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樽前山火山観測における湧水および地下水の水質調査報告（1998―2015）
Water quality of springs and groundwater in Tarumai volcano
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Ⅰ はじめに

支笏湖の南に位置する．標高は 1041 m で，山頂に溶
岩ドームを持つ．噴火は，1978〜1980 年にごく小規

当研究所では北海道で活動的な火山である雌阿寒岳，

模のものを最後に発生していない．その他，火口が明

十勝岳，樽前山，有珠山および北海道駒ヶ岳において，

るく見える現象が確認されたほか，2013 年に火山性

地球物理学的・地球化学的観測による火山活動の現況

地震の急増などが起きたものの，比較的静穏な状態が

把握と火山活動システムの解明を目指した調査・研究

続いている．

を継続的に行っている．この中で，地球化学的観測の

山麓周辺の調査地点を，第 1 図に示す．口無沼は，

一環として，これらの火山周辺の温泉水などの温度や

樽前山の東方約 6 km の地点にある，周囲約 2 km の浅

化学成分，酸素・水素同位体比の変化についてモニタ

い沼である．通常は，水の流入・流出口は不明である

リングを実施している（村山ほか，2010 ; Takahashi et

が，沼の水位が 1 m 程度低下した 2003〜2006 年には，

al., 2015）
．

沼の西側に湧水箇所を確認している．錦多峰川の源流

火山周辺にみられる温泉水・湧水の温度や溶存成分

部は，口無沼から南に約 2 km の地点で，樽前火山噴

濃度が，火山活動に伴って変化することは，これまで

出物から湧出している（土居，1955）
．錦多峰川は苫小

にも多くの火山で報告されている．例えば，十勝岳の

牧市の水源の一つとなっており，流域面積は 42.5 km2

1988―89 年の噴火では，2 年前の 1986 年から十勝岳周

である（山口ほか，1963）
．温泉沢は，錦多峰川源流部

辺の温泉の一部で泉温の上昇と溶存成分組成の連続的

付近に位置する深度 100 m のボーリング井（温泉採取

な変化が観測されている（村山ほか，1991）
．また，十

深度は不明）である（山口ほか，1963）．毎分約 24 L で

勝岳では最近火山活動が上昇傾向を示しており，1988

自噴しており，水温が 24℃ 程度とやや高く，樽前山

―89 年噴火前と類似した水質変動が観測されている

の熱源との関連が指摘されている（土居，1955）
．

（Takahashi et al., 2015）．有珠山の 1977 年および 2000
年の噴火では，噴火に伴う周辺の温泉水・地下水など

Ⅲ 調査・分析方法

の温度・溶存成分組成の変化が確認されている（松尾
ほか，1977；井上ほか，1980；山口・堀津，1984；
我孫子，1988；秋田ほか，2000；柴田ほか，2000）
．

調査は，現地において水温および pH 等を測定し，
併せて水質分析用試料の採取を行った．採水した試料

当研究所では，これまで樽前山において，A 火口お

は，実験室に持ち帰り，後日分析に供した．主成分の

よびドーム南西噴気孔群（B 噴気孔群）
の火山ガスの温

濃度については，ナトリウムイオン（Na＋），カリウム

度測定と採取，山麓周辺の湧水等（温泉沢，錦多峰川

イオン（K＋），カルシウムイオン（Ca2＋ ），マグネシウ

源流部及び口無沼）における温度，化学成分の変化な

ムイオン（Mg2＋ ），硫酸イオン（SO42− ）および塩化物

ど地球化学的観測を実施している．

イオン（Cl− ）を，試料を 0.2 μm のメンブランフィル

本報告では，山麓周辺における 1998〜2015 年まで

ターで濾過した後，イオンクロマトグラフ法（横河ア

の水質調査の結果を報告するとともに火山活動との関

ナリティカルシステム製：IC 7000，DIONEX 製：LC-

連性について若干の考察を示す．

25，サーモフィッシャー製：DIONEX ICS-2100）
によっ
て，重炭酸イオン（HCO3−）はメチルオレンジを指示

Ⅱ 調査地概要

薬として，0.2 MHCl による滴定法で，それぞれ求め
た．その他，鉄（T-Fe）については原子吸光法（日立製

樽前山は，北海道南西部支笏洞爺国立公園内にあり，

作所：Z-6100）で，砒素（As）については水素化物―原
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Fig. 1

第１図 調査位置
Sampling points of springs and groundwaters.

Table 1

第１表 水質分析結果
Water quality of sampling points.

樽前山火山観測における湧水および地下水の水質調査報告
（1998―2015）
（荻野

第１表 続き．
Table 1 Continued.
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Fig. 2

第２図 温泉沢の水温・溶存成分濃度の推移
Changes of temperature・concentrations of Onsennsawa.

