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3次元差分法に基づく堆積盆地における 

地盤増幅特性の異方性の検討に関する研究 

土岐 崇喜 

 

1. はじめに 

日本は、その国土の約 7 割を山地が占めており、人々

は海沿いの平野部だけでなく、周囲を山地に囲まれた

小規模盆地においても都市を形成してきた。 

このような小規模盆地は、大規模な平野に比べれば、

そこに暮らす人々の数は決して多いとは言えないが、

その数は少なくない。また、一般に地震防災対策の根

幹となる地震動予測に資する地下構造データの蓄積や

それを基づく地震動の検討などは人口の多い海沿いの

大規模平野に集中し、小規模な盆地ではそれらの検討

が十分に行われているとはいい難い状況にある。 

しかし、その軟弱地盤の堆積環境によっては、地震

動が非常に大きく増幅する可能性があることは言うま

でもない。例えば、日本でも有数の小規模堆積盆地で

ある諏訪盆地では熊野灘を震源とする 1944 年の東南

海地震において、震央から 320 km も離れているにも

関わらず震度 6 を記録するなど、地盤増幅特性の影響

を示唆する事例が観測されている 1)。 

そこで小規模堆積盆地における地震動特性の検討

の一環として、本研究では盆地の長軸方向と短軸方向

の地盤増幅特性の違い、すなわち異方性に着目し、3 次

元差分法による地震動シミュレーションに基づき、小

規模堆積盆地の形状や震源位置などと異方性の関係性

について検討することを目的とする。 

 

2. 観測記録に見られる小規模堆積盆地における地盤

増幅特性の異方性 

ここでは、諏訪盆地を例に、観測記録から小規模堆

積盆地における地盤増幅特性の異方性を抽出する。諏

訪盆地内の強震観測点である防災科学技術研究所の

K-NET 諏訪と盆地外で近傍の観測点である KiK-net 辰

野との地震動のフーリエスペクトル比を算出すること

で、盆地内の地盤増幅特性を抽出した。ただし、KiK-

net 辰野は、地震基盤が露頭した観測点ではないため、

観測記録を一次元重複反射理論 2)に基づき、KiK-net 辰

野のボーリングデータの物性値を用いて観測波形のは

ぎとりを行い、地震基盤波を算出した。本研究では、

S 波の地盤増幅特性を求めるために、フーリエスペク

トルの解析区間は S 波の初動から 40.96 秒間とした。

また、震源距離に対して観測点間距離は小さいため、

震源距離の違いによる補正は行っていない。  

本研究で用いた観測記録は 2008 年 1 月から 2018 年

9 月までに観測された記録で、伝播経路特性の同一性

図 1 諏訪盆地の位置、および観測記録を用いた

地震の震央位置 

図 2 諏訪盆地における長軸方向（左図）、短軸方向（中央図）の地盤増幅特性 

長軸方向における短軸方向の比（右図） 



 

27-2 

やノイズの少なさ、地盤の非線形化が生じていないこ

とに配慮して、以下の条件を満たすものとした。 

1) 2 観測点における震央との方位角が 5 度未満 

2) マグニチュード 5.0 以上 

3) 最大加速度が 200cm/𝑠2以下 

上記の条件を満たした 10 地震の震央を図 1 に示す。

そして、N320E の方向を諏訪盆地の長軸方向として、

長軸方向と短軸方向の地盤増幅特性を求めた。 

図 2 に求めた地盤増幅特性、および長軸方向に対す

る短軸方向の地盤増幅特性の比を示す。なお、地盤増

幅特性の図中の黒実線は 10 地震の相加平均である。2

つの方向の地盤増幅特性には、長周期帯域において顕

著な違いが見られる。短軸方向の地盤増幅特性は、2～

4 秒の周期帯において長軸方向の地盤増幅特性を上回

り、周期 2.7 秒で約 1.7 倍となった。一方、5 秒よりも

長周期側で長軸方向の地盤増幅特性が短軸方向のそれ

を上回る。 

 

