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2000年有珠山噴火による周辺温泉の主要化学成分の変動について

Variation of Major Chemical Constituents in Hot Spring Water

around Mt. Usu after the 2000 Volcanic Eruption
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On March 31, 2000, Mt. Usu in Hokkaido erupted after laying dormant for 23 years. The volcanic

eruption caused considerable damage in the area around Mt. Usu and led to the evacuation ofthe

inhabitants-

We studied the changes of chemical components in hot spring waters by the volcanic activity. Surveys

were conducted in July and November, 2000 at 9 wells in Toyako hot spring and in May, July and

November, 2000 at 5 wells in Sohbetsu hot spring after the eruption-

This paper reports the temperature and concentration of major chemical components (Na+, K+,

Ca2+, mg2+, Cl-,SO42- and HCO3-) in hot spring waters in both hot springs before and after the eruption.

The total concentration of major chemical components in Toyako hot spring waters increased at 3 months

after the eruption, and thereafter the concentrations showed different patterns (increased, decreased

or unchanged) at 8 months. These change tended to correspond to the changes of Na+, K+ as cations

and of Cl-,SO42-as anions, especially Cl-.These changes correlated well with those of hot spring water

temperatures. Change patterns in major chemical components in Sohbetsu hot spring waters before

and after the eruption were not clear owing to lack of data previous to the eruption. However, the total

concentrations increased slightly at 3 wells, and almost unchanged at the other 2 wells during the 8

months after the eruption.

Key words : Mt. Usu (有珠山); volcanic eruption (火山噴火); hot spring water (温泉水); major cheucal
component (主要化学成分)

目　　　　　的

有珠山は北海道南西部に位置する活火山として知られ,

1663年以来約30～50年間隔で噴火を繰り返している. 2000

年3月31日,その有珠山は西山西麓から23年振りに噴火し,

その後,空撮,爆発音,噴石を伴った小規模な噴火を頻発

した. 2001年2月以降,地下深部からのマグマの供給は停

止し,火山活動は低下したものの,金比羅山と西山西麓の

新火口群では依然として弱い噴煙活動と地熱活動が続いて

いる1).一方,温泉の成因は特殊な温泉を除き,火山と密

接な関係もあり,噴火活動に伴う温泉の湧出量や温度など

の変化が数多く報告されている.当所でも前回の有珠山噴

火2,3)駒ヶ岳噴火4)に伴う周辺温泉の主要化学成分の変化

について報告した.

今回,道では噴火により被災.影響を受けた虻田町と壮

瞥町から,復興に向けた温泉資源の現況に関する調査要望

を受け, 2000年5月9日,保健福祉部薬務課,衛生研究所,

室蘭保健所及び地質研究所の職員からなる｢有珠山噴火に

係る温泉資源等調査チーム｣を設置し,源泉の泉質変化の

有無と坑井や利用施設の被害状況について調査した.ここ

では当所で担当した洞爺湖温泉と壮瞥温泉の各源泉の噴火

前後における主要化学成分の変動について報告する.

方　　　　　法

調査は原則的に採水可能な地域や源泉を考慮し,洞爺湖

温泉では2000年7, 11月に9源泉,壮瞥温泉では2000年5,

7, 11月に5源泉で実施した.採水した源泉の概略位置と

地形図を図1に示す.これらの源泉の湧出形態はすべて動

力揚湯で,掘削深度が175mより浅い井戸である.

試料採取時に泉温, pH,炭酸水素イオンを測定した.

他の主要化学成分(Na+, K+,　Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-)

は持ち帰った試料について分析した.各々の分析は鉱泉分

析試験法5)に準じて行った.

結果及び考察

洞爺湖温泉の分析結果を図2に,壮瞥温泉の結果を図3
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に噴火以前の分析結果と併せ示す.主要化学成分の分析値

はmg当量濃度(epm)に換算した後,陽･陰イオンごと

に積み重ねた2本のバーグラフで表示している.

一般に,有珠山周辺の温泉では1910年の噴火活動により

形成された四十三山爆裂火口列の地下深部から供給される

源温泉水が周囲の地下水と混合して温泉を生成すると推定

されている.

