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1．はじめに
2011年度から地熱の利用がすべて環境省の所
轄になった．今まで，地熱発電は経産省の所轄で
地温泉利用とは異なる開発と説明していた．今
後，地熱利用は発電でも温泉利用でも，温泉法
のもとに一本に括られることになる．
著者は通商産業省工業技術院のサンシャイン計
画の一環として行われた「全国地熱基礎調査（昭
和48-50年度）」を地質調査所倂任として，角清
愛課長のもとで調査をすすめた経歴をもつ．主に
東北地方の火山活動の火山の帯状分布と熱年代
の面から加わった．しかし，その時代から，地
熱発電と温泉利用は地熱で括られるものと考えて
いた．そこで，地熱の胚胎について，地熱発電と
温泉利用の研究者は合同で調査・研究し，その
上で利用の仕方を考察するのが正しいと考えてい
る．

2．地熱発電の開発の最初の段階
発電のための地熱の研究は，最初潤沢な国の予
算のもと，探査も石油の探査手法などを導入
し，大規模開発を目指してきた．一方，温泉の研
究者は出来る限り自然に近い状態の温泉の保全
のもとに起こる種々の研究を進めてきた．そのこ
とから，同じ自然の「地熱」の研究をしていなが
ら，温泉の研究者は泉源の下にどのような構造が
あるかにはあまり興味がなく，泉質に興味を持
ち，温泉化学の研究でも，その温泉場の最も地
下水で薄められていない端成分のもので議論する
のが普通で，生物の研究でも泉源にどのような生
物が生きているかに興味があり，医療の方でも
湧出している温泉水を使っての研究が多いので，
温泉ありきからスタートしている．これは，自然
の状態を変化させたくないことがスタートであ
る．一方，地熱発電のための地熱利用は既存の
温泉利用とは，異なる深度，異なる熱水を利用
するので，お互いに影響を与えるものでないと主

張してなされた．すなわち，地熱の研究者は，地
下深部での熱構造，蒸気の胚胎の仕方が探査の目
的であり，特に地下深部の地質構造，地熱構造の
探査法を駆使してきた．条件としては，温泉と地
熱は深度が違うのだから，影響は少ないとの先入
観があった．
温泉の利用では泉質を必要な要素とし，1か所
の泉源が50℃程度，30～1000ℓ/分程度で充分
であるのに対し，地熱の泉質はできる限り成分を
含んでいないことを好み，蒸気の必要量が非常に
桁違いに多い．そこで，探す場所・方法が異なる
と考えていた．
しかし，現在では，温泉利用も堆積物中の泉源
だけでなく，岩盤中でも1,200～1,500ｍ程度ま
で掘削して利用されるようになってきて，2,000
～3,000ｍ深度程度の探査がなされてきた(たとえ
ば，西村，2011)．さらに，紀州の外帶の高温泉
や有馬の金泉の温泉の成りたちなどはマントルを
含めて考察することもされるようになってきた
(西村，2011)．さらに，温泉の一人当たりの使用
量も次第に多くなってきている．
一方，地熱発電も利用熱水の温度が，低温の方
に可能性が広がってきている．しかし，その場合
熱水の量が比較的多く必要になり，これらのこと
から，温泉，地熱の探査の範囲，深度も近づき，
互いに影響を意識するようになった．今では，温
泉利用と地熱利用の違いは泉質と量の点になりつ
つある．
温泉で利用するにも，地熱発電で利用するに
も，地下深部の地熱構造をお互いの理解が必要で
あり，開発計画立案等に協力し，その場所の将来
の開発事情などを議論し，お互いの理解のもとに
協議して，共存を図る必要がある．
この場合，総論よりも候補地を特定し，地熱胚
胎構造，化学的性質をも考慮して，将来の利用形
態まで分担して検討を行い，開発計画を立案し，
工事中もお互いの必要なモニタリングを綿密に行
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い，工�，仕上がりの監視検討を続け，利用形態
をも共同で仕上げることが最良の方法と信じ
る．これらは個人情報に属するものを除き，すべ
て公開を条件とすることが必要である．さらに，
提案者の経験では，行政・司法関係者の温泉や
地熱発電の理解が非常に悪いのが現状で，行政・
司法で問題になった場合に，関連学会の研究者
に参加を要求し，関係者が理解の上判断を下すこ
とが必要と考えている．
温泉を利用したバイナリー発電の提案もある
が，これも湯温，湯量の面から管理・制約を受け
るので，相互理解の上計画立案されることが必要
である．

