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1． はじめに 

 
 CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）は，発電所，

製鉄所，セメント工場などから排出される大量の二酸

化炭素を分離・回収し，パイプラインや船舶で貯留地

点まで輸送して，地中の油層や帯水層に封じ込める総

合技術である（図-1）。海外では既に年間 100 万トンク

ラスの商業規模での実施や大規模な実証試験が行われ

ている 1)。国内では，これまで経済産業省の補助事業

として賦存量調査や 1 万トンクラスの小規模な実証試

験を含めた技術調査・技術開発が実施されている 2）。

2008 年 5 月には日本 CCS 調査（株）が設立され，より

大規模な実証試験（数十万トンクラス，2015 年前後に

開始予定）に向けた調査が開始されたところである。 
 CCS の実施に当たっては，漏洩に関する環境影響評

価の観点から，安全性を保証するためのモニタリング

が必要となるが，深部塩水層の特性を把握する技術だ

けでなく，超臨界 CO2 を貯留したことによる特性の変

化や層内での超臨界 CO2 の挙動を正確に予測できる技

術が必要となると考えられる。 
当社ではこれまでに，深部帯水層に貯留された CO2

の挙動予測やを行うための数値解析技術に取り組んで

きた 3），4）。今後，現象の正確な理解や解析精度の向上

のために地盤の基本物性パラメータを把握する実験技

術の開発が非常に重要であると考えている。 
本報ではまず，岩石の浸透特性に関する国内外の実

験技術の現状について述べる。次に，超臨界状態の

CO2 の特性を理解するための可視化実験について述べ

る。最後に，地盤中の温度・圧力条件下で岩石の浸透

率を測定できる実験装置の開発と基本性能試験の結果

について述べる。 
 

2． 超臨界 CO2浸透実験技術の現状 

 
 地下における二相流（CO2と水）の流動挙動を評価

するためには二相流特性の把握が重要である。しかし，

これまでの研究では，相対浸透率の測定例はあるもの

の，データ量は十分ではない。  
水と油の二相流の浸透特性の研究に関しては1970年

代から実験室での測定法が確立してきており（例えば

Mungan & Aime (1972)5））， Honarpour & Mahmood 
(1988)6) が定常法，非定常法，遠心載荷法など異なる

相対浸透率計測方法の長所や短所をまとめている。彼

らは，岩石コア実験において相対浸透率の測定に最も

影響を及ぼすのは，毛管圧の影響（エンド効果），浸透

率のヒステリシス，ならびに寸法効果であるとしてい

る。 CO2は超臨界状態での粘性が水や油と比較して著＊１ 技術センター土木技術研究所地盤・岩盤研究室 
＊２ 大成サービス(株) 

 
 

図－1 二酸化炭素の地下貯留の概念 

Fig.1 Schematic view of Carbon dioxide Capture and Storage
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図－2 相対浸透率（Bennion & Bachu6））  

Fig.2 Relative Permeability (Bennion & Bachu6)) 
 

