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　地中熱利用ヒートポンプ※1などの地圏熱エネルギー利用システムの実用化が急速
に進んでいます。それに伴って地中の熱的環境が変化すると、地下水水質や地下生態
系が影響を受ける恐れがありますが、その影響については明らかにされていません。
本研究課題では、地下の温度変化が地下水水質や微生物叢

そう

に及ぼす影響を明らかにし、
その影響を抑制するための地下水利用・管理手法の開発を目的としました。本研究は、
埼玉県南部（埼玉大学）、東京西南部（日本大学、東京農工大学）の 3 サイトを対象
に行いました。
　我々は世界で初めて、地下への熱負荷・放冷を繰り返す熱負荷試験を行い、地下水
水質と微生物叢変化を長期観測しました。この貴重なデータを基に、地下水の温度変
化に影響される成分（特にホウ素・ヒ素）および特定微生物群を見いだしました。 
　埼玉県南部と東京西南部の地層について、3 次元地質構造モデルを作成しました。
また、その地層に存在する元素および微生物の分布を国内で初めてインベントリ（デー
タベース）にまとめました。これらから、浅部地下における物質の空間分布を推定す
ることができるようになりました。  
　長期間にわたる地中熱利用が、地下水の温度・水質に与える影響を予測・評価でき
るシミュレーション技術（アセスメントツール）を構築しました。
　上述の「3 次元地質構造モデル」、「インベントリ」、「アセスメントツール」を利用
することで、より高度な地下水利用・管理手法の決定が可能となりました。
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地中熱利用を考えた
3次元地質構造モデルとインベントリ作成

　再生可能熱エネルギーの一つである地中熱は、わが国においても積極的に
導入が進められています。 本研究では、埼玉県南部と東京西南部において3次
元地質構造モデルと元素の分布特性をまとめたインベントリ（データベース）
の作成を行いました。これらは、地中排熱による地下環境への影響や地中熱
利用システムの導入前評価を行うための基盤情報となります。

　地下を構成する土や岩石の熱伝導率と地下

水の存在は地中熱利用の効率に大きく影響し

ます。地中熱利用システムの導入前に地下環

境のアセスメントを行うには、土や岩石の熱

伝導率に加えて主要な帯水層となる礫
れき

層の連

続性などの地質構造を事前に把握することが

必要となります。特に都市部においてこのよ

うな 3 次元地質構造モデルが必要ですが、わ

が国ではその整備が進行中であるものの、い

まだ整理されていません。このような 3 次

元地質構造モデルの作成には多量のボーリン

グデータが必要となります。本研究では自治

体ごとに公開されているボーリングデータの

収集とデジタル化を行い、荒川低地を主とし

た埼玉県南部と武蔵野台地を中心とした東京

西南部の浅部地下の 3 次元地質構造モデル

を作成しました（図2a）。作成したモデルで

は、礫層の連続性だけでなく、ボーリングデー

タと層序から地下を構成する地質構造を推定

し、地盤の有効熱伝導率の空間分布図を作成

しました（図2b、c）。特に、地盤の有効熱

伝導率の推定については、含水比による推定

法の有効性を明らかにするとともに、磁性鉱

物を含む火山砕
さい

屑
せつ

物の熱伝導率への影響の補

正の必要性を新たに提案しました。

　また、地中に排熱する際の地下環境のアセ

スメントにおいて考慮しておくべき点として、

排熱による地下水の温度変化が挙げられます。

これまでの本研究課題による研究結果から、

地下水水温の変化が地下水中にある化学物質

の濃度を変化させる現象があることが分かっ

てきました。その濃度変化は地質により異な

るため、地質に関する情報（堆
たい

積
せき

年代、堆積

環境、構成鉱物、固相元素、土質）、地下水

水質（間隙水中の溶出元素）と微生物叢の相

互関係が分かるようなインベントリ（データ

ベース）の作成を行いました（図3）。その結

果、いくつかある堆積環境のうち、海成堆積

図2　a 研究サイトの位置図とモデル化範囲（赤枠）、b 3次元地質構造モデルから作成された礫
層分布（a 赤枠①の事例）、c 有効熱伝導率分布図（世田谷区の事例）。

