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2. 恵山火山北麓の温泉調査

藤木忠美・和田昭夫*・小林大二*

(北海道大学理学部地球物理学教室)

一昭和40年4月受理一

昭和 36年 8月及び 39年 10月計約 8日間にわたって恵山火山北麓の温泉調査を行なった。

乙の調査は同地に位置する北海道亀田郡椴法華村の依頼により行なわれたものであり，温泉資

源の基礎的調査と開発地区の決定を目的としたものである。ここに調査の概要を報告して研究

の資料とし度い。調査にあたっては松坂幹太郎村長始め，長政友一助役，成田吉之助総務課長

及び産業課の諸氏に絶大なる御援助を戴いた。厚く感謝する次第である。又潮汐の資料使用の

便をはかられた開発局椴法華元村港湾事務所にお礼申し上げる。

1. 調査地区の概要及び調査結果

(水無地区を除く)

恵山は亀田半島南東端に太平洋に臨んで現在噴煙を出している活火山である。外輪山内部

に中央火口丘を形成し，その西麓に爆裂火口を有し，火口壁の一部より，硫黄と蒸気を噴出し

ている。此の爆裂火口より湧出する温泉を引湯して原田温泉が南側山腹に在存している。国土

地理院の地形図にある，火口壁西端の温泉記号，恵山温泉が原田温泉の湯元であり，そこには

建物は無い。恵山の南麓海岸には御崎温泉があり，海岸から若干高所に石田温泉が営業してい

る。調査地区外西北方約 20km，海岸より若干内陸部に川汲温泉がある。

第 1図は 20万分の l北海道地質図1)に関係場所を示したものである。地質図は梢簡略化

し，沖積層及び段丘堆積物を省略した。各地層を直線状に裁る線は断層である。

調査した箇所は扉風岩と銚子岬(扉風岩南方海岸沿いの突出部)の間， 矢尻川支流の上流

で丸山の中腹にある旧褐鉄鉱採掘所，矢!ji.川下流部左岸の湿地帯，及びその対岸の温泉試掘所

跡，元村港附近，及び水1!\~地区の計 6 箇所である。 7](1t民地区を除く 5 カ所は， 7K1!l~地区に比し

興味ある結果を得られなかったので一括して述べる事にする。

界風岩附近の地形は安山岩の海食崖より成り，わずかにぺンチが発達しているのみで，平

垣地にとぼしく，干潮時にのみ通行出来る。

トンネJレ工事中水蒸気の噴出が何箇所か見られたという事であるが，今回の短時間の調査

では確認出来なかった。数箇所で白~黄色の硫黄沈積物を見受け， 自然電位の測定を試みた

が，良結果を得なかった。

* 現在北海道大学低温科学研究所

1) 北海道地下資源調査所 (1953).
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第 1図 恵山火山週辺の地質図及び調査地点

1 流紋岩 2 変朽安山岩 3 玄武岩 4 古生層 5 川端統
6 福山統 7 安山岩ドーム 8 石英安山岩 9 安山岩
K JII汲混泉 F 古 部 B o手風岩 Y 矢尻川 M 元 村
MI 水 無 MS 御崎温泉 E 恵山 (618m) H 原田温泉 MM 丸山 (691m)
1 褐鉄鉱採掘跡 2 湿 地

1: Liparite 

Fig. 1. Geological map around the Esan volcano and 

the location of surveyed points 

4: Pareozoic Rock 

7: Andesite Dome 

K: Kakkumi Hot Spring 

Y: River Yaziri 

MS: Misaki Hot Spring 

MM: Mt. Maruyama (691 m) 

2: Propylite 3: Basalt 

5: Kawabata F. 6: Fukuyama F. 

8: Dacite 9: Andesite 

F: Furube B: Byobuiwa 

M: Motomura MI: Mizunashi Hot Spring 

E: Esan Volcano (618 m) H: Harada Hot Spring 

1: aba. limonite Mine 2: Swamp 

矢尻川の支流の上流部かなりの高度に，褐鉄鉱採掘所の跡があり，流紋岩の滝の流下する

上部に基盤の割目より硫化物の沈澱を伴って湧出する水は，化学成分，水温共に温泉の小徴候

を示す様である。

上記の支流と矢尻川との合流点附近に川に沿って梢高い位置に，長さ約 100mの湿地帯が

あり， 中心部には湛水が見られ， 山地よりの湿地縁に CO2ガスを伴う流量の徴小な湧泉が何

箇所が見られる。水中には鉄及び硫化物の沈澱と思われるものが見られた。水温及び、地温は通

常のi易所と差がなかった。

湿地の対岸(右岸)にも CO2 ガスを伴なう数箇所の湧泉があるが，湧出量は殆んど 1!!~ い。

此の附近で且って試掘が行なわれたという事であったが，地温， 7](温，自然電位いずれも温泉

の徴候を示さなかった。上記3カ所では化学成分， 特に SO~' 含有量は若干多い様である。以
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上の場所の水温， Cl'合有量， SO~' 含有量， pH値等は一括して第 1表に掲げてある。

元村では現在海岸に温泉が湧出しており，地温も高いので，第 2図に 1m深の地温分布と

自然電位の分布を示す。湧出口は白丸で示しである。温泉は巨牒の間より湧出しており，満潮

時には海面下に没する。測定時(干潮時に近い)に泉温 3L6
0Cを示した。採水は可能な限り湧

き出し口に近い場所で行なったが，砂礁を掘り下げて作つである浴槽内には温泉水が充満して

第 1表分析結果

Table 1. Results of Chemical analysis' 

