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図－2.2 staggered-grid差分格子の概念図(Graves,1996)

 
図－2.1 経験的グリーン関数による波形合成の考え方 

２ 地震動予測手法 
（１）工学的基盤面地震動予測手法 
地表面地震動の予測方法には，距

離減衰式に代表される経験的手法，

観測記録に基づいた半経験的手法，

波動論をもとに予測する理論的手

法に大別される。経験的手法は震源

から距離に相当する最大値等を想

定する方法であり最も簡便な手法

であるが，地下構造に起因する強震

動域は表現されないという問題が

ある。地下構造に起因する強震動域

を予測するためには，妥当なモデル

と理論的な手法を用いて検討する

必要がある。 
先に述べられているように京都

盆地では，平成 10～14 年度で地下

構造調査がなされており，盆地モデ

ルが既に作成されている。しかし盆

地構造が既知であっても，地盤の不

均質のモデル化や震源過程といっ

た不確定要素が含まれており，高周

波数側の地震動を完全に決定する

ことは不可能である。このため，差

分法などの理論的手法は，表面波や

基盤岩形状によって生成される二

次的な波など低周波数側の計算で

用いられる。高周波数側を取り扱う

方法としては経験的グリーン関数

法（Irikura(1986)1）,図－2.１）が

しばしば用いられる。この方法は震

源の破壊過程を比較的容易に表現

することが可能であるが，観測記録

を用いるため，正しくは地震観測点

でしか扱うことが出来ない。これを

任意の点に拡張した方法として，震

源スペクトルと波形の包絡形状を

もとに震源波形を想定して波線理

論を用いて対象点の予測波形を作

成し，これをグリーン関数として扱

う統計的グリーン関数法がある。統 
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図－2.3 ハイブリッド合成のイメージ 
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図－2.4 要素地震の作成に用いた 

     包絡線形状と要素地震波例 

計的グリーン関数法は後続波や低周波

数側の計算にやや難があるものの高周

波数側の計算が可能である。このため，

各地点の地震波の作成は地下構造によ

る影響と高周波数側を表現するために，

低周波数側は Graves(1996)2)，Pitarka 
(1999)3)にならい staggered-grid を用い

た差分法（図－２.２）を，高周波数側は

統計的グリーン関数法を用いて計算し，

これらの波形に対し適当な帯域フィル

ターを作用させて合成するハイブリッ

ド法を用いた（図－2.３）。なお地表面地

震動は基盤岩形状による効果に加えて

表層地質の効果が地震動に影響する。このため，次章で述べるように，まず表層を全て工学的基盤

に置き換えて地震動予測を行い，工学的基盤上で予測された波形に対し，置き換えられた表層地質

を戻すことにより予測した。 
統計的グリーン関数の要素地震は波形の包絡形状と，ω－2スペクトルを満たす種地震を作成する

必要がある。包絡形状には Boore(1983)4)等が用いられるが，これを基盤岩の異なる京都盆地周辺で

そのまま適用して良いかは疑問が残る。このため，関西一円で発生した M5 程度の地震を対象に震

源から約 30km の範囲で kik-net(2002)5)の観測記録を収集し，図－2.４に示すように波形の包絡形

状を再決定している。 
統計的グリーン関数法では，要素地震をほぼ等間隔に配置するため，震源配置による干渉が起こ
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る。また，配置パターンを一つに固定することは，統計的に扱おうとする高周波数成分を確定論的

に扱うことになる。このため，図－2.５に示すようにアスペリティーの要素配置のパターンを少し

ずつ変えたパターンで幾通りかの計算を各地点で行ったのち，それらの波形から速度あるいは加速

度の最大値を求め，これらの中から統計的に平均値＋σの値に近い波形を選択して，高周波数側の

結果とした。なお，一般に観測される地震波は，高周波数側では地盤の不均質等による散乱の効果

により，ラディエーションは見えにくくなる。このため，震源のラディエーションには釜江(1990)6)

によるラディエーション係数を 2～5Hz で用いた。 
 

通常のパターン              食い違いパターン 
 
 
 
 
 

 
図－2.5 アスペリティーにおける要素地震の配置イメージ 

 
なお，低周波数側及び高周波数側の速度構造モデルはほぼ一致させたが，それぞれの帯域の計算

における入力パルスの違いから，走時にややズレが生じる。このためハイブリッド合成の際にはそ

れぞれの成分の速度波形にローパスフィルターを適用して，コヒーレンスが最も高くなるように波

形をタイムシフトさせて調整した。ハイブリッド後の波形は司・翠川(1999)7)による速度の経験式 
 

    logPGV＝0.58Mw＋0.0038Ｄ－1.31－log(R+0.028×100.50Mw)－0.002R 
PGV：最大速度(kine) 
Mw：モーメントマグニチュード 
Ｒ：断層最短距離 
Ｄ：震源深さ 

