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1.  はじめに 
 
地球温暖化対策において，製鉄プラントや火力発電

所から排出される二酸化炭素ガスを，地下深部の地層

中に圧入するという，「二酸化炭素の回収・貯留技術

（Carbon dioxide Capture and Storage; CCS）」1)が，即効

性のある有効なオプションの一つとして国際的に認知

されつつある。国内では，（財）地球環境産業技術研究

機構（以下，RITE）を中心に，基礎実験や実証試験を

通じた技術開発が進められている。本技術の実用化に

あたり，圧入後の二酸化炭素の地下挙動を正確に予

測・把握し，大気圏への漏洩リスクを予測する技術の

確立が重要な課題になる。その手段として，二酸化炭

素の物理化学特性や貯留サイトの地質特性を考慮した

数値シミュレーションを行うべきであることが，IPCC
（気候変動に関する政府間パネル）がまとめた CCS の

ガイドラインで述べられている 2)。 
CCS の社会的受容の観点から，副作用として生じる

環境影響リスクや安全性については，数 1,000 年以上

の長期的な将来も視野に入れて十分に吟味されなけれ

ばならない。この評価において，数値シミュレーショ

ンは有効な手段として考えられるが，圧入箇所を中心

とした広大な領域（例えば，数 10km）の環境影響を，

をシミュレートするには，数 100 万～数 1,000 万グリ

ッドの大規模問題を解く必要がある。しかし，二酸化

炭素の地下挙動の解析は非線形性が強いため，既往の

国内実績では，主に計算時間の問題からシングル CPU
では数万～10 万グリッドが実用上の限界とされている。  

本研究では，二酸化炭素の地下圧入により生じる広

域的な環境影響を高精度で評価するための，「二酸化炭

素地下貯留の大規模シミュレーション技術」を開発し，

実用化することを目的としている（図－1）。 
本報告では，その最初のステップとして，実用的な

大規模計算を実現するために構築したシミュレーショ

ンシステムについて述べた後，計算性能の確認をかね

て実施した二酸化炭素の大規模圧入による広域地下水

流動系への影響に関する予察的なシミュレーションを

紹介する。 
 

2.  二酸化炭素の地下貯留シミュレーション 
 
二酸化炭素は，圧力 7.38MPa， 温度 31℃以上の温

度・圧力領域において超臨界流体となる（図－2）。超

臨界流体は，気体と液体の中間的な物理化学的性質

（粘性，密度など）を示す。そのため，気体よりも密

度が大きく，液体よりも粘性が小さい超臨界流体の状

態で圧入する方が，貯留効率や安全性の面で有利と考

えられている。つまり，二酸化炭素が超臨界状態にな

る深度 800m 以深，温度 35℃以上程度の貯留層（砂層

などの浸透性・空隙の大きな地層）が地下貯留の主対

象になる。 
地下における二酸化炭素の貯留メカニズムは，流体

 
図－1 CO2地下圧入と周辺地下水影響の概念 

Fig.1 Concept of CO2 geologic storage and impact on 
groundwater flow systems 
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トラップ，残留ガストラップ，溶解トラップ，鉱物ト

ラップに分けられる。流体トラップは，二酸化炭素の

流体プリュームが低浸透性の背斜構造の地層（キャッ

プロック）の下に物理的にトラップされることである。

残留ガストラップは，気泡が貯留層の空隙に取り残さ

れて動けなくなるメカニズムをいう。溶解トラップは

地下水中への二酸化炭素の溶解を意味する。これらの

うち，流体トラップは，最も貯留効率の良い貯留メカ

ニズムである。しかし，貯留された二酸化炭素は，周

辺の地下水よりも密度の小さい超臨界流体あるいは気

体の形態で存在し続けるので，キャップロックの劣

化・破壊が生じると浮力により漏洩するリスクを長期

的に抱えることになる。一方，残留ガストラップと溶

解トラップは，長期安定性が比較的高いと考えられて

いる。最後に，鉱物トラップは炭酸塩鉱物化による固

定化を意味し，長期的な安定性が最も高い貯留メカニ

ズムである。しかし，十分な量の炭酸塩鉱物が生成す

るには 1,000 年以上の長期を要すると考えられている 1)。  
二酸化炭素の地下挙動シミュレーションでは，上記

の固定化機構を考慮するために，二酸化炭素の流体物

性（密度，粘性，地下水への溶解度）や，地下水（塩

水）との二相流特性（相対浸透率，残留飽和度，毛管

圧力等）をモデル化したシミュレータを使用する必要

がある。鉱物トラップについては，地球化学計算との

連成解析が必要である 3)。 
上記の機能を有するシミュレータには，既に油層

系・地熱系シミュレータに改良を加えて開発されたも

のが複数あり，世界各地の EOR（石油増進回収法）や

帯水層貯留の実証試験サイトなどに適用されている。 
代表的なシミュレータとして，油層系シミュレータ

の GEM-GHG 4)（カナダ，CMG 社）， Eclipse-300（フ

ランス，Schlumberger 社）や，地熱系シミュレータの

TOUGH2/ECO2N 5), 6)（米国，Lawrence Berkeley National 
Laboratory）などが挙げられる。 

 

