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地圏資源環境研究部門の成果報告会は、今年で第９回目を迎えました。今回の報告会の
テーマは「地圏に関する基盤情報の整備と提供」です。当部門は地圏に眠る天然資源の探
査・評価・開発、地圏を構成する地層を利用した地層処分や地中貯留の可能性と安全性の
評価、土壌汚染等に関する地圏の環境の保全等を研究対象としています。これらの研究を
通じて、新たな資源の発見や環境に関する知見の獲得を行うと同時に、地圏の資源や環境
についての基本的な調査図類やデータを社会に提供してゆくことも当部門の大きなミッシ
ョンの一つです。当部門ではこのような基盤的研究を通じて、鉱物資源図、燃料資源地質
図、日本の熱水系アトラス、水文環境図、表層土壌環境評価基本図など、基盤情報の整備
を着実に実施しております。今回の成果報告会はこのような側面から当部門の研究をご紹
介していきたいと考えています。
平成 22 年度から独立行政法人産業技術総合研究所は第 3 期中期目標期間（5 年間）に入
りました。第 3 期における当部門の重点研究課題（ユニット戦略課題）は、以下の７つで
す。
１）土壌汚染評価技術の開発
２）二酸化炭素地中貯留評価技術の開発
３）地層処分にかかわる評価技術の開発
４）鉱物・燃料資源のポテンシャル評価
５）地下水・地熱資源のポテンシャル評価
６）地質環境の隔離性能に関する評価技術の開発
７）地圏の資源環境に関する知的基盤の構築
重点課題の１）は地圏環境の保全、２）、３）は地圏環境の利用、４）、５）は地圏資源
の探査・評価・開発、６）は地層処分の安全規制支援研究、そして７）は１）から６）ま
での研究に基づいた基盤情報の整備です。今回の成果報告会でご紹介する内容はこの７）
の成果を中心に、関連する１）から６）までの成果も含んでおります。
地圏の資源と環境に関する社会のニーズは、迅速な対応を迫られる喫緊の課題から、大
きく長期的な課題や体制の問題までがあると研究部門として認識し、対応を進めていると
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ころです。例えばレアメタル資源探査の問題は、現在の先端産業を支える資源の問題であ
り、喫緊の課題と認識して、研究の推進、予算の確保、人員体制の増強を進めているとこ
ろです。社会問題として深刻化しつつある土壌汚染の問題、あるいは地下水確保の問題等
も喫緊の課題です。また一方では、資源全般、地層処分や地中貯留などの研究は主として
国の要請に沿って、長期的に取り組んでいるところです。
このような研究に関して、当部門では常勤研究職員約８０名、客員研究員や契約職員を
含めて総人員約１８０名の体制で研究を進めています。限られた研究ポテンシャルですが、
大きな成果を得るためには社会のニーズを良く把握し、外部との連携・協力を進めてゆく
ことが重要と考えています。
部門成果報告会では、メインテーマに関する講演以外に、各研究グループや個人の研究
成果をより詳しく知っていただくために、ポスターセッションも例年同様設け、ご参加い
ただいた方との研究交流を深めてまいりたいと思います。この報告会は、部門の成果をお
知りいただくと同時に、皆様から直接、貴重なご意見を伺う重要な機会と位置づけており、
毎年定期的に開催しております。今後とも変わらないご高配を賜りますよう、心からお願
い申し上げます。
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第 7 回（2008 年） 地圏資源環境研究部門研究成果報告会

プログラム
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13:00-13:20：地圏資源環境研究部門研究紹介 矢野 雄策 ( 研究部門長 )
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研究発表
特集：持続可能な社会を目指す地圏資源研究
−環境を意識したアプローチ−
13:20-13:50：持続可能な地下水利用と環境の維持
丸井敦尚（地下水研究グループ）

7

坂田将・吉岡秀佳・持丸華子（地圏微生物研究グループ）

9

13:50-14:20：地下微生物の天然ガス生成ポテンシャル
14:20-14:50：再評価されつつある地熱開発ニーズに応えて
村岡洋文（地熱資源研究グループ）

13

14:50-15:30：ポスターセッション
（発表：各研究グループ，個別研究課題）
15:30-16:20：招待講演「持続型炭素循環システム」
佐藤光三（東京大学

エネルギー・資源フロンティアセンター）

17

16:20-16:50：鉱物資源研究グループの希土類資源調査の現状
渡辺寧・実松健造・守山武（鉱物資源研究グループ）

19

16:50-17:15：ポスターセッション
（発表：各研究グループ，個別研究課題）
17:15-19:00：懇親会（ポスター会場）
ポスターセッション
（研究グループ発表）
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（個人発表）
大気を水資源とした造水技術の開発に関する取り組み *
駒井 武・杉田 創・大石昭二
（環境管理技術研究部門）
・山崎淳司
（早稲田大学・理工学術院）
鉱物油に起因する土壌汚染のリスク評価を目的とした油−水混相流動挙動に関する研究 *
坂本靖英・西脇淳子・川辺能成・駒井

武

Natural microbial attenuation of tetrachloroethylene(TCE) trapped in clayey sediments*
Mio TAKEUCHI・Yoshishige KAWABE・Eiji WATANABE・Toshio OIWA・
Manaubu TAKAHASHI・Kenji NANBA・ Yoichi KAMAGATA・ Satoshi HANADA・
Maki・SUGIHARA・Takeshi KOMAI
高密度 3 次元電気探査とダイレクトプッシュ技術を用いた油汚染地区の探査 *
神宮司元治・横田俊之・光畑裕司・内田利弘
石油関連施設跡地における三次元地中レーダ探査適用研究 *
横田俊之・神宮寺元治・中島善人・光畑裕司・内田利弘・駒井武（産総研）
自然エネルギーを用いた重金属汚染浄化に関する研究 *
張銘・小野暁（ニュージェック）・澤田章（エヌエス環境（株））・
駒井武・丸茂克美（地質情報）・杉田創
Potential methane production in sediments from the Cascadia Margin, IODP.Expedition 311*
吉岡秀佳・ 東陽介（生物機能工学研究部門）・
中村孝道（生物機能工学研究部門）・丸山明彦（生物機能工学研究部門）・坂田将
Methanogenic archaeal diversity and isolation in ntural gas field*
持丸華子・吉岡秀佳・玉木秀幸（生物機能工学研究部門）・
坂田将・鎌田洋一（ゲノムファクトリー研究部門）
関東平野下に賦存する可粘性天然ガスについて *
金子信行・佐脇貴幸・棚橋学
南関東ガス田の鉱床成因モデル
−前弧域での微生物起源メタンとヨウ素の濃集に関する地質学的・地球化学的制約−
金子信行
土壌中に存在するナノ物質をもとにした吸着式エネルギーシステム用高性能吸着剤の開発 *
鈴木正哉・月村勝宏
TRU 廃棄物処理における放射性ヨウ素の固定化 *
鈴木正哉・月村勝宏
Geochemical reaction modeling for ferrihydrite nano-particles in the Lake Karachai area, Russia*
Katsuhiro Tsukimura, Masaya Suzuki, Yohei Suzuki
熱−水−応力−化学−微生物統合連成解析：地層処分から地中貯留まで *
李琦・伊藤一誠
海底電気・電磁探査法モデリング技術の開発 *
光畑裕司・上田匠・内田利弘
幌延沿岸域における物理探査研究プロジェクトについて *
内田利弘・光畑裕司・上田匠・安藤誠・丸井敦尚・楠瀬勤一郎
地盤振動特性を考慮した戸建て住宅の環境振動評価 *
国松直
一般帯水層 CO2 地中貯留での地化学トラッピング：東京湾岸モデルの検討
奥山康子・徂徠正夫・柳澤教雄・佐々木宗建・戸高法文（J-Power）
東京湾周辺地域における地下水の流動ならびに環境の変化 *
宮越昭暢・林
Ｘ線ＣＴを用いた多孔質帯水層の拡散特性の異方性の評価 *

武司（秋田大学）

中島善人・紙谷進・ 中野司（地質情報研究部門）
地熱井セメントの物性試験とケーシング−セメントの接着強度試験 *
唐澤廣和・及川寧己・天満則夫・竹原孝・林一夫・須藤祐子（東北大）・
佐久間澄夫（地熱エンジニアリング）

海洋プレート斜め沈み込みの簡易モデル化と数値シミュレーション：手法と応用
茂野博
炭酸カルシウムスケール処理における高周波電気分解装置の適用
柳澤教雄・松村高宏（株式会社レイケン）
「濁川型カルデラ」の再検討 *
水垣桂子・萬年一剛（神奈川県温泉地学研究所）
都市部における地中熱ヒートポンプシステムの導入に係る環境評価 *
今泉博之・天満則夫・安川香澄・内田洋平・高橋保盛
ラオス南部、玄武岩ラテライトの希土類資源 *
実松健造・守山武・渡辺寧
インド東部ベルディ燐灰石鉱床の Ta-Nb 鉱化作用
守山武・石原舜三・Panigrahi, M.K.・Pandit, D.・渡辺寧

* の発表は別途要旨発表済み等の理由により本報告書には未収録
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ಖࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏሗ࿌࡛ࡣᮾᾏᮧ࡞

࣮࢘࢜ࢱ࣮ᾘ㈝ࡉ࠼ࡶῶࡽࡍࡇ࡛࢚͆ࢥ͇ࡍ

ࡢዲࢆ⤂ࡍࡿࠋ

ࡿືࡁࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ
 ᆅୗỈࡢ⟶⌮ᢏ⾡ࡣࡉࡽඛࢆ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸱㸬⎔ቃᅉᏊࡋ࡚ࡢᆅୗỈ

CCOP(2008)ࡶࢃࡿ࠾ࡾࠊ͆ᆅୗỈ⟶⌮͇
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ᬮ௦⾲ࡉࢀࡿᆅ⌫⎔ቃࡢኚࡣྛᡤ

⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤබᅬࡢࡁỈࡀᯤῬࡋࡓࡾࠊ
୍᪉࡛ࡣࢺࣥࢿࣝࡽࡢὶฟỈࡀṆࡵࡽࢀ࡞࠸
ቑ࠼࡚ࡳࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡿ࡛㝆Ỉࡢศ
ᕸࡀᒁᡤࡋࠊỈࡢࣂࣛࣥࢫኚᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊᆅୗỈ⎔ቃ㛵ࡍࡿ
ኚࡣࠊேཱྀᐦ㞟ᆅࡽࡼࡾᗈᇦࠊࡼࡾ῝㒊
୕ḟඖⓗᣑࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼
ࡿࠋ
 ⎔ቃࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ᆅୗỈࡢά⏝ࡣࠊඛ
㏙ࡓ͆㐀Ỉ͇ຍ࠼࡚ᆅᇦ⎔ቃࡀᚲせࡍࡿ
͆Ỉࡢ࠶ࡾ᪉͇ࡀၥࢃࢀࡿࠋ࠼ࡤࠕᒣⵇ⏣
ࡣ෭ΎỈ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⎔ቃࡀồࡵࡿỈࢆᾰ㣴ࡋ࡚
࠶ࡆࡿࡇࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊᖏỈ
ᒙࡢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᆅ㉁ࡽぢࡓᖹ㔝ࡢṔ
ྐࡸ㒔ᕷⓎ㐩ࡢṔྐྠᵝᆅୗỈࡶṔྐ
(Ỉ㉁ኚ)ࡀᏑᅾࡍࡿࠋỈᩥᏛⓗゝ࠼ࡤࠊᆅ
ୗỈ㉁ࡀᖏỈᒙෆࡢỈ㉁ᙧᡂ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㉸࠼
࡞࠸⠊ᅖࡢᾰ㣴⟶⌮ࢆࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ⏘⥲◊ࡀᐇࡋ࡚ࡁࡓᆅୗỈ
ሗࡢ㞟✚ࡸ㐣ཤࡢᖏỈᒙሗࠊࡉࡽࡣᅜつ
ᶍࡢᆅୗỈ㈿Ꮡ㔞ሗ࡞ࢆ♧ࡋ࡚⤂ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊᚋᚲせࡉࢀࡿᆅᇦࡢᆅୗỈࡢ
࠶ࡾ᪉ࡸᢤࡅⴠࡕሗ࡞ࡀ᫂☜ࡉࢀࡿ⪃
࠼ࡿࠋ
㸲㸬࠾ࢃࡾ
 ⎔ቃࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛ࡢᆅୗỈࡢ⏝ࠊ
⏝ࡋࡓᆅୗỈ┦ᙜ㔞ࡢᾰ㣴㐀Ỉࠊࡇࢀࡀᚋ
ࡢ࡞ᆅୗỈ⏝࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡣᆅ
⌫つᶍࡢ⎔ቃኚࢆ⪃៖ࡋࡓࠊゝࡍࢀࡤ㛫
ኚࢆ⪃៖ࡋࡓࠊᆅୗỈ(ᖏỈᒙ)⟶⌮ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ⌧≧࡛ࡣᆅୗỈࢆ≀⌮ⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࡋ࡚ὶື᪉ྥࢆኚ࠼ࡿࡇࢁࡲ࡛ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ࡞⟶⌮ࡢࡓࡵ᭦࡞ࡿᖏỈᒙࡢ⌮ゎᏳ
ᛶࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
A. Marui(Editor):Groundwater Assessment and
Control in the CCOP Region, Geological Survey of
Japan Interim Report No. 45, pp42, 2008. Oct.,

㸬
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ᆅୗᚤ⏕≀ࡢኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
Natural gas production potential of subsurface microbes
ᆅᅪᚤ⏕≀◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸ᆏ⏣ ᑗ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸧㸪ྜྷᒸ⚽ె㸪ᣢ⳹Ꮚ

Geomicrobiology Research Group: Susumu Sakata (Leader), Hideyoshi Yoshioka and
Hanako Mochimaru
Phone: 029-861-3898, e-mail: su-sakata@aist.go.jp
࣊ࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫࡢ࢞ࢫศᯒࡼࡗ࡚࣓ࢱࣥࡢ✚
⟬⏕ᡂ㔞ࢆ ᐃࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋሁ✚≀࣭ሁ✚
ᒾヨᩱࡢሙྜࡣ⌧ᆅࡢᆅᒙỈࡸேᕤᾏỈࢆῧຍ
ࡋࠊࢫ࣮ࣛࣜ≧ࡍࡿࠋ⏕ᡂࡉࢀࡿ࣓ࢱࣥࡢᏳ
ᐃྠయẚࢆ ᐃࡍࡿࡇࡸࠊᇵ㣴క࠺᭷ᶵ
≀⤌ᡂࡢኚࢆㄪࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲࡣࠊᚤ⏕≀ࡀ≉ᐃࡢཎᩱ
≀㉁ࡽ࣓ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㧗ឤᗘ
᳨ฟࡍࡿࡓࡵࠊ& ࡛ࣛ࣋ࣝࡋࡓᇶ㉁ࢆヨᩱ
ῧຍࡋ࡚ᇵ㣴ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋሁ✚≀ࡸᮍᅛ⤖
ࡢሁ✚ᒾヨᩱࡢሙྜࡣࠊࢫ࣮ࣛࣜ≧ࡏࡎࠊ㠀
◚ቯ㸦⣙ FP ࡢࢧࣈࢥ㸧࡛ᇵ㣴ࡍࡿࠋ& ᇶ
㉁ࢆࢩࣜࣥࢪ࡛ࢧࣈࢥࡢ୰ᚰ㒊ὀධࡋࠊ᎘
Ẽࣂࢵࢢᑒධࡋࡓ≧ែ࡛ᜏ ᇵ㣴ࡍࡿࠋẚ㍑
ⓗ▷ᮇ㛫㸦㏻ᖖࠊᩘ᪥ࡽ㸰㐌㛫㸧
ࠊ᳨యࡈ
␗࡞ࡿᮇ㛫ᇵ㣴ࡋࡓࡢࡕࠊỈ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘Ỉ
⁐ᾮࢆྵࡴࣂࣝ୰ᑒධࡋ࡚ᇵ㣴ࢆṆࡍ
ࡿࠋ࣊ࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫ࢞ࢫࢆ࣓ࢱࣥ㓟ࣛࣥ
㸦ᅗ
㸯㸧ᑟධࡋ࡚ࠊ⏕ᡂࡋࡓ࣓ࢱࣥࢆ㓟Ⅳ⣲
ኚࡋࠊࡇࢀࢆ࣑ࣥ⁐ᾮࢺࣛࢵࣉࡋ࡚ࠊ
ᾮయࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡛ᨺᑕ⬟ࢆ
ᐃࡍࡿࠋ୍᪥࠶ࡓࡾ⏕ᡂࡉࢀࡿ࣓ࢱࣥࡢᨺᑕ⬟
ࢆホ౯ࡋࠊ᭱ึῧຍࡋࡓᇶ㉁ࡢᨺᑕ⬟ᑐࡍ











ᅗ㸯 ࣊ࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫ࢞ࢫ୰ࡢ &+ ࢆ &2 ኚ
ࡋࢺࣛࢵࣉࡍࡿࡓࡵࡢ࣓ࢱࣥ㓟ࣛࣥ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ᆅୗᚤ⏕≀ࡣሁ✚≀ࡸሁ✚ᒾ୰ࡢ᭷ᶵ≀ࢆ᎘
Ẽⓗศゎࡋ࡚ࠊ㓟Ⅳ⣲ࡶ࣓ࢱࣥࢆ
⏕ᡂࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡣኳ↛࢞ࢫ㈨※ࡢᙧᡂ
㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ࡢኳ↛࢞ࢫ
㈨※ࡢᑡ࡞ࡃࡶ㸰ࡣᆅୗᚤ⏕≀ࡀ⏕ᡂࡋࡓ
ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜ⏘ኳ↛࢞ࢫࡢ⣙ 㸣ࢆ
༨ࡵࡿỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫࠊᑗ᮶ࡢ㈨※ࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿ༡ᾏࢺࣛࣇࡢᾏᗏ࢞ࢫࣁࢻ࣮ࣞࢺࡶᚤ⏕
≀㉳※࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ኳ↛࢞ࢫ㈨※ࡢ᥈㖔ࠊ
㛤Ⓨࢆຠ⋡ⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵࡣࠊᆅୗᚤ⏕≀ࡢ
࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡢᐇែ㸦ࡇ࡛ࠊࡢࡢ㏿ᗘ࡛࣓
ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸧ࡑࡢᨭ㓄ᅉᏊࢆゎ
᫂ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᆅᅪ㈨※⎔ቃ◊✲㒊
㛛࡛ࡣ㒊㛛㔜Ⅼ◊✲ㄢ㢟ࠕప⎔ቃ㈇Ⲵኳ↛࢞ࢫ
㈨※ࡢホ౯࣭㛤Ⓨᢏ⾡ࠖ㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍⎔࡛ࠊ
ᆅ⌫Ꮫⓗࠊᚤ⏕≀Ꮫⓗᡭἲࡼࡗ࡚ᆅୗᚤ⏕
≀ࡢኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡍࡿ◊✲
ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ᴫ
ㄝࡍࡿࠋ
㸰㸬ኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢホ౯ᡭἲ
 ᆅୗᚤ⏕≀ࡢኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ
౯ࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞᪉ἲࡣᇵ㣴࡛࠶ࡿࠋᇵ㣴ἲࡣࠊ
ᆅୗࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡿヨᩱࢆ❅⣲㞺ᅖẼ࡛ᐜჾෆ
ᐦ㛢ࡋ࡚ࡽࠊᜏ ⨨࡛ཎ⨨ࡢ ᗘಖ
ࡕࠊ࣊ࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫࡢ࣓ࢱࣥ⃰ᗘࡢ⤒ኚࢆ
ᐃࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㔞㸦✚⟬㔞㸧
ࡸ⏕ᡂ㏿ᗘࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋヨᩱࡣ㝣ᾏ
ᇦ࠾࠸࡚᥀๐ࡉࢀࡿࢥ㸦ሁ✚≀࣭ሁ✚ᒾ㸧
ࡸἜ࢞ࢫ⏣ࡢᆙࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡿᆅᒙỈࠊࢫࣛ
ࢵࢪ㸦◁㉁ỿẊ≀㸧࡞ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋᙜ◊✲
㒊㛛࡛ࡣࠊ㛗ᮇᇵ㣴ἲࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲ
࠸࠺␗࡞ࡿᇵ㣴ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
 㛗ᮇᇵ㣴ἲࡣࠊࣂࣝࢡࡢヨᩱࢆ࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡀ
Ṇࡍࡿࡲ࡛㸦ከࡃࡢሙྜ  ᪥௨ୖ㸧ᇵ㣴ࡋࠊ
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ࡿྜ㸦ᅇ㌿⋡㸧ࢆồࡵࡿࠋࡇࢀヨᩱ୰ࡢᇶ
㉁⃰ᗘࢆࡌࡿࡇ࡛ࠊࡇࡢᇶ㉁ࡽࡢ࣓ࢱࣥ
⏕ᡂ㏿ᗘࢆホ౯࡛ࡁࡿࠋࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲࡣࠊ
ῧຍࡍࡿᇶ㉁⃰ᗘࡀపࡃࠊ▷ᮇ㛫㠀◚ቯࡢᇵ
㣴࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⮬↛᮲௳ୗࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ
㏿ᗘࢆ᥎ᐃࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ᴟࡵ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᇵ㣴ࢆ⾜ࢃࡎࠊヨᩱ୰⏕ᜥࡍࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ
ྂ⣽⳦≉ᚩⓗ࡞ศᏊࢆ᳨ฟࠊᐃ㔞ࡍࡿࡇࡶ
ኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲࡋ
࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊཎ᰾⏕≀
ࡢศ㢮㐺ࡋࡓ 6U51$ 㑇ఏᏊࡸ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ
⣽ ⳦  ≉ ᚩ ⓗ ࡞ ᶵ ⬟ 㑇 ఏ Ꮚ ࡛ ࠶ ࡿ PFU$
㸦 0HWK\O&RHQ]\PH 0 5HGXFWDVH $OSKDVXE
XQLW㸧࡞ࡢ᰾㓟ࡸࠊ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦≉ᚩ
ⓗ࡞⿵㓝⣲࡛࠶ࡿ ) ࡞ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᙜ◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊ≉ᆅୗࡽ᥇ྲྀࡉ
ࢀࡿሁ✚≀࣭ሁ✚ᒾヨᩱ୰ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦
ࢆ㧗ឤᗘ᳨࡛ฟࡍࡿࡓࡵࠊ≉ᚩⓗ࡞࢚࣮ࢸࣝ
⬡㉁ᡂศ࡛࠶ࡿࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࢟࢜ࣝࢆ ᐃ
ࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ⪃࠼ࡓࠋศᯒἲࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ
ࡓ⤖ᯝࠊ⏕ᜥ୰ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦≉ᚩⓗ࡞
㠀ಟ㣭ᴟᛶࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࢟࢜ࣝࢆ࢞ࢫࢡࣟ
࣐ࢺࢢࣛࣇ࡛ศᯒࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ

㸱㸬ኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢホ౯⤖ᯝ
㸱㸬㸯㸬ᾏᗏᚤ⏕≀
 ᾏᗏᚤ⏕≀ࡢኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡘ
࠸࡚ࡣࠊ≉࢞ࢫࣁࢻ࣮ࣞࢺࡢᡂᅉࢆゎ᫂ࡍ
ࡿ┠ⓗ࡛ࠊᅜෆእ࡛◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ
㒊㛛࡛ࡶ 0+ ࡢ୍⎔࡛ᮾ㒊༡ᾏࢺࣛࣇࡽ᥇
ྲྀࡉࢀࡓࢥヨᩱࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࡲࡓ ,2'3 ࡢ
([S ࠾࠸࡚࢝ࢫ࢝ࢹ࣐࣮ࢪࣥࡽ᥇
ྲྀࡉࢀࡓࢥヨᩱࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᆅୗᚤ⏕≀ࡢ
ኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢝ࢫ࢝ࢹ࣐࣮ࢪ࡛ࣥࡣࠊࣁࢻ࣮ࣞࢺࡀ
ศᕸࡍࡿࢧࢺࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡓ῝ᗘ ࠥ㹫
ࡢࢥヨᩱࡘ࠸࡚ࠊࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲࠊ㛗
ᮇᇵ㣴ἲ࡛ኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡋ
ࡓࠋࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲ࡛ࡣࠊ㓟Ⅳ⣲㓑
㓟ࡽࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂάᛶࡀ᳨ฟࡉࢀࠊ㓟Ⅳ
⣲㑏ඖ⤒㊰ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡀ㓑㓟ศゎ⤒㊰ࡢ
࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡼࡾࡁࡃࠊࡲࡓ⾲ᒙ㏆ࡃࡼࡾ
ࡶ࢞ࢫࣁࢻ࣮ࣞࢺࡢศᕸࡋ࡚࠸ࡿ῝㒊࠾࠸
࡚࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡀࡁ࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
㸦ᅗ㸱㸧ࠋᆅୗᚤ⏕≀ࡢศᕸ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡
ᆅ⾲㏆࡛ከࡃࠊ῝ᗘࡶᛴῶῶᑡࡍࡿ
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢝ࢫ࢝ࢹ࣐࣮ࢪࣥࡢ



ᅗ㸰 㠀ಟ㣭ᴟᛶࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࢟࢜
ࣝࢆࠊᐃ㔞ⓗࣔࣀࣇࢱࢽࣝࢢࣜࢭ࣮ࣟ
࢚࣮ࣝࢸࣝኚࡋ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࡛
ศᯒࡍࡿ᪉ἲ(Oba et al., 2006)

ᾏᗏ࠾ࡅࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂᚤ⏕≀ࡢ῝ᗘศᕸࡢഴ
ྥࡣࡇࢀࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ㛗ᮇᇵ
㣴ἲ࡛ࡣࠊ ヨᩱ୰  ヨᩱ࡛࣓ࢱࣥ⏕ᡂࢆ☜
ㄆ࡛ࡁࡓࠋ ᪥⤒㐣ࡋ࡚ࡶ࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡀ⥅⥆
ࡋ࡚࠸ࡿヨᩱࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡶᇵ㣴ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ᮾ㒊༡ᾏࢺࣛࣇ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᇶ♏ヨ㗹
ࠕᮾᾏἈ⇃㔝ℿ࡛ࠖᚓࡽࢀࡓࢥሁ✚≀୰ࡢ㠀
ಟ㣭ᴟᛶࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࢟࢜ࣝ㸦⏕ᜥ୰ࡢ࣓
ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦≉ᚩⓗ࡞⬡㉁ᡂศ㸧ࢆ ᐃࡋࠊ
῝ᗘࢆၥࢃࡎࢇࡢヨᩱ㸦᭱῝ P㸧ࡽ
ࡇࡢ≀㉁ࢆ᳨ฟࡋࡓࠋࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࢟࢜ࣝ
ࡣࡇࢀࡲ࡛࣓ࢱࣥ෭Ỉࢧࢺࡢ⾲ᒙሁ✚≀
ࡽ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ῝㒊ሁ✚≀ࡽ᳨ฟ
ࡉࢀࡓࡣ࡞࠸ࠋࢹ࣮ࢱゎᯒࡢ⤖ᯝࠊሁ✚≀୰
ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡢศᕸࡀ῝ᗘࡼࡾࡶ᭷ᶵ≀
ࡢ⥲㔞ᙉࡃᨭ㓄ࡉࢀࡿࡇࡀ᥎ᐃࡉࢀࠊ࢞ࢫ
ࣁࢻ࣮ࣞࢺࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡢሙࡀὸ㒊ሁ✚≀
㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞ
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࣓ࢳࣝྜ≀ࢆᇶ㉁ࡍࡿ᪂✀ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ
⣽⳦ࡢศ㞳ࡶᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ (Mochimaru et al.,
2008)ࠋኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ỉ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ࡢࢥሁ✚ᒾࡸࢫࣛࢵࢪࢆᇵ㣴ࡋ
࡚࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛௨ୗࡢ▱ぢࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
 㛗ᮇᇵ㣴ἲ࡛ࡣࠊࢥሁ✚ᒾࡸࢫࣛࢵࢪࢆྠ
ࡌ࢞ࢫ⏣ࡢ㝶Ỉࡶࣂࣝᑒධࡋࠊ
ࢫ࣮ࣛࣜ≧ࡋ࡚ᇵ㣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ㸲ࡣ༓ⴥ┴
ࡢỈ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ࡢࢥヨᩱࡢ㛗ᮇᇵ㣴ࡢ⤖ᯝࢆ
♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᪥ࡽ  ᪥⤒㐣ࡋ࡚ࡽ࣓
ࢱࣥ⏕ᡂࡀᛴ⃭㉳ࡇࡾࠊࡑࡢᚋ  ᪥௨ෆ࡛
࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡀṆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥࡸࢫࣛࢵࢪࡢ
ᇵ㣴࡛⏕ᡂࡍࡿ࣓ࢱࣥࡢ✚⟬㔞ࡣࠊⅣ⣲㔞⟬
࡛ヨᩱ୰ࡢ᭷ᶵ≀ࡢ 㸣ࡽ 㸣ࡶ┦ᙜࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊᆅ㉁௦㸦᪂➨୕⣖㸧ࡢሁ✚
ᒾ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᚤ⏕≀ࡢኳ↛࢞ࢫ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕ
ࣝࡀ㧗࠸ྍ⬟ᛶࢆ♧࠸࡚࠾ࡾࠊᚤ⏕≀ࡀ⏝ࡋ
࠺ࡿ᭷ᶵ≀ࡀከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆពࡋ࡚
࠸ࡿࠋࣟࢵࢡ࢚ࣂࣝศᯒࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢヨᩱྵ
ࡲࢀࡿ᭷ᶵ≀ࡣࢱࣉ ,,, ศ㢮ࡉࢀࠊ㧗➼᳜
≀⏤᮶ࡢࢣࣟࢪ࢙ࣥࢆከࡃྵࡴ᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ⬡㉁ศᯒࡢ⤖ᯝࠊQࣝ࢝ࣥ⬡⫫㓟ࡀከ
ࡃ᳨ฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ୍㒊ࡀ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ
⏝ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲ࡛ࡣỈ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ࡢࢫࣛ
ࢵࢪࠊࢥࡶ㧗࠸࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡀ᳨ฟࡉࢀࠊ
≉ࢫࣛࢵࢪ࡛ࡣ SPROFPG ࠸࠺㧗࠸
࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘ㸦㓟Ⅳ⣲㑏ඖ⤒㊰㸧ࡀᚓࡽ
ࢀࡓࠋࢥࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡣࠊ῝ᗘࡸᒾ┦
ࡼࡗ࡚ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡍ࡚ࡢヨᩱ࡛
㓟Ⅳ⣲㑏ඖ⤒㊰ࡼࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡀ㓑
㓟ศゎ⤒㊰ࡼࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡼࡾࡶ㧗࠸ഴ
ྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇࡣࠊỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫ
୰ࡢ࣓ࢱࣥࡢᏳᐃⅣ⣲࣭Ỉ⣲ྠయẚࡽ᥎ᐃ
ࡉࢀࡿ⏕ᡂ⤒㊰㸦㔠Ꮚࡽ㸧ㄪⓗ࡛࠶
ࡿࠋ

㸱㸬㸱㸬Ἔᒙᚤ⏕≀
 ཎἜࡀἜᒙෆ࡛⏕ศゎࢆཷࡅࡿࡇࡣྂࡃ
ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ᖺࡑࡢศゎ⏘≀ࡋ࡚࣓ࢱ
ࣥࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Head et al.,
2003)ࠋࡲࡓỶỈ⎔ቃࡢሁ✚≀࡞ࠊ㠀Ἔᒙ⎔ቃ
ࡢሁ✚≀ࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡓᚤ⏕≀ࡀࠊࣝ࢝ࣥ➼
ࡢ▼ἜⅣỈ⣲ࢆศゎࡋ࡚࣓ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ
ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Jones et al., 2007)ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞◊✲ࡣࠊᚤ⏕≀ࢆ⏝ࡋ࡚ᯤῬἜ⏣ࡢᆅୗ
ṧ␃ࡍࡿཎἜࢆཎ⨨࡛ኳ↛࢞ࢫኚࡋࠊ

ᅗ㸱 ࢝ࢫ࢝ࢹ࣐࣮ࢪࣥࡢᾏᗏ᥀๐
㸦&$6%㸧࡛᥇ྲྀࡉࢀࡓࢥሁ✚≀ࡢ࣓ࢱ
ࣥ⏕ᡂ㏿ᗘ㸦ࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲ࡛ホ౯ࡋࡓ
್㸧ࡢ῝ᗘศᕸ


ࢧ࣮ἲ࡛ホ౯ࡉࢀࡓ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘࡣ㸪⾲ᒙ
㏆ࡢሁ✚≀࡛పࡃ㸪࢞ࢫࣁࢻ࣮ࣞࢺࢆྵࡴᒙ
ࡑࢀ௨῝࡛㧗࠸ഴྥࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡓࠋ࣓ࢱࣥ
⏕ᡂ㏿ᗘࡢ῝ᗘศᕸࡣࣄࢻࣟ࢟ࢩ࣮࣮࣮࢟࢜
ࣝࡢ῝ᗘศᕸᩚྜⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸬㸰㸬Ỉ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ᚤ⏕≀
 ᙜ◊✲㒊㛛࡛ࡣ᪥ᮏྛᆅࡢỈ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ࡢ࢞
ࢫᆅᒙỈ㸦࢞ࢫ㝶Ỉ㸧ࡢᆅᏛศᯒࢆ⾜ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡽ༓ⴥ┴ࡸ᪂₲┴ࡢỈ⁐
ᛶኳ↛࢞ࢫࢆᚤ⏕≀㉳※ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 㔠Ꮚ
ࡽ ࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ࢞ࢫ⏣ࡢ࢞ࢫ㝶Ỉ୰
࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆぢ࠸
ࡔࡋࠊࡑࡢヲ⣽ࢆゎ᫂ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ᪂₲┴ࡢ࢞ࢫ㝶Ỉࡣከᵝᛶࡢ
ప࠸ዲ⇕ᛶࡢỈ⣲⏝࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡀ⳦
ᩘࡢ 10%ࢆ༨ࡵ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ༓ⴥ┴
ࡢỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫ㝶Ỉࡣ⳦ᩘࡀᑡ࡞࠸࡞ࡀ
ࡽࡶࠊᇶ㉁⏝ᛶࠊ⳦✀ࡶ㠀ᖖከᵝ࡞࣓ࢱ
ࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆぢ࠸ࡔࡋࡓ
(Mochimaru et al., 2007a,b)ࠋࡲࡓ㞟✚ᇵ㣴ࡢ⤖ᯝࠊ
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㓟Ⅳ⣲⏝࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦࠾ࡼࡧ࣓ࢳࣝ
ྜ≀⏝ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋ
ࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ἲ࡛࣓ࢱࣥ⏕ᡂ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ࢆホ౯ࡋࡓ⤖ᯝࠊỈ⣲㓟Ⅳ⣲ࠊ㓑㓟ࠊ࣓ࢱ
ࣀ࣮ࣝࡢ࠸ࡎࢀࡢᇶ㉁ࢆ⏝࠸࡚ࡶ࣓ࢱࣥ⏕ᡂά
ᛶࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋ









ᅗ㸳 ᒣᙧ┴⛅⏣┴ࡢἜ⏣ᆙࡽ᥇ྲྀࡋ
ࡓཎἜࡢⅣỈ⣲⏬ศࡢ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢ࣒ࣛࠋ
ࢻࣀࣞࣉࢯࡣۂࠊ࣐ࣥ࢝ࣝࣝࣝࣀࡣە
ࣝ࢝ࣥࡢࣆ࣮ࢡ

ᘬ⏝ᩥ⊩

㻝㻠㻜
㼙㼑㼠㼔㼍㼚㼑㻌㼏㼛㼚㼏㻌㼇䃛㼙㼛㼘㻛㼓㻌㼟㼑㼐㼕㼙㼑㼚㼠㼉














A ᒙ

㻝㻞㻜
㻝㻜㻜
㻤㻜
㻢㻜

C ᒙ

BᒙἾ

㻠㻜
㻞㻜

Bᒙ◁

㻜
㻜

㻝㻜㻜

㻞㻜㻜
㻟㻜㻜
㻠㻜㻜
㼕㼚㼏㼡㼎㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼠㼕㼙㼑㻌㼇㼐㼍㼥㼉

㻡㻜㻜

ᅗ㸲 ༓ⴥ┴Ỉ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣ࡢࢥሁ✚ᒾ㸩࢞
ࢫ㝶Ỉࡢ㛗ᮇᇵ㣴క࠺࣓ࢱࣥ⏕ᡂ


ࢡ࣮ࣜࣥ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡋ࡚ᅇࡍࡿ㠉᪂
ⓗᢏ⾡㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊἜᒙ୰ࡢᚤ⏕≀ࡀ▼Ἔ
ⅣỈ⣲ࢆศゎࡋ࣓ࢱࣥࢆ⏕ᡂࡍࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕ
ࣝࢆ᭷ࡍࡿࡇࢆᇵ㣴࡛ᐇドࡋࡓࡣ࡞ࡃࠊᚤ
⏕≀ࡢάືࡢᐇែࡣࢇᮍゎ࡛᫂࠶ࡿࠋᙜ
◊✲㒊㛛࡛ࡣᅜෆἜ⏣ࡢཎἜࠊ࢞ࢫࠊἜᒙỈࡢ
ᆅᏛⓗࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆ ᐃࡋ࡚ᚤ⏕≀άື
㛵ࡍࡿሗࢆᢳฟࡍࡿࡶࠊࣛࢪ࢜ࢺ࣮ࣞ
ࢧ࣮ἲ࡛ἜᒙỈࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂάᛶࢆホ౯ࡋࡓࠋ
ࡲࡓἜᒙỈ୰⏕ᜥࡍࡿᚤ⏕≀ࠊ≉࣓ࢱࣥ⏕
ᡂྂ⣽⳦ࡢࣂ࣐࢜ࢫࡢホ౯✀ࡢ≉ᐃࢆヨࡳ
ࡓࠋ
 ◊✲⏝ࡢࢧࣥࣉࣝࡣᒣᙧ┴ࡢἜ⏣ࡽ᥇ྲྀࡋ
ࡓࠋἜᒙ῝ᗘࡣ⣙ PࠊἜᒙ ᗘࡣ⣙ Υ࡛
࠶ࡿࠋཎἜࡢⅣỈ⣲⤌ᡂࡣࠊࢯࣉࣞࣀࢻ
 ࣝ ࢝ ࣥ ࡀ Q  ࣝ ࢝ ࣥ ࡼ ࡾ ከ ࡃ 㸦  ࠼ ࡤ
L&Q& 㸧ࠊQࣝ࢝ࣥࡀ⏕ศゎࡼ
ࡗ࡚㒊ศⓗᾘ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙧ㊧ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
㸦ᅗ㸳㸧ࠋ࢞ࢫᡂศࡢⅣ⣲ྠయẚࡣࠊ࣓ࢱࣥࡀ
࢚ࢱࣥẚ࡚㢧ⴭ & Ḟஈࡋࠊ㓟Ⅳ
⣲ࡀ㢧ⴭ & ᐩࢇ࡛࠾ࡾࠊᚤ⏕≀ࡼࡿ࣓
ࢱࣥ⏕ᡂࡢᙧ㊧ࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋἜᒙỈࡢ⁐Ꮡ
࢜ࣥ⃰ᗘࡣࠊ◲㓟ሷ◪㓟ሷࡀ᳨ฟ㝈⏺௨ୗ࡛
࠶ࡾࠊᇶ㉁⏝ᛶ࠾࠸࡚࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦
➇ྜࡍࡿ◲㓟㑏ඖ⳦ࠊ◪㓟㑏ඖ⳦ࡢ⏕ᜥ
࡞⎔ቃ᥎ᐃࡉࢀࡓࠋἜᒙỈ୰ࡢ⳦ᩘࢆ㢧ᚤ
㙾࡛࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ⤖ᯝࠊFHOOVPO ࠸࠺ẚ
㍑ⓗከࡃࡢᚤ⏕≀ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋ࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ
⣽⳦⏝ࡢᇵᆅ࡛ἜᒙỈࢆ㡰ḟᕼ㔘ࡋ࡚ᇵ㣴ྍ⬟
࡞࣓ࢱࣥ⏕ᡂྂ⣽⳦ࡢࣂ࣐࢜ࢫࢆホ౯ࡋࡓ⤖
ᯝࠊFHOOVPO ࡢ࣮࢜ࢲ࣮࡛⏕Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᇶ㉁⏝ᛶ㛵ࡋ࡚ࡣỈ⣲
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特集：地圏に関する基盤情報の整備と提供

地熱資源に関する情報整備と資源評価
Preparation and Provision of Information Concerning Geothermal Resources and
Resource Assessment
地熱資源研究グループ長： 阪口 圭一
Leader, Geothermal Resources Research Group: Keiichi Sakaguchi
Phone: 029-861-3897, e-mail: k-sakaguchi@aist.go.jp
１．はじめに
各種資源の賦存分布や賦存量を全国に渡って統
一的な基準により把握することは，国立の調査研
究機関としての責務であり，それは工業技術院地
質調査所から産業技術総合研究所に移行した後も
同様である．
地熱が資源として捉えられるようになったのは
鉱物資源や他のエネルギー資源に比べると最近で
あるが，その短い期間にも，地質調査所・産総研
は，地熱資源の賦存の把握や評価のためにその
時々の工夫を凝らしてきた．ここでは，主に広域
−全国レベルの地熱資源の把握と評価という観点
から，これまでの地熱資源に関する情報整備につ
いて概観し，今後の方向を考える．
２．地熱資源賦存図の系譜
まず，以下に地質調査所・産総研がこれまでに
全国−広域レベルでまとめた地熱資源の情報をレ
ビューする．
1974 年にサンシャイン計画がスタートした後，
1970 年代後半から 1980 年代初めにかけて，全国
を対象とした一連の地熱資源図類が公表された．
「日本地熱資源賦存地域索引図」
（資源エネルギー
庁・工業技術院地質調査所，1976），
「日本温泉分
布図（第 2 版）」
（角，1975），
「日本の熱水変質帯
分布図」（角ほか，1980），「日本地熱資源賦存地
域分布図」
（角，1980），
「日本温泉放熱量分布図」
（角，1980）等である（第 1 図）．このうち，
「日
本地熱資源賦存地域分布図」（角，1980）は，日
本の地熱資源を熱水対流系資源と深層熱水資源に
大別し，それぞれを調査・探査段階で細分した分
布を 200 万分の 1 全国図上に示したもので，地熱
資源の賦存形態をモデル化した最初の例として注
目される．
資源賦存図という形ではないが，1980 年代前半
には，多様な地熱情報を扱う地熱情報データベー
スの研究が実施された（たとえば，花岡ほか,
1986）．システム開発と共に，サンシャイン計画
等で得られたデータのバンキングも実施された．
データの社会への提供という観点で言うと，当時
は CD-ROM 出版等による電子情報配布やインタ
ーネットによるオンライン・サービスの手段が整
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っておらず，収集・解析した情報を，地質調査所
報告として印刷出版する方法が執られ，以下の報
告書が出版された．「日本の主要地熱地域の熱水
に適用した地球化学温度計」（地調報告 No.267）
（比留川ほか, 1988），「日本の地熱調査における
坑井データ その１」（地調報告 No.271）（矢野
ほか, 1989），「日本の地熱調査における坑井デー
タ そ の ２ 」（ 地 調 報 告 No.273 ）（ 須 田 ほ か ,
1991）．
a)

b)

第 1 図 1970 年代後半から 1980 年代初めに公表された
地熱資源図類の例．a) 日本温泉分布図（第 2 版），b)
日本地熱資源賦存地域分布図．

第2図

50 万分の 1 地熱資源図「新潟」．

次に広域の地熱資源図類が作成されたのは，
1990 年代から 2000 年代の初めにかけてである．
「日本地熱資源賦存地域分布図」(角, 1980)で用い
られた地熱資源の分類を発展させた地熱資源の区

分が検討され(山口ほか, 1992a)，縮尺 300 万分の
1 の「日本地熱資源図」(山口ほか, 1992b)が作成
された．その後，5 枚の縮尺 50 万分の 1 の地熱資
源図（発行順に，「新潟」，「秋田」，「九州」，「青
森」，「札幌」），及びそれらのデータをまとめた数
値地質図 CD-ROM が作成された（第 2 図）．
縮尺 50 万分の 1 地熱資源図では，
「日本地熱資
源賦存地域分布図」での熱水対流系資源を，中期
第四紀火山との関係に基いて，第四紀火山に関連
する地熱資源，第四紀火山に関連しない地熱資源
（タイプ A）
，同（タイプ B）に細分した．また，
地熱資源の賦存地域と地質構造，重力構造及び温
泉（地理的分布及び化学成分）との関連性をでき
る限り明瞭に表示することを目標にした．そのた
め，初代の「日本地熱資源賦存地域分布図」に比
較して，多種多様な情報が盛り込まれたものとな
った．それらは，地質（活火山，活断層，酸性変
質帯を含む）
，重力異常，温泉，自然噴気，地熱井，
地熱資源賦存地域，国による地熱調査区域である．
温泉以下の情報は，表示記号の形，線・塗りの色，
線の幅などによって，それぞれの属性（温泉なら
ば温度，pH，化学組成など）を表現する仕様とな
っている（第 3 図）．

述の複雑で多様な情報を GIS で編集したことに
より，データの更新や追加，新たなデータとの比
較や重ね合わせに際してのデータの再利用が容易
になった．
「東北・九州地熱資源図(CD-ROM 版)」（阪
口・高橋, 2002)は，そのような編集データを活か
して，出版済みの 5 枚の地熱資源図の電子情報を
まとめて提供しようとしたものである．この
CD-ROM では，それらの情報を数値化された GIS
データとして提供することで，利用者が GIS ソフ
トウェア上で任意の組み合わせのデータを重ね合
わせたり目的に合った表示方法を選択したりする
ことを可能にしている．また，温泉・自然噴気・
地熱井の温度，化学分析値等をデータ・ファイル
として収録しており，利用者の利便性の向上を図
っている．例えば，紙面に印刷された地熱資源図
では，多くの情報が重ねて印刷されるため，皮肉
なことに優勢な地熱地域ほど多数の地熱徴候が集
中し，情報の読み取りが困難になるきらいがあっ
た．そのため，印刷図では温泉，噴気，地熱井が
混み合う地域で代表的なものだけを表示した場合
もあったが，この CD-ROM では編集したすべて
のデータを収録しており，より正確な情報の提供
を実現した．

a)

３．「日本の熱水系アトラス」と「全国地熱ポテン
シャルマップ」
産総研第 2 期（2005-2009 年度）の地熱資源研
究グループでは，主要な研究課題の一つに地熱資
源データベースの研究を取り上げ，その成果を「日
本の熱水系アトラス」(村岡ほか, 2007)と「全国
地熱ポテンシャルマップ」(地質調査総合センター,
2009)として公表した．

b)

第 4 図 「日本の熱水系アトラス」でのマップ表示例
（Cl‑濃度分布）
第 3 図 50 万分の 1 地熱資源図で用いた，a) 地熱資源
のタイプ分けと，b) 深層熱水資源以外の地熱資源の地
理関係の表現．

5 枚の地熱資源図は，紙印刷の図面と説明書と
いう従来の印刷出版物の形で発行されたが，重力
異常以外のデータの編集は GIS（Arc/INFO 及び
ArcView）を用いて行ったことが特徴である．上
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これらの作成の最も基礎になるデータは，全国
から収集した約 7,200 個の温泉化学分析値データ
と約 3,000 個の坑井地温データである．
「日本の熱
水系アトラス」は，収集した温泉と坑井の温度，
pH，代表的な化学成分，化学組成や温度・深度か
ら計算される地化学温度計温度や各種の指数とい
う要素的なデータを，全国マップとして地理情報
システムによって表示したものである（第 4 図）
．

熱水系の化学成分や地化学温度計温度は，以前か
ら個々の地域の地熱資源の探査や開発に頻繁に利
用されてきたものの，その全国マップは公表され
たことが無く，
「日本の熱水系アトラス」は日本の
熱水系に関する様々な巨視的特徴を系統的に示し
た最初の例となった．
「全国地熱ポテンシャルマップ」ではこの研究
をさらに進め，GIS データ・ビューアーを利用し
て，様々の要素的なデータを閲覧できるようにし
た（第 5 図）
．

バライト，カルセドニー，石英断熱冷却，石英伝
導冷却，Na‑K，Na‑K‑Ca，Na‑K‑Ca‑Mg），坑井地温
（500m，1000m，1500m，2000m），活動度指数，火
山位置，地熱発電所位置，坑井位置，地質図，活
断層，等高線，等地温線，等重力線，河川，都道
府県界，市町村界，自然公園，自然環境保全区域，
鳥獣保護区域，地表面からの重力基盤深度，1/2.5
万図幅地域ごとの熱水系資源量．各々の情報は
GIS データのレイヤーとなっており，用途に応じ
て，これらから必要な情報を選び出し，重ね合わ
せることによって，熱水系資源の開発や利用のた
めの，様々な地域的評価を行うことができるよう
にデザインされた．
「全国地熱ポテンシャルマップ」で実施した容
積法による地熱資源評価では，全国を 1km メッシ
ュの単位区画に区切って，各単位区画の地熱資源
量（熱エネルギー：ｑR）を次式により計算した．

qR = ρ c ⋅ a 

UD

LD

LD
UD
t(z)
tef
第 5 図 「全国地熱ポテンシャルマップ」の起動画面
（全国マップ表示）．

第 6 図 「全国地熱ポテンシャルマップ」の小縮尺表
示例．地熱資源量分布と自然公園を重ね合わせたもの．

「日本の熱水系アトラス」で編集した温泉・坑
井情報に加えて，地質，等重力線，地表面からの
重力基盤深度等の地熱資源評価に有用な情報や，
自然公園，自然環境保全区域，鳥獣保護区域等の
地熱開発の条件を検討するにあたって有用な情報
も閲覧できる（第 6 図）
．また，容積法（Brook et
al., 1979）を用いて全国を 1km メッシュに分けて
計算した熱水系資源量も付加してある．本システ
ムで点データまたはコンターマップとして表示で
きる要素的情報は，以下の多種類に上る．熱水湧
出温度，熱水 pH，熱水主要化学成分（Na+，K+，Ca2+，
Mg2+，Cl‑，SO42‑，HCO3‑+CO32‑，SiO2），アニオンイ
ンデックス，主要熱水地化学温度計（α‑クリスト
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(t ( z ) − tef )dz

：貯留層底部の深度（m）
：貯留層下限温度の深度（m）
：深度の関数としての貯留層温度（℃）
：基準温度（15℃）

地熱貯留層の底面深度は，駒澤(2003)による重
力基盤深度を採用した．地下温度構造は，活動度
指数（林, 1982）から与えられる各深度での最高
温度を利用した．貯留層下限温度は，53℃，100℃，
150℃，180℃，及び，200℃の 5 種類について計
算を行った．このような温度（構造）
，貯留層下底
深度の見積もり法を用いた全国に渡る容積法資源
量計算は，これが初めての試みである．
４．今後の課題と方向
これまで見たように，1970 年代から，その時点
の地熱資源の賦存形態と賦存量のモデルに応じて，
各種の資源図や資源情報が整備・公表されてきた．
産総研第 2 期には，GIS を用いた情報整備と資源
評価のあり方として，
「日本の熱水系アトラス」と
「全国地熱ポテンシャルマップ」という成果を公
表した．
資源評価は，その時点での，経済性等も含む資
源の定義によって変化するものである．加えて，
地熱資源は温度，賦存形態，賦存深度などが多様
であり，従前より地熱資源の評価には多様な情報
が用いられ，評価手法もまだ確立したものとはい
えない．第 3 期の研究においても，資源開発の手
法の進展にも伴って，資源の定義や評価手法を発
展させていく必要がある．例えば，今後は EGS
（Enhanced Geothermal System）や温泉発電資
源などの新しい地熱資源を視野に入れた資源評価
手法の開発が課題であろう．EGS の対象となる地
熱資源では，不透水性基盤岩によって境される貯
留層という単純な容積法モデルが適用されにくく

なり，中間的な透水性を持つ領域の適切な評価法
が求められるであろう。また，温泉発電資源は，
一般に賦存深度は浅く，より局所的な条件の影響
が大きくなると考えられる。より浅く，より低温
の資源であることは，開発（試行）の容易さにも
結び付くので，この種の資源評価を全国に渡って
行う場合には，算出する資源量の意味づけに注意
することも必要であろう。
地熱資源評価に用いる多様なデータ全てを，評
価者が自ら取得・整備することは困難であり，公
表されたデータ（電子化されたものが望ましい）
を利用することになるが，各種の電子データを資
源評価のためにいかに利用するかについては，茂
野（2010：本発表会での発表，および地質調査総
合センター, 2007）による一連の研究と実践があ
る．また，産総研が行うべき「情報整備」は適切
な手段による社会への「提供」を常に含むものな
ので，データや手法の提供のより良いあり方の検
討や実現も引き続き行っていく必要がある．
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ࡇࡢࡇࡀ 2008 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥ࡢୖᬛᏛㅮ₇
࡛㸪ᆅ⌫⎔ቃ◊✲⪅ࣞࢫࢱ࣮࣭ࣈࣛ࢘ࣥࢆࡋ࡚㸪
ࠗ᪥ᮏࡣఱᨾᆅ⇕Ⓨ㟁ࢆࢃ࡞࠸ࡢ࠘Ⓨゝ
ࡉࡏࡓ㸦6 ᭶ 23 ᪥ᮾி᪂⪺࣭୰᪥᪂⪺㸧㸬
2008 ᖺ 4 ᭶ࡽ㸪ᆅ⇕ࡣࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡢࡳ
࡞ࡀࡽ㸪᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮≉ᥐἲୖࡢ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
άࡋࡓ㸬ⅆຊⓎ㟁ࡢ㧗㦐ࡸάἣࢆ࿊ࡍࡿୡ
⏺ࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡢᙳ㡪ࡼࡾ㸪࠸ࡲᑡࡋ࡙ࡘ㸪ࢃ
ࡀᅜࡢᆅ⇕㛤Ⓨࢆホ౯ࡍࡿẼ㐠ࡀᗈࡀࡾࡘࡘ
࠶ࡿ㸬ࢃࡀᅜࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡣኻࢃࢀࡓ 10 ᖺࢆ⤒࡚㸪
࠸ࡲ 10 ᖺࡪࡾᾋୖࡢᶵࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ㸬
ᮏㅮ₇࡛ࡣ㸪ୡ⏺᪥ᮏࡢᆅ⇕㛤Ⓨືྥ㸪᪥
ᮏࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡢㄢ㢟㸪ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
◊✲ࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿ㸬
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ᆅ⌫ ᬮࡸཎἜࣆ࣮ࢡ࢘ࢺࢆཷࡅ࡚㸪ୡ
⏺࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࣃࣛࢲ࣒ࢩࣇࢺࡀᛴ㏿
㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬࢘ࣛࢽ࣒࡛࢘ࡉ࠼㸪2050 ᖺࣆ࣮ࢡ
ㄝࡢᏑᅾࢆ⪃࠼ࡿ㸪✲ᴟࡢᣢ⥆ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡀ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣከ
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㈨࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢୡ⏺ⓗ₻ὶࡢ୰࡛㸪せᆅ⇕㈨
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ࡁഴྥࡣ㸪ࢻࢶࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠸ࡗࡓⅆ
ᒣᛶᆅ⇕㈨※ᜨࡲࢀ࡞࠸ㅖᅜࡲ࡛ࡀ㸪῝ᗘ 3.0
㹼4.5 km ࡶࡢ῝ᗘ᥀๐ࢆ⾜ࡗ࡚㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁㛤
Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
ࢃࡀᅜࡣୡ⏺ࡢ୕ᆅ⇕㈨※ᅜ࡛࠶ࡾ㸪
1990 ᖺ௦๓༙ࡲ࡛ࡣ㸪ᆅ⇕㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚㸪ඛ㐍
ⓗ࣭⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸㸪1990 ᖺ௦๓༙
ᆅ⇕Ⓨ㟁タഛᐜ㔞ࢆ୍ᣲಸቑࡉࡏࡓ㸬ࡋࡋ㸪
ࢃࡀᅜࡣ 1997 ᖺᆅ⇕ࢆ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡽ㝖
እࡋ㸪ࡇࢀ௨㝆㸪ᴟ➃࡞ࡲ࡛ᆅ⇕㛤Ⓨࡢ
ࣥࢭࣥࢸࣈࢆᚋ㏥ࡉࡏࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢃࡀᅜ
ࡣせᆅ⇕㈨※ᅜࡢ୰࡛㸪ࡇࡢ 10 ᖺ㛫㸪ᆅ⇕Ⓨ
㟁㛤Ⓨࡀࡋࡓ၏୍ࡢᅜ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬
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㸣ቑ㸪ࣇࣜࣆࣥࡀ 㸣ቑ㸪࣓࢟ࢩࢥࡀ
㸣ቑ㸪ࣥࢻࢿࢩࡀ 㸣ቑ㸪ࢱࣜ
ࡀ 㸣ቑ㸪᪥ᮏࡀ 㸣ῶ㸪ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ
ࡀ 㸣ቑ㸪ࢫࣛࣥࢻࡀ 㸣ቑ࡛࠶ࡿ
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ୡ⏺᭱ࡢᆅ⇕㛤Ⓨᆅᇦࢨ࣭࢞ࢨ࣮ࢬ࠾࠸
࡚㸪㐣㛤Ⓨὶయࡢᆅୗ㠀㑏ඖࡢ⤖ᯝ㸪⏕⏘
ὶయࡢⓗ࡞ῶ⾶ࢆ⤒㦂ࡋࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࡇࢀࢆ
ᆅୗ㑏ඖࡢᐇࡼࡾඞ᭹ࡋ㸪▐ࡃ㛫ᆅ⇕Ⓨ
㟁ᛴቑࡢ⌧≧ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧㸬 ᖺ
ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬ᆅ⇕◊✲㛤Ⓨࡢ୍⎔ࡋ࡚㸪࣐
ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕤ⛉Ꮫࡀ  ྡࡢᑓ㛛ᐙࢆ㞟
ࡵ㸪(*6㸦(QKDQFHGRU(QJLQHHUHG*HRWKHUPDO
6\VWHP㸧Ⓨ㟁㸦㧗 ᒾయⓎ㟁ࡢⓎᒎᙧ࡛࠶ࡾ㸪
ேᕤ㐀ᡂࡋࡓடேᕤⓗỈࢆὀධࡋ࡚Ⓨ㟁
ࡍࡿ᪉ᘧ㸧ࡢᑗ᮶ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪(*6
Ⓨ㟁ࡣ㠀ⅆᒣᆅᇦࢆྵࡵ࡚ᅵ࡛⏝࡛ࡁ㸪ࡇ
ࡢ᪉ἲࡼࡾᆅୗ῝ᗘ NP ࡲ࡛ࢆ㛤Ⓨࡍࢀࡤ㸪
 ᖺࡣ⡿࡛ᑡ࡞ࡃࡶ  ൨ N: ࡢⓎ㟁ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡋࡓ㸦7HVWHUDQGDSDQHO㸧㸬
ࢫࣛࣥࢻ
 ࢫࣛࣥࢻࡣᆅ⇕❧ᅜࢆල⌧ࡋࡓᅜ࡛࠶ࡿ㸬
 ᖺ⌧ᅾ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂せࡢ 㸣ࢆ⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛㈥ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࢩ࢙ࡣୡ
⏺࡛᭱࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣᆅ⇕ࡢ㈉⊩ࡀࡁࡃ㸪
 ᖺ⌧ᅾ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂せࡢ 㸣ࢆᆅ⇕
࡛㈥ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡃᆅ⇕┤᥋⏝ࡢ㈉⊩ࡀ
ࡁࡃ㸪 ᖺ⌧ᅾ㸪ᐙᗞࡢ⣙ 㸣⇕Ỉࢆ౪
⤥ࡋ㸪ᆅ⇕ᬮᡣࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྠᅜࡣᆅ⇕Ⓨ
㟁㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡶ㸪 ᖺࡢ  ᖺ㛫ಸ
ቑࡉࡏ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ 㸧㸪 ᖺᮎࡣ 0: 
㐩ࡋ㸪 ᖺᮎࡣ 0: 㐩ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛
࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪 ᖺෆⓎ㟁タഛᐜ㔞࡛ࢽࣗ
࣮ࢪ࣮ࣛࣥࢻ᪥ᮏࢆᢤࡃ㊅ໃ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ
ྠᅜࡢேཱྀࡀࢃࡎ  ே࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃࠼
ࡿ㸪㦫␗ⓗ࡞ࡇ࠸࠼ࡿ㸬
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡣⅆᒣᛶࡢ⇕Ỉ⣔ࡣࢇ
㈿Ꮡࡋ࡞࠸㸬ࡋࡋ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢⰼᓵ
ᒾࡣ᪥ᮏࡢⰼᓵᒾẚ࡚㸪 ಸࡶ࢘ࣛࢽ࣒࢘㸪
ࢺ࣒ࣜ࢘㸪࣒࢝ࣜ࢘࡞ࡢᨺᑕᛶྠඖ⣲ᐩ
ࡳ㸦▼ཎ▐୕㸪ㄯヰ㸧㸪ⰼᓵᒾయศᕸᇦ࡛ࡣᨺᑕ
ᛶྠඖ⣲ࡢᔂቯ⇕ࡼࡗ࡚㸪ᆅୗ ᗘࡀ࡞
ࡾ㧗࠸㸬⌧ᅾ㸪 ♫ࡀᆅ⇕㛤Ⓨࣛࢭࣥࢫࢆྲྀ
ᚓࡋ㸪ྛᆅࡢⰼᓵᒾศᕸᆅᇦ࡛ (*6 Ⓨ㟁ࡢ㛤Ⓨ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ඛ㢌ࢆ㉮ࡗ࡚࠸ࡿ &RRSHU ┅ᆅ࡛
ࡣ㸪*HRG\QDPLFV ♫ࡀ (*6 Ⓨ㟁㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾
ࡾ㸪῝ᗘ NP ࡲ࡛᥀๐ࡋ࡚㸪ࡍ࡛ᆅୗ ᗘ
Υ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡈࡃ㏆࠸ᮇ N:
ࡢࣃࣟࢵࢺⓎ㟁ࣉࣛࣥࢺࡢ㐠㌿ࢆ㛤ጞࡋ㸪
 ᖺࡣ   N: ࡢⓎ㟁ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬
Ḣᕞ㐃ྜ㸦(8㸧
᭱㏆㸪ୡ⏺᭱ึࡢ (*6 Ⓨ㟁ࡀ  ᖺ  ᭶㐠
㌿㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ (8 ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚㛤Ⓨࡋ
࡚ࡁࡓࣛࣥᆅ⁁ᖏࡢ 6RXOW]㸦ࣇࣛࣥࢫഃ㸧ࡢ
ࣃࣟࢵࢺⓎ㟁ࣉࣛࣥࢺ N: ࡛࠶ࡿ㸬
ࢻࢶ
ࢻࢶࡣⅆᒣᛶࡢ⇕Ỉ⣔ࡶ࡞ࡅࢀࡤ㸪ᨺᑕ
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ᛶྠඖ⣲ᐩࢇࡔⰼᓵᒾయࡶ࡞࠸㸬ࡑࢀࡶ
ࢃࡽࡎ㸪ࢻࢶࡣᆅୗᾐ㏱⋡ࡢẚ㍑ⓗ㧗࠸
㒊ሁ✚┅ᆅ㸪ࣛࣥᆅ⁁ᖏ㸪ࣝࣉࢫ㒊ࣔ
ࣛࢵࢭሁ✚ᖏࡢࡑࢀࡒࢀ㸪῝ᒙ⇕Ỉࢆ⏝ࡋ
ࡓᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤࢆ  ಶ࡙ࡘ✌ືࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ
࠺ࡕ㸪 ᖺ  ᭶ࡽ㐠㌿ࢆ㛤ጞࡋࡓࣛࣥ
ᆅ⁁ᖏ /DQGDX ࡢ N: ࣔࣛࢵࢭሁ✚ᖏ
8QWHUKDFKLQJ ࡢ N:㸦ᅗ 㸧ࡣࡑࢀࡒࢀ㸪
῝ᗘ NP  NP ࡢᆙᗏ࡛㸪⇕Ỉ ᗘࡀ
Υ Υ㐣ࡂ࡞࠸㸬ࡇࢀࡣࡰᖹᆒⓗ
ᆅ ໙㓄㏆ࡃ㸪ࢃࡀᅜẚ࡚㸪ࡣࡿཝ
ࡋ࠸᮲௳ୗ࡛㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪୧⪅ࡶ㸪
ࡰ  ᖺ࠸࠺▷࠸ᮇ㛫࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢཎ
ືຊࡣࡦ࠼ N:K ᙜࡓࡾ  ࣮ࣘࣟࢭࣥࢺ
㸦⣙  㸧࠸࠺ᅛᐃ㈙ྲྀ౯᱁ไᗘ࠶ࡿ㸬ࢻ
ࢶࡣࡇࢀ࡛ࡶ㣬ࡁ㊊ࡽࡎ㸪 ᖺ  ᭶ࡽࡣ㸪
ࡇࡢ౯᱁ࢆ  ࣮ࣘࣟࢭࣥࢺ㸦⣙  㸧ᘬࡁ
ୖࡆࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬ࢻࢶࡣ㸪ᅜࢆᣲࡆ࡚㛤Ⓨ
ࡍࢀࡤ㸪㈨※ࡢஈࡋࡉ࠸࠺✲ᴟࡢ㞀ቨࡉ࠼㸪
ࡾ㉺࠼ࡽࢀࡿࡇࢆᐇドࡋ࡚࠸ࡿ㸬
᪥ᮏ
せᆅ⇕㈨※ᅜࡢ୰࡛㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁㛤Ⓨࡀ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࢃࡀᅜࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧㸬 ᖺ
ᗘᮎࡢࢃࡀᅜࡢᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤࡣᴗ⏝⮬ᐙ⏝
ࢆྜࢃࡏ࡚  ᆅⅬ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢㄆྍฟຊࡣྜィ
0: ࡛࠶ࡿ㸦ⅆຊཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡༠㸪
㸧㸬ㄆྍฟຊࡣ  ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪ࢇ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᆅ⇕ࡣ  ᖺ  ᭶ࡽࣂࢼ
࣮ࣜࢧࢡࣝⓎ㟁᪉ᘧࡢࡳ࡞ࡀࡽ㸪᪂࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᖐࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࢃࡀᅜࡢ
ᆅ⇕ᴗ⏺ࡣᇶᮏⓗࡣᏲࡾ୍᪉ࡢ≧ἣ࠶ࡾ㸪
ேⓗ㈨※ࡢศᩓࡼࡾᏑஸࡢ༴ᶵ࠶ࡿ㸬
ࡓ࠼ࡤ㸪 ᖺࡢ⏘⥲◊Ⓨ㊊ᙜ㸪ᆅᅪ㈨
※⎔ቃ◊✲㒊㛛࡛ࡣ⣙  ྡࡀᆅ⇕◊✲ᚑ
ࡋ࡚࠸ࡓ㸬⌧ᅾ㸪ᆅ⇕◊✲ࢆせᴗົࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ  ྡ㐣ࡂ࡞࠸㸬
ྠࡌࡇࡣ㸪᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜᶵᵓ
㸦1('2㸧ࡸ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮㈈ᅋ㸦1()㸧࡛ࡶ㉳ࡇࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ᴗ⏺࡛ࡶᆅ⇕㛵ಀ㒊⨫ࢆᩚ⌮ࡋࡓᴗ
ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ࢽ࣮ࣗࢧࣥࢩࣕࣥィ⏬➼࡛
✚ࡉࢀࡓᆅ⇕ᢏ⾡ࡣ࠸ࡲᛴ㏿ኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬
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ᅗ 㻟㻌 ᆅ⌫ෆ㒊䛾



