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粘性の異なる破砕流体による
水圧破砕の粒状体個別要素法解析 *
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The Distinct Element Analysis for Hydraulic Fracturing
with Fluid Having Different Viscosity
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A considerable amount of research has been carried out in the past few decades trying to understand the
mechanics of hydraulic fracturing. Conventional modeling methods using a fracture mechanics suggest that a
tensile crack is generated in hydraulic fracturing, and elongates in the major-principal-stress direction. Whereas,
according to the acoustic emission (AE) events recorded during the laboratory and field hydraulic fracturing
experiment, most AE classiﬁed as the shear type mechanisms. Thus, the hydraulic fracturing mechanism has not
been sufﬁciently clariﬁed.
In this study, the ﬂow-coupled DEM (distinct element method) simulations are performed to better understand
the hydraulic fracturing mechanism and the inﬂuence of ﬂuid viscosity. The DEM can directly represent grain-scale
microstructural features of rock without complicated constitutive laws. This suggests that the DEM model may be
more appropriate for the analysis of rock fracturing than other numerical analysis techniques. The simulation results
were in good agreement with the actual experimental results. As the results, the followings were found. When the
low viscous ﬂuid is used, the ﬂuid is inﬁltrated into the fracture instantaneously, and the energy emitted from the
tensile crack is small compared with that from the shear crack. Such a small AE is easily buried in a noise and hard
to be measured in an experiment, the shear type AE with large energy is dominantly observed in AE measurement
experiment. On the other hand, when the highly viscous ﬂuid is used, the ﬂuid is inﬁltrated slowly into the crack
after the fracture elongates ﬁrst. At this time, ﬂuid pressure becomes very high. Highly pressurized ﬂuid causes
large fracture opening, and generates tensile cracks which emit large energy. Due to this reason, both tensile and
shear types of AE are observed during the injection of high viscous ﬂuid in an AE monitoring.
KEY WORDS : Distinct Element Method (DEM), Hydraulic Fracturing, Viscosity, Acoustic Emission(AE), Crack,
Rock, Fracture

1．緒

質な弾性体であり，かつ，主応力軸のひとつがボアホール軸と一

言

致すると仮定した場合，亀裂は引張による破壊であり，最大圧縮

水圧破砕法は高温岩体発電における人工亀裂の造成技術，石油・

主応力の方向に形成されることを理論的に示した。

天然ガスの低浸透性貯留層に対する生産性向上技術などに利用さ

これらの理論的研究に対し，水圧破砕のような岩石の破壊メ

れている。水圧破砕法の利用に際して，合理的な設計・施工を行
うためには水圧破砕によって造成される人工亀裂の生成メカニズ

カニズムを解明するための実験的手法の一つに Acoustic Emission
(AE) 測定が挙げられる。AE とは材料の微小破壊に伴う高周波の

ムを明らかにしておくことが望ましい。

弾性波動放射と定義されるものであり，これを測定することによ

1950 年代に入り，水圧破砕を岩盤の応力状態と関連付けて考

り，その AE の発生に伴って生じた破壊面の三次元的な方向と，

えるようになり，Hubbert と Willis によってその理論付けがなさ

その破壊を生じさせた主応力を求めることができる 2) 。しかし，

れた

1)

。彼らは，ボアホール周辺の岩盤が不透水性で，等方均

野外や室内での水圧破砕実験で観測された AE のメカニズム解に
よると，ほとんどの AE が理論的に予測される引張型の亀裂では
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なくせん断型の亀裂によって生じたことが示されている 3-6) 。
また，実際の水圧破砕法の利用に際して，水ではなく粘性の
高い流体を破砕流体として用いることがある 7, 8) 。これに対して
Ishida ら 9) は粘性 1 mPa.s の水と粘性 80 mPa.s の油を用いて花崗
岩供試体の室内水圧破砕実験を行い，水圧破砕における破砕流体
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間に結合力 ( ボンディング ) を導入することにより，連続体を対
象とした解析にも適用することが可能となる。
本研究では，膨大な計算時間を必要とし解析結果の解釈も複雑

