
5. 地震最大応答の簡易評価方法

建築物の耐震性 能の評価 は、地震によ り生 じる応答 と設定 した限界状態の比較 によって行 われる。

そ こでは、応答値 を如何 に精度良 く推定で きるかが一つの大 きな課題である。構造部材に関する性

能評価のためには、応答値 として層 間変位、部材の変形や応力 などの最大応答が関わって くる。

性能評価の原則は 「応答値 が限界値 を上回 らないこと」であるが、応答値 と限界値の比較 に際 し

ては、応答値の平均値 と変動係数、あるいは上限値の定量化が必要である。応答値、限界値 とも、

本来、ばらつ きを有する事象 であるので、応答値が限界値 を上回らない確率 を非超過確率 として性

能 を明示す る方法が考 えられる。応答値の変動要因 としては、入力地震動のばらつ き、材料や部材

の強度や剛性 のば らつ き、解析精度な どが挙げ られる。 しか しなが ら、 これら変動要因のすべて を

確率的に把握す るのは困難であ り、耐震性能の確率的表現は現状では必ずしも容易ではない。そこ

で、 ば らつ きを見 込 ん で、 平均値より安全側の上限値を応答値の特性値とし、同様に下限側に与え

た限界値の特性値 との確定値 同士の比較 により、性能 を照査する方法 も考 えられる。

本章では、構造物に対 して設計応答 スペ ク トルが与 えられた時に、層間変位、部材の変形や応力

など、構造物 の各部位の最大応答 を推定する方法 について検討する。 ここでは、入力地震動 は設計

応答スペ ク トルという形 で確定的 に与 えられることを前提 とする。そのため、応答値の変動要因の

う ち 、 地震動時刻歴の違 いによるば らつ きのみを扱 うことになる。

本章で検討する推定方法を大別すると、以下の2種 類である。

・時 刻歴応答解析を行 う方法  (5.1節, 5.2節)

・時 刻歴応答解析を用いない方法  (5.3節, 5.4節)

時刻歴応答解析 を用いる方法においては、与えられた設計応答スペク トルに適合する地震動時刻

歴を想定して地震応答解析を行 うが、地震動時刻歴の違いによる応答値のばらつきに対する対処方

法 を検討することになる。時刻歴応答解析 を用いない方法においては、地震動時刻歴による応答値

のばらつ きを包括 し得 る推定方法 を検討する。

5.1 地震応答解析 を用 いる方法

入力地震動の時刻歴が確定で きれば、時刻歴地震応答解析が地震最大応答の厳密解を得る唯一の

方法である。 しか し、地震動時刻歴 を確定で きない現状 においては、設計用地震力 は応答スペ ク ト

ルによって与 えられるのが通例であ り、 1波 の地震動時刻歴による地震応答解析結果は一つの特解

に過 ぎない。 この個別性 を取 り除 くために、複数波の地震動時刻歴を想定して地震応答解析を行う

こ とに なるが 、相変わらず、応答値の平均値あるいは上限値の特定には難しい工学的判断が要求さ

れ る。 そ のた め、実際の設計 においては、地震応答解析結果は、単なる参考値 として使用 されるの

に留 まってい る。

本節では、数個 の地震応答解析結果か ら、地震動時刻歴の違いによるばらつ きを斜酌 して、地震

最大応答の平均値を予測する方法 について検討する。
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5.1.1 地震最大応答のばらつき

まず、入力地震動 として加速度応答スペ ク トルが同一 な数種の地震動時刻歴 を用い、構造物 の各

部位に生 じる最大応答のばらつ きについて検討 し、ば らつ きを定式化することを試みる。構造物の

諸因子や地震動の応答スペ ク トル特性の違いによるばらつきの違いを検討する。

(1) 5種 類の地震動時刻歴 におけるば らつ き

2.2節 では、同一の応答スペク トル を有す る5種 類 の模擬地震動 を設定 した。3.3.4 (2) に示 したよ

うに、目標加速度応答スペ ク トルが同一であって も位相特性が異 なることによ り、最大応答 の分布

も変わって くる。 ここでは、1組 の構造物 と応答スペ ク トルの組み合わせ について得 られる5種 類

の最大応答値 に関 して、その変動係数 を求める。変動係数CVは 、式5.1.1に よ り算出する。

(5.1.1)

(5.1.2)

ここに、Xi: 地震動時刻歴 ごとの最大応答値、n: 地震動時刻歴数であ り、Ｘお よびσは、それ らの

平均お よび標準偏差である。

最大応答1次 等価変位および最大応答層 間変位 に関する変動係数 を図5.1.1に 示す。ここでは、(1)

構造物12aと 応答スペ ク トルSa4の 組み合わせ (以下、12a-Sa4)、(2) 構造物12cと 応答スペ ク トル

Sa2の 組み合 わせ (12c-Sa2)、(3) 構造物12eと 応答スペク トルSa2の 組み合わせ (12e-Sa2)、 お よび

(4) 構造 物12gと 応答スペク トルSa4の 組み合わせ (12g-Sa4) の4種 類の組み合わせ について、入力

地震動の倍率 を0.05倍, 0.10, 0.20倍, 0.40倍 、以降、0.20倍 刻 みで増大 させる。応答 は正負 を区別せ

ず、正負 の絶対値の大 きい方 を最大応答値 とす る。各 図は、全体塑性率1μに関する5種 類の地震応

答解析結果の平均値 を横軸 とし、最大応答1次 等価変位 と、12層 、6層 および1層 の最大応答層 間

変位に関する変動係数 を示 している。

最大応答1次 等価変位について、弾性時において も変動係数 は2.0～10%程 度 である。これは、模

擬地震動の作成誤差 と、地震動の減衰効果の違いの2つ に起因する。各模擬地震動の弾性加速度応

答スペク トルは、目標応答スペ ク トルに完全 に一致 しておらず、最大で変動係数10%程 度のばらつ

きがある。また、模擬地震動作成時の 目標加速度応答 スペク トルの減衰定数は5.0%で あるのに対 し、

地震応答解析 における1次 モー ドに対する減衰定数 は3.0%で あるので、地震動 ごとの減衰の効果の

違い も若干表れることになる。

構造物が塑性化する と変動係数 は上昇 し、およそ10～20%程 度である。全体塑性率が大 きいほど

変動係数が大 きい訳ではな く、変動係数の極大 に達する全体塑性率 は、構造物 と応答 スペ ク トルの

組み合 わせ ごとに異なる。12a-Sa4お よび12g-Sa4で は仝体塑性率1.5程 度で最 も大 きく、12c-Sa2お

よび12e-Sa2で は全体塑性率3.0程 度で最 も大 きい。
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塑性域における最大応答1次 等価変位のば らつ きは、模擬地震動の位相特性に起因するところが

大 き く、模擬地震動の作成誤差の影響はほとん ど無い と考えられる。例 え ば 、12c-Sa2に お い てkns2

とtew2を 比 較 す る と、全体塑性率2.0付 近 までは両者の最大応答1次 等価変位の比は1.15未 満であ

り大差は無いが、それ より大 きい変形ではkns2の 変形の増大が大 きく、変形が増大するほど両者の

最大応答1次 等価変位 の比が増大 し1.50～1.80程 度 に達する。一方、 弾性1次 固有周期である0.72

秒以上の領域 における弾性加速度応答スペ ク トル を比較すると、kns2とtew2の 応答 ス ペ ク トル値 に

微妙 な差 はある ものの、両 者 の比 の 最大 は1.13で あ り、大小 関係 も一定ではな く、ある周期 におい

てkns2が 大 き くて も、周期が微小変化すればtew2の 方が大 きい。す なわち、等価周期に相当する加

速度応答スペク トル値は、必 ず しもkns2の 方が大 きい とは限 らない。

最大応答1次 等価変位の大きさに関する位相特性の順番は、構造物 と応答スペ ク トルの組み合 わ

せ ご とに異 な る。例 えば、応 答 スペ ク トルSa2に つ いて、全体塑性率3.0程 度における最大応答1次

等価 変位 は、構 造物12cで はkns2が 最 大 であ るが 、構造 物12eで は逆 にkns2が 最小 であ った りす る。

この よ うに、最大応答1次 等価変位のばらつきと位相特性との因果関係は不明な点は多いが、先

に述 べ た よ うに、位相特性の違 いにより変動係数10～20%程 度のばらつきが生 じる。

最大応答層間変位に関する変動係数は、全体塑性率に大 きく依存 し、弾性時や変形の小さい領域

では比較的小 さ く、全 体 塑性 率0.8～2.0程 度 で最 も大 き くな り、 それよ り大 きな変形では逆 に小 さ

く な る 。 弾性時における変動係数 は、12層 でやや大 きくなる場合 もあるが、全層で大差はなく概ね

10%程 度で あ る。これは1次 等価変位 に関する変動係数 とほぼ等 しい。全体塑性率0.8程 度 を超 える

と、全層 の うち、 5層 あるいは6層 付近で最 も変動係数が小 さくな り、 1層 や12層 では変動係数が

増大する場合が多 い。 5層 あるいは6層 の変動係数 は、最大応答1次 等価変位の変動係数と同程度

であ る。

最大応答層間変位のばらつ きには2つ の要因が考え られる。第一に最大応答1次 等価変位のばら

つ きであ り、 第二 に2次 モー ドの1次 モー ドとの重な り具合の違いである。 この考えに基づ けば、

2次 モー ドの層間変位がゼロに近い6層 付近では、二つ目の要因が消え、 1次 等価変位に関する変

動係数 とほぼ等 しくな り、 また、変動係数の高 さ方向の分布は、 (2βi+1-2βi)/(1βi+1-1βi)  と関連

が あ る ことに なる。 こ こに、刺 激 関数mβmuiはi階 のm次 刺 激 関数 で あ る。

12c-Sa2、12e-Sa2お よ び12g-Sa4の3例 で は 、特 に12層 のば らつ きが大 き く、変動係数は40%を 超

え る 時 も あ る 。 逆 に 、12a-Sa4で は 、 12層 の ば らつ きは小 さ く、 1層 のば らつ きが大 きい。 これ は、

12a-Sa4で は上層 部 が 降伏 しない こ とに関係す る と思 われ る。

変動係数と全体塑性率の関係は、層 ご とに、 あるいは構造物 と応答スペク トルの組み合わせ ごと

に異 なる ので、 この関係 に一般性は見出せ ない。

図5.1.1に 示 した構造 物 と応 答 スペ ク トルの 同 一 の
組み合 わせについて、最大応答層せん断力の変

動 係 数 を図5.1.2に 示 す。 各 図 は、全体塑性率1μの平均 を横軸 とし、 1層 、6層 お よび12層 の 最大

応答層せん断力 を採 りあげて示 している。比較 のため、最大応答1次 等価変位の変動係数も示 して

い るが 、 これ は図5.1.1に 示 した もの と同一 であ る。

最大応答層せん断力に関する変動係数は、各層 、各構造 物 と応答スペ ク トルの組み合わせ につい

て 、比 較 的小 さ く、2.0～15%程 度 で あ る。すべ ての層 のほぼすべ ての全体塑性率について、最大応
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答層せ ん断力の変動係数は、最大応答1次 等価変位の変動係数 よりも小 さい値 であ る。位相特性の

