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1. 露天掘り鉱山の充填採掘における斜面崩壊予測手法の検討 

（京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻）○南出奏、ピパットポンサーテ

ィラポン、北岡貴文、大津宏康 

 

2. 地中ガスラドン濃度の時間変化に及ぼす断層の影響 

○北村将悟・久保大樹・小池克明・後藤忠徳（京大院・工）櫻井繁樹（京大院・総合

生存学館） M. N. Heriawan・I. Iskandar・A. Saepuloh・S. Notosiswojo（バンドン工科

大） 

 

3.  Full Waveform Inversion of CSEM data using Fictitious-Diffusive Domain 

Transform for Wavefield Extrapolation 

（Dep. of Civil and Earth Resources Eng., Kyoto University）Sajjad Amani、Hitoshi 

Mikada, Junichi Takekawa 

 

4. 貯留層内流路形状と流体流動に起因する振動の関係 

（京大院・工学研究科）○渡辺旺智三ケ田均武川順一 

 

5. Integration of time-lapse gravity and dynamic reservoir simulation models  

○ Qian Yin, Richard Krahenbuhl, Yaoguo Li, Sean Wagner, Jerry Brady 

 

6.  Gravitational Modeling of 3D Bodies with Spherical Particles for integrated 

analysis with the other geophysical observations  

○ Qian Yin, Hitoshi Mikada, Junichi Takekawa 

 

7. 京都盆地深部の地質構造モデリングと地下水流動解析 

（京都大学大学院総合生存学館）○山本駿、櫻井繁樹（京都大学大学院工学研

究科）柏谷公希、小池克明 

 



8. 多孔質体内の流体流動に起因する微粒子挙動の研究 

（京大院）○谷本尚希、三ケ田均、武川順一 

 

9. 異なる差応力下における強度異方性を有する頁岩の水圧破砕の研究  

（京都大学大学院 工学研究科）○大谷 颯、三ヶ田 均、武川 順一 

 

10. .水と超臨界CO2を用いた原位置岩盤小規模水圧破砕実験  

(京都大学) ○岸本恭暢，出崎秀一，藤戸航，直井誠，石田毅 (大林組) 鈴木健

一郎，(レーザック) 藤井宏和 

 

11. Could Cold Springs Lead Us to Detect Upflow Zone in a Geothermal System? 

(Kyoto University) ○Shoedarto, R.M., Kashiwaya, K., Tada Y., Koike, K. 

 

12. 音波検層全波形逆解析による六方晶系弾性体の回転方位・傾斜推定の研究  

（京都大学大学院工学研究科）○扶瀬 聡史，三ケ田 均，武川 順一 

 

13. イーグルフォード頁岩を用いた室内水圧破砕実験時に生じるAcoustic Emission 

の震源メカニズム推定 

（京大）○山本和畝，直井誠，今北啓一，陳友晴，石田毅，（立命館大）川方裕則，

（JOGMEC）田中浩之，有馬雄太郎，兵藤大祐 

 

14. Acoustic Emission 測定データに対する 相対モーメントテンソル解析の適用  

(京都大学) ○本庄 佑馬，直井 誠，石田 毅 

 

15. Acoustic Emission の測定データによるセンサの周波数特性と 岩盤の減衰特性

の推定  

（京都大学）○金子 眞士，直井 誠，石田 毅 

 

16. 硫化鉱物を含む岩石サンプルの電気伝導度特性モデル化の試み 

（京都大学大学院工学研究科）○大田優介，後藤忠徳，小池克明，柏谷公希，林

為人 （マリンワークジャパン）多田井修（海洋研究開発機構）笠谷貴史，金松敏

也，町山栄章 

 

17. 傾斜多層構造における各層物性値の同時推定法の研究 

（京都大学大学院工学研究科）○田中智章、三ケ田均、武川順一 

 



18. 漏洩磁場検出による鋼材裏面探傷 

(京大院)〇中川俊樹，三ケ田均，武川武順一 

 

19. 浮遊選鉱法による銅精鉱の脱ヒ素処理に関する基礎的研究 

(京大院)〇佐野 直幸、日下 英史 

   

20. 仮想震源法を用いた海底下S 波速度異方性方位角の推定 

京都大学大学院 応用地球物理学分野研究室 ○渡邊勇介,三ヶ田均,武川順一 

 

21. 電力供給システムのモデリングによる日本での再生可能エネルギー導入に関す

る分析 

（京都大学工学研究科都市社会工学専攻） ○小林雄樹, 小池克明 （KTH 

Royal Institute of Technology）Constantinos Taliotis, Mark Howells, Youssef 

Almulla 

 

22. 物理法則による配管内シリカスケール析出現象記述の研究 

（京都大学工学研究科社会基盤工学専攻）○岩田優生，三ケ田均，武川順一 

 

23. セシウム吸着剤及びストロンチウム炭酸塩のマイクロバブル浮選による同時除

去 

京大院・エネルギー科学 ○石野翔大、日下英史 

 

24. 微粒硫砒銅鉱のマイクロバブル浮選における粉砕粒度の影響 

（京大・工）○田端聖久、日下英史、陳友晴、楠田啓、馬渕守 

 

25.  石灰石を原料とした導電性マイエナイト型化合物の気体吸着特性 

京都大学大学院 エネルギー科学研究科 ○杉山博信、陳友晴、日下英史、楠

田啓、袴田昌高、馬渕守 

 

26. 非晶質酸化物被覆チタン電極を用いた亜鉛電解採取におけるマンガン酸化物の

アノード電着抑制法 

同志社大院理工○古島広夢，川口健次，盛満正嗣 

 

27. Mn2O3 被覆 Ti アノードを用いた電解二酸化マンガンの製造  

同志社大院理工 ○吉田裕紀，川口健次，盛満正嗣 

 



28. 新規熱電硫化物半導体II-Ti-S系化合物の探索 

京大院工○田部孝治, 勝部涼司,野瀬嘉太郎 

 

29. 異なる粒径の八面体マグネタイトナノ粒子の磁気特性  

（滋賀県大工）○福本 浩哉、鈴木 一正、ジョン クヤ、 宮村 弘、バラチャンドラ

ン ジャヤデワン  （物質材料研究機構）間宮 広明 

 

30. 多機能性ナノ粒子合成に向けたアルコール還元法によるCo-Ptナノ粒子の組成

およびサイズ制御 

（滋賀県立大工）○片桐麻友、ジョンクヤ、鈴木一正、宮村弘、バラチャンドランジ

ャヤデワン 

 

31. 高収率かつ優れた触媒活性を示すNi-Ptナノ粒子合成手法の開発 

（滋賀県大工）○谷口兼之、鈴木一正、宮村弘、J. クヤ、B. ジャヤデワン 

 

32. Ｎｂ３Ａｌ型構造を有する合金の結晶構造解析と水素吸蔵特性 

（滋賀県大工）○山下峻吾、宮村弘、本庄さおり、鈴木一正、バラチャンドランジャ

ヤデワン 

 

33. アルコール還元法を用いた銀ナノワイヤの合成と透明導電膜の特性評価 

（滋賀県立大工）○寺田航平、杉山慎太郎、C. ジョン、鈴木一正、宮村弘、B. ジ

ャヤデワン 

 

34. 固相反応法で作製したMg2SnO4:Mn2+の酸素欠損欠陥と緑色蛍光の高輝度化 

（鈴鹿高専）○櫻木智仁，和田憲幸，(三重県)井上幸司，(立命館大学)眞田智衛，

小島一男 

 

35. CaO-SiO2-Al2O3 不均一系酸化物の硫黄吸収能 

京都大学 大学院 エネルギー科学研究科 ○永田翔梧（院生）、長谷川将克 

 

36. アンモニアガス窒化による銅の表面処理 

（滋賀県大工）○上西貴之、鈴木一正、宮村弘、本庄さおり、J. クヤ、B. ジャヤ

デワン 

 

37. 超高純度マグネシウム板材の作製 

富山高専（学）〇深山宏樹，富山高専井上誠，喜多正雄都立産技高専松澤和夫，



富山大学会田哲夫 

 

38. ホットサーモカップル法を用いた銅精鉱の酸化溶融反応の直接観察 

愛媛大学大学院理工学研究科○高橋祐介，武部博倫 

 

39. 溶融NaOH-KOH 共晶塩を用いた超硬合金の電解リサイクルにおける電解温度

の影響 

名大院工1、名大GREMO２、名大IMaSS３） ○竹下恭平１，萩尾健史１,２，神本

祐樹2，市野良一１，２，３ 

 

40. 過硫酸法による有機物の酸化分解における曝気の有効性 

（京大院・エネ科）○青木勇太、日下英史 

 

41. エネルギー作物のメタン発酵におけるアンモニアによる前処理の検討 

京都大学大学院エネルギー科学研究科 ○杉村渉、楠田啓、京都大学大学院

農学研究科大 土井克明 

 

42. Zn 系複合酸化物の粒子形態におよぼす各種湿式処理の影響  

（関西大学･環境都市工）○山崎皓平、松岡光昭、村山憲弘 

 

43. Mg-Fe LDH による希薄水溶液からの As(Ⅲ)の除去  

(関西大学･環境都市工) ○武智大輔、松岡光昭、村山憲弘 

 

44. 三成分系複合金属水酸化物のホウ素除去能に関する研究  

（関西大学・環境都市工）○矢野健吾、松岡光昭、村山憲弘 

 

 

支部長による特別講演 

  『閑話』   名古屋大学 平澤政広 



                            

露天掘り鉱山の充填採掘における斜面崩壊予測手法の検討 

 

（京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻）○南出 奏、ピパットポンサー ティラポン、 

北岡 貴文、大津 宏康 

 

