「第６編 係留施設」関係
資料

地震動及び設計水平震度の算定方法


本資料では、地震動及び設計水平震度の算定方法について種々の知見を示す。本資料は、
「第６編
係留施設」
、
「第２編第 11 章 地震力」及び「第２編第 12 章 液状化」の記述を補完するものである。
レベル 2 地震動を主な対象としているが、発生頻度の高い津波を引き起こす地震による地震動に対し
ても準用できる。なお、精度の異なる複数種の方法を記載しているので留意されたい。


．地域防災計画等にすでに示されている地震動の使用
地域防災計画は、都道府県及び市町村における防災計画である。防災基本法に基づき都道府県防災
会議及び市町村防災会議によって作成される。震災対策編をはじめ災害の種別に編が設けられ、各編
においては対応の時間に沿って「予防対策」
「応急対策」
「復旧対策」に分けられた記述がなされてい
る。地域防災計画では想定地震が定められていることがある。想定地震についての記述の程度は自治
体によって異なっている。地震の震源と規模のみを提示している場合もあるが、場所別に来襲する想
定地震動についても提示している場合もある。
また、国や研究機関によって想定地震やその地震動波形の提示がなされていて性能照査に用いるこ
とができる場合がある。
各地に来襲する想定地震動については、提示されているデータの内容に注意するのがよい。すなわ
ち、データの種類（最大加速度のようなパラメータのみか、地震動波形か）と、それがどの深度につ
いての値か（工学的基盤か、地震基盤か、それ以外か）に注意する。データの内容次第で、漁港の施
設に適用する際の計算方法が変わってくる。
また、地震動の算定方法並びに、地震動やそのパラメータがどのくらいの地理的範囲を対象として
与えられているか（たとえば地図上のメッシュ間隔）に注意するのがよい。すなわち、厳密ではない
方法で求められた地震動を用いて、漁港の施設の厳密な応答計算を行っても、それにより得られる結
果は厳密とは言えないことに注意する。
また、工学的基盤や地震基盤について、文献によっては、本書に示した定義とは若干異なる定義が
与えられていることも有るので注意するのがよい。定義の違いが小さい場合は同一と見なしてよいこ
ともあるが、違いが大きい場合には補正の計算を検討するのがよい。


．工学的基盤の地震動波形の設定方法（モデル波形を振幅調整する方法）
本項では、地域防災計画において工学的基盤における地震動波形が提示されていない場合や、地域
防災計画で定められた想定地震がない場合について、工学的基盤の地震動波形を算出する方法を述べ
る。
まず、施設を建設する地点（以下 A 地点と称す）の工学的基盤における最大加速度を、断層面から
A 地点までの距離とマグニチュードにより数式を用いて求める。この数式で得られるのは A 地点の工
学的基盤の最大加速度のみである。
次に、あらかじめ与えられたモデル波形を、数式で得られた A 地点の工学的基盤の最大加速度にな
るよう、振幅調整する。
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この方法による工学的基盤の地震動波形の算定法は、図 6-1-1 及び下記（1）～（3）によることが
できる。
本項の方法で得られる時系列波形及びそのフーリエスペクトルには、サイト特性は反映されない。

レベルの想定地震の抽出
過去の地震発生記録や活断層分布図
より建設予定地の工学的基盤に大き
な最大加速度を与えるであろう地震
を抽出

抽出した地震に対する工学的基盤最
大加速度をそれぞれ求める

最も工学的基盤最大加速度が大きく
なる地震動を選出（最大加速度が同
程度となる地震動が複数ある場合は
一つに絞り込まなくてよい）

プレート境界型地震の場合

プレート内型地震の場合

選出した地震動が
プレート境界型地震か？
プレート内型地震か？

モデル波形として八戸波、大船渡
波、新晩翠橋波を使用し、振幅調
整

モデル波形としてポートアイラン
ド波を使用し、振幅調整

どこにでも起こりうるレベル地
震動（賀祥ダム波を振幅調整しな
いで使用）

一次元地震応答解析へ



図  モデル波形を振幅調整することによる工学的基盤の地震動波形の算定方法


（） 性能照査に使用する地震の設定
次の 2 つの地震の中から工学的基盤最大加速度が最も大きくなる地震を選定し、それを性能照査
に使用する地震とする。

① 地震記録の残っている大規模な地震
歴史地震記録は、書物や論文等 1)2)3)4)を参考にし、その記録より地震の規模（マグニチュード）
と断層面距離を求める。
ただし、1884 年以前に発生した地震のうち、震央位置等の断層パラメータの信頼性が劣る地震
については除外する。
工学的基盤最大加速度は、式 6-1-1 から求めることができる 5)。
log10 (𝛼𝛼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ) = 0.53𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀𝑀10 (𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑋 100.53𝑀𝑀 ) − 0.00169𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋

……………（式 6-1-1）

ここに、

αSMAC：設計水平震度算出用の工学的基盤最大加速度（Gal［cm/s2］
）
M：マグニチュード
X：断層面距離（km）
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この式で算出される工学的基盤最大加速度は、SMAC 型強震計で観測される値に相当する。そ
のため、モデル波形を振幅調整して設計水平震度を求める場合にはこの式を用いる。
（モデル波形
を振幅調整して二次元地震応答解析を行う場合は式 6-1-7 を用いる。
）

工学的

*DO

図 6-1-2 に、式 6-1-1 から求まる断層面距離と工学的基盤最大加速度の関係を示す。



図  断層面距離と工学的基盤最大加速度の関係


② 対象とする施設周辺の、地震発生の記録が残っていない「確実度Ⅰの活断層」を震源と
する地震
内陸活断層は、文献等 6)7)を参考にし、地表面活断層の長さと断層面距離を求める。求められた
地表面活断層の長さから式 6-1-2 を用いてマグニチュードを推定することができる 8)。
ただし、複数の活断層が近接して存在し、全体として活断層を形成している場合に注意する。
この場合は、活断層全体が同時に活動して地震を引き起こすことが多いので、マグニチュード
の推定に用いる活断層の長さには、活断層全体の長さを用いる必要がある。活断層を一つの活断
層帯として見るかの判断は、それからの相互間隔が 5km 以内であるかどうかを目安とすること
ができる 9)。
…………………………………………………………
（式 6-1-2）
ここに、
M：マグニチュード
Lf：地表面活断層の長さ（km）
工学的基盤最大加速度は、①と同様に断層面距離とマグニチュードより式 6-1-1 から求めるこ
とができる。
実際に工学的基盤最大加速度を求める際には、書物や論文等を参考に算出するか、若しくは耐
震性能の照査に使用する入力地震動を設定するプログラムを用いて算出することができる 10)。
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（） 地震波形
上記で求めた工学的基盤最大加速度になるように、下記の地震動波形を振幅調整する。
地震動波形は、性能照査に用いる地震が、
「プレート境界型地震（海洋型地震）
」であるか「プレ
ート内型地震（内陸型地震）
」であるかを判断し、それぞれの地震に対応した波形を用いる。ここ
で、プレート境界型地震とプレート内型地震の判断は、先に示した書物や論文及び日本周辺プレー
トの位置などから総合的に判断し決定する。

① 対象となる地震がプレート境界型地震の場合
表 6-1-1 に示した過去の代表的なプレート境界型地震の波形を用いる。
図 6-1-3 に波形を示す。

② 対象となる地震がプレート内型地震の場合
表 6-1-2 に示した過去の代表的なプレート内型地震の波形を用いる。
図 6-1-4 に波形を示す。


表  プレート境界型地震の地震動波形
No.
1
2

記録番号成分
S-252 NS基盤
S-1210 E41S

観測地点
八戸港
大船渡港

発生年月日
1968.5.16
1978.6.12

地震名
十勝沖地震
宮城県沖地震

マグニチュード
7.9
7.4

3

新晩翠橋周辺地
盤上 NS成分

新晩翠橋

2011.3.11

東北地方太平
洋沖地震

9.0
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加速度 *DO









0$;JDO

八戸波






時間 秒







加速度 *DO










0$;JDO

大船渡波






時間 秒






新晩翠橋波

*DO



0$;JDO

加速度













時間





秒

図  プレート境界型地震の地震動波形


表  プレート内型地震の地震動波形




ポートアイランド波

0$;JDO

加速度 *DO











時間 秒

図  プレート内型地震の地震動波形
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ここに示した 4 つのモデル波形は、いずれも、一次元地震応答解析と式 6-1-6 により設計水平
震度を算定することを想定し、SMAC 型強震計の観測記録に基づくものか、感度の高い地震計で
観測された波形を SMAC フィルター処理した波形に基づくものを掲載している。


