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要旨：LNG 地下式貯槽の底版は，部材厚が大きく施工時の温度ひび割れが課題となる。従来の対策としては

低発熱系セメントを使用してきたが，富津火力発電所に増設中の 9・12 号貯槽底版においては，試験によっ

て評価した物性値を基に温度ひび割れ検討を行い，物性値・構造寸法・温度条件の影響を考慮した妥当性検

証により，普通ポルトランドセメントを採用して材料費低減を実現した。また，実施工では 18,000m3のコン

クリートの一括打設に分岐管工法を用いた。温度ひび割れは部材内の温度差に起因することから，コンクリ

ート温度の管理値を設け養生管理を行うことで，有害なひび割れが無い健全な底版を構築することができた。 
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1. はじめに 

 東京電力フュエル&パワー（株）では，軽質の液化天

然ガス（LNG）の導入拡大による効率的かつ柔軟な燃料

基地の運用を実現すべく，富津火力発電所に新たに容量

12.5 万 kL の LNG 地下式貯槽を 2 基（9 号・12 号）増設

している。LNG 地下式貯槽は，貯蔵する LNG の液面が

地表面以下に位置していることから，想定外の事象が生

じても LNG が地表へ大量に漏れ出すことのない構造と

なっている。また，地下に設置されているので，地震に

対して非常に優れた耐荷性能を有している。 

 本貯槽の構造概要を図－1に，基本形式および主要工

事数量を表－1に示す。鉄筋コンクリート構造である貯

槽躯体は底版厚さ 4.5m，側壁厚さ 1.5m であり，底版と

側壁の結合部は剛結合構造を採用している。 

LNG 地下式貯槽は，通常運用状態では下方地盤からの

湧水を下部の排水砕石層を介して揚水することで，底版

下面には揚圧力が作用しない。しかし，設計では万が一

に揚水設備が長期間停止し揚圧力が作用することも考慮

した耐荷性能を持たせるため，底版厚さが大きいマスコ

ンクリートとなる。これを踏まえ，既設貯槽の底版コン

クリートには，水和発熱に伴う膨張および温度下降時の

収縮を抑制するために低発熱系セメントを採用してきた。 

本貯槽の底版コンクリートは 18,000m3であるため，セ

メント仕様を合理化した場合のコストインパクトが大き

い。よって，本底版コンクリートのセメント仕様につい

ては，材料費の低減を目的として，実際に使用するプラ

ントの材料物性値を試験で確認し，それに基づく評価を

行った。その結果，底版コンクリートに普通ポルトラン

ドセメントを採用し材料コストの低減を実現した。 

 本報では，事前に実施した材料物性値の評価と，これ

を基にした底版コンクリートに普通ポルトランドセメン

トを用いた温度応力解析結果の妥当性検証について報告

するとともに，打設方法・養生管理方法を含む実際の施

工結果について報告する。 

 

 

図－1 LNG 地下式貯槽構造概要 

 

表－1 基本形式および主要工事数量 

基本形式 
屋根 鋼製，屋根裏保冷，リングプレート 
止水・土留 鉄筋コンクリート構造連続地中壁 
底版・側壁 鉄筋コンクリート構造 

主要 
工事数量 

連続地中壁 
鉄筋 1,030t 
コンクリート 18,000m3 

底版 
鉄筋 2,010t 
コンクリート 18,000m3 

側壁 
鉄筋 1,460t 
コンクリート 17,300m3 

 

2. 底版コンクリートの温度ひび割れ検討 

2.1 コンクリート物性試験 

 コンクリートの温度ひび割れ検討を行うにあたり，熱

物性及び強度特性については，実施工でコンクリートを

*1 大成建設(株) 土木本部土木設計部特殊構造設計室 課長代理 工修 (正会員) 

*2 東京電力フュエル&パワー(株) 富津火力発電所 LNG 土木 G (正会員) 

