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筆者らはこれまでに，時間領域で基盤入射地震動を推定する手法に関して基礎的研究を進め，基盤の観測
記録から入射波成分を分離できることを確認している．本手法を実問題に適用し，高精度の入射波を推定す
るためには，適正な地盤の震動特性の設定が必要不可欠であるが，大自由度非線形系の震動特性を同定する
手法は未だ確立されていない．本論文では，基盤入射地震動の推定に用いる大自由度非線形系の地盤特性値
を遺伝的アルゴリズム（GA : genetic algorithms）に基づいて探索する．ここで，応答計算に非反復時間積分法
を用いて膨大な計算時間を軽減し，実用的な手法とする．まず，数値解析例を通じて適用性を検証する．さ
らに，実問題への適用例として兵庫県南部地震のポートアイランドアレー観測記録を対象にした解析を行う．
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１．はじめに

ただし，この解析例では，地盤特性値を観測記録と整合
するよう試行錯誤で選定し，その地盤特性値を正として

地盤−構造物系の地震応答解析を行う場合には，基盤

解析精度を検証するにとどまっている．

における入射地震動が必要であり，この入射地震動とし

上述のように入射波逆算法では，数値的に基盤入射地

て地表面や地中部の観測記録から推定された加速度波形

震動の高精度な推定が行えるために，実問題での入射波

がしばしば採用されている．この場合，一般に波形の推

の推定精度は，設定した地盤パラメータの精度に大きく

1)

定は解析コード SHAKE” に代表される周波数領域での

依存すると考えられる．すなわち，入射波の推定精度を

重複反射理論に基づいて行われ，地盤の非線形性は等価

上げるためには，適正な地盤パラメータを設定すること

線形化手法により近似される．しかし，レベル 2 地震動

が必要不可欠となる．

-2

のような強震時には，地盤はひずみレベルで 10 のオー

一方，振動系の動的パラメータ同定に関して，近年，

ダー以上の大ひずみが発生することが予想され，このよ

カルマンフィルターや遺伝的アルゴリズム（GA : genetic

うな大ひずみレベルでは等価線形化手法の適用限界をす

algorithm）を用いて多くの研究がなされている5)〜11)．し

でに越えていると考えられている2)．

かし，その適用性の検証は少自由度の非線形系や多自由

そこで，筆者らは，全応力モデルではあるが，時間領

度線形系に限られており，非線形な大自由度系の動的パ

域で地盤の非線形を考慮に入れて，基盤入射地震動を推

ラメータを同定する方法は未だ確立されていない．これ

定する方法3)（以後，基盤入射地震動推定を入射波逆算，

は，多くの未知パラメータを同定する場合に解の唯一性

その方法を入射波逆算法と呼ぶ）を提案している．ただ

が保証されず，適正な解を求めることが困難であること

し，この計算法は計算誤差による解の発散性が強く，地

も一因となっている．

表面を観測点とした場合の基盤入射地震動の推定法とし

そのため，現在のところ，入射波逆算用の地盤特性値

て実問題に適用するまでには至っていない．しかしその

は観測記録に整合するよう試行錯誤により選定している

一方で，入射波逆算法には観測点の深度が深い場合に計

が，解析モデルが大自由度となる場合には，設定すべき

3)

算誤差が抑制される特性があり ，地中における観測記

パラメータの数も増大し，適正な地盤特性値の選定が非

録から基盤入射地震動を分離する問題には適用できるこ

常に難しく多大な人的労力を要するのが現状である．

とから，筆者らはポートアイランドのアレー観測地点を

そこで，本論文では，入射波逆算に用いる非線形地盤

4)

対象に数値実験を行い，高精度の推定結果を得ている ．
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特性値の探索問題を，最適パラメータの同定問題と捉え

質点番号
1

て GA を適用する．ただし，GA では，数十から数千世
代に渡って個体群の評価を行う必要があることから，評

層番号
1

価に時刻歴応答計算を伴う場合には，大自由度非線形系

2
2

では膨大な計算時間を要し，
実用的ではない．
このため，

3

応答計算部分は非反復時間積分法12),13)を用いて計算時間
の軽減を図る．
本論文では，まず，入射波逆算に用いる地盤特性パラ

N-1
N-1

メータの同定方法について解説する．つぎに，数値解析

N

例を通じてパラメータの同定精度を調べる．さらに，同

N

定値を用いて入射波逆算を行い，基盤入射波推定に用い
剛基盤

る地盤特性値の探索方法としての適用性を検証する．最

図−1 解析概念図および解析モデル

後に，実問題への適用例として，兵庫県南部地震のポー
トアイランド地点での入射波逆算問題における地盤特性

(2) ＧＡの適用

パラメータを同定する．ただし，入射波の逆算方法につ
いては，文献3)を参照されたい．

本研究では，上記の地盤特性パラメータの同定問題に
GA を適用する．ここではまず，GA の概要を示し，つぎ
に，本研究で採用した GA の一手法である CHC の説明

