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高レベル放射性廃棄物地層処分システムの安全性を担保する上で，熱・水・応力・化学連成作用による

廃棄体周辺岩盤の水理学特性変化の把握は必須である．特に，廃棄体処分坑道掘削時に形成されるき裂で

生じる地化学反応は岩盤の長期透水性変化を予測する上で考慮すべき事象である．そこで，本研究では損

傷理論を用いたき裂発生・進展と，き裂領域内での鉱物溶解・沈殿プロセスを導入した熱・水・応力・化

学連成解析モデルを構築し，放射性廃棄物地層処分施設近傍の岩盤の透水性変化の長期予測解析を実施し

た．その結果，坑道掘削に伴うき裂発生・進展により増加した坑道周辺の透水性が，き裂内部で生じる地

化学現象（圧力溶解）により時間の経過とともに低下する傾向が得られた． 

 

     Key Words : excavation damaged zone, damage theory, fracture propagation, rock permeability, pres-
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1. はじめに  

 

高レベル放射性廃棄物地層処分システムの安全性を担

保するためには，天然バリアである廃棄体周辺岩盤にお

ける水理学特性変化の長期把握が必須である．周辺岩盤

では，廃棄体からの熱伝導，地下水流れに伴う物質輸送，

廃棄体処分空洞掘削時の応力再配分に起因する岩盤内の

き裂発生・進展，岩石構成鉱物の溶解・沈殿等が相互に

影響し合う複雑な連成場が形成される 1)．これらの熱・

水・応力・化学に関する各現象の連成相互作用により周

辺岩盤の水理学特性は時系列で変化することが想定され

る．したがって，周辺岩盤の水理学特性の長期変動を詳

細に把握するためには，熱・水・応力・化学に関する各

現象とそれらの相互作用を包括的に考慮した連成数値解

析が不可欠である． 

既往研究より，廃棄体処分空洞掘削に伴うき裂発生・

進展により，空洞周辺岩盤の透水性増大や剛性・強度低

下が生じることが知られている 2) ~ 9)．このような力学・

水理学特性変化が生じる領域は，掘削損傷領域

（Excavation Damaged Zone：以下，EDZ と記す）と呼ば

れている．また，空洞掘削時に形成されたき裂内部の自

由表面やき裂接触部において自由表面溶解・沈殿や圧力

溶解といった地化学現象が新たに発生し，それにより岩

盤の透水性が経時変化することが予想される 10) , 11)．既往

研究 12) ~ 14)から，き裂接触部における鉱物溶解（圧力溶

解）により，岩盤の透水性が長期時間スケールで数オー

ダー低下する可能性があることが確認されている．した

がって，天然バリアの水理学特性変化を長期予測する上

で，空洞掘削時に形成されたき裂での地化学現象発生挙

動を評価可能な連成モデルの構築が必須である． 

これまでに，多くの熱（Thermal）－水（Hydraulic）－

応力（Mechanical）－化学（Chemical）連成解析モデル

（以下，THMC連成解析モデル）が開発されてきた15)  ~ 20)．

最近では，き裂発生・進展に伴う熱・水理学・力学特性

等の岩盤の各物性変化を考慮可能な連成解析モデルもい

くつか報告されている6) , 21)  ~ 26)．例えば，Wei et al. 21)  やLi et 

al.22) は，損傷理論と岩盤の力学物性の不均質性を組み合

わせたき裂発生・進展とそれに伴う岩盤の熱伝導性変化

を考慮した熱－応力連成解析モデルを構築し，高温高圧

条件でのEDZの進展挙動と岩盤の力学特性変化を評価し

ている．上記のようにこれまで種々の連成解析モデルが

提案されてきたが，き裂形成に伴う鉱物の溶解・沈殿の
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発生（き裂が発生・進展し，そのき裂内で鉱物の溶解・

沈殿が発生するというプロセス）を評価可能なモデルは

存在しない．そのため，地化学現象に伴う岩盤の透水性

経時変化の詳細な予測は困難な状況である．  

そこで本研究では，損傷理論を用いたき裂発生・進展

と，そのき裂内での鉱物溶解・沈殿プロセス（圧力溶解

及び自由表面溶解・沈殿）を実装したTHMC連成解析モ

デルを提案する．また，花崗岩供試体を用いた一軸圧縮

試験の再現解析を実施し，導入した損傷理論によるき裂

発生・進展計算の妥当性を検証する．最後に，高レベル

放射性廃棄物地層処分時の周辺岩盤における長期透水性

変化の予測解析を実施する． 

 

 

2. 解析モデル  

 

(1) 解析モデルの概要 

本研究で構築する THMC 連成解析モデルは，廃棄体

からの熱伝導や地下水流れに伴う物質輸送，廃棄体処分

空洞掘削時の応力集中による岩盤内のき裂発生・進展，

岩石鉱物の空隙水中への溶解・沈殿等の熱・水・応力・

化学に関する各現象が相互に影響し合う場を記述する連

成モデルである．本モデルの解析対象は天然バリアであ

る多孔質岩盤であり，人工バリア内における物理現象は

解析対象外としている．本モデルでは，図-1 に示すよ

うな T・H・M・C 間の相互作用に D（損傷）を加えた

連成相互作用を考慮する．本モデルは，筆者らが以前構

築した THMC 連成解析モデル（白色の矢印）27) では考

慮できなかった損傷（き裂発生・進展）とそれに伴う岩

盤の熱・水理学・力学・化学特性の変化（灰色の矢印）

を考慮可能である．特に，損傷 ⇒ 化学（発生・進展し

たき裂内での鉱物溶解・沈殿）の作用を考慮することに

より，既往モデル 15) ~ 26)では考慮不可能であったき裂で

の地化学現象とそれによる岩盤の透水性変化を記述可能

であるという点が特徴である． 

 