*3 東京電力ホールディングス(株) 経営技術戦略研究所土木建築エンジニアリングセンター海洋土木技術 G (正会員) 

*4 大成建設(株) 千葉支店東電富津 LNG 作業所 工事課長 工修 

 コンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.1，2017

- 1357 -



供給するレディーミクストコンクリート工場における配

合試験に併せて，表－2に示す物性試験を行い，各解析

パラメータの設定に用いた。また，普通ポルトランドセ

メント（N）以外に中庸熱ポルトランドセメント（M）

および低熱ポルトランドセメント（L）についても同様

の物性試験を行った。本報では，表－2に示す物性試験

のうち，熱膨張係数について以下に記載する。 

 富津火力発電所周辺のレディーミクストコンクリート

工場は粗骨材に石灰石を採用している。石灰石は他の岩

種に比べ熱膨張係数が小さいため，石灰石骨材を用いた

コンクリートは熱膨張係数が小さくなるとされている 1)。

熱膨張係数が小さくなると，温度変化量との積から求ま

る体積変化量が小さくなり，体積変化を要因として生じ

る温度応力の低減に繋がる。既設貯槽では石灰石骨材を

使用していたが，温度ひび割れ検討を行う上では，熱膨

張係数は標準的な値である 10×10-6/℃としていた。 

本貯槽では，石灰石骨材によるコンクリートの熱膨張

係数低減効果を試験により確認し，温度応力解析の入力

物性値を設定した。熱膨張係数測定試験では，写真－1

に示すように，中心部にひずみ計を設置したφ10×20cm

の試験体を封緘養生した後に恒温機内で図－2に示す温

度履歴（温度上昇・下降を 3 サイクル）を与えて，温度

ひずみを計測した。また，セメントメーカーおよび骨材

産地の違いを考慮して試験ケースを設定した。 

熱膨張係数は各サイクルでの温度ひずみを温度変化

量で除すことで算定した。なお，同一ケース内でのばら

つきも把握するため，各ケース 3 本の供試体について試

験を行ったが，供試体およびサイクル間の結果に大きな

ばらつきは無かった。表－3には試験ケース別に求めた

熱膨張係数の平均値を示す。その値は 5.98～6.79×10-6/℃

となり，標準値（10×10-6/℃）よりも小さく，また，セ

メントメーカーおよび骨材産地の違いによって大きな差

異が無い結果となった。 

 

2.2 温度ひび割れ検討 

 コンクリートの温度ひび割れに対する検討は，指針 1)，

2)に準拠し，軸対称 FEM 解析（非定常熱伝導解析・温度

応力解析）を行い，コンクリートに発生する温度応力を

算定することで施工時の温度ひび割れを評価する。（解析

プログラム：ASTEA MACS，(株) 計算力学研究センター） 

(1) 解析モデル 

 貯槽躯体（底版・側壁）は連続地中壁および周囲の地

盤とともに図－3に示す軸対称でモデル化した。 

(2) 解析条件 

非定常熱伝導解析および温度応力解析における解析

条件を表－4に示す。ここに，コンクリートの熱膨張係

数は，2.1 の物性試験から得た普通ポルトランドセメント

の結果のうち最大値の 6.77×10-6/℃を用いることとした。 

 

表－2 コンクリートの物性試験 

セメント 試験名 試験物性値 

N 
M 
L 

熱膨張係数測定試験 熱膨張係数 
簡易断熱試験 断熱温度上昇特性，自己収縮ひずみ 
圧縮強度試験 圧縮強度発現特性 
割裂引張強度試験 引張強度発現特性 
静弾性係数試験 ヤング係数発現特性 

設計基準強度：30N/mm2（材齢 91 日），細骨材：山砂，粗骨材：石灰石 

 

 
写真－1 熱膨張係数測定試験状況 

 

 

図－2 熱膨張係数測定試験における温度履歴 

 

表－3 熱膨張係数測定試験結果 

セメント 
コンクリート 

工場 
セメント 
メーカー 

骨材産地 
熱膨張係数 
(×10-6/℃) 

