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1．は　じ　め　に

　地熱地域に発達するフラクチャーは周囲の岩石に比べて浸透率

が高く，熱水の循環経路となることが多い。またフラクチャーの

水理特性は，シェールガスの生産や，石油・天然ガスの貯留層の

分布にも影響を与える。例えば，フラクチャーの浸透率が高い場

合にはガスや石油の漏洩経路として働くが，反対にフラクチャー
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Hydraulic properties of fracture are directly related to shale-gas production, oil/gas reservoir and geothermal 
reservoir distribution. The permeable fracture could work as fluid pathway, but the fracture sealed by minerals (i.e. 
less permeable fracture) could work as seal in reservoir. Thus, hydraulic properties of the fracture are important 
in reservoir fluid managements. Because fracture typically has heterogeneous geometry, it is difficult to model 
the fracture using analytical approaches (e.g., rock physics model). Permeability of fracture is often measured 
by laboratory experiments, however few studies have focused on calculating permeability by using fluid flow 
simulation on digital fracture models. Here we used Lattice Boltzmann Method (LBM) to calculate the fluid 
behavior in 3D digitalized fracture models. The permeability derived from LBM simulation agrees with the 
laboratory-derived results. We used two natural fracture models: before and after shear deformation. We observed 
large-scale fluid flow network in the sheared model. We further observed permeability anisotropy for the sheared 
model, although the anisotropy was not clear in the non-sheared model. The permeability normal to shear direction 
is larger than that parallel to the shear direction. We then discussed the Representative Elementary Volume (REV) 
of the hydraulic properties of these fracture models. We extracted several subdomains (i.e., small fracture models) 
from the whole model and estimated permeability of the subdomains. When the size of subdomain is small, the 
values of estimated permeability widely vary by the location of subdomain. Convergence of the permeability data 
is found when the model size is close to the whole model. The REV of the sheared model is larger than that of the 
non-sheared model. Because the hydraulic properties of fracture models smaller than REV are largely influenced 
by local heterogeneity, the estimation of REV using the proposed method is important to calculate meaningful 
hydraulic properties.
KEY WORDS:  Fracture, Lattice, Boltzmann Method, Permeability, Anisotropy, Representative Elementary Volume 
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の浸透率が低い場合には遮蔽層として働くことがある。このよう

にフラクチャーの水理特性を調べることは，資源開発や二酸化炭

素地中貯留 (CCS) ，地熱開発を実施する上で重要となる。さらに

地震断層に発達するフラクチャーの浸透率は，断層周辺の間隙水

圧に影響を与え，それが断層の活動度に関係する可能性がある 1) 。 

このようにフラクチャーの浸透率は，工学・理学の枠組みを超え

た様々な分野で重要となる。しかし，フラクチャーは多様な形状・

水理的特性を持ち，また空間的に連続的に発達するため，その水

理特性を解析的な岩石物理 2) でモデル化することは困難である。

またフラクチャーの水理特性は，その不均質性に起因するスケー

ルに依存性があり，その評価は困難であった。

　石油・ガス貯留層や二酸化炭素地中貯留などでは，貯留層シミュ

レーションにより，将来の貯留層の状態 ( ガスの飽和度や間隙水

圧など ) を予測するが，その貯留層シミュレーションには浸透率

分布が必要となる。しかし，貯留層シミュレーションに入力する
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断層 ( フラクチャー ) の浸透率を，正しく評価することは難しい

