
１．はじめに

ウォータージェット（以下WJ）は岩石掘削（切削）
に有効な技術の一つである。WJは様々な個体材料の切
削のみならず、医療分野や食品分野などでも利用されて
いる。WJ技術では、多くのパラメータが掘削性能に影
響を及ぼすことが知られている。これらのパラメータと
しては、吐出圧力、環境圧力、ノズル形状、スタンドオ
フディスタンス、研磨材の有無、掘削対象（例えば、金
属、岩石、コンクリート、食品等）の物性などがある。
したがって、WJ技術の利用や新たな技術の開発に際し
ては、多くの実証実験が必要とされ、必然的に時間とコ
ストが増加し、これらの低減が課題の一つとされる。こ
の課題解決の方法として数値シミュレーションが考えら
れる。より現実的なWJ掘削のシミュレーションが可能
となれば、迅速かつ低コストに新技術の開発が可能とな
る。
WJ岩石掘削は、固体領域および液体領域それぞれの

界面が大きく変形し、岩石構造内に水が浸透する移動境
界問題である。そのため、格子を用いる方法（FEMや
FDMなど）ではモデル化が困難になる。そこで本研究
では、WJ掘削を数値解析する方法として、粒子法１）の
一つであるSPH法（Smoothed Particle Hydrodynam-
ics）２），３）に注目した。SPH法は、宇宙物理学における
圧縮性流体の解析や固体の高速衝突問題の解析方法とし
て提案された解析手法である。
SPH法を用いた流体と固体の相互作用の研究はこれま

でにも幾つか報告されている４，５，６，７）。また、WJをSPH
法、固体を有限要素法で計算したカップリング解析８）

も報告されている。しかし、これらの研究で掘削の対象
とされてきた固体は岩石ではなく、物性や破壊のメカニ

ズムにも相違が見られる。また、実験的に検証した事例
は無く、結果は現実性に乏しく岩石の掘削のシミュレー
ションとは言い難い。坂口ら９）は、SPH法を用いた軟
岩の掘削シミュレーションコードを開発し、その中で岩
石のモデル化、水と岩石の相互作用のモデル化、岩石の
破壊のモデル化を行い、掘削に及ぼす岩石の破壊基準の
影響を考察している。また、実験結果との比較から、現
実的な掘削をシミュレーションできたとしている。しか
しながら、幾つかの課題も残されており、その一つに岩
石の湿潤状態を考慮していないことが挙げられる。実現
場を想定すれば、岩石は多かれ少なかれ湿潤状態にある
と考えられる。湿潤状態の場合、ウォータージェットの
圧力水の浸透によって間隙水圧が上昇し、岩石掘削（破
壊）性能に影響を及ぼすと考えられる。したがって、よ
り現実的な岩石のWJ掘削のシミュレーションコードの
開発には、岩石、岩石中の水、WJの三者間の相互作用
も考慮する必要がある。そこで、本研究では、含水した
岩石（軟岩を対象）のWJ掘削を実現できるシミュレー
ションコードを開発し、含水比の差異による掘削性能の
評価に関して、解析結果と実験結果とを比較し検証した。

２．SPH法によるシミュレーション手法

２．１　本節の構成

SPH法の詳細は他書１）に譲るが、ここでは、２．２で
一般的なSPH法の概要について述べ、２．３～２．６で、
筆者らがこれまでに開発した岩石のWJ掘削シミュレー
ション法９）について概説し、２．７で本研究で新たに導
入した含水岩石のモデル化手法について述べる。２．８
では、本研究で採用した破壊基準の考え方について述べ
る。

　※）個人正会員　東北大学大学院環境科学研究科　准教授　博士（工学）

※※）学術会員　秋田大学大学院国際資源学研究科　准教授　博士（環境科学）

骨材資源　通巻No.198　2018

（65）

含水岩石のウォーター
ジェット掘削シミュレーション

坂　口　清　敏
※）
　　木　﨑　彰　久

※※）

論 文



２．２　SPH法の概要

連続体の任意の点 r での物理量φ（r）は

 （1）

で与えられる。ここでδ（r－r’）はディラックのデル
タ関数、Ωは連続体が占める空間領域を表わす。このデ
ルタ関数をある広がりh（スムージングレングスと呼ば
れる）を持った関数 W（r－r’, h）に置き換えると、式
（1）は、

