
Title 情報エントロピーを用いた杭の鉛直変位予測のための地盤
定数の逆解析( 本文(Fulltext) )

Author(s) 本城, 勇介; 工藤, 暢章

Citation [応用力学論文集] vol.[1]  p.[117]-[127]

Issue Date 1998

Rights Japan Society of Civil Engineers (公益社団法人土木学会)

Version 出版社版 (publisher version) postprint

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/24365

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



応 用 力 学論 文集　 Vol.1(1998年8月)　 土 木 学 会

情報エントロピーを用いた杭の鉛直変位予測のための地盤定数の逆解析

Inverse analysis of soil parameters for a pile displacement prediction model based on information entropy

本 城 勇 介1)・ 工 藤 暢 章2)

Yusuke HONJO and Nobiaki KUDO

1)正会員Ph .D岐 阜大学助教 授 工学部 土木工学科(〒501-1193岐 阜市柳戸1の1)

2)正会員 博士(工 学)ダ イヤコンサル タ ン ト(株)東 京支店(〒171東 京都豊 島区池袋三丁 目1番2号)

Seven sets of pile loading test data in Bangkok are introduced to estimate parameters used in the pile

displacement analysis model based on the superposition of Mindlin's elastic solution of the first kind.

Two models are developed: one considers the slippage between a pile and soil, and the other not

considering it. The inverse analysis procedure applied is the extended Bayesian method (EBM) in which

the observation data and the prior information are appropriately matched by ABIC. ABIC is also

employed to identify the two different models. The results exhibited the capability of the EBMin

overcoming the illposedness that are often encountered in this kind of geotechnical inverse analysis and

in identifying the better model.

keyword: inverse analysis, extended Bayesiana method, ABIC, pile displacement analysis,

Information Entropy

1.　は じめに

近年,限 界状態設計法 の移行 とい う背景を踏 まえ,

杭基礎な どの変位の推定法が見直 されている.本 研究

で は,7本 の杭の載荷試験を もとに得 られた観測デー

タを用い,あ らか じめ用意 された杭の載荷荷重 沈下

量の理論式(モ デル)の モデルパ ラメータ(ヤ ング率,

せん断強度)を キ ャリブ レー ションす る,い わゆる逆

解析を行 う.こ こで用 いて いる杭 の鉛直載荷試験の

データは,バ ンコクの高速道路網建設 プロジェク トに

関 して行 われた もので,現 地で地質学 的に分類 され

て いる各土 層の杭 の鉛直変位予測 のためのヤ ング率

を求めることが 目的であ った(Honjo, Limanhadi and Liu,

1993).

Poulos and Davis (1980)に よって提案 されている載荷

荷重,杭 頭変位,そ の とき杭体 内部 に伝達 されてい る

力 との関係をあ らわ した理論式があ る.こ の式は ミン

ドリンの第一解 を重ね合せ ることによ り導かれ た式

である.過 去 にこの理論式を用いて逆解析によ り地盤

の諸定数 を求めた例 に,地 盤 を完全弾性体 と し,地 盤

と杭の変位 の連続性 を仮定 した もの(Honjo, Limanhadi

and Liu 1993),地 盤 と杭 との間に滑動を考慮 した もの

(Honjo and Rainrukwong, 1994)が あ る.し か し,こ れ は

最尤法 に基づ いた逆解析で あった.

本研究で は,上 に挙 げた二つのモデルを用い,拡 張ベ

イズ法 による逆解析を行 い,地 盤のヤ ング率,非 排水

せん断強度の推定を行うとともに,逆 解析におけるモ

デルの選択について赤池ベイズ情報量基準(ABIC)

でこれを評価 した.特 にこの手法が,情 報エン トロ

ピーに基づ く理論によっているので,そ の背景をやや

詳 しく説明した.

2.　杭の変位予測モデル

ここで用いる理論式は,Poulos and Davis (1980)に

よって提案された式であり,ミ ンドリンの第一解の重

ね合わせにより導かれている.こ のモデルに必要な地

盤定数は,地 盤のヤング係数と,非 排水せん断強度で

あるが,こ れらは採用 している力学モデルの性質上、

地盤を構成する各土の固有の性質 というよりは、杭

の鉛直沈下量を予測するための便宜的な値と考える

方が妥当であろう.以 下では,ま ず理想化 した滑動の

ない場合(杭 と地盤 の変位の連続性を仮定する場

合)に ついて述べ,次 にそれを滑動が生じる場合に拡

張する.

