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はじめにはじめに

耐震工学
新設構造物の耐震設計
入力地震動 ピーク値（官制／規制）

既設構造物の耐震性能照査に基づく耐震補強
入力地震動 数値計算に基づいて推定された波形
地震応答 非線形応答解析を使って計算

地震工学
建物被害予測 過去の被害データの統計解析
入力地震動 距離減衰式
被害推定 フラジリティカーブ
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構造物と都市のシミュレーションの現状構造物と都市のシミュレーションの現状

構造物のシミュレーション
簡略化された2次元モデル
簡略化された地震動
実験によるモデルのパラメータチューニング

都市のシミュレーション
地震動・応答・対応
過去の事例の統計分析とその内挿・外挿
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距離減衰式距離減衰式

地震観測ネットワークが未整備の時代に提案

地震動を震源からの距離で決定

地震動の
インデックス

震源からの距離

様々な要因を考慮
• 震源位置
• 地盤
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フラジリティカーブフラジリティカーブ

多くの工学分野では部材等の破壊に利用

地震工学の分野では被害推定に利用

地震動のインデックス

破壊の
確率密度

～２５年：耐震性高

２５年～：耐震性低

耐震設計には
使われない
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構造物のシミュレーションの将来構造物のシミュレーションの将来

非線形有限要素法
偏微分方程式の初期値・境界値問題の解法
大規模化は成功

課題
材料特性
損傷・破壊過程
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大型トンネル大型トンネル

http://www.taisei.co.jp/1169092623335.html
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工学的基盤

理学的基盤

表層地盤

マクロ解析

5000x5000x2000[m]

ミクロ解析

1000x1600x200[m]

地殻 構造物と地盤
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大型トンネル大型トンネル

マクロ解析用地殻モデル

地層・表層地盤の形状を忠実にモデ
ル化するハイブリッドメッシュの自動
生成を開発中

CADデータを基に，構造物とそれを取り巻く
地盤を詳細に表現するモデルの構築

ミクロ解析用地盤-構造物モデル
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大型トンネル大型トンネル
Soil layer
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原子力発電所建屋原子力発電所建屋
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マクロ解析 ミクロ解析

中越地方の地殻-建屋モデル

構造物と地盤の一体解析

原子炉建屋

地殻内地震波動場解析

地盤
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原子力発電所建屋原子力発電所建屋

ミクロ解析

建屋と地盤の一体モデル構築中

マクロ解析

地表面での速度ノルム時刻歴分布

建屋モデルメッシュ
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超高層ビル超高層ビル

3次元CADデータ
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超高層ビル超高層ビル

損傷の度合い
青：無
緑：有
赤：損傷大

アライドエンジニアリング協力13



超高層ビル超高層ビル
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RC橋脚RC橋脚

total concrete steel bar
element 604297 589933 14364

node 107367 97922 9445

concrete steel bar

Young modulus [kN/mm2] 25000.0 200000.0
Poisson ratio 0.3 0.3
hardening [kN/mm2] 1000.0 20000.0
yield stress [kN/mm2] 30.0 350.0
density [ton/mm3] 2.3e-0.9 7.5e-0.9

size

material property
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RC橋脚RC橋脚
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RC橋脚RC橋脚

steel bar embedded in pier

surface covered by rectangular 
of 15 x 7.4 mm
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0.86 [s] 0.88 [s] 0.90 [s]

a) surface

b) stress distribution inside of column

RC橋脚RC橋脚
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都市のシミュレーションの将来都市のシミュレーションの将来

統合システム
過去に蓄積された膨大な資産を利用

－地震動・応答・対応の各種解析手法

一つの都市に複数の都市モデルを構築
計算結果をまとめた可視化

課題
都市モデルの構築とその自動化
システム統合の高度化

19



ディジタル神戸ディジタル神戸

buildings 1262
wooden, RC/SRC

bridge for highway
14 RC piers

Kobe City, Higashi-Nada District
500[m]x700[m]
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ディジタル神戸ディジタル神戸
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ディジタル神戸ディジタル神戸
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ディジタル神戸ディジタル神戸

Case 1

Case 2

Case 3

stress concentration

Case 1 Case 2

Case 3
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ディジタル東京ディジタル東京

地理情報システムに蓄積された都市データ
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strong ground motion

ディジタル東京ディジタル東京

structure-wise damage evaluation

ディジタル東京で計算された地盤と建物の揺れ 25



ディジタル東京ディジタル東京

ディジタル東京で計算された避難の状況 26



ディジタル東京ディジタル東京

J-Power 3D dam-reservoir system seismic response analysis
ディジタル東京に仮想的に設置されたダムの揺れと建物の揺れの比較 27



大規模都市シミュレーション大規模都市シミュレーション

ordinary parallel I/O

use of parallel I/O library and specification

speedup of previous IES

performance of improved IES28



大規模都市シミュレーション大規模都市シミュレーション

Tokyo Metropolis

tile of available GIS

input earthquake
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大規模都市シミュレーション大規模都市シミュレーション
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ディジタル高知ディジタル高知

Google Map 31



ディジタル高知ディジタル高知
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ディジタル高知ディジタル高知
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まとめまとめ

構造物と都市の地震シミュレーション
「京」プロジェクトの期待
理論・実験との協調

実務への展開
耐震設計
防災計画立案

建設産業系の計算力学・科学研究者は需要過多
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