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目　　　　　的

前報1－3）で述べたように、当研究所では、昭和25年以降、

温泉法に基づいて、北海道内で湧出した温泉および冷鉱泉

の成分分析を実施して来た。これらの温泉および冷鉱泉の

分析結果については、岩本4，5）、中谷6）らによって報告され、

北海道の源泉の化学的特性が明らかにされている。

我々も、昭和54年以来、北海道内で新しく湧出あるいは

掘さくされた源泉の化学成分を分析し、その特性について

報告した。

本報告は、平成5年4月から平成7年3月迄の間に北海

道内で開発された温泉および冷鉱泉の化学成分について、

その分析結果をまとめたものである。

方　　　　　法

本調査は、平成5年4月から平成7年3月に至る2年間

にわたり、当所で鉱泉分析の依頼を受けた63カ所の源泉を

対象とした。各源泉から湧出あるいはポンプ揚湯（水）さ
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図2　温泉の頻度分布（℃）

れた温泉および冷鉱泉水は、その泉温や湧出状況等を記録

した後、処理の必要な成分については現地処理を行い、ポ

リエチレンぴんに採取した。試料中の化学成分の分析は、

環境庁自然保護局監修、鉱泉分析法指針（昭和53年5月改

訂）に従って行った。

結　　　　　果

1．源泉の地理的分布

各源泉の地理的分布を図1に示す。なお、源泉所在地の

区分については、北海道立地下資源調査所の分類によっ

た7）。すなわち、西南北海道中南部15件、西南北海道北部

16件、北海道中央部14件および北海道東部18件と北海道内

のほぼ全域に分布している。

2．温泉および冷鉱泉の化学成分

各源泉の所在地、湧出状況、泉温およびその化学成分の

分析結果は、別表に示すとおりである。以下、主要成分等

について説明する。

（1）泉温

各源泉の泉塩を10℃刻みでその頻度分布を求めると図2

に示すとおりである。また、鉱泉分析法指針の泉温分類に

従った泉温分布を図3に示す。すなわち、25℃未満の冷鉱

泉は8件（12．7％）、25℃以上34℃未満の低温泉は、5件

（7．9％）、34℃以上42℃未満の温泉は7件（11．1％）、そし

て42℃以上の高温泉は43件（68．3％）であった。前報3）と

比べ、冷鉱泉の比率は減少し（23．8％→12．7％）、逆に高

温泉の比率は増加していることが判明した（53．7％→68．3

％）。

（2）pH

温泉および冷鉱泉のpHを1．0刻みでその頻度分布を求

めると図4に示すとおりである。また、鉱泉分析法指針の

液性分類に従った液性分布を図5に示す。すなわち、pH

6以上7．5未満の中性の源泉は18件（28．6％）、pH7．5以上

8．5未満の弱アルカリ性の源泉は30件（47．6％）、pH8．5以

上を示すアルカリ性の源泉は15件（23．8％）であった。今

回の調査では、pH3未満を示す酸性の源泉およびpH3



図3　鉱泉分析法指針による泉温の頻度分布（℃） 図4　PHの頻度分布

以上6未満の弱酸性の源泉は見当らなかった。

（3）溶存物質（ガス成分を除く）

温泉および冷鉱泉の溶存物質の頻度分布を求めると図6

に示すとおりである。すなわち、溶存物資が1000mg／kg

未満を示す源泉は20件の他、溶存物質8000mg／kg未満を

示す29件を含めた低張性の源泉が77．8％を占めていた。溶

存物質が8000mg／kg以上10000mg／kg未満の等張性の源

泉は3件、また、溶存物質が10000mg／kg以上を示す高張

性の源泉は11件（17．5％）であった。溶存物質の濃度が最

も低い源泉は、札幌市の168mg／kgであり、逆に最も濃度

が高い源泉も、札幌市の53129mg／kgであった。

（4）主要陽イオン組成

温泉および冷鉱泉の主要陽イオンを当量比率によって、

その組成関係をまとめると表1に示すとおりである。すな

わち、ナトリウム型が60件と全体の95．2％を占めており、

他はカルシウム型が3件であった。

（5）主要陰イオン組成

温泉および冷鉱泉の主要陰イオンを当量比率によって、

その組成関係をまとめると表2に示すとおりである。すな

わち、塩素型が41件で全体の65．1％を占め、硫酸型が9件

（14．3％）、そして炭酸水素型が13件（20．6％）であった。

（6）泉質の分類

以上の結果から、温泉および冷鉱泉の泉質を分類すると

表3に示すとおりである。なお、泉質の分類には旧泉質名

を用いた。一部に泉質が重複するものもあるが、本報告で

は、特殊成分および陽イオン、陰イオンの主成分によって

分類した。表で明らかなように、食塩泉が31件で全体の

49．2％を占めており、単純泉16件、重曹泉4件、芒硝泉6

件、石膏泉が1件であった。また、特殊成分を含む源泉は

2件で、硫黄泉と硫化水素泉がそれぞれ1件ずつであった。

（7）微量有害成分

近年、健康志向の高まりなどに伴い、温泉水の飲用利用

者が増える傾向にある。しかし、温泉水には、数多くの成

分が含有されており、中には、人体に有害な成分もあるた

め、用法によっては、思わぬ障害が発生することも予測さ

れる。
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表1　主要陽イオン組成

Na

型

