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地下深部の地下水・温泉の問題点 

西 村  進* 

 

１．はじめに 

地下深部での温泉・地下水の胚胎の状況につい

て述べ、その問題点を探る。工業用水として、深

部地下水を非常に多く汲み出し使用した時期があ

った。そのため地盤沈下が進み、深部地下水の使

用が都市下では禁止された経緯がある。滋賀県な

どの深部地下水の使用の規制のないところでは、

工業用水として深部地下水が利用されているとこ

ろがある。しかし、地下水汚染の問題が生じてい

る。この十数年ほどの間には、温泉として深部地

下水の利用がなされてきて、干渉の問題から種々

の実質上の規制がされてきている。 

筆者は近畿地方での温泉・地下水の探査、掘削

指導を多く手がけてきた。近畿地方の地質の特徴

は、大阪湾周辺や琵琶湖周辺などの平野を除き、

殆どの地域が地下浅くから岩盤になるところが多

いことである。また、近畿地方は新しい火山活動

のないところであり、温泉は地温勾配による温度

上昇を利用して、地下深部（700m～1,300m)の掘削

により、厚い堆積物中の地下水を汲み上げ、また、

岩盤中の断層・亀裂の被圧裂カ水を掘削し、汲み

上げて温泉法に適合する温泉源を得ている。その

ため再び深部地下水の問題が生じてきている。こ

の総論では深部の地下水や温泉の問題点をまとめ

ることとする。 

 

２．地下水・温泉の分類 

 地下水と温泉は、現状では温泉法に適合するか

しないかで区別されている。しかし、胚胎に関す

る議論は同様に取り扱える。 

 地下水・温泉を分類すると、堆積物中の地下水

は、比較的浅部の ①伏流水と、深部の②被圧地

下水に分けられ、岩盤の中の地下水は③被圧しな

い地層中や断層亀裂に停滞している裂カ水と、④

被圧裂カ水に分類できる。 

 温泉法によると、「温泉とは地中から湧出する温

水、鉱水および水蒸気その他のガス（炭化水素を

主成分とする天然ガスを除く）で、別表に掲げる

温度（25℃以上）または物質を有するもの」であ

る。別表には、規定されている成分とその規定量

が表示されている。 

 堆積物中の地下水は、多くの調査・研究がなさ

れ、種々の量的検討法がまとめられている（山本, 

1972)1）。例えば、井戸の揚水試験が的確におこな

われ、限界揚水量や適正揚水量が求められる。最

近ヒットアンドペイ方式で掘削し、揚水された温

度と量とで工事価格を決めることがあり、非常に

深い深度に特殊なポンプを挿入することがあるが、

これはメンテナンスも困難であり、維持していく

にも大変である。動水位の深さで制限している韓

国の温泉法が非常に合理的であるように思われる

(佐藤、2003)2) 。 

 “あなたの庭にも温泉が出る”などの著書がで

たりして、一般の人だけでなく、一部の業者でも

そのように考えていることが多い。これは非常な

誤りであり、正しい知識を持ち適切な調査が必要

である。 

 

３．深部地下水・温泉の探査 

 地下水・温泉の探査は、まず広域に地表地質・

地質構造踏査や湧水調査を実施して、候補地を狭

めていく。このときに施主の希望を検討すること

は勿論であるが、出来る限り可能性について、施

主に進言する必要がある。探査の段階に応じて、

探査方法などを選び、掘削地、方法を決めていく

のが良い。Fig.1 に調査の手順を示す。 
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Fig. 1 地下水・温泉調査のフロー 

 

