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（背景）

●海溝型巨大地震による地震動の予測方法、特に、周期1-5秒の帯域に
おける地震動の予測方法については 現時点において様々な議論があるおける地震動の予測方法については、現時点において様々な議論がある。
推本ではこの帯域の地震動の予測精度向上を課題として挙げている。

●話題提供者の専門である港湾構造物は特に周期1-3秒の帯域の影響を●話題提供者の専門である港湾構造物は特に周期1 3秒の帯域の影響を
受けやすいことから、この帯域における強震動の予測方法には重大な関
心を持っている。

ば●また，例えば建築物についてみても、10階建て～50階建ての建物の固
有周期はほぼ1-5秒の帯域に存在する。

●十勝沖地震による石油タンクの被害から周期5秒を越える長周期地震●十勝沖地震による石油タンクの被害から周期5秒を越える長周期地震
動に目が行きがちであるが、むしろ国民の安全に直結するのは長周期と
言っても周期1-5秒の帯域の地震動であると言えるのではないだろうか。



（背景）

●この帯域における地震動の予測に関する現時点での地震学の分野の研
究は どちらかというと震源モデルの複雑化を基調にしていると理解し究は、どちらかというと震源モデルの複雑化を基調にしていると理解し
ている。

・アスペリティ内部でのランダムな不均質の考慮（Sekiguchi,2008）アス リティ内部でのランダムな不均質の考慮（Sekiguchi,2008）

・破壊伝播の複雑化（渡辺・藤原・他，2008）

●しかしながら 工学の分野では この帯域における強震動を十分説明●しかしながら、工学の分野では、この帯域における強震動を十分説明
でき、かつ、単純さも併せ持つ震源モデルが提案されている。



（本日の話題）

●ここでは、海溝型巨大地震である2003年十勝沖地震（Mw8.0）、また、
巨大地震と言うには規模は小さいが重要な海溝型地震である1978年宮城巨大地震と言うには規模は小さいが重要な海溝型地震である1978年宮城
県沖地震（Mw7.6）に関して、周期1-5秒の帯域における地震動を説明で
きる震源モデルを紹介し、海溝型巨大地震に対する強震動予測の今後に

いて議論するついて議論する。

●なお、2003年十勝沖地震の際、各地で観測されている波形は、単純な
パルス状のものから 継続時間の長い複雑なものまで多様である それパルス状のものから、継続時間の長い複雑なものまで多様である。それ
ら多様な波形を説明するためには、サイト特性がフーリエ振幅とフーリ
エ位相の双方に与える影響を精度良く考慮することが必要となる。これ
を可能とする強震動評価手法の つとして 経験的サイト増幅 位相特を可能とする強震動評価手法の一つとして、経験的サイト増幅・位相特
性を考慮した強震動評価手法に関する紹介も併せて行う。



まずは波形の観察から

2003年十勝沖地震のTKCH07（豊頃）における速度波形

1-5秒の帯域に明瞭なパルスが認められる



まずは波形の観察から

TKCH02（足寄東）における速度波形にも

1-5秒の帯域に明瞭なパルスが認められる



1978年宮城県沖地震の波形

やはり明瞭なパルスが認められる



震災の帯をもたらした兵庫県南部地震（Mw6.9）のパルス波

★震災の帯での強震動は断層破壊が神戸方向に進行したことにより生成された
大きなパルス状の波が堆積地盤の下にある基盤の形状や表層地盤よる地震動増大きなパルス状の波が堆積地盤の下にある基盤の形状や表層地盤よる地震動増
幅によってさらに拡大されたものと考えられる．このような強震動が木造家屋
や中低層構造物の倒壊を引き起こすもととなった……パルスの長さはアスペリ
ティの大きさに関係する（入倉 1996 京都大学防災研究所年報）ティの大きさに関係する（入倉，1996，京都大学防災研究所年報）

★断層近傍ではその指向性によって地震が振幅の大きなパルス状となり，これ
が大きな被害をもたらすことは，カリフォルニアと神戸で共通の事実であるこ
とがわかった（纐纈，1996，科学）



海溝型巨大地震 対 内陸地殻内地震 パルス波の比較

横軸を揃えてある

※海溝型巨大地震でも，1995年兵庫県南部地震（Mw6.9）や1994年ノー
スリッジ地震（Mw6.7）と類似のパルスが現れている．

※パルスの形状，パルスの現れる周期帯の類似

※兵庫県南部地震ではパルス波の重要性が強調されたのに対して，海
溝型巨大地震を研究している研究者の間でパルス波の存在が強く意識溝型巨大地震を研究している研究者の間でパルス波の存在が強く意識
されているとは言い難い．



海溝型巨大地震 対 内陸地殻内地震 パルス波の比較

横軸を揃えてある

※海溝型巨大地震でも，1995年兵庫県南部地震や1994年ノースリッジ
地震と類似のパルスが現れている．

※パルスの形状，パルスの現れる周期帯の類似

※兵庫県南部地震ではパルス波の重要性が強調されたのに対して，海
溝型巨大地震を研究している研究者の間でパルス波の存在が強く意識溝型巨大地震を研究している研究者の間でパルス波の存在が強く意識
されているとは言い難い．



!!!!