3.  並列化シミュレータ TOUGH2_MP を用

いた大規模シミュレーションシステム 
 
3.1  概要 
本研究では，非等温・多成分・多相系の汎用地下流

体シミュレータ TOUGH2V25)と二酸化炭素用の状態方

程式モジュール ECO2N6)を用いた。 TOUGH2/ECO2N
は，二酸化炭素の地下圧入のフリオ実証試験（米国，

テキサス州）などを通じ，その検証が進められている。

温度・圧力条件に鋭敏な二酸化炭素の物性（密度・粘

性）や，二酸化炭素ガスと水の二相流特性による非線

形性は，計算時間を増加させる。今回は，大規模モデ

ルを解析するために，TOUGH2/ECO2N を並列化した

バージョンである TOUGH2_MP ECO2N7), 8)を導入した。

そして，大規模モデルの作成と計算結果の可視化に必

要となるプリ・ポストプロセッサを新たに整備した。

特に，地形や地質構造の形状を反映した自由な形状の

非構造格子の生成を行なえる TOUGH2 用のボロノイ格

子生成プログラム VMESH を開発した。 
コンピュータに関しては，大成建設が保有する並列

計算機 PC Linux クラスター（Xeon3.6GHz×2CPU×2 
node）と SGI ONYX3800 (MIPS R14000 (500MHz)×
64CPU）に TOUGH2_MP を導入し，動作を確認した。 
3.2  支配方程式 
 TOUGH25)では，閉境界Γn に囲まれた体積 Vn に対して

積分された次式のエネルギー・質量保存則を解いている。 
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ここに，Mκ：成分κの単位体積当たりの質量(kg/m3)またはエ

ネルギー  (J/m3)，Fκ：成分κのフラックス(kg/m2s または

J/m2/s)，qκ：成分κのシンク／ソース項（kg/m3s または J/m3s），

n は部分面要素 dΓn の法線ベクトルである。 
 左辺の Mk は次のように書ける。 
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ここに，φ：空隙率，Sβ：β相の飽和度，ρβ：β相の密度

（kg/m3），Xκ
β：β相における成分κの質量分率，ρR：

岩石粒子の密度（kg/m3），T：温度（℃），CR：岩石の

比熱（J/kg℃），Uβ：β相の内部エネルギー(J/kg)，上付

き添字の h は熱を表す。 

（Tc, Pc）  
図－2 CO2の相図と密度（Pc=7.38MPa, Tc=31℃）12) 

Fig.2 Phase diagram and density of CO2 
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移流による質量フラックスは，全ての相のフラック

スを合計して求められる。 

∑=
β

β
κ
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κ FXF
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                        (4) 

β相の質量フラックスは，次式の多成分に拡張した

ダルシー則により計算する。 
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ここに，μβ: β相の粘性係数(kg/ms)，uβ：流速，k：絶対浸透

率(m2)，krβ：β相の相対浸透率，Pβ：β相の圧力(MPa)である。 
熱フラックスは，熱伝導と熱対流を考えて， 
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ここに，λ：熱伝導率(W/m℃)，T：温度(℃)，hβ：β相

の比エンタルピー（J/kg）である。 
3.3  数値解法 
 積分差分法により，(1)式を時間と空間について離散

化すると，次のような残差形式の非線形代数方程式が

得られる。 
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ここに，ベクトル xt：時間 t における解（温度，圧力，

飽和度など），Rκ
n：グリッドブロック n における成分κ

に関する残差，Vn：ブロック n の体積，q：質量または

エネルギーのシンク／ソース，Δt：時間ステップ，

Anm：ブロック n と m が接する面積，Fnm：ブロック n
と m 間の平均フラックス，である。 
 そして，(7)式をニュートン・ラプソン法により解く。 
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ここに，xi，p+1 は i 番目の変数の p 回目の反復計算ステ

