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record obtained at Kobe Port Island during the Hogoken Nambu Earthquake of 1995
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Strong earthquake motion record obtained from a seismometer array record at Kobe Port Island
during the Hogoken Nambu earthquake of January 1995 is employed to inversely analyze the
dynamic soil parameters, i. e. dynamic shear modulus and damping ratio of each layer. The
extended Baysian method (EBM) is employed to overcome the problem of illposedness. Some
trade off between the shear modulus and the damping ratio is observed. Also the solution is
not unique. Such kind of trade off have been successfuly solved by EBM for relatively smaller
earthquake motion records in the previous studies (Honjo et. al, 1997, 1998). It is speculated
that this problem arose because of the extraordinarily strong earthquake motion record obtained,
and approximating this phenomena by the equivalent linear model. Discussion is made both
from statistical and soil dynamic view points on the problem.
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1.　 研 究 目的

構造物の地震時の安全性や地盤の液状化予測のため

には,深い基盤から入力する地震波が,そ れぞれのサイ

トで どのように増幅され伝播するかを知ることが極め

て重要である.こ のため,深度方向に幾つもの地震計を

設置 し,地震波の伝播特性を捉える,ア レー観測が各地

で行われている.本 研究では,兵庫県南部地震での神戸

市ポー トアイランド(以下,神戸PI)に おける観測結果

の逆解析を行 うことにより,各土層の土の定数(せ ん断

剛性,減 衰比)を 推定し,そのひずみ依存性を求める.

このアレー記録は,め ったに得ることのできない強震

時のもので,地 盤の応答解析で特に問題 となる,せん断

剛性や減衰比などの地盤定数の原地盤におけるひずみ

依存性を解析する上で貴重な記録である.し かしなが

ら,この記録は一つの地震についてのものであり,一般

に等価線形解析では,地震記録全体を対象として行なう

のが一般的なので,い ろいろな異なるひずみに対応した

地盤定数の値を解析することができない.そ こで本研

究では,神 戸PIの 記録を,5秒 づつずらして15秒 間隔

に区切り,それぞれの時間間隔を定常波と考えて等価線

形解析を行ない,地震動のレベルに応 じた地盤定数値の

推定を試み,そ の結果より,これらの定数の値のひずみ

依存性を検討 した.

以上のように,一つの地震の比較的短い時間間隔部分

の記録 だけを取 り出 して,重 複反射理論に基づいた応

答解析を行 な うことには,種 々の無理がある.つ ま り,

本来非定常な応答をしている地盤 を,時 間間隔を区切っ

て定常応答と仮定 していること,本 来ひずみレベルがそ

れほど大きくなく,弾 性応答に近い状態の近似を考慮 し

て開発 された と考 えられ る重複反射理論による等価線

形法 を,か な り大 きなひずみが発生 した と思われ る地

盤応答 に適用 してい ることなどである.こ れ らの点は,

逆解析結果の解釈に当た り,注 意を払った.

一方
,手 法 としての逆解析の研究は地盤工学の分野に

おいても,大 きな進歩 を示 している.特 に1994年 度か

ら1996年 度に活動 を行なった地盤工学会の 「逆解析の

地盤工学への適用に関す る研究委員会(委 員長 太 田

秀樹東京工業大学教授)」 の活動 では,逆 解析の限界 と

可能性が,メ ンバーの活発な研究活動を通 じてかな り明

らかになった.(大 谷他11名1)参 照)

その結果 を簡単に要約すると,そ れは逆問題が不適切

(illposed)で あると言 う認識 の深化 と,そ れ を克服する

ための適切化 手法(regularization procedures)の 整理

である.古 典的境界値 問題 などと全 く異な り,逆 問題は
一般 に解の存在

,唯 一性,安 定性の保証 されない問題 で

ある.こ れが,近 年に至るまで逆問題が研究のメインス

トリームから,阻 害されていた最大の原因であると思わ

れ る.
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限 られたデー タか ら多 くのモデルパラメータを同定

しよ うとして も,多 くの場合共線性(multicolinearity)

と呼ばれる現象が発生 し,パ ラメータ同定が著 しく困難

になることは,統 計学で もよく知 られていたが,こ れは

不適切性 と全 く同 じ現象の別名である.す なわち,こ の

ような場合多 くのパラメー タ値の間で トレー ドオ フの

関係が起 こり,こ のため推定値は,少 数 のデー タの追加

や削減で著 しい変化 を生 じる結果 となる.