N 
A 社 a 北海道 6.77 
B 社 a 高知県 6.12 

M 
B 社 a 高知県 5.98 
C 社 b 北海道 6.79 

L 
B 社 a 高知県 6.45 
C 社 b 北海道 6.74 

  

 

図－3 温度応力解析モデル 
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(3) 温度ひび割れ評価方法 

LNG 地下式貯槽には，耐荷性に加え，躯体内の保冷性

能保持の目的から，地下水に対する水密性が求められ，

外部拘束に起因する貫通ひび割れのような有害なひび割

れを防止する必要がある。本貯槽では，水密性に対する

温度ひび割れの評価として，指針 2)を参考に水密性が求

められる部材のひび割れ幅の設計限界値を 0.1mm 以下

とし，鉄筋比とひび割れ指数の関係式である式(1)から部

位毎の目標ひび割れ指数 Icr を設定した。底版の温度ひび

割れ検討で最も厳しくなるのは，内部拘束に起因する表

面ひび割れであるが，解析結果は内部拘束も外部拘束も

全て含んだ結果であるため，底版全体で有害なひび割れ

を防ぐ観点から式(1)を用いて目標値を設定することと

した。算定した底版の目標ひび割れ指数を表－5に示す。 

   04.2
071.0








 
 cra I

p
w           (1) 

   w ：最大ひび割れ幅(mm)， p ：鉄筋比(%) 

   γa ：温度ひび割れ幅を評価するための安全係数 

 （腐食性環境ではないため，1.0 とする） 

 

 (4) 温度ひび割れ評価結果 

 最小ひび割れ指数分布を図－4に示す。底版は平滑な

均しコンクリート上に打設されるため，基本的に内部拘

束が卓越し，中層と表層との温度差によって生じる引張

応力により表層のひび割れ指数が小さくなる。このうち

結果が最も厳しい断面は底版中央断面であり，最小ひび

割れ指数は 1.56 となった。底版中央断面の温度履歴，応

力履歴およびひび割れ指数履歴を図－5～図－7 に示す。 

図－7より，解析における最小ひび割れ指数が表－5

の目標ひび割れ指数を上回ることが確認できた。この結

果から，温度応力解析に用いる物性値を実材料の試験結

果に基づき見直すことで，セメント種類を低発熱系セメ

ントから普通ポルトランドセメントに見直しても目標と

するひび割れ指数を満足できる見込みを得た。 

 

2.3 温度ひび割れ検討結果の妥当性検証 

 普通ポルトランドセメントの採用にあたり，物性・材

料の見直しをした温度応力解析結果の妥当性を，既設貯

槽の条件に置き換えた場合のケーススタディとの比較に

より検証する。比較対象とした既設貯槽と本貯槽の条件

の違いは表－6に示すように部材厚さ，物性値（熱膨張

係数等）および打設時期であることから，それぞれの影

響を表－7に示す解析ケースの比較によって確認する。 

 
図－4 最小ひび割れ指数分布 

表－4 解析条件（底版） 

外気温 気象庁木更津観測所の月別平均気温 
打設日 5/28～30（9 号貯槽） 
打設温度 打設日外気温＋5℃ 
養生条件 湛水養生 

コンクリート 
物性 

セメント種類 普通ポルトランドセメント 
熱伝導率 2.70W/m℃  
比熱 1.155kJ/kg℃ 
熱膨張係数 6.77×10-6/℃（熱膨張係数測定試験より） 

 

表－5 底版の目標ひび割れ指数 

部位 

 

目標ひび
割れ指数 

中央部 外周部 最外縁部 
1.51 1.62 1.50 

鉄筋比※ 0.374% 0.300% 0.380% 

※：鉄筋比は上側・下側の円周方向筋の鉄筋量から算定 

 

 

図－5 温度履歴（底版中央断面） 

 

 

図－6 応力履歴（底版中央断面） 

 

 