1査地点 I No. ITe~ 温 C11so l acEname p(。eCr)ature(gM)(mgf4d) 
備 考 note 

矢尻川左岸湿地 l 18.0 0，07 173 湧泉 CO2ガスを伴う。気温25.00C，pH 5.8 

" 2 17.9 0.06 175 湧泉 CO2ガスを伴う。 " pH 6.2 

" 3 Ann40.0 n 0.05 385 湧泉の溜水・白色tむ澱あり。" pH6.2 

丸山よりの支流 4 16.5 0.02 320 岩の下より湧出，湯:mあり，気混22，10C

(褐鉄鉱採取場跡) 5 13.6 0.02 85 河 水

矢尻川右跡岸
6 17.7 0.03 240 湧泉 CO2徴 l

j左岸湿地の対岸 H5，3
試掘場 所 7 15.5 0，05 210 湧泉 CO2徴 P 

矢尻川河水 8 18.7 0.01 20 pH 7.0， No. 6; No，7の上流

水無地区湧出口 1 9(1) 46.0 0.41 133 

" 9(2) 46.0 0.30 143 

" 9(3) 46.0 0.31 153 

" 9(4) 38.2 0，36 120 pH 7.4，水比抵抗49・m

水無地区湧出口 2 10 44.0 0.44 118 

水無地区湧口 3 11 (1) 47.5 1.53 240 海水混入，水温は湧出口の砂中に

" 11 (2) 47.5 1.42 160 海水混入，挿入して測定，以下同様

" 11 (3) 1.37 340 海水混入

水無地区湧出口 4 12 8.95 1100 海水混入

水無地区湧出口 5 13 (1) 52.3 3.56 606 海水混入

" 13(2) 52.3 3.23 705 海水混入

湧出口沖 5m海水 14 13.98 2125 No，14， NO.15略同一地点

湧出口沖 5m海水 15 14.76 1925 

船揚場海水 16 24.5 15.98 2375 

向上 30m沖海水 17 22.5 16.53 241∞ 
同上 10m沖海水 18 15.81 2575 

元村海岸湧出口 1 19 31.6 0.17 215 pH 7.2 

原因 温 泉2) 20 (46) 0.60 385 pH 2.3 

御崎温泉町 21 42 0.11 346 pH 7.5 

川汲温泉町 22 0.02 470 pH 9.0 

Cl'は硝酸銀消定法， SO~' 1ま光電比色計， pHはガラス電極メーターによる

2) 太泰康光・那須義和・瀬尾淑子; 温泉の佑学的研究(第41-44報)，日本化学雑誌， 80 (1959)， No. 8. 
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第2図 元村湧出口附近の 1m深地温分布及び自然電位分布 (mV)
自丸は湧出口，若手号は第 1表の番号，電位Oを示す点が基

点，符号の附いた数値が電位

Fig. 2. Geographical distribution of 1 m depth Soil Temperature 

and Geo.electric potential at Motomura. White circle at 

the coast is ori五ce. Numerals with sign are geo.electric 

potential relative to the base (土0).
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いるので，温度と化学成分は必ずしも対

応しない。地温分布を見ると通常地温

(後述)150_160Cに的し， 恵、山岬よりで

23.60Cを示した。此の狽.u点より岬よりは

平地は消失し，ぺンチとなり測定不能で

あるが，温泉湧出点に対応する地点の地

温より約60C高温である事は， 23.60C地

点附近の海中法日F1，或いは汀線附近に温

泉湧出の可能性が強い。位置を確認する

余裕が無かったが，図に示した場所以外

にもかなり湧出している所があるという

土地の人の話しもあった。自然電位の測

点、も大勢を見るには少いが，地形が南西

方向(図の左下隅)に高くなっていく事を

考えると温泉，及び地温高温部は相対的

に負付の傾向が見られる。(単位は mV)

0.0 0.2 0.4 g/L so4 

元村及び、後記の水11日地区，及び週辺

の温泉のデータ戸は第 1表にある。第3

図は各地区で採取した水につき， Cl'合

第 3図調査地区及び原田，御崎，JlJ汲温泉に於

けるCl'含有量と so;'含有量との関係

番号は第 1表に同じ

Fig. 3. Relation between Cl' content and SO;' 

content at observed region and related 

hot springs. Numbers are the same as 

in Tabl巴 1
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第4図 水無地区に於ける 1m深地温分布図

二重白丸は試掘場所。棒を附した白丸は電気探査測点，附した番号は第7図の呑号!C同じ

海岸の温泉印は湧出口，附した蕃号は第1表の調査地点番号に同じ

Fig. 4. Geographical distribution of 1 m depth soil temp巴ratureat Mizunashi. 

The double circle indicates the place of test boring well. Circles with short line are points of geo-electric resistence 

explorations. Hot sprig marks with number are ori侃ces. The numbres are the same as in Table l. 
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有量と SO~' 含有量との関係を示したものであり， 白丸に附した番号は第 1表の番号と同一で

ある。同図を見ると元村の温泉の Cl'含有量が，後記の水1m地区の温泉と矢尻川以北の湧泉及

び御崎温泉の値の中間にあり， .SO~' 含有量も川汲温泉，御崎温泉と水無地区の温泉の中間にあ

る事がわかる。乙れ等の関係については水無地区について述べた後に再び論ずる事にするが，

矢尻川以北の調査地点の水の性質は川汲温泉，御l崎温泉により関係深い様に思われる。

11. 水無地区の温泉調査

水無地区には数箇所の温泉が海岸に湧出しており，調査地区内では明らかに最も重要な地

区と思われるので，本章に稿くわしく調査結果を述べる。第 l回の調査では 1m深の地温分

布，自然電位分布，電気抵抗垂直探査，湧出量，水温，化学成分の調査を行ない，第 2回の調

査では，第 1回調査の後行はれた試掘井につき，水温垂直分布，水位の変動，電気検層調査を

行なった。

1. 地形・地質

水無地区は椴法華村の南東端，恵山l岬の南側にある海岸で，第 4図に示す様に扇形の下位

面と 15--20m前後の崖をもって境する上位面より成る。 上位面は緩傾斜をもって背後恵山火

山山体に接し，頂部ドームは急な角度で乙の面と交る。下位面上位面共に南側は山頂部より流

下した石英安山岩質熔岩の尾根によって限られ(第 l図参照)この尾根は海方へ向って急崖を

なして終っている。下位面は南半部の方が高く，扇状地を成し海方へ約 15
0 の傾斜で傾き，北

半部は比高 1--2mの段丘を数段形成しながら北側へ移動した小河川によって形成された平坦

地を成す。この小河川は上位面を扇頂部で 15m前後下刻しているが，平時全く流水を見ない。

従って本地区では地表で水を得る事が出来ず， 7k1!l~しの地名はこれに由来する。下位面南半の

汀線附近の傾斜はかなり念、で， 石垣を以って海に臨んでいる(特に中央部附近の海岸)。今回 3)

