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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成23年度 
（平成22年度はNEDO委託業務として実施） 

0．2億円（委託 ） 
（平成22年度NEDO委託業務：0．2億円） 

三菱マテリアルテクノ株式会社 

CO2地中貯留の安全性評価をより的確に行うためには、貯留層におけ
るCO2の鉱物固定化を考慮する必要があり、そのためには、鉱物固定
化の予測シミュレーション（シール層形成予測シミュレーション）を実施
し、実サイトへ適用する必要がある。そこで本事業では、シール層形
成予測シミュレーション技術の高度化に向けて、高温環境下で鉱物化
を加速させた各種試験を実施することで、炭酸塩鉱物の沈殿と透水性
の関係に関する基礎データの取得と、雄勝実験場をモデルとしたシー
ル層形成予測や、米国研究機関のLawrence Berkeley National 
Laboratory(LBNL)との共同研究によるCO2溶解水-岩石反応予測等の
実用化に関わる基礎技術の開発を行った。 
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 

目的 
 CO2の地中貯留の安全性確保方策の一つとして位置づけら
れるCO2の鉱物化について、鉱物固定化の予測シミュレーショ
ン（シール層形成予測シミュレーション）技術の高度化に向けて、
高温環境下で鉱物化を加速させた各種試験を実施することで、
炭酸塩鉱物の沈殿と透水性の関係に関する基礎データの取得
と、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測や、米国研究
機関のLBNLとの共同研究によるCO2溶解水-岩石反応予測等
の実用化に関わる基礎技術の開発を行う。  
 

政策的位置付け 
 本事業は、技術戦略マップ2010のCO2固定化・有効利用分野
の導入シナリオにおける、「研究開発」の「貯留の安全性評価・
信頼醸成手法等の高度化」に位置付けられ、技術ロードマップ
においては、「地中貯留・海洋隔離」の「影響評価・安全性評価
手法の開発」に位置付けられる。 
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３．目標 

要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

(1) 雄勝実験場で
のCO2濃度測定
及び方解石沈殿
速度測定法の検
討と炭酸塩飽和
水注入による透
水性評価試験 

 

【目標】 
深部地下流体中のCO2濃度測定手
法を確立する。（平成22年度） 
【指標】 
CO2濃度を正確に測定する方法が
確立できたか？  

被圧下の地層流体中のCO2濃度（被圧地下水
溶解CO2濃度）を正確に測定する技術は、CO2

挙動モニタリングや安全性評価には必要な技
術であるにも関わらず、その測定手法は確立さ
れていないため。  

【目標】 
方解石沈殿速度測定手法を確立す
る。（平成22～23年度） 
【指標】 
方解石の沈殿速度の測定ができた
か？ 

実証サイトにおけるCO2の鉱物固定化を評価
するには、水質による炭酸塩鉱物の沈殿速度
の違いを把握し、シール層形成予測シミュレー
ションへ反映させる必要があり、炭酸塩鉱物の
沈殿速度を把握する技術が必要であるため。 

【目標】実規模でのCO2溶解水（炭
酸塩飽和水）注入試験を実施し、地
層の透水性の変化や地下流体の水
質の変化、方解石の沈殿速度を把
握する。（平成23年度） 
【指標】 
データの取得は出来たか？ 

シール層形成予測シミュレーション技術を高度
化するためには、室内でのCO2水－岩石反応
試験だけでなく、実規模におけるCO2の鉱物固
定化現象の把握と、様々なパラメータの取得が
必要であるため。 

 

全体目標 

 シール層形成予測シミュレーション技術の高度化のための基礎データ取得と、雄勝
実験場をモデルとしたシール層形成予測やLBNLとの共同研究によるCO2溶解水-岩
石反応予測を実施し、実用化に関わる基礎技術の開発を行う。 
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要素技術 

 

目標・指標 

 

妥当性・設定理由・根拠等 

(2) 炭酸塩鉱物の
沈殿が貯留層の
透水性へ与える
影響評価試験 

 

【目標】 
高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩飽
和水を通水し、CO2の炭酸塩鉱物化と、
透水性の変化を確認し、炭酸塩鉱物の
沈殿が透水性へ及ぼす影響について
検討を行う。（平成22～23年度） 
【指標】 
炭酸塩鉱物の沈殿箇所と透水性の変
化の関係は把握できたか？ 

雄勝実験場の注入井から注入したCO2が地
層のどの部分に炭酸塩鉱物として沈殿し透
水性へ影響を及ぼすのかを把握するため、
地下で起こっている反応を室内で再現する
とともに、今後のシール層形成予測シミュ
レーション技術の高度化に資するため実施
する。 