(2) 支配方程式 

提案するモデルの解析フローを図-2 に示す．本解析

では，地下水流動，熱輸送，応力変形，き裂発生・進展，

化学種輸送，地化学反応を考慮し，それぞれの現象を流

動方程式（ダルシー則，水の質量保存式），熱エネルギ

ー方程式，線形弾性則，多孔質弾性体理論，損傷理論，

化学種輸送方程式，鉱物反応式といった複数の支配方程

式（構成則）で記述する． 

a) 応力解析 

応力解析では，平面ひずみ状態を仮定する．以下に示

す応力つり合い式と，多孔質弾性体理論を適用し，間隙

水圧と熱応力の変化を考慮した線形弾性則を用いて岩盤

内の応力・変形量を算出する． 

Fσ v   (1) 

 IεεEσ T PB )(:   (2)  

ここで，F v は物体力 [N m-3]，σ  は応力テンソル [N m-2]，
Eは弾性係数行列 [N m-2]， ε  はひずみテンソル [-]，εT

は熱ひずみテンソル [-] ， B は Biott -Willis 係数 [-]，Iは

方向テンソル [-] である． 

図-1 本解析モデルで考慮するTHMC相互作用 

 

   

図-2 解析フロー 
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b) 損傷理論 

本解析では，き裂発生・進展挙動を計算するために，

等方性の損傷理論を用いる．損傷理論とは，き裂を不連

続変形ではなく，連続体の剛性低下でモデル化する理論

である．この手法は，連続体としてき裂を考慮可能であ

ることから FEM との相性がよく，汎用性・拡張性が高

いので，これまでに多くのき裂発生・進展計算に用いら

れている 21) ~ 24), 28) ~ 33)．本解析では，応力解析により得ら

れた岩盤内の応力分布をもとに，対象とする岩盤におい

て引張またはせん断によって損傷が生じるかどうかを，

それぞれ以下の引張応力条件式とモール・クーロンの破

壊規準を用いて判定する 21), 23), 28), 30), 31)．本研究では，引張

応力を負，圧縮応力を正とする． 
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ここで，F1は引張損傷条件，F2はせん断損傷条件， 1

は最大主応力 [N m-2]， 3 は最小主応力 [N m-2]，f t 0は一

軸引張強さ [N m-2]，f c 0は一軸圧縮強さ [N m-2]，は内部

摩擦角 [º]である．等方性損傷理論では，損傷した岩盤

の弾性係数Eは損傷進展に従い減少していく 30)． 

 EDE 0)1(   (4) 

ここで，E0は損傷の無い状態の岩盤の弾性係数 [N m-2]，

Dは損傷変数 [-]である．損傷変数Dは， 10 D の値を

とるスカラー変数であり，物体の損傷度合いを表す．損

傷がなければ 0，完全に破壊すれば 1 となる．本モデル

では，D > 0をき裂発生とする．一般的に損傷変数 Dは，

ひずみの値を用いて計算される34)．本研究では，D は以

下のようにひずみの値を用いて定義する 31)．線形弾性則

では，主応力 i は主ひずみと体積ひずみを用いて次式

で表される． 
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ここで，i （i = 1, 2, 3）は最大，中間，最小主ひずみ，

 v は体積ひずみ [-] ，v はポアソン比 [-]である．式(5)に

基づき，損傷変数 D の算出に用いるひずみt ， c が次

式で定義される 31)． 
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式(3)の破壊条件と図-3 に示す構成則に従い，損傷変数D

が計算される 21), 23), 28), 30), 31)． 
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ここで， 0t は限界引張ひずみ [-]， 0c は限界圧縮ひず

み [-] ，nは定数 [-] である（n = 2）．式 (9)中の，F1  and 
F1 > 0 は，岩盤内の応力状態が引張損傷条件を満たし，

かつ負荷状態にある場合，引張破壊が生じるという条件

を示している．F2  and F2 > 0についても同様に，岩盤内

の応力状態がせん断損傷条件を満たし，かつ負荷状態に

ある場合，せん断破壊が生じるという条件を示す．また，

損傷変数 D は，き裂発生・進展に伴う岩盤の各物理特

性の変化を算出する際の重要なパラメータとなる．なお，

本研究では，一度生じた損傷は回復しない設定としてい

る． 

c) 力学物性の不均質性  

本モデルでは，岩石の不均質性を考慮するため，統計

的ばらつきを岩石内の局所的な力学物性に与える．一般

的に脆性材料の破壊現象は最弱リンク説に従う 35)．その

ため，岩石の破壊挙動を再現するためには，極値分布

（最小値の分布）を統計的ばらつきとして用いるべきで

ある．したがって，最弱リンク説に基づく極値分布であ

る Weibull 分布を採用する 21) ~ 24), 28) ~ 33)．本解析モデルで

は，解析領域を構成する各計算要素における力学物性が

式(10)の確率密度関数に従うとする 21)  ~ 24), 28) ~ 33)．力学物性

の中でも，弾性係数と各種強度（一軸圧縮強さ，一軸引

張強さ）については，Weibull 分布に従いばらつきを与

え，不均質性の低いポアソン比は岩石内均質に設定する． 
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図-3 損傷理論構成則（一軸圧縮・一軸引張条件）21), 23), 29)  
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ここで，u は解析領域中の各計算要素における力学物性

（E0，f t 0，f c   0），u sは力学物性分布の指標値となるスケ

ールパラメータ（E0 s，f t 0
 s，f c  0 

s），mは分布の不均質性

を表す形状パラメータである．  

d) 地下水流動 

地下水流動挙動は，多孔質弾性体理論を適用した連続

式とダルシ―則を用いて解析を行う． 

 f
tt

P
S w

v
Bwww 





  )( u  (11) 

 )( hgP w  

k

u  (12) 

