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資料2

話の流れ話の流れ話の流れ話の流れ

�液状化とは？

�液状化の被害事例（東北地方太平洋沖地震）

�液状化に伴う現象

�液状化のメカニズム

�液状化の被害事例（過去の地震）

�液状化判定・予測方法

�教訓と課題
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液状化とは？液状化とは？液状化とは？液状化とは？

液状化の実験液状化の実験液状化の実験液状化の実験
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土の構造土の構造土の構造土の構造

粘土粘土粘土粘土
（（（（Clay)

砂砂砂砂
（（（（Sand)

土粒子 間隙（空気，水）

• 地下水位が高く緩い砂地盤で震度５以上の地震
が発生すると、粒子間の水圧が急上昇して地盤の
強度を低下し、地盤が液体のようになる現象

液状化現象液状化現象液状化現象液状化現象

１９６４年新潟地震



4

毎年どこかで液状化が起きている毎年どこかで液状化が起きている毎年どこかで液状化が起きている毎年どこかで液状化が起きている

1993年 釧路沖地震（M7.5）

1993年能登半島沖地震(M6.6)

1993年北海道南西沖地震（M7.8）

1994年 北海道東方沖地震（M8.2）

1994年三陸はるか沖地震（M7.6）

1995年 兵庫県南部地震（M7.3）

1997年鹿児島県北西部地震（M6.6）

1999年秋田県沖の地震（M5.4）

2000年鳥取県西部地震（M7.3）

2001年芸予地震（M6.7）

2003年宮城県沖の地震（M7.1）

2003年宮城県北部の地震（M5.6, 6.4, 5.5）

2003年十勝沖地震（M8.0）

2004年新潟県中越地震(M6.8)

2004年釧路沖地震(M7.1)

2005年福岡県西方沖地震(M7.0)

2005年宮城県沖の地震(M7.2)

2007年能登半島沖地震(M6.9)

2007年新潟県中越沖地震(M6.8)

2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2)

2011年東北地方太平洋沖地震(M9.0)

M = Magnitude (マグニチュド）

新潟市内の鉄筋コンクリート建物の22％に相当する340棟が被害を受けた。

液状化による建物の倒壊液状化による建物の倒壊液状化による建物の倒壊液状化による建物の倒壊

(1964(1964(1964(1964年新潟地震年新潟地震年新潟地震年新潟地震))))
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新潟明訓高校３年生
（当時）
竹内寛さん

（Yutaka Tekeuchi)

地震の発生直後から写
真を撮り続け、地盤の
液状化による憤砂の現
象をカメラに納めた。

地震直後の液状化現象地震直後の液状化現象地震直後の液状化現象地震直後の液状化現象

地震発生から地震発生から地震発生から地震発生から3333分分分分20202020秒経過秒経過秒経過秒経過

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地割れのグラウンドを
急いで横切る⼥⼦⽣徒。
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地下水が湧き出，生徒
はあっけにとられている。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から地震発生から地震発生から地震発生から3333分３分３分３分３0000秒経過秒経過秒経過秒経過

不安な顔をして地割れ
のグラウンドを見てい
る生徒たち。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から地震発生から地震発生から地震発生から3333分５分５分５分５0000秒経過秒経過秒経過秒経過



7

急に湧き上がった
地下水。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から４分０７秒経過地震発生から４分０７秒経過地震発生から４分０７秒経過地震発生から４分０７秒経過

みんなびっくりして
後ろに下がる。

湧き出る地下水。

人の腰ほどの高
さまで上がった。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から４分４５秒経過地震発生から４分４５秒経過地震発生から４分４５秒経過地震発生から４分４５秒経過



8

グラウンドに溜まっ
た地下水のあちらと
こちら。

パン屋の車が水没し
そう。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から４分５２秒経過地震発生から４分５２秒経過地震発生から４分５２秒経過地震発生から４分５２秒経過

まだまだ湧き出る
地下水。

信濃川

明 訓 高 校

白山
変電所

地震発生から５分００秒経過地震発生から５分００秒経過地震発生から５分００秒経過地震発生から５分００秒経過
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液状化の研究液状化の研究液状化の研究液状化の研究

“地割れ現象”に化学の光をあて，実際に何が起き
ているのかを調べる研究が始まったのは，1964年

の新潟地震と同じ年にアメリカのアラスカ地震以降
のこと．

46年立っても未だに不明確のものがたくさんある.

