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1. はじめに 
建築物の耐震設計において，表層地盤の地震動増幅率

を適切に評価することは，極めて重要である．とくに，

液状化の可能性がある地盤（以後，液状化地盤）では，

1995 年兵庫県南部地震など強震時に，過大な地盤変形が

杭基礎の応力や被害に大きな影響を与える場合があり 1)，

その評価には注意を要する． 
液状化は，主として，地下水位以深の緩い粒状土（砂

質土・礫質土）において，地震動により生じる繰り返し

せん断や過大なせん断ひずみによって発生する 2)．この

ため，大阪では，文献 3 などから，臨海部の埋立土層や

平野部に広く分布する上部沖積砂層において，想定東南

海・南海地震や想定上町断層帯地震など継続時間の長い

地震波や速度振幅の大きなパルス状の地震波によって，

液状化が発生する可能性が考えられる．すなわち，地盤

の液状化は，大阪の建築物の設計において，考慮すべき

外的要因の一つと言える． 
液状化地盤の地震動増幅率や最大変形を予測するため

には，液状化発生の有無だけでなく，液状化後の地盤挙

動の影響についても評価する必要がある．そのための方

法として，1 次元の有効応力解析や重複反射理論に基づ

く等価線形解析（SHAKE）4)など様々な地震応答解析に

基づく方法が検討されている 5), 6)．しかし，いずれの方

法も，土の応力―ひずみ関係や間隙水圧など様々な構成

則のパラメタ設定や解析プログラムに関する豊富な知識

と経験が必要で，また，解析者によって結果が異なるな

ど，簡便性・実用性に欠ける．一方，実用性の面からは，

2001 年の改正建築基準法（現行の告示）に導入された限

界耐力計算において，表層地盤による地震動増幅の影響

を簡便に評価する方法が示されたが，この方法は，原則

として，液状化地盤には適用できないとされている 7)． 
このように，現時点では，地盤の液状化の影響を適切

に考慮して建築物の耐震設計を行うことは，容易ではな

い．このため，実用性の高い，液状化地盤応答の簡易評

価法の確立が，切望されている． 
以上の背景から，本稿では，建築物の耐震設計への利

活用を前提に，等価有効応力の概念 5), 8)に基づいて，液

状化地盤の地震動増幅率と最大変形を簡便に評価する方

法を提案し，その妥当性と有効性について検討する．ま

た，大阪で地盤条件の異なる 2 地点をテストサイトとし

て，パルス状の地震波が表層地盤に入力した場合の液状

化応答ついて試算・考察する． 
 
2. 液状化地盤応答の簡易評価法 
2.1 応答解析の手順 
本稿で提案する液状化地盤の応答解析は，1 次元で，

次の手順①～③により行われる． 

①：全応力等価線形解析（繰り返し収斂計算） 
②：等価有効応力に基づく液状化地盤物性の評価 
③：液状化地盤物性を用いた線形解析 

ここで，手順③は，解析方法としては，手順①で繰り返

し収斂計算を行わない場合に相当する．以下，手順①～

③について説明する． 
 
手順①：全応力等価線形解析 9), 10) 
文献 9, 10 では，現行の限界耐力計算における地震動増

幅率の算定方法（以下，告示の方法）7)を基本として，こ

れを改良した方法が示されている． 
地盤を水平多層構造（各層のせん断剛性 G, 減衰定数

h）とし，単位面積土柱に対応する多質点系に置換する（図

1）．地盤各層のG および h のせん断ひずみ依存性（G-γ, 
h- γ 関係）は，修正Ramberg-Osgood モデル 11）を用いる．

系の入力地震動は，最下層（基盤）上面の加速度応答ス

ペクトル（減衰定数 5%）SA0(T)で与え，解放基盤条件（2E
入力）と固定基盤条件（E+F 入力）の 2 ケースを考える． 
まず，系の最大応答{|xi|max}（i：質点番号）を，1 次モ

ードが卓越すると仮定して，次式で算定する． 
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ここに，T (1)，{ui
(1)}，β (1)，h(1)は系の固有値解析から得ら

