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粒径の異 なる花商岩 に発生す る微小 クラックの特徴
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 We studied experimentally the effects of grain size on brittle properties of two kinds of granite 
with quite different mean grain size. These granite samples in much the same mineral composition 
(mode) were prepared, and these were classified into two groups in terms of their mean grain size; one 
with grain sizes between 3.0 and 5.0 mm and the other with grain sizes between 0.5 and 1.0 mm. In 
order to investigate the behavior of microcracks in the sample, we measured the axial stress, axial and 
circumferential strains, elastic-wave velocities along the direction perpendicular to the loading axis 
and the number of AE events (acoustic emission activity) during loading. The results were analyzed 
in conjunction with the growth of stress-induced cracks during loading. We analyzed the relation 
between the degree of dilatancy and the cumulative number of AE events. We also analyzed the 
velocity change during loading in terms of the increase in penny-shaped cracks during loading with a 
simple assumption about the orientation of these cracks. These analyses indicate that the coarse-
grained granite produces larger volumetric cracks than the fine-grained granite and that, for both the 
granites, the crack volume decreases when the normalized stress (stress relative to fracture stress) 
reaches about 0.95. Crack density of the cracks with their fiat planes parallel to the final fracture plane 
increases acceleratively just before the ultimate fracture. The crack density of coarse-grained granite 
is higher than that of fine-grained granite. The aspect ratio of stress-induced cracks was estimated 
to be about 1/400 and 1/150 in coarse- and fine-grained granites, respectively. These results suggest 
that the stress state in rocks depends on scale of inhomogeneity in them.
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§1. は じ め に

岩石破壊実験 は自然地震 の発生機構 を解明す る有用な

手段で あるが, 岩石試料内 の微小破壊 と自然地震 との間

には時間的 ・空間的 スケールに大 きな差が ある. 微小破

壊 と地震を対応 させ るには, この差が破壊の物理過程 に

ど う現れ るかを示す スケー リング則 を得 なければな らな

い.時 間 に関 す るス ケー リング則 を得 よ うとい う試 み

は, 岩石破壊過程 につ いて はSANO et al. (1981, 1982), 

MASUDA et al. (1987, 1988)な ど, 系統 的 ・組織 的研究

が盛ん に行われて いる. しか しなが ら空間的 スケー リン

グ則 に関す る研究 は不完全 なままで あ る. そ こで今回

我 々は, 空間(サ イズ)に 関するスケール効果 は, 岩石

(物質)構 造 の不均質性 の波長 の違 いに依存す ると考 え, 

岩石 の構成鉱物 の平均粒径 の違 いが岩石破壊過程 にど う

影響 す るのかを調 べ るため, 平均粒径 の大 きく異 な る2

種類 の花 闘岩 にっいて系統的破壊実験を行 った.

今 までに岩石 の構成鉱物 の粒径を扱 った もの と して は

OLSSON(1974)に よる大理石の圧縮実験 があ り, 平均粒

径が小 さ くなるほど降伏応力が大 きくな ることを報告 し

て いる. また楠瀬 ・他(1979)は 圧 縮の際 に花商岩 中に

発生す るアコースティ ック ・エ ミッション(以 下AEと
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略す)の 振幅別度数 分布に折 れ曲が りが生 じることを見

いだ し, この折 れ曲が り点 に対 応 した クラックの推定直

径がそのサ ンプルの平 均粒 径に ほぼ等 しい ことを報告 し

てい る.

我 々は粒 径の違 いが破壊 に及ぼす効果を明 らかにす る

たあに, 鉱物組成 が ほとん ど同 じで構成鉱 物の平 均粒径

のみ が大 き く異 な る2種 類 の花簡岩 を用意 した. そ し

て, 岩 石が破壊 にいた る過程 で試料にかか る応力, ダイ

ラタンシー量, AE発 生数, 圧縮 軸に垂 直な方 向のP波

及びS波 速度 変化 な どの量 を同時 に測定 し, クラックの

大 きさ ・形状 や クラック密 度な ど, 平均 粒径の異な るサ

ンプル中 に発 生す る微小 クラ ックの特 徴 の違 いを調 べ

た.

