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大大井井川川流流域域ににおおけけるる地地下下水水のの成成分分・・温温度度分分布布のの特特性性  

 

【はじめに】 

近年、地球温暖化が環境に及ぼす悪影響が懸念されています。県ではこの対策のた

め、省エネルギー施策やエネルギーの地産地消を推進しており、中でも地下水が持つ

エネルギーに注目しています。地下水の熱エネルギーをエアコンに利用する「地下水

熱交換システム」は、空気の代わりに地下水との間で熱のやりとりを行う方法で、空

気を熱源とするよりも省エネ効果が高く、環境に優しい空調システムです（図１）。 

当研究所ではこれまで、このシステムの普及のため、富士山周辺地域や安倍川下流

域において、地下水熱交換システムモデルの設置や地下水熱のポテンシャルを見える

化したマップ（地下水熱利用適地マップ）の作成を行ってきました。これらの成果に

ついては、静岡県くらし・環境部 環境局 環境政策課のホームページでご覧いただく

ことができます。 

（URL：http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/chikasui/top.html） 

本年度からは、大井川流域を対象地域として地下水熱の利用適地評価を目的とした

調査を行っています。県内有数の大河川である大井川下流域の沖積地には地下水が豊

富に存在すると考えられ、地下水熱利用の可能性が見込まれます。今回はその調査の

うち、地下水の水同位体比、主要溶存イオン濃度及び水温の分析・測定結果について

報告します。 

図１ 左：空気を熱源とした従来型のヒートポンプ 
図１ 右：地下水熱を熱源とした熱交換システム 
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【調査方法】 

 地下で熱交換を行う場合、地下水がとても重要で、その流れや温度が熱交換効率に

大きく影響します。大井川流域の地下水熱利用適地評価のためには、各地の地下水を

調査・分析することでその地域特性を把握し、流動範囲を考察することが必要です。

そこで本年度は、大井川流域の湧き水・井戸水・河川水など合計 69 地点で採水を行い

（図２）、水同位体比や主要イオン濃度等を測定し、地域ごとの特性を比較しました。 

また地下水温の調査として、地下水位観測井 16か所において、井戸の深さ 1～2m 毎

に地下水温を計測しました。この計測を２か月毎に行い、地下水温がどのような季節

変動をしているか調べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果】 

（１）水同位体比 

水分子を構成する酸素（O）原子の質量数は一般的に 16 ですが、17 や 18 の安定同

位体もごくわずかに存在しています。水分子の 16O に対する 18O の割合を酸素の安定同

位体比（δ18O）といい、標準（海水）との差を用いてマイナスの数値で表します。降

大井川 

牧之原市 

瀬戸川 
朝比奈川 

安倍川 藤枝市 

焼津市 
島田市 

吉田町 

川根本町 

静岡市 

図２ 採水地点位置図（黒枠は研究対象地域を示す） 
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図３ 酸素安定同位体比（δ18O）分布図 
（単位：‰） 

図４ Cl-濃度分布図（単位：mg/l）   図５ NO3
-濃度分布図（単位：mg/l） 

水のδ18O はその高度や地理的条件で値

が異なり、標高が高く、また海からの距

離が離れている地点の降水ほど小さく

（マイナス値の大きく）なる性質があり

ます。大井川の源流は標高 3000m 以上と

高く海洋からも離れていることから、δ

18O の値が低い地下水は大井川由来の水

である可能性が高いと推定することが

できます。 

採取した水のδ18O を測定した結果、

大井川河口付近で最も値が小さく、左岸

の平野部でも比較的低い値となりました（図３）。この結果、これらの地下水は大井

川由来である可能性が高いと考えられます。一方、右岸下流域から中流域にかけて及

び左岸上流域の大井川から離れた地域では高い値となりました。これらの地下水は比

較的低標高の周辺山地等で涵養*されたものと考えられます。 

*涵養：降水や河川水などの地表水が、地下に浸透して地下水となること。 

（２）主要溶存イオン濃度 

塩素（Cl-）濃度については、右岸の川から離れた一部の湧水で高い傾向が見られま

した（図４）。地下水中の Cl-の供給は、風送塩*を含む雨水や人為的な影響によるも

のなどがあり、特に海から近い場所で涵養された地下水には海洋による影響が現れや

すいと考えられます。今回測定した地下水の Cl-濃度は、同じ海沿いであっても右岸の

一部では高く、左岸では比較的低いといった異なる傾向を示しました。これより、そ

れぞれの地下水はその涵養域や流動範囲が異なっていると考えられ、高濃度な Cl-につ
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図６ 地下水位観測井における地下水温度分布 
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いては海水の流入による塩水化の可能性があります。 