 

1．背景 

露天掘り鉱山では，充填採掘法によって法面の掘削途中に

発生する地すべり事故が問題となっている。タイ北部のメモ鉱

山で褐炭の採掘を行うタイ電力公社では，現場にレーダー観

測機を設置して掘削中の斜面をモニタリングしている。

Pipatpongsa ら 1)は充填採掘法により法面を掘削される斜面に

アーチ効果が働くことを物理模型実験により示した。また，福

圃 2)は，降雨による斜面崩壊において，表面移動速度を用い

て斜面崩壊の発生時刻の予測を行った。そこで，本研究では，

充填採掘を想定した模型実験において表面移動速度を観測

し，斜面崩壊の予測手法について検討した。 

 

2．模型実験の概要 

供試体(写真 1)は斜面幅(横)130cm，斜面長さ(縦)80cm，斜

面厚さ 6cm，法尻部分の長さ 40cm，傾斜 40度であり，含水比

10％の硅砂 6号を使用した。斜面にはテフロンシートを敷いて

おり，すべり面における摩擦が少ない状態である。斜面法尻

部分の中心から掘削を始め，斜面崩壊までを高速度カメラで

観測した。また，斜面には様々な配列で杭 (鉛筆芯，直径

2mm)を設置しており，杭による補強効果から複数の異なる斜

面崩壊パターンが見られた 3)。 

 

3．表面移動速度の観測結果と考察 

(1)斜面崩壊予測手法の理論的見解 

 福圃は表面移動速度の観測において，土のクリープ変形特

性を考慮して，第三次クリープ段階における表面移動速度の

逆数と崩壊時刻の関係を式(1)のように表した。 ここで，𝑣∶表

面移動速度，a:定数，𝑡𝑟∶崩壊予測時刻，𝑡:時刻である。 

1
𝑣⁄ = a(𝑡𝑟 − 𝑡)  (1) 

よって，表面移動速度の逆数は斜面崩壊時刻に直線的に 0

へと減少すると考えられる。 

(2) 斜面崩壊の予測結果と考察 

高速度カメラの画像分析により表面移動速度の逆数の経時

変化を表した一例が図 1 である。実際の崩壊開始時刻を t=0

とすると，崩壊の約 0.5 秒前(t=-0.5)から逆数値が直線的に減

少している。詳細には，逆数値に前兆が見られてから崩壊予

測時刻まで約 0.3 秒，実際の崩壊時刻までは 0.5 秒，予測時

刻と実際の崩壊時刻との差は約 0.2秒である。なお，速度の逆

数値は崩壊に至るまでに図 1 のように増減を繰り返す現象が

見られた。これは，自励現象によって動摩擦力と静摩擦力が

交互に斜面に働いているためと考えられる。 

 

4．結論 

本研究の成果として，斜面崩壊の直前までの表面移動速度

を観測することで，模型実験における崩壊時刻と近い予測時

刻を導出することが可能であることが示された。すなわち，表

面移動速度の逆数を用いた斜面崩壊の予測手法は，鉱山の

採掘を想定した本研究の模型斜面においても適応可能であ

ることが明らかとなった。一方で，現地斜面を想定した場合の

相似率の問題，斜面崩壊の誘因事象(降雨や振動)の問題が

検討課題として挙げられる。 
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写真 1 模型実験の供試体 
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地中ガスラドン濃度の時間変化に及ぼす断層の影響 

 

○北村 将悟・久保 大樹・小池 克明・後藤 忠徳（京大院・工）櫻井 繁樹（京大院・総合生存学館） 

M. N. Heriawan・I. Iskandar・A. Saepuloh・S. Notosiswojo（バンドン工科大） 

 

1．はじめに 

ラドン（222Rn）は火山ガス中に多く含まれる場合があり，不活

性ガスという性質から，その濃度測定は蒸気や熱水の地熱流

体パスとなる亀裂系の抽出に有効である 1)。筆者らは，地熱発

電に有用な有望地域を低コストで特定できる探査技術の開発

を目的とした SATREPS プロジェクトの一環として，インドネシア

西ジャワ州バンドンの南方に位置する Wayang Windu 地区に

おいて 1 年以上にわたり，ラドン濃度のモニタリング測定を実

施している。また，断層付近におけるラドン濃度変化の特徴を

明らかにするための検証実験として，京都大学農学部付属植

物園（以下，植物園）を通る花折断層上にてラドン濃度を測定

した．本発表では，この二つの測定によって得られた断層付

近，地熱兆候地区でのラドン濃度の時間―空間変化の特徴，

およびこれらに基づく地熱資源開発の有望地区の抽出法に

ついて報告する。 

 

2．ラドン濃度測定方法 

 ラドン濃度測定には半導体型ラドン測定器（DURRIDGE 

RAD7）を用いた．RAD7 はラドン核種やその娘核種が壊変す

る際に放出される単位時間あたりのα線を電気信号としてカウ

ントし，これを濃度（Bq/m3）に変換する．測定では，Wayang 

Windu地区では地表から最大深度5 mの計測井内に，植物園

では 0.5～1 m ほどの深さに測定プローブを差し込み，土壌中

のガスを採取した。5分間を1サイクルとして，4サイクル以上の

測定を繰り返した．  

 

3．測定結果と考察 

3.1 Wayang Windu 地区 

 複数回の測定の結果から，ラドン濃度の単純な大小のみで

はなく，時間経過に伴う濃度変化も計測井によって異なること

が明らかとなった。ラドン濃度の時間変化は二つのパターンに

大別でき，大部分の計測井では時間経過に伴って濃度が減

少するのに対し，一部は高い濃度を維持するパターンを示し

た（図 1）。この濃度変化のパターンは，地表下におけるガスの

流動のしやすさに起因すると考えられる。また，このような測点

においては 218Poのカウント割合が高いことから，地下深部から

常にラドンガスの供給があると考えられる． 

 よって，ラドン濃度の測定値が高く，時間経過によって減少し

ない計測井では深部から活発にガスが供給され，深部にパス

となる亀裂が存在することが示唆される。また，これらの計測井

周辺には変質鉱物や断層が存在しており，地熱資源開発に

おいてポテンシャルが高い区域であると考えられる。 

3.2 断層付近でのラドン濃度測定 

 ラドン測定の基礎的な検証として，特に Wayang Windu 地区

で見出された断層付近におけるラドン濃度の時間変化の特徴

を確認するために，京都大学農学部付属植物園にてラドン測

定を行った．本植物園は花折断層上に位置しており，電気探

査結果から断層帯の発達が推定される。その測線上に 5 点の

測点を設置した(図 2)． 

測定の結果，ラドン濃度が時間経過とともに増加する傾向

が明らかである(図 3)．この傾向は高い透気性のため，地中ガ

スが地表付近まで移動しやすいという断層帯の特徴を強く反

映していると考えられる．よって，時間経過に伴うラドン濃度の

増加は，断裂系の発達度と関連することが推定される．  

 
図 1 二種類の代表的なラドン濃度の時間変化パターン 

 

 

図 2 電気探査結果と測点位置

 

図 3 P1,P5 におけるラドン濃度の時間変化 

 

参考文献 

1) Koike, K., Yoshinaga, T., Asaue., H (2014) Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, v. 275, pp. 85–102. 
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Full Waveform Inversion of CSEM data using Fictitious-Diffusive Domain 

Transform for Wavefield Extrapolation 
（Dep. of Civil and Earth Resources Eng., Kyoto University）Sajjad Amani、Hitoshi Mikada, Junichi Takekawa 

 

1．Introduction 

   Recently, marine controlled-source electromagnetic 

(CSEM) surveying is considered as an established technique 

for exploring hydrocarbon reservoirs. Due to highly conductive 

seawater and shallow conductive layers, the attenuation of EM 

signals is one of the most crucial problems. 

   In the seismic data processing, different inversion methods 

are used for monitoring of the earth structures in attenuating 

media. The most advanced technique is called as full waveform 

inversion (FWI) method in which the discrepancies between 

the recorded and modeled waveforms are minimized through an 

iterative procedure of least square error criteria. 

   Inspired by the similarity of seismic and electromagnetic 

data, we investigate the effectiveness of time domain FWI in 

terms of the applicability of FWI to CSEM data. For the 

minimization of computational cost in wavefield extrapolation 

of electromagnetic field, we introduced a fictitious-diffusive 

domain transform. 

   This approach has been investigated in MT and potential 

data processing for years in our laboratory, but has not been 

applied for EM reflection soundings. Through our numerical 

experiments, we could confirm that our method could be a 

powerful tool to investigate subsurface structure in an effective 

way. 

 

2．Method 

   Since the simulation of CSEM data in this domain requires 

a very small time-step to satisfy the stability condition which 

makes it computationally expensive, we use the solution of 

Maxwell’s equations in a so-called fictitious wave domain 

which is calculated by a finite-difference time domain (FDTD) 

scheme in this study. However, the calculated wavefields in 

this fictitious domain are not real and should transfer to the 

real diffusive time domain. This scheme allows us to use larger 

time steps than conventional FDTD methods. 

For monitoring of reservoirs, we use a FWI algorithm in time 

domain which includes all the frequencies (higher resolution) 

but computationally expensive for each iteration. However, 

time domain FWI converges faster than frequency domain FWI. 

   We start with calculating of the misfit of the initial model 

and the recorded data. Then, using an adjoint state method, 

we calculated the gradient of objective function. Finally, we 

calculate the step length using a curve fitting method to 

update the initial conductivity model. We continue these 

iterations till the misfit of initial and observed data converges 

to a given threshold which in this research is 0.2 % change 

compare to the last misfit value. 