(a) Normal spring

になる 3 次元解析を避け，まず単純な 2 次元モデルを用いて検討
を行うこととした。解析コードには独自にプログラミングを行っ
たものを用いている。個別要素法の基本原理や詳細なアルゴリズ
(b) Shear spring

ムについては，過去の研究報告に基づいてプログラミングを行っ
ているためここでは省略するが 10,11) ，次節で詳しく述べる本研
究に特徴的なアルゴリズムについては独自のものを用いている。
このように，コード開発を行う過程で対象とする現象への理解を

(c) Rotational spring
Fig.1

Three springs between two bonded particles.

深めることができ，市販の解析コードでは対応できない細かな点
にも柔軟に対応することが可能となる 13,14) 。なお，本論文では，
応力やひずみは圧縮を正とする。
2・1

粒子間の結合

結合力を有する円形粒子の集合体により岩石をモデル化する。
ここでは，2 つの粒子 i，j の間を Fig. 1 に示すような 3 つのばね
で結合することにより，反発力とともに引張力を表現した。法線
方向ばねは粒子の法線方向の相対変位を，接線方向ばねは接線方
向の相対変位を，回転ばねは相対回転変位をそれぞれ拘束するこ
とで，粒子間に反発力または引張力が生じる。結合点に作用する
Fig.2

Bonded particles model.

これらの反発力または引張力は，次の法線方向作用力 fn，接線方
向作用力 fs，モーメント fθ の合力として与えられ，それぞれの作

の粘性の影響について検討を行なった。その結果，粘性の小さい

用力は粒子間の相対変位から次式で求められる。

水の場合にはせん断破壊のメカニズムを示す AE が多く観測され

……………………………………………… (1)

るが，粘性の大きな油の場合にはせん断型の AE とともに引張型

……………………………… (2)

の AE も頻繁に観測されることを報告した。
このように，水圧破砕による人工亀裂の生成メカニズムについ

……………………………………………… (3)

ては従来の理論的検討だけでは説明できない不明瞭な点が残され

ここで，kn，ks，kθ はそれぞれ法線方向ばね，接線方向ばね，回

ているのが現状である。
岩石の破壊挙動を検討するためのもう一つのアプローチに数値

転拘束ばねのばね定数を，dn，ds，dθ はそれぞれ法線方向，接

解析を用いる方法がある。近年のコンピュータ技術の進歩に伴い，

線方向，回転変位を表しており，添字 i，j はそれぞれの粒子の番

種々の数値解析手法が開発されており，中でも粒状体個別要素法
(Distinct element method: DEM) 10, 11) は岩石を円形粒子の集合体と

号を示している。粒子間の結合は模式的に Fig. 2 のようになって
おり，L は結合されている粒子間の距離を表す。結合幅 D は 2 粒

してモデル化するため，空隙，潜在亀裂，鉱物結晶の境界面等に

子の半径の調和平均から次式で与えられる。

よって岩石内部に生じる応力の不均質性を比較的容易に，かつ適
切に表現できる特徴がある。これにより，実際の岩石における亀

………………………………………………………… (4)

裂の発生過程に忠実なモデル化が可能であり，破壊にともなう大
…………………………………………………… (5)

変形も容易に取り扱うことができる。したがって，岩石のような
脆性材料の破壊に関する数値解析手法として，粒状体個別要素法
は有効であると考えられる 12-14) 。

ただし，上記のようなばねによる結合では粒子間に振動が発生し，

そこで，本研究では，理論と観測結果の間に残されている水圧

それにより計算が発散してしまう可能性がある。そこで，数値計

破砕の破壊メカニズムについての矛盾を合理的に解釈するための

算上の安定性を得るために，法線方向と接線方向それぞれに散逸

知見を得ることを目的として，不連続体を対象とする個別要素

力を導入する。これらの散逸力は法線方向，接線方向それぞれの

法に流体の浸透現象を取り扱うことができる Fluid Flow Algorithm

粒子間相対速度に比例する。本研究における粘性係数は臨界減衰

を導入することによって水圧破砕のシミュレーションを行った。

条件による値を用いており，法線方向および接線方向の粘性係数

解析結果と既存の実験結果の比較検討により，水圧破砕の破壊メ

Cn および Cs はそれぞれ次式で与えられる。

カニズムについて新たな知見が得られたので報告する。
………………………………………………… (6)

