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北海道大学地球物理学研究報告

Geophysica! Bulletin of Hokkaido University 
Vol. 29， March， 1973， p. 1-16. 

長周期実体波による震源過程の推定

その1. 長周期 P波波形の変化

笹谷努

北海道大学理学部地球物理学教室

(昭和 47年 8月23日受理)

Source Process of Earthquakes as Deduced from 

Long-Period Seismic Body Waves 

1. Distortion of Long-Period P Wave-forms 

By Tsutomu SASATANI 

Department of Geophysics， Facu!ty of Science， Hokkaido University 

(Rec巴ivedAugust 23， 1972) 

Distortion of long-period P waveイormsdue to the passage through the mantle， crust 

and instrument is investigated. Impulse responses of the mantle-and crust-seismograph 

system are calculated for several mantle and crust models. The time duration of the 

first-half period and the general shape of impulse responses are not a妊ectedby the dif-

ference of crust models except for the crust model with thin， low velocity surface layers， 

while the peak amplitude is considerably a妊ectedby the di丘erenceof crust models. The 

time duration of the first-half period， the general shape and th巴 peakamplitude of impulse 

responses are strongly a妊ectedby the average attenuation Q within the mantle. 

The synthetic seismograms of P waves are constructed by the convolution of the 

source function which may be approximated by a simple pulse with the impulse response 

of the earth-seismograph system. As the pulse width increases， the time duration of 

the first-half period increases. The general shap巴 ofP waves is not greatly a妊ectedby 

the difference in the fracture patterns， that is， the pulse forms. The synthetic seismo-

grams of P waves from the superposition of two pulses which may represent the mul-

tiple shock or the五rstand later arrivals are also constructed. These seismograms are 

useful for interpretation of complicated P wave-forms. 

1. は じ めに

最近，長周期実体波および表面波の解析から震源過程を推定する研究が進められ，震源に関

する幾何学的および物理的性質が次第に明らかになりつつある. BOLLINGER (1968， 1970)， 

MIKUMO (1969， 1971)， FUKAO (1970， 1972)および笹谷 (1971)は時間領域における長周期実体

波の波形解析から，一方， BEN-MENAHEN et al. (1965)， TENG and BEN-MENAHEM (1966)，およ
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び KHATTRI(1969)は長周期実体波の周波数解析からそれぞれ震源過程を推定している. 又，

KANAMORI (1970 a， b)および ABE(1972)は長周期表面波の waveformequalization method 

から巨大浅発地震の震源過程を推定している.

震源から出た地震波はマントノレ，クラスト，および観測計器を通過する際にいろいろな変形

を受ける.一方，マントノレ，クラストの構造はテクトニックな性質を反映して地域ごとに相違

のあることが知られている (BRUNE，1969). さらに，現在すべての観測点下のクラスト構造が

明らかになっているわけではない.これらの点を考慮してp 時間領域における長周期 P波の波

形解析から震源過程の推定を行なう前に次の 2つの事項を明らかにしておく必要があると考え

る. (1)マントル，クラスト構造の相違が波形にどの程度影響を与えるか'! (2)震源に関する

情報が記録された波のどの部分に，どの様に保存されるか?

又，最近注目されている地震の連発性 (multipleshock) (WYSS and BRUNE， 1967， OIKE， 

1969， FUKAO， 1972)および、浅発地震の場合特に注意する必要のある laterphas己などによる波

形の変化についても簡単な計算を行なった.

11. 理論

ここでは地震波の伝播に関して，地球と観測計器を linearfilter systemとみなした. 1inear 

filter systemについての理論は BEN-MENAHEMet al. (1965)， MIKUMO (1969)， および FUKAO

(1970)によってくわしく述べられているが，波形の変化に与える要因を調べるためそれをここ

に簡単に記す.

