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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)CO2－岩石反応に係るシミュレーション技術開発、(4)実用性評価から構成され、

これらの研究成果を有機的に結合することにより、ジオリアクターの概念設計をおこなおうとす

るものである。 

 

(1)原位置試験 

CO2固定化の定量的な実証を目標に、単坑式の CO2圧入試験、封圧採水および原位置結晶成長

試験を実施した。CO2 収支検討に関わる坑井内流動のバックグラウンドの影響を見積るために、

試験手順を見直し、CO2 注入試験に先立ち、清水注入(ブランク)試験を実施した。この結果、地

化学的なモニタリングや孔内炭酸塩鉱物の結晶成長に関する定量的データの取得が実現し、雄勝

サイトでは、CO2溶存濃度が 0.8wt％の場合、注入した大半の CO2 が 2～3 日以内に確実に鉱物

固定されることが判明した。すなわち、原位置固定化試験に係る要素技術（封圧採水、結晶成長

試験）の開発・適用により、机上で考案された CO2 固定化シナリオが雄勝サイトで実証された。 

 

(2)室内試験 

CO2固定化反応に関わる基礎データの取得を目標に、実験室における CO2固定化の再現、固定

化条件および固定化反応の評価を行った。注入 CO2に空気が混入した場合の影響を検討するため

の試験、及び低温（150℃以下）、希薄 CO2濃度(1%wt以下)での CO2固定化反応の影響を見積も

るための試験をバッチ式で実施した。この結果、反応温度 100～200℃、CO2濃度 0.2wt%～1wt%

における炭酸塩の溶解/沈澱が把握され、温度、過飽和度、方解石成長速度の関係が得られた。ま

た、低温・希薄 CO2濃度域における固定化傾向、及び空気混入時の固定化影響について、室内実

験およびこれらのシミュレーション解析により把握された。 

 

(3)シミュレーション技術開発 

CO2 固定化検証に関わるシミュレーション技術開発を目標に、CO2 固定化の位置、規模、時間

に関する予測解析手法の開発を行った。今年度は、過年度までに構築された貯留層シミュレーシ

ョン解析モデルを、今年度の原位置試験結果や室内試験解析結果に基づき更新した。また、更新

されたモデルで使用されたパラメータを基に、年間 1万トン規模の CO2注入を行った場合の貯留

層内 CO2挙動の解析を行った。この結果、雄勝原位置試験や室内試験結果を適切に再現する流動

反応系のカップリングモデルが構築され、CO2 固定化の位置、規模、時間に関する予測解析が可

能となった。 

 

(4)実用性評価及び概念設計 

ジオリアクターシステムの実用規模のシステム提案として、シミュレーション技術開発により、

ライフタイム 30 年間、年 1万トンの CO2を処理するシステムを提案し、最適 CO2濃度、注入量、

固定化位置、時間、坑井配置等を検討した。 
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 Summary 

This research and development is designed to establish the conceptual design of the 

Geo-reactor system through a combined program consisting of Field injection test of CO2 

charged water into granitics, Laboratory experimental study of of the CO2 fixation,Simulation 

study for the CO2-rock interactions and Practical evaluation of the system. 

 

(1) Field injection test of CO2 charged water into granitics 

Single well injection of CO2 charged water into granitic rocks at Ogachi geothermal test field 

was executed,followed by water sampling in confined pressure condition and the in-situ 

crystal-growth testing to quantitatively demonstrate a conceptional CO2 fixation model in the 

geothermal reagion.In advance,zero-CO2 charged water injected into the reservoir to assess 

background level of reagional reservoir fluid flow, which closely relates to an estimation of 

CO2 expenditure in the borehole. As a result of CO2 injection, the tracing of the CO2 

concentration variation by a geochemical monitoring and the acquisition of the quantitative 

data regarding the crystal growth for the carbonate minerals were achieved. 

Consequently,when the CO2 concentration was 0.8wt%, most of injected CO2 was securely 

fixed as carbonates within 2～3 days on the Ogachi site.  

 

(2) Laboratory experiments research 

In the laboratory CO2 fixation was reproduced and evaluated by a number of experiments in 

batch aiming at the acquisition of the basic data for CO2 fixation conditions.In addition, 

several experiments were executed to estimate the influence of CO2 fixation in a low 

temperature (150℃ or less) or a low CO2 concentration (1%wt or less).By the experiments,it 

was understood whether carbonate dissolve or precipitate in the range of 100 to 200℃ and in 

the 0.2 to 1wt% CO2 concentration range,accordingly the relation among the temperature, the 

degree of supersaturation, and the calcite growth speed was obtained. 

 

(3)Simulation technology development 

CO2 behavior in the reservoir was analyzed in case of annual CO2 injection amounted to 

10,000-ton scale on the basis of the parameters used in the updated model. Consequently a 

coupling model for convective flow-reaction system was constructed, and the predictive 

analysis concerning time and special distribution of the CO2 fixation became possible.  

 

(4) Practicality evaluation and conceptual design of Geo-reactor system 

The system as a proposal of the Geo-reactor system of a practical scale which would process 

CO2 of 10,000 tons a year for the life time 30 years was examined by the simulation analysis. 

The optimum CO2 concentration,CO2 injection rate, time & spacial distribution of CO2 

fixation, and the well placement in the system were evaluated. 

 




