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本研究の構成 

1. 地震動評価と地盤増幅評価に関わる解析
技術の開発 

 

2. 段差状の不整形地盤における地盤増幅メカ
ニズムの解明 

 

3. 地盤との動的相互作用を含む建物応答評
価に関わる研究 



1. 地震動評価と地盤増幅評価に関わる
解析技術の開発 

【論文1】 任意方位角を有する平面波斜め入射に対する2次元構
造物の応答解析 

【論文2】 移動震源による段差状不整形地盤の地震動増幅特性 

【論文3】 グリッド間隔と時間刻みを可変とする3次元差分法を用い
た2000年鳥取県西部地震時の神戸地域における強震動
評価 

【論文4】 薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証 

【論文5】 薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，
その2 

既発表論文 



2.5次元解析の開発と応用 

ハイパーエレメントによる2次元断面

地盤への平面波方位入射問題への
適用 

・メッシュの少ない効率的な波動伝播
計算法 
・2次元問題→3次元問題(2.5次元) 

・盆地端部でのラブ波，レイリー波の
同時発生，表面波間の変換 

移動グリーン関数の開発と境界値問
題への適用 

・移動グリーン関数の留数定理の利
用によるTLM解の陽表現 

・移動震源と段差地盤を同時に考慮
した3次元解析法の開発 

論文1，2 

ラブ波，レイリー波 



効率的な3次元差分法の開発と応用 

3次元差分法の計算効率の向上 

・不等間隔グリッド，不連続グリッド，可
変時間刻みを同時に考慮 
3次元差分法の応用 
・2000年鳥取県西部地震時における
神戸市内の長周期地震動評価 

・長周期地震動による盆地端部での増
幅 
その後の応用 
・2003年十勝沖地震時における苫小
牧の長周期地震動評価 
・2011年東北地方太平洋沖地震の長
周期シミュレーション解析 

・ベンチマークテストでの数値計算手
法の検証参加 

堆積盆地 

震源断層 

2 

-

2 

c

m/
s 

論文3 



薄層法に基づく震源断層解の 
解析コード開発とその応用 

薄層法に基づく震源断層解 
・波数積分をモード重合に変換 

・震源点・観測点の組み合わせが多い
場合に有利 
解析コードの改良 
・2次要素の導入 
・底面領域バッファ＋人工減衰 
・S波，P波で異なる減衰定数 
・分布・集中マトリックスの調整係数 

・深さ方向微分項に対する高次の内挿
関数近似 
検証と応用 

・波数積分法，ベンチマークテストでの
検証・地表断層もOK 
・震源インバージョン解析への利用 
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論文4,5 



2. 段差状の不整形地盤における地盤
増幅メカニズムの解明 

【論文6】 兵庫県南部地震時の神戸市内における基盤地震動およ
び地盤増幅特性 

【論文7】 神戸市長田区における地下構造の不整形性を考慮した
1995年兵庫県南部地震(MJ=7.2)の余震アレイ観測記録
のシミュレーション解析 

【論文8】 2次元盆地端部構造の地震動増幅と表面波の干渉 

【論文9】 3次元盆地端部構造の境界近傍における地震動増幅特
性 

【論文10】 深層アレー観測記録のシミュレーション解析と基盤の不整
形性の影響 

【論文11】 深部地盤の地中段差近傍における地震動増幅特性 

既発表論文 



1995年兵庫県南部地震「震災の帯」 

  

Fig.1  Map of the Kobe urbanized area for 3-D calculation and fault-normal sections 
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神戸市中心部南北方向の地下構造と
「震災の帯」での地盤増幅 
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「震災の帯」のシミュレーション解析 

1995年兵庫県南部地震時の「震災
の帯」における地盤増幅 

・基盤地震動の評価と強震記録の再
現 

・盆地端部形状による増幅特性の違
いと被害との対応 
・3次元地形効果の検討 
長田地区における余震記録の再現 
・アレー観測記録の再現 
・2方向の波動干渉と表面波分離 
東灘地区における2000年鳥取県西
部地震記録の再現 
・高密度鉛直アレー観測記録の再現 
・傾斜地盤の影響評価 

論文6,7,9,10 



段差近傍の地震動増幅とメカニズム 

2次元段差地盤の地震動増幅とメカニ
ズム 
・入射波周期，入射角による違い 
・表面波成分の解析的分離 
・直達波と表面波高調モードとの干渉 
3次元地形効果の影響評価 
・簡易段差地盤モデルによる検討 
・ 2次元地形効果＞3次元地形効果 

深部地盤の地中段差近傍における地
震動増幅特性 
・各種段差構造の地震波の局所集中 
・上町断層帯の地盤増幅特性 
・傾斜地盤の影響評価 

論文8,9,10,11 



3. 地盤との動的相互作用を含む建物
応答評価に関わる研究 

既発表論文 

【論文12】 軸対称hyperelementを用いた不整形地盤における埋め込
み構造物の動的相互作用解析 

【論文13】 高層RC建物の地震応答シミュレーション解析と深部地盤
構造の影響 

【論文14】 大小地震時における9階建免震建物の上下応答特性と地
盤との動的相互作用効果 

【論文15】 1995年兵庫県南部地震時の神戸市西部地区に建つ高層
SRC造建物への入力地震動評価 



動的相互作用・不整形地盤 
軸対称ハイパーエレメントの開発と不
整形地盤の相互作用解析 
・剛体部を含むAXハイパーエレメント 
・堆積盆地の影響評価 
・流体との連成解析→人工島 

神戸中心部に建つ高層建物の入力地
震動評価，応答評価 
・ 2000年鳥取県西部地震時における
高層建物記録のシミュレーション解析 
・ 1995年兵庫県南部地震時における
鷹取・新長田記録の振幅差の解明 

論文12,13,15 



動的相互作用・上下動，刊行物 

実観測記録に基づく上下相互作用 
・建物上下振動の周辺地盤への影響 
・ばね・減衰モデル置換の影響 
 
動的相互作用に関する2編の刊行物 

『入門・建物と地盤との動的相互作用』
(1996) 

『建物と地盤の動的相互作用を考慮し
た応答解析と耐震設計』(2006) 
 

論文14 



一連の研究の成果 

理論展開，解析コードの開発に伴う地震動，地盤
震動，相互作用分野の発展に貢献．⇒新しい考
え方の導入，開発した解析ツールの各種問題へ
の応用・実用的価値 

段差地盤における地震動増幅を対象に，解析的
分析に基づき新たな解釈を付与．⇒新しい事象の
発見，今後の減災対策への発展 

強震記録をベースとした地盤増幅問題，相互作用
問題の知見の蓄積．⇒耐震設計への適用，建物
強震観測強化への道筋 
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