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．　　　　　暫　　　　　・　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　．●i

　　　　　　　　　　略’”幽

’

　　・’も◎，

　　．「戦，

，・・ i陰’

・盗

｛ll

．：i

Gl

’



ら

所‘．在

分析
．性

　　　嶽　．・・．温

；地　　｛青森懸中津靱帯岩木栂

者　　束京衛生試瞼班・（明治十．四年）

　　　毛混ス反回ハ強酸性ナリ
原泉濃度　　．8き、9。

　　　　　　　　．成’■分

　　固形物緯量　　約．

泉．（嶽ノ湯）．

無色澄明酸味ニシテ臓キ亜擁酸臭ヲ放チ硫起ホ田臭ヲ

勅ン表．鰻翻夏真影テ鋤
力亭オン篭　　”．・

　水素イオン（H．）≧．．．＿．＿・∴＿

　カリウムイオン（K’、＿＿卯．．．．

　ナトリウ蚤イオン‘】町a’）∴…＿
Jルチウムィオン（Ca●●）．＿＿．

マゲネシウムイ才ン｛Mgう．…

』グラム　　　ミ9・モール

0，0098　　　，9，7030

0，01ユ2　　　　0，2S6工

0，1868．　8，1041
．0，1753　　　　4ゴ3716

0，0392・　　　1，，6092

1，ε0グラム（一リ’・一｝ル中γ

曇りグラ桑

9，7Q30

Q，2861
8，10壬1

8，7432

3，21S亟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，05昏S．
．アニオン』

　クロールイォ・ン（Cr）．．．．。．．．。．．．　　0，7083　．19，9SO2　　19，9802

　ヒドロ硫酸イオン（HSOポ｝＿＿　0，9466　　9，7507　　9，7507
　硫酸イォ・ン（SO‘”）＿＿＿．．．＿　．0，0176　　0，1832　　0，3664

　　　　　　　　　・　　　　　．　鴨　－「　2，09娼　「53，9S81　　30，0973

　棚酸（メタXHBO2）．．，．．，。．．＿…、0，0561

　　　　　　　　　　　　　　　2，1509
　其’他　　・アルミニウムイオン及ヒドロ燐酸イオン1ノ各痕跡

盛二二（蠣雰9蕃碧究羅＝編儲弊）

ク旦rルカリウ・ム（Kql）．．．＿．∴．一＿∴罰…＿

ク．ロ・〒ルナトリウム（XaCl）．、。＿」“・轟…；｛鴨。・

クロールカルチウム（CaC1の納＿，・∴…．…・・

クロールマグネシゥ．ム（MgCly）．。．．．｛．．．＿心

硫耳棄カルチウ・ム（CaSO4）軸。軸・・“・。・。脚一・・≧・叫・

遊離硫酸（H2SO4）．。＿＿．。．，＿．、．．．・＿………

劒酸（メタ）｛耳BO2）．．一…＿＿．．・……・9…・

　グラム

O，b214

0，4740

．q465D

O，1530

わ，0250『

0，9564

0，0561

2，1509

下風．呂　鑛．泉（冷）
灰
分
性

在地
析者
　　状
　　比

青森懸下北郡風間浦村大字下風呂
東京衛生試瞼所（明治三十六年）
無色学奇1織味酸農虞ニシテ微二敵轍1生ヲ帯フ

重．　　1，003（艮70）．幽

　　　　　成　　　分「

固形物総量　　約4ρ3グラム（一り’＿ト～し刺

赫ン表．（委総謙簸裏ラ鋤
カチオン

　ホ素イオ・ン（正r｝………………
　カリウゐイオン（1（●）…＿．．．，・．

　ナトリウムイオン侭aう．．「＿＿

　アゐ毛ニウ轟イオン貸Hの＿
　カルチウムイ才ン（嗣㌔。う＿＿
　マグネシウムイオン（Mg”1．、、
　フエルロイオンρ1’・・’う．．．、＿．…

　アルミニウムイオン（A1・つ＿・

：アニオン

　クロ・」ルイ才》（C1’）．＿．∴．＿9

　ヒドロ硫酸イオン（HSO‘’）＿＿
　礁藝麦イオ㌦ン（SO♂’》＿＿．♂．＿．．．

グヲ轟

0，0038

0，1050
0，8786

0，0067

02424
0ρ512
010UO
O，0126’

遷りモ早ル

3，7623

2，6820．

38，1171
0，371患

6ρ449
2，101S

Q，1968

0，4649

…リグヲム

當　　量
．3，7623

2，6820

38，1171
0，3714

12，0S98
4，2036
0，3診36

1β947

1β705
0β636
0，3120

63ρ145

52，7645　　　52，7645’

3，7458　　　3，745S

．9，2480　　．6冒49GO

塵類表礫雰今繋駕繋藩鹸誌硬論）
　　　　　　　　　　　　　　　・　　．　　　Lク’ヲム
クロールカリ．ウム（KC1）＿＿，。．＿．＿＿∴＿　　0，2000

クロ「ルナトリウみ（XaC1）．．し。＿‘，＿．＿＿，．．．2，2300

礪酸（メタ》‘HBOの鱒．＿．。＿．．．．

珪酸（メタ）（H3S五〇3）＿＿．＿．．

3，857生

0，2㌘87

0，1687

113，4991～　　63，0063

クロールアムモニゥム（XH｛（遼）＿＿＿遍堕．　0ρ皇00

クロールヵルチゥム（CaC12｝＿．、＿．∵．“＿＿0，4100

ク．ロール・マグネシウム（MgC12）．．．．、．∴．．．．．帆．0，20QO

硫酸カルチウム（eaSO4）；＿＿＿。、．．。＿＿＿　0，3200

硫酸憲丘酸徽二三（FeSQ‘》＿．＿．．．．．＿．．．＿．．．．．．　0，0300

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕。の．．＿．．｝．．b．　0，0800

遊離硫酸（H・sg・）・・……・……一一…・…o・367生

畷（〃）（HBO・）・・…・………。：一，・・セー．0・2787

瑠…酸（メタ｝叱H＝Sio3）　＿＿＿．．．＿∴．．ゼ＿＿　　0，16S7

4，30娼

4β048

・＿＝2．　一

．5



所在地
分析者性　　　状

比

風　間

．固形物縄量

浦鑛泉
費森縣下北郡風間浦村大字易固1湖字面ノ上五十一番地
凍京衛生試駄所｛明浩三一1一七年）

簸灘譲蓬難伽騨ヲ三二噸ナ．’．
重　　1・oり5く1じ。，・　　　　　　　　　ノ

　　　　　成　’分　．．，　・

層イオシ表（委聡晟鼓嬉実ラ鋤

’カチオン

　カリウAイ才γ（1く’）．．．堕。＿．．．

　ナト1．リウAイオン（Na，り．．．＿．．．

　力聖チウムイ才ン（C甜’）　・…自

　マグネシウムイオン（M9”）＿
　フ鵠ルロイ才ン（Fu”）．＿∴．．．．．．

　アルミニウムイオン（A1’つ…

グヲあ

．0，225S

195749

0，515S
O，14SL）

0，0121
0，（〉⊃G5．・

フニオン
　クロールイオ・ン（Cl’．》。．＿．＿＿　2，5131

　．硫酸イオンISO4っ．6．．．，．．．．．．鱒．」■0，950S

　．．ヒドロ炭：酸イォ・ン（HCOδ’）＿　　1．3306

翼ワモール

5．ケ6ケ6

63，3254

12，8623
6，0755

0，2165
072399

’約6，gsグヲみ（一’ E弥μ11）

ミリグラム
’駆　　量

5．767け

63，325聾

25，7256
1251510

　0，4330
　0，7197’

70，S914

’9，S980．

22，6291

113，1223

70，S91・玉

19，7geo
2206291

196，9062　113，3165

盛類弱く礫雰9蓉蟹蒐回議晒首次）

クロールカウウム（KC【）．鱒．鱒．．い．い．い

クロールナト1 潟Eム《y“C1）＿＿＿。

重炭酸ナトリウゐ（翫且CO3）＿．．．．．．．

石刷酸カルチウ」ムくCαSO4）　。騨，．．＿．．．…．．．

硫酸マグネ3ノウム　〔MgSO鼎　　＿，．。…・

重炭酸カルチウム［Cα（HCO3距1＿．＿

重炭酉館丘酸化槻［Fe（HCO8）2】．．．＿＿．

硫酸アルミニウム〔A1式SO6）5】．．。．＿．．．

　　　　ゲヲA
．，．．鴨．　　0，・L300

．．．．．．．．．3β100

・……
Do・213働

．．．＿．．　0，4600

．＿．．．　0，7“00

。．．．．．．．　　1，53S3，

＿’Q．．　0，03Sあr

．＿＿．　0，0L10

珪酸（メタ）（H2Sio3）。．．．．＿＿．

7，3276

0．0312

遊離炭酸（co・）、………………

7，35SS

1，1435．・．25，939）

．8，5023　　　　〆

珪酸（メタ）（正13Sio3⊃　韓．・・。・。．・。．・…　5・・・…　∴・●＿＿9∠⊇三三1旦

遊離炭酸（CO2｝．、．＿＿．．

　　　　　　　　　7，35S＄
．．＿．＿．＿．．．．。．＿．．．　1，1435

　　　　　　　　　8，5023

所在地
分析者
性　　　状 殆ト無色清澄微量硫化水素臭ヲイ：fシ味微誠苦床ニシテ

之7振盛スレハ大昌氣泡ヲ登揚ス．

　　　　　　威　　　分
固形物纏量’ @納　16，83グラム（一リートル中）

浮怯b寺鑛’転
業鰭計器糠譜謙海嶺犠土

イオン表（蝉無熱簸影藤
・カチオン

　→・小’リウゐイオ・ン（Nξ」う．＿瞬・＿

　カルチウAイオン（C“つ＿∴
　マ・グネシウムィ才ン（Mg”）．“

　アルミニウムイオン（A1のつ＿

1アニオン

　クロールイオ・ン（Cl’）＿＿．．＿．

　硫駿イオン（SO4”》＿＿．．．＿・㌔．

　ヒドロ炭酸イオン（H：CO3’）＿

　グラム

4．oo67
’0，50象7

0，篭597

0，1231

6，些714

1，5把1

0，6SO6

リモール

173，8265
12，5S60

　6，555S
　4，5壬2垂

…9ゲヲム
．雷　　　髭

173，S265
25、1720

13，1116

13，6272

1S2，～501

16ρ535
11，1555

225，7373

1S2，550比

32，1070

11．1155

　　　　　　　　　　　　　　13，4SS3　　407，269S　　225，S126
’棚百餐（メタ｝（H二BOハ　　．．．．，．。。．．軸　　3，0306

着…酸（メタ）（H：2Sio3）．．．。．．．．。．．．　　0．0613

　　　　　　　　　　　　　　16，5SO2
・遊富崔炭酸（CO2）　．．・．．。ウg．．鱒．．．．．●　　2，1395．．．4S，6250

　　　　　　　　　　　　　　1S，7197

共’他　　蜀一ド，茄酸及ヒド9燐酸ノ各イオン痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ麺類表（聖欝9血餅齢識繍1喜弊）

　ぞ口「一ルナトリウム｛yaC1》，……・・…・…韓

　クロr一ルマグネシウム．（＝～lgC12）。．．．．。。．．．。．．。。

硫酸カルチウム（C島SO‘｝・。……・＿・＿．r…．鱒

硫酸マグネシウムいlgSO｛）　＿＿…．＿＿．．

∫重炭酸カルチウム［C“CL工CO3》3】．．．＿。闘＿一．

硫酸ア’レ　ミ　ニウム　［A12（SO己）3］．．●．韓．。．．閃．．騨．．

棚酸（メタ）（H80ま》．．＿＿．．．＿・＿…．＿…．．

珪酸（メタ｝（H：2Sio3｝　…＿＿・…・∴鱒……㌦鱒

　ゲ，ゐ

10，1693．

0，・＆152

0，95L1

0、2671

0，903S

O，77S9

3，030β

0，0δ13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，16ε5SO2

遊離炭酸（CO3）…＿＿．．一・・＿一……・・…・＿2・1395

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1S，7197

』・　3　・』



’所

分
性

‘

在’地
析　者
　　．；伏

　　七

二’ q・．・鑛．・泉、（冷『）

．岩手縣和賀郡三タ子村字旧館
　東京衛佐試瞼所（明沿二十三年）

異臭ナク微二苛性敗飲味ヲ帯ヒ反謄・・酸性ナリ煮沸スレハ

蜜メ鵬1多糊粘綿聴ヲ析出ス

　　　　　歳1　分・．
．固形三三量約1，60めム｛詮リートル中｝

‘骨ン蓑（掛継卦戴嫉ラ鋤
　力野オン
　　：オ瞭イオン（H．）…，∴．∴．∵＿＿
　　カリウムイ：者●≧！く1《：．）韓。，●，●鱒．●．

　　ナトリウ轟イオン（｝ζポ）．．．，＿．．

　　：カルチウみイオン（G擢’》㌔．」．．；

　　マ「グネシウムィオン（M9”）一魎．
曳　　フェルロイオン｛Fe’。）　．．．．＿．＿

　　アルミニ．ウムイ．オン（A1・・。》・＿

　　　　　　　　　　　　’　フニオン
　　クロrルィオン（cr）．．．＿・．＿．
　　七ドロ硫酸イオ・と！（H：SOご）　。唖．
　　．犠酸イオン（SO4つ．．・．。．．．．．．げ．。．．

グラム　　ミリモール　　差yグラ皇

0，0010　　　　0，9901　　　　0，9｛ゴ0↓

0，0155．　　0β959　　　0，3959

0，0297　　　；1，28S5　　　1，2SS5

0，14ケ3．． @＄，6学33　　　7，34C6

0，0139　　　0，5706　　　1，1412
．0，0453．’　0£10壬　　　1，620S

O，105S　　　　3，9041　　　11，7123

24，4954

0，0180　　　　0，507S　　　　O，5078

0，0壬20　　　　0，4327　　　　0，4327

1，1309　　　11，7729　　23，545S．

塵嫌（歌誌9銀漏馨懇蕗藩安次／

硫酸カリウム（K夷q）一・∵1・…

硫酸ナトリウム（轟so・）轡・．

・硫酸力’ルチウム（CaSO‘）＿＿．．

硫酸マiグネシウム（MgSO4）・・

硫酸壺酸化鐵（FeSOJ、．．＿。一．．

．硫酸アル・ミニウム［A12（SO4）3］・・

遊離盤酸（H：C1）．．……・………・・

遊離硫酸（H2SO4｝・・・…　一…　：・・。・・

珪酸　（メ　タ）　‘E2Sio3、　　・・．●・，・。一・9

一∴∴∵・……

’●●。’●e 諱h9”●

∵●’●。●●”∵●●’

．●　鴨。　・　・　幽陰　●，，　●■　o・●

●r…　　　o・●●●●■●・●●

●●　伽　●　●　，o■　Oo　9　…　　　　o・

．．．．．．．＿∴＿．

’………
пf覧ご

；＿．．＿璽．．＿

　グラム

0”0346

．0，091S

．0，5003

　0，06S9　　　．

　Of1235

　0，6693．

　G，0186・

　0ρ424

　0ρ571

1，6065・

　　　　　　　　　　　　　　1，5494r　　24β463　　24，4863
珪酸（メタ）（正〔2S三〇3）．．；・・．．．．．．． 　¢0571

　　　　　　　　　　　　　　1，6065

．其　他　　七．ド”燐酸イオγ及有機物各痕跡

所在
分析
性

地・

者

比

岩　　崎．鑛　泉
　岩手縣和賀郡岩崎村大字岩崎新田三夏油官林中・『

　東京衛生試酒所（明治二十六年）
　無色清澄異臭ナク微二蟹味ヲ帯七黒羽ナリ反謄1弱酸性ナル
　毛煮沸後アルカリ．性二攣ス，

重ユ，00321（15。）　．　｝

　　　　　威　　．分
固形物鶏量：　納　3，77グラム（一．リー墜ル中）

　　・　イオン表（本鑛永一リートル中二含宥スル各・成分及其三次ノ如シ）

輝オン
　コカリウムィ才ン．（Kつ．＿．＿．．。．．

　．一チ・トリウムィオーン（苫｛蚤）㍗．．＿．鴨r．

　カルチウムイ才ン（Caノり．．＿．

　マグネシウムイオン（Mgつ．．．

フニ才ン，

　クロールイオン（cr）．＿．＿．．．．

　，顧酸イオン（SO♂’》・…・…・…h．

　6ド・炭酸イオン（Hcoの＿

’　港…酸（メタ）（H2Sio3）．＿＿。・．．．

ゲヲム

0，1105

0、75S3

0，39壬3

0ρ553

ミリ眉月ル

2β209

32β9SO

9，8329

2，2701

．…リグヲム

猛　　　塑

2，8209

32，8980

19，665S

4，5402

．　59，9249

1β438　　　37，9069　　　37，9069

0，5710　　　’5，944」2　　11、8SS4

0，6179　『10，1278　　　10，1278

　　　　　　　　　　　　　　3，8511　、101，800S．　59，9231

　　　　　　　　　　　　　　．0，1440

　　　　　　　　　　　　　　3，995L　／

其他　フェル財オン・．アルミニウムィオ祐ヒド・燐
　　　　　酸イオン及珊酸各痕跡

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　ロ
醜痕（本鑛永眠其集成二三テーり・・一P・中次ノ成分ヲ含有スル1容液二概略三智ス〉

クロールカ’ 潟Eム（1（C1）＿＿∫∵＿。．．・

クロールナトリウム（XaCI）＿＿＿

クロールカルチウム（CaC12）．：．＿＿

硫酸カルチウム（CaSq）……………
動繊カルチウム［鰍HCO・）・ユ・・…・

重炭酸マグネシウム［聾圧9（HCO3）2］…

彗…酸（メタ），（H2Sio3）　…，…・・……．…

》

　　　　タダみ
＿＿．．　0．210δ．

…　，．。＿．　　1，9245

＿．．。．．．　0，12U

．．．．．．．．；　　0，8099

．ご．．．．．．　0，4519圃

．．．＿鴨．　0，3329

・…一
Aα1蜘
3，9951

＿　　4　一



’

所　：在

団：祈
性　’

　　一　～　開．鑛泉㈱
地　岩事懸西磐井郡一ノ閣町　　　「　　　　　　　’
　　．束京衛生試瞼所（明浩二十九年）

　　・三絶異臭ナク微二錘糠ヲ宥シ反彦藍ハ弱アルカリ賞ヲ徴ス

　　　　　一蔵．分　㌦一・
・固形物繕量　　約　0・7qグ淋．（一り一トル中｝

　．　　．イ露rン表（委攣蛮義i嘆美；嚢首台ラ嘉蓼）

カチオン
：カリウムイオン｛K．）…＿．．…

．ナ．｝・．リウ．ムイオ．ン（Na．）・。…一鱒

：カルチウムイ0ヲン｛（紅’●｝＿＿

マゲネシウムィオン（Mg”）∴．

フェ加イオン（Fザ‘）一，…・…

．’

Aニオン・
　ク責一ルイオ・ン＝｛Clf》＿＿．脚∴．

硫酸厩シ（so｛り…一苧・・…

　　　　　　　　≡ワグヲム，グラム　　．ミリモール
　　　　　　　　嘗　　量
O，0憂21　、1，0753　110ケ5渉

0チ〔｝S77　　　　3，SD生7　・　3，SO47

0，07r≒塾　　　1，S菱5｛医　　　3，7103

0，◎260　　　　1，0S73　　　　2，1346

0ρ553　　　　Q量9S92　　　　1，9784

0、1S14

0，0135一

七ドロ炭酸イォ・ン．（HCOガ）．ギ．0，4463

12，703S

5，11ケ0　　5、1170、

0，1405　　　012S10

7，31，5ユ　　　7，S互51

　　　　　　　　　　　　　0，9267．　　21，3645　　　12，7131　．

珪酸くメ　タ》（］E至＝Sio5）●・い●■・●。・．・●　　　o，0519

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　0書9786
其．他　　アルミニウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡．

㌧

肇顛表（礪雰9難婆喚呼藩論畜愛弐）

　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

ク・Lルが助蝋KCI）……・一ニ……：一．0・。SO2
クロ．一ノレチトリウ・ム（こζa・C1）　＝．．韓．。．．．．．。・鰻．．　　0、0359

重巌酸ナトリウム（X認COδ＿，＿＿．．．マ．．．．　0，26S5

ク恥効好ウム幽C秘…・・一一一画1蟷
琉酸カルチウゐ（C馳SO4》＿＿＿，．＿＿＿’0，0192・

重炭酸マグネシウムロ践9（耳GO3｝2］……鵡・，・’0露566

’重炭酸亜酸化鐵［Fe（HGO3）2］．山．＿＿r＿。＿．叩∬61

珪酸（メタ胆、Si（渥）＿＿．一．＝，＿＿＿…．鰯19．

0，97S6．

所、．；在　地

分析者性　　　状

　　　　比

湿保』田』 i　泉．（勘．．

秩国縣南秋田郡久保田萱島町
東京衛生試験所（明治二十一年）　　　　．
無色澄明ナルモ大氣中漸次濁蜀シ途二蓄胞ノ潅ヲ生ス瞭ハ・
．鑛味ヲ帯ヒ硫化承素臭アリ　∫　．　．．．．．一
重．1．1・0015σ手。）

　　　　　成　　’分』

固形物纏量　　約　ユ・14グヲ義｛一リート渉中）

効レ臨画蕊凝望裏ラ鋤
カチオン・

　カリウムィ牙ン（Kg）．；．…＿．．・

　ナト’リウムイ才ン（X甜），＿＿・．

　セグネシウムイ才ン価9“）、＿．

　フ土糊イ・ナン（Fe幽●｝…………

アニオン
　クb一ルイオン（c1’｝∴＿．．囎＿

　ヒ毫3”炭酸イオ・ン（ECO3’）　∴．

’グラム

0，0905

0，210S㌧

oρ主12

0ρ虹0

ミ，モール

2，3116

9，144r圭

！β95垂

0，7395

’…7グラム

當　　量
2β116

9，14麺

3，3goS

1、46ケ0

16β13S

　　　　　　　　　　　　　0，37｛｝6』　　10ジ塾4串5　　．10，垂1S5

　　　　　　　　　　　　　　0置3579　　　　5、S662　　　　5，S662

　　　　　　　　　　　　　．．1，1エ18　　　3011996　　．16コ31rを7
珪酸　（メ　タ）　（＝E【12SiOg）ψ．8．8●，．．曝●．　　「　0，0562　　－

　　　　　　　　　　　　　　1，1680
遊離炭酸（COゴ）＿…．．＿，＿＿　0，12蟄＿．．．25：091

　　　　　　　　　　　　　　1，29騒

其他　マグネヲウゐ，アルミニウム，硫酸及ヒ．♂ロ僕酸

　　　　　ノ各イオン痕跡

盛綜（季灘参蓉鷲馨窪饒飾言家ゲ

クロ・∴ルカリウム（KCI）．＿＿ご＿．．．．．＿．，

クロールナトリウム（XaC1）＿＿＿＿．

重三酸チト蓼ウム（ぬHσ03）一・・……・

’重炭酸マグネシウム．四戚Heo3）2】＿．，．．

重炭酸亜酸化鐡［Fe｛Hσ03）2］＿＿．．．…1

珪酸（メタ）（H含Sio3）　．i＿。＿h。．．∴・・。＿

　　　　　　」
遊離炭酸（cc壕）＿＿＿。．＿…＿…∴・＿

一．
ﾕ『一一・

　　　．げラム
．＿，　C，172去

∴．、o，4761

．．＿　　0，08蔓3

一・
D9，2479

鱒∴。　0，1306

．．二．．　0ρ562

　　　1，柔6SO

．．＿　0，12S壬

し

1，296壬



所在
．分　析
性．

地
者
状
比

高ノ．．岱温泉　 ．

秋田縣斗ヒ奉タく田君Kを睾口村大字森宇｝易ノ岱　　　　　…　　　　　　　　　　　　’．

響癬雛欝鰐繍獅・擁酸三曲、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　威

材レ表丁丁町税御蓼）・
　　カチオン．
　　　カリウム冨i孝ン（Kり，・・P…韓…

　　　ナトリウムィ．才ン（Nポ》……

　　　カルチウムィオジ（Caつ．……

　　　マグネシウムィ才ン（M9つ…

　　　フェルロイオン（Fe。う．、＿∴…

　　：アニオン

’　ク・一ル骨ン（cr）∴．一・．・

　　　凝1酸イオン（SO♂’｝・…・…・……

　　　ヒ師選酸イ，才ン（HCOガ）．…

　グラム　　ミリモール．

0，0045　　　　0，114，9

0，194S　　　　8，4513

0，4227　　　恥Og5411　．

’0，0106　　　　0，4351

0，007葛　　』　0；1306　．

ミリグラム
當　　’量
σ・114塾

．8，4512

21，0832

’0，S702

0，2612

O，04％

0，1149

1；65S8

30，7797

ユ，1989

2β922

27，1886

分

1，1989

1，1961

27」8S6

　　　　　　　　　　　　　2ジ4』561　　492駅～5　　30，7797

珪酸（メタ）（HゴSio3）。．。…　≧。・…　　　0・OS71

　　　　　　　　　　　　　2，5432　　　　　　　　　　　・
謹i離炭酸（CO2）　．．．＿．＿．．．．，．．．　　1，45S7．．の33，1523

　　　　　　　　　　　　　4ρ019
其・他＝．アルミニ動ムイ才ン・ブロー屯イオン及砺酸各痕跡

監驚油女麟婆両両総曳次〉．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ．ヲム
ク・：一場リ弘（KC1）＿1…＿・・……◎0086・
クロー｝レナトリゥろ（蒼aC1）．堕＿。．＿’＿＿．　0，0633

硫酸ナト．リウム（X・・SO・）蝉…・…一2……0・170「

重炭酸ナト．けム（恥HdO・う…・一・一…∵・∵・0・4181

重炭酸カルrチ「ウム［Ca、（HCO3｝21＿．＿．．‘．．岬、・1，7092＝

重炭酸マグネシ鵬〔M9（HCO、）・］…∴……0・0637

重炭酸亜酸イヒ鐵［Fe（HCO3）2】．、．．＿．＿．＿＿　　0，02多1　・

珪酸（メタ）（H，Siρ、）Ψ．＿．一…一…’qOS71．

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　2，5432’
遊離炭酸（COウ）…・，・．・曝・∴……∴……・……＿璽’・

　　　　　　　　　　　　曹　　　　－　．4，0019・
、

．所　在．

分；析
旧

地
者
状
比

大湯澤温泉（大湯）
秋由縣北秋田郡矢立村大字長走．
東京衛生試瞼所（閉治二十七年）
無色清澄ニシテ異臭ナク味甚タ鹸ク反磨ハLアルカリ性ヲ暴ス
重　　】，U12a（15。）

　　　　　威・　分一，・　　．’
、固形物雛量　　約　15，S6グラム（ニリーUレ申）

イォニ壕（癸鷺莇戯嫉ラ鋤・

カチオン
　カリウムイオン（K’）．．∴．．＿吃鴨。

ナ回ウムイオシ｛∫砿・∵一

　カルチウムィ才ン（Ca．●》蝋…

　々グネシウゐイオン（Mg咳叫

デニオン

　クP一ルイ才ン．（C1り＿．φ＿＿

　ヒドロ炭酸イオン（HCOの＿

クヲム

0，4805

氏23耳

0β3お

0，4649

ミリ噴一ル

12，247S

18＄，561S

20，8S7S

工9ρS4G

達リグラム

當　　　量
12、2476

1S3，5G18

41，7756

38，1692

275，7544

8r946（量　孝527＄723　　252β723

1，4255　　　23β650　　23，3650

　　　　　　　　　　　　　　　1613S62　　511，5193　　275，7373

　珪酸（メタ）（H2Sio3），．．．……，・　0・1σ換　、

　　　　　　　　　　　　　　　16，4906
　遊昌蛾酸（CO2）　．．，．脚．．鱒。．．．．．。．　　0，5144．．。11，6909

　　　　　　　　　　　　　　　17，CO50

．　其　他　　ヨードイオ函ヒドロ燐酸イオン及翻酸ノ各痕跡

騨賑（本旨永ハ其集成二於テーリー｝ル中次ノ成分ヲ含有スル溶液二概略相當ス〉・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲみ
夘rルカリ恥（KC1）……・…∵　一・・r　qg152！
ク・㌘・けトリウム（XaC1）．…・・．……・・……10澗Sβ

クロrルカルチウム（CaCI2）．．∵＿＿．卓．＿。．．1，0224・

ク。一ルマグネシウム（Mgα2）．。．＿………1β16聾

重炭酸加浄ウゐ〔C・（HCO、〉、］・……一…1，8937

珪酸（メタ）IH2Sio3）……・…・ゆ・………∴・・　0・10蟻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　16，《905
遊寓崔炭酸（CO2）覧＿＿．．．．＿．．＿．∵＿．．．．。．．。．．．　0，5144，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，005（ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀　．

、

一　6　一

ノ



、

i

所在地
分析．者．

性．　溶

湯 ノ璽 ﾙ　鑛　泉　（冷）

秋田縣鹿角職1小坂村大皇きi蜀川字湯ノ盛　　　　　　　　　．

東京衛生武留所（明治ニート八年）

無色描眼臭ナク現臓督駄ワイfシ反応ハ易勃ルカリ｛主ソ徴ス

　　　　　成　、．分

彫物糠　絢218｝〃・（一りよPP中）

イオン蓑． i蝉翻裏燃灘〉
カチオン
　カリウムイオ・ン（Kう．．・．＿．．…

　ナトリウムイオ・ン（｝ζaノ）鱒軸●●…

　加レチウムイオン1α、”）＿．．
　マグネシウムイオン（Mg。’）＿

アニオン
　クロールイオン（C1’）一＿・…
　硫仮聖イオン（SO4”）・鱒・・・・・・・・・…

　ヒドロ炭：酸イオン（HCOガ）　…

　ゲ，」．』

0，0075

，0，U25
0事ケOS2

0，0109

0，2722

1，2140

0，65S6

亀ワ舶一ル　蕊，”垂

0，！9置6　　0，1916

4，8807　　　　4，8SO7

17gOGOS　　　35，3呂16

1，6790　　　　3，35S）

　　　　　ア　　　ロ
　　　　43．7519

71678る　　7，6784r
12，6：179　　　25，275S

10，7050　　10，7950

　　　　　　　　　　　　　　3，0二39　　　55，523鼻　　　43r74U2
珪酸《メタ）低Sio、）：＿．＿．」塑

　　　　　　　　　　　　　　3，0S92
三匠離炭酸（CO2）　．．φ．。。．．，．，．．。．．．　　0β656．．。19，6727・

　　　　　　　　　　　　　　3，U54S

其他　　始〆口焼酸イオン及瑚酸ノ痕跡　　　　＼

連騰（オ崎臓永ハ≡些り’．1茂二於テーリートル‘1鰐欠ノ成分ヲ含イ∫スル1容液二概；締償ス）

ク‘」一ルナトリウム（ぎ〔しC真｝　、、∴＿、い＿．＿。

・硫酸カ　リウム（1｛2SO｛）．．．一る…　．．．．．．．．．＿．＿．・…

硫β｛空ナ　ト　リウム　（XI触SO弓）　・．．．．．．．．＿。．．．．．・・。

ク羽一ルマグネシウム《MgC12》＿＿＿．．。…

硫酸力’ルヴ・ウム（C“SO4），＿＿．．・．。。＿＿＿・・

諏炭素ヵルチウム［Ca（正ICO3、21＿＿．．．．．．＿

封…頁曳｛メタ）く1匙SiO3｝　．：．．＿＿。．一閃。騨．。．．，．．．．・

‘ケワム

0，2529

0，0166

・0，0399

09159S

1，6696

0，8751‘

0，0753

骨肉慶〃～酸《CO＝）＿…．＿・・…………………　…

3，0S92

0．8656

3，95｝S

ご

所在地
分析者
性　　　状

　　　　比

小 坂 熱 泉
秋田縣麗角郡小坂吋字相内
東京衛生賦蛾所（明湘三十六年）
特包消溢典臭嚇…ナク反慮ハ殆ト‘11性＋レトモ翫；沸スレハLアルカ
リ性卜・トル

欺　　110015（1β。1

　　　　　成　　　分

固形物縄量　　絢　2，錫グ，ム（一千グラム中〉

イオ味．（甥額雰嶽餓ラ鋤
カチオン
　カリウムイオン’（K・）．，恥．一．．鱒●

　ナトリウAイオン（N甜）＿＿＿
　カルチウムイ才ン（Caつ＿＿
　マグネシウ2・イオ・ン（Llg●。）．．．

　フユルロイオ・ン（Feつ．巳＿．．．＿．

　アルミニウムィォンIA1●●，＿

ゆヴム

0，0120
0，1377

0，6690

0，0631
0，bo・｝2

0，0D25

亀9簡一炉

O130G5

5，9740

16象6S32
215903

0，0751

0ρ」23

鱒グ，ム
麟．　髭
0曹306δ

5，97・舞0

33、3G6塾

5，1SO6

0，1502

0，2769

45，25L6

7＝＝オン

　クロ・一ノレイ：～・ン（Cl’）．．．．．幽．．．．．．　　0，2410　　　6，79S3　　　6，79S3

　1疏酸イオン（SO4”）＿．，．＿＿．．．　1，2SS6　13，仙45　26，8290

　ヒドロ炭酸イオン但CO3’）．．，　　　　　　　　　　　　　　　0，7097　　11．6325　11，6323

　　　　　　　　　　　　　　　3，127S　　　57，5567　　　4r5、259S

　珪酸（メタ）（H2Sio3）．．。．．。．．。．。．　　0，0S22

　　　　　9　　　　、　　　　，　　　　　　　　3，2100

　遊離炭酸（CO2）＿＿．＿．＿．．0ρ766＿＿1，7409

　　　　　　　　　　　　　　　3，2866
　其他・マンガノイオン及ヒドロ燐酸イオン1ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　7

麟表（猫欝燃繍編砂海）

クローぬナトリウム（XaC1｝．＿＿、＿噛．．．＿

硫酸カリウム（K翠SO‘）………．…………・・…

鰍酸跡リウム岬IdO・）一・…一一・
クロールマグネシウム（NgC12》＿＿＿鱒．＿
硫酸カルチウム（CaSO‘）・．．・…　。…　。。・・・・・・…　。・

三炭醸カルチウム［Ca（IICO3）2］…・…・……・

無炭酸亜酸化鐵｛Fq｛UCO3｝コ3．…＿・・………

蕨酸γルミ昌ウム［A12〔Sq）31．晒．．．．岡＿＿＿

ケ，ム噛’

0ρ9．1G

OIO267’

0β663

012・塾CS

1，7870

015772

0ρ13↓

0，015S

珪酸（メタ）（II2SiOゆ………………・・…・…＿＿9壷磐当

遊寓熊炭酸（C（㌧）．＿＿。．

　　　　　　　　　’

｝

　　　　　　　　　3，2100
・・一…・1．，一…・……＿』9璽

　　　　　　　　　　3，2s6辱



も

駈　在　地
回　析　者
性　　　状

∂　　　　比

物難1澱織鐙乳年）　　・■．・
殆ト無色清澄微二硫化永素臭ヲ有シ味胴取他性強地味ヲ右ス
重　　ユ，O12114。，

成

妨ン表麟翻友紅裏ラ鋤．
カヂオンー・
　フ！く」素二f　爵・ニイ　（II’）　・炉・・晶…　∴…　」

　カリウムィオ．ン’（K6）．剣●…．．．．

劣㍊綴穿談ぎ銚・∵：

・マゲネシウムィオン（Mg6書｝・
　フェル”イ才》」（Fe”｝＿＿＿．

ア・・ミニウムィオン（典1つ．・

　　グヲ・・リ毛ゆ潔グラ垂
‘．　　0，1155　．114β56d」　114、356宙、

．．
@『0，0269　　　0，6S71　　　’0，6871↑

ll　8ξ瑠　§：91認・、彦：ll器

．．
@　0，1313　　　≡～，3900　　10，7800

．．’ @0，43～』2　　　7，7674　　　15，5348

．．　　1，1676・　43；OS4，9　　129，25壬7

ア三オン　　　　　　　　　　　　・
　ク一一ルイオ“ン（cr）＿．．＿．∴。’3，9172
　ヒドロ硫酸イォ・ン（H：SO♂）　．．．　　0，259・玉

硫酸イオ潮（SOξ”）一一・……87710

　　　　　　　　　　　　　　i5，3721
　珪酸（メタ》（H讐Sio3）．．．．。．，。．．．．　．0，25g6

　　　　　　　　　　　　　　’15；6317

296，690亜

110，4993　’110，4993

　2、67：’3　　　2，6723

91β075・IS2，615Q

393，11i5　　295，7866

．ノ

分

’糎顛表（驚蠣婆胸回輔蛋弊）1

硫葭葺カリウム（K：Σso4）・∴………㌦∵・・…∴二・…

硫酸「ヒト　リウム』（Xa2SO4｝　・・・・・…　。・℃，。…　。・∵・・

’硫酸力勘チウム（CaSOの…・…・∴・……・…∵・「

硫酸マゲネシウム（MgSO4）＿＿・げ…・・…・P

；硫酸亜酸化戴（FeSO4，＿．∴．＿＿＿∴．…．＿

硫酸アルミ．ニウム［A12｛SO4）31．＿．。轡∴＿＿ゴ

遊離盟酸IHC1）．・・ら一・…㌧∴・……∴り・・…∴…

ミ堕i寓崔擁酸（H2SO4）　．．．一＿．，＿．＿．＿．．鴨h鱒恥．騨．．．

珪酸（メタ）（耳コSio3）　＿・。∴．＿・．三・．．．．・．・・…　弱

鎌 先 温 泉

グラム．

0，0600

0，6200

1，1SOO

O，6500

1，1SOO

ケ，3900

脅ρ300．

α2621

q畠596

’　所
　　分
　　性

在’地　宮城郡刈田㍊編岡付大字竹本　　　　　．・　『
　　　　　東京衛生試納所（明濃四十二年，析者
　　状　　殆レ無色清澄ニシテ沈澱ヲ；有シ献味ヲ具へ微弱アルガリ性
覧　　　　反臨ヲ呈ス　　　．
　　　　　重　　　　1，00〈塾6（140）　　’此3
　　原泉溢畏度　　　　3go　　　　　．　　　　　　　　、　　　・　』　　　　　一

　　　　　　　　　　成　　分
固形物生際 約5．03グラム（一千ゲラム中）

．イオン表＊倭饗奢義雰護箕影回ラ姦動

’カチオン．・・…　’・一グ拭　・リモール潔グ祷
　カリウムイオンくK●》＿＿．・0，05215　　1，33206・1，33206
　ナトリウム冨オン（Na「）．．．＿1，43355　62，19306．62，19＄06
　，アムモニヴムィォ・ン（NHぺ》　0，00021　　0，01162　　0，01162

　カルチウムイオ・ン（C甜う＿0，2298S　　5，74700　11，49400
　マゲネシゥゐイォ・ン｛BTg●！》　0，Q1193　　0，48974｝　0，979壬8

　アル・ミニウムィオ・ン（A．1’「，　0，00106　　0，03911　　0，11733

．76，12755

アニオン
　ク爵一ルイオ昌！（cr）＿＿　 1，5062生　42，48914　42，48914
’硫酸イオン（SO凄”）　．．．．．．．．．　　．1β5337　　14，0SSSO　　28，17760　．

　ヒドロ燐酸イオン（HPq”｝　0，00103　’0ρ1073　0，02146
　ヒ1霊ロ炭酸イオン（H：CO3’）　0，33185　　5，43935　　5，43935

　　　　　　　　　　　　　4，92ユ27　　131β4061　　76，12755
　研酸（メタ）（HBO3）＿＿＿．0，2S250
　3圭酸（メタ）（H：2Sio3）．＿．．．＿0，00414

　　　　　　　　　　　　　5，20791　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　遊寓髭炭酸（CO》）　．．．．騨韓．．．．一．　0，06169．．。．．．1，40199

　　　　　　　　　　　　　5，26960

其他　フェル財オン痕跡

15鐸7
．6

塵類表’（本証永ハ其集成二於テー千ゲラム中次ノ成分ヲ含有スルー溶液昌概略相図ス）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　』　』　　グヲム
クロールカリウみ（KC1｝＿＿＿∴＿．＿＿＿　 0量0994，

クロールナトリ‘ Eム｛NaCl）．．∴．＿」。。．＿＿’2，4070

クロールァム毛二9 Eム（∫H‘CI）＿＿＿．．、＿　層0，0006・

硫酸幸ト　リウム　（Xa2SO4）　．．」り・…　。・・・…　一・・＝・　　1・4962

硫酸カルチウム　（CaSO4）．．，∴。．．9．．．．．．・。・・」・．．．　　0，を785

：重炭酸ヵルチウム［Ca（HICO3）2］．＿．．。∴．．．＿’03612

：重炭酸マゲネシウム［Mg（HCO3）2］…………　　0307’17

硫酸アルミニウム［A．12（S～）4）3］．＿，．．．＿｝＿．　．0．005蚤

燐酸アルミニウムヒム1》〈H：PO岳）3］．∵＿．．．．．．＿．0，0012

礪酸（メタ）（HBOコ）＿・＿＿＿。．＿．＿．．……．0・2825

珪酸〔メタ）（H2Sio3）＿．＿．．；＿．．＿＿．．＿；　0，00垂1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5β078
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ遊離炭酸（CO2）．．・∴．＿．．…・．．．ゐ＿＿＿一．つ，0617

．5，2695

、，

』　　8　一



カチオ馬ン．

所　：在　地

分析　両
性　　状
　　　　比

櫻’． 本 温 泉
　　福島縣信夫郡水保村大字櫻水字沼頭　　．．　　　　　　．
　　　束京衛生試i救所（明～台二十二年）

　　殆ト無色澄潟難縣｝諌ヲ帯曝臭ナク反磨・・弱酸性ナリ
　　重　　1，0」1客1（b。＞9．

厚泉温度　　36，7。

　　　　　　　成．　　分

　　固麟勿1観　約1・29グ弘（一千グラム中）・

甥ン塞（委讐繍撫宴ラ鋤．

ヵリウムィ才ン（K’）’＿∴，．．．．・

＋トサウム』イオン（N鴫＿．．．．．．

カルチウムィオン（Cah）一・＿…

マゲネシウムィ才ンいlgつ…
フエルロイ才ン（Fe．1）∴．＿＿．

アルミニウムィ才ン（A1’つ．．＿．

アニオシ

　クロールイオン（cr＞＿
　硫酸イオン（SO盗”）＿＿

　グラム

0ρ659
0，067S

O，06塾6

0，0124．

‘0，0287

0，0S16

．．．．．．．．　　0，1216

＿＿．．　0，7侶6

ミリモール評グ褄
1，6827　　・．1，6827

2，9414ρ　．　　219生14

1，6112　　　3，2224

0，5090　　　1701SO

O，5134　　1，0268
3，0111　　　9，0333

　　　　18，92〈隻6

3，4302　　　3，4302
7，7514！　　15．5028

1，IS7Z　　21，4504，　　18，9330．

0、13S9　　　　　・

嬉戯（本籏水ハ其集成二於アー千グラム中次ノ成分ヲ含有スル濃三二概略相當ス）

如一ルナトリウム（ぬOI）噌・∵
硫酸カリウム（K2SO墨）＿＿＿．．＿．r。韓．．

硫酸ナトリウム1（NaヴSO4）＿＿．．＿

ク踊脚獅シウム（LlgCI・）・…曹

硫酸カルテ．ウム（CaSOの…・＿＿・．・・

硫酸亜酸化鐵（FeSO4｝＿．．6．。＿＿＿

、硫酸アルミニウム［A！ユ（SO｛｝3】＿．＿．

珪酸1メタ）（HゴSio3）＿．．輔．．．．．．＿一＿．．

珪酸（メタ）｛H2Sio3）＿．・・……

其他　ヒド・燐酸イオン
　1β26L

痕跡

　　　　　グラム
ー∵…　0，1410

＿．＿＿’ O，146S

．＿．．．＿『 Oρ37¢

＿。＿＿　．0ρ壬36

．．．．．．．．曹．　　0，2k9、1

．．．．．．。．．じ　　0，0779

．＿＿．．．　095162

＿＿＿　　0，1339

1，3261

彦

｝

｝

1：

所　在

分析
性．

地
者．
状「

櫻　本　鑛
謳島態信夫部永保付大≒タ櫻本字沼頭
東京衛生試臓所（明治二十二年）

泉・（冷）

無色清澄鱗性取慾味ヲ帯ヒ異臭ナク藤控性購ヲ徴
　　　ス煮沸スルモ亦然リ
比　　　 重　　　　 1．0012昏’ i【50）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　旗　　　分

　　　　　　　　　　　　固形物総量約1β1グラム｛一リートル中）

庸ン論証震秀撫轟攣1ス）　　髄類表（本町水ハ其集成二二テーり一トル中次ノ成分ヲ含冶スルミ容液二概略相當λソ）

カチオシ

　カリウムイオン（Kう＿．。＿＿．
　ナトリウムイオン（∫鱒．．＿．＿
　カルチウムイ才ン（Caつ．．．．＿．．

　マグネシFウゐイ．才ン（Mg・●）．．＿

　フェんロイオン（玉le’り…＿期＿．
　アルミニウムイオン（A｝”｝＿．．．

．アニオン

　クロールイオン（cr）．．＿∴．．．．．

　礁綾イオン（SOポ’）＿＿．，＿，

　ヒドロ炭酸イオン（HC餌）…＿

・　グラム

0，012S

O．0495

0，113垂

OP291
0ρ23S
Oρ765

0，0Sア0

0，7827

0，0S15

・リモゆ愚ツグ蒙
0，3248　　　　0，32争δ

2，147d　　2，i476
2，9526　　　5，9052

1，1945　　　2，3S90

0，4257　’0，S5U
2，7Z28　　　　8，46S〈塾

20｝OS64

2，』塾541　　　　2，45↓I

S，［4串O　　　I6，2960

1，3363　　　　1β363

』1，2613　　21β06垂　’20ρS｛シ］」層

ク冒「一ルナトリウム（XaCI）………！…・…・

凝己酸カリウム（KコSOδ＿．＿＿＿．．．．．・＿＿＿

クロールマグネシウム（MgCl含）．．．＿．＿．．＿

硫酸カルチウム（CaS儀》野・……・・…・…・・…

硫酸マグネシウ．ム（MgSq，＿＿…。＿＿．＿．

重：炭酸マグネシウムt｝lg（HCO3）2｝．＿．＿＿

・重炭酸亜酸fヒ鐵　［Fe（HCO3）2］，＿．＿＿＿

硫酸アルミニウム［皿二｛SQの3］＿．＿．＿．．．ラ＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．＿．＿＿…＿．．・．＿1．

彗…酸（メタ）（H2Sio3），．＿．＿，。＿　　0，16S7

　　　0　　　　　　　　　　　　　　い300
遊跨舞炭酸（CO2＞．．．．．．．．．．．。．曹．．．。．．．　　0、2S30．．

　　　　　　　　　　　　　　1，7130

其他　ヒド・燐酸イオン痕跡

．．嚇0，645圭

グラム

0，125◎

0，02S5

0，01垂7

0，4012．

0，0959

0，035必

0，0757

0，4S43

’0，16S7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，4299

遊離炭酸（CO2）＿＿…．＿…一………・…・・』窒麹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7129

｝

1．

1．

妻

摯

曇

一　　9、一



’

所　在　地

分・析者
性　　　｝伏

　　　　比

感 ．鐡 ’鑛 泉
輻島縣信夫郡水保村字酉山

東京衛生試験所（舅治二十王年）

無色清澄・・シテ畏臭ナク酸性敬≦湖こヲ有シ反膳ハ酸性ナリ

重　　1，0019↓（．5。）

－固形物縄量

儒ン義（寳三二二三ラ二二

　　カチオン
　　　水素材ン（Hう．“＿＿1＿∴
　　　カリウムィゴー・シ（1⊆．）．＿．．．」．．．．匿．

の　　　ナトリウムイオン（Na’）．＿3＿．
　　．カル千ウムイ才ン（C副、・．．．．．．．

　　　マグネシウムイオン（Mg幽’）＿
　　　フエ｛レロイ才’ン（Feり＿＿．。山．

　　　アルミごウムイ才ン（AI’つ＿＿

グラム’

．0ρOI5

0，0369
0，05．壬2

0，0U6
0，0094

0，0259

0，1973

成　　　分
　約　　2，0Sググム（一リ，一トル中）

・ヲモール訓グ猿
1，4S51　　　　1，41S5L

O，9426　　　．0，9425

2β5正4　・　　2，a51垂．

ユ，037垂　　　　2，074S

O，3S59　　　0，771S

O，喚63：3　　　0，9266

7，ピSO4　　　21，84’12

30，393生

『アニオ’ン　　　・

　クロrルイオシ（Cr）＿＿＿＿　0，129垂　　3，6502’　3，6502
　硫酸イオン（SO虫”）．＿．．．＿．．．．．．　　1，284S　　13，37r11　　26，7482

30，9703　　　30β9S4．

．縢醸‘i鷺9轍見繋麟誌磁実次1

　　　　　　　　　　　　　讐
菰酸カ　リウ4（K2S「⊃4）．．口。。＿二．．∴．．．

硫酸ナ．ト　ウウム　モNεし2SO｛）　・・r・押・・∵・

ク・一ル亨グ飛ウム。「gc1・L…
硫酸カルテ亨ム．〔c・soJ……∴…？・

石売酸亜酸｛七鐵（FeSO4）．．．．．．．．．．．．．．．．

クロールアルミニウム1ギσ1δ）＿．．

耐1酸アルミニウム〔AI21　SO4）ま」＿∵．．

遊離蟹酸（HCI）＿一！∵∵．＿．．．＿＿

珪酸（メ』タ）（HΣSio3），．．‘＿＿帆．＿1＿

　　　　　グラム
・・
S一∵∴・．螂21

．．．

P．．．．．．　　0，1674＝

∵…∵…qo366
，．＿＿．．・　0，140り

．．．．．．．．．　　0，0703．

・＿
諱E，…　　　G，063S・

＿．乙＿＿・；，1671

＿．．．．、．．．　0，0523．

．．．．．．．．．．．　　0，4946

　　　　　　　　　　　　　　1，7SlO
珪酸（メ幻（H2Sio3）．＿＿．．＿　0，4946

　　　　　　　　　　　　　　2，2756

其他　ヒド”燐酸イオン痕跡

，

、

2，2756・

．’

所i在　地

分析者．
性　　状
　　　　比

　コら

三 三 温 泉
福鳥縣信夫郡廃坂吋大字町庭坂字高湯三十三番地．

東京衛生試瞼所（明治三十四年）．

無色清澄ニシテ敢欽性酸疎ヲ有シ硫叱水素臭ヲ放ツ
重　　1，0075’（14。）

　　　　9成’『　分

ヒ固形物縄量　　約　1，70グラム　（一．り一トル中）

甥ン表（委勲莇裁鍛ラ鋤
カチオン
　ガ《素．イオン（Hう、．…＿．＿＿．．＿

　カリウムイオン（K’）・・∵、＿轡・．

　ナトリウムイオ・ン（Xaう…＿＿
　マグネシウムイオ・ン（五lgつ’＿
　アルミニウムイオン（A1’つ、、．＿

アニオン
　クロールイオン（CI’）＿．＿、，＿．
　七1ミロ硫酸イ＝矛ン（HSO4つ．．．＿．

　統酸イオン（SOζ7＞＿＿．．＿．．．．

グラム

0，0013

0，2001

0ρ710
0，0120

0，1533

ミリモール

ユ，2S71

5，1UI
3，0SO3

0，4925
5，6568．

ミリグラム

當　　琶
1，287⊥

5，1111

3，0SO3

0，9854

16ρ704

0，2698

0，1213
0，8931’

27，4343

7，6107　　　7，6107

1，2496　　　　1，2496

9，2973　　18，5946

　　　　　　　　　　　　　　1，7219　　　33，7955　　27，4549
箋蓬…酸（メタ）（H2βioお）＿．．．。．．．．．．　　0，1960

　　　　　　　　　　　　　　1，9179
遊離硫化永素（H2S｝……．．．＿　0，0431

　　　　　　　　　　　　　　1，96而

英他　ヒド・燐酸イオン及珊酸ノ各痕跡

．盤類表（李繁り蕃簗孟滋蟻繭一変次〉

ク・一・励リウム（Kσ真1：，＿．＿＿，＿＿∴

クロ」1ルナ｝リウム（XaCI）・・い…・・り魅鱈…　一r

硫酸かりウム（K2SOの＿…・乙向＿．＿＿．．．＿∴．

硫酸マグネシウム（MgSq）＿＿＿．∵＿∴．＿

硫酸アルミニウム〔AIΣ（SO4）3］＿＿．．。．．．．．＿．

遊離硫酸（HコSO4）。二．＿．．．．．．＿．．．＿．．。．．．．．．＿

珪酸（メタ）（HコSio3）＿＿．．＿．＿＿．＿．．＿∴．

グラム

0，3365

砿1801

0，0522

0ρ59・壬

0，9702

0L1226

0，1960

遊寓差凝直化フ1く素（H2S）…　鱒・…・・・・・・・・…　一・一・・。い

1，917σ

00431
1，9601．

一・．
P◎．一・．



｛

…

i
｝

｝

！．

セ

レ

ヒ

1：

i

所　；窪

川’．栃

性

ρ

　　高　湯　温　泉・

地懸騰購墜縢三年）
　　　無色縞澄ニシテ落シク観化フ鳳…臭ワ放チ出講敢柳川コシテ状
　　　酸性反憾ワ微ろ

イオン褒（委驚励戯鐡ラ鋤

カチオン
沓慧襟ざ4「多）伏づ’：：：：：：：：：：：：

　ナひりウムィオy（R匂う＿＿
　．カル手ウムイオ’ン（CIし●’）＿．・＿．

　マグネシウ＾イオン（M9響．）．．．

　アルミ昌ウムイ才ンい置●”）……

：アニオン

　クロールイオン（C1’》＿＿”．。．．

　ヒ｝9μ石旋酸イオン‘HSOイ）．…．．．
　硫周ミィオン　《SO・”｝．。．・㈹・闘．．晒．．

成

〃・・，婦曇リ”皇
0，0055　　　5，5〔×〕0　　　51500U

O．026｛』　　　　0，6743　　　　0，6743

0，0556　　　2，8159　　　2，8459

090737　　　1β012　　　39602’卦

OlO239　　　　0陰9Sll　　　　lg9622

0，TOもS　　　3，9409　　　11β227

26，4075

0，1083　　　3，0550　　　3，0550

0．2コ70　　　…～β33・告　　　2，33S・塾

1，0091　10，5（｝総　　21，0096

　　　　　　　　　　　　　　1，6463　　31，64乳6　　2614030
菱霊…百亀（メタ⊃（HzSio3）＿＿＿＿　　0，12n8

　　　　　　　　　　　　　　1，7701　　　　　　・
遊離煉化水紮（HコS）＿＿＿＿．．．　0，（琳7

　　　　　　　　　　　　　　1β208
．其　他　　』ドロ俵酸イオン及次亜硫酸イオン1ノ痕跡

分　　、

藍濾（櫻雰9蓉獺聡纏繍ll註曳次）

覇1「綾カ　リウ尋・（1く2SOJ．巳，．。．．．．．幽．．．。．、．．．．．亀い鱒

獄‘頁乾ナ’トリゥA（N【L2SOも｝＿．＿＿．＿＿．＿一．

1威1綾カルチウム（C〔しSO‘）＿＿。＿，．＿…＿…

覇｛r｛乾マゲイ・シウム（5τgSO冨》＿．．．．．．＿＿＿，9．

硫酸γル’ミニウム〔A12（SO4》」］・輔…　…．．．…　師・

遊離臨酸（Hα》＿．＿．＿＿．＿＿．＿，．．．＿＿

遊離硫酸（11蟹SO｛）＿＿．．＿．．＿．＿＿，．．，．＿．

珪配艶｛メタ）｛HコSio呂）．．＿＿＿．＿＿＿＿＿

カチオン

グワム

0，058S

O，20％

0，2497

0．11S5

0，6760

0，111・ゐ

0，2294　、

0，129S

遊離硫化永禦（｝12S）。，。．．、＿＿，．．＿……＿＿

1，7761

0，0些・17

　　　　　　高　湯　山　温　泉　　’

雰霧雲饗鰭灘饗騰総離1
　　　　　　　無色浦1鞘シク禰化フ1蝋ノ臭鞭放チ微職性鰯砥ワ宥性
　　　　　　　シ反患モ亦酸性ヲ鍬ス
　　　　源泉温度　　　　　　　　　絢　　5ゴ

　　　　　　　　　　　成　　　分　　’

周形物総蒐　　約　1，52グ，ム（一リートル中》

赫城（交聡磁燃テ鋤
永染イオン（U’｝＿＿．．，．＿．．．

カリウムイオン（1｛’》軸．＿．u＿

ナトリウAイオン（N〔、・，．＿＿．．

カルチウムィ才ンIC乳し”》＿．．．．．

マグネシウ』・イオ・ン　巳ハ19・・，．．

アルミニウAイオン《Al…｝＿．．．

アニオン

　ク質一ルィオン（Cl’｝＿＿．．＿．

縮饗儲．糟？1：1：：：：：：

グ，ム　　　己，愚rル

0，0040　，；　3，960・玉

050317　　　　0，55・L2

0ρ577　　　215050
0，0806　　　2，0099

0ρ276　　　　D．1330

0，0S92　　　3，2915

O，09SL

O¶1140

0，9235

匡，ゲヲム

霊　　傲
3，9伸ひ凸

0，55・｝2

215050

4，0193

2，2660
9£7・L5

23，1799

2，7ケ57　　　2，7757

1、17・抽　　1，夏7磁

つ，613S　19，2276

珪酸（・・）｛1・、S、。、）．…．．…．δ：ll？；2脚2翫1777

　　　　　　　　　　　　　　　ヨ醐1｛も欄H，s）……．．．．δ：言§器

　　　　　　　　　　　　　　1，6726

英他　フェ加材ン出向燐酸材ン及職撚跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　11

1，S20S

ひ

験類表（水刑水ハ川州｝成二於テーリ義トル中次η浅酌ヲ含イゴスル溶液二柵嘗相雷ス）・

励1酸カリ　ウム｛K3SO4）．．．．．．．●．．．．‘．．∴．．．．．．い．．・

硫配登ナト　リウA　くN【し2SO己）　．鱒鱒闘四．。師．．。．。．．．

研1酸カルチウ轟（CnSO‘》．。．…．＿．＿。…．．＿．

繍1酸マグネシウム　｛瓦1gSO己）　＿，＿＿＿．．ボ．．

翔1茂酸ア’レミニウムIA】2（SO，》誤〕鱒。鱒貝・鶴騨・●層り軸・・

遊離弱酸（11Cり＿．．＿＿＿．＿＿、＿．＿＿．．．

遊離垂硫’｛災（II讐SO“）．．．…　鴨．＿．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．・

封…酸（メタ）（1殺Sioゆ　…。…．・・………………

．グワム・

0、01S3

0，177δ

0，2732

0，136S

O，56・｝5

0，1012

0ユ152

0，1719

遊琴芝硫化フ：鳴；艦（H讐S｝＿門．．…　．鱒・・。鴨一閃け．．．・鱒。

1，5SS6

0ρS｝0

1．6726・



■

噸

所　在　地

う｝析者
性L　｝伏

『　　比

　輻島縣信夫郡庭坂付字高湯山

．．束子衛生試瞼所（明治三十七年）

．殆ト無色清ミ鷺ニシア」牧欽性酸］未ヲ孝fズ

’・重　　1，000（15つ．

　　　　∫成　　　分『．

廟ン表（本病永一千グラへ中二含有スル餐祓分及其；量次ノ如シ）

．カチオン・

　螺イオン・（正り・“・∴＿・＿＿‘

　ナトリウムィ才ン｛x盈し嘔｝．。，…＿

　カルチウ燕イオン（eと、馳’）・・、…＿

　マゲネシウムイ才ン（N9匂’）＿
　フェル財才ン（F。．う＿、＿．．

　アルミ’ニウムイオン（Aトう．．．．

アニオン
　クロールイオ・ン（eヨi｝、、い、、、＿．．

　ヒドロ硫酸イオン（uso4’）＿
　石茄酸イオボン（SO4”》．軸，、いい．．．．．．

グラム　　　ミリモール

0，002S　　　2，7723

0，0331．　　　2，7375

0，0S95・　，　2，2344」

0，01S6・．　　0，7635

0，0028　　0，05∩1

0，1130　　　　4，1697

O，10磁

0，269砧

0，8832

ミリグラム
當

2，7723

2，73テ5圏

4，46s8’

1，5270

0，1002

12，5091

2垂，u49

2，9450　　　2，9450

2，7753　　　2，7753

9，1943　18βSS6

　　　　　　　　　　　　　　1，54r69　　　27，6・1望1　　　2垂，10S9
珪酸（メ　タ）（】…12Si（）3），嚇、、、、、、噺、巳●●．．　　　02222

　　　　　　　　　　　　　　1，7691
其他　力・｝ウヘマンガノ及ヒドロ燐酸ノ告イ．オン痕跡

麟表．（東畑雰9蕃碧盛離州編奮弊〉．

クロールナト．リ．ウ・ムeζ亀Ci）・．．…・

クロ・三一・ルマゲネシウゐ（MgC12）．

回護菱ガルニチ・ウム・（CaSO毒）．．．．．．．曾．，

硫酸マグネシウム（】｝lgSO4）。．●・・。

硫酸…艶酸化鐵（FeSO4）＿…・……

硫酸アルミニウム（ム1或SO4）3］・・㍗

遊寓佐硫酸｛H2SO4）…　…・・…　9…　一∴

珪酸（メタ）てH£io3，＿．．∴＿．＿ざ

！

　　　　　　．ゲヲム

…・・” ｣…．q1602・
」。．．．．．．．曾．．．．・　0，0093・

．．．げ己．．．．・．．．．　　0，3036

．．．．．；．．．∴6．　　0，0797

．r・．∴・一“！0・0076

．．し．り．．．．．．：．．　　0，713S

．り；．．．．＿．．．　0，2722

＿＿ξ。ρ．．＿　Oi2222・

’1・7691　・・：牽

＝．t・”冒｝『

所．在地

分析者
性．　状

狐

。．原泉温度

湯 温 泉

．編島懸伊達郡湯野村

．東京衛生試瞼所（明治三十一年）　一

無色清澄微噸伽疎ノ臭氣ヲ放爆味ナク鵬・、

殆ト中性チリ・　．　　畠

　　　46，70．．

　　　　．成　　　分

固形物題量　　約．0，64クラム（一リートル中》

．イ赤熱く蝉馨農券差轍驚有）・

カチオシ

　カリウムィォ・ン、N義、、、、、＿＿．

　ナトリウムィオ㌧ン髪Nムト演、恥＿．
．．

Jルチウ嗣・≧〉へ点つ＿．．．

アニオン
　クロール’イオンくく践＼．犠犠、．内、＿．

萄酸イ齢・（soボ〆）・一　…一…

グラム

0，0059

0，12覗

0，045夏

ミリモール．潔グ禮
0，i507．．・　　0，1507

5，3S25、．、　5β825

．1，1窪5真　．’　2，2502

7，7834

0，0825　　　2，32Sぎ　　　2，32S5

0，2620　　　　2，7275　　　　5，4550

11，714β　　　　7，7835

←．

盤類表（李纏蓉暑婆諜灘輔欝！

クb門）レ与・牽リウム． i沢aCI）　…　．．．・・‘・…。・…

珪酸（メ・タ）（H芝ミこまへ♪、劉、w．隔．＿

0，5196

0，1025

0，6221’

硫酸カリウ云層（KコSO4）・…．

硫酸刊・．リ弊（x・・so・）

硫酸カルチウム（C唄0の・・

珪酸（イタ）（H2Sio3）＿＿．。

　　　㍗

，　■●0　9　●6■　■　60●●■雪●9■o●魯・

’●’。’●’9層’。●●’”○●● P●

……………ち…㌦・・

．』．．．∴．．。．。．．＿．…．

　グラム

．0，1362

0，0131

0，2173

0，1530

．0，1025

0，622五

其他　　マゲ冬シ獣㍉ツェルロ，アルミニウム及b．ドロ燐酸ノ各．

　　　　　イオ》’・蹴三口硫化水素ノ痕跡

．商　12　一



●

●

L

所

分

画

配 地

者．

橋

原泉温度

木 温 泉
瓢島縣伊連珊甥野村．

束選曲測試瞼所（明予Ji享十年）

無色清澄ニシテ所由味ナク廊摂ハ殆ト巾性ナリ

　　　53，9。

固形物緯量

イオン表（変総辰飯燃ラ鋤

・カチオン
　　カリウムィ才ン（働．．＿＿．．．

　　ナトリウムイオン（Nの．．．…．．，

　　カルチウム’≧オレ（Cポ・∫．’＿．三．．．．

　　マゲネシウムイ才ン（Mg。’》．＿

：アニオン

　ク切一ルイ才ン（C1つ＿＿．＿一

　硫酸イオン（SO4”）・．・＿＿＿．．．

　部…酸（メタ）（H：2SIO3）．．．．。．鴨．。．．

グラム

05003S

O，21S3

0，σ332

0，0012

・0，120S

O，3SO1

竃幅一ル

0，0971

9，4707

0，8窪79

0．0・魯9念

殻　　　分　、

　約　 q，90グラム（一リー渉’レ鴎1）

・，ダワ∴

慨　　阯
0ρ97ユ

9，4707

1，G558

0，093〔1

1乳β222

　　　　　　　　　　　　　　0，7574

　　　　　　　　　　　　　　0，1055

　　　　　　　　　　　　　　0．8629
其他　フェルロイオン及アルミ・ニウムィ才ン少漁亜ヒド

　　　　　ロ燐酸イオン及珊酸各・痕跡

3．4076　　　　3．4070

3，9565　　　7．913S

17，8091　　　11，321・匹

盛頁蓑’（挙齢諜鰍鰯瀦叢実次〉

クロールナかリウム（X臨C1，．＿＿．＿∴．＿。

硫酸カリウムσ㍉SQ5、＿一。．＿．．．＿．．．＿．．∴．

轍軸リウ唄N鹸Q・）’一・・……・一∴．
叔i酸カルチウム（CaSOJ．．．＿．＿．．．．＿＿．，．

τ確酸マグネシウム《1」lgSO4｝　．．。．．9，．，．．，．。．．．．

珪酸（メタ》IH＝Sio3）＿．．．．．．＿＿＿＿．．．．．，

一グラム

C，1993

0，00S5

0，4315

0，112・美

　　　　　．レ
0．00δ7．

0，ユ055

0βG29

仁

「

｝

．1層

き

｝

｝

．所　三

分　析

性

功 陽 温 泉

地　・窟∫b縣炉蓮郡湯野吋

者　　蹴京争貯生写高所（明活三一1・年）

状　　無色回附昌シテ爽臭味ナク反感ハ殆ト中性ヲ徴ス
原泉｝乱1隻　　　　4S，go

　　　　　　　成　　．分

固形物挫鼓　　納10，79〆舛（晶リート’レ中）

イオン表（委回田威餓ラ鋤
カチオン

　カリウムイオン（K’）＿．＿

　→’トリウムイオン（ざ〔し’）．

カルチウムイ才ン．（c氏”）．

アニオン

　クロールイオン（C1’》＿＿，

　研1飯楚イオ。ンISO4’）．鱒．，。．．．．

　　　グ，ム
．＿．　0，005ピ

．．＿　　0，1S99

．．＿
@　0，02S9

●　●　…

go隣．．　　．

0，1050

0，32S3

0，6577

0．0706

竃，閃耀ル

0，1303

8，23G2

0，7207

ロ，グ，ム

雷　　髭
0，1305

8，2302

1，4n・｝

9，8079

2ρ619　　　2，9619

3，4229　　　698153

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，4720　　　　9，SO77

難（メタ）（H，Siq）＿．．．＿．．

　　　　　　　　　　　　　　0，72S3‘
ヨ起他．フ・加材ン及アルミニ弧イオン少雌マグ

　　　　・ネシ弧柑ン・》ド・燐酸骨ン及職各鋤

塵購書幽 i李聡9蓉樂見灘；輪樵曳次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グワム
クロールナトリウゐ（NこしCり＿。．。∴．＿．．．＿．・O．1733

擁酸ヵ　リゥム　（K2SO∂．．．．．．．．，．．．一。．．．．．．．．．．．．　　0，0113

敬酸ナト　リゥム　（N〔㎏SO4）　．．，．．．，．．．．．．．．．．．．．．　　0，3752

石駈酸カルチウム（CIもSQの＿．．．＿＿。。。。．＿．．．．　0，0979

珪酸（メタ）α12SioI‘〉　．．．．．。．．。．．．＿．．。．．．．．．．．，　　0．070δ

0，72S3・

一　13



所　在　地

分　析四
八　　町

田　良尾温泉
三島縣岩瀬三輪木村た学田頁尾
束野外蛋壁塗：所‘明滴三十四年）
無色清澄ニシ・テ微二取鉱性酸味ヲオf・シ酸性反慮ヲ徴ス　　・

　　　　　成　’分．

固形物認：量　　約0，50グラ匠（のりートル中）

イ六ン表（輝蕊骸簸裏ラ鋤

：カチオシ　　　　　　一　9　・

フ縢イオン（珊・・∵……・∴…

　サ・下りウムイオ》で（Xaう一∴・…・

　カルチウム材著｛c甜’）…・・

　マグネシウ’ムイ才ン（真lg”）・＿

　ブエゐ・イオン（Fe”）………・・

　アルミニウムイオン（皿’り・…

フニオン
　ヒ曾ロ硫酸イオン（HSOの…

．グラム

0，0005

0，0093

0，0355

0ρ023

0，013墨．

0Ω0231

硫酸イオン（SO4”》∴＿＿＿∵．．　0，り593

達擁一ル　潔グ噛
0，4950　　　』0，4950

0，40i3　　0，4043

0，8S53　　　　1，7テ06

0，09“　　　　6，1S8S

O2397．　　0，4ケ94

0β524　　　　2，5572

5，8953．

0，0436　　　0，4431　　　0，4生91

　　　　2，6994　　　　5，39SS

0β370　　　6，1196　　　5，8479

0ρ122

継継1耀幅出砦婆轟＝呼売屡次〉

　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　グラム
硫酸ナトリウム（X垣SO｛）　．．．．．三．．。。．闘。．，＿．．　・0，α≧8（3