２．地盤震動特性の最適同定問題

を行う．
a) ＧＡの概要14),15)

(1) 同定の概要

GA は生物の遺伝的な進化の法則を模倣し，工学の分

本研究では，基盤入射地震動推定用の地盤特性値の選

野に適用した学習的アルゴリズムで，解候補の集団の中

定を目的として，図−1に示すような鉛直アレー記録が観

から解候補のグループを多数抽出し，評価の良いものだ

測されている場合に，2 つの観測点に挟まれる地盤特性

けを遺伝的に後世へ残して最終的に最も適した解を得よ

値の最適同定を行う．ここで，振動系は地盤を地層構造

うとする方法である．このアルゴリズムは，初期値の影

および解析対象とする周波数を考慮して離散化し，図−

響が少なく大域的探査に有効であり，離散化最適化問題

1に示すような 1 次元の集中質点系にモデル化する．
以下

や組み合わせ最適化問題の有効な手法として，近年種々

に，パラメータ同定時における解候補の妥当性の評価方

の工学分野で応用されている．地震工学の分野では，例

法を示す．

えば，ライフラインの最適復旧戦略16)〜18)や構造物の動的

①鉛直アレー記録のうち，深度が深い方の記録を基盤波

パラメータ同定7)などへの適用事例がある．

として上記のモデルの地震応答解析を行う．

GA はまだ発展途上の手法で，多種多様な方法が開発

②深度の浅い方の観測点において，観測記録と時刻歴応

されているが，ここではまず，基本的な GA として単純

答加速度の算定値を比較し，それらの波形の整合度に

遺伝的アルゴリズム（SGA : simple genetic algorithm）に

より解候補の評価を行う．

ついて説明する．

ここで，解候補の評価値 Jp を次のように定義する．

GA では，解候補は個体，その集団は個体群と呼ばれ，
各個体は複数個の遺伝子の線列としての染色体によって

M

M

J p = ∑ (&x&i (m ) − &y&i (m ))2 / ∑ &y&i2 (m)
m =1

特徴づけられる．さらに，以下のようなプロセスを経る

(1)

ことにより，効率的に設定条件下での最適解を得ること

m =1

ができる．（図−2参照）
ここに，&y&i (m) は観測記録の m 番目の加速度値，&x&i (m) は
それと同時刻の絶対応答加速度の算定値を表し，下付の
添え字 i は質点番号，M は観測記録のデータ数を意味す
る．
式(1)は，当該位置の観測記録と応答加速度が完全に一
致する場合に評価値が 0 となる関数で，評価値が小さい
ほど 2 つの波形の整合度が高いことを示す．この意味に
おいて，以後，Jp を解候補の評価値とともに観測波の再
現精度とも呼ぶことにする．

① 個体の初期集団を生成する．
② 個体の評価をもとに個体の取捨選択を行う．
③ 個体間相互の遺伝子の組み替え（交叉）や遺伝子中
の値を他の値に置き換える（突然変異）等の操作を経
て，新たな解候補としての個体群を再生する．
④ ②，③の作業を個体もしくは個体群の評価に対して
設定した条件を満足するまで繰り返す．
b) ＣＨＣ14),19)の採用
CHC とは Eshelman が提案した GA であり，2 世代エ
リート選択（cross generational elitist selection），異種間交
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開始

際使用する時間積分法には以下の特性がある．中央差分

個体群

法等の陽解法では，収束計算を行うことなく陽に高精度
初期集団の生成

の解を得ることができる反面，解の安定性が厳しく，最

評価

高次モードに対しても解の安定性を保証する計算時間間

再生

隔を採用しなければならない．一方，Newmark のβ 20)法
等の陰解法では，系が非線形な場合に収束計算を行わな

再生

ければ運動方程式が満足されず，十分な精度の解が期待
交叉

交叉・突然変異

できないものの，解の安定性は陽解法に比べ良好である．
数十自由度の非線形な系に対して，時刻歴応答解析を

評価

行う場合，現在の計算機能力からすれば，上記のいずれ
突然変異

終了条件

の手法を用いても，計算時間は小さく全く問題とならな

No

い．しかし，GA では数十から数万世代にも渡って多数

Yes
終了

図−2

の個体に評価を下さなければならないことから，大自由
度の場合に時刻歴応答解析で要する計算時間が全体では
SGA の概念図

膨大なものとなり，一般的な時間積分法を用いては実用
的な同定はできない．したがって，本研究では応答解析

叉 （heterogeneous recombination ） ， 大 変 動 突 然 変 異

の逐次積分法として非反復時間積分法を採用し，計算時

（cataclysmic mutation）
の略語である．CHC は前述の SGA

間の軽減を図る．ここで，非反復時間積分法は，中央差

と比較して，単純性を犠牲にする代わりに効率性を向上

分法の解析精度と Newmark−β 法の解の安定性を利用し

させた手法である．つぎに，CHC の 3 つの基本操作につ

て，収束計算を行わずに低周波成分の解の精度を保証し

いて簡単に説明を加える．ただし，詳細は文献14)，19)

