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1. はじめに 
 

2004 年新潟県中越地震では、小千谷総合病院本館で

多大な建物被害があった。被害を説明するために入力地

震動が必要であり、100mほど離れた免震棟「水仙の

家」で得られた地震記録１）が参照できるが、本館は高

さ 13mの丘の上にある一方、水仙の家は丘の下にあり、

地形や地盤構造の違いによる地震動の違いを把握する必

要がある。 
 そこで本研究では、小千谷総合病院本館と水仙の家で

同時余震観測を実施し、地震動の違いを分析した。また、

微動アレー観測から推定した地盤構造、航空写真から起

こした標高データを用いて3次元有限要素モデルを作成

し、3次元地形の地震応答解析を行い、観測記録に見ら

れる本館/水仙の家の比のシミュレーションを行った。 
 

2. 余震観測 
 

図-1 に小千谷総合病院周辺の航空写真を示す。赤線

は丘と谷の境界である。本館は丘の上にあり、水仙の家

は丘の下の谷にある。図-2 に航空写真から作成した標

高、本館及び水仙の家の配置、余震観測の位置を示す。

標高 55m 以上の丘部分を網掛けで示す。本館は標高

63m、水仙の家は標高 50m である。本館は複数の棟か

らなるが、地震計を設置した棟は RC 造一部 SRC 造、

地上 4 階一部地下 1 階であり、直下に地階のない 1 階エ

ントランスホール隅に設置した。水仙の家(地上 5 階地

下 1 階)の地震計は地下 1 階の免震ピット内(GL-2.5m)に
設置した。いずれも地震計は東京測振 CV910 であり、

建物の方向に合わせて、N67E 成分、N157E 成分を観測

した。 
2005 年 8 月 20 日から 8 月 22 日にかけて、表-1 に示 

 
  

図－1 小千谷総合病院周辺の航空写真 
Fig.1 Aerial photo around Ojiya General Hospital 

 

 図－2 標高(m)、建物配置、余震観測及び微動アレー観測位置

Fig.2 Altitude(m), building layout, location of strong motion  
      observation and microtremor array observation ＊１ 技術センター建築技術研究所防災研究室 
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す 5 個の新潟県中越地方の地震が観測できた。最大の地

震は 8 月 21 日の気象庁マグニチュード M5.0 の地震で

ある。図-3 に M5.0 の地震の加速度記録を示す。ほぼ同

様な波形であるが、最大加速度は本館で 53.7Gal、水仙

の家で 83.1Gal であり、水仙の家の方がやや大きい。

表-1 にまとめたように、その他の地震は M3.5～M3.8 の

規模であり、最大加速度は 4.5～14.3Gal であった。最大

加速度の本館/水仙の家の比をとると 0.64～0.87 となり、

水仙の家の方がやや大きという傾向は共通している。 

    
                 表－1  観測した地震 

      Table 1 Observed earthquakes 

 

 
(a) Honkan 

 
(b)Suisen-no-ie 

                  図－3 加速度記録(M5.0) 
               Fig.3 Observed acceleration(M5.0) 

 図-4 に本館/水仙の家のフーリエスペクトル比を示す。

赤線は最大の M5.0 のものである。バンド幅 0.5Hz の

Parzen window でスムージングした後、比を取っている。

4Hz 付近のピーク、5Hz 付近の谷、7～8Hz 以上の複数

のピークが見られる。最小の M3.5 の N67E 成分で例外

的なピークがある他は、0.5～2 倍程度の範囲にある。一

般的に 2 点間の地震動ではさらに大きな違いがみられる

ことがあり、これと比べると比較的違いは小さいが、入

力地震動として用いる場合、特に建物固有振動数付近で

0.5～2 倍の違いがあることは、建物応答に大きく影響を

及すと考えられる。 
 

3. 微動アレー観測 
 

図-2 の三角印で示したように、本館側および水仙の

家側の 2 箇所の駐車場で微動アレー観測を行った。半径

1.5m、3m、6m、12mの観測を行い、得られたレイリー

波位相曲線に適合する地盤構造を遺伝的アルゴリズムで

求めた。表層と基盤層(魚沼層)の 2 層構造を仮定し、P
波速度と密度を固定し、層厚とS波速度を変数とした。

なお、密度は周辺のボーリングデータの土質区分より文

献２）に従って定め、P波速度は(1)式３）を用いた。 
 

ρ[g/cm3]=0.31 Vp[m/s]0.25               (1) 

 

図-5 にレイリー波位相速度の分散曲線を観測と同定地

盤で比較したものを示す。表-2 に得られた地盤構造を

示す。両者とも S 波速度約 440m/s の基盤層の上に、約

  
                                          図－4 本館/水仙の家の伝達関数 
                             Fig.4 Ratio of Honkan to Suisen-no-ie obtained from strong ground motions 
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7m の表層が存在する構造が得られた。水仙の家で建設

時に行われた PS 検層の結果(表-3)と比較すると、Vs 値、

Vp 値は調和的である。なお、PS 検層地点では岩までの

深さが 2m と浅いが、敷地内の他の 3 つのボーリング孔

では 5m 程度であり、また微動観測点の標高が 1m 程度

高いことを考慮すると、微動観測点で 7m 程度の層厚に

なることは説明できると考えられる。 
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図－5 分散曲線 

Fig.5 Dispersion Curve 
 

表－2 微動アレー観測から得られた地盤構造 
Table 2 Soil structure obtained from microtremor observation 

 
 

