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日本の天然ガス中のヘリウム

まえがき

地質調査所では昭和37年から5ヵ年計画で日木のヘリ

ウム賞源の調査を行征っているので現在までに行なった

天然ガス中のヘリウム調査の状況について述べる.

ヘリウムについては本島技官が地質ニュｰス(No.87

1961-11)に性質用途産量存在量国内･国外の資

源および目木の資源調査上の問題点について述べているの

で参照されたい.今回の調査はこの日本の資源調査上

の問題点を参考にして行なっている.また今回の説明の

順序として前述の地質ニュｰスの内容と重複するところ

があることをおことわりしておく.
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約90%で残りの10形が純粋の民間用として使用されて

いる.このヘリウムはカンサスオクラホマテキ

サスニュｰメキシコユタおよびアリゾナの各州から

の石油系天然ガス(主としてヘリウムO.4～1.O%(vOl)

のもの)から抽出している(将来の需要計両図図2を参照).

日本では年間約10万mヨのヘリウムをアメリカから輸

入しておりその市価は約5,000円/m3と高価であるの

で主として物理化学実験および分析用に使用されて

いる.

日本のヘリウムの調査は大正10年頃東京大学の航空

研究所によって全国的に行なわれた.当時は飛行船が

軍事用商業用に使用されていた時代なのでこの調査

は飛行船の浮上用ガスとして水素の代りに不燃性のヘリ

ウムを使用するために行恋われた.

今回の調査は放射線に対してもまた化学的にも安定

でしかも熱伝導度のよいヘリウムを原子炉用冷却剤と

して使用する計画が低されたために行枚うことになった.

ヘリウムは水素に次いで軽い元素であり不活性で

液化しにくいという特性があるのでアメリカにおいて

は軍事用原子力関係用および商業用として広く使用

され商業用としては表(1)にあるように熔接リｰ

クテスト冶金医療などの各方面に使用されている.

政府用と民間用(商業用)の量的関係は図(1)に示した.

政府用として直接間接に使用している最は全使用最の

表1.アメリカにおける滴堆∫Hへ1｣ウムの州送別消費稗11今

川1途�金商業舳堕州�使珊の区分�

�%�連邦政廠契約%�その他%

熔接�64.5�52.3�47.7

リｰクテスト�8,5�31,7�68.3

チタン幽遊と僅遊�7.5�83.9�16.1

実験用�5.1�63.2�36.8

空気調整�5,0�22.5�77.5

医療�2.6�0.0�100.O

トランジスタｰ�2,3�67.1�32.9

ジルコン製造�1.6�100.0�0,0

航'空機�1.5�99.0�1.0

広告がよび玩具用気球�0.6�0.0�100.0

飛行船�0.6�0.O�100.O

その他�0,2�27.1�72.9

針�100.0�51.8�48.2
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地球上ではヘリウムは稀元素でしかも特種の用途

に使用されているので一般にはなじみが少ない元素ヤ

ある.しかし地球上では稀元素であるカミ字宙での存

在量は全元素に対して水素が約76%ヘリウムが約23

%と水素の次に多く残りの1%たらずが他の元素であ

る.宇宙と地殻におけるヘリウム量と珪素量を比較し

て示すと表(2)と衣る.

ヘリウムが太陽系にあることから地球上のヘヴ'ウム

は地球ができる時のガス状物質の一部ヤあって初め

から存在していたものであるとする説があったが現在

ではほとんど支持されていない.現在考えられている

ヘリウムの起源は重い元素す放わちウラントリウム

の放射崩壊によって生成されたものであるとする説が最

も有力である.DamonとKulpはヘリウムがウラン

トリウムの放射崩壊によってできたとして地殻とマ

ントルでのヘリウムの生成
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最とこの生成されたヘリ

ウムが大気に放出される割

合いを計算した.これら

の数値を表(3)に示す.こ

の結果彼らは大気巾に放

出されるヘリウムの量は生

成量に対して少ないと述べ

ている.またRogersは

地球表面から10マイノレの

深さまでの岩石の放射元素

からまたRutherfordと

Beckerは地球の熱損失が

radio･activeprocessセこよ

米国におけるヘリウム帷川量の政府

間{系と民㈱1σ)上ヒ申交
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表2字宙と地殻におけるヘリウム存在比(珪蕪と比雛して)
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図2アメリカにおけるヘリウム資源と将來予想される榊I憶

A.12の最良抵装置からの有効ヘリウム量
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B.良好でない裟騒からの有効ヘリウム最
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C.現在ある5の装置から予想される抽出量

15bmoncuft(452×10個m8)

D一需要に合して予想される抽出量36billioncuft(1019×10omg)
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っておぎなわれているとしてradio･activeprOcessによ

って生成されるヘリウム量を計算し8～30x106m3/yg

数値を得た.先のDamonらによる地殻のヘリウム

量はヘリウム1m1〒2.78×1019原子であるので

約7×106m3/yとなる.