3．Results 

   We applied the time domain FWI on marine CSEM data 

including a hydrocarbon reservoir. The true model includes a 

resistive anomaly and a layer interface as shown in as shown in 

Figure 1a. The white layer shows the sea water. The receivers 

are located at the sea floor. Nine horizontal electric dipole 

sources located at 20 m above the sea floor with 50 m distance 

from each other to cover offset 50 m to 450 m. We use the first 

derivative of a Gaussian wavelet with dominant frequency of 10 

Hz to stimulate each source for 1.5 s. As an initial model, we 

use a homogeneous medium (Figure 1b). According to the 

results in Figure 1c, the FWI could provide appropriate image 

of the resistive hydrocarbon reservoir and the layered media.  

4. Conclusion 

   We showed the application of FWI in the time domain for 

CSEM data suffering in general from strong attenuation. We 

investigated the capability of FWI to CSEM reflection sounding 

data synthetically generated for our numerical subsurface 

model. Our numerical result confirms the method could image 

the structure close enough to the presumed with a practical 

computational cost.  

    a 

 

   b 

 
    c 

 

   d 

 
Fig.1 Time domain FWI result of CSEM data. (a) True conductivity 

model, (b) initial model, (c) FWI result, (d) misfit values. (a, b, c) are 

shown in the same colormap range for correct comparison. Color 

contour shows conductivity in siemens per meter. 
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貯留層内流路形状と流体流動に起因する振動の関係 

 

（京大院・工学研究科）○渡辺旺智 三ケ田均 武川順一 

 

1．はじめに 

近年、石油生産に伴う流体流動に起因する微小振動を利

用した貯留層解析が試みられている。例えば Erokhin(2014)は

多数の受信機を用いて長期間モニタリングを行うことで貯留層

の広がりを推定しており、Ted(2016)は交通ノイズを含む環境

下での流路推定を行っている。このように、人工震源を用いる

ことなく貯留層内の流体流動に起因する振動を用いたモニタリ

ング手法は実地で行われ始めている。しかしながら、これらの

モニタリング手法において、貯留層内で生じている振動とその

結果得られる観測波形に関する理論的考察は不足している。

過去の著者らの研究では気液及び水油二相流が貯留層内フ

ラクチャー壁面に及ぼす応力擾乱とそれによって引き起こされ

る弾性波についての数値実験による検討を行い、ホワイトノイ

ズ環境下での流体流動に起因する地震波を利用した貯留層

の定量的評価を行った。本研究では、貯留層内部のミクロな

亀裂形状の変化と観測波形の関係についてランニングスペク

トルを用いて考察を行った。 

 

2．手法 

本研究では、Rothman らの開発した二相系 LBM を用いて

水油二相流をシミュレーションした。LBM は並列計算しやすく、

複雑な境界条件の適用が簡便であるため採用した。LBM は

仮想粒子の集合体として流体を模擬し、仮想粒子の衝突及び

並進を逐次計算で求めることで巨視的な流れ場を求める手法

であり、その整合性は保証されている。その後、LBM を用いて

算出したポアスロートで発生した応力擾乱波形に Maximum 

Entropy Method (MEM) を用いてランニングスペクトルを作成

した。 

 

3．モデル 

本研究では、ポアスロートを模したモデルを作成した(Fig.1)。

左右の流入/流出口に圧力差を与えることで油を主流体とす

る流れを作成した。そこに水滴を通過させ、その際に発生する

壁面での応力擾乱を計算した。本発表では図に示す Sの長さ

が 50,170 のケースについて記載する。 

 

Fig.1 シミュレーションモデル(S=50,170) 

4．結果 

水滴が通過した際に観測されたポアスロート壁面における

変位を Fig.2に示す。ポアスロート壁面の形状変化に伴って異

なる振動が観測されることがわかる。S が縮むほど波形が鋭く

なり、スロート通過後の波に高周波成分を含む様子がわかる。

S=50grid,170grid の二つの波形に MEM を行い、ランニングス

ペクトルを求めた結果が Fig.3 である。両ランニングスペクトル

共にウィンドウ幅は100 time stepに設定している。ランニングス

ペクトル結果を Fig.3 に示す。S=50 のケースでは 14Hz,33Hz

の二つのピークが観測されるが、S=170 のケースでは 11Hz の

ピークのみが観測される。このことから、受信波形を用いて周

波数解析を行うことで貯留層内部の孔隙形状を推察できる可

能性が示唆される。 

 

Fig.2 水滴通過時の壁面における観測変位 

 

Fig.3 S=50 におけるランニングスペクトル(上図) 

S=170 におけるランニングスペクトル(下図) 
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Integration of time-lapse gravity and dynamic reservoir simulation 
models 

 

 ○ Qian Yin, Richard Krahenbuhl, Yaoguo Li, Sean Wagner, Jerry Brady 

 

1．Introduction 

Time-lapse gravity surveys have been conducted to monitor 

waterfloods of reservoirs (Hare J. L., 2008; Ferguson J. F., 2008). 

In the meantime, reservoir simulations that were collected from 

production data also provide some vital information of the 

reservoir status, e.g. saturations and density distributions. 

Although each study gives new insights of the reservoir, little 

study has been done to integrate these two data sets to obtain 

some further information. 

In the present study, we incorporate the two data sets for 

additional information of reservoirs. We proposed a new data 

integration scheme, and apply the proposed method to a field 

data. 

2．Method 

In this study, we are taking the inversion approach to integrate 

the two data sets, time-lapse gravity and reservoir simulations.  

The first inversion methodology is a continuous variable 

inversion (Li, 1998). One feature of the continuous variable 

inversion is its ability to implement a reference model in the 

model objective function. With a reference model, the 

continuous variable inversion recovers density contrasts as close 

to the reference model as possible, while acquires the data fit. 

The reference model we incorporate here in the continuous 

variable inversion is the set of dynamic reservoir models that 

were constructed from the reservoir simulations. 

The second inversion methodology is a binary inversion 

(Krahenbuhl R. A., 2006). A binary inversion needs an expected 

model to predefine the density distribution of the gas cap, and 

the algorithm recovers the possible geometry of the waterflood 

from the expected density model. The expected density model 

we apply here are, again, the dynamic reservoir models.       

3．Result 

It is clear from the results that the reservoir simulated models 

guide the general shape of the gravity recovered models, but with 

diverse amplitude over regions (Fig.1). The inversion recovers a 

large, compact, and positive increase in density change to the 

south of the main waterflood, and a decreased density amplitude 

around the north-west and the east flanks of the main waterflood.  

Binary inversions consistently recover waterflood around the 

injection wells (red region), and no waterflood (blue region) on 

the outer flank (Fig.2). Combined with the interpretation we had 

from the first approach, we interpret this by that the expected 

density contrast model created from the reservoir data is too high 

at locations, binary inversion must reject those parts to preserve 

the necessary data fit. 

 
Figure 2: Recovered mean models from binary inversion a) 

2003-2005, b) 2003-2006, c) 2003-2007, d) 2003-2008.  

4．Conclusion 

The results show two inversion techniques are well suited for 

the integration of the reservoir simulation and the time-lapse 

gravity data, and the volume of the difference in water 

saturations provides us a potential feedback mechanism. 

References 

1) Ferguson, J. F. (2008). Geophysics, WA163--WA171. 

2) Hare, J. L. (2008). Geophysics, WA173--WA180. 

3) Krahenbuhl, R. A. (2006). Geophysical Journal International,  

4) Li, Y. a. (1998). Geophysics, 109--119. 

Figure 1: a) Continuous variable inversion recovered density contrast 

model for Epoch 2003-2005, b) Epoch 2003-2006, c) Epoch 2003-

2007, d) Epoch 2003-2008 
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Gravitational Modeling of 3D Bodies with Spherical Particles for 
integrated analysis with the other geophysical observations 

 ○ Qian Yin, Hitoshi Mikada, Junichi Takekawa 

 

1．Introduction 

Gravity have been applied to monitor the front of waterflood 

of hydrocarbon reservoirs. In general, gravity methods divide the 

subsurface into prismatic bodies in a grid model. On the other 

hand, it becomes a trend for some hydrodynamic studies to work 

in a mesh-free framework. To better associate the hydrodynamic 

studies with geophysical potential-field surveys, it is important 

to convert the existing model unit into a mesh-free spherical 

object. Meanwhile, the usage of spheres in a model space 

provides us a potential of a new insight for potential field 

monitoring studies. This is a preliminary study of gravity 

methods based on a model of sphere-wise cells. In this study we 

introduce the gravity- forward modeling of synthetic mass bodies 

in both a grid and grid-free model and compare their 

corresponding gravity field. 

2．Method 

Gravity surveys detect the vertical attraction at the observation 

points as a summation of vertical attractions from every density 

cells to the observation point. (Plouff, 1976) provided a 

derivation of the gravity response of a prism in Equation 1:    

𝑔𝑝 =  𝛾𝜌 ∑ ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗𝑘[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑥𝑖𝑦𝑗

𝑧𝑘𝑅𝑖𝑗𝑘

) − 𝑥𝑖 𝑙𝑑𝑜𝑔(𝑅𝑖𝑗𝑘 + 𝑦𝑖)

2

𝑖=1

2

𝑗=1

2

𝑘=1

− 𝑦𝑗 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑖𝑗𝑘 + 𝑥𝑖)] 

𝛾  is the gravitational constant，𝜌  is the density of the prism. 

𝑅𝑖𝑗𝑘 defines the distant from every coordinate of the target to the 

observation points. 𝑢𝑖𝑗𝑘  is as a binary function of 1, -1. 