依頼を受けたとき、あらかじめ施主の希望を聞

くが、そのために広い範囲からその希望の可能性

を検討する必要がある。そのためには文献調査が

必要である。特に地下水、温泉の探査では、地表

地質、既存の井戸・温泉の文献（出版物だけでな

く、大学の論文類や既になされた調査報告書に参

考になるものが多い）、言い伝え、地名なども調べ

る。 

 リニアメント解析は、航空写真、地形図などか

ら、線構造(リニアメント)を読み取る。これらを

もとに、候補地を中心とした広域に地表地質、地

質構造、湧水・井戸水の電気伝導度、pH、水温、

一部の簡易分析などの踏査を行い、候補地を絞っ

ていく。 

 その結果をもとに、候補地を含めた比較的広い

範囲に放射能探査を実施する（西村・桂、1999）3)。放

射能探査では亀裂・断層など地表近くの破砕部を

探す。堆積物が厚い地下水調査では基盤の形状を

知るために、比較的広い範囲に重力探査を実施し

ている。 

 この結果をもとに更に候補地をしぼり、地下の

電気比抵抗構造を調べる。以前は比抵抗法で探査

していたが、長い測線が必要であるので、現在で

は電磁探査(ＣＳＡＭＴ)を実施している(Mogi et 

al., 1991)4)。数十メートルの深度の探査として

は精密電気探査を実施している(茂木・西村、

1984)5)。 

 これらの結果を総合的に検討し、施主と折衝を

行い、候補地を選定する。さらに、詳細な調査が

必要なときは試掘を行い候補地を決定する。 

 

４．厚い堆積物中の深い部分の地下水を汲み上

げる場合 

 厚い堆積物が堆積する堆積盆で地下水を得るた

めの掘削を行ったり、地温勾配を利用し深部の地

下水を掘削により汲み上げて、火山性などの熱源

のないところで温泉が得られている。古くは三重

県桑名郡長島町の長島温泉、東京都東京温泉がこ

れにあたり、現在は多くの深部掘削泉がある。そ

の地下水の胚胎している状況を、Fig.２に示す。

深部ほど被圧する傾向があるが、一般に岩盤中よ

り被圧は低い。また、通常広く地下水が存在し、

透水係数も岩盤中とは比べようもなく大きい。 

Fig. 2 厚い堆積物中の地下水・温泉 
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地下水の利用は古くから多くの調査・研究がな

されて、種々の量的検討法も確立されている。 

すなわち、井戸の揚水試験が的確にでき、限界揚

水量や、適正揚水量が求められる（山本,1972）1)。

近くに同様な井戸があって、揚水すると干渉が生

じることがあり、箱根では深い井戸の場合はその

干渉域が 1,000ｍ程度(大山,2005)6)あるとされる。

大阪でも 800m程度と推定されている。このような

堆積盆で温泉を得るには、通常、700ｍ以上の掘削

が必要である。このような地下水は、海水面より

深く、停滞していて嫌気性であることが多い。そ

の場合炭質物を胚胎していることが多く、水溶性

メタンがメタン生成菌により生じている。炭酸水

素イオンを含む場合は、塩素滅菌のための塩素を

加えると、発がん性物質を生じる恐れがあるので、

滅菌方法を適正にする必要がある。また、工業用

水を地下水に頼っていたときに地盤沈下をもたら

したのと同じ現象が起きないように、揚水量も制

限する必要がある。 

Fig.3 石油・天然ガス・化石海水の胚

Fig.4 岩盤中の地下水・温泉 

 

５．第三紀層の石油・天然ガスに共存する塩水の

ような停滞水を汲み上げる場合 

 石油・天然ガスの下部には化石海水などの停滞

水が胚胎する(Fig.3）。北海道や東北地方の日本海

側では、このような地下水を汲み上げて温泉とし

て利用されている。この場合の探査は石油・天然

ガスの探査と同じく、地質調査、重力調査、地震

探査が有効である。ただし、石油・天然ガスが混

じらないように掘削地点を決める必要がある。 

 

 

 

また、海水を閉じ込めている場合も多く、塩分が

強く掘削終了時にその利用に注意する必要がある。

また、このような地下水は量的に限られている場

合が多いので揚水試験がそのままいつまでもあて

はまることがなく、注意する必要がある。  

 

