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スペクトルインバージョンに基づく 

九州地方の平地部における地盤震動特性の評価に関する研究 

 

城島 飛大 

 

1. はじめに 

地震動は地盤によって大きく増幅される。一般的な

中低層建築物から超高層や免震建物の耐震安全性を考

える上で、直下の地盤増幅特性を適切に評価すること

が重要である。また九州地方には、筑紫平野や熊本平

野などの平野や人吉盆地などの構造盆地があり、中央

を火山フロントが南北に縦断するため、熊本県の阿蘇

カルデラや鹿児島、宮崎県にかかるシラス台地など火

山活動によって形成された地形も多く存在する。この

ような特徴的な地形を有する九州地方において、地盤

増幅特性を把握することは、地震に対する安全性を検

討する上で重要である。 

そこで本研究では、防災科学技術研究所の K-NET

およびKiK-netの地表で観測された地震記録にスペク

トルインバージョン 2)を適用し、地震基盤以浅の地盤

における増幅特性の推定を行う。また、増幅特性の推

定の前段階として H/V スペクトル比を求め、卓越周波

数の推定とインバージョンで用いる拘束条件の選定に

利用する。さらに推定した地盤増幅特性と地質や地下

構造との対応を検討する。 

 

図 1 九州地方の対象観測点と活火山の分布 

2. 対象地域の概要 

本研究で対象とした地域を表 1 にまとめる。図 1 は、

対象地域の地図上での位置と観測点および火山の分布

を示している。地域の選択は、規模の大きい代表的な

平野、盆地および火山性の地形の中から、防災科学技

術研究所の K-NET および KiK-net 観測点が対象とす

る領域内部に 4 点以上（盆地の場合は、3 点以上）存

在するという条件の下で行った。 

 

3. 地震動コーダを用いた H/Vスペクトル比 

地震動のコーダ波部分の H/V スペクトル比（水平 2

成分のフーリエスペクトルの相乗平均を上下動のフー

リエスペクトルで除したもの）は、その観測点におけ

る速度構造に基づく Rayleigh 波基本モードの楕円率

とよく対応することが知られている 1)。本研究では、

1996 年 1 月から 2019 年 10 月の間に得られた強震記

録の中から、Mj≧4.5、1.0 cm/s2 ≦  PGA ≦  100 

cm/s2、また比較的浅い地震では表面波が卓越しやすい

と考えられるため、震源深さ≦40 km の条件を満たす

ものから震央距離の大きい順に 10 記録を選択し、算

出された H/V スペクトルの相乗平均を各観測点での

H/V スペクトルとした。H/V スペクトルを算出する際

の解析区間は、加速度波形から目視によりコーダ波と

推測した 81.92 秒間としたが、地震動のコーダ波部分

がそれよりも短い場合は後続に 0 を付け加えた。平滑

化には 0.1 Hz の Parzen window を用いた。図 2 は解

析結果の一例を示したものであり、図中の▼を卓越周

表 1 対象地域の地形区分及び観測点 

対象地域 地形区分 観測点数

筑紫平野 沖積平野 8地点

熊本平野 沖積平野 8地点

宮崎平野 海岸平野 9地点

人吉盆地 構造盆地 5地点

都城盆地 構造盆地 6地点

阿蘇カルデラ カルデラ 6地点

シラス台地 火砕流台地 18地点
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波数として読み取った。KGS008、KMMH04 は 1.0 Hz

よりも低周波数領域に明瞭なピークをもつ。一方で

KMMH11 および MYZ005 は、フラットな形状をして

おりピークが見られないため、岩盤に近い観測点であ

ることが推測される。 

 

4. スペクトルインバージョン 

4.1 解析手法と解析条件 

以下に、岩田・入倉（1986）2)を引用して、スペクト

ルインバージョンについて概説する。いま𝑀個の地震

(𝑖 = 1,2,…𝑀)の記録が𝑁個の観測点(𝑗 = 1,2, …𝑁)で得

られているものとする。そのとき、観測記録のフーリ

エ振幅スペクトル𝑂𝑖𝑗(𝑓)は震源特性𝑆𝑖(𝑓)、伝播経路特

性𝑃𝑖𝑗(𝑓)、地盤増幅特性𝐺𝑗(𝑓)の積として、次式で表す

ことができる。  

𝑂𝑖𝑗(𝑓) = 𝑆𝑖(𝑓) ∙ 𝑃𝑖𝑗(𝑓) ∙ 𝐺𝑗(𝑓)            (1) 