【目標】 
炭酸泉水（松代温泉水）をカラムへ通
水し、CO2の炭酸塩鉱物化と、透水性
の変化を確認し、炭酸塩飽和水による
通水試験の結果と比較検討する。（平
成22～23年度） 
【指標】 
水質や通水条件の違いによる炭酸塩
鉱物沈殿箇所の違いや透水性変化の
違いを把握することができたか？ 

高温高圧装置による炭酸塩飽和水の通水
試験とは異なる水質、温度、通水条件での
カラム通水試験を行い、水質等の違いが炭
酸塩鉱物の沈殿状況や透水性の変化へ及
ぼす影響を把握するため実施する。 
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要素技術 

 

目標・指標 

 

妥当性・設定理由・根拠等 

(3) CO2溶解水と岩
石との反応予
測及びシール
層形成に関す
る理論予測 

 

【目標】 
CO2溶解水と岩石との反応予測シミュレーションを
行い、岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿
挙動の違いを把握する。（平成22～23年度） 
【指標】 
岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿量や沈
殿開始時期の違いを把握することができたか？ 

シール層形成予測シミュレー
ションの基礎となるCO2の炭酸
塩鉱物化に関するシミュレーショ
ン技術の高度化のため実施す
る。 

【目標】 
雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入試験の前に
シール層形成予測シミュレーションを実施し、注入
井近傍に炭酸塩鉱物を沈殿させるための炭酸塩
飽和水の水質条件を決定し、実際に雄勝実験場
の注入井へ注入することで観察される透水性の変
化と、シミュレーションから予測される透水性の変
化を比較する。（平成22～23年度） 
【指標】 
シミュレーションによって得られた透水性変化の予
測結果は、実際の透水性変化と整合的か？  

雄勝実験場をモデルとしたシー
ル層形成予測シミュレーションで
作成したモデルや設定パラメー
タの妥当性を確認するため。 

【目標】 
米国研究機関との共同研究を実施する。（平成22
～23年度） 
【指標】 
共同研究は実施されたか？ 

海外におけるCO2地中貯留研究
の知見を取り入れて、シール層
形成予測シミュレーション技術
の高度化を行う。 
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４．成果、目標の達成度（１） 

全体目標に対する成果及び達成度の概要 
 方解石沈殿速度の測定技術に関しては、一部目標未達成であったものの、炭酸塩
飽和水注入試験や、炭酸泉を用いたカラム通水試験により、CO2の炭酸塩鉱物化に
よる透水性の変化を観察し、シール層形成予測シミュレーション技術高度化のための
データを取得することができた。また、雄勝実験場における炭酸塩飽和水注入試験に
より、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測シミュレーションモデルの妥当性
を確認した。さらに、LBNLとの共同研究により実施したCO2溶解水-岩石反応予測に
より、これまでの実験で観察された現象（高温ほどCO2が炭酸塩鉱物として沈殿しや
すい）をシミュレーションで再現し、設定モデルやパラメータの妥当性を確認した。 
 これらの成果により、シール層形成予測シミュレーションの実用化に関わるCO2溶
解水-岩石反応予測や雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測等の基礎技術
が開発され、全体目標は概ね達成された。 
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４．成果、目標の達成度（１） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

(1) 雄勝実験場での
CO2濃度測定及
び方解石沈殿速
度測定法の検討
と炭酸塩飽和水
注入による透水
性評価試験 

【目標】 
深部地下流体中のCO2濃度測定手
法を確立する。（平成22年度） 
【指標】 
CO2濃度を正確に測定する方法が
確立できたか？  

平成22年度 
地下深部の流体中のCO2濃度をより正確に求めるには、
MMTEC地化学サンプラーで採水し、酸添加真空抽出法によ
る分析が有効であることを確認した。  

達成 

【目標】 
方解石沈殿速度測定手法を確立す
る。（平成22～23年度） 
【指標】 
方解石の沈殿速度の測定ができた
か？ 

平成22年度 
結晶表面の一部に金箔を貼り付けた方解石結晶を地化学サ
ンプラー内に設置することで、方解石の沈殿あるいは溶解速
度の測定が可能であることを確認した。 
平成23年度 
雄勝実験場におけるCO2溶解水（炭酸塩飽和水）注入試験で
方解石沈殿速度の測定を行った結果、温度の変化が方解石
の成長速度に大きく影響を及ぼすことが判明した。 
今後は、地化学サンプラーを坑井から引き上げる際に、温度
変化が生じないようにする仕組みや、温度が変化する場合に
は結晶を溶液から切り離す仕組みを検討する必要がある。 

