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はじめに

長崎県の島原半島には,小浜温泉 (食塩泉),

雲仙温泉 (硫黄泉),島原温泉 (重曹泉一重炭

酸土類泉)な どの様々な泉質の火山性温泉が,

ほぼ東西に配列 している (図 1)。 その中でも島

原半島西岸に位置する小浜温泉は,多量の熱水

と蒸気を噴出していることで有名であり,島原

半島世界ジオパークのジオサイ トのひとつであ

る.島原半島の温泉の地球化学に関する研究は,

太田 (1972,1973,1975,2006),大 沢ほか

(2002),大沢 (2006)な どが知 られている.島

原半島の火山性温泉の生成機構としては,太田

(1972,1973)に より,橘湾深部のマグマ溜ま

りから供給されたマグマ発散物が東側に斜めに

上昇する過程で減圧沸騰による気液分離や地下

水に接触 し温度低下による分別溶解がなされ,

図2.雲仙火山の火山性温泉の生成系列
(太田,2006)

順次成分の分化を起こすというモデルが提唱さ

れ,現在最も良 く知 られたモデルのひとつであ

る (図 2)。

温泉沈殿物 (湯の花)は,温泉水に溶存 して

いる成分の溶解度が,圧力,温度低下などによ

り減少 して沈殿 したもので,炭酸カルシウム

(石灰華)や シリカ (珪華)が一般的である.

温泉沈殿物の鉱物,地球化学的研究は,熱水中

での微量有用金属の濃集,挙動 (浅熱水鉱床の

成因)や主要な温室効果ガスである二酸化炭素

(C02)の肖1減のための地下貯留などに関する

基礎知識を得ることができるので重要である.

さらに,沈殿物の化学組成の経時変化を調べる
図1.島原半島の温泉分布図 (太田,2006)と

湯本源泉 (小浜歴史資料館敷地内)の位置
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ことで,火山活動の状態を把握することができ

る可能性がある。小浜温泉では,温泉沈殿物と

して炭酸カルシウム鉱物のひとつである,あ ら

れ石 (霰石)が多 くみられることが知 られてい

る (太田,1973)が ,そ の詳細な化学組成や生

成機構に関する研究はほとんどない.そ こで本

論文では,温泉水と関連する温泉沈殿物の特徴

を述べるとともに,温泉沈殿物の生成機構に関

して考察する.

1。 湯本源泉 (小浜歴史資料館敷地内)の概要

小浜温泉の源泉数は1945年頃より,温泉の熱

を利用 した製塩事業が盛んになったため,1948

年には総数約100本であったが,多量の温泉水

の採取にともなう自噴の停止や泉温低下のため

揚水規制が実施された.そ の後,製塩事業の閉

鎖とともに源泉の整理が行われ,1984年には源

泉総数は計29本まで減少した (湯原ほか,1986).

現在は約25本の源泉が存在する.小浜温泉の源

泉は,全てボーリングによる掘削井で,深度80

m前後の ものが多 く,最深井 は184mで ある

(湯原ほか,1986).

本研究では,小浜歴史資料館敷地内に位置す

る湯本源泉を研究対象 とした (図 1)。 この源

泉は1944年に深度66mま で掘削 (そ の後,深度

90mま で掘削)さ れたもので,湯本興業が製塩

事業のために使用 していた.地表から内径10cm

のステンレス製パイプが深度約60mま で挿入さ

れており,現在は自噴 した温泉水を約 6m上の

源泉 タンクに溜めて,源泉の周囲約200mの 範

囲(源泉から180m付近に中継槽あり)に ある20軒

図 3。 湯本源泉のステンレス製パイプ内に付着し
た温泉沈殿物

図 4.高 さ約15mの湯柱を吹き上げる湯本源泉
写真右下から源泉口にのびる線は,圧縮空気
を送っているチュープ.自 噴の再開後に,源
泉口にあるバルプを開鎖して,温泉水を石垣
の上にある源泉タンクに送りこむ.

ほどの民家に温泉水を供給 している。地下から

源泉タンクまでのステンレス製パイプ内は,温

泉沈殿物の付着 (図 3)に より詰まって温泉水

の湧出量が減少するため,約 2週間に一度 (源

泉タンクから中継槽までの配湯管は約 3ヶ 月に

一度),パ イプを分解 して,2-3人 の作業員が数

時間かけて沈殿物除去清掃作業を行っている.