のが現状である。さらに微小地震や貯留層内の鉱物反応によって，

フラクチャーの浸透率が時間変化する可能性があり，長期の貯留

層シミュレーションでは，フラクチャーの浸透率に時間変化を与

えることも考えられている。つまり，フラクチャーの浸透特性の

時間的変化を，何らかの方法でモデル化することは重要である。

　このような岩石やフラクチャーの浸透率は一般的に室内実験で

測定される。しかしフラクチャー内部の流体挙動の定量化や，様々

な貯留層条件における浸透率の測定，フラクチャー浸透率の時間

変化の測定，浸透率スケール依存性の評価を，実験だけで行うの

は困難である。一方，数値シミュレーションを用いれば，フラク

チャー内部の流体挙動を様々な貯留層条件で計算し，それを定量

的に評価することができる。特に近年，計算機能力の発達により，

大きなデジタル地質モデルに対して流体シミュレーションを適用

できるようになり 3, 4)
，フラクチャーの不均質性を考慮すること

も可能となってきた。これまでもフラクチャー内の流体挙動を把

握するために，多くの数値シミュレーションや実験が行われてき

た 5, 6)
。また，せん断変形を受けたことによるフラクチャー内の

水理特性の変化に着目した研究も行われてきた 7, 8)
。しかし 3 次

元の天然フラクチャー内部の流体挙動を流体シミュレーションで

定量化し，せん断変形によるフラクチャーの水理特性の変化 ( 浸

透率異方性や代表要素体積の変化など ) を流体挙動から明らかに

した研究は少ない。

　本研究では，格子ボルツマン法による流体シミュレーションで，

せん断変形に伴う 3 次元フラクチャー内の流体挙動の変化を調べ

た。せん断変形を受けていないフラクチャーモデルと，せん断変

形を受けたフラクチャーモデルはそれぞれ，地震前，地震後のフ

ラクチャー ( 断層 ) の状態とみなすことができる。これらのフラ

クチャーの浸透率を計算し，Ishibashi et al. 9) が実験で測定した値

と比較した。さらに，せん断変形による水理特性の変化を調べた。

特に，せん断変形に伴う浸透率異方性の原因を，計算で得られた

流体挙動とフラクチャーの形状から考察した。

　貯留層シミュレーションで，貯留層スケールの流体挙動を予測

する場合には，大きなスケールのフラクチャーモデルに対して実

験やシミュレーションを行い，その水理特性を推定することが望

ましい。しかし，実験装置や計算機の制限で，大きなスケールの

流体挙動を調べることが難しいことが多い。その場合，代表要素

体積 (REV) を推定する必要がある。この REV サイズよりも大き

な供試体やモデルで，実験や数値シミュレーションを行えば，そ

のフラクチャーの不均質性を考慮した水理特性を比較的正確に求

めることができる。本論文は，様々なサイズのフラクチャーモ

デルに対して流体シミュレーションを実施することで，フラク

チャーの REV を推定した。特に，せん断変形を受ける前と後で

REV を推定し，その変化を議論した。

2．手　　　　法

2・1　フラクチャーの 3 次元デジタルモデル

　本研究では，Ishibashi et al. 9) が作成した稲田花崗岩のフラク

チャー開口幅分布を用いて，フラクチャーの 3 次元デジタルモデ

ルを構築した。Ishibashi et al. 9) では，岩石供試体に人工的に作成

した一枚のフラクチャー両面の形状を，レーザープロフィロメー

ターで読み取った。その後，フラクチャー両面を近づけることで，

フラクチャーモデル ( 開口幅分布 ) を作成している。なお，ここ

でのフラクチャー開口幅分布は，彼らの 2 次元流体流動計算の結

果をもとに，実験で得られた浸透率とフィッティングすることで

計算している。また， Ishibashi et al. 9) では，せん断変形を受ける

前と後のフラクチャーに対して水理試験を実施し，浸透率を測定

している。

　せん断変形を受けたフラクチャー ( 片面 ) の 3 次元形状を Fig. 1a

に示す。また後述する格子ボルツマン法を用いて得られた 3 次元

フラクチャー内の流速分布を Fig. 1b に示す。レーザー測定器で

得られた元のデータのグリッドサイズは 0.25 mm であったが，計

算の都合上，線形補間を行うことで， グリッドサイズを 0.1 mm

に変更した。各供試体の設定したグリッドの数を Table 1 に示す。

このフラクチャーのデジタルモデルに対して，格子ボルツマン法

を適用し，フラクチャー内部の流速分布を測定した。

2・2　格子ボルツマン法による流速と浸透率の計算

　本研究では，フラクチャー内の流体挙動の計算に格子ボルツマ

