが異なっていたことが示唆される．南部では花

崗岩類の分布が少なくなる一方，基盤岩類が卓越するようになる．また，東部では花崗

岩類も認められる．およそ−8m以深では，モデル作成地域中央部で北西－南東方向に伸

びる警固断層と一致する基盤岩類と軟弱地盤の分布境界が比較的明瞭に現れる． 

 標高−11m～−15m 
 標高−11m～−15mでは，上位から引き続き，基盤岩類と軟弱地盤との境界が引き続き

明瞭に示される．北東部に分布していた軟弱な粘性土は下位に行くに従って認められな

くなり，砂質粘性土や礫質土が卓越するようになる．また，東部では基盤岩類が南北方

向に直線的に露出する．警固断層の東側には，幅10km以内の軟弱地盤が卓越する領域が

認められるが，その内部構造の分布は複雑で砂質土，砂礫，砂質粘性土が帯状あるいは

パッチ状に認められる．これらのN値は20～10程度である． 

 標高−16m～−20m 
 ボーリングのデータの減少に合わせ，この深度ではモデルは警固断層の東側および東

部に偏って構築されている．軟弱な地盤は，砂質土と砂質粘性土が卓越するが，粘性土

のパッチ状の分布も認められる．これらの軟弱地盤の周辺には基盤岩が分布し，基盤岩

の谷を直接埋めるように埋積が進んでいたことが伺える． 

 標高−21m～−37m 
 構築されたモデルは，軟弱な地盤の部分と一部の基盤岩類に限られる．分布領域が狭

く，はっきりとした傾向は認められないが，深度−30mにおいてもN値10程度の領域があ

る． 

 

 2-6．地盤情報の表現 

 作成された3次元地盤モデルや柱状図は，土質やN値等，必ずしも一般にはわかりやす

いとは言えない情報からなる．本研究の目的としては，地盤の情報に関してより国民に

わかりやすく伝えるということも含む．しかし，そのようなわかりやすい情報を入口と

して地盤そのものにも興味を持ってもらい，理解してもらうことも重要であると考えら

れる．ここでは，作成した3次元地盤モデル（土質・N値）と，これらをもとに評価を行

29



った揺れやすさ（地盤増幅度）および液状化危険度，そして工学的基盤の標高（深度）

を表現することにした． 

 

 (1) 3次元地盤モデル 

 3次元地盤モデルは，東西16.3km，南北21.0km，標高10m～－60mの範囲で構築された

グリッドで，その中心点はデータ数にして240万からなる．3次元的な情報を表現するた

めに，本研究では後述する地盤情報提供共有システムで示す断面図や動画を用いた．実

際に作成したモデルは先に述べたように，巻末に付図としてモデルの水平断面図を載せ

た．また，信頼性に関わる土質の占有度（dominance）およびボーリング平均参照距離

（range）も同様に示した． 

 地盤情報提供共有システムでは，地図情報に重ね合わせて，後述の工学的基盤や液状

化危険度が示される．一方，3次元地盤モデルは，選択したグリッドに合わせて断面図

として表現する． 

 

 (2) 「工学的基盤」の深度（図23） 

 モデルは，土質とN値のセットからなる．N値が50以上，S波速度が400m/s以上の地盤

で，建物を支持するのに十分な剛性と強度を持った地層を工学的基盤と言う．工学的基

盤は，地震応答解析において地震波を入力する境界面となったり，多くの解析に用いら

れたりする一方，一般的なイメージとしては「固い地盤」と見なせよう．ここでは，工

学的基盤面となる位置座標を表現した． 

 本研究で作成したモデルでは，N値を最大50で統一している．一方，多くのボーリン

グ調査においても工学的基盤に達するN値50において掘削を終了する．また，ごく表層

のみの地盤情報を得たいボーリングでは，しばしばN値50に至らないデータも含む．し

たがって，作成したモデルでもN値50の工学的基盤の情報を持たない部分も認められる．

そこで，ここではN値45を持つ深度を，仮の工学的基盤として表現した． 

 N値45の面は，基盤岩の分布域が博多湾に向かって緩やかに標高を低下させながら分

布する傾向を持つ．しかし警固断層の東側には基盤の深い三角形の領域が明瞭に可視化

された． 
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図23 3次元地盤モデルから構築された工学的基盤（N≧45）の深さ（単位：m） 

