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２．３．５ 串木野石油備蓄タンク 

石油地下備蓄は石油危機問題に端を発して具体化された国家プロジェクトである．岩手県久慈市 1)（花

崗岩），愛媛県菊間市 2)（花崗岩），鹿児島県串木野市 3)（火山岩）の三地点で 1981（昭和 56 年）～84

年にわたって事前の地質調査などが行われた後，1987 年より大規模な基地建設が開始され，1994 年（平

成６年）に三基地揃って竣工した．本小節では，特に情報化施工の一貫として導入された逆解析システ

ムについて焦点をあて，串木野基地における適用結果を述べるものである． 

 

１． 概要 

日本地下石油備蓄(株)が建設した串木野地下石油備蓄基地は，備蓄容量約 175 万リットルで，卵型の

断面形状を有する．土被り 150 m～270 mの地下に位置し，その空洞規模は幅 18.0 m，高さ 22.0 m，

延長 555 mに及び，空洞が並列に同時に 10 本掘削される点に特徴がある（図－１参照，TK-102A～

TK-103D は空洞名）． 

タンク設置地点は，主として火山岩類の分布地に位置し，その構成する地質は北薩古期安山岩類及び

北薩中期安山岩類と呼ばれる新第三紀の安山岩，自破砕状安山岩，礫岩などで，一部に熱水変成を受け

た弱層がみられた 3),10)． 

現場計測に関しては，各空洞に 30m 毎に設置した断面（地質不良部では適宜追加）における内空変

位と天端沈下測定，および各空洞に数カ所設置した埋設計器計測断面における地中変位，ロックボルト

軸力などの測定が行われた．日常的には計測値と予め設定された管理基準値 4)との比較によって計測管

理を行ったが， 地質不良部および変位の大きい断面においては逆解析を実施し，岩盤の初期応力や物

性値を求め，さらに，空洞周辺の塑性領域の広がりを推定を行なっている． 

 

図－１ 地下発電所空洞横断面図 
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２．逆解析の目的 

情報化施工（あるいは観測化 施工

(observational method)）は建設中に観察

や計測を行い，その結果に基づき，設計や

施工法の妥当性を確認するとともに，必要

に応じてそれらを現場に適合するよう改

善するものである．その際，現場計測結果

に基づいて， 

１）地下空洞の安定性の評価および力学

的挙動の予測 

２）設計パラメータの検証と改善 

３）設計時に設定した岩盤の力学モデル

の検証と改善 

４）岩盤の力学的挙動のメカニズムのよ

りよい理解 

などを行うことが必要となる． 

このような要求に定量的に応える方法として逆解析の利用が考えられる．逆解析は一般には通常の解

析の入出力量が逆となるような解析のことを指すが，本事例では，より積極的に逆解析を情報化施工実

現のための合理的な手段として位置づけている． 
 

３．逆解析の適用 

 串木野基地においては，計測断面が多数となり計測管理に対しては結果の迅速な収集と評価が必要な

ため，計測の大幅な自動化が図られた 3)，4)．一方，逆解析システムに対しては，１）岩盤の物性値の評

価，２）ゆるみ領域の推定，３）後続および最終掘削状態における変位やゆるみ領域の予測，４）空洞

の安定性の総合評価，などの機能が要求され，さらに，それは現場技術者が日常業務として容易に使用

できるようなものであることが望まれた．そこで，既往の研究成果 5)-7)に基づき 上記の機能をメニュー

のなかから選択でき，解析結果がグラフィックス表示される逆解析システムをパーソナルコンピュータ

用に作成した 8), 9)． 

 このシステムでは，掘削時に計測される変位を入力値として，まず，等方等質線形弾性モデルを用い

て，計測変位と計算変位の差の二乗和が最小となるように，岩盤の初期応力および弾性係数を求める．

そして，その結果に基づき岩盤の降伏時のせん断ひずみγcを求め， やはり逆解析結果から求められる

空洞周辺の最大せん断ひずみγmax と比較すれば，γmax ＞γcとなる領域が塑性領域とみなせる７）．な

お，その過程において岩盤の粘着力が推定される．逆解析によって得られる初期応力，弾性係数，粘着

力（ポアソン比，内部摩擦角は仮定）などの設計パラメータは，当初設計において設定されたものと比

較される． さらに，逆解析結果を用いて後続掘削時における塑性領域の広がり，および岩盤のひずみ・

変位分布の予測が行われた． 

こうしたシステムの流れを図－２に示す．また，上述の解析の過程やシステムの詳しい内容について

は，既に公表されている文献 5)-9)を参照されたい． 

本報告では， 第１ベンチ掘削終了時における，特に， 空洞北側の断層部（L 級岩盤；岩は良い順に，

Ｈｖ，Ｈ，Ｍ，Ｌと分類される 4））における結果について述べる．図－３に計測機器の配置を，また，

 

