
大成建設技術センター報 第 45 号(2012) 

53-1

 

 

 

干渉SARの地表面変位観測を利用した 

CO2貯留層の圧力推定と数値モデリング 

 
 

 

山本 肇＊１・大沼 巧＊２・熊谷 司＊３・Jonny Rutqvist＊４ 

 

Keywords : CCS, D InSAR, surface displacement, simulation, inversion, multi-phase flow 

二酸化炭素地中貯留，差分干渉 SAR，地表面変位，シミュレーション，逆解析，多相流 

 

1.  はじめに 
 
火力発電所などの大規模な固定排出源からの二酸化

炭素排出削減対策である二酸化炭素地中貯留技術の実

用化において，CO2 の地中挙動の安価で有効なモニタ

リング手法の確立は非常に重要な課題となっている．

これまでに，地震探査，比抵抗探査，重力探査等，多

くの物理探査技術が実証試験などに適用され，CO2 の

地中挙動把握への有効性が明らかになりつつある．し

かしながら，最も探査精度が高いとされる３次元地震

探査は探査コストが非常に高価なため，経時的な変化

を捉えることは難しいなど，求められる探査精度とコ

ストを両立するモニタリング手法は未確立である． 
近年，衛星からの合成開口レーダー(SAR)を用いた干

渉 SAR（InSAR）技術により，地表地形の立体的変動

を mm～cm 単位で面的に観測できるようになっている．

観測コストも比較的安価であり，１ヶ月の頻度での経

時的観測が可能である．アルジェリアの In Salah プロ

ジェクトでは，年間約 100 万トンの連続的な CO2 の地

中圧入に伴う地表面の変動を鮮明に観測することに成

功している 1)． 
著者らは，そのような地表面変動が地下貯留層の流

体圧力変化を反映していることに着目し，人工衛星の

合成開口レーダーの差分干渉（DInSAR）技術により地

表面変位分布を観測し，これを流体－地盤変形問題と

して逆解析することで，貯留層内の流体圧力や水理特

性の分布を推定する手法を検討している．今回，上記

プロジェクトで取得された干渉 SAR による地表面変位

の観測データを対象に，多孔質弾性体理論に基づく自

動逆解析手法を適用し，貯留層圧力を推定した．さら

に，３次元の多相流体－応力・変形連成解析モデルを

構築し，逆解析結果から示唆される貯留層の不均質性

や水理境界に関する特徴を反映しながら，実測の変位

分布の再現を試みた．以下に手法と結果を報告する．  
 

2.  In Salah Gas プロジェクト 
 
2.1  プロジェクトの概要 
アルジェリアの In Salah Gas プロジェクトは，

Sonatrach，BP，Statoil の３社ＪＶにより進められてい

る天然ガス開発プロジェクトであり，地球温暖化ガス

の排出削減のために商業規模スケールの CO2 地中貯留

が行われている．本地域で産出される天然ガスは CO2 
濃度が高く（5～10%），本プロジェクトでは，天然ガ

スから CO2 を分離・回収後，地中貯留している．CO2 
貯留層として，Krechba フィールドの地下約 1.8km の

石炭紀砂岩層（厚さ 20m）が選定され，ガス生産井の

周辺 3 ヶ所の圧入井から，ガスの生産と並行して CO2 
の圧入が行われている（図-1）．圧入は 2004 年 8 月か

ら開始され，約 50～100 万トン／年のペースで継続さ

れている．貯留層の浸透率が低いため，圧入には長距

離（1～1.5km）の水平坑井を用いている． 
2.2  干渉 SAR による地表面変位観測 

Onuma ら 1)が D-InSAR 手法により観測した地表面の

鉛直変位量の平面分布（圧入開始から約６年後, 2010
年 5 月時点）を図-2a に示す．図中の赤線と青線は，

各々，ガス生産井と CO2圧入井（KB-501, 502, 503 の３
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本）である．全ての圧入井の周辺で隆起が生じており，

一方で生産井周辺では沈下が生じていることが分かる．

隆起域の形状は圧入井毎に異なっており，貯留層内の

圧力分布の不均一性を反映したものと推察される．同

図 b に示す井戸地点近傍の鉛直変位量の経時変化から，

年間数 mm の速度で隆起が生じているのが分かる． 
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図-1 In Salah Gas Projectの概要 

