
長 崎県 下の離 島の温泉 について

朝 永 治 雄

説で,地表の雨水・海水等が地下深く浸透 して

ま え  が  き 岩漿帯に達 し,そ こで高熱に暖められた後,再

温泉とは地下から湧出する噴泉で,そ の温度が   度地表に上昇湧出したものが温泉であると云う

▼́    その地方の一年の平均気温より高いものを云う。   のである。

_般に我国では法規により25℃ 以上を温泉と称   C 火山説

し, 25℃ 以下を冷泉,あ るいは鉱泉 と定められ   Theory Of VOlcanot.

ている。これも国々によって規定が異なり,米国    地殷最下の Mant01 の大爆発活動に伴 う

では 23℃ 以上 , ドイツでは 21℃以上,イ タリ   水蒸気の湧出現象とする説である。

―では 30℃以上,ソ 連では 35℃以上と云うよ  d 断層説

うにそれぞれ異なった見解をもっていることは面   Theory of fault

白い現象であるが,こ れはひとえに各民族の心理    地設の歪断層運動の繕果,亀裂にそい岩素 に

的知覚的感覚の相違によるものであろうか ? し   より暖められた循環水の上昇現象とする説であ

か し我 々一般人としては入浴して温いと感ずるも   る。

のすなわち体温の 36℃以上のものでなければ温  e 地下逓増説

泉 と呼ばない習慣がある。温泉の研究は地質学上    実験によれば地殻は100脇降下する毎に温

もっとも遅れ,過渡期にあっては不明の点 も多い   度 1℃ 逓増する現象があり,こ れは地表下に地

のである。次に温泉について今まで研究 された知   熱本源があってたまたま地表水が深く浸透する

v    識 を羅列 して置くのも意義があると思い掲載 して   場合に起こる現象で,各地の高深度の鉱山に見

みよう。                          られることが しば しばある。

〔I〕 温泉 を構造地質上より見た成因分類     〔Ⅱ〕 成層地質学上より分類 した温泉

a 処女水言jt                  a 火成岩の温泉

v     Theory Of Virgine water       l.深 成岩 (花商岩,閃緑岩,斑務岩 )の 温泉

これは James Guess の唱えた説で地   2.半 深成岩 (石英斑岩,フ)岩,輝緑岩 )の 温

殻下の岩漿 lh/1agina中 に含まれている水,す    泉

なわち処女水, あるいは化石水 FOssi1     3.火 山岩 (流紋岩,安山岩,玄武岩 )の温泉

water が岩漿の冷却凝結するにつれて発散  b 水成岩の温泉

され湧出するものが温泉であると云うのである。   1.礫 岩,砂岩,泥岩,石灰岩の温泉

b ttT7k説                     2。 原生代,古生代,中生代,新生代の温泉

Theory of underground water    C 変成岩の温泉

これは RObert Hintz の唱え出した    片麻岩,絹雲母片岩,緑泥片岩,結品質石灰
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岩,石英片岩中の温泉