このよ うな不適 切性 を克服するために,い くつもの

方法が提案 されている.そ の幾つかは,本 論文集の本城

2)およびその参考文献 に紹介 されてい るので
,参 照 され

たい.

本論文で取 り扱った地震波伝播の問題 でも,推 定 しな

けれ ばな らないパ ラメータは各土層のせん断剛性 と減

衰比合計18個 であ り,逆 解析結果は不安定であ り,典

型 的な不適切性挙動 を示 した.従 ってパラメータの値

の間には,ト レー ドオ フ関係が存在す る.本 研究では,

この ような不適切な問題 に対す る適切化手法の適用に

興味があ り,こ の点について も,逆 解析結果 をもとに,

詳 しく議論 した.

本論文の構成 は,次 の通 りである.第2章 では,地 盤

の重複反射理論に よる等価線形応答解析 と,本 研究で

採用 した逆解析手法 について述べ る.第3章 は,神 戸

PIデ ータの解析 について述べた.す なわ ち,デ ー タの

概要,観 測記録 の主方向へ の変換,逆 解析結果の考察に

ついて記 した.第4章 は結論である.

2.　 逆 解 析

2.1　 地盤の動的特性 と応答解析

地盤はもともと非線形材料であって,せ ん断剛性 も減

衰比 も,ひ ずみ依存性 が顕著である.し か し実務では,

これ を弾性モデルで表現 し,重複反射理論による等価線

形解析法 を用いることが多い3).こ の とき,地 震動解析

に必要な地盤の主な特性は,密 度ρ(t/m3),せ ん断剛性G

(kN/m2),減 衰比hの3つ があげ られ る.等 価線形

解析法の電算 プログラム"SHAKE"は,実 務で広 く用

い られている.本 研究 も,こ の解析法で設 定すべき動的

地盤定数の推 定を,研 究の 目的 としている.

重複反射理論による等価線形解析法については,既 に

広 く知 られてい るので,こ こでは述べない3).

2.2　 拡張ベイズ法

任意の地盤 内の2点AとBで,地 震動観測記録が得

られてい る とき,こ れ にフー リエ変換 を施す ことによ

り,そ れぞれのフー リエ ・スペク トル を求めることがで

きる:

(1)

(2)

これ より,それぞれの振幅スペク トルは次のようになる:

(3)

(4)

振幅スペク トルに含まれ るノイズを取 り除 くために,

TA(ω),TB(ω)を,バ ン ド幅β(Hz)のParzen Windowで

平滑化 した ものを,そ れぞれTA(ω|β),TB(ω|β)と 表わ

す.本 論文では、0.2Hzの ウイ ン ドー幅 を採用 した。2

点間の伝達関数の振幅比部分(TAB(ω|β))は,こ れ らの

比であるか ら,次 式 により与えられ る.

(5)
一方

,伝 達関数の位相部分は,次 のよ うになる.

(6)

本城 ら4),5)は,このような多層系地盤 の応答解析の逆

解析は,不 適切性(共 線性)が 強い として,こ れ を適切

化するため事前情報を考慮 して,拡 張ベーズ法 によ り定

式化す ることを提案 した.さ らに,通 常この種の問題で

考慮され る振幅に関す る情報だけでなく,位 相 も評価 関

数に取 り入れ ることを提案 した4).こ の研究でもこの考

え方を踏襲 し,次 の2つ の評価関数J1,J3を,逆 解析 を

行な うとき採用 し,そ の結果を比較 した.な お,類 似の

定式化は辻原 ら6)によっても採用 されている.