𝑥𝑖,𝑦𝑗 . 𝑧𝑘 is also defined by the corresponding coordinate to the 

observation points. On the other hand, the gravity response of a 

sphere is shown by (L., 1940):  

𝑔𝑠 =  𝛾𝜌 ∑
𝜌(𝑖)

𝑧2
 [1 + ℎ2/𝑧2]−

3
2𝑣𝑚

𝑚

𝑖=1

 

where h is the horizontal distance from the observe point to the 

center of the sphere, and 𝑧 is the sphere’s buried depth. 𝑣𝑚 is 

the volume of the spherical particles. 

3．Result 

The first synthetic model assumes a simple cubic density 

object. Gravity attractions of spheres are calculated as a function 

of mass, where the total mass of every sphere is equal to the mass 

of the prism. In this study, we assume two approaches. First, we 

evenly divide the mass of the prism to 8 pieces and place each of 

them to the 8 corners of the prism (gs1). The next approach is to 

condense all the mass of the prism in the center of the prism’s 

interface sphere (gs2). The results (Figure 1) show that the 

interface sphere of a prism could better reproduce the gravity 

attraction of this prism.  

We can construct spheres to any arbitrary-shape density object 

like what we did for prisms. Here, I show a result we had 

 

 

 

 
 

Figure 1 Gravity Attraction of the target prism, spheres of first 
approach, and the prism's interface sphere at a buried depth at a) 
10 Km, b) 100 Km, c) 1000 Km. 

for a prism body of dimensions of 20 Km  (E), 20 Km  (W), 

3Km (D) and of density of 200 kg/m3 (Figure 2a). 

 

 

 

 
 
 

Figure 2. a) Synthetic mass body, b) gravity calculated from 

sphere model, c) gravity difference of a prism- and sphere- model. 

It shows from the results that gravity of sphere as model unit 

can produce a quite close approximation to the effect of 

piecewise gravity forwarding, where the gravity deviation 

(Figure 2c) and gravity (Figure 2b) ratio is less than 1 × 10−5. 

We then move this procedure to a two-mass body case, where 

a heavier (500 kg/m3) and flatter object lays on top of a lighter 

(200 kg/m3) and smaller object by Figure 3a. 

 

Figure 3. a) Synthetic two density models, b) Gravity from 

prism, c) Gravity from sphere. 

The result (Figure 3b and 3c) show that we can as well depict 

the gap between the two objects with a sphere-wise model. 

4．Conclusions 

The results of gravity attraction forward modeling of sphere-

based model are highly compatible to it of the common 

piecewise model, and give us a potential to integrate reservoir 

simulations based on particle methods into gravity surveys.  

Reference 

L., N. L. (1940). Geophysical prospecting for oil. New York: 

McGraw-Hill Book Company, Inc. 

Plouff, D. (1976). Geophysics, 41 (4): 727–741. 
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京都盆地深部の地質構造モデリングと地下水流動解析 
 

（京都大学大学院総合生存学館）○山本駿、櫻井繁樹（京都大学大学院工学研究科）柏谷公希、小池克明 

	

 

1．はじめに 

地下水は氷雪以外の淡水資源として最も量が多く，表流水

よりも水質が安定しており，重要な水資源である。また，地中

熱は天候や地域に依存せず使用でき，大気中へ排熱がない

などヒートアイランド現象の緩和や地球温暖化対策の効果が

期待される再生可能エネルギー源である。地下水資源の安定

利用や地下水を利用したオープンループ方式の地中熱利用

システムの導入には，地下水位低下防止・水質汚染対策が不

可欠であり，地下水流動状態の把握が重要である。 

地下水流動状態の高精度な把握のためには，水理特性を

適切に表現するモデルを構築する必要があるが，浅部に比べ

地質情報が限られる深部のモデル化が課題である。沖積平野

や盆地において海水準変動に伴い形成された海成粘土層が

分布する場合，地下水流動を規制する構造として，その分布

のモデル化が重要となる。  

 本研究では，地下深部に大阪層群中の海成粘土層(Ma)が

分布する京都盆地をモデルサイトとして，深部を含む地下水

盆全体の水理地質モデル構築と地下水流動状態の把握を目

的とした検討を行った。反射法地震探査の結果や多地点のボ

ーリングによる地質情報に対して地球統計学を適用することで，

地表から基盤深度までの水理地質モデルを構築した。本モデ

ルを用いた数値シミュレーションによって，深部も含む京都盆

地全体の地下水流動状態を推定する。 

 

2．研究地域 

京都の地下水は寺社仏閣においては名水として祀られ，染

色業や醸造業などの伝統的な産業においても，重要な役割を

持つ。 

京都盆地は，南部を除く三方を山地に囲まれ，盆地内部は

北から南へ緩やかに傾斜している。盆地の基盤として，丹波

層群や白亜紀の比叡花崗岩が分布し，基盤上には鮮新世〜

更新世に堆積した大阪層群が分布する。その中には海水準

変動に伴い堆積した Ma が数枚存在し，難透水層として地下

水流動を規制する可能性が高い。そこで，京都盆地に分布す

る五枚の Ma（Ma3，Ma4，Ma5，Ma6，Ma9）の分布に着目した

モデル化を行った。 

  

3．研究手法 

山本ほか 1)では，京都市 2)による反射法地震探査結果から

得られた Ma の深度データに普通クリギング(OK)を適用し，そ

れらの三次元分布形態を推定し，杉村ほか 3)による京都盆地

の地表面から深度 50 m までの水理地質モデルと組み合わ

せることにより，地表から基盤までの地質構造を考慮した京都

盆地全体の水理地質モデルを作成し，地下水流動解析を行

なった。その結果，京都盆地南部における宇治川断層以南の

モデル精度の課題が認められた。 

そのため，産業技術総合研究所 4)の反射法地震探査結果

から得られた Ma の深度データを追加し，三次元分布形態を

推定した（図１）。の深度を各 Ma の上面深度と見なし，各層に

ボーリング調査による地質柱状図から線形補完により推定した

層厚を与え各 Ma 層と基盤岩による地質構造モデルを作成し

た。 

 

 

 

図 1 OK により推定された海成粘土層と基盤岩の分布形態 

 

4．結果と考察 

 今回のデータ追加により，宇治川断層以南の反射法地震探

査測線は 1 本から 5 本に増えたことにより，八幡市の男山近辺

での基盤岩の隆起に対応する推定結果が得られた。 

 この推定結果を元に水理地質モデルを作成し，地下水流動

解析を実施中である。 

 

参考文献 

1.山本駿，文田了介，柏谷公希，小池克明: 情報地質，Vol.2

７，no.2（2016），64-65． 

2.京都市:京都盆地の地下構造に関する調査成果報告   

書（2003）. 

3.杉村美緒，久保大樹，柏谷公希，小池克明: 情報地質，

Vol.24，no.2（2013）,72-73.  

4.産業技術総合研究所: 原子力安全基盤調査自然科学分野

総合的評価（2005）,139-141. 
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多孔質体内の流体流動に起因する微粒子挙動の研究 

 

（京大院）○谷本尚希、三ケ田均、武川順一 

 

 

1．はじめに 

流体エネルギー資源を生産際に、貯留層内部に小さな砂

が発生することがある。これは流体資源を生産することで貯留

層内部の圧力が低下するため、岩石内で有効応力が増加し、

破壊に至るためである。発生した砂は流体とともに貯留層内を

流動し、パーフォレーション孔付近で流路を閉塞させてしまい、

流体流動を妨げることがある。これらの現象を出砂現象といい、

効率的な資源生産を妨げる要因となる。よって出砂現象を抑

制することは、効率的な資源生産のために重要なことの１つで

あり、その実現のために出砂現象のメカニズム解明が求められ

ている 1) 。 

しかし、この現象には様々な要因が作用しているため，現象

の体系だった理解はあまり進んでいないというのが現状である。

そこで、本研究では、数値実験により貯留層内部を流れる土

粒子の挙動を数値実験して、出砂現象のメカニズム解明に取

り組んだ。 

 

2．実験手法 

 数 値 実 験 の 計 算 手 法 と し て Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH) 法を使用した。SPH法は粒子法の１つ

であり、シミュレーションモデルは有限な個数の粒の集合で表

現される。粒子の運動方程式は Navier-Stokes 方程式を使用

する。方程式の各項は、周辺の粒子が持つ物理量を重み付き

平均することで求められる。固体間相互作用については、

Discrete Element Method(DEM) を用いた。これは接触してい

る粒子の間にバネとダッシュポットを模擬的に設定して粒子間

相互作用を計算する方法である。 

 

3．実験モデル 

 横の長さ 6.5(mm)、縦の幅 1.0(mm)の平行平板を用意する。

その平行平板の中間部に多孔質体を模擬した領域を設定し、

さらに上流部に微小な固体粒子を配置する。これら以外の領

域は水でみたす。流体を外力により駆動させると、それにつれ

て微小な粒子が移動し、多孔質体に流入する。これによる多

孔質体の浸透率低下量を記録した。砂粒子について、円形の

ときと正方形のときを模擬した 2 つのモデルを作りそれぞれで

10 回ずつ実験を行った。水の物性は、密度 1014(kg/m3)、粘

性係数 0.001(kg/m・s)であり、砂粒子の密度は 2028(kg/m3)で

ある。 

 

4．実験結果・考察 

 図 1 に実験結果を示す。横軸に各モデルの実験回数、縦軸

にそれぞれの実験で最も浸透率が低下したときの浸透率の低

下量を示している。例えば 2 の行、上部のひし形の点は円形

粒子を使用した 2 回目の実験の結果を表しており、約 40%浸

透率が低下したことがわかる。図 1より、粒子が正方形のように

角ばっていると、浸透率の低下割合が大きく変動せず、流路

の閉塞が起こりにくかったことがわかる。これは、粒子が流路に

対し自らの径を変えることができるためと考えられる。 

 

