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目　　　　　的

北海道は温泉資源に極めて恵まれており､温泉地および

源泉の数は全国の各々8.6%､ 8.2%と約1割を占めている1)｡

これらの温泉は観光資源としてはもとより､保養､地域暖

房､園芸､養殖･養魚など広範囲に利用されている2.3)

当所では､昭和25年以降､温泉法に基づいて､北海道で

湧出した温泉および冷鉱泉の成分分析を実施してきた｡こ

れらの分析結果については岩本4.5)､中谷ら6)によって報告

され､温泉の化学的特性が明らかにされている｡また､北

山ら7-14)も昭和54年以降新しく湧出あるいは掘削された源

泉について､ 2年ごとにその化学成分特性を報告してきた｡

これらの結果は本道における温泉資源の開発､探査､保

護および適正利用などに有益な情報を提供してきた｡

本報告は､前報15)に引き続き､平成9年4月から平成11

年3月までの2年間に得られた調査結果をまとめたもので

ある｡

方　　　　　法

本調査は､平成9年4月から平成11年3月までの2年間

に､当所で鉱泉分析の依頼を受けた30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)された温

泉水および冷鉱泉水は､その泉温､ pH､湧出状況などを

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｡温泉水の分析は､二酸化炭

素や硫化水素などの成分は現地で､その他の項目は当所に

持ち帰った試料について鉱泉分析法指針16)に準じて行った.

1.源泉の地理的分布

今回､対象とした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17)によった｡すなわち､西南北海道中南部3件､西南

北海道北部3件､北海道中央部10件､北海道東部14件であ

った｡

図1　源泉の地理的分布

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1に示すとおりである｡以下､鉱泉分析法

指針16)に基づいた鉱泉の温度､液性､浸透圧による分類内

容および主要成分組成比などについて述べる｡

(1)温度

湧出時の泉温による分類の結果､ 25℃未満の冷鉱泉が3

件､ 25℃以上34℃未満の低温泉が5件､ 34℃以上42℃未満

の温泉が4件､ 42℃以上の高温泉が18件であった｡

(2)液性

試料の液性､すなわち湧出時のpH値による分類は6以

上7.5未満の中性泉が9件､ 7.5以上8.5未満の弱アルカリ

性泉が10件､ 8.5以上のアルカリ性泉が11件であった｡一方､



今回の対象試料中には､ 3未満の酸性泉と3以上6未満の

弱酸性泉はなかった｡

(3)浸透圧

試料の溶存物質総量から分類される浸透圧は8 g/kg未

満の低張性泉が25件､ 8 g/kg以上10g/kg未満の等張性

泉が1件､ 10g/kg以上の高張性泉が4件であった｡

(4)主要陽イオンおよび陰イオン組成

各地区ごとに､試料の主要陽イオンと陰イオンの当量比

率による組成を表1に示す｡陽イオンでは､ナトリウム型

が28件で大部分を占め､その他はカルシウム型が2件のみ

であった｡一方､陰イオンでは､塩素型が18件で最も多く､

硫酸と炭酸水素型がいずれも6件であった｡

表1　主要陽イオン及び陰イオン成分

(5)泉質の分類

各々の分析結果から判定した泉質を表2に示す｡泉質の

分類には旧泉質名を用いた.食塩泉が14件で最も多く､以

下､単純温泉9件､菅硝泉と硫貴泉がいずれも2件､重曹

泉､石膏および塩化土類泉が各々1件であった｡

表2　泉質の分類

(6)その他

一般に鉱泉を飲用に供する場合､ 1回量は100～200ml

程度とし､その1日量はおおむね200～1000mlまでとさ

れている18)｡しかしながら､人の健康に影響を与えるとさ

れるヒ素､フッ素､銅､鉛､水銀および遊離炭酸の6成分

については飲用許容量19)が定められている｡ちなみに､大

人1人1日当たりの各成分の総摂取量の基準はヒ素:0.3

mg､フッ素:1.6mg､銅:2.0mg､鉛:0.2mg､水銀

:0.002mg､遊離炭酸: (1回につき) 1000mgである｡

したがって､本調査では1000ml以上飲用すると健康障

害をもたらす可能性がある例はヒ素で1件､フッ素で11件､

水銀で1件認められた｡他の成分については特に注意を要

する例は認められなかった｡なお､ヒ素濃度の高い弟子屈

町(5.88mg/kg)の源泉の飲用許容量は1日につき大人

で50ml以内と算出された｡同様に､フッ素濃度の最も高

い清里町(7.7mg/kg)のその量は200ml以内､さらに水

銀濃度の最も高い登別市(6.86μg/kg)のその量は290

ml以内であった｡



要　　　　　約

平成9年4月から平成11年3月までの2年間にわたり､

道内で新たに開発された30カ所の源泉の化学成分について

分析し､その概要についてまとめた｡

その結果､泉質の多くは食塩泉と単純温泉からなり､全

体の76.7%を占めた｡また､温度については高温泉が60.0%､

浸透圧については低張性泉が83.3%を占めた｡さらに､液

性についてはアルカリ性泉が70.0%､中性泉が30.0%を占

め､酸性泉は全く認められなかった｡

一方､飲用許容量が制限された源泉はヒ素で1件､フッ

素で11件､水銀で1件認められた｡
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英　文　要　約

The quality of water samples from 30 hot and mineral

springs developedin Hokkaido from April 1997 to March

1999 was studied.

After the field analysis for temperature, pH and gas

components such as carbon dioxide and hydrogen sul-

fide, other mineral contents of the samples were deter

minedin laboratory.

The results were summarized as follows:

1) By the determination ofmineral contents, the 30

springs were classifiedinto 14 salt springs (46.7%) con-

taining sodium chloride, 9 simple thermals (30.0%), 2

saline springs (6.7%) with magnesium sulfate, 2 sulphur

springs (6.7%) with hydrosulphuricion and others.

2) Hyperthermal springs above 42℃ occupied 60.0% (18

of 30 springs). Hypotonⅰc mineral water, under 8g/kgin

total dissolved matter content, occupied 83.3%. On the

other hand, acid springs under 6.0in pHvalue was not

recognized.

3) From a hygienic point ofview, the drinking amount

ofspringwaterwas limitted at 1 spring (3.3%), 11

springs (36.7%) and 1 spring (3.3%) because of highin

As, F and Hg contents, respectively.

Key words : thermal spring ; mineral spring ; mineral

contents ; Hokkaido



別表1 1997-1999年､北海道で開発された温泉および冷鉱泉の化学成分等の分析結果


