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●研究者名：山﨑 淳司
●所属：理工学術院 創造理工学部

層状複水酸化物による排水処理システム
Wastewater Treatment System with Nano Layered Double Hydroxide（NLDH)

優れたアニオン吸着性能
条件 ： pH3～12、低濃度、複数のアニオン

低コスト
リサイクル可能、既存システム組込み可能

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

• Excellentanionicadsorptionperformance
⇒ workable : pH(3-12), lowconc., variousanion

• Lowcost
⇒ recyclableNLDH,applicabletoanysystem

LDH 従来型
conventional

B(OH)4－

Cl－

Cl－ CO3 2－

B(OH)4－

CO3 2－

陰イオン吸着メカニズム
Anion adsorption mechanisml

NLDH改良型
advanced

背 景 Background

排水中アニオンの環境汚染

アニオンの有害性

環境水の水質基準強化
• Anionic environmental pollution in wastewater
• Toxicity of  anions
• Reinforcement of the environmental quality of the water std.
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陰イオン吸着試験（Anion adsorption test）
Anion conc. :1 mmol/L each, NLDH-P addition:1.0wt%,Stirring time：60 min.

before

after

初期pHとNLDHの関係 (Influence on adsorption ability by initial pH)
◆Borate anion:10mmol/L, ■Fluorine anion:25mmol/L, NLDH-P addition:1.0wt%

NLDH -Gよる排水処理プロセス
Advanced drainage treatment using NLDH

シーズ内容 Seeds summary

ナノサイズ陰イオン交換物質, NLDH

NLDHを用いた高度排水処理システム
• Nanosizeadsorption material,NLDH
• Advanced drainage treatment using NLDH

応用展開 Application Areas

• Waste water treatment for coal-fired stations
• Industrial drainage treatment
• Drainage handling of construction
• Groundwater/well water purification

石炭火力発電所向けの排水処理

工業排水処理

建設工事

地下水中の微量な有害陰イオンを除去

本開発は日本国土株式会社、アニオン株式会社の共同成果で、経済産業省、科学技術振興機構の援助を受けています。
This study is performed as joint work of JDC CORPORATION and ANION Co., Ltd.. The work is partially supported by METI(2005,2006) and JST (2008) .

本成果は、日本国土開発株式会社との共同研究によるものです。
製品のお問合せは、日本国土開発株式会社へお願い致します。
Please address the product inquiries to JDC CORPORATION.  
TEL : +81-(0)3-5410-5750 3



●研究者名：山﨑 淳司
●所属：理工学術院 創造理工学部

重金属不溶化剤
Heavy metal insolubilizing agent

応用展開 Application Areas

汚染土壌などの経済的な不溶化処理

高濃度のヒ素、重金属汚染、複合汚染の処理

• Economical insolubilization
contaminated soil, heavy metal pollution, combined pollution 

シーズ内容 Seeds summary

カテナチオ★を開発：主成分は天然物由来

重金属：パイライト表面に硫化物として吸着固定

Pb2+＋S2-→ PbS↓ Hg2+＋S2-→ HgS↓ 

砒素：水酸化鉄による共沈作用、吸着固定

ホウ素、フッ素：エトリンガイトに化学的に吸着固定
• Developmentof catenaccio : naturalmineralorigin
• Heavymetals : adsorptionfixedasasulfide inpyritesurface
• Arsenic : coprecipitationwith ironhydroxide,adsorptionfixed.
• Boron,Fluorine :Adsorption is fixedchemically inettringite

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

有害物質（重金属）の不溶化除去

有害物質の閉じ込め（再溶出抑制）

安価で無害な不溶化剤

• Insolubilizationremoval of toxic substances (heavy metals)
• Enclose of toxic substances (Inhibition of re-elution)
• Low-cost and harmless insolubilizer

背 景 Background

土壌汚染は世界的な環境問題

火力発電の石炭灰の無害化利用

土壌汚染の厳しい基準

• Soil pollution, environmental issues worldwide
• Detox-effective use of the coal ash in the thermal power plants
• Severe standard in the soil pollution

「土壌汚染対策法のしくみ」（環境省・（財）日本環境協会）より抜粋

The toxic substances which occurred 
with human activity accumulate in soil.

