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★本課題は、平成22・23年度に採択され、地球シミュレータ
（ＥＳ２）を利用させて頂いた時のテーマを継続している。
平成29年度のＥＳ３の利用により、更に 大規模な解析
データの処理が可能となった。

○ 研 究 目 的

実大鉄筋コンクリ－ト造建物に関わる振動台実験での建物
の倒壊状況の実験結果を例に、鉄筋、 コンクリ－トの精密な

構成則を設定し、衝撃解析プログラムを応用して精密・詳細
なシミュレ－ション解析システムを構築し、破壊状況を可視
化して確認可能にする。これらの解析をベースにして、数値
振動実験をシミュレ－ション解析システム上で行えるように
関連する数値構成則の詳細構築を行う。これをもとに建物の
重要な因子を変化させた発展性のある数値実験を可能とし、
実大実験等にかかる膨大な費用の軽減が図れるようにする。



○ 採用 解析プログラム

本研究では、解析プログラムの基本的な内容を開発する
事は目的としていない。
自動車等の衝突解析等に利用されている汎用衝撃解析
プログラム LS-DYNA を利用して適切な各部材の構成則
の設定により解析検討を行う。

LS-DYNAは陰解法での解析も
行えるが、陽解法での解析が
特徴で、本解析では陽解法を
採用している。

自動車等の衝突解析



陰解法 の 陽解法 の特徴

○陰解法
・精度の良い解が得られる。
・自由度の増加に伴い膨大な解析時間を要する。
・非線形解析においては解の収束のための反復計算に
膨大な時間を要する。

○陽解法
・自由度の増加、大規模解析において威力を発揮。
・要素間の破断や、要素の消滅を容易に扱える。
・非線形解析においては解の収束のための反復計算を

必要とせず解を求めることが可能。
但し、解の妥当性を検証することが必要。



○解析対象建物

兵庫耐震工学研究センタ－の実大三次元振動破壊実験
施設（Ｅ-ディフェンス） で行われた実験建物を対象として
解析を行う。

実験結果の公開データより、
建物をあるがままにモデル化
して、極力単純な材料特性を
与えて地震応答解析行う。
実験結果と解析結果の比較
を行い、より適切な各部材の 実大実験装置(E-ディフェンス)

構成則等の設定により、実験
結果との比較検討を行う。



★ 平成22・23年度の解析概要

① ＲＣ３層1/4縮尺モデルの解析 (実験 建物概要)

水平2方向に地震動を受
けるRC3層立体架構の
振動台実験(中山ら 1999)



・コンクリート：概略 39,300 要素 （ソリッド要素）
・鉄 筋 ：概略 25,600 要素 （ビーム要素）
・基 盤 ：概略 2,600 要素 （基礎部分は剛体シェル）

合 計 概略 67,500 要素 ＊総節点数は、約 52,800節点

（解析 建物概要）



② 実大６層鉄筋コンクリ－ト建物の解析

本年度も解析対象とした、右写真の
実大鉄筋コンクリ－ト造６階建物の解析

実大実験全景 →
写真の出典：独立行政法人 防災科学技術研究所

（実験建物概要）→

解析建物モデル
（スラブ非表示）



実大６層ＲＣ造 実験建物 実験 映像

２００６・０１・１３ 放映 ：「テレビ朝日 報道ステーション」の映像（一部編集） より



・コンクリート：概略 1,480,000 要素 （ソリッド要素）
・鉄 筋 ：概略 570,000 要素 （ビーム要素）
・基 盤 ：概略 30,000 要素 （基礎部分は剛体シェルとした）

合 計 概略 2,080,000 要素 ＊総節点数は、約1,790,000節点
（ＲＣ３層 1/4縮尺比較） 約 30.8倍 要素 約 33.9倍 接点

（解析 建物概要）

（主架構 鉄筋モデル）



鉄筋解析モデル

鉄筋→ビーム要素であるがままにモデル化：約57万要素

*コンクリ－トと鉄筋は節点共有、完全付着として解析

y方向
x方向

鉄筋の解析モデル
(1層分取り出し)