§2. サ ン プ ル

平均粒 径の大 きい花闘岩 と して茨城県稲田産の稲田花

南岩, 平均粒 径の小 さい花 闘岩 としてア メ リカ産 の ウエ

スタ リー花高岩 を使用 した. 粒径は, 稲 田花商岩 では約

3.0～5.0mm, ウエスタ リ-花 闘岩で は約0.5～0.0mm

であ り, その差 はか なり大 きい(Photol-a, b参 照). そ

れぞれのサ ンプルの粒径, 密度, 空 隙率 をTable 1に 示

す. Fig. 1は それぞれ の花高岩 にっ いて2枚 ずっ作 った

薄片上の鉱物 の種類 を3000ポ イ ン トにわた って顕微鏡

で測定 し, その結果を鉱物組成 モ ー ド(石 英 ・斜長石 ・

アル カ リ長石の比)と してプ ロッ トした ものであ る. 両

花商岩 とも石英が30～35%, 斜長石が35～40%, アル

カ リ長石が30～35%の 範 囲で, IUGS(国 際地学連 合)

によ る花闘岩 分類によ ると, 両者 ともア ダメロ岩の範 囲

とな る. この ように2種 類の花闊岩の鉱物 組成 は非常 に

似てお り, 両者の破壊過程 には鉱 物組成 の違いによ る影

響 はな いと考え る, 以後, 稲田花簡岩を粗粒花高岩, ウ

エス タ リー花商岩を細粒花簡岩 と呼ぶ.

実験 で使 用 したサ ンプ ルの形状 は直径25mm, 長 さ

62.5mmの 円柱状 で, 粗粒花商岩, 細粒 花高岩 それぞれ

の岩石 ブロックか ら全て同 じ方向に切 り出 し, 両端面 は

平行度が1/100mm以 下 になるように整形 した. その

後 アセ トン及 び脱 イオ ン水で超音 波洗浄 器 によ り洗浄

Photo 1. Photomicrographs of thin sections ob-
 served under crossed polarizers. a; coarse-

 grained granite (grain sizes are 3.0-5.0 
 mm), b; fine-grained granite (grain sizes are 
 0.5-1.0 mm)

a

b

Table 1. Grain sizes, densities and porosities of 

 two kinds of granite.

Fig. 1. Streckeisen modal diagram. Modes of 
 Westerly granite and lnada granite are plo-

 tted. (Q, Quartz; P, Plagioclase; A, Potash 
 Feldspar)

● Inada granite

□ Westerly granite
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し, 真空中で約72時 間乾燥 させた.

§3. 実 験 方 法

今 回 行 っ た 実 験 は, 1気 圧 下 で 歪 速 度 を お よ そ

1471か ら10-7s-1ま で約1桁 ずっ変え た定歪速度の

一軸圧縮破壊 実験で ある. Table 2に 各実験の歪速度及

び破壊強度 を示す.

実験で測定 された量 は, 最終破断面 に沿 う方向 とそれ

に垂直な方向に伝播す るP波 ・S波 速度(S波 につ いて

は圧縮軸方向 と直角な方向 に振動す るSH波, 圧縮軸方

向 と平行に振動 す るSv波 の2種 類), AE発 生数, 圧縮

軸方向 と周方 向の歪, そ して軸圧 である. Fig.2にAE

セ ンサー, 歪 ゲー ジの位置, 最終破断面 の方 向を示 す.

今回の実験 で用 いた試料で は, 粗粒花商岩 ・細粒花 陶岩

共 に最終破断面 はそれぞれの元の岩石 ブロックに対 して

全て同 じ方 向に形成 された. そのため, 予備実験 を行 う

ことによ り, 実験前 にあ らか じめ最終破断面 の形成 され

る方向を知 る ことが出来 る. ここで, 圧縮軸方 向を9軸, 

それ に垂直 で最終破断面 に沿 う方向 を κ軸, 最終破断面

を横切 る方向 を夕軸 とした.