ン法を用いた。格子ボルツマン法とは流体を多数の仮想粒子の集

合体で近似し，各粒子の衝突と並進を粒子の分布関数を用いて質

量・運動量保存則を満たすように逐次計算し，巨視的流場を求め

る数値計算法のことである 10)
。この手法は，境界条件を容易に

与えることができることから，本研究で用いた天然の岩石内部の

ように複雑な境界を持つ流体挙動の計算に適しているとされてい

る 3, 4) 。

　格子ボルツマン法では，分子運動を記述するボルツマン方程式

を有限個のベクトルで離散化し，粒子密度分布関数を変数とし

て解析が行われる。ここで，ボルツマン方程式を (1) に示す。衝

突演算子 Q は分子衝突で単位時間に変化する分子数密度である。

またν は粒子速度である。

　  …………………………………………………  (1)

　  …………………………………………………  (2)

X (grid) Y (grid) Z (grid)

Non-sheared model 928 1440 176

Sheared model 960 1408 160

Table 1　 Number of grids on each digital fracture model.

Fig.1　 3D digital fracture model and fluid flow velocity in the fracture. 
(a) Footwall geometry of digital fracture model (sheared model). 
(b) Fluid velocity in the sheared fracture. Red indicates higher 
fluid velocity.
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　(2) 式を (1) 式に代入し，BGKW 近似 11, 12)
を導入した後，(1) 

式を離散化すると， 次式で示される格子ボルツマン方程式を得る。

　   
 ……………………………………  (3)

　

ここで，τ は緩和係数であり， は平衡粒子分布関数である。今

回は，3 次元 15 方向で計算を行っているので，i は 0–14 である。

　格子ボルツマン法では，計算領域 (空間 ) は規則的な格子によっ

て離散化されていて，粒子の運動は格子に沿うように有限な方向

に制限される。本研究では，3 次元多孔質流れを考える。せん断

変形を受けていないモデルでは，928 × 1440 × 176 個，せん断

変形を受けたモデルでは，960 × 1408 × 160 個の正方形格子に

分割した。また，時間が経過しても粒子は必ず格子点上に位置す

るので，粒子の分布関数は fi (x, t) で表される。なお，粒子の分

布関数は，空間座標 x および時刻 t における粒子速度 ci を持つ仮

想粒子の存在する確率を表している。

　3 次元 15 速度のモデルの場合，粒子速度 ci は，(4) 式のように

表される。

　

 …………………  (4)

また，平衡分布関数は，(5) 式で表すことが出来る。

　

　
 …………………………  (5)

　

ρ は密度，u は速度，wi は重み係数である。3 次元 15 速度モデル

での重み係数は，(6) 式のように表される。

　

　

 ………………………………………  (6)

　
(3) 式を用いることにより，粒子分布関数 fi の時間発展を陽的に

計算することが出来る。得られた粒子分布関数より，密度ρ，流

速 u は，それぞれ以下のように得られる。

　

　   
 ………………………………………………………  (7)

　

　

　
 ……………………………………………………  (8)

　

　

ここでダルシーの法則を用いて，流れ方向の平均流速  (m/s) と

初期条件として設定した流体の粘度μ (Pa・s)，及び圧力勾配 

Δp /Δl (Pa/m) を用いて，浸透率 k (m2) を求めた。

　

　
  ……………………………………………………  (9)

本研究では，後に述べるように周期境界条件を用いた関係で，フ

ラクチャー全体に一定の圧力勾配を設定することにより，フラク

チャー内に水を流した。なお，圧力勾配に関しては，以下のよう

に設定した。

　ナビエ−ストークス方程式の圧力項は流体を移動させるための

ものであり，シミュレーションを行う上では，外力項と同様に扱

うことができる。つまり圧力勾配 Δp /Δl と体積力の間には，次

の関係が成り立つ。

　  …………………………………………………………  (10)　

