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要約 

 

本研究は、蛇紋岩体の地化学環境条件を利用して CO2 を安定的に固定・隔離するための

基盤技術を開発するものとして、以下の研究を実施した。 

 

1) 原位置試験による CO2 固定量評価技術の開発 

北海道日高町岩内岳で実施した原位置試験では、①2 号孔（深度 102m、昨年度掘削した

1 号孔からの距離 25m）の掘削、②1 号孔への CO2注入、③1 号孔、および 2 号孔での揚

水試験、④比抵抗トモグラフィ測定・解析を実施した。 

水質分析結果から、1 号孔における反応の影響を受けた地下水が 2 号孔まで到達してい

ることが確認された。２号孔で得られた水質は原位置地下水による希釈効果が大きいが、

孔間でマグネシウム炭酸塩（ハイドロマグネサイト）の沈殿領域が存在する可能性が得ら

れた。また、ケイ素はほとんど検出されず、25m 程度の孔間距離で反応の多くが終了する

可能性があることが示唆された。比抵抗トモグラフィ結果によれば、CO2注入後に 1 号孔

周辺は高比抵抗化した。地下水自体は低比抵抗化していることから、気泡または固体表面

の影響が考えられるが、２号孔まで比抵抗変化が現れており、数時間のオーダーで 25m 程

度の範囲に CO2 が影響を及ぼすことが明らかになった。 

 

2) 岩石-水-CO2反応に関する室内実験 

室内試験では CO2溶解地下水よる蛇紋岩の溶出試験と、その溶出液を蛇紋岩に反応させ

る沈澱試験を実施した。 

溶出試験の結果から、蛇紋岩の溶解反応は、ブルーサイトと不良結晶度蛇紋石が急激に

溶解した後、初生蛇紋石及びかんらん石が除々に溶解するとともに、非晶質鉱物化蛇紋石

（マグネシウム/ケイ素=1）等が沈澱することが推定された。また、沈澱試験の結果から、

マグネシウム炭酸塩の生成の前にマグネシウムを 1/4 程度固溶するシデライト（FeCO3）

が生成することが確認された。炭酸塩の沈澱による CO2 の固定量は、蛇紋岩の単位表面積

当り 1.9～7.5×10-8 mol/cm2（10MPa、50℃）と見積もられた。 

 

3) 反応と物質移行に関する CO2 地中鉱物固定モデルの開発 

圧入された CO2 の岩体内部での拡がりをモデル化して検討するため、亀裂モデルを導入

した。 

原位置試験で得られた透水性を記述するために亀裂パラメータを推定し、亀裂モデルに

用いた。得られた亀裂特性、昨年度検討した反応モデル、室内試験で得られた沈殿速度の

値などを考慮して反応領域の構造を推定し、ボーリング孔一本あたりの CO2 固定量を見積

もるためのモデルの基礎を確立した。 
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Summary 

 

The aim of this study is to develop a generic technology for CO2 fixation and 

sequestration using geochemical condition of the serpentinite rock mass. The results of 

this study are as follows. 

 

1) In-situ Test 

The in-situ CO2 injection test was carried out at the Iwanaidake ultramafic mass, 

Hokkaido, northern Japan. Two bored holes are drilled, and the depths are 101 and 102 

m, respectively. The distance between two holes is about 25 m. 

The result of water analysis showed that the groundwater which dissolves CO2 

injected into the injection well reached the pumping well. Though dilution effect on 

groundwater was considerable, the precipitation region of the Mg carbonate would 

exist between two holes. The Si content in the pumped water was very low, therefore 

chemical reactions would accomplish between two holes, 25 m. According to the 

tomography, the electrical resistivity of rock mass around the injection well increased 

after CO2 injection by bubble or solid surface effect, while resistivity of groundwater 

decreased. Resistivity around the pumping well was changed, then it was clarified that 

CO2 affects groundwater within 25 m in several hours. 

 

2) Laboratory Experiments 

In the laboratory experiments, the following were carried out: dissolution 

experiment of the serpentinite by CO2 dissolved groundwater and precipitation test 

using solution of the dissolution experiment. 

It was estimated that amorphous serpentine (Mg/Si=1) precipitated, while original 

serpentine and olivine dissolved, after brucite and low crystallized serpentine rapidly 

dissolved. The result of the precipitation test showed that siderite (FeCO3) which 

dissolves magnesium prior to the precipitation of the Mg carbonate. The amount of 

fixed CO2 was 1.9-7.5 E-8 mol (10 MPa, 50 °C) per unit surface area of the serpentinite. 

 

3) Reaction and Transportaion Modelling 

The crack model was introduced in order to model and estimate the extent of CO2 

injected into serpentinite rock mass. 

The crack parameters were assumed to describe the permeability measured by the 

in-situ test. The structure of reaction zone was estimated considering the crack 

character, reaction model and precipitation rate of minerals measured in laboratory 

experiments. The base of the model to estimate the quantity of fixed CO2 per borehole 

was established. 




