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10・ 4　宮ノ下温泉

浅間山北麗にある宮ノ下温泉は北東に早川の，北西に蛇骨川の深い渓谷が画した三角形の台地にひ

らけています。

この宮ノ下温泉は中央地区の人口に位置し，国道一号が中心部で小涌谷と仙石原方向（国道135 号）

に別れます。交通の便はよく，小田原から箱根方面行きのバスで約30分, 箱根登山鉄道で約40分です。

交通量の多い現在は，落ちついた散策も容易にできなくなりました。底倉の蛇骨湧泉群や早川渓谷は

この温泉地での見どころですが,どちらも環境整備が十分に出来ているとは云えません。　明治初期，

箱根温泉の開発の先駆的役割をはたしたのは宮ノ下でした。今では，強調できる特徴も示せない温泉

場になっているのは残念です。泉質　単純温泉，アルカリ性単純温泉，ナトリウム一塩化物泉（弱食

塩泉）,源泉数　30, 温度Zo.o ～yo. o℃, 温泉量2208がmin, 効能　リウマチ性疾患，運動器障害，神

経まひ，疲労回復／胎生湿疹など。

歴　史

宮ノ下温泉はかつて熊野権現社の傘下に開けた温泉場です。熊野は「ゆや」とも読み「湯屋」に通

写真24　中央火口丘周辺の温泉場（昭和56年２月撮影）
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じます。熊野権現と温泉は昔 から大変ゆかりが深いのです。この社の下側にある宮ノ下温泉は応永５

年（1398） に発見されたと云われています。箱根温泉は自然湧泉の利用から始まりましたから，温泉

地の発見とは，湧泉の湧出地付近が整備され活用されだした年代と考えて良いでしょ う。

七湯の枝折（文化８年,   1811）は，現在も湧出をつづけている三日月湯（温泉村50号泉）の由来を

記すとともに，当時の湯宿 に奈良屋，藤屋，山田屋など５軒 をあげています。温泉は，内湯や滝湯と

して用いられていました。滝湯は，いわゆる打たせ湯で，日本の伝統的なこの入浴法も今では箱根温

泉につたわっていません。藤屋の祖先は，応永10 年（1403), 底倉村の領主となった安藤隼人介です。

この藤屋が，後の富士屋ホテルになりました。

明治19年（1886）当時は，三日月湯，熊野湯，吉田湯，滝湯の４源泉があり，温度45. 6～60. O℃,

溶存成分量1008 ～2057mg/kg のナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉，当時は塩類泉）が湧出していました

（日本鉱泉誌, 1886）。

宮ノ下温泉と富士屋ホテル：曽野綾子は「遠来の客たち」の中で連合軍に接収されていた頃（昭和20

年～27年）の富士屋ホテルを「～，窓という窓に光をみたしたホテルの，高い三層の建物 が，妖しい

ほどの鮮かさと豪華さで，黒い夜の山肌を背景に私達の頭の上にのしかかっています。～」（昭和28 年，

新潮文庫 版）と書きました。

写真25 明治30年の富士屋ホテル（嶋　有義氏提供）
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富士屋ホテルは,明治n年 (1878),山 口仙之助により,外国人専門のホテルとして開業しました。

山口仙之助は,明治 4年 (1871)20才 で渡米し,帰国後,明治10年 (1877)に 外国人専門の旅館経営

を志しました。当初から,我が国を訪れる外国人の保養地は,箱根であり,日 本の代名詞が富士山で

あることを山口仙之助は洞察 していました。箱根の交通機関はきわめて不便でしたが,東京や横浜か

ら比較的近い景勝地で,温泉も湧出していたので,ホ テル建設の候補地となったのでしよう。彼は理

想の地を宮ノ下周辺ときめました。初めは,蛇骨川左岸の八千代橋から下流付近がえらばれましたが

引湯工事が困難であることがわかり:結局,古 くから続いていた藤屋を買収 しました。同時に底倉区

有温泉の使用権も獲得しました。明治11年 (1878),藤 屋を富士屋ホテルと改称して営業を始めました。

「富士屋ホテルは外国人の金を取るを以て日的とす, 日本人の金を取るは恰 も子が親の金を貰ふに

等 し,自 分は純粋なる外国の金貨を輸入するにあり,・ …・・」と云 うのが,山 口仙之助の営業方針でした。

富士屋ホテルの開業当時,箱根の外国人旅行者の多くは主に奈良屋旅館に宿をとりました。当然,

富士屋ホテルと奈良屋旅館 との間で外国人客の争奪戦がおこりました。この争奪戦は明治26年 (1893)

までつづきました。同年 5月 ,山口仙之助と奈良屋旅館主安藤兵治とは「宿泊営業に関する契約書並

に附帯契約書」をとりかわし,富士屋ホテルは外国人客専門,奈良壁 |ま邦人客専門となりました。富

士屋ホテルは奈良屋旅館に毎年報酬金を支払 うことで競争は終そくしました。この契約は大正元年

(1912)12月 末日までつづきました (富士屋ホテル80年 史,1958た

富士屋ホテルの開業をはじめ,強羅温泉や小涌谷温泉の開発などに理想をかかげ,情熱を注いで実

行した明治時代の先覚者に私たちは′心をひかれるものがあります。現在の箱根温泉の多くの箇所にあ

る明治の先覚者達の遺産を見ると,私たちも将来の箱根温泉の石づえとなることがらを残す努力をし

つづけなければならないと感じます。

富士屋ホテルの開業当時,湯本から宮ノ下までは,徒歩,馬,あ るいは篭駕によりました。ホテル

に外国人を一人でも多くまねくに1ま ,道路を開さくし,交通のf更 を良くすることが急務でした。明治

16年 (1883)の宮 ノ下大火からの復興も一段落した明治19年 (1886)11月 に山I]仙之助は許可を得て,

新道開さく工事をはじめ,翌20年 (1887)に 塔之沢,宮 ノ下間に人力車の通れる道路が完成しました」

工事費償却のために通行者から道銭が徴1又 されました。この新道開さくをかわきりにして,温泉場 を

むすぶ新道開さくが各所ですすめられました。注目されることは, これらの工事は,温泉に関係する

民間人を発起人としてすすめられ,そ れぞれの温泉場の発展の基礎がきずかれたことです。

昭和 5年,宮ノ下温泉における掘さくの開始 : 温泉台帳には「古来より存在す」と記された自然湧

泉は宮ノ下地区に11あ ります。宮ノ下などの中央地区における温泉掘 さくは,昭和 5年 (1930)か ら

始まりました。神奈川県温泉地区取締規則 (昭和 4年 )に より,温泉掘 さくの距離制限力も0間 (110m)

ときめられました。距離制限で試掘場所に制約を受けることを心配し,ま ず富士屋ホテル内に試掘が

なされます。その間のことを富士屋ホテル80年史は次のように述べています。「箱根全山の温泉試掘

熱旺盛となり,各所に試掘出願が相次 ぐので,全山統帝1機関の必要に迫 り箱根温泉協会が生まれた。此
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の情勢より推想してホテル構内に接近する地に何者かにより試掘出願でもされたら，将来ホテル横内

の試掘は不可能となる憂があり，加え，現在構内温泉タンクの位置より高いHermitage の客室の如き

は給湯にポンプを使用しなければならない不便もあり，依て水泳場側に試掘することに決し出願した

所，昭和５年４月11日付，県の許可指令に接したので，直ちに試掘に着手したが完成に年月を要し，

漸く８年10月15日に竣工届を提出した。続いて10月20日温泉使用並に動力装置許可を願出で,    9年２

月12日許可指令に接した。閃で湧出址-一分間三斗の計算を以て平均一目12時間揚湯し，貯蔵し得る容

積のタンクを設備した。」

昭和4~5 年（1929～30）当ll.'js温泉据さくは主として湯本，塔之沢地区で行われ（図2 ）,中央地区

や山岳地区では，むしろ湧泉の整術がさかんになされていました。

昭和５年（1930）4  月il目付の富士川ホテルの試掘許可と㈲時に奈良屋旅館にも試掘許可が出され

ました。富士屋ホテルの源泉は，温泉村66号泉で,今では埋没しています。奈良屋旅館の源泉は,温泉

村67号泉で現在も温泉採取がつづいています。この温泉試掘をかわきりにして，宮ノ下温泉周辺での

試掘が少しづつ増えていきました。

寓 ノ下地区にある箱根町立温泉小学校（生健数175 名）は，全国でも数すくない温泉の有る学校で

写真26　現在の富士屋ホテル（昭和56年２月撮影）
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す。付近の源泉から提供される温泉に児童が入浴し,学校教育上おおくの成果をあげています。これ

は,昭和29年 (1954)か ら行われ,当初は都会から夏休みの林間学校に来る児童達を対象にはじめら

れました。温泉は,磯崎正造源泉 (温泉村93号泉)か ら毎分5.4`(3升 )が無償で提供されつづけて

います。昭和55年 (1980)か らは,児童の温泉入浴が「ゆとりの時間」に組みこまれています。

現 況

宮ノ下温泉の現在の源泉数は30です。このうち休止源泉は 3井です。昭和33年 (1958)に 24井 あっ

た源泉は,昭和46年 (1971)に 30井に増えて現在にいたっています。これらの源泉は主として新期外

輪山浅間山の1ヒ麓から蛇骨川の右岸に沿って分布しています (図 52ヽ 自然湧泉が7,渦巻ポンプによ

る揚湯が3井,小型の竪型空気圧縮機による揚湯が 6井 (掘 さく深度61.5～ 272.7m)で ,そ の他は横型

空気圧縮機 を用いて揚湯 しています(掘 さく深度121.2～ 800mヽ 横型空気圧縮機の電動機出力は2.2～

5.5kwの ものが 7井,7.5k wが 4井です。

自然湧泉の時代から動力泉の時代に入り, しだいにその動力が大型化していく過程を大変良くたど

れるのが,宮ノ下温泉です。大型の動力装置を用いているのは,掘 さく年度の新しい源泉です。

温泉量は,昭和44年 (1969)の 3003′ /minを ピークに以後減少しています。昭和54年 (1979)は 2208

″/minです。平均温度は昭和42年 (1967)に おきた異常高温現象の影響もあって,温泉量の減少の割

には低下していません (図53L

宿泊施設は旅館・ホテル 16軒 ,寮・保養所 4軒です。
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10・ 5　底倉温泉

小田原駅から湖尻・桃源台行きの箱根登山バスに乗り約30分，つたや旅館前で降りれば底倉温泉で

す。温泉場は早川と蛇骨川の深い渓谷に臨んでいます。蛇骨川の谷底から湯煙がたち昇り，岩の割目

から高温のナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉）が自然湧出しています。

泉質　単純温泉，ナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉）,源泉数51, 温度26.6～95. 0℃, 温泉量87H/

min, 効能　リウマチ性疾患，運動器障害，創傷，慢性湿疹，更年期障害など。

歴　史

底倉は明治22年（1889）に大平台村と合併し，温泉村となるまでは宮ノ下，木賀，堂ヶ島を含めた

底倉村の中心でした。

室町時代に安藤隼人介は南朝再興のため兵を挙げた新田義隆を底倉で討ち取った（応永10年,   1403

年）功により底倉村の領主となりました。その後，江戸時代になって大久保忠真の所領となりました。

写真27

蛇骨川と|日八千

代橋（昭和50年

撮影）
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写真28

太閤の石風呂

(昭和56年２

月撮影)

バス停から蛇骨川の右岸を５分程さかのぼると対岸の川ふちに太閤の石（いわ）風呂があります。

この石風呂は天亀，天正（1570～91）の頃つくられ，瀬戸の湯といわれていました（七湯の枝折）。天

正18年(1590 ）豊臣秀吉の小田原攻めのとき，底倉は豊臣方の支配下にあり，将兵の湯治場となりま

した。秀吉も底倉を訪れ，この石風呂に入浴したことから太閤の石風呂と呼ばれています。その後，

尋ねる人もなく石に埋もれていた石風呂は，熊野権現の御告げをうけた村人によって整備されました。

毎年８月に催される「ひょうたん祭り」はこれにちなんでいます。

江戸後期(1810 年頃）湯宿は梅屋，蔦屋，万屋，住吉屋の４軒でした。七湯の枝析には痔疾，淋病

症気等の効能が書かれています。中でも痔の治療が有名でした。治療は湯壷に腰掛けて肛門を温泉の

熱気で蒸す方法です。万屋はこれに痔を湯で打つ湯滝（陰陽の滝）を備えていました。痔風呂，湯滝

の外に灸も用いられました。どんな痔でも大てい二廻り（14日）も湯治すれば全快したそうです。お

もに湯宿の主人が灸治をし，食事療法の指導もしていました。従って，湯宿は温泉療養所であり，主

人は温泉医の役目もしていたのです。

温泉の医治効果に灸治効果が組み合わされたので，底倉の温泉は痔の治療に大変なききめを発揮し

ました。現在の温泉療養について，今いちど七湯の枝折（文化８年,   1811）が書かれた当峙の底倉温泉

の湯治の原点にたちかえって考えなおしてみる必要があるように思えます。

文化・文政の頃(1804 ～29）から，箱根七湯巡りが流行し，七湯に関する案内書がかず多く出され

浮世絵にも描かれました。この中でつだやに伝わる「つたや本七湯の枝折」は箱根の史跡，七湯の特

性，産物が詳細に記述された絵巻です。当時の風俗や箱根の温泉を知る上でかけがえのない資料です。

七湯の枝折は沢田秀三郎の釈注が加えられて神奈川県温泉研究所報告に掲載され，ついで箱根町から

出版されました（沢田秀三郎釈注,   1973)。

明治19年（1886）の日本鉱泉誌によると各湯宿は各々の宅地の岩間に湧出する温泉を竹筧（ちくけ

ん）で湯槽に引いていました。それらは神霊湯,万寿湯,温潤湯,霊仙湯,総湯です。　この他に村民の

湯舎がありました。つたや旅館の前に石碑「招医済泉治」があります。明治17年（1884）,病で東京か

ら湯治に来ていた小松崎茂寿は湯治のみに頼ることに疑問を感じ，岡島行光（後の函嶺医院）を村医

とした経緯が記されています。
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大正元年（1912）から始まった湯本と強羅を結ぶ登山鉄道の敷設で，予定線は早川の渓谷ぞいに宮

ノ下を経て強羅にぬけていました。この間にトンネルを数多く掘らねばなりません。温泉関係者は底

倉とニノ平の間に予定されたトンネルが蛇骨湧泉と宮ノ下温泉に影響を及ばすのではないかと心配し

神奈川県知事に調査を請願しました。こうして地質調査所の佐藤伝蔵が大正５年（1916）に調査を行

い，次の結論を出しました。

「……鴇’ノ下及底倉温泉ノ主源ハ……利

セザルモノ集塊岩ノ水平ノ間隙二沿ヒテ自然ノ傾斜面二従ヒ流下シ……山腹又ハ渓間ノ絶壁二来リテ

湧出スルモノトスレバ底倉膳道及ニノ平膳道ハ恰モ其流下ノ途中ヲ横断スルカ，或ハ少ナクトモ湧出

経路ノ附近ヲ通過スベク，隨テ蛇骨川附近温泉ノ湧出二干渉スルナラント考察スルハ必ズシモ杞憂ト

倣スベカラザルモノアリ……是ヲ以テ箱根温泉ノ為二万全ノ策プ計り又小田原電気鉄道株式会社ノ将

来ヲ慮ルニ隨道ノ線路ハ之ヲ幔更シテ早川ノ左岸ヲ通過セシメ以テ成ルベク温泉ノ湧出路ヨリ遠　カ

ラシムルヲ以テ適当ナリト信ズルモノナリ」長い引用ですが，温泉の湧出機構の核心をつき，温泉保

護のはしりともなった貴重な文献ですので紹介しました。

この佐藤伝蔵の調査結果を小田原電気鉄道株式会社は受け入れ，図54のように軌道の変更を行いま

した。

昭和42年（1967）強羅温泉に端を発した温泉の異常高温現象が約２年遅れて蛇骨湧泉群にあらわれ

ました。それまで77°Cだった湧泉（温泉村28号泉）は98°Cに上昇し，岩盤の割目から蒸気になって吹

き出しました（図12）。

写真29「七湯の枝折」に描かれている痔に灸治する図
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変更された登

山鉄道の軌道

この異常高温現象は,昭和41年 (1966)の 神山を中心とした箱根火山の群発地震と関係づけられま

した (大木ら,1968λ 下流の宮ノ下温泉の温度は今でも上昇したままですが,蛇骨湧泉の温度は幾分

さがりぎみです。蛇骨湧泉では,湧出量の減少が目立ち始めています (大山ら,1980)。 小涌谷温泉な

ど上流地域での温泉や地下水の開発が,蛇骨湧泉の湧出量の減少をもたらしていると考えられていま

す。

現 況

底倉には全部で51の源泉があります。このうち機械揚湯 しているのは温泉村95号 ,106号 泉の 2本で

図55

蛇骨湧泉群

源泉分布図

(平野ら。1977)

0■■で●●澤彙

O ll■ t● ●ぃ澤拿
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図56 蛇骨湧泉群 (12源泉)の経年変化 (大山ら 1980)

す。他の49源泉が自然湧泉で,高温の塩化物泉は蛇骨川の右岸にそって湧出しています (図 55ヽ これ

らの湧泉は,中央火口丘の活動の初期に現在の神山付近から発生した泥流堆積物 (火山円礫岩CC2,

久野,1972)中 から湧出しています。温泉は「かめ張 り」と呼ばれる方法などで集湯され,多 くは宮

ノ下温泉に送湯されています。蛇骨湧泉群の計量可能な温泉量は,およそ533～ 1622`/min(昭 和38～

54年,表 1,底倉の総温泉量から,第 95,106号泉の量を引いた量)です。昭和47年 (1972)7月豪雨

のさいに,湧泉群の付近で起きた崖 くずれで,左岸に湧出する低温の第39号 泉が破壊 されました。こ

の源泉は「ぬる湯」とも呼ばれ,温度は26～ 27℃ ですが,湧出量は900`/min(昭 和41年 )も あって,

かつては蛇骨湧泉の温泉量 (計量可能量)の約半分をしめるほどでした。その後,第39号 泉は改修 さ

れましたが,最近 (昭和50～54年 )の採取量は124～ 270`/minで 以前ほど多くありませんっ

温度の低い第39号泉を除 くと,蛇骨湧泉群から採取 されている高温の温泉 (計量可能量)は約600′

/minです (平野ら,1977お しかし, これらの高温の温泉も,湧出量が減少しています (広田ら,1977ヽ

昭和50～54年 (1975～ 1979)の 5年間に,毎年計量できた12源泉 (第18,22,28,30,33,46,52,

53,57,62,63,68号 泉)の湧出量の合計と第18号泉の温度と湧出量の変化を図56に 示しました (大

山ら,1980λ 昭和50年 (1975)に 459`/minだ ったこれら12源泉の湧出量は,昭和54年 (1979)に は

382″/minに なり17%減少しました。

蛇骨湧泉の全湧出量 : 蛇骨湧泉の全量が採取 され,利用されているわけではありません。平野ら (

1977)は ,車沢と蛇骨川の合流点から八千代橋の間の河川水の化学成分と流量を測定 し,湧泉群から

蛇骨川に直接流入している温泉量を算出しました (図 57ヽ 昭和51年 (1976)11月 5日 の測定では,右
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1区 雪

r+羊

がこく|[

岸から流入する高温の塩化物泉 (塩化ナ トリウ

ムNaClを 主成分とする第Ⅲ帯の温泉)が1760`

/min,左 岸の低温の湧水が約6000ι /minと なり

ました。 蛇′
|`1・湧泉群から湧出する高温の温泉は計

量可能量,蛇骨川に直接流入している温泉量を

合せて約2300`/minと 見積ることができます。

蛇骨石 : 昭和の初めごろまでは,蛇骨川の川

底や右岸の岩に白い温泉沈澱物が付着していま

したcそ の付着 しているありさまが,蛇の骨の

ように見えたので蛇骨と名づけられたと考えら

れています (大ホ,1979λ 岩に付 ri‐ した白い沈

澱物 を蛇′円・石と呼んでいますが,こ れ:よ無定形

の珪酸です.乾燥剤に用いられているシリカゲ

ルと同じ物です。溶存F圭酸は高温の温泉の主要

成分の一つで,第Ⅲ帯の塩化物泉では総溶存量

の15%を しめる|ま どです。高温泉が岩石の割れ

日から地表に湧 き出し,温度が下がると,温泉

に溶けていた珪酸の一部が固体となって沈澱 し

ますЭ普通これを珪華と口乎びます。H召 和42年 (19

67)に おきた温泉の異常高温現象のさい,温度

の 11昇 に:ま ,温泉の塩化ナトリウム(食塩NaCl)