ここで，g は流体の質量あたりに作用する体積力である。本研究

では，(10) 式のように体積力を与えることにより，圧力勾配を設

定した。

2・3 境界条件

　本研究では，フラクチャー表面については滑りなしの Bounce-

back 条件を用いた。また水の流入部および流出部に関しては，

周期境界条件を用いた。ここで流入部と流出部のフラクチャーの

形状を一致させるため，フラクチャーモデルをミラーリングさせ

て ( 水が流れる方向にモデルサイズを 2 倍にして ) ，流体シミュ

レーションを実施した。

　Bounce-back 条件では，粒子は壁面で 180°跳ね返される。つま

り，壁面に隣接するグリッドでは運動量が 0 である。この条件は

no-slip 条件の一種である 13)
。また，周期境界条件では，水の流

出境界から流れる粒子は流入境界から流れ込み，逆に，流入境界

から流れる粒子は流出境界へ流れ込む。流入境界での粒子分布関

数 fi (xin, t+Δt) ，流出境界での粒子分布関数 fi (xout, t+Δt) は，次

式のように表される。

　

　  
  …………………  (11)

　

　
3．結　　　　果

3・1 フラクチャー内の流体挙動

　各供試体のフラクチャーの開口幅の分布を Fig. 2 に示す。この

図はフラクチャー面に垂直な方向 (z 方向 ) から見たもので，図

中の黄色の部分では開口幅が広く，青い部分では開口幅が狭いこ

とを示している。また格子ボルツマン法で計算したフラクチャー

内の流速分布を Fig. 3 に示す。Fig. 3 は，フラクチャー内を流れ

る流体の 3 次元流速ベクトルの最大値を，Fig. 2 と同様にフラク

チャー面に，垂直な方向 (z 方向 ) から見た図である。この図では，

水を左側から右側 (y 方向 ) へ流した場合を示し，黄色は流速の

速い場所を示している。

　せん断変形を受けていない供試体では，数多くの細い流路を

作っており，それぞれの流路の形状は類似している (Fig. 3a) 。こ

れはフラクチャーの構造 ( 開口幅 ) が均質であること (Fig. 2a) に

起因していると考えられる。一方，せん断変形を受けた供試体で

は，限られた数本の流路に沿って，速い流速で水が流れているこ

とが分かる (Fig. 3b) 。また，主な流路は 10mm 以上離れているこ

とが分かる。このことは，せん断変形によりフラクチャー形状の

不連続性のサイズが大きくなった可能性を示している。

　せん断変形に伴うフラクチャー形状の変化と流体挙動の変化を

定量的に比較するために，フラクチャー開口幅の自己相関係数を

算出し，フラクチャー開口幅のスケールを調べた (Fig. 4) 。せん

断変形を受けていないフラクチャーモデルでは，x 軸方向 y 軸方

向ともに，せん断変形を受けたモデルに比べて，自己相関関数の

値に急激な減少が確認された。せん断変形を受けていないモデル

では，50 グリッド (5 mm) 付近で，自己相関関数の値が約 0.3 に

まで急激に減少している (Fig. 4a) 。このことは開口しているフラ

クチャーの幅が，フラクチャー面に沿った方向に 5mm よりも狭

いことを示している。実際，Fig. 3a で見られる流路の幅は 5mm

より小さい。

　一方，せん断変形を受けたモデルでは，同様の自己相関関数 ( 約
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0.3) を取るのは 300 グリッド (30 mm) 程度であり，自己相関関数

