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　湿潤温帯に属する日本では水循環は極めて活発なため、地下水の帯水層※1構造と
循環様式を把握して適切に管理すれば、地下水の水量についての持続的利用は可能で
す。また、近年世界的に大きな話題になっている地下水中の硝酸性窒素による水質汚
染に対しても、それらの起源は、施肥や畜産廃棄物・下水道といった地表面における
人間による生産活動や農業活動に起因していることが分かっているので、的確な水質
モニタリング網を構築してこれらの発生機構・変動プロセスを把握するとともに、そ
れらを踏まえてそれぞれの地域の帯水層特性に応じた水質改善策を構築することで、
地下水質についての持続的地下水利用システムの構築が可能です。
　本研究課題では、わが国の中でも特に地下水利用が盛んな熊本地域・ 都

みやこのじょう

城 地域・
筑後川扇状地など（いずれも九州内）を選び、まず、それまでそれぞれの地域で蓄積さ
れてきた地下水流動の観測情報を用いて、精緻な 3 次元地下水流動モデルを構築しま
した。さらに、地下水とともに流動する保存性の良い環境トレーサー物質の動きの再
現性によってこのモデルの妥当性を検証し、より現実に対応できる 3 次元地下水流動
モデルを構築しました。また、構築された地下水流動モデルに各地域における地表か
らの窒素負荷を与えて、地下水帯水層中での希釈や脱窒効果を含む硝酸イオン濃度の
変遷を再現しました。
　それらの結果を踏まえて、これまで各地域で個別に実施されていた地下水量評価・
水質負荷軽減の開発研究を統合できるような、量・質両面からの持続的な地下水利用
システム構築の提案を試みました。
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地下水中の硝酸イオンの振る舞い
を読み解く

　すべての水道水源を地下水でまかなう熊本地域（熊本地下水地域と呼ぶ）
を対象とし、地下水流動解析、各種同位体分析、微生物菌叢

そう
解析を駆使する

ことにより、地下水水質保全対策を講じる上で本質的に必要な情報となる硝
酸性窒素汚染の実態と自然浄化機構を解明しました。

　地下水中の硝酸性窒素汚染が世界中で問題

となっています。しかしながら、広域地下水

流動系を対象に、このような窒素負荷の起源

や地下水中の硝酸イオンの振る舞いについて

詳細に調べられた研究は世界でもまだ例が少

なく、実際に地下水に頼っている地域での問

題について、対策を念頭に置いた研究方法論

もまだ確立されていませんでした。そこで、

我々の研究グループは地下水先進都市として

知られる熊本地下水地域を対象に、地中にお

ける窒素挙動を解明し、問題解決法を提案す

ることを目的に研究を進めました。

　目に見えない土壌や帯水層中での硝酸イオ

ンの起源と挙動を理解するためには、硝酸中

図2　希釈による浄化（a）と脱窒による浄化（b）
上：代表的な 2 つの地下水流動（A-A’ 流動と B-B’ 流動）に沿った、硝酸イオン濃度、溶存酸素濃度、窒素安定同位体
比の変化を示したグラフ。下：各流動系の水理地質断面図。矢印の大きさは流速の大きさを反映している。硝酸汚染の
浄化機構や浄化率は地下水流動場によって異なることが明らかとなった。