住地殻は大気圏･太洋を含む

a:Cameronによるb:Andersonによる

｡:SuessandU一.eyによる

表3地球の岩面圏内のヘリウム生成量

地殻のヘリウム

マントルのヘリウム

計

生産量の割合
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奉り方

地球におけるヘリウムはDamonとKu1pの計算で

わかるように地球表面から一部は大気中に放出される

が大部分は地殻中に残溜しその一割ま地球上虐部の

地層中に貯溜されている.したがってヘリウム資源と

して帖1･大気2･岩石3.天然ガスが考えられる.

1.大1気･…地球で集成されるヘリウムは大気に

一部放出も都ゑため大気申のヘリウム含有量は

年々増加するはず乃彰多が実際には高度0km

でq.0005%(vO1)であってr療鮒嬉はほとんど

変化していない.このことはヘリウムが軽く

地球の重力圏外に上昇するためで重力圏外の上

層ではヘリウムは増加している.重力圏内で

か空細ヘリウム圧縮機

㈮

変化していないことは地球から放出される量と

重力圏外に上昇する量とカミ同程度で相殺されてい

るためと考えられている(地球から高度870km

までの大気中のヘリウムの総量は標準状態で

ほ58186×109m3という数値がある).この重力

圏内での含有量では経済的に抽出することはで

きない､
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ガス処理

図3.

粗ヘリウムの分離

米国におけるヘリウ

ヘリウムの精製

令1111川11二搬

岩.眉･…稀有元素鉱物のフェノレクソン石モナ

ズ石サマノレスク石およびピッチブレンド中には

1g中にヘリウム1.5mlを含有するものがある.

鉱物中のヘリウム最高含有量はソリアティト石

の10･5m1/gである..その他にインドのモナズ

石の｡.75m1/g日本の福島県石川産のモナズ石の

｡.30m1/gだとの数値がある.イギリスでは戦

争中にインドのモナズ石からヘリウムを抽出した

という記録がある.

水成措火成岩および変成岩中のヘリウム含有

量はウラントリウムの含有量の多い火成措

(平均値としてウラン0.7×10-5gトリウム1.5

×1O■5g)に最も多く火成

料19から1年間に12.4×10

一]3mlの(リウムが生成され

ることになる.

3.天然ガス･…ヘリウム資源

としては天然ガスが最も重要

でアメリカカナダソ連

ではいずれも天然ガスから

ヘリウムを抽出している.

締

機アメリカでは先に述べた各�



州から産出する主としてヘリウム

0.4～1.0タ6含有の石油系天然ガス

から抽出している.アメリカに

おけるヘリウム資源と将来の需要

計画を図(2)に示す.この国の

抽出可能なヘリウム資源量は約

������晴��㈵�で洳�

とされている.この量は魂在

の消費量からすると300年分の量

にあたる.

日本における

ヘリウム資源分布図

天然ガスから

ヘリウムの抽出法'

天然ガスからヘリウムを抽出する

には1.ガス処理2.粗ヘ

リウムの分離3･精製の三段階大嶺炭田湯泡

で行なっているこれらの行程を

図(3)に示す北九州炭田宇部

1.ガス処理･…冷去1物11も…に防害

となる水瞳硫酸ガス股酸ガスな

どの不純物を除くためグリコｰル

アミン液の吸収塔と活性ボｰキサイ

トの乾燥塔を通す

2.粗ヘリウムの分離…･

一26ぴF(一163叱)で度化水素類を

除き触媒によって水素を燃焼し'

水として除く

の.
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3.精製…･活性アルミナで水分

を除き粗ヘリウムを2600psi

(183kg/cm{)に圧縮し液体窒素で

冷却ガス状窒素を除き次に液体窒素の温度下でココナット･

チャコｰルの床を適し微量の窒素と水素を除き99,995茄の

A級ヘリウムとする

調査鵜方餅

ヘリウムの成嗣からヘリウムの生成量は岩御抑)

ウランいjウムグ)含有量と放射崩壊時間の鰯数である｡

ウラントリウムの岩石申の倉荷最は堆積岩より火成

岩に多く火成岩ダ沖では花嵩､蛾どもりとも多いデ(表七五))古

岩石のウラントリウムめ放射崩壊時間は･その岩石ジ)

生成された時期の古いもめ海ど大である｡

成因あ過去における(大止時代)調査結果から1ヨ本に

畑鰍仰)へいム禽宵鐙宇(鼠,'J｡趾餓1室蜘8か{,)

｡温泉･地熱地帯

､“温泉･ガス田中間地帯

1"“!1油田･ガス田地帯

亨炭田地帯

おけるヘリウムを多く含有する天然ガスの存在する地帯

は次のような地質条件の地帯と考えられる.