ᗘᵓ㐀㻌




ᅗ 㻡㻌 㻝㻡㻜䉝௨ୖ䛾⇕Ỉ⣔㈨※䛾ศᕸ䠊㻌



ᅗ 㻠㻌 ᪥ᮏ䛾⇕Ỉ⣔䜰䝖䝷䝇䠄ᮧᒸ䜋䛛䠈㻞㻜㻜㻣䠅㻌


㸱㸬᪥ᮏࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡢㄢ㢟
 ୡ⏺ࡢせᆅ⇕㈨※ᅜࡢ୰࡛㸪᪥ᮏࡢᆅ⇕Ⓨ
㟁㛤Ⓨࡢࡳࡀࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣ㸪ձᅜࡢᨻ⟇
ⓗᑟධ┠ᶆࡀ  ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸪ղึᮇᢞ㈨
ࣜࢫࢡᑐࡍࡿᅜࡢࢥࢫࢺඃ㐝⟇ࡀᅜẚ
࡚ప࠸ࡇ㸦ࡓ࠼ࡤ㸪ẼࣇࣛࢵࢩࣗⓎ㟁ࢆ
536 ἲࡢᑐ㇟ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࢃࡀᅜࡢࡳ㸧㸪
ճチㄆྍඃ㐝⟇ࡀప࠸ࡇ㸦ࢻࢶࡢ⏕ྍ⬟
࢚ࢿࣝࢠ࣮ἲࡸࣥࢻࢿࢩࡢᆅ⇕ἲࡢࡼ࠺࡞
୍ᣓἲࡀ࡞ࡃ㸪ከᩘࡢ⦪ࡾἲࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿ
ࡓࡵ㸪㛗࠸㛤Ⓨ࣮ࣜࢻࢱ࣒ࢆせࡍࡿ㸧㸪մᅜ❧
බᅬࡢ㛤Ⓨつไ༊ᇦࡀࢇࡢⅆᒣᆅ⇕ᆅᇦ
ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪յᆅ⇕◊✲㛤Ⓨࡀ  ᖺ
ᗘṆࡉࢀ㸪ᑗ᮶ᢏ⾡ࡢ◊✲ᶵࡀ࡞࠸ࡇ
㸦せᆅ⇕㈨※ᅜ࡛ࡣࢃࡀᅜࡢࡳ㸧㸪➼ࠎࡼࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢᨻ⟇ⓗㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨻ⟇ᙜᒁ᰿
Ẽᙉࡃッ࠼࡚⾜ࡃ࡞࠸㸦ᮧᒸ㸪㸧㸬
 ࢃࡀᅜࡀᆅ⇕◊✲㛤ⓎࢆṆࡋ࡚࠸ࡓ㛫㸪
ୡ⏺ࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡀᑗ᮶ྥࡗ୍࡚ࡘࡢ㣕㌍ࢆ


㐙ࡆࡓ㸬ࡑࢀࡣ㠀ⅆᒣᆅᇦ࡛ࡶ㸪῝ᗘ᥀๐
ࡼࡗ࡚ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆᐇドࡋࡓࡇ
࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ᪉ἲࡣ῝ᒙ⇕ỈⓎ㟁 (*6 Ⓨ
㟁ࡀ࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶᆅ⇕◊✲㛤Ⓨࡢ⤖ᯝ㸪
ᐇ⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡶ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡣ
ᆅ୰⇕ࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉྠᵝ㸪࠸ࡲࡸᆅ⇕Ⓨ㟁
ࡀࢇࡢ㝣ᇦ࡛⏝ྍ⬟࡞ࡗࡓࡇ࠶
ࡿ㸬ᡃࠎே㢮ࡣ㒊ศࡀ Υ௨ୖࡢ ᗘ
࠶ࡿᆅ⌫ࡢ㸪⾲ᒙ෭༷㒊᳇ࢇ࡛࠸ࡿヂ࡛࠶ࡾ
㸦ᅗ 㸧㸪ᴫᛕⓗࡣ῝ᗘ᥀๐ࡼࡾᆅ⇕Ⓨ㟁
ࡀࢇࡢ㝣ᇦ࡛⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡗࡓ㸬
ࡋࡋ㸪ࡇࢀࡣ᥀๐ࢥࢫࢺࡶ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢၟᴗⓗ࡞᥇⟬ᛶࡣ⮬࡛᫂ࡣ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀ
ࡀᅛᐃ㈙ྲྀ౯᱁ไᗘࡢࡶ࡛㸪ၟᴗⓗᐇドࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࢃࡀᅜࡀᆅ⇕◊✲㛤ⓎࢆṆࡋ
ࡘ࡙ࡅࡿࡇࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡㠉᪂㐜ࢀࢆ
ྲྀࡿࡇ࡞ࡾ㸪ᆅ⇕ᕷሙࢆࡲࡍࡲࡍ㛢ሰ≧ែ
㏣࠸㎸ࡴࡇ࡞ࡿ㸬ᑠつᶍࡏࡼ㸪ᆅ⇕◊
✲㛤Ⓨࡣᣢ⥆ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿ㸬
᪉㸪ࢃࡀᅜ≉᭷ࡢ㞀ቨࡋ࡚㸪 ᖺ  ᭶
⌧ᅾ  ಶࡶᏑᅾࡍࡿ ἨἨ※ࡢᦶ᧿ࡢ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣἲ௧ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
༢⣧࡞ᨻ⟇ࡔࡅࡢၥ㢟ࡣゝ࠼ࡎ㸪᪥ᮏࡢᆅ⇕
㛤Ⓨࡗ࡚᰿ࡢ῝࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬

㸲㸬ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ㄢ㢟
 ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ࡢヲ⣽ࡣ㸪ᮏㄅ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂ࠖሗ࿌ࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ
ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕ᪥ᮏࡢᆅ⇕㛤Ⓨࡢㄢ
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ᅗ 㻤㻌

ᅗ 㻢㻌 ୡ⏺䛾άⅆᒣᩘ䛸ὸ㒊ᆅ⇕㈨※㔞䛾┦㛵
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ᅗ 㻣㻌 ᅜ❧බᅬ≉ูಖㆤᆅ༊䛚䜘䜃≉ูᆅᇦ䠄ỈⰍ䠅䛾
⇕Ỉ⣔㈨※ศᕸᇦໟྵ≧ἣ䠊㻌


㢟ࠖ㛵㐃ࡋࡓ◊✲ࢆ୰ᚰ㏙ࡿ㸬
 㸯㸧ᆅ⇕㈨※㔞ホ౯
 ࢃࡀᅜࡢᆅ⇕㈨※ࡢศᕸࡸ㔞ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
ࡣᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ *,6㸦ᆅ⌮ሗࢩࢫ
ࢸ࣒㸧ࢆ⏝ࡋࡓᅜࡢᆅ⇕㈨※ホ౯ࢆ㐍ࡵ࡚
࠾ࡾ㸪 ᖺࡣࠕ᪥ᮏࡢ⇕Ỉ⣔ࢺࣛࢫࠖࢆ
ฟ∧ࡋ㸦ᅗ 㸧㸪 ᖺᗘࡣࠕᅜᆅ⇕࣏ࢸࣥ
ࢩ࣐ࣕࣝࢵࣉ㸦&'520㸧ࠖࢆฟ∧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࢹ࣮ࢱᐜ✚ἲࢆ⏝࠸࡚㸪᭱㏆㸪ࢃࡀᅜࡢ
NP ࢢࣜࢵࢻ *,6 ᆅ⇕㈨※㔞ࢆ⾜ࡗࡓ㸬୍
ࡋ࡚㸪Υ௨ୖࡢ⇕Ỉ⣔㈨※ࡢศᕸࢆ♧ࡍ㸦ᅗ
㸧㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㞷࣭༑ᓅⅆᒣ⩌ࡀࢃࡀᅜ᭱
ࡢᆅ⇕ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ᅜࡢ㈨※㔞ࡣ   N:㸦 ᖺ㛫㸧ぢ✚ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࡢ㈨※㔞ࡣάⅆᒣࡢᩘࡢ┦㛵㛵ಀ
ࡽࡳ࡚ࡶᩚྜⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࢃࡀᅜࡀୡ⏺ࡢ୕ᆅ

ἨⓎ㟁䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䠄ᮧᒸ䠈㻞㻜㻜㻣䠅䠊㻌




⇕㈨※ᅜ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧㸬
 㸰㸧ᅜ❧බᅬ㛤Ⓨつไࡢㄢ㢟
 ྛㄢ㢟ࡢ῝้ࡉࡢ⛬ᗘࡣ୍⯡ᕷẸࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
ᨻ⟇ᙜᒁࡗ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸㸬ࡇ
ࢀࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡣ⏘⥲◊ࡀᯝࡓࡍࡁ௵ົ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅗ  ࡛ᢳฟࡉࢀࡓ
Υ௨ୖࡢ⇕Ỉ⣔㈨※ศᕸᇦᅜ❧බᅬࡢ≉
ูಖㆤᆅ༊≉ูᆅᇦࢆ㔜ࡡ࡚ࡳࡓ㸦ᅗ 㸧㸬ࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪Υ௨ୖࡢ⇕Ỉ⣔㈨※ศᕸᇦࡢ 㸣
ࡀᅜ❧බᅬࡢࡇࢀࡽ㛤Ⓨつไ༊ᇦྵࡲࢀࡿࡇ
ࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢ㛤Ⓨつไࡀ࠶ࡿ㝈
ࡾ㸪ࢃࡀᅜࡣୡ⏺ࡢ୕ᆅ⇕㈨※ᅜࡢྡ್ࡋ
࡞࠸ࡇ࡞ࡿ㸬ࡇࡢᐇࡣኌࢆࡋ࡚ッ࠼
࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
 㸱㸧 Ἠࡢၥ㢟
 ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣᆅ⇕ᢏ⾡㛤Ⓨᰴᘧ
♫ࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪ከᩘࡀࡺ࠼ᆅ⇕㛤Ⓨ
ࡢ㞀ቨ࡛࠶ࡗࡓ Ἠࢆ㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁㌿ࡍࡃ
ἨⓎ㟁ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ
㸧㸬ࡇࡢ㛤Ⓨィ⏬ࡣྛ⏺ࡽ㡪ࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬

ᩥ⊩
%HUWDQL 5   :RUOG JHRWKHUPDO SRZHU
JHQHUDWLRQ LQ WKH SHULRG 
*HRWKHUPLFV
,($ ̽ *HRWKHUPDO ,PSOHPHQWLQJ $JUHHPHQW  
,($ *HRWKHUPDO (QHUJ\ $QQXDO 5HSRUW 
S
ⅆຊཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡༠㸦㸧ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡢ⌧≧
ືྥ  ᖺ㸪S
ᮧᒸὒᩥ㸦㸧᪥ᮏࡢᆅ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㛤Ⓨⴠࡢ
⌧≧ᑗ᮶άࡢྍ⬟ᛶ㸬᪥ᮏ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ
ㄅ㸪㸪
ᮧᒸὒᩥ࣭㜰ཱྀᆂ୍࣭⋢⏕ᚿ㑻࣭బࠎᮌ᐀ᘓ࣭ⱱ㔝
༤࣭Ỉᇉ᱇Ꮚ㸦㸧᪥ᮏࡢ⇕Ỉ⣔ࢺࣛࢫ㸬
⏘⥲◊ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸪S㸬
6WHIDQVVRQ9  :RUOGJHRWKHUPDODVVHVVPHQW
3URFHHGLQJVRIWKH:RUOG*HRWKHUPDO&RQJUHVV
 &'520 $QWDO\D7XUNH\S
7HVWHU -: DQG DQ 0,7OHG LQWHUGLVFLSOLQDU\
SDQHO  7KH)XWXUHRI*HRWKHUPDO(QHUJ\
̽,PSDFWRI(QKDQFHG*HRWKHUPDO6\VWHPV (*6 
RQ WKH 8QLWHG 6WDWHV LQ WKH WK &HQWXU\
0DVVDFKXVHWWV ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\
&DPEULGJH0$86$S 
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特集：地圏に関する基盤情報の整備と提供

鉱物資源研究における産総研の役割 −レアメタル・非金属−
Role of AIST for mineral resources research: rare-metal and industrial minerals
鉱物資源研究グループ長： 高木哲一
Leader, Mineral Resources Research Group: Tetsuichi Takagi
Phone: 029-861-3926, e-mail: takagi-t@aist.go.jp
１．鉱物資源を巡る状況と産総研の役割
BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）を
はじめとする新興工業国の著しい経済成長により，
それらの国々の鉱物資源消費量が加速度的に増大
し，金属資源の価格が 2004 年以降に急激な上昇を
開始した．2008 年のリーマンショックにより一時
的に価格が下落したが，2009 年以降価格はすぐに
回復し現在も上昇を続けている．このような状況
を受けて，中国，韓国，欧米諸国は金属資源の権
益確保を世界各地で積極的に進めている．金属資
源のほとんどを輸入に頼る日本にとって，海外資
源の供給安定性は産業活動の生命線である．2010
年 9 月の中国によるレアアース対日輸出制限が，
日本の産業界に深刻な不安をもたらしたことは記
憶に新しいが，レアメタルを中心とする資源安全
保障体制の確立は喫緊の課題であり，官民を挙げ
てこの問題に取り組む必要がある．
一方，珪石，粘土，石灰石，砕石・骨材などの
非金属資源（工業原料鉱物）は，その大部分を国
内で生産しており，現在も約 400 ヵ所の国内鉱山
が稼行している．非金属資源の用途は建材，窯業・
セラミック，自動車など多岐にわたっており，金
属資源と同様，産業活動や国民生活に一時も欠か
すことができない．しかし，国内の非金属鉱業は，
鉱量枯渇，鉱山の環境問題，後継者不足など様々
な問題に直面しており，その供給安定性が危ぶま
れている．非金属鉱業の多くは地方の中小企業か
らなるため，資源探査や環境対策などに独力では
十分に対応できない場合が多く，国・独法や大学
の専門家の技術的支援を必要としている．
産総研・地圏資源環境研究部門は，地質・鉱床
学の専門家集団として世界各地で基礎的な鉱床調
査を実施し，科学的知見を得ると同時に，その成
果を独立行政法人石油・天然ガス金属物資源機構
(JOGMEC)や民間企業による開発フェーズに連結
する役割を担っている．特に，各国地質調査所と
のネットワークを生かした海外での機動力のある
調査研究，自前の機器による迅速な分析・解析が
できることなどが強みである．非金属資源につい
ては，JOGMEC が所掌していないこと，大学・地
方自治体にも専門家が少ないことから，産総研が
日本ではほぼ唯一の公的研究機関であり，技術支
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援に関する関連業界からの期待が大きい．

２．レアメタル資源探査への取り組み
2004 年から始まるレアメタルの急激な価格上
昇は「レアメタルショック」とも呼ばれるが，そ
れ以降，地圏資源環境研究部門では，長らく継続
してきたベースメタル（銅・鉛・亜鉛）鉱床や金
銀鉱床の研究を休止し，希土類（レアアース）に
代表されるレアメタル鉱床の研究を本格的に開始
した．ここでは，最近の研究成果の一部を紹介し
たい．
希土類鉱床：希土類は，La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu（軽
希土）
，Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu（重希土）お
よび Y, Sc の 16 元素からなり，軽希土はガラス研
磨剤，ニッケル水素電池，蛍光体，永久磁石など
に，重希土は永久磁石，光磁気ディスクなどに使
用される．特に，ハイブリッド車モーターや風力
発電タービンなどに用いられる高性能磁石の製造
には希土類が必須である．
産総研では，2007 年から南アフリカ共和国にて，
同国地質調査所および JOGMEC と共同で希土類
資源に関する研究を進めている．これまでの調査
で，南アフリカ北東部の複数の蛍石鉱床に高濃度
の希土類が付随することが明らかになった．これ

図１ 南アフリカ北東部に分布する蛍石鉱床
の希土類パターン（鉱床名非公表）
．

らの鉱床は，比較的重希土類に富む特徴があるこ
と（図１）
，一部廃滓からの利用が可能であること
などから，開発フェーズへの移行を見据えた詳細
な検討が行われている．

現在は基礎研究の段階であるが，事業化等に向け
た今後の展開が注目される．
モンゴルは，豊富なレアメタル資源が期待され
る地域であり，中国・韓国・欧米諸国などが積極
的な鉱床探査を展開している．産総研も，2010 年
7 月に JOGMEC と共同でモンゴル鉱物資源・エネ
ルギー省と研究協力覚書を交わし，本格的なレア
メタル資源に関する共同研究を開始した．モンゴ
ルでは 2009 年から希土類資源に関する予察的調
査を開始しており，南ゴビ地域で有望な希土類鉱
床（ムシュガイハダッグ鉱床）を確認した．同鉱
床は主にリン灰石−磁鉄鉱からなり，希土類は平
均 1.1% (REO)含有される．比較的重希土にも富む
特徴があること（図４）
，肥料用リンが同時に生産
できる可能性があることなどから，今後，開発フ
ェーズに向けた詳細な調査が行われる予定である．

図２ 南アフリカでの希土類鉱床調査．放射
能計を用いて鉱徴地を探していく．
一方，東南アジア（ラオス，タイ，ベトナム，
マレーシアなど）では，イオン吸着型希土類鉱床
の調査が継続的に進められている．イオン吸着型
鉱床とは，高温多雨気候下の風化作用により岩石
から溶出した希土類が，風化殻中の粘土鉱物など
に化学的に吸着・濃集している鉱床で，電解質溶
液によって容易に抽出できる特徴がある．これま
で中国南部にしか知られていなかったが，最近，
タイのプーケット付近に発達する花崗岩風化殻か
ら有望なイオン吸着型鉱床を発見した．希土類含
有量は 174〜1084ppm と比較的高く，そのうち 40
〜80%の希土類が吸着されている．特に深度 5m
以深に高品位イオン吸着鉱が存在する（図３）．

図４ モンゴル・ムシュガイハダッグ鉱床の
希土類パターン．
一方，ジルコンの希土類資源としての可能性に
関する基礎研究も推進している．ジルコンは希土
類含有鉱物の 1 つであるが，一般に難溶性であり，
同資源の対象にはなり難かった．最近の当部門の
研究により，結晶度の解析を用いて希土類に富み
かつ分解・抽出し易いジルコンを見分けることが
可能となった（図５）
．今後，カナダやアフリカ東

図５ 結晶度の異なるジルコンのＸ線回折パ
ターン．苗木のジルコンには希土類が約 3.2%
含まれ，1N 塩酸(250℃)による処理でほぼ全量
が抽出される．

図３ タイ・プーケット付近の花崗岩風化殻
に発達するイオン吸着型希土類鉱床の希土類
含有量の深度変化．
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部のジルコン鉱床などに同手法を適用し，希土類
資源としての可能性を検討する予定である．
リモートセンシング利用資源探査：産総研では，
人工衛星や航空機から各種センサーを使って地表
を観測し（リモートセンシング）
，レアメタル資源
を探査する手法の開発を行っている．この手法は，
地表踏査が困難な地域を探査したり，広範囲から
有望地域を絞り込むには非常に有効な手段である．
日本は，ASTER/PALSAR プロジェクト等による高
精度な衛星データを所有しており，これらを利用
した資源探査技術の開発が急がれている．
リモートセンシング利用資源探査を実施するに
は，モデル地域において，あらかじめ地表地質と
上空からの情報を比較検証し，信頼性を確認して
おく必要がある．地圏資源環境研究部門では，2010
年より情報技術研究部門と共同でこの研究を開始
した．今年度は，米国ネバダ州中部およびチリ−
アルゼンチン国境地帯をモデル地域として調査を
実施している（図６）
．

図６ ネバダ中部キュープライト地域での地
質調査．衛星・航空機による画像の検証は，
砂漠地帯など裸地で実施する必要がある．

３．非金属資源探査への取り組み
地圏資源環境研究部門では，2009 年以降，社会
的要請の強い珪石およびベントナイト資源に関す
る研究に取り組んでいる．
珪石・珪砂：珪石・珪砂はガラス，建材，セラミ
ック，鋳物，セメントなど多様な分野に利用され
る重要な工業原料鉱物である．珪石・珪砂は，シ
リカ成分の純度によって価格や用途が異なる．光
学ガラス用などの高品位な珪石は，価格が高いた
め，オーストラリアや中国などから輸入されてい
るが，建材用，鋳物用などの中品位な珪石・珪砂
は主に国内鉱山から供給されている．しかし，鉱
量枯渇等により鉱山の閉山が相次ぎ，供給量が不
足しつつある．国内に新規鉱山を開発することは，
高コスト，環境問題などで容易ではなく，海外に
供給元を求めざるを得ない状況にある．そこで，
地圏資源環境研究部門では，民間企業と共同で東
アジア地域の珪石鉱床調査を実施している．
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図７ 愛知珪石（愛知県犬山市）の採石場．
花崗岩による熱変成作用を受けた層状チャー
トで，建材用珪石として利用されている．
ベントナイト：ベントナイトはスメクタイトを主
体とする粘土で，水を吸って膨潤する，懸濁液（ゲ
ル）が高い粘性を持つ，イオン交換能を持つ，な
どの特性から，土木用止水剤，掘削泥，鋳物砂粘
結剤，猫のトイレ砂，農薬キャリヤなど多岐に渡
る用途に利用されている．国内消費量の 7 割程度
が国内から，残りが米国，中国などから供給され
ている．国内ベントナイト鉱床の埋蔵量は十分に
あるものの，採掘・輸送コストの増大，環境問題
による新規開発の困難さ，熟練技術者の減少など
により，中〜長期的な供給安定性は必ずしも十分
とは言えない．
ベントナイトは，近い将来建設される低レベル
放射性廃棄物処分場の緩衝材としての役割が期待
されている．この緩衝材は，廃棄体周囲に充填し，
廃棄体への地下水の侵入を制限すると共に，万が
一放射性物質が廃棄体から漏出した場合ベントナ
イトに吸着・固定させ，生活圏への移動を防止す
る役割がある．同処分場の建設が開始されると，
多量の緩衝材用ベントナイトが継続的に必要とな
ることから，国内のみならず海外にも十分な鉱量
と性能を持つベントナイトの供給元を確保するこ
とが望ましい．

図８ ワイオミング州ロベル地区でのベント
ナイト調査．広大な乾燥地域に十数層のベン
トナイト層が分布する．

地圏資源環境研究部門では，2010 年より民間企
業と共同で，ベントナイトの鉱物学的分析技術の
確立および米国ワイオミングベントナイトの調査
研究を実施している（図８）．ワイオミングベント
ナイトとは，ワイオミング・サウスダコタ・モン
タナ各州にまたがって分布する世界最大のベント
ナイト鉱床の総称である．海外鉱としては緩衝材
に最も有力な候補の 1 つであり，その賦存状況や
性質を国内鉱と同様に把握することは，供給安定
性や性能を確認する上で重要である．

４．まとめ
レアメタルショック以降，鉱物資源はお金を出
せばいくらでも買える，という時代は終わり，資
源探査・開発はもとより資源国のインフラ整備や
環境問題にまで輸入国が一定の責任を持たなけれ
ば手に入れることが難しい時代に入った．また，
諸外国との激しい資源獲得競争の中で日本が権益
を得るには，資源探査の迅速性・正確性のみなら
ず政治力をも駆使しなければならない．資源問題
は，正に産学官の総力を挙げて取り組まなければ
ならない課題である．
目下の課題は，中国以外の地域で有望な希土類
鉱床を探査・開発し，中国への希土類の依存度を
少しでも減らすことである．また，中国への集中
度が高いタングステン，アンチモン，チリへの集
中度が高いリチウムなど，不安定要因を持った他
の重要元素の供給対策も早急に開始しなければな
らない．今ほど産総研の活動が国民から期待され
ている時はないと言える．
文献
Bao, Z-W. and Zhao, Z-H. (2008) Ore Geology
Reviews, 33, 519-535.
Yuan, Z., Bai, G., Wu, C., Zhang, Z., Ye, X., (1992)
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࣭▼Ἔ⁐ࡅ㎸ࡳ⭾₶ࡉࡏࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࡶ㸪࣑ࢩࣅࣜࢸ࣮ࡢ㐩ᡂࡼࡿ
ᅇ⋡ቑ㐍ࡢຠᯝࡣ≉ࡁ࠸㸬ᅗ㸱 ᗘ 
㹼Υ࠾ࡅࡿ㓟Ⅳ⣲ࡢᐦᗘᅽຊࡢ㛵ಀ
ࢆ♧ࡍ㸬࠸ࡎࢀࡢ ᗘ࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅽຊࡀ⣙ 03D
ࢆ㉸࠼ࡿ࠶ࡓࡾࡽᐦᗘࡢᛴ⃭࡞ቑຍࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪⮫⏺ ᗘ㸦Υ㸧ࡼࡾⱝᖸ㧗
࠸ ᗘᇦ࡛ࡢᅽຊࡢቑຍకࡗ࡚㓟Ⅳ⣲ࡀ
ᾮయ㏆࠸ᐦᗘࢆ࿊ࡍࡿ㉸⮫⏺≧ែ࡞ࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡾ㸪ᛴ⃭࡞ቑຍࡀጞࡲࡿᅽຊࡣ㓟Ⅳ⣲
ࡢ⮫⏺ᅽຊ㸦03D㸧ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ከࡃࡢ
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Ἔᒙ࡛ᐃࡉࢀࡿ ᗘ࣭ᅽຊ㡿ᇦ࡛ࡢᐦᗘ㸦
㹼NJP 㸧ࡣ▼Ἔࡢᐦᗘ㏆ࡃ࡞ࡾ㸪▼Ἔࡢ
ᡂศࢆᢳฟࡋ࡚࣑ࢩࣅࣜࢸ࣮ࢆ㐩ᡂࡋ᫆ࡃࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ẚ㍑ࡢࡓࡵ♧ࡋࡓ❅⣲࣓ࢱࣥ㸦⮫
⏺ ᗘࡣịⅬୗ㸧ࡢᐦᗘࡣᑠࡉࡃ㸪▼Ἔࡢΰ
ᛶࡀప࠸㸬㓟Ⅳ⣲ࡀ (25 ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ
ࡣ㸪ࡑࡢ⮫⏺ ᗘࡀἜᒙ ᗘ㏆࠸࠸࠺≀⌮
Ꮫⓗ࡞せᅉࡼࡿࡇࢁࡀࡁࡃ㸪ࡢ≀㉁
ࡼࡿ௦᭰ࡣ㸪ᐜ᫆ࡣᮃࡵ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬

 

ᅗ㸱. Ἔᒙ



ᅗ㸲. ᆅ⌫₻ộ㉳ᅉࡢᅽຊኚື



ᗘᇦ࠾ࡅࡿᐦᗘᅽຊࡢ㛵ಀ

㹁㹍㸰ᆅ୰㈓␃࠾ࡅࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
 ᆅ୰ὶయࢆᅽධࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡣἜ࢞ࢫ⏣㛤
Ⓨ㛵㐃ࡋ࡚✚ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㓟Ⅳ⣲ࡢࠕᆅ
୰ᅽධࠖࡣᡂࡉࢀࡓᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪Ἔ࢞ࢫ⏣ࡢ㛤Ⓨᮇ㛫ࡣ୍⯡ᩘ༑ᖺࡢ༢
࡛࠶ࡾ㸪㛤Ⓨ⤊ᚋᆅ୰ṧࡿὶయᑐࡋ࡚
≉ẁࡢὀពࡀᡶࢃࢀࡿࡇࡣ࡞࠸㸬୍᪉㸪㓟
Ⅳ⣲ࡢᆅ୰㈓␃࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅽධ୰ࡣㄽࡢ
ࡇ㸪ᅽධ⤊ᚋࡶ㸦ᑡ࡞ࡃࡶ㸧୍ᐃᮇ㛫ࡣ
㓟Ⅳ⣲ࡢ㈓␃ᒙෆᣲືࡸ₃ὤ㛵ࡍࡿ┘ど
ࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬㓟Ⅳ⣲ࡢฎ⌮ࢆࠕᆅ
୰ᅽධࠖࡽࠕᆅ୰㈓␃ࠖᒎ㛤ࡍࡿࡣ㸪ࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡿ㈓␃ࡢᏳᛶࡢ☜ㄆࡀᚲ㡲࡛
࠶ࡾ㸪୍₃ὤࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼࡚⿵ಟᢏ
⾡ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ἔ࢞ࢫ⏣ࡢ᥈
㖔ࡽ㛤Ⓨ࣭⏕⏘ࡢ✀ࠎࡢሙ㠃࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ㸦ᆙෆ≀⌮᳨ᒙ㸪ᆙ㛫ᙎᛶἼࢺࣔࢢࣛ
ࣇ࣮㸪㸲㹂ᆅ㟈᥈ᰝ࡞㸧ࡀᛂ⏝࡛ࡁࡿࡀ㸪
ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪᪤Ꮡᢏ⾡ࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢຠ⋡㸪࡞ࡽ
ࡧ᪂つࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨྲྀࡾ⤌
ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ㸬Ᏻ౯࡛⡆౽࡞᪂つᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ࡋ࡚㸪ᆅ⌫₻ộࢆ⏝ࡋࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᆙ࡛ほ ࡉࢀࡿ₻ộ㉳ᅉಙ
ྕ㸦ᅗ㸲㸧ࡢ⤒ኚࢆ⏝ࡋ࡚㸪ὶయᆅ୰⛣
ືక࠺㈓␃ᒙෆ㓟Ⅳ⣲ࡢ㣬⋡ኚࢆ᳨
▱ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵᚲせ
࡞ࢹ࣮ࢱࡣᅽຊࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ᖖタᆺᅽຊィࢆ⏝
࠸ࢀࡤ≉ูࡢసᴗࢆక࠺ࡇ࡞ࡃ㸪ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪Ᏻ౯࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀྍ⬟࡞
ࡿ㸬ᅗ㸳ゎᯒ⤖ᯝ㸦 χࡣ㓟Ⅳ⣲ࡢ㣬⋡
㛵㐃ࡍࡿᣦᶆ㸧ࢆ♧ࡍ㸬≀⌮᳨ᒙ㸦ࢢ࣮ࣞࢫࢣ
࣮ࣝ㸧ࡼࡿ⤖ᯝࡢᩚྜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬





ᅗ㸳. ᆅ⌫₻ộࢆ⏝ࡋࡓ㓟Ⅳ⣲⛣ືࡢ᳨▱

㸬ᚤ⏕≀ࡼࡿⅣ⣲ኚ
 ᆅ୰㈓␃ࡉࢀࡓ㓟Ⅳ⣲ࡢ࣓ࢱࣥኚᢏ⾡
ࡋ࡚㸪ᚤ⏕≀ࡢᕤᏛⓗ⏝ࢆ⪃࠼ࡿ㸦ᅗ㸴㸧㸬
ࡇࡢ✀ࡢ◊✲ࡣ⥴ᑵ࠸ࡓࡤࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪௨
ୗࡢ㡯┠ࡀႚ⥭ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ձ㓟Ⅳ⣲⃰ᗘࡀ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ࠼ࡿᙳ㡪ࡢ
ゎ᫂ղ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ⳦࣭Ỉ⣲⏕ᡂ⳦ΰᅾ⎔ቃୗ
࠾ࡅࡿ᭷⏝࢞ࢫ⏘⏕ᣲືࡢゎ᫂ճ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ⳦
ࡢ௦ㅰάᛶไᚚᶵᵓ㛵ࡍࡿ㑇ఏᏊࣞ࣋ࣝゎᯒ
մᚤ⏕≀ΰྜᇵ㣴⣔ࡢ⏝ࡼࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂಁ
㐍ຠᯝࡢゎᯒյᅛయ⾲㠃྾╔ࡀᚤ⏕≀ࡢ௦ㅰά
ᛶᒙෆὶື࠼ࡿᙳ㡪ࡢホ౯

ᅗ㸴. M. thermolithotrophicus ࡼࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ



㸱㸬⤖ㄒ
 ᣢ⥆ᆺⅣ⣲ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓᡂࡍࡿ୕ࡘࡢ࢚
࣓ࣞࣥࢺࡣ㸪ࡑࢀ⮬యࡀᕧ࡞ᢏ⾡⩌ࡽᡂࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪◊✲ࡣ㑏ඖ⩏ⓗ࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡣࡇࢀࢆࡋ㸪࢚ࣞ
࣓ࣥࢺ㛫ࡢ᭷ᶵⓗ㛵㐃㓄៖ࡋࡓᏛ㝿ⓗࣉࣟ
࣮ࢳࡀᚲせ࡞ࢁ࠺㸬
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≉㞟㸸ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࢆ┠ᣦࡍᆅᅪ㈨※◊✲
㸫⎔ቃࢆព㆑ࡋࡓࣉ࣮ࣟࢳ㸫-

㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢᕼᅵ㢮㈨※ㄪᰝ
Investigation of Rare Earth Resource Potential
Ώ㎶ ᑀ࣭ᐇᯇ㐀࣭Ᏺᒣ Ṋ㸦㖔≀㈨※ 5*㸧
Yasushi Watanabe, Kenzo Sanematsu, Takeru Moriyama
Mineral Resources R.G.
*
Corresponding Author, e-mail address: y-watanabe@aist.go.jp
㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᕼᅵ㢮ࢆᵓᡂࡍࡿඖ⣲ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࢪࢫࣉࣟ
ࢩ࣒࢘(Dy)ࡣ㸪㧗 ࡛ࡢಖ☢ຊ⥔ᣢࡓࡵ
NdFeB ☢▼ῧຍࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ☢▼ࡣࣁࣈࣜ
ࢵࢻ㌴ࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢ࢚ࣥࢪࣥ୰ࡢ࣮ࣔࢱᦚ
㍕ࡉࢀࡿࡀ㸪2003 ᖺ௨㝆ࡢࣁࣈࣜࢵࢻ㌴ࡢᬑ
ཬ(ᅗ 1)ࡶ㟂せࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⌧ᅾ㸪ᕼᅵ㢮ࡢ㒊ศࡣ୰ᅜࡀ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
୰ᅜᅜෆࡢ㟂せࡢቑຍࡢࡓࡵ㸪㍺ฟྥࡅࡽ
ࢀࡿᕼᅵ㢮㈨※㔞ไ㝈ࡀຍ࠼ࡽࢀ㸪ᕼᅵ㢮(≉
☢▼ᮦᩱࡢ Nd ࡸ Dy)ࡢ౯᱁ࡀ㧗㦐ࡋ࡚࠸ࡿ
(ᅗ 1)㸬ࢃࡀᅜࡢ☢▼ᴗ⏺ࡸ⮬ື㌴ᴗ⏺ࡽࡢᕼ
ᅵ㢮㈨※ㄪᰝࡢせㄳࢆཷࡅ㸪୰ᅜእ࡛ࡢ᪂ࡓ࡞
㈨※☜ಖࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪
2005 ᖺᗘ㔜ᕼᅵ㢮ඖ⣲(≉ Dy)ࡢ⃰㞟ᶵᵓ
㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࡢ◊✲ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪2006 ᖺᗘࡽࡣᆅᅪ㈨※
⎔ቃ◊✲㒊㛛ࡢ㔜Ⅼ◊✲ㄢ㢟ࡢ 1 ࡘྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ㸪3 ᖺィ⏬࡛◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸬
⚾㐩ࡢ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᕼᅵ㢮㈨※ㄪᰝࡣ 1)ᕼᅵ㢮
ඖ⣲ู㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢసᡂ 2)ྛ✀ࡢᕼᅵ
㢮㖔ᗋ࣭㖔ᚩᆅࡢ㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝㄪᰝࡽ࡞
ࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ 2008 ᖺ 3 ᭶ᡂࡋࡓࡀ㸪
Ẹ㛫ᴗࡢඹྠ◊✲ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠾ࡾࡇࡇ
࡛ࡣ⤂ࡋ࡞࠸㸬2)ࡢྛ✀ࡢᕼᅵ㢮㈨※࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝㄪᰝࡣ⌧ᅾ㐍⾜୰࡛㏵୰⤒㐣ࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬

ᅗ 1 ᕼᅵ㢮ࡢ⏕⏘㔞౯᱁(㯮ᐇ⥺)ࡢኚ㑄㸬㟷
ᐇ⥺ࡣࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࡢࣁࣈࣜࢵࢻ㌴㈍ྎᩘ
(ྑ┠┒ࡾ,༢ྎ)(ẖ᪥᪂⪺ 2008 ᖺ 8 ᭶ 29 ᪥
ᮅหࡼࡾ)㸬㟷◚⥺ࡣᑗ᮶ぢ㎸ࡳ㸬

㸰㸬Dy ࡢ㟂せ౪⤥㸸⌧≧ᑗ᮶ண
Dy ࡣ ୰ ᅜ ༡ 㒊   ⨨ ࡍ ࡿ 㺀 ࢜ ࣥ ྾ ╔ ᆺ 㖔
ᗋ 㺁(ᚋ ㏙ )  ࡤ ࢀ ࡿ 㖔 ᗋ ࡛  ࡰ  㔞 ⏕ ⏘ ࡉ ࢀ
࡚࠸ࡿ㸬2005 ᖺᗘࡣ୰ᅜ࡛᥇᥀ࡉࢀࡓ Dy ࡢ
㔞ࡣ 1,450t ぢ✚ࡶࡽࢀ㸪ᅇ㔞ࡣ 1,160t ィ
⟬ࡉࢀࡿ(୰ᅜ⛥ᅵሗ୰ᚰ㈨ᩱ)㸬᪥ᮏࡢ Dy ᾘ
㈝㔞ࡣ⏕⏘ࡉࢀࡓᕼᅵ㢮☢▼ࡢ㔞ࡽ 440t ぢ
✚ࡶࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᕤᴗ࣓ࣞࢱࣝ, 123)㸬Dy ࡢᾘ
㈝㔞ࡣᖺࠎቑຍࡋ㸪2007 ᖺࡣ 700-800t 㐩ࡋ
ࡓぢ✚ࡶࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᕤᴗ࣓ࣞࢱࣝ 124)㸬ᚑ
ࡗ࡚୰ᅜ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ Dy ࡢ 1/3 ௨ୖࡣ᪥ᮏ࡛ࡢ
ᕼᅵ㢮☢▼ࡢ⏕⏘ᾘ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿ㸬
Dy ࡢ౯᱁ࡣ 2008 ᖺ 1 ᭶ࡢ 142 ࢻࣝ/kg ࡽ 7
᭶ࡢ 158 ࢻࣝ/kg  11㸣್ୖࡀࡾࡋ࡚࠸ࡿ(ࣞ
࣓ࢱࣝࢽ࣮ࣗࢫ No.2363)㸬Dy 㓟≀࡛ࡳࡿ㸪
୰ᅜࡽ㍺ฟࡉࢀࡓ 100t ࡢ࠺ࡕ᪥ᮏࡀ 88t 
88%ࢆ㍺ධࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣୡ⏺ྥࡅࡢ౯᱁
(112.61 ࢻࣝ/kg)ࡼࡾࡶ㧗౯᱁(113.29 ࢻࣝ/kg)࡛
᪥ᮏᴗࡀ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ(࣓ࣞࢱ
ࣝࢽ࣮ࣗࢫ No.2361)㸬
ࡇࡢࡼ࠺᪥ᮏࡣ୰ᅜࡽ㍺ฟࡉࢀࡓ Dy ࢆ
⊂༨ⓗ㈙࠸༨ࡵࢁ࠺ࡌ࡚ᕼᅵ㢮☢▼ࡢ⏕⏘
ྥࡅ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ୰
ᅜ࡛ࡢ㟂せࡢఙࡧࡣⴭࡋࡃ㸪2012 ᖺࡣ୰ᅜෆ
ࡢ㟂せࡀ౪⤥㔞㏣࠸ࡘࡁ㸪ᕼᅵ㢮ࡢ㍺ฟࡀṆ
ࡲ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡶ ᣦ  ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ( ᅗ 2; Roskill,
2007)㸬ࡓ࠼⌧≧࠾ࡾᕼᅵ㢮ࡢ㍺ฟࡀ⾜ࢃࢀ
࡚ࡶ㸪᪥ᮏࢆጞࡵḢ⡿࡛ࡢᕼᅵ㢮☢▼ࢆ⏝ࡋ
ࡓࣁࣈࣜࢵࢻ㌴ࡸ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢ⏕⏘㔞ࡀᛴቑ
ࡍࡿࡓࡵ(࠼ࡤᅗ 1)㸪㏆࠸ᑗ᮶ࡢ Dy ㈨※ࡢ౪
⤥㊊ࡀணࡉࢀ㸪୰ᅜእ࡛᪂ࡓ࡞㈨※ࢆ☜ಖ
ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣ㛫㐪࠸࡞࠸㸬

ᅗ 2 ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ㟂せ౪⤥ண
2007)㸬
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(Roskill,

㸱㸬Dy ࡢ౪⤥※㸸୰ᅜࡢ࢜ࣥ྾╔㖔
୰ᅜእ࡛ Dy ࢆྵࡴ㔜ᕼᅵ㢮㈨※ࡢ᥈ᰝࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡣ㸪୰ᅜ࡛ࡢ㔜ᕼᅵ㢮㖔ᗋࡢᐇែᢕᥱ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ୰ᅜ
Ụす┬ࡢ࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔ᗋࡢᩥ⊩ㄪᰝ࠾ࡼࡧᐇ
ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸㸪࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔ᗋࢆ⏕ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
࢜ࣥ྾╔㖔ᗋࡣᕼᅵ㢮ඖ⣲ᐩࡴⰼᓵᒾࡸ
ⅆᒣᒾࡢ㢼Ẇࡽ࡞ࡿ(ᅗ 3)㸬ᆅ⾲㏆࡛ࡢⰼ
ᓵᒾᵓᡂ㖔≀ࡢศゎకࡗ࡚ᨺฟࡉࢀࡓᕼᅵ㢮
࢜ࣥࡀ⢓ᅵ㖔≀⃰⦰ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪㖔▼ࡢᕼ
ᅵ㢮ရࡣప࠸(<0.2wt.%)ࡀᕼᅵ㢮ࡢᢳฟࡀᐜ
᫆࡞ࡓࡵ㖔ᗋࡋ࡚᥇᥀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾ⏕⏘
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Dy ࡀࡍ࡚࢜ࣥ㖔ࡽࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡓ௬ᐃࡍࡿ࢜ࣥ㖔ࡢᕼᅵ㢮୰ࡢ Dy ᖹ
ᆒྵ᭷㔞ࡣ 3.8%ィ⟬ࡉࢀࡿ㸬⌧ᅾᖺ㛫 4-5 
ࢺࣥࡢ㖔▼(㓟≀⟬)ࡀ᥇᥀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ᅗ 4 ୰ᅜ༡㒊ࡢ࢜ࣥ྾╔㖔ᗋࡢศᕸ㸬
࢜ࣥ྾╔㖔ࡢᕼᅵ㢮⤌ᡂࡣẕᒾ࡛࠶ࡿⰼᓵ
ᒾࡢ⤌ᡂࢆᫎࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㔜ᕼᅵ㢮ࡢከ࠸
ࡶࡢࡽ㍍ᕼᅵ㢮༟㉺ࡍࡿࡶࡢࡲ࡛ᖜᗈࡃᏑ
ᅾࡍࡿ㸬ࡲࡓ㖔▼ࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡶẕᒾࡢᕼᅵ
㢮ྵ᭷㔞ࢆᫎࡋ࡚ 0.2%ࢆ㉸࠼ࡿ㺀㧗ရ㖔㺁
ࡽ 0.05%௨ୗࡢ㺀పရ㖔㺁ࡲ࡛ᖜᗈ࠸(⾲ 2)㸬
⾲ 2 ࢜ࣥ㖔ࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞⤌ᡂẚ(Wu et
al., 1990; Murakami & Ishihara, 2008; Bao % Zhao,
2008)

ᅗ 3 Ụす┬ࡢⰼᓵᒾ㢼Ẇࡢ⏘≧㸬
୰ᅜࡢ࢜ࣥ㖔ࡣỤす┬ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⳹༡
ᆅᇦ⣙ 90,000km2 ࢃࡓࡾศᕸࡍࡿ(ᅗ 4)㸬148
ࢺࣥࡢᇙⶶ㔞ࡀ 1992 ᖺィୖࡉࢀ(⾲ 1)㸪
2002-2003 ᖺࡣỤす┬࡛ 30 ࢺࣥࡢ᪂つ㖔య
ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ụỢᏳ࣭⏣ྩ, 2006).ࡇࢀᇶ
࡙ࡃ㸪⣙ 180 ࢺࣥࡢᇙⶶ㔞ࡀ࠶ࡾ㸪Dy ࡢᇙ
ⶶ㔞ࡣ 59,000t ィ⟬ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ㔞ࡣ⌧ᅾࡢ⏕
⏘㔞(=㟂せ)ࡢࡰ 30 ᖺศ┦ᙜࡍࡿ㸬༡㒊 7
┬య࡛ࡣ 5,000 ࢺࣥࡶࡢ㖔㔞ࡀ࠶ࡿ࠸࠺
ぢ✚ࡶࡾࡶ࠶ࡿࡀヲ⣽ࢹ࣮ࢱࡣᮍබ⾲࡛࠶ࡿ㸬
࢜ࣥ྾╔㖔ࡣᆅ⾲㒊ࢆᗈࡃ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ⎔ቃ
ၥ㢟ࡢඞ᭹ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
⾲ 1 ୰ᅜࡢ࢜ࣥ㖔ᇙⶶ㔞(ᅜົ㝔⛥ᅵว,
1992)㸬Dy 㔠ᒓ㔞ࡣ➹⪅➼ࡢィ⟬⤖ᯝ㸬
┬
Ụす
ᗈᮾ
ᗈす
†༡
⚟ᘓ
Ụす(᪂つ㖔㔞)
ྜィ
Dy

ᇙⶶ㔞(REO t)
547,000
445,000
336,000
111,000
44,000
300,000
1,783,000
59,000

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y
REE ྜィ
REE+Y ྜィ

❳༡
(ppm)
19.5
38.5
7.3
35.0
18.7
0.3
29.9
7.7
43.3
8.1
23.8
3.8
26.2
3.8
235.1
265.9
501

ᐃ༡
(ppm)
80.4
196.5
16.1
63.0
12.9
1.8
11.9
1.9
10.8
2.0
5.7
0.9
5.4
0.8
59.0
410.1
469

Heling
(ppm)
881.0
237.4
168.9
641.1
86.2
10.2
40.8
5.0
19.1
4.1
9.4
1.4
8.0
1.2
86.5
2113.5
2200

᭱ࡢ㔜ᕼᅵ㢮ࡢ౪⤥※࡛࠶ࡿ❳༡㖔ᗋࡣ㸪
⣙ 35km2 ࢃࡓࡾᆅ⾲㟢ฟࡍࡿ Zudong ⰼᓵ
ᒾ㢼Ẇࡽ࡞ࡿ(ᅗ 5)㸬Zudong ⰼᓵᒾࡣ 148Ma
ࡢ S ࢱࣉⰼᓵᒾ࡛㔜ᕼᅵ㢮ᐩࡴࡇࢆ≉ᚩ
ࡍࡿ㸬ᒾయࡣࢃࡎ࡞㯮㞼ẕⰼᓵᒾ㒊ศ
ࢆ༨ࡵࡿⓑ㞼ẕⰼᓵᒾࡽ࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ⇕Ỉ
ኚ㉁ࢆⵚࡗ࡚࠸ࡿࡀⓑ㞼ẕⰼᓵᒾࡢ᪉ࡀࡼࡾᙉ
࠸⇕Ỉኚ㉁ࢆⵚࡗ࡚࠸ࡿ(ᅗ 5)㸬ⰼᓵᒾࡣ㸪ᩳ㛗
▼㸪▼ⱥ㸪࢝ࣜ㛗▼㸪㞼ẕࡽ࡞ࡾ㸪ⓑ㞼ẕⰼ
ᓵᒾࡣ㖔≀ࡋ࡚ Y ࢩࣥ࢟ࢧࢺ
Ca(Y,Ce)(CO 3)2F ࡀྵࡲࢀࡿࡀ,㯮㞼ẕⰼᓵᒾ
ࡣྵࡲࢀ࡞࠸㸬ࡑࡢࡢ㖔≀ࡣᚤ㔞ࡢ⺯▼㸪
ࢮࣀࢱ࣒㸪ࣔࢼࢨࢺ㸪ࢪࣝࢥࣥ㸪ࣃࢱ
ࢺ࡛࠶ࡿ㸬
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Google Earth ࡢ⏬ീ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ Heling
㖔ᗋࡢ⣙༙ศࡢ㖔యࡀ᥇᥀ࡉࢀࡓ㸪ࡲࡓࡣ᥇᥀
୰ุ᩿ࡉࢀࡿ(ᅗ 7)㸬

ᅗ 5 Zudong ⰼᓵᒾᒾ┦ᅗ㸬
㢼Ẇࡢᖹᆒᒙཌࡣ 10m ࡛࠶ࡿࡀ㒊ศⓗ
30m 㐩ࡍࡿ㸬㢼Ẇࡢせᵓᡂ㖔≀ࡣ࢝࢜ࣜ
ࢼࢺࣁࣟࢧࢺ࡛࠶ࡾ㸪ୖ㒊ࡣࢠࣈࢧ
ࢺࢆྵࡴ㸬ࡑࡢࣔࣥࣔࣜࣟࢼࢺ,ࣂ࣮࣑
࢟ࣗࣛࢺ,⥳Ἶ▼,ࡶࡶࡢ㐀ᒾ㖔≀(㞼ẕ㸪
㛗▼㸪▼ⱥ)ࢆྵࡴ(ᅗ 6)㸬

ᅗ 7 Heling 㖔ᗋࡢ Google Earth ⏬ീ㸬㉥⥺࡛ᅖ
ࡲࢀࡓ㒊ศࡀⰼᓵᩬᒾศᕸᆅᇦ㸬
Ụす┬༡㒊ᐃ༡㖔ᗋ࡛ࡣゎീᗘࡢ㧗࠸ Google
Earth ⏬ീࢆぢࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣⰼᓵᒾ
㢼Ẇ୰ࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡀపࡃ㸪ࡋࡶ㍍ᕼᅵ
㢮ᐩࡴ㖔▼(⾲ 2)࡛࠶ࡿࡶ㛵ࡽࡎ⌧ᅾ┒ࢇ
᥇᥀ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 8)㸬

ᅗ 6 ❳༡㖔ᗋࡢ㢼Ẇࡢ⢓ᅵ㖔≀⤌ᡂ(Wu et
al., 1990)㸬
Wu et al. (1990)බ⾲ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃ
㸪ⓑ㞼ẕⰼᓵᒾ㢼Ẇࡣ 517ppm ࡢᕼᅵ㢮
(㓟≀⟬)ࡀྵࡲࢀ㸪Dy 㔞ࡣ 46ppm ࡛࠶ࡿࡢ
ᑐࡋ㸪㯮㞼ẕⰼᓵᒾ㢼Ẇࡣ 371ppm ࡢᕼᅵ
㢮ྵ᭷㔞࡛࠶ࡾ Dy ࡶ 21ppm ప࠸㸬ࡑࢀࡒࢀ
ࡢⰼᓵᒾ㢼Ẇࡢ྾╔ศᕼᅵ㢮㖔≀┦ྵࡲ
ࢀࡿᕼᅵ㢮ࡢྜࢆࡳࡿ(⾲ 3)㸪ⓑ㞼ẕⰼᓵᒾ
㢼Ẇࡢ྾╔ẚ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞࠶ࢃ
ࡏ࡚Ⰻዲ࡞㖔▼࠸࠼ࡿ㸬௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࡽᕼ
ᅵ㢮㈨※㔞ࢆ⏘ฟࡍࡿ 0.22Mt (REO) (Y 㝖ࡃ)
࡞ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ Dy 㔞ࡣ 25,600t ィ⟬ࡉࢀࡿ㸬
⾲ 3 ❳༡㖔ᗋࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷ẚ⋡(Bao & Zhao,
2008)
ⓑ㞼ẕⰼᓵᒾ
㯮㞼ẕⰼᓵᒾ

྾╔ศ%
85
46

ᅗ 8 ᐃ༡㖔ᗋࡢ Google Earth ⏬ീ࣭ᩘ 100m x ᩘ
100m ࡢ᥇᥀ሙࡀከᩘศᕸࡍࡿ㸬
ᐃ༡㖔ᗋ࡛ࡢᕼᅵ㢮᥇᥀ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㢼
Ẇࢆ᥀ࡾฟࡍᕤἲ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㢼ẆᏍࢆ࠶ࡅ
◲㓟ࣥࣔࢽ࣒࢘ࢆὀධࡋ㸪ᕼᅵ㢮ࢆᢳฟࡍࡿ
in situ leaching ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศ
ࡿ(ᅗ 9㸪ᅗ 10)㸬

㖔≀┦%
15
54

Ụす┬༡ᮾ㒊ࡢ Heling 㖔ᗋࡣ Heling ⰼᓵᩬᒾ
ࡢ㢼Ẇࡽ࡞ࡿ㸬ࡇࡢⰼᓵᩬᒾࡢศᕸࡣ
32km2 ࠾ࡼࡧ㢼Ẇ࡛ࡢᕼᅵ㢮⃰⦰⋡ࡣ 2.7
ಸ㐩ࡍࡿ㸬㢼Ẇࡢᖹᆒᒙཌࡣ 8.5m ࡛ᕼᅵ㢮
ྵ᭷㔞ࡣ 2114ppm (REE, Y 㝖ࡃ)࡛࠶ࡿ(Bao and
Zhao, 2008)㸬㍍ᕼᅵ㢮ᐩࡳ㸪Dy ྵ᭷㔞ࡣ 19ppm
࡛࠶ࡿ㸬྾╔ᛶᕼᅵ㢮ࡢẚ⋡ࡣ 92%࡛࠶ࡾ㸪ᕼ
ᅵ㢮㈨※㔞ࡣ 0.62Mt (㓟≀⟬)ࡁ࠸㸬Dy
㈨※㔞ࡣ 4,760t ィ⟬ࡉࢀࡿ㸬

ᅗ 9 ⏬ീ୰ኸ㒊ࡢⓑᩬⅬ㒊ࡀ㢼Ẇ㛤ࡅࡽ
ࢀࡓᏍ㸬୰ኸᕥࡢ㟷࠸ࣉ࣮ࣝࡀᕼᅵ㢮ỿẊᵴ㸬
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ᅗ 12 ࣥࢻ㸪࢜ࣜࢵࢧᕞࣂ࣓ࣂࣜ㖔ᗋࡢ㟢ኳ
᥇᥀ሙ(Ᏺᒣ࣭▼ཎ, 2008)㸬

ᅗ 10 in situ leaching ࡢᶍᘧ᩿㠃ᅗ㸬◲㓟ࣥࣔ
ࢽ࣒࢘ࢆᒣࡢᩳ㠃ࡽὀධࡋ㸪ᾐฟᖏ࡛ᕼᅵ㢮
ࡢᢳฟࢆ⾜࠺㸬⁐ᾮࡣᾐฟᖏᇶ┙࡛࠶ࡿⰼᓵ
ᒾࡢ㛫ࡢẕᾮ㣬ᖏࢆὶࢀ㞟ᾮ⁁࡛ᅇࡉࢀ
ࡿ㸬୍⯡⁐ᾮᅇ⋡ࡣ 95%㸪ᕼᅵ㢮ᅇ⋡ࡣ
75%ࡉࢀࡿ(ụỢᏳ࣭⏣ྩ, 2006)㸬
௨ୖࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ㸪࢜ࣥ྾╔㖔ᗋࡢᙧᡂ
ࡣ 1)(㔜)ᕼᅵ㢮ᐩࡴⰼᓵᒾࡢᏑᅾ㸪2)ཌ࠸㢼
Ẇࡢᙧᡂ㸪3)⇕Ỉኚ㉁ࡼࡿ≀⌮ⓗ࣭Ꮫⓗ
ศゎࡋࡸࡍ࠸㖔≀ࡢᙧᡂࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ
♧ࡍ㸬

ᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼ
ࡿ㸪༡ࣇࣜ࢝ඹᅜࡢᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔▼
ࡣࢇᕼᅵ㢮ࡢ⃰㞟ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ
(ᅗ 13)㸬ࣥࢻᮾ㒊࢜ࣜࢵࢧ┴ࡢ㖔ᗋࡣ,
᪥ᮏࡢሙྜࡣ␗࡞ࡾ㸪㕲ࢆࢇྵࡲ࡞࠸
࣐ࣥ࢞ࣥ㖔▼ࡶᕼᅵ㢮ࡢ⃰㞟ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪
᪥ᮏࡢࡶࡢẚ㍑ࡍࡿྵ᭷㔞ࡣᑡ࡞ࡃ㸪㈨※
ࡋ࡚ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣᴟࡵ࡚ప࠸ࡇࡀุ᫂
ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ㖔ᗋࡣ᪥ᮏࡢᒙ≧㕲࣐ࣥ࢞ࣥ㖔
ᗋࡢᡂᅉࡣ␗࡞ࡾ㸪ᗈᇦⓗ࡞ᾏỈ⤌ᡂࡢ㓟
㑏 ඖ ≧ ែࡢኚ  ࡀ 㖔ᗋᙧ ᡂ  ᐤࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ,ᕼ
ᅵ㢮ࢆ౪⤥ࡍࡿ⇕Ỉ⣔ࡀ㖔ᗋ㏆ഐᏑᅾࡋ࡞
ࡗࡓࡇࡀᕼᅵ㢮ஈࡋ࠸㖔▼ࢆᙧᡂࡋࡓཎᅉ
᥎ᐃࡉࢀࡿ㸬

㸲㸬୰ᅜእ࡛ࡢᕼᅵ㢮㈨※ㄪᰝ
ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪୰ᅜእࡢᕼᅵ㢮౪⤥※ࡢ
ㄪᰝࡋ࡚㸪ᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ㸪࢜ࣥ྾╔㖔㸪
࣐ࢢ࣐࣭⇕Ỉ㉳※ࡢ⇥⅊▼㸪ࣝ࢝ࣜ⋞Ṋᒾ㉳
※ࣛࢸࣛࢺ࣭࣮࣎࢟ࢧࢺ㸪Ta-Nb 㖔ᗋࡢㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔
స⏝ࡢ◊✲⤒㐣ࢆ⤂ࡍࡿ㸬
4.1 ᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ
Ᏺᒣ(2006)ࡣ᪥ᮏ࡛ࡢᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ
ࡢ㕲࣐ࣥ࢞ࣥ㖔▼㔜ᕼᅵ㢮ࡀ⃰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬ᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢᙧᡂሙ࡛ࡣ㸪
ᾏᗏୗ࡛⇕Ỉάືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࣐ࣥ࢞ࣥࡸ㕲
ࡶᕼᅵ㢮ࡀỿẊࡋ࡚࠾ࡾ㸪㖔▼ྵࡲࢀ
ࡿᕼᅵ㢮ࡣ㕲Ỉ㓟≀྾╔ࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ᚑࡗ࡚ࡇࡢ✀ࡢ㖔ᗋࡣ㸪㺀ᾏࡢ࢜ࣥ྾╔ᆺ㺁
㖔ᗋࡪࡇࡀฟ᮶ࡿ(Ώ㎶, 2007)㸬
つᶍࡢࡁ࡞ྠࢱࣉࡢ㖔ᗋࡢᕼᅵ㢮࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪༡ࣇࣜ࢝ඹᅜ(ᅗ
11)࠾ࡼࡧࣥࢻࡢ㖔ᗋㄪᰝ(ᅗ 12)ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ 11 ༡ࣇࣜ࢝ඹᅜࡢᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ㸬

ᅗ 13 ᪥ᮏ㸪༡ࣇࣜ࢝ඹᅜ㸪ࣥࢻࡢᒙ≧
࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ୰ࡢࢪࢫࣉࣟࢩ࣒࢘(Dy)ྵ᭷㔞㸬
4.2 ୰ᅜእ࡛ࡢ࢜ࣥ྾╔㖔
㡑ᅜࡸ᪥ᮏ࡛ࡢ࢜ࣥ྾╔㖔ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ᪤
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ(Ώ㎶, 2006; ᮧୖ࣭▼ཎ, 2006)㸬
ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣᕼᅵ㢮ᐩࡴⰼᓵᒾࡣᏑᅾࡍ
ࡿࡀ㸪㢼ẆࡢⓎ㐩ࡀᝏ࠸ࡓࡵ㖔ᗋࢆᙧᡂࡋ
࡞࠸ࡇࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ᪂➨୕⣖௨㝆
ࡶࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳᇦ⨨ࡋ㝯㉳ࡀ⥆࠸ࡓ
᪥ᮏ㝣ෆ㝣㒊ྲྀࡾ㎸ࡲࢀᆅẆࡀ㝯㉳ࡋ࡞
ࡗࡓ୰ᅜ༡㒊ࡢᕪ␗ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
2007 ᖺᗘࡣࣛ࢜ࢫ㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪ࢱࡢⰼᓵᒾ
㢼Ẇࡢㄪᰝࢆᐇࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣ㢼
ẆࡢⓎ㐩ࡣⰋዲ࡛࠶ࡿ(ᅗ 14)㸬ࣛ࢜ࢫ࡛ࡣ㸪
ࣛ࢜ࢫ༡㒊ࡽ୰㒊ᆅᇦศᕸࡍࡿ㸲ᆅᇦࡢⰼ
ᓵᒾ㢼Ẇࡢㄪᰝࢆᐇࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛
ࡣ㢼Ẇࡀ༑ศ࡞ཌࡉࡲ࡛Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
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୍㒊ࡢእࢆ㝖࠸࡚ᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡣᒾయẖࡢᖹ
ᆒ࡛ 100-300ppm ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞ࡃ(ᅗ 15)㸪ࡲࡓ
ⰼᓵᒾࡢ⤌ᡂẚ㍑ࡋ࡚ࡶᕼᅵ㢮ࡢ⃰⦰⋡ࡣ
20%ᑠࡉ࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢ
ᕼᅵ㢮ศᯒ⤖ᯝࢆࡳࡿ㸪㔜ᕼᅵ㢮ᐩࢇࡔⰼ
ᓵᒾࡸ㢼ẆࡣⓎぢࡉࢀࡎ㸪㍍ᕼᅵ㢮ᐩࡴࡶ
ࡢࡀከ࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡋࡋ࣋ࢺࢼ࣒㒊
࡛ඃⰋ࡞࢜ࣥ྾╔㖔ࡀぢࡘࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ
ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㐍ᒎࡀᚅࡓࢀࡿ㸬

