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独立行政法人防災科学技術研究所では、「地震調査研究の推進について-地震に関
する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」（平成
11年4月）に基づき、地震調査研究推進本部地震調査委員会により進められている
「全国を概観した地震動予測地図」の作成に資するため、平成13年4月より、特定プ
ロジェクト「地震動予測地図作成手法の研究」を実施しており、その研究の一環と
して震源断層を特定した地震動予測地図作成手法の検討を行ってきた。
本研究資料では、高山・大原断層帯の地震を想定した地震動予測地図作成に必要
な検討を実施し、その成果をとりまとめた。本検討結果は、地震調査研究推進本部
地震調査委員会が作成する「震源断層を特定した地震動予測地図」の具体的な作成
事例に資するものとして位置づけられる。
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１．はじめに 

独立行政法人防災科学技術研究所では、地震調査研究推進本部地震調査委員

会が進めている「全国を概観した地震動予測地図」の作成に資するため、平成

13 年 4 月より、特定プロジェクト「地震動予測地図作成手法の研究」を開始し、

地震動予測地図作成に必要な技術的問題に関しての研究開発、及び、地震調査

委員会及び関連する部会・分科会の指導の下に、実際の地震動予測地図作成に

関する作業を実施している。 

地震動予測地図には「確率論的手法による地震動予測地図」と「シナリオ地

震による地震動予測地図」の２種類あり、前者は確率論的地震ハザードマップ

とも呼ばれるもので、ある一定の期間内に、ある地域が強い地震動に見舞われ

る可能性を、確率を用いて予測した地図である。一般には、期間・地震動レベ

ル・確率のうち２つを固定し、残りの１つの分布を地図上で等値線図として示

した地図のことを言い、 後者はこれまでの地震調査委員会強震動評価部会及び

強震動予測手法検討分科会で検討されてきた予測手法を踏まえ、長期評価部会

により地震発生の長期確率評価及び断層の形状評価がなされた地震の中で、地

震発生の確率が高い地震について、ある想定された震源モデルに対しての地震

動分布を予測した地図のことである。 

本研究資料では、後者であるシナリオ地震による地震動予測地図のうち、長

期評価部会で高い確率と評価された高山・大原断層帯に関する検討と解析を実

施した。 
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２．地震動予測地図作成の概略 

地震調査委員会では、高山・大原（たかやま・おっぱら）断層帯について、

その位置および形態、過去や将来の活動等に関する評価結果を「高山・大原断

層帯の評価」（地震調査委員会，2003a；以下「長期評価」という）としてまと

め、公表している｡今回、この報告を踏まえ、強震動評価を行った。なお、以下

の市町村名等は 2004 年 9 月時点のものを用いている。 

 

2.1 想定する震源断層 

高山・大原断層帯は、岐阜県北部の高山市、およびその周辺市町村に分布す

る断層帯で、ほぼ北東 南西方向に並走する多数の断層からなる。これらの断

層のうち、高山市から郡上（ぐじょう）市に至る長さ約 48km の高山断層帯、吉

城（よしき）郡国府（こくふ）町から大野郡荘川（しょうかわ）村に至る長さ

約 27km の国府断層帯、および大野郡高根村から下呂市に至る長さ約 24km の猪

之鼻（いのはな）断層帯について長期評価がなされている。これらの断層帯は

いずれも右横ずれが卓越する複数の断層からなっており、それぞれの断層帯が

１つの区間として活動する可能性がある。今後 30 年以内の地震発生確率は、高

山断層帯で 0.7％、国府断層帯でほぼ 0-5％であり、国府断層帯は、その最大値

をとると､今後 30 年間に地震が発生する可能性が我が国の主な活断層の中では

高いグループに属することになる。猪之鼻断層帯については、将来の地震発生

の可能性は不明とされている。 

本検討では、「長期評価」に基づき、３つの断層帯を個別に扱うこととし、各

断層帯の震源断層位置を図 2.1 のように設定した。そして、震源断層の面積が最

も大きい高山断層帯について３ケース、国府断層帯と猪之鼻断層帯について、

それぞれ１ケースの合計５ケースの震源断層モデルを想定した。各ケースにお

ける震源断層の形状、アスペリティおよび破壊開始点の位置を図 2.2 に示す。高

山断層帯については、震源断層の面積が比較的大きいため、アスペリティを２

つとし、「長期評価」により平均的なずれの速度が比較的大きいと推測された断

層帯北東端部に大きいアスペリティを、断層帯中央部に小さいアスペリティを

配置した。破壊開始点は、断層帯北東端部のアスペリティの北東下端と中央部

のアスペリティの南西下端の２ケース（CASE1、CASE2）とした。さらに、同

断層帯については、断層帯の近傍にあり「詳細法」による強震動評価範囲内で
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人口が最も多い高山市に対する影響が大きくなる可能性があるケースとして、

断層帯南西端部に大きいアスペリティを、中央部に小さいアスペリティを配置

し、破壊開始点を南西端部のアスペリティの南西下端としたケース（CASE3）

も想定した。国府断層帯については、震源断層の面積が比較的小さいため、ア

スペリティを１つとし、「長期評価」による平均的なずれの速度が比較的大きい

と推測された断層帯中央部に配置した。破壊開始点はアスペリティの中央下端

とした。猪之鼻断層帯については、震源断層の面積が比較的小さく、平均的な

ずれの速度等の情報に乏しいことから、平均的なケースとして、１つのアスペ

リティを断層帯中央部に配置し、破壊開始点をアスペリティの中央下端とした。

震源断層パラメータの一覧を表 2.1 に示す。 

まず、簡便法による地震動予測地図作成領域は３つの断層帯のほぼ中心部に

位置する高山断層帯を中心に、北緯 35.58 度 36.66 度まで、東経 136.5 度 138.1

度の領域である。図 2.3 に巨視的モデルの設定位置と簡便法による地震動予測地

図作成領域を示す。 

この領域における簡便法による地震動評価を行う計算地点は国土数値情報の

３次メッシュに対応している。 

一方、詳細法による地震動予測地図作成領域は、３つの断層帯を包括する矩

形領域である。領域の４隅の座標値は、 

 

  北西端：北緯 37.100° 東経 138.056° 

  北東端：北緯 37.100° 東経 136.500° 

  南東端：北緯 36.083° 東経 136.500° 

  南西端：北緯 36.083° 東経 138.056° 

 

となっている（本検討では改正測量法以降の日本測地系２０００を用いている）。

この領域は簡便法による地震動の事前評価を行った後に、概ね震度５強よりも

強い地震動が予測される領域を想定して設定されたものである。 

この領域における詳細法による地震動評価を行う計算地点は矩形の計算領域

を 1km 間隔にグリッド分割した点である。具体的には、縦Ｘ方向（南北方向）

120 グリッド、横（東西方向）140 グリッドに分割した各点において地震動評価

を行った。上述のように詳細法では、工学的基盤で時刻歴波形が 1km グリッド、

120×140＝16800 点で得られるが、本検討でそれらの波形を全て表示することは
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出来ない。６章では、「詳細法工学的基盤」上において計算された波形のうち、

高山市役所（岐阜県）・白川村役場（岐阜県）・上宝村役場（岐阜県）・郡上市役

所（岐阜県）・下呂市役所（岐阜県）・安曇村役場（長野県）のそれぞれに最も

近い６評価地点について、時刻歴波形、および減衰定数５％の擬似速度応答ス

ペクトルを例として示すこととした。 

これら６地点の位置を図 2.4 に示す。これらの観測点は高山・大原断層帯を取

り巻くように配置している。 
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図 2.1 高山・大原断層帯の位置図 



2.1 想定する震源断層 
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図 2.2 高山・大原断層帯において設定された想定断層面と破壊開始点位置 
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表 2.1 高山・大原断層帯における設定断層パラメータ 

 



2.1 想定する震源断層 
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図 2.3 巨視的モデルの設定位置と簡便法による地震動予測地図作成領域 

（地図中黒線内は詳細法解析範囲） 
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図 2.4 強震動評価範囲と波形例を示す地点 



2.2 強震動評価の流れ 
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2.2 強震動評価の流れ 

高山・大原断層帯の地震を想定した強震動評価全体の流れを以下に示す。図

2.5 には作業内容をフローチャートにして示す。 

 

① 「高山・大原断層帯の評価」（地震調査委員会，2003a;以下、「長期評価」と

いう）で示されたそれぞれの断層帯（高山断層帯、国府断層帯、猪之鼻断層

帯）の位置図を参考にして、想定する震源断層モデルの位置・規模（長さ・

幅）を設定した。高山断層帯については、震源断層の面積が大きいことより、

大小２つのアスペリティを想定し、アスペリティの配置や破壊開始点を変え

た３通りの震源断層モデルを設定した。 

 

② ①の巨視的震源特性等から微視的震源特性を評価して特性化震源モデルを設

定した。 

 

③ 高山・大原断層帯周辺の「深い地盤構造」に対する三次元地下構造モデルを

既存の物理探査結果、ボーリング調査の結果等より評価した。「浅い地盤構

造」は国土数値情報（国土地理院，1987）を基に作成した。 

 

④ ②で作成された特性化震源モデル、③で作成された三次元地下構造モデルを

基に震源断層周辺の領域において、約１km2 のメッシュごとに「詳細法」（ハ

イブリッド合成法：6.3 章参照）を用いて強震動評価を行った。 

 

⑤ 平均的な地震動分布を評価するため、「簡便法」（6.1 章参照）による強震動評

価も行った。 

 

次章以降、上記の評価作業内容について説明するが、強震動評価の構成要素で

ある「震源特性」、「地下構造モデル」、「強震動計算方法」、「予測結果の検証」

の考え方については、「活断層で発生する地震の強震動評価のレシピ」（以下、「レ

シピ」という）に基づいたものであり、その内容と重複する事項についてはこ

こでは簡単に記述した。 
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図 2.5 予測地図作成の作業の流れ 
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３．地下構造モデルの設定 

3.1 地下構造モデル設定の考え方と方針 

地表における地震動予測計算に必要とされる地下構造モデルとしては、図 3.1

に示すように震源から地表までを対象としている。地下構造モデルを作成する

には、必要となる資料やモデル作成の手法によって、以下のモデルを設定する

必要がある。 

 

・伝播経路モデル：震源から対象地域の地震基盤までの広域の地下構造 

・深部地盤構造モデル：対象地域の地震基盤から工学的基盤までの地下構造 

・浅部地盤構造モデル：対象地域の工学的基盤から地表までの地下構造 

   地震基盤とは、Ｓ波速度で 3km/s 程度以上の地層 

   工学的基盤とは、Ｓ波速度で 400m/s 程度の地層 

 

図 3.1 地震動の伝播経路と地下構造モデル 

 

●伝播経路モデル 

伝播経路モデルの対象範囲は、想定地震の断層モデルが平面的にも深さ方向

にも十分入る領域とする。したがって、プレート、上部マントル、下部地殻、

上部地殻が含まれ、深さは 40km 程度までを考える。 
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伝播経路モデルの設定に際しては、文献調査を行い、最新の知見を反映させ

ることを基本とする。必要なパラメータは、層厚、Ｐ波速度、Ｓ波速度、密度、

Ｑ値（Ｑｐ、Ｑｓ）である。 

 

●深部地盤構造モデル 

深部地盤構造モデルの対象範囲は、地震基盤以浅で工学的基盤までの地層を

対象とする。深部地盤構造モデルの設定に際しては、伝播経路モデルの設定と

同様に文献調査を行い、最新の知見を反映させることを基本とする。 

伝播経路モデルおよび深部地盤構造モデルにおいては、理論的評価手法によ

る地震動の計算を行うことから、３次元のモデル化を行う。 

 

●浅部地盤構造モデル 

浅部地盤構造モデルの対象範囲は、工学的基盤から地表までの地層を対象と

する。浅部地盤構造モデルの作成の考え方は次の地震動算出の考え方によって

２種類のモデルの作成を行った。 

 

①計算対象範囲及びその周辺地域を簡易的な手法によって地震動を算出する

方法として、国土数値情報の微地形区分を用いた増幅倍率を求める。 

②ハイブリッド法によって算出された工学的基盤における地震波形を用いて

応答計算によって地表の地震動を求めるための地盤モデルの作成。 

 

①については、国土数値情報が第三次地域標準メッシュ（約 1km×1km メッ

シュ）となっていることから、第三次地域標準メッシュごとに微地形分類を行

い、松岡・翠川 (1994) 及び藤本・翠川 (2003) の方法によって増幅倍率を求める。 

②については、ボーリングデータをデータベース化し、ボーリング１本ごと

に１次元の応答計算を行えるようモデル化を行う。必要なパラメータは、層厚、

Ｓ波速度、密度、動的変形特性曲線（G/G0,ｈ－γ曲線）であり、対象地域のデ

ータの収集・整理も行い、解析に利用できるものは利用していく。 
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3.2 対象地域の地質環境 

解析対象地域は飛騨地方を中心とするが、物理探査等のデータが少ないことと、

前回砺波平野層帯で実施した地盤構造モデルの範囲が今回の解析範囲と大きく

重なっているため、この構造を基本的に利用しそれを飛騨地方南部に延長した。 

 

（１）地質概要 

図 3.2 に富山 金沢・飛騨地域の地質平面図、表 3.1 に地質構成表を示す。本

地域は北陸区のグリーンタフ地域に相当しており、先新第三系を基盤岩として、

新第三紀 第四紀の堆積岩および火山岩類が分布している。 

図 3.3 に飛騨山地周辺地域の基盤岩の分布を示す。本地域の先新第三系は、飛

騨変成岩類、飛騨外縁帯、美濃帯の中古生層、船津花崗岩類などから構成され

る。富山・砺波平野の南東縁に沿って飛騨変成岩類が分布しており、平野下の

基盤岩は飛騨変成岩類および花崗岩類からなる。 

新第三系は下位より、楡原層、岩稲層、黒瀬谷層、東別所層、下部音川層、上

部音川層、および氷見層に区分される（表 3.1）。これらのうち、岩稲層と黒瀬

谷層下部は主として火山岩類よりなる。黒瀬谷層上部、音川層、氷見層は、主

に砂岩、泥岩、シルト岩などの堆積岩類からなる。 

第四系は下位より、大桑層・埴生層・卯辰山層、段丘堆積物、扇状地堆積物、

および沖積層からなる。大桑層と埴生層・卯辰山層は、新第三紀に形成された

堆積盆地に連続して堆積した地層である。 

 

（２）地質構造 

本地域の地質構造は、①先新第三紀、②新第三紀 前期更新世、③中期更新

世 完新世の年代に区分され、それぞれ異なった構造をなす。 

先新第三紀の基盤岩は、東北東 西南西の帯状構造をなしており、北から南

へ飛騨帯、飛騨外縁帯、美濃帯からなる。検討範囲の主要な地域は飛騨帯に属

している。 

新第三紀には、日本海沿岸から海域にかけて、広範囲の火山活動とこれにつ

づく堆積盆地の形成があり、新第三系が厚く堆積した。堆積盆地は北北東 南

南西方向にのびている。 

中期更新世以後は、新第三系の堆積盆地内で、現在の丘陵と山地が隆起し、
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平野が沈降する構造運動があった。隆起部は、能登半島、宝達丘陵、呉羽山丘

陵、飛騨山地などであり、沈降部は富山・砺波平野、富山湾、金沢平野などで

ある。これらの地形は北北東 南南西方向に配列している。 

図 3.4 に北陸地方および飛騨地域とその周辺地域の活断層を示す。本地域は東

西圧縮の応力場にあり、砺波断層帯、呉羽山断層帯、森本 富樫断層帯などの

活断層は、平野の西端と東端に発達している。断層の走向は北北東 南南西で、

平野側沈降の逆断層をなす。 

 

 

図 3.2 富山～金沢・飛騨地域の地質平面図 



3.2 対象地域の地質環境 
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表 3.1 地質構成表（日本の地質５「中部地方Ⅱ」による） 