 （2）

となる。ここで、

 （3）

である。関数 W（r－r’, h）はカーネル関数と呼ばれ、
以下の３つの条件（式（4）～式（6））の条件を満たさ
なければならない。

 （4）

  （5）

 （6）

式（4）～式（6）を満たすカーネル関数は多数存在す
るが、本報では、スムージングレングスhの変化に対し
て、比較的安定している以下の３次スプライン関数10）

を用いた。

 （7）

ここで、s=｜r - r’｜/hである。αDは問題の次元Dによ
って決まる定数で、次元ごとにそれぞれ、2/3h（D=1），
10/7πh2 （D=2）および 1/πh3 （D=3）となる。
SPH法の離散化式を得るために、式（2）の空間微分

を考える。式（2）の空間微分はカーネル関数の空間微
分によって次式で表すことができる。

 
（8）

ここで、解析対象物体をN個の微小な体積要素（粒子と
呼ぶ）に分割することを考える。 j 番目の粒子が占める
領域と粒子の重心の位置ベクトルをそれぞれΩjおよび r j 

とすると、式（2）は以下の式に近似できる。

 （9）

ここで、φj=φ（r j ）、Vj =∫φjdr’である。したがって、
φj およびVj はそれぞれ、粒子 j に関する物理量φの値
および粒子 j の体積を表す。式（9）を使えば、 i 番目
の粒子についてのφi は、

 （10）

となる。ここで、φi =φ（r i ），Wij =W（r-r j , h）であ
り、ρj およびmj はそれぞれ粒子 j の密度と質量である。
同様にして、一階の空間微分は、直交デカルト座標の空
間軸をxαで表すとき、

 （11）

となり、式（10）および式（11）がSPH法の離散化の式
である。なお、本論文においては、上付き添字α，β，
γで添字記法に基づく座標軸を表し、下付き添字 i 、 j
によって粒子番号を示すものとする。上付き添字に対し
ては総和規約を適用する。

２．３　WJのモデル化

WJで用いられる水は大きな速度を有する流体である
ため、弱い圧縮性を持つニュートン流体と仮定する。流
れの支配方程式は以下の連続の式（12）、運動方程式
（13）および状態方程式（14）である。

 （12）
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 （13）

 （14）

ここで、tは時間、vαは流速のxα成分、σαβは応力テン
ソルの成分、fαは外力のxα成分、Pは圧力、ρは密度、
ρ0は基準状態での密度を表す。nは定数であるがn=7と
するのが良いとされている11）。Bは問題に依存するパラ
メータであり６）、また、D/Dtはラグランジュ微分演算
子である。
今、粒子 i に関する連続の式（12）を式（11）を用い

て離散化すると、

 （15）

同様に、運動方程式（13）を離散化すると、

 
（16）

となる。
水はニュートン流体なので、応力テンソルσαβは圧

力項と粘性項を用いて以下のようにあらわせる。

 （17）

ここに、 µ は粘性係数、Tαβは変形速度テンソル、 
δαβはクロネッカーのデルタである。
式（17）を式（16）に代入して粒子の加速度を求め、

それを時間積分することで、粒子 i の速度vi
αを得るこ

とができる。本報では、粒子の運動をより整然としたも
のにするため、粒子の速度にはXSPH補正12）を加えた以
下のv^i

αを用いた。

 （18）

ここで、ρ̅ij=（ρi+ρj ）/2，κ=0.5である。

２．４　岩石のモデル化

岩石の運動のモデル化はWJのそれと同様な手順で行
える。すなわち、連続の式（12）（離散化式（15））、運
動方程式（13）（離散化式（16））を用いる。異なる点は
応力テンソルを求める式（17）である。岩石の応力テン
ソルは圧力項と偏差応力sαβの項を用いて次式で表され
る。

