
Shearer’s Book: ２章と３章の章末問題

2.1 水平面内の２次元 (xは東、yは北を向く)の以下の応力テンソルについて考える：

σ =

(
σxx σxy

σyx σyy

)
=

(
−30 −20

−20 −40

)
MPa

(a) 真北から東へ１０度の走行の鉛直断層面における法線と接線の各方向の応力成分（traction）を求めよ。

(b) 最大と最小の主応力軸の成分と、それぞれの方位を求めよ。

2.2 水平な２次元の応力テンソルについて考える。主応力軸の方位は N45◦Eと N135◦E であり、それぞ

れの主応力の値は-15と-10 MPaである。x, yを真東と真北とした場合に、応力テンソルの４つの成分を求

めよ。

2.3 図は 1989年の米国カリフォルニア州での Loma Prieta地震について、フィンランドのある観測点で

の上下成分の波形記録である。この観測点での歪みの最大値を推定せよ。（ヒント：1 micron = 10−6m で

あり、時間軸は 100秒を単位としている。最大振幅は表面波の一種のレイリー波に相当し、この波形記録

の主な周波数成分の位相速度は約 3.9 km/sである。また、歪みは ∂uz/∂xに比例する。）

2.4 等方性媒質では主応力軸が常に主歪み軸と一致することを示せ。言い換えると、eが歪みテンソル eij

の固有ベクトルならば、応力テンソル σij の固有ベクトルでもあることを示せ。（ヒント：式 (1.12)と同じ

関係式が歪み成分についても成り立つ。式 (2.14)によって eij と σij は比例関係にある。）

2.5 式 (2.28), (2.30)より、２つのラメ定数を地震波速度と密度によって表せ。

2.6 S波速度はせん断弾性率 µに直接関係しているが、P波速度はせん断弾性率と体積弾性率の両方に関

係する。このため、地球科学ではしばしば以下に定義される bulk sound speed（体積音速速度？）と呼ば
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れる体積弾性率K (2.18) のみに関係する速度が導入される：

Vc ≡

√
K

ρ

Vc を Pおよび S波速度を用いて表せ。

2.7 ポアソン比 ν が 0.30の岩石の場合には、P波と S波の速度の比はいくらか。

2.8 実験室で花コウ岩の資料を測定した所、P波速度が 5.5 km/sで、密度は 2.6 Mg/m3 であった。ポ

アソン固体（λ = µ）と仮定して、ラメ定数とヤング率と体積弾性率を求めよ。答えは Paで示すこと。

2.9 PREMモデル（別ファイル参照）の値を用いて、(a) 核・マントル境界面と、(b) 外核・内核境界面

のそれぞれの外側と内側での体積弾性率を求めよ（単位は Pa）。

2.10 下図は米国カリフォルニア州のサンアンドレアス断層（ほぼ垂直な右横ずれ断層）について、この

断層の走行に直交する方向に沿っての地表面の相対的な速度（１年間に何 mm 動いたか）を示したもので

ある。ただし、断層面と直交する方向には地表面の変位はないものとする。

(a) 水平な２次元問題（x軸を断層と直交し、y軸を断層に平行）とみなす。図より、この断層上のある点

での１年間にたまる歪み eij と剛体回転量 ωk (1.24)を求めよ。ただし、式 (1.22)の形のような、2×2の行

列で示せ。

(b) 地殻のせん断弾性率 µを 27GPaと仮定して、応力テンソルの各成分の年間の変化量を求めよ。ただ

し、2×2の行列の形で、単位は適当に選んで示せ。

(c) 地殻のせん断弾性率 µを 27GPaとし、初期のせん断応力がゼロと仮定して、200年後の断層面をはさ

むせん断応力の成分はどのくらいになるか。

(d) もし 200年に一度、大地震が起こってそれまでに断層に蓄積された歪みをすべて解放するならば、こ

の断層面上でのせん断応力の絶対値はどんなことを示すことになるか。

(e) 変形の大部分が断層帯の幅 50kmよりも狭い領域で起こっていると観測されているが、このことは断層

についてどんな情報を与えているか。

(f) 下図をよく見ると、断層をはさむ両側の領域で変形パターンが異なっている。この特徴については、

研究者の間でもまだ解明されていない。あなたならどんな要因を考えるか。（参考文献：Schalzle et al., J.