図 3.3 飛騨山地周辺地域の基盤岩の分布（角ほか，1989） 
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図 3.4 北陸地方および飛騨地域とその周辺地域の活断層 

（「活断層詳細デジタルマップ」による） 
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3.3 伝播経路モデル 

震源モデルから地震基盤までの伝播経路のモデルについて図 3.5 に示すよう

に設定した。 

モホ面とコンラッド面の深度と P 波速度は、Zhao and Hasegawa (1992) に基づ

いて設定した。P 波速度は各グリッドにおける速度値の深度 100km までの平均

値とした。S 波速度・密度に関しては Ludwig et al. (1970) により求めた。本地域

の物性値を表 3.2 に示す。また、作成されたコンラッド面平面図およびモホ面平

面図を図 3.6 (1) (2) に示す。 

 

表 3.2 物性値一覧 

図 3.5 富山 金沢地域の伝搬経路モデルの模式断面図 

速度層 P 波速度(km/s) S 波速度(km/s) 密度(g/cm3)

地震基盤 ～コンラッド面 5.9 3.3 2.7

コンラッド面～モホ面 6.7 3.8 2.9

モホ面以深 7.9 4.4 3.3
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図 3.6 (1) コンラッド面標高 
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図 3.6 (2) モホ面標高 
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3.4 深部地盤構造モデル 

高山・大原断層帯を震源とする地震動予測地図を作成するため、深部地盤構造

モデルを検討した。モデルの検討で使用したデータは、砺波平野層帯・呉羽山

層帯で使用したものを基本的に利用し、飛騨地方の南部地域を補完するように

新規のデータを収集した。 

 

（１）文献収集 

図 3.7 に屈折法地震探査、反射法地震探査、微動アレイ、および速度検層の文

献位置を示す。 

屈折法地震探査として、吾妻 金沢測線（酒井ほか，1996）と川西 王滝測

線（Ikami et al.，1986）がある。これらの測線では、地震基盤相当のＰ波速度

（5.9km/s）が観測されている。 

反射法地震探査として、石油・天然ガス調査（石油公団，1981，1982，1983）、

活断層調査（富山県，1997，1999；下川ほか，2002）などがある。石油公団に

よる探査は、富山・砺波平野、富山沖、金沢平野、金沢沖の広い範囲で行われ

ている。また、砺波平野と金沢沖では 3,000m 級の基礎試錐が掘削され、速度検

層が行われている（石油公団，1985，1986）。 

微動アレイ探査は、福井平野と金沢平野で実施されている（福井県，1998；

神野ほか，2002）。 

速度検層として、KiK-net および K-NET の PS 検層と基礎試錐「富山」および

「金沢沖」の速度検層がある。 
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図 3.7 文献位置 
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（２）速度層区分 

屈折法地震探査、基礎試錐「富山」、「金沢沖」、および KiK-net の ISKH07（深

度 805.5m）の速度検層結果から、速度層区分を検討した。KiK-net および K-NET

の PS 検層は、ISKH07 をのぞいて、ボーリング深度が 100 200m 程度と浅い。

これらの検層結果は低速度領域にデータが集中し、広い範囲の速度値が観測さ

れていないことから、速度層区分の検討には使用しなかった。 

図 3.8 に観測されたＰ波速度と速度層区分を示す。この図から、本地域のＰ波

速度層を次のように区分した。 
 
          （速度層区分）   （Ｐ波速度） 

           速度層１      2.3 km/s 

           速度層２      3.1 km/s 

           速度層３      4.7 km/s 

           速度層４      5.9 km/s 
 

基礎試錐「富山」、「金沢沖」などから、地質とＰ波速度の関係を推定すると、

速度層１は氷見層 音川層、速度層２は東別所層 黒瀬谷層上部、速度層３は

黒瀬谷層下部 岩稲層の火山岩類、速度層４は基盤岩類にほぼ相当する。 

なお、物理探査データは、速度境界面が急変している点や速度層が消失する

点を主に読み取っているため、測線上を不等間隔で読み取っている。 
 

 
図 3.8 観測された P 波速度層区分 

白丸：物理探査データの読み取りを行った点の分布、黒丸：ＰＳ検層結果のＰ波速度分布。 
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（３）反射法探査の深度断面の検討 

本地域では、石油・天然ガス調査を目的として平野部や海域で反射法地震探

査と基礎試錐が行われている。これらは本地域の深部地盤構造モデルを検討す

るうえで貴重なデータである。しかし、報告書では反射法地震探査の解釈図は

時間断面で示されている。深部地盤構造モデルのデータとするためには、時間

断面を深度断面に変換する必要がある。そこで、基礎試錐の速度検層結果から

区間速度を求めた。さらに、各測線の地層および反射面を対比し、各測線の反

射面間の平均速度を推定することにより、時間断面を深度断面に変換した。 

図 3.9 に基礎試錐「富山」、「金沢沖」の速度検層結果、図 3.10 (1)、(2) に各測

線の地層と反射面の対比を示す。図 3.10 のように基礎試錐「富山」と「金沢沖」

では同じ地層でも速度値が異なる。海域は陸域に対して速度値が小さくなって

いる。そのため、地層と反射面の対比は、陸域と海域で分けて検討した。 

反射法地震探査による深部地盤構造は次のようになる。図 3.11  (1) (5) に代

表的な測線の時間断面と深度断面を示す。 

 

●砺波平野 

図 3.11(1) に V-4 測線の深度断面を示す。基礎試錐「富山」および V-A、V-B、

V-4、V-5 測線によると、岩稲層（4.7 km/s）上面深度は、2.500 3,000m である。

地質資料によると、岩稲層の厚さは 1,000m 前後と推定されており、基盤岩

（5.9km/s）上面深度は 3,500 4,000m 程度と考えられる。埴生層（2.1km/s 以下）

の厚さは、最深部で 1,000m を越えている。 

 

●富山平野 

V-2 および V-3 測線の探査が行われている。図 3.11(2) に V-3 測線の深度断面

を示す。V-3 測線によると、岩稲層（4.7 km/s）上面深度は、山側から富山湾に

かけて深くなり、最深部は 2,300m 程度である。V-2 測線は砺波平野から富山平

野にかけての東西方向の測線である。岩稲層（4.7 km/s）上面深度は、砺波平野

よりも富山平野の方がやや浅くなっている。埴生層（2.1km/s 以下）の厚さは、

最深部で 500m 程度である。 

 

●富山湾 

図 3.11(3) に T81-1 測線の深度断面を示す。T81-1、T81-A 測線によると、黒瀬
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谷層（グリーンタフ）上面標高（海水準からの深度）は-4,500 -5,000m に達す

る。北北東 南南西方向にのびる富山湾に沿って、新第三系の堆積盆地が推定

される。同じ地層でも、海域は陸域よりも速度値が小さい傾向がある。椎谷層

および寺泊層（標準的な層序で氷見層および音川層、図 3.11(2) 参照）は 1.8 km/s

のＰ波速度を示しており、速度層１の基底標高は-3,000m 付近にある。 

 

●金沢平野 

図 3.11(4) に V-C 測線の深度断面を示す。V-6、V-C および V-D 測線によると、

岩稲層および黒瀬谷層下部（4.7km/s）の上面深度は 2,000 2,300m である。火

山岩類（岩稲層・黒瀬谷層下部）の厚さを約 1,000m とすると、基盤岩上面深度

は 3,000 3,300m 程度と推定される。 

埴生層と氷見層のＰ波速度は 2.06km/s であり、速度層１（2.1km/s 以下）に相

当する（図 3.10(1)）。反射断面によると、速度層１基底の深度は 400 600m 程

度である。KiK-net ISKH07 のＰＳ検層（深度 805.5m）によると、深度 90 160m

に 2.59km/s 層が分布しているが、その下位の深度 160 300m は 2.04km/s、深度

300 620m は 1.95km/s である（図 3.10(1)）。速度層が逆転しているが、深度 620m

を速度層１の基底とすると、KiK-net ISKH07 と反射法探査の結果はほぼ整合し

ている。 

 

●金沢沖 

図 3.11(5) に７測線の深度断面を示す。７、８、C-2,3 測線などによると、海

岸線から約 15km にかけて基盤岩の高まりがみられる。その沖合は基盤が急に深

くなり、岩稲層（4.7km/s）上面標高は、-2,000 -2,500m 付近にある。 



防災科学技術研究所研究資料 第 282 号 2005 年 11 月 

－ 26 － 

 

 

図 3.9 基礎試錐「富山」，「金沢沖」の速度検層結果 

石油公団（1985,1986）に加筆 
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図 3.10 (1) 富山 金沢平野における反射法地震探査測線における地層と 
反射面の対比 

図 3.10 (2) 金沢沖 富山沖における反射法地震探査測線における地層と 
反射面の対比 
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図 3.11 (1) 反射法地震探査（砺波平野 V-4 測線） 
深度変換を行う際は、左図に示した速度検層結果の① ④の区間の平均速度を用いている。 
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図 3.11 (2) 反射法地震探査（富山平野 V-3 測線） 
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図 3.11 (3) 反射法地震探査（富山沖 T81-1 測線） 
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図 3.11 (4) 反射法地震探査（金沢平野 V-C 測線） 
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図 3.11 (5) 反射法地震探査（金沢沖 7 測線） 
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（４）物理探査データによるＰ波速度構造モデル 

図 3.12 (1) に地表面の標高を示し、(2)～(5) に物理探査データのみによるＰ波

速度構造モデルを示す。石油・天然ガス調査の反射法地震探査結果をモデルに

取り込むことで、地質構造にほぼ調和したモデルを作成することができた。 

コンター図のように、5.9km/s 層上面標高（地震基盤）は富山湾 砺波平野に

かけて深くなっており、富山湾で-5,000m 以上に達する。その南西端はやや西に

屈曲し、金沢平野でも深くなっている。南部山間部の飛騨地方にかけては浅く

なる。なお、反射法地震探査は 4.7km/s 上面までの探査であり、5.9km/s 層は捉

えられていない。ここでは 5.9km/s 上面を 4.7km/s 層上面と同じ深度に設定し、

コンター図を作成している。 

 

 

-100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000
-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

-6000
-5000
-4000
-3200
-2800
-2200
-1600
-1200
-800
-400
-200
0
100
200
400
600
800
1000
1200
1400

図 3.12 (1) 地表面標高 
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図 3.12 (2) 物理探査データによる深部地盤構造モデル 
P 波速度 2.3km/s、S 波速度 0.75km/s 層上面標高の 

観測データ（上図）とコンター図（下図） 
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図 3.12 (3) 物理探査データによる深部地盤構造モデル 
P 波速度 3.1km/s、S 波速度 1.1km/s 層上面標高の 

観測データ（上図）とコンター図（下図） 
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図 3.12 (4) 物理探査データによる深部地盤構造モデル 
P 波速度 4.7km/s、S 波速度 2.0km/s 層上面標高の 

観測データ（上図）とコンター図（下図） 
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図 3.12 (5) 物理探査データによる深部地盤構造モデル 

P 波速度 5.9km/s、S 波速度 2.9km/s 層上面標高の 

観測データ（上図）とコンター図（下図） 
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（５）Ｐ波速度構造モデルの地質情報による補完 

図 3.12 に示した速度構造モデルは、物理探査結果や PS 検層結果におけるＰ

波速度データだけでモデルを作成したものである。そのため、データが少な

い地域では、地質構造を反映した構造に必ずしもなっていないので、地質情

報に基づいてデータを補完した。図 3.13 に地質情報および重力情報によるモ

デルの補完方法を示す。主な補完内容は次のとおりである。 

 

① 地震基盤に相当する 5.9 km/s 層は、屈折法地震探査の吾妻 金沢測線（酒

井ほか，1996）でのみ観測されている。基礎試錐「富山」、「金沢沖」は

3,000m 級のボーリングであるが、基盤岩に達していない。最下部は岩稲

層（いわゆるグリーンタフ）からなり、速度検層によるＰ波速度は 4.2

4.6 km/s である。反射法地震探査も黒瀬谷層下部 岩稲層が音響基盤

をなし、基盤岩の深度を把握していない。そのため、物理探査データに

よるＰ波速度構造モデルでは、大部分の地域で 4.7 km/s 層と 5.9 km/s 層

を同じ深さになっている。吾妻 金沢測線で観測されている 5.9 km/s 層

は、基盤岩（飛騨変成岩類・花崗岩類）に相当するものと考えられる。

その深さは地質学的に推定する必要がある。 

基礎試錐「富山」は深度 2,415 m で岩稲層に達している。岩稲層の層

厚は 500 1,000m、その下位の楡原層の層厚は約 200m である（「日本の

地質６ 中部地方Ⅱ」による）。岩稲層上面から約 1,000m 下に基盤岩が

分布するものと想定し、その位置に 5.9 km/s 層を推定した。 

反射法地震探査測線では、4.7 km/s 層に相当するグリーンタフ上面か

ら約 1,000m 下に 5.9 km/s 層を推定した。 

 

② 基礎試錐「富山」が位置する砺波平野と比べて、富山平野では 2.3、3.1、

4.7 km/s の各速度層の上面深度が浅くなっている。これは、富山平野に

おける物理探査データが少なく、周辺のデータで平均化された結果であ

る。地質学的には、砺波平野と富山平野の堆積盆地の深さはほぼ同じ、

ないし富山平野の方がやや深いと推定される。砺波平野と富山平野ほぼ

同じ深さになるよう修正した。 
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③ 富山湾では、反射法地震探査によるグリーンタフ上面の時間構造図（往

復時間のコンター図）が示されている（石油公団，1981）。これを参考

にしてデータを補完した。 

 

④ 邑知潟の反射法地震探査によると、この地域の基盤岩の深さは約 1,000m

である（下川ほか，2002）。この地域において 5.9 km/s 層が約 1,000m の

深さになるように、データを補完した。 

 

 

 

図 3.13 地質情報によるモデルの補完方法 



防災科学技術研究所研究資料 第 282 号 2005 年 11 月 

－ 40 － 

（６）深部地盤構造モデル 

図 3.14 に使用したボーリングデータと物理探査データの位置を示す。図

3.15 および図 3.16 に飛騨地方（解析範囲南部）を補完するための重力データ

とフィルターで処理したブーゲー異常図を示す。 

図 3.17 図 3.18 に地質情報により補完した深部地盤構造モデルを示し、図

3.19 に代表的な断面を示す。地質情報および重力情報による補完内容は次の

とおりである。 

 

・Vp2.3 km/s 層上面 

存在領域は、解析範囲の北部に位置する、富山・砺波平野から金沢にか

けて、データを補完して、平野部の構造を明瞭にした。Ｐ波速度構造図は、

富山平野で本速度層上面深度が浅くなっているので、砺波平野とほぼ同じ

深さとした。邑知潟も反射法地震探査データに基づき、データを補完した。 

富山平野の東部地域には、黒部川などで形成された扇状地が発達してい

る。扇状地堆積物は砂礫層の粗粒な堆積物より成り（ 野ほか，1992）、

K-NET および KiK-net の PS 検層では、2.3 km/s 層上面深度が浅い。扇状地

堆積物は第四系の地質であるが、Ｐ波速度がやや大きいものと推定される。 

 

・Vp3.1 km/s 層上面 

富山湾から平野部にかけて、2.3 km/s 層と同様な補完を行った。 

 

・Vp4.7 km/s 層上面 

石川県南部地域は物理探査データが少ない（図 3.12(3)上図参照）。物理探

査データだけでコンター図を作成すると、吾妻 金沢測線（東西方向 60,000

付近）の影響により、日本海沿岸から山側にかけて本速度層上面が深くな

っている。地質的に基盤岩が浅く分布する地域であるので、補完データを

与えて修正した。 

 

・Vp5.9 km/s 層上面 

前述したように、本速度層上面深度の物理探査データは少ない（図 3.12(4)

上図参照）。補完方法で述べたように、検討地域全域で 4.7 km/s 層の厚さを

約 1,000m としてデータを補完し、コンター図を修正した。 
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Vp4.7 km/s 層と同様に、石川県南部から富山県南部にかけての地域で、