(7)
一方

,こ れに伝達関数の位相 を加 えた評価関数 は,

(8)
ここに,

2観 測点間の解析伝達関数の振幅比,

2観 測点間の観測伝達関数の振幅比,
2観 測点間の解析伝達関数の位相,
2観 測点間の観測伝達関数の位相,

せん断剛性と減衰比ベクトル,

推定地盤定数の事前平均ベクトル,

観測値の分散(一 定値を仮定),
事前情報の分散 ・共分散行列,
観測点の個数,
周波数の分割個数を表し,

せん断剛性における事前情報の項の重み,

減衰比における事前情報の項の重み.

―56―



表-1　解析用地盤モデル

表2　d21,d22の 重 み付 け とABIC(0～60(sec)、J3)

図-2　 表-2に お け るABICの コ ンター図

図-1　主軸方向へ変換後の加速度波形

図-3　全時間(0～60(sec))に おけるGに 対する重みの大小

による推定地盤定数の比較図
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評価 関数について詳 しく述べ ると,J1(式(7))は,観

測情報については伝達関数 の振幅比(Tij)の み,J3(式

(8))は,伝 達関数の振幅比 と位相(φij),そ れぞれの残

差2乗 和の最小化をはか る.な お,評 価 関数 をJ1とJ3

としたのは,既 発表の論文 との記号の整合性を計 るため

である.

なお,拡 張ベイ ズ法 を用い るのは,こ の逆問題 が不

適 切であ るため,こ れ を適切化す るた め事前情報を加

えるが,そ の重みをスカラー量d21,d22を用い調整す るた

めである.こ の最適化にはABIC(赤 池ベイズ情報量規

準)を 用いている7).他 の適切化手法については本城 ら

(1999)2)を 参照 されたい.ま た,逆 解析の不適切性 の度

合いをみるため,条 件数 を用いる.条 件数が小 さいほど

問題 は適切化 されてお り,推 定値の信頼性は高いとい

える.

3.　 ケ ー ス ・ス タ デ ィー

3.1　 観測デー タの概要 と前処理

(1)　 実観測地震概要及び解析地盤モデル

本研究では,地 震動が非常に大 きい神戸PIの 地震観

測デー タを用い る.地 震計 は,G1(GL-0.0m),G2(GL-

16.4m),G3(GL-32.4m),G4(GL-83.4m)の4箇 所に設

置 されてい る.神 戸PIの 表層地盤 は,埋 め立て地盤で

あ り,液 状化 しに くい土 とされていたが,周 知のように

PI全 域で液状化が起 こった.ま た,解 析地盤モデルは

表1に 示す よ うな地盤定数を設定 した.こ れは,PS険

層結果か ら与 えた ものである.

(2)　 観測加速度の方位補正及び主軸への方向転換

鉛 直アレーで観測 された記録には,特 にボアホール

の深い場所 に位 置す る地震計 は,設 置誤差がある場合

が多いと言 われている8).そ こで,神 戸PIを 対象地盤

と してい る吉 田と栗 田9),杉 戸 ら10),岡 ら11)を参考 に

G4(GL-83.4m)の 地震計の観測 方位 が,水 平面で時計回

りに200ず れているもの と考えた.

さらに,本 研究では地震動が強 く現れる主軸への座標

変換 を行った.こ れは,地 震動の大 きかった方向につい

て解析を行な うことにより,実 際に発生 した大きな地盤

内ひずみを捕 らえられ るよ うに,逆 解析を行な うためで

ある.主 軸の方向については,福 武12),山 下 ら13)を参考

に して,主 軸方向 を真北か ら反時計回 りに20° 回転 し

た方向 とした.従 って方位補正 も合わせ て考慮すると,

変換する角度は,G1,G2,G3で それぞれ反時計回 りで

20°,G4は40° とな り,こ の ように変換 された主軸方

向の加速度記録 を用いて解析 を行 う.こ の主軸方 向へ

座標変換 された加速度波形 を図-1に 示す.