上掲の三分類は単に地表の成層状態より見た

分類で大 した意味価値 はない。    [

〔HD 成分上より分類 した温泉

a 水素イオン濃度 (pH)に よる方法

1 酸′庄…・・"pHが 7よ り少ないもの

‖ 中性……pHが 7で ぁるもの

||| アルカ リ性 ……・pHが 7よ り多いもの

b 化学成分上より分類 した温泉

1 単純泉

極めて画形物に乏 しく含有量は 1に中 50

00分の 1以下で含塩量最少,殆 んど純水に

近い もの を云う。

|1 炭 酸泉

CaC03を 多量に含有 しHC03~Ca‐
丼

,

Mg++が 多く,他に炭酸ガスを溶解するもの

を云 う。

||1 硫黄泉

主成分 として硫化水素 H2S を多量に含

有 し昇華 して硫黄を多量に晶出するものを称

する。

iv 食塩泉

食塩NaCl を多量 に含有するものでほ と

んど海水 と異ならない量の国形分 を有 し,他

にハログン族元素 (臭素Br,沃素 I,弗素

F)を含むものを称する。

V 酸性泉

硫酸塩・硝酸塩 ・塩酸塩・佳酸塩等の酸性

イオンを多量に含有 し高温である。

輌 塩類泉

アルカ リ土金属 (Na,K,Ca,IIg,
Mn,Fe)イ ォンを多量に含有するものを

称する。

輌1 明:暮泉 _

硫酸アル ミニウムA12(S04)2・ アンモ

ニ ウム2NH3アル カリ金属 (K,Na, Ci,
RB)を 多量に含有するものを称する。

MI 放射能泉

ラヂウム放射能 を100マ ッヘ以上含有す

るものを称する。

以上温泉に関する術語 を概略述べた。

さて長崎県下の離島に存在する温泉は五島福

江島の荒川温泉 と壱岐島の湯本温泉の三 カ所に

過 ぎない。次に筆者の調査 した事項について述

べることにする。なお,こ の外に郷の浦温泉 ,

魚 目温泉,厳原温泉などと称するものがあるが

観光上の利益のために業者が勝手に付けた名称

であって実際は20C以下の冷泉でぁることを

付言己しておく。

A 荒川温泉

南松浦郡 (五島 )玉之浦町荒り|1郷に所在する。

以下本温泉についての沿革,地質,泉況,施説等

を順を追 って言己述することにする。

1.沿革

荒川温泉の発見は比較的近年のことで大正 3年

3月 14日 である。これについては部落の老人に

聞いた話だが大変面白いエ ピツー ドがぁる。荒り||

郷の漁師 の子で山下佐太郎 と云 う荒川尋常小学校

5年生の男の子がいた (現在この子係は山下友成

氏と云 う。バス停の近 くに三葉屋菓子舗 を開業 し

ている )毎 日学校が退けてか ら空缶 をぶ ら下げて

干上った海岸の石の下にいるクロムシを取るのを

日課 としていた。それを網元に売れば調の餌 とし

て 1升 5銭で買ってくれたからで ある。 5銭 と云

えば当時は大金で,少年に取 っては駄菓子 をメラ

腹食べ られた上に貯金 まで出来たか らである。こ

の日も少年は千乾びた海岸に出た。大きな一抱 え

もある藻 のついた岩の上に何物か灰賜色の黒レV怪

物がいる。よく見 るとそれはお猿 さんの体毛に似

た毛の鋏 を持 ったデッカイっがに (も くづ蟹

POrtumus puber)だ 。一瞬少年は驚き力

二を捕 えようとした。怪物は大きな眼 をむき少年

に向かって大きな鋏で威嚇反抗の姿勢を示 しなが
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ら悠々と岩の下の穴に潜 った。少年は勇敢にも穴