ップでの値である。 
3.4  状態方程式モジュール ECO2N 

TOUGH2 では，流体の密度や粘性などは，状態方程

式（EOS）モジュールにより計算される。ECO2N6)は，

CCS 用に開発された EOS モジュールであり，CO2，

H2O， NaCl の３成分と液相，気相，固相の３相を扱う。

ただし，液相と気相は，各々，水と CO2 を主成分とす

る。固相は塩（ハライト）の生成のみ考慮している。

CO2 については超臨界状態の取扱いに主眼が置かれて

おり，気相 CO2 と液相 CO2 の区別はなく，相変化は生

じない。すなわち，全ての亜臨界・超臨界 CO2 は，単

一の非濡れ相（気相）のように扱われる。  
液相中と気相中における H2O と CO2 の分配は

Spycher & Pruess10)の相関に若干の改良を施したモデルが

用いられている。この相関は，ある相における各成分

の化学ポテンシャルが等しくなるように決められてい

る。気液相中の成分分配は，温度・圧力・塩分濃度の

関数として計算され，12℃≦T≦100℃，P≦60MPa の

温度・圧力範囲とハライト飽和以下の塩分濃度の範囲

において，実験値と同等の精度を有する。 
水の物性は，International Formulation Committee11)の

蒸気表に準拠して計算される。純粋な CO2 の物性（密

度，粘性，比エンタルピー）は，Altunin ら 12)の相関に

より計算される。この相関から計算される物性値は，

Span & Wagner 13)の状態方程式と整合的なことが分かっ

ている（Garcia14））。気相の密度，粘性，比エンタルピ

ーは，100℃以下の温度範囲であれば，水の存在による

影響を近似的に無視できるので，上記の純粋な CO2 の

値により与えられる。 
塩水の密度は，Haas15)と Andersen ら 16)による相関式

により塩分，圧力の影響を考慮し，さらに Garcia17)の方

法によって CO2 溶解量，温度の影響を加えて計算され

る。塩水の粘性は，Phillips ら 18)による相関を用いてい

る。この相関は，温度 10～350℃，塩分濃度 5 molal 以
下，圧力 500bar 以下の範囲において，誤差 2%の範囲

で実験データを再現している。塩水の比エンタルピー

の計算には，Lorenz ら 19)の相関を用いている。 
3.5  TOUGH2_MP による並列計算 
前述の通り，TOUGH2_MP7), 8)は TOUGH2 を並列化

したバージョンであり，並列計算機の膨大なメモリを

使用でき，計算時間を短縮できるため，大規模で複雑

な計算が可能になる。並列化手法として，図－3 に示

すように，計算領域を予め分割し、それぞれの領域を

各 CPU ごとに処理するドメイン・デコンポジション

法を用いている。各 CPU は，分割領域毎に，熱力学変

数の更新，質量・エネルギー方程式の組み立てなどを

行なう。各領域の線形方程式は，並列計算用の反復法

ソルバーパッケージ Aztec20)により，複数 CPU 上で並

列して解かれる。領域分割は、グラフ分割ライブラリ

METIS21)を使用し，非構造グリッドに対応可能である。

CPU 間のメッセージ授受には MPI（Message Passing 
Interface）ライブラリを使用している。近年のキャッシ

ュ速度の向上や通信アルゴリズムの高速化により，

CPU 数以上の計算速度の向上率（例えば 200 台で 200
倍以上）が得られること（スーパーリニア）が報告さ

れている 7)（図－4）。当初，スーパーコンピュータ

（CRAY T3E と IBM SP）上で並列化された後，現在は

Linux クラスターやマルチコア PC に移植されている。 
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3.6  ボロノイ格子生成プログラム VMESH 
 TOUGH2 のデータ形式に対応した格子生成プログラ

ムとして，TOUGH2 に付属の MESHMAKER や市販の

Petrasim（Thunderhead Engineering 社製）などがあるが，

３次元では直方体格子しか生成できない。そこで，よ

り自由な形状の非構造格子を生成できるように，

TOUGH2 用のボロノイ格子生成プログラム VMESH を

開発した。VMESH は，地形や地質構造の形状を反映

したボロノイ格子を容易かつ迅速に作成できる。 
 

4.  適用事例 －大規模圧入による広域地下

水流動系への影響検討－ 
 
4.1  概要 
我が国で考えられている二酸化炭素の帯水層貯留は，

自然水圧を保持している天然の帯水層（地下水を保持

している浸透性の高い地層）に対して，二酸化炭素を

連続的かつ大規模に圧入するものである。圧入される

二酸化炭素量は，１地点あたり年間 100 万トンを超え

ると予想される。二酸化炭素をバージンの帯水層へ圧

入すると，相当量の地下水が帯水層から排除されるこ

とになるが，排除された地下水は深部から浅部へと移

動し，生活圏を含む広域の地下水の流動形態や水質を

変化させる可能性がある。既往の研究では，二酸化炭

素ガスの地中挙動のみに焦点を当て，貯留層のみをモ

デル化した解析が行われている．しかし，広域地下水

環境影響を検討するには，地表地形や貯留層以外の地

層も含めた総合的なモデル化・解析が必要である． 
ここでは，今回開発した計算システムの性能や適用

性を確認するために，フィールドスケールの大規模モ

デル（約 100 万グリッド）に対して二酸化炭素圧入と

それにより生じる広域地下水流動系への影響を予察的

に解析した事例を紹介する 22)。 
4.2  対象地域の地形・地質 
東京湾を含む関東平野南部地域を解析対象とした。

当地域は，我が国で最大の経済活動地域であり，火力

発電所や製鉄所などの二酸化炭素の大規模排出源が多

く存在する。また，深度 1km を超える大深度ボーリン

グが数 10 本存在しており，地質や地下水の情報が豊富

である。1950 年代から天然ガスの調査や採取のための

ボーリングが多く行われ，1970 年代以降は地震観測，

地盤沈下観測，地殻応力測定等を目的とした調査観測

井も多数実施されている。その他，データは非公開の

ものが多いが，民間企業や地方自治体による温泉井戸

20km

B

B’

A’

