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要約 

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

 

RITE では、経済産業省の補助金交付を受け、わが国の大規模発生源から排出される二酸

化炭素を地中に長期に安定的にかつ安全に貯留する技術を確立するための開発研究を進め

ている。平成 14 年度の研究開発の進捗状況は以下のとおりである。 

なお、平成 12 年度から平成 16 年度の 5 ヵ年にわたって計画されている本研究開発のう

ち、平成 12 年度と平成 13 年度は新エネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究

開発として実施された。 

 

1. 基礎研究等 

1) 基礎実験 

基礎実験の目的は二酸化炭素と岩石鉱物との反応速度データ等を取得し、また帯水層に

圧入された超臨界二酸化炭素がどう挙動するかを実験室レベルで解明するとともに、二酸

化炭素地中貯留の長期安定性の検討や安全性の評価のための基礎データを取得することで

ある。 

平成 14 年度は、主に次の内容を実施した。 

・ 地中で超臨界状態をとっている二酸化炭素の挙動を効率的に把握する手法として

は弾性波探査が有望であるので、帯水層内の圧力・温度条件を再現できる帯水層

モデル模擬実験装置を用いて弾性波トモグラフ測定を実施し、Ｐ波速度の減少率

と二酸化炭素濃度との対応関係を明らかにした。 

・ 濃度の高まった地中水は、主に水素イオン(H+)の効果で長期的には、鉱物との反応

を起こすことが予想されるので、位相シフト干渉計を用いて、超臨界二酸化炭素-

水系における鉱物溶解速度測定のため、鉱物表面のエッチピット形状を高倍率(ナ

ノオーダー)で観測する手法を見いだした。 

・ シミュレーションモデルへの入力物性として必要な二酸化炭素の部分モル体積測

定のため、塩水に二酸化炭素を溶解させて密度増加値を測定した。 

・ 二酸化炭素を溶解した地下水が浅部へ移行すると仮定した時に、どのように気泡

形成が進むのかについてのメカニズム解明の予備実験を行った。 

 

 

 

 



 
 

 

2) モニタリング手法 

モニタリング手法の目的は，二酸化炭素地中貯留技術をわが国において適用した場合に

ついての環境影響および安全性に関する定量的な検討結果に基づいて、将来、適用可能性

のあるモニタリング技術について検討することである。 

平成 14 年度は、広く参考となる国内外の事例を検討し、事業時のモニタリングの諸元を

明確にする観点から資料を整備することとし、Carbon Capture Project（欧州の石油会社の

共同研究プロジェクト）が主催する「リスク評価研究ワークショップ」(5 月)および「IPCC

ワークショップ」(11 月)に出席し、情報の収集活動し、関連資料の調査・整理を実施した。 

 

3) シミュレーション技術開発 

シミュレーション技術開発の目的は地中に貯留された二酸化炭素の長期的な挙動を予測

するためのシミュレータを開発し、環境影響評価手法の１つとして確立することである。 

基本シミュレータには天然ガス地下貯蔵シミュレータ(GEM-UGS)を選定した。このシミ

ュレータは多様な自然現象を扱うことができるので、機能の追加、改良を比較的少なくす

ることで効率的なシミュレータ開発を進めることができる。 

したがって、長期的な二酸化炭素の地中挙動予測に大きく影響すると想定される自然現

象を抽出し、それらの自然現象を扱う要素モジュールを基本シミュレータに組み込むこと

にした。 

平成 12 年度では、文献調査を行い、次の 4 つの現象が長期的な二酸化炭素の地中挙動に

大きく影響すると想定された。 

･ 化学反応 

･ 水相特性 

･ 地層変形 

･ 二次的物質移動 

平成 13 年度～平成 14 年度にかけて上記 4 つのの自然現象を扱う要素モジュールを作成

し、検証計算を行った。また、並行して、基本シミュレータの機能強化および変更を行っ

た。 

 

4) システム研究 

システム研究の目的は、国内の二酸化炭素大規模発生源の位置、回収・輸送手段、貯留

地点の組み合わせのうち有望なものについて多元的、定量的評価指標を用い経済性の程度

を明らかにするとともに、様々な温暖化対策オプションの中で地中貯留技術のコスト、安

全性および社会受容性等の視点からの位置づけを明確化することである。 

平成 14 年度は、主に次の内容を実施した。 



 
 

 

