
して種々の管理を行っているが､多分に連歌に基づくものが多く､実際の立坑

投入鉱石の物性や粒度分布の変化に対応 しきれない場合もある｡わが国の大規

模石灰石乾山で多用される設計直径が5-6ERの釜石立坑の場合､インターロ ッ

キングアーチの発生を防ぐために投入立石の長大径を約1皿以下に茂制するのが

普通である｡実際の運用に際 しては､ローターのオペレ-ターがパケ ット幅 を

基準にしてダンプ トラックへの積み込みの際に選別を行った り､立坑投入口に

グ リズ リーバーを設置 した りする｡このように してノト割 り作業が必要 となる大

塊が分蔽されるが､この発生率が起砕鉱石の5'/.を越えるよ うなら発破設計その

ものの見直 しを行 う日｡このように､立坑投入鉱石の最大粒径はかな り人為的

に制御することが可能である｡

一方､粘着性アーチの発生は､立坑投入鉱石中の敢粒分 (枯士分 )の粘着力

に起因する｡微粒分は､発破やさく岩な どによる蛍石の物理的な粉砕によって

も生 じるが､特に石灰石を床では爽建物や鉱床内の ドリーネ中の充填物 として

かな りの量の粘土分を艦胎することが多い.このように薮床内に肱胎する粘土

分は多くの場合.塊状鉱石 と共に立坑に投入されるが､その既存量 を事前に推

定す ることはかな り因襲である｡ また一生床を覆 う表土も､その量が少な(あ

えて堆積場を作 るまで もない場合には鉱石 と共に立坑に投入処理 され る｡この

ように粘土分の立坑だ投入量は､一旦採掘に入って しまうと人為的にコントロ

ールすることが難 しい｡このため､立坑径はある程度余裕 を持って設計され る

が､実際の運用に当た っては粘土分をな るべ く分散して投入することが重要で

ある｡粘土分が大量にまとまって投入されたよ うな場合は言 うに及ばず､粘土

分がノト量でも常に立坑の特定の側の壁面に沿って投入され るような状態が続 く

と､粘土分の投入される側の坑里にいつきが発生 し立坑閉塞を誘発する可能性

がある2'｡

一旦閉塞が起 きるとこれを解除するために特殊な作業が必要となる.立坑内

で閉塞が起 きた場合には､最も近い目貫で発破 をかけその振動でア-チの崩落

を誘発する方法が最も簡単かつ一般的である｡アーチが強固で間接的な発破振

動では崩落が誘発されない場合には､ヘ リウムガスを充填 したバルーンに爆薬

を張 り付けたものを､閉塞箇所よ り下にある目貫か ら立坑内を通 じて閉塞箇所

まで上昇させ起爆する方法が用いられる｡またこのような方法以外にち_立坑

へ注水す る方法､閉塞 していると思b九 る箇所に向けてポーリングを行い直接

閉塞箇所に注水､あるいは発破を行 う方法などがある｡坑内掘 りの金属鉱山で

よく使用される中､小規模の立石立坑では､立坑内にチェーンを垂 らしておき､

詰まりが発生 した らこれを動かして閉塞 を解除 させるシステムを持つ ものもあ

る｡ また､海外の金属鉱山ではサブレベルス トービングな どのハ ングアップ対

策として､専用のロケ ット費を用いる場合 もある｡シュー トの出口な ど､比較

的人が近づ き易いところで大塊によるインターロッキングアーチが発生 しT=場

合には､その大塊に直接穿孔 して小割 りす る方法が用いられる｡

本章ではまず､立坑閉塞の発生条件をその主要な発生債梢毎に分けて検討 し

た｡インターロ ッキングに起因す る閉塞の場合､アーチ内部の応力伝達経路が
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問題 とな り-これを連続体として取 り扱えないため､ここでは実数に基づく連

繋別を紹介するにとどめた.一方､微粒分の粘着力により形成されるアーチや

パイプは静止状態では連続体と見なすことができるため､土質力学的な親点か

らそれらの形成条件について考案 を加えた.また､アーチの形成条件に含まれ

る立坑投入立石の物性を求めるため､ある程度の標を含む粉粒体の物性が測定

可能な一面努断試敦農を新たに開発 した｡ さらに､立坑内における鉱石の圧密

履歴を左右する主働応力状態の応力分布 を表すJanssenの式､及び､アーチの

初期被壌点の位置を示す受励応力状態に遷移 した瞬間の応力状悪 を､ ジョイン

ト要素を組み込んだFEM解析により検証 した｡

6-2 立坑の閉塞条件

(a )インターロッキングアーチ

粒子は一般に大きくなればなるほど､粒子の挙動に及ぼす自重の影響が粒子

表面の付着力の影響に比べ相対的に大 きくなる｡このため､ある程度大きな粒

子では粒子様態点に作用する付着力あるいは粘着力はアーチ形成の主な原因と

はな らない.立坑内の岩境の うち比較的粒径の大 きなものでは､岩境 どうしの

かみ合いによって､各岩塊の自重が隣接する岩塊に伝えられ最終的に壁面に隣

接す る岩塊を経て壁面にかかる｡壁面における反力がアーチを崩壊させず､支

持力 (摩擦支持力あるいは壁面の凹凸と岩塊のかみ合いによる支持力 )がアー

チ上方の岩境の 自重と等 しい場合､fig.6-3のような静的なアーチを形成 し立

坑詰 まりを引き起こすことがある｡このような静的なアーチのことをインター

ロッキ ングアーチと称する｡立坑内でのインターロッキングアーチの発生は_

立坑投入盆石の立坑径に対する相対的な粒度やー個々の粒子の形状､立坑の坑

畳の状態な どに依存する確率事象である｡インターロッキングアーチが形成 さ

れた後には､アーチより上に存在する岩塊と立坑の間に力学的な釣合関係が成

り立 っているが_実際の岩塀の形状がきわめて不規則なためこのような岩塊問

の応力伝達経路はfi名.614に示すように複雑で､これ を特定することは現実的

には不可能である｡

インターロッキングアーチが発生す る確率に影響す ると考えられる要因は､

粒子の大 きさ (粒度分布 )と形携-流動経路の流体半径 (立坑断面の形状と大
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きさ)､ア-チが発生す る部分の応力状恩､壁面の状態､涜動連絡の絞 り込み

の度合い､読動方向の変 化のようすなどである.インターロッキングアーチの

発生に関する実費的研究はこれ らの要因の うち主に､粒子の大きさ､形状ある

いは物性､読動迂路の涙体半径の 3点に注目して行なわれてきた｡

Roseらはス リ yト及び円形オリフィスにおける限界アーチの寸法 (それぞれ

Wc､D｡で表す )に関 して､

Wc
- -1,8十0.038¢ 1 8

D.

D｡
- - 2.3十0.0710 1 8D.

のような実崇式 を撞案 しているい｡ここでD,は粒子の比表面積径､少は粒子

DOS

の代表径として円相当径 Doを用いた比表面積形状係数 (すなわち¢- -マ一一

6Do

=1こ ､ Sは粒子の表面積･Vは粒子の体積 )である･

また,砂や砂利などの租粒休に対 して､

L--lT ]
k (D,十0.081)tan¢ (6-3)

のよ うな実数式 もある4'｡ただ しLはt円形孔の場合は直径､正方形の場合は

1辺の長さ､矩形の場合は短辺の長さ､ β- (長辺の長さ)/ (短辺の長さ)t

kは係数で､粒径の掠 っている材料で2,6､他の一般の粒休で2.4tDpは最大

及び最小粒子の算'ql平均径. めは内部摩擦角で 自由流動性の材料では安息角で

代用することができる｡¢>50●のような場合は¢-50●として計算する｡

粒子の物性を表すのに.式 (6-1)､ (6-2)では形状関数の一種であ

るゆ (原論文では､表面陳係数/体積係数 で表されている)を､また式 (6-

3)では4'を用いてお り､ どちらの式 も同じようを模向を示すが､砂､ 卓の双

方とも現実の粉粒体においてはその値に幅のある噴味な物性塵である｡インタ

-ロ ッキングアーチの形成が確率事象であるのは､このよ うに物性値を初め と

する諸条件が時間や位置に関 して一定ではなくーある幅を持って常に変動 して

いるからに他な らない｡このような諸条件の変動の定量化がインターロッキン

グアーチの発生に関する確率論的アプローチの第一歩 とな るものと思われる｡

実際の立坑の設計においては､実数的にあるいは現場的な謹賀から求め られ

た､インターロ ッキングアーチが形成される確率と立坑径あるいは涜出口の径

に対する粒子の大 きさの関係が参考にされる.Peeleはシュー トの直径が投入

され る最大の粒子の直径の約3昏以上な ら閉塞が防げるとしている5)｡Ayta.nan

の砂を用いた実験では､パイプ径が粒子の最大メ ッシュ幅の4.21倍あれば確実

に詰まらないという結果が得 られている5'｡Jenikeの比較的粒度の掃 っている

粉粒体に対するチャー トによると､閉塞 を防ぐための読出口の大 きさは粒子の

平均的な大 きさの3･-6倍という数字が得 られる7'｡7(vapilの研究では､立坑の

径が最大粒径の5倍あればほとん どの場合閉塞は起きないという結果が得られ

ている8'｡また､最近の研究にはLiらの ものがあ り､鉱石立坑の直径 と最大の

粒子の径の比率が6以上であればインターロッキングアーチは形成されないと

されている9)｡
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このように過去の研究の結果では､インタ-ロッキ ングアーチの発生を防 ぐ

のに必要な粒径に対する径路径の比率はおおむね3--6である｡わが国の石灰石

乾山の立坑の直径は､立坑投入蛍石の最大粒径の5.-6倍で設計されるのが普通

である｡

しか し､通常鉱山で扱われる形状が不局別を岩塊では何をもって粒径とす る

かについて も議論の分かれるところである｡多くの場合､立坑投入以前に小割

りが必要か どうかの判断はローターのオペレーターに任されている｡ ローター

のオペレーターはローダーのパケットの大 きさに対す る岩塊の最長部の長さで

判断するのが一般的である｡ また､立坑投入口にグ リズ リーパーを設置 し､そ

のバーの間隔を通過する岩塊の最大粒径 と考える場合 もあるが､この場合その

パーの間隔は必ず Li>これ を通過する岩塊の最長部の長さとは一家 しない｡最

長部の長さを岩牧の直径と考 えるのが安全サイ ドであるのは言 うまで もないが､

この場合最長部の長さが基準値を越えるかどうかの判断は 目視によらざるを得

ないのが現実である｡

さらに､立坑投入鉱石の粒度管理を厳密に行 っても､立坑坑塁の大規模な剥

宗や崩落により大塊が立坑内に入 りインターロッキングアーチを形成す るケ-

スもある｡このような坑壁の到来や崩壊は鉱石投入時の坑壁.への衝突により引

き起こされる場合が多い｡ このような鉱石の坑壁への衝突を和 らげるため､立

坑は極力満鉱状環で管理されることが望ましい｡

(b)粘着性アーチ

立坑内で粘着性アーチが形成されるかどうかは､主に立坑投入蛍石中の微粒

分の物性 と立坑のサイズに依存す る｡インターロッキ ングアーチを形成するよ

うな大きな岩塊 と異な り､粘着性アーチを形成するような微小な粒子の場合､

内部の応力伝達径路が問題になることはほとんどなく､ア-チ全体を一つの連

続杜と考 えることができる｡ このため､立坑内での粘着性アーチの形成を防止

する基本的な発想は.fig,6-5のようなアーチにおいて､アーチの自重がW､

壁面か ら受ける垂直方向の支持力がTの とき､

W>T (6-4)

とす ることである｡ (6-4)式は､立坑断面積をA､アーチの厚みをh､ア

ーチの外周 をU､かさ比重をp､壁面に沿 った弟断応力を丁とすると､

pAh> ThP

のよ うに表bせる.また (6-5)式は立坑の読経半径を用いて

A T
- > -
U /)

〔昔:読体半径 (Hydraulicradius)〕

(6-ち)

(6- 6 )

のように書ける｡立坑断面が円形か正方形の場合､Dを立坑の直径または一辺

の長さとす ると､流体半径はD/4になる｡つ まり (6-6)式の左辺は立坑

の競何字的特性に､右辺は立坑内にある物質の物性に関連 している｡ この (6

- 6 )式をもとに､立坑内の物質の物性に応 じた､粘着性アーチを発生させ杏
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いために必要な最小立坑径 を求め る｡いまfig.616aのような､アーチの足の部

分におけるアーチの接線が水平面か ら角度 β であるアーチを考えると､ (6 -

6)式におけるTは､fig6-6bのようなアーチの足の部分における力の釣合か

らC1とβ で表わすことができる｡つまり

on- CI COS2β

なので

7-61･Sinβcosβ

-lfl] ･sin28
(6-7)

となる｡ (6-6)式の涜体半径 をD/4で表わし､Tに (6-7)式を代入

すると

旦 > 61.Sin2β
4 2/)

(6-8)

のよ うになる｡ いま､アーチ下面近傍において立坑水平断面の環譲方向の応力

が中間主応力であるとし､これが近傍の降伏条件に寄与 しないと仮定すれば､

fig6-6bのGlが立坑内物質の-軸圧論強度である6'に等 しくなるとアーチ

下面近傍において降伏が生 じる｡このため､ (6-8)式の右辺が

ロ｡･sin2β

2′)

以上になるときには粘着性アーチは自立 しない｡つま り立坑径Dが

D>
20｡･S川2β

(6-9)

な らば､静的な芋占着任アーチは発生 しないことになる｡ (6-9)式において

問題なのは､アーチ構成物質の-軸圧縮強度 O｡とアーチの足の角度 βの特定

である｡アーチ構成物質の物性が､受けた応力履歴に依存する問題を別にして

も､粉体状の物質について一軸圧轟重度を求め るのは国禁である,そこで (6

- 9 )式を､実額的にt,求めやすい粘着力 C と内部摩擦角 卓を用 いて表わすこ

とを考 える｡ア-チ捕成物質の降伏条件としてモール .クーロンの降伏条件 を

仮定すれば､ GC は粘着力 C と内部摩擦角 卓を用いて

2C･(1十sin¢)

cosめ

のように表わされる｡ (6-10)式を (6-9)式に代入すると､

D>
4C･(1十 sin¢)･sin2β

(6-10)

(6-ll)
pcos卓

が得 らナしる.βの値が特定できないため､実際の設計に際 してはsin2β-i

として考える｡つまり､

4C (1十sin¢)
(6-12)

pcos卓

とす る｡

モール ･クーロンの降伏条件下においては､ 01-0｡のとき､61の作用す

る面から,

8-li]･li]
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だけ傾いた面に沿って降伏が起きる｡Pariseauらは工学的見地か らアーチの破

壊が壁面に沿って起きると仮定 してよいとしている10'｡ このように粘着性ア

ーチの崩項が立坑壁面に沿 って発生するt,のと仮定すると8-βーつ まり

･-〔‡〕十〔号〕
となるため､ (6-ll)式のsin2βは

sln2β-cos≠

となる｡ (6-13)を (6-1日 に代入すると､

D>
4C (1十sin¢)

(6-13)

(6-14)
P

のよ うに､ (6-12)式よ り緩やかな条件が得 られる｡

立坑内の物質の粘着力C､内部摩擦角 卓､かさ比重 pが既知であるとき､粘

着性アーチの発生 を防 ぐためには立坑径Dを (6-12)式あるいは (6-14)

式を満たすように定め る必要がある｡また逆に立坑径Dが決まっている場合に

は､立坑内に投入する物質の物性が (6-12)式あるいは (6-14)式を満た

すように投入物 を選択盲昆含することが必要である｡

(C)パイピング

流動迂路の断面が減少する部分では､その上部にfig.6-1のようなパイプ状

の死課域が形成 される｡このような現象 をその形状にちなんでパイピングある

いはラットホー リングと称する｡坑壁に粘土分が付着 して行くいつき現象 も､

その内部の応力状態はパイピングのそれに準 じるt,の と考 えられ る｡パイピン

グが生 じると実質的な読動経絡断面がノトさくな り､閉塞を弓は 起こす可能性が

高くなる｡

いくつかの前提のもとで､理論的な最大パイプ高さとパイプを構成する物質

の物性の関係を求めてみる.パイプは連続体と見なすことができ内部の応力状

態は主励応力状零にある｡その水平断面内の応力状態が一棟であると仮定する

とtfig.6-7の斜線で示す微小範囲の力の釣合から

(ov十 8cly)A-6,A 十 でUSz-Ap8Z-0

ここで､

ov:垂直方向の応力

I :パ イプと立坑壁 面 との間の努断応力

A :ovの作用す るパイプの断面符

U :立坑の周辺長

p :バイ7.構成物質のかさ比重

d Oy Uで
- + - -p- 0
d 2, A

(6-15)

とい う釣合方程式が得 られる. (6-15)式には 2つの応力項 cr,とTが含ま

れるので､これ を1つにまとめ ることを考 える｡臨界高さに遠 したパイプの崩

壊が立坑壁面における滑 りに起因するものと仮定 し.鉱石パイプの高 さが臨界

状態にある時の釣合を考えると､粘着性アーチの時と同様に､中間主応力が降
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伏条件に影響 しないモール ･クーロンの降伏条件から

7-C7flta.n¢l十 C'

ここで､

(

¢':蛍石と立坑堂面問の摩擦角

C':蛍石の立坑豊面に対する粘着力

CTH:立坑壁面に垂直に作用する応力

(6-16)

とな る (fig.6-S参照 )｡fig.618に示すようにOHとそれに直交するGyの間

には､

oH-Clv-2rta.n¢'

とい う関係があるので､こナLを (6116)式に代入 して

Gy･ta,n¢'十C'

1十 (2･ta,n2¢')

(6-17)

(6-18)

とな り.丁が dyの関数と して表わされる｡ この関係を用い (6-15)式の釣

合方程式を表わす と

day U (oy･ta.ni''十C.)
十 _ _

d2. A i1十 (2･tan24'.)I
-p-0 (6-19)

となる｡これは､主勘応力状態にあるパイプ中の水平断面内の応力状態が一様

で､その応力状態がモール ･クーロンの降伏条件を満たしたときに立坑壁面 と

の間に破壕が発生するとしたときの､臨界状環における釣合方程式である｡

ここで

K1- 〔意]･M･tan¢,

K2-p-[!]･M･C

1十2･tan24,I

とす ると､ (6-19)式は

d♂V
- 十Kl･C7V-K2
dz

とな りtこれをC;Vについて解 くと

oy-〔曇〕

(6-20)

十K三･eXP(-KIZ) (6-21)

となる｡鉱石パイプの最上部 Z-0における境界条件は Ov-0 なので､ (6

-21)式か ら

K2

K3=- -
Kl

よって

Gv-ほ〕
(i-exp(-KIZ)〉 (6-22)

である｡ これで dvが Zの関数 として表 された｡

Gvはパイプの下部に行 くほど大きくな り､パイプの下端､つまりZ-hに

A

おいて最大 となる｡このときの ovはDH= 丁 として

pDfI-Mc♂V=M･tan¢' M･tan¢'h

DH
(6-23)

である｡ D..が大きく､0,に対する壁面の摩擦力の影響が無視 し得るほど小さ

い場合､0,は 自重のみで決まるはずである｡ロピタルの定理 を使 うと､ DMが
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00のとき (6-22)式は

Ov= P 2.