物から構成される地層（海成層）にホウ素をは

じめとする有害化学物質が相対的に多く含ま

れていることが分かりました。このような海成

堆積物は、埼玉県南部と東京西南部において

は、低地部だけでなく、台地部の地下にも分

布しており、既存の地質図の情報と3 次元地

日本大学
文理学部
准教授

竹村 貴人
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研究成果

表紙：左写真：熱交換井に挿入したU字管（埼玉大学サイト）。右写真：温度を変化させて土壌中の溶質移動を測定する装置。

図1　研究の全体像

質構造モデルを組み合わせることで、浅部地

下における空間分布を推定することができます。

　今後、地質に関する情報、地下水水質、微

生物のインベントリの作成を継続することで、

地下環境のアセスメントをより高い精度で行

うための基礎資料が整うものと期待できます。
※1 地中熱利用ヒートポンプ…地中の温度は外気温に比べる

と年間を通して変化が小さいため、夏は冷熱源、冬は温
熱源として利用できる。地中熱利用ヒートポンプは、水
や不凍液等の熱媒体を地上ー地中間で循環させて、地上
で得られた熱を地中に放出するシステム。外気温と地中
の温度差が大きいこと、空気よりも熱容量の大きな地下
水や地盤と熱をやり取りすることにより、空気を熱源と
するエアコンより効率的にエネルギーが利用できる。

（「地中熱利用にあたってのガイドライン改訂版（平成
27 年 3 月）」環境省水・大気環境局より一部改変）

図3　インベントリの一例：堆積年代および堆積環境ごとの間隙水中の有害化学物質
正規化量は、元素ごとに求めており、その値が高いほど相対的に多く含まれていることを意味する。完新統、更新
統は、それぞれ完新世（約1.2 万年前〜現代を含む最も新しい地質時代区分：かつての沖積世とほぼ同じ）の地層、
更新世（約258万年前〜約1.2万年前：かつての洪積世とほぼ同じ）の地層を指す。地層名の沖積層は後期更新世〜
完新世に作られたため、堆積年代からみると2つに区分されている。また、関東ローム層は中期更新世以降に関東
平野に降下した火山砕屑物などからできた地層である。
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熱負荷試験と地下水水質・微生物叢モニタリング

　現在、地中の熱的環境変化が地下水水質や微生物生態系に与える影響は、
十分に理解されていません。そこで、本研究では、地中熱利用ヒートポンプ
を導入して、地下への長期的な熱負荷ならびに自然放冷試験を行い、地下の
温度変化が特に地下水水質および地下水中にすむ微生物の組成（微生物叢）
に及ぼす影響を調べました。