AEセ ンサー と歪ゲ ー ジはす べて元 の岩 石 ブロ ックに

対 して同 じ位置関係 になるよ うに貼付 した. 弾性波速度

はP波・SH波 ・Sv波 それぞれ2対 の圧電素子(PZT:

チ タ ン酸 ジル コ ン酸 鉛, 直径5mm, 共 振 周 波 数1

MHz)を 用 いてパ ルス透過法 により測定 した. ただ しS

波の弾性 波速度 は歪速度が10-7s-1の 実験(Table 2の

実験No.8A22, 8BlO)の 時 にのみ測定 した. AE発 生数

の測定 は, Vpy速 度 測定用 の1っ を セ ンサ ーと して用

いた. 発生 したAEの 波形 はプ リア ンプ とメイ ンアンプ

で増幅 したのち振 幅弁別器 を通 し, 一定 の振 幅を越 えた

ものの数 をカ ウン トしてAEの 発生数 とした. 破壊 の ご

く直前 のよ うにAEの 発生数 が極端 に多 くなると, 1っ

前 のイベ ン トが収 ま らない うちに次 のイベ ン トが起 こる

よ うにな り, AEの 発生数 を正確 に認識 できな くなる.

現在我 々の システ ムで は, AE発 生 の間隔 が1ms以 下

にな ると個々 のAEが 識 別 で きな くな るた め, 正 確 な

AE発 生数が得 られな くなる.

Fig. 3の 測定 システムに示す ように, 全ての データは

デジタル信号 に変換 され た後, インターフェースを通 し

て マイ ク ロコ ンピュー ターに取 り込 まれ, フロ ッピー

ディス クに記録 され た.

Table 2. Experimental conditions and strength.

Fig. 2. Locations of strain gages and piezoelectric transducers. vx and v, are velocities of P-wave in the 

 x and y directions. vS1 are shear velocities. The second and third subscripts denote the directions of 

 particle motion and wave propagation, respectively. Fracture surface, shown by dashed line, is always 
 formed in parallel with respect to the y axis.

○: Strain gage

○: AE transducer
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§4. 実 験 結 果

サ ンプルの破壊 強度 は, 粗 粒花商岩 で は177MPa～

197MPa, 細 粒花商岩で は185MPa～211MPqの 範 囲

で あった. いずれ のサ ンプルの場合 も破壊 強度 は歪速度

に対す る依存性 を示 し, MASUDA et al. (1987, 1988)が

示 したように, 歪速度 の対数 に比例す る(Fig.4).

歪速度 が17s-1の 場 合 にっ いて応力 と弾性 波速度

変化の関係をFig.5に 示す. 応力 σは破壊強度 σFで規

格化 してあ る. P波 ・SH波 ・Sv波 の速度 は応力 が破壊

強度の約10%に 達す るまで は上昇 しその後 しば らくは

ほとん ど変化 しな いが, 応力が破壊 強度 の50%を 越 え

るあた りか らどの成分 も減少 し始 め る. 圧縮す る前(応

力がかけ られていな い時)の 速度 の値 は粗粒花簡岩 の方

が細粒花 高岩 よ りもP波 速度, S波 速度 と もに大 きい.

速度 変化 は粗粒 花商岩の方が細粒花 南岩 よ りも早 く減少

し始 め減少量 も大 きい. このよ うな圧縮 の過程で観測 さ

れる弾性波速度変化 は, お もにサ ンプル内部 での微小 ク

ラックの発生 によ る事 は よ く知 られ てい る[例 えば, 

LOCKNER et al. (1977)]. 圧縮初期 での速度上昇 は元々存

在 する空孔 が閉 じることによる結果 であり, 圧縮後半で

の速度減少 はサ ンプル内部 で発生す る微小 クラックの増

加によ るものである.

Fig.6に 歪速度 が17s-1の 場合 にっ いて, 規格化応

力 とダイ ラタ ンシー量 の関係 を示 す. ダイ ラタ ンシー

量, ε♀, は歪 ゲージの記録 か ら, BRACE et al. (1966)に

Fig. 3. Block diagram of stress-strain data and AE data acquisition system. All data including stress, 

 strain and number of AE are transferred to the micro-computer and recorded on floppy disks. 

 Elastic-wave velocities are measured by the pulse transmission method.

Fig. 4. Relation between fracture strength and 

 strain-rate for Inada granite and Westerly 

 granite. The straight lines are computed by 
 the least squares method.
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従 って次の式 に より計算 した:

εv=εv-εv (1)

ここで ε♀は非弾性 的体積歪, εvは体積歪(εv=εz+2ε θ:

εzはサ ンプルの4ヶ 所で測定 した縦歪の平均値, εθは同

じく4ヶ 所 で測定 した横歪 の平均値)爵 は弾性的体積歪

であ る. ε争は応カ ー体積歪曲線での, 応力 が破壊強度 の

1/9～1/3の 範囲 にみ られ る直線 部分(弾 性変形)を 外

挿す る ことによ り得 られる. ダイラタンシーはサ ンプル

にかか る応力 が破壊強度 の50%を 越 え るあた りか ら起

こり始 あ, 破壊 強度 の90%越 え るあた りか ら急激 に増

える. ダイラタ ンシーの量 はサ ンプル内部 で発生 す る微

小 クラ ックの体積の総和を反映 してい ると考 え られる.