成分と溶存珪酸の増カロをともないました(図 58ヽ

この異常高温現象によって,蛇骨川右岸の岩に

自色の珪幸が付着し,蛇骨石が見られるように

なりました。小規模ですが蛇骨石が復活しまし

た。

く 図58 溶存メタ珪酸の泉温による変化 (平野ら 1968)

○ :温度 L昇 前,● :温度 L昇後

大間石凰昌

33m3/s

4mv 2 ¨
」

■  嗣

図57 蛇骨川の水質変化と河川流量 (平野ら 1977)
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10・ 6　小涌谷温泉

神山の主成層火山体と，その側火山体丸山ドームの境が小涌谷です。小涌谷がニノ平を経て蛇骨川

にいたる部分を車沢といいます。小涌谷温泉は車沢に沿って開発がすすみ，多くの源泉は神山の東南

斜面に掘られています。小田原駅から登山電車で約45分，元箱根方面行きのバスで約40分です。

春は「一目万本」の桜や，三河屋蓬莱園のつつじが咲き誇ります。ここは新期外輪山の浅間山や鷹

巣山の登山道の入口です。その途中にある千条の滝は神山溶岩流の末端の下部から湧出する地下水で

す。小涌園の「こどもの村」や温泉熱を利用した「熱帯植物園」が常時開園しています。新羅三郎義

光が豊原時秋に笙の秘曲をさずけたと云う笛塚は芦之湯にぬける国道一号ぞいに位置しています。

小涌谷温泉のホテル・旅館は６軒で，その収容人員は2663人です。中でも，箱根小涌園は収容人員

2300人で，箱根で最大の収容力をもっています。寮・保養所は17軒で，その収容人員は584 人です。

泉質　単純温泉，アルカリ性単純温泉，ナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉）,ナトリウム一塩化物・硫

酸塩・炭酸水素塩泉（含芒硝重曹弱食塩泉）， 源泉数　60, 温度　40. 3~96. 0°C,温泉量1673ぶ/min,

小涌園の造成温泉量640がmin, 効能　リウマチ性疾患，運動器障害，創傷，神経まひ，更年期障害な

ど。

写真30　昭和45年頃の小涌谷温泉
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歴　史

小涌谷は以前，小地獄と呼ばれていました。七湯の枝折（:丈化８年,   1811）は当時の小地獄を「底

倉より芦の湯え行道の左り方より小みちを入る事凡四五丁許小地獄山の半腹に至れば爰に鼻かけ閻魔

地蔵観音石像あり夫より登る事二三丁地一めんに熱し厳の間より泥湯玉きりにゅる所都て十四五所中

にも至てつよくにゅる所二ヶ処あり清左ヱ門ちごくといふ其外餅や紺や酒や等の名ありて地気少しづ

つたがひて涌所の泥湯色異なり……」と書きました。当時の小涌谷は十数箇所のいわゆる地獄があり

硫気活動はかなり活発だった様子が良く判ります。餅や，紺や，酒やなどの地獄の名は，それらの色

や形を呼んだもので，後生掛温泉の紺屋地獄や別府温泉の血の池地獄などの名称と良く似ています。

小地獄が小涌谷に改名されたのは，大涌谷の改名と同様に，明治６年（1873）,明治天皇が箱根に行

幸されたときに，天皇が地獄に行くのは不吉であると云う理由からで，湯本の福住正兄の提案による

ものです（日本歴史地理学会,   1909）。

小涌谷温泉の開発年は明治11年（1878）,同15年（1882）,同16年（1883）の３説があり文献によって

まちまちです。明治27年（1894）発行の箱根温泉案内は「明治11年中横浜の榎本猪三郎等始めて此地

を開さくして浴舎を構へ竹管を以て其温和清澄せるものを遥に山下に引きて浴室を設くるに至れり…

…」と書き，噴気地帯からの引湯で温泉が始められたことがわかります。明治26年（1893）の箱根温

写真31　温泉村97号泉の揚湯量の計測（昭和56年２月撮影）



写真32　火山性水蒸気の熱エネルギーを利用した園芸施設（小涌園）（昭和56年２月撮影）

泉誌は「小涌谷は一名小地獄といふ七湯以外の浴場にして，明治15 年に始めて開けたる処なり，元此

山の半腹に小地獄とて一円の硫黄山あり，温泉此処より湧き出づれども熱度甚だしく且つはとばしり

出づること少きを以て浴湯を設け難く　ただ宮 ノ下，芦の湯等に遊ぶ者時々来て其奇状を視るに過ぎ

ざりしに，今や別に山間の渓水を引 きで泉上に濯 ぎ竹管 を以て冷和清澄せるものを遥かの山下に引 き

此処に浴揚 を設くるに至れるなり……」と記しています。さらに，同書にはこの頃すでに清左衛門地

獄や紺屋地獄などは活動していないことも書かれています。小涌谷温泉の開設を明治16 年（1883 ）と

記したのは箱根八里（大正２年）で「温泉場が出来だのは明治16 年に横浜の榎本氏 が此地 を買って開

さくし，小地獄の噴気孔 から熱気を導き来って浴舎を開いたものである」としるしています。

資料により開発の年が違っていますが，これらは互に独立したことがらではなく，明治11 ～16年（

1878 ～1883) の間に小涌谷温泉が開発されたと見るべきでしょ う。明治16年（1883 ）,宮ノ下で大火が

あり，富士屋ホテル，奈良屋を含め宮ノ下部落が焼失しました。村では復興の資金を調達するために

小涌谷の村有地を，当時小涌谷で温泉旅館の経営 をしていた榎本恭三に売却しました（神奈川新聞，

1973）。三河屋旅館の前に小涌谷温泉の開発に貢献した榎本恭三の碑があります。

当時 からの源泉は，明治の湯（温泉村59－ 3 号）や大正の湯（温泉村59－ 2 号）などがあります。

昭和23年（1948）以降，小涌谷温泉は小涌園の開設によって急速に発展しました。小涌谷温泉の歩

みをふり返ってみましょ う。

昭和20 年（1945）5 月，藤田鉱業株式会社が設立されました。小涌谷の藤田家の別荘を小涌園と名
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づけ,昭和23年 (1948)に旅館営業の許可を受けました。収容人員わずかに25名 ,温泉は無 く,わ か

し湯のスター トでした。開設当時の事は次のように書かれています。「大体この辺一帯は,三河屋一

軒だけしか温泉がなく,藤田別邸にしても,今のホテル小涌園の所にあった三井別荘にしても,三河

屋から温泉を分けて貰う諒解で別荘を建てたのに,出来上ってみると自分の所だけでも不足している

ので,お分け出来ませんと断られたいきさつがあった」と述べられているように,温泉のない所でし

た (藤田友の会,1978)。 「お客様が温泉のつもりで入浴 していると風呂番が,湯加減はどうですかと

のぞきこんだので,温泉でないことがばれて了った」と云 う笑い話もあったそうです (藤田友の会,

1978)。

小涌園を開設 した小川栄一は,小涌谷に温泉は出ないと云 う周囲の反対を押 し切って,温泉掘 さく

をはじめ,昭和24年 (1949),最初の火山性水蒸気の噴出に成功 しました (宮城野19号泉ヽその後の拡

張ぶりは日をみはるものがあります。昭和26年 (1951)温 泉たまごの販売,昭和27年 (1952)養 鶏工

場落成,昭和30年 (1955)熱 帯植物園開設,昭和35年 (1960)30k w/Hの地熱発電所試運転開始と火

山性水蒸気の利用が積極的にすすめられています。

現在,小涌園の所有する源泉は蒸気泉 9,温泉井 9,工事中または計量不能の孔井11,休止源泉 4

の33本 です。蒸気泉の人山性水蒸気は暖房用,炊事用,園芸用ばかりでなく,付近の地下水を混合 し

て温泉造成にも用いられています。

現 況

小涌谷は温泉掘さくの著 しい地域です。昭和33年 (1958)は 24源泉 (蒸気泉 4,休止源泉 3,計量

不能 6)で した (図59,表 1)。 昭和50年 (1975)に 61源 泉となり,現在にいたっています。61源 泉の

内訳は,動力泉22,計量不能または工事中18,休止源泉12,そ れに蒸気泉が9本です。

動力泉の温度は40。 3～96.0℃ で,温泉量は1673′ /minで す。 これらの温泉の平均温度は,昭和53年

(1978)ま では50℃ 前後でしたが,昭和54年 (1979)に 71℃ にはねあがりました。これは低温の源泉

が計量されなかったためです (図 59)。

早雲山の地下数百米から流れ出る高温の塩化物泉は小涌谷をへて底倉 (蛇骨)方面へ流れています

(図 60鬼 芦之湯方面からは,新期外輪山のカルデラ壁に沿って,温度の低い地下水が,小涌谷にむか

って流れています。小涌谷温泉は温泉子し井の位置によって,温度や泉質に大きな違いがあらわれます。

塩化物泉の流れに当る所に掘 られた孔井では,そ の水止めの位置によって,採取する温泉の温度や泉

質が異なります。箱根町消防本部 (強羅温泉入ロバス停)の わきに掘られた温泉村97号 は,当初49.0

℃の単糸屯温泉が揚湯されましたが (45′/min),孔井を改修 して水止め位置を232.7mに 変更すると高温

の塩化物泉になりました(97.5℃ ,56″/mh,表 18)。 中央火「 1丘周辺の温泉は,成層火山体中の層状泉

ですから, どの帯水層の温泉を採取するかによって,温度はもとより揚湯量,泉質,透水係数などが

異なります。温泉孔井の孔内の状況を正 しく把握 して,源泉の維持,管理をする必要があるでしよう。
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図59 源泉状況の経年

変化 (小涌谷温

泉)

図60 箱根火山カルデ

ラ内の泉温分布

(大木ら 1968)

と高温塩化物泉

の流れ(Oki and

Hirano 1970)
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図61 小涌谷温泉の蒸気井分布図 (番号は宮城野村温泉台帳番号)

小涌谷温泉も水位低下が日だちはじめています。ことに町消防本部 (強羅入ロバス停)か ら小涌谷

駅をへて蛇骨川に至る線上付近に分布する源泉の水位低下が顕著です。たとえば,小涌谷駅入口近 く

の温泉村104号 泉 (滝源泉)は ,昭和51年 (1976)11月 に62.lmだ った温泉水位が,昭和54年 (1979)

10月 に70.Omに低下しました。年平均2.7mの割合で低下 しています。蛇骨湧泉群の湧出量の減少と小

涌谷地区の温泉水位の低下とは密接に関係 していると考えられています。

蒸気泉は 9本です (図61,表 19λ 噴出が止まり休

止源泉となったものが 2本 あります (宮城野,19,

57号ヽ当初標高 624mの地点で掘 さくされた小涌園

1号孔井 (宮城野19号泉)では,深度74mで水蒸気

の噴出となりました (昭和24年ヽ以後小涌園では蒸

気井の新しい開発が進められました。小涌谷付近で

は深度150～350mで水蒸気の開発に成功 しています。

宿泊施設の増加に応 じて,温泉や火山性水蒸気の開

発が必要となり,掘 さく地点は神山東麓のより標高

の高いところに向って移動し,現在では標高 841m

の地点に達 しています。蒸気の噴出は10～15年で弱

まり水蒸気の供給源である高温温泉力淋占渇し,と き

には冷地下水によっておきかえられています。深度

200～ 300mの ,支 い蒸気井の寿命は10年程度のようで

す。水蒸気の源である熱水が枯渇するのは,よ り上

位に新 しい蒸気井の開発が進められることが主な原

因と考えられます。

噴出水蒸気の全熱量は3360kca1/sec(最 大は宮城

野120号 泉の1346kca1/sec)で す。この熱量は,箱根

火山の放熱量の 1割強に相当しています。

|

採  水  日

掘 さく深度 (m)

揚 湯 量 (`/min)

温   度 (℃ )

pH

蒸発残留物 (ppm)

S30. 10. 4

282.

44.7

49.0

8.1

535.0

6.00

62.3

42.0

6.80

S55. 5. 21

287.

56.

97.5

8.2

3383.

1.71

83.0

1020.

65.4

0.23

Li+

K+
Na+

ca2+

Mg2+

表18 温泉村97号泉の化学組成

1  1  2

浅層の温泉

を採取して

いた時。

水止め管 を

232.7mに

変更 した。

Ｑ
＼
〆



源泉番
';(宮

城野台帳 ) 31号 39'子 61号 62号 102i― 1

測定 日 (昭和51年 )

蒸 気 温 度 ℃

比   重 kg/nf

測 定 口 径 nlm

｀
「 均 速 度 m/sec

噴 出 体 積 r/sec

蒸 気 量 k9/sec

熱 水 量 k9/sec

噴 出 量 k9/sec

委々      』』 kca1/sec

密 閉 11l kg/cnf

使 用 圧 kg/昴

掘削年月日 (昭和 )

孔 底 温 度

湿

3月 31H

97.4

2.51

50

25.5

0.05

0.03

0。 10

0。 13

27.4

0。 22

0.78

0.49

0。 25

38。 3.12

139。 9

110

3'12911

98.0

4.54

100

29。 7

0。 26

0。 15

1.02

1。 17

197。 3

0.13

0.87

0。 49

0。 42

33. 6。 1

133.3

135
(130m)

3'i2911

97.2

3.50

150

11.2

0。 21

0。 12

0.62

0。 74

136.5

0.16

0.84

0。 38Q

O.38

38. 5。 11

288

140
(278m)

3月 29日

97.5

2.54

100

26.2

0。 22

0.13

0.45

0.58

125.2

0.22

0。 78

0.2

38. 5。 11

233.5

130
(228m)

3月 31日

97.0

2.91

150

18.2

0。 初

0.19

0。 81

1.00

201.3

0.19

0。 81

3.20

1.01

42. 8。 20

418

180
(370m)

43.

(

表19小 涌 谷 温 泉 蒸 気 井 の 状 況

08号 122号

3月 3111

103.6

4.79

150

51.3

0。 97

0。 69

3.95

4.63

856.6

0。 15

0.85

2.46

1.35

3.12.25

260

150
(250m)

3月 31ll

97.0

3.25

150

23.0

0。 45

0.24

1.17

1.41

268.8

0。 17

0。 83

0。 55

0。 52

47. 9. 1

451

152
(430m)

3月 31日

96。 7

2.46

150

19。 8

0。 37

0。 21

0。 71

0.92

200。 3

0.22

0。 78

2.5

0。 7

48.10。 10

350

147
(327m)

4.3rrt /sec

ZBkg/sec

15.Zkg/ sec

1& 0 kglsec

3 .36X l03kcal,/sec

６ヽ
０

（発
叫
【い
【
）

3月 29日

104。 6

5。 27

150

74.5

1.41

1.05

6.35

7.40

1345.5

0。 22

0.78

2.4()

1.31

46。 9。 16

521

172
(503m)

(測定者 大山正雄,伊東博)

120'} 125手予 〈
ロ 計

度深 ｍ
　
　
　
い
）
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10・ 7　ニノ平温泉

ニノ平温泉は箱根登山鉄道の彫刻の森駅付近の温泉場です。小田原駅から登山電車で約50分，強羅

行きのバスで約45分です。神山溶岩流の末端に位置し，強羅と小涌谷の間にはさまれた小さな台地で

す。彫刻の森美術館は日本では珍らしい，彫刻の野外展示施設です。付近には，底倉湯に入浴中殺さ

れた新田義陸の塚が残されています。

ニノ平温泉の宿泊施設は旅館１軒（収容人員280 人）.寮・保養所は18軒（収容人員514 人）です。

泉質　単純温泉，アルカリ性単純温泉，ナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉）.ナトリウム・カルシウム

一塩化物泉（含塩化土類弱食塩泉）,ナトリウム一塩化物・炭酸水素塩泉（含重曹弱食塩泉）など。

源泉数　14, 温度　44.1～9i.it:, 温泉量75n/min, 効能　リウマチ性疾患，運動器障害，創傷，

神経まひ，更年期障害など。

歴　史

ニノ平は古くから集落として開けていましたが，ニノ平温泉の開発は昭和28年（1953）にはじまり

ます。この年，共同浴場「亀の湯」の源泉（宮城野28号泉）が竣工しました（深さ301m ）。施主の勝俣

亀吉らは，掘さくがなかなかほかどらないので苦労したという事です。ニノ平における温泉掘さくは。

写真33　ニノ平温泉，共同浴場「亀の湯」（昭和56年1 月撮影）
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昭和27年 (1952)に 強羅で初めて温泉掘 さくに成功 したことに刺激されたのでしよう。「亀の湯」共

同浴場は,付近の町民に今でも利用されています。

昭和34年 (1959),ニ ノ平に初めての旅館「モテル箱根」力治J業 し,そ の後彫刻の森ホテルと改名さ

れました。彫刻の森美術館は昭和46年 (1971)に 開設されました。彫刻の森ホテルは, し尿処理にユ

ニークな土壊式浄化法を昭和51年 (1976)に採用し,生活汚水を処理 しています。

現 況

ニノ平温泉には,現在14源泉が掘 られています。昭和54年 (1979)の 調査時は利用源泉10,計量不能 .