とな り､このような場合には Ovが Zとpだけで決まることがわかる｡

6..を最大主応力.a)を最小主応力 とす ると､パイプの内側における応力状

態は 61- CTv､6】-0 である｡このためモール ･クーロンの降伏条件を仮定

し､かつ降伏条件が中間主応力に依存 しないものとす ると､パイプ内側の Ov

が一朝圧縮強度 C｡になると降伏が生 じパイプは崩壊す る.よってパイプ下端

におけるovが Gcにな るときのhが最大パイプ高 さであるといえる｡このよ

うな h (実際には無次元化 したh/D)を求めてみる｡円形立坑の場合を考 え

ると.

DH-〔昔〕〈1-〔%0]2)
なのでーD｡-DDH-のよ うなDH'を導入す ると (6-23)式は

pDDH.- M c'
Oy=

M･ta,D¢ ' (1-exp〔h6-･書生〕) (6-24,

となる｡ (6-24,式においてOv-Ocと置き､告について解 くと･

h DH■
D M･tand,I lp%]["# ]
とな り､パイプの臨界高さが求まる｡

6-3 立坑投入鉱石の物性

(a)粘着力と内部摩擦角

粉粒体は無論厳密には連続体ではないが､内部の応力伝達経絡が問題にな ら

ない程度に粒度が小さい場合には速読体と見なせる｡ この場合､粉粒体は弾塑

性体と見なすことができ､その重力涜動は降伏条件を満たす塑性扇動 と解釈 さ

れる｡ しか し降伏条件としてTrescaあるいはvonMisesの条件を静水圧に依存

するように拡張 したt,のを仮定すると､塑性ひずみ増分の直交性の条件 (nor-

J)alitycondition)か ら､涜九の際に定常的に鮭積膨張 (あるいはか さ密度の

減少 )が起 きることになる｡ しか し､読動状態にある粉粒体の体積は状況に応

じて増減することが知 られている｡このため､粉粒体にはfig.6-9に示すよう

な静水圧方向に閉 じた降伏曲面を仮定す ることが多い1日｡ このような降伏曲

面の大 きさは､かさ密度､静的な圧密状態におかれた時間､温度ー粉粒体の含

水率の開教である｡涜動状態にあるときには静的な圧密時間は零,温度と含水

率は一定でtかさ密度はその位置の応力状態の関数であると考えられ る｡

涜動状態にある粉粒体の最大及び最小主応力の比は､

♂1 1十sin∂

62 1-sins
(6-26)

に近づ くことが実数的に確かめ られているためtこの ときのかさ密皮 (圧密の

度合い)は最大主応力のみの関数 となる｡流れの際の降伏曲面の大 きさもまた

最大主応力のみの関数 とな る｡ 降伏曲面の大 きさと最大主応力の関係を表す
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(6-26)式のような関数 を有効降伏曲族 (effectiveyield locus､以降E

YLと称する)という12い り )｡ またー (6-26)式中の 8tつまりEYLの

o軸 との角度は有効摩擦角 (effectiveangleoffriction)と称 し､粉粒体

の涜れ易さの目安となる｡

哀れの際､扮粒休内の応力状環はfig.6-10に示すようなEYLに揺するモー

ル円で表されるが､ 別の角度からみると一読九の際の粉粒体は常にこのような

応力状態の もとで瞬間的な圧密を受けながら降伏 しているものと考えられる｡

静的な粉粒体の物性を表す降伏曲線 (yield locus､以降YLと称する)は､

土な どと同様にその受けた圧密の履歴に依存す る14' -L5'｡ fig.6-11に示すよ

うに､圧力 61-､61‥ で瞬間的な圧密を受けた粉粒体のYLは､EYLに接

する最大主応力がそれぞれ Ol'､6-‥ のモール円に､その端部で接す る曲譲

となる｡

静止と重力読動を繰 り返す蛍石立坑内のアーチの形成を議論す る際には､読

動状態の応力状態を表すEYLではなく､ある応力状態､温度､含水率の もと

で一定時間圧密 を受けた粉粒休のYLが問題 となる｡YLは､特に粉粒休のア

ーチ形成で問題 となる非常に低い応力レベルにおいては､一般的に上に凸な曲

技であるが､モール ･クーロンの降伏条件においてはこれ を直線で近似 し､粘

着力 C と内部摩操角卓で表す｡

(b)安息角

安息角は定義が兼 しい非常に暖味な殿念である.一般的には粉粒体のパイル

の頂上上部か ら静かに粉粒体を落下堆積 させたときのパイルの陵の水平面か ら

の績斜のことを言 う｡ しか し大塊を含む立坑投入釜石の場合､大塊が斜面を転

がることによる粒度膚折を起こしやす<､そのような肩折が起 きるとパイルの

陵の惇斜角はその高さに依存するようになる｡ また､落下堆領の方法によって

も値が変わる可能性がある｡ しか しなが らーもし特定の条件下での安息角が粉

粒体の物性の 1つであるとするとtその計測が非常に容易なことから工学的な

価値が大 きい｡事実Hetcalfは非常に厳密な条件のもとで種々の粉粒体の安息

角を計測 し､それが密充填状態の内部摩擦角に等 しくなることを実数的に確認

している1い ｡ また､石灰石鉱山の立坑下のホ ッパ-部における観測から､立

坑投入釜石中の粘土分の割合が多 く､ しかも適当な含水率にな り涜動状態が悪

くなるとホ ッパー中の安息角も大 きくなる傾向があることが知 られている｡

このようなことから､特定の条件下で測定された安息角は粉粒休の読動の し

やす さを表す何らかのファクターである可能性が奪い｡

(C)一面中断試崇

一般的に粉粒体のY Lは一面中断試単により求め られる.一面努断試験は､

まずベ ッセル内の試料に任意の垂直方向の応力 oHCを加え圧密 した後､ 6～Cよ

り充分に小 さな一定の垂直方向の応力 dt.の もとで水平方向に英断 し､車断強

度 丁を求め るものである｡同じ圧密条件の試料に対 し､いくつかの ON に対す
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る努断強度 丁を求め ると､ oN とTの関係がその圧密条件の時のYLとな る｡

一面努断試敦の圧密過程において､ベ ッセル内の粉粒体が常に限界応力状態

にあるもの と考 えると､ベ ッセル内の応力状態は圧密とともにfig.6-12のモ-

ル円で示 したように変化する｡圧密通電の問､ベ ッセルの壁面に摩掠支持力が

発生せず､かつ､ベ ッセル内の応力分布が均一だとすると､垂直方向の応力が

oNCにな ったときのベ ッセル内の応力状環は､最大主応力が C7,.CでEYLに接

するモール円で表 され る｡このような圧密を受けた粉粒陣のYLはfig.6-12に

示すように､その端部で､最大主応力が O.ycでEYLに接するモ-ル円に接す

る曲線となる｡

OHCを変えるとfig.6-13に示す ような一連の降伏曲線欝が得 られる｡ それぞ

ナしの降伏曲線の任意の点で降伏曲技に接するモール円は､それぞれの場合の中

断破壊時の努断面近傍の応力状態を表 している｡ CNCで圧密された試料の降伏

曲譲の鞍点で､これに接す るモール円の最大主応力は cTNCとなる｡つ まりこの

状悪の賓断では中断破壊時に勇断面近傍で､圧密に要 した鉛直方向の応力 cT.qc

(これは圧密時の最大主応力であると考 えられ る)と同じ大 きさの最大主応力

が努断面か らある角度傾いた方向に加わっていることになる. OL.Cの鉛直方向

の応力で圧密 した試料に､その試料の降伏曲線の終点の垂直応力より大きな垂

直応力をかけて常断を行 うと､常断破壊にいた る前に弟断面近傍の応力状態が

限界状態に遠す るため､圧密が進行 し､試料の物性､つま りYLの形が変わっ

て しまう｡

(d)実数装置

立坑投入釜石にはJJmオーダーの微粒分からmオーダーの大塊まで幅広い粒

度の粒子が含まれるが､粘着性アーチの形成に寄与するのは比較的粒度の′トさ

い粒子であ り_ある程度大きい粒子は受廟的な役割 しか果たさない｡粘着性ア

ーチの形成に寄与する粒子の粒径の上限については種 マの意見がある.Jenike

は粒径が025皿Zn以下の粒子を含まない粉粒休は粘着性アーチを形成せず､0.84

Im以上の粒子は粘着性アーチの形成に関わる粉粒体の物性にはとんと影響 しな

いとしている17㌧ 一方Valentinは10mm程度の粒子まで物性に影響するとして

いる18)｡

立坑投入蛍石の一面努断試崇はその うちの細粒分について行 うが､実簸試料

に含 まれ る包子の大 きさの上限は一面葬断試敦債の中断籍の大 きさで鬼制され

る.一般的に円形の努断箱の場合､その直径が試料の最大粒径の5倍以上_か

つ平均粒径の20倍以上あることが望ましいとされている19'｡

立坑投入蛍石の うち20Jm以下の細粒分に対す る-面前断式敷を行 うために開

発 した試敏捷をfig,6-14に示す｡以下に試食債及びその測定用周辺横器のスペ

ックを述べ る｡

上下ベ ッセル内径 :200mu) 有効深さ :100rDm

上下ベ ッセルの間のクリアランス ニ0.2mm

ピス トン厚み :80mEu ベ ッセル とのク リアランス :0,02-0.03mEn
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垂直荷重用油圧ポンプ :理研製MP-2B

油圧制御方式 :メカニカル油圧制 御パルプ

葬断荷重用油圧ポンプ :理研製手動油圧ポンプ

垂直及び努断荷重用油圧 ラム :理研製単動シリンダーS1-150

ス トローク150m ､最大荷重10t/700kg/cD2

垂直及び弟断荷重測定用ロー ドセル :共和電業製LC-5TF

定格出力3000〟ス トレイン/5t

下部ベ ッセル内垂直土圧測定用土庄計 :共和電業製 BE-10KC

定格出力500LLス トレイン/10kg/cn2以上

変位測定 :直読型作動 トランス式変位計

変位計用電源 :直読安定化電漕SS-TDS-BH 定格出力5y

測定用アンプ :共和電業製DPM601A

(e)実数法具

今回の一面努断試崇は､実際の立坑投入鉱石の物性 を求め るというより試製

椿の試運転 といった性格が強かったため､丑/ト隈の種涙の条件の もとでのみ実

態を行 った｡実数に使用 した試料は､新潟県田海鉱山の立坑投入鉱石 を20mmの

請いで希ったもので､実敦の直前に105oCで24時間乾燥させた｡

実験条件及び結果 をまとめてTable.6-1に示す｡また､実額結果をoN-r

グラフ上にプロットし有効摩擦角 BLを求めたところ､fig.6-15に示す ように約

32●であった｡このように､今回の試料の有効摩擦角が一般の石灰石 (50m以

下､含水率4Y.)の値 (約45'20')に比べ小さい値を示 したのは､今回の試料の

粒度が20EB皿以下で､含水率が実質的に0'/.てあったためであると考 えられる｡含

水率を実際の立坑内の蛍石の状態である2-5'/.にすれば､有効密接角の値は大

きくなるものと考えられる｡
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6-4 立坑内の応力分布

(a)琉底圧の算出

盆石で満たされた立坑内の応力分布は､鉱石が静止状態であるか読動状態で

あるかによってまった く異なる｡静止状態の時の応力状恩は主働応力状慾と呼

ばれ､最大主応力が鉛直に近い方向を向いている. また､定常な重力涜動状態

の時の応力状態は受働応力状態と呼ばれー最大主応力の方向が中心において水

平でアーチ状に湾曲する｡ ここでは鉱石が立坑に投入 され静置された状態､つ

まり主助応力状態の坑底圧について考案する｡立坑の坑底における垂直方向の

圧力は鉱石の投入にともない上昇するが､涜体の場合 と異な り投入量には比例

せずある値に収束 していく｡これは坑壁による摩擦支持力が発生するためであ

る｡ このような摩擦支持力の発生の捷横は複雑でよく解明 されていないが､立

坑への鑑石の投入プロセスと密接な関わ りがある.

鉱石の立坑内への投入プロセスを震散的に表すfig.6116に示すようなモデル

を用いて､摩擦支持力の発生旗横について考えてみる.このモデルでは鉱石が一

校人前の休積と自重 (W )が等 しい個々のブロック毎に順次立坑内に投入され

る｡便宜上個々のブロックは自重では圧密 しないものと考える｡ いちばん最初

に投入されたブロックに着 目すると､このブロ ックが投入 された時点の坑底の

支持力はこのプロッタの自重Wに等 しい｡ 2番 目のプロッタが投入されると､

最初のブロックは､後から投入されたプロッタの自重により内部の応力状態が

限界応力状懸とな り圧密される｡ この際､ブロ ックと坑壁 との間でも降伏が起

きる｡ブロ ックと坑壁 との間が努断的に降伏する強度Tは坑壁に対する垂直応

力に比例す る｡限界応力状慾においては､垂直方向の応力 (最大主応力 C1,)

に比例 した水平方向の応力 (最小主応力 C2)が発生 してお り､これが坑塁に

対する垂直応力 となる｡また､立坑内では閉塞が超 さないことが前提であるた

め､常にT<Wであるもの とする｡ さらに､ブロックと坑壁との境界 も7'⊂! 7

ク自身と同様に､降伏後はひずみ硬化t,ひずみ軟化も示さない完全塑性体的な

挙動をするもの と考えると､ 2番 目のブロックが投入 されたとき.最初に投入

されたブロックと坑壁 との間には､このブロック内の垂直方向の応力に比例 し

た密接支持力Tlが発生することにな る｡このため､坑底の支持力は 2Wでは

なく､2W-Tlとなる. 3番 目のブロ ックが投入され ると､こんどは 2番目

のプロッタと坑壁の間に摩擦支持力Tlが発生する｡最初のブロックには当初

かか っていたWより大きな (2W-Tl) の荷重がかかるため さらに圧密が進

み､坑壁との問にT2>Tlのような摩榛支持力T2 が発生する｡ このため坑底

の支持力は 3W-(Tl十T2)となる｡このように次々にプロッタを投入 して

いくと､最初のブロックと坑壁との間に発生す る摩擦支持力が限 りなくWに近

づいてくるため､坑底の支持力はある一定の値に収束する.

Janssen2日はサイロ内の粉休の応力状態を考 えるに当たって､以下の仮定を

した｡

1)最大主応力の方向は鉛直方向で､水平断面内の応力分布は均一である｡

2)壁面の摩擦による支持力は壁面に対する垂直応力に､また､壁面に対す る
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垂直応力は最大主応力に比例する｡つま り､摩擦による支持力は銘直方向の応

力に比例する.

このときfig.6-17に示すような立坑内における鉛直方向の力の釣合は､

7{

ヱ D2oy十 TD2p∂Z-方DKGv∂Z 十 三 D三(ov十8Gv)4 4

(ただ し仮定よ り7-KO､とした｡ ) (6-27)

となる｡ (6-27)式から､

dOy-lp一等 oy 〕dz (6-28,

とい う微分方程式が得 られ るので､これをZ-0で dv-0という境界条件の

下て解くと,

Oy-器( 11eXP仁土器〕) (6-29,

というJanssenの式が得 られる｡係数 Kは立石の物性や壁面の状態によって決

まる値で実額的に求め る必要がある｡乾石の投入と共に大 きくなる坑底圧が､

立坑内の蛍石の高さに依存 しなくなった時点の坑底圧 をGy… .Lとすると､こ

の時点ては坑底から単位高 さまでの壁面 と立石 との間に単位高さ当た りの鉱石

の自重とつ りあ う摩擦抵抗が発生 しているものと考えられ るため､

(6-30)

となる｡

石灰石鉱山の鉱石立坑はほとん どの場合が素掘 りであるため､立坑投入鉱石

と坑堂の間の有効摩押角は､立坑投入鉱石 自身の有効摩擦角 8に等 しいもの と

考えられる｡このような前提のもとで､主働応力状態にある立坑内が一様に限

界応力状態にあるもの と仮定すると､壁面の努断応力丁は壁面に対する垂直応

力GHと立坑投入蛍石の有効摩擦角 Sを用いてー

7--6HtanS (6-3日

で表 される｡また､立坑内の庄意の部分の応力状態を表すモール円は 6鞍に対

し∂の傾斜 を持 ったEYLに接するため､

1-sin∂
L7H=

1+sin首
dv (6-32)

が成 り立つ 22)｡ このため､

K=Lコ史且 .aDO- (6-33)
1十sin∂

となる｡この際の 8とKの関係をfig.6-18に示す｡Kの値は15●<8<50°の範

囲では0.174±0.018の範囲にあり､あま りSに依存 しないことがわかる. しか

し_過去に実測された丁/OHの盾は､それぞれの場合に車断試敦によって得

られたtanSの値に比べ-5'/.-+47'/.の範囲で異なるため､粉粒体の物性直から正

確をKを求める方法は明かでないのが現状である2日 ｡

便宜上 (6-33)式が成 り立つ ものとして､古の値として新潟県田海鉱山の

ホ ッパー部で計測されている立坑投入鉱石の安息角の値 (約40●)を用い､ 〟

-1.9(t/m3) とすると､種 々の径の立坑内の垂直方向と水平方向の応力の分布
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はそれぞれfig.6-19及びfig.6-20に示す ようになる｡ また､ (6-29)式の Z

