
揮発性有機化合物（VOC）用高性能センサの開発 先進製造プロセス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
健康 被害をも す を タ 極
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有機／MoO3ハイブリッド
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健康に被害をもたらすVOCをその場でリアルタイムに極めて
高感度かつ選択的に連続検知できる有機無機ハイブリッドセ
ンサ素子を内蔵したプロトタイプ機を作製し、実環境下での有
効性を実証した。また、この成果をベースにVOC検知器評価法

関する 際規格案を 提案 新規課題と 採択され
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に関する国際規格案をISOへ提案し、新規課題として採択され
た。

【平成２１年度計画との関連】
小項目 ( ) ④ 安全 信頼性基盤技術 開発

図１ 有機無機ハイブリッドセンサ材料

HH

小項目：Ⅲ-4-(1)-④ 安全・信頼性基盤技術の開発
・製造環境等のモニタリング用として、H2やVOC等の雰囲気ガ
スや温度を高感度かつ選択的に検出するセンサを開発する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・住宅換気システム制御用として使用することで、健康的な室
内空気室の維持と余分な換気を削減することによる省エネル
ギーが両立できる。
作業環境 タリ グ用 および土壌汚染調査用とし 使用・作業環境モニタリング用、および土壌汚染調査用として使用

することによる安全・安心な社会の実現に貢献する。
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図２ センサ素子（左）とプロトタイプ機（右）



高感度磁気センサと電磁逆解析による欠陥形状評価システムの構築
先進製造プロセス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
欠陥形状を明らかにするため、欠陥近傍の漏洩磁束密度と

漏洩磁束密度
Byの測定面

z

y
欠陥形状を明らかにするため、欠陥近傍の漏洩磁束密度と

欠陥断面の磁化との関係を定式化した。また、高感度磁気セ
ンサであるフラックスゲートセンサ表面欠陥近傍の漏洩磁束密
度測定とTikhonovの方法を用いた電磁逆解析によりを行い、
欠陥の形状を求めることができた。さらに、GUIインターフェー

( ) ( )∫ ′−= rdr'r'rF(r)By ρ By： 漏洩磁束密度分布
F： 応答関数
ρ ： 磁気モーメント分布

表面欠陥を有する断面
x

欠陥 形状を求める きた。さら 、 インタ
スを用いたシステムとしてまとめ、現場でも簡便に測定データ
より欠陥形状を評価することが可能となった。

【平成２１年度計画との関連】 図１ 欠陥近傍の漏洩磁束密度

ρ ： 磁気モ メント分布
(欠陥分布と対応）磁気モーメント分布

(欠陥の断面形状）

逆解析
By

【平成 年度計画 関連】
小項目：Ⅲ-4-(1)-④ 安全・信頼性基盤技術の開発
・電磁気的手法を用いた非破壊検査プログラムの構成要素の
モジュール化を進め、その完成度を高める。また、表面欠陥等
様々な欠陥への適用を行う。また、表面欠陥等についても、高

欠陥形状解析
(電磁逆解析）

サンプルの欠陥
の断面形状

測定データファイル

様 欠陥 用を行う。 、表 欠陥等 、高
感度磁気センサを用いてその評価を実施する。これらの成果
を統合した非破壊検査システムを構築する。

【開発技術の用途】

測定条件

・様々な産業機器において、製造時あるいは経年劣化により生
じる表面微小欠陥の形状の評価。
・欠陥形状結果と、寿命データとを用いることにより寿命・余寿
命予測。 漏洩磁束密度測定結果

（FGセンサ）
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図２ 欠陥形状評価システム

（FGセンサ）



工業ナノ材料のリスク評価書中間報告版の公表 安全科学研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

代表的な工業ナノ材料であるカーボンナノチューブ、フラー

レン 酸化チタンの３材料について リスク評価を行った 模レン、酸化チタンの３材料について、リスク評価を行った。模

擬試験や実プロセスでの計測、製品のライフサイクルのフ

ロー解析に基づく暴露評価と、有害性試験データの解析に

基づいた作業環境許容上限値の導出を中心とした有害性を

評価し、それらを軸としてリスク評価書の中間報告版を作

成・公開した。また、エグゼクティブサマリーの英語版を公開

した。本報告書は、企業や公的研究機関の研究開発に係る
図１ 工業ナノ材料リスク評価書方々から多大な関心を集めた。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-1-(1)-① マルチプルリスク評価手法の開発