違いは、最大応答層せ ん断力 よりも最大応答層間変位 に関 して大 きなばらつ きを生 じる。

(1) では5種 類ずつの地震動時刻歴 について変動係数 を検討 したが、試料数が少 なす ぎる と言えな

くもない。そ こで (2) お よび (3) では、別 に100波 ずつの模擬地震動 を作成 して同様 の検討 を行 う。

(2) ランダム位相特性 におけるばらつ き

2.2.2 (3) で模擬地震動 を作成す る際 には、既往の強震観測記録 のフー リエ位相スペ ク トルをその

まま用いたが、ここではフーリエ位相 をランダムに与えた100波 の模擬地震動 を作成す る。すなわち、

i波 目の模擬地震動のフーリエ位相角 φi (k) は、式5.1.3に より与 える。

(5.1.3)

ここに、N: 地震動時刻歴のデータの総数 (1024) である。rand (0) はSun Fortranの 組み込 み関数で

あ り、0～1.0の 問の周期232の 擬似乱数 を順番 に返す。

目標加速度応答 スペ ク トルはSa2と して作成 した100波 の模擬地震動の加速度応答 スペ ク トル と

加速度応答スペ ク トル値の変動係数 を図5.1.3に 、第1波 か ら3波 までの加速度時刻歴 とフー リエ位

相差分スペク トル を図5.1.4に 示す。なお、作成 された模擬地震動の略称はr01～r100と す る。

式2.2.18で 与 えられる誤差の2乗 和平均 は4波 で20%を 超 え、これ ら4波 では、周期0.1秒 未満の

領域 における加速度応答スペ ク トル値が過大である。加速度応答スペク トル値 の変動係数 について

も、周期0.1秒 未満の領域ではやや大 きいが、周期0.2秒 以上の領域 では6.0%未 満である。

作成 した模擬地震動はいずれ も、全時刻 に渡 って振幅が大 き く、 フーリエ位相差分スペ ク トルの

形状 も扁平型である。 フーリエ位相 をランダムに与 えることにより、か えって、フー リエ位相差分

スペ ク トルはすべて似たような形状 になって しまう。そのため、東北大学NS以 外 の既往 の強震観測

記録4波 の ような明確な頂点 を持つフー リエ位相差分スペ ク トルは得 られず、様 々な位相特性 を網

羅することはで きない。結局、 フー リエ位相差分スペ ク トルの形状がほぼ等 しく、継続時間 もほぼ

等 しい100種 類 の模擬地震動が作成 される。

作成 した100個 のランダム位相特性による模擬地震動 と構造物12cお よび構造物12eと の組 み合わ

せ について、最大応答1次 等価変位および各層の最大応答層 間変位の変動係数 を図5.1.5に 示す。

弾性時における最大応答1次 等価変位 に関する変動係数 は、構造物12cで は8.3%、 構造物12eで

は9.1%で ある。減衰5.0%の 弾性加速度応答 スペ ク トルの変動係数が6.0%未 満であったのに比べて、

若干上昇する。これは、構造物の地震応答解析では1次 モー ドに対する減衰定数 を3.0%と している

ので、地震動 ごとの減衰の効果の違いが表 れるためである。全体塑性率が増大するほど、最大応答

1次 等価変位 に関す る変動係数 は微増 し、両構造物において変動係数は16%程 度 に達する。

最大応答層間変位 について、5層 お よび6層 の変動係数 は、最大応答1次 等価変位の変動係数 と

同程度であ り、1層 お よび12層 の変動係数はそれよ り大 きい。特に12層 の変動係数が大 きく、構造

物12cで は全体塑性率2.0程 度で52%に 達 し、構造物12eで は全体塑性率1.4程 度で44%に 達する。1
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層の変動係数は、構造 物12cで は全体塑性率2.0程 度で29%で あ り、構造物12eで は全体塑性率2.0

程度で24%で ある。

100個 のランダム位相特性 による変動係数 を、図5.1.1に 示 した5種 類の地震動 時刻歴 による変動

係数 と比較す ると、構造 物12cで は全体的に両者 は近い値 であ り、構造物12eで は12層 の変動係数が

小 さ く、6層 の変動係数が大 きい。また、100種 類の模擬地震動 による変動係数の方が、全体塑性率

の変動 に伴 う変化が小 さく安定 してお り、全体塑性率-変 動係数関係の曲線 も滑 らかである。

最大応答層 間変位 と部材塑性率の分布の一例 を図5.1.6に 示す。 ここでは、(1) 構造物12cと 各模

擬地震動の加速度の倍率 を1.40倍 とした組み合 わせ (以下、12c-Sa2 (1.4) と略記)、 お よび (2) 構造

物12eと 模擬地震動 の加速度の倍率 を2.0倍 とした組み合わせ (12e-Sa2 (2.0)) を採 りあげて示 して

いる。図5.1.6の (a) は100種 類 の模擬地震動 による最大応答層 間変位の分布 であ り、(b) および (c)

は、それぞれ最大応答層 間変位 および部材塑性率 について、100種 類の模擬地震動 による解析結果の

平均値 、80%上 限値、お よび最大値 を、 フーリエ位相 を既往 の強震観測記録か ら定めた5種 類 の模

擬地震動 による解析結果 と比較 している。

100種 類の模擬地震動 による最大応答層 間変位の最大値 と最小値 の比は、12c-Sa2 (1.4) の1層 で

2.7、12層 で6.9で あ り、12e-Sa2 (2.0) の1層 で2.8、12層 で5.9で ある。応答スペ ク トルが 同一で、

さらに、フー リエ位相差分スペク トルの形状がほぼ等 しくて も、最大応答の分布の違いは著 しく大

きい。100種 類の模擬地震動 による解析結果 と、2.2節 のフー リエ位相 を既往 の強震観測記録か ら定

めた5種 類の模擬地震動 による解析結果 を比較する と、最大値 は前者の方がかな り大 きいが、平均

値 は比較的近い。5種 類の最大値 を100種 類の80%上 限値 と比較すると、12c-Sa2 (1.4) では全層 で近

い値であ り、12e-Sa2 (2.0) では特 に上層部で5種 類の最大値 の方が小 さい、

(3) 同一位相差分スペ ク トルにおけるばらつ き

フー リエ位相差分スペ ク トルの形状 に明確な頂点がある例 としてEl Centro NS (1940)(加 速度

時刻歴の使用時間: 20.48秒 、デー タの総数: 1024個) を採 り上 げ、これと同一のフー リエ位相差分

スペ ク トル を有する100波 の模擬地震動 を作成する。原波のフー リエ位相差分△φorg (k) は式5.1.4で

表 され、i波 目の模擬地震動 のフー リエ位相差分△φi (k) を式5.1.5お よび式5.1.6に より与 える。す

なわち、作成す る模擬地震動の フーリエ位相差分 は、N/2-2個 ある元の波の フーリエ位相差分 をラ

ンダムに並べ替えたものである。

(5.1.4)

(5.1.5)

(5.1.6)

ここ に、N: 地震 動 時刻 歴 の デー タの総 数 (1024) で あ る。rand (0) はSun Fortranの 組 み込 み関数 で

あ り、0～1.0の 間の周 期232の 擬 似乱 数 を順番 に返す 。式5.1.6で はrand (0) を用 い 、1～N/2-2の 間

の整 数 の乱 数 を作成 して い る。

5-1-5



目標加速度応答スペ ク トルはSa2と して作成 した100波 の模擬地震動の加速度応答スペ ク トル と

加速度応答スペク トル値の変動係数 を図5.1.7に 、第1波 か ら3波 までの加速度時刻歴 とフー リエ位

相差分スペク トル を図5.1.8に 示す。なお、作成 された模擬地震動 の略称 はe01～e100と する。

式2.2.18で 与 えられる誤差 の2乗 和平均 は7波 で10%を 超 え、1波 で20%を 超 える。誤差 の程度

は概ねランダム位相 としたときより小 さいが、周期0.1秒 未満の領域で、加速度応答スペ ク トル値の

変動係数がやや大 きいのは同様である。周期0.1秒 以上の領域では、加速度応答 スペ ク トル値 の変動

係数は6.0%未 満である。

フーリエ位相差分の分布は、すべての模擬地震動 で全 く共通である。地震動時刻歴の包絡線 はフ

ー リエ位相差分スペク トルの形状 に似ているので、 模擬地震動 はいずれ も、時刻の前半 に比較的大

きな振幅を有 している。なお、模擬地震動ens2も 合 わせた101波 は、応答スペ ク トルが等 しく、か

つ、フー リエ位相差分スペ ク トル も同一な地震動である。

作成 したens2と 同一の位相差分を有す る100種 類 の模 擬地震動 と構造物12cお よび構造物12eと の

組み合わせ について、最大応答1次 等価変位 お よび各層の最大応答層 間変位の変動係数 を図5.1.9

に示す。

弾性時 における最大応答1次 等価変位 に関する変動係数は、構造物12cで は9.4%、 構造物12eで

は8.5%で ある。大変形 における最大応答1次 等価変位の変動係数は17%程 度 に達す る。弾性時お よ

び大変形 とも、ランダム位相特性 による変動係数 と大差は無い。

6層 の最大応答層間変位 に関する変動係数は、最大応答1次 等価変位 の変動係数 よりも若干大 き

く、全体塑性率2.0程 度で構造物12cお よび構造物12eと も約19%で あ る。1層 の変動係数 は、構造

物12cで は24～28%で あ り、構造物12eで は22～25%で ある。12層 の変動係数が最 も大 きいのは、ラ

ンダム位相特性 による変動係数 と同様であるが、構造物12cで は全体塑性率2.0程 度で56%で あ り、

構造物12eで は全体塑性率1.7程 度で50%に 達する。ランダム位相特性による変動係数 と比較すると、

特 に12層 についてはens2と 同一の位相差分の方が若干大 きいが、全般的に大差はない。応答 スペ ク

トル とフーリエ位相差分スペ ク トルの両方が等 しくて も、最大応答のばらつ きは大 きい。

最大応答層間変位 と部材塑性率の分布 を図5.1.10に 示す。同図は図5.1.6に 対応 し、(1) 構造物12c

と各模擬地震動 の加速度の倍率 を1.40倍 とした組み合 わせ (12c-Sa2 (1.4))、 お よび (2) 構造物12e

と模擬地震動の加速度の倍率 を2.0倍 とした組み合 わせ (12e-Sa2 (2.0)) を対象 としている。

100種 類の模擬地震動 による最大応答層 間変位 の最大値 と最小値の比は、12c-Sa2 (1.4) の1層 で

3.2、12層 で6.4で あ り、12e-Sa2 (2.0) の1層 で3.0、12層 で7.4で あ り、ランダム位相特性 による模

擬地震動 よりもさらに増大する場合 もある。100種類の模擬地震動による最大応答層 間変位の平均値

同士 を、 ランダム位相特性 による場合 と比較すると、12c-Sa2 (1.4) お よび12e-Sa2 (2.0) とも、 ラン

ダム位相特性の方が より上層部増大型の応答変形分布である。ただ し、平均値 にはこのような差が

見 られるものの、ばらつ きを考慮 に入れて比較すれば、両者の最大応答層 間変位の分布 には明確 な

差が見出せ ない。

ens2と 同一の位相差分 にもランダム位相特性 と同様 に、100種 類 の解析結果の最大値 は、2.2節 で

設定 した5種 類の模擬地震動 による解析結果に比べて著 しく大 きいが、100種類 の80%上 限値は5種
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類の解析結果の最大値 に近い。 また、模擬地震動ens2を 、同一の位相差分を有する100種 類の模擬