を00に した ときの Ov の盾を坑底圧と見なす と､坑底圧は立坑径に直線的に比

例することにな る｡

(6-29)式は最大主応力の方向が壁面においても鉛直方同であるという仮

定の もとに成 り立つ式であるが､同じく (6-29)式の仮定である､主応力に

比例する摩手引こよる鉛直方向の支持力が壁面に発生す ると､主応力の方向は壁

面近傍では鉛直方向か ら傾 くはずである｡このため垂直方向の応力は､厳密に

は水平断面内で一様ではない｡このような垂直方向の応力の半径方向の分布 を

考慮 した修正式 もあるが24〉､粉体槽内の応力状態がいたるところで限界応力

状態であることー及び 同一深さにおいて水平方向の応力が半径位置に無関係に

一定であることを仮定 しているため､石灰石鉱山の玄石立坑のように立坑投入

蛍石 と坑塁の有効摩擦角と立坑投入鉱石 自身の有効摩擦角にそナしほど差がない

場合については､中心部と周辺部における垂直方向の応力の差を過大に考慮す

る結果になる傾向がある｡

(b)ジ ョイント要素を用いたFEM解析

鉱石で満たされた立坑内部の応力状恩 をさらに詳 しく考案するため FEMに

よる数値解析を試みた｡立坑の形状としては垂直を円形立坑のみを解析の対象

とした｡

立坑内部の鉱石と坑壁の接触面は力芋的に不連続であると考えられ るため､

連続体を対象として開発 されたFEMや BEMは､そのままではこのような解

析には適さない｡不連続体に関す る数値解析については未だに一般的な手法が

確立 されていないが､不連続面を表現す る特殊な要素 を有限要素 と組み合わせ

て解析するいくつかの方法が堤案 されている｡Ngo､ScoTdelisら25,126,は要

素と要素の間に互いに直交す る2つのバ ネからなる話合要素 を挿入 して一族巌

とコンクリー トの滑 りを考慮 した朱筋 コンクリー トの梁の解析を行 った｡ また､

CoodJDanら27}~28'は岩盤の不連続面を2種類の分布バネによって構成 されるジ

ョイント要素により表現 し不連続岩盤の解析を行った｡

結合要素は一対の集中バネであるため不連続面が岩塊の回転な どによって点

接触す る場合には適切なモデルである｡ しか し､応力 とひずみの開院で表 され

た不連続面の特性を直接解析手順に選み込むことができない｡一方､ ジョイン

ト要素は分布バ ネから構成 されているために､応力とひずみの関係で表 された

不連続面の特性 を直接解析手順に親み込むことが可能であ り､不連続面の滑 り

や剥寵現象 を微視的に表現でき､かつ､容易に面接触の状況を表現す ることが

できる｡結合要素 とジ ョイント要素に共通な欠点 としては､不連続要素の増加

と共に未知数の数が著 しく増え計算横のメモリを消費す ることである｡ しか し

昨今の計算歳の飛躍的な進歩によ り､現在では 16ビットのMS-DOSマシ

ン上で実用上充分な精度の解析が行える｡

立坑内の鉱石 と坑壁の間の力学的不連続を表す数値モデル としては､結合要

素よ りもジ ョイント要素の方が妥当であると考 えられるため.本解析において
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28trj

はジ ョイン ト要素を用いることに した｡ ジョイント要素は もともと平面問題に

対 して開発 された ものである｡このため､円形立坑のような軸対称休の解析に

適用す るためには若干の修正が必要である｡解析に使用 したプログラムは､山

冨 2 9'~川 'の開発 した弾塑性解析プログラムに､喬 3日が不達接面の努断滑 りを

表現するためのジ ョイン ト要素を謹み込んだものをt立坑内の鉱石と坑壁の力

芋的不連携 を表す垂直をジ ョイント要素 を含む勃対称体に適用で きるように書

き換 えた ものである｡

Ⅰ.ジョイン ト要素の概念

長 さが Lのジ ョイン ト要素は､fig.6-21に示すように､4つの節点 i､j､k､

1をもち､辺ijと辺klとの間に努断バネと垂直バ ネが連続的に配置されている｡

これ らのバネは分布バ ネでそれぞれの単位剛性率をks及び knで表す｡また､

これ らのバ ネは長 さを持 っていないので､ジョイント要素の厚みは零である｡

このような ジョイント要素は通常の有限要素と共に用 いられ､4つの節点は通

常の有限要素の節点と共有 される｡ ジョイント要素が変形するとバネに応力が

生 じる｡fig.6-22は､辺ijに作用するこのようなバネの応力を示 した ものであ

る｡実際の解析においては不連続面が垂直方向に変形 しないようにす るため､

便宜上ジョイン ト要素の垂直剛性の値として非常に大 きな値を与 える｡

ジ ョイン ト要素内の応力 とひずみの関係は

ioi- [k] Iw i (6-34)

のように定義される｡ ここで､

16) で- [OS On]

〈W〉'- [ws wn〕

･k,=lkoskOn]
であ り､ osとGnは連続面上の革新応力と垂直応力､wsとwnは辺ijとklの相

対変位ベク トルの努断成分 と垂直成分である｡

辺 ij上及び辺kl上の変位が･その両端において節点変位となるように韻形的

に分布 すると仮JSすると･相対変位 tw 書は線形 内挿公式 を用 い､節点変位

〈UN'}によって

1-,-; [BjH UN一書 (6-35'

のよ うに表 される｡

ここで､

VI
U㌦臥>

-I
UVi

.
[≡

T
NU

0 -8 0
｢
=

J
｣

A

0

O

DU

DU

0

A-11芋 ･ B-1十字

であ り､節点変位はジ ョイント要素の座標系におけるものである｡



Ⅱ,ジョイン ト要素の剛性マ トリックス

ジ ョイント要素の剛性マ トリックス [Kj〕 を導 (ために仮想仕事の原理を

利用す る｡要素は平衡状態にあるものとし一要素表面の境界条件を乱すことの

ない仮想変位 1∂U 土を与 えたとする｡ これに対応 して生 じる仮想節点変位と

仮想ひずみは､それぞれ く∂UN')､ l∂W手である｡また､この要素に作用

している全ての外力を等価節点力に換算すると､節点力は LFN'〉となる｡

仮想仕事の原理によれば､仮想変位による仕事は零である｡つまり､

∫(8W )T(a)dE2E- 18UN')TiFN1 -0 (6-36)

とい うことである｡ここで､

く∂-,-i[Bj】 く∂UN･,

を (6-36)式に代入すると.

÷{SUN,,Tl [Bj】T{6,dQE- {8UN･,7･FN･,J

が得 られる｡この関係はいかなる仮想変位に対 しても成立するので､

冒 [BJI T{O,doe- " N･, (6-37,

となる｡ (6-37)式の左辺に (6-34)式と (6-35)式を代入す ると､

冒 [Bj],くO,dQE-‡J[Bj]T〔k] [Bj] 1UN'〉dQE

-‡J
lBj〕T[k] [Bj]dQE iUN■i

(6-38)

となる｡ジ ョイント要素の剛性マ トリックス [Kj]を､

リ[Kj〕ニー[BJ']T[k〕 [BJ']dQe (6-39)

のよ うに定義す ると､ (6-37)式は.

[Kj] iUN'1- 〈FN'〉 (6-40)

となる｡

(6-39)式で示される剛性マ トリックスは ジョイント要素の座昏系におけ

るもので､全体座削 こ変換するために回転 しなければならか ､｡ どの節点で も､

(FF:注 [-:?ns: cs霊 ] 〈 E::) (6-41,

α-tan~'t
が成 り立つ｡ベク トル表示では､

yJ~yl
XJ-Xi

(FN-〉- [T ] iFN〉

iUN1 - [T] tUN)
(6-42)
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である｡ [T 〕 ~1- [T]T なので (6-40)式 を書 き直すと､

lT]T lKj] lT] (UN)- tFNl

あるいは､

lKj.Yy] iUN〉- 1FN)

(6-43)

(6-44)

とな る｡

(6-39)式の積分内のマ トリックス [Bj]' [k][BJ']は書き下す と､

[Bj]T[k〕[Bj]-

A2k. O A8k. 0 -ABk. 0 -A2kI 0

O A2kn 0 ABkn O -ABkn 0 IA2kn

ABk｡ 0 82k. 0 -B2k, 0 -ABk8 0

0 ABk., 0 B2k,. 0 -B2kn O -ABkn

-ABk. 0 -B2k. 0 82k. O ABk. 0

0 -ABkn 0 -82k,. 0 B2kn 0 ABkn

-A2k. 0 -A8k, O A8k, O A2k. 0

0 -A2kn O -ABkT. 0 ABkn 0 A之kn

(6-45)

のようになる｡平面応力または平面ひずみの場合､

lA2dQE-r_:;2ll12f〕Zdx,-

IB2dOe-IL_:;2ll･宇〕2dx･-

4L
3

4L
3

JABdQe-r_二2〔1一宇〕 〔1十2f〕

なので､ (6-45)式に代入すると [Kj]は､

2L
dx'=-つ

(6-46)

0
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0
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0
L
n

0
.

k

0

k

となる｡このよ うに平面状態の場合には､ジョイント要素の剛性マ トリックス

の値はジョイン ト要素の位置座榛 と関係なく､その長 さ､努断印性､垂直剛性

のみによって決まる｡

軸対称体で､回転軸から半径方向にroの位置に90｡傾いた､つま り鉛直方

向に滑るジ =イント要素を含む場合ー (6-46)式はそれぞれ､

,lA2dQE-II:2;2-olll2f 〕2dx,-

1'B2dQe-II:2;2-0ll十 2f 〕Zdx･-

87Er｡L
3

87TroL
二〉

''ABdQe-'rI:2;2Wrol1-竿〕〔1･2f〕dx'-4X
となるため [Kj]は､
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(6-49)

のようにジョイント要素の長さ､英断印性､垂直剛性のみて7LJく､その位置座

霞にも依存するようになる｡

しか し､いずれの場合にもジョイント要素の剛性マ トリックス [Kj〕 は対

称性 を持っているのでー完全体の開催マ トリックスに並み込んでもそれは対称

性を失わない｡

Ⅲ.ジョイント要素の特性

坑壁に対する垂直応力が一定の場合の立坑投入釜石の坑萱に対する努断応力

と常断変位の関係は一般的に非法形ならのであるが､計算に際 しては便宜上､

勇断応力と葬断変位の間に直線関係があるもの とした｡また､ジ ョイント要素

の弟断破壊は考慮 しないことにした.ジ ョイン ト要素の法線方向の変位を抑制

するため､その垂直剛性には非常に大きな値を与える｡また､鉱石 と坑壁間の

不連続面は引張応力を伝達できないものとの考 えから.ジ ョイン ト要素の垂直

応力が引張応力になった場合にはージョイント要素に関 してZienkiewic2ら32'

の方法にな らったno-tension解析を行った｡

Ⅳ.結果 と考案

前述の通 り (6-29)式で表 されるJanssenの式は立坑内の応力分布が一棟

であることを前提とした 1次元の力の釣合である｡ しか し摩擦支持力は坑壁に

沿 って飽くため･坑塁近傍では最大主応力の方向が鉛直方向からずれ る｡この

ことによ り立坑内の任意の水平断面に作用するi'Dt直方向の平均応力 も (6-29)

式か らずれてくる･以下ではまず､このような壁面の支持力による応力場の乱

れの坑底圧への影響を検証する｡

解析に際 しては直径8皿の円形立坑に､坑底か ら高さ50Ⅲまで鉱石が充填され

ている状態 を想定 し､fig･6-23に示すよ うな要素分割 を行 った｡節点数は210､

要素数は通常の要素が320､ジョイント要素が20である｡ fig.6123においてt

左端が回転の中心軸で右端が坑壁 との境界である｡ジョイント要素の厚みは零

であるがfig･6-23では便宜上長方形で表 した｡変位の拘束条件をfig.6-24に示

す｡

立坑内の鉱石は､投入時に上部の墓石の自重により限界応力状.態とな り応力

レベルに応 じて圧密されるがtP-1.9t/q'､8-40●としたときの (6-29)

式及び (6-33)式か ら計算され る上記の立坑の坑底圧は約0.2MPaと小さいた

め､圧密によるかさ密度の変化は無視 し得るものとす る｡ このためかさ密度は

立坑内全域にわたって0･01863MN/n3 (1･900t/｡3) とした｡ヤング率はー立坑

内でそれが均一で､かつ､応力状態のみを間窪に し変位を問題に しない場合 ど

んな値でもかまわか 1が､便宜上かさ密度約1.9t/皿3てシリンダー内に充填 さ
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れた石灰岩の砕石の見かけヤング率である1600MPaH 'とした｡立石 と坑壁の境

界面には釜石が立坑に投入される過程において､Janssenの式の仮定から

7-㌢(1-exp仁土器〕) (6-50,

で表 される摩擦支持力が発生するが､この際境界面は限界応力状態下で前節方

向に塑性変形 しているため､常断方向の変位と摩拝支持力の間には襲性的な関

係はない｡ このため ジ ョイント要素の車断剛性は零として車断方同の動きを自

由に し､ ジ ョイン ト要素の内側の節点に､鉱石の上表面か らの紅鮭2.に応 じ

(6-50)式で表され る摩擦支持力を上向きの節点力 として与えT=｡

また､密接支持力が坑壁に対する垂直応力と (6-31)式で表 され るような

関係にあるもの とするとー坑壁に対する垂直応力OHの分布は

GH-4慧〈11eXPl-岩 〕) (6-51,

のようにな る｡弾性計算において坑壁に対する垂直応力､つ まりこの場合ジョ

イント要素の垂直応力は鉱石の見かけポアッソン比に依存する｡ (6-51)式

で表 される♂Hの分布 と最 も適合するジョイ ント要素の垂直応力の分布が得 ら

れる見かけポア ッソン比は0.18であったので､これを蛍石の見かけポアッソン

比の値とした｡ (6151)式で表 されるcTNの立坑軸方向の分布と､見かけポ

ア ッソン比を0.18としたときに計算によ り得 られた各位置のジョイン ト要素の

垂直応力をfig.6-25に示す｡

上記のよ うな条件により計算された応力分布 をfig･6-26に示す｡壁面におけ

る摩擦支持力によ り坑壁近傍では最大主応力の方向が鉛直方向か ら傾いている

ことがわかる･fig･6-27に (6-29)式 (Janssenの式 )による理論的な垂直

方向の応力分布 と､計算された各水平断面内の垂直方向の平均応力を併せて示

す｡摩擦支持力による応力場の乱れは垂直方向の平均応力の分布には余 り影響

せず､坑底圧の推定はJanssenの式で実用的には充分な精度が得 られ ることが

わかる｡

次に､坑底での変位の軸方向の拘束が解放され､鉱石が弾性範囲内で受飽応

力状態に移 った瞬間の応力の釣合について考えてみる｡鉱石の物性は変えず､

変位の拘束条件をfig6128に示す ようにする｡また､ ジョイント要素の努断剛

性は､田海乾山の立坑投入鉱石を用いて行 った一面努断試射 こおける､降伏す

る努断応力の50･/･の応力レベルまでの平均努断剛性の平均直 (30lfPa)とした｡

計算の詰果得 られた応力分布をfig･6-29に示す.fig･6-29から明 らかなように､

立坑内の鉱石が 自重と壁面の努断抵抗でつ りあっている場合､立坑内の応力 レ

ベルは壁面に近づ くほど高 くなる｡このため粘着性アーチの崩壊は､粘着性ア

ーチの発生条件の導出の際仮定 したように､まず立坑壁面近傍で発生するもの

と考 えられ る｡



6-5 結 論

立坑が閉塞す るメカニズムには大 きく分けて､大塀相互のかみ合いと付着性

のあ る微細粒子の粘着があ りーそれぞれのメカニズム に応 じた閉塞防止の基準

が環案されている｡前者については立坑径 を立坑投入鉱石の長大粒径の3､6倍

以上 にすれば閉塞す る確率が充分 に低くなることが実崇的に求め られている｡

後者については､立坑内の鉱石の物性 と圧密履歴に依存す る降伏曲技が便宜上

直謀であると仮定 し､降伏曲旗の形状を表す代表値と して粘着力 C及び内部摩

掠角 卓を用 いると､立坑内の仮想 アーチの 自重 と坑塁の牽擦支持力 との釣合か

ら､閉塞 を防止する基準 として (6-12)式あ るいは (6-14)式が導かれ る｡

また､完全を閉塞ではないが､閉塞にいたる前段階 として閉塞現象の一形態 と

考え られ るパイ ピングについて も､パイプ内の応力の釣合方程式か ら求め られ

た垂直方向の応力分布 を表す式 を用い. (6-25)式のよ うな､バイフ●の臨界

高 さとC-卓の関係を表す式が導かれ る｡

広範を粒度分布 を持つ立坑投入鉱石の場合､租粒分はその物性 にあま り影響

を与 えないといわれてお りt Cや i'の値に影響す る粒度の上限については諸説

がある｡ しか し､ どの説 もおおむね10mm以下である｡本研究ではある程度余裕

を見て20m までの硬 を含む試料 を試教で きる直径200Emのベ ッセル を備えた一

面努断試験積を開発 した｡

前述のよ うに立坑内の鉱石の降伏曲線は､その受けた応力履歴 (あ るいは最

大圧密 )に も依存す る｡降下の際､静止 と重力流動を繰 り返す立坑内の鉱石の

場合､静止時､つま り主働応力状態の立坑内の応力分布がわかれば､立坑内の

鉱石が受ける圧密の状態がわか り､一面努断試額の結果 と合わせ､立坑内の任

意の部分の鉱石の物性 を推定することができる｡主働応力状態にある方槽内の

垂直方向の応力の分布 を表す式 と してはJanssenの式があ り､ これは､最大主

応力の方向が鉛直方向で､水平断面内の応力分布が均一であること､及び､壁

面の摩劉 こよる支持力が壁面に対する垂直応力に､また､壁面に対す る垂直応

力が最大主応力に比例すること､つ ま り､摩擦 による支持力が鉛直方向の応力

に比例す ることを前桟 としている｡ ijヨイン ト要素 を組み込んだ FEM解析に

より､主働応力状態にある立坑内の最大主応力の方向が坑壁に近づ くに従 って

鉛直方同か らずれ るよ うすが確認 されたが､このずれは垂直方向の応力の分布

にはあま り影響がなく､実用上Janssenの式で充分な精度が得 られ ることがわ

かった｡ また-主歯応力状馴 こある立坑の坑底の軸方向変位の拘束が解放 され､

立坑内の鉱石が坑塁の摩擦支持力のみで支 えられ る状態､つま り､立坑内が主

働応力状態か ら費性範囲内で受働応力状態に移 った際の立坑内の応力分布 を求

めた詰果･壁面に近いほ ど応力状態が高 く､粘着性アーチが崩壊する際には､

まず壁面近傍か ら崩壊することがわか った｡

295



参考文献

1)S en C. C.. Hensah J..Fr-ag皿enting Oversi2e8oulders. P r o c. o f the

15th Confere nc e on Explosivesa.ndBlasting Technique,Louisiana.. U S A .

