
岩盤工学の実務における逆解析 報告書(土木学会，2001.3) 

 

分析項目 葛野川発電所（東京電力） 塩原発電所（東京電力） 奥多々良木発電所増設（関西電力） 大河内発電所（関西電力） 串木野石油備蓄基地 共通点等 
何のために，ある

いは何を知るため

に逆解析を行った
か？ 

・ 空洞掘削の挙動評価に使用する岩盤変形特性，初

期地圧などを設定する手段としての逆解析による調

査・検討手法の有効性の確認． 

・ 順解析では予測が困難な，岩盤の不均一性や節理

群の存在により不連続な挙動が予測される地下空洞

の挙動予測． 

・ 順解析では予測が困難な，岩盤の不均一性や節理群

の存在により不連続な挙動が予測される地下空洞の

挙動予測． 

・地下空洞設計の妥当性の確認と施工へのフィードバ

ック． 

 

・施工管理システムにおいて，管理値の設定および追

加補強の判断のため 

 

 

・ 種々の岩盤

物性を把握

するため． 

・ 施工管理に

フィードバッ

クするため． 

施工管理にどのよ

うに役立てるつも

りであったか？ 

・ 模擬空洞掘削時に，逆解析によって同定した岩盤変

形係数を，本体空洞の支保設計，順解析による挙動

予測の入力情報に使用． 

・ 不連続な挙動を示す空洞の施工ステップ毎の変形挙

動予測や支保の修正検討に利用． 

・ 不連続な挙動を示す空洞の施工ステップ毎の変形挙動

予測や支保の修正検討に利用． 

・ステップ管理において，現状ならびに将来の岩盤の

状態が安定かどうかの評価および挙動原因の推定を

実施．必要ならば，支保の増強を検討する． 

 

・「現状および将来の掘削形状における不安定領域の

位置と大きさ並びに不安定領域の破壊モードを推定

する」 

 

・ベンチ掘削時の挙動予測 

アーチ部掘削，１stベンチ掘削時において逆解析を行

い，２ndベンチ，３nd（最終）ベンチ掘削時の変位，ひず

み分布，塑性領域分布を予測し，管理基準値と比較

する．管理基準値を超える場合，あるいは，設計時の

解析結果と異なる場合，設計変更を検討する． 

・岩盤の力学定数の再評価 

弾性係数，粘着力（ポアソン比，摩擦角は仮定），お
よび，初期応力・側圧係数（鉛直方向応力は土被り

圧と仮定）を推定する．設計時の数値との比較を行

い，また，施工中実施された孔内載荷試験の数値と

異なる場合，原因を検討する． 

・空洞の安定性の評価 

逆解析時のせん断ひずみ分布，塑性領域分布の広

がりによって現状の安定性を評価するとともに，逆解
析によって得た物性値を用いて，予測解析を行い，

せん断ひずみ分布，塑性領域分布の広がりを推定し

安定性の予測を行う．ただし，せん断ひずみ，塑性領

域の大きさに対する安定性評価の基準値は明確でな

かったようである． 

・次ステップ

の挙動予測 

何をどのように計

測したか？ 
（模擬空洞） 

実空洞の１／５規模の模擬空洞で掘削に伴う岩盤変

位，空洞内空変位を計測．岩盤変位は，多段式岩盤

変位計で，内空変位はコンバージェンスメジャーで計

測を実施． 

（本体空洞） 

・切羽観察・・目視，スケッチによる切羽の地質観察を

実施 
・岩盤変位・・多段式岩盤変位計による内空変位，岩盤

内区間ひずみの計測 

・ＰＳ工荷重・・ＰＳ工荷重計によるＰＳ工荷重の計測 

・吹付コンクリート応力・・コンクリート応力計によるコン

クリート応力の計測 

・計測断面を発電所長軸方向に１０～２０ｍ間隔で設

定 

・切羽観察・・目視，スケッチによる切羽の地質観察を実

施 

・岩盤変位・・多段式岩盤変位計による内空変位，岩盤

内区間ひずみの計測 

・アーチコンクリート応力・・鉄筋計，コンクリート応力計に

よるコンクリート応力の計測 

・ＰＳ工荷重・・ＰＳ工荷重計によるＰＳ工荷重の計測 

・計測断面を発電所長軸方向に２０ｍ間隔を基本に設
定．また，その間に補助測線を設定． 

 