液状化のメカニズム液状化のメカニズム液状化のメカニズム液状化のメカニズム
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砂質土（乾くとサラサラの砂）

ゆるい砂地盤の拡大図
地震前 地震中 液状化中 液状化後

液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件液状化が発生する条件

ゆる詰め（堆積後の年数が浅い）

地震前地震前地震前地震前 地震中地震中地震中地震中 液状化中液状化中液状化中液状化中 液状化後液状化後液状化後液状化後

地下水位が浅い

強い地震動（震度５強以上がめやす）

• 全応力 (total stress）, σ

地盤内で力の争いが地盤内で力の争いが地盤内で力の争いが地盤内で力の争いが

液状化の原因液状化の原因液状化の原因液状化の原因

• 有効応力 (effective stress）, σ’= σ − u

•
• 間隙水圧 (Pore water pressure）, u
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有効応力有効応力有効応力有効応力

地震時に増加する地震時に増加する地震時に増加する地震時に増加する

σ’=  (σ－ u )

液状化による強度消失液状化による強度消失液状化による強度消失液状化による強度消失

せん断強度; τ

τ=  (σ－ u )tanφ’ = σ’tanφ’

σ = u で σ’ = 0

τ = 0

φ’: せん断抵抗角

σ’:有効土被り圧(応力）

u :過剰間隙水圧(地震により発生)
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地 震 波
（Ｓ波）

液状化前後の土粒子の動き方液状化前後の土粒子の動き方液状化前後の土粒子の動き方液状化前後の土粒子の動き方

(b(b(b(b）））） 地震時地震時地震時地震時 (c)(c)(c)(c) 液状化終了後液状化終了後液状化終了後液状化終了後(a)(a)(a)(a) 液状化前液状化前液状化前液状化前

地盤沈下

繰返し載荷過程で
土粒子が移動

間隙水圧
上昇

スタンドパイプ

表面は水の層に

（間隙水圧）

液状化の実験液状化の実験液状化の実験液状化の実験
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地震による液状化の原因地震による液状化の原因地震による液状化の原因地震による液状化の原因

� 地震波 (P波とS波)

� 砂骨格の圧縮率と水の圧縮率の違い

� 水が排水されない速度

� S波は砂骨格を伝播、水中は伝播しない波は砂骨格を伝播、水中は伝播しない波は砂骨格を伝播、水中は伝播しない波は砂骨格を伝播、水中は伝播しない

� 約約約約3333オーダオーダオーダオーダ ((((砂骨格砂骨格砂骨格砂骨格;9x10;9x10;9x10;9x10----3333 cmcmcmcm2222/kgf/kgf/kgf/kgf とととと 水水水水;48x10;48x10;48x10;48x10----6666 cmcmcmcm2222/kgf)/kgf)/kgf)/kgf)

� 水圧の蓄積水圧の蓄積水圧の蓄積水圧の蓄積

� 地下水位が高いところ

� 地盤が緩いところ

� 土がさらさらな場所（ただし、礫やシルトが含まれた

被災例もあり）

� 若齢な土地（昔の海や川、湖、沼地、田んぼなどを

埋め立てた場所）

� 水際で人工的に作った盛土

� 山岳地斜面の法尻付近

液状化被害が起こりやすい場所（１）液状化被害が起こりやすい場所（１）液状化被害が起こりやすい場所（１）液状化被害が起こりやすい場所（１）



14

液状化被害が起こりやすい場所（２）液状化被害が起こりやすい場所（２）液状化被害が起こりやすい場所（２）液状化被害が起こりやすい場所（２）
埋設管埋設管埋設管埋設管 山岳斜面山岳斜面山岳斜面山岳斜面

盛土・堤防橋梁構造物

埋立地盤埋立地盤埋立地盤埋立地盤

港湾施設

液状化に伴う現象液状化に伴う現象液状化に伴う現象液状化に伴う現象
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液状化に伴う現象液状化に伴う現象液状化に伴う現象液状化に伴う現象

