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１．調査計画のあらまし

２．前回協議内容

３．協議会後の調査・工事進捗状況

工事における環境配慮

４．温泉モニタリング結果

５．協議案件

構造試錐井 OYE-2号 掘削

６．説明事項



第第第第2222段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 2222～～～～5555年次年次年次年次 （（（（2012201220122012～～～～15151515年度予定年度予定年度予定年度予定））））

掘削調査、搬入路整備等掘削調査、搬入路整備等掘削調査、搬入路整備等掘削調査、搬入路整備等

1500～2000m程度の構造試錐井の掘削を行い、地質構造、地下

温度、透水性などを調査する。

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査調査調査調査（（（（2012201220122012年年年年10101010月より継続実施中）月より継続実施中）月より継続実施中）月より継続実施中）

� 温泉モニタリング／貯留層モニタリング

温泉水の化学成分、温度、湧出量、井戸の水位等を調査する。

第第第第3333段階段階段階段階

掘削調査掘削調査掘削調査掘削調査

実際の生産井、還元井と同規模の試験井を掘削して、数週間の生産、還元能力試験を行う。

貯留層評価貯留層評価貯留層評価貯留層評価

これまでの調査結果に基づいて地熱貯留層モデルを構築し、貯留層シミュレーションを行う。

環境調査開始環境調査開始環境調査開始環境調査開始

※※※※地元説明・協議会を都度実施地元説明・協議会を都度実施地元説明・協議会を都度実施地元説明・協議会を都度実施

発電所建設発電所建設発電所建設発電所建設

第第第第1111段階段階段階段階 ・・・・・・・・・・・・ 1111年次年次年次年次 （（（（2011201120112011年度実施済み）年度実施済み）年度実施済み）年度実施済み）

地表調査地表調査地表調査地表調査

� 地質/断裂/変質帯調査

� 電磁探査/重力探査

第第第第4444段階段階段階段階

環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価

大気/水質、動植物、騒音/振動、温泉等の調査結果に基づき、環境影響評価（ｱｾｽﾒﾝﾄ）を行う。

生産井生産井生産井生産井////還元井掘削還元井掘削還元井掘削還元井掘削

生産井／還元井を掘削する。

実証試験実証試験実証試験実証試験

数ヶ月の長期にわたり生産、還元試験を行い、貯留層の安定性を確認して、発電出力を決定する。

１．調査計画のあらまし

有望となれば・・・

事業化可能と見込まれれば・・・

1

調査地域の全体像を把握するため、広域に

構造試錐井を掘削する必要があります。

2013年度より開始予定



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

鳳林道

A

B

D

C

2

第２段階調査での構造試錐井掘削候補地点



�2012201220122012年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査

・準備作業（既設鳳林道・作業道整備、掘削基地造成）

・構造試錐 １坑掘削（OYE-1号井：2,000m級傾斜井）

⇒ 今年度掘削できない場合、2013年度にOYE-1号、OYE-2号の２坑を掘削する。

�2013201320132013年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備（（（（OYEOYEOYEOYE----2222号）号）号）号）

・測量/立木調査

�温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング

3

（OYE-2号井：次回協議会にてご説明予定）

項　　　目 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）2012年度掘削調査（第1工区）

　　測量/立木調査（許認可取得準備） 　　　△－－－－△

　　既設鳳林道整備 　△－－△

　　作業道整備・掘削基地造成        △－－△

　　構造試錐掘削         △－－－－－－－－－△

2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備2013年度掘削調査（第2工区）準備

　　測量/立木調査（許認可取得準備） 　　　 △－－－－－－－－△

　　作業道整備・掘削基地造成 （2013年度予定）

温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）

　　泉温・湧出量・化学成分測定 △ △ （以降 継続）

２．前回協議内容（2012年7月20日）

協議案件協議案件協議案件協議案件

その他事項その他事項その他事項その他事項

協議案件につきご同意いただき、その他事項につきご説明協議案件につきご同意いただき、その他事項につきご説明協議案件につきご同意いただき、その他事項につきご説明協議案件につきご同意いただき、その他事項につきご説明



�2012201220122012年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査年度掘削調査（（（（OYEOYEOYEOYE----1111号）号）号）号）

・準備作業（既設鳳林道・作業道整備、掘削基地造成）

・構造試錐 １坑掘削（OYE-1号井：2,000m級傾斜井）

⇒ 今年度掘削できない場合、2013年度にOYE-1号、OYE-2号の２坑を掘削する。

�2013201320132013年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備年度掘削調査準備（（（（OYEOYEOYEOYE----2222号）号）号）号）