 

 (3) 液状化危険度（図24） 

 東北地方太平洋沖地震でも明らかになったように，大規模な地震はしばしば液状化の
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被害をもたらす．実際，2006年に福岡で発生した地震においても港湾部や埋め立て地で

著しい液状化が起こった．後述のように多くの自治体では液状化危険度のハザードマッ

プを公開している．しかしながら，福岡平野では地震そのものも少ないこともあって，

このような評価は行われていない． 

 本研究では，福岡平野における液状化危険度を検討する際，一般的な LF - LP 法を用い

た．各深度の液状化に対する抵抗率 LF は，日本道路協会（2012）の式により算出した．

また，計算の際に必要な土質の密度は地盤工学会（1996）より引用し，“砂”は細粒砂

の条件を用いた．地下水位はボーリング掘削時に得られた地下水位をモデル作成領域で

補間して地下水面モデルを得て，計算に用いた．液状化を引き起こす地震に関しては，

日本道路協会（2012）における内陸直下型地震を想定し，レベル2震動タイプⅡの地震

動を用いた．なお，地盤種の判断は，次に述べる東京港地盤図（東京都港湾局，2001）

による変換式を用いて得られたAVS30の値を参考に行っている．また中間土や特殊土に

区分される砂質粘性土，ローム，凝灰岩，腐植土は液状化しないものとした． 

 日本道路協会（2012）による LF 値（液状化に対する抵抗率）の計算方法を以下に示

す． 

 

○ LF の算出 

LRFL /=  

 

LF ：液状化に対する抵抗率 

R ：動的せん断強度比 

L：地震時せん断応力比 

 

○液状化強度比の算出 

 LcwRR =   

 

cw：地震動特性による補正係数 

LR ：繰返し三軸強度比 
 

14<aN の場合 

 
7.1

0882.0 a
L

NR =   

14≥aN の場合 

 ( ) 5.46 14106.1
7.1

0882.0 −⋅×+= −
a

a
L N

N
R  
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aN ：粒度の影響を考慮した補正 N 値 

 

<砂質土の場合> 

 211 cNcNa +=  

 

<礫質土の場合> 

 1
50

10 2
log36.01 NDNa















−=  

 

21,cc ：細粒分含有率による N 値の補正係数 

1N ：有効上載圧 100kN/m2に換算した N 値 

50D ：平均粒径〔mm〕 

 

○地震時せん断応力比 Lの算出 

 '
v

v
hgLd krL

σ
σ

=  

 xrd 015.00.1 −=  

 0hgzhg kck =  

dr ：地震時せん断応力比の深さ方向の低減係数 

hgLk ：液状化の判定に用いる地盤面の設計水平震度 

vσ ：地表面からのある深さ x （m）における全上載圧（kN/m2） 

'
vσ ：地表面からのある深さ x （m）における有効上載圧（kN/m2） 

0hgk ：液状化の判定に用いる地盤面の設計水平深度の標準値 (沖積層の場合0.4) 

zc ：地域別補正係数 (福岡の場合0.7) 

 

 次に，液状化の可能性の指標となる液状化指数 LP について説明する．液状化指数 LP  

(日本道路協会，2002)は深さ方向（地表から20mまで）で個々に求められた LF 値を足し

あわせることで，そのボーリング地点を液状化の危険度を評価できる． 

 ∫ ⋅=
20

0
)( dzzWFPL  
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≥
<−

=
)0.1(0

)0.1(1
FL

FF
F LL

 
 

 zzW 5.010)( −=  

LP ：液状化指数 

LF ： LF 値 

z ：地表面からの深さ 

 