地球と観測計器を linearsystemとみなせば，観測されるべき P波 g(t)は次の convolution

.integralで与えられる.

g(t) = J二例，，)f(t-り ( 1 ) 

ここで，f(t)は震源関数，ん(t)は systemの衝撃応答 (impulseresponse)で，それは次式で

表わされる.

h(t) =去にH(w)ewtdω

H(ω)= HM(ω).HCR(ω).H1NS(ω) 

(2 ) 

(3 ) 

ここで，H(削)はん(t)の Fourier変換で，それは HM(ω)，HCR(ω)， HINs(ω)，それぞれマント

ル，クラスト，および観測計器の複素伝達関数 (complextransfer function)の積で表わされる.

マントルの伝達関数 H~I(ω) は次の 2 つの波立な項の積として表わされる.

HM(ω)=G・HAN(W) ( 4) 

ここで， Gは周波数に独立な幾何学的拡がりによる波の減衰を表わす項 (geometricalspread-

ing factor)で，それは次の式で与えられる (HONDA，1962). 
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そえ字 h，oR は地球の半怪で，ここで， ρは密度 vは速度 iは入射角，t1は震央距離，

地表を表わす.はそれぞれ震源，

HAN(ω)はマントル内の非弾性的性質による波の減衰を表わす項でそれは次の式で与えられ

る (MIKUMO，1969). 

)
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HAN(ω)= exp(一ωTj2Q)・exp(一山T)

r ds r rj2 dr 
TjQ = ¥一一ニ一一=¥一一一一一・一一一J Q(r) v(r) -J .f矛三五2" rQ(r) 

( 7) 

p=可sinih. η= r/v(r) ， 

Tは走時，Qは震源から観測点までの ray，sにそった平均の吸収の項 (qualityfac-

tor)である.

ここで、，

クラストの伝達関数 HCR(ω)は THOMSON-HASKELLmatrix method (HASKELL， 1962)で計算

できる.

観測計器の伝達関数 HlNs(ω)は次の式で与えられる (HAGIWARA， 1958). 

(8 ) H
1NS

(ω)= 山 M
A(印)-iB(ω)

A(叫 =(ω2ーωめ (ω2ー ω~)-4ξoεy(l 一 σ2)ω2

B(w)=2ω[εg(ω2-w3H co(ω2_W~)] 

To，九はそれぞれ振子， galvanometerの固有周期， ε0，

以下の計算

ここで、， ω。=2πjTo，ωy=2π/Tgで、，

ε。は振子，galvanometerの減衰係数， σ2は couplingfactor， 111は倍率を表わす

Instrurr、.nloltransfer function 
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Fig. 1. Transfer function of the earth-seismograph systern. 
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に使用する世界標準地震観測網 (WWSSN)の長周期地震計記録系においては， To= 30又は

15 sec， Tg=o100 sec， ho=hg=l.O， a2~0， M=375-6000である.

以上それぞれの伝達関数の 1例を Fig.1Vこ示す.

(2)式の積分は次に示す AKIの方法によって計算した.

h(t)コ去にH(ω)門

=汀::IH(ω)卜08[ωt一仰)]dω 

=討j::!と:IH(ω)I cos [ωt一州]
~ ~ L IH(ω) I・d叫 mμ!?(t72/2lc州 ωitー ω山)

λ 

(9 ) 

ここで， IH(ω)1， O(ω)は H(w)の振幅および位相のおくれを表わし，'[i=O(ω.，，)/的，ti=(OO(ω)/ 

θω) iはそれぞれ phasedelay time， group delay timeと呼ばれるものである (AKr，1960， Mr-

KUMO and AKI， 1964). L1ωzは考慮すべき周波数範囲の分割バンド幅で， ここでは d的 =0.005

φsとした.なお，計算した周波数範囲は 0.005-0.5cpsである.

以上述べたことから P波波形を変化させる要因としては， (1) クラスト構造， (2)マントノレの

非弾性的性質， (3)震源関数の 3つが考えられる.

次に，これら 1つ lつの要因が波形の変化に与える影響を調べてゆく.なお計算は WWSSN

の長周期地震計 (To=30sec)のP波上下動成分についてのみ行なった.