(19S9)

2)茂木源人,鏑木貫,茂田井茎.立坑詰 ま りの ケーススタデ ィー, 日本鉱業会

昭和63年度春期大会講演要 旨集.pp331-332.(198S)

3)La.ngnla,id R, N., Rose H. , E., Arc h Format ion ina Non- Coh esive

Cra,nulaT･ M aterial, JouTna.1 of theInstituteo f Fuel, γol.30. No 195,

pp.166-172, (1957)

4)PikonJ., Sa,s iadek B.. Dro2 d z N., Process Technology International,

Vol.17,pp.888, (1972)

5)Peele l弓., Mining Eng in eer 'sHandbook-Third Edition. Johrl打iley a

Sons,pp.10-(403), (1941)

6 )A ytaJDa,n Y., Ca.use s of qRangingー in OreC hutes, CanadianMining ∫.,

Vol,81.pp.77-81, (1960)

7)JenikeA . Y., CTaV ity F low ofSolids. Univ. Utah , Engr)g.Experizqent

StationBulletin.No.108,pp.309, (1961)

8)XvapilR., CTaVity F l o w o f Gr a ntllarM aterials in Hoppersa.nd 8ins Ⅱ

Int.J Rock M ech. Min. Sci.,γol.Z, pp .277 -3 0 4, ( 1965)

9)Li D･･ Zhang Z.･ CuoB･･ TheDesign and P Tactice of Tunnel ore-Pass

System in Open Pit･lst h t･ Mine Ph nning and Developmentsymp osiuD.

Beida.ihe,China,Sep.1980

10)Haqb】ey DI F･･ PaTiseau W･ C･･ Singh M･ H , Guidelin e s forOpen-p上t

OTePass Desig n; Vol･1: Finalreport . submitted to U.S. Bureau of

Mines by Eng ineersInternationalIDc,.PP. 47, (19S3)

11日 enike A W･･ Shie ld R･T･, On the Plastic Flowof Coulomb Solids

8eyoDd Orig inal Failure･ J･ o f AppL Mech･, γol 27. pp . 599-6 0 2 ,

(December1959)

12)JenikeA W- C,avl ty FlowofSolids, Univ･ Utah . Engng. Expe,i皿ent

StationBulletin,No.LOB,pp.5, (1961)

13)JenikeA･ W･- Storageand Flow of Solids, Univ. Utah . E ng ng .

ExperiⅢentStation Bulletjn, N o.123, pp.ll-14. (1964)

14)山口拍臥 土質力学 一改訂増補臥 技報堂 出版,pp.199-200.(1975)

15)前掲12),pp.9-22

16)Metcalf J･ R･･ Angle of ReposeandInt erna l Friction,lnt. ∫. Rock

Hech･Min S°i,γol.3.pp.155-161, (1966)

17)前掲 13).pp.26

18)ReisneT 机 ･ M I V O∩ E ISenhar t Rothe, Bins and Bunkers forHandling

Bu lk Materials, TTanS Tech Publications, pp.28. (1971)

297



29!)

19)土質工学全損.土質試教法改訂版.pp.382, (1969)

20)前鴇18).pp.125

21)JansseT)H. A‥YeTSUChe bbeT Cetre ided ruck inSilozel len,

ZeitschTift d esYereinesDeutscheTIngenieure.γol.39.No .35,

pp.1045-1049.(1895)

22)久保輝一部他罵,粉体一理論 と応用 一改訂 2版.丸書,pp633-634. (1979)

23)ReisnerW.,YonEisenhart RotheM .. Bins and Bunkers for HandH ng

Bulk Ma,terials, TTanS T ec h PublicatioT)S.PP.4 4 -49. (1971)

24)前掲22),pp.636-637

25)NgoD‥ Scordelis A. C., Fini t e Element Analysis of Re in fo TIced

ConcTete Beans. JouTna,Iof Amer ican ConcT-eteInst itute, γol.64,

No.3,pp.lらz-163, (1967)

26)Nilson A. H., NonlinearAnd_lysis ofReinforced Concreteby the

F ini t e ElezBe nt M ethod. Journal of A工eTican Con creteI nstitute.

Vol.65,No.9,pp.757-766.(1968)

27) Co odnan R. E.. TayloT･ R. L.. 8T-ek k e T, L.. A M odelforthe

Mecha.n ics of Jointed Rock, Journal of SoilMechani csand

F oundat 10n S DivIS ion, Proceedingso f theASCE.yol .94, No.SM 3.

pp.637-659, (1968)

28)Good- n R･ EL･S t - John C･, Finite ElementAnalJSis for

D is continuo u s Roc ks･ Nmerica l M e thods in Ceotechn ica l Engineering,

Ed･ by Desai C ･ S･and Chr i stian J T･･ McCraw一日日1. ppl148-175,

(1977)

29)山冨二飢 下谷高選一山口梅太臥 ひずみ軟化を考慮 した弾塑性解析法. 日

本生業 会 誌- V ol･ 9 5 ･ No ･ 1100, pp72 1- 7 2 6 . (1979)

30)LLI冨二乱 文京大芋博士論文,pp.260-285, (1984)

31)喬春生,東京大学博士論文,pp.139-156, (1988)

32)ZienkiewiczO･ C･, Valliappan s･, King I. P･. StressAnalysiso f

R ockasa'no-tens ion ● Material, Ceotechnique, Yol,1S, pp.56 - 6 6 .

(1968)

33)山口嶺大乱 破砕 した岩石の力学的挙動に関する研究,昭和 61年度科学研

究費補助金一般研究 (B)研究成果報告書,pp.17121. (1988)

㌻ 【『『 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 『 『 『■ 『 』 『 『 『 l『 『 ー ｢



table.6-1 Con d l tIOnS and resu 一ts of the she a r test

fig.6-lSchematicdlagraTnOfpIPlng.

flg･5-2Sche:naこiCdiagramOfdomln9.

301



303 ｣
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flg･6-26Calculated stressdlStribut10n lnOrePass.
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flg･6-29Calculated stressdlStrlbut10n lnorepass･

第 7章 立坑内における鉱石挙動のモニタ リングと立坑閉塞の予防

7-1 序 論

粘着性ア-チの形成 を左右す る立坑投入釜石の物性には時間依存性がある上､

降雨な どによる状況変化 も考 えられ るため､立坑内に形成 された粘着性アーチ

は常に自発的に崩壕す る可能性を有 している｡ また､閉塞の解除に発破振動 を

利用す る一恵的な方法では､閉塞箇所か ら閉塞箇所に最 も近い目貫 までの立坑

内を空 に した上､ 目貫内に人間が入 って作業す る必要がある｡ このため立坑閉

塞の解除作業にはアーチの 自然崩壊によるエアープラス トの危険が常に伴 う｡

この ように立坑閉塞は､出鉱が止 まるとい う直接的な損育のみな らず､人的災

害をも引き起こす危険性があるためー この発生 を防止す ることは 日常的な盆石

立坑の運用の中で最 も重要な課題の一つである｡

実際の立坑が閉塞にいた る過程には不確定要素が非常に多いため､立坑閉塞

現象はインター ロッキ ングアーチによるものー粘着性アーチによるもの を問わ

ず､ある意味で確率事象であるといえる｡ インタ-ロ ッキングア-チの場合､

その形成確率は主に立坑径に対す る投入鉱石の最大粒径に依存 し､立坑内の鉱

石の降下挙動の状態 とは無関係であるため､このタイプのアーチ形成 を予防す

るため に降下挙動 をモニタ リングす る事はあま り意味がない｡一方､石灰石鉱

山の大規模立坑におけ る閉塞事例の大半 を占め る粘着性アーチの場合､その定

性的な形成確率は立坑 内の鉱石の流動状態に リンクしていると考 えられ る｡つ
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まりー鉱石の読動状態は読れるか詰まるかといった二者択一的な単純な もので

はな く､粘着性アーチが形成され る可能性がほ とんど無 く非常にスムースに降

下 している状環か ら､いつ閉塞 してもおか しくないような状態まで連続的に変

化す る｡このため､立坑内の鉱石の降下挙動や安息角のモニタリングを行 うこ

とにより､任意の時点における定性的な形成確率をリアルタイムで把握できる

ようになる可能性がある｡

立坑内における粘着性アーチの形成確率､あるいは鉱石の涜動状態 を左右す

る物性は､主に鉱石中の微粒分の比率と含水率に依存する｡枯着任アーチの形

成を防ぐという観点か らは､表土や石灰石鉱床の ドリーネ中の泥などの立坑へ

の投入は極力避けるべきであるが､特に石灰石鉱山の場合､これ らの泥分の処

理 コス トは通常の立石 と立坑に混合投入することによ り大幅に庄話されるため､

詮済的な観点か らはで きる限 り蛍石 とともに投入 した方が望ましいとい う背景

がある｡現在､立坑内の鉱石の読動状啓の判断は､現場の担当者の差掛 こ基づ

く主観に額 っているためある程度の噴味 さがあ り､人為的な意志によ り都合よ

く解釈できる余地がある｡客買的にみて非常に詰まりそ うな涜動状態でも､あ

る程度同 じ状態が持続すると慣れて しまい危艮意識が薄れー特に､処理すべき

泥の量が多い場合にはなるべく多く投入 したいという潜在意識 も働き､状況 を

改善する努九 つまりー泥分の投入を制限するなどの処置が行われな くなる危

険性がある｡鉱石の降下挙動や安息角のモニタ リングを行 うことによって､現

場の担当者に､より客観的な判断材料を提供す ることができるため､粘着性ア

｢

ーチの形成 を未然に防止できる可能性が高まる｡

降下挙動に関する具休的なモニタリングの項 目は､ 目貫間の挙動の伝播速度､

各目貫における挙動回数及び挙動の大きさ等である｡挙動は目貫における瞬間

的な気圧変動として最案 されるl'｡また安息角は-立坑に投入された鉱石が初

めて坑塁による拘束か ら解放され る立坑下のホ yバー部において連続的に測定

す ることができる2)｡

今回開発 したモニタ リングシステムを用いて､新潟県田海生山の釜石立坑に

おいて､過去 1年以上にわたって降下挙動及び安息角のモニタリングが行われ

てお り､その間に粘着性アーチによるものと思われる3回の閉塞が発生 してい

る｡本章では､このモニタリングシステムの詳細について述べ､得 られたデー

タ､特に実際の閉塞時前後に得 られたデータについて考案 を行 う｡
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7-2 モニタ リングシステム

(a)降下挙動のモニタ リング

立坑内の鉱石の降下挙動は静止 と瞬間的な重力読動 を謀 り返す不連続挙動で

ある｡鉱石が立坑内をスム-スに降下 しているのか､あるいは枯着性アーチの

形成により閉塞す る危険性が高い状況にあるのかといった判断は､主にその重

力扇動のようすに基づ いて行っている｡

長大な鉱石立坑においては､立坑内の鉱石が全て同時に重力読動状態になる

わけではな く､第 2章で述べたように､立坑下部で発生 した動的領域､つまり

重力涜動状態にある限定された領域が､fig7-1に示すよ うに上部に向けて50

-loon/Sの速さで伝播 していくことがわかっている｡個々の鉱石の動きに着 冒

してみれば､蛍石の比重が粘着力に比べ充分に大 きい場合､動的領域の立坑上

部への移動はfig.7-2に示すような､動的策域上端における個々の鉱石の連続

分蔽現象 と考えることがで きる｡引張応力下にある岩石の場合､引張破壊にい

たる時間は栽荷されている応力の引張強度に対する比率に依存す ることが知 ら

れている2'16㌧ 立坑内の動的霞城とその上部の静止藻域 との境界にある鉱石

には､自重によ り落下 しようとす る力と､鉱石問の微粒分の粘着力による鑑抗

力が働いている｡立坑投入鉱石の粒度分布が変わらない場合､個々の鉱石の平

均的な自重は等 しいと考えることができるため､これ らの個々の鉱石が互いに

分罷するのに要する時間は､微粒分の粘着力が大きいほど長くなるものと推定

され る｡つまり､粘着性アーチの形成確率を左右する微粒分の粘着力と重力流

動の立坑上部への伝播速度の間には逆相関があるもの と考 えられる｡

重力式動の伝播速度 を知るためには､立坑内を上昇する動的領域が任意の 2

つの地点を通過する時間差 を測定すればよい.動的帯域が立坑に通 じる目貫の

前を通過する際_目貫に圧力変動 を引き起こす｡ 目貫内の気圧は.目貫の入 り

口が密閉されている状態では､目貫に面 している立坑内にある鉱石のかさ密度

の変動に追随す るもの と考 えられ るが､坑道に開口した通常の目貫では､fig.

2-4aに示すように動的領域が通過 した後共石状態になる｡このよ うな共転の第

1波は動的領域の下端が目貫の前 を通過すると同時に発生す るものと考えられ

るため､各 目貫においてこの第 1波が発生す る時間差を測定すれば､重力涜動

が各 目貫の間を伝播する速度を求め ることができる｡ また､各目貫における挙

動間隔や圧力変動の大 きさも蛍石の読動状態を知る上で重要なデ-タとなる｡

リアルタイム､かつ連続的な降下挙動のモニタリングを行 うためfig.7-3の

ような観潮 システムを開発 した｡圧力変動のセンサーとしては.一種のひずみ

ゲージ式差圧計である共和電業製の風圧計PGW-10GB､20GBー 50

GBをそれぞれの目貫で罷測され る圧力変動の大きさに応 じて使用 した｡それ

ぞれの風圧計の最大容量は水柱で10m皿(10GB)､20J)A(20GB)､50mm

(50GB)で､固有振動数はいずれも300Hz以上､定格出力は0.4mY/Y(80O

Jlス トレイン)以上が保証されている｡ システムのメンテナンス上の同定か ら

坑内には風圧計のみを設置 し､アンプ､A-Dコンバーター､パ ソコンなどは

全て坑外の中央操作室内に設置 した｡アンプと各目貫に設置された風圧計を結
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ふために必要なケーブルの長さは､554皿Lのものまでが4,257D､710皿Lの もの ま

でが5.39ln､878mLの ものまでが6,018m､878JnLのものまでが6,529皿である｡ こ

のため､アンプにはセンサーとの間のケーブル を長く延長 しても誤差の少ない

測定が可能を定電涜ブリッジ電源式の共和電業製CDA1230C (応盲周波

数0--200kH2)を使用 した｡ アンプと風圧計を結ぶケー7Jt,には､比較的ノイ

ズを拾いにくい2mm2の 4芯 シール ド線を､坑道内に敷設されている高圧電源 ラ

インか ら極力挺 して敷設 したが､各チャンネルにfig.7-4に示すような大 きな

ノイズが乗 った｡測定対象 となる圧力変動の周波数は5Hz前後なので､ ノイズ

を取 り去るためセンサーと増幅回路の間に100Hz以上 をカ ットす るローパスフ

ィル ターをかけた｡その詰果､定常的なノイズは問題ないレベル まで低減する

ことができた｡

アンプか らの信号はA-D変換されパ ソコンで処理 され る.パ ソコンは設定

された同値 (スレッシュホール ドレベル )を越 える信号がA-D変換 された時

点で､そのチャンネルに信号が入 ったことを認識す る.同値のレベルがバ ック

グラウンドノイズのレベル より高 くなければな らないことはい うまで もないが､

非常に小 さい挙動まで漏れなく検出した り､圧力変動汝の緩侵な立ち上が りに

よる挙動発生時刻の測定誤差を少なくす るためには､なるべ く闇値とバ ックグ

ラウンドノイズレベル との差を′トさく設定することが望ましい｡チャンネルに

よっては､坑内の変圧施設から発生す るものと思われ るスイ ッチングノイズや

電源 ノイズを拾 う場合があるため､このような場合にはさらに低い､例えば10

Hz以上をカ ットするローパスフィルターをかける必要がある｡

風圧計は本体が設置 されている地点 と､本体からのは したビニールチューブ

の先端の背圧の取 り入れ口の差圧を計測する一種の差圧計であるため､背圧の

取 り入れロの位置を変えることにより､見かけ上の感度を変えることが可能で

ある｡つま り､背圧の取 り入れ口を本体に近づけ九は見かけ上の感度が下が り､

逆に本件か ら震せば見かけ上の感度は上がる｡実際の設置に当たっては最大歳

の圧力変動がち ょうど風圧計の最大容量程度になるように背圧の取 り入れ口の

位置 を決めた｡その結果､554血Lの 目貫 を除き､背圧の取 り入れ 口が通勤坑道

内に設置され ることになったため､坑道通気の影響を避けるために取 り入れ口

にfig･7-5のよ うな簡単を風防をかぶせた｡また､風圧計の本件は､希に発生

する立坑か らのエアーブラス トに伴 う飛び石による破損 を防 ぐため､適切な設

置位置を選定 した上､ さらに気密性の無 い木製のケースで罷護 した｡554nLの

目貫は蛍石が連続的に降下 しているシュー トか ら非常に近い位置にあ り､挙動

の発生間隔が他の目貫に比べ遭い｡このため圧力変動の大 きさが小 さく､最 t,

感度の高い風圧計を用 いて も測定することが国東であった｡そこで､ 目貫の入

り口を密閉 しチャンバーを設け､圧力変動の減衰を抑 え測定を行 った｡

1つの挙動が各 目貫の前 を通過するときの､それぞれの 目貫における圧力変

動の測定例をfig.7-6に示す｡

(b)安息角のモニタリング
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立坑の投入口からホ ッパー抽出口にあるエプ ロンフ ィーダーまでの経路の中

で､鉱石が坑堂から解放されある種の安息角が形成される唯一の地点はホ ッパ

ー上部である｡ しか し､ここでの安息角はモデルシステムにおけるガ ラスビー

ズの場合 と同様､常に変動 している｡ しか し平均的にみれば､立坑投入鉱石中

の粘土分の割合が多く､ しかも適当を含水率にな り読動状態が悪 くな ると､ホ

ッパー内における鮭石の安息角 も大きくなる傾向があることが連繋的に知 られ

ている｡また､安息角は粉粒体の密充填状態の内部摩擦角や流れ易さの指最に

なることが指摘されている7'19'