（） レベル  地震動の算出例
モデル波形を振幅調整する方法によりレベル 2 地震動の算出を行った例を、表 6-1-3 に示す。こ
こでは、北海道の福島漁港を例として挙げている。ここで用いた歴史地震データのうち、1885 年か
ら 1980 年までの地震は、文献 1)2)に掲載されたマグニチュード 6 以上の地震及びマグニチュード 6
未満の被害地震であり、これらの地震は仮に 1～1723 の番号がつけられている。1981 年から 1995
年 5 月までの地震は、文献 3)に掲載されたマグニチュード 5.6 以上のものであり、これらには 1724
～2279 の番号がつけられている。1884 年以前の歴史地震については、文献 4)から引いており、こ
れらには 2280～2495 の番号がつけられている。一方、活断層マップから予測した地震には、2496
～3277 の番号がつけられている。
以上の全ての地震に対して福島漁港の工学的基盤における最大加速度を計算し、上位 20 位のみ
を示したのが表 6-1-3 である。表には、地震の発生年月日（歴史地震の場合）
、震源の東経、北緯、
深さ、マグニチュードそして工学的基盤最大加速度が示されている。表 6-1-3 から判断すると、当
該漁港では活断層による地震が最も大きく、これを性能照査に用いることが妥当であると考えられ
る。
図 6-1-5 に、福島漁港に最も大きな工学的基盤最大加速度を与えると判断された活断層の位置を
示す。この図から判断すると対象となった活断層は、図 6-1-6 に示したプレート境界より十分離れ
ているため、プレート内地震であることがわかる。したがって、地震動波形としてはポートアイラ
ンド基盤波形を用いることが適切であると判断される。
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表  レベル  地震動の算出例（北海道福島漁港、東経  度、北緯  度）
工学的基盤最
大加速度 *DO
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図  福島漁港周辺の活断層の位置 11)





図  プレート境界
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．工学的基盤や地表の地震動波形の設定方法（震源特性・伝播経路特性・サイト特性を考慮す
る方法）
本項では、最近の震源特性・伝播経路特性・サイト特性を考慮した手法により、性能照査に用いる
地震動の時刻歴波形（施設を建設する地点の工学的基盤あるいは地表における波形）やそのスペクト
ルを計算する手法について述べる。
震源特性は、想定した地震ごとに、巨視的震源パラメータ、微視的震源パラメータ及び、その他の
パラメータを用いて表す。巨視的パラメータは地震を起こす断層の全体を表すパラメータであり、微
視的震源パラメータは、震源をいくつかの細分化した領域の組み合わせと捉え、それぞれの領域の特
性を表すパラメータである。過去の地震を再現する場合はその地震記録のパラメータに基づき算出す
る。政府等が設定している想定地震の場合はその特性値に基づき算出する。活断層で発生する地震を
想定する場合は地質・地形・地理学的調査のデータに基づき算出する。海溝型地震の震源パラメータ
を適切に設定できるモデルとして、SPGA モデル 12)13)14)がある。SPGA モデルは、工学的な重要な周
期帯における波形の特徴をよく再現できることに特徴がある。
震源から地震基盤までの伝播経路特性は、地域別のパラメータを使用して計算できる。ここで地震
基盤とは、S 波速度が 3,000m/s となる面のことであり、工学的基盤よりも深部に位置する。地震基
盤より深い部分の地震動の伝播は、地域ごとにほぼ同じと考えられるので、地域別のパラメータを使
用して計算できる 15)。一方、地震基盤より浅い部分については、地点による地層の堆積状態を反映し
て、地点によって大きく異なる伝わり方をする。そのため、地震基盤より浅い部分における伝わり方
の特性をサイト特性として別途扱う 16)17)。
サイト特性は、漁港ごと、あるいは漁港を細分化したエリアごとに求めるのがよい。サイト特性は
サイト増幅特性とサイト位相特性から成る。サイト増幅特性は、地震観測、常時微動観測、回帰式の
いずれかによって算出できる。18)また、位相については、サイト位相特性を求めるより、むしろ、実
際に観測された地震波形のうち適切な波形の位相（すなわち、震源特性と伝播経路特性とサイト特性
の影響がすべて含まれた位相）を用いることが一般的である 19)。
なお、サイト特性には地震基盤～地表と地震基盤～工学的基盤の 2 種類の定義が有るので注意を要
す。
本項の方法で作成された工学的基盤の地震動波形は、地盤・構造物系を適切にモデル化した二次元
地震応答解析の入力波形として、動的な変形照査や応力照査のために用いることができる。