重金属やその化合物 人体への影響

カドミニウム Cd 腎臓障害、骨粗鬆症、呼吸困難、発癌性、 等

六価クロム Cr(VI) 胃・肝臓、中枢神経系の障害、発癌性、 等

シアン化合物 CN 呼吸困難、等

水銀 Hg 胃腸器官と中枢神経障害、精神症状、等

セレン Se 全身倦怠、脱毛、爪の変色、脱落、発癌性、等

鉛 Pb 麻痺、嘔吐、下痢、血便、腎障害、頭痛、等

砒素 As 中毒症状（嘔吐、厭離、栄養失調、動脈硬化、等）

弗素 F 皮膚、眼、粘膜への刺激、等

硼素 B 下痢、嘔吐、眼の刺激症状、咽頭痛、咳、等

重金属人体への影響
Heavy-metal influence in the human body

＃ 汚染
物質

含有量
(mg/kg dry) 不溶化剤種類

不溶化剤
添加量

（対固形分
wt％）

試験条件
（養生1週）

溶出試験
結果(mg/L)

1 鉛
Pb 1,000 カテナチオ★ 5.0 pH3硝酸を

使用した
溶出試験

<0.002

2 ヒ素
As 1,000 カテナチオ★ 5.0 <0.002

3

六価
クロム
Cr (VI) 200

無処理 － 環境省令
46号溶出
試験

17

カテナチオ★ 2.0 0.008

4 ヒ素
As

無処理

環境省令
46号溶出
試験

0.049

高炉セメント
B種 8.0 0.024

カテナチオ★ 8.0 <0.002

5
六価
クロム
Cr (VI)

無処理 － 環境省令
46号溶出
試験

1.82

カテナチオ★ 5.0 <0.003

カテナチオ★適用例(汚染土壌）
Proof results of  catenaccio★ (Soil pollution )

• 不溶化困難と言われるヒ素、六価クロム、鉛に対しても優れた効果発揮
• 高濃度汚染にも対応が可能
• Effect: Insolubilization for As, Cr (VI), Pb.
• Available for high concentrated  pollution

本成果は、株式会社AZMECとの共同研究によるものです。
製品のお問合せは、株式会社AZMECへお願い致します。
This result is due to the collaboration with AZMEC Inc..
Please address the product inquiries to AZMEC Inc..
TEL.: +81-(0)575-33-1938  /   E-mail: info@azmec.jp

土壌汚染イメージ
Image of  soil pollution
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応用展開 Application Areas

グリーストラップ

キッチンの油汚れ

襟・袖の汚れ

• Grease trap 
• Kitchen oil stains
• Tough stains from collars & cuffs

シーズ内容 Seeds summary

新規微生物/酵素による油分解剤

低温でも分解力を発揮

グリーストラップを用いた実証実験

• Oil decomposition agent  by a new microorganism / enzyme 
• Decomposing activity even at low temperatures
• Proof with the grease trap

新酵素油脂分解剤

●研究者名：木野 邦器、由井 浩
●所属：理工学術院

Enzyme based oil decomposition agent 

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

新規油脂分解酵素

優れた油脂分解能

地球環境に優しいバイオ洗剤

• Fatty oil -decomposing a new enzyme
• Higher oil and fat- decomposing activity
• More earth friendly bio-detergent

背 景 Background

グリーストラップからの悪臭

面倒な油汚れの清掃

安全で効果的な油脂分解剤

• Bad smell from a grease trap
• Cleaning of troublesome oil stains
• Safe, effective oil and fat  decomposing agents

新酵素油脂分解剤（ワンダクリーン）
Enzyme based oil decomposition agent

(Wanda-Clean)

ご協力：新宿日本料理店
Cooperation: Shinjuku Japanese restaurant.