A
 

図－5 関東平野南部地域の地形図 
Fig.5 Topographic map of Kanto Plain 
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図－6 東京湾周辺地質断面図（断面位置は図－5 参照）27) 

Fig.6 Geologic cross section around Tokyo Bay 
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Fig.3 Domain decomposition 
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図－4 CPU 数と計算速度の関係 7) 

Fig.4 Number of processors and speedup 
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も存在する 23)。 
関東平野南部地域は関東水盆における地下水の流出

域であると同時にガス田や鹹水・着色水があることで

も知られている。図－5 に示す地形図から類推される

ように，関東平野の地下水は，周辺の山地や丘陵地で

涵養され，地形・河川に沿って流下している。ただし，

流出域・涵養域の分布は，地形だけでなく，地下水を

胚胎する地層の分布・構造によっても規制されること

が指摘されている 24)。 
関東地方南部の地質は，先新第三紀層の基盤岩の上

位に新第三紀鮮新世～中新世の安房層群，その上位に

第四紀更新世～新第三紀鮮新世の海成層である上総層

群が堆積し，これを第四紀更新世の下総層群が覆って

いる 25)。 
上総層群の層序を表－1 に示す。以下，佐々木ら 25)に

基づき，上総層群の特徴を述べる。表－1 中の泥岩優

勢層は，下位より十宮層，黄和田層，国本層および笠

森層上部・佐貫泥岩部層である。ただし，ここで泥岩

優勢層として区分している場合も，砂岩・泥岩の細か

い互層であり，均質塊状の泥岩の分布を示すものでは

ない。砂岩優勢層は，下位より梅ヶ瀬層，長南層及び

笠森層上部・周南砂岩部層である。例えば，梅ヶ瀬層

は，厚さ 10～300cm の中粒～粗粒砂岩が主体のタービ

ダイト砂岩を主体とする砂勝砂泥互層であるが，全体

には砂勝ち互層と泥勝ち互層が交互に繰り返し，岩相

変化に富んでいる。礫岩優勢層は，下位より黒滝層，

東日笠層，市宿層下部・長浜砂礫部層である。東日笠

層は，大部分が厚いタービダイト砂岩である。礫岩層

には，泥岩の薄層や中～細粒砂岩を挟在するが，比較

的均質である。上総層群は，全体に砂岩と泥岩の細か

い互層が主体であり，側方・深さ方向の層相・層厚変

化が非常に著しく，広域的な地盤物性の評価は非常に

困難とされる。 
4.3  解析モデル 
4.3.1  地形・地層構造モデル 

東京湾周辺の概念的な地質断面図を図－6 に示す。

RITE27)は，同図中の上総層群の中部または下部を二酸

化炭素貯留層とし，その上部を被覆する上総層上部と

下総層を遮蔽層として想定した検討を行なった。 
今回，東京湾を中心とした 60km×70km 領域を対象

に，地形面と地層面形状を反映した３次元高解像度の

地質構造モデルを構築した。地形面形状と地層面形状

（下総層群と上総層群）には，佐々木ら 26)による３次

元形状データ（平面格子間隔 200m）を用いた。例とし

て，上総層群の基底深度分布図を図－7 に示す。この

深度分布は，図中のボーリングデータと反射法弾性波

探査結果を用い，地球統計学により補間して作成され

たものである。 
作成した解析グリッドを図－8 に示す。 平面方向に

格子点距離 500m でボロノイ分割し，深度方向には，

地形や地層面形状に沿って 48 レイヤーに分割した結果，

表－1 上総層群の層序（文献 25 に基づき作成）とモデル 
Table 1 Stratigraphy of Kazusa Formation and its model 

Lithofacies Model
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図－7 上総層底面標高 25) 

Fig.7 Bottom elevation map of Kazusa Formation 
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図－8 作成した解析グリッド（約 100 万グリッド） 
Fig.8 High-resolution gridblocks (approx. 1 million grids) 
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グリッド総数は約 100 万となった。 
 以上のように層群単位の形状はモデルに陽に反映さ

れている。しかし，上総層群の単層の層相変化は著し

く，現時点の情報から層群内の砂・泥層の３次元分布

を広域的に規定するのは困難である。今回の解析では，

次に述べるように仮定した２種類の地層モデルを予察

検討した。 
(1) 連続地層モデル 
 表－1 の上総層群の層序を簡略化し，同図中の右側

のよう砂層と泥層に区分した。特に，前述した RITE27)

