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確率論手法を用いた地震動強度分布の推定
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なⅩの関数で表される.たとえば, 2次元の座標空間を
1.は

じ

め

に

考えると, g(Ⅹ)‑p., g(Ⅹ)‑B.+plXl+82Ⅹ2, g(Ⅹ)‑

近年,ライフライン施設の地震時安全性の確保を目的
とした災害情報システム1ト3)の構築が進められている.

Po+PIXl+P2Ⅹ2+83Ⅹ12+B.xlX2+PSⅩ22などが考えられ,

目的に応じて選択すれば良い.

これらのシステムは,地震発生直後に地震動強度をはじ

次に, n点の標本点ⅩZ･(i‑1, 2, ‑, n)におけ

めとする各種情報を収集することにより,被害状況を推

る観測値Z(Ⅹi)が与えられた場合に,任意点Ⅹの推定値

定し,災害回避のための支援や復旧支援を視覚的な情報

2(Ⅹ)が観測値の線形和で表されると仮定する.

として提示することを目的としている.

∩

災害情報システムは,上述したように被害状況の推定

2(Ⅹ)‑ ≡ AiZ(Ⅹi)‑(Z)T柏.)

(2)

i‑1

が重要な機能の1つであるが,この際には外力である地
震動強度の正確な把握が重要となる.このため,都市ガ

(Z)T‑(Z(Ⅹ1), Z(Ⅹ2), ‑, Z(Ⅹ｡))

ス･電力･通信などのライフライン事業者は,より詳細

な地震動強度分布の把握のために,供給地域を対象とし

iA)T‑iAl, ^2, ･‑, An)

た独自の地震動観測網(数百地点における地震動観測

式(2)の係数ベクトルiL)は推定値の不変性と,Z(Ⅹ)に

ネットワーク)を構築しつつある.しかし,このような

関する統計的性質を満足するように決定されなければな

観測網の高密度化にも限界があるため,可能な限り多く

らない.つまり,複数の確率場における観測値Z(Ⅹ)と推

の地点で観測されたデータを利用しつつ,供給地域全域

定値2 (Ⅹ)の平均誤差と誤差分散が,

の地震動強度を推定するための補間方法の導入が必要と
考えられる.

そこで本報告では,鉱山工学や水文工学などの分野で

JLE(Ⅹ)‑E[Z(Ⅹ)‑2(Ⅹ)]‑ o

(3)

6孟(Ⅹ)‑E[(Z(Ⅹ)‑2(Ⅹ)〉2] ‑min

(4)

地盤物性値の空間分布を確率的に推定するために用いら

となるように係数ベクトル(A)を決定する必要があり,

れているクリッギング(Kriging)法を導入して,地震動

具体的に式(5)を解くことによって求められる.

強度の空間分布の推定を試みた.

2.クリッギング法を用いた地震動強度分布の推定

〔['FS,'T E言∃圧:pL日{f‑;sx')}) (5,
ここで, (〟)はラグランジェ乗数, (S), [S], [F]および

(1)クリッギング法4ト6)

クリッギング法は,禰間を行う確率場Z(Ⅹ)を確定関

(f(Ⅹi))は以下のように表される.

数g(Ⅹ)と誤差関数E(Ⅹ) (E[E(Ⅹ)]‑ 0)の線形和で表
is〉T‑ [Cov(S(Ⅹ)S(Ⅹ1) ), ‑Cov†E (Ⅹ)i (Ⅹn))]

す.

∀ar(丘(Ⅹ1))
Z(Ⅹ)‑g(Ⅹ)+丘(Ⅹ)

‑ Cov〈dXl)￡(Ⅹ｡)〉

(1)

ここで, Ⅹ‑ (Ⅹ1, Ⅹ2, ‑, Xn)は空間座標を表すベク

トルである.求(1)の確定関数g(Ⅹ)は,確率場Z(Ⅹ)の
トレンドを表す関数であり, g(Ⅹ)‑〈f(Ⅹ)〉'(♂)のよう
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Coy(￡(Ⅹ｡)￡(Ⅹ1)) ‑

Var〈￡(Ⅹ｡)〉

[F]‑[ff(Ⅹ1)〉T, ‑, (f(Ⅹ｡)〉T]T

(i(Xi)lT‑ifl(Xi), ･･････, fm(Xi))
また,推定誤差分散は,以下のようになる.
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対象地域をメッシュ分割する.各メッシュの大きさは,
5㌔(Ⅹ)=Varle(Ⅹ)]‑(APLs)+(JL)Tif(Ⅹ))

( 6 )

最終的に未定係数ベクトル(A)と(JL)は,あらかじめ設

メッシュ内の地震計の配置状態などを考慮して可能な限
り小さくすることが望ましく,大きくとも1辺10km程

定しておいた空間相関モデルから誘導した共分散行列

度のメッシュとすべきであろう(クリッギングの精度を

[S]を用いて,式(5)を解くことによって求められる.

確保する上で1メッシュ内の観測点数は,少なくとも30

求められた(吊を用いると,空間における推定値2(Ⅹ)と

程度は必要となろう).次に,各メッシュに関して地盤

その誤差分散♂2E(Ⅹ)は,それぞれ式(2), (6)によって

ゾーニングを行う.表層地盤の動特性指標としては,地

決定される.

