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１．はじめに
土木学会と日本建築学会は共同して、巨大地震の地震動の予測および既存構造物への耐震補強に
関する調査研究を進めるため、平成 16 年４月巨大地震対応共同研究連絡会を設置した。この中で、
プレート境界巨大地震による地震動の予測に関して、この連絡会のもとに地震動部会（入倉孝次郎
主査）が設置され、構造物への入力地震動の作成等に関する検討を行っている。平成 17 年度の地
震動部会の構成は附表１に示される。
昨年同時期に行われたシンポジウムにひきつづき、本シンポジウムにおいては、平成 17 年度の
地震動部会の活動成果である提供波等について、巨大地震の地震動特性に関する研究成果等を報告
するとともに、建築・土木の構造物部会からの話題提供をしていただき、長周期地震動を含む広帯
域地震動の予測と構造物への影響に関する議論を行う。
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地震動部会活動経過報告
知孝1

岩田
1京都大学防災研究所

教授（〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄）
E-mail:iwata@egmdpri01.dpri.kyoto-u.ac.jp

土木学会・日本建築学会巨大地震災害対応共同研究連絡会地震動部会の2005年度のこれまでの活動経過報
告を行う。

Key Words : Subduction earthquake, Long-period ground motions, Scenario earthquake, Strong
ground motion prediction

トリック研究を依頼した．
本研究シンポジウムにおいては，第２次提供波チーム
の最新の強震動予測手法についての発表とともに，震源
モデルパラメタの，破壊伝播速度，アスペリティでの応
力降下量，破壊開始点を変えた場合の予測地震動特徴に
ついてのパラメトリック研究の報告が午後のセッション
に予定されている．
また，最近発生した海溝型大地震等における大規模堆
主査：入倉孝次郎(京大)，副主査：杉戸真太(岐阜大)，
積盆地における長周期地震動特性を中心とした話題提供
川瀬 博(九大)，岩田知孝(京大)，委員：青井 真(防
として，2003 年 9 月十勝沖地震の苫小牧，2004 年 9 月
災科研)，市村 強(東工大)，大川 出(建築研)，片岡
紀伊半島南東沖地震の関東〜中京〜近畿圏での観測地震
正次郎(国総研)，香川敬生(地盤研)，久野通也（中部電
動の特徴や，2005 年 8 月宮城県沖の地震による仙台平
力），纐纈一起(東大)，佐藤俊明(大崎総研)，関口春子
野での地震動特性等，本部会の対象と考える地震動の特
(産総研) ，武村雅之(鹿島建設)，年縄 巧(明星大)，
徴や，観測波形の分析結果について，部会で話題提供し
野津 厚(港湾空港技研)，畑山 健（消防研），増田
徹(応用地質)，翠川三郎(東工大) ，源栄正人(東北大)， ていただいた内容を要約した報告を午前のセッションに
設定している．
山中浩明（東工大）
土木学会・日本建築学会巨大地震災害対応共同研究連
絡会に属する地震動部会は，プレート境界巨大地震時の
構造物への入力地震動の作成と評価に関する検討を行う
ため，平成 16 年 3 月に準備会を経て設立した．平成 16
年度の活動については，岩田(2004)にまとめられている．
平成 17 年度の部会構成は以下の通りである．

参考文献
岩田知孝，地震動部会活動報告，海溝型巨大地震を考え
る−広帯域強震動の予測２−，土木学会・日本建
築学会巨大地震災害対応共同研究連絡会地震動部
会シンポジウム，2004/ 02/ 19

今年度当部会では，昨年度に引き続き１ヶ月乃至は２
ヶ月に１度の頻度で部会を開催した．昨年度末に日本建
築学会入力地震動 WG と合同で行った，各関連委員会
メンバーを中心として巨大地震の地震動予測に関してア
ンケート結果に基づいて，波形を提供頂けるグループを
アンケートから選択し，第２次提供波として構造物部会
等に提供することを目的として，委員が分担して提供波
作成の文献から概説文を作成した．概説文は部会で検討
されて，第２次提供波のディジタルデータ，文献資料，
概説文をセットとして構造物部会等で使用して頂いてい
る．
また，第２次提供波のチームには，予測地震動の近距
離での空間変化と震源モデルパラメタを変えた時に予測
地震動の特徴がどのようにばらつくかについてのパラメ
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2003年十勝沖地震の特性化震源モデル構築の試
み−周期1-5秒の地震動を対象として−
野津
1正会員

厚1

（独）港湾空港技術研究所 地盤・構造部（〒239-0826 横須賀市長瀬3-1-1）
E-mail:nozu@pari.go.jp

2003年十勝沖地震は我が国に密な強震観測網が整備されてから初めて発生した海溝型巨大地震である．
この地震の記録を用いて，震源のモデル化手法を含む強震動評価手法の適用性を確認しておくことは，来
るべき東南海・南海地震による揺れの予測精度を向上させる上でも重要である．本研究では，波形インバ
ージョンの結果を参照し，工学的にも重要な周期1-5秒の揺れを説明できるような特性化震源モデルの構
築を試みた．その際，強震波形計算手法としては，経験的サイト増幅・位相特性を考慮した手法を用いた．
経験的サイト増幅特性はスペクトルインバージョンの結果を用いた．その結果，比較的簡便な特性化震源
モデルにより，広範囲の地震動を再現できることがわかった．

Key Words : The 2003 Tokachi-oki earthquake, characteristic source model, Site amplification factor,
group delay time, stochastic Green's function method

1. はじめに
海溝型巨大地震による強震動を予測するための震源
のモデル化手法については，これまでのところ様々な
議論がある．例えば，2003年十勝沖地震の強震記録に
基づいて既往のモデル化手法の検証を行った研究1）で
は，周期1-5秒の帯域での地震動の再現性に改善の余地
があるとしており，今後，震源のモデル化や計算手法
のさらなる改良も必要であると指摘している．震源の
モデル化に関しては，アスペリティの階層化2），ある
いは破壊伝播の複雑化3）など，どちらかと言えば震源
モデルをより複雑化していく方向の提案が行われてい
る．しかしながら，海溝型巨大地震による周期1-5秒の
地震動は，単純な震源モデルでも十分に説明できるよ
うに著者には思われる．そのように思われる理由は次
の通りである．
前報 4 ） でも指摘したように，2003年十勝沖地震
（M8.0）の本震波形と，同じ地点で得られた特定の余
震波形の位相は良く似ている．図-1はK-NET池田とK-NET
帯広において，2003年十勝沖地震（M8.0）の本震波形の
フーリエ位相を2003年9月26日7:20の余震（M5.2）のフ
ーリエ位相に置き換えた波形を計算し（黒），それを
もとの本震波形（灰色）と比較した結果である（0.11Hzの速度波形の比較）．これを見ると，両者は良く一
致している．このことは，本震波形と余震波形のフー

図-1 K-NET池田（上）とK-NET帯広（下）において，2003年十
勝沖地震（M8.0）の本震波形のフーリエ位相を2003年9月
26日7:20の余震（M5.2）のフーリエ位相に置き換えた波
形（黒）ともとの本震波形（灰色）との比較（0.1-1Hzの
速度波形の比較）．

リエ位相が類似していることを意味し，さらには，フ
ーリエ位相の角周波数に関する微分と定義される群遅
延時間が類似していることを意味する．
M8クラスの地震とM5クラスの地震の位相が類似して
いることは奇妙なことのようにも思えるが，条件が整
えば，そうしたことは可能である．その条件とは，本
震と余震が伝播経路特性とサイト特性を共有している
ことと，本震の震源特性が比較的シンプルで，位相に
対して大きな影響を与えないことである．もしも本震
の震源過程が非常に複雑なものであれば，位相に対し
て大きな影響を及ぼすので，点震源に近いM5クラスの
1
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地震と位相が類似することはあり得ないであろう．
以上のことから，本研究では，比較的シンプルな特
性化震源モデルにより，2003年十勝沖地震の周期1-5秒
の地震動が説明可能であるか検討を行った．その際，
強震波形計算手法としては，経験的サイト増幅・位相
特性を考慮した手法を用いた．以下においては，まず，
強震波形計算手法について説明し，次に，震源モデル
について説明する．

2. 強震波形計算手法
本研究では古和田他5）により提案されている経験的
サイト増幅・位相特性を利用した強震動評価手法を適
用する．この方法は，統計的グリーン関数法6）のバリ
エーションの一つであり，観測点周辺の堆積層が地震
動の振幅および位相の双方に及ぼす影響を考慮できる
手法である．ここではその概要について述べる．
一般に地震動のフーリエ振幅は震源特性・伝播経路
特性・サイト特性の積で与えられる．
（1）
O( f ) =S( f ) P( f ) G( f )

P( f ) = 1r exp – S fr / QVS

一方，地震動の群遅延時間は震源特性・伝播経路特
性・サイト特性の和で与えられる7）．
O
S
P
G
（2）
t gr ( f )=t gr ( f ) + t gr ( f ) + t gr ( f )
式（2）において添字Oは観測点において実際に観測さ
れる地震動を，添字Sは震源特性を，添字Pは伝播経路
特性を，添字Gはサイト特性を示す．
古和田他5）は，規模と震源距離の十分に小さな地震
が対象サイトで観測されている場合，その記録の群遅
延時間は，時間軸上での平行移動の分を除けば，ほぼ
式（2）の右辺第三項すなわちサイト特性を表現してい
ると考え，このことを利用した強震動評価手法を考案
している．すなわち，先ず，対象地震による地震基盤
での地震動を評価し（その方法については後述する），
次に，地震基盤での地震動をいったんフーリエ変換し，
振幅をG(f)倍し，さらに，上記の条件を満足する記録
を周波数領域で振幅1に調整して乗じ，フーリエ逆変換
する．このことを具体的に式で書くと次のようになる．
A( f ) = Ab( f ) G( f )

O( f )
O( f )

点の中小地震記録は，対象サイトへの入射角ができる
だけ対象地震と類似したものを選択する．それにより，
堆積層が地震動の位相に及ぼす影響をより適切に考慮
できるためである．
以上の方法で堆積層の影響を評価する場合，現地で
取得された中小地震記録の群遅延時間にはS波の寄与と
後続位相の寄与が渾然一体となっていることから，振
幅についても，両者の寄与を考慮したサイト増幅特性
を用いることが必要である．
対象地震による地震基盤での地震動は通常の統計的
グリーン関数法と同様の方法で評価することができる．
すなわち，まず，対象地震の断層面上で発生する小地
震を考え，小地震による地震基盤での加速度フーリエ
スペクトルを震源特性（4）と伝播経路特性（5）の積
として与える．
2
2S f
M 0e
（4）
S( f ) = RTI  FS  PRTITN
4SUVS 3 1 + f / fc 2

（3）

ここにA(f)は対象地震による地表での地震動のフーリエ
変換で複素数，Ab(f)は対象地震による地震基盤での地震
動のフーリエ変換で複素数，G(f)は上述のサイト増幅特
性で実数，O(f)は対象地点で得られた中小地震記録のフ
ーリエ変換で複素数である．式（3）の右辺第二項は堆
積層が地震動の振幅に及ぼす影響を，右辺第三項は堆
積層が地震動の位相に及ぼす影響を示す．なお，原論
文5）には述べられていないが，このとき用いる対象地
2
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（5）

式（4）においてM0eは小地震の地震モーメント，fcは小
地震のコーナー周波数，ρは地震基盤における媒質の
密度，VsはS波速度を示す．Rθφはラディエーション係
数であり，本研究では平均値0.63を用いる．FSは自由
表面による増幅の効果（=2）を示す．PRTITNは地震動の
エネルギーが水平方向の2成分に分散する効果を示す係
数であり，本研究では水平2成分のエネルギーが等しい
場合の値（0.71）を用いる．式（5）においてrは震源
距離を，Qは伝播経路における媒質のQ値を示す．小地
震のコーナー周波数はBruneの式9),10)で与える．
さて，要素波の求め方には，加速度フーリエスペク
トルと加速度波形の包絡線の両方を近似的に満足する
ような波形を求めるBooreの方法11）と，要素波の位相を
0とする方法がある．Booreの方法で加速度波形（要素
波）を生成するとき，生成された要素波のフーリエス
ペクトルと目標スペクトルとの間には，ある程度の残
差が含まれる．従って，Booreの方法を採用する場合に
は，多数の要素波を生成し，その中で，構造物に対し
て影響の大きい周波数帯域で残差の小さい要素波を選
ぶなどの配慮が必要である．しかし，その場合でも，
要素波の任意性の問題は残る．最近，このような要素
波の任意性に関わる問題に解決を与える方法として，
久田12）は，要素波の位相を低周波側で0とする方法を提
案している．本研究では，久田の考え方をさらに進め，
高周波側を含め位相=0とする考え方を適用する．この
方法による場合，要素波には任意性が無く，かつ，生
成された要素波のスペクトルは目標スペクトルに完全
に一致する．さらに，最適な要素波を探索する必要が
ないので計算時間も短い．

3. サイト増幅特性
ここでは図-2に示すK-NET13）およびKiK-net14）の計20地
点を対象に強震波形計算を実施した．各々の地点でス
ペクトルインバージョンにより推定されたサイト増幅
特性15）を図-3〜図-12に示す．K-NET は地表で観測を行
っており，KiK-netは地表と地中で観測を行っているが，
図-3〜図-12のサイト増幅特性はいずれも地震基盤〜地
表に対応するものである．そのため，以下においては
K-NET，KiK-netとも地表の波形を計算する．図-3〜図12より，1Hz以下の帯域でサイト増幅特性が10を上回る
地点も少なくないことがわかる．
図-4 HKD090とHKD095のサイト増幅特性

図-2 強震波形計算の対象地点（▲）と，本研究で設
定した2003年十勝沖地震のアスペリティ（小さ
な長方形）

図-5 HKD098とHKD113のサイト増幅特性

図-6 HDKH05とHDKH07のサイト増幅特性
図-3 HKD084とHKD087のサイト増幅特性
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図-7 KKWH08とKSRH01のサイト増幅特性

図-10 TKCH03とTKCH05のサイト増幅特性

図-8 KSRH02とKSRH07のサイト増幅特性

図-11 TKCH06とTKCH07のサイト増幅特性

図-9 KSRH09とTKCH02のサイト増幅特性

図-12 TKCH08とTKCH11のサイト増幅特性
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4. 震源モデル
2003年十勝沖地震について，前報4）では経験的グリー
ン関数を用いた波形インバージョンを実施し（対象周
波数は0.1-0.5Hz），図-13に示すように，三箇所にアス
ペリティを有する比較的シンプルな震源モデルを得て
いる．ここでは，この最終滑り量分布に基づき，図-2
および表-2に示すような特性化震源モデルを構築した．
ただし，図-13の三箇所のアスペリティのうち，広尾町
の海岸線付近のアスペリティ3は，他の二つのアスペリ
ティほど波形への寄与が明確でない．そこで，図-2お
よび表-2の特性化震源モデルでは，波形への寄与が特
に明確な二つのアスペリティをモデル化した．震源付
近の密度とS波速度は地震調査研究推進本部のレポート
1）
を参考に設定した．

表-2 特性化震源モデルのパラメタ
（全体）
震源付近の密度：3.1g/cm3
震源付近の S 波速度：3.9km/s
走向：246°
傾斜：18°
破壊フロント中心：
（143.925E，42.039N，深さ 30.1kn）
破壊伝播速度：2.7km/s
（アスペリティ 1）
アスペリティのサイズ：6×12km2
アスペリティの地震モーメント：6.0E+26dyne-cm
アスペリティのライズタイム：1.2s
分割数：5×5×5
（アスペリティ 2）
アスペリティのサイズ：8×6km2
アスペリティの地震モーメント：3.0E+26dyne-cm
アスペリティのライズタイム：1.2s
分割数：3×3×3

いが，対象地震は複数のアスペリティで構成されてお
り，対象地点によって，波形に対して最も影響の大き
いアスペリティは異なっている．そこで，アスペリテ
ィ1の影響の大きいHKD090以西の観測点についてはアス
ペリティ1の近くで発生している2003年9月26日7:20の余
震1（M5.2）の記録を用い，アスペリティ2の影響の大
きいHKD087以東の観測点についてはアスペリティ2の近
くで発生している2003年9月27日17:06の余震2（M5.2）
の記録を用いた．余震1および余震2の震央を図-2に示
す．
図-14より，各地の速度波形（0.2-1Hz）の再現性は概
ね良好であると判断される．特に，TKCH02やTKCH07で観
測されたインパルス状の波形，KSRH01やTKCH06で観測さ
れた継続時間の長い波形など，地点毎の特徴が良く捉
えられている．KSRH01はTKCH02と，TKCH06はTKCH11と，
それぞれ地理的には近い位置にあるが，十勝沖地震に
よる速度波形の振幅と継続時間はかなり異なっている．
こうした違いが，計算結果でも再現されている．一方，
観測波と合成波の主な不一致としては，十勝支庁の東
部の観測点（HKD090,TKCH03,TKCH05）において，EW成分
のパルスが再現できていない点を挙げることができる．
ただし，同じ地点でNS成分の再現性は良好である．
このように，地点によっては不一致も見られるもの
の，総じて言えば，比較的シンプルな特性化震源モデ
ルと経験的サイト増幅・位相特性を利用した強震波形
計算手法の組み合わせにより，海溝型巨大地震である
2003年十勝沖地震による周期1-5秒の地震動はほぼ説明
可能であると言える．

図-13 経験的グリーン関数を用いた波形インバージョ
ンによる2003年十勝沖地震のすべり量分布4）．図-2の大
きな長方形に対応．

5. 計算結果
作成した震源モデルによる速度波形の再現状況を図14に示す．なお，計算に際し，伝播経路のQ値としては
佐藤・巽16）による東日本海溝型地震のQ値（Q=114×
f0.92）を用いている．また，対象サイトの位相特性を考
慮するための観測記録としては，対象サイトへの入射
角が対象地震と類似した中小地震を選ぶことが望まし
5
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図-14 特性化震源モデルによる各地の速度波形（0.2-1Hz）の再現（1/3）
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図-14 特性化震源モデルによる各地の速度波形（0.2-1Hz）の再現（2/3）
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図-14 特性化震源モデルによる各地の速度波形（0.2-1Hz）の再現（3/3）
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 ߿߿㐳ᦼ㔡േߪ㧘⍴ᦼߩ㔡േ߶ߤᓸ⚦ߥ
㔡Ḯㆊ⒟߿ਅ᭴ㅧߦᓇ㗀ߐࠇߥߚ㧘Ꮕಽᴺࠍ
ਛᔃߣߒߚℂ⺰⊛ᚻᴺߦࠃࠆ㜞♖ᐲߩ੍᷹߇ᦼᓙߐ
ࠇߡࠆ 1)㧚ߣߪ߃㧘⁁ߢߪ㑐᧲ᐔ㊁߿ᄢ㒋ᐔ
㊁ߩࠃ߁ߦਅ᭴ㅧ߇Ყセ⊛ࠄ߆ߦߥߞߡࠆ
ၞߪዋߥߊ㧘ࡕ࠺࡞ൻ߿ᢙ୯⸘▚ߦᄙᄢߥഭജ߇ᔅ
ⷐߥߚ㧘ࠊ߇࿖ߩߤߩၞߢ㧘ߤߩᦼᏪߩ㔡
േ߇ߤߩ⒟ᐲჇߐࠇࠆ߆ߪࠄ߆ߦߐࠇߡߥ㧚
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ᣢᓔߩ᷹ⷰ⸥㍳ࠍ߽ߣߦ㧘ᦼ2㨪
20⑽ߩ߿߿㐳ᦼ㔡േߩㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞㧔ᷫ
ቯᢙ1%㧕ࠍផቯߔࠆ〒㔌ᷫᑼࠍᚑߒߚ㧚߹
ߚ㧘᷹ⷰ⸥㍳ߣ〒㔌ᷫᑼߦࠃࠆផቯ୯ߣߩᲧ߆ࠄ㧘
ฦᦼߩჇ₸ࠍో࿖591᷹ⷰὐߢ▚ߒ㧘߿߿㐳
ᦼ㔡േߩᝄ߇ᄢ߈ߊߥࠆၞ߿ߘߩ⒟ᐲ㧔Ⴧ
₸㧕ࠍ␜ߔߣߣ߽ߦ㧘㔡ߩ⊒↢ၞߦࠃࠅჇ
₸߇ߤߩࠃ߁ߦᄌൻߔࠆ߆ࠍᬌ⸛ߒߚ㧚
1
14

〒㔌ᷫᑼߩᚑߦߪ㧘ᣣᧄ߮ߘߩㄝߢ⊒↢
ߒߚ1964ᐕ6㨪2004ᐕ10ߩ㔡ߦࠃࠅ᳇⽎ᐡ㧘
ർᶏ㐿⊒ዪ㧘㑐㔡᷹ⷰ⎇ⓥද⼏ળߩ᷹ⷰὐߢ
ᓧࠄࠇߚ᷹ⷰ⸥㍳ࠍ↪ߚ㧚
1995ᐕᐶ⋵ධㇱ㔡ࠃࠅ೨ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߪ㧘ోߡ
᳇⽎ᐡߩ৻ᒝ㔡⸘߹ߚߪ87ဳᒝ㔡⸘ߦࠃࠆ߽ߩߢ
ࠆ㧚৻ᒝ㔡⸘ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߣߒߡߪ㧘ᑪ⸳⋭ᧁ
⎇ⓥᚲ߇ᢙ୯ൻߒ⸘ེᢛࠍᣉߒߚᵄᒻ࠺࠲ 2)ࠍ
↪ࠆ㧚ߎߩᵄᒻ࠺࠲ߪ㧘৻ᒝ㔡⸘ߩ⸥㍳♖ᐲ
߇ࠆ⒟ᐲ⸽ߐࠇߡࠆᦼ2㨪20⑽ߩᦼᏪ3)ߩ
ࡃࡦ࠼ࡄࠬࡈࠖ࡞࠲ࠍᣉߒߚ߽ߩߢࠆߚ㧘᳇
⽎ᐡ87ဳ㧘95ဳᒝ㔡⸘߿ർᶏ㐿⊒ዪ㧘㑐㔡ⷰ
᷹⎇ⓥද⼏ળߩ᷹ⷰὐߢᓧࠄࠇߚ᷹ⷰ⸥㍳ߦ߽㧘ห
᭽ߩࡃࡦ࠼ࡄࠬࡈࠖ࡞࠲ࠍᣉߒߚ㧚ߒߚ߇ߞߡ㧘
ߎߎߢߪᦼ2㨪20⑽ߩ߿߿㐳ᦼ㔡േ߇ኻ⽎ߣ
ߥࠆ㧚
⸃ᨆኻ⽎ߣߒߚ㔡ߩࠬ࠻ࠍߦ␜ߔ㧚ᶏḴ
ဳ㔡ߪࡕࡔࡦ࠻ࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼Mw 6.9㨪8.2ߩ12
㔡㧘ౝ㒽㔡ߪMw 5.8㨪6.9ߩ9㔡ࠍኻ⽎ߣߒߡ
ࠆ㧚
 ࿑ߦߪ᷹ⷰ⸥㍳ߩ㔡Ḯ〒㔌ߣ㔡ߩMw ߣߩ㑐
ଥࠍ␜ߔ߇㧘ᶏḴဳ㔡ߦߪ㔡Ḯ〒㔌100[km]એਅ
ߩ⸥㍳߇߶ߣࠎߤ߹ࠇߡߥ㧚


 〒㔌ᷫᑼߩᚑߦ↪ߚ㔡ߩࠬ࠻
ᷓߐ[km]

࠲ࠗࡊ

⊒↢ᐕᣣ

㔡Ḯ߹ߚߪ㔡ฬ

MJ

Mw

1

1964.6.16

ᣂẟ㔡

7.5

7.6

34

ᶏḴဳ

2

1989.11.2

ਃ㒽ߪࠆ߆ᴒ

7.1

7.4

0

ᶏḴဳ

3

1993.7.12

ർᶏධᴒ㔡

7.8

7.6

35.1

ᶏḴဳ

4

1994.10.4

ർᶏ᧲ᣇᴒ㔡

8.2

8.2

28

ᶏḴဳ

5

1994.10.9

ർᶏ᧲ᣇᴒ㧔㔡㧕

7.3

7.2

0

ᶏḴဳ

6

1994.12.28

ਃ㒽ߪࠆ߆ᴒ㔡

7.6

7.7

0

ᶏḴဳ

7

1995.1.7

ጤᚻ⋵ർ᧲ᴒ

7.2

6.9

47.8

ᶏḴဳ

8

1995.1.17

ᐶ⋵ධㇱ㔡

7.3

6.9

16.1

ౝ㒽ဳ

9

1995.12.4

ᛯᝒፉධ᧲ᴒ

7.3

7.7

57

ᶏḴဳ

10

1996.8.11

⑺↰⋵ධㇱ

6.0

5.9

8.6

ౝ㒽ဳ

11

1997.3.26

㣮ఽፉ⋵ർㇱ

6.6

6.0

11.9

ౝ㒽ဳ

12

1997.5.13

㣮ఽፉ⋵ർㇱ

6.4

6.0

9.2

ౝ㒽ဳ

13

1997.6.25

ጊญ⋵ർㇱ

6.3

5.8

8.3

ౝ㒽ဳ

14

1998.9.3

ጤᚻ⋵ർㇱ

6.2

5.9

7.9

ౝ㒽ဳ

15

2000.1.28

ᩮቶඨፉᴒ

7.0

6.7

58.5

ᶏḴဳ

16

2000.10.6

㠽ข⋵ㇱ㔡

7.3

6.8

9.0

ౝ㒽ဳ

17

2003.7.26

ችၔ⋵ർㇱ

6.4

6.1

11.9

ౝ㒽ဳ

18

2003.9.26

චൎᴒ㔡

8.0

8.2

42

ᶏḴဳ

19

2003.9.26

චൎᴒ㧔㔡㧕

7.1

7.3

21

ᶏḴဳ

20

2004.9.5

᧲ᶏᴒ

7.1

7.3

21

ᶏḴဳ

21

2004.10.23

ᣂẟ⋵ਛ㔡

6.8

6.6

13

ౝ㒽ဳ

No.



Mw




㧟㧚߿߿㐳ᦼ㔡േߩ〒㔌ᷫᑼ









 ࿁Ꮻࡕ࠺࡞
 ᰴᑼߩ࿁Ꮻࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚੑᲑ㓏࿁Ꮻಽᨆ
ࠃࠅ〒㔌ᷫᑼࠍᚑߒߚ㧚



log10 SV (T )









㔡Ḯ〒㔌 MO



C ᶏḴဳ㔡



Mw









㔡Ḯ〒㔌 MO



ߦ

(1)

ߎߎߢ㧘T ߪ࿕ᦼ[s]㧔T=2, 3, 4, 㨯㨯㨯, 20㧕㧘
SV(T)ߪᷫቯᢙ 1%ߩㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞[cm/s]㧘
X ߪ㔡Ḯ〒㔌[km]㧘a(T), b(T), c(T)ߪ࿁Ꮻଥᢙߢ
ࠆ㧚ㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ SV(T)ߪ㧘᳓ᐔ 2 ᚑಽߘࠇ
ߙࠇߩ᷹ⷰ⸥㍳ߦኻߔࠆ৻⥄↱ᐲ♽ߩㅦᐲᔕ╵ᵄ
ᒻ㧔ᷫቯᢙ 1%㧕ࠍ⸘▚ߒ㧘ߎߩᔕ╵ᵄᒻߩ᳓ᐔ
2 ᚑಽวᚑߩᦨᄢ୯ࠍߣߞߚ߽ߩߢࠆ㧚
߹ߚ㧘ଥᢙ d(T)ߦߟߡߪ㧘㕙ᵄߩᐞᷫ
ߦኻᔕߔࠆ 0.5 ߆ࠄታᵄߩᐞᷫߦኻᔕߔࠆ
1.0 ߩ㑆ߢ㧘ࠣ࠶࠼ࠨ࠴ߦࠃࠅ࿁Ꮻ⺋Ꮕ߇ᦨዊ
ߣߥࠆࠃ߁ߦᦨㆡ୯ࠍ᳞ߚ㧚







a(T ) M w  b(T ) X  c(T )  d (T ) log10 X

4)



D ౝ㒽㔡

 ࿁Ꮻଥᢙ
 ࿁Ꮻಽᨆߩ⚿ᨐᓧࠄࠇߚଥᢙࠍ࿑ ߦ␜ߔ㧚ࡑ

࿑ ᷹ⷰ⸥㍳ߩ㔡Ḯ〒㔌ߣ Mw ߩ㑐ଥ

2
15


1.0

20

0.4

ᶏḴဳ

0.2

ౝ㒽ဳ

0.0
2

4

6

8

10
12
T [s]

14

16

18

20

0.0020
ᶏḴဳ

0.0015
b (T )

ᶏḴဳ
ౝ㒽ဳ
䇱ᧁ䊶ઁ

0.6

ᦨᄢㅦᐲᔕ╵ [cm/s]

a (T )

0.8

15

10

5

ౝ㒽ဳ
0.0010

0

0.0005

2

0.0000
2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

8

10

12

14

16

18

20

T [s]

T [s]

C Mw=7.0, X=100
100

0.0
-1.0

ᶏḴဳ

-2.0

ౝ㒽ဳ

-3.0

ᦨᄢㅦᐲᔕ╵ [cm/s]

c (T )

6

20

-4.0
-5.0
-6.0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T [s]

0.8

ᶏḴဳ
ౝ㒽ဳ
䇱ᧁ䊶ઁ

75

50

25

d (T )

0.6

0

0.4

2

ᶏḴဳ

0.2

ౝ㒽ဳ

0.0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T [s]
20

D Mw=8.0, X=100

T [s]

࿑ ផቯߐࠇࠆㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞㧔ᷫቯᢙ 1%㧕ߩ
࿑ 〒㔌ᷫᑼߩ࿁Ꮻଥᢙ

Ყセ

ᑼ ઁᧁޘ1988)5) ߆ࠄផቯߒߚ߽ߩߣᲧセ
ߒߡ࿑ߦ␜ߔ㧚ౝ㒽㔡ߦߟߡߪ㧘⸥㍳ࠍ↪
ߚ㔡ߩⷙᮨߩ▸࿐ᄖߢࠆ߇㧘ෳ⠨ߦ␜ߒߡࠆ㧚
〒ߩઁᧁޘ㔌ᷫᑼߪᷫቯᢙ2%ߩടㅦᐲ
ᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍផቯߔࠆᑼߢࠆߚ㧘ផቯߒߚ
ടㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߦᷫቯᢙߩᱜ 6)ࠍⴕߞߚ
ߢ⇼ૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߦᄌ឵ߒߡᲧセߒߡ
ࠆ㧚߹ߚ㧘ߩઁᧁޘᑼߪ᳇⽎ᐡࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼
MJߣ㔡ᄩ〒㔌ࠍࡄࡔ࠲ߣߒߡࠆߚ㧘ߎߎߢ
ߪMJ=Mwߣߒ㧘㔡Ḯᷓߐࠍ20[km]ߣߒߡหߓ㔡Ḯ〒
㔌ߢᲧセߒߡࠆ㧚
ߎߩ࿑ߦࠃࠆߣ㧘หߓ㔡ⷙᮨߢߪౝ㒽㔡ߩᣇ
߇ᄢ߈ߥㅦᐲᔕ╵߇ផቯߐࠇߡࠆ㧚ߎࠇߪ㔡Ḯߩ
ᵻౝ㒽㔡ߩᣇ߇㧘㕙ᵄࠍബߒ߿ߔߎߣࠍ
ᤋߒߚ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
〒ߩઁᧁޘ㔌ᷫᑼߪ5ߟߩᶏḴဳ㔡ߩ
㔡⸥㍳ࠍ߽ߣߦᚑߐࠇߡ߅ࠅ㧘ᧄ⎇ⓥߩᶏḴဳ

ࠣ࠾࠴ࡘ࠼ߩଥᢙ a(T)ߪᦼ߇㐳ߊߥࠆ߶ߤᄢ
߈ߊߥߞߡ߅ࠅ㧘㐳ᦼᚑಽߩࡑࠣ࠾࠴ࡘ࠼ଐ
ሽᕈ߇㜞ߎߣࠍ␜ߒߡࠆ㧚߹ߚ〒㔌ߩଥᢙ
b(T)ߪᦼ߇㐳ߊߥࠆ߶ߤዊߐߊߥࠅ㧘㐳ᦼᚑ
ಽߪౝㇱᷫ߇ዊߐߎߣࠍߒߡࠆ㧚ଥᢙ
d(T)ߪᶏḴဳ㔡ߢߪోߡߩᦼߢ 0.5 ߣߥߞߚ߇㧘
ౝ㒽㔡ߢߪᦼ߇㐳߶ߤᄢ߈ߊߥߞߡࠆ㧚
৻⥸ߦߪ㧘ᦼ߇㐳߶ߤ㕙ᵄߩᐞᷫߦኻ
ᔕߔࠆ 0.5 ߦㄭߠߊߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆ߇㧘ߎߎߢߪ
ㅒߩะࠍ␜ߒߡࠆ㧚〒㔌ᷫߩ⒟ᐲࠍߔ 2
ߟߩଥᢙ b(T)ߣ d(T)ߦߪ࠻࠼ࠝࡈߩ㑐ଥ߇
ࠆߚ㧘ߎߎߢ␜ߒߚౝ㒽㔡ߩ d(T)ߦߪౝㇱᷫ
ߩᓇ㗀߇߹ࠇߡࠆน⢻ᕈ߇ࠆ㧚

 ផቯߐࠇࠆ㔡േᒝߐߣᣢᓔߩ⎇ⓥߣߩᲧセ
 ᚑߒߚ〒㔌ᷫᑼ߆ࠄផቯߐࠇࠆㅦᐲᔕ╵ࠬࡍ
ࠢ࠻࡞ࠍ㧘᳇⽎ᐡ৻ᒝ㔡⸘ߩ⸥㍳ߦၮߠߊ〒㔌ᷫ
3
16
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࿑ ฦ᷹ⷰὐߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ⴧ₸ߩಽᏓ㧔T=3[s]㧕

㔡ߩᑼߦࠃࠅㄭ߽ߩߣߥߞߡࠆ㧚ߚߛߒ㧘ᧄ⎇
ⓥߢ↪ߚ⸥㍳ߪᐔ㊁ㇱߢᓧࠄࠇߚ߽ߩࠍᲧセ⊛ᄙ
ߊߚ㧘ᶏḴဳߩᑼߢ߽ߩઁᧁޘᑼࠃࠅᄢ
߈ߥㅦᐲᔕ╵߇ផቯߐࠇߡࠆ㧚
ߥ߅ᶏḴဳߩᑼߢᲧセߒߡߺࠆߣ㧘Mw=8.0ߢߪ
Mw=7.0ߩ6㨪9⒟ᐲߩ୯ߣߥߞߡࠆ㧚

೨ㅀߩ〒㔌ᷫᑼߦࠃࠆផቯ୯ߢ㒰ߒߚ୯ࠍ〒㔌ᷫ
ᑼߦኻߔࠆჇ₸ߣ⠨߃㧘ⶄᢙߩ⸥㍳߇ᓧࠄࠇߡ
ࠆ᷹ⷰὐߦߟߡߪᐔဋߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ฦ᷹ⷰ
ὐߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩჇ₸ࠍ⸘▚ߒߚ㧚
ߎ ߩ ⚿ ᨐ ߩ ৻ ㇱ ࠍ ࿑  ߣ ࿑  ߦ ␜ ߔ 㧚 ࿑  ߪ
T=3[s]㧘࿑ߪT=7[s]ߩㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩჇ



₸ࠍ␜ߒߚ߽ߩߢࠆ㧚ߎࠇࠄߩ࿑ߦࠃࠆߣ㧘ࠊ߇
࿖ߩਥⷐߥᐔ㊁ㇱߢߪჇ₸߇1.5એߣߥߞߡ߅
ࠅ㧘ጊㇱߩჇ₸ࠃࠅ߽ࠄ߆ߦᄢ߈㧚߹ߚ㧘
T=7[s]ߢߪ⍹⁚ᐔ㊁㧘ാᛄᐔ㊁߿㑐᧲ᐔ㊁ߥߤ㧘․

㧠㧚߿߿㐳ᦼ㔡േߩჇ₸

 Ⴧ₸ߩၞᕈ
 〒㔌ᷫᑼߪో᷹ⷰ⸥㍳ߩᐔဋ⊛ߥะࠍߔ߽
ߩߢࠆ߇㧘ታ㓙ߦߪㄝߩ⋚᭴ㅧ╬ߩᓇ㗀ߦࠃ
ࠅ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േߩᝄ߇ᄢ߈ߊჇߐࠇ߿ߔ
ὐ߿ߘ߁ߢߥὐ߇ࠆ㧚߹ߚߘߩჇߩ⒟
ᐲߪ㔡േߩᦼߦࠃߞߡ⇣ߥࠆ㧚ߎߎߢߪ᷹ⷰ⸥
㍳ࠍ↪ߚో࿖591᷹ⷰὐߦ߅ߌࠆ㔡േߩჇ₸
ࠍᦼߏߣߦ⸘▚ߒ㧘ߘߩၞᕈࠍᬌ⸛ߒߡߺߚ㧚
ฦ᷹ⷰὐߢᓧࠄࠇߚ⸥㍳ߩㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ㧘
4
17

ߦ㔡ၮ⋚߇ᷓᐔ㊁ㇱߦߩߺჇ₸߇5એߩ
᷹ⷰὐ߇ߺࠄࠇ㧘⋚᭴ㅧߦࠃࠅ․ቯߩᦼߩ㔡
േ߇ᄢ߈ߊჇߐࠇࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆ㧚
 㔡ߩ⊒↢ၞߦࠃࠆჇ₸ߩ㆑
 ᰴߦ㧘ᐳ㑆ઁ(2002)7) ߦ୮㧘⸃ᨆኻ⽎ߣߒߚ
㔡ࠍ࿑ߩࠃ߁ߦ13ߩ㔡Ḯಽ 8)ߦಽ㘃ߒ㧘ฦ
᷹ⷰὐߩჇ₸߇㔡Ḯߏߣߦߤߩࠃ߁ߦᄌൻߔࠆ
߆ࠍᬌ⸛ߒߚ㧚
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࿑ 㔡ḮಽߏߣߩჇ₸ߩᲧセ㧔㑐᧲ᣇߩ㧕

ਅ᭴ㅧࠆߪ㔡ߩ⊒↢ၞߣ㑐ㅪߠߌࠄࠇࠆ
ߎߣࠍ␜ߒߚ㧚
 ᓟߪ㧘࠻ࠟࡌ࡞╬ࠍ⠨ᘦߒߡ↪ߔࠆⷰ
᷹⸥㍳ࠍࠃࠅ෩ኒߥၮḰߢㆬቯߔࠆߣߣ߽ߦ㧘㔡Ḯ
ᷓߐ߿〒㔌ߩࡄࡔ࠲ߩᓇ㗀ߥߤࠍߚ⚦ߥ
ᬌ⸛ࠍㅴࠆ੍ቯߢࠆ㧚

1987.
3) ᧁޘᐽ㧘↰ᢘ৻㧘⋧ᴛ⥝㧘㜞ᯅਯ㧦᳇⽎ᐡ৻
ᒝ㔡⸘ߩ⸥㍳♖ᐲߦ㑐ߔࠆታ㛎⊛ᬌ⸛㧘ᧁ⎇ⓥᚲ⾗
ᢱ㧘╙2386ภ, 1986.
4) Joyner, W. B. and Boore, D. M.: Peak horizontal
acceleration and velocity from strong-motion records
including records from the 1979 Imperial Valley, California,

⻢ㄉ㧦ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘㑐㔡᷹ⷰ⎇ⓥද⼏ળ㧘᳇⽎
ᐡ㧘߮ർᶏ㐿⊒ዪ㧔ච㖸㗅㧕߇᷹ⷰ㓸ߒ
ߚᒝ㔡⸥㍳ࠍ↪ߒߚ㧚ᧁቇળᣣᧄᑪ▽ቇળᏂ
ᄢ㔡ἴኂኻᔕห⎇ⓥㅪ⛊ળ㔡േㇱળ㧔ਥᩏ㧦
ୖቁᰴ㇢ᗲ⍮Ꮏᬺᄢቇቴຬᢎ㧕ߢߪ⋉ߥߏഥ
⸒ࠍߚߛߚ㧚⸥ߒߡ⻢ᗧࠍߔࠆᰴ╙ߢࠆ㧚

earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 71, pp. 2011-2038,
1981.
5) ᧁޘᐽ㧘↰ᢘ৻㧘⋧ᴛ⥝㧦᳇⽎ᐡ৻ᒝ㔡⸘⸥㍳
ߦၮߠߊ㐳ᦼ㔡േ․ᕈߩ⸃ᨆ㧙㧔ߘߩ㧡㧕1978ᐕ
ችၔ⋵ᴒ㔡⸥㍳ߩ⸃ᨆ㧙㧘ᧁ⎇ⓥᚲ⾗ᢱ㧘╙2664
ภ, 1988.
6) Ꮉፉ৻ᒾ㧘⋧ᴛ⥝㧦ᷫቯᢙߦኻߔࠆ㔡ᔕ╵ࠬࡍࠢ

ෳ⠨ᢥ₂

࠻࡞ߩᱜᴺ㧘ᧁቇળ⺰ᢥ㓸㧘No. 344/I-1, pp. 351-

1) ᧁቇળᣣᧄᑪ▽ቇળᏂᄢ㔡ἴኂኻᔕห⎇ⓥㅪ

355, 1984.

⛊ળ㔡േㇱળ㧦ᶏḴဳᏂᄢ㔡ࠍ⠨߃ࠆ㧙ᐢᏪၞᒝ

7) ᐳ㑆ା㧘⚦Ꮉ⋥ผ㧘⇌ጊஜ㧘㆙⮮⌀㧦߿߿㐳ᦼ

㔡േߩ੍᷹㧙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸, 2005.

㔡േߩᣧᦼ੍᷹ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧘╙11࿁ᣣᧄ㔡Ꮏቇ

2) ᧁޘᐽ㧘↰ᢘ৻㧘⋧ᴛ⥝㧦᳇⽎ᐡ৻ᒝ㔡⸘⸥㍳

ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸, pp. 2307-2312, 2002.

ߦၮߠߊ㐳ᦼ㔡േ․ᕈߩ⸃ᨆ㧙㧔ߘߩ㧠㧕1964ᐕ

8) ᳇⽎ᐡ㔡Ἣጊㇱ㔡ᵤᵄ⋙ⷞ⺖㧦᳇⽎ᐡ㧔᧲੩㧕ߢ

ᣂẟ㔡⸥㍳ߩ⸃ᨆ㧙㧘ᧁ⎇ⓥᚲ⾗ᢱ㧘╙2493ภ,

᷹ⷰߐࠇߚᒝ㔡⸥㍳㧔1927ᐕ㨪1989ᐕ㧕, 1990.
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Ꮒᄢ㔡߿ᄢ㔡ߪޔ⍴ᦼ㔡േߦࠃࠆⵍኂߣหᤨߦ㐳ᦼ㔡േߦࠃࠆⵍኂࠍᒁ߈ߎߔޕ
 ᐕ ච ൎ ᴒ  㔡 ߦ ࠃ ࠆ ⍹ ᴤ ࠲ ࡦ ࠢ ߩ Ἣ ἴ   ߪ  ࠆ  ޔᐕ ජ ⪲ ⋵ ർ ㇱ ߩ  㔡 ߦ ࠃ ࠆ ࠛ  ࡌ  ࠲
 ᱛ ╬ ߪ ޔ㐳  ᦼ  㔡 േ ߦ ࠃ ࠆ ␠ ળ ߳ ߩ ᓇ 㗀 ߩ ᄢ ߈ ߐ ࠍ ␜ ߒ ߡ  ࠆ ޕਛ ᄩ 㒐 ἴ ળ ⼏ ߢ ߪ ޔ㐳  ᦼ 
㔡 േ ߳ ߩ ኻ ╷ ࠍ ᬌ ⸛ ߔ ࠆ ߚ  ߦ  ޔ㐳  ᦼ  㔡 േ ߩ ․ ᓽ ࠍ ⺞ ᩏ ߒ  ਅ ᭴ ㅧ ߣ ߩ 㑐 ㅪ ࠍ ᢛ ℂ ߒ ߚ ޕ㐳 
ᦼ  㔡 േ ߩ ․ ᓽ ߪ ޔ㐳  ᦼ  㔡 േ ߪ ਥ ߦ  㕙 ᵄ ߆ ࠄ ߥ ࠆ ߎ ߣ ޔ 㔡 ⷙ ᮨ ߇ ᄢ ߈ ߊ 㔡 Ḯ ߇ ᵻ  ߶ ߤ ᝄ
 ߇ ᄢ ߈  ߎ ߣ ޔၸ Ⓧ ጀ ߩ ෘ  ᐔ ㊁ ⋆  ╬ ߩ  ၞ ߢ ᝄ  ߇ ᄢ ߈ ߊ ⛮ ⛯ ᤨ 㑆 ߇ 㐳  ߎ ߣ ޔ㐳  ᦼ 
㔡 േ ߩ ථ   ᦼ ߪ 8UOU ⒟ ᐲ ߩ ㅦ ᐲ ጀ ࠃ ࠅ ᵻ   ⋚ ߩ ࿕   ᦼ ߣ ⋧ 㑐 ߇ 㜞  ߎ ߣ ߢ  ࠆ  ޕ
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㧝㧚㐳ᦼ㔡േߦኻߔࠆኻ╷

㧞㧚᷹ⷰ⸥㍳ߩᢛℂ


 Ꮒᄢ㔡߿ᄢ㔡ߪޔᒝ⍴ᦼ㔡േࠍߒᧁޔㅧ

㐳ᦼ㔡േߦߟߡߪⷰޔ᷹⸥㍳ߦ㗼⪺ߦࠇ

ቛࠆߪ㕖ᧁㅧቛ╬ߩⵍኂࠍᒁ߈ߎߒޔߚ߹ޔห

ࠆၞߣࠇߥၞ߇ࠅޔ⍴ᦼ㔡േߣߪᕈ

ᤨߦޔᦼ߇ 1 ⑽ࠃࠅ㐳㐳ᦼ㔡േࠍߒޔ࿕

⾰߇⇣ߥࠆߣߎࠈ߇ࠆޕ㒐ἴኻ╷ߦ㑐ߒߡᵈᗧߔߴ߈㐳

ᦼߩ㐳㜞ጀࡆ࡞߿⍹ᴤ࠲ࡦࠢ╬ߦⵍኂࠍਈ߃ࠆޕ㐳ᦼ

ᦼ㔡േߩ․ᓽߪޔᵄߩ⒳㘃ޔථߔࠆᦼޔᦼߏߣ

㔡േߦࠃࠆⵍኂߪㆊߦ߽ᵈ⋡ߐࠇߡ߈ߚߣߎࠈߢ

ߩᝄ㧔߹ߚߪࠬࡍࠢ࠻࡞㧕
߮ࠃ߅ޔ㔡േߩ⛮⛯ᤨ㑆߇

ࠆ߇ޔ2003 ᐕචൎᴒ㔡ߦࠃࠆ⧴ዊ’ߩ⍹ᴤ࠲ࡦࠢߩἫ

ਥߥ㗄⋡ߢࠅ․ߩࠄࠇߎޔᓽߣਅ᭴ㅧߣߩ㑐ㅪࠍࠄ

ἴ߿ 2005 ᐕජ⪲⋵ർㇱߩ㔡ߦࠃࠆࠛࡌ࠲ߪޔ

߆ߦߔࠆߎߣ߇⺞ᩏߩ⋡⊛ߢࠆޕ

㐳ᦼ㔡േߦࠃࠆ␠ળ߳ߩᓇ㗀߇ᄢ߈ߎߣࠍᡷߡ

ޟ㚂ㇺ⋥ਅ㔡ኻ╷ኾ㐷⺞ᩏળޟߩޠ㔡ࡢࠠࡦࠣࠣ

␜ߒߡࠆޕ㜞ጀࡆ࡞߿㔡ࡆ࡞╬ޔᢙ⑽ߩ࿕ᦼࠍ߽

࡞ࡊޔߪߢޠ㚂ㇺၞߩᄙߊߩ᷹ⷰὐߢ㐳ᦼ㔡േ߇

ߟ᭴ㅧ‛߇ᄙߊᑪ⸳ߐࠇߚ߹ޔ࿕ᦼ߇ᢙ⑽㨪චᢙ⑽ߩ

᷹ⷰߐࠇߚ2000ᐕ715ᣣߦᵤፉㄭᶏߢ⊒↢ߒߚM5.3

⍹ᴤ࠲ࡦࠢ╬߇ᢙᄙߊ⸳⟎ߐࠇߡࠆၞߢߪޔ㐳ᦼ

ߩ㔡ࠍޔߚ߹ޔ
ޟᣣᧄᶏḴජፉᶏḴㄝᶏḴဳ㔡ߦ

㔡േߦኻߔࠆኻ╷߇㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆޕ

㑐ߔࠆኾ㐷⺞ᩏળޠ
ߢߪޔ
 ᐕ  ᣣߦ⊒↢ߒߚ/

 ਛᄩ㒐ἴળ⼏ߢߪޔ
ޟ㚂ㇺ⋥ਅ㔡ኻ╷ኾ㐷⺞ᩏળߦޠ

ߩචൎᴒ㔡ࠍ⺞ᩏߒߚⷰޕ᷹⸥㍳ߪ㒐ἴ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥᚲ

⟎߆ࠇߚޟ㔡ࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊޔߡ߅ߦޠ㐳ᦼ

ߩ K-NET ᷹ⷰ✂ߩ߽ߩࠍ↪ߒߚޕ

㔡േߩ㚂ㇺ߳ߩᓇ㗀ߣߘࠇߦኻߔࠆኻ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ

࿑㧝ޔ࿑㧞ߦᵤፉㄭᶏ㔡ߩ㑐᧲ၞߢ᷹ⷰߐࠇߚ㐳

ߦޔߚ߹ޔ
ޟᣣᧄᶏḴජፉᶏḴㄝᶏḴဳ㔡ߦ㑐ߔࠆ

ᦼ㔡േߩᝄಽᏓߣථᦼࠍ␜ߔ〒ޕ㔌ᷫߩലᨐ

ኾ㐷⺞ᩏળޔ߽ߡ߅ߦޠචൎᴒߦᗐቯߐࠇࠆ㔡ߦࠃࠆ

ߣߪߦ᧲ޔ੩ḧጯߢᝄ߇⋧ኻ⊛ߦᄢ߈ߊߩߘޔㄝߩ

ർᶏᣇ߳ߩᓇ㗀ߣߘࠇߦኻߔࠆኻ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ

ਐ㒺߆ࠄጊߢߪᝄ߇ዊߐߊߥߞߡࠆ᭽ሶ߇ࠄ

ߦޔ㐳ᦼ㔡േߩ․ᓽࠍ⺞ᩏߒߚࠣࡦࠠࡢޔߦߎߎޕ

ࠇޔ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪ⋚ߩ࿕ᦼߣ⋧㑐߇ࠃ

ࠣ࡞ࡊ߅ࠃ߮ኾ㐷⺞ᩏળߦࠃࠆ⺞ᩏ⚿ᨐࠍႎ๔ߔࠆޕ

ߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ࿑㧟ߣ࿑ 4 ߦචൎᴒ㔡ߢ᷹ⷰߐ
ࠇߚ㐳ᦼ㔡േߩᝄಽᏓߣථᦼࠍ␜ߔޕാᛄᐔ㊁ޔ
චൎᐔ㊁ޔᩮ㊖ᐔ㊁ߢޔጊߦᲧߴߡ⋧ኻ⊛ߦ㐳ᦼ㔡
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㧟㧚㚂ㇺၞߦ߅ߌࠆ㐳ᦼ㔡േ⺞ᩏ


േߩᝄߪᄢ߈ߊޔ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪޔ㑐᧲ၞ
ߣห᭽ߦ⋚ߩ࿕ᦼߣ⋧㑐߇ࠃ․ߩࠄࠇߎޕᓽߪޔ
㐳ᦼ㔡േߪ P ᵄ߿ S ᵄߩታᵄߢߪߥߊޔ
ਥߦ㕙ᵄ

⍴ᦼ㔡േߩᝄ߿ࠬࡍࠢ࠻࡞᭴ㅧߪઃㄭߩᵻ

߆ࠄߥࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ

ਅ᭴ㅧ߇ᡰ㈩⊛ߢࠆ߇ޔ㕙ᵄࠍਥߣߔࠆ㐳ᦼ
㔡േߪࠅࠃޔᷓㇱ߹ߢߩਅ᭴ㅧ߇㑐ଥߒߡࠆޕ㐳
ᦼ㔡േߣਅ᭴ㅧߣߩ㑐ଥࠍቯ㊂⊛ߦᝒ߃ࠆߚߦޔ
㔡ၮ⋚߆ࠄᎿቇ⊛ၮ⋚߹ߢߩਅ᭴ㅧߩ 3 ᰴరࡕ࠺࡞ࠍ
᭴▽ߒߚ࡞࠺ࡕޕൻߦ↪ߚ࠺࠲ߪޔዮ᛬ᴺតᩏ߿ᓸേ
ࠕࠗតᩏ╬ߩ‛ℂតᩏ⚿ᨐߢࠆޕ㑐᧲ၞߩࡕ࠺࡞ൻ
ߦ↪ߚ‛ℂតᩏߩታᣉ⟎ࠍ࿑㧡߅ࠃ߮࿑㧢ߦ␜ߔޕ

࿑㧝 2000 ᐕ 7  15 ᣣߦᵤፉㄭᶏߢ⊒↢ߒߚ M5.3 ߩ㔡ߦ
ࠃࠆ㐳ᦼ㔡േߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ
ၸⓍጀߩෘ᧲੩ḧጯ߿ජ⪲ၯ₹⋵Ⴚ╬ߢᝄ߇ᄢ
߈ߊޔㄝߩਐ㒺߿ጊߢߪዊߐޕ


࿑㧟 2003 ᐕ 9  26 ᣣߦ⊒↢ߒߚ M8.0 ߩචൎᴒ㔡ᧄ㔡ߦࠃ
ࠆ㐳ᦼ㔡േߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ
ၸⓍጀߩෘാᛄᐔ㊁ޔචൎᐔ㊁ޔᩮ㊖ᐔ㊁╬ߢᝄ
߇ᄢ߈ߊޔਐ㒺߿ጊߢߪዊߐޕ

࿑㧞 2000 ᐕ 7  15 ᣣߦᵤፉㄭᶏߢ⊒↢ߒߚ M5.3 ߩ
㔡ߦࠃࠆ㐳ᦼ㔡േߩථᦼ
ㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩථᦼࠍ⋚ߩ࿕ᦼߦ
ኻߒߡ␜ޕ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪޔS ᵄㅦᐲ
2,400m/s ጀࠃࠅᵻ⋚ߩ࿕ᦼߣ⋧㑐߇㜞ޕ

࿑㧠 2003 ᐕ 9  26 ᣣߦ⊒↢ߒߚ M8.0 ߩචൎᴒ㔡ᧄ
㔡ߦࠃࠆ㐳ᦼ㔡േߩථᦼ
ㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩථᦼࠍ⋚ߩ࿕ᦼߦ
ኻߒߡ␜ޕ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪޔS ᵄㅦᐲ
2,100m/s ጀࠃࠅᵻ⋚ߩ࿕ᦼߣ⋧㑐߇㜞ޕ
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 ‛ℂតᩏ⚿ᨐߩᢛℂ߆ࠄޔ㑐᧲ၞߪޔ㔡ၮ⋚ࠍ

㪊

㪊

᷹ⷰ
ୃᱜ೨
ୃᱜᓟ

8UOU ߅ࠃ߮ 8UOU ߣߒߡ  ᰴరࡕ࠺࡞ൻߐ

ୃᱜᓟ
ୃᱜ೨
᷹ⷰ

㪉

㪉

⋧ㅦᐲ㩿㫄㪆㫊㪀

⋧ㅦᐲ㩿㫄㪆㫊㪀

8UOUޔᎿቇ⊛ၮ⋚ࠍ 8UOUߩߘޔ㑆ߩጀࠍ

㪈

㪈

ࠇࠆޕ
㪇

‛ℂតᩏ࠺࠲ࠍ↪ߡ᭴▽ߐࠇߚਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߪޔ

㪇

㪇㪅㪈

㪈

㪈㪇

㪇㪅㪈

㪈

ᓸേࠕࠗតᩏߢᓧࠄࠇߚ㕙ᵄߩ⋧ㅦᐲಽᢔᦛ✢ߦ

㪪ᵄㅦᐲ㩿㫂㫄㪆㫊㪀

㪪ᵄㅦᐲ㩿㫂㫄㪆㫊㪀
㪇

ࠃࠅୃᱜߒߚ㧔࿑ 㧕
ޔߚ߹ޕᏅಽᴺࠍ↪ߚౣ⸘▚ߦ

㪇

ࠃࠅᵄᒻߣࠬࡍࠢ࠻࡞Ყセߦࠃࠅㆡᱜൻࠍⴕߞߚ
㧔࿑㧕
ޕ

㪈

㪈

㪉

㪊

㪇

㪋

㪈

㪉

㪊

㪋

㪇
ୃᱜ೨
ୃᱜᓟ

ୃᱜ೨
ୃᱜᓟ

㪈

㪉

ᷓᐲ㩿䋚㪀

㪉

ᷓᐲ㩿䋚㪀

㪈㪇

ᵄᢙ㩿㪟㪱㪀

ᵄᢙ㩿㪟㪱㪀

㪊

㪊

㪋

㪋

㪌

㪌

  

㪍

㪍

࿑㧣 ᓸേࠕࠗតᩏߢᓧࠄࠇߚ㕙ᵄߩ⋧ㅦᐲಽᢔ
ᦛ✢ࠍ↪ߚㅦᐲ᭴ㅧߩୃᱜ
Ბߪ⋧ㅦᐲಽᢔᦛ✢ޕਣශߪ᷹ቯ୯ޕ㕍✢ߪୃᱜ
೨ߢ⿒✢ߪୃᱜᓟޕ
ਅᲑߪ S ᵄㅦᐲ᭴ㅧޕ㕍✢ߪୃᱜ೨ߢ⿒✢ߪୃᱜᓟޕ

A

B

A
B
࿑㧡 㑐᧲ၞߩ㧟ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ᭴▽ߦ↪ߚ
‛ℂតᩏߩ⟎
ਥߦዮ᛬ᴺតᩏߣᴺតᩏߩ᷹✢ࠍ␜ߔޕ

D
E
F

C

C

D

E

F

࿑㧤 2000 ᐕ 5  17 ᣣᵤፉㄭᶏ㔡ߩ᷹ⷰᵄᒻߩౣ
⸘▚ߦࠃࠆਅ᭴ㅧߩୃᱜ
ฝߩ࿑ߦ A㨪F ߢ␜ߒߚ᷹ⷰὐߦ߅ߌࠆࠬࡍࠢ࠻
࡞ߩᲧセޕ㕍✢ߪ᷹ⷰࠬࡍࠢ࠻࡞ߢ⿒✢ߪᏅಽᴺߦࠃ
ࠆ⸘▚ᵄᒻߩࠬࡍࠢ࠻࡞ޕᏅಽᴺߦࠃࠆ⸘▚ߢߩല
ᦼᏪၞߪ 4 ⑽એߣߥߞߡࠆޕ

࿑㧢 㑐᧲ၞߩ㧟ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ᭴▽ߦ↪ߚ
ᓸേࠕࠗតᩏߩ⟎
㑐᧲ၞߩᐢ▸࿐ߦ߅ߡޔᓸേࠕࠗតᩏ߇ታᣉߐ
ࠇߡࠆߩ࡞ࡏࡦࠪޕ㆑ߪ⇣ߥࠆታ㛎ࠍ␜ߔޕ



3
22

 ‛ℂតᩏ⚿ᨐߦၮߠ߈ޔᓸേࠕࠗតᩏߢᓧࠄࠇߚ㕙

 ߎࠇࠄߩ⺞ᩏ⚿ᨐࠍ߽ߣߦޔ
ޟ㚂ㇺ⋥ਅ㔡ኻ╷ኾ㐷⺞

ᵄ⋧ㅦᐲಽᢔᦛ✢ࠍ↪ߡୃᱜߐࠇⷰߚ߹ޔ᷹ᵄᒻ߅ࠃ

ᩏળޟߩޠ㔡ࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊ᧲ޔߪߢޠ੩ḧർㇱࡈ

߮ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍᏅಽᴺߦࠃࠅౣ⸘▚ߔࠆߎߣߢㆡᱜൻ

ࠖࡇࡦᶏࡊ࠻㕙ߦᗐቯߐࠇࠆ / ߩ㔡ޔ

ߐࠇߚ㑐᧲ᣇߩ 3 ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ࠍ࿑ 9 ߦ␜ߔޕ3

✽࿖ᐭᵤ㧙᧻↰ᢿጀᏪߩ / ߩ㔡ޔㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅߦ

ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞߆ࠄ⸘▚ߐࠇࠆ⋚ߩ࿕ᦼࠍ࿑

ᗐቯߒߚ /ߩ㔡ߦኻߒߡޔ㐳ᦼ㔡േࠍᐢᏪ

10 ߦ␜ߔⷰޕ᷹ߐࠇࠆ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪޔ

ၞ㔡േߩ੍᷹ࠍታᣉߒߚޕ
ߎࠇࠄߩ㔡ߩ㔡Ḯߪࠕࠬࡍ࠹ࠖࡕ࠺࡞ࠍណ↪ߒޔ

Vs=2,400m/s ጀࠃࠅᵻ⋚ߩ࿕ᦼߣ⋧㑐߇ࠆޕ
 ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ࠍ↪ߡ ޔᐕ    ᣣߦ⊒