 本研究では，定義式を以下のように変形して LP を求めている． 

 ∑=
∆⋅=

n

iL zzWFP
1

)(  

 

液状化指数 LP は，以下のように評価できるとされる(石崎ほか，1980)． 

 0=LP  液状化しない 

 50 ≤< LP  可能性が低い 

 105 ≤< LP  可能性あり 

 1510 ≤< LP  可能性が高い 

 15≥LP  可能性が非常に高い 

 

 なお，本研究では，モデルが LP 値を得るのに十分な深度まで構築されてない場合，

すなわち，最も深い深度の LF 値が LP 値を得るのに必要な深度20mまで達していない場合

には，液状化指数を求めなかった． 

 得られた液状化指数のマップ（液状化危険度マップ）では，港湾部および警固断層の

東側の軟弱地盤の分布する基盤の「凹地」において液状化指数の高い領域が認められる．

福岡県西方沖地震においては，震源がモデル作成地域よりも北に存在したが，港湾部で

の液状化が顕著であったことが知られている． 
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図24 3次元地盤モデルから得られた液状化指数PLの分布（液状化危険度） 

 

※ここで示した液状化危険度マップは，本研究課題で独自に作成したもので，自治体等が作成するハザー

ドマップとは地盤条件や基礎データが一部異なる． 
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 (4) 地盤増幅度（揺れやすさ）（図25） 

 揺れやすさマップに使われる地盤増幅度を求めるにあたって，まず，N値や土質から

地盤のS波速度を求め，深さ30mまでのS波速度までの平均値であるAVS30を算出した．そ

して後述する藤本・翠川（2006）による地盤増幅度の推定式にこの値を用いた．S波速

度Vsは，N値と相関を持つことが知られており，二つの土質係数を用いて推定すること

ができる． 

 

 baNVs =  

 

Vs :S波速度 

a：土質係数1 

b ：土質係数2 

 

 本研究では，N値が50以上のものは50で統一し，N値が0のものは0.1へと変換した上で，

具体的な土質係数の値については，多くの地盤調査に基づく東京都港湾局(2001)の関係

式を用いてS波速度を推定した． 

 粘性土（粘土，礫質粘土，ローム，しらす，腐植土等） 

 34.099NVs =  
 

 砂質土（砂，砂礫質粘土，表土，埋土） 

 29.08.100 NVs =  

 

 砂礫（砂礫，礫） 

 2.04.171 NVs =  

 

 基盤岩に関しては600m/sとした． 

 基盤岩 

 600=Vs  

 

 モデルを用いて計算する場合，下限が基盤岩で終わっているところは，さらに下位は

基盤岩が続くものと仮定している． 

 深さ30mまでのS波速度の平均値AVS30は翠川・松岡(1995)による，下記の式を用いた． 

 

∑=

= n

i ii VsH
AVS

1
)/(

3030  
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H ：対象層の厚さ 

 

ただし，深さ30mまで認められない場合は， 

 
∑=

= k

i ii VsH
kAVS

1
)/(

'30  

k :モデルの下端までの深度 

 

によって，モデルが構築された深度までの平均のS波速度を用いていた． 

 地盤増幅度は下記の藤本・翠川 (2006)の関係式によって算出した． 

 

 166.0)30(log852.0367.2log ±⋅−= AVSAFPGV  

 

 地盤の増幅度は，港湾部および警固断層東側の凹地において著しく高い．港湾部では

特に博多湾の東部で大きい傾向が認められる． 
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図25 3次元地盤モデルを用いて得られた地盤増幅度の分布 

 

※ここで示した地盤増幅度のマップ（揺れやすさマップ）は，本研究課題で独自に作成したものであって，

福岡市が作成したマップ等とは基礎データや計算方法が一部異なる． 
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3．地盤情報のユビキタス化：地盤情報提供共有システム 

 