は緩やかに減少している (Fig. 4b)。このことは，せん断変形を受

けたモデルでは，フラクチャー開口幅の空間スケールが大きいこ

とを示している。また自己相関関数の値が緩やかに減少している

ことから，様々な空間スケールのフラクチャーが混在しているこ

とを示している。

　したがって，せん断変形を受けていないモデルのフラクチャー

幅の形状は小さな凹凸スケールを持ち，結果的に多数の細い流路

を形成していると考えることができる。一方，せん断変形を受け

たモデルでは，フラクチャー形状に大きなスケールの不均質があ

り，限られた数本の流路に沿って速い流速で水が流れていると考

えられる。

3・2　実験値との比較

　せん断変形を受けていない供試体と，せん断変形を受けた供試

体の浸透率の実験結果 9) を本研究の 3 次元格子ボルツマン法の

流体シミュレーションによって得られた浸透率と比較した。実験

結果とシミュレーション結果は共に，せん断変形を受けることに

より浸透率が大きくなるという結果が得られた (Table 2) 。

　ここで比較した浸透率は，実験 9) と同様に，せん断方向に対

して垂直な方向に流体を流した場合の値である (Fig. 3) 。数値シ

ミュレーションで得られた浸透率と実験値は，1 桁程度の誤差で，

ほぼ整合的といえる。誤差が生じた主な原因に，次のようなもの

が考えられる。本研究ではフラクチャー形状を格子 ( グリッド ) 

で表現したが，フラクチャーの複雑な形状 ( 特に局所的な変化 ) 

を表現する上で，グリッドの大きさ (0.1 mm) が十分に小さくな

かった可能性がある。 さらに先述した通り，オリジナルなフラ

クチャーモデルの空間解像度は，0.25 mm である。特に，せん断

変形を受けていないフラクチャーの場合には，開口幅 (Fig. 2a) は

狭く，誤差が大きくなった可能性がある。またレーザープロフィ

Fig.4　 Evaluation of heterogeneity size of (a) non-sheared model and (b) sheared 
model. Blue line shows the autocorrelation function for x-direction, and 
red line shows the autocorrelation function for y-direction. The units of 
horizontal and vertical axes are the space lag denoted by the number of 
grids and normalized autocorrelation calculation.

Permeability derived 
from simulation (m²)

Permeability derived 
from experiment (m²)

Non-sheared model 6.17 × 10 − 11 1.70 × 10 − 12

Sheared model 6.08 × 10 − 10 2.80 × 10 − 9

Table 2　 Comparison of permeability derived from simulation result and 
experiment one.

Fig.3　 Maximum fluid velocity distribution within fracture, when the flow direction 
(blue arrow) is normal to the shear direction (red arrow). (a) The fluid velocity 
in the non-sheared model. (b) The fluid velocity in the sheared model.

Fig.2　 Fracture aperture distribution of (a) non-sheared model and (b) sheared 
model. Numbers on horizontal and vertical axes indicate grid of fracture 
model. Grid interval is 0.1 mm. Red arrow indicates the direction of shear 
deformation.
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ロメーターでフラクチャーの形状 (Fig. 1a) を読み取る際に多少

