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Digital rock approach for effective reser voir managements
Takeshi Tsuji
Abstract： Digital rock physics combines modern microscopic imaging with numerical simulation for analysis
of the physical and hydrological properties. Recent technology developments of X-ray microcomputed tomography
（micro-CT）as well as computational capacity for numerical simulation enable us to apply digital rock physics to natural
rock samples. Using digital rock models, we study porous flow, fluid-solid interaction, interfacial phenomena, elastic
and inelastic deformation, and mineral precipitation within real pore space. This approach allows us to estimate both
hydraulic and elastic properties in various reservoir conditions. Here we mainly show the application of digital rock
physics for carbon capture and storage（CCS）
. The behavior of CO2 inside pore space can be characterized as two-phase
or three-phase flow in a porous media system, which is usually influenced by interfacial tension, pore structure, pressure,
wettability, etc. Therefore, we believe that digital rock physics contributes to reveal multi-phenomena in porous medium
occurred in the CCS project. To characterize hydraulic properties of reservoirs using geophysical data, we can use digital
rock physics to obtain the relationship between hydraulic and geophysical properties. We usually use analytical models
or empirical relations to estimate physical/hydraulic properties from geophysical properties（e.g., seismic velocity）
.
However, the analytical models（e.g., differential effective medium theory）can be applied only for the simplified pore
geometry（e.g., crack）
. The digital rock physics can construct the relationship between elastic properties and hydraulic
properties by considering realistic pore geometr y and in various reser voir conditions. The relation contributes to
monitoring and modeling of the reservoirs.
Keywords： digital rock model, reservoir management, CO2 storage, hydraulic properties, elastic properties

1. は じ め に
資源開発や地球科学では，流体挙動を調べることが，多
くの場面で求められる。石油や天然ガスといった炭化水素

体挙動や間隙水圧に影響を受けるとされている。そのため，
岩石試料に対して室内実験を行い，長い時間をかけて浸透
率といった水理特性を測定する作業を行うことが多い。
また貯留層内や流体特性を調べる際には物理探査が用い

の開発では，それらの流れやすさ（浸透率）が開発効率に

られるが，物理探査で得られる情報は，波の伝わる速度（P

大きく関係する。また濡れ性といった水理特性は，石油増

波・S 波速度）や電気比抵抗などである。そのため多様な

進回収（enhanced oil recovery；EOR）などを実施する上

岩石試料に対して室内実験を行い，
それらの物理特性
（P 波・

で重要な役割を担う。さらに地震や火山活動は，地下の流

S 波速度，比抵抗など）を測定し，物理探査データと比較
することで，地下の岩相分布や物性が調べられている。さ
らに物理探査によるモニタリングデータから炭化水素など
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の流体挙動を調べる際にも，実験で水理特性と弾性波速度
といった物理特性の関係を構築する必要があった。
近年，イメージング技術が発達し，実際の岩石の間隙形
状（デジタル岩石）を，マイクロメートル以下の解像度で
抽出することができるようになった（図 1）。さらに計算
環境の発達により，デジタル岩石モデル間隙内の流体挙動
を数値シミュレーションで計算し，浸透率を求めることが
できるようになった（例えば Jiang et al., 2014）。またデジ
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図 1 （a）岩石の CT 画像。黒い部分が間隙（粒子と粒子の間）である。（b）CT 画像から三次元的に抽出された岩石内部
の構造。この間隙に CO2 を貯留する。