．どこにでも起こりうる地震動の検討
過去に顕著な地震記録が無く、近くに活断層が発見されていない地域においても、発見されていな
い未知の活断層による地震が起こりうる。レベル 2 地震動に対する耐震性能の照査では、このような
どこにでも起こりうる直下地震についても照査を行うことを原則とする。
この、どこにでも起こりうる直下地震としては、マグニチュード 6.5 程度の直下地震について、震
源特性・伝播経路特性・サイト特性を考慮した計算により地震動を設定することが望ましい。しかし
震源特性の設定、計算等に困難がある場合は、我が国においてどの地域であってもレベル 2 地震動と
して最低限考慮すべき強さの地震動として、表 6-1-4 及び図 6-1-7 に示す賀祥ダムの波形を用いても
よい。この波形は、地震のマグニチュードは 6.5 よりも大きめであるが、ダム地点というサイト増幅
特性の非常に小さな場所で観測された波形であるため、沿岸域にマグニチュード 6.5 の地震が来襲し
た時の工学的基盤の地震動波形に相当するものとして示している。

- 資_167 -

この波形には観測地点（賀祥ダム）のサイト特性が反映されていることから、各地の漁港に適用す
るには厳密にはサイト特性の置換を要する。しかし、サイト特性の置換をしなくとも、全国各地の漁
港の最低限考慮すべきレベル 2 地震動の工学的基盤の地震動波形として照査に用いることは妥当と考
えられる（これは、賀祥ダムの波形のスペクトルからの判断による）
。
賀祥ダムの波形は、振幅調整無しでそのまま工学的基盤の波形として利用することを基本とする。


表  どこにでも起こりうる直下地震による地震動波形

1R

成分

観測地点

発生年月日

地震名

マグニチュー
ド



基礎部

賀祥ダム



上下流方向成分

鳥取県西部地



震





加速度 *DO

賀祥ダム波

0$;JDO










経過時間 VHF





図  どこにでも起こりうる直下地震による地震動波形

図 6-1-7 には、SMAC 型地震計での観測記録に相当する波形を掲載している。SMAC フィルター処
理した波形は、一次元地震応答解析と式 6-1-6 により設計水平震度を算定するのに使用することがで
きる。
（一方、二次元地震応答解析をする際の工学的基盤入射波として使用する波形は、
「9．二次元
地震応答解析における工学的基盤の地震動波形の留意点」に示す。
）


．工学的基盤における地震動波形の求め方
工学的基盤より上部の地盤及び係船岸をモデル化した二次元地震応答解析や、6 編 2 章に示す方法
で照査用震度を求める場合、工学的基盤における地震動波形が必要となる。工学的基盤の地震動波形
を求めるには次の方法のいずれかを用いることができる。
・ すでに地表面の波形がわかっている場合、その波形を一次元地震応答解析コードによって工
学的基盤へ引き戻す。その際、ボーリングデータ等に基づき工学的基盤～地表の地盤条件を
適切に設定する。
（引き戻しのできる一次元地震応答解析コードとして SHAKE、DYNEQ
等がある。一般に、引き戻し対象の地表面波形の中に含まれる、工学的基盤～地表間の伝達
特性が線形（あるいは、そう見なせる）の場合は、線形計算で引き戻しを行う。一方、引き
戻し対象の地表面波形の中に含まれる、工学的基盤～地表の地震動の伝達特性が非線形（あ
るいは、そう見なせる）の場合は、等価線形計算で引き戻すのが理論的に妥当ではあるが、
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等価線形計算での引き戻しは、非線形性が強い場合に高周波域の増幅が実現象と大きく異な
る結果を示すことがあるので注意を要する。
）
・ 当該地点の「地震基盤～工学的基盤」のサイト特性がすでに分かっているならば、震源モデ
ルを用いて地震動を計算する際や、サイト特性の置き換え計算をする際に、
「地震基盤～地
表」のサイト特性の代わりに「地震基盤～工学的基盤」のサイト特性を使用して計算する。


．工学的基盤より浅い範囲の一次元地震応答解析
工学的基盤～地表の間をモデル化して地表面の地震動波形を算出する方法は、以下の①～⑤に示す
一次元地震応答解析（重複反射法）によることができる。一次元地震応答解析（重複反射法）に必要
な土質定数としては、層厚 H、単位体積重量 γt、初期せん断弾性係数 G0、せん断波速度 Vs、物性曲
線（G/G0～γ、h～γ）等がある。
①