 （19）

SPH法では、圧力Pは状態方程式から求める。岩石は
弾性体として取り扱うので、岩石の状態方程式にはフッ
クの法則

 （20）

を用いる。ここに、Kは体積弾性率、ηは体積ひずみで
ある。偏差応力成分の時間微分は、変形時の物体の回転
運動を考慮するために、ヤウマン応力速度４）を用い、

 （21）

で与えられる。ここでGは横弾性係数、ε̇αβはひずみテ
ンソルの成分の時間変化率、ωαβは回転テンソルであ
り、ε̇αβおよびωαβはそれぞれ次式で定義される。

 （22）

 （23）

これらの式を式（21）に代入して偏差応力sαβを求め
ることができる。応力テンソルσαβは、得られた偏差
応力sαβを式（19）に代入して求めることができる。な
お、岩石粒子にも水粒子と同様のXSPH補正を適用する。

２．５　人工粘性

SPH法では粒子のすり抜けを防止するため、運動方程
式に人工粘性Πijを導入する３）。
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２．６　境界条件

本研究では、掘削対象となる岩石ブロックモデルが、
WJに押されて下方に移動することを防ぐために、岩石
ブロックの下面に剛体板を設置している。剛体板の粒子
は動かないが、密度や圧力の計算には含まれる。また、
岩石粒子や水粒子が剛体板をすり抜けるのを防ぐために、
剛体板に接近する粒子には反発力を付加した９）。

２．７　含水岩石のモデル化

含水岩石のWJ掘削をシミュレーションするには、岩
石中の間隙水圧を考慮する必要がある。本論文では、飽
和した土壌の掘削シミュレーションを行っているBui et 
al.６）を参考にして、岩石の i 番目の粒子に作用する間
隙水圧Pporeを以下の式で与える。

 （24）

ここで、aは水粒子の番号である。式（24）および人工
粘性Πijを岩石の運動方程式（16）に導入すると、以下
の運動方程式が得られる。

 （25）

２．８　破壊基準

本研究では、岩石にWJが衝突し岩石マトリックスか
ら岩石粒子が離脱した状態を“破壊した”と定義する。
岩石の破壊基準としては種々考えられるが、ここでは、
坂口ら９）が提案している「引張ひずみ基準」を採用する。
本研究では図１（a）左に示すように、岩石粒子の初

期配置には単純立方格子を用いる。したがって、着目す
る一つの粒子に対しては図１（a）右に示すように各座
標軸に沿って６つの粒子が隣接している。そこで、 
r ijを着目粒子 i とその近傍粒子 j の粒子間距離、r 0をそ
の初期値として図１（b）のように粒子が移動した際、6
つの近傍粒子のうち、いずれかの粒子とのひずみが式

（26）で定義される限界値εmaxを超えたら破壊と見做す。
なお、本論文ではεmax=0.3とした。また、隣接する粒子
が無くなった場合は無条件で破壊と見做す。

 （26）

３．シミュレーションモデル

３．１　岩石の含水状態の設定

岩石モデルの含水比は掘削性能に影響を及ぼすと考え
られる。そこで本研究では、以下の２つの間隙水の配置
パターンを設定することによって、50%含水、100%含
水の含水岩石をモデル化することにした。すなわち、岩
石粒子４個で構成される立方格子の全ての中心に水粒子
を配した（体心立方格子状配置）ものを100%含水、飛
び飛びで配置したもの（市松模様状配置）を50%含水状
態と呼ぶことにした。

（1）体心立方格子状配置（100%含水）
図２（a）に示すように、８個の岩石粒子で構成され

る立方体形状の中心に水粒子を１個配置する方法。
（2）市松模様状配置（50%含水）

図２（b）に示すように、図２（a）のモデルから市松
模様状に水粒子を間引きしたモデル。対象としている層
の前後の層においては、水粒子を間引きした位置に水粒
子があるように空間的に網目状になるような配置。
SPH法は粒子の繋がりを連続体として表現しているの

で、粒子数を減らしたとしても全体の体積は変化しない
が、間隙水の密度（存在確率）を小さくすることで間隙
水に作用する確率が低くなり、間隙水の運動が小さくな

図１　岩石粒子の配置と移動の定義
（a）単純立方格子中での粒子 i の隣接粒子配置、

（b）粒子 i と粒子 j 間の距離
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る。結果として水を減らしたことを模擬していることに
なる。すなわち、図中に示される水粒子の点一つ一つは
水粒子自体を表しているのではなく、SPH法における計
算用粒子の中心点を示したものである。

