
doi10.2465/gkk.38.149
(平成 21 年 3 月 27 日受付，平成 21 年 8 月 3 日受理)

慶應義塾大学理工学部応用化学科，〒2238522 横浜市港北区日吉3141
三菱マテリアルテクノ株式会社，〒1028205 千代田区九段北11416
Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Keio University, 3141, Hiyoshi, Kohokuku, Yokohama,

Kanagawa, 2238522 Japan Email: sikazono＠applc.keio.ac.jp
Mitsubishi Materials Tecno Corporation, 11416, Kudankita, Chiyodaku, Tokyo, 1028205 Japan

岩石鉱物科学 38, 149160, 2009

玄武岩質岩石への CO2 地中貯留の適用

―反応速度モデルにもとづく溶解・沈澱シミュレーションによる

鉱物トラッピングの推定―

Dissolution of basaltic rocks and its application to underground sequestration of CO2

―Estimate of mineral trapping by dissolution-precipitation simulation―

鹿園 直建(Naotatsu SHIKAZONO)

原田 広康(Hiroyasu HARADA)

池田 則生(Norio IKEDA)

柏木 洋彦(Hirohiko KASHIWAGI)

Dissolution kinetics model calculations were performed for the interaction between three
types of basaltic rocks in Japan (Fuji and Hachijyojima fresh basalts and Kitamatsuura al-
tered basalt) and groundwater injected CO2. Dissolution rates of the basalts experimentally
determined by the authors (Shikazono et al., 2008) and database of dissolution rate constants
of silicate minerals in the basaltic rocks in PATHARC (Talman et al., 2000) were used for
the calculations. The results of calculations indicate that most of dissolved carbon in groun-
dwater injected CO2 can be ˆxed as carbonates in long-term period. The e‹ciency of carbon
ˆxation is in an order, Hachijyojima＞Fuji＞Kitamatsuura. But the e‹ciency is not so diŠer-
ent for three basaltic rocks in the ˆxation of carbon in underground sequestration of CO2. It is
inferred that mineral trapping of CO2 by carbonates in basalt aquifer is useful for the long－
term ˆxation of carbon in underground sequestration of CO2.

Keywords: CO2 geological strorage/sequestration, Kinetics, Rate Constant, Basalt, Dissolu-
tion

I. 緒 言

CO2 を 800 m 以深の帯水層へ圧入すると，CO2 は超臨

界状態(CO2SC)になり，CO2SC が岩石中の空隙へトラップ

される。CO2SC が地下水と接すると地下水中へ COSC＋

H2O→H2CO3 という反応で溶解する。溶存 CO2(H2CO3)

は H2CO3→H＋＋HCO－
3 という反応で HCO－

3 となってい

く。この HCO－
3 は，鉱物と H2CO3 との反応によっても生

じる。これらの反応として以下があげられる。

CaSiO3＋2H2CO3＋H2O→ Ca2＋＋2HCO－
3＋H4SiO4

(1)

CaCO3＋H2CO3→ Ca2＋＋2HCO－
3 (2)

ここではケイ酸塩鉱物として CaSiO3，炭酸塩鉱物とし

て CaCO3 の生成する反応例を示した。

このような反応により，CO2 が HCO－
3 と変化し，地下

水中にトラップされる。これを溶解トラッピングという。

これらの鉱物の溶解反応が進んでいくと，ケイ酸塩鉱物，

炭酸塩鉱物等から陽イオン(Ca2＋, Mg2＋, Fe2＋ 等)が溶解

し，陽イオン濃度，HCO－
3 濃度が増加する。そして地下

水が炭酸塩鉱物に関し，過飽和になると，以下の反応で炭

酸塩鉱物が沈殿生成をする。

Ca2＋＋2HCO－
3→ CaCO3＋H2O＋CO2 (3)
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Ca2＋＋Mg2＋＋4HCO－
3

→ CaMg(CO3)2＋2H2O＋2CO2 (4)

Fe2＋＋2HCO－
3→ FeCO3＋H2O＋CO2 (5)