６. 岩盤中の亀裂・断層中の被圧裂カ水を汲み上

げる場合 

 岩盤中の地下水は、Fig.４に模式的に示すよう

に、岩盤の中の断層・亀裂に水位の異なるところ

を、連通管のように、胚胎するとして推定できる。 

 

 

ただその管の中にはなんらかの粘土や岩石の破砕

物があり、通り易さ「透水係数」がどれも異なる。

それで、岩盤中の地下水は、掘削井それぞれに個

性があり、種々の量的検討が難しい。揚水試験も

簡単に結論が出せないことが多い(西村,2001a)7）。

適正揚水量は結果的に見て、掘削後洗浄などを的

確にして予備揚水を長くし、水質が安定してから、

72 時間以上の連続揚水で動水位が変わらない状

態を見出し、それをほぼ限界揚湯量とすることが

良い。 

 

７. 岩盤中の特殊な温泉 

 岩盤中の温度勾配は所により異なる(Furukawa 

et al., 1998)8）。とくに、火山の近くはマグマな

どの高温のものに温められて、地温勾配が高く、

浅くて温泉が得られる。高温物質の量やその貫入

の時代により、影響が異なるが、核燃料サイクル

開発機構の第二次レポート(1999)9)によると、火

山の噴火中心から、15～20km以内にこのような温

泉がみられる。その他の地域は、深部にまで掘削

し、地温勾配を利用した温泉である。この他、近
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畿地方や四国地方の外帯側（殆どは中央構造線よ

り海洋側であるが、有馬温泉は内陸側にあるこの

種の温泉である）には、限られた場所に高温の温

泉の湧出が見られる(西村, 2000a,b; 2001a, 

b)10,11,12,7）。これらの多くの温泉水は、3He/4He比

が高い。これは、マントルの関与があることを示

している(Sano and Wakita, 1983)3)。その湧出場

所は付加体のほぼ東西方向の構造に垂直な比較的

短い南北方向(フィリピン海プレートの沈み込む

方向)の断層・亀裂からであり、とくにこの南北の

方向に貫入した火成岩の縁に伴うことが多い。要

するに地殻深くの破砕部から湧出していることが

多いことを示している(西村, 2000a,b;10,11) 2001; 

新エネルギー・産業技術総合開発機構, 1996)14）。 

 この現象は、沈み込みのスラブが脱水し、マン

トルの高温部を通る場合には、マントルの高音部

の融点を下げる。その結果、マントルは部分溶融

し、マグマをつくる。しかし、マントルの低温部

では、臨界点以上の水がマントルの中のHe3を含み

地殻上部に上昇し、雨水に希釈されて湧出して、

温泉が生成すると推定している(Fig.5 (Tatsumi, 

1989;16) 巽, 1996)17)。 

Fig.6 沈み込み帯の海洋性地殻のスラブに伴う

脱水(黒い矢印)マントルへの脱水。 

 

 

この脱水の現象は、中央海嶺の玄武岩（MORB)の高

温・高圧実験でも認められている(Fig.６)(岡本ら, 

1997)14)。 

 

 

一方、日本海側に湯村温泉、城崎温泉など浅い

掘削で高温の温泉が得られているが、丹後半島よ

り西部では、地温勾配が高い。これらは、日本海

ができたとき(20～14Ma)の影響が残って、西南本

州弧では特異な引っ張りの場となっていて、掘削

で高温泉が多く得られている。 

 

８．掘削 

 調査のための掘削では全岩芯掘削をし、岩芯の

観察・試験がなされることが多い。検層（温度、

電気比抵抗、時には他の種々の物理検層）、揚水試

験、水質分析がなされて、本掘削の場所、掘削方

法や深度の検討がなされる。 

 地下水井・温泉の掘削は、殆どトリコン掘削で、

時には、一部コア採取がされる。その流れを Fig.

