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Researchers may have their own calculation programs for their new theory. Probably, they need 
pre-and-post processing system for the programs. The PSE supporter offers the pre-and-post system for 
researchers by using his PSE library. CivilPSE is a PSE for civil engineers. We make a CivilPSE system 
for seepage-flow analysis named CivilePSE-flow. It offers civil engineer the system for inverse analysis 
of FEM using EnGrid. It produces good result for retaining-wall displacement using sub-division model. 
It has proved that our idea of the use of redividing the area for analysis is efficient. 
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１．はじめに 

 
本論文で提案する CivilPSE とは土木工学の分野の技術

者・研究者に対する問題解決環境（Problem Solving 
Environment：PSE）のことである．具体的事例としては，

以前，図 1 のような土留丸の計算エンジン ImpCAM のプ

リポスト処理を行う CivilPSE－Dodome[1]を報告した． 
技術者・研究者に対して PSE 提供者が共通の PSE ライ

ブラリを使用して必要な機能を開発・提供し，技術者・

研究者の目的達成を IT技術により支援するのがPSEの運

用形態だと筆者は考える．技術者・研究者が必要な機能

というものは固定したものではなく，時と場合によって

動的に変化するため，必要な機能をあらかじめすべて用

意しておくことはできず，常に PSE 提供者の介在が必要

となると思われる．  

CivilPSE-Dodome ImpCAM

プリポスト処理 FEM計算エンジン

 
 
 
 
 

図 1 CivilPSE-Dodome と ImpCAM の関係 
 
近年，土木工学の分野の解析手法は格段に進歩してい

るが，しかしそれらを実務に適用する際，大きく 2 つの

問題点がある．本論文ではその 2 つの問題の解決を目指

す試みを行った． 
まず１つ目の問題点としては，土木工学の分野で旧来

から問題になっている事象（例えば地盤の破壊現象や構

造物と地盤の相互作用など）や，時代の流れの中で必要

となってきた事象（例えば土構造物の耐震設計，維持管

理など）に対応するため，主に研究者が新理論を考え，

計算エンジンを自作することがあるが，その計算エンジ

ンのプリポスト処理は直接研究とは関連しない計算幾何

学などの知識を必要とし，研究の遅延・困難が生じてい

る．この問題を解決するために PSE 開発者の支援を必要

としているのであるが，特にプリ処理はそれぞれの計算

エンジンに特化したものが必要であり，汎用的なツール

が開発し難いという問題がある．これは CAE（Computer 
Aided Engineering）として認知され，自動車，飛行機など

の機械工学の分野ではかなり進化しているが，土木工学

の分野では解析対象・解析手法が多岐に渡り，その対応

が遅れている． 
もう１つの大きな問題として，それぞれの解析手法に

入力する地盤物性が不確定であるという問題がある．地

上にある計測し易い対象，物性の均一性が高い対象，破

壊して内部を確認できる対象と異なり，地下構造という

のは局地性，非均一性が強く，直接すべてを測ることは

不可能であるので，目的に応じて何らかの代替手段で間

接的に把握しているのが現状である．その地下構造を測

る手段として，光以外の様々な物理現象を仲介として間

接的に地盤の中の物理的性質と状態を地表から調査する

技術を総称する物理探査（弾性波探査，電気探査（比抵

抗探査），電磁波探査，重力探査など）や，ボーリング孔

を利用した物理探査である孔内検層（PS 検層，密度検層，

電気検層，温度検層，地下水検層など），抵抗体をロッド

などで地中に挿入し，貫入，回転，引抜きなどの抵抗か

ら土壌の性状を調査するサウンディング試験（標準貫入

試験，各種コーン貫入試験，スウェーデンサウンディン

グ試験など），ボーリングなどで地盤の一部をコアとして

採取し直接観察や室内試験を行うサンプリングなどがあ

る． 
地盤内を直接・間接的に測る手段であるボーリングは

工期、コストの面から一般に数多く実施することは難し

い．地すべり対策などでは地すべりが大規模であるか，

もしくは対象地域，保全対象の重要度が高くない限り，

縦断・横断それぞれ１～2 本ということも珍しくない． 

FEM 地盤解析システム「土留丸」 



 

物理探査などボーリングを伴わない手法は，地下構造

を把握する目的（例えば地質分布，水文地質的な分布（透

水係数分布），岩級区分，N 値分布など）により使い分け

られており，目的にもよるであろうが一般に精度は良く

ない． 
このように現状，土木技術者・研究者はそれら直接・

間接な計測を駆使し，妥当な地下構造を構築しており，

これらの幾つかの方法を 3 次元的に重ねて検討するのは

地下構造全体を測る決定的な方法がないからである．そ

れを支援する環境として 3 次元地盤モデル作成システム

「Make Jiban」[2]を報告しているが，これにより各種調査

データである地表踏査（露頭、走向傾斜情報など），ボー

リング柱状図（地質，岩相などによる地層区分，標準貫

入試験，サウンディングなどの深度分布），物理探査（弾

性波探査，電気探査，重力探査など）を対比し，総合的

に地下構造を検討することができる．さらにそれぞれの

解析手法への入力パラメータを提供すること，また，解

析結果からその物性値分布を逆解析的に求め，それをさ

らに地下構造の把握に利用することができる．そしてそ

れは CivilPSE 構想（プロジェクト名：GDASS）の一部を

構成している． 
本論文では準汎用の土木工学分野向けプリポスト処理

アプリケーションである CivilPSE シリーズの 2 つ目とな

る CivilPSE－Flow（2 次元浸透流解析用プリポスト処理ア

プリケーション）の開発およびそれから得られた知見，

またFEMを用いた逆解析による地盤物性値推定の試みに

ついて報告する． 
 
２．土木工学の分野での PSE の役割 

 
土木工学分野の問題を解決するための新理論が多く開

発され，この新理論を実現するための計算エンジンも多

く実装されている．しかし，それぞれの計算エンジンに

対する独自なプリポスト処理が必要なため，研究の進捗

自体に遅延や困難が生じていることが多く，実務レベル

での活用・普及も滞ることが多い．独自の計算エンジン

を開発した研究者は，プリポスト処理を開発するために，

研究とは無関係な情報幾何学などに基づく技術が必要で

あり，プリ処理や可視化を自ら開発することは煩雑な作

業である．大概は手作業や自作の簡易なプログラムで行

っている場合が多いが大変な時間と手間がかかる．また，

その手作業や簡易なプログラムにもその煩雑さから間違

いやバグが潜む可能性があり，重大な障害となりうる危

険性もはらんでいる．一方，汎用の可視化ツールなどが

あるが，研究で作成した新しい理論の可視化となると，

汎用なツールでは何らかの手を加えないと対応できない

場合もある．プリ処理となると，解析したい要求に合わ

せて開発する必要があり，汎用のプリ処理開発は困難で

ある．例えば土木工学の分野では新工法が次々と開発さ

れており，それに対応したプリ処理が必要である． 
これらの問題を解決するために，PSE 提供者が必要と

考える．PSE 提供者はこのような状況に対して支援を行

い，プリ処理，ポスト処理プログラムを提供する．PSE
提供者は，すでに様々な入出力形式に対応するプログラ

ムを持っているので，容易に研究者が必要なプリポスト

プログラムを作成することができる．研究の進捗速度は

ますます加速しており，研究の速度・確実性を高めるた

めにも，このような計算エンジン毎に PSE ライブラリを

カスタマイズしてプリポスト処理を作成する PSE 提供者

のようなサービスが求められている． 
 

３．CivilPSE－Flow の開発 
 
土留丸のプリポスト処理を担う CivilePSE－Dodome[1]

を 2 次元浸透流解析プログラムに対応し CivilPSE－Flow
として開発した．CivilPSE－Dodome を CivilPSE－Flow に

対応するために行ったことは，主に次の 5 点である． 
（１）浸透流用境界条件作成 GUI の作成 
（２）Civil－Flow のデータ用構造の実装 
（３）計算用の入力データ作成に対応 
（４）計算プログラムの出力データ読込みに対応 
（５）可視化修正 
 
（１）浸透流用境界条件作成 GUI の作成 
 まず，計算プログラムの入力パラメータが異なるので，

それに対応する GUI を修正した．浸透流用の新たな入力

パラメータが従来のオブジェクトに付加することが必要

なので，新たにダイアログを用意し，そこに一括して入

力するように変更した． 
 そして，図 2 のように，新たに浸透流解析用のオブジ

ェクトを入力できるようにした．具体的には，降雨，浸

出面，水頭経時変化，水流経時変化，流入出点である． 

 
図 2 浸透流解析用のデータ入力画面 

（２）Civile－Flow のデータ用構造の実装 
Civil-Flow の内部データ構造については，元々容易に新

規オブジェクトを追加できるような仕様としており，オ

ブジェクトを追加することができた． 
 

 
図 3 CivilPSE-Flow での複数の工程 

（３）計算用の入力データ作成に対応 
 計算用の入力データは，計算プログラム毎に異なるの

で CivilPSE の内部形式から計算プログラムの入力形式に

変換するようにプログラムを作成する必要がある．この

部分で，変換を行う専門言語を開発することも考えられ

るが，結局は機能不足に陥ることが考えられ，それより

もむしろ汎用の言語が何でも使えるようにしておいた方

がよいと考える．CivilPSE－Flow では，Fortran プログラ

ムを経由して C++を用いている． 



 

（４）計算プログラムの出力データ読込みに対応 
 また，計算プログラムの出力もプログラム毎に異なり，

その結果を利用してさらに計算条件を変えて計算を続行

するためにデータを読む必要がある．基本的に CivilPSE
シリーズでは，図 3 のような画面で，施工工程を扱うこ

とができ，掘削によりメッシュが消失したり，盛土によ

りメッシュが出現しても，メッシュ番号が自動的に調整

され扱うことができる仕組みがある．CivilPSE－Flow の

場合であれば，降雨後，掘削し，その後，揚水するなど

の複数の工程の解析を経時的に行うことができる．メッ

シュ毎の水頭の設定などは CivilPSE 側が自動的に行うの

で，計算エンジン側では，メッシュが変化したことを意

識することなく，計算を行うことができる． 

（５）可視化修正 
 後に，計算プログラムに対応した可視化をする必要

がある．CivilPSE－Dodome には三角形要素と四角形要素

用のグラデーションやコンターの可視化関数がそろって

おり，ある程度それで対応することができる．また，ポ

イントモニタ機能や，アニメーション作成機能なども持

つ．CivilPSE－Flow では，三角形要素の可視化機能を流

用した． 
メッシュに依存しないき裂進展解析が可能な近年盛ん

に研究されている X－FEM（eXtended Finite Element 
Method）や，メッシュ破綻することなし大変形や固体が

破壊し飛散するまで解析できる SPH（Smoothed Particle 
Hydrodynamics）等で，き裂や粒子の集合等の特殊な可視

化をもし行わなければならない場合は，既存の可視化に

加えて新たな可視化関数を作成する必要がある．その他

にも DDA（Discontinuous Deformation Analysis）や FDM
（Finite Difference Method）などの有限要素法以外の解析

手法に対応するためには，新たに独自のライブラリを構

築する必要があるだろうが，その際には CivilPSE－
Dodome のメッシュライブラリ等が再利用可能であると

考えられる． 
 以上の個別な事象である CivilPSE－Dodome から

CivilPSE－Flow に対応した事例を通して，汎用なプリ処

理，ポスト処理を開発する上での知見を以下の 3 項目述

べる． 
 
（A）GUI にラジオボタンよりコンボボックスを用いる． 
（B）エディットボックスより表コンポーネントを用いる． 
（C）CivilPSE と計算エンジン間のインタフェースは，任

意の言語で作れるようにする． 
 
（A）GUI にラジオボタンよりコンボボックスを用いる． 
 GUI にラジオボタンを用いると，ラジオボタンの種類

や個数の変更が困難である．コンボボックスであれば，

コンボボックスの一覧を変えるだけなのでコードで簡単

に内容を変えることができる． 

（B）エディットボックスより表コンポーネントを用いる． 
表コンポーネントも列や見出しを変えたり，列幅を 0

にして隠したりなどできるので便利である．また，表コ

ンポーネントを使うと，簡単に Excel 等から値をコピーで

きるという大きなメリットがある． 

（C）CivilPSE と計算エンジン間のインタフェースは，任

意の言語で作れるようにする． 
計算エンジン用の入力ファイルを作る部分や，出力フ

ァイルを解析する部分のために専用言語を開発すること

も考えられるが，汎用性に欠け，必ず機能が足りないと

いう事態が考えられる．また，専用言語学習のための手

間は必ずしも軽減されるとは限らない．それよりも，従

来からある言語がなるべく多く使えるような仕組みにし

ておく方がよいと考える．そのためには C 言語や TCP/IP
を基礎としたインタフェースをベースとすべきであると

考える．大概の言語は C 言語に対応しており，TCP/IP で

通信可能であるからである． 
 
４．分散計算ミドルウェア EnGrid 

 
CivilPSE－Dodome と CivilPSE－Flow を使って逆解析

を行うが，その際に EnGrid[3]を用いる．EnGrid とは分散

計算のためのミドルウェアである．下図のように，アプ

リケーションから複数のメインジョブを受け取り，その

メインジョブが複数のサブジョブを遠隔のコンピュータ

で実行するという仕組みである． 
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図 4 EnGrid におけるジョブの流れ 

 
 EnGrid が使用されると想定される環境は社内 LAN で

あり，高速なネットワークが使え，セキュリティについ

ては意識しなくてもよいと仮定している． 
 メインジョブはサーバ側で実行される単なるプログラ

ムであり，ジョブ実行形態に自由度がある．現状は，マ

スターワーカー型だけであるが，将来は並列計算などに

も対応できるようなものも開発したいと考えている． 
サブジョブの実行が電源断などで中断された場合，メ

インジョブがそれを検知して，別のコンピュータでサブ

ジョブの実行が再開される．このようにユーザはコンピ

ュータが計算中かどうかを意識する必要はなく，EnGrid
を使うことができる．メインジョブの実行はユーザ以外

に中断されることはないと想定している．どの程度の細

かさでサブジョブが再開されるかはメインジョブにより，

計算再開のための細かさを小さくするほど，全体の実行

時間が延びてしまう現象が観察された．CivilePSE－
Dodome では，複数の施工ステップを含む FEM 計算全体

を一つの計算単位として計算を行っている．頻繁にコン

ピュータの入れ替わる環境ではまったく計算が進捗しな

い現象も考えられるが，対象環境が社内 LAN のため，そ

のような短時間で電源断が起こることはないと考えられ

る．CivilePSE－Flow でも複数の施工ステップを含む FEM
計算全体を 1 つの計算単位としている． 

EnGrid は Job Submitter と Job Environment の 2つのプロ

グラムから構成される．Job Submitter がメインジョブを扱

い，ユーザからジョブを受け付けて，サブジョブを Job 
Environment に投入する．Job Environment は，投入された

サブジョブを実行する．1 台のコンピュータに Job 
Submitterと Job Environment の両方をインストールするこ

とができ，その際，そのコンピュータはジョブの実行と

投入の 2 つの役割を兼ねることができるようになる．そ



 

ういった意味で，EnGrid がインストールされたコンピュ

ータをピアと呼ぶ． 
 

  
図 5 Job Submitter と Job Environment 

 
 今回，EnGrid に対しては 3 つの工夫をした．1 つ目は，

ジョブのスケジューリングを実現したことである．必ず

実行して欲しいジョブと予備で実行するジョブを優先順

位の番号をつけて区別する． 
Job Environment は同一の優先順で依頼された場合は先

着の方を優先する．優先順位が劣るジョブを実行してい

る 中に，優先されるジョブが送付された場合，優先順

位が劣るジョブを破棄して新規に優先順位の高いジョブ

の実行を始める． 
あるジョブを実行する場合は，まず， 優先の優先順

位をつけ，ジョブを実行する．それと同時に，より劣る

優先順位で同じ計算を別のコンピュータに依頼する．何

台のコンピュータに依頼するかはユーザの設定次第であ

る．もっとも早く計算の結果を返してきたコンピュータ

を優先する．より劣る優先順位をつけたジョブは，他の

計算からのジョブを優先するので，同時に複数のコンピ

ュータからジョブを実行しても競合しすぎることがない． 
このような実行方式によりすべてのコンピュータを有

効利用でき，また，複数の性能が均質でないコンピュー

タを用いた場合，計算性能の改善が期待できる 
2 つ目の工夫点は，従来，逆解析のために，計算の評価

ベクトルを求める作業をサーバで行っていた作業をクラ

イアント側に移行したことである．この作業は，複数の

各計算ファイルの適切な場所の値を抽出するファイル操

作が必要な重い処理であった．そして，抽出した値を元

に，レベンバーグマルコート法[4]のために，評価ベクト

ルを作成していた．この作業に予想外に時間がかかり，

サーバに負荷がかかっていることがわかった．この作業

もクライアント側に移動し，クライアント側に評価基準

の情報を渡し，評価ベクトルを計算し，その結果の評価

ベクトルだけをサーバに返す仕様とした．サーバ側では，

その値を使って直接レベンバーグマルコート法の値を計

算する． 
後の工夫は出力メッセージに関するものである．従

来は，Job Environment や Job Submitter から実際に行って

いる作業の内容をユーザに見せていた．たとえば，ある

ファイルを Job Environment に転送したとか，サブジョブ

の実行を開始したとか，などのことである．デバッグ用

途ではこれでよいが，ユーザから見ると Job Submitter や
Job Environment が全体の作業の内で現在，何を計算して

いるのかわからなかった．そこで，メインジョブやサブ

ジョブから，ユーザにメッセージを出力するようにした．

メインジョブやサブジョブは，現在，自分が何を行って

いるのか，把握しているので，より適切なメッセージを

出力することが可能となった．例えば，“計算を開始した”，

“計算の結果，収束しなかった”，“計算結果を送り返し

た”，などである． 
 
５．FEM を用いた逆解析（入力パラメータ最適化法）

による地盤物性値推定の試み 
 
一般に精密なモデルほど計算用のパラメータが多くな

り，個々のパラメータの精度も問題となる．しかし，土

木技術者や研究者が対象とする現場では，コスト，工期，

計測技術の多面的な制約により，地下の一部のデータし

か得られないことが多く，他のデータは示方書に従って

設定したり，試行錯誤的に推定や換算することになる．

このように試行錯誤して確定した計算用の入力パラメー

タを適用して 新の計算理論を用いて解析を実行しても，

必ずしも現場の計測値に整合する計算結果が得られると

は限らず，これが有限要素法などの比較的高度な数値計

算手法を現場の事例に適用し事後解析を行って分析した

り，その知見を蓄積して精度の良い予測解析を行う妨げ

になっていると考えられる．この計算工学的に見た主な

原因は，入力パラメータと解析モデルが適合していなか

かったためと考えられ，その現場に即した解析モデルに

対して適切な入力パラメータを用いれば，現場の変状で

ある計測値などを再現可能であると考えられる．本研究

では図 6 のような手順で逆解析を行い，通常，順解析で

は計算結果として得られる変形値などの解析値を計測値

などの目標値と整合するよう各パラメータ（ここでは N
値などの入力パラメータ）を自動的に変更し，繰り返し

計算するシステムを用いた．その各パラメータを自動的

に変更する際には， 急降下法とニュートン法の長所を

併せ持つレベンマークマルコート法を用い，効率的にパ

ラメータ探索を行っている．また，このパラメータ探索

の際，パラメータ数と同数の PC を利用して 4 章で示した

EnGrid を用いた分散計算を行うと高速化が図れる． 
既往の報告[5][6]などでも 3 次元浸透流解析による地す

べり地の透水係数分布や，2 次元土水連成弾塑性解析によ

る土留め掘削事例における地盤物性分布を求める 適化

事例を報告しているが，本論文では地層構成と N 値など

の地盤物性の分布は異なることに着目し，図 7のように，

地盤内を細分化して作成した解析モデルを用いて，地盤

物性分布の逆解析を試みた． 
図 8 は 適化システムのメイン画面であり，図 9 の入

力ウィンドウで 適化するパラメータを指定する． 
CivilPSE－Dodome なら N 値（ヤング率により換算）な

どであり，CivilPSE-Flow なら透水係数や水の湧出し量な 
 

 
図 6 逆解析の手順 
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図 7 地層構成をさらに細分化した解析モデル 

 
図 8 最適化システムのメイン画面 

 
図 9 最適化するパラメータの入力ウィンドウ 

 
図 10 EnGrid を用いた最適化計算の画面 

 
図 11 パラメータ最適化結果の一覧ダイアログ 

 
どである．また， 適化の評価基準は，CivilPSE－Dodome
なら土留め壁の変位量，CivilePSE－Flow なら圧力水頭や 
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図 12 パラメータ最適化前（順解析）での土留め壁水平変位 
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図 13 パラメータ最適化後（逆解析）での土留め壁水平変位 
 
全水頭の値（任意箇所の地下水位など）である． 
図 10 の画面は EnGrid を用いて 適化計算を行ってい

る様子で， 適化計算の結果は図 11 のダイアログで見る

ことができる． 
適化ループは図 6 に示したように，基本的に 適化

フェーズと，方向微分フェーズを繰り返す．方向微分フ

ェーズの際に多数のコンピュータを用いて微分値を計算

し，その値を用いて 適化フェーズで 適化パラメータ

を求める計算を行う． 
図 12 は現場近隣の地盤調査から得られた物性値を図 7

の解析モデルに入力して順解析を行った結果である．現

場は水路拡幅に伴う土留掘削工事（掘削深さ 3m 程度）で

あり，掘削直後および掘削 5 日後の土留め壁の変位を計

測してある．（図中，●が掘削直後，■が 5 日後の土留め

壁変位である）掘削直後は概ね 3cm 程度，5 日後は概ね

5cm 程度の変位が計測されているが，FEM 順解析の結果

はどちらの日時でも 1cm 程度と，計測変位より小さく，

再現性が良い結果とは言えない． 
図 13はパラメータ逆解析後の結果であるが，掘削直後，

5 日後とも非常によく再現できており，その残差ノルムは

0.3cm 程度（ 適化前 5.5cm）であった． 
図 14，図 15 はパラメータ 適化前後での地盤物性（N

値）分布の比較である．パラメータ 適前（順解析）は

地盤調査としてはボーリングが近隣に一箇所しかなかっ

たこと，また沖積平野であり田圃，水路，道路がある住

宅地であることから，ほぼ水平堆積地盤であると推定さ

れることより，図14のように凡そ深度に比例した N値分

布となっているが，土留め壁の変形を逆解析的に整合さ

せた結果，図 15のように，水路下など周辺は N値が 0～1

前後（地盤調査からは 2～5）の超軟弱となっており，土

留め壁の根入れ部分は N値 50前後の通常，基盤層となる

ような堅固さを示している（地盤調査からは 20前後）． 

また，逆解析結果からはその基盤層下に N値の小さい領

域があることが示唆されており，興味深い結果となって

いる．当初，水路周辺は漏水，浸透などにより地下水位 



 

 
図 14 パラメータ最適化前（順解析）の N 値分布 

 
図 15 パラメータ最適化後（逆解析）の N 値分布 
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図 16 パラメータ最適化前（順解析）での沈下量予測 
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図 17 パラメータ最適化後（逆解析）での沈下量予測 

 

が高く，軟弱になっているのではないかということは想

定できたが，土留め壁変位の計測値から根入れ部分がは

らみ出すような変形モードであったことから根入れ付近

も軟弱化していることを想定し，そのような予察的な解

析も行っていたが，なかなか再現できなかった．この逆

解析結果から推察できるに，根入れ付近の堅固な層の下

にさらに軟弱な層が根入れ先端より 3～4m 深部に存在し

ているのであれば，そのような土留め壁の変形モードを

再現できるのではないかという結果となった． 

図 16 は順解析，図 17 は逆解析での周辺地盤（土留め

壁背後地盤）の沈下量予測と計測値を示したものである．

これは仮に土留め壁の変位量が計測できたとして，それ

より周辺地盤への影響を予測できないかという別の目的

で検討した結果であるが，ピーク位置こそ違えど， 大

沈下量は定量的に予測できており，地盤物性値を逆解析

的に求めるメリットの１つになると考えている． 
この結果は，左側の土留め壁の変位のみを目標値およ

び 適化計算に用いていること， 適化範囲（空間的拡

がりと物性範囲の両方）， 適化手法（パラメータの選択，

重み付け，別の 適化理論など）などの検討は今後行う

予定であり，ある条件下での結果ではあるので信頼性は

まだ乏しいが，今後，このモデルでのより詳細な検討，

また，開発中の浸透流解析も含めて，より多くの事例で

の検討を進める予定である． 
 
６．結論 

 
CivilPSE とは土木工学分野に対する PSE であり，土木

工学用の個々の計算エンジンに対して，汎用的で使い易

いプリ処理，ポスト処理を付加して，その計算エンジン

を実務に活かせるようにすることができることを確認し

た．既往の論文では 2 次元弾塑性陰解法 FEM エンジン

ImpCAM との連結をした CivilePSE－Dodome を報告した

が，本論文では 2次元浸透流解析プログラムに適用して，

CivilPSE－Flow を開発した．その際，汎用的なプリポス

ト処理アプリケーションでの問題解決ではなく，準汎用

的なライブラリなどを整備することが望ましく，今回の

事例で得られた知見をまとめた． 
また，土木工学分野では計算モデル構築のため地下構

造の把握が必須となるが，開発したアプリケーションを

用いた試みおよび今後の検討を示した．その試みとして，

実際の工事事例に対して独自計算プログラム手法を適用

するために，レベンバーグマルコート法を用いて多数の

パラメータを逆解析により求める手法を示した．また，

その計算の際，EnGrid を用いて分散計算を行い，計算効

率の向上を図った．具体的には土留め壁の変位を用いて

逆解析を行い，現場で計測された土留め壁変位の計測値

と良く整合する結果を得た．その際，一般に地層構成と N
値分布は異なることに着眼し，領域を地層構成以上に細

分割すると 適化の精度向上につながることを示した．

また，その際，逆算した N 値も技術者が想定できる範囲

で妥当なものであると認められ，今後，技術者・研究者

と CivilPSE 提供者が共同作業をしていくことはますます

重要となっていくと考える． 
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