5.結論および展望 

 今回は数値実験を用いて、微粒子の形状が出砂現象に与

える影響について考察した。粒子形状が正方形に近いと、流

路の閉塞が起こりにくいことがわかった。 

 今後の展望として，流体摩擦によって砂粒子が図 2に示すよ

うなかたまりから浮遊する現象のシミュレーションを行い、砂粒

子の発生から輸送，閉塞までの一連の挙動を統一的に考察し

ていく予定である。 

 

 

 

図１実験ごとの最小浸透率（正規化） 

 

 

 

図２ 砂粒子のかたまり 

 

1. N.Tanimoto, H.Mikada and J.Takekawa SEG technical 

program expanded abstracts(2016), pp.3138-3142. 
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異なる差応力下における強度異方性を有する頁岩の水圧破砕の研究 
 

（京都大学大学院 工学研究科）○大谷 颯、三ヶ田 均、武川 順一 

 

 

1．概要 

水圧破砕技術は炭化水素資源開発のみならず、高温岩体

発電や原位置地圧測定などにも広く用いられる手法であり、

層理の発達した岩石を対象とした水圧破砕シミュレーションは

近年盛んに行われている。しかし、異なる差応力下において、

異方性を有する岩石の水圧破砕により、どのような亀裂進展

挙動が生じるかは未解明な部分が多い。そこで本研究では、

従来の Distinct Element Method (DEM)に Smooth Joint 

Model(SJM)を組み込み異方性を有する岩石を再現し、その

供試体を用いて水圧破砕実験を行うことで、異なる差応力下

での頁岩内の水圧破砕亀裂進展挙動を調べ、その結果より、

差応力の違いが亀裂進展に及ぼす影響について考察する。 

2．手法 

(1) 2D-DEM 

数値シミュレーションの手法として Potyondy and Cundall 

(2004)の 2D-DEM を一部変更し用いた。特長は仮想的な

bond を個別要素法の粒子間に設けることで連続体の微視的

かつ巨視的な破壊を再現できる点である。固液連成での

DEM を考えるため、Fluid Flow Algorithm（Al-Busaidi et 

al. (2005); Shimizu et al. (2011)）を導入した。 

(2) 異方性の導入 

小杉・小林 (1986-1988)による岩石の引張強度異方性に 

関する経験式を参考として提案されたDEMパラメータに関す

る経験式および理論式(Ohtani et al. (2017))を用いて、モデ

ルの強度、浸透率等の力学的物性値に異方性を与えた。 

(3) SJM 

(2)では強度異方性の再現性が不完全であるため、SJM 

(Ivers et al. (2011))を導入した。SJMは粒子の変位に指向

性を与えることで仮想的な層理面が形成され、bond 強度の調

節により、その面に沿う亀裂が生じやすくなる特長を持つ。 

3．計算モデル 

図 1 にモデル概要を示す。モデルは浅層での水平掘削孔

における水圧破砕を仮定した。モデルサイズは縦横ともに

1.2[m]であり、モデルの中心には直径 0.1[m]の円孔が存在

する。図 1の黄色領域は固体領域を表す。図 1左図の黒色領

域は SJM導入部を、図 1右図で灰色～黒色で示された領域

はその領域に亀裂が生じやすいことを表し、色が黒色に近い

ほどその傾向が強いことを表す。したがって本モデルは水平

方向に亀裂が生じやすいことになる。応力状態は圧縮を正と

し て 、 P1( σ Z=10.0[MPa] 、 σ Y=5.0[MPa]: 差 応 力 は

5[MPa]) 、 P2(σ Z=7.5[MPa] 、σ Y=5.0[MPa]:差応力は

2.5[MPa]) 、 P3(σ Z=5.0[MPa] 、σ Y=5.0[MPa]:差応力

0[MPa])の 3つのモデルを用意した。 

 

4．結果と考察 

P2の結果を図 2に示す。濃青色領域は破砕流体の浸透領

域、赤色領域は通常 bond の引張破壊、黒色領域は通常

bondのせん断破壊、ピンク領域は SJM導入部の bondの引

張破壊、緑色領域は SJM導入部の bondの引張状態下のせ

ん断破壊、黄色領域は SJM導入部 bondの圧縮状態下のせ

ん断破壊をそれぞれ表す。先行研究(Ohtani et al. (2017))と

の違いは SJM 導入により仮想的な層理面に沿う亀裂が表現

された点にある。水圧破砕で生じる亀裂は最小主応力方向に

直交するとされ、差応力が大きな場合(P1)は最小主応力方向

と直交する方向への亀裂伸展が確認された。しかし、差応力

が比較的小さな場合(P2)は層理面方向の亀裂も生じることが

分かる(図 2)。これは先行研究の結果と調和的であり、差応力

の違いが亀裂伸展挙動に影響を与えることを示唆している。 

 

4．結論 

異なる差応力下における異方性を有する岩石内部の水圧

亀裂進展挙動を数値実験により調べた結果，差応力の変化

に伴う亀裂伸展挙動への影響が再確認されただけでなく仮想

的な層理面に沿う亀裂も再現された。これより，差応力の大き

さが亀裂進展挙動に影響を及ぼすことが示された。 

 
図 2. 水圧破砕シミュレーション結果（P2） 

 
図 1. SJM導入部（左）とモデル概要（右） 
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水と超臨界 CO2を用いた原位置岩盤小規模水圧破砕実験 

 

(京都大学) ○岸本恭暢，出崎秀一，藤戸航，直井誠，石田毅 

(大林組) 鈴木健一郎，(レーザック) 藤井宏和 

 

 

1．緒言 

シェールガス開発では，水圧破砕を行い坑井付近の浸透

率を上げて油ガスを回収しているが，CO2 の有効利用と地

中貯留を同時に実現する方法として，破砕流体に水の代わ

りに CO2を用いる提案がなされている。そこで本研究では，

水と超臨界 CO2 による小規模な現場岩盤破砕実験を行い，

破砕時の微小弾性波動（Acoustic Emission 以下 AE）を

測定し，AE 震源の時空間分布と，その破壊メカニズムに

ついて比較検討した。 

 

2．実験概要 

 シェールガス開発が行われるような地下深くの高温高

圧下では，CO2 は超臨界状態になることが予想される。そ

こで超臨界状態を再現するために，中部山岳地帯のトンネ

ル周辺の高温岩盤を実験場所に選び，トンネル床面から

10～20 ｍの深さで，超臨界 CO2 による岩盤破砕実験を行

った。図 1 に実験の概略図を示す。AE センサーは図 1 の

ように，流体圧入孔を取り囲むように掘削した 4本の鉛直

孔にそれぞれ 4 個ずつ設置した。AE センサー（共振周波

数 70 kHz）の背後に油圧式のマイクロジャッキを取り付

け，AE センサーの受振部を流体圧入孔に向けて孔壁に押

し付けた。各センサーで受振した AE 信号は，アンプで増

幅し，20-500 kHz のバンドパスフィルタをかけた後，サ

ンプリングレート 1 MS/sで連続収録した。測定した AE波

形に対して，目視による走時検測結果をもとに震源を決定

するとともに，P波の初動の押し引きの割合を調べること

により震源メカニズムの推定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．解析結果 

 CO2を用いた実験と，水を用いた実験で得られた AE震源

分布を図 2に示す。どちらの実験においても 10 mL/minの

圧入レートで実験を行ったが，CO2 での実験では水を用い

た場合より広範囲に AE震源が分布した。また、AE震源の

発生メカニズムを調べるため，実験で得られた全ての AE

波形の中から，一定のチャンネル数以上で走時検測を行え

たイベントについて，波形の押し引きを読み取った。理論

的には，純粋引張破壊であれば押し波の割合が 100％，純

せん断破壊であれば押し波の割合が 50％，純粋閉合であ

れば押し波の割合が 0％(つまり，引き波の割合が 100％)

となる。 CO2圧入では，図 3に示すように，水の圧入では

見られない閉合卓越型のイベントが多数確認できた。また，

CO2 圧入では，ブレークダウンの直前直後に圧入位置周辺

で引張卓越型が起こり，その後，圧入位置から離れた場所

でせん断卓越型と閉合卓越型へと時間変化していく傾向

が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．まとめ 

 CO2圧入では水の圧入に比べ亀裂進展範囲が広い傾向が

あった。また CO2圧入では，ブレークダウン後 100秒ほど

経過すると，水の圧入では観測されなかった亀裂閉合によ

ると思われる AEが観測されるなど，破壊メカニズムの特

徴的な時空間変化が見られた。 

 なお，本研究は科研費基盤 A 課題番号 25249131(研究代

表者:石田毅)の助成を得て行った。 

CO2注入ｼｽﾃﾑ

CO2ボンベ

シリンジポンプ

ｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

AE計測ｼｽﾃﾑ

AEセンサー設置ボーリング孔

AEセンサー
設置冶具

CO2注入孔

CO2注入用
パッカー

（モルタル封入）

CO2注入ｼｽﾃﾑ

CO2ボンベ

シリンジポンプ

ｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

AE計測ｼｽﾃﾑ

AEセンサー設置ボーリング孔

AEセンサー
設置冶具

CO2注入孔

CO2注入用
パッカー

（モルタル封入）

図 1. 実験概略図 

b) 

図 2. AE震源分布水平面投影図.  a) CO2 b) 水 

図 3. 押し波の割合の経時変化(CO2)．赤丸：引張卓 

越型，青丸：せん断卓越型，緑丸：閉合卓越型 

 

a) 
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Could Cold Springs Lead Us to Detect Upflow Zone in a Geothermal System? 