ホ ッパー内の鉱石の任意の時点の安息角丸 は､fig.7-7に示すよ うに､ホ

ッパー上面 に2.95田の間隔で設置された 2台の超音波 レベル計か ら蛍石の表面

までのそれぞれの臣軽 dl(tB)､d,_(a)を用いー

¢d- aTCtan
〔 .I." =l三 〕

によって求め られる.鉱石の物性 との関連を議論する埼合-瞬間の安息角の値

は余 り意味を持たずーある程度の時間の平均安息角が問題 となる｡

超音波レベル計には ミカサコウキ製の UMK-341とUMK-322~ 1

Bを使用 した｡ これ らのレベル計の うち 1台は既存の ものを使用 したため､新

たに設置 したレベル計が既存のものと流出方向に平行を同 じ線上に来 るように､

ホ ッパー上面の中心線からややずれた攻上に設置 した (fig.7-8参照 )｡これ

らのレベル計の出力は4-20EnAのアナログ出力であるため､これを通常の制御 ラ

インの一部に乗せ中央操作室まで送信す る｡中央操作室において4120nAのアナ

ログ電涜信号を0-5Yのアナログ電圧信号に変換 した後､降下挙動のモニタリン

グ系続 と同 じA-Dコンバーターに入力 しパ ソコンで処理する｡

(C)システム制御プログラム

このモニタリングシステムでは､風圧計及び超音波 レベル計か らのデータは､

最終的に全てA-D変換され､単一のパ ソコンで リアルタイム処理される｡パ

ソコンにはNEC製PC-9801シリーズ (クロック数10MHz以上で動作可

能を旗蕃 )を使用 し､GP-∫Bインターフェースを通 して共和電業製の高速

型マルチチャンネルA-DコンバーターADC-116Cを制御する｡

ADC-116Cは分解能12bit ､16チャンネルのA-Dコンバーターで､

1チャンネル分のA-D変換に要する時間は20〟Sである｡今回は風圧計4チ

ャンネル､超音波レベル計 2チャンネルの計 6チャンネル使用 しているためー

最初のチャンネルのデータが変換 されてから最後のチャンネルのデータが変換

され るまでに要する時間 (最大測定誤差 )は0.1msである｡

今回開発 したシステム制御プログラムは基本的には通常のBASIC言語で書か

れてお り､実際の使用に際 してはこれを中間コー ドにコンパイル して用いてい

る｡A-Dコンバータ-か らパ ソコンへのデータ転送速度は通常のBASIC言語

を用いた場合､コンパイル してもデータ当た り約2.5msを要するため､6チャ

ンネル分のデータ転送には約15ms必要である｡ このため､パ ソコン内での通常
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ルーチンの処理時間約6J)Sを考慮すると､サ ンプ リング速度の設定段階の関係

上. リア/レタイムで処理が可能な最高サ ンア リング速度は20日2(50ms)と杏 つ

て しまう.そこで本プログラムではデータ転送部にマシン語のルーチンを使用

し､データ転送速度をデータ当た り0.3msとした｡この結果､6チャンネル分

のデー タ転送時間を含めた通常ルーチ ンの処理速度がSms以下 とな り100H2

(loos) のサンプリング及びその リアルタイム処理が可能になった｡

ADC-116Cは16Kワー ド分のバ ッファメモ リを内鼓 してお り､100Hz

(10ms)でサンプ リングを行 う場合でも､本体内に26.9秒間分のデータを蓄積

できる｡このため､非定常ルーチンに使用できる処理時間は､非定常ルーチ ン

に分岐す る苑度が平均毎分1回程度あるとして も約2.5秒もあ りー通常の画像及

びデータ処理に使用で きる時間としては充分である｡

fig.7-9に本プログラムのフロ-チャー トを示す｡ フローチャー トにおける

終了の判定以下の左廟の列が通常ルーチン､右側の列が非定常ル-ナ ンである｡

非定常ルーチンは大 きく分けて､圧力変動データの処理ルーチンと安息角デ-

タの処理ルーチンに分かれている｡

任意の目貫の風圧計か らの信号が同値を越えると重力読動が発生 した もの と

みな し､圧力変動データの処理ルーチンに移る｡重力流動の目貫間の伝播に要

する時間が20秒 を越える (最 t,間隔の長い554JnLと710PLの目貫間で､平均伝

播速度が7.8m/S以下 という状況)ことはないものとし､これを越 えるものは別

の独立 した挙動 として扱 うことに した｡重力流動の伝播は立坑内で止 まること

も､また､必ず しも立坑の下部からではなく途中から始まることi,ある｡この

ため､圧力変動データの処理ルーチンでは､最 も上部にある87SmLの 目貫か ら

の信号が閏値を越えてか ら20秒経過するか､最後に信号が闇値を越えてから20

秒迂遠するか した時点で一回の挙動が終了 した ものと判断 し､挙動が或測され

た各 目貫の前回の挙動から今回の挙動までの詮過時間､挙動が親測された各 目

貫間の挙動伝播速度等 を計算 し､データをデ ィスクにセーブす ると同時に､重

力式動の監視画面を更薪する｡パ ソコンの画面の左半分 を占め る重力流動の監

視画面には立坑の模式図が描かれてお り､その模式図の中に各 目貫間の挙動伝

播速度､各 目貫における圧力変動の最大値等の患新データが視覚的に表示され

る｡

安息角のデータは 5秒毎にそれ までに測定された500個のデ-タが平均され､

瞬間安息角 として画面に表示され る｡また 2分毎に､それ までに求め られた24

個の瞬間安息角のデータがさらに平均され､デ ィスクにセーブされると同時に､

その値に基づき安息角の監視画面が更薪 される.パ ソコン画面の右半分を占め

る安息角の監視画面にはホ ッパー部を横からみた断面図が模式的に描かれてお

り､ホ ッパー内の鉱石の量 と蛍石上面の傾斜角度が視覚的に把握できるように

なっている｡
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7-3 計測結果 と立坑閉塞

(a)箆 論

モニタ リングシステムか ら得 られ るデータは､各 目貫における挙動発生時刻､

前回の挙動か らの間隔､圧力変動の最大値､累積挙動回数､上下 に隣接する目

貫間の挙動発生時間差､挙動の伝播速度､ 2分毎の各 レベル計の平均測定値及

び平均安息角である｡ システムは毎 日午前 8時に自動的に起動 し､翌朝 7時 ま

でのデータを重力流動用 と安息角用の 2種頬の ファイルに蓄積す る｡ 1日分の

デー タ量は 2つの ファイル を合わせると60--70KB(田海鉱 山の場合､年間でデ

ィスケ ット約18枚分 )であ る｡ この 1日分のデータか ら､専用処理ソフ トを用

いて､休憩時間背の安息角データや明 らかにノイズ と思われ る挙動データを削

除 し､平均値､標準膚差等 を求め､既存の出鉱鉱石の成分分析データ (立坑 シ

ステムの出口における含水率､非Ca.CO3度分含有率 )､投入蛍石のデータ (低

品位蛍石投入比率 )､立坑 システムの出口における目視判定項 目 (水分の多 さー

泥分の多さ､大塊の多 さ)ー気象データ (山頂琵雨量､雨の重 さ )とともにデ

ータベースに入力す る.以下､このように して1989年4月1日か ら1990年3月

31日までの 1年間に蓄積 されたデータについて検討す る｡

田海鉱山の1989年4月1日か ら1990年3月31日までの出鉱 El数は301日､ 1

日の平均出鉱量は7,405tで､月別の出鉱量 と1989年4月1日か らそれ ぞれの月

末 までの異相 出鉱量はtable.7-1に示す通 りである｡最 も出鉱量が多いのは11

月で逆に最 も出鉱量が少ないのは 2月である｡ 当該期間中の測定 システムの主

な変更は､7月22日に805DLと878DLの 目貫の風圧計 を､ 同 じ型式の ものでよ

り感度の高いものに変 えたこととー9月5日か ら6日の問に5543ILの 目貫の入

り口の密閉の気密性 をよ り高めたことである｡

各 目貫で親測 された 1日当た りの平均挙動回数は､554皿Lが121.6臥 710mL

が92･2回､805mLが686回､878zDLが52.3回であった｡立坑径を8D､鉱石のか

さ密度を1.9t/Ⅲ3 とす ると､ 1回の重力流動で鉱石が降下する距変はそれぞれ

の位置で平均0.6如.0.84r8､1.13zbt1.48皿である｡ただ し､554皿Lの 目貫の密

閉を強化 し､よ り小さな圧力変動が測定可能 とな った9月6日以前の､ 5月か

ら8月までの流動状態のよい期間には､挙動の間隔が極めて短いため個々の挙

動にともな うチ ャンバー内の圧力変動の大 きさが′トさく挙動として観潮 されず､

見かけ上挙動間隔が非常に長く見 えることがあ った｡平均挙動回数の算出の際ー

この よ うな 日のデータは除外 した｡

立坑内における蛍石の読動性は主に鉱石中の微粒分の比率 と含水率に依存す

る.立坑内で蛍石 自身が破砕､摩耗す る事によ り発生する単位鉱石量 当た りの

微粒分の量は年間を通 してほぼ一定であると考 えられ るためー鉱石中の微粒分

の量は低品位鉱石中に多く含 まれ る表土などの泥分の投入量に比例する｡ また

泥分はほ とんどCaCO,を含 まないため､非CaCO}成分含有率 も泥分の多きの 目

安 となる｡fig.7-10に､年間を通 した低品位鉱石投入率及び非CaCO3 成分含有

率のt またfig7-11に､ 目視による泥分の多きの判定結果 (泥分 ランク )及び

参考 までに大塊の多さの判定結果 (大塊 ランク )の推移 を示す｡泥分 ランク及
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び大塊 ランクは､現場担当者が各方の見回りの際､エプロンフィーダーのとこ

ろの藍石の泥分あるいは大塊含有量が､多いと判定 したときにはランク2､少

ないと判定 した ときには ランク 1と評価 し､ 1日分の平均 をとったものである｡

低品位鑑石段入牢は立坑投入投階のデータで､非CaCO'成分含有率及び 目視に

よる判定は立坑 システムの出口におけるデータであるため､その変動には

40,000t-45.000tの位相差がある｡fig.7-10及びfig.7-11の出立量軸は後に述

べる重力流動の伝播速度や安息角の変動 と重ねて比較できるように､878JnLの

目貫 と805皿Lの 目貫の中間点である841.5ⅢLに位相が合 うように補正 してある｡

非Ca.CO,成分含有率の変動は､非CaCO,成分が低品位鉱石中だけではなく通常

の鉱石中にも含 まれ る､立坑システム内である程度の混合が起きる､サンプ リ

ングの際に人為的に極端なサンプルを選ける､等の理由により､低品位鉱石投

入率の変動に比べ連続的で変動幅 も少ない｡年間を通 じた低品位鉱石投入率の

平均は4.44･/.､漂準偏差は2.95'/.､非CaCO3成分含有率の平均は2.80'/･､昏準偏差

0.61茨である｡泥分 ランク及び大境ランクの年間平均はそれぞれ 1.34､1.20で､

平均的な泥分あるいは大塊の多きの時にはランク2ではな くランク 1と評価す

ることの方が相対的に多いことを示 している｡非CaCO3成分含有率及び泥分 ラ

ンクはほぼ同襟の変動 を示 し､5月か ら10月にかけて漸減 し11月に一旦上昇 し

た後､ 1月を中心に12月か ら2月にかけて再び低くな り3月に上昇に転 じてい

ることがわかる｡大塊 ランクはこれ らと逆相関の関係にあるように見えるが､

これはあくまで 目視の結果なので泥分が多いと大塊が見えにくくなるといった

点を考慮する必要がある｡一方､低品位鉱石投入率は12月までは､大局的にほ

ぼ非CaCOぅ成分含有率及び泥分 ランクと同様の変動を示すが､12月か ら2月に

かけて低下する傾向はみられない.12月から2月にかけては低品位鉱石中の符

に泥分の投入を意識的に抑制 していたものと考 えられ る｡

立坑内薮石の含水率は降雨や降雪だけではなく､薮石に混ざって投入される

雪や立坑壁面か らの地下水の戻入量にも影響され､季節的な変動がある｡fig.

7-12に､出鉱鉱石の含水率と目視による水分の多さの判定結果 (水分 ランク)

の年間を通 した変化を示す｡含水率は出藍鉱石の成分分析の結果であ り､水分

ランクは現場担 当者が各方の見回 りの際､エプロンフ ィーダーの ところの水分

の多さに応 じてランク 1か ら3 (ランクが高いほど水分が多い)で評価し､ 1

日分の平均 をとったものである｡含水率の年間平均及び標準偏差はそれぞれ

3130'/､1･09'/･である｡水分 ランクの平均塵は1.69とな り､泥分ランクや大塊 ラ

ンクと同様若干低めに評価する燥向がみ られる｡出生量軸はfig.7-10及びfig.

7-11と同じく841.5mLに位相が合 うように補正 してある｡含水率 と水分ランク

は非常に似通った変動傾向を示 し､絶対値の比掛 まできないものの人間の悪覚

が実際の値の変動をよく反映 していることがわかる｡含水率の変動は大局的に

は乾石中の微粒分含有率の変動と逆相関 してお り､含水率が高くなると泥分の

投入 を控えて立坑内の涜動性を確尿するよう人為的に鉱石の投入管理が行われ

ている事実 と合致する｡

878mLの 目貫と805mLのEl貫の間の立坑区間を区間A､805D)Lの 目貫と710E)Lの
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目貫の間を区間 B,710J)Lの目貫 と554J)LのE]貫の問を区間Cとすると､各区

間の重力涜動の伝播速度は､各区間内にある鉱石の平均的な物性 に依存するも

のと考えられる｡鉱石は出鉱 ととい こ立坑内を降下す るので､各区間の伝播速

度の変動には､立坑径 をSn､釜石のかさ密度を1.9t/1㌔ とすると一区間AとB

の間で約8,022t､区間 BとCの間で約11.9S6tの位相差があるはずである｡重

力流動の伝播速度を鉱石の物性の 1つ と考え､これが vlであるような鉱石で

各区間が満たされているところに､ある時点か らこれが V2 であるような鉱石

10,000tが区間Aにさしかか り､以降それぞれの物性の鉱石が10,000tずつ交

互に区間Aの上端より供給されるものとすると､各区間における伝播速度の変

動はfig.7-13のようになるものと推定される｡

1年を通 した各区間の伝播速度 とホ ッパー部における安息角の変動のようす

をfis.7-14に示す｡各区間の伝播速度及び安息角のデータはそれぞれ区間Aの

中心である841.5nLに位相が合 うように出生量軸を補正 してある｡7月22日の

量頃に805J)Lと87SpLの目貫に設置 してあった風圧計 をより感度の高いものに

変えたため､測定され る圧力変動波の立ち上が りが急にな り､同 じ挙動でもよ

り速 くトリガーされるようになった｡このため7月22日 (黒積出鉱量658.237t)

前後の伝播速度には系統的なずれがみ られ る｡ このことを考慮す ると､各区間

の伝播速度には年間を通 じて強い相関があ り､また伝播速度と安息角には強い

逆相関があることがわかる｡ 4月を除き5月か ら8月までは伝播速度が速 く安

息角 も小さい､いわゆ る ｢流動性がよい状態 ｣が続いているが､累積 出鉱量が

920.000tにな った 9月初めの時点 を境に伝播速度が遅 (な りー安息角 も大きく

なっていることがわかる｡ fig.7-14中の矢印は閉塞が起きた10月4 日の時点 を

表す｡ 10月4 日前後は､大局的にみると9月か ら11月にかけて各区間の伝播速

度が低下 した状慾の最 も底に当たる｡ただ し､閉塞が起きた直後は直ちに泥分

の投入をス トップし立坑内のクリーニングを行 っているため､一時的に読動性

が回復 している｡ 10月4日の閉塞は原因が比較的明確にわかっていたため､閉

塞後t立坑内のクリーニングが終了 した時点か ら､また 9月と同 じよ うを状態

で投入蛍石の管理が続けられた｡ 12月に入ると降雪のため含水率が急激に上昇

するが､これにともない立坑下部の抽出設備近傍で鉱石が液状化するのを防 ぐ

ため泥分の投入が大幅に制限された｡この結果涜動状態が非常によくな り､そ

の状態は 2月末 まで読いた｡

蛍石の降下挙動が連続的な読動か ら静止 と重力読動 を繰 り返す不連続挙動に

移行す る立坑内の位置は､立坑下端 (シュー ト部上端 )である533mLと出鉱時

に不連続挙動が観測 される554nL(卓も下部にある目貫のレベル )の間の極め

て短い区間内にあるものと考えられ るため､554TDLの目貫の挙動間隔を重力読

動の発生間隔と見な してよい｡554皿Lの 目貫に､より気密性の高いチャンバー

を設置 し､挙動間隔が短 く圧力変動が/トさを挙動も正確に観測されるようにな

った9月6 日以降の554mLの目貫の挙動間隔と安息角 との間.あるいは区間C

の伝播速度 との間にはそれぞれ相関がみ られる (10月以降のデータに関する相

関係数はそれぞれ0.466､0.403)｡原則的には流動性がよい程､重力流動の発

33f)
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生間隔が短いと考 えてよいことを示 している｡ しか し､710皿Lと805血Lの目貫

の挙動間隔 と､それぞれの 目貫の上部区間の伝播速度の問にはいずれ もまった

く相関がみ られず､重力読動の立坑上部への伝達比率は読動性に依存 しないこ

とがわかる.