2．解析手法の概要

………………………………………………… (7)

粒状体個別要素法は，Cundall により 1979 年に提唱された解析
10)

手法である
。個別要素法では各粒子を剛体と仮定しており，
接触状態にある粒子間の相互作用を Voigt モデル ( ばね・ダッシ
ュポット ) によって表現する。各粒子の接触点について接触力を

ここで，mij は粒子 i および粒子 j の質量 mi および mj より次式で
得られる。

計算し，その結果得られた運動方程式を時間積分することにより，
個々の粒子の並進と回転の運動を追跡する。粒状体個別要素法は

………………………………………………… (8)

もともと土や砂のような粒状体に対する解析手法であるが，粒子
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遠いセンサーには遅く到達する。したがって，多数のセンサーで
AE 測定を行い，センサー間の相対的な初動の到達時刻の差と媒
質の伝播速度から AE の震源位置を逆算することができる。
さらに，震源決定された AE について P 波初動の押し引きの空
間的な分布を調べることで，その AE の発生機構 ( せん断破壊か
引張破壊か ) と破壊面の走向・傾斜，その破壊を生じさせた主応
力の作用方向を求めることができる 2) 。

Fig.3

Fluid ﬂow algorithm model.

岩石の破壊様式の判定条件としては，一般にモール・クーロン
の破壊条件等がよく用いられているが，このような条件は岩石の

また，粒子間に作用する垂直応力 σ とせん断応力 τ は作用力 fn ，
fs から次式で評価する。

マクロな破壊に対して適用されるものであり，本研究における粒
子間のばねの破断に適用することは適切ではないと考えられる。
一方，AE 測定実験では P 波初動の押し引きの空間的な分布によ

………………………………………………………… (9)

りその AE の発生機構を求めており，このような P 波初動の押し
引き分布は亀裂発生時の応力状態と対応していると考えられる。

………………………………………………………… (10)

したがって，本シミュレーションでは，微小亀裂発生時のせん
断応力 τ と引張応力 σ の比を用いた破壊様式の判定法を新たに導

ばね定数 kn，ks，fθ をそれぞれ独立したチューニングパラメー

入した。すなわち，いずれのばねが破断したかによらず，以下に

タとしてモデル化した岩石の物性を対象とする岩石の物性に合わ
せること (Calibration) が考えられるが，この場合，これらの値を

示す判定条件 1 を満たす場合を引張亀裂，判定条件 2 あるいは判

決定するのに多大な労力が必要となる。そこで，本研究では 2 粒

引張亀裂とせん断亀裂のほかに，それらの中間的な破壊様式が考

子間の接続部分を弾性梁とみなすことにより，粒子に与えるヤン

えられるが，本研究では亀裂発生時に引張とせん断のどちらの力

グ率 Ep をチューニングパラメータとして，各ばね定数を次式で

が大きいかという最も単純な判定条件である |τ/σ | =1 を採用した。

定条件 3 を満たす場合をせん断亀裂と判定する。実際の実験では

与える。
…… ( 破壊様式の判定条件 1)

……………………………………………………… (11)
…………………………………………………… (12)

……… ( 破壊様式の判定条件 2)

……………………………………………………… (13)

……… ( 破壊様式の判定条件 3)

ここで，I，A はそれぞれ接続部分の断面二次モーメント，接続

微小亀裂は，2 粒子の接触点に生成され，その進展の方向は引

部分の断面積である。断面二次モーメント I については接続幅 D，

張，せん断いずれの場合も 2 粒子の中心を結ぶ直線と垂直な方向

奥行き 1 の矩形断面を仮定している。ただし，チューニングパラ

とした。微小亀裂が発生すると，そのとき粒子間のばねに蓄えら

メータである Ep は，一軸圧縮試験等のシミュレーションの結果

れていたひずみエネルギーが解放される。本研究では，次式で

得られる岩石モデルのヤング率とは異なるものである。そこで，

表されるひずみエネルギー Ek，を AE のエネルギー，すなわち，

Ep を変更したシミュレーションを繰り返すことにより解析対象

AE の大きさに対応するものと考える。

となる岩石のマクロな変形強度特性を与える値を決定する。
2・2

………………………………………………… (14)