夏曲

凄｡

室｡

グリいタフ地域のガ渓胴油田ガス頭1温泉

喋間地帯｡

基盤ぽ花筒岩をもつガス蘭拙閏ガス周1温泉

中間地帯

肯期岩層の発達する地帯

過去の資料から澄娘ガス紀ヘリウム含有蟄の多いも

のがあり楽た夕←国(アメリカフランスイタリアニ)

では一鉱泉ガ派に多いものが報告養れれ･るので火1↓1

ガメ特に噴氣労ス終ついて一般の天然ガスと平行↓て研

究調査を行赦うこ&が必要で勅る｡ζのことは為㌻リベ･

ウムめ供給の問題を考える場合に箆要な資料に祖谷と激千,

われ岩､以上眺とから躰におけ､る吋沙ム猪源'

調査を必要と考克もれる箆要地域を図(4)に赤ナ�
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今回σ)調査は5ヵ年計画であるので調査σ)初めに一応長

期計画を立案実施している.長期計回の概襲を下記する.

1･2年度(昭和3738年度)は過去の資料ならびに地質的

に産出が予想される重要徴候地の調査を行なう.

3･4年度は地質的に産出が予想される地域でとくに産

最に主体を置いた調査を行ない合わせて重要徴候地の精査

を実施し必要あれば物班探査および試錐を実施する､

第5年度(昭和41年度)は重要徴候地の精査を行ない必嘆

があれば物理探査および試錐を実施し育わせて補足調査を

行なう.

長期計画の実施は予算に左おされるだめ完全実施は国難な

場合があるが現在までは基本方針にそって調査が行なわれ

ている.第4年度にあたる昭孝口40年度は重要徴候地であ

る常磐炭田南部の高萩市と磯原町の中間地域に基盤に達す

る深度800mの試錐を予定している.

調査のやり方

天然ガスの内水溶性天然ガスについてはこれまで

に地下水との間の化学的相関性を利用することなどによ

って地化学的調査法の理論と技術が一応確立されてい

る.また炭田ガス構造性ガス温泉火山ガスにつ

いてはそれぞれの分野で調査法の研究恭進められてい

る.

ヘリウムの原物質はウラントリウムであるのに対し

て新しい時代(第四紀～第三紀)の可燃性天然ガスの原

物質は有機物である.したカミってヘリウムと可燃

性天然ガスとでは原物質および生成の場を異にしてい

る.しかしヘリウムは天然ガスと行動を共にしてい

る場合が多いのでヘリウムの調査は天然ガスの調査

と同様に主として鉱床学的調査と地球化学的調査を

平行して行なっている.また重要徴候地に対しては地

球物理学的調査および試錐を実施することが必要である.

鉱床学的調査…･日本の可燃性天然ガス鉱床の大部

分は第四紀層～第三紀層の比較的新しい時代にできた

鉱床であるのでガス中にヘリウムカミ合まれている場

合はその生成の場はガス鉱床でなくそれよリも

古い:岩層すなわち基盤拾あるいは火山ガスに求めなけ

ればならたい.鉱床調査は可燃性ガス鉱床の調査に加

えてとくにガス鉱床と基盤岩あるいは周辺の火山活動

との関係について調査することカ茎重要である.

地化単的調査･…地下水についてはガスと地下

水との間の化学的相関性のほかに温泉火山ガスお

よび基盤岩との関係を調べることが重要狂部分を占め

ている.地下水の測定項目および分析は水温水

量ガス水比pH炭酸塩類クロルアンモニア

ニ価鉄三価の鉄硫化水索などの各成分および溶存

ガス(メタン窒素ヘリウムアルゴン酸素)など

を分析する(現地分析を原則とす).このほかとくに

温泉火山ガスに関係の深いナトリウムカリウム

臭素沃素棚酸カノレジウムマグネシウム硫酸

柱との成分を分析する.これらの相互の関係から可

燃性天然ガスと温泉火山ガスおよび基盤との関係を

調べることが必要である.