タル岩石モデルに対して，弾性波動シミュレーションを適

ることで，粘性比の高い条件でも安定して計算できる。境

用すれば，その弾性波速度を調べることができるように

界条件は，non-slip 境界条件を bounce-back スキームで実

なった（例えば Tsuji et al., 2019）。

装することとした。濡れ性は，固体格子の擬似カラー関数

既存の岩石物理モデルでは，理想化された間隙形状（ク

で再現した。

ラックや球モデル）を用いて，弾性波速度や浸透率を推定

LBM シミュレーションでは，計算効率の制限から，

するのが一般的であるが，弾性特性の推定に向けた岩石物

低解像度かつ小さいスケールで実施されることが多かっ

理モデルと，水理特性の推定に向けたモデルは大きく異な

た。例えば，Ahrenholz et al.（2008）は，11μm の解像度

る（Mavko et al., 1998）。しかしデジタル岩石モデルに対

で 2003 グリッドの砂岩モデルに対して LBM の計算を実

して数値シミュレーションを行えば，不均質な岩石の間隙

施 し て い る。 ま た Ramstad et al.,（2012） も，6μm の 解

形状を考慮して，水理特性と弾性特性の両方を同時に計算

像度で 2563 グリッドの砂岩などのデジタル岩石に対して

することができる。このような数値シミュレーションに

LBM による計算を実施している。しかし近年，graphics

よって，デジタル化した岩石から物性値を推定する学問分

processing unit（GPU） が 科 学 計 算 に も 利 用 さ れ， そ の

野「デジタル岩石物理」が構築されつつある。本稿では，

大規模並列計算が一般的になってきている。LBM 計算を

デジタル岩石物理を用いた我々の研究，特に貯留層のマ

GPU に実装した研究が実施され，CPU を用いた場合に比

ネージメントに向けた研究成果を紹介する。

べて，パフォーマンスが大きく向上することが示されて

2. 格子ボルツマン法による間隙流体計算

いる（Tolke and Krafczyk, 2008；Tolke, 2010；Kuznik et al.,
2010）。この GPU を用いることで，大きな岩石モデルに対

格 子 ボ ル ツ マ ン 法（Lattice Boltzmann method; LBM）

して，二相流や三相流の LBM シミュレーションを行うこ

は，流体を衝突と移動を繰り返す多数の粒子の集合体と

とも可能となっている（図 2；Jiang and Tsuji, 2017；Tsuji

捉え，粒子の動きを計算することによって流体の運動を

et al., 2016）。GPU を用いた計算モデルの大型化（1,0003 グ

求める数値計算法である。既存の多相流モデルには，level

リッド以上）により，室内実験の結果と比較し，計算結果

set 法（Sussman et al., 1999），volume of fluid 法（Hirt and

を検証することができるようになった。実際，ベレア砂岩

Nichols, 1981），phase-field 法（Badalassi and Ceniceros,

の代表要素体積よりも，大きい岩石モデルに対して数値シ

2003）などがあるが，一般に界面を取り扱うために複雑

ミュレーションを実施することが可能となっている（Tsuji

なアルゴリズムを必要とする。一方，LBM では界面を分

et al., 2017）。

離することが容易であり，複雑な境界を取り扱うことが

ここでは，このデジタル岩石物理という自由度の高

できる。このような特徴から，LBM は複雑な間隙形状を

いツールを用いることにより，多相流 LBM シミュレーショ

持つ天然岩石内の多相流挙動を計算する上で適当なアプ

ンを使って，CO2 地中貯留における課題を扱った結果を紹

ローチと考えられる。今回の多層流の LBM 計算では，RK

介する。具体的には（1）貯留層条件が，CO2 – 水の挙動に

color モデル（Tölke et al., 2006）を用いた。このモデルは，

与える影響を調べた研究，（2）CO2 を圧入した岩石に再び

multiple-relaxation-time（MRT）モデルなどの改良を加え

水を圧入する湿潤（imbibition）過程を計算して，効果的
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水）を計算した結果を紹介する。

条件を調べた研究，（3）CO2 の挙動から鉱物化をモデリン

2.1 さまざまな貯留層条件での多相流の挙動

グした研究，（4）さらに三相の間隙流体挙動（石油 – CO2 –

貯留層内の流体挙動をコントロールするパラメータは多
い（例えば界面張力，間隙形状，濡れ性，間隙水圧など）。
CO2 地中貯留の研究において，界面張力を変化させて CO2
の挙動を調べたところ，界面張力の小さい場合（図 3a）
のほうが CO2 は速く流れることが分かった。つまり，浸
透率が高く，圧入効率が良いことになる。実際，CO2 の挙
動から相対浸透率を計算すると，界面張力が増加するにつ
れて，浸透率が減少することが明らかになっている（Jiang
et al., 2014）。一方で，界面張力が大きい場合（図 3b）の
ほうが，最終的な CO2 の飽和度は大きくなることが分かっ
た。つまり，界面張力が大きいほうが，限られた間隙スペー
スに有効に CO2 を貯留できることになる。
次に，様々な貯留層の条件で，多相流挙動を計算し，岩
石間隙の中に貯留できる CO2 の量（飽和度）を調べた。
図 3c は，水と非濡れ性流体（例えば CO2）の粘性比と，
キャピラリー数の 2 つの無次元数を軸にしたダイヤグラム
上に，非濡れ性流体の飽和度をプロットしたものである
（Tsuji et al., 2016）。ここでキャピラリー数 Ca は，間隙流
体の粘性力（viscous force）と毛細管力（capillary force）