以下の通りであるが，計画に対して，施工中の判断で

ポイント的に追加． 

・地中変位 

多断面式岩盤変位計，３断面×５～９点，妻壁４点，

合計２５点 

・ＰＳアンカー軸力 

ロードセル，７断面×５～９点，妻壁４点＋空洞壁面

全体に分布，合計１６３点 
・ロックボルト軸力 

ロックボルトひずみ計，３断面×５～９点，妻壁４点，

合計２３点 

 

（分析シートを参照） 

？？？ 

・切羽観察 

目視，スケッチによる切羽観察を進行ごとに行う． 

・内空変位・天端沈下計測 

各空洞（長さ 550m，10 本空洞が並列している）につ

いて 30ｍごとに計測断面を設け，光波測距儀で測定

する．アーチ部では２つの斜側線と１つの水平側線で

三角形をなすように計測．１stおよび２ndベンチでは水

平側線．内空変位は１日１回ないし２日に１回，天端
沈下はレベルで月１回計測する． 

・地中変位計測，ロックボルト軸力，吹付コンクリート応

力 

１空洞に２断面自動計測を行う． 

・地下水位，孔内湧水量 

 

・ 切羽観察 

・ 岩盤変位

（地中変位，

天端沈下） 

・ PS 工，ある

いはロック

ボルト工の

軸力 
・ 吹き付けコ

ンクリートの

応力 

計測方法は評価手

法と関連付けて決
定されているか？ 

・計測管理は，空洞全域に設置した岩盤変位計による

変位（ひずみ）計測を主体とし，日々の計測データを

管理基準値と照査しながら施工を進める日常管理

と，施工がある程度進んだ段階で，空洞全体の挙動

を変位，ゆるみ，応力などの観点から総合的に分析，
かつ評価し，次の段階の予測し，さらに支保設計や

施工方法，日常管理の基準値見直しを行うステップ

管理を組み合わせて実施． 

・日常管理計測は，アーチコンクリート応力，岩盤変位計

による変位，ＰＳ工軸力とし，管理値との照査を実施．

また，各掘削段階の節目毎に空洞全体の挙動を変位，

ゆるみ，応力などの観点から総合的に評価し，次の段

階の予測し，さらに支保設計や施工方法，日常管理の
基準値見直しを行うステップ管理を組み合わせて実

施． 

・地中変位，アンカー軸力は評価の流れに沿った対応

を実施したが，ロックボルト軸力は地中変位と同位置

に設置したこともあり補助的計測になった． 

 

 

 ・切羽観察は岩盤分類表に基づき等級を評価． 

・内空変位と天端沈下は掘削段階に設定した管理基

準値と比較する． 

・地中変位などは経時的な挙動（収束するかどうか）に

より評価． 

 

どのデータがどの
ように活用された

か？ 

・岩盤変位（ひずみ），壁面の地質情報，ボーリングコ

ア情報を解析上の入力情報として，不連続面を含む
解析モデルの検討，岩盤・不連続面の変形特性及び

マクロ的な初期地圧の評価を実施． 

・岩盤変位（ひずみ），壁面の地質情報，ボーリングコア

情報を解析上の入力情報として，不連続面を含む解析
モデルの検討，岩盤・不連続面の変形特性及びマクロ

的な初期地圧の評価を実施． 

・計測による施工管理，フィードバック 

どのデータが？ 

・地質観察，地中変位（大きさ，分布，経時変化），不安

定領域 
 

・内空変位と天端沈下は掘削段階に設定した管理基

準値と比較し，注意レベルにあるときは主に観察計
測を強化，警戒レベルを超えると増ボルトおよび断  

 面形状変更などの対策を検討する． 

・ベンチ掘削時には内空変位で施工管理．警戒レベル

１を越える場合は，孔内載荷試験を実施，対策工を

施す．警戒レベル２を越えると，断面形状の変更，盤

下げ中止の検討． 

・内空変位と地中変位は逆解析に用いられる． 

・ロックボルト軸力，吹付コンクリート応力の評価は特
に定められたものではなく，総合的な判断に用いると

思われる． 

・岩盤変位

（地中変位，
内空変位） 

地中変位計の設置
時期はいつか？ 

・空洞アーチ部の一部については，頂設導坑掘削以前

から（アーチ部上部の既設調査坑からの岩盤変位計

により）．また，側壁部の一部についても盤下げ以前
から（周辺坑からの岩盤変位計により）実施． 

・空洞アーチ部の一部については，頂設導坑掘削以前か

ら（アーチ上部の既設調査坑からの岩盤変位計によ

り）．また，側壁の一部についても盤下げ以前から（周
辺坑からの岩盤変位計により）実施． 

・できるかぎり掘削前の段階から計れるように工夫した

が，大部分は掘削後に設置． 

 