ୖߦࠃࠆࠪࡇࠍၮᧄߣߒߚޕᵄᒻ⸘▚ߦߪᏅಽᴺߣ⛔⸘

↢ߒߚ / ߩᵤፉㄭᶏ㔡ߩౣ⸘▚ߦࠃࠆᦨᄢㅦᐲ

⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺࠍ↪ޔᎿቇ⊛ၮ⋚ߦ߅ߌࠆᐢᏪၞ㔡

ಽᏓࠍ࿑  ߦ␜ߔ᧲ޕ੩ḧጯߢᝄ߇ᄢ߈ߊߥࠆ᷹ⷰ୯

േࠍ⹏ଔߒߚޕ㐳ᦼᏪၞߩᵄᒻࠍ⸘▚ߔࠆᏅಽᴺߦ߅

ߩ․ᓽ߇⸘▚ߦࠃߞߡ߽ౣߐࠇߡࠆࠇߐ▚⸘ޔߚ߹ޕ

ߡߪޔ᳓ᐔᣇะߩᩰሶ㑆㓒ߪ Oޔ㋦⋥ᣇะ߽ᦨዊᩰሶ

ߚ㐳ᦼ㔡േߩථᦼߪⷰޔ᷹୯ߣห᭽ߦࡕ࠺࡞⋚

㑆㓒ࠍ O ߣߒߚޕ⍴ᦼᏪၞߩᵄᒻࠍ⸘▚ߔࠆ⛔⸘⊛

ߩ OU એᵻߩ࿕ᦼߣࠃ⋧㑐߇ࠄࠇߚޕ

ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦߟߡߪޔਛᄩ㒐ἴળ⼏᧲ޟᶏ㔡ߦ㑐
ߔࠆኾ㐷⺞ᩏળޠ
ޔ
᧲ޟධᶏධᶏ㔡╬ߦ㑐ߔࠆኾ㐷⺞ᩏ

 Vs=700m/s

ળߣޠห᭽ߩᚻᴺࠍ↪ޔ⎕უવߩലᨐޔ㕖ᒢᕈᷫߩ

Vs=1,400m/s

ലᨐߦട߃ޔ㔡Ḯࡔࠞ࠾࠭ࡓߩലᨐޔ㔡ၮ⋚߳ߩᢳ
ߩലᨐޔ㔡ၮ⋚㨪Ꮏቇ⊛ၮ⋚ߢߩ㊀ⶄߩലᨐࠍ⠨
ᘦߒߡࠆߩ࠲࡞ࠖࡈࠣࡦ࠴࠶ࡑޕធ⛯ᦼߪ  ⑽ߣߒ
ߚޕ



Vs=2,400m/s



Vs=3,000m/s

࿑㧥 㑐᧲ၞߩ 3 ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞
ฦጀߩ㕙ߩᷓߐࠍ࿑␜ޕVs=700m/s ߪᎿቇ⊛ၮ⋚ޕ
Vs=3,000m/s ߪ㔡ၮ⋚ޕ


࿑ 11 2000 ᐕ 7  15 ᣣߦᵤፉㄭᶏߢ⊒↢ߒߚ M5.3 ߩ㔡ߩ
ౣ⸘▚ߦࠃࠆ㐳ᦼ㔡േߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ.
ၸⓍጀ߇ෘߊ⋚ߩ࿕ᦼ߇㐳᧲੩ḧጯߢᝄ
߇ᄢ߈ߊޔߚ߹ޔජ⪲ၯ₹⋵Ⴚߦ߽ᝄߩᄢ߈ߥ㗔
ၞ߇િ߮ߡࠆ〒ޕ㔌ᷫߦᲧセߒߡᝄ߇ᄢ߈ߊߥ
ࠆ㗔ၞߪޔ࿑ 10 ߦ␜ߐࠇࠆ⋚ߩ࿕ᦼߩ㐳㗔
ၞߣࠃߊኻᔕߒߡ߅ࠅޔ࿑㧝ߦ␜ߐࠇߚ᷹ⷰ୯ߩಽᏓ
ࠍౣߒߡࠆޕ





࿑ 10 㑐᧲ၞߩ 3 ᰴరㅦᐲ᭴ㅧࡕ࠺࡞߆ࠄ⸘▚ߐࠇࠆ
Vs=2,400m/s ጀࠃࠅᵻ⋚ߩ࿕ᦼ



4
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࿑ 㨪 ߦߎࠇࠄߩ㔡ߦࠃࠆᎿቇ⊛ၮ⋚ߢߩᦨᄢㅦ

࿑ 㨪 ߩ㐳ᦼ㔡േߩᦨᄢㅦᐲಽᏓߢ․ᓽ⊛ߥߎ

ᐲᝄಽᏓࠍ␜ߔޕ

ߣߪޔၸⓍጀ߇ෘߊ࿑  ߦ␜ߐࠇߚ⋚ߩ࿕ᦼ߇㐳



㗔ၞߦ߅ߡޔ㔡Ḯ߇⋥ਅߦ⟎ߔࠆ᧲੩ḧർㇱ㔡ߣ
ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅ㔡ߢߪ⋡┙ߚߥ߇ޔ㔡Ḯ߇㔌ࠇߚ⟎ߦ
ࠆ✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰ᢿጀᏪߩ㔡ߦࠃࠆᝄ߇ㄝ
ၞࠃࠅᄢ߈ߎߣߢࠆޕ࿑ 㨪 ߪߎߩ․ᓽࠍࠃࠅ
⏕ߦ␜ߔޕ



࿑ 12 ᧲੩ḧർㇱߩࡈࠖࡇࡦᶏࡊ࠻㕙ߦᗐቯߐ
ࠇߚ M7.3 ߩ㔡ߦࠃࠆᎿቇ⊛ၮ⋚ߢߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ
ዊߐߥ྾ⷺߪ㔡Ḯᢿጀߢᄥ✢ߪࠕࠬࡍ࠹ࠖޕᤊශߪ
⎕უ㐿ᆎὐޕ




࿑ 14 ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅߦᗐቯߒߚ M6.9 ߩ㔡ߦࠃࠆᏅᎿ
ቇ⊛ၮ⋚ߢߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ
ዊߐߥ྾ⷺߪ㔡Ḯᢿጀߢᄥ✢ߪࠕࠬࡍ࠹ࠖޕᤊශߪ
⎕უ㐿ᆎὐޕ



2㨪4s

4㨪6s

8㨪10s

10㨪12s

6㨪8s

⋚࿕ᦼ

࿑ 15 ᧲੩ḧർㇱߩࡈࠖࡇࡦᶏࡊ࠻㕙ߦᗐቯߐࠇߚ
M7.3 ߩ㔡ߦࠃࠆᦼߏߣߩㅦᐲᔕ╵୯
ᥦ⦡߶ߤᝄߪᄢ߈ߊኙ⦡߶ߤዊߐޕฝਅߪ⋚ߩ
࿕ᦼޕ⋚ߩ࿕ᦼߦ⋧ᒰߔࠆᦼߢᝄ߇ᄢ
߈ߊߥߞߡࠆޕ

࿑ 13 ✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰ᢿጀᏪߦᗐቯߐࠇࠆ M7.5 ߩ
㔡ߦࠃࠆᎿቇ⊛ၮ⋚ߢߩᦨᄢㅦᐲಽᏓ
ዊߐߥ྾ⷺߪ㔡Ḯᢿጀߢᄥ✢ߪࠕࠬࡍ࠹ࠖޕᤊශ
ߪ⎕უ㐿ᆎὐޕ

5
24



 㐳ᦼ㔡േߪޔၸⓍጀߩ⭯ਐ㒺߿ጊߢߪ⊒㆐ߒߥ

ῳߢߪߕࠇߩ㔡ߢ߽㐳ᦼ㔡േߪ㗼⪺ߢߪߥޕ

߇ޔၸⓍጀߩෘᐔ㊁ߢ㗼⪺ߢࠅޔ㐳ᦼ㔡േߩᝄ

࿑  ߪ㐳ᦼ㔡േߩ᷹ⷰὐߦࠃࠆ⋧㆑ࠍ␜ߒߚ߽ߩ

ߪޔ㔡Ḯߣ᷹ⷰὐߩ⋧ኻ⊛⟎ߦ߽ଐሽߒߡࠆޕ࿑

ߢࠆޕᲑߦ␜ߐࠇߚၸⓍጀߩෘὐ㧔߆ࠄ㔰߇㑐ޔ

18㨪20 ߦޔ㔰ࡩ㑐ޔᏒේޔ⒎ῳߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ᵄᒻࠍޔ

᳤⇐ޔᣂኋ㧕ߢߪ㕙ᵄ߇⊒㆐ߒᄢ߈ߥᝄߩ㐳ᦼ㔡

᧲੩ḧർㇱ㔡✽ޔ࿖ᐭᵤ̆᧻↰ᢿጀᏪߩ㔡ޔㇺᔃ

േߩ⛮⛯ᤨ㑆߇㐳ޕㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߪ  ⑽ߢߩ୯ࠃ

᧲ㇱ⋥ਅߩ㔡ߦߟߡᲧセߒߚ࿑ࠍ␜ߔᦨޕᲑߩᵄᒻ

ࠅ㧝⑽એߩ㐳ᦼᏪၞߢߩᝄ߇ᄢ߈ޕ

ߪᐢᏪၞߩࡂࠗࡉ࠶࠼ᵄᒻߢࠅޔ2 Ბ⋡ߪᦼ 1 ⑽ޔ
ᦨਅᲑߪᦼ 15 ⑽ߩᔕ╵ᵄᒻߢࠆޕෘၸⓍጀߦⷒࠊ

᧲੩ḧർㇱ

✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰

ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅ

ࠇߚ㔰߇㑐߅ࠃ߮Ꮢේߢߪޔ㔡Ḯ⟎߇㆙✽࿖ᐭᵤ
̆᧻↰ᢿጀᏪߩ㔡ߢޔ⋚ߩ࿕ᦼߦ⋧ᒰߔࠆᦼߢ
ᝄ߇ᄢ߈ߊ⛮⛯ᤨ㑆߇㐳ߊߥߞߡࠆޕၸⓍጀߩ⭯⒎

2㨪4s

4㨪6s

࿑ 18 㔰߇㑐ߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ᵄᒻߩ㔡ߦࠃࠆ⋧㆑
ߘࠇߙࠇᦨᲑߪේᵄᒻߢᰴᲑ߆ࠄᦼ 1 ⑽㨪15 ⑽
ߩㅦᐲᔕ╵ᵄᒻޕ

6㨪8s

᧲੩ḧർㇱ

8㨪10s

10㨪12s

✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰

ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅ

⋚࿕ᦼ

࿑ 16 ✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰ᢿጀᏪߦᗐቯߐࠇࠆ M7.5 ߩ
㔡ߦࠃࠆᦼߏߣߩㅦᐲᔕ╵୯
ᥦ⦡߶ߤᝄߪᄢ߈ߊኙ⦡߶ߤዊߐޕฝਅߪ⋚ߩ
࿕ᦼޕ⋚ߩ࿕ᦼߦ⋧ᒰߔࠆᦼߢᝄ߇ᄢ
߈ߊߥߞߡࠆޕ



࿑ 19 Ꮢේߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ᵄᒻߩ㔡ߦࠃࠆ⋧㆑
ߘࠇߙࠇᦨᲑߪේᵄᒻߢᰴᲑ߆ࠄᦼ 1 ⑽㨪15 ⑽
ߩㅦᐲᔕ╵ᵄᒻޕ


᧲੩ḧർㇱ

2㨪4s

4㨪6s

8㨪10s

10㨪12s

✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰

ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅ

6㨪8s

⋚࿕ᦼ
࿑ 20 ⒎ῳߦ߅ߌࠆㅦᐲᔕ╵ᵄᒻߩ㔡ߦࠃࠆ⋧㆑
ߘࠇߙࠇᦨᲑߪේᵄᒻߢᰴᲑ߆ࠄᦼ 1 ⑽㨪15 ⑽
ߩㅦᐲᔕ╵ᵄᒻޕ

࿑ 17 ㇺᔃ᧲ㇱ⋥ਅߦᗐቯߒߚ M6.9 ߩ㔡ߦࠃࠆᦼߏߣߩ
ㅦᐲᔕ╵୯
ᥦ⦡߶ߤᝄߪᄢ߈ޕฝਅߪ⋚ߩ࿕ᦼޕ⋚
ߩ࿕ᦼߦ⋧ᒰߔࠆᦼߢᝄ߇ᄢ߈ޕ
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ἴળ⼏ߩ  ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߣᲧセߔࠆߣޔᐔ㊁ㇱߢߩ

ࠄߕᐔမߢࠆޕ

ၸⓍጀෘ߇ᐞಽ⇣ߥࠆ߽ߩߩޔᐔ㊁ㇱߣጊㇱߩ╬ߪ



ห╬ߢࠆޕ㧟ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߪޔ-0'6 ᷹ⷰὐߩᵄ
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ߦࠃࠅ⸘▚ߐࠇߚ  ᐕචൎᴒ㔡ߩᦨᄢㅦᐲಽᏓࠍ࿑

ޟᣣᧄᶏḴජፉᶏḴㄝᶏḴဳ㔡ߦ㑐ߔࠆኾ㐷⺞ᩏ

 ߦ␜ߔޕാᛄᐔ㊁ޔචൎᐔ㊁ޔᩮ㊖ᐔ㊁╬ߩၸⓍጀߩ

ળޔߪߢޠ㐳ᦼ㔡േߦ㑐ߔࠆᣢᓔߩ⎇ⓥᚑᨐࠍෳᾖߒޔ

ෘᐔ㊁ㇱߢᝄ߇ᄢ߈ߊޔㅒߦၸⓍጀߩ⭯ጊߢᝄ

ޟ㚂ㇺ⋥ਅ㔡ኻ╷ኾ㐷⺞ᩏળߣޠห᭽ߦ㐳ᦼ㔡േߩ

߇ዊߐ ޕᐕචൎᴒ㔡ߩ᷹ⷰߢࠄࠇߚ㐳ᦼ
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㔡േߩ․ᓽ㧔࿑㧟ෳᾖ㧕߇ౣߐࠇߡࠆޕ㐳ᦼ㔡
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㔡േߩᝄߣ߇㑐ㅪߒߡࠆޕ

⋚䈱㪈ᰴ࿕ᦼ㩷
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࿑ 21 ✽࿖ᐭᵤ̆᧻↰ᢿጀᏪߦᗐቯߐࠇߚ M7.5 ߩ
㔡ߦࠃࠆᵄᒻߣㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞
Ბ 2 ߟߪၸⓍጀߩෘὐ㧔㔰߇㑐ޔ᳤⇐ޔᣂኋ㧕ޕ
ਅᲑ 2 ߟߪၸⓍጀߦ⭯ὐ㧔⒎ῳޔ㕍᪢₺ޔሶ㧕ޕ
㪈㪇㪇㪇
㪇
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࿑ 22 2003 ᐕචൎᴒ㔡ᧄ㔡ߩౣ⸘▚ߦࠃࠆᦨᄢ᷹ᐲ
ಽᏓ
ၸⓍጀߩෘാᛄᐔ㊁ޔචൎᐔ㊁ޔᩮ㊖ᐔ㊁╬ߢᝄ
߇ᄢ߈ߊޔጊߢߪዊߐޕ࿑㧟ߩ᷹ⷰ୯ߩಽᏓࠍࠃ
ߊౣߒߡࠆޕ

㪈㪇㪇

㪈㪇

㪈



࿑ 23 ਅ᭴ㅧߣ㐳ᦼ㔡േߩᝄߣߩᲧセ
Ბߪ᷹ⷰὐ⟎ޕਛᢿߪ᷹✢ߦᴪߞߚਅ᭴ㅧߩᢿ
㕙ޕਅᲑߪ㐳ᦼ㔡േߩᝄߢޔ㤥ਣߪ᷹ⷰ୯⿒ޔ
ਣߪ Aoi et al. ߦࠃࠆᏅಽᴺ⸘▚୯ޕ
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⚻〝ߩ㆑ߦ߽ଐሽߔࠆ߇ޔVs=2,000m/s ⒟ᐲߩጀࠃࠅ
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ߞߡޔ㒐ἴ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥᚲߩ -0'6 ᷹ⷰ✂ߩ⸥㍳ࠍ↪ߒ
ߚޕ

ෳ⠨ᢥ₂
 #QK5GVCN&HKPKVGFKHHGTGPEGUKOWNCVKQPHQTVJG
 6QMCEJKQMK GCTVJSWCMG 2TQE QH +PVGTPCVKQPCN
YQTMUJQR QP UVTQPI ITQWPF OQVKQP RTGFKEVKQP CPF
GCTVJSWCMGVGEVQPKEUKPWTDCPCTGCU

࿑ 24 ർᶏၞߩ 3 ᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞߆ࠄ⸘▚ߐࠇ
ࠆ⋚ߩ࿕ᦼ
Vs=2,100m/s ጀࠃࠅᵻ⋚ߩ࿕ᦼࠍ␜ޕ
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࿑ 25 2003 ᐕචൎᴒ㔡ߩౣ⸘▚ߦࠃࠆ㐳ᦼ㔡േ
ߩථᦼ
⸘▚ߐࠇߚථᦼ߽᷹ⷰ୯ߣห᭽ߦޔ⋚ߩ࿕
ᦼߣߩ⋧㑐߇㜞ޕ

࿑ 26 2003 ᐕචൎᴒ㔡ᧄ㔡ߦࠃࠆᵄᒻߣㅦᐲᔕ╵ࠬࡍ
ࠢ࠻࡞ߩ᷹ⷰὐߦࠃࠆ⋧㆑
㔡Ḯ〒㔌ߪ߶߷หߓߢ߽ਅ᭴ㅧߩ⋧㆑ߦࠃࠅޔ㕒ౝ
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ၞߢᄢ߈ߊߥࠆޕ
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᷹⸥㍳߿⎇ⓥᚑᨐࠍ⚫ߔࠆ㧚߹ߕ㧘ᦨㄭߩ㔡ߢ᷹ⷰߐࠇߚ㔡⸥㍳ߦߺࠄࠇࠆ߿߿㐳ᦼ㔡േߩჇ
․ᕈߦߟߡ⺑ߒ㧘ᷓㇱ⋚᭴ㅧߣჇ․ᕈߩ㑐ଥߦߟߡㅀߴࠆ㧚ߟ߉ߦ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േࠍࠪ
ࡒࡘ࡚ࠪࡦߔࠆߚߩ㧟ᰴరᷓㇱ⋚᭴ㅧߩࡕ࠺࡞ൻߣߘࠇࠍ↪ߚ߿߿㐳ᦼ㔡േߩౣ⸘▚⚿
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Key Words :Kanto plain, long-period motion,3D basin model, surface wave, finite-difference modeling
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 ࿑ߪ㧘ᐕ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡㧔/㧕ߩ
6TCPUXGTUGᚑಽߩㅦᐲ⸥㍳ߩߢࠆ㧘ฎ ߦࠃߞߡ
ᜰ៰ߐࠇߡࠆࠃ߁ߦ㧘㑐᧲ᐔ㊁ߦ㔡ᵄ߇ߔࠆ೨
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࡞ᑪ⸳߇ᄙߊߥࠅᆎߚᐕઍᓟඨߦᆎࠄࠇߚ㧚ߘ
ࠇએ㒠㧘㔡᷹ⷰߦၮߠߊ⎇ⓥ㧘ᢙ୯⸘▚ߦၮߠߊ⎇ⓥ㧘 㐳ߊߥߞߡ߅ࠅ㧔߃߫㧘5<1㧕㧘વ⚻〝ߢࠆᶏ
ၞߢߩၸⓍጀߦࠃࠆ߽ߩߢࠆ㧚ߎ߁ߒߚ߿߿㐳ᦼ
ਅ᭴ㅧߩតᩏ߅ࠃ߮ࡕ࠺࡞ൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍ㧟ߟߩᩇ
㔡േ߇ථߒߚ㔡ᵄ߇㑐᧲ᐔ㊁ߦߔࠆߣ㧘ၸⓍጀ
ߣߒߡㅴࠄࠇߡࠆ㧚ߣߊߦ㧘㑐᧲ᐔ㊁ߢߪታ⸽⊛⎇
ߩᓇ㗀ࠍฃߌߡᝄ㧘⛮⛯ᤨ㑆߇ࠃࠅჇᄢߔࠆ㧚ᶏၞߦ
ⓥ߽ᄙߊ㧘⇇⊛ߦ߽߿߿㐳ᦼ㔡േ․ᕈߣߘߩᎿቇ
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⊛㊀ⷐᕈ߇ℂ⸃ߐࠇߡࠆၞߩ߭ߣߟߢࠆ㧚㑐᧲ᐔ
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㊁ߛߌߢߪߥ߇㧘ᦨㄭߩᎿ⮮ ߦࠃࠆ߿߿㐳ᦼ㔡
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㔡ߦኻߔࠆ㔡േ⹏ଔߩߚߦߪᶏၞߢߩၸⓍጀߩ5
ߣࠄࠇߡ߅ࠅ㧘ෳ⠨ߦߥࠆ㧚
ᵄㅦᐲ᭴ㅧ߽⸃ߐࠇࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆ㧚
 ߎߎߢߪ㧘㑐᧲ᐔ㊁ߢᦨㄭߩ㔡ߢ᷹ⷰߐࠇߚ߿߿㐳

ᦼ㔡േߩ․ᕈߣ㔡ၮ⋚߹ߢߩᷓㇱ⋚᭴ㅧߩ㑐ଥ
ࠍᬌ⸛ߒ㧘ᦨㄭߩਅ᭴ㅧ࠺࠲ߦၮߠߡ᭴▽ߐࠇߚ
ᷓㇱ⋚᭴ㅧࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ߿߿㐳ᦼ㔡േࠪࡒࡘ
࡚ࠪࡦ⚿ᨐߦߟߡ⚫ߔࠆ㧚
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 ᦨㄭߩ㜞ኒᐲߥᒝ㔡᷹ⷰߦၮߠߡ㑐᧲ᐔ㊁ߢߩ߿߿
㐳ᦼ㔡േߩવߦߟߡߩᬌ⸛߇ⶄᢙߩࠣ࡞ࡊߦ
ࠃߞߡⴕࠊࠇߡ߅ࠅ㧘⚦ߥಽᨆߩ⚿ᨐ߇ႎ๔ߐࠇߡ
ࠆ    㧚ߘࠇࠄߩ⎇ⓥ߽〯߹߃ߡ㧘ߎߎߢߪ㧘ᐕ
♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߣᐕᣂẟ⋵ਛ㔡ߩ㓙ߦⷰ
᷹ߐࠇߚ㔡⸥㍳ߦ⌕⋡ߔࠆ㧚

        

࿑ ᐕ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩ⸥㍳ߩ㧚
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Ყセߔࠆߣ࿑ߩࠃ߁ߦߥࠆ㧚࿑ߦߪ㧘Ყセߩߚߦ
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ᄢዪ⊛ߦߪࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߩᝄࡌ࡞ߪ㧟ߟߩ㔡ߢห
⒟ᐲߣߥߞߡࠆ㧚ߎߩߎߣߪ㧘ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣ߁Ყ
セ⊛න⚐ߥขᛒߢ߽ᷓㇱ⋚ߢߩჇലᨐࠍࠆ⒟ᐲߪ
ߢ߈ࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ
ߩࡇࠢᦼߪᔅߕߒ߽Ᏹߦ৻ቯߢࠆࠊߌߢߪߥ㧚
ߣߊߦ㧘ㅀߩ%*$*ߢߪߣർ߆ࠄ㔡േ߇
ߔࠆ႐วߢ㧘߿߿㐳ᦼᏪၞߩჇലᨐ߇ᄢ߈ߊ⇣ߥࠆ
น⢻ᕈ߇ࠆ㧚࿁ߩᬌ⸛ߪ㧘#5-ࠍၮḰὐߣߒߚ߽ߩ
ߢࠅ㧘⚦ߥᬌ⸛ߦߪ㧘ߔߴߡߩ㔡ߦኻߒߡ#5-߇
ၮḰὐߣߒߡㆡಾߢࠆ߆ߤ߁߆ߩ࠴ࠚ࠶߽ࠢᒰὼߥ߇
ࠄᔅⷐߢߪࠆ㧚
 ⸥ߩ㧞ߟߩ㔡ߦࠃࠆࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ߇ᄢዪ⊛ߦ㘃ૃ
ߒߡࠆߦ߽㑐ࠊࠄߕ㧘᷹ⷰߐࠇࠆ߿߿㐳ᦼ㔡േߩ
․ᓽ߇㕖Ᏹߦ⇣ߥࠆߣ߁ߎߣߪ㧘ᐔ㊁ߦߔࠆ㔡
ᵄߩ․ᕈߩ㊀ⷐᕈࠍ␜ߔ߽ߩߢࠆ㧚ߟ߹ࠅ㧘㔡Ḯᷓߐ
ߛߌߢߥߊ㧘㔡Ḯ߆ࠄᐔ㊁┵ㇱ߹ߢߩਅ᭴ㅧߩᓇ㗀߽
⠨ᘦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣߢࠆ㧚ߎ߁ߒߚ㔡Ḯߩ
⟎ߦࠃࠆ߿߿㐳ᦼ㔡േߩബߩᏅ⇣ߪ㧘ㆊߩ㔡
ߩ㓙ߦ߽ᐲޘᜰ៰ߐࠇߡࠆߎߣߢࠆ㧚߃߫㧘㐳㊁
ㇱ㔡ߣᐕદ⼺ᄢፉㄭᶏߩ㔡ߩ⸥㍳ߩಽᨆ߆ࠄ㧘
ᐔ㊁ౝߩ߿߿㐳ᦼ㔡േߩ․ᕈߪ㧘ᐔ㊁ౝㇱߩၸⓍጀ
ߛߌߢߥߊ㧘ᐔ㊁ߦߒߡߊࠆ߹ߢߩવ⚻〝ߢߩ
㔡ᵄ․ᕈߩᄌൻ߽㊀ⷐߢࠆߣᜰ៰ߐࠇߡࠆ 㧚ߐࠄ
ߦ㧘ᦨㄭߩ㜞ኒᐲߦᓧࠄࠇߡࠆᒝ㔡᷹ⷰ࠺࠲ߦၮߠ
ߚ⠨ኤ ߦࠃߞߡ㧘ߎ߁ߒߚ㔡Ḯ߆ࠄ᷹ⷰὐ߹ߢߩ߿
߿㐳ᦼ㔡േߩવࡔࠞ࠾࠭ࡓ߇ࠃࠅ⏕߆ߟ⚦ߦ
ℂ⸃ߐࠇߡࠆ㧚



࿑ ߪ㧘ߎߩ㔡ߩ᳓ᐔᚑಽߩ㧞ᰴరᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻
࡞ࠍ␜ߒߡࠆ㧚ߐࠄߦ㧘ᐔ㊁┵ㇱߩጤ⋚᷹ⷰὐߢ
ࠆᵻᎹ㧔#5-㧕ߦኻߔࠆᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩᲧ߽␜ߐࠇߡ
ࠆ㧚ߎࠇࠄߩࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߪ㧘ᐔ㊁ߩ᧲ᣇะߦਗࠎ
ߛ᷹ⷰὐߢᓧࠄࠇߚ߽ߩߢࠆ㧚ᐔ㊁┵ㇱߦㄭ (%0
߆ࠄᐔ㊁ਛᄩㇱߩ 6-; ߦะ߆ߞߡࡇࠢᦼ߇㐳ߊ
ߥࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘*C[CMCYC ߢ߽ᜰ៰ߐࠇߡ
ࠆࠃ߁ߦ㧘ජ⪲ߩ %*$* ߢߪ㧘ᦼ  ⑽ߦ㕖Ᏹߦᄢ
߈ߥࡇࠢ߇ࠄࠇࠆ㧚






h=0.05

SKN
FCN
NGT
JMA-YKH
TKY017
CHBH10

h=0.05

1

0.1

0.01
1

ASK
SKN
FCN
NGT
JMA-YKH
TKY017
CHBH10

10
PERIOD(s)

SPECTRAL RATIO

pSv (cm/s)

10

10

1
1

10

PERIOD(s)
  

࿑ ᐕ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߣ
ጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆᲧ㧚


 ߟ߉ߦ㧘ౝ㒽ߢ⊒↢ߒߚ㔡ߦࠃࠆ㑐᧲ᐔ㊁ߢߩ㔡
⸥㍳ߩ߿߿㐳ᦼᚑಽߦߟߡߺࠆߎߣߦߔࠆ㧚࿑ߪ㧘
ᐕਛ㔡ߩ㔡Ḯၞ߆ࠄ㑐᧲ᐔ㊁߹ߢߩ᷹ⷰὐߢᓧ
ࠄࠇߚ᧲ᣇะߩㅦᐲ⸥㍳ߢࠆ㧚ߎߩ㔡ߦࠃࠆ߿߿
㐳ᦼ㔡േߪ㧘ᐔ㊁ౝߦ⟎ߔࠆ᷹ⷰὐߦ߅ߡ㗼⪺
ߢࠆ߇㧘ᐔ㊁ߩർ┵ㇱߩ᷹ⷰὐߢߩ⸥㍳ߪ㧘⛮⛯ᤨ㑆
߇⍴ߊ㧘߿߿㐳ᦼᚑಽ߽㗼⪺ߢߪߥ㧚ฎ㧕ߪ㧘ᐔ
㊁ౝߢߩ߿߿㐳ᦼ㔡േ߇⋆┵ㇱߢ5ᵄ߆ࠄᄌ឵ߒ
ߚ㕙ᵄߢࠆߣᜰ៰ߒߡࠆ㧚࿑ߦߪ㧘ᔕ╵ࠬࡍࠢ
࠻࡞ߣߘߩᲧ߇␜ߐࠇߡࠆ㧚ᦼ㧞⑽એߩ㐳ᦼᏪ
ၞߢߪ㧘ᐔ㊁ਛᄩㇱߩ᷹ⷰὐ߶ߤᲧ߇ᄢ߈ߊߥߞߡࠆ㧚
ජ⪲ߩ%*$*ߢߩࡇࠢᦼߪ㧘᧲੩ߩ6-;ߣ㘃ૃߒ
       
ߡ߅ࠅ㧘೨ㅀߩ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩ႐วߣߪ⇣ߥߞ
ߡࠆ㧚
࿑ ᐕਛ㔡ߩ㔡⸥㍳
 㧞ߟߩ㔡ߦࠃࠆᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩጤ⋚ߦኻߔࠆᲧࠍ
GNM002

GNM003

GNM007

GNM008

SIT001
SIT002

SIT003

CHB001

SIT009

SIT011
TKY007

TKY016

KNG001

JMA-YKH

2
29




⋚ߩSᵄㅦᐲ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߦၮߠߡ⸘▚ߒߚSᵄߩჇ
․ᕈߩථᦼߩಽᏓࠍ␜ߒߡࠆ㧚ၮ⋚ᷓᐲ߇ᷓජ
⪲⋵ਛᄩㇱߢථᦼ߇ᦼ10⑽એߣߥࠆၞ߇ࠆ㧚
ᐔ㊁ㇱߩᄹᎹ⋵᧲ㇱ߿ၯ₹⋵ධㇱߢߪ㧘ථᦼߪ
ᦼ㧢߆ࠄ㧣⑽ߢࠅ㧘ᐔ㊁✼ㇱߦะ߆ߞߡ⍴ߊߥߞ
ߡࠆ㧚߹ߚ㧘ᚱ✚ඨፉධㇱߢߪ㧘ෳ⠨ߦߒߚࡕ࠺࡞ߦ
ၮ⋚߇㔺㗡ߣߥߞߡࠆၞ߇ࠆߚߦථᦼಽᏓ
ߦᕆỗߥᄌൻ߇ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘⋧ᮨḧߢߪෘၸⓍጀ߇
ࠅ㧘ථᦼߪ㕖Ᏹߦ㐳ߊߥߞߡࠆ㧚࿑ߪ㧘♿દ
ඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߦߟߡ㧘⸥ߩጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆ
ᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣ࿑ߩථᦼߩ㑐ଥࠍ␜ߒߚ߽ߩ
ߢࠆ㧚࿑ߦߪ㧘㔡ߩ⸥㍳ߦኻߔࠆᲧセ߽␜ߐࠇߡ
ࠆ㧚߫ࠄߟ߈ߪࠆ߇㧘ਔ⠪ߪࠃߊኻᔕߒߡࠆߎߣ߇
ࠊ߆ࠆ㧚



h=0.05
SKN
FCN
OGM
KNGH10
TKY017
CHBH10

h=0.05
1

ASK
SKN
FCN
OGM
KNGH10
TKY017
CHBH10

0.1

0.01
1

SPECTRAL RATIO

pSv (cm/s)

10

10
PERIOD(s)

10

1
1

10
PERIOD(s)

 



࿑ ᐕਛ㔡ߩᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߣጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦ
ኻߔࠆᲧ㧚

100 JMA-YKH

1

1
10
PERIOD(s)

1

1
1

10
PERIOD(s)

1

1

1

10
PERIOD(s)

100 CHB014

1
10
PERIOD(s)

1

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
04/10/23M6.8

10

10

1

100 CHBH10

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
04/10/23M6.8

SPECTRAL RATIO

SPECTRAL RATIO

100 TKY018

10

10

SPECTRAL RATIO

1

SPECTRAL RATIO

10

10

1

10
PERIOD(s)

100 CHBH12

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
03/10/23M6.8

1
10
PERIOD(s)

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
03/10/23M6.8

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
04/10/23M6.8

SPECTRAL RATIO

10

100 OKY

100 YOK.tr06

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
04/10/23M6.8

SPECTRAL RATIO

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
03/10/23M6.8

SPECTRAL RATIO

SPECTRAL RATIO

100 FCN

03/05/26M7.0
04/09/05M7.4
04/10/23M6.8

10


࿑ 㧝ᰴర㊀ⶄߦࠃࠆ5ᵄߩჇ․ᕈߩථᦼ
ಽᏓ㧚ᳯ⮮߶߆㧕ߦࠃࠆ㧚


1
10
PERIOD(s)

1

10
PERIOD(s)



࿑ ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡㧘ਛ㔡㧘ችၔ⋵ᴒ㔡
ߩጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ᲧߩᲧセ㧚



3.ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣᷓㇱ⋚᭴ㅧ

⸥ߩጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣᷓㇱ⋚
᭴ㅧߣߩ㑐ଥߦߟߡᬌ⸛ߒߚ⚿ᨐࠍ⚫ߔࠆ㧚߹ߕ㧘
ᷓㇱ⋚ߩSᵄㅦᐲ᭴ㅧࡕ࠺࡞߆ࠄᦼᓙߐࠇࠆථᦼ
ߣࠬࡍࠢ࠻࡞ࡇࠢᦼߩኻᔕߦߟߡߺࠆ㧚ߎߎߢߪ㧘
◲නߩߚߦSᵄߩ1ᰴర㊀ⶄߦࠃࠆჇ․ᕈߩථ
ᦼࠍ↪ߡࠆߎߣߦߒߚ㧚ߥ߅㧘SᵄߩჇ․ᕈߩ
ථᦼߣࡉᵄߩࠛࠕ⋧ߩᦼߪ߶߷৻⥌ߔࠆߎ
ߣࠍ⏕ߒߡࠆ㧚࿑-6ߪ㧘ጊਛጊ↰㧕ߦࠃࠆᷓㇱ
3
30


࿑ ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆᔕ╵
ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߩථᦼߣ㧝ᰴర㊀ⶄߦࠃࠆ5ᵄߩ
Ⴧ․ᕈߩථᦼߩ㑐ଥ㧚




Spectral Ratio

㪊㪅㪇㩿㫊㪀

Spectral Ratio

Spectral Ratio

㩷㪚㪸㫃㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㫧㱟

Spectral Ratio

15

Spectral Ratio

20

㪉㪅㪇㩿㫊㪀

Spectral Ratio

㩷㪚㪸㫃㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㫧㱟

Spectral Ratio

15

Spectral Ratio

Spectral Ratio

ߦߪ㧘ᔅߕߒ߽චಽߥࡕ࠺࡞ߢߪߥ߆ߞߚ㧚ߘߩේ࿃ߩ
߭ߣߟߪ㧘ᓸേࠕ᷹ࠗⷰߩኒᐲߩૐߐߦࠃߞߡࡕ࠺࡞
10
10
10
5
5
5
ߩ♖ᐲ߇ૐ߆ߞߚߎߣ߇ߍࠄࠇࠆ㧚ߘߎߢ㧘⪺⠪ࠄߩ
0
0
0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
ࠣ࡞ࡊߢߪ㧘ᦨㄭ⥄ᴦߥߤߢታᣉߐࠇߚᣢሽߩᓸേ
Depth to Seismical Bedrock (km)
Depth to Seismical Bedrock (km)
Depth to Seismical Bedrock (km
20
20
20
㪎㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪚㪸㫃㪅
㪌㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪚㪸㫃㪅
㪍㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪚㪸㫃㪅
ࠕ᷹ࠗⷰߦࠃࠆࠗᵄߩ⋧ㅦᐲ࠺࠲ࠍ㓸ߒ㧘
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
15
15
15
㩷㫧㱟
㩷㫧㱟
㩷㫧㱟
10
10
10
ߐࠄߦ㧘ᐔ㊁ౝߢߩ࠺࠲ኒᐲߩૐၞߦ߅ߡࠕ
5
5
5
ࠗᓸേតᩏࠍታᣉߒߡࠆ   㧚ߎࠇࠄߩࠗᵄߩ
0
0
0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Depth to Seismical Bedrock (km)
Depth to Seismical Bedrock (km
Depth to Seismical Bedrock (km)
⋧ㅦᐲ࠺࠲ࠍ↪ߡ㧘ᷓㇱ⋚᭴ㅧߩ⋥ߒࠍⴕߞ
20
20
20
㩷㪚㪸㫃㪅
㪏㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪚㪸㫃㪅
㪐㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪚㪸㫃㪅
㪈㪇㪅㪇㩿㫊㪀
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
15
15
15
ߚ㧚࿑ ߪ㧘⋧ㅦᐲ࠺࠲߇ᓧࠄࠇߡࠆ᷹ⷰὐߩ
㩷㫧㱟
㩷㫧㱟
㩷㫧㱟
10
10
10
ಽᏓߢࠅ㧘ว⸘  ὐߣߥࠆ㧚
5
5
5
0
0
0
ฦὐߢߩ߿߿㐳ᦼᏪၞߩ⋧ㅦᐲߦኻߒߡㅒ⸃ᨆ
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Depth to Seismical Bedrock (km)
Depth to Seismical Bedrock (km)
Depth to Seismical Bedrock (km
 ࠍⴕ㧘㧝ᰴర 5 ᵄㅦᐲ᭴ㅧࠍផቯߒߚ㧚ߘߩ㓙ߦߪ㧘
㧠ጀ᭴ㅧࠍቯߒ㧘ጀࠍ㒰ߊ㧟ߟߩጀߩ 5 ᵄㅦᐲ୯ࠍ
࿑ ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩጤ⋚ࠨࠗ࠻ߦኻߔࠆᔕ╵
ޔޔMOU ߣ࿕ቯߒߡޔ㧟ߟߩၸⓍጀߩෘߐࠍ
ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣၮ⋚ᷓᐲߩᦼᲤߩ㑐ଥ㧚
ࠆߎߣࠍ⹜ߺߚ㧚ߎ߁ߒߚㅒ⸃ᨆߢߪ㧘߆ߥࠅᒝ
᜔᧤ࠍਈ߃ߡߎߣߦߥࠅ㧘᷹ⷰߐࠇߚ⋧ㅦᐲ߇චಽߦ
⺑ߢ߈ߥ႐ว߽ᒰὼߢߡߊࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⛔৻ߒߡㅒ
࿑ ߦߪ㧘♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߣၮ
⸃ᨆߔࠆߎߣߢ㧘หߓㅦᐲߩጀ᭴ᚑߣߥࠆߩߢ㧘㧟ᰴర
⋚ᷓᐲߩ㑐ଥࠍ␜ߒߡࠆ㧚ၮ⋚ᷓᐲ߇╬ߒ᷹ⷰὐߩ
ࡕ࠺࡞ߩ᭴▽߇ኈᤃߦߥࠆߣ߁ὐ߇ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘
ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყߪᐔဋߐࠇߡ࿑ߦ␜ߐࠇߡࠆ㧚ߐࠄߦ㧘
ᓧࠄࠇߚฦὐߢߩਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߪ㧘߿߿㐳ᦼᏪၞ
࿑ਛߩታ✢ߪ㧘ࠬࡍࠢ࠻࡞ᲧࠍࠦࠪಽᏓߢㄭૃߒߚ
ߩࠗᵄߩ⋧ㅦᐲߩಽᢔ․ᕈࠍḩ⿷ߔࠆ߽ߩߢ
߽ߩߢࠆ㧚ၮ⋚ᷓᐲ߇ᄢ߈ߊߥࠆߣ㧘ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ߇
ᄢ߈ߊߥࠆะ߇ࠆߒ߆ߒ㧘✢ᒻ⊛ߥ㑐ଥߢߪߥߊ㧘 ࠅ㧘߿߿㐳ᦼ㕙ᵄߩ⹏ଔߦࠃࠅㆡಾߥၸⓍጀߩࡕ࠺
࡞ࠍߣߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆ㧚࿑ ߪ㧘ᓧࠄࠇߚ㧟ᰴ
㗡ᛂߜ߇ࠆࠃ߁ߥᒻ⁁ߢࠆ㧚/K[CMGCPF-QMGVUW㧕
రࡕ࠺࡞ߩၮ⋚ᷓᐲࠍ␜ߒߡࠆ㧚࿑ߢߪ㧘㑐᧲ጊߢ
߽ߎߩ㔡ߩᦼ㧣⑽ߩᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߣၮ⋚ᷓᐲߩ㑐
ၮ⋚ᷓᐲ߇㔺㗡ߒߡࠆߣቯߒߡࠆ㧚㔡ၮ⋚ᷓᐲ
ଥࠍ⼏⺰ߒߡࠆ߇㧘ၮ⋚ᷓᐲߩߺߢࠬࡍࠢ࠻࡞ᝄ߇
ߪ㧘ᚱ✚ඨፉਛᄩㇱߢᦨ߽ᷓߊ㧘㨗㨙ߦ㆐ߒߡࠆ㧚
චಽߦ⺑ߢ߈ߥὐ߽ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߡࠆ㧚߽
ർㇱߢߪၮ⋚ᷓᐲߪ 㨗㨙એਅߣᵻߊ㧘ߘߩઁߩၞߢ
߁߭ߣߟߩ⥝ᷓὐߪ㧘ࠆၮ⋚ᷓᐲએਅߢߪ㧘Ყ߇
ߪ㧘MO ೨ᓟߢࠆ㧚ߥ߅㧘ർ✲  ᐲએർߣਃᶆඨ
⚂㧝ߣ৻ቯߦߥࠆะ߇ߺࠄࠇࠆߎߣߢࠆ  㧚߃
߫㧘ᦼ㧣⑽ߢߪ㧘ၮ⋚ᷓᐲ߇⚂ MO એਅߩὐߢߪ㧘 ፉᚱ✚ඨፉࠃࠅධߩ㗔ၞߪ㧘ጊਛጊ↰ 㧕ߣหߓ
ጤ⋚ࠨࠗ࠻ߣหߓ⒟ᐲߩᝄߦߥࠆ㧚ߎߩჇߩ㒢⇇ᷓ
ߣߒߡࠆ㧚
ߐߪ㧘ᦼ  ⑽ߢߪ MO ⒟ᐲߣߥߞߡ߅ࠅ㧘ᦼ߇
㐳ߊߥࠆ߶ߤ㧘ᷓߊߥࠆะ߇ࠆ㧚ቯᕈ⊛ߦߪ㧘㐳
ᵄ㐳ߩ㕙ᵄ߶ߤ㧘⭯ၸⓍጀߩᓇ㗀ࠍฃߌߥߎߣࠍ
␜ߒߡࠆ㧚ߐࠄߦߪ㧘ᦼߦࠃߞߡ߿߿㐳ᦼ㔡േ
․ᕈࠍቯߔࠆߩߦലߣߥࠆၸⓍᐔ㊁ߩᄢ߈ߐ߇⇣ߥ
ߞߡߊࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ㧚


20

20
15

㩷㪚㪸㫃㪅
㩷㪘㫍㪼㪅
㩷㫧㱟

㪋㪅㪇㩿㫊㪀

4.ᷓㇱ⋚ߩ5ᵄㅦᐲ᭴ㅧߩ⋥ߒ
 ⸥ߩᬌ⸛ߢ↪ߚᷓㇱ⋚ߩ 5 ᵄㅦᐲ᭴ㅧߪ㧘ጊ
ਛጊ↰ 㧕ߦࠃࠆᓸേࠕ᷹ࠗⷰߢᓧࠄࠇߚࠗ
ᵄߩ⋧ㅦᐲߦၮߠߊࡕ࠺࡞ߢࠆ㧚ߎߩࡕ࠺࡞ࠍ↪
ߡ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦ߽ⴕࠊࠇߡ
ࠆ  㧚 ᐕ    ᣣߦ⊒↢ߒߚ㔡Ḯߩᵻદ⼺ᄢፉ
ㄭᶏߩ㔡ߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߢߪ㧘߁߹ߊౣߐࠇߚ
ὐߣߘ߁ߢߥὐ߇ࠅ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േߩ⹏ଔ

࿑ ᧄ⎇ⓥ㧔٤㧕߅ࠃ߮ᣢᓔߩ⺞ᩏ㧔ع㧕ߢߩᓸേࠕ
᷹ࠗⷰὐߩ⟎
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࿑ ᐕ㧞ᣣદ⼺ᄢፉㄭᶏߩ㔡ߩ㔡ᄩߣⷰ
᷹ὐߩ⟎



࿑ ࠗᵄߩ⋧ㅦᐲߩㅒ⸃ᨆߦၮߠߊ㔡ၮ
⋚ᷓᐲಽᏓ



5.߿߿㐳ᦼ㔡േߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦ

 
 ⸥ߩࠃ߁ߦୃᱜߒߚᷓㇱ⋚ߩ㧟ᰴర 5 ᵄㅦᐲ᭴ㅧ
ࠍ↪ߡ㔡േࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕ㧘᷹ⷰ⸥㍳ߩౣ
ࠍ⹜ߺߚ㧚⸘▚ߦߪ㧘ጊ↰ጊਛ 㧕ߩᏅಽᴺࠍ↪
ࠆߎߣߦߒߡ㧘ਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ࠍᦨዊᩰሶ㑆㓒 O ߩ
㘩㆑Ꮕಽᩰሶߦ㔌ᢔൻߒߚ㧚ߎߩ႐วߦߪ㧘⸘▚♖
ᐲࠍൊ᩺ߒߡᦼ㧠⑽ࠃࠅ㐳ᦼᚑಽࠍߺࠆߎߣߦߥࠆ㧚
ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߢኻ⽎ߦߒߚ㔡ߪ㧘 ᐕ  
 ᣣߩદ⼺ᄢፉㄭᶏߩ㔡 /L ߢࠆ㧚ߎߩ㔡ߪ㧘

චᢙᐕ೨ߩ㔡ߢߪࠆ߇㧘Ყセ⊛ⷙᮨ߇ᄢ߈ߊ㧘ᵻ

㔡ߢࠅ㧘㑐᧲ᐔ㊁ౝߢ߿߿㐳ᦼ㔡േࠍࠎߛ⸥
㍳߇ᓧࠄࠇߡࠆ㧚ጊ↰ጊਛ 㧕ߪ㧘㧟ᰴరਅ᭴ㅧ
ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߡ㧘ߎߩ㔡ߩ㔡േࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍ
ታᣉߒߡ߅ࠅ㧘⪺⠪ࠄߦߣߞߡࡌࡦ࠴ࡑࠢ⊛⦡วߩ
ᒝ㔡ߢࠆ㧚ߎߎߢߪ㧘ᣢᓔߩ⸘▚⚿ᨐߣ߽Ყセߔ
ࠆߎߣߦࠃߞߡਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ⋥ߒߦࠃࠆലᨐࠍᬌ
⸛ߔࠆ㧚ߘߎߢ㧘⸘▚ࡄࡔ࠲㧘㔡Ḯߦ㑐ߔࠆࡄࡔ
࠲߅ࠃ߮㔡ၮ⋚ࠃࠅᷓᲖ߿ࡑࡦ࠻࡞ߩ᭴ㅧߪጊ
↰ጊਛ 㧕ߣหߓ߽ߩࠍ↪ࠆߎߣߦߒߚ㧚
࿑ ߦ᷹ⷰὐ߅ࠃ߮㔡ᄩߩ⟎ࠍ␜ߔ㧚࿑ ߦⷰ

᷹ᵄᒻߣ࿁ᚑߒߚ 5 ᵄㅦᐲࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ⸘▚ᵄᒻ
࿑ ᐕ㧞ᣣદ⼺ᄢፉㄭᶏߩ㔡ߩ᷹ⷰㅦᐲ
ࠍ␜ߔ㧚ߔߴߡߩᵄᒻߪ㧘ᦼ㧠㨪 ⑽ߩࡃࡦ࠼ࡄࠬ
ᵄᒻߣ⸘▚ㅦᐲᵄᒻߩᲧセ
ࡈࠖ࡞࠲ಣℂࠍߒߚㅦᐲᵄᒻߢࠆ㧚᷹ⷰᵄᒻߦࠄ

ࠇࠆࠃ߁ߥ㗼⪺ߥ⋧߿⛮⛯ᤨ㑆߇⸘▚ߦࠃࠅౣߐࠇ

ߡࠆ㧚ߚߛߒ㧘৻⥌ߩ⒟ᐲ߇ਇචಽߥὐ߽ߥࠊߌ
ߢߪߥ㧚࿑ ߦㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞㧔ᷫ㧕ߩᲧ
セࠍ␜ߔ㧚࿑ߦߪ㧘᷹ⷰᵄᒻ 1$5 㧘ጊਛጊ↰ 㧕ߩࡕ
࠺࡞ࠍ↪ߚ⸘▚ᵄᒻ ;; ߅ࠃ߮࿁ߩࡕ࠺࡞ߦࠃ
ࠆ⸘▚ᵄᒻߦኻߔࠆㅦᐲᔕ╵ߢࠅ㧘ࡕ࠺࡞ߩ㆑ߦࠃ
ࠆᓇ㗀ࠍᲧセߢ߈ࠆ㧚ᮮᵿ㧔;-*㧕߿᧲੩ 61- ߥߤߢ
ᦼᢙ⑽ߩᏪၞߢ᷹ⷰ୯ߦㄭߠ߈㧘ࡕ࠺࡞ߩᡷༀൻߩലᨐ
߇ࠊ߆ࠆ㧚
5
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࡞߳ߩࠦࡦࡦࠨࠬ߇ᒻᚑߐࠇ㧘ߐࠄߦߪᤨὐߢߩ
㆐ὐߣ㒢⇇߇ࠄ߆ߦߐࠇࠆߣߣ߽ߦ㧘߿߿㐳ᦼ㔡
േߩ㜞♖ᐲ⹏ଔߩᣂߒࡄ࠳ࠗࡓ߇ዷ㐿ߐࠇࠆߎߣࠍ
ᦼᓙߒߡࠆ㧚

⻢ㄉ㧦ߎߩේⓂߪ㧘⪺⠪ࠄߩᦨㄭߩ⎇ⓥ⚿ᨐ    ߦ
ၮߠߡ߹ߣߚ߽ߩߢࠆ㧚⚦ߦߟߡߪ㧘ߘࠇߙ
ࠇߩႎ๔߇ෳ⠨ߦߥࠆ㧚ߎߎߢ↪ߚ㔡⸥㍳ߪ㧘᧲Ꮏ
ᄢἑየ⎇ⓥቶ㧘-0'6㧘-K-PGVᣣᧄᑪ▽ቇળߦࠃࠆ߽
ߩߢߔ㧚⸥ߒߡ㧘ᗵ⻢ߚߒ߹ߔ㧚

ෳ⠨ᢥ₂



1) Ꮏ⮮৻ཅ㧦߿߿㐳ᦼ㔡േߣᷓㇱ⋚᭴ㅧ㧘pp. 11-18㧘╙
㧞࿁㔡㒐ἴࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㨬㚂ㇺߩਅ᭴ㅧߣ㔡㒐ἴ㨭㧘
‛ℂតᩏቇળ㧘2006㧚
2) Kokestu, K. and M. Kikuchi: Propagation of seismic ground motion in the
Kanto basin, pp. 1237-1239, Science, 288, 2000.
3) Hayakawa, T et al.:Simulation of strong ground motions caused by the 2004
off the Kii Peninsula earthquakes, pp. 191-196, Earth Planet Space, 57, 2005.
4) Miyake, H. and K. Koketsu: Long-period ground motions from a large
offshore earthquake: The case of the 2004 off the Kii peninsula earthquake,
Japan, pp. 203-207, Earth Planet Space, 57, 2005.
5) ᳯ⮮ା㧘ઁ㧦2004 ᐕ♿દඨፉධ᧲ᴒߩ㔡ߩ㑐᧲ᐔ㊁ߦ
߅ߌࠆ߿߿㐳ᦼ㔡േߣᷓㇱਅ᭴ㅧߩ㑐ଥ,pp.273-274,
2005 ᐕᣣᧄᑪ▽ቇળቇⴚ⻠Ṷ᪪㓸, B-2, 2005.
6)ᳯ⮮ା㧘ઁ㧦㑐᧲ᐔ㊁ߦ߅ߌࠆ߿߿㐳ᦼ㔡േߣᷓㇱ
ਅ᭴ㅧߩᲧセ-ᚱ✚ඨፉਛᄩㇱߩෘၸⓍጀߢബߐࠇߚ
㕙ᵄߩ-, pp. 683-684, 2004 ᐕᣣᧄᑪ▽ቇળቇⴚ⻠Ṷ᪪㓸, B-2,
2004.
7) ฎቁᔒ㧦᷹ⷰߣᢙ୯ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߢࠆ㚂ㇺࠍⷅ
߁ᄢ㔡ߩំࠇ㧘pp. 58-63㧘╙㧞࿁㔡㒐ἴࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㨬㚂
ㇺߩਅ᭴ㅧߣ㔡㒐ἴ㨭㧘‛ℂតᩏቇળ㧘2006㧚
8) ጊਛᶈ㧘ઁ㧦㑐᧲ᐔ㊁ධㇱߢ᷹ⷰߐࠇߚ߿߿㐳ᦼ
㔡േߩ․ᕈ, pp. 457-462, ╙㧤࿁ᣣᧄ㔡Ꮏቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ
㓸㧘╙㧝ಽౠ㧘1990.
9) ጊਛᶈ㧘ጊ↰િਯ㧦ᓸേࠕ᷹ࠗⷰߦࠃࠆ㑐᧲ᐔ㊁ߩ㧟
ᰴర㧿ᵄㅦᐲ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ᭴▽, pp. 53-65㧘‛ℂតᩏ㧘55㧘
2002.
10)ጊ↰િਯ㧘ጊਛᶈ㧦㑐᧲ᐔ㊁ߦ߅ߌࠆਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ
Ყセߩߚߩਛⷙᮨ㔡ߩ㔡േࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦ㧘pp. 111123㧘㔡㧞㧘56㧘 2003㧚
11)ጊਛᶈ㧦߿߿㐳ᦼ㔡േ⹏ଔߩߚߩ㑐᧲ᐔ㊁ߩ 3 ᰴ
ర㧿ᵄㅦᐲ᭴ㅧߩࡕ࠺࡞ߩ᭴▽㧘pp.65-66㧘ᶏḴဳᏂᄢ㔡
ࠍ⠨߃ࠆ㧙ᐢᏪၞᒝ㔡േߩ੍᷹㧙㧘2005.
12)ጊ↰િਯ㧘ጊਛᶈ㧦ᓸേࠕ᷹ࠗⷰߦࠃࠆ㚂ㇺߩᷓㇱ
⋚᭴ㅧ㧘pp. 29-34㧘╙㧞࿁㔡㒐ἴࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㨬㚂ㇺߩ
ਅ᭴ㅧߣ㔡㒐ἴ㨭㧘‛ℂតᩏቇળ㧘 2006㧚


࿑ ᐕ㧞ᣣદ⼺ᄢፉㄭᶏߩ㔡ߩㅦᐲᔕ╵
ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩ᷹ⷰ୯㧔1$5㧕ߣ⸘▚୯ߩᲧセ㧚ጊਛጊ
↰㧕ߩࡕ࠺࡞㧔;;㧕ߩ⸘▚⚿ᨐ߽␜ߐࠇߡࠆ


6. ߅ࠊࠅߦ

 ၸⓍᐔ㊁ߩ߿߿㐳ᦼ㔡േߣᷓㇱ⋚᭴ㅧߩ㑐ଥߩ
㊀ⷐᕈߪ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േ⎇ⓥߩ㐿ᆎߐࠇߚ㗃ߢࠆ
ᐕઍೋ߆ࠄᜰ៰ߐࠇߡ߅ࠅ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േߩ
㜞♖ᐲߥ⹏ଔߦߪ㧘㔡Ḯߣᷓㇱ⋚᭴ㅧߩ⚦ߥᖱႎ߇
ਇนᰳߢࠆ㧚ᦨㄭߦߥࠅ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േࠍขࠅᏎ
ߊⅣႺߪᄢ߈ߊᄌൻߒߡࠆ㧚㜞ኒᐲߥ㔡᷹ⷰ࠺࠲
ߦࠃߞߡ㧘㔡Ḯ߆ࠄᐔ㊁ߩ᷹ⷰὐ߹ߢߩ߿߿㐳ᦼ㔡
േߩવߪ㧘߆ߥࠅࠊ߆ࠅ߿ߔߊℂ⸃ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞ
ߚ㧚߹ߚ㧘ฦ⎇ⓥᯏ㑐߿⊛ᯏ㑐ߩ⺞ᩏߦࠃߞߡਅ᭴
ㅧ࠺࠲߽⫾Ⓧߐࠇ㧘㑐᧲ᐔ㊁ߢ߽ⶄᢙߩ㧟ᰴరၸⓍጀ
ࡕ࠺࡞߇ឭ᩺ߐࠇߡ߈ߡࠆ㧚ߐࠄߦ㧘⸘▚ᯏ⢻ജߩะ
߿ਗ⸘▚ࠕ࡞ࠧ࠭ࡓߩ৻⥸ൻߦࠃࠅ㧘ᄢⷙᮨߥᵄ
േ႐ߩ⸘▚߽ߘࠇ߶ߤ․ᱶߢߪߥߊߥߞߡࠆ㧚ߎߩࠃ
߁ߦ㧘߿߿㐳ᦼ㔡േߩ㜞♖ᐲߥ⹏ଔ߳ะߌߡߩ᧚ᢱ
߇ឥ߃ࠄࠇߟߟࠆ㧚ߎࠇࠄߩၮ␆⊛⾗ᢱ߇߿߿㐳ᦼ
㔡േߩ㜞♖ᐲߥ⹏ଔ߳㓸⚂ߐࠇ㧘ਅ᭴ㅧߩᮡḰࡕ࠺
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 ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㝷ࡡ
ⱚᑚ∶࣬ຩᡮᖲ㔕࡞࠽ࡄࡾ㛏࿔ᆀ㟀ິ
࣭ἴິఎ᧓゛⟤࡞ࡻࡾ≁ᚡࡡ්⌟࣭
⏷ᒜ ࣬♼㔕㐡ኰ ࣬ᕝ⸠ୌჂ 