つつ解の安定性を向上させる時間積分法で，この手法に

に譲る．

より，振動系や収束条件によって異なるが数倍から数十

①

2 世代エリート選択

倍の計算時間の軽減が可能である．詳細は参考文献

古い世代の個体群と新しく交叉により生成した個体

12),13)を参照されたい．

群の中から，
優れた評価値を示す個体を順に選択する．
この操作により，評価値の高い個体が確実に保存され
るとともに，
より大きな個体群中の多様性が保たれる．

３．数値解析例

② 異種間交叉
(1) 解析条件

2 つの親の遺伝子が類似していない場合に，異なる

a) 地盤の復元力特性

遺伝子の半分を相互に交換する．これにより，個体の
多様性が確保される．ただし，親の類似を規定する異

土の復元力モデルは， Hardin -Drnevich モデル21 )や

なる遺伝子の数は，個体群が収束するにしたがって緩

Ramberg -Osgood モデル22)が従来より広く一般に使用さ

和する．たとえば，図−2の右フローの交叉における 4

れている．また，近年，より実地盤の動的復元力特性に

つの個体のうち，左上と右下のような類似の個体の交

対して適合性の良いモデルとして，例えば，吉田ら23),24)，

叉は，個体群が収束して条件が緩和されるまで行われ

西村・室野25)，熊崎ら26)，福嶋ら27 )が，繰り返し三軸試

ず，その他の組み合わせの交叉で世代が進行する．

験等によって得られた G−γ （せん断剛性−ひずみ）曲

③ 大変動突然変異

線や h−γ （減衰定数−ひずみ）曲線にフィッテイング

突然変異を各世代の更新時には行わず，①②の操作

するよう骨格曲線や履歴曲線を改良したモデルを提案し

を行っても，個体群が改善されない場合に，評価値の

ている．本研究では，これらの中から骨格曲線として，

最も良い個体とその遺伝子の一部を初期化した個体を

パラメータの数が少なく，大ひずみ領域においても G−

もとに新たな個体群を生成する．ここで，最良評価値

γ 曲線との適合度の良い福嶋らのモデルを採用する．次

を示す個体の遺伝子のうち，初期化する割合（拡散率

式にその骨格曲線を示す．

r）に応じて値をランダムに決める．また，拡散率は
0.35 程度の値が用いられる．

τi =

G0 i γ i
1 + γ i /γ ri

δi

(2)

(3) 非反復時間積分法12),13)の適用
(1)節で示したように，本最適同定問題では各個体の評

ここに，τi ，G0i，γi ，γri はそれぞれ，せん断応力，初期

価において，時刻歴応答解析を行う必要があるが，この

せん断弾性係数，せん断ひずみ，規準ひずみ，下付けの
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τ
τ∗

表−1 地盤特性値（Target）

Go G’o

粘着力(kN/m2 )

：ci

19.6

skelton(original)

内部摩擦角( °)

：φi

20.0

skelton(fictitious)

最大減衰定数
：h maxi
係数（G−γ , fitting） ：δΑi

γ∗ γ
Rayleigh 減衰定数

hysteresis(modified)

3

hysteresis(original)

0.30
0.00

：δ Βi

1.00

：αi

0.010

：βi

0.002

単位体積質量(t/m )

：ρi

1.8

せん断波速度(m/s)

：Vsi

200

図−3 履歴曲線の概念図

みは，
割線せん断剛性が G0i の 1/2となるときのひずみで，
δ i は次式で定義されている．

δ i = δ Ai log 10 (γ i / γ ri ) + δ Bi

80
0

-80

(3)

-160
-0.6

ここに，δΑ i，δΒ i はフィッティングパラメータである．
次に履歴曲線として，以下の 2 つのモデルを採用する．
①

160
Shear stress (kPa)

添え字 i は i 層目の成分を意味する．ここで，規準ひず

Shear stress (kPa)

160

Hardin-Drnevich モデルに Masing 則を適用したモデ

80
0

-80

-0.3 0.0
0.3
Shear strain (%)

0.6

-160
-0.6

-0.3 0.0
0.3
Shear strain (%)

