
要約 

  
本研究開発は、1)原位置試験による CO2固定化技術の研究、2) CO2固定化技術に係る分析及び

室内試験、3) 原位置試験に係わる CO2－岩石反応の解析、4) 実用性評価の４つの試験研究項目

から構成され、これらの研究成果を有機的に結合することにより、ジオリアクターシステムの概

念設計をおこなうとするものである。 
 

(1)原位置試験による CO2固定化技術の研究では、CO2が地下で炭酸塩鉱物として固定化されるこ

とを確認するために、雄勝実験場において CO2注入試験（CO2注入濃度 1wt%）、孔内封圧採水お

よび孔内結晶成長試験を実施した。CO2注入試験では CO2の収支を明らかにする目的で、CO2溶

解水にトレーサー（NaI 等）を混入した。また孔内封圧採水、孔内結晶成長試験では、クスター

型自動採水装置および新たに製作した結晶成長ゾンデを使用した。CO2 注入試験および孔内封圧

採水では、CO2 の濃度収支や過飽和度の検討などから、CO2 が地下で方解石として沈殿すること

が示唆された。また、孔内結晶成長試験からは、原位置の温度・圧力環境下で方解石が成長する

ことが確認された。方解石の成長速度は、スパイラル成長の場合、シフト位相干渉計により

1.5×10-10m/sec(4.6mm/y)と測定された。 
 
(2)CO2固定化技術に係る分析及び室内試験では、原位置試験を模擬した流通系において、CO2の

沈殿挙動を再現し、炭酸塩鉱物の生成速度および反応条件を明らかにする目的で、室内流通試験

および室内結晶成長試験を実施した。室内流通試験から、反応温度が 200℃、CO2濃度が 0.2wt%
のとき方解石の沈殿が確認された。一方、反応温度が 150℃以下の場合、もしくは CO2 濃度が

1.0wt%の場合には方解石の溶解現象が観測された。室内結晶成長試験からは、スパイラル成長す

る場合の反応温度と過飽和度と方解石成長速度との関係式が得られた。 
 
(3) 原位置試験に係わる CO2－岩石反応の解析では、地化学反応を考慮した貯留層モデルを構築

し、主な化学種の挙動について観測値と計算値を比較したところ、おおむね整合する結果が得ら

れた。その際に必要とされる地化学パラメーターは、室内流通試験結果に対するシミュレーショ

ン解析から同定した。また、貯留層モデルを単純化したポーラスブロックモデルにより、CO2

固定化に関する予備検討を行った。この結果、実スケール、長期間注入における方解石の沈殿状

況が把握された。 
 

(4)実用性評価では、海外動向調査の一環として、アイスランドにおけるジオリアクター類似の研

究開発状況やドイツやフランス等において最近研究が開始されたCO2の深層熱水層や地熱貯留層

への鉱物固定化プロジェクト等について文献調査をおこない、これらの概要について取りまとめ

た。 
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Summary 
In this research and development, four research items below has been conducted to 

establish the conceptual design of the Geo-reactor system for a safe and permanent CO2 
storage by creating carbonate minerals in the subsurface. 
(1)A field research of the CO2 fixation  

A field research in the Ogachi hot dry rock(approximately 200 ℃, mainly consists of 
granitic rocks)site has been conducted.The single well CO2-Injection test  has been enforced 
to inject CO2 dissolved water with sodium iodide tracer by free flowing  through a deep 
geothermal well (OGC-2)to the reservoir.Also chemical monitoring with Kuster Sampler in 
batch has been performed for the estimation of the release of base cations from reservoir rock 
and reaction of CO2 with cations.Resultant CO2-Tracer balance suggests that carbonates 
might precipitate in a few days.In addition,the crystal-growth testing in the bore hole using a 
newly developed chemical reactor sonde was implemented to ascertain CO2 fixation as 
carbonates under in-situ conditions and it was indicated that a spiral growth rate of calcite 
was order of 10-10m/sec. 
(2) Laboratory experimental study of of the CO2 fixation 

The laboratory circulation test and the crystal growth test were executed in the system of 
CO2-supercritical condition to reproduce the precipitation behavior of CO2, and to clarify the 
precipitation rate and the reaction condition of the carbonate mineral. As a result of the 
circulation test, the precipitation of the calcite was confirmed when a reactive temperature 
was 200℃ and the water solubility of CO2 was 0.2wt%. On the other hand, when a reactive 
temperature was 150℃ or less and the solubility of CO2 was 1.0wt%,the dissolution of the 
calcite was dominant. By the crystal growth test an experimental relation among reactive 
temperature, degree of supersaturation, and growth rate was obtained in case of spiral 
growth condition of calcite.  
(3) Simulation study for the CO2-rock interactions. 

In the analysis of the CO2-rock interaction related to the in-situ experiment, the 
observation result was analyzed by constructing a reservoir model in which the geochemical 
reaction was considered.This model shows and predicts good adjustment between the 
observation value and the calculation value for the main chemical compositions. The 
geochemical parameter needed in this model was identified from the simulation analysis to 
the laboratory examination result. Moreover, a preliminary examination concerning the CO2 
fixation according to the simplified resorvoir model (Porous-Block-model) was done to be 
understood for the distribution of the calcite precipitation for a real scale reservoir and a long 
term injection. 
(4)practical evaluation 

A literature survey was done for the status of “Carb-Fix” study in Iceland, which is most 
analogous to the Geo-reactor research and for the mineral trapping in the hydrogeothermal 
reservoir structure in Germany and France and these outlines were arranged. 
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