ᅗ 16 ࣛ࢜ࢫ༡㒊࣮࣎ࣟ࣋ࣥྎᆅࡢࣝ࢝ࣜ⋞
Ṋᒾ࠾ࡼࡧࣛࢸࣛࢺ࣭࣮࣎࢟ࢧࢺࡢศᕸ㸬

ᅗ 14 ࣋ࢺࢼ࣒ Nui Phao ᆅᇦࡢⰼᓵᒾ㢼Ẇ

ࡇࡢ⋞Ṋᒾ⁐ᒾࡣ㧗 ከ‵ࡢẼೃࡢࡓࡵࣛࢸ
ࣛࢺ㢼ࢆⵚࡗ࡚࠸ࡿ㸬JICA ࡢ⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ
Ꮫศᯒࡢ⤖ᯝ㸪Bolaven ྎᆅࡢࣛࢸࣛࢺࡢ୍
㒊ࡣ㸪Al2O3 ࡀ 33.1%, Fe 2O 3 ࡀ 37.9㸣, TiO 2 ࡀ
7.22㸣ྵ᭷ࡉࢀ㸪ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ⃰㞟(⣙ 1000ppm)
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬㏣ຍㄪᰝ࠾ࡼࡧศᯒࡢ⤖ᯝࡣ㸪
ࣛࢸࣛࢺヨᩱࡀ㸪ࢠࣈࢧࢺ㸪㔪㕲㖔㸪☢㕲
㖔ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ᕼᅵ㢮ࡀ 900-1000ppm ྵ᭷ࡉ
ࢀࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬ඛศᯒࡉࢀࡓヨᩱྜࢃ
ࡏ࡚ᕼᅵ㢮⤌ᡂᵓᡂࡣᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ㸬ୗ
㒊ࡢ⦓ᐦ࡞ࣛࢸࣛࢺࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡣ
225ppm ࡛࠶ࡾ㸪ᕼᅵ㢮ࡣ㢼ᖏୖ㒊⃰㞟ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࣛࢸࣛࢺࡣࢫ࢝ࣥࢪ࣒࢘ࡶ
20-40ppm ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣛࢸࣛࢺࡣ Bolaven ྎᆅᗈࡃ
ศᕸࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᒙཌࡶ 4-5m ぢ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
௬ 100km2 ࡢᆅᇦࡢཌࡉ 5m ࡢࣛࢸࣛࢺ
900ppm ࡢᕼᅵ㢮ࡀྵ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௬ᐃࡍࡿ
㸪⣙ 100 ࢺࣥࡢᕼᅵ㢮㔞(REO ⟬㸪Dy:
>20,000t)ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㸬ࡇࡢ㔞ࡣඛ㏙ࡓ୰
ᅜࡢᆺ࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔ᗋ(❳༡)┦ᙜࡍࡿ㸬

ᅗ 15 ࣛ࢜ࢫ࡛ࡢⰼᓵᒾศᕸᕼᅵ㢮ㄪᰝᆅᇦ
(A-D)㢼Ẇ୰ࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞㸬
4.3 ࣝ࢝ࣜ⋞Ṋᒾ㉳※ࣛࢸࣛࢺ
ࣛ࢜ࢫ༡㒊ࡢࢱࣉᕷすഃᗈࡀࡿ
Bolaven ྎᆅࡣ୰⏕௦ࡢሁ✚ᒾ㢮ࡢୖ➨
ᅄ⣖ࡢࣝ࢝ࣜ⋞Ṋᒾ⁐ᒾࡀᮾす 50km㸪༡
100km ࢃࡓࡾᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ 16)㸬⌧ᅾ
ࡇࡢᆅᇦ࡛ࡣᅜ㝿༠ຊᶵᵓ(JICA)ࡼࡿࠕࣛ࢜
ࢫ㖔ᴗศ㔝ᢞ㈨ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᆅ㉁࣭㖔≀㈨※
ሗ ᩚ ഛ ィ ⏬ ㄪ ᰝ ࠖ (Geological Mapping and
Mineral Information Service Project) (2006-2008)
ࡼࡾ 20 ศࡢ 1 ᆅ㉁ᅗࡢసᡂ࠾ࡼࡧ㖔≀㈨※
ࡢㄪᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ᅗ 16 ࣮࣎ࣟ࣋ࣥࣛࢸࣛࢺࡢ⏘≧




ࣛࢸࣛࢺ୰ࡢᕼᅵ㢮ࡢᏑᅾᙧែࢆ EPMA ࡛
ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᕼᅵ㢮(Ce)ࡣ P ᣲືࢆࡶ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⇥㓟ሷ[lorencite; CeAl3(PO4) 2(OH) 4]
ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ(ᅗ 18)㸬ࡇࡢࡇ
ࡣᕼᅵ㢮ࡢ⁐ฟࡢᐜ᫆࡞࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔ᗋ
ᕼᅵ㢮ရࢆ┤᥋ẚ㍑࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆ♧ࡍ㸬ࡋ
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ࡋ㸪Nasraoui et al. (2000)ࡣࢥࣥࢦࡢ࣮࢝࣎ࢼ
ࢱࢺࡢ㢼Ẇࡢ◊✲ࡽ㸪㍍ᕼᅵ㢮ࡣ⇥㓟ሷ
㖔≀ࡋ࡚ỿẊ㸪㔜ᕼᅵ㢮ࡣ㕲Ỉ㓟≀྾╔
ࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠾ࡾ㸪(㔜)ᕼᅵ㢮ࡢ୍
㒊ࡣ㔪㕲㖔྾╔ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶṧࡉࢀࡿ㸬
ࣛࢸࣛࢺࡀᕼᅵ㢮㈨※ࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ
࠺ࡣ࢜ࣥ྾╔㔞ࢆ᫂ࡽࡍࡿᚋࡢ⁐ฟ
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡗ࡚࠸ࡿ㸬

㖔㸪࣑ࣝࢽ࣒࢘⢭㘐ࡀ⌧ᆅ࡛⾜ࢃࢀࡿணᐃ࡛
࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ࣮࣎࢟ࢧࢺᒙࡢୗ㒊ࡣ࢝࢜ࣜࢼࢺ
ࢆయࡍࡿ⢓ᅵᒙ㸪ࡉࡽࡑࡢୗ㒊ࡣ⢓ᅵ
ࡋࡓ◁ᒾᒙࡀㄆࡵࡽࢀࡿ(ᅗ 19)㸬


ᅗ 17 ࣮࣎ࣟ࣋ࣥࣛࢸࣛࢺࡢᕼᅵ㢮⤌ᡂ㸬
୰ᅜ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢ࢜ࣥ྾╔㖔ࡢẚ㍑㸬

ᅗ 19 ࣁ࣐࣮ࣥ⨨ࡼࡾୖࡢ㉥Ⲕࡅࡓ㒊ศࡀ࣎
࣮࢟ࢧࢺ㸪ࣁ࣐࣮ࣥࡢ⨨ࡀ⢓ᅵᒙ㸪ࣁ࣐ࣥ
࣮ࡢୗࡢ㒊ศࡣ⢓ᅵ◁ᒾ㸬
࣎ ࣮ ࢟ ࢧ  ࢺ ᒙ ࡢ ᕼ ᅵ 㢮 ྵ ᭷ 㔞 ࡣ 212ppm
(Dy: 4ppm)ࡶࡶࡢ⋞Ṋᒾࡢᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞
  ᕪ ࡀ ࡞ ࠸ ࡀ 㸪 ୗ 㒊 ࡢ ⢓ ᅵ ᒙ  ࡣ 2430ppm
(Dy: 54ppm), ⢓ ᅵ  ◁ ᒾ ᒙ ࡛ ࡶ 745ppm (Dy:
29ppm) ࡢᕼᅵ㢮ࡀྵࡲࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᕼᅵ㢮ࡣ
ࡶࡶࣛࢸࣛࢺྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪㢼
ࡢ㐍⾜ࡶ⁐⬺ࡉࢀ㸪ୗ㒊ࡢ࢝࢜ࣜࢼ
ࢺ྾╔ࡉࢀ⃰⦰ࡋࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿ㸬ᕼᅵ㢮ྵ
᭷ᒙࡢཌࡉࡢぢ✚ࡶࡾ➼ࡢㄪᰝࡀᚋᚲせ࡞
ࡿࡀ㸪࣮࣎࢟ࢧࢺ㛤Ⓨୗ㒊ࡢ⢓ᅵᒙࡽ
ᕼᅵ㢮ࢆ⏘≀ࡋ࡚ᢳฟ࣭ᅇࡍࡿࡇࡀฟ
᮶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
ᩥ⊩

ᅗ 18 EPMA ࡼࡿࣛࢸࣛࢺ୰ࡢඖ⣲࣐ࢵࣆ
ࣥࢢ⤖ᯝ㸬ᕥୖ(Y)㸪ྑୖ(P)㸪ᕥୗ(Ce)㸪ྑୗ(Al)㸬
4.4 ࣮࣎࢟ࢧࢺ
࣮࣎ࣟ࣋ࣥྎᆅࡢࣛࢸࣛࢺࡢ㢼ࡀ㐍ࡴ
ࢩࣜ࢝ࡀ⁐⬺ࡋ࡚࣮࣎࢟ࢧࢺ࡞ࡿ㸬
ࡇࡢ࣮࣎࢟ࢧࢺࡣ㸪ࢱࣜ㸫ࢱࡢඹྠࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ㸪⌧ᅾ୰ᅜࡢබ
♫࡛࠶ࡿ China Non-ferrous Metals International
Mining Co. Ltd. (CNMIM)ࡀࡇࡢᆅᇦ 138km2
ࡢ㖔༊ࢆ☜ಖࡋ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ Ord River
Resources ඹྠ࡛㖔ᗋ㛤Ⓨྥࡅࡓ᥈㖔ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ord River Resources ࡣ 2006 ᖺ㸪ࡇ
ࡢᆅᇦ࡛ 200m x 100m 㛫㝸࡛ 65 ᮏࡢヨ㗹ࢆ⾜࠸㸪
27%ࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇရ࡛㸪ᖹᆒ 6.7m ࡢ࣮࣎࢟ࢧ
ࢺᒙࡢཌࡉ㸪ᖹᆒရ 35%ࡢ㖔▼ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
ୡ⏺ࡢ୍⯡ⓗ࡞࣮࣎࢟ࢧࢺ㖔▼(50-60 㔜㔞%)
ࡼࡾప࠸ࡀ㸪ࡇࡢᆅᇦࡢ㇏ᐩ࡛Ᏻ౯࡞㟁ຊࢆࡶ
୰ᅜ㸫࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡼࡿ㖔ᒣ㛤Ⓨ㸪㑅

Bao, Z. and Zhao, Z. (2008) Geochemistry of
mineralization with exchangeable REY in the
weathering crusts of granitic rocks in South
China. Ore Geology Review, 33, 519-535.
ᕤᴗ࣓ࣞࢱࣝ 124(2008)࣮ࣞࢫ㸬࣒ࣝฟ
∧♫㸬
Ᏺᒣ Ṋ࣭▼ཎ⯗୕(2008) ࣥࢻᮾ㒊㸪࢜ࣜࢵ
ࢧᕞࡢᚋᮇጞ⏕௦࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ㸬ᆅ㉁ࢽ࣮ࣗ
ࢫ➨ 647 ྕཱྀ⤮,p.1-2㸬
Ᏺᒣ Ṋ࣭Ώ㎶ ᑀ࣭ᮧୖᾈᗣ(2006) ᒙ≧㕲࣐
ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢ㔜ᕼᅵ㢮㖔ᗋࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶ㸬
Green Report 2006, p. 65-66.
ᮧୖᾈᗣ࣭▼ཎ⯗୕㸦2006㸧㊊ᦾᓁ῝ᡂᒾ㢮㢼
ᅵተࡢᕼᅵ㢮ᆅ⌫⛉Ꮫ㸸ᕼᅵ㢮㈨※ࡋ࡚
ࡢ↛ᛶࡘ࠸࡚㸬ᆅ⌫Ꮫ, 40 ᕳ, p.147-165.
Ώ㎶ ᑀ࣭Ᏺᒣ Ṋ࣭ᮧୖᾈᗣ(2007) ➨ 3 ❶ ࣞ
࣓ࢱࣝࢆ᥈ࡍ㸬࣓ࣞࢱࣝ ᢏ⾡㛤Ⓨ࡛౪
⤥Ᏻഛ࠼ࡿ. ⊂❧⾜ᨻἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ
◊✲ᡤ࣓ࣞࢱࣝࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ⦅㸬ᕤᴗㄪ
ᰝ, p. 50-90.
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特集：地圏に関する基盤情報の整備と提供

地下水に関する基盤情報 −水文環境図のねらいと今後の展望−
Basic information for Groundwater
−The aim of Water Environment Map and the prospects−
地下水研究グループ： 町田 功
Groundwater Research Group : Isao Machida
Phone: 029-861-3736, e-mail: i-machida@aist.go.jp
１．はじめに
2007 年度における日本の水使用総量は 808 億
3
m ，そのうち地下水への依存率は 11.7％である
1)．地下水は河川水と比較して水質や恒温性，経
済性に優れているが，その利用は重大な地下水障
害を引き起こすことがある．そのうち最も深刻な
ものの 1 つが，戦後から高度経済成長期に進行し
た地盤沈下であろう．地盤沈下は地下水の過剰揚
水が原因であり，これによって発生・拡大した 0m
地帯は高潮や洪水などによる被害を受けやすくな
る．さらに，地球温暖化が進むと海面が上昇した
り，暴風雨の規模が増大したりすることが予測さ
れているため，この被害はさらに拡大する恐れが
ある 2)．今日では地盤沈下対策として工業用水法
などの法令によって揚水規制が行われており，特
に都市域においては事実上地下水が採取できない
環境が一般化した感がある 3)．その結果，70 年代
から徐々に地盤沈下速度は緩やかになり，地下水
の水位は上昇しつつある．近年では逆に地下水位
が回復・上昇し，東京駅や上野駅の地下部分が浮
力によって浮き上がる等の新たな問題が生じてお
り，大阪市では地下街や地下鉄のトンネルへの湧
水増等の事例が出てきている 2)．
このような背景の中，従来になかった視点から
より積極的に地下水を利用しようとする動きがあ
る．例えば，今後の地下水利用のあり方に関する
懇親会 4)では地下に存在するダムとしての機能を
強調し，緊急水源としての地下水の役割を述べて
いる．1995 年の阪神淡路大震災など大きな震災時
には，消火用や医療活動（病院）
，洗濯やトイレな
ど各用途に応じた緊急的な水の確保が問題となっ
た．地下水は井戸とポンプがあれば容易に得るこ
とができるため，大規模震災でインフラが破壊さ
れてしまった時の緊急水源として大いに役立つで
あろう．
また，近年は少雨年と多雨年の変動幅が次第に
増加し，渇水年の年降水量が減少傾向にあるのみ
ならず，年最大連続無降雨日数（降水のない日が
連続する最も長い期間）も長くなる傾向が認めら
れている．こうした現象によりダム等の水資源開
発施設が計画された当時の開発水量を安定して供
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給できないなど，水供給の利水安全度（実力）が
低下している．そのため，河川水と地下水の総合
的な利用方法を考えることが重要な検討課題とな
っている．
一方，省エネルギーという側面からも地下水に
注目が集まっている．地表水温は気温と比較して
年変動が小さいことは良く知られているが，最近
はこの地下水の恒温性を利用した地中熱ヒートポ
ンプシステムが注目を浴びている．地中熱ヒート
ポンプを利用したエアコンは初期投資を必要とす
るものの，消費電力が小さいため長期でみれば経
済的であるといわれており，さらに地下にて排熱
をおこなうためヒートアイランドの抑制にもつな
がる．地中熱ヒートポンプシステムは 2005 年時
点で欧米では既に計 100 万台以上が普及している
が 5)，わが国においても広く認知されはじめてお
り，将来的に急速に普及する可能性がある．
このようにいくつか魅力的なアイディアが生ま
れているが，これらを実現するためにも地域の地
下水の現況や水文地質を明らかにし，地下水障害
を引き起こさないよう適切な管理を行う必要があ
る．さらに今日では地下水を使うだけでなく，涵
養についても積極的に関与していこうという「育
水」という概念も広がりつつあり，地下水を含め
た水循環に関する情報を広く発信することが重要
になっている．
２．地下水関連図幅と水文環境図
（独）産業技術総合研究所の前身の一部である
地質調査所は 1951 年から日本の各地において工
業用水源の確保と保全に関する調査・研究をおこ
なっている．この調査結果をとりまとめ，将来の
地下水源利用に資する目的で，1961 年より日本水
理地質図が発行された 6)．このシリーズは，以降，
第 41 号の鹿児島県奄美諸島水理地質図 7)まで 37
年間発行されているが，その多くが 1 枚紙の地図
上に地下水産出量分布や水質を中心としたデータ
を記載するスタイルである．
一方，このような地下水関連図幅は他の省庁か
らも出版されている．地下水の流動を意識した例
としては農水省地方農政局による水理地質図があ
り，地形・地質や地下水ポテンシャル分布，水質

等が描かれている．国交省では 1990 年から地表
水と地下水の適正な利用を目的とし，全国 10 地
域で地下水マップを作成している．また，一部の
都道府県の研究機関でも同様の図幅を出版してい
るところもある．ただし，農水省の水理地質図は
現在作成が行われておらず，地下水マップも 2001
年以降は出版されていない．
2001 年に産総研が発足すると，日本水理地質図
の後継として水文環境図が考案され，2002 年から
2008 年までに 5 つの地域で出版された．水文環境
図は地下水資源の保全と有効利用に資することを
目的としているが，特に将来的な地中熱利用を見
越し，地下水温情報を重点的に編集していること
が特徴である．地下水関連図幅内で地下水温デー
タを併記する理由は地中熱ヒートポンプシステム
の効率が地下水の存在や地下水の流速にも影響さ
れるためである．以上の理由から，水文環境図で
は複数の地盤沈下観測井を用いた地下水温鉛直プ
ロファイルの実測結果を編集している．
なお，このような温度データは地下水流動を把
握するためにも役立つ．一般に地下水の温度は地
域の平均気温とほぼ等しいといわれているが，こ
の調査によって深度方向の変化が明確になっただ
けでなく，盆地の中央部や流域の下流部で地下水
温は高く，山地部では低くなることが明確に示さ
れた（図 1）
．これは地下水の流動によって，熱の
輸送が行われたためと考えられている 8)．

るようになった．
３．水文環境図の編集指針
このように水文環境図は 2008 年までに 5 つの
地域で出版されてきたが，地圏資源環境研究部
門・地下水研究グループではその間にもデータの
編集項目や記載方法についての議論があがってい
た．そこで水文環境図 No.5 の出版を終えた 2008
年度末から，水文環境図の発展のための複数回に
わたる討論をおこなった．討論の目的は No.6 以
降の編集項目の決定である．
実はわが国において地下水関連図幅の編集項目
に関する議論は古くからあり，その代表的なもの
は 1970 年代の水文地図作業グループによるもの
である．同グループ代表の高村は 地表面下にお
ける水文要素の地図化 の議論にて図幅に記載す
べき項目を複数リストアップする一方，これらを
全て網羅するのではなく，図幅の作成目的のため
に必要にして最小限の情報を収容することを考え
るべきと述べている 10)．このスタンスは図幅が紙
ベースの場合，すなわち記載できる情報に制限が
ある場合を前提としているものの，電子媒体での
図幅作成においても傾聴すべき意見であると思わ
れる．すなわち，電子媒体は膨大なデータを収録
可能であるが，内容の統一性を失うことなく限ら
れた人資で質の高い図幅を作成するためには，編
集すべき内容を絞り焦点を定めておくべきである．
そこで地下水グループは昨今の地下水関連図幅
やデータベースの現状，近年の社会情勢，所内外
からいただいた水文環境図へのリクエスト，当グ
ループの作業体制，地質調査総合センターの強み
などを考慮し，今後の水文環境図の中心的な編集
項目とそれに係る指針（編集指針）を決定した 11)．
このうち編集項目は図 2 のようにまとめられる．
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一方，日本水理地質図からの体裁面での大きな
変化として，コンピューターの普及を背景とした
電子媒体（CD）による収録が挙げられる．従来の
1 枚紙の図幅は持ち運びや利用が容易であった半
面，紙面が限られているために多種の情報を掲載
することが困難であった．図幅を電子媒体に収録
したことにより，大量の空間情報を比較検討でき
るようになり，例えば地下地質，地下水水質，地
下水温の関係をより視覚的に表現することができ
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水文環境図の中心的な編集項目

これには地域の水文地質を理解する上で重要な
地下水位，透水係数，一般水質などの情報が含ま
れているが，特に環境変化を考慮して，過去の水
位，水質データを加えていることを強調したい．
また，今まで中心的な編集項目であった地下水温
に関する情報は，ヒートポンプシステムの認知度
が徐々に高まりつつあることから，今後も編集項
目に加えることにした．なお，図 2 は水文環境図
にて編集するべき最低限を示したものであるため，
実際にはこれに加えて図幅の作成者がその地域で
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図 4 山形盆地における地下水中の Cl 濃度．地下水お
よび温泉の現地調査結果に既存データを加えた．第四
系内での濃度コンターは赤色，第三系浅層の地下水
（400m 以浅）は紫色，第三系深層の地下水（400m 以深）
は黄色で示されている．第三系深層では盆地全域にて
Cl 濃度が高い．これらの地下水には Na も多く含まれて
おり，化石水などと呼ばれている．第三系浅層では Cl
濃度が高く，地下水が非流動性になりつつあることが
示されている．
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４．水文環境図 No.6「山形盆地」12)のねらい
編集指針では編集対象としている面積によって，
帯水層構造か水理地質基盤の把握を行うことを定
めている．山形盆地の第四系内の帯水層構造につ
いては現在議論がおこなわれており，統一された
見解は示されていない．そこで水文環境図 No.6
では水理地質基盤の把握を試みた．これはいわゆ
る地下水盆の形状を把握することと同じである．
地下水盆は難透水性の水理地質基盤の中に充填さ
れた地層の集合体からなっており，一般に地質学
がいうところの「堆積盆」そのものであることが
多い（図 3）13)．普段，我々が利用している地下
水は地下水盆中の地下水であり，これは自然の水
循環の一部を構成する．地下水の持続的な採取可
能量とは，この地下水盆内に涵養される水から流
出する水を引いた収支から導かれる．このような
理由で，地下水盆の把握は適切な地下水利用のた
めに欠かせないものである．一方，水理地質基盤
中に存在する地下水は極めて流れにくく，化石水
のようなものが含まれる．このような地下水は一
度使用したらなくなってしまう，石油と同じよう
な性質をもつ．難しいのは，水理地質基盤は必ず
しも地質区分と一致していないことである．

有の浅井戸，農業用井戸，工業用井戸だけでなく，
温泉水の調査を実施し，各種のイオン濃度や酸
素・水素安定同位体比に加え，必要に応じてトリ
チウム（水素放射性同位体比）や 14C（炭素放射
性同位体比）を分析した．
これにより，地下水盆の実態にせまっただけで
なく，どこに（位置，深度），どのような性質の地
下水が存在するのかを示すことができた．結果例
を図 4 に示す．

20

重要と思われる水文情報を判断し，編集項目を加
えることになる．例えば，降水量分布や河川流量
分布は掲載項目からは外れているが，これらの情
報が地下水を理解する上で重要な地域においては
図幅作成者の判断により，編集が行われることも
ある．このような付加情報の例については次章で
述べる．

地下水圧等値線
地下水の流れ

図 3 地下水盆のイメージ図
（柴崎，200413）を一部修正）

従来，山形盆地の地下水盆は第四系からなり，
水理地質基盤は第三系からなると考えられてきた
が 14)，その根拠は明らかではなかった．そこで，
山形盆地 No.6 では地下水の水質・同位体に関す
る詳細な調査を実施し，その特性や地下水年代を
推定することにより流動性の判断を試みた．この
ように図幅作成に研究の要素を取り入れることは，
研究者が直接現地調査に携わる地質調査総合セン
ターの強みである．実際の作業としては，個人所
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詳細は省略するが，水質面ではさらに幾つかの
試みをおこなっている．例えば，環境省の概況調
査 15)によって，最も環境基準超過数が多いとされ
ている硝酸態窒素について分析をおこなった．そ
の結果，昭和 60 年に選定された名水百選の 1 つ，
どんこ水 （写真 1 左）においても 10ppm を
超える硝酸イオンが検出されており，上流地区の
施肥利用が下流側に影響を及ぼしていることが明
らかになった．また，山形盆地では古くから鉄気
水（かなけみず）と呼ばれる鉄分を多く含む地下
水が存在することが知られている（写真 1 右）
．
鉄のような自然由来の重金属イオンが地下水中に
存在できるか否かは，地層の性質と地下水の酸化

還元状態に大きく影響される 16)）．そこで，地下
水の酸化還元電位や溶存酸素などの調査をおこな
い，鉄濃度分布との関係を求めた．このとき，同
時に地下水環境基準項目や要監視項目のうち，自
然由来による汚染が多いとされる重金属イオン
（砒素，クロム，マンガンなど）15)についても調
査した．

写真 1 どんこ水（左）．生活用水や養魚などに利用さ
れているだけでなく，この地下水が流入する小見川上
流部は県指定天然記念物イバラトミヨが生息する．右
は鉄気水を消雪用に散水したことにより，赤茶色に変
色した路面．

一方，操作性という面でも改善を試みた．図が
100 枚を超えるような出版物では，図をながめつ
つ（別のページに掲載されている）説明文を読む
場合があるが，読者にとってこれはしばしば面倒
な作業である．このような不便性は CD による編
集によって解決できると考え，説明書と図面のリ
ンクを強化した（図 5）
．
『説明書』上のアンダーライン部分（青字）をクリックすると
地図画面に該当データが表示

メニュー画面をクリッ
クするとデータが表示

図5

説明書と図面のリンク強化

５．さらなる発展に向けて
前章までに述べてきたように，水文環境図では
幾つかの試みをおこなっている．現在では「石狩
平野」および「熊本平野」の編集をおこなってい
るが，今後は水文環境図 No.6「山形盆地」では対
応しきれなかった，様々な改良を加えていく予定
である．例えば地下水盆の形状，広域地下水流動，
地下水位，地下水流速情報に関しては，地下水研
究グループが平成 19 年度より実施中の地下水賦
存量調査結果を積極的に利用する予定である．こ
の調査では日本全国のボーリング柱状図を収集，
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解析することにより，平野や盆地スケールでの地
下地質構造を明らかにし，さらに地下水流動シミ
ュレーションをおこなっている．これらのデータ
を加えることによって，地域の水文地質情報をよ
り詳細に検討できると考えられる．
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࣭ ᅜᖏỈᒙศᕸㄪᰝ◊✲
࣭ ᆅᒙฎศಀࡿᆅୗỈὶື◊✲
࣭ ᆅ୰㈓␃ಀࡿᆅୗỈὶື◊✲
࣭ ᆅୗỈࡢ㛗ᮇᏳᐃᛶࣔࢽࢱࣜࣥࢢ◊✲
 ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋ

㸰㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮






ᩔᑦ(ࢢ࣮ࣝࣉ㛗)
ෆ⏣ὒᖹࠊᏳᕝ㤶ࠊᐑ㉺ᬸࠊ⏫⏣ຌࠊ
ᕝ᛭Ḣࠊᑠ⋢ᾈࠊⳢ㔝┿⣖ࠊ୰ᒣிᏊࠊ
₻⏣ࡳࡾࠊᶡἑ⳯ࠊఀ⸨ᡂ㍤ࠊ
ྜྷ⃝ᣅஓࠊ㉺㇂㈼ࠊ⣽㇂┿୍

ᕤᴗ⏝ྍ⬟࡞ᆅୗỈ㈨※ࢆ㔞ⓗ࣭㉁ⓗホ౯
ࡋࡲࡍࠋᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊۑۑᖹ
㔝࡛ࡣm ⛬ᗘࡢᖏỈᒙࡽᕤᴗ⏝ᆅୗỈࢆᖺ
㛫ڹ㹲ᥭỈྍ⬟࠸࠺ࡼ࠺࡞ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ
ࡀᚓࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠐᅜࢆᑐ㇟ࡋࡓᴫせㄪᰝ㸸ᅜࡢᆅୗỈ┅
ࢆᑐ㇟ࡋࡓᆅୗỈࡢ⥲㔞ࢆㄪᰝࡋࡲࡍࠋᖏỈ
ᒙࡢᗈࡀࡾ㸦ᅜᅵᩘ್ሗ)ࡸᖏỈᒙࡢ῝ࡉ㸦ᆅ
㉁ㄪᰝᡤࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ)ࢆࡶయ㔞ࢆඛࡎ
⟬ฟࡋࠊ㝆Ỉ㔞ࡸἙᕝὶฟ㔞࡞ࡽᆅୗỈ
ࡋ࡚ࡢὶື㔞ࢆィ⟬ࡋࡲࡍࠋࡇࢀ࡛ࠊ⏝ྍ⬟
࡞ᆅୗỈࡢ⏝ྍ⬟⥲㔞㸦ࡇࡢⅬ࡛ࡣ㐣ホ
౯ࡋ࡚࠸ࡿ)ࡀศࡾࡲࡍࠋ
 㸨ࡘ࡚ࡣࡇࢀࢆᆅୗỈࡢ⏝ྍ⬟㔞ࡋ࡚
ࡇࢀ 0.8 ࢆࡅࡓ್ࢆ㐺ṇ㔞ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠐᆅୗỈ┅ࡈࡢ㈨※㔞㸦㔞ⓗホ౯㉁ⓗホ
౯㸧
㸸ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᆅୗỈ┅ࢆᑐ㇟ヲ⣽࡞ㄪᰝ
ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋᆅୗỈࡢ ᗘศᕸ࡞ࡢ᪤Ꮡ㈨ᩱ
ࡽὶືࡋ࡚࠸ࡿᆅୗỈࡑ࠺࡛࡞࠸ࡇࢁࠊ
Ỉ㉁ⓗࡘ࠼࡞ࡉࡑ࠺࡞ࡇࢁࢆุᐃࡋࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊᕤᴗ⏝ᆅୗỈࡢᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ῝ᗘ
࡞ࡀศࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅୗỈ㞀ᐖࢆ㉳ࡇࡉ
࡞࠸㈨※㔞ࢆṇ☜ุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ᅜࡢ୍⣭Ἑᕝࡀ 104 ᮏ࠶ࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ
ᅜ୍ᩧㄪᰝࢆࡍࡿࡢ㸱㹼㸳ᖺ⛬ᗘᚲせࡶ
ࡋࢀࡲࡏࢇࠋ

㸱㸬ලయⓗ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ࡢ⤂
3-1 ᅜᕤᴗ⏝ᆅୗỈ㈨※㔞ㄪᰝ
ࠐᏳ࡛Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᆅୗỈ㈨※ࡢ㔞ⓗホ౯☜
ಖࡘ࠸࡚㸸ᆅୗỈࡣᖹ㔝ࡸ┅ᆅ࡞ࠊᆅୗỈ
┅ࡤࢀࡿᖏỈᒙࡢ㞟ࡲࡾࡢ୰㈓␃ࡉࢀࠊ
ᒣࡽᾏࡺࡗࡃࡾὶືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㔞ⓗ
ぢࢀࡤࠊᖺ㛫ࡢὶື㔞ࢆ㉸࠼ࡿᥭỈࢆࡍࡿᆅ
ୗỈࡢᯤῬࢆᣍࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ㉁ⓗ
ぢࢀࡤὸ࠸ᆅୗỈࡣ㎰ᴗࡸ∾␆⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍࡋࠊ῝ࡍࡂࡿᆅୗỈࡣ Ἠࡢࡼ࠺⁐Ꮡ
≀㉁ࡀከࡍࡂ࡚ᕤᴗ⏝⪏࠼ࡲࡏࢇࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ࣂࣛࣥࢫࡢ࡞࡛ᆅୗỈ㞀ᐖࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸
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ᾏᗏᆅୗỈฟ㔞

㝆㼙㼙㻛㼥㼞㻘㻌㻝㻥㻥㻟㻙㻞㻜㻜㻞ᖺ䛾㻝㻜ᖺᖹᆒ್
Ỉ㔞Ἑᕝὶ㔞ࡽ
㻨㻌㻙㻥㻜㻤

᥎ ᐃ㻙㻥㻜㻤㻌䡚㻌㻙㻠㻣㻥
ࡋࡓᅜࡢᆅୗỈ
㻙㻠㻣㻥㻌䡚㻌㻙㻡㻜
㻙㻡㻜㻌䡚㻌㻟㻣㻤
㈿Ꮡ㔞ศᕸࡢ୍
㻪㻌㻟㻣㻤

3-2 Ỉᩥ⎔ቃᅗࡢసᡂ
 ᅜࡢᖹ㔝ࡸ┅ᆅ࡞ࠊᆅୗỈࡢ㈿Ꮡ㔞ࡀ
ࡁࡃேཱྀࡢ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ୰ᚰࡑࡢỈᩥ
⎔ቃࢆ⾲ࡋࡓỈᩥ⎔ቃᅗࢆไసࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡘ࡚ࡣỈ⌮ᆅ㉁ᅗࡸᆅୗỈ㈨※ᅗࡋ࡚⾲⌧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ௦ࡢせㄳඹࡑࡢ
ࡧྡࡶኚࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ⎔ቃሗࡢⓎಙ※ࡋ
࡚ࡢᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡋ࡚ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
3-4 ᆅୗ ᗘศᕸࢆᇶ♏ࡋࡓᗈᇦᆅୗỈὶື
࡞ࡽࡧ⇕ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿ◊✲

ᖹ㠃ᆅୗ

   Ỉᩥ⎔ቃᅗࡢ୍㸦ྎᖹ㔝㸧

ᗘศᕸ㸬

㸦a㸧ᶆ㧗-50㹫㸪
3-3 ᆅᒙฎศಀࡿᆅୗỈὶື◊✲

㸦b㸧ᶆ㧗-100㹫㸪

 㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢᏳ࡞ᆅᒙฎศ࡞ࠊ
ᆅᅪࡢᣢࡘ㝸㞳ᛶ⬟ࢆ⏝ࡋࡓ⎔ቃㄢ㢟ࡢゎỴ
ᚲせ࡞ࠊỈᩥᏛࡸᒾ┙ຊᏛ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊
✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ≉ࠊ
ἢᓊᇦࡢ῝㒊ᆅୗỈ⎔ቃࡢᏳᐃᛶࡘ࠸࡚ࠊ㞟
୰ⓗ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦d㸧ᶆ㧗-200㹫㸪

㸦c㸧ᶆ㧗-150㹫㸪

ῐỈ
ᾏỈ

ሷῐቃ⏺
⌧ୡᾏỈ

(e)ᶆ㧗-250㹫
㸦ᐑ㉺㸪2003㸧
 ୖᅗࡣ㛵ᮾᖹ㔝࠾ࡅࡿ῝ᗘࡈࡢᆅୗ ᗘ
ศᕸࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᾰ㣴ᇦ࡛ࡣ㝆Ỉࡢᾐ㏱
࡞࡛ᆅୗ ᗘ(ᆅୗỈ )ࡀపࡃࠊ㏫ᖹ㔝୰
ኸฟཱྀ㏆ࡢὶฟᇦ࡛ࡣ῝㒊ᆅୗ࡛⇕ࢆཷࡅࡓ
ᆅୗỈࡀὶฟࡍࡿࡓࡵ ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆ⏝ࡋ࡚つᶍ࡞
ᆅୗỈὶືࡢ⠊ᅖࡸ㏿ᗘࢆ᥎ᐃࡋ࡚⎔ቃ࣭㈨※
ၥ㢟㈉⊩ࡋࡓࡾࠊ⇕ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢά
⏝ࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࢚ࢥ࡞◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

᩿ᒙ
ྂᾏỈ
䠄▼Ỉ䠅

 ࡇࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣ῝㒊ᆅୗỈࡢᏳᐃᛶ㛵ࡍࡿ
◊✲ࡋ࡚㛤ጞࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㓟
Ⅳ⣲ࡢᆅ୰㈓␃ࡢࡓࡵࡢືᆅୗỈ㡿ᇦࡢ◊✲
ࡸᾏᇦࡢά᩿ᒙㄪᰝࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
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ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂

ᆅᅪ⎔ቃホ౯◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤂
Introduction of the Geo-analysis Research Group
ᆅᅪ⎔ቃホ౯◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸸 㥖 Ṋ
Leader, Geo-analysis Research Group: Takeshi Komai
Phone: 029-861-8294, e-mail: takeshi-komai@aist.go.jp

㸯㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ⓗ
ᮏᖺᗘࡣ㸪᪂ࡓ㟁Ꮚᶵჾ⏝࢞ࣛࢫᗫᲠࡢ
 ㏆ᖺ㸪ᅵተ࣭ᆅୗỈởᰁၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ㸪≉
᭷ᐖඖ⣲ࡢ㛗ᮇᾐฟホ౯ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡉࡏࡓ㸬
ᕷ⾤ᆅࡸ⏘ᴗ⏝ᆅ࠾࠸࡚ࡣ῝้࡞≧ἣ࡞
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㔝ࡢ◊✲ࢆຠ⋡ⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 ᖺᅵተởᰁᑐ⟇ἲࡀ⾜ࡉࢀ㸪
⏘⥲◊ෆࡢ◊✲㒊㛛ࢆࡣࡌࡵ㸪⎔ቃ┬㸦ᅜ❧⎔
ᴗᡤࡸᕤሙ࡞࠾ࡅࡿᆅᅪ⎔ቃࣜࢫࢡ⟶⌮
ቃ◊✲ᡤ㸧㸪㒔㐨ᗓ┴࡞ࡢ⮬య㸪ίᴗ࡞
ࡀᛴົࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㖔ᒣ࣭ Ἠ
ከᩘࡢඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅜ㝿
ᆅᖏࡸᾏᇦ᥋ࡍࡿᆅᇦ࡛ࡣ㸪᭷ᐖᏛ≀㉁ࡢ
ඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⡿ᅜࣟࢫࣛࣔࢫᅜ❧◊✲
Ꮡᅾ㔞ࡀከࡃ㸪⮬↛ⓗ࡞㉳※ࡼࡿᆅ㉁ởᰁࡢ
ᡤ㸪ⱥᅜ⋤❧Ꮫ㸪㡑ᅜ⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ࡞ᐦ
ၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽᑐฎࡍࡿࡓࡵ
᥋࡞༠ຊ㛵ಀ࠶ࡿ㸬
ࡣ㸪ởᰁ≀㉁ࡢ✀㢮㸪Ꮡᅾ㔞㸪ᙧែ㛵ࡍࡿ⛉

Ꮫⓗ࡞ゎ᫂ࢆᇶ♏ࡋ࡚㸪ேࡢᗣᙳ㡪ࡸ⏕
㸰㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲㈨※
ែ⣔ࡢ⎔ቃᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗホ౯ࡍࡿࡇࡀ㔜
㸯㸧ࢢ࣮ࣝࣉဨ
せ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅵተ࣭ᆅୗỈࡢởᰁホ౯࠾ࡼ
㥖 Ṋ㸦࣮ࣜࢲ࣮㸧
ࡧࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᅪ⎔ቃࡢㄪ
⏣୰ᩔᏊ㸪ᡂ⏣ Ꮥ㸪ᙇ 㖭
ᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮㛵ࡍࡿ᪉ἲㄽࡢ☜❧ᐇởᰁ
Ἠ༤அ㸪ᮡ⏣ 㸪➉ෆ⨾⥴
ࢧࢺࡢ㐺⏝ࡀྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ㸪ᅵ
ᕝ㎶⬟ᡂ㸪ཎ ῟Ꮚ㸪ᆏᮏ㟹ⱥ
ተ࣭ᆅ㉁⎔ቃ࠾ࡅࡿᆅᅪ⎔ቃሗࡢᩚഛࡸࢹ
ᮏ⏤㤶
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࡣ㸪Ᏻࡘ㇏࡞ᅜẸ⏕ά

ࡢࡓࡵᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ᆅᅪẼࡢቃ
⩚⏣༤᠇ 㺰㺞㺻㺨㺐㺢㺼㺸㺎㺢◊✲㺵㺬㺼㸦වົ㸧
⏺࠾ࡅࡿ㡢㡪⎔ቃࡢಖࡸ㦁㡢ࡢ㜵Ṇ࡞ࡢ
㧗ᶫಖ┒ ホ౯㒊㸦වົ㸧
◊✲㛤Ⓨࡣⅆᛴࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
ⱱඞ⨾ ᆅ㉁ሗ◊✲㒊㛛㸦༠ຊ㸧
 ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ᅵተ࣭ᆅୗỈ⎔ቃ࠾
す⬥῟Ꮚ ⏘⥲◊≉ู◊✲ဨ㸦3'㸧
ࡅࡿởᰁホ౯㸪⎔ቃᙳ㡪ホ౯࠾ࡼࡧᑐ⟇ᢏ⾡
㺡㺖㺤㺔㺷㺛㺞㺍㺪 㔝Ꮥ㞝㸪ᑠᕝ᱇Ꮚ㸪㧗⏣㈆Ụ㸪
㛵ࢃࡿ⌮Ꮫⓗ㸪ᕤᏛⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࢆᐇࡍࡿ㸬
ᮡཎ㯞⏕㸪ᑠ⚄㔝Ⰻ⨾㸪Ώ㑔┿⌮Ꮚ
ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᆅᅪ⎔ቃ࠾ࡅࡿゎᯒ࣭ホ౯
ᢏ⾡ࡢ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚㸪㔜㔠ᒓࡸ᭷ᶵሷ⣲
㸰㸧◊✲ㄢ㢟
ྜ≀➼ࡢࣜࢫࢡホ౯࣭⟶⌮ᡭἲ㸪⎔ቃởᰁ≀㉁
㐠Ⴀ㈝㔠ࠕᆅᅪ⎔ቃホ౯ࡢ◊✲㸦ᆅ㉁㸧ࠖ
ࡢᑗ᮶ண 㛵ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸪ᆅᒙ୰
㐠Ⴀ㈝㔠ࠕᆅᅪ⎔ቃホ౯ࡢ◊✲㸦㺒㺦㺷㺕㺼㺎㸧ࠖ
࠾ࡅࡿỈ࢞ࢫࡢΰ┦ὶయࡢゎᯒ㸪ከᏍ㉁య
㐠Ⴀ㈝㔠ࠕᆅୗᚤ⏕≀ࢆά⏝ࡋࡓᆅᅪ⎔
࠾ࡅࡿὶືᛶ࣭ᛂᛶ㐃ᡂゎᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨ㸪
ቃࣜࢫࢡホ౯ᢏ⾡ࠖ㸦㒊㛛㔜Ⅼண⟬㸧
ኳ↛≀➼ࢆ⏝࠸ࡓ⎔ቃప㈇Ⲵࡢίᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸪
ጤク㈝ࠕ㒔ᕷ⎔ቃ㦁㡢ᑐ⟇ࡢ᭱㐺㑅ᢥᡭἲ
㓟Ⅳ⣲ࡢᆅ୰㈓␃ࡢ₃ὤࣜࢫࢡホ౯࡞ࡢ
ᩘ್ᆅᅗࢆά⏝ࡋࡓ㦁㡢ሙࡢ⡆᫆᥎ィᢏ⾡
᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㸪⏘ᴗάືࡸே㛫ά
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦⎔ቃ┬㸧
ືక࠸㸪㡢㡪⎔ቃࡢホ౯ᡭἲ㛵ࡍࡿ◊✲㛤
ጤク㈝ࠕᆅ ୗỈởᰁࡢ ⛉Ꮫⓗ⮬↛ ῶ⾶ 01$
Ⓨࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᆅ⌮ሗࢩ
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦⎔ቃ┬㸧
ࢫࢸ࣒࡞ࢆά⏝ࡋࡓ㡢㡪⎔ቃࡢண ࠾ࡼࡧホ
ጤク㈝ࠕ㟁Ꮚᶵჾ⏝࢞ࣛࢫᗫᲠ࠾ࡅࡿ᭷
౯ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪
ᐖඖ⣲ࡢ㛗ᮇᾐฟホ౯ࠖ㸦⎔ቃ┬㸧
㏆ᖺ᪂ࡋ࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡋ࡚࣓ࢱࣥࣁࢻ
ጤク㈝ࠕ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※㛤Ⓨ⏕⏘ᡭ
࣮ࣞࢺࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ
ἲ㛤Ⓨࠖ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧
࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ◊✲ࣛ࣎ඹྠ࡛㸪࣓ࢱࣥ
ጤク㈝ࠕ㖔≀Ἔ㉳ᅉࡍࡿ」ྜⓗ࡞ᅵተởᰁ
ࣁࢻ࣮ࣞࢺࢆྵࡴᾏᗏሁ✚≀ࡢᾐ㏱≉ᛶࢆ᫂
ࡢ⎔ቃࣜࢫࢡホ౯ᡭἲࠖ㸦⎔ቃ┬㸧
ࡽࡍࡿࡶ㸪⏘ฟᣲືࢆண ࡍࡿࡓࡵ
ጤク㈝ࠕ㡢Ἴ㸫ື㟁ࣁࣈࣜࢵࢻཎ⨨᪉ᘧ
ࡢ⏕⏘ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㛤Ⓨ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡼࡿởᰁίᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࠖ㸦⎔ቃ┬㸧
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ᅗ㸯 ᅵተởᰁࣜࢫࢡホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
㸱㸧㖔 ≀Ἔ㉳ᅉࡍࡿ」ྜⓗ࡞ᅵተởᰁࡢ⎔ቃ
ࣜࢫࢡホ౯ᡭἲ㛵ࡍࡿ◊✲
 㖔≀Ἔ➼㉳ᅉࡍࡿᅵተởᰁࡢ⎔ቃࣜࢫࢡࢆ
⛉Ꮫⓗࡘᐈほⓗホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᆅᅪ⎔ቃࣜ
ࢫࢡホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪▼Ἔ⣔ⅣỈ⣲
ࡼࡿ」ྜⓗ࡞ᅵተởᰁ㉳ᅉࡍࡿ⎔ቃࣜࢫࢡࢆ
ᐃ㔞ⓗᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢホ౯ᡭἲࢆ☜❧ࡍࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢࣜࢫࢡホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ᚲせ࡞
ᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛࡋ㸪ởᰁ⌧ሙ࠾ࡅ
ࡿࣜࢫࢡホ౯ࢆྍ⬟ࡍࡿ㸬ࡉࡽ㸪ࣜࢫࢡホ
౯ᚲせ࡞ྛ✀ࢹ࣮ࢱࢆ⌧ሙ࡛ྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢ
ởᰁㄪᰝᡭἲࡢ㛤Ⓨ㸪⌧ሙࡢ⎔ቃ᮲௳࠾ࡅࡿ
㖔≀Ἔࡢᚤ⏕≀ศゎ≉ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬

㸲㸧ᆅ ᅪ⎔ቃ㺐㺻㺪㺉㺭㺡㺆㺍㺖㺚㺛㺡㺯ࡢ㛤Ⓨᬑཬ
ᆅᅪ⎔ቃሗࢆ GIS ୖ⤫ྜࡋ㸪ᆅᅪ⎔ቃ
ࡢ⎔ቃࣜࢫࢡホ౯㸪ᅵተ࣭ᆅ㉁ࡢ⮬↛ởᰁே
Ⅽởᰁࡢ┦ホ౯࡞ࢆ⾜࠸㸪ᅵተởᰁᑐ⟇㸪
⎔ቃᨻ⟇❧ࡢᇶ♏ሗ㸪⎔ቃࣜࢫࢡࡢ㛗ᮇ⟶
⌮࡞ࡀྍ⬟࡞ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࡇࢀ
ࡲ࡛㸪ᮾᏛ࠾ࡼࡧ DOWA ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒
ඹྠ࡛᪥ᮏᇦࡢᆅᅪሗࡢゎᯒࢆࡋ㸪ᆅ
ᅪሗά⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚බ㛤࣭ᬑཬࡉࡏࡓ㸬

ᆅᅪ䜲䞁䝣䜷䝬䝔䜱䜽䝇䛾ᴫせ
ᆅᏛ䝬䝑䝥
㖔ᰁ䝬䝑䝥

ᆅ㉁䝬䝑䝥
ᕷ⾤ᆅởᰁ䝬䝑䝥

ᅵᆅ⏝䝬䝑䝥䚸㖔༊ᡤ᭷⪅ሗ䚸
etc.

Ἠᅗ䚸ኚ㉁ᖏሗ䚸

ᅜつᶍ䛾ྛ✀ᆅᅪሗ䠄GIS
䠅

⯟✵┿

௦⾲䝃䜲䝖䛾ᆅ
ᅪሗ䠄GIS䠅
䛺⏝㏵

㝵ᒙᵓ㐀

㻝㻜㻜 㻜㻜
䜹 䜴 䞁䝖 ᩘ㻌㼇㻌㼏㼜㼟㻛㼙㻭㻌

㸱㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ◊✲ィ⏬ཬࡧ㐍ᤖ≧ἣ
㸯㸧ᆅ ᅪ⎔ቃホ౯ࡢ◊✲㸦ᆅ㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮㸧
 ᆅୗ⎔ቃࡢᚤ⏕≀ࡢ⏕ែࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏◊✲
ࢆ⾜࠺ࡶ㸪せ࡞ᆅ㉁ởᰁ≀㉁࡛࠶ࡿࣄ
⣲ࡘ࠸࡚㸪⃰㞟࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࡸ㸪ίᡭ
ἲࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ṧ␃ᛶ᭷ᶵሷ⣲ྜ≀
㛵ࡍࡿ᪂つίᡭἲࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧ⮬↛ῶ⾶⬟
ホ౯ࢆ⾜࠺㸬ᅵተ࣭ᆅୗỈởᰁ㛵ࢃࡿ▱ⓗᇶ
┙ᩚഛ㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪≉ᐃࡢᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋࡓ
ᅵተ࣭ᆅ㉁ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᆅᅪ⎔ቃホ౯ᇶᮏᅗࢆ
సᡂࡍࡿ㸬
 ởᰁᅵተ࣭ᆅୗỈࡽࡢࡩࡗ⣲࣭࠺⣲㝖ཤ
ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ㸪㖔≀➼ࡢ྾╔ᣲືࡢゎ
᫂ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪Ⓨගࣂࢡࢸࣜࡼࡿẘᛶホ
౯ᡭἲࢆ⏝࠸㸪ởᰁᅵተ㉳ᅉࡍࡿ⏕ែᙳ㡪ࡢ
ホ౯ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸬⎔ቃᙳ㡪ホ౯ࡢࡓࡵ㢼㞧
㡢ࡢ≉ᛶࢆゎ᫂ࡋ㸪✀ࠎࡢ⎔ቃせᅉࡢኚື≉ᛶ
ࢆ⪃៖ྍ⬟࡞㦁㡢ఏᦙண ཬࡧホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
ࢆ┠ᣦࡍ㸬
㸰㸧ᅵ ተ࣭ᆅ㉁⎔ቃࣜࢫࢡホ౯ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
 ࢃࡀᅜࡢᆅᅪ⎔ቃ࠾ࡅࡿ⎔ቃࣜࢫࢡࢆホ౯
ࡍࡿࡓࡵࡢヲ⣽ࣔࢹࣝ GERAS-3㸦ᅗ㸯ࢆཧ↷㸧
ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛㸪ᅵተࡢ㣬ᒙࡽᆅୗỈࡢ㣬
ᒙ⮳ࡿởᰁ≀㉁ࡢ⛣ືࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ㸪྾╔
ࡸᛂ࡞ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᫎࡉࡏࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅵ
ተ࣭ᆅ㉁ởᰁᇶᮏㄪᰝࡸᆅᏛヲ⣽ㄪᰝ࡞
ᇶ࡙࠸࡚㸪௦⾲ⓗ࡞ᆅᇦ㸦㫽ྲྀ┴㸧࠾ࡅࡿ⾲
ᒙᅵተホ౯ᇶᮏᅗࡢసᡂᚲせ࡞ྛ✀ゎᯒࢆ⾜
࠺ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ᅵተ࣭ᆅ㉁⎔ቃホ౯ࡢࡓࡵࡢ⌧
ሙㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱ㢮ࢆ㞟✚ࡍࡿ㸬

㻝㻜 㻜㻜

5ศ䛾1
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㔜㔠ᒓ䛾ᙧែሗ
䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠅

䞉ேⅭⓗởᰁ䛾ุᐃ
䞉㐨㊰䚸䝖䞁䝛䝹䚸ᘓタィ
⏬䜈䛾⏝
䞉⮬↛⏤᮶ởᰁ䛾ᗣ䝸䝇
䜽ุᐃ
䞉ᅜᅵ⏝ィ⏬䜈䛾ᫎ

⤫ྜ
䝅䝇䝔䝮䛾ᣑᙇ

ᅗ㸰 ᆅᅪࣥࣇ࢛࣐ࢸࢵࢡࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢබ
ᅗ㸰 ᆅᅪ⎔ቃࣥࣇ࢛࣐ࢸࢵࢡࢫࢩࢫࢸ࣒
㸲㸧㒔ᕷ⎔ቃ㦁㡢ᑐ⟇ࡢ᭱㐺㑅ᢥᡭἲᩘ್ᆅ
ᅗࢆά⏝ࡋࡓ㦁㡢ሙࡢ⡆᫆᥎ィᢏ⾡
ಶࠎࡢ㦁㡢పῶᑐ⟇ࡼࡿຠᯝࢆ㒔ᕷᇦ࡛ᗈ
ᇦⓗ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ᭱㐺࡞㦁㡢ᑐ⟇ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ࡓࡵࢯࣇࢺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢᡭἲࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿ㸬ేࡏ࡚㸪GIS ᩘ್ᆅᅗࢆά⏝ࡋ㒔ᕷᗈᇦ
ࡢ⎔ቃ㦁㡢ࢆ㠃ⓗ᥎ィࡍࡿᢏ⾡ࢆᵓ⠏ࡋ㸪㦁
㡢ᑐ⟇❧ࡢᨭࢆ┠ᣦࡍ㸬ᖺᗘࡣ㸪GIS ୖ
ᵓ⠏ࡋࡓ⡆᫆᥎ィࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧ᭱㐺㦁㡢ప
ῶᑐ⟇㑅ᢥࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ಶࠎࡢືస᳨ドࢆ
⾜࠺ࡶ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠືసࢆ☜ㄆࡋ㸪
⎔ቃ㦁㡢 GIS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿ㸬
㸳㸧࣓ ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※㛤Ⓨ⏕⏘ᡭἲ㛤Ⓨ
 ࢞ࢫࣁࢻ࣮ࣞࢺࢆྵࡴሁ✚ᒙ࠾ࡅࡿ࣓ࢱ
ࣥ࢞ࢫ࠾ࡼࡧỈࡢᾐ㏱⋡≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ
ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜࠸㸪⏕⏘ᛶホ౯ࡢࡓࡵࡢゎᯒᡭ
ἲࡢ㛤Ⓨᫎࡉࡏࡿ㸬ࡲࡓ㸪ỗ⏝ࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪⤯ᑐᾐ㏱⋡࠾ࡼࡧ┦ᑐᾐ㏱⋡ࡢホ
౯ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢᐇ
⏝ࢆࡣࡿ㸬

㸲㸬ᚋࡢ᪉㔪
 ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉဨࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗ
ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᆅᅪ⎔ቃホ౯㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗᡂᯝࢆ
ㄽᩥ➼࡛බ⾲ࡍࡿࡶ㸪✚ᴟⓗ࡞ᑐእάື
ࢆᐇࡍࡿ㸬≉㸪ᆅᅪ⎔ቃホ౯ࢩࢫࢸ࣒㸪᪂
つίᡭἲ㸪ࣜࢫࢡホ౯ᡭἲ࠾ࡼࡧᆅᅪ⎔ቃホ
౯ᅗ࡞ࡢᡂᯝ≀ࢆ୍⯡ᬑཬࡉࡏ㸪◊✲ࡢ
࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢆព㆑ࡋ࡚ᅵተ࣭ᆅୗỈởᰁ㸪⏕ែ
⣔ᙳ㡪㸪㒔ᕷ⎔ቃ࡞ࡢၥ㢟ゎỴᐤࡍࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡍ㸬
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ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂

CO2 ᆅ୰㈓␃◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤂
Introduction to CO2 Geological Storage Research Group
␜⯋⾜ ࣭ዟᒣᗣᏊ࣭㞾 ⯆ᯘ࣭ᮡཎගᙪ࣭す ♸ྖ࣭┦㤿ᐉ࣭ᰗ⃝ᩍ㞝࣭ᚂᚙṇኵ࣭ຍ㔝⣖
Toshiyuki TOSHA*, Yasuko OKIYAMA, Xinling LEI, Mituhiko SUGIHARA,
Yuji NISHI, Norikazu SOMA, Norio YANAGISAWA, Masao SORAI, Yuki KANO
*Phone: 029-861-3518, e-mail: toshi-tosha@aist.go.jp
URL : http://unit.aist.go.jp/georesenv/geostorage/
㸯㸬ࡣࡌࡵ
ྛᆅ䛷䛾␗ᖖẼ㇟䜔ᾏ㠃䛾ୖ᪼䛺䛹䛜ሗ࿌䛥䜜
䛶䛚䜚䠈䛣䜜䜙䛾ከ䛟䛜Ẽ୰䛾 㻯㻻㻞 ⃰ᗘ䛾ୖ᪼䛻క
䛖Ẽೃኚື䛜ཎᅉ䛷䛿䛺䛔䛛䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛䠊ᡃ䛜
ᅜ䛷䛿䠈䛂ୡ⏺య䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ㔞䜢⌧≧䛸
ẚ ㍑ 䛧 䛶 㻞㻜㻡㻜㻌 ᖺ 䜎 䛷 䛻 ༙ ῶ 䛩 䜛 䛃 䛸 䛔 䛖 䛂 㻯㼛㼛㼘㻌
㻱㼍㼞㼠㼔㻡㻜䛃㻌 䛜ᨻᗓ䛻䜘䜚ᥦၐ䛥䜜䛯䠊⤒῭䛾Ⓨᒎ䜢ᢚ
ไ䛩䜛䛣䛸䛺䛟䛣䛾䜘䛖䛺㧗䛔 㻯㻻㻞 ๐ῶ┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩
䜛䛯䜑䛻䛿䠈┬䜶䝛䝹䜼䞊䜔 㻯㻻㻞 ㈇Ⲵ䛾ᑠ䛥䛔䜶䝛
䝹䜼䞊䜈䛾㌿㸪⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධ㸪ཎᏊ
ຊⓎ㟁䛾ᑟධ➼䛰䛡䛷䛿㝈⏺䛜䛒䜚㸪㻯㻻㻞 䛾ศ㞳䞉
ᅇ䞉㈓␃䠄㻯㼍㼞㼎㼛㼚㻌 㼐㼕㼛㼤㼕㼐㼑㻌 㻯㼍㼜㼠㼡㼞㼑㻌 㼍㼚㼐㻌 㻿㼠㼛㼞㼍㼓㼑㻘㻌
㻯㻯㻿䠅䜒ど㔝䛻ධ䜜䛯㠉᪂ⓗ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䛜ᚲせ䛸ᣦ
䛜䛥䜜䛶䛔䜛䠊ᆅᅪ㈨※⎔ቃ◊✲㒊㛛 㻯㻻㻞 ᆅ୰㈓
␃◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪H17㸫H19 ᖺᗘࡅ࡚㸪
୍⯡ᖏỈᒙࢆᑐ㇟ࡋࡓ CO2 ᆅ୰㈓␃ࡢ◊✲ࢆ
ᐇࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪୍⯡ᖏỈᒙ㈓␃ᡂ
❧ࡢ⛉Ꮫⓗ❧⬮Ⅼࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢࡢ 㻯㻻㻞 ᆅ୰㈓␃ࡢ◊✲ࢆࡾࡲࡵ࡚ࠕ
㓟Ⅳ⣲ᆅ୰㈓␃㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࠖࢆⓎหࡋࡓ㸦ࢢ
࣮ࣝࣉ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡚⏦㎸ࢆཷࡅࡅ࡚࠸ࡿ㸧㸬
H20 ࡣ㸪CCS ࢆᐇ⏝㏆࡙ࡅࡿ◊✲ࡋ࡚㸪
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡㸪₃ὤࢩࢼࣜ࢜ࡢసᡂ㸪Ᏻᛶ
ホ౯ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆయ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏሗ
࿌ࡣ㸪CO2 ᆅ୰㈓␃࡞ࡽࡧ㒊㛛ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ
ᆅᅪࡢ㛤Ⓨ㈨ࡍࡿ◊✲ࡘ࠸࡚᭱㏆ࡢᡂᯝࢆグ
㏙ࡍࡿ㸬

䠎䠊䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛻㛵䛩䜛ᇶ♏◊✲㻌
䠄䠍䠅䝃䜲䝇䝭䝑䜽䝕䞊䝍䛻䜘䜛䜺䝇㣬ᗘ䛾᥎ᐃ㻌
ᐊෆᐇ㦂䛻䜘䜚 CO2 ᅽධ䛻䜘䜛ᙎᛶἼ䛾ఏ≉ᛶ
䛾 ᐃ 䜢 ᐇ  䛧 䠈 ㏿ ᗘ 䛸 ῶ ⾶ 䛾 䝰 䝕 䝹 䠄 㼃㼔㼕㼠㼑㻌 㻒㻌
㻰㼡㼠㼠㼍㻙㻻㼐㼑㻌 㻔㼃㻰㻻㻕㻌 㼙㼛㼐㼑㼘䠗ᅗ䠍䠅䛻䜘䜛⌮ㄽⓗ䛺ゎᯒ
䜢㐍䜑䛶䛔䜛䠊䛣䛾 㼃㻰㻻 䝰䝕䝹䛾ᑟධ䛻䜘䜚ᙎᛶἼ
䛾㏿ᗘ䛸ῶ⾶䛜䜺䝇㣬ᗘ䚸ᙎᛶἼ䛾࿘Ἴᩘཬ䜃䝟
䝑䝏䛾䛝䛥䛻౫Ꮡ䛩䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯㻔ᅗ䠎㻕䠊䛩䛺䜟
䛱䠈≉ᐃ䛺࿘Ἴᩘ䛾ᙎᛶἼ䛿≉ᐃ䛺䝃䜲䝈䛾䝟䝑䝏
䛻ᨭ㓄䛥䜜䜛䠊䛣䜜䜙䛾ᡂᯝ䜢⤫ྜ䛩䜛䛸䚸ᐇ㦂ᐊ䛷
䛾㉸㡢Ἴᖏᇦ䛷ᚓ䜙䜜䛯䝰䝕䝹䜢䛭䛾䜎䜎㡢Ἴ㡿ᇦ
䛻㐺⏝ྍ⬟䛷䛒䜚䠈䝃䜲䝇䝭䝑䜽䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛻䜘䜚ὀධ
ᚋ 㻯㻻㻞 䛾㣬ᗘ䜢⢭ᗘⰋ䛟᥎ 䛷䛝䜛䛣䛸䜢♧၀䛧䛶
䛔䜛䠊䜎䛯䠈䜺䝇䛾㣬㡿ᇦ䛾ほᐹ䛾䛯䜑 㼄 ⥺ 㻯㼀
䛻䜘䜛ほᐹ䜢䛩䛩䜑䛶䛚䜚䠈䝣䝷䜽䝍䝹ⓗ䛺䝃䜲䝈ศ
ᕸ䜢♧䛩ᆶ䜜ୗ䛜䜚䠄㻲㼕㼚㼓㼑㼞㼕㼚㼓䠅䛜ほᐹ䛥䜜䛯䠊㻌 㻌
㻌

ᅗ㸰 WDO ࡢࢫࢣ࣮ࣝ㸦࿘Ἴᩘ㸧౫Ꮡᛶ ࠶ࡿᣦᐃ

ࡢ࢞ࢫࡢ㣬⋡(Sg)ᑐࡋ㏿ᗘῶ⾶ࡣ fb2 ࡼ
ࡾ୍ពỴࡵࡽࢀࡿ㸬(Lei and Xue, 2008)

Dry-phase
a
b
Wet-phase

   

