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まえがき 

 
本報告書は、経済産業省の補助金交付を受けて、財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）

が実施した、平成 18 年度プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発「ジオリアクタ

ーによる排ガス中 CO2の地中直接固定化技術開発」の成果を取りまとめたものである。 
 
京都議定書の発効を受けて、わが国は 1990 年の温暖化ガス排出レベルから 6 %の削減を達成

することが義務となった。経済と環境を両立させた地球温暖化対策を推進するためには、技術研

究開発の果たす役割は非常に大きい。究極的には化石資源に頼らない社会への転換が理想ではあ

るが、その道のりは遠い。このような現状となった今、二酸化炭素の排出量削減に対して即効性

のある対策技術の開発こそが緊急の課題である。 
 
本研究開発は、二酸化炭素の地中貯留技術の一つとして、工場や火力発電所等の排ガスを地下

の地熱岩体へ注入し、岩石と反応させることにより炭酸塩等として固定化し地中に長期に安定的

かつ安全に貯留すると共に、二酸化炭素を除去したガスは回収して大気に放出するシステムの研

究開発を行い、二酸化炭素排出量低減に寄与する基盤を築こうとするものである。 
 
最後に、本研究開発にご協力いただきました多くの関係者の方々に対しまして、心より感謝申

し上げます・ 
 
 

平成 19 年３月 
 

財団法人地球環境産業技術研究機構 
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要約 

 
本研究は、CO2の地中貯留技術の一つとして、工場や火力発電所等の排ガスを地下の地熱岩体

へ注入し、岩石と反応させることにより炭酸塩等として固定化すると共に、CO2を除去したガス

は回収して大気に放出するシステム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固定化技術の開発 

雄勝実験場での原位置試験では、排ガス注入を模擬した低濃度の CO2溶解水を地熱井に注入し、

地中高温下で反応した CO2溶解水を別の地熱井から地上に回収するシステムを構築した。トレー

サ試験の結果から、検出最大濃度／注入濃度はヨウ化カリウムで 7.5/100,000、ウラニンで

1.5/1,000 であった。この違いは各トレーサの注入の仕方によるものであるが、雄勝の貯留層の希

釈率が高いことがわかった。雄勝の貯留層に賦存する熱水のCO2濃度は 200～600 mg/Lであり、

相対的に濃度が高く、その変動幅も大きいことが分かった。 
 
2) CO2固定化技術に係る室内試験 

CO2 水－岩石反応の室内試験及び反応予測評価では、雄勝の岩石と深部地下水を用いて、CO2

との反応試験を行った。その結果、ジオリアクターシステムで想定される温度および CO2濃度の

範囲において、Ca は硬石膏とケイ酸塩鉱物（斜長石や緑泥石等）から溶出し、その速度はとも

に 1E-14～1E-13 mol/cm2/s の範囲であることがわかった。方解石の過飽和度と沈澱／溶解速度

評価では、方解石の飽和指数（SI）と沈殿速度の関係式を得た。反応予測評価では、CO2水－岩

石反応の室内試験結果について地球化学計算コードで解析し、pH5.4～5.9 以上で方解石が沈殿す

る可能性があることがわかった。室内試験で得られた溶出液について方解石の飽和指数を算出し

て沈殿速度を評価した結果、いずれの条件についても方解石の沈殿速度は 1E-10～1E-9 
mol/cm2/s のオーダであった。 
 
3) CO2の流動及び岩石反応に関するシミュレーション技術の開発 
雄勝実験場で行った過去の研究成果を基に、同実験場の貯留層モデルを構築した。構築したモ

デルに原位置試験で想定される注入シナリオを入力することによって貯留層の挙動を推定し、そ

の結果は原位置試験計画の資料となった。原位置試験後は計測された OGC-1 への注入履歴をモ

デルに再現しモデルの最適化を行った。 
 
4) ジオリアクターによる CO2貯留技術の実用性評価 

排ガス注入方法については、充填塔式、スプレー式およびパイプ式での比較を行った結果、パ

イプ方式はジオリアクターで想定している地熱流体と CO2を接触させて、これを地下へ自然注入

するシステムに近く、有効な処理方法である可能性が高いことがわかった。 
CO2貯留可能量の評価では、雄勝地域の貯留層体積を求め、貯留層の空隙率や CO2の溶解度を

設定し、試算した。また、第３章の室内試験で得られた岩石からの Ca の溶出速度や方解石の沈

澱速度等を用いて、原位置試験条件での CO2の固定可能量を試算するとともに、その評価方法に

ついて検討した。 



 vii

Summary 

 
The purpose of this study is to develop a generic technology to fix CO2 as a carbonate 

mineral by injecting emission gases including CO2 from factories and thermal power plants 
into geothermal reservoirs in the subsurface. The results of this study are described as 
follows. 