A.地割れ
B.噴砂
C.側方流動
D.支持力減少
E.沈下
F. 軽量構造物の浮上
G.陥没

液状化の被害事例液状化の被害事例液状化の被害事例液状化の被害事例

（過去の地震）（過去の地震）（過去の地震）（過去の地震）
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日本海中部地震日本海中部地震日本海中部地震日本海中部地震(1983(1983(1983(1983年）による年）による年）による年）による
青森県車力村での青森県車力村での青森県車力村での青森県車力村でのクレータクレータクレータクレータ

液状化によるクレータクレータクレータクレータ

日本海中部地震日本海中部地震日本海中部地震日本海中部地震(1983(1983(1983(1983年）による年）による年）による年）による
秋田県若美町の秋田県若美町の秋田県若美町の秋田県若美町の噴砂噴砂噴砂噴砂

写真：秋田県

噴砂
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兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震(1995(1995(1995(1995年年年年))))によるによるによるによる
地割れと噴砂地割れと噴砂地割れと噴砂地割れと噴砂

by Prof. Zen

２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震
（福岡市百道浜）（福岡市百道浜）（福岡市百道浜）（福岡市百道浜）

液状化
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日本海中部地震による岸壁日本海中部地震による岸壁日本海中部地震による岸壁日本海中部地震による岸壁
（秋田港）の側方変位・背後の陥没（秋田港）の側方変位・背後の陥没（秋田港）の側方変位・背後の陥没（秋田港）の側方変位・背後の陥没

兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震(1995(1995(1995(1995年年年年))))によるによるによるによる
護岸背後地盤の流動護岸背後地盤の流動護岸背後地盤の流動護岸背後地盤の流動

液状化による流れの影響
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２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震２００５年福岡県西方沖地震
（（（（側方流動側方流動側方流動側方流動））））

by Prof. Zen

２００５年福岡県西方沖地震による２００５年福岡県西方沖地震による２００５年福岡県西方沖地震による２００５年福岡県西方沖地震による
護岸背後地盤の陥没護岸背後地盤の陥没護岸背後地盤の陥没護岸背後地盤の陥没（博多港）（博多港）（博多港）（博多港）



20

兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震兵庫県南部地震(1995(1995(1995(1995年年年年))))によるによるによるによる
駐車場床面の陥没駐車場床面の陥没駐車場床面の陥没駐車場床面の陥没

by Prof. Zen

2004200420042004年中越地震および年中越地震および年中越地震および年中越地震および2007200720072007年年年年
中越沖地震で中越沖地震で中越沖地震で中越沖地震で構造物の浮上構造物の浮上構造物の浮上構造物の浮上
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2003200320032003年十勝沖地震で年十勝沖地震で年十勝沖地震で年十勝沖地震で構造物の浮上構造物の浮上構造物の浮上構造物の浮上

230 基が浮上（下水道被害総額約30億円）

下水道の管路すべてが浮き上がった！下水道の管路すべてが浮き上がった！

2004200420042004年新潟県中越地震（小千谷市）年新潟県中越地震（小千谷市）年新潟県中越地震（小千谷市）年新潟県中越地震（小千谷市）
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液状化液状化液状化液状化によるによるによるによる天然ガス管の浮上浮上浮上浮上
(1964(1964(1964(1964年新潟地震年新潟地震年新潟地震年新潟地震))))

液状化の被害事例液状化の被害事例液状化の被害事例液状化の被害事例

（東北地方太平洋沖地震）（東北地方太平洋沖地震）（東北地方太平洋沖地震）（東北地方太平洋沖地震）
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液状化が確認された地域液状化が確認された地域液状化が確認された地域液状化が確認された地域

栃木県

茨城県

千葉県

埼玉県

東京都

神奈川県

加速度加速度加速度加速度

過過過過去の去の去の去の地震と地震と地震と地震との比較の比較の比較の比較過過過過去の去の去の去の地震と地震と地震と地震との比較の比較の比較の比較

1995 兵庫県南部地震

2004 新潟県中越地震

２０１１年東北地方太平洋沖
地震

by Prof. Kamiyama (Tohoku Institute of Technology)
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Time (s)