の中に手探 りして見たところ何だか温い感 じがす

る。次に一抱 もある岩 を力す杯思い切ってはねの

けた。 もうそこにはカニはどこに抜け出 したのか

いない。ただ暖い湯のような水がこんこんと湧き

出 している。そこだけは何 となく温 い何度試め し

てみても「 やっばりあつかね」と独言,学校で地

理の時間に聞いた温泉の話を思い出 しこのことを

親に話 した。父親は相手にしてくれらい「 そげん

ことがあるもんや,そ りゃ日なた水たい,わがは

頭がちったどげんかしとるばいJと さんざんやゆ

された。少年は仕方なく家から鍬 を持ち出 しそこ

の所を堀って見た。ところがムクムクと熱い

湯が吹き出した。さあ大変,少年の父はもち

ろん部落民も大騒 ぎ,大喜びだ。みんなで協

議の上温泉場を開くことに一決,さ っそく今

で云う地区経営の温泉センターが建てられた。

しかし最初から派手な営業振 りであったこと

と,本土 と違い離島と云 う所は客の誘致が困

難であったため,た ちまち2, 3年もせず赤

字倒産 じ解散,結局経営権の移譲入本Lと なり

大正 7年 3月 豆谷源蔵氏 (現所有権者豆谷菊

蔵氏 )に落オLし現在に至る。

2.地質

荒川温泉付近の地質については九州大学理学部

地質学教室 の植田芳郎博士 (1962年 )の調査

によることに した。

五島列島の基盤 となるものは古第三紀始新世に

堆積 した五島層群である。この地層は以前は中生

代白亜紀 とされていたが化石 の発見に (Crasa―

cellites yabei Nlago・ ・・下部層

Glycymeris cishuensis Makiyalra

…。中部層 Liquidambar llrliobungena

…上部層 )よ り古第二紀 と確定 した。五島層群は

岩質の多少の相違により止,中 ,下の二部に分け

ることが出来る。本層は福江島においては島の中

荒川温泉附近の地質図

ι中チt層

法 縛月

玄遭農類

■鳳爆1岩 類

■島花患農類

五島月芦L都

■皇居辟中部

■島層鮮
下部

Ｒ
□

□
□

圃

国

目

幽

目

告

第

二
条

(九大植田芳郎博士原図 )

礫,砂 ,粘土20a-60屁

粗粒玄武岩撃姿f:1   30鶏 +

始新世 |五島層群

奥 浦 層 1 20a十

標層,砂層, ミル ト層

150屁-450協

700m-800競

500屁 +

上部層……砂岩,頁岩,凝
灰岩,炭層岩

中部層……砂岩 ,頁岩の互

層

ド音由醤・・…・黒色頁岩 を狭む

砂岩厚層

(毒猛会慇撲舞岩)

五島花商岩類

砂岩,頁岩互層

古第三紀
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心 を北東～南西方向に中央背斜軸が,孟 っている。