・測量/立木調査

�温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング温泉モニタリング

・市有泉、自然湧出泉におけるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
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（OYE-2号井：次回協議会にてご説明予定）

３．協議会後の調査・工事進捗状況

協議案件協議案件協議案件協議案件

その他事項その他事項その他事項その他事項

・鳳林道整備完了（①）、他は延期

・完了（②）

・温泉モニタリング：2012年10月より継続実施中

・MS-1,2,3号廻り 安全対策工事（③）

・2013年度に延期

項　　　目 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

2012年度掘削調査（OYE-1号）2012年度掘削調査（OYE-1号）2012年度掘削調査（OYE-1号）2012年度掘削調査（OYE-1号）

　　 測量/立木調査（許認可取得準備） 　　　△－－－－△

　①既設鳳林道整備 △－－－－－－△

　　 作業道整備・掘削基地造成 （2013年度予定）

　　 構造試錐掘削 （2013年度予定）

2013年度掘削調査（OYE-2号）準備2013年度掘削調査（OYE-2号）準備2013年度掘削調査（OYE-2号）準備2013年度掘削調査（OYE-2号）準備

　②測量/立木調査 　　△－－－－－－△

　　 作業道整備・掘削基地造成 （2013年度予定）

温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）温泉モニタリング（四半期毎実施）

　③安全対策工事・モニタリング △ △       △



5

工事における環境・景観配慮

齋藤教授指摘事項齋藤教授指摘事項齋藤教授指摘事項齋藤教授指摘事項 事業者対策（実施予定）事業者対策（実施予定）事業者対策（実施予定）事業者対策（実施予定）

OYE-１ 作業道路敷：眺望の効く２次尾根上

掘削敷地 ：２次尾根奥の窪地

� 地形の特長を考慮して眺望景観

配慮

� 尾根上のｶﾗﾏﾂを数m幅残してｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄとし、

国道398号、県道282号からの眺望景観保全

� 掘削敷地盛土を少なくして、現地形の窪地を

維持、掘削櫓による景観阻害を軽減

OYE-2 � 県道51号及び木地山ｷｬﾝﾌﾟ場か

ら敷地周辺が見えるため、法面

の景観対策が必要

� 掘削櫓等の設備は目立たない色

彩、光を反射しないなどの対策

� 一方、仰景観となるため敷地自

体は見えない。

� 掘削敷地は、現地形を乱さない形状に設計

� 敷地周囲に数m高さの目隠し用フェンス設置。

フェンス素材について、間伐材や木材テクス

チャ等の利用を検討

� 切土法面は植生基材吹付工法

法面総延長約４００m、最大高7m弱と長大で

あるため、一様な景観とならぬよう施工配慮

� 盛土法面は植生マット工法

� 法尻に木柵を設置して、景観阻害を軽減する

とともに、土砂流出を防止。

木柵の材料・デザインについてスギ間伐材の

利用などを検討

� 掘削櫓は茶系色に塗色

齋藤馨教授（東京大学新領域創成科学研究科教授）

の現地視察（ 2012/10/31 ）及びご指導を受けて対策

（その他の環境・景観配慮）

県自然保護課殿ご指導に基づき、

①ナチュロック（積ブロック）を擁壁材として採用・施工済（鳳林道）

②郷土種以外の木草本混入防止のため、法面保護工はいずれも「種子なし」とする

MS-1,2,3に対する安全対策を実施

③坑井周囲にフェンスを設置



ＯＹＥ－１掘削敷地の眺望景観にかかる配慮（計画）

作

業

道

起

点

作

業

道

終

点

掘

削

敷

地

国道国道国道国道398398398398号「栗駒大湯トンネル」出口付近からの眺望号「栗駒大湯トンネル」出口付近からの眺望号「栗駒大湯トンネル」出口付近からの眺望号「栗駒大湯トンネル」出口付近からの眺望

6

ｸﾞﾘｰﾝ

ﾍﾞﾙﾄ

掘削敷地

左下の写真左下の写真左下の写真左下の写真

左上の写真左上の写真左上の写真左上の写真

A

A’

A A’
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ＯＹＥ－２掘削敷地の眺望景観にかかる配慮（計画）