図１．工業ナノ材料リスク評価書

大学

官公庁
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54 非営利団体＆個人R & D

小項目：Ⅳ-1-(1)-① マルチプルリスク評価手法の開発

・ カーボンナノチューブ、フラーレン、二酸化チタンについて

リスク評価書の作成を進める。
その他

公的

その他

大学
103

【開発技術の用途】

・ 事業者による自主的な暴露・リスク管理の手引き

・ 行政、国際機関における議論の基礎としての利用
企業709

R＆D環境安全
部署

公的
研究機関

172

R＆D
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企業709

図２．ダウンロード数（'10.1.19現在）のべ1095件



カーボンフットプリント制度試行事業で使う原単位データベース開発と消費者意識調査

安全科学研究部門

平成２１年度の主な研究成果

安全科学研究部門

【研究成果の概要】

「CO2の見える化」実施を支援するカーボンフットプリ

日本標準産業分類、工業統計調査用商品分類をベース

小分類
4桁コード

(XXXX00000)

細分類
6桁コード

(XXXXXX000)

中分類
2桁コード

(XX0000000)

詳細分類
9桁コード

(XXXXXXXXX)
ント制度(CFP)試行事業の実施にあたり、データ品質

評価手法を開発し、日本標準産業分類などの分類に

基づく1800種類以上の温室効果ガス排出原単位デー

タベース（インベントリデータベース IDEA）を開発した

CFP統一
マーク

(XXXX00-000) (XXXXXX-000)
09食料品

0911肉製品

部分肉、冷凍肉
（ブロイラーを除く）

肉缶詰・瓶詰・つぼ詰

(XX0000-000) (XXXXXX-XXX)

タベース（インベントリデータベース、IDEA）を開発した。

また、CFPに関する消費者意識調査を実施し、消費者

受容性は概ね肯定的であり、効果的な商品群は趣味

性の低いものであることを明らかにした。

肉製品

0912乳製品

バター

チーズ
処理牛乳

ハム
ソーセージ
ベーコン

日本標準産業分類など
の分類に基づく1,800種

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-1-(2)-① 生産・消費活動の 適解を提
図１．インベントリデータベースIDEAの開発

クリーム類以上のCO2排出原単
位データベースを開発

＊ CO2排出量=Σ（活動量i×CO2排出原単位i）

案するライフサイクルアセスメント技術の開発

・ カーボンフットプリントの新ISOの議論をリードする。

【開発技術の用途】

図１．イン ントリデ タ スIDEAの開発

意味の 商品選択 詳細情報

① CFPの印象に対する影響要因

印象に関する調査データと属性、来店の有無など
の影響要因と の統計解析
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90

合
（％

）

肉類

生鮮魚介類

生鮮野菜

卵

果物

牛乳

米

パン

麺類

意識し、購入
意欲高い

意識してないが、
購入意欲高い

② 商品種類による受容性の違い

【開発技術の用途】

・ CFP試行事業を支える国内の基盤インベントリ

データベース構築への貢献

・ CFPを環境負荷削減のためにより有効に利用する

信頼性 関心度
意味の

分かりやすさ
商品選択

基準の可能性
詳細情報へ
のニーズ

性別 8.63 6.07 2.62 6.75 9.27

年齢 5.76 4.96 5.85 8.10 3.18

婚姻状況 2.51 2.47 2.13 1.70 2.42

CFP概念の説明 ― ― ― ― ―
計算結果

チェックの説明 ― ― ― ― ―

来店の有無 9.39 9.70 ‐3.21 5.36 11.57

商品を実際に見る（試験販売）ことで評価向上

40

50
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70
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者
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購
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意
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麺類

油・調味料

総菜・弁当など

冷凍食品

インスタント/レトルト食品

菓子類

飲料

お酒

たばこ

化粧品類

衣類

歯磨き用品

洗剤類

石鹸・シャンプー類

ティッシュ・トイレットペーパー

自動車、バイク

家電製品

電球、蛍光灯など

家具

文房具類

文化・娯楽サービス（コンサートなど）

公共交通機関での移動（新幹線など）

意識するが、
購入意欲低い
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ための消費者側に対する施策の検討
商品を実際に見る（試験販売）ことで評価向上
ただし、数値の意味の理解が次の課題 意識と 購買行動は異なる結果