の提案に基づき，上総層群中部に位置する梅ヶ瀬層

（砂岩優勢層）と東日笠層（礫岩層）を，貯留対象の

砂層とし，その上部の泥岩優勢層である国本層を遮蔽

性能を有する泥岩層としてモデル化した。そして，砂

泥層が側方へ完全に連続すると仮定し，図－9a の連続

地層モデルを作成した。 
(2) 不連続地層モデル 
 不連続地層モデル（図－9b）では，上総層群内の砂

泥層の側方への不連続性を，地球統計学手法を用いて

表現した。砂泥比率を 0.5，砂層の連続性を側方 5km
（RITE27）を参考），深度方向 20m と仮定し，無条件シ

ミュレーション（unconditional simulation）により，確

率的に地層構造を生成した。この計算には，スタンフ

ォード大学で開発された地球統計学手法パッケージ

GSLIB28)を使用した。通常，確率モデルでは 100 以上の

リアライゼーション（確率的に発生した１ケース）を

必要とするが，今回は時間的制約により 10 リアライゼ

ーションを作成した。 
4.3.2  水理物性値の設定 
 上総層群の深部における透水係数の系統的データは

少ない。今回は，水理物性値を以下の暫定的な値に設

定した。横方向浸透率は砂岩層で 100md（透水係数換

算で約 1×10-4 cm/s），泥層で 1md（透水係数換算で約

1×10-6 cm/s）とし，縦方向の浸透率を横方向の 1/10 と

仮定した。空隙率は，孔内検層や室内試験により得ら

れている 30%～50%の値を参考に 23), 26)，空隙率を一律

40%を与えた。岩石圧縮率は，既往文献による上総層

群の弾性係数データを参考に，1×10-9 Pa-1 を与えた。

以上の暫定的に設定したパラメータについては，今後，

系統的なデータ収集を伴った検討が必要である。 
4.3.3  流動モデル 
水と二酸化炭素の気液相を考慮した二成分・二相流

体を取り扱う。今回は塩分濃度を考慮せず，温度は計

算対象としない。ただし，二酸化炭素と水の流体物性

の温度依存を設定するために，T=15℃ + 30℃/km×深

度(km)の地温勾配をモデル全領域に渡って与えた。二

相流解析に用いた相対浸透率ならびに毛管圧力と飽和

Sand
kh=100md

Mud
kh=1md

Shimosa G. (mud) ： kh=1md

kv=kh/10

10 km

1k
m

 

(a) 連続地層モデル 

Sand
kh=100md

Mud
kh=1md

Shimosa G. (mud) ： kh=1md

10 km

1k
m

 
(b) 不連続地層モデル（リアライゼーション No.1） 

図－9 地層モデル 
Fig.9 Geologic layer models 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Liquid Saturation

Li
qu

id
 R

el
at

iv
e 

 P
er

m
ea

bi
lty

Liquid
Gas

λ=0.457
Slr=0.2
Sls=0.995
Sgr=0.050

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Water Saturation

C
ap

illa
ry

 P
re

ss
ur

e,
 P

a
λ=0.457
Slr=0.2
1/P0=2.8E-4
Pmax=1E+07
Sls=0.995

l=0.457
Slr=0.4
1/P0=1.6E-5
Pmax=1E+08
Sls=0.995

Mud

Sand

 

(a) 相対浸透率     (b) 毛管圧力 
図－10 二相流パラメータ 9) 

Fig.10 Two-phase flow parameters 
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図－11 仮定した圧入箇所と観測ポイント 
Fig.11 Hypothetical locations of injection and observed points 
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度の関数を図－10 に示す。相対浸透率には，液相と気

相に van Genuchten と Corey の式を各々適用し，パラ

メータは Pruess ら 9)の値を用いた。毛管圧力も，

Pruess ら 9)で用いられた van Genuchten の式とパラメー

タを用いたが，泥岩については，Katz & Lee 29)を参考

に，Slr （不動水飽和率）を 0.2 から 0.4 に変更した。 
4.3.4  境界条件 
(1) 二酸化炭素の圧入条件 
 二酸化炭素を圧入する帯水層は，前述の通り，深度