本速度層上面が深くなっている。補完データを与えて修正した。その他山

間部においては重力データ（ブーゲー異常データ図 3.16）により補完した。 

 

 
図 3.14 使用した地震観測点のボーリングデータと物理探査データの位置 
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図 3.15 地表面標高（上図）とブーゲー異常図(2.67g/cm3)（下図） 
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図 3.16 残差ブーゲー異常図(バンドパスフィルター 4km < r < 100km ) 
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図 3.17 工学的基盤から地震基盤までの標高コンター 

（上図 Vp=2.3km/s, 下図 Vp=3.1km/s） 
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図 3.18 工学的基盤から地震基盤までの標高コンター 

（上図 Vp=4.7km/s, 下図 Vp=5.9km/s(地震基盤)） 
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図 3.19 深部地盤構造モデル断面図 
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（８）Ｐ波とＳ波速度の関係 

図 3.20 に富山県、石川県および岐阜県飛騨地方と周辺地域を含むデータによ

るＰ波速度とＳ波速度の関係図を示す。県別にみると、富山県よりも石川県の

方が、Ｐ波速度に対してＳ波速度がやや大きい。周辺地域を含むデータは、両

県の中間的な相関図になっている。 

深部地盤構造モデルにおける各層の S 波速度を、図 3.20 に示した P 波速度と

S 波速度の関係図から求めた。図 3.20 で示したように、石川県ならびに富山県

において地震基盤層に相当する P 波速度・S 波速度が検層結果から求まっていな

い。また岐阜県飛騨地方を中心とする周辺地域を含むデータによる P 波速度と S

波速度の関係が、富山・石川県の関係の中間的な傾向を示している。これらの

状況から、図 3.20 における周辺地域を含むデータから求めた P 波速度と S 波速

度の関係式により各層の S 波速度を決定した。なお、表層の P 波速度と S 波速

度は、K-NET 地点において N 値 50 以上となる礫・礫質土における PS 検層結果

により、それぞれ 1.8km/s、0.46km/s とした（図 3.21）。また、各層の密度に関し

ては、Ludwig et al. (1970)の関係を参考に P 波速度より求めた（図 3.22）。表 3.3

に深部地盤構造モデルにおける各層のＰ波速度と S 波速度を示す。 

 

表 3.3 深部地盤構造モデルにおける各層の物性値の一覧 

 

 

 

速度層
P 波速度 

(km/s)
S 波速度 

(km/s)
密度 

(g/cm3)

Vp2.3km/s 層 2.3 0.75 2.1

Vp3.1km/s 層 3.1 1.1 2.3

Vp4.7km/s 層 4.7 2.0 2.5

Vp5.9km/s 層 5.9 2.9 2.7
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図 3.20 Ｐ波速度とＳ波速度の関係 
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図 3.21 K-NET においてＮ値 50 以上となる礫・礫質土のＰ波速度とＳ波速度 

図 3.22 密度および P 波速度と S 波速度の関係 
（Ludwig et al. (1970) に加筆）
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3.5 浅部地盤構造モデル 

浅部地盤構造モデルは、国土数値情報の地形・地質データおよび標高データ

をもとに表層地盤の増幅倍率を求めることとした。 

 

3.5.1 国土数値情報を用いた表層地盤の増幅率評価の基本的な考え方 

 地震動評価における表層地盤の増幅率評価については、簡易的に地盤の増幅

度を全国同水準に求めることを前提に考える。 

評価方法は、国土数値情報に含まれる地形学的情報が全国を網羅しているの

で、これを用いた経験式から、地表から工学的基盤までの表層地盤の平均 S 波

速度を推定し、さらに、これと表層地盤の増幅度の関係を表す経験式から表層

地盤の増幅度を求める。工学的基盤における地震動強さ（最大速度）に表層地

盤の増幅度をかけることにより、地表の地震動強さを求められる。 

松岡・翠川(1994)は、地盤情報を含むデータが日本全国 1km メッシュでデー

タベース化されている国土数値情報を用いる方法を提案している。しかし、松

岡・翠川(1994)では、平均Ｓ波速度を推定するための経験式を作成する際に用い

たデータが関東のものであったため、この経験式を全国的に用いるには問題が

あった。 

その後、藤本・翠川(2003)は、全国の PS 検層データから地盤の平均Ｓ波速度

を求めるように提案した。 

 ここでは、藤本・翠川(2003)の方法を用いて地盤の増幅度の評価を行った。な

お、参考のため松岡・翠川(1994)の方法を用いた場合を 3.5.4 に示す。 

 

3.5.2 増幅率評価に用いる国土数値情報および地質図 

地盤を一律に細かく評価した資料として、国土数値情報（国土交通省国土地

理院）や 100 万分の 1 地質図（独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合

センター）などがある。前者については微地形分類、海岸線、主要河川、標高

のデータ、後者については表層地質分布から地質年代のデータを使用する事が

できる。このうち、地形分類のデータは、全国を約 1km のメッシュに分けて、

メッシュごとに評価されている。しかし、これは県を単位とした分析であり、

県によって評価の精度が違ったり、表現が異なったりしており、全国的には統

一的でない部分もある。また、これらのデータは主に昭和 40 年代に作成された
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ためにその後に埋め立てられたり、造成されたりした地域のデータは含まれて

いない。以上の点を踏まえ、対象地域の地形分類データについて統一的に見直

す作業を行った。 

表 3.4 に国土数値情報による地形分類および表層地質分類と藤本・翠川 (2003) 

による微地形区分との関係を示す。ここでは表 3.4 の対応関係を基本として、藤

本・翠川 (2003) の微地形分類を行うこととした。 

なお、以下の２点について、新たに考慮することとした。 

 

①微地形区分の「他の地形（沖積・洪積）」の見直し 

国土数値情報を用いた微地形区分の中にある「他の地形（沖積・洪積）」と

いう分類は、その大半が第四紀に噴火した火山の地形であるが、同地域の地質

図と比較すると第三紀以前の岩盤が露出している地域が混在している箇所が

多く見られた。そこで、「他の地形（沖積・洪積）」に分類される地域の地質図

と照らし合わせて、「他の地形（沖積・洪積）」の再分類を行った。 

 

②微地形区分がなされていないメッシュの再評価 

国土数値情報では、湖や海沿いにおいて 1km メッシュの大半が水面部であ

る場合は微地形区分の対象から除外している。このため、メッシュ内に陸がわ

ずかに存在する場合でも、微地形区分がなされていない場合がある。そこで、

データが抜けている湖および海沿いのメッシュに対しては微地形ないしは地

質を追加する作業を行った。 
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表 3.4 国土数値情報による地形分類および表層地質分類と 
藤本･翠川（2003）による微地形区分との関係 
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3.5.3 表層地盤の増幅の評価 

 表層地盤の増幅の評価については、前項で示した地震動評価のための微地形

区分ごとに平均 S 波速度を設定し、その平均 S 波速度から増幅度を算定する方

法を採用した。今回採用した藤本・翠川 (2003) の方法について、松岡・翠川 （1994）

から変更された点は以下の 2 つである。 

① 全国における同一地形分類での地盤の平均Ｓ波速度 (AVS) は、東北日

本・中央日本・西南日本に分類できる。（図 3.23 参照） 

② 新第三紀以前と一つにしていた地形分類は、新第三紀と古第三紀以前の

2 つに分類できる。 

図 3.23 主要構造線に基づく日本列島の地域分け 

               藤本・翠川（2003） 
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松岡・翠川 (1994) によって示された式(3-1)の関係を用いて、今回新たに区分

された（東北日本・中央日本・西南日本）の微地形区分ごとの平均Ｓ波速度を

算定した。図 3.24 に微地形区分ごとの標高または主要河川からの距離と平均 S

波速度の関係を示す。 
 

 ±++= LogDcLogHbaLogAVS  ・・・(3-1) 

 AVS ；地表から地下 30m までの推定平均 S 波速度(m/s) 

 a,b,c,σ；係数(表 3.5) 

 H ；標高(m) 

 D ；主要河川からの距離(km) 

表 3.5 式（3-1）における微地形区分ごとの係数 
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図 3.24 地域ごとの微地形区分と地盤の平均 S 波速度 

                  藤本・翠川（2003） 
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また、それぞれの微地形区分における標高のデータに係る係数“b”と主要河

川からの最短距離に係わる係数“c”は、それぞれの実測値データを元に決定し

た値なので、表 3.6 および表 3.7 に示す有効な範囲を設定した。 

 

表 3.6 係数“ｂ”の標高の範囲 

表 3.7 係数“c”の主要河川からの最短距離の範囲 

松岡・翠川 (1994) は、第三紀ないしそれ以前の丘陵地（AVS が 600m/sec 程度）

を基準とした表層地盤の速度増幅度について、下式 (3-2) を用いて算定すること

を提案している。 
 

 16.066.083.1 ±= LogAVSLogARV  ・・・(3-2) 

(100＜AVS＜1500) 
 

 AVS；地表から地下 30m までの推定平均 S 波速度(m/s) 

 ARV；地表から地下 30m までの速度増幅度 
 

なお、標高値や主要河川からの距離によっては平均Ｓ波速度が 100m/s 未満と

なる場合が生じるが、ここでは、平均Ｓ波速度が 100 m/s 未満となった場合には、

平均 S 波速度 100  m/s の速度増幅度で評価するものとした。 

また、式(3-2)式は、平均Ｓ波速度が 600m/s を基準（増幅度＝1.0）としている。

今回の予測地図作成に当たっての基盤の評価は、工学的基盤（Ｓ波速度 400m/s

相当）で行うことを想定しているため、上記増幅度をＳ波速度 400m/s の地盤上
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に適用する場合には、1.31 で割った増幅度を用いることにした。 

以上までに述べた方法で、高山・大原断層帯の存在する飛騨地域について、

1km メッシュごとに求めた微地形区分と工学的基盤以浅の速度増幅度の分布を

それぞれ図 3.25 と図 3.26 に示す。 
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図 3.25 国土数値情報を用いた藤本・翠川 (2003) に基づく微地形区分の分布

図 3.26 藤本・翠川 (2003) に基づく工学的基盤以浅の速度増幅度分布 
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3.5.4 ＜参考＞ 松岡・翠川 (1994)による表層地盤の増幅の評価 

松岡・翠川（1994）では、AVS の推定式 (3-1) においての各係数 a,b,c,  を表

3.8 に示すとおり設定している。図 3.27 および図 3.28 から求めた係数 b および c  

の範囲は表 3.9 および表 3.10 の通りである。以上の条件のもと、3.5.3 と同様の

方法で表層地盤の増幅度を求める。砺波平野断層帯および呉羽山断層帯周辺に

ついて、この方法による国土数値情報を用いた微地形区分と工学的基盤以浅の

速度増幅度分布を図 3.29 および図 3.30 に示す。     

表 3.8 式(3-1) における微地形区分ごとの係数 

表 3.9 係数“ｂ”の標高の範囲 

表 3.10 係数“c”の主要河川からの最短距離の範囲 
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図 3.27 松岡・翠川 (1994) による AVS と標高の関係 

図 3.28 松岡・翠川 (1994) による AVS と主要河川からの距離の関係 
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図 3.29 国土数値情報を用いた松岡・翠川(1994)に基づく微地形区分の分布 

図 3.30 松岡・翠川 (1994) に基づく工学的基盤以浅の速度増幅度分布 
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４．震源モデルの作成 

4.1 高山・大原断層帯の概要 

高山・大原断層帯については、岐阜県北部の高山市、およびその周辺市町村

に分布し、ほぼ北東 南西方向に並走する多数の断層のうち、高山市から郡上

（ぐじょう）市に至る長さ約 48km の高山断層帯、吉城（よしき）郡国府（こ

くふ）町から大野郡荘川（しょうかわ）村に至る長さ約 27km の国府断層帯、

および大野郡高根村から下呂市に至る長さ約 24km の猪之鼻（いのはな）断層

帯についての長期評価がなされている（図 4.1）。これらの断層帯はいずれも右

横ずれが卓越する複数の断層からなっており、それぞれの断層帯が１つの区間

として活動する可能性がある。今後 30 年以内の地震発生確率は、高山断層帯で

0.7％、国府断層帯でほぼ 0-5％であり、国府断層帯は、その最大値をとると､

今後 30 年間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高いグル

ープに属することになる。猪之鼻断層帯については、将来の地震発生の可能性

は不明とされている（市町村名等は 2004 年 9 月時点のもの）。 
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図 4.1 高山・大原断層帯の位置図（地震調査委員会(2003a)）に加筆 
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4.2 断層モデルの作成 

震源断層モデルの位置については、「長期評価」による活断層位置図(図 4.1)

を参照した。高山断層帯においては、各断層間にステップがあり、断層トレー

スの中央部が北西側に屈曲している形状となっているため、全断層トレースの

中心は､「長期評価」で示された断層帯の両端をつないだ場合に得られる断層ト

レースよりも４km 程北西側となる。したがって、ここでは、「長期評価」から

得られる断層トレースを、同断層トレースの一般走向（N50°E）と並行して、

北西方向に４km 移動した位置を震源断層の位置とした (図 4.2 参照) 。また、国

府断層帯の長さについては、「長期評価」では 27km であるが、震源断層モデル

の作成上、28km とした。なお、図 4.3 に活断層で発生する地震に対する特性化

震源モデルの設定の流れを示す。 

 

 

図 4.2 詳細法解析範囲と想定断層位置 
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図 4.3 活断層で発生する地震の震源特性設定の流れ 

（図 2.5 の再掲） 
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4.2.1 断層パラメータの設定 

断層パラメータの設定に関しては、地震調査委員会で制作された「活断層で

発生する地震の強震動評価のレシピ」（以下「レシピ」と呼ぶ）に沿って設定

している。設定に関しては以下のように設定した。（以下の文面は「レシピ」

の抜粋である。） 

活断層で発生した地震の震源特性の設定においては、評価対象を断層全体の

形状や規模を示す巨視的震源特性、主として震源断層の不均質性を示す微視的

震源特性、破壊過程を示すその他の震源特性の３つに分けて設定を行い、特性

化震源モデルを作成する。以下に説明する震源特性パラメータ設定方法は、基

本的には想定するシナリオ地震に対して最初に特性化震源モデルを構築する際

に用いる設定方法であり、強震動評価初期段階における震源特性パラメータの

設定が、一貫性をもってなされることを目的としている。 

活断層で発生する地震は、海溝型地震と比較して、地震の活動間隔が長いた

めに、最新活動の地震による観測記録が得られていることは少ない。したがっ

て、活断層では地表における過去の活動の痕跡のみから特性化震源モデルを推

定しなければならないため、海溝型地震と比較して、そのモデルの不確定性が

大きくなる傾向にある。そのため、そうした不確定性を考慮して、複数のモデ

ルを想定することが望ましい。以下では、それぞれの震源特性ごとに説明する。 

 

① 巨視的震源特性 

断層の巨視的震源特性のパラメータとして、 

・断層の幾何学的位置（基準位置と走向） 

・断層の大きさ・深さ 

・地震規模 

・断層の平均すべり量 

を設定する。それぞれのパラメータの設定方法について、以下に説明する。 

但し、地震調査委員会長期評価部会の評価結果があれば、基本的にそれを用い

る。 

 

（１）断層の幾何学的位置（基準位置と走向） 

 断層の幾何学的位置については、変動地形調査や既存のデータをとりまとめ
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た「新編日本の活断層」、「都市圏活断層図」などを基に設定する。その際、付

近に複数の断層が存在する場合には、松田 (1990) の基準に従って、起震断層を

設定する。また、断層間の形状、活動間隔、地表の変位量等の情報により、必

要に応じてセグメント分けを行う。セグメント分けした場合には、想定される

地震をすべて設定することが望ましいが、現状では計算量が膨大になることか

ら可能な範囲で確率の高いもの、規模の大きいものなどから順に想定地震を設

定する。 

 地震調査委員会長期評価部会で決定された震源の形状評価があれば、その形

状評価を推定根拠に留意して利用するのが望ましい。 

 