７に示す。トリコン工法によると、工事途中の地

質、断層・亀裂、被圧地下水の存在の確認が難し

く、日報・スライムの鑑定に頼らざるを得ない。

掘削の途中で必要な深度で検層（温度、電気比抵

抗）を行い、最終掘削深度を決定し、最終掘削深

度に達したならば、検層を行い、ストレーナ(スリ

ット)位置の決定を行なう。掘削終了後は洗浄など

Fig.5 沈み込み帯のスラブからの脱

水を黒丸の中の数字(％)で

示している(岡本他、199715)
P
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を行い、予備揚水を行なって、ポンプ位置を決め、

適正揚水量のための揚水試験を行なう。揚水試験

には深い井戸や岩盤中の井戸では種々の問題があ

るので、次の項でまとめる。揚水試験などで使用

量に応じたポンプの選定、ポンプ位置の決定を行

い、使用揚水量で汲み上げて、飲用適・不適の決

定のための分析や温泉中分析を受ける。 

Fig.8 不圧地下水の揚水 

 

９．揚水試験(適正揚水量の決定) 

 深井戸を掘削し、深いところに部分的にストレ

ーナ（スリット）をあけ、深部から採水すること

がなされている。この場合の適正揚水量が通常の

揚水試験では決まらず、揚水試験結果から限界揚

水量・適正揚水量などを解釈する際に問題が生じ

てきている。また、揚水途中で減量したりするこ

とも多い。その例をあげながら、どのように解決

すべきかを考えたい。 

 大深度の掘削により得られている地下水や温泉

源は、厚く若い固結していない地層の中の深層地

下水と岩盤の中の断層・亀裂に胚胎する被圧裂カ

水とがある。前者は Fig.8 のような地下水の胚胎

状況で、大部分は不圧地下水として扱えるので、

今までの揚水テストを適用することができる。 

 

掘 削 開

検層 

最終掘削深度決

検層 

ストレーナの位置決定 

揚湯テスト 

適正揚湯量決定

温泉中分析 

利用法検討 

 

 

後者は岩盤の断層・亀裂に胚胎する被圧裂カ水

を採水することになり、採水する断層・亀裂の深

さ(ストレーナ位置)、幅、透水係数に関係する。

不圧地下水の揚水テストはそのままでは当てはま

らない。しかし、他に有効な手法が確立していな

いので不圧地下水の揚水試験を適用しているがそ

の結果には吟味が必要となる。 

 (ⅰ) 静水位(自然水位)と動水位(揚水水位) 

 水位とは井戸や掘削孔内の水面の位置で、通常

地面（G.L）または定点を定めてそれからの深さで

示すことが多い。不圧水の水位は地下水面そのも

のを示すが、被圧地下水の場合は水圧の大きさ(被

圧水頭)を示す。水位・被圧水頭は流動している、

あるいは流動しうる地下水のポテンシャルを示す。 

Fig.7 推奨される掘削途中の流れ

自然の状態における水位を静水位(自然水位)と

云い、揚水中における水位は動水位(揚水水位)と

云う。動水位は静水位に対して人為的水位である。

しかし、静水位と云えども他の井戸による人為的

な影響が加わっている場合がある。 

 水位の変化は不圧地下水と被圧地下水とでは非

常に異なっている。不圧地下水の水位の変化は地

下水の絶対量の増減を意味するが、被圧地下水の

動水位の変化は必ずしも一義的に地下水の絶対量

の増減を意味しない。海岸に近い深井戸は静水位

が潮汐に応じて変化することが多く、気圧の変化

に応じて変化しても、水量の増減とは関係がない。

また、自噴しても、必ず多量の地下水が汲めると

は限らない。 

 水位は単に汲み上げ量と関連するだけでなく、

次のような水理学的要素に関係を持つ。 
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すなわち、①比湧出量、②井戸効率、③適正揚水

量(限界揚水量)、④水位の予測、である。 

 