図－7 ひび割れ指数履歴（底版中央断面） 

 

表－6 既設貯槽と本貯槽の条件比較 

 既設貯槽 本貯槽 
底版厚さ (m) 6.0 4.5 
熱膨張係数 (/℃) 10×10-6 6.77×10-6 
打設日 10 月 25 日 5 月 28 日 

 

表－7 解析ケース 

 CASE1 CASE2 CASE3 CASE4 
セメント種類 N N N N 
底版厚さ (m) 4.5 6.0 4.5 4.5 
熱膨張係数 (/℃) 6.77×10-6 6.77×10-6 10×10-6 6.77×10-6 
打設日 5 月 28 日 5 月 28 日 5 月 28 日 10 月 25 日 
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(1) 底版厚さ 

 既設貯槽では 6.0m であった底版厚さを本貯槽では

4.5m とすることができた。その一因としては，既設貯槽

では底版と側壁の結合部にピン結合構造を採用していた

ことに対し，本貯槽では剛結合構造を採用することで，

周辺地下水による揚圧力が底版下面に等分布荷重で作用

した場合，ピン結合構造に比べて底版中央部に発生する

最大曲げモーメントを低減することができるからである。

前述のとおり，底版は部材表層と中層の温度差に起因す

る内部拘束が卓越する部材であり，部材厚さが小さいほ

ど中層の最高温度到達後の温度降下速度が速くなるため，

表層と中層の温度差が小さくなり表層に発生する引張応

力は小さくなる。底版の部材厚さの変化による影響を確

認するため，CASE1（底版厚さ 4.5m）と CASE2（底版

厚さ 6.0m）の温度履歴およびひび割れ指数履歴の比較を

図－8および図－9に示す。 

 底版表層の温度履歴は外気温による影響を強く受ける

ため，外気温条件が同じであればその履歴に差異はほと

んど無い。一方，底版中層については底版厚さが大きい

方が放熱境界となる表層までの距離が長いため，温度が

降下しにくい状態となる。最小ひび割れ指数となるのは

材齢 7 日であり，その時の表層と中層の温度差は CASE1

で 37.6℃，CASE2 で 39.4℃となっており，厚さが小さい

方が温度差は小さく，内部拘束による温度応力は小さく

なることが確認できた。CASE2 の最小ひび割れ指数は

1.39 となり CASE1 より小さく，目標ひび割れ指数も満

足できない結果となった。 

(2) 熱膨張係数 

 本貯槽の設計では，2.2 で示したように物性試験結果に

基づく熱膨張係数として，標準値 10×10-6/℃より小さい

6.77×10-6/℃を用いている。熱膨張係数の差による影響

を確認するため，CASE1（6.77×10-6/℃）と CASE3（10

×10-6/℃）の応力履歴およびひび割れ指数履歴の比較を

図－10および図－11に示す。 

表層温度が最高温度到達後に降下していく過程で中

層との温度差による温度応力に差異があり，最小ひび割

れ指数となる材齢7日における引張の温度応力がCASE1

で1.95N/mm2に対し，CASE3は2.83N/mm2と大きくなる。

CASE3 の最小ひび割れ指数は 1.08 となり CASE1 より小

さく，目標ひび割れ指数も満足できない結果となった。 

(3) 打設時期 

既設貯槽底版では，温度ひび割れ対策としてコンクリ

ート初期温度を低く抑えるために打設時期は比較的外気

温が低い秋期としていた。本貯槽では，全体工期との関

係から 9 号貯槽の底版打設は 5 月 28 日とした。打設時期

の違いによる影響を確認するため，CASE1（春 5 月打設）

と CASE4（秋 10 月打設）の温度，応力，強度発現およ

びひび割れ指数履歴の比較を図－12～図－15に示す。図

－12から，CASE1 と CASE4 の両ケースにおいて，打設

温度（初期温度）が異なるものの，その後最高温度に到

達するまでの温度上昇量はいずれも表層で 28℃，中層で

も 53℃程度とほぼ同じである。 

 