これらの反応により CO2 が炭酸塩鉱物としてトラップ

されることを鉱物トラッピングという。

鉱物トラッピングでは CO2 が鉱物として固定化される

が，長期的には圧入した CO2 のどの位の割合がどの位の

時間で鉱物トラッピングされるのかということを定量的に

予測することが重要である。この予測は，反応速度モデ

ル，反応速度－流動モデルに基づいたシミュレーションに

よってなされる。この種のシミュレーションが諸外国では

近年多くなされている。例えば，Marini(2007)は反応経路

モデル(EQ6)を用いて玄武岩ガラスと地下水の反応(60 °C，

PCO2
＝10 MPa)，大陸性ソレアイト玄武岩と地下水反応

(60 °C，PCO2＝10 MPa)に関する計算を行った。その結

果，大陸性玄武岩の場合 CO2 圧入の 1 年後に，ドロマイ

ト，シデライトが生成し，方解石が 10 年後，玄武岩ガラ

スの場合，ドーソナイト，マグネサイトが 100 年後に生成

することが明らかにされた。これらの研究結果等により，

アメリカ合衆国のコロンビア州ソレイアイト質洪水玄武岩

は 200000 km2 以上の面積，平均 1000 m の厚さもあり，

CO2 地中貯留に有望な地域といわれている。

堆積岩地域については，Gunter et al. (1997, 2000)によ

る PATHARC. 94 コンピュータコード(Perkins and Gun-

ter, 1995)を用いてのアルバータ・ベイズン(カナダ)のグ

ロコナイト質砂岩帯水層に関する研究がある。Xu et al.
(2000, 2004)は TOUGHREACT を用い，アルバータ・ベ

イズンのグロコナイト質砂岩層に対してさらに詳細なシ

ミュレーションを行っている。メキシコ湾の堆積物に対し

ても同様の手法による詳細な研究が行われている(Apps,

1996; Xu et al., 2000, 2004)。

一方，わが国では，この種のシミュレーション研究は少

ない。柏木・鹿園(2005)は，千葉県房総半島の堆積岩等を

母岩とする帯水層を仮想的 CO2 貯留地として，反応速度

モデルによるシミュレーションを行い，地下水に溶解した

CO2 のほとんどが 10 万年以内に炭酸塩鉱物として固定さ

れることを示した。鹿園ら(2009)は，玄武岩質岩石を母岩

とする帯水層へ CO2 を圧入した場合の CO2 の挙動を明ら

かにするために，わが国の玄武岩質岩石(富士山，八丈

島，北松浦)の溶解実験を行い，各岩石試料の溶解速度定

数を求めた。

わが国で，玄武岩をはじめとする火成岩は広く分布する

ので，この火成岩を母岩とする帯水層への CO2 貯留に関

する研究が重要である。玄武岩類は，新第三紀中新世の日

本海拡大期に大規模に活動し，日本海側では新第三系下部

に水底噴山した溶岩・火砕岩として，大量に広く分布する

(例えば，土谷，1986，1988，新妻ら，1986)。これら玄武

岩類には，深部炭化水素鉱床が胚胎し，探査と稼行の対象

となっている(Tsuchiya et al., 1989佐藤・津田，1992)。

これらが枯渇した後の構造に CO2 を貯留し，岩層と反応

のうえ鉱物固定するという方策は，非現実的ではないと考

えられる。また，上でも述べたように海外において玄武岩

帯水層(例えば，アメリカ合衆国コロンビア洪水玄武岩)の

CO2 貯留に対する重要性が指定されている。そこで，本

研究では，鹿園ら(2009)により求められた玄武岩質岩石の

溶解速度定数を用いて反応速度モデルにもとづく溶解・沈

澱シミュレーションを行い，長期的な鉱物トラッピングに

よる CO2 貯留効率を求め，玄武岩地域での CO2 貯留の適

正についての検討を行ったので，ここで報告をする。

II. 玄武岩質岩石による鉱物固定のシミュレーション

1. シミュレーション・モデル

シミュレーション・モデルとして，PATHARC.96 とい

う Alberta Research Council が Geochemical Applications

and Modeling So‰ware Ltd. と開発した溶解速度則に基づ

く，閉鎖系における流体－岩石間の反応を計算する反応経

路モデル(Talman et al., 2000)を採用した。シミュレー

ションはコンピュータコード PATHARC(Talman et al.,

2000)をもとに行ったので，これについて以下で簡単に述

べる。

このモデルでは鉱物の溶解反応速度を H＋ や OH－ 等の

化学種の濃度に依存するとして，以下の式で表す(Lasaga

et al., 1994)。

R＝Ak(1－Vn)m (6)