ここで，ρwは水の密度 [kg m-3]，Sは水の貯留率 [Pa-1]，P

は間隙水圧 [Pa]，u は水の実流速ベクトル [m s-1]， fwは

質量源 [kg m-3 s-1]，kは透過率テンソル（等方性）[m2]，μ

は水の粘性係数 [Pa s]，gは重力加速度 [m s-2 ]，hは位置

水頭 [m]である．岩盤内の透過率 k は，き裂と健岩部の

それぞれの領域での透過率を考慮した次式で定義される． 

 











0
12

0
2
0

Db
Dk

k  (13) 

ここで，k 0 は損傷のない状態の岩盤の透過率 [m2]，bは

き裂の開口幅 [m]である．また，損傷による岩石の透過

率およびき裂の開口幅変化は次式で表される 36) 

 )exp(0 Dkk kD   (14) 

 )exp(1212 0 Dkkb kDD   (15) 

ここで，k Dは損傷状態の岩盤の透過率 [m2]，k は定数 

[-]，b Dは損傷状態の岩盤におけるき裂開口幅 [m]である． 

e) 熱輸送  

岩盤の温度分布は下記に示す熱エネルギー方程式によ

って算出する． 

 qTTC
t

T
C wpwp eq





)()( , λu eq  (16) 

 CCC wpwmpmp eq ,,)1()(    (17) 

 λλλ wmeq   )1(  (18) 

ここで，Tは温度 [K]，(ρC )eqは平衡熱容量 [J  K-1m-3]，Cp, w

は水の定圧比熱容量 [J kg-1K-1]，λ eqは平衡熱伝導率テンソ

ル（等方性） [W m-1 K-1]，qは熱量源  [W m-3]，φは空隙

率 [-]，ρmは岩石固相（乾燥）密度 [kg m-3]，Cp, mは固相

の定圧比熱容量 [J kg-1K-1]，λmは固相の熱伝導率テンソル

（等方性） [W m-1 K-1]，λwは水の熱伝導率 テンソル（等

方性）[W m-1 K-1]である．また，損傷による岩盤固相の

熱伝導率変化は次式で表される 21)． 
 )exp(0 Dmm    (19) 

ここで，λm 0は損傷前の岩盤固相の熱伝導率 [W m-1 K-1]， 

 

図-4 き裂接触部での圧力溶解の概念図 12) 

 

 

は定数 [-]である． 

f) 化学種輸送 

岩盤空隙水中の物質輸送過程を記述する化学種輸送方

程式を次式に示す．本解析では溶解物質の空隙水中にお

ける移流と拡散を考慮し，岩石への吸着作用と空隙水中

の分散現象については考慮しない． 

 rcc
t

c
iii

i 



)(

)(
Du ei,


 (20) 

 DD bi,ei, τ  (21) 

  ji i ji Rvr ,  (22) 

ここで，ciは化学種 i の空隙水中の濃度 [mol m-3]，Di, eは

実効拡散係数テンソル（等方性） [m2 s-1]，ri は鉱物溶

解・沈殿による化学種 i の濃度変化 [mol m-3 s-1]，τは液相

屈曲率 [-]，Di, b は空隙水中の拡散係数テンソル（等方性）

[m2 s-1]，viは化学種 iの化学量論係数 [-]，Rjは多孔質岩盤

中の鉱物 jの鉱物溶解・沈殿速度  [mol m-3 s-1] である．ま

た，空隙水中の拡散係数は，温度依存性を有しており，

Arrheniusの式により次式で定義される 37)． 

 )/exp(0 RTEDD Di,bi,b   (23) 

ここで，D0
i,bは頻度因子 [m2 s-1]， ED は活性化エネルギー 

[kJ mol-1]，Rは気体定数 [kJ mol-1  K-1]である． 

g) き裂領域での圧力溶解 

本研究では，空隙水と岩石鉱物間の反応について，岩

石き裂内の自由表面での溶解・沈殿とき裂接触部での鉱

物溶解（圧力溶解）を考慮する．したがって，ある鉱物

jの鉱物溶解・沈殿速度Rjは次式で定義される． 

 RRR PS
j

FF
jj   (24) 

ここで，Rj 
FFは自由表面溶解・沈殿速度 [mol m -3 s-1]，Rj 

PS

は圧力溶解速度 [mol m -3 s-1]である． 

岩盤内のき裂において，圧力溶解は図-4 に示すよう

なアスペリティ接触部（き裂接触部）で生じるといわれ

ている．き裂接触部において圧力溶解が進行すると，き

裂開口幅 bが経時的に減少し，それに伴いき裂接触面積

が増大していく．ここで，図-5 のような一つのき裂接

触と空隙から構成される任意の微小領域を理想化した幾
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何学モデルをき裂の代表要素と仮定する．Yasuhara et al.12)

は，一つのき裂接触部での圧力溶解による開口幅変化率

をき裂接触部と自由表面での化学ポテンシャルの差を評

価することにより次式で定義している． 
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ここで，PS は一つのき裂接触部における圧力溶解によ

るひずみ変化率 [s-1]，k+は溶解速度定数 [mol m-2 s-1] ，Rc

はき裂接触割合 [-]， Vmはモル体積 [m3 mol-1]，σmは平均

有効応力 [N m-2]，σcは臨界応力 [N m-2]，Al
cは代表要素に

おけるき裂接触面積 [m2]，Al
tは代表要素におけるき裂総

面積 [m2]，V
PS は一つのき裂接触部での圧力溶解による

体積変化率 [m3 s-1]である．溶解速度定数はArrhenius式に

基づいており，次式で表される． 

 )/exp(
,

0
,, RTEkk k jjj    (28) 

ここで，k 0+, j は頻度因子 [mol  m-2 s-1]，E k +,  jは活性化エネ

ルギー [kJ mol-1]である．式(28)より，図-5 で示された代

表要素における圧力溶解に伴う体積変化率は，次式で表

される．  
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l
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式(29)をモル体積で除し，ラフネスファクターfr [-]を乗じ