 ボーリングに限らず，地盤情報の公開については，2000年台後半からその動きが活発

になってきた．たとえば，経済産業省所管の知的基盤整備特別委員会によるデータ利用

の高度化促進に関する目標の設定，独立行政法人産業技術総合研究所・地質調査総合セ

ンターによる提言，地盤情報の集積および利活用に関する検討委員会による提言，日本

学術会議の提言等，いずれも公開に関する積極的な動きとなっている．一方で，これら

の地盤情報のもとになっている個々の調査結果や生のデータには著作権やデータの質

や精度の問題も含まれていることが指摘されている．本研究では，前章までで検討を進

めた「生データではない」の3次元地盤モデルとそれを用いた評価の例を公開の対象と

した． 

 

 3-1．地盤情報の公開の事例 

 平成25年1月31日にまとめられた日本学術会議の提言「地質地盤情報の共有化に向け

て－安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備－」において，「地質

地盤情報は、地表における地理空間情報と同様に極めて重要であるにもかかわらず、明

確な法的根拠がないことから、取り扱いは情報を取得・保有する各省庁、地方自治体、

研究機関、民間企業、個人などの個々の判断に委ねられており、情報の公開は不十分で

ある」とされている通り，地盤情報の公開に関しては，自治体や研究所でそれぞれ独自

に行われていることが多い．一方，地盤情報を解析したハザードマップについては積極

的に公開が行われている．これには，前述のようにボーリングデータそのものは公開が

難しいことが多いが，これらを解析・加工した情報に関しては比較的公開の敷居が低い

ことにも関連すると考えられる． 

 

○液状化危険度について公開している例 

 

国土交通省 

全国 

http://disapotal.gsi.go.jp/index.html 

 

札幌市危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 

札幌市 

http://www.city.sapporo.jp/index.html 

 

仙台市都市整備局住環境整備課 

仙台市 
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http://www.city.sendai.jp/index.html 

 

所沢市 総合政策部 危機管理課 

所沢市 

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/index.html 

 

三郷市 企画総務部 安全推進課 

三郷市 

http://www.city.misato.lg.jp/jishin/index.html 

 

東京都土木技術支援・人材育成センター 

東京都 

http://doboku.metro.tokyo.jp/start/index.html 

 

川崎市 総務部 防災危機管理課 防災危機管理担当 

川崎市 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

横浜市消防局危機管理室情報技術課 

横浜市 

http://www.city.yokohama.lg.jp/front/welcome.html 

 

大阪市危機管理室危機管理室 

大阪市 

http://www.city.osaka.lg.jp/ 

 

高知市地域防災推進課 

高知市 

http://www.city.kochi.kochi.jp/ 

 

 

○ゆれやすさに関する情報を公開している例 

 

内閣府 

全国 

http://www.cao.go.jp/ 
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仙台市都市整備局住環境整備課 

仙台市 

http://www.city.sendai.jp/index.html 

 

川崎市 総務部 防災危機管理課 防災危機管理担当 

川崎市 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

所沢市 総合政策部 危機管理課 

所沢市 

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/index.html 

 

日高市総務部安心安全課防災防犯担当 

日高市 

http://www.city.hidaka.lg.jp/ 

 

渋谷区防災課災害対策係 

渋谷区 

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/index.html 

 

三郷市 企画総務部 安全推進課 

三郷市 

http://www.city.misato.lg.jp/jishin/index.html 

 

奈良市都市整備部 まちづくり指導室 建築指導課 

奈良市 

http://www.city.nara.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

上市町建設課 

上市町 

http://www.town.kamiichi.toyama.jp/top.aspx 

 

福岡市住宅都市局 総務部 企画・耐震推進課 

福岡市 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/index.html 
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 本研究で対象とした福岡平野においては，福岡市において揺れやすさマップがすでに

公開されている．揺れやすさマップ（図26：

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/k-taisin/bousai/map_2.html）は，主