立坑内の鉱石の読動性は含水率 と微粒分含有率の複雑な関数であるため､単

耗な相関関係は求め られないが､現場においては達数的に含水率に応 じた微粒

分の投入管理 を行い読動性 をある水準に罷っている｡ しか し､安息角 と含水率

の間には､安息角 と非Ca.CO3 成分含有率 との間に比べはるかに高い正の相関が

ある (1年分のデータの相関係数はそれぞれ0.451と0.059)｡これは､鉱石中

の水分が増えた場合に泥分の投入を､水分が増 える以前の読動状態を維持する

に充分なだけ減 らすことは しないためで､読動性 を若干硬性に しても､つま り

閉塞の危険性を増大 させて も､切羽の泥分 をある程度立坑に投入処理せざるを

得ない状況を反映 している｡冬場に夜分の投入を減少せざるを得ないのは､含

水率が4./.を越えるような場合､泥分がある水準以上含 まれていると立坑下部に

おいて鉱石が液状化 し非常に危険な状況になるという特殊事情によるものでー

含水率が極端に高 くな った場合のやむにやまれぬ選択であるといえる｡

(b)1989年 10月4日の閉塞

10月4日の操業中､星頃から立坑内の鉱石の挙動がおか しくな り､午後3時

頃､出鉱 しているにも関わらず立坑が満鉱状態 とな り鉱石が降下 しないことか

ら蛍石の投入を中止 し､17時40分､878EbLの目貫において閉塞を確認 した｡18

時には出鉱 も停止 した｡閉塞箇所は910皿Lの少 し上と推定 されている｡9月1日

から10月30日までの各区間の伝播速度及び安息角の変動をfig.7115に示す｡9

月か ら10月にかけては流動状態が悪くなってはいたが閉塞するほ どではなかっ

た｡閉塞の直接の原因 となったのは､10月3日にダンプ4台分以上投入された

表土分の多い鉱石であると考えられている｡10月3日に投入された玄石約

8.000tが､それぞれの区間の中心に到達すると考えられる範囲をfig.7-15中に

網掛けで示す｡fig.7-16､fig.7-17に閉塞前後の区間Aにおける 1日の伝播速

度分布の変化を示す｡伝播速度の個々の区間は5m/Sで､縦軸は､最もデータ数

の多い区間のデータの個数Nn.X に対す るそれぞれの区間のデータの個数Nの

比率である｡伝播速度が極端に差い く451)/S以下 )ものは､圧力変動の波形観

測の結果､ほとんどが非常に小 さい挙動､あるいは下部の 目貫においては大 き

な挙動だったにも圃b らず878皿Lと805PLの間で上昇の止 まって しまっT=挙動

による圧力変動の第 2波以降をとらえたため､ 目貫間の挙動時間差が見かけ上

非常に大 きくな って しまったものであることが判明 した｡ また､10月5 日に見

られ る､伝播速度が極端に速い (120m/S以上 )データは全て､閉塞解除作業の

ため閉塞地点よ り下の鉱石の上端面を878mL以下に下げてか ら､つま り878ⅢL

の目貫の前には鉱石が無い状態の時に観測されたものである｡このため､平均

値及び漂準偏差の計算の際には45･,L-120m/Sの範囲外にあるデータは全て除外 し

た｡
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これか らも､10月4日の閉塞が前 日までは何の前兆 もな く当日突然発生 した

ことがわかる｡10月4日の閉塞は､前後の鉱石 と物性が極端に異なる特異な蛍

石の3n程度の層が直接の原因 となっている上､閉塞箇所もモニタリング範囲の

外であるため､区間Aの伝播速度データの変化か ら事前に閉塞を予知すること

は不可能であったと考 えられる｡

(C)1990年5月27日の閉塞

1990年3月頃か ら切羽に赤茶色の風化粘土が出現 したため､通常の鉱石 とと

もに立坑に投入処理 していた｡4月から5月にかけて､季節的な要因により鉱

石中の水分が減少す るに従い降下挙動が徐々に不安定にな ってきたが､風化粘

土及び表土分の投入量 をほぼ一定に罷っていたためtついに閉塞に至 った｡閉

塞の主な原因は立坑投入鉱石中の含水率の変化にともな う風化粘土の物性の変

化 と考 えられている.閉塞は5月27日の操業中に確認.G,された｡閉塞箇所は1989

年10月4日の時 とほぼ同 じ位置であると推定されている｡ このため､閉塞を引

き起 こした蛍石は5月25日から26日にかけて投入された t,のと考えられる｡

任意の時点に投入された異質な鉱石の影響が､区間Aの伝播速度のデータに

現れ るのは投入後13.000t程度出鉱 してからである｡ 1日当た りの出鉱量は年

間を通 じて さほ ど変化 しないため､影響は投入後約 2日経 ってか ら現れるとい

うことになる｡fig.7-18､fig.7119に閉塞前後の区間Aにおける 1日の伝播速

度分布の変 化を示す｡fig.7-16及びfig.7-17と同様に､データ数､平均値､漂

準肩差は45-120JA/Sの範囲にあるデータのものである｡5月22日の段階では

1989年10月4日の前後 とほぼ等 しい伝播速度分布を示 しているが､23日には分

布のピークは60-65ZB/Sの区間にあ り､伝播速度の平均は605m/Sにまで低下

している｡ さらに､5月24E]の段階では分布のヒータは50-55n/Sの区間にな

り､平均伝播速度は59.2皿/Sである｡1989年8月以降1990年3月31日までの間

に平均伝播速度が60J)/Sより低い数値を記章ましたのは閉塞が起 きた10月4日と

10月26日だけである｡ ヒス トグラムを詳細に調べると､5月24日には50--55

m/Sの区間以外の区間のデータがそれ以前の日に比べ少な くt伝播速度の値が

この範囲に集中 していることがわかる｡ このようなことか ら､5月23日あるい

は24日の出藍が終了 した段階で伝播速度分布の検討を行い､翌朝から芋占士分の

投入を制限 していれば5月27日の閉塞は回避できた ものと考えられる｡閉塞 を

起こ した蛍石は5月29日のデータにまで影響 している｡5月30E]以降には､閉

塞が確認された27日以降に投入された粘土分の少ない立石のデー タが現れてい

る｡

(d)1990年6月14E】の閉塞

5月27日の閉塞にともな う立坑のクリーニングが終了 したと判断された5月

30日か ら風化粘土の投入を再開 した｡6月14日に878mLと805皿Lの間で閉塞が

超きていることが確認 された｡

6 月に入 ってか らは切羽のレベルタウンのため立坑回 りの口切 り作業を行 っ
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ていた｡ このため､立坑口周辺の鉱石 を3J)3 程度ずつブル ドーザーで立坑に投

入 していたが､6月12日前後に立坑に面 した ドリーネ中に溜 まっていた表土が

かな りの量混入 して投入された可能性があ り､ これが閉塞の直接の原因 と考 え

られている｡6月15日には 自然落生 し閉塞は解除 された｡fig･7-20､fig･7-21

に閉塞前後の区間Aにおける 1日の伝播速度分布の変化を示す｡伝播速度分布

の変化か ら_6月14日の閉塞は どち らか とい うと1989年10月4日のバ ターンに

近い突発的な閉塞であることがbかる｡6月12日の段階でかな り挙動がおか し

くな っているが､閉塞 した位置か ら考 えて､仮にこの時点で泥分の投入を制限

して も閉塞 を国選できたか どうかは定かでない｡ しか し､いずれ にして もこの

時点て泥分の投入制限 を行 うべきであったことは確かである｡

7-4 結 論

粘着性アーチの形成確率 を左右する立坑内における鉱石の読動状態が､重力

読動領域の立坑内伝播速度及びホ ッパー部における安息角のモニタリングを行

うことによ り､ある程度定量的に把握で きる可能性が示 された｡4カ所の 目貫

に設置 した風圧計､及びホ ッパー上部に設置 した 2台の超音波 レベル計による

過去 1年半 に及ぶモニタリングの結果か ら､重力読動領域の立坑内伝播速度 と

同 じ鉱石のホ ッパー部における安息角 との間には定性的に負の相関があ り､い

ずれ も泥分の量や含水率に依存す る立坑内における鉱石の流動状態と密接な関

係があることがわか った｡ さらに､モニタ リングを行 っている期間中に発生 し

た 3回の閉塞事例を検討 した結果､人為的な要因あるいは大男模な坑壁の剥藍

等によ り突発的に発生す る閉塞 を除き､ モニタ リング結果 をフ ィー ドバ ックさ

せた適切な泥分の投入管理 を行 うことによってある程度閉塞 を予防す ることが

可能であることがbか った｡具体的には､徐 々に立坑投入蛍石の物性が悪化 し

て閉塞に至 るケースの場合､ まずSO5mLと878皿Lの問の重力涜動の伝播速度が

低下 し始め るため､適切な段階で泥分の投入制限な どの対策 を講ずれば閉塞 を

未然 に防 ぐことが可能 とな る｡

1990年9月現在田海鉱山では通常､78tダンプ 1台に対 し､1.2m3 のバケ ッ

ト容量 を持つバ ックホーにて､5杯の低品位鉱石 と1杯の風化粘土 を混合投入

しているが､徐々に投入鉱石の物性が悪化 し閉塞に至 った1990年5月27日の閉

塞事例か ら､805mLと878TDL間の重力涜動領域の伝播速度の ヒス トグ ラムに着

345
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目し､その ど- クが60-65J)/Sの区間に入 り.かつ､涜動状態が悪化すると多

くみ られ るようにな る.20-30m/Sの挙動が多発する場合には要注意 として､

低品位鉱石の投入量 を78tダ ンプ 1台に対 し1.2m3 バ ケット3-4杯に制限す

る｡ さらにー ヒス トグ ラムのど- クが55--60n/Sの区間に入 った場合には､閉

塞の危険性が極めて高 くな った と判断 し､低品位鉱石の投入量 を7Stダ ンプ 1

台に対 し1.2D3 バケ ット2杯に制限す る｡ この ような 2段階の泥分校入管理 を

行 うことによ り､1990年 6月14日以来立坑閉塞の発生は未然に回避されている.

しか し､現在採用 している管理基準が必ず しも最適であ るとい う保証はな く､

今後 ともデータの蓄積が必要なことはい うまで もない｡ さらに､投入鉱石の物

性の変化をよ り早期に把握するため､立坑 口と最上部の 目貫間におけ る重力涜

動の伝播速度測定を行 うことを考 える必要がある｡
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fig.7-8LocatlOnOftheultra-sonic levelmeter.

f⊥9･7-9Flow char亡ofthemonltOrlng System COn亡rol
PrOgramme.
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第 8章 諾 桔

年 々規模が拡大す る玄 山における､最 も効率的な運搬手段の一つである鉱石

立坑 システムは､従来ある種のブ ラックボ ックスとして扱われて きた｡本研究

では まず.出生中の立坑システム内における鉱石の挙動 を解明 し･その混合 と､

ァ-チの形成による立坑閉塞の開削 こ対 して独 自のアプローチを行 った｡

第 2章では､立坑につながる目貫坑道か らの親削 こ基づ きー出鉱中の立坑内

における鉱石の降下挙動 と､ それ にともか ､観測 され る種 々の事象 を説明す る

銘石の挙動モデル を謹責 した.第 3章か ら第 5章までは_盆石立坑システム内

における釜石の浸合の問題 を扱 っている｡この うち第 3章では､鉱石立坑シス

テムのスケールモデル とガ ラスビ-ズを用いた蛍石の混合実数 を行い､立坑 シ

ステム内の鉱石の混合に関す る基礎的な知見 を得た｡第 4章では･実際の鉱石

立坑 システムにおいて混合特性 を求め る手法 を譲葉 し･異なるタイプの立坑 シ

ステムを有す る複数の鉱山において､それぞれの混合特性 を求め その結果の考

案 を行 った｡第 5章では､混合特性の品質管理への具体的な応用に関連 して､

まず､起砕玄石の粒度分布か ら推定 され る立坑内の鉱石のか さ比重 と混合特性

か ら玄石立坑システムの有効容量 を求め る手法 を示 し､有効容量の増大の原因

であ る立坑径の拡大捷橋について考案 を行 った･ さらに･任意の混合特性 を有

す る立坑 システムに､品位の異な る鉱石 をステ ップ関数状に投入 した場合の出

鉱品位の変動 を計算す る式 を導 き､これに基づ き北海道の洪朗鉱 山におけるケ

ーススタデ ィー を行 った｡

第 6章 と第 7章は立坑閉塞に関する同居 を取 り扱 っている.第 6章では立坑

閉塞のメカニズムを整理 し､粘着力に起因す る閉塞に関す る基礎理論 を土質力

学的な観点か ら検討 した｡ また､粘着性 アーチの場合に問題 とな る.投入鉱石

中の榛 を含む微粒分の粘着力 と内部摩梓角 を求め るための一面車断試製横につ

いて も述べた｡ さらに､立坑内の鉱石の圧密状態 を左右する主働応力状態の応

力分布 を表すJanssenの式､及び､ア-チの初期鼓壌点の位置を示す愛飽応力

状態に遷移 した瞬間の応力状態 を､ジ ョイント要素 を組み込んだ FEM解析 に

よって検証 した｡第 7章では既存の立坑内における閉塞を防止するために独 自

に開発 し､既に新潟県の田海生山において 1年以上壕歯 し実績を挙げている､

立坑内鉱石挙動モニタ リングシステムについて述べた｡

以下に第 2か ら第 7までの各章の主要な結論 を記す｡

第 2章 :エプロンフ ィーダーによ り制 御された乾石の降下挙動は立坑下部で

は連続的な戻れであるが､上部では静止 と重力涜動 を繰 り返す不連続挙動 とな

る｡ このよ うな出鉱中の鉱石の降下挙動の観測の結果､重力読動が生 じる際､

立坑 内全域が同時に重力流動状態になるのではなく､限定 された重力読動領域

が立坑内を下部か ら上部に向かって約80p)/secで伝播 していくことがわかった｡

また､立坑上部においては下部に比べ重力流動が発生 する周期が長いことがわ

か り､立坑下部て発生 した重力流動領域が､立坑内を上昇中に消滅す る場合が

あることが確認 された｡ この結果 に基づ き､鉱石の重力涜動の際の二次的動 作
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や局部的な歓′j､アーチの形成による立坑内の鉱石の局部的なかさ比重の変化 を

考慮 した､立坑内における降下挙動様式の概念モデル を提案 し､ホ ッパーか ら

の連続的な出生にともな う立坑下部における連続的な降下挙動が､立坑内で断

続的な重力読動に遷移する民梓を説明 した｡このモデルでは､局部的に重力流

動が生 じている範臥 つ まり動的領域が､その上端の動的アーチ (ここでは動

的ブロックと称 している)の連続的崩壊により立坑内を上昇 していく｡ このた

め､降下挙動の際の目貫における気圧変動､つ まり息つ き現象は､このような

動的領域が 目貫 を通過する際の立坑内の 目貫に面 した部分のかさ比重の変化に

目貫近傍の気圧が追随 し､ さらに近傍の坑道との問で気涙の脈動が生 じる現象

として説明することができる｡また､重力読動にともな う鉱石の二次的動作に

より､立坑内で局部的なかさ比重の変化が起 きることを前提とし､立坑内のあ

る区間においてかさ比重が減少す る領域の存在を仮定す ることによって､動的

領域が立坑内を上昇す る際にこれが消滅する横梓を説明 した｡

第 3章 :鉱石立坑システムのスケールモデル とガラスビーズを用いた実敦に

おいては､出藍の際の静止 と重力流動を繰 り返す降下挙動は再現できなかった

ものの､ファンネルフローに起因する混合に関 していくつかの知見が得 られた｡

モデルシステム内において最外周の一列は粒径の掠った ビーズに固有の挙動

を示すため､これを除いた部分の混合について検討を加えた結果､混合は立坑

部が傾斜 している場合には立坑上部においても若干み られ るが､ほとんど立坑

下部のファンネルフロー領域内で起 きていることがわかった｡ファンネルフロ

一帯域内に､降下速度が下盤側か ら上盤側に向かって一次元的に大きくな り､

かつ下盤側の降下速度が出鉱口に近づ くにつれ一次元的に減衰するような速度

場を仮定 したときに予想される混合特性曲謀は､変数がファンネル フロ-領域

の高 さのみであるにi'拘 らず_よく実教護具に適合させることができる｡それ

ぞれの粒径の ものの最外周を除いた部分の混合特性か ら推定され るファンネル

フローが始 まる高さは_粒径/立坑径が大きくなると高くなる傾向がある｡イ

ンターロッキング作用の大 きさは粒径/立坑径 とともに大 きくな ると考えられ

ることから､インターロッキング作用が大 きいほどファンネルフローが始まる

高さが高 くな り混合が促進 されることが予想 される｡

斜坑内で断続的な重力涼動が発生する場合､上盤側の見かけ降下速度が下盤

側に比べ速 くな り､このため混合が起きることが考えられ るが､今回のモデル

実額でほど-ズの降下挙動は拘束 された連続涜動であ り､このよ うな断続的な

重力涜動に起因する斜坑特有の混合は起 こらなかった｡それにもかかわらず､

立坑部の直径が100.ZJmBの場合､垂直の システムより75oのもののほ うが混合

がやや促進 され る傾向がみ られた｡これはファンネルフロー領域の大 きさや穎

域内における速度場が若干立坑部の形状にも依存することを示 している｡ しか

しなが ら-その度合いは小 さく､立坑部の直径が88.5mmの場合には立坑部の傾

斜による混合の度合いの系続的な差はほとんど見 られなかった｡

第 4章 :着色鉱石 を清鉱状態の立坑上部水平断面に敷き詰め､その ∂レスポ

ンスを見る測定法が､実際の立坑 システムの混合特性 を求める手段としても有
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効であることがわかった. このよ うな方法を用 いて､田海､香春､甲州一武甲･