ここで，R はある鉱物の溶解反応速度(mol/m2s)，Aは

反応比表面積(m2/kg･H2O)，k は溶解反応速度定数(mol/

m2s)，n, m は反応次数，V は飽和指数(イオン活動度積

(IAP)/平衡定数)である。

この(6)式は酸性・中性・アルカリ性の領域に区分さ

れ，(6)式は以下となる。

R＝Racid＋Rneutral＋Rbase

＝A(ka[a＋
H]

x＋kn＋kb[aOH－]y＋[PCO2
]z) (7)

ここで，Racid, Rneutral, Rbase は酸性条件，中性条件，アル

カリ性条件での反応速度，ka, kn, kb はそれぞれ酸性条

件，中性条件，アルカリ性条件での溶解速度定数，PCO2

は CO2 分圧，x, y, z は反応次数である。a は活量で，こ

の活量はモル濃度×活量係数で表されるが，活量係数は拡

張デバイヒュッケル式を用いている。

(7)式は鉱物の溶解速度を表す式であるが，鉱物の溶解

により生成する溶存種の溶解速度は各鉱物の溶解により生

成するある溶存種の濃度和の時間的変化として求められ

る。なお，(6)式は表面反応律速の場合の反応速度式であ
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Table 1. Analytical data(ppm) on deep groun-
dwater in Mt. Fuji area (Iguchi, 2001)
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る。ケイ酸塩鉱物のように，溶解速度の遅い鉱物について