硝酸（NO3
-）濃度は、大井川河口付近及び左岸地域では濃度が低く、右岸下流域から

中流域にかけての地域では高い箇所が見られました（図５）。大井川から離れた中山

間地でも、局地的に比較的濃度が高い地点が見られました。これらについては、周辺

の茶園や畑地の肥料等の影響が考えられます。 

*風送塩：海水の飛沫が風で舞い上がり運ばれた塩分 

（３）観測井地下水温度 

 地下水位観測井において、深さ方向の温度分布を 2018 年 7 月から 2か月毎に計測し

た結果を図６に示します。地中の温度は、地表付近では気温の影響を受けて変化しま

すが、一定程度以上深くなると季節にかかわらずほぼ一定となります。観測井 D や E

はこの傾向を示している一方、大井川に近い観測井 B や C では、比較的深部まで地下

水温度の季節変動がみられました。これは、河川水が浸透して流入することで、その

温度変動の影響を受けているものと考えられます。 

【おわりに】 

大井川流域の地下水の成分や温度の特性について、基礎的なデータを得ることがで

きました。今後はこれらのデータを用いてより詳細に水循環の解明を図り、大井川流

域における地下水熱の利用適地評価に結びつけていきたいと思います。 

環境科学部 岡 智也 
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スストトッッププ風風ししんん  
  

アガサ・クリスティーの『鏡は横にひび割れて』（1962 年刊行）をご存知でしょうか？

この小説は、アメリカの女優がイギリスの田舎に引っ越し、そこで起きた殺人事件の話

で、風しんが重要な鍵となります。さて、なぜ殺人事件は、起きたのでしょう？ 

 
【風しんとは】 

風しんは、風しんウイルスによっておこる急性発疹性感染症です。風しんウイルスが

飛沫によって感染し、2-3 週間の潜伏期の後、発症します。主な症状は、発熱・発疹・

リンパ節の腫脹ですが、明らかな症状の出ない不顕性感染者は 15-30％程度いるといわ

れています。麻しん（はしか）と似ていますが、麻しんに比べ軽く、症状の出る期間は

3日ほどなので、「3日ばしか」と呼ばれていました。 
 
【風しんの歴史】  

日本では、鎌倉時代には「三日病」という病気が流行していたことが『吾妻鏡』など

に記載されています。これは風しんのことで、麻しんは「あかもがさ（赤斑瘡/赤瘡）」

と呼ばれていたため区別がされていたようです。世界では、麻しんなどと一緒にされて

いましたが、1740 年にドイツの医師フリードリッヒ・ホフマンが風しんを独立した病

気とする記載をし、その後、何人かのドイツ人医師により流行が報告されたため、「ド

イツはしか」と呼ばれるようになりました。 

 
【先天性風疹症候群】 

1941 年、オーストラリアの眼科医ノーマン・グレックが、先天性白内障の子供は、

胎児期に母親が風疹に罹っていた事例が多いことに気づき、症例を報告しました。その

後、妊娠中に風しんに感染すると、難聴、心疾患、精神や身体の発達の遅れ等の障害を

持つ赤ちゃんも生まれてくる可能性があることが判明し、現在ではこれらの障害を先天

性風疹症候群（CRS）といいます。日本での 2013 年の流行では、14,344 人の風しん患

者が発生し、CRS も 45 人確認されました。 

 
【風しんワクチン】 
 1960年代に世界中で風しんが大流行し、アメリカで風しんウイルスの分離が成功し、

ワクチンの開発が始まりました。CRS が社会問題となったアメリカでは、風しんが子供

の間で流行しやすいことから、すべての子供にワクチン接種を行いました。一方、イギ

5



リス・日本では、女子中学生のみにワクチンを

接種し、CRS を封じ込める対策を取りました。

1969 年から行われたこの 2 つのワクチン戦略

は、10 年後のアメリカでは患者は激減し、CRS

の発生がなくなったのに対し、イギリス・日本

では流行の中心集団である幼児の流行が抑え

られず、CRS の発生も続きました。そのため、

日本のワクチン戦略は途中で幼児へのワクチ

ン接種へ転換されたため、年齢、性別によりワ

クチン接種歴が異なります（図１上段）。男性

が接種対象外であった時期もあり、30 代後半から 50 代の成人男性の抗体保有率は 80％

前後しかなく、感染しやすい状態です。また、個別接種（病院で実施）世代は、集団接

