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道路や鉄道などの維持管理において落石の危険度の診断は必要不可欠である．しかし，診断を要する地点が
多いことなどから，簡易な診断方法の確立が必要である．本研究では，不安定と考えられる岩塊に複数個の常
時微動計を設置し同時測定を行い，パワースペクトルならびにスペクトル比，位相差を算定し，岩塊の振動特
性を検討した．その結果，岩塊の常時微動においては，振動数によって岩塊が基盤岩と一緒に振動する並進振
動や岩塊固有のロッキング振動が重ね合わされたスウェイ振動など様々な振動が生じていること，基盤岩の振
動レベルが小さい場合にはスウェイ振動が生じているが，基盤岩の振動レベルが大きくなると岩塊固有の振動
が励起され，ロッキング振動に切り替わることがあること，などが明らかになった．
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1. はじめに

道路や鉄道などの維持管理において落石の危険度の
診断は必要不可欠である．しかし，診断を要する地点
が多いことや，経年変化によって危険度が増加するた
め，継続的に診断を行う必要があることなどから，簡
易な診断方法の確立が必要である．このため，常時微
動の累積振幅比を用いた評価方法 ��や H/Vスペクトル
比を用いた評価方法 ��などが提案されている．本研究
では，岩塊の上部と下部の常時微動を同時観測し，岩
塊の振動特性を検討した．

2. 常時微動観測と解析

(1) 常時微動観測の概要
常時微動観測は加波山採石場（茨城県）において行っ

た．図–1(a)に常時微動観測を行った岩塊とセンサーの
設置位置を示す．常時微動観測は 2つのセンサーをそ
れぞれ岩塊の下部（CH1）と上部（CH2）に同じ方向に
設置し，同時観測を行った．図–1(b)に岩塊下部のセン
サー設置状況を示す．岩塊下部のセンサーは岩塊にネ
ジ止め，岩塊上部のセンサーは単に岩塊の上面に置い
てあるだけである．
観測は加振条件やセンサーの方向を変えながら行っ

た．観測の概要を表–1に示す．表中，斜面方向水平成
分とは，岩塊の位置する斜面の最大傾斜方向を水平面
に投影した方向，斜面平行方向水平成分とは斜面方向

CH 1

CH 2

斜面方向
斜面平行方向

(a)

(b)

図–1 (a)常時微動観測を行った岩塊とCH 1～CH 3のセンサー
設置位置，(b)岩塊下部（CH 1）のセンサー設置状況



表–1 観測の諸元

観測 方向・成分 加振条件
2回 斜面方向水平成分 加振なし
4回 斜面方向水平成分 重機による加振
2回 斜面平行方向水平成分 加振なし
4回 斜面平行方向水平成分 重機による加振

水平成分に直交する水平方向，すなわち斜面の走向で
ある．また，加振とは岩塊の近くでバックホー (20 t弱）
を前後に移動させて振動を起こしたものである．なお，
測定を行った岩塊の表面の傾斜が大きいため，設置方
向に関しては少なからず誤差が含まれている．
観測には東京測振製のサーボ式速度計VSE-15Dを用

いた．この振動計は 10�cm/sの感度と 0.2 Hz～70 Hzの
範囲でフラットな特性を有する．測定はすべて，サン
プリングレート 500 Hz とし，一回の測定で 16.4秒間
（8,200データ/CH）収録した．

(2) スペクトル解析

a) パワースペクトル

（片側）パワースペクトルは次式の定義に従い，FFT

を用いて算定した．
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解析時間長である．得られるパワースペクトルの振動数
間隔は 0.0305 Hz，また，得られた生スペクトル �����

にはバンド幅 0.25 Hzの Parzenウィンドウを施して平
滑化を行っている．なお，観測値が 0.1 cm/s単位の速度
値であるため，パワースペクトルの単位は�0.01cm�/s

である．

b) パワースペクトル比と位相差スペクトル

本研究におけるスペクトル比は同時観測された岩塊
下部と上部のパワースペクトルの比であり，2点の振動
の振幅比の二乗値に相当する．また，位相差スペクト
ルは同時観測されたフーリエ成分（式 (2)の ������）同
士の位相差 �であり，次式のように��
Æから �
Æの
範囲になるように求めた．これは次節で述べるように，
岩塊の振動を論じる上で，
Æ，��
Æの位相差が重要で