は一般的にこの式が成り立つ。しかしながら，硫化鉱物，

炭酸塩鉱物等溶解速度の速い鉱物に対しては，表面律速で

はない場合がある。また，ケイ酸塩鉱物であっても，空隙

中を満たした水中を溶存種がゆっくり拡散する場合や高温

で表面溶解律速が速い場合，拡散律速となる場合がある。

この PATHARC ではこの拡散律速による反応速度につい

ては考慮していない。

また，反応速度定数の温度依存性は以下のアレニウスの

式を用いて求める。

ln(k)＝
－E
R

1
T
＋ln(A) (8)

ここで，A は温度に無関係な定数(頻度因子)，E は活性

化エネルギー，R は気体定数，T は絶対温度(k)である。

2. 初期条件設定

PATHARC を実行するには初期条件を設定する必要が

ある。設定項目として地下水の溶存平衡状態の溶存種濃

度，地下水と反応する岩石中の鉱物質量，粒子サイズ，反

応相のカイネティックパラメーター(溶解速度定数)等があ

げられる。このシミュレーションでは，酸性ガス(例えば，

CO2)の注入前に帯水層の地下水は相平衡状態にあり，注

入した酸性ガスが地下水に溶解し地下水中の溶存種間で化

学平衡になるとしている。すなわち，地下水中で溶解した

元素は様々な溶存種(イオン，イオンペアー等)として存在

しているが，これらの溶存種間では化学平衡が成り立って

いると仮定する。続いて，帯水層に存在する全鉱物は反応

相として扱われ，この地下水と岩石構成鉱物との反応がお

こる。その際にこの反応に関し，(6)式が成り立つとす

る。時間が進むと，反応物(鉱物)は地下水に溶解し，溶解

する溶存種濃度は時間とともに変化し，ある鉱物種に関し

て過飽和になると瞬時にその鉱物が生成し，その鉱物と溶

液間が化学平衡となる。PATHARC は全ての反応相が平

衡に達するか，反応し終えると終了される。

3. シミュレーション・セットアップ

ここでは，地下 1000 m の深さの帯水層へ CO2 を圧入す

ると仮定した。母岩は富士玄武岩(以降試料 1 と呼ぶ)，八

丈島玄武岩(試料 2)，北松浦玄武岩(試料 3)を想定し，水

1 kg に対して CO2 1 mol の割合で注入するものとする

(Gunter et al., 2000)。本研究で想定している深さでの

CO2 の溶解度は 1～1.5 mol/kg･H2O 程度である(小出，

2000)。そして CO2 圧入後の pH は 3 とする。また温度は

40 °Cと仮定した。地下水温度は地温勾配に比例し 100 m
で約 2～3 °C上昇すると深度 1000 m では 40 °C程度にな

る。また PCO2 を 10 MPa とした。

(1) 地下水

地下水組成は富士山地域の深部地下水データ(井口，

2001)を用いた。その地下水組成を Table 1 に示す。この

水質データをシミュレーションに用いた。八丈島と北松浦

での水質データは富士山地域とは異なるが，これまでの研

究でも明らかになっているように，水質データはシミュ

レーション結果に大きく影響しない(例えば柏木・鹿園，

2000)ためこの値を用いた。

(2) 岩石試料

岩石試料として，富士玄武岩，八丈島玄武岩，北松浦玄

武岩を用いた。富士山は旧期火山と新期火山よりなるが，

ここで用いた富士玄武岩試料は，新期火山岩類青木ヶ原溶

岩流(西暦 864 年に中腹から流出)の玄武岩試料である。み

かけは塊状，緻密で，石基中に斜晶石の斑晶がみられる。

鏡下で少量のかんらん石，輝石(主として普通輝石)が認め

られる。石基の結晶の割合は比較的高い。変質鉱物は認め

られない。

八丈島試料は西山より採取された。この西山(八丈富士)

は，新生代第四紀現世(1 万年前～現世)に成立し，東山

(三原山)の活動が終止する前(約 1 万年前)にその北西部の

山麓から海中にかけて噴出したと考えられている(杉原，

1998)。比較的大きな斜長石斑晶を含み，斜晶石の割合は

25(容積比)に達する。この他に微量のかんらん石，輝石

(オージャイト)が含まれる。変質鉱物は認められない。

北松浦玄武岩類は中新世後期に活動し，東は伊万里から

西は平戸島にわたる広域に分布し，台地状の玄武岩溶岩，

多数の岩脈および岩床からなる。玄武岩溶岩の厚さは最大

300 m に達し，一般に 50～150 m 程度である。溶岩は，下

位より初期斑状玄武岩類，初期無斑晶玄武岩類，中期斑状

玄武岩類および後期斑状玄武岩類に大別される。玄武岩類

の大部分は，石基にアルカリ長石を含有する粗面玄武岩で

ある。初期無斑晶玄武岩類および後期斑状玄武岩類の一部

には，石基に紫蘇輝石を含む玄武岩が認められる。初期斑

状玄武岩類にはドレライトが含まれ，初期無斑晶玄武岩類

には讃岐岩様の紫蘇輝石安山岩が発達している。これらの

うち，本研究に供した試料は，初期斑状玄武岩類に属する

含かんらん石普通輝石玄武岩である。鏡下でかんらん石，

輝石(オージャイト)，斜長石が認められるが，火山ガラス

は認められない。全体的に方解石が見られ，特に斜長石部



152

Table 2. Major element contents of samples studied

Table 3. Desity and speciˆc surface area of samples
studied

Table 4. Proportion of minerals in basalt samples
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分に多い。

