
目 的

北海道東部に位置する弟子屈町は，明治10年から硫黄

の採掘が始まり，明治18年に温泉宿が開設される等，古

くから地下資源を利用した産業や観光が栄えた地域である．

北部には川湯温泉や屈斜路湖周辺の温泉群，中央部には摩

周温泉等，温泉地が点在し，町内全域に数多くの温泉井を

有する．町内に湧出する温泉の泉質は，川湯温泉で酸性・

含硫黄・鉄（ ）－ナトリウム－硫酸塩・塩化物温泉（硫

化水素型）である以外は単純温泉が主流であり，ナトリウ

ム－塩化物温泉等が混在する ．

これまでの泉質調査において，温泉の色調は，町南部の

熊牛原野や町中央部の弟子屈原野などで湧出する温泉で薄

い褐色または黄色を呈する以外は，ほぼ無色澄明であった．

しかしながら，平成27年度に行った町中央部に湧出する

２源泉の泉質調査において，新たに双方の温泉水に微褐色

の着色が認められた．今回，着色の由来を明らかにするこ

とを目的として，公定法による温泉成分分析及び公定法に

定められたものよりも精密な方法による腐植物質の分析を

行った結果を報告する．

方 法

１．現地調査及び化学分析

温泉水は平成27年６月25日に弟子屈町高栄及び同年

10月２日に同町鈴蘭で水中ポンプを使用した揚湯により

採取した．現地調査及び実験室内の化学分析は，鉱泉分析

法指針 に準じて行った．

２．腐植質の分析

鉱泉分析法指針に記されている腐植質の分析方法につい

て，一部修正して分析操作を行った ．すなわち温泉水を

孔径0.45μmのメンブランフィルター（直径47mmセル

ロース混合エステル，EMD Milipore製）で吸引ろ過して

夾雑物を除去した後，そのろ液500mLに濃塩酸10mL

を添加することにより酸性にして（pH1.5）一夜静置した．

生成した沈殿物は，吸引ろ過により，あらかじめ重量を測

定した孔径0.45μmのメンブランフィルター上に捕集し

て２％塩酸溶液で十分洗浄した後，デシケーター内で乾燥

させた．乾燥したメンブランフィルターの重量を測定し，

最初に測定したメンブランフィルター重量を差し引いて沈

殿物の恒量値を求めた．さらに沈殿物に含まれる灰分を測

定するため，フィルターをあらかじめ重量を測定した白金

るつぼに入れ，ガスバーナーで10分間燃焼させ，デシ

ケーター内で放冷した．その後，白金るつぼの重量を測り

灰分の重量を算出した．腐植質濃度は，沈殿物の重量から

灰分の重量を引くことで求めた．この場合，既に重量を差

し引いているフィルター中の灰分の重量が２重に差し引か

れることになる．今回使用したフィルターの灰分の重量は

フィルター全重量の0.045％以下と公表されており ，試
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Light brownish color was observed for two spring waters pumped up at Koei and Suzuran districts
 

in Teshikaga Town in 2015. To clarify the origin of the color,we performed the analysis of spring
 

water components and humus. Both concentrations of iron and manganese in two spring waters
 

seemed to be not so high as those metals caused the brownish color. The humic acid was detected
 

for the Koei sample by the method of Kousen Bunsekihou Shishin,while it was not for the Suzuran
 

sample. Because the humus could not be detected by the above method, the hydrophobic acids
(humic and fulvic acids)in humus were measured by the method with DAX-8 resin. Both humic and

 
fulvic acids were detected in the two samples. The fulvic acid dominated over the humic acid for

 
the Suzuran sample, although the two acid carbon concentrations were close value for the Koei

 
sample. These results suggested that the humus contributed to the light brown color for the two

 
spring waters in Teshikaga Town.
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料500mLを試験に用いた場合，最大0.08mg/Lの誤差