の窒素と酸素の安定同位体比を測定・解析※2

する必要があります。我々は研究期間中に約

400 にのぼる試料を集め、脱窒菌※3法とい

う最新の分析技術を導入することで、これま

でにない詳細スケールでの窒素・酸素安定同

位体解析を行いました。また、帯水層中で起

こっている脱窒反応が、従属栄養型脱窒か独

立栄養型脱窒のいずれによるものかを推定す

るため、それぞれの反応生成物に含まれる硫

黄と炭素の安定同位体比を測定しました。室

内培養実験も合わせ、窒素、硫黄、炭素の 3

種の同位体比を組み合わせたマルチ同位体法

の実用性を検証しました。そのほか、菌叢解

析を取り入れ、還元反応に関わった菌種を同
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研究成果

表紙：左図 ：熊本地域の地下水流動と硝酸イオンの変化の図。右図：10 月下旬の刈取り後の熊本地域・白川中流域低地水張状況。

図1　研究の全体像

定するといった、これまで地下水研究では応

用されなかった試みにも挑戦しました。

　不飽和帯※4土壌の解析の結果、農畜産に

利用されている台地涵
かん

養
よう

域では、現状におい

て土壌水の硝酸イオン濃度は環境基準を大き

く上回っており、窒素成分は地表付近で直ち

にアンモニウムイオンが硝酸イオンに硝化

し、その後脱窒が起こらずに帯水層へと到達

することが明らかとなりました。この不飽和

帯中の水は年間約 2 m 程度の速度で帯水層へ

と降下・到達し、この高濃度の硝酸イオンは、

帯水層中において地下水の流れに沿って低標

高方向へと流下するとともに、その濃度が

減少する傾向が明らかにされました（図2）。

同位体トレーサー解析の結果、帯水層中で顕

在化している硝酸イオンの蓄積は、過去に施

肥された化学肥料成分の蓄積であることが指

摘できました。また、脱窒反応は地下水流動

※1 帯水層…井戸での取水や湧泉源として地下水を供給し得
る間隙が水で飽和している地層。

※2 安定同位体比解析…安定同位体比をトレーサーとして用
い、物質の起源や生成過程を推定すること。

※3 脱窒菌…硝酸塩呼吸の能力を備えた菌。主として有機物
の酸化によって活動エネルギーを得る従属栄養型脱窒
と、無機物質を電子供与体として利用する独立栄養脱窒
が存在する。

※4 不飽和帯…地表から地下水面までの間にある土や岩石の
間隙中に気相と水が混在する領域。

速度が小さく（もしくは流動末端の

停滞域で）、かつ、溶存有機物に富

む地域で特徴的に起こっている実態

が明らかになりました。そしてこの

脱窒は従属栄養型脱窒反応であり、

脱窒ホットスポットなど還元性の強

い地域では硫酸還元やメタン発酵な

ど、高次の還元反応が起こっている

ことも、菌叢解析やマルチ同位体法

の適応により明らかとなりました。

　我々の研究の結果、熊本地域の帯

水層中で起こっている硝酸性窒素汚

染の実態と自然浄化機構を詳細レベ

ルで明らかにすることができまし

た。それと同時に、広域流動系にお

ける窒素挙動は、世界の他地域にお

いても、地下水流動解析、不飽和帯

土壌解析、各種同位体分析、微生物

菌叢解析の技術を統合することで可

能となることが示されました。農畜

産による窒素負荷は現在も起こって

いるため、その影響をゼロにするこ

とは極めて困難です。しかし、今後

は上記分析・解析を継続することで、

汚染や汚染源の変化を推測できると

期待できます。
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85Kr による地下水年齢測定法の開発と
地下水流動モデル検証への適用

　地下水年齢の推定のための新しいトレーサーとして 85Kr を用いた測定法
を開発しました。得られた地下水年齢は精度が高く、地下水モデル再現性の
検証材料にも利用できたことから、効果的な地下水保全施策の策定に広く展
開できると考えられます。