　埼玉大学構内で熱負荷の現場試験を実施し

ました。深度 50 mまで U 字管（U-tube）を埋

設し、U-tube から水平距離で 1 m（最も近い

観測井）、2 m、5 m、10 m（最も遠い観測井：

参照用の観測井）離れた地点に、4 本の地下

水観測井を設置しました（図4a）。平成 24

年 8 月から、U-tube 内に約 40℃の温水を循

環させる長期熱負荷試験を 13 カ月間行いま

した。平成 25 年 9 月には、熱負荷を停止し、

継続的な自然放冷過程に移行しました。その

図5　a：熱源から最も近い観測井と参照用の観測井における地温およびホウ素濃度変化（海成層）、b：海成層における地温変化幅とホウ素濃度
変化量の関係

後、平成 26 年 11 月からは、約 60℃の温水

を U-tube 内に循環する 2 回目の長期熱負荷

試験を開始しました。この試験は、平成 27

年 8 月まで実施し、その後は、再度、試験現

場を自然放冷条件下に置いています。試験中

は、2 カ所の帯水層（海で堆積した地層であ

る海成層：深度約 17 m 付近、非海成層：深

度約 39 m 付近）を対象とし、地下温度（地温）

や地下水水質、地下水中微生物叢のモニタリ

ングを行いました（図4b）。
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研究成果

　同じ長期熱負荷試験において微生物叢〔バ

クテリア（真正細菌）と アーキア（古細菌）〕

をモニタリングした結果、地下水中の微生物

の組成は経時的に常に変化していることが明

らかとなりました。U-tube から最も近い観

測井だけでなく、水温がほとんど変化しな

かった参照用観測井でも、約 3 年間の実験

期間を通して微生物叢は大きく変化していま

した（図6）。また、それぞれ独立した帯水

層であり、水質が全く異なっていた上部海成

層と下部非海成層の間で、存在する微生物の

種類や組成がよく似ていることも見いだしま

した。このような浅い地下の帯水層において、

本研究のように経時的かつ網羅的に微生物叢

を解析した例は世界中でもほとんどなく、地

中の微生物叢に関する基礎的で重要な知見を

得ることができたと考えられます。

　地下水温と微生物叢の変化に着目すると、

2 回目の熱負荷による地温の上昇に伴って、

ベータプロテオバクテリア綱のバクテリアが増

加していました（図6）。より詳しく調べると、

それらの中で特にハイドロゲノファガ属やメ

チロフィルス属などのメタンを酸化するバク

テリアが増えていたことが明らかとなりまし

た。また、この場所の地下水中に存在する様々

なメタン生成アーキア※2に関しては、地温

の上昇に伴い、それらに属するメタノサエタ

科は減少する一方、メタノミクロビウム科、お

よびメタノマシリイコッカス科は増加する傾

向にありました。これらの微生物の増減は、

地下水水質にすぐに大きな変化を及ぼすもの

ではなく、また今回の実験では病原性をもつ

微生物の増加も見られませんでした。しかし、

地下の温度変化が地下水水質だけでなく地下

水中の微生物叢にも影響を与えることが示さ

れました。今後も様々な場所や状況で地下水

中の微生物叢がどのように変化するのか調べ

ていく必要があると考えられます。

埼玉大学
大学院理工学研究科
教授

大西 純一

図6　熱源に最も近い観測井（左）と参照用の観測井（右）の上部海成層と下部非海成層における微生物叢（綱レベル）と地下水温の経時的変化
2012年8月から2015年7月まで、3〜11週間隔で採取した地下水を解析した。

埼玉大学
大学院理工学研究科
助教

斎藤 健志
東京大学
大学院農学生命科学研究科
助教

濱本 昌一郎

※2 メタン生成アーキア…原核生物は、大きくバクテリア
（Bacteria：大腸菌・枯草菌を代表とするグループ）と
アーキア（Archaea）に分けられる。後者のグループ
には、水素とCO2、または酢酸やメタノールなどの簡単
な有機化合物からメタンを合成してエネルギーを得る独
立栄養生物がいる。それらをメタン生成アーキアと呼ぶ。

埼玉大学
大学院理工学研究科
産学官連携研究員

大久保 智司

【地下水水質】
　1 回目の長期熱負荷試験の結果、熱源とな

る U-tube から最も近い観測井では、地温が

7 ～ 8℃程度上昇しました（図5a）。特に、

海成層から構成される帯水層（深度約 17 m

付近）においては、一部の地下水成分（ホウ

素（図5a）、カリウムイオン、ケイ素、溶存

有機炭素、リチウム、アンモニウムイオン、

ナトリウムイオン）の濃度上昇が認められま

した。その後の自然放冷過程では、熱負荷に

よる濃度変化が認められた地下水成分につい

て、熱負荷前（自然状態）の濃度水準に戻

る傾向が確認されました（図5a）。2 回目の

長期熱負荷試験では、U-tube から最も近い

観測井で、地温が 13 ～ 14℃程度上昇しま

した（図5a）。1 回目の長期熱負荷試験と同

様、一部の地下水成分で濃度は上昇し（図
5a）、非海成層から構成される帯水層（深

度約 39 m 付近）でも、複数の地下水成分（カ

リウムイオン、ケイ素、リチウム、ヒ素）の

濃度上昇が認められました。変化が観測され

た地下水成分のうち、ホウ素とヒ素について

は、環境基準がそれぞれ1000μg/L（ppb）

と10μg/Lと規定されています。

　これら一連の長期熱負荷および自然放冷過

図4　埼玉大学構内の試験現場概要
a：平面図（原図は Google マップより引用）、
b：断面図

程において、地温変化幅と地下水水質の濃度

変化量との関係性を検討しました。その結果、

図5bのホウ素（海成層）に示されるように、

比較的良好な線形関係を得ることができまし

た。本研究は、世界でもほとんど事例のない

研究であるため、今後は、異なる水
すい

文
もん

地質条

件を有する試験現場で、同様の手法によって

地下水水質に温度変化が及ぼす影響について

研究し、事例を蓄積していく必要があると考

えています。

【微生物叢】
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地下水利用・管理手法の
提案に向けて

　研究課題を通して得られた成果を基に、地圏熱利用による環境リスクを
最小限に抑えるための地下水利用・管理手法決定に向けたフローを提案し
ました。また、アセスメントツールを用いたケーススタディーとして、埼
玉大学構内を対象とした地圏熱利用時の環境影響評価を行い、今後の課題
を整理しました。