(ⅱ) 揚水量と水位低下 

 井戸は特殊な自噴井を除き水位を下げなければ

汲めない。ある量で揚水を続けると井戸の水位は

次第に低下していく。水位低下は初め大きく、次

第に小さくなる。この変化は不圧地下水と被圧地

下水では異なっていて、不圧地下水では速やかに

平衡状態に達するようだが、被圧地下水ではゆる

やかに低下していく。これらの検討は山本(1962；

1972)18,１)に詳しい。 

井戸における理論的水位降下量はタイスの平衡

式から、被圧地下水では 

S=Q/4π・T・W (u)……(1) 
ここで、揚水量を Q、透水量係数を T、井戸関数

を W（u）とする。実用上、平衡状態が成立する

と、式は 

S=Q/2π・T・ln (R/r)……(2) 
ここで、R の外は動水勾配がゼロで、井戸の中心

からの距離をｒとする。実在する井戸の水位降下

量に理論的に誘導された水位降下量に井戸および

その周辺における損失水頭を加えたもので、 

S=Q/2π・T・In (R/rw) + CQn……(3) 
と表すことができる。ここに、rwは井戸の口径、

Cは井戸の損失水頭に関する係数はCQｎ(井戸ロ

ス)で井戸の口径・構造・状態などにより異なる。

今この式で 

B= ln (R/rw) / 2π・T 
とすれば、B は主として帯水層の水質損失に関す

る係数、帯水層ロスとなる。 

 これから、 

Sｗ= BQ + CQn……(4) 
 

全水位降下（Sｗ）は水理学的に分析すると次式(5)

およびFig4 に示すようになる。 

Sｗ=M－N + st +sf ……(5) 
ここに、 
M：スクリーン内部(rn)と影響圏の極限(rc)との

間における水頭損失で層流に対する対数分布を示

す。 

N：層・乱流の限界(rt)とスクリーン内部(rn)との

間における水頭損失で、層流に対する水頭は対数

分布を示す。 

st：層・乱流の境界(rt)とスクリーン内部(rn)との

間における乱流による水頭損失。 

Sf：ケーシングの中を上昇するために生ずる井戸

内部の水頭損失。 

 

(ⅲ) 比湧出量 

 井戸の湧水能力を比較するために比湧出量で表

すことがある。これは単位水位降下当たりの揚水

量(m3/d/m)で示される。 

(4)式で Q を割れば 

Q/ Sｗ= ｌ/ (B +Cn-1)……(6) 
この式は定常流では成立するが、実際は“比湧出

量が一定である”という仮定が成り立たないこと

になる。この式からすれば比湧出量は一般に Q が

増加するほど減少する。そしてこの関係は不圧地

下水でも被圧地下水でも成立する。 

 パイプロスを考慮に入れた井戸の水位低下をタ

イスと同様に書き、比湧水量（Q/Ｓw）は、 

Q/ Sｗ=ｌ/〔（2.3/4 πT）log10 (Tt/ rw 2S+CQn-1)
……(7) 

ここで、tは時間、sはわからないが、適当な値と

して 0.1、0.2、0.3 などを与えれば、各々の場合

におけるTを求めることができる。この式は比湧出

量がQとｔに関係することを示し、比湧出量が一

定とは考えられない。JacobとLohmanによれば、

時間tを長くかければ、流量一定の場合のQ/Ｓwで

も水位降下を一定にした時のQ/Ｓwでもほとんど

同じ結果を得る。ここで時間は決まったものとで

きない。それは主として帯水層での水理学的条件

によって決まる。 

 段階揚水試験で一定のQrwが得られると云うこ

とは log Ｑ～ logＳw 曲線が直線になることを

意味する。しかしこの曲線は理論的にはあくまで

も曲線である。実用的に直線としても、理論や疑

問点をよく知り使用すべきである。 

 実際問題としては次のことを守るべきである。 

揚水時間を同じにすること。同一構造、同一深度

の井戸で付近における最も一般的な揚水量につい

て計算すること。 

揚水時間を非常に長くすれば同一水量の場合でも
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同一水位降下の場合でも同じになるが少なくとも