（２）断層の大きさ（長さ、幅）、深度 

長さ L (km) については（１）で想定した起震断層の形状を基に設定する。幅

W (km) については、Somerville et al. (1999) による下記に示した W と L の経験

的関係、 

 

 W = L  （L < Wmax） 

 W = Wmax  （L≧Wmax） (4-1) 

 

を用いる。この関係は内陸の活断層地震の W はある規模以上の地震に対して飽

和して一定値となることを示している。ここで、Wmax = Ws/sinθ, Ws:地震発

生層の厚さ (Ws≦20km)、θ:断層の傾斜角。Ws = Hd - Hs。Hd と Hs は地震発生

層の下限および上限の深さで微小地震の深さ分布から決められる (Ito, 1999)。 

断層上端の深度については、微小地震発生層の上面の深度 Hs（微小地震の浅

さ限界）と一致するものとする。これは、地表に断層変位が確認されていても、

震源の動力学モデルの研究から地表付近の数ｋｍに及ぶ堆積岩層において応力

降下がほとんど発生しなくてもその下の基盤岩部分の地震エネルギーを放出さ

せる破壊が堆積岩層に伝わり破壊が地表に達することがわかってきたためであ

る（例えば、Dalguer et al. , 2001）。 
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（３）地震規模（地震モーメント） 

地震モーメントは震源断層の面積（=長さ×幅）との経験的関係より算定す

る。Somerville et al. (1999) によると地震モーメント Mo (dyne・cm)と震源断層の

面積 S (km2) の関係は、 

 

 S=2.23・10-15・Mo2/3  (4-2) 

 

となる。ただし、Somerville et al. (1999) の式は過去の大地震の強震動インバー

ジョン結果を基に設定されているため、地震モーメントの適用範囲が制限され

る。したがって、適用範囲を超える地震については Wells and Coppersmith (1994) 

等による強震動インバージョンが行われていないデータから妥当な値を設定す

る。 

複数の地震セグメントが同時に動く場合は、地震セグメントの面積の総和を

震源断層の面積とし、上式を用いて全体の総地震モーメント Mo を算定する。

個々のセグメントへの地震モーメントの振り分けは、すべてのセグメントで平

均応力降下量が一定となるよう、次式に示すようにセグメントの面積の 1.5 乗

の重みで振り分ける。 

 

 Moi=Mo・Si3/2/ΣSi3/2  (4-3) 

 

Moi：ｉ番目のセグメントの地震モーメント 

Si ：ｉ番目のセグメントの面積 

 

（４）平均すべり量 

 断層全体の平均すべり量 D (cm) と総地震モーメント Mo (dyne・cm) の関係は、

震源断層の面積Ｓ (cm2) と剛性率μ (dyne/cm2) を用いて、 

 

 Mo=μ・D・S  (4-4) 

 

で表される。剛性率については、地震発生層の密度、Ｓ波速度から算定する。 
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② 微視的震源特性 

断層の微視的的震源特性のパラメータとして、 

・アスペリティの位置・個数 

・アスペリティの面積 

・アスペリティ、背景領域の平均すべり量 

・アスペリティ、背景領域の応力降下量 

・fmax 

・すべり速度時間関数 

 

を設定する必要がある。それぞれのパラメータの設定方法について、以下に説

明する。 

 

（１）アスペリティの位置・個数 

アスペリティの位置、強震動評価地点および破壊開始点の位置関係により強

震動予測結果は大きく変化するため、アスペリティの位置の設定は重要である。

地震断層の変位分布を詳細に調査した最近の研究では、深度の浅いアスペリテ

ィの位置が地震断層の変位の大きい領域によく対応することが明らかにされて

いる（杉山ほか, 2002）。したがって、活断層においても詳細な変位分布が把握

できれば、アスペリティの位置をある程度特定することが可能である。しかし、

実際には活断層において、このようなデータが得られていることはほとんどな

く、アスペリティの位置を１箇所に特定することは困難であることから、 

 

・トレンチ調査等で大きな変位量が観測された地点の付近 

・防災上の観点から影響が大きいと推定される地点の付近 

・強震動予測結果のばらつき 

 

といった点を配慮して、複数のケースを想定することが望ましい。アスペリテ

ィの個数は、1) 過去の内陸地震の強震動インバージョン結果を整理した

Somerville et. al. (1999) によると、１地震当たり平均 2.6 個、2) 想定する地震規

模が大きくなるにつれて、一般的に同時に動くセグメントが多くなり、アスペ

リティの数も大きくなる傾向にある。例えば、鳥取県西部地震 (Mw=6.8) が２
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個、兵庫県南部地震 (Mw=6.9) が３個に対し、トルコ・コジャエリ地震 (Mw=7.4) 

が５個、台湾・集集地震 (Mw=7.6) が６個 (Iwata et al., 2001；宮腰ほか，2001) と

いった研究成果を参照し、状況に応じて１セグメントあたり１個か２個設定す

る。 

 

（２）アスペリティの面積 

アスペリティの総面積は、強震動予測に直接影響を与える短周期領域におけ

る加速度震源スペクトルのレベル（以下、短周期レベルと言う）と密接に関係

があることから、まず短周期レベルの値を推定してから求めることにする。短

周期レベルは、表層地盤の影響が少ない固い地盤の観測点の地震波形や表層地

盤の影響が定量的に把握できている観測点の地震波形を基に推定することがで

きるが、強震動評価の対象となる長期発生確率の高い活断層においては、最新

活動の地震による短周期レベルの想定は不可能である。その一方で、震源域を

限定しなければ、最近の地震の解析結果より短周期レベルと地震モーメントと

の経験的関係が求められている。そこで、短周期レベルの値を算定するのに当

たっては、次式に示す壇ほか (2001) による地震モーメント Mo と短周期レベル 

A(dyne・cm/s2=10-7N・m/s2) の経験的関係により短周期レベルを設定する。 

 

 A=2.46・1017・Mo1/3  (4-5)  

 

アスペリティの総面積 Sa は、上記によって推定された短周期レベル A から

次の (4-6) 式によって算出される。ここでは、便宜的に震源断層の形状を半径 R 

の円形割れ目であるとするとともに、アスペリティは複数存在したとしても、

等価な半径 r の円形割れ目が一つあるとみなして、アスペリティの総面積 Sa(=

π・r2) を求める。 

 

 r=(7π/4)・(Mo/(A・R))・β2  (4-6) 

 

 ここで Mo と A は、次の(4-7)式 (Boatwright, 1988) 及び(4-8)式 (壇ほか，2001) 

から計算する。 

 

 Mo=(16/7)・r2・R・Δσa  (4-7) 
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 A=4π・r・Δσa・β2  (4-8) 

 

ここで、Δσa はアスペリティの平均応力降下量、βは震源域のＳ波速度。一

方、最近の研究成果から、内陸地震によるアスペリティ総面積の占める割合は

断層総面積の平均 22% (Somerville et al., 1999)、15% 27% (宮腰ほか, 2001) であ

り、拘束条件にはならないがこうした値も参照しておく必要がある。アスペリ

ティがセグメントに２個ある場合、各アスペリティへの面積の割り振りは、最

近の研究成果から 16:6（入倉・三宅, 2001）、2:1（石井ほか, 2000）となるとの

見方も参照する。 

 

注：地震規模と断層面積が与えられ、さらに短周期レベルが与えられると、上

の関係式からアスペリティの総面積と実効応力が一義的に与えられる。それら

のパラメータを用いて計算された地震波形や震度分布が検証用の過去の地震デ

ータと一致しないときは、第一義的に推定される地震規模と短周期レベルを優

先してパラメータを設定する。過去の地震波形データがある場合にはアスペリ

ティ面積は波形のパルス幅などから推定が可能である。 

 

（３）アスペリティ・背景領域の平均すべり量 

アスペリティ全体の平均すべり量 Da は震源断層全体の平均すべり量 D のα

倍とし、最近の内陸地震の解析結果を整理した結果（石井ほか，2000）を基に

α=２倍とする。 

 

 Da=α・D  (4-9) 

 

これにより、背景領域の平均すべり量 Db は全体の地震モーメント Mo から

アスペリティの地震モーメント Moa を除いた背景領域の地震モーメント Mob 

を算定することにより、背景領域の面積 Sb から算出される。 

 

 Moa=μ・Da・Sa  (4-10) 

 Mob=Mo Moa  (4-11) 

 Db=Mob/(μ・Sb)  (4-12) 
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ここで、μは剛性率。 

個々のアスペリティの平均すべり量 Dai は、個々のアスペリティを便宜的に

円形割れ目と仮定した場合に、個々のアスペリティの面積 Sai（ｉ番目のアス

ペリティの面積）から算定される半径 ri（i 番目のアスペリティの半径）との比

を全てのアスペリティで等しい（Dai/ri = 一定；平均応力降下量が全てのアスペ

リティで等しい。）と経験的に仮定し、次式により算定する。 

 

 Dai=(γi/Σγi3)・Da （4-13） 

 

ここで、γi は ri / r であり、Dai はｉ番目のアスペリティの平均すべり量である。

また、r は上の「アスペリティの面積」で述べたアスペリティ全体の便宜的な

半径である。ただし、こうして求まった最大アスペリティの平均すべり量と、

トレンチ調査で推定されるすべり量が著しく異なる場合には必要に応じて、

(4-9)式のαの値を調整する。 

 

（４）アスペリティの平均応力降下量・実効応力及び背景領域の実効応力 

アスペリティの平均応力降下量Δσ a は、(4-7) 式を変形して求めた次の

(4-14) 式から算定されることになる。 

 

 Δσa=(7/16)・Mo/(r2・R) （4-14） 

 

このため、震源断層全体の地震モーメントが一定の条件の下でも、アスペリ

ティの総面積あるいは震源断層の面積が変化すると平均応力降下量が変化する

ことになる。また、アスペリティが複数ある場合には、特にその震源域の詳し

い情報がない限り、各アスペリティの平均応力降下量はアスペリティ全体の平

均応力降下量に一致し、すべて等しいと仮定する。さらに、アスペリティの実

効応力 σa は、経験的にその平均応力降下量 Δσa とほぼ等しいと仮定する。 

背景領域の実効応力σ b は、実効応力∝すべり速度∝（すべり量／立ち上が

り時間）立ち上がり時間=震源断層(矩形の場合)の幅／(破壊伝播速度×2)の比例

関係・近似関係により、アスペリティの個数がセグメントに１つの場合、アス

ペリティ領域の幅 Wa を用いて、 
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 σb=(Db/Wb)／(Da/Wa)・σa （4-15） 

 

より算定し、アスペリティの個数が複数の場合、 

 

 σb=(Db/Wb)・(π1/2/Da)・r・Σγi3・σa （4-15）’ 

 

ここでＷb は背景領域が矩形とした場合の幅であるが、震源断層が不整形の場

合には、便宜的に震源断層の面積 S から、W=(S/2)1/2 として求める。 

 

（５）fmax 

fmax については震源に依存するものであるのか、地点に依存するものである

のか、実際のところ、十分に解明されていない。したがって、強震動評価の対

象範囲が 0.1 10Hz であることから、fmax を当初は想定せずに強震動評価を行

い、その結果、過去の現象と系統だった違いがあれば、その時点で fmax を考

慮する。その際には、地域性を考慮して設定するのが望ましいが、そのような

データが想定されている地域は現状ではほとんどないといえる。地震調査委員

会（2001a）では、fmax=6Hz（鶴来ほか, 1997）および fmax=13.5Hz (佐藤ほか, 1994a, 

b) の２つのケースを想定し、最大加速度の予測結果を比較した結果、fmax=6Hz 

のケースの強震動予測結果の最大加速度と震源距離との関係が、既存の距離減

衰式のばらつきの範囲に収まったため、6Hz の方が妥当と判断した。 

 

 

（６）すべり速度時間関数 

中村・宮武 (2000) の近似式を用いる。中村・宮武 (2000) の近似式は、 

 

 2Vm/td・t(1-t/2td)  0<t<tb 

 dD(t)/dt= b/(t-ε)1/2  tb <t<tr   (4-16) 

 c-ar(t-tr)  tr <t<ts 

0 t<0 or t>ts 

 

ただし、 
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 ε=(5tb-6td)/{4(1-td/tb)} 

 b=2Vm・tb/td・(tb-ε)1/2・(1-tb/2td) 

 c, ar：係数、tr:(ts-tr)=2:1 

で表され、この近似式を計算するためには、 

・最大すべり速度振幅 Vm 

・最大すべり速度到達時間 td 

・すべり速度振幅が 1/t1/2 に比例する Kostrov 型関数に移行する時間 tb 

・ライズタイム tr 

 

の４つのパラメータを与える必要があり、それぞれのパラメータの設定方法は

以下の通りである。 

 

・ 最大すべり速度振幅 Vm 

 Vm=Δσ・(2・fc・W・Vr)1/2/μ  (4-17) 

fc：ローパスフィルタのコーナー周波数(fmax と同等) 

W：断層幅 

Vr：破壊伝播速度 

 

・最大すべり速度到達時間 td 

 fmax≒1/(π・td)   (4-18) 

 

・すべり速度振幅が 1/t1/2 に比例する Kostrov 型関数に移行する時間 tb 

(4-16)式で最終すべり量を与えることにより自動的に与えることができる。 

 

・ライズタイム tr 

 tr≒W/(2・Vr)  (4-19) 

 

③ その他の震源特性 

その他の微視的震源特性のパラメータとして、 
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・平均破壊伝播速度 

・破壊開始点 

・破壊形態 

を設定する必要がある。それぞれのパラメータの設定方法について、以下に説

明する。 

 

（１）平均破壊伝播速度 

平均破壊伝播速度 Vr(km/s)は、特にその震源域の詳しい情報がない限り、

Geller(1976)による地震発生層のＳ波速度 Vs(km/s) との経験式 

 Vr=0.72・Vs   (4-20) 

により推定する。 

 

（２）破壊開始点 

中田ほか(1998)による活断層の分岐形態と破壊開始点および破壊進行方向と

の関係についてのモデル化に基づき、破壊開始点の位置を推定する。破壊開始

点の位置は強震動評価結果に大きく影響を与えるため、分布形態がはっきりし

ない場合には、必要に応じて複数のケースを設定するのが望ましい。 

 アスペリティの位置との関係については、Somerville et al.(1999)、菊地・山中

(2001)によると破壊開始点はアスペリティの外部に存在する傾向にあるため、

アスペリティの内部には設定しないようにする。深さについては、菊地・山中

(2001)によると内陸の横ずれ断層は深い方から浅い方へ破壊が進む傾向にある

ため、断層の下部に設定する。 

 

（３）破壊形態 

破壊開始点から放射状に割れていくものとし、異なる断層セグメント間では、

最も早く破壊が到達する地点から破壊が放射状に伝播していくと仮定する。な

お、セグメント間の破壊伝播時刻差は、次のように求める。 

 

・ セグメント間が連続している場合は、そのまま連続的な破壊伝播を仮定 

・ セグメント間が連続せず離れている場合は、セグメント間の歪み波（Ｓ波）

の伝播を仮定して算出する。 
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4.2.2 巨視的震源特性の設定 

 

① 震源断層の位置について 

震源断層モデルの位置については、「長期評価」による活断層位置図 (図4.1) 

を参照した。高山断層帯においては、各断層間にステップがあり、断層トレ

ースの中央部が北西側に屈曲している形状となっているため、全断層トレー

スの中心は､「長期評価」で示された断層帯の両端をつないだ場合に得られる

断層トレースよりも４km程北西側となる。したがって、ここでは、「長期評

価」から得られる断層トレースを、同断層トレースの一般走向（N50°E）と

並行して、北西方向に４km移動した位置を震源断層の位置とした (図4.2参照) 。

また、国府断層帯の長さについては、「長期評価」では27kmであるが、震源

断層モデルの作成上、28kmとした。 

地震発生層の深さについては、その上限、下限を微小地震の深さ分布 (図4.4

参照)、および地盤構造の評価結果より、それぞれ３km、17kmに設定した。 

いずれの断層についても、震源断層モデルの傾斜角は、いずれの断層帯も、

断層の形態が右横ずれ断層ではあるが、深部形状についての十分な資料がな

いことから、横ずれの断層として一般的に用いられる値である90°とした。 

上記の地震発生層の厚さおよび傾斜角から断層の幅を算定し[４章 (4-1) 式

参照]、震源断層の面積を算出した。 

 