一部達成 

【目標】実規模でのCO2溶解水（炭
酸塩飽和水）注入試験を実施し、地
層の透水性の変化や地下流体の
水質の変化、方解石の沈殿速度を
把握する。（平成23年度） 
【指標】 
データの取得は出来たか？ 

平成23年度 
(財)電力中央研究所所有の雄勝実験場の深度-950m（約
200℃）の地下へ、CO2溶解水（炭酸塩飽和水）を1週間に渡っ
て注入した。炭酸塩の沈殿速度を測定することはできなかっ
た(*)ものの、地層の透水性の変化と、注入した炭酸塩飽和水
の水質の変化からCO2が炭酸塩鉱物化したことを確認し、鉱
物固定に関するデータを取得することができた。(*)対処につ
いては上段の課題と同じである。 

一部達成 



深部地下流体中のCO2濃度測定手法の確立（平成22年度） 

 【目標】 深部地下流体中のCO2濃度測定手法を確立する。  

 【指標】 CO2濃度を正確に測定する方法が確立できたか？  

試料 採水方法 分析方法 
CO2 

(mgCO2/L) 

δ13C 
(‰) 

採水日 

孔内水（GL-950m） 
KUSTER 

（気液分離して採取） 

気体：ガスクロマト
グラフィ 
液体：滴定法 

730  － H22/9/7 

孔内水（GL-950m） 
KUSTER 

（NaOH吸収法） 
酸添加真空抽出法 1,300  -3.0  H22/9/8 

孔内水（GL-950m） MMTEC地化学ｻﾝﾌﾟﾗｰ 酸添加真空抽出法 1,600  -3.6  H22/9/9 

孔内水（GL-950m） MMTEC地化学ｻﾝﾌﾟﾗｰ 酸添加真空抽出法 1,700  -3.6  H22/10/8 

孔内水（GL-950m） MMTEC地化学ｻﾝﾌﾟﾗｰ 酸添加真空抽出法 1,600  -3.9  H22/11/9 

 地下深部の流体中のCO2濃度をより正確に求めるには、MMTEC地化学サンプラー
で採水し、酸添加真空抽出法による分析が有効であることを確認した。  

(1) 雄勝実験場でのCO2濃度測定及び方解石沈殿速度測定法の検討と炭
酸塩飽和水注入による透水性評価試験 
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達成 



方解石沈殿速度測定手法の確立（平成22～23年度） 

 【目標】 方解石沈殿速度測定手法を確立する。 

 【指標】 方解石の沈殿速度の測定ができたか？ 

逆止弁 

結晶成長試験用セル 
(20mL) 

水質分析用高圧流体セル 
(200mL) 

バッファユニット 

CO2分析用高圧流体セル 
(10mL) 

キャピラリーチューブ 

フロート式弁 

方解石試料 

方解石試料 

 平成22年度に雄勝実験場の坑井を用いた方解石沈殿速度測定手法の検討を行った結果、結晶表
面の一部に金箔を貼り付けた方解石結晶を地化学サンプラー内に設置することで、方解石の沈殿あ
るいは溶解速度の測定が可能であることを確認することができた。 
 しかし、平成23年度の雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入試験において、注入井の深度950m（温
度約200℃）における方解石の沈殿速度測定を実施したところ、温度の変化が方解石の成長速度に
大きな影響を及ぼすことが判明し、地化学サンプラーを地上へ回収する間の水温の低下により方解
石が溶解してしまい、深度950mにおける炭酸塩飽和水からの方解石の沈殿速度を測定することが
出来なかった。 
 今後は、地化学サンプラーを坑井から引き上げる際に、温度変化が生じないようにする仕組みや、
温度が変化する場合には結晶を流体から切り離す仕組みを検討する必要がある。 
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一部達成 

 

方解石沈殿速度測定方法の概念図 地化学サンプラーへの方解石試料の設置 



  

炭酸塩飽和水 
(ドライアイス, CaCl2, NaOH) 

-700m 

ケーシング 

OGC-2孔 

-1100m 

孔内試験器 
（炭酸塩鉱物沈殿速度の
把握、孔井流体採取） 

-950m, 200℃ 

炭酸塩飽和水 

水位観測 
（透水性変化の把握） 

炭酸塩飽和水注入による透水性評価試験 （平成23年度） 

 【目標】 実規模でのCO2溶解水（炭酸塩飽和水）注入試験を実施し、地層の透水性の変化
や地下流体の水質の変化、炭酸塩の沈殿速度を把握する。 

 【指標】 データの取得は出来たか？ 
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炭酸塩飽和水注入試験の概要 