㟸ఌဤࠈ≺❟⾔ᨳἪெᾐ㜭◂✪ᡜ

ࠚ ᮶ா㒌㮒ᕰ୯ཋ 

(PDLOKDWD\DPD#IULJRMS


㟸ఌဤࠈᗀᓞኬᏕຐᡥኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁

ࠚ ᗀᓞ┬᮶ᗀᓞᕰ㙶ᒜ 

(PDLOWNDQQR#KLURVKLPDXDFMS


㟸ఌဤࠈ᮶ாኬᏕຐᩅᆀ㟀◂✪ᡜ

ࠚ ᮶ா㒌ᩝா༇ᘲ⏍ 

(PDLONXGR#HULXWRN\RDFMS

ࠈ ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㝷ࡡⱚᑚ∶࣬ຩᡮᖲ㔕࡞࠽ࡄࡾ࿔  ⛂௧୕ࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ්⌟ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙㸡
᚜ິࣝびῼ⤎ᯕ࠾ࡼ᥆ᏽࡊࡒຩᡮᖲ㔕ࡡ  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞ᑊࡌࡾᆀ㟀ἴఎ᧓ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ
ࢅ⾔ࡖࡒ㸣ࡆࡡᆀ㟀ࡡ㝷㸡ⱚᑚᯓけ࡚ࡢࢪࣞࢴࢨࣤࢡ  ḗᅖ᭯࿔  ࠤ  ⛂ࡡᾃࡀᒁ᰷ᘟ▴ἔࢰࣤࢠ
࡞⏊ኬࢪࣞࢴࢨࣤࢡ⿍ᐐⓆ⏍ࡊࡒ㸡ࡆࡡ࿔࡞࠽ࡄࡾࡿࡢྜྷᖲ㔕හ࡚ࡢⱚᑚ∶け㎾࡚᭩ኬ࡚
࠵ࡖࡒ㸣ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ⤎ᯕࡢ㸡びῼ㏷ᗐἴᙟࢅࡻࡂ්⌟ࡊ࡙࠽ࡽ㸡ᖲ㔕හࡡᣲᖕ㍉ᕣࡵᏽ㔖Ⓩ࡞ㄕ᪺
ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ⱚᑚ∶け㎾ࡡࡿኬࡀࡂࡖࡒࡡࡢ㸡6 ἴ㏷ᗐ NPV ⛤ᗐ௧୕ࡡᆀ㟀ᇱ┑ࡈ࡚ࡢࡂ㸡
ᆀ⾪㎾ࡂ࡞ 6 ἴ㏷ᗐ NPV ௧ୖࡡᆀᒒཉࡂᇼ✒ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡛㛭౿ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡖࡒ㸣
.H\:RUGV   7RNDFKLRNL HDUWKTXDNH ORQJSHULRG VWURQJ JURXQG PRWLRQ QXPHULFDO ZDYH SURSDJDWLRQ
VLPXODWLRQ<XIXWVXSODLQ7RPDNRPDL

㸣
ࡢࡋࡴ࡞

ᐠ࡞ኬᣲᖕࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິびῼࡈࡿࡒࡡࡢ㸡
ࢂᅗ࡚ࡢิࡴ࡙࡚࠵ࡾ㸣ⱚᑚ∶న⨠ࡌࡾຩᡮᖲ
  ᖳ༎ົἀᆀ㟀㸝0Z Ẵ㇗ᖿ㸞࡚ࡢ㸡ᾇ㐠
㔕࡞࠽࠷࡙ࡵ㸡ኣࡂࡡᆀⅤ࡚ᙁ㟀ἴᙟエ㘋ᚋࡼࡿ㸡
හᆀࡡኣࡂࡡ▴ἔࢰࣤࢠ࡞ࢪࣞࢴࢨࣤࢡ㸝ᾦ㟻
ᖲ㔕හ࡞࠽ࡄࡾ㛏࿔ᆀ㟀ິࣝ࣊ࣜࡡ✭㛣ንິ
ິ㸞࡞ࡻࡾ⿍ᐐⓆ⏍ࡊࡒ㸣≁࡞ຩᡮᖲ㔕ࡡⱚᑚ∶
㸡ࡐࡡ≁ᚡࢅリ⣵࡞ᢍᥩࡌࡾࡆ࡛ྊ⬗࡛ࡖ࡙
けᆀᇡ࡞❟ᆀࡌࡾἔᡜ࡚ࡢ㸡 ᇱࡡ▴ἔࢰࣤࢠ
࠷ࡾ㸣
࡚ℾⅇⓆ⏍ࡊࡒ㸡 ᇱࡡ▴ἔࢰࣤࢠ࡚ᾃࡀᒁ᰷
 ᮇ◂✪ࡡ┘Ⓩࡢ㸡 ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㝷࡞ຩᡮᖲ
ỷἈࡌࡾ࡛࠷࠹⏊ኬ⿍ᐐⓆ⏍ࡊࡒ㸣ࡆࡡࡻ࠹
㔕࡚びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡᩐೋⓏ්⌟ࢅ㏳ࡊ
⿍ᐐࢅུࡄࡒࡡࡢ㸡 ḗཀྵࡦ  ḗࡡࢪࣞࢴࢨࣤࢡ
࡙㸡びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ≁ᚡ࡛ᖲ㔕ᆀୖᵋ㏸
ᅖ᭯࿔⣑  ⛂࠷ࡊ⣑  ⛂ࡡ▴ἔࢰࣤࢠ࡚࠵
ࡡ㛭౿ࢅ✪᪺ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡ᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜシ
ࡾ  㸣⿍ᐐࡡ├Ⓩཋᅄ࡚࠵ࡾኬἴ㧏ࡡࢪࣞࢴࢨࣤ
ᏽࡡずᆀ࠾ࡼ㛏࿔ᆀ㟀ິῼࡡ㧏⢥ᗐ࡞㈠ࡌࡾ
ࢡࡢ㸡ࡆࡿࡼࡡᅖ᭯࿔ྱࡱࡿࡾ࿔ᖈᇡ࡚࠵ࡾ
▩ずࢅᚋࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸣ᮇ✇࡚ࡢࡱࡍ㸡ⱚᑚ∶け
࿔ᩐ⛂࠾ࡼ༎ᩐ⛂࡞ኬࡀࣂ࣭࣠ࢅᣚࡗᆀ㟀ິ㸡 ࡞࠽ࡄࡾ▴ἔࢰࣤࢠࡡ⿍ᐐࢅᴣびࡊ㸡ᮇ◂✪࡞࠽ࡄ
༳ࡔ㛏࿔ᆀ㟀ິ࡞ࡻࡖ࡙ທ㉫ࡈࡿࡒࡵࡡ࡚࠵ࡽ㸡 ࡾᩐೋⓏ්⌟ࡡᑊ㇗࿔ᖈᇡࢅ  ⛂௧୕࡛ᏽࡴࡾ
ࡆࡡࡡ▴ἔࢰࣤࢠࡡ็⿍ᐐࡢ㛏࿔ᆀ㟀ິ 㸝➠  ❮㸞㸣ḗ࡞㸡 ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㝷࡞ຩᡮᖲ
ࡡ㛭ᚨࢅ㧏ࡴࡾࡀࡖ࠾ࡄ࡛ࡖࡒ㸣
㔕හአ࡚ᚋࡼࡿࡒびῼエ㘋࡞ᇱࡘ࠷࡙㸡ຩᡮᖲ㔕හ
  ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡢ㸡.1(7 ࡷ .L.QHW ࡡධ
࡚ࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິࣝ࣊ࣜࡢ㸡▴ἔࢰࣤࢠ࡞⏊ኬ⿍
ᅗ⛳ᐠᙁ㟀びῼ⥑ࡡᩒങ௧㜾ิࡴ࡙Ⓠ⏍ࡊࡒ 0
ᐐⓆ⏍ࡊࡒⱚᑚ∶けᆀᇡ࡚᭩ኬ࡚࠵ࡖࡒࡆ࡛
ࢠࣚࢪࡡᕠኬᆀ㟀࡚࠵ࡽ㸡ኬᆀ㟀≁᭯ࡡ㛏࿔ᆀ㟀
㸡びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ≁ᚡࢅ㏑ࡾ㸝➠ 
ິࡡᙁ㟀ἴᙟᐁ࡞ኣࡂࡡᆀⅤ࡚エ㘋ࡈࡿࡒ㸣ࡆࡿ
❮㸞㸣᭩ᚃ࡞㸡᚜ິࣝびῼ⤎ᯕ࠾ࡼ᥆ᏽࡊࡒຩ
1
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┷ ࠈཋἔࢰࣤࢠ࡞࠽ࡄࡾࣛࣤࢡℾⅇ࡛㒼⟮ℾⅇ

┷ ࠈࢻࣆࢦࢰࣤࢠ࡞࠽ࡄࡾධ㟻ℾⅇ

㸝ᮈᖙᕰᾐ㜭ᑻ᧔ᙫ㸞

㸝ᮈᖙᕰᾐ㜭ᑻ᧔ᙫ㸞

ᡮᖲ㔕ࡡ  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞ᑊࡌࡾᆀ㟀ἴఎ᧓
ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡ຩᡮᖲ㔕࡞࠽
ࡄࡾ࿔  ⛂௧୕ࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ්⌟ࢅムࡲ㸡
びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ≁ᚡ࡛ᖲ㔕ᆀୖᵋ㏸ࡡ㛭
౿ࢅ⩻ᐳࡌࡾ㸝➠  ❮㸞㸣

㸣
ⱚᑚ∶けᆀᇡࡡ▴ἔࢰࣤࢠࡡ⿍ᐐᴣこ
ࠈ⾪  ࡞㸡ⱚᑚ∶けᆀᇡ࡞❟ᆀࡌࡾ▴ἔࢰࣤࢠ
ࡡ࠹ࡔ㸡ℾⅇ㸡ᾃࡀᒁ᰷ỷἈ࡛࠷࠹⏊ኬ⿍ᐐⓆ
⏍ࡊࡒࡵࡡࢅ᥎ࡅࡾ㸣ࡆࡿࡼࡢ࠷ࡍࡿࡵⱚᑚ∶け
༞ᓃࡡ┷▹ᆀ༇࡞࠵ࡾἔᡜ࡞❟ᆀࡌࡾࡵࡡ࡚࠵
ࡾ㸣ℾⅇࡢ  ᇱࡡ▴ἔࢰࣤࢠ࡚Ⓠ⏍ࡊࡒ㸣┷ 
࡞♟ࡌࢰࣤࢠ $ ࡡࣛࣤࢡℾⅇࡢᆀ㟀├ᚃ࡞Ⓠ⏍ࡊࡒ
ࡵࡡ࡚㸡⣑  㛣࡚ᾐℾࡈࡿࡒ㸣╌ℾཋᅄࡢᾃࡀᒁ
᰷ິ୯࡞ࢰࣤࢠ୕㒂シങ࡞⾢✲ࡊࡒࡒࡴ࡛ࡈࡿ
࡙࠷ࡾ  㸣ᆀ㟀ࡡᙫ㡢࡞ࡻࡽ▴ἔࢰࣤࢠ࡚ࣛࣤࢡℾ
ⅇⓆ⏍ࡊࡒࡡࡢ㸡ࢂᅗ࡚ࡢ  ᖳᮇᾇ୯㒂
ᆀ㟀௧ᮮࡡࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒ㸣ࡆࡡࢰࣤࢠ࡚ࡢ㒼⟮ℾⅇ
ࡵ㉫ࡀ࡙࠽ࡽ㸡ᆀ㟀ࡡᙫ㡢࡚ഭࡊࡒ㒼⟮࠾ࡼ⁻
ࡊࡒཋἔ࡞ࣛࣤࢡℾⅇࡡℾᘇ↕ࡊࡒྊ⬗ᛮ⩻࠻
ࡼࡿ࡙࠷ࡾ  㸣┷  ࡞♟ࡌࢰࣤࢠ % ࡡධ㟻ℾⅇࡢ㸡

┷ ࠈ⅁ἔࢰࣤࢠ &㸡' ࡞࠽ࡄࡾᾃࡀᒁ᰷ỷἈ࡛ධ㟻ℾ
ⅇᚃࡡࢻࣆࢦࢰࣤࢠ %㸝ᮈᖙᕰᾐ㜭ᑻ᧔ᙫ㸞

ᆀ㟀࠾ࡼ  ᚃ࡞Ⓠ⏍ࡊ㸡⣑  㛣࡞ࢂࡒࡖ࡙⇖
࠻⤾ࡄࡒ㸣ධ㟻ℾⅇ࡛ࡖࡒ⫴ᬊ࡞ࡢ㸡ℾⅇⓆ⏍
࡞ᾃࡀᒁ᰷ἔ୯࡞Ᏸධ࡞ỷἈࡊ࡙࠷ࡒ࡛࠷࠹
࠵ࡾ㸣ℾⅇⓆ⏍๑㸡ࡆࡡࢰࣤࢠ࡚ࡢ㸡ᾐℾἳⷾ
ࡡἸථ࡞ࡻࡽἔ㟻ኬẴ࡞よࡿࡾࡡࢅ㐵᩷ࡊ࡙࠷ࡒ
㸡㢴ࡡᙫ㡢࡚ἳἔ㟻ධ㟻ࢅさࢂࡍᾃᓞ≟࡞ࡖ

⾪ ࠈⱚᑚ∶けᆀᇡ࡚⏊ኬ⿍ᐐࢅུࡄࡒ▴ἔࢰࣤࢠ

$

㸡

ཋἔ

ᾃࡀᒁ᰷



ᾦ㟻
㧏ࡈ



%

㸡

ࢻࣆࢦ

ᾃࡀᒁ᰷











&
㸡
⅁ἔ
ᾃࡀᒁ᰷
'
㸡
⅁ἔ
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㸡 ࢪࣞࢴࣈ ᾃࡀᒁ᰷
)
㸡
ཋἔ
ᾃࡀᒁ᰷
*
㸡
ཋἔ
ᾃࡀᒁ᰷
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ᅒ ࠈᾇ㐠༞㒂ࡡ࿔  ⛂࡞࠽ࡄࡾ㏷ᗐᚺ➽㸝΅⾮ 㸞ࡡࢤࣤࢰ࣭࣏ࢴࣈ

















+.'I+LCRǕȗȏ൘

3*9  FPV 


+.'I+LCRǕȗȏ




+.'I+LCRෛݩ




+.'I+LCRϳ



+.'I+LCRܢघ



㟻㧏ࡈ࡞౪Ꮛࡌࡾࢪࣞࢴࢨࣤࢡ  ḗ࣓࣭ࢺࡡᅖ᭯࿔
ࡵ♟ࡊࡒ㸣ࣛࣤࢡℾⅇⓆ⏍ࡊࡒཋἔࢰࣤࢠ $ ࡚
ࡢ㸡ᾃࡀᒁ᰷୕㒂シങ࡞⾢✲ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼ㸡
᭩ኬᾦ㟻୕᪴㔖ࡡῼᏽೋࡢᆀ㟀Ⓠ⏍ࡡᾃࡀᒁ᰷࠾
ࡼ୕㒂シങࡱ࡚ࡡ㧏ࡈ⣑ P ࡛ࡊࡒ㸣ࡱࡒ㸡ᾃࡀᒁ
᰷ỷἈࡊࡒ  ᇱࡡ⅁ἔࢰࣤࢠ & ࡛ ' ࡚ࡢ㸡࡛ࡵ࡞
ࢪࣞࢴࢨࣤࢡ࡞ࡻࡖ࡙⅁ἔࢰࣤࢠአ࡞‼Ὦࡊࡒࡆ
࡛ࢂ࠾ࡖ࡙࠽ࡽ㸡ᆀ㟀Ⓠ⏍࡞ࡢᾦ㟻࠾ࡼࢰࣤࢠ
ഁᯀ㡤୕ࡱ࡚ࡡ㧏ࡈ P ࡚࠵ࡖࡒࡆ࡛࠾ࡼ㸡᭩
ኬᾦ㟻୕᪴㔖ῼᏽೋࡢ P ௧୕࡛ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᾃࡀ
ᒁ᰷ỷἈࡊࡒཋἔࢰࣤࢠ * ࡡῼᏽೋࡢ┷࡞ࡖ
࡙࠷ࡾഁᯀහባ୕ࡡἔ࠾ࡼㄖࡲཱིࡖࡒࡵࡡ࡚࠵
ࡾ㸣ࡆࡿࡼࡡῼᏽೋ࡛゛⟤ೋ࠾ࡼ㸡⏊ኬ⿍ᐐࢅུ
ࡄࡒᐖ㔖⣑   NO ࡛⣑   NO ࡡࢰࣤࢠ࡞ࡢ᭩ኬᾦ
㟻୕᪴㔖 P ⛤ᗐ㸡ᐖ㔖⣑   NO ࡡࢰࣤࢠ࡞ࡢྜྷ 㸣
P ⛤ᗐࡡࢪࣞࢴࢨࣤࢡⓆ⏍ࡊࡒ࡛ずࡼࡿࡾ㸣ࢪ
ࣞࢴࢨࣤࢡ  ḗ࣓࣭ࢺࡡᅖ᭯࿔ࡢ㸡ᐖ㔖⣑   NO
࡛⣑   NO ࡡ  ᇱࡡࢰࣤࢠ࡚ࡢ  ࠤ  ⛂㸡ᐖ㔖⣑
  NO ࡡ  ᇱࡡࢰࣤࢠ࡚ࡢ⣑  ⛂࡚࠵ࡖࡒ㸣༳ࡔ㸡
P ࡞ࡵཀྵࡩኬἴ㧏ࡡࢪࣞࢴࢨࣤࢡ࡛ℾⅇࢅࡢࡋࡴ࡛
ࡌࡾ็⿍ᐐࡢ㸡ᅖ᭯࿔  ࠤ  ⛂ࡡᾃࡀᒁ᰷ᘟ
▴ἔࢰࣤࢠ࡞㞗୯ࡊࡒ࡛ゕࡖ࡙ࡻ࠷㸣ࡆࡡࡒࡴ㸡ᮇ
◂✪࡚ࡢ㸡ࡆࡡ⿍ⅇࢰࣤࢠࡡࢪࣞࢴࢨࣤࢡ  ḗ࣓࣭
ࢺࡡᅖ᭯࿔࡞Ἰ┘ࡊ࡙㸡ᩐೋⓏ්⌟ࡡᑊ㇗࿔ᖈ
ᇡࢅ  ⛂௧୕࡛ᏽࡴࡾ㸡≁࡞࿔  ࠤ  ⛂ࡡ
ᆀ㟀ິࢅណㆉࡊࡒ㆗ㄵࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡌࡾ㸣
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7LPH V 


ᅒ ࠈ㟀″࠾ࡼຩᡮᖲ㔕࡞⮫ࡾᆀᇡࡡ .1(7 びῼⅤ࡞࠽
ࡄࡾ (: ᠺฦᆀິ㏷ᗐἴᙟ  ࠤ +]

࡙ࡊࡱ࠹≟ឺ࡞ࡖ࡙࠷ࡒ㸣╌ℾཋᅄࡢ㸡ࡆࡡᾃᓞ
≟ࡡἳ࡞ᾐℾἳⷾ㛣⤊㐛࡛࡛ࡵ࡞Ề⁈ᾦ࡞ᡘ
ࡾࡆ࡛ࡡᙫ㡢࡞ࡻࡽ㞹Ⲭ✒ࡊ㸡ഁᯀ࡛ࡡ㛣࡚
ᨲ㞹㉫ࡀࡒྊ⬗ᛮ᭩ࡵ㧏࠷࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾ  㸣ࢂ
ᅗ࡞࠽ࡄࡾᾃࡀᒁ᰷ᘟ▴ἔࢰࣤࢠࡡධ㟻ℾⅇࡢ㸡
 ᖳ᩺₪ᆀ㟀௧ᮮ  ᖳࡩࡽࡡࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒ㸣
┷  ࡞♟ࡌࢰࣤࢠ &㸡' ࡚ࡢ㸡ᾃࡀᒁ᰷ỷἈࡊ㸡
⅁ἔࡡἔ㟻ኬẴ࡞㟚ฝࡊ࡙ࡊࡱࡖ࡙࠷ࡾ㸣┷ 
࡞ࡢධ㟻ℾⅇࡡ⤎ᯕཋᙟࢅ࡛ࡴ࠷⛤ኬࡀࡂንᙟ
ࡊࡒࢰࣤࢠ % ࡵࡖ࡙࠷ࡾ㸣
 ⾪  ࡞ࡢࢰࣤࢠㅎඔࡡ㸡ࢪࣞࢴࢨࣤࢡ᭩ኬᾦ㟻
୕᪴㔖ࡡῼᏽೋ࡛ⱚᑚ∶け࡞࠽ࡄࡾᙁ㟀ἴᙟエ㘋
࡞ᇱࡘࡂࡐࡡ゛⟤ೋࡡ㸡ࢰࣤࢠහᙼ࡛ᆀ㟀ࡡᾦ

㸣
ຩᡮᖲ㔕࡞࠽ࡄࡾ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ≁ᚡ
 ᾇ㐠༞㒂ࡡエ㘋࠾ࡼず࠻ࡾ≁ᚡ
ࠈᅒ  ࡢ㸡 ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㝷࡞ᾇ㐠༞㒂
ᆀ࡚ᚋࡼࡿࡒᙁ㟀ἴᙟ࠾ࡼ࿔  ⛂࡞࠽ࡄࡾ㏷ᗐᚺ
➽ࢅ゛⟤ࡊ㸡ࢤࣤࢰ࣭࣏ࢴࣈ࡚⾪ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣
ࡆࡿࡢびῼⅤ㛣ࡡ㛣ࢅᖼరⓏ࡞⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡽష
ᠺࡊࡒࡵࡡ࡚㸡ᆀୖᵋ㏸ࡡᙫ㡢ࡢ⩻៎ࡈࡿ࡙࠷࠷㸣
3

36

E (:V

D 16V
 (






 (




 1












 



















IgI+lcrࢡޔઅ











$OWLWXGH
P








 




















  








୍࠺ത+E



I+LCR൩श




ᅒ ࠈຩᡮᖲ㔕࣬▴≹ᖲ㔕ࡡ࿔  ⛂࡞࠽ࡄࡾ㏷ᗐᚺ➽

㏷ᗐᚺ➽ࡢ㸡ຩᡮᖲ㔕㸡▴≹ᖲ㔕ࡡ㸡༎ົᖲ㔕㸡
㔪㊨ᖲ㔕ࡡᖲ㔕㒂࡚ኬࡀೋࢅ♟ࡊ࡙࠽ࡽ㸡㛏
࿔ᆀ㟀ິࡢᖲ㔕㒂࡚Ⓠ㐡ࡌࡾ࡛࠷࠹≁ᚡࡻࡂ⌟
ࡿ࡙࠷ࡾ㸣ຩᡮᖲ㔕㸡▴≹ᖲ㔕ࡢ㸡㐠᮶㒂ࡡᖲ㔕ࡻ
ࡽࡵ㟀″࠾ࡼ㐪ࡂన⨠ࡊ࡙࠷ࡾ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍ㸡ࡐ
ࡆ࡚ࡡ (: ᠺฦࡡ㏷ᗐᚺ➽ࡢ㐠᮶㒂ࡡᖲ㔕ࡻࡽࡵኬ
ࡀ࠷㸣ࡱࡒ㸡16 ᠺฦ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ㸡ⱚᑚ∶けࡷ᩺⠓
㎾ࡡࡿࡡኬࡀࡈࡢ㸡༎ົᖲ㔕㸡㔪㊨ᖲ㔕࡞࠽
ࡄࡾ᭩ኬೋ࡞༆ᩓࡊ࡙࠷ࡾ㸣༳ࡔ㸡ᅂࡡ༎ົἀᆀ
㟀࡞࠽ࡄࡾ࿔  ⛂ࡡࡿࡢ㸡ຩᡮᖲ㔕࡛▴≹ᖲ㔕
ࢅెࡎࡒᆀᇡ㸡࡛ࡽࢂࡄࡐࡡ༞❻࡞న⨠ࡌࡾⱚᑚ∶
ᆀᇡ࡛᮶❻࡚᭩ኬ࡚࠵ࡖࡒ࡛ゕ࠻ࡾ㸣
 㛏࿔ᆀ㟀ິᖲ㔕㒂࡚Ⓠ㐡ࡌࡾᵕᏄࡢ㸡ධᅗ⛳
ᐠ࡞ฦᕱࡌࡾ็Ṍἴᙟエ㘋࠾ࡼࡵࡻࡂࢂ࠾ࡾ㸣ᅒ
 ࡢ㸡㟀″࠾ࡼຩᡮᖲ㔕࡞⮫ࡾ㧏ᨥᖿἚᓃ࡛⫱ᣲ
ᨥᖿ᮶㒂ࡡ .1(7 びῼⅤ࡞࠽ࡄࡾᆀິ㏷ᗐἴᙟࢅ㸡
㟀ኳ㊝㞫࡛⤧ᑊ็ࢅ⩻៎ࡊ࡙ࡼࡒࡵࡡ࡚࠵
ࡾ㸣ຩᡮᖲ㔕༞᮶❻࡞న⨠ࡌࡾ㛓ื࠾ࡼ㸡ᣲᖕࡡቌ
ኬ࡛⤽⤾㛣ఘ㛏ࡌࡾലྡྷずࡼࡿጙࡴ㸡ᖲ㔕හ
㒂࡞న⨠ࡌࡾⱚᑚ∶࡛༐ṋ࡚㛏࿔ᠺฦ༜㉲ࡊࡒ
ኬᣲᖕ࠾ࡗ⤽⤾㛣ࡡ㛏࠷ᆀ㟀ິ࡛ࡾᵕᏄࡻࡂ
ࢂ࠾ࡾ㸣ୌ᪁㸡ຩᡮᖲ㔕හ࡚びῼࡈࡿࡒኬࡀ㛏࿔
ᆀ㟀ິࡢ㛓ืࡻࡽ᮶ࡡᖲ㔕ᡥ๑࡚ࡢⓆ⏍ࡊ࡙࠷
࠷㸣௧୕ࡡࡆ࡛࠾ࡼ㸡ⱚᑚ∶࡛༐ṋ࡚びῼࡈࡿࡒኬ
ᣲᖕ࠾ࡗ⤽⤾㛣ࡡ㛏࠷㛏࿔ᆀ㟀ິࡢ㸡ຩᡮᖲ㔕
ࡡᆀୖᵋ㏸ࡡᙫ㡢࡞ࡻࡽⓆ㐡ࡊࡒࡵࡡ࡛ゕ࠻ࡾ㸣
 ཉ࠷ᇼ✒ᒒࢅ᭯ࡌࡾᖲ㔕ࡷ⓽ᆀ࡞ᆀ㟀ἴථᑏࡌ
ࡾ࡛㸡ᇼ✒ᒒහࢅఎ᧓ࡌࡾኬᣲᖕ࠾ࡗ㛏࿔ࡡ⾪㟻
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΅⾮  ࡡࢤࣤࢰ࣭࣏ࢴࣈ

ἴທ㉫ࡈࡿ㸡ࡐࡡࡻ࠹ᆀ㟀ἴᖲ㔕ࡷ⓽ᆀහ㒂
࡚びῼࡈࡿࡾ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡᠺฦ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡢ㸡
㛭᮶ᖲ㔕㸡ኬ㜨ᖲ㔕㸡᩺₪ᖲ㔕࡞࠽ࡄࡾࡆࡿࡱ
࡚ࡡᩐኣࡂࡡ◂✪࠾ࡼ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ຩᡮᖲ
㔕࡞࠽ࡄࡾᆀ㟀㜭ⅇࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒᆀୖᵋ㏸᥀ᰕࡢ㸡
㛭᮶ᖲ㔕ࡷኬ㜨ᖲ㔕ኬ㒌ᕰࢅ࠾࠾࠻ࡾᖲ㔕
⢥ງⓏ࡞ࡢ⾔ࢂࡿ࡙࠷࠷㸡ெᕝᆀ㟀ࡷᖏ᚜
ິࣝびῼ࡞ࡻࡾ࠷ࡂࡗ࠾ࡡ᥀ᰕ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ

㸣ࡆࡿࡼࡡ᥀ᰕ࠾ࡼࡢ㸡ຩᡮᖲ㔕ࡡᇼ✒ᒒཉࡢ᭩
ࡵཉ࠷࡛ࡆࢀ࡚ NP ࢅ㉰࠻ࡾ࡛࠷࠹⤎ᯕᚋࡼࡿ࡙
࠽ࡽ㸡ᅂຩᡮᖲ㔕࡚びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡵࡆ
ࡡཉ࠷ᇼ✒ᒒ࡞ࡻࡖ࡙ທ㉫ࡈࡿࡒࡵࡡ࡛ᛦࢂࡿࡾ㸣
 ຩᡮᖲ㔕࡛▴≹ᖲ㔕ࡡエ㘋࠾ࡼず࠻ࡾ≁ᚡ
 ᅒ  ࡢຩᡮᖲ㔕࣬▴≹ᖲ㔕හ࡞࠽ࡄࡾ㛏࿔ᆀ㟀
ິࡡᙁࡈࡡฦᕱࢅずࡾࡒࡴ࡞ᥝ࠷ࡒ࿔  ⛂࡞࠽ࡄ
ࡾ㏷ᗐᚺ➽ࡡࢤࣤࢰ࣭࣏ࢴࣈ࡚࠵ࡾ㸣షᠺ᪁Ἢࡢ㸡
ᅒ  ࡛ྜྷࡋ࡚࠵ࡾ㸣ࡆࡡᅒ࠾ࡼ㸡࿔  ⛂࡛࠷࠹
㛏࿔ࡡࡿ㸡༳ࡔ㛏ἴ㛏ࡡᆀ㟀ἴ࡞ࡻࡾࡿ࡚
࠵ࡖ࡙ࡵ㸡ᖲ㔕හ࡞࠽࠷࡙ࡐࡡ⛤ᗐ࡞ኬࡀ㍉ᕣ
࠵ࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡾ㸣㏷ᗐᚺ➽ࡡ✭㛣ฦᕱࡢ㸡ຩᡮᖲ
㔕୯ኳ㒂࠾ࡼ▴≹ᖲ㔕᮶㒂࡞ࡡࡦࡾ༞ࡡ㍀࡞Ἒࡖ
ࡒᆀᖈࢅᑹ᰷࡛ࡌࡾᙟ≟࡚࠵ࡽ㸡ⱚᑚ∶けᆀᇡ㸝
ἔᡜ㸡.1(7 ⱚᑚ∶㸡ⱚᑚ∶ *㸞࡛▴≹ᖲ㔕᮶㒂
❻ࡡ .L.QHW ᩺⠓࡚ᚺ➽ೋ᭩ኬ࡞ࡖ࡙࠷ࡾ㸣
ࡆࡡฦᕱᆀୖᵋ㏸࡛࠷࠾ࡾ㛭౿࡞࠵ࡾ࠾⮾
࠷㸣
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 ⱚᑚ∶け࡛ࡐࡡ࿔㎮ࡡエ㘋࠾ࡼず࠻ࡾ≁ᚡ
 ᅒ  ࡢⱚᑚ∶け㎾࡛ࡐࡡ࿔㎮ࡡᆀⅤ㸝ᅒ 㸞
࡞࠽ࡄࡾᆀິ㏷ᗐἴᙟ࡚࠵ࡾ㸣⏊ኬ⿍ᐐࢅུࡄࡒ
▴ἔࢰࣤࢠ❟ᆀࡌࡾἔᡜ࡞ࡢ㸡 ᠺฦࢦ࣭࣍ᆵ
ຊ㏷ᗐ゛⨠࠾ࡿ࡙࠽ࡽ㸡ฝງࡢវ⇍ᘟ࣋ࣤࣝࢤ࣭
ࢱ࡚ຊ㏷ᗐἴᙟ࡛ࡊ࡙エ㘋ࡈࡿࡾ㸣ࡆࡆ࡞♟ࡊࡒἴ
ᙟࡢ㸡ࡆࡡ࣋ࣤࣝࢤ࣭ࢱエ㘋ࢅࢸࢩࢰࣜࡊ࡙✒ฦ
ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡽ㸡ࡡ  ᆀⅤ࡞࠽ࡄࡾࢸࢩࢰࣜエ㘋
࡞Ẓ࡙⢥ᗐࡾᜅࡿ࠵ࡾ㸣ⱚᑚ∶けࡡฝථ
ࡽཾࢅࡢࡈࢆࡓἔᡜࡡᑊᓃ࡞ࡢ㸡ᆀᇡᙁ㟀び
ῼࡡⱚᑚ∶ * びῼⅤ࠵ࡽ㸡ࡆࡿࡢἔᡜ࠾ࡼけ
᪁⣑ NP ࡞న⨠ࡌࡾ㸣ⱚᑚ∶ * ࠾ࡼけ࡞⣑ NP
㞫ࡿࡒⱚᑚ∶ᕰᙲᡜ㎾࡞ࡢ㸡.1(7 ࡡⱚᑚ∶びῼ
Ⅴ࠵ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ἔᡜ࠾ࡼけ᪁࡞⣑ NP 㞫ࡿ
ࡒ -5 ⣊㥈㎾࡞ࡢ㸡Ẵ㇗ᖿⱚᑚ∶ῼುᡜ㸝⌟ᅹ
ࡢᗣḾࡈࡿ↋ெびῼ᪃シ࡞ࡖ࡙࠷ࡾ㸞࠵ࡽ㸡᮶
᪁࡞ NP ⛤ᗐ㞫ࡿࡒᡜࡡⱚᑚ∶᮶㒂ࡡ▴ἔങᇱ
ᆀ࡚ࡵຊ㏷ᗐエ㘋ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾ㸣ⱚᑚ∶け㎾
ࡡ  ᆀⅤ㸡༳ࡔἔᡜ㸡ⱚᑚ∶ *㸡.1(7 ⱚᑚ∶࡛
ⱚᑚ∶᮶㒂ࡡ▴ἔങᇱᆀࡡ㏷ᗐἴᙟࡡẒ㍉࠾ࡼ㸡
୦ᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾᆀ㟀ິࡢ㸡᭩ኬᆀິ㏷ᗐࡢபぽ࡚࠵
ࡾࡵࡡࡡ㸡࿔≁ᛮ࡛⤽⤾㛣࡞ࡢኬࡀ㐢࠷
࠵ࡖࡒࡆ࡛ࢂ࠾ࡾ㸣ⱚᑚ∶け㎾࡚ࡢ㛏࿔ᠺ
ฦ༜㉲ࡊ࡙࠽ࡽ㸡㟀ິ⤽⤾㛣㛏࠷㸣ୌ᪁㸡ⱚ
ᑚ∶᮶㒂࡚ࡢ▯࿔ᠺฦ┘❟ࡔ㸡㟀ິ⤽⤾㛣
▯࠷㸣ⱚᑚ∶ῼುᡜࡡἴᙟࡢ㸡ⱚᑚ∶け㎾࡛ྜྷ
ᵕ࡞㛏࿔ᠺฦ༜㉲ࡊ࡙࠷ࡾ㸡᭩ኬᣲᖕࡢⱚᑚ
∶け㎾ࡡ  ⛤ᗐ࡚࠵ࡾ㸣ⱚᑚ∶け㎾  ᆀ
Ⅴࡡἴᙟ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ⱚᑚ∶ * ࡛ .1(7 ⱚᑚ∶ࡡ
ἴᙟࡢୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡾ㸡ࡆࡿࡼࡢἔᡜࡡἴᙟ
࡛ⱕᖱ␏ࡖ࡙࠷ࡾ㸣≁࡞ἔᡜࡡ (: ᠺฦࡡ᭩ኬ
ᣲᖕࡢࡆࡿࡼ  ᆀⅤࢅ  ୕ᅂࡖ࡙࠷ࡾ㸣ࡆࡡ
ἴᙟࡡ㐢࠷࡞ࡢ㸡エ㘋⢥ᗐࡡᕣྱࡱࡿ࡙࠷ࡾᜅࡿ
ࡵ࠵ࡾ㸣ᅒ  ࡢࡆࡿࡼࡡᆀ㟀エ㘋࠾ࡼ゛⟤ࡊࡒ㏷

ᗐᚺ➽ࢪ࣋ࢠࢹ࡚ࣜ࠵ࡾ㸣ⱚᑚ∶け㎾  ᆀⅤࡡ
(: ᠺฦࡡࢪ࣋ࢠࢹࣜࡢྋᙟ≟࡚࠵ࡽ㸡࿔  ⛂⛤ᗐ
࠾ࡼ  ⛂⛤ᗐࡡ⠂ᅑ࡚ PV ௧୕ࡡࣝ࣊ࣜࢅಕࡖ
࡙࠷ࡾ㸣ᾐ㜭Ἢ࡞ᇱࡘ࠷࡙ᏽࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾᙔࡡ▴
ἔࢰࣤࢠ➴༱㝜∸᪃シࡡᢇ⾙ᇱ‵࡚ࡢ㸡ࢪࣞࢴࢨࣤ
ࢡ࡞ࡻࡾ㈋ᾦ‼Ὦ㜭Ḿࡡࡒࡴࡡシ゛ථງᆀ㟀ິࢅ㏷
ᗐᚺ➽⣑ PV ┞ᙔ࡛ᏽࡴ࡙࠽ࡽ㸡ⱚᑚ∶け
㎾࡞࠽ࡄࡾᆀ㟀ິࡢ㸡ᗀ࠷࿔⠂ᅑ࡚ࡆࡡࣝ࣊ࣜࢅ
ኬᖕ࡞୕ᅂࡖ࡙࠷ࡒࡆ࡛࡞ࡾ㸣࠽㸡ࡆࡡࢪ࣋ࢠ
ࢹࣜᙟ≟࠾ࡼࢂ࠾ࡾࡻ࠹࡞㸡ⱚᑚ∶け㎾࡚びῼ
ࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡࠵ࡾ≁ᏽࡡ࿔ᠺ
ฦ༜㉲ࡊࡒ࡛࠷࠹ゕ࠷᪁ࡢ㐲ว࡚ࡢ࠷㸣ୌ᪁㸡
ⱚᑚ∶ῼುᡜ㸡ⱚᑚ∶᮶㒂ࡡ▴ἔങᇱᆀࡡ࿔ 
⛂⛤ᗐࡻࡽ㛏࿔ᇡࡡᚺ➽ೋࡢ㸡ⱚᑚ∶けᆀᇡࢅ
ኬࡀࡂୖᅂࡖ࡙࠷ࡾ㸣ౚ࠻ࡣ࿔  ⛂࡞࠽࠷࡙ࡢ㸡
(: ᠺฦࡡ㏷ᗐᚺ➽ࡢⱚᑚ∶けࡡἔᡜ࡚ PV㸡
▴ἔങᇱᆀ࡚ PV ࡛⣑  ಶࡡᕣ࠵ࡾ㸣༳ࡔ㸡
ᅒ  ࡚ࡵずࡒࡻ࠹࡞㸡ࡆࡿࡼⱚᑚ∶  ᆀᇡࡡ࠾
࡚ࡢⱚᑚ∶けᆀᇡ᭩ኬࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິ࡞ず⯑ࢂ
ࡿࡒࡆ࡛ࢂ࠾ࡾ㸣ࡱࡒ㸡ࡆࡡびῼౚࡢ㸡ࡒ࡛࠻
ῼ࣬ビ౮ᑊ㇗࿔ᩐ⛂௧୕ࡡ㛏࿔ࡡᆀ㟀ິ࡛
࠷ࡖ࡙ࡵ㸡ࡐࡡ≁ᛮࡢᩐ NP ⛤ᗐࡡ㊝㞫࡚ኬࡀࡂን
ࢂࡽ࠹ࡾࡆ࡛ࢅヾㆉࡌࡾᚪこᛮࢅ♟ࡊࡒࡵࡡ࡛ゕ࠻
ࡾ㸣

㸣
 ᆀ㟀ἴఎ᧓ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾᩐೋⓏ
්⌟
 ┘Ⓩ
  ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡᚃ㸡ຩᡮᖲ㔕࡚ࡢ㛏࿔ᆀ㟀
ິࡡ⏍ᠺఎ᧓ᶭᵋࡡゆ᪺ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒࣝ᚜ິび
ῼ࡞ࡻࡾᆀ㟀ἴ㏷ᗐᵋ㏸᥀ᰕᐁ᪃ࡈࡿ࡙࠷ࡾ  㸣
ࡆࡿࡼࡡ᥀ᰕ࡚ࡢ㸡ࣝ༖ᙼࢅ᭩ኬ࡚  ࠤ NP ࡛
ࡊࡒびῼࢅ⾔࠷㸡᚜ິࡡ㛏࿔ᠺฦࡡゆᯊ࠾ࡼ 6 ἴ
㏷ᗐ NPV ⛤ᗐࡡᆀ㟀ᇱ┑ࡱ࡚ࡡ㒂ᆀୖᵋ㏸ࡡ
ሒࢅᚋࡻ࠹࡛࠷࠹ムࡲࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ᮇ◂✪࡚
ࡢ㸡♼㔕࣬   ࡡ᥀ᰕ⤎ᯕ࡞ᇱࡘ࠷࡙㸡ຩᡮ
ᖲ㔕ࡡᆀ㟀ᇱ┑ࡱ࡚ࡡ  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜࢅシᏽ
ࡊ㸡ᕣฦἪ࡞ࡻࡖ࡙  ḗඔ 369 ἴິሔࡡᆀ㟀ἴఎ
᧓ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ⾔ࡖࡒ㸣ᮇ◂✪࡞࠽ࡄࡾࢨ࣐ࣖ
࣭ࣝࢨࣘࣤࡡ┘Ⓩࡢ㸡びῼࡈࡿࡒ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ≁
ᚡ㸡༳ࡔ๑❮࡚ずࡒࡻ࠹࡞ຩᡮᖲ㔕හࡡ㛏࿔ᆀ㟀
ິࣝ࣊ࣜࡢⱚᑚ∶けᆀᇡ࡚᭩ኬ࡚࠵ࡖࡒࡆ࡛࡛ᖲ
㔕ᆀୖᵋ㏸ࡡ㛭౿ࢅ✪᪺ࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸣ࡵࡊ㸡㟀
″࠾ࡼᖲ㔕ࡱ࡚ධ࡙ࢅ࣓ࢸࣜࡊࡒࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘ
ࣤࡢ⾔࠻ࡣ㸡゛⟤⤎ᯕ࡞ࡢ㟀″ࡷ㟀″࠾ࡼᖲ㔕ࡱ࡚
ࡡ NP ࡞ࡵཀྵࡩఎ᧓⤊㊨ࡡ࣓ࢸࣜ࡞ఔ࠹☔ᐁ
ᛮྱࡱࡿࡾࡆ࡛࡞ࡾࡡ࡚㸡ࡆࡡࡻ࠹࣓ࢸࣜ
ࡢࡆࡆ࡚ࡡࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ┘Ⓩ࡞ࡢ㐲ᙔ࡚࠵
ࡾ㸣ᚉࡖ࡙㸡ᮇ◂✪࡚ࡢ㸡ఎ᧓⤊㊨୕ࡡᖲ㔕ࡡථࡽ

घතయੁӐ
,'0
720
୍࠺ത
রٍ࠘

-0$

%71

IgI+lcrٔࢩ
%7.

I+LCR
୍࠺ത



<)7

0ݱ
अත࠘

0.:

؍

Ϡٳ

নɢ

IgI+lcrೀआ

ɇɫ

ർ
ࢶρ





 NP
 1

 (





ᅒ ࠈ ḗඔᆀୖ᩷㟻࣓ࢸࣜࡡシᏽ᪁ྡྷ࡛ࣝ᚜ິび
ῼ࡞ࡻࡾᆀ㟀ἴ㏷ᗐᵋ㏸᥀ᰕᐁ᪃ᆀᇡ 
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ḗඔ㏷ᗐᵋ㏸࣓ࢸ࡚ࣜ⾪⌟ࡈࡿࡾࡵࡡ࡛௫ᏽࡌࡾ㸣
ḗ࡞㸡㝼ࡽྙ࠹ᆀⅤࡡ  ḗඔ㏷ᗐᵋ㏸࣓ࢸࣜࢅ༖࿔
ฦࡡࢤࢦࣤ᭜⥲࡚⤎ࢆ࡚ᒒሾ⏲ࢅහࡊࡒ㸣♼
㔕࣬   ࡡ  ḗඔᵋ㏸࣓ࢸࣜࢅᵋᠺࡌࡾᒒ
ࡡ 6 ἴ㏷ᗐࡢ㸡≁࡞ὰ࠷㒂ฦ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡⤣ୌᅒ
ࡼࡿ࡙࠷࠷㸣ౚ࠻ࡣ᥀ᰕሔᡜ -0$ ࡡ  ḗඔ࣓ࢸࣜ
࡞ྱࡱࡿ࡙࠷ࡾ 6 ἴ㏷ᗐ NPV ࡡᆀᒒࡢ㸡ࡡ
ࡡሔᡜࡡ࣓ࢸࣜ࡞ࡵᏋᅹࡊ࠷㸣ࡆࡡࡻ࠹ሔྙ㸡
 ḗඔ࣓ࢸࣜࢅషᠺࡌࡾ㝷ࡡහࡢ㸡-0$ ௧አࡡሔ
ᡜ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ NPV ࡡᒒཉࢅ  ࡛ࡊ࡙⾔ࡖࡒ㸣༳
ࡔ㸡᱄ฦ࡞ࡻࡽ NPV ࡡᒒࢅ -0$ ௧አࡡሔᡜࡡ㏷
ᗐᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞シࡄࡾࡡ᧧షࡢ⾔ࢂࡍ࡞㸡࡚ࡀ
ࡾࡓࡄඔࡡ  ḗඔ࣓ࢸࣜ࡞ᚽᐁ࡚࠵ࡾࡻ࠹࡞ᚨࡄ
ࡒ㸣ࡆࡡ⤎ᯕ㸡௫ᏽࡊࡒ  ḗඔ࣓ࢸࣜࡡᒒᗆࡢᩒ↓
࡛ࡢࡊ࡙࠷࠷㸣-0$ ࡻࡽけഁ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡-0$
ࡡ  ḗඔᵋ㏸ࡐࡡࡱࡱ⤾ࡂỀᖲᠺᒒᵋ㏸࡛௫ᏽࡊ
ࡒ㸣0.: ࡻࡽࡵ༞᮶ഁ㸡༳ࡔ㟀″ഁ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡☔
ࡒࡾሒࡢ࠷㸡ᅒ  ࡡࡻ࠹࡞ .L.QHW 㛓ืけ
びῼⅤ㎾࡚Ềᖲᠺᒒ࡛ࡾᵋ㏸ࢅ௫ᏽࡊࡒ㸣࠽㸡
.L.QHW 㛓ืけびῼⅤ࡞ࡢࡈ P ࡱ࡚ࡡ 36 ᳠ᒒ
ࢸ࣭ࢰ࠵ࡾࡡ࡚㸡⾪ᒒ㒂ฦࡡ࣓ࢸࣜࡢࡐࡡࢸ࣭ࢰ
ࢅ࡞ᇱࡘ࠷ࡒ㸣ඔࡡ  ḗඔᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞ࡢ᭩⾪ᒒ࡞
6 ἴ㏷ᗐ NPV ࢅୖᅂࡾࡵࡡᏋᅹࡌࡾ㸡
ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸ࡚ࣜࡢࡆࡿࡼࡡᒒࡡ 6 ἴ㏷ᗐࡢ
NPV ࡛ࡊࡒ㸣ᕣฦἪࡡ゛⟤࣓ࢸࣜࡡࢡࣛࢴࢺ㛣
㝰ࡢ㸡Ềᖲ᪁ྡྷ࡞ P㸡ࡈ᪁ྡྷ࡞ P ࡛ࡊࡒ㸣
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙ᚋࡼࡿࡒ  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜ
࡞ࡢḗࡡࡻ࠹≁ᚡずࡼࡿࡾ㸣ࡱࡍ 6 ἴ㏷ᗐ
NPV ௧୕ࡡᆀ㟀ᇱ┑᭩ࡵࡂࡾࡡࡢ㸡ⱚᑚ∶
᮶㒂ࡡ▴ἔങᇱᆀ㎾࡚࠵ࡖ࡙㸡㛏࿔ᆀ㟀ິ
ࣝ࣊ࣜ᭩ኬ࡚࠵ࡖࡒⱚᑚ∶けᆀᇡࡡἔᡜ࡛
.1(7 ⱚᑚ∶びῼⅤ㎾࡚ࡢ࠷㸝ᅒ  D 㸞
㸣ⱚᑚ
∶けᆀᇡࡡ┘❟ࡖࡒ≁ᚡࡢ㸡ᆀ⾪├ୖ࡞ 6 ἴ㏷ᗐ
 NPV ௧ୖࡡᒒཉࡂᇼ✒ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡚࠵
ࡽ㸡≁࡞ 6 ἴ㏷ᗐ NPV ௧ୖࡡࡼ࠾࠷ᒒࡡཉ
ࡈࡡሔᡜ࡛Ẓ࡙ⴥࡊ࠷㸝ᅒ  E 㸞㸣
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LUť'LVWDQFHLQ5DGLDO'LUHFWLRQ NP Ť6( (SLFHQWHU

ᅒ ࠈຩᡮᖲ㔕  ḗඔᆀୖ᩷㟻࣓ࢸࣜ
㸝 D 㸯ධమ㸡 E 㸯ὰ㒂ࡡࡲ㸞

ཾ㎾࡞న⨠ࡌࡾ .L.QHW 㛓ืけびῼⅤࡡエ㘋࡞ᇱ
ࡘ࠷࡙ຩᡮᖲ㔕࡞ᑊࡌࡾථᑏἴິሔࢅషᠺࡊ㸡ࡐࡿ
ࢅᖲ㔕᩷㟻࣓ࢸࣜ࡞ථງࡌࡾࡆ࡛࡞ࡊࡒ㸣ᕣฦἪ࡞
ࡻࡾ⌦ㄵἴᙟ゛⟤ࡢ࿔  ⛂௧୕ࡡᖈᇡࢅᑊ㇗࡛
ࡊࡒ㸣
 ᆀୖ᩷㟻࣓ࢸࣜࡡ௫ᏽ᪁Ἢ
  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜࡢ㸡ᅒ  ࡞Ⅴ⥲࡚♟ࡌࡻ࠹
࡞  ᖳ༎ົἀᆀ㟀ࡡ㟀ኳ࡛ .1(7 ⱚᑚ∶びῼⅤ
ࢅ⤎ࢆࡓ᪁ྡྷࡡ᩷㟻࡞ᑊࡊ࡙シᏽࡊࡒ㸣ᅒ  ࡡළ
ࡢ♼㔕࣬   ࣝ᚜ິびῼࢅ⾔ࡖࡒሔᡜ
ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᙴࡼࡢ㸡ḿぽᙟࡡ㡤Ⅴ࡛㔔ᚨ࡞び
ῼⅤࢅ㒼⨠ࡊࡒ  Ⅴࣝࡡエ㘋࡞ᑊࡊ࡙ 63$& Ἢ
ࢅ⏕࠷࡙న┞㏷ᗐゆᯊࢅ⾔ࡖࡒ㸣ᅒ  ࡡළࡡ༖
ᙼࡢࡐࡿࡑࡿࡡ᥀ᰕᐁ᪃ሔᡜ࡞࠽ࡄࡾ᭩ኬࣝ༖
ᙼࢅ⾪ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᅒ  ࡞㸡ᙴࡼ᥀ᰕሔᡜ࡞ᑊ
ࡊ࡙᥆ᏽࡊࡒ  ḗඔ 6 ἴ㏷ᗐᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞ᇱࡘ࠷࡙
௫ᏽࡊࡒ  ḗඔᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜࢅ♟ࡌ㸣ࡆࡡ  ḗඔ
࣓ࢸࣜࡢḗࡡࡻ࠹࡞௫ᏽࡊࡒ㸣ࡱࡍ㸡᥀ᰕሔᡜ࡞
࠽ࡄࡾ᭩ኬࣝࡡ୯ᚨ࠾ࡼᅒ  ࡡⅤ⥲࡞ᆱ⥲ࢅ
࠽ࢀࡊ㸡ࡐࡡ㊂ࡡ├ୖࡡᆀୖᵋ㏸ࡢ᥀ᰕሔᡜࡡ 

 ゛⟤᪁Ἢ
 ᕣฦἪࡢ㏷ᗐ࣭ࢪࢹࣝࢪᆵࡡࢪࢰ࣭࢝ࢺᏄ࡚ᏽ
ᘟࡈࡿࡾࡵࡡࢅ⏕࠷ࡒ㸣㎾జ⢥ᗐࡢ㸡✭㛣᚜ฦ
࡞ࡗ࠷࡙ࡢ  ḗ㸡㛣᚜ฦ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ  ḗ࡛ࡊࡒ㸣
ᖲ㔕࡞ᑊࡌࡾථᑏἴࡡථງ࡞ࡢ㸡࠷ࢂࡹࡾࢮ࣭ࢪ࣬
࣍ࢴࢠࢪ  ࢅᚺ⏕ࡊࡒ㸣ᅒ  ࡡࡻ࠹࡞ᶋ᪁ྡྷ࡞
ᆍ㈹፳㈹Ềᖲᠺᒒ፳㈹࡞ࡢࡈࡱࡿ࡙࠷ࡾሔྙ
࡞㸡ࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࢅᚺ⏕ࡊ࡙ථᑏἴࢅ࠻ࡾ᪁
Ἢࡢ㸡ࡆࡿࡱ࡚࡞ᥞ᱄ࡈࡿ࡙࠷ࡾౚ࠻ࡣ  㸣ࡆࡡ᪁Ἢ
࡚ࡢ㸡ᆍ㈹㒂ฦࢅࡢࡈࢆ࡚࠷ࡾỀᖲᠺᒒ፳㈹࡞ࡗ
࠷࡙㸡㐲ᙔ㟀″࠵ࡾ࠷ࡢථᑏἴ࡞ᑊࡌࡾἴິሔ㸝௧
ୖ㸡ᇱ‵ゆ࡛ࡩ㸞ࢅ゛⟤ࡊ㸡ࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࢅ
ࡊ࡙ᇱ‵ゆ࡛ᆍ㈹፳㈹࡞࠽ࡄࡾἴິሔࢅ⤾ࡌ
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LUť'LVWDQFHLQ5DGLDO'LUHFWLRQ NP Ť6( (SLFHQWHU

ᅒ ࠈ୯ᚨ࿔  ⛂ࡡ 5LFNHU ἴᖲ㟻 69 ἴ࡛ࡊ࡙ථᑏ
ぽ r࡚ථᑏࡊࡒሔྙࡡᆀ⾪㟻Ềᖲ 3*9 ࡛びῼ 3*9
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LUť'LVWDQFHLQ5DGLDO'LUHFWLRQ NP Ť6( (SLFHQWHU

5LJKW6RXUFH%R[ 6(

ᅒ ࠈ୯ᚨ࿔  ⛂ࡡ 5LFNHU ἴ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭

















ࢺ࡛ࡊ࡙ථᑏࡊࡒሔྙࡡᆀ⾪㟻Ềᖲ 3*9 ࡛びῼ 3*9

7LPH V
ᅒ ࠈ୯ᚨ࿔  ⛂ࡡ 5LFNHU ἴᖲ㟻 69 ἴ࡛ࡊ࡙ථᑏ

ࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪ࡞ᑊࡌࡾᇱ‵ゆࡢ㸡ᕞഁࡡỀᖲᠺ
ᒒ፳㈹࡞ᑊࡌࡾఎ㐡㛭ᩐ࡞ᇱࡘ࠷࡙゛⟤ࡊࡒ㸣ࡆࡡ
ࡻ࠹࡞ࡌࡾ࡛㸡ࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪᕞୖ㝦࡚ᇱ‵ゆ
㏻⤾࡛ࡾ㸡ࡐࡡᙫ㡢ࡢ↋ち࡚ࡀࡾ࡛௫ᏽࡊࡒ㸣
ୌ᪁㸡5D\OHLJK ἴථᑏࢅ௫ᏽࡊ࡙゛⟤ࢅ⾔࠹ሔྙࡢ㸡
ᕞഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࡢシࡄ࠷࠾ࢂࡽ࡞㸡ୖഁ
ࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࢅ࣓ࢸࣜᕞ❻ࡱ࡚ᘇ㛏ࡊࡒ㸣ྎ
ഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪ࡞ᑊࡌࡾᇱ‵ゆࡢ㸡ྎഁࡡỀ
ᖲᠺᒒ፳㈹࡞ᑊࡌࡾఎ㐡㛭ᩐ࡞ᇱࡘ࠷࡙゛⟤ࡊࡒ㸣
ୖഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࡡᇱ‵ゆ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ㸡.L.
QHW 㛓ืけࡖ࡙࠷ࡾỀᖲᠺᒒ፳㈹࠾ࡼ゛⟤ࡊࡒ
ࡵࡡ࡚㎾జⓏ࡞⨠ࡀᥦ࠻ྊ⬗࡚࠵ࡾ࡛௫ᏽࡊࡒ㸣
࠽㸡ࡆࡡୖഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࢅシࡄ࠷࡛㸡゛
⟤ἴᙟࡡᣲᖕᑚࡈࡂࡽ⢥ᗐᝇࡂࡾࡆ࡛⢥
ᗐ᳠チ⏕ࡡ゛⟤࠾ࡼࢂ࠾ࡖࡒ㸣ᮇ◂✪࡞࠽ࡄࡾ゛⟤
ᑊ㇗࿔ᖈᇡࡡ 5D\OHLJK ἴථᑏࡌࡾሔྙࡡ゛⟤
ࢅ㸡ୖഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪࢅシࡄࡍ࡞⾔࠹࡞ࡢ㸡
゛⟤࣓ࢸࣜࢅ┞ᙔࡂࡱ࡚シᏽࡌࡾᚪこ࠵ࡾ࠾ࡵ
ࡊࡿ࠷㸣

ぽ r࡚ථᑏࡊࡒሔྙࡡᆀ⾪㟻ࡡỀᖲᠺฦ㏷ᗐἴᙟ

ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣ࡆࡡ⤾ᡥ⤾ࡀ࡚ࡢ㸡ᆍ㈹፳㈹ࡡ
୯࠾ࡼአฝࡾᩋἴࡵ⩻៎ࡈࡿࡾ㸣༳ࡔ㸡ࢮ࣭ࢪ࣬
࣍ࢴࢠࢪ࡞ᒌࡌࡾࢡࣛࢴࢺ࡞ᑊࡊ࡙㸡ᇱ‵ゆࢅᙁโ
Ⓩ࡞࠻ࡾ࡛࠷࠹༟⣟ᡥ⤾ࡀ࡚ࡢ࠷㸣
ᇱ‵ゆࡢ㸡.L.QHW 㛓ืけびῼⅤࡡᆀ⾪Ềᖲᠺฦエ
㘋࡞ᇱࡘ࠷࡙ḗࡡࡻ࠹࡞షᠺࡊࡒ㸣ࡱࡍ㸡.L.QHW
㛓ืけ࡞࠽ࡄࡾ 5DGLDO ᪁ྡྷࡡ㏷ᗐἴᙟࢅịࡴࡾ㸣
ࡆࡡ㸡㏳㐛࿔ᖈᇡ  ࠤ  ⛂ࡡࣁࣤࢺࣂࢪࣆ
ࣜࢰ࣭ࢅ࠾ࡄࡾ࡛࡛ࡵ࡞㸡こິ㒂ฦࢅཱིࡽฝࡌࡻ
࠹㐲ᙔࢰ࣑ࣤࢺࢅ࠾ࡄࡾ㸣ḗ࡞㸡Ềᖲ
ᠺᒒ፳㈹࡞࠽ࡄࡾఎ㐡㛭ᩐࢅ゛⟤ࡊ㸡.L.QHW 㛓ื
け࡞ᑊࡌࡾࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪ࡞ᒌࡌࡾࢡࣛࢴࢺࡡ
ఎ㐡㛭ᩐࡡẒࢅ .L.QHW 㛓ืけ࡞࠽ࡄࡾ 5DGLDO ᪁
ྡྷࡡ㏷ᗐἴᙟ࡞㔔␒ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡ࢡࣛࢴࢺ࡞
࠽ࡄࡾᇱ‵ゆ㏷ᗐἴᙟࢅịࡴࡒ㸣ఎ㐡㛭ᩐࡢ㸡ᖲ㟻
6 ἴථᑏぽ r࡚㟀″᪁ྡྷ࠾ࡼථᑏࡌࡾሔྙ࡛㸡
5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺ㟀″᪁ྡྷ࠾ࡼථᑏࡌࡾሔྙ
ࡡ  ㏳ࡽࢅ゛⟤ࡊࡒ㸣๑⩽ࡢ㸡.L.QHW 㛓ืけࡡᆀ
⾪ἴᖲ㟻 6 ἴථᑏ࡞ᑊࡌࡾᚺ➽࡛௫ᏽࡊ࡙゛⟤ࡌ
ࡾሔྙ࡞⏕࠷ࡾ㸣ᚃ⩽ࡢྜྷࡋࡂᆀ⾪ἴ 5D\OHLJK
ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺ࡚࠵ࡾ࡛௫ᏽࡊ࡙゛⟤ࡌࡾሔྙ࡞⏕࠷
ࡾ㸣6 ἴථᑏࢅ௫ᏽࡊ࡙゛⟤ࢅ⾔࠹ሔྙ㸡ࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴ
ࢠࢪࡢᅒ  D ࡡኯ࠷◒⥲ࡡࡻ࠹࡞シࡄࡒ㸣ᅒ 
ࡡ゛⟤࣓ࢸ࡚ࣜࡢ㸡ྎഁ࡛ᕞഁࡡỀᖲᠺᒒ፳㈹␏
ࡾ㸣ྎഁ࡛ୖഁࡡࢮ࣭ࢪ࣬࣍ࢴࢠࢪ࡞ᑊࡌࡾᇱ‵
ゆࡢ㸡.L.QHW 㛓ืけࡖ࡙࠷ࡾྎഁࡡỀᖲᠺᒒ
፳㈹࡞ᑊࡌࡾఎ㐡㛭ᩐ࡞ᇱࡘ࠷࡙゛⟤ࡊࡒ㸣ᕞഁࡡ

