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1． はじめに 

 
2007 年 7 月 16 日午前 10 時 13 分, 新潟県上中越沖の深

さ 18km 地点を震源とする, 中越沖地震（Mj=6.8）が発生

した. この地震により, 柏崎市等で, 家屋の倒壊等によ

り 11 人が死亡し, 負傷者 1800 人, 1 万 1 千棟を越える損

壊と同時に, 道路･鉄道等の輸送路, 上下水道･電気･ガス

等のライフライン, 自然斜面の崩壊等, 地盤に関連した

多くの被害が報告されている.  
2004 年中越地震のような, 山古志村を中心とした山地

斜面での大規模な地すべり災害や, 天然ダムの形成等の

被害は発生しなかったものの, 都市域における宅地地盤

の深刻な被害が発生した.  
本報では, 地震動に着目し, 速報としてまとめた結果

を報告する. 
 

2． 地質学的背景 
 

図-1に震源周辺の地形･活断層図 1)を示す. かつてユー

ラシア大陸の東縁に位置していた日本列島は, 日本海の

形成と共に, 大陸から分かれて現在の位置に移動した.こ
の日本海拡大の最終過程で, 佐渡島や男鹿半島の東側に, 
リフトシステムが形成された 2). この地域には, 堆積物

と玄武岩を主とした火山砕屑岩が分布し, 今回の震源域

の中越沖もこのリフトシステム内に位置している.  
震源周辺の新潟堆積盆地には, 6km を超える厚い新第

三系が分布し, 第四紀後期においても活発に変動が進行

してきた.  
 

3．震源近傍の強震動 
 

防災科学技術研究所の , K-NET 強震観測点（柏崎

（NIG018）, 小千谷（NIG019）, 寺泊（NIG016）, 十
日町（NIG021））の記録を用いた, 震源近傍の加速度波

形を図-2 に, 速度応答スペクトルを図-3 に示す. なお, 
これらの観測点位置を図-4 に示す. 
最大加速度に関しては , 三成分合成値で , 柏崎で

812.7(cm/s2), 小 千 谷 で は 526.5(cm/s2), 寺 泊 で は

364.2(cm/s2)を記録している. また加速度波形からは, 
大きな S 波が 2 つ判読できる（図-2 中の S1, S2）ことか

ら, 今回の地震は, 震源断層の 2 箇所で大きくすべりが

発生する, マルチプルショックであったと推定され, 震
源域の不均一構造を反映していると考える. また, 柏崎

源域の不均一構造を反映していると考える. また, 柏崎 

 
図-1 震源周辺の地形･活断層 1)に加筆 

 
の波形は, 他の箇所と傾向が異なり, パルス状の波形

（図-2 中の sm）が見られる. この現象は急激に加速度

が増加することを示し, S 波により地盤が液状化し, そ
れに伴って発生したサイクリックモビリティである可能

性がある. ただし, 柏崎観測点において液状化が発生し

たかどうかは現段階では不明であり, 今後の調査を要す

る. 
3 地点の強震記録の速度応答スペクトル（減衰 h=5%）

を求めると, 震源に最も近い柏崎では, 長周期の2～3秒

に強い応答を持つのに対して, 小千谷, 寺泊, 十日町で

は, 固有周期 0.4, 0.2, 0.3 秒前後に強い応答が見られる

ことが判読できる. 
 
4．最大加速度･最大変位分布 

 
最大加速度･最大変位分布を図-43）に示す. 最大加速度

分布において, 加速度は震源距離に比例して, 急激に弱

まり、震源から 200km 以上離れた関東では 2(cm/s2)程
度となる. それに対して, 最大変位分布においては, 震
源距離に比例して最大変位が減少せず, 関東, 富山等に

おいて, 周辺と比較して大きな最大変位が発生してい

る. 
この原因は, 今回の地震の規模が大きく（Mj=6.8）、か 
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図-2 震源近傍の加速度波形 

 

 
図-3 震源近傍の速度応答スペクトル 

 
図-4 最大加速度･最大変位分布 3）に加筆 

 

 
図-5 各地域の加速度波形 

 

 
図-6 各地域の変位粒子軌跡 

 
つ震源が比較的浅かった（h=18km）ことと, 関東, 富山

が構造盆地であり, 各地域の地質構造により, 表面波に

よる長周期地震動（周期≧6s）が生成したことによるも

のであると考える. なぜなら, 表面波は、遠距離を伝わ

ってもあまり弱まらず, 凹凸を伴う地下深部の基盤上の, 
軟らかい厚い堆積層に入ると, 揺れが何倍にも強く増幅
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し, 大きく長い揺れを作り出すからである.  
図-5, 6 に, K-NET 強震観測点（（大宮（SIT010）, 氷見

（TYM002））の加速度波形と, 変位粒子軌跡を整理した

結果を示す. また, これらの観測点位置を, 図-4 中に示

す. 
図-5, 6 において, 加速度波形がほぼ収束した後（約 80
秒以降）に, 変位粒子軌跡において, 大きな変位が確認

できることからも, 長周期波動が発生していることを

確認できる. 
 