れる 1 次の固有周期，モードベクトル，刺激係数，モー

ド減衰定数，ξ は系を等価な 1 自由度系に近似した場合

の減衰定数，GS1は告示の方法 7)により地盤を等価な 2 層

構造に近似した場合の 1 次の増幅率である． 
系の最大応答{|xi|max}から地盤各層の有効せん断ひずみ

を求め，既定の G-γ, h- γ 関係を用いて，SHAKE と同様

の繰り返し収斂計算を行う．この際，有効ひずみを決め

る係数は，SHAKE に倣って 0.65 とする． 

図1 解析地盤モデル 

解放基盤条件の場合，収斂計算で得られた地盤各層の

有効せん断ひずみγE に対応する等価せん断剛性 GE およ

び等価減衰定数 hEを用いて，告示の方法 7)により，地震

動増幅率GS(T)を算定する． 
この方法の告示 7)と異なる点は，系の固有周期と地表

の最大応答（相対変位）の算定方法であり，これによっ

て，SHAKE による地盤応答との差異が改善される 9), 10)．

詳細は文献 9, 10 を参照されたい． 
なお，本稿では，手順①の方法として，上記の方法の

他に，参考のため，1 次元の重複反射理論に基づく等価

線形解析（SHAKE）4)を採用する．これは，前者では時

刻歴応答（波形）を扱うことができないが，後者では，

それが可能となるためである． 
 
手順②：等価有効応力に基づく液状化地盤物性の評価 
手順①の全応力等価線形解析（収斂計算）で得られた

地盤各層の有効せん断ひずみを γE，対応する等価せん断

剛性を GE とする．また，間隙水圧の変化によって，地

盤の有効拘束圧が初期値σ’m0からσ’mに変化したとする．

このとき，水圧の影響を考慮した地盤の等価せん断剛性

G’Eを次式で算定する． 
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ここに，NEは地震動の等価繰り返し回数で，2-30 程度（地

震マグニチュード 5-9 程度に相当）12)の値をとるが，こ

れが(4)式に与える影響の小さいことを確認している．ま

た，REは等価せん断応力比（= GEγE /σ’m0），R20は繰り返

し回数 20 回で液状化に至るせん断応力比（液状化強度），

Drは相対密度（%）である． 
(3)-(5)式は，液状化強度R20と相対密度Drを与えれば，

有効せん断ひずみ γE および対応する等価せん断剛性 GE

ならびに初期せん断剛性G0から，容易に算定できる．ま

た，水圧の影響を考慮した地盤の等価減衰定数 h’E を次

式で算定する． 
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ここに，hmaxは最大減衰定数である． 
なお，本稿では，文献 5, 8 に倣って，(3)式右辺および

(4)式左辺に現れるσ’m /σ’m0を等価有効応力比と呼ぶ． 
 
手順③：液状化地盤物性を用いた線形解析 

(3), (6)式から求めた地盤各層のG’Eおよびh’Eを用いて，

手順①の計算を 1 回のみ行い，得られた{|xi|max}および

GS(T)を液状化地盤の最大変形および地震動増幅率とす

る．なお，本稿では，手順①において文献 9, 10 の方法を

用いた場合を提案法告示，SHAKE を用いた場合を提案

法SHAKE と呼ぶ． 
 
2.2 等価有効応力比 

(4)式は，間隙水圧上昇の影響を表しており，液状化強

度曲線の両対数軸上の勾配を−1/4 とし 13)，過剰間隙水圧

比（1− σ’m /σ’m0）と累積損傷度の値が等しい 12)と仮定す

ることで得られる．また，(5)式は，Cyclic Mobility によ

る有効応力の回復（水圧下降）とポスト液状化（有効応

力ゼロ状態におけるせん断ひずみの進行）14)の影響を簡

便に考慮したもので，せん断剛性低下率G’E /G0の下限値

を，相対密度Dr = 50%で 1/50，Dr = 70%で 1/40，Dr = 90%
で 1/30 となるようにしている 5), 8), 15)．なお，同様の定式