111. クラスト構造による波形の変化

クラスト構造による波形の変化についてはすでに HANNON(1964)， BEN-MENAHEM et al 

(1965)および MIKUMO(1969)によって簡単に調べられている. HANNON (1964)は矩形の周波数

特性を有する波をクラストの基盤に入力させ，特に表層の沖積層による波形の変化について論

じている. しかし，クラストの基盤へ入力させた波が一般的で、ないことと，地震計の特性を考

慮、していないので，その結果は定性的には有益であるが，今回の研究課題に関しては役立た

ない.

BEN 

地震計.の伝達関数についてその衝撃応答を計算し，クラスト構造による波形の変化を調べた.

そして p波波形は主に地震計の特性によって定まるが， peakの援幅および短周期の振動は

クラストの層構造によって大きく影響されるという結論を得た. しかし，その表現は定性的で

あり，今回の研究課題を明らかにするには不十分である.

そこで，筆者は以下に述べる 4点についてクラスト構造による波形の変化をより系統的，定

量的に調べた.簡単なためマントルの伝達関数を考慮に入れないで， クラストと観測計器の伝
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Table 1. List of layered models 

Layered model 

unilayered model， HASKELL (1960) 

unilayered model with surface low 

velocity layer-US 1， (US 2) 

unilayered model with surface low 

velocity-layer-US 3， US4 

6 E， PRESS (1960) 

6 EG (¥ow velocity layer)， PRESS (1960) 

Standard continental crust 

FUKAO (1970) 

f 
¥0 sec 

Unilayered 
Haskell (1960) 

H:27 km一一一一-
H = 57 km -------

e = 20・

出

(kmjsec) 

6.28 

7.96 4.60 

2.87 

3.:37 

H 

(km) 

37.。

5.10 

6.28 

7.96 

3.00 

6目28

7.96 

6.0:3 

6.70 

7.96 

6.03 

6.70 

7.96 

7.85 

7.85 

8.00 

8.20 

8.40 

6.10 

6.40 

6.70 

8.15 

2.95 2.60 1.0 ( 3.0) 

:3.63 2.87 :36.0 (:34.0) 

4.60 3.:37 

1.73 2.00 1.0 ( 3.0) 

3.63 2.87 36.0 (34.0) 

4.60 3.37 

3.53 2.78 22.0 

3.80 3.00 15.0 

4.60 3.37 

3.53 2.78 22.0 

:3.80 3.00 15.0 

4.60 3.37 13.0 

4.50 3.39 25.0 

4.41 3.42 50.0 

4.41 3.45 75.0 

4.50 3.47 50.0 

4.60 3.50 

3.50 2.70 11.0 

3.68 2.90 9.0 

3.94 2.90 18.0 

4.75 3.30 

Fig. 2. Impulse responses of the crust-

seismograph system for HASKELL uni-

layered models with crustal thickness of 

27 km and 57 km. Arrows indicate ar-

rivals of the SV phase converted from 

incident P wave at the base. of the 

crust 

-5-1 ト一一一一一一一一一→

5 
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達関数の積を逆変換した衝撃応答で波形を比較した. 計算に使用したクラストモデ、ルの Jayer

parameterを tabJe1 Vこ示す.

1. クラストの厚さによる波形の変化

クラストの層)享による波形の変化を調べるために HASKELL(1960)の一層モデ、ルにおいてそ

の厚さが 27kmと57kmの場合について計算した (Fig.2). その結果をみると，第 1ピークの

波形は振幅も含めてまったく厚さによる変化のないことがわかるただ，クラストの基盤で P

波から SV波に変換した波の地表への到達時刻が厚さとともに遅れてくる.

2. 地表層による波形の変化

地表層による波形の変化を調べるために， HASKELL (1960)の一層モデ‘ルの最上部に P波速

度 5.1km/sec，および1.0km/s巴cの層を厚さ1.0km，および 3.0kmと置いて計算した (Fig.3).

ただし， クラスト全体の厚さは 37kmに保つようにした.