2.1　滑動の生 じない杭の載荷荷重 沈下関係式

杭は円形でその直径d,長さLとする(図-1a).ま た

杭先端の換算直径をd0(この研究ではd=d0と した)とし,

図-1cに示すように,鉛 直荷重Pが 地表面で杭頭に作用

しているとする.この杭をn個の円柱状の要素に分割し,

それぞれの円柱周面に作用するせん断応力をp,鉛直
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(a)解 析 モデ ル

(b)杭周面に生 じる
地盤の応力

(c)杭 の 要素 (d)杭 の 応力

図-1　解析モデル

応力を σとする.ま た杭先端には鉛直応力pbが作用 し

ている.

地盤は半無限の弾性体と仮定され(有 限深 さに剛

体 とみなされる層があれば、鏡像原理により解を重

ね合わせることにより対処する),そ のヤング率Es,

ポアソン比はνである.さ らに,杭 の周面は粗く,杭 と

地盤の間に滑 りは生 じないと仮定する.す なわち,

杭と地盤は変位の適合性を満足 している.

載荷荷重Pに 対する,杭 周面応力p,先 端応力pbそれ

に変位を求めるには,次の3つ のステップを踏む.

(1)杭 の各要素における地盤の変位を,P,p,及 び

pbによって表わす.こ れには,ミ ンドリンの第一解の

重ね合せを用いる.

(2)杭 の各要素の変位をP,p及 びpb,さ らに杭のヤン

グ率Epに より記述する.こ れは杭を棒状の弾性体 と仮

定すれば簡単に求まる.

(3)杭 と地盤の間の変位の適合性条件より(1)と

(2)で求めた式を等置 し,pとpbを 未知数とする連立方

程式を立て,これを解 く.

以上のようにして,次 の連立方程式が導かれる.

(1)

ここに,

{P}:杭 周面せん断応力ベ ク トル(n+1)

Ep:杭 のヤ ング率

[Es]:地 盤の ヤ ング率(1/Esは,n+1次 ベ ク トル)

RA:杭 の 中空率(中 空 でない場合RA=1)

d:杭 の直径

δ:要 素間長 さ

[I]:単 位行列(n+1)x(n+1)

[Ip]:杭の作用行列(n+1)x(n+1)

[Is]:鉛直変位 に関す る ミン ドリンの影響係数行列

(n+1)x(n+1)

n:杭 の要素分割数

{Y}:荷 重ベ ク トル 杭頭以外は零.

なお,Poulos and Davis (1980)の モデルで は,地 盤が い

くつか の層か ら構成 され る場合,層 間の変位の適合性

は満たされない.こ の論文で導入 しているモデル も同

様の問題点か ら免れない.

2.2　滑動が生 じる杭 の載荷 荷重 沈下量関係式

実際の土は有 限のせん断強 さを持 っている.杭 と地

盤 との摩擦力が最大せん断強度 に達 した とき,滑 動,

或 いは,局 部 降伏が生 じる.

この滑動を考慮 した解析 にD'Appolonia and Romualdi

(1963), Poulos and Davis (1968)の 提案 した式があ り,弾

性解析の式を修正をす ることによ り滑動 を考慮 し,こ

れを解析 した.こ れ らの解析 の仮定は以下 の とお りで

ある:

(1)滑動 は.弾 性解析 において計算 された各要素の平

均せん断応力が限界値 に達 した とき,生 じる ものとす

る.

(2)滑動が生 じると,当 該要素 については地盤 と杭 の

変位の適合性が成 り立つ必要はな くなる.し か し計算

されたせん断応力 が,制 限値 に達 しない他 の要素に対

しては変位の適合性が成 り立つ ものとす る.

滑動 に対す る弾 性式の修正 には式(1)で 求めたせん

断応力 に関す る式を弾性解 によ り,変 位 ρに関する式

に変形す る.

ここに (2)

式(2)は,滑動を考慮 した場合の杭の沈下量計算モデル

である.

杭の載荷実験では載荷荷重を順次増や してゆくが,

初期の荷重段階において式(2)は全ての要素において

滑動は生 じていない状態を仮定 して計算 される.求 め
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られた各要素の変位を式(1)に代入 して各要素のせん

断応力pが 求められる.こ のせん断応力は予め明示さ

れた,対 応する要素の地盤のせん断強度 τaと比較さ

れる.計 算されたせん断応力が τaを越えている要素

に対 しては式(2)を用いて滑動のための修正を行 う.つ

まり滑動が生 じたある要素iのpiはτaiに固定される.