懇鵬瓢識5：：1：＝：：＝：：：：：：：：：：：ε：認

糠酸ヨ廿才fヒ鐘i（FeSO蔓）．．．．。．．。．．．．ピ．帆．．．．」一，．．。　10，036壬

硫酸アルミニウム［AI、（SO・）・］・一…・…・i－0・1461

遊離硫酸（H2SO、）．∴＿…．．．………；・一・…」・0・（脇

珪酸（メタ）（］日［2Sio3）　＿・。・………け…榊鱒…　　O・012珍

10β992．

珪酸（メ．タ）（逓Sio3）M＿。．．＿

．其　他

　　　　　　　　　0，3992

・ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　，

所　在　地
’程析．叢

　　　　比

　　　　　　　　r

舘岩「鑛・泉（冷）
謳島懸南會津郡舘岩村大学八縄壽
東京衛生試瞼所（朋治四十三年）
淡褐色雅ト清澄ニシテ酸性反回ヲ徴シ数敏味ヲ有天

重1賦61｛20。）　　　1』

イオン表＊（本鑛永一千ゲラム中二含；有ス’・谷成分及其三次ノ如シ）

成．

カチオン　　　　　　　　　　　’グラム　ミ》モー》
　フ1く素イ・牙ソ　（エ…r）｛∴．．．．．、、．．．．．、．　0，01且81　　11，69760

　カリウムイオン（K6）＿…・．．・．・．0，00521　℃，1330S

　→・トリゥムィォのン（】罫a’）．．，．．．．．．　0，01665　　　0，7223由

　カルチウムイオン（Caノ。》＿＿0，21299　．5，32475

　々グネシウムィ才ン餌ぎ・）…0，01305　0・53ちエ7

　フ♂ロイ才ン（Fe・・）∵＿“．＿0，2186793，92263・

ウエルリ耀ン（F・…1＿…，・・1・1728420，9壬㌶

　アルミニウムイオン．（A㍗●）．．．0，05271　1794502

アニオン
　クロールイオン（Cr》…＿・．

　七駈3ロ硫酸イオ・ン（正ISO墓’｝

　硫酸イオン（SO4’）・・・…　…・・。

珪酸（メタ）（H2SΣ03）……・・

　建9グラム
　當　　　藍
’11，6976じ

　0，13303

　0，72234

10，奪4969

　1，07034

　7β4536

62，83071

　5，83506

　　　　　　　，　　　　　．100，？8399

．．．．　0響01106　　　0β1199　　　0，31199

。．し　1，13479　　11，69043　　11，690峯3．

．．。．　4，264，17　　4蚤，39069　　S8，「F8138

　　7，1エ395　101，61732　100，78380

，．g．　0，04517

　　7，15912

分
瞳類表（本証水ハ其集成二於テー千グラム中次ノ成分ヲ含二有’スル溶液二概略相當ス〉

硫酸カリウム　（KコSO4）・ゼ四鱒餌鱒・鱒・鱒・・軸囎・鱒

硫酸・｝・ト　リウこム　〈ぶ「a壌SO壬）空静㌧静・‘・鱒り騨∵∵閃’

硫酸カルチウム〈CaSO4）…………・……9・
面1酸マグネシウム（】近gSO‘》…・・・・・・・・……・

硫酸亜酸化鐵（FeSσ｛）………繭…漏・…・

易吾酸葭菱馴ヒ鎧～［Fe二（SO盛）31。鱒鱒・恥。而。鱒一い騨・鱒。

硫酸アルミニウム［Aユ弍SO4，3］．鱒∴．．r．．＿．．

遊離璽酸（HC1）‘…・…一…・…………一・
…墜離硫酸（H診SO4）　・…　…鱒・鱒鱒。。・・。“・・のげ・。・・

珪酸（メタ）（H12SiO3｝……・。師・三・…㌔・」轟・…σ・

＿　14　＿

グラム

0，01160

0．05134ピ

。；7乞446

0；06451

0，59373

4，19211

0β3298

0ρ耳38
0，5謬357

0，04517

●

6，58585



カチオン

二
分

・性

東・ 山 温 泉
籍’ｽ畷騰二二山嵐雛画面箱杁融
　　　　　無色溝澄ニシテ異臭味ナク中性下下ワ微ス　　状
　　比　　，R．蟻．，　　　　　　　　1，000（15。，

　　　　　　　610　　源泉濃度、∵

　　　　　　　　　成　　　分
岡形物総童　　1約　1195グワム（噌千グラム中）

イオセ表（本呼水一千グラム中置含冶客ル各回分汽圧最次ノ如シ）

カルリウムイオ・ン（K。）＿＿…
・ラ・トリウムイオ・シ〆（Naδ．．．．．．。．，

カル1チウム●イオン（Ca’●）＿．．．

〃ム　・り愚一ル・曇りグワ痘

0ρ921　　　．2，3525　　　2β525

0，3SgS　　　16，9111　　　1699111
0，1？917　　　届，4S13　　　8，96呂‘3

と8，2262

アニオン
　クロ＿ルイオ・ン（Cl’）．．．．．．…　．．，　　0，3垂03　　　9ゼ613：5　　　9，6135

　硫顛イォ・ン（SO4”）∴．．．．．弓．℃．．．．．　　0，S937　　　9，3036　　1S，GO72

42，GU20　2S，2207

ヨ韮頁憂（メタ）（正1亀SiOE）…………　　　　＿

　　　　　　　　　　　　　　1，9318　　　　　　c
　　　　　　　　　　、
典　他　　マグネシウムイオン，ヒドロ燐酸イオン及瑚触各痕跡

盤表㈱雰9欝芋竃コ編読史次）

クロールカリウム（〔｛C1）＿．．

クロールナト。｝ウ．ム（轟Cり

嫁酸ナ　トリウム　（XaゴSO‘⊃　．

石飛酸カルチウゐ（σaSO己）＿．

珪酸（メタ）（H2Sio3）　．鱒．鱒．

1，S961．

0．0357

のボ　コけコリリ　コ

．．∴．＿＿．，

●　●　g　o　，　●　●　●　●　■　・　■　o　●　，

．．9。．1。．＿．．．．．

●サ●　■　●　●　●●　◎　9■　●　●　●●

　　　グヲA
．＿．　0，1755

．・●．．　　0，42・」L7

＿。．　0，學86σ

．．＿　　0，6093

・…・ v塑遊
，1，9318

所
分
性

沼 尻 温 泉
在，地　　職島縣耶一匹晋瓢村火宇鴛養沼尻lh

析瑛轟鶴騨騨1三二議薇1卿放。朧嚇，有。
　　　　　酸性反眠ワ徴ス
　　比愈1，00213（15。）
　　原，艮董二度　　　　63b

　　　　　　　　　威　　　分
　　　　固形毒勿記紀滋　　　　辛勺　　1，9・鼻グ，ム（一リ●一一ト；レ蝿3》

、イ本シ表（甥㌫券威嫉ラ鋤
カチオン

水素イオン（H’）＿＿＿．．∵＿
　カリウムイオ・ン｛K’》．．。。．．＿．，．

　ナトリウiムイオンOマ甜）＿＿＿．
　カルチウムィオ’ン（Cαつ　。．、鴇．

　マ〆ネシウムイオン（M9つ＿
　フェル財’才ン（Fe●’）．＿．．＿

　アルミニウムィォンくAr曹り＿

’アニオン

　クロ馳ルイ才ン（Cr｝＿＿∴．．両

　ヒ“騎硫酸イオン（HSO4’）＿
　研1酸イオ・ン（SO4’）．．。．．．．．．，．．．．．

グ，幽

0，016オ

0，0195

0，060L

O．1561

0，010↓

0ρt52
．0，1631

亀，耐一ル

16，0396

0，49S1
2，GO7る

3，S929
0．42σ9

0，2719

6，01S5

0，5040　14．2172
0，16S1　　ユ，7317

1，4593　　15．1916

瞳，グツム
甥　　　乱
16，039d

O，49SL
2，507・聾

7，7850

0，853罵

0，5雪38

18，0555

46，383S

1↓，2172

1，7317

30β832

　　　　　　　　　　　　　　2，5720　　　60，S957　　　6塾6β321
珪酸（メタ）（H＝Sio8）．．＿．．。．＿　　0，1597

■

唖顛表（耀雰躇繁離高輪鯖曳次ノ

硫酉蔓カリウA（K2SOの……………∵・………
硫酸ナトリウム（恥sq）＿＿。＿1．．．、．＿

～旅酸カルチウ・ム（CaSOゆ……伽・崩・｛・㈹。…胸

硫夢｛章マグネシウ屯（L【gSO‘）　・…　。・・・…　。・。・∴・

硫酸亜夢俊fヒ£伐（FoSO4）．．．．．∴。・。・。・、・」・．・・崩・・…

石茂酸γ’レミニウム　［A1留（SO’）3］…　鮪。鱒。・・・…　。9・

遊｝雛亜無艘（HCIo，・・…・・♂……　……・……　。・……

遊輝亀耐1酸（II2SO4）・…　。・、・・…　闘…　。・9・・げ・・．r…　、・鱒

珪百箆（メタ）（H＝Sio3）　・・…　℃・・。・・・…　丙・・．2・“．9．

　　　　　　　　　　　　　　2，73覧ラ
遊離硫化永素（H2S）＿＿．．．＿0，1271

i離職化フ曝（麟）＿。．．＿＿＿＿．＿．．＿

グラム　』

0，0435

0，1S55

01529L

ρρ5エ6

0ρ41弟

1．0323

0¶51S5

0，IG93

画1597

2，7317

0，1271

2，S53S

　　　　　　　　　　　　　　2，S5SS

其他　ヒド麟酸イオン痕跡

一　】5　一

る



　　所
’　分
　　性

　　　　　　　　　　　　　　．」・’　2．．　、　　・’．

　　　吾妻山鐵・鑛泉
在　地．　瓶島縣耶摩郡槍原付字吾…i財U，．

析．者　　束京衛生試瞼所醐沿三十七年）
　　歌　　三論黒血ト澄明ニシ7回飲性酸味ヲ．有シ煮沸スレハ潤濁シ
　　　　テ非色ノ沈垂ヲ生ス
　　比幽重　』1，002史17。》

　　　　　　　　『一成・　分・3

固形物総量　．約．2，27グ弘（山、リートルじ勧

イ船表鰹翻旗鐡ラ鮒
　　カチ：亦ンー

　　　ホ素イオン（珊∴一∴・ご触……
　　　カリウ．ム’イオ∩き！（K・）、韓＿．．．冒．

　　　ラ亀トリウrz」イオ・ン（∫a●）．。．．肺．

　　　カルチウムイ才ン（Ca’う＿．
．　　マグネシウム’イオン（Mg’9）．

。　孫三豊響％i∴｝y1

　　グラム

．． @Q，0285
．．　　0，0269

．．
@　0，1093

．．@　0ρ590
．．　0，02昏0

：：　・8；？8量8

’71＝オン

　、クロールイオン（㎝’）＿＿＿＿

　七ド冒硫酸イオン（HSO4’）…
　硫酸イ2’シ（Sq”）．・…一……

0，0242

0，2739

1，6445

葡モール善アグ董
2，821S　　　　2β216

0，6S71　　　0，6S71

4，7635　　　　4，7635

1，4713　　　2，9426

0，9852　　　　1，97Q4

1，64SO　　　3，2960

7，0249　．21，2549

37，7363

0，6827　’　　0，6S27

2β21S　、　2，S21S

17，1195　　　34，2390

●

塵類表魅惑9蕃玄冬熟議二巴曳棄〉．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲ÷
　　クローノレう輔．τ・一リゥムC｛aC1｝　¶uq噛．5∴噛．。一」　　0，0400．

　　硫酸ヵリゥム（K2SO4）．．．．＿＿＿．．＿＿＿．＿　0，03CO　．

　　石轍ナトリウム（砺Sφ、》＿．＿………一∫0，2900

　　硫酸カル．チウム（CaSO4）．＿．．．＿．．＿．＿∵＿．．0，2000

　　硫酸マグ．ネシウム（MgSO4）∵．＿＿．．。．．＿　　0，1200層、

　　硫酸亜酸化鐵（FeSO4）．．．．．．．6．．．．．．．．．，．．．．．．．9．　　0，26σd

　　硫酸アルミニウム［A】2（Sq）δ］．∴．．．＿．．．，．．．．．．　1，212α．

’　　　遊寓匡硫酸（H2SO4）．．．．．7．，。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　．0，3024

　　珪酸（メタ’）（H：2Sio3）＿＿．．．．＿＿＿＿＿．0；155S

珪酸（メタ）（正正2Sio3）∴。…　。軸韓・

2，474S

O，155S

2，6306

40，025S　　　37，7435・

2，6302．

所　在
分．・析

性

　　　　．響　　’・．　　・」．　　　　　　一

．一・ 轣`∫層『木．鑛．皐（冷！．

地　　輻島縣i耶麿那一，木村字小白霜
　　　東京衛生瞼三所（明治四十年）
状・冶ト無色清澄微二鹸味アリ殆ト申性ノ反懇ヲ呈シ煮沸スレ八自
　　　重ヲ生シげルカリ性トナル
上ヒ　　　重　　　1，00δ1（150♪

　　　　　　　　成　．・分

層㌫固形物総量　　約　6，53グラム（一千グラム中）

腰ン表鰹翻菱燃ラ鋤
カチオン．

　カリウムィ1オン（K・）．＿＿＿．
　＝ナ9トリウムィ才ン（｝「εし●）　じ畳．．．．

　カルチウムイオン（Caノう’…＿
　マグネシウムイオン（Mgつ＿
　フェルロイオン（Feつ．＿．、＿…

アニオン

　クP一ルイ才ン（cr）＿＿∴．＿
　硫酸イオン（SO4”｝＿＿＿．．＿．

　七ドロ炭酸イオン（HCO3’）＿

グラム

0，0S98

1，7323

0，4013

0，13S3
qOO34

2，4934

0，7774

1．3737

ミ⊃モール

2，2937・

75，1540
10，0075

5，6978

D，060S

ごリグラム
當　　　蓋と

2，2937

75，1540

20，0150
11，3956

0，1216

108，9799

70，335ケ　　70，3357

8，0929　　　16，185S

22，5160　　22，5160

194，1584　．109，0375

塵類表礫雰9投出触出；霧編藷曳次〉

クロールナトリウム（XaCl）．．」＿＿輔

二百委カリ．ウム（1く：2S（）4）・…　鱒鱒・・●・・ら。・・一・

硫酸ナトリウム（Xa2SO｛）＿＿．．．．．＿

クロールマグネシウム（MgC12）…．＿

重：炭酸カルチウム［Ca（ECO3｝2］…＿．．

重炭酸マグネシヴム［MglHCO＄）2】＿．

重：炭酸亜酸化鐵［Fe（HCO3）21．．．＿＿．

珪酸（メタ）（H2Sio5）　…　…．・．・。・∵．・・。・

珪酸（メタ「）（H2Sio3）．．．．．。．＿。．．

7，0101

0，0774

遊離炭酸（CO2）……一・……
7，0875

2，0301．．．．．46，13S6

其　他　　アルミニウゐイオン

9，1176

痕跡

　　　　グラム

。。．＿
諱@　‘3，5849

＿＿．　0，200〔ン

。．．．㎡ら．　　0，9S70．

．．

謖l．．　　0，4314

．．．．．．。　　1β247

＿L＿．　0，1712
．．．．．．．曾　　0，0109

．．．＿．．　0，07牲

遊離炭酸（c62）＿＿∴．．．＿＿＿＿＿＿．．＿

7ρS75

2，0301

9、u76・

＿　工61一



｝

｝：

門・

カチオン

所在地
分析者性　　｝1尺

比

熟

届（泉潭度

・盤 温 泉
輻島縣珊；即郡吏鰍1村大字熱瓢字大畑
乗京衛生試瞼所侮1治三・卜囚年）・．　　…　　　．
無色浩澄屯シテ微二幽戎瞭ブイ∫シ中性反巌フ暴スレ｝モ溺；沸
スレノ、しア’レカリ1fh昌慶ス．

5R　　．1・OO・玉00（17。）

　　　約35。・

　　　　　成　　分
駐】死多4勿ξ｝難ゴ凌　　　約　　4，60グラム（一・千グ、ラA喋3）

イオン嵐（甥骸図録搬ラ禦）

カリウムイオン《Kう鱒．四．∴．．．．

ナトリウムイオン（：甜）……．・・

カルチウムィオン～Cバ）＿…
マゲネシウムィオ・ン（L阜ζつ．一

アニオン
　如一ルイ才ン（cr｝．＿∴．＿
　硫酸イ＝4・ン（SO4”，・・6．．・・一・・・…

　bドロ炭酸イオン（HCOの…
　　　　　　　9

グツム

0，049・｝

1，2370
0，347・L

O，03怖

1，7362
0，3・協・』

1，1395

竃，毎。ル　蓋リグワ桑

172618　　　1，2018

53，｛ち559　5300059
8．6亀533　　　17，3206

量，2931　　　2ρ3¢；2

弘各，8405

4Sρ7〔30　　4S，9760

3，59昴　　7．1918

1615773　1臼．6773

　　　　　　　　　　　　　　・』r，SS64　　136，1328　　　7qLβ451

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■．珪酸（メタ》（王｛＝SiOo）．．．．、。．．。．．．　　0ρ553

　　　　　　　　　　　　　　4、田苑

コし　他　　遊離炭酸微量並ヒ1ξロ燐酸・fオン及剛醜；痕跡

意表（木二水ハ英集成二於テー千グラム中次ノ成分ヲ含イ∫スル湾渋二概略相當ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ク馴一ルカリウム（KCI）・…・・…∵・・・・…’・・

クロールナトリウム（罫【しC1）　…・一…・・㌔∵・

．1贋童捗き酸ナ・トリウム（｝τεし王【CO3）．・・．・・。。・、・四・一

層酸カルチウム（CaSO蕩）＿＿＿∴．戸・・・・…

’承炭醸カルチウム［Cε（HCOI‘）2L＿．……・

趣炭殖マグ尋シウム［M£‘HCO猛》21．……・♂

珪勉（メタ）《H＝Sioハ）　．．．．．．。．∴．．。．、＿．．．．，．

　　熱　　　温　泉
　　紹島縣耶庫諏燃聰け大字熱聰
　　　腹京衛生試臓所（吻治1瞑」十一年》　　　　　　　　・
　　　毅ト無色瀬號ニシテ徽鑓：肩比底物γリ戯味ヲオガシ微弱アル
　　　カリ性反渥無ワ量ス
　　　双　　1．ou59（旦5。｝

瓜泉温度　　4u。

　　　　　　　成　　　分

〆

　　グラム
＿．

Dbρ940

∵・　2・7915

＿　　0，5005，

，．．　　0，4900

．．．

@．．P・S209・

　　　　　　　■．，．　　0，1S95

…　o・Oii璽

所詫　地
分析増性　　　状

　　　　比

雪形物恥澱　　約’11150グ淋（一千ゲラム中）

イオン表（委忌辰雰録鐡テ鋤

カチオン
が，ウ財オン（K・｝．＿．．．＿，

　＋トリウムィ才ン（こζεド》．＿伽．．

　カルチウ3・イナン（Ca・・）＿＿

マク’ネシウムイオン（Mgつ．．

アニオン

．クロールイオンICI’）＿。．．．＿．

　協く酸イオ」ン｛SO∵’｝＿．．一．．．．．．．．．

　辱ド”〃徹イオン（Hco3’）．．．

グワム

ObO139

3，10S‘）

1，1S45

0．02暫

6，26S4

09・鮭監4

0．‘；637

竃，簡一ル

　0，3559

13・1』。8373

29，53S7

　0，豊729

霜，グワム

霧　　祉
　0．35もU

13・聾．S373

59，077虫

　1，945S

196，2【6・L

176，8237　　176β237

　4，280G　　8，5612

10β785　　　10，8785

357，687〔；　196，2‘；3・盛

些，9・告寧2

懸頁表．（顕爵9蓉黙観＝編晶藷豊次）・

クロールカリウム（KCI、＿＿＿＿・∴臨＿＿

クリール弥リウム（Xaρll＿．．＿，．叩・＿

1【ヒ夢ξ酸ナトリウ・へ（きτiLI［CO“）．。・・韓・。・鱒・i騨じ9・

ク劃一ルカらチウム（C鴨C1ジ．……・…・．・・…

ク”一ル讐〆ネシウ＾（Mgα2）・・………一

硫酸カルチウ3・（C鳩Ol，・・＿・…………・・…

fR炭酸ヵルチウゐ〔C妖HCO3｝21＿・ら……・！・・

翻酸（メタ｝（lmq・｝・一・…一・・……弾∵・…

　　　　ロ棚酸（メタ1（H1玄（㌧）．．＿．．．＿

珪酸（メタ1（HコSio3）．．．，．．．．．，．．

u，673σ

OrO5σ7

⑰．0927

其．他　　　』ドロ燐酸イオン

n．S230

痕跡

グラム

0，0265層

7，S507

0ρ540

2，2367

0，0927

0，5S36

0β29匹

．0ρ5｝7

珪酸（〃》（lr，Sio、、）．・．．＿．．＿．＿＿．．．」菱曝7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11魯S230

一　．17　一

、

．∴r’

●

尋

噸

’



轟

垣斥在地

分析者
憐　　状
　　　　比

熱　監　澱　泉’
鵜島縣耶曝郡熱墾村大字熱黙三太真永李チ・三百七十五番地．

東京爾猛試験所（明油四十一年）

無色胤登ニシ蔵置味ヲ有敵プ’ゆり牲反獅暴ス
重　．1，GO幸（15。〉

　　　　　成層、　1．分．

罰形騰童世嫡グ・・（一チグラム中）

効ン表（委難衰雰爆嫉ラ鋤
カチオン　　　　　　　　　　　グラム
　カリウムイオン（K’）…∴一・・．o，12㌃8

　ナ｝　リウ「ムィ；ナこシノ（Naつ＿．．．。．．．，　．1，19152

　カルチゥムイ爵‘ン：（O甜｝）．．＿＿．．0，3弱8．．

！　マ・グネシゥムイォン　‘1しlg’●）　」，　　OgO277

ア；オン．

．夘一珂オン（c「），・∵・・，…

　硫酸イオン（Sq”）．．∴＿＿．＿．

　嗣ヒド肩炭酸イオン（HCOポ》＿

1，718S

O，5404，

0，90S3

・リ毛ψ・潔グヲ叢

3，2644’ C326《』虫

51，S525　、51，8525

．8，6234　　　17，246S

1．1371　　232742

　　　　7些，6379
　　　　　　　●
49，4852　　・4S，4852・

5，6257　　　11，2514

14」，S959　　　14F，S959

　　　　　　　　　　　　　　4β645　　133，8842　　74，6325

珪酸（〃）（H・S三〇・》…∴…∵・砿oa79

　　　　　　　　　　・　　　　4，932生

其他　7ニルロイオン及ア．ルミヒウムイ：れノ各少量

肇織囎9無識護＝麟献次）
　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　

クローノレカリウム（Kで】1｝．．．b●・●・○．●．。9．曾．

クロールナトリウム（∫aC1）．．＿＿＿

厘炭酸ナトリウム（∫認co，）＿‘＿∴

・硫酸力ルチウみ（甑so4｝…．．＿∴．．＿

重炭酸カルチウム［Ca（HCO3）2］＿．。＿

重炭酸マグネシウム［Blg（HCO3）2｝・・，

珪酸｛メタ｝（HコSio3）　。＿…・駒．・…鱒‘・

　　　　グラム．

．．．。．．。
@・0，2！ち35

．。る．」．．　’．2，6454

．．．．．．．　　0，5年79

＿い．　0，766¢

．．．．，．』　　0，4842

．．．．．．。．　　0，1669

．．．り．．．．　　0，0679

4，9324

熱 盤 温 泉

羅

　　コ・捨

所；在地
毬三雲

“λ

厚

編島縣耳区摩郡三一額暫寸★回申璽漫字璽ノ澤

東京衛醜試擁壁（明濠四十一年）
無色清澄ニシア微二戯味ヲ具＾弱アルカリ性反懸ヲ呈シ煮
沸スレハ白色結晶性ノ沈重ヲ析幽ス
重　　　1コ004，3（157）　．　　　　　’

　　　　　．成　　　分

固形物総量’　約　5璽11グラム（一千グラム中）

赫ン表（委鷺孫簸裏ラ鋤
カチオン
しロめユ　ムコ
　カリウムイオン（Kう＿．＿．．．．．

　ナトリウムイオン餌a．）＿…．．，

　カルチウ2・イオン（Cの＿．．．
　マグネシウムイオン｛M9’つ

アニオン

　クロールイオン（（、r）＿＿．．＿．
　硫酸イオ。ン（SO｛”）．．．．．．．。．．．．，．．

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）一．

グラム

0，0648

1，38711

α4277
0，0n3

2，0312
014563

1，2054

ミ画一ル’宴O葱
1，6552　　．　1，655呂

60，1779　　　60，1779

10，665S　　2し3316
1，6954　　　3，3908

86，弱55

57，2976　　　57，2976

4，7502　　　　9，5004

19，7575　　　19ガ575

　　　　　　　　　　　　　　・5，6138　　155，9996　　　86，5555，
珪酸（メタ）（H＝Sio3）＿＿，．。＿　　0，0r～79

　　　　　　　　　　　　　　5，6817
其　他　　フェルロイ才ン及アルミニウあイオン少量並ヒド
　　　　　ロ燐酸イオン及劒酸ノ痕跡

．塵類表縢雰9瀦婆聡透議編垂曳次）

ナロールカリウム（KCり・∴∴・覧・……．……門

クロールナトリウム（XaCI）閃＿∴。．＿…＿

重炭酸ナトリウム（X恥HCO3）．一＿…．．」＿一．

硫酸カルテ1ウム（（laSO4）……・。…。………・叩

．重炭酸カルチウム［Ca（HCO3）」∵・∴…・・…・

重炭酸マグネシウム［玉王g（HCO3）2］　．。．∵．．．。

珪酸（メタ）（H「2Sio3）＿＿＿。．．，…＿＿晦．一。

＿・ P8　一

グフム

0，1235

3，％49

0，3821

0，6472

0，9573

0，248S

O．0679

5，6S17

と＝’ヨ

卿
．．． r

，



’

…

1

i＝

・1

．i

～

i

I
r・　『
’

t．

1
’｝幽

｛

両

分

性

在地
析者
　　状

比

熱．盛・鑛・泉（冷）ド
聯島田耶｝ll蘭1燃留1村字醗澤山．

東京衛生臓試所㊥1治2巨十三年｝

無色澄明’ニシテ唱題バ禦畏物ソイfシ味11㌃刺桟性島シテ微戸

鹸味ワ帯ヒ微弱アをカリ性反．感ヲ呈ス　　　　　　’

，｛く　　1，00塾O（15，5。）　　　　　　　　　　　’

　　　　　成　　　分

赫ン表・．㈱編隷嫉ラ鋤
・カチオン　　　，　　　．　　　　グフム

　カリウムイオン〈K●》＿＿、＿．．0μ779
　ナ　ト　ヅウムイ才ン　（Nfド），。．韓＿．　0，8592・ゐ

　アムモニウムィォ・ン（NH4。）＿　0，00D2δ
　カルチウ」、イオン（Cバ）＿．．．0，5D79S
　マゲネシウムイオン’（M9’ツ＿0，0・襲35S
　フニルロイ才ン（Fe”）．．＿．．9．＿0，00D70

アニオン
　グμ一ルイォン（Cll）＿＿．．．耐　1959筍S
　硫酸イオ・ン（SO4”）・。．…　．7・・．．…　　0・29015

　ヒドロ炭酸イオン（HCQδ’）…」・130S9

篭，巨川ル　　魯リグフ式1

3，2“u1　　3μ6・u1’
37μ7722　　37，277呂2

0，0レL33　　0，0IL33　　，

！2．69950　25，：、9900

1，75900　　　3，57SQO

O，O12δ0　0ρ2500

69，55771

44，9305弘　粥，9SO5・も

3，02051　6，0・鑓02
18．㍉：禍t5　18．53‘樋5

　4，555171z且，5969L　6？，う571L
．．．0，05173

　4，6069D
…L堕S塑…15・66318

　　5馴29630

慶類表（耀翌翌繋憎憎＝羅融愛次）’

ク切一ルカリウム（1（C1）　・……　四…・・・…　鴨

クロー1し→」トリウム（∫aCD・…　r・1………・・

ク自一ルアムモニウム（窯H亀Cl》一・…曼…・・

ク”一．んカルチウム（C“C12）1・…。………四

祠k趣身カルチウム（C“SOゆ………∵・・……・・

∫R炭酸カルチウム［Ca（HCOa｝21　……・…・。

愈炭酸マグネシウム［Mg（HCO3）」1…・…晒

猟炭酸ilΣ酸化載〔Fo（1【CQ5）＝1……・……・・

珪殖（メタ｝σ駆SLO“》…・，・…・・…．…・・……・・＿＿＿

，珪酸（メ　タ）　（正12Sio6）　。畳●○鱒・．●

．遊離炭酸（CO2）…………叩．・

遊韻炭醸（Cq》……………………………．

　グラム
09聖35．）

2，t3031’

0，00077

．0；24553

　　　し
0．概00S

1，20S95

0，26257

0，00225

0．1）5L73

4，60709

0．63940

5，29643

1

響

｝

所：在地

分析者
　　　　比

大 盤、 一
二島脱耶即召K火仙南

大網賓磯砺局（照臨四十二∫ド）

1鼠　　　 1審O15（150｝

　　　　　「成　　，分

泉（冷）

吃

　　　　　　　　　　　　　．口覗形4勿続L量遙：　　約．20魯40グ三フム（一リ鱒一．トル吋3，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

赫ン表（鱗磁燃ラ鋤　　騨頁表㈱欝聾唖燃実次）
カチオン

　カリ．ウムイオ・ン（Kう＿．…。．…

’ナトリウ．ムィ才ン（x価う∴＿

　カルチウAイオ・ジてCIし’r）∴．＿

　マゲネシウムィオ・ン（Llg●り＿

？ニオシ

　ク・一ルイオン（Clo）…

　硫酸イオ・ン（SO｛”）…　．．

グ，ム

Og2100

6，0232

0，9219

0β072

㍑言號
　　　　　　け251、5271　　2Ll，5271

22，9900　　　45，9300

125103　　25，2216

　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　33S，0927

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

．．．．。。．．．　11，56S7　　326，33S5　　326，33S5

＿＿o，5鯉＿．塑塑iL」塾・量肇
　　　　19，6000　　63．L，7017　　333，0Sll

．其他　　フェルロ．アルミニウ義及ブローム、ノ各イ

　　　　　才ン並珪酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲあ
クロールカリウム（KCI）．，．．．．．＿＿．＿．＿＿　　0，40⊃0

ク“一ル・｝・トリウム（∫亀、Cり＿．＿．＿＿．．．．．　15，3000

クロールカルチウム（C轟C12）＿……・・。……　　1，9000

ク・一ルマゲネシウム（MgC』）．．．＿…＿…1，2000

硫酸カルチウム（C【しSσゆ＿・。・＿・・…・．ρ…・。。　01SO9≧

　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　，19．6000

＿　19，一

‘



○幽

幽

分

性

♂

　　　．1會　津　鑛　泉

在地　　演唱県某大沼郡大瀧村大学大圏

　　　　東京衛生試騒所（明漁三十三年）析．者
歌’ ﾋ滋味聖㌻畔贈地．

　　　　彫魏量調q・s・・ムく一リ㌘・瞬・ジ

　　　　イオン装．（委甦謙嬉裏ラ鋤

力irオン　’．・”グラ・　・シモーφ届り署董．
．　う西，トリウムィォーンCてa’）．．．．．．。，．　　0，009S　　　　O，4252　　　．6，425呂

　フェ沁ロイ才ン’（Fb’う．＿＿＿．0，0051　，0，0912　　0，1824

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6076’
アニオン．．　　　・、　・．．　　　　　　　・’
　ク・一脳オッ（dr）…＿，．，．，．　o，oo63軌1777　Q，17学7

　ヒ・ドロ房ξ酸イオン＝（耳CO3’♪　・鱒　’Q・0260　　　0・4262　　　．　Q34262

　　　　　　　　　　　　　　．0，0強72　．』1p12■）3　　　　0，6039　膨

　麟（メタ）（耳，串16、）＿＿．＿．¢02S9．　　．．

　　　　　．　．，．　．、㌦　　　．0・0761．．’い’．曹
　遊離雌（CQ、），＿，．．．．，＿・．3⑩后47．」画6520

　　　　　　　　　　　　　　　3，1403　　　　　　　　、匿

．、其他　カルチウム，マ獅シウ．ム読駿及ヒ師燐酸洛

　　　　　　イオン痕跡

ρ．

一’ @黒∫1澤層．．

．所在　地　　緬島懸大沼郡中♪川賛犬掌黒澤字引山

門雌麗麗騨舞舞艦繍鋤搬。三三，有ス
　　　　比 重・1，0003（15。）1．∴　．　三：．

　　　　　　　　　　　．成τ・賦蒙1．

　　　　　　　　　　　　　　　　固形藁縄量

　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　赫ン表（鰻謙繊ラ鋤
カチオン　　　　　　　グラム．甥モール
　ナ1，　リ　ウ、ゐイ’オンeζa．）　L．。．：。　　0，0192　　’　0，833Q

　カルチヴ≧・イオン（Ca‘・）＿L．．　O，OQ33　　0，Q舘3

hマグネシウムィ才ン（Mgつ｛…・．Qlooり乾．o・932s

：アニオン，．．．　　　1『．　ド∵：ゲ㌦1．…

　ク・一ル材ン（c「）・」∵……｝，・、o，ooo9・・．　o・Q％1

蕨酸窃ン（soZ），…」＿．．＿，．軌㈱㈱ρ3
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロの　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ユ

　1ヒ　ドロ炭酸イォ・シ（HCOs’）　．．．．　’0，0039　　　0ρ639

げ

馳

塵顛衷（耀雰9蓉磐婆識㍊蕗晶実参／

　　　　　　’く　＝・．．．　　　．ニ　　　クワム
　」・ク6茜・けトリウム・（N・C1）．．．．．＿＿∴＿∴¢0104・

　・重炭酸ナー向．ウム（N・HCO、）．＿∴＿＿、．・6，0207’・

．叢雲織野駅：：：：1：：：：：：：：：；騰

轡1∵丁際：1二｝ll著　lll

　　　　　　　　　’．・・．一∴．’ド：照∴．：

　　曽．・・r・・…ll’・．．．・．．「／（．’！

鍍　　泉㈲

　　　　　　　　　　　　　　0，0750．　1，5264
　自…酸・（メタ）（H≦Sio3）＿＿＿．．．　0，1033

　　　　　　　　　　　　　　0，貯88
：逝離炭酸（CO・）一・……∵…1，0186…23，15CO

　　　　　　　　　　　　　　ユ・1一

三他　　　　カリウムイオン，アルミニウムイオン及フェルロイオン’
　　　　各回窃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・7一一兄．20～一

約6鴻グ鉱←・千グラム中）

・・D．∵．麟衷（囎9蓉駄轟議姦継次〉’
．許・蓋∵一’．∴．．‘一．　∴　・．　…

q833・買繋歪，：1舛（ミ㌍rqL・・．・・・・…ll・・鼻・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0593
0・1鰯　　ク脚隔、・カノPチウム（CaC1り）．＿＿＿．．＿＿・φρ」1a

器1磁・扇訟（d醐・漏縞蕊圃・…
　　　　　　重炭酸マグネシウム［Mg（HCOヨ）2！’．．1＿｛．ご．’0；0047．

α0251　珪酸（〃）（晦。，）・．．、∴＿．．、．∴∵幽・？．野．’＝α1638：

騨轡鮎：llll漫∴諜
　　　　　　　　　　キ

顕、．．・；；∵，、51∵：レ’・’…・’翌’ザ1…㌔

　　　　　・・ll．　∴．・．・”㌔幹∴∫・戸ハ・・’∫2・’こ　こ疑　’

　　，　　　・　　　　　　　　　’＝、∵’∵．∴　，・∵髪

’r
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し

し

壁

ヒ
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●
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カチオン

　　、・4層1

所．：窪

分析
牲1．

ノ　　　　　　　．

地
者・

比・．．

湯，本，　濫　泉
！　　・　，　　　　！・、・・　　　　　5　・，

．秘島縣石城旧識吋大字湯4く字三晦

東京衛生試臓所（明治ぎ三十六年）・

無色瀬｛殖・シ郭鵡ヒホ；1映ヲイ返典1鄭伽、中性う・リ
皿．　チ・1，doき、再！zo）’　唱㌔「　　　∴　一・’・・　　　　　　’　　　　　　し

　　　　　　　　　｛’．レ㌦ド．

　　　　　成．．分
　　　　　　■　　　．
圃兀多糸毛雫勿最　　　 約　　3，20グフゐ（一『Fグラム中）

’履，オ：ン…表．．（本敏永』ギゲうム中二含イfズル各成分及共鼠次ノ如シ），

　カリ．ウムィ才ン叉K’》・…‘…じ・

　＋トリ：ウムィ才ン｛yIゼ》＿ニ

　カル軍ウムイ才ン（Oa・・）謡．．

　マタネシウムィ才ン（M9≒’，

　　　，層　　　　．　．．．　．．．．　．．　．「

．アニオン　　＿．．．．，．，＝：

　クロールィオ・ン：くCr）＿嬉，Ψ

　ヒドロ炭酸イオン但CO3’）∴

グヲあ

、，；0，00S2

∴．．0，9873・

．．．　0，2230

．．．　0，0007

，　　　「

、　．ノる・・卸・＼9．

，・，1β4蚤3・ひ2ρ字与L．

＿　　0，1339　　2，19・も7

竃，勉騨ル

「・ O，2095

42，S2S6

　5，5611

’0，0287　、

竃，グ弘・ξ

．雷　　彊
　0，2095

42β2S6

11，1222

　0，0574

54，2177
●　　　　　　　　　，

52、025も

2．19・L7

　　r　　3，tg73　102，8掲0、5・し，盟01

　　　　　　　　　　　　●
……・…Q愛蟹
　　　　3，2421

．＿＿＿定量セス
．＿㌧．鱒．．．　　0．OL95

　　　　3，2dL6

塵顛表（本頒水）、典1∫城二於テー千ゲラ瑚吹ノ成分ソ閉門スル溶液出町暗相国ス）

　　　　　　●

珪酉直（メタXH2Sio3）＿．．

遊繊酸　〔COコ）＿・鱒．．

遊1離監硫化水素くH2S）　・・

莫　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、』ζ　　　　　　　　‘　　　　　　　　．’　　　　　・グヲろ．
ク食三ルヵリウ凸（K：C1）．∴．．・兜．，．∫．…．・r｝。∴．｝“（或0156

夘乙ル骨リウ＾（y・叫＿1．．．、∴∴∴．．帰’コ2，5σ56

ク・一ルカルチウ・ム（c・・c1コ）．．．．．1．．；．．∴．1：．ご．α：1936’

重職励ルチウゐ〔C・（｝ICO、），1・．∴・・．1：．：な．誓0；1733’。

．劃臨炭勉マ〆ヰシウム［Mg（Hqo3》皇】…∴・ξきごiこ〆　0，0（ン芸2

・珪酉曳（ノタX正1饗Sio3）．．．．．．．乞二．」．．∴．．∴∴∴三∵」．．」　　0ρ塾鱈’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，2・』21
遊践猛布年fヒフド；農（H琴S）・・・・・・・・・・…　……　一帥。・・騨・・　　0，0195

　　　　”　・・……　l　l・’一可百薦・

　　　　　　・　　1　　　・．画層、，．’　『　’　峠・ン

圏　・　F

．　　．1L’1う ’墨・ @・「臥㍗汽：くγ　　」　’，｝

7ニルロ．アルミニウム，ヒドロ燐酸ノ．各イ零ン及棚田ノ痕跡

　　　　　　　　　1好　　間・　鑛　　泉　（冷）

所

分
．性

＝在地・

析者，
　！｝即：

」祠畠縣Zf城礁好闘村大字北寸間
乗京衛生試臓所1吻油三十∫1亀》

、

殆卜無色瀬登典臭ナ〉微二酸性開門豪ヲ宥ゴ反堆跡酸性ワ徴ス

　　　　　　　　　1

　　　，履オン轟、（直酒辰券戴嫉テ鋤

．カチオン，

　フk雍ぐオン（H●）・…・乳…・……

　十トリウムィオ’ン（Na3｝．．．＿．．

　カ．ルチウ・ムイオ・3ノ（Ca’つ．。・兜・．．

　マグ不シウ．ムイオ・ン（MgO’｝」

　フェルロイ・才ン（Fe’。》＿ρ・．こ：＿；

　アルミニウムイオン（A1’・’）＿．

　1　・・－　・　　・　．．1，1
’アニオン

　クr悟ルイ才ン（Cl’》＿＿＿．

　ヒドロ硫酸イオン（｝ISq’）．＿

磁材ン（soボ’）．．＿＿．∴．

・　●

；∴

●　o層

撃●

三ら

・・㌔

　ヤ．．　0，0125

．．　　0，2549

．．　1，199・L

’グツ1恥

0，鳳．’030

0，0173・

0，1014

0，q2？5’

P，0611…　，

0，ユ360　．

成 分　　　　　“㌔

騨醸（瑠ρ蓉獅指弾，鰭実礼
石動矯一か・暴，”痘

3，0097　　　3，001♪7

．0，7500．0，7500．

Q、52S7　　510574

1b129Q．　2，25SO

・0，9ユφL　、　1．S2S2

．5，01串5　　　15．0555

　・・脅　，　　．27，959・L’”

0，3527　　　　0，3527

2，〔玉％9　　2，6259

12．るq57　　　24，9714，　”

　　　　　　　　　　　　　　1，8031　　2S，S149　　．27，9500　’．
i圭弼交（メタ）（｝13Sio3）．．．．．．，．．．．．　　0；12↓0

　　　　　　　　　　　　　　1，9271　　　　　　　　・
芙隔 ｼ　　カリウムィ才ン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　　　　　，，、膠・・．ド舳’・’　・’グワゐ

硫酸ナトリウム侭“2SO弓｝＿＿＿．．．・・6．’｛＿　0，05錨

硫酸カルチウA（CaSO‘）＿＿＿．1，．．．：L．属∴．」・・0，3遙コ6．

硫酸マグネシウ」も（1㌧【gSO‘）．．．．．．．。．∴轟．．．．，，．．ボ．・‘．0，1362・

「硫医髪亜．酸｛ヒ銭毫（FoSQI）．．．．＿．．．．．．＿．．二．∫L三．．∴．．！．’．0，1397層

励｛酸ア’レミニウゐ『［A13（SO4）3】。．．1．．；．」∵．∴・．轟．‘．　’0，S603

馳遊離七転〔HCI）∴∴．．．＿．＿＿＿．∴．．‘∴1．．‘．ご∴・・0，0129’

三二薩研己戯隻（H蟹SO高）．」．．．．．。．．6．．♂．．．三．．“．∴㍉．：．∴．；∵　O，2575

’珪酸（メタXL【＝Sio35）・。・・…　。・・・…　。・・。・・…　」・。・。。・＿＿」≧陀玉呈圭9

　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　1，9271
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、　　・　　　　　．、　　　　　　　　　　　　　層∵’1

r鴇2Lr．，

’

　咀，ヂ

、　　　．・　　　τ‘，

　　1：・＿＿，．く．　所

A「@e

　．，＝kμ　　　　　　　’こ．∵lb．二し．．く．、一、

｝



b

r

●

カチオン

所　在　地

’分析考
性　　・駅

　　　　比

好． 聞 鑛 泉’〈冷）圃

福島縣石城器築三付大字北好司字離六＋九費地

東京衛巫試験所鯛治四十年）

赤褐色清澄ニシテ牧町性ノ鑛味ヲ臭へ酸性艮磨ヲ呈ス
雷　　㌔　　1；σL65（150）　・

・成

：儒瞬麟翻簸病靹
カリウ剤オン（葬●）…………

ナ塾リφゐイオン（N甜）．．．．．＿．

・カルチウ云イオン（Ca・・）＿＿

々グネシウムイ押’（M㊨…
フ』ルロイオン（Fe’りP＿．。＿＿

アルミ謡ウゐイオン（A1幽）＿

グラム

0，2445

0，409S

O，4229

0，1663

1，6631

1，545S

切モーグ潔グ菟
62453　　　　6，2453

1777353　　　17，7353

10，5436　　21，0S72

6，8292　　　監3，65S4

29，9燭S1　　59β962

57，04Q6　　171，1218

289，7442

：アニオン

駈三一ン（SOヂ》、・・．＿＿．＿．13，917U磁働22S9・758壬

273，2213　　289，75S生

　　　　　　、

分
國，

機軸’ q欝参蕃獣沈沈擢タ〉

　　　　　　　　　　　　　．18，3695
珪酸（メタ）（H2Sio3）。・・…　……　　　0・3830』

　　　　　　　　　　　　　18，7525

硫酸カリウム（K2SO鼻．」＿＿一b…b嚇…・∴・晩

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　．晒一鱒．・・」∴。。・∴餌・

硫酸カルチウム（CaSOの＿＿＿＿，＿…．。…　、．

硫蚕費ソグネシラム‘MgSO4＞　＿L．．甲．．＿・・，・・

．硫酸篁酸峯ヒ鐵（FeSO4）㌧＿噂．け・祠・鱒・・＿・・。・∵・∴

硫酸ア．ルミニウム［A12（SO‘）＄］＿＿サ．＿。。．．∴

珪酸（メタ）（］日［2Sio3）…＿一・．・・…｝。…………．

　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　．筆

其　他　　マンガノイ才ン，ク”一ルイ才ン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡．

グヲ訴

0，5445・

1，2649

1，433与

0，8235

4，5196

9．7835

0，3S30”

18，7δ25』

‘．

　　所　在　地

　　分析者
「　性，．　；伏

　　　　　　比

嘘、

好　間　鑛　泉（冷〉
　圓．　　　　　　　　　←一’　　　　　　　．　　　’．。

編島縣石城長瀞間村大字北好間字籠六ナ五番埣

東京衛生試験所（明治四十年）’

淡褐色澄明．ニシ7取鉢昧ヲ其へ酸性反癒ヲ働ス

重　　　　】gOO73（150）

’成

イオン表く轍弓懸照影鋤
カチオン
　カリヴムィ牙ン（Kう・！・………

　ナひりウムイオン（苫aり＿＿、．．

　カルチウゐイオン（C田り＿＿＿

　マグネシウ．ムイオン（Mgつ＿
　フェルロイオ・ン（Feつ．＿＿．．＿．

　アルミニウムイオン｛∠≒｝面）．鱒

：アニオン

　クロー2セイオ茗（cr）……・…騨

グラム

0，0053

0，0355

0，4720

0，2320

0，323S

O，540壬

硫酸イオン（SO‘”）．…＿＿＿．．。　5，491S

ミリモール．

0，1354

ユ，5401

11、7706

9覧5235、

5，7925

19；9’壬10

竃9グラム
嘗　　　量
0，135壬

1，5401

23，5亜12

1臼ρ476

11，5350

59．8230

115，6723

020592　　　　1，6700　　　　1，6700．

　　　　57，1705　　114β410，

　　　　　　　　　　　　　　7，16」O　　iO7，5《鮎39　　116，011（〉

珪酸（メタ⊃（HzSio3）……・・…．　0，3505

　　　　　　　　　　　　　　7，5105

茎他　アンガノイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿’22：

’分

P

麟表耀蕊獅齢；編儲雲弐）

クロールカリウム（KC】）．＿＿？＿＿・＿・・・…

クロ門ルナトリウム（NaCユ）、坐＿＿1．噌．＿＿．

硫酸カルチウム（CaSO4）…∵………＿・・…∴・

硫酸マグネレウも（LlgSO｛）’……・…マ・……

硫酸亜酸化鐵（FeSO“）＿＿‘…．＿＿＿＿．＿．

硫酸ア1ルミニウム［Al≧（SO4）渉］・・……・…一・・

珪酸（メタ）（H2Sio3》∴＿、。．、．．＿＿＿＿∴ゼ

　　　発

孝乏タ

0，uluO

O，0900

1，6000

1，1COO

O，8SOO

3，4200

貼3505・

7，510告
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ド

ま

ボ

1
5
ヒ

し’

所　在

分析
性

地

者
欺’

’七　軒村鑛　泉．
　山形縣酎抽刷ζ・ヒ軒湧國火字澤r1百十七薪地

　東京衛～！釈！i瀞1（明テ六三十五年）

　無色瀧紬1練ニシテ‘lg性反跳1ヲ徴シ微二硫化水；｛襖ワ放ツ

　　　　　　成　．　分

圃形物温品　　約　0・32グラム（一千ヅラムllウ

赫ン表（甥無雰薄商ラ鋤
カチオン

　ηリ・ウムイオン（Kう…・…・・…

　やトリウムイオン（Naう．＿＿．．
　カルチウムィオ’ン（Ca’●）＿＿＿
　マ〆ネシウタイ才ン（M曜ア’・　　n〉…

アニオン
　クま，一ル材ン（Cr）＿．．．．．＿

　茄醸イオン（SO4つ＿＿＿．＿．。
　ヒド・炭酸イオン（HCOガ）＿，．．

。猫煙害るよ謙
8：品19翻9言；襯
0，0007　　　　0，0Z87‘　　0，057・島

5，0578

0，0175　　0，4937　　014937
0，05・しじ　　0，55叙｝　　1，1160

0，2to2　　　3，4453　　　3，・レ聾53

　　　　　　　　　　　　　　0，39S5　　　　9，45｛二3　　　　6，0δ50
ミ圭酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿∴．　0，0276

　　　　　　　　　　　　　　0，・L251　　　　　　　0
遊離炭酸（CO2）＿＿＿，．＿．＿＿定昆セス
遊離硫化水素（正｛2S）……・・∵・・…＿璽…』　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　0，42S6

共他　ヒドロ燐酸イオン及棚酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

盤類表（本鱗水ハ芙集成二於テーチグラA中i欠ノ戒分ヲ合川ス・ル溶液二野略相を：ヤス）

遊寓脆石舵化フ！く雪髭（H2S）．．．．，．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．，．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，42S6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
如一’肋リウム1（KC1）一・・一，・…・…，＿．　o，oo1缶

クτご一’レナトリゥのり．（こ『εしCl｝．榊．●・．．．＿．騨．．鱒．．．　0，0277

硫酸＋Uウ＾（N助SOJ＿．．．＿＿＿＿．，0，0671
πルき醗ナト　リウム（yεし｝【CO3》．＿鱒．．．．．．．・．，．．．　　0，259φ

硫酸カルチウム（CaSq）＿．．．＿＿．．＿＿＿；，0，009奏’し

硫酸マグネシウム（MgSQt）＿＿．＿9．．＿＿’．　0，0e33

珪酸（メタ）（H＝Sio5）＿＿．．．．．＿＿。＿＿＿．．。‘0，0含76

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，426ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0025

ξ

｝

｝し

｝

｝

　き

　｝

　｝

’1

　蛙

所

分

性

在’ n
析増
　　状

　　比

’1

カチオン

　カリウムイン（K●）＿＿∴．．

　ナトリ．ウムイオン（Nの＿＿り．

　カルチウムィオ・ン（Ca・つ．＿＿．．

　マグネシウムイオン’（hlg・・）＿．

．アニオン

・　クロールイオン（C1つ．．∴＿．．＿

　薮酸イオン（SO♂’）＿＿＿．＿．．

　ヒ　ド”炭直髪イ　オン（．H℃O∫）　．．．

田萎俣鑛泉（冷）
山形縣東田川郡東付大字01窒俣十四番地
東京衛生試臓所（明油四・1・三19

徹二白濁シ二色沈黙γリ中性反脛ワ品シ鹸康強シ
1R　　　　llOOO93（150）

　　　　　成　　　分

固形物線最　　約　11，50グ％（一千グラム中）

付ン表鰹叡雰嶽皇婁ラ鋤
グ，ム　　　亀，塾一ル

0，1850　　4，7407

2，‘5116　　ユ13，3015

1，2S3L　　β1，9975

0，2」93　　　9，・聾恥30

ロ，グソ∴

當　　　弛
　4，7407

113，3015

@63，9950

　18．82UO

200，8032

6，6162　　186．03｛』6．　186，6346

0，232ユ　　　2，4151　　　418302

095731　　　　9．3935　　　　9，3935

職（．。》（。、，、。、｝……．＿ユ1：llll　35脚2⑳8」s3

　　　　　　　　　　　　　11，8030
爽他　ヒドロ燐酸イオン及剛酸ノ痕跡　　．

ず

寒鮒表（本町永ハ徴集戒二於テー千グラムΦ次ノ草分ヲ含イごスル｝害浪凹凹｝’｝贈ス）

クロ・一ルナトリゥら（NユCI）＿．．．．g．．＿．＿。
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、硫酸カルチウム．（C“Sq）＿＿∴＿＿
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　　　　　　　　　　　　　1，0去71　　25，9SO1　．　13，9717
珪酸（メタ｝（H2Sio8），＿＿．．．　0．0503

　　　　　　　　　　　　　1．L276
遊離炭酸（CO2）　．．．。，．．．．．．．，．．．．．　　0．3762。山．．．8，5500
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　　　　　　　寡霧薯∫懸欝羅難訓朝蔚！l騨’ザ：可13　　　，
　　　　　　’性1　　．｝伏’．無色清澄ニシテ微ヒ熱球iヲ有，ジ馬事中性反聴iラ差…ぢ恥

　　　　　　　　　　　鰍義騨例幌’∵堰1・子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　成1．㌔・』．．秀’

　　　　　　　　　　　　　ロロ　　　　　ヒロへ　　　ぬ　　　　　ダノ　リ　　ロゼン　　　　　ロよ　　　　ロヒロこザ　ニ
　　　　　　　　　　　　㍉固形物綴量『’戸層廠サ窃67〃ラム（一一『トダラ1’ム1中）．，

イ莞激．（委臨調嫉ラ鋤層　　藤醸∫（鷺餐書影諜繍藁融雲叢）
がオン髄’，・’…　、、’炉・・毛一へ．’曇吻養．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，3峯61　　　3β4心1　ヵ1，ウゐイォソ’（K．）＿＿＿∴．　0，1310
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・、’D・・・・…：・・一 @　　．》夢豪でこぺ
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刑　　川．　鑛　　泉　（冷）

新潟縣北魚沼郡羽川村大字池4二

凍京衛生試験弛く明浩二十七年）

無色灘㌣テ殿沙出隅壕ヲ冶シ一説鹸酸性
ヲ徴ス

・成 分．

固形物総量　．約’「．1，号1グ頭（リリートル中）

イオ議．’（弊蕊骸簸裏ラ鋤

カチオ’ン．　　　　　　　グ弘
　カリウムイオ兇ン（K：¶）．話．．∴．．，㌔6ピ　0，0127

　ナト　リウムィ’オ・ン（x蕊）．．．．。・．．．．　．o，2299

　カルチウムィ才ン（Ca・・）＿＿．．．　　　　　　　　　　　　　　　0，2062
票尊爵詳）！聖：1、：；ll：8覆

アニオン
　クロ山ルイ才ン（CIつ＿．．．．．＿．．　0，0542
　硫酸イオン（SO4戸）．．．．。．．．．．．．．．．．0，2931

　ヒド”炭酸イオン（HCQ3’）。。．　o，9334

　　　　きりグラムミリモール
　　　　雷　　量
0，324感：　　0β24生
9，974σ　　　　9，97」孟0

5，1421　．’10，2S42

0．952些　　　1，9｛｝43

0，221S’ @　0，4436

22，9310

’

．臓類縢雰麟婆識藩士轍乗）

1，52ミ9

3，0512

15．2997

L52S9
6，1024

15，2997

　　　　　　　　　　　　　　1，765正　　∈…6，4945　．　22，g3玉0
珪酸（メタ）（王1・3Sio3）．．．，．．．鴨．韓．．．　　0，2297

　　　　　　　　　　　　　　1，9948
㌔遊醤佐炭酸（CO＝）い．．．．．．．．．。．．．．．．．．．　　0，5609．．．12，7477

　　　　　　　　　　　　　　2，5557

其他　アルミニウム・ヒドロ燐酸ノ各イオン痕跡

　クロr3レカリ　ウム　（KC1）鱒．＿．，．．．．．．．．．．．．．．．．．

　ク亘一ルナト．リウム（XaC1）＿．．＿＿．∴♂＿．．．

　重炭酸ナトリウム（こζεもHCO3）鱒鱒．∴」．●・，●ρ●．二●

　硫酸カルチウム（CaSO4）＿＿∴＿。＿＿＿＿
重炭酸力「ルチウム［c・（且co、）、］＿：．．＿＿．，，

　：慮炭酸マグネシウム［Mg（RCO3）2】＿＿＿。．．

．重炭酸亜酸化鐵［F合（H：CO3）2］．．．．．＿＿＿．．．．

灘（メタ胆・SiO・）・一・…；…・……∴・r・…ゼ

　　　　　　　　，輪’、・．　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　ρ

遊離炭酸（CO3》∴．＿＿．し∴．＿＿6＿＿＿．．一．

グラム

0，0241

0。0707

Q，7373

0，4157

0，3385

0，1394

軌039曇

0，2297

∫㍉ユ・994s

α5609．

・砺

235557

レ

所』在　町

分1析　者
性　　　状

　　　　比

淺貝回泉・（冷）『，
嘉潟縣南魚沼三二居淺貝村ヤシヤノ山麓　　　・　　．

東京衛生試験所（明治二十六年）　　．　．り

類黄色清澄ニシテ異臭ナク弱鰍性心略…ヲ箒ヒ・反品目酸性ヲ徴ス

重．1，QO61（15。｝

　　　　　成．分－・　　　・．．』』・
固形物縄量・　約　0，91グラム《マリ「｝ル中）

イオ議（変鷺莇戴餓ラ鋤
カチオン．

　水素イオン（9’）＿．＿＿．．＿，ρ

　ナトリウムイオン（Xa’）．＿∴．．

　カルチウムイ才ン（C甜’）㍉．．．．．’

　マグネシウムィオ・ン（M9つ一．
　フェルロイオン（Fe’●）＿．＿．＿．

　フェルりイオン（Fe’，’）＿＿＿．

　アルミニウムイ才ゴ（Ar’り…．

フニオン
　ヒ　ドロ硫酸イ矛ン（HSO4つ．．．叩ρ

　硫酸イオン（SO‘’）＿＿．．．．ら．．

グラム

0，0007

0ρOS5
0．0082
0，0092．

0，0470

0ρ636
0，0526

ヨ9モ」ル

0，6535
．“

O，367昌

0，20茎5

0，336弓

0，S405

1，1377

1，9↓10

…リグヲム
富　　　量

0，65：｛5

・’

O，3678

0，4090

0，6772．

1，6310

3，剣3L

5．Sおo

13，0246

00632　　　　0，6511．　　0，6511

0，5944．　　6．1878　　　12，3756

　　　　　　　　　　　　　　0，8464　　　12，3205　．　13ρ267
珪酸（メタ）（H：2Sio3）＿．．．．．＿．・0，0701

　　　　　　　　　　　　　　0，9165
≡其　他　 カリウム，クロール及ヒドロ燐酸～各イオ・ン痕跡

騨細砂纒鷲難；寵臣曳衣）

硫酸ナトリウム（筑a蟹Sq）．＿＿

硫酸カルチウム（CaSO｛）．．．＿．

凝1酸マグネ’シウム．（MgSO4）．．．

硫酸亜酉菱三寸（FeSO4）．。，．，鱒．。。

，．硫酸々4ヒ鐵［Fe＝（SO4）3］　鱒．．．帥

硫酸アルミニウム［A．1」（SO‘）ヨ］．

遊誤維硫酸（HコSO4）．．＿。＿．。．．．．．

雲脂…酸（メタ）（H2Sio3）＿．．．＿．．．．

　　　　　　　グラム
．．．．。．．．．．∴．。．・．．　　0，0261

：師。…
@∵9・・・…　●　　0，0279

…・一＿．．．．．
ﾏ，（》105

・…謔辷鼈黶c．卿診77

・・・…
@餌・M・・・…　　　，Qし2273

．．．．．。．．9．g9．・。．．　　0，3330

・・．．．＿．．．．．．．．．　　060639

．．．．．＿．．．．．．．．．　0．0701

0，9165
、

一．30　一

‘

■



’

所

分
’性

在地
析者
　　状
　・fヒ

．淺　貝　　鑛・泉　（冷）
　新潟縣南漁沼イ；Kニノ評｝淺貝付組合地官イゴ尋氷内

　束京衛～1こ試臓所＠1沿二十六年）

　類黄色キ1！1澄ニシテ呉臭，・ク取歓啄ヲイ∫シ酸性反旛ラ徴λ

　疋　．1，00n4（15。）

　　　　　　成’　分
1闘形物緯iま　　約　　】，3SグヲA（一・・リートル中）

赫ン表（韓1磁燃ラ鋤
　　カチオン．
　　　フk聚イオ・ン（H’）…＿＾．．＿……

一　　ナトリウムィォン（N“◎》．＿．．…

　　　カルチウ．ムイ才ン（Cパり＿．．．即

　　　マグネシウムイオン（Mgつ．．．
　　　フニルロイ才ン（ゼe”）．＿＿．．＿

　　　ラエ，レ財オン（rσ”）＿，．＿
　　　アルミニウムイオン（志1…）＿＿

グソム

qOO　10

0，00S5
0，010・も

0ρ1？3

0，09田・

0ρ787
0．092L

・捧ル善リ”寿
OJ）55・L　　　O，955塾

0，36s3　　　0．368S

O，9593　　　0．5186

0，7102　　1，42嘱
1，5336． @　3，2772
1，4079　　　　4，2237

3，4000　　　10，2000

，アニオン

　ヒドロ硫酸イオン（HSO｛っ　　。．，　　0．0927　　　019550

　硫酸イオン（SOイ’）・∵…………0・960610・㎜3

　　　　　　　　　　　　　　　1935盟9　　　19，695・L　’　20，9554，
珪酸（メタ｝（H2Siq）’●” |●”」灘1’

　其他　力．リウタ・クロール及bド”燐醸ノ各イオン痕跡

20，96・L1

0，9550
測り．00（鴎

・麟表（本国1永ハ其集r四二於テーリートル月次ノ．成黛ヲ含看スル唾液二椴嗜相當λ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
石蹴骸・レトリゥム（Ka2SOJ＿．．＿＿．＿＿＿　0：0261．

石旋配麺ヵルチゥム（CaSO6⊃，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　0、0352

硫酸マヅネシゥ2．（MgSO‘》＿＿＿．．．＿．＿．．．0．OS5S

硫酸亜『｛聾｛ヒ鐵（FeSO‘）・●．．．．．．．，．．。．．．．．．．．．．．．．。　　0，24S9ト

石オξ酸々イ七鎧駐｛Fe＝（SO4）；1丑　．．．．．＿．．．．．．．．．。．．．．．．．　　0，2S11

石庶酸アルミニゥ．ム［Al：《SO4）」】．＿．。＿＿＿＿　 0，5馳1

遊出健擁酸（K2SO4》．．．．．・・．．＿＿．．．，．．．．．．。．＿．．．　　0，0937

珪酉凌（メタ2（旧「2Sio3）……・・。・……・。……　…。・・」二≦均92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、443S
　　　　　　　　、

■

’

旨

旨

｝

●

所

分

性

在　地

析者
　　状

赤 湯 鑛 泉

i新潟縣1予些事職造自習村字赤湯

東京衛d二帆職所（明沿二・1・七鋤

無色潴澄則ひク四二直鯨ワイfシ滴嘆ワ帯フ妻版恕ハ

甜γルカリ性→・リ

　　　　威　　　分
下形物線：舐　　約　3100Sグフム（一リートル中）

イオシ表（変襟溢血賄裏ラ鋤
カチオ隔ン

　カリウ．ムイ．オ・ン（Kう．＿＿．。＿
　・｝一トリウ・ム、イオン（こζξし。）．。．＿．．．．

　カルチウムイ才ン（αじ●）．＿．．＿

　マグネシウムイオン（Mg”）＿

7ニオシ
　クローールイオ・ン（C1り…＿．．．＿
　筋駐酸イオ・ン（SO弓”）．．．．．．．．。．．，．．．

　ヒドロ炭酸イオン（HCOの＿．．．

グ，ム

0，0237

0，7nL
O，59S3

0035・魯

11622S
O，・嫉36

0，5603

夏り噸鱒ル

0．GO5・L

30，8503
1・レ．920L

Ig・筍32

璽リグ，ム

雷　　瀞
0，605・L

30β503
29，8402’

2，90GL

6・塾，2023

45、7771　45，7771

4GL79　　　9，235s
9．1870　　　9，1870

　　　　　　　　　　　　　　3，995・』　　10714110　　　6・1，1999
珪酸（メタ）（II＝S二〇昼）．．…．．…。．．．　　0，1311

　　　　　　　　　　　　　　4，12135
遊離炭酸（CO2）＿＿＿＿．．．＿．　0．1SO9＿＿4，111聖

　　　　　　　　　　　　　　4，30況

其他『bボロ燐酸イオン及棚酸ノ三跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　．・＿　31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

盟類表（櫻豹獄獅階高舖融次）

　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グジム
クロールカリウム（KC裡）．＿＿＿．．．．＿．＿＿　．0，σ影2

クロー．ル→・レ　リウム（N混Cl）…・．…＿．．．．．．。．．．　　1β0・」S

クロールカルケ幽ウ・ム　（C比C1＝）・・．・．。∴．．．．．．．．。．，　0，7t｝・る7「

曜疏酸カルチウム（CaSO‘，＿＿…，．＿．＿＿＿　　0，e1292

π蚕炭酸カルチウ・ム〔C唖C｝10の23＿．＿．．＿。．　0，5053

1竈1炭酸マグネシウ・2も〔ム置8（IICO3）』．．。．．．．．．．．．　　0レ2132

ミli酸（メタ）（H詔Sio3）．＿．．＿．・．…・・＿＿．．＿．　Or　1311

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・｝，夏265
嬉遊炭酪（CO2）＿＿＿＿．＿．＿．＿＿＿．．．　0，1S◎9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4β07↓



》

イオ濠鯵鑑骸知事ラ鋤

　　　　　　i逆　ぜ巻　，澁∫：．泉

門　：在　地　　　　　　・・斯潟縣中魚沼郡秋成村大宇系吉束
分’ﾍ者　　　　　　東京爾生試験所（明治二十一年）

性黙讐面恥聯蕪轡欄細1鋤・瀬・
　　　　上ヒ　　　重．．　　1、00065（15b）　，　　．．　　　　　　　　　．．．

　　　．・原器三度，．．約　7ρ。

　　　　　　　　　　　成　　’・分．・●

　　　　　．彫物旧約1・’吻（rリhトル中）．．

．カチオン

　カリ．ウムイ才ン（K．）．・＿＿
　→b’トリウムイオ．ン（∫aノ）・．．●．

　カルチウムイ才ン（C鉱り＿

：：：：

・　　・　，

　グラム　　ミリモール

　0，00S1　　　0，2069

　0，3066　、．13β015

．　0，Q733　　　1レS279

’ミリンヲム「

幣　　　量
0，206り．

13βO15
3，6558

アニオン

　クロrルイオン：（C1’）．＿∴＿＿．　0，3S49　1Q，S576
　硫酸イ㌧オ・ン（SO‘’）．．b．．。．．．．．．．。．・　σ，3026　　　3．1501

17，1642

10．S576
6，3吐）02

鐡（メタ）（R，S、。、》……．．…．さ；懸12騨｝乞15テS

　　　　　　　　　　　　　　1，19S3　　　　　　　　　　　　　　．．・
．遊離炭酸（CO2｝．．＿＿．．∴＿．ざ定量セス
遊寓髭石茄化フ：く素（正し2S｝　＿；．．。＿．．．．　　0，0079　　　　　　　・　　．

　　　　　　　　　　　　’　1，2062
・其他．マグネシウ馬フェル”・アルミ等うム及山回
　　　　　酸ノ各イオン痕跡三三酸嘆微

‘．

・所　在

分析
性
、‘　　　」

塵鼠講雰9轍職議官雲叢〉
　　　　　　・レ　　　　　　　　　　　　　　　・　　グラム‘
ークロール・r・トリウム（ぬCユ）　。＿．．；＿．．，．．。．．　．0，6351・

石旋酸カリウム（K2SO4）．．．．．．．1．．．．、．∴．．．．．騨∴．．『 @0，61ケ9’

礪軒トリウム（N・・SO、）＿．．∴＿．：＿∴．，．∴、0，1741’．

礪勤ルチウふ（C・§0、）．．，．．＿＿、＿．＿∴．．・0，2484

珪酸（メタ）（H2S・q）＿＿．．．＿＿＿．＿＿．．．．　P，12＝8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ，皇9雛

準繍永難r！・…；…て・…一…・一図1’

　　赤　澤　鑛　泉（冷）
薯甕難懸三三欝響鵠招
状珍三三縷蛮微弱醗三四・之・ヲ煮沸・
比　　　重　　　　1・009（10，）　　　・　．　　．・　　・

，、　　　　成　　：』分

、．

､物櫨繭鉱22。，。（ホー千グ’ラ’ム中）、

赫准（委驚蔽燃ラ鋤
カチオン

・． J・リウムイ牙ン（K’）．＿．．＿∴
　ナトリウム♂f：濯一｝！（こ｛a評）9．・鱒＿＿

　カルチウムイ才ン（Caつ．．．・…

　マ．ヅネシウムイ才ン（Mgつ・

アニオン
　クロールィオ・ン（cr）．＿＿＿’

・硫酸イオ・ン（SO4”）　．．．．．．．．．．．．

　，ヒ．ドロ炭酸イオ．シ（HCρガ）

　　グラム1
∴・　0，3578

．．@1，7527．
．．馳”

P，0205

．，　071063

　　　　きりグラムミリモール
　　　　當　　　澱
9ゴ1390　　　　　9，139u

76，0390　　　76，0390

25，4489　　50，S978
4β637　　　8，7274

　　　　し　　　　　　し

＿，　・4β3さ0　．、122，2849

．．．
@’1，0149・　　10，5705

．．．「 @0，0839．　．’．1．3750

144，8032

122，2849

21，1440
　1．3750

　　　　8，6711　・249，2210　　144β009
．．．．．．．‘　　0，7509

　　　　9，4220’

．．．．．．．．。
@　1β529．φ．2S，4750

　　　10，6749

4

麟表（李欝9萎碧婆諜予州鵜藷実次〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
㌍一’ゆりウム（KC1）……・……・＿∴＿．．．．q6815

