
強震観測記録に基づく巨大地震の
広帯域強震動の再現・予測に関する研究

佐藤 智美

清水建設(株)技術研究所

1



背景・目的

• 1995年兵庫県南部地震(M7.3)以降、強震観測点が数多く設置され、
強震記録が蓄積されてきた。

• 2003年十勝沖地震(M8)や2011東北地方太平洋沖地震（M9)など
では、長周期・長時間地震動が観測されている。

• M8～9クラスの南海トラフ沿いの巨大地震、M8クラスの相模トラフ
沿いの巨大地震、M7クラスの首都直下地震をはじめとする巨大地

震を想定した建築構造物への入力地震動策定や耐震安全性評価、
防災対策の必要性が指摘されている。

建築構造物への入力地震動策定や耐震安全性評価に資
する強震動予測を目指し、強震記録に立脚した巨大地震の
長周期から短周期を含む広帯域強震動を再現・予測する
手法を開発・改良し、適用する。
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本研究で対象とする強震動予測手法
（経験的手法と半経験的手法)と巨大地震

理論的手法

半経験的手法
・統計的グリーン関数法
・経験的グリーン関数法

経験的手法
・地震動予測式(距離減衰式) 長周期・長時間地震動の予測手法の開発

震源極近傍、長周期・長時間
地震動予測に拡張・改良

強震動予測に必要なパラメータの推定・モデル化

南海トラフ沿いの地震等に適用

1923年関東地震(相模トラフ沿いの地震)、
1987年千葉県東方沖地震(首都直下地震)等に適用

2011年東北地方太平洋沖地震、
1855年安政江戸地震(首都直下地震)に適用

断層モデルに基づく手法

強震記録

南海トラフ沿いの巨大地震に対する設計用長周期地震動策定
に活用され、2017年4月から超高層建物等の大臣認定が強化
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論文の構成

第1章 はじめに
第2章 統計的グリーン関数法の高度化と強震動予測
第3章 強震動予測のためのパラメータの推定とモデ

ル化
第4章 2011年東北地方太平洋沖地震と誘発地震の

震源・強震動特性
第5章 南海トラフ沿いの巨大地震の経験的長周期地

震動予測
第6章 相模トラフ沿いの巨大地震と首都直下地震の

強震動の再現・予測
第7章 まとめ
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統計的グリーン関数法の高度化の概要

統計的グリーン関数法(釜江・他,1991)
・短周期地震動
・S波の遠地項
・岩盤相当

長周期地震動
・表面波の寄与の導入
・経験的サイト特性のモデル化

長時間地震動
経時特性モデルの高度化
・表面波(長周期)を考慮
・散乱波(短周期)を考慮

震源極近傍
P波・S波の近地項・中間項
の導入(永久変位も考慮)

多数の強震観測記録＋

地震学の最新の知見

拡張・改良

本研究
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統計的グリーン関数法の震源極近傍強震動予測への拡張

波数積分法 従来法 提案法
波数積分法(理論的手法)と統計的グリーン関数法の比較

(MW4.9,震源深さ15km,上下成分,地震基盤,1.25Hz以下の変位波形 [cm])

近地項はP波とS波の間で生じることから、S波に対する野津
(2006)の手法をP波にも拡張し、P波・S波の近地項と中間項を導
入することにより、水平・上下成分の震源極近傍強震動予測を高
精度化、長周期化し、永久変位も計算可能とした。

震央距離

佐藤(2009)
[s]
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統計的グリーン関数法の長時間地震動予測への拡張

地震本部(2016)や
内閣府(2016)で使用

原子力発電所の基準
地震動の計算で使用

従来の経時特性モデル(Boore,1983)は、遠方で継続時間を過少
評価する。提案モデル(佐藤・他,1994;佐藤,2004)では長い継
続時間を再現できる。Jennings型モデルに基づく佐藤他(1994)
は、簡便で使いやすい。散乱理論に基づく佐藤(2004)は、媒質
の不均質性をパラメータとしており物理的意味も明快で、観測
の再現性もよい。

佐藤(2004)

観測波形 散乱理論のモデル Jennings型のモデル 従来法のモデル
(佐藤,2004) (佐藤・他,1994) (Boore,1983)

MW5.2の海溝型地震の観測加速度波形(KiK-net地中、NS成分)と3つの経時特性
モデルに基づき生成された統計的グリーン関数の比較 7

佐藤(2004)



統計的グリーン関数法の長周期地震動予測への改良

提 案 法 従 来 法

黒＝観測波 赤＝計算波

速度波形
[cm/s]