結合の破断による微小亀裂の表現および亀裂の破壊様

式の判定
本研究では，次のように微小破壊の発生条件を定めた。

2・3

Fluid Flow Algorithm の導入

粒状体個別要素法により水圧破砕を再現するためには，間隙
……………………………… 結合の破壊条件 1

水圧の影響を考える必要がある。そこで，流体の影響を考慮する
ために粒状体個別要素法に Fluid Flow Algorithm15-17) を導入した。
Fluid Flow Algorithm では，まず，Fig. 3 のようにある程度接近した

………………………………………… 結合の破壊条件 2

粒子の中心間を結び，多数の閉鎖された領域を作成する。これら
の領域は流体で満たされており，隣接する領域に水圧差がある場

すなわち，破壊条件 1 のように引張応力 σ があらかじめ定め
る法線方向ばねの引張強度 σ c を超える場合，あるいは破壊条件

合，粒子の接触点を流路として水圧差に応じて流体を移動させる。
流路内の流体流動は，平行平板流れ，さらに層流を仮定するこ

2 のようにせん断応力 τ があらかじめ定める接線方向ばねの強度

とにより二次元 Poiseuille ﬂow とみなすことができる。このとき，

τ c を超える場合に粒子間の結合を破断させることにより，微小亀
裂の発生を表現した。このとき，いずれかの破壊条件を満たした

粒子間の間隙を流れる流量 Q は式 (15) で与えられる。

時点で 3 種類のばねを全て取り除き，これ以降その粒子間には引

…………………………………………………… (15)

張力が作用しないこととした。
実際の室内実験において，岩石内に発生する微小亀裂を観測す

このとき，Fig. 4 に示すように，w は粒子間の間隙幅，Lp は流路

る手法として AE 法がよく用いられる。AE 測定実験では，震源

の長さを表している。流路長 Lp は 2 粒子の半径 ri，rj の調和平
均から式 (16) のように与えられると仮定する。また，Δ P は隣接

に近い位置にあるセンサーには AE 初動が時間的に早く到達し，
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Fig.4

Fig.6

Channel width and length.

Rock specimen model and loading condition.
Table 1

Fig.5

Rock model properties.

Particle packing method.

する領域の流体圧差，μ は流体の粘性を表している。なお，平行
平板の紙面に直交方向の奥行きは 1 としている。

まず，Fig. 5 に示すように乱数により半径の大きさをさまざま
に分布させた粒子をモデル端面に沿うように並べる。さらに，モ
デル中央部分に円環状に同粒径の粒子を配置し，円孔の内壁を形

…………………………………………………… (16)

成する。この操作を行うことにより載荷を行なう端面と孔壁面の
凹凸を除去し，モデル形状に依存した不要な応力集中を避けるこ

式 (15) によると粒子同士が接触しているとき，つまり間隙幅

とができる。モデル内部の岩石実質部に関しては，乱数により新

w=0 となるとき，まったく流体の流動が起こらないことになる。

しい粒子の半径を決定した後，すでに配置されている粒子と重な

これを避けるため，間隙幅 w を，Fig. 4 に示すような粒子間に作
用する圧縮力 F に応じて式 (17) で与えることにする。ここで，

り合わず接触できる位置を探索してその粒子を配置する。モデル

w0 は基準となる間隙幅を表しており，F0 は w=w0/2 となるとき

しい粒子が配置できなくなるまでこの手順を繰り返す。

の圧縮力を表している。w0 に任意の値を与えることによりモデ

内の空間がなくなり，あらかじめ設定した最小の半径を有する新
この手法を用いることにより，各粒子は少なくとも 2 点以上の
接触点数を保障され，なおかつ乱数により粒子の半径，位置，接