地盤の層分割は土質の変化に応じて行う。この場合、同じ土質でもせん断波速度が大きく異
なる部分では別な層と見なす。均質な土層が厚く堆積している場合には、地表面から厚さ
10m 以浅の範囲では 1 層の厚さを 2m 以内、それ以深では 2.5m 程度に分割することができ
る。

②

単位体積重量 γt に関しては、土質試験結果などから求める。ただし、表 6-1-5 に示す値を使
用することもできる。

表  単位体積重量の標準的な値



③

初期せん断弾性係数
G0 は、せん断波速度 Vs を用いて式 6-1-3 より算定できる。
………………………………………………………（式 6-1-3）
なお、せん断波速度 Vs に関しては、PS 検層から求めた値を用いる。ただし、PS 検層の結

果がない場合には、式 6-1-4 を用いて Vs を推定することもできる 20)。

(m / s )
0.417
(m / s )
VS = 20.44q u
VS = 89.8N 0.341

…………………………………………………（式 6-1-4）
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④

動的変形特性（G/G0～γ、h～γ 関係）は、動的変形試験（地盤工学会基準 JGS T-542、 JGS
T-543）より求める。ただし、動的変形試験結果がない場合には、次のように決定すること
もできる。

ａ）G/G0～γ は式 6-1-5 を用いる 21)。
……………………………………………
（式 6-1-5）
ここに
σ’m：平均有効応力
，n（Ip，γ）
：表６-１-６に示される Ip，γ をパラメータとする値
A（Ip，γ）
G：せん断弾性係数
Ip：塑性指数
γ：せん断ひずみ
ｂ）h～γ は、表 6-1-7 の値を採用する 22)。


、Q（,S，γ）の値
表  代表ひずみレベルにおける $（,S，γ）

13：液・塑性限界試験において液性限界や塑性限界が求められない
あるいは液性限界と塑性限界に有意な差がない土（1RQ3ODVWLF）
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表  代表ひずみレベルにおけるｈの値

10-4
2.5・10-4
5・10-4



⑤

地震動を工学的基盤より入力する。



．地表面最大加速度と設計水平震度の関係
地表面最大加速度から設計水平震度を、式 6-1-6 により求めることができる 23)。

Gal
Gal

…………………………（式 6-1-6）

ここに、
）
αmax：地表面の最大水平加速度（Gal［cm/s2］
g：重力加速度（980Gal［cm/s2］
）
kh：設計水平震度
式 6-1-6 の最大水平加速度は、SMAC 型強震計の観測記録に相当する波形の値を用いることを原則
とする。SMAC 型ではなく近年の感度の良い地震計の観測記録に相当する波形を用いる場合や、震源
モデルからの計算で作成された波形を用いる場合、波形に SMAC フィルターを掛けて使用する。
実際は、同じ最大加速度の地震動であっても、卓越する周波数が異なれば、漁港の施設に発生する
変形量や応力度は変わる。しかし式 6-1-6 の方法は最大加速度のみから設計水平震度を導いているた
め周波数特性を考慮できない点に注意する。


．地震応答解析の分類
① 次元による分類
漁港の耐震性能の照査においては、主に、一次元と二次元の地震応答解析が用いられる。
二次元地震応答解析は、工学的基盤より浅い地層及びそこに建設された構造物の断面を再現し
て、地盤と構造物の相互作用を再現するために使用する。これにより、地層に生じる応力・ひず
み、構造物に生じる応力、変位を計算することができる。沿岸の構造物における適用実績が多く、
特に港湾の岸壁には多くの実績がある解析コードとして FLIP がある。FLIP では応力とひずみ
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の非線形関係を双曲線モデルで表し、過剰間隙水圧発生を井合モデルで表した二次元地震応答解
析コードである。ただし FLIP を使用実績の無い形状や規模の構造物に適用する際は、実際の構
造物の観測値と比較するなどして再現性の検証をすることが望ましい。
一方、一次元地震応答解析は、地表付近の地層中のせん断応力や応答加速度を求めるために利
用される。解析コードとして SHAKE、FDEL、DYNEQ、FLIP 等がよく使用されている。上記
のうち SHAKE、FDEL、DYNEQ は応力とひずみの関係を等価線形解析によって解く。すなわ
ち、ひずみレベルに応じてせん断剛性と減衰定数を変化させて繰り返し計算を行い、せん断剛性
と減衰定数の誤差が収束したらその時のせん断剛性と減衰定数を一貫して用いて線形解析を行う。
SHAKE、FDEL、DYNEQ は、地盤挙動の非線形性（周波数に依存）の取り扱い方がそれぞれ
異なっている。一方、FLIP は上述のとおり二次元地震応答解析コードだが、一次元地震応答解
析も可能である。これらの解析コードに、工学的基盤より地震動を入力し、工学的基盤～地表面
の間の任意点のせん断応力や応答加速度を計算する。
SHAKE、FDEL、DYNEQ では地表面の波形から工学的基盤の波形への引き戻し計算も可能
である。観測や計算で地表面の地震動波形が得られているが二次元地震応答解析などのために工
学的基盤の地震動波形が必要な場合に、この引き戻し計算を実施する。