化は，既報 16)にも見られるが，本稿で

は，(5)式において，相対密度と変相線

傾度の関係に矛盾がないよう，Cyclic 
Mobility とポスト液状化の考慮方法を

変更している． 
(4)式は，有効せん断ひずみ γE の関数

と見なせる．そこで，液状化強度 R20

と相対密度 Drを変数として，(3)-(5)式
に基づいて，(σ’m /σ’m0)-γE 関係および

G-γ 関係を計算した例を図 2 に示す．

この際，平均有効拘束圧 98kPa におけ

る規準ひずみγref0 = 5×10-4，最大減衰定

数 hmax = 0.24 とし，初期平均有効拘束

圧σ’m0 = 49kPa，密度ρ = 1.8Mg/m3，初

期S 波速度VS0 = 120m/s と仮定した．

規準ひずみの拘束圧依存性は，平均有

効拘束圧の 0.5 乗に比例するとした． 
図 2 から，液状化強度 R20が小さい

ほど，ひずみ増大に伴う水圧上昇（剛

性低下）が顕著であること，また，相

対密度Drが大きいほど，Cyclic Mobility
による水圧下降（剛性回復）が顕著で

あることが確認される．このことは，

既往の多数の室内試験結果の傾向と定

性的に整合しており，(3)-(6)式の妥当

性がある程度示唆される．なお，図2(a), 
(c)において，(σ’m /σ’m0)-γE関係の極小点

は，液状化の発生（初期液状化）を意味している． 

 

図2 液状化強度R20と相対密度Dr

が等価有効応力比－せん断ひ

ずみ関係およびせん断剛性－

せん断ひずみ関係に与える影

響（(3)-(5)式） 

表1 神戸ポートアイランドの解析地盤モデル 

等価有効応力の概念は，元来，文献 5, 8, 15 において提

案・検討されている．しかし，本稿では，等価有効応力

比σ’m /σ’m0の計算方法を大幅に簡略化し，(3)-(5)式のみで

表現している．文献 5, 8, 15の定式化では，未だ煩雑であ

り，実用性に欠けると思われる．また，文献 5, 8, 15 では，

等価有効応力比σ’m /σ’m0 は，系の等価線形解析（繰り返

し収斂計算）に用いるG-γ, h- γ 関係に直接反映されてい

るが，本稿では，文献 17, 18 に倣って，収斂計算のプロ

セスから独立して評価している．これは，液状化のよう

な地盤の強非線形挙動を，等価線形化手法のみにより追

跡することは困難と考えられるためである．なお，文献

17, 18 では，多層GSを用いた液状化地盤応答の簡易評価

法が提案されているが，この方法は，地盤の層分割数に

よって結果が変わること 19)，また，地盤の固有周期を告

示の方法 7)により求めるため，液状化地盤の等価周期を

過小評価すること 19)から，本稿では検討しない． 
 
3. 鉛直アレイ強震記録の再現解析 
3.1 検討地点および解析条件 

2 章の提案法の妥当性を検討するため，1995 年兵庫県

南部地震時に液状化した神戸の埋立地盤で観測された鉛

直アレイ強震記録（ポートアイランド）20)を対象に，提

案法告示および提案法 SHAKE による応答解析ならびに

1 次元有効応力解析 13), 14), 21)を行った．入力地震動は，深

度 32m の加速度記録 NS 成分（あるいは，その 5%加速

度応答スペクトル）を用いた．なお，本解析は，固定基

盤条件（E+F 入力）のため，地盤変形のみ算定され，解

放基盤に対する増幅率GS(T)は算定されない． 
解析における地盤モデル・パラメタは，文献 1, 5, 20, 22, 

23 などを参考に，表 1 のとおり設定した．液状化の可能

性があるのは，深度 5-19mの埋立土層（砂礫および砂：

まさ土）で，その液状化強度R20と相対密度Drおよび有

効応力解析に必要な他のパラメタは，文献 2, 13, 24, 25
などを参考に，標準貫入試験N 値と細粒分含有率などに

基づいて仮定した．規準ひずみは，平均有効拘束圧 98kPa
における値で，埋立土・砂質土では，拘束圧依存性を考

慮する．なお，表 1 の地盤モデルの固有値解析から求め

た弾性時（初期）1 次固有周期は 0.66s である． 
 
3.2 解析結果と観測記録の比較 
図 3 に，地盤応答の最大値の深さ方向分布について，

解析結果と観測記録を比較して示す．図 3 から，提案法

SHAKE, 提案法告示，有効応力解析とも，同様の地盤応

答となっており，観測記録（相対変位）を概ね説明でき

ている．いずれの解析結果も，地下水位以深の埋立土（深



度 5-19m）のほぼ全層で，過剰間隙水

圧比が 1 に達し，液状化に至っており，

最大せん断ひずみが 1-3%程度となっ

ている．多くの既往の研究 1), 5), 15), 22), 23)