　地下水の持続的な利用のためには、地下水

の起源（雨水 or 河川水など、どの地域が涵

養源か）や、年齢（涵養後に井戸から取水さ

れるまでの時間／湧水として湧出するまでの

時間）の把握が重要です。熊本地域では、過

去からの研究蓄積により地下水の流動システ

ムがよく把握されていたことから、その流動

経路に沿って採水し「地下水年齢」の測定に

挑みました。

　従来から提唱されていた年代トレーサー

〔フロン類（CFCs）や六フッ化硫黄（SF6）〕

による若い地下水年齢の測定においては、人

口密集都市域における地域性人為起源に伴う

濃度付加や、陸生起源 SF6 の過剰付加などに

より正確な年代測定を困難にしているという

課題があり、新しいトレーサーとしてクリプ

トン 85（85Kr）による測定法を開発し、現地

に適用しました。

　85Kr は半減期 10.76 年の人工の放射性核

図4　本研究で得られた 85Kr トレーサー法による地下水の滞留時間
Bq（ベクレル）は 1 秒あたりの壊変数を意味し、放射能の強さを示す。

種で、放射壊変以外有効な減衰メカニズムが

ない不活性ガスであり、大気中の濃度は使用

済核燃料の再処理施設の増加に伴い 1950 年

代に出現して以来、現在も増加する傾向にあ

ります。また、他の年代トレーサーの欠点で

あった人為的・陸生起源の濃度付加が考えら

れないことから、詳細な地下水年齢の推定を

行う上で非常に有効なトレーサーといえます。

ただし、存在率が低く、かつ水への溶存量が

ごく微量であることから、分析には大量の（約

105 リットル）水試料からのガス抽出を必要

としたため、現地において直接ガス抽出がで

きる装置を開発し、長時間（場合によっては

徹夜）にわたり現場に張り付いて調査を実施

しました（図3）。

　熊本地域の主要な地下水流動経路に沿って

調査を実施し、涵養域で約 15 年、湧出域で

約 36 年、停滞域では 55 年以上と、涵養域

から流出・停滞域にかけて地下水年代が増大
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研究成果

　宮崎県の南部に位置する都城盆地では、農

業用水や工業用水、水道用水などの水の多く

を深層地下水に依存しています。一方で、こ

の地域は日本有数の農業・畜産地域であるこ

とから、化学肥料や家畜排せつ物などによる

地下水質の悪化や、地下水を使いすぎること

による地下水量の減少などが不安視されてい

ます。そのため、これまでに地下水中の硝酸

イオン濃度の測定や地下水中の硝酸イオンの

起源などを調査する研究が行われ、行政にお

いても肥料の与え方や家畜排せつ物の処理方

法を指導して、地下水中の硝酸イオン濃度を

上昇させないようにする取り組みが行われて

きています。しかし、取り組みの成果が短期

間で目に見えて現れることは少ないのが現状

です。そこで、地下水汚染物質の地下水中で

の動きを可視化することは、地下水を維持・

管理していく上で役立つ情報となります。

　我々の研究では、3 次元地下水流動モデル

（GETFLOWS）を使用して、これまでに蓄積

されてきた多くの地下水観測データを再現で

きるようなシミュレーションを試みました。

　まず、既存の調査資料などを基に都城盆

地の地質構造モデルを構築しました（図5）。

次に、気象観測データに基づき降水量や蒸発

散量、農地灌
かん

漑
がい

や地下水揚水などの水利用を

負荷量を農林業センサス（1960 年～ 2010

年）などの統計データや既存の調査資料を基

に推定して、国土数値情報 土地利用細分メッ

シュデータ（1976 年、1987 年、1991 年、

1997 年、2006 年）を用いて割り振りました。

その結果、地下水中の硝酸イオン濃度は上昇

せず、観測データ（最長 1995 年～ 2012 年）

とはかけ離れた結果となりました。

　そこで、都城盆地において畜産は、土地利

用が「畑地」の場所で牛や豚の繁殖や肥育が

主に行われていますが、畑地全体で行われて

いるわけではなく、狭い範囲に集中している

と考え、家畜排せつ物の窒素負荷量の与え方

を検討し、より現実に近い与え方にしました

（図6）。畜産が行われている場所は、既存の

資料や航空写真などから判断しました。統計

データから推定した家畜排せつ物の窒素負荷

の合計量は変えずに域内の特定の場所に集中

させた結果、観測データに近いシミュレー

ション結果を得ることができました（図7）。

　本研究で用いた 3 次元地下水流動モデル

は、今後改善の必要な部分も残っていますが、

観測データを再現可能なシミュレーションを

用いることで、地下水の量・質双方の観点か

らの持続可能性を監視することができるツー

ルになると考えます。

図7　シミュレーションで得られた地下水中の硝酸イオン濃度の平面分布図（2012年8月）
家畜排せつ物を「点源」負荷とした場合。本研究地域の帯水層は溶結凝灰岩を難透水層として 2 つに分かれ
ている。地表に近い（浅い）帯水層を第一帯水層（a）、もう一方（深い）の帯水層を第二帯水層（b）として
研究を行った。灰色の線は河川を表す。黒い太線は、本研究で地下水シミュレーションの対象地域とした範囲
を表す。第一帯水層では、地下への窒素浸透量の大きい地域で硝酸イオン濃度が高いことが示されている。第
二帯水層においては、難透水層の欠如域から高濃度の硝酸イオン濃度が広がっている傾向が示されている。
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図3　現場での地下水溶存ガスの採取装置