によれば，本地区を構成する地層は，恵山火山の第2期爆裂による，恵山抽出物層に属し，該

j留は一般に，複輝石安山岩の岩屑によって下部が占められ，上部に合石英復輝石安山岩質の火

山灰，火山礁の互層が連続するという。又中JW)はこの附近の平垣面(上位面がこれにあたる)

を恵山南麓古武井附近の中位段丘に対比している。(南麓恵山部落間近では，乙の助出物眉は恵

山火山に向って次第に集塊岩質となり，外輪山熔岩に移化している。中川)

筆者等が崖の露頭で観察した結果によると，恵、山岬方面へ延びる上位面が下位面にのぞむ

崖では，安山岩の角のある大牒及び小礁を含む岩屑層と火山灰層が互層しており，かなり固結

し集塊岩化した部分がみられたが， 南半の崖， 及び扇頂附ー近の小河川の作る崖の南側(右岸)

は火山灰質地層が卓越しており，地区の南部と北部では少くとも地表附近は異る地形形成作用

があった様に思われる(上位面は南部・北部共に同ーの地形面を構成している)。

3) 今回正;恵山火山の岩石学的研究，岩鉱雑， 35 (1951)， 12. 

4) 中川久夫; 北海道恵山火山附近の段丘，第四紀研究， 1 (1961). No. 2. 
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上位面は崖端で約 30-40mの高度を持つが， ζの地区内では段正堆積物らしきものは見

出さなかった。崖で観察した限りでは層理は大路地表面に平行で撹凱の跡はみられなかった

(陸上堆積物と考えられる)。下位面は上位面と異り所謂扇状地砂牒層より成り，上位面より運

搬されて来た物質の再堆積物である。ただし下位面北半は前述の如く解析されて浸食面化して

おり， 扇状地堆積物層を欠く。第 4図で海岸部の 1-5の数字は温泉湧出地点を示したもので

あるが，現地の人の談話によれば，南部海岸では，図示した以外にも湧出している箇所がかな

り存在するという事である。

2. 1m深地中温度分布

上位田及び下位而合せて約 70箇所の 1m深の地中担度を測定した(第 4図)。上位面の地

温は明瞭な分帯を示さないが，内陸山地方向に高度が増すと共に漸減の傾向が見られる。他地

区の地温も考慮に入れて，上位面上の低温部の数点より温泉の影響の無い通常の場所の地温と

して 15.60
Cを得た。この通常地温を以下ノルマJレ地調と呼ぶ事にする。第 4図には 250C，230C， 

200Cの各等温線を示しである。

250Cの等温線は南部地区の海岸部及び北端の海岸部の一部に見られるが， 地形の項で述

べた如く南部では南端の高田部(最高 32.60
C)附近を除いて海岸は石垣より成仏 海面より急

にiEj皮を増している。海岸に沿ったこの高温部の前面一帯の海中には前述の如く図示していな

い温泉が湧出しているという談話もあり，熱源と考えられる温泉水が，海岸部で地下浅所に上

昇している可能性がある。一方北半-の海岸部は高度の低い平垣地にも抱らず，高温帯が存在せ

ず，わずかに温泉湧出点附近にみられるのみである。海中の湧泉の存在も図示した No.5以外

には見られず，土地の人も湧出していないと言っている。

200Cの等温泉は海岸線に略平行して走っているが，扇央部で内障に対し凸形を示し， ?固れ

た小河川附近では凹形になっている。これ等の事実から地下熱源、を考えられる温泉水が，中央

部・南部では北半に比して桟層に存在するか，熱源の深さが同ーとすれば温泉帯水層の面積的

拡りが北半部より大であると考えられる(後述する様に泉温に大差があると考えられない放で

ある)。扇央部の地温は海岸からの距離と共に指数曲線的に低下するが，これについては後述す

る。最高地温を示した南端部について，浪，tl点を密にして測定した結果を第5図に示す。この附

近は扇状地末端が海食により浸食されて形成された小平坦地をなし， 約 15m扇頂よりに扇状

地末端が急、な傾斜で接している。 300C以上の地温を示す区域が半楕円形に分布し， 地温は南

方へ急減するが，北方へは梢温度を低下し乍ら海岸の高温帯に連続する。楕円の略長軸方向の

延長上に湧出口 No.1-3が存在している。 とれ等-の事実より，最高温部では地下浅所に温泉

水が局部的に上昇し拡散している事。乙の温泉水は海岸高温帯を出現させた広範囲に分布する

温泉の一部である事。温泉の流動方向が乙の部分では湧出口と最高地温地点を結ぶ線の方向で

ある事，及び同方向の弱線，或いは小割目が存在する事。又これ等の温泉水の起原が地区南端

で急傾斜で接する石英安山岩の熔岩流より成る尾根の下部と無縁である事が予想される。尚最
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elU 

• 4比丘

第5図 高温部 1m深地温分布

10m 

z~'c 
-ー/寸戸

Fig. 5. Geographical distribution of 1 m depth soil temperature 
around the point maximum soil temperature measured. 

高点附近平坦地の海抜高度は約 4.5m(略満潮時)である。(最高地温部附一近で、且って地面を偏り

下げた折，温泉水が湧出したという事である)。

3. 自然電位分布並に電気抵抗垂直探査

地温測定点と略同一地点に於いて自然電位を測定した結果を第 6図に示す。 基点(二重白

丸)を扇頂に置き，その点の電位を零とし mV単位で相対値を記入してある。 -100，-50， 0， 

十10，+20， +30，十40各 mVの等電位線を画いた。最低値は上位而の内陸側南部の -124mV，

最高値は下位而，小河川附近の低い段丘上， 及び北端海岸部で共に +61mVであった。上位

面では南半，北~:夫々地形の高度と共に変化し，山地側高度を増すと共に低電位を示した。下

位而ではかなり復雑な分布を示し， 特に北半低地では 40mVの等電位線は内陸方向に湾入し

ている。全般の電位分布は山地斜面に於ける一般的傾向を示しているが，海岸沿いの値でみる

と，最高地温地点の低電位 9mVより北方に向って増加している。地形の影響が大きい事を考

慮に入れると，最高地問地点は北方高電位地帯と略同一高度なる故，高電位を予想されるにも

抱らず，低高度の海岸部としては 9mVの低い値を示す乙とより，熱源(温泉)は相対的に負け

の電位を示す傾向がみられる。 かかる見方からは 40mVの等電位線の湾入部の存在は前記地

温分布の所で記した予想を裏附ける様に思われるo 電位に対する地形の影響は，上位面北半の

小河川(酒}11)が切り込んだ小ゴjレジユに沿って崖を降って下位而に降る小道上の測点の電位

に明瞭に現れている。

数箇所の測線上で、電気抵抗垂直探査を 4極法で行なったが，地形の影響の少ないと思われ
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p-a curve 