Off-Pacific Japan 2011 (M9.1)
Sendai Harbor-NS (0.64  )

Chile 2010 (M8.8)
Concepcion San Pedro-NS (0.65  )

Taiwan 1999 (M7.6)
TCU068-EW (0.51  )

Northern Japan (M8.2)
Hachinohe Harbor-NS (0.24  )

Northridge 1994 (M6.7)
Sylmar-EW (0.60  )

Kobe 1995 (M6.9)
Takatori-NS (0.62  )

Imperial Valley 1940 (M7.0)
El Centro-NS (0.35  )
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世界の地震との比較世界の地震との比較世界の地震との比較世界の地震との比較

by Dr. Miura (Tokyo Institute of Technology)

２０１１年東北地方太平洋沖２０１１年東北地方太平洋沖２０１１年東北地方太平洋沖２０１１年東北地方太平洋沖地震地震地震地震
による沈による沈による沈による沈下（千葉県浦安）下（千葉県浦安）下（千葉県浦安）下（千葉県浦安）
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２０１１年東北地方太平洋沖地震２０１１年東北地方太平洋沖地震２０１１年東北地方太平洋沖地震２０１１年東北地方太平洋沖地震
（千葉県浦安）噴砂（千葉県浦安）噴砂（千葉県浦安）噴砂（千葉県浦安）噴砂

富岡エステート駐車場（地震翌日）富岡エステート駐車場（地震翌日）富岡エステート駐車場（地震翌日）富岡エステート駐車場（地震翌日）

RC建物周辺の沈下量30cm以上
敷地内に噴砂が厚く堆積
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噴砂に埋まった自転車噴砂に埋まった自転車噴砂に埋まった自転車噴砂に埋まった自転車

by Dr. Hara (Kochi University)

by Prof. Yasuda (Tokyo Denki University)

コンビニ前の大きな噴砂跡コンビニ前の大きな噴砂跡コンビニ前の大きな噴砂跡コンビニ前の大きな噴砂跡
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杭基礎建物周囲の変状杭基礎建物周囲の変状杭基礎建物周囲の変状杭基礎建物周囲の変状
（辰巳（辰巳（辰巳（辰巳2222丁目丁目丁目丁目 辰巳港湾住宅）辰巳港湾住宅）辰巳港湾住宅）辰巳港湾住宅）

杭基礎建物は無被害

新興住宅地の被災形態新興住宅地の被災形態新興住宅地の被災形態新興住宅地の被災形態
（船橋市日の出（船橋市日の出（船橋市日の出（船橋市日の出2222丁目丁目丁目丁目8888））））

ベタ基礎であっても周辺地盤は大きく沈下する
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地中梁周辺の不同沈下地中梁周辺の不同沈下地中梁周辺の不同沈下地中梁周辺の不同沈下
（浦安市舞浜駅）（浦安市舞浜駅）（浦安市舞浜駅）（浦安市舞浜駅）

河川堤防の沈下河川堤防の沈下河川堤防の沈下河川堤防の沈下
（浦安市富岡（浦安市富岡（浦安市富岡（浦安市富岡2222丁目）丁目）丁目）丁目）

� 堤防敷に50cm以上の段差が
生じる

� 法尻に噴砂跡
� 護岸の移動量：約2.5cm
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港湾施設の被害港湾施設の被害港湾施設の被害港湾施設の被害
（浦安市墓地公園）（浦安市墓地公園）（浦安市墓地公園）（浦安市墓地公園）

エプロンの不同沈下と防潮堤の損傷

by Dr. Hara (Kochi University)

岸壁の被害状況岸壁の被害状況岸壁の被害状況岸壁の被害状況

� 噴砂がコンクリート床板を突き破り海面に噴出
� 舗装部が部分的に大きく捲れあがる

東京湾

噴 砂

噴 砂
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護岸の側方流動と背後地の護岸の側方流動と背後地の護岸の側方流動と背後地の護岸の側方流動と背後地の
不同沈下（千葉県船橋市）不同沈下（千葉県船橋市）不同沈下（千葉県船橋市）不同沈下（千葉県船橋市）