環境配慮意識割合（％）

図２．CFPに関する消費者意識調査



環境負荷の小さな酸化剤を用いる反応技術の開発 環境化学技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

廃棄物や副生成物を削減する革新的酸化プロセス確

立のため、反応後に副生成物として水しか生じない過酸

プ

多官能性
基質

高分子量
基質

易加水分
解性基質

難酸化性
基質

基
盤
研

化水素を酸化剤として用いる酸化プロセスの基盤技術

開発を行った。各種酸化反応を行い、目標を上回る収率

で目的生成物を得ることに成功した。本技術を用いて、

企業との共同研究により透明封止剤の開発に発展した

研
究

金属触媒 廃棄物
減少企業との共同研究により透明封止剤の開発に発展した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-3-(2)-① 環境負荷の小さい酸化剤を用い

ノンハロ
ゲン技術

Ｈ２Ｏ２
相間
移動触媒 添加剤

減少

る反応技術の開発

・ 二官能性モノマーからのエポキシ樹脂モノマーの合成

において、封止能力がより高いと予想される官能基を有

する ジ 骨格誘導体 官能オ

移動触媒 添加剤

省エネル
ギー化

するトリアジン骨格誘導体の三官能オレフィンについて、

高選択的エポキシ化新規触媒開発を行う。高い封止能

力を達成するために、エポキシ転化率80%及び選択率

80%でエポキシ樹脂モノマーを合成する

たとえば
O

透明封止材
原料

目的生成物
（高選択的・高収率）

反応機構の解明
適用範囲の拡大80%でエポキシ樹脂モノマ を合成する。

【開発技術の用途】

・ 高品位樹脂材料の低環境負荷製造

高品位樹脂材料・電子材料・医農薬中間体

図１．過酸化水素(H2O2)を用いる酸化プロセス開発の
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・ 高性能・高機能電子情報材料の製造

・ 医農薬中間体等の高効率製造

図１．過酸化水素(H2O2)を用いる酸化プ セス開発の
スキーム



高性能な気体分離用炭素膜の開発 環境化学技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

＜AISTカーボン膜の特徴＞

① 原料ポリマーの低コスト化（AISTオリジナル）
製造コスト： 市販高分子膜の1.5～2倍程度（従来法：10倍以上）

【研究成果の概要】

空気から高効率で酸素を製造するプロセス用の膜モ

ジュールの開発を行った。製造コスト・モジュール化等の

② 優れた気体分離性能

③ 柔軟性に優れた実用型カーボン膜を開発

気体分離性能： 市販高分子膜の2倍以上

実用型中空糸カ ボン膜の外観

視点から、支持体を持たない自立型中空糸膜に着目し、

優れた選択性と柔軟性に優れた新規カーボン膜を開発

した。さらに、カーボン膜を数千本束ねた有効膜面積1m2

スケールの膜モジュール化に成功した カーボン膜の量 実用型中空糸カーボン膜の外観スケールの膜モジュール化に成功した。カーボン膜の量

産化に向けて、膜メーカーへの技術移転を開始した。

【平成２１年度計画との関連】

1m2 膜モジュール化を実現外径200mm

小項目：Ⅳ-3-(3)-① 気体分離膜を利用した省エネル

ギー型気体製造プロセス技術の開発

・ 中空糸炭素膜の大型プロトタイプモジュールを作製す

革新的分離プロセスの創製へ

る。膜モジュールを用いた空気分離試験を行い、シミュレ

ーション結果と比較することにより 適な分離プロセスを

構築する。

新エネルギー化学プロセス

【開発技術の用途】

・ 空気から酸素の分離

・ 水素や二酸化炭素の回収
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新エネルギ
(バイオマス燃料精製)