2 3 5 7 10 20 30 50 a(M) 

第 7図 P-a曲線 番号は第4図の測点審号K同じ

Fig.7. 件。 curve numbers are refer to points' number in Fig. 4 

る場所の ρ-a曲線が第 7図である。曲線に阿した番号は第 4，5図に記入した電極中心位置に附

した番号と同一である。扇頂附近のj主にて露頭比抵抗を測定し，恵山|叩方市の上位面を形成す

る火山岩屑層の値として 400-600Qm，下位扇状地堆積物層の値として 470Qmを得た。尚海

岸湧出口 1(第 1表の No.9)温泉水の比抵抗値は 39.80Cの水温で 4Qmであった。小野の方法町

で解析した結果，最高地温部，測線 1に於いて地下約2mで極小比抵抗層 (20-30Qm)，その

下層で 90Qmの値を得た。とれ等の値は後記の試掘;11:戸電気検層の値とべて興味があり，地温

の項で述べた祖泉水の上昇の予想、を裏附ける。扇央部測線 2では地下約 22m前後で 0-lOQm

という値を得た。乙の深さは電極中心の海抜高度が 19-20mであるので， 大略海水準附近と

なる。台地(上位而)上の測線 3では高比抵抗屑 (2500Qm位)と中比抵抗層 (350Qm位)の互

層が予想される。露頭の比抵抗値に比し浅層に高比抵抗の地層が存在するな味は明らかでな

い。地形の項で述べた上位面の南部と北部の形成機構の差によると思われるが，恐らく上位而

南部の地下 20m前後までの浅層は砂牒の多い地層であると考えられる。 南部のl!fi:の観察結果

からも乙の事が考えられる(試掘の結果上記の予現が正しかった事は後述する)。

4. 湧出量及び化学成分

干潮時には湧出口は露出し， 祖泉水が(人工的に若干掘り下げた)浴槽内に充満し， 低下

した海而に向って流下している。砂牒と岩のブロックで造られた浴槽の内，比較的形の整った

湧出口 3の水をバケツで汲み出し(勿論干潮時)，水位の上昇と時聞を読み取ったグラフが第

8図である。浴槽の構造上からこれ以上は測定精度が悪くなるので計測中止した。湧出量の概

略の値を知る為に，水位の上昇速度と水位の関係図，第 9図を作った。第2表に観測値及び

.dH/.dt (cm/sec)， (Hは水位，t は時間)を掲げる。

5) 小野吉彦; 垂直探査の解析法の改良について，地質調査所月報， 10 (1959)， No. 8. 
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Fig. 8. Relation between water level and cumulative 

time in orifice No. 3 
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第9図

Fig.9. 
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第2表 水無混泉 No.31ζ於ける水位と湧出時間の関係

Table 2. Relation between water level and cumulative time 

(Mizunashi No. 3 Hot spring) 

時間(t)(SEC)l| JHfJt 水位 (cm) 時間 (sec) ¥ 

(cmfsec) (H) (t) 

。 21.5 255 
0.100 

20 22.5 282 
0.075 

40 23.5 328 
0.020 

90 24.5 276 
0.048 

111 25.5 409 
0.043 

134 27.5 464 
0.037 

175 28.5 501 
0.020 

195 29.5 527 
0.031 

227 30.5 567 
0.036 

255 

JH/Jt 

(cmfsec) 

0.037 

0.022 

0.015 

0.030 

0.036 

0.027 

0.038 

0.025 

第 9図の曲線は JH/Jtの小なる部分で変動が激しい。 この原因は不明であるが，同図よ

り大略の湧出量を見積ると JH/Jt= 0.075 cm/secに対し湧出量 V=95&/min， 0.035 cm/secに

対し V=44&/minを得る。但し浴槽の面積は 2.1m2である。第 8図を見ると，水位 H と時

間 tの関係は，わずかに指数回数的であるが， かなり直線的であり， 静止水頭の水位は更に

高い事が予想される。 1分間約 100&の湧出量は可成りの量と言えよう。

被圧層状線に於ける水位と時間の関係は次式で与えられるぺ

H = Ho(l-e-ct) (1) 

但し H は水位， Hoは静止水頭， C は常数，tは時間

第8図を平沼なrJb線で表せば (1)式を満足する様にも見えるが， (1)式を微分して得られる。

dH 
一一 =C(Ho-H) 
dt 

(2) 

は dH/dt，(Ho-H)聞の直線関係を示し dH/dtは H の増加に対し直線的に減少する事に

なる。

今第 9図と見るに dH/dtは H の大なる部分で増減をくりかえし， 平均的に見れば一定

{直に近い。乙の事実は湧泉 3が単純なる被圧層状泉で1Hlい事を志味する。

各湧出口で湧き出し口と思われる所に棒状最高温度計を挿入して祖度を測定し，同所附近

より注意して採水した水の Cl'含有量， SO~. 含有量， pH植を第 1表に示した。又湧出口附近

の海水及び、約 30m沖合の海水も採水分析した。 干潮時に採7](，測抗した事は言う迄も無い

(湧出口 5の測定，採7](時は梢満潮時に向っている)。

祖泉の湧出水i誌は，いずれも 460C以上あり，最高は北端の湧出口 5の52.30Cであった。

6) 野満孝治・瀬野錦蔵・山下 馨; 別府温泉の湧出量と水頭との相関 (1)，地球物理， 2 (1938)， No. 3. 
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同一湧出口内の湧き出し口は( )で示した。 尚 Cl'，50;'含有量の大なるものは海水が残溜