しく小さいため，これらの因子は水と超臨界CO2の相

対浸透率測定の場合，より大きな影響を及ぼすと考え

られる。 
 一方，粘性の小さな間隙流体の相対浸透率を測定す

る場合，注入速度が小さいとコアの端面でフィンガリ

ング（不均一な浸透現象）を起こす可能性がある。こ

れを防ぐためにこれまでの相対浸透率測定試験では，

岩石コアの端部でポーラスプレートを使用し毛管圧の

影響を平衡化する，注入速度を大きくする，岩石コア

を長くしてコアの中央部だけのデータを用いるなどの

手段で測定が試みられている6)。さらに，測定する相対

浸透率は，一般に注入速度が大きくなると増加するこ

とが知られている8)。 
現状では，このようなフィンガリングや相対浸透率

の注入速度依存性の問いに答えられる十分なデータが

得られていない。超臨界状態CO2の浸透現象を正確に

理解するためには，今後も質の高い試験データの蓄積

が必要と思われる。  
Bennion と Bachu7）は，カナダ Alberta 州，Wabamun 

Laker エリアにおける CO2-EOR を実施するプロジェク

トにおいて，貯留岩の亀裂性炭酸塩岩と砂岩，頁岩キ

ャップロック試料（それぞれ径は 38mm）を用いて，

塩水で飽和した岩石に超臨界状態で CO2 を注入する場

合（排水側）と，CO2 を注入した岩石に再び塩水を注

入する場合（吸水側）について，塩水と CO2 の相対浸

透率を測定している（図-2 は砂岩の例）。排水側の試験

（図の実線）においては，岩石の間隙に存在する不動

水のため，測定された超臨界状態の CO2 の飽和率は最

大でも間隙体積の 60％しか占めていない。図には示し

ていないが，その他の試料についても CO2 による飽和

率は最大で 40-60％で同様の結果が得られている。 

図－3 浸透実験装置 (Benson8)) 
Fig.3 Permeability Test Apparatus (Benson8)) 

 
図－4 浸透実験装置 (薜・大隅 10)) 

Fig.4 Permeability Test Apparatus (Xue & Osumi10)) 

 
図－5 浸透率と体積ひずみ (薜・大隅 10)) 

Fig.5 Permeability and volumetric strain (Xue & Osumi10)) 
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Benson8 ） は ， GCEP （ Global Climate & Energy 
Project）プログラムの中で，既往の文献に発表されて

いる砂岩や炭酸塩岩の相対浸透率を自ら測定するとと

もに既往文献をまとめてデータベース化し Web 上で

掲載しているが測定事例は 16 ケースにとどまってい

る 9)。 
国内では新潟県長岡市の岩野原において1万トンク

ラスのCO2地中貯留実証試験が行われ，地震波探査，

孔内検層，孔間弾性波トモグラフィーなどにより，貯

留されたCO2の挙動確認が実施された2)。薜・大隅10) 

は，CO2フロントの挙動が多孔質砂岩の間隙の大きさ

に依存することを考慮して，間隙率の異なる2種類の

砂岩を用いて，図-4に示す実験装置により透気係数や

ひずみの計測を行った。図-5は多胡砂岩に関する実験

結果で，圧力の増加に伴い平らな間隙が閉塞されると，

岩石の体積ひずみは増加し，透気係数は減少すると報

告している。また，弾性波トモグラフィー解析によっ

て，CO2フロントの挙動モニタリングを行っている10) 
(図-6)。時間の経過と共にCO2フロントが上昇し岩石コ

アのCO2飽和率が増加する様子が分かる。 
末永ら11) は，数値解析によるCO2の挙動予測を行う

際の入力パラメータを求めるために，国内の貯留対象

となりうる砂岩層の岩石を用いて図-7に示す実験装置

により室内試験を実施し，二相流特性として毛管圧，

相対浸透率の計測を行い，それに基づく相対浸透率モ

デルの検討を実施している。 
以上のように，超臨界CO2の浸透特性について実験

的研究が行われているが，データ量は十分ではなく，

一般的な知見が得られるには至っていない。また，実

験手法自体も研究段階と言える。今後は，実証試験サ

イトなどにおいて，浸透特性評価を数値解析による挙

動評価と共に実施していくことが重要となると考えら

れる。 
 

3. 超臨界 CO2可視化実験 

CO2 の浸透試験を行う場合，超臨界状態の純粋な

CO2 はどのような状態のものであるかを確認するため，

図-8，図-9 に示す可視化装置を作成した。 可視化装置

は圧力セル，温水槽，圧力ゲージ，熱電対，および温

度・圧力表示器からなる。圧力セルには観察窓があり，

温度と圧力が変化する時，CO2 の相変化を観察するこ

とができる。 
まず，液相と気相の境界が見える位置まで圧力

5.5MPa，温度 20℃で液体の CO2を圧力セル内に充填し

た。次に水を張った温水槽の温度を室温から徐々に増

 
図－8 超臨界二酸化炭素可視化装置 

Fig．8 Pressure cell for supercritical CO2 visualization 

図－6 P-波トモグラフィーによる CO2の飽和率変化 (RITE2))
Fig.6 Change in CO2 saturation detected by P-wave velocity 

tomography (RITE2)) 