地表層の P波速度が 5.1km/secでその厚さが 1km(US1モテ、ル)の場合，波形はまったくそ

の影響を受けないが，地表層の厚さを 3km(US2モデル)にすると波形に小さな短周期の振動

が現われてくる.けれど‘も，波形全化としては 5.1km/sec層によってさほど変化を受けていな

いと言える. 地表層の P波速度が 3.0km/secでその厚さが 1km (US3モデル)の場合も波形

はあまりその影響を受けないが，地表層の厚さを 3km(US4モデル)にすると波形，振幅とも

にその影響を大きく受けることがわかる.第 1ピークの振幅は地表層を有さないモデ、ルに比べ

て約1.5倍増大し，さらに初動の立ち上がりと始めてゼロ線を切る聞の時間(これを以後「初動

10 Unitayered modet wilh 
surface tow-v副ocilytayer 

U51一一一
U52 -ーーーーーー

15 

10 

Unilayered model wilh 
surface low-velocily tayer 

U53一一一一一
U54・ー，ーー一

lOsec 
・5-i トーー一一一ー→ -5 

Fig. 3. Impulse responses of the crust-seismograph system for HASKELL 

unilayered models with a thin， low-velocity surface layer. 
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の半周期」と呼ぶ)が短かくなり，波形全体にかなり大きい短周期の振動が現われる. この振

動は地表層の厚さが波長の 1/4に相当する周期を有する.

以上のことから，地表に速度の遅い層がかなりの厚さで存在する場合，波形は大きく変化す

ることがわかる.実体波の振幅から地震のマグ

ニチュードを決定する場合にもこの点に注意す

る必要がある.

3. 上部マントルの低速度層による波形の変化

上部マントルの低速度層による波形の変化を

調べるために， 低速度層を有するモデル 6EG

と低速度層を有さないモデル 6E (PRESS， 1960) 

について計算した (Fig.4).

その結果を見ると，低速度層を有するモデル

の方がわずかに第 lピークの振幅が増大する

が，それ以外に波形の変化はみられないことが

わかる.

4. 入射角による波形の変化

クラストの基盤への入射角の違いによる波形

の変化を調べるためにモデル 6E (PRESS， 1960) 

を採用し，入射角が 10
0，30

0

， 500 の場合につい

て計算した (Fig.5).

入射角が大きくなるとともに振幅は減少する

(入射角 θ=10
0のピークの振幅に対して 0=300，

{)=50
0
の振幅比は 10:9: 7である)が，波形全

体の変化はみられず，特に初動の半周期はどの

入射角についても同じである.

クラストの基盤への入射角の大小は震央距離

に関係している. したがって，クラスト構造に

関する限り震央距離による波形の変化はみられ

ず，ただ振幅の倍率が異なるのみであると言え

よう.

5. クラスト構造による波形の変化

上述のクラストモデルの他に色々なモデルに

ついて同様な計算を行なった結果をまとめると

次の様になる.

ρ .. 
10 

6E 

6 EG --一一
(Low-velocity layer) 

Press(1960) 

¥〆
ー5

10 

-5 

Fig. 4. Impulse responses of the crust-

seismograph system for model 6EG 

with the low velocity layer in the 

upper mantle and model 6 E without 

the low velocity layer. 

6E 

Press (1960) 

自=10・一一ー-
e =30・---・ーー-
e =50・

Fig. 5. Impulse responses of the crust-

seismograph system for model 6 E for 

incident angles from 100 to 50。
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(1) 地表に速度の遅い層がかなりの厚さで存在しているクラストモデ、ルを除いて言うなら

ば，同じ入射角ではクラスト構造の違い，すなわち，全体の厚さ，各層パラメータの違いおよ

び上部マントル低速度層の有無などが波形全体に与える影響はほとんどない.特に，初動の半

周期はどのクラストモデルについても同じである. しかし，第 1ピークの振l隔は各モデルごと

に約 1割程度の変動がある.

(2) 地表に速度の遅い層がかなりの厚さで存在する場合， III-2で、述べた様に第 1ピークの

振幅や初動の半周期のみならず波形全体が大きな影響を受ける.

これらの事柄は定性的には前述の BEN-MENAHEMet al. (1965)， MIKUMO (1969)の結論と一致

するが，表現がより具体的になった.