鏡下観察，XRD 分析より試料 1, 2 は新鮮な試料で，試

料 3 は方解石を含むため変質を受けた試料といえる。試料

3 の変質鉱物は方解石であるが，CaO 含有量が特に多くは

なく，試料 1, 2 よりも CaO 含有量は少ない。したがっ

て，試料 3 は弱い変質作用を受けたものである。

XRF(蛍光 X 線分析)による全岩分析結果と電子比重計

による密度，レーザー回析/散乱式粒度分布測定装置によ

る比表面積を Table 2 と 3 に示す。これらの分析法につい

ては鹿園ら(2009)を参照されたい。全岩分析結果と鉱物同

定結果から全試料の構成鉱物とその重量比を求めた。その

結果を Table 4 に示す。XRF の Na2O, CaO, MgO, Fe2O3,

Al2O3 のデータと，存在を仮定した鉱物の組成から連立方

程式を解き，その存在比を計算した。

試料 1, 2 で存在を仮定した鉱物は，アルバイト

(NaAlSi3O8)，アノーサイト(CaAl2Si2O8)，ディオプサイ

ド(CaMgSi2O6)，フェロシライト(FeSiO3)，フォーステラ

イト(Mg2SiO4)であり，試料 3 はアルバイト，アノーサイ

ト，フエロシライト，フォーステライト，方解石

(CaCO3)である。例えばナトリウムについて考えると，

Na は試料 1, 2, 3 でアルバイト成分として存在するのみで，

XRF データの Na2O＝アルバイトの Na に対応する。次に

CaO について考えると，試料 1, 2 は XRF データのCaO
＝「アノーサイトの Ca」＋「ディオプサイドの Ca」，試

料 3 では CaO＝「アノーサイトの Ca」＋「方解石の Ca」

という式が成り立つ。同様に Mg, Fe, Al についても解い

ていく。その計算結果を Table 4 に示す。なお，ここでは

実際の玄武岩試料中では存在しないディオプサイド，フェ

ロシライトの存在を仮定しているが，これらは仮想的成分

である。これら以外にも鉄・マグネシウム鉱物はあるが

(ファヤライト，オージャイト等)，これらを用いなかった

のは，これらの鉱物の溶解反応の反応係数が求まっていな

いためである。玄武岩試料の大部分はガラス成分の方が斑

晶の量よりも多く，ガラスの溶解が玄武岩と反応する水溶

液の組成を決めると考えた。また，フォーステライト，

フェロシライト，ディオプサイドの溶解速度定数は，他の

かんらん石(ファヤライト)，オージャイトと変わりがない

(Sverdrup, 1990)こともフォーステライト，フェロシライ

ト，ディオプサイトの溶解速度定数を用いた理由である。

(3) 粒子サイズ

火山岩地域の帯水層は多くの場合，緻密な溶岩ではな

く，火山灰層等からなる空隙の多い層を満たしている。富

士山地域の火山灰(火山ガラス)の平均粒径は 0.15 mm で

あるので(鹿園・瀧野，2002)，ここでは粒子サイズとして

0.15 mm を用いた。

(4) 溶解速度定数

PATHARC にはこれまでの実験により求められた多く

の鉱物の溶解速度定数と反応次数に関するデータベースが

ある。シミュレーションは◯この PATHARC データベー

スを使用した場合，◯鹿園ほか(2009)で求めた玄武岩の溶

解速度データを用いた場合の 2 通りで行った。試料 1 の◯

で Run#1，◯を Run#2，試料 2 の◯でRun#3，◯で Run
#4，試料 3 の◯を Run#5，試料 3 の◯を Run#6 とし，シ

ミュレーション計算を行った。◯では構成鉱物の溶解速度

定数と反応次数を全て鹿園ら(2009)による実験値で計算さ

せた。つまり全ての構成鉱物を同じ溶解速度定数(玄武岩

ガラスの溶解速度定数)にすることで，玄武岩の溶解を示

す一つの表現とした。このように◯と◯に関するシミュ

レーションを行った理由として以下があげられる。

PATHARC のシミュレーションは各鉱物の溶解速度定数

を与えることではじめて可能となる。しかし，玄武岩の多
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Fig. 1. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#1(Sample1, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 2. The change of the amount of minerals with time for Run#1(Sample1, ◯).
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くは玄武岩ガラスより構成されており，実際の溶解はこの

玄武岩ガラスの溶解が卓越する。そこで，この玄武ガラス

の組成より主要構成鉱物比を求め，それぞれの構成鉱物の

溶解速度定数を与え，計算をする。その際の溶解速度は，

玄武岩の溶解が調和反応なのか，非調和反応なのかによっ

て異なる。ここでは，両方の場合を考え，火山ガラスの調

和反応の場合，玄武岩ガラスの溶解速度定数，非調和反応

の場合，各構成鉱物の溶解速度定数を与えることにし，そ

れらの計算結果の相異をみることにした。

III. シミュレーション計算結果

1. 計算結果の概略

Figure 1～12 に Run#1～6 のモデル計算結果を示す。こ

れらの図の縦軸は，所定の条件のもとで岩石 1 kg から生

成する鉱物量及び溶存種濃度を表す。まず，計算結果の全

体的傾向を以下にまとめてみる。

pH は時間と共に徐々に上昇し，100 年～10000 年位で

pH＝11 位になり，その後は変化をしない。pH の上昇

は，ケイ酸塩鉱物，炭酸塩鉱物の溶解による。H2CO3 濃

度は 100 年程度まではあまり変わらず，その後減少し，そ

れ以降は低濃度で一定となる。この濃度の減少は炭酸塩鉱

物の生成による。

HCO－
3 濃度は，徐々に上昇し，100 年程度以降減少し，

その後は一定値となる。HCO－
3 濃度の上昇は，ケイ酸塩

鉱物の溶解に伴う H2CO3→HCO－
3 ＋H＋ という変化による。

HCO－
3 濃度の減少は炭酸塩鉱物の生成による。
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Fig. 3. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#2(Sample1, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 4. The change of the amount of minerals with time for Run#2(Sample1, ◯).
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Na＋ 濃度は 100 年後くらいまで一定で，その後上昇