となることから，フミン酸濃度の値に大きく影響しないと

考えられる．

３．腐植物質である疎水性酸性成分（フミン酸及びフルボ

酸）の分析

疎水性酸性成分はDAX-8樹脂（Spelco製）を用いた

方法で行った．樹脂はThurman and Malcolm の方法に

準じて洗浄した．最初に樹脂を0.1mol/L水酸化ナトリ

ウム溶液に４日間浸漬した．なお，１日ごとに上澄みの水

酸化ナトリウム溶液を捨て，新しい水酸化ナトリウム溶液

を足した．その後，ソックスレー抽出器を用いて，メタ

ノール，アセトニトリル，ジエチルエーテル及びメタノー

ルの順にそれそれ24時間ずつ洗浄した．洗浄した樹脂は

内径12mm長さ150mmのカラムに詰め，Milli-Q水を

流速１mL/minで８時間流した．

ガラス繊維ろ紙（Whatman GF/F）によって吸引ろ過

した温泉水100mLを pH2.0に調整し，樹脂を詰めたカ

ラムに流速１mL/minで流した．糖質やタンパク質等の

親水性有機物はカラムから流出し，フミン酸及びフルボ酸

といった疎水性酸性成分はカラム内の樹脂に吸着する．そ

の後，50mLの0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液をカラ

ムの逆方向から0.2mL/minで流し，樹脂に吸着した疎

水性酸性成分を脱離させて回収し，塩酸を添加することに

よりpHを中性にして全量を100mLとした．回収した疎

水性酸性物質に含まれる炭素を全有機炭素計（島津製作所

製，TOC-VCSH型）を用いて，酸性曝気により無機炭

素を除去した後に測定した．また，分離したカラム溶出液

に最終的に２％になるように塩酸を加え一夜静置した後，

その上澄み液について上記と同様にフルボ酸中の炭素を測

定した．

疎水性酸性成分中の総窒素及び総リンの分析は，水酸化

ナトリウム（総窒素の場合）及び過硫酸カリウムを加え，

120℃30分加熱加圧後，総窒素は紫外吸光光度法，総リン

はモリブデン酸アンモニウム法による吸光光度法により定

量した．

結果及び考察

平成７年度から平成26年度まで衛生研究所で行った弟

子屈町内に湧出する温泉成分分析62件の現地調査におい

て，温泉水に褐色や黄色の着色が認められたのは９件で，

７件が町南部で，２件が町中央部で湧出する温泉であった

（図１）．その概要を表１に示す．当所で行った温泉分析で

は，例外もあるが，腐植質が検出されていると（0.1

mg/kg以上）着色が認められる場合が多く，腐植質が検

図1 弟子屈町の主な温泉所在地と平成７年度から平成26

年度までに調査した弟子屈町北部，中部及び南部の

温泉のうち褐色に着色した温泉の割合

表1 平成７年度から平成26年度まで調査した弟子屈町内で湧出した温泉水で褐色の着色が認められた温泉水

湧出地 調査日 色調 pH  Fe
(mg/kg)

Mn
(mg/kg)

腐植質
(mg/kg)