IV. マントル内の非弾性的性質による波形の変化

マントルの伝達関数 ((4)式)の geometricalspreading factorは絶対娠幅にのみ関係し波形

には影響を与えない. それで， ここではマントルの非弾性的性質に関係した Q値の違いによ

る波形の変化について調べる.

マントル内の Q値の深さ分布に関する研究は多くの人によってなされている(例えば，

ANDERSON et al.， 1965， MIKUMO and KURITA， 1968). 平均の Qの値は実際にはその Qモデ

ルについて (7)式の積分を行なえばよいが，簡単なために Q= 1500， 1000， 400としてそれぞれ

について計‘算した(これらの μの値については GUTENBERG，1958， ANDERSON et al.， 1965を

参照した). ただし， geometrical spreading factorおよび走時などは適当な値を仮定して一定

に保ち，クラスト構造としては FUKAO(1970)の用いた標準大陸モデルを採用し，すべての伝達

関数を含めた衝撃応答を計算した (Fig.6).

Q=1500と1000の場合については，第 1ピー

クの振幅がわずかに異なること以外に両者の波

形に相違はみられず，波形は Q=∞の場合とほ

とんど同じである. しかし，Q=400の場合，つ

まり波の吸収が大きくなると，振幅が減少する

(Q = 1500の振幅に比べて約 1/2)だけでなく，初

動の半周期が長くなるとともに波の立ち上がり

もにぶくなる.

これから，Qの値によって波形は大きく影響

を受けることがわかる Qの値は地震の深さ，

震央距離によって変化するので，各深さおよひ

震央距離ごとにその値を求めておくことが必要

となる.

" 0-
6 

10 sec 
ト一一一一一一一一一→

Q = 1500 ーー一一ー
=1000 -ーーー司ー

400 

Fig. 6. Impulse responses of the earth-

seismograph system for various Q 
values. It is assumed that G =0.779 x 
10-9・cm-1and T=670 sec. 
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v. 震源隠数による波形の変化

震源開数，あるいはそれに関係した震源ノミラメー

ター(例えば，断層の長さ，破壊の伝矯速度など)によ

る波形の変化については，すでに BOLLINGER(1968)， 

MIKUMO (1969)によってかなりくわしく調べられてい

る それで，ここでは震源パラメータによる波形の変

化については簡単に考察し，地震の連続発生あるいは

lat巴rphaseに関係した連続する 2つのパルスによる

波形の変化について少しくわしく調べる.

(1)式に従って systemの衝撃応答と震源関数の con-

volutionによって合成波形を計算した.

1. 断層の破壊パターンによる波形の変化

地震は断層によって発生し，しかもその断層はある

方向に伝播するといわれている.断層の破壊パターン

として次の 3つを考え，それらによる波形の変化を調

ベる.

1次元 unilateral断層(断層の長さ Lがその幅 W

に比べて十分大きく断層が線で近似でき，破壊が一方

向に伝播するモデ、ノレ)， 1 次元 bilateral 断層 (L~W

で，破壊が両方に伝播するモデル)，および 2次元 unl-

lateral断層 (L=::.Wで，破壊が一方向に伝播するモデ

ノレ)におけるそれぞれの理論的震源開数。童地近似)と

その合成波形を Fig.7，8， 9に示す. 断層モデルそれ

ぞれの震源開数のノミノレスの形は断層の長さ，破壊速度，

断層と観測的との位置関係などで決まり (HIRASAWA

and STAUDER， 1965)，それぞれについてこれらの値を

適当に仮定した 2，3の例が示しである.

1次元 unilateral断層の場合， パルス幅が大きくな

ると初動の半周期が長くなる，と同時に第 1の山の振

幅に対して谷の振幅が大きくなる. 1次元 bilateral断

層の場合には山から谷に移行する部分にわずかにその

特徴的な phaseが現われる. 2次元 unilateral断層の

場合，波形は 1次元 unilateral断層の場合とほとんど

10 

10sec 
-5~ ト一一一一一一←一一→

10 

-， 
10 s.c 

1-ーーー一一一一一一ー司戸寸
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fault models. It is assumed that 

the fault plane is rectangular in 

shape where L is a fault length 

and W， a fault wdth， and L'}; W 

Th巴oretical displacements of P 

wave are shown on the upper 
right side. 
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Fig. 8. Synthetic seismograms of P waves from bilateral propagating 

fault models. It is assumed that L>> W. 