Fig.1 In Salah Gas Project 
 

 

CO2 Injection Wells
Gas Production Wells

 
(a) 地表面の鉛直変位量の分布（2010年5月） 
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(b) 地表面の鉛直変位量の経時変化 

図-2 干渉SARにより観測された地表面変位量1) 
Fig.2  Surface deformation detected by DInSAR 

3.  多孔質弾性体理論に基づく貯留層圧力の

逆解析 
 
3.1  逆解析手法 
観測された地表面変形から地下貯留層の流体圧力の

変化を逆推定する手法として，Vasco らの手法 2)がある．

この手法では，均質な多孔質弾性体における地表面変

位と貯留層内の体積変化との線形関係に着目し，地表

面上での平面的な変位分布から貯留層内の体積変化の

分布を逆解析により求める．さらに，求めた体積ひず

み増分に多孔質弾性体の圧縮率を乗じて圧力に換算す

る．この手法は，すでにアルジェリアの InSalah におい

て PS(Permanent Scatterer)-InSAR 手法による地表変位測

定結果への適用事例がある 2) ．今回は，Vasco らの方

法に若干の改良（解析解の修正，解の安定化法の改

良）を施した逆解析コードを作成し，Onuma ら 1)が D-
InSAR 手法で別途取得した測定結果を対象に適用した． 

今回採用した手法の概要を以下に述べる．なお，今

回はステップ２までのプログラムを作成している． 
（１）ステップ１ 

地表面変位と体積変化の関係は次式の線形関係であ

らわされる． 

)t()t( fΥvu =   (1) 

ここに，u：地表変位，vf：体積変化，t:時間である．

行列 Y（= Yijk）は，観測地点 xk, 積分変数 x', 変位成

分 i, 貯留層（体積 Vj）の格子番号 j として，グリーン

関数 gi(xk, x')の積分により与えられる． 

 ( )dV',gΥ
jV kiijk ∫= xx  (2) 

 今３次元の均質な多孔質弾性体の半空間を仮定し，

変位計測面の標高 Z は一定とする．この時，点 x にお

ける i 方向変位 uiは次式で与えられる． 

( ) ( )dV,gBu
V ii ∫ ζζΔ= x  (3) 

ここに B は Skempton の間隙圧係数， ( )321 ,, ζζζ=ζ
は体積 V の範囲で変化する積分座標であり， ( )ζΔ は

貯留層内での体積変化である．半空間の弾性体におい

て，グリーン関数 giは次式で与えられる 3)． 

( ) ( ) ( )
3

iiu
i S

x
3

1,g ζ−
π
+ν

=ζx   (4) 

ここで， ( ) ( ) ( )2
33

2
22

2
11 xxxS ζ−+ζ−+ζ−= , 
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νu：非排水ポアソン比である． 
 
逆解析では，上記の関係に基づき，観測値 u から vf

を評価する．(1)式：Y vf = u の最小二乗問題は次の正規

化方程式に帰着する．YTY の逆行列はガウス／ジョル

ダン法などで求められる． 

( ) uYYYv T1T
f

−
=   (5) 

逆解析には解の振動をおさえるため制約条件として

フィルターを加える．本手法ではラプラシアンフィル

ターを採用する．３次元の格子点 i, j, k での体積変化を

dVi,j,k とすると，X 方向に ｆ・（0.5・ｄVi-1,j,k―ｄ

Vi,j,k＋0.5・ｄVi+1,j,k）＝０なる式も連立して解く．Y，

Z 方向も同様である．ｆの値が大きいほどラプラシア

ンの効果が強調され，得られる結果は空間的により平

滑化される． 
 

（２）ステップ２ 
 体積変化から貯留層内の圧力変化を次式で求めるこ

とができる． 

( ) ( )dVt,'v',G
3
B)t,x(C)t,(

V ii

2

fv xxxvxp ∫ρ
−=δ  

             (6) 

ここで 

( )( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

ν−ν
ν+ν+

μ
ρ

= u
u

u
2

v K
11

9
2BC    (7) 