(b)

(a)

図–2 位相差スペクトルと並進振動，ロッキング振動の振幅
との関係

あるためである．
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ここで �，� は同時観測された岩塊上部と下部のセン
サーを示し，�������はフーリエ成分 ��の偏角を表す．

c) 位相差スペクトルについて

岩塊の弾性変形を無視し，岩塊の振動が並進振動と
ロッキング振動の和で表されるとすると，岩塊の上下
の二点A，Bにおける振動数領域の振幅 ������，������
は次式で表される（図–2(a)参照）．
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ここで，� は並進振動の振幅，� はロッキング振動の
角度振幅，��，�� はロッキング振動の中心から 2点
A，Bまでの距離，�は並進振動とロッキング振動の位
相差である．なお，ここでは簡単のため，二点 A，Bと
ロッキング振動の中心（図–2(a)中 �）が同一直線上に
あるものと仮定した．
式 (5)(6)より，2点 A，Bの位相差 �は図–2(b)のよ

うに表される．この図から，ロッキング振動が小さく



並進運動が支配的な場合には � � 
Æ，ロッキング振動
が卓越し，並進振動が無視できる場合には � � ��
Æと
なる．また，どちらの振動も無視できない場合（スウェ
イ振動）には中間の値をとる．この場合，ロッキング振
動と並進振動の間に関係性がなく独立な場合には，そ
れぞれの振動数成分に対して �がランダムな値をとる
ため，位相差スペクトルは 
Æを中心に幅を持って分布
する．一方，並進振動がロッキング振動の原因となる
等，ロッキング振動と並進振動の関係性が高い場合に
は �がばらつかないため，位相差はばらつきが小さく，
かつ，振動数の変化に対して連続的に変化するものと
考えられる．

3. 斜面方向水平成分の振動について

(1) パワースペクトル

図–3(a)(b)に斜面方向水平成分のパワースペクトル
を示す．図中，実線が重機による加振を行った場合，破
線が加振を行わない場合を示す．

2点のパワースペクトルは 6～20 Hz程度の成分が強
く，中でも 6～12 Hz程度の成分が特に強いことがわか
る．加振を行った場合について詳しく見ると，CH1，CH2

ともに 9.5 Hz付近に小さな谷が見られ，後述するよう
にこの振動数付近を境にして両側で振動モードが変化
している．加振の有無による違いをみると，6～9 Hzに
は加振の有無に依らずにピークが現れているのに対し，
10～12 Hzでは加振を行った場合のみにピークが現れて
いるという違いがある．

(2) スペクトル比と位相差スペクトル

重機による加振を行わない場合と加振を行なった
場合のスペクトル比と位相差の分布をそれぞれ，図–

3(c)(d)に示す．5 Hz以下の低振動数帯域と 20 Hz以上
の高振動数帯域においてともにスペクトル比のばらつ
きが大きくなっているが，これはこの振動数帯域の振
幅が小さく，SN比が低くなるためである．一方，それ
以外のパワースペクトルの大きい振動数帯域では，そ
れぞれ同一条件の観測ごとに互いに似た形状を示して
おり，この振動数帯域では岩塊の振動特性が捉えられ
ているものと考えている．
a) 並進振動成分
図–3(c)(d)を見ると，加振のない場合 5～8 Hz，加振

を行った場合には 5～9 Hzの範囲でスペクトル比が1前
後を示し，かつ，位相差が 0Æ付近に集中している．こ
の 2つのことから，岩塊の下部 CH1と上部 CH2がほ
ぼ同位相，同振幅で振動していることがわかる．従っ
て，この振動は岩塊の回転を伴わない，岩塊の位置す
る基盤岩に起因した並進振動によるものであることが

わかる．図–3(a)(b)のパワースペクトルに見るように，
この振動が斜面方向の振動の主要な成分の一つである．
b) ロッキング振動成分とスウェイ振動成分
次に，加振を行った場合のパワースペクトルの 2番