耐震壁部分

短柱部分

袖壁部分



実験での加震概要

気象庁神戸海洋気象台観測波を用いて、振幅倍率を
5, 10, 25, 50, 100% と順次増大させて入力し、最後に60%
の入力を行っている。

解析での加震概要
（阪神・淡路大震災）

・地震波 ：気象庁の1995年1月17日5時46分
神戸観測波データより，３方向地震波（8.0秒）



解析条件

＊実験の加振は地震波の振幅倍率を
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5%→10%→25%→50% →  100%  → 60% で順次加振。
|← 初期加振 →| 実大実験 終局状態確認

＊加振履歴無しで解析。
損傷の無いフレッシュな試験体の解析モデル。

・ 地震波の振幅倍率 100% で解析。

応答加速度は実験と良く一致（H22年度報告）
変位小さい結果となった。

振幅倍率 120%, 150%, 200% での解析比較検証。

120% と150%の中間位がほぼ実験値と近い結果。

実験での初期加振の影響として加振履歴を考慮。



解析 結果 実大６層ＲＣ建物 履歴を考慮 した解析

（自重認識） 振幅倍率100% → 自由振動 → 振幅倍率100%
（ 0～0.6秒） 地震波 ４秒 ５秒（2回の解析） 地震波 ４秒

全体モデル 振動状況 屋根面 見下げ振動状況
（アニメ－ション） （アニメ－ション）

・ 208万要素規模で３次元の弾塑性解析で実験値との比較は例が無い



解析結果

加振履歴無

実験結果

加振履歴有
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・加振履歴無し 100% 加振解析
・加振履歴無し 120% 加振解析
・加振履歴無し 150% 加振解析
・加振履歴無し 200% 加振解析

・加振履歴有としての解析
100%加振→自由振動→ 100%加振

入力地震波との対応関係
0～0.6sの間に重力加速度を負荷
→  0.6sから 4秒間地震動 を入力



y方向1階

最大層間変形角(rad)

100% 1/80

120% 1/35

150% 1/19

200% 1/16

1回の入力の大きさ
2回の入力

(100%+100%)

1/33

y方向1階

最大層間変形角(rad)

加振4、50% 1/270 小破

加振5、100% 1/25 大破

加振6、60% 1/17 倒壊

実験の加振 被災度区分

解析による最大層間変形角

実験による最大層間変形角



＊解析結果 クラック図 実大６層ＲＣ建物
振幅倍率100% → 自由振動 後 （→振幅倍率100%）

地震波 ４秒 ５秒 （9.6秒時） （地震波 ４秒）
★下図：平成29年度利用報告会 パンフレットに掲載されたクラック画像。



平面形状

2×3スパン

階高 2.5m
総高さ 8.7m

総質量

360tonf

③ 耐震補強有・無 の鉄筋コンクリート造3階建物の解析

写真の出典：独立行政法人 防災科学技術研究所

X1   X2               X3

Y4

Y3

Y2

Y1

Y1       Y2    Y3       Y4



耐震補強前 → 耐震補強後
・コンクリート：概略 547,000 要素 （ソリッド要素）→ 概略 595,000 要素
・鉄 筋 ：概略 278,000 要素 （ビーム要素）→ 概略 278,000 要素
・基 盤 ：概略 18,000 要素 （剛体シェル） → 概略 18,000 要素

合 計 概略 843,000 要素 （ 48,000 増） 概略 891,000 要素
＊総節点数は、 約 888,000 接点 （101,000 増） 約 989,000 接点



解析は、補強無し ・ 補強有りの試験体の動的挙動を把握する為、
既加振による損傷のないフレッシュな状態で実験と同じ神戸海洋
気象台観測波（1995）を地震波の振幅倍率 100％ で解析を行った。
解析による 1層の層せん断力係数 - 層間変形角の関係を示す。