ここに𝑆𝑖(𝑓)は第𝑖地震の震源特性、𝑃𝑖𝑗(𝑓)は第𝑖地震の震

源から第𝑗地点の地震基盤までの伝播経路特性、𝐺𝑗(𝑓)

は第𝑗地点の地盤増幅特性である。伝播経路特性は、震

源から球面状に広がる実体波の幾何減衰と非弾性減衰

を考慮すると、次式で表せる。 

𝑃𝑖𝑗(𝑓) =
1

𝑅𝑖𝑗
𝑒𝑥𝑝(−𝜋𝑓𝑅𝑖𝑗/𝑄𝑉𝑠)       (2) 

式(2)の𝑅𝑖𝑗は震源距離、𝑉𝑠は伝播経路における平均的な

S 波速度である。ここで、式(1)を周波数𝑓ごとに解こ

うとするとき、震源特性𝑆(𝑓)と地盤増幅特性𝐺(𝑓)の間

にはトレードオフの関係があるため、拘束条件が必要

となる。本研究では、予め H/V スペクトルから岩盤観

測点とみなした MYZ005 および KMMH11 における

地盤増幅特性G(𝑓)を野津・長尾（2007）3)の結果により

拘束条件として用いた。また、強震記録について、規

模の小さい地震はS/N比が良好でないことが多いため、

解析に用いる記録として適切でない。そこで本研究で

は、2005 年 1 月から 2016 年 4 月までの間に発生した

地震のうち、4.5≦Mj＜6.0、1.0 cm/s2 ≦ PGA ≦ 100 

cm/s2、1 つの地震につき少なくとも 5 つの観測点で記

録が得られているという条件を満たす記録を選択した。

解析に用いるフーリエ振幅スペクトルは水平 2 成分を

ベクトル合成としたものとし、解析区間は加速度波形

から目視により読み取った S 波初動到達時刻から

40.96 秒とした。平滑化にはバンド幅 0.1 Hz の Parzen 

window を用いた。図 3 に拘束条件として用いた地盤

増幅特性𝐺(𝑓)、図 4 に使用した地震の震央と震源深さ

および Mj、観測点の位置を示す。 

4.2 解析結果 

 解析の結果の一例を図 5 に示す。図中の点線は、野

津・長尾（2007）の結果を示したもので、使用した強

震記録、解析条件は異なるが両者の形状は概ね一致し

ており、本解析の妥当性を示唆している。MYZ013、

KMMH04 では 1.7 Hz、KMMH04 では 0.4 Hz あたり

で地盤増幅特性が大きくなっており、3 章で求めた

H/V スペクトルのピークとも調和的である。他の観測

点においても H/V スペクトルから推定した卓越周波

数においては、地盤増幅特性𝐺(𝑓)が大きくなっている

ことがわかる。KGS008、KGS009、KGS012 は姶良カ 

図 4 解析に用いた地震の 

震央と震源深さ、Mj 

 

図 3 拘束条件として

用いた𝐺(𝑓) 

 

図 2 算出した H/V スペクトルの例 
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ルデラ近傍に位置する観測点であるが、低周波域にお

いて地盤増幅特性𝐺(𝑓)が似た形状であることがみて

とれる。また図 6 に解析で得られた震源特性と𝜔−2モ

デル 4)による理論計算値を示す。低周波数側に周波数

の 2 乗に比例する部分がみられ、概ね𝜔−2モデルに従

うものとなっている。 

次に対象とした全観測点において、推定した地盤増

幅特性の周波数ごとの相加平均値（以後、増幅率とす

る）を求め、増幅率とその分布を検討した。その結果

を図 7 に示す。同じ地域内の観測点でも、増幅率は異

なっていることが分かる。0.20～0.50 Hz において阿

蘇カルデラ内部の KMMH04 と姶良カルデラに近傍に

位置する KGS008、KGS009、KGS012、筑紫平野上の

SAG007、FKO015 で増幅率が大きいことがわかる。

この傾向は、野津・長尾（2007）の結果とも調和的で

ある。また 1.0～2.0 Hz では、他の周波数域に比べて

増幅率が大きい観測点が多くみられるが、特に宮崎平

野の MYZ013 ではその傾向が顕著にみられた。 

 