(3)　 加速度記録の時間区間分割

本研究では,先 に説明 したよ うに地盤定数のひずみ依

存性 を明確 にす るため,加 速度記録全体(0～60(sec))

の解析 と共 に,加 速度記録 全体 をステ ップ幅5(sec)

ご とに15(sec)づ つの 区間,す なわ ち5～20(sec) ,10～
25(sec),…,35～50(sec)と 言 う様 に区切 り,そ れぞれの

時間区間に対 してフー リエ変換 を行い,伝 達関数 を求

め逆解析を行 った.ま た,15(sec)ご とに区切 る際に,前

後1秒 間の記録に正弦波の4分 の1波 長を用いて,滑

らかにフェー ドイン,フ ェー ドア ウトするように操作を

施 し,地 震波が大 きい値 から急に0を とることのない

よう配慮 している.

15(sec)を 選択 した理由は,こ れ より短い区間を用い

たとき,逆 解析の推定結果が,安 定 しなかったためであ

る.す なわち,15(sec)よ り小 さい5,10(sec)で も同様

の解析を行なったが,そ れ らの推定値は時系列的に考え

ても,解 釈 をす ることが困難 な結果 を与えた.15(sec)

の場合は,そ の結果は後に示すよ うに ,あ る程度時系列

的な解釈 が可能であった.も ちろん区間を長 く取れば,

解はより安定すると予想 されたが,経 時的なひずみの増

大に伴 う地盤定数の変化 を観察す ることが 目的である

当解析では,15(sec)が 適当な時間間隔であ ると判断 し

た.重 複反射理論は,本 来定常状態の地盤 の応答解析 に

用いる方法であるか ら,極 端に短い 時間区間をとること

に無理があることは当然 と考え られ る.

3.2　 逆解析結果の考察

(1)　 逆解析による地盤定数の推定

全記録に基づ く逆解析結果:本 解析で扱っているよ う

な,18個 ものパ ラメー タの値 を同時に推定 しようとす

る逆解析では,不 適切性 が生 じることは避 けられ ない.

本解析でも不適切性 が生 じてい ることは,条 件数が,事

前情 報の重み(d12,d22)が 小さい とき,数 万かそれ以上

の値 に達 していることか らも明 らかである.こ の よう

な場合,推 定値が極 めて不安定 な挙動 をす る.

逆解析を行 な う際,今 まではABIC最 小値 を最適 な

値 とし,そ のときの事前情報の重み(d12,d22)を とる地

盤定数を推定値 としていた4),5).し か し,神戸PIで の地

震動が大きいためか,こ のデータの逆解析は,d12-d22

平面上で,ABICの 唯一の極小値 を与えず,あ ま りよい

結果が選 られ なかった.結 果 を詳細に検討 した結果,こ

れ は,推 定 されるせん断剛性Gと 減衰比hの 間にある

トレー ドオフのためであ ることがわかった.著 者 らの

逆解析のモデル化では,評 価 関数でせん断剛性 と減衰比

の事前情報に,を それぞれ一括 して,重 みをつ けている

ことも,こ のようの トレー ドオフ関係 を誘発 している.
一般 に

,数 層か ら構成 されるよ うな比較 的単純な一

次元波動伝播 では,せ ん断剛性 は伝達関数 の周期特性

を支配 し,減 衰比はそ の振幅比 のピー ク値 に影響 を与

えることが知 られている.し か し本解析が対象 してい

る様な10層 もの土層よりなる複雑な振動系の逆解析で

は,せ ん断剛性 と減衰比 と言 う要因の他 にも,浅 部 と深

部,隣 り合 う土層間,土 層のグループ化の方法等 で推定

され る各パラメータ値の間で複雑な トレー ドオ フが発
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生 していると考えられ,実 際解析の結果を詳細に観察 し

てい るとそのよ うな例に出会 うことも多い.

この ような トレー ドオ フ関係 は,一 般 的な地震動の

観測結果の逆解析 でも見 られたが,神 戸PIデ ータでは,

その地震動が大きいためか,そ の現われ方が特に顕著で

あると思われ る.