至

小

安

沢

林

道

資材置場

予定敷地

木柵工木柵工木柵工木柵工

木柵工木柵工木柵工木柵工

木柵工木柵工木柵工木柵工

OYE-2掘削

予定敷地

作業道新設予定作業道新設予定作業道新設予定作業道新設予定

延長延長延長延長 530.30m

2012年秋に測量調査を実施し、下図のような設計とした。

木柵工木柵工木柵工木柵工

現地形を乱さないよう地形現地形を乱さないよう地形現地形を乱さないよう地形現地形を乱さないよう地形

に沿った敷地形状にして、に沿った敷地形状にして、に沿った敷地形状にして、に沿った敷地形状にして、

法尻に木柵設置法尻に木柵設置法尻に木柵設置法尻に木柵設置

盛土の土砂流出防止のため、法尻盛土の土砂流出防止のため、法尻盛土の土砂流出防止のため、法尻盛土の土砂流出防止のため、法尻

に木柵を設置。これにより、県道に木柵を設置。これにより、県道に木柵を設置。これにより、県道に木柵を設置。これにより、県道51
号及び木地山キャンプ場からの眺号及び木地山キャンプ場からの眺号及び木地山キャンプ場からの眺号及び木地山キャンプ場からの眺

望景観（仰景観）阻害を軽減望景観（仰景観）阻害を軽減望景観（仰景観）阻害を軽減望景観（仰景観）阻害を軽減

（木柵の材料・デザイン検討実施）（木柵の材料・デザイン検討実施）（木柵の材料・デザイン検討実施）（木柵の材料・デザイン検討実施）

切土法面が長大とな切土法面が長大とな切土法面が長大とな切土法面が長大とな

るため法面が一様なるため法面が一様なるため法面が一様なるため法面が一様な

景観とならないよう配景観とならないよう配景観とならないよう配景観とならないよう配

慮する慮する慮する慮する

（施工方法検討実施）（施工方法検討実施）（施工方法検討実施）（施工方法検討実施）

標高低く、県道及び

キャンプ場から視認

されない

木柵工の設計及び施工事例（カタログより引用）
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その他の環境・景観配慮 ①鳳林道整備でナチュロック採用（施工済）

第３補修個所 完成写真（側面より撮影）

第１補修個所第１補修個所第１補修個所第１補修個所

T-2

鳳

林

道

鳳林道入口

４箇所で法面・擁壁の補修・新設、

横断側溝設置を実施した。

第３補修個所

第２補修箇所第２補修箇所第２補修箇所第２補修箇所

第４補修箇所第４補修箇所第４補修箇所第４補修箇所

（日本ナチュロック㈱パンフレット）
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種子なし植生マット

植生マットによる緑化の概要

（飛来種子の定着＋地山残存種子・根系⇒発芽・発育⇒周辺植生の再生）

『飛来ステーション』施工事例 （㈱建設物価ｻｰﾋﾞｽ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより引用）

その他の環境・景観配慮 ②郷土種以外の種子混入防止（計画）



フェンス設置状況（茶色）安全対策工事（フェンス設置）

N17-MS-2（中央：水位観測井）

10

その他の環境・景観配慮 ③ MS-1,2,3廻り安全対策（施工済）
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2012年度：10/5,11/28実施済、1/末 予定

2013年度：5,8,11,(2014年）1月 予定

モニタリング対象泉及び測定・分析項目

貯留形態

名称 村－４ 村－２ 大噴湯 大湯 T-2 N16-MS-2

湧出タイプ 掘削自噴 掘削自噴 自然湧出 自然湧出 掘削自噴 掘削自噴

掘削長（m） 200 330 － － 1,150 1,500

現況 噴出中 噴出中 湧出中 湧出中 噴出中 休止中

湧出量 △ － △ ○ △ －

泉温,pH,電気伝導度,全蒸発残留物

陽イオン：Na,K,Ca,Mg　 －

陰イオン：Cl,SO
4
,HCO

3
,CO

3

水位 － － － － － ○

モニタリング対象泉

温泉帯水層 地熱貯留層

測定項目 成分等 同　　左

区　　　分

前回協議会説明（2012年7/20）

今回協議会説明（2013年1/23）

（６地点８個所）

A B A B

掘削・自噴 掘削・ｴｱﾘﾌﾄ 自然湧出 自然湧出 自然湧出 自然湧出 掘削・自噴 掘削・自噴

330 200 － － － － 1,150 1,500

噴出中 噴出中 湧出中 湧出中 湧出中 湧出中 噴出中 休止中

湧出量 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

泉温・pH・電気伝導度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

全蒸発残留物・SiO
2

○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

Na,K,Ca,Mg　

Cl,SO
4
,HCO

3
,CO

3

水位 － － － － ○ ○ － ○

○ ○ ○ － ○○○

大噴湯 大湯

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　対　象　泉

温　泉　帯　水　層 地熱貯留層

－

村－２ 村－４ T-2 N17-MS-2

測

定

項

目

区　　　　分

貯留形態

名　　　　称

湧出タイプ

掘削長（m）

現　　　　況



温泉モニタリング結果（大噴湯 A,B）
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大噴湯 A 大噴湯 B