② 地震モーメント Mo 

地震モーメント Mo については、内陸地震の震源断層全体の面積Ｓと Mo

との関係に基づいて求めた [４章 (4-2) 式参照]。 

 

③ 平均すべり量Ｄ 

震源断層全体の平均すべり量Ｄは、想定震源域の平均的な剛性率μ、地震

モーメント Mo 及び震源断層の面積Ｓを用いて推定した [４章 (4-4) 式参照]。 
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図 4.4 微小地震分布図 (2001.1 2004.3) 
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4.2.3 微視的震源特性の設定 

微視的震源特性の設定に関して① ⑦の項目で以下のように検討した。 

 

①アスペリティの数 

アスペリティの個数は、経験上、1地震につき平均2.6個で、1セグメントに

つき1 2個とされている [4.2.1参照]。本検討では、アスペリティの数を、震源

断層の面積が比較的大きい高山断層帯については２つ、国府断層帯と猪之鼻

断層帯については１つとしている。 

図4.5 に高山断層帯、国府断層帯、猪ノ鼻断層帯における設定断層モデルを

示す。 

 

②アスペリティの面積 

アスペリティの総面積は、短周期領域における加速度震源スペクトルのレ

ベル（以下短周期レベルと呼ぶ）と関係があることから、以下の手順で算定

した。 

 

1) 壇ほか (2001) による短周期レベルと地震モーメントとの経験式 [４章(4-5)

式参照] を用いて、地震モーメントから短周期レベルを算定した。 

2) 上記で算定した短周期レベルから、便宜的に等価な半径rの円形のアスペリ

ティが一つあるという考え方を基にして、アスペリティの面積 Sa を求めた 

[４章(4-6) (4-8)式参照]。 

3) ２つのアスペリティの面積比は、石井ほか(2000)に従い2:1とした。算定し

た結果、震源断層の面積に対するアスペリティの総面積の比は、22 24％

となる。これまでの研究成果では、アスペリティの総面積が震源断層の面

積と比例関係にあることが経験的に知られており、アスペリティの定義が

研究ごとに異なるものの、内陸地震によるアスペリティ総面積の占める割

合は断層総面積の平均22% (Somerville et al.,1999)、15% 27% (宮腰ほか，

2001)、平均37%（石井ほか，2000）といった結果が得られている。 
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③アスペリティの位置 

｢長期評価｣によると、高山断層帯については、断層帯北東端に位置する江

名子断層の北東部付近で、平均右横ずれ変位速度が１ｍ/千年、国府断層帯中

央部の滝ヶ洞山（たきがほらやま）南東部（牧ヶ洞（まきがほら）断層中央

部）で、平均右横ずれ変位速度が0.7ｍ/千年とされている。上記２つの断層帯

に含まれる他の断層については、平均変位速度（平均的なずれの速度）等に

関する資料は得られていない。 

これより、高山断層帯については、断層帯北東端部に大きいアスペリティ、

中央部付近に小さいアスペリティを配置した（ケース１、ケース２）。さら

には、断層帯近傍に位置し､「詳細法」による強震動評価範囲の中で人口の最

も多い高山市に対して大きな影響を及ぼす可能性があるケースとして、断層

帯南西端部に大きいアスペリティ、中央部付近に小さいアスペリティを配置

するケースも想定した（ケース３）。国府断層帯については、断層帯中央部

にアスペリティを１つ配置した。猪之鼻断層帯については、アスペリティの

位置を推定できる情報が得られていないことより、レシピに従って断層帯中

央部付近に１つ配置した。（図4.5 参照） 

 

④アスペリティ・背景領域の平均すべり量 

アスペリティ全体の平均すべり量は、最近の内陸地震の解析結果を整理し

た結果（Somerville et al., 1999）を基に震源断層全体の平均すべり量の2倍と

し、アスペリティのすべり量および背景領域のすべり量を算定した[４章(4-9)

(4-13)式参照]。この結果、アスペリティの平均すべり量は、高山断層帯、

国府断層帯、および猪之鼻断層帯で、それぞれ約2.3ｍ、約1.3ｍ、および約1.2

ｍとなり、各断層帯の「長期評価」による1回のずれの量、４ｍ程度、2.5�３

ｍ程度、および２ｍ程度（右横ずれ成分）と比べるといずれも小さい。なお、

「長期評価」においては、地表での１回のずれの量を、高山断層帯、猪之鼻

断層帯については、経験式に基いた断層帯の長さから推定した結果として、

国府断層帯については、活断層調査に基いた結果として示しているが、地表

での１回のずれの量と強震動インバージョンで推定されている平均すべり量

とがどのような関係にあるか十分に検証されているわけではないことに注意

が必要である。 
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⑤アスペリティの平均応力降下量・実効応力及び背景領域の実効応力 

アスペリティの平均応力降下量・実効応力および背景領域の実効応力は、

アスペリティの面積から１つの円形のアスペリティが存在すると見なして算

定した[４章(4-14) (4-15)式参照]。 

 

⑥fmax 

fmaxについては、これを推定するための情報がないため、地震調査委員会

(2001a)の検討より6Hzに設定した。 

 

⑦すべり速度時間関数 

中村・宮武(2000)の近似式を用いた[４章(4-16) (4-19)式参照]。 
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図 4.5 国府断層帯・高山断層帯・猪ノ鼻断層帯における設定断層モデル 
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4.2.4  その他の震源特性 

① 破壊開始点の位置 

破壊開始点については、その位置を特定するだけの情報が得られていない。

そこで、高山断層帯については、断層帯北東端部に大きいアスペリティ、中

央部付近に小さいアスペリティを配置したケースの場合は、北東端部のアス

ペリティの北東下端部とするケース（ケース１）と、中央部のアスペリティ

の南西下端部とするケース（ケース２）の２ケース、断層帯南西端部に大き

なアスペリティ、中央部付近に小さいアスペリティを配置した場合には、南

西端部のアスペリティの南西下端部とした（ケース３）。国府断層帯、猪之

鼻断層帯については、アスペリティの中央下端部に設定した。 

 

② 破壊伝播様式 

破壊は、経験的に破壊開始点から放射状（概ね同心円状）に割れていくも

のとした。 

 

③ 破壊伝播速度 

平均破壊伝播速度は、地震発生層のＳ波速度との関係(Geller, 1976)から求

めた[４章 (4-20) 式参照]。 
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4.3 詳細な計算に用いる震源モデル 

強震動計算に用いる震源モデルは、震源断層を約 2km×2km の要素メッシュ

に分割して設定した（図 4.5）。本検討では高山断層帯についてはアスペリティ

の数を変えた３ケースについて強震動予測を実施し、その他の断層帯について

は最も平均的なアスペリティ配置（断層帯の中央）のケースについて実施した。

各ケースにおける断層傾斜角、アスペリティおよび破壊開始点の位置を図 4.5

に、設定震源特性パラメータを表 4.1 に示す。 
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表 4.1 高山・大原断層帯における設定断層パラメータ 

（表 2.1 の再掲） 
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５．計算に用いた地震動予測手法とパラメータ 

5.1 簡便法 

簡便法では、以下の手順で、工学的基盤（S 波速度 400m/s 相当）での最大加

速度と最大速度、地表での計測震度を算出する。 

① 工学的基盤（S 波速度 400m/s 相当）での最大加速度の算出 

 司・翠川（1999）の最大加速度 PGA(cm/s2)  の距離減衰式（5-1）式により、

まず、地盤上での最大加速度を算出する。 

logPGA = 0.50MW + 0.0043D + 0.61 log(X + 0.0055 100.50MW ) 0.003X  (5-1) 

ここで、 

MW  : モーメントマグニチュード 

D : 震源深さ (km) 

X  : 断層最短距離 (km) 

  

司・翠川（1999）は Joyner and Boore（1981）に従って岩盤・地盤を分類して

いるが、S 波速度との対応は不明である。そこで、本検討では、岩盤での値を工

学的基盤における最大加速度とみなす。すなわち、（5-1）式から求められる地盤

上の最大加速度を、1.4（司・翠川, 1999）で除して岩盤での値に変換し、工学的

基盤における最大加速度とする。 

② Vs=600m/s の硬質地盤での最大速度の算出 

司・翠川（1999）の最大速度PGV (cm/s)の距離減衰式（5-2）式により、VS = 600m/s

の硬質地盤での最大速度を算出する。 

logPGV = 0.58MW + 0.0038D 1.29 log(X + 0.0028 100.50MW ) 0.002X  (5-2) 
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③ 工学的基盤（S 波速度 400m/s 相当）での最大速度の算出 

 VS = 600m/sの層から工学的基盤までの増幅率を松岡・翠川（1994）による表

層地盤の速度増幅率算定式（5-3）式から算出する。具体的には 1.31 倍する。 

logARV =1.83 0.66logAVS ± 0.16  (100 < ARV <1500)   (5-3) 

ここで、 

 ARV  : 地下 30m から地表までの速度増幅度 

 AVS  : 地下 30m から地表までの平均 S 波速度(m/s) 

 

④ 地表での最大速度の算出 

表層地盤による地盤の増幅は、微地形区分ごとに表層 30m の平均 S 波速度を

設定し、平均 S 波速度から増幅度を算定する方法により評価する。

松岡・翠川（1994）による表層地盤の増幅度評価の方法は次の通りである。

まず、国土数値情報に基づいて微地形区分に分類した上で、各微地形区分毎に

表層 30m の平均 S 波速度を評価する。次に（5-3）式を用いて、各微地形ごとに

求められた表層 30m の平均 S 波速度から、第三紀ないしそれ以前の丘陵地（平

均 S 波速度が 600m/s 程度）を基準とした速度増幅度を求める。

本検討でも同様な方法により表層の増幅度を求める。ただし、本検討では S

波速度 400m/s の工学的基盤において強震動を評価し、その最大速度を求めるの

で、工学的基盤から地表までの増幅度は S 波速度 400m/s の地盤を基準としたも

のにしなければならない。

そこで、まず、松岡・翠川（1994）による基準地盤（平均 S 波速度が 600m/s 程

度）から S 波速度 400m/s の工学的基盤までの増幅度を（5-3）式により求める。

表層地盤の速度増幅率算定式（5-3）式に基づき地表での最大速度を算出する。

具体的には 1.31 倍となる。次に、松岡・翠川（1994）に示された手順により求

められた表層地盤速度増幅度を 1.31 で除し、得られた値を本検討における S 波

速度 400m/s の工学的基盤から地表までの速度増幅度とすることにより、地表で

の最大速度を算出する。図 5.1 上部に、簡便法による地図作成領域における S 波

速度 400m/s の工学的基盤から地表までの速度増幅度（松岡・翠川(1994)）を、

図 5.1 下部には簡便法による地図作成領域における S 波速度 400m/s の工学的基
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盤から地表までの速度増幅度（藤本・翠川(2003)）を示す。 

 

⑤ 計測震度 I の算出 

 翠川ほか（1999）の最大速度PGV (cm/s)と計測震度 I  との関係式（5-4）式か

ら計測震度を算出する。 

I = 2.68 +1.72logPGV ± 0.21 (4 < I < 7)   (5-4) 
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図 5.1 高山・大原層帯付近の S 波速度 400m/s の工学的基盤から地表までの 

速度増幅度(上図：松岡・翠川(1994) , 下図：藤本・翠川(2003)) 
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5.2 詳細法（ハイブリッド合成法）について 

詳細法計算（ハイブリット合成法計算）とは、予め求めておいた２つの計算

結果を合成する方法である。ここでは、短周期側を統計的グリーン関数法、長

周期側として波数積分法または差分法によりもとめた時刻歴波形を川瀬・松島

(1998)が用いた手法と同様の手法で合成する。合成はある周期（接続周期）を中

心とするマッチングフィルターを用い、時刻歴波形をフィルター処理して行う。 

 

5.2.1 三次元有限差分法 

① 手法の概要  

有限差分法は有限要素法とならんで解析領域全体を離散化して解く方法（領

域法）の代表的なものである。具体的には、対象領域内に配置された離散化さ

れた節点(格子点)において、波動場を記述する波動方程式の変数にテイラー展開

を適用し微係数を差分近似することで格子点での値に関する連立一次方程式

（差分方程式）を作成し、これを逐次解いていく方法である。 

格子点毎に独立に物理定数が付与できるので不均質性が強い場の問題を解く

のに適するほか、非線形の問題にも適用でき、応用範囲が広い。解き得る問題

の規模は計算機の記憶容量と計算時間に依存するが、差分法の計算アルゴリズ

ム自体がベクトル化に適しており、他の手法と比べて大規模な数値演算が容易

に行える利点がある。また、他の領域型の離散化手法と同様にすべての格子点

での応答が同時に得られるので、可視化の技法を使えば地動の面的分布は容易

に表現できる。しかし、次に示すような領域法に属する離散化手法が避けて通

れない難点がある。第一は、空間上の離散化された格子点すべてに地盤の弾性

定数を与えなければならず扱うデータ量が膨大となることである。第二は空間

上の離散化によって生じる数値誤差のため計算精度に留意する必要があり、適

用できる周波数帯域は格子点間隔から決まる特定の周波数よりも低周波数側に

限定されることである。第三は地盤の半無限性（無限境界）の扱いが完全では

ないことである。これらに加え、次のような差分法特有の問題点があげられる。

差分格子は一般的には等間隔の直交格子が基本となるため、格子点の配置に有

限要素法のような融通性がなく複雑な境界条件の扱いも容易ではない。例えば、

凹凸がある地表面の応力解放条件を満足させるのは容易ではない。時空間上の

有限差分法では計算効率が陰解法と比べて格段に優れている陽解法を採用する
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のが普通である。陽解法とは各時間ステップ毎の各格子点における解をその点

自身とその極く近傍の格子点の数ステップ前までの解を用いて、式を解かずに

直接計算するだけで求める方法であり、陰解法に比べて計算に必要な記憶容量

が非常に少なくて済み、計算時間も大幅に短縮されるという利点がある。しか

し、陽解法を採用する場合、空間および時間の離散化において数値安定性を考

慮する必要があり、空間的に変化するQ値を導入する場合、近似的な扱いとなら

ざるを得ない。上述したようないくつかの難点もあるが、有限要素法と比べて

簡便で計算時間が速いので、最近では大規模な領域を対象とした地震波の波動

伝播問題によく用いられている。 

 

② 地盤および波動伝播特性のモデル化と精度 

（１）格子点の配置 

媒質の離散化における格子点（グリッド）の配置方法として、食い違い格

子あるいはスタッガードグリッド（staggered grid）と呼ばれるものを用いる。

これは、変位（あるいは速度）を評価する格子点と応力を評価する格子点を

格子点間隔 hの半分だけずらす方法である（例えば、Virieux and Madariaga, 

1982）。変位勾配から歪み・応力が決まるという物理的な性質をよく表してお

り自然であり、数値安定性が向上する利点がある。ただし、変位（あるいは

速度）の各成分の格子点が互いに異なる点にあるため、厳密には同一点での

値を求めることができない不自由さがある。 

 