図 2 大きなデジタル岩石モデルに二相 LBM シミュ
レーションを実施した結果（グリッドサイズ：
1,0003）（Tsuji et al., 2016）
白い部分が間隙内に圧入した CO2（非濡れ性流体）である。
ここでは，岩石構成粒子と水は透明にしている。左側から右
側に向かって CO2 を圧入している。

の比であり，次式で表される。

Ca ＝

μv
σ

（1）

ここで，μは動粘性係数，v は流速，σは界面張力である。

図 3 界面張力に依存したデジタル岩石の間隙の中を流れる CO2 の挙動（排水過程）
（a）界面張力が小さい場合と（b）界面張力が大きい場合の挙動。ここでは圧入した CO2 だけを表示し，地層水と岩石（固体の部分）
は透明にしている。貯留層の条件（ここでは界面張力）に依存して，CO2 の挙動が大きく異なる。この CO2 挙動計算を，さまざ
まな条件で実施すれば，効率的に CO2 を貯留できる条件を明らかにすることができる（Tsuji et al. 2016）．（c）キャピラリー数（Ca）
と，非濡れ性流体と濡れ性流体の粘性比（M）のダイヤグラムにおける CO2 の飽和度（色）。
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図 4 残留した CO2 の分布 （Jiang and Tsuji, 2015）
左側から右側へ界面張力が高くなる．ここでは，岩石構成粒子と水は透明にしている。