の誤差が生じ，実験時のフラクチャーの開口幅とシミュレーショ

ンに用いたモデルの開口幅が完全に一致しなかった可能性もあ

る。さらに，実験とは異なった圧力条件であることも，誤差を

発生させた原因と考えられる。

3・3　水の注入方向を変えた場合の浸透率

　浸透率の異方性を議論するために，せん断方向に垂直な方向 (y

軸方向 ) に水を注入した場合 (Fig. 3b) と，平行方向 (x 軸方向 ) に

水を注入した場合 (Fig. 5b) のフラクチャー内部の流体挙動を計

算した。その結果，せん断変形を受けたフラクチャーモデルの場

合には，水の注入方向による浸透率の変化がみられた (Table 3) 。

一方，せん断変形を受ける前のフラクチャーモデルの結果を見る

と，水の注入方向を変えた場合でも，水の経路の形成方向は変化

せず，浸透率も水の注入方向による変化はほとんどみられなかっ

た (Fig. 3a, 5a) 。つまり，フラクチャーはせん断変形を受けると

浸透率の値が変わるだけでなく，浸透率の異方性が生じることが

確認された。浸透率異方性といった流体挙動の変化に関しては， 

4・3 で詳しく議論する。

4．議　　　　論

4・1　代表要素体積 (REV) 
　代表要素体積とは，不連続なものを連続なものとみなして解釈

をする際の最小体積のことを指す 14)
。代表要素体積は，供試体

が示す不均質性のサイズを反映している。大きなスケールの貯留

層シミュレーション 15) 等でフラクチャーの浸透率を利用する場

合には，大きなスケールで測定した浸透率を利用する必要がある。

しかし大きなフラクチャーの浸透率を，実験や数値シミュレー

ションで得るのは困難である。その場合，代表要素体積を推定し，

必要最小限のモデルサイズで実験やシミュレーションを行うこと

で，比較的正確に水理特性を貯留層シミュレーションに与えるこ

とが可能となる。

　代表要素体積を評価するために，フラクチャーモデル全領域 

(100 × 150 mm; Fig. 2) から，5 × 10 mm，27 × 40 mm，50 × 75 

mm，85 × 128 mm の領域を，それぞれ 10 個，7 個，4 個，2 個，

ランダムに ( 重複が少なくなるように ) 取り出し，それらのサイ

ズの異なるフラクチャーモデルに対して浸透率を計算した。特に，

切り出したモデルの中で最も大きなモデル (85 × 128mm) につい

ては，できるだけ領域が重ならないように取り出した。

　せん断変形を受けていない供試体の浸透率のモデルサイズ依

存性を Fig. 6a，せん断変形を受けた供試体のモデルサイズ依存

性を Fig. 6b に示す。Fig. 6 の横軸はモデルの長辺の長さを示して

おり，縦軸は浸透率 (m2) である。一番小さなモデルの浸透率は，

局所的な不均質性を反映して，値に大きなばらつきがある。しか

しモデルが大きくなり，実際の供試体の大きさに近づくにつれ，

浸透率が一定の値に収束していることがわかる。さらに，せん断

変形を受けていない供試体ではモデルのサイズが小さいときに，

浸透率の値が収束することが分かる (Fig. 6) 。せん断変形を受け

ていない供試体では，50 × 75 mm のモデル付近で，浸透率のば

らつきが収束していることから，代表要素体積は，50 × 75 mm

程度であると考えられる (Fig. 6a) 。一方，せん断変形を受けた供

試体では，85 × 128 mm のモデル付近で値が収束していることか

ら，このサイズを代表要素体積と考えることができる (Fig. 6b) 。 

なお，せん断変形を受けた供試体では，値が収束するモデルサイ

Fig.5　 Maximum fluid velocity distribution within fracture, when the flow direction 
(blue arrow) is parallel to the shear direction (red arrow). (a) The fluid 
velocity in the non-sheared model. (b) The fluid velocity in the sheared model.

Permeability for normal 
to shear direction (m²) 

(Fig. 3)

Permeability for parallel 
to shear direction (m²)  

(Fig. 5)

Non-sheared model 6.17 × 10 − 11 6.12 × 10 − 11

Sheared model 6.08 × 10 − 10 2.66 × 10 − 10

Table 3　 Evaluation of permeability anisotropy. The permeability shown in this 
table was derived from LBM fluid simulation.

Fig.6　 The relationship between permeability and model size for 
REV evaluation. (a) The relationship of the non-sheared 
model. (b) The relationship of the sheared model.
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格子ボルツマン法を用いた 3 次元デジタルフラクチャー内の流体挙動の特徴