CO2 回収
化学プロセス
(化学品精製)・ 有機化学品の脱水精製

・ バイオガスからのメタン回収 図１．AISTカーボン膜の特徴



新しいタイプのリチウム電池の開発 エネルギー技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

充電専用の正極により
ウム 空気電池

放電 e-

充電e-
O2

放電 e-

充電e-
O2

【研究成果の概要】

水系電解液と有機系電解液をハイブリット化した新し
有機系

リチウム・空気電池の
サイクル特性が改善

空気
Li+

金属

- ++

Li+

OH -

~V
O2

空気
Li+

金属

- ++

Li+

OH -

~V
O2

い原理のリチウム-空気電池及びリチウム-銅電池を

開発した。従来の空気電池に比較して数十～数百倍

の電池容量を示した。

有機系
電解質

空気
Li

OH -

金属 Li
Li

空気
Li

OH -

金属 Li
Li

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-4-(1)-① 分散型エネルギー技術とエネ

ルギーマネージメント技術の開発 リチウムイオン伝導性固体電解質
水系
電解質ルギ ネ ジ ント技術の開発

・革新的な活物質材料開発をベースに平準化電源、プ

ラグインハイブリッド電源や高出力機器電源への適応

性検討を行う。高出力電源実現のための材料科学的

図１．開発したリチウム-空気電池の概要

リ ウ 伝導性固体電解質 電解質

基盤技術開発を進め、高性能蓄電メカニズムの解明

と高性能電極材料の創製および民間企業への技術移

転を推進する。

【開発技術の用途】

・分散型エネルギーシステムの蓄電

・モバイル電源 図２ 新型「リチウム-銅二次電池」の構成と従来技術との
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・次世代自動車
図２．新型「リチウム 銅二次電池」の構成と従来技術との

性能比較。単位は正極に使う活物質の重量あたりの放電
容量（mAh/g）



コンソーシアム型産学官連携共同研究による太陽電池部材開発 太陽光発電研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

民間企業7社と取り組んでいる「フレキシブル太陽電

池基材コンソーシアム」において、新規に開発した表面

①
フレキシブル
樹脂を塗布

②

テクスチャ加工による光閉じ込め基材により、ガラス基

板を用いた場合と同等の性能のフレキシブル太陽電池

を作製することに成功した。

民間企業31社等と設立した「高信頼性太陽電池モ

紫外光照射

凹凸構造をもつ

③④
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

凹凸構造

民間企業31社等と設立した「高信頼性太陽電池モ

ジュール開発・評価コンソーシアム」において、太陽電

池モジュールの信頼性・耐久性を決定する要因の解明

と、信頼性向上に資する部材開発に官民一体となって

凹凸構造をもつ
光閉じ込め基材

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓
と、信頼性向 に資する部材開発に官民 体となって

取り組む研究体制を構築した。

【平成２１年度計画との関連】

図１．新型フレキシブル太陽電池用の光閉じ込め基材の
作製方法

小項目：Ⅳ-4-(3)-① 太陽光発電の高効率化と大量

導入支援技術の開発

・ フレキシブル基材を用いたアモルファスシリコン太陽

電池の高耐久化・信頼性向上のため 使用する基材の

太陽電池セル 配線

電池の高耐久化・信頼性向上のため、使用する基材の

バリア性能を向上させるとともに、加速劣化試験等によ

り太陽電池に適した基材を選別する。

バックシート
充填剤端子箱

図２．太陽電池モジュールの信頼性・耐久性に強く影響
を及ぼす部材の例（図示した樹脂製部材の耐久性を向
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【開発技術の用途】

・ 軽量、フレキシブルな薄膜シリコン太陽電池の基材

2

を及ぼす部材の例（図示した樹脂製部材の耐久性を向
上させる研究を推進中）



化合物型太陽電池の高効率化 太陽光発電研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

CIGS太陽電池の光吸収層を高品質化・集積化する技術

を開発し、10cm角のCIGS集積型モジュールのためのプロ
世界 高効率：16 7%

セスを確立した。商品化されている青板ガラス基板上のモ

ジュール特性を大幅に上回る変換効率16%以上を実現し

た。また、フレキシブル基板上でも10%以上の変換効率を

実現した 集積型サブモジ ルの高効率化に不可欠な

世界 高効率：16.7%

実現した。集積型サブモジュールの高効率化に不可欠な

多くの技術課題を解決し、このサイズでは世界 高の変

換効率を上げた。

AIST正式測定

内部測定

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-4-(3)-① 太陽光発電の高効率化と大量導入

支援技術の開発

AIST正式測定

内部測定
ARコート無

・小面積のCIGS太陽電池において、変換効率19%以上を

実現するための技術を開発する。また、10cm角集積型

CIGSサブモジュールの性能を向上し、変換効率16%以上

を実現するための技術開発を行う

図１．集積型モジュールの効率向上の推移

を実現するための技術開発を行う。

【開発技術の用途】

・住宅用太陽電池
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図２．集積型モジュールの断面の模式図

住 用 陽電

・車載用太陽電池

・量産化技術の高度化



クリーンな軽油製造のための脱硫触媒の商品化 新燃料自動車技術研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