CO2 地中貯留の場合，非濡れ性流体（CO2）の飽和度のマ

この残留 CO2 クラスターに対して，サイズ，長さ，接

ッピング結果（図 3c）から，CO2 を効率的に貯留できる

触面積の分布を計算し，界面張力がこれらの性質に対する

条件を知ることができる。キャピラリー数と粘性比は，貯

影響について検討を行った。計算の結果，界面張力が増

留層の状態や CO2 の圧入方法によって決まる。つまり本

やすにつれて，残留 CO2 クラスターのサイズが大きくな

研究で開発した手法を使えば，CO2 を効率的に貯留するこ

り，トラップ量が増加する傾向があることが分かった（図

とのできる条件を明らかにすることができる。

4c）。一方で，低い界面張力では，クラスターが小さく，

2.2 残留・溶解トラップが効果的に働く貯留層条件の

CO2 は広い界面を持つことが分かった（図 4a）。つまり，
この条件は CO2 の地層水への溶解（溶解トラップ）にとっ

推定
貯留層内での CO2 の残留トラップ量を定量的に調べる

て有利であると考えることができる。同様の数値シミュ

ため，LBM シミュレーションを用いて，界面張力が残留

レーションを先述のようなさまざまな貯留層条件で実施す

CO2 クラスターに与える影響を調べた。CO2 の圧入，つま

れば（図 3c），貯留層内の残留 CO2 量や，その状態を予測

り排水（Drainage）過程を終了した後に，水を圧入するシ

できる可能性がある。

ミュレーション（湿潤過程）を実施し，間隙内に残留する

2.3 流体挙動を考慮した鉱物化モデリング

CO2 を調べた（図 4；Jiang and Tsuji, 2015）。この残留 CO2

Carbon capture and storage（CCS）プロジェクトでは，

の量が多いほど，安定的に岩石間隙内に CO2 を貯留でき

圧入した超臨界 CO2 は，最終的に鉱物化すると考えられ

ていることになる。

ている。ここでは CO2 の鉱物化プロセスをモデル化し，

図 5 間隙流体挙動を考慮した鉱物化シミュレーションの結果（Jiang and Tsuji, 2014）
赤色部は CO2 が鉱物化した炭酸塩鉱物を示し，白色部は間隙を示す。左側は鉱物化前の間隙形状である。
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それが間隙流体挙動（例えば浸透率）に与える影響を調べ
た結果を紹介する（Jiang and Tsuji, 2014）。今回紹介する
鉱物化モデリング手法の概要は次のとおりである。まず
LBM で計算された流速場から移流拡散方程式を用いるこ
とで，各グリッドでの CO2 濃度を計算した。その濃度が，
ある閾値を超えた場合に，その場所を鉱物（炭酸塩鉱物）
に変化させた。その後，鉱物化した岩石モデルに対して，
再度 LBM の間隙流体シミュレーションを実施した。この
操作を各時間ステップで行い，鉱物化の進行（岩石の成長）
を再現した（図 5）。なお，この鉱物沈殿の計算では，鉱
物化パラメータが必要となる。この研究では，数値シミュ
レーションの結果を，実験値と比較することよって，鉱物
化パラメータを決定している。
計算結果から，鉱物化が生じる場所は，流速だけに依存
しているのではなく，不均質な間隙形状にも依存してい
ることが明らかとなった（図 5）。鉱物化に伴う浸透率の

図 6 三相の間隙流体シミュレーションの結果（Jiang
and Tsuji, 2017）

図 7 デジタル岩石モデルに対する弾性波動シミュレーションの例（Tsuji et al., 2019）
（a）デジタル岩石モデルを挟んで加振器と受振器を設置し，波動シミュレーションを実施する。（b）P 波速度のシミュレーション
と，
（c）S 波速度のシミュレーション。デジタル岩石の内部を伝播する P 波と S 波から，それぞれ P 波速度と S 波速度を計算する。
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変化を計算すると，絶対浸透率は鉱物化によって大きな

しかし，デジタル岩石モデルに対して間隙流体シミュレー

影響を受けること，CO2 の相対浸透率は大きく低下するこ

ションと弾性波動シミュレーションの両方を実施すること

とが分かった。一方，水の相対浸透率は，あまり変化し

で，CO2 の挙動が「CO2 飽和度と P 波速度の関係」に与え

ないことが分かった。これは鉱物化によって，間隙（pore

る影響を調べることができる。実際に計算を行った結果，

throat）の径が小さくなり，そこを通過するのに要する毛

定量的なモニタリングに必要な「CO2 飽和度と P 波速度の

細管圧力（capillary pressure）が増加し，CO2 といった非

関係」は，キャピラリー数（Ca）に強く依存することが分

濡れ性流体の移動が制限され，非濡れ性流体の浸透率に大

かった（図 8a；Yamabe et al., 2016）。つまりモニタリング

きな影響を与えると考えられる（Kitamura et al., 2014）。

データ（Vp）から CO2 飽和度を推定する際には，それぞれ

2.4 格子ボルツマン法による三相流挙動の計算

の貯留層でのキャピラリー数 Ca を（貯留層シミュレー

CO2 圧入による石油の増進回収率技術（CO2-EOR）は，

ションなどを用いて）把握した上で，CO2 飽和度と P 波

CCS と EOR 技術を併用することによって，石油回収率を

速度の関係式を構築する必要があることが分かった（図

向上するだけではなく CO2 排出量削減にも貢献できると
考えられている。しかし，油 – 水 – CO2 三相流システムは
非常に複雑である。また薄膜流動現象をモデリングするこ
とが，回収率を評価する上で重要とされている。これは水
濡れ性媒体中に取り残された油滴が，ある界面張力条件下
で水と CO2 の間で薄膜化し，再び連続性を持つことで流
動性を回復する現象で，その石油増進効果はすでに確認さ
れている。
本研究では，格子ボルツマン法のシミュレータを三相
流モデルへ拡張し，岩石間隙内の油 – 水 – CO2 三相システ
ムの挙動を評価できるシミュレーション手法を開発した
（Jiang and Tsuji, 2017）。その手法を用いて，薄膜流動現象
を表現できる界面モデルを作成し，CO2-EOR における原
油の生産排出過程のシミュレーションを行った（図 6）。
この計算結果から，CO2 の圧入有効性および残留石油クラ
スターの形状，表面積などの評価指標を定量化し，回収率
との関係を調べた。さらに，三相の相対浸透率を短い時間
で計算でき，実験と同様の値を得ることができることも検
証できた（Jiang and Tsuji, 2017）。実験による三相の相対
浸透率の測定は難しく，数値計算で推定できることの意義
は大きいと考えられる。