3.　 逆 解 析 に よ る地 盤 定 数 の 推 定

3.1　地盤工学における逆解析の問題点

地盤工学における逆解析では,問 題の不適切性が大

きいことが知 られている.こ れは,載 荷/除荷が単調,

荷重範囲が小さい,計 測位置が限定される等多 くの要

因による(本城,1995)

このような問題を解決する何 らかの事前情報を用い

ることが行われ,ベ イズ推定法またその変形であるカ

ルマンフィルターが広 く用い られる.し かし,問 題は

それほど単純ではなく,観 測データと事前情報をどの

ようにマッチングさせるかなどの問題がある.

著者らは,こ れに拡張ベイズ法と赤池ベイズ情報量

基準(ABIC)を 用いる方法を提案 しており,本研究でも

これを適用 した.こ の背景となっているのは,情 報エ

ン トロピーの理論であり,実 際ABICは,真 のモデルと

使用 しているモデルの近 さを測 る(相 対エ ン トロ

ピー)尺 度となっている.本 論文ではこの点をすこし

詳しく説明する.

3.2　相対エン トロピーとABIC

(1)　情報エ ントロピー

情報を表す一つの本質は,我々が関心を持っている

ある事象の不確実性を減少させてくれるものという

ことが出来るであろう.例えば今,軟 弱地盤上に高さ

3mの 盛土をある施工計画に従 って建設 しようという

とき,その結果が 「破壊す る」あるいは 「破壊 しな

い」という2通 りであったとき,この2つ の内一つに

なることを確実に教えて くれるものがあれば,これを

我々は情報ということが出来る.

それでは,個々の情報の重要性を定量的に測る尺度

はどのように考えれば良いだろうか.情報通信理論の

確立者であるシャノンは(有本,1980;小 沢,1980),

上記のことを定量的に書き表す方法として,情 報量

I(ai)を次のように,定義 した:

(3)

ここに,aiは,個 々の事象,piを 個々の事象の生起確率

とする.こ の定義によれば,予 想される生起確率の低

い事象に対する確実な生起の情報ほど,情報量は大き

くない.こ の事実はわれわれの情報の重要性に関する

直感と一致する.

ところで,実際の場面では,個々の事象の生起に関す

る情報を得るのではな く,個々 の事象の生起確率を与

え られた上で,全体としてこのような事象が持つ情報

量を評価 し,より情報量の多い状態に進 もうと意図す

るのである.このような事象全体についての平均的な

情報量を表す指標がエ ン トロピーであり,それは事象

が連続な確率変数xで 定義されるとき,次 式のように

定義される:

(4)

エ ン トロ ピーは,情報量 の期待値であ り,こ れは確率

が事象 間に等分布 してい るとき最大 とな る.し たが っ

て,エ ン トロピーが高い ほどその事象 に関す る情報 は

曖昧である.

ところで,エ ン トロ ピーを式(4)の よ うに定義す るの

は,シ ャノ ンが事 象に関す る情報量 の尺度 と してのエ

ン トロ ピー を公理 的 に構成 した結 果 であ る。す なわ

ち,正 規性,展 開性,決 定 性,強 加 法性,最 大性,連 続 性 と

言 った,情報 を記述す る上で都合が よい と考 え られ る

性質 を満たす関数形 は,シ ャノ ンが定義 したエ ン トロ

ピー関数 しか無 いことが証明 されて いる(有 本,1980;

pp.62-69).

(2)　相対エ ン トロ ピー

今確率変数ベ ク トルXの2つ の異 なる確率密度 関数

をf(x)とg(x)と す る.こ の2つ の密度 関数の相対 的な

不確実 性を計測す る量 として,相 対エ ン トロピーB(g(x);

f(x))を次の ように定義す る(梅垣 ・大矢,1983):

(5)

これは,ln[g(x)/f(x)]の 期待値 であるが,期 待値は確

率密度関数g(x)に つ いて と られていることに注意を

要す る.

相対エ ン トロピーは,確 率密度関数g(x)とf(x)の 相

対的な近 さを計 る尺度であ り,次 の性質 を持つ(坂 元

・石黒 ・北川
,1980;p.28を 参照せ よ.):
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g(x)を 確率変数ベク トルXの 真の分布,f(x)を モデ

ルとすると,相対エ ントロピーは真の分布g(x)と モデ

ルf(x)の間の距離を測る ものとなる.このとき相対エ

ントロピーをKullback-Leiblerの情報量規準と呼び,赤

池の情報量統計学はこの規準を基礎に構築されている.

モデルが真の分布に近づ くに連れ,K-L情 報量規準は

0に近づ く.