・ 経済性評価としては、二酸化炭素分離回収・圧送・圧入等各工程のプラントコス

ト評価や地質調査結果等を反映して総合経済性評価のシミュレーションを行っ

た。また、地質調査のコスト構造を石油・天然ガスの事例から調査した。 

・ 安全性評価としては、事業規模レベルの圧入を行った際の地中での二酸化炭素の

挙動に関して地層水の流れ等を考慮し、モデルおよびデータをさらに検討し、試

算を行うことで極端ケースとしての安全性を評価した。 

・ 社会的受容性に関する評価としては、平成１３年度に洗い出した環境影響項目を

基に、一般市民の視点に立った評価項目および評価手法を検討するとともに、高

レベル放射性廃棄物処分等の事例と対比させながら、日本固有の社会的合意形成

の要因を分析した。 

 

2. 圧入実証試験 

圧入実証試験の目的は、二酸化炭素の実際の地中挙動を把握し、二酸化炭素の挙動メカ

ニズムについての理解を深めることである。 

平成 14 年度は、二酸化炭素の地中への圧入開始に向けて次の内容を実施した。 

・ 貯留層の圧入性把握 

圧入井において揚水試験を行い、貯留層の圧入性評価を行った。 

・ 二酸化炭素挙動予測結果の更新 

圧入性の評価結果を用いて、既往の挙動予測結果を更新し、地中に圧入した二酸

化炭素の広がりとその経時変化を予測した。 

・ 観測体制の整備および初期観測 

観測井の掘削(3 坑のうち、最後の観測井)および坑井内温度･圧力センサーの設置な

どを行い、観測体制整備を進めた。また、観測の一環として坑井間弾性波トモグ

ラフィの初期測定を行い、微動観測を開始した。 

・ 圧入体制の整備 

圧入設備工事の一環として、設備の基礎を施工した。 

・ 圧入･観測関連の動向調査 

平成 13 年度に引き続き、カナダで行なわれている IEA Weyburn CO2 Monitoring 

Project へ参加し、圧入･観測関連の動向調査を行った。 

 

3. 地質調査 

地質調査の目的は、二酸化炭素の地中貯留を対象とした地質工学的解析・評価手法を提

案し、適地選定のための有用なガイドラインを提供することである。また、日本の沿岸海

域の一部を対象として既往の地質調査結果のとりまとめを行い、二酸化炭素地中貯留の適

地について初期的な選定を行うことである。 

平成 14 年度の地質調査では、次の内容を実施した。 



 
 

 

・ 地質工学的解析･評価手法の検討では、石油･天然ガスの探鉱･開発で採用されてい

る手法を整理し、二酸化炭素地中貯留への適用性について検討した。 

・ 二酸化炭素地中貯留の適地選定については、平成 13 年度に引き続き、日本の沿岸

海域の内から、重点調査地域を 4 地域選んで地質構造特性および地層特性につい

て整理した。 

･ また、適地選定を支援するためのツールとして GIS データベースの作成を進めた。 

 



Summary 

 

Research and Development of Underground Storage Technology for Carbon Dioxide 

 

The Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) had  

undertaken a five-year project beginning in 2000 with the goal of pursuing R&D 

to establish a technology that provides stable, safe, and long-term underground 

storage of carbon dioxide emitted from large-scale sources in Japan. The research 

had been consigned by the New Energy and Industrial Technology Development 

Organization (NEDO) for the first two years. 

The progress of the R&D undertaken this year is reported below. 

 

1. Basic Research 

1) Basic experiments 

Basic experiments have been conducted at the laboratory level to collect data 

such as the solubility of carbon dioxide in aquifers and the interaction between 

carbon dioxide, formation water, and rocks. These data are to be used in 

evaluating the long-term stability and safety of carbon dioxide storage 

underground.  The followings were carried out this year. 

 

・ A series of experimental studies on seismic wave velocity monitoring of carbon 

dioxide flooding in porous sandstone specimens was carried out to demonstrate 

the use of seismic survey for mapping the movement of carbon dioxide in the 

target reservoir formation.  As the correlation between the decrease in the 

P-wave velocity and carbon-dioxide contents became clear, measurements of 

P-wave velocity change while injecting carbon dioxide, might be applicable 

to monitoring the migration of carbon dioxide in the subsurface.  

・ As is predicted that the hydrogen ion (H+) produced from high concentration 

of carbon dioxide in the formation water reacts in long-term with the minerals 

of the formations underground, we developed a new method of reaction rate 

estimation; the phase-shift interferometer, which detects surface etch-pit 

configuration changes on a mineral crystal on nanometer scale, showed a 

potential to measure rock dissolution rates in the carbon dioxide-saturated 

water. 