（２）離散化誤差と数値安定性 

微分演算の差分近似は、微分点の前後での値の変化が十分に小さいことを仮

定してテイラー展開を用いて誘導されるので、離散化誤差を小さくするため

には格子点間隔を対象波長に対して小さく選ぶ必要がある。格子点間隔を対

象波長の何分の一以下にすべきかは差分方程式の近似度（あるいは精度とも

いう）によって決まる。微分法の値は近似度４（４次精度）の場合、その周

囲の４つの格子点の値から定まる。三次元波動場の計算に最近よく用いられ

る差分法は空間に関して近似度 4 のものが多い（例えば、Frankel and Vidale, 

1992; Graves, 1996; Pitarka, 1999）。実際の計算上の精度を確保するための格子

点間隔は、空間に関して近似度４の場合、対象波長の５分の１以下にする必

要がある（Levander, 1988）。それよりも短い波長の波は減衰させられる（例え
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ば、Buell, 1991; 竹中, 1993）と同時に位相速度の変化（数値分散）が顕著にな

る。波動方程式を陽解法型の差分方程式に近似して解く場合の差分スキーム

の安定性を確保するための必要条件は、単位の時間ステップ tだけ経過した

ときの波面の進行距離が単位のグリッド内におさまるという条件である。こ

の場合、グリッド間隔 hの等間隔グリッドを用いた三次元差分方程式では、最

速波の速度をVmaxとすると時間ステップ tは以下の条件を満足しなければな

らない（Graves, 1996）。 

 t < 0.495h /Vmax   （5-5） 

 

（３）吸収境界条件 

計算機の能力に限界があることから、有限差分法でモデル化できる媒質の範

囲（計算領域）は限られる。計算領域の境界面に何らの境界条件も与えない

とこれらの面は剛体壁（固定端）として振る舞うため、この面に達した波は

完全反射して計算領域内に戻ってきてしまう。しかし、実際の地盤にこのよ

うな壁は存在しない。この計算上の反射波を防ぐには、十分大きな計算領域

を設定し、反射波が着目地点に戻ってくる前に計算を打ち切る必要がある。

しかし、この方法では計算する地震波の継続時間が長ければ長いほど計算領

域を大きくとらなければならなくなり、記憶容量、計算時間とも膨大になっ

てしまう。そこで、計算領域を必要以上に大きくとらない方法として、境界

面に入射した波が吸収される吸収境界条件（absorbing boundary condition）が

開発された。この吸収境界条件としては Clayton and Engquist（1977）のものが

有名であるが、この吸収境界条件だけでは反射波の抑止が完全ではない。そ

こで最近では、境界面から 20 あるいは 30 点の格子点を帯状の波動吸収領域

として用い、この中では時間ステップ毎に波の振幅に指数関数を乗じ振幅を

徐々に減少させる方法（Cerjan et al., 1985）が用いられている。Graves（1996）、

Pitarka（1999）、Aoi and Fujiwara(1999)の有限差分法では、Clayton and Engquist

（1977）の吸収境界条件と Cerjan et al.（1985）の帯状の吸収領域が併用され

ている。 

 

（４） 地表面における応力解放条件 

直交格子を基本とする有限差分法で地表面における応力解放条件を満足さ
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せ、かつ数値安定性を確保することはそう簡単ではない。有限差分法で地表

面を扱う方法の一つは自由地表面での応力零の条件を陽に定式化する方法で

ある（Zero - stress formulation）。地表面が水平な場合には場の逆対称性を利用

して応力零の条件を満足するために必要な地表面上および地表面より上の空

中の格子点の変位や応力の値を容易に計算できる（例えば、Levander, 1988; 

Graves, 1996; Pitarka, 1999; Aoi and Fujiwara, 1999）。この場合には数値的な安定

性が確保され精度もよい。しかし、この方法を凹凸がある地表面に適用する

ことは難しい。 

 

（５）Q値 

媒質の一般的な非弾性減衰を考慮するには応力と歪みとのコンボリュ-ショ

ンの操作が必要となるため単純な陽解法を維持できなくなり、計算に必要な

記憶容量や計算時間が格段に増大する（例えば、Emmerichand Korn, 1987）。そ

のため、これまでの有限差分法の計算ではQ値の効果を無視する場合が多い

（例えば、Yomogida and Etgen, 1993; Olsen and Archuleta, 1996）。最近、近似的

扱いにより陽解法を維持したまま空間的に変化するQ値の効果を有限差分法

に導入するテクニックが提案され、その有効性の確認が行われている（Graves, 

1996）。このテクニックでは、限られた帯域波の計算を前提に非弾性減衰によ

る位相速度の分散性を無視し、P 波と S 波のQ値を区別せずに周波数に比例す

るQ値を仮定することで、各時間ステップの速度場および応力場に指数関数型

の減衰項を乗じる操作を施す。強震記録から推定されたQ値に関する多くの既

往の研究ではQ値が周波数にほぼ比例する結果となっている。これらの研究で

用いた記録の分解能からは約 1Hz よりも低周波数帯域でQ値が周波数に比例

するのかどうか定かではないが、約 1Hz より高周波数帯域の観測結果に基づ

けば、Graves（1996）の周波数比例のQ値の仮定は不自然ではない。ただし、

この方法では P 波と S 波のQ値を区別できない。 
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③ 震源のモデル化 

断層面上の滑り時間関数や破壊時刻といった運動学的パラメターを先験的

に与える運動学的断層モデルの場合、有限差分法のような領域法に属する離

散化手法で最も問題なのは、一つの格子点にダブルカップルを厳密に作用さ

せるのが簡単ではないことにある。この問題点の解決法として、分布震源を

用いる方法とソースボックス法の二通りがある（竹中, 1993）。前者は有限な

広さを持つ複数の格子点にそれぞれ異なった向きのシングルフォースを作用

させることで分布震源としてダブルカップルを近似的に表現する方法である

（Aboudi, 1971）。この方法は簡便なことからよく用いられてきた（例えば、

Frankel, 1993）。最近、Graves（1996）はこの方法と食い違い格子（スタッガ

ードグリッド）との取り合わせがよいことに着目し、三次元場の食い違い格

子におけるモーメントテンソルの表現式を導いている。Aoi and Fujiwara

（1999）でも Graves（1996）と同様の方法でダブルカップルの点震源をモデ

ル化している。 

  

④ 不等間隔格子による有限差分法 

本検討では、不連続隔格子を用いた Aoi and Fujiwara（1999）の有限差分法

により計算を行う。有限差分法による計算を行う際には、計算の対象とする

媒体を直方体の格子点に離散化する。この時、計算の安定条件を満たすため

に、格子間隔は（5-6）式と次の条件を満たす必要がある。 

 f <Vmin /(6h) （5-6） 

ここで、 f は計算したい最大周波数(Hz)、Vmin (km/s)はモデル内の媒質の伝播

速度のうち最も遅い速度、 h(km)は最小格子間隔である。 

また、用いる格子点数はすなわち必要とする計算機のメモリ量となるため、

同じメモリ量を使用できる場合はより大きな領域を計算できる。 

以上の理由により三次元盆地構造を考慮した地震動の計算に不連続隔格子

による有限差分法を用いた。 
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⑤ 三次元有限差分法による計算条件 

以下の条件で計算を実施することとした。 

 

・グリッド 
・グリッド数 
・最小グリッド間隔 
・出力点総数 
・出力波継続時間 
・出力波時間刻み 

1200×1400×145 
243,600,000 

0.1km 
16800 
100 秒 

0.0083 秒 

 

領域内の最小弾性波速度 700m/s と最小グリッド間隔 0.1km を用いると(5-6)

式により 0.86 秒までの計算を精度よく行うことが可能である。このような理

由から、後述するハイブリッド法によるマッチングフィルターの中心周期 1

秒としている。 
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5.2.2 統計的グリーン関数法 

壇・佐藤による統計的グリーン関数法 (1998) は、断層面を小断層に分割し、

小断層ごとに Boore の統計的震源モデル (1983) を分布させ、Irikura の方法 (1986) 

でω2 モデルに従うように重ね合わせる方法に準拠するが、断層の非一様すべり

を破壊モデルを規定する量のうち、低振動数の地震波の放出量に対応する非一

様すべり量Dpqと高震動数の地震波の放出量に対応する非一様すべり量Vpqとを

考慮した合成方法である。小地震波である半経験的グリーン関数が使用できな

い場合にも使用できるが、位相をランダムと仮定しており、特に短周期で有効

な方法である。 

 

① 統計的グリーン関数（加速度フーリエスペクトル）の作成 

断層の食い違い理論 (Aki and Richsrds,1980) によれば、無限媒質のときの遠方

場における S 波の変位波形 u(t)は、 

 

u(t) =
F

4 3r
μ V[

S
,t r( ) / ]dS( )                  (5-7) 

 

と表される。ここに、Fは S 波の放射特性 (radiation pattern) 、 は媒質の密度、

は媒質の S 波速度、rは震源距離、 を断層面上の点、V[ ,t]は断層面上の点

におけるすべり速度時間関数、S( )は断層面である。本文では、(5-7) 式の (5-8)

式に相当する部分を震源時間関数部といい、そのフーリエ変換を震源スペクト

ルと呼ぶ。 

 

M0t (t) = μ V[
S

,t r( ) / ]dS( )      (5-8) 

 

今、すべり速度時間関数V[ ,t]が、断層面上で によらず同形とすると、点 が

破壊する時刻をT( )として、(5-8) 式は下のように書くことができる。 

 

M0t (t) = μ V[
S

t r( ) / T( )]dS( )      (5-9) 
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 以上により地震基盤における S 波の主要動の統計的グリーン関数を Boore 

(1983) の統計モデルに準拠して作成した。この統計モデルは、 

 

Apq ( f ) =
F

4 pq pq
3

M0pq (2 f )2

1+ ( f / fcpq )
2

1

1+ ( f / fmax pq )
m

1

rpq
exp

frpq
Q( f ) pq

 

 

 

 

 

 2 pq pq

sb sb

 

 (5-10) 

で表される地震動の加速度フーリエスペクトルのモデルである。 

 ここに、 pqは要素断層に関する添え字で、 Apq ( f )は地震動の加速度フーリエ

スペクトル、Fは地震動の放射特性、 pqおよび pq は要素断層における地殻の密

度およびせん断波速度、M0pqは地震モーメント、 fcpqは臨界振動数、 fmax pqは高

周波遮断振動数、mは定数、rpqは震源距離、Q( f )は地殻のQ値、 sbおよび sbは

地震基盤の密度およびせん断波速度である。最終項は、自由表面の影響および

要素断層における地殻のインピーダンスと地震基盤のインピーダンスとの比較

との相違を考慮したものである。 

 また、震源の大きさに関する量であるM0pqおよび fcpqについては、以下の式で

求める。 
 

M0pq = μpqLpqWpqDpq

fcpq =
(7 /16)

1
6

pq
pq

M0pq

 

 
  

 

 
  

1
3

pq =
7

16

μpqDpq

LpqWpq /

     (5-11) 

 

ここにμpq (= pq pq
2 )は地殻の剛性率、 pqは実効応力である。 
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②  時刻歴（統計的経時特性）の作成 

時刻歴の作成には経時特性もしくは位相特性が必要であるが、地震基盤にお

ける S 波の主要動の経時特性に関しては、現在までに研究があまりされていな

い。このプログラムでは、最終的に統計的グリーン関数を定義する位置を工学

的基盤上と考え、気象庁マグニチュードMJMApq と震源距離Rpqとで規定される佐

藤ほか(1994a)による仙台地域の工学的基盤における S 波の主要動の地震記録か

ら求められた統計的経時特性を準用している。 

 

経時特性の式は以下の式で表される。 

E(t) =

[(t ta ) /(tb ta )]
2 (ta t tb )

1 (tb t tc )

exp[ (ln10)(t tc ) /(td tc )] (tc t td )

 

 
 

 
 

               (5-12) 

ここで、 

log(tb ta ) = 0.229MJMApq 1.112

log(tc tb ) = 0.433MJMApq 1.936

log(td tc ) = 0.778log rpq 0.34

 

である。気象庁マグニチュードは、佐藤(1989)による式で地震モーメントM0pqよ

り(5-13)で計算する。 

MJMApq =
logM0pq (dyne cm) 16.2

1.5
   (5-13) 
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③  要素地震波形（種地震）の作成 

①および②の結果より要素地震波形（種地震）を作成する。種地震の作成は

①で作成した加速度フーリエスペクトルにランダムな位相を与え(理論的なスペ

クトルに[-π,π]の一様な乱数で位相を与える)、ランダムな位相を与えた後の処

理は以下の通り。 

 

（１）与えたフーリエ振幅と乱数位相で、フーリエ逆変換を行って、時刻歴を

作成する。 

 

（２）この時刻歴に（時間領域で）統計的経時特性をかける。フーリエ変換を

して、位相情報を残す。（振幅の情報は捨てる。） 

 

（３）再度、与えた加速度フーリエ振幅と残しておいた位相で、フーリエ逆変

換を行って、時刻歴を作成する。 

 

（４）位相情報を変化させないようにエンベロープ処理を行う。 

 

図 5.2 にランダムな位相を与えた種地震（要素地震）波形例を示す。 

 

 

 

図 5.2  要素地震波形例 
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本検討で用いた種地震作成パラメータを表 5.1 に示す。 

 

表 5.1 高山・大原断層帯における種地震作成パラメータ一覧 

パラメータ パラメータ名称 値 単位 

M0pq  地震モーメント 2.31E+23 dyne・cm 

pq  実行応力 100 bar 
Lpq  要素断層長さ 2.0 km 
Wpq  要素断層幅 2.0 Km 
Dpq  すべり量 0.17296 m 
μpq  要素断層の剛性率 32.3 GPa 

sb  地震基盤 S 波速度 3.46 km/sec 

pq  要素断層 S 波速度 3.46 km/sec 

sb  地震基盤密度 (g/cm3) 2.7 g/cm3 

pq  要素断層密度 (g/cm3) 2.7 g/cm3 
fmax pq  高周波遮断成分 fmax 6 Hz 

地殻のＱ値( f >1Hz) 100 f 0.69   
Q( f ) 

地殻のＱ値( f 1Hz) 100  

F  ラディエーションパターン 0.445  

m  係数 4.0  
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④ 波形合成法（統計的グリーン関数法）アルゴリズム 

 

●壇・佐藤(1998)の方法 

 

壇・佐藤(1998)は、断層の非一様すべり破壊モデルを規定する量のうち、低振

動数の地震波の放出量に対応する非一様すべりDpqと高振動数の地震波の放出

量に対応する非一様すべり速度Vpqとを考慮した合成方法を提案した。壇・佐藤

(1998)の合成方法は、大地震の (p,q)番目の要素断層の震源スペクトルM0pq ( )お

よび小地震の震源スペクトルM0S ( )を下式のように変更したものである。 

 

M0pq ( ) =
μLSWSDpq

(1+ j / Dpq )(1+ j / Spq )
, M0S ( ) =

μLSWSDS

(1+ j / cs)
2 ,

Dpq =
Vpq

Dpq

=
2 pq

μDpq

, Spq =
2

pq

, pq =
LSWS .