目のピーク（10～12 Hz）に着目すると，スペクトル比
には 10倍程度のピークが生じており，岩塊の上部が下
部よりも大きく揺れる，すなわち，岩塊の下部近くに
中心があるロッキング振動の傾向が現れている．また，
位相差もこの振動数帯域で��
°程度の範囲で変化が
認められ，分布の様子から振動数と位相差の間には何
らかの関係があるものと考えられる．
加振を行った場合の 12～20 Hzの範囲に着目すると，

スペクトル比の値はあまり明瞭なピークを示さず，位
相差は 10～12 Hz の場合と異なり 0°を中心に ���°
程度の範囲に一様にばらついて分布している．これは
2(2)c)節で述べたようにスウェイ振動の特徴であり，こ
の振動数帯域ではスウェイ振動が生じているものと考
えられる．一方，加振のない場合には 10～20 Hzの範
囲で位相差が一様にばらついていること，スペクトル
比（最大で 3～4倍程度）も小さいことから，10～20 Hz

の範囲全体でスウェイ振動が生じているものと考えら
れる．すなわち，加振のない場合の 10～20 Hz程度の
スウェイ振動のうち 10～12 Hz付近では，加振によっ
てロッキング振動に切り替わったことがわかる．また，
このように切り替わった結果，この成分が 5～8 Hzの
並進振動成分とともに，加振を行った場合の振動の主
要な成分となっており，強震時にはこの振動成分によ
る岩塊の転倒・落下の可能性も考えられる．このよう
に，岩塊の振動特性は入力振幅に依存する非線形振動
の性質があることに留意しなければならない．
なお，上記のようにこの岩塊においては，この振動成

分が落石の原因となりうるものと考えているが，現状
では定量化された落石の危険度判定基準を得るまでに
は至っていない．今後とも詳細な振動計測を続け，岩
塊の振動に関する知見の蓄積に努めるとともに，振動
性状と岩塊の形状を考慮した落石の危険度判定基準の
作成を行いたい．
また，3.(1)節で指摘したように，並進振動によるピー

クとロッキング振動によるピークの間（9～10 Hz）には
パワースペクトルの明瞭な谷が存在し，この谷を与え
る振動数において位相差が強く乱れる（図中①）特徴
が見られる．この現象が並進振動からロッキング振動
に移行する遷移域で生じるとすると，岩塊の振動を検
討する上で有用な情報となることが考えられる．今後，
振動理論に基づいた解析的な検討を行いたい．
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図–3 斜面方向成分の観測結果．(a)，(b)はそれぞれ，CH1（岩塊下部）と CH2(上部）のパワースペクトルで，加振のない場
合とある場合の重ね書き，(c)，(d)はそれぞれ，加振のない場合とある場合のスペクトル比と位相差を示す．

4. 斜面平行方向水平成分の振動について

図–4に斜面平行方向水平成分の観測結果を示す．各
図は図–3と同じ順で示している．

(1) パワースペクトル
スペクトルの形状は岩塊上部と下部で互いに似てお

り，5 Hz程度から振幅が大きくなり，卓越振動数の 9～

10 Hzを過ぎるとなだらかに低下していく．斜面方向と
比べて，斜面平行方向のパワースペクトルは振動数に
対する変化が若干小さく，比較的なだらかな形状を示
している．また，斜面方向と比べて，加振の有無によ
る形状の変化が小さいこともわかる．
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図–4 斜面平行方向成分の観測結果．(a)，(b)はそれぞれ，CH1（岩塊下部）と CH2(上部）のパワースペクトルで，加振のな
い場合とある場合の重ね書き，(c)，(d)はそれぞれ，加振のない場合とある場合のスペクトル比と位相差を示す．

(2) スペクトル比と位相差

a) 並進振動成分

斜面平行方向の振動においては 9.5 Hz付近のごく狭
い範囲でスペクトル比が 1，位相差が 0°程度の値を示
しており（図中①・加振のない場合は不明瞭），この振
動数帯域で並進振動が生じていることがわかる．この
振動成分は振動数帯域は狭いものの，岩塊上部におけ