または工事中 4本です (図62,表 1)。 温度は44。 1～ 91。 1℃ (平均温度67。 2℃ )で,総温泉量は751ι/min

です。昭和48年 (1973)以 降,総温泉量は減少していますが,こ れは計量不能または工事中の源泉が

増加 しているためです。 1源泉あたりの平均温泉量は75`/min(昭 和54年 )で,昭和44年 (1969)以

来大きな増減はありません。

―

総 温 泉 量

:源 泉 当 り の 温 泉 量
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10・ 8　強羅温泉

強羅は神山火山体の北東部，早雲山噴気地帯の末端に広がる幅1km 程の台地です。この台地は神山

噴火初期の土石流堆積物，その上に数枚の神山溶岩，火山灰, 早雲山からの泥流堆積物などが重なっ

てつくられています。

小田原駅から登山電車で約55分，強羅行きバスで約45分です。登山鉄道の終点強羅駅から早雲山ケ

ーブルカー，続いてロープウェイによって大涌谷を経て湖尻まで容易に行くことが出来ます。

強羅公園，その中にある博物館，植物園，強羅とゆかりの深かった斎藤茂吉の歌碑，国宝の陶磁器

も展示されている箱根美術館，大文字焼き，強羅おどり，強羅スケートリンク，道了尊別院，早雲地

嶽噴気地帯の遠望など散策やレジャーにこと欠きません。

強羅温泉の宿泊施設は旅館26軒，その収容人員2689人，寮保養所117 軒，その収容人員4245人です

(はこねの手引,   1979)。

宿泊施設では，早雲山や大涌谷から引湯している造成温泉または，強羅地区内に掘られた温泉が使

写真34

強羅温泉と早雲

地嶽（昭和50年

撮影）
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われています。両方の温泉を使用している施設もかなりあります。

箱根登山鉄道温泉事業部は早雲山の火山性水蒸気に沢水を混合した造成温泉と,箱根温泉供給会社

より受けた大涌谷の造成温泉を混合して,強羅の宿泊施設約70軒に給湯 しています。別に温泉供給会

社は大涌谷から造成温泉を引湯 して,強羅の宿泊施設約70軒に給湯しています。登山鉄道会社の系列

はケープルカー軌道の南側に多く,温泉供給会社の系列は1ヒ側に多く分布 しています (小田原保健所

資料,粟屋ら,1974,図 63λ

造成温泉以外の,ボーリング孔の温泉を利用している宿泊施設は約30軒です。

泉質 造成温泉・…・・カルシウムー硫酸塩泉 (石膏泉),含硫黄一カルシウムー硫酸塩泉 〔硫化水素型〕

(含石膏硫化水素泉), ボーリング孔の温泉……単糸屯温泉, アルカリ性単糸屯温泉,ナ トリウムー塩化

物泉 (弱食塩泉),ナ トリウム・カルシウムー塩化物泉 (含塩化土類弱食塩泉),ナ トリウム・カルシウ

ムー塩化物・硫酸塩泉 (合石膏弱食塩泉),カ ルシウムー硫酸塩泉 (石膏泉)およびナ トリウムー硫酸

塩泉 (芭硝泉),源泉数 46, 温度 29。 8～ 92.8℃ , 温泉量 2157′ /min, 造成温泉量 2340ι /min,

効能 造成温泉……リウマチ性疾患,高血圧症,動脈硬化症,創傷,皮膚掻痒症など,ボーリング孔

の温泉……リウマチ性疾患,運動器障害,創傷,高血圧症,動脈硬化症など。

＼
＼

9 .     . lKm

図63 造成温泉の給湯配管図,その 1(粟屋ら 1974に加筆)
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歴　史

「コーラ」は一説によると，梵語で石の地嶽と云う意味だと云われています。早雲山噴気地帯の末

端に扇状地状にひろがっている強羅の平担地は，早雲山から崩れ落ちた何回もの土石流でおおわれて

います。昭和28年（1953）に起きた早雲山の地すべり災害はまだ記憶に新しいできごとです。強羅が

現在のように開発される以前は，「箱根と小田原」（日本歴史地理学会編,   1909）に記されているよ

うに「付近一帯は枯れ野の斜面」であり，大きな石がゴロゴロしていました。

強羅温泉の開発の経過を「箱根登山鉄道のあゆみ」（箱根登山鉄道会社,   1978）等を参照してたど

ってみましょう。

明治21年（1888）当時の宮城野村の村有地であった強羅一帯（約87町歩）は，底倉の梅屋旅館を経

て東京日本橋の平松甚四郎の所有となりました。平松は早雲山の自然湧泉を当時の上強羅（現在のヶ

－ブルカー早雲山駅付近）まで引湯しました。その後，明治24年（1891）,山脇善助は理想的な温泉郷

づくりを計画しましたが，資金不足でとだえました。

明治27年（1894）香川泰一は早雲山からの引湯を完成させて，大浴場の建設や旅館早雲館を開業し

ました。幾人もの努力で強羅温泉が誕生しました。

明治40年（1907）大涌谷からの引湯工事が完成しました。強羅あけぼの荘旅館前に「大涌谷より強

写真35　昔の強羅公園（嶋　有義氏提供）



写真36　箱根登山鉄道強羅駅（昭和56年２月撮影）

羅への引き湯由来」の碑があります。同所には「むかしの大風呂のあと」の碑もありますが，これは

大正９年（1920）完成した簡易浴場のことと思われます。

強羅温泉の発展には，小田原電気鉄道会社（後の箱根登山鉄道株式会社）による鉄道の敷設が大き

な役割を果たしました。明治40年（1907）にスイスの登山鉄道を視察した某名士（誰だかは不明）が

井上馨等当時の政財界の有力者に，日露戦争後の日本の発展策の一つは海外観光客誘致であること，

そのためには風光明媚な箱根にスイスのような山岳鉄道を敷設すべきであることを献策しました。井

上馨等は小田原電気鉄道会社に登山鉄道の実現を勧奨しました。明治43年（1910）臨時株主総会で登

山鉄道敷設案は可決成立しました。同社は強羅一帯の譲受交渉を進め，明治44年（1911）強羅一帯の

土地，家屋，温泉，上水用渓水の引用権等を譲り受けました。それ以降同社によって開発がすすめら

れ，明治45年（1912）には整備された土地の分譲がはじまりました。

大正３年（1914）同社は強羅公園を開園し，大正８年（1919）登山電車が箱根湯本一強羅間の運行

を開始しました。強羅公園は園内に洋風園や和風園，音楽堂や水泳場などを備えたフランス式庭園で

した。設計者は一色七五郎で，園内にその記念碑があります。

大正10年（1921）地元の人たちが始めた「強羅大文字焼き」は，今では箱根の三大夏祭りの１つに

なっています。同年，今の早雲山一強羅間にケーブルカーが開通しました。

昭和３年（1928）小田原電気鉄道会社は箱根登山鉄道会社に変わりました。昭和13年（1938）強羅

ホテルが開業して，予定された東京オリンピックに備えました。しかし，太平洋戦争が始まり，東京
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オリンピックは中止になりました。

強羅では開発の当初から,大涌谷や早雲山からの引湯が利用されてきました。浴槽にはられた温泉

は, うっすらと乳自色に色づいて硫化水素臭がかすかに匂いました。温泉は酸性で,合石膏硫化水素

泉または石膏泉 (旧泉質名)と 呼ばれ石けんが使えないことも特徴の一つになっていました。

強羅地区内における温泉掘 さくは,戦前から何回か試みられました。掘 さくは地下数10mの深 さの

ところを流れる地下水にはばまれて,温泉帯水層まで掘 り進めず成功 しませんでした。掘 さく初期は

いくら水止めしても,どんどん流 されてしまい手がつけられない状態だつたようです。

温泉掘さくがはじめて成功 したのは,強羅環翠楼 (鈴木二六)の庭内に掘られた源泉 (宮城野24号

泉)です。昭和24年 (1949)温 泉試掘の許可を受け,深 さ300mで温泉を採取することができ,昭和

27年 (1952)工 事終了届が提出されました。昭和27年の計量では53℃ の温泉が180″/min揚湯されてい

ました。その後,宮城野24号泉は代替掘 さくで宮城野 115号泉に変更されました。

この温泉掘 さくの成功が契機となって,強羅やニノ平などにおける温泉掘 さく工事が飛躍的に増加

していきました。強羅では昭和33年 (1958)ま でに, さらに深 さ288～ 339mの 4源泉 (宮城野26,30,

33,35号 泉)が温泉採取に成功 しました。温泉掘 さくは登山鉄道の強羅駅周辺からはじまり,そ の後

早雲山へのケーブルカー軌道に沿って次第に標高の高い所へ移っていきました。温泉掘さくが成功 し

た初期の温泉は,温度が比較的低 く,溶存成分量も1000m9/k9以下の単糸屯温泉でした。掘さく場所が高

くなるにつれて温泉の温度が高くなり,溶存成分量も増 して,ナ トリウム・カルシウムー塩化物・硫

酸塩泉 (含石膏弱食塩泉),カ ルシウムー硫酸塩泉 (石骨泉),ナ トリウムー硫酸塩泉 (亡硝泉)な どが

採取されました (図64ヽ なかでも,高温の帯水層に掘 りあたり,浅部の水止めがしっかり行なわれて

強羅,小涌谷,底

倉,宮ノ下温泉の

溶存成分量分布図

(単位 :ppm)(平

野ら 1968)

誌ボ
ヽ

、 、大平台



図65 強羅,小涌谷,底倉周辺の温泉の温度分布図 昭和41年 (広田ら 1973)
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いる深さ400～ 560mの 源泉,

(饉霊裁員里予 49, 67, 83, 95,112

126号泉)は ,温度90℃ 以上のナ

トリウムー塩化物泉 (弱食塩

泉)で,溶存成分量は3100～

5600m9/k9で す。

昭和42年 (1967)5月 23日 ,

強羅の翠光館源泉 (宮城野50

号泉 )の配管用エスロンパイプ

が,急に軟化し,破損 しまし

た。この源泉の通常の温度は

64℃ ですから普通の塩 ビパイ

プが使用されていました。パ

イプの老化現象かと思い,新

しいパイプに交換されました

が,再び軟化 したので, 5月

27日 に同館の倉田誠次氏が温

泉の温度を測ると75℃ ありま

した。箱根温泉の異常高温現

象発端の様子です。温度の異

常上昇はかなり急激で,同年

6月 5日 には89℃ になりまし

た (大木ら,1968,図 12λ

図65,66は異常高温現象発

生前後の強羅,小涌谷,底倉

周辺の温泉の温度分布図です

(広田ら, 1973λ  昭和45年

(1970)の 温度分布図 (図66)

では,90℃ 以上の等温線が昭

和41年 (1966)に 比べ東側に

はり出し,強羅では早雲山ケ

ーブルにそい公園下駅付近ま

で広がりました。また不連続

図66 強羅,小涌谷,底倉周辺の温泉の温度分布図,昭和 45年 (広田ら 1973)

図67 異常高温現象による温度上昇分布図 (広田ら 1973)
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塩素イオンの泉温による変化 (平野ら

○ :温度上昇前,● :温度上昇後

年

だった小涌谷と底倉の90℃ の等温線がつながり

蛇骨川に沿って太閤石風呂付近まで広がりまし

た。

図67は異常高温現象前後の温度差から求めた

温度上昇分布です。この現象が,早雲山の地下

深所から流れ出る,高温の塩化物泉の流れ (図

10)に 沿っておこったことが良く判 ります。温

度の上昇によって,温泉の食塩成分 (Nacl,塩

化ナ トリウム)な どが増加 しました (平野 ら,

1968,図 68ヽ

現 況

強羅地区内に掘 られた最初の源泉は昭和27年

(1952)に竣工しました。 昭和33年 (1958)の

調査時は6源泉が掘られていました。昭和38年

(1963)に 16源泉, 昭和41年 (1966)に 29源泉

となり, 8年間に23源泉増加 しました。掘 さく

源泉状況の経年

変化 (強羅温泉)

:源 泉 当 り の 温 泉 量

1965年

1968)

平 均 温 度

年
1970年
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地域が次第に広がり,大涌沢下流の板里周辺にも孔井が掘 られるようになりました。昭和48年 (1973)

に46源泉 (深 さ219～ 828m)に増え,現在 (昭和54年 ,1979)に いたっています (図69L

この内,利用源泉は28,休止源泉 5,工事中等で計量不能な源泉13で,昭和54年 (1979)の 調査時

の揚湯量は2157″ /minで す。この地域の揚湯量は,昭和49年 (1974)以 来徐々に減少しています。現在

1源泉あたりの平均揚湯量は77`/min,平均温度は66.6℃ (29。 8～ 92.8℃ )です (表 1)。 これらの温泉

はすべて 7.5～ 15kW電動機 を用いたエアーリフトポンプで揚湯されています。

強羅地区の温泉水位の低下が増大しています (大山ら,1980ヽ たとえば,異常高温現象が最初に見

い出された翠光館源泉(宮城野50号泉)の場合,昭和42年 (1967)か ら昭和48年 (1973)の 間, 温泉水位は

地表下 113mで安定 していました。昭和51年 (1976)7月 6日 の演l定では地表下 120m,昭和54年

(1979)12月 27日 は地表下125mと なりました (大山ら,1980ヽ 昭和51年 (1976)以降の年平均水位低

下量は 1.7mです。基盤岩類中の温泉が揚湯されている湯本地区の温泉水位低下量は1.lm/年 (図 3),

堂ケ島地区の県観測井 (図51)では約0。 7m/年ですから,強羅地区の温泉水位の低下の激 しさが良く

判 ります。

長い間,強羅地区の温泉掘 さくをはばんできた地下数10mを 流れる地下水は,今では雑用水などに

用いられています。温泉や地下水の過剰揚水によって,温泉水位の低下が急激にすすんでいると考え

られています。

I  CC41

■_」イ
1 1  1

0      1k
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図70

神山付近の地質図

(久野 1952)

CC:中 央火口丘

噴出物,P:軽 石

流,YS:新 期外

輪山溶岩,OS:
古期外輸山溶岩 ,

T:早川凝灰岩層 ,

M:湯ケ島層,B
―Cに沿って図71

の断面を描いた。
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図71

強羅付近の地質断

面図(大木ら1968)

ＣＣ: 中央火口丘

溶岩( 神山溶岩)，

YS  :新期外輪山

溶岩,   OS ：古期

外輪山溶岩，Ｔ：

早川凝灰岩層，M

：湯ヶ島層

湧出機構

強羅温泉の異常高温現象を明らかにするさいに，大木ら（1968）はこの地域の温泉湧出機構を考察

しました。この地域の源泉の孔内検層資料が，神山付近の地質図（図70）のＢ一Ｃ断面に投影されま

した（図71)。温度上昇の著しかった，翠光館源泉（宮城野50号泉）や勝俣源泉（宮城野81号泉）の主

写真37　強羅温泉（強羅公園付近）（昭和56年２月撮影）
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図72

強羅第一温泉帯水

層の水頭分布と高

温塩化物泉の流れ

(Oki and Hirano

1970)

要温泉帯水層は深 さ200～ 250mに あり, この帯水層の温度は約 100℃ に達 していました。この温泉帯

水層は厚さ10～45mで、強羅～小涌谷地域の神山溶岩流でおおわれる範囲に広がっています。これを

強羅第一温泉帯水層と呼びます。蛇骨湧泉群や木賀の湧泉は,強羅第一温泉帯水層の温泉が地表にあ

らわれたものです。登山鉄道強羅駅付近の孔井では,地表から深さ350～ 400mに も厚さ10mに達する

有力な温泉帯水層があり,か なりの広がりを持 ちます。これを強羅第二温泉帯水層と呼びました。

強羅第一温泉帯水層は神山溶岩類の基底部とその下位にある中央火口丘泥流堆積物 (久野のCC2)

の境界付近に胚胎 されています。CC2の泥流堆積物は蛇骨川が早川に合流する付近によく露出し,こ

こでは高温の塩化物泉が泥流堆積物の上部から自然湧出しています。

図72は強羅第一温泉帯水層の水頭分布図です。強羅や小涌谷方向など3本の高温温泉流は,水頭分

布の谷部にあり,こ の部分では透水係数が特に大きくなっていることを暗示 しています。

強羅第二温泉帯水層は箱根古期外輪山溶岩類と箱根火山の基盤をなす早川凝灰岩層の境界部に胚胎

されていると考えられています (図 71ヽ

・第I参レノ`＼。● 第H帯
O 第Ⅲ帯
e 第Ⅳ帯

学ミ 高温塩化物泉の流れ
L磋

Mit
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10・9 木賀温泉

早川渓谷沿いのバス停「木賀の里」を中心に，八千代橋をすこしやり過ごしたあたりから宮城野橋

あたりまでが木賀温泉です。小田原駅から仙石原方面行きバスで約35分です。たたずまいは静かで。

写真38　江戸時代の木賀温泉（七湯の枝折より）

写真39　明治時代の木賀温泉（嶋　有義氏提供）
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ことに新緑や紅葉の頃が美しい温泉地です。木賀不動やルボン将軍の碑付近は散策にも適しています。

木賀温泉の宿泊施設は旅館２軒（収容人員,   85人）,寮・保養所８軒（収容人員420 人）です。温泉

は自然湧泉（宮城野3,  8, 101号泉など）や渦巻ポンプ，堅型や横型のエアーリフトポンプによる動力

泉が利用されています。底倉（温泉村52, 53,106号泉）やニノ平（宮城野117 号泉）からも引湯されてい

ます。

泉質　単純温泉，アルカリ性単純温泉，ナトリウム一塩化物泉（弱食塩泉）,ナトリウム・カルシウ

ム一塩化物・炭酸水素塩泉（含土類弱食塩泉）など。源泉数　22, 温度　20. 0~80. 5°C,温泉量835

i/min, 効能　リウマチ性疾患，運動器障害，神経まひ，慢性湿疹，更年期障害など。

歴　史

木賀の名は，深い谷に沿って霧が渦巻き，自然湧泉が湧出しているような地勢から起ったとか，温

泉の発見者木賀善司吉成にちなんだとか云われています（立木1978）。

七湯の枝折（1811）に「往昔源頼朝公のみうちに木賀善司吉成といへる人あり……夕|

時にｰ一人の老僧来りて是より西の方に温泉の地あり是に浴せバ病悉癒なむわれに随ひ来るへしと宜ふ

秀司感涙にむせび掌を合せ彼の僧の跡につきて行とおもヘバ夢のごとくにしてたうとき山辺に到りぬ

写真40　現在の木賀温泉(昭和56年２月撮影）
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老僧岩間をゆびさして涌甘露湯感除衆病悩ととなへ玉へば指 さす所に随て温泉涌出たり吉成あまりに