Sg=(a/b)3
ᅗ 1 WDO ࣔࢹࣝࡢᇶᮏࣘࢽࢵࢺ㸦ᕥᅗ㸧ᒾ▼
✵㝽ࡢ⾲⌧㸦ྑᅗ㸧

䠄䠎䠅㔜ຊ䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ㻌
ᆅୗࡢὶయࡢᣲືண 㔜ຊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㐺
⏝ࡍࡿヨࡳࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ㸬ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ」ᩘࡢࣔ
ࢹࣝࡘ࠸࡚ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡿ㔜ຊኚ
ືண ࢆィ⟬ࡋ㸪ࡑࢀࢆほ ࢹ࣮ࢱẚ㍑ࡍࡿࡇ
࡛ࣔࢹࣝࢆホ౯㑅ᢥ࡛ࡁࡿ㸬ᅗ㸱ࡣഃ᪉ࡽࡢ
ὶయ౪⤥ࡀ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢࣔࢹࣝࡢ㔜ຊኚືࣃࢱ࣮
ࣥࢆほ ࡉࢀࡓ⤯ᑐ㔜ຊኚẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶
ࡿ㸬ࡇࡢሙྜࡣ Model B ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ㸬ほ ᪉ἲ
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ࡋ࡚ࡣ⤯ᑐ㔜ຊィࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛⤒ᖺኚືࡢ
ᇶ‽ࡀᐃࡲࡾయࡢ⢭ᗘࡀྥୖࡍࡿຠᯝࡀࡁ
ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㔜ຊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᡭἲࡣ㸪ᆅ⇕ὶయ
ࡸ CO2 ᆅ୰㈓␃㸪ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ᆅᒙฎศࡢ⌧ሙࡢ
ᆅୗὶయࡢᣲືண ࠾࠸࡚᭷ຠ࡞ᡭἲ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬

࡚ࡢᆙෆ⮬↛㟁ほ ἲཬࡧᆙタ⨨⏝㟁ᴟࡢ
㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᇶ♏ᐇ㦂ࢆ⥅⥆୰࡛࠶ࡿ㸬

ᅗ㸲 ᥀๐ືࡼࡿᑕ࣓࣮ࢪࣥࢢ⤖ᯝ ࢥ
ࣥࢱ࣮࣐ࢵࣉࡣᬮⰍ⣔ࡀ㧗ᑕ⋡ࢆពࡋ㸪
⣸ࡢ➼್⾲㠃ࡣ㧗ᑕ⋡ࢆᢳฟࡋࡓ⟠ᡤ࡛࠶
ࡿ㸬ྑୖ᥀ࡣڹ๐Ꮝ㸪ᕥୖࡣڹほ
ᅗ㸱 㸰ࡘࡢࣔࢹࣝࡽィ⟬ࡉࢀࡿ㔜ຊኚື㸦ᐇ⥺
Ⅼ⥺㸧ほ

ࡉࢀࡓ⤯ᑐ㔜ຊኚ㸦Ⅼ㸧

ẚ㍑㸦Sugihara and Ishido, 2008㸧

㻌
䠄䠏䠅䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᢏ⾡䛾⌧ሙᐇ㦂㻌
⡿ᅜ SWP (Southwest Regional Partnership
for Carbon Sequestration )ࡢᐇࡍࡿ Aneth Oil
Field ࠾ࡅࡿつᶍ CO2 ᆅ୰㈓␃ᐇ㦂ཧຍࡋ㸪
⮬↛㟁ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᐇ㦂
ࡣ㸪ᖺ㛫 15  ton ௨ୖࡢ CO2 ࢆ 3 ᖺ௨ୖࢃࡓ
ࡗ࡚ᆅୗὀධࡍࡿ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣᮍᐇࡢつᶍ
CO2 ᆅ୰㈓␃ᐇ㦂࡛࠶ࡾ㸪⮬↛㟁ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࡢ⤒㦂✚࣭ᨵⰋࢆᅗࡿࡶ㸪⡿ᅜࡢ CCS
◊✲㛤Ⓨ㛵ࡍࡿሗ㞟ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ㸬
2007 ᖺ 11 ᭶㸪ほ  C313SE ࢆ୰ᚰ 8 ⟠ᡤ
ィ 16 ಶࡢ㟁ᴟࢆタ⨨ࡋ㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㛤ጞࡋ
ࡓ㸦┿㸯㸧㸬ᐇࣇ࣮ࣝࢻ࠾ࡅࡿほ ᑐᛂࡋ
ࡓほ ࢩࢫࢸ࣒࣭ࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᪉ἲࡢᨵⰋࢆຍ࠼ࡘ
ࡘ㸪ᩘᖺ㛫ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⥅⥆ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪㔩▼㖔ᒣෆ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣇࣛࢡࢳ࣮ࣕᒾ
యࡢỈ⌮≉ᛶᢕᥱࡢࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ࣉ࣮ࣟࢳࡋ

Ꮝࢆ⾲ࡍ㸬


 ཷືືࡢ┦┦㛵ゎᯒᇶ࡙ࡃᆅୗሗᢳ
ฟᡭἲ
㏆ᖺ㸪ᆅ㟈Ἴᖸ΅ἲࡢࡼ࠺㸪ほ ࡉࢀࡿἼᙧ
ࢹ࣮ࢱ㛫ࡢ┦┦㛵ゎᯒࢆά⏝ࡋࡓᆅୗሗᢳฟ
ᡭἲࡀ㸪㏦ཷಙⅬᩘࢆᢚ࠼࡚పࢥࢫࢺࢆᐇ⌧ࡋࡓ
ࡾ㸪ᚑ᮶ᡭἲࡀ㐺⏝ᅔ㞴࡞ࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡁࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿ࡞ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬CO2 ᆅ୰㈓␃
ࡢᙎᛶἼࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㛵ࡋ࡚ࡶ㸪᭱ࡶಙ㢗ᛶ
ࡢ㧗࠸ 3 ḟඖᑕἲᆅ㟈᥈ᰝࢆ⿵ࡍࡿᡭἲࡋ
࡚㸪ྠᵝࡢࣉ࣮ࣟࢳࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᆅᅪ⎔ቃࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ༠ຊࡋ࡚ᐇࡋ
࡚࠸ࡿཎᏊຊヨ㦂◊✲࠾࠸࡚ࡣ㸪ཷືⓗపࢥ
ࢫࢺ࡛グ㘓ࡉࢀࡿ᥀๐ືࢆ⏝ࡋࡓ┦┦㛵ゎ
ᯒࡼࡾ㸪ᆅୗ✵Ὕ࿘ࡾࡢᆅᒙᵓ㐀ホ౯ࢆ⾜࠺ᡭ
ἲࡢ㛤Ⓨࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ㸲ࡣ㸪ᆅୗ✵Ὕෆ࡛ 3 ḟඖ࣋ࢡࢺࣝⓗほ
ࡉࢀࡓ᥀๐ືࢆ㸪㛫✵㛫ࡢ㛵ᩘࡋ࡚┦

ᅗ㸳 ᥀๐ືᇶ࡙ࡃᆅୗ✵Ὕ࿘㎶ࡢᙎᛶἼఏ
㏿ᗘࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ ᶓ㍈ࡣ✵Ὕቨ㠃ࡽ᥀ࡗ
ࡓ᥀๐ࣅࢵࢺࡢ῝ᗘ࡛࠶ࡿ㸬㉥Ⅼࡀ᥎ᐃ⤖ᯝ
┿㸯 $QHWK ࡢほ

࡛࠶ࡾ㸪⥳Ⅼࡣ῝ᗘ⠊ᅖ  ༊㛫ෆ࡛ࡢ᭱㢖್

⌧ሙ㢼ᬒ ୰ኸࡣ⡿ᅜࣟࢫ

ࣛࣔࢫ◊✲ᡤࡢᆅ㟈Ἴほ

ࢆᢳฟࡋ࡚㸪యࡢศᕸഴྥࢆᙉㄪࡋࡓࡶࡢ

㌴㸬 

࡛࠶ࡿ㸬
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┦㛵ゎᯒࡋ㸪ᑕ࣓࣮ࢪࣥࢢࢆヨࡳࡓ⤖ᯝ࡛࠶
ࡿ㸬῝ᗘ 30m ㏆㸪ఱࡽࡢ㐃⥆ᵓ㐀ࡀᢳฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ㸳ࡣ㸪᥀๐⨨⮬యࡢື⣙
93m 㞳ࢀࡓほ Ⅼ࡛ࡢཷಙືࡢ┦┦㛵ゎ
ᯒࢆ⾜࠸㸪ఏ⤒㊰࡛ࡢᙎᛶἼ㏿ᗘࢆ᥎ᐃࡋ㸪✵
Ὕᗏ㠃ࡽࡢ᥀๐῝ᗘࡼࡗ࡚ᩚ⌮ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶
ࡿ㸬ヨ㦂ࢧࢺ࠾࠸࡚ S Ἴࡋ࡚ጇᙜ࡞㏿ᗘࡀ
᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿඹ㸪✵Ὕቨ㠃ࡼࡾዟ⾜ࡃ
ᚑࡗ࡚ᙎᛶἼ㏿ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡿഴྥࡸ㸪ቨ㠃㏆ࡃ࡛
㏿ᗘࡀࢀࡿഴྥ࡞ࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪✵Ὕ࿘㎶
ࡢ⦆ࡳᇦ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸
ࡿ㸬

䠏䠊₃ὤ䝅䝘䝸䜸సᡂ䛾䛯䜑䛾 㻯㻻㻞 ᣲືண ᢏ⾡㻌
䠄䠍䠅῝㒊ᆅୗỈࡢ◊✲㻌
୍⯡ᖏỈᒙࡢ CO2 ᆅ୰㈓␃࡛ࡣ㸪㈓␃ᒙࢆ‶
ࡓࡍ῝㒊ᆅୗỈ㸦ᆅᒙỈ㸧㸫CO2㸫㈓␃ᒙᒾ▼ࡢ
㛫ࡢᆅᏛⓗ┦స⏝ࡀ㸪㈓␃ࡢᏳᐃࡢࡓࡵ
㔜せ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᆅᒙỈࡣ㸪ὀධ CO2 ࢆ⁐
ࡋ㎸ࡴ㸦⁐ゎࢺࣛࢵࣉ㸧ࡶ㸪᭱⤊ⓗ࡞ CO2
㖔≀ᅛᐃྥࡅ㸪㈓␃ᒙᒾ▼ࡢᛂࢆ፹ࡍࡿ㸬
ࡇࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡀຠᯝⓗᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ㸪
ᆅᒙỈࡢᆅᏛ≉ᛶࡣ㔜せ࡞せ⣲࡞ࡾ࠺ࡿ㸬ᙜ
◊✲࣮ࣝࣉࢆ୰ᚰࡍࡿ CO2 ᆅ୰㈓␃ࡢᆅᏛ
ࣉࣟࢭࢫ◊✲⪅ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢ㈓␃῝ᗘࡢ῝㒊ᆅୗ
ỈࡢᆅᏛ≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪
ࠕᆅᒙỈࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࠖࡢᵓ⠏◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ㸬ᅜෆせ 10
ᆅᇦࡘ࠸࡚⌧ᅾࡲ࡛㞟✚ࡋࡓࢹ࣮ࢱᩘࡣ⣙
2,600 ௳ࡢࡰࡾ㸪࠺ࡕ 1,200 ௳௨ୖࡀᆅ୰㈓␃
῝ᗘࡉࢀࡿᆅୗ 800m ௨῝ࡢỈࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬
ᆅᒙỈࡢሷศ⃰ᗘࡣ㸪⬇⫾ࡍࡿᆅᒙࡀࡋ࡚
ᾏᡂᒙ࡛࠶ࡿỶỈ㸫ῐỈᡂᒙ࡛࠶ࡿࡼࡗ࡚
⣔⤫ⓗ␗࡞ࡿ㸬ᾏᡂᒙ୰ࡢᆅᒙỈࡣ㸪ỶỈ㸫ῐ
Ỉᡂᒙ୰ࡢࡶࡢẚࡣࡿሷศ⃰ᗘࡀ㧗࠸
㸦ᅗ㸴㸧㸬ࡋࡋ⁐Ꮡᅛᙧᡂศ㔞ࡣ㸪ᖹᆒⓗࡣᾏ
Ỉࡢ 6-7 ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸬ỶỈ㸫ῐỈᡂᒙࡢᆅᒙỈ
ࡣ㠀ᖖᕼ࡛ⷧ㸪ᆅᇦࡼࡗ࡚ࡣᆅୗ 800m ௨῝
࡛ࡶ⁐Ꮡᅛᙧᡂศ㔞ࡀ 200mg/l ௨ୗࡢ≀ࡀ㢖⦾

ᅗ䠓㻌 ᖹᆒሷศ⃰ᗘ䛻䜒䛸䛵䛟䜟䛜ᅜ䛾῝㒊ᆅୗỈ䛾
CO2 ⁐ゎᗘ㻌 䠄ᕥ䠅ᾏᡂᒙᆅᇦ䠈䠄ྑ䠅ỶỈ䠉ῐỈ
ᡂᒙᆅᇦ䠊㻌

ㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸬ሷศ⃰ᗘࡢ㐪࠸ࡶ
ࢃࡽࡎ㸪୧ࢱࣉࡢᆅᒙỈࡣᆅᏛⓗᛶ㉁ࡀ࠸
ఝ࡚࠸ࡿ㸬ඹ㏻ࡍࡿᛶ㉁ࡋ࡚㸪1)ࡶ(Na,K)
ሷ≀ᆺ࡞࠸ࡋࡣ(Na,K)ሷ≀㸫(Na,K)㔜Ⅳ㓟
ᆺࡢỈ㉁࡛࠶ࡿ㸪(2)ᾏỈẚ Mg, Na, K, Br,
SO4 ஈࡋࡃ㸪(3)HCO3, I ࡢᆅᏛࣔࢹࣜࣥ
ࢢ࡛㔜せ࡞ Fe, Al, SiO2 ⃰㞟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
CO2 ࡢỈᑐࡍࡿ⁐ゎᗘࡣ㸪Ỉࡢሷศ⃰ᗘቑຍ
ࡶᛴ⃭ῶᑡࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸵㸧㸬Enick and Klara(1991㸧ࡼࡿ⁐ゎᗘ᭤⥺
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グループの研究紹介

CO2 ਛ⾂⇐⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈱⚫
Introduction to CO2 Geological Storage Research Group
CO2 ਛ⾂⇐⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㐳䋺ਛየ ାౖ
Leader, CO2 Geological Storage Research Group: Shinsuke Nakao
Phone: 029-861-3955, e-mail: sh-nakao@aist.go.jp
1．グループの研究目的
当研究グループでは，CO2 地中貯留の実用化
に向けて，1）CO 2 がどのように帯水層内に貯留
されるか（貯留メカニズムの解明），2）CO2 の
挙動をどのように監視・予測していくか（モニ
タリング・モデリング技術），3）どのように安
全性を評価し確保していくか（安全性評価，影
響評価），という 3 つの問題意識に基づいた研究
を推進している。また，これらの研究を地圏環
境の利用と保全，資源の安定供給という観点へ
の研究・技術開発にも応用することを目指して
いる。
2010 年度からの産総研第 3 期においても CO2
地中貯留は重点課題に指定されており，中期計
画として， CO 2 地中貯留において，CO2 の安全
かつ長期間にわたる貯留を保証するための技術
を開発し，早期の実用化に寄与すること を目
標としている。
2．グループの研究資源
1） グループメンバー
中尾信典（グループ長）
雷 興林，杉原光彦，西 祐司，
相馬宣和（2009 年 10 月〜2010 年 10 月，米国
ロスアラモス国立研にて在外研究），
徂徠正夫，加野有紀，船津貴弘，上原真一，
石戸恒雄，佐藤久代，当部門他研究グループ
等より研究分担者 20 名
2） 予算
○運営費交付金「CO2 地中貯留の研究」，｢沿岸
域海底下 CO2 地中貯留の安全性評価に向けた基
礎的研究｣他
○経済産業省受託研究｢二酸化炭素挙動予測手
法開発事業（低コストなモニタリング技術及び
断層モデリング手法の開発）｣
○地球環境産業技術研究機構受託研究｢CCS モ
ニタリング技術高度化等の研究｣
○共同研究費等。
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3．平成 22 年度上期までの進捗状況
ここでは，当グループメンバーが実施してい
る CO 2 地中貯留研究の主な進捗状況を紹介する。
1） サイスミック・データによるガス飽和度の
推定
室内注入実験データの解析を行い，弾性波探
査による CO2 注入後挙動モニタリングの基礎と
なる多孔質弾性論モデルの高度化を進めている。
図 1 は，ガス注入後弾性波の分散の影響を受け，
弾性波波形が大きく変化したことを示す。ピー
クのマッチングにより得た速度低下は初動のマ
ッチングにより得たものよりも大きいことが分
かる。現場データの場合 P 波初動が不明瞭であ
るため，一般的に波のピークを追跡して速度の
変化を求める。その結果を用いてガス飽和度を
推測する場合，過大評価しないよう分散を考慮
したモデルを利用する必要がある。室内実験で
は現場より良いデータが得られるため，現場デ
ータ解析に適用できるモデルの構築が可能であ
り，更なる研究を進める予定である。

図 1：CO2 注入実験において P 波速度変化を求めた
例。初動と最初のピークのマッチによる P 波走
時差が計算されるが，分散の影響でピークのマ
ッチングにより得た速度低下は初動のマッチ
ング により得たものよりも大きい。

3） モニタリング技術の現場実験
米国 SWP (Southwest Regional Partnership for
Carbon Sequestration)の実施する Aneth Oil Field
における大規模 CO2 地中貯留実験は，年間 15
万 ton 以上の CO2 を 3 年以上にわたって注入す
る陸域での大規模 CO 2 地中貯留実験である。自
然電位モニタリングの経験蓄積・改良を図ると
ともに，米国の CCS 研究開発に関する情報収集
を目的として，2007 年 11 月から自然電位モニ
タリングを継続してきたが，SWP による PhaseII
実験の終了と PhaseIII への移行に伴い，現地測
定を終了した。およそ 3 年間にわたる長期無人
測定に成功し，取得したデータには，注入開始
時に圧入した地下の CO2 に起因すると考えられ
る注入井周辺の電位上昇が認められた。それ以
外では地表付近にソースを持つと考えられるイ
ベントが認められた(図 3)。なお，本研究は米国
ロスアラモス国立研と産総研との MOU に基づ
き実施しており，PhaseIII への参加は経産省から
の受託研究として実施する。
また，貯留層深度における比抵抗探査精度の
向上が期待できる坑井利用比抵抗モニタリング
の基礎的実験を釜石鉱山において実施した。坑
内の KF-1 及び KF-3 孔を用いて，空気を圧入し
た際に生じる比抵抗変化を，地表（坑道）−坑
井間の電極配置で観測した。その結果，比抵抗
の変化は小さく，変化率も概ね 10%以内であっ
たが，空気圧入を開始時に KF-3 孔を横切る割れ
目の部分を中心に圧入された空気の層を反映し
たと考えられる比抵抗上昇を観測している。
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2） 重力モニタリング技術
重力モニタリングは質量分布という反射法地
震探査と別の側面から CO 2 の地中貯留状況を見
られるので，反射法を補完するモニタリング手
法と考えられる。反射法地震探査のように地中
に注入した CO 2 の貯留領域の形を細かく描き出
すことはできないが，重力では貯留域と測定点
の間の物質で遮蔽されることなく質量分布の積
分効果が測定される。分解能の点では鈍いが堅
実なモニタリング手法であり，経済性の面でも，
反射法地震探査に比べ十分安価な手法といえる。
CO2 生産源に近い東京湾岸において既存デー
タに基づいて地下構造を数値モデル化し，CO 2
地中貯留の数値シミュレーションにより適用性
を評価した。年間 1000 万トンの CO2 を 1400m
の深度を中心に注入し，計測井が注入井とほぼ
同位置の場合の坑内重力計で計測される重力変
化を計算した（図 2）。注入深度を境に重力変化
の極性が逆転しており，注入深度では重力変化
量はゼロに近い。重力は引力の鉛直成分なので
大きい質量変化があっても真横には影響が出な
いためである。それでも通常，重力計測が行わ
れる地表に比べれば，信号源に近い効果で地下
での信号レベルは大きい。従って信号レベルが
大きい坑内で計測を行うことは，より明確に地
下の状態を把握できることになる。また，地上
での測定では深度方向の状態変化に対して鈍感
になるが，坑内重力計で計測される深度方向の
変化のコントラストは明瞭であるため，CO2 地
中貯留のモニタリング手法として極めて魅力的
である。他にも坑内重力計を想定したシミュレ
ーション評価例は蓄積されており，また利用可
能な坑内重力計の種類も増え，今や実際に坑内
重力計測を行う段階にきている。
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図 2：坑内重力測定を行う計測井が注入井とほぼ同
位置の場合の計算結果例。
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図 3：2008 年 5 月から 2010 年 5 月までの Aneth テ
ト･サイトにおける自然電位変化。C313 圧入井
（上）では，注入開始時に圧入した地下の CO 2
に起因すると考えられる電位上昇が認められ
る。C313SE モニタ井周辺（中）及び坑井間の
電極（下）に見られる電位変化は，地表付近
にソースを持つと考えられるイベント。

4）Aneth サイトの微小地震の再解析
ロスアラモス国立研究所(LANL)が 1 観測井の
みで観測した Aneth サイトの CO2 圧入時の微小
地震について，特に震源位置決定深度の曖昧さ
を低減することを目的に再解析を行った。波形
初動部の詳細観察とレイトレーシングの組み合
わせによるフォワードモデリング的な解析を行
い，取得微小地震が CO2 に関係するものとそれ
以外に分けられることを推察した（図 4）。さら
に，低速度岩塩層前後で多重反射が発生してい
ると仮定して，それを利用した高 SN イベント
の位置決定（マスターロケーション）と低 SN
イベントの相対位置決定の組み合わせによる全
体の震源分布の評価手法を検討した（図 5）。そ
の結果，従来法よりも Aneth サイトの CO2 およ
び廃塩水の注入深度に近い深度に震源位置は移
動し，より面構造的な震源分布が得られるよう
になった。検討手法により１観測井だけでも信
頼性のある震源位置が得られることが分かった。

5） CO2 長期挙動シミュレーション
地中に圧入された CO 2 とそれに伴う地層の長
期挙動シミュレーションを行っている。地中貯
留においてシール層の浸透率と毛管圧は共に
CO2 プルームの遮蔽性に大きな影響を示すが，
そのメカニズムにより地層内の圧力上昇に関し
ては異なる効果が働く。シール層の浸透率が低
い場合地層水とプルームの双方を遮蔽するため
著しい地層内の圧力上昇を招くが，高毛管圧の
シールはプルームのみを遮蔽するため，地層内
の圧力上昇に関しては低毛管圧のシール層と比
較して大きな違いを示さない（図 6）。CO2 の圧
入に伴う地層内の圧力変化の範囲はプルームの
延伸範囲より更に広く，プルーム自体が貯留層
内に留まる場合においても，上部塩水の浅部移
行を引き起こす可能性がある（図 7）。この現象
は圧入停止後の圧力緩和に伴い同じく緩和され
る傾向にある。

図 6：1.0Mt/yr/km×50 yrs の CO 2 圧入を行った時の
シール層の鉛直浸透率と毛管圧（Sw=0.8）が(a)
1 md/62 kPa，(b) 0.1 md/62 kPa，(c) 1 md/500 kPa
の各ケースにおける（左）CO2 プルーム分布（圧
入停止後 1000 年経過時）と（右）圧力変化（圧
入停止時）の違い。
図 4： Aneth 微小地震初動部の拡大例。R 成分，下
から坑井内アレイのセンサ 1〜18 番目。相互
相関による初動は 1.005 付近のピークを追っ
ているが，拡大すると，実際には屈折の影響
がアレイ下部に現れている。

図 7：図 6(b) 0.1 md/62 kPa，(c) 1 md/500 kPa の各ケ
ースにおける間隙水の塩分変化の鉛直プロファ
イル。

図 5：レイトレーシングモデリング例。震源位置深度
を岩塩層(第 5 層)の下と仮定し，震央位置が
2000m の場合。Aneth サイトの南側に発生し
た微小地震と調和的である。
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6）砂泥互層人工試料によるシール圧測定
本研究では，CO2 地中貯留におけるキャップ
ロックのシール性能評価に関連して，地中貯留
の環境条件下（10 MPa，40C）において，超臨
界 CO 2 に対するスレッショルド圧の測定を行っ
た（図 8）。本研究の目的は，岩石のスレッショ
ルド圧の変動に及ぼす各種因子の効果を定量的
に明らかにし，キャップロックが取り得るスレ
ッショルド圧の範囲を推定するモデルを構築す
ることである。このために，粒径を制御したシ
リカビーズ焼結体試料を作製し，種々の粒径に
ついてスレッショルド圧と浸透率の関係を求め
た。その結果，均一粒径（0.2〜10 μm）の焼結
体のスレッショルド圧は，粒径の減少と共に増
加することが確認された。また，両対数プロッ
ト上でスレッショルド圧と浸透率の間に良好な
直線関係が得られたが，これは，安全性の観点
から特に重要となる，均質岩石におけるスレッ
ショルド圧の下限値に相当するものと考えられ
る。

も行った。最終的に，モデル系での地化学反応
シミュレーションにより，孔隙率変化に基づい
た砂岩層のシール性能変化の評価までを行った。
今後は，温度，pH や CO2 濃度のみならず，種々
の溶存化学種濃度の効果も踏まえて，系統的に
天然での反応速度の解析を行う予定である。

8） 深部条件下での新第三紀泥質岩中の亀裂透
水性の推定
新第三紀泥質岩中の亀裂が，どの程度の深さ
まで流路として機能するかを推定する手法の確
立を目的に，上総層群新第三紀泥質岩について，
拘束圧条件下での泥質岩中の亀裂の浸透率を測
定する実験と，その数値シミュレーションを進
めている。図 9 は，上総層大原層泥質岩につい
ては，有効拘束圧が 10〜14MPa の範囲で，泥質
岩中の亀裂が流路として有効に働かなくなるこ
とがわかった。岩石の密度から，この圧力条件
は深さ 1〜1.4km に相当する。また，数値シミュ
レーションの結果から，非弾性接触モデルを考
慮することによって，岩石の力学特性から，亀
裂が流路として有効に働かなくなる応力条件を
推定できる可能性が示された。

図 8：超臨界 CO 2 のブレークスルーの観察画像

7）砂岩鉱物の化学的反応プロセスの評価
本研究では，砂泥互層における CO2 挙動に及
ぼす地化学プロセスの影響を検証するために，
特に砂岩層内での鉱物の溶解−沈殿プロセスに
関してデータの高精度化を図った。そのために，
超臨界 CO2−水系において代表的な砂岩鉱物の
反応過程の“その場観察実験”を行い，ナノレベ
ルでの鉱物表面形状の変化に基づいて溶解−沈
殿プロセスを解析した。また，室内実験と天然
環境の乖離を是正する観点から，炭酸泉現場サ
イトにおいて，直接，鉱物の反応速度計測実験
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図 9：上総層大原層泥質岩を対象とした，単一亀裂の
入った供試体の浸透率の有効圧依存性について
の室内実験結果。C3-INT，Raw は亀裂の入って
いない供試体の結果，それ以外は単一亀裂の入
った供試体の結果を示す。
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ᛶᗫᲠ≀ࡢ㍺㏦ࡸ㈓␃ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣ㸪Ᏻᐃࡋ
ࡓᆅୗ✵Ὕࢆ᥀๐ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿ㸬ࡋ
ࡋ㸪ࡇࡢᒾ┙✵Ὕ࿘ࡾ࡛ࡣ㸪ᛂຊࡀゎᨺࡉࢀ
ࡿࡇࡼࡾኚᙧ࡞ࡢኚࡢ⏕ࡎࡿ㡿ᇦࡀⓎ
⏕ࡍࡿ㸬ࡇࡢ㡿ᇦࡣᛂຊࡢ⦆ࡳᇦࡼࡤࢀ㸪ࡇ
ࡇ࡛ࡣ₯ᅾࡁ➼ࡢ㛤ཱྀࡼࡾኳ↛ࣂࣜࡢ㐽
ⶸᛶ⬟ࡀపୗࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ⦆ࡳ
ᇦࢆ⤒ⓗホ౯ࡍࡿࡇࡀ㸪✵Ὕࡢ㛗ᮇᏳᐃ
ᛶホ౯ࡢほⅬࡽ㔜せࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺
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࡞⫼ᬒࡽ㸪ኳ↛ࣂࣜࡢ㛗ᮇᏳᐃᛶ㛵ࡍࡿ
ࣇ࣮ࣝࢻࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡶ㸪⦆ࡳᇦࢆྵ
ࡴ✵Ὕ࿘ࡾࡢᆅᒙ⎔ቃ࡛ᐃࡉࢀࡿ ᗘ㸪ᅽຊ
᮲௳࠾ࡅࡿᒾ▼ࡢࢡ࣮ࣜࣉ≉ᛶࡢࢹ࣮ࢱࢆ
✚ࡋ㸪㛗ᮇᏳᐃᛶண ࡢࡓࡵࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࡸࣔࢹࣝゎᯒࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡍࡿ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
a) ῝㒊ᒾ┙✵Ὕ࿘ࡾ⦆ࡳᇦ࠾ࡅࡿ 3 ḟඖᛂ
ຊィ
 ῝㒊ᒾ┙✵Ὕ࿘ࡾ⦆ࡳᇦ࠾ࡅࡿ㸱ḟඖᛂຊ
ィ ࡛ࡣ㸪⌧ሙࢥࢆ⏝࠸࡚⦆ࡳ㡿ᇦࡽሀ∼
㡿ᇦࡲ࡛ࡢ㐃⥆ⓗ࡞㸱ḟඖᛂຊホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ
ࡢணഛᐇ㦂ࡋ࡚㸪ⰼᓵᒾ㉁ᒾ┙୰㛤๐ࡉࢀ
ࡓᑠࢺࣥࢿࣝ㸦┤ᚄ 3m ๓ᚋ㸧ቨ㠃㝮ࡽ࣮࣎
ࣜࣥࢢ࡛᥇ྲྀࡉࢀࡓᒾ▼ࢥヨᩱࢆ⏝࠸࡚
AE/DRA ἲࡼࡿᛂຊィ ࢆᐇࡋࡓ㸬࡞࠾㸪
ᛂຊỴᐃ⏝ࣜࣇࣞࣥࢫヨ㦂࡛ࡣᛂຊ
14.3MPa ࢆ 2 㛫⛬୍㍈㍕Ⲵࡋ࡚グ᠈ࡉࡏࡓࡶ
ࡢࢆィ ࡛ࡁࡿࡼ࠺ィ ᇶ‽್㸦㜈್㸧ࢆタ
ᐃࡋࡓ㸬
AE ἲ࡛ࡣ 1 ᅇ┠㍕Ⲵ᭱ࡶከࡃ AE ࡀⓎ⏕
ࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢᛴቑⅬࡣ᫂░࡛࠶ࡗࡓ㸬2㹼4 ᅇ
┠㍕Ⲵ࡛ࡶ AE ࡣάⓎⓎ⏕ࡋࡓࡀ㸪࠶ࡿᛂຊ
ࡽ AE ࡀⓎ⏕ࡋጞࡵࡑࡢᚋ༢ㄪቑຍࡍࡿࡼ
࠺࡞ᆺⓗ࡞Ⓨ⏕≧ἣࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪
ࡇࡢ AE ⣼✚ቑຍࡢ≉ᚩ࠶ࢃࡏࡓゎᯒ᪉ἲࢆ
᳨ウࡋࡓ㸬ᚋ㸪Ⓨ⏕⨨ࡸἼᙧ≉ᚩࡼࡿ㑅
ู࡛㍕Ⲵᛂຊ↓㛵ಀ࡞ AE ࢆ↓どࡍࡿ➼ࡢᑐ
⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᐇ㦂ࡣ↓
㍕Ⲵࡢ≧ែ࡛ࡶ⮬↛Ⓨ⏕ࡍࡿ AE ࡀᑡ࡞ࡽࡎ
ほᐹࡉࢀࡓ㸬ࢥヨᩱࢆ᥇ྲྀࡋ࡚ᑡ࡞ࡃࡶ 1
ࣨ᭶௨ୖࡣ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ AE ࡀከ
ᩘⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㸪ᛂຊィ ⢭ᗘࡢపୗࢆ
ࡶࡓࡽࡍせᅉ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ᚋࡣ㸪⦆
ࡳᇦ≉᭷ࡢ⌧㇟࠺ࡢ᳨ウ➼ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬
DRA ࡛ࡣᕪࡦࡎࡳᣲືࡢᛂຊࡢࡁࡉࡼ
ࡿኚࢆཎ⨨ᛂຊホ౯⏝࠸ࡿ㸬ᅇࡢヨᩱ
࡛ࡣయⓗᕪࡦࡎࡳࡢ⤯ᑐ್ࡀᑠࡉࡃᕪࡦࡎ
ࡳ᭤⥺ୖࡢ༢ㄪቑຍ㡿ᇦࡶࡸࡸ᫂░࡛ഴࡁࡀ
ᑠࡉ࠸࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᅗ 1 ᆙ㐨ቨ㠃㏆
ഐࡢヨ㦂∦ࡢᛂຊィ ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬యᛂ
ຊࡢቑຍࡶ࡞ࡗ࡚༢ㄪῶᑡࡍࡿᕪࡦࡎࡳ᭤
⥺ࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪పᛂຊഃࡸࡸഴࡁࡢᑠࡉ
࠸༢ㄪῶᑡࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ᫂░࡞ᴟ್ࡀほᐹ
ࡉࢀࡎ㸪ィ ᛂຊࡣపᛂຊഃࡢィ 㝈⏺࡛࠶ࡿ
0.7MPa ௨ୗ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᅗ 2 ᆙ㐨ቨ㠃ࡽ 19m
ዟࡢヨ㦂∦ࡢᛂຊィ ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡕ
ࡽࡣ༢ㄪቑຍ㡿ᇦࡀほᐹࡉࢀ㸪ホ౯ᛂຊ್ࡣ
10MPa ๓ᚋᆙ㐨ቨ㠃㏆ഐࡢヨ㦂∦ࡣ␗࡞
ࡿᛶ㉁ࡢᕪࡦࡎࡳᣲືࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ᆙ㐨ቨ㠃㏆
ഐ࡛᥇ྲྀࡉࢀࡓࢥࡢホ౯ᛂຊࡣࢮࣟ㏆࠸ࡣ
ࡎ࡛࠶ࡾ㸪ጇᙜ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍
᪉㸪ᆙ㐨ቨ㠃ࡽዟࡢヨ㦂∦࡛ࡶᆙ㐨ቨ㠃㏆ഐ
ࡢヨ㦂∦ྠᵝ㸪ᛂຊホ౯ࡀ㞴ࡋ࠸ヨ㦂∦ࡀ
ẚ㍑ⓗከࡃぢࡽࢀࡓ㸬AE ࡢⓎ⏕ࡢᵝᏊྜࢃ

ࡏ࡚⪃࠼ࡿ㸪ᅇᐇ㦂ࡋࡓᒾ▼ࡣཎ⨨ᛂຊ
ࡀ AE ࡢⓎ⏕ࡸᕪࡦࡎࡳࡢቑῶཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ
ᑠࡉࡗࡓࡶࡢࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
b)✵Ὕ࿘ࡾ⦆ࡳᇦ࠾ࡅࡿᒾ┙㛗ᮇኚᙧᣲື
㛵ࡍࡿ◊✲
✵Ὕ࿘ࡾ⦆ࡳᇦ࠾ࡅࡿᒾ┙㛗ᮇኚᙧᣲື
㛵ࡍࡿ◊✲࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖖ ࣭ᐊ≧ែࡢ⌛⸴
ᅵࢆ⏝࠸ࡓᛂຊࣞ࣋ࣝ 90% 95%࡛ࡢࢡ࣮ࣜࣉ
ヨ㦂ࢆᐇࡋࡓ㸬୍㍈ᅽ⦰ヨ㦂࠾ࡅࡿ◚ቯ
ࡢయࡦࡎࡳ㔞㸪ࢡ࣮ࣜࣉヨ㦂࠾ࡅࡿ◚ቯ
ࡢࡦࡎࡳ㔞ࡼࡾ㸪ࢡ࣮ࣜࣉヨ㦂ࡢ◚ቯࡣ
యࡦࡎࡳࡀ࠶ࡿ㝈⏺್㐩ࡍࡿ⏕ࡎࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ヨ㦂ᶵ࠾ࡼࡧึᮇ㍕Ⲵ㏿᮲௳ࡼࡿ◚
ቯᙧែࡢ㐪࠸ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡎ㸪㍕Ⲵ᮲௳ࡀヨ㦂
࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬1 ḟࢡ࣮ࣜࣉ㡿ᇦ࡛ࡣ⤒㐣
㛫ᑐࡋ࡚ࢡ࣮ࣜࣉࡦࡎࡳ㏿ᗘࡣᑐᩘⓗῶᑡ
ࡋ㸪ᑐᩘࢡ࣮ࣜࣉ๎ࡀࡼࡃᙜ࡚ࡣࡲࡿഴྥࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸦ᅗ 3㸧㸬ᮏヨ㦂࡛ࡣ㸪᭱ᑠࡦࡎࡳ㏿ᗘ
Ⅼ௨㝆ࡢࢡ࣮ࣜࣉࡦࡎࡳࡦࡎࡳ㏿ᗘࡢ㛵ಀࡀ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢẚ㍑ⓗᙉᗘࡢࡁ࡞ᒾ▼ࡸ㸪ሁ✚ᒾ
ࡢ◊✲ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪◚ቯ⮳ࡿ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀࡑࢀࡽࡣ␗࡞ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ⲵ㔜ࡢไᚚࡸࡦࡎ
ࡳࡢィ ⤖ᯝࡢゎᯒࡼࡾ㸪≉Ⲵ㔜㛵ࡋ࡚⢭
ᗘࡢⰋ࠸ヨ㦂ᡭἲࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃ
ࡗࡓ㸬
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ᅗ 1㸬DRA ࡼࡿᛂຊィ ࢹ࣮ࢱࡢ
㸦ᆙ㐨ቨ㠃㏆ഐ㸧 

ᅗ 2㸬DRA ࡼࡿᛂຊィ ࢹ࣮ࢱࡢ
㸦ᆙ㐨ቨ㠃ࡽ 19m ዟ㸧

㻌

100

Stress Level = 95%

100

Wout (kN-m/min)

Creep strain rate ( × 10 -6/sec)

1000

Stress Level = 90%

10
1
K-26(90%)

0.1

K-31(90%)

∆ = 㻙1

K-32(90%)

0.01

K-38(95%)
K-46(95%)

Sori Granite
4 in. Roller Cone Bit
Pin=7.2-13.2 MPa
Load: Approx. 9 kN

80
60

Drilling (20 rpm, 70 L/min)

40
20

Oil Temp.
Approx. 40Υ
Approx. 35Υ

0.001
100

1000

10000

Elapsed time (sec)

100000

0
0

1000000

ᅗ 3㸬⌛⸴ᅵࡢࢡ࣮ࣜࣉࡦࡎࡳ㏿ᗘࡢ⤒ኚ



2) ᆅᅪ⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
a)ᆙ᥀๐ࡢ㧗ຠ⋡
ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦ᡴᧁ㸧᥀๐ࡣ⌧ᅾᬑཬࡋ࡚
࠸ࡿ࣮ࣟࢱࣜ㸦ᅇ㌿㸧᥀๐ẚ࡚᥀๐㏿ᗘࡀ
ᴟࡵ࡚ࡁࡃ㸪㖔ᒣࡸᅵᮌศ㔝࡛ࡣ᥀๐⬟⋡ࡢ
ྥୖࡸ᥀๐ࢥࢫࢺࡢపῶᐤࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ
ࡋ㸪ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ᥀๐ࡣ୍⯡᥀๐୰࠾ࡅ
ࡿࢹ࣮ࢱ㸦࠼ࡤᡴᧁ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸧ࡢィ ࡀᅔ
㞴࡛㸪ᒾ▼ࡢ᥀๐㛵ࡋ࡚ᮍゎ᫂ࡢⅬࡶከ࠸㸬
ࡑࡇ࡛㸪᥀๐୰ᡴᧁ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ᥎ᐃࡍࡿ
᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪Ἔᅽసືࡢࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙ
ࣥ⨨ࡢධຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆィ ࡍࡿࡶ㸪
ࡦࡎࡳࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸࡚ᡴᧁ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ ᐃࡋ
ࡓ㸬୧⪅ࡢ㛵ಀࢆồࡵࡓࡇࢁ┤⥺㛵ಀࡀᚓࡽ
ࢀ㸪ධຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡽᒾ▼᥀๐୰ࡢᡴᧁ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸦ᅗ 4㸧㸬
ᅗ 5 ࡣ㸪ୖグࡢ୧᪉ᘧࡼࡾ◳㉁࡞ἑධⰼᓵ
ᒾ㸦୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸸223MPa㸧ࢆࣅࢵࢺᅇ㌿ᩘ
ࡀ 25rpm ࡛᥀๐ࡋࡓࡁࡢࣅࢵࢺⲴ㔜᥀๐
㏿ᗘࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿ㸬ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ᥀๐ࡢ㏿
ᗘࡣ࣮ࣟࢱࣜ᥀๐ẚ࡚࡞ࡾࡁ࠸ࡇࡀ
ࢃࡿ㸬୧⪅ࡢ᥀๐㏿ᗘࡢ┦㐪ࡣ㸪ࣅࢵࢺⲴ㔜
ࡀᑠࡉ࠸⠊ᅖ࠾࠸࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇࡀ≉ᚩ
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᅗ 6 㸪୧᥀๐᪉ᘧࡼࡾἑ
ධⰼᓵᒾࢆ᥀๐ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ 1 ศ㛫ᙜࡾࡢ᥀๐
య✚᥀๐࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ᥀๐ࡢ
ሙྜࡣᡴᧁ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡶྵࡴ㸧ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬
ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ᥀๐㸦㟷Ⰽ༳㸧࣮ࣟࢱࣜ᥀๐
㸦ᮒⰍ༳㸧ࡶ㞧ᢕࡣẚⓗ࡞┦㛵ᛶࡀᙉ
࠸࠸࠺⤖ᯝࢆᚓࡓ㸬
b)㻌 ᆅ୰⇕⏝ᢏ⾡ࡢ◊✲
ᆅ⌫⎔ቃಖㆤ䛾ほⅬ䛛䜙 CO 2 ➼䛾 ᐊຠᯝ䜺
䝇䛾ฟ䛜ᑡ䛺䛔⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊䜢⏝䛩䜛ᶵ㐠
䛜┒䜚ୖ䛜䛳䛶䛝䛶䛚䜚䠈䛭䛾୍䛴䛸䛧䛶䠈ᆅ୰⇕
⏝䛻䜒㛵ᚰ䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䠊≉䛻䠈ᆅ୰䛾⇕䛸㟁Ẽ
䜢⏝䛧䛶ᬮᡣ䞉෭ᡣ䛚䜘䜃⤥➼䛜ྍ⬟䛺ᆅ୰
⇕⏝䝠䞊䝖䝫䞁䝥䝅䝇䝔䝮䛻ὀ┠䛜㞟䜎䛳䛶䛔䜛䠊
ᮏ䝅䝇䝔䝮䛻㛵䛧䛶䛿ᵝ䚻䛺◊✲䛜㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛
䛜䠈䛭䛾ᬑཬ䛻䜘䜛ᆅୗ⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䛿
◊ ✲ሗ ࿌䛜ᑡ䛺䛔䠊䛭䛣䛷䠈 ᖺ ᗘ䛿䠈ᆅ ୗ Ỉ
⏝ᆺ䝅䝇䝔䝮䛷䛾ᆅୗ ᗘ⎔ቃୗ䛻ᑐ䛩䜛ᙳ㡪䛻
䛴䛔䛶ᩘ್䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛᳨ウ䜢⾜䛳䛯䠊

50

100 150 200
Win (kN-m/min)

250

300

ᅗ 4㸬ධຊᡴᧁ࢚ࢿࣝࢠ࣮( W in -W out )

12
10

᥀๐㏿ᗘ (cm/min)

10

Sori Granite
4 in. Roller Cone Bit
25 rpm, 110 L/min

8 ࣃ࣮࢝ࢵࢩࣙࣥ
6
4
2
0
0

࣮ࣟࢱࣜ

10

20

Rotary
Pin= 7.6 MPa
Pin= 9.4 MPa
Pin=11.3 MPa
Pin=13.1 MPa

30 40 50 60
䝡䝑䝖Ⲵ㔜 (kN)

70

80

ᅗ 5㸬ᐇ㦂⤖ᯝࡢ୍

300
Wdrill (kN-m/min)

1

200

Sori Granite
4 in. Roller Cone Bit
25 & 50 rpm, 110 L/min

+20%

SE=206 MPa

-20%

100

0
0

0.5
1
3
3
10 x Su (m /min)

1.5

ᅗ 6㸬᥀๐య✚(Su)᥀๐࢚ࢿࣝࢠ࣮( W drill )

ᆅୗỈ⏝ᆺࢩࢫࢸ࣒ࡣᅗ 7 ♧ࡍࡼ࠺᱁
Ꮚ≧ࡢ㓄⨨ࡋࡓ㸬ࢩࢫࢸ࣒యࡢ⠊ᅖࡣỈᖹ
᪉ྥ 300m300m㸪῝ᗘ᪉ྥ 50m ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᱁Ꮚ≧ࡢ㓄⨨ࡋࡓࡢ࡛ࢩࢫ
ࢸ࣒ᵓᡂࡢ᭱ᑠࣘࢽࢵࢺࡣ㸪ὀධ⏕⏘ࢆ
ྵࡴ 2 Ꮝ࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪2 Ꮝࣔࢹࣝࢆ⎔
ቃᙳ㡪⏝ࡢᩘ್ࣔࢹࣝࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡋࡓ㸬
㸰Ꮝࣔࢹ࡛ࣝࡣὀධ⏕⏘ࡢ㛫ࡢᏍ㛫
㊥㞳ࡣ 50m ࡋࡓ㸬ᆅୗỈ㠃ࡣᆶ┤῝ᗘ 6m
タᐃࡋ㸪ୖ㠃ࢆ㣬㡿ᇦࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ࣔ
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㻞㻜

Injection

㻝㻤
㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
㻙㻝㻞㼙
㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻜
㻜

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻞㻜
㻝㻤
㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻜

Temperature, oC

ࢹࣝࡢせ⣲ศ࡛ࡣ㸪Ꮝ࿘㎶ࡽᚎࠎศ
ࢆࡁࡃࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ỉᖹ᪉ྥࡣࡑࢀࡒࢀ 15 ศ
ࡎࡘ࡛ 256 ⠇Ⅼ㸪῝ᗘ᪉ྥࡣ 33 ศ࡛ 34 ⠇Ⅼ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣔࢹࣝࡢ⥲⠇Ⅼᩘࡣ 8704㸪せ⣲ᩘ
ࡣ 7425 ࡛࠶ࡿ㸬
ኟᏘࡸᏘࢩࢫࢸ࣒ࢆືసࡉࡏ࡚ 10 ᖺ㛫
ࡢ㐠㌿ࢆ⾜ࡗࡓィ⟬⤖ᯝࡢ୍ࢆᅗ 8 ♧ࡍ㸬
ᆅୗỈ䛾ᚠ⎔㔞䛸 ᗘపୗ㔞䛿䠈ᆅୖ䛷䛾⏝䛻
ᑐᛂ䛥䛫䛶䛚䜚䠈䛣䛣䛷䛿ᆅୗ䛛䜙 1䡚3 ᗘ⛬ᗘ䛾
ᗘᕪ䛜䛘䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛔䜛䠊ᅗ 8(a)ࡣ㸪ὀධ
⏕⏘ࢆᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᅗ 8(b)࡛ࡣὀධ
⏕⏘ࡢᙺࢆ 1 ᖺẖኚ࠼࡚࠸ࡿ㸬ୖᅗ
ࡽὀධ㸪ὀධ⏕⏘ࡢ୰㛫Ⅼ㸪⏕⏘
ࡢྛ῝ᗘ(6㹫㸪10m㸪12m㸪20m ཬࡧ 28m㸧ࡢ
ᗘኚࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗࡼࡾ㸪Ꮝࡢᙺࢆ
ኚ࠼ࡓሙྜࡢ᪉ࡀ㸪୰㛫ᆅⅬࡢᆅୗ⎔ቃࡢ
ᗘᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀࢃࡿ㸬

㻟㻢㻡㻜

㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
㻙㻝㻞㼙
㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻜

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻞㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻟㻢㻡㻜

Production

㻝㻤

㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
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㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻜
㻜

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻟㻢㻡㻜

Elapsed Time, days

(a)ὀධ⏕⏘ࡣᅛᐃ
㻞㻜
㻝㻤

㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
㻙㻝㻞㼙
㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻜
㻜

Temperature, oC

50m

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻞㻜
㻝㻤
㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞
㻝㻜

㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
㻙㻝㻞㼙
㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻜

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻙㻢㼙
㻙㻝㻜㼙
㻙㻝㻞㼙
㻙㻞㻜㼙
㻙㻞㻤㼙

㻝㻢
㻝㻠
㻝㻞

Unsaturation

㻝㻜
㻜

zone

㻟㻢㻡

㻣㻟㻜

㻝㻜㻥㻡

㻝㻠㻢㻜

㻝㻤㻞㻡

㻞㻝㻥㻜

㻞㻡㻡㻡

㻞㻥㻞㻜

㻟㻞㻤㻡

㻟㻢㻡㻜

Elapsed Time, days

(b)ὀධ⏕⏘ࢆ 1 ᖺẖ௦

Saturation

ᅗ 8㸬ὀධ䠈ὀධ䛸⏕⏘䛾୰㛫Ⅼ䠈⏕⏘䛾ྛ῝
ᗘ䛾 ᗘኚ

c)ᒾ▼࣭ᅵተࡢ㟁Ẽ≀ᛶࡢ◊✲
₯㢌ᛶ㔠ᒓ㖔ᗋ㸪࣋ࣥࢺࢼࢺࡸࢭࣜࢧࢺ
࡞ࡢ⢓ᅵ㖔ᗋ㸪ఀ㇋ᓥࡸᱜᓥ࡞ࡢⅆᒣࢆ
ᑐ㇟㸪㟁Ẽ࣭㟁☢᥈ᰝࡢ㐺⏝◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡿ㸬㟁Ẽ࣭㟁☢᥈ᰝࡢ⤖ᯝࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪
ᆅୗᵓ㐀ࢆᙧᡂࡍࡿᒾ▼ࡸᅵተࡢ㟁Ẽ≀ᛶࡢ▱
㆑ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬ᆅ ໙㓄ࡼࡾᆅୗ῝㒊ࡣ
ᗘࡀ㧗࠸ࡢ࡛㸪㧗 ୗࡢᒾ▼ࡢ㟁Ẽ≀ᛶࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇࡣ≉㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᙜ
◊✲ᐊࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿㄏ㟁యࡽⰋᑟయࡲ࡛ࡢ
」⣲ẚᢠࢆィ ࡍࡿࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࢼࣛ
ࢨ࣮⣙ 300Υࡲ࡛ࡢ㧗
ᐃࡀྍ⬟࡞࣮࢜ࢺ
ࢡ࣮ࣞࣈࢆ⏝ࡋ࡚㸪㧗 ୗࡢᒾ▼ࡢ」⣲ẚ
ᢠࡢ ᐃࢆ⥅⥆ⓗᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ 9 ࡣ㸪✄⏣ⰼᓵᒾࡢᐊ ࡽ⣙ 200Υࡲ࡛
ࡢ」⣲ẚᢠࡢ ᐃ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᅗࡼࡾ㸪
ᗘࡀୖࡀࡿ㸪ẚᢠࡀపࡃ࡞ࡿࡇࡀࢃ
ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⮫⏺࿘Ἴᩘ㸦┦ᕪࡀᴟ࡞ࡿ࿘
Ἴᩘ㸧ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬ࡇࡢࡇࡼࡾ㸪
ᗘࡀẚᢠࡸศᴟ⋡࡞ࡢ㟁Ẽ≀ᛶᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿ㸬㟁Ẽ≀ᛶࡣ
㛫㝽Ỉࡢሷ⃰ᗘࡸኚ㉁ࡢ⛬ᗘࡀᫎࡉࢀࡿࡢ࡛㸪
ᚋࡶᵝࠎ࡞ ᐃ᮲௳ୗ࡛㸪ᒾ▼ࡸᅵተࢧࣥࣉ
ࣝࡢ」⣲ẚᢠ ᐃࢆ㐍ࡵ㸪㟁Ẽ≀ᛶࡢࢹ࣮ࢱ
ࡢ✚ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
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ᅗ 9㸬 ᗘࡢ㐪࠸ࡼࡿⰼᓵᒾࡢẚᢠ㸦ୖ㸧
┦ᕪ㸦ୗ㸧ࡢ࿘Ἴᩘኚ
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グループの研究紹介

地圏環境システム研究グループの紹介
Introduction of the Geo-Environmental Systems Research Group
地圏環境システム研究グループ長：高倉伸一
Leader, Geo-Environmental Systems Research Group: Shinichi Takakura
e-mail: takakura-s@aist.go.jp
１．グループの研究目標
地圏環境システム研究グループでは，環境に
調和した地圏の開発・利用を図るため，岩盤応
力測定や岩石コア実験による地下構造の評価技
術，物理探査を利用した非破壊モニタリング技
術，数値シミュレーションによる地下環境のモ
デリング技術などの基盤研究を進めている．ま
た， CO 2 地中貯留研究や放射性廃棄物地層処分
研究などへの適用研究を行っている．当研究グ
ループ員が長年にわたり研究を進めてきた各種
技術は，浅部から深部に至る地圏環境の解明，
地圏の流体や熱の変動予測，地熱等資源の継続
的利用などに役立ってきた．今後ますます高度
化・多様化する社会のニーズに的確に応えられ
るよう，技術ポテンシャルの維持・向上に努め
ている．さらに，これらの技術を地下資源の安
定的確保や継続的利用あるいは地質災害や地質
汚染の防止を図る研究などへも積極的に応用し
て，安全で安心できる社会の実現に貢献するこ
とを目指している．このため，他のグループ・
ユニット間の連携による研究，外部研究機関や
企業との共同研究を積極的に進めるとともに，
研究成果を迅速に発信し，社会への技術の普及
と振興に取り組む．
２．グループの概要
当研究グループは，CO2 地中貯留研究，地層
処分安全研究，地熱等資源研究，地下利用技術
研究を主たるミッションにかかげ，平成 19 年 7
月に新しく組織された．メンバーは，地球物理
学，岩石力学，掘削工学，岩盤工学の専門家か
らなる．物理学的実験およびフィールドワーク
の手法を用いて，環境に調和した地下の有効利
用，資源開発に必要な技術開発に取り組んでい
る．
研究対象は環境評価から資源探査までと多岐
にわたり，予算項目は複数にまたがっている．
いずれの研究においても，
「環境との調和を考え
た地圏の開発・利用を図ること」を基本理念と
している．研究内容も基礎研究から応用研究ま
で幅広いが，技術的に重なる部分も多い．そこ
で，研究テーマを便宜的に以下の 4 つに分類し，
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個々の研究テーマの管理し，研究の効率化を図
っている．
・CO2 地中貯留技術に関する研究
・放射性廃棄物地層処分に関する研究
・地圏の継続的利用に関する研究
・地圏環境システムの解明に関する研究
1)グループ員
高倉 伸一 (リーダー)
及川 寧己
唐澤 廣和
竹原
孝
相馬 宣和 (CO2 地中貯留 RG より分担)
船津 貴弘 (CO2 地中貯留 RG より分担)
2)予算
文部科学省試験研究「放射性廃棄物地層処分
における長期空洞安定性評価技術の研究」
運営費交付金「沿岸域海底下 CO2 地中貯留の
安全性評価に向けた基礎的研究」
運営費交付金「地圏環境システムの研究」
日本鉱業協会研究委託費「坑内精密電気探査
技術に関する研究」（平成 21 年度まで）
「磁鉄鉱と硫化鉱物を含有する岩石の電気的
特性に関する研究」(平成 22 年度から)
共同研究費「ナトリウム型ベントナイト鉱床
を形成する地質環境の解明に関する研究」
等
３．平成 21 年度までの研究進捗状況
以下では，主な研究について平成 21 年度まで
の進捗状況の一例を紹介する．
3.1. 放 射 性 廃 棄 物 地 層 処 分 に お け る 長 期 空 洞
安定性評価技術の研究
原子力発電所から排出される高レベル放射性
廃棄物は，地層中にて超長期間保存され，放射
性物質の減衰を待つことになる．高レベル放射
性廃棄物の輸送や貯留を行うためには，安定し
た地下に空洞を掘削することが必要である．し
かし，この岩盤空洞周りでは，応力が解放され
ることにより変形などの変化の生ずる領域が発
生する．この領域は応力の緩み域とよばれ，こ
こでは潜在き裂等の開口により天然バリアの遮
蔽性能が低下することが考えられる．空洞の長

図1

3 次元解析例（各孔奥部試料）
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b) 空洞周り緩み域における岩盤長期変形挙動
に関する研究
常温・室乾状態で養生した珪藻土を用いて，
温度環境 80℃，大気圧下でのクリープ試験を実
施し，高温域におけるひずみ計測の安定性を検
討した．市販のひずみゲージが利用できないた
め，変位計測用の高温用 LDT を適用した．高温
環境下において，1 次クリープと 2 次クリープ
に相当する変位の挙動の確認が出来たが（図 2），
3 次クリープに関しては破壊に至らないケース
があり良質なデータが取れていない．これは，
強度のバラツキに対するクリープ荷重が要因と
考えられ，実際に湿潤状態の珪藻土の常温状態
での強度試験では，無封圧下での強度にはバラ
ツキがあることが確認された．また，長期クリ
ープ試験（約 1 ヶ月）では試験後半に本来では
有り得ないひずみ計の伸びが観察された．これ
は変位出力値のドリフトが原因であり，今後の
封圧下での試験手法を工夫する必要があること
もわかった．

Strain rate

Temperature
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100
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0.1
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0.01

40.0

㰱 㪔㩷㪄㪈

0.001

Temperature, degrees

Temperature : 80.0degrees
Sample : K-56
1000

Strain rate, micro-strain/sec

期安定性評価の観点から，この緩み域を経時的
に評価することが重要である．このようなこと
から，天然バリアの長期安定性に関するフィー
ルドデータを得るとともに，緩み域を含む空洞
周りの地層環境で想定される温度，圧力条件に
おける岩石のクリープ特性のデータを蓄積し，
長期安定性予測のためのシミュレーションやモ
デル解析の基礎データとすることを目的とする
研究を実施している．
a) 深部岩盤空洞周り緩み域における 3 次元応
力計測
瑞浪超深地層研究所の研究坑道深度 200m レ
ベルの試験用横坑からのボーリングで採取され
た花こう岩コアを用いて，AE/DRA 法による応
力計測実験とその解析を昨年度分もあわせ行っ
た．異なる方向に掘削された 3 本の孔から得ら
れた，各 3 深度，合計 9 地点分の岩石試料を計
測に供した．なお，コア採取時のボーリング機
材を設置した試験用横坑は開削後 1 年半弱経過
している．
AE 法では前々年度の地点での実験と同様に，
繰返し載荷時に AE の発生率が増減を繰り返す
ような単純でない挙動が見られ，幾つかの AE
急増点の中から変化率の大きいものを候補応力
値として 2 つ選んだ．DRA は屈曲点が明瞭では
ない試験片もいくつか見られ，特に壁面との距
離が近くなるにつれて，屈曲点が読み取れなか
ったり，飛び抜けて大きいまたは小さい応力値
が得られる場合が多く見られた．
堅牢域に相当すると考えられる各孔で壁面か
ら最も離れたコアを用いた DRA による応力計
測結果を図 1 に示す．3 次元応力場は孔ごとに
ばらつくものの，2 孔で水平面内では北西−南
東方向の応力が大きいという傾向が見られた．
当該試験地点近くでの地表からの深層ボーリン
グ調査で得られた原位置初期応力では，深度
200m 付近の水平面内最大主応力は N-S から
NW−SE 方向にあり，水平面内ではそれと調和
的な応力場が得られた．

30.0

0.0001

20.0

1

図2

10

100
1000
10000
Elapsed Time, sec

100000 1000000

クリープひずみ速度の経時変化

3.2. 地圏環境システムの研究：坑井掘削の高効
率化
パーカッション（打撃）掘削はロータリ（回
転）掘削に比べて掘削速度が極めて大きく，鉱
山分野などでは能率向上やコスト低減に寄与し
ている．しかし，高速現象を取り扱うパーカッ
ション掘削では未解明の点も多く，パーカッシ
ョンドリルの設計などに不可欠な基礎データが
極めて少ない．
本掘削方式における岩石の掘削特性の解明を
目的に，先年度までに基礎データの一つとして
ビットに伝わる打撃エネルギーを評価してきた．
本年度は，図 3 に示すロッドの S 部に二点計測
法と呼ばれるひずみ計測法を適用して，ビット
に伝わる打撃エネルギーを評価した．この方法
では，ロッドの A 点と B 点から得られたひずみ
信号の解析によって E 点のひずみ（入射波）を
求める．
図 4 に，E 点における時間と応力との関係を

示す．A，B 点において妥当なひずみが計測で
き た 場 合 ，E 点 の 応 力波 形 は 350μ s 付 近 で
0MPa を通過する．しかし，本波形は 0MPa を
通過せず，打撃エネルギーの評価には至らなか
った．そこで，S 部でのひずみ計測の一助とし
て図 3 の F 部にも二点計測法を適用して E’点の
応力波形を求めた（図 4）．E’点の応力波形も
0MPa を通過していないが，一部のデータでは
0MPa を通過した．両データの検討から，E’点
の応力波形（0〜320μs）から求めた打撃エネ
ルギーは，0MPa を通過する応力波形から求め
た打撃エネルギーの約 99%に達しており，前者
は E’点の打撃エネルギーであると看做して差支
えがないことがわかった．また，E’点の応力を
1.72 倍した波形（E’×1.72）と，E 点の波形は
0〜240μs の範囲においてよく一致しており，
この範囲では妥当な応力波形が得られているこ
ともわかった．詳細については省略するが，E
点と E’点の応力波形から，0MPa を通過する E
点の打撃エネルギーが推定できた．
図 5 は推定結果などから作成した，パーカッ
ションドリルへの一分間当りの入力エネルギー
Win と出力（打撃）エネルギー Wout との関係で
ある．本較正曲線は，本ロッドを用いた岩石の
掘削実験中の打撃エネルギーを評価するために
用いる．

図3

図4

掘削ロッド 2

E 点と E

点の応力波形
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図5

W in と W out との関係（ロッド 2 の S 部）

3.3. 坑内精密電気探査技術に関する研究
地下の比抵抗分布を把握する電気探査は，金
属鉱床探査における最も有効な物理探査法の一
つであり，多くのフィールド調査で利用されて
いる．地下深部を高精度に調査するためには，
地下に電極を直接設置することが有効な手段と
なる．その方法の一つとして坑道（トンネル）
を利用することがあげられる．このようなこと
から，坑内に適用する精密電気探査技術の開発
を実施している．ここでは，平成 21 年に愛知県
北設楽郡東栄町振草地区にあるセリサイト鉱山
の坑道において実施した比抵抗法，IP 法，帯磁
率測定の結果について紹介する．
比抵抗法探査では，図 6 に示すように，坑壁
（岩盤）に沿って 3 本の測線（H-1，H-2，H-3）
を設定した．電極間隔は，H-1 と H-3 は 1m で，
H-2 は 2m である．まず，光波測量で決めた坑
壁の所定の位置にドリルで穿孔し，ベントナイ
トを付けた鉄電極を差し込んだ．測定はダイポ
ール・ダイポール配置とウェンナー配置で行っ
た．測定装置には多チャンネル電気探査装置
AES-6L を使用し，100mA の電流を通電した．
IP 法測定は測線 H-3 で実施した．坑壁に直径
約 31mm の穴をドリルで穿孔し，そこに外径
30mm の鉛−塩化鉛非分極性電極を設置した．
この際，電極で使用されている塩を混合させた
石膏を接着剤として流し込み，電極を坑壁に密
着させた．測定装置には SYSCAL-R2 を使用し，
約 50〜100mA の電流を通電して，ダイポール・
ダイポール配置による時間領域 IP 法のデータ
を取得した．
帯磁率測定は，ZH-instrument 社のポータブ
ル帯磁率計 SM30 を使用し，それぞれの電極の
位置で実施した．測定は平成 21 年度に実施した
ため，測定場所の坑壁の崩壊により測定できな
かった場所もあった．一般に熱水変質の程度が
大きいほど帯磁率が低い傾向があり，当該鉱山
では熱水変質帯を受けている場所の帯磁率は，
概ね 0.1(10-3SI)以下となる．