写真①ヘリウム醐奄用測定車

後菩1三に小型ガスクロマトグラフ2台を撃載し現地の基

地でヘリウムその他のガス成分を分析する

天然ガスについては主成分であるメタン炭酸ガ

ス窒素のほかに微量成分である水素重炭化水素

ヘリウムアノレゴンｰ酸化炭素酸素などの成分を

分析する.また火山ガスの場合には硫化水素亜

硫酸ガスが主成分の場合が多い.これらのガス成分

の割合いと成分相互の関係とくに窒素アルゴン比

(N･/Ar)窒素ヘリウム比(N･!He)の考察などは重要

狂意味を持っている.N斗/Ar比は天然ガスの生成

時代の古いものに大きな値をとる傾向がありN2/He

等真②大型ガスタ喧マトグラフ

右側高感度ガスタ回マトグラフ現地分析で困難な成分の分析を

爽験劃こ持ち帰リ分析する(島津GC-B)�



比はヘリウムの供給の問題基盤と鉱床との関係を

考察する場合に必要である(後述の常磐炭田南部調査

に実際の試料で考察を行なった結果があるので参照

されたい).

今回σ)調査は5ヵ年計画で日本全国のヘリウム資源を調査

する計画のため短期間に広範囲の地域を調査しなければなら

ない.また調査申にヘリウムの異状を発見した場合には再調

査ができることが望ましい.このためヘリウム調査用測定車

(写真1)に小型ガスクロマトグラフ2台を登載し基地で必要

なヘリウムその他のガス成分を分析できるようにした.なお

調査後実験室では現地で分析困難なガス成分を犬型ガスクロ

マトグラフ(写真2)で行なっている.

その他採取した岩屑試料=試錐コアなどについては抽出

試験によって堆積環境および地下水による鉱床破壊状態の考

察を行なっている.コア岩屑中のアルゴンヘリウムなど

の不活性ガスの分析窒素アルゴンの同位元素による.こ

れらガスの成因に関する考察などが必要と考えるので現在

岩石脱ガス装置および質量分析計による分析の準備を行なって

㌧･る.

調査したおもな地域とその結果

1.北陸地域(富山石川福井県下)

本地域は古生層(飛騨変成岩)が発達しまたグリン

タフ地域であってヘリウム調査では最も重要た地域

と考えられる.過去の資料においても和倉片山津

および芦原の各温泉ガス中にはそれぞれO.276%

0,306夕60,184%と比較的高含有量のヘリウムが報告さ

れている.今回の調査でも表(5)に見るように和倉

温泉ガスの最高0,493夕6から1⊥1閏(O.274%)片山津

(0,258タ6)黒薙(0,237%)湯の谷(0,197%)芦原(O.1

46㌔)湯涌(0,134夕･)荏どの各温泉ガス中に1000分の1

台の制令いでヘリウムが含有されている.とくに注目

しなければならないことは平野のほぼ中心部に位置し

新第三紀層から噴出する神代R1号井の天然ガス中にも

0029%のヘリウムが含有されていることである.この

ことはヘリウムが地下で広範囲に分布していることを意

味していると考える.また上記の各温泉の位置はほ

ぼ直線上に分布しこの線は中生代の地層と第三紀層の

分布する境界線にほぼ平行しており中生代の構造線に

関係があるかもしれ狂い.このことはなおじゅうぶ

んな精査を行ない明確にしなければなら救いと考える｡

この地域はガス日]･温泉中間地帯の代表的地域である

のでさらに精査をし試錐を行なってヘリウムの垂

直的な分布を調べ産量の把握をする必要がある.