Geophys. Res., 111, B05403, doi 10.1029/2005JB003843, 2006）

2.11 太陽（内部は固体ではなく縦波である音波のみ伝わる気体状態）の速度分布を下図に示す。太陽内

部での音速が地球内部に比べて（PREMモデルの値を参照）、はるかに大きい。これは、太陽では密度が小

さいのか、体積弾性率が大きいのか、あるいは両方とも原因となっているかを考察せよ。
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2.12 下図のように、カリフォルニア州南部のメキシコとの国境近くに、カリフォルニア大学サンディエ

ゴ校の Pinon Flat Observatory（PFO）という観測所がある。ここでは高性能の歪み計測系を用いて、地

殻変動の連続観測が行われている。

(a) PFOの深さ 5 kmでは P波速度が 6 km/s、S波速度が 3.5 km/sで、密度が 2.7 Mg/m3とする。この

深さでのラメ定数（λ, µ）を求めよ（単位は Pa）。

(b) 1992年にマグニチュードが 7.3の Landers地震が図のように、PFOから北に約 80 kmの所で発生し

た。この地震の後で、PFOの歪み計はこの地震の前後で大きな歪み変化を観測した。歪みテンソルの水平成

分の変化量は、それぞれ以下のようである：e11 = −0.26× 10−6, e22 = 0.92× 10−6, e12 = −0.69× 10−6。

ここで、添字の 1は東、2は北方向を正とする。これらの歪み変化は地震時に一瞬にして起こったと、ここ

では仮定する。これらの歪み変化は深さ方向にほぼ一様だと仮定して、(a)で求めた値を用いて、Landers

地震時の PFOの深さ 5 kmでの応力変化量を求めよ。すなわち、σ11, σ22, σ12の各成分を求めよ。ここで

は、すべて水平の２次元問題とみなす、すなわち、鉛直方向には歪みはなく、歪み分布は深さ方向には一定

と仮定する。

(c) Landers地震における PFOでの主歪み軸の方向（水平面内での）を求めよ。ただし、方位（真北から

時計周りでの角度）で答えよ。

(d) 地震による影響以外に、PFOでは継続的な長期の地殻変動が観測されている。その大きさは１年平均
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で次のようである：e11 = 0.101× 10−6, e22 = −0.02× 10−6, e12 = −0.005× 10−6。つまり、この長期的