従って,Gに 対 す る重 み(d12)が 大 きい 場 合

(d12=10,100,1000,10000)と 小 さい場合(d12=

0.001,0.01,0.1,1)の 結果 にそれぞれでABICは 極小値

をとっていた.こ れは,全 時間(0～60(sec))で 逆解析を

行なった際も生 じ,Gの 重みが大きい場合は,せ ん断剛

性 の事前平均値G0に,Gの 重みが小 さい場合は,減 衰

比の事前平均値h0に 引っ張 られ る推定値 となった.こ

の解析結果 を表-2及 び図-2と 図-3に 示 した.特 に表-2

及び図-2よ り分 かるよ うに,ABICに は2つ の極小値

がある.

最終的に,著 者 らはせん断剛性に対する重みd12が 大

きい場合の推定が,良 い推定結果を与 えてい ると考 え

た.そ れは,表-4に 示 した条件数が,こ の場合は200程

度であ り適切化 が十分に行われていると判断 され るの

に対 して,d12が 小 さい場合の条件数 は,1か ら10万 の

オーダーで,依 然 として推定値の不安定が解消 されてい

ない と判断す るか らである.具 体 的な推定結果では,前

者はGが 相対的に固定 され,hが 変化 してい る(図-3).

15secご との記 録 に基 づ く逆解析結 果:時 間間隔

15(sec)ご との逆解析結果でも,ABICは せん断剛性に

対す る重みd12が 大きい場合 と小 さい場合でそれぞれ極

値 をとった.そ れぞれの場合の評価 関数J1,J3の 値,そ

れぞれのABICの 値を表-3に,条 件数を表-4に 示 した.

全記録の解析の場合 と同 じ理 由,す なわち条件数の大

きさからd12が 大 きい場合の方が,安 定 した結果 を与 え

てい ると判断 した.こ れ ら推定 されたGとhの 結果を,

図-4(a),(b)と 図-5(a),(b)に 示 した.前 者は評価 関数J1

による結果,後 者はJ3に 関す る結果である.

図-4(a)の 評価 関数J1に よるGの 推定結果で,Gは1

～16(sec) ,5～20(sec)で は,事 前平均値に対 してそれほ

ど変化 はないが,10～25(sec)以 降地震動の主要部では,

3,5,9層 でGが 初期値 よ り10～20(%)小 さな値 をとっ

ている.第3層 は地下水位 直下の地盤,5,9層 は粘土層

であるためGが 低 く,そ の結果大 きなひずみが発生 し,

初期せん断剛性 か らの低 下が大きくなったと考えられ

る..

一方
,図-5(a)のJ3に よるGの 推定結果では,1～

16(sec),5～20(sec)で は3,5,9層 でせ ん断剛性比は小

さくなっている.10～25(sec)以 降の地震動の主要部で

は,事 前平均値 とあま り変わ らない値 をとってい る.

hは,図-4(b)と 図-5(b)に 示 され るように,Gに 大き

な重みを与えた分,h/h0の 変化は相対的にG/G0の 変

化 よ り大 きい.G同 様3,5,9層 に特徴があ り,他 の層に

比べても大きな値をとってい る.し か し,J3に 比べてJ1

の場合,す なわち図-4(b)の 方が図-5(b)の 場合よ り,地

震動の大きい10～25(sec),15～30(sec)で 大きな値 を

与えてお り,よ り適切な推定結果 を示 していると考えら

れ る.

さらに各時間帯におけるGに 対する重み(d12)の 大

小,各 評価 関数 ごとのABIC最 適値 を とるときの事前

情報の重み(d12)の 値,ABICの 値 を表-3に 示す.J1で

は,全 体的に,ま た特に地震動の主要部で,Gに 重みが

大きい場合にABIC最 小値をとる.J3で は,1～16(sec),

5～20(sec)でGに 重みが小 さい場合にABIC最 小値を

とるが,10～25(sec),15～30(sec),20～35(sec)の とき

はGに 重みが大きい ときABIC最 小値 を とるなど,統
一 された傾 向がみ られない .こ のことか らもJ1に よる

Gやhの 推定値が,安 定 している といえる.