両花商岩 を比較す るとダイラタンシー開始 直後 か ら細粒

花歯岩の方が増加率が大 きく, 最終的 なダイ ラタンシー

Fig. 5. Variation of elastic-wave velocities with stress normalized by the fracture strength for Inada 

 granite and westerly granite. The strain-rate is 10-s-1, is the velocity of P-wave in they direction. 
 vsy and VSHy are the velocities for S-wave. The second and third subscripts denote the directions of 

 particle motion and wave propagation, respectively.

Fig. 6. Variation of degree of dilatancy with 

 the normalized stress for Inada granite and 

 Westerly granite. The strain-rate is 10-s-1.

Fig. 7. Cumulative number of AE events with 

 increasing normalized stress for Inada gran-

 ite and Westerly granite. The strain- rate is 

 10s-1.
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量 は粗粒花 簡岩 での量 のほぼ倍 になって いる.

歪速度 が107s-1の 場合 について, 規格化応力 とAE

発生数 の積算値 との関係 をFig.7に 示す. AE発 生数の

積算値 の変化 はダイラ タンシ-量 の変化 と似た増加の傾

向を示す. AEの 活動 はサ ンプルにかか る応力が, 粗粒

花商岩 では破壊強度 の約60%, 細粒花 陶岩 では約80%

か ら活発化 し始 め, 破壊強度 に近づ くにつれて急激に活

発 となる. また粗粒花簡岩 の方が細粒花闘岩よ りもAE

の発生 のは じまりが早 く, 最終積算数 も多い.

§5. 微小 クラックの大 きさ ・形状 とクラ ック密度

このよ うに, 粗粒花闇岩 と細粒花醐岩で, ダイ ラタン

シー量 とAE活 動の変化を比較 した場 合の違 いはサ ンプ

ルの内部 に発生 した微小 クラックの大 きさ ・形状等 の違

いによるもの と考え られ る. 従 って, 粗粒花 歯岩 と細粒

花醐岩で, 発生す る微小 クラックの特 徴に どのよ うな違

いがみ られ るか を, AE発 生 数 の積算 値 と ダイ ラタ ン

シー量の関係を使 った方法, 及び弾性波速度変化 か ら計

算 された クラック密度 パ ラメー タ, εの変化 やク ラック

の アスペ ク ト比 を使 った方法 の異 な った2っ の方 向か

ら見てみ る.

5.1. ダイラタ ンシー量 とAE発 生数 の積算 値のデー

タか らみた微小 クラ ック

Fig.8に, 歪速度がlo-5s-1か ら10-7s-1の 場合 にっ

いて両花 南岩 のダイラタンシー量 とAE発 生数 の積算値

の関係 を示 す. この図 にみ られ るよ うに両 花簡岩 ともダ

イ ラタンシー量 はAE発 生数 の積算 値に ほぼ比例 して直

線的 に増加 するが, この増加 の割合K(直 線 関係 とみた

場合 の傾 き)は, 後で詳 しく述 べ るよ うに, 応力 が最終

破壊 強度 の約95%に 達す る前(AE活 動度 の低 い段階)

とその後(AE活 動度が急激に増加 す る段 階)と で異 な

る. また, 稲 田花商岩で は歪速度 によ りば らっ きがみ ら

れ るが, 両花 簡岩 を比較す る とκ の値 に大 きな差が あ

り, どの歪速度の場合 も細粒 花商岩 の方 が粗粒花商岩 よ

りも大 きい. AEの 発生 とダイ ラタンシーの生成 が同 じ

型 のク ラックの生成によ るとすれば, Kの 値 はAEの 発

生1回 当 りの平 均的 な ダイ ラ タンシーの量 を表 す と考

え られ, これが大 きければ微小 クラック1個 当 りの体積

が大 きいことを意味す る. っま り, 細粒花崩岩 の方で は, 

より大 きい体積 を もっ微小 ク ラックが多 く発生 して いる

と考え られ る.