に住宅および公共施設等の耐震化に関する情報として，市の住宅都市局 総務部 企画・

耐震推進課が作成した．この揺れやすさマップは，表層地盤の情報として地形分類図や

表層地質図，標高データ，ボーリングデータ，PS検層データを，震源として警固断層に

関わるデータを利用している．揺れやすさマップのもとになる平均S波速度（AVS30）は，

微地形区分による推定手法に加え，ボーリングデータも用い，それを統合する手法（末

富ほか，2007）をとっている．この手法では従来微地形区分に従ってAVS30を推定して

いたものが，ボーリング情報を加味できるという点でより現実に近いモデルを作ること

ができると考えられる．一方で，微地形区分とAVS30に相関性を求めているもののその

理由は明確でなく，より複雑な第四紀堆積物が覆う地域や基盤構造が複雑な地域への適

用にはまだ問題があると言える．また，元々の目的が自宅の周辺の想定震度を確認し，

建物が十分に耐震性能を持っているかを確認するためであるため，PDFによる公開とな

っている．福岡平野は地震が少ないこともあって，液状化危険度マップ等も作成されて

いない． 

 

図26 福岡市の公開する揺れやすさマップ

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/9090/1/zenshiyuremap.pdf） 
揺れやすさマップでは，表層地盤の増幅度を設定後，警固断層が活動したことを想定した上で震

度として求めている． 
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 3-2．地盤情報提供共有システム（試作版）の概要 

 地盤情報提供共有システム（試作版）は，以下のように設計した． 

（1）配布フリーのWebGISソフトウェアを用いる． 

（2）位置情報について，GPSやIPアドレスを用い，現在居る場所にリンクできるように

する． 

（3）地盤情報のうち，導入部にあたる「わかりやすい地盤情報」（見える化）として，

2次元情報である工学的基盤の深さ（N≧45），液状化危険度，増幅度をレイヤー表示す

る． 

（4）3次元情報である地盤モデルは，現在地もしくは指定の位置における，「断面図」

として表示する． 

（5）3次元の地盤全体の状況は，動画を作成して全体および地域ごとに表示する． 

 

 （1）において，地盤情報提供共有システムには，MapGuide Open Source

（http://mapguide.osgeo.org/）を地図表示のベースとして用いた（図27）．MapGuide 

Open Sourceは，Webベースで稼働するGISで，OSGeo財団が管理を行っている．GNU Lesser 

General Public Licenseの下で提供され，利用者はこのライセンスの中で自由にアレン

ジできる．上記Webにおいては，インタラクティブなマップ表示，高品質な地図出力，

管理を容易にする組込型のリソースデータベース，柔軟なアプリケーション開発，複数

のプラットフォームのサポート等がうたわれている．今後の展開を考慮する上では，こ

のようなオープンソースであることや開発のしやすさは重要な点となる． 

 

図27 MapGuide Projectにおける表示例（http://mapguide.osgeo.org/images/ajaxviewer.png） 

 

（2）の位置情報の取得は，本研究におけるユビキタス化の最も重要な課題の一つであ
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る．このシステムにおいては，主にモバイルパソコンを対象としているため，住所検索

による現在位置による取得やIPアドレスによる現在地の取得を考慮した．使い慣れたス

マートフォンやタブレットのために，Google Mapsへのリンクも用意した（図28）． 

（3）のわかりやすい地盤情報の表示においては，MapGuide Viewerのレイヤー機能を利

用した．レイヤーには，モデル構築区域，工学的基盤（N≧45），液状化危険度，地盤

増幅度を切り替えたり，同時表示したりできるようにしている．また，背景地図の表示

内容の選択や，3次元モデルの動画へのリンクも設定した（図28，29）． 

（4）の3次元の地盤情報は，（3）の一般になじみやすい情報，すなわち現在いる場所

がなぜ危険と判断されるのか（液状化危険度や地盤増幅度）を知りたい場合に，具体的

にその地下構造を表示する，というスタンスで設計した．すなわち，現在地の地盤情報

（2次元）をクリックすると，地下の断面図が表示されるようにした（図30）．また，

地盤構造全体の状況については，（5）の動画として表示することにした． 

 

 