ルの透水性を変化させることができる。

触点数にばらつきを生じさせることができる。このような粒子の
……………………………………………………… (17)

位置，接触点数のばらつきは粒子間の力の伝達経路を不規則にす
る。また，粒子に与えたヤング率，ポアソン比，引張強度 , せん

式 (15) における流量 Q は一つの流路を流れる流量であり，岩

断強度は一様であるが，本研究ではばね定数および粒子間に作用
する応力を式 (9) ，(10) のように粒子の半径を用いて評価するた

石モデル全体の透水性は，複雑に連結された多数の流路の集合体
として示される。したがって，式 (15) から岩石モデル全体とし

め，各粒子の半径のばらつきによって，モデル内に不均質な応力

ての透水係数を直接導くことはできない。そこで，w0 の値を変

を生じさせることができる。

化させて透水試験のシミュレーションを繰り返し，モデル全体の
透水係数が目標とする値と一致するように w0 の値を決定する。

Fig. 6 に示すように，モデルの下端面と左端面の反力壁を固定
し，上端面と右端面に載荷板を用いて荷重を作用させることでモ

各領域の間隙水圧は，流体の流動とともにタイムステップ毎に

デルに拘束圧をかける。なお，岩石モデルと反力壁や載荷板の間

更新されていく。このときの流体圧の増分 dP は，時間刻み dt と

には摩擦力を作用させていない。これは，摩擦による不要な応力

して，そのステップにおける領域への流体の総流入量

集中を避けるためである。

流体

の体積弾性率 kf，領域の体積 Vr，前ステップからの領域の体積
増分 dVr を用いて式 (18) で与えられる。
………………………………………… (18)

それぞれの結果を比較検討する。なお，2 種類のシミュレーショ
ンで用いられる岩石モデルは同一のものである。

3．岩石モデルと解析条件

水圧破砕のシミュレーションに先立って，このモデルについて

シミュレーションには中央部に円孔を有する正方形の岩石モデ
ルを用いた。岩石モデルは，ばねによって接続された円形粒子の
集合体で表現されている。本研究における岩石モデルの作成方法
を以下に述べる。

さらに，モデル中央の円孔に破砕流体を流量一定で圧入するこ
とによって水圧破砕を再現する。シミュレーションは，粘性の異
なる水 (1mPa.s) ，油 (80mPa.s) の 2 種類の破砕流体について行い，

一軸圧縮試験，引張試験，透水試験のシミュレーションを行い，
Table1 に示す入力パラメータの決定を行なった。
本研究では，粒状体個別要素法における各粒子の運動と間隙水
圧の変化の両方を計算する必要があるため，その計算量は膨大な
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(a) Low viscosity
(Water, 1mPa . s )
Fig.7

毅

(b) High viscosity
(Oil, 80mPa . s )

(c) No conﬁning wall
(Water, 1mPa . s )

Spatial distribution of all the cracks obtained from each case. The solid
lines indicate the crack generations. In case of (a) and (b), 6MPa in the
x-direction and 3MPa in the y-direction were applied to the rock model. In
case of (c), conﬁning stress was not applied.

(a) Low viscosity
(Water, 1mPa . s )
Fig.9

(b) High viscosity
(Oil, 80mPa . s )

Fracture propagation and ﬂuid inﬁltration behavior. The solid lines indicate
the crack generations and the shade of each domain indicates the fluid
pressure.

4・2

破砕流体の粘性による破砕圧の変化

岩石のような連続体における亀裂の進展を取り扱う手法とし
て，線形破壊力学 (Linear Elastic Fracture Mechanics: LEFM) が一
般によく用いられる。線形破壊力学は連続体を仮定した理論であ
るので，不連続体解析手法である粒状体個別要素法における個々
Fig.8

Results of the hydraulic fracturing simulation.
(a) Time-space distribution of cracks generated with low viscous ﬂuid.
(b) Time-space distribution of cracks generated with high viscous ﬂuid.
(c) Evolution of borehole pressure.