提案法により推定した震源
モデルと震度分布

INAGE

震度

km

[s]

1987年M6.7千葉県東方沖地震(最新の首都直下地震)への適用

佐藤(2015b)

スペクトルモデル・経時特性モデルに、表面波の寄与を経験的に導
入し、長周期・長時間地震動の予測精度を向上
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強震動予測のためのパラメータの推定とモデル化

地震動の周波数fの加速度フーリエ
スペクトルF(f)
F(f)=C・S(f) ・ P(f) ・ G(f)
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C:定数項
M0:地震モーメント
f0:コーナー周波数
fmax:高周波遮断周波数
m:定数項(4程度)
X：震源距離
Vs:伝播経路のS波速度
Q: Q値

モデル
観測

fmaxf0

A:短周期レベル

‐2モデルに基づく加速度震源スペクトルS(f)

強震動予測のためのパラメータを、スペクトルインバージョンや経験
的グリーン関数法により推定しモデル化、分類を行った。
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伝播経路のQ値の地域性

地殻内地震の震源域のQ値
は周波数fに比例し、西日本
が方が東日本より大きい(東
日本の方が減衰しやすい）

黒線矩形、緑破線矩形の領域での本震(Mw5.7～
6.9の地殻内地震)とその周辺の中規模地震の多数
の強震記録に基づくスペクトルインバージョン 佐藤(2010)
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スペクトルインバージョンに基づく
短周期レベルAとM0の関係(スケーリング則)

佐藤(2010)

地殻内地震の平均的Ａ(壇・他, 
2001) に対して、逆断層は1.45
倍、横ずれ断層は0.64倍

地殻内地震(青：逆断層、赤：横ずれ) プレート境界地震

太平洋プレートのプレート境界地
震のAは、地殻内地震の1.6倍

佐藤(2012)

2011年東北地方太平洋沖地震(経験的グリーン関数法)

11



2011年東北地方太平洋沖地震の震源モデルと
広帯域地震動の再現

強震動生成領域(実線矩形)、その探索範囲(破線矩形)、
破壊開始点位置(☆)、グリーン関数として用いた地震と
本震の震央位置・メカニズム解、観測点位置(△)

経験的グリーン関数法 (壇・佐藤 ,
1998)により、震源モデルを推定し、強

震動生成域は、すべり量の大きかっ
た海溝沿いの領域とは異なっている
ことを解明(地殻内地震の特性とは異
なる）

観測
再現

加速度波形の比較(地中、NS成分)

[cm/s2]

佐藤(2012)

[s]
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長周期・長時間地震動の原因となる表面波の特徴である分散性を表
現するため、群遅延時間の回帰式を提案し、周波数依存の経時特性
を少ないパラメータで簡便に予測・再現できる手法を提案した

経験的長周期地震動予測手法の提案

加速度応答スペクトルSAの回帰式 群遅延時間の平均値と標
準偏差の回帰式

フーリエ振幅スペ
クトルの仮定 フーリエ位相スペクトル

フーリエ振幅ス
ペクトルの修正

目標SAへ
の適合性

M0（またはMw)、断層最短距離、震源距離、予測地点

加速度波形

No

Yes
Fin.

連動型の場合は破壊伝
播時間差を考慮して波
形を足し合わせる

周期0.1～10秒が対象 (佐藤・他,2010) 13



強震観測点の経験的サイト特性をTzをパラメータとした回帰式でモ
デル化することで、任意地点でのサイト特性を簡便に算出できるよう
にした。トリリニア型の回帰式が表面波の理論メディアムレスポンス
で解釈できることを示した。

強震観測点での地盤増幅率:
観測点間隔20km程度
（図化で面的補間）

Tz[s]（固有周期/4)

1km間隔の地下構造モデル
(地震本部,2009)に基づくTz
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トリリニア型の
回帰式の作成

○観測点Tz[s]

周期3秒での地盤増幅率

経験的長周期地震動予測手法で用いる
地盤増幅率・サイト特性のモデル化

Tz[s]

○観測点 Tz:地震基盤から工学的基
盤までの固有周期の1/4

(佐藤・他,2011,2014)

km



内閣府(2013)の巨視的断層モデルに基づくMw9.0
の想定巨大地震の震源モデルと計算地点(△)