で指摘されているとおり，この埋立土

層の液状化によって，過大な地表変位

が生じたことが推察される． 

 

図 4 に，地表応答波形（加速度およ

び相対変位）について，解析結果と観

測記録を比較して示す．図 4 から，有

効応力解析の結果は，加速度・変位と

も，観測記録と概ね対応している．た

だし，解析では，変位振幅をやや過小

評価する傾向が見られる．一方，提案

法 SHAKE の結果は，加速度・変位と

も，時刻 5-15 秒の主要動の部分で，観

測記録と良く対応しており，その一致

度は，有効応力解析に勝るとも劣らな

い．ただし，時刻 5 秒付近の初動の立

ち上がりや，時刻 15 秒以降の主要動後

の部分で，観測記録の位相とやや対応

が良くない．これは，等価線形化の手

法上，地盤の等価物性が，せん断ひず

み（相対変位）の最大となる時刻 5-15
秒付近における地盤物性（すなわち液

状化時の地盤物性）によって決まるた

め，それ以外の時刻でも，液状化時の

地盤物性を用いて解析が行われるため

と考えられる． 

図3 神戸ポートアイランドの地盤の最大応答（解析と観測の比較） 

図4 神戸ポートアイランドの地表波形（解析と観測の比較） 

 

以上の結果は，神戸ポートアイランドの鉛直アレイ強

震記録に関する多くの既往の研究 1), 5), 15), 22), 23)と整合して

おり，提案手法の妥当性が確認される．なお，参考のた

め，間隙水圧の影響を考慮しない（全応力）解析も行っ

ている．この場合には，いずれの解析も，互いにほぼ同

じ結果を与えるが，観測記録の振幅や位相を全く説明で

きないことを確認している． 
 
4. パルス状の地震波に対する大阪地盤の液状化応答 
4.1 検討地点および解析条件 
本章では，想定上町断層帯地震のようなパルス状の地

震波に対して，大阪の液状化地盤がどのような応答をす

るか，地盤条件の異なる 2 地点（梅田，臨海：図 5）に

ついて，提案法告示および提案法 SHAKE ならびに 1 次

元有効応力解析による検討を行う．入力地震動は，正弦

波パルス（あるいは，その 5%加速度応答スペクトル）

とし，正弦波を決定するパラメタは，文献 26 の検討に基

づいて，既往の予測地震動や強震記録の応答スペクトル

と整合するよう，最大速度Vp = 50, 100cm/s，周期Tp = 1, 2, 
3s（最大加速度Ap = Vp×2π / Tp），波数 nw = 1, 2 の組み合

わせとした．図 6 に，Vp = 100cm/s, nw = 2 の入力正弦波

図5 検討地点（梅田および臨海） 

図6 入力正弦波パルスの例 
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パルス（Tp = 1, 2, 3s）を示す．なお，本解析