なお本層堆積中五島花商岩類 と称する酸性火成岩

(黒雲母花商岩 ,関緑岩,石英 ,斑岩 )が餅盤 ,

岩派 として盛んに併入 した。これ等は二次的に熱

変質を受けて五島鉱山や田尾鉱山等の端石類 を産

出する。ついで新第二紀に入 り鮮新世の奥浦層が

部分的に堆積 したがほとんど侵食 されて僅かに奥

浦地区にその痕跡が見 られるのみである。この期

間中の火山噴出は荒り||の 南方の中須 および岐宿町

の南方に広 く驚岩類 を流出 した。植 田博士はこれ

等 を五島火山岩類 とした。 しかるに鎌田博士は阿

蘇溶岩に見 られる溶結凝灰岩の特徴にはなはだ類

似する ところから代表的露出地中須 の名を取 り中

須溶結凝灰岩 と命名された。ついで第8_l紀洪積世

に入 り,内山盆地の形成 ,同湖成段丘の発達,二

里木川の河岸段丘ができた。洪積世の初期には玄

武岩の地表流出があり,福江市南方の噴石丘群

(火岳,箕岳 ),荒川北方の三井楽,荒り|1東南方

の富江の溶岩台地ができた。

3.期

荒り|1温泉の湧出回は海岸線 より20れ の豆谷旅

館の前庭に位置 している。海岸線は幅 7れ の県道

の盛土舗装で海水波浪の飛沫 を防止 している。湯

は地表 自然盗流で量 は極めて豊富で 1日 500

t～ 800tに および 6軒の旅館 に配湯 しても

なおあまり流 し放 しで誠にもったぃない話であ

る。泉温は 65℃ ～ 74℃ で温泉 としては中温

度であるが,かな りの高温 と云
′
ってよく,泉温

9℃ の格差があるのは日差 (午後 2時最高 )お

よび年差 (夏季最高 )が あるためであろう。本

温泉の地質は,地表は古第二紀始新世の五島層

群 中部層の砂岩頁岩の互層,地層の走向は北東

～南西,傾斜は西北に20～ 30° ,中央背斜

軸の西翼に位置する。泉源は表面上は水成岩で

あるが地下には五島火山岩に属する工為岩類 と関

係があるのではないかと想像される。 しぃて云

えばこれ等の火成岩の餅盤 MagHlaと 剌収通

じているのではないだろうか。成因はliFi層 性のも

のと思われる。断層線は荒り|1温泉場の無名漢の上

流部を通り荒川港を横断 して対岸の権現鼻におよ

び,そ れから先海岸にそって頓泊に達する見込み

である。この間200れ ～30oれの幅が温泉帯

で海底あるいは陸上に湧出する模様である。温泉

成分は海岸に近接するため濃厚な食塩泉で次表の

とお りである。

NaCl

BrCl

K2S04

N a2 S04

Ca S04

拗gS°4

F e2C03

Al(C03)2

Si02

温泉中に溶解せる固形物質の総量 を現わすのに

普通 1時 または 1〃 中の温泉水を蒸発 させて残 っ

た物質の重量 を云 うのである。

4.施設

五島においては唯一の温泉であるから一度はレ

クリェーシ ョン,ぁ るいは温泉研究の場所 と して

豊貝ザ.F.    荒川温泉場案内図

13,2070ク 時け″ )

0,521‐ 0

0.0192

0.0613

0.656

0,0516

0.2539

0.8986

1.245o

荒 川温 泉 場 案 内 図
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訪れる価値があるものと思 う。交通 としては長崎～

～福江間に九州商船の定期船楓丸,柏丸が朝 (8時

00)と昼 (13時 00)2回 ,料金は 2等で 65

0円 ,飛行機は大村～福江間 2回 2,000円,福江

～荒川間は五島バス会社の 1日 6往復 210円 があ

る。宿泊は町営国民宿合七岳荘 (1泊 1,200円 )

民間宿合は豆谷旅館,竹之屋旅館,中村旅館,上村

旅館,竹中旅館の 5軒で宿泊料 (1,500円 ～ 2,8

00円 )で あるが,以上は昭和 45年 8月 中の調査

である。

B 湯本温泉

湯本温泉は壱岐郡勝本町湯本に所在する。本温泉

の沿革 ,地質,泉況 ,施設等 を順 を追 って次に記述

することにする。

1。 沿革

湯本温泉の発見は荒川温泉の発見に較べ ると夢の

ような遠い昔のことである。土地の古老の話によれ

ば神功皇后 (仲哀天皇の皇后で応神天皇の母,古事

記によれば皇后は仲哀天皇に従って熊襲討伐に4ヒ九

州に趣いたが,天皇が筑紫で急死するや妊娠中に も

かかわらず部下将軍武内宿り爾の議により三韓征伐 を

計 り,新維百済高麗の三王国を帰服 させたと云 う )