粗粒 花商岩 で は, Kの 値 はAE活 動 度 の低 い段 階 と

AE活 動度が急激 に増加す る段階 とでかな りの差がみ ら

れ るが, 細粒花 闘岩 ではあまり差がな い. しか し両サ ン

プル共 にAE活 動度 が急 激 に増加 す る段階 で はKの 値

は小 さくな ってお り, 粗粒花商岩で はダイラタ ンシー量

が0.05～0.1%, 細粒花崩岩で は0.2～0.3%付 近(応 力

に直す と両者 とも σ/σF=95%前 後: σFは最終破壊強

Fig. 8. Relation between degree of dilatancy and cumulative number of AE events up to the fracture for 

 Inada granite and Westerly granite. The strain-rates are 10-5s-1, 10-6s-1, 10-7s-1.
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度)か ら小 さ くな る. AE発 生数 が極端 に増加 し発生数

が正確 にカ ウン ト出来 な くなるのは最終破壊 のご く直前

(σ≒σF)であ り, 応力 が最終破壊強度 の約95%の 段階で

はAEの カウ ン トミスの影響 はまだ ないと考え られ る.

よ って, こ こでKの 値が小 さ くな るとい うことはそ の

まま, AE活 動度 が低 い段階 に比 べて微小 ク ラック1個

あた りの体積が小 さ くなったことを意味す ると考えて よ

い. これ は卓越 して発生す るクラックの形態が変 わ った

ためであると考え られ る. この ような クラックの形態の

変化 にっ いて は例 えば佐藤 ・他(1986, 1987a, 1987b)

が安山岩や花商岩の圧縮実験 にお いて発生 す るAEの 初

動押 し引 き分布を調べ, 破壊 が近 づ くにっれて勇 断成分

の卓越 したAEの 割合が増 加す ることを示 した. 勇断型

クラックは張力型 クラックに比 べてその体積 はかな り小

さいと考 え られ ることか ら, 本実験 で もAE活 動 が活発

化す るに したが って張力型 クラックか ら勢断型 ク ラック

へ とい うクラックの形態 の変化 があ った ものと考 え られ

る. KUSUNOSE et al. (1980)は, 花 商岩 の一軸圧縮 の場合

に, 応 力が破 壊 強度 の約85%以 上 の軸圧 で発 生 す る

AEは それ以下 の軸圧 で発生 す るAEに 比 べてス トレス

ドロップが急激 に増加 するなど, や はりAEの 震源過程

に変化 が生 じる ことを報告 して いる。

5.2. 弾性波速度変化か らみ た微小 クラック

観測 され た弾性波速度の変化 は, 圧縮中に生 じた微小

クラ ックの影響 によるもの と考え られ る. 薄い回転楕円

体 ク ラ ックが ラ ンダムな方向 を向 いて分 布 して いる場

合, クラ ックの弾性波速度 に対 する効果 は, クラック密

度パ ラメータ(ξN<α3>=3α)の 大 きさで表 され

る[O'COWNELL and BUDIANSKY (1974)]. ここで, α, cは

それぞれ クラックの長軸, 短軸の長 さ, <α3>は クラ ック

の長軸 の長 さの3乗 の平均値, Nと φはそれ ぞれ単位体

積 当 りの クラ ックの数 と体積, αはア スペ ク ト比(碗)

を表 す.

ク ラック面 の分布方向が ラ ンダムで ない場合 は弾性波

速度変化 に異方性が現れ る. SoGA et al. (1978)はAND-

ERSON et al. (1974)の モデルを使 って, あ る方 向のみに

配列 したクラ ックを考えた場合, その クラック面に垂 直

な方 向 および平行 な2方 向 に伝 播す る弾性波速 度 は次

の式で表 され ることを示 した.