する滞留時間が得られました（図4）。この

年齢分布は、地域でみられる地下水流動特性

に整合する結果となりました。さらに、地下

水の硝酸性窒素汚染の原因となる施肥などの

窒素負荷の多い台地域からなる北部涵養域に

おいても滞留時間の推定を行い、浅井戸と深

井戸で明瞭な違いを見いだすことができまし

た。このように特定地域において正確な地

下水年齢の分布状況を把握することにより、
85Kr を地下水モデル再現性の検証材料として

も利用することができ、地下水位や河川流出

量のみでのモデル調整では確認できなかった

帯水層の貯留効果の重要性が初めて認識され

ました。

　日本のような降水量が豊富で地形の急峻な

地域では、相対的に若い年齢の地下水が卓越

していると考えられます。その若い地下水年

齢を高い精度で測定する技術は、地域水循環

速度の解明や汚染物質の到達時間の予測など

に広く利用可能です。85Kr トレーサーによる

年齢測定法の確立は、水循環機構に時間軸を

与え、持続的な地下水利用に貢献できる画期

的な成果といえます。

　地下水年齢の測定結果を基にして、より的

確な帯水層貯留効果を踏まえた地下水流動モ

デルを用いることで、硝酸性窒素などの地表

からの汚染物質の経時変化をより詳細にモデ

ル化でき、地表からの負荷削減効果の正確な

予測を踏まえた効果的な施策の策定に広く展

開できるものと考えられます。
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大学院水産・環境科学総合研究科
助教

利部 慎

熊本大学 大学院自然科学研究科 CREST研究員
（顔写真は p.5 を参照）

松永 緑

3次元地下水流動シミュレーションを用いた
地下水中の硝酸イオンの動きを再現する試み

研究成果

　地表からの硝酸性窒素負荷が顕著な地域において、地下水利用の管理ツー
ルとして期待される精緻な3次元地下水流動シミュレーションを構築し、地
下水の量と質に関する観測データを再現する試みを行いました。

図5　本研究で用いた都城盆地の 3 次元格子
モデル（地層区分で色分け）

考慮した地下水流動シミュレーションを

実施し、公表されている河川流量変化（最

長 1969 年～ 2012 年）や地下水観測井

の水位変化観測データ（最長 1985 年

～ 2012 年）とそれらに対応するシミュ

レーション結果を比較して、地下水流動

をよく再現できていることを確認しまし

た。そして、畑への施肥、水田への施

肥、家畜排せつ物に伴う地下への窒素の

図6　本研究で推定された地下への
窒素浸透量分布図（2010年）
周囲の黒い太線は本研究で地下水シミュ
レーションの対象地域とした領域を示す。
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大洋島の地下水賦存特性と
その持続的利用を考える

　水資源を淡水レンズ※7に頼る大洋島では、地球温暖化に伴う環境変化や
揚水などの社会活動により、水資源の量・質両面が大きな影響を受けます。
そのため、地下水の賦存状態や挙動を知り、その持続的利用の方法を考え
ることは極めて重要です。淡水レンズの詳細を明らかにし、持続可能な地
下水管理法を提案しました。