し，一定値となる。この上昇はアルバイトの溶解による。

Ca2＋ 濃度は，増減を繰り返し，1000 年から 10000 年程

度で一定となる。Ca2＋ 濃度の変化は Ca 鉱物(アノーサイ

ト，ディオプサイド，ドロマイト，方解石)の溶解と沈殿

による。

Mg2＋ 濃度は徐々に上昇し，100 年程度以降減少し，そ

の後一定値となる。濃度の上昇は Mg ケイ酸塩鉱物(フォ

ルステライト，ディオプサイド)の溶解により起こり，減

少はドロマイトの生成による。H4SiO4 濃度は徐々に上昇

し，100 年程度以降減少し，その後一定値となる。濃度の

上昇はケイ酸塩鉱物の溶解により起こり，減少はケイ酸塩

鉱物(カオリナイト，フェロシライト)の生成による。

ケイ酸塩鉱物の量は，100 年程度まであまり変わらな

い。その後は減少する場合と，あまり変化がない場合があ

る。一般的に初期の鉱物量が多い場合は，時間と共にあま

り変化しないが，量が少ない場合は，100 年程度以降減少

する。量が多い場合，あまり変化しないのは，鉱物量の方

が地下水中の溶解量に比べて圧倒的に多いためである。一

般的にアノーサイトの方がアルバイトよりも，減少が後で

起こる。これは溶解速度定数の違いによる。100 年程度以

降，二次鉱物であるカオリナイトが生成する。

炭酸塩鉱物は比較的初期の段階から生成し，100 年～

1000 年程度以降，一定量となる。炭酸塩鉱物として方解

石，ドロマイト，シデライトがあり，これらの生成量の時

間的変化は Run ナンバーにより異なる。これらについて

は以下で述べる。
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Fig. 5. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#3(Sample2, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 6. The change of the amount of minerals with time for Run#3(Sample2, ◯).
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2. Run 毎の計算結果

(1) Run#1 の結果

固相では 10 年後くらいからドロマイトの生成が確認さ

れ(Fig. 2)，長期的には水 1 kg に対して 0.5 mol のドロマ

イトによって炭素固定がなされる。方解石やシデライトも

ごく僅か生成されるが，その後溶解する。長期的には注入

分 1 molCO2/kg･H2O のうち 0.5 mol/kg･H2O の炭素が固

定されたことになる。

(2) Run#2 の結果

pH は徐々に上昇しているが(Fig. 3)，1000 年より前く

らいからさらに上昇し，最大 pH 11 程度まで上昇し，一

定値となる。

炭酸塩鉱物については 3 年後くらいでシデライト，10
年後くらいからドロマイトが生成されるが，それぞれ溶解

する(Fig. 4)。100 年後くらいから方解石が生成し，長期

的には水 1 kg に対して 0.8 mol の方解石によって炭素が

固定される。構成鉱物に炭酸塩鉱物はなく，CO2 を 1 mol/

kg･H2O 注入した中の 0.8 mol 炭素が固定されたことにな

る。

(3) Run#3 の結果

pH は徐々に上昇しているが(Fig. 5)，100 年後くらいか

らさらに上昇した後，10000 年まで変化せず，その後最大

pH 11 程度まで上昇する。

炭酸塩鉱物については半年後くらいでシデライト，2 年

後くらいからドロマイトが生成されるが，それぞれ溶解す
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Fig. 7. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#4(Sample2, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 8. The change of the amount of minerals with time for Run#4(Sample2, ◯).
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る(Fig. 6)。250 年後くらいから方解石が生成し，長期的