驚くべきことに，2003年十勝沖地震（Mw8.0）の主要なアスペリ
ティのサイズが1994年ノースリッジ地震（Mw6.7）のそれと同程度

ある 能性が 唆される!である可能性が示唆される!



ただし明瞭なパルスが見られない観測点も確かにある．

明瞭なパルス無し

帯広

パルス有り

豊頃

中間的

大樹



明瞭なパルス無し

パルス有り

帯広

パルス有り

豊頃

中間的

大樹

ある地点ではパルスが生じ，別の地点ではパルスが生じないのは本震の破壊
過程の複雑さによるのか？つまり……



豊頃 豊頃

大樹 大樹すべりパッチ大樹 大樹

断層面上の複数のすべりパッチが たま断層面上の複数のすべりパッチが，たま
たま豊頃に対して建設的干渉を起こすよ
うに並ぶと豊頃にパルスが生成され，た
またま大樹に対して建設的干渉を起こす

豊頃
またま大樹に対して建設的干渉を起こす
ように並ぶと今度は大樹にパルスが生成
されるのか？

も そう あれば そう た状 を忠

豊頃

→ もしそうであれば，そうした状況を忠
実に再現する震源モデルがよい．

大樹



明瞭なパルス無し

パルス有り

帯広

パルス有り

豊頃

中間的

大樹

★波形が長く尾を引くものになるか，パルス状になるかの情報はフーリエ
位相の中に含まれている（フーリエ位相をωで微分した群遅延時間はより
直接的に波の到来時刻を表す） そこで 以下においてはフーリエ位相に直接的に波の到来時刻を表す）．そこで，以下においてはフ リエ位相に
着目した検討を行う．



本震と余震1（9/26 7:20, MJ5.2）のフーリエ位相の類似性

帯広

黒：本震の速度波形

赤：フーリエ振幅はそのまま フーリエ位相だけを余震のものに変更赤：フ リエ振幅はそのまま，フ リエ位相だけを余震のものに変更

★フーリエ位相を余震のものに変更し
てもほぼ同じ波形が再構成されてしまてもほぼ同じ波形が再構成されてしま
う．このことは，帯広の長く尾を引く
波形が，本震断層面上で複数のすべり
パッチが順次破壊していく効果による

↑

パッチが順次破壊していく効果による
ものでないことを意味する．なぜなら，
そうした複雑な震源過程の影響は余震
のフ リエ位相には反映されていない ↑

余震1
のフーリエ位相には反映されていない
はずだから…．



本震と余震1（9/26 7:20, MJ5.2）のフーリエ位相の類似性

帯広

黒：本震の速度波形

赤：フーリエ振幅はそのまま フーリエ位相だけを余震のものに変更赤：フ リエ振幅はそのまま，フ リエ位相だけを余震のものに変更

★余震のフーリエ位相に含まれるのは
伝播経路特性・サイト特性である伝播経路特性 サイト特性である．
よって，帯広での長く尾を引く波形は，
伝播経路特性とサイト特性の影響，と
りわけ サイト特性によって生成され

↑

りわけ，サイト特性によって生成され
たと考えられる．

↑
余震1



帯広

豊頃豊頃

大樹

パルスが出る 出ないの特徴は主にサイト特性の影響によるものである

大樹

パルスが出る・出ないの特徴は主にサイト特性の影響によるものである…



前半のまとめ

①海溝型（巨大）地震による周期1-5秒の帯域の地震動には，兵庫県
南部地震やノースリッジ地震のものと極めて類似したパルスが認めら南部地震やノ スリッジ地震のものと極めて類似したパルスが認めら
れる．このパルスの重要性は，海溝型地震の震源のモデル化に関する
既往の研究において，少し軽視され過ぎているように思える．