3. 3次元差分法による地震動シミュレーション 

諏訪盆地での観測事例を踏まえて、盆地の形状や盆

地の中心の深さ、盆地と震源の位置関係と長周期帯域

における地盤増幅特性の異方性の関係性を把握するた

め、本研究では 3 次元差分法による地震動シミュレー

ションを行った。本研究で使用するプログラムは、防

災科学技術研究所によってパッケージ化されたツール

である GMS3)である。 

本研究において計算に用いる基本構造モデルは諏

訪盆地の地下構造 4)を参考にして、短軸が 5 km で長軸

が 15 km の楕円型の平面で、深さが 2 km の楕円体と

した。図 1 に基本構造モデルの模式図と物性値を示す。 

楕円体の物性値は狐崎・他5)と太田・他6)による密度

kg/𝑚3）、P波速度𝑉p（km/s）とS波速度𝑉𝑠（km/s）と

の関係式より下記の（1）（2）式より算出した。 

𝑉𝑝 = 1.29 + 1.1𝑉𝑠      (1) 

ρ = 1.4 + 0.67√𝑉𝑠      (2) 

3 次元差分法で用いた基本構造モデルの減衰定数は各

層の S 波速度（m/s）の 1/10 と設定した。盆地部分は

表 2 における層番号 1 で、楕円体以外の部分は層番号

2 の 2 層構造で解析を行った。 

本研究では、堆積盆地構造による地盤増幅特性を検

討したいため、地盤構造全体を表 2 における層番号 2

とした基盤モデルも同時に解析し、それぞれのスペク

トル比をとって地盤増幅特性とした。 

そして、短軸と長軸の比を形状比と定義し、基本構

造モデルから、形状比を 5：10 と 5：5 に、さらに盆地

の中心深さを 4 km と 1 km に変更しながら、計算を行

った。 

震源は点震源とし、震源メカニズムは、走向：60 度、

傾斜：90 度、すべり角：30 度、地震モーメントは 1.0

×1017 Nmと設定した。 

地下構造モデルの格子間隔は基本構造モデルにお

ける最小 S 波速度が 1200 m/s であり、S 波 1 波長あた

り 5 格子を確保するために、格子間隔は水平、鉛直と

もに深さ 3 km 以浅で 100 m、それ以深で 300 m とし

た。解析領域の側面および底面の内側にかけて約 2 km

を人工的な反射を防ぐための吸収領域とした。解析の

時間刻みは 0.01 秒、時間ステップは 6000、継続時間は

60 秒と設定した。 

 

4. 解析結果 

4.1 基本構造モデル  

3 次元差分法によって計算された、基本構造モデルの

図 3 計算に用いる地盤構造モデル 

表 2 計算に用いる基本となる物性値 

層番号

1 2610 1200 2130 120

2 4590 3000 2560 300

  (  /𝑚3)𝑉𝑠 (𝑚/𝑠)𝑉𝑝 (𝑚/𝑠)   

図 4 基本モデルの観測点 A におけるスペクトル比 



 

27-3 

観測点 A における震央距離が 0～25km の 6 種類の地

盤増幅特性を図 4 に示す。解析波形に対しては 0.1～

1.5Hz のバンドパスフィルターを施し、フーリエスペ

クトルの解析区間は S波の初動から 40.96秒間とした。 

図 4の結果より得られた観測点 Aにおける地盤増幅

特性は、震央距離が離れるほど大きい。また、観測記

録と同様に 2～4 秒において短軸成分の方が長軸成分

より地盤増幅特性が高く、周期 2.4 秒で 2.3 倍の地盤

増幅特性を持っている。4 秒以降においては長軸成分

の方が高い傾向を示している。 

また、黒線で示した地盤増幅特性は盆地中心点の 1

次元地下構造を用いて 1 次元重複反射理論 2)で算出し

た。図 4 より、長軸成分と短軸成分ともに黒線の 1 次

元地盤増幅特性よりも高いことが分かる。これは 3 次

元の波動の伝播による影響であると考えられる。 

 

4.2 モデルから形状・中心深さを変更した場合 

次に基本モデルから形状比と深さを変更した場合

を震央距離が 0～25 km で解析した結果を図 5 と図 6

に示す。 

 形状比が 5：10 である図 5 の左図では、基本構造モ

デルと同様な傾向を示し、2～4 秒では短軸成分におい

て地盤増幅特性が長軸成分より大きく、それ以降では

長軸成分の方が大きい。そして、5：5 に変化すると振

幅に差が見られるが、ピーク周期の変化は概ね一致す

る。またすべてのモデルを通じて、大堀・他 7)におけ

る、盆地構造では 1 次元成層構造の卓越周期よりも短

周期化するという指摘と対応している。 

 