( )
i

i
ii x

g2G
∂
∂

λ+μ=     (8) 

δp：圧力変化，vf：体積変化，t:時間，νd，νu：排水

ならびに非排水ポアソン比，μ：せん断弾性係数，

B：Skempton の間隙圧係数，Ku：非排水体積弾性率で

ある． 
(6)式の第１項は弾性的な体積と圧力の変換である．

第２項は貯留層を覆う地層中の応力伝搬の効果を表し

ている． 
いま，半空間を仮定しており(4)式が成り立つ．する

と，(8)式の右辺の偏微分項は， 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )2
ii

2
5

ii
4

ii
3

u

i

i x3S
S
1

S2
x2

S
x3

S
1

3
1

x
g

ζ−−=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ζ−

⋅
ζ−

−
π
+ν

=
∂
∂  

 

 であるので，Giiは恒等的に０になる． 
 
（３）ステップ３ 
  貯留層内の圧力変化は次式によりあらわされる． 

)t(q)PK(
t
PS =∇⋅∇−

∂
∂

   (9) 

ここで，δp：圧力変化，P：圧力，δV：体積変化，

t:時間である． 
 ここで，圧力について次の漸化式による表現を導入

する． 

( )∑
∞

=

σω−

ω−
=ω

0n
n

n)(i

i

)(Ae),(P xx x   (10) 

]t4/)(exp[
t
)()(A)t,(P 2

3
xxxx σ−

π

σ
=

•

  (11) 

dr
K
S)(

)r(
∫=σ

X

x    (12) 

ここで，σ：レンジ，K：浸透率，S：貯留係数である．

すなわち，ステップ２で求められた圧力変化からレン

ジσを求めれば，圧力拡散係数を求めることができ，

浸透率を評価できる． 
3.2  使用データ 
今回は，弾性係数 E=6×109 Pa，ポアソン比ν=0.2

を音波検層結果に基づき設定し，鉱物と間隙流体の体

積弾性係数を Ks=3×1010 Pa，Kf=3×109 Pa と各々仮定

した．それらの値に基づいて Skempton の B 値や非排

水ポアソン比などの多孔質弾性パラメータを算定した

（表-1）． 
逆解析で圧力値を求める格子点として，図-2a の平面

範囲の深度-1800m～-1820m に 80×80×1=6400 個の直

方体格子を設定した．フィルターの値は 10 を用いた． 
3.3  逆解析結果 
逆推定した貯留層圧力の平面分布を図-3a に示す．井

戸近傍の圧力の絶対値も既往の報告 4)と整合する（図-
3b）．この結果から貯留層の水理特性に関し，次の２点

が示唆される．１）圧力上昇域の形状（図-3a）は NW-
SE 方向に伸びた楕円形を呈する．これは，図-4 に示す

当地域に分布する割れ目の卓越方向と整合し，それら

に起因した貯留層内の水理物性の異方性を示唆してい

る．２）圧力上昇域の広がりは圧入開始直後から数年

間変化が見られない（図-5）．この圧力上昇域の局所化
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は，側方への浸透性低下，あるいは閉鎖境界の存在を

示唆する． 
 

表-1 逆解析に使用した多孔質弾性パラメータ 

Table 1  Poroelastic parameters used for inversion analysis 

E (Pa) 6.000.E+09

ν 0.200

Ks (Pa) 3.000.E+10

Kf (Pa) 3.000.E+09

Drained ν 0.200

Undrained νu 0.410

B 0.839

ρ  (g/cm3) 1.000

λ (Pa) 1.667.E+09

μ  (Pa) 2.500.E+09

Ku (Pa) 1.313.E+10

Shear Modulus

Lame's constant

Undrained Bulk Modulus

Poisson's Ratio

Bulk Modulus of Mineral
Constituents

Bulk Modulus of Pore Fluid

Poisson's
Ratio

Skempton's Coefficient

Fluid Density

Elastic Modulus

 

 
(a) 推定圧力の空間分布（2010 年 5 月時点） 

 

(b) 圧入井近傍の圧力の経時変化 
図-3 地表面変位から逆推定した貯留層圧力 

Fig.3  Reservoir pressure estimated by inversion of surface 
displacement 

 