 ⤎ᯕ
D 5LFNHU ἴථᑏࡊࡒሔྙ
ࠈ ࡱ ࡍ㸡 ゛ ⟤ ⢥ ᗐ ࡡ ☔ ヾ  ࡼ ࡦ ࡞ 6 ἴ ථ ᑏ ࡛
5D\OHLJK ἴථᑏ࡞ࡻࡾ゛⟤⤎ᯕࡡ┞㐢ࢅᏽᛮⓏ࡞ビ
౮ࡌࡾࡒࡴ࡞㸡ථᑏἴࢅ୯ᚨ࿔  ⛂ࡡ 5LFNHU ἴ
࡛ࡊ࡙ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖࡒ㸣ᮇ❮࡞࠽ࡄࡾ゛
⟤࡚ࡢ㸡΅⾮ࡢ⩻៎ࡊ࠷㸣ᅒ  ࡢᖲ㟻 69 ἴ㟀
ኳ᪁ྡྷ࠾ࡼථᑏぽ r࡚ථᑏࡊࡒሔྙࡡᆀ⾪㟻࡞࠽
ࡄࡾỀᖲᠺฦ㏷ᗐἴᙟ࡚࠵ࡾ㸣࣓ࢸࣜ❻㒂ࡷࢮ࣭ࢪ࣬
࣍ࢴࢠࢪ࠾ࡼࡡ㟸∸⌦ⓏἴࡡⓆ⏍ࡢヾࡴࡼࡿࡍ㸡
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7LPH V

7LPH V

ᅒ ࠈ.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼషᠺࡊࡒථᑏἴິሔ㸝ᇱ

ᅒ ࠈ.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼషᠺࡊࡒථᑏἴິሔ

‵ゆ㸞࡞ᑊࡌࡾ゛⟤㏷ᗐἴᙟ㸝Ềᖲᠺฦ㸞࡛びῼἴᙟ

㸝ᇱ‵ゆ㸞࡞ᑊࡌࡾ゛⟤㏷ᗐἴᙟ㸝Ềᖲᠺฦ㸞࡛びῼἴᙟ

㸝ᖲ㟻 69 ἴ rථᑏࢅ௫ᏽ㸞

㸝5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏࢅ௫ᏽ㸞

゛⟤⤎ᯕࡢ༎ฦ⢥ᗐࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ゕ࠻ࡾ㸣ᅒ 
࡞㸡ࡆࡿࡼࡡ゛⟤ἴᙟࡡ᭩ኬᣲᖕ㸝ᐁ⥲㸞࡛びῼエ
㘋ࡡࡐࡿ㸝ᄿぽ㸞ࢅẒ㍉ࡌࡾ㸣びῼエ㘋ࡡ᭩ኬᆀິ
㏷ᗐ㸝3*9㸞ࡢ㸡㏳㐛࿔ᖈᇡ  ࠤ  ⛂ࡡࣁࣤࢺ
ࣂࢪࣆࣜࢰ࣭ࢅ࠾ࡄࡒ 5DGLDO ᪁ྡྷ㏷ᗐἴᙟ࠾ࡼ
ㄖࡲཱིࡖࡒࡵࡡ࡚㸡ࡐࡡࣈࣞࢴࢹన⨠ࡢᅒ  ࡞࠽
ࡄࡾ◒⥲࡞びῼⅤ࠾ࡼ㜾ࢀࡊࡒᆱ⥲ࡡ㊂࡛ࡊ࡙࠷
ࡾ㸣ᅒ  ࡚ࡢ゛⟤⤎ᯕࡡ 3*9 ࡛びῼエ㘋ࡡ 3*9 ࡢ㸡
ࡐࡿࡑࡿࡡ᭩ኬೋ࡚ḿぜࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣びῼエ㘋ࡡ
3*9 ࡢ㟀ኳ᪁ྡྷ࡞࠵ࡒࡾᖲ㔕༞᮶㒂࠾ࡼᖲ㔕හ㒂࡞
ථࡾ࡞ࡗࡿ࡙୕᪴ࡊ㸡.1(7 ⱚᑚ∶びῼⅤ࡚᭩ኬ࡛
ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ୌ᪁㸡゛⟤⤎ᯕ࡚ࡢ㸡3*9 ࡡ᭩ኬೋ

⌟ࡿࡾࡡࡢ .1(7 ⱚᑚ∶࠾ࡼ⣑ NP ༞᮶᪁ྡྷ࡞㞫ࡿ
ࡒሔᡜ࡚࠵ࡽ㸡びῼᐁ࡛ࡢ␏ࡾ㸣ᅒ  ࡢ㸡ྜྷ
ᵕࡡẒ㍉ࢅ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏ࡞ᑊࡌࡾ゛
⟤⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙⾔ࡖࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸣゛⟤⤎ᯕࡡ 3*9
ࡢ㸡ᖲ㔕༞᮶㒂࠾ࡼ .1(7 ⱚᑚ∶࡞ྡྷ࠾ࡖ࡙୕᪴ࡊ㸡
.1(7 ⱚᑚ∶㎾࡚᭩ኬೋ࡞㐡ࡊ࡙࠽ࡽ㸡3*9 ✭㛣
ንິ࡞ࡗ࠷࡙ࡢびῼエ㘋࡛භ㏳ࡡ≁ᚡࢅ᭯ࡊ࡙࠷
ࡾ㸣௧୕ࡡࡆ࡛࠾ࡼ㸡ᅒ  ࡞௫ᏽࡊࡒᆀୖᵋ㏸࣓
ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡾ㝀ࡽ㸡ຩᡮᖲ㔕࡞ᑊࡌࡾථᑏἴິሔࡢ
5D\OHLJK ἴඁເ࡛ࡊ࡙ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖࡒ
࠹㸡びῼᐁࢅ්⌟࡚ࡀࡾず㎰ࡲ࠵ࡾ࡛ゕ࠻ࡾ㸣
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3*9  FPV 

















2EV





LUť'LVWDQFHLQ5DGLDO'LUHFWLRQ NP Ť6( (SLFHQWHU



ᅒ ࠈ.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼషᠺࡊࡒථᑏἴິሔ
㸝ᇱ‵ゆ㸞࡞ᑊࡊ࡙゛⟤ࡊࡒᆀ⾪㟻Ềᖲ 3*9 ࡛びῼ 3*9

IgI+lcrٔࢩ

㸝5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏࢅ௫ᏽ㸞




QHW ཉ┷ࡡびῼἴᙟ࡛゛⟤ἴᙟࡢࡻࡂୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
ࡊ࠾ࡊ㸡▴ἔങᇱᆀ࡚ࡢ゛⟤⤎ᯕࡢ㐛ኬ㸡ἔᡜ㸡
.1(7 ⱚᑚ∶㸡ⱚᑚ∶ῼುᡜ࡚ࡢ㐛ᑚ࡚࠵ࡽ㸡びῼ
エ㘋ࡡ්⌟࡞ᩃࡊ࡙࠷ࡾ㸣ḗ࡞㸡.L.QHW 㛓ืけ
ᆀ⾪ἴࡡこິධ࡙ࢅ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏ
࡞ᑊࡌࡾᚺ➽࡛௫ᏽࡊ࡙ᇱ‵ゆࢅషᠺࡊ㸡ࢨ࣐ࣖ
࣭ࣝࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖࡒ㸣ᅒ  ࡞びῼἴᙟ࡛゛⟤ἴᙟ
ࡡẒ㍉ࢅ♟ࡌ㸣.L.QHW ཉ┷࡚ࡢἴᙟୌ⮬ࡊࡂ
ࡾ㸡▴ἔങᇱᆀ㸡ἔᡜ㸡.1(7 ⱚᑚᯓ࡚ࡢ
びῼἴᙟ්⌟࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࡾ㸣ⱚᑚ∶ῼು
ᡜࡡびῼἴᙟࡡ්⌟ᛮࡵ㸡69 ἴථᑏ࡞Ẓ࡙ᨭၻࡈ
ࡿࡾ㸣࡛ࡽࢂࡄ 3*9 ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ᖲ㔕හࡡᆀⅤ࡞
࠽࠷࡙㸡びῼᐁ࡛゛⟤⤎ᯕⰃࡂୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡾ㸣
᭩ᚃ࡞㸡.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴࡡこິࡡා㢄⣑ 
⛂㛣ᖲ㟻 69 ἴථᑏ࡞ᑊࡌࡾᚺ➽㸡ࡐࡿ௧㜾ࡡ㒂
ฦ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏ࡞ᑊࡌࡾᚺ➽࡛௫
ᏽࡊࡒሔྙࡡࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖࡒ㸣ᅒ  ࡞
びῼἴᙟ࡛゛⟤ἴᙟࡡẒ㍉ࢅ♟ࡌ㸣ࡆࡡሔྙ㸡ⱚᑚ
∶ῼುᡜࡡびῼἴᙟࡡ්⌟ᛮࡢᨭၻࡈࡿࡾ㸡ࡆࡿ
௧አࡡᆀⅤ࡞࠽࠷࡙ࡢびῼἴᙟ࡛゛⟤ἴᙟࡡࡂ࠷ࡔ
࠷⏊ࡓࡊࡂࡾ㸣௧୕ࡡࡆ࡛࠾ࡼ㸡ࡆࡡᆀୖᵋ
㏸࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡾ㝀ࡽ㸡びῼᐁࢅ᭩ࡵࡻࡂ්⌟࡚
ࡀࡾࡡࡢ㸡5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭ࢺඁເථᑏἴິ
ሔࢅ⩻࠻ࡒሔྙ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡖࡒ㸣

घතయੁӐ



अත࠘



I+LCR୍࠺ത



୍࠺തরٍ࠘

















7LPH V
ᅒ ࠈ.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼషᠺࡊࡒථᑏἴິሔ㸝ᇱ
‵ゆ㸞࡞ᑊࡌࡾ゛⟤㏷ᗐἴᙟ㸝Ềᖲᠺฦ㸞࡛びῼἴᙟ
㸝ࡱࡍᖲ㟻 69 ἴ r࡚ථᑏࡊ㸡⤾࠷࡙ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ
࣓࣭ࢺථᑏࡌࡾ࡛௫ᏽ㸞

㸣㆗ㄵ
ࠈ๑❮࡞࠽ࡄࡾࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡽ㸡 ᖳ༎
ົἀᆀ㟀ࡡ㝷࡞ຩᡮᖲ㔕࡚びῼࡈࡿࡒ࿔ 㸣 ⛂
௧୕ࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິࡡ 5DGLDO ᠺฦࡢ㸡ᅒ  ࡞௫ᏽ
ࡊࡒᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜ࡞ᑊࡊ࡙ 5D\OHLJK ἴᇱᮇ࣓࣭
ࢺඁເථᑏἴິሔࢅ࠻ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ්⌟࡚ࡀ
ࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡖࡒ㸣ࡆࡡሔྙࡡ゛⟤⤎ᯕ㸡༳ࡔᅒ
 ࡞♟ࡊࡒࡵࡡࡡ 3*9 ࡛びῼエ㘋ࡡࡐࡿࢅᅒ 
࡞Ẓ㍉ࡌࡾ㸣びῼエ㘋ࡡ 3*9 ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞
ࡻࡖ࡙ᏽ㔖Ⓩ࡞ࡻࡂ්⌟ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ᨭࡴ࡙ࢂ
࠾ࡾ㸣ࡆࡡࡻ࠹࡞㸡ᅒ  ࡡᆀୖᵋ㏸࣓ࢸࣜࡢ㸡び
ῼᐁࢅࡻࡂ්⌟࡚ࡀࡾࡆ࡛࠾ࡼ㸡ࡐࡿ࡞ࡻࡖ࡙⾪
⌟ࡈࡿ࡙࠷ࡾᆀୖᵋ㏸ࡡ≁ᚡ࡛びῼᐁࡡ≁ᚡࢅ㛭

E .L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼ᥆ᏽࡊࡒᇱ‵ゆථᑏ
ࡊࡒሔྙ
 ࡱࡍ㸡.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴࡡこິධ࡙ࢅᖲ㟻
69 ἴථᑏぽ r࡚ථᑏࡊࡒሔྙ࡞ᑊࡌࡾᚺ➽࡛
௫ᏽࡊ࡙ᇱ‵ゆࢅషᠺࡊ㸡ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖ
ࡒ㸣ᅒ  ࡞Ềᖲᠺฦࡡびῼ㏷ᗐἴᙟ࡛゛⟤㏷ᗐἴ
ᙟࢅẒ㍉ࡌࡾ㸣.L.QHW 㛓ืけࡡ゛⟤ἴᙟࡢ㸡ᇱ‵
ゆషᠺ࡞⏕࠷ࡒこິ㒂ฦ࡛ຩᡮᖲ㔕࡞ᑊᚺࡌࡾ
ᆍ㈹㒂ฦ࠾ࡼࡡᩋἴࡡ࡚࠵ࡽ㸡ᚃ⩽ᑚࡈ࠷ሔ
ྙ࡞ࡢᅒ  ࡞♟ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞びῼἴᙟ࡛
ୌ⮬ࡌࡾ㸣ᖲ㔕හ㒂ࡡびῼⅤ࡞ࡗ࠷࡙ずࡾ࡛㸡.L.
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3*9 PV

ᅒ ࠈ.L.QHW 㛓ืけᆀ⾪ἴ࠾ࡼషᠺࡊࡒථᑏἴິሔ㸝ᇱ‵ゆ㸞࡞ᑊࡊ࡙゛⟤ࡊࡒ 3*9 ࡡᗐ᪁ྡྷን㸝5D\OHLJK ἴ
ᇱᮇ࣓࣭ࢺථᑏࢅ௫ᏽ㸞

㏻ࡘࡄࡾࡆ࡛ࡢጂᙔ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣ࡈࡀ࡞㏑ࡒࡻ
࠹࡞㸡ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞⏕࠷ࡒ࣓ࢸ࡚ࣜࡢ㸡6 ἴ
㏷ᗐ NPV ௧୕ࡡᆀ㟀ᇱ┑ⱚᑚ∶け㎾࡚┊ࡽ
୕ࡖ࡙࠽ࡽ㸡ࡐࡿ᭩ࡵࡂࡾࡡࡢⱚᑚ∶᮶㒂
ࡡ▴ἔങᇱᆀ㎾࡚࠵ࡾ㸣༳ࡔ㸡ࡆࡡびῼౚ࡚
ࡢ㸡ᆀ㟀ᇱ┑ࡡࡈࡢ㸡㛏࿔ᆀ㟀ິࣝ࣊ࣜࡡ✭㛣
ንິ࡛ᑊᚺࡊ࡙࠷࠷㸣ୌ᪁㸡ⱚᑚ∶けᆀᇡࡡᆀ
⾪├ୖ࡞ࡢ㸡6 ἴ㏷ᗐẒ㍉ⓏᑚࡈᒒཉࡂᏋᅹ
ࡊ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹≁ᚡ࠵ࡾ㸣ࡆࡿࡼࡡᆀ⾪㎾ࡡὰ
࠷ᆀୖᵋ㏸ࡆࡡᆀᇡࡡ㛏࿔ᆀ㟀ິࣝ࣊ࣜࢅኬࡀ
ࡂࡊࡒྊ⬗ᛮ࠵ࡾ㸣ࡆࡡⅤ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡌࡾࡒ
ࡴ㸡ᅒ  ࡞゛⟤⤎ᯕࡡ 3*9 ࡡᗐ᪁ྡྷንࢅᥝ࠷
ࡒ㸣ࡆࡆ࡞♟ࡊࡒ  ᆀⅤ࡚ࡢ㸡࠷ࡍࡿࡵࡈ NP ๑
ᚃ࡞ 6 ἴ㏷ᗐ NPV ௧୕࡛ࡐࡿᮅࡡᒒሾ⏲Ꮛᅹ
ࡊ࡙࠽ࡽ㸡ࡆࡡన⨠࡞࠽࠷࡙ࡢࡡᆀⅤ࡚ࡵ 3*9 ࡢ
PV ⛤ᗐ࡚ኬࡀᕣࡢ࠷㸣ᆀⅤ㛣࡚ 3*9 ࡞ኬ
ࡀᕣ⏍ࡍࡾࡡࡢ㸡ࡆࡡᒒሾ⏲௧ὰ࡚࠵ࡽ㸡ᆀ
⾪࡞࠽ࡄࡾ 3*9 ࡡỬᏽこᅄࡢ㸡ᑛࡂ࡛ࡵࡆࡡ㒂ฦ
࡞࠵ࡾ 6 ἴ㏷ᗐ NPV ᮅࡡᒒᵋ㏸࡞࠵ࡾࡵࡡ࡛
⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣ḗ࡞㸡.1(7 ⱚᑚ∶࡛▴ἔങ⨠ᇱᆀࡡ
┞㐢࡞ࡗ࠷࡙⩻࠻ࡾ㸣ࡆࡡ  ᆀⅤ࡚ࡢ㸡ࡈ⣑ NP
࡞Ꮛᅹࡌࡾᒒሾ⏲ࡡ├୕࡞ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡢ 6 ἴ㏷
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ࡔࡼࡡᆀⅤ࡚ࡵࡈ⣑ NP ࡡ࡛ࡆࢀ࡞Ꮛᅹࡌࡾ㸣
ᚉࡖ࡙㸡ᆀ⾪࡞࠽ࡄࡾ 3*9 ࡡᕣࡢ㸡ࡆࡡࡈ⣑ NP
࡞࠵ࡾᒒሾ⏲௧ὰࡡᆀୖᵋ㏸ࢅཋᅄ࡛ࡌࡾࡵࡡ࡛⩻
࠻ࡼࡿࡾ㸣ࡆࡡ㒂ฦ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡.1(7 ⱚᑚ∶࡚ࡢ
6 ἴ㏷ᗐ NPV ௧ୖࡡẒ㍉Ⓩࡼ࠾࠷ᆀᒒཉࡂ
ᇼ✒ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡞ᑊࡊ࡙㸡▴ἔങ⨠ᇱᆀ࡚ࡢࡐ࠹࡚
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本報告は、近い将来極めて高い確率で発生が予測されている宮城県沖地震の襲来をうける100万都市仙
台とその周辺領域における超高層建物や免震建物などの長周期構造物の耐震対策・地震対策のための基礎
資料として、これまで検討されきている最新の地盤構造モデルや地震観測記録に関する情報をまとめたも
のである。内容的には、１）仙台地域の深部地盤構造モデルと地震観測記録に基づく卓越周期の検証、
２）2005年8月16日宮城県沖地震における仙台地域の3次元波動伝播シミュレーション、3) 2005年8月16日
と1978年6月12日の宮城県沖地震の地震動特性の比較、４）仙台地域の長周期構造物の固有周期と地盤の
卓越周期の関係について報告する。

1. はじめに

2. 仙台地域の深部地盤構造と地震観測記録による
検証

近い将来極めて高い確率で発生が予測されている宮城
県沖地震の襲来をうける100万都市仙台とその周辺領域
における超高層建物や免震建物などの長周期構造物の耐
震対策・地震対策のための基礎資料として、これまで検
討されてきている最新の地盤構造や地震観測記録に関す
る情報を整理することは重要である。特に、想定される
宮城県沖地震の一部が破壊したとされる2005年8月16日
の宮城県沖地震(M7.2)では仙台地域で多くの地震観測記
録が得られており、筆者らが観測している住友生命ビル
などでは1978年6月12日の宮城県沖地震(M7.4)の際に全く
同じ位置で貴重な観測記録が得られ、２つの地震による
地震動特性の比較検討は次の宮城県沖地震の地震動予測
を行なう上で興味深い。
以上のような背景の下に、本報告は、１）仙台地域の
深部地盤構造モデルと地震観測記録に基づく卓越周期の
検証、２）2005年8月16日宮城県沖地震における仙台地
域の３次元波動伝播シミュレーション、３）2005年8月
16日と1978年6月12日の宮城県沖地震の地震動特性の比

(1) 仙台地域の地盤構造の概要
仙台地域の地盤構造を浅い地盤構造（表層地質構造）
と深部地盤構造に分けて概説する。
表層地質構造は、長町−利府断層を境に北西側は仙台
駅前、一番町など市街地中心部が位置する洪積台地にな
っており、南東側は沖積平野になっている1)。1978年の
宮城県沖地震で大被害を受けた卸町などはこの沖積平野
にある。また、市街地中心部の位置する洪積台地を取り
巻くように、向山・青葉山などの丘陵地が存在しており、
台地の北部には大規模造成地が存在している。仙台地域
の第４紀層基底は深いところで80ｍ程度であり、荒浜付
近で若干浅くなっているが概ね海に向かって深度を増し
ている。宮城県域の第４紀層基底は大崎平野などでも
100ｍ以下であり、隣県の山形盆地の350ｍなどに比べる
と深いものではない。
一方、深部地盤構造は、後述のように海岸線から西に
向かって徐々に深くなっており、基盤深度は仙台駅付近
で約800m、カルデラ地形（白沢カルデラ）付近で最も
深くなっており、1600ｍ程度である。

較、４）仙台地域の長周期構造物の固有周期と地盤の卓
越周期の関係についてまとめたものである。
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これらの表層地盤構造と深部地盤構造の特徴は、筆者
らが行なった仙台地域における面的な微動観測により得
られているH/Vスペクトルの形状にも現れており、深部
構造による卓越ピークと表層地盤によるピークの特徴に
よりゾーニングを行なっている2)。
(2) 仙台地域の深部地下構造に関する最新の情報
仙台地域において長周期構造物の耐震設計・地震対策
のためのやや長周期地震動を論じる場合、深部地盤構造
に関する情報を整理しておく必要がある。
ここでは、地域における最新の深部地盤構造に関する
情報として、平成14年度から平成16年度に実施された仙
台平野南部地下構造調査（委員長：大槻憲四郎東北大学
教授）で実施された地下構造調査に基づく３次元地下構
造モデルについて紹介する3)。
この調査では、既存の地下構造に関する文献・データ
調査として、①既往の重力探査文献とデータ4)、②温泉
等の試錐およびデータ5)〜9)、③既往反射法地震探査と微
動観測等の文献10) 〜15)、④地質文献16)〜19)など、に関する文
献調査を行なうともに、新たに２測線における反射法探
査と20点におけるアレー微動観測を実施し、図-1に示す
対象領域（長町−利府断層線の走向方向とその直交方向
に軸をもつ仙台市域とその周辺領域）において図-2のよ
うなフローにより新たな３次元地下構造モデルを構築し
ている。図中には、既往の反射法探査の主な測線（宮城
県による３測線、Ｈ１３年度科学技術振興調整費による
測線、防災科研による測線）も表示してある。深部構造
作成にあたり、上述の反射法探査データや愛宕神社の温
泉ボーリング（1200ｍ）、若林区サンピアの温泉ボーリ
ング（350ｍ）をはじめとする対象領域の深井戸のデー
タも用いている。
図-3には３次元深部地盤構造モデルの基盤深度図を示
す。主要な２断面（東西方向断面と南北方向断面）の速
度構造図については、後述の３次元波動伝播シミュレー
ションの部分を示す。図-4と図-5には、それぞれ、この
３次元モデルの各位置の地盤構造でＳ波の鉛直入射に対
する１次卓越周期と入射波に対する応答倍率の空間分布
を示す。これらの図より、深部構造の１次卓越周期は東
部で短く西に向かって長くなっていることが分かる。仙
台駅付近の市街地中心部で2.0〜2.5秒程度であり、東北
大（青葉山）と長町で3秒程度である。仙台市西部の最
も長いところでは4秒以上になることが分かる。一方、
増幅率は東部で大きくなっているのが特徴である。

図-1 仙台平野南部地下構造調査対象領域
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内挿・外挿補間

(3) 3次元地下構造モデルと地震観測記録に基づく1次卓
越周期の検証
上記の調査により得られた３次元深部地盤構造モデル
については、防災科研の K-NET、KiK-net や東北工業大

物性値の空間分布

調査領域全体への
内挿・外挿補間

層境界深度分布

基盤深度分布
3)

図-2 地下構造モデル作成フロー
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図-4 深部地盤構造モデルの 1 次卓越周期

図-3 深部地盤構造モデルの基盤深度

No10
No11

No03
No01

No22

No21
No15

No02

No23
No04
No17

図-5

No06

図-6 モデル検証の対象地点
（コンター：図-4 の１次卓越周期）

1 次卓越周期における S 波の増幅率

答スペクトル(h=5%)と深部地盤構造モデルから得られた
伝達関数（最下層〜第三紀層相当）を示す。応答スペク
トルは 2005 年 8 月 16 日を含む代表的な地震の NS 成分
について求めた。
図-7 より、観測記録からは地震の違いによらず 1 秒か
ら 3 秒にピークが見られる。図-4 と比較すると、これら
のピークは、図-7 の伝達関数の 1 次周期に概ね対応して
いることがわかる。ただし、鶴谷(No.21)や卸町(No.15)の
1 次周期は、観測記録の方がやや長周期側に出ており、
詳細な分析が必要である。
1978 年の地震で記録が得られた住友生命においては 2
秒程度、東北大学では 3 秒程度、また 1978 年に被害の
大きかった長町 21)においては、3 秒付近に 1 次卓越周期

学の Small-Titan、仙台高密度強震観測網（仙台アレー）
等の既存の強震観測点において、1998 年 9 月宮城県南部
の地震記録等を用いて地盤の周期特性の検証が行われて
きている。
一方、2004 年に筆者らは仙台地域において、小型強
震計を用いた強震観測網を新たに設置した 20)。また、こ
の観測網とは別であるが、1978 年宮城県沖地震で記録
が得られた住友生命ビル地下 2 階においても地震計を設
置している。
この観測網により、2005 年 8 月 16 日の宮城県沖地震
を含む多くの記録が得られている。そこで、地震観測記
録の応答スペクトルと深部地盤構造モデルから得られる
伝達関数から 1 次卓越周期の比較を行った。図-6 に検討
地点を示す。また、図-7 には各地点における擬似速度応

があることがわかる。
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図-7 擬似速度応答スペクトル(h=5%)と地盤構造モデルによる伝達関数(S 波鉛直入射・2E/2E)
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3. 8 月 16 日宮城県沖地震における 3 次元地震波動
伝播シミュレーション

23)
表-1 2005 年 8 月 16 日地震震源パラメータ

6.27x1019
38.137
142.167
30
3.4

地震モーメント (Nm)
緯度
断層原点
経度
深さ (km)
破壊伝播速度 VR (km)

2005 年 8 月 16 日 11 時 46分に、宮城県東方沖を震源と
するマグニチュード（Mw）7.2 の地震が発生し、宮城県
川崎町で震度 6 弱、仙台市等で震度 5 強を観測した。こ
の地震は太平洋プレートの沈み込みに伴うプレート境界
の地震であり、震源メカニズムには北西・南東圧縮の逆
断層型、震源域は 1978 年宮城県沖地震の震源域の南端
である。
本節では、前述した深部地盤構造モデルを用いて、3
次元地震波動伝播シミュレーションを行った結果につい
て報告する。

A

(1) シミュレーション方法概要
シミュレーションはスタッガードグリッドを用いた 3
次元有限差分法（空間：4 次、時間：2 次精度）により
行った。対象領域を図 8 に示す。ここで用いた差分法は
文献 22)によって提案されたものであり、境界面に入射
した波が吸収される吸収境界条件と境界面から 15 格子
点を帯状の吸収領域が併用されており、媒質の非弾性減
衰も考慮されている。また、震源の運動学的断層モデル
として三次元場の食い違い格子におけるモーメントテン
ソルを近似的に表現する方法である。
シミュレーションはまず、震源を含む地震基盤までの
大構造モデル 23)を用いて、地震基盤における波形を求め
た。これを入射波とし、前述の 3 次元地下構造モデル 3)
を用いて、工学的基盤を自由境界としたときの波形を求
めた。図-9 には、図-8(上)の A,B,C の断面における深部
地盤速度構造を示す。前述のように、海岸線から西に向
かって徐々に基盤深度が深くなっているのがわかる。上
述の 2 つの地盤構造モデル間の境界条件は吸収境界とし
ている。

B

C

C

B

A

MYGH12
MYGH11

MYGH01
MYGH08

(2) 8 月 16 日宮城県沖地震の断層モデル
8 月 16 日宮城県沖地震における本震の破壊過程につい
ては、波形インバージョンなどにより様々な断層モデル
が提案されている。本検討では、呉・纐纈(2005)23)が提
案した断層モデル（図-8）を用いた。地震動シミュレー
ションを行なう計算領域は長辺方向が 210 km、短辺方
向が 110 kmである。表-1に 2005年 8月 16 日地震の震源
パラメータを示す。解析周波数は 0.6Hz までとした。
第2章で述べた3次元深部地下構造を有限差分法に用い
た。仙台地域以外領域の地下速度構造に関しては呉・纐
纈(2005)23)を参考した。

75 km

Strike 211º

Dip 23º

(3) シミュレーション結果
波形合成による各観測点の地中速度波形を図-10に示
す。波形を比較すると、合成波形は観測波形に良く一致
している。但し、計算したMYGH08の水平成分波形は観
測波形より小さくなっており、これについては、震源・
構造の両面から、より詳細な検討をする必要がある。

75 km
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

23)

1.2

1.4

m

図-8 対象地域と断層モデル （三角形は観測点、
大四角形は差分法で計算領域、小四角形は断層を示
している。星は破壊開始点を示している）
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図-9 深部地盤速度構造

UD

NS

1.17
50 秒

上：観測波 下：計算波

図-10 地中観測波と計算波形の比較
（右の数値は波形の最大速度[cm/s]）

EW

第一中(No7) Max=4.22

UD
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3.05
1.48

第一中(No7) Max=1.63

1.98

青葉区役所(No18) Max=3.34

2.08

青葉区役所(No18) Max=5.66
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青葉区役所(No18) Max=1.66
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1.79
1.47

2.07

MYG013(No24) Max=3.55
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1.10
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幸町小(No3) Max=1.36

1.44

MYG013(No24) Max=3.85

50

1.13

1.59

図-11、12と13は各断面上の観測速度波形と計算速度
波形の比較を示す。上から順に観測波形、３次元計算波
形、深部地盤構造を１次元で計算したときの波形（NS
のみ）を示す。右数字は各波形の最大速度(cm/s)を示し
ている。波形を比較すると波形の形は良く一致している
が、計算した波形の値は観測波形より小さい。この原因
としては先程のMYGH08における結果が小さかったこと
と同様な理由であると考えられる。
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図-11 C-C 断面上の観測速度波形と計算速度波形の比較
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図-12 A-A 断面上の観測速度波形と計算速度波形の比較
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図-13 B-B 断面上の観測速度波形と計算速度波形の比較

52

40

50

60

4. 2005年8月16日と1978年6月12日の宮城県沖地震
の地震動特性の比較
前述のように、住友生命ビル地下 2 階及び東北大学 1
階においては、1978 年 6 月 12 日と 2005年 8月 16日の両
方の地震記録が得られている。図-14 に加速度波形を、
図-15 に擬似速度応答スペクトルを示す。
住友生命が建っている旧市街地は、広瀬川河段丘上に
あり、硬質地盤である。地下 2 階となると凝灰岩層
(N>50)となっているところが多い 21), 24)。よって、地盤の
非線形の影響は少ないと考えられ、図-16 の住友生命の
応答スペクトル比は震源の違いの影響を強く表している
と考えられる。2005 年の地震に比べ、1978 年の地震に
おいては、0.5 秒付近は同レベルであるが、1 秒〜2 秒の
成分が強く放出されていたと考えられる。
図-16 には東北大学 1 階の 1978 年と 2005 年の応答スペ
クトル比も示している。1.8 秒付近で大きくなっている
が、東北大の表層地盤は粘土層あるいは粘土を含む礫層
で構成されており 21) 住友生命と比べて地盤の非線形の
影響も含まれていると考えられる。しかし、1 秒〜2 秒
の成分が 1978 年に卓越していたのは同様の傾向である。
図-4 と図-7 に見られるように、仙台市域は 1〜3秒に 1

(s)

図-15 擬似速度応答スペクトルの比較
（NS 成分）

次卓越周期を持つ地盤となっており、1978 年では、震
源の 1〜2 秒の成分が地盤によりさらに増幅され、大き
な被害をもたらしたものと考えることができる。

(s)
図-16 1978 年と 2005 年の応答スペクトル比
（住友、東北大 1F、NS 成分）

(a) 住友生命ビル（B2F）

(b) 東北大学（1F）
図-14 加速度波形の比較(NS 方向)
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5. 仙台地域の長周期構造物の固有周期と地盤の
卓越周期の関係
(1) 仙台地域の長周期構造物
仙台地域の長周期構造物として、ここでは60ｍ以上の
高層建物（13棟）、免震建物（17棟）、および仙台港付
近に存在する原油タンク（貯蔵容量1000キロリットル以
上の80基）の現況データを調査した。
高層建物と免震建物については、（財）日本建築セ
ンターの構造性能評価シートによるデータに基づく調査
を行なった。表-2、表-3には、高層建物と免震建物のリ
ストを設計周期とともにを示す。図-17には表-2のリスト
の番号を地盤の卓越周期分布の図上にプロットしてある。
図-17 仙台地域の長周期建物の位置
（コンター：図-4 の１次卓越周期）

表-2 仙台地域の高層建物の設計周期
建
物
階数
番
号

地盤
1次
卓越 増幅率
周期

固有周期(s)
1 次固有周期
2 次固有周期
X

Y

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2.66
2.64
2.34
2.35
2.48
2.20
2.45
2.34
3.12
0.71
2.64
2.84
2.84
2.32
2.85
2.47
2.47

2.01
0.94
1.29
0.91
1.98
1.52
2.12
2.15
1.98
0.96
1.68
2.09
1.89
3.60
2.66
3.09
2.92

2.01
0.73
1.27
0.93
2.02
1.50
1.95
2.16
2.03
0.96
1.77
2.10
1.89
3.51
2.19
3.10
2.88

0.69
0.36
0.33
0.35
0.64
0.57
0.74
0.80
0.75
0.33
0.56
0.75
0.69
1.37
1.03
1.04
1.08

0.69
0.28
0.34
0.38
0.69
0.57
0.69
0.81
0.76
0.33
0.57
0.76
0.68
1.14
0.83
1.03
1.11

17(2)
17(1)
18(2)
17(0)
17(2)
15(3)
19(3)
24(1)
33(1)
21(0)
31(1)
23(1)
21(1)
33(3)
31(2)
23(2)
28(2)

4.01
3.92
4.03
4.00
4.14
4.06
3.92
3.97
1.84
4.54
3.68
4.73
4.73
4.03
5.09
3.96
3.96

原油タンクについては、仙台市消防局によるデータ
の調査を行なった。図-18には、調査対象としたタンク
80基の許容容量の頻度分布を示す。20,000キロリットル
以上の原油タンクは34基存在する。タンク径、最高液面
高さなどからスロッシング周期を計算し、その頻度分布
を分析した。

図-18 原油タンクの許容容量の頻度分布

表-3 仙台地域の免震建物の設計周期
建
地盤
物 階数
1次
増幅
番 （地下） 卓越
率
号
周期
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32(1)
12(0)
3(0)
11(0)
6(0)
13(0)
9(0)
15(1)
15(1)
15(1)
13(0)
8(0)
13(1)

2.73
0.93
3.11
2.37
2.05
2.55
2.08
2.43
2.43
2.43
2.39
2.98
2.75

3.67
5.78
3.51
3.78
3.39
3.95
4.28
3.96
3.96
3.96
3.73
4.12
4.48

固有周期
Lv1

(2) 長周期構造物の設計固有周期と地盤の卓越周期との
関係
高層建物や免震建物の設計固有周期と深部地盤構造に
基づく地盤の卓越周期との関係を整理しておくことは重
要であると思われる。
図-19には高層建物について敷地地盤の卓越周期と構
造性能評価シートに基づく設計用1次周期を水平２方向
について関係づけて示したものである。これらの図中に
は、8月16日の地震における観測記録から求めた１次周
期も＊印で示してある25)。
仙台市の60ｍ以上の高層建物は仙台市中心部に多いた
め地盤の1次卓越周期（2〜3秒）より短い設計用1次固有
周期のものが多い。
同様に図-20には、免震建物における敷地地盤の卓越

Lv2

X

Y

X

Y

4.32
3.07
2.73
1.90
2.52
1.67
2.61
2.64
2.62
2.68
2.40
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3.08
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3.18
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第３次被害想定調査による単独モデルと連動モデルに対
する仙台港と仙台駅前で想定される地震動の速度応答ス
ペクトル（1％と5％）を示してある。
図-21より、スロッシングの1次周期は5〜7秒、2次周
期に関しては2.5〜4秒のものが多く、仙台港付近の地盤
の１次卓越周期（1秒以下）よりは長いことがわかる。

周期とレベル１地震動に対する1次周期、およびレベル2
地震動に対する1次周期との関係を水平2方向について示
す。免震建物のレベル1地震動に対する設計用1次周期が
2.5秒程度の建物が多く、仙台市中心部の地盤の卓越周
期と一致しているものが少なくない。

設計用1次固有周期 (s)

4

X方向
Y方向
X 8/16
Y 8/16

3
2
1
0
0

1
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4

工学的基盤の1次卓越周期 (s)
図-19 超高層建物の固有周期と工学的基盤
の 1 次卓越周期
5

Lv1
Lv2
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（a）
固有周期 (s)
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0
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1
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工学的基盤の1次卓越周期
(s)
地盤の 1 次卓越周期(S)
5

Lv1
Lv2
8/16

（b）
4

固有周期 (s)

図-21 原油タンクの現況データに基づく
スロッシング周期（1 次＆2 次）の頻度分布

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

工学的基盤の1次卓越周期
(s)
地盤の 1 次卓越周期(S)
図-20 免震建物の固有周期と工学的基盤の
1 次卓越周期 (a)X 方向 (b)Y 方向
図-21には、原油タンクのスロッシングの1次周期と2
次周期の頻度分布を示したものである。参考のため、
図-22には仙台港付近と仙台駅前におけるＳ波の速度構
造とＳ波の増幅特性を、図-23及び図-24には、宮城県の

図-22 仙台港と仙台駅前の S 波速度構造と増幅率
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(3) 8月16日宮城県沖地震における長周期構造物の地震時

2

速度応答スペクトル (m/s)

1.8

NS(h=1%)
NS(h=5%)
EW(h=1%)
EW(h=5%)
BCJ-LV2
BCJ-LV1

連動モデル

1.6
1.4
1.2

挙動
ここでは、日本建築学会東北支部災害調査連絡会の活
動として調査した8月16日宮城県沖地震における仙台地
域の長周期構造物の地震時挙動について報告する。
表-4には、観測記録が得られている建物のうち、表-2
のNo.1、No.14、No.17の高層ビル３棟と表-3の免震建物
のうちNo.20, No.22, No.23の免震建物で得られた最下階と

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

最上階における最大加速度を示す。
2

4

6

8

10

表-4 観測記録の最大加速度

周期 (s)
2

速度応答スペクトル (m/s)

1.8

建物 最下階最大加速度 最上階最大加速度 観測１次卓越周期
番号 ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＮＳ方向 ＥＷ方向

NS(h=1%)
NS(h=5%)
EW(h=1%)
EW(h=5%)
BCJ-LV2
BCJ-LV1

単独モデル

1.6
1.4
1.2

1
14
17
20
22
23

1
0.8

60
62
82
87
211
274

112
191
148
118
92
82

86
139
107
107
71
117

2.0
3.7
3.0

2.0
3.7
2.7

1.1

1.3

0.6

高層建物No.1、14、17及び免震建物No.22については、
観測記録に基づく建物の1次卓越周期を表-4中に示して
いる。
免震建物No.22の場合、図-20の＊印と対応する○印か
らレベル１地震動の変形レベルまで、変形の増大ととも
に地盤の卓越周期に近づくことが分かる。
図-25には、仙台駅前の高層ビルの1階における観測記
録の速度応答スペクトルを示す。この図より、8月16日
の地震における入力地震動はレベル１地震動の速度応答
スペクトル（0.5秒以上で50cm/s）よりもかなり小さく、
一般建築構造物の損傷限界地震動の速度応答スペクトル
（0.64秒以上で16cm/s）程度であることが分かる。
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図-23 想定宮城県沖地震における仙台港
における速度応答スペクトル
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図-25 8 月 16 日宮城県沖地震における入力地
震動レベル（高層ビル No.14 の一階の観
測記録の速度応答スペクトル）

図-24 想定宮城県沖地震における仙台駅
前における速度応答スペクトル
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2004 年紀伊半島南東沖地震記録を用いた
想定東南海地震の強震動シミュレーション
鈴木亘 1・岩田知孝 2
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2004 年紀伊半島南東沖地震の余震記録を経験的グリーン関数に用いて, 濃尾地域について想定東南海地
震の強震動シミュレーションを行った. 波形合成に必要となる要素地震の震源パラメタは前震の広帯域強
震記録の再現により推定した. 震源モデルには文部科学省・地震調査研究推進本部が想定東南海地震の強
震動評価に仮定したものを基づくモデルと, そのモデルから破壊伝播速度, アスペリティでの応力降下量,
破壊様式をそれぞれ変化させたモデルを考え, 各震源モデルの変化に伴う予測波形の特徴の変化を調べた.
応力降下量が増減すると予測波形の振幅と震度に大きく影響を及ぼすこと, ディレクティビティ効果も応
力降下量同様に重要であることが確認された.
Key Words : hypocetical Tonankai earthquake, empirical Green's function method, broadband strong motion
simulation

1. はじめに
2004 年 9 月 5 日，紀伊半島南東沖を震源として 19
時 7 分に MJ7.1 の 23 時 57 分に MJ7.4 の地震が発生し
た．それまで南海トラフ周辺での地震活動は低調で
あり，この紀伊半島南東沖地震のように東海地方か
ら近畿地方にかけて広く強震記録が得られた地震は
ほとんどなかった．そのため発生域は東南海地震の
想定震源域からやや離れてはいるが，この紀伊半島
南東沖の地震活動で得られた強震記録は想定東南海
地震の強震動評価のための経験的グリーン関数とし
て現時点で最良な記録の一つである．
経験的グリーン関数法を用いてシナリオ地震の強
震動予測をする際には，要素地震の面積や応力降下
量などの震源パラメタを知っておく必要がある．岩
田・三宅 1)では琵琶湖西岸断層系を起震断層とした
シナリオ地震の強震動シミュレーションに先立ち，
要素地震の強震動生成領域 2)の大きさ，ライズタイ
ム，応力降下量を，経験的グリーン関数法を用いて
推定している．我々は MJ7.1 の紀伊半島南東沖地震前
震の広帯域強震記録を，2004 年 9 月 8 日 MJ5.5 の余
震を要素地震として Irikura3)の経験的グリーン関数
により再現し，その震源パラメタを推定した 4,5)．要
素地震の地震モーメントには F-net のモーメントテ
ンソルインバージョンによる 2.06E+17Nm（Mw5.5）を
用いた．前震の強震動生成領域は大きさ 30km×15km，
ライズタイム 0.9 秒，応力降下量 8.4MPa と推定され
た．Irikura3)の手法では強震動生成領域の小断層へ
の分割個数（Nx×Nw），時間方向の分割個数（Nt）及
び強震動生成領域における応力降下量の要素地震に
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対する比（C）は観測スペクトル比より求める 2)．前
震のパラメタと同時に，要素地震の震源パラメタは
面積 28.1km2，ライズタイム 0.225 秒，応力降下量
3.4MPa と推定される．
我々はこの要素地震の強震記録を経験的グリーン
関数に用いて想定東南海地震の広帯域強震動シミュ
レーションを行った 4,6)．前震記録を経験的グリーン
関数に使用しなかった理由は，前震の強震動生成領
域の面積が，仮定する震源モデルうち小さいアスペ
リティの大きさの 80%強であるため，グリーン関数の
足し合わせ個数が少なく破壊伝播の効果を表現でき
ないと考えられたからである．
本報告では想定東南海地震による濃尾地域での広
帯域強震動シミュレーション結果について述べる．
まず文部科学省・地震調査研究推進本部（推本）に
よる想定東南海地震の強震動評価 7)のケース 2 に倣
った震源モデルを用いた場合 4,6)を考え，これを標準
モデルとする．そして震源モデルパラメタの変化に
伴う予測波形の特徴の変化を調べるため，標準モデ
ルから破壊伝播速度を変化させた場合，応力降下量
を変化させた場合，破壊様式を変化させた場合につ
いて検討を行う．いずれの場合も Irikura3)の経験的
グリーン関数法に基づき広帯域強震波形を合成する．
基にした推本の震源モデル 7)はアスペリティと背景
領域から構成されるが，本報告ではアスペリティ領
域からの地震動のみを計算し，背景領域の寄与は考
慮していない．

2. 標準モデル
本章では推本のケース 2 に倣った標準モデルを仮
定した場合の強震動シミュレーション結果について
述べる．推本のケース 2 の評価では，加速度震源ス
ペクトルの短周期レベルが地震モーメントとの経験
的関係 8)のばらつきの範囲内で大きい値をとる（経
験式の√2 倍）としてアスペリティ面積を決定してい
る．そのため経験式に従うケース１と比べてアスペ
リティ面積は半分で応力降下量は 2 倍となっている.
アスペリティのパラメタを表-1 に，配置を図-1 に
示す．表中の Sa は面積，M0 は地震モーメント，'V
は応力降下量，Tr はライズタイムを表す．アスペリ
ティは 3 つあり，志摩半島南のアスペリティ 2 が熊
野灘のアスペリティ 1 及び渥美半島沖のアスペリテ
ィ 3 より大きい．破壊は潮岬沖より始まり，各アス
ペリティではその西端の一番浅い小断層（☆）から
破壊速度 2.7km/s で円状に伝播する．アスペリティ
間の破壊遅れは，破壊開始小断層間の距離を破壊伝
播速度 2.7km/s で除して求めている．

経験的グリーン関数法による波形シミュレーショ
ンの下限周波数は，要素地震の S/N 比より決まる．
要素地震記録の低周波側ノイズレベルを調べるため，
対象とする濃尾地域の 7 観測点（図-1）での S 波到
達後 50 秒間の記録について，前震記録とのスペクト
ル比により確認した．愛知，岐阜，三重の K-NET 観
測点では低周波数成分の精度の向上した K-NET02 型
強震計により観測が行われており，0.1Hz 程度まで充
分に S/N 比がよいことが分かった．KiK-net 観測点で
ある GIFH09 でも 0.1Hz まで精度があることが確認さ
れたので，本報告での解析周波数は 0.1Hz から 20Hz
とする.
要素地震の震源メカニズムは逆断層型ではあるが，
各アスペリティの走向と傾斜角とは異なっている．
しかしながら，本解析で予測する地震動はプレート
境界から堆積盆地までの 3 次元構造により複雑な伝
播経路をたどってくると考えられることや，高周波
数ほどラディエーションパターンは等方的 9)に向か
うということから，メカニズムの違いによるラディ
エーションパターンの補正は行わなかった．減衰の
補正は実体波の距離減衰についてのみ行っている．
平均 S 波速度は 3.6km/s とした．この S 波速度で要
素地震記録全体について波形計算をしており，予測
波の P 波部分についての波形合成は厳密ではない．
図-1 に示す濃尾地域の 7 観測点で予測された加速
度と速度波形の水平 2 成分を図-2 に示す．本研究で
は上下動も予測しており加速度 3 成分から震度を計
算すると MIE006（津）で震度 7，AIC004（名古屋）
，
AIC009（豊田），AIC011（知多），MIE003（四日市）
で震度 6 強，GIFH09（羽島）で震度 6 弱，GIF020（岐
阜）で震度 5 強となった．GIFH09 や MIE003 などの点
で速度記録に長周期の後続動が見られるが，要素地
震の記録長が短いため，図に載せた長さの波形しか
計算できなかった．図-3 に AIC009，図-4 に MIE003
での 5%減衰の擬似速度応答スペクトルを示す．
AIC009 では 1 秒より短周期の応答が大きく，MIE003
では短周期だけでなく周期 3 秒と 5 秒付近の長周期
での応答も大きいことが分かる．

表-1 標準モデルのアスペリティパラメタ
Asp. 1
Asp. 2
Asp. 3
走向(度)
210
230
270
傾斜(度)
15
15
15
Sa(km2)
702
1376
702
M0(Nm)
1.34+20
3.75E+20
1.34E+20
'V(MPa)
21.9
20.9
21.9
Tr(s)
0.9
1.35
0.9
Nx, Nw
5
7
5
Nt
4
6
4
C
6.5
6.2
6.5

3．破壊速度を変化させた場合
本章では破壊伝播速度が標準モデルから+10%（Vr+
モデル）と-10%（Vr-モデル）だけ変化した場合を検
討する．アスペリティパラメタ及び配置は表-1 及び
図-1 と同じである．Vr+モデルの破壊伝播速度は
3.0km/s で Vr-モデルでは 2.4km/s である．図-5 に
Vr+モデル，図-6 に Vr-モデルの予測波形を示す.
Vr+モデルでの速度と加速度の最大振幅は標準モ
デルより大きくなっている観測点が多いが，震度は
GIF020 では震度が 5 弱と標準モデルより小さくなっ
たほかは標準モデルと変わらない．Vr-モデルでは
AIC004 と GIF020 の震度が標準モデルより小さくな
った．しかし震度階級は変わらないものの計測震度
が大きくなった観測点は半数以上あり，最大振幅の
変化の様子も観測点ごとに異なる.
図-3 に示す AIC009 の周期 1 秒未満の擬似速度応答

図-1 標準モデルのアスペリティ配置

59

を標準モデルと比べると，Vr+モデルでは大きくなり，
Vr-モデルでは小さくなっている．一方，図-4 の
MIE003 を見ると，Vr+モデルでは 5 秒から 6 秒の応答
が大きくなっているものの 1 秒程度では標準モデル
と同程度である．逆に Vr-モデルで 1 秒付近の応答値
が大きくなっている．このように応答スペクトルで
見ても，観測点ごとに破壊伝播速度の変化に伴う予
測波形の変化が異なっていた．

図-2 標準モデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左
列が東西成分，右列が南北成分である.

図-3 AIC009 での擬似速度応答スペクトル（5%減衰）
上から標準モデル, Vr+モデル, Vr-モデル, Deep モ
デルである.
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図-4 MIE009 での擬似速度応答スペクトル（5%減衰）
上から標準モデル, Vr+モデル, Vr-モデル, Deep
モデルである.
図-5 Vr+モデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左
列が東西成分，右列が南北成分である.
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4. 応力降下量を変化させた場合
本章ではアスペリティでの地震モーメントを保っ
たまま, 応力降下量を変化させた場合の検討を行う.
応力降下量を標準モデルの 1.5 倍としたモデルを
'Vモデル, 1/1.5 倍としたものを'Vモデルと呼ぶ.
Irikura3) の経験的グリーン関数法では, C×Nx×Nw
×Nt がターゲットとする地震の地震モーメントと要
素地震のモーメントの比になっている. この比と破
壊開始小断層の座標及びそのアスペリティ中の相対
位置を保ち, 応力降下量比 C を標準モデルのちょう
ど 1.5 倍, もしくは 1/1.5 倍とすることで'Vモデル
と'Vモデルを計算した. そのため'Vモデルについ
てはアスペリティ面積が小さくなり，'Vモデルにつ
いては大きくなった. ただし Nx, Nw, Nt は整数値を
とるので, C×Nx×Nw×Nt の値, 即ち地震モーメント
を標準モデルの場合とまったく同じにすることはで
きず, 結果として最大 10%近くの差が生じた. 表-2
と図-7, 図-8 に'Vモデルについての, 表-3, 図-9,
図-10 に'Vモデルについてのアスペリティパラメ
タ及び配置, 予測波形をそれぞれ示す. 2 つのモデル
とも各アスペリティの走向及び傾斜角は標準モデル
（表-1）と同じである.

表-2 'Vモデルのアスペリティパラメタ
Asp. 1
Asp. 2
Asp. 3
Sa(km2)
449
1011
449
M0(Nm)
1.29E+20
3.45E+20
1.29E+20
'V(MPa)
32.9
31.3
32.9
Tr(s)
0.9
1.13
0.9
Nx, Nw
4
6
4
Nt
4
5
4
C
9.75
9.3
9.75

図-6 Vr-モデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左
列が東西成分，右列が南北成分である.

図-7 'Vモデルのアスペリティ配置
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'Vモデルでは全ての観測点で加速度の最大振幅
値が大きくなり, 震度は AIC009, AIC011, MIE006 で
震度 7, AIC004, MIE003 で震度 6 強, GIFH09 で震度
6 弱, GIF020 で震度 5 強となった. GIFH09 では速度
振幅の最大値は標準モデルと同程度となったが, そ
の他の観測点では加速度同様に振幅が増加した.
'Vモデルでは予測波形の加速度及び速度振幅は
全ての観測点で小さくなり，震度も MIE006 が 6 強へ,
AIC004, MIE003 が 6 弱へ, GIFH09 が 5 強へ, GIF020
が 5 弱へと標準モデルのときよりも小さくなった.
表-3 'Vモデルのアスペリティパラメタ
Asp. 1
Asp. 2
Asp. 3
Sa(km2)
843
1798
843
M0(Nm)
1.34E+20
3.81E+20
1.34E+20
'V(MPa)
14.6
13.9
14.6
Tr(s)
1.13
1.58
1.13
Nx
6
8
6
Nw
5
8
5
Nt
5
7
5
C
4.33
4.13
4.33

図-9 'Vモデルのアスペリティ配置

5. 破壊様式を変化させた場合
標準モデルでは各アスペリティの破壊が西側の最
も浅い小断層から始まっているが, 本章では西側の
最も深い小断層（図-11 の☆）より始まった場合の検
討を行う. このモデルを Deep モデルと呼ぶ. 標準モ
デルと同様に各アスペリティの破壊遅れは, 破壊開
始小断層間の距離と破壊伝播速度 2.7km/s から決定
する. 各アスペリティのパラメタは表-1 の標準モデ
と同じである。
図-12 に予測波形を示す．今まで検討してきたモデ
ルでは各アスペリティ，特にアスペリティ 2 の破壊

図-8 'Vモデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左
列が東西成分，右列が南北成分である.
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方向が濃尾地域へ向いていたため, 予測波形は強い
フォワードディレクティビティの効果を受けていた.
Deep モデルでは各アスペリティは主として陸から海
側へと破壊するので, この効果が弱くなり予測波形
の振幅は小さくなっている. AIC004 と GIF020 で震度
が標準モデルより小さくなった. またこれまで幾つ
かの観測点（GIFH09 や MIE003）で見られた長周期の
震動が小さく目立たなくなった. これは濃尾地域の
観測点が破壊伝播の逆方向に位置するため, 地震波
の位相がこれまでのようにそろわず, ランダムに足
し合わされたためと考えられる. 図-4 の MIE003 での
応答スペクトルからもそれを確認できる.