図6

坑内比抵抗法電気探査の測線と解析比抵抗断面および帯磁率測定の結果

高密度比抵抗法のデータに 2 次元解析を適用
し，探査深度に応じた精密な比抵抗構造を求め
た．その結果を帯磁率の測定結果とともに図 6
に示す．低比抵抗の領域と低帯磁率の領域が重
なる傾向が認められるが，これは熱水変質によ
り，岩石の比抵抗と帯磁率が低下したからと考
えられる．
また，IP 法データの解析から求まった比抵抗
断面，充電率断面，正規化充電率断面を図 7 に
示す．この測線では，電極番号 11 番付近に熱水
変質を伴った粘土脈が認められる．正規化充電
率断面では，この粘土脈に沿って高い異常値が
求まっており，比抵抗断面や比抵抗断面より明
瞭に地質構造の特徴を表していることがわかる．
「坑内精密電気探査技術の研究」は平成 21
年度で終了したが，平成 22 年度からは「磁鉄鉱
と硫化鉱物を含有する岩石の電気的特性に関す
る研究」を開始した．IP 法電気探査は斑岩銅鉱
床や酸化鉄銅金鉱床などの非鉄金属鉱床探査で
よく利用される．これは硫化鉱物が IP 効果を持
つことを利用しているが，IP 異常が観測された
ところで試錐をしても，硫化鉱物が見つからな
いことがしばしばある．その原因の一つとして，
磁鉄鉱の存在があげられる．そこで，磁鉄鉱と
硫化鉱物を含む岩石の電気的特性を調べ，それ
ぞれの鉱物が電気的特性に及ぼす影響を解明す
ることにより，IP 法によって磁鉄鉱と硫化鉱物
を識別可能とすることを目的とした研究を開始
した．
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図７

坑内 IP 法の解析結果
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࠸ࡿࡇࡀᑕἲᆅ㟈᥈ᰝ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ 
༡ഃࡢ㏦ಙ※ࡽࡢಙྕࢆࡗࡓ +] ࡢぢẚ
ᢠศᕸࢆ♧ࡍࠋᑠ㈅ᕝ࿘㎶ࢆቃࠊᮾഃ࡛ᇶ┙ࡀ
ὸ࠸ࡓࡵ㧗ẚᢠࢆࠊすഃ࡛ࡣሁ✚ᒙࡀཌࡃ࡞ࡿࡓ
ࡵపẚᢠࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ ᐃࢹ࣮ࢱࡢ㸱ḟඖゎᯒࡢࡓࡵࠊ☢Ẽ࣋ࢡ
ࢺ࣏ࣝࢸࣥࢩࣕࣝ A 㟁Ẽࢫ࣮࣏࢝ࣛࢸࣥࢩࣕࣝφ
ࢆ⏝࠸ࡓᕪศἲࡼࡿ㸱ḟඖࣔࢹࣜࣥࢢィ⟬ࢥ࣮
ࢻࢆ㛤ⓎࡋࡓࠋA φࡣࡑࢀࡒࢀࠊ┤᪉యィ⟬せ⣲
ࡢ㎶⠇㓄⨨ࡋࡓࢫࢱ࣮࢞ࢻせ⣲࡛࠶ࡿࠋᅗ  
ィ⟬ࢆ♧ࡍࠋ

(b)

(a)
0Ω-m

᧓܇ᨠᾉᶨᵛᵏᵓᵎᶋ
ᵏᵐᵏᶣᵏᵐᵏᶣᵏᵐᵏἳἕἉἷ

㻌
(c)

(d)

(a)
㻌

㏦ಙಙྕἼ
ᙧࡢࣔࢽࢱ

(b)



ᅗ 㸸ࢫࢱ࣮࢞ࢻᕪศἲࡼࡿேᕤಙྕ※㟁☢᥈ᰝἲ㸱ḟ
ඖࣔࢹࣜࣥࢢࡢࠋ D ᐃࡋࡓࣔࢹࣝࠊ E \ ㍈ୖࡢ㟁ሙ
([ ࡢィ⟬⤖ᯝ✚ศ᪉⛬ᘧἲࡼࡿᩘ್ゎࡢẚ㍑ࠋ+]
㏦ಙࡢሙྜࡢ ([ ࡢィ⟬⤖ᯝ㸸 F ᐇ㒊 G 㒊ࡢᆅ⾲࡛
ࡢศᕸᅗࠋ

ᅗ 㸸㛤Ⓨࡋࡓ㏦ཷಙࢩ
ࢫࢸ࣒ࠋ D *36 ้ྠ
ᮇ㏦ಙࢩࢫࢸ࣒ࠊ
E *36 ้ྠᮇ  ࣅ
ࢵࢻ $' ཷಙࢩࢫࢸ࣒ࠋ



㻌



ᅗ 㸸ᖠᘏἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ 07 ἲㄪᰝ Ⅼ㸦㉥㸧
ࠋ⥳
㯮ࡣ᪤Ꮡ 07 Ⅼࠋ㉥⥺ࡣ㸰ḟඖゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ ⥺ࠋ

ᅗ 㸸㏦ಙ※ $ ࡽ㏦
ಙࡋࡓ࿘Ἴᩘ +] ࡢ
ಙྕࢆ  Ⅼ㸦㉥㸧
࡛ཷಙࡋ࡚ࠊィ⟬ࡋࡓ
ぢẚᢠᖹ㠃ᅗ



㻌
㻌
E ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ≀⌮᥈ᰝ㐺⏝◊✲
 ἢᓊᇦࡢᆅ㉁ᵓ㐀ᆅୗỈ⎔ቃ㸦ሷศ⃰ᗘ➼㸧ࢆ
ホ౯ࡍࡿ≀⌮᥈ᰝᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉ࠊὸᾏᇦ㐺⏝࡛ࡁࡿ㟁Ẽ࣭㟁☢᥈ᰝᡭἲࡣ㛤
Ⓨࡀᛴࡀࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿᇶ♏◊✲
ࡋ࡚ࠊ ᖺᗘࠊᾏ㐨ᖠᘏᆅᇦࡢἢᓊᇦࢆࣔ
ࢹࣝࣇ࣮ࣝࢻࡋࠊ≀⌮᥈ᰝࡢ㐺⏝◊✲ࢆᐇࡋ
ࡓࠋࡲࡎࠊ㝣ᇦ࠾࠸࡚ 07 ἲࠊ7(0 ἲࡼࡿᆅ㉁ㄪ
ᰝࢆᐇࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡲࡓࠊ᪤Ꮡᆙㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ
⏝࠸ࠊ≀⌮᥈ᰝࡸ᳨ᒙࢹ࣮ࢱࡽỈ⌮Ꮫⓗ≀ᛶࢆᑟ
ฟࡍࡿᡭἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡉࡽࠊḟᖺᗘ௨㝆
ࡢ⌧ᆅㄪᰝྥࡅ࡚ࠊὸᾏ⏝ࡢᾏᗏ㟁☢᥈ᰝ⨨ࢆ
〇సࡋࡓࠋ07 ἲࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓẚᢠࣔࢹࣝ㸦ᅗ
㸧ࡣࠊὸ㒊㧗ẚᢠࡢ➨ᅄ⣖ሁ✚≀ࡀศᕸࡋࠊ

ᅗ 㸸 ⥺ $$̓ࡢ㸰ḟඖẚᢠࣔࢹࣝࠋᑕἲゎ㔘᩿㠃
ࢆ㔜ࡡ࡚⾲♧ࠋ

㻌
 ᅵተởᰁホ౯
㟁Ẽⓗ≀ᛶࡢศᕸࡽἜศởᰁᅵተࢆホ౯ࡍࡿ
ᡭἲࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵࠊ㟁Ẽ࣭㟁☢᥈ᰝἲ࠾ࡼ
ࡧᆅ୰࣮ࣞࢲἲࡼࡿᆅ⾲ࡽࡢ㸱ḟඖ᥈ᰝࠊ㈏ධ

㻌
㻌

－ 38 －



࠸࠺ᢏ⾡ⓗᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㧗࿘Ἴࣃࣝࢫࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࡇࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆヨࡳࡓࠋ
⨨ࡢ㐺⏝ᐇ㦂ࡋ࡚ࠊᐮ෭ᆅ࠾ࡅࡿࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺቨࡢ⤖≧ែࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝࡢᛂ⏝ࢆᛕ㢌
࠾࠸࡚ࠊ⤖ࡋࡓྵỈࣔࣝࢱࣝヨᩱࡀ⼥ゎࡍࡿ㐣⛬
ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓࠋࣔࣝࢱࣝヨᩱ㸦᭷ຠ✵㝽⋡ 17
vol.%㸧ࢆỈᾐࡋࡓ࠶−20Υࡢ෭ᗜ࡛⤖ࡉࡏࠊ
ࢭࣥࢧ࣮ୖᐊ ࡛ᨺ⨨ࡋࠊ✵㝽ࡢịࡀỈኚࡍ
ࡿᵝᏊࢆ PAPS-CPMG ࠸࠺ࣃࣝࢫ⣔ิ࡛㛫ࢆ
࠾࠸࡚ᶓ⦆Ἴᙧࢆ 5 ᅇィ ࡋࡓ㸦ᅗ 8㸧
ࠋ㸯ࡘࡢἼ
ᙧࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓせࡋࡓ㛫ࡣ 4 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ⦆
Ἴᙧࡣࠊࢭࣥࢧ࣮ࡢឤᗘ㡿ᇦ㸦ࢥࣝࡽ 1cm ᙅ
㞳ࢀࡓ✵㛫㸧࠶ࡿᾮయ≧ࡢỈศᏊࡢࢩࢢࢼࣝࡢࡳ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⦆ἼᙧࡢᖜࡣᾮయࡢỈࡢ㔞ẚ
ࡍࡿࠋᅗ 1 ࡢࡼ࠺ࠊከᑡࡢࣀࢬࡣ࠶ࡿࡀࠊịࡢ
⼥ゎకࡗ࡚Ỉ⏤᮶ࡢಙྕᙉᗘࡀ㛫ࡶቑ
ຍࡍࡿᵝᏊࡀࡣࡗࡁࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡕ࡞ࡳࠊ
⼥ゎࡋࡓ≧ែ㸦84 ศᚋ㸧ࡢἼᙧࡢᖜࡽ᥎ᐃࡋ
ࡓయ✚ྵỈ⋡(14 vol.%)ࡣࠊ᭷ຠ✵㝽⋡ࡰ୍⮴
ࡋࡓ䚹䛣䛾䜘䛖䛻䚸㛤Ⓨ䛧䛯䝥䝻䝖䝍䜲䝥䛿䚸ᐊෆᐇ㦂䝺
䝧䝹䛷䛿䛒䜛䛜䚸ᅵᮌ⌧ሙ䛷䛾ရ㉁⟶⌮䛻䛘䜛䝫䝔
䞁䝅䝱䝹䛜䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹

ᘧẚᢠィ ࣭ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ⨨ࢆ⏝࠸ࡓᆅᒙẚ
ᢠࡢཎ⨨ィ 㛫㝽Ỉࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡞ࡢィ
ἲࢆἜởᰁࡉࢀࡓࣔࢹࣝࣇ࣮ࣝࢻ㐺⏝ࡋࠊᆅ⾲
ㄪᰝ⤖ᯝཎ⨨ィ ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑ࠊཬࡧࠊ᪤Ꮡࡢ
᥇ྲྀᅵተࢧࣥࣉࣝㄪᰝࡼࡿἜศศᯒࢹ࣮ࢱࡢ
ẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸ࠊἜศởᰁ㉳ᅉࡍࡿ≀ᛶ␗ᖖࡢᢳ
ฟࢆヨࡳࡓࠋ
 ⌧ᆅㄪᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊPP ࡢ࢚ࣜ࠾࠸࡚ࠊ
㟁ᴟ㛫㝸 P ࣆࢵࢳࡢ  ⥺ࢆࡗࡓ㸱ḟඖ㧗ᐦᗘ
㟁Ẽ᥈ᰝࢆᐇࡋࡓࠋ᥈ᰝ῝ᗘࡣ⣙ P ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊࢱࣥࢡ㊧ᆅෆ㒊ࢆྵࡴྛⅬࡢ⾲ᒙ㏆㸦P
㹼P㸧࡛᫂░࡞పẚᢠ␗ᖖࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦ᅗ ࠊᅗ
㸧ࠋࡲࡓࠊࢱࣥࢡ㊧ᆅෆ㒊࠾࠸࡚ࠊ࣮࣎ࣜࣥࢢㄪ
ᰝࡸ㈏ධヨ㦂ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊపẚᢠ␗ᖖࢆ
♧ࡍᆅⅬ࡛ἜࡢᏑᅾࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ



ᅗ 㸸 ḟඖẚᢠᵓ㐀ࡢ῝ᗘࢫࣛࢫ㸦῝ᗘ 㹫㸧





ᅗ 㸸⼥ゎ୰ࡢ⤖ࣔࣝࢱࣝヨᩱࡢ⦆Ἴᙧࠋᯟෆࡢ้
ࡣ⤖ヨᩱࢆᐊ ࡉࡽࡋ࡚ࡽࡢ⤒㐣㛫


E ࣐ࣝࢳ㏦ಙẚᢠ᥈ᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㻌 」ᩘࡢ㟁ᴟࡽྠ㟁ὶࢆ㏦ಙࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
ᚑ᮶ࡢẚᢠ᥈ᰝ⨨ẚ㍑ࡋ࡚༑ಸ௨ୖࡢ㏿ᗘ
࡛ィ ࡀྍ⬟࡞࣐ࣝࢳ㏦ಙẚᢠ᥈ᰝ⨨㸦ᅗ 㸧
ࢆヨసࡋࠊྠᮇ᳨Ἴᅇ㊰࠾ࡼࡧ㏦ಙฟຊ⨨ࡢ᭱㐺
࠾ࡼࡧෆ㒊ࣀࢬᑐ⟇ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᒇእ
࡛ᚑ᮶ࡢ᥈ᰝᶵ࡛ྲྀᚓࡉࢀࡿࡢྠ➼ࡢရ㉁ࡢࢹ
࣮ࢱࢆ㠀ᖖ㧗㏿ᗘ࡛ྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇࢆᐇドࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ➨  ྕᶵࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊ ྕᶵࡢࢩࢫࢸ࣒
ẚ࡚ෆ㒊ࡢྠᮇ᳨Ἴࡢᩘࡸ㏦ಙฟຊࠊ㟁ὶࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡢࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫไᚚᡭἲࠊࣈࣟࢵࢡᵓ㐀
ᆺࡢᑓ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡞ᖜ࡞ᨵⰋࢆຍ࠼ࡓ㸦ᅗ
㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊẖศ  Ⅼࢆ㉸࠼ࡿᴟࡵ࡚㧗㏿࡞
ࢫ࢟ࣕࣥࡀྍ⬟࡞ᐇ⏝ⓗࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ᡂࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮏ ᐃ⨨ࡢ㟁ᴟษࡾ᭰࠼⏕ᡂࣇࣝࡽ
㏫ゎᯒࡲ࡛ࢆ⡆༢ᢅ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ୍㐃ࡢ⥲ྜ⟶⌮
ࢯࣇࢺ࢚࢘⩌ࡶᡂࡉࡏࡓࠋ



ᅗ 㸸ࢱࣥࢡ୰ኸ㒊ศࡢ \] ᩿㠃ᅗࠋ㉥ࡣపẚᢠ␗ᖖࠋ


 ὸ㒊ᆅ㉁⎔ቃホ౯
D 105 ィ ࡼࡿᅵᮌᵓ㐀≀࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞ࡢỈࢆྵࡴᅵᮌᵓ㐀≀ࡢရ㉁
⟶⌮ࢆ⌧ሙ࡛㎿㏿㠀◚ቯ࡛⾜࠼ࡿィ ᢏ⾡ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊỈࡢᐃ㔞
ィ ᐃホࡢ࠶ࡿࣉࣟࢺࣥ᰾☢Ẽඹ㬆ࡢཎ⌮ࢆᛂ
⏝ࡋࡓ≀⌮᥈ᰝ⨨㸦᰾☢Ẽඹ㬆⾲㠃ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸧
ࡢࣉࣟࢺࢱࣉࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢ⨨ࡣࠊィ ᑐ㇟
≀୰ࡢỈศᏊࡢỈ⣲ཎᏊࡢ᰾ࢫࣆࣥࡢ⦆㐣⛬ࢆ
ィ ࡍࡿࡇ࡛Ỉࡢ㔞ࡸศᏊ㐠ື≉ᛶࢆ᥎ᐃࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅵᮌᘓ㐀≀ࡢࡼ࠺࡞ᕧ࡞≀యࡢ⾲㠃
ࢆ㠀◚ቯ࡛ࢫ࡛࢟ࣕࣥࡁࡿࡼ࠺ࢭࣥࢧ࣮㒊ศ∦
ഃ㛤ᨺᆺ࠸࠺≉Ṧ࡞ᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ㏻ᖖࡢ᰾☢
Ẽඹ㬆⨨ẚ࡚㟼☢ሙ㧗࿘Ἴ☢ሙࡣⴭࡋࡃ
ᙅࡃᆒ୍࡞ࡾࠊ⦆Ἴᙧࡢ 61 ẚࡀᝏࡃ࡞ࡿ

㻌
㻌

－ 39 －

㻌


ᅗ 㸸࣐ࣝࢳ㏦ಙẚᢠ᥈ᰝ⨨㸦ྑ㸧ᚑ᮶⨨㸦ᕥ㸧
ࡢẚ㍑ࠋ࣐ࣝࢳ㏦ಙ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ㟁ᴟࡽ࿘Ἴᩘࡢ␗࡞
ࡿ㟁ὶࢆྠ㏦ಙࡍࡿࠋཷಙ㟁ᴟ࡛ࡣࠊ㏦ಙࡉࢀࡓΰྜ
ಙྕࢆྠᮇ᳨Ἴᅇ㊰⩌࡛ಶูศ㞳ࡍࡿࡓࡵࠊ㟁ὶ㟁ᴟ
ࡢษࡾ᭰࠼࡞ࡋከᩘࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᅗ  㸸 ⯒  ㊰ 㠃 ୖ  ⏕ ࡌ ࡓ ࢡ ࣛ ࢵ ࢡ ࢆ ᶓ ษ ࡿ ⥺
< P ࠾ࡅࡿ ;= ᩿㠃ࠋ⯒㊰㠃ୖࡢࢡࣛࢵࢡ⨨
ࢆ᩿㠃ෆ◚⥺࡛♧ࡍࠋࡲࡓࠊࢥほᐹࡼࡿグ㍕ࢆే
グࡋࡓࠋ㊰㠃ࢡࣛࢵࢡࡀᏑᅾࡍࡿ⨨࡛ࠊ༡ഃࡢ῝ᗘ 
㹫㏆Ꮡᅾࡍࡿ㐃⥆ⓗ࡞ᑕ㠃ࡀ㏵ษࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ
ࡿࠋ

㻌

㻌

㻌
 ᾏᇦ࠾ࡅࡿ≀⌮᥈ᰝ㐺⏝
D ᾏὒ㺃ἢᓊᇦ࠾ࡅࡿ㟁Ẽ᥈ᰝἲᩘ್ィ⟬ἲࡢ
ᩚഛ
 ㏆ᖺࠊἢᓊᇦ࠾ࡅࡿά᩿ᒙㄪᰝࠊᨺᑕᛶᗫᲠ≀
ᆅᒙฎศࠊ㓟Ⅳ⣲ᆅ୰㈓␃ࠊ࠾ࡼࡧࠊᾏὒ࡛ࡢ
⇕Ỉ㖔ᗋࠊ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࠊ▼Ἔ࢞ࢫࡢ᥈ᰝ➼ࠊ
ἢᓊࡽᾏὒ࠾ࡅࡿᆅୗᵓ㐀ㄪᰝࡸ㈨※᥈ᰝ
ࡢ♫ⓗせㄳࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᾏᇦࡢ㟁Ẽ࣭㟁☢᥈ᰝࢹ࣮ࢱゎᯒᢏ⾡ࡣ ᐃ⨨
ࡢ㛤Ⓨẚ࡚㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉ 2 ḟඖ௨ୖࡢᵓ㐀
ゎᯒࡘ࠸࡚ࡣ౫↛ࡋ࡚◊✲ẁ㝵࠶ࡿࡢࡀ⌧
≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣἢᓊ࣭ᾏὒ࠾ࡅࡿୖ
グࡢࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞᥈ᰝᑐ㇟㐺⏝ྍ⬟࡞㟁Ẽ᥈ᰝ
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グループの研究紹介

物理探査研究グループの紹介 ‑2010 年度‑
Exploration Geophysics Research Group, FY2010 Update
物理探査研究グループ長：内田利弘
Leader, Exploration Geophysics Research Group: Toshihiro Uchida
Phone: 029-861-3840, e-mail: uchida-toshihiro@aist.go.jp
http://unit.aist.go.jp/georesenv/explogeo/
a) 地層処分場の地質構造評価
沿岸域の地質構造や塩淡境界を把握するための
物理探査技術として、浅海域を対象とする電磁探査
法の機器開発とデータ解析手法の研究、北海道幌延
地域における物理探査法適用調査、地層の物性を求
めるデータ解釈法の研究等を行う。
b) 土壌汚染評価
油汚染サイトにおいて取得したデータの解析、試
料の分析を継続し、得られた比抵抗構造、電磁波反
射面分布、ダイレクトプッシュ原位置計測値等を総
合的に解釈し、汚染評価のための基礎情報を整理す
る。
c) 浅部地質環境評価
核磁気共鳴（NMR）表面スキャナー装置について、
農業や工業製品への適用実験を行う。マルチ送信比
抵抗探査装置の改良を行う。発破液状化試験、空気
注入地盤改良等の比抵抗モニタリングについて検
討を進める。
d) CO2 地中貯留のモニタリング技術
物理探査（電磁探査等）による CO2 貯留モニタリ
ング技術について海底電磁探査法等の数値実験に
よる検討を行う。CO2 のマイクロバブル注入技術お
よびモニタリング手法について基礎的検討を行う。
e) 地熱資源・地中熱利用における物理探査
地熱発電所の貯留層構造把握や温泉のつながり
を評価する研究の一環として、いくつかの地熱地域
において３次元比抵抗調査を実施する。地中熱利用
における最適生産設計と環境影響予測のため、地盤
物性パラメタの評価技術、環境負荷のモニタリング
手法について検討を行う。
f) 沿岸海域における地質・活断層調査
沿岸域の物理探査データ空白域を補い、海陸にわ
たる地質・断層構造を把握する探査法について検討
する。北海道苫小牧地域の陸域で反射法調査を実施
する。
g) 物理探査技術の基盤的研究
物理探査による地下構造の高精度イメージング
をめざす技術開発として、海底資源探査に向けた電
気・電磁探査データ解析法の基礎研究、震源断層評
価のための物理探査適用法の基礎研究、豪州におけ
る地殻構造調査のデータ解析を実施する。

１．グループの研究目的
本研究グループでは、放射性廃棄物地層処分、土
壌・地下水汚染、CO2 地中貯留、土木分野等の地圏
環境分野における地盤・岩盤の評価やモニタリング、
及び、地熱、鉱物資源等の資源分野における地質構
造調査に不可欠な物理探査技術の高精度化を目指
し、各種探査手法の技術開発と適用研究を行う。
平成 22 年度においては、放射性廃棄物地層処分
場選定における地質構造評価、土壌汚染・地下水環
境・土木分野等における浅部地質環境評価、CO2 地
中貯留における物理探査モニタリング、地熱貯留
層評価・地中熱利用への物理探査の適用、震源断
層評価への物理探査の適用等の研究を進めるとと
もに、技術シーズ開拓のための基盤的研究を進める。
２．グループの概要
1) グループ員
内田利弘（リーダー）
上田 匠
神宮司元治
中島善人
光畑裕司
横田俊之
安藤 誠（産学官制度）
2) 平成 22 年度の主な研究予算
資エネ庁委託費「沿岸域塩淡境界・断層評価技術
高度化開発」
JNES 委託費「震源断層評価に係る地質構造調査の
高度化に関する研究」
環境省委託費「地中熱利用ヒートポンプシステム
過負荷運転実証試験」
環境省委託費「温泉共生型地熱貯留層管理システ
ム実証研究」
共同研究費「柳津西山地熱地域における３次元 MT
法探査に関する研究」
運営費交付金「沿岸域地質・活断層調査」
運営費交付金「工業用地下水資源の再開発・合理
化研究」
など
3) 平成 22 年度の研究の概要
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法の開発を進めた。幌延地域において実施された陸
域電磁探査（MT 法）解析結果に上記解釈法を適用し、
第四紀地層（更別層）の間隙水電気伝導度分布を推
定した（図 5）。

３．平成 22 年度の主な進捗状況
1) 地層処分場の地質構造評価
a) 沿岸域を対象とする物理探査技術開発
放射性廃棄物地層処分において、沿岸域の地質構
造と地下水環境（塩分濃度等）を把握するための物
理探査手法の整備が必要とされている。そのため、
本研究では、浅海域を対象とする電磁探査法の機器
開発および２次元・３次元データ解析手法の研究を
進めるとともに、北海道幌延町のモデルフィールド
において、地震探査・電磁探査等の探査手法の適用
研究を行う。
平成 21 年度には、浅海用海底電磁探査法の機器
改良と幌延浅海域でのデータ取得試験、陸域での反
射法地震探査ならびに電磁探査法（MT 法）補足調査
を行った。調査位置を図 1 に示す。
海底電磁探査法については、平成 19 年度から開
発中の浅海用測定装置の改良と水槽実験を行って
正常な動作を確認した後、幌延町の浅海底での適用
試験を実施した（図 2）。その結果、実海域でも正
常に測定が行えることを確認したが、波浪に起因す
る装置の揺動ノイズが大きく、測定データの品質は
不完全であった。平成 22 年度には、さらに改良を
加えるとともに、測定仕様を見直して、データ品質
の向上を図った。陸域 MT 法測定データ（測線 A）と
海域の４測点のデータを合わせて海陸接合の２次
元構造解析を行った結果を図 3 に示す。
陸域の反射法地震探査は、深さ 2000m 程度までを
深部を対象とする P 波反射法と、深さ 100m 程度ま
での極浅層の構造を求める S 波反射法（ランドスト
リーマー使用）を実施した。測線は、沿岸部の浜里
地区で掘削中の調査井付近を起点とし、東に、S 波
は約 5km、P 波は約 8.5km の測線長で設定した。P 波
反射法の解析結果を図 4 に示す。

図 2：開発中の海底電磁探査装置の外観

図 3：陸域の MT 法測線 A(平成 19 年度)と海域 4 測点のデ
ータを用いた比抵抗構造 2 次元モデル（カラー表示）。既
存反射法データ（石油公団）による地層境界解釈（黒線）
を重ねて表示。海域のデータを加えることにより海岸線
近傍のモデルの信頼性が向上し、海底下浅部の比抵抗構
造も求めることができた。ただし、海域データの品質は
十分でないので、深部の比抵抗値の信頼性は低く、今後
平成 22 年度のデータを加えた解析を行う。

図 4：陸域 P 波反射法（平成 21 年度）のマイグレーショ
ン深度断面図（白黒表示）に石油公団の既存反射法断面
の地層境界解釈結果（赤線）を重ねて表示。各地層内の
詳細な層構造を追跡することができる。既存反射法断面
の解釈は H21 反射法結果と少し異なる箇所があり、今後
さらに解釈を進める必要がある。

図 1：北海道幌延町の沿岸域モデルフィールドにおける平
成 21 年度までの物理探査調査位置図。平成 22 年度には、
海域における電磁探査調査を実施する。

b)物理探査データ解釈法の研究
物理探査や物理検層データから、地層の地質環境
特性（間隙率、塩分濃度、力学的物性等）を定量的
に推定する手法を開発する。岩石を大小二種類の球
状粒子（砂・粘土粒子）で表現する二粒子モデル理
論を適用し、弾性波速度と電気伝導度を解釈する手

図 5：MT 法の比抵抗解析結果をもとに解釈して得られた
更別層の間隙水の電気伝導度分布
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鳴周波数で計測した。指数関数的に減衰する横緩和
波形の初期振幅を横軸に、横緩和時間を縦軸にプロ
ットしたものが図 9 である。油汚染の無い部位（間
隙流体が低粘性の水分子）のデータのトレンド（図
中の水色のゾーン）と、油汚染のある部位（間隙流
体が高粘性の油分子）のデータ点群とを、1 つのデ
ータ点を除いて識別することに成功した。このよう
に、NMR 法は、封印されたコアの汚染部位に関する
情報を非接触非破壊で簡便に示してくれるので、ガ
スクロなどのコア開封後の時間のかかる様々な分
析の前段階として大変有益な手法である。

2) 土壌汚染評価
地表からの物理探査や原位置計測によって、電気
物性等の分布から油汚染土壌を評価する手法につ
いて検討するため、油分汚染モデルフィールドにお
いて、
これまで 3 次元電気探査、
電磁マッピング法、
地中レーダ等による調査を実施した。また、ダイレ
クトプッシュ型貫入プローブを用いた深さ数 m まで
の原位置計測、土壌・地下水サンプリング等を実施
した。取得したサンプルについては、電気物性、X
線 CT、NMR 等の計測を行った。それらの結果を総合
して、油汚染に対する効果的な物理探査調査手法の
検討を進めている。
a) 3 次元電気探査と原位置計測
油分汚染サイトにおいて実施したダイレクトプ
ッシュ型貫入プローブ計測の実施箇所と 3 次元電気
探査（比抵抗探査）の結果を図 6 に示す。また、そ
のうち、4 地点について、ダイレクトプッシュ型原
位置計測による地盤の電気伝導度と揮発性成分
（FFD）の測定結果を図 7 に示す。FFD によって油汚
染の存在が確認された地点および深度と、3 次元電
気探査で得られた低比抵抗異常が良い相関を示す
ことが確認された。次に、4 つの孔井でサンプリン
グした地下水の分析結果を表 1 に示す。汚染が検出
された孔井（A‑5, 12, 17）の間隙水は、油汚染が
検出されなかった孔井（A‑14）に比べると、3 倍か
ら 5 倍の電気伝導度を示すことがわかる。間隙水が
高い電気伝導度を示す原因としては、微生物による
油分（有機物）の分解等が考えられる。間隙水の電
気伝導度が高い箇所は 3 次元電気探査による低比抵
抗異常と良い相関を示す。

図 6：油汚染サイトにおけるダイレクトプッシュ型貫入プ
ローブ計測および土壌サンプリング実施箇所、および、3
次元電気探査の解析結果（深度平面図）

b) 核磁気共鳴法による土壌汚染の評価
核磁気共鳴(NMR)法では、水分子と油分子の粘性
の違いに起因するプロトン横緩和時間の差異を利
用することで、油で汚染されたコアの部位を非破壊
で検出できるポテンシャルがある。そこで、油で汚
染されたサイトから採取した土壌コアサンプルに
対して NMR 法計測を実施した。調査サイトは粗〜中
粒砂の砂質地盤で構成されており、計測に用いたコ
アは深度 0〜4 m の区間のサンプルである。なお、
地下水位は深度約 1 m である。
永久磁石を搭載した低磁場核磁気共鳴装置（図 8）
にコアを装填し、プロトン緩和波形を 2.7MHz の共

図 7：ダイレクトプッシュ計測による地盤の電気伝導度と
FFD 結果

表 1：地下水サンプルの電気伝導度と各種分析結果
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図 10：海底電気探査概念図(探査船からの電極ケーブル直
接曳航や ROV を用いた電極展開)

図 8：核磁気共鳴分析装置(土壌コアを計測中)

図 11：鉛直 3 極配置を用いた(a) 3 層構造モデルにおい
て、低比抵抗(0.1ohm‑m)の第一層層厚を 1m から 100m ま
で変化させた場合の(b)電位応答と(c)見掛比抵抗。

図 9：核磁気共鳴データによる汚染部位と清浄部位の識別

3) 物理探査技術の基盤的研究
a) 汎用な水平多層構造数値計算手法の開発
近年注目が高まっている海底下構造の探査につ
いて、海底下浅部の比抵抗探査を目的とした海底電
気探査法の適用と、そのデータ解析手法について研
究を進めている。本研究では、浅海から深海におい
て、水平、垂直、傾斜など様々な電極配置による測
定に対応する汎用性を備えた解析計算プログラム
の作成、精度検証を行った。また、海底における鉛
直型電気探査の実測試験を行い、測定データを再現
する応答を数値計算により確認した
（図 10, 図 11）。
b) 豪州における電磁探査法適用研究
豪州ビクトリア州政府の進める鉱物資源調査研
究 Gold Undercover イニシアティブに協力し、豪州
モナッシュ大学、産総研、韓国 KIGAM の共同研究と
して、2007 年および 2008 年に同州中部（Bendigo
市周辺）において MT 法調査を実施した。
2 次元解析の信頼性を向上させるため、スタティ
ックシフトを未知数とできるように既存解析プロ
グラムを改良した（図 12）
。MT 法測点と同じ場所で
TEM 法測定が実施されスタティックシフトが推定さ
れているが、今回のインバージョンによるスタティ
ックシフト推定値は、多くの測点でそれらと整合性
の高いことが認められた。

図 12：（上図）豪州ビクトリア州中部で測定された MT 法
データについて、TE・TM モードの見掛比抵抗・位相とテ
ィッパーを用いて解析を行った 2 次元比抵抗モデル。地
下の比抵抗構造に加え、スタティックシフトも未知数と
した。（下図）2 次元解析によって推定したスタティック
シフト（TE・TM モード）（緑線）と、MT 法と同じ測点で
行った TEM 法データによって推定したスタティックシフ
ト（赤線）の比較。
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グループの研究紹介

地圏化学研究グループの研究概要
Outline of the Resource Geochemistry Research Group
地圏化学研究グループ長：佐脇貴幸
Leader, Resource Geochemistry Research Group: Takayuki Sawaki
Phone: 029-861-3908, e-mail: res_geo_x@m.aist.go.jp
1．グループの研究体制・研究方針
当グループは，地球化学，石油地質学，岩石・
鉱物学等を専門とする研究者で構成されている．
この体制により，燃料資源，非金属鉱物資源・材
料及びこれらに関連する地圏流体についての地質
学的・地球化学的・鉱物学的解析を通して，燃料
資源の成因解明・開発，環境保全，製品化等に資
する研究を進めていくことをグループの目標とし
ている．また，これらの研究課題に関して，研究
機関としての価値ある研究成果を上げる（論文，
学会発表，特許等）のみならず，産総研外部要請
への対応，精度の高い情報の発信，研究成果の普
及等を推進することを基本理念としている．
2．グループ員及び研究項目等
1）グループ員
佐脇貴幸（グループ長），猪狩俊一郎，金子信行，
鈴木正哉，末益 匠（2009 年 10 月 1 日〜）
，前
川竜男，須藤定久（客員研究員）および契約職員
2）研究項目
○運営費交付金による研究
・ 地圏化学の研究
・ 関東平野における水溶性天然ガスの地質・地化
学的調査研究
○受託研究
・ 加温機排気中の CO2 の効率的回収貯留システ
ムとその園芸作物への活用技術の開発（農林水
産省受託研究）
○共同研究
・ 関東南西部の温泉に付随する可燃性天然ガス
に関する地質学的・地球化学的研究
・ 工業用ハスクレイにおける実用化レベルの合
成および疎水性揮発性有機化合物用吸着剤に
関する研究
・ ハスクレイの生体毒性評価に関する研究
・ ガス化合成液体燃料製造用触媒の開発
・ 気中に含まれる親水性有機溶剤の分離・回収に
関する研究
・ 製鉄所において発生するガスにおける二酸化
炭素吸着分離剤に関する研究
・ ハスクレイ材料のデシカント空調部材への応
用に関する研究
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・ 環境試験機におけるナノチューブ状アルミニ
ウムケイ酸塩（イモゴライト/ハスクレイ）を
使用したデシカントローターの利用に関する
研究
・ 植物工場における二酸化炭素利用システムに
関する研究
・ 工業用ハスクレイの内装建材への応用に関す
る研究
3）主な研究設備
䊶 ガスハイドレート合成実験装置
䊶 ガスクロマトグラフ
䊶 ガスクロマトグラフ燃焼同位体質量分析計
䊶 イオンクロマトグラフ
䊶 流体包有物温度測定装置
䊶 流体包有物ガス分析装置
䊶 ハスクレイ合成装置
3．平成 22 年度の研究計画と平成 21 年度~22 年度
前期までの研究進捗状況
1) 関東平野における水溶性天然ガス鉱床の分布
に関する地質・地化学的調査研究（部門重点研究）

図1

南関東ガス田の概念図

南関東ガス田（図 1）が日本最大の水溶性天然
ガス（メタン）資源の賦存地域であることを踏ま
え，将来にわたる資源の安定供給に資するために，
関東地域における水溶性天然ガスの賦存状況に関
わる正確な地質学的情報を把握することを目的と
する．なお，本研究を進めるに当たっては，燃料

資源地質研究グループ，地圏微生物研究グループ
と連携している．
本研究は，平成 20 年度から 3 年計画で開始され
た．これまでに，文献調査と関係機関への聞き取
り調査に基づき，南関東ガス田分布域以外にも天
然ガス（メタン）がさまざまな層準に存在してい
ることを明らかにするとともに，関東地方におけ
る天然ガスの存在形態，分布等に関して情報を整
理した．それらの情報に基づき，群馬県，栃木県，
茨城県，埼玉県，東京都，千葉県下のガスを付随
する温泉井及びガス井をピックアップし，実坑井
での水・天然ガス採取を行い（図 2）
，天然ガスや
地層水についての化学分析，水素・炭素・酸素の
同位体分析を行っている．また，神奈川県につい
ては，神奈川県温泉地学研究所との共同研究に基
づき，データの解析を行っている．

べきであり，移動したガスの再溶解と天水の侵入
による鉱床の破壊過程を地化学データの解析から
正しく認識する必要がある．

ၮ⋚ᷓᐲ䈱ᷓ䈇ၞ㩷

ධ㑐᧲䉧䉴↰

図3

高橋(2008)による基盤深度を入れたシームレス地質図

現在，温泉の泉質（Na, Cl 濃度等）及び地下の
地質情報との対比に基づいて，メタンガスの起源
とその後の変遷についてより詳細な解析を進めて
いるところである．

図2

温泉水・ガスの採取

本研究の開始以前にも，当研究グループ員によ
って既に南関東ガス田の研究は進めてきていた
(例えば，金子ほか, 2002)が，その結果では，南関
東ガス田のメタンの炭素同位体比・水素同位体比,
及びメタン/（エタン+プロバン）比のデータから，
「南関東ガス田のメタンは，CO2 と H2，H2O から
アーケアが生成した微生物起源ガスである」と結
論付けている．今回の研究にて採取した様々な試
料についても，それらのデータには既研究と同じ
傾向が認められ，関東平野各地域の堆積盆内で確
認されたメタンガスは，基本的には微生物起源で
あることが推定された．ただし，採取地点毎にそ
のデータのばらつきが大きく，地域に応じた多様
な形成プロセスがあることが推測された．なお，
茨城県北部や群馬県の一部の温泉では，熱分解性
のメタンガスも認められた．
また，南関東ガス田地域内だけではなく，堆積
物が厚く堆積している堆積盆内でもメタンが存在
すること（図 3）
，及び先新第三系では熱分解起源
の天然ガスが検出される場合があることから，地
質学的背景を考慮した情報の整理と提示が必要で
あることがより明瞭となった．
以上の研究データを踏まえると，南関東ガス田
全体のメタンガスの性状をより詳細に解明するた
めには，特に房総地域において鉱床の形成過程を
明らかにし，過飽和状態でのガスの移動を考慮す
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2) 燃料資源に関わる地化学的成因研究，資源評価
南関東ガス田以外のガスハイドレート，水溶性
天然ガス，石炭起源天然ガス等の燃料資源に関わ
る地球化学的実験・分析に基づく研究を進め，そ
れらの成因，資源評価，賦存状況の把握等を行う
ことを目的としている．
この中で，まずガスハイドレートの地化学的成
因評価研究として，ガスハイドレートの安定性を
考察するため，アルコール類，アセトン等溶存成
分がガスハイドレート相平衡条件に及ぼす影響を
実験的に測定した．その結果，メタノール，エタ
ノールはガスハイドレート生成阻害効果があるの
に対し，プロパノールにはメタンに対しガスハイ
ドレート生成促進効果もあることがわかった．ま
た，アセトンはメタンに対しては生成促進効果が
あるが，プロパンに対しては生成阻害効果が見ら
れ，ガスハイドレート生成に対する生成阻害・促
進効果は，ガス種や水溶液濃度に依存することが
わかった．
次に，石炭起源天然ガス，コールベッドメタン
の起源を明らかにすること，および石炭のガス吸
着能力と炭質の関係を実験等で明らかにすること
を目標とし，多孔質物質へのガス吸着能測定，す
なわち水存在下でのガス吸着特性を検討するため
の実験に着手している．また，液相へのガス溶解
度の測定のための実験手法を確立し，水または塩
水へのメタン溶解度を測定した．平成 21 年度には，
多孔質物質として活性炭を用い，水を充填した試
料について窒素，二酸化炭素を吸着させる実験を
行った．その結果，乾燥試料と比較して水充填試
料の場合は，窒素の吸着量が大きく減少したのに
対し，二酸化炭素の場合は，低圧では吸着量が減
少するものの，高圧での飽和吸着量は変わらない

ことがわかった．
さらに，ヨウ素 129 年代値に縛られていた天然
ガス（メタン）成因論から脱却し，海溝充填堆積
物および前弧海盆堆積物でのメタン生成に注目し
た前弧域でのメタンの濃集機構について検討した．
その結果，南関東ガス田や東海ޯ四国沖のメタン
ハイドレートに代表されるメタンの濃集は，堆積
物中に取り込まれた間隙水が，付加体の形成と斜
面・前弧海盆での堆積による圧密を受けて浅部に
溜まり続け，それと同時に微生物によるメタン生
成が継続したことによると考えられた．また，ハ
イドレートの形成は，付加体の成長に伴う隆起に
より減圧され，間隙水がメタンに過飽和になった
ことによると考えられる．
3) 非金属鉱物資源に関わる地化学・地質学・岩石
学的研究
骨材資源や粘土鉱物等の非金属鉱物資源の産状，
分布，成因，及びその工業的利用（材料）等にか
かわる現地調査・実験を行い，資源の安定供給と
製品化に資する研究開発を実施している．また，
岩石・鉱物と地圏流体との関係を地球化学・地質
学・岩石学的手法により明らかにする研究を進め
ることを目的としている．
平成 20 年度にプ
レスリリースした
ハスクレイ（図 4）
については，気体
（水蒸気，二酸化
炭素等）の吸脱着
に優れている無機
多注目され，結露
図 4 ハスクレイ
防止，デシカント空
調，二酸化炭素回収
等の目的に利用されることが期待されている．ま
た，産総研外部からの注目も高く，現在，様々な
企業及び研究機関との共同研究を進めている。こ
のために，産総研内部の研究体制として，サステ
ナブルマテリアル研究部門とのユニット間連携研
究，その大量合成法の研究開発とともに，その用
途・市場の拡大化に資する研究開発を進めている
ところであるが，以下にはそのうちの代表的な研
究実施例について示す．
平成 22 年 7 月には，農林水産省の公募型受託研
究として，
「加温機排気中の CO2 の効率的回収貯留
システムとその園芸作物への活用技術の開発」が
採択された．これは，施設園芸における収量増大・
品質向上を目的とした CO2 施用にハスクレイを用
いることで，加温機の排気中の二酸化炭素を効率
よく回収貯留し再利用可能な，施設園芸用省エネ
型 CO2 施用システムとその活用技術を開発しよう
というものである（図 5）
．
ここで解決すべき問題となるのは，加温時に発
生する排気中の CO2 を再利用するにあたって，
NOx や SOx など植物の生育に悪影響を及ぼす有害
物質の低濃度化と，CO2 の回収貯留である．本研
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究開発では，ハスクレイを用いることで，排ガス
中の有害物質を効率よく低濃度化するシステムを
構築するとともに，装置の小型化および運転にか
かるエネルギーの低減を主目的とした省エネ型
CO2 回収貯留システムを構築し，その適用による
園芸作物の増収・高品質化を実証するものである．
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新しい CO2 施用システムの概念図

なお，平成 21 年度以降，ライセンス契約実施に
よるハスクレイの販売開始，共同研究や試料提供
などを通じてハスクレイの製品化を進めるととも
に，展示会や産総研オープンラボ出展等の場での
普及活動に努めた．
4) 地圏化学の基礎的研究
地圏資源・環境に関する新規研究課題の探索，
新しい地化学的技術の開発等，萌芽的・共通基盤
的研究を行うことを目的とする．
平成 21 年度後半以降の研究成果としては，CO2
の地中貯留に関わり，CO2 のハイドレート相平衡
条件，溶解度等を実験的に測定した．メタンに対
してはハイドレート生成促進剤となるプロパノー
ル，アセトンを用いて相平衡実験を行った結果，
CO2 に対しては生成阻害効果を示すことがわかっ
た．
また，ハスクレイおよび多孔質材料について，
特に二酸化炭素吸着に関し，細孔径分布や細孔形
状との関係を含めた検討を行った結果，二酸化炭
素に対しては水蒸気と異なる吸着サイトが存在す
るとともに，吸着状態も水蒸気の吸着と異なるこ
とが明らかとなった．
4. 2009 年 9 月〜2010 年 8 月の研究成果（波線部
がグループ員）
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ྠᐃࡋࡓ⤖ᯝࠊ⮳㐺ሷ⃰ᗘࠊ⮳㐺 ᗘࠊ㑇ఏᏊ
㓄ิ࡞ࡀ᪤▱✀␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆぢ࠸

ᅗ 2 ඹ⏕ᇵ㣴࠾ࡅࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ⳦ࡢỈ⣲ྠయศู
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ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂

⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤂
Introduction of the Fuel Resource Geology Research Group
⇞ᩱ㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸸Ჴᶫ Ꮫ
Leader, Fuel Resource Geology Research Group: Manabu TANAHASHI
Phone: 029-861-3938, e-mail: tanahashi-m@aist.go.jp
㸯㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ⓗ
▼Ἔ㸪ኳ↛࢞ࢫ㸪▼Ⅳ➼ࡢ⇞ᩱ㈨※㖔ᗋ㛵ࡍ
ࡿ᥈ᰝᡭἲ࣭㈨※ホ౯ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘࢆࡵࡊࡋ㸪
ࡑࡢᇶ♏࡞ࡿ㖔ᗋᡂᅉࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㸪㈨※᥈
ᰝἲࡢᨵⰋ㸪㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ᢏ⾡ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺㸬
≉㸪ᙜ㒊㛛ࡢᆅᅪᏛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸪ᆅᅪᚤ
⏕≀◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ༠ຊࡋ㸪㔜Ⅼ◊✲ㄢ㢟ࠕప
⎔ቃ㈇Ⲵኳ↛࢞ࢫ㈨※ࡢホ౯࣭㛤Ⓨᢏ⾡ࠖࢆᐇ
ࡍࡿ㸬

㸰㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲㈨※
Dࢢ࣮ࣝࣉဨࡑࡢᑓ㛛ศ㔝
Ჴᶫ Ꮫ ⇞ᩱᆅ㉁㸪ᾏὒᆅ㉁
ᯇᯘ ಟ ≀⌮᥈ᰝ㸪ᆅ⌫⇕Ꮫ
ᚨᶫ⚽୍ ሁ✚ᆅ㉁㸪⇞ᩱᆅ㉁
୰ᔱ  ᾏὒᆅ㉁㸪ሁ✚ᆅ㉁
బ⸨ᖿኵ ᾏὒᆅ㉁
᳃⏣ே ᵓ㐀ᆅ㉁㸪ᾏὒᆅ㉁
ᑠ⏣ ᾈ ▼Ⅳᆅ㉁㸪ሁ✚ᆅ㉁
ᚋ⸨⚽స ᆅ⌫⇕Ꮫ

E◊✲㈨㔠
࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࠕ⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁ࡢ◊✲ࠖ ᆅ㉁
ཬࡧྠ㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮㸧
࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࠕ㒊㛛㔜Ⅼண⟬㸸㛵ᮾᆅ᪉ࡢ
ኳ↛࢞ࢫ㈨※ホ౯ࠖ ศᢸ㸪ᖹᡂ 㸫 ᖺᗘ㸧
࣭ཷク◊✲㸦-2*0(&㸧
ࠕ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࢩࢫ
ࢸ࣒ᵓ⠏㛵ࢃࡿὸᒙᆅ㉁ᆅᏛ◊✲࠾ࡼࡧᢏ
⾡ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗົࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭ཷク◊✲㸦-2*0(&  ࠕᮾ㒊༡ᾏࢺࣛࣇ࣓ࢱࣥ
ࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈿Ꮡᾏᇦࡢᆅ㉁ᆅᏛ⥲ྜゎ㔘ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭ཷクㄪᰝ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧
ࠕி㒔࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵㐃
ᢏ⾡ᬑཬ➼ᴗࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
࣭ඹྠ◊✲㸦▼Ἔ㈨※㛤Ⓨᢏ⾡◊✲ᡤ㸧
ࠕᩘᏛⓗ
ᡭἲࡼࡿ◁ᒾศᕸண ࡢ◊✲ࠖ㸦ᖹᡂ 㸪
ᖺᗘ㸧
࣭ඹྠ◊✲㸦-2*0(&㸧ࠕỈ῝ᇶ♏ㄪᰝ ㈨※࣏
ࢸࣥࢩࣕࣝ 㛵ࢃࡿඹྠ◊✲ࠖ
㸦 ศᢸ㸪ᖹᡂ 㸪
 ᖺᗘ㸧
࣭ཷクㄪᰝ㸦㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ㸧
ࠕỈ῝ᇦ࠾

ࡅࡿ▼Ἔ㈨※➼ࡢ᥈ᰝᢏ⾡➼ᇶ♏ㄪᰝ㛵ࢃࡿ
㧗ᗘᆅ㉁ゎᯒࠖ㸦ศᢸ㸪ᖹᡂ 㸪 ᖺᗘ㸧

㸱㸬◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
㻌 䠍䠅▼Ⅳ㉳ ※ኳ↛䜺䝇㈨※䛾㖔 ᗋ ᡂᅉ䠈ᙧ ᡂ ᶵ
ᵓ䠈䛚䜘䜃㈨※䝫䝔䞁䝅䝱䝹ホ౯ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᆅ
㉁Ꮫⓗ◊✲㻌
࣭ࢪࣕࣃ࢚ࣥࢼࢪ࣮▼Ἔ㛤Ⓨ㸦ᰴ㸧ࡢඹྠ◊
✲ࡢ୍⎔ࡋ࡚㸪୕㝣Ἀሁ✚┅ࡢኳ↛࢞ࢫ࣏ࢸ
ࣥࢩࣕࣝホ౯ࡢࡓࡵ㸪≀⌮᥈ᰝࢹ࣮ࢱ㸪ᆙࢹ
࣮ࢱ➼ࡽᮏᆅᇦࡢ㈨※ᆅ㉁㸪ሁ✚ྐ㸪⇕ྐ㸪
ᵓ㐀Ⓨ㐩ྐࡢ᳨ウࢆᐇ୰࡛࠶ࡿ㸬

㻌 䠎䠅䜺䝇䝝䜲䝗䝺䞊䝖㈨※䛾㖔ᗋᡂᅉ䠈ᙧᡂᶵᵓ䠈
䛚䜘䜃㈨※䝫䝔䞁䝅䝱䝹ホ౯ᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᆅ㉁Ꮫ
ⓗ◊✲㻌
࣭࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㖔ᗋࡢ᥈ᰝἲ㸪㈨※ホ౯
ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ㸪༡ᾏࢺࣛࣇ㸪ୖ㉺Ἀ㸪ᑐ
㤿ᾏ┅➼࠾ࡅࡿ㔝እㄪᰝ㸪ヨᩱศᯒ㸪ࢹ࣮ࢱ
ゎᯒ㸪ෆእࡢ㈨ᩱ㞟ࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏ࿘㎶ཬࡧୡ
⏺ࡢࣁࢻ࣮ࣞࢺศᕸࡢᆅ㉁Ꮫⓗ≉ᚩࡢゎ᫂ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
࣭ᮾ㒊༡ᾏࢺࣛࣇࡢ㈨※㔞ࡢぢ┤ࡋ࠾ࡼࡧୖ㉺
Ἀ➼ࡢᾏᗏୗὸ㒊ࢆྵࡵࡓࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※➼
ࢆ⪃៖ࡋࡓ᪥ᮏ࿘㎶ࡢࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※㔞ࡢ
ヨ⟬సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
࣭༡ᾏࢺࣛࣇᇦࡢ⇕ὶ㔞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ゎᯒ
㸦ᅗ㸯㸧㸬ᮏᾏᇦ࡛ᐇࡉࢀࡓ⇕ὶ㔞ㄪᰝཬࡧ
ᑕἲᆅ㟈᥈ᰝグ㘓ୖࡢ %65 ῝ᗘࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ
⇕ὶ㔞ࢹ࣮ࢱࢆࢥࣥࣃࣝ㸪ᾏᗏୗ⇕ᵓ㐀ࢆ᥎
ᐃࡋ㸪⇞ᩱ㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࡢࡓࡵࡢᇶᮏ
ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡍࡿ㸬ࢥࣥࣃࣝࢹ࣮ࢱࡢ࢟ࣕࣜ
ࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪㛗ᮇᾏᗏ ᗘ ᐃ
ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᆅẆ⇕ὶ㔞 ᐃࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࣭ᮾᾏἈ࣭⇃㔝ࢺࣛࣇ࠾ࡅࡿᆅ㟈᥈ᰝࢹ࣮ࢱ
ゎᯒࢆ㐍ࡵ㸪⇃㔝ࢺࣛࣇእ⦕㒊࠾ࡅࡿ⇕ᵓ㐀
᥈ᰝ㸪ୖ㉺Ἀᾏᇦ࡛ࡢሁ✚≀᥇ྲྀ࠾ࡼࡧᆅ㉁ᵓ
㐀᥈ᰝ㸦ᅗ㸰㸧ࢆ㸪ㅖᶵ㛵ඹྠࡋ࡚ᐇࡋࡓ㸬
࣭-2*0(& ࡢጤク◊✲ࠕ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࢩࢫ
ࢸ࣒ᵓ⠏㛵ࢃࡿὸᒙᆅ㉁ᆅᏛ◊✲࠾ࡼࡧᢏ
⾡ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗົࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸪ᅗ㸱㸧㸪
ࠕᮾ㒊༡ᾏࢺࣛࣇ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈿Ꮡᾏᇦ
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ࡢᆅ㉁ᆅᏛ⥲ྜゎ㔘ࠖ ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࠾࠸
࡚㸪ᾏᗏ㠃⌧㇟㸪' ᆅ㟈᥈ᰝሗ㸪῝㒊ᆅ㉁
ሗࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
䠏䠅ᅾ᮶ᆺኳ↛䜺䝇㈨※䛾㖔ᗋᡂᅉ䠈ᙧᡂᶵᵓ䛻
㛵䛩䜛ᆅ㉁Ꮫⓗ◊✲㻌
࣭ᡃࡀᅜࡢኳ↛࢞ࢫ㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࡢᨵ
ゞࡢࡓࡵ㸪᪂ࡋ࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ᢏ⾡ࡢ᳨ウ
ࢆ㐍ࡵ㸪ࣁࢻ࣮ࣞࢺ㈨※➼ࢆྵࡵࡓ᪂ࡓ࡞
ᅜⓗ㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
࣭㒊㛛㔜Ⅼ◊✲ࡋ࡚㸪
ࠕ㛵ᮾᖹ㔝Ỉ⁐ᛶኳ↛
࢞ࢫ㖔ᗋࡢᆅ㉁࣭ᆅᏛ◊✲ࠖࢆ㛤ጞࡋ㸪ᒙᗎ㸪
ሁ✚ᵓ㐀ሗࡢゎᯒࡼࡿ୕ḟඖⓗ࡞ᆅ㉁ᵓ㐀
ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸲㸧㸬
࣭⫼ᘼᾏ┅ࡸ๓ᘼᾏ┅ぢࡽࢀࡿࢱ࣮ࣅࢲࢺ
◁ᒾࡢศᕸᵝᘧ࣭ሁ✚⎔ቃ࣭ሁ✚ᶵᵓࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠸㸪◁ᒾࡢ㉳※㛵ࡍࡿㄽᩥࢆ
ฟ∧ࡋࡓ㸦ᚨᶫ㸪㸪ᚨỌ༤ኈㄽ㞟㸪㸧㸬
࣭ᮾ᪥ᮏࡢἜ⏣ᡂ❧㛵ࢃࡿ⬨ᱱ㒊ࡢᆅ㉁ᵓ
㐀Ⓨ㐩㛵ࡋ࡚㸪ㄽᩥࢆฟ∧ࡋࡓ㸦Ᏺᒇ࣭୰ᔱ
㸪㸪ᆅ㉁㞧㸪㸪㸹Ᏺᒇ࣭୰ᔱ㸪
㸪ᆅ㉁㞧㸪㸪㸧
࣭▼Ἔ㈨※㛤Ⓨ㸦ᰴ㸧ᢏ⾡◊✲ᡤ㈨㔠ᥦ౪ᆺ
ඹྠ◊✲ࠕᩘᏛⓗᡭἲࡼࡿ◁ᒾศᕸண ࡢ◊
✲ࠖ ᖹᡂ 㸪 ᖺᗘ㸧ࢆᐇ୰㸬
࣭ࣈࣛࢪࣝἈୡ⏺ࡢ῝ᾏࢳࣕࢿࣝࢩࢫࢸ࣒
ࡢ ' ᆅ㟈᥈ᰝグ㘓ゎᯒࢆ⾜࠸㸪࣐ࢰࣥᾏᗏࢳ
ࣕࢿࣝෆࡢ㈓␃ᒾࡢᙧែศᕸࡢゎᯒཬࡧ⮬↛
ሐ㜵ࡢཌࡉࡢഃ᪉ࡢኚࢆゎᯒࡋ㸪᪂ࡓ࡞ሁ
✚ᵓ㐀 2XWHU%DQN%DU ࢆᥦၐࡋࡓ㸬


ᅗ㸯 ⇃㔝ࢺࣛࣇࡢ⇕ὶ㔞ࢹ࣮ࢱࢥࣥࣃࣝ


ᅗ㸰 ୖ㉺ᾏୣࡢࣁࢻ࣮ࣞࢺሁ✚యࡢ



ᅗ㸱  㔜 %65 ࡢ≉ᚩ㸦2WVXNDHWDO㸧



ᅗ㸲 㛵ᮾᆅ᪉ࡢணᐹⓗ  ḟඖᆅ㉁ᵓ㐀ࣔࢹࣝ

䠐䠅⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁ᅗ䛾⦅㞟㻌
࣭⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁ᅗࠕ༡ᾏࢺࣛࣇࠖࡢ⦅㞟ྥࡅ㸪
ᆅ㟈᥈ᰝࢹ࣮ࢱゎᯒ㸪⇕ὶ㔞ࢹ࣮ࢱ㔜☢ຊࢹ࣮
ࢱ➼ࡢ㞟࣭ゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
࣭
ࠕᾏ㐨▼Ⅳ㉳※ኳ↛࢞ࢫ㈿Ꮡᅗࠖࢆ⦅㞟ࡍࡿ
᪉㔪ࢆ❧࡚㸪㔲㊰ᆅᇦ㛵ࡋ࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜ࡗ
࡚᪤Ꮡ㈨ᩱྵࡲࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆᢕᥱࡋࡓ㸬
࣭㒊㛛㔜Ⅼ◊✲ࢆศᢸࡋ㸪Ỉ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣࡛࠶
ࡿࠕ༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࠖࡢᆅ㉁࣭ኳ↛࢞ࢫ㈨※ሗ
ࢆ⥲ᣓࡍࡿ⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁ᅗ⦅⧩ࡢࡓࡵ㸪୕ḟඖ
ⓗ࡞ᆅ㉁ᅗ⦅㞟ࡢࡓࡵ㸪ᆅ㉁ᵓ㐀ሗࡢ㞟ཬ
ࡧゎᯒࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬
࣭ࢱ࣮ࣅࢲࢺ◊✲㸪Ỉ⁐ᛶ࢞ࢫ⏣◊✲㸪&2
ᆅ୰㈓␃᳨ウ࠾࠸࡚㔜せ࡞≉Ṧᆅ㉁ᅗࠕ༓ⴥ
┴Ύ┴Ẹࡢ᳃࿘㎶ࡢᆅ㉁ᅗ࠾ࡼࡧㄝ᫂᭩ࠖ
㸦ᚨ
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⏝࠸ࡓ㧗ᗘᆅ㉁ゎᯒࡢࡓࡵࡢᾏὒ㈨※ᆅ㉁ᆅ⌫
≀⌮ሗྍどࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸦ᅗ㸶㸧㸬
࣭ᑠ➟ཎ⯚≧ᾏ┅ࡢⅣỈ⣲࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢண
ᐹⓗ࡞᥎ᐃࢆᐇࡋ㸪㧗࠸ⅣỈ⣲⏕ᡂ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬

ᶫ㸪▼ཎ㸪㸧ࢆฟ∧ࡋࡓ㸦ᅗ㸳㸧㸬



ᅗ㸳 ≉Ṧᆅ㉁ᅗࠕΎ┴Ẹࡢ᳃࿘㎶ࡢᆅ㉁ᅗࠖ

䠑䠅⇞ᩱ㈨※ᆅ㉁䛾ᇶ♏ⓗ◊✲㻌
 ⇞ᩱ㈨※⯡㛵ࡍࡿ⏕ᡂᶵᵓ࣭᥈ᰝἲ࣭⇞
ᩱ㈨※ホ౯ἲ࡞ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏ⓗ࡞࠸ࡋⴌⱆ
ⓗ࡞◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬᰿※ᒾホ౯ἲ㸪㈨※
ホ౯ᢏ⾡㸪ᾏὒᆅ㉁ㄪᰝἲ㸪≀⌮᥈ᰝἲ㸪ᆅ㉁
ᵓ㐀Ⓨ㐩ྐ㸪ሁ✚ᵓ㐀ゎᯒ㸪ᆅ⌫⎔ቃㄽ㸪➼ࠎ
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グループの研究紹介

地圏微生物研究グループの紹介
Introduction of the Geomicrobiology Research Group
地圏微生物研究グループ長：坂田 将
Leader, Geomicrobiology Research Group: Susumu Sakata
Phone: 029-861-3898, e-mail: su-sakata@aist.go.jp
１．グループの研究目的
地圏における微生物の分布と多様性,機能,活
性を評価することにより,元素の生物地球化学的
循環に関する基盤的情報を提供するとともに,資
源開発,環境保全や地圏の利用に資する研究を行
う.当研究部門の戦略課題「低環境負荷天然ガス
資源の評価・開発技術」,「地下微生物を活用し
た地圏環境リスク管理技術の研究」に取り組み,
油ガス田等に生息する微生物の活動（メタン生成,
消費,石油炭化水素分解）の実態解明を目指す.
２．グループの研究資源（22 年度）
１）グループ員
研究スタッフ
坂田 将（リーダー）,古宮正利,
竹内美緒,眞弓大介（特別研究員）,
徐 維那（特別研究員）
テクニカルスタッフ
氏家知子,小神野良美,執印訓子,
張 華,三浦直子
２）予算

る研究者で構成され,坑井等からの各種地下試料
（堆積物,岩石,水,ガス,油等）の採取と,化学・
同位体分析,好気・嫌気微生物培養,同位体トレー
サー実験,遺伝子解析等を通じて,地圏微生物の
活動に関する基盤的情報を提供する.燃料資源地
質・地圏化学研究グループ,生物プロセス研究部
門,INPEX 帝石（株）,（株）テクノアース,放射線
医学総合研究所,JOGMEC 等と連携し,水溶性天然
ガス・メタンハイドレート（MH）の成因解明や有
効利用,枯渇油田の天然ガス再生技術検討を重点
的に進める.
４．21 年度後期‑22 年度前期の研究進捗状況
１）メタンハイドレート成因解明のための生物地
球化学的研究
・ カスカディア・マージンの 2 地点（MH 分布域
の内と外）から採取されたコア試料のラジオト
レーサー実験の結果,MH の有無に関わらず同程
度のメタン生成活性が検出され,表層近くより
深部で高い活性が検出された.メタン生成経路
は炭酸還元が酢酸分解よりも顕著であった（図
1）.
・ 海底深部地下を模擬した高圧条件で,蟻酸を基

運営費交付金
「地圏微生物の研究（地質）」
「地圏微生物の研究（エネルギー）
」
「天然ガスの分布・成因に関する調査研究」

質として水素資化メタン生成菌を培養し,メタ
ン生成に伴なう同位体分別を評価した.

委託費
「メタン生成・消費微生物群の分離培養と動態
解析ツールの開発」
（科研費）
「陸域における微生物による嫌気的メタン酸化
プロセスの解明」
（科研費）
「放射性廃棄物処分安全技術調査等のうち地層
処分に係る地質情報データの整備」（NISA）
「幌延変動観測調査」
（JNES）

共同研究費
「安定同位体トレーサ法による油層内微生物の
原油分解メタン生成経路の評価に関する研
究」
（INPEX 帝石（株）
）
「メタン溶存天然水を用いた有機塩素化合物に
よる汚染地下水の浄化工法の実用化に関する
研究」
（（株）テクノアース）

図 1.カスカディア・マージンの 2 地点における
海底微生物のメタン生成活性の分布 3）

３．グループの特色
有機・生物地球化学,微生物生態学を専門とす

２）在来型天然ガス資源の成因解明のための生物
地球化学的研究
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・ 千葉県水溶性ガス田における地下微生物のメ
タン生成活性や生成経路,宮崎県，静岡県水溶性
ガス田の天然ガスの起源について検討を進め
た.