ク・一ルナトリウム（∫aO1｝＿．．＿・∵＿．鱗4s5・

クロールカルチウム（C乳CI2）．．．、∵．。．＿．＿．．．．　1，6521

クロールマグネシウム（L工gC12）＿．＿．．．．．。．．　0，3499

硫酸か・チウム（C・SO、）＿．．．＿＿．．＿＿．．1，43S各

重炭酸マグネシゥゐ［込lg（Hcq3）2］．．∴．．．．．．轟曳　・0，1006

珪酸（〃λξH・Sio、）一：・∴．＿．．∴．＿＿．＿’・．0，ケ509

封…酸（メタ）（H：2Sio3）．．．．

遊離炭酸（（P2）」…・＿．…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　994220
遊離炭酸（◎0＝）．＿＿＿．＿．＿＿＿＿．＿．．＿　1，2529

其他　　アタモニウムイ・オン・ヒドロ燐酸イ．才ン汲棚酸各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一　，32　・一一
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、
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駈

缶

旨

害

1．

を

「

昏

ら

ヒ

匿

セ

ド

1．

’

所　衣　地

分析者
性　　　状

瀧　ノ 入鑛　泉㈲
窺1潟縣刈写猫｛森近イ寸Ψ瀧ノ入

束〕；く｛．；lld三試瞭所（翌翌二十入年）

獅1色1糊謡シテ典臭ナ．ク弓｛賛敢轍ヒ醐汐イ∫シ二三”強

酸性ワ徴ス

響イオン駿．（委襟莇亥餓裏ラ鋤

カチオン
　三崩イオン（H’）．＿．＿．＿．…・
　カリウムィ．才ン（K：．）㌔．＿一・・。…　’

　ナ｝リウムイ才ン（NaO）＿…．．．

　カルチウムイオ・ン（C測う　…＿

　マグネシウムイオン（Ngつ…
　フニルロイオン（Feつ＿．．・＿…
　アルミニウムイオン（A1●9’》＿

アニオン
　クロールィ才ン・（cr）．＿こ＿．…
　t露ドロτ疏酸イオ。ン（HSO4’）　．．．

疎酸イオン（SO‘”）＿＿．．＿…

グラム

0，0373
0，σ112

0，2397

0，2775
0，06（》墨

5，α田3

1，1597

Qρ1う3
3，5422

1612542

成

・捧ル卸グ糠
13G，9367　　　3G19307

　0夢286ユ　　0，28Gl，

10，3991　コ0，3991
　6，92σ2　　　ユ3，8・10・ル

　2，4，795　　r聾，95go

90，2？37　　180，5弘74

4297934　　12SβSO2

37613429

o，431G　伽1G
36，4912　　　3じ，4912

169i2088　　338，4176

396521《象3　　375β・1（ン＆

分

卑類表（季簸雰9欝肥馬湛蔽瀦弊〉

竃銃直々カリ’ E』，（K2SO4）．．…．＿・…・…・・r・…　…

石覧酸ナト　リウゐeζaコSO譜　・・…鱒・…　騨・鷺・一：∵

㍊f｛隻カルチウム（α、SO4）……ニ…・・…・・……：

硫酸vグネシウム（MgSO‘｝・・……・………

，クワム

9・0250

0，7391

0，9腰3

0β9S6

轍醜酸繊（F・SO、）．．．．＿……・：・・…・…・一13・7179

煉酸アルミニウA〔A1巡SO‘為1・…・・・・…∴・・…

遊離偏師（Hq）＿㌧…．・……・…………・・一：…

丁丁麓硫酸（H讐SO4｝　　・・・・・・・・・・・・・…　の・・・…　9・・・…

7，3262

．o，6157

3，5791

麟（メタ）（H，sしq。1＿．＿＿＿一……」・型三←

　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，0306・

　　　　　　　　　　　　　26．6438
珪酸（メタ）（H2Sio3）・…。・…・・。＿＿≦≧≦3墾

　　　　　　　　　　　　　27，0306

共．他　　bドロ燐酸イオン　痕跡
層　　　　　■

カチオン

所在地
分析者
性　　｝伏

松之’四温、泉僻ノ湯）
新潟縣束頭蝦蟹公之山村大字湯本
東京衛盈試臓1ヲ1（明貿～二・1・入年）

原泉温度

殆ト鞭胤絶紳テ雪峡ナク味に妙シテ滴味三門晦’溺．

酸性ヲ徴ス

　　　600

　　　　　●
　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　圃形物細江

イオン表（褒驚辰券蚕難婁ラ鋤

　カリウム’イオン（Kう＿＿．．，一．・

　ナトリウムイ博ン（Xの……．
．　カルチウムィ牙ン（Ca”）…・・7

アニオン

　クロールイオン（Cr）．＿＿．．…

　耐1貫髪イオ・ン（SO唱’つ、．．∴．．．．．．．．．．

グラム

0，10e5

3，1240

1，86σ0

覧り絶昂ル

．2，7203

135，5315

4β，5337

成　　　分
　糸句　　13，87グジム（一リ　ひ’レ唾1｝

8リグ，’・

雷　　量
　2，720渉

ユ35，5315

93，067・1

23ユ13192

229，215S・　229，215S

　lgO些62　　　2監0Ω2・聾

　　　　　　　　　　　　　　　　　415，0匹75　231β082
珪酸（メタ）（H2Sio5）．・＿・．・，岡・・

　　　　　　　　　　　　　13，⑳五

芙　イ【2　　フェル”，アルミニウム．署一ド，ヅロ肖ム及ヒド
　　　　　ロ燐酸ノ各イオン並砺酸及布麗物ノ痕跡

盛嫌㈱套9蓉黛聡潅繍｝1轡）

8，1257

0．1005

13β2皐7

Q．084・き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ3・
クτ3一ルカリウム（KCI）＿＿＿．＿、．・・・……　0，駐029

クロールr｝・トリウム（NaC1｝，＿＿＿．・……　　7・92SS

クの＿貢’レカノしチウA（CししC1Σ｝．。．．。。．．．．．．．．，．．．　　5・0・塾S5

竃疏ず｛1～カルチウム　（CILSO4）．．．．。．．．．．．．．．．．．・・．・…　　　0・1些2ξ5

虫酸（メタ）（H2Sio乙ゆ　＿購℃一、．い昏一叫一．．一・…　㌔＿≦き1～鼠堕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13ゼ～071

一　33　一
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所在　地

分析看
性　　｝伏．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴぬヘ
カチオン・典｝il≧叩肌を雌：「二’

　ロみロ　　　　　　　　　　　　つ
●カリウムィ詫ン（K：）．三……・…

・・

　　新潟懸東頸城郡松里付大字湯本
　　1東京衛生試験所（明治ニート入年）

　　　微ご濯濁シ異臭ナク味誠クシテ三味ヲ有シ弱酸性反回ヲ徴ス
原泉ミ昌L度　　　630　　・　　　　　　　　．．、

　　　　．．．成　　　分・

固形物露量　　約　15，「8タラム（一リートル中）・

叢叢τ（委勲莇喪簸裏ラ隠勢

：」ナ｝リウムイ牙ン（Na’）．＿．＿．

　カルチウムイ才ン（αuう……

　グラム

層0，1025

3，4211

1，9645

ア；オン・’

．．ク亘一ルィオ・ン（cr）・…。；……　　8・75S1

　硫酸イオン（SO4”）∴・…＿∴∴．’o，Q93S

　珪酸（メ5⇒．（1ヨ〔2Sio3）．＿．．∴＿．

・9モール垂リグヲ垂

『2，6181　　　2，6181

14S，4203　　14S，420S

．4S，9800　　97，9600．

．24S、9989

247，0550　　247，05501

　0，9765　．　1，9530

　　　　　　　　　14，3400　　昏4＄10504　　249，00SO

　　　　　　　　　O，0896
　　　　　　　　　14，4296　　　　　　　　　　　　　　　．　　，．

ヨードイオン，ブロームイ：†ン，ヒド・鱗酸イオン及
棚酸並冶機物ノ各疸跡

8

野饗・（季欝9灘孟滋二繍書弊〉

．ク垣ル油ウム（KCI＞・＿：…・・∴1・…

クμ一ルナトリウム蝕CI》＿．．．＿∴

’クロー・しカルチウム（C凡Cl。）＿繭＿∴．

．礁力峰ウム（C・SO・｝・一・嚇∵・．
珪酸（メ㌧タ）（HlgSio3）　．．．．．。．．。．；．．。．．．＿．．

←

　　　グラム
…∵・’画1952

．．＿
C．　　8，6S31・

．．．．．．　　5β286

㌧L∴．：0・1331

・鱒…
@　　0・089§

　　1傷4296

’　其他

所在’地
’分析者
性　　状

比．

園山’鑛．泉（河原ノ湯）
新潟縣中頭城郡關由付1．

1東京衛生試陣所（明泊二十年）

微二i国濁シ臭異昧ナク三鷹ハ初メ溺アルカリ性ナル毛

讃沸後白濁セテ張アルカリ性｝ナぞ・　　‘．ン・・．

重　＝らoo20（240）

　　　　　成”分’・　　　㌧．．

固形爆糧　約1，06ク夷（一リー．トル中）

←琴霧・ざ廟ン竃’ i饗蕊毒腺顛裏ラ鋤・
ドリ @　　　　　　　ロ　　

カチオン　・－　属ト墾籔趨　　　グラム

盈丸り兜ん霞究と1ゆ三；三1：㍉」qo321

　ナ｝リウムィ才ン斜ぺ）＿＿，o，42s5
　カルチウムイオン（C甜ヴ．．＿．　0，0744

　セグネシウムィ才ンひτ9●’）…・つρ％3・．
コれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　じ　　　
　フェ’レ財オ茗、（Fe’・）．．∵．．＿∴・0，0232

ミリモール

ρ・臼230

18，5900

1β559

0，9975

0，4150

ミリグラム

當　　量
0β23り

18、5900．

3，711S

1，9950

0，S301

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25，9ら99
アニオン　　　　　　．1　，
　クロールイォ’ン（Cl’）＿＿．．1＿』0，6203　17，4979　17，4979

　ヒズ・ロ炭酸イオン（HCO3’）一．0，5150　8，4412　8、幽i2

　　　　　・パ㌔速口21，717843，6205．25，9391．
　珪酸（メタ）（H2Sioδ）＿＿＿＿　 c2246

　　　　　　　　　　　　　　　19，424

　其他　ヴルミニウムイオン，司一ドイオン，ヒ13ロ燐酸1
　　　　　　イオン及棚酸ノ痕跡

塵類表．（本冷水聖算集成二宮テーリrトル中次ノ成分ヲ含有λル溶液二概略相當ス）

ク’・「ル．カリウゐ（Kgl）…」・……・一…一

’如一ルナト・リウ’ ､（Xael）．＿＿＿一∵．＿

重炭酸ナトリウも（ざ・HCO・）…6∵……∴・・：；；：

量炭酸カルチウム［Ca（HCOぎ）2］＿・‘・Jll∴∴．・

重炭酸マグネをウム［Mg（HCO3）2］∴ご；・・∴∴

重炭酸韮：酸化鐵［Fe（HCO3）2］・＿＿‘・………

緻（”）（邸io・）…∵・・1∵1…7∵∴r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜，§42染

　　　　脅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　智

繍。

　0，9760
「・

O，160i

　O，3013’

‘’ O，1457

　0，07＄7

　0，2246

一　34　一



’

’一　　，

蓮’ 華 ：温 泉
所　准　地　　新潟縣四頚城研ζ’｝・瀧け大字大所迎花山

分，析者　　束3111惚撚瞭所（轡｝テ～‘二十七年）

性　　　状　　無色セ醸飴シテ奥臭ナク徹・・酸し駐収勲壕ソイf山隠亀レ・吻血ワ徴ス

　　　．原泉澱．36－35．

　　　　　　　　　　　成　　’分’・

・固形物簡最　　納0β0〃ム（一・り一トノ帥）

効ン蔑．（委鷺辰券威嫉ラ鋤

・カチカン　　　．1

　永棄イオン（珪）．．．＿＿、＿．＿．

　カリウムイオン（K’）＿＿＿．．。

　ナト9ウあイオン（苫a’う　．∵＿
　加レチプ酎才ン（σaつ＿．。
　マゲネシウムイ才ン（Mg’・）．．．
　フェルロイ才ン（1i「e。’）　＿．．＿。

　アルミニウム’イオン（ム㍗つ＿

’アニオン

　ヒドロ凝i酸イ2ン’（HSO盛’）　・．．

　1疏酸イオ・ン（SO4”）．曾．．．．．．．．．．．．，

　　　　　　　　　　、
　．珪酸（メタ）（工12Sio3）騨．．．．．．．．．．

．其他

〃ム　・，モール　るり”寮

0，0009　　0β911　　0β9U
O，0063　　へ1600　　0．1CO9
0，01・11　　0βt17　　0，6n7
01009G　　O，23〔》L　　Oが各7S3

0ρ022　　　010903　　　0，」80C

O，0193　　　0∂3る53　　　0，6gor3

0，0618　　　2．2801r　　　6β・5｝2

　　　　　　　　9βひ量9

0，0S36　　　0，S619　　　0，S5Σ2

0，431S　　　4，4951　・　　8，9902

9，s51・L

堕繊（耀券9欝鷺護三i繍響‘）

　　　　　　　　　0，6296　　　9，975・L

　　　　　　　　　OI2706

　　　　　　　　　019002
ク”一をイずン及ヒド噸酸イオン痕跡

擁「｛々カリウム（K2SO4）＿・．・．・’・・・…

菰酸ナ　ト　リウム　　（Xa唯SOΩ。。一∴…

祓配～カルチウム（CaSO4）。…　。∵。…　。

獄冒襖マグネシウA（さτgsoゆ　．一…

破配ミ號酸｛ヒ£葦見（FoSO‘）．・亀．．．．・・一璽…

硫酸アルミニウム［A1演04）3］．．，…

遊離頂駝酸（H慧SO‘），．，．＿魯・．．。．・。．．．・・9

　　　　　グヲあ
．．．．．．，．，．。」・ @0，0141
．．．．．．．．．騨．　　0，0137

＿＿．．．．．．　0，032S

．．．＿＿．．．　0ρ103L

．門一…∴　0，0謝

＿＿……
A0，3913

．．．＿．＿．．　0，03隻5

台目（メタ｝（HsSLOa）＿．＿…。．…＿・一・・い・・＿9三呈エ茎～とΣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9りC2

γ

　　所在
・　分析
　　霊

地
端．

状　　殆ト無色補㍊£鵠レツ’珊γルカリ悟…ワ呈ス

比　　∬k　　1ρO19（15。）
原莇疑螢監」度　　　　520　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

梶　山　温　．泉
灘継助言器辮懲湾瞬＝大耶言購

イオン表（蝉㌫摺糠鉄ラ鋤
カチオン

　カ1，ウムィ才ン（K’）・＿．＿＿．

劣認影ま・得；｛灘：：：：：：

　マグネシウ．ムィ認・ン（1』工9●●）　躍・

’アニオン

　謂酸イオン（ざ03’）．＿．．＿．＿．．

　クロールイオン（C1’）＿．．＿＿．

　ヒドロ炭酸イオン（Hcoの＿

グ，ム

0，0177

0，6269

0ρ302
0ρ105

0、010S

O，2197
1，・レレ29

塁，鵡囎ル

0，・L52L

27，20（ン7

0，7さ3＝

0μ310

成

巳覧撃グフム

富　　能
　0，452L

27．2007

　15062
　0．SG20

30，0210．

．0，17・塾2　　0」7・し2

　6、1975　　　6．1975

．23，6502　　23，‘矯n2

　　　　　　　　　　　　　　2β587　　　58β5SS　　　30、0穽亀9
ミ1…酸（メタ）（II2Sio3）．．．．．．．．，．．．　　0．1321

　　　　　　　　　　　　　　21490§
’遊寓佳ル之酸（CO2）　．．＿い．．．＿＿、．　0、n316＿0，7！S2

　　　　　　　　　　　　　　2，5224
墾し　他　　　フ謁ル”。アルミニウA，ヒドロ燐酸ノ各イオン及

　　　　　棚酸痕跡

分

（元湯）

勲職、（櫻雰参欝隻隷簾；蘇指擢衆）’

　　　　　　　　　　　　　　　ぞむ石魯酸カリウA（τ〈NO」）．＿＿．．＿．＿＿．∴．．＿

クロ・一ルカリウム（〔〈Cり＿一．し＿＿．∴＿∵．…

クロールナトリウム（NaC1）＿＿∴＿．・＿・・

皿炭酸ナトリウゐ（Nこ』UCO鴇）．．．．＿＿……・・

コR淡酸ヵル，チゥム［Ca（HCQ5》2】．＿．．．∴」、＿．．

勲〉鍵「1～マグネシウム　［M9（ほCO3）」　．．．．．．。・．

珪良菱（メタ）（H茎S正Oち～）　．．辱．＿．魯．．昏．．ら．．．、り…　い・

遊離炭殖（COピ）＿＿．＿・．．＿＿＿＿＿．．∵・．・・

グラム

0ρ177

0102⑪乾

Q，3163

1，7SS9

0，1222

0ρ030

0111、21

214go5

0ρ316

2，522L

一　3う　．一
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●

・カチ方ン

所；在．1i地

回’析．老

馬　　｝医

・西 尾 鑛・泉．（冷〉

新潟晶晶城郡束能生村大字中野口字酉遂

東京衛試試田所・（明治二十入1‘紛

孝脆澄明異臭ナ’ク酸樋鯛…ヲ有シ反麟三物微ス

四三』（明記三三ラ鋤

湧魂芸ζ鯉1患y：：：：：1：：：：：二

．㌔テのトリウムイオン（Naノ）．‘．．一．＿

　カルチウムィオン．（Cゴ）＿．∴
　マグネシウムイオン（込Tgつ…
　フエル．ロイ才ン（Feり．．∴・・∴・嶺

　アルミニウムオォン（A，1●●’）＿

アニオン
　クロールイオン（C1’）…＿＿…
　ヒド買硫酸イオ。ン（正ISO4つ　…
’　凝…配iイオ・ン（SO4”）・・…　…・・・・…

　グラム

0，0111
’0，0189’

1，0108

0，4971

0，3781
0．ケ060．

o，1ケ93

・0，0904，

0β1S3
6ρ769

成

・リモール函リグラ藍

10，99D1　　　ユ0，9901

、0，4S27　　　　0，4S27

43，8525　　43，8525
12，3965　　　24，，ケ930

15，5214　　31，042S
12，6297　　’25，2594

6，6126　’　19，8378

156，25S3

3，昏501　　　2，5501

8，4300　　　8，4300
「72，6307　　145，261唖

186，0963　　156，2r】」15

分

堕類表礫雰9蓉病識㍊臨愚史塗〉

　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グラ．」も’

擁酸カ　リ　ゥム　（K2SO4）．φ．＿．．．．．．．．．．．＿．．．．．．∴●　　0，0420

硫硫ラ窪リウ桑（ya蟹SO4）一・・…，…一・…3・1170

硫酸ヵルチゥム．〈CaSO4＞＿＿．＿。．1＿＿＝。＿・．1，6SSO

硫百菱マグ1ネシウム　（置fgSO｛〉　．ρ．．．．㌦∴．．∴。。…　　　1・S690

石墨…臣酸牝鐵（Fe串0、）＿・・．…＿＿・，∴……　1・9190

磁アルミニウム［Al・（SOチ）・・1一…L………1・1320「
ミ獲i離盤酸（HC｝）．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．・韓：！・…　　　0メ）930’

遊離硫酸（H2SO4）1．＿＿二＿6り．．．∴＿∴＿．＿．．『0，S26S

珪酸（〃）（H・Sio・〉…・……一・・…∵・・∴・0・1376

．珪酸（メタ》但、＄io、）＿・……

10，6868

0」376

工0，824・4・

其　他・　ヒドロ燐酸イオン

10，8244，

痕跡

’

所：在地
分析者．性　　　駅

　　　　比

大須　戸　三民 ．（冷）

新潟縣岩船郡大須戸村大字大須戸二千五百九十四番地

・轟弓勢鍛馳喜1翻蹴。有。反騰㈱。
重　　　　1，00S59くユ50）

　　　　　成　　　分

’固形物蒸器　　　約　8，92グラム（一リートル中）

．イオ濃．（委驚晟三三裏ラ鋤

カチオン’

永素イオン（H’）一…一，∴…’

ナ㍗リウムイォン，（Xポ）。∴＿＿

カルチウ、ムイオ・ン（C唱う　＿＿・

マヅネシウムイ才ン（瓢9’り＿

フェ，しロイ才ン（Feり…………

アルミニウムィォン（Al…）．．．

アニオン
　クロールィオ・ン（Cl’）…………

　t二「ドロ硫酸イオ『ン（王；SOζ）・…

　協i酸イオ幽ン（SO4”）的。四髄・脚・。。榊

　グラム

0，014S

．0，1779

0，3124

0，1791

1．6449

0，165S

0，0456

1β002

5，5327

．馨りモール

14，6535

7，71SO

7，7905

7β522

29．425S

．a，1181

ヨリグラム

雷　　量
ユ4，6535

7，71SO

15，5810

14，70壬4

5S，8516

18，3543

129，8628

1，2863　　　　1，2863

13，3945　　　13β945

57，5953　　115，1906

塵雛（櫻券9蓉黙縄；極道雲脚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲヲム’
～読酸Lナ｝・リゥム（∫1量2SO三）　．．．．．．、．．．．＿．．＿．．．　　0，5490

硫酸加げ鵬（C・SOI＞一・・∵一…「・・…．ユ・0589・
硫酸・マグネシウム（吾工gSO‘）＿・＿∴．・・・・…　．。こ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砿8S65
硫蔑舞亜酸｛！ヒ鐵（FeSO‘）。．．1∴．。。．．．．．．．こ∴．・・こ．．．．　　4，46S8

擁酸アルミニウム［A尋≧（SO重）3］…………＿…　　1ρ496

遊離璽酸（HC玉）＿．＿＿．．＿＿．＿＿＿＿．．．－．0，0壬69

遊舐豊凶1酸（正［コSO4）．．．．．。．＿・鱒・．＿。・…　……　．騨．．、・　1，3享37

珪酸（メタ）・（H≧Sio5＞，＿．＿．＿．・＿．＿＿、．．　0，1324r

　　　　　　　　　　　　駈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
9，505S

　　　　　　　　　　　　　　．9β734　　145β942　　129β714

珪酸（メタ）（H2Sio3）…・・……・　0，1324

　　　　　　　　　　　　　　9，505S

共他　力．リウムイオγ，ヒドロ燐酸イオン及；有機物ノ各
　　　　　痕跡

＿’ R6　一



’

・肋　：在

分析
性　　・

　　瀬　　波　　澱　　泉・

地　　蜥｝嚇緒｝醐繍1疏波町大字濱射田字膏溢
者　　火京衛plモ解職り1（明治三十入年）．
状　　野色源粧ニシテ異典ナク微：二鹸崇ヲイfシ中性反鷹ヲ徴ス
比　　ラ5：　」，けC35σ昏。）　　　　　　　．・

　　　　　　1000昌湶1｝、t度

　　　　　　　　成’　　分　　．　　　’　．
俵け〔多専麺山面　　 象勺　．弘lgグアム（一一千クeラム畦1》

4方ン表（変襟汲雰鉦餓ラ贈）

カチオン
カリウムィオン（k・）．＿＿．．．

　ナ挙りウムィオン（Na●）　層りb◎・D

　カルチウゐイオン（Cバ）．・・＿．．・

　マグネシウムイオン（Mgつ…

．アニオン

　ク”一ルイ才ン（Cr）．＿・＿．．．．
　補互髪イオ・ン．（SO4μ）・・・…　ご・…　一。。．

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCOの……

　選篁…百身（メ・タ）（H慧S三〇3）＝・・・・・・…　。・

グジム

0，0786

1｝3333

0，1323
050003

翼，竜一ル　・長，グジ姦

2，007？　　2ρ077
57，8・～3S　　57β・1』3S

3，2993　　　6，599G

O、OL27’0，023L

2，1162　　　51ンρ6954

0r2759　　　2β722
『0ρ633　　　　1，0359

6614765

59，695る
5，7・レレレ

1ρ359

　　　3，999S　　12UI7σ70　　　66，4757

　　　0，1928　　　　　　，

　　　4，1面

一勒・・

Q＿⊆』主至iI≧巨・簡・鶴3・6273

　　　4β522

騨職㈱雰譜総溌姦議編戸弊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲゐ
。ク騎一ルカリウム（KC1》…＿．．＿＿．・………　O11・鐙7

ク・・一ルナトリ伽（N・・C1）一・…ニ…7……・ββ743

　皿ルき酸ナトリウ」馬（こζa｝ICO篭⊃．．璽．．．・曹・一●一一・噛・豊　0・◎13ヨ

　競鹸カルチウゐ（CエSO｛》……＿5．．．．＿＿＿．　0β910．

　1R炭酸カルチウ』。［Ca（HCO3）21．．．．＿．……・，　o・0695

　コRルξ百髪マゲネシウ．ム　〔Mg（］日rC＿、8）21．＿，．．，＿．　　0象0016

珪酉糞（メタ》（正もS二〇3》∴・・…・…　。・・・・…　‘・・。・門・9。＿＿≦』璽堕

遊雛炭酸（CO2）＿＿…・・…

　　　　　アルミニウム及フ出ル財才ン少量煎ア＾モニ芙　他
　　　　　ウム，硝酸，ヒ・ドロ燐酸ノ各イオン及瑚酸ノ痕跡

遊翫佳炭酸（CO2》＿＿…．
　　　　　　　　　4，192δ　・

・・…一・………・・…・・ Q処塑
　　　　　　　　　4β522

ヒ

し

を

ヒ

ニ

ゼ

年

喜

『

』

，．

』九箇谷温泉
’蓼灘
性

　　　新潟縣撃挽舩1仇箇谷村大字大内洲字溺の巣
　　　束）1ξ衛生賦血餅棚治三十七‘の

比饗鱗繍欝曝違例’性囎ヲ趣
原泉温度　　　　65，50

　　　　　　　　成　　　分

　・圃形物山並　　約　2，45グ鵬（一千グラム中）

・イオン藪（蝉馨辰遠駆嫉テ鋤

カチオン
　カリウムイオン（K’）＿＿＿…
　ナ昏リウムィオン（x甜）＿……
　カルチウムイ才ン（C郎●）＿・…・・

　マグネシウ」．イオン（Mg‘’｝＿

’：アニオン

　ク・一ルイ・オ・ン（cr）…………

　硫酸イオン（SOの・・…………・
　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCO8’）1・・…

グジム　　　瞳，心。ル

0事0遙1曲　　　　1事0575

0，683じ　　　29、6573

0，夏37σ　　　3μ31・も

0ρ020　　　　0。OS21

0β27L　25，3315
0，5732　　　　5，9（｝71

0，15U　　2、噛703

覧リグフム
犠　　｛義

1，05？δ

29，6573
6βじ2S
OI16・ル3

37，7・鼠S

23，3315
11，93・｝2

2，・魯76s

　　　　　　　　　　　　　　2，4t60　　 6U，0037

遷圭酸（メタ）（II2Sio5）・．…。・……・・＿＿91q鐘9

　　　　　　　　　　　　　　2聖5ト塾。
…麺…諏と些｝と酸　（COコ）　．．，．．．．．．．．．．．．．，．＿＿≦≧！ナト些1｝．．．．．g3撃2227

　　　　　　　　　　　　　　2，655S
菰他　　bド騎燐酸イオン痕跡

37，7強25

」

籔類表（明日9欝歎縣織墓融弊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲム
クロールカリウ’・（KCI）＿＿．．．．．。。．．．．．＿＿　0，07SS

クμ一ルナトリゥA（∫aC1）．＿＿．．．．．．．1．．．　1，SO33

硫酸ナ　ト　リゥム　（冥こし2SO4）　．．．．．．。．．鱒．．．．．．。．．．　　O15250

糠別戸ルチウム　（C乙LS◎・｝・9…　。鱒・・・・…　。・瞭。・・鱒・，　0・293・幽

励看酸マグネシウ」ち（blgSO‘）・…　．樋・・…　餉・。・・…　。　　O・OOO9

πヒ炭酸力’レチウム　〔Cロ（IICO3）コ］・．・・・…　。・…・・。　　．0・2007

珪段｛～（メタ）（五12Sio5）．一∵い。．・・…　晒・・…　」一一・・P＿q三〔～2室9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，5140
遊離炭酸（CO1）＿．．＿．＿＿……・・……・・…＿些§

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，655S

＿　37　一



カチオン
．ホ棄赫ン（H’）・書・……』…・一
・ナト．リウ3・イれで（Na’）…・．・・：．．

カルチウゐイオン（Ca．○）…＿、．．㌦

　マグネシウムイオン（Mg∵）．．．
　フェ声”イオ・ン（Fe●●〉＿乙＿；．．．．

　ア’ヒミニウ・桑《オン（A1’”）…∵・

　　　　　　　　　　　　　二．L見　・鑛．泉・㈹．．・，

　　　　　　・所1在　地　　i新潟縣佐渡郡二見村大字三無孚境目山ノ孚腹

　　　　　　　分　析　者　　束京衛生試瞼所（明治≒十七年）

　　　　　　　　　　歌論鰻清ニシテ異臭ナク」鰍！生醐こ賄シ反麟亦酸性ヲ徴・・　　　　　　．性

　　　　　　　　　．隔　　．’「，．・成　　分

　　　　　　　　　　　　固形物羅葡躍グ頭rザー，ル中）

禰議（変勲臣赫蝦翻・　　盤琴醸囎9蓉簗編藷儲雲次）・
グ弘9ミリモゆ曇りグ嘘，

0，003S　　　　357624　　　　　　　　　3，762由
0，0700．　　3，0369層　　　3ρ369

0，1535　　　3β279　　　7，655S

O，0734．　　　3，0131　’　6，0262

0，0957’．@　．1，7120　　　　3，4240

0，106S．　　3，94，ユ0‘・　11，8230　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L，35，7283
：アニオン

　クロ・一ルイ才ン（Cr）＿＿∴．．1－0，0380’．1，b719　　1，0719

　ヒド”疵酸イオン（HSO4’）；．．．∴’　0，2607’　　2，6S57　　　2，6857

　硫酸イオン（SO4”）。．．．．。．。．。．．．．？　　1，5356・　15，9S59　　31，971S

　　　　　　　　　　’　 　『　　2β375　　　39，0368　　　35，7294

　珪酸（メタ》（H’2Sio3）．．．．．．．．．．．．　　0，263壬

　　　　　　　　　　　　　　2，6009
　其他　．カリウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ’グヲ幽’
磁ナ’事リウ’嗣．（X・・昌9≦），畢卿嗣高砿2162

廊勤．ルチウム（C・SO・）・・・…∴・・，3，・論・｝……’軌5202・

．羅灘譲£1黙1：：ゴ：：熱ill｛：1三・羅・

硫酸アルミニ弧；A1、（SO・）、］．．∴，・＿＿＿＿．　q675＄．

　遊難蟹酸（且CI）。＿．．．．．．．讐．．三，3．。1＿邑、Ψ遍．　0，0391

三三酸（H，sol）＿；二∴＿＿：．∴、＿∴、．，！・0，2634

　珪酸（メタ）（H2Sio3），．‘．．、．．ふ。∴」．．．．．，；♂．こご．言∴二・．　61皇634r・　　　煎

　　　　　　　　　　．．，，．．．，．く．、．・．）1・：．2，600r’

．．・ C『 D． 諱D∵｝ホ：・　塞兄．1．・い二；噂・ピ・

　　　　．．・・琉・訂・・～』1いご．♪㌃1∵：，、．、

．」

所
・分

性

　　　　湯本’温泉（御所ノ湯）
在　地．　栃木縣上郵賀群臣光町字湯本

析者』 D東京衛生試験所（明治ナ四年）　　　　　ン　を・’

撫叢色響轍灘ラ聯ト筆贈別個・呈・

　　昏’　・　．成　’．分　　　．

　　　固形物縄量・∴約1，20グ弘（一リート・レ中）

イ酔表鰹翻笈轍鵬
カチオン

　カリウムィ才ンくKl）＿＿＿1．．
　ナトリウムイ矛ン（Na・）．．．．。．．＿・

　カルチウムィオン（Caノ．）．∴病＿

　マグネシウムイオン（M9●ナ．．．

：アニ：きン

　クローールイ．オン（Cl’）．＿＿＿．．
　硫酸イオン’（SO‘”）．．．．．．．．．．．∴．．

　ヒド”炭酸イオン（Hco鵠’）＿．．．

　グラム・　ミリモール

て㌧0269　　　0，6871

0，1452　　　．6，2993

噛0，1535．　　3，S279

0，0D61』 @0，2504．

0，07SS．　　2722三～8

・0，5S43　．　6ρS27

0．0452　　　0，74C9

ミリグラム1
嘗　　　量
0，6S7エ

6，2993

7，6558

0，5COB

15，1430

2，2228’

12，165L
O，7409’

1，0｛1』gO　　　201111　　　15，1291

．．0，116S

婚嫁（鷺9碁翫離鹸獄教〉、

窪酸（．メタ）（H2SiO3）＿．．＿＿．

　　　　　　　　　　　　　　1，1568
遊姦讐疎ヂヒフk素（H翼S）．．．．．，．．．．．。．．．　0，0500

1，2068

一　38

・・一・ナ・・蝋・・ρ1）叫1，犠誌能
硫酸カリ諺シム（1（2SO4）♪．．．餌，幽川」・．G幽r＿三9．；．；∴ご；㌔さ「1

硫酸ナレリウム（Xa2SO4メ¶．．、．∴∴．ご∴ご∴：’：∴’・

硫酸カルチウム（CaSO4）．．‘．．＿＿．．＿＿．．＿．

硫酸マグネシウム（LlgSO4）……，．．＿．．，∵、．．、．

重炭醐ルチウム［c岬cg・1ゴ1．∴・叉∴…嗣．

珪酬メタ）（H・SiQ、）・！・，…．く…＿．∴＿壼．馬．

遊離硫牝水i素（珪S）．．；‘；＝三．．；漏嵩．1．∴＿、ξ．1．、・

・：グラム

．，0，160σ

．・ O．0600
0，29δ0

0，4700

0，0300
・．

O，Q600

0，116S

1，1蚤68・

b，6500

．1，20b8・

’



’

●

　　所・雀　地

　　分析者．
’．性　　　状

1．

花　柄　牟．鑛　泉　（冷）・

枷木隠上占llエ1梛星1己町字イ晒・M・読巳川澹岸

束ガ｛衛～1三試三所（りj～♂｝二二十九年）　　　　，

淡黄．色澄滴ニシテ曇臭ナク微二褐色禦りこノ沈

蹴γリ溺キ」汝創こり求ソイfシ反臆iハ瑚酸性ソ言詮ス

イオン表（委聡麟笈赫婁ラ鋤
　　　　カチオン　　　　・　．’

」　　　　ナトリウムイ才ソ（N憶う．∴．＿．

・　・　　カル1ヂウムィiきン（Ca‘う．＿＿．

　　　　　マ琳シウムイオン（Ng’．）．．雪

　　　　　フェ1ルロイオン（Fe。’）＿．．．＿＿．

　　　　　アルミニウ’ムイ才ン（A1●●’）＿

グフム

0，0275

0曇09じ7

0，0679

0，0070

0，12S1

城

竃，愚一ル　　占リグフ追

1，1930　　　　1，193風5

2．4115　　　‘ゐ，～230

2，7873　　　5，5740

’0，1252　　　　0，250・L．

4，7269　　　1・L，1807

：アニオン　　　・

　ク引「ルイ才シ（C1’）・・…＿．＿　0，017δ　O，502取

　嚇1酸イ＝8・ン（SO4”）．．．．．．．．．．．．．．．　　1，2260　　12，7じ2S

26，0223

0，5021

25152謬G

分　・　．

監類癌（幽暗9書獄見回議編｛致次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グフ∴
’ハ㌍ルナトリウ．＾偽q｝・・・…“…・・’ワ・10脚3
・硫酸ナトリウム（N助SOI⊃．．≧．．，り．＿∴．み＿．、　Q，（ン』9・㌔

　秘1配iカルチウム（CaSO彊）．．＿．＿＿．．∴．1．．．．．．　0，3273

　’τ疏「綾マグネシウあ（MgSO6｝L．r．，．．．．．，．．．．．．．．．．　・0，33‘33

　凝‘酸亜瓦睾｛＝ヒ載（FeSO｛），、．＿＿．・．。．．．．．‘，．．∴．．ち，；．．　・ρ，0190．

　硫1｛々アルミニウム［Al≧（Sq）5】．．＿∴．＿＿．．，．．：．0，9092

　珪酸（メタ）（H智S三〇5）．．＿。．＿．．．＿＿＿＿＿．．　0，0325

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，GO35

　　　　　　　　　　　　　　1，5710
珪酸（メタ）（H2Sio昌）．．い＿＿．．幽　0，0325

，　　隔

　　其他

り

　　　　　　　　　1．6035
ヒ』 hロ燐酸イオシ　痕跡’

　　　　　，　．　　　　　　　　　　　　　　　　　．’

　　　と

　　●

　所：在地
　分．析者
’性　　状

、

24，509rL　　。26，0277

吹 上 鑛 泉（冷）．．

栃木縣下都賀郡吹上村大字千塚北南山
束京衛‘1二跳馬：謎所（明浮書三十四年）

禍色澄明ニシテ著レク酸性敬鰍ワイゴλ

カチオン　　『層　　”　　　　　グワム　己，モール

水蜘オン添う＿：：：：．．．1＿＿．0，026926，6337

イカリウン．材ン（K・）＿＿．．c，oo蛋4　0111％

　ナト　リウムLイrlオ」～！（周覧ウ．．．。．い．．　　0，133≦L　　　5，797・L

魁脅廟わICの…＿、0，1078，2，GSS3
　呼グネシラ1ムイォン（Ng●’）．．？・0，1256・　5，1560

　フェル”オオン（FoO●）．。．＿．＿，　1，5662　2S，0179

アルミニシ壇わ（ム1●・・）・…．．’0，07002，5S30

アニオン　　　　　　　　　　　　　　・・
　夘〒ルイ才ン．（Cr）＿＿．＿．　O，2517．7，10Ql
　ヒ　ドロ擁酸イオン（工ISOゼ）．．．．．．　　2，5S36　　2G，61ε串

　耐｛酸イオン（SO4”）。鴨．．．．．．．．．．．．　’3．7650　　39119曇3

イオン表（蝉蕪海嬉影回

一

夏ワグ，ム

　　　挽
2σ16337

　0，112・き

　5，797・1

　5，37GO

10D3120

5GpO353

　7，2・190

ユ11，51G9

79100】．

26，615S

78豊3SSO

分　　　　・

．蛭類表（李欝9花畑聡護＝粛E蕊1諜次）

　　　　　　　　　　　ゼ　　　　　、　　，　〆ヒ　‘
　　　　　　　　　　　～　　　　F、．
クμ一ルカリウム（KC1｝＿．，：∴一。∴．i．；晒∴．＿

クμ一’レナトリウム（XユしCI） 認・。∴∴・・㌔悼鱒∴・’

グ，ム

0，00墨

。，33s5

観α綾カルチウ’9（C謁SO｛）．．＿＿；∵＿∴∴．∴．∴　・．0βG55

零ラ衰日菱r甲　ク●ネ　シウム　　（5〔BSO媚）．．．．．，，、．．．．．．．．．．，．．

～疏酸亜酸化趾賠（FeSO弓）＿＿．．．＿．＿＿．．．．．＿

クロールγルミ訂ユウ・（A聖C丸｝．．＿．∴∴∴．＿

　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　ほ硫酸γルミニウム［Al二（SI）1）31．∴．．。＿＿．。＿．

三口1財疏酸（五r2SO∂。，．，．，∴．三．．．．．．．軸L．．。，．．．。．．．．．

珪頁乾（メタ）（1］』SioΩ．．＿．＿．＿．＿＿．．＿。。騨曾

珪酸（メタ）（112Sio婆）．．．．，．．．．∴．

8，6316

0，2161

8，8507

痕跡

1・13，StS9　　111三，104．5

其　他　　ヒ質ロ燐酸イオレ

、

0，62舘・

4，25ω

o，Oお35

b，37・エ1）

2βLQ5

0，2161

8，S507

一　39　一

、

●



’

　　所
．　分
　　性

a

　　　．．伊佐野鑛泉
在　地　　栃木旧記谷註腺村大字甲佐野　　　　　．　，　　、・
　　　　東京出目三試験所（明治十九年）・析者　　　　無色透明ニシテ酸性反癒ヲ呈シ酸窃取劒践ナリ之・ヲ熱スレ
　　　　　ハ涯！濁シテ赤親色ノ浮遊物ヲ生スコ

　　　　　’．・分　成・’，．・㌔・

固形物総量　約9β5グ舛（一リ」｝ル中）

イ齢r表．（委両論裁鐡ラ葛蓼y

カヂオン
V瞭イオン（H’）……・一・…面

　カルチウムイオ・ン（Ca’）＿＿＿．

　フェル冒イオン（Fσ’）…＿・こ・…

グラム・リモールボグ慧
ρρ01些　　　1，3663　　　1β6弓3，

’0」0025　　　0OD623　，　0，1246

0306摯9　髄　　1，1252．　’2、25（図』．

アニオン
　七ドロ硫酸イオン（HSgf）＿．．．　0，1323．

　硫酸イオン（SOど’）………・…・・（瓦U41

3，7・塾13

1，3650　　　　ユ，3650

．1，1873　　　12β「756

盛類蓑・（李欝麟婆諜譲＝蜘琶藷雲次）

毒凝酸カルチウ硝。（CaSO蔓）白．．・一一，け∴・・ρ伊肋一・『

纈範醇繊（F・SO・ン…

遊里藍硫酸（H2SO4）P。．・・…

珪酸（メタ）（HコS・q）＿＿

∴一＝二・・司・∵…・・」・

………∴∵…・…L…

＿＿．，∴。‘＿・．……一

グラム

0，00S5

0，1710，

0，1339．

0，0325

0，3由59

　　　　　　　　　　　　　　0313生　．．　5，1065　　　3／7406

珪酸（メタ）（正12Sio3）・・・…　。・・・・・…　　”0・032乙

　　　　　　　　　　　　　　0，3459
其他　　アルカリイオン，アルミニウムィ才ン・マグネシ

　　　　　ウムイオン」ク羽誌ルイ才ン1ノ各痕跡’

’

所
分
性

　　　　盛原温泉く華ノ湯）
在　地・　栃木縣四谷郡竪原付大字下盤原字門前
析’者　　横濱衛生試験駈（明浩二十一年）
　　状　　無色清澄徴二戯味ヲ有シ反慮ハ極微アルカリ性ヲ徴スー

　　比　重　1・q。3（15．》：一　　．『　ご，
　　　　　　　　　成．．．．・・．分

　　　．固形物線量　．約0，98グ弘〔一千グラム中戸

偶ン表鰹編垂餓鋤
カチオン　　　　　　　　　　．愚・グラム
　カ1｝ウムイ才ン（K●）・’●・，……　，r‘　O・0231

ナ，砂う．財才ン（Nの・・…・…0・1598

　カルチウムイォン（σガ》＿＿＿　0，0991

　マグネシウムイオン’（聾lg●’｝＿’0，0蝦

　フェル・イオン（Fe●●）＿＿．＿0，bOO2

アニオン
　クロールイオ・ン（Clつ＿．＿．．＿．

　硫酸イオ噂ン（SO4「f）．．・。…　。・・一・●9

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）＿

0，2197

0，0195

0，5754

亀覧モール

0，5900．

6，9328

3，4713

1，7812

0，0036・

ミηグラム
粧　　・量

0，590U

6ρ328’

4，9426

3．5524

0，0072

1β，0360

6，1975　　　6，1975

0，2030　　0，4060

9．4潟16　　　9，4315

塵三七雰9三四議癬編論弊）

クη一ル2r．リゥム（KC1）＿＿，．．＿．’＿＿

ク・一ルナト’ 閭宴?iNaσ1）∴・・一∫・

硫酸力「リウム（K冠SO4）．鱒．∴．＿讐」，・∴．∴騨

重炭酸ナト．リウム（∫aHCO＄）……」…」・

重炭酸カルチウム［C或HCO3）21…、…・・

重：炭酸マグネ．シウム［五lg（HCO3）2］…鱒・

重炭酸亜酸化鐵［Fe（HCO3）2］＿＿＿．．．

珪酸（メタ）（HコSiO3）．＿．。。．∴・・…　一・・…　。・・

　　　　　　　　　　　　　　　1，1402　　　27，6109　　　16，0350

　珪酸（メタ）（H12Sio3）。．．．鴨．．．．．．　　0，1568

ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2970　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

遊離炭酸（CO・）・・．一…・・一一」唾墾．…6，1227

　　　　　　・　　　　　　　　　　．　　　　　　1，566｛』

　其他　　リチウム，ストロンチウム，マンガノ，アルミニウ

　　　　　　ム，ブローム，ヨード，謂酸及ヒドロ燐酸ノ各イオ’

　　　　　　ン，棚三三有機物ノ疫跡　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　40　一

　　　グラム
．＿．　0，0135

一，．qβ520
．．。．．．．　0，0355

．．．．．．　　0，0769　’

．．．＿　　0，〈蟹）10

．，．∴．　，0，2608

＿＿　0，0005
．．．．．．　　0，156S

遊離炭酸（CO噌》…＿………・……・……・……

享β970

0，269垂

1，566虫

●



lll

●

，
所　；窪

分析
性

　　號　　原　鑛　’泉　（冷）

地　　複｝永激職？詳郡魏βlllJ大牛下塁1源字ウキスク森

　　、束）ll衛小試暗三断（ワ17ぜに十入∫の

　　微子鵬嚇・シ臨急・ク」一轍齢賄・鳳…瑚・1撒・畝

耽ン表（蝉翻滋婁舗
カチオン
　ホ鑑イ才．ン｛H’）＿＿．．．。．＿．

　カリウ」㌧イ＝置・ン’（K・〉覧碗．．．．。．．ウ．

ナ回ウゐイオン（等の……
　カルチウ＾イオン（Ca’6）．．＿．

7エル． 烽ﾜン（Foつ1＿．．．．＿

　アルミニウムィ才ン（轟1”●》・。。

域

。欝，ロ♂錨罵講’

0，0071）　　　0．173S　　　　Og｝78S　．

0、0659　　　　2β590　　　　2β590

0，0071　　　0，置771　　　0935・L2

0，トL・｝5　　　　2，5850　　　　51t700

0、σ17（｝　　　Ol‘；・L9町1，　　　1，9・182　9

17，0・レL9

ド　亀　アニオン・

　　　　ク”一ルイ才ン（Cr）．、．＿＿．．．　0，U96　　3，3766　　313766

　　　　ヒド冒磯骸イオン（正］［SO弓’）　…　　　0，3039　　．3．1307　　　3，1307

　　　　魂醜イ　ォ・ン（SO畜”）．．帥．，．．，．鱒．．．　　0，505：　　　5．雲〔1～6　　　！0．3372

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1733　2・↓，7599　●17，0L・L5
　　　　毯酸（〃）（H，Sio、）∴．．．＿．．0，0GS2

　　・　　　　　　　　　　ド　　　　1　　　1，2465

　　　　菰他　マゲネシウ』・イオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

分

鰍蕨（櫻雰9欝婆灘解こマ樵弊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グジム．’
耐ξ蝉騒ヵ1｝ウム　（κ2SQI）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．g　　O，01；｝7

硫藍套→トト　リウム　（ya2SO4）　餌。∴・阿・・み…　韓・鱒・．　0β〔｝〔36

，覇i酸カルチウム（C翫S（義）・・…・…　…・・。…∴。…　　e・6’｝蛤

祓酸亜麟化鐡（FoSO凸）．＿＿＿．＿…………　0，3｛）29

刷勲アルミニウゐ［△1・（SO・》・］一・……∵・…0，川7

遊門門（HC1｝・・…；一・………∵………・……　q1231

遊離轍（H・SO・）……・……・▽……・：・・・・……・0β‘万0

一酉奴〃）（H3Sioδ）．…．．………一……・」型盤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2・協5

所：窪
・分析
性

カチオン

　カりウ点イオ・ン（K’）＿．．．…．．．

　ナトリウムィ才ン（ヨ甜），．＿＿，
　カルチウムイ才ン（C島・・）．．＿．

　マゲネシウムィ才ンいlg・・）＿

アニオン
　クロールイオン（Cr）．＿＿．．＿
　硫酸イオ・ン（SOイ’）．．．，．。．，9．．．．．．

　ヒドロ炭酸イオン（HCOポ）＿

盟 原 温 泉
地　　栃木蠣麟谷雛鞭原吋大字｝1込原字畑下
　　　東京衛鷹回忌所（明池三十四年）
歌　　殆ト慨焼色号昌昌ニシツ・興良味ナク反懸八始メ酸戦ナレト．モ漁沸

　　　後弱アルカリ性トナル
原泉㎜　　　　43，30

　　’　　　．成　　　分
　　　　　　圃形肇勿鋤」「三㌃　　　　　一己」　　1，s5ヶ・フム　（一千ク9ラ　ム塞P）　　　　　　　　　　　　．

効ン食く蝉編磁裏ラ鋤
グラム　亀9．一ル　曇ヲ”嘉

0，0260　　0，6弱し　　O、604，1

0．・K＞2S　17，L75ユ　17，4751
0ρ∂7L　　　ll・魯240　　　2，8・130

0ρレ｝聾　　　0，591亀　　　1，182・』

　　　　　　　　22，169る

0，3730　　　10，6629　　　10，GG29

0，0599　　　　0，こ；23σ　　　　l12・L7ビ

0，6261　　　10，2023　　　10，2023

　　　　　　　　　　　　　1，5G’L3　　　411703皇　　　22，1724p
竃…酸（メタ）（H2Sio話）．，．、．．＿．．．　　0，L716

　　　　　　　　　　　　　1，73i秀

遊繊酸（CO、）．＿＿＿．＿＿q55G9＿1餌鰯S

　　　　　　　　　　　　　2，299S
共　他　　リチウゐ，フ』ル”，マンガノ，アルミニウゐ，ゾロ

　　　　一・ム，署一ド及ヒドロ燐酸ノ各イオン，磯酸：並イ∫機
　　　　物ノ痕跡

籔類表（耀雰9器海灘＝認盈隷次）

ク。一・膏トリウ蝋∫・ρ1》＿．．＿’

朔i酸カ　リウゐ　（1く2SQ葺）・…・鴨．∴．．．・㈹・…・．

硫酸r動　｝　リ「ウム　（5「εし2SO4〕　・・。・・鱒・門門・

彫と酸ナトリウ』㌧（Nr51「：【CO晋）・鱒・●・・．●・

∬U黄酸カルチゥム［Ca（HCO3）21韓＿．．

酋ルき四聖マジネシウム〔あ｛9（正〔CO3）」…・

唐

．　　　　グフム　幽

。＿＿．　0，6濁3

．．．．．．．　0，05SO

．9＿．．．　0ρ113

．．．＿．．． O，523歯

．の．；，。．．　O12313

．．．＿．．　o，c・s弓6

着…配ミ（メタ）（｝12Sio3）　・騨鱒・．叫・鱒鎚鱒鱒鱒韓。鱒輔＿9・17三§

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11ぢ1559
遊学佳，炭酸（COJ．．．．…．℃．…、．…・．い・r。・・．．い…＿　　ぐ」．’‘；9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一”墨　．；事

一　41　一

毫

～

｝

｛



’

　　　　、湯　繹‘鑛　泉
・琢’山塞．．’麟難難壁鱗欝賜｝襯本．1

性’^．翼無細隙薇二臆二三一反醜ス

　　　　　　　　　　　成　　　分『

　　　　　．固形物線量　約0β2グラムくニリニト’ル‘昏∫「

イ．雰ン去（轍辰沼亥燃テ鋤

カチ寒ン　：．，，．　　　　グヲみ
永豪イ牙ン．価）＿＿＿．＿．．．ピ。，ooユ5

　カリウムイォ’ン1（Kう＿＿．∴ら　　　　　　　　　　　　　　0，0009層
9→噂｝・リウゐイオ●ン（三膏εビ）♂5．．．．∵．，　0，GO32

　『カルチウム．イオ噸ン（Cガ’）・．。ら．∵0，0089．

；∫薄舞、蕎鍵1≧、：｝：…8耀き

　アルミニーウムイ・オン・（A｝’）・・∴．’　0，0126

　　　　　∵．‘　・　　　　　　　　　　　　　　　　　、

：アニオン

　クη一ルイオン、（cr）＿．“．．＿o，0623
　』ドロ硫酸イオン（HSO4’）．．．．　0，1333
．硫酸イオン（SO4”）．榊．．．。．．脚。．．．，　0，2094

　　　　ミリグラムミリモール
　　　　當　　　飛
1，4S51　　　　1．4351

0，0230　　0ρ230
0，138S　　　　O，13SS

O，2219　　　0，4些38

．0，0575　　0，1150

’1，1199　　　2239S　．

0，4649　　　　1β947

’5，8402

0ρ649　　　　0．0649

1，31732　　　　1β732

2，1799　　　4β59S

0，4361　　　7，1291　　　5，7979

0，0649

●

塵類慶（墨描蓉磐究瀧；緬誌豊奪／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’グラム
鞭カリウ唄K・SO・）・．＿・，。・唖…》・・∴0，0020’f

硫酸†画ウム（隔SO・）．’……∵∴…・1…‘・αOIGO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　り硫酸ヵルチゥも（CaSO4）＿．。＿8＿．．1．∵．吊1．　0，G300

硫酸マグネシウム（MgSOヨ）．＿．r、．：，．，｝．6．∴．．0，0070、

硫酸亜酸化籔（FeSO4）＿．．＿．＿．1＿＿＿∵．．’0，17CO．

硫酸アノレミニウム〔A12（SO｛）」］．．．．．，．。．．∴．．．．．．　・0，0SOO　9

遊離譲酸（HC1）＿．＿＿扁＿．．．．∴＿＿．∴．∴．．0，0G24　・．

遊離硫酸（H2SO4）．．．．，＿．∴．．∴．．∴．∴．」．．∴。ρ．．　0，1347

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．」．．．．：．．．．く．．．，．．．。∴，．　0ρ649　　」

珪酸・（メタ）（H2Sio3）．．二・一。鱒…

■

　　　0，5010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　那須．湯本’温泉（鹿ノ湯）

所在　地　　栃木骸那須郡湯本村
　　析．者　東京衛生試験所（明治十四年）分
　　　　　　無色澄明ニシテ硫化水素臭ヲ；放チ強酸性三味ヲ有シ二二ハ酸性ナリ　　　　状
　　　原泉温度　　　　　　　　　77β。

　　　　　　　　　　　成　．　分

、．彫物纈． �Dユ，9玉グラ・（一？アト・r中）’

イオ壕く郎君撫嫉塩套）》
カチオン　　’　．、，、一．・・．．．髄騨，

’水素イオン（H．）＿＿＿＿。．∴，；

　カリウムィ才ン（Kり。…‘・＿∵・
　・｝？トリウ・属『イ才・ン（N誌・）

晒．・・ n
　カ）レチウポイ才ン（C甜●）．。．；ご」

；多禦醗酵鰹l！．：：：

　アルミニウムィォン（A1…）．．．’

P’ Dグラム

　0，0118
ヒ．・ρ，0071

　0，0367．

　0，0611
・．、81ε箋98

　つ，0507

アニオン
　ク”一ルイ才ン（O】’）＿＿．．凱．・

巖即智囎1し．：：：

’ミ，モール

11，6832　，

0，1814

1，5922

1，5237

’2，5000

0，3918

1β7qs

…，ゲラム

當　　量
11，683z

O，1814

1，5922

3ρ47喚

5，0COα

0，7836
5，612壬

27，9002

0，20SD　　　　5，S674　　　　5，S674，

0，555］L　　　5，7186　　　5，7186

0，7S2S　　　8；1491　　　16，29S2

　　　　　　　　　　　　　　1，7961　　39》4782　　　27，8842
珪酸（メタ）（王1』Sio3）．．．．．．．．，，．．　　0，2530　　’

　　　　　　　　　　　　　　2ρ壬91
遊｝雅石茄仕かく素（正12S｝　．＿．、．．．．。．　　0，0240

　　　　　　　　　　　　　　2，07菰

其他　　ヒドロ燐酸イオン及イゴ槻弓ノ各痕跡

一　42

　0，5010’、

、　　．　　　　、　　　．

盛綜．礫藤簗越州＝蔽轍弐〉

硫酸カリウム（K空SO盗）・静い・帆・・一・・．…・晒∵一鱒

硫酸暦リ．ウム（Na2so・）一・・…一…◎一

’硫醗iカルチウム（Cε』SO｛）．∴＿＿＿．＿‘．＿．i．

硫酸マ撚シウム（MgSq）・；…ト＝…・：∴
硫酸亜酸化籔（FeSO｛）．．．．．．，．．．．＿．＿．．，．．．。∴．．

硫酸アルミニウム［A1弍SOの3］＿．．．．＿．．．．．．．．

翻蝦酸（HCi）…＿．…∴…．．∴14＿．＿．．

遙i喜佳硫酸（HコSO4）．9。・…　．曾∴・．．．．．．．．∴．∴．ピ。∴．．．．

珪酸（メタ）（H2SiOs）．∴＿＿＿＿．。＿．＿＿

遊自差石蟹牝フ工丸素（H＝S）＿．触．．．．，．．。．．．．鰻．．．．一．．鱒、

．ク1ヲム　．

0，015S’

0，1133

・0，2072．

0，3045・

0，0595

0，3209

0乳2140．

0，5609

0，2530

220虫91

0，0240

2，073五



’

∵

旨

o

所：准野

分，回漕
性　　状

．一

6

黒　田　源　温　．泉

栃ホ縣那須粥1日曜f削字黒田原

束京凡小1レk臓所（明治二十九年）

無色浦澄出シテ加配匹｛こナク反応ハ溺γルカリ幟ヲ徴ス

　’．，成．1分　．1　，
固琵多4勿系鯉1i㌃　　 納　 0，9Gグラム（一鴎リート’L二‘11）

イオン表．（；ホ：象笠フk一一幽リ　一　ト　♪レ111＝＝で≧●イガスル各戒分及共録次ノ如シ）

カチオン　、．，，＿．．．．ノ．∴．　グラム

カリウム伊判耳’〉，∵，…：・∴0，0312

　ナトリゥ＝」」づ’オ■ン（｝子εし．）、●．p．‘．∵，　0，0900

∫カ’呼塾儲ン∫9鱒∴・，・…oρ卿

．マグネシウゐイオン（Mg・γ＿・．0；0336

アニオン　一．　『．∴　’「　∴『　　　’

　クローールイオ5！（Cl’）∵。∴．．．。」∴．’0，COS2

　破酸イオ・ン（SO4”）．．．．・．，．．・。・．．．　　e，d」125

翼掘一ル　曇りグヲム

，ρ，ケ969　　　　0，79Gり

、3，90・蚤5　　　319045

2，28〔57　　　4，573．：，

1駐3793　　　2，7596
　’　　．

0，皇313

4，含941

12，0334

ビドロ炭酸イ’オシ’（HCO3’）’∫…二9凱＿隻ii些9

　　　　　　　　　　　　　10，8633　　　16，1目し7

珪勲（メタ）（HISio3）．．．，1．＿．．．　0，1986　　　　、

　　　　　　　　・　　　　　　130619

共　他　　アム毛ニシム，フエルロ．アルミニウムg石宵酸及ヒ
　　　’　ドロ燐酸ノ各イオン1ノ痕跡　　　　　・
　　　’　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　．

0，2313

8，58S2

隻鍵9
12，033・｝

型鋼奉1．（李欝9蓉1｝婆土工；1錠悪趣次／・

クロールナ至りウム（XaC1）．∴、。。＿∴．．．．＿

τ硫酸カ　リウム　（K2回目‘｝・∴…　…鱒・・。・＿∵・…　n書

回旋藍｛髪ナト　リウみ（苫ξし2SO4）　…．＿．．．．．．．．竃．．．．．

霊11Uり之酸ナトリゥA（N鵠正！COゆ，．．．辱．．、り．∴．．．．．．

祠擢痩力．ルチウム（CoSO‘）…．＿．．・．．＿．．．＿＿

重ルと直｛竈マダイ・シウム【⊃19（HCO3）gj　．．．∴．．．．．

珪酸（メタ）（H3Sio3）　。．．，．．＿．．．．．‘．．．．＿．．．．．．‘’

　グラム

0，0135

0，0C95

．0・2295　　　　　●

0，037・圭

Or3103．

0，2026

α1986

1，0619

　所在
　分析
幽　性

　　那須湯・本鑛泉．（冷）

地　　栃木縣那須郡那餌村大字湯木字古熾敷

者，　”鯨衛生試臓所（明漕三十一亙19

状　　無色二流ニシテ．拠拠ナク敗癌性酸嶽ツ宥シ酸性三二ワ徴ス

　　．，㌦．、、成，分、．　’
　　固形物撫量　　納　0，ケ7ヶフム（一リート｛レ中）

イォ議（委慰辰骸鍼裳ア鋤
カチオン　　．．．．、，．．∵．．｛，・グラム．　竃リモ・ル

　カリウムイ！オ，ン．（K）：L・…・∴蹟．．・，．0，CO．絡　●　0，11些9

　ナトリウもイオン（耳【ド）．．。，．．．．．・・「0，0305　1，3耳45

　カルチウ・≒イ．オン（Cα・●）．．‘ρ．．．　0，036S　　O，叫77

”グネ1シ躯イオン（M9・・）、∴．、0，001。　0，0q57

　フエルじ3イ、オ6．ン（Fじ’う，。9。．．．．．．．・．　　0．01GS　　　、0，1932

γルミニ伽付ン（ム1…》．∴．0，061S　2，2SO愚

アニオン　．”　　『

　クロールイ：牙ジくCr）＿∴．．∴高

職イオ・ン（so、”）＿＿．．，＿．．，

灘（メタ）（H，Sio、）＿．＿＿

0，1066

0，3662

0，618S．

0．1S37

OlbO25

ゴリグジ’，

雷　　没
0，1149

1豊3145

1，835岱

0，131・』

0，3SG4

6．8’n2

1015238

3，cd71　3，0q71

3β122　　　7，62・L4

11，70：｝7　　　1096315

麟職（隠密9蓉熱田灘＝密｛献1融次）

ク翻ニノレ→一｝こりウム（買aC】）・・鱒鱒。r。。韓．．多．鱒’

練酸か，ウム匹so・）…∴∵…一り…一・・
図鑑酸ナ・トリウム（X碗SO過）　・・・…　駒・・静・；・…　一・

クw一ルカルチゥム（C‘しCI2）＿＿．冨．、＿∴詮

クτ1一ルマグネシゥム（1∬gC12）＿＿＿＿＿

材｛r浅藍昆磁哲ヒ卿～（FeSO‘）＿・・・・・…　一・…　？．一・一・触．

硫酸アルミニウム［A1二（SO‘）51．．1＿．∴．＿＿．：．

グラム．

0，0613

0，0102

0，019・｝

0，101S

O，0061

0，G293

0，3907

珪三二（メタ）（H2Sio3）　………・…長・………，・・＿＿9蛭｝三至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0β025

b

一　ヨ3　一

●



、

、

「

所　；在　地

分・析　者
’性　　　状．

　　　　比

那須9高’ト．久・温．泉

栃米仙山須郡那須吋大字高久字西原一番ノ内茶臼瀧．

轟灘響国恥帷・暴く．
　　　　　成．・分‘’　　　　　．
個形物継　約9，62グ多・（山千ゲラム中）

r9 �燈¥俊鷺義；譲繊灘）
．カチオン　　．　　＼　　　　　　グラム．

　　カサウMオン（K’）…………．0、0246
’　ナ“リウムィ’オンC∫愈）∴＿＿．ご．0，6237

　　カル『チウムイオ’ン（Ca”）　＿，．．　o，Q765

　　マゲネシウムイすン（M9”）…0，0314
　　　　　　　　　　　　　　　　　．　レ

．アニオン

　クロールイオン（cr）．＿＿．＿．．

　’硫酸イオ・ン（SOど’）…　。・，ご・・…・・9

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCO3’）…

ミリモール，

0，62S3

1，02S望－

1．9077．

1，薯S9σ

ミワグラム

富

α6233

1．0282

3β15生

2，57SO

0，0046

0，3生3重

0，0唾72

．oア1259

3157輸

0，7736

8，（殴99

0，1269，

7，1498

0，7736

　　　　　　　　　0，5513　　　9，32S6　　　8，0503

　　　　　　　　　0、1530

　　　　　　　　　0，7043
　　　　　　　　　0，！453．．．．。．3，31遇1

　　　　　　　　　．0，850ユ

フニルロイオ’ン及アルミニウムィ才ン少量，ヒドロ．

燐酸イオン痕跡

盤類国郡雰9蓉御回潅羅醜弊）田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲヲム’
磁力’ヴウムσ｛・SO・）…一・…一∴・・…・・∵・廟0548

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0732’糠酸ナトリ，うム（N・・so・）・・…∵・∵∵山∴・∴

9ノ・一・吋賜シウム（MgC；1）・・一・二・…卿61

硫酸力・・チ．躰（CaSO・）…・…．…・，…・∵……0・2596

蔀酸ガネシウム（MgSO・｝・…・一…・…一〇・1010

　重炭酸マグネミ1ウゐ〔Mg〈HCO3）2r・・………．0・0566

珪酸（．メタ）（II2Sio3）。・…　曾・・・…

遊繊酸（CO2）　…る…………・・

～

∫i

其他

所
分
性

珪酸（メタ）（B：2S、03）

遊離炭酸（CO2）……∵

　　　’那須．高久温泉’畠

在　地　　栃木縣那須郡那須け大字高久字西原一番イ號
　　　　　東京衛生試瞼所（明治四十三年）析着

’琵’蚕豆艦、ζ欝ル雛鷹’呈ズ
　　原泉温度　　51．7。

　　　　　　　　　成．9．．「分

　　　　固形物纏量　　約　0，79グラム（一千グラム中）

イオン表・（饗蕊雰増強裏ラ鋤

チオン
　　　　　　　　　　　　サドカリウムイオン（1【・）＿＿＿

ナFリウムイ才ン（Xa．）．．・＿・

　アム毛ニウゐイオン（競Hデ）．，．

　：カルチウムイオン（Caつ＿＿
マグネシウムオオン（聾lg“｝…

　フェル覧イオン（Fe’．）＿…・．・

アニオン
　クロールイオン（Cr）　＿＿・．・

　蕨酸イオン（SOゴ）＿＿…＿
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）＿

　グラム

0，02173

0ρ6S4S
O，OD212

0ρ7704
0，02q2．

0，00279

0ρ1729
0，25066

0，23602

ミワモール

0，55504

2，97093
0，11726．

1，92600

0；99015
qO49S3

…リグラム

當　　髭
り，5550士

2，970ga
O，11726

3，85200

1，9SO30
0，099〔遜

0；4877呂

2，6Ug41

3β6862

9，575二7

0，4S773

5，218S2

3，86S62

13，5749じ　　9，57517

一…
諱c一∵・・三…．α1530

　　　　　　　　　　0．704β

．＿…

ﾝ一∴，r＿…∴噛．α遡≦

　　　　　　　　　　0β5叫

盛奏真表礫雰麟婆趨議姦蕪曳次）
　．！；

クロールカリ‘ウム（KCI）・・…。……………

クロ」’しアム毛ニウム（yH｛C1）………白・

硫酸カリウム　（K：2SO4）　・一騨・∴髄，・一・。・ガ巾・一・’

硫酸ナ｝　リウム（NεヒSO‘）・・・…　鴨四・・。。…　鱒軸

硫酸カルチウ必L．（CaSO4）＿………ゼ……叫

重炭酸カルチウム［Ca（IICO3）2】　・…　…・。…』

重炭酸マグネシウム［⊃lg（HCO昌）2］　・・。…　。・・

重炭酸亜酸化籔［F・（HCO、）3］’・…一一…

グラも．

0，027631

0，0062S

Oゴ01610

0，21116

0，1403S

O，144SS

“14495

0ρOSS7

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿．隻」．＿．＿＿．……・0，20747

珪酸（メタ）（正塩S三〇3）　．・・＿＿

0，700z5

0，20747

遊離炭酸（GO2）…………・一。

0，90772

0，0147S．．、0β359

0，92250

遊離炭酸（CO、）．．＿…．…・

＿　44’一

　　　　　　　　0，90772
．、．。．．．．。．．。．9．尋よ．．ご．。．　0，014789

　　　　　　　　0，92250

蓑毒．



’

き

ξ

1
5

多

農

巨．

1．

1己．

所　准　地

分析者
性

　　　　比

高泉．村鑛泉1：
　群罵縣児等ll噺1尉ブく字高泉
　東京衛～ki：・w砂1（ll肝♂に二十二年）

巌繍製槻㈱嚇‘撚職蜘鰯γ効り
　諏　　1，001G6（156）

　　．　・．成　　　分

固形物総最　　納　2，1Gグソム’（一リートルrll）’