地震動 と比較すると、12c-Sa2 (1.4) におけるens2の 最大応答変形の分布は、100種 類の平均 よ りも

下層部増大型であ り、12e-Sa2 (2.0) においては100種 類 の平均値 に非常 に近い。

(4) 諸 因子の影響

30階 建て構造物 における各層の最大応答層 間変位の変動係数 を図5.1.11の (1) および (2) に示す。

30c-Sa2お よび30g-Sa4の 組み合わせであ り、図5.1.1の (2) および (4) にそれぞれ対応 する。

30階 建 て構造 物 における変動係数は、最大応答1次 等価変位や1層 の最大応答層 間変位 について

は、12階 建て構造物 とほぼ等 しい。 また、変動係数が最 も小 さくなる層 は、2次 モ ー ドの層 間変位

はゼ ロに近い13層 付近 となる。最上層 に関する変動係数は、12階 建ての最上層 と比べ て著 しく大 き

く、30c-Sa2で は全体塑性率2.0付 近で76%に 達 し、30g-Sa4で は全体塑性率1.2付 近で105%に 達する。

27層 あるいは28層 の変動係数は、12階 建 ての最上層 と同程度である、

上層部 の部材の強度 を高めた構造物12c1に おける各層の最大応答層間変位 の変動係数 を図5.1.11

の (3) に、部材の降伏点割線剛性低下率 の分布 を変動 させた構造物12cYに おける各層 の最大応答層

間変位 の変動係数 を図5.1.11の (4) に示す。いず れも応答スペク トルSa2と の組み合わせであ り、図

5.1.1の (2) の構造 物12cが 比較対象 となる。 また、各構造物 と模擬地震動の加速度の倍率 を1.40倍

とした組み合 わせ について、最大応答層 間変位の分布 を比較 して図5.1.12に 示す。

上層部の部材の強度 を高めた構造物12c1で は、最大応答1次 等価変位や1層 あるいは6層 の最大

応答層間変位の変動係数 は、構造物12cと ほぼ等 しい。12層 の変動係数 について、全体塑性率 との

関係 曲線は、全体塑性率が大 きい側 にシフ トしている。12層 の変動係数は、12c-Sa2で は全体塑性率

2.0程 度で最大 に達するのに対 して、12c1-Sa2で は全体塑性率2.6程 度で最 も大 きい。Sa2 (1.4) に対

して、構造物12cお よび構造物12c1と も全体塑性率は1.7程 度であ り、12層の変動係数は、構造物12c1

の方が若干小 さい。12c1-Sa2 (1.4) では、12階 の梁 はens2お よびkns2の2波 に対 してのみ曲げ降伏

に達 し、13 (R) 階の梁 はいずれに対 して も曲げ降伏未満である。一方、12c-Sa2 (1.4) では、tns2に 対

して13 (R) 階の梁が曲げ降伏未満であるのを除 き、12階 および13 (R) 階の梁はいずれ も曲げ降伏 に達

している。12層 の変動係数は、12階 お よび13 (R) 階の梁の塑性率 と関係があ り、それ らが 曲げ降伏未

満である領域 にお ける変動係数は小 さく、曲げ降伏 を超えると変動係数 は増大す る。

上層部 の部材の降伏点剛性低下率 を低下 させ、逆に下層部の部材の降伏点剛性低下率 を増大 させ

た構造物12cYで は、構造物12cと 比較 して、1層 あるいは12層 の最大応答層間変位 の変動係数が小

さい。降伏点剛性低下率の分布 を変化 させ ることに より、ens2の み他の4波 と異な り上層部の変形

の増大 の割合が小 さく、結果 として、構造 物12cYに おける変動係数は小 さくなっている。それゆえ、

構造物12cYに おける変動係数が小 さいことは、今 回使用 した5種 類 の地震動時刻歴 に対 してのみ当

てはまることであ り、一般性 はないと思 われる。

(5) 変動係数の定量化

(1)～(3) の検討 よ り、2.2節で設定 した5種 類ずつの模擬地震動 による変動係数で も十分傾向は把
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握 できる と判断 し、この5種 類ずつの模 擬地震動による変動係数 より変動係数 を定式化するこ とを

試みる。

図5.1.1に よれば、各層の最大層 間変位の変動係数は、構造物の全体塑性率 との相 関関係 は構造物

ごとに異 な り、定かではない。 また、部材の耐力の分布の異なる構造物群の検討 よ り、最大応答層

間変位の変動係数は、隣接す る部材の塑性化の度合 いに関係がある と推察 された。

そこで、最大応答層間変位の変動係数 と隣接する部材 の平均塑性率の関係 を図5.1.13に 示す。例

えば、12層 には、その上下の13 (R) 階 と12階 の2つ の梁が隣接するが、検討対象 とした構造物 におい、

て両者の塑性率に大差はないので、 ここでは下側の12階 の梁の塑性率 を選択 している。同様 に、図

5.1.13の 各図は、それぞれ、11層 の層 間変位 と11階 の梁、5層 の層 間変位 と5階 の梁、1層 の層 間

変位 と1層 柱脚について、最大応答層 間変位の変動係数 と部材の平均塑性率の関係 を示 している。

なお、部材の平均塑性率 とは、5種 類の地震応答解析結果の平均値 である。 ここでは、固有周期 を

変動 因子 とした7種 類の構造物 と4種 類の応答スペク トルの組み合 わせ を対象 とした。図における

記号は、構造 物 を色で区別 し、応答スペ ク トル を数字で区別 している。

12層 の変動係数 と12階 の梁の平均塑性率 の関係では、平均塑性率1.0程 度 まででは変動係数は0.2

程度未満であるが、平均塑性率が1.0を 超 える と変動係数 は急増する。これは、すべての構造物 と応

答スペク トルの組み合 わせ に共通 している。変動係数の最大値や、大 きな変形 における変動係数の

値 は、構造物 と応答スペ ク トルの組み合わせ ごとに大 きく異 なる。11層 の変動係数 については、12

層 ほど顕著ではないが、同様 に、11階 の梁の平均塑性率が1.0を 超 える付近で変動係数が増大する。

5層 や1層 では、隣接する部材の塑性率が増大 して も、変動係数の増大はほとんど見 られない。

各層 の変動係数は、隣接する部材の塑性率が1.0未 満であれば、全層 で5.0～20%程 度である。隣

接す る部材の塑性率が1.0を 超 えると、変動係数が増大 し、特 に上層部 において顕著である。上層部

を除けば、変動係数 は10～25%程 度である。

12階建て構造物および30階 建て構造物 について、部材 の平均塑性率が2.0に 達 した時 の最大応答層

間変位 に関する変動係数の分布 を図5.1.14に 示す。なお、 まず、入力地震動の倍率 を0.05倍, 0.10

倍, 0.20倍, 0.40倍 、以降、0.20倍 刻みで増大 させ、各階の部材の平均塑性率が始めて2.0を 超 える倍

率 を求める。この倍率 における直上の層の変動係数 を、部材の平均塑性率2.0到 達時の変動係数 とす

る。層ご とに異なる入力地震動 の倍率における変動係数 を採集す ることになる。ここでは、固有周

期 を変動 因子 とした7種 類の12階 建 て構造物お よび2種 類の30階 建て構造物 を対象 とした。12a-Sa3

お よび12a-Sa4に おける11階 および12階 の梁 と、30c-Sa4に お ける28階 か ら30階 までの梁 は、全体塑

性率が4.0に 達するまでに塑性率が2.0に 到達 しないので、除外 して示 している。

部材の平均塑性率2.0到 達時の変動係数12階 建て構造物お よび30階 建て構造物 とも、上層部 の変動

係数が大 きく、中下層部では同程度の変動係数である。例外 的に、構造物12aお よび構造 物12bに お

いて、下層部の変動係数が若干大 きくなる例 も見 られる。 また、構造物12eお よび構造 物12fで は、

上層部の変動係数が比較的小 さい。これ らは、使用 した5種 類の地震動時刻歴 に依存 した特性であ

り、別の地震動時刻歴 を用いれば、変動係数 も変化するの と考 えられる。

12階 建て構造物の各層の変動係数について、28種 類の構造物 と応答スペ ク トルの組み合わせの う

ちの上か ら2番 目あるいは3番 目の値 を選択すれば、1層 から9層 までで約25%、10層 で30%、11

層で38%、12層 で48%で ある。同様 に、30階 建て構造物の各層 の変動係数については、1層 か ら23
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層 までで約25%、 上層 ほ ど変 動係 数 も上 昇 し、27層 で50%、29層 で80%、30層 で約100%で あ る。

以 上 をま とめ て、i層 の最大 応 答層 間変位 に関 す る変動係 数CViは 、式5.1.7お よび式5.1.8に よ り

与 え る こ とが で きる。

隣接 す る部材 の平均 塑 性率 が1.0未 満 の とき、

(5.1.7)

隣接する部材 の平均塑性率が1.0以 上の とき、

(5.1.8)

ここに、n: 階数である。

なお、式5.1.8は 、よ り解析例の多 い12階 建て構造物 に適合するように定めている。10層 で33%、

11層 で39%、12層 で47%で ある。これ を30階 建て構造物 に適用すれば、変動係数は29層 で81%、30

層で89%に なる。また、簡略的 に全体高 さの4分 の3以 下では一定 としている。図5.1.5あ るいは図

5.1.9に 示 した解析例の ように、5層 および6層 の変動係数が小 さ く、1層 の変動係数 は若干大 きい、

とい う結果 などには対応 していない。

式5.1.7お よび式5.1.8は 、平均塑性率1.0に おいて不連続であ り、さらに、関連する部材の平均塑

性率の算出方法が定かではないとい う点で、実用上 の問題がある。そこで、構造物 の使用性 を検証

する際の応答値 の推定 には式5.1.7を 、修復性あるいは安全性 を検証す る際の応答値 の推定 には式

5.1.8を 用 いることが考え られる。

5.1.2 ば らつきを考慮 した評価方法

前項 における検討のように、地震動時刻歴の違いによる地震最大応答のばらつ きは小 さくない。

与え られた応答スペク トルに対する地震最大応答の評価方法 として、地震応答解析 を用 いようとす

るならば、 この地震動時刻歴 の違いによる応答のば らつ きに対処する必要がある。1種 類の地震動

時刻歴 による地震応答解析結果があった としても、それが平均値程度の値であるのか、最大あるい

は最小寄 りの値であるのか を判断す ることは難 しい。

(1) 地震動波形の選択

ば らつ きを考慮する最 も簡単 な方法 として、数多 くの地震動時刻歴 を用 いた地震応答解析 を行 う

ことが考 えられる。複数の地震応答解析結果の最大値あるいは平均値が推定値 となる。3種 類の地

震動時刻歴 を用いた場合 は最大値 とし、5種 類の地震動時刻歴 を用いた場合 には平均値 とする、な

どの方法が考 えられる。 しか し、地震動時刻歴の数 を増 して も、依然、その中に上限寄 りの応答値

を与 えるような地震動が含 まれるかは不明である。地震動時刻歴の数 を増大 させ るほ ど安全側の推

定値 が与 えられることになるが、反面、損 な設計 を強いられる とい う不合理 な面 もある。

次に、数種類の位相特性 を規定することも考 えられる。 しか し、地震動の位相特性 については不
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明な点が多 く、本研究 においても、位相特性 と地震最大応答の関係の解明 には至 らなか った。 さら