2004,05年度

NEDO調査

2010年度

MS-1噴気調査

共同調査 共同調査

2004,05年度

NEDO調査

2010年度

MS-1噴気調査



温泉モニタリング結果（村-2、村-4）
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村-2 村-4

2004,05年度

NEDO調査

2010年度

MS-1噴気調査

共同調査 共同調査

2004,05年度

NEDO調査

2010年度

MS-1噴気調査



温泉モニタリング結果（T-2、N17-MS-2）
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T-2 N17-MS-2

既存調査結果（水位）

�-53.0m

2005年10月4日 終掘・ﾎﾟﾝﾌﾟ停止後 69日

�-102.0m

2005年7月23日 終掘・ﾎﾟﾝﾌﾟ停止後 4.5時間

（出典：NEDO 平成17年度 地熱開発促進調査 皆瀬地域）

現地調査結果

調査年月日

水位

(m)

1 2012/10/5 --- (--- ) --- 

2 2012/11/28 晴れ (雪) -45.4

3

調

査

年

度

調

査

回

数

天候 (前日)

平

成

24

年

度

水位測定結果

水位：GL基準の値

2004,05年度

NEDO調査

2010年度

MS-1噴気調査

共同調査



協議案件

2013年度構造試錐井 OYE-2号 掘削調査

実施の同意について

15



�2013201320132013年度年度年度年度構造試錐井構造試錐井構造試錐井構造試錐井 OYEOYEOYEOYE----2222号号号号 掘削調査の実施掘削調査の実施掘削調査の実施掘削調査の実施

・目的 地質構造・地下温度・透水性を調べるために、

構造試錐井を掘削する。

・掘削諸元 2,000m級傾斜井

・付帯工事 小安沢林道整備工事 / 掘削敷地造成工事

16

５．協議案件



栗駒国定公園外 栗駒国定公園外

休止井休止井休止井休止井

噴出井噴出井噴出井噴出井

鳳林道

A

B

D

C

2013年度 構造試錐井 OYE-1,2号 掘削ﾀｰｹﾞｯﾄ

17



６．説明事項
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�2014201420142014年度年度年度年度構造試錐井掘削準備構造試錐井掘削準備構造試錐井掘削準備構造試錐井掘削準備

・目的 2014年度に予定している構造試井掘削の準備

として、許認可取得のために以下の調査を行う。

・調査内容 測量 / 設計 / 立木調査

（掘削については、次回協議会にてご説明予定）

�気象庁地震データ収集気象庁地震データ収集気象庁地震データ収集気象庁地震データ収集

・目的 環境調査の一環として地震データを収集する。

・収集資料 気象庁地震月報により、1997年以降の発生地震

データ

（発生日/時刻、震源位置、深さ、ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）



10 km

湯沢市

大湯温泉

東成瀬村

調査範囲

上の岱地熱発電所

栗駒国定公園

小安峡温泉

鬼首地熱発電所

栗駒山

高松岳

秋田県

岩手県

宮城県

山形県

小安地域

19

気象庁地震データ収集予定範囲

地震データ収集予定範囲（蝸牛山を中心とした半径10km）

説明事項



今後の調査スケジュール（案）
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11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月