アーチ上方３ｍの横坑，先行掘削する励磁装置室か

ら，先行設置． 

掘削後直ぐ． 
 

・当該断面掘削後，空洞内から設置された． 

 

・一部を除き

掘削後 

掘削後の設置なら

ば初期変位をどう
評価したか？また

その推定方法は？ 

   

 

 

 

・先行変位を計測し，他の側線に補正を与える． 

 

・掘削順序（断面）を考慮し，逆解析には後続掘削によ

る増分を用いた． 

 

内空変位は計測し

ているか？ 
・ステップ管理でコバージェンスメジャーで計測している

が，大断面の場合には，精度面で逆解析には使用せ

ず． 

・ステップ管理でコバージェンスメジャーで計測している

が，大断面の場合には，精度面で逆解析には使用せ

ず． 

・していない． 

 

計４断面（１回／週） ・Yes ・計測してい

る 



岩盤力学における逆解析に関する研究小委員会 

 

分析項目 葛野川発電所（東京電力） 塩原発電所（東京電力） 奥多々良木発電所増設（関西電力） 大河内発電所（関西電力） 串木野石油備蓄基地 共通点等 
結局活用されなか

ったデータはある

か？ 

・特になし ・特になし ・ロックボルト軸力計は補助として利用 

 

ＰＳ軸力，ボルトひずみ，吹付コンクリート応力 ・すべてのデータは活用されたが，ロックボルトと吹付

コンクリート応力の計測結果の評価は定められてい

なかったようである． 

 

 

あとで「測ってお
けば良かった」と

いうようなデータ
はあったか？ 

・特になし ・特になし 妻壁の変位を掘削前から計れればと反省している（工
夫すれば可能であったが，妻壁より側壁の方に注目

してしまった．） 

 

特になし ・特になかったようである． 
・天端沈下の計測をより高精度にすると良かったと思

われる． 

 

基本的にどのよう
な挙動特性を有す

る地山であるか？
（弾性，塑性，時

間依存，局所化な

ど） 

・逆解析モデルとしては，密集した節理群の滑り，およ

び岩盤の変形異方性により，不連続・不均質な挙動
特性を示す地山を想定． 

・逆解析モデルとしては，破砕帯，シーム等により，不連

続な挙動特性を示す地山を想定． 

・地質は流紋岩 

・岩質自体は CH 級～B 級で健硬である． 
・妻壁と鉄管路側の側壁において亀裂に起因すると思

われる変形挙動が見られた． 

・地質は，ひん岩，CH 級 

・弾性係数 
・CH 級 240,000kgf/cm2 

・CM 級 66,000kgf/cm2 

・一軸圧縮強度 2,300kgf/cm2 

・Ａ断面は，擬似弾塑性的挙動であるが，Ｂ断面は不

連続的すべり挙動を示す．（地質変化） 

・健全な個所は弾性と考えて良い．断層部およびその

周辺は，塑性および時間依存性があった． 
・ベンチ掘削時にアーチ肩部に大きな変位が生じた．こ

れは，通常の弾性あるいは弾塑性体解析をしても再

現されず，何らかの局所的な挙動が生じたのかもし

れない． 

 

・串木野を除

けば，不連
続面の卓越

した地質 

逆解析にどのよう

な手法を用いた

か？ 

・桜井らによる直接逆解析手法．不連続面について滑

動，剥離に関するパラメータを設定することでモデル

化を実施． 

・桜井らによる直接逆解析手法．不連続面について滑

動，剥離に関するパラメータを設定することでモデル化

を実施． 

・桜井らによる弾性逆解析，不連続体としての挙動を

表現するための等価連続体逆解析法の２種類を用い

た． 

ⅰ）弾性逆解析 

・不均質不連続体挙動が見られる領域で弾性係数を

低下させたモデル 

・剥離が想定される領域で不連続面のせん断剛性を低
下させたモデル 

・すべりが想定される領域で不連続面のせん断剛性を

低下させたモデル 

・２系統の不連続面ではく離・すべりを想定し，垂直・せ

ん断剛性を低下させたモデル 

ⅱ）等価連続体逆解析法 

 不連続面を含む岩盤全体の挙動を非弾性ひずみに

よって表現できるとし，非弾性ひずみを最小とするよ
うな解を算定する手法． 

・桜井「直接ひずみ評価法」「塑性領域推定法」 

 