②一方でパルスの認められない地点も存在する．それらの地点でパル
スが認められない原因は，主にサイト特性の影響による．



求められる震源モデルおよび強震動評価手法

①サイト特性が複雑でない場所に現れる明瞭なパルス波を再現できる
こと それに適した震源モデルであることこと．それに適した震源モデルであること．

②パルス状の波形，長く尾を引くような波形など，地点毎の特徴ある
波形を再現するため，サイト特性が地震動の振幅のみならず位相に与
える影響を考慮できるような強震動評価手法であること．

以下，2003年十勝沖地震および1978年宮城県沖地震を対
象に構築した特性化震源モデルを紹介するが，その前に，
ここで用いる強震波形計算手法について紹介を行う．



経験的サイト増幅 位相特性を考慮した強震動評価手法経験的サイト増幅・位相特性を考慮した強震動評価手法
（古和田の方法）



古和田他（1998）の方法

統計的グリーン関数法の一種と見ることができる．統計的グリーン関数
法であるから，まず，統計的グリーン関数（中小地震による地震動）を
与える必要がある与える必要がある．

中小地震による地震動のフーリエ振幅は中小地震の震源スペクトルと伝
播経路特性・サイト特性の積として与える

O( f ) = S( f ) P( f ) G( f )

播経路特性・サイト特性の積として与える．

中小地震による地震動のフーリエ位相は，対象地点で得られた中小
地震記録のフーリエ位相をそのまま用いる．

ここで用いる中小地震記録として，サイトに対する入射角ができるだけ対
象地震と類似した記録を選ぶ．

古和田明，田居 優，岩崎好規，入倉孝次郎：経験的サイト増幅・位相特性を用いた水平動および上下動
の強震動評価，日本建築学会構造系論文集，第514号，pp.97-104，1998．



グリーン関数の重ね合わせ

U(t) = (r / rij)⋅ f (t) * u(t– tij)Σ
N

Σ
N

U(t) (r / rij) f (t) u(t tij)Σ
j = 1

Σ
i = 1

tij = (rij – r0) / Vs +ξij /Vr

★中小地震による地震動を，経験的グリーン関数法と同じ方法で
重ね合わせる（入倉他，1997）ことによりアスペリティの破壊に
よる地震動を評価する また アスペリティが複数ある時にはよる地震動を評価する．また，アスペリティが複数ある時には，
各アスペリティからの寄与を加え合わせることで，最終的に大地
震による揺れを評価する．



古和田の方法は統計的グリーン関数法か？

経験的グリーン関
数法

古和田の方法

グリーン関数の
フーリエ振幅

採用した中小地震
記録のフーリエ振

S(f)×P(f)×G(f)に
より評価フ リエ振幅 記録のフ リエ振

幅
より評価

グリーン関数の
フ リエ位相

採用した中小地震
記録のフ リエ位

同左
フーリエ位相 記録のフーリエ位

相

重ね合わせ法 例えば入倉他 同左
（1997）



古和田の方法は統計的グリーン関数法か？

経験的グリーン関
数法

古和田の方法

グリーン関数の
フーリエ振幅

採用した中小地震
記録のフーリエ振

S(f)×P(f)×G(f)に
より評価フ リエ振幅 記録のフ リエ振

幅
より評価

グリーン関数の
フ リエ位相

採用した中小地震
記録のフ リエ位

同左
フーリエ位相 記録のフーリエ位

相

重ね合わせ法 例えば入倉他 同左
（1997）

古和田の方法は「平均的なフーリエ振幅特性を有する中小地震記録
をグリーン関数として用いた場合の経験的グリーン関数法」である
というように再定義できるというように再定義できる．



古和田他の方法の適用例－1995年兵庫県南部地震

最初にこの方法で従来の内陸地殻内地震のパルス波が再現できること
を確認する．

山田他（1999）の特性化震源モデル（神戸
側部分）側部分）

位相特性を決めるための中小地震記録
としては2/2 16 19の余震記録を使用としては2/2 16:19の余震記録を使用



古和田他の方法の適用例－1995年兵庫県南部地震

KBUとMOTにおけるサイト増幅特性 実線は野津・長尾（2005） 破線はKBUとMOTにおけるサイト増幅特性．実線は野津 長尾（2005），破線は
鶴来他（2002）



古和田他の方法の適用例－1995年兵庫県南部地震

神戸大学と神戸本山における速度波形とフーリエスペクトル
指向性パルスが再現されている．



－2003年十勝沖地震を対象とした解析－



波形インバ ジョンの結果をもとに 特性化波形インバージョンの結果をもとに，特性化
震源モデルを構築

→



特性化震源モデルのパラメタ[2003年十勝沖地震]

