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はじめに

地中熱（地下水）利用促進において重要な技術である，地下水還元井につ
いて，事例を紹介するとともに，現在までの還元井技術（注入・注水・復水・涵
養）についてレビューしました その上で 今後必要となる還元井の技術課題養）についてレビュ しました．その上で，今後必要となる還元井の技術課題
をご報告致します．

還元井は古くて新しい重要な技術であります 本報告が 地中熱利用の更還元井は古くて新しい重要な技術であります．本報告が，地中熱利用の更
なる発展に役立てられることを期待しております．



１．地下水熱源ヒートポンプシステムにおける還元井の事例
①事例１（岩手県盛岡市）

一般的な注入井の構造
揚水→注入は
閉鎖系

地表から注入層まで
セメンチングし注入水
の噴出を防止

ヒートポンプ仕様：ユニットタイプ
加熱能力106kW以上

地下水必要量 Q=0.22m3/min地下水位より
下位に注入下位に注入

豆砂利充填ストレーナー
（スリット）

消雪方式：地下水熱源ヒートポンプ利用無散水消雪方式
消雪面積：Ａ≒600㎡（橋梁歩道部ほか）

注 入 井：

200A×15m
砂礫層への注入



②事例２（岩手県盛岡市）
100Ω-m10Ω-m

水熱源
ヒートポンプ 消雪帯

注水管

80A

ポンプ

ヒートポンプ仕様：ユニットタイプ
加熱能力345kW以上

揚水井注入井

加熱能力 以

地下水必要量 Q=0.56m3/min

注 入 井：
250A×50.5m

消雪方式：地下水熱源ヒートポンプ利用無散水消雪方式
消雪面積：Ａ≒1,708㎡（橋梁歩道部ほか）



③事例３（山形県山形市）

沼澤(2003)地下水による消融雪システム，建築設備と配管工事，２，pp.24-28



日本地下水開発（株）本社屋

沼澤(2003)地下水による消融雪システム，建築設備と配管工事，２，pp.24-28



還元井 還元井

沼澤(2003)地下水による消融雪システム，建築設備と配管工事，２，pp.24-28



沼澤(2003)地下水による消融雪システム，建築設備と配管工事，２，pp.24-28



２．還元井の歴史
エネルギー問題・地球温暖化
→自然と調和した持続的発展が可能な循環型社会の構築

１９８４y

地盤沈下防止等対策要綱(1985年・1991年)

地下水の保全思想

１９７７y

過剰地下水利用や揚水の規制
地下水盆管理

広域地 水位観測 地盤沈 観測

１９５０y １９６０y １９７０y ２０００y１９９０y１９８０y ２００７y

地下水・地盤沈下観測 広域地下水位観測・地盤沈下観測
水準測量の推進

尼崎市がＧＨＱのすすめによって武庫川で深度７０ｍφ５００ｍｍの井戸に表流水注入，目詰まりし失敗．(1951)

地調が徳島市で地下水の塩水化防止のために40～60(ｔ/ｈ)注入，付近から噴出し実験中止．(1960)

山形県が山形市でφ1 000ｍｍ深度１０ｍの浅井戸に表流水1 800～2 000(ｔ/日)注入 ７日後目詰まりで中止 (1960)山形県が山形市でφ1,000ｍｍ深度１０ｍの浅井戸に表流水1,800～2,000(ｔ/日)注入，７日後目詰まりで中止．(1960)

農水省が佐賀県白石平野で井戸法により3,470(ｔ/日)注入した．(1962)

地調が埼玉県妻沼町で井戸法により浅井戸に1,000～3,000(ｔ/日)注入したが鉄分が多く目詰まり発生し逆洗も実施．(1967-1969)

日本地下水開発（株）が山形市の本社敷地内で地下水人工涵養を含む室内冷暖房システムを実用化 (1970～現在）日本地下水開発（株）が山形市の本社敷地内で地下水人工涵養を含む室内冷暖房システムを実用化．(1970～現在）

新潟県が上越市で井戸法により表流水1,500(ｔ/日)を涵養した．(1973)