図－２ 逆解析システムの流れ 
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図－４～図－６に，逆解析によって得られた弾性係数，粘着力，ならびに初期応力の側圧係数の分布を

示す．なお，逆解析結果は空洞アーチ底部面近くの平面図に重ねて描かれている．また，表－１および

表－２に，Ｌ級岩盤に対する設計パラメータと，逆解析で得られたパラメータの数値をそれぞれ示す． 

 これらの結果から， 断面 TK-102BTD40，TK-102CTD55，および TK-103DTD120（TD は北側坑

口から距離（m）を示す）について，逆解析による弾性係数は設計値 16,000kgf/cm2 に比べて小さく， 

粘着力もまた設計値 12 kgf/cm2 に比べやや小さい値となっている． 一方，断面 TK-102BTD40 および

TK-102CTD55，では，側圧係数は，1.0 以上となり水平方向応力が卓越している結果となっている（設

計ではすべての断面で側圧係数を 1.0 と仮定した）．このような結果から，これらの断面において設計の

見直しが検討された． 

 次に，図７に TK-102BTD40 に対する空洞最終掘削時の塑性領域の予測結果を示す．ここで得られた

領域の大きさは，設計時に想定したゆるみ領域とほぼ同じ大きさで，  TK-102CTD55 および

TK-103DTD120 についても，逆解析の結果は設計時に想定

したゆるみ領域とほぼ同じ大きさであった． 

 しかし，逆解析を実施した第一ベンチ掘削終了時点では，

これらの３断面の計測変位は収束せず，さらに増加する傾

向が見られた．特に，TK-102BTD40 および TK-102CTD55

では増加の傾向が大きかった．このことはそれぞれの断面

の塑性領域は，最終的には，この段階において逆解析で予

図－３ 計測図面 

表－１ Ｌ級岩盤に対する設計

パラメータ 
単位体積重量（tf/m3） 2.5 
ポアソン比 0.35 
弾性係数（kgf/m2） 16,000 
粘着力（kgf/m2） 12.0 
側圧比 1.0 

 

表－２逆解析によって評価された設計パラメータ

 弾 性 係 数

（kgf/cm2） 
粘 着 力

（kgf/cm2） 
側圧比 

TK-102B TD40 10,000 8.7 1.3 
TK-102C TD55 13,000 11.0 1.5 
TK-102C TD90 25,400 22.0 0.7 
TK-102C TD72.7 25,000 21.6 0.7 
TK-103A TD110 37,400 22.0 0.5 
TK-103B TD145 27,600 23.0 1.4 
TK-103D TD120 14,000 12.1 0.8 
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測した範囲よりさらに広がる可能性を示

している． 

以上に述べた逆解析の結果や周辺の地

質状況などを考慮して，空洞の安定性を

確保するために，  TK-102B および

TK-102C 空洞の断層付近では最終ベンチ

までの掘削を中止した．そして，それぞ

れ北側の坑口から約 135mおよび 90mの

区間について，第一ベンチから空洞底盤

までの高低差を持つ斜路となるように空

洞断面の変更が行われた．また，TK-103D

については第 3 ベンチ掘削断面に土平を

残すような断面（図８(b)参照），および

当初設計よりやや丸みをもつ断面に変更さ

れた 4)．  

 

４．まとめ 

 本報告では，逆解析を大規模空洞の計測

管理の一貫として適用した事例を紹介した．

実際には，計測管理や設計変更が，ここで

紹介したような逆解析の結果のみで実施さ

れるるわけではないが，その際の技術的な

判断をする上で，逆解析結果が貴重な情報

となることが示されたと考えられる． 

 一方，本報告に示した以外の断面におい

ては，いくつかの困難や問題点もあった． こ

れらは，逆解析に用いた力学モデルに限界があ

り，岩盤の局所的あるいは不連続的な挙動を十

分に表し得なかったことなどが原因と思われ

る． また，設計で用いた力学モデルと逆解析

で用いた力学モデルとが異なり，設計パラメー

タや解析結果の解釈が難しかった面も存在し

た． 
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図－４ 逆解析による岩盤の弾性係数 

 

図－５ 逆解析による岩盤の粘着力の分布 

 

図－６ 逆解析による側圧係数の分布 
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図－７ 第一ベンチ掘削時の逆解析結果に基づく最終断  

面に対する塑性領域の予測（TK-102B TD40） 

（ａ）標準断面          （ｂ）設計変更断面     

図－８ 地下発電所空洞横断面図 