去朗の各鉱山の立坑システム及び風戸鉱山のホ ッパーの混合特性 を求めた｡

混合特性の測定を行 った立坑システムの うち,田海乾山と栽朗鉱山のシステ

ムは､シュー トーホッパー部の構造及び推定され る立坑部の径が等 しく-また･

同じような粒度分布を持つ玄石を投入 しているが､後者の方が立坑部の長さが

大悟に短いにも拘 らず､よ り混合が促進される傾向がみられた｡ これは-鉱石

の降下挙動様式から推定 されていた斜坑特有の混合が実際に起こっていること

を示す ものである｡

斜坑システム内の降下速度場は､斜坑内における鉱石の不連続降下挙動 と斜

坑の傾斜に基づき生 じる斜坑内速度塙とーシュー ト ホ ッパー近傍の ファンネ

ルフローに起因する下部速度場が含成 されたものであるが､義朗乾山の場合､

斜坑部の上盤方向とホ ッパーの抽出方向が一致 してお り､任意の水平断面内で

相対即日こ上盤項目こある玄石が必ず先に出生す るため､ システム全体の混合特性

を表す混合特性曲技と下部速度場に起因す る混合特性 を表す混合特性曲線 との

出立量軸方向の差が､斜坑内速度場に起因する混合特性となる｡

義朗生山のシステムの混合特性 と田海鉱山のシステムの混合特性の出鉱量軸

方向の差を洪朗乾山の斜坑内速度場に起因する混合特性と考 え､これに直線的

な速度分布の仮定に基づく混合特性を適合させたところt変数が 1つであるに

もかかわらず非常によ(適合させ ることができた｡このことか ら､斜坑内の降

下速度分布 として.近似的には直線的な速度分布を仮定 して差 し支えないこと

がbかった｡

前述のよ うに-スケールモデルによる実数の結果か らファンネルフロ-領域

内の速度場 を表す式が推定 されているが､田海釜山の混合特性に当てはめ を試

みたところ､やは り変数が 1つであるに も開b らずよく適合させ ることがで き､

このような速度場が実際の立坑システムの下部速度場 を表すもの と考 えてよい

ことがわか った｡このように､斜坑内速度場と下部速度塙 を表す式がそれぞれ

漢案 されたため､これ らに基づき､克朗鉱山においてベ ンチタウンにともない

斜坑の長さが変化 した際の システムの混合特性 を推定することが可能になった｡

また､境案 されT=速度場の式は類似す る斜坑システムの混合特性 を推定す る際

にも有効であると考えられ る｡

第 5章 :混合特性か ら立坑システムの有効容量を推定す るには立坑投入鉱石

のかさ密度の値を知る必要がある｡従来見かけ密度が約2.7t/nうの石灰石のバ

ルク状恩のかさ密度は約1.6t/33とされてきたが.これは比較的粒度の拓っT=

物の値であ り､広範な粒度分布を持つ立坑投入鉱石のかさ密度はより大 きいも

のと考 えられ る｡本章ではまずガラスビーズの粒度分布と空隙率の関係から､

田海鉱山と嶺朗鉱山の立坑投入蛍石につ いてかさ密度の推定を行い､それぞれ

のかさ密度の推定下限値として､ i.78t/皿3､1.82t/血3とい う数値が得 られた｡

田海鉱山におけるバケ ットローダーを用いた容積測定によ り推定 され る立坑投

入鉱石のか さ密度の上限値が206t/m3であること､現場担 当者の 目視による推

定過積率､立坑内における不連続降下挙動による二次的な締め固め効果の影響
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な どを考慮すると､一般的な石灰石鉱山における立坑投入鉱石のかさ密度 とし

ては､1.9-2.Ot/D唱 度の値が妥 当であ ると考 えられ る｡

1年程度の間隔 をおいて測定 された田海生山における混合特性か ら･上記の

よ うな詰栗 に基 づき計算 した推定立坑容量の値 と､立坑径の拡大が主 に鑑石の

打撃な どの衝撃 による坑壁の剥削 こよると考 えた､立坑半径 と黒積出鉱量の関

係を比較 した. この立坑径拡大理論が定常状態の立坑径の拡大過程 を表すのに

適当か どうかを判断す るためには､更に累積出藍量が増 えた段階で混 合特性の

測定 を行い､その時点の立坑径を求めて確認す る必要がある｡

投入鉱石のステ ップ関数状の品位変動 と立坑 システムの混合特性か ら出鉱品

位の変動 を計箕す る式 を求め､これに基づ き袈朗鉱山におけるケーススタデ ィ

ーを行 った結果､出鉱品位の変動バ タ- ン､及び､生 山における品質管理 を考

える上で最 も重要を指標である出生品位の最大変動幅が､管理単位ロ ット内の

薮面の投入碩序､管理単位ロ ットの大 きさ､立坑 システムの混合特性 に依存す

ることが確認 された｡

第 6章 ‥立坑が閉塞するメカニズムには大 きく分けて､大境相互のかみ合い

によるもの と付着性のある散細粒子の粘着によるものがあ り､それぞれのメカ

ニズムに応 じた閉塞防止の基準が浸案 されている｡前者については､立坑径 を

立坑投入鉱石の最大粒径の3-6倍以上にすれば閉塞す る確 率が充分に低くな る

ことが実額的に求め られている｡後者については､立坑内の鉱石の物性 と圧密

履歴に依存す る降伏曲線が便宜上直線であると仮定 し､降伏曲技の形状を表す

代表値 として粘着力 C及び内部摩擦角 卓を用いると､立坑内の仮想アーチの 自

重 と坑塁の摩拝支持力 との釣合か ら､閉塞 を防止するため に必要な最小立坑径

が求め られ る. また､完全な閉塞ではないが､閉塞にいた る前段階 として閉塞

現象の一形態 と考 えられ るパイピングについて も.パイプ内の応力の釣合方等

式か ら求め られた垂直方向の応力分布 を表す式 を用い､パイプの臨界高さとC､

卓の関係を表す式が導かれ る｡

広範を粒度分布 を持つ立坑投入蛍石の場合ー租粒分はその物性にあまり影響

を与 えない といわれてお り､ C や めの値に影響す る粒度の上限については諸説

がある｡ どの説 もおおむね10mrq以下であ るが､本研究では､ある程度余裕 を見

て-2Ozmまでの硬 を含む試料 を試敦できる直径20伽FIのベ ッセル を備 えた一面

英断試襲濃 を開発 した.

降下の際､静止 と重力読動 を繰 り返す立坑内の鉱石の場合_静止時_つま り

主働応力状態の立坑内の応力分布がわかれば､立坑内の乾石が受 ける圧密の状

態がbか り_一面車断試数の結果 と合bせ､立坑内の任意の部分の鉱石の物性

を推定す ることができる｡主働応力状態にある貯槽内の垂直方向の応力の分布

を表す式 としてはJa,nssenの式がある｡ これは､最大主応力の方向が鉛直方向

で水平断面 内の応力分布が均一であること､及び壁面の摩操による支持力が壁

面に対す る垂直応力に､ また､壁面に対す る垂直応力が最大主応力に比例す る

こと､つ ま り､摩操による支持力が鉛直方向の応力に比例することを前提 とし

ている｡ ジ ョイ ン ト要素 を組み込んだ FEM解析によ り､主働応力状態にある
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立坑内の最大主応力の方向が_坑塁に近づくに従 って鉛直方向か らずれるよ う

すが確認されたが､このずれは垂直方向の応力の分布にはあまり影響がなく､

実用上Janssenの式で充分な精度が得られ ることがわかった｡また､主歯応力

状態にある立坑の坑底の軸方向変位の拘束が解放され､立坑内の立石が坑堂の

摩擦支持力のみで支えられ る状態､つま り､立坑内が主働応力状態か ら弾性範

野内で受励応力状態に移 った際の立坑内の応力分布を求めた結果､壁面に近い

ほ ど応力状態が高く､粘着性アーチが崩壊する際には､まず壁面近傍から崩壊

することがわかった｡

第 7章 :粘着性ア-チの形成確率を左右す る立坑内における鉱石の流動状態

が､重力流動領域の立坑内伝播速度及びホ ッパ-部における安息角のモニタリ

ングを行 うことにより､ある程度定量的に把握できる可能性が示 された｡4カ

所の 目貫に設置 した風圧計及びホ ッパー上部に設置 した 2台の超音波 レベル計

による過去 1年半に及ぶモニタリング法具か らー重力式動領域の立坑内伝播速

度 と同 じ鉱石のホ ッパー部における安息角との問には定性的に負の相関があ り､

いずれ も泥分の量や含水率に依存する立坑内における磐石の読動状態 と密接な

関係があることがわかった｡ さらに､モニタリングを行 っている期間中に発生

した 3回の閉塞事例を検討 した結果､人為的な要因あるいは大規模な坑塁の剥

軽等により突発的に発生する閉塞を除き､モニ タリング結果 をフ ィー ドバ ック

させた適切な泥分の投入管理を行 うことによって､ある程度閉塞 を予防するこ

とが可能であることがわかった｡

以上の結果に基づ く具休的な鉱石立坑 システムの設計,及び運用のガイ ドラ

インを以下にまとめて示す｡

設計関係

1)断面形状

断面形状は掘削方法や､蛍石立坑に人道などを隣接するかどうかな どによ り､

定形にす る場合 と円形 にす る場合が考えられる｡円形の読体半径が矩形のそれ

に比べ大 きいことから､閉塞を防止するのに必用な最低断面預は円形の方が矩

形に比べ小 さくて済むため､単位長さ当た りの捕処理量の覇点か らは円形立坑

の方が有利である｡また､水平方向の地圧が大 きい場合な どに問題 となる楕迄

的な強度の読点からは､円形が最 も有利である｡さらに矩形の場合､ どうして

も角にいつ きが発生 し易いため､有効容量の或点からも断面形状は円形が有利

である｡以下､立坑の断面形状は円形であるものとし議論 を進め る｡

2)立坑径

立坑径は小さけ九は小さいほど掘削に要する謹書は少な くて済むが､投入す

る蛍石の最大粒度や物性な どによ りその下限値が点定 され る｡ また､ 当然のこ

となが ら貯玄容量は立坑径の 2乗に比例 して大 きくなるが､通常の立坑システ

ムにおいて､貯鉱は副次的な意味 しか持たないため､貯乾容量の観点か ら立坑

径が類足 されることはほとんと無いといってよい｡素掘 りの立坑の場合､立坑

径は使用 とともに拡大 し､閉塞の危険性は徐 々に低くなる｡

インターロッキングアーチの発生確率は､立坑径と投入 される鉱石の最大粒
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径の比に依存 し､撞数的にこれが 5より大きい場合には､インターロ ッキング

ア-チが形成されることはほとんど無いとされている｡大塊の発生率は岩盤の

物性や発破設計に依存するため-小割 りせずに処理される鉱石の最大粒度は個

々の乾山によって異なるが､一般的に大浸鞍を露天掘 りの鉱山ではln程度まで

の盆石はそのまま処理 され ることが多い｡

一方､垂直立坑内での粘着性アーチの形成 を防止するためにはt立坑径Dが

D>
4C (1十sin¢)

〟

を満たす必要がある｡ ここでCと卓は立坑投入鉱石の粘着力と内部摩擦角､ p

はかさ密度である｡投入鉱石の物性は粒度分布､含水率､圧密の度合いなどに

依存するため立坑の設計段階で正確な値を把握することは賢 しい｡このため立

坑径はある程度余裕を持 って設計 されるのが普通である｡

3)碩斜､方向及び長さ

立坑の傾斜､方向及び長さは主に鉱床の形状や位置､あるいは周辺岩盤の状

況により決定されることが多いがーある程度選訳の余地がある局舎も少なくな

い｡一般的に斜坑は垂直立坑に比べ混合が促進 されるため､種類の異なる鉱石

をステ ップ関数状に投入 した場合の出鉱品位の変動を抑える､つまり立坑シス

テム内でブレンデ ィングを行 うのに有利である｡ただ し､シュ- ト､ホ ッパ-

部か らの鉱石の出鉱方向が斜坑の下盤か ら上盤に向か う方向と等 しくない場合､

この効果は減少する｡特に出鉱方向が斜坑の上盤か ら下盤に向か う方向に等 し

い場合-システム全休として見かけ上ほ とんど混合が起こらないとい う状態に

なることも考 えられる｡また斜坑はその断面が同 じ場合､垂直立坑に比べ閉塞

が発生 しにくいという利点 もある｡一方､卓-の立坑を種々の用途別の立石の

運汝迂路として使用する場合､その切り替えロスはできるだけ少ない方が好 ま

しいが､このためには混合が相対的に少ない垂直立坑の方が有利である｡この

ように立坑の傾斜及び方向は､ある程度選択の余地がある積合､その使用目的

に応 じて決定され ることが望ましい.

また､立坑の傾斜によっては混合特性がその長さにも依存するため､立坑の

長さは鉱床の位置や必用な有効容量の確保といった観点か らのみならず､混合

特性の面か らも立坑の傾斜 と関連 して検討をす る必要がある｡

4)周辺岩磐 とライニング

ライニングは､坑塁及び立坑の下部構造の保護と､いつ き及び坑塁 と鑑石間

のインターロ ′キングの軽減を目的として施される｡ しか しどのようなライニ

ングt,使用 ととも(こ摩耗するため定期的な改修作業が必用 とな り､初期投資だ

けでなくかな りのメンテナンスコス トがかかる｡特に大規模な立坑の場合､立

坑内全面にライニングを施すことは特殊な場合 を除き径済的でない｡大規模な

立坑システムの喝合､その下部構造にのみ ライニングが施 されるのが普通であ

る｡立坑部の ライニングの有無に関わらず､ある程度規模の大 きな立坑は坑壁

の保護のため満鉱状態で運用 されるがtこの際素掘 りの坑壁は使用とともにほ

ぼ均等に摩耗 し鋭い凹凸がなくな るため､いつきとインターロッキングを軽減
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するというライニングを施す 目的の一つは時間 ととい こある程度達成 される｡

また､立坑は断層.破砕帯などを避けた位置に堤削するのが原則であるため､

蒲生管理を行 っている限 り､インターロッキングアーチを形成 し立坑閉塞に直

結するような大規模な坑塁の剥鮭が発生することは希である｡さらに･貯鉱容

量や閉塞防止の観点か らはむしろある程度立坑径が拡大 した方が好ましい上､

一般的に立坑径の拡大は径が大 きくなるにつれ護やかなものとな り､無制限に

拡大するものではないため､清鉱管理ができる立坑システムにおいては､種 々

の事情から立坑径の拡大が極端に制限される場合や､周辺岩盤及び硝混入の問

題がある場合を除き､立坑部のライニングは必要ないと考 えられ る｡

5)立坑の屈曲

蒲生状態での管理が舞 しいノト歳携な立坑の場合､投入鉱石によるシュー トへ

の衝撃を緩和す るため立坑底近傍で立坑を屈曲させることがある｡大規模立坑

においては満薮管理が原則なのでーシュ- トへの衝撃 を緩和する意味合いは小

さくー立坑途中の屈曲は､む しろ岩藍の悪い帯域などを回避するための手投の

一つ と考えられている｡一般的に､屈曲の顎の部分は他の部分に比べ摩耗が激

しく､また､顎 と反対側にはいつ きが発生 し易 くなる｡このようか ､つ きは立

坑閉塞のきっかけとなることがあるため･屈曲は必要最小限にとどめ るのが好

ましい.

6)下部構造

立坑 と下部構造との結合部では流動断面や流動方向が変化するが､このよう

な不整合が大きすぎると立坑内の屈曲と同じ間藷が発生する｡また､涜動断面

の減少や読動方向の変化は ファンネル フローを発生させ､それによる混合を促

進する｡このため.混合を抑えるためには立坑 と下部楕遠 との結合部や下部桔

追白休をできるだけ単純化 し､涜動断面や読動方向の変化を必要最小限にとど

める必要がある｡逆に複数のシュー トの設置な ど下部捕迄の複連化は閉塞の最

険性 を増大 させ るものの､混合の促進に寄与す る場合がある｡

7)モニタリング用の目貫

鉱石立坑に投入され る鉱石の粒度や物性は一定ではなく､立坑内における蛍

石の涜動状態は刻一刻 と変化 している｡ これは見方を変 えると鉱石立坑の設計

の余裕度が刻一刻 と変化 しているということである｡このため､立坑閉塞を未

然に防ぐために読動状態の リアル タイムモニタリングを行 うことが望 ましい｡

立坑の有効容量が少なく_投入と出藍の位相のズレがノトさいシステムの場合､

立坑下部における安息角の測定が有効であるが､ある程度以上の長さの立坑の

場合､立坑上部における重力涜動歳域の伝播速度のモニタリングが必要になる｡

このためには立坑上部に､立坑に貫通す る目貫が少な くとも2カ所以上必要で

ある｡一般的に100zbを越えるような立坑の場合､掘削時の必要性か ら途中に複

数の目貫が存在す るが､ もし立坑部にまったく目貫がない場合には､適当な位

置にモニタリング用の 目貫を開削するか､立坑に貫通するポー リングをうつこ

とが望ましい｡ また､圧力変動の 目貫間の相互干渉を避ける意味か ら､ 目貫間

は最低50m程度以上離れていることが望 ましい｡
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運用関係

1)品質管理

鉱山における品質管理は従来､余掘 りや上下盤の剥軽な どによる誠混入を如

何に制御 し目的の品位を出すかとい うことに主眼がおかれてきた｡ しか し､近

年の鉱山の大規模化､切羽の集約による鉱石の管理単位ロ ットの増大は･新た

に出藍品位の変動制御の必要性 を模起 している｡逆に出生品位の変動が問題 と

な り切羽の集約が進まない事態 も考えられ る｡

鉱石立坑 システムを導入 している生山の出鉱品位の変動は､立坑投入鼓石の

品位変動と立坑 システムの混合特性に依存する｡蛍石立坑システムの混合特性

は､特に斜坑を有するシステムの場合､ベンチタウンにともな う立坑長の減少

や､使用に ともな う立坑径の拡大などの立坑形状の変化に影響されるため､一

定期間毎にシステムの混合特性の国定を行い･常に現時点の混合特性 を把握 し

ておく必要がある.そ してーそれぞれの時貞での混合特性に基づ く最適な投入

櫓序及び管理単位ロットの大きさを決め採程計画を立てることが好ま しい｡

多成分の管理 を行 う場合 を除き､最適を生面の投入頂序は比較的簡単に決定

され るが､最適を管理単位ロットの大 きさは､許容 し得る品位の最大変動幅や

切羽展開上の制約などに基づ く諾合的な判断により決定されるべ きである｡

また､起砕鉱石の粒度分布の測定も逐次行いバルク状態の立坑投入鉱石のか

さ密度を求め､これと混合特性か ら立坑システムの有効容量を常に把握 してお

くことも重要である｡

2)閉塞防止

立坑閉塞の主要な原因としては､インターロ ッキングアーチの形成によるも

のと粘着性アーチの形成によるものがあるため､立坑閉塞 を防止するための投

入鉱石の管理には 2系託の管理体系が必要である｡

一方はインターロッキングアーチの形成を防止することを目的 としたもので､

これはい うまで もなく大塊の投入管理が主紘となる｡長 も簡単な方法は立坑投

入口にグリズ リーパ-を設置することであるが_インピ y トクラッシャーを導

入 し､投入前段階で鉱石の一次破砕を行 うのが最 も確実である｡ また､近年盛

んに開発が行われている､道路補修用 ミー リングマシーンを改良 したサーフェ

スマイナーを始め とす る旗械掘削機の導入は､このような観点か らも有効であ

る｡ さらに､ある程度戎供が大きな立坑の場合_清玄管理 を行い投入乾石の衝

撃による大兄模な壁面の剥宮を怪力防止することも重要である｡

t,う一方は粘着性アーチの形成 を防止することを目的とした もので､泥分の

投入管理が主体となる.たいていの場合､長期的に見た､投入すべ き泥分の琵

量は規定 されているため､天候や地下水の状態による投入鉱石中の含水率の変

動に対応 した投入管理を行 うのが普通である｡このためには､鉱石の微粒分の

物性の含水率依存性を定量的に把握 しておくことも重要である｡ また､泥分 を

大量にまとめて投入す るようなことは絶対に避けるべ きであるが､小量でも常

に立坑の特定の側の壁面に沿 って投入されるよ うな状態が続くと,泥分の投入

され る側の坑塁に集中的にいつ きが発生 し､立坑閉塞 を誘発する可能性がある｡
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泥分の投入に関 しては立坑内における混合を期待せず､投入口におけるブレン