逆解析に伝達関数の位相 を用いても,ノ イズが大きく

結果的に推定にあま り役 に立たないことは,沢 田ら14),

飛 田15)も指摘 してお り,上 記の結果は,こ れ らの結論 と
一致 している.

表-4に は,各 ケースの最小ABICに おける条件数を

示 した.せ ん断剛性Gの 重みが小 さい場合 は,条 件数

はかな り大きく,推 定結果が不安定であることを明確に

示 している.一 方Gの 重みが大 きい場合は,条 件数は

数 百程度で,前 者 よりかな り小 さく,安 定 した推定結果

を与えてい ることが分かる.こ の結果よ りも,Gの 重み

が大きい場合はの方が,妥 当な推定結果であると考えら

れ る.

(2)　 推定地盤定数のひずみ依存性の推定

次に,推 定 した地盤定数を用いて砂質土(第1～4,6～

8層),粘 性土(第5,9層)で,各 層 ごとの地盤定数のひず

み依存性を検討する.な お,こ こで言 う有効せん断ひず

みG-γeffと は応答 を時間領域で見たときの土層に発

生 してい る最大せ ん断ひずみの65%の 値 である.図-6

に,特 に砂質土でひずみが大きかった第3層 における,

G-γeffとh-γeffの 経 時的な変化 を表 した.

この図で1～16(sec)の 解析結果を除いて考えると,G

とhは 時間 と共 にひずみが増 大 し,そ れぞれ減少 と増

加 をした後に,初 期状態に戻っているの様子が明確であ

る.た だ し,hの 増加に比べGの 減少は少 ない.ま た,

図-7は 第9層 におけるG-γeffとh-γeff経 時的な

変化 を表 した.こ の層ではGの 低減 は,余 り見 られな

いが,減 衰比は,ひ ずみが大 きくなると増加 してい る.

図-8に すべての層のG/G0とh/h0をγeffに 対 してプ

ロッ トした.特 に変化が大きい推 定地盤 定数 をとった

第3,5,9層 は,ひ ずみは大き く,従 ってひず み依存性 も

明確 に確認 された.第1,2層(特 に第1層)の ひずみの

値が小 さいのは,液 状化の影響 にであ るとも思われ る
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表3　各時刻歴間におけるd12,d22の 重み付けとABIC

せん断剛性に重みが大きい場合　 せん断剛性に重みが小さい場合

記録全体

ラン ニ ン グ スペ クトル(Time Step=15.0(sec))

表4　各時刻歴間における条件数

せん断剛性に重みが大きい場合　 せん断剛性に重みが小さい場合

紀緑 全体

ラン ニン グスペ クトル(Time Step=15.0(sec))

図-4(a)　各時刻、各層における正規化されたせん断剛性(せ

ん断剛性に重みが多い場合、J1)

図-4(b)　 各時刻、各層における正規化された減衰比(せ ん

断剛性に重みが多い場合、J1)

図-5(a)　 各時刻、各層における正規化されたせん断剛性(せ

ん断剛性に重みが大きい場合、J3)

図-5(b)　 各時刻、各層における正規化された減衰比(せ ん

断剛性に重みが大きい場合、J3)
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1.

ところでKokusho and Matsumoto (1998)16)は,こ

の研究で扱った神戸PIの 地震 を含む幾つかの地震動に

つい て逆解析 を行ない,得 られたG/G0とh/h0を ,有

効ひずみγeff対 してプロ ットした.こ の結果 を,図-9

に示す.

これ らを比較することにより,次 のことが言える:

1.ひ ずみの大きさに関しては,本 研 究とKokushoら

16)の 結果はほぼ同じスケールである.特 に粘性土

が他 の土質よ りひずみが大き く,最 大0.01付 近の

値を とった.