尊たく党へて御跡を三たび礼拝 して温泉に浴す初めの七日に血 さわぎたち次の七日には血おさまりて

病全くいえぬ是よりして木賀の名あり」と記しています。この事から,本賀温泉の発見は治承 4年 (

1180)頃 と推定されています。

文化 8年 (1811)当 時は,上 ノ湯 (宮城野 6号泉),大滝湯(宮城野 3号泉 ),菖蒲湯(宮城野 5号泉),岩

ノ湯 (宮城野 8号 泉 )な どが湧出していました。「温湯にして気味鹸し又酸み」のある温泉で,「頭痛 ,

しびれ,腰痛,気血不順,一切内証血気補ひ膚をうるほし百虫をころす」などに効能がありました。

湯宿は,柏屋,亀屋,仙石屋の 3軒でした (七湯の枝折1811ヽ 正保元年 (1644)頃 より,木賀温泉は

献上湯として江戸城に運ばれ,将軍や側室たちに使われました (岩崎1979)。 庶民の利用も多く,天保

6年 (1835)り |1上 文治義孝の「木賀の山踏」は3月 5日 に江戸を発ち木賀で湯治して4月 4日 藩邸に

帰着する間の紀行文で,当時の湯治旅行の様子がよく記されています。

明治21年 (1888)の 箱根鉱泉誌には「木賀は湯戸凡て三戸,亀屋,松坂屋 (写真 5,参照),仙石屋

是なり,宮城野村に至る五丁,ニ ノ平,小地嶽を経て蔵の湯に至る一里半なり宮ノ下より整に至る新

道布設の計画あり果して落成せは其便利又た知る可 し」と記しています。以前は木賀,宮城野方面ヘ

行くのに御厨道 (宮 ノ下から蛇骨川の上流部を横切 り,見晴しを経て坂路を下り木賀に向う)を通り

ました。明治 6年 (1873)木 賀亀屋の宮内林太郎は蛇骨川に高年橋 を架設しました。その後,明治22

年 (1889)に 富士屋ホテルの山口仙之助 らはさらに安全な八千代橋を架設して新道が完成 しました。

(富士屋ホテル八十年史1958L八千代橋の脇に新道碑があります。

バス停「木賀の里」付近にある「婁盆将軍再遊碑」は,山県有朋題額になり,次のような内容が書

かれています。フランス武官ルボン将軍は大正元年 (1912)使 節として日本へ来ました。彼は40年 前

にも日本を訪れた事があり,そ の頃,木賀温泉の亀屋に半月ほど逗留 した事がありました。40年前の

想い出の地を再び訪れたのですが, もはや当時の家屋はなく荒れはてていました。この時のルボン将

軍の気持を汲んで, この碑が建てられました。

木賀温泉は明治25年 (1892)の 大火事や,明治40年 (1907)早雲山の地辻 りによる大洪水で全滅 し

てしまったのです (観光箱根1953,神奈川の写真誌,1971)。 その後,早雲山の地辻 り対策工事やえん

提が築かれて現在に至っています。

現 況

木賀温泉は堂ケ島と同じように,中央火口丘の温泉と基盤岩類中の温泉が湧出しています。自然湧

泉 (宮城野 3,4,6号泉など)は中央火回丘の温泉で,深 さ797mのボーリング孔井 (宮城野82号泉)

は基盤岩類中の温泉です。

現在,朝日生命寮内の自然湧泉は温度37.8～ 44.3℃ で201ι/min湧 出しています。明治19年 (1886)

の日本鉱泉誌は木賀温泉の温度を43.3～ 46.7℃ と記載しています。当時 (明治14～16年,1881～ 1883)
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の木賀温泉は浴客数が年平均13,000人 で,箱根では底倉温泉についで多い温泉地でした。

昭和33年 (1958)に 16本 あった源泉は,昭和44年 (1969)に 22本 に増えました (図 73ヽ

孔井の掘さく深度は自然湧泉～ 797mです。昭和54年 (1979)の 調査時は,利用源泉15,休止源泉

5,計量不能又は工事中の源泉 2で総温泉量は835″/min,平 均温度は48.5℃ です。
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図73 源泉状況の経年

変化 (木賀温泉)

休止源泉

計量不能源泉

針量源泉

昭和33年  ず5年

:源泉当りの温泉量



286
（箱128）

10 ・ 10　宮城野温泉

宮城野温泉は宮城野橋付近の早川の左岸にひらけています。小田原駅から仙石原方面行きのバスで

約40分です６古期外輪山明星ヶ岳や明神ヶ岳の登山口にあたり，かつては箱根最古の碓氷道がとおっ

でいました。碓氷峠には日本武尊が亡き妃をしのぶ故事にちなんだ「吾妻はや」の碑がたてられ，近

くに宮城野城の遺構も見られます。宮城野諏訪神社の湯立て獅子舞いは，仙石原の湯立て獅子舞いと

共に国の無形文化財に指定されています。

宿泊施設は旅館３軒（収容人員180 人）,寮・保養所　46軒（収容人員　1257人）です。木賀，ニノ

平からの引湯（箱根温泉興業，宮城野40,  58,  80,117号泉）を利用した施設は約20軒，強羅からの引

湯（勝fR-組，湘山開発，宮城野49,  88,126号泉など）を利用した施設は約10軒です。当地区内に掘さ

くされた東急不動産の温泉（宮城野93，100,   128号泉）を利用した施設は約10軒です。

泉質　アルカリ性単純温泉，ナトリウム・カルシウム一塩化物・硫酸塩泉（含石膏弱食塩泉）,源泉

数　3, 温度　63.6～70. 7℃, 温泉量239 がmin, 効能 リウマチ性疾患，運動器障害，創傷，疲労回

復，更年期障害など。

写真41　明星ケ岳のふもとの宮城野温泉（昭和56年２月撮影）



写真42 宮城野温泉は寮・保養所の施設が多い（昭和56年２月撮影）

歴　史

新編相模国風土記稿（天保12 年，1841 ）によると，宮城野の地名は「村内萩叢生せり，故に奥州の

地名に擬して名づけしにや」とその由来 が説明されています。当地は古くから碓氷道がとおる交通の

要所として集落が開けました。しかし，温泉が利用されるようになっだのは，ごく新しく昭和33 年（

1058 ）頃からです。箱根温泉興業は木賀 から，また勝俣組は強羅の温泉を宮城野地区に供給しはじめ

ました。

昭和40 年（1965） に，当地区内ではじめての温泉孔井（深さ, 585m  ） が，明神平分譲地 に掘りあが

りました（宮城野93号泉）。昭和41 年（1966 ）,この宮城野93 号 泉に，箱根ではじめて水中ポンプ（6.2

kw）による揚湯が許可されました。翌年（昭和42 年,   1967）,つづいて掘られた宮城野100 号泉（深さ

600m ）も，水中ポンプ（6.2kw ）が設置され，さらに昭和49 年（1974) に掘られた宮城野128 号泉（

深さ, 795m  ）にも，水中ポンプ（16kw） が設置されました。これらの孔井は温泉水位が地表から250

m 以上もあり，エアーリフトポンプによる揚湯が不可能でしたが，水中ポンプの使用によって温泉採

取 が可能になりました。現在，水中ポンプの使用は，箱根，湯河原温泉の内で，この宮城野地区だけ

にかぎられてい ます。

水中ポンプは効率がよいので，温泉資源の乱開発にならないようにした使用が今後の課題となって

います。

現　 況

宮城野地区は現在３源泉で， その揚湯量は239^/min です。塔之沢や大平台と同じ基盤岩類中の温泉

です。　１源泉あたりの平均揚湯量は80 がmin で，大平台の77がmin, 塔之沢の78がmin よりいくぶん多め

です。温度は63.6 ～70.7 °C   （平均69.rc ）です。孔井は標高550 ～658m の明神ケ岳のカルデラ壁に掘

られています。掘さく深度は585 ～795m で，温泉水位は地表より267 ～386m と深い温泉が揚湯されて

います。
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10011 仙石原温泉

約 2～ 3万年前,仙石原付近はカルデラ湖 (仙石原湖)であったといわれています (大木,袴田,

1975ヽ 現在の仙石原は標高700m前後の広い草原を中心に,西側は古期外輪山,東側は神山。冠ケ岳
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台ケ岳・小塚山がそびえています。広大な草原にはゴルフ場が開発され,一部に湿原が残っています。

湿原には国の天然記念物「湿原植物群落」や珍らしい植物を保存 している箱根町立湿生花園がありま

す。富士山を望むことが出来る温泉荘の丘陵から,草原の中心を流れる早川に沿 う元湯場,俵石,小

塚山までの温泉地を仙石原温泉とします。仙石原の元湯場へは小田原駅から湖尻桃源台行のバスで約

50分 です。また新宿から高速バスに乗れば乙女峠を通り約 2時間で仙石原温泉につきます。

泉質 カルシウムー硫酸塩泉 (石膏泉)および単糸屯硫黄泉 (硫化水素型),源泉数 5,温泉は主と

して大涌谷,姥子の造成温泉を引湯,造成温泉の温度 70℃ ,効能 リウマチ性疾患,高血圧症,動

脈硬化症,創傷,皮膚掻痒症 などc

歴 史

仙石原温泉の発展は温泉引湯と密接に関係 しています。仙石原で温泉が利用され始めたのは元文 1

年 (1736)頃 で,大涌谷から湧泉を引湯し,住民の洗足場として利用していたといわれています (中

野, 1979λ

明治 2年 (1869)箱根や仙石原の関所が廃止されました。現在,仙石原バス停前に仙石原村裏関所

址の碑があります。裏関所の役人であった石村,豊田両氏は,上湯 (冠峰楼),下湯 (万岳楼)を明

治初期に開業しました。また元湯 (仙郷楼)も その頃開業されたといわれています (田中ら,1953,

箱根温泉旅館協同組合資料,箱根温泉供給株式会社資料え

明治45年 (1912)大 涌谷より俵石に至る引湯工事が完成 し,大正 3年 (1914)俵 石閣が開業しまし

た (島田藤,1933ヽ

りl治 13年 (1880)渋 沢栄一,益田孝,小松彰が共同出資した耕牧舎は仙石原の原野 700町歩を県か

ら払下 |ザ を受け,牧畜を行ない牛乳も販売するようになりました。耕牧舎の支配人は,芦 ノ湖の水利

権を争った逆川事件で有名な須永伝蔵でした (稲村得寿,1977)。 仙石原地域の開発の最初の契機とな

った耕牧合は明治40年 (1907)に解散しました。

大正 9年 (1920)箱根土地株式会社 (国土計画株式会社の前身)は仙石高原地区の別荘地 を分譲 し

はじめ,昭和 3年 (1928)に は仙石原地所株式会社 (耕牧舎の後身で,箱根温泉供給株式会社の前身)

が温泉荘地区の別荘地を分譲 しはじめました。分譲は金融恐慌の最中にはじめられています。当時は

分譲地がなかなか売れず大変な苦労があったということです (辻内富士雄氏談,1979λ

昭和 5年 (1930)箱根温泉供給株式会社が開業し,大涌谷から仙石原に造成温泉を引湯 しました。

しかし,大涌谷には造成用の水が少なく,主な給湯先は温泉供給会社の株主である冠峰楼,万岳楼 ,

仙郷楼,俵石閣等の大きな旅館でした。その後,徐々に温泉荘,小塚山,仙石元湯場等にパイプライ

ンは延長されていきました (図63λ

昭和29年 (1954)県営水道の工事が着手されました。その時に温泉供給会社の水源と交換に,県企

業庁が温泉造成用水をイタリー水源 (図31,34)か らポンプアップすることになりました。これによ



つて造成温泉は降水量と関係なく安定した温泉供給ができるようになりました（辻内富士雄氏談,   19

79）。

昭和38年（1963）仙石高原開発株式会社が姥子・秀明館の大涌谷よりに孔井を掘さくし，仙石高原

地区に温泉を供給するようになりました。さらに昭和44年（1969）蒸気泉の掘さくに成功したので，

その熱交換温水と温泉を混合し，仙石高原地区はもとより，現在では，金時神社付近の笹尾台分譲地

まで引湯しています（図63）。

このように，ほぼ仙石原全域に温泉が配湯されるようになった時期は，日本経済の高度成長期と一

致しています。仙石原には健康保険組合の保養所や企業直営の厚生寮が続々と建てられました。特に

昭和40年代の保養所建設ラッシュには目を見張るものがありました。昭和48年（1973）のオイルショ

ック以後，保養所の建設は減少しましたが，現在でも保養所の増加は箱根温泉の中では最も多いとこ

ろです。これらの宿泊施設の９割以上が大涌谷や姥子の造成温泉の恩恵を受けています。

一方，大涌谷や姥子では蒸気泉の開発による自然環境の破壊や造成温泉に用いる地下水の採取によ

る湧泉の衰退化等の現象がみられます。

昭和41年（1966）と昭和46年（1971）に仙石原で深さ約1000m の孔井の掘さくが行われましたが，

汲み上げた水はどちらも温度が低く，温泉法の温泉に該当しませんでした。これらのことは仙石原に

地下水は豊富にありますが，温泉は出ない証明になりました。特に仙石原では古期外輪山の山麓に水

井戸や湧水が多く認められます。仙石ゴルフコースは大正６年（1917）山口仙之助によって開かれ，

日本で２番目に古いゴルフ場です（富士屋ホテル八十年史,   1958）。箱根カントリークラブの隅には，

仙石原開発に貢献し逆川事件で斗かった須永伝蔵の碑が建てられています。



写真43 仙石原全景（昭和46年１月12日撮影）神山の水蒸気爆発によって生じた神山山崩れは仙石原に流下し芦ノ湖を

つくった。

現　況

仙石原温泉の源泉数は5    （計量源泉1, 休止源泉3, 計量不能1 ）です。稼動中の１源泉は小塚山

地区にあり，20.8 ℃のカルシウムー硫酸塩泉（石膏泉）が95/min 利用されています。造成温泉の給湯

址は２社で約3400 びmin です。宿泊施設数は220軒です。　そのうち，旅館・ホテル28軒，寮・保養所192

軒で，寮・保養所は箱根で最も多い温泉地 です。
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10 ・ 12　姥子温泉

神山の北西斜面，標高900 m 付近に姥子温泉があります。箱根で昔の湯治場の面影を残しているの

は，この姥子の秀明館だけです。小田原駅から大涌谷経由湖尻行きのバスで約60 分です。宿泊施設は

旅館・ホテル２軒，寮・保養所が２軒です。

泉質　単純温泉，カルシウムー硫酸塩泉（石膏泉）,ナトリウムー硫酸塩泉（芒硝泉）, 源泉数　8,

温度　44.5 ～62. 9℃, 温泉量　1013 がmin, 効能　リウマチ性疾患，痛風，創傷，神経まひ，運動器障

害など。

歴　史

姥子の由来は, (1 ）地形に対してウバグチと呼んでいた(2 ）姥神 をまつる堂があるので （3）坂田金時

の姥の伝説から，などの説があります（立木,   1978）。

姥子温泉は平安時代末期の1021年頃発見されたと云 われています（神奈川新聞社,   1973）。姥子秀明

館の庭内の林の中にある「望湖石」詩碑により，享保５年（1720）頃には姥子湯が存在していたこと

が判ります（小田原史談会,   1963）。七湯の枝折（文化８年,   1811）は，姥子温泉を「此湯明偉湯にし

て専ら眼病によし」としるしています。しかし，この温泉は利用しにくいなどの理由で箱根七湯には

写真44　姥子秀明館庭内の温泉池（昭和49年７月撮影）



写真45　姥子秀明館（昭和56年１月撮影） 箱根で湯治場の面影を最もよく残している。

数 えられていません。

寛政元年（1789）頃，徳川幕府の厳しい取締りによって，仙石原の裏関所に近い姥子周辺の道路や

湯宿に制限が加えられ，遠方からの湯治客はほとんどなかったようです（神奈川新聞社,   1956, 岩崎

1979 ）。しかし，近郷の農民は湯治によく利用していました（日本鉱泉誌，1886, 箱根鉱泉誌,   1888）。

これらの資料に出てくる温泉は，現在の秀明館の自然湧泉です(元箱根４号泉）。この温泉はアルミ

ニウムイオン（AP ≒11 ～22rag/kQ）や硫酸 イオン（SO,?-,  424～526rag/kg）に富む酸性（pH, 2. 9～3.2）

の単純温泉です（平野ら,   1969）。神山の山崩堆積物（CC 。, 久野,   1952）の岩間から温度45～5r ℃の

清浄な明ばん質の温泉が湧出します。古くから，この温泉はm 病にききめがあると云われています。

足柄山の金太郎が，子供のころ目を枯れ枝でさして見えなくなったとき，育てていた山姥は心配して

箱根権現に祈願したところ，満順の夜「神山の中腹に温泉がわき出している。その温泉で目 を洗って

やりなさい」とのお告げをうけました。山姥は金時山をおり,温泉を探して，金太郎の目を洗い，眼病

を治したと云う伝説がこの姥子温泉に残っています。秀明館の裏のかた隅の薬師堂や箱根権現社のは

こらが，昔の面影をとどめています。

現　況

姥子温泉には現在８源泉あります（図74,   75）そのうち，利用されているのは７源泉（自然湧泉２

蒸気泉　2, 動力泉　3 ）です。秀明館の湧泉（元箱根４号泉）の湧出量は降水量に左右され，降水

量の多い夏期には3000 びmin になることもありますが降水量の少ない冬期には湧出を停止します（図76）。
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昭和28年 (1953)に 自然湧泉に接 して,横穴湧泉 (元箱根10号泉)が掘 られました。昭和40～41年

(1965～ 1966)に秀明館の庭内に深 さ60mの孔井 (元箱根20号泉)が,ま た秀明館から約 400m大涌

谷よりに深ざ91mの孔井 (元箱根18号泉)が掘 さくされました。 これらの温泉はいずれも酸性 (pH

2.9～ 3.3)で硫酸イオン (SC~,349～4M電/k9)に富み,秀明館の自然湧泉と同じ (表 9の 1)第 I

帯の酸性硫酸塩泉に分帯 されています。

昭和41～ 44年 (1966～1969)に掘 られた 3本の孔井 (仙石原14,16,17号 泉)(図 77)は ,深 さ 426

～610mで ,深部の温泉が採取 されるようになりました。温度 55.0～ 78.0℃ ,pH 6.3～ 8。 1,陰 イオ

ンの主成分は硫酸イオン (SO:~,596～ 1146m9/k9)と 炭酸水素イオン (重炭酸イオン,HC03,
148～ 288m9/k9)で第Ⅱ帯の重炭酸塩硫酸塩泉に分帯されています。

昭和46～ 48年 (1971～ 1973)に は,姥子秀明館から大涌谷に400～ 600mよ った所に2本 (元箱根24,

28号泉)の蒸気泉が完成しました。蒸気泉のすぐわきに掘られた水井戸から地下水が揚水され,火山

性水蒸気によって温泉造成がはじめられました。この仙石高原開発株式会社による造成温泉は,現在

仙石原方面へ 740″/min給湯 されています。これにより,旅館 3軒,寮384T,個 人の別荘42軒などの温

゛
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泉がまかなわれています。

造成温泉は,温泉の湧出しない地域では貴重な存在で,箱根温泉の発展に大きな貢献をしました。

しかし,蒸気泉は,硫化水素 (H2S)や珪酸などを含む高温水蒸気を噴出するので,大気に放出する

と環境破壊をおこします。蒸気泉が堀られる噴気地帯又はその付近は,姥子の自然湧泉で判るとおり
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地下浅所に酸性の地下水 (又は温泉)が流れています。蒸気泉の掘さくでは孔井構造 .ケ ーシングの

材質を吟味するばかりでなく,充分なグラウトを実施 して孔井周囲の地盤 を強化 し,ケ ーシング,セ

メンチングの施工を行なって酸性の地下水 (又は温泉)に耐えうる構造にしなければなりません。昭

和50年 (1975)、 元箱根24号 蒸気泉 (仙石高原開発F号 )は ,酸性の地下水によって孔井がおかされ ,

高温水蒸気を暴出して周囲の樹木を枯死させたことは。まだ記憶に新しいできごとです。(粟屋ら,19

76L

湧出機構

昭和40～41年 (1965～ 1966X姥子 。湖尻地区で深い孔井が掘 られ温泉の採取に成功すると,そ の後

温泉掘さくがあいつぎ.昭和43年 (1968)に は,こ の地域は工事中の孔井も入れると15源泉にもなり

ました (大木ら,1969た その矢さきの昭和42年 (1967)の 夏期,姥子湧泉 (元箱根 4号泉)の湧出が

止まりました。この湧泉は冬期には枯渇 しますが,降水量の多い夏期に止まることはありませんでし

た。新らしく出現 した孔井と、この湧泉との相互関係が問題になり,昭和42年 (1967)10月 から調査

が始められました。この調査によって姥子湧泉の湧出状況と,こ の付近の温泉の成因があきらかにさ

れました (大木ら,1969、 平野 ら、1969L

まず,姥子湧泉 (元箱根 4号泉)の湧出量は降水量と密接な相関を持 ち,冬期子は枯渇 し、降水量

が増す 3月 頃から湧出をはじめ.8月 頃最高に達 して,11～ 12月 頃ふたたび湧出を停止することが明

らかにされました。泉温は湧出量が200`/minを 越すとほぼ定常的な値を保ちつづけます。この湧泉は

10日 間の積算降水量力お0～ 120mmに 達すると,そ の 6日 後から自然湧出をはじめます。源泉の水位 上昇

仙 石 原

I WT

火
山
性

図78 姥子付近の温泉湧出機構 (大木ら 1969)