ると代表要素内で単位時間当たりに溶解する鉱物 j の物

質量M PS [mol s-1] が求められる．ラフネスファクターは，

凹凸を考慮した実際のき裂表面積と，図-5 に示すよう

な凹凸を考慮していない幾何学的なき裂表面積との比を

表す． 
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式(30)を代表要素の空隙体積 Vf [m3]で除した値が，き裂

接触部における圧力溶解速度式である． 

bARV l
tcf  )1(  (31) 
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 ここで，式(32)を基に，き裂形成に伴う圧力溶解の発

生挙動を定式化する．本研究では，損傷変数 D > 0でき

裂が発生するとしている．したがって，き裂内での自由

表面溶解・沈殿及び圧力溶解反応は，損傷変数 D > 0で

のみ発生することになる．更に，式(32)をき裂の破壊モ

ードを考慮した圧力溶解速度式に拡張する．図-4 に示

すように，一般的に圧力溶解の駆動力 σはき裂開口幅が

圧縮する方向に作用する応力成分である．本研究で用い

ている損傷理論では，引張，せん断それぞれの破壊モー

ドにおいて，破壊の駆動力となる主応力成分が存在する

（図-6）．これらのき裂発生の駆動力となった主応力成

分は，き裂発生後のき裂接触部での圧力溶解の駆動力，

つまりき裂の開口幅圧縮に関与する力に該当すると考え

られる．つまり，図-6 のように引張応力（  3 0）によ

って生じたき裂においては，き裂発生後，応力状態が変

化しない場合は圧力溶解は生じないが，3 が圧縮応力

に転じた場合（  3 0）は，圧力溶解が生じる可能性が

ある．これらより，本解析モデルにおける圧力溶解速度

式は，損傷変数 Dと式(3)のき裂破壊モード F1,F2を考慮

した次式で定義される． 

 

図-5 き裂領域における代表要素の幾何学モデル 12), 27) 

 

 

図-6 き裂の破壊モードと駆動力 
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ここで，＜＞は，以下の関数を表す． 
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本解析モデルでは，き裂発生・進展終了後，時系列で主

応力方向が変化しないという条件を仮定しており，圧力

溶解現象について，き裂発生・進展後の主応力方向の変

化の影響は考慮していない． 

h) き裂領域での自由表面溶解・沈殿 

 図-5 に示すき裂の代表要素における自由表面溶解・

沈殿による単位時間当たりの鉱物溶解量は，Lasaga38)の 

式より，次式のように表される．  

 )/1(, KQAkfM jjreajr
FF    (35) 

 ARA l
tcrea )1(2   (36) 

ここで，M FFは 代表要素内の自由表面溶解・沈殿によ

る単位時間当たりの鉱物 j の溶解・沈殿物質量 [mol s-1]， 

Q  jはイオン活量積 [-]，K jは平衡定数 [-]， Areaは代表要

素内自由表面における幾何学的な反応表面積 [m2]である． 

また，式(35)において，Q  j / K j < 1の化学種が不飽和状態

の場合に発生するのが自由表面溶解，Q  j / K j >1の過飽和

状態の場合に発生するのが沈殿である．式(35)を代表要

素の空隙体積 Vf で除した値が，き裂内での自由表面溶

解・沈殿速度である． 

 bKQkfR jjjr
FF
j /)/1(2 ,    (37) 

本研究では，き裂内での地化学反応は損傷変数 D > 0で

のみ発生することから，式(37)を用いて，本解析モデル

における自由表面溶解・沈殿速度は，次式で表される．  
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i) き裂開口幅変化 

 本モデルでは，岩盤の空隙構造変化について空隙率変

化は考慮せず，き裂の開口幅変化を考慮する．き裂開口

幅変化については，き裂発生・進展とき裂内での鉱物溶

解・沈殿に伴う化学作用による影響を評価する．したが

って，き裂発生・進展時に形成される開口幅と自由表面

溶解・沈殿と圧力溶解による経時的な開口幅変化を考慮

し，任意の時間 t のき裂開口幅 b(t)は次式で定義される． 

 )()()( tbtbbtb PSFF
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ここで，bFF(t) は任意時間 tまでの自由表面溶解・沈殿に

よるき裂開口幅総変化量 [m]，bPS(t) は任意時間 t までの

圧力溶解によるき裂開口幅総変化量 [m]である．化学作

用により，き裂開口幅が経時変化すると，それに伴いき

裂接触割合も変化する．このき裂開口幅とその接触割合

の関係は次式で近似される 13)．  

 )/))((exp()()( aRtRbbbtb cDcrDr   (42) 

ここで，br  は残留開口幅 [m]，Rc(t) は任意時刻t のき裂接

触割合 [-]，RcD はき裂発生・進展直後のき裂接触割合 [-]，

a は定数 [-]である． 

j) き裂発生・進展とき裂接触割合 

ここでは，式(42)中のき裂発生・進展直後のき裂接触

割合RcDを求める構成式の導出を記す．連続体損傷理論

に基づくと，損傷変数Dの概念は，物体中の任意の代表

要素の断面積とその断面積中の空隙面積の比で定義され

る39)．本研究で提案するモデルでは，図-5のようなき裂

接触部と空隙から構成される任意の領域をき裂の代表要

素と仮定している．したがって，上記の損傷変数の概念

に基づくと，き裂発生・進展直後におけるき裂接触割合

RcD は，き裂の代表要素における損傷変数Dを用いて次

式で表される． 

 
A

RA
D

l
t

cD
l
t )1( 

  (43) 

 DRcD 1  (44) 

本モデルでは，き裂発生・進展後，き裂内の鉱物溶解・

沈殿によってき裂接触割合Rcが経時的に変化した場合の

損傷変数Dの変化については，考慮していない． 

 