(3)　ベイズ統計学における事前分布の選択

地盤工学の逆解析では多くの場合データの不適切性

共線性が避けて通ることのできない問題であり,こ の

問題を解決するためには何 らかの意味で事前情報の

導入が不可欠である.事 前情報を考慮 した逆解析はベ

イズ法を用いて定式化する事が出来る.

ところでベイズ法は,そ の事前分布の選択が主観的

であるという理由により,批 判を受け続けてきた.

ここで展開する議論によれば,ベ イズ法における事前

分布選択の問題は,将 来の予測を行 うのにもっとも適

した予測分布を得るための方法であることが示される.

結果的にベイズ法は,相 対エン トロピーが最小 となる

ような予測分布の選択の問題であることが結論でき,

ベイズ法にまつわる主観性の批判は回避される(Akaike,

1980;赤 池,1982,1989).

まず将来観測されるベク トルzは,過 去の観測値

yと同様に,独立に分布f(・|θ)に従うと仮定する.さらに,

モデル ・パラメータ ・ベク トルθは,決 定変数ベク ト

ルではなく,あ る確率分布p(θ)に 従 う確率変数ベク

トルであるとする.

今将来の観測値ベク トルzが,過 去の観測値ベク トル

yの 関数 としてf(zly)と 表現できるとしf(z:y)を 予

測分布と呼ぶことにする.f(z|θ)とf(zIy)の 相対エ

ントロピーは,次のようになる:

(7)

この式は,f(z|y)のf(z|θ)へ の近 さを表す .こ の

式の第1項 は定数なので,f(z|y)の よさは第2項 のみ

で評価す ることがで きる.こ こで,f(y)を 次の ように

定義す る:

(8)

これを用いると式(7)の第2項 は,次 のように書き直さ

れる:

(9)

ベイズ公式により,事後分布は次のようになる:

(10)

さらに,yの分布関数は,こ の事後分布を用いると次の

ように表現される:

(11)

式(7)で 定義 した相対エ ン トロ ピーは,こ の分布関数

fθ(zly)が 予測分布f(z|y)に 一致す る とき最大化

され る.従 って,最 良の予測分布 は次 のよ うに与え ら

れ る:

(12)

従 って,事 後分布p(θ|y)は,予 測分布f(z｜y)

を得る上で,θ に関する最良の分布であることが理解

される.言 い換えると,ベ イズ法の利用が,予 測分布に

関す る相対エ ン トロピーの最大化と言 う観点から正

当化されたわけある.

(4)　最良の事前分布の選択

以上の結果を用いて,い くつかの代替的な事前分布pk

(θ)の中から,最良の事前分布を選択することができる.

式(8)は,事 前分布pk(θ)に 関するyの分布関数を与え

るものであり,こ れはyが観測値であるとき尤度関数

である(ベ イズ尤度といわれる).従 って,g(y)をyに

関する真の分布 とするとき,次 の関数を最小にする事

前分布が最良の分布である:

(13)

ここに、Nは 観測データの個数である。

この誘導では,yの 真の分布は観測値によって置き

換え られており,相 対エン トロピーは近似的に評価さ

れている.従っていくつかの代替的な事前分布pk(θ)

の中から最適のものを選ぶ場合,式(13)に するものと

選べばよい.
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事前分布 を選択す る場合,そ れはある分布族 に属す

る確率密度関数p(θ|λ)と して与え られることが

多い.こ こに λは超パ ラメータ(hyper-parameter)と 呼ば

れ,普 通パ ラメータ θの次元数よ りはるかに少 ない次

元数のベ ク トル(場 合 によ ってはスカ ラー)で ある.

このように して,赤 池ベイズ情報量規準(ABIC)が 導か

れる:

(14)

第2項は,相 対エ ントロピーの推定量の偏差を修正

するための項である.し か し,ほ とんどの応用ではλ

の次元は一定とされる場合が多 く,こ のとき第2項 は

定数となる.

実際のθの推定では,まず λを固定 しθを推定する.

そして λを変化させABICが 最小 となったときのλに

おけるθの推定値を最終的な推定値とする.

ベイズ法は,経 験的に最尤法が効果的でない,モ デ

ルパラメータ数に比較 して,観 測データの量や質が十

分でないような場合に,安 定 したパラメータ推定に効

力を発揮する.実 際この論文の後半で示すように,

ABICは 与え られた観測データの質がよく,量 が十分

なとき,観 測データに依存 した最尤解に近い推定値を

与え,そ うでない場合事前情報により依存 した解を与

えるように,超パラメータλを自動的に調節する.