イ六ン駿（鱗辰楓嫉テ鋤
カチオン
　カリウムイオン（K●）．．，＿＿．．．

　→一トリウムイ才ン（NIし，）∵…　b・・。

　ヵルチウムィオン（C〔ビ’》＿．．．

　マグネシウ．ムィオン（b19・う．．．

’〃・恥一ル・監リグワ叢
0，0080　．　0，2043　　　　0，20曇3

0ρ699　　　3，0325　　　　3，0325

0，0S89　　　　2，2170　　　　4，4，3。劃＝）

0，0507　　　2ρ813　　　4，1G26

　　　　　　　　11．8334
．アニオン．

　ク：ロールイオセ（Cr》…………　 0，0563　　1，5SS2　　1，5S82

　ヒドロ炭酸イオン（HCq’）＿＿　．0，6254　10，2504　1012504

　　　　　　　　　　　　　　0，8992　　　19β737　　　11，83S〔」

棚酸（メタ）（］aBO鷺）．・r＿＿＿．．．　1，4296　　　　　　　　　・

葦隻酸1〆タ）（H2Sio5）．．．．．。．．．韓．。。．　　0ρ961

　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，42・L9

其他　　フニルロ．アルミニウム，硫酸及ヒドロ一昨ノ各イ
　　　　オン痕跡

盛蝉吟（李欝9跳出隠窓1暴一鞭）

クロールカリウム（KC1）・．…：・・・・・…………・・

クμ一ルナトリウム　（Na、C1）＿＿．．．．，．．．．．．．

霜炭酸ナトリウム（N馬HCO8｝＿＿＿＿1＿．．

，R炭酸カルヴ・ウム〔C量し（HCO8）＝］＿．．．．＿．＿．

承炭醸マグネシウム［N9（HCO二～1．．＿＿＿．

瑚酸（メタX旺BO2》＿＿．．．＿＿＿．．＿∴．．．．．＿

珪酸（メタ）（Hlβio：1）＿．．∴．＿＿＿＿＿．．＿．

グラム

0ρ153

0，0SO9

0p13S6

0，3596

0，3Q48

1，4296

0．0961

所　准　地

分析者『
性・　　状
　　　　比

赤城山梨木鑛泉
難漿灘i撚購；言織蹴憐反聯

　　　1，0022（且oo）

　　　　　成

固形物穂最

赫ン表（蝉鰯二三ラ鋤．
カチオン

．カリウムイ’ ﾋン（K．）＿＿。．＿

　ナトリヴムィ才ン（黄の＿．＿．．

カルチウムイ才ン（C““）．＿．＿

・マ dシウムイオン（Mg●●）・．．・．

アニオン

　クロー・しイオン（Cr）＿＿．＿．

硫酸イオン（sσ’‘）＿．＿．＿．

　ヒ．ドロ炭酸イオン（HCO5’）．。．

グラム

0，0525

0，4255

0，12SO

O，1392

0，9241

0，0211

0，6SO1

貰り・邑一ル

1，3410

1814599

・311920

5，7L43

26pO677

0，2197

11．1474

　　　　分　　　　・
約　　2，25グリム（脚一リ酬盛ル唾1）

ロリグ，ム‘

雷　　脅
ユ，3・11じ

18，4599

6，3S40

11，4286

87，6135

2G，0677

0，4亀9・魯

11，M7・L

　　　　　　　　　　　　　．2，3705　　66，1420　　37，6545
珪酸（〃）（H：、Sio、）．．＿．＿＿．0．129S

　　　　　　　　　　　　　　2，5003
遊離渉ξ酸（CO2）．。．．．．．．．．。．．．．．．．．．．　　0，7901．，．17，95蟻8

　　　　　　　　　　　　　　3，29δi

共他　フェ触材ン，アルミニウム材ジノ各痕跡

　　　　　　　　　　馳　　　　　　　　　　一　45

2．42・｝9

盛繊（本鍛永日其集印二於テーリートル中次ノ戒分ワ含有スル満液二概略相欝ス）

クロの一∂しカリウム（1（Cl）・…鴨…一・・随・・㌔∵層。・・

クロールナトリウム（NILC1）．．．＿＿＿．＿＿．．

ク‘，一ルカルチウ2・（αLC12）…．＿＿＿．＿

クロールマグネシゥ．2．（MgG夏蓼｝．．．‘．＿．．．＿．

石塁配～カルチウム（CaSO4）＿＿＿．軸．＿＿．＿．

9ヒ椴酸マグ壇・シウム［M呂（HCO3）2】．．．．．．．．．．．．

ヨ壁…酸（メタう（H留SiOu），．．．鱒．．．一，～＿一鱒．．．．．’．．．

遊離炭酸（Cq）．．

グラム

0，100D

1，0300

0，3300

0，0150

0，0300

0，S155

0，129S

　　　　　　　　　　　　2，5003
．．．．．」．．．．＿6，．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．　　0。7901

3，2go4．

ト



1

カチオン

所・三
分　析
性

　　伊香．保．温－泉（飲湯）

婁鱗灘難馨驚爽灘囎微弱嚇
源泉湿度　　46。

　　　　　：　成　　’・．分

固形物鶉量

骨城（委臨弓鋸ラ鋤
　カリウムイオーy（1｛＝う．．．。●。．．囑．．．

　争下リウムィ．ガン（N“。）．．∴．．，．．

　カルチウムイオン（Cポ）＿．．＿．

；二卸拶甜聖：：1∴1．

　マンガノイ才ン（Mn・・）．．．．．．＿

　　　　　　　　る　リ
アラ一三爾。（α）…＿．．．

　硫酸イオン（SO4’‘）．．．．．＿」．，．．＿．

　ヒドロ炭酸イオ￥（HCOぎ’）．．．

約・（1・96グラム（「’リ㌣トル中）

　　　　　　　　　書リグラ’ムグラム　　　ミシモーノレ
　　　　　　　　當　　　量
0，0099．　　0，2529、　　0，2529

0，0S92　　・3，8699　　　3，S699

0，122愚　　　3，0549　　　6，エ09S

O，0274　　　　1，1243　　　2，2496’．

0，0076　　　　0，1342　　　　0，2634

0，0σ17　’　　0，0310　　　　0，0620’

12β126

0，1055　　　三～，9760　　　2．9760

0，2754　　　2，8670　　　5／7340

0，2498　　　　4，0944，　　　4，094，4，

　　　　　　　　　0，88S9　’18，4051　　12β044

　　　　　　　　　0，206S

　　　　　　　　　1，0957
　　．．．．．．．．．．．．．。．．．。　　0，6757．．．15，356S

　　　　　　　　　1，7714
アルミニウム，ブロー義、ヨード及ヒドロ燐酸ノ
各イオン並有機物ノ痕跡

醗醸（本丘町ハ其集成二軸テーリ」トル申次城分ヲ含肩ス層容雨戸概略相當ス，）’・

珪酸（メタ）（H2Sio3）．＿．．．＿．．．．．

旧離泰酸（002）

其他

所
分
性

、甥ン表簾同義券蝕鹸薦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グテみ
ク㌃ル丹リウム億叫…・・隅一・…．・“鰯3．
硫酸カリ躰（K・sq），；＿．．．＿叩．∴＿．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．0，022ρ’
硫酸ナトソウム（X・，SO、）．．・．・∴＿・，．．＿、0，1007

重炭醜トリウム（X・Ecol）＿．．＿＿・．＿．　Q，1393

夘脚・吋グネシ加（晦d1、）．．．∴＿∴．．．0，1036

硫酸カルチウム（C・SO、）．．＿．＿．＿．＿、＿．0，2769

重炭酸カルテ弧［C・（HCO、｝，］＿＿＿．．　q1646

重炭酸マグネシウム［瓢9（Hσ0、），1．∴＿∴．∴．0，0053・

重炭酸磁鰯［F・（HCO、），］．．．．∴∴∴．∴0，0242

重炭醗磁マンガン［》1・但CO、）、】．．．＿．0，0055

珪酸（メタ）（邸io3）…＿．．．＿．∴．＿＿．＿∴；ピα2068

　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　＾1，0957
灘選酸　c・・1………∵・・∵・＿…＿＿＿1．．q67・7

　　　　’伊・香．保・温．泉（鉄漿湯）訂「・

在　地　　群馬縣群馬郡伊香保町

　　　　　　　　　成　　　分．
　　　固形物繊・約．聯グヲ・（一トトル荊

カチオン

翼晋麗蒋賃編：：：1か日

　カルチウムィ才ン（σaり＿＿i．．

　マグネシウみイオンいig“）＿
　7エル財才ン（F・’う・……・一，

　マンガノイ才ン（Mロつ＿＿．．

．アニオン

　クロールイオーン（C1’）＿．、，＿．．。「

　蕨酸イオン（so｛”〉＿＿．．．．＿．

　七ドロ炭酸イオン（HCO3’）＿

　　　　　　　　　ミワグラムグヲ層ム　　ミリモール
　　　　　　　　　當　　　量’
0・0075　0，19；6　0，1916
0，1741　　　7，5δ31　　　7，5531

0，1908．　　4，7581　　　9，5162
．0，0352　　　　1，4450　　　　2β900

0，006L．　　0，1091　　　0，2182

0ρ022．　0ρ400　　0．0300

20，4491

0，158…5　　　4，4711　　　4，4711

0，4652　　　4，8532　　　9，7064

0βS28　　　6，2テ44　　　6、2744

　　　　　　　　　1，423岳　　　29，6956　　204519

　　　　　　　　　0，1624

　　　　　　　　　1，585S
　　　　　　　　　O，0608．．．1β818

　　　　　　　　　1，6466
アルミニウ・ム・プローム．ヨー網及ヒドロ燐酸ノ昏
材ン，瑚酸並有機物ノ痕跡

11，771宙

　　、

灘ナ凹躰（X・・SO・）∴・尋…。・・。轡＿，rq291Q’

藪駿・・リウム（N・宜¢・・）這一・1∵…，∴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1393
クロールマゲネ幽シウム』 iMgC12）．．．＿．」．．∴．．．　0卜127ユ

硫酸ノレカチウム（CaSO4）．．．．．．．．．．，．．．．．．6。．．．．。　　0，3691

重炭酸カルチウム［Ca（HCQgJ］＿＿＿．∴。．　o，33勝

重炭酸マグネシウム即9（耳qQ3）2］．．二．＿．∵α螂7．

重炭酸亜酸化鐵〔F・（HCOき）・ユ…．÷・嚇．＿1ご・0，019西

重炭酸亜酸化マンがン［Mn（H：COg）2L．＿．　0，0070

珪醐メ身）（H・Sio・〉・．．…、，＿＿＿∵＿＿．．．1ゼ0，162φ

肇類表（本鑛フkハ其集成・二於テーリ門レル申次ノ成分ヲ含有界ル溶液昌概略相當客）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム
藩蹴臨鯉1：：；：1：1；：：；：：：；：1；；ll纈

珪酸（メタ）（旺郵03）＿＿．＿．

遊離炭酸（CO3）＿＿＿，σ．＿．．ド

，其　他．

’
一　46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，585S
遊離炭酸（σQ・）…“……・…・一………．，．＿＿qo603

エ，6466

塾



’

o

　　　所　：窪　地

・　分析’者
　　　性　　状
’　　　　　　比

　　伊香・保　淵、泉（大堰湯〉　．
　　群馬縣群馬矯ll伊香保9汀
　　束瑞；？生、式1窺所（明矛1ξ三三！十六年）

　　無色li！」澄嫉拠昌シツ4畳≧｝微二・取款性ノ味ヲ冶シ反慮ハ沿団，性ナワ

　　双　　1・00（♪3（15。）　　　　　　　　　．．層　　　　’
船張温度　　　　　47。　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　成　．　分
固π多三山口虹玉と　　、払」　0ρ9グフ∴（一リLニト．ルΦ》

儒ン羅（委細麟威鐡ラ鋤
カチオン　　　　　　　　　グ弘
．カリ、ウ幽イ牙ン（Kう…………．．0・0905

　ナト　リゥ3ヤィっrン（餌“’）．．噌りn；．　0，1333

　カ．ルチウムイをン（C甜・）＿．∴　、0，126S

　マゲネシウみイオン（M9“）＿0，0010’

　フェルロイ才ン（Fe●’）．．。＿＿、る．　0，0073

　マンガノイオン嘩駄”）・・轡…　0ρ015

アニオン
　クロr一ルイ才ン1（C1’）＿．＿．．＿　0，0980

　’硫酸イオン（SO4”）＿＿．＿＿．．　0，3野0．

　ヒドロ炭酸イォ6ン（HCO3’）．．，．．．　　0，29哩1

隔り憩一ル

2βU7
5，7787

3，！621

0，0蚕11

0gt306．

0、0272

聯
1：；野

晒1
0．05・鎚

2，7673

3，6123

4．8205

・Mβ1％

2，7673

7，234G

4，8205

　　　　　　　　　390995　　，22，G515　　　149812・L

　　　　　　　　　O，2007

　　　　　　　　　1β002　’

　　　　　　　　　0，1082．．．．．。2．4591

　　　　　　　　　1，408虫
アルミニウム・プロ記ム，ヨード及ヒド：口燐殿ノ各
イオン，翻酸亜有機物ノ痕跡

　　　　　　．’・■旭

　　　　　所在地
　　　　　分析者
　　　　　’性　　駿

　　　　　　　　　　　　　　　　一

雨繊』 i聡3欝婆離州日野‘）

珪酉菱（メタX耳2Sio3）・・…．……．・・

遊離炭酸（CO2）＿＿・．＿．＿＿．．

其’他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グジム
ク’ロールナトリウム（ド“C1》………・？・∴…．，0，1618

コ5騎fI塗カリ　ウあ（1（2SO鴨）．．．．∴∴．．●．．．●．．．．，．．．．．．●　　0」201（3

破配置ナ・ト　リ　ウ尋，　．（ざ掴触SO‘）　．＿．．…　．・・・・・・・・…　　　0・1616

丁塞定〃き言｛愛rg6トリゥr8●（三くallCO器）．・・．．．∵・．．g．．g．●・　0，062・L

石竃酸方ルチゥA（CaSO4）．＿，．．．．＿＿．＿＿．ド　0，1797

11ヒル～訂曳カルrξウム［Ca（HCO3）21……・……・・　0，字gs3

1駄炭1ほ壷マグネシウム〔L1g（HCOa）」］．．．．．．．g．．．．　　0，0057

撒醍聖亜酸化戯［Fo（正｛CO3渥〕．．＿・．＿．∴．＿　　て），0232

5露炭rぎ｛身亜亘堂fヒマンガン　［h【n｛HCOb）コ】　．．．例．．　　0．00缶7

珪骸（メタ）（H2Sio3）・ら・・ゼ∴…　9・・・・…　。…　。・・…　9二」1・2鰻1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1βQO2
遊鰍酸（CO・）・・……・………・・…繭∴・……0・10i空

　　　　　　　　・　　　　　．　　　　　　1，4G酌L
　　，　　．　　　　　　．　　　’1・「．・・’　・h

　　　　　　　鑛　　泉（冷）

君鶴縣群馬郡相思村火2き1血＊澤
束1京衛～k帆瞼所（明袖＝二十七皇1三｝　　　　　，

無色滴澄桀臭ナク味櫓蝋ク反鰹ハ徹溺酸性ッ徴ス

　　　　　　　　　分，

，二形物織赴　　納．5，30グ，ゐ（一リートルl13》　，

　　　　　　　　　　　、

カチ貯ン　．、，．　’　　∴グラム

　ナ1・リウムイオン〔∫a’）＿＿＿．　1，9S↓5

　カルチウムイォン（eバ）＿，．＿．　0，0215．

　マゲネシウムイ才ン（班9つ＿　0，022S
　7コゾレロイオン（Fo”）．．。．．．．．．．．．　　0，0132

イオン表優鱗鵡麟鉄ラ鋤

アニオン

　クロール・イオン（C1’》．．。＿＿＿

　石駝酸イオ・ン（SO4’つ．．餌，．。。財．＿．，

達リ受一ル

●S6，095・む

0，53ご二2

σ，93GO

O．2361

3，121S　　8S，0621

0．OG95　　0，7235

5，2333

0。0312

176，5S93

聖，グフ∴

雷　　鍋
80，09δ蚤．

1，0724

、1，8720

014722

89，5120

珪酸（メタ）（日2SiO＝ゆ．．．．。．．．．．．．

茎他
　　　　酸イオン、ノ各痕跡

5，2G房

．8S．0心21

　逸，嚇70

89，診001

カリウムィオ●ン・ア．ルミニウムィ才ン及ヒドロ燐・

鰍表（聡9灘蕪；繍献弐）

クロール＋かりウム（N＆CI》＿＿＿＿．．．＿＿

クμ一’4カルチウ為（C“ρ12》＿…∵．・，・＿…

クロールマグネシウム（L工gC』）＿．．．．鱒9．．．．鱒

擁鉦窪カルチウム（CαSO4）＿．＿＿＿＿．．．＿＿

磁顛を叱裁（FeSO唱）．．．，．r，．．．，．．．∴∵．．．．．．．．．．

判i酸（メタ｝〔H￥SiO3》．．．騨，四．．＿＿、．、＿。餉＿．．

，　，　，　．．

グジ幽

5103U7

0，0053

0，0S90

0，06G3

0，03GO

O．0312

5，26↓5

噺

～

’　一　47　粕



所　在　地
分析、者
・性　　状

　　　　比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

入監．コ鑛泉㈲
群馬縣多野郡鬼石町大宇浄法寺字長山二千九十九番地
凍京衛盤試験所（明泊二十一年）
澄明異臭ナク味鹸甘ニシテ反癒ハ溺アルカリ性ラ徴スレ㍗
モ之ヲ煮沸スレハ白垂ヲ析禺シげルヵリ性ヲ強ム

．重　　　　1，00S78（工50）　．　　　　　　　　・　　　　　　　．∫　　’

　　　　　成・分’　∴ン・…
固形物繰量　約10，27グラ叔一ウートル中）’

庸ン蓑．（委蓼編蚕慮翻
　　　ロ
カチオン
　カリウムィオ・ン（Kう．＿∴．＿．＿．

　一ヲφトリウz℃イオ亀ン（Xaβ）＿．．．＿．．

　力怨チウゐイオン（Ca’ナ・∴＿
　マグネシウムイオン（Mg“〉、．．

アニオ’ン

　クロールイオン（cr）鱒＿．＿∴冨
　蚕琉酸イオ・ン（SO4”）．．．．．．．．．．＿．・・

　七ドロ炭酸イオン（］ヨ【cg3つ・…・・

グラム

0，2（聾ケ

3，3027
0．2676

0，0429

ミリモ7ル

　6，7612

143，2S41
　6，6733．

　1，〒611　・

　遷りグラム
　當’　触
　6，7612
．143，2S41

　13β466．
　3，5222

166，9141

127，2243　「

　9，9203
29，7607

塵雛（季欝9蓉雛蘇；辮儲実次）．

4，5101　　127，2243
0，4「765　　’　4，960《』

18167　　29．7607

　　　　　　　　　　　　　　　10，6S12　32q，4251　’166，9058
　　莞皇酸（メタ）（耳2S三〇3）．．．，．．∵．。。．　　0，0312

　　　　　　　　　　　　　　　10レ7124
　　遊離炭酸《σ0・）………………1・1178…25・6066
‘．． @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11β302

　　其　他・　’；二三義姦ラ三三齢ヨ鱒ドィ才拓ヒ1『ロ燐酸イ．．

　　　　　　　　　　　曹
クロール＝カリミ＞」ム（K：CI）＿．＿∴．＿＿

・クロールかトリウ・ム（筑aCl）＿．．＿＿．．，

重炭酸ナトリウム（Na：HCO5）＿＿＿：

硫酸カルチウム（CaSO4）・……1…‘…・

動ξ酸カルチウム［ca（HCO5）23。．．。．，．

重炭酸マグ’ネシウム’ m1～工9（耳CO3）2］．．．，

珪酸（メタ）（HコSio3）＿1＿1，＿．．．”．．。．．

　　　　　　　　　　　1

　　　　グラム
∴．∴㌦．．　　0，5041

∴＿．7，6474
．．．．．．。．　　1，9198

．．．．．．．．　　0，6759

．．．6．．．．　．0，2763

．．．．．．．．

@・　0，2577　．

．。．．．．．．　　0，0312

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，7124
遊離炭酸（CQ2）1＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿．＿＿帆ユ，11ケ8

1i，8302

所在・地
分析者
性．　状

　　・　比

入盛鑛’・泉（渤
群馬郡多野郡鬼石町大等：浄法考字畑中百二十一番地
寮京衛生試瞼所（明治二十一年）
無色言登司弓彦表甚出霜ク反竃盤ハ殆ト中性ヲ・呈ス、ルレ：ト毛煮沸ス、レハ

　白亜≧重ヲ析口±5シL1アノレカリ三二茎…きス

重　　　　ユ，02478（150）

　　　　’成　　．．分

固形物縄量　約30，28グラム（一リートル中）

．赫ン表（委却轍箕嫉ラ鋤・
カチオン．

　カリウムイオン（Kう＿＿＿＿
　ナトリウムイ＝オーン（Na評）●6．．．鴨・。

　カルチウムィ才ン（Ga●う＿＿
　マグネシウムィ’オン（Mg”）．．．

．アニオン

　クロールイオ・ン（C1り＿．．ξ＿．四
　石塩酸イオ・ン（SO4’つ．．．．．．一．．。．．。．

．七ドロ炭酸イオン（HCO3’）＿

グヲ…　リモール爵リグ覆
’0β703　　　22，2299　　．22置2299

10，69S3　　464，1532　　464，1532
0，1172’ @　27922S　　　5，8456

0，13処　　5，5172　11，0344

13β3S9
1，4696

5ρ205

390．3780
15，29S3
82，2897

503，2631

390．37SO
30，5976

82，2897

　　　　　　　　　　　　　32，1497　　9S2，7896　　503，2653
珪酸（メタXH2Sio3）＿＿．。．＿．．．0，0灘5

　　　　　　　　　　　　　32，2042
遊寓佳炭酸（C（）2）．．。．。．．．．。．。。．．．．．。．．　　1，4578．．．33，1318

　　　　　　　　　　　　　3316620
；其他　　フェルロ，アルミニウゐ，ヨード及ヒドロ燐酸ノ各
　　　　　イオン並珊酸ノ痕跡

鱒表礫纏矯齢回目雲次）
　　　　　　ぞクロー♪しう・トリウム（XaC1）＿．．師．鱒。．＿．

硫酸カリウム（1（2SO4）．闘軸●．＿鱒．．岡鴨軸　．．

硫酸ナトリウム（翼a2SO4）＿．＿．い．，．＿＿」

重炭酸ナトリウム（∫aHCO3）＿＿．＿＿．
竃1茄i酸カルチウム　（C乱SO4｝．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．

重炭酸マグネシウムDlg（Hcoδ）21＿＿．
彗…酸（メタ）（1i12SiOs）．。．＿鱒．．＿鱒＿＿＿．．

　　．グヲ轟
●．り．　22，8370

．．．．　　1，9382

ら．g♂　’　0，1802

。，∴　　　5，9S95

．．∴． @0，3971
．＿　0，8077

＿．　0，0545

遊寓垂炭酸ラ（CO2）＿＿＿・・．．．．＿．．．＿．．．．＿．．．。．

32，20杢2

1，4578

覧

33，662（｝

←一・48　一，



ρ

所　：窪地．

分析者
性　　欺

比

入盤鑛泉（冷）
　鷺鵬縣多罫欄1鬼石田∫大字浄｝」と寺字畑中百二・卜入石｝地，

　東京衛∠k碑寂拶1（明油二十一‘向
　無色澄朋異臭ナク豚献ヲ・リ反照ハ殆ト中性ヲ徴スレトモ

盛沸禰三尉怜墜ス

　　　　　成．　　分
固形物総」邑：；　納　8，45グ弘←一リ冒トル監1コ）

イオン表．・（査証晟骸簸裏テ鋤

カチオン
　ヵ’リウムィオ・ン（Kう＿．．，…．．乳

　卓トリウムィオ・ン（N紺）＿＿＿
　カルチウムィオン（C甜●）＿＿．
　マグネシウムィ才ン（Mgつ＿

7ニオ’ン

　クロ幽一ルイ．オン（C1つ＿＿＿．．．
　翠疎酸イ＝3・ン（SO4”）一．．．．．。．．。．．．，

　ヒドロ炭酸イオン（HCQビ’）．．．

グラム・

0，2691

2，8775

0，10縁

0；0521

3，6S・｝S

O，＆149

1，8323

・リ臨画ル蓋9〆フ盒

12織912黛；臨

　2，5S55　　　5r1710

　2，13S7　　　4，2774

141，1550

103，943G　　103，943G

　3，589る　　　7，17SS

30，0326　　　30，032G

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，1651　273，99U・L　ユ41，155Q

　珪酸，（〃）（H、Sio、）＿．1．＿＿0．0221　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　9，1872
　三罐寓匿渉ξ酸（CO2）　。．．。．．。．．．＿．．．．。　O14772＿10，8455

　　　　　　　　　　　　　　　9966磁
　其他　フニルロ．アルミ呂ウム，ヨード及ヒドロ燐酸ノ各
　　　　　　イオン並棚酸ノ痕跡　　　　　　　　　．’

麟衷礫雰9欝婆轟議軸俄奪）

ク冒一ルカリウみ（KC1）＿＿＿＿．．．＿＿＿

ク馴一をナトリウム（XaC1）．＿．．＿＿．．．．＿

藻琴受カリウム（K2SO櫨）．＿．．。．．．．．．．四、・・一・・・・…

コ酊ヒ〃之酸r｝「1・．リ哩物2・（こτa，11CO5）．．，．．．．．．．。．．．．．・・

硫酸カルヴ・ウゐ（CεしSO｛）………・。……㌦・∵…

1R〃と再乾マグネシウム〔瓦∫9（IICO3》3］…・・……・

封…鉦髪（メタ）（H2SiO呂）　け．．＿・・・・・・・・・…　鱒・・・…　．

グラム

0，物し；39

5，7959

0，1736

2，1C・8

0β536

0，3132

0，0221

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，1S7監
遊離〃と酸（CO』）．．，．．．＿．．．，．．．＿．＿＿…！㌦…・＿」⊇：竺ZZ3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏66・塾3

．ゼ

所　在　地

分析者
性　　　｝伏

　　　　比

八 ．盟 鑛 泉（冷）

群馬縣多野郡庶石町大等：1予｝警菅字渾

東京衛生試瞼所（明澹二十一年）　　　，
無色澄明ニシテ臭氣ナク戯味ッイずシ聖慮ハげルカリ性ナリ
・1E　　　　1，00S9（150》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　成　　　分．

圃形物緯派　　約　10，92グフム（」千グラゐ中）

イオン表’
i本鑛フ！く一千ゲラ・ムr「3昌含ワ庁スル各成分及；些：縫次ノ如シ）

カチオ’ン　　　　　　　　　　　〃ム
　カリウムィ矛ン（Kう＿＿＿，。．o，3ゴoo

　ナトリウムィ詔・ン（N躍）・＿＿　3．S443
　カルチウムイオン（Ca●○）＿＿　0，1015
　マゲネシウ為イオン（Mg”）＿　0，009S

アニオン

　クロールイオン（C1’）．＿．．＿＿’4，8592
　硫薔塗イオン（SO弓”｝．。．＿＿＿．鱒．．　　0，5・垢2

　ヒドη炭酸イオ・ン（HCO；ボ）．．。　L9766

　　　　　暫リグフム冠りモール
　　　　　慌　　戴
　8，1737　　　　　8，1㌘37
・166，7SO9　　166幽7SO9

　2，5312　　　5，0G2・L

　O，4023　　　0，80・1G

　　　　ユ80β2正0

137，0710　137，0719
　5，6756　　　11，35且2

“2，39S5　　32，3935

　　　　　　　　　　　　　11，656G　　353，03・急1　　180，S21G
離酸（メタ｝（H2Siq＝）．．．．．．．．．．．．　O，2303

　　　　　．　　　　　　　　　　　　　11，8S69
遊寓IE炭百聖（CO2）　．．．．＿．．．．．．＿．．　0，92G5＿21．0563

　　　　　　　　　　　　　12，S13・聾

其　他　　 フェル罰イオン，アルミニウムイオン，ロードイ才
　　　　　ン及鋤酸’各瑛跡

蜜類奉（囎3雛識唾壷誤次）

夘一ルカリ鼻《KC1》……・………，一…

●クロ・一ルナトリウム（N置LC】｝＿＿……．…・・

　硫酸カリウム（K2SO4）＿＿．．＿．．∴∴＿＿＿．

　　　　　　　　レ　1R炭酸ナトリウゐ（N“HCO3）＿．……・……・

　硫酸カルチウあ（C比SO引》＿＿＿：、＿＿。＿＿

　』匡ノチき厩塗マグオLシウ・ム〔ハlg（IICO“）21・・・・・・・・・…

グラム

0，139S

7，9090

0．5492

2，6555

0，34・n

O，0591

噂

瑳酸（メタ）（H2Sio轟1…、．．＿＿＿一…一r」・璽「

遊撃覧炭1綾ICO2）……・・

　　　　　　　　11，SS70
＿1．＿＿．・・＿∴．＿・一．鯉蒙

　　　　　　　　12，S135

一　49　一．



　　　　　入　璽＿鑛ゴ泉（冷〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　：在地　　群馬縣多野裁高石盛大宇ミ雫…去寺字羅五百六十壽｝地．　　　　嘱．
餐．析嚢．鋸鎌灘懸撫趨肺欝歯跡繍色〉沈
　　　　　　．箆ヲ生ヌ、其反憲八輩アルカリ・轡ツ
　　　　比　　　・重　　・　ユ，0072G（250）．　．’　　　　　　　　　　　．・

　　　　　　　　　　　成　．　’．分　　　．・∵　　・．．．．．∵・．

固形弓懸、約sρoグ弘て一ウ．ゼきル中）

磐壕（蝉蕊骸嬉婁禦）
カチ変ンー

　カリ．ウこ畢イ＝き6ン（亙う・・鴫．・幽．。噂…

　一ラートリウムイオン（麟「aノ）　騨。陰．。

　カルチウみイ矛ン｛儀’●｝……
　マグネシウムイオン（遼9’う＿・
・フェルロイオン（Fe鞠）・…．・……

アニオ’ン　　　　　．　　．ニ
　クロニ・」レイ才ン（cr｝＿＿。∴…

：鯉三三91亘醐ジ：1＝

　慧…酸（メタ｝（豆2Sio3｝・r鱒…　一…

グラム　　ミ亨モール

0，2673　　　6雪S276

2事969ケ　　12S、S372

0，1372　　　　3，4215

0ρ546　　2，24ユ4望

0，0245　．　0，43S3

3，9534

0，3S27
ユ，ケ309

ミリグラム
富　　　量・

　6β27δ

12S，S372
　6，S430
　4、4S23

　0β766
14r7，857串

111，520塾　U1、5204
　3，9S29　　　7、965S

28βS55　、28，3S55

　　　　　　　　　　　　　の，52032S5・65主S瑚β717
　　　　　　　　　　　　　0，05S7

　　　　　　　　　　　　　9557go
遊離炭酸《CO21…一…・…．…　1ρ6騒…触1000

　　　　　　　　　　　　　1｛瓦6394

其鈍アルミニウム縫呂・一メイオン及瑚酸各回

壷類衷（本国蝦固家集戒ご於テ謡り一トル中訳1成分ヲ含膚スルミ容液二両軸棚當ス）．

．クロ幽＝ルカリウム｛KC工）．＿＿誌＿・＿＿＿∵一

ク．
|一ル＋．トリウム（XεbC1）＿＿…＿．・・一

硫酸力けム（K2SO4）．∵…∴・…・………・r・

重炭酸ナトリウム（XaHσ03）…………・層∴？

：疑｛垂1カ」レチウ「ム（GaSO垂〕…　…鵬鱒・・一嚇…・一一。・

．重炭酸マグネシウム．［泣9（Hco92］・…・…∴・

重炭酸亜酸化籔［恥（Hco・｝・】一・・一∵…・…

珪酸（メタ）｛H2S壬03）　＿。＿…・．曹．…・・＿・……

遊離炭酸（CO2）＿＿＿………・…………・・∴

グラあ

0，4239．

6，1916

0，0995．

179335

0，4651・

0β2S3
0，0779

0，05S7

9，5790

1，060垂

。

．10，6394

警

所在地・
分・析・者
性　　　状’
　　　　比．

入1．．璽‘．鑛『泉・㈲・
群廠孫多野諦鬼石町大字浮法寺字鵡h申尾根境澤
東京衛生試適所（明浩ご十一年）
範澄明異臭チク鑛性暇鯛…ヲ有シ酸控雌フ量ス
重　　1，001S（150）

　　　　　成．■分．

固形物纏量　豹2，02グ弛（一リートル中｝

効ン表（委鷺謙麺裏ラ鱒）

　　カチオン
　　　水蒙iイ才ン（IIり・幅…・。鱒…・・…

　　　カリウムイオンσζう＿＿．＿．
　　　ナトリウムイオン岱配｝．＿．…．’
　　　‘カルチウムィオン’（c詳う。…・・
　　　フエルロイ才ン（Fe。う＿＿6。＿．
・　　　アルミニウムイ噛オ・ン（A1血｝鱒・

　　アニオン
　　　クロ追ルイ才ン（σ｝’）＿＿…＿
　　　ヒ曾質：硫酸イオン（HSO垂’》・．，

　　　硫酸イオン（SO4’）＿＿＿．＿．．

グラム

0，0129
0，0047

0ρユ18

0ρ778
0，3042
0，σ932

0，0692
1，24ユ8

1緊2307

ミηモール

12，7723
0，132生

1β13生
1｝9420

574虹9
3，6236

薯リグヲム

覧ヶ7量

．0，13249

1β13昏
3，8s壬。．

10，SS38
10．8703　．

40β567

1，9520　　　　！，9520

12，7923　12，792S
12β11S『．25，6236

藤表．礫狐疑難編蔽些細）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲみ
魂酸カリウム〔K2SO4）＿．＿・．．＿＿＝．＿G．＿∵．●＿・．．．．　0，010生

虫酸ナトリウム（∫a想SO‘）r・………σ………　．rO・1290’

：硫酸カルチゥム（CaSO叢｝＿．＿＿＿．＿．＿＿』022637

琉酸亜酸繊（恥SOイ）＿一・…∵一……一〇・8265

．クロールアルミニウム（A正Cl＄｝………b・・…　0・OS6S

糠酸アル尊ウム［趣（SO・）、i一・…………・…’0・5102

遊離硫酸（H，sq｝＿＿．＿　　・∴…∴・囎1澗7．
珪酸．｛メタ｝（H露Sio巳）　．一．．．．．．．．．．肺．．．．．．鱒。、．。．0，1214

3，2027．

　　　　　　　　　　　　　3，GS13　53、2822　40β6S生
珪酸（メタ）（E2SiOa》＿．．．＿．．．　0、12142

　　　　　　　　　　　　　3，2027　　　　　　　　　．’

其、他．　マグネシウゐ4オン及t；ド羽燐酸イオンη各痕跡

＿　－5◎　』一



’

’弘

所在地
分析者

・牲　　状

　　　　比

法　ノ　井・鑛　泉’（冷）

群馬縣多野；1κ日野｝サ大字下厩野
yl〕ll衛小斌瞼所鑑明沿二二十黒血蓼

微二湘濁シ舞臭ナクiな糠ニシア微二’H壕フ帯ヒ廊酔、溺ア
ルカリ性ワ徴ス
狼　　　　1，監）C6≠7（150）　　　　　，

　　　　成　．4｝．
　　　　　　　　　　　　　　圃形物細鑑七

・．ｮン褒（交聡麟滅、職ラ鋤
・カチオン

　カリウあイオン（Kう＿．＿．＿・
　ナトリウムイオン‘N“り＿＿＿・

　カ’レチウムイオン（Cyう＿＿
　マ　ク9」イ＝シウム　イ　オ’ン　（blg。・）　・・9

アニオン
　ク・一ルイ才ン（Cl’》．＿＿．＿．
　1硫「｛毎イオ・ン（SO｛η）。，．，．．．．．．．．．．．

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCO8り．．・

　珪τ｛皇（メタ》（H2Sio3）鱒。．＿．．。．。

グフム．　巳リ竜胆ル

0ρ689　　1．7599
3，1579　　13710021

0，0296　　0，7：、92

0，01！6　　0，47G2

4β901
010092

0，5503

約　　8，41グジゐく●㌘」リー｝・；レLlユ｝

覧リグワム

雷　　量
　1，759り

137，0021
　1，ら？s・L

　O．952’L

132，301S

　O．0953

　8，7002

141，192S

132，3018
　0．1915
　8．7002

2S1，0752 1凸1，1936

　■

盛轍（木籔水ハ典集戊二於アr・リートル中次ノ自分ヲ含イ∫λ・レ濃液二丁三糠1當λ〉

クμ一ルカ．リウム（K：C1）．．、鱒・．‘＿．＝．．。＿．。＿’

ク”rルナト　リウム（XεしC1》　・∵。鱒・鴨…　一・・鱒

翻き殖ナトリウム（頴し1日［CO3）＿．＿・…。・・。…

競酸カルチウゐ〔伽Sq）・…．…………・……

」紋炭面潅カルテ・ウム〔C“（E【CO3）当1一・・…　鱒・・軸。・

致炭賊マ〆ネシウA［M9くIICO播）2】．…韓……

グジA
O，1312

7，63，37

0，5133

0，0131

0，10．』1

0，0097

珪殖1メタ）（H2SiO3）…・…………・・…由…二．≦～旦壌睾

β，4931

0，01S2

・遊離炭酸（CO盆）＿＿＿．＿・・．．．

8，5163

0，0620・●・｝．1，4091

遊鋤ヒ酸くCO2｝＿．＿．．・

　　　　　　　　　s，5163

…”……………・・…・ v91｝里
　　　　　　　　　8157S3

　　　　　　　　　　　　　8，5783

英他ζ珠嚇二品ア撮醜i響L

カチオン

所在地
分析．者
性　　状
　　　　比

入　盛　鑛　泉（冷）
費賭繧鍛槻雛三無炉一番嶋
無色瀞横臭ナク鵬妙反鵬飯臓ヲ徴蝋撒ア・、カリ性二丁
重　　1，153（比5。）

　　　　　成　　分
山形物同門　　絢　9，65〃ム（一リートル中｝

イオン奉（癸墾鰯磁脇璽）

カリウあイオン（K：う．＿＿＿．，
ナトリウ』・イオン侭飢）ゆ．＿．．．

カルチウ．ムィオ’ン（Ca’つ．＿騨

マグネシウムイオン（瓦Igつ＿
フェルロイオン（Fe’●），＿＿u＿

7ニオシ
　クr，一ルイ才ン（Cr）＿＿．＿”
　硫駿イオン（SO4つ＿．．＿．＿＿
　ヒドμ炭酸イオン（HCOポ，）．、．

ゾワム　　　雪りも願ル

0，5901　　　15，0728

6，6370　　237，9・179

0，3612・　　9，007・告

0，0736　　　　3，02δ5

0，0093　　　0，16G3

Sβ028
0，952S

，3，6t71

ロ，グ，あ

雷　　段
15，072昌

28799479

1S。014S

　690510
　0，332（～

827，・聾191

24，S，3　L59　．24S，3159

　9ρ1SS　　　19，837U

59、2S70　　　59．2S70

　　　　　　　　　　　　　21，04r隻0　　632，7‘』し6　　327．・レLQ5
層報…酸（メタ）（H2Sio8）．．．．．．．．．．．．　　0．0405

　　　　　　　　　　　　　21．0845
遊離炭酸（CO，）・．．．＿．．．＿＿．．1，0392＿23，61S2

　　　　　　　　　　　　　22、1237
共他　　アルミニAウィオン，七噌3”燐酸イオン及硬」酸各

　　　　　痕跡　　　　　　　・

麟去（季欝9至愚脚病＝霧毛墨鰭弊）

ク闘・一ルナトリム（N“Cり＿＿＿＿・・……・

顯乾カリウム（K2SO4｝．＿．．＿＿・・…。．ニ…∴・・

1匿ヒ諺そ瓦身・｝一トリウム‘メallCO3）．．．。・．．●・．・．樋。∴9

纐塗カルチウム（C出SOゆ……　．＿．．＿・…．．．＿

顧塗菟1捜1ヒ哉（FeSO｛）．，．．＿．．．．σ．＿．．．．。．。．・．．

煎炭酪カルチウム‘Ca（HCO8）31＿…＿・・6…

2睡炭髭亀マ〆ネシウA【bjg（HCO5）2，＿一．．．．＿

　ケフゐ

璃52弓3．

1．3143

3，3315

0，30工S

O10251

1，1019

0，些43工

珪酸（メタ》（H23io8》…．．．……・・…・・…・…・』唖

遊離炭酸（CO2）＿，．．＿．

　　　　　　　　2民ρ345・

＿．．．＿…＿…．一・
QL9蔓9警

　　　　　　　　22，123ア
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●
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1

所　左　地
分析’者
’性　　・｝伏

　　　　比

入盛鑛泉（冷）・
群馬縣多野潔鬼石町大字浄法喜百八悉田林　　　・　．
東京衛亭試臓班1明治ご十五年）
無色溝1登ニシテ紙塑」更ク味鍼ク溺アルカリ性反回ヲ徴ス
重　　　　】，013S9（150）

　　　　　成’・　分’．．．－．．”．∴・

固形物総量　　約　17讐SOグラム（一千ヅラム中）

爾ン表（木回永一千グラム中二含有スル各回分頚部量次ノ如シ）

カチオン　　　　　　　　　　〃ム
　カリウゐイオン（K’）二．・＿＿…　0；5377
　・ラドトリ　ウ・ムイ噂オ噌ン（Xaρ）．．g＿．噂．．　‘6，00ユ8

　カルチゥ．ムイ才ン（C島つ＿＿＿　0，2学0壬
　マグネシウ」・．イオン（】凝g’ウ＿　0，Q777
　・フエルτ」イオ’ン（F¢’。）＿．．．＿∴．．0，0D33

アニオン
　ク”一ルイオン（C1’）＿＿．．＿．
、搦i酸イオン（SO41’）＿．＿．．＿、．．

　七蔚ロ炭酸イオン（HCQ3’）＿

・リモ卯曇リグ猿
13，ケ344㌧．・13．73｛』主．

260，381S　　260βSIS

　6，7431　　　13，4S6曾

　3，1S97　　　6，379垂．

　0，0590　　0，11SO

　　　　　　　ち7，8693　　221，9S31

0，9109　　　9，4626

3，24SO　．53，2372

294，099S

221，9S31

18，9652
53，2372

　　　　　　　　　　　　　　18，9191　　56S，S109　　294r1Sδ5
珪酸（メタ）（H2Sio＄）．．．＿．∴＿　　0，033S

　　　　　　　　　　　　　　18，9529
遊鳶量炭酸（C（）2）　．．g鞠．．．．．．．．．．．．6　　0，3012．鴨．．．6β455

　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　．19，2541

其他　　ヒドロ燐酸イオン及翻酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ
藍類表（本鑛永ハ其集成二於テーr千グラム申次ノ成分ヲ含有ス～レ溶液二概略相當ス）

クロールナ1乱リウム（Xa℃1）＿＿＿＿・’

硫酸カリウム（k2SO4）『．＿∴・．．．∴＿．∴．

量目かと酸ナトリウ」隔（XεしHC（）a）．●・．．．．．の

・硫酸カルチウ・ム．（Cαβ04）．。．．＿＿＿…

’硫酸亜酸fヒ鐵（FeSO≧）＿．．＿．＿．占．＿

重炭酸カルチゥ‘［Ca（ヨCO3）2］＿＿．

重炭酸マゲネシウム［聾lg（耳CO3）2］・…

珪酸（メタ）（H雪SiO3）．。∴：＿…．＿∵

　　　　　　　　　　　　　　　　6
遊離炭酸（CO2）．＿＿．＿＿＿∴．＿＿

　　　　グラム　・

・・・・・…@　12，9S55
．．．．．騨．　　ユ．1975

。…

@。ト・　　β・231S

．．．．．，．9　　σ34S3

．．．．．、．’ D　　、0，00S9

．．．．。．．．’ @0，6テS7

。．．．．．．．　　0；46S3

．．．．．」．．　　0，033S

　　　18，9529　　　　・

．．∴．；．♂　’0，3012

ユ9，254畳

所：在’地

分析者
性　　　駿

練

り’・

入　　盤　鑛　泉《冷）
　群馬縣多野郡鬼石町大字浮法寺字畑百二十入番地
　東京衛生試強所（朗治二十六年）
　無色清澄ナレトモ暫時ノ後潤濁ヲ生シ味ヒ鹸ク反歴iハ弱’
　アルカリ性ヲ徴ス

’重．　．層『1rOσゴ』75　　．

　　　　　　成　　．分　　一　　　　・．

固形物墓懸量　　 約　5β0グラム（一一『Fグラム中）

イオシ表（蝉窺書麦簸裏蒲看〉

カヂオン

　カリウムイオン（Kう＿＿＿＿
　ナトリウも．イ．才ン（Xa’）・・＿

　．カルチウゐイオン（Caつ．．．＿
　マグネシウムイオン（β19”）・、・

グラあ　　　尋リモール

0，2！06　　　　5，3793

1，8SS3　．81，9219　．

C，t786　　　4，4539

0，0310、　　　1，2726

：アニオン

　クPニルイオン（Cr）＿＿＿＿．2，4280
　硫酸イオン｛Sq”）＿＿．＿＿．．　0，2943
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）　。．．　　1，4723．

．li

ミリグラム
當　　　當

　5，3793
81，9219

　8，9078’

　2，5452

C8，4908
3，0617

24．1321

．　9S，ケ542

．6S，49〔｝S

　6，1234
を4，1321

　　　　　　　　　　　　　　6，5031　　18S，7123　　9S，74G3
珪酸（メ．タ）（正和Sio3）．．．．．。．．．．．．　　0，0195

　　　　　　　　　　　　　　6，5226
遊艘災酸（CO，）。＿＿．＿1＿0，4295．．＿．9，7614

　　　　　　　　　　　　　　6ρ52f

≡其他　．bドP燐酸イオン，捌酸三三fヒ永素告痕跡

無類表（誉欝9錐嚢究叢濃編垂実次〉・

クロールカリウみ（KCI．）…＿・・…・…。・

クロールナトリウム（さTaC1）∴．．．；＿＿．

：重，炭酸ナトリウム〈XaHCOb）．．＿＿讐

硫酸カルチウム（CεLSO4）＿＿＿＿．＿．．

：重炭酸ヵルチゥム〔Ca（H℃0）21＿＿．

重炭酸マグネシウム［】～Tg（HCO3）2〕＿．

珪酸（メタ）．（H2Sio3）．＿＿＿＿．．四。＿．

遊離炭酸・（COゴ〉．＿．．．；．．．．．．．．＿．．＿．．，．．

　　　　グヲみ
＿」＿　　0，4012

．．．．．．．．　　3，6921

．．∴．．．．　　1，5S24・

．．鴨．．．　　0，4179「「

。．．．．．．．　　0，2225

＿＿．．　・0，1S7｛｝

．．
吹Q．．． Oゆ195・

　　．　6．5226
．．．．．．．　　074295

6，9521

一　52　一
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所准　地
分析者
性　　　状

　　　比

記聞鑛泉（冷）
罧蔦縣多野器鬼7i窮lr大字犬間二千三・1ツく番地

糀慾騨卿1燦翻y男潮こ。伽反齢弱
γルカリ性ツ徴ス　　　　　’
凪　　1・0ωδ1・（150）

　　　　　成

固形物漁最

材ン表．（蝉翻厳餓ラ鋤
カチオン，　　　‘　　　．
　カリウムィコ｝ン’（K：｝・∵．．．四．．．。

　ナトリウゐイオン（X測）＿乙＿．．

　カルチウ・ムイオ’ン（C馬脚）＿鱒．

　マゲネシウムイオン（Llgつ．．．

’アニオン

　ク”一ルイオ．ン（Cr）　＿＿．伽．

　藏酸イオン（SO♂’》＿＿＿．．．．．，

　bド質炭蝕イオ’著（ECO3つ　…

　　　　分・

約1203グヲ・（一千グラ列り

　　　　　　　　・．リグジム’
グワム　　置，屯一ル

　　　　　　　　雷　　救、
0，3S7U．　　9ρ00る　　　　　　　　　9う90（ル
些・0118　 17・｝，0477　17・｝，0・177

012‘322　　　6，53S7　　13，0774

0，06S3，　　　2，SO3S　　　　5，6076

202，6331

5，含427　　147，8900，　147，S900

0，5900　　　　6，14S2　　　12，296《5

25914　42．4750　　42．尋750

　　　　　　　　13，15塾b　　3S9，803S

　　　　　　　　　O．0267

　　　　　　　　．13，1813
　　，．．．．，．．．．．．．．，。．．　　0．940；3．．．21β705

　　．　’　　　　　き．　　　14．12L6

bド．口燐酸イオン及翻酸1各痕跡』

　　　●
　　　　　　　　　　　青・

　　　　　雰霧婁

　　　　　性　　状
　　　　　　　・　比

202｝odt・L

盟類表（木エ監かくハユし集∫戎二面ヲ’一．・二日クeラ・z・中次ノノ戊分・フ含イ∫ス，レ五霞伐二醸露考｝香目’三㌃ス）

クロ「ルカリウム（KCり・鱒・・…・…・・…・……　．

クμ一ルナ層 gリウム・（XεLCI）＿＿＿一，．・・＿

爾方｝ξ酸ナートリウ’◎（：｛a｝【CO3）．．山詞．．鱒●r．．○一．

耐1『｛愛カルチウム　（CIしSO弓》．．9＿．…．．．．．．．。．．．．．．

π影と【｛蔓カルチウゐ〔αL（HCO3）3L・・…・・。…・・9

πZ炭配iマ〆ネ．シウム［Llg（HCO』）2】．＿＿・9…

珪酸　（メ　 タ）　（正r讐Sio紗）　　●・．●●o●P．．●．・●・●，・●●●・。・●●●

珪酸（メタ）（H」Sio3）＿＿．＿．．

遊離炭酸（CO2）・．．．＿＿．＿．＿．＿＿．．．．．＿

グヲゐ

Q，7as3

S，0726

3，0335

0β37S
O，G61）7

0．4U7

0、02137

13，1S13

0⑨を03

遊離洪酸（CO，）

美他

倉

ボ

鑛 泉（冷）
群馬縣北唯1樂雛騨f介三

層1番欄騨纈三瀬撫．溺。。カ，麟ス
　　　1，01213（監5，5り）

　　　●成・・

　　　　　　　　　　・　圃形物塊斌

赫ン表（蝉翻亥燃ラ鋤
カチオン
　　の　　コ
　＝カリウ』㌧イオ・3！（K●）・鱒・・恥鱒．鱒、

　ナト9ウムィ才ン（Nの＿・・＿．

　カルテ．ウ“イオン（αし’う…；．．

　マグネシウムイオン（Mg●’）＿
賑さ轡
．アニオン

　クローんイオン（CI’）・…憎・…・

　ヒドじ3炭酸イオン（HCO3’）＿

グラム　　量り喝椰ル

0，4181　　101679・止

5，0394　　220379S2

0，693S　　　17，3017

0，0S43　　　　3，4，（105

　　　　分

約　　15，SSグ，ム（一『Fグラム【喜1）

亀，グフム

雷　　麺
10，679毒

220，79S2

3ル，603る．

　6，9210

273，0020

7，8667　　221，9097　　221，9097

3．1217　51，1702　5置，1702

　　　　　　　　　　　　’●17，2740　　525，3197　　273，0799
珪触（メタ）（H讐Sio5）．．．．．．．。．．．．　　0，0・102

　　　　　　　　　　　　　17，314鵠
三慶寓隻〃之酸ぐCO3）　．．．．．．．．．．．．．．．＿　　0，73霊2．．．16，61S2

　　　　　　　　　　　　　1S，0・15・き

其　他　　フェル”，アルミニウム，ヨード，硫酸及Uド臼燐厳

　　　　　ノ各イオン痕跡

1街，1215

麟表礫霧糠紘輪儲輿弐）
クロ例ルカリウゐ（1｛C1），＿．．．．＿．＿．＿．．．．．

クロールナトリウム（XaC1）＿＿．．．鱒．．．＿．

諏炭酸ナトワウム（XaHCO3）＿＿．．．＿．＿．．

置炭破カルチウム［C“（〔】CO3》2ヨ＿＿＿＿．．．

皿炭餓マグネシウAEN9（｝ICQJコ1＿．＿，
。ヨ彗…酸（メタ》（H2S三〇3》　．＿．＿随．＿．＿．＿；撃。．

　グフム

0，7903

12，3573

0β051
21SO90

0，5063

0，Q甚02

遊離炭酸（Cq）＿．．＿．＿．＿＿＿＿．＿．＿＿

17，3142

0，7312

1S，O・二5一玉
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所　：在．地’

分析．者
性　　　．｝正

比

饗画餅群1躍肇翠1坂’．

三三難旧記臭ナ酵二二・テ購棚・ル
重1μ68銘（耳51）・’．．．　一・．．

　　　　　成　　．㌧分’，．．’　・

彫物櫨・約．蹴・乏・・←千グ．ラ・中）

イ．宏ン表（甥翻爆蘇鋤
カヂオン　　．　　・

’カリウ払イオン（Kり＿＿．＿

　ナトリウ・ムイオン＝（｝「a●）韓．一・

　カルチゥムィォン（Cr．）陀．．、

　マグネシウムイオ’ンOlg●う．

　・〆ヲ・　・，モール評褄
．．・ @、0，1663　　　　　　4，24，7S　　　4，2rを78

．．．． Q，7635　　‡19β915　　119，S915

．．

@　0，2碑6　　　．6レ518δ　　13，dg72

．．　　0，0359　　　　1，4737　　　　2ρ474

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　140，IS39
：アニオン

　クロ舟ルイォン（Cr）・，．＿聖＿＿　4，109S　115，9323　115，9323

　と13ロー炭酸イォ・ン（HCO3’）．．．　1，4ケ99　　24，2567　　24，2567

　　　　　　　　　　　　　　　8，8180　　272，3506　　140，1890
　寒…酸（メタ）（1≡！2Sio3）．．．．．．．．‘．．。．．0，0299

　　辱　　　　　　　　　’　　　　　・　　　’　　8，8479

　難i肖錘炭酸（cO2》　●．●ρ．．．．。．．．．．．●．も　　6，8093．。。18，3932

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’9，6572

　芸他’フエルロ，アルミニウム，ヨード及セドロ燐酸ノ各
．　・　イオン，珊酸並硫化水素ノ痕跡

　　　　　　　　．　・　．鹿1・ノ’

　　　　　　　　　　　所　在　蛾
　　　　　　　　　　　分’析・者　’
　　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　威

麟醸（囎麟購繍回読女〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム・
クロールカリウ：ム（KCI＞；．．：．．．∴．∴．．＿．．．．．．．　0β恥7・

「ク・一ルナ回ウム（NaGI｝＿．．∴．＿＿＿．．6，聯0

動之酸・ナ1トリウム．（筑εしHCO3）：．．．鱒。．．．．．．．．．，．．．　　0，68SS・．

重雌カルチウム［C・（HCO、）2｝．．．＿∴＿．．．1，062S．

重炭酸マグネシウム’［Mg（HCO、），］…＿＿’Q，2157
ヨ圭酸（メタ）（H2Sio3）　．．．．．．．．．．。．．r，。．。．。．．．．．．．．　0，b299

遊離炭酸（CO2）．＿＿＿＿＿＿＿1．＿．＿．。．

湯ぐ鑛

8，8479’

0，8093「

泉（溌〉

バ群馬縣北甘樂郡妙義町字菅原

轟礁講壇簸鵬協観。．，騰ヲ盛

　　　　　　　　　　分　　’

，．固形物縄量　　約　1，52めム（→千グラム中）・

イ雰ン華…（本鑛水一千ゲラム中ま含有ス些各成分及軽量次ノ如シ）

カチ：なン

　カリウムイオン（1（◎）●．●●・。．。・こ。．

　ナトリウムイオン（N｛の＿＿
　カルチウゐイオン（Ca●’）＿＿
　マグネシウムイオン（Mg”）．．．

7二才ン
・継誹集講ぞ≧：1：lllllll：1

　ヒドロ炭酸イオン（HCOの＿

グラム　．

0，0052「

0，5191
0，0169
0，0」50

　　　　ミリグヲムミリモ」ル’
　　　　當　　　濫
0；1328　　　0，132δ

22，5206　　　22，52u6

0，4215　　　0．8430

0⑳53　0，410臼．

　　　　　　　　23，9070

0，2525　　　　7，1227　　　　7，1227

0、0286　　　　0，2977　　　　0，5954

0，9S78　　　1‘i，190S　　　16，190S

　　　　　　　　　　　　　　1，8151　　46β914　　　23，9」δ9
3護…酸（メ，タ）（H2Sio3）．。」闘．．．．◎．．　　0，00S4　．　　　　　　　　　　’．・

　　　　　　　　　　　　　　1，8235
遊富笹炭酸《CO2）　．．．．．◎＿．．＿．．．．　0．1082＿2，459　L、

　　　　　　　　　　　　　　1，9317
其他　　フェルロ，アルミニウ轟及ヒボロ燐酸ノ各イオン
　　　　痕跡並瑚酸僅微　　．　　　　　　　，

9，6572・

麟琴膿縄勝絶繍繍要次〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ滋
クロールヵリゥム（KCI）；＿＿．∴∴．．．＿＿＿・．0，0099●

クロFルナトリウA（ぎaCI）9 I．．＿＿＿．。．＿　0，4089’

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・＿．＿＿撃＿＿　’1，3057

　　　　　　　つ石荒酸カルチウム（CaSO裏）．∴＿．．．．．．．＿．．＿．．9　0，0壬06

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2］．＿∴＿＿1．0，019γ

：重炭酸マグネシウム［Mg（HCO3）2］＿．．＿．　0，0303

珪酸（メタ）（H二Sio3）1＿＿．。＿p．＿＿＿＿．　0，00S4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，8235・
塾宝離すセ酸（cり2）．．昏，．，．．・．．．。．・4曜．．．．．．．．．，．6．。、璽。．．．　　0，1082

　　　　脅． 1，931γ

一　54　・＿



’

カチオン

三

分

性

在地
析者
　　野

比

人見鑛泉（冷）　・
　群馬翠陰鴉lill｝し1織野け大字人∫と字馬ド川久保

束京衛生｝；娼訪1（り1～♂［四十二年）．

無色殆トll細微跡又味フ帯巳二弱γルカリ’i生ノ反磨シ琵シ法褐

色ノ．秋鋸ソイゴス

』よ　　　　1，0073く16，go）

　　　　　成　　　分・
固形雪匁｛1難玉ヒ　　．　絢　　8，3．」グラム（一一千ク9ラム畦1）

イオン表平（委混晶雰亥熱認識

　カリウムィ才ン（Kう＿＿・、・．
　ゆ。トリウムイオ’ン1∫aり＿＿．

　アゐモニウムイ才ン（NH盗う．
　カルチウムイ才ン（Cポ’》＿．
　マグネシウ．ムィ才ン（Mg●’）．

　フェル質イオン（Fビ｝＿＿．

アニオン
　クロールイオン（C1’）．．．鱒．＿，

　ヒドロ炭酸イオン（HCOΩ　．

　　　　　　竃り蛤一ル
．。⑪，06τ2L　1，7二b73

．． @3，18353　133，11410　138，11410

。．
@0，0034，1　　0，4G515　90，4．〔｝515

．．
@OgO70つ6　　　1，75COO　　　3，5QOOO

．．
@0，01？11し　　0，72381　　　1，4・聾762

．．0，00055　0ρ0982　01019GL

　 ユ‘L5，2632象

　　　　　馳
．．
@3，44巳111　97，2104〈L　97，210・レ魯

．．　2，03Lケ0　　4《㍉05280　　・』3，0『逡50

グワム 1，グフム
鶴　　髄
1，710う乙5

　　　　　　　　　　　　　9，7246S　2S8，042S5　145，2632も
雛｛甥｛長蹴）：：：：：1：：：：：：81躍

遊離炭酸（CO2）
　　　　　　9β5663
・・
諱E・…・∴……0・76054・・，17，2S49S，．

　　　　　　10，6［7正7

騨醸礫雰賜騰繍錨変つ
クu一一ルカリウム（KCI）　＿＿．？．＿

クローールナ’ P・リウム（N4C1）．＿．＿．

クμ．一ルγA毛ニウム（N正1もCi｝鴨。∴．

1R炭酸ナトリウ，ム（ぎ1証ICOA）＿＿＿

コR炭酸力臨チウム〔C“（｝ICOa，」＿＿

1三炭「複マグネシウあ〔M9σlco8）2］

沸き敢麺勉fヒ鐵〔Fc（IICO8）2！・．．＿＿

礪酸（メタ）（HROヨ1＿．＿．．＿＿．．．＿

珪蔵受（メタ）（H琶SioΩ　　．…．…＿＿．鴨㈹一．

旧離炭酸（CO讐）．．＿＿＿．．＿．．．．＿＿．

　　　　グラム
，．．．。，．．．． O712SO7

．．．．．．．。．　5，55go1

＿＿＿　0，02強90

．．．．．。，．．　316自2蛋7

．．●．。．．．●　0，2S37G

＿＿＿0，16510

．＿＿．．0，00ユ75

．．＿．＿　o，os・路2

魯．軸．．．．．　0ρ・』7・＆3

　　　9β57り1
＿＿＿　0，7ε05る

　　　10，617δ5

所

分

性

在地
析者
　．朕

　　比

入　ノ　湯鑛泉
．群馬町碓水郡坂木町大字坂木1騨字湯ノ那，

東京衛生試験所（明滴二十三年）

無色溝上徽二戯味ヲ㌍U拠二処ナク反慮ハ殆卜中性ウ微ス
】亟L　　　1，0011（150）　．　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　成　　分　　　　’　　”

固形物純昂　　約　1，90グフム（一リートル中）

イオン衷心鰯誌面ラ鋤
カチオン

　カリ．ウ・らイオ・ン（K．）晒樋鱒．．．。

　ナトリウAイオン（恥’）＿＿．

　カルチウムイ才ン（αしつ＿
　マグネシウムイオン（Mg・・）．

　　グヲゐ．

．．　OpQOGO

．．・@0．6250

。．　　0，0537

．．　0，009缶

アオニン

　クロールイォ・こ！（Cr）．．．．．い．．．．・　　0，9907

　硫直錠イォ・ン（SO‘”）．．。．．．，，．．．，，．．　　0，1333

竃，絶一ル

O，1533

27，1150

1，3392

0，3S59

職，グ，ム

獄　　壮
0，1535

27，n50

2，678聾

0，771S

30，7185

27冒9・｝6・L　　　27魯9・L6曇

113S77　　　　2，775L

盟三三（本籔水ハ典集収二蝕ア・一亀，一トル中次ノノ戊分ヲ含イfスル淵底轟概導｝柑富ス〉

クじ8・一ルヵリゥム（KCi）＿．＿＿＿．．．．．＿＿

クロ・一・ルナトリウム（N島C1）。＿＿．＿．1．．＿

硫酸カ　リウム（K＝SO｛）’．．．．．。．．。．．．・．，．．．．．．．．．．。．

クロールヤグネシウム《MgC12⊃＿＿＿．．＿．
～疏κ亀カルチウム　（Cご迄SO｛）．．．＿．．。．．．．。，、．．．．．．．．

珪旺餐（メタ）（H2S・03）．＿．．。＿．…．．．．∵．．…　…．四。

謎…酸（メタ）α12Sio3）．．…．。．．．．．層

118181

0，0325

　1，85Q5

痕跡

53，3275　　30，721S

弐他　ヒドロ燐酸イオン
い

グジム

0，0Q訪9

1，5s6・1

0，0039

0，036S

O，1S21

0ρ325

ユ，55u6

甲　55　，幣

’



所在地
分暑析者
性　　　状
　　　　比

　　　　澤　鑛　泉　（冷）

灘灘蕪翻灘課湾宇品』・
殆ト無色清澄二．シテ微二取回性酸床ヲ有ス
　　　1，QOOU（15『，重

　　　　　成　　’分．

固形物組量．約　0，43グ弘（学リ．一トル中）

イオレ表．（委簗蓉辰：卦笈轟豊実ラ姜諺f＞

カチオン
　永薫イオン（H’）L，．………∴・…
　カリウムィオ・ン（Kり＿．。；鱒．．．。

　＋トリウムイオン（こi孔・）・鱒．・．．・・

　カルチウムイオン（Caつ　　…．
　マゲ冬シウムイオ・ン（M9●り＿、
　フェルロイ才ン（Feつ．＿＿叩．．．

　ア勘ミニウムイオン【ム．1．”）＿

アニオン
　　ゆ　クロールィオ・ン（C1り。。＿二．鴨．鱒

　ヒ　ドロ石爺酸イ1オン（HSO彊’）・・。．・；

　　酸イオン（sσ4”）＿＿＿・・＿

　グラム

つ，0003
0，0013

0，0065
0，013σ

0，0030

0，0063

0，0300

ミ9毛一〃　潔グ葱

　　　　：0，29．0（，，2970

0，0332’　　0，0332
072S20　　　　6，2S20

0，324凸　　　．0，64S4

0，3望S4，　　　0，へ5じS

O，U野　　　0，225塾

1，IQ70　　　　3，3210

5，％38

ρ，0039　　　0；110σ　　　0，1100

0，り170　　　0，1737　　　0，1737．
0，25藁9　　　　2，6535　　　　5，3070

　　　　　　　　　　　　　　0，34，12　　　5、生217　　・5，5907
ぎ圭酸（メタXB【2Sio8）．．．．．．．．．．乙．．．．　　0，0779

’　　　・　　　　．　．　　　5　　　　　　　　0，4し91

其他　ヒド・燐酸イオン及宥機物僅織

麟表（蜷魏駿滋＝緬藩雲勾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みみ
硫酸カリ．ウム（馬SO｛）＿．．二＿＿＿．＿＿＿．．0，00勘0

凝｛酸干・’ト　リウム（X碗SO墨）＿．．．；＿，．簡．．．．．∴．醐　　0，0200

石茄酸カルチウム（CaSO4）＿＿＿∴．；．＿．＿．．r　O，0500

・硫酸マゲネシゥム　（！』lgSO4）　い．．．。．騨．．．．．p∵．　　OIO⑳D

．硫酸亜酸化識（FeSO“）．．乳．．．．．，．。．．．．．．．．」．．．．．．．　　0，0170

硫酸アルミニウム［A1＝（SO4）31＿＿∴．．＿」。＿’0，1900

．遊離蓋酸（HC1）．．∴．一．1．．＿＿＿・＿＿．．．．：．．0，0040・

遊｝難硫酸｛HコSO4）．．．．．．軸．．．．．．．、鱒＿．．．＿．翰．．．．　　0，0172

珪酸（メタ）（H£io3y∴＿．＿＿．．，．＿．＿＿＿＿　㌔σ，0779

0，4191．

　　　　　　磯一部三三（冷）　噛’
所　在　地　　群馬懸碓泳郡磯部吋（濟生瀧撞内泉ミリ距ル棄北凡ソ十五闘ノ泉ロ）

分析　　　　　　　東京衛生試詰所（明澄十九年）　包．．　　　　・．　　　　者
　　　　．比　　重　　1ρ265　　　　・　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　』后覧泉温度　　　、17920　　　　　　　　　層　　　．　　　　　．　　　・‘・意

　　　　　　　　　　　．成　　　分　　　．　辱．ド．

　　　　　　固形物総：量　　約　29，75グラム（一リr・トル中）

赫糠細帯赫餓ラ緬
カチオン　　　　　　　　　　　グ弘
　カリウムイオン（kう，＿＿．．＿　0，2791
　→亀ト　リゥ4イォ・ンC葺鋸）．．軸．L榊。　11，4965

　カルチゥムィォン（Ca；●●）．＿．＿．　0，2850

　マゲネシウムイ才ン（Mg’●）＿．0，0345
　フェル’ロイォ’ン（Fe’●）．＿．∴＿．．　0，0040

義リモール

　7，1290
4り8，7636

　7，1072

　1挿163
　0，0719

ミリグラム

嘗　　旋
　7，1290

49S，7636

14，2144

　琴，8326

　0，1438

523，0334

アニオン
　ク”一ルイォン（Cr）1．．．．。．．．．．．　13，0066　　36S，9990　　368ゴ9990

　プ冒一Mオン（Br’）．．．＿＿．．．0，0293　0，3727　0，3727
　晶司一ドィナン（」’）．＿＿．＿。＿．。．　0，0047　　0，0370．　0ρ370

　・ヒドロ炭酸イオン（HCOガ），．．，．．　9，3737　153，6生20　153，6420

　　　　　　　　　　　　　　34，5139　1037，5387　　523，0507
　珪酸（メタXH2Sio3）．．．．．＿．．＿」．　0，0299．

　　　　　　　　　　　　　　’34，543S
　遊需佳炭酸（CO2）．．．．，．．。．．．．。層．，．．．．．　　0，2846．．．．．．6，4682

　　　　　　　　　　　　　　評4，β28生

　其他　　アムモニウム，マンガ入アルミニウム及ヒドロ燐
　　　　　　酸ノ各イオン亜棚酸ノ痕跡　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噌　56

塵顛表（測点フkハ其集成二於デー覧1一ト，レ情痴．ノ成分ヲ含有スル量容液二概略相當ス）

クロrルカリウム（1区C1）．＿＿＿．。＿．ら．

ク・晶ナリウム（N・C1）．…・・∴……

ブロー・4ナト．．リゥム（XaBr｝＿＿＿＿，

ヨードナトリウム（MJ）．＿．…r．．…．＿

重炭酸ナトリウムそNaHCQ3）．．．．．．．＿∴．

クロールマグネシウム（LlgC12）＿．＿r。．

重炭酸カルチゥム［qa（HCO3）3］＿＿＿．

重炭酸亜酸｛ヒ鐵［Fe（HCO3）」1＿…＿…．

珪酸（メタ）（H2Sio3）、＿．．．＿．．．＿＿＿．．

　　　　　　　　　　　　　ヒ　　も　　　　　　　　　　　ヒ
遊離炭酸てCO3）＿．．＿．．＿＿．，．轡鴨．．＿．

　　　グラム

．．．g．

@．　0，δ317

9。。．．　・：0，83工0

謄．・・σ
@　0，03S4　．

．．．．．．・0，0056

．。＿　11，8780

．．。．．　　0，1346

＿．．　1，0317’

．邑。。．　　0，0129

．．．．　　90，0299　．

、　　34，543S
．．．。．，　0，珍S46

3↓，S28↓

、



’

黶@．

o．

・カチオン

1

所

分
性

　　地
析表・
　　状
　　比

磯 部 ・鑛

　群馬縣礁永矯1睡書監け　　　
　り〔京衛生試ll．k所（ロリ！舷十火年）

　微i国民シブ’ll廊｝ξワ冶ス
・　・，】㌃　　　　】，0！ぎ）（150）

　　　　　　成　　．分’

泉

’　　　1置1κ多毛配慮懸f賦；　　㌧約　　2S，64グフム（一リ臼一3・ル回り

佃ン表（本：鑛水一リーPし中二含イfスル各二分及其ナ駈t次ノ如シ）

カリウムイオン（K’）．∴＿．．＿

＋い，ウムイオン（Na’｝．＿“＿
のルチウムィ才ン（eα”）＿＿＿
マゲネシ．ウムイ才ンOlg●）＿

●アニオン　　　．．

　クロールイオン（Cl’）＿＿＿＿
　ブロームィ才ン（13ガ）．＿＿．．＿
　可一ドィ才ン・（J’）．．＿・…＿…
　ヒ．ドロ燦酸イオ・ン（HCOの，．．＿

　グラム

0，25｛｝7

10βqs7
0，2737
．O」0・110

職，適一ル　蓋，”姦

6，555S　　　　6，5508

」L7：3，82S6．47露，82S6

6璽825L　　13．650S

1，6S31　　　3，3062

　　　　P，104S　3β916〔393
．0，02・些・L　　Oβ052

0，り0↓3　　0，0339
7．7210　；126，5を97

496，402・拓

359，らG93

　0，3052
　0．0339
126，5・鑑07

　　　　　　　　　　　　　　32β2郵し　9S4，4520　　4つ6，55S乳
珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．一．．，g．．　　0，0337　　　　　　　　　　　　・・．