解析結果および考察

最大層せん断力係数→ほとんど差はない
最大層間変形角→補強試験体が約1/5倍小さい
（0～1.0sの間に重力加速度を負荷→ 1.0sから 7秒 間地震動を入力）

補強無し 補強有り

層せん断力係数

層間変形角
（ｒａｄ）

0.002（ｒａｄ）



④ 実大ＲＣ６階建物+地盤 連成モデルの解析
・コンクリート：概略 1,944,000 要素 （ソリッド要素）
・鉄 筋 ：概略 724,000 要素 （ビーム要素）
・地 盤 ：概略 397,000 要素 （ソリッド要素）

合 計 概略 3,065,000 要素 ＊総節点数は、約2,768,000接点
（地盤無しとの比較節）約1.47倍 要素 約1.55倍 接点

厚層10.0m

短辺 50.0m
長辺 55.0m

弾性地盤 ：密度度ρ=1.6t/m3, 
せん断波速度 200m/s, 
せん断弾性係数 G=64N/mm2

（周囲無反射境界）

(解析)質量比例型：減衰定数3％
*工学基盤に JSCA波 を入力。

層厚 10.0m の地盤を介して建物
基礎面から上部建物へ伝播。建物基礎面と地盤の摩擦係数 0.30



地盤連成上部 解析モデル

(解析)質量比例型：減衰定数3％
*工学基盤に JSCA波 を入力。層厚 10.0m の地盤を介して建物基礎
面から上部建物へ伝播。 地盤の摩擦係数 0.30

y方向



解析結果

各最大応答分布の比較

（0～0.6sの間に重力加速度を負荷→ 0.6sから2秒間地震動を入力）

連成モデルの応答が柱脚固定モデルの応答を 20～30％
程度下回っていることが確認できた。

基礎底面と地盤との間に 滑り が生じている事が想定される
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解析モデル概要

裏込め土
(弾性体)

解析モデル全体図

鉄筋モデル

躯体部メッシュ表示

メッシュサイズ：50mm～150mm

⑤ 免震建物の周囲擁壁との衝突振動解析



免震建物の周囲擁壁との衝突振動解析

新潟県中越沖地震（長周期パルス有り）入力による揺れ

柔道の 「送り足払い」 ：（動きながら相手の足を払う） 現象。

全景振動状況 屋根面 見下げ振動状況
（アニメ－ション） （アニメ－ション）



免震建物に 「送り足払い」現象 が確認された。

通常の状態 ②地震が発生し、
擁壁に衝突

衝突面を回転軸に
建物にはロッキング
挙動が発生



○ 本年度（平成29年度）の解析 利用概要

＊平成22・23年度 ES2 利用時との解析比較検討

・ES2 での 加振履歴を考慮した解析
（自重認識） 振幅倍率100% → 自由振動 → 振幅倍率100%
(0～0.6秒） 地震波 ４秒 ５秒（2回で解析） 地震波 ４秒

16node で解析。 一度の解析では地震波約４秒程度。
継続した計算を４回行い、13.6 秒の解析結果を得た。

・ES3 で上記の解析を 1回 で行った。
64node（256CPU）で 13.6 秒の解析に約15時間。

・その後、ベクトル化率等の比較検討を行い、申請を
して、 200node（800CPU並列可能）の利用許可。

・上記の利用許可を頂いて、目標としていた、実験
での事前加振を順次行う解析に取り組んだ。



★実大鉄筋コンクリ－ト造６階建物の振動台実験に
沿った解析

地震波の振幅倍率を 5, 10, 25, 50, 100%最後に60%入力
＊解析設定 ；LS-DYNA 陽解法 ★２回で計算

・0～0.6s 重力加速度を負荷させ建物自重計算
・0.6s   ～ 4.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 5%
・4.6s   ～ 9.6s ５秒間自由振動
・9.6s   ～13.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 10%
・13.6s ～18.6s ５秒間自由振動
・18.6s ～22.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 25%
・22.6s ～27.6s ５秒間自由振動
・27.6s ～31.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 50%
・31.6s ～38.6s ７秒間自由振動
*リスタ－ト （800CPU, 24Hoursの計算で、40sec程度までの解析）
・38.6s ～42.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 100%
・42.6s ～49.6s ７秒間自由振動
・49.6s ～53.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 60%