建設省土研が深谷市で拡水法により河川水60(ｍｍ/日)を２年間地下浸透させた．(1977-1979)

山形県が山形市の２カ所で溜池法により涵養を施工．(1979～現在）

無散水消雪が実用化 全国に展開 (1979～現在）無散水消雪が実用化．全国に展開．(1979～現在）

還元井は古くて新しい重要な技術
現在



３．還元井のメリット３．還元井のメリット

地下水利用地中熱システムに還元井を導入するメリット

①地盤沈下の防止・地下水の保全
事例①，②

②帯水層の蓄熱利用
事例③

③コストの優位性
消雪・融雪施設でのコスト比較
地下水利用廉価型地中熱冷暖房ヒートポンプ

④施策・制度
高効率 ネ ギ 利用型住宅高効率エネルギー利用型住宅
新エネルギー利用促進特措法令（平成９年６月）



①地盤沈下の防止 地下水の保全①地盤沈下の防止・地下水の保全

◎山形市の地下水人工涵養量◎山形市の地下水人工涵養量

１９９８年の年間涵養量

方法 箇所数 涵養量

溜め池法 ２ ３６万ｍ３

井戸法 ４０ ８万ｍ３井戸法 ４０ ８万ｍ

ピット法 １，０００ １００万ｍ３

合計 １４４万ｍ３

◎山形市の年間揚水量は約２，５００万トン程度であるので，

揚水量の約６％が地下に人工的に涵養されている．揚水量 約 地下 的 涵養され る

安彦(1999)山形市の地下水人工かん養，地下水技術，第41巻，第4号，pp.19-26



イニシャル（I.C.） ランニング(R.C.)

(千円／㎡) (千円／㎡・年)

散
水

散水ノズル １３～３０ ０.２５～０.４５ ・地下水の有無

直接→還元 ５０～７０ ０.４～０.６ ・地域性あり

熱交換→還元 ６０～８０ ０.４～０.６

ヒートポンプ→還元 ８０～１００ ０.５～０.７

土中蓄熱→温水循環 １７０～１８０ ０.４～０.５ ・大規模な掘削工事が必要

地中集熱槽→温水循環 ３３０～３４０ ０.４～０.５ ・大規模集熱槽必要

太陽電池→電熱線 ８０～９０ 1 ・晴天時　100Ｗ/㎡    ・系統連携(買・売電)

風車発電→電熱線 １１０～１２０ 0.3 ・平均風速 6m/s以上要   ・系統連携

風車→(熱変換)→蓄熱槽 190 1.5 ・平均風速 6m/s以上要

熱交換→ヒートポンプ

→温水循環

ヒートパイプ １５０～１６０ 0 ・地中温度の低下による能力の低下大

熱交換(杭)→温水循環 １１０～１７０ ０.４～０.５ ・降雪強度１～2cm/h程度の対応

熱交換(杭)→ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ １１０～２００ ０.７～１.５ ・ヒートポンプ利用で地中温度変化に追従

空気熱 ヒートポンプ→温水循環 ８０～１１０ １.０～１.５ ・気温低下に伴うヒートポンプ能力の低下

工場等 ・他施設に依存するためシステムに不安

温廃水 ・供給される熱源の連続性及び安定性に不安

都市廃熱 ヒートポンプ→温水循環 ７０～９０ ０.７～１.５

ヒートパイプ(側溝へ排湯流) ４０～１００ 0 ・他施設に依存するためシステムに不安    ・熱交換器へのスケール付着

熱交換器→温水循環 ４０～６０ ０.４～０.５

普通型発熱線 ・設置の自由度が高く、他工法の不可能な箇所に適用できる

(ニクロム線)
・一般的に線状発熱体は部分補修は可能であるが、面状発熱体は1枚毎の交換
となる

繊維発熱線・面状発熱体 ５０～６０ ２.０～３.０

遠赤発熱体・ヒーター内蔵ヒートパイプ ５０～７０ １.５～２.５

・燃料の供給が必要

・騒音、排ガスに問題

都市ガスボイラー

→温水循環

注) Ｉ.Ｃ.およびＲ.Ｃ.は下記文献を参考に取りまとめた。消･融雪規模は2,000㎡、必要熱量は200Ｗ/㎡程度
　　①　路面消･融雪施設等設計要領　　平成１２年３月　 建設省北陸地方建設局監修
　　②　融雪設備の選定マニュアル(案)　平成８年３月 　 近畿地方建設局近畿技術事務所発行
　　③　最新の雪処理技術の評価と効率化に関する研究　平成６年１０月  財団法人 日本積雪連合発行