サルファーフリー軽油（硫黄分<10ppm）製造用の新規な

触媒調製技術を企業との共同研究で確立した。脱硫触媒

の性能を実証し 新規C M 系脱硫触媒”LX NC10“の商

触媒の電子顕微鏡写真

の性能を実証し、新規CoMo系脱硫触媒”LX-NC10“の商

品化に貢献した。さらに、ゼロサルファー化（硫黄分<1ppm

）と低アロマ化（芳香族分<5wt%）を同時に達成できる技術

として、第一段目にLX-NC10、第二段目に耐硫黄性貴金として、第 段目にLX NC10、第二段目に耐硫黄性貴金

属触媒Pd-Pt/Yb-USYゼオライト-Al2O3触媒を用いる二段

処理技術を開発した。

10

図１．新規脱硫触媒“LX-NC10”（日揮触媒化成㈱製）

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅳ-4-(4)-③ クリーン燃料製造技術の開発

・ 軽油の超低硫黄化用脱硫触媒（S<10ppm)の製品化と製

油所における実用化を目指す 軽油の 化 は 軽 0

5

10

従来型触媒
安定域で 従来触媒より
10 ºC以上の低温活性

触
媒

基
準

）

油所における実用化を目指す。軽油のS<1ppm化では、軽

油一段処理用の脱硫触媒技術と、低アロマ性の燃料製造

も可能にする二段処理用の触媒組み合わせ技術を構築

する 更に 燃料油の低アロマ化用に開発した触媒技術 -10

-5

0

LX-NC10

活性安定域の
度

（
℃

）
（
従

来
触

する。更に、燃料油の低アロマ化用に開発した触媒技術

のバイオ燃料製造への展開も図る。

【開発技術の用途】 -20

-15

1000 2000 3000 4000 5000 6000

反応速度解析区間

@S < 8 ppm

活性低下速度
約 1.2 oC/月未満

反
応

温
度
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・ 国内外の製油所でのサルファーフリー軽油生産に利用

・ ガソリン等の低硫黄化用触媒技術への波及

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Time on stream (h)通油時間 (h)

図２．従来型脱硫触媒と開発した“LX-NC10” の性能比較



平成２１年度の主な研究成果

活断層データベースの機能向上 活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】
・活断層データベースには産総研で編集して
作成した断層位置が収録され Google Maps作成した断層位置が収録され、Google Maps
上で表示可能である。今年度は、活断層デー
タベースに収録された断層位置および調査地
点情報を、GIS用のシェイプファイル、および
Google Earth用のkmzファイル形式でダウンGoogle Earth用のkmzファイル形式でダウン
ロード可能とした。
・年間で100万ページビューのアクセスがある。

【平成２１年度計画との関連】【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表2】3-(1)-① 活断層の活動性

評価

・既存文献に示された断層位置情報について既存文献に示された断層位置情報について
、データベースへの収録作業を進めるととも
に、縮尺2万5千分の1の精度で編纂しGIS化し
た表示システムを構築する。

【開発技術の用途】

・データダウンロードが可能となったことで、断
層位置をユーザーが独自にさまざまなGIS情
報や地図と重ねて表示することが可能となり

図 Google Earth上に表示した神戸市付近の活断層位置
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報や地図と重ねて表示することが可能となり、
データの利用範囲が格段に広まった。