表－3 水仙の家における PS 検層結果 
Table 3 Soil properties from PS-logging at Suisen-no-ie 

 

 

4. 3次元地形解析 
 

4.1 地盤モデルの作成 

モデル領域は図-2 に示した X 方向(東西)900m、Y 方

向(南北)900m の領域である。航空写真より 5m グリッド

の標高データを作成し、地表地形のモデル化に用いた。

また、微動アレーから得られた地盤構造の平均を取って、

表-4 に示す表層＋基盤層の 2 層構造を設定し、これを

モデル全面に適用した。図-6 に本館と水仙の家の付近

を通る鉛直断面(X=400m)を示す。底面は標高-2m、節点

数 690 万個、要素数 3847 万個、要素幅は基盤で 4m、

表層で 1m である。S 波の 1 波長に 10 要素確保すると

して、解析有効振動数は基盤で 11Hz、表層で 16.8Hz と

なる。2 層地盤モデルの他に、表層を基盤に置き換えた

均質地盤モデルも検討した。 
 

4.2 地震波の入射方法 

モデル周辺部分は滑らかに標高 50mにした。モデル

の周辺部分と同じ構造(標高-2～50mの平行水平層)に中

央振動数 5Hzのリッカー波を鉛直入射した場合の波動場

を 1 次元重複反射理論で計算し、領域縮小法４）、５）、６）

の定式化により、図-6 の入射境界に入射した。 
 
4.3 本館と水仙の家での地震動の違い 

図-7 に 3 次元モデルによる本館、水仙の家位置での

応答時刻歴波形および、1 次元成層地盤での地表面の応

答時刻歴の比較を示す。1 次元モデルの物性値は 3 次元

モデルと同じ(表-4)である。図には入射波も示す。標高

18m の入射境界位置での上向波を示し、中心振動数 5Hz

 
表－4 3 次元有限要素モデルの地盤定数 

     Table 4 Soil properties for 3-D Finite Elements Model 

 

 

図－6  3 次元有限要素モデルの鉛直断面(X=400m) 
Fig.6 Vertical section( X=400m) of 3-D finite elements model 
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のリッカー波を最大振幅 1 に基準化している。いずれも

N67E 方向加振時の N67E 成分を示す。なお、実際の計

算では X 方向加振と Y 方向加振の 2 通りを計算し、任

意方向加振の結果はベクトル合成して得ている。 
主要動部分を見ると、本館、水仙の家とも 1 次元モデ

ルの波形とほぼ同じで、振幅は 10%程度大きくなって

いる。丘と谷の境界の崖部分以外はほぼ平らな地形なの

で、鉛直実体波はあまり変わらない。一方、本館、水仙

の家いずれでも 1 次元モデルにない後続波がみられる。

水仙の家の方が強く出ており、主要動の半分程度の振幅

を有しており、無視できない大きさである。後続波は、

地形による回折波が主因であると考えられるが、このよ

うな後続波が卓越する場合は、1 次元モデルでは不十分

であることがわかる。 
図-8 に本館/水仙の家のフーリエスペクトル比を示す。

(a)は 2 層モデルと M5.0 の地震記録の比較、(b)は均質モ

デルと M5.0 の地震記録の比較である。解析結果は

N67E 方向加振時の N67E 成分であり、地震記録は

N67E 成分である。2 層モデルでは 4Hz 強のピークや

5Hz 強の谷、7Hz 以上での複数のピークの出現など観測

と似た傾向が見られる。Table4 の地盤が平行成層の場合

(1 次振動数は 7Hz)と比べて複雑であり、地形と表層が

相乗的に影響している。(b)の均質地盤では、3Hz 程度

までは 2 層地盤と似ているが、ピークが 5Hz にあり、

7Hz 以降のピークが見られず、表層地盤が増幅率の振動

数や大きさに影響することがわかる。 
 
4.4 増幅率の空間分布 

 図-9 に 2 層モデルの増幅率の空間分布を示す。丘が

ない時の地表での地震動を 1 とし、X 方向加振時の X
成分を示す。(a)の低振動数(1.758Hz)では丘で増幅率が

大きくなる単純な分布であるが、 (b)の高振動数

(4.102Hz)になると複雑な干渉パターンが現れる。(c)(d)
に本館・水仙の家付近の拡大図を示す。高振動数の(d)
では、丘が岬状に張り出した部分で大きく増幅している

ことや、丘の上や丘の下の比較的平らな部分でも増幅率

の変動が現れ、その変動幅は建物長さと同程度になりう

ることがわかる。 
 

５ まとめ 
 

余震観測により、本館/水仙の家のフーリエスペクト

ル比には、0.5～2 倍の変動が見られ、4Hz 付近のピーク

や 5Hz 付近の谷、7Hz 以上の複数のピークがあること

がわかった。3 次元有限要素モデルの地震動解析で同様

なピークや谷が再現できた。水仙の家の記録を本館に適

用するには、これらの違いを補正する必要がある。なお、

今後の課題として、場所による表層地盤の違い、観測記

録に含まれる建物の影響、本震時の地盤剛性低下などが

ある。 

図－7  3 次元モデルと 1 次元モデルの応答時刻歴および入射波

 Fig.7 Response time history of 3D and 1D model and input motion 

N67E 成分 

 

   

図－8 本館/水仙の家の比 
Fig.8 Ratio of Honkan to Suisen-no-ie 

(b) (a) 
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             (a)                      (b) 
 

                             

             (c)                      (d) 

 
                            図－9 増幅率の空間分布 
                  Fig.9 Spatial distribution of amplification factor 
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