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 漁港施設の耐震性能照査は、水産庁の「漁港・漁場の施設の設計参考図書」により、震源特

性、伝播特性、サイト特性を踏まえて工学的基盤における地震動波形を与え、表層地盤や構造

特性を考慮して地震作用を算定する方法が示された。本論文では、様似漁港における設計地震

動設定にあたり、漁港内の工学的基盤深さや岩質の違いによる地質特性、および中規模地震が

頻繁に発生する地域的特性を踏まえた検討について報告するものである。 
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1. はじめに 

 近年、東日本大震災を契機に、新しい知見により漁港

施設に対する耐震設計の手法が見直されている。これま

では、地域別震度、地盤種別係数、重要度係数を乗じて

設定する震度法によって設計震度を設定したが、地震波

形の持つ周波数特性や継続時間の影響が考慮されていな

いことから、新たに、震源断層の破壊過程の影響（震源

特性）、震源から地震基盤に至る伝播経路の影響（伝播

経路特性）、地震基盤上に存在する堆積層の影響（サイ

ト特性）の3つの特性を考慮した地震動を設定して照査

用震度を求める考え方が示された。 
港湾施設では平成19年に改訂された基準に、これらの

地震特性の影響を考慮した手法が導入されるとともに、

国土交通省国土技術政策総合研究所にて、全国の各港湾

に対応したレベル１地震動波形が公開されている。 
漁港施設についても平成23年の東日本大震災を契機に、

被災時の教訓や新しい知見を踏まえ、平成27年に水産庁

から「漁港・漁場の施設の設計参考図書」が公表され、

港湾基準の考え方に準じた照査用震度の設定方法が示さ

れた。しかし、漁港施設については、レベル１地震動が

設定されていないため、新しい手法により照査用震度を

求めるためには、まず、各漁港ごとにレベル１地震動を

設定する作業が必要となる。北海道内の第3種、第4種漁

港については、これまで係留施設等の設計時に、随時、

漁港ごとにレベル１地震動の設定を行ってきた。 
 本報文では、様似漁港において今後整備を予定してい

る係船岸等の設計に考慮し、新たな手法によるレベル１、

レベル２地震動の検討を行い、当該漁港における地域特

性を考慮した地震動の検討内容をまとめたものである。 
 

2. 様似漁港の地域特性 

様似漁港は日高中部に位置する唯一の第3種漁港であ

り、流通拠点漁港として水産業の競争力強化を目指した

取り組みが進められているほか、大規模自然災害に備え

た対応力強化として、岸壁の耐震性を強化するなどの整

備が計画されている。様似漁港における地震動の検討に

あたって、地盤特性、ならびに過去の地震履歴について

以下に示す。 

 
(1) 地盤特性 
様似漁港周辺の地形は、東部のアポイ岳山麓斜面と丘

陵地域に大別され、海岸沿いには段丘地形と河口部の一

部には沖積低地や三角州が発達している。様似漁港の岩

盤深さは場所によって異なることに加え、図-2.1のとお

り、泥岩・砂岩の比較的軟弱な堆積岩（青字）が分布す 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-2.1 様似漁港の地盤調査位置図 
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図-2.2 様似漁港周辺で発生した中規模地震震央位置 

 

るほか、第1港区・第4港区には硬質な安山岩系の火成岩

（赤字）が存在している。また、第4港区の外西防波堤

周辺では岩盤が深く落ち込んでいる埋没谷（緑破線）が

確認されており、洪積層や沖積層が埋積している。 
一般に、硬い岩盤層が露頭している箇所では地震によ

る揺れは少なく、岩盤上の軟弱な堆積層が厚くなると長

周期の地震動となる傾向がある。 
 
(2) 過去の地震履歴 
当該地域は太平洋岸に位置しており、日本海溝や千島

海溝に近いことから、平成18年には内閣府中央防災会議

にて地震防災対策推進地域に指定されている。近年では、

平成15年十勝沖地震や平成23年東北地方太平洋沖地震等

の大規模地震により、様似漁港でも津波等の被害を受け

ている。また、他の地域に比べ昔から中規模地震も多く

発生しており、図-2.2に示すように、過去20年の間に周

囲150km以内で発生したマグニチュード4.5～6.0の中規模

地震は50件も記録されている。 

 