した影響と考えられるので， それ等の水温と化学成分は対応しない。 結果は第 3図及び第 10

図に示しである。番号は第 1表と同一である。第 10図には標準の海水の値も入れてあるが，

海水混入の明らかと思われるものを除き， No. 9， No. 10の値がこの地区温泉の一般的泉質を

示す様である。即ち Cl'含有量 350mg/s前後， 50;'合有量 130mg/s位である。 元村の湧泉

に比し Cl'含有量梢多く， so;'含有量梢少ない。湧出量の多い事，元村も湧出機構が地形，地

質から水無地区に類似していると考えられるので，元村の値から見ても海水の混入は無いか，

海水
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第 10図 水無地区温泉及び元村湧出口の Cl'含有量と so;'含有量の関係

審号は第 1表の番号lL:同じ

Fig. 10. Relation between Cl' content and SO;' content 

at Mizunashi and Motomura. 

numbers are the same in Table 1. 
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あっても少ないと考えられる。

この事は HELZBERGの公式からも考えられるが， 第 10図より海水と No.9，No.10を結

ぶ線上に NO.13(湧出口 5)の値が略戴っている事と水温が52.30Cの最高を示し， 後述する試

掘井戸の最高水担と略一致する事，地形及び地温の項で述べた如く， 500Cより更に高温の洞i泉

水が ζ の地区に存在し，海水との混合によって約 500Cに低下したとすると， 地祖がもっと丙

く出る筈である事などより No.13， No. 11の海水の混入は湧出後と考えられ， 原i'If1't泉は湧出

口1(No.9)と略同ーの成分を持っと考えて良いであろう。

5. 温度垂直分布及び電気検層

第 4，6図に二重白丸で示す位置， 即ち南部上位面の崖より約 15mの位置に深度約 70m

の試掘井戸が掘られた。 この位置は略湧出口 NO.1-3と地温最高温部の示す楕円の長南hを結

ぶ線上にあり，地而高度は約 30mである。 試掘後 3吋の鉄管を打込んだまま長期間放置して

あったものを調査時，数時間前に引き抜き，泥水の落着くのを待って調査を行なったが，始めの

測定では定常状態に至るには時聞が梢不足した恐れもある。泥水の比重1.46，比抵抗値は 15
0
C

で8.f.!mであった。

井戸内の担度垂直分布の測定にはコ F ド100mのサ戸ミスター祖度計を用い 1/10
0
Cまで

あらかじめ検定した。

測定は上層より 25cm間隔で底まで行ない，途中で引っかからない様注志した。計 3回測

定し，聞に一昼夜の時間間隔を置いた。 3回目は上層部のみ行なった。 2回目の測定間隔は下

部では 1mとした。 村役場の好訟による柱状図を測定値と共に掲げた(第 11図)。地質の名称

は原図に従った。測定は第 1回 (12日)， 14時 55分より 1711寺35分迄，第 2回目 (13日)， 10時

35分より 13時3分迄，第 3回目 (14日)は最上層部のみの測定で 9時 55分測定開始，すぐ終

了したo )1'戸内泥水の温度は 1回目と 2回目の聞に同一深度で上部で約1.5
0

C，下部約 l
O

Cの
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第 11図 誠掘弁の柱状図及び井内泥水温垂直分布

Fig. 11. .Temperatura distribution in the test boring well 
and the geology of the well. 

1: Clay 2: Volcanic Ash 3: Andesite 4: Andesite Bre氾ca.
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差があり 2回目の測定値の方が高かった。両国とも最上部層が高温で，中層に梢低温部を含

み以後は深さと共に漸減し，最深部で最低温度を示した。測定期期中に得られた最高温度は 3

回目 (14日)の 53.40Cで，深度 32m(静止水頭下295cm)，最低温度は第 1回目 (12日)の47.5
0

C

で最深部(深度 64m)であり，差は 5.90Cであった。 全体として見ると上層程温度が高いのは

興味がある。測定時期により同一深度の温度に差のある理由は明らかでは無いが，表面水位の

潮汐による変動の結果と思われる。後述の如く潮位と井戸内水位は正の相関がみるが，少なく

とも上層部について見ると， 満潮時に井戸水位高く温度は低下している。 最上層部の 3回目

(14日)にもこの傾向は現れている。最高温度の深度は 3回の観測で測定点移動の間隔に等しい

25cm移動した。 14日，第3回目の最高水温測定時の水頭高は地面下28.78mであった。尚孔

中の気温の影響は水面下 50cmで消失する様である。

潮汐及ひ、水位と水温との上記の関係は，イ也の海岸被圧層状泉の温泉でも観測されているη。

もっとも下層については測定時が表層と干満が略逆になっているので簡単ではない。各深度の

同時測定を行なえば 1回目 2回目の上，下層の夫々の温度差は等しくなる可能性がある。

温度の急変部の深さが 1回 2回共に一致しているのは，変化の少ない区聞が同ーの地層

に属し，且つそれに支配される温泉水が存在する事を意味する。柱状図と対比すれば，乙の

事が良く理解される。 500Cより高温な部分は安山岩の部分にあたっており，低温部は点石(転

石了)，粘土及び火山灰層の部分に担当している。ボーリング・コア (50m深度)の石英安山岩は

水1!!l地区南端に境する尾根を構成する石英安山岩と同様に 1cm大の石英の斑晶を含んでい

る。この石英安山岩層は極めて割目の多い層

で，掘進時漏水が甚しかったという事であ

る。 又 42m深度の所で掘進時湯徴が顕著で

あったという。以上の事から粘土，火山灰部

は不透水層を成し，安山岩部は温泉水の流動

する透水層となっていると考えられる。最上

部附近の 53.40Cの温泉水は割目の多い上部

安山岩中を流動し，安山岩占石(転石'()を含

む火山灰層が不透水層及至半不透水層を形成

しているとすると， 32m深度で高温度を示す

事も柱状図から説明がつく。又電気検層の解

釈にも都合が良い。文上層の高温度 53.40C

は海岸部の最高温度 52.30Cに近い事は注意

すべき事実である。

電極間隔を 20cmとして四極法により検

200ト!l-m

150 

100 

70 

50 

3 
30 3S 40m 

第12図試掘井電気検層図

横輸は深度，縦紬は比抵抗例(.!Iml

Fig. 12. Geo-electric boring of the test well 

abscissa: depth of the well 

ordinate: specific resistence in (.!1m). 