・直接逆解析法(DBAP)．ただし，空洞周辺は有限要

素，遠方部は境界要素でモデル化した結合法を用い

た．また，並列空洞であるので，逆解析ではすべての

空洞を考慮するべきであるが，計算の効率化を図る

ため，対象とする空洞と両サイドの相隣る空洞の３つ

の空洞を解析上考慮した． 

・DBAP は原則として弾性解析であるが，弾性逆解析
結果を用いて弾塑性計算することなしに塑性領域を

推定する方法も用いた． 

・さらに，局所的な挙動を示していると思われる領域の

せん断弾性係数を下げる方法も適用した． 

・逆解析は現場に設置されたパソコンで行われ，その

ため，利用しやすいように，メニュー画面から目的の

解析が実施できるようなシステムが作成された． 

・直接逆解析

法 

計測データの誤差

を考慮している
か？ 

・考慮していない． ・考慮していない． ・調査中 

 

・ない ・特に考慮していない．  

解析断面をどのよ

うに設置したか？

地中変位計が設置
された主計測断面

以外の断面で，支
配的な挙動が生じ

た場合はどう対処

したか？ 

・アーチ天井部の切り拡げ幅を配慮し，１０～２０ｍ間

隔で計測断面を設置．解析上の主断面としては，重

点管理箇所を事前の地質調査結果並びに天井掘削

時の計測結果に基づき設定． 

・調査段階における地山評価では一般部としていた

が，掘削時の岩盤変位が地質不良部より大きかった

箇所を重点管理箇所として追加． 

・２０ｍ間隔で計測断面を設置し，その間に補助断面を設

置．破砕帯や地質不良部を重点管理箇所として解析を

実施． 

・施工途中で，当初，硬質な岩盤で一般部と考えていた

箇所で予測を上回る岩盤変位が発生し，同箇所を重点

管理箇所として追加． 

・計測の主断面を解析断面とした．解析断面以外で挙

動が発生すれば，当然，挙動の発生した断面を新た

な解析断面とする．地中変位計を追加設置し，変位

状況を監視するとともに，アンカー軸力から変位を逆

算したり，近くの地中変位計の値も参考にし，挙動断

面での変位を推定した． 

 

・不明（Ａ～Ｄの地中変位計を廃した主計測断面を解

析に使用） 

 

・解析断面は，地中変位計のある主計測断面と，内空

変位が特に大きい値を示した断面で行った． 

・内空変位（天端沈下含む）のみの計測断面では，内

空変位と天端沈下のみで逆解析した． 

 

・解析断面＝

主計測断面 

問題設定の基本方
針 

・ 情報化設計施工における岩盤弾性係数，初期地圧

の見直し，塑性領域の把握． 

・ 不連続な挙動を示す箇所の岩盤モデルの構築． 

・ 情報化設計施工における岩盤弾性係数，初期地圧の

見直し，塑性領域の把握． 

・ 不連続な挙動を示す箇所の岩盤モデルの構築． 

 ・不明 

 

・（逆解析の手法について，を参照）  

モデル化において

どのような仮定
（簡略化）をして

いるか？ 

・地山を弾性体と仮定． ・地山を弾性体と仮定． ・岩盤は等価弾性体として扱っている． 

 

 

・周辺岩盤の滑り領域，はく離領域ならびに弾性係数

低下モードを，地質観察と計測結果から推定し設定

する． 

 

・弾性体（弾塑性体） 

ポアソン比仮定 

変形係数，初期応力を求めるとき：鉛直初期応力を土

被り圧仮定． 

・粘着力推定するとき：内部摩擦角仮定． 
限界ひずみ与える． 

 

必要な入力情報は

あったか？ 
・岩盤変位を入力情報として使用． ・岩盤変位を入力情報として使用． ・地中変位計のデータを入力として用いる．必要な入力

情報は得られている． 

 

・地中変位 

 

・内空変位，天端沈下および地中変位 ・岩盤変位

（地中変位，

内空変位） 

何が未知数となっ

ているか？ 
・岩盤弾性係数，初期地圧 ・岩盤弾性係数，初期地圧 ・変形係数，初期応力 

 

・初期応力パラメータ（地圧の水平，せん断成分，弾性

係数） 

 

・初期応力と弾性係数の比 

・変形係数，水平初期応力，せん断初期応力 

・弾性係数，粘着力 

・初期地圧，

弾性係数 

直接の出力結果は
何か？ 

・初期応力パラメータ（初期応力と岩盤弾性係数の比） ・初期応力パラメータ（初期応力と岩盤弾性係数の比） ・出力は，最大せん断ひずみのコンター（現状と最終掘
削段階の予測），地中変位分布 