800m 以深の上総層群中部の梅ヶ瀬層と東日笠層とし

た。この深度においては，二酸化炭素は全て超臨界状

態となる。圧入井は，上総層群の分布深度が深くなる

東京湾の東側（房総半島寄り）に，10 本を２列に分け

て設定した。圧入レート（質量流量）は一定とし，圧

入井１本当たり 100 万 t/年とした。従って，計 10 本ト

ータルの圧入速度は，1,000 万 t/年である。圧入は 100
年間継続した後中止し，シミュレーションは圧入開始

から 1,000 年後まで実施した。 
(2) 外部境界条件 
 地盤表面（地表面・海底面）と側方境界は，圧力固

定（完全水飽和）とし，底面を不透水境界とした。圧

力は，地表面及び海水面で大気圧（1 atm）とし，側方

境界面には静水圧分布を与えた。 
4.4  解析ケース 
 解析ケースを表－2 に示す。連続地層モデルでは，

感度解析として，圧力の拡散速度に影響する岩石圧縮

率を１オーダ－増加したケースＡと，泥層の浸透率を

１オーダー高くしたケースＢを実施した。 
4.5  解析結果 
4.5.1  二酸化炭素の地中挙動 

基本ケースについて，圧入開始から 1,000 年後にお

ける二酸化炭素プリュームを図－12 に示す。同図 a は，

前述の 10 地点から圧入されたプリュームを示してい

る。同図中の b, c は，同図中 a に示した断面における

二酸化炭素（超臨界状態）の飽和度と地下水への溶解

量を示している。図－13 に示すように，圧入された二

酸化炭素は，初期には大部分が超臨界流体として存在

するが，圧入後もプリュームの拡大とともに，地下水

中に溶解する割合が増加する。図－12b,c を見ると，プ

リュームは，貯留層（砂層）を覆う遮蔽層（泥層）に

より，上昇が抑えられているが，浮力により，100 年

間の圧入終了後も斜め上方へ遮蔽層に沿って移動する。 
ボーリング孔における注入圧（初期からの圧力上昇

量）を図－14 に示す。注入圧は，圧入開始初期に最大

値に達した後，ある一定値に向かう。ここで，初期の

表－2 解析ケース一覧 
Table 2 Study cases 

連続地層モデル 
感度解析 

 
基本 

Ａ Ｂ 

不連続地

層モデル

下総層群 1 1 10 1 
砂 100 100 100 100 

水平 
浸透率

md 
上総

層群 泥 1 1 10 1 
岩石圧縮率, Pa-1 10-9 10-8 10-9 10-9 

 

 
(a) 鳥瞰図とコンター表示用断面 

5km

1k
m

 
(b) 二酸化炭素飽和度 

5km

1k
m

 
(c) 地下水への溶解量（質量分率） 

図－12 二酸化炭素プリューム（基本ケース，1,000 年後） 
Fig.12 CO2 plumes after 1,000 years injection (Base case) 
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図－13 圧入した二酸化炭素量と存在形態（基本ケー

ス） 
Fig.13 Time evolution of CO2 partition in gas/water phases 
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ピーク圧に着目すると，基本ケースの約 2MPa に対し

て，不連続地層モデルは約 5MPa（10 リアライゼーシ

ョンの平均）と２倍以上である。これは，後者の高浸

透性の砂層の連続性が悪いためである。二酸化炭素の

圧入可能レート（流量）は，岩石強度や上載圧などに

よる上限圧力により規定されると考えられる。従って，

二酸化炭素の圧入可能レートの予測には，室内実験ス

ケールの砂や泥の浸透性だけでは不十分であり，その

分布形態（地層モデル）の把握・評価が重要である。 
4.5.2  広域地下水流動系への影響 
(1) 地下水圧の変化 
 初期定常状態と二酸化炭素圧入後の地下水圧（全水

頭換算）の変化を図－15 に示す。この図で断面を見る

と解析領域のほぼ全域にわたり全水頭変化が生じてい

 
図－14 圧入地点における圧力上昇量の経時変化 

（10 箇所の注入地点の平均値） 
Fig. 14 Pressure build-up average for 10 injection points 

 

  
(a) 初期状態 

 
(b) 圧入開始から 100 年後 
(図－11 の a-a’断面) 

図－15 地下水圧（全水頭）の変化（基本ケース） 
Fig. 15 Change in groundwater pressure distribution 
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(b) 感度解析ケースＡ 

図－16 地下水圧（全水頭）上昇量の経時変化 
Fig.16 Changes in groundwater pressures around Tokyo Bay 
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(a) 地質との対応（Ａ点及びＤ点，基本ケース） 

Base Case
Case A
Case B

Continuous model 

at 100yrs

Discontinuous model 
(10 realizations)

Average
Max & Min

 
(b) 各ケースの比較（Ｄ点） 

図－17 地下水圧（全水頭）上昇量の深度分布 
（圧入開始から 100 年後） 

Fig.17 Changes in groundwater pressures around Tokyo Bay 

圧入地点
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るのが分かる。変化は，圧力固定した側方境界面付近