 (財)電力中央研究所所有の雄勝実験場の深度950m
（約200℃）の地下へ、CO2溶解水（炭酸塩飽和水）を1週
間に渡って注入した。炭酸塩の沈殿速度を測定すること
はできなかったものの、地層の透水性の変化と、注入し
た炭酸塩飽和水の水質の変化からCO2が炭酸塩鉱物
化したことを確認し、鉱物固定に関するデータを取得す
ることができた。 
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一部達成 
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４．成果、目標の達成度（２） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

(2) 炭酸塩鉱物の
沈殿が貯留層
の透水性へ与
える影響評価
試験 

【目標】 
高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩飽和
水を通水し、CO2の炭酸塩鉱物化と、透
水性の変化を確認し、炭酸塩鉱物の沈
殿が透水性へ及ぼす影響について検討
を行う。（平成22～23年度） 
【指標】 
炭酸塩鉱物の沈殿箇所と透水性の変化
の関係は把握できたか？ 

平成22年度 
高温高圧装置の設計・製作を行い、通水試験を
行ったところ、温度制御に不具合があることが
判明した。 
平成23年度 
高温高圧装置の改良を行い、炭酸塩飽和水通
水試験の結果、通水開始後約1日で透水性が
低下し、特に流入口付近では初期状態の50%と
最も透水性が低下した。カラム内には炭酸塩鉱
物の沈殿が確認され、岩石試料に沈殿したCa
量は、流入口で特に多く、透水性の解析結果と
炭酸塩鉱物の沈殿状況に整合性が認められた。 

達成 

【目標】 
炭酸泉水（松代温泉水）をカラムへ通水
し、CO2の炭酸塩鉱物化と、透水性の変
化を確認し、炭酸塩飽和水による通水
試験と炭酸泉通水試験の結果を比較検
討する。（平成22～23年度） 
【指標】 
水質や通水条件の違いによる炭酸塩鉱
物沈殿箇所の違いや透水性変化の違
いを把握することができたか？ 

平成22年度 
カラム通水装置の設計・製作を行い、松代温泉
水によるカラム通水試験を実施したところ、ガス
分離性に改良が必要なことが判明した。 
平成23年度 
カラム通水装置の改良を行い、松代温泉水によ
るカラム通水試験の結果、通水開始後43時間
で炭酸塩鉱物の沈殿により透水性が15～35%低
下した。雄勝実験場での炭酸塩飽和水通水試
験では流入口付近に炭酸塩鉱物の沈殿が集中
していたのに対し、松代温泉での試験では、流
入口から流出口にかけての広範囲に炭酸塩鉱
物が沈殿しており、通水した流体の水質や通水
流量等の試験条件の違いにより、炭酸塩鉱物
の沈殿状況が異なることが把握できた。 

達成 



（２）炭酸塩鉱物の沈殿が貯留層の透水性へ与える影響評価試験 
高温高圧装置を用いた炭酸塩飽和水の通水試験（平成22～23年度） 

 【目標】 高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩飽和水を通水し、CO2の炭酸塩鉱物化
と、透水性の変化を確認し、炭酸塩鉱物の沈殿が透水性へ及ぼす影響に
ついて検討を行う。 

 【指標】 炭酸塩鉱物の沈殿と透水性の変化の関係は 
       把握できたか？ 

試験条件 

充填物：花崗閃緑岩 

     （粒径1～2mm） 

温度：175℃ 

CO2濃度：1,990mg/L 

Ca濃度：448mg/L 

方解石飽和度：1.93 

流量：一定（30mL/分） 

初期圧力：約3MPa 
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 平成22年度に高温高圧装置の設計・製作を行い、通水試験を行ったところ、温度制
御に不具合があることが判明したため、平成23年度に装置の改良を行った。 
平成23年度の炭酸塩飽和水通水試験の結果、通水開始後約1日で透水性が低下し、
特に流入口付近では初期状態の50%と最も透水性が低下した。カラム内には炭酸塩
鉱物の沈殿が確認され、岩石試料に沈殿したCa量は、流入口で特に多く、透水性の
解析結果と炭酸塩鉱物の沈殿状況に整合性が認められた。 

達成 

通水試験終了後の充填物 

岩石試料に沈殿したCa量 

高温高圧装置を用いた通水試験概念図 



炭酸泉を用いたカラム通水試験（平成22～23年度） 

 【目標】  炭酸泉水（松代温泉水）をカラムへ通水し、CO2の炭酸塩鉱物化と、透水性の変化を
確認し、炭酸塩飽和水による通水試験と炭酸泉通水試験の結果を比較検討する。 

 【指標】  水質や通水条件の違いによる炭酸塩鉱物沈殿箇所の違いや透水性変化の違いを
把握することができたか？ 

 