・初期応力パラメータ（地圧の水平，せん断成分，弾性
係数） 

・初期応力と弾性係数の比（初期応力パラメータ） 
 

・初期応力パ
ラメータ 

その結果をどのよ

うに活用している

か？ 

・均質部については，逆解析により岩盤弾性係数を再

評価し，次段階以降の支保量の検討に使用． 

・不連続・不均質な挙動を示す箇所については，岩盤

モデルの検討と同時に異方性パラメータを設定し，次

段階以降の挙動予測，管理基準値の変更，増支保

・均質部については，逆解析により岩盤弾性係数を再評

価し，次段階以降の支保量の検討に使用． 

・不連続・不均質な挙動を示す箇所については，岩盤モ

デルの検討と同時に異方性パラメータを設定し，次段

階以降の挙動予測，管理基準値の変更，増支保の検

・ひずみ分布と限界ひずみの比較をしている． 

・設計時のモデル，および対策工（増しアンカー）の妥

当性の評価 

 

・最大せん断ひずみ分布を求め，限界ひずみと比較す

ることで緩み領域を検討する． 

 

・それを用いて通常の弾性解析を行って，現状の最大

せん断ひずみ分布を求める． 

・さらに最終形状に対する最大せん断ひずみ分布を予

測する． 

・鉛直初期応力を土被り圧と等しいと仮定して変形係

 



岩盤工学の実務における逆解析 報告書(土木学会，2001.3) 

 

分析項目 葛野川発電所（東京電力） 塩原発電所（東京電力） 奥多々良木発電所増設（関西電力） 大河内発電所（関西電力） 串木野石油備蓄基地 共通点等 
の検討に使用． 討に使用． 

 

数と他の初期応力の成分を求める． 

・さらに，内部摩擦角と限界ひずみを与え，弾性係数と

粘着力を求める．この弾性係数が先ほどの変形係数

と等しければ塑性は生じていないと判断する． 

・以上の結果を用いて，現状の塑性領域と最終形状に

対する塑性領域の大きさを推定する． 

その結果は以後の

掘削過程の予測に

使われているか？ 

・次段階の予測に使われる他に，最終掘削までの予測

に使っている． 

・次段階の予測に使われる他に，最終掘削までの予測に

使っている． 

・逆解析を用いて最終掘削段階を予測している． 

 

 

・最終掘削ステップの解析を行い，掘削過程の予測を

行う． 

・Yes．上記の通り．  

その結果は一度得
られるとそのまま

用いるか，それと

も更新されるもの
か？ 

・各ベンチ掘削完了毎に更新される． ・各ベンチ掘削完了毎に更新される． 

 

 

・逆解析はステップ毎に実施され，パラメータはその度

に更新される． 

・一度だけ，更新しない． ・次の掘削で更新される． 

 

 

結果の信頼性は評

価されているか？ 
・各断面においての逆解析結果での初期地圧がほぼ

同等であることから，ある程度信頼性は評価されてい

ると考えている． 

・各断面においての逆解析結果での初期地圧がほぼ同

等であることから，ある程度信頼性は評価されていると

考えている． 

・結果の信頼性は，計測値と解析値との誤差から評価

している．また，実現象のモードとの一致がみられる

かどうかから判断している． 

 

・不明 

 

・得られた弾性係数は，施工中の孔内載荷試験結果と

比較された． 

 

 

結果は満足できる
ものであったか？ 

・結果は満足できるものであった． ・結果は満足できるものであった． ・Yes．日常管理で実施したことの正しさが確認された． ・追加補強の判断資料となった． ・概ね．しかし，変位が小さい断面では側圧係数や主
応力方向に不自然なケースがあった． 

 

概ね満足 

当初の目的は達成
されたと思われる

か？ 

・情報化設計施工に役立てており，目的は達成された

と考えている． 

・情報化設計施工に役立てており，目的は達成されたと

考えている． 

・Yes． ・情報化施工に役に立った． 

・不均質不連続領域に対して，はく離，すべり，弾性係

数低下の各モードを表現することを試み，掘削時の
挙動を再現することができた． 

・概ね達成された．特に，この現場では，現場の日常管

理に逆解析を取り入れるために，現場建設事務所の

計測管理室のパソコン，逆解析システムをインストー
ルされた．そして，解析領域の要素分割，計測値の

入力，解析，結果の表示，予測解析，などの一連作

業が実施された． 

・ただ，逆解析結果の解釈が難しい場合は，現場だけ

で対応することが困難だった．これは，逆解析は単に

解析の知識だけでは十分でなく，他の技術的要件を

含めて総合的な知識と判断が要求されるためであ

る． 
 

 