が当地に立寄 り本温泉 を発見,部下将兵 をね ぎらっ

たとい う。 しか しこれは伝説であって,後世の

史家によれば皇后は実在の人物ではなく,‐種

の物語 とされている。ついで行基 (668年 ～

749年 奈良時代の修道僧和泉国大鳥郡の人 ,

父は百済王の子孫才智,母は峰田の首長虎身の

長女古爾比売,若年より入信還俗 して僧侶 とな

った後,諸国巡行で社会福祉事業に専念 した篤

志家 )が たまたま当地に巡歴 し本温泉 を発見 ,

近 くに天台宗国分寺 (現声辺町国分郷 )を建立

し, しば しば入浴 したと伝 えられる。 しかしこ

れも伝説のようだが前者と違い実在の人物であ

るから多少根拠がありそうである。室町時代に

なると本温泉も漸次繁盛 し,島民の湯治場 とし

て旅館 も経営 された。戦国時代に入 り肥前平戸

の城主松浦隆信 (1529～ 1599)は 壱岐

の豪族波多氏を破ってこれを松浦藩の直轄地 と

した。

時に国分寺の第 23世住職鉄印和尚はこの地

に国分寺の分院 として温泉山医王院観世音寺 を

建立 し,隆信より温泉 を土地割の代償として経

営権 を貰い受けた。それから代 寺々院の所有地

となった。 しか し明治維新にな り経営に困難 を

生 じたため民間に移譲するに至った。本温泉は

以前は自然湧出で高温 (87℃ )で しかも湯量

時 代 地 層 火 山 岩

紀 世 層  序 厚 山石 質 区 分

第 四・紀

沖積層

河岸段丘

海岸段丘

湖成段丘

士電 岐 層

勝 層本

30れ十 礫,砂 ,枯土

凝灰岩 凝灰角礫岩

上部…石英玄武岩

中部…斑品質玄武岩

下部…薗覧石玄武岩

洪積層 20協+ 礫層, 砂層, シル ト層

新第二紀 鮮新世 90屁～160m

上部…軟頁岩 を主 とこ石

炭片 を狭む

下部…砂岩,頁岩の互層

礫岩 を含む

上部…黒雲母流紋岩

中部 "角閃石安山岩

下部…輝石安山岩

古第二紀 漸新世 500隣+ 硬頁岩 を主 とす 爆斑岩
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湯 本 温 泉 附 近 の 地 質 図

五万分之一図 (松井和典技官原図 )

匝コ沖織層

日 績 積 層

ロヨヨ晨双艦こ凝次角な錯

E亜目主
"玄

武着

極夏ヨ中静ム武蔵

匡 コ 下静 広端
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も多く盛んに地表に噴薦 していたが,大正 8年の