2.立山

立山はヘリウム資源の重要徴候地と考えられる北陸

表5天然ガス分析表(ヘリウム｡.01%以.ヒ)vo11%

採取場所1･･1

富山県神代温泉O.029

4山田村ガス井O.115

〃山田温泉O.274

〃湯ノ谷O.197

4湯涌温泉O.134

〃黒薙温泉O.237

石川県山代温泉O.Oε6

〃山中温泉O.014

〃片山津温泉O.258

"和倉温泉O.493

福井県芦原温泉ベニヤO.146

山形県天童温泉O.036

〃東根温泉O.037

〃楯岡天然ガスO.024

〃河島天然ガス｡.016

"'左沢温泉O.041

〃中山町天然ガスO.039

〃平塩温泉O.127

〃成沢温泉

"上ノ山温泉

〃葉山温泉

〃山辺天然ガス

〃瀬見温泉

〃銀山温泉

〃寒河江上野温泉

〃鮭川村曲川

〃赤湯温泉

〃小野川ホテル

〃尾花沢

新潟県月岡温泉

〃雲母温泉

〃瀬波温泉

和歌山県郷智勝浦町

〃東牟婁郡川島

奈良県吉野郡十津川温泉

三重県紀州鉱山

〃〃

茨城県高撤市･採炭坑

島根県鷺の湯温泉

〃玉造温泉新宮

〃海潮温泉

〃〃

〃小浜温泉

〃湯迫温泉

北海道西南部当別館

松前町ニツ石

知内村小谷肩

湯の川ぬ号丼

五厘沢慶喜温泉

長方都R1号

八雲町

恵山原田温泉

おもなる成分
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N2+C剛

串

N2+C肌

串

串

串

串

��

串

C臥十N2

串

串

��

串

C臥

��串

串

N2窒素70%以上のものCH4メタン70%以上のもの

CO里炭酸〃ス70%以上のもの

CH4+N2メタンと窒素で70%以上のものでCH泌>N2%

N2+CH4窒素とメタンで70%以上のものでN2%>CH4%

CH4+C02+N2メタンと炭酸ガスと窒素で70%以上のもの

分析者米谷技官永胴技官�



地域の近くに位置している二'この火1⊥1ガ刺]のヘリウ

ム資源を調べることは北陸ならびに周辺のヘリウム供

給の問題を考える場合の重要な資料になると思われる.

立山の地獄谷の噴気ガスは.97%以上が硫化水素硫

酸ガスおよび炭酸ガスであって残りの3～4%が窒素

である･微量成分としてヘリウム水素アルゴン

メタンを含みヘリウムの含有量は.0.0011～0.0016%

である.硫化水素亜硫酸ガスおよび炭酸ガスの主成

分はいずれも反応しやすいガスでこれらのガス成分が

地下に貯留された場合には周囲の岩石や地下水と反応

して減少しヘリウムの濃縮カミ行荏われる..仮にこ

れらのガスが全部反応したとする←ヘリウムは約0.1

%になるがこの値は北陸付近におけるヘリウムの供給

の問題を考える場合にはやや低くすぎる数値である.

3.山形県下(置賜山形新庄の各盆地およびその属辺)

本地域はグリシ･タフ地域で置賜山形断崖の各

盆地周辺には花筒岩が分布している.この各盆地およ

び周辺の堆積岩からは温泉天然ガス石油が産出して

いる.過去の資料によると山形盆地西北部の寒河江

付近の石油廃坑井からヘリウム0.20%が報告されている.

今回の調査でも･寒河江付近の上野温泉ガスにはO.112

%平塩鉱泉ガスには0,127%のヘリウムが含有されて

いた.山形盆地の東側の天童東根の各温泉ガスは

0.02～0.04%盆地南部の成批上ノ1⊥1葉山の各温泉

ガスにはO.07～0.09%盆地西側の中山町の天然ガスお

よび山辺町の天然ガス中には去れぞれO.039%O.043%

のヘリウムが含有されているむで山形盆地の周辺にヘ

リウムが比較的多く存在する一:一

.ゲ･

可燃性の天然ガス中の人リウムは蛙鉦からくる主と

して窒素とヘリウムおよびアノレゴン=から放るガスが天

然ガス中に混入したと思われるので天然ガスによって

基盤からきたガスが稀釈されたことになる.基盤岩か

らのガス組成をごく概念的に知るには窒素ヘリウム比

(N･/He)を考えると便利である.山形県下の天然ガス

のN･/He比は新庄盆地樹11村の曲川の天然ガスが177

ともっとも小さく次は山形牟地西側の申山町の天然ガ

スが393山形盆地の北東部の楯岡の天然ガスが490で

これらはいずれもメタン系天然ガスであらて他の温泉

ガスはいずれも'500以上である㌧'1'こめごとはメタン系

天然ガス中に準泉ガスよりも'高濃度のヘリウムが混入

｡i〔､｣.へ.'l1土･･

したこ左になる.メタン系天然ガス中の窒素は大気

お上サ宥栂物からの窒奉1も抽る苫思わ巾るgで同じ組

成のガスが基盤か敬さ秤とす予ξ火:山ガスと比較して

むしろ大きな値と怒るはずである.

メタン系聯ガス6･･/･･比カ1小さ恋値であるとい

う問題に対して次のような疑問カミ考えられる.

1.基盤からのガスの小でヘリウムが窒素より優先的に

(拡散速度大)上位のガス層に混入した

2.地層中の微生物の脱窒素化作用によって窒素ガスが固

定され窒素ガスカ童減少した

この内2の窒素ガスの減少は嫌気状態では微生物

の脱窒素化作用は考えにくいので1の可能性の方が大

である･上記のメタン系天然ガス地域に実際にヘリウ

ムの多いガスが混入したのかあるいは他の原因でヘリ

ウムの割り合いが大きくなったのかは試錐による垂直

分布窒素の同位体の研究在とによって解明しなけれ

ばならない.