図-11 Deep モデルのアスペリティ配置

6. まとめ
2004 年紀伊半島南東沖地震の余震記録を経験的グ
リーン関数に用い, 濃尾地域における想定東南海地
震の強震動シミュレーションを行った. 推本による
強震動評価に倣った震源モデルを仮定したところ,
濃尾地域で震度 7 から 5 強にかけての強い揺れが予
測された. またこの震源モデルを標準モデルとし,
震源パラメタが変化したときの波形の変化について
考察した.
1) 破壊伝播速度が変化した場合
破壊伝播速度の変化に伴う加速度，速度の最大振
幅値や震度の変化は，観測点ごとに異なっていた．
応答スペクトルの特徴の変化も観測点ごとに異なり，
破壊伝播速度が大きければ大きくなるといった系統
的な傾向は見られなかった．波形を詳細に見ると，
最大振幅値をとる時刻はモデルによって様々であっ
た．これは小地震の位相がランダムに重なり合った
ためで，最大値は震源パラメタの設定と相関が見ら
れない結果となった．また図-4 の全ケースの EW 成分

図-10 'Vモデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左列
が東西成分，右列が南北成分である.
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の周期 0.7 秒に見られるような応答スペクトルの大
きなピークは，もともとその周期成分が要素地震に
含まれていることによることを確認している．同じ
地震記録を重ね合わせるために，要素地震記録の特
徴が合成波形に大きく影響することにも注意する必
要があるだろう．
2) 応力降下量が変化した場合
与える応力降下量が大きいと，最大振幅値や震度
は大きくなる．過去の研究で示されてきたとおり，
アスペリティでの応力降下量は広帯域強震動の性質
を決める重要なパラメタである．
3) 破壊様式が変化した場合
各アスペリティの深い小断層から破壊が始まると，
対象とする濃尾地域に向かうフォワードディレクテ
ィビティの効果が小さくなり，震度及び最大振幅は
小さくなった．
謝辞：
（独）防災科学技術研究所の K-NET 及び KiK-net
の強震記録を使用しました．記して感謝いたします．
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図-12 Deep モデルによる予測波形
各観測点について上段が加速度，下段が速度，左列
が東西成分，右列が南北成分である.
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海溝型巨大地震の広帯域地震動予測のための
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産業技術総合研究所・活断層研究センターでは，地震動予測手法高度化の研究プロジェクトを実施して
おり，阪神地域をモデル地域として実践的な地震動予測を行ってきた．この一環として行った想定南海地
震の阪神地域における地震動予測結果を，巨大地震災害への対応特別委員会へ提供している．本報告では，
想定南海地震の予測波の作成方針と仕様を説明し，地震動部会の要請による予測地震動のばらつきの数値
実験結果を示す．予測計算手法に関しては，特に，広帯域でȦ-2則に従う海溝型地震の震源のモデル化手法
とその地震動予測結果への影響について述べる．

1. はじめに

震動予測を行うと，一般建物に影響の大きい0.1秒〜数
秒の地震動から，巨大地震で特に問題となり長大構造物
に影響を与える数〜10秒程度の長周期地震動まで，地震
防災上重要な周期成分が過小評価されるおそれがある．

海溝型巨大地震の地震動予測を目的として，文部科
学省の地震調査推進本部や内閣府中央防災会議により，
不均質震源モデルが提案されている．これらの震源モデ
ルでは，断層内の不均質構造は比較的少数のアスペリテ
ィによって表現されている．海溝型巨大地震のアスペリ
ティの設定に際しては，過去の地震の震源断層の推定す
べり量分布・バックスリップ分布・想定震源域のプレー
ト形状など，地質学・測地学・地震学的知見が参照され
ている． そのようにして決められたアスペリティのサ
イズは数十〜100 kmにもなる．

2. マルチスケール不均質震源モデル

我々は，地震調査推進本部や中央防災会議が提案し
ているような，アスペリティと背景領域からなる海溝型
震源モデルに，更にアスペリティサイズ以下のスケール
の不均質を導入することにより，広帯域でȦ-2則に従う
これら不均質震源モデルでは，各アスペリティと背
震源モデルへの改良方法を考案している1),2)．広帯域でȦ2
景領域の応力降下量，すべり量，破壊伝播速度は一定値
則に従う震源モデルの作成手法としては，すべり量分
とされる．このような震源を十分細密な点震源で表現し， 布と破壊時刻の揺らぎにk-2モデルを適用した手法3)があ
理論的な波形計算法で地震動計算を行うと，震源モデル
る．本章では，想定南海地震を対象とした震源モデルの
の不均質性に影響される周期帯は，アスペリティのサイ
改良手順を示す．
ズと破壊伝播特性に規定されるパルスの周期帯（パルス
基となる震源モデルは中央防災会議の想定南海地震
幅に起因）に限定され，その周期帯以下の成分が強くフ
の震源モデル4）（中防モデル）とする．中防モデルの断
ィルターアウトされる．数十〜100 km程度のアスペリテ
層面は約10 km四方の小断層から構成されているが，こ
ィに規定されるパルスの幅は10〜30秒であるため，この
れをフィリピン海プレート上面に細密に配した点震源の
ような震源モデルをそのまま用いて海溝型巨大地震の地
集合として再構成し，すべり分布と破壊時刻の初期分布
1
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図-1 中央防災会議4）の想定南海地震の震源モデルをなぞらえ
て作った，上）すべり分布と，下）破壊時刻の分布．地図範
囲が差分法による計算の計算領域，大阪湾を含む小枠内が本
研究の対象領域である．計算領域全体に広がるコンターは本
研究で用いた3次元地殻構造モデルのフィリピン海プレート上
面の等深線である．

図-2 中央防災会議4）の想定南海地震の震源モデルにマルチ
スケールの不均質を載せた震源モデルの，上）断層面上のす
べり量の分布，および，下）断層面上の破壊時刻の分布．乱
数の異なる20個のモデルのうち，大阪から見た震源時間関数
のピークが最大になるモデル．

面上に，最小のアスペリティより一回り小さいパッチを
ランダムに配置する．パッチの数は，パッチの総面積が
アスペリティの総面積とほぼ等しくなるよう決める．
２）各パッチ内のすべり量を断層面全体の平均すべり量
の半分の値だけプラスあるいはマイナスに変化させる．
この際，平均すべり量が変化しないよう，すべり量をプ
ラスに変化させるパッチとマイナスに変化させるパッチ
を同数にする．この２つの操作を，パッチサイズを徐々
に小さくして繰り返す．ｎサイクル目のパッチサイズは
ｎ-1サイクル目のa-2倍とする．また，すべり量の変動量
はa-1倍とする．この一連の操作により，マルチスケール
の不均質をすべり量に付加する．なお，aは，1.5とした．
最後に，すべり量分布の波数スペクトルが，過去の地
震のすべり分布から抽出された経験的な波数スペクトル
の高波数での落ちの形状k-1.75 5）を持つよう調整する．
次に，破壊伝播に不均質を載せる．まず，破壊時刻
分布の初期モデルから断層面上の各点の破壊伝播速度ベ
クトルを計算する．次に，すべり量分布に不均質を付加
したときと同じパッチ群を使って破壊伝播速度ベクトル
の大きさに揺らぎを与える．ここでは，各パッチに与え
る変動量は一定とする．初期モデルの破壊時刻分布と，

（図-1）を作成した．この際，断層の破壊域とアスペリ
ティの地表投影，および，各アスペリティのモーメント
をほぼ一致させた．断層面を表現する点震源の間隔は，
離散化の粗さに起因する波の励起が計算対象の周期帯で
無視できるよう水平方向に1.5 kmとした．
この初期分布では，各アスペリティ，背景領域のそ
れぞれで，すべり量や応力降下量は一定である．また，
破壊伝播は，背景領域と各アスペリティに配置された破
壊開始点から各々等速で円形に広がるものと仮定されて
いる．ただし，各アスペリティの破壊は，背景領域での
破壊が当該アスペリティの破壊開始点に達したときに順
次開始される．前述のように，このようなアスペリティ
サイズ以下の不均質構造を有しない震源モデルの作る震
源スペクトルは，アスペリティサイズに起因する卓越周
波数より高い周波数帯で，自然地震の震源スペクトルに
広く見られるȦ-2則から大きく外れる部分が生じる．
このすべり量と破壊時刻の初期分布に，以下の手順
により不均質を付加し，Ȧ-2則に従う震源モデルを作成
する．
まず，すべり量分布に不均質を付加する．１）断層
2
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図-4 想定南海地震の地震動を計算するための地下構造モ
デルの概要．

スケールの不均質に対応する約0.2 Hz以上の周波数帯で
大きく，平均スペクトルに対するスペクトル比で半分か
ら倍ほどの間で変動している．
図-3 乱数の異なる20個の不均質震源モデルの震源時間関
数（下）と，その変位スペクトルの平均値と分散（上）．
右上方の図は，平均値に対する個々の震源時間関数スペク
トルの比の分散．

3. 地震動計算方法

地震動の計算は，工学基盤面を地表とする地震動を
低周波数成分と高周波数成分に分け，低周波数成分
揺らぎを含んだ破壊伝播速度ベクトル分布を使って，破
壊の伝播に沿って新たに破壊時刻を決める．この方法は， （<0.3667 Hz）は3次元差分法，高周波成分は統計的グリ
ーン関数法で行い，これらを足し合わせてから浅層地盤
破壊時刻にローカルに大きな揺らぎがあっても，破壊時
の応答を付加する，というハイブリッド法を採っている．
刻の逆転などの不都合が起こらない利点を有す．
このようにして作成した不均質なすべり分布と破壊
(1) 工学基盤面での低周波数成分の計算
時刻分布（図-2），および，すべり時間関数から，幾何
減衰のみを考慮して l大阪平野から見た震源全体の震源
工学基盤までの低周波数成分については3次元構造を
Ȧ-2則とおよそ整
時間関数 zを求め，震源スペクトルが
考慮して理論的に3次元差分法で計算する．ここでは，
不等間隔格子，4次精度3次元差分法コード7）を用いる．
合することを確認した．なお，すべり時間関数には，断
層動力学に基づいた近似式6）を用いた．
計算領域は北緯32~35度，東経132~136.5度，深さ
0~100 kmの範囲である（図-1, 2）．大阪堆積盆地はこの
断層面が点震源の集合で表現されているため，差分
計算で各点震源に与える震源時間関数は，すべり速度時
領域の北東部に位置し，南海地震の震源断層は南半分に
間関数にミクロな破壊伝播による効果を考慮したものに
広がる．
すべきである．しかし，ここで設定した点震源間隔は約
速度構造（図-4）は，地震基盤以深の3次元地殻構造
1.5 km，破壊伝播速度は約2.7 km/sであることから， vr/dx
モデルの中に，大阪堆積盆地3次元地盤構造モデル8）の
§ 2.7/1.5 = 1.8 Hz程度以下の周波数範囲に対しては，点震
大阪湾周辺域部分をはめ込んだものを設定した．地殻構
源領域内の破壊伝播効果の補正を省略してもほとんど影
造モデルは古村9）で使われた深部構造モデルをもとに構
響が無いと考えられるため，これを行っていない．
築した．また，大阪堆積盆地のうち S波速度0.55 km/s未
震源の不均質化には乱数を用いている．20通りの乱
満の層は0.55 km/sの層に置き換えた．最小S波速度は，
数を使って上記の方法ですべりと破壊時刻の分布モデル
大阪堆積盆地では0.55 km/s，それ以外では3.1 km/sである．
を作成し，乱数によるばらつきの影響を見積もった．
この領域を，差分計算の有効周波数帯域の上限が
l大阪平野から見た震源全体の震源時間関数 zのフーリ 0.3667 Hzとなるよう格子分割した．大阪堆積盆地内の計
エスペクトルを比較したところ（図-3) ．フーリエスペ
算格子幅は水平方向0.3 km，鉛直方向0.1 kmである．
クトル形状はモデルによってばらつくが，およそȦ-2程
(2) 工学基盤面での高周波数成分の計算
度になっている．ばらつきは，任意に分布させたマルチ
3
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高周波数成分の計算には，統計的グリーン関数法を採
用する．断層面を一辺10 km程度の小断層に分割し，各
小断層に対応する規模の小地震波形を統計的グリーン関
数法で計算し，これらの小地震波形を大地震と小地震の
相似則を満たすように重ね合わせる．
小地震波形の計算にあたっては，Ȧ-2則を満たす震源
スペクトル，周波数依存の放射特性，内部減衰，幾何減
衰（地震基盤まで），多重反射（地震基盤から工学基盤
まで）および，大阪盆地内のボアホールの地震観測記録
に基づいて経験的に得られた高周波数成分の経時特性
10）
を考慮した．計算には，大西・堀家11）による統計的
グリーン関数法を変更したものを用いる．大西・堀家
11）
は，Booreの方法12）による小地震の高周波波形の生成
法を拡張し，水平成層構造内の波線を計算して，放射特
性，幾何減衰，波線に沿った減衰および増幅を考慮して
いる．この拡張により，P波，S波，およびそれぞれの3
成分波形を得ることができる．
前章で説明した震源モデルの不均質性を反映させるた
め，すべり量と応力降下量については小断層内の平均値
をとり，破壊時刻については小断層の重心に最も近いグ
リッド点の破壊時刻をとり，要素震源時間関数は各小断
層ごとに作成する．
(3) 浅層地盤応答
浅層地盤応答は，我々の地震動予測研究プロジェク
トで作成した浅層地盤（沖積層〜段丘層）構造モデル
13）, 14)
を用いて，等価線形法（DYNEQ15））により計算す
る．この浅層構造モデルは，大阪平野の約 3 万本のボー
リングデータ（関西圏地盤情報データベース）をもとに
作成されたもので，沖積層部分の S 波速度は，実測デー
タに基づく土質・有効土被り圧・N 値との経験式により
設定されている．
なお，等価線形化解析では，地盤の非線形性を表すひ
ずみ―剛性率モデルには Hardin-Drnevich モデル 16）を採用
した．基準せん断ひずみJr（G/Gmax = 0.5 でのせん断ひず
み．G, Gmax は剛性率と微小変形時の剛性率）と最大減衰
定数 hmax は，大阪平野の土の室内土質試験より求められ
た値 17）を用いた．

図-5 大阪堆積盆地モデル領域の長周期領域（0. 3667Hz以
下）における予測地震動の水平動の最大速度分布．上段は
マルチスケール不均質の入っていない震源モデル（図-1）
によるもの．下段はマルチスケール不均質の入っているも
ののうち，大阪から見た震源時間関数のピークが最大にな
る震源モデル（図-2）によるもの．図中の白丸は，図-6に
波形を示す地点．

衰2 %）を図-6, 7に示す．
マルチスケール不均質を導入しないモデルによる地
震動は，導入したモデルの地震動に比べ，大阪堆積盆地
とその周辺の全域で最大地動速度が小さくなっている．
このような地震動の大きさの違いは，全周期帯に及んで
いるが，特に，地震動が卓越している6~8秒付近でその
傾向が大きい（図-7）．
また，マルチスケール不均質を載せた20のモデルの
予測地震動を比較すると，前述の震源スペクトルのばら
つきの幅から期待されるように，モデル間の地震動の強
さの差は大きくなった．これらのモデルは，アスペリテ
ィの大枠（アスペリティの位置，大きさおよび内部のモ

4. マルチスケール不均質の導入による予測地震
動への影響，及び，その際の乱数の取り方に
よる予測地震動のばらつき
マルチスケールの不均質を導入したモデルとしない
モデルによる計算地震動について，工学基盤面上におけ
る最大速度分布を図-5に，OSKH02（KiK-net 此花）観測
点における計算速度波形および速度応答スペクトル（減
4
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図-7 OSKH02の位置で計算された地震動波形の速度応答
スペクトル（減衰2%）．実線は乱数を変えた20個のマルチ
スケール不均質震源モデルによるもので，その中の太実線
（B）は，図-2の震源モデル，および図-6下段の波形に対
応．点線（A）はマルチスケール不均質の入っていないも
ので，図-1の震源モデル，および図-6上段の波形に対応．

力降下量の変化，破壊開始点位置のずれが考察対象とな
った．計算を要請された全６ケースを以下に示す．この
うち，case0は空間的なばらつきを見るためのもので，
提供波の出力地点のうちの福島観測点（FKS）を中心に
配した13地点（図-8）における地震動が計算対象とされ
た．これ以外の5ケースは，提供波の出力地点9点が計算
対象とされた．

図-6 OSKH02の位置で計算された地震動波形．上段はマ
ルチスケール不均質の入っていない震源モデル（図-1）に
よるもの．下段はマルチスケール不均質の入っているもの
のうち，大阪から見た震源時間関数のピークが最大になる
震源モデル（図-2）によるもの．

ーメント解放量の和）は共通で，アスペリティ以下のス
ケールのばらつきを経験的に得られている不均質性にし
たがって与えたものである．したがって，アスペリティ
以下のスケールのばらつきという，アスペリティ以上に
決定論的に決めるのが困難な要素が，地震動の見積もり
に少なからぬ幅を与えることを示していることになる．
堆積盆地内では，継続時間が300秒にも及ぶ地震動が
得られた（例：図-6）．地震開始から80秒後あたりの大
振幅の波は，大阪湾の真南の大きなアスペリティによる
ものである．このアスペリティは，大阪平野に最も近い
上，アスペリティ上の破壊が海溝側から大阪方面へ向か
うように設定されているため，破壊の前方指向性により
さらに振幅が強められていると考えられる．

case0)
オリジナルの設定に沿った震源モデル（基準モデルと
呼ぶ）．
case11)
基準震源モデルに対し，破壊伝播速度（我々のモデル
では平均破壊伝播速度）を10%増加させる．
case12)
基準震源モデルに対し，破壊伝播速度（我々のモデル
では平均破壊伝播速度）を10%減少させる．
case21）
基準震源モデルに対し，アスペリティの平均応力降下
量を1.5倍に変更．このとき，アスペリティおよび背景
領域のモーメントが基準震源モデルの値を保つように，
両者の応力降下量を変化させる．
case22)

4. 予測地震動のばらつきの数値実験
本章では，地震動部会の要請による予測地震動のばら
つきの数値実験結果を示す．

基準震源モデルに対し，アスペリティの平均応力降下
量を0.67（1/1.5）倍に変更．
case31)

(1) 設定

破壊開始点を基準震源モデルの破壊開始点位置より傾
斜方向へ移動させて破壊域の最深点とする．アスペリテ
ィ内の破壊伝播について，アスペリティ毎に副破壊開始
点を別個に設定している場合は，全体の破壊開始点の移

予測地震動の空間的なばらつきと，震源パラメータの
ばらつきが予測地震動に与える影響が考察対象である．
後者としては，破壊伝播速度の変化，アスペリティの応
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動に伴い，アスペリティの副破壊開始点を適宜移動する．
(3) 結果
a) 空間的なばらつき（case0）
図-9に図-8の各地点の地表の予測地震動波形（速度）
を示す．FKSを中心とする仮想アレイの中心から東へ行
くにしたがって振幅が減少し，中心からの距離が2，3
kmに位置するFKS+2+0, FKS+3+0の2地点では25%程度減
少している．それ以外の地点については，中心に対しお
よそ10％以内の変動である．アレイ中心から東側へ行く
につれて振幅が小さくなる現象は，浅層地盤応答を考慮
する前の，工学基盤面でのハイブリッド波形や低周波数
成分（差分法による計算部分）のみの波形にも見られる．
この原因は，基盤形状にあると考えられる．図-8に示す
ように，基盤深度はアレイの範囲では南北方向になだら
かに変化しているが，この影響は地震動にはほとんど現
図-8 空間的なばらつきを調べるための仮想的アレイ．
われていないように見える．アレイの東端FKS+3+0のさ
中心はFKS観測点で，周囲の地点名は，中心からE+方向へ
らに約1 km東に，上町断層に起因する基盤の落差があり， の距離 x km，N+方向への距離y kmの地点が，FKS+x+yと名
づけられている．
深さ0.7 km から1.4 kmへ基盤深度が急に変化している．
この基盤の落差が長周期の波動場に節をつくり，その影
響が，上町断層から数km以内のFKS+2+0, FKS+3+0に及

ては，更に考察を要する．平均応力降下量の増加に対応
して地震動が強くなるのは，周期およそ4秒までである
んでいるものと推察される．なお，仮想アレイ各点の位
（図-17）．なお，提供波出力地点の広帯域地震動波形
置での浅層地盤構造モデルを図-10に示す．
を図-14に示す．
b) 破 壊 伝 播 速 度 の 変 化 に よ る ば ら つ き （ case11,
d) 破壊開始点位置のずれによるばらつき（case31）
case12）
図-15にcase31の予測地震動の水平動の最大速度分布を
図-11にcase11およびcase12の予測地震動の低周波数成
示す．表示領域ほぼ全域で，最大速度値は大きく減少し
分（差分法による計算部分，0.3667 Hz以下）の水平動の
ている．これは，断層面の大部分の領域において，破壊
最大速度分布を示す．破壊伝播速度を大きくした場合は，
の伝播方向が阪神地域から遠ざかる方向になり，基準震
大方の場所で基準震源モデルの最大速度値（図-5）より
源モデルに比べ，前方指向性効果を与える領域が減少し
大きくなり，破壊伝播速度を小さくした場合はその逆に
たためであると考える．なお，提供波出力地点の広帯域
なるが，一部，これに反する区域も存在する．これは，
地震動波形を図-16に示す．
地震波の干渉のパターンが変化し，波が強めあったり弱
めあったりする位置がずれることによるのではないかと
推察する．破壊伝播速度が大きくなるとき地震動が大き
5. まとめ
くなるのは，周期およそ4秒までである（図-17）．なお，
提供波出力地点の広帯域地震動波形を図-12に示す．
中央防災会議の想定南海地震の震源モデル4)に，マル
c)アスペリティの応力降下量の変化による（case21,
チスケールの不均質を導入することにより，アスペリテ
case22）
ィサイズに対応する周期以下の成分の落ち込みを改善し，
図-13にcase21およびcase22の予測地震動の低周波数成
広帯域でȦ-2則に近い震源スペクトルが得られた．この
分の水平動の最大速度分布を示す．アスペリティの平均
不均質の導入により，広い周期帯において地震動レベル
応力降下量を1.5倍にした場合と基準震源モデルの場合
が高くなった．
の最大速度値は，前者が大きい区域と後者が大きい区域
不均質を与える際に用いる乱数による予測地震動の強
が，大阪堆積盆地内に入り乱れる結果となった．特定の
さのばらつきは大きく，アスペリティ以下のスケールの
場所の最大速度が大きくなるか否かは不均質を導入する
不均質が，地震動の見積もりに少なからぬ幅を与えるこ
際に用いる乱数の違いによっても変化する．これも，震
とを示唆された．
源モデルの変化により地震波動場の干渉の具合が変わっ
震源パラメータのばらつきによる地震動のばらつきの
たことが原因と推察するが，プラスに現われる区域とマ
数値実験を行った．アスペリティの応力降下量の増加，
イナスに現われる区域が広範囲に入り乱れることについ
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破壊伝播速度の増加は，大局的には地震動のレベルを上
げるが，このプラスの変化は周期およそ4秒までに限ら
れる．また，震源パラメータの変化は，波動場の干渉パ
ターンの変化をもたらし，これも地震動のばらつきを引
き起こしているらしいことがわかった．
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図-9 基準震源モデル（case0）による，FKS 周辺の仮想アレイにおける広帯域計算速度波形．

西←

→東

南←

→北

図-10 福島観測点仮想アレイの各地点の浅層地盤構造モデル．実線：地震波速度，破線：密度．
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図-11 破壊伝播速度の平均値を標準震源モデルの10%増（case11, 左図），および，10%減（case12，右図）したときの最大速度分布．

図-12 破壊伝播速度の平均値を標準震源モデルの 10%増（case11，上）および 10%減（case12，下）したときの提供波出力点 9 点
での広帯域計算速度波形．
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図-13 アスペリティの応力降下量を1.5倍（case21, 左図），および，0.67（1/1.5）倍（case22，右図）したときの最大速度分布．

図-14 アスペリティの応力降下量を 1.5 倍（case21, 上図）および 0.67（1/1.5）倍（case22，下図）したときの提供波出力点 9 点での
広帯域計算速度波形．
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図-15 破壊開始点を基準震源モデルの破壊開始点位置より，傾斜方向へ移動させて破壊域の最深点としたとき（case31）の最大速
度分布．

図-16 破壊開始点を基準震源モデルの破壊開始点位置より，傾斜方向へ移動させて破壊域の最深点としたとき（case31）の提供波
出力点 9 点での広帯域計算速度波形．
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図-17a 提供波出力点（OSK003，OSK005，OSK006，OSK008，OSKH02）における長周期成分波（差分法による計算部分のみ）の速度応
答スペクトル（h=0.02）．ばらつき数値実験の全ケースを表示．
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図-17b 提供波出力点（W
OS，FKS，YAE，ROKKOG）における長周期成分波の速度応答スペクトル（h=0.02）．ばらつき数値実験の全
ケースを表示．
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2004年紀伊半島南東沖地震の長周期地震動
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2004年9月5日に起きた紀伊半島南東沖地震で，関東・濃尾・大阪平野内において長周期地震動が観測され
た．本稿ではその地震記録の分析から，南海トラフプレート境界巨大地震発生時に懸念される各地の長周
期地震動特性を考察する．

Key Words : The 2004 Kii-Hanto-Nanto-Oki earthquake, Subduction earthquake, Long-period ground
motions, basin structure

１．はじめに
1995 年兵庫県南部地震を契機として，文部科学省地
震調査研究推進本部によって地震発生の長期評価と強震
動評価が行われている．これによると，首都圏・中京・
京阪神地域など人口集中域に近い南海トラフで起きるＭ
８クラスのプレート境界巨大地震の発生可能性は，2005
年 1 月１日の評価段階において，今後 30 年の発生確率
が東南海地震で 61%, 南海地震で 48%という高い値の予
測となっている（地震調査研究推進本部地震調査委員会,
2005）．これに加えて，東海セグメントでの地震（東海
地震）の今後 30 年の発生確率も 86%と求められ（地震
調査研究推進本部地震調査委員会, 2005），更にこれら
のセグメントの同時発生地震発生も懸念されており，関
東から中京・京阪神地域にかけての日本の大都市圏が，
近い将来これらのプレート境界の巨大地震の揺れに襲わ
れることは極めて高い確率にある．
2004 年９月５日に発生した紀伊半島南東沖地震は，
前震が MJ6.9, 本震が MJ7.4 と大規模のものであって，最
大震度５弱を観測した．この震源は上述のプレート境界
型の地震ではなく，フィリピン海プレートが大陸プレー
トに沈み込む付近のプレート内で起きた地震であり，想
定される東南海地震震源域よりも陸からやや遠く，メカ
ニズムもプレート境界地震とは異なるタイプ（高角逆断
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層タイプ）であった．震源深さの違いや震源位置の違い，
メカニズムの違いはあるものの，この地震による地震動
特性の解明は，来るべきプレート境界巨大地震時の地震
動の特徴の把握には重要である．想定東南海・南海地震
の震源域においては，昭和東南海・南海地震直後におき
た余震を除けば，Ｍ６クラス以上の地震は起きていない
からである．
この紀伊半島南東沖地震時に，特に大阪・濃尾・関東
平野においては振幅の大きい長周期地震動が観測された．
本稿においては２００４年紀伊半島南東沖地震で観測さ
れた長周期地震動に関する研究を紹介する．
２．２００４年紀伊半島南東沖地震の地震記録
2004 年 9 月 5 日の 19 時 7 分紀伊半島沖Ｍ6.9，23 時
57 分東海道沖Ｍ7.4 と相次いで起きた地震では，三重
県・奈良県・和歌山県で最大震度５弱を観測し，宮城県
から宮崎県まで広い範囲で有感となった．この地震の揺
れは，1995 年兵庫県南部地震後に全国に均一に設置さ
れた強震観測網等によって広域に観測された．そこには
規模の大きな地震から生成された長周期（周期数秒以
上）の地震波が，堆積盆地構造で増幅され，その震動継
続時間が延びていることが明瞭に現れている．
図１は強震記録の擬似速度応答スペクトル（減衰

５％）をとり，いくつかの周期について，水平２成分の
大きい方を示している．周期１秒では震源に近いところ
や，大阪から濃尾平野にかけての地域で大きい応答を示
している．周期３秒では，濃尾平野・大阪平野で大きな
応答値を持っていることがわかる．周期６秒では，特に
大阪湾岸地域における応答の大きさが際だち，周期 10
秒となると，大阪や濃尾平野ではなく，関東平野，特に
東京湾岸部での応答が卓越してくることがわかる．この
強震観測網の最大応答値は，六甲アイランド観測点
（（独）港湾空港技術研究所）の周期６秒で 80cm/s で
あり，この周期帯で，大阪湾岸地域の観測点は 50cm/s
以上の応答値となった．
図２には大阪堆積盆地内及び周辺の観測記録をペース
トアップした．大阪堆積盆地内とその外に位置する観測
点では，地震動の継続時間，震幅が大きく異なっている
ことがわかる．いくつかの観測点では，加速度計による
レベルトリガー観測のため，速度で見た場合にまだ揺れ
が十分に収まっていない時点で，記録を停止している観
測点が見受けられるが，最大で 10cm/s 程度の震幅をも
つ周期４〜６秒の長周期地震動が２〜３分以上継続して
いることがわかる．
また，ここで示した大阪堆積盆地内の観測点である六
甲アイランド(ROKKO)，大阪福島(FKS)，大阪管区気象台
(OSAKA)などの地震動の振幅，継続時間，卓越周期がそ
れぞれ異なっていることがわかる．大阪管区気象台は盆
地内の上町台地に位置していて，相対的に堆積層が薄い
ために，他の大阪堆積盆地内観測点に比して卓越周期が
３〜４秒と短い．このように堆積盆地内でも場所による
震動の特徴が異なることも重要である．大阪千早赤坂
(CHY)は大阪盆地の東南方向の岩盤観測点で，震源距離
は大阪盆地内の観測点よりも短いけれども，非常に小さ
い振幅であることがわかる．また京都盆地内の観測例と
して，KiK-net 京都久御山(KYTH07)の記録を載せている．
この地点は京都盆地南部の堆積層厚が約 700m ある地点
で，京都盆地南部の深い基盤の地域に位置している．こ
の地域では見かけ周期として３秒程度の地震動が継続し
ている．大阪堆積盆地と比較して，堆積層厚及び盆地の
形状が小さいことに起因して，比較すればやや短周期よ
りの増幅特性を持っていることがわかる．
この地震において，大阪の湾岸地域における石油タン
クでスロッシングが起きていることが報告されている
（畑山・座間,2005）．これによれば，周期４〜６秒の
タンクにおいて，最大２ｍの揺動が確認されている．後
述するように，東南海・南海地震の震源域は，今回の紀
伊半島南東沖地震よりも大阪に近く，また想定される地
震規模も大きいため，震源から地震波が放射している時
間も長く，予想される地震動レベルは今回のものより大
きく，震動継続時間も長いことが予想される．
81

３．2004 年紀伊半島南東沖地震記録のモデルシミュレ
ーション
想定東南海地震の震源域に近い場所で発生したこの地
震の，多くの観測強震記録を用いた予測強震動の高度化
に関する研究が行われている．まず，震源域からサイト
までの地盤・地殻構造モデルを構築し，この観測波形を
モデルシミュレーションして地殻構造モデルの地震動説
明能力を評価し，構造モデルの改良を行う研究が行われ
ている．
Hayakawa et al.(2005)では近畿から関東にかけての深
部地殻構造から，大阪・濃尾・関東盆地等の堆積盆地構
造モデルに対して，比較的単純な震源過程をもつ 19 時
7 分の前震の記録の再現を試み，トライアンドエラーで
構造モデルの修正を行い，更新された地下構造モデルを
用いて本震時の周期２秒以上の地震動シミュレーション
を行った．これによれば，応答スペクトル等の分布は観
測事実をかなり説明できているが，特に関東盆地の千葉
県湾岸域で観測されている周期１０秒の地震動を再現で
きず，房総半島を含む関東平野南部の伝播経路の浅部地
殻構造・堆積層構造情報の必要性を指摘している．
また Yamada and Iwata (2005)は同様のモデリングを近
畿圏のデータに対して行っている．彼らは紀伊半島南東
沖地震時の大阪盆地での地震動特性の把握のために，ま
ず震源域から大阪盆地へ入力するまでの地震動を，盆地
外の比較的良好な地盤や岩盤の観測点記録のモデリング
を行い，プレートが沈み込む海底の堆積層
（Sedimentary wedge）が地震動増幅と震動時間の伸長に
寄与している可能性を指摘した．これは，紀伊半島南端
の岩盤観測点である潮岬において，すでに周期数秒の長
周期地震動が発達していることにも対応する．図３に示
す今回の地震の震源と大阪盆地を結ぶ地殻・上部マント
ル構造断面を見ると，想定東南海地震が活動した場合の
この Sedimentary wedge の影響はあると考えられ，この
領域での地下構造情報の蓄積は，想定東南海地震の予測
強震動評価には重要である．
また，今回の地震観測記録を直接用いて，巨大地震発
生時の強震動予測を試みている例もある．Suzuki et
al.(2005)及び鈴木・岩田（2006）はこの紀伊半島南東沖
地震のＭ５クラスの余震記録を経験的グリーン関数とし
て使い，想定東南海地震の強震動予測を行っている．用
いた地震は，想定東南海地震の震源域外で起きたもので
あるが，予測地震動は，理論的なモデルにもとづく強震
動予測結果と同等レベルの地震動を予測しており，相当
の長周期地震動を被ることは間違いないと考えられる．
４．まとめ
2004 年紀伊半島南東沖地震の観測事実は，発生が逼迫
している南海トラフの巨大地震に対する関東・中京・京

岩田知孝・浅野公之，２００４年９月５日東海沖
（紀伊半島南東沖）地震による地震動，地震第
２輯，印刷中，2006.
Miyake, H. and K. Koketsu, Long-period ground
motions from a large offshore earthquake: The
case of the 2004 off the Kii peninsula
earthquake, Japan, Earth Planets Space, 57,
203-207, 2005.
Suzuki, W., T. Iwata, K. Asano, and N. Yamada,
Estimation of the source model for the
foreshock of the 2004 off the Kii peninsula
earthquakes and strong ground motion
simulation of the hypothetical Tonankai
earthquake using the empirical Green’s
function method, Earth Planets Space, 57,
345-350, 2005
鈴木 亘・岩田知孝，2004 年紀伊半島南東沖地震記
録を用いた想定東南海地震の強震動シミュレー
ション，本講演集，2006.
Yamada, N. and T. Iwata, Long-period ground motion
simulation in the Kinki area during the MJ
7.1 foreshock of the 2004 off the Kii
peninsula earthquakes, Earth Planets Space,
57, 197-202, 2005.
地震調査研究推進本部地震調査委員会，「全国を概
観した地震動予測地図」報告書，３分冊，2005
(もしくは http://www.jishin.go.jp/main/).

阪神地域の大規模堆積盆地構造で生じる長周期地震動が
どんなものであるか，ということを知るのにはよい「予
行演習」になった．この地震記録によって伝播経路モデ
ルを高度化することにより，想定巨大地震時の予測強震
動の精度を高くすることができる．起きる可能性の高い
震源モデルが構築されれば，予測地震動の推定確度も高
くなるわけだが，歴史的な東海・東南海・南海地震の震
度分布や津波高の分布からすれば，繰り返すプレート境
界地震の各セグメントの断層運動が常に同様であったと
は確定的には言えないようであるので，現実的には数々
の想定に基づく予測を行って，地震動特性を知る必要が
ある．
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図 1：2004 年紀伊半島南東沖地震本震の各観測点における擬似速度応答スペクトル（１，３，６，10 秒）．水平
成分の大きい応答値をプロットしている．

図２：京阪神地域の本震の観測記録例．左が観測点位置．右が各観測点の速度波形（左が東西成分，右が南北成
分）を示している．
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ߘߎߢޔ㔡ၮ⋚ᵄߩታᵄೋേ߆ࠄጊർߢ᳞ߚ⛮⛯
ᤨ㑆߹ߢࠍ⋡ⷞߢ⺒ߺขࠅࠍࠇߎޔὐ⋥ਅߩ㔡ၮ⋚
ߩታᵄߣߺߥߒߚޕ
࿑ ߦߪ*ޔ1)㧔᧲ᚸፉ㧕ߩ㔡ၮ⋚ᵄߣߘߎ߆ࠄข
ࠅߒߚታᵄㇱಽߦ㑐ߔࠆࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ␜ߔޕ
ᦼ㧝⑽એਅߦ⌕⋡ߔࠆߣޔ㔡ၮ⋚ᵄోߩࠬࡍࠢ࠻
࡞ߣታᵄㇱಽߩࠬࡍࠢ࠻࡞ߪ߶߷৻⥌ߒޔᦼ㧝⑽એ
ਅߪਥߣߒߡታᵄߢ᭴ᚑߐࠇߡࠆߣߥߖࠆߎߣ߇
ಽ߆ߞߚ৻ޕᣇޔᦼ㧝⑽એߦ⌕⋡ߔࠆߣޔ㔡ၮ⋚
ᵄోߩࠬࡍࠢ࠻࡞ߪ࿑ ߦ߅ߡὐ✢ߢ࿐ߞߚࡇ
ࠢㄝߢታᵄㇱಽߩࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍᄢ߈ߊ࿁ߞߡ߅ࠅޔ
ታᵄߦ⛯ߊᓟ⛯േㇱಽߩᓇ㗀߇ᄢ߈ߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
ߎߩ㔡ၮ⋚ᵄߩᓟ⛯േㇱಽߪ৻ᰴర⋚᭴ㅧߢߪߪ߉
ߣࠇߥ߆ߞߚ㕙ᵄ╬ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

 ⑽

࿑ ᧲ᶏዊ㔡ߩ -0) ጊർߩടㅦᐲᵄᒻ

 *1)㧔᧲ᚸፉ㧕ߩ᷹ⷰ⸥㍳ࠍ↪ߡ▚ቯߒߚ㔡ၮ⋚ᵄ

 %*$㧔ᶆ㧕ߩ᷹ⷰ⸥㍳ࠍ↪ߡ▚ቯߒߚ㔡ၮ⋚ᵄ
࿑ ᧲ᶏዊ㔡ߦ߅ߌࠆ㔡ၮ⋚ᵄߣታᵄㇱಽߩᲧセ
㧔㤥✢㧩㔡ၮ⋚ᵄޔἯ⦡✢㧩㔡ၮ⋚ᵄߩታᵄㇱಽ㧕





























࿑ ᧲ᶏዊ㔡ߦ߅ߌࠆ㔡ၮ⋚ᵄߩࠬࡍࠢ࠻࡞ߣታ

ᵄㇱಽߩࠬࡍࠢ࠻࡞ߣߩᲧセ
 㧔㤥✢㧩㔡ၮ⋚ᵄޔἯ⦡✢㧩㔡ၮ⋚ᵄߩታᵄㇱಽ㧕


ߥ߅ᧄޔᬌ⸛ߦ↪ߚ㧝ᰴర⋚᭴ㅧࡕ࠺࡞ߪᎿቇ⊛
ၮ⋚એᵻߣએᷓߦಽߌߡࡕ࠺࡞ൻߒߚޕᎿቇ⊛ၮ⋚એᵻ
ߩᒢᕈᵄㅦᐲ߅ࠃ߮ኒᐲߪ⹏ଔὐߢታᣉߐࠇߚ 25 ᬌ
ጀ⚿ᨐࠍ↪ߚޕ3 ୯ߪ  ߦ⸳ቯߒߚޕᎿቇ⊛ၮ⋚એᷓ
ߦ㑐ߒߡߪ‛ޔℂតᩏ߇⹏ଔὐㄭறߢⴕࠊࠇߡࠆ႐
วߦߪߎߩ⚿ᨐࠍ↪ߚޕ
‛ℂតᩏ⚿ᨐ߇ή႐วߦߪޔ
㐳ᦼߩ㔡േ⹏ଔߦ↪ߚ 5CVQGVCN㧟㧕ߩࡕ࠺࡞ߦ
Ḱߓߡ⸳ቯߒߚޕ3 ୯ߪోጀߢ㑐᧲㔡ߩᒝ㔡േ⹏ଔ㧠㧕
ߢ↪ࠄࠇߡࠆ⮮㧡㧕ߦࠃࠆ H ࠍ↪ߚޕ
 ⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦ↪ࠆዊ㔡ߩផቯᴺ
᷹ⷰ⸥㍳߇ሽߒߥ *1) ᧲ᚸፉ એᄖߩฦ⹏ଔὐ
ߦ㑐ߒߡߪ*ޔ1) ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߦၮߠ߈ኻ⽎ὐߦ߅ߌࠆ
ታᵄߣᓟ⛯േࠍ㔡േࠍផቯߒߩߎޔ㔡േࠍ↪
ߡ⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠅᒝ㔡േ੍᷹ࠍⴕ߁ߎߣ
ߣߒߚౕޕ⊛ߦߪ᧲ޔᶏዊ㔡ߩ *1) ߩ⸥㍳ࠍ⋥ਅߩ
৻ᰴర᭴ㅧߢ㔡ၮ⋚߹ߢਅߍ〒ޔ㔌ᱜࠍⴕߞߚᓟߦ
ฦ⹏ଔὐ⋥ਅߩ৻ᰴర᭴ㅧߢߦᚯߒߡ㔡േࠍ▚
ቯߔࠆߎߣߣߒߚᧄޕᣇᴺߩᔨࠍޔ%*$ ࠍኻ⽎ߣߒߚ
␜ߦࠃࠅ࿑ ߦ␜ߔޕ
ᧄᣇᴺߪ 5 ᵄߦၮߠߊ⸘▚ߢߪࠆ߇ޔᓟ⛯േ߽
ߚ⹏ଔὐߩ㔡േߩᝄផቯ߇ㄭૃ⊛ߦน⢻ߣቯߒ
ߚޕ
㨪㧡⑽⒟ᐲߩᦼᏪၞߦ߅ߌࠆ㕙ᵄߩᵄ㐳ߪᲧセ
⊛⍴ߎߣ߆ࠄޔ㕙ᵄߩ⊒↢ࡔࠞ࠾࠭ࡓߣߒߡߪޔ
ઃㄭߩ⋚᭴ㅧߩࡠࠞ࡞ߥਇᢛᒻਇဋ⾰ߦ࿃ߒ
ߡ㧿ᵄ߆ࠄ㕙ᵄ߇ബߒߚߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆߎޕ
ߎߢޔ
㕙ᵄߩᝄߪ 5 ᵄߩᝄߦᲧߔࠆߣ⠨߃ࠇ߫ޔ
㔡ၮ⋚ᵄߦኻߔࠆ㕙ᵄߩബߪ㧔㧛ၮ⋚㧕ߩ 

CHB ᷹ⷰ
HOGψCHB ᱜ

HOG ᷹ⷰ

㧭
 ᰴర

㧮

⋚᭴ㅧࠍ
↪ߚ⸘▚

Ყセ

〒㔌ᱜ
㔡ၮ⋚⟎




᧲ᶏዊ㔡


 ࿑ ⹏ଔὐ⋥ਅߩ  ᰴర⋚᭴ㅧࠍ↪ߚ⸥㍳ᱜ

5 ᵄჇ₸ߣ߅߅߹߆ߦኻᔕߔࠆߣߥߔߎߣ߇᧪ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⠨߃ߦၮߠߌ߫ޔ࿁ណ↪ߒߚ 5 ᵄߦၮߠߊ
⸘▚ᣇᴺߦࠃߞߡ߽⹏ޔଔὐߩᓟ⛯േ߽ߚ㔡േ
ߩ߅߅ࠃߘߩᝄផቯ߇น⢻ߣ⠨߃ߚޕ
એߩᣇᴺߦᓥ *1)㧔᧲ᚸፉ㧕ὐߩ⸥㍳ࠍ↪ߡ
%*$㧔ᶆ㧕ߩ㔡േࠍផቯߒߚޕ࿑ ߦߪޔ%*$
ߦ߅ߌࠆផቯᵄᒻߣߩታ᷹ⷰᵄᒻߣߩᲧセޔ߮ਔ⠪ߩ
ᡆૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞㧔ᷫ 㧕ߩᲧࠍ␜ߔޕ
࿑ ߆ࠄ %*$ ߩផቯᵄᒻߪታᵄㇱಽ߫߆ࠅߢߥ
ߊᓟ⛯േߩᝄࡌ࡞߅ࠃ߮൮⛊ᒻ⁁ࠍߡⷰޔ᷹ᵄ
ᒻߣᲧセ⊛ࠃߊኻᔕߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޔߚ߹ޕᡆૃ
ㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ߽߅߅ࠃߘ㧝ߦㄭ୯ࠍߣߞߡ
ࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕὐ⋥ਅߩ  ᰴర⋚᭴ㅧࠍ↪ߚ
㔡േߩផቯᴺߩലᕈࠍᦼ㧝㨪㧢⑽ߢ⏕ߒߚޕ
 ߥ߅᧲ޔᶏዊ㔡ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߪ *1)㧔᧲ᚸፉ㧕એᄖߦ
߽ -0'6 ߩᢙὐߢ᷹ⷰߐࠇߡࠆ*ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ1)
ߩ⸥㍳ߩࠃ߁ߦ⹏ଔኻ⽎ߣߥࠆᦼᢙ⑽ߩ㔡േ߇ㅜਛ
ߢ᷹ⷰਛᱛߐࠇࠆߎߣߥߊޔචಽߦᷫߔࠆ߹ߢ⛮⛯ᤨ
㑆߇㐳ߊ⸥㍳ߐࠇߡࠆ⸥㍳ߪߥߎߣ߆ࠄޔ㔡േߩ
ផቯߪ✚ߡ *1) ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߦၮߠߊߎߣߣߒߚޕ
 ⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㔡േ⹏ଔᣇᴺ
⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦߪს⮮㧣㧕ߩᣇᴺࠍ↪ߚޕ
᧲ᶏዊ㔡ߩ㔡ࡕࡔࡦ࠻ߪ(PGVߦࠃࠆ 
0Oߣߒޔ㔡Ḯߦ߅ߌࠆ U߅ࠃ߮ Eߪ㐳ᦼ㔡
േߩ⹏ଔߢ↪ߚᲖࡕ࠺࡞߆ࠄ ߅ࠃ߮
MOUߣߒߚޕf c ߪ㔡ࡕࡔࡦ࠻ M 0 ߣታലᔕജV ࠍ
↪ߡޔਅᑼ߆ࠄ▚ቯߒߚޕ
fc
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࿑ ߦߪ᧲ᶏዊ㔡ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߣม⠑Ꮉߩ〒㔌ᷫ
ᑼ㧤㧕ߣߩᲧセࠍ␜ߔᦨޕᄢㅦᐲᦨޔᄢടㅦᐲߣ߽࿁ߩ
㔡ߪ〒㔌ᷫᑼߩ୯ࠍ࿁ߞߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆ৻ޕ
⥸⊛ߦടㅦᐲ⸥㍳ߩ⍴ᦼᚑಽߪታലᔕജ V ߣᲧ⊛
ߥ㑐ଥߦࠆޕ࿑ ߩਅᲑߩᦨᄢടㅦᐲ߆ࠄ᧲ޔᶏዊ
㔡ߩታലᔕജߪᐔဋ⊛ߥታലᔕജߩ 㨪 ⒟ᐲߦߥࠆ
ߣ੍ᗐߐࠇࠆߩߢޔ/RC ߣ⸳ቯߒߚޕ
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⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦ↪ࠆ 3 ୯ߪޔᓟ⛯േㇱಽ߽
ߚ㔡േߩߺ߆ߌߩ 3 ୯ࠍ⸳ቯߒߚߩߌ߆ߺߩߎޕ
3 ୯ߪ᧲ᶏዊ㔡ߩ㔡ၮ⋚ᵄߩടㅦᐲࡈࠛࠬࡍࠢ
࠻࡞ߣޔᓟㅀߔࠆ㧔㧕ᑼߩℂ⺰ࠬࡍࠢ࠻࡞ࡕ࠺࡞߇㧝㨪
㧝㧜⑽ߦ߅ߡߨᢛวߔࠆࠃ߁ߦ⸳ቯߒߚߩߘޕ㓙ޔ
㔡ᵄߩ․ᕈ(ߪ $QQTGCPF$QCVYTKIJV㧥㧕ߦ␜ߐ
ࠇߚ(୯ߩ߁ߜޔ
5ᵄߩో㔡Ḯ㕙ߩᐔဋ୯ߢࠆ
ࠍ᳓ᐔᚑಽߩ⥄ਸ਼ᐔဋߣߒߡ⠨߃ࠍ ޔл ߢ㒰ߒ
ߚ  ߣ⸳ቯߒߚޕ࿑ ߦ *1) ᧲ᚸፉ ߦ߅ߌࠆࡈࠖ
࠶࠹ࠖࡦࠣࠍ␜ߔ⚿ߩߘޕᨐᧄޔᬌ⸛ߢߪౝㇱᷫࠍ⠨
ᘦߒߥ ߜࠊߥߔޔ3㧩пߣߒߚޕ


%*$㧔ᶆ㧕φ=ᱜ?㧙*1)㧔᧲ᚸፉ㧕

ᱜᵄ㧔05㧕




 ᡆૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ㧔05㧕





᷹ⷰᵄ㧔05㧕






ᱜᵄ㧔'9㧕




 ᡆૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ㧔'9㧕





᷹ⷰᵄ㧔'9㧕





࿑ *1) ᵄࠍ↪ߚᱜᵄߣታ᷹ⷰᵄߩᲧセ㧔ᦼ㧝㨪 ⑽㧕

߮ਔ⠪ߩᡆૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞Ყ㧔ᷫ 㧕





#85OU
-0) -0)
*1)

#85OU

%*$
-0)

3㧩п

-0'6
ม⠑Ꮉ  

3㧩п
-0)-0)
*1)
%*$
-0)

࿑ ᧲ᶏዊ㔡ߩ᷹ⷰ⸥㍳ߣ〒㔌ᷫᑼߩᲧセ

Q䋽㺙

Q䋽㺙

࿑ ᧲ᶏዊ㔡ߦ߅ߌࠆ *1) ᧲ᚸፉ ߩ᷹ⷰ⸥㍳ࠍ
   ↪ߡ▚ቯߒߚ㔡ၮ⋚ᵄߩࠬࡍࠢ࠻࡞ߣℂ⺰
   ࠬࡍࠢ࠻࡞ࡕ࠺࡞㧔3㧩п㧕ߣߩᲧセ

4
87

 ዊ㔡⸥㍳㧔Ue㧕ߣ〒ޔ㔌ᱜࠍߒߚ KL ⷐ⚛ߦࠃࠆ
㔡േ㧔Uij 㧕ߪޔᣇ․ᕈࠍ⠨ᘦߒߥ႐ว⊛⥸৻ޔ
ߦએਅߩࠃ߁ߦߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧔Dan et al. 㧝㧜㧕㧕
ޕ
U ij ( f )

§
re
Sf
exp ¨¨ 
rij  rs
rij
© Q ( f )E

ߎߎߦޔ
A (f) 㧦㔡േߩടㅦᐲࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞
F
㧦㔡ᵄߩ․ᕈ
U
㧦㔡Ḯߦ߅ߌࠆኒᐲ
E
㧦㔡Ḯߦ߅ߌࠆߖࠎᢿᵄㅦᐲ
M 0 㧦㔡ࡕࡔࡦ࠻
f c
㧦⥃⇇ᝄേᢙ  f max㩷 㩷 㧦㜞ᵄㆤᢿᝄേᢙ
m
㧦ቯᢙ     r   㧦㔡Ḯ〒㔌
Q (f) 㧦Ზߩ 3 ୯
Usb 㧦㔡ၮ⋚ߦ߅ߌࠆኒᐲ
E sb 㧦㔡ၮ⋚ߦ߅ߌࠆߖࠎᢿᵄㅦᐲ
3 ୯ߪ⛔⸘⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㑐᧲㔡ߩࠪࡒࡘ
࡚ࠪࡦ㧠㧕ߢ↪ࠄࠇߚએਅߦ␜ߔ⮮㧡㧕ߦࠃࠆޔ
ᵄᢙଐሽ䈱 3 ୯䉕ណ↪䈚䈢䇯

·
¸¸ U e ( f )     
¹

ߎߎߦޔ
Ue ( f ) 㧦ዊ㔡⸥㍳ߩࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞
Uij ( f ) 㧦KL ⷐ⚛ߦࠃࠆ㔡േߩࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞
r e
㧦ዊ㔡ߣ᷹ⷰὐߩ〒㔌㧔㔡Ḯ〒㔌㧕
r ij
㧦KL ⷐ⚛ߣ᷹ⷰὐߩ〒㔌
Q ( f ) 㧦3 ୯      E㩷 㩷 㩷 㩷 㧦ߖࠎᢿᵄㅦᐲ
ߎߩᤨޔ3㧩пߣߔࠆߣ  ᑼߪએਅߩࠃ߁ߦᦠߊߎߣ߇
᧪ࠆޕ
U ij ( f )

re
Ue ( f ) 
rij



      

Q( f )

110
®
¯110 f

( 0 d f d 1 .0 ) 
0 .69

      

(1 .0 d f )

 ᑼߪ  ᑼߦᷫߩലᨐࠍઃടߒߚ߽ߩߢࠆߎߣ
߆ࠄޟޔKL ⷐ⚛ߩ〒㔌߇ዊ㔡ߩ㔡Ḯ߆ࠄ㆙႐ว 
f max ߣ m ߦ㑐ߒߡߪޔ㔡⺞ᩏផㅴᧄㇱߦࠃࠆᒝ㔡
േ੍᷹ߦ߅ߌࠆࡄࡔ࠲⸳ቯߦḰߒ f max *\ޔm
㧔r ij㧙r e 㧕ߦߪ  ޔᑼߩ୯ߪ  ᑼߦᲧߴᄢ߈ߊߥ
ࠆߎߣޠ
ޔኻߦޟ㨕L ⷐ⚛ߩ〒㔌߇ዊ㔡ߩ㔡Ḯࠃࠅㄭ
 ࠍណ↪ߒߚޕ
㔡ᵄߩ․ᕈ(ߪ  ߣߒߚޕ

 ࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞߆ࠄടㅦᐲᵄᒻࠍ↢ᚑߔࠆ㓙ߦ↪
႐ว㧔r ij㧙r e 㧕ߦߪ  ޔᑼߩ୯ߪ  ᑼߦᲧߴዊ
ߐߊߥࠆߎߣߪߦޠᵈᗧ߇ᔅⷐߢࠆޕ࿑ ߦ␜ߔࠃ߁
ߚᝄ൮⛊ᒻߪޔ⮮ઁ㧢㧕ߦ␜ߐࠇࠆ⚻㛎⊛⚻ᤨ․
ߦޔ࿁↪ߚ᧲ᶏዊ㔡ߩ⊒↢⟎ߣᗐቯ᧲ᶏ㔡ߩ
ᕈࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚޕ
㔡Ḯᢿጀࡕ࠺࡞ߩ⟎㑐ଥࠍᬌ⸛ߔࠆߣ⹏ޔଔὐߣ᧲
ߎߩࠃ߁ߦ⸳ቯߒߚዊ㔡ᵄᒻࠍ㧢ߩࠕࠬࡍ࠹ࠖ
ᶏ㔡ߩฦⷐ⚛ᢿጀ߹ߢߩ〒㔌ߪ᧲ޔᶏዊ㔡߹ߢߩ〒
ߩਛᔃ⟎ઃㄭߢᚑߒ߇ࠄࠇߘޔᜂᒰߔࠆᄢ㔡ߩⷐ
㔌ߦᲧߴㄭ႐วߩᣇ߇ᄙߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔ
⚛ᢿጀߦߔߴࠅߣᔕജߩᱜࠍᣉߒߡഀࠅઃߌޔს
3 ୯ࠍή㒢ᄢߣߒߚᧄᬌ⸛ߦ߅ߌࠆ⸘▚⚿ᨐ㧔  ᑼߦኻ
⮮㧣㧕ߩᣇᴺߦࠃࠅᵄᒻวᚑࠍⴕߞߚᧄޕᣇᴺߪޔၮᧄ⊛
ᔕ㧕ߪޔ3 ୯ࠍ⠨ᘦߒߚ႐ว㧔  ᑼߦኻᔕ㧕ߦᲧセߒߡޔ
ߦᢥ₂㧝ߦ␜ߔᦼ㧠⑽એߩ⸘▚ᣇᴺߦḰߒߡ
ᔅߕߒ߽ᄢ߈ߥ⹏ଔ⚿ᨐߣߪߥߞߡߥޕ
ࠆ⚻ޔ߅ߥޕ㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߣห᭽ߦੂޔᢙࠍ↪
ᵄᒻวᚑᴺߢߪ⚛ⷐޔᢿጀߩ㔡ᵄ⟎ࠍᢿጀ㕙
ߒߡⷐ⚛ᢿጀ㕙ౝߦࡦ࠳ࡓߦ㈩⟎ߒߚࠤࠬࠍ  ࠤ
ߦᩰሶ⁁ߦ㈩⟎ߔࠆߣੱᎿ⊛ߥථᦼࠍߔࠆวᚑ
ࠬ▚ቯߒᦨߢ߆ߥߩߘޔᄢㅦᐲߩਛᔃ୯ࠍߣࠆࠤࠬ
ᵄ߇ᓧࠄࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆࠍࠇߎޕㆱߌࠆߚߦߪⷐޔ
ࠍᦨ⚳⊛ߥวᚑᵄᒻߣߒߡㆬߒߚޕ
⚛ᢿጀߩ㔡ᵄ⟎ࠍⷐ⚛ᢿጀ㕙ౝߦࡦ࠳ࡓߦ㈩

㧝㧝㧕
⟎ߔࠆᣇᴺ߇ណ↪ߐࠇࠆ㧔ઁ 㧕
ᧄޕᬌ⸛ߢߪੂޔ

ᢙࠍ↪ߒߡⷐ⚛ᢿጀౝߩ㔡ᵄ⟎ࠍࡦ࠳ࡓߦ
㧠㧚ᐢᏪၞ㔡േߩᚑ
㈩⟎ߒߚࠤࠬࠍ  ࠤࠬ▚ቯߒޔ
ฦࠤࠬߩਛߢ㔡

േߩᦨᄢㅦᐲߩਛᔃ୯ࠍߣࠆࠤࠬࠍᦨ⚳⊛ߥวᚑᵄᒻ
࿁ߩᗐቯ᧲ᶏ㔡ߦࠃࠆᐢᏪၞ㔡േߪޔᦼᏪၞ
ߣߒߡㆬߒߚޕ
ߏߣߦ⁁ߢᦨㆡߣ⠨߃ࠄࠇࠆᚻᴺߦࠃࠅߦ⹏ଔߒ
ߚ㔡േࠍ㧟⒳㧔᧲ᚸፉߢߪ㧞⒳㧕ߩធ⛯ᦼߦࠃߞߡ

ࡂࠗࡉ࠶࠼ߒߚ߽ߩߣߥߞߡࠆޔߪߦ ޕធ⛯

ᦼߦࠃߞߡಽߐࠇࠆ⹏ଔᚻᴺࠍ߹ߣߡ␜ߔޕ
㧟㧚⛔⸘⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㔡േ⹏ଔ

 㔡േ⹏ଔᚻᴺ
೨ㅀߒߚࠃ߁ߦ*ޔ1)㧔᧲ᚸፉ㧕એᄖߩ⹏ଔὐߦ㑐ߒ
⹏ଔὐ
ᦼᏪၞ
ߡߪޔᦼ㧝⑽ࠃࠅ⍴ᦼࠍ⛔⸘⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦ
ຠᎹޔᎹፒޔᮮᵿޔජ⪲ޔ
᧲ᚸፉ
ࠃߞߡ⸘▚ߒߚࡦࠣ⊛⸘⛔ޕ㑐ᢙᴺߢ↪ߚ㔡ၮ
ᆌࡩፒޔᣂ⼾ᵮޔᣂኋ
⋚ߦ߅ߌࠆ㔡േߩℂ⺰ࠬࡍࠢ࠻࡞ࡕ࠺࡞ߪޔსઁ㧠㧕
㧥⑽એ
㧟ᰴర㒢Ꮕಽᴺ
ߦࠃࠆޔਅ⸥ߩടㅦᐲࡈࠛࠬࡍࠢ࠻࡞ߩࡕ࠺࡞ࠍ↪
 ⑽એ 㧟ᰴర㒢Ꮕಽᴺߢ⸘▚ߒߚⷐ⚛㔡
ߚޕ
ࠍ↪ߚᵄᒻวᚑᴺ
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⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺ
⛔⸘⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺ

⚻㛎⊛ࠣ
ࡦ㑐ᢙᴺ

㧡㧚ᐢᏪၞ㔡േߩ⹏ଔ⚿ᨐ

ᧄ⺰ᢥߦ␜ߒߚ⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㔡േߣ
⛔⸘⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㔡േߩធ⛯ᦼߪ㧝⑽ߣ
ߒߚߪࠇߎޕ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦ*ޔ1)㧔᧲ᚸፉ㧕ߩਅ᭴ㅧ
߇ലߣ⠨߃ࠄࠇࠆᦨ⍴ᦼߦ⋧ᒰߔࠆޕ
ᢥ₂㧝ߦ␜ߔ㧠⑽એߩ㐳ᦼ㔡േߣ⚻㛎⊛ࠣ
ࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ㔡േߩធ⛯ᦼߪ  ⑽ߣߒߚޕ㧠
⑽એߩ㐳ᦼ㔡േߪዊ㔡ߢࠠࡖࡉ࡚ࠪࡦߐ
ࠇߚਃᰴరਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ࠍ↪ߡ⸘▚ߐࠇߚ߽ߩߢ
ࠅޔ㑐᧲ᐔ㊁ߩ⋆᭴ㅧߩᓇ㗀߇ㆡಾߦ⹏ଔߐࠇߡࠆ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆߩߎޕ㐳ᦼ㔡േߩ⹏ଔ⚿ᨐࠍఝవߐߖ
ࠆߚޔ㐳ᦼ㔡േߩᦨ⍴ᦼߢࠆ  ⑽ߢࡑ࠶࠴ࡦ
ࠣࡈࠖ࡞࠲߇චಽᷫߔࠆࠃ߁ߦធ⛯ᦼࠍ⸳ቯߒߚޕ
࿑ ߦߪᎹፒߩ㕙⟎ߦ㑐ߒࡦࠣ⊛⸘⛔ޔ
㑐ᢙᴺ⚻ޔ㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺ߮㧠⑽એߩ⸘▚ᣇᴺ
ߦࠃࠅផቯߐࠇߚ㔡േߩ⸘▚⚿ᨐߣߘߩᷫ㧡㧑ߩᡆ
ૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ␜ߔޕㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߦ⌕
⋡ߔࠆߣࠆߥ⇣ޔᚻᴺߢ⹏ଔߐࠇߚ㧟⒳ߩ㔡േߪធ⛯
ᦼ㧝⑽ߦ࠭ࡓࠬߢ⑽ ޔធ⛯ߐࠇߡࠆߎߣ߇ಽ
߆ࠆޔࠄ߆ߣߎߩߎޕਛᦼᏪၞࠍ⚻㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙ
ᴺߢ⹏ଔߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᎿቇ⊛ߦ㊀ⷐߥਛᦼᏪၞ߅
ߌࠆၸⓍጀ㕙ᵄߩࠬࡍࠢ࠻࡞․ᕈ߇ㆡಾߦ⹏ଔߐࠇߡ
ࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ


 ੍᷹㔡േߣㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞
࿑  㨪  ߦߪຠᎹޔᮮᵿޔᣂ⼾ᵮޔᣂኋߩฦ੍᷹
ὐߦ߅ߌࠆ㕙⟎ߩ੍᷹㔡േߣ㧡㧑ᡆૃㅦᐲᔕ
╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ␜ߔޕ㕙⟎ߩᦨᄢടㅦᐲ୯ߪޔ㧠
ߟߩ⹏ଔὐߣ߽ 㨪EOU㧞⒟ᐲߣߥߞߡ߅ࠅᦨޔᄢ
ㅦᐲ୯ߪ 㨪EOU ⒟ᐲߣߥߞߡࠆޕ
ㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߦߪޔᦼ㧟⑽೨ᓟߢᄢ߈ߥᔕ╵
୯߇ࠄࠇࠆ⚻ޔߪࠇߎޕ㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺࠍណ↪
ߒߚߎߣߦ࿃ߒߡ᧲ޔᚸፉߩ᷹ⷰ⸥㍳ߦࠄࠇࠆ
㔡േ․ᕈ߇⹏ଔ⚿ᨐߦᤋߒߚߎߣߦ࿃ࠆޔߚ߹ޕᦼ
㧢⑽೨ᓟ߮ᦼ㧝㧜⑽೨ᓟߦ EOU ⒟ᐲߩࡇࠢ߇
ࠄࠇࠆޔߪࠇߎޕ㑐᧲ᣇߩෘၸⓍጀߩሽߦ
࿃ߔࠆ㕙ᵄߩථߔࠆᦼߦኻᔕߒߡࠆޕ
 ᦨᄢടㅦᐲߩ〒㔌ᷫᑼߣߩᲧセ
 ᗐቯ᧲ᶏ㔡ߩ⟎ߩ੍᷹⚿ᨐ㧔ടㅦᐲᦨᄢ୯㧕
ߣม⠑Ꮉߩ〒㔌ᷫᑼߣࠍᲧセߒߚ⚿ᨐࠍ࿑ ߦ␜
ߔ〒ޕ㔌ᷫᑼߩ⸘▚ߢߪޔ㔡Ḯ〒㔌ߦߪᢿጀᦨ⍴〒㔌
ࠍ↪ߚᧄޕ࿑߆ࠄޔ࿁ߩ㔡േ⹏ଔߪม⠑Ꮉߩ〒
㔌ᷫᑼߣ߶߷ኻᔕߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
 ᡆૃㅦᐲᔕ╵ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩਛࠬࡍࠢ࠻࡞ߣߩᲧセ
 Ꮏቇ⊛ၮ⋚⟎ߢߩ੍᷹ᵄߩᷫ㧡㧑ߩᡆૃㅦᐲᔕ╵
ࠬࡍࠢ࠻࡞ߣਛࠬࡍࠢ࠻࡞㧝㧞㧕ߣࠍᲧセߒߚ⚿ߩߘޕ
ᨐࠍ࿑ ߦ␜ߔޕ
࿁ߩ੍᷹ᵄߪᦼ㧞⑽ࠃࠅ㐳ᦼᏪၞߢߪਛࠬ
ࡍࠢ࠻࡞ߩ୯ࠍᄢ߈ߊ࿁ࠆ୯ߣߥߞߡࠆޕਛߦࠃ
ࠇ߫ห〒㔌ᷫᑼߪᣣᧄో࿖ߦዷ㐿ߐࠇߚ  ὐߩᐔ
ဋ⊛ߥ⋚ߩᑼߢࠅޔᵩⓍߩบߦ⋧ᒰߔࠆߣߒ
ߡࠆߦࠇߎޕኻߒޔ࿁ኻ⽎ߣߒߚ㑐᧲ᐔ㊁ߦߪෘ
ၸⓍጀ߇ሽߔࠆߎߣ߿ޔኻ⽎㔡ߪⷺ߇ᵻ〒㔌
ߩ㔌ࠇߚ㔡ߢࠆߎߣ╬߇ޔᦼ㧞⑽એߩ⋧㆑ߩේ
࿃ߣߒߡ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
  ᐕߩ᧲ᶏ㔡ߩ㔡ᐲߣߩᲧセ
ᗐቯ᧲ᶏ㔡ߩ⟎ߩ੍᷹⚿ᨐ߆ࠄ▚ቯߐࠇߚ⸘
᷹㔡ᐲߣቝ⟤ߦࠃࠆ  ᐕ᧲ᶏ㔡ߩ㔡ᐲಽᏓ
㧞㧕
ߣߩᲧセࠍ࿑ ߦ␜ߔޕᏀ࿑ߦߪቝ⟤ߦࠃࠆ㔡ᐲ
ߩࠦࡦ࠲ࠍ㊀ߨߡࠆޕቝ⟤ߦࠃࠆ㔡ᐲ 8 ߩႺ⇇ࠍ
␜ߔὐ✢ߪ⸘᷹㔡ᐲߢߪ  ߦኻᔕߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᐔဋ⊛ߦࠇ߫᧲੩ḧጯߩฦὐߩ⹏ଔ⚿ᨐߪ⸘᷹㔡ᐲ
 ࠍዋߒਅ࿁ࠆߩߦኻߒߡޔ᧲ᶏ㔡ߪ⸘᷹㔡ᐲ
㧠 ᧂḩߢࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕ࿁ߩ⹏ଔ⚿ᨐߪቝ⟤
ߦࠃࠆ᧲ᶏߩ㔡ᐲࠍ࿁ࠆ⚿ᨐߣߥߞߚޕ
࿁ណ↪ߒߚਛᄩ㒐ἴળ⼏ߩ㔡Ḯᢿጀࡕ࠺࡞ߪ⸘⛔ޔ
⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺߦࠃࠆ⹏ଔߦࠃߞߡ᧲ᶏ㔡ߩ㔡
ᐲ߇߶߷⺑ߢ߈ࠆ㔡Ḯࡕ࠺࡞ߣߥߞߡࠆޕ࿁ߩᬌ
⸛ߢߪ⚻ޔ㛎⊛ࠣࡦ㑐ᢙᴺࠍណ↪ߔࠆߎߣߢ⛔⸘⊛
ࠣࡦ㑐ᢙᴺߢߪൊ᩺ߐࠇߥᓟ⛯േㇱಽࠍ⹏ଔߒߚ
ߎߣ߇ޔ᧲ᶏ㔡ߩ㔡ᐲࠃࠅᄢ߈ߊߥߞߚේ࿃ߢ
ࠆߣ⠨߃ࠆޕ
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㧢㧚߹ߣ

⻢ㄉ㧦㔡᷹ⷰ⸥㍳ߩᬌ⸛ߦߪ㒐ἴ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥᚲ-0'6ߩ࠺࠲ࠍ


 ᧄᬌ⸛ߢߪޔᎿቇ⊛↪ࠍ⋡⊛ߦޔ⒳⹏ߩޘଔᚻᴺࠍ
⚵ߺวࠊߖߡᗐቯ᧲ᶏ㔡ߦࠃࠆ㑐᧲ᐔ㊁ߩᐢᏪၞ㔡
േࠍ੍᷹ߒߚ⺰ᧄޕᢥߦ߽৻ㇱ␜ߒߚࠃ߁ߦޔᐢၞߩ
ਅ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߩ⸳ቯᣇᴺޔ3 ୯ߩ⹏ଔᴺޔᦼ㧝㨪㧡⑽
⒟ᐲߦࠄࠇࠆታᵄએᄖߩᚑಽߩ⹏ଔᴺࠍߪߓߣߒޔ
⺖㗴ߪጊⓍߒߡࠆߣ⠨߃ࠆޕᓟޔ㔡᷹ⷰ⸥㍳ߩ⫾
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破壊伝播速度が東南海・南海地震の強震動予測
結果に与える影響
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1京都大学助手
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本研究では想定される東南海・南海地震時の高精度な長周期地震動予測の実現とより広域における長周
期地震動特性の把握を目的とし、フィリピン海プレートの形状や堆積盆地構造を考慮した３次元理論長周
期地震動評価を行った。また、震源の破壊伝播速度が強震動予測結果に与える影響についても検討した。
検討の結果、震源の破壊速度が速くなるとともに、最大速度振幅も大きくなり、また大阪平野や濃尾平野
において、予測地震動の卓越する周期は場所により異なることを示した。

1. はじめに

地震動の計算には、空間４次、時間２次精度の３次元
差分法4)を用いる。減衰の設定はGraves(1996)5)の手法を用
いる。格子点間隔は速度構造に応じて0.2kmから0.6kmの
間で設定し，周期2.5秒以上の地震動を解析対象とした。
震源モデルは地震調査研究推進本部が発表している特性
化震源モデルをもとに作成した。震源の破壊伝播速度
(Vr)については、3.1km/sを標準モデルとし、それよりプ

海溝型巨大地震である東南海・南海地震の発生確率が
高まり、被害軽減化など防災戦略上強震動予測に対する
社会的要請が強まっている。これまで、経験的グリーン
関数法や大阪堆積盆地構造のみをモデル化した３次元有
限差分法により想定東南海・南海地震の強震動予測を行
ってきた1), 2)。その間、2003年十勝沖地震では、震源域か
ら200 kmも離れた苫小牧市において、長周期地震動によ

ラスマイナス約10%変化させた2ケース（2.8km/s、
3.4km/s）のあわせて3ケースについて計算を行い、震源

る石油タンクのスロッシングが原因となる火災が発生し
た。また、2004年9月5日の紀伊半島南東沖を震源とする
地震でも、大阪、濃尾、関東など大規模平野において、
平野の規模に依存すると考えられる、それぞれ異なった
卓越周期を持つ長周期地震動が観測された。川辺・釜江
（2005）3)では、紀伊半島南東沖の地震のシミュレーシ
ョンから、長周期地震動の高精度な予測を実現するため
には、大阪平野など堆積盆地構造のみでなく、堆積盆地
外の地下構造のモデル化も重要であることを指摘した。
以上のような背景から、本研究では想定される東南海・
南海地震時の高精度な長周期地震動予測の実現とより広
域における長周期地震動特性の把握を目的とし、フィリ
ピン海プレートの形状や堆積盆地の地下構造を考慮した
３次元理論長周期地震動評価を行った。また、震源の破
壊伝播速度が強震動予測結果に与える影響についても検
討した。

の破壊伝播速度が予測結果に与える影響について検討し
た。解析対象領域は3次元地下構造モデルが構築されつ
つある堆積盆地を含む領域とする。図-1・図-2にそれぞ
れ、東南海地震・南海地震の解析対象領域、震源モデル

2. 解析手法とモデル設定

図-1 東南海地震の解析対象領域、設定震源位置、及び波形予
8)

測地点。点線はフィリピン海プレート上面深度 を表す。

1
92

表-2 大阪平野地下構造モデル各層の物性値

FKS

表-3 濃尾平野地下構造モデル各層の物性値

図-2 南海地震の解析対象領域、設定震源位置、及び波形予測
8)

地点。点線はフィリピン海プレート上面深度 を表す。
表-1 強震動予測地点

及び強震動予測地点（表-1）を示す。なお、南海地震の
震源モデルにおける解析対象領域外に存在する一部の背
景領域は考慮されていない。ただし、強震動予測結果に
ほとんど影響しないと考えられる。大阪、濃尾の各平野
では既に構築されている地下構造モデル6), 7)をもとに堆
積盆地の3次元速度構造モデルを作成した。大阪平野の
地下構造モデルは基盤岩を含む4層モデルとし、濃尾平
野の地下構造モデルは愛知県により作成されたモデル6)
を用いた。大阪平野及び濃尾平野の地下構造モデルの基
盤岩上面深度をそれぞれ図-3、図-4に、各層の物性値を
表-2、表-3に示す。フィリピン海プレートの形状は、
Hori et al.(2004)8)のモデルを採用した。フィリピン海プレ
ート上面深度は図-1、図-2に点線で示した。Q値の設定
は、既往の研究9)からS波速度の１／２とし、リファレン
ス周波数は1Hzとした。

図-3 大阪平野地下構造モデルの基盤岩上面深度

3. 予測結果

図-4 濃尾平野地下構造モデルの基盤岩上面深度

一例として東南海地震の大阪平野及び濃尾平野におけ
る予測結果を示す。3ケースの破壊伝播速度を仮定した
大阪平野及び濃尾平野における最大速度振幅（NS成
分）の分布図をそれぞれ図-5、図-6に示す。両平野とも、
破壊伝播速度が速くなるとともに最大速度振幅も大きく
なっている。次に、大阪平野内のFKS及び濃尾平野内の
JRNにおける予測波形を図-7に示す。図-7からも破壊速
度が速くなるとともに速度最大振幅も大きくなっている
ことが分かる。図-8には図-7で示した予測波形の減衰5%
の擬似速度応答スペクトルを示す。JRNの破壊伝播速度
3.1km/sの場合を除き、破壊伝播速度が速くなるとともに
1
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擬似速度応答スペクトルも大きくなっていることが分か
る。図-9、図-10にそれぞれ大阪平野及び濃尾平野におけ
る周期4秒、6秒での擬似速度応答スペクトル振幅の分布
を示す。大阪平野では、周期4秒の卓越する地域は神戸
や大阪平野南部など盆地端部地域であり、周期6秒の卓
越する地域は東大阪及び大阪平野北部の大阪湾周辺の海
岸部という結果となった。また、濃尾平野では、周期4
秒の卓越する地域は知多半島及び伊勢湾周辺の盆地端部
であり、周期6秒の卓越する地域は伊勢湾周辺の海岸部
という結果となり、堆積平野の内部において予測地震動
の卓越する周期は場所により異なることが示されている。

ともに最大速度振幅も大きくなるという結果を得た。し
かしながら、震源の破壊伝播速度の影響を擬似速度応答
スペクトルで周期ごとに見た場合、場所によっては破壊
伝播速度が速くなっても必ずしもスペクトル振幅が大き
くなるとは限らず、周期ごとの振幅には堆積盆地構造の
影響のほうが大きくなるこもあると考えられる。

大阪及び濃尾の両平野とも、擬似速度応答スペクトル振
幅は震源の破壊伝播速度が速くなるとともに大きくなっ
ている。

4. まとめ
本研究では想定される東南海・南海地震時の長周期地
震動予測を行った。また、震源の破壊伝播速度が強震動
予測結果に与える影響についても検討した。その結果、
堆積平野の内部において予測地震動の卓越する周期は場
所により異なること、震源の破壊伝播速度が速くなると

(a) Vr=2.8km/s

(a) Vr=2.8km/s

謝辞
本研究は文部科学省の大都市大震災軽減化特別プロジ
ェクトの一環として行ったものである。記して感謝致し
ます。

(b) Vr=3.1km/s

(c) Vr=3.4km/s
図-5 大阪平野における東南海地震のNS成分速度最大振幅

(b) Vr=3.1km/s

(c) Vr=3.4km/s
図-6 濃尾平野における東南海地震のNS成分速度最大振幅

(a) FKS

(a) FKS

(b) JRN

図-7 東南海地震の予測波形 (バンドパスフィルター：0.05-0.40Hz)

(b) JRN
図-8 東南海地震の予測波形の擬似速度
応答スペクトル（減衰５％）
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(a) 周期４秒、破壊速度2.8km/s

(b) 周期４秒、破壊速度3.1km/s

(c) 周期４秒、破壊速度3.4km/s

(d) 周期６秒、破壊速度2.8km/s

(e) 周期６秒、破壊速度3.1km/s

(f) 周期６秒、破壊速度3.4km/s

図-9 大阪平野における東南海地震の擬似速度応答スペクトル振幅の分布（NS成分、減衰５％）

(a) 周期４秒、Vr=2.8km/s

(b) 周期４秒、Vr=3.1km/s

(c) 周期４秒、Vr=3.4km/s

(d) 周期６秒、Vr=2.8km/s

(e) 周期６秒、Vr=3.1km/s

(f) 周期６秒、Vr=3.4km/s

図-10 濃尾平野における東南海地震の擬似速度応答スペクトル振幅の分布（NS成分、減衰５％）
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東南海・南海地震による大阪での強震動予測事例
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次の南海・東南海地震については，今後 30 年もしくは 50 年以内の発生確率や震度分布および被害想定が公表され
るなど，関心が高まりつつある．著者らはこれまで大阪盆地内の地震観測点を対象とした東南海・南海地震の強震動
シミュレーションを行なってきた．本検討では，大阪市内西部を対象に 6km 四方の領域内の 13 地点において地震動
シミュレーションを行ない，予測される地震動の空間的なばらつきを検討した．その結果，6km 四方という比較的狭
い領域内においても最大加速度や最大速度は 50%程度のばらつきを，擬似速度応答スペクトルは周期によっては 1/2
〜2 倍程度のばらつきを有する可能性が示唆された．

Key Words: The Tonankai and Nankai Earthquake, Strong ground motion prediction, Osaka prefecture, Hybrid
method，Spatial Variation

1．はじめに

2．解析概要

東海沖から四国沖にかけての南海トラフを震源とする
東南海地震（あるいは東海地震）や南海地震は百年〜百数
十年間隔で発生し，広範囲に大きな被害をもたらしている．
文部科学省 地震調査推進本部 地震調査委員会の長期評
価では，次の東南海地震や南海地震は今後 30 年以内に 40
〜50％程度，50 年以内には 80〜90％程度の確率で発生す
るとされている 1）．また，東南海地震と南海地震が同時に
あるいは単独で発生する場合の震度分布や被害の予測結
果が中央防災会議 東南海，南海地震等に関する専門調査
会( 以下「調査会」と称す) から公表される 2）,3）など，次の
東南海地震や南海地震への関心が高まりつつある．著者ら
は，今後の防災対策に資することを目的に，南海・東南海
地震を対象とした地震動シミュレーションを行い，大阪府
域における地震動を試算してきた 4）,5）( 以下，「既往検討」
と称す) ．
本検討では，大阪市内西部を対象に 6km 四方の領域内
の 13 地点において地震動シミュレーションを行ない，予
測される地震動の空間的なばらつきについて検討する．

( 1) 地震動シミュレーションの方法
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既往検討と同様，広帯域にわたって信頼性の高い地震動
を得るため，シミュレーションはハイブリッド法 6）を用い
て行なった．この方法の概要を図- １に示す．この方法は
1〜2 秒程度以下の短周期領域の大地震動を統計的グリー
ン関数法 7）により，1〜2 秒程度以上の長周期領域の大地
震動を理論的手法により求め，最終的に両者を時間軸上で
足し合わせることにより広帯域の大地震動を得るもので
ある．ここで，長周期大地震動は大阪堆積盆地の 3 次元地
下構造およびプレートの沈み込みを含む深部構造を考慮
した差分法 8）により求めた．なお，鉛直動についてはサイ
ト増幅特性の評価法や，特に短周期領域の統計的地震動予
測手法が確立されているとは言い難いため，水平動のみを
対象とした．
短周期大地震動と長周期大地震動の足し合わせの際の
マッチング周波数は，差分法による限界周波数を考慮した
うえで，両地震動のスペクトルがスムースにつながるよう
に，スペクトルレベルがほぼ同じ周波数領域とした．対象

震源断層の想定とパラメータの設定

短周期小地震動の作成
・統計的シミュレーション法
・観測記録によるサイト増幅特性

長周期大地震動の作成
・差分法
・大阪盆地の３次元地下構造
・プレートの沈み込みを含む
深部地下構造
・震源破壊伝播を考慮

震源断層全体に対する波形合成
＜重ね合わせ手法＞

短周期大地震動と長周期大地震動を
時間軸上で足し合わせ
図- １

ハイブリッド法による大地震動の作成手法

N3
L4
A6

A8
A3
A2

N2

A7
A9

N1
L1

A5
W3

A4

W2

W1 Center

E1

E2

E3

S1

L2

★
S2
A1

L3

S3

図- ２ 断層位置図
( ×および A1〜A9：アスペリティ，★：破壊開始点)

図- ３

解析対象地点位置図

（●：解析対象地点，▲：長周期地震動の代用地点）

ルを用いた．
また，短周期地震動の計算に用いる Q 値についても既
往検討で用いた特性( 次式) を採用した．
Q( f ) 100 u f 0.7
( 1)

地点毎に若干異なるが，概ね 0.5Hz 程度である．
( 2) 震源断層パラメータ
既往検討では，調査会が設定した断層モデルを基本に，
3 次元的に複雑な曲面構造を持つ震源域を南海地震西部断
層，同東部断層，東南海地震西部断層，同東部断層の 4 つ
の矩形セグメントに分割・近似し，モデル化した．本検討
においてもこの断層モデルを用いて解析を行った．設定し
た断層位置を図- ２に示す．図中×印を示した領域( A1〜
A9) がアスペリティである，なお，破壊開始点は既往検討
と同じ図- ２中★印の位置とした．
( 3) 解析に用いる地下構造，Q値
既往検討では，長周期地震動の計算に際し，大阪堆積盆
地の 3 次元不整形地下構造 9)およびプレートの沈み込みを
含む深部構造をモデル化した．本検討においてもこのモデ
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( 4) 解析対象地点とそのサイト増幅特性
地震動の空間的なばらつきを検討するため，関西地震観
測研究協議会の FKS 観測点を中心点( Center と称す) とし，
Center より東西南北の各方向に 1km，2km，3km の計 13
Center から東へ 1km，
2km，
地点を解析対象とした．
ここで，
3km 地点を E1，E2，E3 と称すこととし，同様に，西方の
地点を W1〜W3，南方の地点を S1〜S3，北方の地点を N1
〜N3 と称す．解析対象地点の位置を図- ３に示す．
なお，Center を除く各地点では地震観測が実施されてお
らず，その増幅特性を求めることは不可能である．そこで，
これらの地点における増幅特性は Center における特性 10）
と同じとした．大阪府土木部 11)は，常時微動観測により，

表- ２

最大加速度，最大速度の比較（東西断面）

EW成分
Site

最大加速度

NS成分
最大速度

最大加速度

最大速度

cm/s/s

比率

cm/s

比率

cm/s/s

比率

cm/s

比率

W3

153.5

1.03

39.4

1.10

124.9

0.60

36.8

0.94

W2

142.3

0.95

36.6

1.02

138.5

0.67

37.1

0.95

W1

147.5

0.99

33.1

0.92

152.2

0.74

38.3

0.98

Center

149.4

−

35.8

−

206.5

−

39.1

−

E1

162.3

1.09

36.0

1.00

139.5

0.68

37.7

0.96

E2

138.2

0.93

31.4

0.88

152.9

0.74

35.9

0.92

E3

151.5

1.01

35.4

0.99

197.2

0.95

29.2

0.74

表- ３

最大加速度，最大速度の比較（南北断面）

EW成分
Site

最大加速度

NS成分
最大速度

最大加速度

最大速度

cm/s/s

比率

cm/s

比率

cm/s/s

比率

cm/s

比率

N3

150.0

1.00

44.5

1.24

150.3

0.73

54.8

1.40

N2

151.0

1.01

48.3

1.35

147.0

0.71

60.6

1.55

N1

159.7

1.07

34.1

0.95

159.6

0.77

39.2

1.00

Center

149.4

−

35.8

−

206.5

−

39.1

−

S1

202.5

1.36

34.9

0.97

212.0

1.03

39.2

1.00

S2

189.5

1.27

44.7

1.25

165.2

0.80

30.0

0.77

S3

190.4

1.27

40.8

1.14

153.7

0.74

30.6

0.78

これら地点の地盤増幅特性をほぼ同じとしている．また，
長周期地震動については Center および近隣の算出地点( L1
〜L4) の結果を用いることとした( 表- １参照) ．L1〜L4 の
位置を図- ３に併記する．

3．解析結果
東西断面( W3〜E3) における地震動シミュレーション結
果( 加速度波形，速度波形および減衰定数 5%の擬似速度応
答スペクトル) を図- ４に示す．また，南北断面( N3〜S3)
におけるそれらを図- ５に示す．示した結果はいずれも地
震動の NS 成分である．
最大加速度および最大速度を表- ２および表- ３に示す．
同表では Center における値に対する比率を合わせて示し
た．東西断面，南北断面ともに NS 成分の最大加速度の
Center に対する比率が小さくなっているが，これは Center
において最大加速度がパルス的に大きくなったためであ
る( 図- ４および図- ５参照) ．その点を考慮しても，最大加
速度や最大速度は最大で 50%程度のばらつきがあること
がわかる．
Center における擬似速度応答スペクトルに対する各地
点のそれの比率を図- ６に示す．これより，擬似速度応答
スペクトルは，0.5〜2 倍程度のばらつきを有すること，特
に周期 2〜4 秒の範囲でばらつきが大きく，3 次元地下構
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表- １

用いた長周期地震動の計算地点

差分法計算
地点
Center

Center

E1

W1

S1

N1

L1

E2

E3

−

−

−

L2

W2

W3

−

−

−

L3

S2

S3

−

−

−

L4

N2

N3

−

−

−

解析対象地点

造の影響が大きいこと，がわかる．EW 成分では N3，N2，
S2，S3 の 4 地点において，NS 成分では N3，N2 において
Center に比べ2 倍程度の応答スペクトルになることがわか
る．また，南北断面のばらつきの方が東西断面よりやや大
きいことが伺える．

4．おわりに
本検討では，大阪市西部を対象として 6km 四方の領域
の 13 地点において東南海・南海地震の地震動シミュレー
ションを行ない，予測される地震動の空間的ばらつきにつ
いて検討した．地震動シミュレーションはハイブリッド法
を採用した．短周期大地震動は統計的グリーン関数法，長
周期大地震動は大阪堆積盆地の 3 次元不整形地下構造お
よびプレートの沈み込みを含む深部構造を考慮した差分

(1)東西断面（EW 成分）

(2)東西断面（NS 成分）

（○：W3，△：W2，＋：W1，×：E１，◇：E2，↑：E3）

(3)南北断面（EW 成分）

（○：N3，△：N2，＋：N1，×：S１，◇：S2，↑：S3）

(4)南北断面（NS 成分）
（○：N3，△：N2，＋：N1，×：S１，◇：S2，↑：S3）

図- ６ Center における擬似速度応答スペクトルとの比率
法を用いた．断層モデルは中央防災会議 東南海，南海地
震等に関する専門調査会が設定したモデルに準拠したモ
デルを用いた．
6km 四方の比較的狭い領域においても最大加
その結果，
速度や最大速度は 50%程度のばらつきがあることがわか
った．擬似速度応答スペクトルは，0.5〜2 倍程度のばらつ
きを有すること，特に周期 2〜4 秒の範囲ではばらつきが
大きいこと，が明らかとなった．また，南北断面のばらつ
きの方が東西断面のそれよりやや大きいことが伺えた．
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( 1) 加速度波形

( 2) 速度波形

（上から，W3，W2，W1，Center，E1，E2，E3）

( 3) 擬似速度応答スペクトル（減衰定数 5%）
図- ４ 東西断面( W3〜E3) における地震動シミュレーション結果（NS 成分）
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( 1) 加速度波形

( 2) 速度波形

（上から，N3，N2，N1，Center，S1，S2，S3）

( 3) 擬似速度応答スペクトル（減衰定数 5%）
図- ５ 南北断面( N3〜S3) における地震動シミュレーション結果（NS 成分）
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⸘ᛛⴚ䈱ᐩ䈕䈮ነਈ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎䋮
ળຬ䈲䋬⾗䉕ⴕ䈦䈢ᱜળຬ䋬․ቯⴕᐡ䈫ᑪ▽㑐
ㅪදળ䈎䉌䈭䉎⋉ળຬ䋬ቇⴚળຬ䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎䋮ౕ
⊛䈮䈲䋬࿑ 1 䈮␜䈜ታᣉ䈪ฬฎደᏒ䉕ਛᔃ䈫䈚

࿑ 1 ᗲ⍮⋵⸳⸘↪ജ㔡േ⎇ⓥද⼏ળ䈱ታᣉ

䈢ၞ䉕ኻ⽎䈮⸳⸘↪ജ㔡േ䉕╷ቯ䈜䉎䈫䈮䋬
ᐔᚑ 12 ᐕೋ㗡䉋䉍ᬌ⸛䈮⌕ᚻ䈚䋬ᐔᚑ 12 ᐕ 7 䈮

ᐕ 2 ࿁䈱⎇ⓥႎ๔ળ䊶⎇ⓥᵹળ䉕ㅢ䈚䈩⚻ㆊႎ๔䈫

1
102

ᗐቯ㔡䉕⛉䉍ㄟ䉂䋬ᐔᚑ 12 ᐕ 11 䈮ᗐቯ㔡䈱㔡
Ḯ䊝䊂䊦䉕⏕ቯ䋬ᐔᚑ 13 ᐕ 6 䈮 3 ᰴర⋚䊝䊂䊦

(2) ᢿጀ䊝䊂䊦

䉕ᚑ䈚䈢䋮䈠䈱ᓟ䋬ᐔᚑ 13 ᐕ⑺䈮ᦨೋ䈱㔡േ⸘▚

ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱ᢿጀ䊝䊂䊦䈱⸳ቯ䈮䈧䈇䈩䈱

䉕⚳䈋䋬ᐔᚑ 14 ᐕ 3 䈮ળຬ䈮㔡േ䉕ឭଏ䈚䈢䋮䈠

⚦䈲ᢥ₂ 1)䈮⼑䉍䋬䈖䈖䈪䈲䈠䈱ⷐ䉕ㅀ䈼䉎䋮࿑ 2 䈮

䈱ᓟ䋬࿑䋲䈮␜䈜ᬌ⸽䊐䊨䊷䈮ᓥ䈇䋬ᗐቯ㔡䈱৻䈧

䈲䋬ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱ᢿጀ䊝䊂䊦䉕␜䈜䋮㔡ᢿጀ䈫

䈪䈅䉎ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱੍᷹⚿ᨐ䈮䈧䈇䈩䈲䋬䋲࿁䈱

䈚䈩䈲䋬᧲ᶏ㔡䈫᧲ධᶏ㔡䈏ㅪേ䈜䉎 1854 ᐕ

⋥䈚䉕ታᣉ䈚䈢䋮䋱࿁⋡䈲䈠䈱ᬌ⸽䊐䊨䊷䈮ᓥ䈦䈩䋬

᧲ᶏ㔡䉺䉟䊒䉕ᗐቯ䈚䈩䈇䉎䋮Ꮒⷞ⊛ᢿጀ㕙䈲䋬

ೋᦼ୯䈫䈚䈩ో࿖ᐔဋ୯䉕ਈ䈋䈢ᢿጀ䊌䊤䊜䊷䉺䋨ടㅦ

1944 ᐕ᧲ධᶏ㔡䈱ᢿጀ䊝䊂䊦䈫㕒ጟ⋵ਅ䈱࿕⌕ၞ

ᐲ㔡Ḯ䉴䊕䉪䊃䊦䈱⍴ᦼ䊧䊔䊦䋩䉕⋥䈚䈢䉅䈱䈪䈅

䈮ኻᔕ䈘䈞䈩䋬䊒䊧䊷䊃Ⴚ⇇䈱ᒻ⁁䈫ᓸዊ㔡ಽᏓ䈮

䉎䋮䋲࿁⋡䈱⋥䈚䈲䋬M8 䉪䊤䉴䈱㔡䈮ኻ䈜䉎ᒝ㔡

ᢛว䈜䉎䉋䈉䈮⸳ቯ䈚䈢䋮䉝䉴䊕䊥䊁䉞⟎䈲䋬1944 ᐕ

േ੍᷹ᚻᴺ䈱ㆡ↪㒢⇇䈮࿃䈚䈩䋬੍᷹ᚻᴺ䈱⋥䈚

᧲ධᶏ㔡䈱ᢿጀ䊝䊂䊦䈫㕒ጟ⋵ਅ䈱࿕⌕ၞ䉕ෳ⠨

䉕ⴕ䈦䈢䉅䈱䈪䈅䉎䋮ᧄႎ๔䈪䈲䋬ᐔᚑ 17 ᐕ 10 䈮⚳

䈮⸳ቯ䈚䈢䋮
 1 䈮⸳ቯ䈚䈢ᢿጀ䊌䊤䊜䊷䉺䉕␜䈜䋮ᢿጀ䊌䊤䊜䊷䉺

䈋䈢ᦨ⚳⊛䈭ᒝ㔡േ੍᷹⚿ᨐ䈮䈧䈇䈩␜䈚䈢䋮

䈱䈉䈤䋬ടㅦᐲ㔡Ḯ䉴䊕䉪䊃䊦䈱⍴ᦼ䊧䊔䊦 A 䈮䈧䈇
䈩䈲䋬ฬฎደᏒၞ䈮䈍䈔䉎੍᷹⚿ᨐ䈱⸘▚㔡ᐲ䈏䋬
᧲ᶏ㔡䉇ᤘ䈱᧲ධᶏ㔡䈮䉋䉎หၞ䈱㔡ᐲ
䈫ᢛว䈜䉎䉋䈉䈮䋬䈠䈱୯䉕⸳ቯ䈚䈢䋮ᦨ⚳⊛䈮䈲䋬M0
䌾A 䈱⚻㛎⊛䈭㑐ଥ 6)䈮䉋䉎ᐔဋ୯䈱 2 䈱႐ว䈏ᦨ
䉅ㆡᒰ䈭୯䈫್ᢿ䈚䈩ណ↪䈚䈢䋮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䋬ೋᦼ୯
䈫䈚䈩䈲䋬M0䌾A 㑐ଥ䈱ᐔဋ୯䉕↪䈇䈢 1)䈢䉄䋬ㆊ䈮
ᒝ㔡േ੍᷹䈱⋥䈚䉕ⴕ䈦䈢⚻✲䈏䈅䉎䋮

࿑ 2 ੍᷹㔡േ䈱ᬌ⸽䊐䊨䊷

䋲. ၮᧄᣇ㊎䈫䊝䊂䊦ൻ
(1) 㔡േ╷ቯ䈱ၮᧄᣇ㊎
ද⼏ળ䈪䈲䋬㔡േ╷ቯ䈱ၮᧄᣇ㊎䉕䋬
䊶ᦼ 0.1䌾10 ⑽䉕䉃ᐢᏪၞ㔡േ䈱ᚑ
Ớ䈇✂ដ䈔䈲䉝䉴䊕䊥䊁䉞䋬䃩䈲⎕უ㐿ᆎὐ(ᢿጀ䈎䉌⎕უ㐿ᆎ䋩䋬
䉮䊮䉺䊷䈲䊒䊧䊷䊃Ⴚ⇇ᷓ䈘䋬⭯䈇✂ដ䈔䈲࿕⌕ၞ

䊶ᗐቯ䈘䉏䉎ᦨ䉅䈖䉍䈋䉎㔡േ䉕ᚑ
䊶ᗐቯ㔡䈲ⵍኂ㔡䉇ᵴᢿጀ䈱ᦨᣂ⍮䈫⏕₸⊛

࿑ 2 ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱ᢿጀ䊝䊂䊦

ᗐቯ㔡 5)䈱⠨䈋ᣇ䉕ว䉒䈞䈩⸳ቯ
䊶ᢿጀ⎕უ䈱㕖৻᭽ᕈ䉕⠨ᘦ

 1 ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱ᢿጀ䊌䊤䊜䊷䉺

䊶Ớየᐔ㊁䈱ਃᰴరਅ᭴ㅧ䉕ᤋ䈜䉎

䊝䊷䊜䊮䊃䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄 MW

䈭䈬䈫ቯ䉄䈩䈇䉎䋮

᳇⽎ᐡ䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄 MJ
㔡䊝䊷䊜䊮䊃 M0 [dyn䊶cm]

ᗐቯ㔡䈫䈚䈩䈲䋬䊒䊧䊷䊃Ⴚ⇇ဳ䈱Ꮒᄢ㔡䋬․ቯ

⍴ᦼ䊧䊔䊦 A [dyn䊶cm/s2]

ᵴᢿጀ䈱ᵴേ䈮䉋䉎㔡(ᗐቯỚየᐔ㊁✼㔡䋬ᗐ
ቯદḧ㔡䋬ᗐቯ₎ᛩጊർ㔡)䋬䈘䉌䈮ᵴᢿጀ䈱

ᢿጀ㐳䈘 L [km]
ᢿጀ W [km]
ᐔဋ䈜䈼䉍㊂ D [m]
䈜䈼䉍ᣇะ λ [deg]

ሽ䈏⍮䉌䉏䈩䈇䈭䈇䈫䈖䉐䈪⊒↢䈜䉎Ზౝ㔡䋨ᗐ
ቯฬฎደᵻ⊒⋥ਅ㔡䋩䈱⸘ 5 㔡䉕ㆬቯ䈚䈩䈇䉎䋮
ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈲䋬䈖䉏䉌䈱䈉䈤䊒䊧䊷䊃Ⴚ⇇ဳ䈱Ꮒᄢ
㔡䈫䈚䈩ㆬቯ䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉎䋮
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8.3
8.3
4.0㬍1028
1.7㬍1027
ᢿጀ
180
80
4.5
270(ㅒᢿጀ)

᧲ᢿጀ
100
75
3.3
หᏀ

(3) ਅ᭴ㅧ䊝䊂䊦
㔡ᵄ䈱વ⚻〝䈍䉋䈶Ớየᐔ㊁䈱ၸⓍ⋆䉕
䉃ਅ᭴ㅧ䈱䊝䊂䊦ൻ

2),3)䈱ⷐ䉕ㅀ䈼䉎䋮⋚䈱䊝

䊂䊦ൻ▸࿐䈲䋬ᐔ㕙⊛䈮䈲࿑ 3 䈮␜䈜 Area-A 䈫䈚䋬
ᢿጀ㕙䈫Ớየᐔ㊁䉕䉃 300km㬍300km 䈫䈚䈢䋮ᷓ䈘
ᣇะ䈮䈲䋬࿑ 4 䈮␜䈜䉋䈉䈮䋬ᢿጀ㕙䋨䊒䊧䊷䊃Ⴚ⇇䋩䈫
䊝䊖ਇㅪ⛯㕙䉕䉃 40km એᵻ䈫䈚䈢䋮Ớየᐔ㊁䈱
㔡ၮ⋚એᵻ䈱ၸⓍ⋚䊝䊂䊦䈲䋬䉁䈝䋬㊀ജតᩏ䈮䉋
䉎ផቯጀႺ⇇㕙䉕ၮ䈮䋬ᴺតᩏ䉇䊗䊷䊥䊮䉫䊂
䊷䉺䈪᜔᧤䈚䈢ኒᐲ᭴ㅧ䊝䊂䊦䉕ᚑ䈚䈢䋮ᰴ䈮䋬
ᴺ⚿ᨐ䉕↪䈇䈩ᷓ䈘䈫 P ᵄㅦᐲ䈱࿁Ꮻᑼ䉕ᚑ䈚䋬
ㅦᐲ䉕ઃਈ䈚䈢䋮࿑ 5 䈮䋬ᚑ䈚䈢⋚䊝䊂䊦䈱㔡
ၮ⋚ᒻ⁁䉕␜䈜䋮ਃᰴర⋚䊝䊂䊦䈱ᬌ⸽䈲䋬㕙⊛䈮
ሽ䈜䉎ᓸേ⸘᷹䈭䈬䈮䉋䉎 1 ᰴ࿕ᦼಽᏓ䈱⺑

࿑ 4 ਅ᭴ㅧ䊝䊂䊦䈱ಽ䈔䈫વ⚻〝䊝䊂䊦

䈫䋬એਅ䈱㔡䋨࿑ 3 䈮㔡ᄩ⟎䉕␜䈜䋩䈱᷹ⷰᵄ䈱䉲
䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉍ⴕ䈦䈢䋮
䊶1997 ᐕᗲ⍮⋵᧲ㇱ䈱㔡(M5.6,ᷓ䈘 38 km)
䊶1998 ᐕ㙃⠧䈱㔡(M5.4,ᷓ䈘 10 km)
䊶2000 ᐕਃ㊀⋵ධㇱ䈱㔡(M5.7,ᷓ䈘 40 km)
Ꮏቇ⊛ၮ⋚એᵻ䈱ᵻጀ⋚䈱䊝䊂䊦ൻ䈲䋬ᓟㅀ䈜䉎
⸘▚ὐ䈱䈉䈤ฬฎደᏒౝ䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䋬11 ὐ䈪䈱
䉂ⴕ䈦䈢䋮ᓥ䈦䈩䋬䈖䉏䉌䈱ὐ䈪䈱䉂䈱ᵄᒻ䈏
⸘▚䈘䉏䈩䈇䉎䋮⋚䈱䊝䊂䊦ൻ䈲䋬ኻ⽎ὐ䈱 PS
ᬌጀ䉇䋬䈱㕖✢ᒻ․ᕈ䈮㑐䈜䉎േ⊛ᄌᒻ⹜㛎╬䉕

࿑ 5 䊝䊂䊦ൻ䈚䈢Ớየᐔ㊁䈱㔡ၮ⋚ᒻ⁁

↪䈇䉎䈖䈫䉕ၮᧄ䈫䈚䈢䋮

࿑ 3 ᗐቯ㔡䈱ᢿጀ㕙䈫ਅ᭴ㅧ䈱䊝䊂䊦ൻ▸࿐

167 ὐ䈪Ꮏቇ⊛ၮ⋚䈱㔡േ䉕⸘▚䈚䈢䋮䉁䈢䋬䂦䋨䋹ὐ䋩䈫ᵤፉ
Ꮢ᳃∛㒮䋬ᄢᐭᏒ䈪䈲㕙䈱㔡േ䉕⸘▚䈚䈢䋮

࿑ 6 㔡േ⸘▚ὐ
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(4) ᒝ㔡േ੍᷹ὐ

േ䋨࿑ 7 䈮␜䈜 M8 䈱㔡䈱䉴䊕䉪䊃䊦䈱䈉䈤ᄥ✢ㇱಽ䋩

ᒝ㔡േ੍᷹䉕ⴕ䈦䈢ኻ⽎ὐ䈲䋬࿑ 6 䈮␜䈜ฬฎደ

䉕ㆊዊ⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䈱䈭䈇䋬ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕䉅䈫䈮䈚

Ꮢౝ䈱 9 ὐ䈮ട䈋䋬ฬฎደᏒౝ䉕ⷒ䈉᧲ 20km䋬

䈢છᗧὐ䈪䈱㔡േ⹏ଔ䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䋮䈖䉏䈏ℂ

ධർ 20km 䈱▸࿐ౝ䈮䈅䉎 2km 䊜䉾䉲䊠㑆㓒䈱 121 

⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈢ᵄᒻวᚑᴺ䈱ⷐ䈪䈅䉎䋮

ὐ䈫䋬ฬฎደᏒㄝ䈱Ꮢ↸ 37 ὐ䈪䈅䉎䋮

ᧄ⎇ⓥ䈮䉋䉎㔡േ⹏ଔ䈲䋬⍴ᦼᏪၞᵄ䈮⛔⸘⊛
䉫䊥䊷䊮㑐ᢙᴺ 8)䈮䉋䉎⸘▚⚿ᨐ䉕䋬㐳ᦼᏪၞᵄ䈮䈲䋬

(5) ᒝ㔡േ੍᷹ᚻᴺ

ᓥ᧪䈱ᚻᴺ䈪↪䈇䉌䉏䈩䈐䈢 3 ᰴర㒢Ꮕಽᴺ 9)䈱䈎
䉒䉍䈮䋬ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈢ᵄᒻวᚑᴺ䈮䉋䉎⸘

ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱㔡േ⹏ଔ䈲䋬䈠䈱ᬌ⸛䈱䈭䈎䈪
⸘ 2 ࿁䈱⋥䈚䉕ⴕ䈦䈢䋮ᦨೋ䈱㔡േ⹏ଔ䈪䈲䋬ೋ

▚⚿ᨐ䉕↪䈇䈢䊊䉟䊑䊥䉾䊄วᚑᴺ䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䋮

ᦼ୯䈫䈚䈩ਈ䈋䈢⍴ᦼ䊧䊔䊦䋨ో࿖ᐔဋ୯䋩6)䈏ዊ䈘䈒䋬

ᰴ䈮䋬ᵻጀ⋚䈱⸘▚䈲ㅙᰴ㕖✢ᒻ⸃ᨆ䈫䈚䋬㕖✢

⸘▚䈚䈢㔡േ䈏䋬ㆊ䈱᧲ᶏ䊶᧲ධᶏ㔡䈱㔡ᐲ䈮

ᒻᕈ䈱䉂⠨ᘦ䈚䈢ోᔕജᴺ䈎䋬ㆊ㑆㓗᳓䈱䉅

Ყ䈼ㆊዊ⹏ଔ䈫䈭䈦䈢䈢䉄䋬1 ࿁⋡䈱⋥䈚䈫䈚䈩⍴

⠨ᘦ䈚䈢ലᔕജᴺ

ᦼ䊧䊔䊦䉕ೋᦼ୯䈱 2 䈮ౣ⸳ቯ䈚⹏ଔ䉕ⴕ䈦䈢䋮2

䈱䈉䈤䋬ᒻ䉇ᱜ N ୯䈎䉌್ᢿ䈚䈩 4 ὐ䋨NST䋬

࿁⋡䈱⋥䈚䈲䋬䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄 M8 䉪䊤䉴䈱㔡േ⹏

TTB䋬SJB䋬CHC䋩䈪䈲ലᔕജ⸃ᨆ䋬䈠䉏એᄖ䈱

ଔᚻᴺ䈱㗴ὐ䈮࿃䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䋮䈖䉏䈲䋬ㄭᐕ䈱

ὐ䈪䈲ోᔕജ⸃ᨆ䈫䈚䈢䋮

10)䈫䈚䈢䋮⸘▚ኻ⽎䈫䈜䉎

9 ὐ

ᒝ㔡േ੍᷹ᚻᴺ䈱ㅴዷ䈮䈇䉌䈎䈮䈭䈦䈢㗴䈪䋬
M8 䈱㔡
․ᕈൻ㔡Ḯ䊝䊂䊦䈪ℂ⺰⊛ᣇ
ᴺ䈮䉋䉍ㆡಾ䈮⹏ଔ䈪䈐䈭䈇

․ᕈൻ㔡Ḯ䊝䊂䊦䉕↪䈇䈢⸘▚ᚻᴺ䈪䈲䋬ᦼ 2, 3
⑽䈎䉌 10 ⑽䈱㐳ᦼ㔡േ䉕ㆊዊ⹏ଔ䈜䉎㗴䈏ౝ
䈘䉏䈩䈇䈢䈫䈇䈉㗴䈪䈅䉎䋮䈖䈱㗴䈮ኻಣ䈜䉎䈢

Ꮒⷞ⊛㔡Ḯ
䊝䊂䊦䈪ℂ
⺰⸘▚䈚䈩
ㆡಾ䈮⹏ଔ
น⢻䈭ᦼ
Ⴚ⇇

M8 の地震
ടㅦᐲ䷸丙䷮万个

䉄䋬ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈢ᵄᒻวᚑᴺ䉕ㆡ↪䈚䋬
㔡േ䉕ౣ䇱⹏ଔ䈚䈢䋮䈖䈱䉋䈉䈮䋬ᧄ⎇ⓥ䈮䉋䈦䈩⹏ଔ
䈘䉏䈢ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱㔡േ䈲䋬⍴ᦼ䊧䊔䊦䈱ᄌ
ᦝ䈫䈇䈉ၞᕈ䈱⠨ᘦ䈫䋬ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈢ᵄ
ᒻวᚑᴺ䈱ㆡ↪䈫䈇䈉⹏ଔᚻᴺ䈱ᡷ⦟䉕⚻䈢㔡േ⹏
ଔ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋮
࿑ 7 䈮㔡䈱ⷙᮨ䋨䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄䋩䈮䉋䉎䉴䊕䉪䊃䊦

M７の地震
M6 の地震
特性化震源
モデルで理
論計算して
適切に評価
可能な周期
境界

䈱ⷙᮨଐሽᕈ䋬䈭䉌䈶䈮ℂ⺰⊛ᣇᴺ䈮䉋䉎Ꮒⷞ⊛㔡Ḯ

半経験的波形合成法
2，3 秒 10 秒 数十秒
程度
程度

䊝䊂䊦䋬․ᕈൻ㔡Ḯ䊝䊂䊦䈱ㆡ↪น⢻ᦼ▸࿐䈱ᮨ

周期
T

M6 の地震
点震源モデルで理論的方法
により適切に評価できる

ᑼ࿑䉕␜䈜䋮䈖䈱࿑䈮␜䈜䉋䈉䈮䋬․ᕈൻ㔡Ḯ䊝䊂䊦䉕
↪䈇䈢႐ว䈱ℂ⺰⊛ᣇᴺ䈱ㆡ↪㒢⇇ᦼ䈲䋬M8 䉪䊤
䉴䈱㔡䈪䈲⚂ 10 ⑽䋬Ꮒⷞ⊛ᢿጀ䊝䊂䊦䋨䈅䉎䈇䈲ㄭ

࿑ 7 䉴䊕䉪䊃䊦䈱ⷙᮨ䋨䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄䋩ଐሽᕈ䋬䈭䉌䈶䈮ℂ

ૃ⊛䈮ὐ㔡Ḯ䊝䊂䊦䋩䉕↪䈇䈢႐ว䈱ℂ⺰⊛ᣇᴺ䈱ㆡ

⺰⊛ᣇᴺ䈮䉋䉎Ꮒⷞ⊛㔡Ḯ䊝䊂䊦䋬․ᕈൻ㔡Ḯ䊝䊂䊦䈱ㆡ

↪㒢⇇ᦼ䈲䋬M8 䉪䊤䉴䈱㔡䈪䈲ᢙච⑽䋬M6 䉪䊤

↪น⢻ᦼ▸࿐䈱ᮨᑼ࿑

䉴䈱㔡䈪䈲ᢙ⑽䈫䈭䉎䋮
䋳䋮ᒝ㔡േ੍᷹⚿ᨐ

ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈢ᵄᒻวᚑᴺ䈲䋬⚻㛎⊛䉫䊥
䊷䊮㑐ᢙᴺ

7)䈮䈍䈔䉎ታ㔡⸥㍳䈱ઍ䉒䉍䈫䈭䉎

M6 䉪

䊤䉴䈱ℂ⺰㔡േ䋨ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䋩䉕 3 ᰴరၸⓍ⋆

ฬฎደᏒ䈱ਛᔃㇱ䈮⟎䈜䉎ὐ NST 䈱Ꮏቇ⊛ၮ

᭴ㅧ䊝䊂䊦䉕↪䈇䈩䋬ᗐቯ㔡䈱䉝䉴䊕䊥䊁䉞⟎

⋚䈱ᵄᒻ䈫ᡆૃㅦᐲᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䉕࿑ 8 䈮䋬ၒ┙䈮

ઃㄭ䈮ὐ㔡Ḯ䊝䊂䊦䉕⸳ቯ䈚䈩▚ቯ䈜䉎䋮ᦼ 2,3 ⑽

䈅䉎ὐ SJB 䈱Ꮏቇ⊛ၮ⋚䈱ᵄᒻ䈫ᡆૃㅦᐲᔕ╵䉴

䉋䉍䉅㐳䈇ᦼ䋨࿑ 7 䈮␜䈜 M6 䈱㔡䈱䉴䊕䉪䊃䊦䈱䈉

䊕䉪䊃䊦䉕࿑ 9 䈮␜䈜䋮ᵄᒻ䈎䉌䋬ਥⷐേ䈱⛮⛯ᤨ㑆䈏

䈤ᄥ䈇⎕✢ㇱ䋩䈪䈲䋬⋚᭴ㅧ䈏ㆡಾ䈮䊝䊂䊦ൻ䈘䉏

100 ⑽⒟ᐲ䈫㕖Ᏹ䈮㐳䈇䈖䈫䈏䉒䈎䉎䋮ടㅦᐲᵄᒻ䈱

䈩䈘䈋䈇䉏䈳䋬䈠䈱੍᷹♖ᐲ䈲ታ↪น⢻䈭㗔ၞ䈮䈦

ᝄ䈏ዊ䈘䈒䈭䉎ᤨೞ 160 ⑽એ㒠䈪䈲䋬ᓟ⛯䈱㕙ᵄ

䈩䈇䉎䋮䈖䈱ℂ⺰䉫䊥䊷䊮㑐ᢙ䉕↪䈇䈩⚻㛎⊛䉫䊥䊷䊮

䈮䉋䉎ㅦᐲᵄᒻ䈱ᝄ䈏⋡┙䈤䋬․䈮 SJB 䈪䈠䈱ᝄ

㑐ᢙᴺ䈫ห᭽䈱㱥2 ਸ਼䈱㔡Ḯ䉴䊕䉪䊃䊦䈱⋧ૃ䈮ၮ

䈏ᄢ䈐䈇䋮ᡆૃㅦᐲᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䈮䈲䋬⒘䈮⊒↢䈜䉎

䈨䈒⸘▚ᚻ㗅䉕⚻䉎䈖䈫䈪䋬3 ᰴరၸⓍ⋆᭴ㅧ䈏ㆡಾ

㔡േ䈱๔␜䉴䊕䉪䊃䊦䋬䈶ᭂ䉄䈩⒘䈮⊒↢䈜䉎

䈮⠨ᘦ䈘䉏䋬䈚䈎䉅ᦼ 2, 3 ⑽䈎䉌 10 ⑽䈱㐳ᦼ㔡

㔡േ䈱๔␜䉴䊕䉪䊃䊦䉕䈅䉒䈞䈩␜䈚䈢䋮ਔὐ䈫䉅䋬䋲
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䈧䈱๔␜䉴䊕䉪䊃䊦䈱㑆䈮䈾䈿䉁䈦䈩䈇䉎䈏䋬䈠䉏䈡
䉏䈱ὐ䈱ၸⓍጀ䈱࿕ᦼઃㄭ䋨NST 䈲 3.1 ⑽䋬

࿑ 10 䈫࿑ 11 䈮䈲䋬NST 䈫 SJB 䈮䈍䈔䉎㕙䈱ᵄ

SJB 䈲 4.6 ⑽䋩䈪䋬ᭂ䉄䈩⒘䈮⊒↢䈜䉎㔡േ䈱๔␜

ᒻ䉕␜䈜䋮Ꮏቇ⊛ၮ⋚䈎䉌䉁䈪䈱ᦨᄢ୯䈱Ⴧ䈲䋬

䉴䊕䉪䊃䊦䉕䉇䉇䈋䈩䈇䉎䋮

ㅦᐲ䈲 1.3䌾1.5 ⒟ᐲ䈱Ⴧ䉕␜䈜䈏䋬ടㅦᐲᝄ
䈲ᄢ䈐䈒ૐᷫ䈚䈩䈇䉎䋮䈖䉏䈲䋬ਥ䈫䈚䈩ᵻጀ⋚䈱㕖
✢ᒻൻ䈱ᓇ㗀䈪䈅䉎䋮․䈮䋬SJB 䈱㕙ടㅦᐲᵄᒻ
䈲䋬ᦨᄢᝄ䈏↢䈛䈢ᓟ䈮ᝄ䈏ᕆ䈮ዊ䈘䈒䈭䈦䈩䈇䉎䋮
䈖䉏䈲䋬ᵻጀ⋚䈪ㆊ㑆㓗᳓䈱䈮䉋䉎⋚䈱
ᕈૐਅ䈫ጁᱧᷫ䈱Ⴧᄢ䈏↢䈛䈩䈍䉍䋬䈠䉏䈮䉋䉍․
䈮⍴ᦼᚑಽ䈏ㆤᢿ䈘䉏䈢䈢䉄䈪䈅䉎䋮SJB 䈪䈲ᦨ⚳
⊛䈮ᶧ⁁ൻ䈮⥋䈦䈩䈇䉎䋮৻ᣇ䋬NST 䈪䈲ㆊ㑆㓗᳓
䈲䈾䈫䉖䈬䈚䈭䈎䈦䈢䋮

࿑ 10 NST 䈱㕙ᵄᒻ[NS ᚑಽ]
࿑ 8 ὐ NST 䈱Ꮏቇ⊛ၮ⋚ᵄ䈫ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦[NS ᚑಽ]

࿑ 11 SJB 䈱㕙ᵄᒻ[NS ᚑಽ]

䋴䋮ᒝ㔡േ੍᷹⚿ᨐ䈱ᬌ⸽
ᒝ㔡േ੍᷹⚿ᨐ䈲䋬࿑ 2 䈮␜䈜䊐䊨䊷䈮ᓥ䈦䈩ᬌ⸽
䉕ⴕ䈦䈢䋮ᬌ⸽䈲䋬ㆊ䈮⊒↢䈚䈢㘃ૃ䈱㔡䈱㔡ᐲ
䈫䈱Ყセ䋬ᶧ⁁ൻጁᱧ䈱⸥㍳䈫䈱ኻᔕ䋬䈶⚻㛎⊛〒
㔌ᷫᑼ䈫䈱Ყセ䈮䉋䉍ⴕ䈦䈢䋮䈘䉌䈮䋬ᗐቯᣂ᧲ᶏ
㔡䈱㔡Ḯၞ䈱ㄭ䈒䈪⊒↢䈚䈢 2004 ᐕ᧲ᶏᴒ䈱㔡
䋨ᧄ㔡 M7.4䋩䈱᷹ⷰ⸥㍳䈫䈱䉴䊕䉪䊃䊦․ᕈ䈱Ყセ䈎䉌
䉇䉇㐳ᦼᚑಽ䈱ᅷᒰᕈ䉕ቯᕈ⊛䈮ᬌ⸛䈚䈢䋮
੍᷹⚿ᨐ䈱㕙ᵄᒻ䈎䉌᳞䉄䈢⸘▚㔡ᐲ䈫䋬1854
ᐕ᧲ᶏ㔡䈫 1944 ᐕ᧲ධᶏ㔡䈱㔡ᐲಽᏓ

࿑ 9 ὐ SJB 䈱Ꮏቇ⊛ၮ⋚ᵄ䈫ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦[NS ᚑಽ]
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11)

䈎䉌⺒䉂ข䈦䈢⸘▚ὐઃㄭ䈱㔡ᐲ䈱Ყセ䉕 2 䈮␜

 3 ㆊ䈱㔡䈮䉋䉎ᶧ⁁ൻጁᱧ䈫䈱Ყセ
⸘▚ὐ

䈜䋮ฬฎደᏒౝ䈱䋹䈧䈱⸘▚ὐ䈪䈲䋬⸘▚㔡ᐲ䈏䈜
䈼䈩䋵ᒝ䈪䈅䉍䋬ㆊ䈱㔡䈱㔡ᐲ䈫ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䋮

NST
TTB
SJB
CHC

 3 䈮䈲䋬ᵻጀ⋚䈱ലᔕജ⸃ᨆ䉕ⴕ䈦䈢ὐ䈱
ᶧ⁁ൻ䈱ή䈫䋬1944 ᐕ᧲ධᶏ㔡䈮䉋䉎ᶧ⁁ൻ䈱
⸥㍳

12)䈫䈱ኻᔕ䉕␜䈜䋮NST

䈫 TTB 䈲䋬ᶧ⁁ൻ䈱⸥

⸘▚䈮䉋䉎
ᶧ⁁ൻ䈱ή
䈭䈚
䈭䈚
ᶧ⁁ൻ
ᶧ⁁ൻ

᧲ධᶏ㔡(1944)
䈭䈚
䈭䈚
(ᵈ)
ᶧ⁁ൻ

(ᵈ)SJB 䈲᧲ධᶏ㔡એᓟ䈮ၒ䉄┙䈩䉌䉏䈢䋮

㍳䈏䈭䈒䋬⸘▚䈪䉅ᶧ⁁ൻ䈏↢䈛䈭䈎䈦䈢䋮⸘▚䈪ᶧ⁁
ൻ䈏↢䈛䈢䈱䈲 SJB 䈫 CHC 䈱 2 ὐ䈪䈅䉎䈏䋬䈖䈱䈉
䈤 CHC 䈪䈲᧲ධᶏ㔡䈪ᶧ⁁ൻ䈏↢䈛䋬⸥㍳䈫ኻᔕ
䈚䈩䈇䉎䋮SJB 䈮䈧䈇䈩䈲᧲ධᶏ㔡એᓟ䈮ၒ䉄┙䈩
䉌䉏䈢䈢䉄䋬⸥㍳䈮䈲␜䈘䉏䈩䈇䈭䈇䋮
⸘▚ὐ䈱Ꮏቇ⊛ၮ⋚䈱ടㅦᐲ䈍䉋䈶ㅦᐲ䈱ᦨᄢ
୯䈫⚻㛎⊛〒㔌ᷫᑼ

13),14)䈫䈱Ყセ䉕࿑

13 䈮␜䈜䋮

⸘▚⚿ᨐ䈲〒㔌ᷫᑼ䈎䉌▚ቯ䈘䉏䉎ᐔဋ୯䈫䈳䉌䈧
䈐䈱▸࿐ౝ䈪䉋䈒ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䋮
㔡ᐲ䉕䉺䊷䉭䉾䊃䈫䈚䈢ᬌ⸽䈪䈲䋬ᦼ 1䌾2 ⑽⒟ᐲ䉁
䈪䈱㔡േ䈱ᄢ䈐䈘䈲ㆡಾ䈮⹏ଔ䈪䈐䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䋮
䈫䈖䉐䈏䋬ฬฎደᏒ䉕䉃Ớየᐔ㊁䈱ਛᔃㇱ䈱⋚ථ
ᦼ䈲 3䌾4 ⑽䈪䈅䉍䋬䈖䈱ᦼᏪၞ䈱ᝄ䈱ᬌ⸽䈲
චಽ䈫䈲⸒䈋䈭䈇䋮䈠䈖䈪䋬䈖䈱ᦼᏪၞ䈱ᬌ⸽䈱䈢䉄䋬
2004 ᐕ 9  5 ᣣ䈮⊒↢䈚䈢᧲ᶏᴒ䈱㔡(ᧄ㔡
M7.4䋬೨㔡 M6.9䋬ᦨᄢ㔡 M6.5)䈱᷹ⷰ⸥㍳䉕↪
䈚䈢䋮࿑ 14 䈮䈲䋬〒㔌ᷫᑼ 15)䈮䉋䉎ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䉕
␜䈜䋮ᦼ 1䌾2 ⑽䈱ᝄ䈫ᦼ 3䌾4 ⑽䈱ᝄ䈮䈲⋧
㑐䈏䈅䉍䋬䊙䉫䊆䉼䊠䊷䊄 M 䈱ᄢ䈐䈘䈮ᓥ䈦䈩ᦼ 1䌾2
⑽䈱ᝄ䈏ᄢ䈐䈒䈭䉏䈳䋬ᦼ 3䌾4 ⑽䈱ᝄ䉅ᄢ䈐䈒
䈭䉎䋮࿑ 15 䈮䈲䋬⸘▚㔡േ䈱ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䈫䋬⸘▚
ὐ䉁䈢䈲䈠䈱ㄭற䈪ᓧ䉌䉏䈢 2004 ᐕ᧲ᶏᴒ䈱
㔡䈱⸥㍳

16)䈱ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䉕␜䈜䋮ో࿖䈱ᐔဋ⊛䈭

․ᕈ䉕␜䈜〒㔌ᷫᑼ䈱ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䈫ห᭽䈮䋬
࿑ 13 〒㔌ᷫᑼ䈫䈱Ყセ

ၞ․ᕈ䉕䉖䈣᷹ⷰ⸥㍳䈫ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈱㔡േ
⹏ଔ⚿ᨐ䈮䉅䋬ᦼ 1䌾2 ⑽䈱ᝄ䈫ᦼ 3䌾4 ⑽䈱ᝄ
䈮䈲⋧㑐䈏䉌䉏䉎䋮䈖䉏䉋䉍䋬੍᷹㔡േ䈱ᦼ 3
䌾4 ⑽䈱ᝄ䉅ቯᕈ⊛䈮䈲ᅷᒰ䈭䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䉎䋮
 2 ⸘▚㔡ᐲ䈫ㆊ䈱㔡䈱㔡ᐲ 11)䈫䈱Ყセ
⸘▚ὐ