3. サイト増幅特性の評価 

地震動の地域特性を把握するうえで最も重要な要素は、

サイト特性である。サイト特性は、地表付近の堆積層が

地震波の振幅や周期、継続時間に与える影響のことで、

各地点の地盤条件により大きく異なるため、地震動算定

では、このサイト特性を正確に評価することが非常に重

要となる。サイト特性には、振幅に関する「サイト増幅

特性」と位相に関する「位相特性」が含まれており、こ

のうちサイト増幅特性は、全国に設置されている強震観

測地点で長期的な地震記録をもとに設定され、国土技術

政策総合研究所あるいは港湾空港技術研究所から公開さ

れている。前述のとおり、様似漁港内では工学的基盤と

なる岩盤の岩質や深さが場所によって異なることから、

地盤条件の違いによるサイト増幅特性の影響を確認する

必要がある。そこで、本検討では、漁港内で岩盤の岩質

と深さによるゾーン分けを行い、各ゾーンにおけるサイ

ト増幅特性の評価を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.1 常時微動観測位置図（漁港内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.2 代表地点での常時微動H/Vスペクトル比 
 
(1) 常時微動観測による評価 
本来、サイト増幅特性は、対象地点もしくはその近傍

（周囲 2km 程度）の地震観測記録に基づいて評価する

ことが望ましい。様似漁港周辺には、強震観測点の

「HKD110」（K-NET）と「HDKH07」（KiK-net）が 2km
以内に設置されている。ここでは、簡易的に漁港内のサ

イト増幅特性の傾向を確認するため、上記強震観測点 2
地点と、漁港内の地盤条件が異なる複数点で常時微動観

測を実施した。なお、常時微動観測結果である微動 H/V
スペクトル比の 1次ピーク周波数は、サイト増幅特性の

1 次ピーク周波数と概ね一致することが報告されている。 

図-3.1 に漁港内の常時微動観測点を示す。堆積岩分布

域の第 2港区と第 3港区で 3地点（③⑤⑦）、火成岩分

布域の第 1港区と第 4港区では岩盤深さも変わるため、

埋没谷を挟んで 5地点（①②④⑥⑧）で観測した。 
図-3.2に代表地点の微動 H/Vスペクトル比を示す。サ

イト増幅特性との調和性を議論するため、検討に用いる 
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表-3.1 ピーク周波数による地盤特性の分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.3 サイト増幅特性の補正例（ゾーンＣ） 
 

周波数帯域は工学的意義、およびスペクトルインバージ

ョンの精度を考慮して 0.1～10Hz とし、スペクトル比の

ピークの判定は明瞭に視認できるものとした。また、構

造物の安定性の観点から重要な周波数帯域として、0.5
～5.0Hz をゾーニングの目安とした。スペクトル比のピ

ーク周波数により漁港内の地盤特性を大きく 4つのゾー

ンに分類した結果を表-3.1 に示す。ピーク周波数が 7Hz
前後となる 3 地点をゾーンＡとし、10Hz 前後となる 2
地点をゾーンＢ、3Hz 前後となる 1地点をゾーンＣ、明

瞭なピークが見られない残り 2地点をゾーンＤとした。 
 当漁港では地盤の違いによりピーク周波数が大きく異

なり、場所によって 3.0～10Hz まで変化するため、地震

動に与える影響も大きいと考えられる。しかし、耐震設

計の観点からは、漁港内で複数の地震動を与えることは

煩雑になるため、必ずしも実務的ではない。よって、本

検討では、構造物に影響を与える 0.5～5.0Hz 周辺にピー

ク周波数が存在するゾーンＡとゾーンＣを抽出し、サイ

ト特性や地震動について検討した。なお、比較対象とし

て、ピークが存在しないゾーンＤについても検討した。 

(2) サイト増幅特性の補正 
様似漁港のサイト増幅特性については、前述の微動

H/Vスペクトル比をもとに近傍のサイト増幅特性を補正

して設定する。補正元となるサイト増幅特性については、

「HKD110」と「HDKH07」の2つを用いる。 
 図-3.3にゾーンＣのサイト増幅特性の補正例を示す。

上段に示す微動H/Vスペクトル比の一次ピーク周波数が、

ゾーンＣと補正元（HKD110）で一致するように、下段

のサイト増幅特性のピーク周波数もグラフ上で平行移動

し、それをゾーンＣのサイト増幅特性として設定した。

ただし、ゾーンＤについては明瞭なピークが存在しない

ため、同じようにピークが見られないHDKH07のサイト

増幅特性を補正せずにそのまま使用した。 
 

4. レベル１地震動の設定 

(1) 地震波形の設定 

次に、各ゾーンで求めたサイト増幅特性と位相特性を

考慮して、既存の近傍のレベル１地震動波形を補正して

各ゾーンのレベル１地震動波形を設定した。図-4.1 に算

定したレベル１地震動の基盤加速度波形を示す。補正元

となる近傍港湾の地震波形としては、浦河港レベル１地

震動波形を使用した。ここに、基盤とは工学的基盤を指

す。いずれもレベル１地震動としては非常に大きい最大

加速度となっており、浦河港では 250Gal 程度だったの

が、ゾーンＡでは 474Gal、ゾーンＢで 452Gal、最も小さ

いゾーンＤでも 347Galであった。 
 
 (2) 照査用震度による比較検討 

 求めたレベル１地震動のうち、ピーク周波数の影響が

大きいと考えられるゾーンＡとゾーンＣについて、仮定

条件のもとに照査用震度を算出し、その結果を比較して

様似漁港における地震特性について検討した。なお、ゾ

ーンＤについては岩盤が浅く、サイト増幅特性にピーク 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4.1 レベル１地震動（基盤加速度波形） 
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周波数が確認できないことから、本検討では省略する。 