 

3. 提案モデルによる解析例  

 

 本章では，二つの数値解析事例を示す．はじめに，提

案モデルに導入している損傷理論を用いたき裂発生・進

展解析についてその妥当性を検証する．次に，本研究で

提案した連成解析モデルを用いて，高レベル放射性廃棄

物地層処分時の岩盤の長期透水特性変化を予測する． 

 

(1) き裂発生・進展解析の妥当性検証 

 き裂発生・進展による岩盤の物理・化学特性変化を予 
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図-7 花崗岩一軸圧縮解析モデル 

 

測するためには，まず力学試験等で実際に観察された岩

石内でのき裂発生・進展挙動を再現出来なければならな

い． そこで，花崗岩供試体を用いた一軸圧縮試験を実

施し，その試験を対象とし，損傷理論を適用したき裂発

生・進展解析を行い，解析の妥当性を検証する．解析対

象とする実験では直径50 mm，高さ100 mmの花崗岩円柱

供試体を用いた．解析では，図-7に示す通り，実験で用

いた供試体を模擬した幅50 mm，高さ100 mmの 2次元モ

デルを設定し，解析領域の上端に1ステップ当たりの変

位vを0.01 mm/stepとして与えた．解析手法には有限要素

法を用いた．本研究で導入した損傷理論では，各計算要

素毎に損傷判定を行うので，当然，要素サイズが大きい

程，発生する損傷領域も大きくなる．計算負荷との兼ね

合いもあるが，要素サイズが小さい程，より精緻にき裂

形状を計算可能であることが報告されている23), 30)．これ

を参照し，本解析では，全要素数が20000，要素サイズ

が0.5 mm （一辺0.5 mmの四角形要素）の十分に小さいサ

イズの解析メッシュを採用した．解析に用いたパラメー

タを表-1に示す．解析領域中の力学物性については,一

軸引張強さ，一軸圧縮強さ，弾性係数はWeibull分布に従

い不均質に与え，ポアソン比・内部摩擦角は均質に与え

た．一軸圧縮試験より得られたヤング率が58.7 GPa，一

軸圧縮強さが147.6 MPa，ポアソン比が0.25である．また，

同地点で採取された岩石の圧裂引張強さは7.7 MPaであ

る．既往研究22), 30), 31)から，Weibul分布を用いて岩石の力

学物性にばらつきを与え，き裂の発生・進展解析を行う

場合，実験値の一軸圧縮強さを再現するには，各強度分 

布（一軸圧縮強さ，一軸引張強さ）等の指標値u s（式

(10)参照）を実験値より大きく設定する必要があること

が確認されている．また，岩石のき裂発生・進展挙動を 

精度よく再現可能なWeibull分布の形状パラメータm（式

(10)参照）は1.2~5.0であると報告されている30), 32)．本研究 

表-1 解析パラメータ 

Parameter Value 

Weibul分布の形状パラメータ    m 3.5 

弾性係数分布の指標値 [GPa]   E0 
 s 70.0 

一軸引張強さ分布の指標値 [MPa]    f t 0 
 s 42.4 

一軸圧縮強さ分布の指標値 [MPa]   f c 0 
 s 811.8 

内部摩擦角 [º]     62.0 

ポアソン比 [-]   v 0.25 

 

 

図-8 実験値と解析値の比較（垂直応力－垂直ひずみ関係） 

 

では，これらを参照し，一軸圧縮強さについて実験値と 

解析値が同程度の値をとるように，Weibull分布の算出に 

用いる力学物性の指標値と形状パラメータmを設定した．

また，内部摩擦角は一軸圧縮強さと圧裂引張強さの実験

値より算出した値を用いた．図-8に垂直応力－垂直ひず

み関係について，実験値と解析値を示す．花崗岩のよう

な硬岩では，一軸圧縮試験での破壊点以降のデータは計

測困難であり，今回は計測された破壊点までの結果につ

いて比較する．また，実際の実験時には，破壊点に至る

前の段階で供給体中にいくつかの微小き裂が発生してい

る．ゆえに，破壊点までの応力－ひずみ関係は巨視的な

破壊の前の微小なき裂発生・進展の影響を含んだ岩石の

力学的応答である．図より，破壊点までの力学的応答に

ついて実験値と解析値はよく一致していることが確認で

きる． 

 解析より得られた損傷変数D（0 < D < 1）の進展挙動 

を図-9(a)に示す．図-9(a)に示す各損傷変数分布は，図-8

に示している解析より得られた垂直応力－垂直ひずみ曲

線におけるPoint A（図-9(a)中，Point Aに対応）からPoint 

B（図-9(a)中，Point Bに対応）までのき裂発生・進展挙

動を表している．図中の図-9(b)に示す実験結果のき裂分

布と比較すると，本研究で導入した損傷理論を用いたき

裂発生・進展解析結果は，実験結果を概ね再現している

ことが分かる．これらの検証結果より，本研究の提案モ

デルに導入している損傷理論を適用したき裂発生・進展

解析の妥当性を確認でき，実際の岩盤内のき裂発生・進
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展挙動の予測に有効であると判断する． 

 

