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Ⅰ はじめに

地熱水の主要溶存成分（Cl− ・SO42− ・HCO3− ・Na＋ ・
K＋・Mg2＋・Ca2＋）の分析は，北海道薬剤師会公衆衛

洞爺湖の南に位置する洞爺湖温泉および壮瞥温泉は，

生検査センターに委託した．地熱水の水素・酸素安定

有珠火山起源の火山性ガスおよび地熱水と天水起源の

同位体比（δD・δ18O）の分析は，当研究所の PICCARO

表層水が混合して生成される火山性温泉である（秋田

社製 L 1102―1 を用い，波長スキャンキャビティリン

ほか，2001）．源泉の静水位は洞爺湖の湖水面とほぼ

グダウン分光法にて行った．

等しく，このため源泉の開発深度は 200 m よりも浅い

Ⅲ モニタリング結果

井戸が多い．また，源泉の水質には有珠火山活動の挙
動と密接な関係性がみられ，2000 年の有珠火山噴火
時には泉温および地熱水の主要溶存成分量が一時的に
上昇した（柴田ほか，2001）
．しかし，長期的なモニタ
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泉温・pH

リングでは泉温および主要溶存成分量は減少傾向を示

第 1 図に泉温と pH の推移グラフを示す．モニタリ

しており，高温で安定して湧出する源泉の確保が求め

ング期間中，それぞれの項目に大きな変化はみられず，

られていた．

泉温は 100℃ 前後，pH は 7.2 前後で安定していた．

そこで洞爺湖温泉利用協同組合は，2013 年に 2000
年有珠火山噴火で形成された金比羅火口近傍で地熱調
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主要溶存成分

査ボーリング（以下 KH-1 井）を掘削し，噴気試験の結

各主要溶存成分の推移グラフを第 2 図および第 3 図

果，泉温 99.7℃，400 L/min の地熱水の湧出を確認し

に示す．SO42−および HCO3−の成分についてはスパイ

た．しかし実施された噴気試験は短期的であったため，
長期的に安定した地熱水の確保の可能性や既存源泉へ
の有無については不明な点も多かった．
このため洞爺湖温泉利用協同組合では，永続的・安
定的に地熱水の確保が可能であるのかを把握すべく，
当研究所と共同で KH-1 井について約 1 年間のモニタ
リングを行った．本稿ではこのモニタリングのうち，
地熱水化学成分（温度，pH，主要溶存成分量，水素・
酸素安定同位体比）
の結果について報告する．

Ⅱ モニタリング項目
KH-1 井モニタリングは 2015 年 2 月から同年 12 月ま
で行った．試料採水は洞爺湖温泉利用協同組合が行い，
同時に地熱水の温度（泉温）
および pH を現地測定した．
＊

洞爺湖温泉利用協同組合

Fig. 1

第１図 泉温・pH の時系列変動
Temporal changes of temperature and pH.

３２

北海道地質研究所報告，第８
８号，３
１‐
３
５，２
０
１６

Fig. 2

の時系列変動
第２図 主要溶存元素（Cl−，Na＋+K＋）
Temporal changes of chemical compositions（Cl−, Na＋+K＋）
.

◇

第３図 主要溶存元素（SO42−，HCO3−，Mg2＋，Ca2＋）の時系列変動
Fig. 3 Temporal changes of chemical compositions（SO42−, HCO3−, Mg2＋, Ca2＋）
.

ク状の変動があるものの，モニタリング期間中では大

KH-1 井近傍の河川水，過去の調査で得られた洞爺 13

きな変化がみられず安定していた．

号のデータも併せてプロットしている（データは第 1

主要溶存成分のトリリニアダイアグラムを第 4 図に

表を参照）．なお，直線は天水ライン（δD＝8×δ18O＋

示す．前述の結果と同様に主要溶存成分比にも大きな

10）を，点線で囲まれた領域は島弧火山の高温火山ガ

変化はなく，ダイアグラム上でもほぼ一定の位置にプ

スの値を示す．
洞爺湖水および河川水の同位体比はほぼ天水ライン

ロットされる．
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上に位置し，洞爺湖温泉（洞爺 13 号）の同位体比も洞

水素・酸素安定同位体比

爺湖水とほぼ同様の位置にプロットされる．一方，KH-1
18

第 5 図に水素・酸素安定同位体比（δD・δ O）の推移

井の地熱水はこれらの傾向と異なり，河川水と島弧火

グラフを示す．同位体比の結果も他の水質データと同

山の高温火山ガスの間にプロットされる．KH-1 井の

様に，モニタリング期間を通し大きな変化はみられず

地熱水が天水と火山ガスとの混合であると仮定した場

安定していた．第 6 図に δD と δ18O の相関図を示す．

合，火山ガスの寄与は 1/3 程度と見積もることができ

ここには本測定値のほか，同手法で測定した洞爺湖水，

る．

地熱水化学成分のモニタリング結果
（大森一人・鈴木隆広・石畑隆史）

Fig. 4

Fig. 5

第４図 KH-1 井の水質トリリニアダイアグラム
Trilinear diagram of chemical compositions from KH-1.

の時系列変動
第５図 水素・酸素安定同位体比（δD・δ18O）
Temporal changes of hydrogen and oxygen stable isotopes（δD・δ18O）
.
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Table 1

第１表 KH-1 井周辺の環境水の水素・酸素安定同位体比
Hydrogen and oxygen stable isotopes in environmental H2O around KH-1

第６図 δD―δ18O の相関図
Fig. 6 Cross-plot of δD vs δ18O.

分には，顕著な変動はみられなかった．これは現段階

Ⅳ まとめ

において地熱水が地熱貯留層から安定的に供給されて
いることを示唆する．しかし永続的に地熱水の確保が

第 2 表にモニタリング期間における KH-1 井の水質

可能であるかを把握するためには，今後も継続したモ

結果をまとめた．また，その結果は以下のとおりであ

ニタリングを行うことが望ましい．また，既存源泉へ

る．

の影響を検討するために，本結果と既存源泉の分析結

・泉温は 100℃ 前後，pH は 7.5 前後で安定していた．

果を比較し，より詳細な考察を行う必要がある．

・主要溶存成分は大きな変化は認められず，ダイアグ
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第２表 KH-1 井の水質モニタリング結果
Monitoring results of geothermal water from KH-1
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