4.常磐炭田南部

本地域の基盤は変成岩未変成の古生層および花陶

岩からなっている.この基盤岩の上位に炭田ガスの

撮層である石城來炭層その上部に貯溜層の役をしてい

る浅見砂岩層さらに上層にガス層の帽岩の役をしてい

る白坂頁岩層(一部の地域では欠如)かある.この常磐

地域の炭団ガス産出量は約10万m3/目であって主と

して化学工業の原料に使用されている.先に炭田ガス

の地化学調査を行たった結果では炭田ガス中には平均

してへ'リウム0.02～O.04%が含有されていた.した

がってこの地域から1目に約20∴40m3年間7200

～14000m3のヘリラムが放出されていることになる.

またこの地域の南部高萩市付近の採炭ボｰリング井から

のガスを分析した結果ヘリウム0.59%が測定され･こ

の値は現在までの日本の最高値である.このため常

磐炭田南部の調査を行なった.

調査は地表調査と坑内調査の両面から行たった.

調査で採取した試料の分析結果を表(6メに示す.炭岡ガ

ス中のヘリウムは.露頭ガス抗ロカ三とも平均して

0.02%で比較的均一に含有されている.この分析結

果から窒素の%をN2!He比の関係を調べると図(5)とな

る.窒素の増加と共に石城層のガス王安層のガス

南部地域のガスの順にN./He比の値が大きくなる.

N2/He比が大きくな､ることは大気による窒素の影響

が大きいことを意味す岩･一したがって･･/･･比の大

きなガスはガスが存在する地層付近の封塞状態が悪い

ことを示している.この図でわかるように石城層付近

のガスは北部中部および南部地区のガスともN./He

比はだいたいユOO～250の間に散在し上位層の王安層お

よび南部のガス徴ガスは500以上である.このことか

ら下部の基盤岩に近く抵るほどN./He比が小さくなり�
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松片1靭部��O,025�O.O04�O.54�4197�93.63�O,86�177�2±�}
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上機排�}�O.023�O.O03�o.93�8,73�38.51�1.73�380�1±�中

豊皿1北部��O.023�o.o07�O.21�10,30�85.82�3.67�446�1±�
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探僕仙1}��0.013�0.O01�O,78�工5､田1�82.9回�O.43�1215�一±�採炭排

根岸��O.018�0.00n�O,35�5,58�93.6�o.42�310�10±�水胴中のガス徴候

篤暢練炭95号{大望荘〕��0,020�0.005�0.10�3.90�95.8�皿.17�195�100�採炭卯

神の山深巌31号ff近��O.013�tr�O.50�5,24�94.o�O.23�ω4�畠｡±�中

目水商沖1湯�井�O.023�o.o05�0.一5�'､72�94.66�o.47�204�1,000�採ガス'仲

φ高排11号�}�0.020�o.o06�O.58�4.36�95.柵�0.O喧�218�300�
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高井16号��O.021�o.oo･1�o.37�3,55�95.87�O.21�169�10.000�中