(2) 高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する解析 

 本研究で構築したモデルを用いて高レベル放射性廃棄

物地層処分システムにおける廃棄体周辺岩盤の透水性変

化を予測する．解析では，わが国における高レベル放射

性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研究開発第

2次取りまとめ－総論レポート1)（以下，第2次取りまと

めと記す）に示されている横置き方式を想定した．解析

領域は，図-10に示すように地表からの深度400 mから深

度500 mまでを対象とし，深度450 mに廃棄体を設置する

ものとした16)．また，掘削する廃棄体処分坑道の直径を

2.0 mに設定し，坑道を中心として，左右に坑道離間距

離の1/4（6.1 m）の領域を水平方向に想定した2Dモデル

としている（図-10)．本解析では，最初に廃棄体処分坑

道の掘削解析を実施する．つぎに，掘削解析より得られ

た掘削終了時の岩盤の応力状態を初期条件に設定し，廃

棄体処分後の周辺岩盤における透水性経時変化を予測す

る．解析対象は石英（Quartz）のみで構成される初期状

態でき裂が存在しない多孔質岩石（密度1800 kg/m3）と

仮定している．また，本解析モデルにおいて，多孔質岩

石内の熱伝導性（式(18)参照）や空隙水中の化学種の拡

散性能（式(21)参照）に影響するパラメータである空隙

率は40 %に設定した．岩盤物性については，弾性係数と

各種強度（一軸引張強さ，一軸圧縮強さ）はWeubull分

布を用いて岩盤中に不均質に分布させ，他の物性値は岩

盤中に均質に設定している．地質環境条件については，

地下岩盤の動水勾配を1/1000 ，地温勾配を5 °C/100 mとし，

地表面は15 °Cに設定した． 

a) 坑道掘削解析 

 坑道掘削解析では，深度450 m地点に図-10に示すよう

な直径2.0 mの廃棄体処分坑道を掘削した際の，き裂発

生・進展を含む岩盤の力学挙動を評価する．岩盤中の力 

学物性については，Weibul分布にしたがう物性（一軸引 

張強さ，一軸圧縮強さ，弾性係数 ）分布の指標値をそ

れぞれ2.2 MPa，22.0 MPa，3.0 GPaに設定し，分布の形状

パラメータmは4とした．ポアソン比と内部摩擦角は，

それぞれ0.3，30°とし，岩盤内均質に設定した．また，

解析では，まず自重解析から坑道境界に与える掘削相当

応力を評価し，その掘削相当応力を1回の掘削ステップ

につき 1 % ずつ減少させていき， 100ステップで掘削す

る(図-11)．解析メッシュは， 62636個の三角形要素で構

成され，応力集中による亀裂の発生・進展が予想される

坑道近傍の領域（深度445 mから深度455 mまでの全解析

領域）には他の領域より小さな要素サイズを用いた．坑

道最近傍の代表的な要素サイズは0.08 m，他の領域の代

表的な要素サイズは0.5 mである．解析では，初期地圧

の影響を検討するため，3パターンの側圧係数（K0 = 0.5, 

1.0, 1.5）について掘削解析を実施した．解析より得られ

た各側圧係数における掘削中の坑道周辺におけるき裂発

生・進展挙動（損傷変数Dの分布の変化）を図-12に示

す．図では，損傷の破壊モードを可視化するため，せん

断で損傷した領域については，損傷変数Dの値の符号を 

正から負に変えて表示している （0 < D < 1⇒-1 < D < 0）．

そのため，図中のコンター分布における-1 < D < 0の赤色 

の領域がせん断による損傷領域，0 < D < 1の青色の領域 

が引張による損傷領域を表している．図より，K0 の値

によって，損傷の分布形態は異なっているが，いずれの 

 

         図-9 (a)花崗岩一軸圧縮解析より得られた損傷変数の進展挙動(Point A，Point Bは図-8中のPoint A，Point Bに対応）                     

                            (b) 実験結果より得られたき裂分布 
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          図-10 解析領域 40)              図-11 坑道掘削解析の概要  

 

 
図-12 各側圧係数における坑道掘削中の損傷進展挙動： (a) K0 = 0.5，(b) K0 = 1.0，(c) K0 = 1.5 
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場合もせん断による損傷が支配的であることが確認でき

る．また，引張損傷はせん断損傷領域周辺において局所

的に発生している．これは，せん断損傷の進展による剛

性低下に伴いその領域での圧縮変形が卓越し，相対的に

剛性の大きい周辺領域がその変形に引張られることによ

り，引張応力が発生するというメカニズムに起因してい

ると思われる．地圧条件別にみると， K0 = 0.5の場合は，

坑道の左右の壁面周辺にき裂が多く発生していることが

分かる．K0 = 1.0の場合は，坑道周辺において多くのき裂

が発生していることが確認できる．通常，岩盤の力学物

性を均質に設定した場合， K0 = 1.0  においては，せん断

による破壊はほとんど発生しない．しかし，本解析では，

岩盤中の力学物性（剛性，強度）の不均質性を考慮して

おり，特に剛性の不均質性の影響によりせん断による破

壊が生じている．K0 = 1.5の場合は，坑道の天端と底部周

辺でそれぞれ上下方向にき裂が発生・進展していく様子

が確認できる．また，K0 = 0.5，1.0の場合と比べ，最も広

範囲に渡りき裂が発生していることが分かる．これは，

掘削に伴う応力再配分により坑道の天端と底部に高い圧

縮応力が集中したことに起因している．  

b) 長期THMC連成解析 

坑道掘削終了時の損傷分布より算出される岩盤の物性 

値（弾性係数や透過率，熱伝導率，き裂開口幅・接触割 

合）を初期物性値に設定し，THMC連成解析を実施した． 

解析期間は坑道掘削後，廃棄体を設置してから100年間

に設定した．廃棄体からの放熱については，第2次取り

まとめ1)において温度解析から得られた緩衝材外側の岩

盤の温度変化（図-13）をモデルの坑道壁面の温度とし

て与えた．また，熱移動に関しては，解析領域周辺の岩

盤に対し，解析領域岩盤の全側面から熱が流出すると仮

定し，坑道壁面を除く解析モデルの左右上下全境界に以

下のノイマン境界条件を与えた． 

 0



n

T
 (45) 

ここで，nは対象とする境界に対して外向き法線方向を

表す．化学種輸送に関しては，坑道壁面を含む解析モデ

ルの全境界から化学種濃度が流出すると仮定し，解析モ

デルの全境界に以下のノイマン境界条件を与えた． 

 0



n
ci  (46) 