・騒音、排ガスに問題

主な消･融雪施設の概算費用

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

電　熱

４０～５０ ２.０～３.０

化石燃料

灯油ボイラー→温水循環 ５０～９０ １.０～２.０

５０～９０ ２.０～３.０

・設置場所は、海岸に近い箇所に限定

地中熱

ロ
ー

カ
ル
エ
ネ
ル

ギ
ー

ヒートポンプ→温水循環 ７０～９０ ０.７～１.５

温泉廃湯

海水熱 １００～１６０ ０.７～１.５

留意点

地下水

無
散
水

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

地下水

太陽熱

風力

方
式

熱　　源 利用技術

コスト

③コストの優位性

日本地下水開発（株） 資料



地下水利用廉価型地中熱冷暖房ヒートポンプ
③コストの優位性

◎地下水利用方式
存 バ タ 式既存のインバーター式

空調機（エアコン）の
一部を水冷式に変更

◎暖房能力 空冷式 約 倍◎暖房能力：空冷式の約１．７倍
節電効果：約５０％（関東地区）

◎冷房能力：空冷式の約１．２倍
節電効果 約 （関東地区）

最大２４(L/分) at 18℃
還元井戸

節電効果：約４０％（関東地区）

空冷式に比べ，一段小さな機器とすることが可能 → 電気基本料も下げられる

高杉(2004)地中熱利用システムの新しい展開に向けて，地熱エネルギー，pp.74-75.



資源循環型住宅開発技術プロジェクト（経済産業省）④施策・制度

◎安価な施工法を適用出来る深さ８ 以浅の浅井戸を対象とする◎安価な施工法を適用出来る深さ８ｍ以浅の浅井戸を対象とする
◎地下水を井戸から直接汲み上げ，ヒートポンプで地熱を回収し，冷暖房に利用する
◎熱回収した地下水は別の井戸から地中に戻すので，地盤沈下の心配ない構成である

高杉(2004)地中熱利用システムの新しい展開に向けて，地熱エネルギー，pp.76-77.



高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発等プロジェクト その１

④施策・制度 経済産業省

高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発等プロジェクト（事後）評価報告書，Ｈ１８年５月，参考資料３





高効率エネルギー型住宅 その２

高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発等プロジェクト（事後）評価報告書，Ｈ１８年５月，参考資料３



温度差エネルギ

④施策・制度

温度差エネルギー

地球熱利用システム 地中熱利用ヒートポンプシステムの特徴と課題(2006)ＮＥＤＯ，pp.10-10.



４．地中熱利用促進における還元井の技術課題

①古くて新しい技術課題①古くて新しい技術課題

1)注入量に関して

安彦(1997)帯水層の熱エネルギー貯蔵，土の環境圏，フジ・テクノシステム，pp.639-646.



揚水井と還元井との井戸間隔

安彦(1997)帯水層の熱エネルギー貯蔵，土の環境圏，フジ・テクノシステム，pp.639-646.



理論式からの注入量の提案

伊藤ほか(2006)地下水の注入可能量は、揚水量の半分強，地下水技術，第48巻，第2号，pp.24-26.



注入量と比注入量
注入量

比注入量＝比注入量
注入時の注入井内水位上昇量

注入量
480 L/min

630 L/min

690 L/min

900 L/min

注入量が多くなると，注入井及び注入井の近傍の帯水層での抵抗が大きくなり，
比注入量がかなり減少する

石崎・北川(1981)注入井による地下水涵養に関する研究，土木研究所報告，第155号，pp.67-69.