(Kyoto University) ○Shoedarto, R.M., Kashiwaya, K., Tada Y., Koike, K. 

	

 

1．Introduction 

Upflow zone is one of essential elements to be discovered in a 

geothermal system because they can provide information about 

where is the most suitable zone to be drilled economically. 

Hydrochemistry of fluid discharged from hot springs and cold 

springs have genuine characteristics of the reservoir so they 

can be used to detect upflow zone. In this study, potential of 

alkali metals, such as Li, Rb, Cs, in cold spring water as 

indicator of upflow zone is discussed. 

 

2．Methods 

Water samples were collected from 11 cold springs in Wayang 

Windu geothermal field, Indonesia on August 2017. The 

samples were collected in PP bottles, following filtration using 

syringe filter with opening of 0.45 µm. Concentrations of Na, 

Li, Rb, and Cs in the water samples were determined using 

ICP-MS (Agilent 7500cx). 

 

3. Results and discussion 

Triangle diagram of Li, Rb, and Cs from Powell (2000) drawn 

from the analytical results are shown as Figure 1. 

 
Figure 1 Ratio of Li, Rb, and Cs in the cold spring water 

 

In this figure, the cold springs were divided into 2 groups: 

fluids group with almost zero of Cs content, and other group 

plot closes to average crustal rocks composition. The trace 

alkali metals had concentrations of 0.26 to 2.37 ppb (Li), 0.5 to 

16.5 ppb (Rb), and <0.13 to 1.2 ppb (Cs). All cold fluids have 

relatively higher Rb concentration than that Li and Cs. As 

these elements are easily incorporated into secondary 

alteration minerals, we can see if samples that are located in 

the middle of diagram (near the red lines), it suggests the effect 

of secondary process.  

 

From the relationship of Rb/Cs vs. Na/Li as shown in Figure 2 

we can imply the relative upflow zone and outflow zone based 

on the concentration of Li and Rb, as they carry imprints of 

their origin.  

 
Figure 2 Relationship of Rb/Cs vs. Na/Li 

 

Usually Figure 2 is used to see the characteristics of 

geothermal reservoir fluids. They will show a negative 

correlation between Na/Li and Rb/Cs ratios between the 

hotter outflow and colder upflow zone. In this discussion, we 

hope we can correlate the genesis of upflow fluids from cold 

springs from the pattern they left in Li and Cs concentrations. 

Jeanton et al., (2009) found out that the appearance of Li in 

the aquifer could be related to diagenesis of clay minerals. 

Meanwhile the occurrence of Rb and Cs are considered to be 

linked fundamentally to the alteration of K-feldspar. 

 
4. Conclusions 

From the results above, it can be considered that second 

group of samples with high ratio of Li/Cs can be used to detect 

preliminary upflow zone of a geothermal system. Amongst them, 

samples named MAD1 and MAD4 are assumed as upflow 

detectors as they have high ratio of Rb/Cs and low ratio of 

Na/Li. MAD1 belongs to group of rocks composition with 

zeolites as they have very low content of Cs. Meanwhile MAD4 

is part of reaction between water and K-feldspar wall-rocks 

that might come from the depths. This preliminary finding can 

be further verified using Sr and O18 isotopes to know about the 

source of cold springs and how they possibly interact with host 

rocks in the upflow zone of a geothermal system. 
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音波検層全波形逆解析による六方晶系弾性体の回転方位・傾斜推定の研究 

 

（京都大学大学院工学研究科）○扶瀬 聡史，三ケ田 均，武川 順一 

 

 

1．はじめに 

近年，全波形逆解析が高精度かつ高分解能に地層特性を

推定できる手法として注目を集めている。地震波は地下の堆

積構造や，フラクチャ―の開口，選択的な結晶構造など S 波

偏向異方性を有する岩石を伝播する際に，S 波スプリッティン

グによって振幅，位相に変化が生じる。S 波偏向異方性では

斜方晶系弾性体を考えることも可能であるが，弾性定数 9 つ

の全ての同時推定は困難であることが知られている。そこで，

この問題を六方晶系弾性体に方位及び傾斜による回転を含

めた全 5 つの定数で記述することを提案する。一般に，多数

のパラメータを逆解析で同時に求める際，解が局所解にトラッ

プされる傾向があるため，誤差関数の形を事前に評価してお

くことは重要である。本研究では，全波形逆解析手法により異

方性層の方位と傾斜，そして弾性係数（   と   ）を全て同時

に推定することを試み，その際の誤差関数の形を評価すること

で本手法の実現可能性を検討する。 

 

2．手法・数値モデル 

 運動方程式を支配方程式として，Hamiltonian Particle 

Method を用いて地震波伝播を表現する。音波検層モデルに

おける振源には S 波を起振するダイポール振源を設定し，モ

デル上部のダイポール受振器で波形を記録する。地盤物性

には，一様な異方性層として Transversely Isotropic 

mediumを設定し，15%程度の P波，S波速度異方性を与え

た。全波形逆解析のアルゴリズムとして，誤差関数は波形の残

差二乗和で評価し，誤差関数を小さくするような勾配を求め，

反復的な計算によって，誤差関数を最小化することを目指

す。 

 

3．結果・考察 

 全波形逆解析によって S波異方性と方位，傾斜パラメータを

推定した（図 1）。S波の異方性は弾性要素のうち   と   で表

される。結果として方位±7.3 度，傾斜±4.5 度，    1.6%，

    2.7%程度の誤差で推定することが可能となった。 

 計 4パラメ―タを変化させたときの誤差関数の変化を検討す

るために，2 パラメータへと次元を削減し，収束の様子を可視

化して評価した（図 2）。方位と傾斜を変化させた時には誤差

の大域的最小点の周りに等値線が放射状に密に存在してい

ることが確認できる。一方で，   と   を変化させた時には，誤

差の等値線は大きく広がっており，大域的最小点の周りでは

十分な勾配がないことが，真の値からの誤差につながってい

ると考えられる。これは，反復計算によって，方位・傾斜パラメ

ータが初めに回復し，弾性要素がその後に回復するという傾

向とよく一致する。 

 

4．結論 

 本研究では，坑井周辺の異方性パラメータを推定するため

に全波形逆解析を適用し，その適用可能性について検討を

行った。初期モデルから反復的に予想モデルを更新すること

によって，真のモデルへ十分に近づくことが示唆された。また

誤差関数の評価によって，大域的最小点の周りに十分な勾配

がない場合は，真のモデルに近づくための十分な更新が行わ

れないと考えられる。 

 異方性が傾斜を有している場合においても高精度な推定が

可能となったことは，傾斜井においても本手法を適用できるこ

とを示唆している。 

5．参考文献 

1. S. Fuse, H. Mikada, J. Takekawa: Proc. MMIJ 

Spring Meeting (2017), pp.86 

2. J. Takekawa, H. Mikada and T. Goto: Pure and 

Applied Geophysics, 171(2014), pp.1747-1757. 

3. N. Kamath and I. Tsvankin: Geophysics, 81(2016), 

pp.C53-C68. 

 

図 1 反復計算による収束の様子 

 

図 2 誤差評価 
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イーグルフォード頁岩を用いた室内水圧破砕実験時に生じる 

Acoustic Emissionの震源メカニズム推定 

 
（京大）○山本和畝，直井誠，今北啓一，陳友晴，石田毅，（立命館大）川方裕則， 

（JOGMEC）田中浩之，有馬雄太郎，兵藤大祐 
 

1．緒言 
シェールガス・オイル開発において，水圧破砕で造成さ

れるき裂が引張かせん断かは，プロパント（き裂支持剤）

の入りやすさなどの観点から重要である．実際の生産現場

で観測された微小地震の解析では，せん断型が支配的との

報告が多くなされているが（e.g., Maxwell et al. 2011），実
際の生産現場では十分な観測網を展開することができな

いことが多く，この問題に結論を出すのは困難である．そ

こで本研究ではシェールガス・オイル開発の対象となって

いるイーグルフォード頁岩を用いて室内水圧破砕実験を

行い，実験時に生じる微小弾性波動（Acoustic Emission ，
以下 AE)を稠密なセンサ配置で計測し，これにモーメント
テンソル（以下，MT）解析を適用して，破壊のメカニズ
ムを推定した． 

 
2．実験概要 

実験には，130x65x65 mm3の角柱形に整形し，中心に流

体圧入のための直径 6 mmの破砕孔を穿孔したイーグルフ
ォード頁岩（図 1）を用いた．これらの供試体に対し，鉛
直方向に 5 MPaの載荷を行った状態で破砕流体を 1 cc/min
で圧入し，水圧破砕実験を行った．供試体には富士セラミ

クス製広帯域 AEセンサ（M304A）16個，PAC社製 Pico
センサ（200–750 kHzに感度を持つ）8個の計 24個の AE
センサを貼り付け，10 MS/s，14 bitの連続収録を行った．
得られた連続収録データから，自動処理により波形を切り

出し，震源決定を行った． 
 
3．モーメントテンソル解析 

 MT解の推定は，設置の方法が異なる 6センサを除く
18個の AEセンサにおいて，観測された AEの初動振幅値
と P波初動極性を最もよく説明する解を逆解析で求める
方法で行った．AEセンサの指向性，ならびに供試体との
カップリング状態による記録振幅値への影響は，事前に評