泉質

熊牛原野(南部) 平7/7/5 淡黄色澄明 8.8 0.1 ＜0.1 未測定 アルカリ性単純温泉

熊牛原野(南部) 平11/10/8 微弱褐色澄明 8.6 ＜0.1 0.1 ＜0.1 ナトリウム－塩化物温泉

弟子屈原野(中央部) 平13/5/14 弱黄色澄明 9.1 2.2 0.2 ＜0.1 アルカリ性単純温泉

弟子屈原野(南部) 平16/1/27 弱褐色澄明 8.7 0.1 ＜0.1 5.9 アルカリ性単純温泉

熊牛原野(南部) 平16/12/16 弱黄色澄明 8.7 0.2 ＜0.1 1.1 ナトリウム－塩化物温泉

摩周(中央部) 平17/2/14 極微黄色澄明 9.4 0.3 ＜0.1 ＜0.1 アルカリ性単純温泉

熊牛原野(南部) 平21/2/24 微黄色澄明 8.7 0.2 0.1 ＜0.1 ナトリウム－塩化物温泉

熊牛原野(南部) 平21/8/10 淡黄褐色澄明 8.9 0.2 0.2 4.9 アルカリ性単純温泉

熊牛原野(南部) 平23/2/17 微弱黄褐色澄明 9.0 0.2 0.1 ＜0.1 アルカリ性単純温泉

―10―

0 グラフ1 107％拡大★で★L0



出された３つの温泉については，その濃度が１mg/kg以

上であることから，着色の原因は腐植質由来であると考え

られる．鉄濃度と目視による着色の関係を調べた報告では，

鉄濃度0.7mg/Lで明らかに黄色に識別できるが，それ以

下の濃度では，透明な純水の対象がなければ明確に着色の

判断ができないとされる ．また，マンガンは＜0.1mg/L

でも塩素消毒やpH上昇（pH10程度）により酸化された

場合は，水に茶褐色から黒色の着色障害を起こすことが知

られている．腐植質が検出されなかった温泉のうち，鉄濃

度が2.2mg/kgであった弟子屈原野の温泉は，着色の原

因として鉄の影響が考えられるが，他の温泉については鉄

濃度が0.3mg/kg以下であったことからその影響により

着色が生じたとは考えられない．さらにマンガンについて

は，着色が認められた温泉はすべてpHが8.5以上のアル

カリ性温泉であるが，マンガンが析出するpHの数値

（pH10程度）までは達しておらず，着色の原因とならな

いと考えられる．

平成27年度に温泉成分分析を行った２件の温泉水の基

本情報，主要イオン濃度及び腐植質濃度を表２に示す．２

つの温泉は薄い褐色を示し，掘削深度とpHが近い値で

あったが，泉温は鈴蘭の方が高かった．pHはこれまで着

色が認められた温泉とは異なり，高栄は中性，鈴蘭は弱ア

ルカリ性に区分される温泉であった．主要イオンは双方と

もナトリウムイオン及び塩化物イオンが主体であるが，温

泉水中の溶存物質総量（ガス性のものを除く）が１g/kg

未満である高栄の泉質が単純温泉，１g/kg以上である鈴

蘭はナトリウム－塩化物温泉と判断された．腐植質は高栄

で検出され，鈴蘭では検出されなかった．

今回の２つの温泉の鉄及びマンガンは，着色の主原因と

なる濃度ではないと考えられる．水溶性の腐植物質は主に

フミン酸とフルボ酸から成り，酸性で沈殿するものがフミ

ン酸，全pH域で溶解しているものがフルボ酸である．鉱

泉分析法指針の分析法により測定される腐植質は，酸性条

件で沈殿を生ずる有機物と定義されており ．この方法で

はフミン酸のみを対象としている．高栄における1.5

mg/kgの腐植質濃度は褐色が着色するレベルであったと

判断できる．一方，鈴蘭では腐植質が不検出であったため，

フミン酸による着色と判断できない．

有機物中の疎水性酸性成分であるフミン酸とフルボ酸は

非イオン性樹脂を用いた測定方法で定量することができ

る ．DAX-8樹脂を用いて疎水性酸性成分中の炭素の定

量を行った結果を表３に示す．その濃度は，腐植質が検出

されなかった鈴蘭の方が高く，高栄の２倍程度の値であっ

た．鈴蘭はフミン酸中の炭素は高栄の2分の1程度であり，

疎水性酸性成分はフルボ酸で占められていると考えられる．

高栄では疎水性酸性成分中の炭素濃度は，フミン酸由来と

フルボ酸由来が同程度であった．このことから，鈴蘭の温

泉水は，腐植質分析では検出できないが，着色の主原因と

して考えられる量のフルボ酸を含んでいることが示唆され

た．

２つの温泉に含まれる腐植物質の疎水性酸性成分の特徴

を明らかにするため，含有する総窒素及び総リン濃度，さ

らに炭素/窒素比（C/N比）及び炭素/リン比（C/P比）

を調べた（表４）．総窒素及び総リン濃度とも鈴蘭の方が

高栄よりも高かったが，炭素含量が鈴蘭の方が高いため

（表３），C/N比及びC/P比についても鈴蘭の方が大きい

値となった．土壌中のC/N比及びC/P比は，混在する微

生物の栄養状態に影響され ，泥炭土壌中に含有する有機

物のC/N比は有機物分解が進むほどその値は低くなるこ

とが報告されている ．高栄は掘削深度が鈴蘭よりもやや

浅いため，新しい時代の土壌から温泉水に腐植物質が溶出

した可能性があるが，前記のC/N比と有機物分解の関係

表2 平成27年に調査した弟子屈町高栄及び鈴蘭で湧出

した温泉水の性状

高栄 鈴蘭

現地調査日 平27/6/25 平27/10/2

掘削深度(m) 796.5 852.5

色調 極微褐色澄明 微褐色澄明

泉温(℃) 51.6 83.8

pH 7.4 7.5

泉質 単純温泉 ナトリウム－塩化物温泉

陽イオン(mg/kg)