 
5．富山市における地震動 

 
以下に, 富山市の中心部に設置された, K-NET強震観測

点（TYM007富山）において記録された地震動について記

す. （観測点位置は, 図-4を参照） 
 
5.1 富山市における地震動 

図-7 に地震動（加速度･速度･変位）波形を, 図-8 に速

度応答スペクトルを示す. 
富山市における , 最大加速度は , 三成分合成値で

16.3(cm/s2)であり, 速度応答スペクトルより, 減衰定数

h=5%の場合, 長周期である固有周期 T=8 秒付近に強い

応答を持つことがわかる. 
 また, 図-7 において, 加速度波形がほぼ収束した後

（約 80 秒以降）に, 速度波形と変位波形に揺れが生成し

ている. 中越沖地震の揺れは, K-NET 強震観測点の観測

記録より, 地震発生後, 約 20 秒で新潟県全域に広がり, 
約 60 秒後には, 中部･東北･関東の広い範囲に広がった

ことがわかっている. 新潟県に隣接する富山県では, 実
体波（P･S 波）が到達した後, 2 分以上にわたって最大

3cm 程度の揺れが続いたことがわかる. これは, 先述の

ように, 表面波による, 長周期地震動が生成したためで

ある. この事は, 図-4 において, 富山市と震央距離の等

しい地域（長野県, 群馬県, 栃木県, 福島県, 山形県）と

比較して, 最大変位が大きいことと一致する. 
5.2 富山県における変位応答スペクトル 

この揺れによる, 富山市周辺の構造物･建築物の応答を

調べるために, 変位応答スペクトルを求めた結果を図-9に
示す. 
この結果より, 減衰定数がh=5%の場合, 固有周期T=8

秒前後に, 最大11cm程度の応答が見られる. このことは, 
一次固有周期T=8秒前後の構造物や建築物が, この長周期

地震動に共振を起こした場合, 最大片振幅11cm以上揺れ

た可能性があることを示している.  
一般的な建築物の固有周期は, 建築物の高さが高くな

るほど長くなる傾向があり, 日本国内の建物を対象とし

た, 1次固有周期T(s)と建物高さH(m)の関係式として下

式 
 T=0.02H   (S造) 
 T=0.015H   (SRC造･RC造) 
が一般的である. 上式に基づくと, 一次固有周期T=8秒を

持つ建築物の高さは, S造で400m, SRC造･RC造で533m

程度となる.（ただし, 富山市周辺には, 上記の高さを持つ

建築物は存在しない）このことから, 長周期地震動の影響

を受けて大きく揺れた建築物は,  一次固有周期T=7～11
秒程度の,長い固有周期を持つと言われる, 石油･LNGタ

ンクのみであったと考えられる.  
 一般的な土木構造物の固有周期はT=0.5～2.0秒程度と

言われている. しかし, 老朽化および, 過去の地震等によ

り損傷を受けている土木構造物の固有周期が長周期化す

ることが知られている. 現段階で, 富山県内において, 中
越沖地震による土木構造物の大きな被害は報告されてい

ないが, 長周期化した土木構造物が大きく揺れた可能性

に関しては, 今後の調査が必要である. 
 

 
図-7 富山市の地震動波形 

 
図-8 富山市の速度応答スペクトル 
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図-9 富山市の変位応答スペクトル 

 
図-10 中越地震時の富山市における地震動波形 

 
また, 今回の中越沖地震に限らず, 2004年中越地震や, 

2007年能登半島地震の際には, 富山県内において同様の

強い長周期地震動が観測されており, 各地震動（加速度･

速度･変位）波形を図-10, 11に, 変位応答スペクトルを図

-12に示す. 
富山市における, 最大加速度は, 三成分合成値で中越

地震において 9.7(cm/s2), 能登半島地震で 110.4(cm/s2)
であり, 変位応答スペクトルより, 減衰定数 h=5%の場

合, 両地震の場合共に, 長周期である固有周期 T=9 秒付

近に強い応答を持つことがわかる. 
 また, 両地震共に, 加速度波形がほぼ収束した後（中

越地震：約 60 秒, 能登半島地震：約 50 秒以降）に, 速

度波形と変位波形に揺れが生成しており, この揺れは, 
表面波による, 長周期地震動の生成によるものである. 
さらに, 変位応答スペクトルより, 減衰定数がh=5%の

場合, 両地震共に, 固有周期T=9秒前後に, 中越地震にお

いては最大4cm, 能登半島地震においては, 最大19cm程

度の応答が見られる. これらの結果と, 先述の中越沖地震

の結果より, 固有周期T=8～9秒の地震動は, 富山平野の

厚さ約3～4000mの堆積層で強く生成する, 表面波の一次

固有周期であると考えられる. 

 
図-11 能登半島地震時の富山市における地震動波形 

図-12 2004 年中越地震, 2007 年能登半島地震時の 
富山市における変位応答スペクトル 
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