また，本研究では，岩盤中のき裂発生・進展は坑道掘削

過程においてのみ考慮し，坑道掘削後の岩盤における新

たなき裂発生・進展は考慮しない．解析に使用したパラ

メータ一覧を表-2に示す． 

本研究では，き裂接触部で生じる圧力溶解の有無で解

析結果を比較する．各地圧条件（K0 = 0.5, 1.0, 1.5）におい

て，圧力溶解を考慮しない場合（地化学現象について自

由表面溶解・沈殿のみを考慮する）と圧力溶解を考慮し

た場合（自由表面溶解・沈殿と共に，圧力溶解を考慮す

る）の坑道周辺における透過率の経時変化を図-14 およ

び図-15 に示す．ここでは，透過率を対数表記した値

（log10k）を用いて透水性変化を評価した．図の初期透

過率分布より，坑道掘削に伴い生成された損傷領域の透

過率は他の健岩部より最大で 2オーダー程度高くなって

いることが確認できる．また，圧力溶解を考慮しない場

合は，透過率分布は時系列で変化せず一定であることが

確認できる． 一方，圧力溶解を考慮した場合は，いず

れの地圧条件の場合も，時間の経過とともに損傷領域の

透過率が減少していく様子が確認できる．初期状態から

廃棄体設置後 100年の時点で，ほとんどの損傷領域にお

いて，健岩部と近い値まで透過率が低下していることが 

確認できる．これは，損傷領域でき裂接触部における圧

力溶解が作用していることに起因している． 

 ここで，この岩盤の透過率低下に対する圧力溶解の影

響についてより詳細に評価する．本解析において，透過

率変化を引き起こす要因としては，圧力溶解と自由表面 

  

 

図-13 坑道内部に与える温度境界1) 

 
 表-2 解析パラメータ 

Parameter Value 

Weibul分布の形状パラメータ   m 4.0 

弾性係数分布の指標値 [GPa]    E0 s 3.0 

一軸引張強さ分布の指標値 [MPa]    f t 0  
s 2.2 

一軸圧縮強さ分布の指標値 [MPa]    f c 0 
 s 22.0 

ポアソン比 [-]   v 0.3 

内部摩擦角 [º]     30.0 

初期透過率 [m2]    k0 1.0 × 10-15 

空隙率 [-]   φ 0.4 

固相の初期熱伝導率 [w m-1 K-1]   λm 0 1.6 

固相の定圧比熱容量 [kJ kg-1 K-1]    Cp,m 1.9 

ラフネスファクター [-]   fr 10.0 

臨界応力 [MPa]   σc 15.0 
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図-14 透過率の経時変化（圧力溶解なし）： (a) K0 = 0.5，(b) K0 = 1.0，(c) K0 = 1.5 

       
図-15 透過率の経時変化（圧力溶解あり）： (a) K0 = 0.5，(b) K0 = 1.0，(c) K0 = 1.5 
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図-16 圧力溶解と自由表面溶解・沈殿によるき裂の開口幅変  

 化量： (a) bPS（圧力溶解による開口幅変化量，式(41)参

 照），(b) bFF（自由表面溶解・沈殿による開口幅変化

 量，式(40)参照） 

 

溶解・沈殿によるき裂の開口幅変化が挙げられる．図-

16に K0  = 1.5で圧力溶解を考慮した場合の，廃廃棄体設 

置後 10 年間での圧力溶解と自由表面溶解・沈殿それぞ

れによる坑道周辺のき裂の開口幅変化量を示す．図より，

圧力溶解とともに自由表面溶解・沈殿による開口幅変化

量の値も負であり，圧力溶解だけでなく，自由表面溶

解・沈殿によってもき裂開口幅が減少していることが確

認できる．式(40)より，自由表面溶解より沈殿が卓越し

た場合，開口幅変化量 bFFが負の値をとる．したがって，

本解析で圧力溶解を考慮した場合は，き裂において自由

表面溶解より二次鉱物の沈殿が卓越していることが確認

できる．そのメカニズムとしては，圧力溶解によりき裂

開口幅が減少していくとともに連続的に溶解シリカがき

裂中に供給され，き裂内でそれらが過飽和状態となるこ

とで二次鉱物の沈殿が持続的に発生していると考えられ

る．図より，圧力溶解と自由表面溶解・沈殿それぞれに

よる開口幅変化量を比較すると，圧力溶解による開口幅

変化量の方が，自由表面溶解・沈殿による開口幅変化量

より約 1オーダー程度大きく，透過率に換算すると，約

2 オーダー程度の差となる．これより，き裂の透水性変

化においては，圧力溶解の影響が支配的であることが確

認できる． 

 上記のような圧力溶解の影響により，坑道掘削時に発

生したほとんどの損傷領域において経時的に透過率が低

下しているが（図-15），図-17に示すように圧力溶解を 

考慮した場合でも，引張損傷領域では，透過率が初期状

態からほとんど変化していないことが分かる．図-12 と

図-15 を比較すると，圧力溶解を考慮した場合で，透過

率が変化していない領域はほぼ引張損傷領域と一致して

いることが確認できる．これは，圧縮応力が駆動力とな

る圧力溶解は，引張応力場では生じないためである．特 

 
図-17 引張損傷領域の透過率分布 

 

図-18 地圧条件別の損傷領域における平均透過率経時変化 

 