0.6

(a) 10 層目
(b) 20 層目
図−4 応力−ひずみ関係

ル．

τ maxi = ci + σ mi tan φ i

石原ら24)によって提案された h−γ 曲線に適合する

②

(6)

よう仮想の初期せん断剛性を変化させた双曲線モデル．
（図−3参照）

ここに，ci ，φi ，σmi，τmaxi はそれぞれ，粘着力，内部摩擦

ここで，②だけでなく①のモデルも採用したのは，一般

角，平均拘束圧（K0 =0.5），せん断強度を表す．
b) 解析モデル

28)

に使用頻度の高い修正 Hardin-Drnevich を構成モデルの
選択肢の中に入れるためである．また，②で h−γ 曲線の

本章では，基盤までの深度が 40m の地盤において，基

離散データ自体を特定しようとすると，未知パラメータ

盤面と地表面において加速度記録が観測されている場合

の数が増大して適切でないことから，本研究では h のひ

を想定し，地層を 2m ピッチで分割した 20 自由度集中質

ずみ依存性をせん断剛性 G を介して次式で計算する．

点系モデルに対して解析を行う．また，パラメータの最
適同定問題においては，地盤特性値のうち，せん断波速

hi = hmaxi (1 − Gi / G0 i )

度 Vsi，単位体積質量ρi を既知，粘着力ci，内部摩擦角φi，

(4)

最大減衰定数 h maxi，および，フィッティング係数δΑi ，δΒi，
ここで，①と②のモデル選択は，個体中の h maxi のみを用

Rayleigh 減衰定数αi ，βi ，の計 7 つのパラメータを未知と

い，その符号により判別し，負の場合に①のモデル，正

する．
ただし，
地表における観測記録を算定する際には，

の場合に②のモデルが採択されたものとする．ただし，

地盤特性として表−1に示す値を全層に適用する．したが

①の場合，h maxi の値自体には意味がない．

って，表中のρi ，Vsi を除く値が後のパラメータの最適同

また，一様なせん断波速度とモデル化された地層に対

定の Target となる．参考のため，この系に次項の地震動

して，深度方向の復元力特性を変化させる方法として，

を入射した場合，上から 10 層目，20 層目（最下層）の

①規準ひずみを変化させる方法，②その層での平均的な

応力−ひずみ関係を図−4に示す．
c) 観測記録

せん断波速度を満たしたまま，各細分割層の G0i を変化
させる方法，が考えられるが，次式のような定式化を行

本章の後節(3)では，入射波逆算法における本手法の適

うことにより，①は②よりもパラメータの数を抑制でき

用性を検証する目的で，地盤特性の同定パラメータを用

ること，隣り合う細分割層における復元力特性の漸次変

いた入射波逆算を行い，解析精度を確かめる．したがっ

化の表現が容易なことから，①の方法を採用する．

て，解析モデルへの入射波が既知である方が都合が良い
ことから，パラメータ同定に用いる基盤観測波はつぎの

γ ri = τ maxi / G 0i

ような手順で作成する．

(5)
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表−2 解析ケース

800

解析ケース 仮定条件

400
0
-400
-800

0

5

10

15

Case.1

4m 毎に地盤特性値が異なる．

Case.2
Case.3

10m 毎に地盤特性値が異なる．
全層同一の特性値．

20

表−3 サンプルデータの範囲

Time (s)

Acceleration (Gal)

(a) 入射波（Target.I）

粘着力(kN/m2 )

：ci

0.0 〜 980.0

600

内部摩擦角( °)

：φ i

0.0 〜 50.0

300

最大減衰定数

：h maxi

0
-300
-600

0

5

10

15

係数（G−γ ，fitting） ：δΑ i

0.100 〜 0.400
-0.300 〜 0.300

：δ Β i

0.500 〜 1.500

：αi

0.0000 〜 1.0000

：βi

0.00000 〜 0.00500

Rayleigh 減衰定数

20

Time (s)

Acceleration (Gal)

(b)

基盤面
表−4 最良評価値が 5%以下になる世代数および評価値

400
200
0
-200
-400

-0.001 ,

0

5

10

15

20

解析ケース

世代数

個体の評価値
（観測波の再現精度）

Case.1

38

4.7%

Case.2

6

4.7%

Case.3

3

4.4%

Time (s)