地表から地下に挿入されているパイプの清掃は,

源泉口に栓をして自噴を停止させた後,小型井

戸掘 り用の掘削機で深度18-20mま で掘削 して

除去する.そ れ以深では,沈殿物は付着 してい

ないようである。源泉回と源泉タンクとを接続

しているパイプなどは,数mご とに分解 してタ

ガネやハ ンマーを使用 して人力で除去する.自

噴を停止 した温泉水は,清掃終了後に源泉日か

ら深度約60mま でチューブを挿入 した後, コン

プレッサーによる圧縮 した空気を吹き込み,パ
イプ内の温泉水と空気とを混合させることで比

重が軽 くなるので気泡とともに揚湯され (エ アー

リフトポンプの要領)再び自噴を開始する。そ
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の時,約 15mの 湯柱が上がるので迫力がある

(図 4)。 この湯柱は,清掃日の夕方に一般の方

も見学することが可能である.自噴の再開を確

認 した後にチューブを引き抜き,源泉回のバル

ブを閉鎖すると,温泉水は源泉タンクに注ぎ込

まれる.こ れで一連の清掃作業は終了する。

2。 湯本源泉の温泉水の特徴

湯本源泉の調査は2010年 7月 14日 午前 8時に

行った.温泉水が源泉タンクに注ぎ込む位置に

て熱電対デジタル温度計を使用 して温泉水の温

度を測定 した結果,100.1℃であった.こ の温

度は,湯原ほか (1986)に よる1984年 8月 1日 一

3日 に実施された小浜温泉の温泉水調査時の泉

温範囲51.8-99.6℃ (90℃以下の 2源泉を除 く

と他は全て沸騰温度かそれに近 く,平均93.9℃ )

の最高温度と類似する。温泉水を汲み取 り,そ

の場でガラス電極pH計を使用 してpHを計測 し

た結果は,pH7.90の 弱アルカ リ性であった。

この結果は,湯原ほか (1986)が報告 した小浜

温泉温泉水のpHの範囲 (pH7.32-8.52)に は

いる。

湯本源泉の温泉水の化学組成は,雲仙市役所

に温泉分析書 (表 1)を提供 していただいた。

泉質はナ トリウムー塩化物泉 (食塩泉)であり,

大沢ほか (2002)が報告 した小浜港の海水組成

(採集 日,2000年 12月 13日 )と 比較すると,図
5が示すように組成比は海水と類似 している。

この結果は,湯原ほか (1986)が報告 した組成

データと同様で,彼 らは小浜温泉の地下の温泉

水に混入する海水の混入率を21%-38%と 計算

している.つ まり,湯本源泉の温泉水の特徴は,

弱アルカリ性の高温ナ トリウムー塩化物泉であ

り,そ の主要組成比は海水に類似 しているとい

える.湯原ほか (1986)は, さらに地化学温度

計から,地下の貯留熱水の平衡温度を計算 して

おり,そ の温度範囲は187-202℃であると報告

している.大沢しまか (2692)lま , 2000年 12月 13

日-14日 に小浜温泉の温泉水やガスを採集 し,

水素や炭素同位体組成を含む詳細な化学組成分

析を行っている.そ の結果,小浜温泉は,基本

的に海水と天水性の地下水の混合物であるが,

長崎県小浜温泉の温泉水と温泉沈殿物の特徴

表 1 温泉水 (湯本源泉)と海水 (小浜港)試料
lL中 の溶存イオン組成と分量 (mg)

湯本源泉の温泉水の分析データは,雲仙市役所よ

り提供を受けた (採水,調査日 :2009年 3月 6日 ).

小浜港の海水の分析データは,大沢ほか(2002)に

よる. n.a. 〓 not analyzed.

ぷ 40

'30

Na+    麟    M♂ +   Ca2+   cl‐    s012‐   Hc03‐

溶存主要イオン種

図5.温泉水 (湯本源泉)の溶存主要イオン成分
比の海水 (小浜港)と の比較
湯本源泉の温泉水の分析データは,雲仙市役
所より提供を受けた (採水,調査日 :2009年

3月 6日 ).小浜港の海水の分析データは,

大沢ほか(2002)に よる.