図-4 断層面と割れ目面の方向分布 8） 

Fig.4  Orientation data of faults and fractures 

 
(a) 圧入開始半年後        (b) 6 年後 

図-5 圧力上昇域の局所化 
Fig. 5  Localization of pressurized area 

 
3.4  逆解析のまとめと課題 
地表面変位分布から貯留層圧力上昇量の分布を逆解

析する手法を構築し，これを干渉 SAR による地表面変

位分布データ（2004/11/19～2010/8/30）に適用した．逆

解析から得られた貯留層圧力上昇域は，地表面隆起箇

所とほぼ対応する．逆解析により求めた各坑井周辺地

点における貯留層圧力の経時変化を求めたところ，既

往文献による圧力上昇量と傾向的にある程度整合する

結果が得られた． 
今後の課題として以下のことがあげられる．圧力上

昇域の近傍には偽像が生じており，逆解析時の制約条

件の工夫などの検討が必要である．たとえば，トータ

ルの体積変化量を圧入した流体量を既知情報として与

えるなどが考えられる．干渉 SAR により，水平方向の

変位を特定することは困難であり，今回の逆解析にお

いても鉛直変位量のみを対象としている．それは，圧

力上昇量だけでなく，上昇域の広がりの推定結果に影

響すると考えられる．この誤差に関しては，数値実験

を含めた適用条件の検討が必要である．最後に，今回

の逆解析手法では，地盤の均質性・等方性を仮定して

おり，鉛直方向ならびに平面方向の地層物性の違いは

反映されていない．貯留層や被覆地層の不均質性や異

方性など直接的に反映するには，今回のような解析解

に基づく方法ではなく，次に述べるような数値モデル

の逆解析が必要になるものと考えられる． 
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4.  多相流体－応力・変形連成解析モデル 
 
4.1  概要 
前節では均質な多孔質弾性体を仮定した逆解析を行

ったが，将来予測などには順解析的な数値シミュレー

ションモデルが有用である．３次元の数値モデルを構

築し，逆解析で得られた定性的知見も反映しながら，

実測の変位量の経時変化や空間分布の再現を試みた． 
In Salah の地表面隆起に関しては，すでに Rutqvist 

ら 4)による解析事例がある．今回はそれをベースに，

変動する実測圧入レートの考慮などの改良を加え，浸

透率の異方性，境界条件などの感度解析を実施した． 
4.2  数値解析コード 
多相流体－応力・変形連成解析コード TOUGH-

FLAC5)を用いる．図-6 のように，熱・多相流シミュレ

ータ TOUGH26)（LBNL 開発）と地盤の応力・変形シミ

ュレータ FLAC3D（Itasca 社）を交互実行し，多相流－

熱－地盤応力・変形の連成解析を行う．今回は，超臨

界 CO2の EOS モジュール ECO2N7)を併せて用いる． 
 

 
図-6 TOUGH-FLACの概要5) 