　　　　　　　　　　　　　　32，35S3
．遊霞匪炭翫1…（CO2）　…・……　……・・」二1塾｝・…：26，S932

　　　　　　　　　　　　　　33，5献6

莱他　　アムモニウム9マンガムγルミニウム及ヒド”燐
　　　　　酸ノ各イオン並棚雌ノ痕跡　　　　　’

　1

（冷）・

盛類表（木品ホハ其集皮鵠於テーリートル中次ノ成分ワ含・イ∫スル溶濃二椴箱相客㌃λ）

　　　　　　　　■　　　　　　　r

夘一ルカリウム（Kα）∵・

クロールナトリウム（N“C1）．

　　　．
●■・・．…　　一・匿㌔．●●

●　，　・　●　o　●　o　，　●　申　■　9　●　o　o

　　　グ，幽
．＿　　0，4S90・

．．．．，　21膨0・｝jlユ、

ブし3一・2。ナトリウ3、（こ駒しBr｝鴨篭．．●，．．。●。鱒．．鱒

！1一　ドナ　ト　リ　ウム　　⊂XaJ）　。・・．鱒．．．．．・…　。．．．・。

罰㌃捗ヒ酸ラ・トリウム（こζこしIIC（）3）．．．嗣●．一．．．．一謄．．

ハ3一ルマグ不シウム（MgC12）＿＿．．＿．＿

瓦ヒ炭酸カルづ・ウム〔Ca〈HCO5）2］。＿．．＿＿…

珪贋隻（メタ〕（H2Sio3）∵・・鱒嚇…・冊師鱒師∵…　鱒。・

　　　　　　り遊寓陸炭酸（CO2）＿＿．．．．．．＿三．＿＿．＿。＿．一

　　　　　　　　　　、

0，03ユ5

0，CO51

9，・聾s59

0，1U◎2

1講079

0，03137

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　磯部鍍．．泉（冷）

雰磯毬欝鮫聯騨驕（激赴構内馴
　　　　比　　　　＝野孟　　　　1，0205（150》

固形物軍師

　　，甥識．灘鰯三三ラ鋤
カチオン

　カリウムイオン（K’）＿Ψ．＿
　→●トリウムィオ・3！（：ミ「εしの）．．．．．＿

カルチウムイ才ン（Cα”）＿り．
　「辱　ク●オ・　ミノ、ンム　ィ　オ唖ン　（1』ig冷●）　；

　フニル冒イオ・ンくガ06う．，一．．．＿

アニオン

　　じ

．．　11，47・u

：：

・　o

クτ8一ルイ・才ン（C1’）＿＿．＿・・

ブロームイ才ン覧Br’》．…＿＿．・

コー1～イオン‘」’）＿＿…・・．＿

ヒドロ」うと酸イオ・ン（正1CO3つ．．．

珪酸（メタ）（IIコSiO己》．＿．．＿＿＿

遊離炭酸（CO2）＿＿＿．＿＿．．

莫他
　　　　各痕跡

グラム

9，2775

0，1709

0，2325
0，0307

ロ，聖一ル

　7．08S1
497璽791s

　4，261S
●　995・レ｝3

　0，5573

　　　　分　　　　　’

絢291晦，・（一り「トル中）

1，グ，ム
雷　　髭

　7，0SS止

497．7913

　8，5236
19，0SSO

　lb1146
53316037

13，00S3　　3G6。り6工9　　30G，9G且9

10，0淋0　　0，29S缶　　O，293L
O，004S　　　　O，0370　　　　0，0370

10，160；｝　　1乏1615350　　1GG．5350

3513S321053，0756　　533，S323
0，020G

　　　　　　　　　35409S
　　　　　　　　　O，1937．．．．．4，・聾0堵3

　　　　　　　　　35，6035
γルミニウムイオン，ヒドロ燐酸イオン、及珊酸ノ

■

32，3533
111S33

33，5・H6

懸頁表（本頒ホハ共集成二幅ヲ’一り一トル中次ノ成分ヲ含イゴスル1婁液二概鴫牟il鴬ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲあ
クロ副ルカリウム（KC1）。．＿．．．．，．＿．＿。．＿，　0，523δ

クロールナトリウム（X島C1）．．・・…・・一・・…　…鱒　20、S923

ブ闘■一隣ム噂｝’トリウ」」疋Nl“Br）．．．曾．．鱒肋．・．：．．．．　0，030｝

題一ドナトリウム（X〔しJ》＿＿＿＿・……．．＿　0，0055

皿〃と颪受ナ・ト　リ　ゥム（N“｝ICO5｝．．．．．．．．．。＿、．．．．．　11，SO5g

クローマ．ルグネシウゐ　（！㌧rgC12）亀鱒一軸亀幽い…　　　0・1299

爪炭置鴨方ルチゥム［C‘し（HGO5M．．＿．．＿＿＿　 q6919
皿炭百登マゲネシウム［Ng（IICO3♪2］。．＿．，。．＿　　1，2004，

5R炭酸亜頁艶｛ヒ£没［Fe（1工CO二B）2〕．．．．．．」．．．．．．．．．ρ．　　0，097S

ミ髭酸（メタ）（正【ζSio3）。一．．韓・肋．軸韓け鱒鯛随…　簡・・＿9室～皇盛登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35ダ｝oΩ3
遊1雛炭酸（CO3）＿＿．＿＿・．．＿＿・．＿・ρ＿…・＿＿隻哩董

　　　・　　　　　　　．　　　　　・’　　．　　　　”　』　　　・35，6035

o
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■

‘　．

．所　：左　地’

分析者
性　　歌・
　　　　比

「　、

磯 部 ．三 三（冷）

群馬県薯碓氷郡磯部村百三十五番地

束：京衛生試験灰（舅潴四十r年）．・．’』・一

殆礁船瀬麹ク帷・鷹・存命渉皐ズ・ハLーアル卯性け・
重　　　　】，0309（160）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬

　　　・　成．　．．分．

固形物緯；量　　約　0，7Sグラム（一千グラム中）

イォ壊（界磁樋脇影響
カチ宕ン　　：　、．
　ラ吻リウムLイ3！．rl（7）．．．．．．．亀臥．＿『亀馬

　→・トリウ’ムイ・オン（＝冥「aつ鱒．＿軸9．

　カ・レチウムイ：オン（Cεぺ’｝＿r＿

　マグネシウム．イオン（】∬g●●〉．．。

　フェルμイオン（Fe’う。＿．．＿…

アニオン
　クロールイオン（Cr）．．．＿・＿．・・
　凝酸イオ・ン・（SO4’）．曹．．．．．．．．．．．．．

　≒ドロ炭酸イオン但COガ）＿＿

　グラム

．0ρ090

0，263壬

0，020．↓

0，0033
0，001ら

0，2592
0，01・越

0，3262

・リモール蓋リグ董

0，2296　　　0，229b

11，4273　　　11，4273

0，50S7　　　　1，0174

0，11喚9　　　0，2298

0，0250　　0ρ500

12，9541

7置3117　　　7，3117

0，1499‘@　　0，2§98

5，3467　　　5β467

25魯llヒ8　　　12，95S2

筆陣（耀雰麟究馨繍編垂野

クロー・ルカリウム（K：Cl＞．＿∴＿∴．＿＿

ク・一ルナト帰ム（馳α）…・…一、

重炭酸丹リウム（NaHeOa）・一9…＿
硫酸カルチウ，ム（CaSQ｛）．．．．．い」．・．．．暫・・。

重炭酸カルチウみ［Ca（ECO3）2］＿…。．．

重：炭酸マグネ｝ウム［Mg（HCO3渇】・・∴・・

｛重炭酸亜酸fヒ鐵［F6（HCOδ｝2］，．．＿∴＿．

珪酸（メタXH2S三〇二書）．卿∴．＿．．＿．．＿＿．

珪酸（メタXH：2βio3）…・∴・輯．．鱒鱒
q，S96S

』bρ493

遊離炭酸（CO2）＿…．＿．．＿＿＿
0，9461

0，7724．．．1C，4182

其他　　アルミ昌ウゐイオン

1，7185

痕跡

　　．’グラム
．．．．．．　q，0172　f

＿＿　　0，4ユ42

．．．∴．　．0，3653

＿．．．　．0，0204

．．．．．．　　0，05S2

∵…、：．qo17q

．．＿．　0，0045・

．．．＿．　　0，0493

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・　・0，gq」61
遊離炭酸（eo；）．．．，．＿．．．＿．．曹．．．＿．．．＿．．．．。．　0！7724

r

＝’

P、7：85

1ず．

．　●

カチオン

所　在　地

分析乾
性．　；伏
　　　　比．

　　　　壱・’

磯．部㌧鑛．泉．〈冷）
群馬縣碓氷郡磯部村大字西上磯回　　　　　．
東京衛生試瞼所（明治二十一年）
無色澄明臭氣ナグ叢記味ヲ有シ弱アルカリ性反磨ヲ徴ス
躍　IO12S115r｝、

　　　　　成．’，’分

固形物総量　約15，60グ弘（一リ門ト）・中）

イオン表』
i本冠水一・リートル中二含有スル二成分服世智次ノ如シ）

カリウムイ’ ﾋン（Kう＿…＿．．．
ナトリウムイオン（Na．）＿＿。。．

カルチウム’イオン（C測’｝＿＿
マグネシゥムィォ「ンく工置g’り　∵・

グラム　　　ミリも一ル

0，1360． @　3，473S
5，9727　’259．1150

0，0630　　　　1，昼7L1

0，0332　　　1，3629

アニオン
　クロールイ2’｝ノ（cr）＿＿．．．．．．　6，7920

　ヒドロ炭酸イオン（正【COガ）＿．．，　4，6911．

ミリグラム
常　　童

　3，47ちδ

259，1150

　3，1422
　2，725S

’268，4568

191，5938　．191，5938’

76β907　　　76，8907’

　　　　　　　　　　　　　　17，6S80　　53470073　　268，4845：
≡…重…酸（メタXHコSio3）．●．．脚●●．。。二．。．‘ @　0，0727

　　　　　　　　　　　　　　17，76（力
遊灘巨炭酸（CO』）．．．＿．＿＿．。。鴫．．．　　1，1620．．．26，4091

　　　　　　　　　　　　　　18，9227

其他　　アルミニウム，ブローム，ヨード及硫酸ノ各イオン：
　　　　遵棚酸ノ痕跡

騨表．．．（饗雰9蓉碧婆淵叢暴詣欝〉

グ恥をカリ．ウ’ム（KC1）一・∴・・…・・」………

ク．香[」レナトリウム（XaC1）．。r韓．．軸．．畢．一二吋

重炭酸ナ’トリウム（筑εしHCO3）＿＿＿＿＿＿．

重縁酸iケ牢チウタ［Co（ECO3）3］r・……∵・r…

重炭酸マグネシウム［班g（HCO3，2］．．い．；＿＿

珪酸（メタXHコSioξ）＿＿．．．∵．＿＿．＿．．、騨＿

遊離炭酸（COコ｝∴，…．＿．＿．＿＿＿＿＿．．＿

／

　グラム　．

‘0，2590’

』11，005〔レ

’5，9690

　0｝255〔ン

　0，2COO
．0，‘レ727

17，7607
1，1620’

18，9327
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’

摯

カチオン

、

所；在

分析
性

地
唄●

比

磯部大手鑛泉’（冷）
　群馬縣蔭制q｝ll磯言il栂大字西上怨畑11ぞi三十ヲ三番地
　横濫衛～1こ試瞼乏ジ「（1リ」治四十四イ【つ

　無色i日案明畝味ソイ∫シ多録ノ類酷色沈虻ア1，反磨ハ徴弱アA
　カリ性ソ徴ス
　凪・　」，0り・1（エ5。）

イオン表（難翻笈燃灘）

・カリウヘイオン（K・）＿＿＿1．．

　ナトリウ・z・イ＝津ン（置【しつ．鱒。．．一．

　カルチウ凱イオ’ン（Cバ）＿，。、

　マグネシウ・ム．イオン（L19。’》＿
1フェルτ1イオン（Fe”）…＿．，・．騨．

アニオン

　ク”一ルィオン（Cr）＿＿＿．．．
　蕨酸イオン（SO｛”）。．．＿＿．．．

　1とド只炭酸イオン（HCOの．．．

グラム

0，03S5
1，5335

0，1067

0，GOS9

0，002S

成

・，・一ル曇吻嘉
0，gS3・1　　　0，9331上

6〔5．5291．　66，529L’

2，6609　　　5，3218

0β65愚　　O，730S
C，0501　　　0，1002

　　　　73，6653

　　　　　　　　　　　　　　1，7279　　4S，7419　　　4S，7・蛋19
　　　　　　　　　　　　　　0，0061　　　（㍉0635　　　　0，1270

　　　　　　　　　　　　　　1，5128　　　2r各，7959　　　24，7959

繍メタ）（。、1、。、）＿．…、、ボ響・1蝋9027臥？64S

　　　　　　　　　　　　　’　　4，98S9　　　　　　　、

遊離炭酸（CO2）．．．．，．．．．．＿．．．．．．．0，・節10．．．．．．9，1136

　　　　　　　　　　　　　　5，3i痴
●

茎他・謂酸．ゾロム，冒一ドドヒドロ燐酸ノ各イ．才ン曲棚
　　　’響酸ノ痕跡　　　　　　　　．

分

樵路…（耀雰9辮；…難撮；霞、釜融弊〉’

ク・・一ルカリウム（kC1）“＿．＿＿．＿

クロールナ｝・リウム（篤1しc1）．．．．。．＿．＿

石順順隻ナト　リ　ウム（N“2SO垂）．＿㈹＿．．．．．．＿．

琶氏炭酸ナ1・リウム（NaHCOゆ＿＿．．．・∴．

皿炭酸カルチウム［Ca（｝ICOコ｝」．＿。．．＿

』妻炭酸マグネシウム【N9（HCO」）3］．．＿。．

1IUりと酸亜酸化鍛［F∈σICq）33＿…，．．＿．

封酒艶（メタ）ぴ聡Sio論）・じ・け．・

遊諏重炭酸（CO2）＿．＿＿＿

　　　グラム
∵…　0，073・主

鱒．魯．　　2，ケ937

…・・ D0，0091

．．購．　　　1、5‘，70

．＿　　o、・L3u

．．．．．　0，0537

．＿．　Orα）39

・一…・一∴……一迎9鍍

　　　　　　　　．4，93～9

．．．鴨．＿＿＿＿ド．．　0，・の里0

　　　　　　　　513S99・　，

誇

ダ

折在
分析
性

地

業
還

郷　原　鑛　泉
　　　　　　　　ら
温品鍛瀦響邑年）
三色1嚇蝋欝四強シ反応弱ア捌伽

固形物織鑓

赫ン表（委鷺㍊燃ラ鋤
カチオン

　カリウムイオン（1＜o＞．．．．＿．．＿

　ナトリウムイオン（こζW）。．＿．．，

　．カルチウムィ才ン（Caつ＿＿
　マグネシウムィ才ンい19”）…

アニオン

’如一ルイ才ン（cD．．＿．＿．
　石錠費菱イオン（SOギ’〉，．．．．．9」．．．．．．．

グラム　　　ロ，愚。ル

0，【01U　　2，595L
10，G531’462，1「73ろ

り，0713　　　1，ケ7SO

O，03S2　　　　1，5USI

威　　　分　　．　層，

　詞匿」　27，60グワム（一・『Fグラム中）

鷺，グツム

雷　　量
　2，5951

462，1735

　3，5560
　3，1362

　　　　　　　　　　　　　11，75〔」3　　331，6305
　　　　　　　　　　　　　　070223　　　　0，2322
セLドロ捗と酸イ　オ’ン　（E【COざ）　．．，＿＿｛…，502S　　l39，3673

　　　　　　　　　　　　　　　　　93913レ聾7　　　　　　　　　　　　　31，1・聾56
珪酸（メタ》（H、Sio、）＿＿．．．＿0，0379

　　　　．　　　　　　　　　　　　　　31，1835
遊霞｛匿捗之酸（CO＝》　Q．．．．。．．．亀。．。噛．．　　0讐8186巴鴨19，2S63

　　　　　　　　　　　　　　32，0321

三二
　　　　　イオン及珊酸ノ各痕跡

471，460s

33196305

　0，46娼
139，3073

47」，粥22

フェルロィォ・ン．γルミニウムイオン・ヒド質燐酉睦

塵類表（本夕永’、応訴～超～二於テー千グラム中弐ノ醸分ワ含イ∫スル向向二軸こ噌松雷ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム・
クロールカリウゐ‘KC1）．＿．＿＿＿．。＿．．＿　　0，1937

クロールナトリウ．ム（X“CI）＿．．＿．．．．．．＿．　19，2．193

」物価鱗卜トリウム（ぎαHcO3），＿＿．の．．．。．＿　　1L1＄91

凝瀬田ヵルチゥム（eaSO｛）．．．．．＿．．．．．．．．，．．．．．，．．　　0，0315

1R凍婆｛乾力，レチウあ〔Ca（KCO3｝2L＿＿．．．＿．．　O，2善17

πU策酸マ〆ネシウ為〔塾lg（．HCO塾）ヨ鴨い鴨．鴨．、．　　O，2303

珪酸（メタ）（H＝Sio5）　．．．6．．．．．．。．。．．＿騨．．．。．．．　　0，0379

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，1s35
遊離炭酸（CO言｝＿＿．．．．＿＿．＿＿＿＿．．．＿　αS裏36・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32ρ32L

●

や

｛　59　一



カチオン

所在地’
分析．者

勘性　　　状
　　　　比．

嶺　　　鍍
群馬縣碓永郡原市町大字嶺鑛痕前畑中
束両論生試捻折（明治四十一年1

重　　1，0zお（LO9）．

　　　　　成．．・．，分

∴泉　（冷）・

治ト無色澹澄鍼三等ク溺アノレカリ性顧慮ヲ徴ス．

固形物緯量　　約．27，85グラム（一千グラム中）

．佃ン劇蝉編裁麟緬

カリウムィ才ン（K’）＿＿＿・．．
．ナトリウムィオドン‘Naつ＿・・。．．．

カルチウムイ才ン（Ca，つ＿＿・
マグネシウムイオン（H9”）．．．

グラム

0，2126
9，4S12

噛0，227S

O，0缶75

フニオン
　クロールイオン（Cr）．．二．．＿＿．．12，2320

　1琉酸イオン（SO4”）＿、＿．．．6．＿　0，0027

　セドロ炭酸イオ＝ン（HCO3’）＿　5，3027

　棚酸てメタ1‘HBOの　。＿∴＿＿
　珪酸（メタ）（HコSio3）鱒．野r鱒．鱒．

ミワモール　垂曾グ学皇・

　　　　　5，“30圭　5，430垂．．

411β31S　411，寧31S
　5．6SOS　　　11，3616

　1，9499　　　3，S99S

432，0236

34r5，0虫93　　3r塾5，0493

　0，0zS1　　0，0562
86，9153　　．86，9153

　　　　　　　　・・27，5065　　85δ，3856　　432，02e8

　　　　　　　　　，5，5435
　　　　　　　　　0．0266

　　　　　　　　’33，0766
　　　　　　　　　1，51】8．．．34，359エ

　　　　　　　　34，5SS4
フェルロ．アルミ’ニウム，1ヨード及とドロ燐酸ノ各
イ：まン痕跡

　　　r

肇類奉、（本質水曜其集成二三テー千グラム中次ノ成介ヲ含有スル溶液二概略相當ス）

遊離炭酸（C（遍）鱒・＿．＿．．＿．＿

其他

ク炬・功リウ蝋Kq）一…・一極∴…
クロ門．ル・ナ『トリウム（NaC1）・．．…＿．韓・。帖

重炭酸ナコトリウム（こζaHCO3）’齢6．．随●●」●g●．鱒・．

硫酸カル墾『ウム（c・so、）＿．．・．＿．＿・＿，．

重炭酸カルチゥゐ〔Ca（耳CO3勘；＿；…．．＿

重炭瞭マゲネシウム［Mg（HCO盆）2】…・・…9・

珊酸（メタ）（EBO・）…・・，・r・…一，…畢・・・・…

珪酸（メタ）（H2SiOg）　＿＿叩．．．。＿＿＿＿．

　　グラム　・
．。　0405σ

。ヨ．．19，8679

．．　　6，02S2

．、．・ @0，0039
。．　　0ρ16｛』

。．　　02S51‘

．♂　　5，5435

．。　　0ρ266

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33ρ766
遊離炭酸（CO、）：＿．＿の6弓．．．．．；＿．∴＿∴＿∠　i，5118

鍋乳5i鵬　・

カチオン

　　　　　．草　津　温

雛地回羅灘灘恥醐・
性．　　　　状
　　　　原泉温度　　64，4。．

　　　　　　　　　　　威　　　分．

泉．（瀧ノ本四）

無色澄明二軌テ硫化水素臭ヲ有シ酸味及鐵氣アリ強酸性反慮ヲ徴ス

固形物纏：量　・約　5，60グラム（一リートル中）

侮ン表（委驚楓四四

ホ素イオン（Hう．＿＿＿．＿．・．

カリウ＾イオン（K’）＿＿＿．．．
．＋トリウムィ才ン（Xa’）＿．．．・・r

カルチウムイ才ン（C甜り＿＿
マグネシウムイオき！（1｝19曾●）．。．

フェルロイオ・ン（Fe。う＿．．。．．＿．

アルミ．ニウムイオン（A1’つ．甲

7ニオユ
　〃ロールイ才ン（cr）＿＿＿、．．
　七ニド冒硫酸イオ・ン（HSO4’｝。．．．．。

　硫酸イオン（SO圭”）．．．・・，．．．・鱒．。。

グラム．　ミリ喝一ル

0，0162　　　45，7426

0，024，7　　　　0，6309

0，0472　　　2，0477

0，1051　『　2β209

0，0360　　　　 1；4778

0，1弓52　　　　2，5975

0，2571　　　9，4S71

0β497
2，0818

2，1436

ミリグラム
富　　　琶
壬5，ケ426

、e，6309

2，（，477

5，2418

2，9556’

5，1950

28，4613

90，2749

23，9690　　　23，9690

21，4773　　21，4773

22β152　　44，6304

　　　　　　　　　　　　　　5，7396　　132，3660　　90，っ767
珪酸（メタ）（HΣSio3），．．．．．．．．．．．　　0，2580

　　「．で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，9976

‘遊酵推硫f七水舞ミ（H3S）　．．，＿．らg．．．　　0，004，1

　　　　　　　　　　　　　　6，0017　　　・’

共他ぢ七ド尉燐酸イ．才ン及宥機物ノ各痕跡

盤類表（ホ一二ハ其集成二於テーリートル中次ノ成分ヲ含有スル溶液二概略相當ス）

クロみルナトリウム（XaC1）………・・二・・∵・・

硫酸カリウム（KとSO4）＿＿＿．．．＿＿＿．．．．．ド．

硫酸カルチウム（C・亀SO4）．・．．＿．＿．＿．∴．鱒・・．

硫酸マグネシウム（虹gSO4）r……・∵…・・い・∴

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）＿＿＿＿．．．∴＿＿＿

硫酸アノレミニウム　［A1」（SO4）」一．．。●．．．・。・的．．。．

遊寓髭南画（RC1）∴…叱．．…＿・6・＿．・・。…こ…曼＿

遊寓難硫酸（H12SO4）ジ・。・曹…　。鱒・鱒・…　一・・・…　。・・…

珪酸（メタ）〔HコSio3）．＿＿’。・。・…．…＿…．…・

　　　　そ
遊肖佐硫化フ1く素（112S）・＿・・。・一・・。。・鱒・・9・軸・・・・・…

　グラム

0，145S

．・

ﾏρ551・

0，356る

0・1890

0，3946，

1，6270

0β742

．2，1065

0，25SO

　5，9976

　0，0041

　6，00ユ7

鯛一・
@1：～Q　9り鴫」



’

，草

’

津
』所准　地　　累靱；縣吾卿ll塒ll町

分析．者
　　　　源泉温度

澱

束京衛～L試職所（明『♂1十四；の

62，？。

　　成

　　　　　　　　　　　　　艮彬三碧簸

イォ》表（交鷺莇威鉄ラ鋤・

カチオン　　　　　　　　　　グ弘
7礫イオン．（H・）・…・…・．．＿・＿．0，010S’

　ナトツウムイオン（NILう．‘＿＿．　O，1361

　ヵリレチゥムィォ・ン（Ca輔）　．．．．．．　　0，0752

　マグネシウムイオン（Mg。’）ぬ．　0，059S

　フ土ルロイ才ン（Fe●●）…＿＿．．。　0，es39

　ブ，ルミニゥゐイォ・ン（AI●”｝＿　0，186西

アニオ’ン

　ク向一ルイォン（Cr）＿＿＿＿　0陰8293

　七ドロ硫酸イオン（HSOの　＿　　1，6231

　i硫酸イオン（SO♂）＿＿＿＿g．．　1．8405

・泉　（熱ノ湯）

　　　　分層
』．

�E4175グフ＾（一リr」し中）

・捧ル晶脚叢
40，39GO　　　40，390り　、

5，go4｛｝　5，gq匹G

1，8753　　　　3，750G

2，45壬3　　　　4，909G

工15009　　　　3。00ユS

693782　　　20，6346

　　　　7S，59？2

23β935　　　23，ag35

16，7209　　　10，7209

　　　　　コ19，1609　　　3S，3213

　　　　　　　　　　　　　　4，8752　　1互7，73」11　　　78，4352

其他　ピドロ燐酸イオン及宥機陶ノ各痕跡・

　　　　　　　　　　亀

顯顛表（耀券錯温帯；落；lli献ケこ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グブ’．・
窮1百髪ナトリ　ウム（ミa磐SO4》　．＿。．：’．．．．．．．＿＿．　　0ザt：！りi，

覇lf｛隻カルチウム（C島SO．呂）＿＿．．，＿＿＿＿＿　　0畠高r，1，

刷目百覆マグネシウA（MgSQ4こ……・…・・・・・・…　鱒　　⊂）・＝！｛，；巾

嚇仔後1臣1酸．‘ヒ舵～（FeSO4）．．。．一＿．．，．一．：．．．．．＿＿　　fレ，2誰騒り

擁酸アルミニウム［A1讐（SO4）2＿＿．．．＿．．．＿　 1，lg‘‘，り

遊離撃震酸IHq》・・∴………・・…・・……・…一　〔l185：二Z

遊暮1筐耐｛ド｛甦σr＝SO4）・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　」．一7！・‘；L臼り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・些。8γ砒

匂

’

き

｝

薯

窪

巨

ミ

ξ

1：

ゴ

藍

巨

霞

ll

塵

カチオシ

～

所在地
分析者
性　　　幽

草

原泉濃茂

津 温 泉　（地藏ノ湯）

群馬麗葺：勲1葎：津町

距京衛∠1獄酒所（明漁十四｛F）

無色獄明ニシテ酸啄及鐵味ワイfシ反慮ハ聾酸性ワ晶ス

　　　CO・60　　　　　　　　　　　’

固形駒鴇量

イオン衷． i委鷺鵬表燃ラ鋤

・・ ?fイオγ（H’）…・・∵・・………
1．

iト． 蒲ｧムイオン（N【ド）＿＿。．．

・カルチウムイオン（C四ウ＿＿

　マグネシウムィ才ン（⊃lg●●）…

’フ急ルτ」イ4．ン（Foつ＿．＿・∴・．

　ナ’レミニゥゐイオン（A1…）＿

　鳥．　，

アニオン
　クロールイオン（Cr）．．．．＿＿．．

　ヒドロ硫酸イオン（1τSO4’）．．＿。

　グラム

0，0聾70．

0ρ灘4

0，1S皇4

90，0・観｝7

0，0990’

0，U37

0．S627

2，1305

硫酸イオ’ン（呂。‘’）…・…・…一」歪232．

竃9絶rル

46，53魯7

2，8SO7

4，5237

】，7939

】，7710

491956

2↓，3357

21，94S1

】5，S5G7

成　　　分
　約　4，72〃ム（一リートル中）

1，グ，ム
甥　　祉
4G，531｝7

21SSD7

9，0魯7る

3，5S7S

3，5・聾20

12，586S

78，179．ゐ

2・島，8357

21，94Sl　1

31，7134

　　　　　　　　　　　　　　5，0676　　123β401、　77，9972

其他　ヒ師燐酸イオン及イ∫機物力昏痕跡

盤賑（礫艦齢究競認麟1揚：”：ノ

耐‘酸ナトリウム（苫〔し2SO1）
鱒軸㈹け・

頑1亡置艶カルチウム　（CこしSO4）・一鱒・．．．…

著疏酸マグネシウム（LrgSOI）…　．．…　。

石臼肖乾亜酸fヒ銭2（FoSO温）．．．．・．．．．．．…．．

硫酸γルミニウム［A12（SO“）3】．．＿

遊富｛藍顕f｛建（HC1），．＿．．＿＿．．＿…．．

．遊寓陀硫酸（H2SO岬）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

　　　　　ダ♪A　「
＿，。．＿＿　　0μ〃，

．．．．．．．．＿．　0，‘ル；‘，

＿．．．．，．。．．　0μ1｛う7

…．．．＿．．．　0，2；二筍

．＿．．．＿．＿　　0，7！二〃

．．．．＿、．．．．．　0，曾’1丁弓

＿．＿，＿．．　2，1乃劉

　　　　　5メ｝5ニア弓

を

一　61　一



草・ 津 三
所　在　地　　鷲焉縣吾婁擶草津1コ∫

．分析者．束蕪融獄験所｛明漉十隣年）
　　　　．原泉温度　　6）。

　　　　　　　　．・「　．歳一・分う

泉．（鷲ノ湯）

固形物綾量一約．鱒骸弘（一り「桓レ中）

イ． ﾋ表．，（鷺鵡裁蝦謙〉．

一カチオン．

　永素材シ（珊．　．・・∴…・’

　ナトリウムィオシくN醇・・…ニー

　．カルチウムイオン（C恥’・）＿＿
．一’ }グネシウム．イオン僅9り1・特

　　フェ1ルロイオン（Feり＿．．。＿＿

　アルミニウムイオン（A1●’う…

’アニオン　　　　　　　　　　・

　クロ「ルイ才ン（c「）…・一・…

　ヒ正ξロ凝i酸イオン（HSO4’｝　・。・

　硫酸材ンくsoぐ）・　一

　グラム
　0ρ壬・鍾

　0ρ77S

・0，1SS三

『’ O，0466

　0，◎9Sg

　Q；go3生

・リモ川下グ慧
・43，9603　　．43P9603

　3，3753　　　3，3753、

　4、70D？　　　9，4014望

一1筆9130　　．　3β260

　ユ，7692　　　　3，5零S4

　091255　　　　0、3765

　　　　　6蛋，4怖9

0，7252　20，45ユ3　2D，451呂．

．2，2633　　．23，3162　　　23β162

0，9S71　　工0，2759　　20，551S

　　　　　　　　　　　　7．　　4，4352　　109，8S74．　64，3193

茎他　　ヒドロ憐酸イ†ン三三機物ノ各痕跡　・

蚕繭（李欝9蓉樂諜蓬；緬儲弊）

　　　　　　　　　　　・　　　．　　　　　　，　　．グラム
、　．・硫蓑菱ナト．リウ」・（∫ε』2SO4｝画。．．．岡．・∴。・ミ．・鱒…　，・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0膨2400
　．興醒舞カルヂゥム　（eaSO4）．。．．．．帥’．．ご曹．。．．．．．．．．　・0，63S9

　礁蓬ザネシウム（｝「g＄0・）・・…………・…，・q2331．

．　　硫鋸蝦背酸｛七裁（FeSO｛）、層．rゆ鱒馬・P。．奄．．．．。・…9・。　　0，268S

　硫酸アノレミこ三ウ1も．［AL〈SO4）」］＿・翰●∴瞳6●鱒●．．，●．．0，0215

　謹離恥骨．（EC1），＿＿三．＿＿、8＿＿＿＿＿．　O、拠6L．

　垂li離硫酸（B塾SO4）＿軸．．．帥韓唖騨・り．．．曾．．．．輯・…　。・　　2，2S68．．

4，如52．

’草 ．津 ．温．　・’泉　　（御座ノ湯）

所在地’群厩縣吾妻郡草津町　．
分析者　東京衛生試強所（明暮十四年｝

　　　　　比．重
　　　　　原泉温度．

，

1、001（工5。｝　　．・．

63，9。　・

　　成．　　分．

固形物綬量　　約　4，71グラム（・削り一・トル中）

イオン表（本紀永一り』トル中二含有スル各成分及共量次ノ如シ）

1カチオン　　　　　　　　　　　　グラム　ミ，モール

　永素イオン（H◎）＿＿＿＿．．＿。　0ρ507　50，1930

　ナトリ躯イオン（X甜）＿∴・＝・01575　6，8330

　．カルチウム・．イオン（Caつ1…・・10，2178　5、43過

　マグ～卜5ノゥムィ＝オ・ン（貰工g．．）　G＿　　　0，0030　　・　0，1232

　フェルロイ才ン（Feつ＿＿．．．。．．　0，0612　　1，0913

　アルミニウムイコ『ン（占㌃邑う＿　0，（践S2　　1，77S6

’アニオン
　ク・一・・イオン（C1｝。．∵＿．．．．

　．七ドロ凝1酸イオ・≧ノ（HSO惑つ　，，三

　硫酸イ才．ン・てSO4f’）．．．樋．．岡．＿鱒・

ミリグラム
嘗　　　量
50719SU・

．6，S330

10，8628

0，2虫6生

2，1896

5，3358

．75，6656

0、S24曇プ　　　23，2637　　　23，2637

2，5917　　　26，6993　　　26，6993

1．2230　　　』12、7316　　　25，4632

　　　　　　　　　　　　　　5，177S　　1孚8，1536　　75コ42夢2

裏他　ヒド・燐酸イすン及有機物ノ各痕跡

一．
U2

．多

選類表（本鑛永門訴集早雪於テーり」・トル中次ノ成分ヲ含膚ス・ル門門二野略相国ス）

－．き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　．
硫酸テ｝・リウム．（∫a2SO垂）・＿．’＿・．．＿り＿＿　0，43SO

硫酸ヵルチゥム（CaSO｛｝＿．．．．＿．．ち．．、．．＿＿．0，73S3

硫酸マダネシゥ．ム（｝工gSO4）．．．　　　』．、…、．．・。．　　0，0150．

硫酸亜酸化鐵（FeSO‘｝……・……・・……朔…　0，16典
硫酸アルミニラム£ム1式Sq｝3］．＿一．、＿．＿＿　0βO蔭1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コら遊題罐酸（HC1）．．．．＿．．一＿∴＿、＿、、．＿6．．Q；合孫S5

遊離硫酸（H2SO4）．．＿．　　・。　　．　画．．＿＿　　1と，618〔｝

5，t77s

■



●

●

三
分
性

鹿　地

析活
　　状
　　流

転　．津　　温’泉
群価縣吾7艇郡革津1響∫

吏）：く伽1賦敬所（1！ノ賄ご十一年）

，R　　　 llOO19（2こ｝o）

　　　　　成　　．分

儒子湯）

鰯色面明劇化水器臭ヲイ∫シ酸味及鐵氣アリ共砂川・・；1温州㍑ヲ門川

・． ｸ1形心置懸∫氏　　　糸り　2，33グフム（一リートル中）・

イォ譲（委勲鵡獄1識ラ鋤
カチオン

　水｝にイオン（H’）＿＿＿＿．。．＿

　カリウムィ才イ（1（●）＿・＿＿，。

　→一トリウムィ才ン（芯aり＿…＿
　カルチウ，ムイ才ン（C鉱つ　＿＿
　マ〆ネシウムィ才ン（N9●う∴．
　フ7ル”イオン（FeO’）＿＿＿＿
　γルミニウムイオン（Al’つ＿・

アニオン　　　い、
　クロールイオン（Cr）＿・＿．．．．．

　ヒドロ凝言酸イオ・ン（HsO4つ　．．．

硫酸イオン（SOの．＿＿．＿＿．

　　　　　　　　讐リグ7ムグソム　　　竃り箱學ル
　　　　　　　　儲　　髄
0，03S8　　　3S，415S　　　38，4155

0，0121　　0，3091　　0，3091
0，0371　　11！757　．171757
0，097・も　　2，弔289　　4，S57δ

OpO173　　　　0，7恥02　　　　1，420・｝

O11189　　　　2，1270　　　　4，2540

0，196日置　　　7，2620　　　2乳，7360

　　　　　　　　72，218S

0，6923　　　1952S9唱　1995289
1β145　　　1S，6927　　　1896927

1，6262　　　16，9290　　　83．85SO

4r，6rL14　　107，5793　　．721079〔5

0，3401

難燃’（本錫t／kハ典！∫＝rl発ニ旧冬ツ、一・・り一・トル中…宍ノ戒分ソ音イ1’λル1了1：1：1・門門副li’三：詠）

毎旅P俊カリウム（K2SO4）＿．＿．．．：．．．．．．．．．・．．・…

硫酸ナト玖ウム（Na2SO壷）．．＿＿・…………

石厳酸カルチウム（qLSO‘1＿＿＿・・…　……・…

糠酸マ〆ネシウム（M呂SO‘）＿＿・…・・………

擁酸亜酸化鐵（FoSO己）．．．＿＿＿：………：6…’

祓酸アルミニウム［A1コ（SO∂、監】＿…・…・・……．

三旋寓雀貌Σ門門（｝IC1｝＿……　………………・……∴

遊離而k酸（正r2SO4＞噌．．．．．．．．・。・．．・．．．．．．…　．。・・…　6・

グクム

0，0270

0，0336

09旧り3

0，0SGも

0，3230’

1，2局5

0，7巨石2

1β鵠ち

’珪酸（メタ）（1｛冒Sio3）．一．・…・胆・鯛鱒・一…　。鱒・…　。・＿9！三セ弩～三

ヨ壁…酸（メタ）（H＝コSio＝ゆ＿．．．．鱒軸韓

遊離硫化永素（H2S｝＿＿．．＿＿．
4，9S15
ユ），oo51

英他　ヒドロ燐酸イオン

499S66

痕跡

遊離τ日量｛ヒフ！く；彩i⊂112S）．

　　　　　　　　■

●o・●・■
．　．　●　●．　●　o　o　■■　●　，　o●　●　陰　■●

　「

　　4，gs15

・・…
v～，Pl～三艮

　　4ggsoo

．雰病竃
　性’
　　　　　比

草　津　温　泉
懸雛凝蕩犠，計一年｝
無色澄明昌レナ擁化ホ紫拠ワイfシ酸味及田鼠アリ共反鷹ハ弱田野ナリ
瓜　　1，003’L（24。）

　　　，’成　　．分
・圃形二等最　　約．2187グヲム（一リートル中）

イオン衷（三冠油鼠影鋤
カチオン
　フ！く」素イ　含・ン　‘1τつ　．．．．．。．．．。鱒・．．．．．

　カリウムィ才ン（Kう＿…＿＿
　ナトリウムィ才ン（yα●》＿．．。＿

　カルチウムィ才ン‘Ca’●｝　＿＿
　．マゲネシウムイ．才ン｛Mg●う＿
　フェルロイオン‘塾¶u”）．．。…．・・．．．

　アルミニウムイオン（A1。つ．．．

アニオン　　．

　クロールイオン（er、＿．＿．＿。

　ヒドロ硫酸イオンσ1SO4’）＿
　硫酸イオ。ン（SO4”）・・．．．．．．．．．．．．．

グラム

。，（ン127，

0，｛，1．35

0．0・120

0，0932

0，0079
0，1・L33

0，2494

上り唾一ル

42，2918

0，3959

1β234
2，3242
013243
2，5725

9，203皇

鷺，グワム

臓　　鮭
・｝2，291・L

O，3959
1，828．L

・島，61ル％

0．04S6
5．1・協0

27，6003

82，502る

　　　　　　　　　　　　　0，S309　　　23，43S6・　23，4386
　　　　　　　　　　　　　　1，8271　　　18，8225　　　18，8225
　　　　　　　　　　　　　　1．9360　　　20。15・島1　　40，80S2

　　　　　　　　　　　　　　5，18S5　　121．350↓　　82．5〔393
珪酸（メタ）（II讐SiOs）…　．．．．．．．。．　　0，4771

　　　　　　　　　　　　　　5，6656
遊溝能硫｛ヒフ1も三畿（II2S）　．．．．．．瞬．．．．　　0，0061　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　5，671ラ

；其　他　　bドロ燐酸イオン　痕跡

　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　63

蝋表（李鰹雰9鎌総㍊謙安次）

硫配甦力1，ウム（K2SO凸》．・ワ．．．．．．．．．・・。・・・・・・・・・…

諌爵｛甦＋・ト　リ　ウム　（Nα笥SO‘｝　．・・・・・・…　。・・・・…　。・・

1硫酸カルチウム（CξしSOの…＿＿．．。＿．……・・

硫酸マゲネシウみ（MgSO己》…・…＿・・i……
耐ζ厳髪亜酸｛ヒ£四（FeSO遇）。。・．・．．．．．．＿．．・．．。・・。・。…

凋ξ配亀1r，レミニウ」隔［A1二｛S（）唱）↓1．鱒。韓．鱒．．鱒鱒p．。

遊聞鋤範二二（HCI）＿・。・・…・・・・・…　……　……　……

遊離硫酸（｝1コSO4）……・．…．・……；・……・一・

グワム

0，01レし．ゐ

0，129δ

0，3皇57

0，0390

0β906

1，57S5

0β5・き6

1β覧61

珪酸（メタ）（1｛2Sio呂》．。．．・．．．。．．．・・。・…　。・・。・・…　。・＿隻髪Z！；

遊鰍化ホ崇（H，s）
●　●　●　，　ら　●　．　・

　　　　　　　5，6じ56

…・
E…………… v（猶⊇

　　　　　　　5，6717



斯　．；在

分析
性

地

｝伏1

比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱

草　津層温∴泉
群馬縣吾妻郡草津町大宇草三白根山
：東京衛生試験所（明治二十四年）

穫巌螺議轍臭ヲ賀轡職輝i蝋鰭ニシテ
露　　．・ユ，OlO9（150｝

　　　　　成・　幽．分
固形物締量　　駒　7，25グラ云（一・リートワレ中）’

効ン表・（癸難磁簸瑛ラ鋤

　　カチオ「ン

L　’永素イ’才γ．（K’》＿∴・……，…
　　　カリウムイオ・ンσ（’》．．．＿。＿

　　　・ナートリウムィオン（Xεしつ倉．．．巳．．

　　　ヵルチウムイォン隻C甜●1・…
　　噛マグネシウムイオン（M9”｝・
　　　フ出ルロイ才ン（Feつ＿…．．．。
　　　7，レ　ミニウあイ「オン（Al●訓）　．

　　グヲ．み

．．　0，4124
．ざ　σ，〇六～5

．．　　0ら1347

．．　　0，0595

．．　　0，0145

D　　0，5742

．．
D0，7509

・りモール潔グ殻
4QSβ16S　　403β1し8

　1，9540　　　　L9540
　5，S43S　　　5、843S

　1，4S3S　　　2，9676．

”0，5952　　　　1ら1904

10，2719　　　黒0，5433

27，7085．　　83g1255

アニオン
　クP－Pレイオシ．（（）1’）．．．＿∴。＿15，319S　432，1523

　硫酸イオン（SO∫’）……＿・…・・4，409345，9015

綴（〃｝（恥，、。、》……．．．…2 撃P93蝉φ・5一畳gr53

　　　　　　　　　　　　　　22，0114
其他　ヒ舜ロ燐酸イオン翻酸及硫化；勲爵ノ各痕跡

523，9419

432，1523．

91，8030

煙霞長（本曇永ハ其集成二於牙一・リートル中開ノ成分ヲ含有スル｝容二手概略相當ス〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’グヲム
ク・一’・レカリウム（KCI）…・………土………・’0・1457’

クロ5Lルr｝’トリゥ．ム（NaC1）．．．＿．＿＿。鞠．．亀0β41S

クロールマダネシウム（LlgC12）＿＿＿
統酸ガルチウム（CaSOの＿＿＿．．．．＿．．

硫酸玉臣酸傘ヒ鐵（FeSO・）．二。，．．．．．．．．．．．．．．．．．

クロールアルミニウム（AIC13）＿＿＿

硫酸アルミニ蜘｛蝋so赫．＿∴」
遊離i計画（H：C1）＿．．＿．．．＿＿．．＿＿＿．

珪酸（メタ）（H＝Sio詠．．．．1．＿＿．．．＿ご＿

．．．．．．　　0，0566

．．ピ．．．　　0，20エ6

．．・
D．．．　　ユ，5603

∵．．．．　　0，6621

．．．る．．　　3，8976

’．．．．，ど　・14；S861

．．．。；．．　　0，2596・

．2零，01真4・

●

朝霧
性

地
者
状
比’

草　津9温　泉
群馬縣吾妻郡草津町字東町百六番ノニ
横濱衛生試瞼所（明治三十五年）
微濁硫化水素臭ヲ放チ牧飲味ヲ膚シ強酸性反回ヲ徴ス

　　　1，003生（150）　　　　　．　　．　　　　　　　　　　　、　．重

　　　　　成‘　分
固形物等量　　約　2，31グラム（一・千グラム中）

ーイオシ表（委饗馨義雰菱曇皇裏藩働

カチオン　　　．
　水素イオン（H：●）．＿＿∴．＿＿み．

　カリウムイ，オ・ン（K：う・軸r＿．．．．．

　ナトリ・ウムイオン（K痒）………，
．＝カルチウ季イオン《C訂●）　＿＿

　マグネシウムイオン（斑9”）＿
　フェルロイオ・ン（Fe”）…ポ・。．．＿・

　アルミニウムイオン（Al’つ・・…

グラム

0ρ313
0，0256

0，0459

0，0S3S

O；0314

0，0SO1

0，1720

ミリモール

30，9901
0，6539’

1，9913

2，0SgS

1，2890

1，4329

6，3469

ミ，グラム
．常．　　澄

30，99（壕

0．6539，

1，9913

転1796
2，5780

　2，8653

19，0407

62，299生

アニ野ン
　クロール’イオン（Cl’）＿＿＿＿ 0，5784　16，3160．16，3160’
　’ヒ　ドロ硫酸イオン（HSO4’）　．．．　　1，4193　　14，62149　　14，6214

．硫酸伽働”…’””1：瀦1灘ll：llll一
　珪酸（メタ）くII2Sio3｝L．．＿＿．．．　暢0．2S99

　　　　　　　　　　　　　　　4，26i癒

遊離炭酸（CO2）…一・…；・・…＿隻99登iま一・0ρ773

　　　　　　　　　　　　　　　4，2673

　其　他　　ヨードイオン，プロームィ才ン及ヒドロ．燐酸イ才
　　　　　　ン各痕跡

P

‘L

麟表（季欝9蓉爺婆諮羨＝同誌雲州〉

硫酸カリウム（K2S◎4｝＿＿＿＿。・・＿∴．＿＿

硫酸ナトリウム（Na2SO4｝…．．．＿。．，＿∴．．＿．．

硫酸ヵルチゥム（CaSO4）∴．．＿．＿．．．＿．．＿＿

硫酸マグネシウ’ム（込重gSO4）．．．＿．．＿．＿．．．

石竃酸亜酸化鐵（FeSO‘）＿．．．．．．．．．．．．．．．の．．．．．．．．．

硫酸アルミニウム［A1二（SOの3］＿＿，・・．．・．．・・＿

．遊離聾酸（HCI）一…・・一一……・・：・…・・…∵

遊離硫酸（】ヨ【コSOI）＿．．＿．．．．軸．．．韓．＿＿．騨・6・‘．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）．＿＿．．．＿．＿．＿”＿．．．．

遊離炭酸（COコ〉…＿．「．．．．＿＿・＿＿…＿1．．』

　　　　々．卜

グラム

0，0籠6『

0，1416・

0，2S46

0，1554・

0，2177

．1，0SSS

O，5950

1，4340・『

0，2S99

4，26397

0，m34・

4，2073・

一　64　一

．）



」

し

。

所；在地
分析活
性　　　状
　　　』比

：萬9・座　　温　　泉，

蛋晶晶面諭郵増幅匙
無色i捌リ1ニシテ繍化フ1く崇臭ワ放チ：
　　　1，0311（15‘’）玉E

　　　　　成　．分

…，

、二 _藤味ツイ∫シ猷怯1：｛感ヲはス

岡形物ま慰窪ll二　　糸勺．】β1グヲみ（一リー・トル中1

イオン蓑（委襟莇面心ラ禦）

カチオン　　　　　　　　　　グワム
　フk；尋奪イォ臨ン　（1｛・）．，．．◎．。。．．。．．．，．．．　．　0，003小

　ヵ　リ　ゥムィ　ォン　（Kl・）　．．．∵．．g．．．．　　O，0】50

．ナトリウムイオン（N鉗）．．．．．．＿　　0，1037

　ヵ，じチゥムィォン（Caっ＿．＿．．「0，0．101

　マグネシウムィ才ン（Mgつ＿　0，072愚
　フェルロイォ幽ン（Feつ＿＿＿。。．　0，0140
　ラ「’レミ　ニニウムィ1オ．≧／（A1●”）．鱒．脚　　　0，0263

アニオン　　　’・

　クロールイオン（CI’）＿…．．．＿
　ヒ　ドロ㍊1頁套イオ・ン・（1｛SO盛’）＿．．ρ

　凝i医々イオン（SO4”》　鱒．．，．．．．．．．。．

0，08弘1

0，0980
0．7799

・睡ル曇りグ犠
313S19　　　3．3S1｝’

Og3S3！　　　　0，3S31

4，・｝gS～）　　　　4・，493三）

1，0r，00　　2．0000

2，9721　　　　5，9442

0，250↓　　　0．5008

0，9705　　　2，9115

　　　　19，620・1

2．3724　　　　2，372・聾

ユ，0096　　1，0096
8，1189　　　16伽2：37話

竃畦酸（メタ｝（王12Sio3）．・・．．∴．．．．．．．．

1，23し9

0，0】26

1，2495

0．0653

2・｝1957S　　　19，619S

遊爽燵砿fヒオ～；鷲（】i12S｝．・・．．．．．．＿．．．

1，314S

無類表（礫雰9蓉糠縣＝撫轟魯曳次）

．瀟勧リウ＾（Kコso4）…………・r…∵・…・…

硫酸ナポリウムei“、Sq）．．．．＿＿＿………・・

励i酸カルチゥムC“SOΩ．．。＿＿＿．．。＿＿＿

㍊‘f｛塁マグネシウ・ム（L正gSO弔）．＿．．‘。・…・・・・・・…

羅寅酸亜，酸化鐵（FeSQ4）……………・∵………

硫旺皇γルミニウム［Al式SO4渥1…・…　…。・……

遊離勲酸（11C1）＿，＿．＿．＿＿………………

遊離磧酸（H讐so4｝．＿．．＿＿＿…・・……・…・∴

珪酸（メタXi12Sio3）∴＿．＿＿＿．＿…∴……

所在地
分析者
性　　　状

比

グフム

qo3：う3

0，3197
ぐ

0，1300

0，3579

0，0330

0，1666

090S65

0，り990

0，0126

遊出佐磯｛ヒフド；糞（｝粒S）．・．．・．・．卵…脚…　…・韓・・。時・

・1，2・」95

0，0653

　　　　　　　　　　　　　　ド
萬　座　．温　泉（姥湯）
群鳥照膏吻灘ll磁毒；ξ‘，大字干俣字萬座層 @　亀
凍：京衛生斌輸班（明濫三十九年［
殆1・無色一層ルテ著シク醇化永素臭ヲ放チ酸性川州ヲ徴ミ！
薇二敬畝酸味，イfス
」政　　　　1・001（12，50，

　　　　　成　　　分
圃形物縛量　約0ρ5グ弘（一千グラム中）

イオ濃（鷺回心笈燃7鋤
カチオン

　ホ梁イオンiHう＿＿＿．＿＿．．
　カリウムイオン（K’｝＿．．・＿＿
　＋トリウム．イオン｛嬉a●）…＿，．．

　カルチウムィオ・ン（C8”）＿＿＿
　マ〆；ネシウムイオ・ン（1距g’り＿．

　フェルロイオン｛Feつ＿＿．．．・・．

　γルミニウムイオ噂ン（Al●”）……

アニオン
　クロールイオ・ン（CI’》＿…．．．＿

　ヒドロ硫酸イオン（IISOご》＿．．．
　石旋配～イオ・ン（SO4”）．．．＿。．鱒．鴨∴。’

グラム

0，0016

0，020D

O，100S
O，0じ3S．

0，02R2

0，0075

0，0296

0，1495

0，1502
0，446・盛

　　　　　　　　　　　　　0，9935
珪酉髪（メ　タ　 ）（正12Sio5）．燭，．．．．．．．．・●gr　　　O，123＝3

　　　　　　　　　　　　　　1，1168
遊爽佳疏｛ヒフ登く素〔II＝S）．一・・。．軸．．．．＿　　O，0527

1，1G95

母り愚一ル

1．6000
0伽51㌃・二〇

・』。373I

l，59U
O，9δ2る

0，13・L7

1，0922

馳リグ，ム
額

1．600u
’0，53・正0

4，37：U

3・1822
1．00↓S

．0，2σ9・魯

3，1S66

1510501

4，2172　4，2零72
1，5473　　　　1，5473

・告，6470　　　　9．29・芸Q

20，GS90　　　15，05S5

1，3艮S

牽類表（本ε嵌7kハ3題鐸Jl黛二方寄ヲ’一4『1のグラム唖1次ノノ戊分ヲ含イfス、ル軽踊受二舷誓者与口を1蓄ス・）

ク．μ一ルカリウム（KCI）…・∵∵・…・・…1……

グロールナト　リ　ウム（N1しCl，…・・一…　。・一一・・…

励1ほ曳ナトリウム（N日2SO4）・。・・・・・・・・…　∵…　……

瀟肋ルチウ＾（CaSq｝……・∴…・∵…・…・・

硫配～マグネシウム（MgSQL）…………・…・・…

竃娠「｛髪亜ζ｛空．化蝕【～（FoSO4）・…・・…．…・・・…　。・・・・…

稲1酸アルミ：＝ウム［Alち（SO唱）3｝鱒・・帥・　・・・・・…

遊践睦耐1酸（H2SO1）．．．．．．．．・＿。．．．．．・・。・・。・…　。・。・・。

珪酸（メタ｝（H乙Sio雛）．．．．．，．．．．．。。。・篭・・・・・・・…　。∴・＿

クフム

0．0396

0，21ω

0，（》些テS

O，2161

0，11鈴

0，020・塾

0，1S75

0，151S

o，茎覆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1163
遊肖脆絹≡．化フ1く｝装〔H＝Sン．．．＿，鱒…．．．・・6∴・・…．・…　　0趣i7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1695

o

t

其他　アムモニウムイオン及ヒドロ燐酸イオ・ン各痕跡

一　65　一

φ



：　、　号・

角

　　カチ：なン・’
　ロセしロ　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　コ
　　’～糠廿シ（山一∴一∴・・…＿
　　　カ，リウムィ才ン（K’暫；．＿．．．．L．

一壁雰諺毅儒臨1：．1」、

　　　マ瓦ネシウゐイオン（M9つ＿
　　’ラ呂㌻鷲イオン｛Fe●う㌔＿＿．．．．．

　　　アルミ昌ウLムイ才ン（A1“●》．騨．韓

　　　　　　　　　　　　　萬　　’座・　濫・泉．（三三）

　　　　　　　所在地　　群馬縣吾妻郡三三討大字三俣三三慶　　　　　　．亀
　　　　　　　・登　析　者　　『『東京衛生試験所．（明治三十九年）　　　．　　　　　　　　　…

　　　　岬　　　　　　　　　成1・，分　　　　・・’』1　’
・．

Cオ謙〈鰻十三磁裏ラ鋤　　　甕類表礫套9蓉駿馨繍隔壁老病〉
」ノ，《，

0，0047．

0，020L
　ρ71生

’0，0564

0ρ127
0‘0096

0，0051

　、7ニオシ　　　　．　　　．．

・　グ・．一ル姪ン（鋤＿∴．．．．パ0，0719
　　　ヒド1口r石監酸イォ。ン（正【SO4’）．．．．．．　　0，由空88

　　　硫酸イ’オ．ン’（SO45レ）．，●．．の●●●．・。．．．　　0，3064

　　1二輔　　　　　　　　　1，0071
　　噛珪…酸（メタX恥Sio3）．g．．．。．．．．．．．．．　　0，1129

ヂ

ピ　　嚇．

’　遊ヨ誰硫化水素｛H2S），命．．．．．．．．．．。

』レ．　’．

轡r・

．ボ．・

1，1200

α3256

．1，舶56

　所1在地
‘二・分析者
　性　　　南

朝．雄　温
欝馬縣著妻郡坂上村大字須賀二字朝雛三千三頁三十六番単

東京衛生試瞼所｛明治三十三年）．

殆ト無色清澄ニシテ中性反騰ヲ徴ス・

　　　　　　　　　　　　　　　　　．’＼ご．．、』
　　　　　成1　　分
　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・　’・　　　’　　ダ

窟諭壱羅・・抑一陣・・，kd1｝∴嗣遍．・猫
Q，51鍋　　0，51髄　　ク・一ルナ「向．ウム（XaC1｝……・・」…∴・……’0，087ρ．

言i暑§峯≧∫　書i§呈箋§・　、　三遷霞婁；二享；皇（～謝ナご：：：二＝：三：：：：：こ：：算：：：　1　：；圭こ置量　：・

0・↓7170，謝　』轍マグネシウム（耳9呂9・）・……1∵一…1産，0・0632
q1885 E鑛欝上身囎塞繍ごこ1：：；：：：：：：：：：羅

雀羅．舞羅．謹叢離懇叡：：：：：：；：：：二：：；：：：：：：二．・講

3，1896　　　　6魯3792　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1200

購． ﾐ．響墜野1二1窄ll㌃｝舞1

　　　　　　　　　∴3擁繕．

0固形物器量・約2，63〃ヲム（諭千グ玩．ム刺

4オ｝表。（甥昌昌鼠鹸テ鋤
カチオシ

　カリウあ4才ンIK’》＿＿：，．．一

　ナ蓄リウムイオン（ya’）＿．．＿．

　．カルチウムイ才ン（C｛ゼ’｝…；…・・

　マゲネセウムイオ’ン（M9つ・・。

クヲム

．9，Q23る

0，4蝸7

，0，3580

0，0ら星5．

・繍繍
』19，2壬95「． @19，24，95

　8，9277．「　17，S554

　1，7036　　　　3，幽072

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41，1098
．アニオン

　ニグロrルイオゼン（Cr｝．．．。。．．．．．。φ　　0，6746．；19，0296　　．19ρ296

融イオン（sQの．唖＿＿．＿・o，9788．10，18ρ520，3790

　捨ド三三酸イオン（HCOぎ1＿＿　0，1039　1，7030　1，7030

　　　　　　　　　　　　　　　2，6249　　　61，4006　　　41，1116

　珪酸（メタ｝（H＝2Sio3》．．．．．．．鱒．．．．鳶0，1116

　　　　　　　　・　　　　　’2，7365　　　　　・．’．

’灘炭酸脚1…，・……・・一q㈱一志32
　　　　　　　　　　　　　　　2，7758
　其他　フ土ルロ，アルミニウム，亜甫酸，硝酸，及ヒドロ燐

　　　タ　酸ノ各イオン痕跡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛雷r．．．　　　　　　　　　　膨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．一回66
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

．艦．’

麟蓑：〈鷺9萎躰轟；義編齪き〉．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃ヲム’．
クロールや．ト　リ　ウム（x匙c1》．；∴。．・ξ・…　。・∴・…　。、ユ・Q135

硫酸カリ，ウゐ（K，Sq）＿1．．．＿・＿1…∴…・・．0・0521

硫酸チトリウム（砺SO・）……一・・∵…‘・……ゼ0脚1

日目島ル・マグネシウム（1迂gσ12》．．。。．。＿＿．∴　．0，0312

硫酸カルチウム（CaSO4）一・・……∴一マ……1，2134

重炭酸マグネシウ心lg（HCOゆ』・…7・……0・1246

鋤嘩s鮎憎…＝マ1・ll：讐購

雨冠1｝二1∵∵∵」1「7．器1器．・

・　．．



－

’

■・

■

面

分

性

・．

在地
析者
　　状

　　　　　澤　鑛　泉

群馬漁吾要器霊気吋大宇猿ケ京字三國猷藩爆，

　東京衛生試三所（明治二十七年）

殆ト無色清湿坤テ異卿ク微三頭暇蜘未ヲ有煽酸性反感ヲ徹ス

・’ D球．．　分　　．覧　　　　　．　，
圃形物緯量　’．約　0，79グ，ム（一リートルヰ）　　・　　　　1・　　．・

イオ識（委鷺晶裁鹸ラ鋤’
カチオン
　カリウ今イオン（Kう…も．6．．。．．．

　ナトリウムィ才シ（】罫の＿．∴，．．

　カルチウの・イ浄ン（C島。。）　……

　マ〆ネシウムィ才ン（1虹9’●》．9♂

　7ψ財オシ（Fe●●》＿＿．．＿．

　アルミ昌ウムイオン（A1’つ剛＿

。錨鼠赫．曇撫・
0，012夏　　　0，5249　　　015249

010釦00　　　0，9975　　　　！．9950

0，0129　　　　0，5296　　　　1pO592．

Ol1123　　　　2，0090　　　　4，0180

0，0208　　　　0，7675　「　　2．3025

アニオン’ @　・，　　1
　ク冒一ルイオ’y（（江’）．．．＿．．．．．、　OlO203

　擁酸イオン（SO‘”）．．鱒．．．．。．．．・．・　　0，4549

10，0碓二

0・5726　　　　0，5726

へ7460　　　9．千920

　　　　　　　　　　　　　　O16793　　　LO・2996　　　10，0646

着酸（メタXH3S三〇3》．…．．．．．．．．．．．．　　0．0837

　　　　　　　　　　　　　　0，7630

裳　他　　ヒドロ燐酸雀才ン，痕跡

　　　　　　ジ

聾鍮（李鰹雰四丁丁丁輪欝）

1岬町カリウ4　（K2SO6）・・・…　。・．…　●…●●・。・・・…　●

硫酸→●1rリ・ウム　　（Na愈SO4）．．…　♂6・・・・・・・…　∴・・

クロールマゲネシウム（M：gC1宏｝．ゐ．。．・：・・．・．・岡

硫酸カルチウム（CaSO4》＿．…．・『．＿．………

硫酸マグネシウ』・（N：gSO‘》・。・・…　．・瞳・…　。σ・一・

硫酸亜酸化級（FeSO‘）．・・…・。●・・●・．，随・…・・・…

：硫酸アルミ幸ウム［A13〈SO4）31・・…・・・・………

理酸（メタ〉（耳3Sio8）…………………・……・・

o

●グ，二

〇，0昭る●、、1

ρρ337

0，0273

0，1355

0，0293

6β053

011312・

0鯛37

一永　井冒温．1泉1（瀧ノ湯）

地　　騨馬縣善獲認久賀吋大字永井

者　　東京衛生試臓所（明泊二十九年）

状　　無色滴澄ニシテ呉臭味ナク反慮ハ冶ト中性ナリ

原泉測交，　499　．；　　　・　　　…　．　一

　　・・、　幽成　 分㌦
　　困形物腰量　　約，1，32グ，ム（一リートル中）．

，

，

噸ピ

覧←．

o，7即

，

，

カiFオン

。

・所：在

分析
性

付ン表（鰻磁麺裏ラ嘉蓼）

カリウゐイオン（Kう．．．．∴．＿．

＋トリウ」」イオン（N騨）．＿＿。．

カルチウゐイナン（Cの．＿．．．．．

グ，あ

0，00S1

0，1023

0，2929

竃，月L一ル

0，2069

4．弟381，

．7，3〔ル2

耀リグ，ム

雷　　　量
0，206ゆ

4，43S1

14，6084

　　　　　　　　　　　　　　亀　』　　　　　　　　　1992534，
？二才ン

　ク”一ル付ン（C1’）・・r・…・・…O，1鵬　4・3667　4・3667．
　硫酸，オ・ンL｛SO♂，　u．。、．．．．．．．．●●　　0．7夏50　　　7．4・L32　　14．8S64

　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2731　　23，7591　　19，253L

　珪酸（メタXH2Siり3》．。．．．．．．。．．．．．．　　0．0↓41

　　　　　　　　　　　　　　　1，3172　　　　　　　　　　　・
　，叢　他　　マ〆ネシウムイ才ン及Uド冒燐醸イゴ，1ノ痕跡

、、・

’

堕類肇（本籏水口其集成二丁テーリートル中次ノ威分ヲ含有民ル溶液二概略相當ス）

、　　　　　指

　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，あ
クロールナトリウ』、（貫aCl）＿＿＿．．．＿＿＿’0，2555’

硫酸ヵリ　ゥム　（K2SO4）．．。．．．．．，；．．．、．●．．，．ゴ．．．●　、0，0181

辣謬襖ナト　リウム（こτa2so畳）．．．．．r．●．．．。．．・．．．．．鴨．．　　Q．oq50　．

擁酸カルチウ』，（σaSO‘）．．．．り。＿二．．．∴＿」｛　0，gg蜷

珪酸（メタ）（H＝SiO3）＿＿＿．．＿．．◎．＿．，．．。．．．．10ρ晶1

　　　　　　　1●　　　．　・・1∵…1β172

φ

㌧’ ｮ

5

《㌔．

驚　67’卿



■

5・

、

　　　　　　　　　　　　　固形物瀧彙

イオシ表（委高熱雰罎鹸ラ鋤

　．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　．一谷・一川．’温ピ泉（叔母腸）．、．
　所．’：窪　地　　．群馬醸利根郡永上村大字谷川字湯向．　’　」．・∫　　　　　　　　　．

國． ｾ分籍軍属講嬰賑≠三三，三三。。パげ吻齢ル
’” @・温泉濃蓬・．・畿1（1町．・．．．・．1．・1・1．一・一・・

　　　　　　　　・・：．・閣．・．成．分．．、＝’：1∫”●’・、，．∵、…’弓’∴．・！

1カチオを　　　．．　　　　　．グ，ム’

　ガリウゐ’イ才セ（K》一・の・・…：o，oo60

　ナ㍗リウ㌦ム4オ・ン｛蔦「甜）．。．。。助早　　0，0833

　．力箔チウゐイオ、シ（Caの）・二……’α1983』

　．マグネシウムィすぞ・（⊃fg”）…　0・0011

：アニオン’』

　クロールイオン（C1’）＿＿．．．＿

　硫酸イオン（SO4つ＿乙．＿．．．．．。．

　ヒド．三三オン（Rcoぎ）……

約9・97グアム〈一千グラム中）

諒噛ル潔グヲ喜
OgO1766　　　0，0766

3，6139　　　3，6139

4，9451　　　9β902．

0，0462　　　　0，090ら

13，671二

O，0892．　　2，5162　　　2，5162

0，4751　　　4，9458　　　9，串916

0，0ケ72　　　1、2654　　　1，26謁

　　　　　　　　　　　　　　0，9272　　17，4く）82　　13，6732

繍イタ魑Sio・）……・r…・…軌0792　　　’

‘麟表薦麟婆聯；繍旧弊！

．クロー．ルカ9ウム（KC1）∴・門・・叩…ご・・」・・∵∴・

クロ．幽’・ナトゆウタ『（滋C1）・・♂・・…∴’一・・

垂朕酸†トリウム（Xε沮：C（為）・；。……r・…・・陣

クF州ル》グネシウム（皿9¢12）∴………・・，

硫酸．カ．ルチウ．あ． iCaSO4）…∵…・∵・・♂・……・・

彗…酸（メタ）（E：2SiOゆ・∵・瞳軸・・…　…・鱒・？・…P．

其　他　　ア為毛ニウムイ才ン

1，0064

凹
し　．

谷 川 温 泉

グヲゐ

0，0057

0，1374

0ゴ106儀

0，0043

・0，6734

0，0792

1，006羅

L畳’．

ヰ～．．・ 騎薯難雛角襟三四配向乙栢旙地・
　　　　状　　無色清澄ニシテ異臭味ナク反慮中性ナジト毛煮沸ス～，ハ惟

　　　・比蚤喫礁討．
　　　　原泉澱50r’♂、

　　　●脚　・　、　成

　F．．・’・．『．『”．．1；∵．．

、分1．’．．・．∫’一L

圃形物的量　　約　1，21グラム（」千グラム中）

赫ン表（韓綴麺裏ラ鋤
カチオン

　カリウゐ・亭オ・ン（Kツ＿＿．＿韓ピ

，ナトリウムぞ才ン1翫う．∴＿．．

　かレチウムイオン（Cポ）．＿9．．．．

　マグネシウゐイオン《M9つ＿

アニオン　　’・．・．ζ：1・．．

　クロールイオ・ン（C1り＿＿．漏。．

　硫酸イオン（SO4”》L．．＿．．．＿＿

　セ13ロ炭酸イォジ（HCOの．．．

　グラム

0，003S

O，124壬

．0，2718

σ，COU

ミリモール

0，0971

5β970

6，7781

0ρ二52

電リグヲム

富q・・君

5，3970

13，5562

0，090由

19，1407

　　　　　　　　　　　　　　0，1274，　　　3，5938・　　3，5938

　　　　　　　　　　　　　．・0，4」933・　　5，1353　　　10，2706

　　　　　　　　　　　　　　0β223　　　5，2827　　　5，2S27

　　　　　　　　　　　　　　1，344［　　・26，3292　　　19，1471
珪酸（メタ》（H温§io、｝…＿．＿＿10ρ617

　　　　　　　　　　　　　　1，4058
茎．他．・・ア婦⇒ム・フェル・，アルミ3ウ級・ド麟

　　セ　酸ノ各イ才シ痕跡・

　　　　　　・　　．　　　．．　　　‘’〆．　一’68

塾

_、．

塵類表．（二選霧樂回向羅潴弊〉

　グ・・一ルカ帰・（K①・、．9．．．＿＿∴一∴

　ク・・函ルナトリウム（∫aC1）．．．．．∴．“＿＿．

　重炭酸ナトリウム・【XaH：CO3）．．，＿・＿．＿，．．

　硫酸カルチウム（CaSq》＿＿二．∴．．．唖．＿轡．

’重炭酸加チウ妊。・（且co湘．∴．，．．晶＿

　重炭酸マグネシウム［】皿g（正ICO3）2］＿．∴．＿、．

、　珪…酸（メタ）（H：2Sio3》．．．＿．＿．。。．．＿＿＿＿＿

一

辱

グラム

0，0073

0，20蝸．

0，16ro＝

0，5992

0，2665

0，0066

σ，0617．’