 

図－8 温度履歴比較（CASE1，CASE2） 

 

 

図－9 ひび割れ指数履歴比較（CASE1，CASE2） 

 

 

図－10 応力履歴比較（CASE1，CASE3） 

 

 

図－11 ひび割れ指数履歴比較（CASE1，CASE3） 

 

 

図－12 温度履歴比較（CASE1，CASE4） 

 

 

図－13 応力履歴比較（CASE1，CASE4） 
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 しかし，その後 CASE4 では表層と中層との温度差が

CASE1 よりも大きくなることで，図－13に示すように

内部拘束による引張応力も大きくなるため，ひび割れ指

数が小さくなる。この結果は，夏期に向かって外気温が

上昇するCASE1に対し，冬期に向かって降下するCASE4

は外気温の影響によりコンクリート表層部の温度降下が

促進され，結果的に温度応力を大きくする場合があるこ

とを示している。以上より，秋期に比べ初期温度が高い

春に打設を行っても，コンクリート温度上昇量および躯

体寸法などの条件によっては，表層と中層の温度差が拡

大しないことで，結果として温度ひび割れに対して悪影

響がない場合があることが確認できた。  

(4) 妥当性検証結果 

 本貯槽は，既設貯槽と比較して底版厚さが薄く，打設

時期が外気温降下期であることによって有利な条件とな

っていることを確認した。このことから，普通ポルトラ

ンドセメントを採用することを決定した。 

 

3. コンクリート打設方法 

 底版コンクリートの配合を表－8に示す。貯槽躯体コ

ンクリートには外側の地下水に対する水密性が求められ，

広範囲にコンクリートを大量打設する底版においては，

コールドジョイントの防止が重要となる。また，打設面

積に対してコンクリートの供給可能量が 350～500m3/hr

と少ないため打ち上がり速度が遅く，底版全体を均一な

高さで打ち上げていく場合，通常のポンプ打設では頻繁

に筒先を移動する必要がある。そのため本貯槽では，同

時打設する筒先を多く設ける分岐管工法を採用し，打重

ね時間を短くすることでコールドジョイントの発生を防

止することとした。分岐管工法による配管は，地上に配

置した 8 台のコンクリートポンプ車から連続地中壁に沿

わせたそれぞれの縦配管を底版上で横引きして筒先を 8

分岐させた。本貯槽では 18,000m3の底版コンクリートを

約 48 時間かけ 16 層で打重ねを行った。この分岐管工法

を用い，更に凝結遅延剤を添加することで，コンクリー

トの打重ね時間を 180 分以内とした。分岐管工法の打設

状況を写真－2，打設配管平面図を図－16に示す。 

 

4. 養生管理 

 実施工においては，事前の温度ひび割れ検討の解析条

件のうち，外気温やコンクリート初期温度の違いにより，

コンクリートの発熱が異なることが考えられる。 

よって，施工時のコンクリート温度計測用の熱電対を底

版内に配置し，打設時の各部位の温度変化をリアルタイ

ムにモニタリングし，養生管理を行った。 

 

図－14 強度履歴比較（CASE1，CASE4） 

 

 

図－15 ひび割れ指数履歴比較（CASE1，CASE4） 

 

 

写真－2 分岐管工法による底版コンクリート打設状況 

 

 

図－16 分岐管工法打設配管平面図 

 

表－8 底版コンクリートの配合 

設計基準強度 
 

(N/mm2) 

スランプ 
 

(cm) 

粗骨材 
最大寸法 

(mm) 

空気量 
 

(%) 

W/C 
 

(%) 

細骨材率 
 

(%) 

単位量 (kg/m3) 

セメント 
C 

水 
W 

細骨材 
S 

粗骨材 
G 

混和剤 
A 

30 15 20 4.5 51 43.5 334 170 764 1,033 2.84 

 