　本研究課題で得られた 3 次元地質構造モ

デル、インベントリ、アセスメントツールを

組み込んだ地下水利用・管理手法（図9）に

より、地圏熱利用を想定した地下水管理手法

として、任意の化学物質の地下水中濃度を制

御するためのヒートポンプ設計または運転条

件の設定等を行うことが可能となります。

　図10に、本研究課題で開発した地下水水

質予測手法（アセスメントツール）を用いて、

埼玉大学工学部の建物全体で地中熱利用ヒー

トポンプを 30 年間使用した後の海成層（深

度17 m）における地下水中のホウ素濃度の

分布予測を示します。この例では、（a）夏季

の冷房利用が卓越する場合、（b）冬季の暖房

利用が卓越する場合、（c）夏季・冬季の冷房・

暖房利用がほぼ同じ場合について、ホウ素濃

度の変化を予測しています。また、予測にあ

たって、地下水の流向・流速については現在

の観測値が 30 年間維持されるとしました。

本手法では、夏の冷房利用が卓越するような

場合、地下水全体としては温度が上昇するた

め、ホウ素濃度も上昇し、地下水の流れに乗っ

て東方向に濃度の高い水塊プルーム

が移動すると予測されます。一方、

冷暖房利用がほぼ同じ場合は、濃度

変化は非常に局地的で水塊が形成さ

れることはありませんでした。この

ような予測を通して環境に与える影

7
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図9　地下水利用・管理手法決定のためのフロー

温度変化による
地下水水質変化を予測する

　地中熱利用ヒートポンプのように地下温度に長期に影響を与える場合、
温度変化による地下水水質の変化を予測することは地中熱の持続的な利用
を考える上で不可欠です。本研究では、温度変化に伴う地下水水質変化を
予測する技術（アセスメントツール）を構築しました。

　東京農工大学を中心とした研究チームは、

地中熱を長期間利用し、地中に埋設した熱交

換器周辺で地温および地下水温が変化すると

きに、それに伴って地下水水質が変化してい

く過程を、計算機を使って予測するシミュ

レーション技術（アセスメントツール）を開発

しました。

　地中熱を大規模かつ長期に利用すると、年

間を通してあまり温度変化のない地下で温度

が変化し、その影響が地下水の水質などに現

れることが予想されます。

　これまでの実験から、堆積環境によっては

温度の上昇に伴って地下水中のある化学物質

の濃度が上昇し、温度が下降するとその濃度

が低下することが分かってきました。この現

象を再現するために、計算機によるシミュ

研究成果

東京農工大学
大学院農学研究院
准教授

斎藤 広隆

図8　長期現場実験における地下水中ホウ素濃度実測値（▽）と計算値（—）

レーション技術の開発を行いました。温度に

よる濃度変化を可逆現象とし、また、堆積物

（固相）と地下水との相互作用が線形な平衡

関係であるとして、その平衡定数（傾き）が

温度に依存するモデルを提案しました。この

とき温度依存性を表すモデルとして、ファン

トホッフの式※3を用いました。　

　閉鎖系でこのような温度変化に伴う濃度変

化を考える場合は、ファントホッフ式で十分

ですが、地下水は常に流れています。そこ

で、地下水中の温度変化については地下水の

流れに伴う熱の移動と伝導による熱の移動を

考慮し、地中熱利用に伴う地下水温度の変化

を予測しました（図7）。一方、化学物質の

移動については、地下水の流れに伴う移動と

分散（分子拡散と地下水の流れによる混合現

象の和）による移動、さらには温度変化に伴

う地下水中の化学物質と堆積物との相互作用

の変化を考慮しました。図8には、温度変

化に応じた、地下水中のホウ素濃度の変化の

実測値と計算機で予測した計算値を示してい

ます。温度上昇に伴う濃度上昇および温度下

降に伴う濃度低下が再現され、温度変化によ

る地下水水質の変化を予測することができる

ようになりました。

　地中熱の利用は、今後日本各地で広まって

いくことが予想されますが、地中熱の利用が

地下環境に与える影響はこれまで具体的に評

価されてきませんでした。本研究で開発した

予測技術を用いて、地中熱利用施設の導入前

に地下水水質に関する環境影響評価が可能と

なり、地中熱の持続的な利用に向けて大きく

貢献できると期待できます。

図7　長期現場実験における地下水温度実測値（△）と計算値（—）

埼玉大学 大学院理工学研究科 教授
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図10　計算事例：ヒートポンプ設置30年後の海成層（深度17m）における地下水中のホウ素濃度の分布予測（初期ホウ素濃度：191ppb）