 
1) Development of CO2 fixation technology by in-situ study 

The system to inject low concentration CO2 dissolved water which simulate emission gas 
injection into the geothermal well and recover CO2 dissolved water which reacted at high 
temperature in the subsurface from another geothermal well was developed from in-situ 
study in Ogachi geothermal field, Akita, northeast Japan. The result from tracer study 
showed that the maximum detected concentration/injection concentration of KI was 
7.5/100,000 and that of NaFl was 1.5/1,000. This difference came from each tracer injection 
method. The dilution rate of the reservoir in Ogachi has been found to be high. CO2 
concentration of geothermal brine in the reservoir in Ogachi was 200 to 600 mg/L, relatively 
high and changed widely. 
 
2) Laboratory Experiments for CO2 Fixation Technologies 

Laboratory experiments of CO2-water-rock interaction using Ogachi rock and brine were 
carried out. The result showed that Ca was released from anhydride and silicate minerals 
(plagioclase, chlorite, etc.) under the condition with assumed temperature and CO2 
concentration in the georeactor system and its rate was within the range of 1E-14 to 1E-13 
mol/cm2/s. The calcite saturation index (SI) and relational expression of precipitation rate 
was derived from the degree of supersaturation of calcite and participation/dissolution rate 
evaluation. The result from laboratory experiment of CO2-water-rock interaction by 
PHREEQC indicated that calcite could be precipitated if the pH is higher than 5.4 - 5.9. The 
precipitation rate evaluation by calculating calcite saturation index of evaluate from 
laboratory experiment showed that the precipitation rate of calcite was 1E-10 to 1E-9 
mol/cm2/s under any condition. 

 
3) Development of Simulation Technology for CO2-water-rock Interaction 

Ogachi geothermal field reservoir modeling was conducted using the study results 
conducted in the field. The reservoir behavior was estimated by the injection scenario for 
in-situ study. Its result became the data for in-situ study project. After the in-situ study, the 
model was optimized by the injection history of OGC-1. 

 
4) Practical Evaluation of CO2 Sequestration Technologies by Georeactor 

Emission gas injection methods were compared column method, splay method and tube 
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method. Tube method could be an efficient disposal method because it is akin to the system 
that brine was contacted with CO2 then injected into subsurface naturally. 

For the evaluation of possible CO2 storage amount, calculation of reservoir volume in 
Ogachi, setting and trial calculation of reservoir porosity and CO2 dissolution rate were 
carried out. Possible CO2 fixation amount under in-situ study condition was calculated by Ca 
release rate from rocks recovered from the laboratory experiment in chapter 3 and calcite 
participation rate. 
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第１章 緒言 

 
1.1 背景および目的 

CO2 の隔離方策の一つとして、地下深部の帯水層へ貯留することが世界的に検討されており、

我が国でも帝国石油岩野原基地（新潟県長岡市）において研究開発が行われている状況である。

この手法は、キャップロックと呼ばれる不透水層の下に存在する帯水層中に CO2を注入し、CO2

をガスまたは地層水中に溶解して長期間隔離するものである。帯水層の温度は 40 ℃前後と低い

ため、注入された CO2は、周囲の岩石とはほとんど反応せずにそのままの形態で存在し続けるも

のと予想される。よって、帯水層への貯留においては、CO2の漏洩に対する長期的な安全性評価

が重要な課題となるとともに、大規模かつ断層等のない連続的なキャップロックが存在する地域

に限られる可能性がある。 
一方、我が国は火山国であり、地温勾配が高い地域が多く存在するが、流体を伴わない地中高

温地域では、そのエネルギーは未利用のままである。また、CO2と岩石の反応速度は高温ほど速

く、炭酸塩鉱物は沈殿しやすくなることが知られている。よって、地中高温地域に工場や火力発

電所等の排ガスを注入した場合、岩石中の Ca 等との反応により炭酸塩が生成し、CO2の固定化

が促進されるとともに、岩石亀裂中で炭酸塩が沈殿する場合には、セルフシーリング効果により、

その下部に CO2を安定的に貯留するシステムを形成することが期待できる（図 1.1-1）。 
また、排ガスを地中に直接注入し、CO2 濃度が低下したガスを回収して放出することにより、

帯水層貯留のコストの大部分を占める CO2 の分離回収コストを大幅に低減化することが可能と

なる。 
本研究は、CO2の地中貯留技術の一つとして、工場や火力発電所等の排ガスを地下の地熱岩体

へ注入し、岩石と反応させることにより炭酸塩等として固定化すると共に、CO2を除去したガス

は回収して大気に放出するシステムの基盤技術を開発することを目的とする。 
 

大規模排出源
地下水面

気液分離装置

注入井

～～100100℃℃

熱熱
～～200200℃℃

岩石＋岩石＋COCO22
→→方解石方解石

自然注入

人工キャップロック形成人工キャップロック形成
（方解石等）（方解石等）

NN22＋＋
不飽和不飽和COCO22水水

（二相流）（二相流）

排ガス排ガス++水水
自然上昇

蒸気+N2など

不飽和CO2溶解水

リサイクルライン

パイプライン
輸送

CO2

溶解トラップ

鉱物トラップ

 

図 1.1-1 ジオリアクターシステム概念図 
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1.2 実施項目 
平成 18 年度は、原位置試験を流通系において実施し、CO2 溶解水の流動や高温岩体の反応性