の粒子間結合の破断そのものを破壊力学により考察することはで
きない。しかし，粒状体個別要素法において，粒子間結合の破断
が連続することにより表現される亀裂の進展過程を，ひとつのマ
クロな亀裂の進展とみなすことにより，粒状体個別要素法による
解析結果を線形破壊力学により解釈することができる。このよう

ものとなる。また，岩石モデルの強度が大きいと破壊までに必要

な研究はすでにいくつか報告されており，粒状体個別要素法にお

な計算ステップが増大する。したがって，実際の水圧破砕実験を

けるマクロな亀裂から求められるモデルの破壊強度が，線形破壊

完全に再現すると，シミュレーションに膨大な時間を要する場合

力学から導かれる値と調和的であることが示されている 11,20,21) 。

もある。これを避けるため，Table 1 に示すように岩石モデルの

そこで，粒状体個別要素法による水圧破砕のシミュレーション結

強度を実際の供試体よりも小さく設定した。この操作により，シ

果について，線形破壊力学により導かれる亀裂の進展過程との比

ミュレーション結果と実験結果を定量的に比較することはできな
くなるが，岩石モデルの脆性度 ( 圧縮強度と引張強度の比 ) を実

較を試みる。
Fig. 8 (a) ，(b) は，それぞれ破砕流体として水，油を用いた場

験で用いられた供試体に合わせて 20 程度となるよう設定してい

合のシミュレーションにおいて発生した亀裂の時空間分布であ

るため，本研究の目的である水圧破砕の破壊メカニズムについて

る。グラフの横軸に時間をとり縦軸に亀裂の x 座標をとって亀裂

の定性的な評価は可能であると考える。

の発生位置の経時変化を示す。発生した微小亀裂については，破

4．シミュレーション結果と考察
4・1

拘束圧と亀裂形状の関係

壊様式を 2・2 節に述べた判定条件に基づいて判定し，引張亀裂
を黒い円で，せん断亀裂を白い円でその位置を示した。Fig. 8 (c)
は，ボアホール内の破砕流体の圧力の経時変化を示している。

解析の結果得られた亀裂の発生状況を Fig. 7 に示す。Fig. 7 (a) ，
(b) は，それぞれ破砕流体として水，油を用いた場合の亀裂である。
いずれの場合も従来の理論どおりに最大圧縮主応力方向に亀裂が
進展していることがわかる。Fig. 7 (c) はこれらと比較するため，
あえて拘束圧を作用させていない場合 ( 破砕流体には水を使用 )
であるが，拘束圧を作用させている Fig. 7 (a) ，(b) とは異なる方向

いずれの破砕流体を用いた場合でも，亀裂の発生開始はボアホ
ール内の破砕流体の圧力が最大値に達する前となっている。この
結果は従来の室内水圧破砕実験における AE 測定結果と一致して
いる 22,23) 。また，Fig. 8 (c) に示すように，破砕流体の粘性が小さ
い水の場合の破砕圧 (breakdown pressure) は約 12MPa，粘性の大き
い油の場合では約 17MPa となり，粘性の大きい流体を用いた場合

に亀裂が発生している。このことから，本シミュレーションにお

のほうが破砕圧が高いという結果となった。さらに，Fig. 9 はモ

いて拘束圧の効果がうまく表現できているものと考えられる。

デル上の四角で囲った領域を拡大して表示したもので，亀裂の進

また，水圧破砕に関する理論的，実験的研究から，ボアホール
からの破砕流体の浸透が水圧破砕に大きな影響を与えることが知

展にともなう流体流動の様子を表している。短い線分は発生した
亀裂を，黒い濃淡は間隙水圧の大きさを示している。Fig. 9 (a) の

られているが 18, 19) ，本研究で用いた岩石モデルは浸透率が非常

粘性の低い水の場合には亀裂の進展にともなって瞬時に亀裂内に

に小さく設定されており，浸透範囲に対して粒子半径が大きいた
め，破砕流体の浸透による影響は無視できる程度に小さいものと

流体が浸入しており，内圧がクラック長全体に作用している。一
方，Fig. 9 (b) の粘性の高い油の場合には，まず亀裂が先行し，流

なっていた。

体はその後ゆっくりと亀裂内に浸入している。このとき内圧は亀
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(a) Low viscosity (Water, 1mPa . s )

Fig.10 Normalized stress intensity factor as a function of crack length for two
radial cracks emanating from a circular hole in an inﬁnite medium 24).