、1、4058・

8



●

、　　　，

●

病識
性

　　湯　原　温　泉、第一號　・
　　　琳馬縣利根脈永ヒ村大字湯頻掌諏訪原乙七百七番地ノニ
　　　東京衛生試臓所（明治！いト年）
　　　無色清澄亭シナ徽温：ノ沈激物ア．り．殆，卜臭嚇…ナク反回ハ中性ナリ状
比双1．00【115。）
鳳泉1鍍　　軋。

　　ρ’　『成　■分　　　　　　　　　5
．　固形物緯量　　約．1，71ノ，凸層（一千グラム中）

　　コ
・カチオン　　　　　　　　　　　〃ム．
　爽リウ凸イオン（Kう．＿．＿．．．　O，004，3

　ウ・トリウムイオン（N’島つ．鱒∴、鴨．　0・2278

　カルチウあイオンくC甜う＿＿，　0，3357

’7＝オン　　’

　ク質一ルイォン（Cr》．．．．．．．＿．．　0，1828

　硫酸イオ・ン’（SO‘”）．．．＿．＿＿．・0，9205

　bド”炭酸イオγ（耳COの．．．　0ユ482

侃ン表（甥額嘉鮭明器
・，いルジ拶皇
O，ユ226　　　091225

99，8829　　　9，8829．

8，37取6　　　16，7432

　　　　26，7凸87

　　●
5，1566　　　　5，1566

9，5826　’　19・1L652

2㌧る29夏　　　2．・も291

　　　　　　　　　　　　　　1．8198　　35，545声　　26，7509

砺酸（メタ》（HBO2）．．＿∴．．＿　0ρ213　　　　　　’
縫酸（メタ）（正｛聴等iO5｝．．．．．．鱒．．。。　　0．0511

　　　　　　　　　　　　　　1，8922’

莫他　マグ籾ウム，フ5ル・，アルミ昌ウあ及ヒド・
　　　　鱗酸ノ各イオン痕跡
　　・　　　　　　　　　9　　　　　’　．　　　　　　　　　　　　　　’

締表（本日水晶語聾戊二於テー千グラ．2・中弐ノ成分，含有スル晶晶晶晶略逐一ス）．

塑一ル＋トリウ、為（N・cり一・…一…∴
石震護身力　9｝ウム　（K2SO・）．鱒．．。●．．．．．．．．．．。．．．．．9．．●

硫酸ナトリウム（コa夷0り＿．．ご．．．．．．叩．．．．．．

1囹L炭酸ナ■Pリリウム（Nεし正IC（）3｝讐∴鱒・・∵…韓鱒。

硫酸カルチウム（C病SO弓》＿＿……・・。．．。．．。．．．

瑚酸（メタ）（HBOゴ）＿＿，．．．＿＿＿＿＿＿．．

珪酸（メダ）（E3SiO8、＿，．．＿．．＿＿．．＿。．．

　　　　　　　　　　　　　　　　．　・

グヲあ

0，30L7．

0，0107P

O，1632　．

0，20凸2

1，1401

0，02ユ3

0ρ511

ムs923・
（

圏ジ．

所在
分．析
性

　　湯　原，温．泉’第二旧
地　　騨馬煽利椴昭永上付大字湯原字諏訪旅乙七百七番地ノニ
　　東京衛生試瞼所（明漕四十年）老

妻釜色滴職1騨’潮物ア蜘騨ク帖雌廊
原泉温魔　　　　　530

　　　　　　　成　　’分

・固形物縛瀧　　約　1，71グ勲，（一千グラあ中》

イオン衰（勲功辰受難嫉テ鋤

’カチオン

　カリウム4才ンIK’）．．．＿＿．．．

　ナトリウムィ才シ（Na・）．＿．

　クルチウムィ才ン（C偶つ．．＿．

アニオン
　ク・口頓ルィオンくCr）＿嶋。。．．．．．

　硫酸イオン（SQゼつ．．．。．．．．．…．。

　ヒド・冒炭酸イオ。ン（正【CO3つ．．．．

。臓ロ雌羅
0，227S　　　9，8826　　　918S29

0，3357　　　8．3テユ6　　16．7432

0，1803

0，9245

0，1482

26．7530

；5DO860　　’5，0S60

．・ X，62r島2　　亀　19024r8・る

2鴻291　　　2，4291

　　　　　　　　　　　　　　　1，8217　　　3評し5266　　26レ7635
　瑚酸（メ　タ）（HBO3）．。．．．●．．，．．．．●．　　0，0213

，　　，珪酸（メタ）（H智Sio猛》．．。．，．。鱒．．．　　0，0720

　　　　　　　　　　　　　　　ユ．9150
　裁他　　7グネシウムイ才ン及ヒドロ燐酸イオン1ノ痕跡

塵類表（本鑓水ハ其集四二於ア四千ゲラム中次ノ戒分，含有スル溶液二機血相常ス）

　クロー距ナトリウム侭aC1》＿．．．．、．叩．＿．

’硫酸カリウム．〔K2SO｛）川＿＿．．．．＿．儀。．．．ふ．．

　硫酸→61・リウ』b（y島2SO4）．・●鱒恥鱒隔．鱒・．…．・．

　11ヒ赫き酸ラ．トリウ』じ（S「alヨ＝CO3⊃．．●鱒．鱒．鱒鱒鱒．・●

硫酸カルチウゐ（C＆SO‘）…・・；・・9一・一……

　棚酸（メ．タ）（EBO3｝＿＿．．＿＿＿i＿＿．．．

珪酸（メタ》但3Si（㍉）．．蝋．．＿＿＿＿．．．．．．．．．．

■

グ，▲

0，2975

0，0116

0．168壷

O120塾2

1，1401

0102131

0ρ720

げ

1，9151

・一@69　一



、

「

尋

灰在
・分析
性’

1大

■

9

’揚’温

　　　　　　　　　　　　　固形物纏量・

』オィニr表・（委饗鑑雰差箕皇裏ラ姦蓼〉

覧’@カチオン’　．　　　　・
　　　カリウ鵡『イオン（Kう．鱒．．．酵．＿

　　　；㍊謝感恩・∵ご1
　マグネシウムイオン（Mg’り．．．

アニオン　．

　クロールイ才’ン（C1’｝＿＿．．．＿

　糠酸イオン（SO♂）．．．．，．．．．．．．一．

　七ド・ロ炭酸イオンIECO8’）．．．

　珪酸（メタ）’（三12Sio3）∴．．・．．鱒．・．

泉・

　地㌔¢9群馬縣利根郡東村大字大揚字新亭
　者　　東京衛生試験所（明漕三十五年）　　．，　・

肌轄醜楽楽三門齢呈スレト毛瀞レパ
　比重1，00t⊃（13。》　　　　　・　　　　　　41，7。　　　　．　’・　　．．　、．　　．f・’ｴ泉温度

　　　…　．．球　，育．∴㌶．．．19．．覧．一．1☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　，約　0，61グ，ム（一●熊曾ク『ラム中）

グラム　1　奪ヲモール

0，0037　　　0，0945

0ユ671　　　　7924995

0ρ25〈も　　　0，6334

0，0005　　　　0，0205

§，グラム

　　．量
0，0945

7，2磁5

1，2668

0。0410

0，1656　　　　4，671些

0，1567　　　1，6313

0．0437　　0，7163

8，6518

4，671φ

3，9626

0．7163

　　　　　　　　　　　　　　　　0，5627　　工5，0169　　　8，6503
　　　　　　　　　　　　　　　『’0，0707

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6334p　　　　唖

　　魏享毅緬総台臨イオン，・ヒ1礪醗

籔表薦9謙鵡繍i編牽弊）・

カチオン

　　ク冒・一ル・カリウ凸（KC1）＿＿。．二．軸弱．1．晶．．∵

　　クロール・チ塾リウ．ム（NaC1｝　∴．．．．．三．．‘。．．．㍗ピ

　硫酸・｝ポトリウゐ’（Xa2SO4）　∴．．．．．．．．．．．　．．◎．．．「

　重炭酸ナトリウム（Ka二日［CO3）；。．。．．‘．・…．．．…

〆　嘉酸カルチウム｛σ畠SO4｝＿＿．＿∴．＿．＿＿。、

　’硫酸マグネシウa，（MgSO昏）．．，．．」．．．．∴．∴．＝．．暁

’珪醐メタ）（E・SiO・）・。・・。・…・・叫一・∵・∴．’

　　　　　　　　　、．’　　　　一　　　　　　’096334・
　　幽、　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔．．P『●．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　・㌧　．　　　　▼o　’

　　　入長岡鍍泉
詫　地　　蘇馬螺新田署K強戸付大字西長岡　　・’

析考　　　　東京衛生試験所（明治二十一年）’

比高興識鷺山硫化糠贈シ1アルカ群三四
　　原泉温度　　18，5。

　　　　　　　　　　成　　・分　　　　・『・：

　．グ，ム・

　0，0070　’

ｹ0，2678・

0，1391

’0，0602－

　0，0860．

　0，0026

　0，0707

息

」

所
分
性

ケ　固形物纏量　・約ρβ9グ弘（一ク暁｝．ル中）

・僧濃（委総磁簸裏ラ鋤

カリウゐイオン（K3｝＿＿＿．こご’

ナレリウムィオン。了1の．．＿．
カ，レチウゐ4牙こソ（Ca”）」．．＿．

マゲネシウムィ才ン（斑g’●）．。．

フニ～レηイオ．冴（Feつ，＿，・．．r＿

：アニオン　’」．’　覧
　クロ」ルオ髄オ・レ（cr）＿＿．∴．．．

　硫酸イオン（SO4つ＿＿＿．＿．
　．と湖月炭酸イオン‘HCO3り・．．．

グヲ』乏

0，0323
0，26喚8、

0，0279
0，0032「

0，0056

　’㍉　　、「　」

0，1064

0，0700

0．5925

　　　　ヨ，グヲムミy毛一〃
　　　　嘗　　　髭
O，8250　　　　0，8250

11，4S80　　　11，48SO

O，6957馳 @憐1，3914
0，1314，　　90，2628

0，1002’　　0，20（》4，　＼

3，0014
0，7287、

9，7ユ14

1，1027　　　25，6S18　　　14r，1702

0．0974

1，2001

0，0040　鱒．（㌧0909

1，2041

ヒドη燐酸イオン及硫化水、・

．．　　多・．

塵類表（瑠9萎祭磁；緬舷雲次）・

ヨ彗≡酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．，1．．∴．

遊離炭酸（CO2）’，．．＿＿．．＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’グラム
　　　　　　ク．貢一ルヵリウム（KCI）．∴．．＿＿．＿∴＿．．．　0，056る

　　　　　　クロールナトリウ為（NaC1｝＿＿＿＿．．．＿　0，13i49

　　　　　硫酸カリウム（K2SO4）．．．＿．」．．．．；．。．．．．．．；．。．．’ro，0059

　　　　　重炭酸才トリウム（地Hco3）・一・∵・………90・7775

16，1676．　硫酸カルチウム｛CaSO‘）…＿…．．i∴＿＿．．．　0，094γ

　　　　　重炭酸マグネシウム［Llg（HCO3）2］，＿．．。0，0190’
3，0014p　　　　藪酸重三牝鐵［Fe（11CO3）2］．．．．る．，．．ご．．．。ρ．，．　　0，Q178

み彊珪酸（・・）（E・S…｝一一…＿一…α・9・・

　　　　　　　　　　　一　　．・　．』．　　　　　．　　’　1，200｝
　　　　．ン、遊離炭酸（CO2），」＿＿．．．＿＿＿．．＿＿．．．．．．0，00釦

　　　　　　」　　．　・∴・・・　…　　　　　層『　’1，206旦

・；其他 アルミ昌ウゐイオン，
素ノ各痕跡

畠4 Vα　茜’



馬

■

所

論

性

在地
析者
　　状

湯 ノ

●

入鑛．泉

，

’（．冷）

群馬縣山田郡緬岡吋大宇淺原三三ノ入六百十二番地

横濱衛生試臓所（明治二十六年）

冶ト縞織諦テ嚇ヲ穂殿ハ徴弱ア渤リ性畷ス

●・　成　ジ分．、1’・一㌧馬，
ﾅ形物挽量　　約　8，49グ，ム（一千グラム中）

イオシ表（本蹟水一千ゲラム中二舎宥スル各成分及芙二次ノ如シ）』

カチオン　、1　　．，＝　　’
・カリ●E凸《搾（Kl》・一・こ・・

，手｝リウ．ム材ジ（糊・・一・1

　カやチウ凸イb．オ’ン（C5。’）………

’マグネシウムィ才ン（Mg’b）・一

7ニオン
！ロー画オン（Cr）＿＿……

uドロ洪酸イオン但COガ）…

グ，ム　覧，唖ψ畳ヤグ，虚，

010777　・　1，9847　　　　1，98●7

392ら～2　　14く），9197・　140，9197

0，0909　　．2，2668　　　4P15336

0，0207　　　　0，8も9S　　　　1．6996

ユ49，ユ37e

3β923　　iO9，7969　　109，7969

2，」LOD5　　　89．3460　　　39，3・』60

　　　　　　　　　　　　　　997303　　295，塞639　　149，1る29

毬酸（メタXH2Sio8）．＿．．＿．＿。．　　0，24r480　　　　　　　・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　9，9751　　　　、

黄他　リチウ凸，フ呂ル”，マンガムアルミニウ凸．硝酸，

　　・　プ”一ゐ，ヨード及uドロ燐酸各イオ・ン並；有機物

　　　．．’ノ痕跡　　　　　　　　　　　　・　．

●

籔表．（本引出ハ藍色成昌於テー千’グテム中次ノ．成分ヲ含宥スル溶液二概晶相當ス）・’

クロールカ9ウム（KC1）山．∴．＿。．．。L．．鱒r．．9

クロールナトリウゐ（翫（コ）＿．．＿＿．＿：・．

重炭酸ナトリウゐ〔y島ECO8》＿＿．．＿，＿．．

■炭酸カルチウ為［Ca（耳008｝」】，．＿．．．三。．．．．，

1【炭酸マグネシウ轟　〔Lfg（HOO、）讐1　．，．，．．．．．

珪酸（メタ）（Eコ8iOs）＿＿．＿＿＿＿＿＿．．，

　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　し

●

　ダ，A
O，1嶋0

6，30目し

．2．783乳　　　　’

0β670

0，工242

0，2“8　．

o

9，9751

．ゆ

．｝

所在
分析
性

　　徳G．宿．鑛　泉（冷）．．　・
地　　羨門縣鹿晶器臨閉村大字懲宿

者　　東京衛生試瞼：所く明泊二十丸年》

　　無色清む陵艶頻』ナク微昌繊性敦敷味ヲ禦ヒ反璽窪ハ弱アルカリ性，徴ス、

　　　　　　　成　　・分

　　閲到彦4箋8』匪ヒ量　　 約、　o，38グ，ム（r一のリート3し中）

イオン表（本鰻水一リートル中畠含宥スル各成分及茎量次ノ顛レ）

カチオン

　ナトリウムィ才ン樋ボ）．．．…．

カルチウムイ才ン仰●’）一…

　マゾヰシウムイ才ン餌9’り．
　フエルロイ才ン（Fe”）∴．＿．．．

　ア’しミ昌ウ』bイオ9ン（ムlg”｝．●．．

　　ダ，ゐ　　巳，崎一乃

．♂　　0．021）5　　、　0，889ら

．．　　0．0254「　　　0，6334・

．．　　0，0135　　　0，55・ゐ1

．．　　0，04「19　　　0，7495

．．　．0，0029　　　0，夏070

亀，グ，ム

面　　量
OI889山

1，2668

1，10S2

1．4990

0032ユ0

　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　・　　5，08紬
アニオン

　ク臼一ルイオ・ン（C1’）＿．．＿．。．．，　0，0281　　0，7926　　0，7926

とド・炭顛イオン（HCOの…q2616概2878概287S
　　　　　　　　　　　　　　O，3939　　　8，0138　　　5，080ら
　珪酸（メタX】ヨ【乙Sio8）．。・。。．．．．．．．．．．　　0，0935

　　　　　　　　　　　　　　094874
　迦i離炭酸（CO2）．．．．．．．．．．．．。．．．。．．．9　　0，0352。。．．鱒0．8000

　　　　　　　　　　　　　　0，5226・
　三三　カリウ凸，ク’質一ル，硫酸及ヒドロ燐酸ノ各イオン

　　　　　痕跡

●

鵬概野鶏灘聯’淵源雲次）

　クロールナトリウ凸（ぎαCll＿．．＿＿＿＿．，

書炭酸ナ←リウム（苫a耳CO8）………・。．。．？．．．

翻し炭酸カルチウム［C旦（acO3｝」。・・…＿＿＿

1回嵌薩碧マグネシウム［1虹9（B：C（㌧）』．＿＿．．．．。

．重炭頁整亜酸fヒ鐵［F亀（ECO3ル］．＿．．＿＿…．＿

　ク聖旨》Lアルミ昌ウあ（組CIJ……・・：……
珪酸（メタ，（耳＝Siqヒ》．．．，．鱒．σ＿．．．．．●∴．．．．。．．．．．

グ，A

O，0279

0，03’を7．

0，1027

0，0810

0，1335

0・Q1覗

0，0935

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4S74
遊離炭酸（CO2）＿＿＿．．。．＿？。＿＿，．．．。　0．0352

　　　　　　　　　　　　　　・圏・ド　　　0，5226

‘

r7喜一

8



●

9

力手オン　・馳　　・・

　方リウムィ才y（K》・・＿＿＿
　デトリ’ウ義イ才シ（x＆’）＿。．

　ア奇遷＝ウムイオ・ン‘冊ボ》＿

　カル手ウムィオン（Ca一）＿＿

；㌘認＃謎1聖：！：＝

アニオン　・
　ク・一耐オン（cr）．．ご＿．．．
　囎イオ・ンくSO4’｝，．．・．．．，。・∴・

　ヒド冒炭酸イオン（HCOの…

　戯（メタ）（E葛Sio3｝…。・9…　。謄

』巴
響

　　鑛， ．泉

　　．　　　’所在地　　茨城縣鹿島郡巴吋天字解1澗　∵　　’．・　．．幽．

　　　　　　　分析者．．東京衛生試験所（明治四十四年）　　．．7．・’
　　　　．．・性’厭・殆ト無色清澄ニシテ三二鍼味ア思慮ハ弱アルカリ性ヲ徴ズ

　　　　　　　　　　　比　一重’　1ρ0ユ2（21σ）　　．　　　　．．”
　　．．　’8、原泉準度『』21∵．ぐ．，．∴一．・∵∵・：：ll・・．＿．、，　、．

・　　　一　　　1∴．’域：一’．分’．’［．∵．、・．・，．，い．1・∵．1：∴．・・

　　　　　　　　　　　　　三三蛭約．．a3吻・（一千ゲラ≦中）　　　　へ・∵

・侃ン刻甥高議磁実テ鋤・　鵬表．（瑠9灘職瑠白総、
．グラム　　．§ツ二一ル・　対話グヲ皇・1

0，03707　　　　0，9重687　　り，946S7

1搬；鰯難
0．06191　　2，54，1生6　　5，08292

α00塑40脚00．qo8000
　　　　　　　　54β5234．

乙；購雪；欝4慧：塁9諺

0，21312　　．3，69320　　　3，49320．

3，27653　103ρ5225　　54，35238

0．065弱．

・旧離炭酸｛CO2ン・…・・……；鈷…

其他　　砺酸少量．

　ぴ

　　　　　　七・ツ’井戸．

所在地　　千葉縣長生実入積村大字七ツ井戸
．分5析者　　東京衛生試適厨．（明泊三十一年》．

性　　　慨是．　淡焚色清澄呂一シテ異臭ナク戯味ヲ膚シ」ブ・ルカリ性反応ヲ徴ス

　　　　　’よ・．　．成　．分’．．・．．．．‘’．、㌃・∴．1’∵…

　　　　’　固形物緯量　・’約㌍；σ量グラム｛一リ価ト’「中）’　．・

イオン表’
i本州水一リートル中二含有スル各成分及其三次λ如シ）

カチオン　　　　　　　　　　　　．グヲあ　　羅，四一ル
　ヵリゥムィォ・ン’（K・）．。．．．．6．○．．5　　0，ユ464　　　．3；7395

　ナレリゥ凸，イォ・ンeτaっ．軸＿．，．．5β817．24巳6，49唾0

　ヵルチゥゐイォ・ン（C甜’）．．．騨r　O，0778　　　1，94団D1

　マゲネシウムィ才ン（班9’，＿　　　　　　　　　　　　　　0，2059　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，4524

．アニ1零ン

　クロールイオン（Cl’）島。…．……

　ヨr・ドィオンσり＿＿＿．．……・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3），・・

電リグヲム

富　　童
　3b7395
246，4940

　3，8802
16，90娼

’271，0185

9，2053　，259，6982．259、6982
0，0476　　　0，3749　　　0，37宙9

0．6676　　　10，9425　　10，942δ

　　　　　　　　　　　　　16，0333　531，6416　271，0156
珪酸（メタXH2Sio塾）＿＿＿．．＿．　0ρ701

　　　　　　　　　　　　「占，1034『
遊離炭酸（CO2）…＿．＿．．．∴．＿・定量セス

其他　　7ム毛ニウム，プローム，硝酸及bドロ燐酸ノ各イ・・
　．　　才ン並有機物ノ痕跡

　．’・　　．・・．・，’．　箪　．　9．・”1『．．．：グ弘’．

ク・7勘力ゆウム’ iK（垣）∴＿．．．」三‘＿＿．∵o，0706ら

；訂：1；こ嵩繋憲δ1；：：：：1：：：＝：：＝：・誰糊…

　繊’ナト　リウム　　（Xa聲SO4）．．．．．．・．．．．．．．韓・榊．●　0．04903

繊ヵルチウム・（C8SOの…㌣・…ご・……・1…ゼq再2878．

繍酸マグネシウム（駈gSO4）」．．＿＿∴．。；．．∴の．0，10033．

・灘量静態マ孟即戦ll誓：：：1：：：：：：：二9羅

　珪酸（メタ）（】ヨ』Sio3）＿．．．．．．。g。＿。．．。．．．．．＿．．0，06544

　　　　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　　．　．　’・3，34193．

滋離炭酸（oo，》。．∴＿∴．．．」＿∴．．；ら＿∴らqo2135．

鑛．’泉㈲．　．1．．－［，、、

盤藤（李欝9蓉無血隠隠豊町次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　．
ク冒一ルカリウム（KC1）．．．．．．．．。．＿二＿噌…　　0，2789「

クロールナト　リウ」』，　隻感「aCl｝　．．．．帥．輔∴．。・．鱒●L13，7539

雪銅■ド→blリリゥム（掴「aJ）．。。∴．．．●．．．．1．．静D．．．∴　　0，0563　．

重炭：酸ナ幣リウム（yaH：CO3）・・・・・・・…　ρ・…・。・　　’⑤・9196．．

クロールカルチウゐIC島C12）．．轟闘＿＿も＿．。0，舞5ら

クロー・』マゲネシウム（：Mgαり．．．．，…・∴．＿’0β0畠2

ヨ望…酸（メ　タXH：2SiQ3｝．．．．鱒，．、．．．．．．．・．．・。．5●・●。．的　　　0，0701’．

　　　　　　　　　　　　’！』’．．．．　　・．’16，103も
　　　　　o　　　　　　　　　　　．　　・’

　　　　　　　　　る　　．・『　・　．　　　’　．　　　．F

一　72　一

5

2「



ぞ

’．公

所　在　地

分析者
性　　　状

李．．1鑛、

　　　　コ千葉縣山武郡公卒甘’・．

東京衛生試三所（明治二r卜九年》

泉（冷）

禍色泣明ニシデ田臭ナク味禰戯クシテ面向ヲ帯ヒ反両州珊

　　アん剛性村

・． @・・“’」成 ．会

，・
ﾞ形物論溝：　約　7・鱒グ，あ（一千グラあ中）

船型鯉編総裏ラ鋤
・カチオン

　”リウ』」イオン（K’｝．．＿．．．．＿

　かトサウムイオン（Xポ）．．．・＿

曽　マノネシ’ウムイオ・ン（ユ19●’｝　．．．

フニオン
　ク切一三イオン．｛er｝……＿．・．

　』ドロ炭醸イオン（HCOの＿

ダ，ム

0，0953

2，5953

0，0552

電，智一ル壱，グ，虚

　2．4342唱　2，43ら2

112659もゐ　　1」12。5966

　a2β80　’45320
119．5606・

2，S辱ら8　　　90，2る82　　　80，2らS2

2，4004　　39．3らる・各　　39，S嚇ゐ

　　　　　　　　　7，9910　236β872

　　　　　　　　　00臼75

　　　　　　　　　8，0585
　　　　　　　　　　　　　　　0ヒドロ燐酸イオン及礪酸ノ各鋤
　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　・

　　　　∴’ポ

　　　　　　　　　　　　「
　　　　　警．．．　．『’　㌧・　’．　　　｝
　　‘寧．

　　　　　　　　　　　成

119，5926

、

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢ
鯛表（本鑛永ハ句集成二於ツ’一」・『・グラゐ中押！庫分？舎有スル瀟雨晒概晦相宿ス）・．

’ク胃一．ルカリウム（Kα）＿．＿．．＿．二．＿＿．

クロールナトリウ凸（買a◎1）＿＿．．，，．。，．…．．．．

■炭酸＋㍗リウム（XaECO3｝．．＿．．．．．．o＿．

重炭酸マグネシウム　　［Mg（HC（⊃ゆ撃1．．，．．，，．．

理醗（メタ）（E2Sio8）鴨．．．．。．．．．．；；．．．．嘲，…。ご．ひ．鱒

謹酸（メタ）‘日㌧SiO8｝9鱒，．．，㈹．．．

芙　他

’

東

■

．、

鑛
千二四山武部三四1町回藏院三内

束：京衛生試験研（明泊三十一年｝

、泉　（冷）

，ダツム

0，1815

495522

2，9259

0、33U

O，0675

9

¢

8，0585

．　所：雀．地

　分析者
　性　　二 三黄色泣明昌シヲ’微昌餓瞭ヲ有シ弱アルカリ性反懸，扱ス

　　　　　成　分．．・　．1’
　　　　　　　　　　　　　　　　●　　馳

価形物回忌　　約4β3グ弘（一｛Lゲ，ム申）

僧ン表（甥翻磁裏ラ鋤
カチオン　　　　　　　　　　　〃ム．　竃，簡一ル

　カリウムイオン（K’｝＿。．＿．＿0，0805　亀0稲臼

　r卜卜9ウム’イオン（N島’）∴．．？噌．響●　　1ワ3136　　56，9S92

　カゐチウムイ才ン（C5つ＿＿．．。　0，2177　・5，燗9
　　　　　　　　　　　　　　　　・甲ノネレウムイオ・ン1】皿9の。）　囲．　　0，1853　．　7β274

　7鴇ル腐イオン（Fe．’）．．＿・．．．＿0ρ0呪　Oρ733

7彊＝オン　　　　　　　　・○
　ク”一ルイ才ン（cr》．＿．．．。恥∴　　2，614，7

　ヒドロ炭酸イオン（E【COの騨。　0，704p9

覧，グ，ム

㌦06君

56，9892

10β578

15．25“

0，1粥6

85，3126

73，757ら　　73，757L

ll15533　　　11．5538

157，4942　　　S5，3112

盟類表〔耀欝響監籠＝鰯引摺）

クロ・学出カリチウム（K：C1》・…・・四一・・，鱒…

クロールナトリウムPτaCl）…9あ＿痴＿．

クロー4rカルチウム（C5C12）四。。鯉＿ゐ⑳o…

クロールマゲネシウム（肛gC1ρ＿．・．，，〃，．…・

1回し炭：酸ヤグネシウ』・［Mg（HCOゴ』1．，，，，．，ひ．．，，

重炭酸亜酸化戯〔Fe（且CO3）零1…．．＿．．，，，＿，

珪酸（メタ）（1工3Sio3）・。…　。．．・．．．．．．σ…，9，岬，，，…

　　　　　　　　■

5．12ユ6

0，0623

グ，ム

軌1溺0

3，8340

0，⑤02曲

。．1833

098349

0，0130

0，0623

5ユ839

七三（メタXH讐SiO3）＿＿．．・…＿

芙他　　アゐミニウ』・イオン

5，1S39

鋤 ，　　”，

．騨一
@　73　　ρ慶・

●

．）



’．

一ド

所在地．
分析者，
性・　状
　　．∴地、

　　　　イや表（墨引湯川鹸ラ鋤
・カヂオン
　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
　；ケ」リ』ウまbこぞ’＝オ●ン　（K，）弓鱒●■．晶り；6；

　　　　　　　　　　　　　　　0．0896
　．＋トリウ轟イオン（篤aり＿‘．．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　3，08S7
　カルチウ轟イオン（σ昂●？）．．，．ら，．？・0，0881

　ヅ外船舛ン（Mぎ1）∵qo472
；アニオン　’9』．’・．』．’1・　　　、

　　　　　　　　　　　　もζ三野霧二丁：ll：：：・ll婁9i匿・盤19夢1

鋤：メタ）（恥SiO、）＿＿．．．，．．．

　遊離炭酸（CO2》＿．∴．．＿．＿∴．．．

　茎　他

嗣勘緬　舶島60η』（二1．一トル中）1．1

・癒ζ彊鍮・
134，0000・134，，0000
　2，1960　・　　4，3920・’

　1，9372　　　3，87磁

　　　　　　　　　895565　　2S4㌧990も　　144，5737’

　　　　　　　　　0，0818　　　　　　　　　』

　　　　　　　　　8，6383
　　　　　　　　　軽羅’も●繍9／．1．’

講寵識確識鰯縫1苑・一

瞬琴，（李翻灘意趣講魂畿吹メ

∫

1　・

1　　ナ回ウ酬わ（X5・）＿＿．．．0，4≧8818，6030

1　　ζ嬬誹；野諭：ご「1βlll　l：雛

1　．溜ン・，　・、ノヤ　’
’　　　　　，　．　　　　ク”飼騨ルβイオン（σ】つ軸○・。義●。・・。　．0，55go　　r　15，7687

｛

毫

；固
｛．’

ト

　　所’雀地

　r分析者，．、．．性　　状

　　　　　　比．

柿　和
　千葉懸夷隅郡融和田付・

’lll灘欝鵡騨素癖『・
・…．．・成　・‘：分ll：．∫1．．．

彫物聴’約．】・25伊（一千卵ム中）

　　　　　　二一ル…ウ。（k61）∴、」．ゴ．∴∴∵，。玄茜

　　　　　　夘多軸鴎弧侮C1）．．．．．．＿、＿．1．．二．。’気83b2・

　　　　　　クロ鞘ルマグネシウム（丑fgC1聖｝．．．＿，．高：．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’o，1748・

耀『 ｶ欝欝1三ll三脚

電，グラム

雷　　量
0，蝸7引

ユ8，6q30・

o，？232

0，8796、

20，6730

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工5，7687
と繊酸材ン（Ecoゴ）……こ攣L塑L塑…

　　　　　　　　　　　　　　1，330d』　．40，5垂2】，　　20，6712
珪酸（メタXE2Sio3）．．軸．．．．．，．．．．．　・0，0765

　　　　　　　　　　　　　　ユ94069
遊繊酸（σ0、》…＿＿＿9＿・．．噛

ｿ1・・2＿＿既3682

　　　　　　　　　　　　　　1951U

．魏；癖叡翻繍鵡麟酸及・・

ゴ’

ﾙ表（礪套9歯舞滋叢編壼婁次♪
　　　　　　　　　　ゆ
ク…・・． ｲウ・． iゆ＿．∴．．∴

ク．ロール＋．トリウム（yaC1）．∴＿。＿

重炭酸ナトリウム’（NaHCO3）．．．．．．．

重炭酸㍗ルチウゐ〔Ca〈HCO3）2］＿．

重炭酸マ塀シウム．餌9（HC（・8）」．

叢課：i：：：：：：：二：：！：二

　　脅’一．．・馳．，’』1’．

1∴．

曜∴．

●，　　，ゴr

6●・06■

・　●　O　o　色　■

：i：二

航　．

∴し，’ 逸_
隔響し．ら　’　0，8｛553・

．．．軸　・’0，2772

鱒．；．．　　0，0585・

．。＿．0，0台蛤

：二羅

～．． ｻ1

一　74　＿
Q



／．

卜

’一　，

ρ・　　　　㌦巳　・

　　　所

’　　分
　　噛，
　　　性

在　地

析　者

　　状

　　比

幽 魂 鑛 ．泉

千葉縣夷隅郡四畑吋大宇彌喜用　　　・　　㌧．ド・

東京衛生試載所（明治二十二年》

澄明ニシテ微二禍色ヲ帝ヒ異臭床→・久アルカリ性反塵ヲ徽ス

1重．1．OO伽（15。）．，　　　　．　　．　・　　’‘．

　　　　　成・ 分
固形物酌量　　約　1，！5グラム（一ウ』｝ル中）

イオン表1 i鰻茂券裁鹸ラ鋤
カチオン　　’　　、
　，カリウゐイ：3！ン（K’）…………

　ナトリウあイオン《N醇・・……

　カルチウ凸イオン・（Cざう．．．6…

　マ〆ネセウムィ才ン（晩”）…

〃ム，職，勉一ル　曇，グ，皇’

0，0224　　　　0，5723　　　　0，572当

0，3922　　．17，010S，　17，0108

0，0196　　　．0，4888’　　O．9776

0，0078　　　σ；3⇒02　　　0β4〔｝ゐ

73オン　　　　　’1、．
　〃質「・〃イオン（cr》＿・・；．．．＿　α糾71

　ぽ“口」炭酸イ’オン（ECOぎ）　．．。　　0．5739

ユ992010．

9，7912　　　9，7912

9．4067　　9．4067

．盤嫌（本加水ハ其纂成二於，一リートル中次ノ戒分ヲ含有スル両面昌概略論旨ス）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グヲあ
ク9一ル’ Jリラム（KCI）＿．＿∴而．．ポ．＿＿．♂　qO姐7

ク・一’・ナトリ． EdX・α｝…1∵・…一…O15393
コ匡渉と酸テ・》リウ．轟（脳「巳且cog鴨．・．。．．．．．．．．．．．・　　O，6552

重炭酸ヵルチゥム〔Ca（且CO山1＿．．＿．＿．：’0．0793・

重炭酸マグネシウム［Mg｛HCO8｝2】．＿＿＿。．　0，0465

珪酸（メタ）（且2Sio8）　．．＿鱒。．．。．．．．．．．．．．＿．．　　0，068S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1．4318・

　　　　　　　　　　　　　　1，3630　　　37，5899　　　19，197σ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　線酸（メタ）‘】i12Sio8）．ρ．．鱒．，．＿　　0，0688　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　・　　　　　　　　　　　1，ら318

醤　他・フニル馬アルミ昌ウ＾及競酸ノ各イ2ン痕跡

　　　　　σ　　4，1．　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　u「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

●

ゴ

所
・分

性

在　地

析者
　　眠

西 畑 鑛
千葉縣夷隅三四畑付

．東京衛生回報所（明漕二十八年）

泉（冷）

演」毛色湿明昌シテ異臭ナク微二三味ヲ有シ反感ハ弱アルカ

’リ性，徴ス

　　　　　成　　　分

固形物纏量

　　　　　　　　サィオ識（癸鷺辰骸簸裏ラ鋤
カチ…rン　　　　　　　　　　ダ，あ，

　カリゥムィォ・ン（Kう＿＿＿。…　OlO27’｛y

　・炉トリウムィオ・ン（】ド創）………．0・9042

　カルチウ．ムイ才ン（C凸●’）…．，・0，0143・

　マグネ5「ウムイオ◎ン（皿g．う　．．●，　0，0L29

アニオン　　　　　　　・

　ク質一ルイオン（Cr）…．．＿．＿1，0570

　勘ド冒炭酸イオ・ン（HCOの＿　0・7262

題ワ愚一ル

0，7126

39，2277

0，3566

0，5296

約　　2，製9グラム（」一リート’レ中）

　　　　　鱗表e聡麟婆職＝蔽儲実勾
隔，グラム
雷　　　澄
0，7126．

39，2277

0，7132

1，0592

41，7127

2918166　　29．8166

11．9029　　　11．9029

　　　　　　　　　　　　　　2，7425　　＆215甜0　　41，7195

珪酸（メタ）但郵to巳》＿＿＿．．　OlO58凸　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　2．8009

芙他　ア凸毛昌ウムィ才ン，bドロ燐酸イオン及有機物
　　　　　ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グジム
ク冒●喝ル．カ　リウ’ム　（KCユ》．．。…　、．．。。．。●●．一●．●．．．　　O，0531

ク冒一ルナトリウム藍玉aC重D㌔・軸…韓繭……　．1，6⑤OS

重炭酸ナトリウ・ム（XaHCOΩ＿・＿・・・……・・「0，9U2

クロールヵルチウ，ム（C巳Cl＝）．．．＿＿。。．＿＿　0，03971

】IL炭酸マグネシウゐ［M9｛HCO立）2】・・「…・兜・…　　．0・0777

週…酸（メタ）（H鷺SiO註）・・・…　鴨・6・…　，・・。．。．．●●．．．雪。・　　0，05＆ゐ

　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　2，8009

　　　　　　　　　　　・・　　．．．∴1「｝≒．

一’

’

’

●
●

角

’亀 ■「

’



曾　．

　　　　　　　一．．．，　．．所　在　地
　　　　　　　　　　　　　分析．i巻
　　　　．．・1．1・．、、．．’．．1、．性　　状

『．
ﾅ．

D．． D．

D．
囀�黶D、．．． ｲ一比．

・二：忌．．可1．．三㌃．1．1．子．．，

　　　　　’イオン嚢急熱碁斌嫉ラ鋤・

　カチオン、．、　　．．．．　・　グヲ＾　毫・，モール
　』　水棄イ「1ま」y（瑠：’⊃．：＿，＿．＿．．．電．．ら．噂6　．0，0205．．20，2970

　　カリウムィ才y（K’，＿∴＿＿．．’．0，0833　　2，1279
　　ナ．・トリゥムィォrン（】罫εr｝殉．鴨一L．　　1β330　　　53，4924

　　カルチウムイオン．（Caノう．＿＿．．0，020工　0，50姶
　　．マグネシ・ウムィ矛ン　ζ滋工g「う　．騨　　060｛」96　　．　gρ36真

　　フェ珍”イオン（Fe’う．．」＿．．＿o，G329・o；鰯

　　7ル荘艶㌣！轡『「．、？ll塑㈱

　アニオン　”．．．．ン
　．一　クロールイオ’ン’1（Cr）辱g；響三．．．二．・　　126688　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47，◎748．
　　三下イォ陰ン（ミ0｛っ璽＿・冒・．．●．．＿．．辱．L　2」螂7　　　25，6787

冠’．・・．1＼翌「・．．・這㌧1．．．1ξ1．∵．

潜置聞’．． i．∵泉㈲一． P

慧縫簸霧懇鰹逡四百二＋五三
『蜜日贈繰臭r数ヂ麟難＾奪呈両両．

　1・「’成’一・・．分．’・・て∵．べ‘i　　　　”

彫物鍾．’．．射‘ Fグ；。（デリ＝｝ル中∫．．ll’

ミ，グラム
雷　　　童
20，2970
261279

53，9壬2歪

1，0026噛

4ρ7塑
’1，1992

16，％07

984些20
　P

47ρ743
51β574

季

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム・・．
ク軍r－」㌃→。トη’ウム（Nla・C1）．＿二軸∴。の，噂鳳二6．」Z，翫3窪9詫

硫酸：カ・リウ・ムてK至SO｛）し∴二＿．一＿＿二」＿榊品7一．．「◎，1856．．

硫酸ラ・トリウム｛∫a2SO4）　こ幽禽＿．．竪句砿．二．禽誌　　！1，398｛｝　．．

硫酸ヵルチウム．（CaSO4）＿．．＝＿．．．＿“．．＿．．．0，｛渉6SO．唖

　　　ロ硫酸マゲネシウらム・〈】｝工gSO垂｝」・・3・・9へ∴｝G＿．；．　・0，245壬．

硫酸亜酸化鐵（FeSO‘》．．二＿．．．．＿．＿＿∴＿．．0，0393

磯アルミ誘三三寧Q・）・玉三一・ζ・・…・…・．曜90・

遊離盤｛宜d1）1一∵……・一日・や唖姻1旦
珪酸｛メタ1〈郎至63，＿．1一．＿＿、．．漏＿；．．・α0922

　　　　　　’　　　　　　．ピ　＝鴫1書曾、

＼穿ll＼1豪滋lll

　　　泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．『．　　ぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ

塵織． ?ﾑ鯉盤繍名実突）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

珪酸（メタ｝く王気Sio～｝．．．．．．、．．．。．

．5，72ユ7

0，0922

157，2蓋37　　9こf，壬322

　　　　　　　　　　　　　　　5，8139
　其　他・　ヒドロ燐酸イオン痕跡、並茄死野飼少：量：

・　　　　　．．．・．二：・∵．．．．ll．∵r．〔．∴．1

　　　　　　　　　　　　　　∫長’・須

　　性．　状1

・　　　　：比、

P．

．賀．．鑛

・㌶雰霧馨慧籠二二鴇鰹聾）　．．・．　．

　　　　　　　　　睾
　　　　　　　　　　　　　固形物認：肇

づFオ1ン表　（委蓼奪蔑劣長嚢皇婁テ姦牽）

カチオン
　カ墾ウ・ムイ才ン（1ζり’＿＿＿．．．

・ナトリウムィ才ン0τ…y）＿＿，．．

．カルチウム・イナ’ン（CIr）野＿
　ぜネ『亨ム、｛才γ町「〉…．

ア三オン

ζ番；凝暮9紐。。ぎ）

　．澄明ニシテ微！二褐色．ヲ馨ヒ異臭ナク，舅…三山弱アルカ．り性反

．．

`ヲ際画画・．・．．・∫．．顧．・．．き．∫．’．序・

．∴．． S．・成．1．分．ゼ．：、　∫』．．．・ぎ．

グラム

0貰0881，

ユク543

0ユ005
．◎，0215

約　　5，18ダラム（一挙一トル露｛3）

　　　　…ングヲムミリ四一ル
　　　　嘗　　．並
2，2503　　　　2，2503

76｝108函　　　76p10841

2，5052　　．　　5，01243

0，SS26　　　　1，7652

’2‘8550　　　80，5359

0，2803　　　　4，．59茎」弓

85，1363

80，5359
4，59舶

1芯6，b77S　　85，1303

盤類表（囎霧線滋雨糖喪吹γ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グ，み　’
ク‘ロー．ル．カリウ為（KC1｝岬＿．＿．．＿．、鵬．．＿∴o妻！：673

ク”一・｝レナトリウム貸aC1♪＿＿．．＿．．＿＿”4，蜀塑

クrロー3レカ》レチウム．（OaLC正2）．＿寒肥榊．●一曲．．・．　　Q｝0236』

ク，「口r葡＿ルマ『 _ネ§ノゥ、ム　〈］団〔きCI2｝．．．鳴．，噛．鴨．輔．．響　　0」0838

重炭酸カルテ．ウムエCa（H：CO3＞£＿四．＿．漏．．　0β723

珪酸（〆女）、亙』SiO・）；・…・，・……∴1，ゐ・＿軌0695

珪酸（メタ｝（EヒSio冠》，冒．曳．．。　．．．

．5，（脚

0，0675

遊離炭酸｛co＝）

5，157蝕　　　　　　．

0，1058．．＿2，5ケ72

　　　　　－．．．、　　　㌧　　．1．．．葛，監67警
遊離炭酸（CO雲）＿．．＿＿．＿‘＿。＿；．．．」∠．．」∴0’1058

　　　　　　　　　　　　　　　5，2730　．
ピ． ｴ他　　フェル財オン及アルミニウムィ才ン少量並硫酸
　　　　　　∫μン声『噛酸イ．オン・回覧有磯物各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　76　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署

．52730．



9

州　’原　・・三 二・（冷）

騎碧綴雛購低回範鴇百翻．一　1
　　　　　　微二1国｝蜀シ駒鱒亟ノ異項』ト戯味ヲ有“南庭慮ハ弱アA・カリ・性ヲ徴ス・性　　状
　　　　　． 　・　成　　．分　　　　　’・　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　，　　　’　　　　　　　，

固形物緯量．、約．β，SSグラム（一千．ダラム中）・

イ濠ン毒鰹奪這雰嶽嫉テ鋤

カチオン’
　ガリウムィ才ン（K’｝…………
　乎トリウ」」イ・オ●ン．（き1日ド）…

。・．・鱒

　カルチウムィ求ン（C呂’●）……

　マヅネシウムィ才ン（Mg。●）　…

　7ニル0イオン（Fe“）…………

・〃凸　竃，竜一ル曇，グ，孟

0，0651　　　1，6628　　　　1β62δ

2っ3742　　】LO3，0022　　103，0022

0，1638　　　410848　　　8，1696

0，0512　　　2，1018　　　4，2036

0，0010．　　0，0180　　　0．0360

工17，07紹

アニオン

㌫鰯；91鹸ジ：：：灘’1羅111：羅
　　　　　　　　　　　　　　　6，9銘0　　227．9・も38　　117，07「42

．珪酸（メタ）（E・Sio・）……・…・・0・㏄22

　　　　　　　　　　　　　’　710203　　　．　　，、

　遊鰍酸（CO，），．・＿……一・0・11粥…・・2，6045

　　　　　　　　　　　　　　．7．1348
　　　　　　リチウム，マゲネシウム，アルミ昌・ウム・ブローム・　奥他　　　　．　響一ド．謂酸及ヒドロ鱗酸ノ各イオン・礪酸堕有機

　　　　　　物ノ痕跡・

聾琴’ I騨繋磁叢出雲次）
　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　グヲゐ
クロールカリヴム（KC1）……・……・…・…：・・．IL　1蹴0・

クロール＋トリウム　（yα，C1）　．；．＿．．．＿．．．＿．　　6，0259・

クロールカルチウ・ム（σaCh｝．。。．．．。．．．．．＿．．。　0講461

クロールマゲネシウム（MgC1弘．＿＿＿＿0，2㎜
重炭酸カルチウム〔C旦（Ecqρ馨1＿’．．＿．．．．．．　0，4L92，

置炭一丸酸化鍛［恥（HC9騒｝21＿＿．＿．．∵＿．　0，0020

珪酸‘メタ）（H・Si9・・）一・・一…一……，・・0ρ722

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．0203
遊離炭酸（Cr）＿＿＿＿，＿＿＿．＿＿．＿．．．　0，11始

7，13ら9

■

’ゴ

霧碧
惨　　状

　　’比

．高　・崎　　鑛
　　　　　　　　　の

慧縫臨堺観漿誉

泉

　　　　　　　　　　　五年》
湿i清＝シテ微二三包ヲ帯ヒ債昌硫化ホ素♪臭氣ヲ放チ瞭ヒ
鹸ク反感ハ賜アルカリ性ヲ徴ス　　　　　　　　　　’
■　1・0023ユ．（23。）．

　　　　　成　　　分　　　　　　　　　．

図形物纏量　　約　2，75グ，ム（一千グラム中）

禰シ裟（魏編撫実テ鋤
カチオ》　　　　’

講1驚懸二二i三三

マダネシウゐイか（Mボ）…

7二：なン

　ク”一ルイ才ン（cr）＿………
　統酸イオン（s◎4「’）・・鴨・。・・・…　。・・

　弊ド冒炭酸イ零ン（H：COガ）．…

　　　　の　琶…酸（メタ）（H3Sio5）・…　，・…・…

　遊離環酸（CO讐）……一・・……

グ，ム　・，嶋ゆ曇，グ，皇．

0，0183　　　　0，4676　　　　0，4，67ら

0，9ら7r　．・ゐ1108S9　　　41，08S9

0，03晶　　　　0，S579　　　　1，7158

0，0【95，　　01SOO5，　　1．6010

輪．8731

1，357S’　　38β300幽　38β300
0，0502　　　0，5226　　　1，（図』52

093352　　　5．49・』2’　　5，494レ2

　　　　　　　　　2，7635　　　87，5615　　　44，869↓

　　　　　　　　　0，0701

　　　　　　　　　218336
　　　　　　　　　000739．．．．．．L6796

　　　　　　　　　2，go75
』ドロ燐酸イオン，棚酸及硫化ホ楽ノ各痕跡

　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　一　77

麟表（本鰻永ハ其集成亀於テー千日ラム中夫ノ成分ヲ含有スル溶液昌概略相惚ス）

芙他

　　　　　　　’ゴ

クロールカリゥ為（KC1）＿＿＿鱒＿。＿．

クロールナトリウム（罰a（蹴⊃…………・

重炭酸ナトリウム（こτaH：COg》．＿＿．．．＿

1硫酸カルチウ轟（CaSO弓）L…・…・………

重炭酸カルチウム．［Ca（旺CO8）3】…＿・・…

重炭酸マ〆ネシウゐ〔駈9（HCO3）』．．＿．

珪酸（メタ）（H・串iO3）…一・…一；……

　　　　　　　　　　　　や

　　　・グ，ム
。●・．・　　0，P34S

．．．．．　　2，2151

．．＿　　0，2710

．．．．．　　0蓼0712

。＿　　0．05虹

．．．．．　　0，1173

＿＿，0．0701

遊離炭酸（C（功……．．…．＿＿・．．…一……’

218336

0，0739

．、．’
S．ボ：．

∵聾．」　　　・

　．5．

2，9075

ノ

■ 脅

艮



麟

臨．

㌻

q　．

護

●

實．

‘．

所義理
分析者”
往　　．釈
　　　．比’

、南．． g‘、見：弓

懸醤三三三三＋年）

泉・

殆油色無爵臭坤テ中性反慮ヲ飾
弓　1・02零．．．　　　　．・．9

　　　」成’・．’．会1こ．’．．…

固形物規量　　’約1，40グヲあ幽（一辺一・トル中）’

’・イオ凄．鰹難海二三ラ鋤

　　カチオシ　幽
・，　．カリウゐイ．矛ン（Kl）．’…・……一

　　　ナ回ウムイ．オン（Nぴ）…一・・

　　　カ・ル・チ’ヴムィ才ン（Cざう「＿…

　　　マグネシゥムィ才γ（皿9●●）．…

　　アニオン
　　　クロールぐ才ン（C1’）r…噌・・…

グヲ属・

0，0038

0，齢23’．

．0，0345　．

0ρ10弟

擁三軍ン（SO♂）…一・，・…ド0・0289

竃サモール．壱ワグヲ垂’

0，0971　　　0，0971

19，1SS7　　　19918S7

0，8β03．1脚6
0，4269　　　’0L8538

21渦602

0，7「535　．：．21，2554’　21，2554

　　　　0β009　　　0．6018

　　　　　　　　　　　　　　　1，273L　　．42，1293●　　21β572

　　珪酸（．ノ・タX邸iO・）・…，・1・・…α05S4　　　　、！．

　　　　　　　　　　　　　　　1β318

　　其　他　　フ呂ル冒イ才シ：豪bドロ燐酸イオン各痕跡

衡　・．忌ン．．・．♂7．．　漉　　瀬．

麟豪（盤雰参蓉繁嚥；輪日課次）

雲．

カチオン

　　　　　　．所』在地
　　　　　　』分・析者
　　　　　’注，　釈

　’　　　　　　　　　比’

　　　　　　　　　　　炉固形物纏量

赫ン表（蛾轍謙裏ラ鋤

カリウムイオン（K．）≧…L・…・」・’

ナトリウムイオ・ン（Nεド）・・●り。・。。●，

カルチウムイオ・ン（Caつ’∴9．・…　．

マグネシ・ウムイオ・ン〆（！近9醐）・鱒

アニオシ　　　　　　　　　　’
　ク質一ルイ才ン（C1’）．＿，∴・・．叩

　覇頃舞イオン（SO‘’》…　…。。」・二。。・ρ．

　ヒド冒炭酸イオン．（ECOガ）…

　　　　　　　　　　鐙

．埼玉縣見玉郡若泉付大字渡瀬
ボ東京衛生撃墜所｛明泊二十三年》

三三購磯三二ク蜘シ：デ髄帰
重　耳・o囎（150）．

　　　　　成　’．し分・’・　r∵．’

グヲあ

0β402

4，6379

0蓼1723

0，0674

6，1398
’．

O，6260

’2，3053

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　グヲ義’
・ク画ルカ乃ム（KC1）・轡・…画∴・・……qoo73．

　ク．F一をナリウム’（漁Cり・…・……一…・1・12班

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0616　．．∫ク旦．一ルかレチ．ウム（c・CI・）…？…6r・・…・・？・

　クロールマグネシゥゐ』（！匠gC12）．．．＿∴．．．．＿　　0；0ωS

　扇1酸鼻3しチ．ウム（σaSq）＿．．＿。．．．∴＿．，．＿、0．0410一

：’珪酸（メ．タ》（H：2Sioε）　・．」・．．。．．．．σ．．。．●．．，・。乙．幽・．　0，0586

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，3318　．．

　　　　　　㌧∴『．㌶9＿・．！・1．．．党・＿訓

・．

r1． l・1曇・・罎．三冠淘．醗．へ

・．「

諱F．一二三llζ1織．転回”

　　　　泉偽）い，1♂
　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　　．し　　　．　　■　．，　’
　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　．
　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

約　　ユ3，00グラム（一リー1りノレ喋「）

鴛り毫一ル　垂ワグヲ叢

　8，6897　　　8∫6897．

201，2104r．201，210ら

　4，2968　　　895936

　2，7668　　　5，5336、

173，1961

’6．5167

37．7954

．224，Q盛73

173，1961

13．0334

37，7954

　　　　　　　　　　　　　14，289L　434，4719．　224，0249

珪酸（メ身）（R、Sio・）1…・1・…・・α0260

　　　　　　　　　　　　　，14，β15幽

惣繊酸（CO，）＿＿＿…．．・…1・1698…26・58品

　　　　　　　　　　　　　15，4852

其他7。稗一頭ルミ・い．廿ン三三酸醸跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　78

豊

笹撫礫雰肇鷲繋藩緬日電爽）
　　　’
ク，・兄ルカリウ今（KCI｝∴………解…；……．．

クロr・ル今・ト’ Xウム（XaC1》。。・2…∵…鱒・・鯛、

硫酸カリ』ウムσ（ゴSO4）……∴∴。．……・よ・・・…

重炭酸ナトリウゐ（Xa，Eσ09》；r・……5・・……■

硫酸カルテウタ9（Caso・｝・一・一………・・…

ヨ郵災酸マグネシウゐP！9（ECO3）2］…　…・…・・

珪酸（メタ）（H2Sio3）幣．・尋・……・∵・∴魂・

グ，ゐ

0，3156．

9β851’

0．38S7

2，7107

0，5841

0，40年2，．

α02弓0

遊離炭酸（COコ）鱒＿。．．づ∴．…　．＿．．。。・．…　5・6●・鷺誌

　　　　　o

．143154
　　　、ノ　1，16gs

、15，蝉2

申、

■●

●



o

‘

、　穴’守一鑛泉，（冷）
所　在エ地　　東京府荏原郡羽田付大字姶木新田字江戸見嫡四百六十一番地

分析者　乗京衛生試験所（豆類二十九年）
性．・　釈　　徹黄色滴澄ニシテ之ヲ放置スルニ漸次個濁ヲ生シ絡二褐色・

．　　∴ノ灘蜥出ス墨妙ク蝋瑚アルカ？性反卿徴ス『

●．・ @∵『　．成，　分∴・．　・
　．，　　　．．固形物鳩量　　約畠9，38グヲゐ（一膿一ひル中｝．　．・　1∴．’

イオン表（本圃水回り一トル中二舎有スル各成分及芸子次ノ如シ）

カチオン

　カリウムイオン（Kう・・∴……

　ナトリウムオィ．ン（評の…＝

’カルチウムィオソ（Ca●．）…・

　マゲネレウムィ才y（1！【9。つ・

　7呂ルロイ才ン（Fe・・）’…＿．

　アルミ昌ウムイ才ン（A．1。う・

アニオン
　クロールイオン（cη………．・

　ヒド聞炭酸イオン但：coの

　　グ，ム　　　ロ，●一ル

．．　』0，0897　　　　2．2912

．．　　2．9469　　127．SL3S

．．¢71S3，ら・670B
．．　　0，2191　．　』8，9942

．．　0，014）　　0，25赫

．．　0ρ109　　0，4002

．　5，2424

．。．　0．690＄

電ワグ，▲

雷　　最
　2，2912

127．8る3S

　9，3616

17，988ら

　0．5088・

　1．2006

159，17舶

1る7．8843　　14r7．8S43の

1t3179　　　11．3179

　　　　　　　　　9・も007　　303，65凶B

　　　　　　　　　O．0701

　　　　　　　　　9，6708
塾ド．菶ﾓ酸イオン及瑚酸ノ痕跡

159，2022

、

籔類表（鷺9頬嚢婆灘＝繍蕾雲門）』．

クロールカリウム（KC1）＿・．・……棚。…・。・“。

ク・一ル＋団ウム（N巳鋤．∴…・．；．…・・一

クロー応カルチウム（σaC12）…．，・…………

クロールマゲネシウゐ（M「gC121．・・…；・9・。・…

麓炭酸マグネシウム〔Mg（ECO3湖　＿……

霊炭酸亜酸fヒ瓶〔Fe（9008》21…………・…・・

クロールアルミ昌ウム（祖C13》．．．・・…・……

趨酸（メタ）（且2S二〇3）　．．．．・・。．。…・…　。…　。・・・…

纏酸（メタ》（叫SiO8》……・・…・

　　・　　　　　　　　　｝・

芙悟

グゐ
0，1708

794792

0，5188

0β426
0，79塁4・

0，（幽5，

0，0536

0，0701

覧

　　　　　　■　　　’

穴守・鑛泉（冷）
東京府荏原祁羽田村大字鈴木新田宇東崎六百六十一旧地

東京衛生試臓所（明明二十九年h

殆ト価色瀬田ナレト毛之ワ放置スレハ漸次濯濁ヲ生シ絡二少評

ノ褐包瀬，析出ス異臭ナク醸稽誠ク反面ハ弱アルカリ性，倣ス

　　　　　成　　　分

，9，む705

置

所’在　地

分析者
性　　状

’圃形物纏量　約7，騙グ，あ（一リートル中）

・3僧ン表（甥二歳券識鹸ラ鋤
カチオン

　か，ウムイ．才ン（K．）＿…．．・＿

　やレリウムィオン（メざ）　＿＿
　カルチウゐイ．オン（Caつ……
　マ〆ネシウムィオ・ン（Mg●う．・・

　7ニル回イオン（口e●●）………鱒

　アルミ昌ウムィ才ン（A1’つ…

アニオン

ζ旧記蒋9i爾yマll

グ，ム

0；0673　．

2，0633

0．31U
O，2293
0，0189

0，0085

鳳，噸一ル

τ，719D

89，5踊9
7．7531

9，4129
0，3381
013136

霜，グ，」・

雷　　畳1
1，7190

89，5149
1515162

18，8258

0，6762

0．9408

　　　　　　　　ユ27，19呂9

‘ゐ，3162　　121．7545　　監21，7545

0332ら　　　　514も83　　　　5，4483

　　　　　　　　　　　　　　7。3470　　236，259・」　　】L279202S

珪酸（メタ）（E：2SiO3）…　…r・。・・　　0ρ519

　　　　　　　　　　　　　　7．3989
三職華離潅鍾1酸（CO2）　。．．．鱒．．．．g●．．．．。．　　0．15！8．．．314500

　　　　　　　　　　　　　　75507
犠他　ヒド目燐酸イ才シ及瑚醸ノ痕跡

一　79

沖州（瑠鵬蓉聚聯；緬磁器）

ク質・一ルカリウム（KC1）…＿・…＿・・……。…

ク”．一ルナトリウ凸（箪aC1）　・・…≒触軸r榊・・…

ク回一ルカルチウゐ（C島C12）＿…．．＿．・・…

クq一ルマグネシウム餌gC！，》…＿＿・…・・

3塗炭酸マグネシウム［皿g（HCO3》21＿．．．．鱒＿

■炭酸亜酸化銀［Fe（ECO8｝2］…・・…・…・？・…

ク冒一ルアルミ昌ウゐ（皿c18》…・・・…轡…

珪醸（メタ）（H讐SiOa）　騨・．・・＿鱒・…闘・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．7D3989
遊離炭酸（CO2）．．．…．．．……画＿・？・・………αi516

　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　・7．5507

グ，ゐ

0，12SL

5，2369

0．8617

0，6691

0，3492．

0，0601

0，働19

0．0519

，’ @・旨

■

■

ψ

‘

｝



1：．

｝

！

き

峯

｝

1

　コニ．．

’．

9

．・・．
增D－y

　　　析
＄ｫ、．

　　穴’・…守1鍍．．泉・曾（冷）

業『．．薙雛綴講欝三田辣三訂＋翠．1

些戴裁量汐躍三舞細面響聾唖羅ス

，　」

．．
@噛．．．成

．固形物織量

i：僧セ表徳鷺最強麺裏ラ姦奮）’

　　カチオン　　．・1　　　　　　　　穿ヲム　君モール．
・’ @　　ガサゥ」≒イ1オ・γ（K・》1．，．．．．．●鴨．　　0，0689　　　1，7344’

　　　弥．グウムー授ン飼………濱330・・0・ρ846
　　　カルチラ』iイ・オ・ン（Ca。’）　．．．．‘．　0，6583　　16，4，16』L「

　　ヤ淋シウ酎愛ン（斑9”）∴．．0，3き89”13，9122噛

　　　フェルロィォ・ン（Fe鉾｝　●．廟．。6亀．g　　O，00S5　　　0，1521

　　．ケルミニウゐヰオン（A1つ＿’0，0090旨0β3…憾．

　　7：＝1オン　，　・・　　　．”、．．

　　　グ胃一ルイオン（㎝’）・一…．・…

　　1渉妥回炭酸イオ￥（耳ρ9のヤ・・

　　　　　　　．　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16生，7706．

　　，砺酸（指『）⊆鼠；BO雪）・・2F・・6”・・

　　　茎　鱗∫．七β鷲燐酸イオン

“．．．．．．漏・：；1鳶、∫

　　　　　　　　　　　　　16φ，7779

　　　　　5，599宙　　157，9520’．157，9520

　　　　　0，4160　　　6β186　　　．6，8186　．

　　　　　．9，娼90　　298，4028

　　　　　0，3453

　　　　　9．7743．

　　　　鋤

　　　　　．＼森∫ゲ崎”鑛’泉

雰套薯慧温品瀧攣＋三田’
　　　　　　　　殆ト無色清澄ナレ》モ三時放置スレハ漸次魍濁ヲ生シ三二褐色ノ　　恒…．．　胱．

　　　　　．．潔黙認単二轡二言醐3噸翠．．．

，．－．一・・
@…．，嘩一．・・，公’1・・詞三：’三．1．穿．三．1．一・．’

　　　　　．分㌧・7ヒ．「

約’銑3qグラム（一？一，トル中）

　　　　　　麟表．（継；萎繁聡湛編儲黒歯／

　塗りグヲム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
醤　　量　　　　　　ク．1写距ル．カリ」シ㌔ζ≒・（KIC1｝。♂・．．・．．，．．．鱒．．．軸・。・鱒　』ρ㌧】L312．

　1，73幽酔

…駕（脇　ク・一二ゆウ・（x・C1》・…∵・…・・塑・一’．．5β1琴s』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1，8221　32，8328　　　クロールカみチウム（CaC12）…・・」・r・∴・・…；．

27、8脇　ク・．一’・マグネシウム僅gC1ρ．∴…・・∴，・…・1・0137

　0，3042　　重炭酸マグネ．シウム．［皿9（H：CO3）」………＿　O，4769・

　α9975　重炭酸磁繊［F・（ECO，），】1・．＿…・．＿，…、b，0270

　　　　　　クロールァルミニゥ4（A1ρ1騒）、＿‘．．∴∴．＿　0．0443

　　　　　　珪酸（〃）（E，SiO、）．∴．・・，・…，…∴遜☆・．．0・評453

　　　　　　　　．＼綿織認；1讐：

　　　　　　　　・罎1拷1這罷1認巽潟罷

　　　　　　　　　　　　　　（冷）．．・．．1，、．．ごト．．

固形物器量　　・約．6，08グ才あ（一千ゲラム中）

イオン裏（鰹巌騒騒影鋤
カチオン
　カリ・ウ鵡イ・オシ（Kう恥＿＿；＿

　多トリゥムィ矛ン（Na・）．．＿ひ

　カルチウムィ才ン（c創．γ∵…・・

マゲネシウム廿ン（】罪9・・）．．一

．ラエル・舛ン～翠的……一一・・∴、0，qo62、．

　グヲゐ　　　蓼葉‘巳噂ル・

σ10866　　　　2β1ig

，；，年071．．．　65，3882

pβ245．　　『8，0923

’φ，2780．11，4121、

　　　　　0，1109．

7ニオ〉』　　．．一．　　／．
　グロールイ才ン（Cγ）…＿……

．篭ドロ炭酸イオぞ・（H：c（写）∴

　珪酸でメタ）（H：2SiO鵠）・鱒。鱒謡σ・鱒

ヨリグラム

瞥　　量
22113．

65，3S82－

16，1S蜷

22，824呂

0．2218・

1068307

3，6589．．工03ジ214学．103，2147

「02206　　　3，615＄　　　3，6158　’

106，8305

．麟表〈鷺9蓉i留筆繍姦糖雲次〉

　　　　　　　　　　　　　　6，0弓【9　　19重〔闘｝

　　　　　　　　　　　　　　0，0656
　　　　　　　　　　　　　　6；1475

遊離炭酸（CO＝）……一・…∴．・．0・3956…8，駐909

　　　　　　　　　　　　　　6，5噛31

芙他　硫酸イオシ及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

吟

一　80

。。一。崩。圃・．．、…．、∴高∵．錨・・

グ實＿ルナ予． 潟Dゐ（筑aC1）＿＿ポ．＿∴．＿　．3」8250

如一ルか呼ウム唖C1・）．・・1…し・・…∴・．ボqs989

ク⇔一ルマグドネシラム（M9σ1の＿嗣。撃＿＿　 0，92509

重炭1酸マグネシヶム［遣lg（HCO3）」．“．．＿＿．．．　0，2掲2

獄司1応化鐵［rb（H：CO5）21∴．＿兜＿＿1．．．．　0；0壁9昌

珪酸（メタ）（H：ISiO．　一　　　　〇）…＿，・∵・r∴…r，∴……ド0・06お

遊轍酸（co、》一一・…・…，∴r砧・一∴÷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤5431　　。　，．．‘｛．1．　．’　r’－．．＼』』

．651475・

0聖3956

馬

べ）



1，

‘

●
●

管’・

∂

、

雰森薯
性　　　状．

　　　壷

金’．澤． D鑛∫泉
臓講塵土懸舘犠寺前内字大澤

　寿肯自濁ワ呈シ飯味ヲ有シ反患ハ微弱アルカリ性ヲ徴スド
　重　　1，0065（15。）

　　一成，・分
　　．、　二“
　　　　　　　　　　　　’圃形物当量

、イオ壕・（二二晟雰臓卜ラ鋤

カチオン
カ臓ウ』，イ・オン（K・）1＿．．．．．．

　引」1りリウ』」イ＝自P二ぞ（さζ8L’）。…．鱒

　カルチウあイオン（C¢●）…．

　ヤグネ．シウムィオン（Mg。●）．

アニオン’

　クロールイオン（Cr｝．＿．．∴．．

　魂酸イオン（SO4つ．＿＿。．．．．

　ヒドロ』鼓弓イ≠ン（HCO31）…。

讐酸（メタx橘SiO・1……・・…」・

　其他

　　グ，ム
．　0，0756

．．　2，6146

．．　0，t856

。●

@，0，252‘」

●●

o●

Oo

・　・

約8，～8グ，ゐ←・千グラム中）　・

　　　　巴，◎一ル曇，”毒

　　　　1ig310　　　1．9310

　　　1ユ8，4317　　113，4317

　　　　4，6謝　　9，2568．

　　　　10，3613　　．20．7226．

　　　　　L　　　　145，342夏

414371　121｝，1650　　125，165b

O，623～る　　　6．4897　　12，979‘

0，4396’　　79205魯　　　　7，205も

　　　　　　　　　8，6283　　26912ユ25　　1ら513498

　　　　　　　　　0』033

　　　　　　　　　897316
ア轟モニウ・㍉フ呂ル鳳．マンガハアルミ昌ウム，
櫨酸及ヒド”餌酸ノ各イオン並溶機物ノ痕跡
　　　　　　　　　　…　　F　　　　　，’．・，！

．、

謔ｵ．・．．・∴．●㌧　．’・∵』・・’

　．’掌

6

o　・

蛭類表’C（欝歩灘磁編瀦両次〉，

’．

@・所．．密

　　分析
　噂性

地

理
比

　ク賢一ルカ9ウム（KC1）＿＿．‘＿∴。。．．．

、〃ロールナ博ウム（ぬ⑳∴．．．．＿＿．．．

置炭酸ナ》．リウ凸（罰塚H：CO8｝．．．＿．＿＿

　ク冒一ルマゲネiレウ凸（虹9q2｝．………
’蕨酸カルチウム（CaSO4｝．．．．．．．・●．．．．．．♂．．．

魂酸マグネうノウム（El【9SO‘），．．．．・．．．，。．，．．．

■澱酸ヵルチウム［Ca（HCO8｝』＿．．。も＿

重炭酸マグネシウム［Mg（ECO3）？1……．

珪鹸（メタ）（H2SLO8）．，．．9．鱒，＿…、＿＿＿

∴∴」

大師河原’ O三
魑二二二品贈糠葛川軸耕地

。

轍二類焚色，世運囲濁爆シ反心’・弱アルカリ性四
重　　　　1．0068（150）

　　　　　　　　　　　　　　　　●成

イオン表（委驚叢雰磁実ラ姦奮）’・

カチオン

カリウ轟イ才．ン（K’1・・…∵…

　が掃ウムィ矛シ（茸a・》．乙＿

　テムモ昌ウムィオン（蕊Eギ）・
．カルチウゐイオン（σ…かう．．．＿．

　をグネシウムィ・才シ（Mg●’）．

　ラェルロぞ矛ン（Fe。う＿．．．．．’

7呂オン
　ク冒・由ル4才ン（Cr）＿…．．．

’煉酸イオン（SOも”）．・．乙、．．、＿．

　ヒド質炭酸イ才シ《HCOぎ）．．．

　　グ，ムー雷魚一ル
．．層 O。060ら　　1．5壷23

．．　’2，4852　’10セ，ミ361琶

．．　0，008L　・0，弱90

．．　　0，104r』　　　2，6035

．．　O，3146　12，9工粥

．．　　0，0067　』　0，1199

　．．　　　　　　　■

．．．　　4β638

n．　O．1071

．．，　　0．9677

　　　　サ●，グツ」一・

富　　量
　1，542δ

107，8612

　0，4490’