実験開始５日後
Start five days later

実験開始翌日
Start one day later

実験前
Before

撹拌機設置工事
Stirrer setting

グリーストラップでの実証実験
Demonstration of Grease trap

本成果は、株式会社エーオーエー・アオバとの共同研究によるものです。
製品のお問合せは、株式会社エーオーエー・アオバへお願い致します。
This result is due to the collaboration with AOA-AOBA Co.,Ltd..
Please address the product inquiries to AOA-AOBA Co.,Ltd..
TEL:+81-(0)3-5976-1411 5



応用展開 Application Areas

既存建材との入替え

歴史的建造物の修復

多材料とのハイブリッド化

• Replacement of the existing building materials
• Repair of historic buildings
• Hybrid of a multi-material

シーズ内容 Seeds summary

金属アルコキシド加水分解重縮合物による木材改質

木材への塗布、又は含浸で処理が出来る

経済的、且つ、簡便な改質法

• Reforming by the hydrolytic polycondensatesof metal alkoxides
• Treatment by coating or impregnation
• Economical , simple and easy

木質改質剤
Wood modifier

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

風合い、調湿性は木材のまま

木材に撥水性・耐久性を付加

環境負荷が少ない改質方法

• Use of a texture/a moisture  regulation of  wood
• Enhancement in water repellency and durability 
• Eco-friendly reforming method

背 景 Background

木材の防腐、防蟻、防火耐性、木造物の維持

木材のマーケット拡大

• Demand  for  wood: antisepsis, ant-proof, 
fireproof tolerance, maintenance, etc.

• Expansion of the wood utilization of new markets

 木質改質剤（ゾル・ゲル反応液の作成）
 WOOD MODIFIER (Sol‒gel preparation)

Si(OC2H5)4
テトラエトキシ
シラン(TEOS)

Et-OH, H2O, H+

吸水性樹脂/酸化チタン微粒子
water absorbing resin /TiO2particle

改質剤
Modifier

 改質剤の施用
 Modifier Application

含浸やスプレーコーティング
Impregnation/Spray coating 

乾燥（自然乾燥や加熱：50～100℃）
Drying (air-drying/heating : 50 - 100 ℃)

 ポリアクリル酸系吸水性ポリマー/酸化チタンを含む
ゾル・ゲル化合物
Sol gel compound including polyacrylic acid water 
absorbing resin /TiO2

min.

moisture

w
gt
 g
ro
w
th
 ra
te

●processing
■no processing

● processing
■ no processing

EXP. of the water osmosis

EXP. of moisture osmosis

詳細
Details

w
gt
 g
ro
w
th
 ra
te

●研究者名：由井 浩
●所属：理工学術院（当時）

本成果は、武蔵エンジニアリング株式会社との共同研究によるものです。
製品のお問合せは、武蔵エンジニアリング株式会社へお願い致します。
This result is due to the collaboration with Musashi Engineering Co.,Ltd..
Please address the product inquiries to Musashi Engineering Co.,Ltd..
TEL:+81-(0)422-76-71116



応用展開 Application Areas

騒音対策：高速道路、工場等、住宅、簡易無響室 など

施工例：パーティションの空洞に吸音材を詰め、事務機器
の騒音防止

• Soundproofing noise control: highway, factories, housing, simple 
anechoic

• Ex.  : Prevent the noise of the office appliance ; Fill the cavity of the 
partition with sound absorbers.

シーズ内容 Seeds summary

独立気泡発泡体の吸音材

400Hz以下の優れた吸音特性

安価で、容易な製造

• Sound absorbers of Closed-Cell Glass Foam
• Superior sound absorption  less than 400Hz
• Easy production at  a low cost 

廃棄ガラスを利用した吸音材
Sound absorbers using waste glass

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

低周波に優れた吸音

廃棄ガラスから製造された吸音材

廃棄ガラスの有効利用

• Superior acoustic absorption for low frequencies
• Sound absorbers  made of waste glass
• Effective use of a waste glass

背 景 Background

生活空間に身近な騒音被害

騒音による健康障害

• Noise damage of living space
• Health problems of  the  noise

●研究者名：由井 浩
●所属：理工学術院（当時）

本成果は、株式会社エーオーエー・アオバとの共同研究によるものです。
製品のお問合せは、株式会社エーオーエー・アオバへお願い致します。
This result is due to the collaboration with AOA-AOBA Co.,Ltd..
Please address the product inquiries to AOA-AOBA Co.,Ltd..
TEL:+81-(0)3-5976-1411