(b) High viscosity (Oil, 80mPa . s )
Fig.12 Crack types and magnitude of energy emitted from the cracks. The diameter
of the circle corresponds to the magnitude of crack energy.

を見ると，まず最大圧縮方向に向けて引張亀裂が発生し，その引
張亀裂同士をつなぐ形でせん断型の亀裂が発生しているというこ
とがわかる。これは火山近傍で発生する群発地震に対して提案さ
れた Hill のモデルにより推測されたせん断亀裂の発生過程と調
和的である 25) 。
Fig.11 Shear crack generation process during the low viscous
ﬂuid injection.

このように，シミュレーションでは，せん断亀裂の発生は確認
できるものの，破砕流体の粘性にかかわらず，いずれの場合も
引張型の亀裂が卓越するという結果になっており，この結果は

裂の一部分のみにしか作用していないことがわかる。
一方，Newman はこのような状況における亀裂先端の応力拡大
24)

Ishida ら 9) の行なった室内水圧破砕実験における AE 測定結果と
矛盾するものである。Ishida ら 9) の AE 測定結果では，粘性の小

。Fig. 10 は，Newman の

さい水の場合にはせん断破壊のメカニズムを示す AE が多く観測

導出した式により求めた，無限媒体中の円孔内に圧力を受け，円

され，粘性の大きな油の場合にはせん断型の AE とともに引張型

孔から左右対称に亀裂が進展する場合の亀裂先端の応力拡大係数

の AE も頻繁に観測された。このような，シミュレーション結果

と亀裂の長さの関係を示したものである。λ = 0 は亀裂面に内圧が

と実験結果の相違については，亀裂の発生により放出される AE

作用していない場合，λ = 1 は亀裂面全体に内圧が作用する場合と

のエネルギーの違いにより説明できる。

なっている。Fig. 10 によると，亀裂面全体に内圧が作用する場
合 (λ =1) には，亀裂の進展にしたがい応力拡大係数も増大してい

述べた判定条件に基づいて判定し，引張亀裂を黒い円で，せん断

き，亀裂は急速に進展することになる。一方，亀裂面に内圧が作
用していない場合 (λ = 0) には，亀裂の進展にしたがい応力拡大係

亀裂を白い円でその位置を示したものである。それぞれの円の直
径は式 (15) で定義したエネルギーの大きさに比例する大きさと

数は減少していくため円孔内圧の増大がない限り亀裂は進展せ

した。なお，それぞれの図の中央部の白い円は水を注入した円孔

ず，内圧の増大に伴って亀裂はゆっくりと進展していく。したが

を示す。

係数について定式化を行なっている

Fig. 12 は，発生した微小亀裂について，破壊様式を 2・2 節に

って，破砕流体として粘性の高い油を用いた場合，亀裂先端まで

Fig. 12 (a) に示すように，粘性の小さい水を用いた場合の引張

流体が浸入していないため，亀裂を進展させるために 高い流体

亀裂は全体的に小さなエネルギーとなっている。実際の岩石の水

圧が必要となる。

圧破砕においても，引張亀裂はせん断亀裂に比べて放出するエネ

以上のように，粒状体個別要素法による水圧破砕のシミュレー

ルギーが小さいことが理論的に示されており 26) ，このことは本

ション結果は線形破壊力学により解釈される亀裂の進展過程と調

シミュレーションにおける亀裂から放出されるエネルギーが適

和的である。実際の水圧破砕においては，亀裂の進展が短時間で

切に表現できていることを示している。このようなエネルギーの

完了してしまうため，亀裂進展中の破砕流体の挙動を観察するこ

小さい AE はノイズ等に埋もれやすく観測されにくいことを考慮

とは困難である。しかし，粒状体個別要素法を用いることにより，

すると，実際の AE 測定実験ではエネルギーの大きいせん断型の