- 1361 -



4.1 養生管理方法 

(1) 養生管理方針 

 底版養生管理の方針を以下に示す。 

 管理指標は底版中層と上層の温度差とする 

 管理値は目標ひび割れ指数を満足する温度差とする 

温度計測位置は底版中央部と最外縁部であり，各部に

おいて上層と中層に温度計測用の熱電対を図－17に示

すように配置した。 

(2) 管理値の設定 

 ひび割れ指数が最小となる底版中央断面の表面につい

て，熱電対を設置している表面から 250mm の位置（表

層）と表面から 2,200mm の位置（中層）との温度差ΔT

（℃）とひび割れ指数 Icr の解析結果の関係を図－18に

示す。打設後から温度差は拡大していき，その後の中層

の温度降下の進行に伴い温度差は縮小していく。これら

の過程において，表面のひび割れ指数が最小となるのは，

温度差が拡大期から縮小期へ転じる時であり，実施工に

おいてこの温度差が事前解析結果よりも大きくなる場合

には，ひび割れ指数が目標値を下回る恐れがある。 

 そこで， 実施工において目標ひび割れ指数を下回るこ

とがないよう，図－18に示すように温度差拡大期・縮小

期を外挿した曲線と目標ひび割れ指数との交点となる温

度差（38.6℃）を管理値として設定し，この温度を上回

らないように養生仕様の管理を行うこととした。 

 

4.2 養生管理結果 

 9 号貯槽底版中央部における事前温度解析結果および

温度計測結果を図－19に示す。6/4～6/6 の期間は計測設

備の不具合によりデータ採取ができなかった。 

 表層が最高温度到達後の温度降下開始時(6/1)に，中層

との温度差が事前解析よりも大きかった。その後中層は

温度が降下する傾向になかったことから，今後事前解析

よりも温度差が拡大すると考えられた。そのため，当初

計画の湛水養生に加え，養生シート（エアバッグ 2 枚重

ね）を追加敷設した。その結果，その後の表層温度の降

下速度は小さくなり温度差の拡大は緩和されたが，6/6

の 1 日間のみ管理値を上回る結果となった。そのため，

材齢 7 日の強度試験結果が設計を上回っていること，ま

た実現象としてひび割れ発生の兆候がないことを現地調

査により確認した。以上の養生管理を行い，打設完了か

ら 6 ヶ月までのひび割れ調査では，温度応力に起因する

有害なひび割れは確認されておらず，健全な底版を構築

することができた。 

 

5. まとめ 

 本報では，LNG 地下式貯槽の底版コンクリートに普通

ポルトランドセメントを採用するにあたり，コンクリー

トの物性試験およびそれを基にした温度ひび割れ検討を

事前に行った。更に，本貯槽と既設貯槽との構造，熱物

性および打設時期の違いから，事前検討結果の妥当性検

証を行った。その結果，以下の知見を得ることができた。 

 

 

図－17 施工時管理用熱電対配置図（9号貯槽） 

 

 

図－18 温度差とひび割れ指数の関係（底版中央上面） 

 

 

図－19 9 号貯槽底版中央部温度計測結果 

  

(1) 粗骨材に石灰石骨材を用いたコンクリートの熱膨張

係数を試験により測定した結果，5.98～6.79×10-6/℃

であり，標準値よりも小さいことが確認できた。 

(2) 底版厚さの違いによる比較を行ったところ，部材中

層は断熱状態に近く，部材厚さが大きいほど温度上

昇後の温度降下速度が小さくなる。 

(3) 外気温の違いによる比較を行ったところ，表層につ

いては外気温が下がっていく時期ほど温度降下速度

が大きくなり，温度ひび割れ検討結果が厳しくなる。 

(4) コンクリートの温度上昇量や躯体寸法によっては，

初期温度が秋期に比べて高くなる春の打設であって

も，表層の温度降下速度が低減されることで部材内

の温度差が拡大しないことにより，温度ひび割れに

悪影響がない場合がある。 
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