には水 1 kg に対して 0.995 mol の方解石によって炭素が

固定される。構成鉱物に炭酸塩鉱物はなく，CO2 を 1 mol/

kg･H2O 注入した中の 0.995 mol の炭素が固定されたこと

になる。

(4) Run#4 の結果

pH は徐々に上昇しているが(Fig. 7)，100 年後くらいか

らさらに上昇し，最大 pH 11 程度まで上昇し，その後一

定となる。

炭酸塩鉱物については，半年後くらいでシデライト，2
年あたりでドロマイトが生成されるが，その後溶解する

(Fig. 8)。100 年後くらいから方解石が生成し，長期的に

は水 1 kg に対して 0.992 mol の方解石の生成によって炭

素が固定される。反応前の岩石の構成鉱物に炭酸塩鉱物は

なく，CO2 を 1 mol/kg･H2O 注入した中のほとんどの炭素

0.992 mol/kg･H2O が固定されたことになる。

(5) Run#5 の結果

pH は 1 日で pH 5 程度まで急上昇し(Fig. 9)，その後，

1000 年後くらいからまた pH 11 程度まで上昇し，一定と

なる。

炭酸塩鉱物については，6 年後あたりでシデライト，

200 年後くらいでドロマイトが生成され，3000～4000 年後

の間で初期の方解石を含め最大 1.8 mol/kg･H2O の CO2

が炭酸塩鉱物に取り込まれている(Fig. 10)。この場合，

0.8 mol/kg･H2O の方解石が構成鉱物に含まれているの

で，注入したCO2 1 mol/kg･H2O の全ての炭素が固定され



157

Fig. 9. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#5(Sample3, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 10. The change of the amount of minerals with time for Run#5(Sample3, ◯).
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る。しかし，長期的にみると生成するドロマイトとシデラ

イトは完全に溶解し，注入された CO2 は 0.5 mol/kg･H2O
ほどの方解石によって炭素が固定される。

(6) Run#6 の結果

pH は 1 日で pH 5 程度まで急上昇し(Fig. 11)，その後，

100 年後くらいからまた pH 11 程度まで上昇し，その後は

一定となる。

炭酸塩鉱物については，半年後くらいでシデライト，2
年後くらいでドロマイトが生成され，シデライトは溶解す

るが，ドロマイトは溶解せず，長期的には水 1 kg に対し

て 0.8 mol/kg･H2O のドロマイトによって炭素が固定され

る(Fig. 12)。構成鉱物として含まれている方解石は，100
年後くらいで完全に溶解する。反応前の岩石中に方解石が

0.8 mol/kg･H2O 含まれているので，その全ての炭素 0.8

mol/kg･H2O が固定される。

3. 溶解速度データベースの計算結果に対する影響

本節では，PATHARC 搭載の溶解速度定数データベー

スと，実験値(鹿園ら，2009)による計算結果の差異につい

て論ずる。

試料 2，3 で◯より◯の方が化学平衡に達する時間が速

い。試料 1 については◯と◯では相異ははっきりしない。

この理由は◯では酸性条件下での実験が多く，酸性での溶

解速度定数(kH＋)と反応次数(nH＋)しか求まっていないため

であろう。このほかに，◯では，各鉱物の溶解速度定数を

玄武岩ガラスの溶解速度定数としており，これらは実際の

鉱物の溶解速度定数とは異なった値であることも理由の一

つとして考えられる。玄武岩ガラスの溶解速度定数とし

て，例えば pH＝7 では試料 1, 2, 3 は－11.4～－11.6(対数
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Fig. 11. The change of the concentrations of dissolved species, pH
and the amount of minerals with time for Run#6(Sample3, ◯). (A)

CO2－
3 , pH, HCO－

3 , H2CO3. (B) Mg2＋, Na＋, Ca2＋, H4SiO4.

Fig. 12. The change of the amount of minerals with time for Run#6(Sample3, ◯).
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比)であり(鹿園ら，2009)，これは，主要鉱物の溶解速度