壱岐地震の際に噴出が突然 とまった。あわてた湯

元業者は難井堀進に切替 えて再開発 し,よ うやく

温泉の名目を保つことができた 。現在平山氏外 6

名の共同組合組織で ,こ れ以_Lの湯量の減少を阻

止す ることに努めている。

2.地質

湯本温泉付近の地質については地質調査所の松

井和典技官 (1958年 )の 調査によることに し

た 。

以上のごとく壱岐島の原形をなす ものは古第三

紀漸新世の勝本層である。本層は島の周辺に広く

露出す る便 い頁岩で,かつて勝本町若宮島で二枚

員の Czneacena sp が発見 されたので時

代が漸新世 01igoceneと 決定 された。この

層の堆積中に連斑岩 ,玲岩等の酸′隆脈岩が盛んに

併入 した 。

つ いで暫次海退 となり地表は削は くされたが ,

後海進の時代とな り新第二紀鮮新世の壱岐層が広

く覆 う所 となった。本層の堆積中

にも輝石安山岩や角閃石安山岩 ,

あるいは酸陛の流紋岩や石英租 面

岩が何回となく火山溶岩流 として

被覆 した。新第二紀の終末期には

壱岐島はほ とんど海面下に没 した

が,第四紀更新世に入 り漸次隆起

した。同時に西北部九州 を広 く覆

う同じ種類の流動性の強い玄武岩

の噴出する所 となった。玄武岩は

最初強塩基性の薇撹石玄武岩に始

まり,終わりに酸1生 に富む石英玄

武岩の流出を見た。前者は溶岩台

地を,後者は男岳 ,女岳の辻等の

噴石丘を現出 した。なお第四紀洪

積層は島の西岸に海岸段丘 を,内

陸部に河内川の河岸段丘を形成 し

てレ`る。

3.泉況

湯本温泉の湧出回は海岸か ら約

100れ無名の小り||の 左岸で密集

した住宅地帯の中にあ り,以前は

盛んに地表に噴騰 していたが,大

正 8年 5月 の地震災害

により全 くとまって し

まった。現在ボーリン

グによる総湯 によって

余命 をつないでいる。

井泉ボーリングは 7

カ所に限定されている。

しか し湯量は海岸に近

いためか害」合豊富であ

る。泉温は 57℃ ～ 6

9Cで ボーリングの深

さに正比ヴ」す るようで

ある。湧出の範囲は元

湯を中心 として 100
0ぽ の地域で方向は北

北西～南南東 (西触 ―

岳の山一南触一立石一

仲触 )の湯本断層線に

そうようである。昭禾ロ

「中
一」卜に脚一キ

長
島

Ｓ
、

ｏ
９
　６０ハＵ

い一し　ｖ神い

ｖ耕
ゴ
辻
　
ｖ　
ｖ

ｖ

ν
ホ

営

，
　

ｖ

第

Ш
系

２

都

軒

第

二
索

）

口
瀬
悠

田̈）百
ぃ
組
Ｖ　
）
田

莉
第
二
糸

試 錐 柱 状 図
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27年 6月 九大教授小田二三男博士および九電青

木勇技師両氏の指導で地熱発電計画の目的でおこ

なった試錐が勝本層上部に併入 した連斑岩Lam―

prophyre(こ の地点 190れ で機械の故障で

中止 した )に 達 したが,こ の時の泉温 8 9ucな の

で泉源は上掲岩石の Magmaに 由来するのでは

ないかと想像 される。なおこの時の試錐柱状図

BOring polar map は月u図 の通 りで ある。

温泉成分は五島の荒川温泉 と同様の強食塩泉でハ

ログン化合物 として沃素を多量に含右する。これ

は海水の浸透によることを示 している。成分は次

のようである。

NaCl   13,2070ク 時(ツ 〃)

KC1       2.3105

NJ4C 1    0・ 0290
1Cl     l.lo6 4

NaК 03    1・5438

Na2 S04  0。 1516

晦 S°4   0・ 0178

H2Si02   0。 7147

(注 )成 分表は溶液 1ゃあるいは 1影 中の国形

物の総量を示す。

本温泉の効能書によれば胃腸病,皮膚病に特に

湯 本 温 泉 場 案 内 図

海 老 備 ひ j駒 出本漁

効能が顕著であるとされている。

4.施設

湯本温泉は壱岐においては唯―の温泉であるた

め冬季ならびに夏季の農閑期に農民漁民の湯治場

所として賑い,ま た春秋の候には島外か らの観光

客が先ずこの地を憩いの場,宿泊の拠点としてい

るほどである。宿泊入湯設備は平山旅館,長山旅

館,海老館,千石荘,東屋旅館,辻川旅館,高峰

旅館の 7軒 と町営国民宿舎壱岐島荘がある。宿泊

料は 1,200円 より2,500円 までである。交通

としては本土と壱岐島間は九州商船の定期便があ

り博多～郷の浦間は8時00と 13時00の 2回 ,運

賃 490円 ,呼子～印通寺間のフェリー10時 3o

と14時30の 2回,運賃 420円 ,航空便は全 日

空の福岡～壱岐空港に2回 ,運賃 1,100円 ,島

内は壱岐交通会社のパスが1日 10数回に循環運

転されている。

む す び

荒川,湯本両温泉は成因および成分が同一であ

ること,す なわちいずれも断層線上に湧出する断

層性温泉である。成分上も両者強食塩泉で,前者

は含臭素食塩泉,後者は含沃素食塩泉である。泉

源は荒川温泉が火山岩の溶結凝灰岩の

陥 gmaに 由来するものらしく,湯本温

泉が半深成岩の爆斑岩の脈岩magmaに

由来するもののようである。なお,も っ

とも両者の相違点は前者は発見が近々 5

0年で湯量豊富かつ高温で将来性がある

のにひきかえ,後者は壱千余年の歴史が

あり,湯量泉温 とも逓減 していく老衰現

象があって将来性 を危惧 される。これら

は地形学的に云えば前者が幼年期温泉で

あるのに対 し後者は老年期温泉 と称すべ

きであろうか。

いずれに しても両温泉 とも交通不便な

離島にあって庶民の憩 いの場 療養の地

として親 しまれていることは誠に幸 いな

ことである。終わりに筆者の今回の調査

に協力して頂いた島の人 々に厚 く感謝の

礼を述べる次第である。
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