ベイズ法の利用は,そ の事前分布の選択が主観的で

あると言う理由で,長 い間批判されてきた.実 際その

主観性の故に,実 際の問題にベイズ法を適用すること

は適当でないと言われてきた.し かしながら,こ の節

で しめした議論に従えば,最 尤法とベイズ法の間に本

質的な違いはないことがわかるであろう.両 者は共に

相対エ ン トロピーを最大にするような予測分布の選

択ということで説明される.こ れは,ベ イズ法の種々

の問題への適用を飛躍的に広げる可能性を持つ(赤 池,

1989).

3.3　拡張ベイズ法による定式化

(1)　観測方程式

載荷試験で得 られる観測データ(載 荷荷重,杭 の軸

力分布,杭 頭変位)と,モ デル式の計算値との関係は

次の式によって表される:

(15)

ここに

yij:観 測 データ

θ:モ デルパ ラメータ(地盤 のヤ ング率 とせん断強度)

fi(xj|θ):モ デル式

Xj:載 荷荷重

εij:誤 差ベク トル,i.i.d.N(0,σ εｉ2)

測定項 目:i=1:杭 頭変位

i=2,　 m:杭 の軸応力分布

j:荷 重段 階(1,　ｎ)

ここで表され るモデル式(15)は,前 節で述べ たPoulos

and Davis(1980)に よ って提案 された杭の載荷荷 重,沈

下量,伝 達荷重 に関す る理論式であ る.

また誤差 εijには,測 定誤差 とモデ リング誤差が含

まれる.こ こに測定誤差は測定 時に生ず る偶然誤差で

あ り,一 方モデ リング誤差 は,理 想化,単 純化 されたモ

デル式を用いることによって生ず る誤差 である.こ れ

ら2つ の誤差 を分離す ることは困難であるため,ε

ijは両方の誤差 を含めた もの として取 り扱 う.便 宜上,

εijは独立 に平均0,分 散 σεi2の正規分布従 うもの と

仮定す る.

(2)　事前分布

地盤 のヤ ング率 とせん断強度が推定 の対象 とな っ

ているパ ラメータであ る.そ れぞれ適 当な事前平均値

を与え,ま た分散値 は超パ ラメータによ り調整 され る

ので,後 述する比較 的簡単 な共分散行列 として与える.

パ ラメータは正規分布 に従 うと仮定 している.

(3)　拡 張ベ イズ法

拡 張ベイズ法 は,観 測データの分布関数 と事前分布

をベイズ定理によ り結合す る ことにより求め られ

次式を最小化す ることに帰着す る:

(16)

y:観 測値ベク トル

x:荷 重条件を示すベク トル

θ:モ デルパラメータベク トル

Vｓ:誤 差の共分散行列

θ:事 前情報平均値

B:事 前情報に与える重み

(対角項に適当にλEとλτが並んだ対角行列)

Vθ:パ ラメータの事前分散共分散行列(単 位行列)

今回の研究では,超 パラメータについて推定パラ

メータであるヤング率Esとせん断強度 τa各々 にλE,

λτという異なる重みを導入する.こ れはEsと τaが異
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なる種類の定数で,そ の事前情報の信頼性には違いが

あると考えたか らである.

(4)　パラメータ推定の信頼性

拡張ベイズ法における推定パラメータの分散 ・共分

散行列は下式になる.

(17)

(5)　事前情報の重み λの決定とモデルの同定

本研究では,λ の決定およびモデルの同定にABIC

(赤池ベーズ情報量基準)を用いている.λ は,ABIC

の最小となる時のλで決定される.

(18)

ここに

N:杭 の本数

K:一 本の杭における荷重段階数

λE:事 前情報(ヤング率)に対する重み

λτ:事前情報(せん断強度)に対する重み

mE:ヤ ング率の数

τa:せ ん断強度の数

Sk:荷 重段階kに おけるモデルの感度行列

4.　実 デ ータを用 いた逆解析

4.1　解析 に用 いたデー タ

タイ,バ ンコク周辺 における高架 高速道路の建設 に

際 し行 われ た7本 の杭の載 荷試験 で得 られたデ ータ

(載荷荷重,沈 下量,伝 達荷重)を もとに逆解析を行 う.

地盤 のボー リングデ ータお よびN値 か ら各 々の杭

付近の地盤を3層 に分割 し,そ れぞれ ヤ ング率Es1,Es2,

Es3,せん断強 τa1,τa2,τa3おとした.