８）基礎的研究
・ レーザーラマン顕微鏡と安定同位体を用いた
微生物の１細胞レベルでの機能特定法を確立
し,微生物集積培養系への適用を試みた.

３）地下微生物を活用した地圏環境リスク管理技
術の研究
・ 企業との共同研究として天然ガス田地域のメ
タン溶存地下水を利用した地下水汚染のバイ
オレメデイエーション技術の実用化向け,現地
調査を行った.
４）油層内微生物のメタン生成経路に関する研究
・ 秋田県八橋油田のかん水を原油とともに油層
の温度・圧力条件で培養した結果,主に酢酸酸化
г 炭酸還元経路でメタンが生成されることを
見出した（図 2）. 安定同位体トレーサー法に
よる原油炭化水素からのメタン生成経路の解
明を目指し,新たに山形県新堀油田からかん水
と原油を採取した。.

図 3.一細胞のラマンスペクトル（B.subtilis）

５．主な論文成果

図 2.八橋油田の油層水の培養に伴なう
メタンと酢酸の濃度変化 5）

５）堆積岩地域の水文地質データの評価手法に関
する調査
・ 堆積岩地域における深部掘削で得られる柱状
試料の脂質バイオマーカー分析を進めるとと
もに，新たに地下水の濾過で採取されるバクテ
リアや古細菌の脂質バイオマーカーを分析す
る手法を検討した.
６）メタン生成・消費微生物群の分離培養と動態
解析ツールの開発
・ 南海トラフの海底メタン冷湧水堆積物に含ま
れる古細菌起源の脂質とメタンの炭素同位体
比の関係について解析を進めた.
・ 陸域地下圏からメタン生成菌を分離し,その
性質を解明した.
・
７）陸上地下圏における微生物による嫌気的メタ
ン酸化の解明のための地球化学・微生物学的アプ
ローチ
・ 関東平野の沖積層コア試料について，DNA/RNA
を用いた微生物相解析を実施し,嫌気的メタン
酸化古細菌が陸域地下圏にも生息しているこ
とを解明した.
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Introduction of the Geothermal Resources Research Group
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Leader, Geothermal Resources Research Group: Hirofumi Muraoka
Phone: 029-861-2403, e-mail: hiro-muraoka@aist.go.jp
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➼㛵ࢃࡿ⥲ྜⓗ࡞◊✲ᴗົࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ◊✲ࢆ࣮࣋ࢫ㸪ᆅୗ✵㛫⏝ࡸᆅᅪ⎔ቃၥ
㢟➼㛵ࢃࡿᛂ⏝ⓗ࡞◊✲ᴗົࢆ⾜࠺㸬

㸰㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲㈨※
㸯㸧ࢢ࣮ࣝࣉဨ
ᖖ◊✲ဨ㸸ᮧᒸὒᩥ㸪బࠎᮌ᐀ᘓ㸪ⱱ㔝 ༤㸪
⋢⏕ᚿ㑻㸪Ỉᇉ᱇Ꮚ
◊✲༠ຊ⪅㸸㜰ཱྀᆂ୍㸪ᰗ⃝ᩍ㞝㸪㥖⃝ṇኵ

 㸰㸧ண⟬
࣭ᆅ⇕ᢏ⾡㛤Ⓨᰴᘧ♫ཷク◊✲㈝ࠕᮦᩱヨ㦂࣭
ἨỿẊ≀ヨ㦂ཬࡧᕷሙつᶍㄪᰝࠖ
㸦᪂࢚ࢿࣝࢠ
࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡㛤Ⓨᶵᵓ㹙1('2㹛ࡢ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
࣋ࣥࢳ࣮ࣕᢏ⾡㠉᪂ᴗࠕ Ἠ࢚ࢥࢪ࢙ࢿࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠖࣇ࢙࣮ࢬϨࡢ୍㒊ཷク㸧
࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࠕ୰ᑠᆅ⇕㈨※ࡢ◊✲ࠖ
࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࠕᆅ⇕㈨※ࡢ◊✲ࠖ

㸱㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ◊✲ィ⏬
➨  ᮇ୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕ୰ᑠᆅ⇕㈨※㛤Ⓨ➼㸪ᅜෆ
እࡢᆅ⇕㈨※ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ᆅ⇕㈨※ࡢศᕸ㸪
ᡂᅉ㸪᥈ᰝ㸪ホ౯㸪ࣔࢹࣝ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪
⏝ᢏ⾡㸪㛤Ⓨᢏ⾡➼㛵ࢃࡿ⥲ྜⓗ࡞◊✲ᴗົ
ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆ࣮࣋ࢫ㸪ᆅୗ✵
㛫⏝ࡸᆅᅪ⎔ቃၥ㢟➼㛵ࢃࡿᛂ⏝ⓗ࡞◊✲ᴗ
ົࢆ⾜࠺ࠖ㸬ࡇࡢࡽ㸪ᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ᆅ
⇕㛤Ⓨಁ㐍ྥࡅ࡚㸪ᅜෆࡢ୰᰾ⓗ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡋ࡚㸪㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ㸪᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗ
ᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸪ᆅ⇕⏘ᴗ⏺㸪ᆅ᪉⮬య㸪᪥
ᮏᆅ⇕Ꮫ➼㸪እ㒊ࡢ✚ᴟⓗ࡞ാࡁࡅࡸ㈉⊩
ࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࢪࢆ୰ᚰࡍࡿᾏእࡢ✚
ᴟⓗ࡞◊✲༠ຊࢆ⾜࠺㸬➨  ᮇ୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿ
せ◊✲ㄢ㢟ࡣ㸪ࡁࡃࠕ୰ᑠᆅ⇕㈨※ࡢ◊✲㸦
ྕᴗົ㸧ࠖࠕᆅ⇕㈨※ࡢ◊✲㸦 ྕᴗົ㸧ࠖࡽ
࡞ࡿ㸬
ࠕ୰ᑠᆅ⇕㈨※ࡢ◊✲ࠖࡣᅜࡢᆅ⇕ᴗ࡛࠶
ࡿ 1('2 ᆅ⇕㛤Ⓨಁ㐍ㄪᰝ㸦୰ᑠᆅ⇕㸧ࢆഃ᪉ᨭ
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ㸪ᆅ⇕㈨※ࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡓ

ࡵ㸪⎔ቃ㈇Ⲵࡢᑡ࡞࠸୰ᑠᆅ⇕㈨※ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡍ
ࡿᢏ⾡ᣦ㔪ࢆ⏘ᴗ⏺ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㸧୰ᑠᆅ⇕㈨※㈿Ꮡᆅᇦࡢ◊✲㸪㸧
ᆅ⇕᭷ᮃᗘᣦᶆࡢ◊✲ࡢ  ࡘࡢᰕࡽ࡞ࡿ㸬ࠕᆅ
⇕㈨※ࡢ◊✲ࠖࡣ୰㛗ᮇⓗどⅬࡽᆅ⇕㈨※ࡢ
⏝ࡢᣑࢆጞࡵ㸪ᆅ⇕㈨※ሗࢆศ㔝ࡢࢽ࣮ࢬ
ᗈࡃ⏕ࡍࡓࡵࡢᇶ┙ⓗ◊✲ࢆ┠ⓗࡋ㸪ᆅ⇕
㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ◊✲ࢆ୰ᚰࡋ࡚㸪ᆅ⇕㈨※
ሗࢆᵝࠎ࡞ศ㔝ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪㸧ᆅ⇕㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᛂ⏝◊✲㸪㸧
ᆅ⇕ࢩ࣮ࢬ࣭ᇶ┙◊✲ࡢ  ࡘࡢᰕࡽ࡞ࡿ㸬㸧ࡣ
+ ᖺᗘࡲ࡛ࠕ*,6 ࢆ⏝ࡋࡓᆅ⇕⤫ྜホ౯ࡢ◊
✲࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᡂᯝⓎ⾲ࢆዎᶵࢸ࣮࣐ࢆ
ᣑࡋ㸪+ ᖺᗘࡽᆅᒙฎศࡸᾏእᆅ⇕ࡢᛂ⏝
㛵ࡍࡿ᪂つㄢ㢟ࡢ❧ࡕୖࡆࢆ┠ᣦࡋࡓᇶ♏◊✲
ࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣᅜෆ
ࡢᆅ⇕㈨※◊✲ࡢ୰᰾ⓗࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡇࡽ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ :HE ࢧࢺࡢᐇࢆࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ά
ືࡋ࡚⨨࡙ࡅࡿࡇࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ :HE ࢧ
ࢺࢆࡉࡽᐇࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᶆࡍࡿ㸬
㸯㸧୰ᑠᆅ⇕㈨※㈿Ꮡᆅᇦࡢ◊✲㸸ᆅ⇕㛤Ⓨಁ
㐍ㄪᰝᆅᇦࢆ୰ᚰ㸪୰ᑠᆅ⇕㈨※㛤Ⓨೃ⿵ᆅࡢ
ᆅ⇕ᆅ㉁ᆅᏛ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⇕※㸪
㈓␃ᵓ㐀㸪ᆅ⇕ὶయ㸪⇕ྐ➼ࢆゎᯒࡍࡿࡶ㸪
ࡑࡢᆅ⇕࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡋ㸪᭱㐺㛤Ⓨ᪉ἲ➼
ࢆ᫂ࡽࡍࡿ㸬
㸰㸧ᆅ⇕᭷ᮃᗘᣦᶆࡢ◊✲㸸⎔ቃ㈇Ⲵࡢᑡ࡞࠸୰
ᑠᆅ⇕㈨※ࡢ㛤Ⓨ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᣦ㔪సᡂࡢᇶ┙ࢹ
࣮ࢱࡋ࡚㸪ᅜࡽ㞟῭ࡳࡢ ἨᏛศᯒ
್࣭ᆙ ᗘ᳨ᒙࢹ࣮ࢱ➼ࡽ㸪ᆅ⇕᭷ᮃᗘᣦᶆ
ࡑࡢ⾲♧᪉ἲࢆ᳨ウࡋ㸪ᖺᗘᵓ⠏ࡋࡓࠗᅜ
ᆅ⇕࣏ࢸࣥࢩ࣐ࣕࣝࢵࣉ࠘ࣉࣟࢺࢱࣉࢆ㸪ᖺ
ᗘ⾜ࡗࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶ࡙࠸࡚ᨵ
Ⰻࡍࡿ㸬
㸱㸧ᆅ⇕㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᛂ⏝◊✲㸸ࡇࢀࡲ࡛
✚ࡉࢀࡓᆅ⇕▱㆑࣮࣋ࢫࢆࢫࣆࣥ࢘ࢺࡉࡏ࡚㸪
᪂ࡋ࠸ศ㔝ࢆ㛤ᣅࡍࡿࡓࡵࡢᆅᒙฎศ◊✲㸪ᆅୗ
Ỉ⇕⎔ቃ◊✲㸪ᆅᅪ⎔ቃ◊✲➼ࡢࢩ࣮ࢬ◊✲ࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪-,&$ ࣥࢻࢿࢩ➼㸪ᾏእࡢ
ᆅ⇕◊✲༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸬
㸲㸧ᆅ⇕ࢩ࣮ࢬ࣭ᇶ┙◊✲㸸◊✲⪅ࡢ⮬⏤㔞
ࡼࡿⴌⱆⓗ◊✲ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣᅜ
ෆࡢᆅ⇕㈨※◊✲ࡢ୰᰾ⓗࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡇ
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ᅗ 㻝㻌 ᅜ䛾ᆅ⾲㠃ୗ㔜ຊᇶ┙῝ᗘᅗ䠄㥖⃝䠈㻞㻜㻜㻟 䜢ᨵ
ኚ䠅䠊㻌


ࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ :HE ࢧࢺࡢ⏘⥲◊ࡢ࢞ࢻࣛ
ࣥἢࡗࡓࣜࢽ࣮ࣗࣝࡸࡉࡽ࡞ࡿᐇࢆጞࡵ㸪
ᗈሗάືົࡵࡿ㸬

㸲㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝ
㸯㸧ᚑ᮶ࡢࠕᆅ⇕ㄪᰝᆙࡘ࠸࡚ࡢኚ㉁ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᆅᇦࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮࣭ࣔࢹࣝ
ࠖࡢ◊✲ᡂᯝࢆᩚ⌮ࡋ㸪1('2 ࡢᆅ⇕㛤Ⓨಁ㐍
ㄪᰝࡢබ⾲ࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ᆅ᪉ูࡢᴫせ  
ᆅᇦࡢࣔࢹࣝẚ㍑ࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚ᆅ㉁ㄪᰝ◊✲
ሗ࿌≉ูྕ࡛බ⾲ࡍࡿࡶ㸪Ꮫ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲࡞ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᑠつᶍ⇕Ỉኚ㉁ᖏゎᯒᡭ
ἲࡢ◊✲ࡋ࡚㸪(65 ἲ࠾ࡼࡧ㢮ఝᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ
㐣ཤࡢప ⇕Ỉάືࡢ᳨ฟ࠾ࡼࡧ ᗘ᥎ᐃࡢྍ⬟
ᛶࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡓ㸬

㸰㸧ᆅᏛ ᗘィࡣ㈓␃ᒙ ᗘࡢ᥎ᐃ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ప ࡢ⇕Ỉ⣔ࡢ㐺⏝ᛶࡣホ౯ࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎ㸪᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᆅ
Ꮫ ᗘィࡢ㐺⏝ୗ㝈ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵ㸪᪤Ꮡ
ᩥ⊩ࢆ㞟ࡋ㸪ᆅୗ ᗘỈ㉁ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋ࡚㸪
ࡑࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬ࠕᅜᆅ⇕࣏ࢸࣥࢩ࣐ࣕࣝ
ࢵࣉࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㞟ࢹ࣮ࢱຍ࠼
㸦ᮧᒸ㸪㸧
㸪㥖⃝㸦㸧ࡢ㔜ຊᇶ┙῝ᗘ
ࢹ࣮ࢱࡽᆅ⾲㠃ୗࡢ㔜ຊᇶ┙῝ᗘᅗࢆసᡂࡋࡓ
㸦ᅗ 㸧㸬ࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪ᵝࠎ࡞ ᗘ⠊
ᅖࡢ⇕Ỉ⣔㈨※㔞ࢆ *,6 ࣮࣋ࢫ࡛ホ౯ࡋࡓ㸦ᅗ 㸹

㻌



ᅗ 㻞㻌 㔜ຊᇶ┙ୖ䛾 㻝㻡㻜䉝௨ୖ䛾⇕Ỉ⣔㈨※ศᕸ䠊㻌

㻌
ᮧᒸ㸪㸧㸬ࡇࢀࡽࡣ *,6 ࣮࣋ࢫࡢࡓࡵ㸪┤
ࡕ㈨※㔞ศᕸ࣐ࢵࣉࡋ࡚ྍどࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡀ㸪ྠᐜ㔞࡞ࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘฟ
∧ணᐃࡢࠕᅜᆅ⇕࣏ࢸࣥࢩ࣐ࣕࣝࢵࣉࠖ࠾ࡅ
ࡿࡑࡢ⾲♧᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓ㸬

㸱㸧ᓥᘼ⣔ୗࡢᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢᩳࡵ
ỿࡳ㎸ࡳࡘ࠸࡚⡆᫆ᩘ⌮ࣔࢹࣝᩘ್ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢱࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡇࢀࢆ㏆␥ᆅ᪉ࡢ㠀ⅆᒣᛶ㧗
Ἠศᕸ㛵ᮾᆅ᪉ࡢᴟపᆅ⇕ศᕸ㐺⏝ࡋ㸦ᅗ 㸧㸪
ྛࠎࡢ␗ᖖࡢ⏕ᡂ⎔ቃࢆࣔࢹࣝࡋ࡚㸪ࡑࡢᡂᯝ
ࢆ㸪୍㒊ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡍࡿࡶㄅୖⓎ⾲㸱௳ࡋ
࡚ᢞ✏ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᚋࡢᆅ⇕㈨※ホ౯ࡢ㧗ᗘ
ࡢ┠ⓗ࡛࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢ⇕Ỉ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ
㸦+<'527+(50㸧ࢆ✌ືࡉࡏࡿྠ㸪⡆᫆ⓗ࡞
ࣉࣞ㸫࣏ࢫࢺ࣭ࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢭࢵࢧ⩌ࢆసᡂࡋ࡚
ฎ⌮ࡢຠ⋡ࢆᅗࡗࡓ㸬-,&$ ᆅ⇕Ⓨ㟁࣐ࢫࢱ࣮ࣉ
ࣛࣥㄪᰝ㸦ࣥࢻࢿࢩ㸧ࡢ᭱⤊࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
༠ຊࡍࡿࡶ㸪*,6 ࢆ⏝ࡋࡓࢫ࣐ࢺࣛᓥ
ࢫ࣐ࢺ᩿ࣛᒙἢ࠸ࡢࣉࣝࣃ࣮ࢺ┅ᆅࡢᆅ⇕ⓗព
⩏㛵ࡍࡿ◊✲ࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦ᅗ 㸧
㸬

㸲㸧 ἨỈ㉁ࡢ⏝ᛶࡢྥୖࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪
Ἠᡂศࡢᣲືࢆ㓟ᛶኚ㉁ᖏ࠾ࡅࡿᅵተࡢⓎ㐩
㐣⛬ࡢほⅬࡽㄪᰝࡋࡓ㸬ᅵተࡣⰍㄪࡢኚࡸ
㖔≀⢏ᗘࡢపୗࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ㸪Ỉ㉁ࡣᅵተ㛫㝽
Ỉ㸪ኚ㉁ᖏࡢഃቨࡢỈ㸪ኚ㉁ᖏୗᗏࡢ ἨỈ࡛
␗࡞ࡾ㸪ᅵተ᳜⏕ࡢⓎ㐩ࡣ㸪ึᮇࡢ❅⣲ᅛᐃ㸪
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ᅗ 㻠㻌 䝇䝬䝖䝷ᓥ䛻䛚䛡䜛㔜せ䛺⇕Ỉ㈓␃ᒙ䛸䛧䛶䛾䝥䝹䜰
䝟䞊䝖┅ᆅ䠄┅ᆅྡ䜢⾲グ䠅䠊㻌


rain



ᅗ 㻟㻌 㛵ᮾ䠉୰㒊ᆅ᪉䛾᩿㠃⥺䛻ἢ䛖ᵝ䚻䛺㟁Ꮚᆅ⌫⛉
Ꮫሗ䛾⤫ྜ⾲♧䠊ୖ㒊䛿➨ᅄ⣖ⅆᒣ䠈㧗ᆅ ໙㓄䠈
㧗
Ἠ䛺䛹䛻ஈ䛧䛔㛵ᮾᖹ㔝䛾≉ᚩ䜢䠈ୗ㒊䛿䠐䡚䠑ᒙ
䛧䛯῝㒊㟈※ศᕸ䠄䕿䠅䛸ኴᖹὒ䝥䝺䞊䝖䠉䝇䝷䝤䛾ỿ䜏
㎸䜏䛾⡆᫆䝰䝕䝹䠉䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ䠄䕕䠅䜢♧䛩䠄ⱱ
㔝䠈㻞㻜㻜㻤䠅䠊㻌

㻌
㝆Ỉࡼࡿ㛫㝽Ỉࡢ㧗 S+ పሷ⃰ᗘ㸪ᰤ㣴ሷ
㢮ࡢ」㞧࡞⁐ฟ㸭⃰㞟ᣲື࡞ࡀ㛵ࡍࡿ᥎ᐃ
ࡉࢀࡓ㸦ᅗ 㸧㸬ࡲࡓ㸪ᑠᆺ࢝ࣝࢹࣛࡢ⇕࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝホ౯㛵ࡋ࡚㸪ୗ༙ᓥす㒊ࡢㄪᰝࢆࡋ
ᒙᗎࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸦ᅗ 㸧㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝᩥ
⊩ㄪᰝࡽ㸪⃮ᕝᆺࡤࢀࡿᑠᆺ࢝ࣝࢹࣛࡣ༢
ᡂⅆᒣࡋ࡚ᢅ࠺ࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ⤖ㄽࡋࡓ㸬ᖹ
ᡂ  ᖺᗘ 1802 ཷク◊✲ࠕ⇕࣭⇕Ỉࡢᙳ㡪ホ౯
ᡭἲ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖࡢᡂᯝࢆࡾࡲࡵ㸪ᆅ㉁ㄪ
ᰝ◊✲ሗ࿌  ᕳ  ྕ≉㞟ྕࡋ࡚ฟ∧ࡋࡓ㸬

 㸳㸧ࡇࡢ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶ࠗ Ἠ࢚ࢥ
ࢪ࢙ࢿࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࠘㸦ጤクඛ㸸ᆅ⇕ᢏ⾡㛤Ⓨओ㸪
ጤクඛ㸸ᙜ㒊㛛㸧ࡀ㸪᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⏘ᴗᢏ⾡
⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ㸦1('2㸧ࡢᖹᡂ  ᖺᗘ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
࣋ࣥࢳ࣮ࣕᢏ⾡㠉᪂ᴗࣇ࢙࣮ࢬ ,㸦)6 ㄪᰝ㸧
᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ᅜෆࡢ㧗
Ἠ࠾࠸࡚㸪ᾎ⏝ ᗘࡼࡾ㧗 ഃࡢ ᗘᕪ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡀᮍ⏝ࡢࡲࡲᗫᲠࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪
ᑠつᶍ࣭ప ᆺⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪 ἨⓎ㟁
ᕷሙࡢ㛤ᣅࢆ┠ᣦࡍ㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ )6 ㄪᰝࡢࡓ
ࡵ㸪 ἨⓎ㟁ࡢᕷሙつᶍࢆホ౯ࡋ㸦ᅗ 㸧㸪㛗㔝┴
ᑠ㇂ᮧ࠾࠸࡚㸪 ἨỿẊ≀ࡢ⌧ሙᐇ㦂ࢆ⾜࠺
ࡶ㸦ᅗ 㸹ᅗ 㸧㸪⇕ჾࡢ┠ワࡲࡾ㜵Ṇ⟇
ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬

fumarole
(S)

soil water
(Na•K-SO4)
seepage
(Ca•Mg-SO4)

vapor
(S)

oxidation

undersaturated zone
saturated zone

acid hot spring
(H•Mg•Ca-Cl•SO4)
acid water
(HCl•S)

ᅗ 㻡㻌 㓟ᛶኚ㉁ᖏ䛻䛚䛡䜛

Ἠᡂศ䛾ᣲື䠊㻌





ᅗ 㻢㻌 ୗ༙ᓥ⏿ᆅ༊䛾䜹䝹䝕䝷†ሁ✚≀䠊ᡂᒙ䛧䛯⣽⢏
จ⅊ᒾ䛻ᚄ 㻝㻜㼏㼙 ௨ୖ䛾♟䜔Ⅳᮌ∦䛜ΰᅾ䛧䠈Ᏻ
ᐃ䛺ሁ✚⎔ቃ䜢♧䛩䠊㻌


㸳㸬ᚋࡢᒎ㛤ྥࡅ࡚
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕᅜᆅ⇕࣏ࢸࣥࢩ࣐ࣕࣝࢵ
ࣉࠖ㸦&'520 ∧㸧ࢆฟ∧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗ Ἠ࢚ࢥࢪ࢙ࢿࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࠘㸦ጤクඛ㸸ᆅ
⇕ᢏ⾡㛤Ⓨओ㸪ጤクඛ㸸ᙜ㒊㛛㸧ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ
ᗘ )6 ㄪᰝࡢᡂᯝࡀホ౯ࡉࢀ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࣋ࣥࢳ࣮ࣕᢏ⾡㠉᪂ᴗࣇ࢙࣮ࢬϩ㸦ᮏ᱁
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ᅗ 㻤㻌 㛗㔝┴ᑠ㇂ᮧ䛾⌧ሙᐇ㦂ᆅᇦ䠊㻌







ᅗ 㻣㻌 㔜ຊᇶ┙ୖ䛷 㻡㻟䡚㻝㻞㻜䉝䛾⠊ᅖ䛻ධ䜛⇕Ỉ⣔㈨※ศ
ᕸ䠊ᢳฟᇦ㠃✚䛿ᅜ䛾 㻞㻞䠂䛻ཬ䜃䠈Ⓨ㟁䛾ప ᣑ䛻
䜘䜛ຠᯝ䛾䛝䛥䜢⾲䛩䠊㻌

ᅗ 㻥㻌 㛗㔝┴ᑠ㇂ᮧ䛾ỿẊ≀ヨ㦂⨨䠊㻌









ᅗ 㻝㻜㻌

ἨỿẊ≀㝖ཤᢏ⾡䛾ᴫᛕᅗ䠊㻌


ࢫࢸ࣮ࢪ㸧᥇ᢥࡉࢀࡓ㸬ᮏ᱁ࢫࢸ࣮ࢪ࠾࠸࡚
ࡣ㸪ᆅ⇕ᢏ⾡㛤Ⓨओࡀ N: ࣮࢝ࣜࢼࢧࢡࣝⓎ
㟁ࢩࢫࢸ࣒ᮏయࡢ〇సࢆᢸᙜࡋ㸪ᙜ㒊㛛ࡀ
ἨỿẊ≀㝖ཤᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆᢸᙜࡍࡿ
㸦ᅗ 㸧
㸬
 ࡲࡓ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ᅜෆࡢᆅ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠ
⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ㸪1('2㸪ᆅ⇕
⏘ᴗ⏺㸪ᆅ᪉⮬య㸪᪥ᮏᆅ⇕Ꮫ➼✚ᴟⓗ
༠ຊࡋ㸪ࢪࡢᆅ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣥࣇࣛࡢᬑ
ཬࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ➼ࡶ✚ᴟⓗ༠ຊ
ࡋ࡚⾜ࡃ㸬

ᩥ⊩

㥖⃝ṇኵ㸦㸧᪥ᮏࡢ㔜ຊ᥈ᰝ㸫ᆅୗᵓ㐀

ࡢࢃࡾ㸬▼Ἔᢏ⾡༠ㄅ㸪㸪㸪㸬
ᮧᒸὒᩥ࣭㜰ཱྀᆂ୍࣭⋢⏕ᚿ㑻࣭బࠎᮌ᐀ᘓ࣭
ⱱ㔝 ༤࣭Ỉᇉ᱇Ꮚ㸦㸧᪥ᮏࡢ⇕Ỉ⣔
ࢺࣛࢫ㸬⏘⥲◊ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸪S㸬
ᮧᒸὒᩥ࣭㜰ཱྀᆂ୍࣭బࠎᮌ 㐍࣭㥖⃝ṇኵ㸦㸧
᪥ᮏࡢ NP ࢢࣜࢵࢻᆅ⇕㈨※㔞ホ౯ 㸸⇕
Ỉ⣔ࡽὸ㒊࣐ࢢ࣐ࢆࡳࡿ㸦せ᪨㸧㸬᪥ᮏᆅ⌫
ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ  ᖺண✏㞟㸬
ⱱ㔝 ༤㸦㸧┦ᶍࢺࣛࣇᇦ㸫㛵ᮾᖹ㔝࠾ࡅ
ࡿࣇࣜࣆࣥᾏࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢỿࡳ㎸ࡳ
㸫බ㛤㟁Ꮚᆅ⌫⛉Ꮫሗࢆ⏝ࡋࡓ⡆᫆ࣔࢹ
ࣝ㸫ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡿ᳨ウ㸫㸬
ᆅ㉁ࢽ࣮ࣗࢫ  ྕ㸪
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ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂

㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ 2007-2008 ᖺࡢάື
Activities of the Mineral Resources Research Group in 2007-2008
Ώ㎶ ᑀ㸦㖔≀㈨※ 5*㸧
Yasushi Watanabe
Mineral Resources R.G.
*
Corresponding Author, e-mail address: y-watanabe@aist.go.jp
㸯㸬ࡣࡌࡵ
㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ(⾲ 1)ࡣ㸪2007-2008 ᖺ
㸪 1)㔜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ⃰㞟ᶵᵓ㈨※࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝホ౯ࡢ◊✲㸪2)㔠ᒓ㖔స⏝᥈ᰝᡭἲࡢ
◊✲㸪3)㦵ᮦ㈨※ホ౯㛵ࡍࡿ◊✲㸪4)㖔≀㈨
※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ◊✲ࡢ◊✲ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓ㸬
㖔≀㈨※㛵ࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡶྠ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
⾲ 1 㖔≀㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ
࣓ࣥࣂ࣮
ᮇ㛫
Ώ㎶ ᑀ ࢢ࣮ࣝࣉ㛗
㡲⸨ᐃஂ ࢢ࣮ࣝࣉဨ 㹼2008.03
㔝ဴ ࢢ࣮ࣝࣉဨ 2008.06㹼
ᮧୖᾈᗣ ࢢ࣮ࣝࣉဨ
ᐇᯇ㐀 ࢢ࣮ࣝࣉဨ
Ᏺᒣ Ṋ ≉ู◊✲ဨ
ᮧᑿ ᬛ ే௵

ᅗ 1 ༡ࣇࣜ࢝ᆅ⌫⛉Ꮫᑂ㆟ࡀᡤⶶࡍࡿ࢝
ࣛࣁ࣐ࣜࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢヨ㗹ࢥ㸬

㸰㸬㔜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ⃰㞟ᶵᵓ㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕ
ࣝホ౯ࡢ◊✲
 ᮏ◊✲ࡣ 3 ᖺ㛫ࡢ㒊㛛㔜Ⅼㄢ㢟◊✲ࡢ 2-3 ᖺ
┠ᙜࡓࡿ㸬ୡ⏺ࡢ㔜ᕼᅵ㢮㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ホ౯ࢆ⾜࠺ࡶ㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 2007 ᖺᗘࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ㸪
ୡ⏺ࡢඖ⣲ูᕼᅵ㢮ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᡂࡋࡓ㸬
ࡉࡽ㔜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢ⃰㞟ᶵᵓ㈨※࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪࢜ࣥ྾╔ᆺ㖔స⏝
ࡢㄪᰝࢆࣛ࢜ࢫ㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪ࢱ࡛ᐇࡋ㸪㈨
※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ༡ࣇࣜ࢝
ඹᅜᆅ⌫⛉Ꮫᑂ㆟࠾ࡼࡧ⊂❧⾜ᨻἲே▼Ἔ
ኳ↛࢞ࢫ࣭㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓྠᅜࡢᕼᅵ㢮㈨
※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ◊✲༠⣙ࢆ⥾
⤖ࡋ㸪ྠᅜࡢᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ(ᅗ 1)㸪࣮࢝࣎ࢼ
ࢱࢺ㸪ࣝ࢝ࣜᒾࡢᕼᅵ㢮㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ
ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡉࡽ⇥
⅊▼ࡢᕼᅵ㢮࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ㸪
ࢨࣥࣅ㸪ࢳࣜ㸪ࣛࣥ㸪ࣥࢻ➼࡛⌧ᆅㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ࡶࡑࡢࡢᆅᇦࡽࡶヨᩱ㞟࣭
Ꮫศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࣛ࢜ࢫ࡛ࡣ㸪ࣛ࢜ࢫ༡㒊ࡽ୰㒊ᆅᇦศᕸ
ࡍࡿ㸲ᆅᇦࡢⰼᓵᒾ㢼Ẇࡢㄪᰝࢆᐇࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣ㢼Ẇࡀ༑ศ࡞ཌࡉࡲ࡛Ⓨ㐩
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪୍㒊ࡢእࢆ㝖࠸࡚ᕼᅵ㢮ྵ
᭷㔞ࡣᒾయẖࡢᖹᆒ࡛ 100-300ppm ࠶ࡲࡾ㧗
ࡃ࡞ࡃ㸪ࡲࡓⰼᓵᒾࡢ⤌ᡂẚ㍑ࡋ࡚ࡶᕼᅵ㢮
ࡢ⃰⦰⋡ࡣ 20%ᑠࡉ࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬
୍᪉ࣛ࢜ࢫ༡㒊࣮࣎ࣟ࣋ࣥྎᆅࡢ⋞Ṋᒾࣛࢸ
ࣛࢺ(ᅗ 2)୰ࡸ࣮࣎࢟ࢧࢺୗ㒊ࡢ⢓ᅵᒙ
ᕼᅵ㢮ࡀ⃰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆぢฟࡋࡓ㸬࣮࣎ࣟ
࣋ࣥྎᆅࡢᗈᇦⓗ࡞ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶᕼᅵ㢮
ࡢࣛࢸࣛࢺ୰ࡢ⏘≧◊✲ࡸᕼᅵ㢮ᢳฟヨ㦂ࢆ
ᐇࡋ࡚࠾ࡾ᭱⤊ⓗ࡞㈨※࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯ࢆ
2008 ᖺᗘᮎሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬

ᅗ 2 ࣮࣎ࣟ࣋ࣥࣛࢸࣛࢺࡢ⏘≧
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࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣ㒊ศᕸࡍࡿࢾࣇ࢜ⰼᓵ
ᒾᕼᅵ㢮ࡢ⃰㞟ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓ㸬
ᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼ
ࡿ㸪༡ࣇࣜ࢝ඹᅜࡢᒙ≧࣐ࣥ࢞ࣥ㖔▼
ࡣࢇᕼᅵ㢮ࡢ⃰㞟ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ
(ᅗ 3)㸬ࣥࢻᮾ㒊࢜ࣜࢵࢧ┴ࡢ㖔ᗋࡣ୍㒊
ᕼᅵ㢮ࡢ⃰㞟ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪᪥ᮏࡢࡶ
ࡢẚ㍑ࡍࡿྵ᭷㔞ࡣᑡ࡞ࡃ㸪㈨※ࡋ࡚ࡢ
࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣᴟࡵ࡚ప࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬
࣐ࢢ࣐ᛶ㸪ࡲࡓࡣ⇕Ỉᛶࡢ⇥⅊▼ࡣ 0.5-2%
⛬ᗘࡢᕼᅵ㢮ࡀྵ᭷ࡉࢀ㸪ୡ⏺࡛ᖺ㛫⏕⏘ࡉ
ࢀࡿ⇥⅊▼୰ࡢᕼᅵ㢮⥲㔞ࡣ 14 ࢺࣥ(㓟≀
⟬࡛ 17 ࢺࣥ)㐩ࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ
ࡓ(⾲ 2)㸬ࡇࡢ㔞ࡣ⌧ᅾࡢୡ⏺ࡢᕼᅵ㢮ࡢ㟂せࢆ
ୖᅇࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ⇥⅊▼ࡽ⏘≀ࡋ࡚ᕼ
ᅵ㢮ࡀᅇࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿ㸬

➨ 33 ᅇ  ᅜ ᆅ ㉁ Ꮫ  ㆟ (International
Geological Congress)⤌⧊ጤဨࡽ㸪ᡓ␎ඖ⣲
㛵ࡍࡿᚋࡢୡ⏺ࡢぢ㏻ࡋࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇౫
㢗ࢆཷࡅ㸪2008 ᖺ 8 ᭶ 12 ᪥ IGC ࡛㛤ദࡉࢀ
ࡓ㖔≀㈨※㛵ࡿㅮ₇㺀Mineral resources in a
fast growing global economy-are there any natural
limits?㺁࠾࠸࡚ Rare earth elements: a new scope
of mining for saving energy and environment 㢟
ࡍࡿ Plenary Lecture ࢆ⾜ࡗࡓ(ᅗ 4)㸬

ᅗ 4 IGC ࡛ࡢ Plenary Lecture ࡢᵝᏊ



㸱㸬㔠ᒓ㖔స⏝᥈ᰝᡭἲࡢ◊✲
 ୰ᅜᆅ㉁⛉Ꮫ㝔㖔⏘㈨※◊✲ᡤࡶ㐃ᦠࡋ㸪
୰ᅜ༡㒊⨨ࡍࡿྵࣥࢪ࣒࢘㖔ᗋ㸦㒔㱟㸪
ⶸ㖔ᗋ㸧࠾ࡼࡧࢱࣥࢢࢫࢸࣥ㖔ᗋ(᫂ᒣ㸪
ᅗ 5)ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢㄪᰝࡣ㸪୰ᅜᆅ㉁⛉
Ꮫ㝔㖔⏘㈨※◊✲ᡤ㸦ி㸧⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊
✲ᡤᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㛫࡛୰ᅜ༡㒊ࡢྵ
ࣥࢪ࣒࢘㖔ᗋ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㖔ᗋ㛵ࡍࡿ◊✲
ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ 3 ᪥ᮏ㸪༡ࣇࣜ࢝ඹᅜ㸪ࣥࢻࡢᒙ≧
࣐ࣥ࢞ࣥ㖔ᗋ୰ࡢࢪࢫࣉࣟࢩ࣒࢘(Dy)ྵ᭷㔞㸬
⾲ 2 ⇥⅊▼୰ྵࡲࢀࡿᕼᅵ㢮
㖔ᒣྡ
Kiirunavaara
(ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ)
Palabora (༡)
Nolans Bore
(ᕞ)
Esfordi
(ࣛࣥ㸧
Chadormalu
(ࣛࣥ)
Siilinjarvi
(ࣇࣥࣛࣥࢻ)
Aaxa, Catalao
(ࣈࣛࢪࣝ)
JSC Apatit (㟢)
JSC Kovdorsky
(㟢)
ྜィᴫ⟬

⇥⅊▼⏕⏘㔞(t)
20 ࢺࣥ

ᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞
(t)
1450

240 ࢺࣥ
50 ࢺࣥ(ணᐃ)

17000
12750

10 ࢺࣥ

1330

10 ࢺࣥ

750

98 ࢺࣥ

3320

550 ࢺࣥ

(38500)

876 ࢺࣥ
196 ࢺࣥ

(57800)
(9460)
142,360

ᅗ 5 ᫂ᒣ㖔ᗋࡢྵ㕲࣐ࣥ࢞ࣥ㔜▼▼ⱥ⬦
࣎ࣜࣅ࣭ࣝࢮࣥࢳࣥ࠾ࡅࡿྵࣥࢪ࢘
࣒㖔ᗋࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊࣝࢮࣥࢳࣥᅜ❧⛉Ꮫ
ᢏ ⾡ ᑂ ㆟  㸦 CONICET 㸧 Maria Florencia
Marquez-Zavalia ࢆᣍ⪸ࡋඹྠㄪᰝࢆᐇࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝ୪ࡧ᪤Ꮡ㈨ᩱᇶ࡙ࡁ㸪୰
ᅜ༡㒊࡛ࡣ㸯ࢺࣥ௨ୖࠊ࣎ࣜࣅ࡛ࡣ 8000 ࢺ
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ࣥ௨ୖࡢࣥࢪ࣒࢘㈨※㔞ࡀ㈿Ꮡࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࣝࢮࣥࢳࣥඹᅜࡢ࢝ࢱ
࣐ࣝ࢝┴ࠊ࢝ࣆࢪ࣮ࢱࢫᆅᇦศᕸࡍࡿள㖄㖔
▼୰ࣥࢪ࣒࢘ࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆ᪂ࡓぢฟ
ࡋࠊࣝࢮࣥࢳࣥඹᅜࡣୡ⏺᭷ᩘࡢࣥࢪ࢘
࣒ᇙⶶᅜ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
Ore & Orogenesis ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(⡿ᅜࢶ࣮ࢯࣥ)
ࡽࡢ౫㢗ㅮ₇࡛㸪⳻ส㔠㖔ᗋࡢ㖔⬦ࡀὶయ
ࡼࡿ㟼ᒾᅽୗ࡛ࡢ◚ቯࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓ⨋
ኳỈࡀΰධࡋ࡞࠸⎔ቃ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓࡍࡿࣔࢹ
ࣝࢆᥦࡋࡓ㸬ྠᏛ㝶ࡍࡿᕞ࡛ࡢᅜ㝿
ᕠ᳨(ᅗ 6)ࢆ⤌⧊ᐇࡋ㸪ᕠ᳨ෆ᭩ࢆࣜࢰࢼ
ᆅ㉁Ꮫࡽฟ∧ࡋࡓ㸬ࢦࣥࢻ࣡ࢼᅜ㝿Ꮫ࡛
୰ᅜ༡㒊ࡢ࣓ࢱࣟࢪ࢙ࢽ࣮㛵ࡍࡿ Keynote ㅮ
₇ࢆ⾜࠺ࡶࢥࣟࣛࢻ㖔ᒣᏛࡽ࣐ࣜ
࣮࣭ࣄࢵࢶ࣐ࣥᩍᤵ(᪥ᮏᏛ⾡⯆ᾏእ≉ู◊
✲⪅ᣍ⪸ไᗘ(▷ᮇ)㸪ࣥࢻᕤ⛉Ꮫࡽࣃࢽ
ࢢࣛࣇᩍᤵࢆᣍ⪸ࡋඹྠ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸
ࡿ㸬

ᅗ 6 ⳻ส㖔ᒣ࡛ࡢᕠ᳨ཧຍ⪅㞟ྜ┿

㸲㸬㦵ᮦ㈨※ホ౯㛵ࡍࡿ◊✲
⤒῭⏘ᴗ┬〇㐀⏘ᴗᒁఫᏯ⏘ᴗ❔ᴗᘓᮦㄢ
ࡽࡢせᮃᇶ࡙ࡁ㸪ᅜࡢ㦵ᮦ㈨※ࡢศᕸ≧ἣ
ࡑࡢᛶ≧ࢆሗ࿌᭩ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡿ◊✲࡛
࠶ࡾ,ᮏᖺᗘࡣᾏ㐨࣭ᮾᆅ᪉ྛ㐨┴ࡢ◁㈨
※㸪᥇▼㈨※ࡢᴫせ㸪⏕⏘㔞᥎⛣㸪ศᕸ㸪ᆅᇦ
ูࡢၥ㢟Ⅼࢆࡾࡲࡵሗ࿌᭩ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓ㸬
ᾏ㐨࣭ᮾᆅᇦ࡛ࡣ㦵ᮦ㈨※ࡣ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡀ㸪
◁㈨※ࡣ᪥ᮏᾏഃ㸪○▼ࡣኴᖹὒഃ೫ࡗ
࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬ኴᖹὒഃ࡛ࡣ○▼㈨※࣭㝣◁
࣭ᒣ◁㈨※ࡢศᕸࡸရ㉁ࢆ㐺☜ᢕᥱࡋ᭷
ຠ⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ㸬᪥ᮏᾏഃ࡛ࡣ㸪㝣◁
ࡣከᏍ㉁ᒾࢆྵࡴࡇࡀከࡃ㸪○▼ࡣኚ㉁ࢆ
ཷࡅ࡚⬤࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾ㸪㧗ရ㉁○◁࡞ࡢ⛣ධ
ࡶᚲせ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡼࡾᖹᡂ 15 ᖺᗘࡽ 5 ᖺ
㛫ࢃࡓࡾ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ᪥ᮏᅵࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㦵
ᮦ㈨※ࡢᆅᇦูㄪᰝሗ࿌ࡀ⤖ࡋࡓ㸬
㸳㸬㖔≀㈨※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ◊✲
ᖹᡂ 19 ᖺᗘࡣ 20 ศࡢ㸯ᆅ㉁ᅗᖜ୰ὠࡢ
ሗ㞟ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮾࢪࡢᆅ㉁㖔≀㈨※ GIS
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᡂࡉࡏ㸪300 ศࡢ㸯㖔≀㈨

※ᅗ(ᅗ 7)ࡋ࡚ᆅ㉁ㄪᰝሗࢭࣥࢱ࣮ࡽฟ
∧ࡋ㸪ヲ⣽ࢹ࣮ࢱࡣ㸪ᆅ㉁ㄪᰝሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ
࢘
࢙
ࣈ
ࢧ

ࢺ
http://www.gsj.jp/Map/JP/overseas.htm ㈨※ᅗㄝ
᫂᭩ࡶࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓ㸬ࡲࡓ୰ኸࢪ
ࡢᆅ㉁⦅⧩సᴗࢆ⤊ࡋ㸪300 ศࡢ㸯୰ኸ
ࢪᆅ㉁ᅗࡋ࡚ฟ∧ࡋࡓ㸬᪥ᮏᅜෆࡢ㖔≀
㈨※ሗࡣ 20 ศࡢ 1 ᆅ㉁ᅗᖜ㺀ⓑἙ㺁㸪㺀㛗ᒸ㺁㸪
ࠕᒣཱྀ㺁ཬࡧࠕぢᓥࠖࡋ࡚ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ
࣮ࡽฟ∧ࡋࡓ㸬


ᅗ 7 300 ศࡢ 1 ᮾࢪ㖔≀㈨※ᅗ㸬
㸴㸬㖔≀㈨※㛵ࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ࣭ᅜ㝿
༠ຊ
 せㄳᛂࡌ CCOP㸪⤒῭⏘ᴗ┬㸪ᆅ᪉⤒῭⏘
ᴗᒁ㸪㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ㸪ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸪▼Ἔ
ኳ↛࢞ࢫ࣭㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓ㸪ᆅ᪉⮬య➼ࡢ
ᐇࡍࡿ㖔≀㈨※㛵ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍ
ࡋ㸪ᢏ⾡ᨭ㸪ᢏ⾡⛣㌿άືࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓࡢᐇࡍࡿࣛ࢜ࢫேẸඹᅜ࡛
ࡢᆅ㉁㖔≀㈨※㛤Ⓨᡓ␎ࣉࣛࣥ⟇ᐃࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺཧຍࡋ㸪ࣛ࢜ࢫ࡛ࡣ 20 ศࡢᆅ㉁ᅗᖜ 2 ⴥ
ࢆ స ᡂ ࡍ ࡿ   ࡶ  ,2 ྡ ࡢ ◊ ಟ ဨ (Chansavath
Boupha, Khampha Phommakaysone)ࢆཷࡅධࢀࡓ㸬
ࢨࣥࣅඹᅜ࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍⾜≧ἣࡢ
☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ㸬㖔ᴗㄢ㢟ูᨭጤဨጤဨࡋ
࡚ JICA ࡢ㖔ᴗ㛵㐃ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࣦ࣮ࣞࣗࡶ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
せㄳࡼࡾࣛࣥࡢ Bafgh Ꮫ㸪ࢫࣇࣁ
ࣥᏛ(ᅗ 8)㸪୰ᅜࡢ᱇ᯘᕤᏛ㝔(ᅗ 9)㸪ࢨࣥࣅ
ᆅ㉁ㄪᰝᡤ㸪༡ࣇࣜ࢝ᆅ⌫⛉Ꮫᑂ㆟㸪ࣛ
࢜ࢫᆅ㉁ㄪᰝᡤ㸪ᅜ㝿㈨※Ꮫ➼࡛≉ูㅮ₇ࢆ
⾜ࡗࡓ㸬
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➨ 5 ᅇ AOGS2008 ࠾࠸࡚ࠕMagma, fluids and
mineral deposits of Asia and Oceaniaࠖ(SE61) ࢆ
ദࡋ㸪ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡽ 6 ௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ 2008 ᖺ
࠾࠸࡚ࠕ⥭ᛴ⅏ᐖࢭࢵࢩࣙࣥ㸸ᅄᕝᆅ㟈ࠖ
࠾࠸࡚㸪ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡽ 3 ௳ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ༠ຊࡋ࡚࠸
ࡓ JICA ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࣛ࢜ࢫ㖔ᴗศ㔝ᢞ㈨ಁ㐍
ࡢࡓࡵࡢᆅ㉁࣭㖔≀㈨※ሗᩚഛィ⏬ㄪᰝࠖࡢ
ᡂᯝሗ࿌ࡀࣅ࢚ࣥࢳࣕࣥ㸦ࣛ࢜ࢫ㸧࡛ 2008 ᖺ
8 ᭶ 6 ᪥⾜ࢃࢀ㸪ᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ(ᅗ 11)㸬


ᅗ 8 ࣭ࣛࣥࢫࣇࣁࣥᏛ࡛ࡢㅮ₇

ᅗ 9 ୰ᅜ᱇ᯘᕤᏛ㝔࡛ࡢㅮ₇
㈨※ᆅ㉁Ꮫᖺ࠾࠸࡚ࠕ࣓ࣞࢱࣝ㸫ࣞ
࣮ࢫ㈨※ࠖ㢟ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⤌
⧊ࡋࡓ㸬Ⓨ⾲ෆᐜࡣ Resource Geology ㄅ 58 ᕳ 4
ྕ⦅㞟ࡋ Thematic Issue ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡿ㸬
⏘⥲◊࣓ࣞࢱࣝࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫඹྠ࡛⏘
ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ➨ 2 ᅇ࣓ࣞࢱࣝࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࢆᐇࡍࡿࡶᕤᴗㄪᰝࡽࠕ࣓ࣞ
ࢱࣝࠖ(ᅗ 10)ࢆฟ∧ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢᬑཬດࡵ
ࡓ㸬2008 ᖺᗘࡣ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ 2008
ᖺ࠾࠸࡚ࠕ㈨※ᆅ㉁Ꮫࡢ᪂ᒎ㛤㸸࣓ࣞ
ࢱ࣭࣮ࣝࣞࢫ㈨※ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠖ ࢆ㛤ദࡋ㸪
ᙜ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡽ 6 ௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ 10 㺀࣓ࣞࢱࣝ㺁(⏘⥲◊࣓ࣞࢱࣝࢱࢫࢡ
ࣇ࢛࣮ࢫ⦅)㸬㖔ᴗㄪᰝࡽฟ∧㸬

ᅗ 11 ࣛ࢜ࢫ㸪ࣅ࢚ࣥࢳ࡛ࣕࣥ㛤ദࡉࢀࡓࣛ࢜
ࢫ㖔ᴗศ㔝ᢞ㈨ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᆅ㉁࣭㖔≀㈨※
ሗᩚഛィ⏬ㄪᰝ᭱⤊ሗ࿌(2008 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥)
7. ࡞◊✲ᡂᯝ
Murakami, H. 㸦 2008 㸧 Variations in chemical
composition of clay minerals and magnetic
susceptibility of hydrothermally altered rocks in the
Hishikari epithermal gold deposit, SW Kyushu, Japan.
Resource Geology, v.58, No.1, p.1-24.
Ishihara, S., Qin, K. and Wang, Y. 㸦2008㸧 Resource
evaluation of indium in the Dajing Tin-polymetallic
deposits, Inner Mongolia, China. Resource Geology,
v.58, No.1, p.72-79.
Murao, S., Deb, M. and Furuno, M. 㸦 2007 㸧
Mineralogical evolution of indium in high grade
tin-polymetallic hydrothermal veins-A comparative
study from Tosham, Haryana state, India and Goka,
Naegi district, Japan. Ore Geology Review (Available
online at www.sciencedirect.com).
Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S. and
Watanabe, Y. 㸦2007㸧 1:3,000,000 Mineral Resources
Map of East Asia with Explanatory Notes for the
Mineral Resources Map of East Asia. Geological
Survey of Japan, 2 figures and 14p.
Teraoka, Y. and Okumura, K. (2007) Geological Map of
Central Asia 1:3,000,000. Geological Survey of Japan.
Ώ㎶ ᑀ(2008) ᕼᅵ㢮㈨※㸸⌧ἣᑗ᮶ண . 㔠ᒓ,
78, No. 8, p. 748-753.
Li, X., Watanabe, Y., Hua, R. and Mao J. (2008)
Mesozoic Cu-Mo-W-Sn mineralization and ridge
subduction in south China. Acta Geologica Sinica, v.
82, No. 5, p. 625-640 (in Chinese with English
abstract).
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グループの研究紹介

鉱物資源研究グループの紹介
Introduction of the Mineral Resources Research Group
研究グループ長：高木哲一
Leader, Mineral Resources Research Group: Tetsuichi Takagi
Phone: 029-861-3926, e-mail: takagi-t@aist.go.jp
１．グループの研究目的と構成
鉱物資源研究グループは，陸域の鉱物資源を
対象とした資源探査・評価など資源開発におけ
る最上流部に関わる研究を実施している．現在
5 名の職員と 8 名の契約職員・客員研究員が所
属している．ここでは当グループの研究内容を，
金属資源，非金属資源，鉱物資源情報，分析技
術開発の４つに分けて紹介する．
研究メンバー構成
高木哲一(グループ長)
村上浩康
大野哲二
実松健造
星野美保子
昆 慶明(産総研特別研究員, PD)
堀内 悠(産総研特別研究員, PD)
西村光史(テクニカルスタッフ)
恒松麻衣子(テクニカルスタッフ)
奥村公男(客員研究員)
平野英雄(客員研究員)
神谷雅晴(客員研究員)
寺岡易司(客員研究員)
２．金属資源の研究
かつて日本国内には多くの金属鉱山が稼行して
いたが，高度成長期以降に鉱量枯渇，採掘コスト
の増大などの理由で次々と閉山し，現在は少数の
金鉱山だけになってしまった．それ以降，日本は
産業活動に必要な金属資源のほとんどを海外から
の輸入に依存するようになった．ところが，中国
などの新興国の急成長，2004 年以降金属資源の価
格の急激な上昇，少数国やメジャー企業による資
源の寡占化などにより，鉱物資源(特にレアメタル)
を公正な価格で自由に輸入できない現象が起こり
始めた．そこで，日本では官民の総力を挙げて海
外金属資源の権益を確保する必要性が出てきた．
鉱物資源研究グループは海外の金やベースメタル
(銅，鉛，亜鉛など)鉱床の他に，最近はインジウム
や希土類元素(ランタノイド，Sc，Y)といったレア
メタル資源の調査に力を注いでいる．特に需給が
逼迫している希土類元素は，高性能モーター等に
不可欠な金属だが，ほぼ全量を中国からの輸入に
頼っている(Sc はロシアの輸入が大部分を占める
と推測される)．しかし，最近の価格高騰や輸出規
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制でその安定供給がますます危ぶまれている．そ
のため，当グループでは世界各地で中国に替わる
希土類鉱床を求めて，一部は民間企業や石油天然
ガス・金属鉱物資源機構と共同で調査研究を実施
している．
最近の研究では，アルカリ岩中に産するジル
コン[(Zr,HREE)SiO 4]の新たな重希土類として
のポテンシャルを評価するために，カナダのト
アレイク鉱床で調査を行った(写真１，２)．ジ
ルコンは重希土類を若干量含む普遍的な鉱物で
あるにも関わらず，物理的・化学的耐性が強い
ためにこれまで希土類資源として注目されなか
った．しかし，アルカリ岩に伴う熱水変質を被
ったジルコンは結晶構造が比較的弱く，酸・ア
ルカリによる分解が可能であることが分かって
きた．将来の新たな希土類資源となることを目
指して，現在，抽出実験による希土類の回収や，
変質したジルコンの鉱物学的特徴を調べる研究
を行っている．

写真 1

カナダのトアレイク希土類鉱床での調査風景．

写真２ トアレイク鉱床の希土類鉱石．軽希土類に
富む鉱石(左)の他に，重希土類に富む鉱石(右)が産出
するため資源として重要である．

写真３ モンゴル南部ゴビ砂漠にあるムシュガイハ
ダッグ希土類鉱床での調査風景．

写真４ ムシュガイハダッグ鉱床の希土類鉱石の電
子顕微鏡写真(反射電子像)．灰色部がリン灰石で白
色部がモナズ石．

写真５

写真６

ミャンマーでのイオン吸着鉱の調査風景．

マレーシアでのイオン吸着鉱の調査風景．
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写真７

南アフリカとの共同研究についての会議．

モンゴルでは，ゴビ砂漠にあるムシュガイハ
ダッグ鉱床の調査を行った(写真３)．この鉱床
はマグマ性のリン灰石と磁鉄鉱を鉱体としてい
るが，同時に希土類資源とのポテンシャルを持
つことが分かった．鉱石鉱物がリン灰石のみな
らばあまり希土類には富まないが，この鉱床で
は熱水性のモナズ石[(REE,Th)PO 4]がリン灰石
の結晶中や粒間に産出しており(写真４)，希土
類鉱石となることが分かった．鉱体によって希
土類鉱石の品位はばらつきがあるため，高品位
鉱体の分布状況を把握するための調査・研究を
行っている．また，周辺地域にある同様の希土
類鉱床の探査を進めている．
東南アジア各国の花崗岩地域においてはイオ
ン吸着鉱の調査をしており(写真５，写真６)，
その結果，イオン吸着鉱の成因，分布，探査の
方法について徐々に明らかになってきた．イオ
ン吸着鉱とは，風化花崗岩が希土類元素を吸着
した鉱石であり，電解質溶液を用いたイオン交
換によって希土類元素を回収できるという特徴
を持つ．希土類鉱物は一般に風化・変質に対す
る耐性が強いが，希土類炭酸塩や希土類珪酸塩
の方がモナズ石などの希土類リン酸塩よりも分
解しやすいと考えられる．そのため，希土類炭
酸塩・珪酸塩を含む花崗岩が適度に風化すると，
イオン吸着鉱は形成しやすいということが分か
ってきた．希土類資源に適する品位を持つイオ
ン吸着鉱は，風化の程度だけでなく花崗岩の地
球化学的特徴によっても支配されるため，広域
的な花崗岩の分布からイオン吸着鉱の産出しや
すい場所を推測可能と考えられる．
この他にも，鉱物資源の豊富な南アフリカに
おいても共同研究・調査が進行中である(写真
７)．その他，世界中の国々で様々なタイプの希
土類鉱床の資源ポテンシャル評価を行っている．
３．非金属資源の研究
石灰石，窯業原料(粘土，長石，珪石など)，
採石・骨材などの非金属資源(工業原料鉱物)は，
一般に工場や消費地に近い国内鉱山で採掘され
ている．現在でも，全国で約 400 ヵ所の非金属
鉱山が稼行している．しかし，鉱量枯渇，宅地

化や環境問題等により，良質な資源の確保が
徐々に難しくなっている．鉱物資源研究グルー
プでは，非金属資源を扱う数少ない公的研究機
関の１つとして，国内外の非金属鉱床の地質調
査・資源評価などその安定供給に役立つ研究を
実施している．現在は，建材用珪石資源の研究，
国内外ベントナイト鉱床の研究などを民間企業
と共同で実施している(写真８)．

写真８

抽出法の開発を行っている．
鉱物資源の研究には，鉱物の産状の観察や，
鉱物を同定するための微小領域分析も必要不可
欠である．平成 21 年度には新たに粒子解析用
ソフトウェアとエネルギー分散型 X 線分光分析
器(EDS)を備えた走査型電子顕微鏡(SEM)を導
入した．この装置では，EDS を用いて 1μm 以
上の粒子の定性・定量分析が可能なだけでなく，
粒子解析ソフトウェアを用いて観察面の化学組
成やサイズなどが自動的に解析可能である(写
真１０)．この装置の利用により，鉱石鉱物のサ
イズや産状の把握がより正確かつ迅速に行える
ようになるため，鉱床のポテンシャル評価に多
いに役立つ．
当グループではその他にも粘土鉱物の各種分
析ルーチンの確立・改良など，鉱物資源の評価・
研究に関する分析技術の開発を積極的に行って
いる．

国内のベントナイト鉱床の調査風景．

４．鉱物資源情報の研究
海外の鉱物資源情報，とりわけ日本に近いア
ジア地域の情報を収集・解析することは，日本
の資源確保戦略を立案する上で非常に重要であ
る．鉱物資源研究グループでは，政府・鉱山業
界等の要請に基づき，アジア地域の地質図・鉱
物資源図，鉱物資源データベースなどの作成に
継続的に取り組んでいる．これまでに，300 万
分の 1 東アジア・中央アジア地質図，300 万分
の 1 東アジア鉱物資源図を出版し，2010 年度
に 500 万分の 1 アジア地質図，2011 年度には
中央アジア鉱物資源図の出版を予定している．
また，ASEAN 各国で構築中の東アジア鉱物資
源データベースへの研究協力，既出版の 50 万
分の 1 国内鉱物資源図の電子化などを実施中で
ある．
５．分析技術開発
鉱物資源の研究を進める上で，鉱石や鉱物の
精度の高い分析は不可欠である．そのために，
鉱物資源研究グループでは，平成 21 年度にレー
ザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析
装置(LA-ICP-MS)を導入した(写真９)．この分析
装置は，フェムト秒という極めて短い(＝エネル
ギー密度の高い)レーザーパルスを照射して試
料表面の微小領域を溶融させることなく一瞬で
粉砕し，発生した微粉末を ICP-MS に導入して
高精度で化学分析する装置である．現在，全岩・
鉱物分析ルーチンの開発や感度向上のための改
良を行っている．ICP-MS では溶液試料の分析
も可能であるため，イオン吸着鉱から抽出した
希土類元素などの定量分析も行っている．現在，
イオン吸着鉱の資源評価や効果的な希土類元素
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写真９

写真１０

鉱物資源研究グループ所有の LA-ICP-MS．

SEM による希土類鉱石の粒子解析の様子．

６．今後の展望
鉱物資源の供給安定性に対する産業界の不安
が増大する中で，鉱物資源研究グループの役割
は益々大きくなるであろう．今後，高い学術的
レベルを維持しつつも，政府・関連業界などか
らの要請に迅速・正確に対応できる体制を目指
して行きたい．
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㓟ሷ࢜ࣥࡢࡼ࠺ࠊᚤ⏕≀ࡼࡿ௦ㅰ㐣⛬
┤᥋㛵㐃ࡍࡿᡂศ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୧⪅࡛ࡁ࡞┦
㐪ࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢཎᅉࡋ࡚ࡣ㸪ᒾ┙✵㝽୰
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ࡢᚤ⏕≀௦ㅰάᛶᏍෆ࡛ࡢάᛶࡢ㐪࠸ࡀ⪃࠼
ࡽࢀ㸪㛫㝽ᚄศᕸ⬺❅άᛶࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡍ
ࡿࡇ࡛ᐇドࡋࡓ㸬
ᮏᖺᗘࡣ㸪௨ୖࡢሁ✚ᒾᆅᇦ࠾ࡅࡿᡂᯝࢆ
Ⓨᒎࡉࡏ㸪-$($ ᮾ⃰ᆅ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊
✲࠾࠸࡚㸪⍞ᾉ㉸῝ᆅᒙ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᆅ⾲
ࡽࡢ࣮࣎ࣜࣥࢢᏍ࠾ࡼࡧᆅୗ✵Ὕࡽࡢ࣮࣎
ࣜࣥࢢᏍࡽᚓࡽࢀࡓᆅୗỈ㸪ᒾ▼ヨᩱࡢศᯒ
ࢆ⾜࠸㸪ᆅୗ⎔ቃ࣮࣋ࢫࣛࣥࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ
ࡢヨᩱ᥇ྲྀ㸪ศᯒࡢ᭱㐺ᡭἲ㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡿ㸬

㸰㸧ᒾ▼ࡢ≀㉁⛣⾜≉ᛶホ౯ࡢࡓࡵࡢᐇ㦂࣭ゎ
ᯒᡭἲ

 ᨺᑕᛶ᰾✀ࡢኳ↛ࣂࣜ୰ࡢ⛣ືࡣ㸪ᒾ▼ࡢ
㛫㝽୰࠶ࡿ࠸ࡣட୰ࡢ⛣ὶ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㐜ᘏせ
ᅉࡋ࡚㸪≉ᐃࡢ㧗㏱Ỉ⤒㊰ࡽ࿘ᅖࡢᒾ▼࣐
ࢺࣜࢵࢡࢫ୰ࡢᣑᩓࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿ㸬ࡑ
ࡢ⌧㇟ࢆᐃ㔞ⓗࣔࢹࣝࡍࡿࡓࡵࡣ㸪࣐ࢺ
ࣜࢵࢡࢫ㒊ศࡢᣑᩓಀᩘࢆ⢭ᗘⰋࡃᢕᥱࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᐇ㦂㸪ゎᯒᡭἲ࡛ࡣ㸪
ᒾ▼㸪ࢺ࣮ࣞࢧ࣮ࡢᛶ≧ࡼࡗ࡚ࡣ㸪᭷ព࡞⤖
ᯝࢆᚓࡿࡓࡵࡣᐇ㦂㛗㛫ࢆせࡋ㸪ᣑᩓಀ
ᩘࢆຠ⋡ⓗ⟬ฟࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ᙜࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ᒾ▼࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢧ࣮ࡢᛶ≧ᚑ
ࡗ࡚㸪᭱㐺࡞ᐇ㦂ቃ⏺᮲௳ࡢタᐃຠ⋡ⓗ࡞ࣃ
࣓࣮ࣛࢱྠᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ྛ✀ቃ⏺᮲௳࡛ࡢ
㠀ᐃᖖゎᯒゎࢆᑟฟࡋ㸪㠀ᐃᖖࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ
㏫ゎᯒࡼࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱྠᐃࡢ᳨ウࢆᐇࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྛ✀ᛶ≧ୗ࡛ࡢ᭱㐺࡞ᐇ㦂᮲௳ࡢᩚ
⌮ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿྠ㸪▷㛫ࡢ㠀ᐃᖖィ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࣃ࣓࣮ࣛࢱྠᐃࡢඃᛶࡀ♧ࡉ
ࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᚑ᮶⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⡆᫆ゎᯒゎࡢ
㐺⏝ᛶࡢ᳨ウࡋ࡚㸪↓ḟඖゎᯒゎ࠾ࡅࡿࣃ
࣓࣮ࣛࢱࡼࡗ࡚㸪⡆᫆ゎࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆ♧ࡋ㸪
ᅗ㸰♧ࡍᐇ㝿ࡢᐊෆᐇ㦂ࡢ㐺⏝ࡼࡗ࡚㸪
㐺⏝⠊ᅖࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᒾ▼ࡢ༙㏱⭷ᛶሷศ⃰ᗘ㉳ᅉࡍࡿᾐ
㏱ᅽⓎ⏕ࡢホ౯㸪ᾐ㏱ᅽࡀሁ✚ᒾᆅᇦ࠾ࡅ
ࡿ㛫㝽Ỉᅽศᕸ࠼ࡿᙳ㡪㛵ࡍࡿࣔࢹࣝᵓ
⠏㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬

㸱㸧ᆅୗỈὶືࣔࢹࣝࡢ⥲ྜⓗ᳨ドᡭἲ㛵ࡍ
ࡿ◊✲

 ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ᖺᗘࡲ࡛ᵓ⠏ࡋࡓ㸪ᖠ
ᘏᆅᇦ࠾ࡅࡿᗈᇦᆅୗỈὶືࣔࢹࣝࡢ᳨ド
㛵ࡍࡿ◊✲ࡋ࡚㸪-1(6 ࠾ࡼࡧ -$($ ࡢඹྠ
◊✲ࡢୗ࡛㸪ᖠᘏᆅᇦ࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ᳨ドᡭἲ
ࡢ㐺⏝◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᆅୗỈὶືࣔࢹࣝࡢ᳨ド࠾࠸࡚ࡣ㸪➨୍
-$($ ᆅୗᐇ㦂タ㏆ഐ࠾ࡅࡿ῝ᗘ P ࡢヨ
㗹Ꮝ᥀๐㸪ᆅୗỈヨᩱ᥇ྲྀࡼࡿྠయᖺ௦
ศᯒ㸪ྛ✀Ꮫ㸪ᚤ⏕≀ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ
ᖺᗘࡣ㸪ᆅୗỈࡢὶື⣔ࡢศ㢮㸪➃ᡂศࡢ᳨ウ
ࡢணഛ᳨ウࢆ⾜࠸㸪ᑗ᮶ⓗࡣ࿘㎶᪤ᏑᏍヨᩱ
ࡢẚ㍑ࡼࡗ࡚㸪㸱ḟඖⓗ࡞ホ౯ࢆᐇࡍࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾᆅୗᐇ
㦂タࡢ❧ᢠࡀ᥀๐ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪❧
ᢠ᥀๐ࡼࡿᆅୗỈὶືࡢኚࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪㔜ຊ᥈ᰝࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࠾
ࡼࡧ⾨࣮ᫍࣞࢲ࣮ࡢᕪศᖸ΅ゎᯒࡼࡿᆅ⾲㠃
ኚᙧࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 㔜ຊ᥈ᰝࡣ㸪ὸ㒊ࡢ⮬⏤ᆅୗỈ㠃ࡢపୗ
≧ែࡢホ౯ࢆ┠ⓗࡋ࡚ᐃᮇⓗᐇࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪⾨࣮ᫍࣞࢲ࣮ࡼࡿᆅ⾲㠃ኚᙧ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣ㸪❧ᢠ᥀๐ࡼࡿ῝㒊ᆅୗỈࡢ
㛫㝽Ỉᅽኚ㉳ᅉࡍࡿᆅ⾲㠃ኚᙧࢆ㸪ᕪศᖸ
΅ゎᯒࢆᐇࡍࡿࡇ࡛㠃ⓗ㧗⢭ᗘ㸦PP㸭ᖺ
௨ୗ㸧࡛ᢕᥱࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
⌧ᅾࡣ㸪ணഛゎᯒࡋ࡚㸪ᅗ㸱♧ࡍࡼ࠺࡞ࣞ
࣮ࢲ࣮ࡢᕪศᖸ΅ᙉᗘࡢゎᯒࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬

1.0
↓ḟඖ⃰ᗘ
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0.6
0.4
0.2
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0
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1

10
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10 


ヨ㦂㛫(᪥)

ᅗ㸰㸸ᐊෆᣑᩓヨ㦂ࡢ↓ḟඖゎᯒゎࡼࡿᣑᩓ
ಀᩘホ౯⤖ᯝ
 ᮏᖺᗘࡣ㸪ᣑᩓヨ㦂࠾ࡼࡧゎᯒࡢⓎᒎࡋ࡚㸪


ᅗ㸱㸸ᖠᘏᆅᇦ࠾ࡅࡿ⾨࣮ᫍࣞࢲ࣮ᕪศᖸ΅
ᙉᗘࡢศᕸ㸦㉥㒊ศࡀ -$($ ᆅୗᐇ㦂タ㸧

 ࡲࡓ㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࡢホ౯ᡭἲࡋ࡚㸪
Ỉ⌮㸫ຊᏛ㐃ᡂゎᯒࡼࡿᆅ⾲㠃ኚᙧࡢホ౯ࣔ
ࢹࣝࡢ㛤Ⓨࡶ୪⾜ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬

－ 60 －

ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲⤂

ᆅୗ⎔ቃᶵ⬟◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤂
Introduction of Experimental Geoscience Research Group
ᆅୗ⎔ቃᶵ⬟◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸸➉㔝 ┤ே
Leaderࠊ Experimental Geoscience Research Group: Naoto TAKENO
Phone: 029-861-3936ࠊ e-mail: nࠋtakeno@aistࠋgoࠋjp
㸬 ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ⓗ
ᆅୗ⎔ቃᶵ⬟◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ῝㒊ᆅ㉁⎔ቃ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ  ᖺᗫṆ ࡽᆅᅪ㈨※⎔ቃ
◊✲㒊㛛⛣ࡗ࡚  ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓ㸬ࡇࡢ㛫㸪῝
㒊ᆅ㉁⎔ቃ◊✲ࢥࡢ୍ဨࡋ࡚➨  ᮇ୰ᮇィ
⏬ࡢࠕᆅ㉁⎔ቃࡢ㝸㞳ᛶ⬟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࢆ࣑
ࢵࢩࣙࣥࡋ࡚ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ฎศ࠾ࡅࡿᅜࡢ
Ᏻつไࡢᨭࢆᘬࡁ⥆ࡁ◊✲┠ⓗࡍࡿ
ࡶ㸪ᆅ㉁⎔ቃࡽࡢᶵ⬟ᛶ⣲ᮦࡢ㛤Ⓨ࣭⏝
ࢆ㏻ࡌࡓ⏘ᴗ࠾ࡼࡧ♫ࡢᢏ⾡ⓗ㈉⊩ࢆ᪂ࡓ
࡞◊✲┠ⓗࡋ࡚ຍ࠼ࡓ㸬

㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲㈨※
 ࢢ࣮ࣝࣉဨ
➉㔝┤ே㸦࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪㔠㇏㸪ୖᒸ㸪
㕥ᮌṇဢ㸪ᓥᗣኵ
 ࡓࡿ◊✲ㄢ㢟ண⟬
࣭ࠕᆅᒙฎศಀࡿᆅ㉁ሗࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࠖ(ཎ
ᏊຊᏳಖᏳ㝔㸸ጤク◊✲)
࣭ྛ✀྾╔ࡢྜᡂ࠾ࡼࡧホ౯㸦㔠㸧
࣭ᆅୗ⎔ቃᶵ⬟ࡢ◊✲㸦㔠㸧

㸬◊✲ࡢࢺࣆࢵࢡࢫ
 ୰ᮇィ⏬ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ㐙
⾜࡛ࡣ㸪ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅ㉁≉ᛶ◊✲ࢢ
࣮ࣝࣉࢆࡣࡌࡵࡍࡿ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ༠ຊ
ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉဨࡢ◊
✲ᡂᯝࢆ୰ᚰ㸪㒊㛛⛣ࡗ୍࡚ẁᖜࢆᗈࡆ
ࡓ◊✲ศ㔝ࡽ⤂ࡍࡿ㸬

 ᨺᑕᛶ᰾✀⛣⾜ゎᯒࢥ࣮ࢻࡢ㛤Ⓨ
ᆅୗỈὶື㉳ᅉࡍࡿᒾ┙ෆ㒊ࡢᨺᑕᛶ᰾✀
⛣⾜ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢゎᯒࢥ࣮ࢻࡢ㛤Ⓨࢆ㸪⡿
ᅜᨺᑕᛶᗫᲠ≀ฎศሙࡢホ౯ࢥ࣮ࢻࢆ㛤Ⓨࡋࡓ
⡿ᅜࢧ࢘ࢫ࢚࢘ࢫࢺ◊✲ᡤඹྠ࡛ᐇࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎ㸪ほ ࢹ࣮ࢱࢆᇶࡋࡓᆅ
ୗỈὶືࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ㸪᰾✀ࡢ⛣⾜⤒㊰ࡢᢳ
ฟࢆ⾜࠺㸬ᒾ▼࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ㸪டෆ㒊࠾ࡅ
ࡿ≀㉁ࡸᔂቯ⣔ิࢆ⪃៖ࡋ㸪ࡇࡢ⛣⾜⤒㊰
ἢࡗࡓ㸯ḟඖࡢ⛣⾜ゎᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸬⛣⾜ゎ
ᯒࢥ࣮ࢻࢆᵓᡂࡍࡿಶࠎࡢゎᯒࣔࢪ࣮ࣗࣝࡣỗ
⏝ゎᯒࢯࣇࢺ *ROG6LP ࢆࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡋ࡚

⤫ྜࡍࡿ㸬ᮏゎᯒࢥ࣮ࢻࡣࢹ࣮ࢱࡢ☜ᐇᛶࢆ
⪃៖ࡋ࡚ゎᯒࡀ⾜࠼ࡿ☜⋡ㄽⓗホ౯ࢥ࣮ࢻ࡛࠶
ࡾ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞☜ᐃせ⣲ᑐࡋ࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂ
ࡀྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬㻌

 $,672QOLQH+\GURJUDSK ࡢ◊✲
ᆅୗỈὶືࣔࢹࣝྍḞ࡞ᾰ㣴㔞ࢆ᥎ᐃࡍ
ࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࡞ࡿࣁࢻࣟࢢࣛࣇ࠾ࡼ
ࡧࣁ࢚ࢺࢢࣛࣇࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࡢ㛤Ⓨࢆᐇࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࣁࢻࣟࢢࣛࣇᚲせ࡞Ἑᕝὶ㔞ࢹ࣮ࢱ
ࡣᅜᅵ㏻┬ࡢỈᩥỈ㉁ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㸪ࣁ
࢚ࢺࢢࣛࣇᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࡣẼ㇟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࣭࣓ࢲࢫ࠾ࡼࡧᆅୖほ
㈈ Ẽ㇟ᴗົᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ ࢆ⏝ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࡣୖグࡢ⏝㏵ࡣᚲࡎࡋࡶ౽࡞ᙧᘧ࡛࡞࠸
ࡓࡵ㸪'5< 'RQ WUHDSHDW\RXUVHOI ๎ࡾ㸪
ࣥࣁ࢘ࢫ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ$,672QOLQH
+\GURJUDSKࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣZHEࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿ
ࡶ㸪ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㓄ᕸࡢࡋࡸࡍࡉ㸪
ಖᏲࡢᐜ᫆ࡉ࡞ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ
ࡼࡿ௬ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࣉࣛࣥࢫࡋ
࡚ᐇࡋࡓ㸬ᮏ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣᢏ⾡ⓗ࡞せⅬࢯ
ࣇࢺ࢙࢘ࡢORRNDQGIHHOࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿ㸬
>ᐇ@
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒

UDLOV

UXE\
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ0\64/®
ᅗࢯࣇࢺ࢙࢘JQXSORW
JVJSO
26/LQX[ 'HELDQ*18/LQX[U 
௬ࢯࣇࢺ࢙࢘90ZDUHVHUYHU®

௬࣐ࢩࣥࡣ㸪ᅗࡢࡼ࠺࡞࣍ࢫࢺ26ᆺࡤ
ࢀࡿᙧᘧࡋࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ࣮ࣘࢨࡣࣇ࣮ࣜࡢ
90ZDUHSOD\HU®࡞ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇ
ࡼࡾ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢ✀㢮ࡸࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡞ࡢ
ヲ⣽ࢆẼࡏࡎ௬࣐ࢩࣥࢆືࡍࡇ࡛㸪
ZHEࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
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㉳ᅉࡍࡿࣆ࣮ࢡࡢ 2 ✀㢮ࡢࣆ࣮ࢡࡀぢࡽࢀࡿ
(ᅗ 4) 㸬


ᅗ࣍ࢫࢺ26ᆺࡢ௬

௬࣐ࢩࣥࢆ㉳ືࡍࡿ85/ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ
࡛㸪ࡑࡇࣈࣛ࢘ࢨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡛ZHEࣉࣜࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀ⏝࡛ࡁࡿ ᅗ 㸬


ᅗ ࣁࢫࢡࣞࡢ⢊ᮎ ; ⥺ᅇᢡᅗᙧ

ࡇࡢࣁࢫࢡࣞࡢỈẼ྾╔➼ ⥺㸦ᅗ 5㸧ࡣ㸪
┦ᑐ‵ᗘࡢቑຍࡶỈẼ྾╔㔞ࡀྑୖࡀ
ࡾࡢ┤⥺ⓗቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓࣄࢫࢸࣜࢩࢫ
ࡀᑠࡉ࠸ࡇࡽᖜᗈ࠸‵ᗘᖏ࠾࠸࡚྾⬺╔


ᅗ$,672QOLQH+\GURJUDSKࡢORRNDQGIHHO

ࡀྍ⬟࡞྾ᨺ‵࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬ࡲࡓᐇ



㝿ࡢࢹࢩ࢝ࣥࢺ✵ㄪ⏝྾ᨺ‵ࡋ࡚ࡢ⡆᫆࡞

࡞࠾㸪ᖺ⤂ࡋࡓ$,672QOLQH)(3V࠾ࡼࡧ
ᚋసᡂணᐃࡢ1DWXUDO$QDORJ'DWDEDVHࡶྠᵝ
࡞ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬

 ↓ᶵᮦᩱࡼࡿ㧗ᛶ⬟྾ᨺ‵ᮦ ࣁࢫࢡࣞ
 ࡢ㛤Ⓨ
ࡇࢀࡲ࡛㸪ኳ↛ࡢᅵተ୰Ꮡᅾࡍࡿࢼࣀࢳࣗ
࣮ࣈࢣ㓟ሷ࡛࠶ࡿࣔࢦࣛࢺ╔┠ࡋ㸪ࡑ
ࡢ྾╔ᛶ⬟ࡘ࠸࡚ㄪࡿࡶ㸪㔞ྜᡂ
ἲࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸦2003 ᖺ 11 ᭶㸪2003
ᖺ 12 ᭶⏘⥲◊≉チ⤂㸧㸬ࡑࢀ௨㝆㸪ࣔࢦࣛ
ࢺࡢ㒊ศⓗ࡞ᵓ㐀ࢆ᭷ࡋࡘ㔞ྜᡂ࡛ࡁ
ࡿ࣑ࣝࢽ࣒࢘ࢣ㓟ሷࡢྜᡂࢆ⥆ࡅ㸪┦ᑐ‵
ᗘỈẼ྾╔㔞ࡢ㛵ಀࡀ┤⥺ⓗ࡛㸪ᖜᗈ࠸‵
ᗘᖏ࠾࠸࡚྾⬺╔ࡀྍ⬟࡞ࢹࢩ࢝ࣥࢺ⏝྾╔
ࡋ࡚ࣁࢫࢡࣞࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࡓ㸬

ホ౯ࡋ࡚㸪100Υ࡛⇱ࡋࡓ㔜㔞ࢆᇶ‽㸪


ᅗ ࣁࢫࢡࣞࡢ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾┿

ࣁࢫࢡࣞࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞ࢮ࢜ࣛࢺࡢྜᡂ
⏝࠸ࡽࢀࡿᏳ౯࡞ࢣ⣲※࣑ࣝ※ࡽྜᡂ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪≉Ṧ࡞ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆせࡋ࡞࠸
Ᏻ౯࡞ཎᩱࡽࡢྜᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࣁࢫࢡࣞ
ࡣ㸪10nm ⛬ᗘࡢ⢏≧యࡽ࡞ࡾ(ᅗ 3) 㸪⢊
ᮎ X ⥺ᅇᢡ࡛ࡣ㠀ᬗ㉁࣑ࣝࢽ࣒࢘ࢣ㓟ሷ
㸦HAS㸸Hydroxyl Aluminum Silicate㸧⏤᮶
ࡍࡿࣆ࣮ࢡ㸪ప⤖ᬗᛶࡢᒙ≧⢓ᅵ㖔≀㸦Clay㸧

25Υ┦ᑐ‵ᗘ 60㸣࡛ࡢ྾╔ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ㸪
40wt㸣 ௨ୖ ࡢ྾╔㔞ࡀ࠶ࡾࢹࢩ࢝ࣥࢺ✵ㄪ⏝
⣲ᮦࡋ࡚᭷ᮃ࡞ᮦᩱ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡗࡓ㸬ࡲࡓࡇࡢ྾╔ࡋࡓỈẼࡣ㸪80Υ⛬ᗘࡢ
⇕※࡚ࡑࡢ㒊ศࡀᨺฟࡍࡿ㸬


ᅗ ࣁࢫࢡࣞࡢỈẼ྾╔➼ ⥺ࡢẚ㍑

࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࢆᢸᙜࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉဨ㕥ᮌṇဢ
ࡣ୍㐃ࡢ◊✲ࡢᡂᯝࡼࡾᖹᡂ  ᖺᗘᛂ⏝㖔
≀⛉Ꮫ㈹ࢆ᪥ᮏ㖔≀⛉Ꮫࡼࡾᤵࡉࢀࡲࡋࡓ㸬
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ಶேࡢ◊✲Ⓨ⾲

༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢ㖔ᗋᡂᅉࣔࢹࣝ
Ѹ๓ᘼᇦ࡛ࡢᚤ⏕≀㉳※࣓ࢱࣥࣚ࢘⣲ࡢ⃰㞟㛵ࡍࡿᆅ㉁Ꮫⓗ࣭ᆅ⌫Ꮫⓗไ⣙Ѹ
Genetic Model of the Minami-Kanto Gas Field
ѸGeological and Geochemical Restricts for Accumulation of Microbial Methane and Iodine
in Forearc RegionѸ
ᆅᅪᏛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸㔠Ꮚಙ⾜
Resource Geochemistry Research Group: Nobuyuki Kaneko
e-mail address: nobu-kaneko@aist.go.jp
㸬ࡣࡌࡵ
ỿࡳ㎸ࡳᖏࡢⓎ㐩ࡍࡿ๓ᘼᇦ࡛ࡣ࢞ࢫࣁࢻ
࣮ࣞࢺࡢᏑᅾࢆ♧ࡍ %65 ࡀᗈࡃศᕸࡋ㸪ຍయ
ࡸ๓ᘼᾏ┅ࡽᅇࡉࢀࡓ࢞ࢫヨᩱࡽࡣᚤ⏕
≀㉳※ࡢ࣓ࢱࣥࡢ⃰㞟ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༓ⴥ
┴ࡢ༑㔛ᆅᇦࢆ୰ᚰศᕸࡍࡿ༡㛵ᮾ࢞ࢫ
⏣ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᘼᾏ┅ሁ✚ࡋࡓୖ⥲ᒙ⩌
୰⬇⫾ࡍࡿᅜෆ᭱ࡢỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫ㖔ᗋ࡛
࠶ࡾ㸪ኳ↛࢞ࢫࡢ⏕⏘㔞ࡣᅜࡢ 㸦 + ᖺᗘ㸧㸪
ࣚ࢘⣲ࡢ⏕⏘㔞ࡣୡ⏺యࡢ  ཬࡪࠋ
࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡣᏳᐃ㡿ᇦࡀప 㧗ᅽ
㝈ࡽࢀࡿࡇࡽ㸪ᾏᗏୗ࡛ࡣᩘⓒ P ௨ὸࡢⱝ
࠸௦ࡢሁ✚≀୰㈿Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ⥲ᒙ⩌ࡢ
௦ࡶ࠾ࡼࡑ 㹼 ᖺ๓ⱝ࠸ࠋ୍᪉㸪ࣚ
࢘⣲  ᖺ௦ ᐃἲࡢ㐺⏝ࡼࡾ㸪㛫㝽Ỉ୰
ྵࡲࢀࡿࣚ࢘⣲ࡀᩘ༓ᖺ௨ୖ๓ᾏỈࡽ㝸
㞳ࡉࢀࡓࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ   ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞▩┪ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚㸪࣓ࢱࣥࡶࣚ࢘⣲ࡶࡑࡢ
⃰㞟ᶵᵓࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ᚤ⏕≀ࡼࡿ࣓ࢱࣥࡢ⏕ᡂ῝ᗘ
ࡸ㛫㝽Ỉࡢ㉳※࡞ࡢㄽⅬࢆᆅ㉁Ꮫⓗ࣭ᆅ⌫
Ꮫⓗ↓⌮࡞ࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢ㖔ᗋ
ᡂᅉࣔࢹࣝࢆᥦၐࡍࡿࠋ
㸰㸬࣓ࢱࣥࡢ⏕ᡂ῝ᗘⅣ⣲ྠయẚࡢኚ 
ᚤ⏕≀ࡣᾏᗏୗࡢࡢ⛬ᗘࡢ῝ᗘࡢࡇࢁ࡛
࣓ࢱࣥࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸽୍⯡ᚤ⏕
≀ࡀ⏕ᜥྍ⬟࡞῝ᗘࡣ㸪ἾᒾࡢᏍ㝽ᚄᚤ⏕≀
ࡢࡁࡉࡢไ⣙ࡽ㸪Ꮝ㝽⋡ࡀ⣙  ࡼࡾࡁ
࡞ᾏᗏୗ P ࡼࡾࡶὸ࠸ᡤ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᎘Ẽᛶᚤ⏕≀ࡢ㖄┤ศᕸࡣ㸪◲㓟㑏ඖᖏ┤ୗ
࡛᭱ࡶ⏕ᜥᩘࡀከ࠸ࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇ
ࡇ࡛࡛ࡁࡓ࣓ࢱࣥࡢࢇࡣ◲㓟㑏ඖᖏ
ᣑᩓࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪⃰㞟ࡣᐤࡋ࡞࠸ࠋ
ᾏὒᗏሁ✚≀ྵࡲࢀࡿ⁐Ꮡ࣓ࢱࣥࡢⅣ⣲ྠ
 య ẚ ࡣ 㸪 ୍ ⯡  ◲ 㓟 㑏 ඖ ᖏ ┤ ୗ ࡛ ࡣ 㹼
͙ࡢᑠࡉ࡞್ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡇࡽᛴ⃭ࡁࡃ
࡞ࡿࡀ㸪῝㒊ྥࡗ࡚ࡑࡢኚࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ
୍࡚ᐃࡢ್᮰ࡍࡿ㸦ᅗ㸯D㸧ࠋỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫ

ࡸࣁࢻ࣮ࣞࢺࡢ࣓ࢱࣥࡢྠẚࡀ͙௨ୗࡢ
್ࢆ♧ࡍࡇࡽࡶ㸪◲㓟㑏ඖᖏ┤ୗ࡛⏕ᡂࡋ
ࡓ࣓ࢱࣥࡢᐤࡣᑠࡉ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⁐ᏑⅣ㓟ࡢⅣ⣲ྠయẚࡢኚࡶࡰ࣓ࢱࣥ
┦ఝ࡞ࡿ㸦ᅗ D㸧ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚഴྥ
ࡣ㸪᭷ᶵ≀ࡢศゎⅣ㓟ሷ㖔≀ࡢ⁐ゎ㸦ࡶࡋࡃ
ࡣྠయᛂ㸧ࡼࡾ౪⤥ࡉࢀࡓ⁐ᏑⅣ㓟
ࡽ୍ᐃࡢྜ࡛࣓ࢱࣥࡀ⏕ᡂࡋ࡚✚ࡋࡓሙ
ྜࡢࣔࢹࣝィ⟬ࡢ⤖ᯝ㢮ఝࡍࡿ㸦ᅗ E㸧ࠋ῝ᗘ
ቑຍక࠺Ⅳ⣲ྠయẚࡢኚࡢῶᑡࡣ࣓ࢱࣥ
⏕ᡂᛂࡢῶ㏿࣭Ṇࢆពࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
࣓ࢱࣥ⏕ᡂࡀ⥅⥆ࡋ࡚ࡶ✚ࡋࡓ࣓ࢱࣥࡢⅣ⣲
ྠయẚࡣኚࡋ࡞࠸ࠋ༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣せ㒊ࡢ
ྠẚࡀ㸪ᒙ‽ࡸᆅᇦࡼࡽࡎ㹼͙๓ᚋ
㞟୰ࡍࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࡇࡽࡶ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࡣᨭ
ᣢࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇࡽ㸪ᾏᗏୗᩘⓒ P ࡛⏕ᡂࡋࡓ࣓
ࢱࣥࡀ㈨※ࡋ࡚ࡼࡾ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅗ㸯  D ῝ ᾏ ᗏ ሁ ✚ ≀ ୰ ࡢ ῝ ᗘ  ᑐ ࡍ ࡿ ࣓ ࢱ ࣥ 
&2  ࡢⅣ⣲ྠయẚࡢኚ   E ༙㛤ᨺ⣔ࣔࢹࣝ
ィ⟬࡛ࡢ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㔞ᑐࡍࡿⅣ⣲ྠయẚࡢኚ
ྛせ⣲ࡢᙳ㡪ᴫᛕᅗ 
δ&  ࣓ࢱࣥⅣ⣲ྠయẚ㸪δ&㸸⁐ᏑⅣ㓟Ⅳ⣲ྠయẚ㸪P& 㸸
ึᮇ⁐ᏑⅣ㓟㔞㸪δ& 㸸౪⤥⁐ᏑⅣ㓟Ⅳ⣲ྠయẚ㸪γ㸸Ⅳ
㓟ሷ㖔≀ỿẊ㏿ᗘ㸭࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘ㸪Γ㸸⁐ᏑⅣ㓟౪⤥㏿
ᗘ㸭࣓ࢱࣥ⏕ᡂ㏿ᗘ
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ᅗ㸰 ᅜෆỈ⁐ᛶኳ↛࢞ࢫࡢ࣓ࢱࣥⅣ⣲ྠయẚ
༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢ್ࡣ㹼͙㞟୰ࡍࡿࠋ 

ᅗ㸱 ๓ᘼᇦ࡛ࡢ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ㸭Ỉ⁐ᛶኳ↛
 ࢞ࢫ㖔ᗋᡂᅉࣔࢹࣝ

㸱㸬㛫㝽Ỉࡢ㉳※≉ᐃᒙ‽ࡢඖ⣲ࡢ⃰㞟
๓ᘼᇦ࠾࠸࡚ᆅᒙࡀཌࡃሁ✚ࡍࡿࡢࡣࢺࣛ
ࣇᗏ๓ᘼᾏ┅࡛࠶ࡿࠋࢺࣛࣇᗏ࡛ୗࡢ㐲ὒ
ሁ✚≀ࡢཌࡉࡀ㝈ᐃⓗ࡞ࡽࡤ㸪ࢱ࣮ࣅࢲࢺ◁
ᒾἾᒾᒙࡢሁ✚క࠸㔞ࡢᾏỈࡀྲྀࡾ㎸ࡲ
ࢀࡿࠋሁ✚≀ࡀཌࡃ㈓ࡲࡿᅽᐦࡼࡾᏍ㝽⋡
ࡀῶᑡࡍࡿࡓࡵ㸪┅ᆅࡢ῝క࠸ሁ✚≀ࡣᇙ
ἐࡍࡿࡀ㸪㛫㝽Ỉࡢᇙἐࡣᢚไࡉࢀࡿࠋ῝㒊࡛
ࡢ⢓ᅵ㖔≀࡞ࡢ⬺Ỉࡶ㸪᪂ࡓ࡞ᾏỈࡢྲྀࡾ㎸
ࡳࢆᢚไࡋ㸪㛫㝽Ỉࡢᇙἐࢆᢚไࡍࡿࠋ
୍᪉㸪ຍయ࠾࠸࡚ࡶᵓ㐀ⓗሁ✚≀ࡢཌ
ࡉࡀቑࡍࡇࡼࡾᅽᐦࡀ㐍⾜ࡍࡿࠋࢺࣛࣇᗏ
ࡢୗ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㔞ࡢ࣓ࢱࣥࡀ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࢀࡤ㸪
㝯㉳ࡼࡿῶᅽࡼࡗ࡚࣓ࢱࣥࡀ㐣㣬࡞ࡾ㸪
ᾋຊ࡛⛣ືࡋ࡚ࣁࢻ࣮ࣞࢺࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋ%65
ࡣ๓⦕ࢫࣛࢫࢺࡼࡾࡶ㝣ഃࡢỈ῝ࡀὸࡃ࡞ࡿᾏ
ᇦࡽ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣚ࢘⣲ࡣぶ⏕≀ඖ⣲࡛࠶ࡾ㸪᭷ᶵ≀྾╔ࡋ
ࡓ≧ែ࡛ᇙἐࡋ㸪᎘Ẽⓗ᮲௳ୗ࡛㛫㝽Ỉ⛣
⾜ࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢせ㈓␃ᒙ
‽ࡣ㸪ୖ⥲ᒙ⩌ࡢ㯤⏣࣭⏣௦࣭ᱵࣨ℩ᒙ࡛
࠶ࡾ㸪,&O ẚࡣ⏣௦ᒙ࡛ࣆ࣮ࢡࢆ♧ࡋ㸪ୖୗ
ᒙ‽࡛ࡣྠẚࡀῶᑡࡍࡿഴྥࢆ♧ࡍ  ࠋᇙἐࡍ
ࡿሁ✚≀ࡽᅽᐦࡼࡾỿࡳࡃࡃ࡞ࡗࡓ㛫㝽
Ỉࡀ࣓ࢱࣥࡸࣚ࢘⣲ࢆཷࡅྲྀࡾ⃰⦰ࡋࡓ⪃࠼
ࡿ㸪≉ᐃᒙ‽ࡢඖ⣲ࡢ⃰㞟ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ  ࠋ
㛫㝽Ỉࡢ , ᖺ௦ࡣ㸪༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢୖ⥲ᒙ
⩌࡛ 0D 㸪༡ᾏࢺࣛࣇᾏᇦ࡛ࡣ 0D
࡛࠶ࡾ㸪ሁ✚≀ࡢᖺ௦ẚ࡚ࡣࡿྂ࠸ࠋ
㛫㝽Ỉࡢࣚ࢘⣲ࡢ⛣⾜ࡀ㸪␗࡞ࡿ௦ࡢᆅᒙ
ࡽ㛗ᮇ㛫Ώࡗ࡚㉳ࡁࡓሙྜ㸪 , ᖺ௦್ࡣ
ᾏỈࡽ㝸㞳ࡉࢀࡓࣚ࢘⣲ࡢᖹᆒ್ࡋ࡚⪃࠼
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧ᅾඹᏑࡍࡿᆅᒙࡼࡾࡶࡣ
ࡿྂ࠸௦ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓ㛫㝽Ỉࡀ㸪ᅽᐦ
ࡼࡗ࡚ᆅୗᩘⓒ P ␃ࡲࡾ⥆ࡅ㸪ᇙἐࡋ࡚࠸
ࡃᆅᒙࡽ㛗ᮇ㛫Ώࡗ࡚ࣚ࢘⣲ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ
⤖ᯝ⪃࠼ࡿ㸪 , ᖺ௦್ࡀ♧ࡍ  ༓ᖺ๓
ࡼࡾࡶࡣࡿ௨๓ࡽࣚ࢘⣲ࡣ㛫㝽Ỉ୰⛣
⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ


㸲㸬༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢ㖔ᗋᡂᅉࣔࢹࣝ 
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆᇶ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞㖔ᗋᡂᅉࣔ
ࢹࣝࢆᥦၐࡍࡿࠋ
 ൨ᖺ௨ୖ๓ࢺࣛࣇᗏ࡛ࣚ࢘⣲ࢆྵࡴ᭷ᶵ
≀ࡀࢱ࣮ࣅࢲࢺ◁ᒾἾᒾᒙࡶሁ✚ࡋ㸪
ᇙἐࡼࡾᅽᐦࡀ㐍⾜ࡋ㸪ᩘⓒ P ࡢ῝ᗘ࡛ᚤ⏕
≀ࡀ⏕ᡂࡋࡓ࣓ࢱࣥࡀಖᏑࡉࢀ㸪ࣚ࢘⣲ࡀ㛫㝽
Ỉ⛣⾜ࡋࡓࠋࣉࣞѸࢺࡢỿࡳ㎸ࡳకࡗ࡚ሁ✚
≀ࡀຍయࢆᙧᡂࡍࡿ㸪῝㒊࡛ࡣᅽᐦࡀ㐍ࡴ
ࡀ㸪⾲ᒙ㏆ᐃ⨨ࡉࢀࡓሁ✚≀࡛ࡣᅽᐦࡢ㐍
⾜ࢆචࢀࡓࠋຍయᙧᡂక࠺㝯㉳ࡼࡾᅽຊ
ࡀῶᑡࡋ㸪㐣㣬࡞ࡗࡓ࣓ࢱࣥࡣ⛣ືࡋ࡚ࣁ
ࢻ࣮ࣞࢺࢆᙧᡂࡋࡓࠋᩳ㠃ሁ✚≀そࢃࢀ࡚
ຍయࡢᅽᐦࡀ㐍ࡳ㸪㛫㝽Ỉࡣᩳ㠃ሁ✚≀ࡢᏍ
㝽ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ㝯㉳ࡼࡾࣁࢻࣞ
࣮ࢺࡢศゎ㸭ᙧᡂࡼࡿࣜࢧࢡࣝࡀ㐍ࢇࡔࠋ
ỿࡳ㎸ࡳࣇࣟࣥࢺࡢẁ㝵ⓗ࡞๓㐍క࠸㸪ࡸࡀ
࡚๓ᘼᾏ┅ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ሁ✚㏿ᗘࡢࡁ࡞ࢱ࣮
ࣅࢲࢺ◁ᒾἾᒾᒙࡀࡧሁ✚ࡋ㸪ᅽᐦࡼ
ࡾຍయୖ㒊࠾ࡼࡧᩳ㠃ሁ✚≀୰Ꮡᅾࡋࡓ㛫
㝽Ỉࡀ๓ᘼᾏ┅ሁ✚≀ࡢ῝㒊ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢࡍ࡚ࡢᮇ㛫Ώࡗ࡚ᩘⓒ P ࡢ῝ᗘ
࡛࣓ࢱࣥ⏕ᡂࣚ࢘⣲ࡢ⛣⾜ࡀ⥅⥆ࡋ㸪㛫㝽Ỉ
⃰㞟ࡋࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳ㛵㐃
ࡋ࡚ሁ✚≀ࡣỈᖹ᪉ྥ⛣ືࡍࡿࡀ㸪㛫㝽Ỉࡣ
⌧⨨␃ࡲࡾつᶍ࡞Ỉᖹ⛣ືࢆ⪃៖ࡍࡿ
ᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ༡㛵ᮾ࢞ࢫ⏣ࡢ┤ୗ
ࡢᇶ┙ࡢ୕Ἴᕝᖏࡸ⛛∗ᖏࡢᒾ▼ࡢᏍ㝽⋡࣭ᾐ
㏱⋡ࡀᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡓࡵ㸪༡ᮾ㒊ࡢᅄ༑ᖏ
ࡽ୕ᾆᒙ⩌࠾ࡼࡧᡣ⥲༙ᓥἈࡢ᭱ୗ㒊ୖ⥲ᒙ⩌
ࢆ⤒࡚㛫㝽Ỉࡀᐃ⨨ࡋࡓࡶࡢ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
⌧ᅾࡣす᪉ྥᆅᒙࡀഴᩳࡍࡿᡣ⥲ᆅᇦ
࡛ࡣ㖔ᗋࡀಖᏑࡉࢀኳỈࡢධࢆཷࡅࡓᆅᇦ
࡛ࡣ㖔ᗋࡢ◚ቯࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
 0XUDPDWVX HWDO    (DUWK3DQHW6FL/HWW 
  )HKQHWDO   *HRORJ\   ᪩✄
⏣࣭ෆ⏣  ᆅㄪ᭶ሗ  ୕⏣  ᾏỈ
Ꮫㄅ  㔠Ꮚ  ▼ᢏㄅ 
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ಶேࡢ◊✲Ⓨ⾲

୍⯡ᖏỈᒙ CO2 ᆅ୰㈓␃࡛ࡢᆅᏛࢺࣛࢵࣆࣥࢢ㸸ᮾி‴ᓊࣔࢹࣝࡢ᳨ウ
Geochemical trapping in an open aquifer CO2 storage: a case study on Tokyo Bay model
CO2 ᆅ୰㈓␃◊✲䜾䝹䞊䝥䠖ዟᒣᗣᏊ㻖䠈ᚂᚙṇኵ䠈ᰗ⃝ᩍ㞝㻌
ᆅ⇕㈨※◊✲䜾䝹䞊䝥䠖బ䚻ᮌ᐀ᘓ㻌
㻶㻙㻼㼛㼣㼑㼞䠖ᡞ㧗ἲᩥ㻌
CO2 Geological Storage Research Group: Yasuko Okuyama*, Masao Sorai, Norio Yanagisawa
Geothermal Resources Research Group: Munetake Sasaki
J-Power䠖Norifumi Todaka
*Phone: 029-861-3883, e-mail: okuyama-gsj@aist.go.jp
㸯㸬ࡣࡌࡵ
Ẽ୰ᛴ㏿࡞࣮࣌ࢫ࡛ቑຍࡍࡿ㓟Ⅳ⣲
㸦CO2㸧ࡣ㸪ᆅ⌫ ᬮࡢཎᅉ≀㉁ࡋ࡚ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡢᗈỗ࡞⎔ቃၥ㢟ࡢ㛵ಀࡽࡶ㸪
᪩ᛴ࡞๐ῶࡀᚲせ࠸࠺ㄆ㆑ࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢ୰࡛ࠕ୍⯡ᖏỈᒙ㈓␃ࠖࡀ㸪๐ῶ⟇ࡋ࡚ࢃ
ࡀᅜ࡛ CO2 ᆅ୰㈓␃ࢆྍ⬟ࡍࡿ㸪⌧ᐇⓗ᪉⟇
ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᆅᅪ㈨※⎔ቃ◊✲㒊㛛ࢆ୰ᚰࡋࡓ◊✲⪅ࢢࣝ
࣮ࣉࡣ㸪H17㸫H19 ᖺᗘࡅ࡚㸪୍⯡ᖏỈᒙࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓ CO2 ᆅ୰㈓␃ࡢ◊✲ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓ
㸦ᆅ⌫⎔ቃ⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᶵᵓࡽࡢཷク◊✲ࠕ㧗
⢭ᗘᆅ୰ᣲືண ᡭἲࡢ◊✲ࠖ㸪௨ୗ㸪㧗⢭ᗘ◊
✲㸧㸬ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᮾி‴ᓊࢆࣔࢹࣝᆅᇦࡋࡓ
௬ⓗᆅ୰㈓␃ࡽ㸪ᆅୗ࡛ࡢ CO2 ὶయࡢᣲືࢆ
᫂ࡽࡋ㸪୍⯡ᖏỈᒙ㈓␃ᡂ❧ࡢ⛉Ꮫⓗ❧⬮Ⅼ
ࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚࠸ࡿ㸬CO2 ᆅ୰㈓␃㛵
ࢃࡿᆅᏛⓗ┦స⏝ࡢ◊✲ࡣ㸪
ࠕᆅᏛⓗ㈓␃࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡢ◊✲ࠖࢧࣈࢸ࣮࣐࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
H19 ᖺᗘࡣ㸪ᮾி‴ᓊࡢᆅᏛⓗ᮲௳ࡢୗ࡛ࠕᆅ
Ꮫࢺࣛࢵࣆࣥࢢࠖࡀᶵ⬟ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㸪
TOUGHREACT ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ㸦Xu et al.㻘㻌2004㻕
䜢⏝䛔䛯ᆅᏛࣔࢹࣜࣥࢢࡼࡗ᳨࡚ウࡋࡓ㸬◊
✲⤖ᯝࢆ⡆༢⤂ࡋࡓ࠸㸬
䠎䠊ᆅ㉁䝰䝕䝹䛸ㅖ᮲௳䛚䜘䜃ィ⟬ᡭ㡰㻌
䠄䠍䠅ᆅ㉁䝰䝕䝹㻌
CO2 ᆅ୰㈓␃䛷䛿㉸⮫⏺≧ែ䛾 CO2 䜢ᆅୗ㈓
␃䛩䜛䛾䛷䠈㟼Ỉᅽୗ䛷䛭䛾≧ែ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛῝ᗘ 800䡉௨ୖ䛾῝ᆅᒙ䛜㈓␃䛾ሙ䛻ᐃ䛥
䜜䜛䠊ᮾி‴ᓊ䛾ᆅୗ䛻䛿䠈䛂ୖ⥲ᒙ⩌䛃䛸䛧䛶▱䜙
䜜䜛ᚋᮇ㩭᪂ୡ䠉୰ᮇ᭦᪂ୡ䛾ཌ䛔ᆅᒙ䛜ศᕸ䛧䠈
䛣䜜䛿㈓␃䛻㐺䛧䛯≉ᛶ䜢ᣢ䛴ཌ䛔◁ᒾἾᒾᒙ
䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䠊◊✲䛷䛿䠈ୖ⥲ᒙ⩌୰㒊䛾ᱵ䡵
℩ᒙ◁ᒾ䜢㈓␃ᒙ䠈䛭䛾ୖ䛻㔜䛺䜛ᅜᮏᒙ䛾᭱ୗ
㒊Ἶᒾ䜢䝅䞊䝹ᒙ䛻タᐃ䛧䛯䠄ᅗ䠍䠅䠊㻌

ᅗ䠍䠖ୖ⥲ᒙ⩌ᆅ㉁᩿㠃ᅗ䠄㕥ᮌ䜋䛛㻘㻝㻥㻥㻡 䜘䜚䠅䠊㯮
ᯟ䛾⠊ᅖ䛜㻘䝰䝕䝸䞁䜾㡿ᇦ䛻ᑐᛂ䠊㻌
㻌
ࣔࢹࣜࣥࢢ࡛ࡣ㸪ཌࡉ 300m ࡢ◁ᒾ㈓␃ᒙୖ
ࡢཌࡉ 100㹫ࡢἾᒾࢩ࣮ࣝᒙࡽ࡞ࡿ㸪2 ḟඖ
ᖏỈᒙࣔࢹࣝ㸦ཌࡳ 1,000㹫㸧ࢆタᐃࡋ㸦ᅗ 2㸧㸪
㒊࡛ 1100 ࡢࣈࣟࢵࢡศࡋ࡚ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
㈓␃ᒙ࠾ࡼࡧࢩ࣮ࣝᒙࡘ࠸࡚ࡢὶື㛵ಀࡢࣃࣛ
࣓࣮ࢱࡣ㸪ࢩ࣮ࣝᒙࡢ㏱Ỉಀᩘࢆ㝖ࡁ㸪ὶయὶື
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸦ᮡཎ㸪2008㸧ඹ㏻ࡋ
ࡓ㸦௨ୗ㸪ලయⓗࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ
࠸㸧㸬ὶື㛵ಀࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ㸪㧗⢭ᗘ◊✲ࡢ
ࡢ◊✲ࢧࣈࢸ࣮࣐࡚ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࢆࡶタᐃ
ࡋࡓ㸬 ᗘ᮲௳ࡣ㸪40Υ㸦ࢩࢫࢸ࣒ෆ୍࡛ᐃ㸧
ࡋࡓ㸬
㻔㻞㻕ᆅᏛ᮲௳㻌
ᆅᏛ᮲௳䛸䛧䛶䛿䠈㼕㻕㈓␃ᒙ䞉䝅䞊䝹ᒙ䛾Ꮫ
⤌ᡂ䠈㼕㼕㻕ྠ䛨䛟㖔≀ᵓᡂ䠈㼕㼕㼕㻕䝅䝇䝔䝮ෆ䜢‶䛯䛩ᆅᒙ㻌
㻌

㻌
ᅗ䠎䠖䝰䝕䝹䛾ෆᐜ䠊ⷧⲔⰍ䛾㒊ศ䛜㈓␃ᒙ㻘ỈⰍ㒊
䛜䝅䞊䝹ᒙ䛷䛒䜛䠊㻌
Ỉ䛾Ꮫ⤌ᡂ䛾 㻟 ⪅䜢䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛㻚㼕㻕䛸 㼕㼕㻕䛿䠈ᱵ
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䡵℩ᒙ◁ᒾ䛚䜘䜃ᅜᮏᒙἾᒾ䛻䛴䛔䛶ồ䜑䛯ᐇ䝕
䞊䝍䜢⏝䛔䛯㻚Ἶᒾᵓᡂ㖔≀䛾㔞ẚ䛿䠈༑ᔒ
䠄1984䠅䛻䜘䜛䝜䝹䝮ィ⟬䛻䛶ồ䜑䛶䛔䜛䠊㼕㼕㼕㻕䛻䛴䛔
䛶䛿䠈㧗⢭ᗘ◊✲䛾୍㒊䛷䛒䜛䛂ᆅᒙỈ䝕䞊䝍䝧
䞊䝇䛃䠄ዟᒣ䜋䛛䠈2008䠅䛾◊✲䛷㞟䛧䛯䝕䞊䝍䜘䜚䠈
ᮾி‴ᓊ䛷䛾௦⾲್䜢㑅䜃ฟ䛧䛶⏝䛧䛯㻚㻌
ᆅᏛィ⟬䛻ᚲせ䛺㖔≀⁐ゎ㏿ᗘᐃᩘ䛿䠈
TOUGHREACT 䛾 䝕 䝣 䜷 䝹 䝖 ್ 䜢 ⏝ 䛔
䛯 㻚Oligoclase 䛾 ⁐ ゎ ㏿ ᗘ ᐃ ᩘ 䛿 䠈 Xu and㻌
Pruess(2006)䛾್䜢⏝䛧䠈ᛂ⾲㠃✚䛿ᙼ䜙䛾್
䛾 1/10 䛻タᐃ䛧䛯䠊㻌
䠄䠏䠅ィ⟬ᡭ㡰㻌
䛿䛨䜑䛻 CO2 䜢ධ䜜䛪䛻䝰䝕䝹ᆅᒙỈ䛸㈓␃ᒙ
䜢 500 ᖺ㛫ᛂ䛥䛫䜛⮬↛≧ែ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢⾜
䛔䠈Ỉ┦䛾 pH 䛜ⴠ䛱╔䛟䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䠊䛭䛾ᚋ䠈ᅗ
2 䛾ᕥ➃䛾ᅽධ䝤䝻䝑䜽䛛䜙䠈CO2 䜢 㻞㻡 䝖䞁㻛ᖺ䛾䝺
䞊䝖䛷 㻡㻜 ᖺ㛫ὀධ䛧䛯䠄ᖏỈᒙ䝰䝕䝹䛾ᑐ⛠ᛶ䛛䜙䠈
㻡㻜 䝖䞁㻛ᖺ䛾ᅽධ㔞䛻䛺䜛䠅䠊䛭䛾ᚋ 10,000 ᖺ㛫䛾
ኚ䜢ィ⟬䛧䛯䠊㻌
㻌
䠏䠊ィ⟬⤖ᯝ㻌
䠄䠍䠅ṧ␃㉸⮫⏺ CO2 䛚䜘䜃⁐Ꮡ CO2 䛾ศᕸ㻌
ṧ␃㉸⮫⏺ CO2 䛚䜘䜃⁐Ꮡ CO2 䛾ศᕸ䜢䠈ᅗ䠏
䛻♧䛩䠊ᅽධ CO2 䛿ᾋຊ䛷㏿䜔䛛䛻ୖ᪼䛧䠈50 ᖺ
㛫䛾䛖䛱䛻䝅䞊䝹ᒙୗ䛻㐩䛩䜛ᰕ≧䛾䝥䝸䝳䞊䝮䜢䛺
䛩䠊䛭䛾ᚋ䛿䝅䞊䝹ᒙୗ㠃䛻ἢ䛳䛶ᶓ᪉ྥ䛻ᗈ䛜䜛
䛜䠈Ỉᖹᒙ䝰䝕䝹䛷䛒䜛䛯䜑䛻ᗈ䛜䜚䛿ⴭ䛧䛟䛺䛔䠊
ὶື䛻క䛳䛶ᆅᒙỈ䜈䛾⁐ゎ䛜㐍䜏䠈 1,000 ᖺᚋ
䛻䛿㧗⃰ᗘ䛾㉸⮫⏺ CO2 䛿䝅䞊䝹ᒙ┤ୗ䛻㝈䜙䜜
䜛䜘䛖䛻䛺䜛䠊CO2 䜢⁐䛛䛧䛯ᆅᒙỈ䛿ᐦᗘ䛜㧗䛟䛺䜚䠈
10,000 ᖺ㛫䛾ィ⟬⤖ᯝ䛷䛿㈓␃ᒙୗ㒊䛻ⴠ䛱㎸䜐
䛣䛸䛜ண䛥䜜䛶䛔䜛䠊㻌 㻌
㻔㻞㻕㈓␃䝅䝇䝔䝮ෆ䛾ᆅᏛኚ䛸㖔≀ᅛᐃ㻌
CO2 ὀධ䛻క䛳䛶㈓␃ᒙ䛷䛿䠈䝥䝸䝳䞊䝮䛾㏻㐣
䛩䜛㡿ᇦ䛷ⴭ䛧䛟ᆅᒙỈ䛾 p䠤䛜పୗ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈
㈓␃ᒙᵓᡂ㖔≀䛾⁐ゎ䛸䠈᪂㖔≀䛾⏕ᡂ䛜㐍䜐䠊⁐
ゎ䛩䜛㖔≀䛾௦⾲䛿ᩳ㛗▼䛸⥳Ἶ▼䠈᪂䛯䛻⏕ᡂ䛩
䜛㖔≀䛾௦⾲䛜᪉ゎ▼䛷䛒䜛䠊᪉ゎ▼௨እ䛾Ⅳ㓟ሷ㻌

㻌
ᅗ䠏䠖ᅽධṆᚋ 10,000 ᖺ㛫䛻䜟䛯䜛㉸⮫⏺ CO2
䠄ᕥ䠅䛸⁐Ꮡ CO2䠄ྑ䠅䛾ศᕸ䠊㻌

ᅗ㸲㸸✵㝽⋡㸦ᕥ㸧㖔≀ᅛᐃ㔞㸦ྑ㸧ࡢ 1,000
ᖺ㛫ࡢኚ
㻌
䛾⏕ᡂ䜒ᚎ䚻䛻㐍⾜䛧䠈䛯䛸䛘䜀䝅䝕䝷䜲䝖 FeCO3 䛿
⥳Ἶ▼䛾ῶᑡ䛸┦⿵ⓗ䛺䝟䝍䞊䞁䛷⏕ᡂ䛜ㄆ䜑䜙䜜
䜛䠊㛗㛫⤒㐣ᚋ䛻䛿䠈pH 䛾పୗ䛧䛯ᆅᒙỈ䛜‶
䛯䛩䝥䝸䝳䞊䝮ෆ㒊䛻䠈䜹䜸䝸䝘䜲䝖䜢୰ᚰ䛸䛩䜛⢓ᅵ
㖔≀䛜㢧ⴭ䛻⏕ᡂ䛩䜛䠊㻌
᪂䛯䛻⏕ᡂ䞉ỿẊ䛩䜛㖔≀୰䠈㔞ⓗ䛻᭱䜒㔜せ䛺
䜒䛾䛿᪉ゎ▼䛷䛒䜛䠊CO2 㖔≀ᅛᐃ䛿䠈㔞ⓗ䛻䛿᪉
ゎ▼䛾⏕ᡂ䛻౫Ꮡ䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊᪉ゎ
▼䛿 CO2 䝥䝸䝳䞊䝮䛾⦕㎶䛷䠈ᆅᒙỈ䛾䡌䠤ኚ䛾䝣
䝻䞁䝖䛻ᙜ䛯䜛㒊ศ䛻ỿẊ䛩䜛䠊䝥䝸䝳䞊䝮䛾ᣑ୰
䛿䠈୍ᗘ⏕ᡂ䛧䛯᪉ゎ▼䛜ᗘ⁐ゎ䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜛䛜䠈
ᣑ䛜Ṇ䜎䜛䛸䝥䝸䝳䞊䝮⦕㎶䛻䛿᪉ゎ▼䛜䛾Ⅳ
㓟ሷ㖔≀䛸䛸䜒䛻ᙉຊ䛻ỿẊ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䠄ᅗ䠐䠅䠊䛣
䛾䜘䛖䛻ὶື⣔䛷䛾Ⅳ㓟ሷ㖔≀⏕ᡂ䛿䠈⮬ᕫ䝅䞊䝹
ⓗ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌
㸲㸬ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿὶయὶືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥ◊✲㸦ᮡཎ㸪2008㸧ࡽ㸪ᮾி‴ᓊࡢᆅ
㉁࣭ᆅᏛ᮲௳ࡶ࡙ࡃᖏỈᒙࣔࢹ࡛ࣝ㸪ᐇ⏝
つᶍࡢ㔞ࡢ CO2 ࢆᆅ୰㈓␃࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ᆅᏛࣔࢹࣜࣥࢢ࡛ࡣ㸪ᒾ▼㸫Ỉ
㸫CO2 ┦స⏝ࡼࡾ㸪ᅽධ┤ᚋࡽ㈓␃ᒙෆࡢ
≧ἣࡀⴭࡋࡃኚࢃࡿࡇࡀศࡗࡓ㸬㖔≀ᅛᐃࡀ
㢧ⴭ࡞ࡿࡢࡣ㸪ᅽධ⤊ᚋ㛗㛫㸦1,000 ᖺ௨
ୖ㸧⤒㐣ᚋ࡛࠶ࡿ㸬
㖔≀ᅛᐃ㛵ࡍࡿ㖔≀ࡢ✀㢮ࡸ CO2 ㈓␃
ࡼࡿᆅᒙỈࡢኚ࡞ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡ┦ᖹ⾮ㄽⓗ࡞
ண ▩┪ࡋ࡞࠸㸬ࡋࡋ㸪ྛ✀㖔≀ࡢᾘ㛗㛵ಀ
ࡣ㏿ᗘㄽࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡞ࡾ౫Ꮡࡋ㸪୰ࡣᣲື
ࡀᏳᐃⓗ⌧ࡉࢀ࡞࠸㖔≀ࡶㄆࡵࡽࢀࡓ㸬≉
ࢻ࣮ࢯࣥ▼ NaAlCO3(OH)2 ࡢᣲືࡣၥ㢟⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ᆅᏛࣔࢹࣜࣥࢢࢆ CO2 ᆅ୰㈓␃ࡢ≧ἣ
ࢆᢕᥱࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭἲⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㸪ྛ
✀㏿ᗘㄽࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ⢭ᰝࡀᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟
࠸࠼ࡿ㸬
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࢆᨭ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㸪(㈈)ᆅ⌫⎔ቃ⏘
ᴗᢏ⾡◊✲ᶵᵓឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬

－ 66 －

ಶேࡢ◊✲Ⓨ⾲

ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺᩳࡵỿࡳ㎸ࡳࡢ⡆᫆ࣔࢹࣝᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸸ᡭἲᛂ⏝
Simplified modeling and numerical simulation of oblique subduction of
oceanic plates: Method and applications
ⱱ㔝 ༤㸦ᆅ⇕㈨※◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸧
Hiroshi Shigeno1) *
1) Geothermal Resources Research Group.
*Corresponding Author, e-mail address: hiroshi-shigeno@aist.go.jp
㸯㸬ࡣࡌࡵ
㏆ᖺ᪥ᮏ࡛ࡶ㸪ᵝࠎ࡞㧗ရࡢᆅ⌮࣭ᆅ⌫⛉
Ꮫሗࡢ㟁Ꮚබ㛤ࡑࡢฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᬑཬ
ࡀ㐍ࡳ㸪ᆅᅪ㈨※࣭⎔ቃศ㔝ࡢከᵝ࡞ၥ㢟ࡢ
᳨ウࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆ྍ⬟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸦ᆅ㉁ㄪ
ᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸪2007㸧㸬 ࡉࡽ㸪ࡇࢀࡽ
ྛ✀ࡢࣔࢹࣝᡭἲ㸪ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᡭ
ἲ࡞ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㸪㧗ᗘ࡞ࢹ
࣮ࢱฎ⌮࣭⾲♧ࡀᵝࠎྍ⬟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬
㸰㸬ᡭἲ
  ᖺ௦௨㝆ࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫ⌮ㄽࡼ
ࡗ࡚㸪ୡ⏺ྛᆅࡢከᵝ࡞ᆅ⌫⛉Ꮫⓗ⌧㇟ࡢ⏕ᡂ
ᶵᵓࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬 ᭱㏆ⱱ㔝㸦D㸧
ࡣ㸪ᇶ♏ⓗ㔜せ࡞ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢ
㝣ࣉ࣮ࣞࢺ㸫ᓥᘼ⣔ୗࡢỿࡳ㎸ࡳࡘ࠸࡚㸪
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢ┦ᑐ㐍⾜᪉ྥ࣭㏿ᗘ㸪ࢫࣛࣈࡢ
ỿࡳ㎸ࡳ᪉ྥഴᩳゅᗘࢆせࣃ࣓࣮ࣛࢱࡋ
ࡓ⡆᫆ⓗ࡞ᩘ⌮ࣔࢹࣝ㸫ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ
㸦6666㸧ࢆసᡂࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧㸬 ࡇࡢᡭἲࡣ㸪ࣉ
࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢᗄఱ࣭㐠ືᏛᇶ࡙ࡃ༢⣧࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪㸱ḟඖ㟈※ศᕸ࡞࣐ࢵࢳࣥ
ࢢࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ᚑ᮶ࡼࡾࡶ㧗☜ᗘࡢࣉ
࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢศᕸ࣭㐠ືࡢ᥎ᐃࢆྍ⬟ࡋ㸪
ᖜᗈ࠸ᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬

㸱㸬ᛂ⏝
 ㏆ᖺࡢࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫ⌮ㄽࡢ㐍ᒎࡼ
ࡗ࡚ࡶ㸪ᮍゎỴࡢၥ㢟ࡀከᩘᏑᅾࡍࡿ㸬 ୖグ
ࡢ᪂ᡭἲࢆ㸪ᆅ⇕㈨※ศ㔝࡛㛗ᖺ⯆ࡀᣢࡓࢀ
࡚ࡁࡓ㏆␥ᆅ᪉ࡢ㠀ⅆᒣᛶᆅᇦศᕸࡍࡿ㧗
Ἠ㸦ḷᒣ┴ࡢᓠ㸪රᗜ┴᭷㤿࡞㸧ࡢ⏕
ᡂᶵᵓࡢၥ㢟㐺⏝ࡋࡓ㸬 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪  ᮾ᪉
ࡢఀ㇋ᑠ➟ཎᘼୗࡽᩳࡵỿࡳ㎸ࡴኴᖹὒࣉ
࣮ࣞࢺࡢࢫࣛࣈࡀ㸪㏆␥ୗ࡛ࡣᆅୗ㹼NP 
㐩ࡋ࡚῝㒊㧗 ࣐ࣥࢺࣝ≀㉁㸦పᐦᗘ㸧ࡢୖ᪼
ࢆ⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪  ࡇࢀࡀ༡ᮾ᪉ࡢ༡ᾏࢺࣛࣇ
ࡽᩳࡵỿࡳ㎸ࡴࣇࣜࣆࣥᾏࣉ࣮ࣞࢺࡢࢫࣛ
ࣈࢆ㸱ࡘࢭࢢ࣓ࣥࢺ㸦▷≧㸧ࡋ࡚㏆␥ୗ
ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢỿࡳ㎸ࡳゅᗘࢆᛴഴᩳࡉࡏ㸪
 ࡇࢀࡼࡗ࡚ᆶ┤᪉ྥ㛤ࡃ㏆␥ୗࡢ࣐ࣥ

ࢺ࢚ࣝ࢘ࢵࢪ㸦῝ᗘ 㹼NP㸧ࡢ᪉ࡽ
ࡢ῝㒊㧗 ࣐ࣥࢺࣝ≀㉁ࡢὶධࢆ⏕ࡌ࡚㸪 
ỿࡳ㎸ࡴࣇࣜࣆࣥᾏࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢୖ
࡛⇕ὶయ㹼࣐ࢢ࣐ࡀⓎ⏕ࡋୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ࣔࢹࣝࡀᚓࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸰࣭ᅗ㸱࣭ᅗ㸲㸧㸦ⱱ㔝㸪
E㸧㸬 ࡲࡓୖグࡢ⡆᫆ࣔࢹࣝ㸫ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥᡭἲࢆ㸪㏆ᮍ᮶つᶍᆅ㟈⅏ᐖࡀ༴
ࡉࢀࡿࡶ㸪ᆅ ໙㓄ࡀ␗ᖖప࠸㛵ᮾ
ᖹ㔝ୗࡢࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢศᕸࡢၥ㢟㐺⏝
ࡋ㸪┦ᶍࢺࣛࣇᇦࡽỿࡳ㎸ࡴࣇࣜࣆࣥᾏࣉ
࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈ㸦ఀ㇋ᑠ➟ཎᘼࡢ๓ᘼᇦ㸧ࡢ㸱
ࢭࢢ࣓ࣥࢺࣔࢹࣝࢆᥦࡋࡓ㸦ⱱ㔝㸪F㸧㸬

ᩥ⊩

 ᆅ㉁ㄪᰝ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸦㸧
㸸ᕞ㸫ศ㸫
㇏⫧ᆅᇦࡢᆅ⇕ࢹ࣮ࢱฎ⌮㞟ࠕᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ
࣒ 㸦 *,6 㸧 ࢆ  ⏝ ࡋ ࡓ ᆅ ⇕ ㈨ ※ ࡢ ホ ౯ ࡢ ◊ ✲
㸦 ᖺᗘ㸧ࠖࡢࡲࡵ⡆᫆⤫ྜⓗฎ⌮
ࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㞟㸦&'520㸧㸬ᩘ್ᆅ㉁ᅗ㸪
*7

 ⱱ㔝 ༤㸦D㸧㸸ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢ
ᩳࡵỿࡳ㎸ࡳࡢ⡆᫆ᩘ⌮ࣔࢹࣝᩘ್ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥ㸫㟁Ꮚᆅ⌫⛉Ꮫሗࡢ⤫ྜゎᯒࡼ
ࡿ㏆␥ᆅ᪉ࡢ㧗
Ἠࡢ᳨ウ  㸫㸬ᆅ㉁ࢽࣗ
࣮ࢫ㸪QR

 ⱱ㔝 ༤㸦E㸧㸸ࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫ
ᇶ࡙ࡃࡢᓠ࣭᭷㤿 Ἠࡢ⏕ᡂ⎔ቃࡢࣔࢹࣝ
㸫㟁Ꮚᆅ⌫⛉Ꮫሗࡢ⤫ྜゎᯒࡼࡿ㏆␥ᆅ᪉
ࡢ㧗
Ἠࡢ᳨ウ  㸫㸬ᆅ㉁ࢽ࣮ࣗࢫ㸪QR


 ⱱ㔝 ༤㸦F㸧㸸┦ᶍࢺࣛࣇᇦ㸫㛵ᮾᖹ㔝
࠾ࡅࡿࣇࣜࣆࣥᾏࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢỿࡳ
㎸ࡳ㸫බ㛤㟁Ꮚᆅ⌫⛉Ꮫሗࢆ⏝ࡋࡓ⡆᫆
ࣔࢹࣝ㸫ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡿ᳨ウ㸫㸬
ᆅ㉁ࢽ࣮ࣗࢫ㸪QR
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ᅗ㸱 ㏆␥ᆅ᪉ࡢ㧗
Ἠࡢ⏕ᡂ⎔ቃ࣭ᶵᵓࡢ
ࣔࢹࣝᅗ㸦1: ᪉ྥᆅୗࡽࡢ  ḟඖ⾲♧㸧㸬




ᅗ㸯 ᓥᘼ⣔ୗỿࡳࡇࡴᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛ
ࣈࡢᗄఱ࣭㐠ືᏛⓗ࡞⡆᫆ᩘ⌮ࣔࢹࣝ㸬






ᅗ㸰 す༡᪥ᮏᘼࡢ㟈※῝ᗘศᕸࢫࣛࣈỿࡳ
㎸ࡳ῝ᗘࡢ⡆᫆ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡢẚ㍑㸬