試験条件 

充填物：ガラスビーズ（粒径2mm） 

温度：49℃ 

HCO3濃度：1,800mg/L 

Ca濃度：850mg/L 

方解石飽和度：1.09 

初期流量：870～1100mL/分 

圧力：一定（約5kPa） 
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達成 

カラム通水装置の概念図 

カラム内ビーズに付着したCa量 

 

 
カラム試験終了後の充填物（カラム 3） 

流
入
口
側 

流
出
口
側 

通水試験終了後の充填物 

 平成22年度にカラム通水装置の設計・製作を行い、松代温泉水によるカラム
通水試験を実施したところ、ガス分離性に改良が必要なことが判明し、平成23年
度に装置の改良を行った。 
 平成23年度に実施した松代温泉水によるカラム通水試験の結果、通水開始後
43時間で炭酸塩鉱物の沈殿により透水性が15～35%低下した。雄勝実験場での
炭酸塩飽和水通水試験では流入口付近に炭酸塩鉱物の沈殿が集中していたの
に対し、松代温泉での試験では、流入口から流出口にかけての広範囲に炭酸塩
鉱物が沈殿しており、通水した流体の水質や通水流量等の試験条件の違いに
より、炭酸塩鉱物の沈殿状況が異なることが把握できた。 



15 
４．成果、目標の達成度（３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

(3) CO2溶解水
と岩石との反応
予測及びシー
ル層形成に関
する理論予測 

【目標】 
CO2溶解水と岩石との反応予測シミュレーションを
行い、岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿
挙動の違いを把握する。（平成22～23年度） 
【指標】 
岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿量や沈
殿開始時期の違いを把握することができたか？ 

平成22年度 
蒸留水にCO2を溶解させた条件で、反応予測計算を行った。 
平成23年度 
模擬熱水にCO2を溶解させた条件で、反応予測計算を行った。 
  
蒸留水、模擬熱水ともに100～200℃の範囲で計算を行った結果、
蒸留水、模擬熱水ともに温度が高いほど方解石の沈殿量が多く、
沈殿開始時期も早い結果となり、また玄武岩＞安山岩＞花崗閃緑
岩（雄勝岩石）の順で、方解石沈殿量が多く、沈殿開始時期も早くな
る結果となった。蒸留水を用いた平成22年度の計算結果では、どの
温度においても花崗閃緑岩では方解石が30日間では沈殿しない結
果であったが、平成23年度の模擬熱水を用いた予測計算では、
200℃で約8日後、150℃で約26日後に方解石が沈殿する結果とな
り、水質、岩石、温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿挙動の違いを
把握することができた。雄勝実験場での原位置試験で炭酸塩鉱物
が沈殿したことも考慮すると、模擬熱水を用いた方がより現実的な
モデルであると考えられる。 

達成 

【目標】 
雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入試験の前に
シール層形成予測シミュレーションを実施し、注
入井近傍に炭酸塩鉱物を沈殿させるための炭酸
塩飽和水の水質条件を決定し、実際に雄勝実験
場の注入井へ注入することで観察される透水性
の変化と、シミュレーションから予測される透水
性の変化を比較する。（平成22～23年度） 
【指標】 
シミュレーションによって得られた透水性変化の
予測結果は、実際の透水性変化と整合的か？ 

平成22年度 
雄勝実験場におけるシール層形成予測シミュレーションのためのモ
デル作成を行った 
平成23年度 
平成22年度に作成したモデルを用いてシミュレーションを実施し、雄
勝実験場の注入井近傍に炭酸塩鉱物が沈殿し、地層の透水性が
低下するために必要な炭酸塩飽和水の水質条件として、CO2濃度
2,000mg/L, CaCl2濃度1,000mg/Lが最適であるとして、炭酸塩飽和
水の水質を決定した。雄勝実験場注入井への炭酸塩飽和水注入
により観察された透水性の変化は、シミュレーションで予測された透
水性の変化と整合するものであり、モデルやパラメータの設定が妥
当であることが確認された。 

達成 
 

【目標】 
米国研究機関との共同研究を実施する。（平成22
～23年度） 
【指標】 
共同研究は実施されたか？ 

平成22年度、平成23年度 
米国研究機関のLBNLとの間に取交わした共同研究に関するMoU
に基づき、主にCO2溶解水と岩石の反応予測について共同研究を
実施した。 

達成 

 



 （3) CO2溶解水と岩石との反応予測及びシール層形成に関する理論予測 

CO2溶解水-岩石反応予測（平成22～23年度） 

 【目標】 CO2溶解水と岩石との反応予測シミュレーションを行い、岩石や温度の違いによる
炭酸塩鉱物沈殿挙動の違いを把握する。 

 【指標】 岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿量や沈殿開始時期の違いを把握するこ
とができたか？ 