（アスペリティ1）

サイズ：6×12km2

地震モーメント：4.2E+26dyne-cm

ライズタイム：0.6s

分割数：5×5×5

（アスペリティ2）

サイズ：8×6km2サイズ：8×6km

地震モーメント：2.1E+26dyne-cm

ライズタイム：0.6s

割数分割数：3×3×3

（アスペリティ3）

サイズ：4×4km2

地震モーメント：2.4 E+25dyne-cm

ライズタイム：0 4sライズタイム：0.4s

分割数：1×1×1



東北・北海道を対象としたスペクトルインバージョン

↓↓

対象地点：401地点
地震数：61
記録数：3004記録数：3004
（6008の水平成分）



解析に用いるサイト増幅特性

位相特性を決めるための中小地震記録
としては余震1または余震2の記録を使用



芽室

清水

（0.2-1Hzの速度波形）



阿寒北

足寄東

（0.2-1Hzの速度波形）



（0.2-1Hzの速度波形）



－1978年宮城県沖地震を対象とした解析－



当所のSMAC-B2型
強震計による記録

○

強震計 よる記録

これまで液状化の予
測・判定等に広く利用
されてきており港湾の○
分野では名の知られ
ている記録

○○建設省土木研究所
（当時）
SMAC-B2型強震計
による記録

これまで地震応答計
算等に広く利用され
き 著名てきており著名



年 発生 た 地震 技

開北橋のサイト増幅特性

●2005年7月14日から10月24日にかけて発生した10地震について，国土技
術政策総合研究所から記録の提供を受けた．
●このうち最寄りのK-NET観測点であるK-NET石巻でも記録の得られてい
る地震は表1に示すように7つ存在した．
● 2005年10月10日の地震（M3.0）の記録は震央距離が短いためスペクトル
比をとってもそれがサイト増幅特性の比を示すとは見なしにくい．比をとってもそれがサイト増幅特性の比を示すとは見なしにくい．
●そこで，これを除く6地震についてスペクトル比（分母は開北橋）をとる．

発生年月日 時分 震源地名 d(km) M Δ(km)

2005/07/14 10:58 宮城県北部 74 3.9 56
2005/08/16 11:46 宮城県沖 42 7 2 932005/08/16 11:46 宮城県沖 42 7.2 93
2005/08/16 12:31 宮城県沖 51 4.1 45
2005/08/24 19:15 宮城県沖 14 6.3 158
2005/10/09 18:14 宮城県沖 70 4 2 502005/10/09 18:14 宮城県沖 70 4.2 50
2005/10/10 12:01 宮城県北部 12 3.0 12
2005/10/24 18:34 宮城県沖 39 4.8 74



開北橋のサイト増幅特性

● 2005年8月16日宮城県沖の地震（M7.2）を除く5地震のスペクトル比はかな
り安定しており，MYG010ではちょうど1Hz付近にサイト増幅特性のピークが
あるものと推察されるあるものと推察される．
● 2005年8月16日宮城県沖の地震（M7.2）の記録に対しては非線形の影響
が認められる．



● 5つの地震のスペクトル比の対数平均をとる（左）

開北橋のサイト増幅特性

● 5つの地震のスペクトル比の対数平均をとる（左）．
●その逆数を，以前の研究でスペクトルインバージョンにより推定していた
MYG010地点のサイト増幅特性に乗じることにより，開北橋地点におけるサイ
ト増幅特性を算定（右）ト増幅特性を算定（右）．
●その結果，比をとることによって1Hz付近の顕著なピークは消え，開北橋地

点のサイト増幅特性は広い周波数帯で地震基盤に近い特性を示すことがわ
か たかった．



大船渡防地-Sのサイト増幅特性

●港湾地域強震観測の観測地点「大船渡防地-S」についても同様の方法で

サイト増幅特性を算定したところ，右の図に示すように，地震基盤に近い特性
を示す とがわか たを示すことがわかった．

●以上のように，これまで多くの解析に用いられてきている著名な記録である
開北橋と大船渡の記録は，いずれも地震基盤に近いサイト増幅特性の下で
取得されたものであることがわかった．