3. 弾性波動シミュレーションによる弾性特
性計算
デジタル岩石モデルに，三次元弾性波動シミュレーション
を適用すれば，その岩石モデルの弾性波速度（P 波速度や
S 波速度）を計算することが可能である。例えば，先に述
べた CO2 の鉱物化モデル（図 5）に対して，弾性波動シミュ
レーションを適用すれば，鉱物化に伴う弾性波速度の変化，
さらには鉱物過程の違いを反映した弾性波速度を調べるこ
とが可能となる（図 7；Tsuji et al., 2019）。
さ ら に，CO2 を 圧 入 し た 岩 石 モ デ ル に 対 し て， 弾
性 波 動 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 実 施 す れ ば，CO2 の 飽 和
度 と 弾 性 波 速 度 の 関 係 を 得 る こ と が で き る。 効 率 的
で 安 全 な CO2 地 中 貯 留 を 実 施 す る 上 で， モ ニ タ リ ン
グ デ ー タ（P 波 速 度，Vp） か ら，CO2 飽 和 度 SCO2 を
定 量 的 に 知 る こ と が 重 要 と な る。 つ ま り モ ニ タ リ ン
グ デ ー タ の 定 量 化 に は，CO2 飽 和 度 と P 波 速 度 の
関 係 を 知 る 必 要 が あ る が， そ の 関 係 式 は 岩 石 間 隙 内
の CO2 の挙動に依存し，定量化は難しいとされてきた。
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図 8 （a）キャピラリー数 Ca に依存した弾性波速度 Vp
と CO2 の 飽 和 度 SCO2 関 係（Yamabe et al., 2016
に加筆）
この関係は，間隙流体シミュレーションと，弾性波動
シミュレーションを実施して得られた。（b）貯留層の
キャピラリー数に依存した圧入した CO2 の挙動。圧入
井からの距離に応じて，キャピラリー数が変化し，モ
ニタリングに利用する弾性波速度と CO2 飽和度の関係
式も変化する。
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図 9 （a）ベレア砂岩と，（b）Bentheimer 砂岩のパーシステント・ホモロジーの結果（PD 図；Tsuji et al., 2018 に加筆）

8b）。キャピラリー数は，例えば CO2 圧入レートなどに影

チであり，貯留層をマネージメントする上で必要なさまざ

響を受けるため，CO2 飽和度と P 波速度の関係は CO2 圧

まな情報を提供する。特に近年では，貯留層の内部をモニ

入レートや，圧入井からの距離に依存することになる。

タリングする技術が進歩しており，弾性特性と水理特性の

4. 岩石間隙をモデル化する最近の試み

両方を推定することのできるデジタル岩石物理は，今後さ
らに重要になると考えられる。

数値シミュレーションで得られる物理特性は，間隙形状

石油天然ガス開発や CO2 地中貯留における貯留層マネー

と構成粒子の物性に依存している。つまり，デジタル化し

ジメントでは，ナノスケールからキロメートルスケールま

た岩石の間隙形状を何らかの方法でモデル化できれば，そ

で，非常に幅の広い空間スケールを扱う必要がある。時間

の情報から直接，物性を推定できる可能性がある。

スケールにも大きな幅がある。さらに人工物ではなく，不

そこで我々は，数学的な手法であるパーシステント・

均質性の強い自然の岩石を扱う必要がある。このように貯

ホ モ ロ ジ ー（Edelsbrunner and Harer, 2008；Hiraoka and

留層マネージメントは，チャレンジングな研究要素を多く

Shirai, 2015）を用いて，デジタル化された岩石の間隙形状

含んでいる。デジタル化したナノスケールの流体，間隙ス

をモデル化する試みを行ってきた（Tsuji et al., 2018）。そ

ケールのデジタル岩石，フィールドスケールの貯留層モデ

の結果，岩石の種類を，パーシステンス・ダイヤグラム上

ルを統合的に扱うスキームの確立が望まれている。それに

で区別することが可能となった（図 9）。さらに，その数

は，貯留層工学や物理探査といった学問分野の融合が必要

学的手法でモデル化された間隙情報（パーシステンス・ダ

になると考えられる。

イヤグラム）を特徴化することで，そのパーシステンス・
ダイヤグラムから弾性波速度を推定できることが分かった
（Jiang et al., 2018）。また，この数学的手法をクラック形成
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