(c) 地表面（Target.S）

内で離散化された各々，約 100 個のサンプルデータの中

図−5 観測波形

からランダムに抽出する．ここで，データの有効数字の
桁数は最小値のオーダーを意味する．また，サンプルデ

①上記 b)の 20 質点系の解析モデルの基盤部に 1 質点を

ータの範囲において，h maxi ，ci ，φ i に関しては，一般的

加え，
底面を粘性境界にした 21 質点系のモデルを作成

な土の特性値28)〜30)からデータ範囲を少し広げて設定し

する．

た．ただし，規準ひずみは式(5)，(6)において，10-4 ≦γri

②新たに作成した 21 質点系モデルに El Centro(1940)NS

≦5.0×10-3 の範囲29),30)にある ci ，φ i の組み合わせのみが

波の振幅を 2 倍に調整した波形を 2E 波とした時刻歴

解として有効であるとする．次に，δΑ i，δΒ i に関しては，

応答解析を行う．

土は低ひずみ領域では非線形性が小さく，これらの値が

③地表面および基盤面の質点の時刻歴応答加速度（ E+F）

応答に及ぼす影響は小さいと考えられることから，高ひ
ずみ領域における値を既往の研究成果31)〜34)から算出し，

を観測記録とする．
ただし，基盤面以深の地盤は，質量密度ρ =2.0t/m3 ，せん

各々の値の範囲を設定した．また，Rayleigh 減衰αi ，βi

断波速度 Vs =350m/s の線形弾性体とする．地表面の観測

の最大値は，それぞれ単独作用した場合に，0.5Hz，10Hz

記録は，継続時間 20 秒，計算時間間隔 2/1,000 秒の時刻

で約 16%の減衰定数に相当する．また，解析に用いる個

歴応答結果を 1/100 秒間隔で抽出したデータである．図

体群サイズN は既往の研究19)より効果的とされている 50，

−5に②の入射波(2E)および③の地表面，基盤面の応答加

拡散率 r は 0.35，各個体の評価時に行う時刻歴応答解析

速度波形を示す．
d) 解析ケースおよびその他の条件

の計算時間間隔は 2/1,000 秒とする．
(2) 解析結果

本解析例では，地盤特性値を同一とする地層の分割方
法により，
表−2に示すように 3 つの解析ケースを想定す

本章における解析は，式(1)の評価関数値が 5%以下の

る．ここで，1 層あたりの未知数の数は 7 であることか

個体が生成されるまで計算を継続する．このとき，各ケ

ら，各ケースの未知数の総数は，Case.1〜3 でそれぞれ，

ースの世代数および最良の個体の評価値を表−4に，
それ

70，28，7 となる．

ぞれの個体に対して各成分の Target（表−1）との比，ま

本研究の GA では，全層の未知パラメータを直列に並

たは差を図−6に示す．ただし，図中の層番号は図−1に

べ，これを個体とする．パラメータの値は，表−3の範囲

示すように上方から順に番号付けしている．また，Case.1
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Ident(φi)/Target(φi) Ident(hma xi)/Target(hmaxi) Target(δAi)-Ident(δAi) Ident(δBi)/Target(δBi) Ident(αi)/Target(αi) Ident(β i)/Target(βi)

Acceleration (Gal)

図−6 地盤特性の Target と同定値の関係

Calculated

300

Target.S

表−5 解析ケース

解析ケース 解析モデル 地盤特性値を変動させる地層

150
0
-150
-300

0

5

10

15

20

Case.4.1
Case.4.2

Case.1
Case.1

深度 0〜4m の層
深度 20〜24m の層

Case.4.3

Case.1

深度 36〜40m の層

Case.4.4

Case.3

全層

Time (s)

図−7 地表面の観測記録(Target.S)と時刻歴応答加速度

ぞれ示す．
図より，同定パラメータに基づく全層の平均的な応力

(Calculated)の比較(Case.1)

−ひずみ関係は，Target と比べて大ひずみレベルの履歴

100

-50

Shear stress (kPa)

Shear stress (kPa)

100

-100
-0.4

-100
0.4
-0.4

50
0

減衰が若干小さいが，応力−ひずみ関係の最大，最小折

50

り返し点や中ひずみレベルの履歴等，Target の履歴を精
度良く再現できていることが分かる．この応力−ひずみ

0

レベルの同定精度が良好であることが，上記の波形の再

-50

-0.2
0
0.2
Shear strain (%)

(a) Target

現精度の高い一因であると考えられる．
-0.2
0
0.2
Shear strain (%)