注入量と目詰まり
比注入量が半減するまでの累加注入量

比注入量半減注入高＝
注入井のストレーナー面積

注入量
(Ｌ/min)

633

ｋ
(cm/sec)

3 4×10-2
633

500

1,050

3.4×10

1～5×10-2

1×10-2

1,000

1,000

3.1×10-2

1.1×10-1

3
----

883

700

2.8～4×10-3

6.2×10-2

2.1×10-3

比注入量半減注入高 地点 目詰まりの要因
極小 妻沼 １５ 井の浅層地下水を注入（鉄 マンガン）

7002.1 10

極小 妻沼 １５ｍ井の浅層地下水を注入（鉄・マンガン）
→水質が悪化すると目詰まりが急激に進行する

小 大阪 ストレーナーの開口率が小さいと目詰まりしやすい
大 山形 蒸発残留物が少なく非常に良質な注入水→良く入る

石崎・北川(1981)注入井による地下水涵養に関する研究，土木研究所報告，第155号，pp.75-77.



注入量
比注入量＝

注入時の注入井内水位上昇量注入時の注入井内水位上昇量

注入量
1,000L/min

883L/min

633L/min1,000L/min

500L/min 1,050L/min

比注入量は累加注入量に対して指数関数的に減少している．
→目詰まりの進行状況を比注入量の減少傾向によって判定することが可能となる．

石崎・北川(1981)注入井による地下水涵養に関する研究，土木研究所報告，第155号，pp.78-79.



復水工法に関するアンケート結果

透水係数 注水量

１０－3～１０－1（ｃｍ/sec） ０．０５～１０（ｍ3／min）

５０～１０，０００（Ｌ/min）

３ １復水工法実施の対象となる地盤の透水性と注水量の関係は，１０－３～１０－１(cm/sec)．これは，透水性があまり
高い所では扱う水量が膨大となり，小さい所では地下水低下工法の必要性が少ない事や地盤そのものが目詰
りしやすいこともあり，適用事例が少ないものと考えられる．

苗村ほか(1993)地下空間建設における地下水環境の保全技術マニュアル（案）─復水工法の設計・施工法─，
土木研究所，共同研究報告書，第81号，pp.11-11.



注水井の目詰まりそのものについては，現在までに種々の研究がなされている．しかし，目詰まりそのもの
が直接目で見る事の出来ない地盤中で発生し，その機構も複雑なため，その原因や対策について明解に直接目 見る事 出来な 地盤中 発 ，そ 機構も複雑な ，そ 原因 対策 明解
述べている研究は少ない．

苗村ほか(1993)地下空間建設における地下水環境の保全技術マニュアル（案）─復水工法の設計・施工法─，
土木研究所，共同研究報告書，第81号，pp.14-14.



復水流量
井戸内水位上昇量 ｓ

目詰まりを起こしていない領域

苗村ほか(1993)地下空間建設における地下水環境の保全技術マニュアル（案）─復水工法の設計・施工法─，
土木研究所，共同研究報告書，第81号，pp.23-28.



目詰まりを考慮した設計

涵養井は，井戸近傍地盤での涵養時の流速を対象に，通水地盤で目詰まりが生じない範囲内での
流速（限界流速以下）で設計することを基本としている．
通常の地盤は，複数の透水性の異なる土層（砂層や礫層）からなるため，涵養井は複数の土層に
連続して設置される．
砂層の限界流速は礫層に比べ非常（透水係数の比以上に）に小さい．従って，取水量に比べ涵養
量が減少し，礫層では取水量に比べ涵養量が増加する事になる．

設計では，礫層の様な透水性に優れた層を対象に「限界流速以下での通水」の条件を満足させる
ことを基本とし，砂層については，その層への涵養可能量として考慮している．砂層への涵養可能
量は，最小値として，限界流速時における流量が考えられている．

地下構造物と地下水環境(2002)第３章地下水迂回・取水・涵養方法，理工図書，pp.17-44.



地下水保全・浄化システムの透水機能

地下構造物と地下水環境(2002)第７章システムの維持管理対策，理工図書，pp.98-116.



目埋まり防止の事前対策

地下構造物と地下水環境(2002)第７章システムの維持管理対策，理工図書，pp.98-116.