Ca型

表2　主要陰イオン組成

Cl型

SO4型

HCO3型

表3　泉質の分類

単純泉

食塩泉

重曹泉

芒硝泉

石膏泉

硫黄泉

硫化水素泉

冷鉱泉

環境庁は、昭和50年に温泉の適正な利用を目的とした

「温泉の利用基準について」の通知を出し、この中で、温

泉飲用に伴う公衆衛生上の安全確保を図る見地から、ヒ素、

銅、鉛、フッ素、水銀および遊離炭酸についての飲用許容

量を定めた8）。

ちなみに、各成分の飲用許容量（1日の総摂取量）を示

すと、ヒ素：0．3mg、鋼：2．0mg、鉛：0．2mg、フッ素：1．6

mg、水銀：0．002mg、遊離炭酸（1回につき）：1000mgで

ある。

今回、調査対象とした試料のうち、上記成分の含量（mg

／kg）が、飲用許容量以上だった例は、ヒ素について6

例（9．5％）、フッ素については17例（27．0％）を認めたが、

他の成分については総て許容量以下であった。

従って、これらの許容量以上の成分を含有する温泉を飲

用に供する場合には、その1日当たりの飲用総量も制限さ

れることになり、例えば、ヒ素含量の最も高かった真狩村

の源泉（0．9mg／kg）の飲用総量は330ml／日（0．3／0．9×

1000ml）、また、フッ素含量の最も高かった生田原町の源

泉（14．8mg／kg）の飲用総量は108ml／日（1．6／／14．8×

1000ml）と算出された。



別　表

Na＋ K＋ Mg2＋ Ca2＋ Mn2＋ Fe2＋ F－ Cl－ HS－ SO24－ HCO3－ CO32－ H2SiO3 HBO2 CO2 H2S As Pb Cu Hg



Na＋ K＋ Mg2＋ Ca2＋ Mn2＋ Fe2＋ F－ Cl－ HS－ SO42－ HCO3－ CO32－ H2SiO3 HBO2 CO2 H2S As Pb Cu Hg



なお、温泉分析書には、必要に応じて、温泉利用に関す

る注意事項が記載されているので、特に飲用に供する場合

には十分な配慮が必要である。

要　　　　　約

平成5年4月から平成7年3月までの2年間にわたり、

北海道内で新たに開発された63カ所の温泉および冷鉱泉の

源泉に含まれる主要な化学成分について、それぞれの頻度

分布を求め、その概要について述べた。

今回の調査対象源泉63カ所中、泉質別では、食塩泉が31

件（49．2％）と最も多く、単純泉がこれに次ぎ、従来とほ

ぼ同様の傾向が認められた。一方、泉温については、前回

の調査に比べ、冷鉱泉の比率が減少し、逆に高温泉の比率

が増加した。

文　　　　　献

1）北山正治他：道衛研所報，39，57（1989）

2）北山正治他：道衛研所報，41，41（1991）

3）北山正治他：道衛研所報，43，25（1993）

4）北海道立衛生研究所：北海道鉱泉誌（第1部）

道衛研所報，7，135（1955）

5）北海道立衛生研究所：北海道鉱泉誌（第2部）

道衛研所報，8，237（1957）

6）中谷省三他：道衛研所報，12，211（1961）

7）北海道立地下資源調査所：北海道の地熱・温泉、（A、

B、C、D）地下資源調査報告，昭和51，52，54，55

年

8）環境庁自然保護局通知（環自企第424号）：温泉の利

用基準について　(1975)

英　文　要　約

Sixty-three thermal and mineral springs were

newly developed in Hokkaido from April, 1993 to

March, 1995 In this report, the quality of water from

these springs was studied.

We measured the temperature, pH and mineral

contents of the water.

Based on the contents of main cationic and anionic

ions, the springs were classified into several types.

Among these types, the saline spring water type

(major component is sodium chloride) was ob-

served the highest frequency, and the simple spring

water type (temperature is more than 25℃, but does

not have special chemical features) was followed.

These results were almost the same as our previous

reports.

From the standpoint of the temperature distribu-

tion, however, the frequency of high temperature

springs (>42℃) increased and that of low tempera-

ture springs(<25℃) decreased compared with our

previous reports.
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