② 間隙水圧の取り扱いの観点からの分類
地震応答解析は、間隙水圧の取り扱いの観点から、有効応力解析法に基づくものと全応力解析
法に基づくものに分けることができる 24)25)。
有効応力解析法は、土の液状化モデルを作成し、地震時における過剰間隙水圧の発生、消散を
時々刻々計算し、有効応力の変化に応じて応力～ひずみ関係を変化させて地震応答解析を行うも
のである。したがって、有効応力解析自身が液状化の発生過程を忠実に再現できる。変形や応力
の照査には一般に有効応力解析が使用される。解析コード FLIP26)は有効応力解析法の一つであ
る。FLIP は過剰間隙水圧発生モデルとして井合モデルを採用しており、累積塑性せん断仕事に
基づき、液状化の進展に伴う過剰間隙水圧の上昇、有効応力の減少及びせん断剛性の低下等を評
価する。
一方、全応力解析法では、計算過程において過剰間隙水圧が計算されないため、有効応力の変
化による地震応答の変化が考慮できない。したがって、ある程度以上の過剰間隙水圧（有効応力
比でおおむね 0.5 以上）が発生する場合には、全応力解析法による計算結果は実際の地震応答と
かなり異なる可能性が大きい。しかし、設計水平震度の算出並びに液状化判定は、全応力解析が
安全側の結果を出すため、全応力解析を用いることが多い。
「第２編 12.2.3 繰返し三軸試験に
よる判定」における地震時最大せん断応力比 L の算定には、全応力解析法が用いられる。解析コ
ード SHAKE は、全応力解析法の一つである。


③ 計算領域の観点からの分類
地震応答解析は、計算領域の観点から、時間領域解析法と周波数領域解析法に分類できる 27) 28)。
地盤を対象とした時間領域解析法では、短い時間間隔ごとに応力～ひずみ関係の再設定を行っ
て、時系列に沿った解析を進めていく。有効応力解析法あるいは材料特性を非線形として取り扱
う計算は、時間領域で行われるのが一般的である。解析コード FLIP は時間領域解析である。
一方、周波数領域解析法の場合、各層間の伝達関数を用意したうえで、地震動の時系列波形を
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周波数領域に変換（フーリエ変換）し、各層間の伝達関数に地震動波形のフーリエ変換したもの
を乗じて、求める層のフーリエスペクトルを得る。このフーリエスペクトルをフーリエ逆変換し
て、時間領域での地震動波形を得る。周波数領域解析法（SHAKE 等）の場合、地盤を水平成層
よりなるものとし、その各層はせん断弾性定数及び減衰定数、単位体積重量、層厚により規定さ
れるものとしている。それらの諸定数を用い、一次元波動方程式にしたがって、各層間の伝達関
数を求めている。また、各層の応答は、鉛直方向に伝播するせん断波のみにより励起されるもの
としている。
周波数領域解析を行う際の時間領域から周波数領域へ、あるいはその逆の変換には、一般的に
高速フーリエ変換(FFT）が用いられる。
周波数領域解析法では、地表の地震動波形から工学的基盤の地震動波形を逆推定することがで
きる。一方、時間領域解析法では一般にそのような逆推定は不可能である。