平成２１年度の主な研究成果

糸魚川-静岡構造線断層帯地震発生予測シミュレーター開発のための地下構造モデルの作成
活断層・地震研究センター

【研究成果の概要】
・糸魚川-静岡構造線断層帯は国内の活断層で も
地震発生確率が高く 大 グ ド 程度地震発生確率が高く、 大でマグニチュード(M)８程度
の大地震の発生が予想されている。
・既存の地質情報に加え、新たな観測による断層構
造・地殻応力情報を加え、当該地域の深さ50km程度
ま 地 構造 デ 化 応力状態 評価 基づまでの地下構造のモデル化、応力状態の評価に基づ
いて、地震発生予測シミュレーターを開発する。今年
度は、地下構造モデル化の新手法を提案し、断層帯
周辺の地下構造のモデル化を行い、また大量の微小
地震 解析から 地殻応力分布が明らか な た地震の解析から、地殻応力分布が明らかになった。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表2】3-(1)-④ 地震発生予測精度向上の
図２ 新手法により作成
した糸魚川-静岡構造線

地震発生シミュレーターの開発

小項目：【別表2】3 (1) ④ 地震発生予測精度向上の

ための地震研究

・糸魚川-静岡構造線の3次元地下構造モデルの範囲
を関東越後信越を含む地域まで拡大する。地震発生
予測シミ レ タで 3次元的不均質と非弾性の効果

した糸魚川 静岡構造線
全域の応力場マップ

縮力

予測シミュレータで、3次元的不均質と非弾性の効果
等を考慮したモデルの高度化を行う。

【開発技術の用途】

地震の切迫度評価

図１ 糸魚川-静岡構造線周辺
深さ10 kmでの地殻強度分布と
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圧縮力・地震の切迫度評価
・次の地震の強震動予測

深さ10 kmでの地殻強度分布と
地震の断層形状のモデル設定



平成２１年度の主な研究成果

2009年12月の伊豆半島東方沖群発地震前後の伊東市周辺における地下水位変化

【研究成果の概要】
・伊豆半島東部では1978年以来頻繁に群発地震活動が発生してい

おり 産総 年から地 水 観測を行な る

活断層・地震研究センター

ており、産総研では1976年から地下水の観測を行なっている。
・2009年12月17日から21日頃まで群発地震活動が発生し、地震発
生の10時間以上前に水位低下が始まり、群発地震の活発化・沈静
化にも対応して水位が変化した。
気象庁 歪計デ タと 対応も良く れら 変化は グ 貫入・気象庁の歪計データとの対応も良く、これらの変化はマグマ貫入

モデルで説明出来る。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表2】3-(1)-④ 地震発生予測精度向上のための地震

研究

・四国～紀伊半島の観測点および東海の地下水観測点の観測デ
タを用い 気象庁や防災科研と協力して短期的スロ スリ プをータを用い、気象庁や防災科研と協力して短期的スロースリップを

モニターする。国の東海地震予知事業の一環として引き続き前兆
的地下水位変化検出システムを運用する。

【開発技術の用途】

・伊豆半島東部の群発地震活動
と火山活動（マグマの貫入）の監
視と予測に有効。
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図 2009年12月、伊豆半島東方沖群発地震前後の地下水位の変化



平成２１年度の主な研究成果

地圏環境リスク評価システム（GERAS-3）の完成・公開と普及 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
・土壌・地下水を含む地下環境を３次元的にモデル化し、環
境汚染物質の移動や変換などの特性を定量評価できる詳
細モデルを完成した。 蒸発

移流・拡散

オンサイト（例えば工場） オフサイト（例えば住宅地）

細 デルを完成した。
・全ての規制対象物質について土壌・地下水汚染の健康リ
スクを評価し、浄化や修復のリスク管理に資するためのシ
ステムを開発し、プレス発表により公開した。
・新規の解析手法の開発として、地表付近の土壌層の不飽

不飽和層

汚染物質
井戸

浸透

トラップ

蒸発

油，水，ガスの三相流

軽質分の揮発・拡散

新規 解析手法 開発 、 表付近 壌層 不飽
和帯と地下水層の飽和帯を考慮し、多相流動解析が可能
な技術体系を確立した。

【平成２１年度計画との関連】

飽和層

不透水層

毛管帯

水相への溶解

トラップ

溶解体の移流・拡散

LNAPLの移流・拡散

DNAPLの移流・拡散

【 成 年度 関 】

小項目：Ⅳ-2-(1)-② 土壌汚染リスク評価手法の開発

・平成20年度に開発した鉱物油を対象とした詳細モデルに
加えて、重金属類および揮発性有機化合物を対象とした詳
細モデルを開発し 地圏環境リスク評価システムGERASの細モデルを開発し、地圏環境リスク評価システムGERASの
全体バージョンを完成させる。