7) 福富孝治・藤木忠美; 青森県野辺地町附近の温泉調査，北大地球物理学研究報告， 2(195勾
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層を行なったが 39m以深では引っかかった為に測点数も少なく， 深度も不正確と思われるの

で，上層部のみの測定結果を第 12図に示す。電極中心の深さを深度とし 50cm間隔で測定し

た。比抵抗値は 50-125.Qmの範囲で変動している。 高温度の深度は 37mより浅所であるの

で，第 12図は乙の範囲の深度に相当した所の値で，割目の多い安出岩層部に相当している。前

に述べた最高 1m深地温部地下の 90.Qmの比抵抗値を与える地層は，第 12図の 60-125.Qm

の平位値からみて， 本部層と同様に割目の多い安山岩の熔岩(流)が温泉水によって充満され

たものであると考えて良いであろう。

6. 潮汐と井戸水位

観測期間中随時井戸内水位を測定した。アンメ戸ターと電池により，電線に錘りをつけた

端が水面に接触する時の針の振れより 1cm以内の精度で読み取った。 元村港に於ける検潮機

の記録から読み取った潮位と，井戸内水位変動の関係を第 13図に示す。上の白丸が潮位，下の

黒丸が水位である。

測定数が少なし変動の振幅，位相の遅れの有無は正確にはわからないが，潮差 90cmに

対し，水位差 30cm程度である。 第 13図の右方には同一時刻に対応する水位と潮位を，夫々

横縦軸にプロットしたものである。大略直線的関係が成立している。

潮汐と水位の関係は良く知られた次式で与えられる。

ζ1 = (oe-m1 (3) 

ここで (lは距離 tの井戸の平均水位からの変位(。は潮汐の振幅 t。は潮汐の週期 m

Tide 
Ti de 1.50 

官、

。九 . ，.・

1.00 

0.50 
. .。 -e . . . '"・.0 

28.50 
m I .・

. . 
29.00 m 28.50 

W.L. 

叶
十
日

向
M
d

。 12 0 

14th 

12h 

13th ーー......T

第四 図 朔汐と試掘井水位との関係。白丸は湖位，黒丸は井戸水位

右図は同一時~JIζ 対する水位(横軸)と湖佼(縦軸)の関係

Fig. 13. Relation between tide and water level of test boring well white 

circle : tide， black circle: water lvel of the well Right五gure:

Relation between water level of the well and tide at the same time 
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は常数である。 (3)式は一般に被圧層状泉でも自由地下水でも成立する。今半日潮に対し

ζ15  

'0 45 

とし，海岸からの距離(湧出口からの距離)として 50mを使えば

m = 0.021 (11m) 
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を得る。距離に対する変動の減衰を示す常数 m の値は通常の被圧地下水の値より梢大さし

自白地下水の値に近よっている。思うに本地区の温泉は多数の割目を持つ(石英)安山岩を帯

水層として持つ被圧層状泉を考えられるが，不透水閣は，粘土， 大山灰， 点石(転石?)より

成り完全な不透水では無く，自由地下水化している為と考えられる。井戸は 1箇所であり，測

定値も少ないのでこれ以上の考察は行わない乙とにする。

7. 水無地区温泉の総括と他地区の温泉の関係

以上の結果をまとめて考えると，7l<.無地区の温泉は割目の多い安山岩の 2層を帯水層とす

る被圧層状泉で，内陸;恵山本体方向より，海方に向って流動しており，上部帯水層により高温な

温泉を含む。海水準以下凡そ 35mまでの地下は4rc以上の温泉水によって充満されている。

不透水層は地区の南半で‘は可成りの漏水が考えられ，自白地下水化している。帯水層の厚さか

ら考えると，下部温泉層の湯量が大であり(掘進時 42mで顕著な湯徴が見られた事はこの事を

意味する)，南半部では北半に比し，より浅層に上昇している。乙れ等が，地表部の状態を支配し

ている。原温泉は南方尾根の山体に関係なし西方恵山火山本体部，中央ドーム方向にある。

湧出量は海岸湧出口にて，地面の水頭で l分間 100C以上ある。湧出量と水頭の関係より考え

て海水の影響は少ない。湧出状態及び井戸水位変化の減衰状態より見て単純な被圧層状泉では

ない。化学成分は Cl'含有量 350mglC， SO;'含有量 130mg/C程度である。

水無地区と他地区を共に考えると元村附近の温泉は水無地区に近い性質を持っと考えられ

るが，矢尻川以北の温泉徴候地は梢異り，第 1図の如く，地質学的にも，矢尻川は一つの境界

線である事が考えられる。思うに矢尻川以北は第3紀層による流紋岩により密切な関係があ

り，水1!lL 元村地区は最近まで活動せる恵山火山に直接関係しているものと考えられる。

8. 71<無地区の温泉構造に関する地形発達史の推察

下位面南北地区の地温，その他の相違を生ぜしめた地下構造の差異の原因は，単に局部的

な熔岩流や岩屑，火山灰堆積層の一次的堆積構造の差異，或いは海食による扇状地基底附近の

構造の差異に帰する事が出来るかもしれないが，ここでは地形発達の南北地域差と考えて若干

の考察を試みる。上部及び下部の安山岩は熔岩流として流下したと考えられるので，水平的拡

りや層厚はこの小地区内では大差が無いと考えられるので，前記の差異を生ぜしめた原因は，

上部の不透水層附近の地質構造の差にあると考える。地形の項で述べた如く地区の差を構成す

る地層は南部は火山灰及ひ、転石，砂磯を多く含む地層であり，北部は固結せる火山岩屑層が
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多い。 ζ の事は電気探査の項でも明らかにした。今田町によればこの恵山ぬ出物層の層厚は，