まで達している。今後，この境界の影響を避けるため，

モデル領域の拡張を考える必要がある。 
 東京湾周辺の地下水圧の上昇量（全水頭換算）の経

時変化を図－16 に示す。図－11 の観測地点のうち，A
地点と D 地点の結果のみを示した。まず，基本ケース

（図－16a）を見ると，圧入中の 100 年間の水圧上昇後，

圧力が初期状態に回復するには同程度の時間がかかる

ことが分かる。Ａ地点の水圧上昇量は非常に小さいが，

Ｄ地点では，例えば，深度 300m で水頭換算で約 15m
の水圧上昇が生じている。各地点における水圧上昇量

の深度分布（圧入開始から 100 年後）を図－17a に示

す。この図から，Ｄ地点での水圧上昇は，遮蔽層とし

て扱った下総層群の低浸透性に起因していることが分

かる。このことは，浅部において連続性の良い泥層が

存在すると，既存の深井戸で顕著な水圧上昇が生じる

可能性を示唆している。図－16b に，岩石圧縮率を１

オーダー大きく設定した感度解析ケースＡの圧力経時

変化を示した。一般に，岩石圧縮率が大きいほど，水

圧拡散速度は緩慢になる。そのため，ケースＡは，基

本ケースに比べて，水圧上昇量が約半分になり，その

影響はより長期化（300 年以上）する。 
各ケースで得られたＤ地点の水圧上昇量の比較を図

－17b に示した。不連続モデルの水圧上昇量が基本ケ

ースより大きいのは，前述のように，ボーリング孔の

圧力自体が高いためである。一方，ケースＡ，Ｂの水

圧上昇量は基本ケースより小さい。それら各々の理由

として，高い岩石圧縮率により圧力拡散の速度が抑制

されていること，遮蔽層の高浸透率により上方への圧

力拡散が圧入箇所周辺で促進されること，が考えられ

る。 
(2) 地表面／海底面流出量の変化 
 大量の二酸化炭素を圧入すると，相当量の地下水が

地表面や海底面に排出される可能性がある。 
地表面／海底面への地下水流出量の変化（初期定常

状態と 100 年後の差）を図－18 に示す。図中の白線の

北側は下総層群で覆われている領域である。これらの

図より，地下水流出量の増加は，局所的に最大で

20mm／年程度である。これは、関東地方南部の過去

30 年間の平均的な年間降水量（約 1,400mm/年）の

1.5%以下であり，年変動レベルよりも小さい。また，

流出量変化の生じる箇所の大部分は海底であり，地表

への影響は相対的に小さい。 
基本ケースでは，浅部遮蔽層とした下総層群の底面

付近からの流出が相対的に顕著である。遮蔽層の浸透

率を１オーダ大きくしたケースＢ（同図ｂ）では，圧

入地点上方への流出割合が多くなる。不連続地層モデ

ル（同図ｃ）では，低浸透性の泥層の連続性の欠如に

より，圧入箇所直上への流出が増え，変化量の分布も

空間的にばらつく。 
4.6  今後の課題 
今回の水理地質構造モデルは多くの仮定に基づいて

おり，現時点での解析結果の確実性は低い。シミュレ

ーションから得た地下水圧や地表面流出量の変化の環

境影響上の意義については，今後検討が必要である。

関東平野南部に数多く存在する天然ガス井や温泉井に

ついては，位置や深度を良く把握し，個々への影響を

評価する必要がある。 
水理地質構造モデルの改良に関し，弾性波探査（海

底下の音波探査，微動アレイ観測など）の追加データ

や露頭やボーリングの岩相データを加えた詳細分析を

行うことで，帯水層モデルの精度向上が可能と考えて

いる。水理物性（浸透率，空隙率）については，既往

の調査・試験データを系統的に収集・整理することが

必要である。上総層群のような細かな砂泥互層では，

室内透水試験による局所的な値から巨視的に有効なマ

クロ透水性を設定する方法の確立も課題となる。 
地下水水質 24)や地下温度構造 30)の観測データを用い

たモデルキャリブレーションもモデル精度の向上に役

立つと考えている。水質（溶存メタンガス含む）や温

度の要因をモデルに取り込むことで，地下水圧や流出

(a) Base Case

(b) Sensitivity Case B (c) Discontinuous Model
(realization #1)

Injection Points

10km

To
ky

o B
ay

Bottom Boundary
of Shimosa Group

 
図－18 地表面／海底面への地下水流出量の変化 
Fig.18 Increase in discharge onto land surface/sea bed 
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量だけでなく，地下水の水質や温度への影響の検討が

可能になると考えている。 
 

5.  おわりに 
 
本報告では，並列計算を用いることにより，従来は

別々に解析されてきた広域地下水流動と二酸化炭素の

地中挙動の相互作用を，高解像度の地形・地質モデル

上で統合的に解析できることを示した。今回の約 100
万グリッドのモデルであれば，当社が保有する並列計

算機（例えば，SGI ONYX 3800, 64GFlops）でも，１～

２日程度で実用的に計算可能であることが確認された。

今後は，上述したモデル改良を行う。また，地球シミ

ュレータなどの超高速計算機を適用する予定があり，

1,000 万～1 億グリッドの大規模計算を目指している。 
 

謝辞 
 

 研究の遂行にご助力いただいた大成建設（株）技術

センターの今村 聡，青木智幸，小川豊和，七井慎一の

各氏とローレンスバークレー国立研究所の K. Pruess 博
士に感謝します。関東地方南部の３次元地層形状デー

タをご提供いただいた（株）サンコーコンサルタント

の佐々木勝司氏に感謝します。ボロノイ格子生成プロ

グラム VMESH の開発にご助力いただいた（株）テク

ノアルファの久保紳氏に謝意を表します。 
 

参考文献 
 

1) IPCC, IPCC Special Report, Carbon Dioxide Capture and 
Storage, 2005. 

2) IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, 2006. 

3) 山本 肇：地下水－岩石反応を考慮した水理・物質
移行解析，－解析コード TOUGHREACT と CO2地
下貯留への適用－，大成建設技術センター報，第
38 号, CD-ROM,  2005. 

4) Nghiem, L., P. Sammon, J. Grabenstetter, H. Ohkuma, 
Modeling CO2 Storage in aquifers with a fully-coupled 
geochemical EOS compositional simulator, SPE89474, 
2004. 

5) Pruess, K., C. Oldenburg, and G. Moridis. 1999. 
TOUGH2 user's guide. Version 2.0. Rep. LBNL-43134. 
Lawrence Berkeley Natl. Lab., Berkeley, CA. 

6) Pruess, K. ECO2N: A TOUGH2 fluid property module 
for mixtures of water, NaCl, and CO2, Lawrence 
Berkeley Nat’l Lab. Report, LBNL-57952, 2005. 