何を基準値とした

か？また，値の設
定における根拠

は？ 

・岩盤変位については予測解析値を，ＰＳ工定着部の

岩盤の区間ひずみについては岩石の限界ひずみと

一軸圧縮強度の関係を，ＰＳ工荷重についてはＰＳ工

鋼材の降伏荷重を管理基準値として設定． 

・岩盤変位については予測解析値を，ＰＳ工定着部の岩

盤の区間ひずみについては岩石の限界ひずみと一軸

圧縮強度の関係を，ＰＳ工荷重についてはＰＳ工鋼材

の降伏荷重を，アーチコンクリートについてはコンクリー
トの圧縮強度を管理基準値として設定． 

（日常管理） 

・地中変位が 36mm を上回らないこと． 

・前日の変位速度を上回らないこと． 

（ステップ管理） 
・各ステップの絶対値管理＋傾向値管理を実施． 

 管理フローにおいては，逆解析は主としてステップ管

理における将来予測，設計の妥当性の判断に用いら

れた． 

・逆解析結果と，限界せん断ひずみ＝0.36%を管理値と

して採用．（岩石試験結果から推定） 

 

・壁面から 10m までの区間変位 

・逆解析で求められる塑性域の範囲を以下のように設

定 

レベル１：３ｍ（事前ＦＥＭ解析の最大値） 
レベル２：５ｍ（補強対象域） 

レベル３：６ｍ（定着長を侵さない範囲） 

・内空変位を基準値とした．設計時において行った解

析結果に基づく． 

・ただし，解析時に安全側として低い変形係数と強度定

数を与えて基準値を設定することには注意しなけれ
ばならない．なぜなら，実際の岩盤が解析条件よりよ

い岩盤であると，解析で安全側として得た値まで変位

を許容すると危険だからである． 

 

限界ひずみをどう

考えるか？ 
・地山が応力的にみて塑性領域に達した状態のひず

み． 

・地山が応力的にみて塑性領域に達した状態のひずみ． ・軟岩あるいは強破砕岩でマクロ的に見て連続体的に

挙動するものであれば，限界ひずみを利用すること

ができるが本サイトのように亀裂挙動に支配される岩

盤では参考値として見た方が良いように思われる． 

 

・0.2%→0.4% コア試験 ・管理基準値は限界ひずみに基づき定めていない． 

・ただし，逆解析で強度推定するとき，塑性領域を推定

する時利用した．調査時の岩石試験結果を，限界ひ

ずみ－弾性係数，関係図として従来のデータとあわ

せて示し，利用した． 

 

基準値の設定と逆

解析の適用は合理
的に統括されてい

たか？ 

・各基準値すべてについて，逆解析との関係が統括さ

れていた訳でないが，岩盤変位についてみると計測

値が基準値に抵触した場合には，逆解析により岩盤

弾性係数の修正を行いながら予測を行うことで，基準

値の変更を実施． 

・各基準値すべてについて，逆解析との関係が統括され

ていた訳でないが，岩盤変位についてみると計測値が

基準値に抵触した場合には，逆解析により岩盤弾性係

数の修正を行いながら予測を行うことで，基準値の変

更を実施． 

・No．別々のものとして平行して進めた． 

 

 

・◎ ・もともと，内空変位の基準値の設定と逆解析利用とは

別々に考えられた．したがって，当初の基準値を内空

変位が上回る断面で逆解析を利用し，逆解析で得ら

れた物性値を設計時の値と比較し，また，逆解析で

推定された塑性領域とボルト長さを比較するなどし
た．したがって，逆解析においては当初の管理基準

値を直接利用していない． 

 

 

挙動計測結果によ
って基準値が変更

されたか？それは

どのような根拠で
変更されたか？ 

・基準値の変更あり．当初想定し得なかった不連続面

を有する地質箇所で，空洞に対して流れ目となる節
理群の滑り挙動への対応が必要となった．そこで逆

解析により不連続面を含む岩盤モデルの検討を行

い，これより予測値から岩盤変位に関する基準値の

変更を実施． 

・基準値の変更あり．当初想定し得なかった節理群の影

響による不連続な挙動への対応が必要となり，逆解析
により不連続面を含む岩盤モデルの検討を行い，これ

による予測値から岩盤変位に関する基準値の変更を

実施． 

・No．日常の施工管理は終始傾向値管理で行った． 

 