CC9:神 山山崩れ堆積物,CC5:神山溶岩類,OS
:古期外輪山溶岩類,W.T:温泉帯水層の水頭面
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は降水の 3日 後から始まりました。この間隔はかなリー定 しています。図78は姥子温泉付近の温泉の

成因を示す模式図です。大涌谷付近の噴出水蒸気によって形成された温泉は浅層温泉帯水層をなして

姥子方面に流下します。この温泉は地表近くで,硫化水素(H2S)の 酸化によって生 じた硫酸(H2S04)

のために液性は pH 2～ 3の 酸性です。平均流速50～ 100m/dayの速 きで帯水層中を流れ.姥子でいっ

たん地表に現れます。再び山崩堆積物 (CC9)中 に滲透 した温泉は伏流水となって,し だいに深層地

下水層に吸収 され,第 Ⅱ帯の重炭酸塩硫酸塩泉へと移っていきます。

姥子湧泉 (元箱根 4号泉)よ り大涌谷側に掘 られた元箱根18号泉 (仙石高原開発 4号 )な ど井深の

,表 い源泉は,本質的には,支層温泉帯水層の温泉を揚湯 しています (図77L元箱根18号泉は揚湯 しない

ときでも,浅層の温泉層から下位の温泉嬌に温泉水が流入していることが半1っ ています。この自然流

下量は100`/minほ どでした。元箱根28号 泉 (仙石高原開発C身 )、 仙石原17号泉 (仙石高原開発 6号 )

などもケーシングエ事が不十分で,浅Hの温泉水が下位の温泉唇にいずれも50`/m inほ ど充下していま

した (大木ら,19691c渇水期に,こ れらの各子L井が姥子湧泉に影響を与えないと云いきることは出来ません。

姥子湧泉の雨期の湧出量は3000`/minに も達 しますから,こ れらの孔井の影響はほとんど問題にな

りません。昭和42年 (1967)の 夏期の姥子湧泉の枯渇は10日 間の積算降水量が81hmに達 しない日が15

日以上連続 したことにも大きな原因があることも調査の結果判明しました。

姥子付近に孔井を掘る場合には,深 さ50～ 10()m(山 崩堆積物の厚さ)の 間の水止め工事を十分おこ

なう必要性と,姥子湧泉より標高の高い地点での温泉採取は湧泉との関係が現れやすいので好ましく

ないことが1旨摘されました (大木ら,1969L

この調査結果をもとにして.姥子付近は県の温泉保護対策要綱で温泉保護地域に指定され,歴史あ

る姥子の自然湧泉の保護がなされています。
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10 ・ 13　湖尻温泉

芦ノ湖北端の湖尻から姥子温泉に至る周辺を湖尻温泉と呼んでいます。小田原駅から，湖尻行きま

たは桃源台行きバスで約60分です。伊豆箱根系のバスや観光船は湖尻に，また箱根登山系のバスや観

光船は桃源台に着きます。バスの選び方によって，それぞれ異なったルートで箱根の名所めぐりを楽

しむことができます。湖尻から，早川の逆川口水門や深良水門を経て芦ノ湖の南端にぬける湖岸の遊

歩道も開かれています。箱根ビジターセンター，樹木園や県営キャンプ場など多くの施設が湖尻の付

近にあります。

湖尻温泉の宿泊施設は旅館４軒，収容人員868 人,寮・保養所12軒，収容人員815人です。

泉質　カルシウムー硫酸塩泉（石膏泉），カルシウム・ナトリウムー炭酸水素塩・硫酸塩泉（含芒硝

重炭酸土類泉）,源泉数　3  ,温度　52.3～59.2°C,温泉量　259^/min, 効果　リウマチ性疾患，動脈

硬化症，高血圧症, 創傷，痛風など。

歴　史

この地域には昭和40年（1965）まで源泉はありませんでした。源泉が掘さくされたのは昭和41年以

後です。ここには箱根の他の温泉場にみられるような温泉にまつわる古い歴史はありません。しかし

箱根にとって大切な芦ノ湖の水利権に関して興味深い歴史があります。

写真46　湖尻温泉（昭和50年撮影）

写真士部中央は大涌谷駐車場,右側の噴煙は蒸気泉

（元箱根24号泉）の水蒸気



写真47　元箱根19号泉のエアー・コンプレッサー室と貯湯槽（昭和56年1月撮影）

芦ノ湖の水は古来，湖尻地域の逆川口より流れ落ちていました。寛文10年（1670）に友野与右衛門

らによる深良用水が完成して以来，逆川口からはほとんど流れ落ちなくなりました。明治2･9年（1896）

芦ノ湖の水利権をめぐって逆川事件が起こり，明治36年（1903）和解がなされています（稲村,  1977）。

しかし芦ノ湖の水利権については，現在でも多くの問題を残しています。

稲村得寿は，逆川事件の発端から和解にいたる経過を資料に基づいて詳細に検討を加え,「芦の湖分

水史考,（第I ~3 集）（1977～1980）を著わしました。箱根側に今まで無いと思われていた湖水の取水

権が1/10残されていたと云う指摘がなされました。この稲村の研究成果に端を発し，昭和55年(1980）

12月10日，箱根町の有志が「芦ノ湖の水利権を考える会」を結成し，あらためて湖水の問題に取りく

みはじめています。

なお深良用水については，箱根八里（大正２年,  1912）tsよび観光箱根（昭和28年,  1953）に次の

ように記されています。

深良用水（疏水）は寛文６年（1666）,発起人大庭源之丞，願人友野与右衛門，長浜半兵衛，尼崎嘉

右衛門，浅井次郎兵衛の４人の請負で始められました。箱根権現の別当快長僧正の援助もあり，寛文

10年（1670）完成しました。全長738間（1,330m ）で出合点のくい違いはわずか３尺（約１ｍ）であっ

たそうです。疏水は明治20年（1887, 世伝御料地に編入されました。疏水の研究では志賀富士男およ

び学術調査団調査（昭和25年,   1950) があります。また高倉テルは「箱根用水」（1951）を書きました。
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現 況

湖尻温泉には現在 3源泉ありますが,い ずれもエアーリフトポンプで揚湯 している温泉です。総温

泉量は259″ /inin,泉温は50～60℃ です。

昭和41年 (1966), 温泉の掘 さくラッシュにのって深さ525mの源泉が誕生 しました(元箱根19号泉)。

その後,昭和45年 (1970)ま でにさらに2本の孔井が掘 さくされました (元箱根23,26号 泉λ深さは

500～700mです。

これらの温泉は中央火口丘噴出物の基底部にある温泉帯水層中に胚たいされています。箱根火山の

深層地下水とみなすことも出来ます。液性は中性で,陰 イオンの主成分は炭酸水素イオン (重炭酸イ

オン,HC05)と 硫酸イオン (SO:~)で ,第 Ⅱ帯の重炭酸塩硫酸塩泉に分帯されています (表 9の Ⅱヽ

温泉掘さく孔がこの温泉帯水層に達すると,途中の水止めが完全であれば,孔内水位は芦ノ湖の湖

面723mよ り数～十数m低 くなっています (図79ヽ 深層地下水の動きを探るうえに重要な事実です(大

木,平野 .1970λ

これらの温泉は,エ アーリフトボンプで地上に汲み上げると,揚湯管などにr]色 の温泉沈澱物を付

ri‐ させます。これは,霰石 (あ られいし,や方解石で,炭酸カルシウム (CaC03)の結品です。湖尻

温泉をはじめ.芦之湯.強羅など比較的温度が高く,炭酸水素イオン (重炭酸イオン.HC03)を 多

く含む弱アルカリ性の温泉に析出します。これらの温泉を湧出する孔井の掘 さく中に得られたボーリ

ングコアーの熱水変質鉱物を調べると,方解石 (Caco3)は極く許通に見い出されます (関 ら.1980)1揚

湯装置に自色の炭酸カルシウム(CaC03.方解石または霰石)を 付着させる温泉水は,地 ドでは方解石

について飽和していると考えられます (Oki et al、 1974た 炭酸ガス(C02)~~方 解石 (CaC03)系 の
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箱根の温泉 (温泉沈澱物を

析出する)のPH(鈴木ら

1971)

○:地表における測定値

●:対応する地下推定値

温度

平衡関係によって,こ れらの温泉の地下条件を推定すると,炭酸ガス (C02)分圧は約 1気圧 ,pH
は 6前後となります (鈴木ら,1971,図80ヽ このような温泉が地上に揚湯されると,炭酸ガス分圧が

急激に下り,温泉水の pHは 8前後に上昇します。普通は,こ の上昇したpHを 測定 しています。pHが

上昇したために,温泉の炭酸イォン (CO:~)の濃度は地下にあった時の1∞倍にもなります。こうし

て,温泉水から炭酸カルシウム (CaC03,方解石または霰石)の温泉沈澱物が析出します。
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10 ・ 14　芦ノ湖温泉（蛸川を含む）

芦ノ湖畔の元箱根および箱根地区をまとめて，芦ノ湖温泉と呼んでいます（はこねの手引,  1979）。

この温泉地は昭和41年（1966）に約2  kmはなれた芦之湯からの引湯によって新たに生まれました。

芦ノ湖温泉へは小田原駅より元箱根行きのバスで約60分です。

芦ノ湖温泉付近は風光明媚であるとともに歴史的遺産にも恵まれています。当地は東海道の交通の

要所「箱根関所」や源頼朝らの信仰厚かった「箱根神社」（箱根権現ともいう）などで有名です。芦ノ

湖（標高723m ）の湖畔から古期外輪山越しに富士山を展望することが出来ます。特に，芦ノ湖面に映

る「逆さ富士」の姿は格別の美しさです。夏は湖水祭，鳥居焼まつりでにぎわい，冬は大学駅伝マラ

ソン，節分祭と行事も多彩です。

泉質は単純温泉，単純硫黄泉（硫化水素型）,温泉は芦之湯・湯ノ花沢の町営温泉を引湯し温度64～

75 "C   （貯湯槽）,効能　リウマチ性疾患，運動器障害，神経まひ，慢性湿疹，創傷など。

歴　史

元箱根地区にある箱根神社（箱根権現）は天平宝子元年（757）万巻上人により開山されたといわれ

ています。平安時代には僧兵も数多くいて，元箱根は門前町として栄えました（神奈川県,  1953）。

箱根地区に元和４年（1618）徳川幕府は関所を設けました。このため宿泊施設は本陣，脇本陣など

写真48　芦ノ湖温泉の全景（昭和50年撮影）

中央芦ノ湖に突出している所は恩賜箱根公園。

は二平山　かﾄは駒 岳々
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相当数にのぼり隆盛を極めました (観光箱根 ,1953λ 現在,関所跡には当時を再現 した施設がありま

す。又その当時,街道沿いに植えられた杉は現在雄大な杉並木として育っています。

明治 2年 (1869)箱根関所は廃止されました。それとともに,旧本陣などは一般の旅館として開業

するようになりました (松井,1900,石 内 ,1913λ 明治43年 (1910)頃 の旅館は,箱根地区に箱根ホ

テル (旧破風屋),石内 (旧本陣),山木屋 ,遠州屋 ,大村屋 ,た ちばなやの 6軒で,元箱根地区に橋本

屋 ,武蔵屋 ,角屋,飯田,松坂屋支店などがありました (井上,1909,日 本歴史地理学会 ,1910)

明治中期に着手された元箱根村営水道は,大正元年 (1912)に完成しました。これが現在の町営水

道の始まりです (箱根町営水道の概要 ,1979ヽ

大正12年 (1923)9月 1日 の関東大地震,昭和 5年の北伊豆地震 (豆相地震ともいう)は元箱根 ,

箱根地区にも大きな被害をもたらしました (中野 ,1969,大木 ,1979ヽ ベルツの奏上により建設され

た箱根離宮等が破壊され,山津波

や地辻りも誘発 しました。箱根離

宮の跡地は昭和21年 (1946)恩 賜

箱根公園となリー般に公開される

ようになりました。現在,国 内に

はベルッをたたえる「箱根の温泉」

の碑があります。

現 況

芦ノ湖温泉には ,「富士の見える

所に温泉はない」の喩えのとおり

温泉は湧出しません。箱根園に近

い蛤川で,昭和初期に温泉掘 さく

が行 われましたが, 現在 ,源泉

が埋没 しているため所在は不明で

す (元箱根 5, 6号泉ヽ

昭和41年 (1966)元 箱根地区に

配湯された町営温泉は,昭和50年

(1975)に は箱根地区にも配湯され

るようになりました。宿泊施設数

は35軒です。温泉を利用している

施設はその約半数で,徐々に増加

しています。図81 造成温泉の給湯配管図,その2(粟屋ら1974に 加筆)
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10 ・ 15　芦之湯温泉

芦之湯温泉は駒ヶ岳のふもとの国道１号沿 いにあり，小田原駅より元箱根行きのバスで約45 分です。

温泉地の標高は約850m で,夏涼しく，長期滞在客の多い温泉場です。

古くから湯治場として開け，江戸時代には隆盛を極め，江戸の文人墨客が愛した湯治場でした。湯

治中の文人らは東光庵に集まり句会や議論を展開していました。現在，東光庵跡には芭蕉，蜀山人，

加茂真淵などの句碑がたくさん残っています。また弁天山の「恩人の碑」や国道１号沿 いの精進ヶ池 ，

重要文化財の石仏群などは芦之湯温泉附近の見どころです。

泉質は単純温泉，単純硫黄泉（硫化水素型）,含硫黄－カルシウムー硫酸塩泉（硫化水素型），（含石

膏硫化水素泉）カルシウムー硫酸塩泉（石膏泉）など，源泉数11, 温度25.7 ～84. 2°C,温泉量166H

/min, 効能　 リウマチ性疾患，痛風，創傷，慢性湿疹，神経まひなど。

歴　史

芦之湯温泉の歴史は古く，建治６年（1280）信仰の湯治場として「春の深山路」に記載されていま

す（岩崎,  1979）。当時 。芦之湯一帯は沼沢地で，山寄りの岸辺から温泉が湧出していました（立木，

1978)。

江戸時代中期，当地は箱根権現領から村有地になりました。寛文２年（1662 ）勝間田清左衛門が湿

原を干拓して，現在の芦之湯温泉の基礎 をつくりました（観光箱根,  1953)。この湿原のなごりが現在

の阿字ヶ池です。阿字ヶ池の湧水は酸性で函山誌 （1900）には鉄鉱水として紹介され，昭和12 年（19

37) に温泉台帳（芦之湯 ７号泉）に登録 さ,れています。



写真50 芦之湯温泉(昭和56年１月撮影）

その後，芦之湯温泉は有名になり，七湯の枝折（文化８年,  1811）では「此湯五味なるが故に筥根

の温泉とさへいへば先此所を主とする事世もって知れる所」と絶讃しています。当時，湯宿は松坂屋

伊勢屋，大和屋. n 屋，紀伊国屋，吉田屋の６軒があり，惣湯（共同浴場）を使っていました。惣湯

の効能は「打身，すぢけ，脚気，渕侑, 癈毒，頭痛, 痛気……此外子なき婦人浴すれバ必懐胎ス，禁
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忌　中風労咳癩病是は浴して験をえず」とあります。また，達磨湯は「冷湯にして気味酸し」く，効

能は「眼丹，舌癈, たたれ目，沼眼……」と書かれています。諸国温泉効能鑑など温泉番付では，芦

之湯温泉は上位にランクされています（岩崎,  1979）。

明治５年（1872）芦之湯温泉を訪れたフランスの法律家ブスケは，日本見聞記に湯治場の混浴風景

を興味深く描きました（岩崎,  1979)。この頃から外国人も多く訪れるようになりました。

明治37年（1904)  松坂万右衛門らは多くの困難を克服して，宮ノ下－芦之湯一箱根間の道路を開削

しました。これが現在の国道１号の基礎になりました。記念碑「箱根新道之碑」が芦之湯温泉の入口

に建てられています（新・箱根風雲録，1956, 岩崎,  1979）。

芦之湯温泉は昭和34年（1959）に自然湧泉の時代からエアーリフトポンプの時代に移りました。こ

の地区では芦之湯９号泉がボーリング孔からエアーリフトポンプで高温の温泉を汲み上げることに成

功した最初の源泉です。この源泉は昭和28年（1953）松坂屋本店の裏で掘さくされ,同じ年に深さ70m

で工事が終了しました。当初は温度35°C,揚湯量180がmin でした。その後，孔井内の温度を測定した

り，揚水テストをくり返し，昭和34年（1959）61. 5℃，12肘/niinの温泉を汲み上げることが出来るよ

うになりました（大木ら,  1963）。獅子文六の小説「箱根山」にこの温泉掘さくの話がもりこまれてい

ます。

写真51　現在の芦之湯5号泉(達磨湯）（昭和54年5月撮影）浴室跡が残っている。



写真52　箱根町営１号泉（芦之湯10号泉）（昭和56年２月撮影）

ボーリングにより深い所から高温の温泉を汲み上げられるようになったので，温泉 を建物の中に引

きこみ，い わゆる「内湯」が設けられるようになりました。 それに伴なって，湧出場所に直接浴槽を

設置し「外湯」（共同浴場）として利用されていた比較的温度の低い（26～40  °C）自然湧泉はだんだん

利用されなくなりました。

往時の仙液湯（芦之湯１号泉）,黄金湯（芦之湯４号泉）,達磨湯（芦之湯５号泉）,底なしの湯（芦之

湯６号泉）などの自然湧泉が残っていますが，それらは朽ちてさびれ放題になっているのは残念なご

とです（写真51）。

現　況

芦之湯温泉には自然湧泉が７源泉，孔井からエ アーリフトポンプで温泉を汲みＬげる動力泉が４源

泉あります。自然湧泉の湧出量は1346びmin, そのうち芦之湯７号泉（阿字ヶ池湧水）は131 屁/min で

一部が箱根町の造成温泉に使用されています。動力泉の揚湯量は315^/min です。芦之湯温泉で使用し

ている全温泉量は217 ≪/minです。

自然湧泉と動力泉とでは温度や泉質が大変違います。図82 は芦之湯の自然湧泉（芦之湯５号泉）と

動力泉（芦之湯９号泉）の泉温の季節変化です。９号泉は温度の季節的変化 がありませんが,   5号泉

は渇水期に温度が上昇し，豊水期に温度が低下しています。これは自然湧泉に浅い地下水が混入して

いることを示しています。一般に噴気地帯の浅い地下水は酸性です。芦之湯の自然湧泉は低温（25.7

～39.5 ℃ の単純硫黄泉（硫化水素型）です。しかし,   9号泉は深い所から汲み上げるので温度が高

く（61.7 °C）,中性の含硫黄一カルシウムー硫酸塩泉（硫化水素型）（含石膏硫化水素泉）です。
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図82 芦之湯 5号泉と