4時間以上揚水をすること。 

 

(ⅳ) 井戸効率 

 井戸効率Eｗは井戸内の理論的水位降下Sと水頭

損失によって生じる実際の水位降下Sｗとの比率

を云う。 

Ew = S / Sｗ×100（％）……(8) 
 S は不圧地下水の場合と被圧地下水の場合と異

なっていて、 

 

不圧地下水： 

                                      

…… (9) 
被圧地下水： 

  

               ……(10) 
ここで、 

H：揚水開始前の帯水部の厚さ、 

h2揚水中r2における帯水部の厚さ 

rw：揚水井の半径 

r2：揚水井中心からの距離 

s2：揚水井中心からのr2離れた点における水位降

下 

K：透水係数 

T：透水量係数 

 

(ⅴ) 適正揚水量(限界揚水量) 

 井戸の揚水を続けると井戸の中の動水位は勿論

のこと、井戸周辺の水位も低下していく。このよ

うすは不圧地下水と被圧地下水では異なっている。

典型的な被圧地下水では帯水層は非圧縮性で弾性

体に近い性質を持っている。不透水層と不透水層

にはさまれる帯水層の被圧地下水は、帯水層に垂

直な圧力を及ぼしつつ帯水層に沿って水平に移動

する。そのエネルギーシステムの平衡関係は非常

に微妙であるのが特徴で、被圧帯水層がある種の

弾性体であることは被圧地下水における圧力の伝

達が非常に速く音速に近いことからも推察される。

過剰に揚水すると、帯水層が圧縮性で非弾性体と

なり可逆的変化をしなくなる。 

 帯水層の物理的変化を生じさせない程度の揚水

量は安全揚水量であり、その限界は限界揚水量(適

正揚水量)である。これを求めるため段階揚水試験

を行っている。段階揚水試験で両対数グラフに 

Ｓw～Ｑ曲線を書いてみると、その勾配の変換点

に相当する揚水量を弾性限界揚水量あるいは限界

揚水量という。段階揚水量の上昇曲線と下降曲線

が一致する場合はこの揚水量を適正揚水量と呼ん

でいる(Fig.9)。 

 
 

 

 

この適正揚水量について山本(1962；1972)18,1)は

詳細な検討を行っている。適正揚水量と云われて

いるものはＳw～Ｑ曲線の勾配の変換点で示され

ていて、この変換点は井戸周辺の地下水の流れが

層流から乱流に変わる限界揚水量と云われている

が論理的でないと述べている。さらに一般的にlog
Ｓw～logQが一つの直線になることは希であって

通常は曲線である。この曲線を二つの直線の組み

合わせとみなし、この二直線の交点に相当する揚

水量を適正揚水量と名付けたもので、曲線が三つ

の直線の組合せになれば交点は二つでき、何れが

適正揚水量を示すのかわからない。 

適正揚水量を井戸の効果的な限界揚水量として

用いるのは意味があると思われる。但しその場合

でも次の注意が必要である。 

①ＳwとＱは正確に測定されなければならない。

被圧地下水ではなかなかＳwが安定して求められ

ないので、注意する必要がある。 

②直線近似は慎重に決定されることが必要である。 

[ ]hH −−= KrrQs w π/)/(log3.2 2102

w +⋅=s 2210 )/(log)2/3.2( srrTQ π

Fig.9 不圧地下水の限界揚水

量のみえるSw～Q曲線
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③いわゆる二直線の交点を適正揚水量とするもの

は固定したものでなく、とくに大深度掘削で大深

部からのみ採水する場合は吟味する必要がある。 

 