0.4

(3) パラメータの感度解析
前節では，地盤パラメータの同定精度が不十分である

(b) Identified

図−8 応力−ひずみ関係（全層平均）

にもかかわらず，観測波や応力−ひずみ履歴の再現精度
が良いことを示したが，本節では，その原因を検討する

の場合について，地表面における観測波（Target.S）と同

目的で，観測波の再現精度に対する各地盤パラメータの

定した地盤特性値をもとに算定した時刻歴応答加速度

感度解析を行う．解析は，前節で同定した Case1.および

（Calculated）を図−7に示す．

Case.3 の同定されたパラメータ群（図−6参照）
に対して，

まず，地盤特性値に関しては，図−6より，全層を同一

サンプルデータ（表−3）の範囲内で 1 つのパラメータの

特性値と仮定した Case.3 の場合に，ci ，h maxi ，δBi などの

みを変動させて行う．解析ケースを表−5に，各パラメー

一部のパラメータで比較的精度の良い同定が行えている

タの観測波の再現精度に対する感度を図−9に示す．
ただ

が，全体的には，パラメータの値が Target と数倍異なる

し，パラメータ pk に対する観測波の再現精度 Jp の感度

ものまで存在し，個々の地盤特性値の同定という観点か

Dk は，次式で表される35)．

らは実用レベルにない．しかしその一方，観測点におけ

Dk = ( p k / J p ) ⋅ ( ∂ J p / ∂ p k )

る加速度記録と応答加速度との関係は，図−7より，振幅

(7)

のピーク時に計算波と観測波とが若干異なる箇所も見ら
れるが，全体的には 2 波の判別が困難なほど波形が一致

ここで，Dk の値が大きいことは，Jp のパラメータ pk に

し，観測波形の再現精度は非常に良いことが分かる．

対する感度が高いことを意味する．

次に，振動系の復元力特性の同定精度について検証す

各パラメータに対する観測波の再現精度の感度に関し

るため，Case.1 における設定値および同定値に基づいた

ては，図−9より，パラメータが全層同一値を採る Case4.4

全層の平均的な応力−ひずみ関係を図−8(a)，
(b)にそれ

の h maxi，δBi が相対的に感度が高くなっており，これらに
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図−9 観測波の再現精度に対する各パラメータの感度

ついては，図−6の Case.3 ように比較的精度良いパラメ

表−6 入射波の逆算精度

ータ同定が行えている．しかし，その他，特に地層を細

解析ケース

Case.1

Case.2

Case.3

分化して未知パラメータの数が増えた場合には，全体的

逆算精度

1.1%

0.6%

0.3%

に感度は低く，個々のパラメータが観測波の再現精度に
及ぼす影響が小さいことが分かる．また，上記のパラメ
Acceleration (Gal)

ータの感度特性の他にも，本研究では，ci とφ i，α i とβ i
など，相関が強いパラメータを同定の対象としているこ
とも，解の唯一性が保証されず，観測波の再現精度が良
好でも，同定値が Target と大きく異なる原因となってい
ると考えられる．

Calculated

800

Target.I

400
0
-400
-800

0

5

10

15

20

Time (s)

(4) パラメータおよび基盤入射波の同定精度
本節では，本最適同定手法の入射波逆算法への適用性

図−10 基盤入射地震動の逆算波形(Case.1)

を検討する目的で，同定されたパラメータで入射波逆算
を行い，基盤入射地震動の逆算精度を検証する．このと

表−7 観測波の再現精度および入射波の逆算精度(%)

き，入射波の逆算精度は，観測波形の再現精度を示す式
(1)と同様の考えに基づき，次式で定義する．

J i = ∑( &~
x&(m) − &y&(m ))2 / ∑ &y& 2 (m)
M

m =1

M

(8)