定数(Sverdrup, 1990)より大きいが，それ程違いがない。

例えば，Na 長石，Ca 長石，フォーステライト，ディオプ

サイド，オージャイトの pH＝7 での溶解速度定数(対数

値)は，それぞれ－12.5，－11.5，－11.5，－12 である。

◯と◯の化学平衡に達する時間は異なるが，最終的な圧入

炭素量に対する固定炭素量の割合は，各試料とも◯，◯で

ほとんど変わりがない(Table 5)。

4. 試料による炭素固定量の違い

次に，Table 5 をもとに各試料による炭素固定量(mol/

kg･H2O)をみてみる。

Table 5 より炭素固定量は試料 2(Run#3, 4)が多く，次

に試料 1(Run#1, 2)，試料 3(Run#5, 6)の順序になった。

炭素固定はアノーサイト，フォーステライト，ディオプサ

イド(試料 1, 2 のみ)の溶解により Ca, Mg が徐々に供給さ

れ液相の成分を変化させ，炭酸塩鉱物が生成することによ

り起こると考えられる。また，初期岩石の構成鉱物として

炭酸塩鉱物が含まれている場合(試料 3)でも，Run#5 で方

解石によって，Run#6 でドロマイトによって炭素固定が

なされている。その生成量も Run#6 の方解石を含む変質

玄武岩(試料 3)では未変質試料(試料 1)と大きく違わな

い。しかし，固定量は，未変質試料に比べ若干少ない。す

なわち未変質岩・変質岩に関わらず長期的には炭酸塩鉱物

の生成により圧入 CO2 のほとんどの炭素が固定されると

考えられる。
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Table 5. The amount of carbon ˆxed as carbonates estimated by the simulations
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この炭素固定量は，アノーサイト，フォーステライト，

ディオプサイドの溶解による Ca, Mg の供給量，pH の変

化，生成・溶解する炭酸塩鉱物の種類により異なると思わ

れる。例えば，試料 3 には方解石が含まれ，これが速く溶

解し，pH の上昇，Ca2＋ 濃度の上昇がおこり，後から

ディオプサイド，アノーサイト等が溶解するが，これらの

溶解量は少なく，方解石等により固定される炭素量が試料

1, 2 より少ない反応と思われる。試料 1 と試料 2 の炭素固

定量が若干異なるが，その原因についてははっきりしない

が，Figure 1C と Figure 3C を比較すればわかるように，

試料 1 はドロマイト，シデライトが生成するが，方解石は

ほとんど生成していない。一方，試料 2 では，方解石の生

成量が多く，ドロマイト，シデライトの生成量が少ない。

この生成する炭酸塩鉱物の種類の相異は，岩石中の CaO,

MgO, FeO 含有量の相異を反映しているのだろう。すなわ

ち，試料 1 では FeO, MgO 含有量が試料 2 より大きく，

ドロマイト，シデライトが生成されやすいと考えられる。

以上の全モデル計算結果から未変質玄武岩質岩石(試料

1，2)・変質玄武岩質岩石(試料 3)によるCO2の長期的な

鉱物固定の効率は大きく，長期的鉱物固定量を考慮した場

合，玄武岩地域は貯留地として期待できるといえるであろ

う。

IV. 結 論

玄武岩地域(富士山，八丈島，北松浦地域)の深さ 1000

m，40 °Cの地下水へ CO2 を圧入した場合の水－岩石反応

による鉱物組成，地下水水質の時間的変化についてのシ

ミュレーション計算を PATHARC に基づき行った。

この PATHARC に基づく鉱物溶解速度定数に関する◯

データベース(PATHARC)と◯実験値(鹿園ら，2008)を

用いてのシミュレーション計算の結果，玄武岩中のアノー

サイト，フォーステライト，ディオプサイドの溶解により

Ca, Mg が徐々に供給され，これらの濃度が上昇し，pH
も上昇し，ドロマイトおよび方解石が生成し，これらの炭

酸塩鉱物により長期的に炭素固定が生じることが明らかに

された。

炭素固定量から判断すると，八丈島未変質玄武岩，富士

未変質玄武岩，北松浦変質玄武岩の順序で貯留母岩に適し

ているが，長期的 CO2 固定効率は各試料によりあまり異

ならない。また，未変質岩(試料 1, 2)・変質岩(試料 3)に

関わらず長期的には，注入された CO2 の多くが炭酸塩鉱

物によって炭素固定されると推定される。

以上より，未変質玄武岩(試料 1, 2)・変質玄武岩(試料

3)による圧入 CO2 の効率的な長期的な鉱物固定は可能で

あり，玄武岩地域は CO2 貯留地として期待されるといえ

るであろう。わが国には，日本海拡大期に活動した玄武岩

類が新第三系下部に広範に分布し，石油天然ガスに対する

火山岩貯留層として，鉱床形成の場となっている

(Tauchiya et al., 1989 佐藤，津田，1992)。これら鉱床

が枯渇した後の構造を CO2 地中貯留の場に転用すること

は，非現実的な考え方ではなかろう。本研究から，玄武岩

質の火山岩貯留層には多大の CO2 鉱物固定効果が見込ま

れることが判明した。砂泥互層からなる堆積岩体に加え，

CO2 地中貯留対象としての可能性を真剣に検討すべきと

考える。
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