Fig. 6  Concept of TOUGH-FLAC 
 

4.3  解析格子 
3 つの圧入井（KB-501, 502, 503）のうち，KB-501 を

検討対象とする．構築した解析用格子を図-7 に示す．

要素数 11,000，節点数 12,558 の直方体格子である．解

析領域は，横方向 10km×10km，深度方向 4km である．

図-2 中に KB-501 を中心とした 10km 四方の範囲を示す． 
4.4  地層モデル 
 地層モデルを図-7b中に示し，それらの物性値の一覧

表を表-2に示す．深度1.8kmの貯留層は石炭紀泥岩（キ

ャップロック）で覆われ，その上部を白亜系砂・泥岩

が覆っている．地層の浸透及び力学物性は，Rutqvist 
ら4)に基づいて設定する．  
 貯留層の絶対浸透率（1.3×10-14 m2)は圧入井の圧力

上昇量，弾性係数などの力学定数は室内試験や音波検

層の結果を参考にして各々決定されている．なお，応

力条件による空隙率，絶対浸透率，毛管圧力への変化

は今回は考慮しない． 
4.5  解析条件 
貯留層の温度と間隙水圧の初期条件は，現地の調査

結果に基づき，90℃，17.8MPa に各々設定する．初期

の間隙水圧の分布は地表面を地下水位面とする静水圧

分布で与える．初期の地盤は水飽和状態とする．地温

勾配は 0.03℃/m と仮定する．今回は熱伝導・対流等に

よる温度変化は解析対象外であるが，流体の物性（密

度や粘性など）の設定に温度が必要になる．地盤の初

期応力は，土被り圧による深度分布で与える．境界条

件は，流体モデルと力学モデルについて，各々，底面

境界は不透水ならびに鉛直変位固定，側面境界は圧力

固定ならびに水平方向変位固定，地表面境界は大気圧

固定ならびに自由変位の境界とする．  
 CO2 圧入量は，図-8 に示す変動レートのうち，KB-
501 のデータを用いる．圧入区間は，図-7a 中に示す． 
 

 
(a) 平面図（圧入区間と断層は貯留層内のみ） 

 
(b)  鉛直断面図（色は地層を示す） 

図-7 解析用格子 
Fig.7  Numerical grid model 

 
表-2 物性値一覧（基本ケース） 

Table 2  Hydraulic and geomechanical properties 
 Lithology Depth Young's

modulus
Poisson's
ratio

Effective
porosity Permeability

(m) E (GPa) ν(-) φ (-) k(m2) P0 (kPa) m (-)
Cretaceous
sandstones
and mudstones

0-900m 1.5 0.2 0.1 1×10-17 0.05 0.3 19.9 0.457

Carboniferous
mudstones 900-1800m 20 0.15 0.01 1×10-19 0.05 0.3 621 0.457

Carboniferous
sandstone
(C10.2)

1800-1820m 6 0.2 0.17 1.3×10-14 0.05 0.3 19.9 0.457

Mudstone
 (D70) below 1800m 20 0.15 0.01 1×10-19 0.05 0.3 621 0.457

Fault
(Assumed) 1800-1820m 1.5 0.2 0.25 1×10-12 0.05 0.3 19.9 0.457

Residual
gas
saturation

Residual
liquid
saturation

Van Genuchten
 model parameters
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図-8 CO2圧入レート 8）（累積流量=1 bcf=2.83×107 m3） 

Fig.8  Time evolution of CO2 injection rate 
  
4.6  解析ケース 
上記の条件を「基本ケース」とする．これに加えて，

貯留層内の浸透率の異方性（割れ目の影響）や，境界

条件を変化させた感度解析ケースを設定した（表-3）． 
 

表-3 解析ケース一覧表 
Table 3 Sensitivity Cases 

Flow model Mech. model

Base case No No No Open Constant
stress

Fault case Yes No No Open Constant
stress

Anisotropy case No Yes
(kx/ky=10) No Open Constant

stress

Closed boundary case No No No Close Constant
stress

Fixed displacement
boundary case No No No Open

Fixed
displacemen

Additional case A-1 No Yes
(kx/ky=10) No Close Constant

stress

Additional case A-2 No Yes
(kx/ky=10)

Yes
(kin/kout=10 Open Constant

stress

Study case Fault Anisotropic
permeability

Lateral BoundaryComposite
permeability

 
 