9号泉の泉温の

季節変化

昭和37年 (1962)芦 之湯北西の宝蔵岳で箱根町が温泉井 (芦之湯10号泉)の試掘に着手し,昭和38

年 (1963)深 さ300mで ,温度77℃ ,揚湯量90ι /minの 温泉の採取に成功しました。 泉質は中性のカル

シウムー硫酸塩泉 (石膏泉)で ,炭酸水素イオン (重炭酸イオン.HC05).硫酸イオン (SO:)に 富

んでいます。第Ⅱ帯の重炭酸塩硫酸塩泉です。

この源泉 (町営 1号泉)を 利用して箱根町は昭和40年 (1965)芦 之湯地区に温泉の供給を開始 しま

した。町営温泉のはじまりです。さらに同年.町営 2号泉(声之湯H号泉)が掘 さくされ(深 さ3駅 )m),

昭和41年 (1966)に は洋l泉 に恵まれない芦ノ湖畔の元箱根地区に温泉の供給を開始 しました。昭和42

年 (1967)に は町営 3'}泉 (声之湯12号泉)を掘 さくし (深 さ424m).供給メliの 増力‖を図りました. そ

の後,次第に温泉需要量が増な1し てきたので、H召 和46年 (1971)湯 ノ花沢に蒸気井 (元箱根27号泉)

を掘さくし,同年8月 に蒸気が噴出しました。この蒸気を水に吹 き込めば,大涌谷やJll雲山で行われ

ている,い わゆる「造成温泉」がl11未 ます.箱根町は。現在.水道水 (水井戸)と 阿字ヶ池湧水 (声

之湯 7号泉)を利用して温泉を430′ /min造成しています。町営温泉は,3本の動力泉 (約 20()′/min)

と,蒸気泉による造成温泉によって温泉供給量が68()′ /minに なりました,

昭和50年 (1975)に ハイプラインは延長されて.芦 ノ湖畔の箱根地区に造成淋l泉 が供給されはじめ

ました。現在では.大芝分譲地 .湯の花分譲地にも町営温泉 (造 成温泉)が供給されており、新たな

温泉地の開発に役立っています (箱根町営温泉の概要,1980L

芦之湯 9号泉

芦之湯 5号泉



309

（箱151）

10 ・ 16　湯ノ花沢温泉

国道１号と芦之湯で別 れ，ゴルフ場を右手にみながら駒ヶ岳ケーブル登り口に向 うと湯ノ花ホテル

がみえて きます。ホテルの西方に温泉造成用の火山性水蒸気や，硫 黄山噴気地帯をみることができま

す。硫黄山を源とする沢の下流に芦之湯温泉があります。駒ヶ岳ケーブル登り口に向 わずに右折し，

北進しますと湯ノ花沢に出合います。湯ノ花沢沿いには自然湧泉があります。湯ノ花ホテルー硫黄山

一湯ノ花沢に囲まれた部分とその周辺を湯 ノ花沢温泉と呼ぶことにします。湯ノ花沢温泉は，駒ヶ岳

の東斜面 ，標高1 ,000m 付近にあり,箱根の温泉場では最も標高の高い位置にあります。ここから東方

の展望はすばらしく，晴 れ左日には足柄平野の小田原市街，相模湾，三浦半島，房総半島 を眺めるこ

とができます。宿泊施設はホテルが１軒あるだけです。

泉質　 単純硫黄泉〔硫化水素型〕,酸性一含硫黄－アルミニウム・鉄（Ｈ）一硫酸塩泉（含硫化水素酸

性明ばん緑ばん泉）または酸性一含硫黄－ アルミニウムー硫酸塩泉（含硫化水素酸性明ばん泉）, 源

泉数　8 ,温泉は主に火山性水蒸気による造成温泉，造成温泉量　430ｌ/min （85°C）,効能　高血圧症

動脈硬化症，真菌症（水虫）,慢性湿疹，糖尿病など。

写真53　湯ノ花沢温泉，湯ノ花ホテル（昭和56年２月撮影）



写真54 硫黄山硫気地帯と駒ヶ岳（昭和56年２月撮影）

中央部の噴煙は人工制御できなくなり蒸気井の

周囲から噴出する火山性水蒸気。

歴 史

明治21年 （1888）発行の箱根鉱泉誌に「硫黄山は蘆の湯を距ること十二丁なり　湯の花沢は硫 黄山

を距ること北四五丁に有り　一小渓流の中岩石の間に微温の鉱泉湧出す」とあり湧泉の存在が知られ

ていました。　しかしこの時はまだ利用されていなかったようです。

湯ノ花沢温泉の開発は明治23年（1890）といわれています（中野, 1969 ）。明治33年（1900 ）の函山

誌に「花の湯」とあり，湯 ノ花（硫黄）の採取 もおこなわれていました。当時 からの源泉は湯ノ花沢

にある与右衛門湯（元箱根１号泉）,弘法湯 （元箱根 ２号泉）,権現場 （元箱根 ３号泉）の自然湧泉で，

かつては入浴や硫黄採取に用いられていました。これらは酸性硫酸塩泉です（第I 帯）。

昭和13 ～14年（1938 ～39) にかけて，黒田和夫 （1943）は自然湧出する湯 ノ花沢温泉の湧出状況 を

化学分析を主体にして詳細に調べました。ことに降水と化学組成の関係を明らかにすることに一つの

目標がおかれました。権現湯はr大雨が降ると（I）泉温は次第に上昇する。　㈲湧出量は直ちに急増す

る。（iii）pH値は小となる（酸性が強くなる）。(iv）鉄含有量は急激に雨の降った翌日に５倍位増加し，のち

次第に減 る。（V）硫酸イオン，蒸発残留物も急激に増大し極大値 を示す。」ことなどが明らかにされまし

た（黒田,   1948)。　また権現湯は一つの温泉について，その含有成分の徹底的な分析が行われた例と

しても良く知られています。黒田（1948）は，昭和13 ～14年（1938 ～39）にかけて，通常の分析法と

分光分析法，ポーラロ グラフ分析法など当時の最先端の手法によって，この試料から42の化学種を定

量しました。バナジウム（Ｖ），ジルコニウム（Ｚｒ），ゲルマニウム（Ge ）, ガリウム（Ｇａ）なども分析され

ています。その後，日本の温泉化学は極く微量で，より分析のむずかしい成分の分析へと発展しまし

た。



昭和26 年,  27年(1951,1952) の２回にわた

り,弘法湯( 写真55) などで入浴中に硫化水素

中毒死事故が発生しました(岩田, 1972)。それ

以来，弘法湯や権現湯など硫化水素を含む古

くからの自然湧泉は使用されなくなりました。

こうして昭和28年(1953) から，湯ノ花沢温泉

は蒸気泉の開発がはじまりました。

現　 況

現在の総源泉数は８( 湧泉3  , 蒸気泉5)

ですが，実際に利用されているのは硫黄山の

下流にある２本の蒸気泉(元箱根21  号, 27号泉)

です( 図83)。

昭和28 ～37 年(1953 ～1962) の間に，国土

計画株式会社は湯ノ花沢地区 に掘さく深度の

比較的浅い蒸気泉などを８本掘りましたが，現在それらはすべて埋没しています（表20）。同社は,昭和

42年（1967）に深さ225m の蒸気泉（元箱根21号泉）の掘さくに成功しました。この孔井の火山性水蒸

気は, 湯ノ花ホテルの暖房や温泉造成に利用されています。昭和47年(1972 ）当時の噴出熱量は1.7

写真55　昭和27年２度目の中毒死事故のあった

弘法湯の入口（岩田　1972より）

図83　硫黄山噴気地帯

と蒸気井（大山

ら1973 )

Ａ: 現在噴出し

ている蒸気

＃

B  : 現在埋没あ

るいは休止

している蒸

気＃

c  ：湧泉
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表20 硫黄山噴気地帯周辺 (湯ノ花沢温泉)の孔井 (昭和47年 )

温 泉
帳 番

堀さく認可年月日

×106ca1/Secで したが,そ れ以後,熱量は測

定されていません(表 21ヽ さらに同社は,昭和

45年 (1970)に 元箱根21号蒸気泉の75m西側に

深さ301mの 蒸気泉 (元箱根25号泉)を掘 さく

しました。昭和47年 (1972)の噴出熱量は1。 17

×106ca1/Secです。しかし,こ の蒸気泉は井

戸周囲のグラウト,セ メンテーション,ケ ーシ

ングエ事が不完全であったため,孔井の付近

一帯から火山性水蒸気が噴出し,そ の制御が

うまく出来ない状況です。蒸気泉の掘さくに

際 しては,グラウトによる地盤の補強工事 ,

孔内のケーシングエ事などを充分に検討しな

ければならないことを示す教訓となりました。

昭和46年 (1971),箱根町は,国土計画株式会

社の元箱根25号蒸気泉から30m南側に,深 さ

256mの 蒸気泉 (元箱根27号泉)を掘さくしま

した (写真56,57,58ヽ 昭和47年 (1972)の噴出

熱量は2.92× 106ca1/Secで したが,昭和55年

(1980)の測定では1.7× 106ca1/Secと なり,し

だいに噴出熱量が減少しています (図84,大

山ら 1973ヽ この蒸気を利用した箱根町の温

泉造成量は430′/min(85℃ )で , 芦之湯地区

に掘られた 3本の温泉とあわせて,町営温泉

事業がいとなまれています。

これらの蒸気泉と湯ノ花沢温泉を含む硫黄

山噴気地帯の放熱量は5.4× 106ca1/Secと 見

積られています (表 10ヽ その64%に あたる

3.5× 106ca1/Secの 熱量が蒸気泉から放出され

ています。噴気地帯一帯の自然の放熱量に比

べて,蒸気泉の放熱量の多さがわかります。

なお,硫黄山噴気地帯の放熱量は,箱根火山

の放熱量の約18%を しめています。

深
＞ｍ

井
＜

ム
ロ
“万

元箱根 1  大正14年 6月 26H

元箱根 2 古来より存在

元箱根 3 古来より存在

元箱根 7 昭和H年 11月 13日

元箱根14  昭和33`「 10i1301」

元箱根15 昭和35月 61,26日

元箱根16 1昭和35f16ナ ,2611

元箱根17 昭和37年 8'12‖

元箱根21 日召和42年 6「123日

元箱根25 昭和45年 7月 18日

15.01横 穴湧泉

3.01縦穴湧泉
|

1縦穴湧泉

1湧
泉

軋51重 曇
98.01蒸  気

150.01蒸   気

150.01温 泉揚湯

83.81蒸  気

47.81蒸  気

蒸  it

止
　
止

休
　
休

225.01蒸   気

∞α61蒸 気

理 没

埋 没

埋 没

埋  没

埋  没

埋 没

埋 没

埋  没

理 没

噴 出

噴 出

噴 出元箱根271昭千n46年 川 2日 あ631蒸  気
|

(大 山ら,1973)

表21 蒸 気 井 の 測 定 結 果 (大山ら 1973)

脚″年9H26111景 霧輝
根

井

箱

号

一元
２７

根
井

箱
号

一元
２５

温   度 ℃

密   度 k9/ボ

平 均 流 速 m/sec

噴 気 流 量 nf/sec

蒸 気 量 kg/sec

熱 水 量 k9/sec

噴出量合計 k9/sec

噴 出 熱 量 kca1/sec

乾 き 度

湿 り 度

出日附近の静圧
k9/昴

132.6

6.12

1● .0

1,78

2.86

8.05

10.91

2.92)く 103

0.3

0.7

--0.14

124.4

3.07

127.0

1.68

2.15

3.03

5.18

1.7)(103

0.4

0.6

-0.07

97.7

5.38

59.4

1.43

0.79

6.89

7.68

1.17)〈 103

0.1

0.9

-0.01

現  況



写真56,  57,  58は駒ヶ岳の東斜面，湯ノ花沢地区で深さ256  mの掘さく が成功し

た箱根町営 蒸気井( 元箱根27号 泉)

写真56　 蒸気噴出 開始 ，泥水の柱 がた ちはじめます。

写真57　｢ あっ｣ とい う間に熱 い泥水の雨で，あたり が暗くなります。｢それ逃

げろ｣。

写真58　 泥水の雨がおさまり，良好 な蒸気が猛烈 な轟音 を響かせて噴出。温度

125 °C, 4.8×lO^kcal/sec, 蒸気量640t/day, 地熱発電す れば2,500

kwの発電 が可能です(昭和46年，蒸気井完成時)。
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箱根町営蒸気井

(元箱根27号泉)

の熱量と温泉造

成量の経年変化

昭和 46年

湧出機構

硫黄山噴気地帯は,大涌谷,早雲地獄に次 ぎ,比較的小規模です。湯ノ花沢温泉に隣接する硫黄山

は,硫化水素 (H2S)を 含む火山ガスが噴出しています。駒ヶ岳の斜面に降った雨水が,浅い地下水

となって噴気地帯を通過すると火山ガスと混ざり合い,硫化水素 (H2S)は硫酸にまで酸化され,酸

性硫酸塩泉になります。第 I帯の温泉です。以前利用されていた与右衛門湯 (元箱根 1号泉),弘法湯

(元箱根 2号泉).権現湯 (元箱根 3号泉)は ,温泉が地表に現われた自然湧泉です。

湯ノ花沢の自然湧泉,微弱な噴気,小規模の爆製火口 (小規模な水蒸気爆発で生 じたスリ鉢状にヘ

こんだ地形)は神山と駒ヶ岳の両火山体の境界である湯ノ花沢に沿って分布しています。硫黄山の噴

気やその下位の蒸気泉は駒 ヶ岳山体から噴出していますが,こ れらの温泉・火山性水蒸気のもとにな

っている熱水は駒ヶ岳溶岩円頂丘の下敷となっている神山成層火山体の中に胚たいされているものと

推定されます。
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10 ・ 17　大涌谷温泉

神山の北麓，標高800 ～1,150m にある大涌谷の噴気地帯は，箱根の噴気地帯で一番規模が大きく，

観光 ルートの名所になっています。ここからの富士山の眺めは雄大です。大涌谷駐 車場下に箱根町立

大涌谷自然科学館があり，箱根の自然（気象 ，火山，生物）を理解するのに役立ちます。

大涌谷では火山性水蒸気を利用した温泉造成事業の他に，年間180 万個もの名物「黒たまご」や約６

トンの温泉浴剤「湯の花」の製造などに地熱エネルギーが利用されています。この地域には宿泊施設

はありません。

泉質　 カルシウムー硫酸塩泉（石膏泉）,含硫黄－カルシウム一硫酸塩泉〔硫化水素型〕（含石膏硫化水

素泉）およびカルシウム・ナトリウムー炭酸水素塩・塩化物泉（含食塩重炭酸土類泉）,源泉数　2  ,

火山性水蒸気による造成温泉量3,890 がmin, 温度　70  "C,効能　リウマチ性疾患，高血圧症，動脈硬化

症，創傷，皮膚掻憚症など。

歴　 史

大涌谷は以前，大地獄と呼ばれていました。明治６年（1873 ）に明治天皇が行幸された時，天皇 が

写真59　 大涌沢上流部の変質帯と冠ヶ岳（昭和46年撮影）



写真60　大涌沢の造成温泉（昭和46年撮影）深さ50~ 100 m のボーリング孔から噴出する蒸

気に直径1 m の土管をかぶせ，上から冷水をかけて蒸気と混合させると造成温泉となります。

地獄に行くのは不吉であるとのことで，福住正兄の提案で大涌谷に改名されました。同時に，小地獄

も小涌谷に改名されました（日本歴史地理学会,  1909）。

東京大学教授エルヴィン・ヘルツは「日本近代医学の父」と呼ばれ，温泉医療にも大きな足跡を残

した人です。ヘルツは明治13 年（1880）日本鉱泉論を著 わし，箱根などに温泉治療所 を建設するよう

内務省に建白書を提出しました。その後，明治20年（1887 ）に，大涌谷こそ模範となるべき温泉治療

所 を建設する場所に最適であるとして宮内省にも建白書を提出しました（箱根温泉供給株式会社資料）。

この時，ヘルツは教え子の広瀬佐太郎に温泉治療所をまかす予定でした。広瀬は明治21年（1888）箱

根鉱泉誌を著わし，横浜十全病院の初代院長を勤めた医師です。宮内省はヘルツの進言により大涌谷

に80町歩の土地 を買上げました。しかし，時の政府は「………山中第一の絶勝を放擲して他の占有に

任するは………」として謝絶する方針でした（箱根温泉供給株式会社資料）。帰国前年の明治37 年（19

04）ヘルツは再び大涌谷に来て，何も整備されてないことを知り，温泉治療所づくりの努力も水の泡

となってしまったと嘆いています（ヘルツの日記,   1979）。当時は箱根鉱泉誌（明治21 年,   1888）に，

「大地獄　近時大涌谷と云ふ冠ケ嶽の北崖の中腹に起り東南は剣ケ峯，早雲山西北は大地獄山の間を

通り北に流れて早川に入る所の一大澗谷の総称なり， 殊に降雨の後は地皮更に軟脆となり過で之を踏

破るときは半身焦土に埋 まり焼死せるもの時々之ありと云 う」とあり，噴気地帯の危険な様子を伝え

ています。この頃，姥子から大涌谷に至る間に硫黄採取場がありました（井上,   1909, 佐藤,   1909）。

昭和５年（1930）箱根温泉供給株式会社（以後温泉供給会社と云 う）が発足するまで，大涌谷の温

泉源は仙郷楼，俵石閣，万岳楼，箱根登山，箱根土地 が使用していました（神奈川新聞社　1956 ）。温
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泉供給会社 (仙石原地所株式会社の後身)は御料地の使用許可や県有地の払下げ,温泉使用権の獲得