"高井19号�中�0.022�O.005�O.49�5.10�94.10�O.31�231�4,O00�

1高萩市樹洋採炭38号�ホ港�O.O-5�o.bo4�O.62��99.空3�o�不1卿�0�採炭井

川側廊荻躍炭7号�中�O.104�O.053�0.個9��98195�o�不1岬�0�出

:1峨城市小野矢指�遊陛�O,013�O.O02�o.値9�97.56�1,67�O.08�7500�0.00o�

破魔町神の山深榊腸�"�O.012�0.000�o.04�20-79�78.32�O.85�1730�100+�

磯原探鉱右三片�功�O.026�0.003�o.33�5,S2�93.73�⑪.12�224�O.2�坑内一543m水難

少連卸切裕��O.034�o.om�O.5'�5.34�90.73�o.39�245�少鼠�坑内一559皿水幽

基盤からのガスはおそらく100以下となることが予想さ

れる.高萩市付近の採炭井から採取した基盤近くのガ

スはN2/He比96である.
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螂5図常磐炊口｣ガス

N2%とN2/He比の関係

本年(1蝦和4卿度)この地域1と試錐を実施するがこれ

にレ=･てヘリウムの簸草的分布が調べられ基盤姶とガ

ス母層の閥のガス組成を蜘ることがで蜜る｡この資料

は他の炭嗣ガス地域のヘリケム資源調査法の確立&調査

精度の痢､とのため箆要と思われる由

§.北海道顕繭地磁

本地城はグリン1タフ地帯で肯生層と花鰯堵が分布

している由宵生鰯の分仰†る松前半島地域のガス11亭吻

ヘリウムはO.0王～C,07%でその平均榔.03晩であ

る.他の地域¢)平均はO,008%であって前荷と比較

して少ない｡

§｡逝畿繭部

本地城は大阪市付近およ岬早伊半島一帯を仮称した

紀伊半島には中央を横断する中央構造線がありその南

部には古生層の変成岩が分布しまた北部には花繍着が

分布する.本地域は古期岩層の発達する地域であるが

調査の結果は予想に反して天然ガス中のヘリウム含有量

は少ない.わずかに那裡勝浦町(0,016%)東牟婁郡

本官町(0,015%)南牟婁郡紀和町の紀州鉱1⊥1(0,015～

O.0!轟%)のガスに含有凄れていたほか兵庫県有馬混銀

ガス(O.00批二)大阪府知療市の炭酸ガス(O､⑪03%)に

痕跡に近いヘリウムが含有されていたにすぎない､し

たがってこの地域では大蜜なヘリウムの鉱床は期待でき

狂い､他の地域のガスと弼様にヘリウムは炭酸ガス

系の天然ガスに比較して窒素メ争ン系膏)天然ガスに多い｡

この問題は恋お各地の資料を検討しとくに火山ガ対)

調査研究によって辮明し柾ければなら狂い｡

貫､石狩康鐵夕張地隊

石狩炭嗣地域の炭蘭ダスはガ平産出鐙が多く天然

ガス資源として巷わめて箆婁であ一挙｡ヘリウム資線調

合のためにも児ダ)がすことはで誇ない｡本地域の地質

は内炎代白蟻紀を基盤とし郁これば不整合に古第三:

J串

調査試料は各層別炭層ガスを坑内1外から採取した｡�



夕張地区の炭問ガスは常磐炭田と異なリ遊離型てたい.

炭層の上･下には泥岩があってこのためガスは炭層そ

のものに吸着あるいは収差しており炭層そのものが母

層と貯溜層をかねている.したがって炭層のガス圧は

高く他のガスの混入ができないために炭層ガス中には

ヘリウムは含有されていない.かえって仏跡密閉ガス

にわずかにヘリウムが含有されていた.この地区の炭

田ガスの中にヘリウムが含まれていないことは常磐炭

田のような適当た貯溜層が存在したいためでドｰム構

造を調査しないかぎりヘリウム鉱床は期待でき狂い.

81新潟県下

新潟地区は日本における第1級の可燃性天然ガス産出

地である.地質はグリン･タフ地域で天然ガスが産

出する地層は窮西紀屈～第三紀層にまたがり堆積環境

は上部から下部に向かって内湾性から公海性に移ってい

る.また県の北東地域には花崩岩が分布している.

本県下の天然ガスの開発は活発で近年次第に開発深度

を増加し3000m級の坑井も存在する.

調査は主要ガス田油田について各層別試料を採取

した.結果は中新世第三紀層の七各層から採取したガ

ス(見附)にわずかにヘリウムが含有されていたほか七

各層以浅の地層から採取したガスには含有されていない.

県北東部のガス田･温泉中間地帯である月岡温泉

きら

(0,161%)雲母温泉(O.189%)および瀬波温泉

(0,033夕6)の各ガスには比較的高濃度のヘリウムが含有

されている.これらのガスはいずれも七各層から流出

している.

写真③露頭ガスの採収

(北海道檜山郡兄市温泉)

以上の結果からヘリウムは基盤から七各層け近まで

は上昇してくるがこれより上位の層には分析感度(0,0

01ら)以下があるいは存在しない.

9.島根県下

島根県下の花筒岩地域にある温泉火山ガスおよび天

然ガスについて調査を行なった.調査の結果ヘリウ

ムは玉造温泉(0,054%)海潮温泉(0,049%)湯迫温

泉(0･040%)だとの各温泉ガスにあるほかは0.01%以下

であった.この地域のガスは炭酸ガス系と窒素系の

二種類であってヘリウムはやはり窒素系のガスに多く

N2/He比は窒素系のガスの平均値が255に対して炭

酸系のガスの平均値は2700と10倍高い値と恋ゆ窒素

系のガスにヘリウムカミ濃縮していることになる.

10.その他の地域

現地調査が終ったカミ試料の分析ならびに整理の段階

にある地域は九州西部の炭田ガス地城秋田県下の天

然ガス地城目高油同地域(予察)十勝ガス田地域およ

び昭和新山地域(予察)である.

今後調査を必要とするおもな地域は九州北部の炭田

地域(昭和40年2月調査)阿蘇･霧島火山地域宮崎ガ

ス囲地域別席温泉地域宇部および大嶺炭固地域鳥

取･島根ガス田地域四国西北部および南部の天然ガス

地城新潟･長野県境のガス田油田地域中央地溝帯

の天然ガス地域静岡県下のガス田地域伊豆温泉地域

大島地域南関東ガス田八幡平温泉火山地城北海道

網走ガス田および天北ガス用地域などである.