子吸光法（日立製作所：Z-6000）で，ケイ酸（SiO2）につ

錦多峰川源流部は，水温は 13.0〜14.7℃ で，ほぼ一

いてはモリブデンイエロー吸光光度法で濃度を求めた．

定である．溶存成分では，Cl−濃度が 18.9〜37.2 mg/L，
HCO3−濃度が 107〜148 mg/L，SO42− 濃度が 38.6〜67.7
mg/L であり，陰イオンでは，HCO3− 濃度が 5 割以上

Ⅳ 結果と考察

を占める．Na＋濃度は 33.6〜49.5mg/L，Ca2＋濃度が16.4
現地測定の結果と分析結果について，第 1 表に示す．
口無沼は，Cl− 濃度が 17.1〜22.8 mg/L，HCO3− 濃度が
2−

73.2〜100 mg/L，SO4 濃度が 44.0〜56.3 mg/L であり，
陰イオンでは，HCO3−濃度が 5 割弱を占める．陽イオ
＋

2＋

＋

〜30.6 mg/L で，陽イオンでは，Na＋ がやや高くなっ
ている．錦多峰川源流部は口無沼よりも若干溶存成分
の濃度が高くなっている．
温泉沢は，水温が 23.9〜24.8℃ で，ほとんど変化な

ンでは，Na と Ca 濃度が高く，Na 濃度は 17.7〜26.4

く安定的である．Cl− 濃度は 62.0〜193 mg/L，HCO3−

mg/L，Ca2＋濃度は 14.5〜27.1 mg/L となっており，Na

濃度は 188〜300 mg/L，SO42−濃度は 99.0〜213 mg/L で

と Ca はほぼ同程度である．

あり，陰イオンでは，HCO3−濃度が高い．Na＋濃度は
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第３図 2000 年以降の樽前山地震月別回数と温泉沢の Cl/SO4 モル比の推移
Fig. 3 Monthly number of Tarumae volcanic earthquakes of since 2000 and Changes of Cl/SO4 molear ratio of Onsennsawa.

56.2〜85.5 mg/L，Ca2＋濃度は 45.7〜122 mg/L で，陽イ

め樽前山では，十勝岳や有珠山で確認されている火山

オンでは，Ca がやや高くなっている．

周辺の温泉等の温度・成分組成の変化と火山活動との

温泉沢については，他の 2 地点よりも水温や溶存成

関連性については，データの蓄積がまだ十分ではない．

分の濃度が高く，先に述べたように，樽前山の熱源と

今後も樽前山周辺の地下水・湧水の水質調査を継続し，

の関連が指摘されている．第 2 図に，温泉沢の水温・

長期的なデータの解析を行うことにより，火山活動の

溶存成分濃度の推移を示す．この図から，水温は，測

現状把握と火山活動のメカニズムの解明に資する資料

定開始からほぼ 24〜25℃ で推移しており，目立った

を提供したい．

変化は見られない．一方，各成分の濃度は，観測開始

謝

から若干の増減を繰り返しながら，減少傾向を示して

辞

おり，2015 年までで Cl− 濃度が 68%，SO42− 濃度及び
Ca 濃度が約 54％ と特に減少幅が大きい．
温泉沢の溶存成分濃度の減少傾向の要因の一つとし

本調査において，札幌管区気象台からは，調査を行
う際に必要な情報および樽前山の地震データについて

て，火山活動による地下の状態変化（地下水・火山性

提供していただいた．また当研究所の多くの職員には，

ガスの流動状況変化）の可能性が考えられる．火山活

試料採取にご協力をいただいた．ここに記して，これ

動との関連性について検討するため，第 3 図に，札幌

らの方々に深く感謝いたします．

管区気象台が観測している樽前山の 2000 年以降の火

文

山性地震の月別発生回数と温泉沢の溶存成分のなかで，

献

Cl と SO4 のモル比（Cl/SO4）の経年変化を示す．Cl/SO4
のモル比は，十勝岳では火山活動との関連性が指摘さ
れており，火山活動の活発化とともに値が高くなるこ
とが確認されている（村山ほか，2010 ; Takahashi et al.,
2015）．この図から，火山性地震が 300 回以上となっ
た 2001 年 7 月〜8 月と 2005 年 7 月，1100 回以上となっ
た 2013 年 7 月と 8 月の，それぞれの時期において，そ
の前後の期間での Cl/SO4 のモル比は，特に目立った
変化は無く，また水温やほかの成分についても，同時
期に目立った変化は確認できない．したがって，現時
点では，温泉沢の溶存成分の変化と火山活動との関連
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