な変動はだいたい東西方向に伸張のパターンである。この歪み速度（歪み率）が過去 1,000年間に同じよう

に継続していたとして、最初に応力ゼロとした場合に、PFOの深さ 5 kmでの応力テンソルの各成分を求

めよ（この仮定はそれほど間違ってはいないであろう。）なお、ここでは深さ 5 kmでかかる静水圧による

成分は除くとする。

(e) PFOの近くに面積 1 km2 の土地を持つ Bobという名の農夫がいたとする。彼は自分の土地を正確に

測量し、その境界線にフェンスを作った。(d)に示す長期的な地殻変動によって、農夫の Bobは自分の土地

が毎年どのくらい広くなっていくか、あるいは狭くなってしまうか、計算せよ（つまり、フェンスのずれ

でそれが確認できる）。また、Landers地震の際には、土地の面積にどのくらい増減があったかも、計算せ

よ。解答は m2 を単位とせよ。

(f) 鉛直な断層で走行の方位が 0から 170度までの範囲で 10度毎について、その面の応力値を求める簡単

なプログラムを作れ（以下、電卓などで求めてもよい）。そして、(b)および (d)でそれぞれ求めた応力テン

ソルについて、断層の方位に対してのその断層面上の応力のせん断と法線の２成分の対応表を示せ。なお、

(b)の Landers地震についての応力変化は、前後の相対的な差であって絶対的な応力の値ではないことに注

意。そして、(b)および (d)の２つのそれぞれの場合で、せん断応力が最大となる断層の方位を求めよ。

(g) 最近のいくつかの研究では、大地震後のその周辺の地震の空間分布について、モデル化を行なっている。

そこでは、ある断層面に沿っての地震発生の確率がクーロン破壊関数（Coulomb failure function, CFF）と

呼ばれる値に関係していると考える。地殻の構成物質における間歇流体圧（pore pressure、空隙や割れ目

に入って強度の一部を支えている流体の圧力）の効果を除くと、CFFの変化は以下に与えられる：

∆CFF = ∆ |τ | +µs∆σ

ここで、τ は仮定した面のせん断応力、σは法線応力（第１章の図 1-1を参照）、そして µsは静止摩擦係数

である（注：これは初等力学の斜面を滑り落ちるブロックの問題に出てくる係数であり、せん断弾性率 µと

は異なる。(h)で触れるように、この ∆CFFの値がある基準値を越えた場合にブロックが斜面を滑り始め

るのと同じように、断層面が動く、つまり地震が発生するというモデルである）。この定義からわかるよう

に、考えている面のせん断応力が増えたり、あるいは法線応力が減るに従って、CFFは増加する（法線応

力については、伸張が正で、圧縮が負の符号で定義されたことに注意）。µs は 0.2として、(f)のプログラ

ムに様々な方位の断層面に対する ∆CFFを計算する機能を追加せよ。そして、(d)に示すこの地域での長

期的な歪み変化によって、各方位の断層面に対する毎年の∆CFFの一覧表を示せ。

(h) 一つの断層はそこでの長期的な∆CFF値がある基準値を越えた瞬間に動く、つまり地震が発生すると

仮定する。次の地震までにかかる時間はこの考えからすると、以下のように表わされる：

∆t =
CFF1000+L − CFF1000

CFFa

ここで、CFFa は (g)の最後で求めた CFFの年間変化量で、CFF1000 はその 1,000年間の変化量、そして

CFF1000+Lは 1,000年間分と Landers地震での変化量の和である。ここで、CFF1000+L ̸= CFF1000+CFFL

となっていることは重要なので、注意せよ。(g)で求めた各方位の断層について、Landers地震の影響は、

その断層での次の地震までの時間を早めたか、遅らせたかを調べよ。すなわち、上の∆tを年を単位に求め、

早めるならば正に、遅らせるなら負となるように符号も付けて表わせ。また、この答えと、その断層面上で

のせん断応力の値とを比較せよ。一般的には（必ずしもそうでない場合があるが）、地震が発生する時間は

長期的な変動と Landers地震によるせん断応力（歪み）の変化が同じ符号（どちらも正か、どちらも負の

場合）ならば早くなり、符号が異なると遅れるはずである。

(i) Landers地震の後で PFO周辺の微小地震活動は、実際には増加することはなかった。この観測事実は

CFFモデル（∆CFFがある基準値を越えると地震が発生する）に対して、どのようなことを示唆するか、

考察せよ。

（注：この問題の (f)-(h)（とりわけ、(h)）においては符号を正しく取り扱う点に、細かな注意が必要とな
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る。応力成分の変化量は正にも負にも成りうるからである。正しく扱う方法の一つとしては、それぞれの断

層の走行方向に対して次の２つの単位ベクトルを定義するとよい：断層に平行なベクトル f̂ と、直交する

ベクトル p̂とする。応力テンソルにベクトル p̂を掛けて、traction（応力ベクトル、式 (1.12)参照）を求

める。そして、この tractionというベクトルと f̂ または p̂の内積を計算することで、せん断応力または法

線応力をそれぞれ求めることができる。

3.1 周期 T と角周波数 ωとの関係と同じような関係にあるのは、波長 λと次のどの関係か？(a) 波数 k、

(b) 速度 c、(c) 周波数 f、(d) 時間 t、(e)これらどれとでもない。

3.2 図は xの正の方向に速度 5 km/sで進む正弦波（三角関数で表現できる）について、t = 0での様子

を示す。

(a) この波の変位 uを、xと tの関数として示せ。

(b) この波によって生じる最大の歪みの値を求めよ。

3.3 一様な媒質において x 方向に進むような次の２種類の単色（周波数一定）の平面波を考える：(a)