約200℃ で地下の貯留層岩石 と相互作用を起 こ

して変質 している.ま た,貯留層内の熱水には,

マグマ性ガス (二酸化炭素やヘ リウム)の混入

が認められると報告 している (大沢ほか,2002).

3。 湯本源泉の温泉沈殿物の特徴と生成機構

2010年 7月 14日 の調査では,地表付近のステ

ンレス製パイプの内壁に,厚さ18-19mmの 自

色温泉沈殿物が付着 (図3)し ているのを確認

し,試料を採集 した.こ の沈殿物は,前回の温

泉沈殿物清掃日から16日 間で沈殿 したものなの

水 (湯本 源 具 ) 海水 (小浜 港 )

温度 (り 16.8

DⅡ値 8.2 8.3

溶存陽イオ ン種価ω

リチウムイォンGめ 7.4

ナトリウムィォン∝aつ 2591.5 9880

カリウムイォンαめ 325。7

アンモニウムイォン佃Elつ 2.4

マグネシウムイォンQ駿2■
b 128.8

カルシウムイォンCa2■b 125.0

ストロンチウムイォンCSr2● p

マンガンイオンOL2■ p 0.5

鉄イオンCe2■,Fe3■b 0.3

亜鉛イオンCn2●b

溶存 陰イ オ ン種 価ω

フッ素イオン0 0.3

塩素イ オ ン(Cl~l 5162.8 18600

臭素イオンCBF) 4.4

硫酸イオン00/) 310.0 2140

リン酸一水素イオンCIIP04 0.3

炭酸水素イオンCECOD 88.0 157

炭酸イオン(00R2) 21.0
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で,途中で溶解などがないと仮定する1日 あた

り1.13-1。 19mmと いう早い速度で沈殿 したと考

えられる.沈殿物試料の表面を研磨 して反射顕

微鏡で観察すると,沈殿物 は微細な針状結晶

(5脚 ×25脚 -150岬 ×2300岬 )の鉱物か らなる

ことが確認された (図 6).

炭酸塩 (MeC03)は , 2価の陽イオン(Me2+)

とC032-と がィォン結合 した結晶であり, 2価

の陽イオンとその周囲に配位 している酸素 (○ )

のイオ ン半径 との比で結晶形が決まっている

(表 2).Caよ リイオン半径の小 さいMe2+の 造

る炭酸塩の結晶形は方解石形のみで,Caよ り

図 6。 湯本源泉の温泉沈殿物 (針状あられ石)の
反射顕微鏡写真

イオ ン半径の大 きいMe2+の 造 る炭酸塩は, あ

られ石形のみである.Caの 炭酸塩である炭酸

カルシウム (CaC03)を 主成分 とする鉱物の

み, 3つ の異なる結晶構造 (鉱物種)が存在す

る。三方晶系の方解石[酉己位数 (Caの周囲の○

の数)=6],そ の多形 (例えばダイヤモンドと

石墨との関係の様に,同一の化学組成でも結晶

構造が異なるもの)と して斜方晶系のあられ石

(配位数 =9),そ して六方晶系のファーテラ

イ ト (配位数=6)で ある.方解石は常温常圧

で安定であるが,あ られ石は準安定 (常温常圧

の条件で結晶化されないという意味ではない)

で, ファーテライ トは不安定であり天然で産出

することは極めて稀な鉱物である。

沈殿物試料の薄片を作成 して偏光顕微鏡観察

を行った結果,今回採集 した温泉沈殿物は全て,

あられ石 (あ られ石のみ光学的性質は二軸性な

ので,一軸性である方解石, ファーテライ トと

識男Jさ れる)か らなることが半J明 した。さらに,

東京大学地震研究所の電子線マイクロアナライ

ザー [EPMA,」EOL-8800R,加速 した電子線

を物質に照射 した時に生 じる,特性X線のスペ

クトルに注目して,電子線が照射されている微

小領域 (本研究では径10硼)に於ける構成元素

の検出と,各構成元素の濃度をほぼ非破壊で分

表 2 代表的な炭酸塩の化学組成式と結晶形 (北

野,1990を 改変)

化学組成を分析 したところ,パイプの内壁に接

した部分 (最 も初期に沈殿)か ら最外部 (最後

に沈殿)の範囲で,組成に顕著な変化はなく均

質であり,そ の組成はカルシウムを主成分とし,

ス トロンチウム (Sr), ナ トリウム (Na), マ

ンガン (Mn), リン (P),珪素 (Si)を 微量

に含み,天然の鉱物としては比較的,不純物を

含まない理想組成であることが判明した (表 3).