m =1

&x&(m) はそれぞれ，m 番目の Target
ここに， &y&(m ) ， ~

解析ケース

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

再現精度
逆算精度

2.9
0.7

4.4
0.7

4.3
0.7

3.6
0.9

4.7
0.6

解析ケース
再現精度

2.6
4.4

2.7
4.4

2.8
3.1

2.9
3.9

2.10
4.8

逆算精度

1.1

0.7

0.8

0.7

0.6

表−6，表−7より，入射波の逆算精度は上記のいずれ

の加速度，入射波の逆算加速度を表し，M はデータ数を

のケースにおいても 0.3〜1.1%の範囲内にあり，非常に

意味する．
前節 Case.1〜3 で算定した地盤特性の同定値を用いて，

高精度な入射波の推定が行えていることが分かる．また，

入射波逆算を行う．ただし，計算時間間隔 2/1,000 秒，サ

入射波の逆算精度は，地盤特性探索時の観測波の再現精

ンプル間隔 1/100 秒，継続時間 20 秒とする．また，基盤

度 4.4〜4.7%（表−4），2.9〜4.8%（表−7）をそれぞれ

面以深の地盤条件は，観測波算定時と同じくρ =2.0t/m ，

のケースで上回る傾向が見られる．ちなみに，Case.1 で

Vs =350m/s の線形弾性体とする．各ケースの入射波の逆

23 世代目の観測波の再現精度は 20.0%であるが，この地

算精度を表−6に表し，Case.1 で逆算した入射波を Target

盤特性を用いた入射波の逆算精度は 3.5%と，精度が格段

とともに図−10に示す．

に向上している．また，入射波の逆算精度が 1.1%と最も

3

さらに，10m 毎に地盤特性が異なる Case.2 と同じ条件

低い Case.1 の場合でも，図−10より，逆算波形と Target

で，初期個体群の異なる 10 ケースで同定を行い，観測波

波形は判別が困難なほど，波形の整合度は高い．したが

の再現精度 5%以下になる 10 組のパラメータを求める．

って，本最適同定手法が基盤入射地震動逆算のための地

表−7に各ケースの観測波の再現精度およびそのパラメ

盤特性値の設定法として有効であることが確認された．

ータを用いた入射波逆算による逆算精度を表す．
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図−12 地盤特性パラメータの同定値
地震計

G.L.
0

者は次に示す①〜③，後者は④⑤のプロセスを経るもの

0m

とする．

人工埋土

深度(m)

-20

①

-16m

シルト質粘土

価し，G.L.〜G.L.-16m間のパラメータを同定する．

-32m

礫，砂，
シルトの互層

G.L.-16m の観測記録を入力として，G.L.で応答を評

② ①の同定値を確定したものとして，G.L.-32m の観測
記録を入力，G.L.-16mで応答を評価して，G.L.-16m〜

-40
礫，砂，
シルトの互層
（洪積層）

-32m 間のパラメータを同定する．
③ ①②の同定値を確定したものとして，G.L.-83mの観

-60

測記録を入力，G.L.-16m で応答を評価して，G.L.-32m
シルト質粘土
（洪積層）

〜-83m 間のパラメータを同定する．
-83m

-80
0
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N値

④

G.L.-32m の観測記録を入力，G.L.，-16m の 2 地点で

応答を評価し，G.L.〜-32m 間のパラメータを同定する．

0 100 200 300 1.6 1.8 2.0
ρ(t/m3 )
Vs (m/s)

⑤ ④の同定値をランダムに作成する初期個体群の個体

図−11 土質柱状図

の 1 つとして，G.L.-83m の観測記録を入力，G.L.，-16m，
-32m の 3 地点で応答を評価し，G.L.〜-83m 間のパラ

４．ポートアイランド基盤入射地震動の推定

メータを同定する．
ここに，前者の方法は，①〜③の段階において個々の

本章では，実問題のような大自由度非線形系に対して

観測記録の再現性は良好であったが，G.L.〜-83m までの

本同定手法の適用性を検討する目的で，実際のアレー観

全領域に対して G.L.-83mの観測記録を入力した場合に，

測点において入射波逆算用の地盤特性値の同定を試みる．

G.L.や G.L.-16m の観測記録の再現精度が悪化したこと
から，本章における同定は，後者の方法に基づたものを

(1) 解析モデル

示す．ただし，後者の④は，⑤に先立って大自由度での

解析は，ポートアイランド北西部に神戸市開発局が設

計算を低減し，計算時間を短縮するために行った．

36)

置したアレイ観測地点 を対象に行う．図−11に当該地

パラメータの同定は，個体群サイズ 50，拡散率 0.35

点の土質柱状図を示す．ここで，解析の対象周波数を

で，時刻歴応答解析は，計算時間間隔 2/1000 秒，継続時

20Hz までとして，地表から基盤（G.L.-83m）までの地層

間 20 秒で行う．ただし，地震観測記録はそれぞれの深度

を 70 の集中質点系にモデル化する．ただし，Vs および

で観測された NS 成分とする．また，G.L.-83mの記録は

ρ がともに同値である地盤に対しては同一の特性値を有

地震計埋設時の設置誤差が大きいことが指摘されている

するものと仮定し，全体を 12 組のグループに分類する．

ことから，方向補正された加速度37)を採用する．

(2) 入射波逆算用の最適パラメータ同定

度での時刻歴応答加速度の計算波形と観測記録を図−13

地盤特性パラメータの同定結果を図−12に，各観測深
パラメータの同定方法として，近接する 2 つの観測記

に示す．ちなみに，上記は世代数 2,000 のときの結果で，

録に挟まれる領域を，下方の観測記録を入力として順次

このとき，3 観測波の再現精度の平均は 20.0%，計算時

評価する方法と，最下層の記録を入力として全領域を複

間は約 20 時間（PentiumⅢ-933MHz (Linux，g77)）であっ

数の記録で評価する方法が考えられる．具体的には，前

た．参考のため，再現精度の平均値の履歴を図−14に示
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図−14 評価値の履歴