各杭での地層のN値 と分割図を図-2に 示す(HorJo et.al

1993).ま た、7本 の杭の載荷試験の荷重一沈下量曲線

を図-3に,典 型 的な伝達荷重分布 図を 図-4に 示す.

7本 の杭 は全て場所打 ち杭であ り,直 径1.0～1.2m,

長さ31～45mで ある.3層 に分割 した周辺地 盤の状況 は,

場所 によって層の厚 さが異な っているが,地 表に近い

第1層 か ら,軟 弱な粘性土層,硬 い粘性土層,シ ル ト質

砂層 とな っている.

4.2　解析条件

今回の逆解析で設定された条件は,次 に述べる通り

である.

(a)　杭の分割要素数を21とする.

図-2 各杭の地層の分割状況

図-3 荷重-沈 下量曲線

図-4　荷重伝達曲線の一例
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表-1　事前平均値と事前分散

(b)地 盤のポアソン比 は,粘 土の非排水状態を考慮 し,

νs=0.5と した.

(c)杭 のヤ ング率 は,そ の材質が鉄筋 コンク リー トで

あることを考慮 し,Ep=3x106tf/m2と した.

(d)事 前平均値は,土 質試験結果等か ら表-1の 値 とし

た.事 前分散は観測項 目である沈下量(m),伝 達荷重

(tf)に対 しその単位を考慮 し,そ れぞれ10-9と1.0と し

た.ヤ ング率,せ ん断強度(tf/m2)の事前分散 と しては,

変動係数 を同一の0.2と 仮 定 し表-1に 示す通 りとした.

4.3　解析ケー ス

今 回の,拡 張ベーズ法を用いた逆解析では,与 え ら

れたデータに応 じて杭 の力学的な挙動を記述す る最

適モデルの選択,ま た事前情報の導入の度合いを

検討す ることに興味がある.こ れは具体的 には,次 の

2つ の載荷荷重域を与え られたデータ として考えるこ

とを意味す る:

(a)ケース425:設 計荷 重である425tfま での部分 を用い

る.こ の部分 では,荷 重 沈下量 曲線はほ とん ど線形で

ある.

(b)ケース1000:載 荷初期か ら荷重1000tfま でのデータ

を対象とす る.杭 周辺の地盤 は局所的に破壊 し,荷重

沈下量曲線 はかな り非線形 にな っている.

以上のようなデータに対 し,2種 類のモデルを用意

す る:

(a)NSモ デル:前 章で示 したモデルのうち,杭 と地盤

の間に滑動が生 じず,常 に両者 の変位の適合条件を満

足す るとして導かれたモデル.「Non Slippage」 よ り

NSモ デル と呼ぶ.こ の場合推定すべ きパ ラメータは

地盤のヤング率であ る.

(b)Sモ デル:杭 と地盤の間の滑動を考慮 したモデル.

「Slippage」よ りSモ デル と呼ぶ.推 定パ ラメータはヤ

ング率 と,杭 と地盤の間のせん断強度 である.

モデルの複雑 さの程度は,モ デル ・パ ラメータの数

で表 されるとすれば,Sモ デルはNSモ デルの2倍 のパ

図-5　 ケ ー ス1000のABIC-λ2

(a)　ケースS1000の ヤ ング率の変化

(b)　 ケースS1000の せん断強度の変化

(c)　ケースNS1000の ヤ ング率の変化

図-6　 ケース1000の 推定パ ラメータの変化
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ラメータ数を もつ,よ り複雑 なモデル と言 うことがで

きる.

以上よ り,次 の4つ のケ ースにつ いて逆解析 を実施

した.

(a)ケ ースS1000:7本 の杭の,載 荷荷重1000tfま での

観測データを用い,Sモ デル で解析 した場合

(b)ケ ー スNS1000:載 荷荷重1000tfま での観測データ

を用い,NSモ デルで解析 した場合

(c)ケ ースS425:載 荷荷重425tf程 度 までの観測デー

タを用い,Sモ デルで解析 した場合

(d)ケ ー スNS425:載 荷荷重425tf程 度 までの観測デー

タを用い,NSモ デルで解 析 した場合

なお,最 適化においては,共 役勾配法であるFR法 を

用 いた.事 前情報 に対す る重み λは大 きな値か ら次第

に小 さ くしてい った.最 適化におけるパ ラメータの初

期値は,最 初の事前情報値 と し,それ以後のケースに

では直前 のケースで得 られた最適解 を初期値 とした.

これは,非 線形最適化法のマルカー ト法 に類似 した方

法であ り,経験的に安定性のあ る解 を与え ることがわ

か ってい る(中 川 ・小柳,1982).