写真④池泉がス

の採取(万座疵泉姥陽源泉)�



今後の問題点

日本の天然ガスの場合は主として第四紀～第三紀の

比較的新しい1時代の地層に胚胎するガスであるので天

然ガス中のヘリウムは基盤岩の花開岩層からきたと考

えられるが実際にどのようにしてどのようなガス組

成のものが基盤岩からきたのかを把握してい恋い.こ

の調査をするには基盤に達する試錐を実施しヘリウム

の立体的分布を調べることが必要である.

アメリカではヘリウム含有量O.4～1.0%の天然ガス

から抽出しているが将来の抽出技術の進歩を見越して

O.1%以上含有する天然ガスをとくに注目して調査をし

ている.日本における0.1%以上のヘリウムを含有

する天然ガス産出地域は現在までの調査結果下はガ

ス田･温泉中間地帯の北陸山形県寒河江市付近および

新潟県北東部と炭田ガス地帯の常磐炭団南部である.

調査の結果によるとヘリウムは一般の天然ガスと同様

に比較的均一に分布していると考えられる.資源調査

のためには上記の重要徴候地の内ガス田･温泉中間

地帯と炭田ガス地帯に少なくも各1本づつの試錐を実施

して立体的分布を調べ調査法の確立と調査精度の向上

をはかる必要がある.

一方ヘリウム調査の応用面としては温泉地熱だと

の分野でヘリウムその他の微量成分を対象とした新しい

地化学調査法確立の可能性がじゅうぶんに考えられる.

またウランとヘリウムは親子の関係にあるので地下

のウラン鉱床探査にヘリウムを使用する調査を行なうこ

とも分析技術の向上によっては夢ではないように思わ

れる.

(無音は地球化学11県)
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犬山隠岐国立公園堀内恵彦

昭和11年2月11ヨに大山地域124.03km2が

公園として指定を受けておりましたが11召和38年4

月101｣付で大1上1の南に隣接する蒜山(ひるぜん)

地区64.88km2島根半島地区27.87km2三瓶山地

区26.79阜m2および隠岐島地区75.70k卿｡を加えて

鳥取11剛!い鳥根の3県はわたる総繭横319.27klが

の自然公開と溶㌣･たわけです｡これξ｡の地域は

最観上それぞれ興匁る特性を有して為り巌すが大

1-r陸中心に比較的近機してお1)地理約な関係から

棚互に関連して利用されるべきであるという理由で

家とめられたものです｡

犬山1鶴山地蛾一…吟憎地方鍛商のト螂イデ式

火1工1で伯脅俄土(あるいは出雲唐土)と呼ばれる大{

(だい世ん)を中心にそれに連匁る約五鵬および

そ㌘)南は続く蒜山とそれらの山麓を蕾む地域で替

り新緑夏の行楽秋の紐薬冬のスポｰツと四季

を通じて探勝に利用で曹る適地でナ｡

轟根率島地域…,賠根県夢)東北部に束凹に伸び

た篇平な半島で公園地域には海食による代表的景

観である東部の地蔵崎付近の沈降海燥である美保の

北浦洞門洞窟として有名な多古の七ツ穴(実際は

九個)加賀の潜戸(くけど)などを含み中央郡を除

いて西部の目御1崎付近から出雲大杜付近を含む地域

までで目御1崎の先端にある経島(ふみしま)はウミ

ネコの蕃殖地として有名です.

三瓶山地域…･出雲･石見の国界にそびえるトロ

イデ式の三瓶火山縦を中心紀した山麓から三瓶(も

と志学)澄泉から三次衡遺の湯地温泉までを含む地

域で劉五1ハイキングスキｰなどに利用されます｡

隅繊農地紋…､輪根半島剛ヒ約曇⑰カで〃つ海上に

散在する火1｣僻鳥で島節(どうぜん)と,島後にわけ

られ鳥前は爾南都で帯ノ.騎砥鳥和夫里島の

三,鶴にわかれ,鴎後はその東北方にあるほぼ円形の

鳥です誼獅釆盟島の知夫里の赤壁(姶石印の鉄分

の酸化で称褐色)砥鳥側紬の圃駕(くぬが)海津

(海魚断層城1)沸後東燦の祢施海搾浄土ケ浦(1工0円

切手)北燦の膚鳥海巌などはぜひ見るべきもので

しょう｡この地域はζれからの期待される観光地

で現在は宿泊その触の設備かじ峨うぶ/)ではあり

襲せんがあり(篶漢塞グ)鳥の隊予を見ることも巌た

おもむきが齢ゆ談しよう｡

切葬は贈稿狙隼凄月婁蝸発行瀬戸内海と共に墓

鍍螂事に大ゆ風撮本碓五月201ヨ難行のS円(赤松
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