5. 解析結果と地下構造・地質の対応の検討 

 地盤増幅特性と地下構造・地質との対応を検討する。

本研究で推定された増幅率のうち 0.20～1.0 Hz を低

周波域、1.0～5.0 Hz を高周波域とし、それぞれ浅部地

盤、深部地盤との対応を検討する。浅部地盤と対応の

検討に平均 S 波速度、深部地盤との対応の検討に工学

的基盤上面から深部地盤の各層の上面までの厚さ（深

図 5 推定された地盤増幅特性の例 

図 7 周波数ごとの増幅率の空間分布 

図 6 推定された震源ス

ペクトルと𝜔−2モデル

による理論計算値 
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部地盤の厚さ）を用いた。分析に用いた AVS10、20、

30 は、地表から深さ 10、20、30 m までの平均 S 波速

度であり、公開されている PS 検層結果から算出した。

20 m 以深の PS 検層結果が得られていない K-NET 観

測点における AVS30 は、Kanno et al. (2006) 5)によっ

て AVS20 から換算した。また深部地盤の検討に関し

ては、J-SHIS 6)の深部地盤のデータのうち、工学的基

盤から Vs=600、1100、2100、3100 の層までの厚さを

利用した。浅部の地盤については、観測点直下の

AVS10、20、30 と増幅率は、図 8 に示すように低周波

域、高周波域ともに AVS30 が大きいほど増幅率が小

さくなり、それぞれ相関係数は r =-0.451、-0.625 と負

の相関がみられた。深部地盤に関しては、はっきりと

した相関はみられなかった。 

次に産業技術総合研究所のシームレス地質図 7)と推

定した増幅率の対応をみる。表 2 は 0.2 ～1.0 Hz にお

いて増幅率が大きいものから 10 地点を選んで地質情

報をまとめたものである。これをみると、谷底平野・

山間盆地・河川・海岸平野堆積物や埋立地といった軟

弱な地盤において低周波数側の増幅率が大きくなる傾

向がある。これらに該当しない KGSH07、KGS008、

KGS015においても地図上で位置関係を確認すると谷

底平野・山間盆地・河川・海岸平野堆積物の地質区分

に隣接していることから同様の傾向がみられたと推測

される。 

 

6. まとめ 

本研究では、九州地方の 7 地域 60 観測点を対象に

強震観測記録を用いて、対象地域の卓越周波数および

地盤増幅特性の評価を行った。また、推定した増幅特

性と地質・地下構造との対応を検討した。以下に得ら

れた知見を示す。 

・ 推定した地盤増幅特性は、既往研究ともよく対応

しており、妥当な値である。 

・ 阿蘇カルデラの一部や姶良カルデラ近傍の観測

点における低周波域の増幅率は著しく大きい。 

・ 多くの観測点で 1.0～2.0 Hz の増幅率が、他の周

波数域と比べて大きくなる傾向がある。 

・ 推定した増幅率は、低周波域、高周波域ともに

AVS30 と相関がみられた。 

・ 完新世に形成された谷底平野・山間盆地・河川・

海岸平野堆積物による地盤や埋立地において

0.20~1.0 Hz での増幅率が大きくなる傾向がみら

れた。 
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表 2  増幅率と地質の関係 

図 8 周波数域ごとの増幅率と AVS30 の関係 

観測点 岩石 形成時代

KMMH04

KGS009

FKO015

KMM008

KGS014

SAG007

KGS012
盛り土・埋立
地・干拓地

後期完新世

KGSH07

KGS008

KGS015
デイサイト・
流紋岩・大規
模火砕流

後期更新世
後期

段丘堆積物 後期更新世

谷底平野・山
間盆地・河
川・海岸平野

堆積物

完新世