ズが大きく，切り出した領域に重なっている部分もあるため，代

表要素体積は，ここで述べたサイズ (85 × 128mm) よりも大きく

なる可能性がある。

　せん断変形を受けていない場合と，せん断変形を受けた場合で

代表要素体積に違いがみられた理由としては，先に議論したフ

ラクチャー構造の不均質性のサイズが原因に考えられる (Fig. 4)。

せん断変形を受けていない供試体のフラクチャーの構造は均質で

ある ( または不均質のサイズが小さい ) 。このことは，自己相関

関数の解析で明らかになったフラクチャー開口幅の空間スケール 

(Fig. 4) や，流路の間隔が狭いこと (Fig. 3a) からも明らかである。

一方，せん断変形によってフラクチャー構造が変化し，スケー

ルの大きな不連続性が増した。自己相関関数の解析でもフラク

チャー不均質の空間スケールが大きく，また様々なスケールの開

口域があることがわかっている。さらに流速分布図 (Fig. 3b) から

は，フラクチャー内の流路の間隔が広くなっている (>10 mm) こ

とが分かる。よって，フラクチャーの構造の不均質性のスケール

が増し，代表要素体積が大きくなったと考えられる。

　本研究では，室内実験サイズのフラクチャーの代表要素体積を

推定することができた。また，岩石供試体のサイズは小さいもの

の，せん断変形を受けることで代表要素体積の大きさに顕著な

違いが表れた。本研究で代表要素体積を推定した方法 (Fig. 6) は，

室内実験や数値シミュレーションにおいて，推定されたフラク

チャーの浸透率の妥当性を調べる上で重要である。

4・2　開口幅と流速分布の関係

　せん断変形を受けた試料の結果では，主な流体経路を 4 – 5 つ

確認することができる。この主な流体経路上では，フラクチャー

の幅が周りに比べて局所的に狭くなっている場所で，水が速い流

速で流れている。また，フラクチャーの幅の広い領域では流速が

比較的に遅いことがわかる。例えば，領域 A (Fig. 2b, 3b) は，開

口幅の広い領域をつないでいる開口幅の狭い場所であるが，流速

が速くなっていることが分かる。この特徴は，多孔質砂岩中の

Pore body と Pore throat 内の流動特性に対応していると考えられ

る。つまり，フラクチャーの幅が広い場所は Pore body に対応し，

局所的に狭い場所は Pore throat に対応する。

　多孔質砂岩の水理特性 (浸透率 ) に大きく影響与えているのは，

Pore throat の形状である 4)
。つまり , フラクチャーの開口幅が局

所的に狭くなっている領域が，浸透率やこの後に述べる異方性に

大きな影響を与えていると考えられる。

4・3　せん断変形と浸透率異方性の関係

　せん断変形を受けていないフラクチャーと，せん断変形を受け

たフラクチャーは，それぞれ地震前，地震後の状態と考えること

ができる。せん断変形を受けていない供試体では水の流速は小さ

く，水の注入方向を変えた場合も，流路は水の注入方向に沿うよ

うに形成されることが確認された。この流路の類似性により注入

方向を変えた場合でも，浸透率の値がほぼ同じであり，浸透率の

異方性が確認されなかったと考えられる。

　せん断変形を受けた供試体では，せん断変形を受けていない場

合に比べ，流路の数が限られている。しかし，その限られた流

路の開口幅が大きいため水の流量が大きく，結果としてせん断

変形を受けた供試体の浸透率は大きくなった (Table 2) 。つまり，

地震で断層がずれた場合，フラクチャーの開口幅が大きな場所

がネットワーク状に形成され，断層の浸透率が高くなると考え

Fig.7　 Fluid flow vector and maximum fluid velocity distribution within the sheared fracture model. Red arrow indicates the vector 
of normalized fluid flow. The location of this fracture model is shown in Figs. 3 and 5. Left panels indicate the flow vectors 
on x-y plane，similar to Figs. 3 and 5. Right panels indicate the flow vector on the profiles across the fracture (y-z or x-z 
plane). Locations of right panels are shown in left panels. (a) Fluid velocity distribution when the flow direction (blue arrow) 
is normal to the shear direction (red arrow). (b) Fluid velocity distribution when the flow direction (blue arrow) is parallel to 
shear direction (red arrow).
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られる。

　また興味深いのは，せん断変形を与えた方向に直交する方向に

水を注入すると，浸透率が高くなることである。せん断変形に直

交する方向に水を流した場合の浸透率は，せん断変形に平行に水

を流した場合の 2 倍であった (Table 3) 。せん断に直交する方向

に水を流した場合 (Fig. 3b) ，限られた直線的な流路に沿って積極

的に ( 圧力勾配の方向に ) 水が流れている (Fig. 7a) 。これはせん

断変形によって，せん断方向と直交する方向に開口した線状構造

が形成され (Fig. 2b) ，その場所を水が流れることを示している。

一方，せん断変形方向に流体を流した場合 (Fig. 5b) では，流路が

屈曲している。Fig. 7b からも，水の流れる方向が，圧力勾配の

方向と垂直になっている場所が多い。このように断層の滑り方向

と直交する方向に浸透率が高くなる現象は，実際の断層でも指摘

されている 16)
。

　また，その線状に発達する開口構造をつなぐ流路 ( 領域 A; Fig. 