　5，2070’

25，8292

　　　　1　0．2398

　　，，胤．1290’

123ρ9ケ13　123．0973

　1，こ14ρ　　　　2，2298

1518613　　15．8613

　　　　　　　　　　　　　8．‘も190　　265，5645　　1・る1．1SS4

珪酸（メタ，（E＝SiO邪）＿＿．．．∴．　0．02ら鷹

　　　　　　　　　　　　　84433　　　・
莫他　ブローゐ，冒一ド，及ヒドロ矯酸ノ各イオン秘跡
　　　・有機物稻多：硫

　　　　r　．．．、．．　　　　’．　　　　当　8・1

∵分

　　　グヲ↓
．．＿　・0914d」0

．∴．　β．含838

．．．．　‘0，5061

．．．．．　　0，7533

＿．．　0β072

．∴．’0。皇4娼

．．．」．　．0．0275

．．．．。1 O，6619

．＿　　O，1033

’817316　　．

　　　、し，

堕胎（本叙爵ハ蔓藻戒二於テー千〆ラ凸中次ノ戒分ヲ含有スル溶液二二山相笹ス）

　　　●　　　　．　　　　　「

ク費一ルカリウム（KC1）・…・・…∵∵・・・…

クロールナ㍗りウ」・（NaC1》…・………

クロールアムモ3ウゐ（箪H‘q》・…一・・

クロールカルチウム（σaC1ゆ・・一＿…・・

クロールマグネシウム（MgC12）……・隔・・

石碇酸ヤゲネシシム（MgSO4》∴・…　。・・…　∴・。・

重炭酸÷グネシウム〔⊃lg（HOO3》コ】・…　り・・

重炭下館E酸化鐵［Fξ（HCO8》2】・………・。・

珪酸（メタ）（H＝SiO3）……・・，r・…・一……

　　　　　　　　　　　　　　　馳．

　　　　　　ヘ　　　　　ワ　
e、・

求e’ 諱D・・　　　　6嘲．ド‘・

σ

　　　グ，ム

・・ ?@0，115t
．9．．．　　6，3ユ02

・… @0，P241

．．…
@　　P・2891

，．．．　　0，3822

，冨．　　0，134』2

．，。．．　　1，i4P皇9

・…・oρ212．

．＿，　0ρ24亀

　　島欄3
　　．∴：，1．

・》二苧

、

り　馬

■

3

．で



；

‘

｝

｛

1
｛

■

o　・

．：㌧タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌二；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ψ、㌶　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拳　㌔　　9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　・…　　　．募’1．「∴1ゴ．・1”11．・1　．三1
　　　　　　　　　　　　．＼浦賀’芝生三三・（冷》　　　’，

　　　　　昌．　．所　在　地．：．憩奈川鹸三浦郡浦賀芝生町字大阪、　　『　－’L　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1う　　　　　　　　分’析　　　　　　　　　　　　者　　桟一躍生田瞼所．（明治＝十五年）

　　　　　　　　　性・僧門護濁攣獅シ聯螺臭τ1御剛性卿砺　・★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝，
　　　　　　　　．．　　　　　・’　祓・’『．分」’． 　　　　　　辱　　　・，
　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　，　　　　　固形物羅馬約瓜96ヶ弘←論ギグラム中》　　．．
「「

Cイオン表「 i糞隠蓑蚤茨鷲有／：　　『聾織，て欝麟鰯繍編垂弊）．
1カチオン
　カリウゐオ才レに》．．＿．．＿
　ナ1じリウ』」イ：8。ソ（万r臼ド）．．●・・。鱒

　カルチウムイ才ン（C島●’）．．＿．

　マグネシウ“イオン（Mg”）＿

ブニオン　　41　・、
　ク”一咽』イォ’ン（Cr）．．6．．．。．．．．の　．0，331】L

　魂酸イ矛ン（SO4”）＿．．．．＿＿．．　0，2139

．　ヒ経羽炭酸イオン（H：COの．。．　0，5080
　永1藁墜iイォ・ン　’（HISっ　。．．騨．．。。．．．　　0，0023

！，ム　・りモール．各，グヲポ

0，024・垂．　　0，6232　　　　0，6232

．0，1752　　　7，6009　　　7，6009．

0，1353　．　3937もユ　　　6，71曇82

0，0879　．　　3，608・も　　　7，2168

22・1891

9β399・　　9β399
2，2267　　　4轟534

8，3264　　　8β264

0ρ696　　0，0694

　　　　　　　　　　　　　　　　・，　　　’グヲム
ク冒一ゆヵリゥム（KC享）＿．．．．。帰，榊一．．助．∴鱒　．0，0465

ク・・一ルナ向ウム（誓島CI）＿．．．・＿，・一・α蜘6

オく硫化ナトリ’ウ．轟（∫aHS）．・g。鱒●鱒鱒嚇．・●b・騨・．　0，00甜　、

．如肝・マ．寸言ム三三）…∵・一…oρ猫
硫酸カルヂウム（C誌0‘）＿＿．．・一……・・ゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3034
重炭酸カル．チウヒム　［Ca《HCO3）31．∴●．．．品●。・…　●　　Oi1852．

重炭酸マ淋シウム［菰9（H90・）』．・・…・一・・06磁23
．彗…酸（メタ）（H：＝SiO3）9轟．．．．．．。三鱒。．●．．．．暦．●・・讐。・　　0・0789

闘（・郷・9一一
_脚叩’・灘撫：：：：：：：二：二：：：：：：：：：：：：：：二：：：：ii羅

・　1｝』．弓1窪ド・『．・．・L亀：井・弓懸．・泉・’鈴）．・．・

　　　　　　び．1．・☆丁丁薯饗餐懸簸馨騨＋噛魁輝　　　．直
　　　　　　　…　．：．性　．状　微二白濁シ球淡泊ニシテ君臨硫耗水素臭ア吸感ハ蔚　　　　・
　　　　　．り　∴．．　，ビ　｝：　．．・　．。アルカリ性ヲ晶フ」　層　．・

　　　　　　　　　　　　　　　チボ　コ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　・『一・≧・．．．．・成．1．分’．『・．　　　　　　璽

固形物曲師約5，27グ弘（一リrト碑）
・イオン表（漏水一●リー1ξノレ中：二障コ有’．スル各成分及総量次ノ’如シ）

力子オン

　．カリウゐ4才ン（K。）・＿＿．．＿

　ナ．トリウムィ才ン（Y醇＿∴．．．

7カルチウゐイオン（Caつ．．．鰯＿

　マグネシウムィ才シ（Mg’つ＿

アニオン　　　　　　’1
　クπ一ゐイ才シ（C1り．＿．。．＿．．

　硫酸イオ．ン（SO6「’｝…・・。…　●。●・∵

　Bドr炭酸イオン（HCOの……

グヲ』ド

00274
1，3445

0，0529

01394、

　　　　薯，グラム匙，モール
　　　　雷　　量
0，6999　　　0β999

58β297　　　58．3297

1β292　．　？，6384

5，7226．　11う4452

73，U32

0、0833　　　2，349ざ　　　2，3曲98

3，0C89　　31，3231　　62，6462

0，4978　　　8．1591　’　8，1591

　　　　　　　　　　　　　∴5，154，2　　107，903・も　　73，1551

珪酸（メ＝身X正【とSiOき》。。．．．．．．。．．．。．　　0，0714

　　　　　　　　　　　　　　5，2256

三三　ヒドロ燐酸4才ン及硫化水回ノ痕跡

．呼野（鷺9蕃薮．茸滋＝舗欝）

　　　　　　　　一．　　　　　　　　　　　　　　．．グ，為
硫酸カリウムIK：詔SO4｝＿＿＿．．．．．恥」＿＿・＿　　0，061Q

硫酸ナ詞ウあ（恥Sq）………！・・…ワ・…　3・7560

重炭酸ナ》リウム伊aHCO3，………・・……・　0・郷

夘一ルマグ柿ウム餌轟）唖曾…・一・o・112①
．硫酸マゲネシウム（1U：gSO4｝…．．．…．．．…・・9・。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q，5470
．鰍酸ヵルチゥム〔Ca｛］日［CO3》』．＿6．．。．．6＿．　0，2138

珪酸（メタ）（H：＝SiO5）．．●．．．．6●．．9．．●。●・．鰻．．・．。・。．●・　0，0714

一§2．・一

脅

◎

5，2256

伊

ρ

㌧

●、 ：翠．．1．



、

噂

、

’　←，

● σ

鴨
。

’

●　　　　　りP

o．

’

夢

㌣

所在地
分析者

塔　ノ

』潔泉温度

，　　’

澤，温泉幅佳ノ湯）

繊川劇足柄下郡湯本村
棄京衛生試瞼所（明泊十四年）

　　　43、go．　，

’成． 秀

固形物鴇量　　　約　　0．57グ，ム（一．リ＿トル中）

イォ・ン表　・（魏翻夏簸裏ラ姦麿）

・カチ才ン

　”・リヴ凸イオン（K・）．．6．．＿．．．．

ゆトりウムイ膏ン（yの＿＿．”

　ヵルチゥ凸イ才，（C巳つ＿＿．．、

グ，ム

0，00晶

0，1865

0，0009

覧，弓一ル

0．1126

8．09U

OIO22噛

職，グ，ム
雷　　　量
0，ユ124

8，0911

0，0448

’7ニオ’ン．

　ク回・一ルイ才ンlcr⊃＿．．＿1＿　0．2002

8ユ683

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，6ら741　　596474
読酸イ’オン（SO4”》。．叫●・．．．．●．．．L　　O．1255　　　1，3065　　　2，6130

　　　　　　　●　　　　　　　0．5175　15．1798　　8，26C鴎
珪酸（メタXH2S董08》．＿．．＿，．＿．’Oρ710　　　　　　’

　　　P　　　　　　　　　　’　　　　05885

．其　他　　マ〆ネシウゐイオン，フニル側・←ソ及有機物ノ

・・ @各痕跡．｝　．・

　　　　　　　　　　　’r　　．『∂P　　　　　　　　　　　　パ

　　　　　、．・．』．．5．！’塔ノ澤

　　　　　　　　　　　晒骨地
　　　　　　　　　　　分析者
　　　　　　　　　♪．　．　．原泉醤眠　，砥ρ。

　，一　　’　：　、・　　．　　　　　　威

●

’

鵬表（欝霧盛諮斜麟受血）．

　　クロールカリウム（KC1）．＿．．．＿．．の。。鱒＿．．．

　　クロール“トリ．ウム（篤創C1⊃＿．．．＿＿＿．．．．

　擁酸rトトリウ義（苫a聾SO‘》．鴨．・9鱒・鱒∴卿．鱒鱒．。●．

　　ク質一ルカルチウ為（Cgc12》．＿．．．．．．＿＿

．　　趨酸（メタ）（H雪Sio31軸．．。．．．鱒・．，鱒鱒．脚●．髄．誌鱒．

’ダ，凸

0，0083

0，3210

0，1856

0．0026

0。0710

1

1

温泉（元湯）

癖寮川鰻足柄下郡：渦本付

東京衛生試職所（明漕十四年）

　　　　　　　　　　　　　整形物的量

イオン表（本島永一・り一’トル中昌二二スル各回分外羽並次ノ知シ）

一

覧

約0，57グ，ム（梱りrトル中プ

0，58S5

物チオン

　カリウムィ才ン（K●｝＿＿＿＿

　ナトリウムィ・オ・ン（瓶●）．．＿．＿

　カルチウ耐才ン（C5つ………

アニオン’・

　ク回一ルイ：津ン（Cl’｝＿＿．．＿．

　．蕨酸ぞ才ン（80‘”）＿＿＿．．∴．

　七ド，ロ炭酸イオン（HCOの．．・．．．

グ，ム

0，0128．

10，1805

0，0128’

0，：967

0，星255

0．0392

亀，●噂ル

Og3269

7．8308

0．3L92

璽，グ，▲

雷α32講

7，830S

O．6384

55487

1，3065

0．6・各25

89796ユ

5，54s7

ム6130

0．6ら25

　　　　　　　　　　　　　　0．5675　　　15，9746　　　8馳80弔2
’珪酸（メタXH：菖SiO8｝．．．．．．・．．．．．．．　　o，0327

　ノ’　　　　　　　　　　　　　　0，0002

撰　他　　マグネシウゐイオン，7呂ル”イオン及有槻物ノ

　　　　　各痕跡

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

堕類表（欝駅頭茸憎憎＝繍善雲次）

　ク引引ルカリウム（KC1）兜鱒．．。．・．。。●．．●．●・●鱒．・．

　クロールナトリウム（N島C1レ＿＿．。＿。．．＿．．．

禰酸ナ回ウム（Xa郵06）＿．＿．＿＿＿＿．．．

・1匿炭醸カルヂウ凸［C8（ヨCOb｝3】．．．．．。．．．．．．．．．

睦酸（メタ）（H塾Sio8》．．，．。．．．置●．・．●．．●．．．。．．．．●；．

．一@83　＿

，，ゐ

0．02輔

0，3055

0，1856

0，0520

0．0327

嶋

0．6002

1・亀’ 響 ’

，㌧



　　　　　　　　　　　　　　　　　．・7固形三三量

　　　　一’＼イォ二面．（委鷺諮船張回腸奪）

　　　カチ才》二　　　　　　　．タ鎚∫哩腔ψ
　　　　カウウゐ付ンく鴎　　　一〇佛，0，1839

・∴3　　　　　　羅∫響1
　．嚇

　　　　　　　　　嘱　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」・　L．

…　㌦　　　　　　　　・に．塔．’ゾ　卦澤　藍｝　≡蒙．．（三一イ湯〉

・・ @　　　　　　所在垣　憩奈♪1際是柄下郡湯奉な　　　　　　．
　　　　　　　　　　　．爾析：養．．東京衝生試蒙彦fl明治ナ隣｝．

智・．・．． @　．．　，．鯨灘蝿’　．・ジ．∵「　　．
　　　　・搾　　　・．、　　’．㌔．『．・．’・＿回覧．会　　　　　　　．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．痢0，50グヲェ←9一｝鼻動

『．`トちリウ：ムィオン（翠ざ｝＿・．，＿

．カルチウムィオ・ン（C誉・）∴＿＿．一

7三三ン．　巴．．．

一ク貸昭ルイオシ・（Cユり＿＿＿＿・

．1 Eイオ曜シ（SOボつじ；．＿＿‘．．＿

　葦摯酸（メタX正亀Sio3》ξ＿．．．＿＿．．●

．ミ，グラム

霊・　量
　0，1S33

　6、6377

　儀423s’

0，18…捻　　5轟425

0，1052　　1，0951

　　　　　　　　　O，萄78　　　13β111　　　7，3327

　　　　　　　　　0ρ532　　　　　．ゾ
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　礪516σ
マグネシウ轟4才ン，7出ル「ロイオン及孝識物ノ

蔓’

　　　　　　＿石起嚢ir｝・｝，舜・ム（三農aヒβ04）…．．．・…幽レ・。・一・∴。黛一・

7鋤 @釜論議轟葉醗二：：三：：：1：i：：：：二＝

　5，i425　　　　　　　　　　　『．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溢三蔚　、

　2，1902－　　　　　　　　　．・．

　　　　　　　　　．噸　繕∴　　　　　　　　　　．・一

　　　　　　　・　　，　．　．・．一　　．　　　　　　．　．．　．．　ρ　・　．

　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　．“　∫．．：‘・．：L墜．．．．・一・．・ヤ

　　　　　　温．．象（玉・．緒場）．1

　　　　　　　　　　．唖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．乳ζ：．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愈　．　．．

、虞　’分・　．　一．層

　約。，5多グラム←り一…ト正中｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5興
　　　　　　　虚論議雰麟購㌫秦回護麟

肇馨演説奉り灘諜窪盤軽量『う・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ヲム
クロール勇毅』dムσζCI）＿み．．＿＿．＿＿．聾恥

クP一ルラ音壕ウム｛】瓢Gl）＿・．…’1・　　　蝦‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．軽訪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰭き聖

睾．

其．他』

各三跡

　　　　所在：璃

　　・．2分析者
　　　：．性　　　駿

・・ @　　　　　　比

塔．プ＝澤
　　三三三六足柄下郡湯本甘
　　横濱衛生試験所（萌活ナ入勃．
　　無色澄明無臭ニシテ：漏…ヲ有シ二三慈塁中性ナリ

　　重1．00畷16P）
1原泉温度　　47，3q

　　　　　　　　冬．・．

　　　　　　　　　　　　　固形｛吻鶏量

イオ笥表（海面灘三軸）’

　　カチオン　、曾
　　　カリウムイオン（K’）．…一……胤

　　，ナトリウムィ才ン（｝司＿＿ρ．．

　　　カルチウムィオン（Caつ＿ll．．．

．　　マグネ漸ウムぜ才ン｛斑9’，．…

’ダヲゐ　　ミ9モール’．

0，0024　　0P613
0，1595　　　・6｝9197

0」0325　　．　α8105

0コ0010．　0，0411

ミ㌢グラム

富　　量
0，0613

・6，9197．

1，6210

αOS22

アニオン
　ク冒一ルイオ・ン（cr）9附．．・＿．一亀　．0，189S’

　二三酸イオン（SO4’｝）．．．．り．．．．。．．．．．’．｛ち1595

・七ドロ炭酸イ矛ン｛E：C曜｝＿．，qo◎03

　　　　　　　、　　　　　　　05筍5
　謹酸（メ　タXIヨ［三二SiO3）。●49●の．・・●・，∂吻σ　　　o，oo8｛）

5，35⑳

1，6604

0∬0131

＝8，6s鰯

5β5些0

3β20S

O，0131

．14β601　　　8β879

　　　　　　　　　　　　　05535
其． ｼ　フ名ル馬回国及ヒ御謬職ノ各イオン，棚餓並有機．

　　　　物ノ痕跡　　　　馳．・　　．．　．．　　1

一　84

クロr争曇一｝ワウム（Xa、CI｝＿．＿＿．＿こ．．＿＿

石乏藝垂力．り量」奔（K』SO‘）・；・・’…‘・・∴・‘…・・の・「一

離ナ｝空｝ウ占（N韻04），一∴。．…・・＿＿

クロールマグネシウム倒gC恥…．．．＿＿＿

ダラ」ド

齢二珍

優旛
趣諺

麟を垂カルチラ轟（σ講04）………一・・「・一、螂
3匿鑑rrjガネ・シウユ・［Mg｛＝E【CO3｝讐］＿．．．＿　　．｛鞭1

琴重…套≡監（メヌ｝く；日暖iQゴ｝嘲，；一

．勘

………；・・∵…〕　敷胸

　　　　　　　　　鰯3妥

．4

竃．

｝

鶏



●

お

口

。

’，．

雰磯
．性 状

比

塔ノ1渾温泉（醒ノ湯）

原泉温度

憩泰川縣足柄下君1言湯本吋

横濱衛生試瞼所（明泊十入年）
無色セ登三明膳臭ニシナ淡味ヲ；脊シ其反鷹’、中性ナリ

兎　　　 1，0004，（1S・）

　　　45，5。

　’・・成・　・分・　　・；，．』
　　　　　　l　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　．

固形物鴇量

イオ》表（認証奪㍊嶽鹸テ鋤

　φチオシ　・．．　．　’
　　カリウムイオン（K．｝．．∴．．∴．

　　幸．トリウ▲イオン（署昌・｝，．

，　　．カルチウムィオ・ン’（Cゼ●）　・・

　　．マグネシウ為イオン似9’●1

　ツニオン

　　’　グ，ム

＿　　OoOO72

－　0更1607
，．．．　0．0295

＿　　0，0008

約O162〃ム’ irリ」一説中》．

亀，置旧ル． xリグ『毒

0。1839　　　0．1839

619718　　　6．9718

0，7357　　　1，唱ド71・ゐ

0，03誓3　　’　0，0656

ク回白，財‡ンくCr）＿＿．．．パ0，2U3　5．9606
捷酸イ、オ。ン（SO♂’》．．．・・．。。…　．・・　　0・1309　　　1・3R26

　　　　　　　　　　　　　　　0，5ω6　15，2＆73　　8巳857
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■塾酸（メタ）（H2Sio8）．．．…＿．．．　n，0740

　　　　　　　　　　　　　　　0，61磁
　芙　他　　櫨酸イオン，ヒド戸燐酸イ才y，砺酸及有機訪’
　　　　　各三跡　　　　　　　　　　　　　　・　　・
’　　、　・’　1、

∫

『募奮碧

　　　　比

8，6927

5・9605

2，7252

黒蝿表’ i「瑠雰9藍碧婆重簿茜議二二告雲次）

クF一’レナトリウム（翫Cη…・…・・……・・？

糠酸カリウム｛K2SO4）＿…．．＿．・r…。．．・＿Ψ

硫酸←　ト．リ．ウ，ゐ　（こτa2霞04）　離曾・．．・．一・…　●・・9鱒・；．

クロールマグネシウゐ（翼9偽）…＿＿＿．．．

擁酸力やチウ凸（Cε馬SO‘）。鱒。・騨鱒●鱒●・・，・・D・●●…

・鋤（”）（E・Si。・）…・一・∵・…謄＝㌦

湯必花澤温泉　「

鷲腱顯羨駆元箱根艀湯’花渥

■　　11り。り6、15う　　　　　　　，．．

　　　　　虞　　分

固形物纏量：・約　0・7グ7÷（一リー》ル中）

イオン表（鱗謙最犠麿）
カチオン

　永素イオン但・）．．＿……・＿…
　カリウ凸イオン（K。），，9・・兜……

・■p謄1卜・リウ噛』Lイオン（Xεし・）圃●・・；．．●

　カルチウ凸イオ。ン（C良”）＿＿．．．

訟畿樽7｛綱：二1・

夕，」b　　亀，触一ル

0，0047　　　　4．6530

090091　　　0，2324
0，0213　　、　0，92ら1、

0ρ8σ3　　　　0，7556

0，0194　　　　0，796も

0，0226　0β亭39

1，グ，ム
雷　　量
4β530
0，2324
0192ら1

1，5U2
1，5928

2，5017

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U，4152
7：＝オン

　ヒド冒硫酸イオン（HSO‘’）…。0，4557　4，6946　4・6946
硫酸イオン〔soの＿＿＿．．．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，7916　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．3958　　　　　　　　　　　　　　　0．3262

　　　　　　　　　　　　　　　0，8893　　L612358　　　11，引36当
　珪酸（メタ）（】E【2Sio8》．．。．．．．．．．。．　　0、O正80

　　　　　　　　　　　　　　　0，9073
　．進離破化水素（H3§）．．．．＿．＿．　0．1205

　　　　　　　　　　　　　　　1，0278
夷他　フ呂ル財才ン，如一ルイ才ン，ヒ師燐酸イ才

　　　　　　ン及膚磯物ノ各痕跡

　グ，ゐ
。，345L

O，016σ

．0，0763

0，0030

0，1000

0，07紛

’0961舶

鵬表（本城細蟹門戸画師於テr・リーレル中弐ノ底分，合有乳ル両両臨画晶相循ス）

グ，ム

0，0202

090657

0，工026

0，0973

0，1宙32

0，6606

0，0180

●

「　、

げ

石陛酸カリウム　｛K2SO4）＿脚・・9・㈹鴨。鱒…　．槻・韓・・●

硫酸ナ》リウ凸伊鞭SO｛｝．．．………・…・…・

硫酸カルチウ・馬（CαSO6｝一●，。・鱒・。・騨鴨・鱒・鱒鱒・

硫酸マグネシウゐ（NgSO弓⊃……・・L・・…・…

硫酸アルミニウゐ〔Aユ緊（SOO日　＿＿．．．＿＿

遊離硫酸（恥SO4）……・・・・・……。……………

珪酸（メタ）〔H2SiO3）　．．・・。曽●・・。。．・・●・・。・・・・・・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9073
灘硫化水素（H：3S》．．．．．．．鱒。．。。叩＿。．。．．．．∴。．．　　0．1205

　　　　　　　　　　　・・　　　　　　　1．0278

票　85瞭．

曹

2



†．

ぎ

鑑

ロセ

ご　　漆’，．／
　。・　苓‘　　　　　　　　　　　　　　．．

　　　　　．塵

曾

．♪

亀

　・所’在
．　分析

8

　　　　　　　　　　亀　　　　　．．　　　　　　　◎

・宮．ン・下温泉．：（三日月ン湯）’
　地　　騨奈川懸足柄下郡土肥村大字宮ノ下　・．

　者　　東京衛生試験所（明治十四年）　　　　　　　　　　　　　・・
　原泉温度　．けD。

　　　．，、』1　成璽．分・・ド．．’、’．1，：　　　　　’．

　　　固形物総量　　約　2・06グ麺（←リート．ル中）

し』

Cオ譲（難二三簸裏ラ鋤
．カチオン．『@　　　　　　グ弘
　’カリウ轟イ才、ン（K：うり．＿＿∴．　0，0027

　ナトリウゐイ才γ《y叫＿＿．、0，6473

　壇ルチウゐ付届⑩バ）‘……　0・0801』’

　マグ率シゥムィォン‘1近g・。〉∴　　0，0180

．電リモール

0，0b90

28，0824

1，99751

0，738倉，

27，2299

0，6665

5，H23

…，グラム
．雷　　量

0，069り，

28，082壬

層3，9950一．

　1，4778

嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33，6242
：アニオン　・　．．ll．：’噛．F・覧．，，　　　．

　　クロールイオン（cr）＿＿命．．．　0，9653　　　　　27，2299

　、硫酸イォ・ン（SO4っ鱒＿．蟹．．；。．＿　・0，062【　　　　　　　　・　1；2930　’

　　勘ドロ炭酸イオン（H：COの．．．0，3119　　　　　5，1123

　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　2レ0874　　　63，8765　　　33，6352

　　繊《メタ胆SiO・）・一1，・一α1塑　　　　　二
　　　　　　　　　　　”　　　・　　．2，25ユ2

　　遊離硫化ホ素低s）＿＿＿．．．o，oo17

　　　　　　　　　　　　　　　霧2529．・
　　コ酋；　他　　 フコ巳ルρ顎㌧　アルミ昌ウ」』及ヒド’質燐酸’各イオ3ン

　　　　　　並有機物ノ痕跡　　　　　　　　　　　　　・

薯

所：霊

分析

勲爵（欝9軍部婆識藩麟回雪次》・

ク雄志ルカリゥ」L（KCI）’6．．．．二．．．．．．。．．．＿．＝二．．．

クロL「～レを｝ウウ．ム・1さ「乱CI》　・・1．r∴・∴．…＿、

硫酸・ナ●：トリウ」L（§『a2謹≦04）　．．．．・．．・・三●．．騎●鱒嘔．●．

硫酸カルチウ司Caso99．＿．…．．，…＿二＿．

重炭酸カルヂウム；Oa（ECO細・……1・・……．

コ置炭酸マグネシウ略｛逝9（HCO3》3］・・的・・…・・兜

毬酸（メタ）（H慧Sio＄｝．＿．＿．＿＿＿．．＿．．

遊離硫化永素（璃S瓦．＿。．．．．．．∴＿し，癌．ジ．．ご

　　　　　　　一、”・．．’ふ旨．∴∵．．．

ポ．
?撃戟C：・．1’．て…，．弓噂 ?E’紅、∵：・肝．・

、宮．ノ．」下9．温泉

響懸縫鑛頭熱翻三宮’下1
原泉温度　　　　　51，7。

　　　　　　　、成

　　　　　　　　　　ひ　　固形物耳蝉

9イオン衷「 i三三糞三蓋蔓三三婁ラ；姦套）’

チオン　　；　　．　　　〃ヲ』
＝カ　リウ≧」イォ．』〆｛K’）．．．．．．．．．．●．　’0，0349

一ナレリウムィオ・ン（Na・）＿＿’

カルテう・ムィオン（C島。う　。．．．．．

》グ籾ウあ材ン（Mg“）・；・

アニオン　　　　・

　ク”一ルイ才ン｛C1’｝鱒＿．。．＿．

‘　硫酸．イオ・ン（SQ4”），・，．．，．．．＿．●・．

　ヒ1「”炭酸イオン｛「日［COガ）．．．．

0，2894

0，0793

0，0025

0，ら593

0，0242

0，2547．

’亀．，モール

0，8920

12，5553

1，9776．

0，1026

　、グヲ』’・

’0，0D52．

馬5細・1

0，065昏・

．0，0252

0，2945

0，108｝

　　　，
0，1638

（熊野ノ湯）

　累2519～

・． O，0017ぐ．

22529・レ

　　d．1

　　　　分・．・　で　　　　・

約恥8グラム（一リ扇レル中）’ @　　　　　　　　　　ポ

　　　　　藍総画（ラ鵬蓉i諜瀦＝同源．〉
暑リグヲム

瞥　　量
0，892い

12，5553

3，9552

0。2052’

　　　　・17，6077

　く
12，9564　　　12，9δ6ら

0，2519． @　0，5038

4，17ら7　　4，1747

．』 @　　　　　』　　・　「　　　　　．．　　　　ユ，1蝸3　　32，9105　　17，6349．

珪酸（メタ）（H診Sio5）．．．．．．．．．．．．　　0，08541

　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　．1，2惣97　’

遊離炭酸（CO2）＿．．＿．．．．＿1．司定量セス　　　　　　　　　．

；集計　フエ聖冒，プローム及ヒド貢燐酸ノ各イオン並；有
　　　　機物ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ牙昂」
ク画一～レカリウム（KCI）．．．．．．＿．．＿．．．．．亀．．．．．　0，0664

ク｝ルナトリウム（甑¢1）．．．．．．，…＿．．．；．．・o，7056・

硫竣炸リウム（X晦SO」）…＿∴」＿＿．＿∴「0，03お

蝕酸ヵ’レチゥ．島　［Ca（1｛σ03）‘1．．．．．．．．．．．．．．．．　　0」3209」

重炭酸マグネシウムロ班9（1≡【CO5）呂］．．，．．．．．∴．．　　0，0156

珪酸（”）（E・Sio・）㌣……・…一………’α08騒

　　　　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　’1｝2297
　　馬　．　見　　　．　　　　o

6

．　蔚．

、レ・・，，．　・岬．

噂一@86．一一



、 ’

●

・ζ・・

　　　’　　　9 も

0官 ノ・幽門．泉
　　　所　花　地　　糠川縣足柄†祁土肥村　・

’　分析者　東京衛生試三所（明泊十四年｝
　　　　，　原泉温麿　　45・6。”・；，，、　　　’．

　’　　　　　　　・成　　し分　℃

（吉田ノ湯）

　　　・・＝覧

「L．　ド

‘

　　　　　　　　　・’財物繊，縮ρ1轡曾「ヒ聖）’．

，イオン表（三三麟識嫉ラ鋤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’肇類表（李病冠；蓉華寿二馨姦；瀞；轟奮実次）

カチオン　一，…　　一　’　　　　グ，▲

　カリウ．ゐイオン（Kb），…’・……0，0206

　rP。脳　リ「ウq臨イォ・ン（｝τ日ド）．．．．．．．g◎　　0．6908

　カルヂウ、胡才ン（C即）・……・，0，0310

　マ〆ネシウム｛才ン（班ぎ’1＿　OlOO92

’73オン．’　”・・　　，　ピ　　　　・
　・ク”」ルイ才ン（cr）；．；．＿．．＿

　魂酸イ．才ン（SO♂’）∴＿＿．＿．．．

　　　　翼り臆。ル　垂リグ，皇

　　　　Og5262　　　09526コ5．噛

　　　　29，9696　　　　　　　　29，9峰96
　　　　、0，7731　　　　　　　　　1。5462
　　　　0，3780　　　　0，7560

　　　　　　ノ、　32，7980

恥1、73、3蜘・3竃蹴，

0，02！0　　，　0．2190　　，　0，4880

　　　　　　　　　　　　　　皇轟レ陶9　　64，2299　　32，8020，

瞳酬メタXE：2Sio乙）・。・。・・．．．．鱒．．．　　6・U51

　　　　　　　　　　　　　　2，0350　　　　　　　　．

，共他　　7』ルロイ才ン及有機物ノ従跡

　　　　．∵　し．　●　　　　　　　〃ゐ
’∴クr一ルカリ．ウム（耳c1）…一・・遍・・Ψ・…，・・℃．，　qρ隅

　ク，τま一ルナ・ト．リ．ウム（筑岬η帆・・r・鯉げ9・…　、・・寿帆て；1」7笥9，

　四四ナトリウム（∫嗣SOG），．．．．．三・・．＿＿・♂鞠．乙・0，0310

　ク”Fルカルチウム．（C5（調L⊃●・」・・き曹…　嗣・ゐ；．．。　．0LO8ご8

　ク・一ルマグネシウム・（皿慨｝一・一r・・…∴．9ρ3碑D．

r酸（”，聯卸州「”；目凹芳粥
　　　　　　　　・　　．二’■∴1ゼ～・：予・・∵’・

●　・　　■　．　・　．　　　，　．　，　l　F

の

　　　　　奮

　　く．L　　　　．’

・‘『’
D、ゆt．．．

暫’

．、

　所在．地
｛，・！分析書

　性　　　状
　　　　　塊・

宮 ノ 下　温泉
鮫川僻足柄下四温泉村大字塵倉
横濱衛生民三所（明漕二十二年） ●

　，　・　．　k、　　・辱　”　　　、、

（瀧ノ湯｝

無色澄明昌シテ微昌醸味，有シ叢反回ハ冶ト中性ナ，．

原泉温度

　　重　　　　1，‘！0具4く150）

　　　　τ5β『

　　・．　　鷹

，固形物線量　　0約

．侃セ表（三四莇艮簸裏テ鋤

カ9オン

鷺…繊1蔚iiiiiilli

　マグネシウムイオン（Mgつ…
　7呂ル財才ン（”9eつ…＿．．＿

アニオン　　㌧
　夘一んイナン（clo》＿．＿．＿し
　擁酸イ，才ン（SOイ’）＿．，＿＿＿

　hド冒炭酸イオン（HCO8’）．．。

’ゴム

0，0422

0，6126

0，0745

0，0098

0，0002

1，020S

O，0376

0，1597

分

．●

2，06ゲ弘（一リートル刺

巾一ル，壱，グ，皇

1，0779　　ユ，0伽

20，5771　26，5771
1．8579，　　3■15ご

0，引D23　　　0，304r6

0，0036　　　　0，0072

28，7955

0，8893
216175

32．18z6

28．7，55

0，77δ6

2，6175

蜘。）（E、，、。、レ．＿…1…．．δ；留・飢脚3亀19ユ6

辣酸（・号独粉〉牢照，。．プ1一＿一

　　　　　ド・謂言及ヒド質燐酸ノ各イオン，瑚酸並宥下物ノ・

　　　　鋤

・・． P

同類表’i李欝9蓉薮鵜露緬儲弊）

　　　　　　●　　　　　’ゴ　　　・、』幽　　ダ，ゐ
〃口・向Lカリウム（KC1｝＿＿＿…．．。＿叫＿　0，080価

ク・一ルナトリ’門内（N・C1）・；・・一＿・、・・，．，？．；亀5駐9

ク．質冠ルカルチウ凸（CaC19鯛1∴・6・品・＿．．，，・IO．（脚0

五加チウム（C・SO・）・・…・……憎遍・・…，qo530

1【炭酸カルチウム［Ca（HC累）3）21！，噂．＿．．1．二∴．．　0；1464

1ヒ～鼓弓マグオ㍉シウムロ膨璽9しHCO5》ゴ〕鱒●。・●．．鴨・．　　　Q」〔）590，・

■U曳酸錯こ酸化観〔Fe（】ヨ［COJ21．．∵。輌唖．．讐．免．、r　gρ005　、

珪酸（メタ）（H2SiO3）．．．。．．．●。鱒．．．．．．．∵；●。．．．」・．蒐．、047琴0

　　　　　　　　　　　ヂ　　　　　　　　　　し　ち　ド　　　　　　　　　　　・　　，　・・…　．311292
　■・

　　　　　　・　　　．　　　　、　　．’幽1．・　．一い．ぐ’．
　　　　　　　　　　　　　　噂　　　　　　　弓　　　　　　　　r　　二・9

．、：、∵☆’轡

’ 一87・口

．．
j

・「蔭
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層一　．

，　路所在’地
　　　．　分析者
　　　　．性．．　状．

　　　　　　　　・比．

宮．．．ノξ・．下．三三泉．’承麟ジ　．

憩奈川嬰足柄下郡盗泉柱ガ・　・　…1・・　．．∵　．，．、　　　　　　・

東京衛生試験所．（明泊二嘲セ脚年）．．．，．・　　・F・　・…

無色清澄異奥囲ク味稽鍼クげ～・力唯颯’ヲ徴ス．　　　　　　・・
重’ @1ρ0興（！5。）　．．・．・　．　、．　　　　　　　　　　．．．．．

　　　　　成，、・・分．∴．：「∴＝∴．．い．『・帥・　・

．固形三巴量　”約∵2，曇7つ弓ム（「リート．4’中γ

　　　　’1賃ン表．（本鑛永一’リ雫トル申二含有λル各回分路雨量穴ノ如シ）

カチオン　　　　　　　　　　　●．グコダ，、竃リ燈rル
　　ヵ腹七～ムィォ。ン．（K。）　．．．…、　’．．．　．　0，Gら97　　　・1，2720

．身二二；；1蓉ま：ろ∵1：：：二島翻’竃霧：搬

　　マ・ゲネシウ轟ドイオ馬ン（ヤ匙9‘●〉．．9　　0，0061　　　0，25qrむ

フニオン　．．　　　　．幽．　　’

　　ク買一門オッ《α）．∴．…，；・1，2L75
　．三等署‘1夷≡孟≦，～∈奏～｛！｛白Eδo～》：：：：二二　　8；「～弓巷ま

　　　　　　　　　　　　　　　珪垂…酉匡き〔メ　タ）（H」2｛∋io6）　9・●。．●．，。●Q・●・

　遊難炭酸（c（劫＿＿∴…・・∴・脚・

其．他

建リグヲム
嘗　　・激
1，2720

32，0gh
4，5286

0，5003

　　　　憂∵　、．．…　　　　　、・．　固形三三量．

　　　　イわ表（融融長路裏ラ鋤

カチオン　　　　　　　　　　グラム
カリウムイオン（【・》．面Ψ1．，∴．・0，036S

；二搬寝ζ鶴・・淵翻器
　マ・ダ1ネシウムィ才ン～（！匹9巴，’　…　　．05qo93

7三口ン
　ク戸一ルイ　ォ．ン．（cr）。。．‘●．．．．。．．　　．0，73ら再　　　20，722　L

　　　　　　　　　　　　　　　O，0376　・0，3肌ら　硫酸’才ン〔SO4”）．．‘…＿・・…・

　　　　　　　　　　　　　　　0，08L1　　　　1β293　聰ニドロ炭酸イ才・ン（HCOご｝…＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　．3S，3925・』．

　　　　　　　　　　　　　34，’客263　　34，6263
　　　　　　　　　　　　　　0，4，2S9　　　0，857δ
　　　　　　　　　　　　　　2，9L7β　　　2，9176

　　　　　　　　　幽2，3330　　　73，8506　　　38，40L7　．

　　　　　　　　　0，1921
　　　　　　　　　2，5忠5正
　　　　　　　　　0，12～6．．．．．●2，S546

　　　　　　　　　該，6δ07　　’　　　　　　　　　　　　　　．圃層

ラ呂ル財才ン，アルミ昌ウム材ン，ヒド・燐酸

㌣轡∵憶説：謡惹

滋∵∴鵯1轟轟忌

．鎖鴨泉纏綿灘具今吾鱒
　　　＼『［．、∴。デく’．「．r’成：∵
　　　ぎ％．乳．・～1・∵・｛・∵・：’・　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　約1・51グラム《r，一砲噂）

竃り竜一〃．壱，グヲ皇1

0，9400　．0．9r蜘．．

17，9566　　　17，9566

1，58β量＝　　3，1770

0，3S1＄　　　　Og7636

2島8372

’20，7221

　0，7838
　1，32ga

　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　

麟表（欝9萎無極噛潔奪ン
　　　　　　、．1、1．’悟ド．㍗．．・・．～：／．ゲ鮎

　クロー吻ヅウム（KC1）’……，・，，卿酬・鼻・…曙。顧

　ク・一ルナ．トリ・ウム（苫醐》．．．．。，．・，磁Ψwゼ1・9773

　ク晶をか呼ウ今（σ・α，レ，，＿，・・＿・∴qr（鴻製・

’ク・一ルマ・淋シ頗（噸1・）一・1「・∵一∴qo蜘
　礁カルチウム〈（鴻。、）＿。．．．．＿緬．．・・一．伽5強．

町重炭酸か・チウム［C・（HCO・）・］・…・・…・妙0・2聯

　闘（メタ）（H2SiOs）．．角鱒3ら．．？．聖．畦一・鳴．．．。；．『．●。　’0，19｝茎』

　　　　　　　　．、　。　　．、　て　　．．　．　．　ジ．　．、2，5251

子平：響讐；腫憎憎慌騨．

照覧翼：誉ll遜1：llll碧

雲岬彦1憶1聴12

、麟表（欝画所滋議講撃〉’
　　　　　　　　　　　　　　．，；．1．』．9．．「グラム

　　　　　　　　　　　　　　1，377D　　43，3097　　22β342
珪酸（メタXH2Sio3》・…………　0・116S

　　　　　　　　　　　　　　し4938　　　・
遊離漿酸ICOり…＿…・・…∴…・・定量セス　　　　　　　　　；．
箔他　アム毛ニウ』り7ニルロ・アルミ昌ウム・ヨード及ヒ
　　　　　ド噸酸ノ各イオン，棚三角宥機物ノ痕跡

　　　”、　．　　　　　．．・．ll．一s◎一

　知7ル坦躯（KC！）・唖・∵・乗Ψ三州oo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1，0さ0年　クβ骨ルチト易ウム（翻C1）＿．・，・……・，・，・㍗・・

　クロー’』カルチゥム（CaCIジ．．．．。∴∴。∴：g．．．　0，101凸

　硫酸カルチウム（CaSO4）＿．．r＿．．，＿：＿．＿　qo5鵠

・・重巌酸カルチウ燕［c・（Hco・）’］1…卵…r｛・…：叫q郷

　重炭酸マグネ妙ム［Mg（旺CO・）’」噸…r・・…qo麹
　珪酸監メダ｝（H，SiO，）・．。∴．・……・…，・・…∴・’軌1168

　　　　　・．で．．1，・．，、…∴　岬輿

　　　　　、慰滋壕1∫

｝
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　　　　　　　　　　　　　曲形物臆量’

弓イわ表（甥奢這圏発鹸ラ劔1

　　・宮7下温泉（富士・湯）
在　地　　憩奈i川縣足柄下駆土肥付　’’”＝●．『’　畠●　’㌧　　

析者　横濱衛生試職所（明泊十入年）層』’書
　．欣　　無色澄明無臭昌シテ微二磁味ヲ宥シ中性反慮ワξ｝ぺ
　　比　　　　重　　　　1，00175（聖50）　　．　　　　　　　＿　．’　　　　　．　㌔　．

　　源泉蓼眠　　　8ユ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

　　　　　・ 　成’　分　　．・、∵

ニカチオン

　カリウムぞ才ン（K’》＿＿＿．．．

魏搬蒋；｛ぎ劉…．。．．

マグネシウ凸・イオン・L19つ　＿．
7ニルロィ．才セ（Fe”）＿．＿．．∴・

．7ニオシ　　　　　　　　　’
　クローんイオン（C1’1．．＿＿．．．

　窮酸イオン（30‘’り…．一．…＿
　ヒド”炭酸イオン（HCOゴ’＿＿

約’2β5グ・・（一一り」．ト碑》

．ダ，ム　リ・〒ル　差”ツ孟

0ρ656　　　1．6705　　　　1，670δ

0．t5920　　　30，62夏7　　　30，02巳7

0ρ720　　　　1．7955　　　　8．3910

0，00S5　　　　0，3530　　　　0．7060

090007　　　　0，0且25　　　　0．02昼｛，

86・0い2

星，竃977　　’33，785L　　33D785瓦

OlO393　　　0．409匹　　　0，3182

01岨，866　　　1．dL19も　　　1，4・19ら

　　　　　　　　　　　　　　2，162a　69，媚63．36，0327
噸皇：メタXE豊SiO8）∴．．．．．．．．．．＿。　　0，16S7

　　　　　　　　　　　　　　2．3310
遊繊酸（CO讐）＿…．＿・．……．・定量僧ス
」る　他　　アルミ昌ウヘイ才ン．ヨードイオ’ン・ヒ13口燐酸ぞ
．　　　　才ン，礪盗電膚機権各痕跡　　　．

鱗表（季脇魏婆；三鷹磁弊）．

1

グロールカ馳）ウム．（KC1）．…・一鰻・・…・一…

クb』一ル・9・》，リウ．あ¢τ島C1）＿＿r晃∴．．．．．。聖．…

ク・一ルカ．ルチウ為（CaC1響》，，・……！……・・

硫酸カルチウ凸（CaSO‘）．＿．＿＿・＿．＿…．・

重炭酸カルチウム［畷H⑳ρ」，…・r………

重炭酸マグネシウム［M9（Hcqゆ5ユ＿＿．，，…

■誘き藤島酸化級［Fe（HCO3》2】・鱒…＿ゆ＿？…

珪酸（μ）tH2S玉03）……・轡・…一・w・・…

　　　　　　層’亀，　　　．，‘　．　　「’・圏．

’グ，ム

0．1246　・

1．7564r

Q，1159

0，0557

010559

偶0315

0，00鈴

。，！687

●

麺’

所　在地
分1・析』・者．

性　　　；伏

　　　　　　　　　　　　　　’　・・∴昌．．．．’∵・一・・コe・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　，，

　　　　　　コ　　　　　　　　　　も

二子山三三・〈冷）
山里川脇足相下駆芦ノ瀦付宇二子由

寵】寂衛生試臓唖（明漁二十七年｝・，

無色漁皿顕夷ナク徽二取軟性鎮康ヲ1具へ反応ハ弱酸性1ツ滋ス

　　　　　成　　　分

・固形物岨　　約　0，17グ，ム（。rリートル中｝

儲塊（蛋聡三型長長嫉ラ鋤
．カチオン

　カリウ凸イオン（K’）　＿＿．
　・炉トリウ．ムイ才ン‘＝N「＝しつ・騨．．

　カルチウムイオン（Cバ卸＿・．。

　℃ゲネシウムィ才ン似9”｝．
　フニ’レロイオン（Fe鱒｝．．鱒鱒韓．・

　　グ，ム　．竃，噸rル．

．．
@0，0045　　0．U49

．．　　0，6082　　　　0，3557

．．　U．0085　魯O12145
．．，　0曾UO〒0　　　　0，237・L，

・・ C0，⑬20　015728

アニオン．

　クロ幽ルイ才ン（C1り一．＿…＿
　硫酸イオン（SO♂｝．鴨　・．．．．い．鴨

　ヒド・炭酸イオン（HdOの＿．．．

’0．0013

0，05L3

0．0918

曇，グ，毒・

OgU蜥
。，3557

0尋290
0，5748

　1，1ら56

塾・62Uじ

O，0367　　0，0367
｛、15唱140　　1，0680

1響5047　　　　1，50●7

　　　　　　　　　　　　　　0，20｝7　　3．6207・　2，509も
難酸（メタ）（H2Sio8）＿・。・・．ゆ・・…　。　　0，リ2・L7

　　　　　　　　　　　　　　0，2渦
三建離炭酸（CO讐）ボ．．∴軸．．．．．．．．．＿．’　0ρ575＿．。．1，307’0

　　　　　　　　　　　　　　0，286P
叢他　アルミ昌ウゐイオン及ヒドロ燐酸イオン1’各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　89

　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　・　　　　　　．　　　　．　　　吃

．メ・〉　　㍉

3，3310

．｝、　　　　弓　　「

＼，

’

箪類表（挙脇蓉i緊聡㍊磁打出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oグ，ゐ
ク“一ルヵリゥム（KC1》，＿．．．．．∴．＿＿．∴．．？　0，0027

硫酸刺ウ唄K，SO・｝…一・，＿…轟研0・00S8
重炭酸ナトリウム（田ρo“…・？・町，・、…：・一q，03（鴻

硫酸ヵルチゥ』，（CaSO‘｝＿．．．．∴．．．．．＿＿＿　 0、0292

擁酸マグネシゥ凸（】闘lgSO4）．．．．．．．．．．．鯛。．．．．∴G　　O聖034r5？

霊炭酸三酸化蔵〔FelHCO3）2］．．．…。．，…．‘．∴αto23

珪酸（〃）（H2Siq・）…・・…，・…，・・ゐ，…マ・，・r・’0・0247

　　　　　　　　　　　　　　　　冒－　　0；2306
迦i離炭酸（CO2）＿＿．．．．．．＿．＿。．．＿曹・．讐・9・。撃　　090575

　　　　　　一’　　　”　　　　　　0，28SL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●、　　互
　　　　　　　　　い　’・・　’，’・唖・’．咀　．’　、．

騨「・

「・

メ’

ト

‘
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　　　　堂ケ関温泉．1〈辮吻’璽．　ざ
在　地　　紳奈川縣足柄下郡溜泉村字堂ケ島

析者、横濱衛生試三所（明治十八年）　　　　　　　　　．．
　　状・　無色澄明ニシテ異臭ナク三二三味ヲ．；有シ中性反慮ヲ呈ス　　　　　　，．　　　　’

　　　　　重、茎・oo1（15。）『，ぐ・．・・、　　　　　　　　　　　　　　　’．
ゼ　原泉温度　　47・チ。　・　　㌔∴ざ、’．1…”嫁　　　　　　．．．．一．．　　，．．．

　　　　　　　　　成・．、’・分∫．．．，．丁”∵㌃．』　…

固形物箆量　　約　1・4｛レヲム（7・リー．トル中）

’イや表野比券長無二ラ糞壷

　・カチオン　　　　，・　
　　　：カリウゐイオン《Kう．．。．」．＿…

・　　．→ゲトリウr卍㌧イ｝オ・ン（Nξド》．・●・L・・●9’

　　　カルチウ占イオン（Cバ｝＿．．∴．

　　　マゲネシウムイ才ン（Mgつ．，．

グラム

0，0150，

0βS20

0，0690

0，00S6

・陣ル・垂吻皇
0，3831　．　0β33北　．

16，5727’，16，昼727

．1，7216　　　3，4些32

0，3530　　　0㌧7㎜’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21，10δ0
アニオン　　　．　　㌦，．．’．　’．．・『”・・
　ク智一ル・イォ●ン（Cr》・g●σの軸．●ご曾．　　0，6696　　　1818S86　．　18，8886．

　礁イォ巳ン⊂SO4「っ　6●●●。・●韓り．・岡．　　0，0255’　　052655　　　　0，5310

　ヒドロ三三イ’オ’ン《亙COぎ｝．．＿　　’0，ユ030　’　為6383圃　1ぶ383’

　　　　　　　　　　唖・．．’．　　　1β727　　39，872⇒・．21，10ゲ9

　珪酸（メタXH多iO3），＿．．．．．．・＿　o，1207

　　　　　　　　　　　　　　1，3936
三三　翻一ドイオ￥・ヒドロ燐酸イオン，瑚三三有磯物え．

　　　　　各下学．　　　　　　．、一　　　　　　’

園．

　　　・所在
：．吟

@分析
　　、性

．．

讐．

．登．

　　　　　　　　　　　　P馬
　　　　　　　　　　　　　　固形物線量

’．Cオ寒く交鷺諮蝕嫉ラ鋤．
カチオン’

　カリウムィオ・ン（Kう＿＿＿」∴
　・9・トリウゐイオン‘Nムつ・9・。。・…1

・カルチウゐイオ・ン（Ca”）．・＿．．。・

　マグ番シウ凸イオン似9”》…

アニオン
　グロ」ルイオシ仰り．＿．＿．＿
　看魂酸イオン（SOメ’）．9．閃・．鴨韓・軸●

　弊ドロ炭酸イオ芝（耳COガ｝…一
　亀　，

珪酸（メタX耳ISiO31＿．，．．．．…；．二

グラム

OgO369
05465
0，0665

0，0062

09654
0，0325
0，0＄41

　　　ケ」

齢奈川聾足柄下郡温泉甘字堂ケ島．
東＝京衛生試験所（明朗二十一年1　　．　．／　「：

殆｝無色澄明異臭聖ク味稽戯〆二品アルカつ，性反回ヲ量ス

重．珈且35く15。，．9・．』．．1．‘．”甲ご’▽・L．・ト．

　　　　　成＿分　’　．’．∵　．亀…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　約11，79グラム．（rリー・トル中｝

　　　　鱗表磯麟婆聯砂壌寒ン．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グヲ占㌧、　　　　・．・　・圃　「・・∫　　　鴨　　　　　　　　　層
　　　．ク』■三」』ヵリ．ヴ1ム’（kc1）．τ．＿．．∴・．∴。∴．．．・．「　（》，028δ”．

　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　クロ働rル→論ト　リゥム（芯aC1，．．5．●h＿．，．．．。．．●：．，　　0，9696

　　　　ク・一ルカルチウ’ム．（σ島C121．．．…＿∴，＿．？’．05！07¢

　　　　硫酸カルチウム（CaSO4｝＿＿∴．．。．．＿・一r＿．．0，0362

　　　　重炭酸ヵルチウ4［Ca　HCO3）21．．・＿．．．．．＿　0，079レ

　　　　ヨ匪炭1酸マ〆ネシヴ．高［L1g（H℃03）ご…．．．，．．．．．r．　！0，051S　．』

　　　　珪酸（メタ》（王1￥Siq8）・叩・・●…　9●●…　∴。，・．一・…　　　　0，1207τ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　1，393くr：．

聴鶏1蕩蒸111霧1

島温泉　
’・． P．．．デ1貿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　7　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵棄

竃，竜一ル壱，グヲ皇

0，940鴫）　　　0，9轍♪

23，7100　　　23。7100

1，66し0　　胃　3β20（＞

0，2600　　　0，520ゆ’

27，2300

0β400
05600

28，街900，

27，2300

0，6800・

05600・

　　　　　　　　　　　　　　1・6881　54，7000　28，4700
　　　　　　　　　　　　　　0」1376　　　　　　　　　　’．　　　　　　　，．

　　　　　　　　　　　　　　1β257　　　　　　　一
葺慶芝雲誰」鼓弓LcO2｝．。○σ．●・．・鱒。．．．g●．．●g　　O，0174．噛．．。0，3955

　　　　　　　　　　　　　　1β431
三三　フ呂ル”イオ・ン，アルミ昌ウゐイオン，ヒドロ燐酸
　　　　　イオン及四三ノ痕跡

調　90

．　「』■’

聾搬．（＝耀穿9多脳滋燕論調次艶

　　　　　　　　　　　　　　　　㍉．　　グヲ心．

ク・rルカ．リウ売（Kgl）・一轡…・一一〇幻7⑫
クロールナト㌣ウ凸（∫aq）・・………，………　．曇β87｛レ

ク・一ルカルチウム仙C1・）…．，∵・…一…、0・115毛」

クロールマ〆ネシウム（MgCI2）’＿．．．．．．’．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，02三
三酸カルチウゐ（Cお04）．∴．＿＿．．」＿、．＿＿，0ρ461

重炭酸カルチウム［Ca（HCO3翔・……・・．・・…　0・045｛レ

毬酸（メタ｝く113Siq8》．騨．．。．．鴨鱒．，．●．●．．．．．．．．．一　　α1376．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1β260
撚酸（CO主）．∴‘＿．．．．．＿．．●。＿＿．．＝．。鴨＿　　0，0ユ74r

　　　　　　　●　　　　　　　　　　　1β43を

‘

◎　．



’

‘

し

■

、c　「

　　　　　　　　　　　　　　底　倉・温　泉（醸ノ湯）

　　　　　　　　所在地　　淋奈川終足柄下塩湖泉吋：大字底倉「

　　　　　　　　分析者 東京衛生試三所（船泊十四年）＼．

　　　　　　　．　　　　　　　　　原泉澱　　　　63，go

　　　・β　．㌧『9成・分
　　　　　　　　’　　　　　固形物纏量　　約　1・83グ，ム（rリートル中プ

ーイオシ表（甥密画燃ラ驚）
カチオン

　カリウるイ矛シ（Kう＿＿＿＿

　ナ》りウ義イオン（yIド卸．．＿．．．

ヵル手ウ凸イ．象ン（C躍・L．．＿

　マグ毒3fウ凸イオン（Mg。ウ…

7＝オン
　ク”一ルイ才ン（Cr）＿＿．．＿．

瀦酸イオン（串0♂’》…＿＿．＿．．

　ヒ．ド”炭酸イオン（亙CO3’1．．．

　三三（メ　タ）　（】≡1糞5iO5）　・。．．・。．。．●・●

　ダ，ム
OlO935

．0，505正

0，0312

0，01S串

0，7832

0，1268

0，1629

　　　　霜ワグ，ム璽，簡一ル
　　　　雷　　澱
2覧8883　　　2，8383

21，9132　．21，9132

0，778ユ　　　　1、弱62

0，77ユ8　　　　1，5436

　　　　　27㌔4018
、

　22，0931L　　22，0931

　1，3200　　　2，64CO

　2．6701　　　2，670i

、

’

興研（旛劣蕃禁二鯖端瀦袈女〉

グ冒一ルカリウ轟（K91》…・……・・……・・…」

クプールナ・トリウ凸（yaC1｝．＿．．＿＿。・・鱒．

石凝酉奨ナトリウ凸（芯8L2SO6）・・・…　一・…　鱒♂・●・騨・・P．

硫酸カルチウム（C酪0∂…・・・・…r…一・…・

■炭酸カルチウム〔C8（RCQ8｝21．．。＿＿鱒．＿

重炭酸マグネシウム［MglHco・）・】∵・………

珪酸（メタ）（E2Sio霧）＿．．．．．∴．．．．．．．．σ．。9．．●．．。．●．

117215

0，0364

翼他　宥機物三跡
　　　　　　　　　主

1，7579

5且g93・綴3　　27；些032

蔭　．

グラム
0，t7si，

1，1528

0，157〔》

0，029ら

0，09ユ0・

0，1132

0，0364

1．7δ79

∴

．写．

厨．；叢地

分祈雨

底

画報．（肥州辰呉長躯ラ鋤
カリ骨ン

　カーウウ凸イ薯ン（K・）ら．．．＿．＿b

　轟．リウあ骨ン（N瞭．＿．，．

　男ルチウ轟イオン｛Ca・・》＿．．

　マグネシウ轟イオン（Mgつ．．．

，アニオン　』　　・

　クロ甲’ルイ2・ン（C1り＿＿．．．＿

　凝酸イオン．（SOごつ．．．．．．．．．．．．．．．

　婦噛酸僧ン（Rcoの∵．

倉 温 泉僑諏湯）’
　　卿奈川虚足三下照濃泉械大字底倉

　　東京衛生試敏所（明漉十九年》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　o原泉濾奪　750

　　　　・　成　　　分
　　面形物縫量　’．約　1・92ダ，ゐ（一リートル中｝

　　　　　　　　　　　　・興野表（彊劣蓉馨識演撫旧弊〉

ノ，A

O，OUO
O，6428’

0，00δ6

0．0113

O19693

0，0399

0．0730

電，◎・β　差，ダ，嘉

0，28且0　　　　0，281u

27，8872　』　27，8872

0，13・ゐ7　　　　0，2694

0r“39♂ビ　0．9278

27，3681

0，4154

1，1965

29，365も

27β681

0β308

1，1965

ク”一’し、カリウゐ（KC1）…●。みg鱒．●●．。r。●．．．．・。

クロrルナト’ 潟Eゐ（NムC1）．＿．．＿＿＿＿

硫酸ナトリウ凸（ya2SO4｝＿＿．．．．．＿＿．＿＿

重炭酸カルチウ凸［Ca（HCQ山】……讐．．＿．．

■炭酸マグネシウ凸［M9｛HOO3漉】＿．．．．．。．．。

謹酸‘メタ）（H／2S三〇雛）　．．．．．．．．”＿∴．．．．㈹．．．．鱒

グ，あ

0，0210・

1，5Si玲

αu5go卜

0ρ217

0，06SO

O，119ら・

1，872B

’

・㌃’

　　　　　　　　　　　　　1，7527　　　57，↑468　　　29，395義

毬酸（メタ）（甘、8三〇、》∴．…．．＿αU94

　　　　　　　　　　　　　1，8721
回忌　　アルミ昌ウ凸イオン，ヒドロ燐酸イオン及：有機物
　　　　　ノ各痕跡

一一
X1・1一一

．1・

D



で　　　ぞ

●

いB’』　．・隊、㌦噺

所’：在

書　・析者
　．レ’状．

底
・’

q・ 温
地　『”瀞丸山懸定柄下郡山泉吋大字底倉

　　　．高望衛生試瞼所明治十八甲）
　　　無色澄明ニシテ油球無臭申り．
　　　重，．　1，00乳a2比
　　　　　．720　　‘　・　’　　　　，．．原泉温度

　　　　∴1　成∴．分・
　・．固形鈎縄量・、，．

イオ｝表（喫水一リ．一トノレ申二含鮎寄スル各成分及其量次ノ如シ）

カチオン　　．・”
　カb｝うムィ才ゾ《K・》．＿．．・・ら

‘＋トリウムイ｝ン（隔・）＿．＿．

　カルチウムイオン（C昂●う…・・，・

’マゲネシウムィ・オ・ン（製【9い》，

アニオン　　．　　．∵’

　クロ6ルイ：矛ン（cn騨．∴．

　硫駿イオン（SOご’）……・・∴・

　ピドロ炭酸イオ㌦ン（】日：CO3’）

　　グラム
騨　　0ρ513

毫。、　．q・〔ヲ332、．

？．　Q，ユ144．

∵『 p・oo9睾

＿．
D． ｵ020占‘

．．．σ　’0ρ419

1．。．　　0，3412

泉．（三三・湯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご、

約．孕，119均ム．『り甲・蛇』中）

　　　　　・騨曝（本罎永ハ其集成葺於テーり一・トル中次：乏威分ヲ含有スや溶液孫概略相當ス　．）・

　　　　　　　　　　　　　　2，2116
珪酸（メタ）（H2SiO3）ボ・・・・・・・・…　こ0・1q圭｝

　　　　　　　曹　・　　．　　『6　　’　2㌣3957

遊離炭酸（CO2）…・……・∴・・．　定量セス

．其．笹．1、1毅麟議窃露晶晶’各

、

所在
分．析
性

　　　　・癩罵雛’拓両，ウ躯Cり∴両端卿．礁．
　　　　　2ス蜘7．噛・7『・ク・一ル＋・．リヴゐ（岡…・…・ゴ，・？「零β・71．

　　　　　．985珍9．蜘53．囎加・チ夷IC・SO・L・・・……・…“画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，0595

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0・39零0　　　　　0．377？　　0，755も　　　重炭i駿ヵ’レチゥ嘉．［Ca（B：gO豆｝21＿弓嘱．．∵．へ．

　　　　　　　　　35，2壬22　　重衰年マゲネシウゐ［Mε（HCq二）雪］……・・…・・0・0552

　　　　　　　　　　　　　　　珪酸（メタ’）～H』Si93》．．6．＿。。．…・・．．・・。。r品・・●鱒の　　0，1841　・

　　　　　　　　　　　　　　匹回搾繕1淺塁、

高論素図皐働吻1∴．∫・冠、．．．’

　　　　　　　　　　　　　　　聾類表∫』（李欝幕営灘燕三雲弐）

’地

者
状
比

廿シ表（本三水L』リ・」ト）レ中島含；有スや各成分及其量次ノ’知1シ）

カチオン
　カリウムイ：津ン（Kう．＿．…・・

　ナトリウムィ才ン（∫の　．・，・

　．カルチウゐイオン（Cε』●●）　＿」

　℃グネシウムィ才ン～】虹9”）．

　　　　　ご
アニオン　　’　．．・』　一

　ク・｝ルイオン（鋤…一∵
，硫酸イオ・Σ！（SOイつ騨恥．．．．．．．・

　ヒドロ炭酸イオン（HCOの・

　　クヲム
．．　0，0552

．，　0，6345

．．　0，10ω

．．　　0，00S8　9

　　「　　　　　　　

　　　　　　　　　ハ　　　　　ロ　　

．．
@　1，0茸32　　　28，8632

．．　噛0，0419・　　0，窃362

．．　　0，3163　．　　5，18塾4

層竃りモール　垂9グヲ金

　1，覗00　　1，4，10り

’27，5271　．27，527L

　2，5ga年　　　5，18701

　0．3612　．　o，7224

34β46姦

28，8632

．．q，多724、

5，194毛

　　　　　　　　　　　　　　2；1839　　　66β7年6．　34，9260

珪酸（メの（H2Sio3、…・…・・…　0・1830

　　　　　　　　　　　　　　2，3669

其他雑塾繍；露ヨー艇四丁’三

一　・92

クロ」ルカリウム（K：c・）・・ぎ∵・…》∴…・岬∴

クロールナトリゥ為（篤ac1）！．免＿叩＿，．．＿轡g．．

硫酸力～レチウゐ（CaSO4》‘．，・・．＿・璽・．逼・鷺P・…9

重炭酸カルチウム［Ca（HCO3》2】…ニ…鴨・；轡，．

重炭酸マグ籾ウ為，［M：9（HCO3》21ニー…・…

珪酸（メタ）（1EらSiO6）．・・．…　。・・鱒ヤ．・。．．・ら●・・。・・…　o．

　　　　　　　　　　　　　　　t　・　ヤ．覧　．2」3669

　　　　9　．．層．　．　『　「　”「一，・’”‘．’

　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　r　i層．』い．．

・　曳’亀㍉三∴

ダ熱i㌦・

0，0994

1翫61ρ5．

0，0与95

0β619

0ρ526

0，183Q

．’

j



6

’

9

●

「」・

p『牝・

所在地
分析．無
性　　　釈

淵

底　　　倉　　　温　　泉　　（明治，湯）　．

紳奈川縣足柄下郡山回付大宇：底倉

東京衛生賦同所（明治二十年）　　　”
殆ト無色清i登≒勧テ臭氣ナク肩鴇鯨ヲ有シ微弱アルカ9性

反感ヲ融ス　　　　　・．．　．1

零．聯（161）．・・．99．．一．，．．．一・

　　・　　成　　．分　　　　．．．＿・　、’
押形物事量　　約　2，協グ弘（一リーrトル中）　・

イオシ表（委鷺晟両親裏ラ鋤

カチオン9
　ガリウムイまンくK’）…………

　軸リウムイ才ン（Xの．．＿・…

　かルチウムイ才ン（Ca”）∴……

　マ〆ネシウムィオンくMg’う…

73オン
　ク回一ルイオ・ン（cr》＿．鱒軸．．帥．

　卿イ諭・ン（SO‘’）…　．鱒脚．・鱒・鱒

ダ，ム

b，037ユ

0，6813

0，0657

0，0069

・噛 C・一ル曇，ク，皇．、

　　　　　0ρら760，9476

29，5575　　　2915575

1，6384．　　3，2768

0，2833　　　0，5666

36，3485

i，1175　　　31，6233　　　31．5233

0，04249@　0，4‘る14r　　　O，8S2S

器品（欝9非器鵡演繍欝1

’4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
’クロールカリウム（KC正，＿．．．＿．．．＿．＿b．＿　 0，0707

クローpル→・トリウム〈篤5C且）．．．．．．＿＿．．吃＿．．r　1，7296．

クロールカル．チウム　（CaC12D。．．，．．＿＿＿．．．．0，0557

硫酸カルチウ・ム（CaSOo）＿．’・・…．．・．………・　0，0602

重炭酸カルチウム［Ca（ECO盛1…・・．．・・c．…　0，1126

■炭酸マグネシウ・『［Mg（HCO3｝コ1…………　0・（〉塾14，

漣酸（メタ）（亙・SiO・）…・・・……・一・一∵・・…．q19雛　鞠．

・b「 h・炭酸イオン但coガ）一・・」⊥塑L＿聖墾」』塾
　，　，　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　2』0702　　 66，34691　　3・ゐ，3615

遷藍蝋メタXH2SiO3）。．．．．．．．．．．．．．．　　0，19S6

　　　　　　　　　　　　　　　職268S
避繊酸（COコ｝＿．＿＿・1・……・・惣量セス

叢他．ブ・帖材ン・・一画≠ン・扉・戯糟ン・

　　　　　ノ各痕跡　　”
　　　　　．1皐．．．㌦隔．，一　　．・ニー■，…

　　　　　　　　　　　　　　　　　木　賀　温 ．泉（上・湯，

　　　所　在　地　　一刀幌足柄下郡宮城野村大字木賀

・　分析者　東京翻生試敏所（明泊十九年）
　　　　　　　原泉浬度　　　　37，80

　’．　　　　　　　　成　　　分
困形物神量　　約　1，12グ，ム（一リー加ル中），

盈ン表地翻亥船端ラ鋤
力子オン　　．　　．．　　　　　　クyム

　｛ガリウゐイオン（Kう．＿．．＿＿　0，0068．

層赫リウムィか（Nの……・・㌦q2鰯
　カルチウムイオン（C鱒＿……　0・1203

　マグネシウムイオ・ンIMgつ・如・0，㌧293

　蘇

アニオン
量ン郵一ルイ　オシ（C1’）．．．．．．．．．．．．　　0，459　L

　9硫酸イオン（SO♂’）：．＿．＿＿＿　O11220

　ヒ　ド冒炭酸イ：オ・ン《王1C（）3「♪　。・。　　0，236窪

竃，弓一ル

OpL737

10，7908

3100〔0

1202S

岳繍
10，7808

6，0000

2，4056

19・3601

12，9605　　　12，9505

12アCO’　　2，54（X）

3．8732　　　　3r8732

　　　　　　　　　　　　　　1，2223　　33，2510　　　ユ9β637

珪酸（メタXE2SiO3）・…・…・・♂・…　o・1287

　　　　　　　　　　　　　　1，3510
莫　他　　マンガノィオン及有機物ノ痕跡

r－　93

o

2，塞688

雨晒表（挙欝9蓉薮聡透＝病目雲琴ン

クロー唖力腹ウム（KC1）＿＿．．．＿＿＿＿＿
クロー’レ’かトリゥ」隔（XI」Cり層．触●．二．鱒・．鱒騨．．．・

クロールマグネシウム（MgC1薯》．．．＿・・蜘＿

硫酸カルチウム（CaSO盛）．・．●．．．．．・鱒．．．．．9・。・。．‘．

■炭酸カルチウム画HO6、箆】＿．＿＿＿

書炭酸マグネシウム［Mg（HOO8｝21＿＿＿…
珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．．．・・・…　．．．．．．．鱒＿．．．