★熊本地震の様に大地震が２回続けて発生した場合を
想定した解析

（大地震） （大地震）

地震波の振幅倍率を 5, 10, 25, 50, 100% → 100%入力
＊解析設定 ；LS-DYNA 陽解法 ★２回で計算

・0～0.6s 重力加速度を負荷させ建物自重計算
・0.6s   ～ 4.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 5%
・4.6s   ～ 9.6s ５秒間自由振動
・9.6s   ～13.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 10%
・13.6s ～18.6s ５秒間自由振動
・18.6s ～22.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 25%
・22.6s ～27.6s ５秒間自由振動
・27.6s ～31.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 50%
・31.6s ～38.6s ７秒間自由振動
*リスタ－ト （800CPU, 24Hoursの計算で、40sec程度までの解析）
・38.6s ～42.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 100% ★大地震
・42.6s ～49.6s ７秒間自由振動
・49.6s ～53.6s ４秒間地震動 ★振幅倍率 100% ★大地震



★振動台実験に沿った解析 ： 5, 10, 25, 50, 100% → 60%
○腰壁付フレ－ム側のコンクリ－トの損傷を示す ｱﾆﾒ-ｼｮﾝ

変形倍率１０倍 表示 ： 0.5秒間隔で出力



★振動台実験に沿った解析 ： 5, 10, 25, 50, 100% → 60%
○腰壁無フレ－ム側のコンクリ－トの損傷を示す ｱﾆﾒ-ｼｮﾝ

変形倍率１０倍 表示 ： 0.5秒間隔で出力



★2回の大地震を想定した解析：5, 10, 25, 50, 100% →100%
○腰壁付フレ－ム側のコンクリ－トの損傷を示す ｱﾆﾒ-ｼｮﾝ

変形倍率１０倍 表示 ： 0.5秒間隔で出力

大地震が続けて２回を想定した解析



★2回の大地震を想定した解析：5, 10, 25, 50, 100% →100%
○腰壁無フレ－ム側のコンクリ－トの損傷を示す ｱﾆﾒ-ｼｮﾝ

変形倍率１０倍 表示 ： 0.5秒間隔で出力

大地震が続けて２回を想定した解析



○腰壁付フレ－ム側のコンクリ－トの損傷 比較
変形倍率１０倍 表示

大地震が続けて２回を
想定した解析

5, 10, 25, 50, 100% →60% 5, 10, 25, 50, 100% →100%
２階の損傷増が顕著

２階の損傷 増



○腰壁無フレ－ム側のコンクリ－トの損傷 比較
変形倍率１０倍 表示

大地震が続けて２回を

想定した解析

5, 10, 25, 50, 100% →60% 5, 10, 25, 50, 100% →100%
２階の損傷増が顕著

２階の損傷 増



★本年度（H30年度）の解析予定
兵庫耐震工学研究センタ－の実大三次元振動破壊実験施設
（Ｅ-ディフェンス） で行われた実験建物として下記に示す建物
を解析対象としてデータ構築の準備をすすめている。

ＲＣ造建物の崩壊余裕度定量化研究 高さ27.45mの10階建て
６層ＲＣ造耐震壁フレーム建物の振動実験 ＲＣ造建物振動破壊実験



まとめ

① 実大RC建物を、ほぼあるがままにモデル化して、
単純な材料特性を与えて地震応答解析することで、
耐震性能の確認、構造形式なりのせん断力と変形
の関係等が得られた。

② 実大実験ＲＣ６層建物について、加振履歴が考慮され
なければ、地震波の 150%弱 程度が妥当な評価で、

又、実験と同一の履歴でなくても加振履歴を考慮すれ
ば、実験に近い挙動が得られた。

③設計地震動を超える過酷な衝撃的地震動入力に対し
ても構造物の終局状態に近い弾塑性応答評価ができ
るので、耐震安全の余裕度（残余リスク）の評価を
行うことが可能となる。

④振動台では不可能な地盤との相互作用や大入力が
解析できるので、数値振動台の構築が有効になる。