に、地震動 の継続時間や包絡形を表す と考 えられているフー リエ位相差分スペ ク トルが同一 であっ

て も、フー リエ位相差分の並びが異 なれば、地震最大応答 も大 きく変わって くる、 とい うこ とも明

らかになった。そのため、 単 に、 フー リエ位相差分スペ ク トル を変えるだけでは不十分 であ り、同

一のフー リエ位相差分 に対 して複数のフー リエ位相 を検討する方が良い。

本研究では、サ ンプル とすべ き地震動時刻歴 の選択 に関する提言 をするには至 ってい ないが、経

験的 には、本研究で用いたEl Centro NS (1940)、 八戸EW (1968)、 神戸海洋気象台NS (1995)、Taft

EW (1952)、 東北大学NS (1978)の5種 類の位相特性 は、固有周期 の広い範囲の構造物 に対 して、

適度なば らつ きをもって最大応答 を与 えることがで きると言 える。

(2)地 震最大応答の平均値の推定

ここでは、地震応答解析 で得 られた解析結果 に対 して、前項で定式化 した変動係数 をもとに確率

的な処理 を行 うことにより、地震最大応答の平均値 を推定す る方法について検討する。

一般 に、平均μ、分散σ2の正規分布 に従 う母集団か らランダムにn個 のサ ンプルをとって、 その平

均Xを 求める と、Xの 値 はサ ンプルごとにば らつ くが、Xは 正規分布に従 い、平均 は式5.1.9で 、

分散は式5.1.10で 表 される。

平均 (5.1.9)

分散 (5.1.10)

また、 標準 正規 分布 に従 うuが 任 意 の値 以下 の値 、 あ るい は任 意 の値 以上 の値 を とる割 合 は、 そ

れぞ れ、 式5.1.11お よび式5.1.12で 表 され る。 両式 に おい て、Kεを0.84と す れ ば1-εは0.80、Kεを

1.28と す れば1-εは0.90、Kεを1.65と す れ ば1-εは0.95で あ る。

(5.1.11)

(5.1.12)

式5.1.12をXの 分布 に適用 す れ ば式5.1.13と な り、 さ らに書 き換 える と式5.1.14と な る。

(5.1.13)

(5.1.14)

す な わち、100(1-ε)%の 信頼 率 で推定 され る母 集 団の平均μの 上 限 は、式5.1.15で 表 され る。

(5.1.15)

分散が既知であると時、サ ンプルデー タの平均 から母集団の平均 を推定す る時、サ ンプルデータ
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の数nを 増大 させれば、信頼区間の幅 は√nに 比例 して狭 くなる。

本研究 において、n個 の地震応答解析結果から、与 えられた応答スペ ク トルに対す る地震最大応

答の平均値 を推定するの にあたっては、式5.1.15の 右辺で表 される平均値の90%信 頼率 の上限 を推

定平均値 μに設定す る。i層 の最大応答層 間変位の推定平均値 δiは、式5.1.16と なる。

(5.1.16)

ここに、n:サ ンプル数、δi:サ ンプルの平均値、すなわち、n個 の地震応答解析結果 によるi層 の

最大応答層 間変位の平均値 、CVi: i層 の最大応答層 間変位 に関する変動係数である。変動係数CVi

は、式5.1.7お よび式5.1.8に よって与 えられる と仮定する。

推定平均値 δiのサ ンプルの平均値 δiに対する割増率riは 、式5.1.17で ある。

(5.1.17)

式5.1.17で 表 されるサ ンプルの平均値 に対する割増率は、表5.1.1 (a) に示す通 りとなる。比較の

ため、信頼率 を95%と したときの倍率 を同表の (b) に示す。

変動係数が大 きく、サ ンプル数が少ないほ ど、大 きな増幅が必要 となる。12階 建ての最上層 は変

動係数49%で あるが、 サ ンプル数 を3以 上 とすれば、20～40%程 度の割 り増 しとなる。

表5.1.1 サンプルの平均値に対する割増率

(a) 信頼率90% (b) 信頼率95%

(3) 提案方法の適用例

提 案方 法 に よる最 大応 答層 間変位 の推 定平 均値 を図5.1.15に 示す。 こ こで は、1つ の応答 スペ ク

トル に対 して、 それ に適 合 す る地震動 時 刻歴 を数 波用 意 し、 地震応 答解 析 を順次 実行 し、 地 震応 答

解析 のサ ンプル数 を増 大 させ る ご とに、式5.1.16に よ り最 大応 答層 間変位 の推 定平 均値 を算 出す る。

まず 、図5.1.15 (1) お よび (2) は、そ れぞ れ、構 造物12cと 応 答 スペ ク トルSa2の 倍 率 を1.40と した

組 み合 わせ (12c-Sa2 (1.4))、 お よび、構造 物12eと 応答 スペ ク トルSa2の 倍 率 を2.0と した組 み合 わ

せ (12e-Sa2 (2.0)) を対 象 と してい る。図5.1.15 (1a) お よび (2a) で は、2.2節 で 設定 した5種 類 の模

擬 地震 動 を用 い 、ens2, hew2, kns2, tew2, tns2の 順 に地 震応 答解 析 を行 って い く。 図5.1.15 (1b) お よ

び (2b) で は、ラ ン ダム位 相特 性 の模 擬地 震動 の うちの5種 類 を用 い、r01, r02, r03, r04, r05の 順 に地
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震 応答 解析 を行 ってい く。図5.1.15 (1c) お よび (2c) で は、 ラ ン ダム位 相特 性 の模 擬 地震 動 の うちの

別 の5種 類 を用 い 、r21, r22, r23, r24, r25の 順 とす る。 なお 、図 中 の 「平均1」 は2.2節 で 設定 した

5種 類 の模 擬地 震動 による解析結 果 の平均 値 で あ り、 「平均2」 は ラ ン ダム位 相特 性 の100種 類 の模

擬 地震 動 に よる解 析結 果 の平均 値 で あ る。比 較 的大 変形 を検討 対 象 と して い るので 、各 層 の最 大応

答層 間変位 に関す る変動 係 数 は、そ の近辺 の部 材 の変 形量 にかか わ らず式5.1.8に よ って与 える。

次 に、図5.1.15 (3)～(5) は、各 々、構 造物12aと 応 答 スペ ク トルSa4の 倍 率 を1.20と した組 み 合 わ

せ (12a-Sa4 (1.2))、 構造 物12cと 応答 スペ ク トルSa2の 倍 率 を2.80と した組 み合 わせ (12c-Sa2 (2.8))、

お よび、構造 物12gと 応答 スペ ク トルSa4の 倍 率 を3.0と した組 み合 わせ (12g-Sa4(3.0)) を対 象 と

してい る。いず れ も、2.2節 で設 定 した5種 類 の模 擬地 震動 を用 い、ens, hew, kns, tew, tnsの 順 に地

震応 答解 析 を行 ってい く。 図中の 「平均 」 は5種 類 の模 擬地 震動 に よる解析 結 果 の平均 値 で あ る。

ここで も、す べ ての層 の最 大応 答層 間変 位 に関す る変動係 数 は式5.1.8に よ って与 え る。

すべ ての解析例 において、実行す る地震応答解析の数が極端に少な くて も、実際の平均値 よりも

ほぼ安全側 の推定平均値が得 られる。(1a)の 下層部のみ、サ ンプル数が1の 時、推定平均値 の方が

実際の平均値 よりもわずかに小 さい。下層部 よ りも上層部の割増率が大 きいため、1つ 目に行 う地

震応答解析結果が上層部増大型寄 りの応答変形分布 であれば、上層部の推定平均値 は著 しく大 き く

なる一方で、下層部の推定平均値が過小評価 となる可能性がある。 この例 として、(1a) (1b) (2c)が

相当する。逆 に、1つ 目の地震応答解析結果が下層部増大型の変形分布であっても、大 きく割 り増

される上層部 の推定平均値が過小評価 となる可能性 は小 さい。(1c) (2a)な どがその例である。

地震応答解析の数を増大 させるほ ど推定平均値 を低減で きるはずであるが、実際 には、サ ンプル

数3以 上ではあ まり変化がない。(1a) (2c) (3) の下層部 のように、サ ンプル数5に よる推定平均値が

少ないサ ンプル数 に比べて増大する場合 もある。サ ンプル数3と5で は、中下層部 に対する割増率

に0.04し か差がないためである。変動係数の大 きい上層部については、概 ね、サンプル数が増大す

るほど、推定平均値 も低減 されている。
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(1) 12a-Sa4 (2) 12c-Sa2

(3) 12e-Sa2 (4) 12g-Sa4

図5.1.1 最大応答層間変位の変動係数-観 測記録の位相特性5種 類-

(1) 12a-Sa4 (2) 12c-Sa2

(3) 12e-Sa2 (4) 12g-Sa4

図5.1.2 最大応答層せん断力の変動係数-観 測記録の位相特性5種 類-
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(1) 加速度応答スペ ク トル (2) 変動係数

図5.1.3 加速 度応 答 スペ ク トル-ラ ン ダム な位相 特性100種 類-

(1a) 模擬 地震動r01, 加 速 度時 刻歴 (1b) 模擬 地震動r01, 位 相差 分 スペ ク トル

(2a) 模擬地震動r02, 加速度時刻歴 (2b) 模擬 地 震動r02, 位相 差 分スペ ク トル

(3a) 模擬地震動r03, 加速度時刻歴 (3b) 模擬 地震 動r03, 位 相差 分 スペ ク トル

図5.1.4 加速度時刻歴 とフー リエ位相差分スペク トル-ラ ンダムな位相特性100種 類-
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(1) 12c-Sa2  (2) 12e-Sa2

図5.1.5 最大応答層間変位の変動係数 ―ランダムな位相特性100種 類―

(1a) 層 間変位 (a)  (1b) 層 間変位 (b)  (1c) 部材塑性率

(1) 12c-Sa2 (1.4)

(2a) 層 間変位 (a)  (2b) 層間変位 (b)  (2c) 部材塑性率

(2) 12e-Sa2 (2.0)

図5.1.6 最大応答層闇変位 と部材塑性率の分布 ―ラ ンダムな位相特性100種 類―
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(1) 加速度応答スペ ク トル  (2) 変動係数

図5.1.7 加 速度応 答 スペ ク トル ―ens2と 同一の位 相差 分100種 類 ―

(1a) 模 擬 地震 動e01, 加速 度 時刻歴

(2a) 模擬 地震 動e02, 加 速度 時刻 歴

(3a) 模擬 地震 動e03, 加 速度 時刻 歴

(1b) 模擬 地震 動e01, 位相 差分 スペ ク トル

(2b) 模擬 地 震動e02, 位相 差分 スペ ク トル

(3b) 模擬 地震動e03, 位 相差 分 スペ ク トル

図5.1.8 加 速度 時刻 歴 と フー リエ位 相 差分 スペ ク トル ―ens2と 同一の位 相差 分100種 類 ―
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(1) 12c-Sa2  (2) 12e-Sa2

図5.1.9 最 大応答 層 間変 位の 変動係 数 ―ens2と 同一 の位相 差分100種 類 ―

(1a) 層 間 変位 (a)  (1b) 層 間変位 (b)  (1c) 部 材塑 性 率

(1) 12c-Sa2 (1.4)

(2a) 層 間変位 (a)  (2b) 層 間変位 (b)  (2c) 部材塑性率

(2) 12e-Sa2 (2.0)

図5.1.10 最大応 答 層間 変位 と部材 塑 性率 の分 布 ―ens2と 同一の位 相差 分100種 類 ―

5-1-17



(1) 30c-Sa2

(3) 12c1-Sa2

(2) 30g-Sa4

(4) 12cY-Sa2

図5.1.11 最大応答層間変位の変動係数 ―諸 因子の影響―

(1) 12c-Sa2 (1.4)  (2) 12c1-Sa2 (1.4)  (3) 12cY-Sa2 (1.4)

図5.1.12 最大応答層間変位の分布 と変動係数 ―諸因子の影響 ―
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(1) 12層 層 間 変位-12階 梁  (2) 11層 層 間変位-11階 梁

(3) 5層 層間変位-5階 の梁  (4) 1層 層 間変位-1層 柱脚

図5.1.13 最大応答層間変位の変動係数と部材平均塑性率の関係

(1) 12階 建 て  (2) 30階 建 て

図5.1.14 部材平均塑性率2.0到 達時の最大応答層間変位の変動係数
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(1a) ens2～tns2  (1b) r01～r05  (1c) r21～r25

(1) 12c-Sa2 (1.4)

(2a) ens2～tns2  (2b) r01～r05  (2c) r21～r25

(2) 12e-Sa2 (2.0)

(3) 12a-sa4 (1.2)  (4) 12c-Sa2 (2.8)  (5) 12g-Sa4 (3.0)

図5.1.15 最大応答層間変位 の推定平均値
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5.2 多 質点 系地震応答解析と漸増載荷解析 を用いる方法

構造物の地震時挙動における動的効果を把握するためには、多質点系モデルによる地震応答解析
が有効である。多質点系モデルによる地震応答解析 は、比較的容易な電算プロ グ ラム に よ り応答値
を得 る こ とが で き、骨組モデルに比べ て得 られる情報量が少 ない分、感覚的にもわか りやす い。 し

か し、塑 性化の程度が大きい範囲における評価精度に問題があるとい う一般的な認識 もあ る。

本節では、多質点系モデルの地震応答解析の誤差要因について改めて検討 し、多質点系地震応答

解析 と静的漸増載荷解析を組み合わせて地震最大応答を推定する方法について検討す る。与えられ
た地震動時刻歴に対 して、平面骨組モデルによる地震応答解析 と同等の最大応答値を算出すること

が目標とな る。

5.2.1 推 定 方 法の概要

多質点系モデルは、構造物の各階の質量を床位置に集中 させた質点で表 し、 これらの質点間をせ

ん断型バ ネあるいは曲げせん断型バネで結んだ直列質点系モデル であ る。せん断型質点系モデルを

図5.2.1 に 示 す 。せ ん断型モデルでは、変位の自由度は床面の水平変位のみ と考 え、層間変位はその

層に作用する層せん断力のみに依存する弾塑性バネで表す。高層構造物 において、各層の変位に構

造物全体の曲げ変形が無視できない程度に含 まれる場合 には曲げせん断型 とす ることがよ り望 まし

いが、本節ではせ ん断型 を対象 とする。

多質点系モデルの地震応答解析と漸増載荷解析 によって、与えられた地震動時刻歴に対する最大
応答を算定する方法の具体的な手順 は、以下の1か ら4で ある

手順1: 漸増載荷解析の実行

適当な外力分布形 を仮定 して、構造物の漸増載荷解析 を行い、各層の層せん断力-層 間変位の関

係 を算出する。

手順2: 層 の復元力特性の設定

漸増載荷解析で得られる各層の層せん断力-層 間変位の関係 を、簡略 な形 にモデル化する。

手順3: 多質点系モデルの地震応答解析の実行

多質点系モデルの時刻歴地震応答解析 を行 い、層 間変位の最大応答値 を評価する。

手順4:

最大層問変位に対応する部材の応力 と変形を構造物の漸増載荷解析に よ り算 出す る。

構造物に対 して設計応答スペク トルが与 えられた時の最大応答を推定する 際 に は 、5.1節 と 同様 に、

地震動時刻歴の違 いによるば らつ きを斟 酌 して、数波の地震動時刻歴 による算定結果をもとに確率

的な処理を行 う。
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5.2.2 誤差要因の検討

多質点系モデルによる地震応答解析結果 を平面骨組モデルによる地震応答解析結果 と比較する こ

とにより、多質点系モデルの解析の精度や誤差要因について検討す る。検討 には、2.1節 で設定 した

構造 物 と2.2節 で作成 した模擬地震動 を用いることにする。

構造物12cと 模擬地震動ens2お よびens4の 組み合 わせ における各層の最大応答層 間変位 について、

多質点系モデルに対する平面骨組モデルの比の全層 における最大値 および最小値 を図5.2.2に 示す。

模擬地震動ens2お よびens4の 加速度 を0.05倍 、0.10倍 、0.15倍 、0.20倍 、0.40倍 …と0.20倍 刻みで

平面骨組モデルによる全体塑性率が4.0に 達するまで増大 させる。図5.2.2で は、横軸 を平面骨組 モ

デルによる全体塑性率1μとし、正負の応答 を区別 して示 している。多質点系モデルの作成 において、

5.2.1項 の手順1で 用いる外力分布形は、層せ ん断力係数Ai分 布 である。各層の層せん断力 ―層 間

変位の関係 における履歴特性 としてはTakedaモ デルを適用する。多質点系モデルの地震応答解析 に

おいて、平面骨組モデルの地震応答解析 と対応す るように、減衰 は瞬間的剛性比例型 とし、弾性1

次モー ドに対する減衰定数1hを3.0%と する。

2種 類の模擬地震動 に関 して、線形弾性域 においては最小値および最大値 はほぼ1.0で あ り、モデ

ル化の違いに関わ らず、全層 でほぼ等 しい最大応答層 間変位が得 られる。全体塑性率1.0未 満では、

最大値お よび最小値 とも比較的1.0に 近いが、全体塑性率が1.0を 超 える と、モデル化の違 いによる

最大応答層間変位の差が増大する。特にens2に 対 しては、多質点系 モデルに対する平面骨組モデル

の比の最大値 は著 しく増大 し、最小値 は減少す る。多質点系モデルによる最大応答層間変位が、過

小評価である層 も、過大評価である層 も存在す る。ens2で は、復元力特性の第一折れ点付近 に相当

す る全体塑性率0.1～0.2程 度 においても、最小値が著 しく小 さい場合 もある。ens4に 対 しては、多

質点系モデルに対する平面骨組モデルの比の最大値はens2に 比べて小 さいが、最小値はens2と 同様

に小 さい。多質点系モデルにより最大応答層間変位が過大評価 される層が存在することを示 してい

る。 このように、多質点系モデルにおいては、降伏変形 を超 える領域で誤差が大 き く、 また、 ひび

われ変形直後 において も大 きな誤差が生 じる可能性がある。

多質点系モデルにかかわる誤差要因 としては、以下の項 目が挙げ られる。

(1) せ ん断バネの復元力特性

多質点系モデルによる地震応答の略算 において、解の精度 は、各層 のせん断バ ネ特性の精度 に大

きく依存する と考 えられる。一般 に、各層 のせん断バネの復元力特性 のスケル トンカーブを決定す

る方法 として、5.2.1項 の手順1の ごとく、静的漸増載荷解析 を用い られる。外力分布形 を適当 に仮

定 した漸増載荷解析 により各層の層せん断力 ―層間変位関係が得 られる。 しか し、ある層 を構成す

る各部材の塑性化が同時 に生 じるとは限らないので、層全体 としての層せ ん断力―層間変位関係 は

曲線状になる。一般的には、5.2.1項 の手順2の ように、この曲線 をバ イリニア型や トリリニ ア型 な

どの複数の線分で表現 した簡略 な形に置換することが多い。トリリニア型復元力特性 を図5.2.3に 示

す。トリリニア型 に置換する場合、5つ のパ ラメータを設定する必要がある。すなわち、弾性剛性、

ひびわれ層せん断力(第1折 れ点の層せん断力)、 降伏層せ ん断力 (第2折 れ点の層せ ん断力)、 降

伏点を定 めるための もうひとつのパ ラメー タ (第2剛 性 (ひび割れ後剛性)、 降伏点剛性低下率、あ
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るいは降伏変位)、 お よび降伏後剛性である。置換の際 には、適当な層 間変位 までの歪エ ネルギーの

総和が等 しくなる ようにモデル化する。なお、図5.2.2で 示 した解析例 においては、降伏変位のお よ

そ4.0倍 までの歪エネルギーの総和が等 しくなる ように している。

各層のせ ん断バ ネには、履歴特性 も設定する必要がある。平面骨組モデルにおいては、部材 ご と

に履歴特性 を設定することが可能であるが、多質点系 モデルにおいては、層 ごとに一つの履歴特性

を与 えなければならない。そのため、多質点系 モデルの各層のせん断バ ネの履歴特性 は、支配的な

部材の履歴特性 を適切 に反映 してモデル化する必要がある。同一構面の同一層 を構成する部材の種

類 や数が多いほど、これ らの部材 が全 く同様の履歴応答 を生 じるとは考 えに くいので、モデル化の

違 いによる解析値 の差 が大 き くなる と考 えられる。同一層 内に異 なる性質の部材層の塑性化が混在

す る場合は、履歴減衰 の少ない方 の履歴特性 を層 レベルの履歴特性 として選択するなどの判 断を必

要 となる。

平面骨組モデルおよび多質点系モデルのそれぞれによる層せん断力―層 間変位関係 を比較 して図

5.2.4に 示す。同図では、構造物12cに 対 して、模擬地震動ens2の 加速度の倍率 を1.40倍 とした もの

(以下、ens2 (1.40) と略記) を入力 した時の8層 の層せ ん断力―層 問変位関係である。

平面骨組モデル としてキの字型モデルを採用 しているので、該当層の層間変位 に関係する部材 は、

上下の梁4本 と柱1本 のみである。そのため、平面骨組モデルにおいて、層せん断力―層 間変位 関

係のスケル トンカーブは比較的明瞭な折れ点 を示 している。履歴ループについて も、梁の履歴特性

に適用 したTakedaモ デルの特性 が強 く表れた形状である。ゆえに、多質点系モデルの層 のせん断バ

ネの履歴特性 としてTakedaモ デルを適用 したことは概ね妥当であった と言える。多質点系モデル に

おいては、降伏点 までのスケル トンカーブ と履歴特性 に関 しては、平面骨組モデルの層せん断力―

層 間変位関係 を良 く模擬で きている。ただ し、 これは無限均等 ラーメンを仮定 したキの字型平面骨

組モデルであることが重要 な要因であ り、異なる性質の部材が混在 した多スパ ン構造物では、平面

骨組モデル と多質点系 モデルの差 は大 きくなることが予想 される。

多質点系モデルと平面骨組モデルの復元力特性の比較において、降伏後剛性に大 きな差が見 られ

る。平面骨組モデルの方が、降伏後剛性が大 きい。これは、(3) 多質点系モデルの解析精度 にても

検討するが、骨組 においては、高次 モー ドにより層せん断力が増大するためである。

(2) 漸増載荷解析 における外力分布形

4.2.2項 に示 した ように、漸増載荷解析 で用いる外力分布形 は、層せん断力 ―層間変位 関係 に影響

を及ぼす場合がある。梁降伏先行型の上層部 において外力分布形の影響が大 き く、上層部の層せん

断力係数が相対的 に大 きいほど降伏層せん断力が大 きくなる。5.2.1項 の手順1で 用 いる外力分布形

は、得 られる応答解析値 に影響 を及ぼす と考え られる。

構造物12cを 対象 に、外力分布形 を (1) 層せん断力係数Ai分 布 (Ai分 布)、(2) 弾性1次 モー ド比例

外力分布形 (1st)、 と した2通 りついて、層のせん断バ ネの復元力特性 を比較 して図5.2.5に 示す。

漸増載荷解析で得 られる層せ ん断力―層間変位関係 を トリリニア型のスケル トンカーブに置換 した

ものであ る。降伏変位 のお よそ4.0倍 までの歪エネルギーの総和が等 しくなるようにしている。

5-2-3



各層の降伏層せん断力について、Ai分 布 を基準 にす ると1次 モー ド比例外力分布形 は、1層 では

0.97倍 、6層 では1.01倍 、12層 では0.72倍 である。1層 、2層 、および8層 以上でAi分 布 による降

伏層せん断力の方が大 きい。12層 の復元力特性 について最 も大 きな差が見 られ、Ai分 布 を基準 した

1次 モー ド比例外力分布形の比は、弾性剛性で0.92倍 、ひび割れ層せん断力で0.96倍 、降伏変位 で

0.83倍 である。降伏点 までの歪エネルギーに関 しては、1層 で0.93倍 、6層 で1.03倍 、12層 で0.64

倍であ り、10層 以上で0.90倍 未満である。この ように、上層部の層せ ん断力係数が大 きいAi分 布 の

方が、上層部の降伏せん断力や降伏点までの歪エネルギーを大 きく見積 もることになる。上層部の

層せん断力係数が過度 に大 きければ、上層部の応答 の過小評価 につながると考 えられる。

図5.2.5に 示 した2通 りのせん断バ ネの復元力特性 をそれぞれ適用 した多質点系モデル (以下、Ai

および1stと 略記) の地震応答解析結果を比較する。入力地震動 として、模擬地震動ens2の 加速度

の倍率 を1.40倍 とした もの (以下、ens2 (1.40) と略記)、 お よび模擬地震動ens4を1.17倍 とした も

の (ens4 (1.17)) を与 えた時の最大応答層 間変位 を図5.2.6に 示 し、最大応答層せ ん断力 を図5.2.7

に示す。両図では、平面骨組モデルによる最大応答値 も合わせて比較 している。図5.2.7は 、最大応

答層せ ん断力をその層 よ り上の重量の総和 で除 した層せん断力係数 として示 している。

ens2 (1.40) に対する最大応答層 間変位 についてAiと1stを 比較すると、最上層および11層 では1st

の方が大 きく、逆に7層 か ら10層 までではAiの 方が大 きい。6層 以下ではほ とん ど差はな く、1層

では1stの 方が大 きい。8層 以上のすべての層 でAiの 方が降伏層せん断力は大 きいので、層降伏せ

ん断力が大 きいほど最大応答層間変位が小 さくなるという訳ではない。Aiで は、最上層部の降伏層

せ ん断力が大 きいために最上層部の応答変位が小 さ くな り、その分 、その下の7層 か ら10層 までの

応答変位が増大 したと考えられる。平面骨組モデルによる最大応答 は、2種 類 の多質点系モデルの

中間に位置 している。漸増載荷解析 における外 力分布形 を改善すれば、平面骨組モデルによ り近い

応答値が得 られる可能性 を残 している。

ens4 (1.17) に対す る最大応答層間変位 については、2種 類の多質点系モデルの応答変形の分布 に

大 きな差は見 られない。いずれのモデルで も、上層部 で降伏層せん断力に達 しないためである。

この ように、梁降伏型構造物で上層部の梁が曲げ降伏 に達する場合、多質点系モデルを用 いた最

大応答層間変位の評価 においては、5.2.1項 の手順1で 用いる外力分布形が重要になって くる。

最大応答層間変位お よび最大層せん断力 に関する平面骨組モデル と多質点系 モデルの比較 につい

ては、後述の (3) 多質点系モデルの解析精度 にて検討する。

5.2.1項 の手順4に おいて各層 を構成 する部材の応力 と変形 を評価す る際に も、手順1で 層のせ ん

断バ ネの復元力特性 をモデル化する際に行 った漸増載荷解析 を用いることになる。漸増載荷解析結

果は、層 ごとに、その層の層間変位が、多質点系モデルの地震応答解析 で得 られた最大応答値 と等

しくなる解析ステップ (参照ステップ) を参照する。通常、参照ステ ップは層 ご とに異なるので、

層 ごとにそれぞれ異なる解析ステップの漸増載荷解析結果を参照することになる。地震応答 におけ

る外力分布形が仮定 した外力分布形 に近 ければ、参照ステ ップは全層で近い値 になるはずである。

逆に言えば、層ごとの参照ステ ップに大 きな違いが生 じることは、漸増載荷解析で用 いた外力分布

形が適当でないことを意味す る。

5-2-4



図5.2.8で は、漸増 載 荷解 析 に よる層 せ ん 断力 ―層間変位関係 と、多質点系モデルの地震応答解析

による最大応答層せん断力―最大応答層間変位関係を比較 して い る。5.2.1項 の手順1お よび手順4

に用いる外力分布形 として、(1) 層せん断力係数Ai分 布、(2) 弾性1次 モー ド比例外力分布形の2通 り

に 、 入 力 地 震 動 と し てens2 (1.40)、ens4 (1.17) の2通 りを掛 け合せた4通 りについて、正側 の最大

応答 を対象 としている。各図において、多質点系モデルによる地震応答解析結果を水色あるいは緑

色の点で示 しているが、これ らの全ての点は、黒細線で示 した漸増載荷解析による層せん断力―層

間変位関係の曲線上 に乗 ることになる。多質点系モデルの各層 の参 照 ス テ ップ を表5.2.1 (1) に示 す。

漸増載荷解析 において、増分は最上階の変位で与 え、 1ス テ ッ プ あ た り0.5×10-3mと し 、2000ス テ ッ

プまで載 荷 してい る。また、図5.2.8で は、平面骨組モデルによる地震応答解析結果を赤色の点で示

している。さらに、平面骨組モデルの地震応答解析 によれば、ens2 (1.40) お よ びens4 (1.17) と も 全

体塑性率 は1.6で あるので、1次 等価変位が これ と等 しくなる解析 ステ ップにおける漸増載荷解析結

果 を青色の点で示 している。なお、全体塑性率が1.6と なる解析ステップは、層せん断力係数Ai分

布では第593ス テ ップ、弾性1次 モー ド比例外力 分布 で は第558ス テ ップで あ る。

水色あるいは緑色の点で示 した多質点系モデルによる最大応答層 間変位の分布 と、青色の点で示

した漸増載荷解析 における層間変位 の分布 とは、各解析例 において大 きな差が見 られる。 この漸増

載荷解析 における層 間変位の分布 は、5.3節 で検討す ることになる方法、すなわち、最大応答1次 等

価変位 と漸増載荷解析により推定する方法で得 られる分布であると考えられる。漸増載荷解析 にお

ける層 間変位の分布 は比較的均等 に分布す るのに対 して、多質点系モデルによる最大応答層間変位

は局部的 に増大する部位がある。多質点系モデルによる地震応答解析では、局部的な応答の集中を

把握 できる可能性がある。 しか し、平面骨組モデル による地震応答解析結果 と比較すると、応答が

集中す る層の最大応答変位が過大であった り、用いる外力分布形 によっては応答が集中する部位の

位置が異 なった りしている。

ens2 (1.40) に対 して、多 質点 系 モ デル の各 層 の参 照 ス テ ップは、層せん断力係数Ai分 布を用いた

場合 は8層 か ら10層 までで著 しく大 きく、弾性 1次モー ド比例外力分布形 を用 いた場合 は9層 以上

で大 きい。ens4 (1.17) に関 して は、層 せ ん断 力係 数Ai分 布 を用いた場合 は1層 および2層 で大 きく、

弾性1次 モー ド比例外力分布形を用いた場合は 1層お よび12層 で大 きい。いずれの解析例について

も、各層 の参照ス テップに大 きなばらつ きがある。 これは、漸増載荷解析において、層せん断力係

数Ai分 布、あるいは弾性1次 モー ド比例外力分布形が、必ず しも最適な ものではないことを示 して

い る 。

ens2 (1.40) に対 して、層 せ ん断力 係数Ai分 布 を よる多質点系モデルの地震応答解析結果と平面骨

組モデルの地震応答解析結果を比較すると、 2層 か ら7層 まで と11層 お よび12層 では多質点系モデ

ルの最大応答層間変位が小 さい。 これ らの層では、参照ステ ップ も相対 的に小 さい。他の3種 類の

解析例 について も同様 であ り、参照ステ ップが相対的に小 さいことは、多質点系 モデルによる当該

層の最大応答層 間変位が過小評価であることを示 している。

(3) 多質点系モデルの解析精度

多質点系モデルのモデルその ものの問題点 として、層間あるいは部材間の連成効果を考慮できな

い こ と、動 的 な柱 の 曲げモ ー メ ン ト分布の変動の影響 を考慮で きないこと、などが挙げられる。多
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質点系モデルにおいて、各層のせ ん断バネは完全に独立であ り、ある層 で降伏層せん断力 に達すれ

ば、その層の層 間変位は隣接する層 とは無関係 に増大することになる。 さらに、多質点系モデルで

は、層せん断力はバネに設定 した降伏層せ ん断力で頭打 ち となる。一方、骨組 においては、層 間変

位 に最 も関わるのは梁の曲げ降伏であるが、ある階の梁の曲げ降伏 は、その上下の2層 に影響 を及

ぼ し層間変位 は分散することになる。また、高次モー ドにより柱の曲げモーメン トの分布が変動 し、

反 曲点が柱中央へ近づけば、よ り大 きな層せん断力 と層剛性 を発揮 し得 る。

図5.2.6に 示 した多質点系モデル と平面骨組モデルの最大応答層 間変位 を比較す ると、応答変形が

相対的に大 きい層 において両者 に比較 的大 きな違 いが見 られる。上層部増大型の変形分布 であ る

ens2 (1.40) との組み合わせでは、多質点系モデルに よる地震応答解析では、上層部 の一部 の特定の

層 に変形が集 中している。前述 したように、変形が増大す る層 は、せん断バネの復元力特性 を設定

する際の漸増載荷解析 における外力分布形 に依存 し、層せん断力Ai分 布 では8層 か ら10層 までであ

り、弾性1次 モー ド比例外 力分布形 では11層 お よび12層 である。下層部増大型の変形 分布 であ る

ens4 (1.17) との組み合わせでは、多質点系モデルは、平面骨組モデルによる最大応答層 間変位 と概

ね近い応答が得 られるが、1層 で多質点系モデルの方が大 きく、3層 か ら5層 まででは多質点系モ

デルの方が小 さい。多質点系モデルでは、最 も塑性率の大 きい1層 に変形が集 中 している。1層 で

は特 に正側の応答が増大 している。 この ように、多 質点系モデルによる地震応答解析では、(1) 特定

の層 に変形が集中する、(2) 応答が正負のいずれかに偏 る、 とい う2つ の傾向がある。

図5.2.7に 示 した多質点系モデル と平面骨組モデルの最大応答せ ん断力 を比較す ると、ens2 (1.40)

に対 して、5層 以上の各層では、2種 類の多質点系モデルに比べて平面骨組モデルの最大応答層せ

ん断力の方が大 きい。平面骨組モデルの最大応答層せ ん断力は、Ai分 布による多質点系モデルに対

して、12層 の負側で1.27倍 、正側で1.13倍 、11層 の負側で1.18倍 、正側で1.13倍 である。弾性1次

モー ド比例外力分布形 に対する多質点系モデルに対 しては、12層 の負側で1.30倍 、正側 で1.16倍 、

11層 の負側で1.14倍 、正側で1.16倍 である。

多質点系モデルの最大応答層せん断力が小 さくなる理由 として、βの3項 目が考 えられる。一つ

目は、設定 した外力分布形の上層部の層せ ん断力係数が過小 な場合 、降伏層せ ん断力その ものが小

さ く設定 されることである。弾性1次 モー ド比例外力分布形 の上層部がこれに相当する。二つ 目は、

多質点系モデルの最大応答の分布が平面骨組モデル とは異 なることである。層せん断力係数Ai分 布

の12層 が これに相当する。Ai布 による多質点系モデルでは、8層 から10層 までに応答変形が集 中

し、12層 では降伏層せん断力に達せず、最大応答層せ ん断力 も小 さい。以上の二つの理由は、外力

分布形の問題 とも言 える。三つ目の理由は、多質点系モデルのモデルその ものに起因する ものであ

り、多質点系モデルでは高次モー ドの影響による降伏後の層せん断力の上昇 を考慮 で きないことで

ある。図5.2.4に 示 したように、平面骨組モデル と多質点系モデルの層の復元力特性 を比較 した場合、

降伏層せん断力がほぼ同 じで も、平面骨組モデルでは曲げ降伏後 も層せん断力 は若干上昇 している。

この ように、多質点系モデルは、最大応答層せん断力 を低 目に与 える傾向がある。上層部の最大応

答層せ ん断力の評価に際 しては、1.10か ら1.20程 度の増幅係数 を見込 む必要があ り、最上層 につい

ては1.30程 度の増幅係数が必要である。
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5.2.3 推定方法の改善案

多質点系モデルの地震応答解析 は、構造物 の動 的な地震応答 を容易に把握で きる有効な手段 であ

るが、平面骨組 モデル と比較する と、両者の誤差 は決 して小 さくない。そこで、本項 では、5.2.2

項 で検討 した多質点系モデルの誤差要因を斟酌 して、多質点系 モデルの地震応答解析 を用いた地震

最大応答の推定方法の改善策 について検討す る。

(1) 参照ステ ップの調整

参照ステ ップが相対 的に小 さくなる層で は、多質点系モデルの地震応答解析 による最大応答層間

変位が過小評価 であ り、逆 に大 きい層 では過大評価である傾向がある。そこで、参照ステ ップが相

対 的に小 さい層 に対 して、応答値 を割 り増 して考慮する必要がある。最 も安全側で簡単 な評価方法

としては、参照ス テップの全層における最大の解析ステップを選択 し、全層 に適用すれば良い。 こ

の方法で、全層で安全側の推定値が得 られる可能性が高い。 しか し、安全側過 ぎるきらい もあるの

で、各層の参照ステ ップを調整方法 として、以下の2通 りを設定す る。

方法1:

参照ステ ップの全層 にお ける最大の解析ステ ップを低減 し、これを全層 に適用する。すなわち、i

層 に適用する参照 ステ ップniは 、全層で一律 であ り、式5.2.1で 表 される。

(5.2.1)

ここに、mi: i層 の最大応答層 間変位 に対応す る解析ステップ、1m: 1次 等価変位 の最大応答 に対応

する解析 ステップである。1mは 、m (miの平均) を代用で きるもの とする。係数xは 大 きいほど過

大な推定値 を与 えることになる。 ここでは、係数xを0.75と す る。

方法2:

参照ステ ップが相対的に大 きい層で は、その参照ステ ップを低減 して適用 し、相対的に小 さい層

では、全層 における平均程度の参照ステ ップを適用する。すなわち、i層 に適用す る参照ステ ップ

niは 式5.2.2で 表 され る。

(5.2.2)

係数xは0.75と する。

方 法1お よび方法2に よ り参照 ステ ップ を調整 して得 られ る層 せん断力 ―層 間変位関係 を図

5.2.9に 示す。図5.2.8 (1) に示 した解析例 と同一である。なお、方法0は 、参照ステップの全層 にお

ける最大 を全層の参照ステップとして適用す る方法である。

方法0お よび方法1で は、過大 な層 間変位 を与 える層が多 い。各層 の最大応答層 間変位 に関 して、

方法1に よる推定値の平面骨組モデルによる精算値 に対す る比 は、ens2 (1.40) では、7層 以下で1.50
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以上であ り、最大 は12層 で2.94で ある。9層 か ら12層 までは1.2程 度で、方法1に よる推定値 は精算

値 に近い。ens4 (1.17) については、全層 で1.50以 上、最大 は12層 で4.13で あ り、全層で過大 な推定

値 が与 えられている。

方法2に よる推定値 は、他の方法よ りも、概ね平面骨組モデルによる精算値 と近い。ただ し、推

定値が精算値 を下回る場合 もある。ens2 (1.40) における6層 、7層 、11層お よび12層 と、ens4 (1.17)

における3層 から5層 までである。推定値 の精算値に対する比は、ens2 (1.40) における11層 で0.58、

12層 で0.41で あるのを除けば、その他すべてで0.88以 上である。ens2 (1.40) における11層 お よび12

層 は、応答値その ものが小 さ過 ぎ、この方法 による割 り増 しをして も未だ不足である。 この ように

最上層部の参照ステ ップが中高層部 に比べて著 しく小 さい ことは、最上層部の応答値 が極端 に過小

であることを意味する。最上層部の層せん断力係数の大 きい外力分布形 を設定 しているために、最

上層部の応答が減少 し、中高層部の応答が増大 したと考 えられるか らである。 この場合 は、最上層

部 に対 しては、方法1に より参照ステ ップを調整する方が望 ましい。

この ように、方法2に よる参照ステ ップの調整 によ り、 より精算値 に近 い推定値 を得 ることがで

きる。ただ し、最上層部の参照ステ ップが中高層部に比べ て著 しく小 さ くなる場合には、その層 の

参照ステップは方法1に より調整す る必要がある。

(2) 外力分布形の再設定

多質点系モデル作成時の漸増載荷解析で用いる外力分布形において、上層部の層せ ん断力係数が

相対的に大 きいほ ど、その層 の降伏層せん断力が大 きくなる。上層部の層せん断力係数が過度に大

きければ、その層の最大応答層間変位の過小評価 につ なが る。そのため、構造物 と入力地震動 の組

み合わせに応 じて外力分布形 を選択す る必要がある。そ こで、外力分布形の選択方法 と して、以下

に示す2通 りを設定する。

方法1:

後述の5.3.2で 提案する最適外力分布形 とする。

方法2:

まず、適当な外力分布形を用いて最大応答値の評価 を行 い、得 られた層せん断力あるいは変位 の

分布 をもとに外力分布形 を再設定 し、再度、一連 の手順 に従い最大応答値の評価 を行 う。

ここでは、方法2に ついて検討する。

5.2.2 (2) で述べたように、層 ごとの参照ステ ップの大 きな差 は、漸増載荷解析 における外力分布

形が適当でないことを意味 している。例えば、表5.2.1 (1) に示 した層せ ん断力係数Ai分 布 を用 いた

時のens2 (1.40) に対す る応答 は、8層 から10層 までの参照ステ ップが相対的 に大 きい。ens2 (1.40)

に対する応答の振動性状 をよ り反映 しうる外力分布形 は、これ らの層の層せん断力係数 をよ り大 き

くした外力分布形であること示 している。

そこで、まず、層せん断力係数Ai分 布 による多質点系モデルの地震応答解析 を行 う。地震応答解

析で得 られた最大応答層せん断力の分布 に対応する外力分布形 {f} を式5.2.3よ り求める。この外力

分布形 を用いて層のせん断バネの復元力特性の再設定 し、2回 目の地震応答解析 も実行 することに
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す る。

(5.2.3)

こ こ に 、|Qi|ma:  i層の最大応答層せ ん断力である。

外力分布形 を再設定 した解析例 について、最大応答層せん断力と最大応答層間変位の関係 を漸増

載荷解析結果 と比較 して図5.2.10に 、再設定 した外 力 分布 形 に よる参照 ス テ ップ を表5.2.1 (2) に示

す。構造 物12cを 対 象 と し、入力 地 震動 はens2 (1.40)  お よびens4 (1.17) の2通 りとす る。層 せ ん断

力係数Ai分 布 とした多質点モデルの正側の最大応答層せん断力の分布から、2回 目の外力分布形 を

算 出 してい る。 なお 、Ai分 布 に よる1回 目の解 析結 果 は図5.2.8  (1) と一致 す るの で、 この図 と比較

して検討することにする。

ens2 (1.40) に対 して、外 力 分布 形 を再 設定 す る こ とに よ り、最大応答層間変位 は8層 か ら10層 ま

でで減少 し、11層 で増大する。平面骨組モデルによる最大応答層間変位の分布 によ り近づいている

が、12層 では依然、多質点系モデルは過小評価 である。全体塑性率が1.60の 時の漸増載荷解析 によ

る層間変位 については、層せ ん断力係数Ai分 布 と比べ て6層 以上で増大 している。Ai分布 の時 には、

最大応答変位の分布と漸増載荷解析による変位の分布は大きく異 なっていたが、再設定 した外力分

布形 においては両者の差 は小 さくなっている。参照ステ ップについては、Ai分 布 において参照ステ

ップが相対的 に小 さかった層では増大 し、逆 に大 きかっ た層では減少 している。参照ステップの最

大値 と最小値の幅 は、大幅に縮 まっている。

ens4 (1.17) に対 す る例 で は、最 大応 答層 間変位 は 1層 および2層 で減少 し、3層 および4層 で増

大 している。 この例 で も、平面骨組モデルによる最大応答層 間変位の分布によ り近い分布 となって

い る 。 ま た 、 最大応答変位の分布は漸増載荷解析の変位の分布 に近 くな り、参照ステップの幅 も狭

ま っ て い る 。

(3) 降伏後剛性の増幅

骨組の応答 においては、高次 モー ドによ り降伏後 もよ り大 きな層せん断力 と層剛性 を発揮 し得る

が、外力分布形 を一定 と仮定 した漸増載荷解析 においては、 これ を考慮することができない。その

ため、多 質点系モデルの層のせ ん断バ ネの降伏後剛性 については、漸増載荷解析結果を得られる値

よ りも増幅 させた値 を用 いる方が望 ましい と考 えられる。

降伏後剛性 を増幅 させた解析例 について、最大応答層間変位 を図5.2.11に 、最大応答層せ ん断力

を図5.2.12に 示 す。構 造物12cを 対 象 と し、入 力 地 震 動 はens2 (1.40) お よ びens4 (1.17) の2通 り と

し、層せん断力係数Ai分 布 を用いている。これ まで示 したすべての解析例における層のせん断バ ネ

の復元力特性は、漸増載荷解析で得られる層せん断力―層 間変位関係 を、降伏層 間変位の約4.0倍 に

おける歪エネルギーが等 しくなるように置換 した トリリニア折れ線である。層せん断力係数Ai分 布

を用 いた多質点系モデルにおいて、各層 の復元力特性 の弾性剛性に対する降伏後剛性の比は、最上

層 が0.010程 度 で あ り、その他 のす べ て の層 で0.013か ら0.017ま で の範 囲 にあ る。なお、平面骨 組 モ
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デルの梁の復元力特性 における降伏後剛性 は、弾性剛性の0.010倍 に設定 してい るので、層 の復元力

特性ではそれ より若干大 きい倍率である。ここでは、降伏後剛性 をその まま、2.0倍 、4.0倍 とした

3種 類 について比較 している。

ens2 (1.40) に対する最大応答層 間変位は、降伏後剛性 を増幅 させ ることによ り、8層 か ら10層 ま

でで減少 し、7層 以下で増大 している。ens4 (1.17) では、正側では1層 および2層 で減少 し、3層

お よび4層 で増大 し、負側では下層部 で増大 している。2種 類 の解析例 とも、降伏後剛性 を増幅す

ることにより、応答が過度 に集 中していた層の変形が減少 し、正負 の応答の偏 りも小 さ くなる。結

果 として、降伏後剛性 を2.0倍 に増幅す ることにより、正負 ともに、平面骨組モデルによる最大応答

層 間変位 と非常 に近い解析結果が得 られている。ただし、ens2 (1.40) に対す る12層 では依然、多質

点系モデルは過小評価である。降伏後剛性 を4.0倍 まで増幅させ ると、ens4 (1.17) ではさらに平面骨

組モデルに近い最大応答層 間変位が得 られ るが、ens2 (1.40) の上層部 においては応答変位がやや過

大 に減少 している。降伏後剛性を2.0～4.0倍 程度の範囲で増幅するのが妥当であろう。

最大応答層せん断力 については、多質点系モデルは平面骨組モデル と比べ て低 目の応答値 を与 え

る傾 向があったが、降伏後剛性 を増幅 させ ることに よりこの傾向は無 くなる。ens2 (1.40) に対 して

は、11層 お よび12層 を除 き、平面骨組モデルの最大応答層せん断力 を上 回っている。12層 では、平

面骨組モデルの降伏後剛性 を2.0倍 した多質点系モデルに対 する比は、正側 で1.13倍 、負側で1.25

である。

このように、降伏後剛性 を、漸増載荷解析結果 を忠実 にモデル化 して得 られる値 に対 して4.0倍 程

度 に増幅 させることによ り、最大応答層間変位お よび最大応答層せ ん断力 に関 して、平面骨組モデ

ルと差の小 さい結果 を得 ることがで きる。

(4) 改善方法の提案

(3) 降伏後剛性の増幅 の方が、(2) 外力分布形の再設定 による方法 よ りも容易であ り、正負の応

答 を総合 して見ればより精度の向上が見 られる。 また、上層部増大型応答 における上層部 の応答 の

評価 は、(2) 外力分布形 の再設定、お よび (3) 降伏後剛性の増幅 のいずれ において も難 しいので、(1)

参照ステ ップの調整 により対応することにする。

改善方法 をまとめると、

1: 外力分布形は層せん断力係数Ai分 布 とする。

2: 降伏後剛性は、漸増載荷解析結果 をモデル化 して得 られる値 に対 して4.0倍 に増幅 させ る。

3: 最上層部 (軒高の3/4～1.0程 度) の参照ステ ップが中上層部 (軒高の1/2～3/4程 度) より小 さ

くなる場合には、最上層部の参照ステップを中上層部における最大値 まで引 き上 げる。

構造物12cと 入力地震動ens2 (1.40) およびens4 (1.17) の2通 りについて、提案方法 による各層 の

参照ステ ップを表5.2.2に 、提案方法 に基づいて算 出される最大応答層せん断力 と最大応答層 間変位

の関係 を漸増載荷解析結果 と比較 して図5.2.13に 示す。

提案方法 によれば、概 ね、平面骨組モデルによる最大応答値 に近 い値が得 られている。 図5.2.8

に示 した解析結果 と比較すれば、格段に精度 は向上 している。ただ し、ens2 (1.40) に対 する10層 以
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上 で は、最大応答層間変位に関する過小評価の程度が依然やや大きい。また、塑性化 の程度の大 き

い層の最大応答層せん断力を過大評価する傾向にある。

提案方法による各層の最大応答層間変位について平面骨組モデル との比 を算出 し、全層における

最 大値 お よび最小 値 を図5.2.14に 示す 。 (1) 構 造物12aとens4の 組 み合 わせ 、 (2) 構造 物12cとens2

の組 み合 わせ 、(3) 構 造物12eとens3の 組 み合 わせ 、お よび (4) 構 造物12gとens2の 組 み合 わせ を対

象 と し て い る 。 図5.2.14 (2) は 図5.2.2 (1)  と同 じ組み合わせである。各模擬地震動は、加速度 を0.05

倍 、0.10倍 、0.15倍 、0.20倍 、0.40倍…と0.20倍 刻 みで平 面骨 組 モ デル に よる全 体 塑性 率 が4.0に 達

するまで増大 させ る。各図では、原方法 による解析結果による比率 も比較 して示 している。原方法

とは、外力分布形 を層せ ん断力係数Ai分 布 とし、降伏後剛性の増幅や参照ステップの割 り増 しを行

わない方法である。

12c-ens2に つ い ては 、全体 塑 性率 が 大 きい領 域 にお い て、多質点系モデルに対する平面骨組モデ

ルの比の最大値 は6.0を 超 えていたのに対 し、提案方法では2.0未 満に収 まっている。過小評価 され

ていた層 の最大応答総 間変位が大幅 に改善 されたことになる。最小値 に関 して も原方法 よりも増大

し、特定層へ の変形 の集 中が提案方法 により改善 されている。その他 の3例 について も同様であ り、

特 に最大値の減少の割合が大 きい。提案方法による解析結果 に対する平面骨組 モデルの比 は、概ね、

0.5～1.5程 度 で あ る 。

次に、30階 建 て構造 物に対する提案方法の適用 を試みる。構 造物30gとens2お よびtns2の 組 み合

わせ につ い て、提案方法による各層の最大応答層間変位に対する平面骨組モデルによる最大応答層

間変位の比の全層 における最大値お よび最小値 を図5.2.15に 示す。図5.2.14と 同様 に、 原方 法 に よ

る解析結果 による最大値 および最小値 を比較 として示 している。 また、構造物12gに おける最大応

答 層 間変 位 の分 布 の例 を図5.2.16に 示 す。 入力 は、模擬 地震 動ens2ま たtns2の 加 速 度 の倍 率 を2.0

倍 また は4.0倍 と した もの であ る。 同 図 は、降伏後剛性 を4.0倍 に増幅 させた多質点系モデルの地震

応答解析 による最大応答層 間変位 その ままであ り、参照ステ ップの調整 によ り上層部の算定値 を割

り増す以前の ものである。比較のため、平面骨組モデルによる最大応答層間変位、お よび、降伏後

剛性 を増幅 させ ない多質点系モデルに よる最大応答層 間変位 を合わせて示 している。

12階建 て構造物 と同様に、全体塑性率が大きい領域における多質点系モデルに対する平面骨組モ

デルの比 の最大値 は大幅に減少 している。ただ し、最大値が2.0を 超 える例 も見 られ、12階 建て構造

物 と比較する と、最大値 は大 きく、最小値は小 さい。提案方法による解析結果に対する平面骨組モ

デ ル の 比 は 、ens2に 対 し て は0.2～2.5程 度 、 tns2に 対 し て は0.4～1.8程 度 で あ る 。 特 にens2に 対 し

て精度があま り良 くな く、最小値が原方法 よりも小 さくなる場合 もある。

各層の最大応答層 間変位 を見る と、降伏後剛性 を増幅 しない多質点系モデル においては、いずれ

かの部位 の応答が著 しく突 出する。降伏後剛性 を4.0倍 に増幅することによ りかな り改善 されるが、

ens2 (2.0), tns2 (2.0), tns2 (4.0) に 対 す る 下 層 部 に お い て は 、 依然、変形の集 中の度合 いが大 きい。

これ らの層 におい て、 反対向きの最大応答層間変形は逆に過小評価である。図5.2.15に おけ る提 案

方法に対する平面骨組モデルの最大応答層間変位の比の最大値および最小値は、最上層部または最

下層部 によって与 えられる場合が多いが、最下層部の比が大 きいのはこれが原因である。正負 を区

別せず、絶対値の大 きい方 を最大応答層間変位 とすれば、下層部の過小評価は解消される。多質点
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系モデルによるtns2に 対する 上層部の最大応答層間変位は、平面骨組 モデルによるもの より小 さい

が、参照 ステ ップが調整 されることにより若干割 り増 しがな される。結果 として、正側 では過大評

価、負側では過小評価 となっている。12階 建てと同様 に、上層部が塑性化す る場 合について は、対

応が難 しい。ens2に 対 しては、最上層部で過小評価することが ない反面、16～18層 付近 の正側の最

大応答層間変位 について過小 評価 となる。

30階 建て構造物の大変形の応答 に対 して も提案方法は適用可能であ り、精度の細 部には依然問題

も残 るが、概ね、最大応答層間変位 を過小評価 しない程度の算定値 を与え得 る。

表5.2.1 各層 の参 照 ス テ ップ

(1) 既往の外力分布形 (2) 再設定 した外力分布形

表5.2.2 提 案方 法 によ る各 層 の参 照 ステ ップ
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図5.2.1 せん 断型 質点 系モ デル

(1) 12c-ens2 (2) 12c-ens4

図5.2.2 最 大応 答層 間変 位の比 率

図5.2.3 トリリニア型復 元 力特性

図5.2.4 層せん断力-層 間変位関係
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(1) 1層 (2) 6層 (3) 12層

図5.2.5 各 層 の復元 力特 性 ―外 力分布 形 の影響 ―

(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.6 最大応答層間変位 ―外力分布形の影響―

(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.7 最大応答層せん断力 ―外力分布形の影響―
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(1-1) 12c-ens2 (1.40) (1-2) 12c-ens4 (1.17)

(1) 層せん断力係数Ai分 布

(2-1) 12c-ens2 (1-40) (2-2) 12c-ens4 (1.17)

(2) 弾性1次 モー ド比例外力分布形

図5.2.8 最大応答層せん断力―最大応答層間変位 関係―外 力分布形の影響―

(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1-17)

図5.2.9 最大応答層せん断力―最大応答層間変位関係―参 照ステップの調整―
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(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.10 最大応答層せん断 力―最大応答層間変位関係―外 力分布形の再設定―

(1) 12c-ens2 (1-40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.11 最大応答層間変位―降 伏後剛性の影響―

(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.12 最大応答層間変位―降 伏後剛性の影響 ―
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(1) 12c-ens2 (1.40) (2) 12c-ens4 (1.17)

図5.2.13 最大応答層せん断力―最大応答層間変位関係―提 案方法―

(1) 12a-ens4 (2) 12c-ens2

(1) 12e-ens3 (2) 12g-ens2

図5.2.14 最大応答層間変位の比率―提 案方法 ―
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(1) 30g-ens2 (2) 30g-tns2

図5.2.15 最大応答層間変位の比率―30階 建て構造物―

(1a) 309-ens2 (2.0) (1b) 309-ens2 (4.0)

(1) 30g-ens2

(2a) 30g-tns2 (2.0) (2b) 30g-tns2 (4.0)

(2) 30g-tns2

図5.2.16 最大応答層間変位―降 伏後剛性の影響―
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