．二次元地震応答解析における工学的基盤の地震動波形の留意点
二次元地震応答解析の際に用いる工学的基盤の地震動波形は、感度の良い地震計での観測記録に相
当する波形を用いることを原則とする。
そのため、SMAC 型強震計の観測波形に相当する波形しか無い場合は、感度の良い地震計での観測
記録に相当する波形へ換算（SMAC フィルターの逆の演算）して用いる。
本来、漁港の施設の耐震性能を照査（変形、応力など）するために二次元地震応答解析を行う際の
工学的基盤波形は、震源特性、伝播経路特性、サイト特性を考慮したものを用いることが望ましい。
ただし、諸般の事情でそのような波形を用意できない場合は、モデル波形を振幅調整したものを用い
ることができる。
このとき、モデル波形として、
「2．工学的基盤の地震動波形の設定方法（モデル波形を振幅調整す
る方法）
」及び「4．どこにでも起こりうる地震動の検討」に示した、旧型の地震計（SMAC 型）での
観測記録に基づく波形ではなく、高感度の地震計（ERS 型等）による観測記録に基づく波形を用いる。
図 6-1-8 に、二次元地震応答解析を行う際に用いる、高感度の地震計による観測記録に基づくモデ
ル波形を示す。
（高感度の地震計が用いられていなかった時代の観測記録については、SMAC 型と高
感度の地震計との周波数特性の違いを補正して求めた波形を示す。
）これらのモデル波形は「補正波」
と呼ばれることがある。これらのモデル波形を、想定される工学的基盤最大加速度に振幅調整して、
二次元地震応答解析の際の工学的基盤波形として使用する。ただし賀祥ダム波は我が国のどの地点に
おいても最低限考慮すべきレベル２地震動波形という位置づけであるから振幅調整しないで用いるこ
とを基本とする。新晩翠橋波は文献 29)による。
二次元地震応答解析のための工学的基盤最大加速度を求める場合、式 6-1-1 ではなく、次の式を用
いる。
log10 (𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) = 0.55𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀𝑀10 (𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑋 100.55𝑀𝑀 ) − 0.00122𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋502

……………（式 6-1-7）

ここに、

αCOR：二次元地震応答解析を行う際に用いる工学的基盤最大加速度（Gal）
M：マグニチュード
X：断層面距離（km）
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図  二次元地震応答解析に用いるモデル波形
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．工学的基盤の設定
工学的基盤は、せん断波速度が Vs＝300m/s 以上が連続する層に設定する。実態を的確に再現する
には、なるべく、せん断波速度 300m/s 以上に相当する地層を工学的基盤として計算することが望ま
しい。
ただし、せん断波速度が得られていない場合には、砂質土層の場合、N 値が 50 以上が連続するこ
と、粘性土層の場合、一軸圧縮強度 qu が 650kN/m2 以上が連続することを目安とすることができる。
実務上すべてのボーリング孔において工学的基盤層まで調査することができない場合は、代表的な地
点において詳細な調査・試験を実施することにより、地震応答解析に必要なデータを確保する  。


．本資料で使用した用語の補足説明
①

活断層

活断層という言葉は狭義には内陸活性層を示すが、ここでいう活断層は海底の活断層も含む広
義の活断層のことである。したがって、太平洋プレートやフィリピン海プレートが日本列島の下
に沈み込むプレート境界で、大陸プレートの先端部が海洋プレートの沈み込みに伴って生じるひ
ずみの弾性的反発により繰り返し巨大地震が発生しており、これら巨大地震の発生源であるプレ
ート境界も活断層に含めて考える。
図 6-1-7 に示すプレート境界付近で発生する地震を境界型地震（海洋型地震）
、プレート内で発
生する地震をプレート内型地震（内陸型地震）とする。
②

確実度

活断層の存在の確かさを示したものである。確実度Ⅰは活断層であることが確実なもの、確実
度Ⅱは活断層と推定されるもの、確実度Ⅲは活断層の可能性があるものである。
③

断層面距離

断層面までの最短距離をいう（図 6-1-9 参照）
。



図  断層面距離

④

重複反射モデル

地盤を水平成層構造としてモデル化し、その中を層境界で重複的に反射を繰り返しながら、鉛
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直方向に一次元的に伝播する地震動を波動方程式に基づいて解析するものである。
⑤

工学的基盤

ここでいう工学的基盤は岩盤、
若しくは N 値 50 以上の砂質土層、
一軸圧縮強度 qu が 650kN/m2
以上の粘性土層、あるいはせん断波速度 Vs が 300m/s 以上が連続する層をいう。
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