（使用シミュレータ： TOUGHREACT） 

 蒸留水、模擬熱水ともに温度が高いほど方解石の沈殿量が
多く、沈殿開始時期も早い結果となり、また玄武岩＞安山岩＞
花崗閃緑岩の順で、方解石沈殿量が多く、沈殿開始時期も早く
なる結果となった。 
 蒸留水を用いた計算では、花崗閃緑岩ではどの温度において
も方解石が30日間では沈殿しない結果であったが、模擬熱水で
は、200℃で8日後、150℃で26日後に方解石が沈殿する結果と
なった。以上の結果から、水質、岩石、温度の違いによる炭酸
塩鉱物沈殿挙動の違いを把握することができた。 

平成23年度の計算結果 
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達成 

計算条件 

 水の種類 
  CO2を溶解させた蒸留水（平成22年度） 
  CO2を溶解させた模擬熱水（岩石を構成する鉱物と平衡状態の

水を想定）（平成23年度） 

 岩石の種類 
  花崗閃緑岩、玄武岩、安山岩（平成22, 23年度） 

 温度 
  100℃、150℃、200℃（平成22, 23年度） 



解析モデル 

シール層形成予測（平成22～23年度） 

 【目標】 雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入試験の前にシール層形成予測シミュレーションを
実施し、注入井近傍に炭酸塩鉱物を沈殿させるための炭酸塩飽和水の水質条件を決
定し、実際に雄勝実験場の注入井へ注入することで観察される透水性の変化と、シ
ミュレーションから予測される透水性の変化を比較する。 

 【指標】 シミュレーションによって得られた透水性変化の予測結果は、実際の透水性変化と整

合的か？    

 （使用シミュレータ： ChemTOUGH） 
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達成 

数値モデル
ラジアルフローモデル

厚さ
２５ｍ

坑井中心

浸透率：1.E -13m2
空隙率：0.08
200℃、8.1MP a一定

10.5m

0.5m

1m 1m 1m 1m

坑井ブロック

 平成22年度に作成したモデルを用いてシミュレーションを実施し、雄勝実験場の注
入井近傍に炭酸塩鉱物が沈殿し、地層の透水性が低下するために必要な炭酸塩飽
和水の水質条件として、CO2濃度2,000mg/L, CaCl2濃度1,000mg/Lが最適であると
して、炭酸塩飽和水の水質を決定した。雄勝実験場注入井への炭酸塩飽和水注入
により観察された透水性の変化は、シミュレーションで予測された透水性の変化と整
合するものであり、モデルやパラメータの設定が妥当であることが確認された。 

0.50 

0.55 

0.60 

0.65 

0.70 

0.75 

0.80 

0.85 

0.90 

0.95 

1.00 

0 1 2 3 4 5 6

浸
透
率
変
化

時間（Day)

ChemTOUGHで計算した浸透率変化（k/k0） 坑井近傍の浸透率変化 坑井近傍の浸透率変化(1日目変化考慮）

Case４の計算結果 
（現地試験と同様の条件） 

スキンファクターの変化から換算した坑井
近傍の浸透率変化 



米国研究機関との共同研究 
 【目標】 米国研究機関との共同研究を実施する。  

 【指標】 共同研究は実施されたか？ 

LBNL：ローレンスバークレイ国立研究所（Lawrence Berkeley National Laboratory） 

主な共同研究者： Tianfu Xu 博士、Yuyu Wan 博士、Karsten Pruess 博士 

（ Tianfu Xu 博士とKarsten Pruess 博士は本研究で用いた熱・水・地化学連成コード
TOUGHREACTの開発者） 

 米国研究機関のLBNLとの間に取交わした共同研究に関するMoUに基づき、主にCO2

溶解水と岩石の反応予測について共同研究を実施した。 
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実施内容 

1) LBNL側 

• CO2溶解水-岩石反応予測のための、パラメータや熱力学データの提供 

• CO2溶解水-岩石反応予測結果を基にした鉱物固定に要する時間に関する検討 

• 高温高圧装置による通水試験の結果を用いたCO2鉱物固定量に関する理論予測の実施 

2) 日本側 

• CO2溶解水-岩石反応予測における予測計算の実施 

• 高温高圧装置の改良 

• 高温高圧装置への炭酸塩飽和水通水試験の実施 

達成 



  特許・論文等件数 
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要素技術 論文数 
論文の
被引用
度数 

発表 
特許等件
数(出願を
含む) 