2013年度構造試錐井掘削（OYE-1）2013年度構造試錐井掘削（OYE-1）2013年度構造試錐井掘削（OYE-1）2013年度構造試錐井掘削（OYE-1）

　・既設 鳳林道整備 -------▲

　・作業道/敷地整備・掘削（土石の採取） 　　　△申請 △許可

　・作業道/掘削敷地造成（保安林内作業） 　　同意△許可△貸付△ △--工事--△

　・構造試錐井掘削（OYE-1）　  　△搬入/掘削--------------△

　・温泉モニタリング 　　　▲ 　　　△     　△ △ 　　△

2013年度構造試錐井掘削（OYE-2）2013年度構造試錐井掘削（OYE-2）2013年度構造試錐井掘削（OYE-2）2013年度構造試錐井掘削（OYE-2）

　・説明会/協議会 　　　地元説明△　　　地元説明△　　　地元説明△　　　地元説明△△協議会△協議会△協議会△協議会

　・小安沢林道/敷地整備・掘削（土石の採取） 　　　△申請 △許可

　・作業道/掘削敷地造成（保安林内作業） 　　同意△許可△貸付△ △--工事--△

　・構造試錐井掘削（OYE-2）　　  　△搬入/掘削--------------△

2014年度構造試錐掘削　準備2014年度構造試錐掘削　準備2014年度構造試錐掘削　準備2014年度構造試錐掘削　準備

　・測量/設計/立木調査（鳳林道奥）     △測量△設計△立木調査△

小小小小

　　　　

安安安安

　　　　

地地地地

　　　　

域域域域

項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目項　　　　　目

2012年度2012年度2012年度2012年度 2013年度2013年度2013年度2013年度

以 上



構造試錐井ケーシングプログラム（傾斜井）
参考資料

OYE-1号井 OYE-2号井



1 

 

湯沢市小安地域地熱資源活用協議会 議事録 

 

（協議案件）構造試錐井ＯＹＥ－２号井の掘削について 

 

○松葉谷会長 事業者から、本日の案件「ＯＹＥ－２号井の掘削調査につい

て」と調査計画全般について説明いただきましたが、ご意

見、質問等あればお願いします。 

○佐藤委員 ＯＹＥ－２号井の掘削はいつ頃から計画していたのか。ま

た、この井戸も発電用の井戸と考えているのか。 

○事業者 一昨年に地表調査を行った結果から、４ヶ所での掘削計画を

立てており、２号井はそのうちの１ヶ所を調査するため掘削

することとしている。 

この井戸は、地下構造を解析するための小口径の井戸であ

り、発電用の井戸ではない。将来的には、モニタリング井と

して残しておく予定となっている。 

○佐々木副会長 ＯＹＥ－１号井の工事が平成２５年度に繰越となったのは補

助金の関係からのようだが、２号井でも同様のことが起こる

可能性があるか。 

○事業者 国の予算成立の時期が大幅に遅延すれば、起こる可能性があ

る。できるだけ早く予算が成立してほしい。 

○伊藤多郎兵衛委員 先日の日本経済新聞に、秋田県の国定公園内において地熱発

電所がすぐ完成するようなニュアンスの記事が一面に載っ

た。国内外の新聞記者や大学の先生が見え、いろいろ取材を

受けた。新聞記者の方の話では、現在の小安の地熱発電所建

設計画は、すぐ完成する計画ではないとのことだった。新聞

記事を見たお客さんから「小安温泉で地熱発電所が建設され

ても、温泉への影響は大丈夫か」といった声がたくさん届い

た。記事には、発電所ができれば、温泉業者でもたくさんの

補助金が活用できると記載されていた。 

また、大学の先生が２人見えられて教えていただいたが、地

元が発電所建設に賛成した場合、地元に対してメリットがあ

るのかどうか、事業者に伺っているか聞かれた。加えて、今

すぐということではないが、早い段階から大噴湯が止まった

場合の対応について、協議会の場で念書を交わしておくべき
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ではないかと指摘された。問題が起きてからでは遅いとの指