種（学校で実施）世代よりも接種率が低いこと、男性は女性と違って風しんの抗体価を

公的に量る機会が今までなかったことから、20 代後半から 30 代後半の男性にも感染の

リスクがあります。 

 
【風しんに関する特定感染症予防指針】 
 世界ワクチン行動計画をもとに、厚生労働省は

早期にCRSをなくすとともに2020年までに風疹の

排除（日本土着の風しんウイルスを絶やすこと）

を目標に、風疹に関する特定感染症予防指針を策

定し、2018 年 1 月 1 日から一部改正し、全症例に

おいて遺伝子検査を実施することとなりました。当研究所でも、2018 年 1 月 1 日から

12 月末までに 35 症例の遺伝子検査を行い、15 症例から風しんウイルス遺伝子を検出し

ました。 

 

【2018 年の流行】 

 7 月下旬に首都圏を中心に流行し始めた風しんは、全国に流行が拡大し、2019 年 1 月

には、埼玉県で CRS の発生が確認されました。静岡県でも 9月上旬の同じ週に、東と西

で患者の発生があり、その後も流行が続きました（図２）。政令指定都市を除いた静岡

県の風しん患者数は、2018 年末までに 28 人で、男性 25 人、女性 3 人でした。そのう

ち、ワクチン接種歴のない 30 代後半から 50 代後半の男性は 15 人、ワクチン接種率の

低いといわれる 28 歳から 38 歳までの男女が合わせて 11人でした（図１下段）。 
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【風しんウイルスの遺伝子検査】 
 遺伝子検査は、患者の咽頭ぬぐい液、血液、尿から RNA を抽出し、リアルタイム RT-PCR

法によって風しんウイルス遺伝子を検出し、陽性のものは、コンベンショナルRT-nested 

PCR 法で遺伝子を増幅し、ダイレクトシークエンス法により、遺伝子型を解析します。 
 2018 年に風しんウイルス遺伝子陽性であった 15 症例の遺伝子型は、首都圏の流行株

と同じ 1Eでした。 

 

【最後に】 
さて、『鏡は横にひび割れて』ですが、アメリカの女優は妊娠中に風しんに感染し、

障害のある赤ちゃんを産みます。女優の前に、自分に風しんをうつしたであろう人物が、

何年もたってから現れます。風しんで医者に外出を止められていたけれど、女優のファ

ンだったから会いに行ったと、悪びれもせず…。その後の展開は、小説をお楽しみくだ

さい。 

ワクチンによって風しんは防ぐことができます。現在、世界では 2020 年までに、風

しんの撲滅を目指しています。日本で風しん撲滅を達成するためには、ワクチン接種率

が低く、罹患歴もない 30 代後半から 50代の男性へのワクチン接種は不可欠です。 

風しん撲滅の達成のために、また、これから生まれてくるすべての赤ちゃんのために、

風しんの抗体検査を受けたことのない人は、抗体検査を受けに行きましょう。 

 

                                            微生物部 大石沙織 
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医医薬薬品品等等のの個個人人輸輸入入にに注注意意ししままししょょうう  
 

医薬食品部では、県内で製造、流通する医薬品の品質が適切なものであるか検査し

ています。また、健康食品中に違法に混入されることのある、いわゆる痩せ薬や強壮

薬及び危険ドラッグ中の違法薬物について、県民の皆さんが健康被害に遭わないよう

検査を実施しています。 

今回は、タイから個人輸入された「ヤンヒーホスピタルダイエット」と称する製品

による健康被害が県内で発生し、検査を実施したので紹介します。 

 

【医薬品等の個人輸入】 

 通常、医薬品等を輸入しようとする場合、厚生労働大臣の承認、許可を得る必要が

ありますが、一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合、

処方箋の必要な医薬品や健康被害発生の可能性の高い医薬品を除いて、おおむね１か

月分程度の用量であれば、税関の確認を受けた上で輸入することができます。 

 最近では、この輸入事務を代行する業者を通じて海外の医薬品等を入手される方が

増えていますが、海外での正規の医薬品である保証はなく、ニセ薬であったり、効能

効果が虚偽や誇大であったり、品質が劣悪であるなど、高い危険性を伴います。 

 