 
との比較を行って妥当性を検討した。 
 
 なお、南海・東南海地震に関しては取り扱う地域が広大なため、上記の方法を適用するのが困難

であり、別途の扱いをするものとした。この点に関しては、予測結果の項で述べるものとする。 
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 （２）地表面地震動予測手法 
ア 基礎資料 

・ボーリング資料 
京都市域を中心に約 9,300 本のボーリングデータを収集し，土質・N 値を整理して用いた。 

・PS 検層結果 
26 地点における検層結果を収集・整理し，土質毎に N 値，深度とＳ波速度の経験的な関係を求

め，表層地盤の動的物性をＮ値から推定した。 
・動的室内試験結果 

京都市域４地点 17 試料の試験結果をもとに，地盤の非線形挙動を表現するパラメーターを求めた。 
・表層地質図，地形区分図 

植村(2000)８）の地形区分をベースに地域分けを行い，ボーリングデータからメッシュ中央の地盤

条件を推定する基礎資料とした。この際，ボーリングデータの傾向から必要に応じ地域を細分し

た。 
 
イ 地盤のモデル化 

 各ボーリングデータから，工学基盤深度，深度１m 毎の土質（粘土,砂,レキ,岩に簡略化），土質別

の N 値をデータベース化した。このデータベースから，距離の重み付け平均により，メッシュ中心

点の工学基盤深度を求め，更に層厚１ｍを目安に層数を決めた。土質，N 値のデータベースを用い

て，各層の土質，N 値を距離の重み付け平均により与え，水平成層構造の地盤モデルを作成した。

最後に N 値と S 波速度の経験的な関係を用いて動的な物性を備えた地盤モデルとした。距離の重み

付け平均を行う範囲は上記の地域区分に従った。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図－2.6 各ボーリング地点の      図－2.7 表層地盤の検討概要 
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ウ 計算手法 
 地表面地震動は，非線形応答計算を行って求めた。計算プログラムには土の非線形な挙動を時刻

歴上で扱えるものとして DYNES3D（吉田:2003）９）を用いた。 
地盤に地震波が入射すると，地盤内にひずみ，応力が発生する。応力とひずみの比は剛性となる

が，剛性を一定にして波動の伝播を考えると，地盤に入射した地震動と地表面の地震動の関係は入

射する地震動の大きさ，波形に関わらず一定の傾向を示す。一方，土はひずみの大きさによって剛

性が低下する非線形性を示すため，現実的な地盤の応答解析には応力－ひずみ関係（非線形性）を

考慮する必要がある。 
 土の応力－ひずみ関係を模式的に示すと図－2.8 のようになるが，どのような非線形性を仮定する

かは，図の骨格曲線の与え方により変わってくる。今回の地震動予測では，室内試験結果との適合

性から骨格曲線を与えるモデルに Hardin-Drnevich モデルを採用した。 
 図－２.9 には地盤モデルの非線形性を表す剛性率，減衰比の一例を示す。 
 
 なお，図－２.8 の応力－ひずみ関係は地下水の影響も考慮した有効応力解析では大きく様変わり

した傾向を示すが，有効応力解析を全域にわたって精度良く行えるだけの基礎資料はなく，今回は

間隙水圧の影響を考慮しない全応力解析により地表面地震動の計算を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図－2.8 土の応力－ひずみ関係模式図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        図－2.9 剛性率と減衰のひずみ依存特性 
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 (３)液状化判定手法 
 液状化の判定は，砂質土層及びレキ質土層を対象に FL 値を求めることにより行った。FL 値は，

地盤の液状化抵抗比 R と繰り返しせん断応力比 L の比を用い，FL=R/L と表される。FL 値が１以

下の場合，液状化の危険性ありと判断される。 
 地盤の液状化抵抗比 R は道路橋示方書１０）の方法により，土質と N 値から推定するものとした。 
繰り返しせん断応力比 L は各地点における表層地盤の応答計算で深度ごとに得られるせん断応力

波形の最大値を用いて算出した。ただし，直下型地震を想定するため，L の値はかなり大きくなる

ことが予測され，単純に FL 値を計算したのでは非現実的な結果が得られる恐れがある。このため，

限界 N 値の考え方を取り入れ，地表付近で 20 以上，深さ 20m で 40 以上のＮ値を持つ地層につい

ては液状化しないものとした。 
 各深度のＦＬ値から次式により液状化指数 PL を得て，各地点の液状化危険度を求めた。 
  
          PL=∫ (1-FL)(10-0.5Z)dZ 
 ここに Z は深さ，(1-FL)の項は FL>1 では０とする。兵庫県南部地震においては 5～10 の PL 値で

液状化の発生が見られ，液状化の発生した地点の 70％が PL 値 15 以上となった（新関西地盤；京

都盆地 2002）１１）。 
 液状化抵抗比，繰り返しせん断応力比は各々有効上載圧を分母にした無次元量である。有効上載

圧を求めるのに必要な地下水位には，Ⅰ章１の(4)に示した地下水深度コンターを用いた。 
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