5. モデルにおける周期特性の考察 

解析したモデルにおける地盤増幅特性のピーク周

期の異方性について述べる。図 7 にそれぞれのモデル

の長軸方向と短軸方向における 1 次、2 次ピーク周期

を示す。長軸方向と短軸方向のピーク周期の差を比す

ると、形状比が 5：15 から 5：10、5：5 に変化するに

つれて差が縮まり、形状比が 5：5 の際には 1 次ピーク

周期における異方性が見られなくなる。また 2 次ピー

ク周期では 1 次元地下構造の 2 次ピーク周期付近で推

移している。 

また、盆地の中心深さの変化では、中心深さが 4km

から 2kmになるにつれて 1次ピーク周期の差は縮まり

つつあるが、中心深さの変化ではピーク周期に異方性

が見られる。また、2 次ピーク周期では形状比の変化

と同様に、1 次元地下構造の 2 次ピーク周期付近で推

移している。 

図 5 形状比の変動におけるスペクトル比（左図 5：10, 右図 5：5） 

図 6 中心深さの変動におけるスペクトル比（左図 4km, 右図 1km ） 

図 7 それぞれのモデルの周期特性の推移（左図：形

状比による推移, 右図：中心深さによる推移） 
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6. 地形の 3 次元効果 

形状や中心深さの 3 次元による影響を考察するため、

GMS で求めた地盤増幅特性を 1 次元地盤増幅特性で

除したものを考え、これを地形の 3 次元効果と定義す

る。 

図 8、9 にそれぞれのモデルの 3 次元効果を示す。そ

れぞれのモデルにおいて震央距離が 25km の場合に 3

次元効果が顕著に表れている周期を黒三角で示してい

るが、地形の 3 次元効果が顕著にみられる周期帯は 1

次元重複反射理論における 1 次ピークと 2 次ピークと

の間に存在している。 

そして、長軸方向と短軸方向の 3 次元効果の最大値

の倍率を比較すると、形状比が 5：15 から 5：10、5：

5 に変化するにつれて、短軸方向の方が、1.94 倍から

1.3 倍、そして 1.46 倍と推移している。また、中心深

さが 4 km から 2 km、1 km に変化すると、短軸方向の

方が、0.6 倍から 1.94 倍、そして 2.46 倍と推移してお

り、中心深さ 4kmの場合を除けば、短軸方向の方が長

軸方向よりも 3 次元の波動の伝播による影響を受ける。 

 

7. まとめ 

本研究では、小規模堆積盆地における異方性を把握

するため、諏訪盆地を例として観測記録から地盤増幅

特性を抽出した。そして、諏訪盆地での観測事例を踏

まえ、盆地の形状や盆地の中心の深さ、盆地と震源の

位置関係と長周期帯域における地盤増幅特性の異方性

の関係性を把握するために GMS を用いた地震動シミ

ュレーションを行った。得られた知見を以下に示す。 

 

1) 諏訪盆地では長軸方向と短軸方向において異なる

地盤増幅特性を持っている。 

2) 中心深さが 4km から 2km、1km になると、長周期

帯域において長軸成分と短軸成分の地盤増幅特性

に差が見られなくなり、1 次元地下構造の地盤増

幅特性と同様な変化をする。 

3) 形状比が 5：15 から 5:5 に変化するにつれて、長

軸方向と短軸方向における 1 次ピーク周期に差が

縮まる。 

4) 地形の 3 次元効果が顕著にみられる周期帯は、長

軸方向と短軸方向の両者ともに 1 次元の地盤増幅

特性における 1 次ピークと 2 次ピークとの間に存

在している。また、3 次元効果の最大値を比較する

と、一部を除けば短軸方向の方が、長軸方向より

も地形の 3 次元効果を受ける。 
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図 9 中央深さの変化によるモデルの 3 次元効果の推移（左図 4km, 中央図 2km,  右図 1km） 

図 8 形状比の変化によるモデルの 3 次元効果の推移（左図 5：15, 中央図 5：10, 右図 5：5） 