【個人輸入医薬品等による健康被害】 
 「ホスピタルダイエット」、「ＭＤクリニックダイエット」等と称される製品から、

過去に複数の医薬品成分が検出されており、平成14年以降、複数の自治体から死亡を

含む健康被害の事例が公表されています（表１）。 

表１ 近年の健康被害発生状況 

年月 公表自治体 主な症状 

H30.10 静岡県 甲状腺機能亢進、低カリウム血症 
H29.11 東京都 悪心、手足のしびれ 

H28.06 山梨県 甲状腺機能亢進 

H28.02 千葉県 排尿困難、意識もうろう、手足の震え 

H24.12 北九州市 幻覚、幻聴 

H24.12 岡山市 腹痛、嘔気（嘔吐） 

 

【当研究所における対応】 
平成 30 年９月、体調を崩した県内の患者が実際に服用していた「ヤンヒーホスピタ

ルダイエット」と称する製品 10 検体(図 1)について、当研究所で検査を行いました。

検査の結果、医薬品成分である甲状腺ホルモン(甲状腺機能低下症治療薬)、フロセミ

ド(利尿薬)、ヒドロクロロチアジド(利尿薬)、ビサコジル(下剤)及びクロルフェニラ
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ミン(抗ヒスタミン薬)が検出されたため、この結果を基に県薬事課はホームページ等

で広く県民に向け注意喚起しました。 

 

 

【まとめ】 
一般に、医療用医薬品は医師の処方により薬剤師が調剤し、副作用等が疑われる場

合は適切に処置がなされます。もし、副作用に対する治療が必要となったり、障害が

残った場合にも、国の制度により保障されます。 

しかし、このような個人輸入した医薬品等は、品質だけでなく、服用方法について

の情報もあいまいで、健康被害に遭う可能性があります。また、健康被害発生時にも

国の保障制度の対象にならず、さらに原因となった医薬品成分がはっきりと分からな

いため、治療にも時間を要します。「服用は自己責任」などと安易に考えず、「痩せる」、

「元気になる」などの情報に踊らされることなく、適切な判断をしてください。                 

 医薬食品部 浜尾 俊 

図１ 健康被害のあった「ヤンヒーホスピタルダイエット」と称する製品 
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浜浜名名湖湖のの溶溶存存酸酸素素量量をを調調べべてていいまますす  

 

【はじめに】 

水に溶けている酸素の量(以下、溶存酸素)について気にしたことはありますか。金魚

を飼う際には空気ポンプを取り付けることがよくありますが、これによって金魚の生存

に必要な‘溶存酸素’を十分に確保して酸欠を予防しているということは御存知の方が

多いのではないでしょうか。 

この酸素がないと、金魚に限らず魚類をはじめとするほとんどの水生生物は生きてい

けません。それだけではなく、湖や海域の沿岸部においては酸素が少ない状態が続くと

底に沈積した泥等から有害な硫化水素の発生や赤潮を引き起こす栄養塩の溶出が生じ

て、それが底層から表層へ移動することで水生生物の大量死につながります。このこと

から、水生生物の保全のために溶存酸素量を把握することが重要とされています。 

溶存酸素量は、水中植物の光合成量・水中生物の呼吸量・有機物の存在等によって増

減し、さらに水温・塩分・気圧の影響を受けて変動しており、水質を判断する要素とし

て大切な項目の１つです。通常の水質を評価する項目(pH を除く)については、数値が

低いほど水質が良いといえますが溶存酸素量については数値が低いほど水質が悪いこ

とになります。表１のように利用目的により水域毎に基準値が設定されています。 

 

 

近年では、水域の「底

層」を生息域とする水生

生物の保全についても

注目されており、平成

28 年３月からは新たに

‘底層溶存酸素量’が水

質を評価する項目とし

て追加され、平成 29 年

度から当研究所でも浜

名湖において調査を開

始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 浜名湖の地形と水質常時監視地点 

 
類型 利用目的の適応性 基準値 

Ａ 
水産１級 

水浴、自然環境保全及びＢ以下の欄に掲げるもの 
7.5mg/L 以上 

Ｂ 
水産２級 

工業用水及びＣの欄に掲げるもの 
5.0mg/L 以上 

Ｃ 環境保全 2.0mg/L 以上  

表１ 海域における溶存酸素量の基準値 

* 浜名湖は、水域によってＡ若しくはＢ類型に指定されています 
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浜名湖は図１のとおり南端の湖口(今切口)で遠州灘とつながる平均塩分約 30 の汽水