摘があった。 

○事業者 日本経済新聞の記事は、正確さを欠く記事と思った。発電所

ができるまでは１０年程度はかかる計画であり、まだまだ初

期段階の調査と考えている。 

事業者としては、地域の方々との共存共栄が、発電所建設の

条件と思っている。地域へのメリットとしては、地域の方々

からの要望等をお聞きし、湯沢市とも協力して取り組んでい

きたい。 

○伊藤多郎兵衛委員 旅館業を営む者としては、大噴湯が止まることへの不安が大

きい。 

○事業者 大噴湯は地元の宝であり、温泉も含めて、影響を与える開発

は考えていない。温泉モニタリングを継続し、温泉等に変動

があれば、湯沢市や地元と対策しながら進めていきたい。 

○伊藤三男委員 地震データを収集するようだが、地熱発電と地震は密接な関

係があるのか。岩手・宮城内陸地震後、大噴湯の噴出量がし

ばらく変化したが、地熱発電と地震はどのような関連性があ

るのか。 

○事業者 地熱発電が地震を誘発したような事例は聞いてない。国内で

は、東日本大震災等大きな地震が発生しているため、小安地

域でどのような地震が起っているか、データを収集すること

が目的です。 

○佐藤委員 現段階ではモニタリングしながら、温泉への影響の有無を調

査していくことになると思うが、クリーンエネルギーとして

の地熱発電の導入は大事なことと思う。 

前回の協議会では、１号井の掘削による影響はないだろうと

の結論が出ている。私の立場からは、少しでも地域にメリッ

トがあるような計画、地域との共存共栄に期待し、成功に向

けて進めてほしい。 

発電所完成までは、少なくても１０年程度はかかるか。 

○事業者 発電所の規模によります。小規模であれば比較的早いが、規

模が大きいと環境アセスメントの期間もある。 

○松葉谷会長 おおまかな計画では、今後２年間は構造試錐井による調査を

し、事業者が先に進めると判断すれば、次に実際に蒸気を出
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すことができる井戸を掘削する。規模にもよるが、使える井

戸が数本から１０本ぐらいは必要になる。どのくらい集中し

て掘削するかにもよるが、通常は１年に３本ぐらい掘削する

のが限度で、全部掘削するのに３、４年はかかる。 

また、環境アセスメントに３、４年ぐらいかかり、発電所建

設に２年と計算すると、やはり１０年ぐらいはかかる。 

この間、事業者や地元の考え等、難しい判断も出てくるかも

しれないが、話合いを進めていくことになる。 

○伊藤多郎兵衛委員 上の岱地熱発電所では、平成２３年度末に新しい井戸を掘削

したようです。小安温泉では、７年に１回は井戸を掃除して

使っている。小安に地熱発電所が完成後、何年かすれば新し

い生産井が必要になると思う。 

○松葉谷会長 生産井として使用し続けると、蒸気が出にくくなる。その原

因は地熱水が無くなったと判断するか、井戸の目詰まりで出

なくなったのか、判断が分かれる。井戸の中は掃除できる

が、井戸の回りの目詰まりは掃除できないので、新しい井戸

を掘削するしかない。発電所の場所によって、井戸の寿命に

差がある。上の岱地熱発電所は井戸に余裕があったが、一昨

年、どうしても蒸気が足りなくなり、補充井を掘削した。 

発電所では発電する出力が決まっているので、蒸気が足りな

くなれば新しい井戸を掘るしなかい。上の岱地熱発電所は運

転開始後１８年程経過するが、３本目の補充井の掘削になっ

た。比較的井戸の寿命が長い発電所と言える。 

正直に言って、小安に地熱発電所を造ったら、大噴湯等にど

のような影響が出るかはわからないが、皆瀬川沿いには、大

湯と大噴湯の間に鳥谷の地熱井があり、鳥谷の地熱井の掘削

によって大湯と大噴湯に影響は出ていない。ある程度距離が

離れると、影響は出ていない。 

今回の掘削計画は、皆瀬川から西側に位置しており、これが

皆瀬川沿いに並んでいる温泉にどのような影響があるのかど

うか、学術的にはいろいろな考え方があると思う。国内の地

熱発電所で似たような位置関係で掘削された事例があるが、

今のところは影響があるかわかっていない。 

去年、地熱学会を湯沢市で開催した際、ニュージーランドで
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の地熱水の権利に関する先住民との争いについて、法律で国

の権利とされた事例が挙げられた。日本の温泉法の解釈で

は、以前は個人の権利だったが、裁判所の考えは公的なもの

としている。依然としてはっきりしていない。とにかく法律

が縦割りなので、判断は難しい。 

委員の方が温泉等への影響を不安に思われるのはよくわかる

が、影響が出た場合の対応は、開発に巨額の投資をすること

から、国で対応してくれるのかどうか難しい問題だと思う。 

○佐藤委員 前回の協議会でも、全国的にも地熱発電所による温泉への影

響の事例はないとのことだった。地熱発電所が地域活性化に

結びつくことを期待している。 

○松葉谷会長 この協議会で２号井掘削について同意を得られれば、来年度

は２本同時に掘削することになるか。１つの櫓を順次使用す

るのか。 

○事業者 スケジュールの関係から、２本同時に掘削します。２ヶ所で

櫓を組むことになります。 

○松葉谷会長 それでは、本日の協議案件について、まとめてよろしいでし

ょうか。みなさん同意するということでよろしいでしょう

か。 

○委員 異議なし。 

○事業者 ご協議ありがとうございました。 
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