は，解放基盤条件（2E 入力）のため，地盤変

形と増幅率の両方が算定される．また，地震

動の等価繰り返し回数NEは，入力正弦波パル

スの波数 nwに等しいと仮定した． 

表2 大阪梅田の解析地盤モデル  

解析における梅田および臨海の地盤モデ

ル・パラメタは，既往の地盤調査結果（ボー

リング，標準貫入試験，粒度試験，PS 検層な

ど）に基づいて，3 章と同様の方法により，

表 2, 3 のとおり設定した．液状化の可能性が

あるのは，梅田では深度1.6-7.2mの沖積砂層，

臨海では深度 4.8-19.5m の埋立土層（砂礫お

よび砂）である．なお，表 2, 3 の地盤モデル

の固有値解析から求めた初期 1 次固有周期は，

梅田で 0.86s，臨海で 1.4s である． 

表3 大阪臨海の解析地盤モデル 

 
4.2 解析手法による地盤応答の違い 
図 7, 8 に，梅田においてVp = 50cm/s，Tp = 2s

の正弦波パルス（nw = 1, 2）を入力した場合の

提案法 SHAKE，提案法告示，有効応力解析

から得られた地表の 5%加速度応答スペクト

ル，増幅率，地盤の最大せん断ひずみおよび

過剰間隙水圧比の深さ方向分布を示す．ここ

で，提案法 SHAKE および有効応力解析の増

幅率は，地表と入力のフーリエ振幅スペクト

ル比ではなく，提案法告示のGS(T)と比較する

ため，地表と入力の 5%加速度応答スペクト

ルの比としている． 
 図 7 から，地表の加速度応答スペクトルおよび増幅率

は，nw = 1, 2 いずれの場合も，解析手法によって多少の

差異が見られるが，提案法 SHAKE の結果は，他の 2 手

法の結果を概ね包絡している．また，図 8 から，地盤の

最大せん断ひずみ・過剰間隙水圧比とも，提案法告示の

応答が過小評価されているが，提案法SHAKE の結果は，

液状化層の応答を含め，有効応力解析と良く対応してい

る．同様の傾向は，入力パルス波のVp = 100cm/s，Tp = 1, 
3s の場合および臨海においても確認された．このことは，

建築物の耐震設計において，安全側の評価を与え，また，

手法の実用性（ロバスト性）が高い，提案法 SHAKE の

有用性を示唆するものと考えられる．したがって，本稿

では，以後の検討において，提案法 SHAKE による解析

結果を用いることとする． 
なお，図 8 において，提案法告示の地盤応答（ひずみ

と水圧）が他の解析方法のそれに比べて過小評価された

原因として，(1)式において，系の応答に 1 次モードが卓

越すると仮定したことが考えられる．強震時の地盤挙動

は複雑であり，2 次モードの影響を無視できない場合も

あると推察されるが，その計算は，1 次モードほど容易

ではない．しかし，この問題が解決されれば，提案法告

示にも，提案法SHAKE と同等の有用性を期待できる． 

図7 梅田の地表加速度応答スペクトル（減衰定数5%）および

地盤の増幅率（入力パルス波の最大速度Vp = 50cm/s, 周
期Tp = 2s, 波数nw = 1, 2）（解析手法による違い） 

4.3 入力パルス波の周期が地盤応答に与える影響 
図 9-12 に，梅田および臨海において，それぞれVp = 50, 

100cm/s, Tp = 1, 2, 3s の正弦波パルス（nw = 2）を入力した



場合の提案法 SHAKE による解析から

得られた地表の 5%加速度応答スペク

トル，増幅率，地盤の最大せん断ひず

みおよび過剰間隙水圧比の深さ方向分

布を示す．図から，いずれの地点でも，

入力パルス波の最大速度 Vp が大きい

ほど，当然ながら，地表の加速度応答

スペクトルおよび地盤応答が大きい．

また，地表の加速度応答スペクトルの

ピーク周期およびピーク値は，入力パ

ルス波の周期 Tp の影響を強く受けて

おり，Tpの値が小さいほど，スペクト

ルのピーク値は大きく，また，地盤応

答が大きく，液状化に至りやすい傾向

が見られる．これは，図 6 から，入力

パルス波は，同じ最大速度では，Tpの

値が小さいほど最大加速度が大きいた

めと考えられる． 

 