官、山南麓で最高 45mであるという。

乙の附近の同層の層厚は明らかでないが，扇頂(高度 25m)より上位面までの崖の高さは約

15m程度であるので，との間近でも 40m程度の層厚を持っとすると，その下底は丁度上部温

泉層附近に達することになる。恵山拠出物閣の下底は，乙の附近では，今回の第 2期爆裂に関す

る熔岩流或いはその前の外輪山熔岩の上に戴ると考えられるので，乙の附近の地下安山岩層も

その時}期の熔岩流に属するものであろう(ただし岩質からは若干の問題もある)。乙の恵山拠出

物層堆積後，地区南端を境する石英安山岩より成る尾根状熔岩流が流下したという(今回)。 中

}I¥9lによれば恵山助出物層の堆積は第 3氷期の頃であり，石英安山岩質熔岩の流下時期は第3

氷期後にあたるという事であるから，第 4氷期の海面降下時にはこの恵、山拠出物層の作る面は，

低海水準に応じて河川の下刻を受けたと考えられる。この古河川は現小河川と略同じ位置に流

路を持ったであろう事は地形的に充分考えられる事であるので，現河川の位置より南部では，恵、

山拠出物層を解折した河谷が形成され，上部安山岩乃至上部不透水層の附近まで浸食された。

その後氷期の寒冷気候の時期(或いは沖積世初頭のある時期)に，現在も恵山火山本体の急傾面

下に広範囲に発達している崖錐，流土堆積物10) (今回の恵山火山岩屑層1)の一部によって前記

の古河谷は再び現上位面の位置まで埋積された。乙の為古河川の浸食をまぬがれた北半部では

(この地区では)，透水性の小さい団結した岩屑層である恵山拠出物層が温泉層の上に戴った状態

で保存された。かかる発達史の差が，上層の地質構造の差を出ぜしめ，南半部の被圧温泉水を上

昇させる原因となったと考えられる。その後沖積世初期の海面上昇期に，現在の崖の所まで海

食が行なわれた。この際海食は南半部に強く作用し，一部は温泉帯水層に切り込んだ。その後の

海退初期に再び上位面が解析されると共に現扇状地が形成され，更に北半が解析されて現在に

至ったと推察する。温泉の浅部湧出機構を決定した地形発達史は，乙の附近の第 4紀地史の一

環として考える時極めて興味ある問題であるが，調査不充分であるので詳細は今後に残し度い。

9. 放熱係数の推定

7j(~!!\地区の温泉は地温分布を決定する熱学的境界条件が単純であり，模型イじし易いので放

熱係数の推定を試みた。放熱係数 Jは次式で定義される。

A=会 (4) 

乙乙で hは NEWTONの冷却常数，kは土の熱伝導度で』の単位は (11m)である。 温泉の

』の値は福富11)の計算では 3-33の広い範囲にわたっており， 湯原聞は別府で 0.15(11m)の値

8) 前出 3).

9) 前出 4).

10) 鈴木秀夫;

11) 福宮孝治;

12) 湯原浩三;

低位周氷河現象の南限と最終氷期の気候区界，地理学評論， 35 (1962)， No. 2. 

1m深地温についての 2，3の問題，北大地球物理研究報告， 9 (1962) 

地下 1m深の地温分布から地下の熱源を理論的lζ推定する}方法，物理採鉱， 8No. 1. 
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OOc 

T1'1 

To 
第 14図 シート状熱源による 1m深地温分布計算モデル

L は湧出点と 1m深地温測定点との距離

。。は温度 Toの熱源と地表商とのなす角

。"は温度 Tn の等温線(面)と地表面とのなす角

Fig. 14. Calculation model of 1 m depth soil temperature by 

sheet type heat source. 

L: distance between 1 m depth soil tempesature measuring point and ori五ce.

(}o: angle between heat source with temperature To and surface. 

(}n: angle between equitemperature T匁 lineand surface. 
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を得ている。今第 14図の如き模型を考える 1目。先ず地表面の温度がOocに保たれており，地

下熱原の表面が地表面と 0。の角度で交り， 熱源の温度は一定温度 T。とすると，地表面と仇

の角をなす面上では一定温度 Tnが

Tn=J7仇 (5) 

で興えられる(交点は除く)。地下に地表面に平行な平面を考え，地表面からの深さを fとする。

次にこの地下の面を新しく地表面と考えると，この面上では冷却の式として

θT 
←ー =).T
θZ (6) 

が成立せねばならない。 Tは新しい地表面温度，zは深さ，空気の温度は oocとする。乙の新

しい地表面の所では図より

θT T 
θZ l 

が成立する。ただし以上の議論で角度。。は小とする。

(6)と(7)より

l=~ 
』

となる。結局図より

(7) 

(8) 

13) 和国昭夫; 種々の熱源による地中温度分布11:対する模型実験 (1)，(2)， (2)は未発表，北大地球物理研究

報告， 10 (1963). 
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第 15図 水無地区下位扇状地の地形断面

Fig. 15. Cross profile of the恥1izunashi
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第 16図 海岸湧出口からの距離(地表)と 1m深地温

から通常地温を引いた{直との関係

T，は1m深地温，Tnorは通常地温

0.6 

0.4 

0.3 

九
0.1 

。

Fig. 16. Relation between distance from the orifice 
and Temperatures equal to the difference 
of 1 m depth temperature and 1 m depth 
temperature not a妊ectedby hot spring. 

T，: 1 m depth soil temperature 
T nOr : 1 m depth soil temperature not 

a妊ectedby hot spring. 

百円r.-TNor 

9，，== 15・

λ;=;0.5 
ん，~I

て入~'I 0 

5'0 ，0'0 L 

海出口功、?")~長齢 γ札
第 17図 Tn/T，。と L との関係

Toは熱源の温度，T，は1m深地混，Tnorは通常地温，Lは湧出口から

の距離， ^は放熱係数，00は熱源と地表函とのなす角度，破線は実測値

Fig. 17. Relation between T n/To and L. 

T，: 1 m depth soil temperature， Tnor: 1 m depth soil temperature not 

affected by hot spring， L: distimcefrom orifice; To: temperature of heat 

source， 00: angle between heat source and surface， ̂: rerative heat-transfer coe伍cient
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1+よ
L 』 1-

tan θn tan θ0・A
(9) 

となる。ここで Lは熱源と新しい地表面との交点から， 1m深地温測定点までの距離で，1よ

り下方 1mにある，地表面と平行な平面と Tn等温線との交点が距離 Lの 1m深地温になる。

(9)式と (5)式より A，θ。を与えれば Lと仇従って Lと Tn との関係が得られる。

但し

1+土唱
L 

tan(C・Tn) tan θ0・』

C=fT 

(10) 