廃ガラスを利用した吸音材
Sound absorbers using a waste glass

粉砕廃ガラスに炭化ケイ素を加え焼成
SiC addition to crushed glass waste and burning 

Glass foamed bodyWaste glass

Crush / burning

外部からの騒音
External noise 

工 事
Construction

風切り音
Wind noise

吸音特性
Absorption properties

7 



応用展開 Application Areas

プロダクトからプロダクトのリサイクル

例） 家電、自動車、容器包装

• Product to product recycling
• Ex：Consumer electronics, automotive, packaging

シーズ内容 Seeds summary

透過Ｘ線を用いた構成元素の推定

２種類のＸ線を用いた正確な判別

• Analysis of composition element by XRT
• Identification ofAl alloy in two kinds of X-radiation

アルミニウム合金選別システム
Aluminum alloy screening system

アルミ合金廃棄物から種類ごとに展伸材回収

自動選別 ； どんな形態の破片でも判別可能

• Recovery of Al wrought from waste by a kind
• Auto-detect ; sorting that regardless of any forms 

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

背 景 Background

アルミニウム合金の需要増大

アルミ合金リサイクルの必要性大

• Market expansion of aluminum alloy 
• Need of the aluminum alloy recycling

●研究者名：大和田 秀二
●所属：理工学術院 創造理工学部

本成果は、株式会社アーステクニカとの共同研究によるものです。
製品のお問合せは、株式会社アーステクニカへお願い致します。
Please address the product inquiries to EARTHTECHNICA Co., Ltd.. 
TEL : +81-(0)3-3230-7154   FAX : +81-(0)3-3230-7158

実際の選別装置（TOMRA Sorting社製）
TOMRA Sorting Equipment
The optical sortor uses a product made in TORMA company.

寸断試料による小規模量産試験結果
Result of small-scale mass production test by shredder samples

6063品位
6063 grade 41.61kg

1752 個
1752 pieces

7N01
7N01grade 29.27kg

1102 個
1102 pieces

合計
Total 70.88kg 2854 個2854 pieces

Sorting test of the aluminum alloy mixture 6063 and 7N01 with XRTsorter

アルミ合金廃棄物
aluminum alloy mixture

廃棄物の内訳
Breakdown of waste

sorting

residues

X-rays line scan sensor

Belt conveyor

Conveyer speed

X-ray tube

Air valve block

選別のイメージ
Sorting Image 

6063品位
6063 grade

6063回収率
6063 recovery 
rate 

6063 分離効率
6063 separation
efficiency

7N01 除去率
7N01 removal 
ratio 

39.52 / 39.54 kg 39.54 / 41.61kg 29.25 / 29.27kg

99.9 wt% 95.0% 94.9% 99.9%
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• Crops cultivation :  Tomato, Strawberry, Various 
vegetables, Various  ornamental flowers, etc.

応用展開 Application Areas

作物栽培：トマト、イチゴ、各種野菜、
各種花卉 など

ＣＯ２濃縮供給装置
CO2 concentration and supply equipment

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

CO2の積極的農業利用

大気中のCO2回収

地球温暖化防止

• Active agriculture use of the CO2 
• Recovery of CO2 from the air
• Prevention of global warming

背 景 Background

CO2施用：光合成促進、生育アップ、品質向上

ハウス栽培へ効率的なCO2供給

• CO2application: promoting photosynthesis, growth up, 
quality improvement

• CO2efficient supply to the greenhouse

●研究者名：山﨑 淳司
●所属：理工学術院 創造理工学部

島根県産業技術センターと大福工業株式会社との共同研究成果です。
Joint research result with SIIT/Daifuku kogyo Inc..
SIIT : Shimane Institute for Industrial Technology
TEL : +81-(0)853-21-4151

回収CO2の農業利用
Agricultural use of recovered CO2

• Development of the equipment  ( ZeoCollect ) using 
high-functional Zeolite 

• Excellent absorbents at a low cost
• Running cost reduction of the CO2 application

シーズ内容 Seeds summary

安価で優れたCO2濃縮・供給装置を開発

CO2施用のランニングコスト軽減

イチゴ栽培では、CO2施用により収量30％～40％増加、糖度も増しました。
In the strawberry growing, a yield is increased by 30% to 40% due to
the supply of CO2 . The sweetness of strawberry increased, too.