 当サイトで地震探査や坑井検層により特定された断

層や割れ目の卓越方向は，各々E-W，NW-SE 方向であ

る（図-4）．今回のモデルでは，NE 方向（圧入井の水

平部と直交する方向）に断層や割れ目を仮定した．断

層のモデル（図-7）は原点を通り平面的に X 軸と平行

であり，貯留層内にのみに存在して，上部のキャップ

ロックを切らないものとする．断層部の絶対浸透率は

1×10-12 m2 (1darcy)とし，貯留層のその他の部分につい

ては 1.3×10-15 m2（1.3md，基本ケースの 1/10）に設定

した．この断層モデルを用いたケースを「断層ケー

ス」と呼ぶ．次に，「異方性ケース」では割れ目などに

よる浸透性の異方性の影響を検討した．具体的には，

X 軸方向の絶対浸透率を Y 軸方向の 10 倍に設定した

（kx=2.53×10-14 m2，ky=2.53×10-15 m2）．なお，上記の

断層ケースと異方性ケースの浸透率は，圧入井地点で

の貯留層圧力の上昇量が基本ケースと同程度になるよ

うに設定している． 
 基本ケースの側方境界条件は，前述の通り，水理境

界条件を開放境界（圧力固定境界），力学境界条件を水

平変位固定境界とする．これに加え，側方境界条件の

影響を見るため，水理境界条件を閉鎖境界（不透水境

界）とする「閉鎖境界ケース」と力学境界条件を応力

固定境界に変更した「応力固定境界ケース」を加える． 
4.7  解析結果 
4.7.1  間隙圧力，体積ひずみ，変位 
 図-9 に，図-7 の A－A’断面における間隙圧力，体積

ひずみ増加量，間隙圧力（圧入開始から 5 年後）を全

てのケースについて示す．CO2 の圧入による間隙圧力

上昇と体積ひずみ増加のほとんどは，貯留層内とその

近傍で生じていることが確認される．つまり，地表面

変位量は貯留層内の圧力上昇を主に反映している． 

(a) 鉛直変位量

(b) 体積ひずみ増分

(c) 間隙水圧増分

 
図-9 体積ひずみと変位量の分布（5 年間圧入後） 

Fig. 9  Displacement , volumetric strain, and pore pressure 
 
4.7.2  地表面隆起量 
 図-10 に，鉛直変位量分布の鳥瞰図を３ケース（基本

ケース，断層ケース，異方性ケース）示す．図では手

前 1/8 ブロックを削って内部を表示している．基本ケ

ースの結果を見ると，鉛直変位量は圧入ゾーンの直上

で最も大きく，深度が浅くなるに従って同心円上に減

少しているのが確認される．断層ケースと異方性ケー

スでは，与えた断層や高浸透率の方向を反映し，X 軸

方向に沿って地表面隆起量が大きいことが分かる．な

お，地表面変動域は CO2移動域（CO2飽和度 1%，灰色

の等値面）に比べて非常に広いことが分かる． 
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4.7.3  干渉 SAR 観測データとの比較 
地表面変位の計算結果を干渉 SAR による観測結果と

比較した結果を図-11，12 に示す．まず，図-11 に，

KB-501 付近での地表面隆起量（鉛直変位量）の経時変

化を示した．今回の単純なモデルにも関わらず，計算

値は観測値を定量的なレベルで再現している（特に圧

入初期の約 500 日まで）．途中，圧入レートの減少期間

（図-8 参照，約 600 日～900 日）では隆起速度が遅く

なり，解析結果では貯留層内の圧力低下により沈下に

転じるケースも見られる．断層ケースでは圧入レート

低下の影響が比較的小さく，変位量が単調増加する．

異方性ケースの変位が基本ケースよりやや大きいのは，

圧力上昇域の局所化による効果である．閉鎖境界ケー

スでは，側方からの流体の排出が生じないため，貯留

層内の圧力が上昇し続け，変位量は単調に増加する．

以上のように，地表面変位量は，貯留層内の浸透特性

や境界条件の影響を反映している． 

kx
ky

0         3        6         9       12      15       18      21      24     mm

鉛直変位量

(a) 基本ケース

(b) 断層ケース

(c) 異方性ケース

CO2 plume

CO2 plume

 
図-10 鉛直変位量の分布（6 年間圧入後） 
Fig.10  Distribution of vertical displacement 

 

図-12 に，圧入開始から約 6 年後における，KB-501
周辺の地表面隆起量の平面コンターを，解析結果と合

わせて示す．先ほどの鉛直変位量の経時変化では，閉

鎖境界ケースが観測値を最も良く再現したが，平面コ

ンターでみると、隆起域が 10km 四方の領域全体に広

がっており，変位域が局所化している実測の傾向と異

なる．一方，異方性ケースでは，割れ目の卓越方向に

沿った隆起域の異方性は表現するが，隆起量が観測値

よりやや小さい．そこで，異方性ケースに閉鎖境界の

効果を加えたケースを設定した．まず，異方性ケース

で側方境界を閉鎖条件にしたケースＡ－１の結果を図-
12b 中に示す．隆起域形状の異方性は表現されるが，

全領域で隆起が生じるのは閉鎖境界ケースと同じであ

る．そこで，ケースＡ－２では，開放境界条件のもと，

図-7a 中の外側領域(outer zone）の浸透率を１オーダー

下げ，緩和された閉鎖境界条件を表現した．その結果

（図-11 と図-12b），隆起量の経時変化だけでなく，隆

起パターンの空間分布（異方性や局所性）も良く再現

できることが分かる． 
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図-11 地表面隆起量の鉛直変位の経時変化 