水無地区は地形，地温の項で述べた如く比較的単純な熱的構造を持っているが，下位面中

央部附近の実測から第 15図の如さモデルを作った。 地表面の傾斜は海岸附近で急角度で海面

に降るので，傾斜は図の如く，海岸湧出点を起点として海水面(温泉水位の面)と 15
0
及び 30。

0β 

OA 

0..3 

T，4-o 

0.2 

0.1 

。

τ1:: T. -T，.，OR 

90= 300 

50 
2軌口語、.;CI) li~融 m

第18図 Tn/T，。と Lとの関係

λ~O_I 

~."O.6 

λ電 l
λ.~r 0 

-.， 

100 

T。は熱源の混度，T，は1m深地温，Tnorは通常地温，LIま湧出口から

の距離，Aは放熱係数， {}。は熱源と地表面とのなす角度，破線は実測値

Fig. 18. Relation between Tn/To and L. 

explanation is the same as in五g17. 
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の角度をなす線に狭まれる。海岸部の異状な高温の部分を除き，中央部附近の 1m深地温の実

測値より，湧出点から海岸に直角方向の距離と，前に定義したノルマノレ地温 (T削 γ)を 1m深地

政 500 300 

温から引いた値との関係を示したのが第日図である。(叩)式にてCzt=苛む'官むを

Tn 
_ T，-'T匁 Or .，.，.....131J J"J:..;- =. 夫々'与えて』をパラメーターとして Lとすτ一一-r.ーの関係をぶしたのが第 17図及び

第四図である。但し T，は1m深地温。

第四図に破線で示した曲線は，実測値を滑らかな曲線で置き換えた第 16図の曲線より計

T，-T削 F

算した距離に対する一一一一一ーの値である。 第四図のモデjレより θ。=150 に対しは L=50mTo 

附近より速い所の実測値を使い， θ=300 に対しては L=50mより近く，且つあまり海岸より

ではない実測値を使うべき事を考慮に入れて Aの値を図より求めると θ。=150 の場合 Lキ70m

で A=2.5-3(11m)， (j=30oの場合 L宇30mで同じく A=2.5-3(11m)を得る。

福富山は熱源、が深い条件の下で次式が成立つ事より』を求めている。

laT¥ A 1 
一一一一一'Iθz )， 

-
l+A A' 

-
， 1 A' 、/， ~，.. 

1+~ 

/θT¥
一 一

/θT¥ 
ことで T，は1m深地温， ¥万人は

1m泳附ける地温勾配であり，
¥万)12Rとした

(11) 

とき

』
一
山R

 
(12) 

が成り立ち R は1より小さい。

水1m地区では地温勾配の測定値が少なく，熱源が深いという条件に反するが，地温 32.60C

及び 30.90Cに於ける勾配夫々 9.20
C/m及び 7.0oC/mとノノレマJレ地温 15.60C の勾配一5.20

C/m

を使って (11)式及び (12)式より AとR を求めると，夫々 A= 3.9; 5.5 (11m)とR=0.85を得る。

熱源が浅い場合，Aが大きめに出る事を考慮に入れると，Aの平均 4.7(11m)は前に図より求め

た値 2.5-'3(11m)にかなり近い事がわかる。

111. 結 語

水無地区の総括の項で主要な事は述べたが，再び調査結果を要約すればi欠の様になる。

1. 恵山北麓の温泉並びに冷泉は矢}IL川を境として 2種の群に分けられる。

2. 7.K~地区の温泉が調査地区内で、は最も優勢である。

3. 水無地区の温泉は漏水の多い被圧層状泉と考えられ，温泉の帯水層は割目の多い安山

岩質熔岩である。

14) 前出 11)
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4. 7](無地区内でも南半部と北半部は梢異る構造を持ち，南半部の温泉の方が浅層に上昇

している。

5. 水無地区海岸温泉で最高iilit度52.4
0
C，最大湧出量， 1分間 100s以上を観測した。

6. 水無地区の温泉の化学成分の中， Cl'含有量は凡そ 350mg/s， SO;'含有量は 130mg/s 

程度である。

7. 7K無地区の海岸祖泉の湧出時の温泉水に関する限り，海水混入の影響は二義的である。

8. 水無地区の地面下，海水準より凡そ 35m深い所まで 470C以上の温泉水が充満してい

る。試銅井戸の地面下32m，静止水頭下295cmで調査全地区内の最高温度 53.40Cを観測し，

下層では温度は漸減し井底，海水準下約 35mの深度で 47SCであった。

9. 

10. 

水無地区の原温泉は地区西(南)方向の恵山火山本体方向にある。

h 
水無地区にて求めた放熱係数 A=ーの値は 2.5-3(lim)であり

h 
R=i装)ーま一 …一一T， VJ)田山

凡そ 0.85(11m)であった。
(oT¥ 

但し hは NEWTONの冷却の常数，kは土の熱伝導度， (一一I~ ) 

tθZ J1 

は夫々地下 1mの地担勾配及び地視である。

終りに臨み，本調査の機会を与えられた北大地球物理学教室福富孝治教授に感謝する次第

である。

2. On the Hot Springs at the Foot of Esan 

Volcano， Southern Hokkaido 

By Tadaharu FU]IKI， Akio WADA and Daiji KOBAYASHI 

(Department of Geophysics， Facu!ty of Sciencs， Hokkaido University) 

Several hot and tepid springs are located around the active volcano， Esan. The results 

of investigation of these locations in the northern foot areas are summarized as fol1ows: 

1) Hot and tepid springs are divided into two groups by the boundary along the 

River Yaziri. 

2) It was known that the Mizunashi hot spring was artesian spring with porous aquifer 

of liparitic andesite. 

3) Theお1izunashihot spring region has different structures between the southern and 

the northern parts. Hot spring of the southern part is more active than the northern one. 

4) The maximum temperature of hot springs was 52.40C at a coastal orifice but the 

maximum out put was 100 s/min at the other orifice. 

5) Among the chemical composition of the Mizunashi hot spring， Cl' content was 

about 350 mg/s and SO" content was about 130 mg/s. 

6) Influence of sea water on the nature of spring water was little or none so far as 

the chemical composition of spring water at low tide is concerned. 
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7) Temperatures of hot water which exceed 470C were observed under the ground 

down to 35 m depth from sea level. The maximum temperature among the observed 

points was measured at a depth of 32 m which is 294 cm from the head in the test boring 

well at the distance of 50 m from the Mizunashi coast. Vertical temperatures of the well 

were gradually losing towards the bottom where the temperature was 47.50C. 

8) The source of the Mizunashi hot spring is presumably located in the direction of 

East， Esan Volcano. 