◎充填砂利やフィルターは涵養中の地層の間隙に
砂が入り込まないように 効果的なフィルタ として

涵養井戸の建設

砂が入り込まないように，効果的なフィルターとして
十分機能するよう正しい大きさのものを適正な位置
に取り付ける．
◎砂利を適切に充填したあと，モルタルかベントナ砂 充填 あ ，
イトを用いて，掘削孔とケーシングの間の環状部を
充填砂利の頂部から地表にいたるまで埋めるグラ
ウトシールを行う．
◎井戸仕上げ作業は 掘削中に生じた帯水層の損◎井戸仕上げ作業は，掘削中に生じた帯水層の損
傷箇所を修復し，地層に浸入した細粒物質を取り除
くことを目的に行う．
◎揚水試験は，涵養井戸の涵養速度等を算出する．
連続揚水試験の完了後続けて段階涵養試験を行う
と，将来同様の試験を行ってデータ同士を比較し合
うことで長期の目詰まり影響をチェックすることが出
来る また 涵養施設の適正な設計の基礎となる情

未固結層または多孔質物質（砂・砂岩）から
なる層にある涵養井戸の比容量（比注入率）
は，ふつう揚水時の比容量の２５～７５％で

来る．また，涵養施設の適正な設計の基礎となる情
報も得られる．
◎涵養井戸には水位やポテンシャル水頭を計測で
きる手段を備え，早期に目詰まりの予兆を検出する

ある．
目詰まりは帯水層物質が細粒化するほど深

刻になる傾向がある．

方法が望ましい．

地下水人工涵養の標準ガイドライン(2005)アメリカ土木学会，築地書館，pp.126-127.



②浅層地下水利用や小規模地下水利用の場合の技術課題

１）地下水利用ヒートポンプに必要な揚水量が少ないことが想定され，還元水量も少
なくて済む可能性が高い．

既出 高杉(2004)では 最大２４(L/分)既出 高杉(2004)では 最大２４(L/分)

→注入量の少ない場合の還元井
涵養量の確認
涵養方法 確立涵養方法の確立
目詰まり防止対策
小口径還元井の構造

２）戸建て住宅の敷地に揚水井と還元井の設置が困難なケースが想定される．
→一孔で揚水と還元を兼ねる構造

◎施 事例も見られ有望であるため 今後具体例を増やす とが最大の課題◎施工事例も見られ有望であるため，今後具体例を増やすことが最大の課題
高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発等プロジェクト 等



単孔による還元井の事例

室 割 遮

孔内流動を利用した採熱システム

◎２室に分割・遮水した地下水導入採熱孔
の一方の帯水層から揚水し，他方の帯水
層に注水する

全体 わ 流動を生 さ◎孔内全体にわたって孔内流動を生じさせ
熱移流を利用する

高杉(2004)地中熱利用システムの新しい展開に向けて，地熱エネルギー，pp.76-77



単孔による還元井の事例

◎コスト低減を目的とした一管式揚水還元井戸を開発し
これを用いてヒートポンプが効率よく運転出来ることを
実証した実証した

◎換気排熱とのハイブリッド方式について，冷凍サイクル
を用いた理論的検討の後，実験を行い，ＣＯＰ３以上で
運転できることを示した

ＮＥＤＯ成果報告書 平成15年度成果報告書 エネルギー使用合理化技術戦略的開発

エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発 ヒートポンプ技術を用いた換気排熱等回収寒地住宅用暖冷房システムの研究開発



おわりにおわりに

１）還元井は古くて新しい技術１）還元井は古くて新しい技術
環境にやさしく持続可能なシステムとして重要な技術

２）施工事例（研究開発事例等）におけるデータの収集と解析２）施工事例（研究開発事例等）におけるデータの収集と解析
特に小規模な還元井についてのデータ

３）「還元井データ」を共有３）「還元井デ タ」を共有

◎既往の「還元井」技術を，地盤条件（地形・地質・帯水層・透水性・
地下水流動性 等）や敷地条件に併せて選択・適用し導入する地下水流動性 等）や敷地条件に併せて選択 適用し導入する
ことにより，地下水（地中熱）利用促進へ