・崩壊領域境界せん断ひずみ 

0.2→0.4% 

・基準値は当初のままと思われる． 

 

 

まとめとして，達
成されたことは何

 

・ 大規模な空洞掘削時の挙動評価に用いる岩盤変形
特性，初期地圧などを設定する手段として，現位置

試験が有する測定個所の地質特性などのローカルな

・不連続面を有する地質の挙動予測手法として逆解析手
法の適用は有効． 

・もっとも問題となった鉄管路側側壁部では，日常管理
として計測結果から随時対策を検討（場合によっては

実施）した．その際，原因が何で，実施した対策が妥

追加補強対策． 
 

現場で施工とリアルタイムに逆解析が実行された． 
逆解析によって，物性値把握，塑性領域の推定を行う

とともに，後続するベンチ掘削時の挙動を推定した． 

 



岩盤力学における逆解析に関する研究小委員会 

 

分析項目 葛野川発電所（東京電力） 塩原発電所（東京電力） 奥多々良木発電所増設（関西電力） 大河内発電所（関西電力） 串木野石油備蓄基地 共通点等 
か？ 試験が有する測定個所の地質特性などのローカルな

影響を受けない逆解析を用いた調査・検討手法が有

効であることを確認． 

・ 実測の岩盤変位分布と整合する岩盤モデル，および

岩盤変形係数及び初期地圧を見いだす逆解析手法

の情報化設計施工への導入は，有用．また，この逆

解析手法は，不連続面を有する地質に対しても適用

が可能． 

実施）した．その際，原因が何で，実施した対策が妥

当かどうかの検証を逆解析により行うことができた．

逆解析結果から原因がダブルチェック（計測からの推

定と逆解析）でき，対策工の検証ができた． 

とともに，後続するベンチ掘削時の挙動を推定した． 

逆解析断面は 10 箇所以上に及び，逆解析結果とそれ

に基づく予測解析によって断面形状を変更した箇所

がある． 

その結果は検証で

きているか？ 
・逆解析により予測した結果は，その後の実測値との

検証がなされている．なお，不連続面での滑りのモデ

ル設定については，当該箇所でのＡＥ発生状況で滑

り挙動を推定． 

・逆解析により予測した結果は，その後の実測値との検

証がなされている． 

  ・塑性領域については，一箇所であるが真空透気試験

による緩み領域と比較された（非公開）． 

・逆解析によって得られた弾性係数は，施工中に行わ

れた孔内載荷試験結果と比較された（非公開）． 

・設計変更した断面はその後，変位が収束し安定し
た． 

 

達成されなかった

事は何か？ 
・当地点の施工管理システムでは，予測解析としてひ

ずみ軟化モデルによる順解析をメインとして使用．適

用した逆解析は，弾性モデルであり，そのモデル間

のギャップを直接的に埋めることができていない． 

・当地点の施工管理システムでは，予測解析としてひず

み軟化モデルによる順解析をメインとして使用．適用し

た逆解析は，弾性モデルであり，そのモデル間のギャッ

プを直接的に埋めることができていない． 

・挙動原因→再解析→空洞の数値的に安定性（安全

率）を把握しきれていない．特に，妻壁部ではその傾

向が強い． 

・安全率を定量的に評価する必要はあると思われる． 

 ・設計時の解析，計測計画，逆解析までの一貫した流

れ． 

・現場における逆解析の完全なリアルタイム処理． 

 

それはなぜ達成さ

れなかったのか？ 
・そこまでの検討が進んでいないので． ・そこまでの検討が進んでいないので． ・本サイトにおいては，（極端な表現をすれば）岩盤の

挙動原因が何であれ，掘削完了時に空洞の安定性

が保証されれば OK と考えて施工管理を実施したた

め． 

 ・設計時の解析モデル（非線形弾性）と，逆解析のモデ

ルは異なっていた．したがって，逆解析で評価した塑

性領域は非線形弾性モデルの緩み領域とは異なる．

また，計測計画も，逆解析を行なうことを考慮したも

のではない．これは，設計，計測，施工管理を関連さ
せて発注するシステムになっていなかったことと，逆

解析は実務上の適用が少なく研究的な段階であった

ことによる． 

・逆解析のコード利用のマニュアルがあっても結果の

解釈のマニュアルが整備されていないため，初めて用

いる現場技術者には負担が大きかったようである． 

 