ux = A sin(ωt− kx)という P波、(b) y方向に振動する S波、つまり、uy = A sin(ωt− kx)。それぞれの波

について、応力テンソルがゼロでない成分を示せ。（ヒント：まず歪みテンソルの各成分を求め、Hookの

法則から応力テンソルの各成分を求めればよい。）

3.4 P波の正弦波が速度 10 km/s の均質の固体を伝搬しているとする。もし最大歪みの値が 10−8 であ

れば、次のそれぞれの周期の場合について、最大振幅の値を求めよ。(a) 1 s, (b) 10 s, (c) 100 s。

3.5 点震源から球面対称的に S波を放出することは可能であるか。また、爆発型の震源から S波を放出

するにはどんな条件が必要か。

3.6 講義では平面波として、P波の伝搬を扱った。一般の媒質については、u = ∇ϕというスカラーポテ

ンシャル ϕ(x, t)によって P波は表現される。これを弾性方程式 (2.23)に代入すると、３次元の波動方程式

∇2ϕ(x, t) =
1

α2

∂2ϕ(x, t)

∂t2

を満たす。このラプラシアン∇2 を極座標で表現して、球面対称であれば、以下になることを示せ：

1

r2
∂

∂r

[
r2

∂ϕ

∂r

]
=

1

α2

∂2ϕ(r, t)

∂t2
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さらに、原点（r = 0）以外の点では、以下の形の解が上の方程式を満たす事を示せ（これは原点から球面

状に広がる、または集まる波で、振幅が半径 rに反比例し、球面波（spherical wave）と呼ばれる）：

ϕ(r, t) =
f(t± r/α)

r

ただし、f は任意の関数である。

3.7 一様な媒質中を x方向に進む S波の平面波は、以下の１次元の波動方程式に従う：

∂2u(x, t)

∂t2
= β2 ∂

2u(x, t)

∂x2

ここで、uは変位である。差分法を用いたプログラムを作成し、長さが 100kmで β=4 km/sの棒について、

この方程式を数値的に解け。長さのメッシュは dx=1 kmで、時間のメッシュは dt =0.1 sとする。震源は

x = 50 km で、以下のような時間関数とする：

u50(t) = sin2(πt/5), (0 < t < 5 s)

境界条件としては、x = 0 kmで応力がゼロで、x = 100 km で固定とする。２階の空間微分は以下の形式

を用いること（ui = u(xi, t)、中央差分と呼ぶ）：

∂2u(x, t)

∂x2
≃ ui+1 − 2ui + ui−1

dx2

結果としては、u(x)を 1から 33秒まで 4秒ごとにプロットせよ。そして、震源からのパルスが速度 4 km/s

で伝搬していることを確認せよ。両端に波が到達した場合に、反射した波はどのようになっているかも調べ

よ。最後に、右から来たパルスと左から来たパルスが交差する時に、どのような現象が起こっているかも観

察せよ。

（ヒント：Shearerの本の 3.9章を参照し、またプログラムの中核となる部分については３章の章末問題

に示されている。）
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追加問題
1 100km離れている地点 Aと Bについて、ある観測期間でそれぞれの点が以下のように動いたことが観

測されたとする（例：この２点からずっと離れたある点を基準として、そこからの変位を GNSS測量で測

る）。それぞれのゼロでない歪みテンソルの成分の値を示せ。ただし、北を y軸、東を x軸の正方向とする。

2 図は海底に設置されたGPS観測点が、2011年東北沖地震の前に比べて発生後にどのくらい移動したか

を示す（水平と上下方向）。MYGI とMYGWの間、およびMYGIと FUKU間の平均的な歪みテンソルの

各成分の変化量を求めよ（ヒント：緯度１度は約 110km）。ちなみに、このような歪みが太平洋プレートの

沈み込み（約 8cm／年で東から）で 1,000年以上も蓄積されて、一度に解放されたと推定される。(文献：

Sato et al., Science, 19 May 2011, doi:10.1126/science.1207401)
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