を予備的に調べ、室内試験によって、岩石の溶解／沈殿速度や各パラメータによる影響を調査し、

原位置試験の解析やシステムの検討に必要な基礎的データを得る。また、CO2の流動及び高温岩

石との化学反応を解析するためのシミュレーションモデルを検討し、原位置試験の予測解析を実

施する。以下に詳細を示す。 
 
(1) 原位置試験による CO2固定化技術の開発 

平成 18 年度は、流体の流動解析が比較的容易である水飽和状態の流通系において、CO2 溶解

水と岩石の反応性を調べた。 
(財)電力中央研究所の雄勝高温岩体発電実験場（以下、雄勝実験場）において、既存の注入井

（OGC-1）から高圧ポンプで水を注入し、地下深部にある高温岩体のレザーバ（亀裂層）中を流

動させた後、回収井（OGC-2）で水を回収する。回収井の水量が一定となったことを確認後、水

の注入を停止し、CO2溶解水と水のトレーサ試薬（KI 等）を同時に添加した。注入水の残圧を利

用して、CO2溶解水とトレーサはレザーバ（亀裂層）中を流動させた後、回収井でサンプリング

を行い、岩石からの溶出成分とともに、CO2濃度とトレーサ濃度の比較測定を行った。 
 
(2) CO2固定化技術に係る室内試験 
原位置試験の解析やシステムの検討に必要な岩石の溶解／沈澱速度等の基礎的データを得るた

め、バッチ式試験及び流通式試験を実施した。 
雄勝実験場等から採取した岩石及び構成鉱物を用いてバッチ式試験を行い、高温高圧環境下で

の CO2－水－岩石間の溶解／沈殿反応と、その反応速度を評価した。試験パラメータは、岩石（も

しくは構成鉱物）の種類、CO2濃度、温度、固液比（表面積／水比）等とした。 
排ガスから溶解した CO2の高温岩体中での流動環境を模擬するため、流通式試験装置による反

応試験を実施した。具体的には、流通系での Ca 炭酸塩鉱物である方解石の過飽和度と沈殿／溶

解速度評価を行った。試験方法は、方解石の結晶を流通式セルにセットして方解石の SI（飽和指

数）を変化させた溶液を流通させ、位相シフト干渉計により方解石の溶解／沈殿速度のその場測

定を行った。 
 
(3) CO2の流動及び岩石反応に関するシミュレーション技術の開発 

原位置試験を解析するとともに、排ガス中の CO2の注入／貯留システムを検討するため、CO2

の溶解、流動及び岩石との反応挙動のカップリングモデルを検討する。また、原位置試験の結果

を解析するとともに、模擬排ガスによる CO2の注入／貯留システを検討するための試解析を実施

する。 
 
(4) ジオリアクターによる CO2貯留技術の実用性評価 

ジオリアクターシステムを開発する際、高温岩体による CO2貯留技術の実用性を評価するため、

排ガス注入方法の検討および雄勝実験場をケーススタディとして CO2 の貯留可能量や鉱物固定

可能量について評価を行った。 
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1.3 実施体制 
 
1.3.1 実施および管理体制 
本研究の実施及び管理体制を図 1.3.1-1 に示す。 

 

所長：茅 陽一
副所長：木村 邦夫

CO2貯留研究グループ

RITE研究所

主席研究員：大隅 多加志
他2名

研究推進委員会

研究企画グループ

GL：岡村 繁寛

プログラム研究チーム

TL：高木 正人
担当：佐藤 孝行、水野 学

(財)電力中央研究所

領域L：海江田 秀志
他1名

中央開発(株)
事業部長：鍛治 義和

他1名

三菱マテリアル(株)
技術主幹：上田 晃

他1名

地熱技術開発(株)
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：佐藤 龍也

他1名

共同研究

外注

外注

外注

 
図 1.3.1-1 研究実施および管理体制 

 
1.3.2 実施担当者 
本研究の実施担当者を表 1.3.2-1 に示す。 

 
表 1.3.2-1 実施担当者 

業務管理者 研究所長　茅 陽一

登録研究員 氏　名 所属・役職 担当事業内容

大隅 多加志 CO2貯留研究グループ 全体総括

研究参事 主席研究員

加藤 耕一 CO2貯留研究グループ 原位置試験

主任研究員 室内試験

シミュレーション技術の開発

実用性評価

三戸 彩絵子 CO2貯留研究グループ シミュレーション技術の開発

研究員
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1.4 実施スケジュール 
本研究の実施スケジュールを表 1.4-1 に示す。 

 
表 1.4-1 実施スケジュール 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

(1)　原位置試験によるCO2固定化技術の開発

　①計画・検討

　②水の注入試験

　③CO2水注入試験

　④結果の解析

(2)　CO2固定化技術に係る室内試験

　①バッチ式試験

　②流通式試験

(3)　CO2の流動及び岩石反応に関するシミュレーション技術の開発

　①解析モデルの検討

　②原位置試験等の解析

(4)　ジオリアクターによるCO2貯留技術の実用性評価

平成18年 平成19年
実　施　項　目

 
 