CO2 施用あり； CO2 supply CO2施用なし；Without  CO2supply

Photosynthesis

CO2 濃縮供給装置（ゼオコレクト）; CO2を4000ppm 以上に濃縮、供給
Equipment (Zeo Collect)；Performance :  CO2 concentration (4000ppm 
or more), & Supplying

Nutrients/Water

9 



シンチレーター
scintillator

応用展開 Application Areas

放射能汚染の測定

汚染源

モニタリング

除染作業

• Measurement of the radioactive contamination
Identification, Monitoring, 
Decontamination work

高感度コンプトンカメラ

●研究者名：片岡 淳
●所属：理工学術院 先進理工学部

High sensitivity Compton Camera

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

放射線の画像化（コンプトンカメラ）

高感度化

小型軽量化（携帯可能）

• Imaging of radiation (Compton camera)
• High sensitivity
• Reduction in size/weight (portable)

背 景 Background

2011年の震災による原発事故

放射能汚染箇所の確認

測定の迅速化

• Nuclear power plant accident
• Confirmation of radioactive contamination points
• Rapid measurement

携帯可能なコンプトンカメラ
Portable Compton camera

本成果は、浜松ホトニクス株式会社との共同研究によるものです。
製品のお問合せは、浜松ホトニクス株式会社へお願い致します。
Please address the product inquiries to Hamamatsu Photonics K.K..
TEL : +81-(0)53-452-2141

• Small, light and  high performance Compton camera
• High sensitivity by scintillator / MPPC※
• Imaging by Back projection / MLEM method
※ MPPC ：semiconductor light detecting element
( Multi-Pixel Photon Counter)

小型軽量の高性能コンプトンカメラの開発

シンチレーターと半導体光検出素子（MPPC)※

による高感度化

ガンマ線分布を逆投影法とMLEM法で画像化
※MPPC（マルチ・ピクセル・フォトン・カウンタ）

シーズ内容 Seeds summary

Weight 
1.9 kg!

15 cm

13.5 cm 14 cm

半導体光検出素子
MMPC

３分程度で可視化に成功
Visualized in 3 minutes

実地試験（福島）
Field tests (Fukushima)
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シーズ内容 Seeds summary

携帯型放射線検出器を開発

シンチレーターにGAGGを使用、高感度化

温度補償回路で-20℃～50℃の測定対応

• Developed a portable radiation detector
• High sensitivity by GAGG in detection
• Usable in -20 ℃ ～50 ℃

携帯型放射線検出器

●研究者名：片岡 淳
●所属：理工学術院 先進理工学部

Portable  radiation  detector

研究のポイントと優位性
Point & Advantage

次世代のシンチレーター（GAGG）結晶の開発

温度補償回路の測定値補正

• Next-generation scintillator crystal（GAGG）
（Developer : Tohoku Univ, Furukawa Co.Ltd.）

• Development of the temperature compensation circuit

背 景 Background

2011年の震災による原発事故

大気中の放射線計測

放射能汚染箇所の確認

• Nuclear power plant accident
• Measurement atmospheric radiation
• Confirmation of radioactive contamination point

本製品は古河機械金属株式会社が開発しました。
製品のお問合せは同社へお願い致します。
The product was developed by Furukawa Co., Ltd..
Please address the product inquiries to the company.
TEL : +81-(0)3-3212-1836

（開発元：東北大学/古河機械金属）

応用展開 Application Areas

放射能汚染の測定

汚染源

モニタリング

除染作業

• Measurement of the radioactive contamination
Identification, Monitoring, 
Decontamination work

シンチレーター
scintillator

光検出器
Photodetector

計測
Measurement

電荷に変換
visible light into electric charge

可視光に変換
radiation  into  visible light

放射線
Radioation

新規シンチレータ：発光量は既存結晶（Pr：LuAG）の3倍
New scintillator: Light emission quantity in about three times 
(vs existing crystal).

Ce : GAGG

携帯型放射線検出器(ガンマスポッター)
Portable radiation detector (GANMMASPOTTER)
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性 能：Performance

検出放射線
Detection radiation

γ線
γ‐ray

感度
Sensitivity

1,000CPM/μSv/h

測定範囲
Measurement range

0.00～99.99 μSv/h
（放射線量率：radiation dose）

指示誤差
Indication error

±10％以内(within ±10％)
Cs137基準値に対する誤差範囲
Error range for the Cs137 
standard value

エネルギー範囲
Energy range

60keV以上
more than 60keV

重量
weight

160ｇ（電池などを含む）
（including batteries）