ナトリウム 133.2 1055

カリウム 0.6 13.5

マグネシウム 1.7 12.8

カルシウム 27.1 309.2

鉄( ) 0.4 ＜0.1

マンガン 0.1 0.2

陰イオン(mg/kg)

塩化物 139.2 2033

硫酸 95.7 273.7

炭酸水素 76.4 42.7

腐植質(mg/kg) 1.5 ＜0.1

表3 高栄及び鈴蘭の温泉水に含まれる疎水性酸性成分中

の炭素濃度及びフミン酸及びフルボ酸中の炭素濃度

高栄 鈴蘭

疎水性酸性成分(mgC/L) 1.8 3.4

フミン酸(mgC/L) 0.8 0.4

フルボ酸(mgC/L) 1.0 3.0

表4 高栄及び鈴蘭の温泉水に含まれる疎水性酸性成分中

の総窒素濃度，総リン濃度，炭素(C)/窒素(N)比

及び炭素(C）/リン(P)比

高栄 鈴蘭

総窒素(mgN/L） 0.056 0.071

C/N(モル比） 37 57

総リン(mgP/L） 0.022 0.027

C/P(モル比） 210 320
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から，より分解が進んだ腐植物質を含有することが示唆さ

れた．また，ある種の原核微生物は潜在的にリン不足であ

るため，有機態リンの無機化を促進し，有機物中のC/P

比を増加させることが示唆されている ．C/P比が高

かった鈴蘭では土壌中や温泉水中に利用しやすい無機態リ

ンが少ないため（無機態リン酸として高栄：0.073mg/kg，

鈴蘭：0.017mg/kg），リン不足の微生物による無機態リ

ンに対する競合が大きいことが予想される．そのため，有

機物中のリン酸基を利用するためのフォスファターゼを合

成する等，有機態リンの利用が促進されたことが考えられ

る．

平成26年以前に調査した弟子屈町内の温泉で，腐植質

が検出されず，鉄及びマンガン濃度も低いものがある（表

１）．これらの場合も，フミン酸の含有量が非常に低く，

フルボ酸が着色の原因となった可能性が考えられる．著者

らは，鉱泉分析法指針による分析では，実際にフミン酸等

が含有されていても腐植質が検出できない例を報告した ．

本報告における鈴蘭の温泉も同様，腐植質を検出すること

ができず，フルボ酸を含む腐植物質の存在が否定される可

能性を示唆した．腐植物質を含むことが特徴であるモール

系温泉は，温泉入浴者にとって人気の高い温泉であり，北

海道では，その温泉資源を有効活用及び保全することを提

唱している ．そのため，褐色に着色した温泉について，

腐植物質の存在を明らかにし，温泉の特性を適切に評価す

ることが必要であると考えられる．

要 約

2015年に温泉成分分析を行った弟子屈町高栄と同町鈴

蘭で湧出する２カ所の温泉に微褐色の着色が認められた．

着色の要因を明らかにするため，温泉成分分析と腐植物質

の分析を行った．鉄及びマンガンは双方の温泉とも，明ら

かに着色の原因となる濃度ではなかった．鉱泉分析法指針

による腐植質の分析では，高栄の温泉で検出されたことか

ら，腐植物質が着色の要因と考えられた．鉱泉分析法指針

の方法では腐植物質が検出できない場合があるため，

DAX-8樹脂を使用した疎水性酸性成分の分析を行った．

その結果，高栄と鈴蘭両方でフミン酸とフルボ酸を検出し

た．鈴蘭ではフルボ酸由来の炭素濃度がフミン酸由来のも

のを上回っており，着色の原因としてフルボ酸が寄与して

いたことが示唆された．

本調査研究にご協力ならびに，資料の公開にご理解をい

ただきました有限会社大道開発の関係各位に深謝いたしま

す．
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