(ⅵ) 大深度掘削の揚湯試験 

 いわゆる大深度掘削はここでは 1,000ｍ以上の

掘削で、800ｍ以深からの採水のものと定義しよう。

この場合(1）、未固結の堆積層の中からの揚湯と

(2）岩盤中の裂カ水の揚湯に分ける。 

(1）の場合は深部の滞留している帯水層からの揚

湯で上記の議論はそのままあてはまる。琵琶湖湖

畔で掘削された二三の揚湯試験の結果から理解さ

れる。しかし、この場合でも井戸の構造や揚湯条

件による井戸ロスの検討は個々にする必要がある。 

(2）の場合は、 

①自然水位の決定が難しい。これにより種々の問

題を生じる。通常揚湯試験は掘削終了時になされ

る。掘削後の洗滌をすませ、孔口にまで水をはり、

放置して平衡状態になったとして静水位を決めて

いるが、実際は被圧地下水は弾性体の性質を持ち、

孔内の水位をかなり上部で安定させてしまう。 

②動水位の変動に伴い複数の断層・亀裂から湧出

がある場合、各断層・亀裂の透水量係数が異なる

ので、厳密に云うと各断層・亀裂ごとの湧出量が

動水位の変動に従い異なる。前記に成分の変動で

このようなことが起こることを示した。連続揚湯

試験での変動にあらわれる。 

③一般の揚湯試験は掘削後すぐなされるので、深

部の断層・亀裂の湯道が後で開いたり閉じたりす

る場合がある。これも連続揚湯試験の結果、長時

間の揚湯試験で動水位が上昇する時はこのことを

示していよう。またこの時に濁りを伴うことがあ

ろう。 

 今まで多くの揚水テストの経験から、大深度掘

削による適正揚水量の決定は長期に揚水してから

回復する水位を静水位として取り扱う必要があろ

う。水位を下げないと圧力のバランスから、断層

亀裂から湧水しない場合も多くある。また、水中

ポンプの能力限界で完全な揚水テストができない

ことも多い。 

 温泉法による動力申請は許可があってはじめて

恒久の水中ポンプが設置できるので、長期にわた

り揚水してから試験をすることが難しい。そこで

一応段階揚水試験をして揚水量を定め、連続揚水

をできるだけ長く（一週間以上）して、水位が安

定しているかを確かめるのが最も確からしい。 

 ただ過剰揚水をして井戸の寿命を短くしないた

めには、数ヶ月揚水後、再度段階揚水試験・連続

揚水試験をして、適正揚水量を決めておくことが

大切であろう。 

 適正揚水量より少なく揚水したにもかかわらず、

使用後次第に動水位の変化が見られることも多い

が、これは、ケーシングのまわりが細粒の岩石な

どで詰まってきていることが多く、見掛けの透水

係数が低下していることが多い。その場合は汲み

上げを休止することや洗滌により回復することが

多い。 

 

10. まとめ 

近畿地方のような火成作用による温泉が見られな

い地域では、特殊な場所の温泉を除き、2.0～2.8℃

／100m の地温勾配による温度上昇を利用して深

部に胚胎する地下水を汲み上げて温泉が得られて

いる。その場合は 700m 以上の掘削が必要であり、

地下水の保護、メンテナンスなどを考えて、適正

なところにポンプを据え、適正な動水位で揚水す

る必要がある。 

 限界揚水量は、①厚い堆積物中の地下水を汲み

上げる場合は、通常の段階揚水試験、連続揚水試

験、回復試験を行い決定できる。ただし、井戸の

ケーシングの周辺に荒い砕石などでおおっていな

いときは、ケーシング近辺で目詰まりを起こし、

次第に揚水量が減少することがある。②岩盤中の

被圧裂カ水を汲み上げるときは、断層・亀裂の厚

さ、透水の難易により異なり、一般的に長い連続

揚水試験（72 時間以上）を行っても、動水位が変

わらないときの揚水量がこれに当たる。しかし、

これも①と同様な目詰まりを起こすことが多い。

③化石水の温泉の用に地層中に存在する停滞水が

対象の場合は、量に限りがあることが多いので、

限界揚水量は決まらない。 
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