 （5-14） 

 

ここに、大地震の要素断層の大きさと小地震の大きさは等しいとしている

(pq = S)。また、 jは虚数単位、 csは小地震の臨界円振動数で、μは媒質のせん

断剛性率、 は媒質の S 波速度、 pqは実効応力、 pq は要素断層を面積が等価な

円としたときの半径である。上の大地震の (p,q)番目の要素断層の震源スペクト

ルM0pq ( )と小地震の震源スペクトルM0S ( )との比率をとると、スケールファク

ターFpq ( )は、 

 

Fpq ( ) =
Dpq

DS

(1+ j / cs)
2

(1+ j / Dpq )(1+ j / Spq )
     （5-15） 

 

となる。壇・佐藤(1998)の合成方法によって得られる合成波形のフーリエ変換の

低振動数領域および高振動数領域における振幅は、距離補正項を無視すると、 
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ul ( ) =
Dpq

DSq=1

b

p=1

a

uS ( ) ( 0)

ul ( ) =
pq

S

 

 
 

 

 
 

2

q=1

b

p=1

a

uS ( ) ( )

   （5-16） 

 

となる。ただし、高振動数領域における振幅はランダム和となることを考慮し

た。ここで非一様な実効応力 pqが全ての要素断層において 1に等しいとして、

小地震の実効応力 Sに対する比率を dと等しいとして、小地震のすべり量DSに

対する比率をcとおくと、 

        

   
ul ( ) = abcuS ( ) ( 0)

ul ( ) = abduS ( ) ( )
    (5-17) 

        

となる。さらに小地震と大地震との間で巨視的断層パラメータの相似則

(a = b = c = n,d =1)が成り立っていると仮定すると、 

 

ul ( ) = n3uS ( ) ( 0)

ul ( ) = nuS ( ) ( )
   (5-18) 

  

となる。 

 

壇・佐藤 (1998) は、この合成方法を、Wald and Somerville (1995) が測地データ

と周期４秒以上地震記録から同定した。計算の対象としている周期は 0.067 秒�

4 秒であり、やや短周期帯域の地震動を主体にしている。壇・佐藤 (1998) は、こ

れらの合成波形より算定した計測震度は、報告されている気象庁の震度と良く

対応した値となって強震動の予測問題という観点から、断層の非一様すべり破

壊モデルによる結果を、従来の巨視的断層モデルおよび次式で定義される断層

面全体の短周期レベルが非一様すべり破壊モデルと等しくなるような等価一様

すべり破壊モデルの２つを考え、３つのモデルによる合成結果を相互比較した。 
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     A = 4 2 ( pq pq )
2

q=1

b

p=1

a

   (5-19) 

 その結果、計算対象となっている６地点のうち５地点で、非一様すべり破壊

モデルによる合成結果と等価一様すべり破壊モデルによる合成結果はほぼ同じ

となり、従来の巨視的断層モデルによる合成結果はやや小さくなった。以上よ

り距離補正項を入れたスケールファクターFpq ( )の式を以下に示す。 

 

Fpq ( ) =
Dpq

DS

(1+ j / cs)
2

(1+ j / Dpq )(1+ j / Spq )

rS
rpq

 

 

  

 

 

  
exp

2Q
(rS rpq )

 

 
 

 

 
     (5-20) 
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5.2.3 ハイブリッド合成法 

ハイブリッド合成法は、短周期領域と長周期領域においてそれぞれ求めてお

いた 2 つの計算結果を合成して広帯域地震動を評価する方法である（例えば、

川瀬・松島, 1998 ; 佐藤ほか, 1998 ;入倉・釜江, 1999）。ここでは、短周期側では

統計的グリーン関数法に関しては Vs=750m/s 層上面での時刻歴波形を用いる。

長周期側では三次元有限差分法により求めた Vs=750m/s 層上面での時刻歴波形

を用いる。合成は、ある周期（接続周期）を中心とするコサイン型フィルタの

組み合わせによるマッチングフィルタを用いて時刻歴波形をフィルタ処理し、

時刻歴で重ね合わせて行う。三次元有限差分法により周期 0.75 秒までの計算を

精度よく行うことが可能であることから、ハイブリッド合成法によるマッチン

グフィルタの中心周期を 1.0 秒とした。図 5.3 に、用いたマッチングフィルタを

示す。統計的グリーン関数法により計算された波形のロールオフ周期、カット

オフ周期はぞれぞれ、0.71 秒、1.6 秒であり、三次元有限差分法により計算され

た波形のロールオフ周期、カットオフ周期はぞれぞれ、1.6 秒、0.71 秒である。 

Vs=750m/s 層上面でのハイブリッド合成波を入射波とした。計算波形を表示する

6 地点では、Vs=750m/s 層上面でのハイブリッド合成波を「詳細法工学的基盤」

での合成波と呼ぶ。６章以降で図 2.4 に示す 6 地点での時刻歴速度波形及び減衰

定数 5％の疑似速度応答スペクトルを表示する。 

図 5.3 使用したマッチングフィルター（中心周波数 1Hz）

と波形合成概念図 
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６．計算結果 

 

本検討で用いた強震動計算方法としては、ここまで述べた特性化震源モデル

と三次元地下構造モデルの影響を取り入れてハイブリッド合成法を用いて地震

波形を求める「詳細法」と、過去のデータを基にマグニチュードと距離をパラ

メータとする経験式により最大速度を算定する「簡便法」とを使い分けた。以

下にそれぞれの手法の結果について、特徴を記す。 

 

6.1 簡便法による強震動予測結果 

 

「簡便法」による強震動予測結果を図6.1～図6.3に示す。本検討では、松岡・

翠川 (1994) による地盤増幅率と藤本・翠川 (2003) による地盤増幅率の両方を

使い、結果を比較している。「簡便法」による震度分布は比較的滑らかに変化

している。「簡便法」では、工学的基盤から地表への最大速度の増幅率の影響

は反映されているが、「詳細法」と異なり地震基盤から工学的基盤までの増幅

は考慮されていない。また断層付近に着目すると、「簡便法」ではディレクテ

ィビティ効果を評価していないため、震度は、後述の「詳細法」の震度より小

さめとなっている。図6.1 に国府断層帯（地表震度・最大速度は松岡・翠川 (1994)

および藤本・翠川 (2003)）、図6.2 に高山断層帯（地表震度・最大速度は松岡・

翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003)）、図6.3 に猪之原断層帯（地表震度・最

大速度は松岡・翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003)）の結果を示す。 
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図 6.1 簡便法における国府断層帯の簡便法の結果  
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図 6.2 簡便法における高山断層帯の簡便法の結果 
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図 6.3 簡便法における猪之鼻断層帯の簡便法の結果   
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6.2 「有限差分法」による強震動予測結果 

４章に示した５つの断層モデル（図 4.5 参照）における「有限差分法」によ

る地震動予測計算結果平面図を図 6.4～図 6.8 および、振幅値のスナップショッ

トを図 6.9～6.13 に示す。 

計算結果には、マッチングフィルターと同じローパスフィルターを適用して

おり、スナップショットの振幅表示はそれぞれの時間における最大振幅で正規

化している。いずれのケースにおいても、主となる破壊の伝播方向において、

ディレクティビティ効果の影響で振幅が大きくなっている。高山断層帯のケー

スでは、断層帯が大きくアスペリティの深さも若干浅い部分があること、ディ

レクティビティ方向に若干深い地盤構造が存在する効果もあわせて、振幅が顕

著に大きくなっている。また、地震動の継続時間に着目すると、解析区間北部

の堆積層の厚い富山・砺波平野および解析区間東部の山岳地帯では、断層破壊

が始まってから 30 秒経過した時点でも他の地域と比べ相対的に振幅が大きい。 
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図 6.4 差分法による工学的基盤上面(Vs=750m/s)の最大速度分布 

(国府断層帯) 

 （図は差分法の結果に 1Hz のローパスフィルターをかけたもの） 
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図 6.5 差分法による工学的基盤上面(Vs=750m/s)の最大速度分布 

(高山断層帯 CASE1) 

（図は差分法の結果に 1Hz のローパスフィルターをかけたもの） 



防災科学技術研究所研究資料 第 282 号 2005 年 11 月 

－ 114 － 

 
図 6.6 差分法による工学的基盤上面(Vs=750m/s)の最大速度分布 

(高山断層帯 CASE2) 

（図は差分法の結果に 1Hz のローパスフィルターをかけたもの） 
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図 6.7 差分法による工学的基盤上面(Vs=750m/s)の最大速度分布 

(高山断層帯 CASE3) 

（図は差分法の結果に 1Hz のローパスフィルターをかけたもの） 
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図 6.8 差分法による工学的基盤上面(Vs=700m/s)の最大速度分布 

(猪之鼻断層帯) 

（図は差分法の結果に 1Hz のローパスフィルターをかけたもの） 
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図 6.9 有限差分法による計算結果例：国府断層帯のスナップショット（Ｘ軸） 

（有限差分法の１ＨｚＬＯＷＰＡＳＳの結果の最大速度値を１～－１で表現）
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図 6.10 有限差分法による計算結果例：高山断層帯 (CASE1) の 

スナップショット（Ｘ軸） 

（有限差分法の１ＨｚＬＯＷＰＡＳＳの結果の最大速度値を１～－１で表現）
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図 6.11 有限差分法による計算結果例：高山断層帯 (CASE2) の 

スナップショット（Ｘ軸） 

（有限差分法の１ＨｚＬＯＷＰＡＳＳの結果の最大速度値を１～－１で表現）
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図 6.12 有限差分法による計算結果例：高山断層帯 (CASE3) の 

スナップショット（Ｘ軸） 

（有限差分法の１ＨｚＬＯＷＰＡＳＳの結果の最大速度値を１～－１で表現）
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図 6.13 有限差分法による計算結果例：猪之鼻断層帯の 

スナップショット（Ｘ軸） 

（有限差分法の１ＨｚＬＯＷＰＡＳＳの結果の最大速度値を１～－１で表現）
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6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 

詳細法（ハイブリッド合成法）の計算手順を以下に記す。 

6.3.1 計算手順 

手順[１]：深部地盤上面における波形計算 

 深部地盤上面における波形をハイブリッド合成法により求める。ハイブリッ

ド合成法は、長周期成分を理論的方法（Aoi and Fujiwara(1999)による不等間隔

格子有限差分法）、短周期成分を統計的グリーン関数法（壇ほか(2000)）により

それぞれ計算し、合成する方法である。 

 

手順[２]：工学的基盤における波形計算 

 深部地盤の上面の S 波速度（Vs）は 750m/s から 3460m/s まで変化する。本

検討では、Vs=750m/s に至る層の上面を工学的基盤と定義した。したがって、

工学的基盤での波形といえば、Vs=450m/s 層のあるところでは Vs=750m/s 層上

面の波形を指し、Vs=750m/s 層の無いところでも薄く Vs=750m/s が上部に存在

すると仮定した。 

 

手順[３]：地表における最大速度の計算 

 工学的基盤から地表までの最大速度増幅率を算定し、これを詳細法による工

学的基盤での最大速度に乗じて地表における最大速度を求める。工学的基盤か

ら地表までの最大速度増幅率は、3 章地下構造モデルの設定で作成された地盤

モデルと簡便法における標準地盤（S 波速度 400m/s 相当）から地表までの増幅

度に、工学的基盤(Vs=750m/s)から簡便法基準地盤(Vs=400m/s)までの増幅度の

補正係数を乗じて求める。増幅度の補正係数は、松岡・翠川(1994)による表層

地盤の速度増幅度算定式(6-1)式にそれぞれの S 波速度を代入して算定された速

度増幅度の比とする。すなわち補正係数は 

（工学的基盤の S 波速度／400）0.66 

で算定される。本検討では Vs=750m/s から Vs=400m/s までの増幅倍率(6-1)式よ

り 1.51 倍と計算している。 

logARV =1.83 0.66logAVS ± 0.16  (100 < ARV <1500)   (6-1) 

ここで、 
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 ARV  : 地下 30m から地表までの速度増幅度 

 AVS  : 地下 30m から地表までの平均 S 波速度(m/s) 

 

 

手順[４]：地表における計測震度 

 計算された地表最大速度より、次の(6-2)式に示す翠川ほか(1999)による最大

速度と計測震度の経験的関係式を用いて、計測震度相当値を算定した。 

 

I = 2.68 +1.72logPGV ± 0.21 (4 < I < 7)   (6-2) 

       I: 計測震度 

    PGV : 地表最大速度(cm/s) 

  

なお、翠川ほか(1999)では0 < I < 7の式と 4 < I < 7の２つの式が提示されてい

るが、0 < I < 7の式は低震度データが強く反映され高震度データがあまり反映

されない怖れがあり、かつ計測震度と旧気象庁震度との関係のばらつきも高震

度になるほど小さくなる傾向があるため、比較的震度の大きな地域での地震動

をより精度良く評価することが重要と考え、 4 < I < 7の式を選定した。 
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6.3.2 詳細法における強震動予測結果 

設定した震源断層モデルと地下構造モデルに基づき、評価範囲について、約

１km2 のメッシュで強震動予測を行った。図6.44 左に、高山断層帯の地震を想

定した場合の地表における震度分布図を示す。CASE1、および CASE3 では、

断層帯中央部に設置したアスペリティの周辺地域において震度６強以上(赤色)

が予測された。これは、同地域が破壊進行方向に位置することによるディレク

ティビティ効果と、同地域の「深い地盤構造」による増幅効果が主たる要因で

あると考えられる。一方､CASE2 では、破壊開始点周辺のごく一部の地域で震

度６強以上と予測されたが、CASE1、CASE3と同様にディレクティビティ効果

が強く現れると予想される断層帯北東部周辺の地域では、地震基盤が比較的浅

く、「深い地盤構造」による増幅が小さいため、最大で震度６弱(橙色)と予測さ

れた。震源断層に近い高山市では､CASE1、CASE2では、震度５強(黄色)から震

度６弱､またCASE3では、南部のごく一部の地域で震度６強以上と予測された。

図 6.44 右に、国府断層帯、および猪之鼻断層帯の地震を想定した場合の地表に

おける震度分布図を示す。これらの断層帯周辺地域では、震源断層の規模が高

山断層帯に比べて小さいこと等から、震度６強以上となる範囲はごく限られて

おり､断層帯近傍で概ね震度６弱と予測された。 

 「詳細法」の評価範囲の全地点について、有限差分法と統計的グリーン関数

法による計算結果をそれぞれにマッチングフィルターを施した後に合成するこ

とによって（ハイブリッド合成法）、「詳細法工学的基盤」上の時刻歴波形が

計算される。図6.30～図6.34 および図6.35 図6.39 には、高山市役所（岐阜県）・

白川村役場（岐阜県）・上宝村役場（岐阜県）・郡上市役所（岐阜県）・下呂

市役所（岐阜県）・安曇村役場（長野県）のそれぞれに最も近い６評価地点に

ついて、ハイブリッド合成法によって計算された波形、および減衰定数５％の

擬似速度応答スペクトルを示している。 

高山断層帯の破壊開始点が異なるCASE1とCASE2で比較すると､破壊進行方

向との位置関係が両ケースで逆転する下呂市役所・郡上市役所、あるいは上宝

村役場・安曇村役場（のそれぞれに最も近い評価地点、以下同様）においては、

破壊進行方向と同方向に位置する場合の方が、ディレクティビティ効果により、

最大値が大きくなっている。一方、震源断層近傍の高山市役所、および震源断

層から離れた白川村役場では、ケース間の違いは小さい。CASE3では、高山市

役所において、ディレクティビティ効果が顕著に現れたため、３つのケースの
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中で最も大きい最大速度が予測された。 

国府断層帯､猪之鼻断層帯については、高山断層帯に比べて震源断層の長さが

短いため､ほとんどの評価地点で継続時間が高山断層帯に比べると短くなって

いる。また、破壊進行方向とほぼ同方向に位置する、国府断層帯における上宝

村役場、猪之鼻断層帯における安曇村役場・郡上市役所では、特徴的なパルス

波形が見られる。安曇村役場においては、同地点周辺の地震基盤が深く､堆積層

が比較的厚いことから、やや長周期の揺れが長時間継続している様子が全ての

ケースで見られる。 

スペクトル形状で比較すると､概ね周期0.3～0.7秒程度の成分の振幅が大きい。

高山断層帯の結果を見ると､例えば、ケース１における郡上市役所や、ケース２，

３における上宝村役場等、ディレクティビティ効果の影響が大きく現れる場合

には、他の場合に比べて、スペクトルの振幅が全体的に大きくなっている。ま

た、特徴的なパルス波形が見られた、国府断層帯における上宝村役場、猪之鼻

断層帯における安曇村役場、郡上市役所では、0.3～0.7秒程度の成分の振幅に加

えて、１秒以上の成分の振幅も大きい。 

なお、統計的グリーン関数法では、Ｐ波は考慮されていない。したがって、

ハイブリッド合成後の波形のＳ波到達時間よりも前（Ｐ波初動付近）は、有限

差分法のみにより計算されており、接続周期に相当する周期１秒以上の長周期

成分しか有していない。 

次に、各ケースの「詳細法工学的基盤」上での最大速度の分布を比較する(図 

6.42 参照)。地震動の最大速度は、「詳細法工学的基盤」上で求められた２成分

の時刻歴波形のベクトル合成を行い、その最大値として求めている。高山断層

帯では、震源断層中央部に配置したアスペリティ近傍の地域で地震動が大きく、

CASE1、CASE3では100～120 cm/s程度と予測された。これは、同地域が破壊進

行方向に位置することによるディレクティビティ効果と、同地域の「深い地盤

構造」による増幅効果（図 6.41 参照）が主たる要因であると考えられる。一方､

国府断層帯､猪之鼻断層帯では､アスペリティ近傍で70 90 cm/s程度と予測され

た。 

図6.42 で示した各ケースの「詳細法工学的基盤」上での最大速度に、「浅い

地盤構造」による増幅率を乗じて、地表における最大速度を求めた結果を図 6.43 

に示した。また、これらの最大速度より換算して求めた地表の震度分布を図 6.44 

に示した。図 6.44 は、設定した全ての地震を想定した場合の地表における震度
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分布図である。高山断層帯のCASE1、およびCASE3では、上述したディレクテ