天然の炭酸カルシウム鉱物に含まれる微量元素

を測定すると,表 2に示 したように,カ ルシウ

ムよリイオン半径の小 さいMe2+の 造 る炭酸塩

の結晶形は方解石形のみなので,方解石の中に

はカルシウムよりもイオン半径の小さいMe2+

が,あ られ石の中と比較 して多 く含まれる (北

野,1990).逆に,あ られ石の中にはカルシウ

表3 電子線マイクロアナライザー (EPMA)に
よる,湯本源泉の温泉沈殿物の代表的な化学
組成分析値

丁otalの値は低いが,約43wt.%は , EPMAで は

定量することのできないC02で あると考えられる.

b.d口 l.〓 below detec」 on lim忙 (今回の測定条件
では,約0.04 wt.%以 下).

池端 慶・太田一也
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^よ
りもイオ ン半径の大 きなMe2+が 多 く含ま

れる (北野,1990)。 本研究のあられ石の中に,

カルシウムよりもイオン半径の大:き なス トロン

チウムが,微量元素としては比較的多 く含まれ

るのはこのためであると考えられる.

小浜温泉の温泉沈殿物には,あ られ石が多 く

みられることは古 くから知 られているが (太田,

1973),な ぜ,あ られ石のみが沈殿 して方解石

やファーテライ トが沈殿 しないのであろうか.

日本各地の温泉でみられる温泉沈殿物には,方

解石とあられ石とが共生 しているものも知 られ

ている (Sunagawa et al。 ,2007;平野ほか ,

2009)。 温泉水からの炭酸カルシウムの沈殿は,

一般的に以下の式 (1)に示されるように,温

ca2++2HCOr‐→Caco3↓ +H20+C02↑  (1)

泉水に溶存 しているC02の 脱ガス (C02分圧の

減少)が重要である.沈殿する炭酸カルシウム

の温泉沈殿物の鉱物種を決定する要素には,溶

液 (温泉水)の温度,溶存C02の脱ガス速度 ,

化学組成などがあげられる (北野,1990)。 こ

れらの要素に関する研究は,世界中の化学系実

験室において様々な実験条件で行われている.

最初に温度の影響に関 してだが,図 7に 実験

室において,Ca(HC03)2溶 液を様々な温度で

放置 した場合に晶出する炭酸カルシウムの鉱物

種の割合 (北野,1990)を 示 した.低温では,

100

~0   20   40  60   80  100

晶出温度 (℃ )

図 7。 実験室において,Ca(HC03)2溶 液を様々な

温度で放置 した場合に晶出する炭酸カルシウ
ムの鉱物種の割合 (北野,1990を 改変)

長崎県小浜温泉の温泉水と温泉沈殿物の特徴

方解石のみが晶出するが100℃ に近い高温では,

主にあられ石が晶出することが分かっている.