等しし又，パルスの形は違っても(ただし，

パルス幅は同じ)振幅が変化するだけで初動の

半周期はまったく等しい. もちろん，後者 2つ

の断層モデルにおいても 1次元 unilateral断層

の場合と同様に，パルス幅の増大とともに初動

の半周期は長くなる.放に，パルス幅と合成波

形の初動の半周期との関係をあらかじめ計算

して求めておけば，記録された波の初動の半周

期から逆にパルス幅を推定することができる

(BOLLINGER， 1968， 1970， FUKAO， 1970， MIKUMO， 

1971). 

いずれにしても，断層の破壊パターンの違い

によって 1次元 bilateral断層に現われたわ

ずかの特徴的な phase以外に波形に変化がみら

れない. ということは，逆に記録された波の波

-1 

九
人
人
一

←10 s竺一一→

Fig. 9. Synthetic seismograms of P waves 

from unilateral propagating fault models. 

1 t is assumed that L竺 w

形のみからは断層の破壊パターンの推定が困難であると言えよう.

2. 連続した 2つのパルスによる波形の変化(同じ短性の 2つのパルスの場合)

前述した様に，第 2のパノレスは multipleshock，あるいは浅発地震で特に注意する必要のあ
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Fig. 10. Synthetic seismograms of P waves from the superposition of 
two equivalent pulses. Asterisk indicates the second peak. 

る反射 laterphase (pP， PcP)と考えても良い.

11 

パルスの幅，大きさ，形，および第 1パルスと第2パルスとの聞の時間間隔(パルス間隔)に

応じていろいろな場合が考えられるが，ここでは同じパルス幅 (3sec)，同じ大きさの 2つの矩

形パルスを systemに入力しパルス間隔のみを変えて波形の変化を調べる (Fig.lO)

計算結果から次のことがわかる.ノξルス間隔が短かし、場合，第 1パルスの第 1ピークの波形

を完成する前に第 2パルスによる波が現われ，そのために初動の半周期がみかけ上長くなる

(Fig. 10 a). そして，第 2パルスの波の立ち上がり時刻はバノレスの入力時刻とは異なり少し遅れ

ている.又，図には示さないが，仮に第 2パルスの大きさを第 1パルスの 1/2以下にした場合，

第 2パルスの波の立ち上がりはもはや明瞭には現われず，ただ初動の半周期が長くなるだけで

ある. しかし，パルス間隔が長くなると初動の半周期は第 1のパルス幅を反映したものになり，

又，たとえ第2パルスの大きさを第 1パルスの 1/2にしてもその立ち上がりは明瞭である (Fig.

10 b). 

最近， 深発地震の長周期 P波部分にここで示した例に似た地震記象が検出され multiple

shockによるものと解釈されている (OIKE，1969， FUKAO， 1972). 

3. 連続した 2つのパルスによる波形の変化(異なった極性の 2つのパルスの場合)

この場合も前と同様に， 同じパルス幅 (3sec)，同じ大きさ(ただし，極性は互に逆)の 2つ

の矩形パルスを systemに入力し，パルス間隔を変えて波形の変化を調べる (Fig.ll).
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Fig. 11. Synthetic seismograms of P waves from the superposition 

of two equivalent pulses by alternating polarity. Asterisk 

indicates the second peak. 

パルス間隔が 10sec以下の場合， 第 2パルスのi皮の立ち上がりを識別することは困難であ

る.そして，特にノミルス間隔が短かい場合，初動の半周期は第 1のパルス幅から期待される周

期よりも短かくなる (Fig.11 a). さらに，第 1の山の振幅に対して谷の振幅が初動の半周期の

割にはきわめて大きくなり(約1.5倍)，叉，山から谷への移行も鋭くなる.