東京港
噴噴噴噴 砂砂砂砂

護岸のはみ出し護岸のはみ出し護岸のはみ出し護岸のはみ出し
（都立潮風公園（お台場））（都立潮風公園（お台場））（都立潮風公園（お台場））（都立潮風公園（お台場））
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重油タンクの浮き上がり重油タンクの浮き上がり重油タンクの浮き上がり重油タンクの浮き上がり
（船橋市日の出）（船橋市日の出）（船橋市日の出）（船橋市日の出）

石油会社の被害石油会社の被害石油会社の被害石油会社の被害
（千葉県船橋市）（千葉県船橋市）（千葉県船橋市）（千葉県船橋市）

構内 構内

道路
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約160cm

約70cm

明海小学校脇歩道

高洲東街区公園脇歩道

� 下水管路は歩道上に埋設
されていた

� 自動車等への交通障害なし

埋設管の浮上による下水管の埋設管の浮上による下水管の埋設管の浮上による下水管の埋設管の浮上による下水管の
損傷（浦安市明海）損傷（浦安市明海）損傷（浦安市明海）損傷（浦安市明海）

by Dr. Hara (Kochi University)

水道管の破断水道管の破断水道管の破断水道管の破断

（千葉市美浜区（千葉市美浜区（千葉市美浜区（千葉市美浜区 リゾートホテル前）リゾートホテル前）リゾートホテル前）リゾートホテル前）
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バスターミナルの沈下バスターミナルの沈下バスターミナルの沈下バスターミナルの沈下
（（（（JRJRJRJR舞浜駅南口）舞浜駅南口）舞浜駅南口）舞浜駅南口）

傾いた交番（浦安市富岡）傾いた交番（浦安市富岡）傾いた交番（浦安市富岡）傾いた交番（浦安市富岡）

建物基礎が不同沈下し，北側に約2～3°傾斜した
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歩道橋基礎部の大きな地盤沈下歩道橋基礎部の大きな地盤沈下歩道橋基礎部の大きな地盤沈下歩道橋基礎部の大きな地盤沈下
（千葉県幕張メッセ大通り）（千葉県幕張メッセ大通り）（千葉県幕張メッセ大通り）（千葉県幕張メッセ大通り）

地盤沈
下20cm
以上

盛土地盤の液状化盛土地盤の液状化盛土地盤の液状化盛土地盤の液状化 （仙台市）（仙台市）（仙台市）（仙台市）

by Prof. Kazama (Tohoku University)
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宅地造成地での液状化による被害宅地造成地での液状化による被害宅地造成地での液状化による被害宅地造成地での液状化による被害

by Prof. Kazama (Tohoku University)

長い継続時間の地震長い継続時間の地震長い継続時間の地震長い継続時間の地震
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図1 浦安市の地層構成5)

深部地層構成深部地層構成深部地層構成深部地層構成 (浦安）浦安）浦安）浦安）

by Prof. Asaoka (ADEP)

液状化の判定・予測方法液状化の判定・予測方法液状化の判定・予測方法液状化の判定・予測方法
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判定方法（１）判定方法（１）判定方法（１）判定方法（１）

FL=R/L

L: 最大せん断応力比（地震による外力）

R: 液状化強度比（地盤の抵抗力）

FL>1  液状化発生しない

FL=1

FL<1   液状化発生する

液状化抵抗率:

判定方法（２）判定方法（２）判定方法（２）判定方法（２）

Engineering 

base stratum

Ground surface

Underground water

K0σ

σ

τd

Soil element

Earthquake (Share wave)

How to determine R and L

Very complicated phenomena.

・Detailed：

・Experimental：

・Simplified：
・「Design Code」

・「Standard」

force external

resistance

L

R
FL ==

Engineering 

base stratum

Ground surface

Underground water

K0σ

σ

τd

Soil element

Earthquake (Share wave)

Engineering 

base stratum

Ground surface

Underground water

K0σ

σ

τd

Soil element

Earthquake (Share wave)

Ground surface

Underground water

K0σ

σ

τd

Soil element

Earthquake (Share wave)

How to determine R and L

Very complicated phenomena.

・Detailed：

・Experimental：

・Simplified：
・「Design Code」

・「Standard」

force external

resistance

L

R
FL ==

How to determine R and L

Very complicated phenomena.