響が事前に評価できれば、地下水水

質に与える影響を最小限にしてヒー

トポンプの設計や運転条件を提示す

ることが可能となります。

　今後の課題としては、①地下温度

変化が地下水質成分・微生物叢に及

ぼす影響について、より多様な地域

での検討、②代謝機能や生態が不明

の未知微生物についての基礎的な生

理・生態学的研究の蓄積、③ 3 次

元地質モデルおよびインベントリの

対象エリア拡大、④アセスメント

ツールに必要なパラメータのより簡

便な推定方法の開発、などが挙げら

れます。
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※3 ファントホッフの式…平衡定数の温度依存性を表す式で、
ここでは液相と固相の相互作用の温度依存性に適用した。



http://www.water.jst.go.jp

「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」研究領域

「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」は、科学技術振興機構（JST）が推進する戦略
的創造研究推進事業のうち「CREST（クレスト）」で2009 年に発足した研究領域です。17の研究チーム
が、互いに連携を図りながら、現在抱えている、あるいは気候変動などによって将来さらに深刻化すると
予想される国内外の様々な水問題への適応策となる、物理的・社会的な水利用システムの創出を目指して
います。革新的な水処理技術や水資源管理システムによって、水供給、排出、再利用、資源回収における、
水の質と量の統合的な最適化を行い、エネルギー、コスト、環境負荷、健康・環境への安全性、地域社会
の状況などの観点からもっとも合理的で持続可能な水資源の利用システムを提起する研究で、かつ、実社
会への適用性を十分に配慮した研究を推進しています。

副研究総括
　依田 幹雄 （（株）日立製作所 技術主管）

研究領域の概要

研究総括・領域アドバイザー

領域アドバイザー
　浅野 孝 （カリフォルニア大学デービス校 土木環境工学科 名誉教授）
　国包 章一 （元・静岡県立大学 環境科学研究所 教授）
　清水 慧 （（株）日水コン 名誉顧問）
　砂田 憲吾 （山梨大学 特命教授）
　津野 洋 （大阪産業大学 人間環境学部 教授）

　宮 晶子 （水ing（株） 技術・開発本部 技術開発統括 執行役員）
　宮崎 毅 （東京大学 名誉教授）
　渡邉 正孝 （中央大学 教授）
　渡辺 義公 （中央大学 研究開発機構 機構教授）

このパンフレットで紹介したのは、★マークの研究チームの主な研究成果です。17の研究課題

研究総括
　大垣 眞一郎（公益財団法人 水道技術研究センター 理事長）

研究メンバー
【研究代表者】小松 登志子　【共同研究者】（埼玉大学）川本 健、佐藤 邦明※、小田 匡寛※、斎藤 健志、大久保 智司※、坂口 巌※、上島 雅人※、小林 
邦宏、谷本 健太※、松倉 重雄※、新井 和乃※、宮坂 加理※、Ei Ei Mon※、植木 崇※、釼持 将人※、大西 純一、朝井 計、是枝 晋、小竹 敬久、
Muhammad Abul Kalam Azad※、河合 博光※、（東京大学）濱本 昌一郎、万代 俊之、千葉 崇※、（デンマーク・オルボー大学）Per Moldrup、

（東京農工大学）斎藤 広隆、向後 雄二、森谷 慈宙※、Dang Quoc Thuyet※、武藤 啓※、Pyone Win Win※、山田 孝大、佐藤 友孝、Magatt 
Thiam、（日本大学）竹村 貴人、藤森 裕基、船引 彩子※、野口 聡※、植村 杏太※、Kamran Panaghi※、金木 厚憲※、伊東 良晴、高野 洋一※、
秋葉 義彦※、（明治大学）近藤 玲介※

※過去にプロジェクトに参加された方で、研究実施当時の所属先を表記しています。