特許権
の実施
件数 

ライセン
ス供与
数 

取得ライ
センス料 

国際標
準への
寄与 

(1) 雄勝実験場での
CO2濃度測定及び方
解石沈殿速度測定法
の検討と炭酸塩飽和
水注入による透水性
評価試験 

0 0 4 0 0 0 0 0 

(2) 炭酸塩鉱物沈殿
が貯留層の透水性へ
与える影響評価試験 

3 0 6 0 0 0 0 0 

(3) CO2溶解水と岩石
との反応予測及び
シール層形成に関す
る理論予測 

0 0 3 0 0 0 0 0 

計 3 0 13 0 0 0 0 0 
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５．事業化、波及効果 
 事業化の見通し 

本事業は、CO2の鉱物化について、貯留技術としての基礎的な現象解明と実用化に関
わる基礎技術の開発を行うことを目的としており、事業化に至るまでに得るべき知見や技
術はまだ数多くある。次の段階としては実規模の実用化試験サイトにおいて試験及びシ
ミュレーションを実施し改良を行った上で、我が国におけるCCS実施主体により本技術が
活用される。実用化時期は、CCS実証試験以降と予測される。 

CO2溶解水＋Ca 

200℃ 

CO２水 

岩盤内に析出
したCalcite 

得られた成果： 
• 炭酸塩飽和水注入試験や、炭酸
泉を用いたカラム通水試験により、
CO2が炭酸塩鉱物として固定さ
れる様子を確認し、シール層形
成予測シミュレーション技術高度
化のためのデータを取得した。 

• CO2溶解水-岩石反応予測や雄
勝実験場をモデルとしたシール
層形成予測等の基礎技術が開
発された。 

孔井極近傍の岩盤内に方解石が析出する条件となる様にCO2水
＋Caを注入し、透水性の変化を観測する事で岩盤内に析出する
方解石を評価。 

岩盤内の亀裂 

基礎研究： 

  基礎データの取得 

  基礎技術の開発 

本研究 

• 2本の坑井を用いたフィールド試験 
• フィールド試験やカラム通水試験に
よるシール層形成予測のためのパ
ラメータ取得 

• 反応速度に関する地化学パラメー
タのシール層形成予測シミュレー
ションへの適用手法の確立 

次の研究ステージ（3～5年を想定） 

 

OGC-1 OGC-2

 
SC-CO2

Circulation test

Sampling

Sampling

観測井 注入井 

実用化による波及効果 
• 地中貯留の安全性評価体系
の向上 

• 住民の不安解消や合意形成
に貢献 

その他の波及効果 
• 既存の地熱発電や温泉等の
坑井におけるスケール対策 

• CO2を多く含む地熱流体を用
いる際のゼロエミッション型
地熱発電 

• 高温岩体発電（またはEGS）
における性能評価 

• その他、地下を用いる事業の
性能評価及び安全性評価
（放射性廃棄物地層処分、石
油・ガス回収事業） 
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６．研究開発マネジメント・体制等 
平成22年度の実施体制 

 

共同研究

に関する

MoU 

委託 

NEDO 

LBNL（Lawrence 

Berkeley National 

Laboratory） 

 

CO2-岩石―水反応

予測シミュレーシ

ョン 

シール層形成に関

する情報交換 

DOE 
共同研究に関する

協議 

電力中央研究所 

・研究実施場所： 

雄勝実験場（秋田） 

我孫子地区（千葉） 

 

・実施項目： 

飽和炭酸水注入試験 

シール層形成評価 

実用化試験設計 

京都大学 

・研究実施場所： 

 工学研究科（京都） 

 雄勝実験場（秋田） 

 

・実施項目： 

岩石-CO2反応試験 

透水性評価試験 

地化学解析 

原位置試料採取分析 

三菱マテリアルテク

ノ株式会社 

・研究実施場所： 

雄勝実験場（秋田） 

資源調査部（東京） 

環境技術センター

（埼玉） 

・実施項目： 

原位置試料採取分析 

地化学サンプラーに

よる方解石沈殿速度

方法の検討 

地熱技術開発株式会

社 

・研究実施場所： 

 技術部（東京） 

雄勝実験場（秋田） 

  

・実施項目： 

シール層形成シ

ミュレーション 

実用化試験設計 

再委託 
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平成23年度の実施体制 

 

経済産業省 

LBNL（Lawrence 

Berkeley National 

Laboratory） 

 