図1　試料採取地点及び有珠山周辺の地形

今回,調査した洞爺湖温泉9源泉の主要陽イオン(Na+,

K+, Ca2及びMg2+)と主要陰イオン(cl-, so42及び

HCO3-)総濃度には, 1979～1999年の間に得られた分析

結果から,噴火以前において経時的な低下が見られる.特

に,その傾向は噴火より10年以上前に調査した洞爺4号,

洞爺新5号,洞爺新6号,共同1号,共同2号及び共同3

号源泉の分析結果から明らかである.それらの源泉におい

て成分ごとの変化を見ると,陽イオンではNa+,　K+及び

Ca2　陰イオンではCl-とSO42-が各々経時的な濃度低下

を示している.一方, Mg2+とHCO3-は源泉ごとに異なり,

一定傾向の濃度変動は認められない.従って,泉質もCl

型からHCO3型へ大きく変化している例が多い.

次に,本調査で得られた噴火3カ月後(2000.7)の分析

結果と噴火10カ月前(1999.5)の分析結果を比較すると,

主要成分総濃度は噴火後上昇する傾向がみられる.また,

その上昇割合は源泉ごとに異なり,四十三山側に位置し,

比較的高い泉温を有する洞爺新々9号,共同1号,共同3

号,共同5号及び共同6号源泉で著しい.陽イオンでは

Na+, K+及びCa2+,陰イオンではCl-とSO42-が噴火後各々

濃度上昇を示している.特に,共同3号源泉ではSO42-濃

度が約2.3倍に上昇している.一方, HCO3-濃度は噴火後

低下傾向にある.従って,噴火前後の泉質は共同1号と共

同2号源泉を除く7源泉で種々変化している.その多くは

Cl-とSO42-の濃度上昇,逆にHCO3の濃度低下による陰

イオン成分組成の変化に起因している.その結果,洞爺4

号,洞爺新5号,洞爺新々9号,共同3号,共同5号,共

同6号源泉の泉質変化は療養泉の適応症,禁忌症にも影響

を及ぼすことになる.

さらに,噴火2カ月前(2000.1)に調査した洞爺4号源

泉と共同3号源泉の主要成分稔濃度は,噴火10カ月前のそ

れらと比較し,若干ではあるが既に濃度の上昇傾向が見ら

れる.また,噴火後3カ月と8カ月(2000.11)の分析結

果を比較すると洞爺新々9号,共同2号及び共同3号源泉
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図2　2000年有珠山噴火前後の洞爺湖温泉の泉温及び主要化学成分の変動
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では主要成分給濃度の経時的な上昇が認められ,特に陽イ

オンではNa+とK+に,陰イオンではCl-にその傾向が強

く認められる.一方,洞爺新5号源泉では両時期において

主要成分総濃度に大きな違いは認められないものの,洞爺

4号,洞爺新6号,共同1号,共同5号及び共同6号源泉

では先の結果とは異なり,主要成分総濃度の経時的な低下

が認められる.これらの主要成分の変動傾向は,火山の活

動状態を反映する泉温の変動ともほぼ一致している.

図3　2000年有珠山噴火前後の壮瞥温泉の泉温及び主要化学成分の変動

前回の有珠山(小有珠)の噴火は1977年8月に始まり,

その後,水蒸気爆発が繰り返され,マグマ水蒸気～マグマ

爆発期と推移し, 1978年10月で噴火活動は停止したが,低

調ながら地殻変動と地震活動は続き,噴火以来4年7カ月

を経て,ほぼ噴火前の活動状態に戻ったとされている6).

その際,井上ら2)は洞爺湖温泉群のHCO3-濃度が噴火前の

それに比べて著しく増加し,陰イオン組成に大きな変化を

及ぼしたことを報告している.また,北山ら3)は洞爺湖温

泉群のHCO3-濃度が噴火1～2年後に著しく増加したと

報告している･しかしながら,今回の噴火活動では,

HCO3-濃度の増加傾向は噴火8カ月後の時点では認められ

ていない.