るパワースペクトルのピークを与えており，岩塊の振
動の主要な成分となっていることがわかる．

b) ロッキング振動成分

6.5～8 Hzの振動数帯域において，スペクトル比は 2

倍前後，位相差は 180°付近に集中して分布している．
このことから，この振動数帯域では岩塊の上部と下部
が互いに逆に動くような振動をしており，また，スペ



クトル比の値がそれほど大きくないことから，振動の
中心（不動点）が CH1と CH2の間にあるようなロッキ
ング振動が生じているものと考えられる．ただし，図–

4(a)(b)に見るように，この振動数帯域は岩塊上部のパ
ワースペクトルがピークに向けて増加している部分で
あり，6.5～8 Hz付近のスペクトル比のピークは岩塊下
部（CH1）の振動が岩塊上部よりも小さいことによるも
のである．
並進振動の振動数 9.5 Hzを過ぎると，位相差が 0°を

中心に ��
°程度の範囲に分布するスウェイ振動に移
行している．特に，加振を行わない場合には 10～20 Hz

までほぼ一様に位相差が分布しており，安定したスウェ
イ振動の帯域であるのに対し，加振を行った場合には
10 Hz，15 Hz付近にスペクトル比のピークが生じてお
り，前者（10 Hz）では岩塊上部のスペクトルのピーク
を与えている．また，後者においては位相差にもわずか
ながら変化も見られる．これらのことから，この振動
数では加振によってスウェイ振動からロッキング振動
に切り替わっているものと考えられる．図–1(a)に見る
ように，岩塊は斜面平行方向に長く，この方向のロッキ
ング振動が実際に生じることは興味深い．ただし，こ
れらの振動成分のスペクトル値は斜面方向のスペクト
ルのピーク値と比べて小さく，スペクトル比のピーク
は 6～8 Hzのロッキング振動と同様に岩塊下部の振幅
が小さいことによるものであり，岩塊の振動全体から
見れば落石を引き起こすような顕著なものではないと
考えられる．

5. 結語

加波山採石場において実施した岩塊の常時微動結果
について述べた．得られた結果をまとめると，
1. 岩塊の振動特性は並進振動とロッキング振動の重

ね合わせとして考えることができ，また，その振
動特性は振動数と入力振幅に依存する．

INVESTIGATION OF VIBRATION CHARACTERISTICS OF ROCK BLOCK

BASED ON MICROTREMOR MEASUREMENTS

Hidenori MOGI, Manabu TAKAHASHI, Masahiko OSADA and Shingo ARAI

Rock-fall hazard assessment is indispensable procedure in maintenance of roads and railway tracks. Since these infras-
tructure facilities are constructed throughout the country, a simple and quantitative evaluation of the hazard is desirable.
In this study, the differences between microtremors observed at the top and the bottom parts of a rock block were
investigated, and vibration characteristics of the rock block were examined. This revealed (1) the microtremor on the
rock block consisted of a translational vibration, a rotational vibration, or a sway vibration (a combination of rotational
and translational vibrations); (2) the sway vibration of the rock block might change to a rotational vibration due to an
increase of input motions at the bedrock.

2. 測定を行った岩塊の斜面方向水平成分の主要な振
動として，5～9 Hzの並進振動と 10～12 Hzのロッ
キング振動が確認された．後者は，加振を行わな
い場合には現れず，かつ，加振時の主要な振動成
分の一つであるため落石危険度を考える上で重要
な成分と考えられる．

3. また，斜面平行方向水平成分の主要な振動として，
スペクトルのピークを与える 9.5 Hz付近の並進振
動，ならびに，6～8 Hz のロッキング振動，10～
20 Hzのスウェイ振動（加振時には 10，15 Hzにお
いてロッキング振動に変化）が確認された．

岩塊の振動特性は，岩塊の載っている直下の基盤岩
の振動に起因する並進振動と岩塊固有のロッキング振
動の双方によって支配されており，岩塊の落石危険度
のうち，並進振動成分に起因する部分については主に
岩塊と基盤岩間の摩擦や引っかかりに関する量，ロッ
キング振動に起因する部分については，転倒モーメン
ト（地震力，重力と垂直抗力によるモーメント）を決定
づける岩塊の形状によって論じられるものと考えられ
る．今後，この視点から計測の実施，数理モデルの構
築を行い，振動性状と岩塊の形状や摩擦定数などを考
慮した落石の危険度判定基準の作成を行いたい．

謝辞： 株式会社石原石材・加波山採石場において常
時微動観測を実施させて頂いた．ご協力頂いた関係各
位に深謝の意を表す．
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