　サンゴ礁性堆
たい

積
せき

物からなる大洋島は、淡水

レンズとして存在する地下水に水資源を依存

しており、地球温暖化に伴う海水準・降水量

の変動や社会活動の活発化に伴う過剰揚水や

環境負荷により、今後、水資源は水量・水質

両面にわたり脆
ぜい

弱
じゃく

になると考えられます。そ

こで我々の研究グループは、沖縄県南大東島

を例として、島
とう

嶼
しょ

地域での地下水資源の実態

を明らかにし、持続可能な地下水管理の方策

を示すことを目的として研究を実施しました。 

　本研究では、まず統計資料に基づき南大東

島の水利用形態の変遷に伴う地下水賦存状態

の変化を検討しました。次に、帯水層の物理

的性状を知るために、新たに塩淡境界以深ま

で到達する 50 m 級の地下水観測井を 4 孔掘

削し、得られた試料から岩質の特徴を知ると

ともに、孔隙・浸透特性について検討しまし

た。また、鍾乳洞を利用して、植生による地

下水の涵養特性と化学組成の把握を実施しま

した。これらと並行して、新規観測井と既存

観測井を用いて地下水位の連続観測を実施

し、それらデータと観測井のない地域での電

気探査結果とを合わせて、地下水構造の把握

を行い、潮汐や降水量変動などの外的要因と

の関係について検討しました。続いて、これ

ら観測データを基に、数値シミュレーション

を用いて、淡水レンズの形状・構造の評価技

術を開発し、環境変化に伴う淡水レンズの賦

存状態・賦存量の予測を試みました。

　その結果、南大東島では、淡水がレンズ状

に島中央部に存在し、最大 12 m の厚さを有

することが判明しました（図10、11）。ま

た、地下水位は潮汐の影響を受けて周期的な

変動を示し、降水に対しては短期・長期的な

反応を示すことが明らかになりました。淡水

レンズの分布と形態から、地下水貯水量は約

570 万 m3 と推定され、その滞留時間は約

110日と算出されました。鍾乳洞内の滴下水

量の変化からは、亜熱帯森林とサトウキビ畑

では、植生に対応した涵養特性の違いが見い

だされ、植生が地下水涵養量に大きな影響を

与えることが明らかになりました。さらに、

7
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図11　淡水レンズ断面と水質構造
淡水域：電気伝導度 2000μS/cm 以下、汽水域：電気伝導度40000μS/cm 以下（奥村ほか、2016）。

になりました。そのほかシミュレーションで

は、地表面植生の変化が涵養量変化をもたら

し、それが地下水流動に影響を与え、結果と

して地下水の賦存状態（レンズ形態）に変化

をもたらす可能性があることが示されまし

た。そして、今後の地球温暖化による海水準

上昇に伴い、地下水賦存量は現在の約 60％

に減少する可能性が指摘されました。

　地球温暖化に伴う海水準上昇、あるいは降

水量の変化や変動の増加などの島嶼の地下水

に対する外力に対しては、直接的な措置を講

じることは難しいです。しかし今回、地下水

涵養に効果のある土地利用形態を検討するこ

とで地下水涵養量を増やし、淡水レンズの賦

存量に変化をもたらす可能性が示唆されまし

た。沖縄県宮古島や沖縄本島などでは、地下

ダムにより地下水貯留量を増やす方法が実用

化されていますが、地下ダムは、地質構造に

よってどの島嶼にも建設できる構造物ではあ

りません。本研究で提案する涵養機能の高い

土地利用の積極的な適用による的確な地下水

利用策を構築する方法は、地下ダム建設には

適さない島嶼、特に大洋島上に位置する発展

途上国における持続的な地下水の『水量』に

対する利用システムの一つといえます。

硝酸イオンを高速度で選択的に
除去するイオン交換繊維の開発

　硝酸イオンによる地下水汚染は世界的な課題ながら、負荷削減の試みは
顕著な効果を上げていません。陰イオン交換体を用いる吸着法は吸着－溶
離（再生）の反復が可能であり、硝酸イオンの除去や低減に有効な方法です。
そこで、硝酸イオンを高速度で選択的に吸着できる繊維状のイオン交換体
を開発し、水道水源井戸での現地実証試験を行いました。