より，地表面では，主要動以後の高周波成分については
観測記録をほとんど再現できていないが，波形は周期，

す．

振幅とも概ね一致している．G.L.-16mについては，図−

まず，図−12より，地盤特性パラメータの同定値のう

13(b)に示すように，
全体的に観測波と応答波形の整合度

ち，ci ，φ i に関しては，図−11において N 値が比較的大

は良いが，高周波成分による波のピーク値は応答加速度

きい層で，大きなせん断耐力となる値を示しており，ま

の方がかなり小さい．G.L.-32m では，図−13(c)より，

た，液状化した埋立土層や洪積粘土層では，それを挟む

G.L.-16m と同様に応答加速度の波のピーク値が過小評

層と比べ，小さなせん断耐力を示すなど，概略的には土

価される傾向は見られるものの，G.L.-16m の場合ほど顕

質柱状図と整合する結果となっている．ただし，個々の

著ではなく，全体的に観測波を高精度に再現しているこ

パラメータの同定精度については，３章の数値解析例に

とが分かる．

おいて観測波形の再現精度が 5%以下と，本検討より精

ここで，同定したパラメータの妥当性を検証する目的

度が高い場合に，同定精度が実用レベルに達していない

で，風間ら38)が観測記録から算定した各観測記録間（ G.L.

ことから，本検討においても，他の応答解析等で用いる

〜-16m，G.L.-16m〜-32m，G.L.-32m〜-83m）における平

地盤パラメータとして，妥当な値を同定しているとは限

均のせん断応力−ひずみとの比較を行う．風間らが算定

らない．

した応力−ひずみ関係，および，本検討で同定した応力

次に，観測地点の再現波形の精度について，図−13(a)

−ひずみ関係を図−15に示す．
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図−16 基盤入射地震動の推定波形(E)

1995 年兵庫県南部地震におけるポートアイランド

のアレー観測地点を対象に集中 70 質点系にモデル化
し，地盤特性値の最適同定を実施したところ，各観測

G.L.〜-16m の層においては，図−15(a)より，本同定

深度における加速度記録および観測深度間の平均的な

手法による応力−ひずみ関係は，風間らの算定結果に比

応力−ひずみ関係を十分な精度で再現する地盤特性値

べて，最大せん断応力は小さくなっているが，最小せん

の探索が可能であることから，大自由度非線形系に対

断応力，最大，最小ひずみレベルは同程度の値を示して

しても適用可能であることが分かった．

おり，また，せん断剛性の経時変化を見ると初期に大き

③ ①，②より，実際の鉛直アレー観測地点を対象にし

な剛性を示した後，徐々に剛性が低下している様子が再

て，基盤入射地震動を時間領域で逆算する場合のパラメ

現されている．ここで，本検討は全応力解析であり，か

ータを探索する手法として，本最適パラメータ同定手法

つ，双曲線モデル用いていることから，本来，G.L.〜-16m

が有効であることが確かめられた．

の層のように液状化を生じるような地盤には適用できな
い．しかし，本検討では，この層を 4 つに細分化してそ

謝辞：本研究を行うにあたり，京都大学の清野純史助教

れぞれの層に独自の復元力特性を持たせることで，全体

授，竹中工務店の恒川裕史氏，理化学研究所の新井洋博

として液状化した応力−ひずみ関係と比較的特性の似た

士，岐阜大学の能島暢呂助教授，ならびに本誌査読員の

応答が表現されていると考えられる．

方々には，大変貴重なご助言，ご指摘を頂きました．ま

G.L.-16m〜-32m および G.L.-32m〜-83m の層について

た，東北大学の風間基樹助教授には，ポートアイランド

は，図−15(b)，(c)より，剛性やひずみレベル，履歴減

アレー観測地点の応力−ひずみ関係のデータを頂きまし

衰の大きさ等，概略的には精度良く近似が行えているこ

た．ここに各位に対して記して謝意を表します．

とが分かる．
以上，本同定手法では，数十自由度の実地盤を対象と
して，上記のように観測波形や応力−ひずみ関係を精度
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PARAMETER ESTIMATION FOR NONLINEAR DYNAMIC GROUND PROPERTIES
USING GENETIC ALGORITHM
FOR BACKWARD CALCULATION OF INCIDENT SEISMIC WAVE
Hisakazu SAKAI

Although nonlinear dynamic ground properties are necessary for a backward calculation to identify an incident
wave in time domain, it is difficult to select the suitable parameters for a set of vertical array records. GA (Genetic
Algorithm) and the non-iterative time integration method are applied to the parameter selection. Numerical examples
are conducted to examine the accuracy of the identified incident wave, and dynamic ground parameters at Port Island
vertical array point are computed to verify the applicability for a large-degree-of-freedom. These results show the
availability of the parameter estimation method for the backward calculation of incident wave.
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