4.4　各ケ ースの結果 と考察

(1)　ケ ースS1000

ケース1000で 最小のABIC得 られたときの解析結果を

図-5に 示す.解 析の結果ABICは,λE2=10-6,λ τ2=

1.0で最小のABIC=4201が 得 られた.こ れ につ いて次の

ことが言え る.

(a)最 小のABICに おける推定パ ラメータEsは 事前平均

値 に比べかな り高い値(約2倍)を 示 してい る.

(b)図-6(a),(b)に示す,λ τ2に対す るEsと τaの変化を見

ると,τaの 値は事前情報 に近 い値か ら徐 々に増加 し,

一方E
sともこれ に応 じて敏感 に変化 している.こ のこ

とよ り,τaの影響を考慮 した良好な収束結果が得 ら

れた と考え られ る.

(c)条 件数 は,最 適解で4.10と 小 さ く,解 は安定 した.

これ らの結果か ら,こ のケースでは,Esと τaは安定

した信頼性 の高い値が推定 されていると思われる.

(2)　ケ ースNS1000

図-5で ケースNS1000の 解析結果を見 ると,最小 の

ABICは,λE2=10-1の とき4315で ある.図-6(c)に 示すよ

うにEsは,事 前情報の重みが大 きい ときは初期値 とほ

どん ど変化がな く,事前情報の影響が弱 くな る10+1～

10-1にか けて大 き く変化 して,10-1で最小値 に到 ってい

るのがわかる.ま た,条 件数は5.10と,S1000と 同様,共

に低 い値を示 してい る.こ の結果か ら,今 回用いた

データは,こ のモデルに関 しては適切 な ものであ り,

図-7　 ケ ー ス425のABIC-λ2

(a)　ケースS425の ヤ ング率の変化

(b)　ケースS425の せん断強度 の変化

(c)　ケースNS425の ヤ ング率 の変化

図-8　 ケース425の 推定パ ラメータの変化
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最適化 にあた り,事前情報を余 り考慮 しな くて も良

好 なパ ラメータ推定が行われていると考 え られ る.

(3)　ケースS425

図-7に ケースS425の 解析結果 を示 した.最 小のABIC

は,λE2=10-5,λ τ2=1.0のとき1941で あ る.こ のモデル

において も,条 件数 は4.87と 低 い値を示 した.し か し,

パ ラメータの収束の仕方 は,S1000と は異な った.即

ち,

図-8(a),(b)に示す よ うにEsの 値が,他 のケースの推定

値に比べ非常 に大き く,また τa2の推定値 が事前平均

とかな り離れた低い値 となった.こ の点 については,

後 に考察す る.

(4)　ケースNS425

図-7で ケースNS425の 解析結果を見 ると,最 小の

ABICは,λE2=1.0の とき,1944で ある.λE2に 対す る

ABICの 変化 を,λE2の 大 きい方か ら小 さい方に向か っ

て見 ると,NS1000で は最適値直前 まで変化 がなか っ

たのが,こ のモデルでは比較 的緩やかに減少 している

のがわかる.図-8(c)に 示 したEsの 変化 について も同

じことが言え る.こ のモデルは,荷 重425tf以 下の比較

的線形な部分を うま く表せていると考え られ る.

4.5　荷 重-沈 下量曲線の予測

各解析ケースにおいて推定 された地盤のヤ ング率,

せん断強度 を用いて順解析を行い,各 杭の荷重-沈 下

量曲線を再現 した.そ の結果を図-9,図-10に 示す.

荷重-沈 下量曲線を見 ると,次 の ことが言え る:

(a)モ デルS1000,S425で は,曲 線を描いている.特 に,

S1000は,載 荷荷重の広い範 囲で,観 測デ ータによ く追

随 した曲線になってい る.

(b)モ デルNS1000,NS425で は,直 線で近似 した形 に

なっている.両 方 とも,載 荷荷重400tf付 近 までの比較

的線形 な領域を うま く表せ ている.

また,図-11,図-12に 示すS1000とNS1000の 伝達荷

重分布 図には,違 いが見 られる.両 モデル とも載荷試

験結果に比べて伝達力が直線 的に分布 しているが,大

きい載荷荷重の時の,深 さ15m～25m辺 り(第2層)で の

応力が,S1000が,NS1000を 上 回っている.外 側 に凸に

張 り出 したS1000の 伝達荷重分布 の方が,観 測 データ

とも類似 している.

4.6　モデルの選択

本研究 では,ABICを 用 いて最適 なモデル選択す るこ

とを検討 してい る.