特性化震源モデル



特性化震源モデル

（アスペリティ1）
Sa：4×3km2Sa：4×3km2

M0a：1.2E+19 Nm
τ：0.25s
分割数 3×3×3分割数：3×3×3

（アスペリティ2）
Sa：3×3km2

M0a：0.48E+19 Nm
τ：0.25sτ：0.25s
分割数：3×3×3



速度波形の再現性

開北橋開北橋



速度波形の再現性

開北橋

大船渡防地-S大船渡防地 S



パラメタスタディー（1）

アスペリティ1だけにする



パラメタスタディー（2）

4km×3km

8k ×6k8km×6km

アスペリティ1のサイズをアスペリティ1のサイズを

4km×3kmから8km×6km

にする．



パラメタスタディー（3）

パルス幅自体が変化
してしま ているのでしてしまっているので
，M0aを増やすなどし

ても，もとの波形には
戻らない．

M0 を2倍にするM0aを2倍にする



●ここで推定されたアスペリティの面積（アスペリティ1は4k ×3k ）は地震●ここで推定されたアスペリティの面積（アスペリティ1は4km×3km）は地震
調査研究推進本部のものよりもかなり小さい．
●これとは別に松島・川瀬（2006）はやはり1978年宮城県沖地震の震源につ

検討を行 方の小領域 速 すべりが生じると仮定する とがいて検討を行い，4km四方の小領域で速いすべりが生じると仮定することが，

観測波を再現する上で必要であるとしている．ただし，松島・川瀬はこれを
スーパーアスペリティと呼んでいる．呼び方の違いはあるが，この地震によ
る強震動の再現のために，4km四方程度の小領域での速いすべりを想定す
る必要があるという点で両者の研究結果は一致している．



後半のまとめ後半のまとめ

●海溝型巨大地震である2003年十勝沖地震，および巨大地震というには少
し規模は小さ が 年宮城県沖地震に対し 観測されたパ 波の幅をし規模は小さいが1978年宮城県沖地震に対し，観測されたパルス波の幅を

意識しながらアスペリティのサイズを決定し，特性化震源モデルを構築した．
その結果，これらの地震による周期1-5秒の帯域の地震動を比較的良好に
再現することができた．

●強震波形計算手法として古和田の方法を用いることにより，パルス状の
波形，長く尾を引くような波形など，地点毎の特徴ある波形を再現す波形，長く尾を引くような波形など，地点毎の特徴ある波形を再現す
ることができた．古和田の方法でこれが可能となるのは中小地震に含
まれるフーリエ位相の情報を活用しているためである．

Mw アスペリティ面積 アスペリティのM0

1968年十勝沖地震 8.3 196km2 (1.2%) 9.23E+19Nm (2.6%)
1978年宮城県沖地震 7.6 21km2 (0.9%) 1.68E+19Nm (5.4%)
2003年十勝沖地震 8.0 136km2 (1.5%) 6.54E+19Nm (6.2%)



●地震調査研究推進本部地震調査委員会は 「2003年十勝沖地震の観測●地震調査研究推進本部地震調査委員会は，「2003年十勝沖地震の観測
記録を利用した強震動予測手法の検証」において，周期1-5秒の帯域におけ

る強震動の予測精度向上が課題であるとし，「特性化震源モデルや計算手
法のさらなる改良 高度化 を今後の課題とし 挙げ る法のさらなる改良・高度化」を今後の課題として挙げている．

●今回紹介した結果は，推本の掲げた課題に対して，一定の回答を与え得
るものではないかと考えている．つまり，

「特性化震源モデル」としては，観測されたパルスの幅と調和的なアスペリ特性化震源モデル」としては，観測された ルスの幅と調和的なアス リ
ティを採用すること

「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強震動評価手「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強震動評価手
法を採用すること

は一つの回答になり得るは一つの回答になり得る．



海溝型（巨大）地震の震源モデル構築に関する提案

●パルス波を確実に再現するためにアスペリティモデルを用いる．

●過去の地震のアスペリティのサイズは、インバージョン結果のトリミングで
はなく、観測波のパルス幅と調和的となるように決定する．

●こうして決定された過去の海溝型（巨大）地震のアスペリティモデルを統計
処理して，シナリオ地震の微視的震源パラメタを決める．

●上記の手順で決定された「アスペリティ」は従来の「アスペリティ」よりもか
なり面積の小さいものとなる．これを「アスペリティ」と称することは不都合でり 積 を リ ィ」 称す 都合
あるかも知れない．その場合にはこれを「スーパーアスペリティ」（松島・川
瀬）と称することも考えられる．その場合， ３階建ての震源モデルとなる．

３階建て： 背景領域+アスペリティ+スーパーアスペリティ

考慮する帯域によっては 背景領域やアスペリティは省略できる考慮する帯域によっては，背景領域やアスペリティは省略できる．



お知らせ

本研究で用いたサイト増幅特性データの公開

→港空研資料 No.1112

本研究で用いた解析プログラムの公開

→港空研資料 No.1173
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