7) Zhang, K., C. Doughty, Yu-Shu Wu, K. Pruess, Efficient 
Parallel Simulation of CO2 Geologic Sequestration in 
Saline Aquifers, SPE 106026, 2007. 

8) Zhang, K., Y.S. Wu, and G.S. Bodvarsson, 2002, 
Massively Parallel Computing Simulation of Fluid Flow 
in the Unsaturated Zone of Yucca Mountain, Nevada, 
Journal of Contaminant Hydrology. 

9) Pruess, K. et al., Intercomparison of numerical simulation 
codes for geologic disposal of CO2, Lawrence Berkeley 
Nat’l Lab. Report, LBNL-51813, 2002. 

10) Spycher, N. and Pruess K., CO2-H2O Mixtures in the 
geological sequestration of CO2. II. Partitioning in 
chloride brines at 12-100oC and up to 600 bar, Geochim. 
Cosmochim. Acta, 69, No.13, pp.3309-3320, 2005. 

11) International Formulation Committee. A Formulation of 
the Thermodynamic Properties of Ordinary Water 
Substance, IFC Secretariat, Düsseldorf, Germany, 1967. 

12) Altunin, V.V. Thermophysical Properties of Carbon 
Dioxide, Publishing House of Standards, 551pp., Moscow, 
1975 (in Russian). 

13) Span, R. and W. Wagner. A New Equation of State for 
Carbon, Region from the Triple-Point Temperature to 100 
K at Pressures, Chem. Ref. Data, Vol. 25, No. 6, pp. 1509 
- 1596, 1996. 

14) García, J.E. Fluid Dynamics of Carbon Dioxide Disposal 
into Saline Aquifers, PhD Thesis,University of California 
at Berkeley, December 2003. 

15) Haas, J.L. Jr. Physical Properties of the Coexisting Phases 
and Thermochemical Properties of the H2O Component 
in Boiling NaCl solutions, USGS Bulletin 1421-A, 
Washington, DC, 73pp., 1976. 

16) Andersen, G., A. Probst, L. Murray and S. Butler. An 
Accurate PVT Model for Geothermal Fluids as 
Represented by H2O-NaCl-CO2 Mixtures, Proceedings 
17th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, pp. 
239 - 248, Stanford, CA, 1992. 

17) García, J.E. Density of Aqueous Solutions of CO2, 
Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-
49023, Berkeley, CA, 2001. 

18) Phillips, S.L., A. Igbene, J.A. Fair, H. Ozbek and M. 
Tavana. A Technical Databook for Geothermal Energy 
Utilization, Lawrence Berkeley National Laboratory 
Report LBL-12810, Berkeley, CA, 46 pp., 1981. 

19) Lorenz, S., D. Maric and C. Rirschl. Eine analytische 
Funktion zur Bestimmung der Enthalpie wässriger NaCl 
Lösungen, draft report, Institut für Sicherheitstechnologie, 
Köln, Germany, April 2000. 

20) Tuminaro, R.S., Heroux, M., Hutchinson, S.A. and 
Shadid, J.N., Official Aztec user’s guide, Ver 2.1, 
Massively Parallel Computing Research Laboratory, 
Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 1999. 

21) Karypsis, G. Kumar, V. METIS: A Software Package for 
Partitioning Unstructured Graphs, Partitioning Meshes, 
and Computing Fill-Reducing Orderings of Sparse 
Matrices, V4.0, Technical Report, University of Minesota, 
1998. 

22) Yamamoto, H., K. Zhang, K. Karasaki, A. Marui, Impact 
of large-scale geologic CO2 storage on regional 
groundwater systems, Japan Geosciences Union Meeting 
2007 (abstract), 2007. 

23) 鈴木宏芳, 関東平野の地下地質構造, 防災科学技術
研究所研究報告, 第 63 号, 2002. 

24) 丸井敦尚，樋口朋之，宮越昭暢, 南関東の深部水理
地質環境, 日本地下水学会 2006 年春季講演会講演
要旨，pp.78-79, 2006. 

25) 佐々木勝司，日向哲，中村静也，堀川滋雄，丸井敦
尚，宮越昭暢，東京湾東部地域の深部帯水層の層序
について，日本地下水学会 2006 年春季講演会講演
要旨，pp.80-85, 2006. 

26) 産総研地質調査総合センター地質図【富津】(2005) 
27) （財）地球環境産業技術研究機構, 平成 17 年度二

酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業，二酸化
炭素地中貯留技術研究開発成果報告書, 2006. 

28) Deutsch, C.V. , Journel, A.G., GSLIB geostatistical 
software library and user’s guide 2nd ed., Oxford 
University Press, 1997. 

29) Katz, D.L. & R. L. Lee (1990): Natural Gas Engineering 
– Production and Storage. 

30) 宮越昭暢，内田洋平，佐倉保夫，林武司，地下温度
分布からみた関東平野の地下水流動，日本水文科学
会誌，第 33 巻，第 3 号，pp.137-148, 2003. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