ᅗ㸲 ㏆␥ᆅ᪉ࡢ㧗
Ἠࡢ⏕ᡂ⎔ቃ࣭ᶵᵓࡢ
ࣔࢹࣝᅗ㸦1:6( ᪉ྥࡢ᩿㠃ᅗ⾲♧㸧㸬 බ㛤㟁
Ꮚሗࡼࡾ Ἠ㸦+6㸧㸪ᶆ㧗㸦(OHY㸧㸪Ỉ῝㸦6%'㸧㸪
㟈※㸦(DUWKTXDNH+\SRFHQWHU㸧࡞ࡢศᕸࡶ♧
ࡋࡓ㸬 ㏆␥ᖏ࡛ࡣ㸪ኴᖹὒࣇࣜࣆࣥᾏࡢ
㸰ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ㸫ࢫࣛࣈࡢᩳࡵỿࡳ㎸ࡳࡢ┦
స⏝ࡼࡗ࡚㸪୰ᅜᅄᅜᖏࡣ␗࡞ࡿ≉␗࡞㧗
Ἠࡢ⏕ᡂ⎔ቃࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦ᮏᩥཧ↷㸧㸬
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Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝฎ⌮࠾ࡅࡿ㧗࿘Ἴ㟁Ẽศゎ⨨ࡢ㐺⏝
Control of calcite scaling using high frequency electrolysis
ᰗ⃝ᩍ㞝  㸦&2 ᆅ୰㈓␃ 5*㸧㸪ᯇᮧ㧗ᏹ  㸦㸦ᰴ㸧ࣞࢣࣥ㸧
Norio Yanagisawai1)* and Masato Fujita2)
1) CO2 Geological Storage R.G., 2) Reiken Co., LTD.
*Corresponding Author, e-mail address: n-yanagisawa@aist.go.jp

 ᕤሙ࡞࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡ࣮ࣜࣥࢢࢱ࣮࣡
࡞࡛ࡣỈ㉁㸪 ᗘ᮲௳ࡼࡾ㓄⟶ࡸ⇕ჾ
࡞ࡢỈࡢᚠ⎔⣔Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝ
㸦௨ୗࢫࢣ࣮ࣝ⾲グ㸧ࡀ╔ࡍࡿࡇࡀከ࠸㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ᚠ⎔ຠ⋡ࡸ⇕ຠ⋡ࡢపୗ࡞
ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬Ỉࡢᚠ⎔⣔࡛ࡢࢫࢣ
࣮ࣝᑐᛂ⟇ࡋ࡚㸪ᶵᲔⓗ࡞㝖ཤసᴗ㸪⸆ရὀ
ධࡀ࠶ࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪㟁Ẽศゎࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡶᐇ
⏝ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬㟁Ẽศゎࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡢ
㸯ࡘࡋ࡚㸦ᰴ㸧ࣞࢣ࡛ࣥࡣ㧗࿘Ἴ㟁Ẽศゎ
Ỉ ฎ ⌮  ⨨ ࢲ  ࢼ ࢡ ࣜ ࣮ ࣥ D ࣭ 150T 㸦 ௨ ୗ
D150T ⾲グ㸧ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⨨ࡣ㸪
ᅗ㸯♧ࡍࡼ࠺ไᚚ㒊㟁ᴟ㒊㸦㸱ᮏࡢ㟁ᴟ
㟁ᴟ࢝ࣂ࣮㸧ࡽ࡞ࡾ㸪㟁ᴟࡢ㝧ᴟ㝜ᴟࢆ
࿘ᮇⓗኚࡉࡏ㸪㟁ᴟ⮬యࢫࢣ࣮ࣝࡀ╔
ࡍࡿࡇࢆ㜵ࡄࡶ㸪┦ᑐⓗ࣐ࢼࢫࡢ
㟁ࢆᣢࡘ㟁ᴟ࢝ࣂ࣮ࢫࢣ࣮ࣝࢆᤕ㞟ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ 1) 㸬ࡲࡓ㸪ḟⓗ࡞ຠᯝࡋ࡚ࡍ࡛
㓄⟶࡞╔ࡋࡓࢫࢣ࣮ࣝࢆ㞳ࡉࡏࡿຠᯝ
ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2)㸬

㸰㸬ࢫࢣ࣮ࣝᤕ㞟࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡋ࡚
㸬㟁ᴟ࿘㎶ࡢỈ㉁ศᕸ
⨨ࡢ㟁ᴟ㏆㸪㟁ᴟ࢝ࣂ࣮㏆㸪ࡑࡋ࡚
⨨ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓỈ㠃㏆ࡢ㸱࢝ᡤࡽ᥇ྲྀࡋ
ࡓヨᩱࡢ pH ࢆ ᐃࡋࡓࡇࢁ㸪ᅗ 2 ♧ࡍࡼ
࠺㸪㟁ᴟ࢝ࣂ࣮㏆ࡀ୍␒㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀ♧
ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪࢝ࣝࢩ࣒࢘㸦Ca㸧⃰ᗘࢆẚ㍑ࡋ
ࡓࡇࢁ㸪ྠᵝ㟁ᴟ࢝ࣂ࣮㏆ࡀ㸪5㹼10㸣
㧗ࡃ㸪㏫㟁ᴟ㏆ࡣỈ㠃࡞ࡼࡾప࠸್ࢆ♧
ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪㟁ᴟ Ca ࡀⓎࡋ࠶࠸㸪㟁
ᴟ࢝ࣂ࣮ Ca ࡀᘬࡁᐤࡏࡽࢀࢫࢣ࣮ࣝࡋ࡚
จ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
㻝㻜
㻱㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼐㼑㻌㼏㼛㼢㼑㼞
㼂㼕㼏㼕㼚㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㼑㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼐㼑
㻿㼡㼞㼒㼍㼏㼑㻌㼛㼒㻌㻌㼠㼍㼚㼗㻌㼣㼍㼠㼑㼞

㻥
㻤
㼜㻴

㸯㸬ࡣࡌࡵ

㻣
㻢
㻡
㻠
㻜

㻞

㻠
㻢
㻱㼤㼜㼑㼞㼕㼙㼑㼚㼠㻌㼠㼕㼙㼑㻌㻔㼔㼛㼡㼞㻕

㻤

㻝㻜

ᅗ㸰㸸ᐇ㦂୰ࡢ pH ࡢሙᡤࡼࡿኚ

ᅗ㸯㸸ࢲࢼࢡ࣮࣭ࣜࣥ'7 ࡢཎ⌮ᅗ

ᮏ◊✲࡛ࡣ D150T ࡼࡿⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫ
ࢣ࣮ࣝฎ⌮㛵ࡋ࡚㸪㟁ᴟ࢝ࣂ࣮࡛ࡢᤕ㞟࠾ࡼ
ࡧࡍ࡛╔ࡋࡓࢫࢣ࣮ࣝࢆ㞳ࡉࡏࡿ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࢆ♧ࡋࡓ㸬

㸬Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘⢏Ꮚࡢࢮ࣮ࢱ㟁 ᐃ
ᅗ㸱♧ࡍࡼ࠺ࢲࢼࢡ࣮࣭ࣜࣥD ࢆ✌ാ
ࡉࡏ࡞࠸ሙྜ㸪Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘⢏Ꮚࡢ⾲㠃㟁
ࡢ࡞ศᕸࡣ㸫9㹼㸫21mv ࡞ࡾ㸪࣐ࢼࢫ
Ⲵ㟁ࡋࡓ≧ែ࡛ศᕸࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀᑐࡋࢲ
ࢼࢡ࣮࣭ࣜࣥD ࢆ✌ືࡋ㸰᪥ᚋ࡛ࡣ㸪㒊ศࡀ
㸫3㹼㸩3mv 㸮㏆ࡃ࡞ࡾⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘
⢏Ꮚࡀจ㞟ࡋࡸࡍ࠸㡿ᇦศᕸࡍࡿࡼ࠺ኚ
ࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘⢏Ꮚࡢࢮ࣮ࢱ㟁
ࡣヨ㦂⁐ᾮࡢ pH ࡀ㸵๓ᚋ࡞ࡿᛴ⃭㟁
ࡀࣉࣛࢫ᪉ྥࢩࣇࢺࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪ࢲࢼࢡ࣮࣭ࣜࣥD ࢆ✌ືࡉ
ࡏࡓࡁࡢヨ㦂⁐ᾮࡢ pH ኚࡼࡾⅣ㓟࢝ࣝ
ࢩ࣒࢘⢏Ꮚ⏺㠃ࡢ⾲㠃㟁ࡀኚࡋ㸪ࢫࢣ࣮ࣝ
ࡋ࡚จ㞟ࡋࡸࡍ࠸≧ἣࢆࡘࡃࡾࡔࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
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⨨ࡣ᭱㧗 ᗘ 90Υタᐃࡋࡓ(ᐇ㝿ࡣ 20Υ⛬
ᗘ࡛㸪ࡑࡢࡓࡵ㸪⇕ჾฟධཱྀࡢ ᗘᕪࡣ 1
㹼2Υ࡞ࡗࡓ)㸬ࡇࡢ⇕ჾࡢࣉ࣮ࣞࢺⅣ
㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝࢆ࠶ࡽࡌࡵ╔ࡉࡏࡓ㸬
ὶ㏿ࡣ 10L/min ࡛ヨ㦂ᮇ㛫ࡣ㸯㐌㛫ࡋࡓ㸬
pH ࡣ㸪⇕ჾධཱྀ࣭ฟཱྀ࡚㐃⥆ ᐃࡋ㸪
Ca,࠾ࡼࡧ HCO3 ࡢศᯒ⏝ὶయࡣ㸪⇕ჾධ
ཱྀ࣭ฟཱྀタ⨨ࡋࡓࢧࣥࣉࣜࣥࢢཱྀࡼࡾ㝶᥇
ྲྀࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ヨ㦂⤊ᚋ㸪⇕ຠᯝჾࢆゎయ
ࡋ㸪㔜㔞ኚࢆ ᐃࡋ㸪ࢫࢣ࣮ࣝࡢ╔㸦⁐ゎ㸧
㔞ࢆồࡵࡓ㸬

ᅗ㸱㸸Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘⢏Ꮚࡢࢮ࣮ࢱ㟁
㸬⮬↛ỿ✚㏿ᗘࡢẚ㍑
Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝࡢᤕ㞟㏿ᗘࡣ㸪
Ca100mg/l㸪pH7 ࡢࡁ⣙ 1mg/m2/sec ࡛࠶ࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ್ࢆὶືࢩࢫࢸ࣒࡛ࡢ
⮬↛ỿ✚㸦ࢫࢣ࣮ࣝࡢ⮬↛ᤕ㞟㸧ẚ㍑ࡍࡿ㸪
ᐊ 㸪pH8 ࡛ࡢ⮬↛ỿ✚㏿ᗘ(Ca100mg/l ࡢ
ࡁ)ࡣ 0.01㹼0.03 mg/m2/sec ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪⮬↛
ỿ✚ẚ㸪ࢲࢼࢡ࣮࣭ࣜࣥD ⏝ࡢᙉไ
ⓗ࡞ᤕ㞟ࡢ᪉ࡀ 100 ಸ⛬ᗘࡢ㏿ࡉ࡛࠶ࡿࡇࡀ
♧ࡉࢀࡓ㸬
㸱㸬ࢫࢣ࣮ࣝ㞳࣓࢝ࢽࢬ࣒㛵ࡋ࡚
 㟁Ẽศゎ⨨ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾ㸪ࡍ࡛㓄
⟶╔ࡋ࡚࠸ࡓⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝࢆ⁐
ゎ࣭㞳ࡉࡏ㝖ཤࡍࡿຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪
ࣞࢣࣥࡢᕤሙෆ㸪ᅗ㸲ᴫᛕᅗ♧ࡍࡼ࠺㸪
ᕤᴗ⏝Ỉࡢ౪⤥㒊ศ࠶ࡿ෭༷ሪ D150T ࢆ
タ⨨ࡋ㸪⇕ჾࡼࡿຍ⇕࣭෭༷ࢆ⾜࠼ࡿ㓄
⟶ࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂࡋࡓ㸬

㸬ヨ㦂⤖ᯝ
⇕ჾࡢࢫࢣ࣮ࣝ㔞ࡢኚࢆ⾲㸯♧ࡍ㸬
㟁Ẽศゎ⨨✌ാࡣ 1 㐌㛫࡛ 121 mg ῶᑡ
ࡋ㸪㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀ㸪✌ാࡋ
࡞࠸ࡣࡉࡽ 20 mg ╔ࡋࡓ㸬ࡇࡢ㝿㸪✌ാ
ࡢᖹᆒⓗ࡞ࢫࢣ࣮ࣝ⁐ゎ㸦㞳㸧㏿ᗘ㸸0.0067
mg/m2/s ࡛ ࠶ ࡾ 㸪 ᮍ ✌ ാ  ࡢ ࢫ ࢣ ࣮ ࣝ  ╔ ㏿
ᗘ㸸0.0011 mg/m2/s ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢഴྥࡣỈᵴ
ᐇ㦂ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ỉᵴᐇ㦂࡛ࡣỈ⁐ᾮࡢ⃰
ᗘࡀ㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡾ㸪㞳㏿ᗘࡣ 0.07mg/m2/s
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
⾲㸯 ╔ࢫࢣ࣮ࣝࡢ㔜㔞ኚ
㻯㼍㻯㻻㻟㻌㼍㼐㼔㼑㼟㼕㼛㼚㻌㼛㼚㻌㼔㼑㼍㼠㻌㼑㼤㼏㼔㼍㼚㼓㼑㼞㻌㼜㼘㼍㼠㼑
㼜㼞㼑㼏㼕㼜㼕㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼞㼍㼠㼑 㼐㼕㼟㼟㼛㼘㼡㼠㼕㼛㼚㻌㼞㼍㼠㼑
㼣㼑㼕㼓㼔㼠
㼏㼔㼍㼚㼓㼑㻔㼙㼓㻕 㻔㼙㼓㻛㼙㻞㻛㼟㻕
㻔㼙㼓㻛㼙㻞㻛㼟㻕
㻻㻺
㻙㻝㻞㻝
㻜㻚㻜㻜㻢㻣
㻲㻸㻻㼃
㻻㻲㻲
㻞㻜
㻜㻚㻜㻜㻝㻝

ࡉࡽ㸪㟁Ẽศゎ⨨✌ാࡣ Ca,HCO3
⃰ᗘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪✌ാࡋ࡞࠸ࡁࡣ㏫
ࡇࢀࡽࡢ⃰ᗘࡣቑຍࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡉࡽ
ᅗ㸳♧ࡍࡼ࠺㸪pH ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ẽศゎࡣ
పୗ㸪↓ࡋࡢࡣቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇ
ࡢഴྥࡣ㸪ᕤሙヨ㦂ࡢ๓ணഛⓗ⾜ࡗࡓỈᵴ
࡛ࡢᐇ㦂ྠᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇࡼࡾ㸪
D150T ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛㸪㓄⟶᪤╔ࡋ࡚࠸
ࡓⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࢫࢣ࣮ࣝࢆ⁐ゎ࣭㞳ࡉࡏࡿ
ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
㻤㻚㻤

ᅗ㸲㸸ὶືࢩࢫࢸ࣒ᴫᛕᅗ

㸬㞳ヨ㦂ᐇ㦂᮲௳
ࡲࡎᒇእ෭༷ሪ㒊ศࡣ㸪㟁Ẽศゎ⨨ࡋ࡚
D150T㸦⨨㟁ὶ㸸0.8㹼1.0A㸪㟁ᅽ 16V㸧ࢆ⏝
࠸㸪⏝෭༷ሪࡣ 10RT ࢡ࣮ࣜࣥࢢࢱ࣮࣡㸦ᆺ
ᘧ MT-10LI㸧࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚Ỉ ࡣ 13㹼15Υ
࡛࠶ࡿ㸬㓄⟶㒊ศࡣ㸪෭༷ሪࡽ⇕ჾࡲ࡛
ࡢ㊥㞳ࡀ 20 m㸦࠺ࡕᒇእ㒊 15 m㸧࡛ෆᚄࡀ
25 mm ࡛࠶ࡿ㸬
⇕   ჾ ࡣ ࣉ ࣞ ࣮ ࢺ ᘧ ⇕   ჾ 㸦 UX-005A
-J-12㸪ఏ⇕㠃✚ 0.03m㸰 㸧ࢆ⏝ࡋ㸪 Ỉᚠ⎔

㻤㻚㻢
㟁Ẽศゎ↓䛧

䡌㻴



㻤㻚㻠
㟁Ẽศゎ䛒䜚

㻤㻚㻞
㻤㻚㻜
㻜

㻡㻜

㻝㻜㻜

㻝㻡㻜

㻞㻜㻜

ヨ㦂㛫䠄䡄䡎䠅

ᅗ㸳㸸ὶືᐇ㦂ࡢ S+ ኚ
1) N.Yanagisawa,, T.Matsumura (2006) JMPS,
101, 319-323
2) ᰗ⃝࣭ᯇᮧ(2006) ᆅ⇕Ꮫᖹᡂ 18 ᖺᗘᏛ⾡
ㅮ₇せ᪨㞟㸪B06

－ 70 －

ಶேࡢ◊✲Ⓨ⾲

ࣥࢻᮾ㒊࣋ࣝࢹ⇥⅊▼㖔ᗋࡢ Ta-Nb 㖔స⏝
Ta-Nb mineralization of apatite ore from Beldih mine, east India
Ᏺᒣ Ṋ㸯㸧 ࣭▼ཎ⯗୕㸰㸧࣭3DQLJUDKL0.㸱㸧࣭Ώ㎶ ᑀ㸯㸧
㸯㸧
ᆅᅪ㖔≀㸪㸰㸧⏘⥲◊≉ู㢳ၥ㸪㸱㸧ࣥࢻᕤ⛉Ꮫ
Takeru Moriyama1)*, Shunso Ishihara2), Mruganka K. Panigrahi3) and Yasushi Watanabe1)
1) Mineral Resources R.G., 2) Special Councillor, AIST,
3) Indian Institute of Technology Kharagpur
*Corresponding Author, e-mail address: t-moriyama@aist.go.jp
1. ࡣࡌࡵ
ࣥࢻᮾ㒊ࡣࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏࡀศᕸࡋ࡚
࠾ࡾ㸪᩿ᖏἢࡗ࡚ᚋᮇጞ⏕௦ࡽཎ⏕௦
ᙧᡂࡉࢀࡓᒙ≧◲㕲㖡㖔ᗋࡸ⇥⅊▼㖔ᗋ㸪࢘
ࣛࣥ㖔ᗋ࡞ࡀ⬇⫾ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼ཎ࣭Ᏺᒣ㸪
2008㸧㸬ᅇࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏ⬇⫾ࡍࡿ⇥⅊
▼㖔ᗋࡢ㸯ࡘ㸪Beldih 㖔ᗋࢆㄪᰝࡍࡿᶵࢆᚓ
ࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬

▼∦ᒾ㸪㞼ẕ∦ᒾ㸪▼ⱥ∦ᒾ㸪ゅ㛝ᒾࢆయ
ࡍࡿ㸬ᩘ㹫ཌࡢ⇥⅊▼㖔యࡀᮾす⣙ 150m Ώ
ࡗ࡚ẕᒾࡢኚᡂᒾ㢮ࡢ㠃ᵓ㐀ㄪⓗᣳᅾࡍ
ࡿ㸬㖔యࡣ⬦≧ࡶࡋࡃࡣࣞࣥࢬ≧࡛༡⣙ 75
ᗘഴᩳࡍࡿ㸬㖔▼ရࡣ 10-35% P2O 5 ࡛ᖺ㛫
16,000 ࢺࣥ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ㸦➨㸰ᅗ㸪Ᏺᒣ࣭▼ཎ㸪
2008㸧㸬⢊○ᚋ㸪⫧ᩱࡋ࡚㏆㞄㈍ࡉࢀࡿ㸬

2. ࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏ
ࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏࡣሁ✚ᒾ㉳※ࡢኚᡂᒾ㢮ࡸ
ሷᇶᛶኚᡂᒾ㢮㸪ⰼᓵᒾ㢮㸪ⰼᓵᒾ㉁∦㯞ᒾ࡞
ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ Dhalbhum ᒙࡀศᕸࡍࡿ㸦➨
㸯ᅗ㸧㸬Dhalbhum ᒙࡣ༡ࡽ Shinghbhum
Shear Zone, Beldih-Kutni Shear Zone ࠾ࡼࡧ
Jhalda Shear Zone ࡢ㸱ࡘࡢ᩿ᖏࡀ࠶ࡾ㸪
࡚ࡢ᩿ᖏ࠾࠸࡚⬦≧ࡢ⇥⅊▼㖔ᗋࡀ⬇⫾ࡍ
ࡿ㸦Vapnik et al., 2007㸧㸬
➨ 2 ᅗ㸬Beldih 㖔ᗋࡢ᥇᥀㢼ᬒ㸬ேຊ࡛᥇᥀ࡋ㸪㖔▼
ࢆ✚ࢇࡔ࢝ࢦࢆ㢌ࡏ㐠ᦙࡍࡿ㸬

➨㸯ᅗ㸬ࣥࢻᮾ㒊ࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏࡢᆅ㉁ᅗ㸦Vapnik
et al., 2007㸧㸬

3. Beldih ⇥⅊▼㖔ᗋ
Beldih ⇥⅊▼㖔ᗋࡣࢪ࣒ࣕࢩ࢙ࣉ࣮ࣝࡢ
⣙ 35km ⨨ࡋ㸪ࢩࣥࣈ࣮࣒ኚືᖏࡢ⦕
ἢࡗࡓ Beldih-Kutni Shear Zone ⬇⫾ࡍࡿ㸬
࿘ᅖࡢᆅ㉁ᖏࡣᮾす᪉ྥࡢ㉮ྥࢆࡶࡘ⣽⢏⥳Ἶ

3.1. 㖔▼⤌⧊
⇥⅊▼㖔▼ࡣࡰ⇥⅊▼ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ᑡ㔞
ࡢ☢㕲㖔㸪㯤㕲㖔㸪ࢥࣟࣥࣈ▼㸦Ta-Nb 㖔≀㸧㸪
ࣔࢼࢨࢺ࡞ࢆྵ᭷ࡍࡿ㸬
⇥⅊▼ࡣໟ᭷≀ࢆከࡃྵࡴࢥ㸪ໟ᭷≀ࢆ
ྵࡲࡎࢥࣟࣇ࢛࣒ࣝᵝ⤌⧊ࢆᣢࡘ࣒ࣜࡽ࡞ࡾ㸪
୧⪅ࡢቃ⏺㒊ࡣ᫂░࡛࠶ࡿ㸦➨㸱ᅗ㸧㸬㖔▼୰
ࡣࡋࡤࡋࡤ⇥⅊▼ࡢ⣽⬦ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸬
EPMA ࡼࡿ㖔≀⤌ᡂศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࢥࡣ Sr
࠾ࡼࡧ Ce ᐩࡳ㸦~1 wt.% SrO, ~0.3 wt.%
Ce2O 3㸧㸪F㸦~4 wt.%㸧ஈࡋ࠸⤌ᡂࢆᣢࡘ㸬୍
᪉࣒ࣜ⤌ᡂࡣ F ᐩࡳ㸦~5 wt.%㸧㸪Sr, Ce ஈ
ࡋ࠸㸦<0.1 wt.% SrO, <0.1 wt.% Ce2O3㸧㸬⇥⅊
▼⣽⬦ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧᏛ⤌ᡂࡣ࣒ࣜ⤌ᡂࡢࡶࡢ
୍⮴ࡍࡿ㸬
㕲㖔≀ࡸࢥࣟࣥࣈ▼㸪ࣔࢼࢨࢺࡣ⇥⅊▼ࡢ
ࢥѸ࣒ࣜቃ⏺㒊ࡶࡋࡃࡣ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᏑᅾ
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ࡍࡿ㸦➨ 4 ᅗ㸧㸬

➨ 3 ᅗ㸬Beldih 㖔ᗋ⇥⅊▼㖔▼ࡢ㢧ᚤ㙾┿㸬㸦ᕥ㸧
࣮࢜ࣉࣥࢽࢥࣝ㸬
㸦ྑ㸧ࢡࣟࢫࢽࢥࣝ㸬୰ᚰ㒊ໟ᭷≀
ࡢከ࠸⇥⅊▼ࢥࡀ࠶ࡾ㸪࣒ࣜࡣໟ᭷≀ࢆྵࡲ࡞࠸㸬
┿ࡢᖜࡣ⣙ 1.2mm㸬



➨ 6 ᅗ㸬⇥⅊▼⤌ᡂࡼࡿᒾ▼ศ㢮ᅗ㸦Belousova et
al., 2002㸧㸬ᫍ༳ࡀ Beldih ⇥⅊▼㖔▼ࡢ⤌ᡂࢆ♧ࡋ㸪
࣮࢝࣎ࢼࢱࢺ㉳※࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿ㸬

➨ 4 ᅗ㸬⇥⅊▼㖔▼୰ࡢ Ta-Nb 㖔≀㸬Ta-Nb 㖔≀ࡣ
Sr ஈࡋ࠸⇥⅊▼ࢥࡲࡓࡣ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫకࡗ࡚⏘
ࡍࡿ㸬

3.2. ᒾ⤌ᡂ
㖔▼ࡢᒾ⤌ᡂࡣ 54 wt.% CaO ࠾ࡼࡧ 42
wt.% P2O 5 ࡛㸪ࢇࡀ⇥⅊▼࡛༨ࡵࡽࢀࡿ
ᒾ▼┘ᐹ⤖ᯝ▩┪ࡋ࡞࠸㸬Sr ࢆ 5000 ppm ⛬
ᗘྵ᭷ࡋ㸪⥲ᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡣ 2000-3000 ppm ࡛
࠶ࡿ㸬Nb ࡣ 1000 ppm ௨ୖࡢ㧗࠸ྵ᭷㔞ࢆᣢࡘ㸬
ࢥࣥࢻࣛࢺ࡛つ᱁ࡋࡓᕼᅵ㢮ࣃࢱ࣮ࣥࡣ
ࢫ࣒࣮ࢫ࡞ᕥୖࡀࡾࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡍ㸦➨㸳ᅗ㸧㸬
Ce ࡸ Eu ࡢࢫࣃࢡࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㸬ࣃࢱ࣮ࣥ
ࡢഴࡁࢆ⾲ࡍ LaN/Yb N ẚࡣ 55.6-91.2 ࡛࠶ࡿ㸬

4. ㆟ㄽ
Beldih 㖔ᗋ⏘⇥⅊▼㖔▼ࡢᒾ▼⤌⧊ࢥѸ
࣒ࣜ⤌ᡂࡢ㐪࠸ࡽ㖔యࡣᑡ࡞ࡃࡶ㸰ࡘࡢࢫ
ࢸ࣮ࢪࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓࡇࢆ♧၀ࡍࡿ㸬⇥
⅊▼ࢥࡣ㧗࠸ Sr㸪ᕼᅵ㢮ྵ᭷㔞ࡼࡗ࡚≉ᚩ
࡙ࡅࡽࢀࡿ㸬㧗࠸ Sr ྵ᭷㔞ప࠸ Y ྵ᭷㔞㸪
ࢫ࣒࣮ࢫ࡞ᕼᅵ㢮ࣃࢱ࣮ࣥࡣ࣮࢝࣎ࢼࢱࢺࡢ
Ꮫⓗ≉ᚩ୍⮴ࡍࡿ㸦➨㸴ᅗ㸧㸬ࡇࡢࡇࡽ
Beldih ⇥⅊▼㖔ᗋࡣึ⏕ⓗࡣ࣮࢝࣎ࢼࢱ
ࢺ㛵㐃ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ḟࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡣ F ᐩࡴ⇥⅊▼ࡸ㕲㖔≀㸪
Ta-Nb 㖔≀ࡢᬗฟࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ㖔
స⏝ࡀ⏕ࡌࡓ㸬ࡇࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡣ࠾ࡑࡽࡃὶయ
ࡀᙧᡂࣉࣟࢭࢫ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬
–ᘬ⏝ᩥ⊩–
Belousova et al. (2002) Apatite as an indicator for mineral
exploration: trace-element compositions and their
relationship to host rock type. Journal of Geochemical
Exploration, 76, 45-69.
Dasgupta, S. and Bhattacharya, D.K. (1992) Apatite
mineralization along singbhum and Purulia-Bankura Shear
Zones: Their nature and physico-chemical characteristics.
Indian Minerals, 46, 123-132.
▼ཎ࣭Ᏺᒣ㸦2008㸧ᮾࣥࢻࢡࣛࢺࣥ㸪ࢩࣥࣈ࣮࣒ᆅᇦࡢ
㖔≉ᛶ㸬㈨※ᆅ㉁㸪58㸪19-26㸬
Ᏺᒣ࣭▼ཎ㸦2008㸧ࣥࢻᮾ㒊㸪す࣋ࣥ࢞ࣝᕞࡢࣃࢱ
ࢺ㖔ᗋ㸬ᆅ㉁ࢽ࣮ࣗࢫ㸪647㸪5-6㸬
Vapnik, Y. et al. (2007) Fluid inclusion and mineralogical study
of vein-type apatite ores in shear zones from the Shinghbhum
metallogenetic province, West Bengal, India. Ore Geology
Reviews, 32, 412-430.


➨ 5 ᅗ㸬⇥⅊▼㖔▼ࡢࢥࣥࢻࣛࢺつ᱁ᒾᕼᅵ㢮
ࣃࢱ࣮ࣥ㸬
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リチウム資源−ウユニ塩湖−
Lithium resources - Salar de Uyuni 村上浩康（鉱物資源研究グループ）
Hiroyasu Murakami
Mineral Resources Reserch Group.
e-mail: h-murakami@aist.go.jp
１．はじめに
リチウムは二次電池製造分野における需要が
旺盛で，現在最も 活気のある 元素のひとつ
である． 2008 年における世界のリチウム総生
産量（2 万 5 千トン：金属リチウム換算，以
下同じ）は 1990 年（5.7 千トン）の約 4 倍に
増加した（図１；USBM, 1991; USGS, 2010）．
リチウム二次電池の需要増とも相まって，

図１ リチウム生産量の推移
2000 年以降の年間リチウム消費量は年６％の
成長を示している（USBM,2008）． この需要拡
大に見合う「資源の安定供給」という天下御免
の旗印のもと，新たな商機を窺う企業に加え，
自国への利益誘導を目指す国家間の政策も錯綜
しながら，リチウム資源獲得競争が南米（ボリ
ビア，アルゼンチン），北米（米国），欧州（セ
ルビア・フィンランド）で繰り広げられている．
このうちウユニ塩湖を主体とするボリビアの未
開発資源量は 900 万トンと見積もられている
（USGS,2010）．この小文では，リチウム資源
の概要と，現在も活発に探査が行われているボ
リビアのウユニ塩湖の地質学的背景やその成因
について紹介する．
２．リチウム資源
現在までに確認されている世界全体のリチウ
ム埋蔵量は 990 万トン，未採掘分も含めると
2300 万トンと膨大で，将来のリチウム需要が年
3〜5％増加しても，200 年分以上の埋蔵量があ
る．
リチウム資源の供給源は，大陸内塩湖・かん水
や海水といった水圏資源と，リチウムに富む鉱
物を採掘する地圏資源とに２大別される（図２）．
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地 圏 リ チ ウ ム 鉱 床 で は ， リ チ ア 輝 石
（Spodumene：LiAlSi2O6）などが採掘対称となる．
主な生産国は中国，コンゴ，豪州，カナダ，ジ
ンバブエなどで，操業中の鉱山全体で 111 万ト
ンの埋蔵量がある．この他に豪州，カナダ，フ
ィンランド，セルビアで開発中の案件がある．
３．リチウム鉱床の特徴
リチウム資源はリチウム単体で生産される鉱
床が少ないという点にもある．地圏リチウム鉱
床はベリリウム，タリウムなどの副産物を伴う
ことが多く，水圏リチウム鉱床はカリウム肥料
やソーダ灰生産の副産物という位置づけである．
水 圏 鉱 床 で は リ チ ウ ム 濃 度 を 0.2％ 程 度 か ら
6％にまで濃縮する過程で 12〜15 ヶ月の長期間
の蒸発工程を要する．かん水中のマグネシウム
濃度が高い場合は，含水マグネシウム塩と含水
リチウム塩とを分離する工程を繰り返し行い，
マグネシウムを除去する必要がある．
４．ウユニ塩湖
ウユニ塩湖は面積 3800 平方マイル（約 1 万
km2）以上，ペルー南部からボリビアを経てチリ
に跨るアンデス山脈の高原地帯（アルティプラ
ーノ）の標高 3,653m に位置している．アルティ
プラーノの年間平均降水量は 200mm〜800mm で，
ウユニ塩湖の表面は，雨期（1 月〜3 月）以外，
塩湖南東部を除いてほぼ干上がっており，白色
の 塩 で覆われている．干上がった湖面直下
10‑20cm では，かん水が岩塩層中の空隙を満た
すように分布している．このかん水中に含まれ
る金属資源量はリチウムで 900 万トンの他，カ
リウム 1 億 9 千万トン，ボロン 800 万トン，2

図２

リチウム鉱床の分布

億 1 千万トンのマ
グ ネシ ウムが 推 計
さ れ て い る
（ Risacher and
Fritz, 1991）．
ウ ユニ 塩湖に お け
る 表層 岩塩層 の 最
大層厚は 11m で，
湖 の北 東部で 最 も
厚くなっている．この岩塩層は 10cm 程度の堅硬
な岩塩単層の繰り返しによって構成される（写
真１）．岩塩層は 90wt%以上の halite（NaCl）か
ら成り，少量から微量の石膏や砕屑物を含む．
表層岩塩層の空隙率は 30‑40%で，岩塩層表面か
ら 10cm 以深の空隙はかん水によって満たされ
ている．岩塩層下位には不透水性の湖沼性堆積
物が認められ，岩塩層と幾重にも重なる互層を
成す（後述）．堆積物層は主に炭酸塩鉱物，石膏，
火山性砕屑物で構成され，粘土鉱物（スメクタ
イト及びイライト）は希である．空隙率は 30‑50%
と岩塩層(15‑30%)に比べて高い．
５．ウユニ塩湖のリチウム資源評価
塩湖・かん水における経済的に採掘可能なリ
チウム資源量は岩塩層の層厚とその空隙率に大
きく影響を受ける(Warren, 2010)．アタカマ塩
湖では湖面から 35m まで連続する岩塩層に空隙
が認められ，25m までの平均空隙率は 18％であ
る．この空隙を満たすかん水が 1500ppm 以上の
リチウムを含んでいる．一方，ウユニ塩湖では
空隙率の高い岩塩層は湖面下 11m に留まってお
り，下位には厚い湖沼性堆積物が薄い岩塩層と
互層をなして発達する．その空隙を満たすかん
水中のリチウム濃度は，最上位の岩塩層で
800ppm を示すが，湖面下 20m のかん水ではリチ
ウム濃度が 500ppm 程度となり，40m では 300ppm
程度まで低下する（図４；Risacher and Fritz,
2000）．このように，ウユニ塩湖は，商業的な生
産を行っているその他の塩湖に比べて，１）空
隙率の高い岩塩層の層厚が薄く浅部での連続性
が悪い，２）リチウム濃度が低く Mg 濃度が高い，
という点で経済性に不
利 な 側 面 を有 し て い る．
６．まとめ
ウユニ塩湖のかん水
に含まれるリチウムや
ボロン，カリウム，マ
グネシウムといった微
量成分は，塩湖周辺の
火山岩類を起源とし，
温泉水による熱水変質
を受けて溶出されたも
のである．そのような
温泉水を含む河川水な
どにより塩湖に運搬・
写真１

図４

岩塩層

かん水のリチウム濃度(mg/l)垂直変化
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図５ かん水のリチウム濃度(mg/l)
供給されたものと考えられている（図５）．この
元素濃縮には，現世における乾燥気候下での蒸
発・濃縮が重要な役割を果たしている．
ウユニ塩湖を含むボリビア・アルティプラー
ノでは，気候変動に伴う水準変動により，数十
万年前から引き続く塩湖の膨縮が起こっていた
ことが判明している．ウユニ塩湖では，このよ
うな変動史が少なくとも 20 万年以上前から刻
まれており，この広域的・長期的な湖水変動は
ウユニ塩湖の化学組成に影響を与えている．つ
まり，大規模な外部からの湖水流入により，１）
既存の岩塩層の溶解・再沈殿を繰り返しながら
アルティプラーノ最下底のウユニ湖で塩濃度が
上昇する一方，２）周辺河川や温泉水から流入
するリチウム，カリウム，マグネシウム濃度な
どは希釈されながらも乾燥気候下で濃縮される，
という複雑なサイクルを繰り返して現在に至る，
と考えられる．
リチウムを生産する既存の塩湖・かん水鉱床
は乾燥気候地帯に位置する．ここでは蒸発散量
が多く，リチウム濃度を高める上で最適な立地
条件を備えている．特に，ウユニ塩湖のように
広域的盆地地形の最下底に位置する塩湖があれ
ば，そのような場所は探査ターゲットとなり得
るのかもしれない．塩湖・かん水におけるリチ
ウム鉱床の資源的評価にあたっては，１）かん
水や岩塩層中のリチウム濃度の不均質性，２）
空隙率の高い岩塩層の連続性，３）精錬時の不
純物となるマグネシウムなどの取り扱いが課題
となるであろう．
参考文献
Risacher, F. and Fritz, B. (1991) Chemical
Geol. 90, 211‑231．
Risacher, F. and Fritz, B. (2000) Chemical
Geol. 167, 373‑392．
USBM (1991) Minerals yearbook 1991, 1754p.
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10p.
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217̄268
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浅熱水性金鉱床形成に繋がる流体の発見とその進化
Detection of fluids leading and evolving to epithermal gold deposits
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１．はじめに
地表浅部（1km 内外）に発達する浅熱水性金
鉱床は重要な金資源であり，現在も世界中で探
鉱が行われている。その形成にマグマ水と天水
が関与することが指摘され（例えば Rye, 1993），
鉱床はマグマ（斑岩銅鉱床を伴う火成岩類）の
貫入に伴う熱水系中に生じているとされる
（Hedenquist and Lowenstern, 1994；図１)。

図２．振草鉱床の模式図

図 1．マグマ熱水系に発達する鉱床

深部の斑岩環境では沸騰・分離した気相中に金
や銅が硫化物錯体として分配されることが明ら
かとなり、この 金に富む気相 によって浅熱
水性金鉱床が形成され得ることも示されている
（ Heinrich et al., 2004 ）。 Heinrich (2005)
は，深部、高温・高圧の斑岩銅鉱床形成環境か
ら浅部、低温・低圧の高硫化型浅熱水性金鉱床
との間の物質流通系のモデル研究を行い、金を
最も効率よく斑岩環境から浅熱水環境へ移送す
るためには，流体の硫黄濃度が高く、母岩の鉱
物組み合わせ（カリ長石＋白雲母）により中性
付近にバッファーされる必要性を指摘している．
実際、Pudack et al.(2009)は斑岩型鉱床のフィ
リック変質帯（セリサイト変質）中の石英脈中
の流体包有物で高い金濃度を報告している。し
かしながら，天然の浅熱水環境において深部へ
繋がる熱水経路は実証されておらず，低硫化型
金鉱床と深部マグマ系との関係も不明な点が多
い．
本研究の対象とした愛知県の振草鉱床は安山
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岩質ダイク中のセリサイトを伴う熱水変質帯で
ある(図２)．振草鉱床のような変質帯は，マグ
マ−熱水系のどこに位置づけられるのであろう
か．本論では，振草鉱床の形成に関与した熱水
の性質を明らかにすると共に，熱水進化プロセ
スを検討した結果を報告する．
２．結果
振草鉱床は愛知県北設楽郡東栄町に位置する
（図３)。セリサイト（イライト‑2M）を産し、
硫砒鉄鉱や黄鉄鉱を普遍的に伴う．イライトの
Ar‑Ar 法によるプラトー年代は 14.5±0.2 Ma を
示し，大峠火山岩類に貫入する設楽中央岩脈群
の活動時期にほぼ相当する．
イライト鉱体中の石英自形結晶中には気相並
びに液相包有物が認められ，それらの均質化温
度及び NaCl 換算の塩濃度の平均値は，液相で
314℃，2.8wt%，気相で>328℃，4.3wt%であった．
いくつかの fluid inclusion assemblage が同

図３．振草鉱床の位置及び周辺地質

‑0.33‰の範囲であり，鉱床は還元的なマグマ活
動に関連すると推察される．
３．まとめ
振草セリサイト鉱床（愛知県）を形成したマ
グマ起源流体（気相・液相包有物）の化学組成
を LA‑ICP‑MS により分析し，金，硫黄，銅に富
むことを発見した．この流体は，潜在したマグ
マに関連する沸騰流体の気相側が地表浅部へと
上昇する過程で捕獲されたものと考えられる
(図７)．流体中の金濃度レンジは斑岩型鉱床の
気 相 、 浅 熱 水 性 金 鉱 床 の 流 体 （ 2‑3ppmAu:
Murakami et al, 2009）と同様の組成範囲を示
す。
本研究で得られたデータから，振草セリサイ
ト鉱床は，１）設楽中央岩脈群形成に伴うマグ
マ水を起源とし，２）CO2 を含む高温・高塩濃度
で金，銅，硫黄に富む流体によって形成された
と考えられる．この流体は，斑岩型鉱床から派
生した沸騰流体のうち，地表浅部へと運搬され
る気相と化学的親近性を持つ．従って，イライ
ト−黄鉄鉱−硫砒鉄鉱−石英で特徴付けられる
振草鉱床の変質帯は，斑岩型鉱床の熱水系最末
期：石英−セリサイト−黄鉄鉱（QSP）脈に近似
できるかもしれない．

図４．鉱床下部の気相包有物の化学組成

図５．鉱床上部の液相の化学組成

じような温度及び塩濃度を示す（気液共存領域
で形成された）ことから，鉱床の形成圧力は
0.12kb 程度と推定され，静水圧条件では形成深
度は約 1.2km となる．鉱床下部に産する高温・
高塩濃度の気相包有物で金，硫黄，銅などに富
み，それぞれ平均で Au（ 1.42±2.48μg/g, 1σ），
S（10,565±7,500μg/g, 1σ），Cu（488±477
μg/g, 1σ），As(67±71 μg/g, 1σ)，Sb（32
±43μg/g, 1σ）を示す(図４)．このような包
有物は最大で 5wt%程度の CO2 を含む．一方，鉱
床上部の気相及び液相包有物や鉱床下部の液相
包有物では，銅，硫黄，砒素濃度は減少するも
のの，Au の濃度変化は小さく(図５)，逆に Sb
は増加する傾向がある．
鉱化熱水の温度を 330°C 前後と仮定した場
合，イライト及び方解石の水−鉱物間の酸素同
位体分別係数から推定される熱水の酸素同位体
比として＋5.5‰〜+10.5‰が，同様にイライト
の水素同位体から，熱水の水素同位体比の値と
し て ‑10 ‰ か ら
‑15‰が得られた．
これらの水素・酸
素同位体比は，薩
摩硫黄島などの高
温のマグマ性火山
蒸気と同じ領域に
プロットされる
（図６）．黄鉄鉱及
び硫砒鉄鉱の硫黄
同位体（δ 34SCDT）
は ‑1.5 ‰ 〜
図６．熱水の同位体比
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図７．流体の上昇に伴う物理・化学的進化のモデ
ル。AMT 法による比抵抗構造から深部に熱水の流
通経路となっていた粘土化変質帯が想定される。
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１．はじめに
灰重石並びに燐灰石はタングステン及びリン
資源としてそれぞれ重要な鉱物である一方，著
量の希土類元素（REE）等を含んでいる．これら
未回収希土類資源のポテンシャルを把握するこ
とは，将来的な希土類元素資源の安定供給に向
けた基礎資料になると期待される．
本報告では，日本産の灰重石（岩手県・東磐
井鉱床，京都府・大谷鉱床，山口県・喜和田鉱
床）を LA‑ICP‑MS により分析すると共に，豪州・
ノーランズボア鉱床産鉱石及び燐灰石について
それぞれ ICP‑MS 及び LA‑ICP‑MS による化学分析
を行い，これら灰重石及び燐灰石形成に関与し
た熱水の性質について比較検討した．LA‑ICP‑MS
分析はスイス連邦工科大学（ETH）にて実施した．
２．結果
2.1．灰重石中の希土類元素含有量
分析に用いた灰重石試料は，１）頁岩中の石
英‑灰重石脈（東磐井鉱床），２）花崗閃緑岩中
の石英−灰重石−磁硫鉄鉱脈（大谷鉱床），３）
縞状スカルン鉱石（喜和田鉱床）である（図１）．
喜和田鉱床の縞状鉱石は，スカルン鉱体を貫く
石英脈周辺に発達したもので，石英脈に移化す
る高品位縞状灰重石帯とスカルンに移化する硫
化鉱物帯に２分される．各鉱床の関連火成岩は，
磁鉄鉱系花崗岩（東磐井鉱床），チタン鉄鉱系黒
雲母花崗閃緑岩（大谷鉱床），チタン鉄鉱系花崗
岩（喜和田鉱床）と考えられている．
各鉱床の灰重石中の総希土類元素濃度（ΣREE）
の平均は，東磐井鉱床：115 μg/g (n=27)，大

図１．灰重石を産した日本の鉱床
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図２．灰重石の REE ﾊﾟﾀｰﾝ（ｺﾝﾄﾞﾗｲﾄ規格化）

谷鉱床：551 μg/g (n=41)，喜和田鉱床産縞状
灰重石帯：643 μg/g (n=106)，喜和田鉱床産硫
化鉱物帯：230 μg/g (n=76)であった．灰重石
中の平均 Dy 濃度は，東磐井鉱床：15μg/g，大
谷鉱床：41μg/g，喜和田鉱床産縞状灰重石帯：
78μg/g，喜和田鉱床産硫化鉱物帯：9μg/g を
示す．灰重石の平均 Mo 濃度は，大谷鉱床：133 μ
g/g 並びに喜和田鉱床：180μg/g に対して，東
磐井鉱床で 0.28μg/g と極端に低い．灰重石の
Th 及び U 濃度はおしなべて低く，多くの灰重石
で 0.5μg/g 以下である．このようにチタン鉄鉱
系花崗岩類に伴う鉱床の灰重石でΣREE が高く，
その中でも石英脈に伴われ，硫化鉱物と共生し
ない灰重石が相対的に高い重希土類濃度を示す．
大谷鉱床と喜和田鉱床の灰重石はカソードルミ
ネッセンスによりゾーニングが観察され，両鉱
床共に暗いゾーンでΣREE が高くなる．このゾ
ーニングパターンから，喜和田鉱床では灰重石
形成ステージの後期でΣREE が増加，大谷鉱床
では灰重石形成ステージの初期から後期に向か
いΣREE が減少したと考えられる．灰重石のコ
ンドライト規格化 REE パターンは，喜和田鉱床
及び大谷鉱床の灰重石形成ステージ初期で正の
Eu 異常を示し，マグマ水の関与が示唆される（図
２）．喜和田鉱床では後期に向かって負の Eu 異

常を示すことから，マグマ分化に伴い熱水中の
希土類元素濃度が増加していた可能性が高い．
大谷鉱床では灰重石結晶マントルで負の Eu 異
常を示し，リムでΣREE や Mo などの濃度が極端
に低下する（図３）．大谷鉱床のこの傾向は，灰
重石形成期における異なる起源を持つ熱水（マ
グマ水と天水）の混合を示唆している．

倍率による分析であれば，幅広い濃度レンジで
高精度に希土類元素の定量が可能である．
燐灰石は脈状に産し，脈幅は最大で数十 m に
及ぶ．鏡下の観察から，燐灰石は２種類に分類
される（図５）．Type１は自形結晶として産し，
結晶中にアメーバ状赤鉄鉱（または複酸化物）
の微少包有物を多く含む．Type1 の燐灰石は鉱
石の主要構成鉱物である．一方，Type2 は他形
結晶として，散点的に粒間を埋めるように産す
る．Type２燐灰石は Type1 燐灰石のフラグメン
ト を 包 有 す る 場 合 も あ る こ と か ら ， Type1 は
Type2 よりも早期に形成されたと考えられる．
CL（カソードルミネッセンス）像では，Type1
は発光が著しいのに対して，Type2 は発光しな
い．LA‑ICPMS 分析の結果，Type1 燐灰石は極め
て軽希土類元素に富み，Th 及び U 濃度も高いこ
とが判明した．特に，Ce 及び Nd 濃度が高く，
総希土類元素濃度は最大約 6wt%の値を示す．
Type2 は均質なフッ素燐灰石組成を持ち，Th 及
び U を殆ど含まない．従って，ノーランズボア
鉱床産の鉱石希土類品位は，モナザイトなどの
難溶性希土類含有鉱物ではなく，Type1 燐灰石
中の希土類濃度を強く反映していることが明ら
かとなった．

Type2

図３．大谷鉱床産灰重石のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ

2.2．燐灰石資源
豪州・ノーランズボア鉱床産鉱石の ICP‑MS 分
析を行った．その結果，鉱石は極めて軽希土類
元素に富み，Ce 及び Nd が特に高い濃度を示す
（図４）．総希土類元素濃度は最大約 7wt%であ
る．また，難溶性鉱物を含む試料でも，その溶
液化プロセスが適切で，試料濃度に適した希釈

Type1

図５．ノーランズボア燐灰石の産状と REE ﾊﾟﾀｰﾝ

図４．ノーランズボア鉱石の REE ﾊﾟﾀｰﾝの比較
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電子地球科学情報を利用した地熱資源評価手法の発展的研究：第２期成果の概要
Studies on Advanced Assessment Methods for Geothermal Resources in Japan using
Electronic Earth-Sciences Information: Outline of the 2nd-Term Results.
茂野 博（地熱資源 RG）
Hiroshi Shigeno
Geothermal Resources Research Group
e-mail: hiroshi-shigeno@aist.go.jp
１．はじめに
地熱資源研究グループでは,研究の一環とし
て手法開発と事例検討を中心に，電子地理・地
球科学情報を利用した地熱資源評価の研究を継
承−発展的に進めてきた．産業技術総合研究所
の中期計画第２期（2005〜2009 年度）には，
第１期（2001〜2004 年度＋）の成果（例えば，
地質調査総合センター，2007，数値地質図 GT‑3）
を基礎に，より幅広い多様な研究を進めて，各
種成果の誌上・口頭発表を行った．

合センター，2007），「全国地熱ポテンシャルマ
ップ」
（地質調査総合センター，2009，数値地質
図 GT‑4）などが出版されていることを付記する．

２．第２期成果の紹介
「別表」に，第２期の誌上発表成果を６項目
に整理して示す．特に(1)では，第１期に作成し
た各種のオープンソースの自作プログラム
（Microsoft Visual Basic v.6 による）を拡張
して，様々なデータを簡易的に統合断面図形式
で表示するプログラムを作成するとともに，島
孤下へ斜めに沈み込む海洋プレート−スラブの
３次元運動の簡易シミュレータなどを開発し，
これらを九州，近畿，関東の各地方へ適用して
火山・地熱地域分布の特異性に検討を加えた．
(2)の坑井変質，(3)の温泉化学を中心とした統
合的評価の研究における作図例を，図１に示す．
(5)の MS Excel VBA (Visual Basic for Appli‑
cations)によるオープンソースの各種プログラ
ム な ど は ホ ー ム ペ ー ジ （ http://staff.
aist.go.jp/hiroshi‑shigeno/index.html）から
ダウンロードが可能となっている．
３．今後の取りまとめ計画
第２期の様々な研究成果の取りまとめと上記
のオープンソースの各種プログラムの公開・普
及化などを目的に，「別表」(0)の地質調査総合
センター（2007）の数値地質図 GT‑3 と同様の
CD‑ROM 出版物の提供（数値地質図 GT‑5？）を
現在検討しており，現状では 2011 年度末の出版
を目標としている．
なお，第２期の地熱資源研究グループの成果
として，「日本の熱水系アトラス」（地質調査総
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図 1．北海道の石狩低地帯域における「大深度（掘
削）温泉水」の溶存化学組成（ヘキサ図）と
３次元地下地質分布（深度 1500m）の統合
表示（茂野，投稿中）． 公開電子地球科学
情報として，温泉化学データには地質調査総
合センター（2002，数値地質図 GT-1）を，
地質データには吉田ほか 編（2009，地質調
査総合センター速報，no.48）を用いた．
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Tatsuya Yokoyama3), Kouji Ogawa3) and Masahiro Tanaka4)
1)

Senior Research Scientist / Assistant Director,
3) OYO

2)

Nittoc Construction Co., LTD,

Corporation, 4) LAZAC Incorporated
Author, e-mail: akio.cho@aist.go.jp

*Corresponding

１．はじめに
地下空間建設や地下岩盤利用において，地下
岩盤に作用する初期地圧状態を把握することは，
それらの設計・施工・稼動・安全評価において，
欠くことのできないことがらである．初期地圧
の測定法については，これまでに種々の方法が
考案され，多くの地下施設建設サイトにおいて
使用実績と改良が積み重ねられてきた．初期地
圧測定結果は，各研究者や各機関により，学会
発表や学会誌等で公表されてきた．我が国での
今後の地下空間開発に向けて，これまでに公表
された初期地圧測定結果を収集し，公の共有の
情報としてデータベース化を図ることは意義深
いと考える．
我々は，初期地圧測定法の中で測定値の信頼
性が高い応力解放法により測定され，測定点の
被り深さが 100ｍ以深のものを対象として，文
献調査を行い（全 75 編の論文），全 54 地点で
62 例のデータを収集した．収集したデータにつ
いては，今後の利活用を考慮して，データベー
ス機能も有するように，データの整理と収録を
行った．整理・収録したデータに基づき，我が
国の地下深部岩盤での初期地圧状態の一般的傾
向を考察した．
その結果については，地質調査研究報告（第
60 巻，第 7/8 号，p.413-447，2009 年）に総説
として報告しており，下記のサイトで閲覧と pdf
ファイルのダウンロードが可能である．今後の
地下空間開発や地下岩盤利用において参考にし
ていただければ幸いである．

総説では，第 2 章に，関連する既往研究をま
とめた．第 3 章では，埋設ひずみ法と孔底ひず
み法について概説した．第 4 章に，調査対象文
献と収録項目を説明し収録測定地点の位置と収
録データ一覧を示した．第 5 章では，整理・収
録したデータに基づき我が国の地下深部岩盤で
の初期地圧状態の一般的傾向を考察した．第 6
章では，初期地圧に及ぼす各種要因について既
往研究などから例示した．第 7 章において，得
られた知見をまとめた．
本小文では，総説の概要を紹介する．
２．収録した初期地圧測定地点
収録した初期地圧測定地点（全 54 地点，62
例）を，図 1 に示す．シンボル▲，○，●はそ
れぞれ，測定地点の岩石区分（火成岩，堆積岩，
変成岩）を示す．＋は岩石区分が不明であった
測定地点である．

http://www.gsj.jp/Pub/Bull_new/vol_60/60_07/
60_07_04.pdf
図１．収録した初期地圧測定地点
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３．初期地圧の大きさと被り深さの関係
3.1．鉛直応力と被り深さの関係
鉛直応力σ V と被り深さ h の関係を，図２に示
す．鉛直応力は，岩石区分による大きな相違は
認められず，被り圧程度（被り圧の約 0.5 倍〜
約 1.5 倍）の値であった．図中の実線は岩盤密
度を 26kN/m3 とした場合の被り圧を示す．
3.2．水平最大主応力と被り深さの関係
水平最大主応力σ Hmax と被り深さ h の関係を，
図３に示す．
火成岩での水平最大主応力は，被り圧の約 1
倍〜約 3 倍の値であった．火成岩では，同じ被
り深さの堆積岩や変成岩での値と比べて大きな
値が見られた．
堆積岩での水平最大主応力は，被り圧の約 1
倍〜約 1.5 倍の値であった．
変成岩での水平最大主応力は，1 例を除いて，
被り圧の約 0.5 倍〜約 1.5 倍の値であった．
3.3．水平最大主応力と被り深さの関係
水平最小主応力σ Hmin と被り深さ h の関係を，
図４に示す．被り深さ 600ｍ以浅の水平最小主
応力は，岩石区分による大きな相違は認められ
ず，被り圧程度（被り圧の約 0.5 倍〜約 1.5 倍）
の値であった．被り深さ 900ｍ以深での値（火
成岩 1 例，変成岩 8 例）は，被り深さ 600ｍ以
浅での傾向を外挿した値より小さかった．

４．他の検討項目
収録データに基づき，次の項目に関しても分
析と考察を行った．
・ 水平最大主応力（方位と値）と地殻水平歪
短軸（方位と値）の比較
・ 三次元主応力と被り深さの関係
・ 応力値と測定標高の関係
・ 三次元主応力比と最小主応力の傾斜角の関
係
・ 岩級との関係
謝辞
初期地圧測定データの収録を許可いただいた
測定実施各機関に感謝します．本文中の図にお
いて GMT を使用して作図しました．ここに謝
意を表わします．
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図３．水平最大主応力と被り深さの関係
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図２．鉛直応力と被り深さの関係

図４．水平最小主応力と被り深さの関係
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１．はじめに
地質調査の基本である調査ボーリングは，地
表踏査では得られない貴重な地下情報を提供し
てくれる．通常，ボーリングコアの直接的な観
察により，岩種の特定，地質構造把握や亀裂性
状の評価を行うが，コアの採取段階で回転等の
影響を受けて，原位置での走行傾斜等の方位情
報を失うことが大きな問題であった．この問題
は孔壁をボアホールカメラで撮影，解析するこ
とで解決できるが，現状ではボアホールカメラ
を用いた調査は高価なうえ，専門の撮影技術者
が必要なため，その適用はダム等の大規模な地
質調査に限られている．
（株）復建技術コンサルタントが開発した小
規模な地質調査でも安価で簡便に使用できる汎
用型ボアホールカメラについて，平成 21 年度中
小企業等製品性能評価事業において，いくつか
の評価項目を設定し、性能評価のための実証研
究を行った．本報ではその結果を概説する．
２．汎用型ボアホールカメラの概要 １）
汎用型ボアホールカメラ（low-cost and
simplified borehole camera；以下，LCS カメ
ラと略記）は，市販の水中カメラ（前方視カメ
ラ）に，撮影深度や方位情報が得られるように
リールや可とう管等を追加した構成である（概
観図をポスター掲載）．
LCS カメラは安価（販売価格は 40 万円程度）
で簡便（オペレータ一人で作業可能）に使用で
きる利点を有するが，深度・方位の計測センサ
を有さないため，深度±0.2m 程度，方位±20°
程度の計測誤差があることを念頭に撮影画像を
扱う必要がある．
３．当該事業による研究概要
本実証研究では，汎用型ボアホールカメラの
性能確認および今後の販路拡大を目指して，以
下の３つの研究課題を設定，実施した．
(1)全地質への適応性の実証研究
全国の８地区において地質状況の異なる撮影
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事例を 80 事例以上収集し，分析を行う．
(2)岩盤の不連続性評価のための実証研究
地質の異なる３砕石場でコアを回収し，コア
観察結果とボーリング孔内の観察結果を比較し，
不連続性評価に対する性能を RQD 指標を用い
て，定量的に評価する．
(3)濁度計測への適用のための実証研究
河川等の濁度計測への適用方法について検討
を行い，数カ所の現場での濁度計による測定結
果との比較を行う．
４．当該事業による成果概要
(1)全地質への適応性の実証研究
全地質・土質での撮影が可能なボアホールカ
メラとしての性能評価のために，全国地質調査
業協会連合会（以下，全地連という）の組織を
通じて，８社に委託し，現場使用実績として全
国８地区（北海道，東北，関東，北陸，中部，
関西，中国地方山陰，中国地方山陽），82 箇所
の撮影画像記録を収集した．内訳は花崗岩類の
岩盤 18，花崗岩類の強風化岩盤 5，新第三紀火
山噴出物 7，第三紀凝灰岩 18，泥岩等の堆積岩
19，第四紀砂礫層 9、その他として河川堤防や
トンネル覆工コンクリート 5，産業廃棄物 1 箇
所である．地質的に見ると全国に分布している
花崗岩や第三紀の堆積岩などのデータがやや多
い傾向にある．ボーリングの方向は垂直方向が
最も多く 65，水平 12，斜め上 3，斜め下 2 箇所
である．撮影は空孔で 53，水中または水の洗浄
や汲み出し後に撮影したものが 29 箇所である．
湧水箇所は 2 箇所で撮影されている．
以上の撮影画像事例から空孔ボーリング孔で
の花崗岩や安山岩類の節理・亀裂の開口状況や
方向性，風化の程度，岩質・岩相の把握が可能
であることが判明した．湧水箇所の撮影では湧
水箇所の位置確認と流れの方向や流速の推定が
可能であった（亀裂の静止画をポスター掲載）．
地下水位以下の土質を対象とした撮影では濁水
対策が必要であるが，その対策方法 ２ ） について

はポスタ−で説明予定である．
(2)岩盤の不連続性評価のための実証研究
地質の異なる３箇所の砕石場（①板状亀裂の
粘板岩，②塊状岩盤の砂岩，③これらの中間で
最も普遍的な地質である安山岩を対象）を使用
し，１砕石場に付き水平ボーリングによる 10m
掘削を方向の異なる２方向（節理状構造の岩盤
の場合、亀裂の角度、頻度が変化する）で，ボ
ーリングコア RQD（岩盤の不連続性を表す指標，
亀裂の判定が必要）と LCS カメラによる岩盤内
の亀裂状況(深度情報含む)との対比(亀裂判定
精度の検討)を実施した．総延長は 60m である．
ボーリング孔を横切る方向の開口亀裂はこの
カメラが前方視カメラであるためボーリング軸
方向の亀裂よりは観察が難しいが，亀裂の有無
の確認は可能である．撮影モニター画面からも
開口亀裂の有無，角度，方位を観察することが
可能であるが，詳細な検討の場合には，オプシ
ョン仕様ではあるが，撮影画像から孔壁の展開
画像を作成する可能であり，より詳細な情報分
析に有効である．
ボーリングコアを用いて岩盤の不連続性が評
価され，岩盤構造物の設計にも反映されている
が，コア採取時には機械的な衝撃の影響などに
より，コア自体が折れたり，地山内では密着し
ていた亀裂に沿って割れたりするためにコアに
よる RQD が地山内の岩盤状況を忠実に反映し
たものではないことが知られている．
コア観察による RQD（コア RQD）と孔壁画
像の亀裂観察による RQD（孔内 RQD）の違い
について，今後岩盤分類評価と結びつける検討
が必要であることを指摘した ３）．
また，カメラ画像からは，「孔内 RQD」情報
以外に，岩盤内亀裂の生の情報，すなわち亀裂
の向き，角度，開口幅，亀裂状況（開口，密着）
などを読み取ることが可能である．さらに，現
場周辺において複数のボーリングを行い，カメ
ラ観察，展開図を用いた解析により，亀裂の三
次元的な分布状況も推定可能であり，現場の地
質構造の解釈にも重要な知見を与える情報の提
供も可能である．
(3)濁度計測への適用のための実証研究
近年，工場排水，生活排水等による環境汚
染が増加しており，河川，湖沼，ダムなど濁度
測定を必要とする場所は広範囲にわたっている．
濁度の測定装置には透過光方式や散乱光方式な
どいくつか種類があるが，本研究では LCS カメ
ラによる撮影画像を用いた濁度測定を目的に，
濁度標準液（ホルマジン，ポリスチレン）の濁
度と画像解析による画像数値との関係を用いた
検量曲線を作成し，市販の濁度計による濁度と
の比較を行った．
室内試験で求めた検量曲線をもとに，現場
へ適用するために，濁水とともに標準の色見本
をカメラ撮影画像に同時に撮影するための特殊

− 84 −

なカメラキャップを作成し，ダム，井戸，河川
で濁度測定を実施した．濁度計による濁度との
比較により，カメラ撮影画像からほぼ妥当な濁
度を求めることが可能と判断された ４）．本手法
では，濁度情報のみならず，RGB 値，すなわち
「色調」情報まで得ることができることが大き
な特徴である．
５．今後の普及・販路拡大に向けた展開
地質調査分野での LCS カメラの普及に関し
て，全地連において，標準化仕様（案）
（技術マ
ニュアル（案）と積算基準（案）から構成） ５）
を 2011 年 4〜5 月頃に取りまとめる予定である．
LCS カメラは安価で大量使用が可能な価格帯
であり，取扱が簡便であるのでボーリング技術
者や地質技術者の補助具としての使用が期待さ
れる．地質調査におけるカメラ撮影画像調査の
標準化仕様がまとまれば，カメラ撮影画像調査
の必需品としての普及販売の増大が国内のみな
らず海外でも見込まれる．
また，地質調査業界以外の潜在的な市場とし
て，大きな社会問題になっている維持管理調査
について記述すれば，
橋梁・トンネル・道路斜面の維持管理調査に
関連して，
・橋梁基礎コンクリート状況の確認（基礎岩盤
との付着状況や空洞確認）
・地震後の基礎杭の亀裂の有無の確認
・トンネル背面の状況確認
・道路斜面モルタル吹き付け面の背面の状況確
認
・斜面のすべり面の状況確認
配水管（上水道用、下水道用、農業用）や井
戸の維持管理調査に関連して，
・漏水・破損箇所の検出
・スケール（垢）沈着状況の観察
などが挙げられ，これら以外にも多方面への用
途展開が期待できる．
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