３ ．２　解析条件

初期粒子間隔は岩石粒子0.5mm、WJ水粒子0.1mmと
した。なお、WJは気中条件で噴射した。また、スムー
ジングレングスhは、それぞれの初期配置における立方
格子の対角線長さの1.5倍とした。結果として、岩石粒
子数20,480個、WJ水粒子数52,052個となった。間隙水の
粒子数は、体心立方格子状配置（100%含水）モデルが

18,259個、市松模様状配置（50%含水）モデルが9,130個
である。WJの噴射時間はWJ水粒子数に限りがあるので、
5.4×10-4sとした。図３にシミュレーションモデルの全
体概要を、表１にその他の解析条件をまとめる。

４．シミュレーションの結果

４．１　100％含水の場合

図４に掘削後の掘削孔の状態を（a）２次元断面図
（x-z断面）、（b）３次元鳥観図で示す。図５は掘削中の
様子であり、（a）2.32×10-5s後、（b）4.50×10-5s後であ
る。図中、小さな灰色のドットは水粒子（WJと間隙水）、
大きめの黒丸は岩石粒子、大き目の灰色丸は破壊したと
判定された岩石粒子（掘削された岩石粒子）を示す。図
４から掘削孔の形状は円柱状であることが確認できる。
また、図5で掘削の様子を観察すると、間隙水粒子が掘
削孔のある方向に集まっている現象が確認できる。これ
は、WJによって破壊された粒子の隣接粒子に作用して
いる応力が減少し、それによって、圧力の低い方向に間
隙水粒子が集中してくるためと考えられる。結果的に、
より掘削孔に近い岩石粒子に作用する間隙水圧が上昇し
有効応力が減少するので、岩石粒子同士の結合力が小さ
くなり、破壊しやすくなると考えられる。なお、掘削さ
れた岩石粒子は、合計の岩石粒子20,480個に対し、破壊
した岩石粒子は143個であり、0.698 %が掘削された。

図３　シミュレーションモデルの概要

図２　間隙水粒子の配置
（a）体心立方格子状配置（100%含水）、

（b）市松模様状配置（50%含水）

水の密度 [kN/m3] 10

水の粘度 [Ns/m2] 0.001

岩石の密度 [kN/m3] 25

岩石のポアソン比 0.3

岩石のヤング率 [GPa] 1.0

WJ ノズルの直径 [mm] 1.0

WJ の流速 [m/s] 200

スタンドオフディスタンス [mm] 5.0

表１　シミュレーションのパラメータ
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４．２　50％含水の場合

図６の掘削後の掘削孔の状態、図７に掘削中の様子を
示す。100%含水の場合と同様に円柱型に掘削されてい
るが、その断面はよりはっきりとした長方形の形に掘削
されている．また、掘削の様子を観察すると、間隙水粒
子が掘削孔の方向に集まってきているのが確認できるも
のの、100%含水の場合と比較して、集まってくる間隙
水粒子は少ないことがわかる。なお、本条件で掘削され

た岩石粒子は、合計の岩石粒子20,480個に対し、破壊し
た岩石粒子は98個であり、0.479 %が掘削された。
同様のモデルによる乾燥状態にある岩石のシミュレー

ションでは0.371%が掘削されていた９）。すなわち、WJ
岩石掘削では、岩石の含水比が大きくなるほど掘削性能
が上がることから、岩石中の間隙水がWJ掘削の掘削メ
カニズムに重要な影響を及ぼすことがわかった。

図４　WJ掘削シミュレーション結果（100%含水状態）
（a）　x-z断面図、（b）　3次元鳥観図

図５　掘削過程（100%含水状態）
（a）2.32×10-5秒、（b）4.50×10-5秒
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５．シミュレーションコードの検証実験

シミュレーションコードの妥当性を検証するために
WJによる岩石の掘削実験と同条件でのシミュレーショ
ンを行った。掘削実験には来待砂岩（ヤング率7.7GPa、
ポアソン比0.2、密度20kN/m3）を用いた。来待砂岩は
WJで短時間に掘削することが可能であり、かつ比較的

均質な岩石であることから選定した。実験に使用した来
待砂岩は円柱状で２日間水中で保持し100%含水状態に
している。なお、本実験では、比較のために乾燥状態に
ある場合の掘削実験も併せて行った。WJは吐出圧力
30MPa、ノズル径１mm、スタンドオフディスタンス
5.0mm、噴射時間60secとし、WJは円柱状供試体端面に
対して垂直に衝突させた。図８に供試体の写真を示す。