図－7 浸透実験装置 (末永 11)) 
Fig.7 Permeability Test Apparatus (Suenaga11)) 
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加させながらセル内の変化を観察した(図-10)。圧力セ

ル内の温度・圧力を上昇させると，CO2 は図中の矢印

のように液相，気相が共存する位置から超臨界状態に

向かって進む。 
このときの，CO2 の密度変化を，図-11 に示す。温度

に対する水の密度変化が小さいのに対し，例えば圧力

が 8MPa の場合 CO2は 35℃付近で 1℃あたり 10％程度

の密度変化を示す。CO2 の粘性係数の変化は図-12 に示

した。粘性係数も温度の上昇と共に減少する(圧力が

8MPa の場合，35℃付近で，1℃あたり最大 10％の変

化)。これらの値から判断して，実験で求めた浸透率の

値が信頼できるものであるためには，実用的には，浸

透実験において±1℃程度の温度制御がなされている必
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図－11 二酸化炭素と水の密度（WebGasEOS12）) 

Fig．11 Density of CO2  and water（WebGasEOS12）) 
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図－9 超臨界二酸化炭素可視化装置の模式図 
Fig．9 Schematic view of pressure cell for supercritical CO2 

visualization  
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図－10 実験経路 

Fig.10 Changes in temperature and pressure in the test  

   
(a) 気液混合状態  （b）亜臨界状態  （c）超臨界状態 

図－13 二酸化炭素の層変化 
Fig．13 Phase changes of Carbon dioxide 
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図－12 二酸化炭素と水の粘性係数（WebGasEOS12）) 
Fig．12 Viscosity of CO2 vand water（WebGasEOS12）) 
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要があると考えられる。 
図-13 に気体・液体の 2 相状態にある CO2 の温度と