ィビティ効果と「深い地盤構造」による増幅効果により、震源断層中央部に設

置したアスペリティの周辺地域において震度６強以上と予測された。一方､ケー

ス２では、破壊開始点周辺のごく一部の地域で震度６強以上と予測されたが、

ケース１やケース３と同様にディレクティビティ効果が現れると考えられる断

層帯北東部の地域では、地震基盤が比較的浅く、「深い地盤構造」による増幅 

が小さいため、最大で震度６弱と予測された。震源断層に近い高山市では､ケー

ス１、ケース２では、震度５強から震度６弱､また、ケース３では、南部のごく

一部の地域で震度６強以上と予測された。 

国府断層帯、および猪之鼻断層帯の地震を想定した場合の地表における震度

分布図である。これらの断層帯周辺地域では、震源断層の規模が高山断層帯に

比べて小さいこと等から、震度６強以上となる範囲はごく限られており､震源断

層近傍で概ね震度６弱と予測された。 

なお、地表の最大速度から計測震度への換算は、経験的な方法（(6-2)式）を

用いている。この基となる統計データには計測震度6.0を越えるものは少ないた

め、計測震度 6.0 を越えるものの換算については精度が十分でないと考えられ

る。また、ひずみレベルが大きい場合の「浅い地盤構造」における非線形挙動

の影響については評価されていないという問題もある。これに加え、強震動予

測結果のばらつきの問題なども考慮に入れると、震度６強と震度７の境界を十

分な精度で求められていないと判断される。したがって、本報告では最終的に

計測震度 6.0 以上と評価されたところはすべて「震度６強以上」とし、震度７

となる可能性もあることを示した。 
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6.3.3 「詳細法」による強震動予測結果と距離減衰式との比較による検証 

設定した震源断層（図6.29）と地下構造の評価結果に基づき、評価範囲につい

て約1kmサイズのメッシュで強震動予測を行った。 

強震動予測結果の検証として、震源断層からの最短距離と予測結果の関係を

既存の距離減衰式(司・翠川，1999)と比べた（図6.27～28）。全体的に予測結果

は距離減衰式と良い対応を示している。 

なお、計算手法の検証としては、ここで用いた手法と同様の手法により兵庫県

南部地震の強震動評価（地震予知総合研究振興会，1999）および鳥取県西部地

震の強震動評価（地震調査委員会，2002c）を行っており、それぞれの評価結果

が震度分布や観測記録を説明できることを確認している。 

 

 この比較によるとアスペリティの近傍および断層に直交する方向にある計算

地点において、「詳細法」の予測結果が「簡便法」より大きい値を示すことが

分かる。これより、震源断層からの距離が同じであっても、アスペリティに近

いところにおいては地震動が大きくなること、および「簡便法」では反映され

ていないディレクティビティ効果が「詳細法」では反映できていることが確認

できる。 

 

その他、掲載図面一覧を下記に示す。 

図 6.14 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（詳細法工学的基盤（Vs=750m/s）上:高山断層帯 CASE1） 
 
図 6.15 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（地表：高山断層帯 CASE1:松岡・翠川 (1994)） 
 
図 6.16 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（地表：高山断層帯 CASE1:藤本・翠川 (2003)） 
 
図 6.17 計算結果の最大速度値を示す波形地点の速度波形の比較（高山断層帯

CASE1） 
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図 6.18 高山断層帯ＣＡＳＥ２の詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度

値と松岡・翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003) の増幅率による地表

の結果 
 
図 6.19 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（詳細法工学的基盤（Vs=750m/s）上:高山断層帯 CASE3） 
 
図 6.20 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（地表：高山断層帯 CASE3:松岡・翠川 (1994)） 
 
図 6.21 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の比

較（地表：高山断層帯 CASE3:藤本・翠川 (2003)） 
 
図 6.22 計算結果の最大速度値を示す波形地点の速度波形の比較（高山断層帯

CASE3） 
 
図 6.23 国府断層帯の詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度値と松岡・翠

川 (1994) および藤本・翠川 (2003) の増幅率による地表の結果 
 
図 6.24 猪之鼻断層帯の詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度値と松

岡・翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003) の増幅率による地表の結果 
 
図 6.25 計算結果の最大速度値を示す波形地点のフーリエスペクトルの比較

（高山断層帯 CASE1～CASE3） 
 
図 6.26 計算結果の最大速度値を示す波形地点のフーリエスペクトルの比較

（高山断層帯 CASE1  ～CASE3 ） 
 
図 6.27 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正し

た値と司・ 翠川 (1999) の距離 減衰式と の比較（高 山 CASE1～

CASE2 ） 
 
図 6.28 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正し

た値と司・翠川 (1999) の距離減衰式との比較（高山 CASE3～猪之鼻

断層帯） 
 
図 6.29 設定断層モデル 
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図 6.30 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 国府断層帯 
 
図 6.31 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 高山断層帯

(CASE1) 
 
図 6.32 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 高山断層帯

(CASE2) 
 
図 6.33 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 高山断層帯

(CASE3) 
 
図 6.34 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 猪之鼻断層帯 
 
図 6.35 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の疑

似速度応答スペクトル [国府断層帯] 
 
図 6.36 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の疑

似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE1] 
 
図 6.37 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の疑

似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE2] 
 
図 6.38 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の疑

似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE3] 
 
図 6.39 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の疑

似速度応答スペクトル [猪之鼻断層帯] 
 
図 6.40 工学的基盤 (Vs=400m/s) から地表までの最大速度の増幅率（浅い地盤

構造）（上：松岡・翠川 (1994) による地盤増幅率、下：藤本・翠川(2003) 

による地盤増幅率 
 
図 6.41 詳細法計算に使用した地震基盤から工学的基盤までの深度分布 
 
図 6.42 詳細法による詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度分布（接続周

波数 1Hz） 
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図 6.43 詳細法による地表の最大速度分布（接続周波数 1Hz）[地盤増幅率 藤

本・翠川 (2003)] 
 
図 6.44 詳細法による地表の震度分布（接続周波数 1Hz）[地盤増幅率 藤本・

翠川 (2003)] 
 
図 6.45 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正し

た値と司・翠川 (1999)の距離減衰式との比較（平面図） 
 
図 6.46 高山断層帯 CASE2 におけるＥＷ方向断面の有限差分法結果（１Ｈｚ

ＬＯＷＰＡＳＳ） 
 
図 6.47 高山断層帯 CASE2 におけるＮＳ方向断面の有限差分法結果（１Ｈｚ

ＬＯＷＰＡＳＳ） 
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図 6.14 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（詳細法工学的基盤（Vs=750m/s）上: 高山断層帯 CASE1） 
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図 6.15 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（地表：高山断層帯 CASE1: 松岡・翠川(1994)） 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.16 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（地表：高山断層帯 CASE1: 藤本・翠川(2003)） 
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図 6.17 計算結果の最大速度値を示す波形地点の速度波形の比較 

（高山断層帯 CASE1） 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 

－ 135 － 

図 6.18 高山断層帯ＣＡＳＥ２の詳細法工学的基盤(Vs=750m/s)の最大速度値

と松岡・翠川(1994)および藤本・翠川(1994)の増幅率による地表の結果 
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図 6.19 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（詳細法工学的基盤（Vs=750m/s）上: 高山断層帯 CASE3） 
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図 6.20 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（地表：高山断層帯 CASE3: 松岡・翠川(1994)） 
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図 6.21 破壊形式（破壊速度）を変化させたときのハイブリッド合成結果の 

比較（地表：高山断層帯 CASE3: 藤本・翠川(2003)） 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.22 計算結果の最大速度値を示す波形地点の速度波形の比較 

（高山断層帯 CASE3） 
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図 6.23 国府断層帯の詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度値と松岡・

翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003) の増幅率による地表の結果 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.24 猪之鼻断層帯の詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度値と松

岡・翠川 (1994) および藤本・翠川 (2003) の増幅率による地表の結果 
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図 6.25 計算結果の最大速度値を示す波形地点のフーリエスペクトルの比較

（高山断層帯 CASE1～CASE3） 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.26 計算結果の最大速度値を示す波形地点のフーリエスペクトルの比較 

（高山断層帯 CASE1’ CASE3’） 
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図 6.27 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正

した値と司・翠川(1999)の距離減衰式との比較（高山 CASE1 CASE2’） 
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図 6.28 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正

した値と司・翠川(1999)の距離減衰式との比較（高山 CASE3 猪之鼻断層帯） 
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図 6.29 設定断層モデル 
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図 6.30 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 

国府断層帯
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図 6.31 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 

高山断層帯 (CASE1)



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.32 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 

高山断層帯 (CASE2)
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図 6.33 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 

高山断層帯 (CASE3) 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.34 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における計算波形例 

猪之鼻断層帯
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図 6.35 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の 

疑似速度応答スペクトル [国府断層帯] 
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図 6.36 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の 

疑似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE1] 
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図 6.37 詳細法工学的基盤(Vs=750m/s)における地震動の減衰常数５％の 

疑似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE2] 



6.3 「詳細法」（ハイブリッド合成法）による強震動予測結果 
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図 6.38 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の 

疑似速度応答スペクトル [高山断層帯 CASE3] 
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図 6.39 詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) における地震動の減衰常数５％の 

疑似速度応答スペクトル [猪之鼻断層帯] 
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図 6.40 工学的基盤 (Vs=400m/s) から地表までの最大速度の増幅率（浅い地

盤構造）（上：松岡・翠川 (1994) による地盤増幅率、下：藤本・翠

川 (2003) による地盤増幅率 
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図 6.41 詳細法計算に使用した地震基盤から工学的基盤までの深度分布 
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図 6.42 詳細法による詳細法工学的基盤 (Vs=750m/s) の最大速度分布 

（接続周波数 1Hz） 
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図 6.43 詳細法による地表の最大速度分布（接続周波数 1Hz） 

[地盤増幅率 藤本・翠川 (2003)] 
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図 6.44 詳細法による地表の震度分布（接続周波数 1Hz） 

[地盤増幅率 藤本・翠川 (2003)] 
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図 6.45 詳細法工学的基盤における最大速度値を Vs=600m/s 相当に換算補正 

した値と司・翠川 (1999) の距離減衰式との比較（平面図） 
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図 6.46 高山断層帯 CASE2 におけるＥＷ方向断面の有限差分法結果 

（１Ｈｚ�ＬＯＷＰＡＳＳ） 
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図 6.47 高山断層帯 CASE2 におけるＮＳ方向断面の有限差分法結果 

（１Ｈｚ�ＬＯＷＰＡＳＳ） 
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７．問題点と今後の課題 

7.1 問題点 

 本検討での計算結果等に関する問題点を以下に挙げる。 

 

（１）アスペリティと破壊開始点の位置等は地表における強震動予測結果に大

きく影響する（地震調査委員会, 2003b，2003c，2004）。しかし、現状では

情報の不足等により、これらの震源断層パラメータを確定的に扱えなか

った。本検討での評価範囲において、「深い地盤構造」の三次元地下構造

モデルの構築にあたっては物理探査の結果を中心に可能な限りの情報収

集を行ったが、山岳部をはじめとして、情報の不足している地域もあり、

この作業においてはいくつかの仮定が必要となった。また、地表の最大

速度は、微地形区分（約 1km2 のメッシュごとの情報）を利用した経験的

な方法を用いて､「詳細法工学的基盤」から地表までの最大速度の増幅率

を「詳細法工学的基盤」上面における最大速度に乗じることにより推定

した。地表の計測震度も、経験式を用いて地表の最大速度より換算して

求めている。地表における最大速度や震度を精度よく求めるには、「浅い

地盤構造」についても一次元地下構造モデルを作成し、これを用いて算

定される地表における時刻歴波形から推定することが望ましいが､ここ

では地表における時刻歴波形を求めるだけの十分な地盤調査データが得

られていないことより、一次元地下構造モデルの作成は行わず、微地形

区分を利用した経験的な方法を用いた。 

  

（２）「詳細法」によって時刻歴波形を求めるのは「詳細法工学的基盤」までと

し、地表における時刻歴波形は求めなかった。地盤調査データが乏しい

ことより、地表における波形を求めるのに必要な一次元地盤構造モデル

の作成は行わず、微地形区分（約 1km 四方毎の情報）を利用した経験的

な方法を用い最大速度の増幅率を推定することによって地表における最

大速度を求めた。さらに地表の計測震度も経験式を用いて最大速度より

換算して求めている。 

 

（３）ひずみレベルが大きい場合について、浅部地盤の非線形挙動の影響につ



防災科学技術研究所研究資料 第 282 号 2005 年 11 月 

－ 166 － 

いては評価されておらず、断層に近いところでの強震動予測結果（地表

の最大速度／震度）は、過大評価となっている可能性がある。 

 

（４）地盤構造モデル作成のためには、可能な限りデータ収集を行っており、

また本検討では微動アレイ観測を実施し、深い地盤構造モデル作成に役

立てた。しかしながら、複雑な断層近傍の地盤構造を十分に再現するた

めのデータとしては、まだ不足していると考えられる。 
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7.2 今後の課題 

本検討での計算結果等に関する今後の課題を以下に挙げる。 

 

（１）本断層帯の強震動評価にあたり、個々の断層帯について想定したアスペ

リティや破壊開始点の位置は、必ずしも確定的なものではない。震源断

層の面積が比較的大きい高山断層帯においては、いくつかの情報が得ら

れたので、これらの情報も参考にしてアスペリティの位置や破壊開始点

を変えた複数のケースを想定した。また、震源断層の面積が比較的小さ

い国府断層帯においても、平均的なずれの速度をもとにアスペリティの

位置を設定した。なお、震源断層の面積が比較的小さく、情報がほとん

ど得られなかった猪之鼻断層帯においては、平均的なケースを想定した。

より信頼性の高い強震動予測を行うためには、例えば､深部構造探査等、

これらの震源断層パラメータをより正確に推定するための継続的な調査

研究が必要である。本検討では、高山断層帯に対して、複数のケースを

想定することにより、アスペリティと破壊開始点の位置が地表の地震動

に与える影響について検討した。アスペリティと破壊開始点の位置等、

情報の不足等により現状において確定的に扱えない震源断層パラメータ

に対しては、このような震源断層パラメータによる強震動予測結果のば

らつきの大きさを把握しておくことが、強震動予測結果に対する評価・

判断を行う上で非常に重要である。強震動予測結果のばらつきについて

は、今後、他の震源断層に対する強震動評価においても検討を重ねてい

きたい。 

 

（２）理論的グリーン関数の計算効率の向上また計算機能力の向上により、今

後は評価範囲の拡張、想定ケースの数の増加が期待できる。 

 

（３）地下構造に関する情報もまだ十分とは言えず、より精度の高い強震動予

測を行うためには、中小地震観測記録を用いた手法や深部地盤構造探査

などにより、今後もさらに地下構造（「深い地盤構造」、および「浅い地

盤構造」）に関する情報を得る必要がある。 

 

より詳細な予測地図を作成するに当たって上記事項を今後も考慮していく必
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要がある。 
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