また,不安定で自然界では存在 しにくいファー

テライ トが40-60℃ と100℃ 付近で晶出すること

が確認されている.一般的に,同一化学組成を

もつ溶液 (温泉水)か らは,高温ほど炭酸カル

シウムの生成速度が速いため,あ られ石が晶出

しやすい傾向がある (北野,1990).次に,溶

存C02の脱ガス速度の影響に関 して述べるe太

秦・北野 (1952)に よると,北海道二股温泉の

温泉水をビーカーに採集 し,一方では静止させ

ゆっくり炭酸カルシウムを晶出させると方解石

のみの沈殿物がみられ,他方では温泉水を激 し

く攪拌 してC02を速やかに逃失させると方解石

の他に,あ られ石の晶出が確認された。つまり,

この場合においても炭酸カルシウムの生成速度

が大きいほど,あ られ石が生成されやすいこと

を示 している.最後に化学組成の影響に関 して

だが,北野 (1990)に は,実験室で行われた炭

酸カルシウムの鉱物種形成におよぼす,母液中

の溶存無機イオンの影響に関 してまとめられて

いる。彼は,H20,Ca2+と 溶存炭酸物質以外に

何 も含まない純粋なCa(HC03)2母液に,様々な

元素を添加 して,そ の影響により,どの結晶形

の炭酸カルシウムが晶出するかに関 して詳細に

研究 している。その一例 (表 4)を紹介すると,

ca2+ょ リイオン半径の小さなMg2+ゃ cu2■ などが

炭酸カルシウムを生成する母液中に添加される

と,そ の母液からは, 自らはその結晶格子に入

ることのできないあられ石が晶出し,自 らが入

りやすい方解石形の炭酸カルシウムの生成を阻

止する.反対に,Ca2+ょ リイオン半径の大きな

Pb2+ゃ Ba2+な どが母液中に添加されると,そ の

母液からは,自 らは入ることのできない方解石

が晶出されることが判明した.こ の傾向は, 1

価の陽イオンや陰イオンについても全 く同様で

ある (北野,1990).し たがって,温泉水に溶

存 している各種イオンの濃度は,温泉沈殿物の

構成鉱物種の決定に対 して重要な事項であるが,

天然の温泉水には多種類の陽イオン,陰イオン

が含まれているため,どのイオンが最も影響を

及ぼすかについては非常に複雑で,上記の実験

０
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室の結果のように単純ではない。Kitano and

Hood(1962)の 研究結果によると,海水中の

溶存無機化学成分に関 してはMg2+が 1.2g/1溶存

しているため,他の全ての無機イオンの影響は

なくなり,海水中での無機化学過程では,常に

あられ石が生成されることが分かっている.

以上の室内実験結果を考慮 して,本研究の温

泉沈殿物の形成機構に関 して考察 してみる.小

浜温泉の湯本源泉では,100° C以上の高温の温

泉水が地下深部から高速で自噴 しているため
,

急激にC02の脱ガスが起 こり炭酸カルシウムの

生成速度が速 くなり,炭酸カルシウムの沈殿物

表 4 代表的な炭酸塩の結晶形と溶存イオンが晶
出する炭酸塩の結晶形に及ぼす影響 (北野,

1990を 改変)

として,あ られ石をパイプ壁に沈着させたと考

えられる。さらに,温泉水の化学組成比は,海
水の組成比と類似 しているため,あ られ石のみ

を形成 しやすい条件が増 したと考えられる.ま

た, これらの条件が少なくとも16日 間は継続 し

ていたため, ほぼ同じ組成のあられ石が晶出し

続けたと推測される.

おわりに

小浜温泉の湯本源泉の温泉水は泉温が約 100

℃と高温であり,そ の泉質は海水の化学組成比

と類似する弱アルカリ性の高温ナ トリウムー塩

化物泉である。 100℃ 以上の高温かつ海水と類

似 した組成比をもつ温泉水が,地下深部からの

自噴により,溶存 しているC02の 急激な脱ガス

が起こるため,炭酸カルシウムの生成速度が速

くなり,炭酸カルシウムの沈殿物 として,比較

的均質な組成のあられ石をパイプ内に沈着させ

たことが明らかになった。本研究では,16日 間

という短期間に沈殿 した沈殿物を扱ったが,長

期間の組成の経時変化がみられるか,そ の組成

変化が火山活動と関係するのか,な どに関 して

は現時点では不明である.ま た今回,沈殿物を

採集 した場所は地表付近のパイプ内のみであり,

例えば源泉 タンクか ら各民家 に配湯 しているパ

イプ内の沈殿物 は, この場所 とは沈殿条件 (温

度,C02の 脱ガスの程度など)が異なっている

ため,異なる種類9組成を もつ温泉沈殿物がみ

られる可能性がある。 さらに,小浜温泉の他の

源泉には,明 らかに本研究の沈殿物の組成 とは

異なると予想 される褐色の温泉沈殿物 もみ られ

る.今後 はこれ らに関 して,さ らに詳細な研究

を行い,温泉沈殿物の形成機構の系統的な解明

を目指 したい.
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