圧力を徐々に増加させた場合の相変化を示す。圧力と

温度の増加に伴い，気体と液体の境界が不明瞭になる。

超臨界状態の一歩手前の亜臨界状態では，気体と液体

の状態が似通ってくると、両方がやや濁ると同時に夕

焼け空のように赤く色付く（図-13 (b)）。これは，液体

全体あるいは気体全体が完全に一様ではなく，局部的

に密度が高いところや低めのところが入り混じり光が

散乱するためであると言われている 14)。濁りや着色は

境界面付近で特に目立ち幅も広がり，全体にモヤがか

かったような状態を経て最終的には再び透明になり，

気体と液体の境界が判別できない超臨界状態に至る

（図-13 (c)）。 
 

4. 超臨界 CO2浸透実験装置の開発 

 
4.1 概要 
 今回製作した実験装置は，深部地層中に相当する環

境条件（温度，地圧，地下水圧，CO2 圧）を岩石コア

試料に与え，超臨界 CO2 の浸透特性などを測定する実

験装置である。CCS では，CO2 を超臨界と呼ばれる状

態で地下に圧入するが，超臨界状態の CO2 の地中挙動

を精度良く予測または監視するためには，CO2 が浸透

した状態での岩石物性（浸透性など）および環境条件

によるその変化を測定する必要がある。以下に実験装

置の構成を示し，それぞれのユニットの特徴，仕様に

ついて解説する。 
 
4.2 浸透装置の基本構成 
表-1 に示すように，実験装置は大きく分けて圧力制

御系統，温度制御系統，浸透制御系統，計測制御系統，

その他に分かれる。それぞれの系統は，以下のような

ユニットで構成されている（図-14，15）。図-15 は浸透

装置の圧力制御，浸透制御の流れを模式的に示したも

のである。 
 

圧力系統：圧力容器，シリンジポンプ，側圧用ポンプ，

圧力センサーなどから構成される。手動ポンプで岩石

コアに側圧を与え，上流側・下流側のシリンジポンプ

で間隙圧あるいは流速を制御して超臨界 CO2 の浸透試

験を実施する。圧力容器は耐圧が 40 MPa で，手動ポ

ンプは 2 MPa～リリーフ設定圧 44 MPa の間で圧力制

御が可能である。シリンジポンプは容量が 500cc，圧

力は 25MPa まで載荷可能である（分解能 9.8kPa）。流

速は 1×10-6 l の分解能で，毎分 0.001～200 ml の範囲

で調節可能である。 

圧力容器

岩石コア

シリンジポンプ
シリンジポンプ

手動ポンプ 
 

図-15 超臨界 CO2浸透実験装置の概要 
Fig．15 Schematic View of Permeability Test Apparatus 

表－1 浸透装置の基本構成 
Table 3 Fundamental units of the permeability test apparatus 

制御系統 構成要素 

圧力 
圧力容器，シリンジポンプ，側圧用ポンプ，圧

力センサー 

温度 
温水循環器，保温ジャケット，温度測定ユニッ

ト 

浸透 上流側・下流側シリンジポンプ 

計測 制御コンピュータ，計測パネル 

その他 
クレーン，ガスボンベラック，CO2 濃度計，安

全標識，断熱材 

 
 

図-14 浸透装置 全体図 
Fig．14 Permeability Test Apparatus 
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温度系統：温水循環器，保温ジャケット，温度測定ユ

ニットなどからなる。温水循環器は±2℃の精度で室温

+15～90℃の温度を調節する。その容量は約 12 l である。

圧力容器とシリンジポンプのシリンダー部は温水ジャ

ケットで覆われ，温水循環器から送り出された温水で

温度を一定に保つ。また，シリンジポンプと圧力容器

を接続する間隙流体の配管には全長にわたり温水循環

器から分岐した温水用チューブを這わせ断熱材で被覆

している。温度は，圧力容器内は温度抵抗体（上中下

3 点，図-16），それ以外の部分では熱電対を用いて計測

する。 
浸透系統：上流側・下流側シリンジポンプ，間隙流体

用配管などから構成される。一般に，下流側のシリン

ジポンプは定圧に，上流側のシリンジポンプは岩石コ

アの浸透率に応じて定圧あるいは定流量制御で浸透実

験を実施する。  
計測系統：制御コンピュータ，計測パネルなどからな

る。端末スクリーンにはシリンジポンプの設定圧力，

設定流速などの他，ポンプのシリンダを図示し，シリ

ンダ内にある間隙流体の残量が一目でわかる。制御コ

ンピュータの主な機能は，シリンジポンプ制御（停止，

開始，流量・圧力の制御），間隙流体の取り込み・排出

である。また，シリンジポンプの流量・圧力，封圧，

圧力容器内の温度を記録する 

その他：クレーン，ガスボンベラック，CO2 濃度計，

安全標識，岩石試料アセンブリー，断熱材，安全弁な

ど。実験作業のしやすさと，安全性を重視してこれら

のものを調達，設置した。 

 
図-17 に安全弁を示す。高圧ガス法の基準に従い，試

験中間隙流体ラインに異常高圧が発生した場合，安全

弁が作動して圧力が低下する。さらに，実験室内には

CO2の濃度計を設置し，安全に配慮している。 

 
4.3 基本性能確認試験結果 
4.3.1 試料・実験条件 
 表-2 に浸透試験で用いた試料の諸量を示す。実験に

は等方均質なベレア砂岩と堆積方向に縞がある多胡砂

岩を用いた。多胡砂岩の浸透は，堆積方向に直角な方

向で実施した。CO2 の圧入深度を地下 800～1,000m 程

度と仮定し，地下で作用する土被り圧と間隙圧を考慮

して，全ての試料について，封圧は 15MPa，間隙圧は

8MPa，間隙圧の差圧は 0.2MPa とした。表-3 に浸透試

験で用いた実験条件をまとめた。多胡砂岩については

常温と 40℃における蒸留水注入と 40℃における（超臨

界状態）CO2 注入を行った。ベレア砂岩については常

温 40℃における蒸留水の注入を行った。 

表-2 試料諸量 
Table 2 Physical properties of specimens 

サンプル 多胡砂岩 ベレア砂岩 

径・高さ 50mm×100mm 50mm×100mm  

間隙率 22.5％ 20.5％ 

乾燥密度 1.98g/cm3 2.09g/cm3 
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間隙流体
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温度 
計測点