【開発技術の用途】

・開発したGERAS-3の利用実績は300社以上におよび 事開発したGERAS 3の利用実績は300社以上におよび、事
業所や自治体等の実務に普及・活用されている。
・土壌汚染対策のリスク軽減とコスト低減の定量評価が可
能であり、原位置浄化技術等に適用できる。
・環境汚染リスク評価技術の法制度や社会システムへの適

図、リスク評価システムGERAS-3のイメージと解
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環境汚染リスク評価技術の法制度や社会システムへの適
用と普及をめざす。

析結果の一例（帯水層における濃度分布とリス
クの判定結果）



平成２１年度の主な研究成果

水文環境図編集指針の作成とNo.6「山形盆地」の出版 地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
・国内外の水文地質図の調査、専門家へのインタビュー、プ
ロジェクトグループ内での検討を通じ、水文環境図は「地域
の地下水資源を適正に利用し、地中熱利用に資する地下情

リンク

報を提供しつつ水環境を守ること」のために水文情報を高精
度に提供すると再確認した。本年度は、新しい水文環境図
の編集項目や記載方法に関するガイドラインを作成し、これ
を元に水文環境図No.6「山形盆地」を編集・出版した。
・本図では、山形盆地の地質、地形、水文地質、地下水面図、
地下水水質の分布図、同位体分布図、地温分布図などの
情報が約100のレイヤー形式で収録されており、ユーザーは
これらのデータを同一の地図の上で比較検討することがで

メニュ 画面
きるようになった。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：【別表2】2-(1)-① 水文環境データベース及び水文

メニュー画面

リンク

小項目：【別表2】2 (1) ① 水文環境デ タ ス及び水文

環境図の作成

・地下水資源の有効な利用と適切な保全を考慮し、社会の
ニーズに貢献するために、水文環境図の評価軸と評価方法
に関する指針をまとめ 水文環境図「山形盆地」を出版するに関する指針をまとめ、水文環境図「山形盆地」を出版する。

【開発技術の用途】

・地域の地下水資源を適正に利用し、地中熱利用に資する
地下情報を提供しつつ水環境を守る 説 書

地図画面
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地下情報を提供しつつ水環境を守る。 説明書

図、水文環境図No.6「山形盆地」



平成２１年度の主な研究成果

産総研-南アフリカCGS-JOGMEC３ヵ年共同研究による希土類資源ポテンシャル評価
地圏資源環境研究部門地圏資源環境研究部門

【研究成果の概要】
・南アフリカ共和国内に分布する希土類元素の濃集が期
待される鉱床の品位 埋蔵量 同元素の存在形態などを待される鉱床の品位、埋蔵量、同元素の存在形態などを
精査し、パラボラ鉱床やフォルハノフ鉱床，ザンコプスドリ
フト鉱床などから高い希土類資源ポテンシャルを見出した。
・この結果は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構を通じて
経産省 民間企業に移転され 部が開発プロセスに移

図１，スピッツコッ
経産省・民間企業に移転され、一部が開発プロセスに移
りつつある。

【平成２１年度計画との関連】

① 地 流体挙動 解 る 境保

プ岩体共同調査

小項目：Ⅳ-2-(1)-① 地圏流体挙動の解明による環境保

全及び資源探査技術の開発

・岩石の風化帯において希土類ポテンシャルの調査を継
続するとともに、アルカリ岩、カーボナタイトの重希土類ポ

図２、フォルハノフ
鉱床共同調査

続するとともに、アルカリ岩、カ ボナタイトの重希土類ポ
テンシャル評価を実施する。希土類鉱床開発に向けた希
土類元素の存在形態、希土類鉱物の同定、産状に関す
る調査・研究を実施する。

【開発技術の用途】

・本研究の成果は、南アフリカ共和国からも希土類元素が
輸入できるように、石油天然ガス・金属鉱物資源機構と日
本企業が南アフリカ共和国内の鉱山の権益を確保するた

図３，フォルハノフ
鉱床、高濃度の希
土類元素を含む岩

蛍石
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本企業が南アフリカ共和国内の鉱山の権益を確保するた
めの基礎データとして使われる。 赤鉄鉱 1mm

土類元素を含む岩
石の顕微鏡写真