・Detailed：

・Experimental：

・Simplified：
・「Design Code」

・「Standard」

・「Design Code」

・「Standard」

force external

resistance

L

R
FL ==

R=τd /σ，L=τl /σ

How to determine R, L
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外力（外力（外力（外力（L）の求め方）の求め方）の求め方）の求め方

�マグニチュードマグニチュードマグニチュードマグニチュード: M

�水平加速度水平加速度水平加速度水平加速度: α

最大， 平均
地表面, 基盤

� 繰返しせん断応力繰返しせん断応力繰返しせん断応力繰返しせん断応力: τ
l

波数, 期間
作用方向

�ひずみレベルひずみレベルひずみレベルひずみレベル （繰返し回数）（繰返し回数）（繰返し回数）（繰返し回数）

抵抗力（抵抗力（抵抗力（抵抗力（R）の求め方）の求め方）の求め方）の求め方

�地質学的情報

地質分類、地盤特性ほか

�原位置試験原位置試験原位置試験原位置試験

サウンディング (SPT;N-値, CPT; qc), 

物理探査（PS検層など）

�室内試験室内試験室内試験室内試験

繰返し三軸せん断試験, 繰返しねじりせん断

試験など.
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液状化の予測方法液状化の予測方法液状化の予測方法液状化の予測方法

1. 事前予測

2. 簡易予測法

3. 詳細予測法

4. 実験的方法

地形・地質学的方法地形・地質学的方法地形・地質学的方法地形・地質学的方法, 経験的方法（液状化履歴）経験的方法（液状化履歴）経験的方法（液状化履歴）経験的方法（液状化履歴）
計画段階でおおよその見当を行うなどのさいに適用計画段階でおおよその見当を行うなどのさいに適用計画段階でおおよその見当を行うなどのさいに適用計画段階でおおよその見当を行うなどのさいに適用

原位置でのサウンディング結果を用いた簡便な方法であるが原位置でのサウンディング結果を用いた簡便な方法であるが原位置でのサウンディング結果を用いた簡便な方法であるが原位置でのサウンディング結果を用いた簡便な方法であるが, 
設計では最も良く用いられている設計では最も良く用いられている設計では最も良く用いられている設計では最も良く用いられている

詳細な試験・解析を用いた方法詳細な試験・解析を用いた方法詳細な試験・解析を用いた方法詳細な試験・解析を用いた方法
大きなプロジェクト，特殊な・新しい施設などで用いられる大きなプロジェクト，特殊な・新しい施設などで用いられる大きなプロジェクト，特殊な・新しい施設などで用いられる大きなプロジェクト，特殊な・新しい施設などで用いられる

振動台実験振動台実験振動台実験振動台実験, 遠心力載荷装置遠心力載荷装置遠心力載荷装置遠心力載荷装置, 現地試験現地試験現地試験現地試験 特別な場合特別な場合特別な場合特別な場合

液状化の予測に必要なデータの例液状化の予測に必要なデータの例液状化の予測に必要なデータの例液状化の予測に必要なデータの例

事前予測事前予測事前予測事前予測 簡易予測法簡易予測法簡易予測法簡易予測法 詳細予測法詳細予測法詳細予測法詳細予測法

地盤条件地盤条件地盤条件地盤条件 地形・地質 地下水位

土質柱状図

土質分類

単位体積重量

地下水位

土質柱状図

土質分類

単位体積重量

土の強度特性土の強度特性土の強度特性土の強度特性
－

SPT N-値, (CPT)

物理試験

SPT N-値,  (CPT)

物理試験

室内強度試験

動的変形特性動的変形特性動的変形特性動的変形特性
－ －

G/Go-γ, h-γ,

弾性定数 G, E, ν,

弾性波速度 Vs, Vp

地震動特性地震動特性地震動特性地震動特性 － マグニチュード

地表面最大加速度

基盤加速度
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教訓と課題教訓と課題教訓と課題教訓と課題

� 継続時間の長い地震の設計、液状化対策の見直し

� 東北で住宅・宅地の液状化の問題とその対策

� 深部の地層構成の影響

� 東京湾岸で液状化による甚大な被害の対策

ご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただきご清聴いただき
ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました


