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A nonlinear solution (N-S solution) based on the Navier-Stokes equation and a linear solution are compared for sloshing analysis for 

real seismic motion. In addition, in the linear solution and the N-S solution, numerical analysis is performed using the conditions of 

the actual size of the tank, and data are collected and reported on the relationship between the excitation frequency near the resonance 

point and the maximum displacement.  

1. はじめに 

液面動揺とは，振動を受けた液体貯槽内の液面が上

下に振動する現象である．円筒形タンク内の液面動揺

は長い固有周期を有しており，2003年十勝沖地震では

地震動と共振し，石油タンクの火災事故に繋がった． 

本研究では，円筒形タンクの安全性確認と耐震設計

技術の向上を目的として，実地震動に対するスロッシ

ング解析についてナビエ・ストークス方程式（N-S式）

による非線形解（N-S 解）と，線形解［1］を比較する． 

また，線形解，N-S解において，タンクの実寸値の条

件を用いて，解析し，共振点付近の加振振動数と最大

変位の関係についてデータを収集し報告する． 

2. 解析条件 

 

本研究で使用した液面動揺解析モデルを Fig.1 に示

す．タンクの大きさは，直径を D(=2R)，静水面高さを

H，動揺時の液面の変位を η(=Dh)で表し，タンクの中

心から半径方向の座標を r，円周方向の角度を θ，加振

加速度を F，変位 ηとし，変位の計測点を Fig.2に示す． 

タンクの側面は剛体とし，液体とタンク底面，側面

の摩擦は 0として与え，スリップ条件を適用した． 

解析条件は，静水面高さ H=20m，直径 D=80m，レイ

ノルズ数 Re=1000，減衰定数𝜁𝑖 = 0.1%［1］とした． 

本研究の実地震動を用いた解析では，短周期地震動

であるエル・セントロ地震動，長周期地震動である十

勝沖地震動を用いて，t=0.0s～2000.0s まで解析した．

また，正弦波の加振による解析では，x軸方向のみに加

速度を与え，液面動揺を発生させ，加振振動数ごとに

液面変位を算出した． 

3. 計算結果 

3.1エル・セントロ地震動によるスロッシング 

N-S 式により液面変位の解析を行った結果と線形解

の比較のうち，測定点 A 点の結果を Fig.3 に示す．数

値計算では，EWの地震動のみ加振している。測定点 A

において，線形，非線形について，概ね液面変位が一

致していることが捉えられている． 

 

Fig.4 に，N-S 式により液面変位の解析を行った結果

と線形解の比較のうち，測定点 A における t=0.0s～

200.0sの結果を示す． 

エル・セントロ地震動の終了時間は 53.47sであるが，

液面の揺れは地震動より長く続くことがわかる． 

また，エル・セントロ地震動の加振最大値は 11.44s

に発生するが，同時刻の液面変位は最大値まで達して

おらず，NS解では t=68.4sで最大値𝜂𝑚𝑎𝑥 = 1.07𝑚にな

ることが捉えられた． 
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3.2十勝沖地震動によるスロッシング 

N-S 式により十勝沖地震動に対する円筒タンクの液

面変位の解析を行った結果と線形解の比較のうち，測

定点 A点の結果を Fig.5に示す．数値計算では，EWの

み地震動を加振している． 

測定点 Aにおいて，線形，非線形について，概ね液

面変位が一致していることが捉えられている．十勝沖

地震動の終了時間は 290.70sであるが，液面の揺れは地

震動より長く続くことがわかる． 

 

Fig.6に，N-S式により液面変位の解析を行った結果

と線形解の比較のうち，測定点 A における t=0.0s～

300.0sの結果を示す． 

十勝沖地震動の終了時間は 290.70sであるが，液面の

揺れは地震動より長く続くことがわかる． 

十勝沖地震動の加振最大値は 55.26sに発生するが，

同時刻の液面変位は最大値まで達しておらず,線形解

は，t=71.4sで最大値𝜂𝑚𝑎𝑥 = 1.49𝑚，非線形解は t=71.5s

で最大値𝜂𝑚𝑎𝑥 = 1.43になることが捉えられた． 

 

3.3加振振動の各固有周期における液面変位の比較 

正弦波の加振は x方向のみ与えた. 

各振動数における線形式［1］と N-S 式による A 点で

の最大変位η(=Dh)の比較のうち f=0.00～0.18Hz にお

ける結果を Fig.7，f =0.089～0.093Hz における結果を

Fig.8に示す． 

線形解では，タンクの固有振動数 f =0.0911Hzにおい

て最大変位𝜂𝑚𝑎𝑥 =11..9 𝑚，NS 解では，振動数 f 

=0.0906Hz において最大変位𝜂𝑚𝑎𝑥 =11 .73𝑚を示すこ

とが捉えられた．また，1 NS 解の最大変位𝜂𝑚𝑎𝑥は線形

解の最大変位𝜂𝑚𝑎𝑥と比べて小さい．さらに，NS 解の

𝜂𝑚𝑎𝑥に至る加振振動数 f は，線形解の場合に比べて低

い振動数となった． 

 

 

4. おわり 

本研究において，現在までに，得られた知見を以下

にまとめる． 

円筒形タンク内における液体の液面動揺を解析する

ことで，N-S式による解の妥当性を示した。また，レイ

ノルズ数 Re による液面変位𝜂の変化について，非線形

解と線形解を比較し確認した． 

エル・セントロ地震動と十勝沖地震動を用いて，短

周期振動と長周期振動に対するスロッシングの挙動を

線形，非線形において確認した． 

各固有周期における最大変位と振動数の関係を線形

ポテンシャル理論と N-S 式による最大変位𝜂(=Dh)と振

動数 f[Hz]の関係を比較することで，静水面高さ H=20m，

直径 D=80m において，線形解に比べ，NS解の最大変

位最大変位𝜂𝑚𝑎𝑥が小さくなることが確認できた。また， 

NS 解に比べて線形ポテンシャル解の共振時の加振振

動数が高いことを確認した． 
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