表-4.1に照査用震度の算定結果一覧を示す。 

ここで、漁港施設における重力式岸壁の照査用震度算

定方法については、壁高（設計水深）の違いにより、以

下のように周波数フィルターを使い分けて算定すること

となっている。 

 ・設計水深-5.5m以浅：小型岸壁フィルター 

 ・設計水深-5.5m以深：港湾基準フィルター 

 この違いにより照査用震度も変わるため、本検討では、

両手法による比較検討を行うものとする。 

 また、照査用震度算定時における一次元地震応答解析

を行う際の地盤剛性は、一般的に、PS 検層結果のせん

断波速度（Vs）から求めることとなっているが、簡易

式によりＮ値から設定することも可能である。そのため、

本検討では両方の設定方法による違いも考慮して比較検

討を行う。以下に地盤剛性の各設定方法を示す。 

①PS検層結果による設定方法 

G0＝ρ×Vs2（kN/m2）          式(1) 
②Ｎ値からの設定方法 

G0＝14,100×Ｎ0.68（kN/m2）                          式(2) 
ここに、G0：初期地盤剛性（kN/m2） 

     ρ：各土層における地盤飽和密度（t/m3） 

     Vs：せん断波速度（m/s） 

     Ｎ：Ｎ値 

各検討ケースのうち、照査用震度が最も大きくなるケ

ースは、ゾーンＣのケース 5とケース 7となる。地震波

形については、いずれのケースについても、ゾーンＣの

波形を使用した方が照査用震度が大きくなる傾向が確認

された。地盤剛性の設定方法の違いによる照査用震度の

差は、0.03 程度であった。また、設計水深（周波数フィ

ルター）の違いによる差は非常に大きく、条件によっ 

 
表-4.1 照査用震度算定結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4.2 レベル１地震動のフーリエスペクトル 

ては0.10程度変わる可能性がある。 

 以上の結果より、最大基盤加速度はゾーンＡが最大と

なったが、照査用震度ではゾーンＣの方が大きくなった。

これは、図-4.2のフーリエスペクトルに示すようにゾー

ンＡの地震波形にはゾーンＣより高周波成分が多く含ま

れており、照査用震度算定時にはフィルター処理によっ

てこの部分が低減されたため、照査用震度としてはゾー

ンＣの方が大きく算定されたものと推察する。よって、

様似漁港において構造物に最も影響を与えるレベル１地

震動波形としては、ゾーンＣを採用することとした。 

 

5. 様似漁港における地震動特性 

(1) レベル２地震動との比較 
これまでの検討の結果、様似漁港のレベル１地震動は

非常に大きい基盤加速度になることが分かった。そこで、

本検討では仮想条件のもとでレベル２地震動を設定し、

レベル１地震動との比較を行った。ここに、レベル２地

震としては3つの地震を算定しているが、そのうち、ど

こでも起こりうる地震のM6.5直下型地震を当該箇所に最

も影響を与える地震として検討対象に設定した。図-5.1
にM6.5直下型地震（NS成分とEW成分）の基盤加速度波

形を示す。最大基盤加速度は370Galで、工学的基盤にお

けるレベル１地震動と比較すると、様似漁港では、レベ

ル２地震よりもレベル１地震の方が最大加速度が大きく

なる結果となった。このことから、地震基盤から上の堆

積層における各地震動の変化を確認するため、様似漁港

における地震基盤、工学的基盤、地表面でのレベル１と

レベル２の地震動の違いについて検証を行った。 
 表-5.1に、様似漁港のレベル１地震動とレベル２地震

動（M6.5直下型地震2成分）について、地表面、工学的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5.1 M6.5直下型地震（基盤加速度波形） 
 

表-5.1 堆積層での地震動比較結果 
 
 
 
 
 
 

高周波域 高周波域 
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図-5.2 近隣港湾・漁港・強震観測点位置図 
 

表-5.2 加速度比較結果（レベル1地震） 
 
 
 
 
 
 
 