などを資本として,噴気孔の蒸気と地表水を混合して温泉を造成 し,温泉給湯事業を開始 しました。

昭和 7年 (1932)15万石 (27,000r)の 貯水池が完成しました。昭和29年 (1954)県営水道ができ,

企業庁水道局との契約でイタリ池から1日 あたり3000rの湧水をポンプアップ (高低差 350m)し て

温泉造成用の水が安定 して得られるようになりました。

大涌谷や早雲地獄は温泉地すべり地帯の代表的な例 として良く知られています。大涌谷において,

現在判明している過去の地すべりは 6回 ほどありました。明治43年 (1910),昭和10年 (1935),昭和20

年 (1945),昭和23年 (1948),昭和25年 (1950),昭和28年 (1953)な どです。明治43年 (1910)8月 の

地すべりは規模が大きく,大涌沢から押 し出した土砂が早川をせき止めて天然のダムを作りました。

これが破れて一時に流れ出たので,塔之沢温泉は被害 を受けました。死者 6名 ,負傷者10名 ,流失家

屋は36戸 におよびました (神奈川県土本部砂防課,1959,小 出,1955ヽ

大涌谷における初期の砂防事業は,昭和 8年 (1933)神 奈川県による2基の堰堤工事と,昭和 9年

(1934)内 務省による3基の床固工事です。この工事直後の昭和10年 (1935)に小規模な地すべりが

おこり,そ れが一応とまっていたところへ,ほぼ同じ場所で再び昭和25年 (1950)に地すべりがおこ

りました (小出,1955ヽ この間にも,小規模な地すべりが昭和20年 (1945)と 昭和23年 (1948)に 2

回おきています。

ポ
ー
リ
ン
グ
竣
工
数

（本
）

昭和 20年
1945`「

30年
1955年

40年
,965年

50年
1975年

図85 大涌谷における年度

別ボーリング崚工数

A:神奈川県

B:防災センター

C:温泉供給会社

昭和28～30年 (1953～1955)頃,大涌谷の硫気活動はその中心が姥子温泉側にあって,大正時代か

ら昭和の初期にさかんに活動 していた大涌沢側の硫気活動はしだいにおとろえていました。このよう

な硫気活動の中心の移動は,地すべりによって火山性水蒸気の通路がふさがれたことにも原因がある

と考えられました (小出,1955ヽ 通路をふさがれた火山性水蒸気は,通路を求めて他の場所へ移動す

るので,大涌谷にボーリングをすれば,た いてぃの所で火山性水蒸気が噴出しますが,経験的にその

噴出はしばらくすると次第におとろえると小出 (1955)は のべています。
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大規模な早雲山の地すべりで大きな被害が起きた翌年の昭和29年 (1954)か ら,大涌谷でも多数のボ

ーリングがおこなわれるようになりました。この数は昭和54年 (1979)ま でに116本 にも達していま

す (図85ヽ この内,県土本部の施工数は102本で最も多く, 1～ 2本の地下排水孔を除いて,すべて

火山性水蒸気を噴出させる為の「地下排気ボーリング」と称されたものでした。

地下排気ボーリングエ事 : 昭和

28年 (1953),早雲山の地すべりが

おこると,県は今後の安全を期す

ために,小出博 ら当時の斯界の権

威者を集めて地すべり調査研究会

を組織 しました。この研究会で全

体計画を練 り,対策工事がすすめ

られました (神奈川県土本部砂防

課,1958ヽ

早雲山地すべりの原因の一つに

火山性噴気ガスの作用があげられて

います。この噴気ガスを人工的に

地表に抜 くために「地下排気ボー

リングエ事」がおこなわれました。

この排気ボーリング孔によって,

噴気地帯の広範囲から噴出してい

る火山性噴気を(図 86),局所に集め

て排出する計画でした (図 87ゝ こ

の工事によって,早雲山地すべり

の原因となったと考えられた水蒸

気爆発を防止 し,硫気孔の移動を

防ぎ,底部の岩石の温泉余土化を

防止する目的でした (神奈川県土

本部砂防課,1958ヽ こうして地下

排気ボーリングエ事が,噴気活動

の最も活発な場所を選んで行われることになりました。この工法は,大涌谷では昭和29年 (1954)か

ら開始され,早雲地獄では 1年遅れて昭和30年 (1955)か ら始まりました。

図88は,大涌谷に昭和29年 (1954)～ 昭和46年 (1971)の 間,神奈川県が掘さくした「地下排気孔」

の施行箇所です (小田原土木事務所,1971ヽ 92本 の掘 さく深度の延べ長さは6630mに達 します。孔井

tV岩
山

図87 火山性水蒸気の排出モデル (神奈川県土木部砂防課 1958)

図86 火山性噴気地帯のモデル (神奈川県土木部砂防課 1958)

自然の曖気

山



319

(箱161)

図88 大涌谷における

地下排気ボーリ

ング施行位置図

(小田原土木事

務所 1971)

1本当りの平均深度は72mです。昭和46年 (1961)12月現在92本の内59本のボーリング孔は閉塞して

いました。噴出を停止 した孔井が修復されることはありませんでした。地すべり調査研究会の指導的

役割をはたした小出 (1955)が考えたように,掘 さく工事終了後 しだいにボーリング孔からの噴出が

おとろえるのは,そ れだけ排気効果があがったためだと評価されたのでしよう。

温泉造成 : 温泉供給会社は大涌沢に湧出する温泉や貯水池から導いた冷水と自然噴気を混合した

貯水池  り,あ るいは冷水を噴気地帯に散布して暖めたものなどを集

めて給湯していました。この給湯は降水量の多寡に左右され

不安定なものでした。

昭和29年 (1954)県 企業庁が箱根で給水を開始 しました。

そこで温泉供給会社は企業庁より日量3000rの 水の供給を受

け,大涌沢ボーリング孔から噴出する火山性水蒸気によって

温泉造成を新たに加えることになりました。大涌沢で昭和29

年より施工された地下排気ボーリング孔から噴出した火山性

水蒸気も造成温泉の熱源として利用されるようになりました。

昭和39年 (1964)当 時の大涌谷の造成温泉は横穴湧出泉,

噴出蒸気注水造成泉,硫気地帯散水造成泉が混合されて給湯

されていました (平野ら,1965,図 89ヽ 横穴湧出泉とは硫気

地帯に温泉集水用の横穴式暗渠をつくつたもので,こ こから

湧出する温泉をさしています。噴出蒸気注水造成泉は温泉地

給13

図89 昭和39年当時の大涌谷温泉の造成

系路 (平野ら 1965)
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すべりを防止するために掘られたボーリング孔などから噴出する火山性水蒸気に冷水を注入して造成

されているもので,溶存成分が比較的少ないのが特徴です。硫気地帯散水造成泉は硫気活動のさかん

な所に貯水池からの冷水を散布し,集水 したものです (表 22ヽ

現在,温泉供給会社は日量約5600nf(3890ι /min, 昭和54年 ,1979)の造成温泉を各温泉地に給湯

しています。これらの大部分は,い わゆる噴出蒸気注水造成泉です。今では,冷水を硫気活動のさか

んな所に散布 して造成する方法はとられていません。この方法は集水効率が大変悪いことや,地すべ

り対策上好ましくないこと,黒色の温泉沈澱物 (黄鉄鉱,FeS2)が給湯パイプに付着することなどに

より,昭和50年 (1975)頃 から行われていません。

現 況

大涌谷における造成温泉量は,昭和54年 (1979)現 在,3890`/min(日量,5600nf)で ,温度70℃

の温泉が強羅や仙石原などの旅館・ホテル 30軒,寮 。保養所 180軒,個人 160軒に給湯されていま

す。温泉台帳に載せられている源泉が 2本 ありますが,現在は未利用の状態です。

昭和48年 (1973)2月 ,大涌谷の坊主地獄噴気地帯 (王子茶屋から冠ケ岳に向って約30m)に直径 3

～4mの噴気孔が出来, 1年後には直径 8～ 9mに拡がりました (広田ら,1974ヽ この噴気孔の活動

とは別に,昭和48年 (1973)の秋頃から,大涌谷一 神山を結ぶ登山道沿い(大涌谷駐車場から約300

m神山に登った雑木林内)に 新たな噴気地帯が出現し,徐々に拡大しました (広田ら,1977,図 90ヽ こ

表22 昭和39年の大涌谷温泉の化学組成 (平野ら 1965)

噴 出蒸気注水
造  成  泉

硫 気地帯散水
造  成  泉 横 穴湧 出 泉 混  合  泉 混  合  槽

温 度 (℃ )

pH

蒸発残留物
(ppm)

90。 3

4。 49

491.3

88.6

6。 70

1075.4

71.2

2.70

1086.9

69.8

2.60

n.d.

73.0

5.07

988.8

計
や
財
け
暉
Ｆｅ２＋
Ｆｅ３＋
Ｐ

0.032

4.76

32.5

39。 7

13。 3

0。 73

5。 60

60.0

88.1

43.2

0。 10

0.06

2.02

2.70

16.8

94.1

30。 2

15.9

12。 1

26.1

2.52

3.42

21.6

118.

40。 2

10.0

16.8

25。 3

0.01

5.76

62.0

98。 3

35。 7

0。 94

2.40

1。 99

卜

α

Ｃ

Ｓ

71.5

119。

12.4

419.

9.06

540.

12.1

770。

74.3

430。

H2Si03
H2S

ワ
‘

　

●
●

175。

46.0

163.

6.27

188.

9.32

187.

1.02

(分析者 雄 )野平



写真61　現在の温泉造成塔（昭和54年撮影）

の場所は，昭和10年（1935）と昭和25年

（1950）の地すべりで崩壊した大涌沢上

流の急斜面の冠頭部に位置しています。

この新らだな噴気活動の消長は昭和50年

（1975）から地温測定によって追跡され

ました（広田ら,   1977,小鷹ら,   1979,

1980, 図91）。熱が主に水蒸気によって運

ばれてくると考えられる深さ50cmの地温

が90°C 以上の占める面積は，昭和50年

（1975）に970nf , 同年10月に1170iTf,

昭和51年（1976）に1660㎡と広がり昭和

52年（1977）の1970nfを最高に，その後縮

少しだし，昭和54年（1979）には1094m*

となりました。地温が20~90°Cの所は，

主に熱伝導によっていると考えられます

が，この温度のしめる面積は１年おくれ

て昭和53年（1978）に最大となり，以後

縮少しはじめました。昭和51年（1976）

1　図90　大涌谷噴気地帯における地温分布

調査地域
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の,こ の新噴気地帯の放熱量は1.60× 106ca1/

SeCと 見積られています (広田ら,1977ヽ これは

湯ノ花沢地区に掘 られた蒸気泉 (元箱根21号 ,

27号泉)の放熱量の%～%に相当しています。

昭和53年 (1978)か らは,大涌沢上流部の

噴気地帯の地温調査が新らたに開始されまし

た (小鷹ら,1979,1980ヽ 昭和51年 (1976)

当時,大涌沢上流部の噴気活動は左岸斜面の

下部が活発でした。昭和53,54年 (1978,1979)

になると,噴気孔や亀裂が斜面上部に移り沢

筋に平行に並んでいました。これは,斜面が

谷側に引張られて,亀裂が引張 り方向に垂直

に生じたので,そ こを通して水蒸気が噴出し

たと考えられています。斜面下部の亀製系は

上部の荷重で閉鎖 されたと考えられています

(/1ヽ属患ら, 1980λ

噴気地帯の課題

箱根を訪れる人々にとって,大涌谷噴気地

帯は,温泉や芦ノ湖とともに大変魅力のある

ところです。昭和47年 (1972)10月 12日 ,大

涌谷駐車場わきの建築工事現場で,火山ガスによる中毒死事故が発生しました (平賀ら,1973,大木

ら,1973ヽ これは昭和27年 (1952)に 湯ノ花沢温泉でおきた硫化水素による中毒死以来の事故でした。

噴気地帯から噴出する火山ガスには,中毒事故を筆頭に金属の腐蝕に起因する多くの問題があります。

噴気地帯はまた,箱根火山から放出される熱量のほぼ%を放出しています。 この熱によって造成された

温泉による恵みを多くの人々が享受 しています。その反面,箱根の自然災害の歴史では,噴気地帯に

おきた地すべりが大きな位置をしめています。噴気地帯では地表付近で生成する硫酸酸性の地下水対

策が大きな課題です。

地下排気ボーリングの効果 : 大涌谷で,昭和29年 (1954)か ら実施 された地下排気ボーリングには

解決しなければならない色々な問題点があります。当初の目的からすれば,こ の地下排気によって,

大涌谷の噴気は 2～ 3箇所の局所にあつまって放出されるはずでした。実際には,大涌谷の噴気地帯

は狭まりませんでした。昭和40年 (1965)頃 までは,緑の立木があった斜面も,今では侵食されて当

時のおもかげもありません。

図91 大涌沢上流部と神山登山道沿いの地温分布図 (深度

50cm, 昭和54年 5月 9,10日・Xll定 ),(小 I自 ら 1980)



323
（箱165）

噴気地帯の浅所の酸性地下水（又は温泉）の対策が困難で，多くの排気ボーリング孔は，孔壁が崩

かいして閉塞しました。前にも述べた通り，閉塞したボーリング孔がそのまま放置されますと，火山

性蒸気はボーリング孔周辺の岩石の割れ目を通って地表に噴出するようになり，やがてボーリング孔

を中心にスリ鉢状に噴気による変質帯が形成されます。かえって地表付近の岩石の温泉余土化が促進

される可能性が大きいのです。

防災科学技術センターの火山性地すべりの研究：　図85によると，昭和38～40年（1963～65）に，防

災科学技術センターは大涌谷に14本のボーリング孔を掘さくしました。これらは，同センターが中心

になって実施した「箱根火山性地すべりの発生機構および予知の研究」のために掘られたものです。

岩石の変質作用や噴気ガス，酸性地下水をはじめ各種の調査によって地すべりの機構が調査されまし

た。

安藤ら（1966）は，ボーリングコアーにより大涌谷の内部構造を調べました。熱水変質鉱物により，

内部構造を地表から下部に向って,  （1）不規則混合層鉱物－ モンモリロナイト帯 周m 変質帯）, (2）

カオリンー 明ばん石帯および蛋白石帯（表層変質帯）,  （3）カオリンー 蛋白石帯（上位変質帯）, (4)

モンモリロナイトー 石膏帯（中位変質帯）,（5）モンモリロナイトー 方解石帯（下位変質帯）に分け

写真62　大涌谷噴気地帯（昭和46年撮影）
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* KUNO,H. (1962)

図92 大涌谷における深さ60mのポーリング孔

コアーの熱水変質鉱物 (Hiran。  1980)

ました。これらの変質は硫酸酸性の地下水に

よっておこり,ボーリング孔の安定 した地下水

位は,地表から20～30mで ,地すべりを起す

粘土帯などの下部にありました。溶脱型の変

質は地表からの酸性地下水の浸透によって起

っているのでこの地下水対策が重要であると

のべました。しかし,同時に「この地区 (A

地 Iえ一一大涌谷上流部)の ガス抜 き工法も 1

つの対策となるであろう」と述べ,昭和29年

(1954)以降行われている地下排気ボーリン

グエ法に 1つの根拠を与えています。

大涌谷噴気地帯の岩石の変質 : 噴気地帯の

硫酸酸性の地下水による岩石の変質について

は古くから多くの研究があります。小坂は酸

性の地下水 (又 は温泉)に よる岩石の溶脱実

験 を数お お く行 い,そ の変質の特徴 を明ら

かにしました (小坂,1968)。 硫酸酸性の地下

水の作用を受けて変質した岩石は,原岩に比

べ酸化チタン (T102)が 見かけ上増大します

が,他のほとんどの元素は溶脱されて減少し

代って水 (H20)が増え,硫酸イオン(SOZ~)

が新たにカロわっています(表23,平野ら,1965ヽ

図92は,大涌谷に掘 られた深 さ60mのボーリ

ング孔のコアーの熱水変質鉱物です (HiranO,

1980ヽ 地下浅所の変質鉱物はカオリナイ トの

出現で特徴づけられ,明ばん石,石膏がとも

ないます。深 さ20～30mで ,主 要 粘土鉱 物

は カオリナイトからスメクタイトにかわりま

す。スメクタイ トの出現深度からみて,硫酸

酸性の地下水による岩石の溶脱型の変質は,

噴気地帯でもさはどの深 さまでおよんでいな

いことが判 ります。関 ら (1980)の地熱地帯

下部で形成 された粘土鉱物のタイプ分け法に

SiQ
TiQ
A1203

「
e203

Fe0

IヽnO
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CaO
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表23 変質岩石と原岩の化学組成の比較 (平野ら,1965)
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よって,箱根火山の熱水変質作用は4帯 に分

けられました (HiranO,1980, 図93ヽ

カオリナイトの出現で特徴づけられる噴気地

帯はA帯 (zone A)に区分されました。さら

に地表から深部にむけてB帯 (ス メクタイト),

C帯 (ス メクタイトーー緑泥石混合層鉱物),

D帯 (緑泥石)と なり,こ れらは箱根火山の

温度構造と大変良く調和 しています (図 94ヽ

酸性地下水対策 : 箱根温泉の湧出機構 を解

明した大木 (1979)は ,噴気地帯の,支所に硫

酸酸性の地下水があるので,蒸気井の掘 さく

には,こ の地下水対策が重要であることを強

調 しました。蒸気井の掘さくにあたっては,

孔井周辺にセメントを注入し地盤を強化する

と共に,,夫層の酸性地下水から孔井を守らな

ければなりません。箱根では,温泉孔井の掘

さくと|ま とんど変らない考え方で蒸気井が掘

られてきました。湯ノ花沢や姥子などに掘 ら

れた蒸気井のケーシングが,酸性の地下水に

侵されて起きた火山性水蒸気の暴噴事故につ
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図93 箱根火山における粘土鉱物による変質帯の

分帯と熱水変質鉱物 (Hiran0 1980)
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写真63　浅い所にある硫酸酸性地下水の排水用ボーリング（大涌谷において昭和56年２月撮影）

いてはすでに述べた通りです。

えん堤，床固め，地下水排水による地すべり防止対策：　 小涌谷では，昭和25 年（1950）頃まで微弱

な硫気活動が見られました。今では周囲に掘られた温泉や蒸気井の影響を受けて，小涌谷の硫気活動

は見られなくなりました。大涌谷ですすめられた地下排気ボーリング工法は，小涌谷の噴気活動と同

一の状況を想定してすすめられたと思います。大涌谷から放出される熱量は10''cal/secオーダーです。

地下排気ボーリング工法で掘られた蒸気井は，口径が細く，深度も浅すぎて大涌谷の自然噴気を変化

させるほど火山性水蒸気が放出しなかったのです。掘さく深度が深く，口径の太い蒸気井を幾本もほ

り,   lO'cal/sec オーダーの火山性水蒸気を放出させれば，大涌谷の自然噴気 をコントロールすること

は可能と考えられます。　しかし，それらの蒸気井の掘さくに伴なう問題はあまりにも多すぎます。轟

音を発して噴出する火山性水蒸気やガスによる植生破壊，谷間にひびきわたる騒音，温泉に与える影

響などを考えただけでも，今すぐ実現できる計画ではありません。つまり，噴気のあとしまつや，利

用までを含めた対策なしに手を出すことは危険です。しかし，今後の世界のエネルギー事情によって

は，これらの計画も話題になる時は来るかもしれません。

現在，噴気地帯では対症療法的に，えん堤，床固め，地下水排水などによる地すべり防止対策がと

られています。浅層の硫酸酸性の地下水をなるべく早く排除し，少しでも岩石の温泉余土化を防ぐ努

力がはかられています。
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10 ・ 18　早雲山温泉

神山の北東斜面，早雲山の北側に谷頭部が扇状に深 く刻まれた早雲地獄 があります。早雲地獄はそ

の北西にある大涌谷と同様に噴気活動が活発です。早雲地獄一帯を早雲山温泉と呼ぶことにします。

ここでは蒸気井が掘さくされ，温泉が造成されています。宿泊施設はなく，泉源だけがある所です。

泉質　 カルシウムー 硫酸塩泉（石膏泉）,源泉数　 火山蒸気による造成温泉で温泉台帳には登録され

てない。造成温泉量560 びmin, 温度65°C,効能　 リウマチ性疾患，痛風，創傷，高血圧症，動脈硬化

症など。

歴　史

明治21 年（1888) 強羅一帯の所有者であった平松甚四郎は早雲山噴煙口の一隅から旧早雲館 まで，

自然湧出の温泉を引 き入れる工事を 友ヽ二ないました（箱根登山鉄道のあゆみ,   1978）。その後，山脇善

助らにより開発が進められ，明治27 年（1894 ）香川泰一により早雲地獄から強羅への温泉引湯工事は

完成しました。その後，大涌谷から引湯されるようになりました。現在，強羅あけぼの荘前に「大涌

谷より強羅への引き湯由来」や「むかしの大風呂のあと」の石碑があり，当時をしのぼせます。

箱根鉱泉誌（広瀬,   1888）に「早雲地獄　 早雲山の北崖の中央に在り硫畑焚騰熱湯沸湧するの勢小

写真64 早雲地獄の噴気地帯と砂防堰堤（昭和55年10月撮影）
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地獄と相敵す坂路険峻懸嘔絶壁人跡殆んど絶たり」とあります。