(0i/vi0)2=1-D0εj (2)

ここで, εは φ/α, ら はj軸 に垂直 な面 を もつ クラ ックの

クラ ック密度パ ラメータ, そ してviは 圧縮過程 で測定

され るそれぞれ の弾性 波速度, ηi0はクラ ックの影 響が

ない ときのそれぞれの弾性波速度 である. D0は 定数 で, 

弾性波速度 の伝播方 向により α1, α2, ∂1, ∂2の4種 類の値

Fig. 9. Crack density parameter estimated from the P and S wave velocities in the x and y directions, 

 which are plotted against the normalized stress for Inada granite and Westerly granite. The strain 

 rate is 10-7s-1.
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を とり, それぞれ, P波 の伝播方向が クラ ックの面 を横

切 る場合 と平行 な場合, S波 の伝播方向 または振動方向

が クラ ック面 を横切 る場合, S波 の伝播方向振動方向 と

もにク ラック面 に平行 な場合 の係数で ある. それぞれの

値 は σ1=1.452, α2-0.192, ∂1=0.601, ∂2-0.025で あ

る. 我々 はSOGA et al. (1978)と 同様 に弾性波速度変化

はクラ ック面 が最終破断面 に沿 う方向で ある κ軸, 最終

破断面 を横切 る方 向であるy軸, 圧縮軸方 向である2軸

にそれ ぞれ垂直 で ある3つ の タイプの ク ラックのみで

近似 できると仮定 する. その中間 の方向の クラ ックの影

響 は互 いに直交す るこれ らのクラ ックの影響 にベ ク トル

的 に分解 して表 されるとす ると, それぞれの弾性波速度

(vPx, vPy, vSHx, vSHy, vSVx, vSVy) に対す るクラックの影響 は次

の式で表 される.

(0i/vi0)2=1-(A0εx+B0εy+C0εg) (3)

ここで, A0, β0, C0は 定数 で α1, α2, ∂1, ∂2の4種 類の値

を とる. 最小二 乗法を使 って(3)式 よ り求 めた次の式 と

観測 され た弾性波速度変化か ら εx, εy, εzを求 め ることが

で きる. vi2=(vi/vi0)2と して, 

r∂11 δ12 δ131 rεx1

biz bl1 b13 1Eyl=

Lo13 013 ∂33 εz

α1(1-vPx2)+α2(1-vpy2)+61(3-vsnx2-vsvκ2

-vSHy2)+δ2(1-vSVy2)

α2(1-vpx2)+α1(1-vpy2)+∂1(3-ZsH-vsvy2

(4)
-Vsxy2)+b2(1-Vsvx2)

a2(2-Via-VP2)+bz(Z-Vsxx2-Vsxy2)

+bl(2-Vsvx2-Vsvy2)

であ る. ここで, 

δ11=σ12+α22+3∂12+∂22

b12-2ala2+2b12+2blb2

013=α1α2+α22+3∂1δ2+δ12

b33=2a22+2b22+Zb12

今回の実験で は岩 石が破壊 に至 る過程 での弾性波速度変

化 を直接 測 定 したので, (4)式 よ りク ラ ック密 度 パ ラ

メータ(εj)が変形 の進 行 にともな って どう変わ るのかが

求め られ る. ただ し, S波 速度 は歪速度が10-7s-1の 時

にだけ測定 したため, ここでは この歪速度 の実験 にっい

てのみ言 及す る. 実験 で は応力は2軸 方向 に加 え られる

ため, 9軸 に垂 直な面 を もつク ラックはほとん ど閉 じて

しま って, 新 たに発生 す るクラ ックは圧縮軸 に平行 な方

向に発達 す ると考 え られ る[例 えば, KRANZ(1979)].

よ って こ こで はx軸 に垂 直 な面 を もっ ク ラ ックの ク

ラック密度パ ラメ-タ, εx及びy軸 に垂直 な面 をもっ ク

ラックの クラック密度パ ラメータ, ら につ いてのみ議論

す る.

Fig. 9に 粗粒花商岩, 細粒 花闊岩 それぞれのク ラック

密度 パ ラメ-タ の規格化 応力 に対 す る変 化 を示す. ク

ラック密度パ ラメ-タ は破壊 強度 の約50%か ら増 え始

める. 粗粒花商岩で は, κ軸方 向y軸 方 向共 にク ラック

密度パ ラメータの増 え方 が細粒花 崩岩 よ り急 で最終的 な

値 も大 きい. また, この最終 的な値 は粗粒花商岩, 細粒

花歯岩共 にy軸 方 向の方 が κ軸方 向 よりも大 き くなる.