図28 地盤情報提供共有システム（試作版）における基本レイアウト 

 

 

図29 地盤情報提供共有システム（試作版）における表示項目例 
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図30 地盤情報提供共有システム（試作版）における，ある地点での地盤情報の表示例 

 

 3-3．福岡平野の3次元地盤モデルの公開例 

 試験的に公開を行った3次元地盤モデルの例は，本研究において試験的に作成した地

盤情報提供共有システムと，スマートフォン等のモバイル端末でも容易に表示が可能な

Google Mapsの二種である．前者は情報を統合化し，地盤情報の閲覧に最適化したシス

テムとして3次元情報を見ることができるようにした． 

 

（1）地盤情報提供共有システム 

 地盤情報提供共有システムによる表示例を示し，各画面の説明を行う．なお，本シス

テムは試作版であり，わかりやすい表示を目指すためには実際の公開と意見の反映が必

須であると考えられる．ウェブブラウザで表示ができるため，多くの端末に対応するが，

操作系は必ずしもタブレット等には対応しきっていない．今後の開発によって，よりわ

かりやすい表示および操作システムに改善することが望まれる． 

 ホーム画面から，利用者が左コラムで見たい情報をクリックするとそれが中央のウィ

ンドウに表示される（図32～35）．実際に自分の位置における地盤の状況が知りたい場

合には，右コラムの位置指定方法のうち，「今いる場所」をクリックすると現在地の情

報が取得され，その場所にズームインをできるようになっている．これはマップ検索等

で直接見たい位置の情報をクリックすることでも同様な結果が得られる．拡大サイズで

指定された表示サイズは，断面図のサイズを意味する．グリッドを選択後，「表示」ボ

タンを押すと，別ウィンドウで断面情報（図36）が得られ，たとえばなぜ地盤増幅度が

大きいのか等の実態を知ることができる．福岡平野での検討例において，現段階では十

分にデータが認められる場合にのみ2次元情報を示した．工学的基盤の表示や地盤増幅

度（図32，34）では，明瞭に警固断層の位置と対応した地盤情報を知ることができる．
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実際の地盤の内部構造を示すと（図36），こういった危険を伴う地盤がどういうものか

を知ることができる．図36では，基盤岩に凹凸があり，軟弱な地盤の厚さに大きな差が

認められることがわかる．グリッドの間隔は100mなので，100mの区間で10m以上も基盤

の凹凸があることを知ることができる．動画へのリンク（図35）では，地盤構造の3次

元的な分布を示すことができる．情報自体は眺めるしかないものではあるが，福岡平野

の地盤の状況を一望できるようになっている． 

 

 

図31 ホーム画面：表示のグレーの部分が，細かいグリッドで構成されたモデル構築エリアを

示す．左のコラムは，工学的基盤面，液状化危険度，地盤増幅度，動画へのリンクを各レイヤー

で表示し，右のコラムでは位置指定方法，表示断面図のサイズ指定，表示ボタン，Google Maps
へのリンクが配置される． 
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図32 工学的基盤面（N≧45）の表示．濃いブルーで示される領域がより深い深度に基盤面が

ある． 

 

 

図33 液状化危険度の分布．港湾部および天神凹地において液状化の危険性が高い． 
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図34 地盤増幅度の分布：液状化と同様，港湾部および天神凹地の増幅度が高い． 

 

 

図35 3次元地盤モデルの動画の表示エリア．各エリアを選択することで，動画が再生される． 
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図36 モデル断面図の表示．断面図の表示においては，選択された場所のモデル柱状図と周辺

の断面図が別ウィンドウで表示される．表示は，選択したグリッドの両側が表示され，自分がい

る場所とその周辺の地盤情報がわかるようになっている．凡例は直接選択されたグリッドの柱状

図に表示され，地盤情報とともに確認できるようになっている． 

 