⸘▚㔡ᐲ

᧲ᶏ㔡
(1854)

᧲ධᶏ㔡
(1944)

SDB

5ᒝ

5

5

ARM

5ᒝ

5

5

NUN

5ᒝ

5

5

NUT

5ᒝ

5

5

OYO

5ᒝ

5

5

NST

5ᒝ

5

5

TTB

5ᒝ

5

5

SJB

5ᒝ

5䌾6

5䌾6

CHC

5ᒝ

5䌾6

5䌾6

ᄥታ✢䈲ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡(M8.3)䈮ኻᔕ䈜䉎 TSUSHIMA_HO(ᵤ
ፉᏒ᳃∛㒮)䈪䈱ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䋬ઁ䈱✢䈲᧲ᶏᴒ䈱㔡䈱ᧄ㔡
(M7.4)䋬೨㔡(M6.9)䋬ᦨᄢ㔡(M6.5)䈮ኻᔕ䈜䉎ὐ AIC003 䈪䈱
ᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦䉕␜䈜䋮

࿑ 14 〒㔌ᷫᑼ 15)䈮䉋䉎ㅦᐲᔕ╵䉴䊕䉪䊃䊦
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ᣇ䇱䈮ᗵ⻢䈇䈢䈚䉁䈜䋮䉁䈢䋬᧲ᶏᴒ䈱㔡䈱᷹ⷰ
⸥㍳䈲䋬㒐ἴ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥᚲ䈱 K-NET 䈱⸥㍳䋬䈍䉋
䈶ᗲ⍮⋵䈫ฬฎደᏒ䈮䉋䉎⸥㍳

16)䉕↪䈘䈞䈩䈇䈢䈣

䈐䉁䈚䈢䋮
ෳ⠨ᢥ₂
1) 䋬ઁ䋺ᗲ⍮⋵ฬฎደᏒ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⸳⸘↪㔡േ䈱
╷ቯ, ᣣᧄᑪ▽ቇળᄢળቇⴚ⻠Ṷ᪪㓸, B-2, pp.81-94,
2001.
2) ⮮䋬ઁ䋺ᗲ⍮⋵ฬฎደᏒ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⸳⸘↪㔡േ╷
ቯ䈱䈢䉄䈱ਅ᭴ㅧ䈱䊝䊂䊦ൻ, ᣣᧄᑪ▽ቇળᄢળቇⴚ
⻠Ṷ᪪㓸, B-2, pp.129-134, 2002.
3) 䋬ઁ䋺Ớየᐔ㊁䈱⋚⺞ᩏ䈫䈠䈱䊝䊂䊦ൻ䋬ೀ
䋬ภᄖ No.37, pp.108-118, 2002.
4) ⮮Ꮉ䋬ઁ䋺ฬฎደᏒ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢ᗐቯᣂ᧲ᶏ㔡䈮䉋䉎ᒝ
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1923年関東地震の広帯域強震動評価：
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首都圏にとって脅威となる巨大地震は，相模トラフあるいは南海トラフにおけるフィリピン海プレート
の沈み込みに伴うプレート境界地震である．プレート境界地震に代表される海溝型地震の震源モデル化に
は内陸地震とは異なる困難性があり，それを擬似動的震源モデルや強震動生成域パラメータの新しい設定
方法などを導入して克服した．こうして確立されたプレート境界地震の震源モデル化手法を1923関東地震
の広帯域強震動評価に適用して，まずこの手法の妥当性を検証する．その際，大都市大震災軽減化特別
（大大特）プロジェクトのテーマ1で得られた新しいフィリピン海スラブのジオメトリや，物理探査ベー
スの新しい速度構造モデル，効率的な数値計算ツール（ボクセル有限要素法など）を取り入れて，より高
精度の強震動評価が行われるよう努めた．震源過程モデルは新ジオメトリの断層面に基づくインバージョ
ンによりで求められた．また，三次元速度構造モデルは各種物理探査データを統合的に解析することによ
り求められている．こうして構築された震源モデル，構造モデルを用いて長周期の強震動シミュレーショ
ンを実行してみると，東京本郷の記録を良くシミュレートするが，5秒以上の長周期成分でパワーが不足
しているので，さらに震源モデルを改良する予定である．今後，統計的グリーン関数法による短周期側の
シミュレーションも進めて強震動評価を完成させ，同時に再現波の提案につなげる予定である．

1. 海溝型地震の震源モデル化

する．
一方，深いプレート境界地震やスラブ内地震は発生間
隔が長いため，一回前の地震が詳しくわかっていない場
合が多い．また，浅いプレート境界地震でも東海地震な
どでは，一回前が近代的地震観測以前の歴史時代のため，
やはり詳細がわからない．そうした場合には内陸地震と
同じように特性化震源モデル 6)を用いることになる．た
だし，断層面積やアスペリティ総面積などのスケーリン
グ則が，内陸地震と海溝型地震では異なるという研究が
あるので（たとえば Somerville・他 7）），改めて日本付
近の海溝型地震の震源過程モデルを収集し，特性化 8）
とスケーリングの作業をプレート境界地震に施した．
その結果 9）によれば，地震モーメント M0（Nm）に
対して断層面積 S（km2）とアスペリティ総面積 Sa

海溝型地震の中でも浅いプレート境界地震は比較的短
い間隔（100〜200 年程度）で繰り返し発生しているだけ
でなく，その繰り返しの中で常に同じ場所がアスペリテ
ィ（断層すべりの大きかった領域）になるという「アス
ペリティモデル」が提唱されている 1, 2)．このアスペリ
ティモデルに依拠すれば，もし一回前の地震時の震源過
程がわかっている場合（東南海地震 3），宮城県沖地震
4）
など），それを来るべき地震の震源モデルとすること
ができる．ところが，プレート境界地震はその規模の大
きさから，震源過程の解析が長周期帯に限定して行われ
ていることが多い．そのため，前回地震の震源モデルを
そのまま用いると，予測強震動の中周期帯（1〜5 秒程
度）でスペクトルが落ち込むことが予想される．この落
ち込みを補うため，震源過程モデルを基に擬似動的震源
モデル 5)を構築し，これを中周期帯を含んで周期 1〜2
秒程度までの強震動をカバーする長周期側震源モデルと

（km2）は
S = 1.49×10−10 M02/3，Sa = 2.90×10−11 M02/3
とスケーリングされる．上式を内陸地震に対する結果
8）
と比較すると，同じ M0 に対してプレート境界地震は
1
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観測点の全周波数帯域において過小評価となる結果を得
た．これは，2003 年十勝沖地震に関して，震源過程イ
ンバージョンの結果によっては「アスペリティ≒強震動
生成域」が成り立たないことを示している．しかも，
Honda et al.15)のモデルがプレート境界地震として特別と
いうわけではなく，室谷・他 9)のスケーリング結果によ
れば，Honda et al. 15)による断層面積やアスペリティ面積
は日本付近のプレート境界地震の標準的な値に近い．こ
うした困難を克服してプレート境界地震の広帯域強震動
予測を実現するために，たとえばアスペリティの実効応
力を内陸地震とは異なるレシピで設定するなどのアプロ
ーチを現在，検討している．

やや大きい（S は 1.43 倍，Sa は 1.25 倍）が，従来の 2 倍
以上大きいという結果 7）に比べるとかなり内陸地震に
近い結果となった．

図-1 最近の地震のアスペリティ総面積のスケーリング．

なお，最近の地震ほど豊富なデータにより震源過程の解析
精度が上がっていると考えられるので，2003年十勝沖地震，
1996年10月および12月日向灘の地震，1994年三陸はるか沖地
震のモデルだけ取り出してスケーリングを行ってみた（図1）．その結果
S = 1.41×10−10 M02/3，Sa = 2.90×10−11 M02/3
はSがわずかに小さくなるだけで前式とほとんど変わらなか
った．どちらの場合もSに対するSaの比率は，内陸地震の
22％8)とほぼ同じ値となった．
内陸地震では，短周期成分を含む強震動を生成する領
域と，地震動の長周期成分の解析から得られるアスペリ
ティ領域（すべりの大きい領域）がほぼ一致するとして
支障がないことが知られている 10)．ところが，2003 年
十勝沖地震 11)や 1978 年宮城県沖地震 12)では，強震動生
成域がアスペリティ領域に比べかなり小さい面積でない
と短周期を中心とした強震動を説明できないという解析
結果が公表されている．この点に関して，われわれのグ
ループも解析作業を始めたところであるが 13)，たとえば
2003 年十勝沖地震については，Koketsu et al.14)のインバー
ジョン結果から Somerville et al.8)の方法で抽出されたアス
ペリティ領域（図-2）に対して，経験的グリーン関数法
による強震動シミュレーションを行うと，全周波数帯域
において良好な一致を示している（図-3）．ところが
Honda et al.15)のインバージョン結果を用いると，Koketsu et
al.のモデルとほぼ同じ地震モーメント（約 8.5×1020
Nm）を有するにも関わらず，断層面全体の平均応力降

図-2 2003年十勝沖地震のインバージョン結果（上: Koketsu et al.,
下: Honda et al.）から抽出されたアスペリティ13）．

2. 1923年関東地震の震源モデルと構造モデル
2002年に始まった大都市大震災軽減化特別（大大特）
プロジェクトのテーマI「地震動（強い揺れ）の予測」
では，図-4に示す4本の測線で大規模な反射法探査を実
施し，首都圏下に沈み込むフィリピン海プレート上面の
形状を直接的にイメージングすることに成功した．その
結果（同じく図-4）によれば，フィリピン海プレート上
面は従来のモデルより全体的に浅くあるべきで，たとえ
ば東京都下では従来のモデルがほぼ深さ40kmであるの
に対して，探査結果は深さ約25kmであることを示して
いる16)．
1923年関東地震の断層面を設定すべきフィリピン海プ

下量が小さく，かつ断層面積に占めるアスペリティ総面
積の割合が大きいため（19%），応力降下量が約 1/3 と
なった．その結果，短周期レベルが半分程度となり，全

レート上面のジオメトリがこのように変化すると，それ
に基づいて定式化されている震源過程インバージョンの
2
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図-3 KiK-net THCH07の観測波形（上から第 1 段）と経験的グリーン関数法による合成波形（第 3 段: Koketsu et al.，第 4 段: Honda et al.
から抽出されたモデルによる）の比較．左図の左から順に加速度・速度・変位が示される．右図は擬似速度応答スペクトル．
左図第 2 段は Kamae and Kawabe の強震動生成域モデルによる合成波形 13）．

面の設定や，localityを考慮したAVS30（地表下30ｍの平
均Ｓ波速度）の分布図などを作成中である22)．

結果も変化せざるを得ない．図-5 は旧ジオメトリに
基づくインバージョン結果（すべり分布，上図）17)を
新ジオメトリによる結果（中・下図）と比較している．
新ジオメトリでは全体的にややすべりが小さくなると
ともに，アスペリティが北向きに深い方向へ移動した．
この新ジオメトリによるすべり分布（中図）から，擬
似動的震源モデル（図-6）は作成済みである 18）．

図-4 フィリピン海プレート上面の従来のモデルと大大特プロ
ジェクトによる最新モデル16）．

前述の反射法探査ではプレート上面だけではなく，
堆積平野と地殻最上部を区切る地震基盤もイメージン
グされている．こうした情報や，既存の各種探査やボ
ーリングなどのデータも併せて解析して，図-7の地下
構造モデルを構築した19)．現在は，1923年関東地震以外
の海溝型地震にも適用可能なように，モデルの拡張と
チューニングを行っている20)．また，表層増幅率地図は
地形地盤分類図を利用して作られる．従来は1kmメッシ
ュの分類図が用いられていたが，同じく大大特プロジ
ェクトで250mメッシュの分類図が作成された（図-8）
21)
．.浅層地盤に関しては現在，ボーリング情報を活用
してＮ値50超（Ｓ波速度350m/s程度）の層や下総層の上

図-5 プレート上面の従来モデルによる震源過程インバージョ
ン結果（上）17），大大特モデルによるインバージョン結
果（中）16）とその三次元表示（下）．
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図-6 新インバージョン結果から求められた擬似動的震源モデル18)．

とボクセル有限要素法を用いた長周期の強震動シミュ
レーションを行っている 18)．その中間結果の一例を
図-9 にスナップショットで示した．

図-7 地下構造モデル19)と関東地震のアスペリティ．

図-8 首都圏の250ｍメッシュ地形地盤分類図21)．

3. 長周期シミュレーションの中間結果

図-9 1923 年関東地震による強震動の長周期シミュレーショ
ン（地震発生後 10, 20, 30秒のスナップショット）．

図-5 の新震源過程モデル，図-7 の地下構造モデル
4
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図-10 東京・本郷におけるシミュレーションと観測の比較
（上：波形，下：応答スペクトル）．応答スペクト
ルの点線は南北成分．

4. 今後の予定
本郷の5秒以上の波形も再現されるように，シミュレ
ーションで使った構造モデルを用いてグリーン関数を
再計算して，震源過程インバージョンをやり直し，そ
の結果を基に震源の再モデル化を行う予定である．ま
た，最近開始した短周期側のシミュレーションも本格
化させて，年度末には関東地震の再現波の第一版を提
案したいと考えている．
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超高層建築のエネルギー応答性状とＰ−Δ効果

山崎 真司 1・見波 進 2
1首都大学東京

教授 都市環境学部（〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1）
E-mail:yamazaki@arch.metro-u.ac.jp

2首都大学東京

助手 都市環境学部（〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1）
E-mail:minamis@arch.metro-u.ac.jp

高さ60ｍを超える既存の鋼構造超高層建築について平均的な特性を有する構造モデルを考え，長周期地
震動を受けたときのエネルギー応答性状および動的Ｐ−Δ効果の影響について検討した．本検討結果より
全体的な応答の傾向を考察することが出来るが，詳細な検討を行うためには個々の建物に応じて適切にモ
デル化された復元力特性を用いて部材レベルの応答解析を行う必要がある．部材の復元力特性および限界
エネルギー吸収量については不明な点が多く，解析モデルの設定および解析結果の評価について精度を上
げるためには，多数回の塑性繰り返しを受ける部材および接合部の終局挙動に関する研究が必要である．

1. はじめに
本稿は，日本建築学会「東海地震等巨大災害への対応
特別調査委員会」建築構造物小委員会超高層建物ＷＧで
行っている検討の一部を報告するものである．
高さ60ｍを超える既存の鋼構造超高層建築について平
均的な特性を有する構造モデルを考え，長周期地震動を
受けたときのエネルギー応答性状について検討する．ま
た，動的Ｐ−Δ効果による不安定応答が発生する条件に
ついて考察する．
図-1 建物高さ H と１次固有周期 T の関係

2. 建物モデル

1)

高さ 60m を超える鋼構造高層建築の平均的な建物モ
デルを考える．
鋼構造高層建築について，建物高さ H と１次固有周
期 T の関係，１次固有周期T と設計せん断力係数D D の
関係を図-1，図-2 に示す．
図-1 より，近似的に次の関係が成り立つ．

T

0.025H

(1)

平均高さは４ｍあるので，階数を N とすれば，

T

0.025H  4N

0.1N

(2)
である．また，図-2 より，平均的に次の関係が成り立つ．

DD

0.3
T

(3)

1
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図-2 １次固有周期 T と設計せん断力係数D D の関係

3. エネルギー応答 1),2)
エネルギースペクトルの大きさと応答累積塑性変形倍
率の関係を求める．
層の累積塑性変形倍率の値を第１層で代表させるとす
れば，以下の関係式が成り立つ 2) ．

VD

gTD 1
2J K
1 1 1
2S
N1

(4)

VD

1
V
1  3h  1.2 h E

(5)

(a) 柱降伏型（a=0.31）

ここで， VE ：総エネルギー入力の速度換算値，
VD ：損傷に寄与するエネルギー入力の速度換算値，
h ：減衰常数， T ：固有周期， D1 ：第１層の降伏せん
断力係数， K1 ：第１層の累積塑性変形倍率
各層の質量がほぼ等しく，各層の降伏層間変位がほぼ
等しい多層建築の場合， N1, J1 は，次式で評価できる．
(6)
N1 0.52N
(7)
J1 aN

(b) 梁降伏型（a=0.16）

ここで， N ：建物層数， a =0.31（梁降伏型），0.16
（柱降伏型）
なお，損傷集中が無く全層の累積塑性変形倍率が等し
いと仮定したときは， a =0.64 である．
また，近似的に次式が成り立つ．

D1 D D  b

0.3
b
T

図-３

表-1 地震波一覧
地震波名

巨
大
地
震
共
通
検
討
波

2.0 程度の値である．
以上の関係式より， VE と K1 の関係が N を含まない形
で表される．

K1

2
°§
½° 0.52
VE
2S ·
¸¸  1¾

®¨¨
°̄© 1  3h  1.2 h 0.3bg ¹
°¿ 2a

(9)

K1

TS-TOK-NS

地 点

256
244

みなとみらい

499

東海

新宿

143

KH-STY-NS

新豊洲

89.9

KH-YKH-NS

横浜

127

TS-YKL-NS
KH-SNJ-NS

C-SAN-EW

東海・ 三の丸

186

A-NST-EW

東南海 名古屋駅

117

A-SJB-EW

水上出張所

187

大阪管区気象台

68.3

西大阪

69.3

大阪・福島

92.8

HS18-OSK005-NS

K-NET 大阪

88.5

HS18-OSKH02-EW

KiK-net 此花

57.9

HS18-FKS-NS

VE と K1 の関係を図-3 に示す．図中の実線は式(8)の b
を 1.5 とした場合，点線は b を 2.0 とした場合である．
図-3 より， VE が 100cm/s 以下では，部分的に塑性ヒ

496
東京・気象庁

南海

KK-WOS-EW

(10)

最大加速度
2
(cm/s )
510

関東

KK-OSA-NS

h =0.02 とすると，次式が得られる．

§ VE ·2 ½ 1
¸  1¾
®¨
¯©57.5b ¹ ¿3.85a

震 源

標 El Centro NS （50cm/s）
準 Taft EW （50cm/s）
波 Hachinohe EW （50cm/s）

(8)

b は降伏せん断力と設計せん断力の比で，通常 1.5〜

2
°§
½° N
2S ·
1
¨
¸


V
1
®¨ D
¾
¸
gT
D
J
2
°̄©
°¿ 1
1 ¹

VE と K1 の関係

南海

る．例えば，梁の累積塑性変形倍率と層の累積塑性変形
倍率との比は平均的には 1.5〜2 程度であると思われる．
実際の骨組では同一層の各梁においても塑性化の進行程
度が異なることから，早期に塑性化する箇所ではこの比
は 2 以上になると想定される．部材の累積塑性変形倍率
の限界値は，細長比，幅厚比，仕口詳細，鋼材の性質等
によって大きく変動する．
既存の超高層建築の設計で標準的に用いられていた地

ンジが生じても層の降伏耐力(全塑性耐力)には達しない
程度の応答であることが予想される．
図-3 の縦軸 K1 は層の累積塑性変形倍率であることに
注意する．部材の累積塑性変形倍率と層の累積塑性変形
倍率との比は柱，梁，パネルゾーンの剛度に基づき定ま

2
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図-4 エネルギースペクトル

3
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図-5 エネルギースペクトルから求めた層の累積塑性変形倍率（梁降伏型）

4
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達したときを考えると，図に示す E D1 は水平振動によ
り構造物に入力するエネルギーに対応し， E P' 1 は位置

震波および日本建築学会「東海地震等巨大災害への対応
特別委員会」で共通に用いる地震波（表-1 参照）につい
て，エネルギースペクトルを図-4 に，各固有周期に対す
るエネルギースペクトルの大きさを用いて上述の方法に
より K1 を求めた結果を図-5 に示す．ここで，骨組の崩

エネルギーの変化により構造物に入力するエネルギーに
対応する．水平振動により構造物に入力するエネルギー
は，固有周期が同一であれば復元力特性によらず一定で
あるので 2)，降伏後の勾配が負になっても水平振動によ
り入力するエネルギーは変わらない．従って，Ｐ−Δ効
果により構造物の損傷に寄与するエネルギーが， E P' 1

壊型は梁降伏型とし，また式(8)のb の値は 1.5 とした．
図-5 により，各地震波に対する標準的な超高層建物の損
傷の程度が予測できる．

に相当する量だけ増加する．
以上のように，Ｐ−Δ効果は応答変位の一方向への偏
りと損傷に寄与する入力エネルギーの増加をもたらす．
また高層建築の場合には，Ｐ−Δ効果により損傷に寄与
するエネルギーが構造物の下層部分に集中する現象が生
じる場合がある（4.(5)参照）．

4. Ｐ−Δ効果
(1) 弾塑性応答におけるＰ−Δ効果
図-6 のような１質点系モデルを考える．Ｐ−Δ効果を
無視したときの水平変位 G と水平力 Q の関係が図-7 の実

(2) Ｐ−Δ効果が層の復元力特性に及ぼす影響
整形な超高層建物を対象として，Ｐ−Δ効果が層の復
元力特性に与える影響を簡単なモデルを用いて考察する．
a）建物モデル

線のようであるとする．Ｐ−Δ効果は図-7 に１点鎖線で
示す様に負の剛性を持つばねで表すことが出来る．この
勾配を  kP ' とすると， kP' は近似的に次式で与えられ
る．
(11)
kP' mg / l
ここで， m ：質量， g ：重力加速度， l ：質点の高さ．

質量が高さ方向に一様分布で１次固有モードが直線で
あるとする．図-9 で Base のモーメント M1 と回転角M の
関係を M1 KM とする．Base に関する質量慣性２次モ

質量が水平に G 移動したときの鉛直方向変位を GV と
すると，水平移動に伴い位置エネルギー mgGV が解放

ーメント I は，総質量を M ，高さを H とすれば，

I

される（図-6）．この解放されたエネルギーは構造物に
入力する．これがエネルギーの視点から見たＰ−Δ効果
であり，この効果が上記の負の剛性を持つばねによって
表される．
Ｐ−Δ効果を考慮したときの Q  G 関係を図-7 で破線

れる．

T

で示す．超高層建築では，全塑性耐力に達した後の復元
力特性の勾配がＰ−Δ効果により負になる可能性がある
（4.(2)参照）．復元力特性の勾配が負になると，弾塑性
応答において一般に次のような傾向が現れる．
）応答変位が正または負の片側に偏る．他の条件を同
一とすると降伏後の負勾配の絶対値が大きくなるほど偏
りの傾向が強まる．
）前述のように水平変位に伴い位置エネルギーが解放
され，このエネルギーが構造物に入力する．応答が完全
に片側に偏った場合を想定し，応答変位が図-8 のＡ点に

図-6 １質点系モデル

MH 2 / 3 であるから，固有周期 T は次式で与えら
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MH 2
3K

また, Base のせん断力を Q1 とすれば, Q1

(12)

3M1 / 2H

であるから， Q1 とM の関係は次式となる．

M

T2
Q1
2
2S HM

(13)

b）建物最下層部におけるＰ−Δ効果剛性 1)
最下層の弾性水平剛性K E は式(13)より，

図-7 復元力特性

5

2S

KE

Q1
hM

2S 2 HM
T 2h

(14)

図-8 骨組に入力するエネルギー

ここで， h ：層高さ
Ｐ−Δ効果剛性 K P' は， K P' Mg / h であるから，
K P' と弾性剛性K E の比は次式となる．

K P'
KE

ーは実線と x 軸で囲まれた面積であるから，このときの
E D は次式で与えられる．

ED

2

gT
2
2S H

(15)

1
1 T cr 1 D
Qp x p
2
T cr  D

式(18),(19)より， Tcr とK の関係を表す次式が導かれる．

式（1）の関係を用いれば，

K P' /K E

(19)

4

3u 10 H

K

(16)

1 T cr 1 D
2(T cr  D )

(20)

式(20)をTcr について解けば次式得られる．

となる．(16)式による H と K P' / K E の関係を図-11 に示
す．通常の鋼構造ラーメン骨組では全塑性状態での層剛
性と弾性剛性との比 K P / K E は，0.02〜0.05 程度である

2KD  1 D
2K  1 D

Tcr

ので，高層建築の場合全塑性状態ではＰ−Δ効果により
復元力特性の勾配が負になる可能性がある．

(21)

安定比 W を次式で定義する．

W

T / Tcr

(22)

(3) 安定比
１質点系弾塑性モデルを考える．復元力特性は Bilinear 型とし，Ｐ−Δ効果を考慮しないときの弾性剛性
を kE ，塑性剛性を Dk E とする（図-12）．

式(21)を用いれば， W は次式で表される．

Ｐ−Δ効果の指標として，次式で定義される安定比 T
が用いられている 4)．
(17)
T kP' / k E

安定比 W は振動系の性質（ D と T ）と入力の大きさ
（K ）からなる指標で，振動系を固定して考えれば入力

W

E D / Qp x p

(23)

W 1のとき，応答は必ずしも図-12 のＦ点に達するとは
限らない．Ｆ点に達するのは塑性変形が完全に片側に偏
った場合であり，一般には最大変位は図-12 のＦ点の変
位以下となる．弾塑性地震応答におけるＰ−Δ効果の影
響を表す指標として安定比が有効であることが確認され
ている 3)．

(18)

ここで， Qp ：降伏強度， x p ：降伏変位（図-12 参
照）
振動系は，その復元力が 0 になるときをもって崩壊と
する．崩壊状態のひとつとして，応答における塑性変形
増分が完全に一方向のみに累積し，地震終了時に復元力
が 0 になる場合を考える．図-12 において，実線がＰ−
Δ効果を考慮したときの復元力特性を表しているとすれ
ば，上記の場合は地震終了時に復元力は図中の F 点に
達している．このときの T を Tcr とする．吸収エネルギ

図-9 建物モデル 図-10 層せん断力と層間変

2K  1 D
2KD  1 D

の大きさを表す指標であり，入力を固定して考えればＰ
−Δ効果剛性（ kP' ）の大きさを表す指標である．

ひとつの地震動に対して，この系に入力する水平振動
エネルギーのうち，損傷に寄与する量を E D とし， E D
を次式による累積塑性変形倍率 K で表す．

K

T

(4) せん断型弾塑性応答におけるＰ−Δ効果
第１層の安定係数 T1 は，式（15）より，

T1

gT 2
2
2S H

(24)

第１層の限界安定係数 Tcr1 （応答が完全に一方向に偏
ったときその層で吸収出来るエネルギーと層に入力する

図-11 建物高さ H と

位の関係

6
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K P'
KE

の関係

図-12 崩壊状態

(5) 梁降伏型骨組における下層部の変形集中 3)，5)
a）変形集中領域における安定比

エネルギーが等しいという条件を満たすときの安定係数
の値）は，次式で与えられる．

Tcr1

2K1D  1 D
2K1  1 D

Ｐ−Δ効果による不安定応答のひとつに，梁降伏骨組
の下層部に変形が集中して崩壊至る現象がある 5)．この
現象が生じる条件と安定比の関係について考察する．
多層多スパン骨組から１本の柱と両側に反曲点までの
長さの梁を持つモデルを取り出して考える（図 13(a)参

(25)

ここで， K1 ：第１層の累積塑性変形倍率（第１層に
入 力 す る エ ネ ル ギ ー の 大 き さ を K1 表 す ） ，
D K1P / K1E （塑性勾配と弾性勾配の比）
第１層の安定比 W 1 は次式で与えられる．

W1

照）．柱は柱脚以外は降伏しないものとする．
変形集中領域の層数は次式を満足する最小の nb であ
る 5)． nb が存在しない場合変形集中層は存在しない．

T1
2K  1 D
T1 1
T cr1
2K1D  1 D
gT 2 2K1  1 D

2S 2 H 2K1D  1 D

me g t
(26)

ここで，

K1 と VE の関係を表す式（10）と式（1）を用いれば，
式（26）より， W 1 は VE と H を変数として表すことが

S 2 EI c
(nb l)

2



2D g kg
l

(27)

EI c ： 柱 の 曲 げ 剛 性 ， D g kg ： 梁 の 降 伏 後の

dMg /dT g （図 14(b)参照）， me ： nb /2 層から頂部までの

出来る．
W 1 =0.5 またはW 1 =1.0 となるときのVE と H の関係を図

質量の総和．

下層部に変形が集中する骨組の応答性状を，等価な一
13 に示す．なお，ここではせん断型モデルであるので， 層モデル（代表層）を用いて考察する．変形モードを図
a =0.16，b =2.0 と仮定した．
15 のように折線で近似し，変形集中層の挙動を代表層
W 1 d 0.5 のとき，Ｐ−Δ効果は少ないと考えられる の挙動で表すことにする．代表層の荷重変形関係が図
16 のようであるとする．代表層の復元力およびＰ−Δ
ので，図-13 の上の図はＰ−Δ効果を考慮すべき限界時
のVE と H の関係である．
効果剛性 k P'e はそれぞれ第１層から第 nb 層までの復
W 1 1.0 のとき，Ｐ−Δ効果により応答が発散する可
元力およびＰ−Δ効果剛性の平均値とする．
代表層の安定係数 Te は次式で定められる．
能性がある．
(28)
Te kP' e / k Ee
変形集中領域で吸収する歪エネルギー E De の系全体
で吸収する歪エネルギー E D に対する比を [ とする．
(29)
E De [E D
代表層の累積塑性変形倍率Ke は，次式で表される．

Ke

E De
2
nb QPe / kEe

[E D
2

nb QPe / k Ee

(30)

代表層について，塑性勾配係数D （図 16 参照），安
定係数 Te ，累積塑性変形倍率 Ke を，それぞれ式(23)の
D ， T ， K に代入すれば，代表層の安定比 W e が得られ
る．

W e Te

図-13 Ｐ−Δ効果（せん断型モデル）
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2K e  1  D
2KeD  1  D

(31)

I g lg

ここで k g

Ic l

（梁と柱の剛性比）

式(32)，(33)，(34)より

S

nb t

(a)検討用モデル

(35)

2

V c Oc E  12D g k g

式(35)を満たす最小のが変形集中層数である．鋼構造高
層建築の典型的な値として，たとえば

(b)梁の材端モーメントと
回転角の関係

V c =98MPa(1.0t/cm2)， Oc =20，D g =0.03， k g =0.2 を代入

図14梁降伏型骨組モデル

すれば， nb ! 9.1 となり，変形集中層数は 10 である．
c) VE ， H とW e の関係
式(31)をK e について解くと，

図15変形モード

Ke

図16代表層の荷重変形関係

b) 変形集中層数

S
2D g K g l
me g

2
EI c / l
EI c

§ W eD ·
¨¨1 
¸
T e ¸¹
©

VD を用いて次式で表わされる．

Ke

(32)

Mk Ee[ 2
VD
2
2nb Q pe

(36)

Q pe ， k Ee を第１層での値 Q p1 ， k E1 で代表させること

変形集中領域の中央の層の柱梁断面性能が変形集中層
の柱梁断面の平均であると仮定する．中央の層の柱軸応

にすれば， Q p1

力度をV c ，柱断面積を Ac ，柱細長比を Oc と仮定すれ

るので，式(36)より次式が得られる．

V c Ac ， I c l

ば， me g

me g
EI c l 2

2

VD2

2

Ac Oc であるから．

V c Ac
2
EAc Oc

V c Oc 2
E

Ke

2S 2 HM
と表され
T 2l

nb g 2T 2D12l
S 2 H[

(37)

き換えれば安全側である．
式(1)，(5)，(8)，(24)，(35)，(37)より，W e 定めればVe
と H の関係が得られる．

6 EI g l g であるから

2D g K g l

2D g 6 EI g l g

12D g I g l g

EI c

EI c l

Ic l

12D g k g

MgD1 ， k E1

式(35)において，代表層のT e を第１層の安定比T1 で置

(33)

中央の層の梁の断面２次モーメントを I g ，梁長を l g と
すれば K g

(35)

K e は損傷に寄与する入力エネルギーの速度換算値

平均的な建物モデルの場合の変形集中層数の概算値を
求める．
式(27)を変形すれば，次式が得られる．

nb t

·
1 §We
¨¨  1¸¸ 1  D
2 © Te
¹

W e を 0.5 と 1.0 とした場合のVE と H の関係を図 17 に
示す．図 17 において，以下の値を仮定した．
b =1.5（梁降伏型）
[ =0/8

(34)

nb

10

D =0.0, 0.02, 0.05 (梁材の塑性剛性と弾性剛性の比)
8
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日本建築学会「東海地震等巨大災害への対応特別委員
会」で共通に用いる検討用地震波が入力したときに想定
される層の累積塑性変形倍率を求めた．また，Ｐ−Δ効
果の影響を考慮すべき限界時のエネルギースペクトルと
建物高さとの関係を求めた．
本検討結果より全体的な応答の傾向を考察することが
出来るが，建物架構は個々で特徴を有しており，詳細な
検討はそれぞれの建物に即したモデルを用いなければな
らない．終局耐震性能を検討する際の応答解析法は設計
で用いられているような等価せん断型モデルを用いた方
法では不充分で，適切にモデル化された復元力特性を用
いて部材レベルの応答解析を行う必要がある．部材の復
元力特性および限界エネルギー吸収量については不明な
点が多く，解析モデルの設定および解析結果の評価につ
いて精度を上げるためには，多数回の塑性繰り返しを受
ける部材および接合部の終局挙動に関する研究が必要で
ある．
参考文献

図-17 Ｐ−Δ効果（梁降伏断型モデル）

1）動的外乱に対する設計−現状と展望−，日本建築学会，
pp.212-217，1999
図-13 の場合と同様に，図-17 の上の図は梁降伏の進行
2）秋山宏：エネルギーの釣合に基づく建築物の耐震設計，技
に伴う下層部の変形集中を考慮すべき限界時の VE と H
報堂出版，1999
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3）山崎真司，遠藤和明：弾塑性地震応答におけるＰ−Δ効果
と安定比，日本建築学会構造系論文集，No..527，pp.71-78，
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2000.1
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変形集中現象，日本建築学会構造系論文集，No.483，pp.51-60，
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既存の鋼構造超高層建築を対象として，エネルギー応
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海溝型巨大地震の地震動に対する
免震構造建物の応答特性
田村
1清水建設株式会社

和夫1・竹中

康雄2

技術研究所（〒135-8530 東京都江東区越中島3-4-17）
E-mail:tamkaz@shimz.co.jp

2鹿島建設株式会社

小堀研究室（〒107-8502 東京都港区赤坂6-5-30）
E-mail:takenaka-yasuo@kajima.com

本報告では、代表的な海溝型巨大地震による堆積平野上での種々の地震動に対する、長周期構造物とし
ての免震構造建物の応答特性を検討した。具体的には、地震動指標やスペクトル特性の検討、および多質
点系振動モデルを用いた地震応答解析を行った。これにより、各地震動に対する免震層の応答変形、上部
構造の層せん断力係数・層間変形角、および総入力エネルギーなどが得られ、長周期成分の卓越した上記
地震動に対する免震構造建物モデルの応答の傾向を把握できた。

1. はじめに

80
PGA:PGV=2:1

70
最大速度（cm/s）＜PGV＞

免震構造は、地震動の主要な周期成分よりも構造シス
テムを長周期化することで、応答加速度を低減させよう
とする構造である。一方、これに対し大規模な海溝型地
震によって厚い堆積地盤上で長周期成分が卓越する継続
時間の長い地震動が発生する可能性が指摘されている。
本報告では、このような長周期成分の卓越した地震動
として提供された代表的海溝型地震による地震動波形を
用いて、免震構造建物の応答特性を検討した結果を紹介
するものである。

PGA:PGV=5:1

60
50

PGA:PGV=10:1

40
30
20
10
0
0

100 200 300 400 500 600 700 800
最大加速度（cm/s2）＜PGA＞

図-1 提供地震動の最大加速度と最大速度の関係

2. 提供地震波の特性

とh=0.15の応答スペクトル、およびエネルギースペクト
ル（h=0.10）を図-2と図-3にそれぞれ示す。なお、比較
提供された地震動のうち、各地震・地点毎に選択され
のため、同図中では従来設計検討で多用されてきた
た地震動について（第3章・表-１の共通波）、最大加速
ElCentro NS 1940, Taft EW 1952, Hachinohe NS 1968を最
度振幅（PGA）と最大速度振幅（PGV）の関係を図-1に示
大速度が50cm/sになるように規準化したもの、および告
す。こ図より、最大加速度はいずれも500cm/s2以下、最
示波（Hachinohe 位相を用いた模擬地震動）についても
大速度は70cm/s以下になっており、従来の設計で通常想
示している。これらによると、減衰定数h=0.05の応答ス
定されていた地震動レベル程度以下になっている。ただ
ペクトルでは長周期で高いピークを有するものがあるが、
し、最大加速度と最大速度の比は2〜5程度の範囲のもの
h=0.15の場合には、このピークがつぶれる傾向がみられ
が多く、長周期成分が卓越していることを反映している。 る。これは、正弦波的な波形により応答が共振に近い状
態になる場合に、減衰増大による応答低減の効果が大き
(2) スペクトル特性
くなることと関係付けて考えることができる。また、エ
上記波のうち4波（関東地震の横浜みなとみらい地区、 ネルギースペクトルにも長周期で高いピークを有するも
東海地震の新宿、東海・東南海地震の名古屋三の丸地区、 のがある。このピーク値は最大速度50cm/sで規準化した
南海地震の大阪管区気象台）について、減衰定数h=0.05
既往波のものより大きな値となっている。即ち、同程度
(1) 最大振幅
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までの間）毎に最大値を求め、その分布を変位レベルと
超過回数の関係で表し図-3に示す。周期3秒で減衰定数
h=0.1の場合には、この周期成分の卓越している三の丸
波では、20cmを超える変形が約50回、40cmを超える変形
が約20回と、大振幅が多数回繰り返されている。一方周
期4秒の場合および周期3秒でh=0.3とした場合には、超
過回数が大幅に低減されている。

の最大速度振幅にもかかわらず、長周期地震動の方がエ
ネルギースペクトル値が大きくなっている。これはこの
周期成分の波が長い時間継続することを反映している。
(3) 1自由度系の応答変形繰返し数
応答変形の繰返し数をみるために、弾性1自由度系の
応答変位波形から半サイクル（応答変位が0から0になる

（a）速度応答スペクトル(h＝0.05)

（b）速度応答スペクトル(h=0.15)

（c）エネルギースペクトル(h=0.1)

図-2 応答スペクトルとエネルギースペクトル（上段が提供波（長周期地震動）、下段が既往波）
三の丸

横浜

三の丸

横浜

三の丸
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大阪

80

40
20
0

80

60
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（a）T=3.0sec, h=0.1
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（b）T=4.0sec, h=0.1
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40 50

最大変形 (cm)

（c）T=3.0sec, h=0.3

図-3 弾性 1 自由度系の応答変形の振幅と超過回数（半サイクル）の関係

2

30

60

3. 免震構造建物の地震応答解析

建物は、当時の余裕度検討を想定した標準既往波を最大
速度75cm/sに拡幅した地震動に対して過大な応答になら
ないことが確かめられたモデルとなっている。図-4およ
び以下に、設定した検討用モデルの概要を示す。

(1) 免震建物の年代別特徴
免震建物がわが国に実現してから約20年となるが、短
い間にも免震構造技術の発展、新たな免震部材の開発あ
るいは規制面での変遷があり、これに伴って免震建物の
有り様も変化してきている。そこで、この20年間を第１
期から第４期の４つの年代に分けてそれらの特徴を整理
し、年代別の標準的な免震建物を想定した検討用免震建
物モデルを設定した上で、共通波を中心とした地震動を
入力した地震応答解析を実施した。

12.0

1.4×1.0

1.8

Ｗ1

Ｗ2

B2

B1

1.8 1

1.6+3.0×5=16.6

2.0+3.0×15=47.0

■第 1 期（ 〜1988 年）
建物絶対数少なく、一般建物への適用がごく少数の
ためここでは対象外とする。
■第 2 期（1989 年〜1994 年）
５階建てモデル、塔状比 0.40、天然ゴム系積層ゴ
ム （ NRB ） ＋ 鋼 棒 ダ ン パ ＋ 鉛 ダ ン パ 、 免 震 周 期
Tf=2.94sec、ダンパ降伏せん断力係数αs=0.05、NRB は
φ800（G4.5、ゴム総厚さ 16cm、平均長期面圧 65
○第１期 草創期
〜1988年
kgf/cm2）、水平クリアランス 40cm、CB＝0.165
先駆者による免震建物、大手ゼネコン等の自
社施設への適用、天然ゴム系積層ゴム＋別置きダンパ、 ■第 3 期（1995 年〜1999 年）
ゴム材料 G4.5 と G6 が主流、超高層建物と同じ入力地
15 階建てモデル、短辺と長辺の２モデル、塔状比
震動の考え方（既往波 25、50cm/s）、設計用ﾍﾞｰｽｼｱは短辺 3.9、長辺 1.2、鉛入り積層ゴムφ1100（G4、ゴ
係数 CB＝0.15 以上（CB＝0.20 の 75%以上）、免震シス
ム総厚さ 20cm、平均長期面圧 95 kgf/cm2）、水平クリア
ランス 50cm、設計用ﾍﾞｰｽｼｱ-係数 0.130
テムの BCJ 研究委員会による審査
○第２期 阪神・淡路大震災前
1989年〜1994年
BCJ 免震構造安全評価指針（1989 年）、免震構
造設計指針初版（1989 年）、余裕度検討の義務的実
施、免震層有効利用可、免震分譲集合住宅、中間階免
震、CB＝0.15 以下可能、免震システムの BCJ 研究委員
会による審査不要化、日本免震構造協会設立（1993
年）、免震構造設計指針第 2 版（1993 年）
○第３期 阪神・淡路大震災後
1995年〜1999年
1995 年阪神・淡路大震災、適用物件の劇的増
加、用途の多様化、免震システム多様化進展、ゴム材
12.0
12.0
料 G4 が主流、積層ゴム高面圧、低摩擦支承や直動転
(a) 第 2 期免震建物
(b) 第 3 期免震建物短辺
がり支承など長周期化の傾向、各種標準模擬地震動
（BCJ 波、臨海波、横浜波、大阪波）
C1
C2 
○第４期 建築基準法改正後
2000年〜現在
免震告示（平 12 建告 2009 号）による大臣認定
小梁：350×600
不要ルート創設、免震部材を指定建築材料に指定（平
スラブ：180
G2
G1
Ⓐ
12 建告 1446 号）、告示波・サイト波３波＋標準既往
波３波（BCJ 方法書）、余裕度検討不要、免震構造設
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
計指針第３版（2001 年）、超高層建物への適用本格
①
②
③
④ .39.0 ⑤
⑥
⑦
化。
(c) 平面図（共通）
平面図
図-4 検討対象免震建物モデル

(2) 検討用免震建物モデルの設定
免震構造設計指針（文献１）における免震建物アンケ
ート調査等に基づき年代ごとの標準的あるいは平均的な
免震建物を想定して検討用免震建物モデルを設定した。
但し、第1期免震建物は対象外とした。上部構造のモデ
ルは「コンクリート構造物の応答制御技術委員会報告書
（文献２）」における５階建ておよび１５階建ての弾塑
性モデル諸元を参考にしている。第2期および第3期免震

■第 4 期（2000〜現在）
免震システムや上部構造など極めて多様化してきており、
実際の免震建物を参考に複数の免震建物モデルを作成し検
討を行いつつある。
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(3) 地震応答解析結果
設定した検討用免震建物モデルを対象に、表-1に示す
地震動(各研究者により作成・提供された地震動、告示
波（平12建告1461号、極めて稀に発生する地震動）、お
よび2003年十勝沖地震で観測された苫小牧波)を入力し
た地震応答解析を実施し、第２期および第３期の標準
的・平均的な免震建物の応答がどの程度であるかを検討
した。また、大阪市福島地点を対象に、上記の波以外の
提供波も対象として地震応答解析を行い、地震動の評価
者や評価方法によって免震建物応答がどの程度変動する
かについても検討した。
解析ケース数が多数に及ぶので、地震および地点によ
り以下の４ケースに分け、図-5 から図-8 に、第２期お
よび第３期免震建物の最大水平変形、最大層せん断力係
数および最大層間変形角を、それら応答値の目安となる
水平クリアランス、設計用せん断力係数および層間変形
角 1/200 と比較して示した。

大な水平変形、積層ゴム引張り、擁壁への衝突、上部構
造の過大な層間変形などに注目して、これらの応答解析
結果を見ると、問題となる応答値が見られたのはごく一
部に限られている。すなわち、東海・東南海地震／名古
屋三の丸波における第２期免震建物の応答は、免震層水
平変形がここで設定した水平クリアランスを超えており、
擁壁との衝突が生じる可能性があること、上部構造の塑
性化が見られることが判った。これは三の丸波の卓越周
期約３秒と免震周期 Tf=約 3 秒とが近接し、共振状態に
陥ったのが原因と考えられる。その他の共通波による免
震建物応答には告示波による応答を上回るものも見られ
るが、目安値を超える過大な応答となるものは殆どない。
また、苫小牧波の応答も免震建物の等価周期が５秒以下
のため大きな応答となっていない。免震建物に入力され
た総エネルギー量の速度換算値（表−2 参照）では、告
示波による値を超えるものは比較的少ない一方、三の丸
波による値はかなり大きい結果となっており注目される。
また、南海地震等における大阪市の福島地点にて評価
された共通波以外を含む提供波の免震建物応答解析結果
比較を図-9 に示す。地震動の評価者・評価方法により
免震建物応答値がかなり変動することが判った。

・ 東海地震／東京・横浜地点
・ 関東地震／東京・横浜地点
・ 東海・東南海地震／名古屋地点
・ 南海地震／大阪地点
免震建物の安全性にとって問題となる、積層ゴムの過

表-1 免震建物応答解析に用いた地震動一覧
地震

作成者

地点

関東

佐藤・壇

東海

土方・他

みなとみらい

成分 深さ位置
略称
NS 地表
TS-TOK-NS
NS 工学的基盤 TS-YKL-NS

新宿

NS

地表

KH-SNG-NS

新豊洲

NS

地表

KH-STY-NS

NS

東京・
気象庁

中部地方整備局 三の丸

EW

愛知県建築住宅 名古屋駅
センター
水上出張所

EW

KH-YKH-NS
地表
工学的基盤 C-SAN-EW
A-NST-EW
地表

横浜
共通波

東海・
東南海
南海

釜江・入倉

南海

関口・他

*1

告示波 JSCA（HACHINOHE位相）
観測波 2003年十勝沖
*2

関口・他

*3

EW

地表

A-SJB-EW

大阪管区気象台 NS
EW
西大阪

地表

KK-OSA-NS

地表

KK-WOS-EW

福島
K-NET大阪

EW

地表

HS18-FKS-EW

EW

地表

HS18-OSK005-EW

KiK-net此花

NS

地表

HS18-OSKH02-NS

K-NET苫小牧

NS

工学的基盤 JSCA-HA
TOMAKOMAI-NS
地表

福島

EW

地表

HS1-FKS-EW

関口・他
釜江・入倉

福島

EW

地表

HS8-FKS-EW

福島

NS

地表

KAMAE-FKS-NS

鶴来・他

福島

NS

地表

TSU-NNK-FKS-NS

福島

NS

地表

TSU-TNK-FKS-NS

NS
東南海・南海連動 鶴来・他
福島
*1 震源時間関数のフーリエスペクトルが平均に最も近いモデルによる

地表

TSU-TNN-FKS-NS

共通波 南海
以外の
提供波
東南海

鶴来・他

*2 大阪から見た震源時間関数のピークが最大になるモデルによる
*3 震源時間関数のフーリエスペクトル振幅が0.1−0.3Hzの範囲で大きいモデルによる
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図-5 東海地震／東京・横浜地点における免震建物応答
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図-6 関東地震／東京・横浜地点における免震建物応答
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図-7 東海・東南海地震／名古屋地点における免震建物応答
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図-8 南海地震／大阪地点における免震建物応答
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表-2 免震建物総入力エネルギーの速度換算値(cm/s)
第 2 期免震建物
第 3 期免震建物
76〜148(横浜)
118〜198(新宿)
125(気象庁)
115〜117(気象庁)
148〜422(三の丸)
128〜347(三の丸)
34〜140(大阪管区気象台)
25〜157(大阪管区気象台)
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72
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東海地震／東京・横浜
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図-9 共通波以外を含む免震建物応答比較（南海地震等／大阪市福島地点）

4. 考察と検討課題

では、特に留意して個別に安全性の検証がなされる必要
がある。また、応答結果に地震入力エネルギーの速度換
算値を示したように、ダンパーが吸収するエネルギー量
が非常に多いケースも見られ、注意が必要である。他方、
応答値が目安値を超え、擁壁との衝突などが生じるから
といって、そのまま倒壊などの大被害を被るわけではな
い。このような免震建物極限挙動の解明も課題の一つで
ある。
一方、入力地震動の取り扱い方についても検討が必要
である。即ち、提供された地震動には、それぞれ海溝型
地震の震源特性やサイト周辺の地盤特性が反映されてい
るが、卓越周期やその周期成分の大きさの精度・ばらつ
きがどの程度かによって、構造物の応答値が変動する。

前章の結果より、厚い堆積地盤で増幅した長周期成分
が卓越した地震動との共振状態に陥った場合や、大規模
地震の震源域にある場合などでは、第１、2 期免震建物
などで水平クリアランスが小さい場合には、厳しい応答
となる恐れがあるが、それ以外の場合は平均的な免震建
物における被害はほとんどなく免震構造としての機能を
保持するものと考えられる。しかし、ここでの検討モデ
ルは年代別の平均的な免震建物であるため、免震層水平
クリアランスがより小さい建物、軟弱地盤の敷地に建設
されたもの、あるいは積層ゴムの座屈やせん断破壊が懸
念される小サイズの積層ゴムが採用された免震建物など
7
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入力地震動を個々の震源とサイトにおける固有のものと
いう立場にたった場合には、この変動の程度が大きな問
題となる。例えば、大阪平野では周期5sec程度の成分が、
名古屋では3sec程度の成分が卓越しているが、この周期
の精度はどの程度なのか、またスペクトル形状がピーク
の先鋭な単峰型なのか、なだらかに変化するスペクトル
形状なのかなどにより構造物の応答値が変化する。この
ような地震動のばらつきを考慮したうえで、マクロ的・
包括的な安全性評価法を検討する必要があると考えてい
る。

5. おわりに
本報では、代表的海溝型巨大地震による地震動として
各研究者より提供されたデータを用いて、免震構造建物
モデルの応答解析を行い、検討した結果を紹介した。こ
こで対象としたような長周期成分の卓越した継続時間の
長い地震動に対しては、免震構造物の最大応答値だけで
なく、総入力エネルギーあるいは累積塑性変形量などの

観点からの評価も行うことが重要である。また、真の安
全性評価のためには、構造物の極限時の挙動解明が必要
となる。
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土木構造物部会の活動概要
昭彦1

西村
1正会員

ジェイアール総研エンジニアリング 代表取締役（〒185-0034 国分寺市光町2-8-38）
E-mail:nisimura@jrseg.co.jp

近い将来発生すると予想される海溝型巨大地震への対応をするため，土木学会において巨大地震災害へ
の対応特別委員会が設置された．そして，巨大地震によって発生する地震動が土木構造物に与える影響を
検討するため，委員会のもとに土木構造物部会が設置された．
本部会は多種類にわたる土木構造物についてＷＧを設置し，これらの既設構造物の耐震性能の設定，照
査法および耐震対策について検討し，検討例（対策を含む）の提示や今後の課題等について提言を行うべ
く活動している．その概要を報告する．

1. はじめに

震診断法の提示
② 耐震診断に基づく耐震対策法の提案
③ 耐震診断および耐震対策ガイドラインの作成

現在東海、東南海地震、南海地震など海溝型の巨大地
震の逼迫性が懸念されている。中央防災会議の専門調査
会は平成１５年４月に「東海地震対策大綱」を、さらに
同年１２月には東南海地震、南海地震に対する防災対策
推進地域を設定した。専門調査会の報告によれば、これ
らのプレート境界の巨大地震では、阪神・淡路大震災を
上回る強烈な地震動が広域にわたって発生し、住宅、公
共建物、道路、鉄道施設、各種ライフラインシステム、
臨海コンビナート施設等に甚大な被害が発生すること、
および津波による広範な沿岸地域に被害が拡大すること
が予想されている。このため、既存構造物と施設の耐震
診断と耐震補強を早急に実施し、さらに発災後の応急対
策と復旧・復興対策を速やかに策定することが求められ
ている。
このような情勢に対し、土木学会は平成７年の阪神・
淡路大震災に際し、被害調査と報告会の開催および報告
書の刊行や耐震基準と耐震補強など土木構造物の耐震性
向上のための基本方針の提言などを実施した経験を踏ま
え、海溝型の巨大地震に対して土木学会がとるべき対応
と社会に果たすべき役割について検討すべく巨大地震災
害への対応特別委員会が設置された。この委員会は８つ
の部会からなるが、その中の１部会として土木構造物部
会（耐震診断・耐震対策部会）が設置された。さらに，
海溝型の巨大地震によって発生するいわゆる長周期地震
動に対して長周期土木・建築構造物の耐震性の検討と耐
震診断，耐震対策法の検討を土木学会と日本建築学会が
共同で検討することとなり，本部会もそれに参加するこ
ととなった．
本部会の活動目的を示すと次のとおりである。
① 橋梁等土木構造物の動的応答、損傷度に基づく耐

２. 土木構造物の選定と検討方針
上記目的達成のための検討のフローチャートを図−
１に示す。この図に示す検討項目の詳細は次のとおりで
ある。
①各地域における代表的構造物の選定と地盤条件の設定
巨大地震の影響が大きいと想定される地域において
代表的な構造物を選定し、耐震性の照査を行う。
1) 地域
静岡、名古屋、大阪等
2) 代表的な構造物 橋梁（道路、鉄道）、港湾施
設、産業施設（処理場・地上タンクなど）、パ
イプライン、地下構造物、河川堤防、ダム等
3) 地盤条件の設定
選定した構造物の建設地点における地盤調査結果
や危険が想定される地盤条件等に基づいて設定
②構造物の現状評価とそれに基づく耐震性能の算定
【検討項目】
1) 変状や劣化等を評価した強度の推定法
2) 耐震性能の算定法・・・静的非線形解析（プッ
シュオーバーアナリシス）
【検討方法】
1) 現状把握のための調査法および耐震性能算定に
関する文献等調査
2) 現状の技術のまとめと課題の整理
3) 課題に関する検討
4) 現状把握のための調査法および耐震性能の
把握法の提案
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検討項目

代表的構造
物の入力地
震動の推定
（地 震 動 部
会 か らの 提
供波 ）

項目詳細

① 各 地 域 にお ける代 表 的 構
造 物 の 選 定 と地 盤 条 件 の
設定

構 造 物 ：道 路 、港 湾 施 設 等 の 代 表 的 構 造 物
地 盤 条 件 ：当 該 構 造 物 の 建 設 地 点 の 地 盤
選 定 地 域 ：静 岡 、名 古 屋 、大 阪

構 造 物 の 現 状 強 度 （変 状 等 ）の 測 定 法 の 検 討
耐震性能の 算定方 法の検討

② 構 造 物 の 現 状 評 価 とそれ
に基 づく耐 震 性 能 の 算 定

③ 構 造 物 の 動 的 応 答 と損 傷
度 の 算 定 、耐 震 対 策 （補 強 ）
の必要性の 検討

構造物の非 線形動 的解析法 の検討
損 傷 度 、残 存 強 度 の 算 定 法 の 検 討
上 記 結 果 に基 づく耐 震 診 断 方 法 の 検 討

④構造物の 種別毎 の耐震対
策法の検討

効 果 的 な耐 震 対 策 法 の 検 討
耐震対策工 の設計 法の検討

⑤ 耐 震 診 断 および耐 震 対 策
ガイドラインの 作 成

入 力 地 震 動 の 設 定 法 を含 む耐 震 診 断 法 お よ
び耐 震 対 策 法 を記 述

図 ー１ 検 討 の 流 れ

設定
2) 構造物に入力する地震動の設定
3) 構造物の耐震性能の算定
4) 構造物の応答値および損傷度等の算定
5) 耐震対策の必要性の判定
6) 耐震対策の提案とその設計
なお、耐震診断・耐震対策工の設計に用いる地震
動は「地震動部会」から提供される波形（提供波）
を用いる。

③構造物の動的応答と損傷度の算定、耐震対策の必
要性の検討
【検討項目】
1) 構造物の応答および損傷度算定手法（非線
形動的解析手法）とその精度
2) 材料、地盤性状の評価法
3) 耐震安全度の判定基準
【検討方法】
1) 文献調査による現状の非線形動的解析手法
および耐震安全性判定基準のまとめ
2) 現状の技術に対する課題の整理
3) 課題に対する検討
4) 耐震性能照査手法および判定基準の提案
④構造物の種別における耐震対策法の検討
【検討項目】
1) 耐震対策の優先度の決定法
2) 効果的な耐震対策法の提案
3) 免震・制震技術の導入
4) 耐震対策の設計方法の提案
【検討方法】
1) 耐震対策（補強）の優先度および工法に関
する文献等調査
2) 現状の技術のまとめと課題の整理
3) 課題に関する検討
4) 優先度の決定法および耐震対策法の提案
⑤耐震診断・耐震対策ガイドライン（計算例）の作
成
上記結果をまとめて、耐震診断・耐震対策ガイド
ラインを作成する。これは代表構造物ごとに作成す
る。その内容は以下に示すものとなる。
1) 構造物の諸元、部材および地盤の性状の

３. 活動の進め方
上記検討項目に対応するため、主要な構造物およ
び必要な検討事項を選び、それ毎に以下に示すＷＧ
を設置して検討を進めてきた。
ＷＧは１１あり、そのうち８つは具体的な構造物
を対象とするものであり、残り３つはその検討を進
めるための共通事項を検討するＷＧである。
【構造物担当】
① 道路橋ＷＧ
② 鉄道橋ＷＧ
③ 港湾施設ＷＧ
④ 処理場・地下構造物ＷＧ
⑤ パイプラインＷＧ
⑥ タンクＷＧ
⑦ 土構造物ＷＧ
⑧ ダムＷＧ
【共通事項担当】
⑨ 構造物現況調査法ＷＧ
⑩ 耐震診断手法ＷＧ
⑪ 耐震補強の優先度ＷＧ
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４. 検討結果の概要
具体的な構造物に対して検討を行う 8 つの WG
においては，それぞれが検討対象とする構造物を選
定し，検討方針および耐震性能の設定を行い，地震
動部会から提示された第１次，第２次提供波や中央
防災会議で提示された地震動を用いて性能の照査を
実施した．なお，中央防災会議の地震動は内閣府の
承諾を得て使用している．またあわせて，耐震診断
法，耐震対策法（耐震補強法）に関する文献調査や
耐震補強事例の収集を行い，それを分析，整理した．
共通事項を検討する 3 つの WG においては，今
後の検討方針等を策定し，検討を実施した．
以下に，各 WG の検討対象構造物，検討方針，
これまでの検討結果の概略を示すが、道路橋 WG、
ダムＷＧについては本シンポジウムで報告されるの
で省略する．

のいくつかを用いて検討している．
地震動の選定は，名古屋，衣浦，三河付近のもの
から選定する．
(3) 地下構造物ＷＧ
検討対象構造物は粘性地盤中の１層２径間箱型断
面を有する鉄道トンネルと梁，柱，壁，スラブ構造
および杭基礎の水道施設とする．鉄道トンネルのイ
メージを図―３に示す。
耐震性能の照査においてはトンネルでは，横断方
向だけでなく縦断方向も対象とする．
横断方向の断面の照査では 1 次元地盤モデルの地
震応答解析を実施し，最大せん断ひずみの鉛直方向
分布等より，検討用地震動の影響度を把握する．つ
ぎに地盤〜トンネルの連成モデルによる 2 次元ＦＥ
Ｍ動的解析を実施し，トンネルの安全性を照査する．

(1) 鉄道橋ＷＧ
検討対象構造物は鉄道橋として一般的に用いられ
る梁と柱を組み合わせたラーメン高架橋とする．
耐震診断は鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震
設計（平成 11 年）１）に準拠する．また，動的解析
WG で作成する非線形スペクトルを用いて非線形ス
ペクトル法による照査を行う．なお，同じ構造物を
用いて動的解析 WG で時刻歴動的解析を実施する．
非線形スペクトル法は動的解析手法１つであるが，
その詳細は参考文献1) を参照されたい。
(2) 港湾施設ＷＧ
検討対象構造物として，図―２に示す設計震度
0. 1 程度の耐震強化されていない通常岸壁（控え直
杭式鋼矢板岸壁）を想定する．耐震対策としては，
桟橋前出し工法を前提とする．