に，K0  = 1.5 の場合において透過率が変化していない引

張損傷領域が，他の地圧条件と比べ最も多く分布してい 

ることが確認できる．これらより，廃棄体設置後の岩盤

の透水性経時変化を正確に予測するためには，岩盤内の

応力分布を左右する初期地圧条件の詳細な把握が必須で

あるといえる．また，本研究では考慮していないが，き 

裂接触部での圧力溶解に伴い，き裂接触面積が増加し，

岩盤剛性が回復することが予想される．したがって，本 

研究の掘削解析結果のように引張損傷領域がせん断損傷

領域に隣接している場合，圧力溶解に伴うせん断損傷領

域の剛性の回復により，その周辺に隣接する引張損傷領

域の応力場が変化し，引張により生じたき裂においても

圧力溶解が発生する可能性も考えられる．これについて

は，今後詳細な検討が必要である． 

 つぎに，圧力溶解による損傷領域（D > 0）の透水性

経時変化をより定量的に評価するため，損傷領域におけ 

る平均透過率の経時変化を観察した．図-18に，各地圧

条件（K0 = 0.5, 1.0, 1.5）における次式で表される正規化透

過率 kr の時系列変化を示す． 

 
k

tk
k

ia

a
r

,

)(
  (47) 

ここで，k a (t) は任意時刻 t での損傷領域における平均透

過率 [m2] ，k a ,i  は解析開始時の損傷領域における平均透

過率 [m2]である．また，解析領域をΏ ，損傷領域の総面
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積をSとすると，損傷領域における平均透過率ka は，損

傷領域以外では0となる以下の関数により求められる．  
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図-18より，K0が大きいほど，透過率の低下速度が大き

いことが確認できる．これは，K0が大きいほど，坑道周

辺に作用する，圧力溶解の駆動力となる圧縮応力が大き

くなることに起因している．しかし，地圧条件によって

透過率の低下挙動にそれほど大きな差はなく，いずれも

廃棄体設置後約20年程度で，損傷領域の平均透過率は，

初期状態から約1オーダー近く（最大で初期状態の約

20 %程度まで）低下し，定常状態に至る傾向を示してい

る． 

 

 

4. まとめ  

 

 本研究では，岩盤内でのき裂発生・進展とそのき裂内

での鉱物溶解・沈殿プロセス（圧力溶解及び自由表面溶

解・沈殿）を記述可能な新たな熱・水・応力・化学連成

解析モデルを提案した．花崗岩供試体を用いた一軸圧縮

試験を対象とした再現解析より，提案モデルで導入して

いる損傷理論を用いたき裂発生・進展解析は精度よく岩

石中のき裂発生・進展挙動を再現出来ることを確認した． 

また，提案したモデルを用いて，高レベル放射性廃棄物

地層処分時の周辺岩盤における長期透水性変化の予測解

析を行った．解析は初期地圧条件を変化させて実施した

（K0 = 0.5, 1.0, 1.5）．廃棄体処分坑道の掘削解析結果から，

掘削に伴い坑道周辺でき裂が発生・進展した領域の透水

性は健岩部より約2オーダー程度高くなる結果を得た．

また，き裂の発生領域は，初期地圧条件に左右され，今

回，想定した地圧条件の中では， K0 = 1.5の場合で，き

裂が最も広範囲に渡って生成されることが判明した．ま

た，廃棄体設置後の長期連成解析の結果から，き裂接触

部において生じる圧力溶解の影響により，坑道周辺のほ 

とんどの損傷領域（せん断損傷領域）において，透水性

が他の健岩部と同等の値まで低下する傾向が確認された．

しかし，引張損傷領域の透過率はほとんど初期状態から

変化しておらず，岩盤の透水性経時変化を正確に予測す

るには，岩盤の初期地圧条件の把握が重要であることが

明らかになった． 

本解析では，坑道掘削に伴うき裂発生・進展とき裂内

での地化学現象による岩盤の長期透水性変化に着目して

いる．したがって，き裂発生・進展は坑道掘削過程にお

いてのみ考慮している．つまり，廃棄体設置後の熱応力

やクリープといった時間依存性の変形・応力変化に伴う

き裂発生・進展については考慮しておらず，実際の岩盤

中のき裂分布を精緻に予測できていない可能性がある．

したがって，時間依存するき裂発生・進展も考慮した解

析の実施が必須である．また，本解析モデルは，岩盤の

透水性変化について鉱物溶解・沈殿反応という地化学現

象のみに着目しており，実際の透水性変化をより正確に

推定するためには粒子破砕やき裂開口幅の弾性圧縮変形

等の力学作用による影響の考慮も必要である．また，本

解析モデルでは，損傷により一度低下した剛性は回復し

ないと設定しているが，き裂接触部で圧力溶解が顕在化

するような場合においては，き裂接触面積が増加し，岩

盤の剛性が回復することが予想される．したがって，き

裂の発生・進展だけでなく，地化学作用による岩盤の剛

性回復機能も考慮したモデルへの改良が今後の課題であ

る．加えて，本解析では，石英のみの単一鉱物で構成さ

れる岩盤を想定して計算を実施しており，より自然状態

に即した鉱物組成での地化学反応を計算可能なモデルへ

の拡張も今後の課題である． 
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COUPLED THMC ANALYSIS FOR POROUS ROCK  
BY CONSIDERING DAMAGE THEORY 

 
Sho OGATA , Hideaki YASUHARA and Kiyoshi KISHIDA 

 
It is essential to examine the evolution in hydraulic properties of rocks near high level radioactive geo-

logical disposal facility for evaluating the performance of the disposal system under thermal-hydraulic-
mechanical-chemical coupled conditions. Especially, geochemical reactions such as pressure solution 
within fractures should be understood for predicting long-term permeability change of the rock masses. In 
this study, we have developed a novel THMC coupled model that can consider the pressure solution oc-
curring at contacting asperities within factures predicted by damage theory. Using the developed model, 
long-term prediction of rock permeability was conducted for fictitious porous rocks that are assumed to 
be purely composed of quartz. The predictions show that a number of fractures are generated near the 
disposal cavity and permeability increases in damaged zone during the excavation, and after excavation 
the permeability of the damaged zone decreases to that of intact zone due to pressure solution at contact-
ing asperities within fractures. 
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