基盤、地震基盤での最大加速度と最大速度の値を一覧に

示す。表の赤字は、各項目ごとに最大となる波形の値を

示す。地表面と工学的基盤の最大加速度でレベル１地震

動が最大を示しているが、地震基盤においては、レベル

２地震動の方が大きい値となった。また、最大速度につ

いては、地表面、工学的基盤、地震基盤いずれもレベル

２地震動の方が大きい結果となった。 

 これより、地震基盤まではレベル１地震とレベル２地

震はほぼ同程度、あるいはレベル２地震の加速度の方が

大きい傾向だが、地震基盤より上の堆積層（工学的基盤

層も含む）の影響で、レベル１地震波形の加速度が増幅

していることが分かった。ただし、速度で言えば、レベ

ル２地震の方が大きいことから、施設の変形等に与える

影響としては、両方とも同程度であることが想定される。 
 
(2) 周辺港湾・漁港との比較 
 次に、同じ日高管内である様似漁港周辺の港湾・漁港

における地震動との比較を行った。図-5.2に、様似漁港

近隣の港湾、漁港、および強震観測点の位置を示す。 
a) レベル１地震動による比較 
三石漁港、浦河港、様似漁港、えりも港におけるレベ

ル１地震動の最大加速度を比較した結果を表-5.2に示す。

基本的に、当該地域では浦河港のレベル１地震動の震源

特性と伝播経路特性は共通であると仮定しているため、

地震基盤上の最大加速度（=60.49Gal）は各地点とも同じ

となっているが、工学的基盤面上になると、浦河港で

250.31Gal、三石漁港で281.01Galであるのに対して、様似

漁港では451.83Galと他に比べて非常に大きな増幅が見ら

れた。一方、えりも港では加速度の増幅が非常に小さい

ことが分かった。 

b) 実地震による比較 

 レベル２相当の過去の被災地震である「平成 15 年十

勝沖地震」を対象に、同地域の強震観測点での地震記録

と、様似漁港と三石漁港のサイト特性を考慮して算定し

た同地震の最大加速度を比較した結果を表-5.3 に示す。

強震観測点での値は、各地点で実際に記録された加速度

値である。地震基盤まで同じ共通の震源特性・伝播経路

特性を有していると仮定すると、レベル１地震動と同様

に、浦河・様似地域で加速度が大きく増幅しているのに

対して、えりも地域では増幅が小さい傾向にある。また、

三石漁港、浦河港については様似漁港と同様に、レベル

１地震動より地表面最大加速度が小さい値となった。 
 
(3) 設計地震動の考察 
 図-5.3 に、地震調査研究推進本部の「全国地震動予測

地図」より引用した地震基盤上面深さの推定分布図を示

す。三石から様似にかけては地震基盤深さが 1,500m～

2,000m 程度となっているが、えりも付近では 500m 程度

と地震基盤が浅くなっている。図-5.4 には、同じく「全

国地震動予測地図」より引用した工学的基盤（ここでは

Vs=400m/s相当としている）から地表に至る表層地盤で 

 
表-5.3 加速度比較結果（平成15年十勝沖地震） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5.3 地震基盤深度の推定分布図 
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図-5.4 表層地盤最大速度増幅率分布図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5.5 サイト増幅特性の比較 
 

の最大速度増幅率の分布を示す。これより、当該地域の

増幅率は概ね 1.0 前後の地盤であることが分かる。各地

点で設定されているレベル１、レベル２地震動について

も、工学的基盤と地表面で最大加速度にあまり大きな変

化は見られないことから、工学的基盤から上での増幅は

あまり大きくないと考えられる。 
また、図-5.5には三石漁港、浦河港、様似漁港のサイ

ト増幅特性を示す。様似漁港のサイト増幅特性が他と比

べて明確な振幅のピークが確認できることから、様似漁

港における地表面最大加速度が周囲の港湾・漁港よりも

非常に大きくなっている一つの要因であると考えられる。 
 

6. おわりに 

 以上のことから、様似漁港における地域特性を考慮し

た地震動の設定手法に関する考察を以下に示す。 

 

① 様似漁港のレベル１地震動は、照査用震度が最大と

なるゾーンＣ（サイト増幅特性のピーク周波数が 3.0Hz
程度）の波形を代表波形とする。 

② 当該地域は中小地震の多発地帯であることから、三

石漁港や浦河港と同様に、レベル１地震動の最大基盤加

速度がレベル２地震動と同等か、もしくは大きくなる傾

向にある。このため、動的変形解析などレベル２地震動

を用いた検討を行う場合には、レベル１地震動の波形に

ついても検証する必要がある。 

③ 当該地域の地震波形は、地震基盤から工学的基盤に

至る深層地盤で加速度が増幅していると考えられる。 

④ 様似漁港におけるサイト増幅特性は、周辺の三石漁

港や浦河港とは異なり、振幅のピークが見られることか

ら、他と比べて地表面の最大加速度が大きくなっている

ものと考えられる。 
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