2.本 研究で推定 されたせん断剛性比G/G0の,ひ ずみ

に関す る依存性 は,一般 に室内実験 などで求め ら

れた挙動に比較すると,そ の減少の割合は,大 きく

はない.

3.一 方h/h0は,本 解析の結果の方が,Kokushoら の

結果 よ りも大 きな増加 を示 している土層 もある.

4.い ずれ の解 析で も,一 部 の土層のせ ん断剛性比

(G/G0)が ひずみ10-3～-4で,1よ り大 きかった.

この原因は明確 ではない.

4.　 結 論

本研究によ り得 られ た,主 な結論 は次の通 りである.

1.鉛 直観測ア レーに基づいて,重 複反射理論に基づ

いた等価線形解析に よる逆解析により動的地盤定

数 を求めるとき,問 題 の不適切性のため推定値 が

きわめて不安定になる.こ の研究では,問 題の適

切化 を図 るため,拡 張ベイズ法 とい う定式化を と

り,せ ん断剛性Gと 減衰比hの 事前情報にそれぞ

れ重み付けをした上で,解 析に導入 している.こ の

結果不適切性 は,こ の2種 類のパラメータ間の ト

レー ドオフ関係 に集約 された.先 の研究4),5)で は,

ABICに よ りこの2つ の定数群の トレー ド ・オフ

関係を比較的 うま く調整できた.し か し,今 回の地

震動 は大 きいためか,調 整が必ず しも自動的に う

ま くはいかなかった.す なわち,Gに 対する事前情

報 の重み(d12)が 大きい場合 と小 さい場合の,2つ

の部分で,そ れぞれABICが 極値を とるよ うな結

果 になった.と は言え,Gに 対す る重みが小 さい場

合は,逆 問題 の適切性 と言 う観点 か らは条件数 が

大き く,問 題 は適切化 された とは判断できないの

で,す べての解析結果 を,,Gに 対す る重みが大き

い場合で整理 した.

2.推 定地盤定数 としては,Gに 対する事前情報の重

み(d12)が 大きい場合で,か つ評価 関数J1を 用い

て推定 した場合の結果がよかった.一 方,評 価 関数

J3で は,地 震動 の主要部でABIC最 小値が,Gに

重みが大きい場合 と小 さい場合に分 かれ,推 定の

結果も不安定であった.伝 達関数の位相 は,ノ イズ

が大きく,逆 解析 の改良に役立たない と言 う従来

か らの知見を裏付 ける結果 となった.

3.推 定結果は,有 効ひずみの増加に対す る,せ ん断剛

性の低下 と,減 衰比の増加 を一般的には示 した.し

か し,せ ん断剛性の低下は,一 般に考え られている

ほ ど大 きくはなかった.こ れに対 して,減 衰比の増

加 は,一 般 に室内試験で求め られ ているもの とだ

いたい同程度 であった.今 回の解析結果は,Gとh

の間の トレー ド・オフ関係 をGを 減少 させず ,む

しろ んを大きくすることで満足 しようとす る傾向

にあった.こ のよ うな トレー ドオ フ関係が生 じた

のは,本 研究で事前情報 に重み付 けを行な う過程

で,Gとhに 分 けて2種 類の重み を導入 してい る

ことにも原因があると考え られる.

4.本 研究の第一の 目的は,著 しい不適切性 を有す る

多層系地盤の波動伝播理論に基づ く等価線形化法

による,ア レー記録逆解析問題で,不 適切性 を如何

に克服 し,問 題 を適切化 し,合 理的な解 を得 るかと

言 う点にあった.同 時に,得 られた解析結果か ら,

動的地盤 定数について議論す るこ とを第二の 目的

とした.事 前情報への重みの導入の方法等に,改 良

の余地は残 してい るようにも思われ るが,一 応の

目的は達 した と考える.
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ひずみ依存性(せん断剛性に重みが大きい場合)
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図-9　Kokusho12)に おける推定地盤定数 のひずみ依存性
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