図8 梅田の地盤の最大応答（入力パルス波の最大速度Vp = 50cm/s,
周期Tp = 2s, 波数nw = 1, 2）（解析手法による違い） 

ただし，図 9-12 において，入力パル

ス波の周期 Tp が地表の加速度応答ス

ペクトルや地盤応答に与える影響度合

いは，梅田と臨海では異なっている．

とくに，臨海において，入力パルス波

の最大速度Vp = 100cm/s の場合，Tpに

よる地表スペクトルのピーク値および

地盤応答の変化は小さく，また，Tp = 3s
でも液状化が発生している（他の場合

には，Tpの値が大きいほど過剰間隙水

圧の値が小さく，Tp = 3s では液状化は

発生しない）． 
参考のため，解析から得られた両地

点の地盤の等価固有周期と入力パルス

波の周期Tpとの関係を図13に示す（Tp 
= 0s に対応するプロットは地盤の初期

1 次固有周期）．図 13 から，いずれの

地点でも，入力パルス波の最大速度Vp

が大きいほど，地盤の非線形化が進む

ため，等価固有周期の値は大きくなる．

また，梅田では，入力パルス波の周期

Tpの値が大きいほど地盤の等価固有周

期の値は小さくなるが，臨海では，Tp

による等価固有周期の変化は比較的小

さい．この傾向は，図 9-12 の地表の加

速度応答スペクトルおよび地盤応答と

Tpの関係（前述）と定性的に整合して

おり，液状化の発生を含め，これらの

間には，何らかの因果が示唆される．

その可能性の一つとして，入力パルス

波の周期 Tp と地盤の等価固有周期が

近くなる場合，共振のような状態とな

図9 梅田の地表加速度応答スペクトル（減衰定数5%）および地盤の増

幅率に入力パルス波の最大速度と周期が与える影響（波数nw = 2）
（提案法SHAKEによる解析） 

図10 梅田の地盤の最大応答に入力パルス波の最大速度と周期が与える影響

（波数nw = 2）（提案法SHAKEによる解析） 



るため，せん断ひずみが進行し，液状

化が発生しやすくなるとも考えられる

が，未だ想像の域を出ない．今後の課

題としたい． 
 
4.4 地盤の液状化が地表の加速度応答

スペクトルに与える影響 
梅田および臨海において，地盤の液

状化が地表の加速度応答スペクトルに

与える影響を把握するため，4.3 節の検

討から，その影響が最も大きいと考え

られるVp = 100cm/s, Tp = 1sの正弦波パ

ルス（nw = 2）を入力した場合について，

間隙水圧の影響を考慮しない，すなわ

ち，全応力の（通常の）SHAKE によ

る解析を行った．解析から得られた地

表の加速度応答スペクトルを，図 9(a), (c), 11(a), (c)に灰色

の太線で示す．図から，いずれの地点においても，液状

化の有無による地表の加速度応答スペクトルの変化は大

きくなく，とくに，建築物の地震応答に大きな影響を与

えるスペクトルの速度一定領域（スペクトルピークより

長周期側の範囲）では，液状化による影響は小さい．こ

れは，図 10, 12 から，両地点とも，地表の地震動特性が，

基本的に，液状化の有無に関わらず，それ以深で大きな

ひずみを生じている軟弱な粘性土層の挙動に支配されて

いるためと考えられる． 
なお，ここでの検討は，あくまで，大阪の 2 地点の地

盤モデルに，正弦波パルスを入力した場合の，有効応力

モデルに基づく液状化解析の結果であることに注意を要

する．他の地盤条件や，海溝型のような継続時間の長い

地震波を想定する場合，流動など地盤の大変形を想定す

る場合は，別途，対応する検討が必要である． 
 
5. まとめ 
建築物の設計への利活用を前提として，液状化地盤の

地震動増幅率と最大変形の簡易評価法を提案した．また，

大阪の 2 地点において，提案手法を用いて，パルス状の

地震波が表層地盤に入力した場合の液状化応答について

検討した．得られた知見を以下に示す． 
1) 現行告示の改良およびSHAKE を基本に，等価有効応

力の概念を用いて，液状化地盤の簡便な地震応答解

析手法（提案法告示および提案法SHAKE）を導いた．

手法の妥当性と有効性を，鉛直アレイ強震記録およ

び有効応力解析との比較から示した． 

 

図13 梅田および臨海における地盤の等価固有周期と入力

パルス波の周期との関係（最大速度Vp = 50, 100cm/s,
波数nw = 2）（提案法SHAKEによる解析） 

図11 臨海の地表加速度応答スペクトル（減衰定数5%）およ

び地盤の増幅率に入力パルス波の最大速度と周期が与

える影響（波数nw = 2）（提案法SHAKEによる解析）

 

図12 臨海の地盤の最大応答に入力パルス波の最大速度と周期が与える影響

（波数nw = 2）（提案法SHAKEによる解析） 
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