デ ィングを実施すべきである｡

また､立坑内の鉱石の涜動状態を客親的に把握するため､重力涜動の伝播速

度､あるいは立坑が短い場合､安息角のモニタ リングを行い､その結果を泥分

の投入管項目こフ ィー ドバ ックすることが望ましい｡ しか し､モニタリングに関

してはまだ実頴が少な くー現在田海鉱山において採用 している管理基準が必ず

しも最適であるという昆証はないため､今後 ともデータの蓄領が必要なことは

い うまでもない｡さらに､投入鉱石の物性の変化をより早期に把握す るため､

立坑口と最上部の目貫問における重力涜動の伝播速度測定 を行 うことも考える

必要がある｡
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AppendlX.1 斜坑における真の混合特性に関す る-考案ミ

平均粒径首の ものの混合特性が､理論的に真の混合特性に等 しくな るための

条件について考察す る｡出鉱丑G.に対す る粒径 kの ものの混合特性をq(kC')､

その粒径の鉱石が全体に占め る割合を p(k) とす ると_全休の混合特性 Q(C')

の逆関数 G'(QHま､それぞれの粒径の ものの混合特性の逆関数 gO(,Q)の加重

平均 とな るため､

G '(Q)-
∫

krn■x

g (k Qト p (k)d k
kJnI†1

と表 され る｡ また､平均粒径首は

百 二
∫

LpL<
k･p(k)dk
kEZ)ln

(Al-1)

(Al-2)

て定義 され る｡

平均粒径首の ものの混合特性がー全体の混合特性に等 しくなるため には

G'(Q)- g(E.Q) (A 1-3)

または,

I:g::(をQ,･p(k)dk-g(揺:pon k,Q, (A - 4,

が成 り立てばよい｡

粒度分布 関数 p(x)は_
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∫
kEZiaXp(x)dx-1kznin

なので､任意のQにおいて kとg(k,Q)の問に

g(k.Q)--α k十β

(A 1-5)

(A 1-6)

のよ うな奴形関係があれはー (A1-4)式の左辺は､

住 戸 β ,･p w d k- al:;:k: p k,｡ k 十 β (A 1-7,

とな り､ (A 1-6)式の関係か ら (A l-1)式が成 り立つ｡

平均等体稚球相当径が klの大塊とk2 の小塊の混合特性が求め られている

場合､大塊と/ト塊それぞれの混合特性曲視の任意のQに対するG●をそれぞれ

glt gヱとし､ kとgOt.Q)の問に繰形な開院が尿たれているもの とすると､

そのQに対する真のGl. gr.alは､

iT (g1.-g2)十 k､g2- k2gl

となる｡ここで首は立坑投入鉱石の平均等休符球相当径である｡

Appendix.2 パ ッキング (充填 )の基礎理論

同 じ粉粒 休で も､条件により充填の状態は千差万別である｡一般的にt充填

に影響を及ぼす因子 としては､

a)粒子に関す るもの

形状t大 きさ､粒度分布､量､弾性係数､形状回復力､表面物性

b)容器に関するもの

形状､大 きさ､弾性係数､表面物性

C)投入に関するt,の

投入速度､投入方法

d)充填後の処理に関するもの

振動による締固め､圧密

など､実に様々なものがある日｡これ ら全てを考慮することは到底薬理で､全

てを包括す るような理論はない｡ここでは理想的な条件の もとにおけるいくつ

かの基礎的な理論につ いて述べる｡

粒径i'密度 も等 しい球を充填する場合､空隙率 (あるいはかさ密度 )は球の

配列方式により決まる｡配列方式の代表的なものをfig.A-1a,-Cに示す｡ これ ら

以外にも､立方体の各頂点に球の中心が配置される単純立方型や､正四面休の

各頂点 とその重心に球の中心が配置され る立方ダイヤモンド塑なと色 々なもの

が考 えられ る｡全休が､それぞれの配列方式だけで充填された場合の理論的な
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空隙率をtableA-1に示す｡実際には充填された球の配列は一校ではなく､ま

たt粒子間のインターロッキング作用による局部的なアーチ梢遠 く空隙 )な ど

も存在するため､理論的に空隙率を推定することは極めて繋 しい｡ しか し､同

一条件で繰 り返 し充填 を行った場合､か さ密度の再現性はかな り古いのが普通

である｡

それでは､何種頴かの粒径の ものを混合 して充填す る喝合､空隙率はどのよ

うになるのであろ うか｡粉粒体の粒度分布と空隙率の関係は_戦前か ら､骨材

によるコンクリー トの比重 コントロ-ルのため数多く研究 された｡理想的な条

件の もの以外については､ほとん どが実敬に基づく経験式てある｡一般的には､

粒径の異なる何種類かの球 を混合 して充填する場合ー単一粒径の球の充填よ り

かさ密度が大きくなる｡一例としてー単一粒径の球により充填 されている隙間

を埋め るように粒径の充分に小さな球を配をすれば､全体の休職が増 えること

なく小さな球の分だけ重量が増えるので､かさ密度は増大する｡粒径 dの球で

最密売填されている空隙を､体積 を増大 させずにそこに入れることがで きる最

も大 きな球で2扶充填 し､更にその空隙を､体積 を増大 させないような最も大

きな球で 3次充填するといったことを繰 り返す場合の､高次充填 され る球の相

対的な大 きさと高次充填にともな う空隙率の変化をtableA-2に示す｡

今度はもう少 し現実的な視点か ら､大 きさの違 う粒子の混合により空隙率を

減少 させることを考えてみ る｡fl&.A12に示すように､密度 p,で大 きさの異

なる粒子 Pl(1-1- n)が､それぞれ容稽 viの容器に同 じ空隙率 γで充填

-L-J ~~

392

されているもの とすると､個々のかさ密度 pbは vlによらず一定で､

pb- (1-γ )p,

と表わされ る｡これ らが混合されずに独立 して存在す るとすると､全休の体積

Vは､

V-∑vl-
VpPp

Pb

(V,は粒子だけの詑体積 )

てある｡それぞれの容器の P.が最 t,密になるように混合され る､つまり､小

さい粒子が大 きい粒子の空隙に完全に入 り込んでー全体の体和が変わ らないよ

うな混合が起きるとすれば､全ての粒子 を混合 した際の体稚V亡は vlに等 しく､

V｡- vl-
VpIPp

Pb

(V,1は粒子 Plだけの体積 )

である｡実際には､大 きさの違 う粉粒体とうLを混合 した均合､全体の体頂

VcはVとvlの間の任意の値をとることが知 られている｡そこで

V-V｡

y≡√=~宕 ~

とす ると､

Vc- V - y (V - vl)

- p ,iv,- y (V,- Vァl) チ/ pb

とな る｡混合後のかさ密度 pcは､
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i,可能にな る｡

VpPP

VpPp
Pc= V'

p,Iv,- y (V,-V,I) I/ pb

Pb

1- 1y (V｡-V,I)/ V.)

で表 わされ る｡ pp ､ T､ Vplが一定 とすると､ pb はおのずと一定にな るの

で､空隙率 を下 げるtつま りp亡を大 きくす るため には､ yを 1に近づけるか･

vfを大 きくすれば よいことが分かる｡ nが大 きくな るとvpは大 きくな るが､

yは減少す ることが経数的に知 られている1'｡

fig.A-3のよ うに混 合す るもの とすればvpは､

V,- (1-γn)vl

のよ うに nの関数にな る｡ また､粒子 P.が粒径 dlの球の とき-

d2 d3 dn- = - = - =Kt･/(n-1)-k
dl d之 dn-1

とす ると､∩-2の系 においては

y -1.0-26Zk十1･6Zk2

の関係があ ることが知 られている1)･このような yとnの開尉 ま実験 よって し

か求め ることができな い｡ しか しこの よ うに･ vpもyt,nの関数 として表わ

す ことがで きれば､粒子の大 きさや量の組合せ と空隙率の関係を計算す ること
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Appendix･3 紋形及び非線形庇小二乗法

最′ト二束法は､実態等により得 られた n個の測定値の過 (xl.yl)､(x2,y2)､

･ (xn-yn)に対 して､ある関数 f(x･†21〉)を当てはめ るとき､点 もよく

当てはまるようなパ ラメータの組 (zi)を求め るための有力な手段である｡こ

こでは便宜上ある関数 fとしてxに関す るL扶方程式 を考 え､更に測Jq値(x.,

yl)の うち x.の値の方は正 しいt,のとする.このよ うな場合､パ ラメータ

zLは x J̀'の項の係数及び定数項を意味す る.また､巌 もよく当てはまると

は､各測定値の誤差 を考慮 した上で､関数 fに基づきそれぞれの xlに関 して

計算 した く山 の尤度 (t,つとi･らしさ)が鼻も大 きくなるということである｡

これは具体的には一役ほど導かれ るように･誤差が正規分布をしていると仮定

した場合､関数 fに基づ きそれぞれの xLに関 して計算 LtLH-1と実測値y.

の差の二乗に･各測定値の誤差の大 きさに基づく重み付けをした ものの和が最

も小 さくなることをい う｡記号 ｢ ~｣は真の値の推定値または真の値の推定値

に基づ き計算された値を意味する｡

いま､各測定値の誤差がそれぞれ独立 した分散012をもつ正頬分布 をしてい

ると仮定す ると､関数 fに基づ き計算 された す Lの尤度は､

L (5･.Fyl)- (27",2)ll/2e;<p
(y..一夕.)2012 ) (A3-1)

て表わされ る｡全計算値 H l書 に対する尤度は (A 3-1)式の符､

ゝ

L (く91日 1yi))-TT L(y-llyl)
i=1

-n/2 n - 1/2
-(27r) (TIc712 ) exp

i=1 千
1 n

- ∑ (y.-3,.)2/ oL2
2 i=1

となるのでtこれをパ ラメータの推定値 1主.t に関す る尤度 として古き直す

と､

L (f((乏lH 1iyl‡)

-n/2n -1
-(27t) n oLeX P

i=1

1 n

- ∑ くyl-fl((iH l2/ cr12
2 i=1

(A 3- 2)

となる｡ この (A 3- 2)式が最大値をとるーつまり最ももっともらしくなる

ようにパ ラメータの推定値の組 く乏II を求め る｡ このためには

∩
S(12,))≡∑ [yl-fl(くzi)]2/012

1=1

を最小に してやればよいことがわかる｡ これを最小二乗条件とい う｡ ここで

yl-fl(tz〉)を較差､1/G12を重み (all)という｡a'tは､最 ももっとt,

らしい tzlI を求める際に､誤差のば らつ きが大 きいデータの重みを軽 くし､

信頼性の高いデータに重 きをおく役割 を果たす ものである｡

具体的な例として､測定値の組 (xl,y､)､ (x2,y2)､ ､ (xn,yn)に､

fl(tzI)-ZIX12十Z2Xl十Z3

とい うモデル を当てはめ るとき､最適なパラメータの組 izJ を求める場合
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について考 える｡

3
fl(12,))-∑AHZJ

｣二1

とす ると､ AiT.-X12､All-Xl､Al,- lである｡ ここで､

n 3
S(izF)-∑ (y,-∑AlJZ,)2/ 012

i=1 j=1

が最ノト位をとるようにするということは.

∂ S(†Z日

∂zk -0 (k- 1--3)

とい うことである｡

n

S(izl)-∑ (yi- (AllZ､十A122,2十AHZ,)i'-/ oL2
i=l

なので､

∂S (iz〉) n 3
-- 2 ∑ (yL-∑ AiJ2,｣)All/ 0 .2- 0

∂ zk i=l J=l

となる (k- i- 3)｡ここで 乙,が未知数なのでこれについて整理すると､

3 n n

,P_-i(F=F LJAlk/ OL2)zJ=F=1(Al一/612)yl (kニ ト 3)

となる｡これをk- 1の場合につ いて書 き下す と､

(AllAll/ 012十A21A21/ 022十 . ･十A｡IAnl/ Gn2)zl

+ (A12All/ 012十 A22A21/ Gl_2十 ･ 十An,Ant/ Gn2)Z,

十 (A13AlI/ O12十A23A21/ 022十 . 十An,Ant/ on2)2,,

- (All/ ol2)yl十 (A21/ 022)yZ十 ･ ･十 (Ant/ Gn2)yn

(x12x､2/ 612十x22x22/ 6,2十 ･十xn2xn2/ Gn2)zl

+ (xIX12/ 012十x2x22/ 622十 ･ ･十xnxnヱ/ On2)Z2

十 (1･x12/ 012十 1･x22/ 622十 ･+ 1･xn2/ On2)Z}

- (x12/ ct12)yl+ (x{-/ 022)y2十 十 (xn2/ cln2)y｡

となる｡同様に k-2､ k- 3の場合について もzh z2､ Z,に関す る式を

立て､ 3元連立方程式 として解けばよい｡

♂12はそれぞれの測定値の自己共分散である｡つ まり､ xlにおける測定値

が Iy lh y12, . y..LiのようにL個ある場合､その平均値をylと

すると､

l L
612- - ∑ (yH-yi)2-

L j=1 ( : 呈1(y-2,lyL2
1L

(ここでy1- - ∑ y lJ )

L ｣=1

である｡

測定値に当てはめよ うとする関数 f(x.izl〉)がー例えば周期関数のような非

繰形関数であるときには､上記て述べたような線形最小二乗法の解法ては解が

特定できない｡ このような場合､なん らかの方法で推定されたパ ラメータの初

期値 izl† `0'か らk回の反復改良によって得 られた k次推定量 izi)'k'を､
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更に改良す るこ とを考 える｡ そ して､改良による技差二乗和の減少が､鞍差二

乗和 に対 して充分に小 さくな った とき 1zl) の値は充分に改良され た もの と

見な し､これ を正解 と考 える･これが非線形最小二乗法の基本的な考 え方であ

る｡

いま､ f(1Z〉)を (zlI(k)のまわ りでテーラー展開 し一 次近似をとると､

f({Z},-I(くZ,(k,,十 〔誓 †禦 〕Z=Z(k,(くzlH zl)(汰,I

(i-1--m )

とな る｡ よ り残差二乗和が少ない iz.I(k+I)を得 るたれ n組の測定値に対

し､次式 を最小にす るよ うな△ fzT- (くzlト (zl〉(k}) を求め る｡

n

S(△iz†)≡?=liy.-I(く2i)i2/612 (A 3-3)

パ ラメータ (zl) の個数 をm､ また yl- ∫.(i-Liくk})-△ ylとす ると (A

3-3)式は.

s(△fz=-舘yi-j草1 誉 △zJj2,612 (A 3- 4 ,

∂fl ∂I

とな る｡ ~57 ,とは･㌃芸 の xに xlの値を代入 した ものを示す｡

(A3-4)式が最小 とな るため には､

aiT '-- 2i蔓1( - i-,-!1 芸 十 )誉 /OL2-0

(k-1-m)

である必要があ る｡ △zJが未知パ ラメータなので-これにつ いてまとめ ると､

j:El lnf=. 豊 美 /612 ]△ zJ-?=. 〔誉 / 012]△ y l

( k -1--∩)

とな る｡書 き下す と､

〔誉 豊 :/012･誓 書 :,622･･十誉 誉 / on2] Azl

十〔3-黒 土 1,612月 i ;霊 :,021十････霊 鳥 i :/- 2〕△Z2

i 〔豊 三豊 /6,2･託 …3i :,022･-･･豊 :霊 :/ Gn2〕 △Z巴

- 〔豊 /G12〕 △yl+〔詰 :,022〕 △y2十･･[託:/Gn2]△yn

〔誉 豊 ,0,2･誉 詰 ;/622十 .十王 霊 :/ on2] △ Z･1

十〔豊 霊 :,0,2十豊 ;豊 ;/0 22･････豊 ;豊 ;/ On2〕 △ Z2

･〔 豊 三豊 :/612･豊 ;豊 ;/622･. ･･霊 ニ3-i:/ on2〕 △ Z -

-〔豊 :/012]△yl十〔豊 ;/022]Ay2+････ [豊 三/on2〕△yn
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〔霊 ,1豊 /012霊 莞 /022･. ･霊 莞 / - 2] △zl

十〔豊 器 1,0 12･ 霊 莞 /0 22･ ･霊 莞 / dn2] △ Z之

十〔霊 霊 1,0.2･霊 莞 /022･.十霊 三豊 / on2] △zm

-信 二/ 0.2] △yl+〔霊 三/ 022] △∫2一･･･[豊二/Gn2] △,n

とな る｡線形の場合 と同様 に､これて m元の連立方程式がで きたので､ これ を

解いて △ Z. を求め､

z l(k十1)-zl(k)十△Zl

によ り改良された推定 値 zlくk･1)を求め る｡繰 り返 し計算の収束はt改則 こよ

る菟差二乗和の減少率 △Sが改良前の鞍差二乗和 S(i)に対 し､

△S≦ (1十 SLk') 1loll

とな ったか どうかで判定す る｡つ ま り△Sが S(汰)に対 して充分小 さくな った

ら正 しい †zi) が得 られた もの と考 える｡ xの値 としては通常 4- 5程度 を

選ぶが､計算環の丸め誤差 との関連において- スパ イ- スで調節す る｡
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配列方式 接触点の数 空膳宰 Ⅹ

最監充填聖 12 25.95
休心立方聖 8 31.98
単純立方型 6 47.64
立方ダイヤモンド聖 4 65.99

1次 2次 3次 4次 5次

充填される球の直径 d 0.414d 0,225d 0.177d 0.116d
個数の比率 1 l 2 8 8
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