本当は知る必要が

あるが，実は分か
っていないことが

あるとすればそれ

は何か？ 

      ・掘削に伴う岩盤の力学挙動のメカニズムの詳細． 

・逆解析に用いているモデルが実際の岩盤を表してい

なかったからと思われる． 

 

なぜ，それが分か

らないことになっ
ているのか？ 

      ・適切な力学モデルの設定．  

どうすればそれが
わかるようになる

か？ 

      ・不連続的，非弾性的，局所的挙動が表され，しかも，

現場で用いることのできるシンプルなモデルの開発
が必要．適用当時に比べ成果は上がっている． 

 

 

岩盤地下空洞の合
理的設計方法の確

立について逆解析

の適用は貢献して
いるか？ 
 
 

・情報化設計施工への導入という形で貢献できている

と考えている． 

・情報化設計施工への導入という形で貢献できていると

考えている． 

・設計の妥当性を検証できるため，ある程度は貢献し

ていると思う． 

 

・◎ ・ Yes．計測によって知り得た実際の挙動から， 

現状把握 

将来の挙動予測 
当初設計の妥当性の検討 

逆解析結果に基づく設計変更の判断と再設計 

などに貢献できていると考える． 

 

 

情報化施工におけ

る逆解析の占める

役割はどの程度
か？ 

・定量的な役割は説明できないが，順解析で説明が難

しい不連続な変形といった予測解析と異なる挙動へ

の対応手段としての役割は大きい． 

・定量的な役割は説明できないが，順解析で説明が難し

い不連続な変形といった予測解析と異なる挙動への対

応手段としての役割は大きい． 

・印象として 10%  ・施工 50％，計画 15％，計測・観察割 15％，経験（技

術判断）15％，逆解析 5％． 

 

逆解析を導入する

ことによってトー

タルコストは安く
なっているのか？ 

・各ベンチ毎での設計の最適化が図れるということが

考えられるが，この事例からは判断できない． 

・各ベンチ毎での設計の最適化が図れるということが考

えられるが，この事例からは判断できない． 

・いいえ  ・分からない．  

コスト評価が難し
い（またはコスト

に反映されない）
ならば，逆解析の

存在価値はどこ

か？ 

・大規模な空洞掘削の支保設計・施工を，計測情報に
よって適切な設計・安全な施工へシフトしていくことが

可能なツールとして重要な手法である． 

・大規模な空洞掘削の支保設計・施工を，計測情報によ
って適切な設計・安全な施工へシフトしていくことが可

能なツールとして重要な手法である． 

ステップ管理として設計の妥当性や挙動のモデル化，
対策工の妥当性をダブルチェックできること． 

 

 

 ・技術判断支援，経験蓄積，メカニズム理解  

この種の問題で特 ・ 計測値との整合を重視し過ぎることにより，解析で得

られた岩盤弾性係数及び初期地圧と現位置試験な

・一般に建設現場で逆解析を行う場合には，パラメータ

同定であることが多い．このパラメータ同定では，問題

・弾性連続体ではなく，亀裂を模擬した弱層の考慮あ

るいは非線形性を考えた逆解析では，計測（入力）か

 ・適用目的と逆解析の特徴と限界を知ること．  



岩盤工学の実務における逆解析 報告書(土木学会，2001.3) 

 

分析項目 葛野川発電所（東京電力） 塩原発電所（東京電力） 奥多々良木発電所増設（関西電力） 大河内発電所（関西電力） 串木野石油備蓄基地 共通点等 
に注意する事は何

か？ 
られた岩盤弾性係数及び初期地圧と現位置試験な

どで得られた測定値が大きく乖離すること 

・ 地質（岩盤）モデルの構築とその妥当性． 

同定であることが多い．このパラメータ同定では，問題

設定を行う際に，順解析モデルを確定するため，得ら

れるパラメータの値は，そのモデルに強く依存する．そ

のため，着目する挙動の絞り込み，それを表現しうるモ

デルの適用限界，さらに，それら入出力情報の不適切

性の対処などに，特に注意する必要がある． 

るいは非線形性を考えた逆解析では，計測（入力）か

ら結果がでるまでのタイムラグがある．そのため，リ

アルタイムでの管理が必要な日常管理には向かな

い．  

・仮説検証のプロセスを明確にすること． 

・逆解析がうまくいかなくとも，すぐにあきらめず最後ま

でやり遂げる努力をすること． 

・下手な妥協をしない．答えが見つからなくとも，説明

のための仮説は準備すること． 

 