それぞれのケースモデルの組み合わせ で得 られた

最小のABICを 表-2,表-3に 示 した.

図-9　 ケース1000荷 重-沈下量 曲線の予測例

図-10　 ケース425荷 重-沈 下量 曲線の予測例

図-11　 ケースS1000荷 重伝達曲線の予測例

図-12　 ケースNS1000荷 重伝達曲線の予測例
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ABICが 小 さいほど,そ のモデルは好 ま しい と判断

され るので,ケ ース1000で はSモ デルが,ケ ース425で

もSモ デルが選択 され る.し か し,そ の差を見 る と,

ケース1000で はABICの 値で100以 上の差があるの に

対 し,ケ ース425で は4程 度の差 しか な く,後者で はSモ

デル とNSモ デル にそれほ どの差があ るけではない.

逆解析の本質か ら考えて,デ ータが潤沢であ るとき

は,よ り複雑 なモデルが選択 され,デ ータが少ない場

合はパ ラメータ推定の安定性の上か らも単純なモデ

ルが選択 され ることが好 ま しいと考え るが,ABICは ,

この要求を満た してい ることがわか るであろう.

4.7　推定 され たモデルパ ラメータ値

表-4に 各 ケースのモデルパラメータの最適推定値

を示す.こ の表 より,以 下の ことが観察 される:

(a)各ケースのEs推 定値の大 きさを比較す ると,

S425>NS425>S1000>NS1000

となっていることがわか る.

(b)Sモ デル とNSモ デルでは,Sモ デルの方が大きな

Esを 与える.

(c)ケ ース1000と,ケ ース425そ れぞれ のEsを 比較

す ると,ケ ース425の 方が大 きい.

Sモ デルのEsが,NSモ デルのEsよ り大 き くなるのは,

Sモ デルのEsは 初期の曲線勾配 に合 わせたヤ ング率を

推定す るため,平 均的な割線 ヤ ング率を推定す る

NSモ デル よ り,大 き くなる と考え られ る.ま た,NSモ

デルでケース1000が ケース425よ り,小 さなEsを 与え

ることは,全 体 的な荷重沈下量 曲線の割線勾配の減少

よ り理解す ることができ る.

ケース425で,第2層 の τa2の値がかな り小 さ くなっ

たのは,こ のケースでは荷重-沈 下量曲線 は直線状で,

まだあま り,滑動が生 じていない場合 であるに もかか

わ らず,Sモ デルをあてはめよ うと したため,最 適化過

程で解が不安定 とな り,こ の ような低 い τaを与えた

とお もわれ る.

なお,S1000で もS425で も第1層 の τa1が,第2層 の τ

a2より大き くな っているのは,観 測 された どの荷重伝

達分布 において も,杭上部での荷 重の低減が中間部の

それよ りも大 きいためである.こ のよ うな,結 果 にな

る理 由と しては,杭 の施工 に関す る要 因が考え られ る

が,明 確ではない.

以上の考察 と,順解析 の結果を踏まえ て,ケ ース

425で は,NSモ デルを予測に適 したモデル と して採用

した.

今 回の解析では,ケ ース1000で はSモ デルを,ケ ース

425で はNSモ デルを予測 に適 したモデル と した.

表-2　 ケ ー ス1000のABIC最 小 値

表-3　 ケ ー ス425のABIC最 小 値

表-4　各ケースの推定結果

5.　 結 論

本論文では,地盤工学で直面する多 くの問題が不適

切であり,この克服のために何 らかの事前情報を与え

ることが不可欠であり,この事前情報と観測情報の適

切な折衷のために情報エン トロピーに基礎を置いた

ABICを 用いることを提案 した.そ して,その有用性を

杭の載荷試験結果の逆解析を通 じて示 した.

杭の逆解析の結果得られた結論は,次の通 りであ

る:

(1)逆解析を行 うにあたって杭のモデルとして,杭 と地

盤との間に滑動を考慮 したモデル(S)と考慮 しないモ
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デル(NS)両方について個々に解析を行 ったところ,荷

重レベルによって異なったモデルを選択 した.

1000tfのケ－スではSモ デルが予測に優れるモデルと

(2)425tfのケースでは,ABICに よるSモデル,NSモ デル

の優劣の判定は無差別であ り,工学的見地から,NSモ

デルが優れると判断した.

(3)滑動を考慮するモデルは,最適化の際に推定パラ

メータであるヤ ング率,せ ん断強度に,その性質の違

いを考慮 して,事前情報に異なる重みを乗 じて導入 し

た.この結果,良好な収束結果が得 られた.
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