（2）Google Maps 

 地盤の2次元情報について，Google Mapsによる表示例を示す（図37～39）．Google Maps

は，パソコン上だけではなく，タブレットやスマートフォン上でカスタマイズされたバ

ージョンが起動する．本研究では，2次元の地盤情報をkml形式で出力し，Google Maps

やGoogle Earthで閲覧できるようにした．Google Earth（図40）の場合には，ポリゴン

として出力し色や高さで情報を表現することを試みた．Google Mapsでの表示では，パ

ソコンおよびスマートフォン上でも比較的スムーズに表示が可能で，拡大・縮小，現在

位置での情報の取得も容易である．より一層普及を目指すためには，使い慣れたソフト

ウェア上での表示も今後工夫して行く必要があることが指摘される． 
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図37 地盤増幅度の表示．港湾部および警固断層に沿った軟弱な地盤の分布域で特に地盤増幅

度が大きい． 

 

 
図38 液状化危険度の表示 
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図39 工学的基盤（N≧45）の深度の表示．警固断層に沿った天神凹地が特に基盤深度が深い

ことを読み取れる． 
 

 

図40 Google Earthで表示した地盤情報（地盤の増幅度）．Google Mapsと同様な凡例に加え，

コラムの高さで信頼性を表している（低い方で信頼性が高い）． 
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4．まとめ 

 

 本研究では，既存の公開されたボーリングデータを用い，福岡平野の3次元地盤モデ

ルの作成を行った．その結果詳細な内部構造を可視化できるレベルの3次元地盤モデル

が構築された．モデルでは，福岡平野の地盤を特徴づける警固断層や複雑な礫質土層・

砂質土層・粘性土層の分布が表現された．得られたモデルは，平野中心部を覆う連続的

なデータセットからなる．これらを利用し，わかりやすい地盤表現として一般市民の興

味の対象となるであろう，液状化危険度，地盤の増幅度，工学的基盤の深さの地図を作

成した． 

 構築されたモデルは，地盤情報提供共有システム（試作版）によって限定公開した．

このシステムでは，地盤の3次元情報，液状化指数，地盤増幅度，工学的基盤の深さを，

閲覧者のいる場所においてモバイルパソコン等で表示できる．3次元地盤情報は，断面

図や動画で表現した．見える化の導入にあたる液状化指数，地盤の増幅度，工学的基盤

の深さについては，スマートフォンやタブレットを利用して見ることができるように，

既存のWebGISソフトウェアにおいても表示を試みた． 

 本研究で進めた手法およびシステムでは，作業者の主観を必要とせずに全国どこでも

一定の基準でモデルの作成ができるのが利点である．また，その情報資源についてはす

でにストックされているものを利用可能である．地盤情報提供共有システムは，様々な

地盤モデル（全国電子地盤図を含む）を表示できる． 

日本学術会議の提言（2013年1月31日：提言 地質地盤情報の共有化に向けて－安全・

安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備－）においても改めて強調された

とおり，未だにボーリング情報を含めた地盤情報が有効に国土政策に生かされていると

はいえない状況にある．これはこれらの地盤情報を統合し，整備するシステムが無いこ

と，公開される地盤情報に対して各自治体での対応が異なること，また，個人情報を含

む地盤情報の公開に高いハードルが未だに残されていることが大きな要因であると言

える．国家の資産とも言える地盤情報の有効な活用は，防災・減災だけではなく，国土

開発の長期的計画においても，国民が自らの国土を理解し，利用してゆく上でも重要な

課題である． 

本研究において検討された地盤モデル構築と地盤情報提供共有システムは，(1)地盤

情報（ボーリングデータ）を直接公開することなく，詳細な地盤モデルを全国どこでも

統一的な基準で作成することができること，そしてその信頼性も評価できること，(2)

液状化の評価や地盤増幅度，その他の地盤の検討にそのまま活用できること，(3)これ

らを2次元，3次元情報としてどこでも見ることができるようになることから，上記の課

題の解決について有効な手段であることが示唆される．今後は検討例とした福岡平野だ

けではなく，これをモデルケースとして日本全国の様々な地域での検討を進めたい． 
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