3．地熱の胚胎の状態
「全国地熱基礎調査」は1973～1976の研究は
No.1 駒が岳北部にはじまり，NO. 28白山まで
なされた．その調査項目は放熱量調査，変質帯
調査，物理探査であった．調査場所は第1図に示
すとおりで，温泉地帯の地獄が主体であった．さ
らに，地質調査所では多くの調査がなされ，
1986年にそれらのデータベース・システムの研
究がまとめられている（地質調査所，1986）．
その後，新エネルギー・産業技術総合開発機
構，新エネルギー財団の調査に移り（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構，1993；新エネル
ギー財団，1989～1993；1994～1999），色々
な制約から，次第に，調査研究も下火になってき
た．
現在既設発電所は第2図に示すようである．掘
削深度も3,300ｍより浅い（第3図）．
温泉の掘削深度も2,000ｍに達するものも出て
きた．ただ，メンテの経費から温泉では1,500m
深度よりも浅いのが普通である．探査深度，探
査方法も両者に差がなくなってきた．ただ規模に
違いがある．

4．地熱の発電利用都温泉利用の共同の開発のた
めの提案
活性化を提案する「地熱エネルギー利用促進
(地熱発電)に係る政策提言」（平成23年5月20
日，日本地熱学会）も発表された．また，国立
公園の制限などが緩和されることなので，まず地
熱の発電利用と温泉利用とが，競合の少なく工
事期間が短くて済む場所の例をあげて，提案し，
前例を作り，次第に共存するための道筋を造り
上げるようにする提案をしたい．　
「高温岩体を利用した地熱利用」の提案の１例

酸性の深成岩の残熱を保持している高温岩体を
利用する．花崗岩を主とする酸性岩体のほとんど
は，日本海が開いた時期に，地殻下部の再溶融が
起こり，酸性岩マグマが多量に発生し，比較的
ゆっくりとした冷却に従い，先に出来た岩体中
に，ガス成分などが多いマグマが貫入するなどし
て，現状では，岩相の変化の多い岩体がやっと地
表に現れた程度のとくに第四紀に上昇の激しい場
所では，冷却していない部分が地表に現れている
ところがある．
例えば，黒部川の仙人ダムの近くの「高熱隧
道」（たとえば，吉村，1967）の例を挙げる．
提案者は関西電力の総合技術研究所の1980～
1983になされた「黒部川中流地熱地帯の調査」
に探査の立案から加わり，文献調査，地表地質調
査，地球化学的調査，茂木・西村で試作した，
ELF-MTによる比抵抗調査や熱年代学的調査を集
中的に試みた（Nishimura and Mogi, 1986）．
この周辺の地形図（第４図）と地熱兆候の場所を
第５図に示す．
その中の一部のデータを示すと，1937年6月か
ら1939年8月の掘削された時の孔壁温度の記録を
頂き，同じ場所の調査当時の1981年6月に計測し
た孔壁の温度並びに鉛直から45度西傾斜に10 m
深度のピットを掘りその孔底の温度を計測したも
のを第5図に示す．この場所には，トンネルの
他，導水管などが掘削されているに関わらず，40
数年でも殆ど冷えていない（第5図）．また，こ
の近くの黒部川沿いに北側の阿曽原温泉までの
間，黒部花崗岩の水平に近い亀裂から，80℃以
上の湧泉が見られた．その後　 地質調査所の5万
分の1地質図幅「立山地域の地質」（原山他，
2000）では，阿曽原小屋東方，黒部川本流左岸
に於いて黒部川花崗岩及び阿曽原峠花崗閃緑岩の
クラックから4か所にわたり湧出している．湧出
量は全体で200ℓ/分と見積もられ，泉質は含食
塩硫黄泉（注，濃度からみると単純泉）で，温度
は90℃前後である．
この調査の折に，少し北で黒部川本流をわた
り，餓鬼谷をさかのぼり，見事な複数の噴泉塔を
見出し，まむし，蛙の生息地を見ている．前述の
地質図幅の報告書には，調査を行った1995年10
月の時点では，餓鬼谷の右岸標高870～880mで
は3か所，同じく右岸900～940ｍで6か所温泉の
湧出が確認されたが，噴泉塔は見つからなかっ
た．湯量は数～総�ℓ/分で94～100℃であった
と述べられている（第４図）．
さらに，急な同じ傾斜で直登している仙人谷の
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中ほどに仙人小屋があり，その対岸標高1,580ｍ
に仙人温泉が噴気と共に5か所湧出している．泉
質は含緑磐酸性泉（注，濃度からみると単純
泉）で湧出量は120ℓ/分，80～96℃である．
この当りの新鮮な岩石を採取し，閉鎖温度が低
い，K-Ar年代やFT（Zｒ）年代の結果から，そ
の上昇と冷却を論じている（Nishimura and 
Mogi, 1986; 山田，1999）（第6図）．
この地域では，欅平の200mのエレベータ，黒
四地下発電所，400mのインクラなどの地下工事
がなされている前例がある．また餓鬼谷は通常の
尾根道ではなく，殆ど登山者は通らない．さら
に，夏の利用者の多い名剣温泉，祖母谷温泉か
らも離れ，この近辺温泉は利用客が湧出量に比
べて，非常に少ない．
　他にこのような低い閉鎖温度を持つK-Ar年代
で数Ma の熱年代を持つ酸性岩の場所を探せば，
同じような可能性がある（第7図）．
　これらのところでは，蒸気を得ることがなく
ても，水の圧入孔や蒸気の生産孔を掘り，水圧
破砕などを行い，蒸気を産出することも可能で
あろう．さらに，破砕のための圧入する流体(た
とえば高圧の超臨界二酸化炭素)を検討すること
も新しい手法の開発につながるのではないか
（環境総合テクノス，2005）．