湖であり、閉鎖性内湾の環境を呈する湖です。湖口に近い湖南部は、底質が砂質～砂泥

質で水深が平均３m と浅く、湖北部は、底質が泥質で水深が平均７m と深くなっていま

す。このように湖心を中心とした湖北部の水域の下層は、夏季に貧酸素水塊 (溶存酸素

量の極めて低い水の塊)が発達しやすい環境になっており、秋季の気温変化や荒天によ

りそれが底層から表層へ移動して漁業被害が発生したこともあります。今回は、その浜

名湖における溶存酸素量の実態について紹介します。 

 

【溶存酸素量の年間推移】 

浜名湖では、調査船により図１の 12 地点において毎月１回の水質常時監視を行ってい

ます。浜名湖において最も貧酸素水塊が発生し易い地点である湖心の平成 29 年４月から

平成 31 年１月までの溶存酸素量の推移を図２に示しました。 

貧酸素水塊の発生は平均で４～５か月間/年であり、概ね夏季に集中しています。この

傾向は水質常時監視で安定したデータが得られるようになった昭和 50 年頃から同様に

観測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶存酸素は、水生生物の呼吸の

他、プランクトンの死骸をはじめ

とした有機物が分解される際に消

費されますが、夏季はこの消費量

に対して表層からの溶存酸素の供

給量が極めて少なくなり易いこと

が図３に示すような貧酸素水塊発

生の大きな原因と考えられます。 

浜名湖の湖心のような閉鎖性

内湾において、湖底の地形が窪

地になっている水域では、水の鉛直方向の混合が起こりにくくなると、表層から底層へ

の溶存酸素の供給量が少なくなります。この鉛直方向の水の混合には、水の密度が関係

しています。 

採水水深 

平成 29 年           平成 30 年 

月 

図２ 浜名湖｢湖心｣の溶存酸素量年間推移 

図３ 浜名湖｢湖心｣の夏季の水質モデル 
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夏季は、表層の水温が上昇する一方で、底層は表層ほど水温が上昇しません。表層の

温かい水は密度が低く、冷たい下層の水より軽いため、夏季の状況では上下の水の混合

が起こりにくい状態になります。また、塩分の低い水は密度が低く軽いため、塩分の高

い水より沈みにくいのですが、浜名湖には周辺の河川等から淡水が流入しているため、

表層の塩分が低くなり易い環境になります。この塩分が低い水の存在も、水の鉛直方向

の混合が起こりにくくなることを助長しています。 

 

 

【貧酸素水塊形成時の溶存酸素量の分布】 

貧酸素水塊が出現する夏季における溶存

酸素量及びその関連項目の分布を調査する

ため、図１の line-Ａにおいて多項目水質計

を用いた調査を平成30年９月11日に行いま

した。その時の溶存酸素量と水温及び塩分の

分布を図４に示しました。 

湖奥側で貧酸素水塊が発生しており、青色

で示した貧酸素水塊が確認された水深では、

その上層よりも低水温・高塩分でした。 

また、いずれの項目も湖口に近いほど表層

と底層の差が小さく十分な海水交換がされ

ていますが、逆に湖口から遠いほど、潮汐の

影響を受けにくく、底層の水が滞留している

ことが推察されました。 

 

 

【おわりに】 

今後、さらに浜名湖の水質改善を進めるためには、栄養塩流入量の削減や底質改善の

ための浚渫などの対策が挙げられますが、水生生物の浄化作用を活用することも不可欠

です。水生生物が安定的に生息できる場を少しずつでも拡大していけるよう、貧酸素水

塊の挙動のメカニズムを解明し発生状況の把握に努めるとともに、常時監視の継続によ

り従来と異なる事象が発生していないか注視して行きます。 

浜名湖のような閉鎖性内湾は、東京湾・伊勢湾・三河湾・大阪湾など全国に多く存在

します。現在、同様の海域を有する全国の環境研究機関とともに共同研究に取り組んで

いますので、静岡県の有する海域の特徴を見極め、他の地域の研究成果も参考にしなが

ら本県の水質改善につなげて行きたいと考えています。なお、この報告に示した溶存酸

素量の分布データの収集に当たっては、共同研究機関の国立環境研究所に御協力いただ

きました。 

大気水質部 山本佳奈恵 

 

 

図４ 溶存酸素量・水温・塩分の分布 
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