盤の深さ方向の影響と地盤種別を同時に表すことができ
る地盤の固有周期などが考えられ,これを用いて3種類

(2)地震動強度分布の推定
地震動の強度分布を推定する際には,確率論や確定論

程度の地盤種別に区分する.以上の事前操作により,地

を問わず,地震境横を含む震源情報,距離減衰効果さら

震の規模･距離減衰効果･表層地盤の影響を最小限にし

に対象地域の表層地盤特性が重要な要因となる.

た後,メッシュ内の各地盤種別ごとに地震動強度の相関

広い地域の地震動強度推定では,対象地域を十分に細

モデルを与えて,クリッギング法による推定を行う.こ

かなメッシュに区切ることによって,同様な地震強度を

こで,各地盤種別ごとの相関モデルとしては,式(7)に

持つ地域に分割することができる.また,震源から対象

示すような基本モデルを考え,これを震央とメッシュの

地域に至る地震動の伝播経路を均質地盤と仮定した場合

中心を結ぶ直線の方位角βで座標変換したものを空間相

には,震源から等距離にある同心円上の各地点間の地震

関モデルとして使用する.

強度の相関は強く,震央から対象メッシュに向かう方向

に関しては,円周方向よりも弱い相関関係を考慮するこ
とによって,メッシュ内の強度分布の概略モデルの構築

p(Axl･ Ax2)‑eXPl｣ (a)2･ (%)2)] (7,
ここセ, △Ⅹ1は2地点間の緯度方向の距離, △Ⅹ2は

が可能となる.なお,本報告のようにメッシュ内に配置

2地点間の経度方向の距離を表す. dxl, dx2はそ

された地震計の観測値の利用を前提とした場合には,観

れぞれ緯度･経度方向の相関距離と呼ばれ,座標

測値そのものが地震規模と距離減衰効果を含んだ出力の

平面上の緯度･経度方向の相関の程度を決める係

ため,これらに関するような形の定式化は省略できる.
次に,表層地盤の影響については,表層地盤の動的特

性を数種類に分類し(地盤ゾーニング),それぞれの地盤

種別ごとの推定を行うことによって,その影響を考慮す

数である.

以上のクリッギング法を用いた地震動強度分布の推定
法の概要を図‑1に示した.

3.数億計算例

ることができる.

以上のような基本的考えに基づき,クリッギング法を

用いた地震強度分布の確率論的推定方法を示す.まず,

現状では,地盤種別ごとの地震動強度分布の推定が可
能となるほど十分な数の地震動記録が得られていない.
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図‑1クリッギング法を用いた地震強度分布の推定方法
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解析で用いた距離相関モデル
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千葉県東方沖地震の震央と地震強度の推定地域
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このため,本計算例は1987年12月17日に発生した千葉県

ていない場合の結果(図‑4, 5)では,観測点の影響が

東方沖地震(気象庁マグニチュード6.7,震源深さ58km)

大きく,観測点を中心とした同心円状の分布となってい

の際に各地で観測された最大加速度記録をもとに,東京

る.以上の結果を含めた検討の結果,地域1のように観

と千葉周辺地域の最大加速度分布の推定に関する適用例

測点の数がある程度あり,それらが適度に分散して配置

を示すとともに,式(1)の確定関数の違いが推定結果に

されている場合には,確定関数の影響はあまり大きくな

与える影響に関して若干の検討を行った.なお,メッシュ

く,むしろ相関距離を含めた相関モデルの影響の方が大

内の地盤特性を考慮した実際的な応用結果に関しては別

きいと考えられる.

途報告する予定であり,今回の解析では省略した.

4.今後の課題

本計算例では,図‑2に示す地域1 (緯度方向50kmX
経度方向40km)および地域2 (30kmX30km)の2つの

本報告は,鉱山工学や水文工学などの分野で,地盤物

地域を取り上げた.地震発生時点で地盤における地震観

性値の空間分布の確率的論的推定方法として用いられて

測点数が少なかったため,ここではそれぞれの地域を

いるクリッギング(Kriging)法を紹介するとともに,地

メッシュ分割せず, 1つのメッシュとして扱っている.

震動強度分布の推定に導入する際の考えを示した.さら

相関モデルとしては,式(7)の相関距離(dxl, dx2)を

に,千葉県東方沖地震を例にとり,東京周辺の加速度分

(7km, 10km)と与え,各メッシュの中心と震央を結ぶ

布の推定を行った.計算例では,観測データに限りがあっ

直線の方位角βでこれを座標変換して使用した.図一3に

たため,地盤分類を省略すると共に,広い地域を1つの

は,方位角βで座標変換した後の相関モデルを示した.ま

確率場として推定を行ったが,今後,距離減衰特性を考

た,それぞれの地域における最大加速度の観測値として

慮したメッシュの設定,地盤種別,震源の影響を考慮し

は, NS方向とEW方向の自乗和平方根値を用い,各地蟻

た相関モデルに関する検討を進める必要がある.

内の最大加速度の変動係数を0.3とした.

(Ⅰ991年6月12日受理)

図‑4は式(1)の確定関数g(Ⅹ)‑p.+plXl+82Ⅹ2,相
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