このような実験では観測することが困難な現象についても詳細に

AE が多く観測され，引張亀裂は測定されにくいといえる。この

検討することができる。

ため，AE 測定実験ではエネルギーの大きいせん断型の AE が卓

4・3

圧入流体の粘性の違いによる発生 AE のエネルギーの比

越しているように見えると考えられる。
一方，粘性の大きな油を用いた場合では，Fig. 12 (b) に示すよ

較と考察
Fig. 8 (a) ，(b) を見ると，破砕流体の粘性にかかわらず，いず

うにところどころで大きなエネルギーの引張亀裂が発生してい

れの場合も従来の理論の示すとおり，ほとんどの亀裂が引張亀裂

る。亀裂の発生時刻と位置から，このようなエネルギーの大きい

という結果となっている。しかし，少数のせん断亀裂も確認でき

亀裂は粘性の大きい流体が亀裂内部に浸入する際に発生している

る。このようなせん断亀裂がどのようにして発生したのかについ

ことがわかった。

て検討する。

本研究では，粒子間の結合部分に与えるヤング率や強度は一定

Fig. 11 は，粘性の小さい水の場合のモデルの一部を拡大表示
したもので，引張亀裂を黒い線で，せん断亀裂を白抜きの楕円で

であるが，粒子を結合するばねのばね定数や粒子間に作用する応
力を式 (9) - (13) に示すように粒子半径の関数として与えている

示している。図中の数字は，亀裂の発生順番を表している。これ

ため，式 (14) により与えられるエネルギーも粒子半径の関数と
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なる。そのため，岩石モデルを構成する粒子の半径のばらつきに

によって大きなエネルギーが放出されるためだと考えられる。

より岩石モデルの局所的な強度や微小亀裂の発生にともなって放

5. エネルギーに関する考察から理論と実験結果の矛盾を解釈す

出されるエネルギーも不均一となる。つまり，大きい粒子同士の

ることができた。現実の AE 測定実験ではエネルギーの小さい

結合部分は小さい粒子同士の結合部分よりも破壊が起こりにく

AE はノイズ等に埋もれやすく観測されにくいことを考慮する
と，粘性が小さい場合にはエネルギーの小さい引張型 AE は観

く，破壊したときに放出されるエネルギーも大きくなる。
本シミュレーションにおいては，粘性の大きい流体を用いた場

測されず，せん断型 AE が卓越しているように見え，粘性の大

合には流体圧が非常に高いため，高圧の流体が亀裂内部に浸入す

きい流体を用いた場合には比較的エネルギーの大きい引張亀裂

る際に大きい粒子同士の結合部分にも破壊が起こり，それによっ

が発生するため，せん断型 AE とともに引張型 AE も観測され

て大きなエネルギーが放出される。このように，粘性の大きな油

たと考えられる。

を用いた場合には比較的エネルギーの大きい引張型 AE が発生す

以上のように，シミュレーションの結果は現実の水圧破砕実験

るため，せん断型 AE とともに引張型 AE も観測されたと考えら

から得られる亀裂の進展過程や進展速度の傾向とよく一致してい

れる。

る。これは，粒状体個別要素法により，実験で確認された水圧破
5．結

砕挙動を良好に再現できることを示している。本研究では破砕流

言

体の粘性に関する検討のみを行なったが，その他の要因，例えば

間隙水圧を考慮できる Fluid Flow Algorithm を導入した粒状体

鉱物粒子の粒度分布等も水圧破砕の破壊課程に影響を及ぼすこと

個別要素法により，粘性の異なる二種類の流体を用いて水圧破砕

が報告されている 27,28) 。これらの要因と岩石の水圧破砕挙動の

のシミュレーションを行い，以下の新たな知見が得られた。

関連性を詳しく論ずることが今後の検討課題である。

1. シミュレーションの結果得られた亀裂の発生状況は，破砕流体
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