CO2-岩石―水反応

予測シミュレーシ

ョン 

シール層形成に関

する情報交換 

DOE 

委託 

三菱マテリアルテクノ㈱ 

・研究実施場所：資源調査部、環境技術センター（埼玉）、 

雄勝実験場（秋田） 

・実施項目：炭酸塩飽和水注入試験における孔井流体の採取・分析・

炭酸塩鉱物沈澱速度の測定、高温高圧装置およびカラムを

用いた通水試験における試料採取・炭酸塩鉱物沈澱速度の

測定、模擬熱水による岩石-水反応予測 

再委託 

(財)電力中央研究所 

・研究実施場所： 

我孫子地区（千葉） 

雄勝実験場（秋田） 

・実施項目： 

炭酸塩飽和水注入試

験における透水性評

価試験 

富山大学 

・研究実施場所： 

 理学部（富山） 

 雄勝実験場（秋田） 

・実施項目： 

高温高圧装置を用

いた炭酸塩飽和水

の通水試験 

炭酸泉を用いたカ

ラム通水試験 

地熱技術開発㈱ 

・研究実施場所： 

 技術部（東京） 

雄勝実験場（秋田） 

・実施項目： 

実規模での鉱物固

定量およびシール

層形成予測 

エネルギー・環境分野におけ

る研究開発協力の合意 

共同研究

に関する

MoU 
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７．評価 

座長 

委員 

伊藤 高敏 
 東北大学流体科学研究所教授 
金子 憲治 
 株式会社日経ＢＰ クリーンテック研究所上席研究員 
釜谷 広志 
 電気事業連合会立地環境部長 
川上 浩良 
 首都大学東京都市環境学部教授 
芝尾 芳昭 
 イノベーションマネジメント株式会社代表取締役社長 
德永 朋祥 
 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
松方 正彦 
 早稲田大学理工学術院教授 

７－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

平成２４年度CO2固定化・有効利用分野評価検討会 

持田 勲 
 九州大学炭素資源国際教育研究センター特命教授 
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７－２．総合評価（コメント） 

○本事業内容は地球科学研究として重要であり、鉱物固定化に関
する基礎的情報を得ることは、長期にわたるCCS事業に対して

極めて重要な貢献をすることが期待される。貯留の安全性評価
はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要
不可欠で、中でも鉱物固定化に関する研究は、圧入後のCO2の
行方を確実性を持って説明するもので、固定化の信頼性を高め
、地域住民の理解を得るのに貴重なデータとなることが期待され
る。また、参加費用等が発生しない形で共同研究が実施されて
おり、海外との共同研究の体制として評価できる。 

 
○また、問題点・改善すべき点については、ＣＯ２鉱物化の基礎的
なデータが一部得られておらず、まだ技術としての完成度は低く
実験の改善が必要であり、今後適切な対応が必要である。研究
実施内容の具体的な評価と次の展開に向けての課題の抽出等
が十分でない。 
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７－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
（事後評価の場合）  
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
 
 

2.13  

1.63  1.50  1.38  

1.88  
1.63  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

評点 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当

性 

２．研究開
発等の目
標の妥当

性 

３．成果、目標
の達成度の妥

当性 

４．事業化、波
及効果について

の妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・資
金・費用対効果等

の妥当性 

６．総合評価 

○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、評点法による評価を実
施した。 

○評価項目２では「実用化に向けて鉱物化に要する時間や低温環境での早期鉱物化
条件等も今後検証項目として取り組む必要がある」、評価項目３では「一部未達成な
部分に関しては、今後、実用化に向けて社会的受容性を確保するためには必要な
データであることから、再度検証が必要」、評価項目４では「事業化に向けての具体
的な課題の検討・抽出を行うべき」、評価項目５では「今後の共同研究を通じて、日本
側の独創部分を増やしていくことが望まれる」等のご指摘をいただいた。 

○評価項目６では、「長期にわたるCCS事業に対して極めて重要な貢献をすることが
期待される」「まだ技術としての完成度は低く実験の改善が必要」等のご指摘をいた
だいた。 
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８．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○地下鉱物との高温高圧下での化学反応を
解明することは、CCS技術の根幹とも言え
る。地下で化学反応によりCO2が固定化さ
れていくことを実証できれば、CCSの社会

的受容性は高まることが期待でき、今後と
もさらに研究を行うことが重要である。 

 
○本研究開発ではCO2鉱物化の基礎的なデ

ータの一部が得られなかったため、今後は
、これらのデータを取得しより有意義な成果
を出していくための試験方法及び実施体制
を検討していく必要がある。 

        

 
○本事業は、研究の初期段階として一定の成
果が得られたものであるが、今後の成果の
更なる拡充等について事業者にてまずは検
討し、その結果を踏まえて、今後の我が国
のCCS施策展開の中で、更なる研究開発
や実証事業の実施を検討していく。 

 
○ご指摘の通り、CO2鉱物化に係る基礎的デ

ータの検証が一部不十分な結果となった。
今後は、上記事業者による検討の結果を踏
まえて、我が国のCCS施策の展開の中で更

なる研究開発や実証事業の実施を検討し、
その中で、今回の成果及び課題を踏まえた
試験方法等について検討していく。 
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