パルス間隔が長くなると第 2パルスの波の立ち上がりが明瞭になってくる.そして，その直

前に第 1パルスと同じ極性のパルスの入力による波に似た phaseがみかけ上現われる. しか

し， 同じ極性のパルスの入力の場合とは違って第 2の山 (Fig.11の*印)の振幅が第 lの山の

振幅に匹敵するくらい大きくなる (Fig.10bとFig.11cを比較せよ).

浅発地震の長周知jP波部分にしばしば見られる第 2の山の大きな振幅は，ここで示した初動

とは逆極性のノミノレス(反射波)の入力によるものと解釈される (FUKAO，1971，笹谷， 1972). 

4. 震源開数による波形の変化

以上，破壊パターンおよび連続する 2つのパルスによる波形の変化について調べてきたが，

それらをまとめると次の様になる.

(1) 初動の半周期はノミノレス幅とともに増大する.

(2) 記録された波の波形のみから破壊パターンを推定することはかなり困難である.

(3) 初動の半周期，第 1の山，谷，第 2の山の振幅などは震源開数によって大きく変化する.

特に，時間的に接近した 2つのパルスによる波形の変化は大きく，場合によっては第 1ピーグ

の波形にすら第 1パルスの情報が保存されないこともあるので注意する必要がある. Fig.12 

は震源開数による振幅の変化の様子を示したものである. たて軸は第 1の山の賑幅 (A1)に対

するそれぞれ A2，A3の振幅比， 横軸は 1つのバルスの場合はパルス幅を， 連続する 2つの
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パルスの場合はノ勺レス間隔を表わす. この図か

ら震源開数ごとに振幅の変化の様子に次の様な

相違がみられる. 1つのパルスの場合，パルス

幅が増大するとともに A2の振幅が相対的に急

激に大きくなり Al/A2は減少するが，連続す

る2つのパルスの場合，パルス間隔が増大して

もA2の振幅はさほど変化を示さず， Al/A2は

むしろ増加する傾向にある.一方，異なった極

性の 2つのパルスの場合にはp パルス間隔の噌

大とともに A3の振幅が相対的に大きくなる.

しかし 1つのパルスおよび同じ極性の 2つの

パルスの場合， Al/A3はスケールの関係でこ

の図に示すことはできないが， Fig. 7， Fig. 10 

からわかる様に A3の娠幅は Alに比べてきわ

めて小さい.

連続する 2つのノ勺レスによる波形の変化につ

いてはそれぞれ可能な 1つの場合を表わしてい
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Fig. 12. Relation between amplitude ratios 

and time duration T， whicn Indicates the 

pulse width in case of a single pulse 

source and the time duration between two 

るにすぎないが，これらの関係はパルス幅と初

動の半周期の関係と合わせて複雑な波形の解釈に大いに役立つであろう.

pulses in case of a double pulse source. 

VI.結論

最初に示した 2つの研究課題に関して次の結論を得た.

(1) 地表に速度の遅い層がかなりの厚さで存在する場合を除けば，クラスト構造による波形

の変化はそれほど大きくない.観測点下のクラスト構造が明らかでない場合は，標準クラスト

モデルを仮定しでもさほどその影響はないと言える

(2) 特に，初動の半周期はどのクラストモデ、ルについても等しく，震源関数のパルス幅はこ

の部分に保存されると考えられる. しかし，パルスの形を波形のみから推定することは困難で

ある.

(3) マントルの非弾性的性質によって波形は大きく変形され，振l隔が減少するとともに，初

動の半周期が伸びてくる. この影響は無視できない.

(4) 地表に速度の遅い層がかなりの厚さで存在する場合，および接近した 2つのパルスによ

る波形の変化は大きく，場合によっては初動の半周期に震源の情報が保存されないこともある.

今回の計算例は長周期地震計 (To=30csc)の P波上下動成分についてのみであるが，上述

の事柄は九=15sec，および水平動成分についても成立する.
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