 
 

図-16 岩石試料アセンブリーと温度測定 
Fig．16 Rock Specimen Assembly and temp。 measurement 

 
図-17 安全弁（下流側） 

Fig．17 Safety Relief Valve (downstream) 

表-3 実験条件 
Table 3 Test conditions 

サンプル 岩石 温度 間隙流体 

1 多胡砂岩 20℃ 蒸留水 

2 多胡砂岩 40 蒸留水 

3 多胡砂岩 40 CO2 

4 ベレア砂岩 20 蒸留水 

5 ベレア砂岩 40 蒸留水 
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4.3.2 浸透試験結果 
1） 実験装置周辺の温度分布 
 図-18 に，浸透試験に先駆けて行った実験装置周りの

温度分布測定結果について示す。横軸は時間（分），縦

軸は温度である。3 節では温度が±1.0℃で制御される

必要性を示したが，各点での温度が一定になった時点

（温水循環開始から約 150 分後）で側圧と間隙圧を載

荷すると圧力容器内の温度は少し上昇するものの，そ

れ以降は圧力容器内で±0.5℃，間隙流体用の配管部

（熱電対は配管の外側に貼付け，その上から断熱材を

巻いている）やシリンジポンプのシリンダー部で約±

1.5℃となっており，当初の制御目標をほぼクリアして

いると言える。 
 

2）浸透率測定結果 
温度の影響 
 図-19，図-20 に，多胡砂岩とベレア砂岩の浸透率測

定結果を示す（凡例は□と●）。間隙率に大差がないに

もかかわらず，粒径が均一なベレア砂岩の浸透率は異

方的な微視構造 を有する多胡砂岩の浸透率より大きな

値を示している。また，温度が増加することにより，

間隙流体の粘性が低下するため，透水係数（hydraulic 
conductivity）は常温時よりも大きくなるが，圧力と温

度を考慮した蒸留水の密度と粘性係数を用いて intrinsic
な（固有の）浸透率を計算すると，ここに示したよう

に多胡砂岩でもベレア砂岩でもほぼ同じ浸透率を与え

ることを確認できた。  
間隙流体タイプの影響 
図-19，図-20 に，多胡砂岩について 40℃で蒸留水と

CO2 を注入した場合の浸透率を比較した（凡例は●と

◆）。超臨界状態の CO2 の粘性が小さいため，見かけの

透水係数は CO2 を注入した場合の方が大きくなるが

(図-19)，試験時の温度圧力下での密度ならびに粘性係

数を考慮すると間隙流体が異なっても多胡砂岩の浸透

率はほぼ同じ値となることが分かる(図-20)。またこの

値は，図-5 に引用した薜と大隅（2004）10）に掲載され

ている多胡砂岩の浸透率とほぼ同じ値を示しており，

今回の基本性能試験で実施した浸透率測定は妥当なも

のと考えられる。 
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図-20 砂岩の蒸留水と CO2 の浸透試験結果 

Fig．20 Permeability of Sandstones 
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図-18 実験装置周辺の温度分布 

Fig．18 Temperature distribution around permeability apparatus 
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図-19 砂岩の蒸留水と CO2 の浸透試験結果 

Fig．19 Permeability of Sandstones 
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5． まとめ 

 
超臨界状態の CO2 の浸透特性を実験的に調べるため

に，貯留対象となる地盤中の温度・圧力条件下で岩石

の浸透率を測定できる実験装置を作成した。2 種類の

砂岩試料を用いた浸透率測定装置の基本性能試験では，

浸透率を正しく測定できることが確認できた。今回開

発した実験装置を，今後は超臨界 CO2 の浸透現象の把

握ならびに物性パラメータを精度良く測定するための

実験技術・手法の開発，データ蓄積に活用していく。 
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