Fig.11  Surface deformation history near KB-501 
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10x10 km

 
(a) 観測結果 

異方性ケース

Case A-2 
異方性＋準閉鎖境界ケース

閉鎖境界ケース

Case A-1 
異方性＋閉鎖境界ケース

cm
0.5

1.0

0.5

1.0

1.5

0.5
1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

圧入井圧入井

圧入井 圧入井

 
(b) 計算結果（6 年後） 

図-12 地表面隆起量の平面分布 
Fig.12 Vertical surface displacement on the surface 

obtained from the simulations at 4 years (10km×10km area) 
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4.8  CO2 モニタリングにおける地表面変位観測の有

用性について 
以上述べた通り，地表面変位観測から得られる隆起

パターンから，次のような CO2貯留層のモデリングに

有益な情報が得られる可能性がある．  
(1) 貯留層内の圧力上昇量の分布 

一般に，圧入井の坑底など一点の圧力を測定でき

ても，圧力上昇量の空間的な変化や伝搬方向を知

ることは難しい．地表面の隆起域の形状から貯留

層内の圧力伝搬域を推定できる可能性がある． 
(2) 貯留層の浸透率とその異方性，不均質性 

例えば，Vasco ら 2)は，今回のような逆解析により，

貯留層内の流体圧力を推定し，その経時変化から

計算される圧力伝搬速度に基づいて浸透率分布を

評価する手法を提案している．原理的には，貯留

層内の圧力上昇量分布の経時変化から，浸透率の

異方性や不均質性を推定できる可能性がある． 
(3) 水理的なコンパートメントの形状と連続性 

例えば，平面的にある領域内の圧力のみが上昇す

る場合には，不透水性の断層などで囲まれた水理

的な閉鎖区画（コンパートメント）に CO2を圧入

している可能性がある．地表面の隆起量分布の観

測から，このような水理的なコンパートメントの

分布や形状の情報が得られる可能性がある． 
(4) 潜在的な漏洩経路 

今回は解析結果を示していないが，キャップロック

などに浸透率の高い箇所が局所的に存在し，貯留層

圧力が鉛直方向に伝搬すると，地表に隆起量が大き

いアノーマリとして表れる．圧力伝搬は CO2 移行よ

りはるかに速いため，将来 CO2 の漏洩の可能性のあ

る高浸透性の箇所を事前に指摘できる可能性がある． 
 

5.  まとめ 
  

以上の結果を要約すると以下の通りである． 
・ アルジェリアの In Salah の CO2地中貯留プロジェ

クトを対象に，Onuma ら 1)が干渉 SAR で観測した

地表面隆起挙動データをもとに，逆解析による貯

留層圧力の推定をおこなった．その結果，Vasco ら

方法は地表面変位量から貯留層圧力を迅速に推定

する上で有用であることが分かった． 
・ 二相流体－応力・変形連成シミュレーションを実

施し，干渉 SAR による地表面隆起挙動の再現を試

みた．その結果，比較的単純なモデルにも関わら

ず，地表面変位の経時変化を定量的レベルで表現

できた．  
・ 干渉 SAR で観測される地表面変位の分布パターン

は，今回の数値解析結果から確認されたように，

貯留層内（あるいはその近傍）の圧力上昇量の分

布を反映している． 
・ したがって，(1) 貯留層内の圧力上昇量分布，(2) 

貯留層内の浸透率分布や (3)水理コンパートメント，

(4) 潜在的な漏洩経路など，有用な情報が得られる

可能性があり，他の坑井試験や探査データや数値

解析と組み合わせることにより，CO2地中挙動の

把握に大きく役立つ可能性がある． 
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