内閣府(2013)の統計的グ
リーン関数法による計算
波は、長周期地震動が
ターゲットでないため、
周期3秒以下が有効

経験的長周期地震動予測手法による
南海トラフ沿いの巨大地震の強震動予測

提案手法により、想定南海トラフ巨大地震(Mw9.0)、南海地震(Mw8.4)、東
南海地震（Mw8.1）の長周期・長時間地震動の予測を行った

本研究のOSKH02での計算波形(Tzでモデル化なし) 内閣府(2013)のOSKH02での加速度波形(基本ケース)

:Tzでモデル化あり
:Tzでモデル化なし

内閣府
(2013)

周期0.1～10秒の加速度波形

周期2～10秒の速度波形

NS

EW

[s]
[s]

Mw9.0

(佐藤・他,2014)

Mw9.0 Mw9.0
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改良統計的グリーン関数法の1923年関東地震への適用(1)

諸井・武村(2002)の住家被
害に基づく震度分布本研究の推定震度と震源モデル

(○が推定強震動生成域)

1923年関東地震の震源域ではほとんど中規模地震が発生しておら

ず、経験的グリーン関数法の適用には課題があった。そこで、改良
統計的グリーン関数法に基づく計算波を、震度への地盤の非線形の
影響を補正する経験式(佐藤,2014)で補正し、諸井・武村(2002)等の

震度分布に合うように強震動生成域から成る震源モデルと南関東で
の強震動を推定した。

(佐藤,2016a)
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改良統計的グリーン関数法の1923年関東地震への適用(2)
・Vs30とTzをパラメータとした回帰モデルとKriging法によりサイト特性
を算出後、本郷での波形を推定し、復元波とほぼ合うことを検証
・相模トラフ沿いの1923年関東地震の短周期レベルＡは、日本海溝
沿い(太平洋プレート)のプレート境界地震より小さく（震源での励起特
性が小さく）、地殻内地震より大きいことを解明

M0‐A関係

↑↑

E13°N成分

E13°N成分

本郷での計算波と復元波(横田・他, 1989)の
速度応答スペクトルSvと周期0.5～5秒の速度
波形の比較(↑部分は復元されていない)

[s]
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1855年安政江戸地震の震源と強震動の推定(1)

歴史資料(宇佐美・他,1994,2013) 本研究

?:信憑性低い(宇佐美・他,1994)
○歴史資料のある地点 ☆震央位置

○計算した地震観測地点
☆推定震央位置

3 4 5 6 7 震度
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震源位置やメカニズムがよくわかってない歴史上最大被害の首都
直下地震である1855年安政江戸地震の震源と強震動を、歴史資料
の震度分布に合うように経験的グリーン関数法により推定

3 4 5 6 7 震度

(佐藤,2016b)



1855年安政江戸地震の震源と強震動の推定(2)

大きい矩形：巨視的断層面
（太線側が浅い:東落ち)

2つの小さい矩形：強震動生成域
星印：破壊開始点
丸印：計算地点＝地震観測点

3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 震度
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・千葉県北西部のフィリピン海プ
レート内深さ60kmのスラブ内地
震であったと推定
・短周期レベルAは、地殻内地
震の3.4倍と大きく、スラブ内地

震の特徴をもつが、日本海溝沿
いのスラブ内地震に対する深さ
依存の経験式(佐藤,2013)と比
べてやや小さい

(佐藤,2016b)Mw7.1の最適ケース



1855年安政江戸地震と1923年関東地震(M7.9)の
工学的基盤での計算波形(新宿の例)

1923年関東地震 1855年安政江戸地震
告示スペクトル

1923年関東地震

1855年安政江戸地震

TKY007
新宿

[s]
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新宿などの都心部で
は、関東地震の地震
動は継続時間が長く、
安政江戸地震は周期
1、2秒のパルス波が
卓越すると予測

TKY007
新宿

新宿での
速度波形
[cm/s]

(佐藤,2016b)



まとめ

・本研究では、多数の強震観測記録と近年の地震学の知見を用いて、
経験的手法、統計的グリーン関数法の開発・改良を行い、これらの
手法と経験的グリーン関数法の適用により、巨大地震の長周期も含
む広帯域強震動の再現・予測を行った。

・本研究の手法や、強震記録に基づき推定した各種パラメータやス
ケーリング則は、国の強震動評価、短周期構造物である原子力発
電所の安全審査、長周期構造物である超高層建物・免震建物の入
力地震動策定などに用いられている。

・提案した経験的長周期地震動作成手法を用いて国土交通省が策
定した南海トラフ沿いの巨大地震に対する設計用長周期地震動に
基づき、2017年4月から超高層建物等の大臣認定が強化されている。
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