・Partial molar volume data of CO2 in the PT domain relevant to carbon dioxide 

geological sequestration was obtained by laboratory study.  

 



・A preliminary experiment was conducted on the bubble formation mechanism in 

porous media.  We suppose that the mechanism could be a key to the risk 

assessment of the fate of dissolved CO2 that might migrate to the shallower 

environment. 

 

2) Monitoring methods 

Monitoring methods have been investigated in order to study monitoring 

technologies that might be applicable in the future. The review was made on the 

basis of the reports and materials presented in the Carbon Capture Project “Risk 

Assessment Workshop”at Nottingham UK in May 2002 and in the Intergovernmental 

Panel on Climate Change “Workshop on carbon dioxide capture and storage”at 

Regina Canada in November 2002. 

 

3)Simulation R&D  

Simulation R&D is intended to develop a simulator for prediction of the long-term 

behaviors carbon dioxide sequestered underground, and to establish a method for 

an EIA. A simulator for the underground storage of natural gas (GEM-UGS) has 

been selected for the core code. This simulator can deal with many kinds of 

natural phenomena. However, it appears that several phenomena are not to be 

simulated by the core code, although they may be important for determining the 

long-term behavior of carbon dioxide underground. Consequently, additional 

element modules will be added to the core code. 

Results of literature search yielded out four natural phenomena as follows. 

a) Chemical reaction between carbon dioxide and rock minerals 

b) Rock mass deformation due to carbon dioxide injection 

c) Carbon dioxide phase change 

d) Secondary material movement along geological discontinuities 

 

The element modules of the above four phenomena have been completed, including 

the verification. Simultaneously, the basic simulator has been improved. 

 

4) System study 

A system study has been conducted with two objectives: to identify the 

environmental impact and safety levels for the cases of possible combinations 

among locations of large-scale sources of carbon dioxide, means of recovery and 

transportation, and storage points by using multi-dimensional, quantitative 

evaluation indices, and to elucidate the significance of the underground storage 

technology in terms of cost, safety, social acceptance, and others factors among 



a variety of optional countermeasure against global warming. 

This year, we have reviewed the following items: 

・To evaluate the integrated cost reflecting the cost of geological surveys, 

CO2 recovery, transportation, and injection, 

・To estimate the cost of geological surveys by investigating the cost of field 

development of oil and natural gas, 

・To investigate the behavior of the injection carbon dioxide in consideration 

of the flow of groundwater in enterprise scale, 

・To investigate the environmental influence evaluation criteria and method from 

a viewpoint of a general citizen, and 

・To analyze the factor of Japanese social agreement formation. 

 

2. Injection Experiment  

The injection experiment is intended to understand actual behavior of carbon 

dioxide underground by means of various observation methods. 

The following items were carried out. 

 

1) Evaluation of Injection Capability 

The water-lifting test in an injection well was performed, and the injection 

capability of the reservoir was evaluated. 

 

2) Revision of the anticipation of the carbon dioxide behavior underground 

The short-term anticipation on the time-lapse distribution of carbon dioxide 

injected into underground was revised by using the results of the water-lifting 

test. 

 

3) Establishing the monitoring system and initial observation 

The 3rd observation well (last observation well) was drilled, and the instrument 

was set in the well for measuring in-situ temperature and pressure. 

Initial measurement of the cross-well seismic tomography was carried out, and 

seismic observation has been started, as a part of monitoring prior to starting 

the injection. 

 

4) Construction of the injection facilities 

As a part of the facility construction, the basement structures were completed. 

 

3. Geological Study  

The geological study aims to establish the procedures and methodology of 



geo-technical analysis and evaluation for the carbon dioxide sequestration, and 

to provide a useful guideline for the site selection. Geological study also aims 

to do the preliminary study on the site selection, by compiling the existing 

geological information of the offshore areas surrounding Japan. 

 

The following items are carried out. 

 

1) Geo-technical analysis and evaluation 

The methods of the investigation for natural resources, such as oil and gas, 

were reviewed, and their applicability to the carbon dioxide sequestration was 

studied. 

 

2) Preliminary site selection 

Geological structures and geo-technical characteristics are reviewed on four 

offshore areas, that seem to be prospective for the carbon dioxide sequestration. 

 

3) GIS database 

GIS database proceeded to support the site selection. 

 

 