粗粒花醐岩 においては破壊強度 の85%位 までは κ軸方

向 の クラ ック密 度パ ラメータの ほうがy軸 方 向よ り大

きい. しか し, その増加率 は 夕軸方向 の方 が κ軸方向 よ

り も大 き く, 最終 的 にはy軸 方 向の ク ラック密度 パ ラ

メ-タ が κ軸方 向よ りも大 き くなる. したが って粗粒花

高岩 も細粒花醐岩 も, 夕軸 に垂直 な面 を もっ ク ラック, 

す なわち面が κ軸 と平行 な クラ ックが卓越 して発 達 し

た と考え られ る. そ して この方向 は最終破断面が形成 さ

れ る方向に一致 している.

Fig.10に クラック密度パ ラメータとダイラタ ンシー

量の関係を示 す. 図 中に示 した直線 はクラ ックのアスペ

ク ト比(α)を 示 してい る. この図か ら推定 され るクラッ

クのアスペ ク ト比 は, 粗粒花 商岩 の場合 は約1/400, 細

Fig. 10. Aspect ratios, a, in the x and y direc-

 tions for Inada granite and Westerly granite. 

 Crack density parameter is plotted as a func-

 tion of dilatancy, and the aspect ratios are 

 calculated from the equation given in the 

 text. The strain-rate is 10-s-1.
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粒 花商岩 の場合 は約1/150で ある. す なわち粗粒花 商

岩 のほ うで, よ り薄 い形状 のクラ ックが形成 された こと

を示 してい る. また, 粗粒 花商岩, 細粒花 商岩共 に ッ軸

に垂 直な面 を もっク ラック, す なわちク ラック面 の方 向

が最終破 断面 の方 向に沿 うクラックの アスペク ト比 は κ

軸 に垂 直な面 を もっ クラ ックよりも小 さい.

以上 のよ うに粗粒花南岩 と細粒花醐岩 を比較 した場合

に見 られ る岩石 の破壊過 程 で発生 す るク ラックの大 き

さ ・形状等 の違 いは, 両花商岩の構成鉱物 の割合 に差 の

ない ことか ら, 平均粒径の違 いが大 き く影響 して いるこ

とは疑 いが ない. 粗粒花商岩 と細粒花歯岩 とで これ らの

違 いが起 こる原因 と して, 例えば両花南岩の間での平均

粒径 の違 いによる粒度のば らつ きの違いや試料内部で の

構成鉱物 の分布 のかた よりの違 いな どといった ものが考

え られ る. 

§6. ま と め

この実験 か ら得 られた観測事実 を以下 に示 す. 

1. 圧縮破壊 強度 は粗粒 花闇岩の方が細粒花 醐岩 よ り約

15MPa小 さい. 

2. P波, S波 の弾性波速度変化 は粗粒花 商岩 の方 が細

粒花商岩 よ りも大 きい。

3. ダイラ タンシー量 は粗粒 花商岩 の方が細粒花歯岩 よ

りも月 さい. 

4. AE発 生数 の積算値 は粗粒花 醐岩 の方 が細粒 花南岩

よ りも大 きい. 

以上 の観測事実 か ら以下 の事が言え る. 

1. 全般 に細粒花崩岩 の方 が粗粒花 醐岩 よ りも体積の大

きいク ラックが発生す るが, 両サ ンプル共 にAEの

発生 が活発化す ると体積の小 さい微小 クラ ックが卓

越 して発生す るようにな る. これ は, AE活 動度 の

低 い段階 とAE活 動度が急激に増加す る段階 とで は

ク ラックの発生 メカニズムが張力型 クラックか ら勇

断型 クラ ックへ と変化 した ためで あ ると考 え られ

る. 

2. クラ ック密 度パ ラメー タ(ε)は粗粒花 商岩 の方 が細

粒花崩岩 よりもあ らゆ る応力範 囲で大 きい. また, 

両花 崩岩 と も夕軸方 向の最終 的 な クラ ック密 度パ

ラメータが κ軸方 向に比 べて大 きいのは, 破壊直前

には クラ ック面 が最 終破 断面 に一 致 す るよ うな方

向, すなわちy軸 に垂直 な面 を もっク ラックが卓越

して発生 す るためと考 え られる. 

3. 発生す る クラックのアスペ ク ト比 は粗粒花闇岩が約

1/400, 細粒花簡岩 が約1/150で あり, 粗粒花商岩

の方 が細粒花 商岩 よ りも薄 い形状 のクラ ックが発生

してい る. この差 は粒度 のば らっ きの違 いや試料 内

の構成鉱物の分布のかたよりの違いによる不均質さ

の違いによるものと考えられる. 
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