図６　WJ掘削シミュレーション結果（50%含水状態）
（a）　x-z断面図、（b）　3次元鳥観図

図７　掘削過程（50%含水状態）
（a）2.32×10-5秒、（b）4.50×10-5秒
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図９は掘削後の掘削孔を中心軸で切断した断面の写真
であり、（a）含水状態、（b）乾燥状態である。両者を
比較すると、掘削孔の入り口において含水状態の方が掘
削幅が大きい。これは、前述したように、含水した岩石
内の間隙水圧が大きくなることで有効応力が小さくなり、

岩石粒子間の結合力が小さくなり破壊しやすくなるから
である。乾燥状態の場合は、掘削孔入り口から深くなる
につれ幅が狭くなり、その後大きくなっている。一方、

図８　WJ掘削実験用岩石供試体
左：含水状態、右：乾燥状態

図９　掘削孔の断面写真
（a）含水状態、（b）乾燥状態

図10　シミュレーションの結果　（a）含水状態  （b）乾燥状態

骨材資源　通巻No.198　2018

（72）



含水状態では、掘削孔入り口から多少狭くなるものの、
全体的に同じ幅を持つ円柱状の掘削孔になっていること
がわかる。掘削体積は、含水状態の方が大きいが差は僅
かである。
シミュレーションは実験と同一条で行っているが、使

用したPCの計算能力の関係上、噴射時間は1.5×10-3sと
している。なお、シミュレーションでは、WJの吐出圧
力ではなく流速が入力パラメータとなるので、流速を実
験条件の吐出圧力30MPa（ノズル径1 mm）の場合の流
速とほぼ同じ200 m/sとした。図10（a）に含水状態の
掘削孔の断面を、同図右に掘削孔の3次元鳥観図を示す。
同様に、図10（b）に乾燥状態の結果を示す。断面を比
較すると、乾燥状態では深くなるにつれて掘削幅が狭く
なっているが、含水状態ではほぼ同じ掘削幅の掘削孔に
なっている。これは実験結果と一致する．また、含水状
態の方がより深く掘削されており、掘削量も多かった。
実験結果からは、掘削深さや掘削体積に大きな差異は認
められなかったが、これは、噴射時間が60 秒と長かっ
たため、両者ともに掘削深さの増加率が減少し、掘削深
さが緩やかに増加する状態に達していたからだと考えら
れる。
これらの結果から、シミュレーション条件と実験条件

ではWJの噴射時間に大きな差はあるものの、十分な掘
削時間があれば、岩石の含水状態に関係無く同一の掘削
結果を得ることは可能であり、同一の掘削深さおよび掘
削体積を得る上では、岩石を含水状態にした方が掘削時
間の短縮を可能にできることが示唆される。

６． まとめ

WJによるより現実的な岩石掘削のシミュレーション
の実現を目指して、含水状態にある岩石の掘削シミュレ
ーションコードを開発し、シミュレーション結果と実際
の掘削実験結果とを比較し検証を行った。得られた成果
は以下の通りである。
１）WJによる含水岩石の掘削シミュレーションコード
開発のために、間隙水粒子と岩石粒子間の相互作用を
表現できるモデル化を行った。シミュレーション結果
より、含水比の高い方が掘削性能が向上することが明
らかとなった。このことから、岩石中の間隙水がWJ
掘削による掘削メカニズムに重要な影響を及ぼすこと

がわかった。
２）シミュレーションコードの妥当性検証のため、来待
砂岩を用いて含水状態の場合と乾燥状態の場合におけ
る掘削実験を行った。その結果、乾燥状態に比べ含水
状態の方が掘削孔入り口がより広く、掘削孔全長に亘
って掘削幅が同じであった。掘削実験と同じ物性を用
いてシミュレーションを行った結果、掘削孔形状につ
いては、実験結果と同じ結果が得られた。

３）シミュレーション条件と実験条件ではWJの噴射時
間に大きな差はあるものの、同一の掘削深さおよび掘
削体積を得る上では、岩石を含水状態にした方が掘削
時間の短縮を可能にできることが示唆された。
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