5．まとめ
　地熱の温泉利用と地熱発電利用の共存が望ま
れるので，まず，争いが少ないと考えられる，浅
い高温岩体の利用を考えたい．その為には，前項
で説明した可能性を議論する基礎データとして，
酸性岩類の熱年代の研究が望まれる．このフィッ
ショントラック研究会の研究者は熱年代学に強
い．現在のエネルギー問題の一つの解になるもの
であるから，興味を持って，地熱の調査に参加し
て頂きたい．
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第1図　「全国地熱基礎調査（1973～1976）」の14研究地（地質調査所，1978）
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第2図　現在の地熱発電所の位置
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第4図　黒部川中流地熱地帯　1：餓鬼谷の地熱地域　２：仙人ダム近辺の黒部川沿いの湧泉　3：高熱隧道　
4：仙人温泉　　Ａ：欅平の200ｍエレベータの位置　Ｂ：黒四地下発電所の400ｍインクラインの位置
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第5図　高熱隧道での温度測定　（Nishimura and Mogi, 1986）
隧道掘削時（1937年7月～1939年8月）の抗壁温度と1981年7月の抗壁温度ならびに水平から45°下向き北方向に10ｍ
掘削した孔底温度（○）

第6図　仙人谷沿いに採集した岩石の高度とK-Ar年代（Nishimura and Mogi, 1986）
　●：花崗閃緑岩，○：石英閃緑岩，■：石英班岩の岩脈
　ＣＨ：岩体の地表からの冷却を示す線

第3図　現在の地熱発電所での掘削井の深度
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第7図　黒部でのＫ－Ａｒ年代（数字はＭａ値）（Nishimura and Mogi, 1986）
        KKD: 欅平，BBD:　祖母谷， KHR:　高熱隧道， JJK:　十字峡， KRD:　黒四ダム
隧道掘削時（1937年7月～1939年8月）の抗壁温度と1981年7月の抗壁温度ならびに水平から45°下向き北方向に10
ｍ掘削した孔底温度（○）