一方,壮瞥温泉では5源泉のうち,壮瞥管理新6号源泉

と壮瞥管理9号源泉の噴火後の主要成分総濃度は噴火以前

のそれと比較し,明らかに低下している.主要陰イオンの

中ではCl-とso42-濃度にその傾向が強く認められる.従っ

て,壮瞥管理新6号源泉と壮瞥管理9号源泉では,陰イオ

ン組成が各々Cl > HCO3> SO4型からHCO3> Cl > SO4型,

Cl > SO4> HCO3型からHCO3> SO4>Cl型へ変化し,泉

質名も変化したことになる.しかしながら,これら2源泉
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の噴火以前の調査データとしては,少なくとも今回の噴火

より14年前に実施されたものがあるのみで,最近のデータ

には乏しい.従って,噴火後に認められた主要成分総濃度

の低下は,洞爺湖温泉の噴火以前の分析結果や泉温の低下

などから,温泉水の汲み上げ増加に伴う地下水の混入割合

の増加を見かけ上強く反映しているとも考えられる.壮瞥

管理11号源泉,川南井及びクリスタル泉では,噴火後主要

成分総濃度が漸増している.特に,川南井では噴火後の

Cl-濃度の増加により,陰イオン組成がCl>SO4型からCl

型へ変化し,泉質に基づく療養泉の適応症や禁忌症にも影

響を及ぼしている.

以上,火山活動に伴う温泉水成分の変動については,地

理的,あるいは時間的要素に加え噴火活動の規模などが関

与するため,不明な点も多い.しかしながら,洞爺湖温泉

と壮瞥温泉の主要成分総濃度は,経時的に低下していたと

ころに,今回の噴火を境に一旦上昇し,その後,各源泉ご

とに種々変化するパターンが認められた.これらの主要成

分総濃度の変動傾向は,陽イオンとしてNa+とK+,陰イ

オンとしてCl-とSO42-,特にCl-の渡度変動と対応し,

火山の活動状態を反映する泉温の変動ともほぼ一致してい

た.最近,秋田ら7)は洞爺湖温泉利用協同組合によって1974

～1997年までの25年間にわたって観測された各源泉の揚湯

量と湧出温度の記録を整理し,洞爺湖温泉群の地域全体で

温泉滞水屑の温度低下が進行していることを明らかにし,

その原因として,地下深部からの源温泉水の温度低下ある

いは供給量の減少,温泉の多量揚湯を推定した.噴火以前

の主要成分総濃度の低下は泉温の低下と連動していること

から,それらの原因が当然考えられる.一方,噴火後の主

要成分総濃度の変化は地下のマグマ溜まりからのマグマ上

昇もしくはそれに伴う地震活動による周辺の地殻変動が温

泉水を形成する各地下水脈に何らかの物理的,化学的な変

化を誘発したためと考えられる.

なお,本調査は主要成分を含め,火山活動と密接に関連

していると考えられる遊離二酸化炭素,硫化水素等のガス

成分,水銀,ヒ素,ラドン等の微量成分についても現在も

継続中である.

要　　　　　約

有珠山は23年振りに噴火し,周辺地域に大きな被害を与

え､住民に避難生活をもたらした.道では被災.影響を受

けた虻田町と壮瞥町から,復興に向けた温泉資源に関する

調査要望を受け,当所では有珠山周辺の源泉の泉質調査を

担当した.

ここでは噴火前後における洞爺湖温泉と壮瞥温泉の泉温

と主要成分(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42及び

HCO3-　の変動について調べた.

調査は採水可能な地域や源泉を考慮し,洞爺湖温泉にて

2000年7, 11月に9源泉,壮瞥温泉にて5, 7, 11月に5

源泉で各々実施し,噴火以前の分析結果と比較した.

その結果,洞爺湖温泉の主要陽.陰イオンの総濃度は,

今回の噴火を境に一旦増加し,噴火8カ月後,各源泉ごと

に種々異なった変動(増加,不変,低下)を認めた.この

傾向は陽イオンのNa+とK+,陰イオンのC1-とSO42-,特

にC1-の変動と対応していた.また,これらは泉温の変動

ともほぼ一致していた.一方,壮瞥温泉の噴火後の主要成

分濃度の変動は3源泉で微増傾向にあったが,残り2源泉

ではほぼ不変であった.

最後に,採水に当たりご協力いただいた洞爺湖温泉利用

協同組合,壮瞥温泉利用管理協同組合及び壮瞥温泉利用協

同組合の関係諸氏に深謝します.
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