図―２

図―３

鋼矢板矢板岸壁

岸壁の耐震性能は，通常の岸壁では，レベル１地
震を想定して，震度法の概念を基本とした安定解析
等の方法により構造物の安定性を満足させる．耐震
強化岸壁ではさらにレベル２地震に対する性能が要
求され，地震直後に船舶の着岸や荷役を行えるよう，
岸壁法線のはらみ出し量を地震後の岸壁の暫定利用
が可能な程度に抑える必要がある．
耐震性能照査ではフレーム解析を用いた保有耐力
法による性能照査や，桟橋−護岸部全体を有効応力
有限要素解析など，現在考えられる照査手法・手順
3
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鉄道開削トンネル

縦断方向の耐震性能照査では，まず地盤の地震応
答解析を実施し，地震外力およびトンネルの耐震解
析に用いる地盤ばね算定用の等価剛性を評価する．
なおトンネル軸方向の検討では，地盤を 2 次元ＦＥ
Ｍで，軸直角方向の検討では，2 次元モデルを単位
奥行きとした 3 次元ＦＥＭモデルを用いる．トンネ
ルの地震応答解析では，梁〜地盤ばねモデルによる
時刻歴応答変位法を適用する．トンネル深度におけ
る地盤の時刻歴変位を構造モデルに作用させ，躯体
断面力や継手目開き量を評価，安全性を照査する．
水道施設では躯体はフレームによりモデル化し動
的解析を実施する．耐震壁はその効果を適切に評価
してブレースとしてモデル化する．地盤はバネでモ
デル化する．考慮する荷重は，躯体の自重，上載荷
重，静的土圧，水圧，慣性力，地震時土圧，動水圧
を考慮する．
なお，内水は満水状態および空水状態を考慮する．
(4) パイプラインＷＧ
対象構造物は，上下水道管とし，主に小中口径管

査を行い，構造物が有する強度特性および耐震検討
に必要な構造物・地盤に関するデータを得た．今後
それに基づいた耐震評価を行うとともに，必要に応
じて耐震補強工法も検討する．これらの結果に基づ
き有効な強度等の調査法を提案する．

路とするが，シールド工法によって建設される管路
についても検討する．
耐震性能の設定および照査は次のように行う．
①ヒヤリングによる被災時の問題点の検討
兵庫県南部地震以降の被災地（神戸市，新潟
県）に対してヒアリングを行い，被災状況と復旧
状況，被災後の対策，現状の支援体制を確認し，
結果をまとめる．また，同時に被災を受けていな
い地域（横須賀市）へのヒアリングを行い現状の
震災への取り組みについても確認する．
②ヒアリングの結果判明した問題点や改善策の検証
（二次災害, 復旧支援体制，ネットワーク化の利
点など）
③地震に加え津波との複合被害の想定
④地下構造物ＷＧが行う開削トンネルの縦断方向の
耐震検討条件と同等の条件によるパイプライン構
造の検討（現行の免震機構の検証と体系化）

(8) 動的解析法ＷＧ
鉄道高架橋を対象として以下の検討を行う．
①動的解析の実務上の問題点の整理
WG メンバー周辺への聞き取り調査を実施
②耐震性能照査を行うためのプロセスの設定
動的解析と静的解析を併用する．動的解析は想
定地震に対する最大応答加速度分布／最大応答変
位分布を算定するために実施する．この際，軸力
変動などの複雑な計算は，数値解析の精度を悪く
する場合があり（特に変動幅の大きい杭基礎では
それが顕著），動的解析では，軸力変動なしで実
施する．そして，その状態になるように静的非線
形解析を実施し，それにより耐震性能を照査する．
③長周期地震動に対する動的解析の信頼性の確認
次の項目について検討する．
・損傷後の長周期加振，繰り返し回数の多さ
・周期帯域広い場合の減衰マトリクス
④解析結果のばらつきの評価

(5) タンクＷＧ
検討対象は石油タンク，LNG タンク，水道タン
ク（上水道・下水道用）とする．
これらのタンクについて以下の調査・検討を行う
①耐震設計基準の考え方および巨大地震対策検討の
現状を調査する．
②地震動部会から提供される予定の東海・東南海・
南海地震等想定地震動に対して，タンク入力地震
動としての評価を行い，長周期地震動に主眼をお
いてスロッシング応答挙動を検討する．
③耐震診断（長周期地震動に主眼を置き，短周期地
震動に対しては性能照査項目を調査する），およ
び耐震対策方法を調査・検討し，ガイドラインと
してまとめる．
(6) 土構造物ＷＧ
一般的な土木構造物の設計が仕様設計から性能設
計へと移行してきており，盛土等の土構造物も徐々
に変形量照査型の設計法が取り入れられつつある．
そこで本WGでは，要求される許容変形量が明確
に定量化できる土構造物として，河川堤防を検討対
象とする．
耐震性能照査では，有効応力解析に基づく 2 次元
FEM 解析を実施する．ただし，有効応力解析を行
うに足る土質試験結果が得られていない場合には，
全応力に基づく地震応答解析と静的な流動化解析を
併用した FEM 解析を行う．
FEM に基づく変形解析評価を用いた場合でも必
ずしも高精度の解が得られているとは限らないため，
FEM 解析による沈下量に解析係数（手法のばらつ
きを考慮する係数）を乗じた値を想定沈下量とし，
耐震性の照査を行う．
(7) 調査法ＷＧ
南海・東南海地震震源に近い橋梁下部構造物に対
し，耐震性照査に用いるための地盤の詳細調査およ
び橋脚躯体・基礎部の保有強度を把握するための調

(9) 優先度決定法ＷＧ
被害を最小限に止めるには，必要な耐震補強を全
て行うことが好ましいが，対策の必要な構造物は多
数に上ると考えられ，予算や時間も限られているこ
とから対象とする全ての構造物に対策を行うことは
困難である．そのため，優先順位を定めて効率的に
耐震補強を進める必要がある．
優先順位に関係する要因としては，重要度，地震
危険度，保有耐震性，残存供用期間，補強の容易さ，
補強効果といった様々なものが考えられ，優先順位
を適切に定めることは容易ではない．例えば，保有
耐震性は大きく不足しているが重要度はあまり高く
ない構造物と，少しだけ耐震性が不足している重要
構造物とではどちらを優先させるべきかを判断する
ことは簡単ではない．さらに，残存供用期間などそ
の他の要因も複雑に関係してくる．本ＷＧでは優先
度判定のための方法を概観した後，東海，東南海地
震を対象とした耐震補強優先度について考え方を示
すとともに，その例示を行う．

３. おわりに
以上土木構造物部会の活動の概要を述べた．本部
会では１．の目的を達成するための検討を精力的に
行っている．近いうちにこれらの成果を報告書にと
りまとめる予定である．
参考文献
1) 鉄道総合技術研究所編：鉄道構造物等設計標準・同解
説 耐震設計、丸善株式会社、平成 11 年 10 月
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道路橋WGの活動概要
西田
正会員

（独）土木研究所研究員

秀明

耐震研究グループ耐震チーム（〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6）
E-mail:nisida@pwri.go.jp

道路橋WGでは，来るべき東海，東南海，南海地震に代表される巨大地震により生じると推定される地
震動が，道路橋の耐震性にいかなる影響を及ぼしうるのかを検討するために，被災事例や既往の耐震対策
法の整理，巨大地震における道路橋の応答特性の把握を行うとともに，耐震性能照査事例の提示や今後の
課題を提言するべく活動している．
本文では，このうち，耐震性能照査対象地震動の選定に対する考え方と，道路橋の応答特性を把握する
ために実施した解析結果例についてその概要を紹介する．

1. はじめに
道路橋の耐震性は，兵庫県南部地震に代表される
大地震における被災経験や技術力の向上などをふま
え，耐震設計基準の変遷や，既設橋梁に対する耐震
対策の推進を通じて年々向上してきている．しかし，
東海，東南海，南海地震に代表される来るべき巨大
地震に対して，現在の耐震性で十分であるかについ
ては明確な答えをもっているとは言い難い． この
理由の一つとしては，このような巨大地震によりい
かなる特徴を有する地震動が生じるのか明確でなか
ったことが挙げられる．
しかし，ここ数十年の地震観測網の整備や地盤調
査の進展による各種データの増加，計算技術の目覚
ましい向上などを受けた検討の結果， 1)短周期地震
動が卓越した強震動と，2)関東平野や濃尾平野，大
阪平野などの堆積平野における長周期地震動，の発
生が懸念されることがわかってきている．また，デ
ータの充実等に伴い，地震動の推定精度は向上して
おり，構造物の地震時挙動をより現実に即した形で
把握しやすい環境が整いつつある．
道路橋は橋長15m以上だけでも全国で14万橋あま
りあり，構造規模や形式も最大支間長が数mの単純
橋から，約2kmの明石海峡大橋のような吊橋まで多
種多様である．また，支間200m以下の橋梁につい
ては，道路橋示方書1)に基づいて耐震設計が行われ
るのが通常であるが，道路橋示方書の適用範囲外で
あり，全国に140橋あまりある支間200mを超える長
大橋（建設中を含み，歩道吊橋を除く）では，道路
橋示方書に準拠することもあるものの独自に体系化
した耐震設計を用いる場合も多い．
このため，本WGでは，1)比較的数が多く短周期
地震動の影響が懸念される標準的な規模の橋の場合，
と，2)長周期地震動による影響が懸念される長大橋
の場合，の2つに対して耐震性能照査事例の作成を
進めている．
1
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本文では，地震動部会から提供された巨大地震に
よる推定地震動（以下，「提供波」)から耐震性能
照査対象地震動を選定するための考え方と，道路橋
の応答特性を把握するために実施した解析結果例に
ついてその概要を紹介する．

2.

耐震照査対象地震動の選定

実際に構造物を建造する，あるいは既設構造物の
耐震性評価する際は，建設地点において地震動を推
定し，構造物の応答特性を勘案して設計地震動を設
定する．しかし，今回は，実在する特定の構造物に
対する耐震照査を行うことが目的ではないことから，
建設地点をあらかじめ特定するのではなく，提供波
の中から何らかの特徴のある地震動から選定するこ
ととした．また，提供波の評価位置は，地表面や工
学的基盤面など様々であるため，何らかの比較をす
る場合は評価位置を同一条件にして行う必要がある．
例えば，工学的基盤面同士で比較するのであれば，
地表面における推定波を，推定地点における表層地
盤の影響を取り除く必要がある．しかし，表層地盤
の考慮方法にはいくつかあること，また，この違い
を知ることがここでの要点ではないことから，ここ
では提供波は当該構造物の入力地震波とそのまま見
なせるものと仮定することとした．
以上の観点及び条件において，提供波の中から，
短周期帯域と長周期帯域で加速度応答スペクトルが
比較的大きいものを選定した．選定した地震動の波
形および応答スペクトル例を図-1，2 に示す．なお，
図-2には，道路橋示方書の標準加速度応答スペクト
ル（応答速度は標準加速度応答スペクトルから算
出）も合わせて示す． 短周期帯域で応答が大きく
なっている地震動は，鈴木らによって推定された東
南海地震に対するMIE006（K-NET津）地点の提供
波である．この波形は地表面で推定されたものであ
るが，表層地盤を線形としてモデル化していること
もあり短周期帯域での応答が卓越している．長周期

標準加速度応答スペクトル 東南海地震
I種地盤
MIE006 (鈴木ら）
Ⅱ種地盤
NS
Ⅲ種地盤
10000
応答加速度 (gal)

タイプⅠ
1000

100

1
固有周期 (秒)
応答加速度

a)MIE006（K-NET 津）

応答速度 (cm/s)

1000

タイプⅡ

10
0.1

EW

100

10

1
0.1

10

1
固有周期 (秒)
応答速度

10

a)MIE006（K-NET 津）
東南海＋南海地震
YAE （鶴来ら）
NS

タイプⅡ
タイプⅠ
1000

100

10
0.1

b)YAE（東大阪市）

1
固有周期 (秒)
応答加速度

図-1 耐震照査対象地震波形例

EW

1000
応答速度 (cm/s)

応答加速度 (gal)

10000

100

10

1
0.1

10

1
固有周期 (秒)
応答速度

10

b)YAE（東大阪市）

帯域で応答が大きくなっている地震動は，鶴来らに
よって推定された東南海・南海地震同時発生時にお
けるYAE地点（東大阪市）の提供波である．この波
形はS波速度が350m/sにおけるものであり，道路橋
示方書のⅠ種地盤相当と見ることができるが，短周
期帯域を除いてタイプⅠ地震動Ⅰ種地盤の標準加速
度応答スペクトルと同程度の大きさとなっている．

図-2 耐震照査対象地震動の応答スペクトル例

部材

主桁

3. 耐震照査対象構造物及び解析結果例
(1) 対象構造物例と解析モデル
耐震照査事例を示す対象構造物としては，1)標準
的な規模の橋と2)長大橋からそれぞれ2つの事例を
提示することを予定しているが，ここでは， 2)のう
ちの一つであるとして斜張橋の事例を示す．
対象橋梁は，文献2)に示されている図-3に示す橋
長400ｍ（中央支間長200m）を有するハープ型2面
吊りPC3径間連続斜張橋である．主桁は3室箱桁，
主塔形状はH型であり，橋脚基礎はⅠ種地盤上に立
地する直接基礎である．各部材使用材料は表-1に示
す．
解析モデルは，図-4に示す3次元モデルとした．
橋脚，主塔及び主塔横梁は，曲げモーメント−曲率
関係を剛性低下型トリリニアモデル（武田モデル），
斜材は引張側のみ負担する非対称線形弾性モデル，
横桁は剛部材とした．主桁は，PC部材であるため
塑性化を考慮してモデル化することが考えられるが，
ここでは降伏剛性を有する線形弾性モデルとした．
基礎地盤の影響はSRモデルによる地盤バネとして
2
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主塔
橋脚
フーチング

表-1
コンクリ
ート
Vck
＝40MPa

使用材料
鉄筋

PC 鋼材

SD345

SBPR930/1180 φ32
（上フランジ）
SWPR7B 12S15.2
（下フランジ）

Vck
＝24MPa

モデル化した．また，支承部は可動型ゴム支承（橋
軸直角方向固定）としていることから，拘束条件は，
橋軸方向，橋軸直角軸回り及び鉛直軸回りを自由，
その他を固定とした．
(2) 減衰の設定
非線形時刻歴応答解析に使用する減衰を設定する
ために，ひずみエネルギー比例減衰法により固有値
解析を行った．この際，各構造部材の減衰定数は，
主桁5％，主塔及び橋脚2％，斜材2.5%，基礎10%と
した．
固有値解析により得られた1,2次の振動モードを
図-5に示す．1次は橋軸方向の桁の曲げと主塔の変
形を伴ったモードであり固有周期3.31秒，2次は橋
軸直角方向に桁が変形するモード であり固有周期
1.92秒となっている．この解析結果を基にRayleigh
減衰を設定し，非線形時刻歴応答解析に用いた．

図-3 耐震照査対象橋梁（斜張橋）（文献2より抜粋）
T2

T1
e)

a),b)

c)
d)

※a)〜e)は図-6 の位置に対応
図-4 斜張橋の解析モデル（文献2に加筆）

a)一次モード

b)二次モード
図-5 固有振動モード図

(3) 非線形時刻歴応答解析結果
時刻歴応答解析はNewmarkβ法による直接積分法
（積分時間間隔0.002秒）により行った．地震動の

入力は，橋軸方向，橋軸直角方向それぞれ個別に行
った．
先に示したYAE地点のNS成分を入力波とした場
3
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図-6 解析結果事例

合の中央径間中央部での応答変位，橋軸方向加振時
の中央径間側最下段斜材の軸力，橋脚および主塔基
部断面での曲げモーメント−曲率関係を図-6に示す．
中央径間中央部の橋軸方向変位（橋軸方向加振
時）は最大 45cm，橋軸直角方向変位（橋軸直角方
向加振時）は最大 36cm となった．なお，ここでは
示していないが，入力波を道路橋示方書に示されて
いるタイプⅠ地震動Ⅰ種地盤の標準波とした場合の
最大値はそれぞれ 60cm 及び 50cm 程度であり，こ
れに比べると小さくなった．橋軸方向加振時におけ
る中央径間最下段斜材の軸力は，軸力が作用しない
時間帯が生じてはいるが，最大発生張力は斜材の降
伏荷重の 65%程にとどまっている．橋軸方向加振時
における P1 橋脚基部及び T2 主塔基部における曲げ
モーメント−曲率関係は，いずれもひびわれはする
ものの鉄筋の降伏までには至らない結果となった．
照査すべき項目は他にもあるのでこれだけで十分な
耐震性能を判定することはできないが，ここに示し
た項目について判断すると，地震後も地震前と同等

4
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の耐震性能を有しているといえる．

4.おわりに
今回は斜張橋の解析結果の一部を紹介したが，免
震橋や吊橋などについても同様に解析を実施してい
る．これらの解析結果などをふまえて報告を取りま
とめる予定である．
謝辞：解析モデルの作成においては，(株)CRCソリ
ューションズならびにJIPテクノサイエンス(株)の
ご協力を頂いた．関係各位に謝意を表する．
参考文献
1) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編，
2002.
2) 日本道路協会：道路橋の耐震設計に関する資料-PC ラ
ーメン橋・RC アーチ橋・PC 斜張橋・地中連続壁基
礎・深礎基礎等の耐震設計計算例，1998.

既設ダムの耐震診断法に関する検討概要
有賀 義明
ダムＷＧ主査 土木学会フェロー会員 博(工)

電源開発(株) （〒253-0041 神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎 1-9-88）

E-mail：yoshiaki_ariga@jpower.co.jp
土木構造物部会ダムＷＧでは，巨大地震に対する既設ダムの耐震診断法と耐震対策法の提示を目標として，なる
べく現実に即した事例の提示を念頭において検討を行っている．
耐震診断法については，
地震動部会で作成された，
東海地震，東南海・南海地震の際に想定される地震動を用いて，4 つのダムを事例モデルとして解析を行っている．
ダムに関しては，堤体の形状，周辺の地形・地質条件等が各サイト毎に異なり地点依存性が高いので，サイト･スペ
シフィックな手法で耐震診断法の提示の検討を行っている．

1. はじめに

構造令(政令)及び同施行規則(省令)が制定された．性能
照査型の指針としては，2005 年に国土交通省河川局から
「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針(案)１）」が
発表されている．

我が国には，高さ 15m 以上のダムが約 2800，高さ 15m
以下のダム・ため池を含めると約 25 万存在する．ダムの
耐震設計は，河川管理施設等構造令及び同施行規則に準
拠して震度法に基づいて行われているが，兵庫県南部地
震以降，ダムに関しても，地震時の実現象に即した耐震
性能照査の必要性が認識され，既設ダムの耐震性能を動
的解析で照査するようになりつつある．既設ダムでは，
これから建設後の時間が経過すればするほど，耐震診断
の必要性が高くなるので，今後の耐震診断に役立つ，信
頼性の高い耐震診断法の普及が大切である．なお，土木
部会ダムＷＧの委員は，表-1 に示すとおりである．

３．既設ダムの地震被害事例
既設ダムの地震被害事例は，
国内では 1891 年の濃尾地
震以降，米国では 1906 年の San Francisco 地震以降に報
告事例がある２）．コンクリートダムが地震時に決壊した
事例としては，ダム直下の断層変位により決壊した，石
岡ダム(台湾,コンクリート重力式:堤高 25m,台湾集集地
震:1999,M7.7，写真-1 参照)があるが，地震動によって
決壊した事例は報告されていない．

表-1 ダムＷＧの委員構成
氏 名
有賀 義明
大角 恒雄
佐々木 隆
島本 和仁
栃木 均

所

液状化、すべり

属

電源開発株式会社 茅ケ崎研究所
日本工営株式会社 中央研究所
独立行政法人 土木研究所
国土交通省 国土技術政策総合研究所
電力中央研究所 地球工学研究所

震央距離 5km，最大加速度 1.05G

（１）Pacoima Dam
（アーチダム被害事例）

(敬称略，50 音順)

（３)Van Norman Dam
（アースフィルダムの被害事例）
パイピング

２．ダムの耐震設計の歴史
我が国では，1923 年関東地震を契機に， 1929 年に震
度法が初めてコンクリート重力式ダムの耐震設計に適用
された．1935 年に，河川堰堤規則（内務省）
，発電用高
堰堤規則（逓信省）が定められ，その後，1957 年になり，
国内で初めて「ダムの設計基準」が制定され，ダムの耐
震設計が明文化された．
「ダムの設計基準」は，日本大ダ
ム会議が定めたものであり，法的な拘束力を伴うもので
はなかったが，1976 年に河川法に基づき河川管理施設等

相対変位 7m

（２） Shih Kang Dam
（断層変位による決壊事例）

（４） Teton Dam
（アースフィルダムの決壊事例）

写真-1 既設ダムの地震被害事例

決壊までには至らなかったが，重大な損傷を受けた事
例としては，Koyna ダム(インド,コンクリート重力式:堤
高 103m,Koyna 地震:1967,M6.5,写真-1 参照)，豊稔池ダ
ム ( 日 本 , マ ル チ プ ル ア ー チ : 堤 高 32.3m, 南 海 地
1
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震 :1946,M8.0) ， Pacoima ダ ム ( 米 国 , ア ー チ : 堤 高
113m,San Fernando 地震:1971,M6.6，写真-１参照)等が
ある． フィルダムに関しては，貯水機能に重大な被害を
受けた事例としては，Sheffield ダム(米国,アースフィ
ル:堤高 8m,Santa Barbara 地震:1925,M6.2)，Lower San
Fernando ダ ム ( 米 国 , アー ス フィ ル: 堤 高 12m,San
Fernando 地震:1971,M6.5)，Van Norman ダム(米国,アー
スフィル:堤高 43m,Santa Barbara 地震:1925,M6.2, 写真
-１参照）
，満濃池(アースフィル：堤高 23m,安政南海地
震,1854,M8.4）等の事例がある．被害を受けたフィルダ
ムは，小規模なアースダムが多く，堤高 15m 以上の大ダ
ムで貯水が不可能になるほどの致命的な被害を受けた事
例少ない．

よって下流域に二次災害が派生する状態を最悪の状態と
して想定しておくことが必要である．コンクリートダム
では，万が一，貯水が越流した場合でも，それがダムの
決壊には帰結する危険性は低いが，フィルダムでは，貯
水の越流がダムの決壊に直結する危険性が高いので，越
流の回避が重要なポイントであると考えられる．

５．耐震診断の必要性と優先度
古いダム，例えば，明治時代や時代以前に建設された
ダムは，近代的な耐震設計がなされていない．大正から
昭和へと時代が進む中で，震度法による耐震設計がなさ
るようになったが，耐震設計の内容は，年代によって変
化を重ねてきており，現在の視点から見た場合，様々な
技術的矛盾，不整合が累積している．例えば，設計震度
0.12 で建設されたダムのすぐ隣に設計震度 0.20 で設計
されたダムが存在する，
設計震度 0.12 で建設されたアー
チダムに現行基準を当て当てはめる設計震度 0.24 で設
計すべきである等を列挙することができる．数値解析技
術の飛躍的な進歩発展に伴い，現在では、動的解析が実
用的になり，精度の高い耐震性能照査ができるようにな
っている．このような背景から，建設後の時代の経過に
伴い，既設ダムの耐震診断は，これから益々必要性が増
大して行くものと考えられる．
また，耐震診断を行う際には、優先度の高いものから
実施するのが合理的であり，優先度を判断する際のとし
ては，表-3 に示したように，老朽化の度合い，現行耐震
設計基準との整合性，地震被害を受けた際の社会的な影
響度，社会的な重要度，地元自治体や市民からの問合せ
等の社会的説明責任，安全管理・安全確保の合理化，事
業の継続性への影響度等が重要であると考えられる．

４．ダムの性能目標
ダムに要求される基本的機能は，貯水機能であり，そ
れに連動して放流機能の維持も要求される．ダムの性能
目標は，ダムに要求される性能目標としては，万が一，
構造的に重大な地震被害が発生した場合でもダムの貯水
機能が保持されること，そして，二次災害の危険性が無
いことであり，表-2 のように表現することができる．
表-2 ダムの性能目標
耐震性能

Ⅰ

Ⅱ

性能目標 と 照査項目
地震によりダムに構造的な損傷が生じない
≪コンクリートダム≫
・ダムが転倒・滑動しないこと
・ダムにクラックが生じないこと
≪フィルダム≫
・ダムにすべり破壊が生じないこと
・ダムに残留変形が生じないこと
地震によりダムに構造的な損傷が生じた場合で
も構造的な損傷が修復可能であり、ダムの貯水機
能、放流機能が維持される
≪コンクリートダム≫
・ダムに貫通クラックが生じないこと
・ダムが決壊に至らないこと
・放流機能が維持されること
≪フィルダム≫
・ダムにすべり破壊が生じないこと
・貯水がダムを越流しないこと
・ダムが決壊に至らないこと
・放流機能が維持されること

表-3 耐震診断の優先度を判断する際の着目点

既設ダムの過去の地震被害を集約すると，コンクリー
トダムでは、堤体および基礎岩盤でのクラックの発生，
フィルダムでは、すべり破壊，液状化，沈下，残留変形
等の発生が，主な損傷となっている．リスク管理では，
最悪の事態を想定して忘れたころに必ずやってくる地震
に備えておくことが大切であり，ダムに関しては，ダム
が構造的な重大な損傷を受け，短時間に決壊することに

項 目
老朽化
経年劣化

備
考
･明治･大正等，古い時代に建設された場合
・経年劣化が著しい場合

現行基準との
適合性
社会的影響度
重要度
説明責任
ＰＡ対応

・現行基準の施行以前に建設された場合
・現行基準に適合しない場合
・被災した時に社会的な影響度が高い場合
・社会的に重要度が高い場合
・自治体や市民等からの問合せがあり，説
明責任が求められる場合
・説明責任が要求される場合
・最新の技術水準による安全性の確認
・リスク管理の効率化、合理化
・地震災害の未然防止へのフィードバック
・地震防災性能の向上
・事業継続性への影響度
・社会的信用への影響度

安全管理
リスク管理
地震防災
事業継続性
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６．耐震診断の精度・信頼性の向上の要件

元動的解析による耐震診断法の例示のため事例解析を行
っている．地震動は，地震動部会から提供された既設ダ
ム地点での想定地震動を用い，工学的基盤から解析モデ
ルの下方基盤まで振動成分毎に引き戻して入力した．
ＳＴダムとＩＫダムに関しては，地震動部会提供波に
加えて，中央防災会議から公開されている地震動を用い
た比較解析を行っている．中央防災会議公開波について
は 3 成分同時入力，地震動部会提供波については 2 成分
同時入力として動的解析を行った．解析モデルは、ダム
−基礎岩盤−貯水池連成モデルとしている．

（1） 動的変形特性及び動的強度特性の定量的評価
動的解析によって算出される応力等の結果は，ダムや
基礎岩盤の動的変形特性値の設定によって著しく変化す
る．したがって，耐震診断の精度・信頼性を向上させる
ためには，まず，ダムおよび基礎地盤の動的変形特性，
動的強度特性を定量的に評価することが必要不可欠であ
る．地震観測によって地震動データが得られている場合
には、実地震時挙動の再現解析によって地盤−構造物系
の動的解析モデルを同定することが可能であり３），この
プロセスを耐震診断の中に組み込むことによって，耐震
診断の有効性・信頼性を向上させることが可能である．

（2）事例解析対象ダム
解析対象は，東海地震、東南海・南海地震との位置関
係を考慮しながら，アーチダム，コンクリート重力式ダ
ム，ロックフィルダムのそれぞれのダム形式について，
（2） 強震時の非線形特性、非連続的特性の考慮
非常に大きな地震動に対する耐震診断を行う場合には， 表-4 に示したような，4 つの既設ダムを選定した．事例
解析は，個別ダムの安全性を照査することを目的として
貯水池とダムの地震時相互作用，ダム堤体材料の非線形
いるのではなく，耐震診断法の提示を目的にしている．
性，ジョイントやクラック等の非連続的挙動の影響等を
実際の現象に即して考慮することが大切である４）．
表-4 耐震診断法の例示のための事例解析対象

（3） 二次元解析と三次元解析の特長
アーチダムに関しては，二次元的なモデル化ができな
いことから，三次元解析が通常の解析法になる．
コンクリート重力式ダム，フィルダムに関しては，実
務的な簡便性の面では二次元解析が好まれるが，非常に
強い地震動を対象に耐震診断を行う場合には，精度・信
頼性の高い解析が要求されるようになり，精緻な三次元
解析が必要になる場合が多いと思われる．一般的に，動
的解析では，二次元線形解析，二次元非線形解析，三次
元線形解析，三次元非線形解の順に解析精度が向上する
傾向があり，逆に，二次元線形解析が最も安全サイドの
解析手法になる傾向がある．こうした傾向に関しては，
解析モデルに応じて考慮すべき，付加的な減衰定数の設
定が大きな影響を及ぼしている場合が多い．
解析手法に関しては，一般的には，まず，二次元解析
で耐震診断を行い，所定の耐震性能が確保できない場合
には三次元解析を行い，精緻な耐震診断を行うのが合理
的であると考えられる．ここでは，二次元解析について
は，既に，参考になる事例が数多く出ているので，非常
に強い地震動が想定される場合，耐震診断の重要性が高
い場合，より高い解析精度が要求される場合等への活用
の念頭に置き，三次元解析による耐震診断の例示を行っ
ている．

想定地震
東海地震
東南海・
南海地震

ダム
ST ダム
SK ダム
IK ダム
YN ダム

形式
アーチ
重力式
アーチ
ﾛｯｸﾌｨﾙ

解析対象
堤高
116m
155ｍ
111m
115ｍ

堤頂長
311ｍ
293ｍ
460ｍ
202ｍ

所在地
愛知県
静岡県
奈良県
高知県

ＳＴダム

ＳＫダム

ＩＫダム
ＹＮダム

図-1 耐震診断法の提示のための事例解析対象の位置

（3）基本フロー
既設ダムの耐震診断の基本的なフローを図-3 に示す．
既設ダムの耐震性能を精度良く評価するためには，実現
象に基づいて解析モデルが同定されていることが望まし
いので，地震観測により地震動が観測されている場合に
は，既設ダムの実地震時挙動の再現解析によって解析モ
デルを同定することが可能である．

７．耐震診断法の提示のための事例解析の概要
（1）概 要
“ 東海地震” と“ 東南海＋南海地震” を想定し，三次
3
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解析モデル

想定地震

ＳＴダム地点については，中央防災会議地震動の最大
加速度は，南北方向 259.5gal，東西方向 187.4gal，鉛直
方向 109.1gal であり，地震動部会提供波は，X 方向
106.9gal，Y 方向 96.8 である．中央防災会議地震動は，
Vs=700m/s の工学的基盤で設定されており，地震動部会
提供波は，ダム地点で観測された地震動データを活用し
サイトの特性を考慮して地震動が評価されている．
地震動部会提供波および中央防災会議地震動の加速度
応答スペクトルをそれぞれ図-5 と図-6 示す．
スペクトル
については，中央防災会議地震動に比して，地震部会提
供波では1秒から3秒の周期帯が多くなっている．
なお，
１）
図中の下限スペクトルは，国土交通省の指針(案) に示
されている下限スペクトルである．

既設ダムでの地震観測

ダム−基礎岩盤−貯水池

実地震挙動の再現解析

想定地震動

解析用物性値
静的および動的物性値

入力地震動
(入力基盤への引戻し)

動的変形特性の定量評価
初期応力解析

固有値解析

（ﾌｨﾙﾀﾞﾑ⇒盛立解析、湛水解析）

動的解析

常時応力解析

線形解析／非線形解析

（ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ⇒温度応力解析）

静的応力・ひずみ

動的応力・ひずみ
加速度・変位

重ね合わせ
耐震性能の照査
＝貯水機能、放流機能＝

≪評価項目≫コンクリートダム：引張応力、引張ひずみ
フィルダム
：すべり安全率、残留変形

地震動部会提供波
（STダム） 加速度応答スペクトル 減衰定数5％
佐久間ダム想定波

図-2 既設ダムの耐震診断の基本フロー

10000

上下流
ダム軸
下限ｽ ﾍﾟｸﾄﾙ
大崎M8、D30km

８．想定地震動と解析モデル
加速度応答スペクトル（gal)

1000

（1） ＳＴダムの解析モデルと想定地震動
ＳＴダムの三次元解析モデルと地震動部会提供波４）を
図-3 に，同地点の中央防災会議地震動５）を図-4 に示す．
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図-3 ＳＴダムの三次元モデルと地震動部会提供波４）

Amax:259.5gal

想定東海地震S-1波 静岡県5237_5631メッシュ代表波形南北方向
300

加速度（
gal)

10.0

佐久間ダム東海S1想定波
中央防災会議地震動
（STダム） 加速度応答スペクトル 減衰定数5％
20

加速度応答スペクトル（gal)

加 速 度 （gal)

地震動部会提供波 X方向 max=106.9(gal)

10

加 速 度 （g al)

周期（秒）

図-5 ＳＴダム地点の地震動部会提供波の
加速度応答スペクトル

STダムの三次元解析モデル
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（１） 中央防災会議 想定東海地震S-1波 静岡県5237-5631メッシュ 南北方向

Amax:187.4gal

想定東海地震S-1波 静岡県5237_5631メッシュ代表波形東西方向
加速度（
gal)

300

1
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0

図-6 ＳＴダム地点の中央防災会議地震動の
加速度応答スペクトル
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（２） 中央防災会議 想定東海地震S-1波 静岡県5237-5631メッシュ 東西方向

Amax:109.1gal

想定東海地震S-1波 静岡県5237_5631メッシュ代表波形鉛直方向
加速度（
gal)

300

（2） ＩＫダムの解析モデルと想定地震動
ＩＫダムの三次元解析モデルと地震動部会提供波４）を
図-7 に，同地点の中央防災会議地震動５）を図-8 に示す．
中央防災会議地震動の最大加速度は，南北方向 182.2gal，
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（3） 中央防災会議 想定東海地震S-1波 静岡県5237-5631メッシュ 鉛直方向

図-4 ＳＴダム地点の中央防災会議地震動５）
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池原ダム東南海南海想定波
中央防災会議地震動
（IKダム） 加速度応答スペクトル 減衰定数5％

東西方向 191.3gal，鉛直方向 95.0gal であり，地震動部
会提示波は，X 方 194.8，Y 方向 165.2gal となっている．
地震動部会提供波と中央防災会議地震動の加速度応答
スペクトルは，
それぞれ図-9 と図-10 示すとおりである．
中央防災会議地震動に比して地震動部会提供波では長周
期側の成分が多くなっている．
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（3）ＳＫダムの解析モデルと想定地震動
コンクリート重力式ダムの事例として，ＳＫダムの三
次元解析モデルと地震動部会提供波４）を図-11 に示す．
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ＩＫダムの三次元モデルと地震動部会提供波４）

図-7
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（
１） 中央防災会議 東南海・
想定波 奈良県51350758メッシュ 南北方向
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（
２） 中央防災会議 東南海・
想定波 奈良県51350758メッシュ 東西方向
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図-11 ＳK ダムの三次元モデルと地震動部会提供波４）
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（
３） 中央防災会議 東南海・
想定波 奈良県51350758メッシュ 鉛直方向

図-8

（4）ＹＮダムの解析モデルと想定地震動
ロックフィルダムの事例として，YN ダムの三次元解析
モデルと地震動部会提供波４）を図-12 に示す．

ＩＫダム地点の中央防災会議地震動５）

池原ダム 長周期想定波
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図-12 ＹＮダムの三次元モデルと地震動部会提供波４）
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９．事例解析の結果の一例
（2）ＩＫダムの解析結果
東南海・南海地震を想定した場合のＩＫダムの最大引
張応力分布の例を図-14 に示す．動的物性値は，実地震
時挙動の三次元再現解析により同定した値として，ダム
の動的せん断剛性 13,500N/mm2，減衰定数 2%，基礎の動
的せん断剛性 11,700N/mm2，減衰定数 3%を用いた．この
事例の場合も，中央防災会議地震動の方が，地震動部会
提供波よりも地震時応力は大きくなった．長周期地震動
の影響が事例解析での着目点の 1 つであったが，ＳＴダ
ムとＩＫダムの基礎岩盤が堅硬(Vs≒2000m/s)であるた
め，顕著な影響が現れなかったように思われる．

（1）ＳＴダムの解析結果例
事例解析の中から，アーチダムの解析結果の一例を紹
介する．東海地震を想定した場合のＳＴダムの最大引張
応力分布の例を図-13 に示す．動的物性値は，実地震時
挙動の三次元再現解析により同定した値として，ダムの
動的せん断剛性 10,500N/mm2，減衰定数 5%，基礎の動的
せん断剛性 9,600N/mm2，減衰定数 5%を用いた．この解析
結果では，最大引張応力は，中央防災会議から公開され
ている地震動を用いた方が，地震動部会提供波を用いた
場合よりも大きく，水平接線方向で 6.4N/mm2，鉛直方向
で 4.4N/mm2 であった．中央防災会議地震動の方が大きな
応力が算出された理由としては，中央防災会議地震動に
ついては，工学的基盤の地震動を基礎岩盤の S 波速度に
応じて低減させることなく，
そのまま使用していること，
また，地震動部会提供波は水平 2 成分同時入力としてい
るのに対して，中央防災会議地震動では 3 成分同時入力
6.6
としていることにあるものと思われる．
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（１）ＳＴダム

10．あとがき
ダムは，基本的に高い耐震性を有していると考えられ，
地震時に軽微な損傷を受けることはあっても，重大な損
傷を受けることは極めて稀であると考えられる．
しかし，
過去の世界の地震被害事例を見ると，重大な被害を受け
た事例が報告されており，万が一のことがないように，
平素からダムの地震時安全性を照査し，地震時には迅速
かつ適切な安全確認ができるようにしておくことが大切
である．これまで，ダムの耐震的配慮は，基本的に設計
段階において考慮されてきたが，明治，大正，昭和，平
成と，それぞれの時代によって耐震基準類が異なってい
る．したがって，様々な時代に建設された既設ダムに関
しては，地震工学，防災工学の進展発展に合せて，最新
の技術レベルで耐震診断を行うことが必要である．
都市化の進展，都市域の拡大に伴い，近年では，ダム
地点が都市域に隣接するようになるケースも見られるよ
うになってきている．都市域に隣接するダム地点に関し
ては，
地震によってダムが構造的損傷を受けた場合でも，
人的被害や二次災害が派生しないように，平素から地震
防災性能を向上させることが大切であると考えられる．
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図-13 東海地震時の堤体の最大引張応力分布に関する
地震動部会提供波と中央防災会議公開波の比較例
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への対応検討特別委員会地震動部会報告書案，2005.8

東南海・南海地震時の最大引張応力分布に関する
地震動部会提供波と中央防災会議公開波の比較例

5)中央防災会議:東海地震に関する専門調査会，東南海・南海地
震等に関する専門調査会
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土木学会・日本建築学会巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会 議事録

（
１）
第８回

（
2005.3.12

土木学会

出席者 14 名）

（
２）
第９回

（
2005.4.21

土木学会

出席者 14 名）

（３）第１０回

（2005.5.10

土木学会

出席者 13 名）

（４）第１１回

（2005.6.23

土木学会

出席者 16 名）

（５）第１２回

（2005.7.26

スクワール麹町

出席者 11 名）

（６）第１３回

（2005.11.9

土木学会

出席者 15 名）

（７）第１４回

（2005.12.16 土木学会

出席者 12 名）

（８）第１５回

（2006.1.20

出席者 15 名）

土木学会
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 3 月 12 日（土）10 時 00 分〜12 時 00 分
土木学会
第８回議事録
出席者：
入倉孝次郎（京大）
，杉戸真太（岐阜大），川瀬博（九大）
，青井

真（防災科研），市村

強( 東北大) ，香川

敬生( 地盤研) ，片岡正次郎（国総研）
，久野通也（中部電力）
，佐藤俊明（清水建設）
，年縄巧（明星大）
，野
津厚（港湾空港技研），畑山 健（消防研），翠川三郎（東工大）
，岩田知孝（京大防災研）

資料：
8- 1

第７回議事録（案）

8- 2

平成 16 年度長周期地震動対策の必要性に係る調査報告書 抜粋

回覧資料 調査業務報告書本体
シンポジウム参加者リスト

・入倉主査・市村委員から研究連絡委員会の報告が行われた
研究連絡委員会は年度内に中間報告書をとりまとめる．地震動部会は報告書によって代える．
部会長・幹事（濱田・入倉・西村・小長井・市村）の打合せ
連携強化，付帯条件適用範囲などを含めて説明，4 月末に拡大委員会で説明をする．

・委員会がアンケートの中のチームからいくつか選ぶ
ケースとして，東海地震の関東，東南海地震の中部，南海地震の大阪を考える

暫定波（資料 8−2 の 11 ページに掲載）
第 2 暫定波としては追加計算をサポートする．
設計用地震動レベルについて議論をおこなった．
3 月 23 日（建築学会）地震動 WG＋構造 WG合同会議
4 月 13 日（建築学会）拡大委員会

第 1 暫定波について 参考文献によってレビューする．4 月 10 日を目処とし、筆者にフィードバック、筆者
のメモをつけてもらう．
概説文 テンプレート作成：幹事団
担当
① 翠川・青井

②野津・畑山

③佐藤俊明・片岡 ④香川・年縄

波形比較図 香川
予測チームの選択 震源・サイトに従って 5 月末を目途に選択された波形を集める
5 月はじめ 第 1 暫定波の概要と特徴 第 2 暫定波等の行程説明
波形：川瀬 資料：岩田
次 回

第 1 候補 4 月 21 日（木）17: 30 第 2 候補 16 日（土）10: 00
（文責 岩田知孝）
153

巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 4 月 21 日（木）17 時 30 分〜２０時２０分
土木学会
第 9 回議事録
出席者：
入倉孝次郎（京大）
，川瀬 博（九大）
，香川敬生( 地盤研) ，片岡正次郎（国総研）
，久野通也（中部電力）
，纐
纈一起（東大地震研）
，佐藤俊明（清水建設）
，関口春子（産総研）
，武村雅之（鹿島建設）
，野津 厚（港湾空
港技研），畑山

健（消防研），増田 徹（応用地質），翠川三郎（東工大），岩田知孝（京大防災研）

資料：
9- 1

第８回議事録（案）

9- 2

第１暫定波概説文

9- 3

第１暫定波資料

9- 4

波形プロット（香川委員による）

9- 5

地震動部会活動案・企画案

議

事

１）概説文の説明
・ 翠川委員 1923 年再現波である（佐藤）。最新の知見についてのコメントを入れる。
・ 野津委員 久田波：予測地点は下盤側。概説担当者（野津・畑山）によるサイト地盤震動特性評価・2003
年十勝沖地震との比較を行った参考資料が加わる。
・ 佐藤俊明委員 釜江波：
・ 香川委員 三の丸波：７．の表現 ２．の表現など加筆
・ 波形について 10 秒で長周期成分をフィルターした（ローカットフィルター）波形と、いくつかの減衰
値で図化する。なお配布されている波形でヒゲが出ているのは、図化時の問題で注意してほしい。これ
も改善する（香川委員）．
・ 全体へのコメント
概説文の加筆について、議論された各コメントの他に、( 1) 概説文献の他に参考文献をつける、
( 2) 予測位置について緯度経度等を示す。
不明点は概説作成者が波形作成者に問い合わせて、概説文に加筆する。この際、項目として著者
にお願いして「著者の自由コメント」を入れる。
タイトル( 予測？評価？再現？) を統一的にする。

２）合同会議について
５月１０日（火）１３時から，地震動部会・建築構造委員会・土木構造部会の合同会議が行われる。地震動
部会から構造側へ提供している第 1 暫定波の概説と質疑等を行う。入倉部会長から各委員へ出席してほしい
旨が伝えられた。
内容（今後幹事団で詳細を詰める）
全体位置づけ

入倉

第 1 暫定波各説明

各担当者。都合がつかないなら幹事が報告。
154

議

論

３）今年度の活動について
地震動部会の今年度の活動計画の報告があった．
業務計画の地震動部会部分のたたき台の提案をした．今年度の業務計画は地震動と両構造物部会で行う．

アンケートの中から、第 2 暫定波グループを選択 概説文をつけて 7 月中に提案（建築 WG ）
東海地震

関東

2 チーム

東南海（東海） 名古屋 3 チーム
南海

大阪

3 チーム

幹事団によりアンケート中から決める。次回の部会で諮る。

次回 5 月 10 日（火）15 時 30 分から地震動部会を予定（土木学会）

（文責 岩田知孝）
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 5 月 10 日（火）15 時 30 分〜17 時 30 分
於：土木学会
第１０回議事録
出席者：
入倉孝次郎（京大）
，川瀬 博（九大）
，市村

強（東工大）
，香川敬生( 地盤研) ，片岡正次郎（国総研）
，久野

通也（中部電力）
，佐藤俊明（清水建設）
，関口春子（産総研）
，武村雅之（鹿島建設）
，野津 厚（港湾空港技
研），畑山 健（消防研）
，増田 徹（応用地質），岩田知孝（京大防災研）

資料：
10- 1

第９回議事録（案）

10- 2

第２次暫定波選定について（案）

議

事

１）

第 2 次暫定波選定 以下のものを選択

地震

地域

広帯域

東海地震

関東平野

長周期
土方・他( 2005)
山中( 2005)

東南海地震

濃尾平野

Suzuki et al . ( 2005)

南海地震

大阪平野

関口・他( 2004) 500mメッシュ 90x85km2

19 地点

面的評価

K- NET, Ki K- net
Kamae et al . ( 2004)

面的評価

鶴来・他( 2005) 大阪府 7000 点
東南海，東南海＋南海 の大阪平野 ( 鶴来・他，2005)
東海地震 震源域 （野津，2005）１２地点
東南海・南海同時発生の四国・近畿ダムサイト，東海地震

中部ダムサイト

第 2 次暫定波概説文の集約
6 月５日該当ディジタルデータの集約 波形等を香川さんが紙プロット レビュー終了 ６月 30 日( 目標)
担当
土方・他( 2005)

武村 畑山

Suzuki et al . ( 2005)

野津 翠川

鶴来・他( 2005)

関口 青井

野津( 2005)

久野 増田

２）

山中( 2005)

市村 纐纈

関口・他( 2004)

Kamae et al . ( 2004)

香川 年縄
佐藤 片岡

Phas e I I I について

バラツキについてアンケートをとり，各チームへ作業のお願いをする．
３）内閣府研究計画 岩田がアンカー役をする
次回６月２４日（木）１７時から地震動部会を予定．各レビュー（著者コメントなし）を報告する．

（文責 岩田知孝）
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 6 月 23 日（木）17 時 00 分〜20 時 00 分
於：土木学会
第１1 回議事録

出席者：
入倉孝次郎（京大）
，杉戸真太（岐阜大），青井

真（防災科研）
，香川敬生( 地盤研) ，片岡正次郎（国総研）
，

久野通也・立花篤史（中部電力）
，纐纈一起（東大地震研）
，佐藤俊明（清水建設），関口春子（産総研）
，武
村雅之（鹿島建設），野津 厚（港湾空港技研），畑山 健（消防研），増田 徹（応用地質）
，翠川三郎（東工
大），岩田知孝（京大防災研）

資料：
11- 1

第１０回議事録（案）

11- 2

第２次暫定波概説文リスト

11- 3

土方・他に対する概説文

11- 4

Suzuki et al に対する概説文

11- 5

鶴来・他に対する概説文

11- 6

Kamae et al に対する概説文

11- 7

野津に対する概説文

11- 7- 2

11- 7- 3

議

補足資料

11- 8

比較資料
野津（ダムサイト評価）に関するレポート

事

１）造物部会との打ち合わせ 名古屋地区，東京・湾岸観測点が少ない．
これを踏まえて個別に計算をお願いする、構造物部会との共同でのシンポを行う
２）千島・日本海溝での地震について防災会議は長周期地震動の評価はしない．本部会での成果を利用する

概説文についての議論
３） 土方・他に対する概説文（武村・畑山）
５地点の他にレポートに記載されている地点も出してほしい
レポートの図面を改善できるでしょうか

４） Suzuki et al に対する概説文
短周期で過大評価していることについて明記
要素波の観測時間を明記する

５）

鶴来・他に対する概説文

長周期部分の妥当性の検証がされていないことを明記すべき
サブ断層サイズの影響についてコメント

６） Kamae et al に対する概説文
有効周期範囲
卓越周期の検証が可能か
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７）

野津に対する概説文

内閣府の結果との差について（増田・久野・入倉・野津）

８）野津（ダムサイト評価）に関するレポート
概説文担当者は畑山・岩田

・東京( 新宿・横浜)

関東地震

纐纈チームに依頼 2 秒

・名古屋駅前

東南海地震 釜江チームに依頼

複数ケースを行う．
暫定波説明会のようなことを続けて行う
予測地震動結果についての精度やバラツキについての検討方法をひきつづき議論する

次回７月２６日（火）１７時３０分から地震動部会を予定．

（文責 岩田知孝）

158

巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 7 月 26 日（火）18 時 00 分〜20 時 20 分
於：スクワール麹町
第１２回議事録

出席者：
入倉孝次郎（京大）
，香川敬生( 地盤研) ，久野通也（中部電力）
，纐纈一起（東大地震研）
，佐藤俊明（清水建
設），関口春子（産総研）
，年縄巧（明星大）
，野津 厚（港湾空港技研）
，畑山

健（消防研），源栄正人（東

北大）
、岩田知孝（京大防災研）
，事務局

資料：
12- 0

第 12 回地震動部会次第

12- 1

第 11 回議事録（案）

12- 2- 1

関口・他（2005）南海地震の大阪平野概説文（香川・年縄）

12- 2- 2

関口・他（2005）南海地震の大阪平野計算報告（関口・他）

12- 2- 2- 2 上記波形プロット
12- 3- 1

野津ダム波の概説文（畑山・岩田）

12- 3- 2

野津ダム波報告（野津）

12- 3- 3

コメントへの対応（野津）

12- 4

平成 17 年度企画書

12- 5

大大特１フェーズ２（地震研究所）の当面の目標
大大特シンポジウム案内（10 月 25 日〜27 日）

追加資料 平成 17 年度企画書（改訂版），内閣府とのメール（事務局）

議

事

１）第 2 次暫定波
1- 1）関口・他( 2005) 南海地震の大阪平野の概説文
評価地点の周期４秒程度の落ち込みは構造起因？震源モデル起因？

1- 2）野津( 2005) ダム波
コメント等を参照して，本文を改訂する．
1- 1，1- 2 とも書き下ろし的になっているので，それを明記する．

1- 3）野津( 2005) に対する概説文内閣府の結果との差について（増田・久野・入倉・野津）
野津さんの地震基盤波形スペクトルと中防の工学的基盤を地盤モデルではいだ地震基盤のスペクト
ルを比較
内閣府の方は平均的サイト特性，K- NET サイトは当該サイト特性そのもの，の違いによると考えら
れる．
0. 3- 10Hz のフィルター波形を提供する
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2) 企画書に関して
７月１日の打合せ後，今年度，構造物応答も含めた企画書に書き換える（→改訂版）
その後，今年度限り から 来年度「長大地中構造物」の被害についての展開を企画書として
立てる（今週中を目途）平成 17 年度（改訂版）を分ける．
（内閣府との打合せでは）仙台・秋田はできないのか（内閣府）

情報が不足しているので簡単で

はない（入倉）との情報．

3) 大大特での海溝型地震シミュレーション

今年度は 1923 年関東地震をターゲットとする

4) 予測波について
地震・地点等を決め，幹事団から計算を具体的にお願いする．
（だたし，上記のように，今年度の予算割り当
てについては，全体像が正確に決まっていないので，未定）

・第２次暫定波の各グループで，予測地点を依頼してもできるチームに頼む（幹事団）
・古村（東海・東南海連動での関東）さんに第２次暫定波チームと同様の書き下ろしレポートに匹敵するも
のをお願いし，概説文を作る（担当者未定）

次回

９月下旬地震動部会を予定．

（文責 岩田知孝）
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 11 月 9 日（火）10 時 00 分〜12 時 00 分
於：土木学会
第１３回議事録
出席者：
入倉孝次郎（京大）
，杉戸真太（岐阜大），川瀬博( 九大) ，市村強（東工大）
，大川出（建築研），片岡正次郎
（国総研）
，久野通也（中部電力）
，纐纈一起（東大地震研）
，佐藤俊明（清水建設）
，関口春子（産総研）
，武
村雅之（鹿島建設），野津 厚（港湾空港技研）
，増田徹（応用地質）
，山中浩明（東工大）
，岩田知孝（京大防
災研）

資料：
13- 0

第 13 回地震動部会次第

13- 1

第 12 回議事録（案）

13- 2

予測波について

13- 2- 2

建築学会地震波に関するメモ

13- 3

今年度仕様書案

13- 4

シンポジウム案

議

事

１）予測波作成について
・13- 2, 13- 2- 2 に従って川瀬幹事が説明．
各チームに予測波の面的ばらつきの評価，震源パラメータ設定によるばらつきの評価を行う．
延べ６チームが計算を行う
研究費について事務局に問い合わせる．
・第１次暫定波，第２次暫定波という呼称はこれから第 1 次提供波，第 2 次提供波に変更する．
・建築住宅センターは第 2 次提供波取り扱いとして概説文を作成する．担当：関口・岩田
・土木構造物部会の地震波の取り扱い状況について市村・野津委員から次回報告をお願いする．

２) 野津さん作成波（東海の震源域波形）の概説文
増田・久野さんから概説文の説明があり，議論がなされた．第 2 次提供波として提供する．

３）シンポジウムについて
１３−４に従って岩田が説明 2 月 18 日（金）土木学会で開催できるよう仮置き
内容は，地震動部会（建築学会地震動小委員会），建築学会構造物小委員会，土木学会構造物部会の今年度の
報告を行う．構造物グループの連絡と了解をとる．
起案：岩田

建築学会：川瀬 土木学会・共同研究連絡会：市村

次回１２月１６日（金）１８時から土木学会で予定．

（文責 岩田知孝）
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2005 年 12 月 16 日（金）18 時 00 分〜20 時 00 分
於：土木学会
第１４回議事録
出席者：
入倉孝次郎（京大）
，川瀬博( 九大) ，市村強（東工大），片岡正次郎（国総研）
，久野通也（中部電力）
，佐藤
俊明（清水建設），関口春子（産総研）
，野津 厚（港湾空港技研），畑山健（消防研）
，増田徹（応用地質），
翠川三郎（東工大）
，岩田知孝（京大防災研）

資料：
14- 0

第 14 回地震動部会次第

14- 1

第 13 回議事録（案）

14- 2

提供波チームへのパラスタ資料と回答

14- 3

シンポジウム案

14- 4

「平成 17 年度長周期地震動対策に関する調査」契約書

14- 5

巨大地震対応共同研究連絡会メモ（11 月 14 日）

14- 6

長周期地震動の距離減衰式と増幅率の地域性（片岡委員提出）

14- 7

想定新東海地震による強震動予測（佐藤委員提出）

議事：
１）

提供波チームへのパラメトリック計算の状況

２）

想定新東海地震による強震動予測

３）

2 月 18 日のシンポジウムについて

４）

12 月 9 日巨大地震災害への対応検討特別委員会第 12 回議事録

５）

内閣府との契約と執行について

６）

その他

討

議

【１】提供波チームのアンケート情報
提供波チームへのパラスタ条件と対応について報告された（資料 14- 1）．1 月末を目途に波形作成する．

【２】提供波の概説文等についての進捗状況
・佐藤委員から想定新東海地震の資料が配布された．次回資料紹介と概説文（関口・岩田担当）を予定
・広帯域化に関する資料については土方・他で作成中で，出来次第，佐藤委員から武村・畑山委員に送付し
概説文作成する．

【３】内閣府との契約
今年度２１００万円の契約が行われた（14- 4）
．地震動部会の予算は７５０万円．部会費を部会運営費と考え
ると，シンポ関係費（シンポ資料印刷，原稿料印刷，開催費等）を別にみてもらいたい（入倉部会長→事務
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局）．
研究費

パラスタチームを主として，産総研，（株）東京電力，地盤研，大学（釜江、纐纈、岩田）に配布。

受け入れ方式等について各チームと岩田と事務局で対応．また事務局に対して再委託契約の必要性を確認し、
必要な場合には早急に内閣府に対して手続きを進めるよう依頼

【４】片岡委員提出資料の説明
長周期地震動の距離減衰式と増幅率の地域性について報告があった

【５】２月１８日シンポジウムについて
・地震動部会主催で行う
・時間割を変更する（以下）
・建築構造（6 部会） 全体概要 西川 超高層・免震
・土木構造 ６０分

で６０分 （川瀬幹事担当）

野津委員担当

【プログラム（案）12. 16】
１０時〜１２時（２コマ）
，１３時〜１７時（４コマ）と分けて，前から地震動部会３コマ，建築構造物，土
木構造物各１コマ，議論１コマとする．
地震動部会の内容としては
活動報告
提供波（前回行っていないチームを中心に）とパラスタ結果，関連調査研究紹介
観測長周期地震動

関東、濃尾、札幌、仙台、大阪

個別研究
を入れる．

【６】土木学会親委員会の報告等
市村委員より１２月９日の土木学会親委員会の報告が行われた．12 月 20 日に土木学会構造物各部会と地震
動部会（杉戸，市村，野津，岩田が出席予定）と打合せを行う．

【７】建築学会構造物委員会の報告等
川瀬幹事から建築学会親委員会の報告が行われた．土木・建築２学会の共同研究連絡会の議事録によると、
（１）土木学会のみ、
（２）建築学会のみ、（３）土木・建築合同の報告書（地震動部会分を含む）を出す予
定．建築学会地震動小委員会では（２）の地震動に関する部分についての執筆依頼を行った（３月１日締め
切り）
．（３）についてはその後抜粋版として編集する予定．

次回２００６年１月２０日（金）１８時から土木学会で予定．

（文責 岩田知孝）
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巨大地震災害対応共同研究連絡会・地震動部会
2006 年 1 月 20 日（金）18 時 00 分〜20 時 00 分
於：土木学会

第 15 回議事録（案）

出席者：
入倉孝次郎（京大）
，川瀬博(九大)，香川敬生（地盤研），久野通也（中部電力），纐纈一起（東大地震研），
佐藤俊明（清水建設）
，関口春子（産総研）
，武村雅之（鹿島）
，年縄巧（明星大）
，野津 厚（港湾空港技研），
畑山健（消防研）
，増田徹（応用地質）
，源栄正人（東北大）
，早川崇（清水建設）
，岩田知孝（京大防災研），

資料：
１５−
０ 次第
１５−
１ 第１４回議事録案
１５−
２ シンポジウムプログラム
１５−
３ 平１８計画
１５−
４ 東海地震・関東広帯域波資料（土方・他）
，概説文（武村・畑山）
１５−
５ 東南海地震・愛知県広帯域波資料（佐藤・他），概説文（関口・岩田）

討議内容
（１）２月１８日シンポジウムについて
（２）バラツキ計算の進捗状況について
（３）今年度の報告書等について
（４）来年度の地震動部会の計画について
（５）提供波作成状況と概説文について
・東海地震の関東広帯域波
・東南海地震の愛知県広帯域波
（６）波形提供について
・土木構造物部会港湾の地震波作成
（７）その他

討 議
(1)2 月 18 日のシンポジウムの内容について岩田から報告があった．構造物部会とのリンクを考えてプログ
ラムスケジュールを調整して再提案する．10 時より 17 時 30 分まで行う．
(2)パラメータのバラツキ計算については，現在進行中．シンポジウムでの報告を行っていただく．
(3)シンポジウム報告をとりまとめる．
(4-1)資料 15-3-1 で今年度の研究費について確認．今年度地震動部会の研究費はシンポジウム開催を含めて
800 万円
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(4-2)資料 15-3-2,3-3 をもとに平成 18 年度の研究計画について自由討論を行った．
・サイトスペシフィックにおける予測のための波形ガイドライン作り．標準長周期地震動も必要．
地震動部会・両構造物部会合同のＷＧ
土木学会：広帯域（短周期）の部分は土木学会第３次提言の改訂という形で反映するべき
・地震動部会はシナリオ地震の地震動予測方法をまとめ，震源パラメータ等によるバラツキの影響を評価す
る
→次回も継続して審議することとなった

(5)佐藤委員（早川氏）から東海地震の関東平野の広帯域波波形計算について説明があり，畑山・武村委員か
ら概説文の説明があった．概説文コメントに対して，著者コメントを附して説明文，概説文，波形を提供す
る．

次回，シンポジウム（２月１８日）以降に行う．後日日程調整．来年度の地震動部会の研究計画についての
討議，今回行えなかった佐藤委員の提供波について，野津委員の波形作成について，を行う．

（文責 岩田知孝）
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