　イオン交換反応を用いた硝酸イオンの除去

では、水に不溶な高分子基体にイオン交換能

を有する官能基を導入して合成されたイオン

交換体が用いられます。イオン交換体には樹

脂状のものと繊維状のものがありますが、後

者の方がその速い吸着速度から、カラム充填

した場合に短時間で多量の溶液を処理できる

と期待し、実験を行いました。

　通常の強塩基性イオン交換樹脂を用いる

と、共存する硫酸イオンが硝酸イオンの吸着

を大きく阻害するため、硝酸イオンを効率よ

く吸着させるには硫酸イオンの妨害を軽減さ

せる必要があります。また、2 価の硫酸イオ

ンは 1 価の硝酸イオンより水和が強く、強

塩基性陰イオン交換樹脂の陰イオン交換基で

ある第四級アンモニウムイオンのアルキル鎖

長を長くして交換基近傍の疎水性を高くする

と、硝酸イオンへの選択性が向上すると考え

ました。そこで、アルキル鎖長の長い第四級

アンモニウムイオンを有する繊維状の陰イオ

ン交換体を合成し、硝酸イオンの吸着挙動を

評価しました。

　第四級アンモニウムイオンのアルキル鎖の

炭素数が 5 の繊維について、まず、実験室レ

ベルで小さなカラムに繊維を充填して硝酸

イオンの吸着挙動を評価しました（図8左）。

熊本地域の代表的な地下水中の硝酸イオン濃

度を想定した模擬試料水を調製してカラムに

通液したところ、最初に硫酸イオンが漏出し、

続いて硝酸イオンが漏出する結果が得られま

した。通液初期の段階で吸着された硫酸イオ

ンが硝酸イオンにより置換溶離されたことを

研究成果
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大学院自然科学研究科
助教

松浦 博孝

図9　現地実証試験における水道水質基準項目の濃度推移

示す挙動も確認できました。

これらの結果より、この陰イ

オン交換繊維は硫酸イオンよ

り硝酸イオンに高い選択性を

示すことが分かりました。

　さらに、カラムのスケールアッ

プを検討するとともに、熊本市

内のある水道水源用の井戸に

1000 mL 規模のカラムを持

ち込んで、採取された地下水

を対象として連続 6 時間で

600 L に及ぶ通水による現地

実証試験を行いました（図8
右）。このように繊維の充填体

積 を 1.86 mL か ら 1000 mL

へと約 540 倍大きくしても

同様の挙動を示す結果が得ら

れ、硝酸イオンへの選択性が高い性能を維持

できているといえます。なお、この繊維を

用いた場合、1 回の通液操作で繊維体積の約

200 倍の地下水を処理（地下水から硝酸イ

オンを完全に除去）できます。

　イオン交換基である第四級アンモニウムイ

オンのカウンターイオン※6 は塩化物イオンと

しているため、試料溶液の通液実験を開始す

ると、硝酸イオンおよび硫酸イオンとイオン

交換された塩化物イオンがカラム出口から排

出されます。現地実証試験の間、塩化物イオ

ンと硫酸イオン以外の水道水質基準項目は大

きな濃度変化は認められず、すべての水道水

質基準項目は基準値を上回らないことも確認

できました（図9）。

　我々の実証実験の結果は、イオン交換樹脂

充填カラムを用いた場合よりも約 20 倍速い

通液速度で行ったものであり、吸着操作に要

する時間は樹脂の場合の 1/20 に短縮できた

ことを示しています。すなわち、このイオン

交換繊維を用いれば、地下水中の硝酸イオン

を高速度で効率的に除去できることを示唆す

る結果が得られました。

図8　硝酸イオンと硫酸イオンの破過曲線※5

左が繊維体積 1.86 mL（実験室レベル）、右が繊維体積 1000 mL（現地実証試験）。

図10　淡水レンズ厚分布図（奥村ほか、2016）
A-A’ 断面を図11に示す。ドリーネとは石灰岩地域に溶食作用、ある
いは陥没によって形成されるすり鉢状の凹地。カルスト地形の一つ。

3 次元地下水シミュレーションによ

る淡水レンズ構造の再現では、淡水

レンズの形態は、南大東島の環礁地

形から想定される地下水面形状より

も、むしろ地下水流動機構によって

形態が規定されていることが明らか

熊本大学
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教授

松田 博貴

熊本大学
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※5 破過曲線…通液体積を横軸に、カラム出口におけるイオ
ンの濃度を縦軸にとって描いた曲線。なお、本稿では、
横軸は繊維体積で規格化し、縦軸はカラム入り口におけ
るイオンの濃度で規格化してある。

※6 カウンターイオン…電荷として対になるイオン。陽イオ
ンに対する陰イオン、または陰イオンに対する陽イオン。

※7 淡水レンズ…透水性の高い岩石からできている離島等の
地下で、海水と淡水の比重差から、地下水（淡水）が海
水（塩水）の上にレンズ状の形で浮いているものを指す。

長崎大学 大学院水産・環境科学総合研究科 助教
（顔写真は p.4 を参照）
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