がけが峻 しく,噴気地帯である早雲地獄で,現在わかっている地すべりは過去に2回あります。明

治40年 (1907)8月 24日 と昭和28年 (1953)7月 26日 の地すべりです。明治40年 (1907)の地すべり

により,本賀,塔之沢温泉などが被害 を受けました。昭和28年 (1953)の地すべりによって発生した

土石流で道了尊早雲山別院が押 しつぶされ,死者10名 ,負傷者16名 の被害を出しました (神奈川県土

本部砂防課,1958λ

昭和28年 7月 26日 ,早雲山の地すべり : 昭和28年 (1953)7月 26日 午前10時30分,早雲山に地すべ

りが起りました。山頂部に起った崩壊の大きさは,長 さ約200m,巾 100m,厚 さ20mに およびました。

崩壊 した土石は崩壊部直下の台地に起った地すべりの土石流と一緒になって山津波となり,強羅橋ま

図96 多量の降水にともなう地下水位の異常上昇による温泉余

上の著しい膨潤 (神奈川県土木部砂防課,1958)

で流れ出しました。その間,約 2

kmを平均秒速 7mで流れた土石流

の量は80万rと 推定されています。

これは,丸 ビルの約 3倍の容積に

匹敵 し,須沢の深さ30mの谷を埋

め,一部の土石流は左岸をのり越

えて道了尊別院を倒壊させました。

さらに土石流は強羅公園付近にも

氾濫 して,約 7町歩 (7 ha)の灌

木林などを埋めつくしました (神

奈川県土本部砂防課,1958λ

この年 (昭和28年 ,1953)の 7

月の降水量は平年よりも246.3 nlm

も多く,こ とに地すべりの前に2

回長雨があり (7月 1日 ～11日 の

間に 194.衡Щ 7月 16日 ～23日 の

間に431.7mm),そ の降水量は626.3

nlmに達 しました。雨が止んで晴天

が2日 続 き, 3日 目に地すべりが

起きました。

この早雲山の地すべりの原因は

次のように考えられています。

「硫黄や硫化水素ガスによるはげ

しい岩石の変質作用,つまり温泉

図95 硫気ガスによる岩石の温泉余土化
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図97 温泉余土が流動化し平衡が徐々にくずれ始める

作用がおこると,温泉余土という

特殊な粘土ができるが,このよう

なところは温泉地すべりをおこし

やすい。早雲山では, こうしたと

ころに 626.3 nlmの 連続降雨があっ

て,地下水位が異常に高まり,温

泉余土は著 しく膨潤 した (図95と

96ヽ 温泉余土が多量の水分を吸収

して膨潤すれば,そ れ自身も流動

性をもち,不安定となって徐々に

地辻 りを始める。そして平衡が完

全に破れた瞬間,地塊は急速に動

きだして大地辻 りになる (図 97と

98几 それに伴って,従来温泉余土

の上に堆積 していた崖錐の土砂礫

を押 し出し,厖大な土石の量とな

ったのである。なお早雲山の場合

地下水位が_L昇 して噴気ガスが出

口を塞がれ,次第に高圧となった

ところで,降雨が止んで地下水位

が下がり,そ の圧力が弱まってガ

スが急激に膨張するため,そ のカ

で大地辻 りがおこったという考え

方もあった」 (神奈川県土本部砂

防課, 1958)。

地すべり調査会が組織 され,地下排気ボーリングエ事が開始されたいきさっについては,大涌谷温

泉の項ですでに述べました。排気ボーリングエ事は昭和30年 (1955)12月 に着手され,昭和33年 (19

58)1月 までに30本 (延べ2870m)掘 さくされました。掘 さく口径は最大 1 15 nlm,最 小55mで した。

これらのボーリング孔は,最 も噴気活動の活発な場所を選んで,下向角度 5～ 45° で扇状に掘 られま

した。昭和30年 (1955)～昭和49年 (1974)の 間に掘 られた89本 のボーリング施工箇所を図99に示 し

ました (小田原土木事務所,1974)。 図 100は,排気ボーリングエ事の年度ごとの掘 さく本数です。昭

和46年 (1971)ま でに掘 られた82本 のボーリング孔のうち,昭和46年 (1971)12月 8日 現在では43本

が閉塞し,26本が温泉造成に利用され,13本が火山性水蒸気を大気中に放出していました。(小田原土

(4)

名

図98 平衡が完全に破れると,地塊は急速に動きだして

大地ヒリになる (神奈川県土木部砂防課 1958)

(3)                        
火威膚属.
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図99

早雲地獄にお

ける地下排気

ボーリング施

行位置図（小

田原土木事務

所　1974)



図100　 早雲地獄における年 度

別排気ボーリング竣工

数（小田 原土木事務所

1974）

写真65　早雲地獄の噴気地帯と温泉造成施設（昭和55年10月撮影）

写真左上の２本のパイプは温泉造成のための給水パイプ。水源は水の出口の湧水。
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図101 早雲地獄噴気地帯深度50cmの地温分布図 (昭和55年 10月 測定),(大山ら 1981)。

木事務所,1971λ

現 況

昭和33年 (1958)箱根登山鉄道株式会社は早雲地獄において温泉造成を開始しました。昭和54年 (

1979)の造成温泉量は560`/min,泉 温65℃ で強羅などの旅館・ホテル14軒,寮・保養所57軒,個人 9

軒に給湯しています。

神奈川県は昭和29年 (1954)以 来地すべり防止対策として堰堤工事や,地下排気ボーリングエ事を

おこなってきました。しかしボーリングエ事は大涌谷と同じ理由によって,昭和50年 (1975)以 後は

実施 されていません。

図 101は ,早雲地獄噴気地帯の50cm深 の地温分布です (大山ら,1981λ 噴気活動の活発な地温90℃

以上の範囲は,早雲地獄堰堤の上方に大きく広がっています。早雲地獄堰堤下の地温90℃ 以上の所は

丁度地下排気ボーリング孔が数おおく掘られた所に相当しています。
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11.箱根温泉歴史年表

釈浄定坊,湯本温泉の発見

この頃,姥子温泉の発見。
箱根鳴動,温泉発見。
この頃,木賀善司音成,木賀温泉の発見。

春の深山路に芦之湯記す。
この頃,夢想国師,堂ケ島温泉の発見。
宮ノ下温泉,底倉温泉の発見。
新田義隆,底倉温泉にて安藤隼人介に討たれ

る。
この頃から塔之沢温泉存在?

豊臣秀吉,底倉温泉に入浴,後 に太閣石風呂
とよばれる。
弾誓上人,塔之沢温泉の発見。

この頃,木賀温泉を献上湯として江戸へ運ぶ。
勝間田清左衛門,芦之湯温泉の開発。

この頃,箱根七湯が有名になる。
藤本由己,塔之沢紀行を著わす。
野呂元丈,姥子にて望湖石の詩碑を刻む。
大涌谷から仙石原に引湯。

箱根群発地震により芦之湯,底倉などの湯治
場に被害あり。

文窓・弄花 (沢田秀二郎釈注1973),七湯の枝
折を著わす。

川上文治義孝,木賀の山踏を著わす。

新編相模国風土記稿の発刊。
この頃,仙石原や箱根,元箱根に旅館開業。

8.3 明治天皇,宮 ノ下温泉に行幸。
8.― 福住正兄の提案により,大地獄,小地獄を大

涌谷,小涌谷に改名。

山口仙之助,宮 ノ下に富士屋ホテル開業。
この頃,榎本恭三,小涌谷温泉の開発。
ベルツ博士,日本鉱泉論を著わす。

12.12宮 ノ下温泉で大火事。
内務省衛生局,日本鉱泉誌の発刊。
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項他年
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４

６

７

７

７

　

８
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８

８

８

８

８

万巻上人,箱根権現の建立。

東関紀行に湯坂路を記す。
阿仏尼,十六夜日記に湯坂路を

記す。

松平正綱,箱根関所の設置。

5.28 友野与右衛門ら,深良用水の起
工。

2.25 深良用水の竣工。

平賀源内, 日本最初の温度計製
作。

雲州亭橘才,東雲草を著わす。

宇田川裕庵,舎密開宗を著わす。

1.20箱根関所の廃止。
9。 12 新橋―横浜間の鉄道開通。

福沢諭吉,箱根道普請を勧奨。

4.18箱根,小田原など神奈川県に編
入 。

仙石原に耕牧舎創立。
福住正兄ら,小田原一湯本間の

人力車道開削。

ドイツで鉱泉博覧会開催。
山口仙之助ら,塔之沢一宮ノ下

間の人力車道開削。

１０
１

２

５
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５

文
禄
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文
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寛
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８
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８
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温 泉 関 係 事 項
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年　　 号 西　暦 温　　 泉　　関　　係　　 事　　 項 そ　　の　　 他　　事　　項

明 治21

ク　　22

々　　23

々　　25

〃　　27

々　　28

々　　29

々　　33

ク　　37

々　　40

々　　42

々　　43

大　正　１

ク　　３

々　　４

々　　５

々　　６

々　　７

々　　８

々　　９

〃　　10

々　　12

々　　14

１８８８

1 8.8  9

18  9 0

18  9 2

18  9 4

18  9 5

18  9 6

１９００

19  0 4

19  0 7

19  0 9

19  10

19  12

19  14

19  15

１ ９ １ ６

19  17

19  18

19  19

19  2 0

19  2 1

19  2 3

19  2 5

平松甚四郎，早雲山から上強羅に引 湯。

広瀬佐太郎，箱根鉱泉誌の発刊。

ヘ ルツ博士，大涌谷に温泉治療所建設を提案。

湯 ノ花沢温泉の開発。

この頃，島崎藤村の「春」発刊，塔之 沢温 泉

を記す。

木賀温泉の大火事。

香川泰一， 強羅温泉の開発，早雲山から強羅

に引湯。

宮 ノ下 に御用邸 がで きる。

函山誌の発刊，湯 ノ花沢温 泉を記す

8.24　 早雲山の山崩 れによる大洪水で木賀， 塔之 沢

温泉など被害。

強羅温 泉に大涌 谷から引湯。

8.1　 底倉，宮 ノ下温 泉の保護のため，ト ン抑ﾚ 掘

さくの変更 きまる。

佐藤伝蔵，箱根温 泉調査報文の発表。

箱根温 泉案内の発刊，仙石原温 泉を記す。

清野信雄，塔之沢温 泉調査の発表。

温泉の許認可の記載はじめる（湯本 ３号泉）。

7.11　 国鉄，新橋一国府津間開通。

この頃，チェアー（いず式 カゴ）

流行。

10.1　 小田原馬車鉄道，国府津一 湯本

間開通。

山口仙之助 ら,木賀方面の新道

開通， 八千代橋の架設その後，

国 道138号になる。

6.ー　箱根電 燈発電所（ 湯本）開業 。

8.1　 日清戦争始 まる。

4.12　芦 ノ湖の逆川事件，須永伝蔵ら

告訴 される。

10.15 小田原電気鉄道株式会社 に改名

（小田原馬車鉄道の後身）。

3.21　国府津一 湯本間電化される。

2.10　日露戦争始 まる。

5.　 松坂万右衛門ら，宮ノ下一 芦之湯

一 箱根間　の人力車道開削 その後

大正 ９年４月国 道１号に編 入。

11.22 山口仙之助，宮 ノ下水力電気合

資会社の創立。

8.24　早雲山の山崩 れ。

仙石原の耕牧舎解散。

この頃，大涌谷で硫黄採取。

8.一　大涌谷の地すべり，死者６名，

流失家屋36戸，負傷者多数。

12.5　元箱根村営 水道（町営 水道の前

身）完成。

小田原電鉄， 強羅の土地 分譲始

める。

8.20　 強羅園（後の強羅 公園） ォープ

ン。

8.23　 第一次世界大戦に参戦。

11.11  第一 次世 界大峨終 る。

6.1　 湯本一強羅間の登山電車開通。

10.21 国 府津一小田原間の国鉄開通。

箱根土地株式会社（国土計画の

前身）仙石 高原の別荘分譲始まる。

8.16　「 強羅大文字焼 き」始 まる。

12.1　 強羅一 早雲山間のケ ーブ ルカー

開通。

9.1　 関東大地震，箱根も相当な被害。

3.25　 熱海線，国府津一熱 海関全通。
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年　　 号 西　暦 温　　 泉　　関　　係　　 事　　 項 そ　　の　　 他　　事　　項

昭　和　２

〃　　３

〃　　 ４

々　　５

々　　８

〃　　９

々　　10

々　　11

々　　13

ク　　14

々　　16

〃　　20

々　　23

〃　　24

々　　25

ク　　26

々　　27

〃　　28

〃　　29

ク　　30

々　　31

〃　　32

々　　33

19  2 7

19  2 8

19  2 9

19  3 0

19  3 3

19  3 4

19  3 5

19  3 6

19  3 8

19  3 9

19  4 1

19  4 5

19  4 8

19  4 9

19  5 0

19  5 1

19  5 2

19  5 3

19  5 4

19  5 5

19  5 6

19  5 7

19  5 8

この頃，温泉台帳が整理される。

湯本温泉に掘 さく井（深さ173 m ）できる。

（湯本１号泉）。

箱根温 泉協会の結成。

塔之 沢で温泉紛争（湯本37号泉）

箱根温 泉供給株式会社（仙石原地所の後身).

大涌谷で温泉造成。

宮ノ下温 泉で深井戸の温泉試掘始 まる。

県温泉地区取締規則 の施行。

湯本温泉で渦巻ポンプ による直接揚湯の使用

許可（湯本38号泉）。

7.21　強羅ホテルの開館。

湯本温泉でエ アーリフト ポンプの使用始まる

（湯本25号泉）。

7.10　 温泉法の施 行，神奈川県では警察部 から衛生

部に移管。

7.一　小川栄一， 箱根小涌園の開業。

塔之 沢で温泉紛争（湯本50号泉）

6.一　県温 泉審議会( 第i 回）の開催。

11.16 小涌谷温泉で蒸気噴出に成功（宮城野19号泉）

この頃，エアーリフトポ ンプが箱根一帯に普

及。

6.21　 大平台温 泉に宮ノ下 から引湯（温泉村91号泉）

6.20　鈴木二六， 強羅で温泉試掘 に成功（宮城野24

号泉）。

曽野綾子「遠来の客たち」発刊，宮 ノ下温 泉

を記す。

7.13　勝俣亀吉，ニ ノ平で温泉試掘に成功（宮城野

28号 泉）。

4.一　県営水道始まる。

6.26　湯本町議会，県 に意見書提出。

4.11　小 涌園，熱帯植物園開園。

箱根温泉供給， 大涌谷で温泉造成用試錐始 め

る。

箱根登山鉄道（小田原電 鉄の後身）早雲山で

温泉造成始め る。

7.3　 山口 堅吉，富士屋 ホテル80年史 の発刊。

この頃，宮城野温泉に木賀，強羅 から引湯。

3.15　 仙石原地所株式会社（耕牧舎 の

後身）仙石温 泉荘の別荘分譲始ま

る。

4･. 1　 新宿一 小田 原間の小田急線開通。

金融恐慌始 まる。

8.13　小田原電鉄から日電 を経 て箱根

登山鉄道株式会社に改名。

11.26 北伊豆地震（豆相地震）.箱根離

宮らに被害。

12.1　 丹那トンネルの開通，東海道線

が小田原一 熱海一沼津経由となる。

大涌谷で地 すべり。

2.1　 箱根，国 立公園 に指定される。

9.1　 第二次世界大戦始 まる。

12.8　太平洋戦争始まる。

8.15　 太平洋戦争終結。

大涌谷で地すべり。

3.1　 湘南電車 の運行開始。

6.25　朝鮮戦争始まる，特需景気。

大涌谷で地すべり。

8.1　 小田急線，小田 原一 箱根湯本間

乗入れ。

久野　久，箱根火山の地質をま

とめる。

この頃 より観光の大衆化。

7.26　 早雲山で地 すべり，死者lO名，

負傷者16名。

県，大涌谷で地 すべり対策用試

錐始 める。

県，早雲山で地 すべり対策用試

錐始 める。

9.30　 箱根 全山合併して箱根町 となる

6.22　小田急ロマン スカー運行開始。
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年  号 西 暦 温 泉 関 係 事 項 そ の 他 事 項

昭 和 34

35

“

３７

”

４４

４６

４７

　

　

４８

５０

５．

”

”

1959

1960

1961
1961
1963

1964

1965

1966

1967

1969
1971
1972

1973
1975
1976
1978
1980

小田原保建所温泉室 (今の温泉課)の新設。

9。 26小涌谷で地熱発電所の試運転開始 (301yHλ

10.1 県温泉研究所 (今の温泉地学研究所)の新設。

県,温泉制限強化地域の設定。
6。 19大平台で温泉試掘に成功 (温泉村123号 泉ゝ

仙石高原開発株式会社創立,姥子で温泉造成

始める。

1。 12 強羅に高温の食塩泉誕生(宮城野67号泉),箱

根温泉の成因の手がかりとなる。

9。 27宮城野で温泉試掘に成功 (宮城野1∞号泉ヽ
12.17           ″ ( ク 93号泉ヽ
9.29宮城野で水中ポンプの使用許可される (宮城

野93号泉ゝ
10。 26芦 ノ湖温泉誕生,芦之湯から町営温泉を引湯

(芦之湯10,11号泉ゝ

県温泉保護対策要綱の設定。

強羅温泉などで異常高温現象,群発地震との

関係を調査。

7.1環境庁新設,温泉行政を厚生省から移行。
Ю・1髪研g趾義、

ノ湖温泉,遂

1。 1箱根地区に町営温泉を引湯。

4。 1 県温泉保護対策要綱の改正,特別保護地域な

どの設定。
4。 1 箱根湯本地区温泉有効利用研究会開かれる。

12.61 早雲山一大涌谷問,箱根ロープ

ウェイ開業。

早雲山一桃源台問,箱根ロープ

ウェイ開業。

箱根新道 (箱根バイパス)開通。

芦ノ湖スカイライン開通。

国立防災科学技術センター,大
涌谷で地すべり研究用試錐始める。

3.31

10.1 東海道新幹線開通。
10。 10東京オリンピック開催。
10。 28乙女峠有料道路開通。

12.29箱根強羅国際スケートリンクの

オープン。

10.1 箱根ターンパイク開通。

5。 26 東名高速道路の全線開通。

彫刻の森美術館オープン。
4。28 大涌谷自然科学館のオープン。

石油危機。

5.21 箱根湿生花園オープン。

「箱根登山鉄道のあゆ

^発
刊。
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