価・補正して解析を行った．P波初動極性については，ノ
イズの割合が大きいなどの理由により極性の読み取りが

困難な場合があるが，極性が読み取れない観測点に対し，

正負両方の初動極性を与え逆解析を実施し，理論振幅と観

測振幅値の残差二乗和が最小となる解を採用した． 
次に，得られた MT解を，Vavrycuk（2015）の方法に従

い、等方成分，せん断成分，CLVD成分に分解し，Source 
Type Plot（以下，STP）を作成した．STPは ISO – CLVD

平面上にMT解を表示する手法であり，これにより震源メ
カニズム（せん断，開口，閉合，等方爆発，等方圧縮）を

視覚的に把握することができる．図 2（a,b）にイーグルフ
ォード頁岩（EFS1704, 06）の STPを示す．いずれの供試
体においても，開口型のイベントが多く見られ，せん断型

のイベントはほとんど見られなかった．一方，花崗岩供試

体に対する類似の実験（山本・他，2016）で得られた STP
（図 2c）では，開口型，せん断型の解が共に多く見られ
た．これらの違いは，岩石を構成する鉱物や粒径の違いに

起因すると考えられる．  
 
 

 
図 1．供試体の模式図． 
 

 

図 2. 水圧破砕実験で得られた STP の例．a)，b) イーグルフォ

ード頁岩に対する結果， c) 花崗岩に対する結果．点線で囲

んだ領域がせん断すべりに対応し，点線で囲んだ領域の外で

かつ第一象限である領域が開口型イベントに対応する． 
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Acoustic Emission 測定データに対する 
相対モーメントテンソル解析の適用 

 
(京都大学) ○本庄 佑馬，直井 誠，石田 毅 

 
1．緒言 

地震計で検知できない，微小破壊の検出には，圧電素子

を用いた AE(Acoustic Emission)センサが用いられる．AE セ

ンサを用いた計測は，岩石破壊実験を始めとした室内スケ

ールから，鉱山などの掘削現場での数十〜100 m スケール

での利用例があり，微小破壊の時間変化や空間変化を調べ

ることで，様々な成果が得られている． 
AE から情報を引き出す手法の一つに，AE が剪断，ある

いは引張で生じたものかを判別できる，モーメントテンソ

ル解析がある．これは，観測された振幅値と初動極性を逆

解析して震源での変位パタンを推定する手法だが，一般に

AE センサは複雑な周波数特性を持ち，設置状況により大

きく感度が変わり，かつ未知の指向性を持っており，この

ことが解析の障害となる．近年，これらの効果を丁寧に補

正した解析が行われているものの，多くの手間がかかり，

解析のハードルは高い．本研究では，これらの効果が未知

でも解を求めることができる，相対モーメントテンソル解

析(Dahm, 1996)の AE データへの適用可能性を検討した． 
 

2．相対モーメントテンソル解析 

観測点で得られる変位の i 成分 ui (i = 1..3)と，モーメン

トテンソル成分 mk (k = 1…6)の関係は， 

        (1) 

のように表される．ここで，I は観測点の周波数応答関数，

ak は各モーメント成分に対するグリーン関数である (e.g., 

Aki and Richards, 1980)．通常のモーメントテンソル解析で

は，1 つのイベントの観測波形を(1)式を用いて逆解析する

ことで mk を評価する．一方，相対モーメントテンソル解析

においては，ほとんど同じ場所で起こったイベント 1,2 に

対する変位波形をそれぞれ u1i，u2i，それぞれのモーメント

テンソル成分を mk1,mk2 とし， 

  (2) 

のようにして I を排除することで解析を行う．これにより，

AE センサの感度の違いや指向性による影響を排除して解

析を行うことができる．この(2)式を拡張して複数のイベン

トのモーメントテンソルを同時に解くのが，相対モーメン

トテンソル法である．  

 

3．手法と解析の概要 

この方法が，AE センサによる測定で有効かを検討する

ため，室内水圧破砕実験(山本, 2017)の状況を想定して仮想

的に作成したデータに対して本手法を適用し，正しい解が

得られるかを検討した．センサと供試体のカップリング状

況の違いによって，AE センサの感度が異なる状況を再現

するため，各センサ感度に倍半分程度のばらつきを与えて

解析を行った．図-1 に供試体・AE センサの配置と，想定

した震源(1 mm の範囲に 5 つ)の位置を示す．これらの 5 つ

の震源位置に，それぞれ異なる剪断型の震源を仮定して各

観測点における理論波形を作成し，これらに観測点の感度

をかけたものをデータとして解析を行った． 
 結果の一例を図-２に示す．ここに示した例を始めとし

て，AE センサの感度が未知であっても，相対モーメント

テンソル解析によってモーメントテンソル解が精度良く求

まっていることがわかる． 
 

4．まとめと結論 
 本研究により，カップリング状況の違いなどにおる AE
センサの感度の違いが未知であっても，相対モーメントテ

ンソル解析によって，感度の補正を行わずに正しい解を得

られることがわかった． 今後は，実際の室内水圧破砕実験

のデータに対して本手法の適用を試みる予定である． 
 

図１．本研究で使用した供

試体サイズと AE センサ配

置，仮定した震源分布．丸

印が破砕孔，四角印が AE
センサ，十字印が震源位置

を示す．  
 
 
 
 
 

図２. 相対モーメントテンソル解析結果の例(下半球投影)．
丸印は，観測点の投影位置を示す．a)はあらかじめ与えた

解，b)は逆解析によって得られた解を示す．  
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Acoustic Emission の測定データによるセンサの周波数特性と 
岩盤の減衰特性の推定 

 
（京都大学）○金子 眞士，直井 誠，石田 毅 

 
1．緒言 

Acoustic Emission（以下 AE）は，材料や岩盤の内部で起こ

る微小な破壊現象，あるいはそれによって発生する弾性波の

ことを指し，巨視的破壊の兆候やダメージ進展の監視に用い

られる．AE の活動解析においては，その規模も重要な情報だ

が，AE 計測に用いられるセンサは，地震計とは異なり，複雑

な周波数特性を持つ，感度が接着状態によって大きく変わる

といった特徴があり，AE そのものの規模を正確に推定すること

は困難である．AE 測定では，媒質による減衰が大きい高周波

を観測することも，精度の良い規模推定を難しくする要因であ

る．規模推定に影響を与えるこれらの効果を測定・補正するこ

とは不可能ではないものの，そのような測定を行っていない過

去に取得したデータに対して補正することは難しい．そこで本

研究では，Shearer (2006)が南カリフォルニアの地震活動に適

用した手法を応用し，AE 測定データのみからこれらの効果を

評価・補正する方法を数値テストにより検討した． 
 
2．減衰特性，センサ特性の推定法 

一般に，震源の振幅スペクトルが e(f)で表される AE が発生

し，減衰特性 p(f)の媒質中を伝播し，センサ特性 st(f)を持つ

AE センサで観測されるとき，観測スペクトル d(f)は 
d(f) = e(f)･p(f)･st(f).    (1) 

で表される．両辺の対数を取ると， 
log(d(f)) = log(e(f)) + log(p(f)) + log(st(f)),    (2) 

が得られる．今，ある AE イベント i を，ある観測点 j で観測した

場合を考える．減衰特性を走時に依存する関数とみなすと，

式（１）は以下のように離散化できる． 
dij = ei + ptt + stj .    (3) 

震源が十分に多い時，これは優決定となり，それぞれの項を

逆解析で求めることができる．Shearer (2006)はこの方法で，カ

ルフォルニアの 230,000 個の地震の震源スペクトルの特徴を

調べた．本研究では，南アフリカ金鉱山における AE 計測（例

えば Naoi et al. 2014）の状況を想定し，この方法で，未知のセ

ンサ特性と高周波減衰の特徴を推定できるかを検証した． 
  
3．数値テスト方法と結果 
 想定した観測点配置と震源分布を図１に示す．実際の観測

で得られたある断層沿いに起こる 3735 個の AE 震源に対して，

それぞれの震源規模をモーメントマグニチュード−5 から−2 の

範囲でランダムに与え，等方均質媒質を仮定して各観測点に

おける地動の理論スペクトルを計算した．次に，個々の AE セ

ンサに，0–10 倍の範囲で感度にばらつきを与え，各観測点で

記録される地震波スペクトルを仮想的に求め，これらをデータ

として 2節で述べた手法で減衰特性，センサ特性を逆解析し，

これらが正しく求まるかを検討した．なお，減衰特性について

は，今回は弾性減衰のみを考慮し，震源と観測点の距離の逆

数で減衰すると仮定した． 
 震源スペクトル，減衰特性，センサ特性の推定結果を図２に

示す．どれについても，正しい解が得られていることがわかる． 
 
4.まとめ 
観測データのみから減衰特性とセンサ特性が求められることを，

数値テストにより確かめることができた．今後は本研究で用い

た手法の実際の観測データへの適用を試みる．

 
図 1．観測点配置と震源分布図（平面図）

 
図 2．数値テストの結果．a) 震源スペクトル，b) センサ

特性，c) 減衰特性． 
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硫化鉱物を含む岩石サンプルの電気伝導度特性モデル化の試み 

 

（京都大学大学院工学研究科）○大田優介，後藤忠徳，小池克明，柏谷公希，林為人 

（マリンワークジャパン）多田井修（海洋研究開発機構）笠谷貴史，金松敏也，町山栄章 

 

 

1．はじめに 

海底熱水活動域は，近年，新たな金属資源鉱床としての開

発が期待されており，現在までに様々な物理探査が国内外で

行われている。しかしながら，物理探査で得られる情報には限

りがあり，鉱物資源の空間分布を定量的に評価するには至っ

ていない現状である。 

このような問題を解決するために，本研究では岩石物理モ

デルに基づく物理探査の複合解析(1)に着目した。これは，対

象地域の岩石に対し複数の室内試験を行い，それらの結果を

元に岩石の物性が従うモデルを定めることによって，物理探査

によって直接的な取得が困難な情報を推定する手法である。 

本研究では，沖縄沖海底熱水活動域で採取された岩石試

料の室内試験に基づき、有用金属資源の含有量と比抵抗を

結びつけられるような岩石物理モデルの構築を試みた。 

 