2b, 3b, 5b) でも，水の流れが速くなっている。領域 A は，せん断

方向に開口構造が発達している数少ない場所である。普通に考

えれば，せん断方向に水を流した場合 (Fig. 5b) のほうが流速は速

くなりそうであるが，それと直交した方向に流体を流した場合  

(Fig. 3b) のほうが領域 A の流速が速くなっている。これは，この

領域が周辺の線状構造を連結する役割を担っていることや，3 次

元的なフラクチャー形状にコントロールされた複雑な流体挙動 

(Fig. 7) に関係していると考えられる。

　本研究で，地震により断層がずれた場合に流体の浸透率が増加

し，異方性を持つことが明らかになった。また，異方性を示す要

因となるフラクチャー内の流体挙動を観察することができた。地

熱貯留層などでは微小地震が発生するが，それにより貯留層の地

質モデル ( フラクチャー浸透率 ) を変化させる必要がある。その

浸透率の時間変化を推定する上で，本研究で開発した手法を利用

できる可能性がある。

5．結　　　　論

　本研究では，格子ボルツマン法を用いた流体シミュレーション

を，デジタル化した 3 次元フラクチャーモデルに適用することで，

フラクチャーの浸透率を計算できることを示した。せん断変形を

受けていないフラクチャーモデルと，せん断変形を受けたモデル

の結果を比較することで，次のことが明らかとなった。

(1)　 せん断変形を受けることにより，フラクチャーの浸透率が大

きくなることが分かった。せん断変形を受けていないフラク

チャーでは，数多くの流路を伴って水が流れている。一方，

せん断変形を受けると，限られた数の流路に沿って速い流速

で水が流れることを確認できた。

(2)　 水を注入する方向を変えることにより，浸透率の異方性を調

べた。せん断変形を受けていない供試体では浸透率の異方性

は確認されなかったが，せん断変形を受けると浸透率が水の

注入方向に依存する ( 浸透率の異方性を持つ ) ことが確認さ

れた。また，せん断方向に直交する方向の浸透率が高くなる

ことが明らかとなった。さらに浸透率の異方性の原因となる

フラクチャーの特徴や流体挙動を確認することができた。

(3)　 フラクチャーモデルの代表要素体積を推定した。せん断変形を

受けていない供試体の代表要素体積は，せん断変形を受けた

供試体の代表要素体積よりも小さいことがわかった。これは，

せん断変形により，開口幅が大きくなった領域が生じ，その領

域が水の流体挙動に強い影響を与えたことが考えられる。

　本研究で開発した手法は，フラクチャーの浸透率の推定に有効

であると考えられる。フラクチャーの形状を X 線 CT やレーザー

プロフィロメーターで調べることができれば，そのデジタルモデ

ルの浸透率を計算機で推定できる。この数値シミュレーションに

基づくアプローチは，実験に比べて短時間で実施することができ，

様々な条件で浸透率を調べることができる。

　また本研究で用いた代表要素体積を推定する手法は，大きなス

ケールの地質モデルにも応用できる可能性がある。例えば露頭を

デジタル化し (Digital outcrop) 17)
，その大きなスケールの地質モ

デルに対して流体挙動の計算を行うことができれば，同様の方法

を用いて代表要素体積を推定できる可能性がある。さらに近年の

反射法地震探査データの解析では，フラクチャーシステムの抽

出が行われるようになり 1, 18)
，そのフラクチャーモデルを用い

た解析の可能性も考えられる。また，均質な地層 ( 同様のフラク

チャーが連続的に存在している場合 ) には，代表要素体積より大

きい実験結果やシミュレーション結果を，貯留層スケールのシ

ミュレーションに適用できる可能性がある。以上のようなアッ

プスケーリングに関する研究は，露頭面の風化の影響やフラク

チャーの開口幅の取り扱いといった多くの課題が残されているも

のの，近年の測定技術や計算・解析技術の発達によって今後，よ

り現実的になる可能性がある。
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