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A new method of microtremor exploration using miniature seismic arrays:
quick estimation of average shear velocities of the shallow soil

Ikuo Cho*, Taku Tada*, ** and Yuzo Shinozaki**

ABSTRACT
We applied the CCA method, a technique of analysis recently developed by ourselves, to a set of microtremor
seismograms from an array of vertical-motion sensors, installed around a miniature circle of radius 0.3 m.
Rayleigh-wave phase velocities were identified with reasonable accuracy up to wavelengths of several ten
meters or, in some cases, well in excess of 100 m. This suggests that, when combined with Konno and
Kataoka's (2000) approximate method to associate Rayleigh-wave phase velocities with average shear
velocities of the shallow soil, the use of miniature circular arrays provides the opportunity to make a quick
appraisal of surface soil properties by way of simple microtremor measurements. This approach presents a
groundbreaking advantage over existing microtremor methods, in the sense that a tiny patch of ground, well
within the arm’s reach of a single observer, is sufficient for the estimation of average shear velocities down to
depths of several ten meters. We applied the proposed approach to array seismograms of microtremors
obtained at three different sites in Tsukuba City, Ibaraki Prefecture. The average shear velocities to depths of
10, 20 and 30 m, inferred with the proposed method, were indeed consistent with available PS logs and known
geologic structures.
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極小アレイによる新しい微動探査法：浅部地盤平均 S 波速度の簡便推定
長

郁夫*・多田

卓*, **・篠崎祐三**

要

旨

上下動地震計を半径 0.3 m の円周上に配置した極小アレイで常時微動の波形データを取得し，我々
が近年開発した CCA 法という解析手法をこれに適用したところ，数 10 m あるいは 100 m 以上の波
長領域に至るまで，レーリー波の位相速度を良好な精度で同定することができた。この方法を，レー
リー波位相速度を地下浅部の平均 S 波速度と関連づける紺野・片岡 (2000) の提案と組み合わせれば,
極小円形アレイを用いた簡便な微動測定により，表層地盤の特性を手早く評価することが可能になる
と期待される。以上の手順は，一人の観測者の手の届く程度のわずかなスペースさえあれば，微動観
測により地下数 10 m までの平均 S 波速度が推定できるという意味で，既存のアレイ探査法と比べ画
期的な利点を有する。実際, 茨城県つくば市内の 3 サイトで取得した微動アレイ記録に上記の新しい
探査法を適用し，地下 10, 20, 30 m までの平均 S 波速度を推定したところ，PS 検層結果や地質構造
と調和的な推定結果を得ることができた。
キーワード ：常時微動・アレイ解析・レーリー波・平均 S 波速度・地盤特性

2007)。

1. はじめに

微動記録に混入するインコヒーレントノイズには，各
近年我々は，円形アレイによる常時微動の測定記録か

センサや記録システム内部で発生する電気的ノイズのほ

らレーリー波の位相速度を同定することのできる新しい

か，各センサ位置の近傍で偶発的に生じる非伝播性の振

アルゴリズム，CCA 法 (Centerless Circular Array

動などが含まれる。測定システム自体に起因する電気的

method) を開発した (Cho et al., 2004, 2006a)。この手

ノイズの大きさを制御することは難しいが，尐なくとも

法は，周波数-波数法 (Capon, 1969) や空間自己相関法

偶発的な非伝播性振動の影響は，地震計アレイのサイズ

(Aki, 1957) などの従来法に比べて長波長帯域まで有効

を小さくすることにより，抑制できる可能性がある。従

性を発揮するのが特長である (Cho et al., 2006a)。長波

って，非常に小さなアレイ（以下，極小アレイ）を用い

長帯域における CCA 法の解析可能限界を決定づける主

て微動測定を行い，その記録に CCA 法を適用すれば，

な要因は，微動記録に混入するインコヒーレントノイズ

アレイ半径と比べてかなりの長波長帯域まで，レーリー

であることが分かっている (Cho et al., 2004, 2006a)。

波位相速度を安定して推定できることが期待される（長

我々は，このインコヒーレントノイズが CCA 法の基礎

ほか, 2006; 多田ほか，2007）
。

方程式に及ぼす影響を理論的に評価・補正することによ

本論では極小アレイとして，半径数 10 cm 規模のもの

り，レーリー波位相速度の推定精度をさらに高める工夫

を具体的な検討対象とする。極小アレイは駐車場の空き

を行った (長ほか, 2006; 多田ほか，2007；Tada et al.,

スペースでも展開できるので (Fig. 1)，設置場所の確保
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