2． 手法 

物性測定および分析の項目と手法は，導電率測定（4 極

法），間隙率と粒子密度（浮力法），元素濃度（XRF），鉱物同

定（XRD）である。以下の詳細を述べる。 

（1）導電性鉱物体積含有率の推定方法 

  導電特性を持つ硫化鉱物が岩石全体の導電性に与える

影響を調査するため，その体積含有率を求めた。本研究

では，XRD による含有量の分析結果は同定された鉱物種

間の相対存在比を示すものであるということに注意し，

XRF による元素濃度分析結果を絶対値として信用した。

具体的には，導電性鉱物体積含有率は以下のように導か

れる。 

 

 
(1) 

  ここで，Wiは各導電性鉱物の重量比であり，XRFによる元 

素濃度（wt%）を元に XRDによる定量結果を元に元素を分 

配することで得られる。ρdはバルクの粒子密度，ρiは該当す 

る鉱物の密度であり，φは岩石の間隙率である。 

 

（2）岩石物理モデル 

  測定された物性と成分に対し，次の岩石物理モデルを適

用した。 

 

 

(2) 

  ここで，σRは岩石全体の導電率，σwは間隙水の導電率，σc

は鉱物の表面電気伝導などの過剰導電を示す項であり，F1，

F2，F3はそれぞれ形状定数に相当する。また，CE で示した

パラメータは，導電性鉱物の存在によるポアスロート内部で

の導電メカニズムを示すものである。 

 

3．結果および考察 

 室内での比抵抗測定結果を式(2)に適用し，モデルパラメー

タを抽出した。その結果，CE と導電性鉱物体積含有率との間

に良好な正の相関関係が見いだされた（図 1）。 

 

図 1 パラメータ CE と導電性鉱物体積含有率との相関性 

 

 図 1 は，岩石のバルクの導電率には，種々の硫化鉱物の固

有導電性ではなく，それらの体積含有率が大きく影響すること

を示している。これは，間隙水と比較すればいずれの導電性

硫化鉱物の導電率も極めて大きいためであると考えられる。 

 

4．まとめ 海底熱水活動域の岩石サンプルに対して適用可能

な岩石物理モデル構築のうち、体積含有率という形で特定の

鉱物種（導電性鉱物グループ）を抽出するモデルを構築する

ことができた。今後はこのモデルを複素導電率モデルや力学

的モデルへと拡張していくと共に，パラメータのより妥当な設

定，および実際の物理探査結果（電気探査や地震探査）への

適用により鉱床有望地の抽出行っていく予定である。 

 

参考文献 

1. K. Suzuki: Journal of MMIJ, 129(2013), 151-157. 
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傾斜多層構造における各層物性値の同時推定法の研究 

 

（京都大学大学院工学研究科）○田中 智章、三ケ田 均、武川 順一 

 

 

1．はじめに 

石油や天然ガスなどの地下資源探査において、反射法地

震探査は最も広く用いられてきた技術のうちの一つであ

る。近年、反射法地震探査は地下の地層境界面のイメージ

ングにとどまらず、地下の物性値を取得するための技術と

して更なる発展が期待されている。一方で、油層物性や岩

相を含めての地下構造推定においては、 S 波速度情報の

取得が不可欠であり、そのためには鉛直方向成分のみなら

ず水平方向成分の受振記録を用いた解析手法の発展が求

められる。著者らの過去の研究で、水平方向速度成分を用

いたEquivalent Offset Migration (EOM)1) を実行するこ

とで作成される Common Scatter Point (CSP) gather を

用いた AVO 解析が、S 波速度情報の取得に有効であるこ

とが既に示されている。そこで本研究では、傾斜した多層

構造モデルから得られる疑似記録に対して提案手法を適

用し，各層の物性値を同時に逆解析することで，提案手法

のより複雑な構造に対する適用可能性を検討する。 

 

2．手法 

図１に本研究で用いた傾斜多層構造モデルを示す。図１

はモデルの上端を地表とした半無限媒質を仮定しており、

地表部分には自由境界条件を設定し、他のモデル端部には

C-PML 吸収境界条件 2)を設定した。測線はモデルの上端

に 4000m設定し、発震点と受振点をこの測線上に 20m間

隔で合計 201 点設定した。各震源では鉛直下向きに起震

し、全ての受振点において鉛直・水平方向両成分の受振記

録を取得するようにして、数値計算的に反射法地震探査を

実行した。波動の伝播計算には、応力と変位速度を半格子

ずらしたグリッド上に定義するスタガード格子を用いた

3)。このとき得られた受振記録を「観測波形データ」とし、

図１のモデルを「真のモデル」、そのモデルの物性値を「真

の物性値」とする。本研究では、逆解析的に真の物性値を

求めることを目指す。一方で、同じ２次元の多層構造で、

各物性値に適当な値を与えたモデルを「計算モデル」とし、

同モデルに同様の条件で反射法地震探査シミュレーショ

ンを行って得たデータを「計算データ」とする。 

次に、各モデルの中心で EOMを実行して得られたそれ

ぞれのCSP gatherの差分を取った誤差の２乗の総和を誤

差関数とし、この誤差関数を最小化するような計算モデル

の各物性値を同時推定する。各物性値の初期値は

+-5%~7%の誤差を与えて同時推定を開始し、誤差関数の

最小化には BFGS 法を使用した。以上の条件で推定値が

収束するまで繰り返し逆解析を行った。 

 

図１ 観測用モデル 

3．結果 

各物性値の推定誤差の絶対値を図２に示す。９回目の推

定にて急速に真の値に収束する結果が得られた。 

 

図２ 計算用モデルの物性値の推定値誤差 

4．まとめ 

本研究では，傾斜多層構造モデルに対して CSP gather

を用いた地下物性値の逆解析を行い，より精度の高い密度

と速度の同時推定への適用可能性を示唆した。今後はより

複雑な構造のモデルへの適用や，S 波の AVO 情報も含め

た同時推定を行っていく予定である。 
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漏洩磁場検出による鋼材裏面探傷 

(京大院) 〇中川 俊樹，三ケ田 均，武川 順一 

 

1. 研究背景 

 各種プラントなどの構造物で使用されている鋼管は，

その内部をガスや液体といった流体が通るため，内面に

欠陥を生じやすいという課題がある．従来から，鋼材裏

面欠陥を非破壊で検出することは困難であるとされてき

た．そこで本研究では，検査対象鋼材に直接磁場を印加

することで生じる欠陥周辺での磁束の変化を直接計測す

る非破壊探傷法を新たに提案する．鋼材に印加された磁

場は継鉄と鋼材との間に磁気回路を形成し，欠陥部が存

在する場合，磁束は欠陥を迂回すると考えられる．これ

によって表層に現れる磁場の変化を直接捉えることによ

って，欠陥の位置や形状を推定できるのではないかとの

仮説を設けた．本研究では，差分法による数値実験によ

りこの仮説を検証することで，提案する鋼材裏面欠陥の

非破壊探傷法の実現可能性を検討する． 

 

2. 解析について 

(1) 解析対象 

 図 1は本研究に使用したモデルであり，継鉄，欠陥の

ある鋼板を模した領域で構成されている．また，継鉄を

取り巻くように配置した電流源により，コイルによる励

磁を再現した． 

 

(2) 計算手法 

本研究で解析を行うにあたり，近年 CSEM 法

(Controlled source electromagnetic method)の解析などで注

目されている，仮想時間領域法を用いた有限差分法

(Mittet, 2010)を使用した．この手法では，拡散方程式に

従い伝播する波を，仮想的に波動方程式を用いて解くこ

とができる．仮想領域内では，実際よりも電磁波伝播速

度遅くなるため，有限差分法で陽的に計算を行う際に問

題となる Courant 条件が緩和され，計算時間を大幅に削

減できるという利点がある．また，仮想時間で得られた

結果にフーリエ変換を施すことで，実時間領域での解を

得た．境界条件には PML 吸収境界を用いた．電流源はガ

ウシアンパルスを一階微分した波形を用いている． 

 

3. 結果と考察 

 図 2は，仮想時間領域で計算した，磁束密度ベクトル

の欠陥周辺における分布を示したものである．鋼材の比

透磁率は 𝜇𝑟 = 200 としており，周辺の媒質 𝜇𝑟 = 1 よ

りも大きいため，磁束は透磁率の高い領域に集中して分

布していることが分かる．また，以上の理由から，欠陥

近傍においては磁束が欠陥を迂回するように通っている

ものと考えられる．さらに，図 3は欠陥の前後±20mmに

わたって鋼材直上における磁界の y 成分を示したもので

ある．これは，仮想時間領域で計算した結果を実時間領

域に変換した後，欠陥のない場合の結果を差し引いたも

のであり，欠陥による影響のみを表していると言える．

また，鋼板に対して磁束は右方向に作用している．この

図を見ると，欠陥により磁束が迂回した影響が，鋼材の

表層まで及んでいることが分かる．なお，磁界の x 成分

においては，y 成分と比較して磁界の変化が少ないこと

が分かった．以上のことから，本手法を用いることで，

鋼材の裏面に存在する欠陥に対して外側に表れる磁界の

y 成分の変化をとらえることで，欠陥検出につながるこ

とが期待できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 解析に用いたモデル 

図 2 欠陥周辺の磁束密度ベクトル 

図 3 鋼板直上の磁界(ｙ成分) 
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