　　　　　　　　　　　　　、

亀
、

グラム

0，U129

0，6303

0，0950

0，1731

0，2SO3

0，0302’

0，1287

ゼ　　　6唱　　　h

1，3510

●

●
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弊

顧
曾　．

．、．

’一

、

㌻　‘

・斎』 @、

。　　　　　　’．事

ゆ

・　　木‘．袈が温．泉
　所在地　憩奈川晶晶三下認宮一三鱈ξ＝木賀．
．分析・r者　　東京衛生試験所（萌活十九年）一　・・　　．

・　　　．原泉温度．径5。1・．’　　　　㌶

　・　　．：．．㍉．1．』1．．成．1．．．．分1層　　孕

箇形物臨量∫

嘗　「

　　カチオン．ビ　．．・．・∴‘　グラム　．，モール

　　．ヵウゥ‘イオン（…ぐ｝＿＿∴．．．o，os50　2ユ737

　　　†ト効ム伊ジ（恥）二・．．＿ぐ0，1835気96正0

　　　．カルチウ轟イオン（C的．…＿．　0，0569　．1，戯90

　　　マゲネシゥムィォ・ン（ヌ｝⊆g帥｝　●．．　　．0ρ386．　、　1，58娼

．7島シー．．・『1．．．1砥．．

砂’． @クロ一座イオン（α）＿＿．＿．．o，翻．10，1603

　　　硫酸イオン｛SO‘’｝……∴…＿．　0，1360．1，4！5S

　　　ヒドロ炭酸イオン｛HCOゴ）＿＿　．0200S・　3．29B

　　　珪酸（メタx邸鋲）3｝＿．＿．．＿．．．

　　　　　　．辱

　　・三三．

．1二陣を塞（本州永一恥L事ル申三含有ス～㌣各戒分露霜量弐ノ如シ）－

D

（菖蒲ノ湯〉　　’　∴

．6

．4　　r．　　　　　8

約． ﾝ05グシム（阿り一室ル中）

　　　　　酒戦．（礪雰9萎繁談蕪二二月塞次）

卓

　　　　　　　　　1，0δ10　2S，0062　16，当537

　　　　　　　　　0．1ら76

　　　　　　　　　ユ，20S6　～

マyガ〃オン及有義物ノ鋤

　　　　　　　　　　　．木．・賀　温　泉

　　　　　・所．在地　．1三巴川鰻足柄下郡宮城野け

　　　　遊艦泉護騨欝繍湘乎1・．＼一　マ．最悩

　　　　　　　郎昌・．　 械’1分　　　、．　’，
　　．，．　　　．．固形挽鶉量　約0β1グラム（刷り一トル中）

擁象ン表（甥鑑海際影調
．φ手オン　　　　　　　　グ弘

　・カリ、ウムイ才ジ（K’）＿．＿．．＿　0，0197

　　＋トリウムイ・才ンぽの＿∴」・・0，14ω

　・カルチウムイ．才ンleバ｝．．＿＿　0，0629

．．сdネ．シウムイ．オン（］虹ぎ・♪＿．0ρ132．

アニオン・、

　　クロールイオン（cr）＿＿＿．．．　0，2775「

　掠酸イオン｛SO♂’）＿．＿．．．．．＿．0，1502

　畦酸｛4タX耳』SiO証）＿．．．＿＿＿

　其他

…，’毫9ル

0，5032

6，2473

1，5636

0，5419

潔ク，蓋・．　　　・．　“　1　∵　．ザ
　291737　　　ク冒一ルカリウムσ【q）＿＿＿＿＿．＿＿．6

嘱96・o・・夘』ル＋回ウム億。勤・漏・・rf一・碗・・

　亀8380　　　クロールマゲネシウゐ（遡［gC騒，……………．

歌1692　・硫酸カルチウム｛σ£9・）……・一ら・一…噌、

16r1419　・　　動き酸マグネシウム［翠〔g（王王CO3L｝＿．．L，．＿．●6

慧…轡∵1∵llll：◎誉1

　　　　　　　　　　　　．’〈岩ノ湯）

篭，グヲあ

雷　　量
0，503控一

6，24ケ3

3，1372

1，0S38

7β279　．

1，5636

エ0，9715一

燐8279

3．1272

．㍗　　　’

　　　　　　　　　O，6675　　　18，2525　　　10，9551

　　　　　　　　　0。1903

　　　　　　　　0β583
ブ羽一凸イオン及有機物ノ．ｭ跡．

一　94

　グラム’

0，1619

0，4656『

0，0016．

0，19雪gr

O輩2390

0，14笥6．

　　　うニ1，2086さ・

y豊

堰F擁．、

・・
A曲ミ亘．・．ぞ．．

♂身

鱗表（本曲水パ画集成二於テーり一トル申次1ノ油分ヲ含；有ス補容液二概略相當ス・一）・

　　　　　　　　　　　　　「・　　　　　　　グラム．．
ク・一ルカリ．ウ’晶｛K鋤…．．．㌣一＿・……．0ρ3751．

クロールナきりウム（鞄C1》．．而＿＿＿．＿．．　〔』3655

ク”一ルマグネシゥム（］隆9（恥）＿＿＿門。．鱒　偶051杢

硫酸カルチウム（Caso｛）・…・一日…・・∴。F・∵・　0再3晃，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドbユgo6”珪酸｛メタ）（ヨヒSiO3）＿……＿…＿碗…＿，孟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛），㈱．

　　聖　　　　・　．

φ　ヒ

．ウ

峯・

ぐ



’

’

り

’

木 ’賀 ・温1

．所　在1地　　紳奈川娯足柄下郡宮城野吋字木賀

．・・
ｪ’；析　者　　東京衛生試験所（明漕十四判

　　　　　　　　∴・成　　　分

泉．俗ノ湯）

固形物緯量　　約’1，06グッム（r・り．＿㍗ル中）．

，働シ表・鯉翻斑裏ラ鋤

カチオン　　　　　　　　　　　グ，．ゐ
・艸リウムィ≠γ趣）一・∵…α2386

“カルチゥ玄イオン（Cの．．＿．α0723

　マ．ゲネシウムィ’オン（Mr．）＿　0．OO77

7ニオン
　クロr92レィオ・ン（C1つ…・…　し…　．　　093893’

緻イ才ジ（3qイ’）．ニー＿。＿α1729

、亀’ C野口ル　差ワ”蓬

1013514r　　10．351・」

1や30．叡6060

0．3161　’　0．6322

　　　　耳6，肥｛M

10，98tl　　　lp．9811

1SOOO　　3，6000

、

　　　　　　　　　　　　　　0．8ゴ08　　　253516　　　14，5811

珪酸（メ覧タ，（H≧SiO3》．．。．．．．一．．．　　0」2352

　　　　　　　　　　　　　　1．u60　　　　　　　’

其他　マンガ〃才y及宥機物娘跡．

9

蜘表（欝捲無恥繍鶴次ゲ

3．

』喜

木1賀

クロールナトリウム（冥＆CID。．＿％．∴＿．．．．。’

クロールマズネシウ』・（M酋12｝．。．．＿，…＿

幽幽ガルチウ為（Ca90‘）＿＿」．．＿．日脚．伊．．．」．

遷皇甲斐（メタ⊃（H2SiO8）r・・・…　＿●．．。●．．●．．・・・…　鱒・・．

　雪 。

．、

グワゐ

0，6056

0ρ800

α2452

’0．2352

1

、

温　泉（大瀧ノ湯）

厨　：在地　　瀞峯川嶋足柄下甜宮城野吋三木三

分祈ρ者．東京衛生試駄所慨泊十四判

　　　　原油沮度　　ら6170。

　　　　　　．　　・旗．　分

　　　　　固形物纏旧約1，39グ，凸（一ウー画中）

　　　　　　　　　　　β
　　カチオン．
．　ナトリウムィオy（Nポ）＿．＿．」

　　　カルチウゐ骨ン．（c醒・）＿．．

　。　　マゲネシウゐイオン（皿9．’》＿

　　アニオン
　　　　クロールイオ・ン（C1り．韓・・＿…

　　　硫酸4才ン（SO♂’）∴．鱒．＿……

　　　　ヒドロ炭酸イオン（HCO5’》。・・

イオ，表．（民地承応三一ラ鋤

グ，凸　　電り」亀一ル

0，2992　12．98q5

0、OS59　　　2．1‘も21

0．0573　1　2．3525

0，5翻0

0，1620

0．1980

竜，グゴム’

瞥　　鐘
ユ2，9805

禽2s42

4．㌘050

　　　　塾1，9697

15．3456　　1513456

1．6864　　　3．3728

3．2・L56　　　　3，245・も

　　　　　　　　　　　　　　　　1．34，6・凸　　37，7525　　　21，9638

　　覇圭酸（メタ）（H2SiO8》　．．．。．．∴．。．．　　0，1532

　　　　　　　　　　　　　　　　L4996

●　，其他　ブロー凸イオン及宥閃物ノ痕跡

一　95

1．1160

■

6

、

籔表（欝9両両聯；繍曇撃）．，

ク・一岬トリウム（N・α）＿＿．．．＿＿＿．

クロ同レマグネ．シウム（琶gC12）…．＿．㍗＿、

鯉カルチウム（CaSO・｝＿．．．．。．．。．．．．．．．．．．＿

重炭酸カルチウ績C姻CO，bL．．．＿＿＿1

’重炭酸マグネシウ」」［皿9但CO3》】＿．．．＿＿

珪酸．（メタ）（H2SiOBン　．．。．。．．．●．．・●・・．鱒こ●．●・．。．

〃ゐ
0，7595

0，1125

092297

0，0738

　　　40．1709

．0．1532

■

1●4θ96

‘

¢

”
｝

8



鞠

8’

●

’　r　　　8’

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．’

　　　　　　　　．早雲．山温泉．

蓬層層繋留罵講馳㈱放。帷＿。・
　　・・三三．．．争9・　・，『∴1慌

　　　　　・、．．，．．’．成’．．、’分

　　　　　．．，　9…　　　　　　　　．　．　　　・　　　，．・r・

　　　　　　固形物総量．1約

『　 Cオ擁．（甥霊的簸裏ラ鋤
．カチオン

　沙リウゐイ牙シ（Kう＿＿＿嘔9．

　ナ予リウゐ’オ」とζ茸a’）・・…・・∴

．．・
ﾍ角チウ凸イオン（c8●｝・…・・

　マゲネシウゐイ才と（Mgう…

ア三オン
　磁イオ「ン（SO4「つ鱒餌鱒∴三8騨二・・

．． `才硫酸イオン（S20ガ’》＿＿．・・

　　　　　　　　　　　　　セ
　緻，（メタ》（］日【垂SiO8》・・・…　。・。・・，

．…・ 刀Cム

lq，oq64

　0，1005

　0，3609．

．0，0061・

　1，0978

　0，0076

竃，モール

0，163些

4，3601

・訊00α0

0，2i鵬
　●　．9

1、78グ弘（」リートル刺

　　∵・’塵類表（耀蛮麟究籔玄義暴儲雲弐〉

11，4283

0，067S

遊繍嚇（E・s》・・！…∵…・

　　　　　　　　　．’．所　在．地
　　　　　ジ．．’∴．・分．析者
　　　　　　　　　　性　　　状

●　　　．

．9

．1，6793　　　乞5，2700

0，2310

1£10串

0，0969

1、9072　’

　　　∫早雲．山濁泉

　　　1紳奈川麟足柄下郡宮城野吋字早三山
　　　東京衛生試瞼所（明治三：十九年）
　　　殆ト回忌ニシテ硫化水素臭ヲ放チ鑛性敢敏〆酸味ヲ宥シ反

原泉｢警．∵．諮鉱二窺
．埜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…．・．，＝・”　＝グヲる．ミリグ，ム
．雷　　．段

　　　　　蔽岬町リウゐ（K2SO∂…“…r…’…讐・・…，r・0・0遡0，163ら

4，3601　　　　鯉．ゆ・恥　りう・ム．（Na2SO4）…　ら＝．．．」．．。闘．．。，・・　　0」3006

18，㎝0’ P姫鍛ナトリウあ（恥卸訟》；一・・二・・一．．0・。i。7

，1灘懇嶺町謬δli：二：：＝：：：：：雰：．1欝

，。S56パ墾剛職）㌘：’”・向∵触「・㌣擁．

曹「

　　　　　　　　　　　　　1固形物緯量　　約　1，77グヲ4（一リーb弓中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イわ表（甥変晟碁長吟裏ラ鋤　　　幽晦．（誘導麟婆蝶海羅儲弊〉
カチオン　　　　　　　　　　　　グラム　．

　カリウ轟イ＝滑・ンf｛1ζ．）　。。。，．。．．∵。。　．0，003L

　lチトリウムィ才シ（恥）一・…　0・0515

　’カルチウムィオ．ン（Caう・．‘，．．　0，1614

　　¶pグネシゥゐイォ・ン（！』fg・●）．6●　　0，0862

　　フ論ル1目rイ＝オ・亭で（Fe・’｝1り．。．●。㍗ら・◎．　．0，0294

㌦アル福い廿ン（岬1．r如7・3

アニオン　　o．　・　　　　、．．

　硫酸イオン（SO6つ’．，＿＿・．＿．．　1，2674

・ヲ篭一ル垂リグヲ皇．・

0，0792　　　0，0ケ92．

2，23虫3　　　2，2343

4，0皇49　　．　8，0498

3．5a86・　　7，0772

0，5珍59　　　1，0518

2，5941　　　7．782＄

26，2746

13，193S　　　26βS76

珪酸（メタ）（】EらS董03｝．．．．．“●．．。．

1，669ぶ　　．26，1908

へ1713

．18406

0，0564

26，3876

翅…調匿硫化永素（E『2S）　・鱒．．．．．．．．．

1，8970

囎切ウムIK・so・｝＿＿．・・

　礁・｝晒トリ．ウム　（Xa壌SO4）　？．？・

　硫酸カルチウム曳qaSO4）…＿．

　硫酸マグネシウム（駈gSq）．＿
，’ ｰ酸亘E酸化鐵（FeSO4》．．．…　．．鱒

　硫酸アルミニウム［AI2（SO4）3］．

　珪酸（メタ》（H2SiO5》．．．＿……6
　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　』

　遊離硫化永素但竺寧》…一；一

　　　　　　　　騨　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　，

一歪r　96　＆一

　　　　，∵　㍉一、匹田．．

・・

諱c，・・……・．．． O・00β9

・∴・・………・マ・・．’o・159ぴ

＿・…一・・
煤c．o・麟。

．．．．．．．．．．．．＿≧．．0．4312

輔。・三・・・・…　り・．．．　．0・0798’

．．．

I．．．．．∴．．。．。．．0，竜r45蛋

．．．．．．．．．．．．．．．曹．　　0．17i3

　．‘　　‘’　‘　1β鰯

1・一∴1・・…∴」璽6を

　　　　　　　1，8970・

　・　‘．．㌔争・．，．ンドみ

●

・・． j．　㌧

A・

9’　δ　．．　4二．

●　　・

●

◎



戸

■

b

、

　　　●
　　　　所在
’　　　分析
　．　往

地

者

状
比’

姥

鳳泉温度

温 泉（二子湯）

紳奈川縣足柄下流元箱根村字姥子

横濱衛生試臓所（明泊十入年1，

無色笹明無臭ニシテ微二牧飲味ヲ・イf客

重　　　　1ρ006（130）

　　　450　’　　．・　　1　．・r璽．b

　　　　’成　、’分’．

品形物両前．　約

1イオン表・（査聡歳骸簸実ラ鋤

カチオン　　　．・

oカりウム4オ・ン（K’）＿．＿．

　ナトリウムィ才薯（Na◎）＿．9

　カルチウムィ才ン（C島。●）＿．

　マグネシウゐイオ・ンG質ぎ’》

’アル建ニウムィ才y（紳鱒）．．

アニオン’ D，　　．∴．・．

　魂酸イ霊ン、（SOイり叩＿，．．．

　　　．，　　　　．：．o『

　境酸（メタ》（H3Sio“）．．．．，．．．．．

　　　ノ，幽
．．．　’0005ら

＿　　0，028る

∴．．　　0，0739’

．．．’ @0ρ198

．．．．　0，0074r

．●。
A．　　0，3609

u●，●●

億，辱一ム

0．1379

1，2321

1β5皇9

0，9128

へ雪731

・317570

’曇ζ釜・

羅l
l：瓢

じ

ρ・65ダ，ム（rり一レ．ル中）

　　　鵬芸談鵬蓉黙磁＝置引晒

’7，5007

7，5140

羨他　7呂ルロイ才ン，．

　　　　跡

ゴ，

　0，4953　　　8，0553　　　7，514α

　0．2081

　0，6989

クロールイオン及有三物ノ各痕

・・@　　厨
　　　　分
　　、　性

ぷ’：’，．：♪・・：，；ゴ1．

　　ゴ

カチオン　　．5

　カリウゐ・fオン’（Kう。∴岡∴．．．

ナ，トリ「ウ凸イ才．ン（置a●）’∴」．．，

　カルチウ凸イオン（C甜・）「．∴＿．

　「．グネシウ幽イオン（M〔「う，．

　7ユル鷲イかシ（Fe・り＿；．：．．．‘

　「「ルミ畠昌ウ』凸』イオ●ン（A1恥●）・，∴

アニオン，　。．』，．．．・．．．

　破醸イ・才ン｛SO‘つ＿＿．。．．．．．

’

：仙

在地
析者

　　比

　・、♂，　．．・，

固形物繊

石

　　　’「．　　圏　　　　・　　　　・　　　　　　　グ，4
轍カリ躰（K・SO、）＿．．．．＿・＿＿＿．．・Q，912f．．’

囎ナトリウ∴（笈・gSO・）・ツ……一r………．、’qq晦’

　脳力 ・チ弧（qaSO、》…．．＿＿＿＿、∴＿．．o，％06

　緻マグネシウム（』！gSO4》」．．、．．．．．．．∴．．：．‘．．．．　　0，09S9

　硫酸アルミ昌ウゐ［A12（忘04》81．＿」．ト．．＿，1∴．．0，0467．

　珪酸‘メタ．）電H’2∈iiOB》．。．．。．．．。．．．6師．．・．．．．」．．こ．．・．　．0L203　t　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6989

．，・

C、

?k死1∴．．’・・1三三

　　　　　　　　守　　．唱．」，｛　1．・’．幽「二．’∴：’・

　　　∴．痢1瓦ジ：∴1∴8・：・乳．曜．・・三1∵

温　　．泉　　（仙石新湯）　　　　．

淋奈川鵬足柄下窺：凶石三三

横言衛生蹴所（明泊十八年）一
冶卜稲色湿明昌シナ墨臭味ナグ反鳳ハφ性＋リ

■　　　　｛，00095～15「》　　　　；　♂　　．　．し　　　　．　　　．　　”

・・ ﾐ’・．h・分・1．∵一：．　ド1　∵

　　　約●　1．87グ，ム：（一，リートル中♪　　，

僧茸雲．（魏奪三篶簸裏ラ鋤

●　・

．ご

●，

●　，

コ

；，．‘

　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巳

．．　　1，10S9

　グ，ム　．亀”勉一あ

，0，（醐．ρ・1635

0，0999．」’ @4，33凸1，

0，25婦嘲 @　6，3帰1．

0．06ら9　　　2，6642

010014’ O，0250

0，0（｝L2　．0，155Q’．

電，グ，ム’，

、雷　　燈
　0，1635層

16，334ゐ1　，　，

’12．6882

．2’ T．3284

　Q．0500

　0．4650

，23・0292

◆

堕類奉（本頒永ハ其集成二於テー1＞一い』中心ノ成分ヲ含’；有スル溶液昌機略相富ス）

　　　‘’　　　・噛　．、　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ム
硫酸カリウム（K2コ口4｝鱒．．●・．●○．●●・●・．ゐ●，・●●．・ゴド．　0，01《」2’

扇1酸ナ。・ト．リゥ尋．（Nε専2SO4）．．．．．．．．．：．．．。。．ご．．ご．．ン　O，3083

、

11，5428　　　23。ρS56．

硫酸力’ゐチウム（C島SO4》・…・＿∴，．．．．．．ご．．1‘．・‘．　OS325

・硫酸・ψグネレウゐ｛MgSO4）’∴。。．．・・。．・．ご．．∴．．．．　　Oβ246、

硫酸亜酸化鐵（F・SO・）……………．；；…∴，・∴’0，。03S

魂酸アルミニウ凸［A12（SO∂3】」・・鴨胸．で．6．．。∴．　　0．0266

珪酸（メタ）【H2SiOβ）…．．＿．．＿．．・鴨．＿＿．＿．　02726

1b5ら00　　25．2287　　23．OS56　　　　　、　’

軸（メタXE、8ioρ＿＿．．＿．．．　o．2726

　　　　　　　　　　　　，　ユ．8126
叢他　マン〃ノ骨ン，ク。＿ル付ン，

　　　　　才ン及宥機物ノ各痕跡

．　　　　　　　　　　　　●　　　、　　　　　．9　，

ヒドロ畑酸4

　　　　　　　■

　　r㌧9「．一一．

、∵ご

　　　　　1、S126
5　　・「二・’吼　　・uいボ

　　　　．6．ら　・　●’・

　　　　㌔，・：．噂

く’・卜．ご’1

の・　∴．∵

，ゴ　　∵ト、こ∵．



■

P

層　’
　．

4

．　　　箪

夢’

　所－．’在

　．分．析

．．・ I

小涌谷・温泉
　地　　圏漁奈川縣足柄下郡宮城野付’

　者　　’桟濱衛隼試瞳所（明治十入年｝

・餐1書嚇二四シ1暫rl蜥騨ス・
．騨度1・・糊：一・∵．ン：・苧ご蕩．．㌧i

　　　　　　湯’成・．．．．．爾　ピ∴∵

固形物鴇量

便シ表．（蜂壕茂骸簸実ラ鋤．

’　カチオン

　　下竜簿湘：デ：三：il：二：・

　　カルチウゐ．イ才’ン（Cあ。’レ．．＿．。

　　マゲネシウムイオン（M9●う．・
　　フ呂ルロイ才ン（匙1eつ・．＿．、……

　　マンガノイ才ン‘1近且つ・・ξ「．繭
　’・ア’』ミ3ウ轟イオン（A1…♪．、＿。

　　アニオン　　　　　リ

　　　とド9：威酸イ才レ（ESO‘》＿．．．
’　　　　鯉イオン「（SO4”｝　・●・・ρ。。・・・…　じ●

　　　旧くメタ）く王【2SiO3）・…　。・；・・…・．9・

約1・13グ爽（一リ6トル中｝’

グヲ・・，輔導，グ㌃
0，0020　　　　1，9SO1　　　　1，9801

q，σ209’　0，9067　　　0，9067

0，034S　　　　O，86ケ8・　　1，7356

0，0125　　0，～131　　1，0262
0．1妬5　　　2，6208　．　　5，2416

α0015　　　0，0616　　　0；1232

瓜ρ295．　　1，0886　　　3．2658，

　　　　　　　　142792・

　　　ク0，1900　　　　1，9574匹　　　1，9574

0魯5877　　　6，1181　　12，2362‘．

　　　　　　　　　　　　　　】L，025く」　　17，1142　　　14，1935

　　　　　　　　　　　　　　0．132φ

　　　　　　　　　　　　　　1，1678
　　　　　方リウム，．ク”一ル．ヒドロ燐酸，水硫基ノ各イ其　他
　　　　，オy，硯酸並：有機物ノ痕跡

肇糖．（欝9蓉磐婆端袖帯芯奔〉

硫酸ナ．凹蝋策臼2so・，…・…讐・7一…一…

硫酸カルチウ・ゐ（（｝aSO4｝＿＿．鯛．；．．＿い．＿＿

三舞マグ栂ウム（］虹gso｛㌧…・一一・・…．・1

三三磁（F6so、）一＿．．∵・・∴・一一二・．

硫酸劇化マンガン伽so∂・…・・…」・r…1。

硫酸アルミ昌ウム［AI・（so如．………………，

避離硫酸（恥SO｛｝＿＿‘．．…．．・＿…．．己∴．晶．．

珪酸（メタ）（H2SiO3）＿＿。6…．～二＿・…．。＿．．．

’r E厨

　性

筏地
析者

　・々停　　ひ；．

　グ，ゐ’り
0，06弱　．

　0，U78、．

0，0624

　0，3982

　0，0040

　0，1865

，0，1920

　0，1324

．．．
P，1578

　　　　　　　　　　照嶋［：1隊1：1：謬総ill継継

＝大．滞．．谷1潭．を皐点湿1添ゑ雲　　＼一

三三川縣足柄下郡仙石原賊　　　　　　　　．．・1　．．写．　．　　　！．　　　必

東京衛生三目所（明治三十年置　　　　　』　　　「　．‘』一．．

褐色清澄昌シテ異臭ナク微謡廣離洲仙味ヲ宥シ反面ハ酸性ヲ徴ス　　　．幽

イオン表（甥奪莇裁鹸ラ鋤
カチオン　　　　　　　　　　　ク，ム
　カ19ウゐイ＝オ。ン」〔Kう　・。r・，吋・。…　　　0・0998

　や｝堕ウムィオン¢ζ酎♪＿＿．．・　e，ogo3

　カ」レチ・ウゐ，イオ・ン‘Ca●．｝．．。．◎。．．，　　0曾4728

　マグネシウムイオン餌9’｝＿0，1087

7ψ財オン（Fe”1一…・・…0・1207．

アルミ昌ウゐ傭．潔（A1つ一・o・o麟

ア呂オン　　　』　．
　クロールイォ・ン（Cr）pの．＿＿．．．　0，0180　　0，5078

　覆酸イオン（SO‘’）．∴．．＿，。．＿．2，0739・21，5896

戯・

・リモール壱リグヲ叢

0，250a　　　　o，2503

3，9176　　　3，9176

11，7905　．23，5810

4，4622　　　8，92繭．

2覧1592　’　4，313当

0，8745　’　2，6235

43，6152‘

0．5078

43，1792

　　　　　　　　　　　　　　2，9179　　45，5517　　43，衡70

珪酸（メタXHI鐸iρ℃）・…　ψc・・．・。・冊・　　0・2194

分．

盤蕪（狸雰参導者婆惚惚饒儲雲雨）1
　　・　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ゐ

クロ畷ル＋トリウム（yaCI）．．Ψ．．．．戸＿＿…　0，0297

硫酸ヵリゥゐ　（K2SO4）妙．ワ．．・●．．．。帆．．恥思置○蝿。’．．0，02写8

孝読頁舞ナリゥ．ム　（ya2SO4プ．5●．。．．．．しご．．．．，♂噛．bq●．．6’　0，2くし25

硫酸カルチウム（C巳SO4）…．＿．．‘＿＿＿・．い1，0D28

纐菱》グネシウの・（MgSO4）．鱒．．ψ．…鱒．●亀鱒亀・噂璽　　0，54r3a

・硫酸亜酸引ヒ鐘艶（FeSO彊｝．．・…　。q。隻り。鱒．」吃。艦．．。．q曝．　　0，3279

硫酸アルミ昌ウム［A12（SO4｝31＿．＿．．．．∴＿ξ　0，1499

珪酸（メタ）（寧～SiO3）＿．．。●．．．．。●．．ψ●。●．ρ●．。。．・●．。．　　0L2194

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＄，1灘

　　　　　　　　　　　　　　3，1373

茎．他　ヒドロ燐酸イオン痕跡
、ノ

画一 D98　一

．）



’
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■

、　　，

・力予オン

　　　　　　　大’涌谷温泉，

雰両三難醗蕪烈騨瞥疹涌谷
　　　　　　微昌直濁シ硫化一二ノ衛無ヲ放チ反回ハ微弱アルカリ性ワ呈ス性　　．状

　　　　　　．　　成，　分層　　・’　・．●
囲彪物題　約4，77グ，み（一’リートル中）

イ割当レ’・（甥奢磁麺実テ鋤

カリウ凸イオン（Kう＿……．．．

ナトリウゐイオン（yの，・．…＿

カルチウムィ才ン（C巳”）……～・・

マゲネシウムィ才ン（Mg●’）1・・

アニオン　　・　　　　　　．’
　タ回一一イオy（C1’）・…＿．．＿

　煉酸イ才y（SO‘”，……・．．……

　uド質炭酸イオン（Ecoの．．；＿

　着旧（メタXH2Sio8、，。…　鱒・‘・・。…

グ，ム

0，0371

1．5192

0，1823

0，0645

0．0059

019771

3，7098

・9穐一ル岳り”皇
0，9476　　　・0，9」76

65．90｛3S　　65，9088

．4．5駁31　　　9．0922

2，6ら7S　、　5．2956

　　　　　　　　　a皇．2輔2

O，16硲も　　0，1664

10，1718　　　20，3些36

60．8057　　60，8057

■

無断（本線永ハ其集戒二二テ噌り一トル四角！成分ヲ含有スル溶液二概略相笹ス）’

，クローしやトリゥ．』・（甑αレ；…一………

硫酸カ　リウム（K2SO6）・・。・…●・・…　9・・6…　●・。・鱒。

硫酸ナトリウム（恥SO41・・一一・………

■炭酸ナト。ウム（誓aEco9………・…・1∵・

硫酸カルテ・ウム（CaSOゆ・・…r－r………1・・…

’■炭酸マノネシウム［Mg（HCO3｝21…㌧……。・

　珪酸（メタXH讐SiO碁》………・・6…　。…・・・・・…　噂●

夢

グツゐ’

0，009S・

0，0326

0，733む

4，6632

0，61S1　・’

0β833

0，1965

遡雛競化水素（耳28》……∴……・……・…8・・。

6，6926

0，0038

　　　　　　　　　　　　　　6，4959　　1ら5，夏9昏睾　　81，3L57

　　　　　　　　　　　　　　01965　　　　　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　6．692塾　　　　　「　　　　　　　　　　　’・

・三三磯化ホ嘉（E2S）…＿………　0，0038　　　　　　　　　　　　　　　，　ド，　．’　　・層

　　　　　　　　　　　　　　6，6962
黄他　ナ縄畠ウ義，7ψ回，アルミニウム及ヒド・燐　　　．　　　．　　ン

　　　　　酸’各《才唖磯酸ワ麟　　　．　　・　．・・／　．．’1：・一’

　　　　　　享．　　層　　・　．　・．　．’

　　　　・　，’■大涌谷温泉．，
　　　　　　　　　　　蓬磯懸議騨艦雛幽幽性，趣

二三シル（委聡諮三三裏ラ鋤

：カチオン

　ホ素イオy（Hう’……………，・・

　カリウゐイオ・ンくKう………．・・

　←トリウ」イ浄ン（y鷹。）……．．．

　カルチウ凸．イオン（CIL’う・・一

　’マヅネシウ凸イ才y（Mg”》＿
　フ呂ルロイ・オ・ンくFe●●）…・・，・・一・・

　アんミ昌ウゐイオン（AI鱒）……

？ニオン　　　’
　匂ドロ魂醸イオ・ン（HSO6’｝。・．．♂

グ，ゐ

0．02引0

0．0020

0，0ユ8夏・

0・2985

0．0246

19乳653

0．1984

魂酸イオン（SO‘唇｝……………．3・910ら

成

・ヲ◎一汐　垂，グ，書・

23・672・多　　23，762過

O．05U　　O．051乳

・0，78δ2　　　．0，7δ52

ケ，㌻る39　　14，837P8

1，0099　　　2，0198

2藍）β・ゐ53　　　41．6924r

7，3210　’21．9630

10多，L蔓坪

2β097　　23，79L2　　　23，79壱2

　　　　40，7079　　81．4，15S

125，7218　　】LO5．2ユ00

6，6962

分
湖畔（回忌；萎繁二離＝緬儲曳勾

　硫酸カリムゥ（K12SOルー；．．．．．争一．．．軸●・．．．．鰻．．・

　硫酸ナトリウム（罰艶SO‘｝……………・鱒…

　硫酸カルチウゐ（CaSO‘）………・………，・…

囑　硫酸マグネシウム（皿gS◎弓，・…　……　。・・・・・・…　‘

　擁酸亜酸化載（】『eSO4）．・・。・・。・・膨・・胃・。．・・磯・聖兄・∵・・

　硫酸プルミ昌ウム［ム12（SO己》」・一包翰．い．幅？。鱒

　遊寓悔硫酸（H2SO‘）。・。…　…・・・…　岡・？●●「・…　●。・。・・。

　趣酸（メタ）（叫SiO5）……・一・………………

雇酸（メタXH2Sio3）＿…．・…・…

黄他

7，9510

0，3799

　　　　　　　　　8，3309
贈ド贋燐戯イオン’ ｭ跡・．

グ，ゐ

0，00赫

030557

1，0119

0，1233

3．L667

1β55も

2．8337

0，3799

σ

8．3309

■

＿　99　・・一
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盛．

歌

大涌谷．温．o泉
　　　　　　　　所在地』
　　　　　・　．分析者・
　　　　　　　　　　　　状　　　　・・　　．性

　　　　　　　　　　　、比
　　．窒　　　　　　、　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　　　　　　　　二形物規量
陥．イカシ表．（本門永一千ゲラム中二含有スル各成分及其目次ノ如シ）

カチオン　．・・　一・’　　・・　グラム・

　カリウヘィ才ン（Kう＿＿L．．1。1’0，0158

　ナ㍗リウムィ’オン（Xaり＿．．．．．．0ρ7弼

　力応チウ為イオン（Ca・”）＿．．．　0，3268

　マグネ、シウゐ牽才ン（五19つ…　q1018

二7ニオン　　　　　　　　　　　　　’
　クロールイオン（cr）∴＿∴．．．．．

　礁イオ・ン（SO41’）．．．・・。。・。．．．．。

　サβ口炭酸イオン（HCOの＿＿

■

瀞奈川出足柄下郡仙石原字大涌容1　　　　　パ
東京衛生試験所（明治四十一年）．
淡黄色溜濁シ多量ノ三三物ナリ乱篭特異ノ氣味’　　　　　　・
ヲ有シ1微弱アルカリ性反魂ヲ働ス

重　　　　；一〇〇13（150》　　．　　　乳　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・．

　　　・．．成’．益．．’．1’コ∵　　　’　　．．

題，モール

σ，4036

3，2451

8，1496

4・1785

．1114S1
1194939

4，1780

約　1，97グヲム（一千ク．3ム中）

’　　　．ボ盤頸表『（瀧空参二二畑江馨二三：二二晶陰野吹〉

”華リクヲム．

　醤．　　畳

　0，4036
　3，2451
　16，2992

　8，3570

　　　　　　　　　　　　　　0，0407
　　　　　　　　　　　　　　1，104ユ
　　　　　　　　　　　　　　0，2549
　　　　　　　　　　　　　．　1，9189　　32，7963　　28，3139
棚酸（メタ》（】日コBO2）．．．。鴨．．．．．．。。．　　0，0022

珪酸（メ幻（宜2Sio3）＿＿．＿．＿　0，2915

　　　　　　　　　　　　　　2，2126　　・　　璽　　　　　　　　／

；莫　他　　7呂ルロ・アルミ昌ウゐ，ヒ詩ロ燐酸ノ各イオン痕

’　脚騨㌍♂．・．：．．．1一．・、∵寄

28，3049

　1，1481
曽22，9878

　4，1780

　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　・層グラム　．
　クロー少ナトリウム　（ミ孕C1）塾・・西・……・…　∵　　090672　　f

　硫酸ヵ，リ．ウム＝（K3串03）．，r。鴨．．．．．．。。．。．●．．．，．，．鱒　．　0，0352

　．硫酸ナトリゥゐ（Na鐸04）＿＿，．．＿＿。．．．．．　0，1492

　硫酸ヵルチゥゐ＝（C島sq）㎏．＿。．㌔，．．g一：．．＿．．．　ユ，1088．

　．擁酸マゲネ．シウ・轟（盈IgSO4》…＿，．．．．．．．1．．．．．三　　〇，2529

’重炭酸マグネジウ4［MgしROO』）2！．．．・．．．．．．．．’O，3G56　隔

畷（～タ畑。・）∴・一…・・・・・………，＿∫αo・2ゴ

　ヨ圭酸｛メ・タ）（1■2SiO5》∴．．∴．＿．。＿．．．．∴，．し．．．．．．　　0，2915

一．

z凝9．：1崇：ヨ：貿塒

　　　　　　　　　、・　ヘ　　レ

、，，　．∴．、．．∴

覧

大1・涌．谷’温・泉．

僧ン奇癖鷺辰雰韻鹸ラ鋤，

馨奢．嚢．幽幽灘聯隊二氣味，：

　　　　比野戦磁騨羅ヲ呈ス…．．∫．
　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　　　　’艶　　　、威一㌔1分・∴’・．・．：・∴．・∵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　彫物継．宅配・・（r畝・・中ジ．

カチオン　…．・．．．．．．　　昏

　カリウ・ム4オン（Kつ…＿＿＿．
　ナトリウ凸イオン伊a●）＿．．＿．
　：カルチウゐイオン（Carり∴∴．∴．．

　マグネシウ凸イオン（】近9響）．．．

　7呂ルロイオン（F’う＿＿，．．．．

㍗』ミ昌軸舛セ（鰭ト・。1

7ニオ’ン

　クロールイオン（Clり＿＿＿＿
　考虚酸イオン（SO4”）。．．。．．9。．．．．．．．

、　グラム　　　ミリモール

0，0219　．．0，3295
0，0812　　　　3，5≧2S

O，2673　　　6，6658

0，0433　　　1ゴ7775　．

0，0489　　　　　0β748
．亭。与二丁．　．劉～串49．・

．・ヨリグラム

9富　　量
　0，32旨5

　3，5228

13，3316
　3，5550，’

　1，7496

　6．2547

メ・ジ・，・二，

　　　　．、．　　．．．　．’・1．．▼L　、グヲゐ．

　クロ副Pナトリウ今⊂ざa卿i・・・…＿…㍗唾7・島0774
　硫酉舞ヵリゥム．（K2Sq4）．．．．．．．、．．．．．．．；．，．．．い陀？。三　、、0，02S7

．硫酸ナ｝，リゥム（N嗣2SO4）．∴，。．．p，，∴，。，rb．．2．．．．　　0，156ら

O施チウタ・（C・β0・），・，，唖…．＿興．．．0，9070

威酸マグネシウゐ（MgSO、）＿．．．．．＿＿．＿，0，2142

　硫酸亜酸化鐵（FeSO4）＿…∴…。．．＿＿∴。．．－0，13乙8　．

’硫酸アル．ミニウム｛A1蟹（SO4）a］＿＿∴＿∴∴量’0，3575

．・

]酸∫〆タ）1B，SO声．，＿．．．．＿＿．轟∴．．．∴、0，2721．

　　　い・ら．’　　．…　　・・　　　　　　　．　・’　　．　　　　　　　2，1461

　　　　　　　胴　』』ご’　　1　◎　．「・　2一…　　『∫●，．　■　，層．．｛　　＝・三巴　＿　　　　　＝　：＿　　、　　‘：。：㌔二　　；

　　　　　　　㌦
・くピ

　　　　　　　　で∵・・　∵曾◎ド　幽・亡　．箋

鱒琴（耀雰麟究蘇議鵜譲吹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28，7432．

　　　　　　　　　　　　　　0，0469．　，1，3229　　　1β229

　　　　　　　　　　　　　　1．3170　　13，7102　　27，420壬．’

珪酸（〃）但、S・・、L．．…劉．．…．耀3脚8り亀7433．

　　　　　　　　　　　　　　2，1461
茎　他　　ヒドロ燐酸イオン及珊酸痕跡，有機物多量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一100一・

◎

．篭
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性
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状．

比

騨寮lll縣尼桐下舐仙石原吋字天1甫谷，
棄京衛生試臓所（明治四十一年）
淡費色梱濁セ喝モノニシテ架状ノ沈澱吻デ二野味ヲ‘有シ弱

酸注反懸ワ搬篤
、孟　　1092各（15『），

　”成’　，分
イ零ン衰’ i委鷺蔵雰隷壷裏ラ鋤

’」飛チオン・　　，・　　・　　　　！，ム

　カリウ凸イオン（Kり’＿＿＿繭　0，0乳36
　ナトリウみぞ才ン（冨ぼ）＿．＿、．　O．竜0：，5

　’カゐチウゐイオン（C甜・）＿．．．．0，3竃06

　マヅネシウ義イオン（班9・・），∴　O．轄鳴’

．瓢脇墨髭2Xil加二’．8灘

．7二わ．　　　　　”．㌧一「’

緬7峯錨ぢ緻ll：：1：士lll

　　　　O13499
　　　　令7も7も
　　　　7。7補6
　　　　露，5369・

　　　　Lω61
　　　　0，5978

　　　　　・・馬’ド

0ρ043　’・Q112皇3
15も16　　　！尻．6807

隔’筍三夢：三善’グ

0，94

4，747ら、

1呂，4912

7，10ts’

2．烏122

1。793ら

339闘ω

o，二2乳3

触，1鱈1る

．． X表鋸引9蹴鞠；彪儲雲次）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ゐ　．
ク・一門ト殖ゐ価鋤…∴一・一一，’Ol蝋・
硫酸カリウム（K多0‘）・・…，……。……・…・・…　O，0303

繍餓÷・トリウム．（yε㎏sq↓｝・…。鷺・既…∴‘1・r蒐Ψ．．0・3291噛

着酸（、身X・，s、。，卸．．．・…．＿9：齪

、2，・ゐ39L　O

3』．5997　33，渇37

誠他　　有槻弓多量，

　　　　●

、

■

硫酌カルヂウム（CaSO4）．．．．．．．＿・・．＿．Ψ・・1ρ謁6

囎マゲネシウ凸（MgSO・1．…∵：・……，・・…∴q欄

硫酸重酸化載（FeSO‘）．．画・・．．軸・．．．師●騨r恥ら・・韓　．0・2132

q旅酸アルミ昌ウ凸［A12（SO‘》8］＿＿．．．＿．＿．．　0．1018

珪酸（メタ）　（H｝馨Sio3）．．。．．．．．．．．●．鱒．。g．●・．．●．。。．。●　．0，27轟2’

　　　　　　　　　　　　　　支．・・，，・、・　乳43飢

　4　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　・昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　P

●

P　　　　　’　へ　・，　・

ρ

，

墨

所准
分析

も

紬
者
．釈

比

大涌谷温泉一㌦’∴亀
鞭灘霧艦鷲禦緊婦癒三脚徽ス1

■

固形物鴇量

ユ・001δ（巳8。1．．。　．　　6　　，．．

・・ P虞　一分　　　　　　一
　　約1，30づグ，ム（一千死ラム中｝’　　＾

佃ン表些鯉奢茂三越嫉テ鋤・
カチオン　　、　　　　．　　グ，ム
　カリウ轟イオン（K：’）＿．．．＿＿0，0δ；188

　ナトリウムイオン（｝『ゴ）＿、。．，、．0、OS770

　ア「←唱　＝」ウ凸イオン（NE‘り．鴨0，‘XX応：3

　カルチウムイオン（Cの一口026572
　マゲネシウムィ．才ン（1旺9”）．．．・’α10↓12

　アら・ミニ監ウ」㌧イオ’ン（凸・16’●｝．．．冒。．　0，り019L

　　　　　　　　　　　　．1．1　　．・・ド
7ニオン’
．緬7㌻擶、胃lz：：ll：三：1：19：灘

水確趣才ン（HS’》………・一〇・nOLgS一

蹴灘簿ζ1葺謝1：：3：991盟

　　　　　ロ，グ，ム眞，隔日ル’．

　　　　「雷　　費
0，099U　　　　　り，0991瓦

層3，SO・LgU　　　3，30も95

0，0293ユ　　0．02931

6，64P300　　13，2s鵬’

4，27622　　　　　895も8鍋
0，07G6　　0，2U稲，

　一　1；25・97926

0，06．770

n，75370
0，Q1073
2，322r二9

．くD．06001

ODO6770

23，50740
0，021弼
2，32269・’

O．06001

　　　　　　　　　　　　　’1，7ω04
蹴甥（毘§鐡）・：ご：ご二：：：：ll：搬8

2，0057ら

29，13591　　25，97926

魏魏職蝸1瓢∴二二19灘：一軌76S22

茜　他
　　　　　　　　2．0ら179
7晶ゐロイオン及硝酸イオン1ノ痕跡

盛臓（本三水ハ其集成二於テ一千ゲラゐ中次ノ成分，三三スル瀞液昌概略相富ス．）

　　　一一　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ゐ
ク質一4ρ→●トリ．ウ」㌧　（こ了εゐC1》．…　．騨●・．・騨．。rg・　0，つ0206

ク亘一’←．デムモ三ウあ（y日騨e1，…・…・・……　0・0017ら

硫酸カリウム（ぱ§0轟）＿．．．・・．…．．＿＿＿・・0・00鮎0．

硫酸ナ。ト　リゥム（Xa3SO覗）・．．b5●．．．；．．ポ6∴．．；亀．6」0，0937ユ

■炭酸・｝・トリウム（こ砲H：CO8，…．。．．．．．こ・あ創∴ゼ」．0・19525

ホ硫化ナトリウム（XaヨS》＿鱒よ，爺．．二．鵡＿0，00鴉6

石発酸カルρチじウ』b　（CaSO4》．．．．．・．．；，∴．∴．6三．．．．．．　0，903＄1

三三マ幽グ’ネシウム　　（皿gSO‘，・・…　。・・。・。・・・…　魯　0・15正院…，

硫酸アル1ミ弓ウゐ〔A13（SO6）31．．．＿＿．∴＿．．．6，01037・

轍ア虞亭ウ梱，（Rpo、応上．1～∴蕊・qσ0122
鰍（ンタXEBO，》＿．・．∴・＿、・．．、．乱．．．∴ほ油、00710

饗”）IH遡驚轍鯉・・饗器
遊離炭酸（CO2γ二＿＿＿．＿＿．．，．＿‘甲．＿，，．．．，0，03330

遊繍化煉IB・s）：…1・：二：∴∴・訊・・蝉αoo225

・、・・
c．．・・ギ．・匙。瞥デ　多蝉δ

　＝＼ξ，1’．：・ご・∴’1、｝・：∵：阪晃気、給㍉”

．ご一． PQLξ一

●

’

■

L



量，

■

6

’の　。

診　　噌

‘カチォン

，　・　、　　，

，

蓼霧
性

　　『松’；原・ン温　・泉∫、　　：’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
地　　静岡賎賀茂郡伊棄町字松原：　’．　’　・‘・9，∫’‘”；　　．　　　・’

　　　東京衛牛試騙所（明治二十出年）　e　　’　　　、　　　　・．者

比． O色三三三三ク購噸坤・御回
厚泉温度5響．’・・：一．∴・・．で　．・　・い・
　　　　　　．・底．r分　∵．1　．・「　　価　　　・一・

・・ ?ﾅ形物纏：量・　約，0，98ンヲゐ←』3一トル中）．

［侃シ琴（甥三三磁婁ラ鋤

’ガリウムィ才ン（K》1．．．．＿．鳴．．

　　　　　　ぐ．轟トリウ轟イオン（Nの＿＿’ぎ．

ニカルチウ轟イ．オン（Caつ函．．．’

　やグネシウムィ才ン（M19つ＿

ア＝オン．　　．1、　、．．1、・．

　ク”一●勘イオン’（C7）．．．．．．．。．．b．　　0，2ケ58

　重霞1駿イオン（SO4っ．．．．．．．．．．．．1．．　0．9030

グラム

0ρi50

0，25S5

0ρ407　’

0，CO57　・

竃，モール

Og3S31

11，21毫7

1，0150．

0，229S

噸裟．（季欝9蓉骸諜叢＝義繭壱嫁き〉．一・

7，7799

3，ヨ545

　　　　　　　　　　　　　　・0掲987　　と3，7770　　　14；08S＄

謹酸（〃X恥O・》・，・一・……α0653．‘『・∫「1．

　　　　　　　　　　　、．　　0．964ρ

’．’ ｵ．霧薯
　　　．・性　　　状
　　　　　　　　箆

梨　本．温
静岡縣賀茂郡上河津村大字架本
横濱衛崖試四所（明滑三十三年）

撃璽嗣誘化襯殖シ卿轡？．
　　　　9虞　　’秀．一．・・’．．・．1＼…

蓋リグヲポ『　　」　・’＿　　一．’・．・．　1”ム
0，3831　　　．Fグロールナ｝。リゥム（ざ「3C1），。．．．．●．．．・．。●．．p．弱σ　．0，428r．

11，2147．　　　　硫酸ヵリゥム（K2SO4）．。b．．．．．．。暫●●．．．．．．．g；．．．．6・　0，0335’

2，03C6　　　．硫酸ナトリ　ゥ・ム（Xa2SO4）．q．．．，。．．．．δ．．‘．．。．，．．g．・・0，2771

．α4596　ク・一ルマグ柚ウム似岬琴）…・・∴・……0ρ221・
14，0870．　硫酸カルチゥム（CaSO4）＿＿．．1．．．＿＿＿＿　0，1379’

認甲轡管ll：㌻轡
　　　　　　　　　　．・｝．．∴．・．麟導：、．∴み銃「1：∫ン．．，1．．．、

固形物蔑量　　約　Oi85タヲム（一リートル中）

．イオン表（本四永一ワ」昂ル中嵩含有スル各成分三三量次ノ如シ）

カチオン
　カリウあイオ’ン（K’）＿．．、＿．．．

㌔←昏リウ轟イオン（Naう．＿．繭．

　カルチウゐイオン（Ca’●）1．＿．…

　マグネシウムィ才ンて∬9つ＿．

7ニオン
ク冒一ルイすン（cr》’繭」．．＿．

・覇む酸イオン（Sgイつ・・。！・・，・・．…　．．

クヲム　　…，亀‘ル

0，0105，0，gゼ82

0ρ721．　3，！280

0，1692　　　4㌧219δ

0，CO13　　　0，0534

，等グラム層

雷　　量
0，2畳．83

3．128Q’

8，4r3901

0，1068

11，9420

α0426　．　　1，3992　　．　1，3992・．

0，5064　　　5；2ケ！8　　10．5436

繊（〃X邸、。、λ．．……．」…．8器1螂OU！働’・

　　　　　　　　　　　　　　o，8面
魏硫化フ衣素（耳2S）．．．．．．．門．．．　　0，0110　9．

　　　　　　　　　　　　　0β6168　　　♂．
　　　　　　　　　り茎　他　　7ニルロ，マンガノ，アんミニウ義，ブロー為及雪一．

　　　　　1門’各イオン痕跡並礪酸，有機物僅鍛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・F・昌＿1102・一乙＿

細砂瞬く李欝9蓉繋噴出藷晶喪衣）1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
　クπ．一をナ1。リゥム（亙1』C1）＿．6＿＿．．，，。∵＿　0｝0819

・硫酸カリ偽（鵬0・）……∵…・・…・｛・…．’“0233

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．122γ茄酸ナトリウム（X販SO4｝嗣．．．．。．＿＿．」．5．＿

硫酸力．ルチウム（0・SO、｝．＿・・＿…∵・・←……’“輝「46

畷マグネシウム（RτgSO4｝。．財．●．、。6‘．．．．。6．．g　　O，C◎66

珪酸（〃）（Hコ串iO3）．・．＿．．．＿叫．、．…．、．晶・．織σ贈’

　し≧1㌦　　・　．．…　　　　　　　．’　！」㌦㌧・Ob8558乙

獅濫淫⑱・∵7・一：1三畑・☆耀9

■ 、

‘、　　　　　　　　　＝．1



所

分

性

在　地

下者
　　状．

　　比

　　　　　’

　　　　　1　一．　　．　・！1’．　1　’

雲1見　’鍍．泉
静岡縣賀茂郡岩科村大字雲見字凱林

東京衛生蹴灰（明治三十七年）

無色清明ニシテ微ご牧飲床ワ膚シ煮沸スレハ；国濁ス
　重　　・　1ρq且（ユ5●）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　●　一威，，・分　　　　　　『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

圃形物纏量　　約　2、22グ，ム（一gL｝トル中1

イ去ン表勲爵券威鹸ラ鋤

カチ：倉ン　　　　　　　　　　グ，ム
ホ素イオン（E・》∴∴．＿．＿＿；6，00量4

　力艸ゐイ才y・（K’）’．＿＿，．∴．o，り079
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　　　カルチウムィオ晒ン（C畠’う∴・㌘・…

　　　マノネウゐイ牙ン（斑9野｝．．．＿

　　アニオン
　　．ク”一ルイ才ン（C1’）：……・…∴

　　　翠鋳三聖イオ・ン　（SO♂｝．．．…　鱒。・・…　，

　．　セドロ炭酸イオンσICOゴ）・…・・

．グラム　　　電，愚一ル
0陵0り8a　●　．0，2Lしり

0㌧3156　　　13，6｛｝20

0，057「2　　　　　1，4264』　　．

0，0037　0，16娼，

竈，グラム
嘗　　量．．・
0，2蝕6　．

13，6920・

臥8528

0，3284・．

17・0878．、

9，63331

5，8136

1，6⑳7．．

『｝・

’藍類表．（李脇落胆籔＝繍壱弊

0β冬15　　　9，5333

0，2テ92　　　2，£065

・0，10Q1　1，6釦7’

　　　　　　　　　　　　　　　1，1し55　　　と9，6777　　　17，087σ

『珪酸（メタX馬SiO3｝．マ…………　01166　　　．　・

　　　　　　・　　　　1　　　　　　1．2221．

6遊離炭酸（CO2》．．＿＿＿．・．…．．・　定量セス

茎他アルミ．ゆ解党界rド噂酸イ．㌣略難．

修「 P．寺．．温．泉．．

三三三冠翻想望寺駅亭
玲卜無色清澄畏臭味ナグ反回一三デ．ル二二簿ヲ徴ス

　　　　　成　　．分層　・ll

　　クロー；ルヵリウあ（KCI）・・；…1・∵・…・……・・r　l

　　ク・一砂断面（x・Cη嚇，・∵∴・1∵・∫
　　擁綾ナ・ト．リラム（Xa2SO‘）．鱒鴨．鱒gg二．桝，．二．．誌恥．．

　－重炭酸ナトリウム（｝凪CO3）∴．＿＿＿∵∴．

　　補酸カル千ウム（C虜04｝＿＿．＿＿．＿∴∵

’． i酸マノネシウム（Mgsg・）・，・・∵7…噌・一

　　　　．濤：罷：：冠源蒙総

「． O，ム
q6工59・・

10，5505・

0，187L・

．0．13SL

．0，1933∫

’090198・9

0，1166・

所在
分析
性

地
者
歌

固形物極量　　約1，13クヲあ（一リー、トルr紗

イオン表（詰屈骸長鹸ラ鋤

カチ才ン．　．’・・　．☆
　カゆウムィオ・ン（Kう……・・皇…

ナ凹巨材ン｛恥）．．．．謡

　ガルチウムイ』オ・ン（C島・●）四呵鋪話ξ

　マグネシウムイオ・ン1（M：『》り・

7呂オン
　クロール・イオン（Cr）…＿・・‘＿

　硫酸イオン（SO‘’）。・・…．…・∴。

　』ドロ炭酸イオン（ECOぎ》＿∴

　グヂム

0，0073

’0β183

qO553

0，0006

電y毛・ル

0，1865

13β09邑

1，3791

．0，0246「「

ヨ，グ，ム

富　　澱
0，1865

13．869L

2，7582

0，0整92．

0，3421’　　9，6502

0，2958　　　　3，0ケ93

0，0596　　　0．9769

16・3030’

9，6502

6，1586

0，9769

　　　　　　　　　　　　　　1，0790　　29，1057　．　16，7857

珪酸（メタXE鐸io3）．．．，＿．＿＿．0，1063．

　　　　　　　　　　　　　　1，1853
艶離炭酸（CO饗）…＿・…・・…・・ゐ…　定量セス

．；其他　フエル馬マンガノ，アルミ昌ウム及ヒ貿口燐酸ノ

　　　　各イオ・ン三三酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一・1106

　　　　　　　　σ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　、

．．～・1

．’
Pゆ．

盛顛表（礪雰9蓉駿雛西園曳吹》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム．
ク・一・汁帰ム陣CI》一」・…論∴・巴。・鰯

’硫酸力・リ　ウム　（K2SO4）・鱒・D∂，r⊇8‘‘；9θ向議・鞠99ポ。駄・　　0・0162；．

硫酸ナトリウム（ぎ鞭SO4）・・……………8∵∴・「・0・2261

重炭酸ナト帰ム（x・耳co・｝㌦繭・・’∵・・㌧ρρs2L
石雪輪ヵル手ウム（CaSO4）鱒．．．∴．．。．，．噛●．．∠。．．．．．　　0，1873・

補酸マグネシウム（皿gSO‘）＿・．．＿噌・…　0・00髭

∵ll㍗τll二1下㌻欝

　　　　身

．．を’F



じ

●

●．

9

　　　　　　熱，，海・温．

雰霧碧．デ螺雛即時平滑蜘
性 状

源泉温度

　　　　　　　　　　　　　　泉（弓場）

無色澄明無臭ニシテ鍼味ヲ：有シ中性反騒ヲ呈ス
霰　　ユ似」7（13。）

　　　6其，7り　　　　　　　　、．　　　　　　　　　　　’　．　…

　　　　，．旋’』，会．1’　．．　」・　卜

．固形物鳩量　　絢　8，1グ，ム←rリートル中）

イオン琴，（三三戯嫉ラ鋤・

カチオン・．

　カリウ凸イオン（K・）∴。＿。∴．．

・やト・リウゐイオン侭κ）・・脚．．．

　カ1し’チウゐイオ・ン馬αL●●）　。・…

　マ〆ネシウムィ’才ン（Mg・・）＿

　1グ，ム
．　0，186U．

．7　「1，8S60’

．　0．9820

ゼ　0，0UO

7；オン
顔」ル．イ幾ン（cη…………

．擁酸イ才シ（SO・つ．．。＿…＿＿

　む：ド，π炭酸イオン｛Hcoの＿．．．

亘，℃一ル蓋リグ，虚

●．7510’　　4，7510

81£22】L　’81，8221

24，鵜88　　　48，9776

0，‘割516　　　0．gO＄2，

ユ36，4539

4．7610，134。S◎18　　134β01串

0．1020．　　1ρ618　　　2，12S6

0，0040　　0，0656　　0，0656

麟表（季溜り蓉凝議藩緬儲雲次）

クb一ルカリウム’ iKC1）；＿＿．．．．．、＿．＿軸．．

クロールナトリウム　（X隔C1》…　……鱒・軸・・鱒’

ク二一ルヵルチウゐ（CaC13》＿∴＿＿．．＿．

ク．戸一ル・マ．グ尋シウ．ム（MgCり鱒．．．漏∴。．＿

魂酸カルをウゐ〔CαSO‘》＿＿＿．．．。尋＿＿

1匡炭：酸カルチウ凸〔Ca（HCO3」．．，。・。。．。・．．．．・

珪酸（メタ｝〔且」2SiO3｝．．脚騨…＿．＿＿＿鱒・・鱒●●軸・

　　　　　　　　　　　　　　7，9320　　2ω，9427　　136，4910．　　　　　　　　　　　　　　　　　・

貌酸（メタX馬8iO3》…＿．．．＿＿　o，1960　　　　　　　’，　　　　・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
　　　　　　　　　　　　　　8．1280

茎他　　フニル嘱マンガムブロー轟及胃一ドノ各イナy’
　　　　　虫宥機物，痕跡　　　　　　　　・　　　　　　　噂　　．　　．．．．

　　　　　　　　　¶　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

’　．1♂ゼ熟海温泉・（大湯）
　　　　　　　　　愚畷懸鰹鑛鶴梨磁齢．．’
　　　　　　　　　　　　　　　原泉温度　、98，δ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旗　　　分．

　　　　　　　　　　　　、9　　　　　　　　　　　　　　・　　　　固形物減量　　．　約　　9，24グ，ム（一●リートル中）

り

，

グ，ゐ

0，3540

4P7880

2，59SO

O，0420

0，1450

090050．．

0，1960

8直280

至オン嚢（交聡辰碁夏簸裏ラ鋤

カチオシ 　　　　　　　　　グ，ム
　カ，リウ・Lイオ・ン馬K。）　．．。．．。、。．．．．　　0，1859

　→レ》リウゐイオ・ンくNεL●｝．。．．．，．．．　　2・1312

　毒境チゥムィ才ン，IC副＿．．．1，0831

》舛シ帖イオン（M醐＿0．0087
　7昌ル前爺ン（Fe・り＿…．．．…　0．0006

73才ン
　クロールイオ！ン（C1）＿…軸．…　5・3053

寵酸くわ《SOイ’｝・…・…・・…・ゼα0926

　塾ド”炭酸イオン（HCOガ’）＿　0・0014

　　　　鷺，グ，ム罵ル唖一ψ
　　　　富　　量
　　　　　ら．748価4，7追馳

92，4r599　　929ら599

27．0099　　54，0198

0，15監9　　　0，3038

0，0ユ（〃　　α02星4

15二，5533

149，6559　　149，6559・

　0，9640　　　1，9280

　0ρ229　　　010229

　　　　　　　　　　　　　　8β038　275，0236　　15且，6063

珪酸（メタXヨ2SiOa》．．．．．．．。。．．．．．　　0，6813

　．　　　　　　　　　　　　　　　　9，4851
「’

ｴ他　マンガノオ才ン，プ回一▲イオン及有閑物ノ各痕

　　　　　跡

■

鵬表く李脇謙聯議論変次）

クロールカリウムIKCI》．．．…．＿．．　・＿・．。．．。

クローんゆ・．トリヴ＝ゐ　σご亀CI）＿、．●．．．。．＿．．．・

クローカルチウ▲（CaC珊．＿…b・＿．．．＿．叩

クロールマグネシウム餌gC』｝・・．．．…．＿．

硫酸カルチウム（CαSO唱》．．・…・b・・。・・。…・＿…，

面諭亜酸化絨（FeSO・）＿＿．．・一9・．…・・＿…

理酸（メタ）｛H2SiO3）．．。．．．・●・．・9●鯛．．・・。・・●・．。μ・・

’，ム．

0，3540

臥40go
Z8930

0，0145

0，1313

0，0020

0，6813

9，4851

←

＿．107一

，｛

o

σ

，，　’”

●

チ

ρ

蚤

j



り

●

●

ゼ、噂

、　． 4

1

●

了

♂．

覧．

の

　　　　　．戦．・　　　　　　　　　　　｝　『　．’．　　　・’　．＼・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　．タ　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　

　　　黛．｝熟　海．．・’艦．淫泉ン．．1．
　よ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二’、

　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　ほ

　　　　　　　　　．；畔職掌1遭・曾岬殉直∫ゐチ塑ム中）’』

妹ン衰鰹蕪雰磁裏ラ欝）
　’カチオン
．　カリ加イわ之｛k’｝8漏・一ら｛・．’．

　　　→■トリウ」」イ’オ9ン｛】雪a●）．・。●・。．∴・

り　　ヵルチチムィ才ン｛C併う．＿＿
　　　マゲネシウ』三イオ・ン（∬ガ｝！：ド層

　グラム　　　電リモール

　0，2695　　　．6βヨ3巳

亀　寧．1鼠2歌　1　93β709

　1，12S9・、　2S，工502　ゴ

．0・0701．．’『．乳8胃年

　5，3966　　152，2313

　0，1219　　．1．2639

　0，φ825　　　　7，5SO7

…，クヲあ

・富’．量
　68→3S

9皐β7Q9

56，300↓．

　5，7552’

」・1

・盛織礫騨繁識湛羅融弊）
・． D・． E　餌奏・、　　．．　　．　・・グラム㌃

♪・』・カリ・ウ・（KC1）∴・乱・み∴・識1＼’0；5133

．ケ向一ル膏リウム・（X・Clヅ・．∴篤δ・・1・ヅ5・4623・

妬らヵ．・し’手・ウム仙c1邑｝＿∴輪，…’2；5（込7

〆。高・マ『ゲネシゥム（∬gCI2）三三；，義＿〆．0127蛆．

礁ヵルチウム（c・so、）．…・・…．．・…・マ・…τ・・ρ・耳729．

鰍下馬・［C郷・・’二一・・黙∵・：呵三

熱案）嘩2勢醜☆rll；ナ：謡灘・

．’

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，162‘3：03　．．・

　　「アニオン．…　　　　”』．　’・　∴　　　’1　・．．．　』1．　’∴．
・　　　　ク・ロールイ牙ン（Clf）………・∴　　　　　　　　　　　　　’　152・2313∫　層．

　　　’硫酸イオン（SO‘つ……・……・8　　　　　　　　　2・5378’‘’

　　　　・ド喉酸材ン（Ecoゴ・∴…　　　　肌5噌、1齢炭酸画｝1論．．，縞．∴．越・轟・監b二三

　　　　脚r）1聯病：羅糟胆』㍑’㌣．豪∴∴二：：ζ翌〕：響∫

響1；1［ll零梅1ジllll聴障警

…∴∴∴．憲鎗．鷺縣轟痴堤瓢諾騨．
　　　　　　　　寵ll、・・違隙㌧・轟肇等口話講減磁諏麟擁ス

・．嘘弊滋為∵饗）＼訴パ憾擁　　　。

・∫チオシ　　・　’　01㌔，一

　，幽カリウムイオン（K，逼・・a・∵…

　丹リ弧イオン《翫’）・・∵∴二「

　カルチウムイ才ン（σaつ、・6・…

　ヤグネジウムィL牙ン（魏［9’ン∴・

「フニオン

づオ1ン表・・（李鍵奢晟券i醸三蔵ラ虚勢

．ク・一ルィオン（C「，……」…・・

硫酸イオン（SO♂’｝………．．．…

珪酸メタ》（EセSiO3》．＿．．嚇鱒．9●

其他

　　　　　　　　　9，5911　診98，3350

　　　　　　　　　0，2656

　　　　　　　　　．9，8567P

フ吊ルπ．アルミニ．ウム，プローム，ゴード及』’ド

買燐酸ノ各イ：？シ三跡

び

■

　　　彫徽量．飾職か（」リート・雫～9．・．．∵先∴．乏．屈．．・．．

．1雛羅lll：離ζ軽卒ご鑑識｝：庶1：1：ll：鷺儲

唖：哩埴1：襟当蔀｛灘鍵！1：il三ii三ll密騰

1：鶴161：箋ll．玉d獺1：，1・’㌦’想デ∵∵：1＝1㌧、磁：で欝7．・

　　　　　　　　　16乱1379．．・’り∵・…・，’雪∵二τ＝二曹’響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵’　．∫＿6．．．ら・’（・∴・こ？ジ・1く：ミベ三舜・難

　　　　　　　　　　　　　ご ・1㌦・・二∵．・ゼ．∴三層・辞．、蟄腐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧　』一　　　　・．撮

　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　一一一町os｛」

　　　　　　　．・㌔」）
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・　鞠
●

所　在　地

分析者幽
性　　．駿

伊豆’山、温’泉
艀岡縣田方郡熱海町大字伊豆山

東京衛生試敦所（明漕三十年1

．無色満面ニシテ墨真味ナク弱酸性反感ヲ徴ス

　 　　・成’　，分．，

彫伽繊　か1，塒グ弘（一リ6トル画

調≒表（甥鑑券誠嫉ラ鋤
「カチ雪ン　　　　　　．
　ホ購イオン（E：う3……．・・…，・…

　．ガリウ凸イオン（K’）．＿．＿＿．，

　ゆ」トリウムィ動●｝！（こζaド）．．。．．．．．．

　カルチウムィ才ン（c理）＿…
　マ’グネシウμナ以（Mg・・）＿

アニオン
ク冒一ルイ才ン（c「）……・・・…

戴イオ・ン（SO‘∵）．．い．・・9。．・・…

　　　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　ム　　　　　　　　．　　　　　　　r

暁酸（メタ）（E2SiO8）．．．・・。・。・韓。

　ク，ム

0，00ρe

’OlO【26

012337

0，2221

0，0034

糧．蒼撫
0，32亀8　’　0，32：8

10，1410　10，t4p且0

5，5387　　　11，077ら

0，1396　　．　0，2792

22，4145

0．2928　　　8，2595　　　8，2595

0，6800　　’7，0789　　　14，t；～デ8

　　　　　　　　　　　　　　1，4452　　32．07・L5・　22，4p176・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　鴇1

裳他』輔卿㌣三三’麟
　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’汐．　免．

　　　　　　　ぎ

●

の

血顛表（本別永ハ其集成二三？一馳∫一ト．ル中次ノ成分ヲ舎；宥ス臨溶液川州憎相常ス・）

　　　　9　／・．　　・　’　。　　　　グヲ今
ク貼吟トリウ’ム飾q1），…．・一………㌔脳S3・
石疑酸力堕ウム（K自SO‘）．．．．．．．．．．．●．∴，．●．．．‘．．韓．・　0．023　L．

硫酸＋ト　リ　ウム’（∫a2SO4）　．．．．．．．●．．．げ．．．．．．．．6　　0；1763

硫酸力’しチゥL蔭．（CaSO4）＿＿＿＿＿．．．．．．．．。　0，754⊂）

τ療酸マ’ゲネシゥム（b∫gSO弓）．．．．．．．．．．．．．．．∴．．．．　　0。0168　　．　　　’、

遊離壁酸｛HCi）＿．・．＿．＿＿＿＿＿＿．．．．．ド0ρ217

’珪酸（メタ）（ぞ「2StO3），．．．る．．．．．．，．．．．．．。．．，．．．。．。・・．0，042S・

，・　　gl圏．．’

　　　　　　さ　ピ　コヒ

伊豆・．・山’温泉
静岡腿田力祁熱海町大字伊豆山．・

東京衛生試絵所（明治三十四年）・

無色滴澄昌シテ員三三ナク中性反鷹，徽ス

　　　　　威　　・分

　　‘「　　　　　　’階　　　　　　o

●

1．4SSO

■

所　在地

分析者
性　　　釈

固形物纏量　　約　1，42グ，ム（一千グラム中》

効ン表：（鄭奪茂雰巌鹸ラ鋤

カデオン：㌦：・，　　1，1リ

　カ，リウへ4才ン（K’）＿．。．．．．・

　“トリ．ウムィ’オン．（∫謝）．．嚇．．．

　ガル‘チ・ウあイ謡・y（Ca言・）　轟」．

．’ пYネシウゐ付y（Mgつ一
　しコ　コ　　　　ロ　　　　ロ　ヒ　ヒ　ロ　ゴロロる

7二才ン　　．，，．＿　．，．

　クロ」ルイ才ン（Cr）＿＿．．．．

　．硫醸イ2・ン（SO6”》＿＿．＿…

　　，グ盛　　自，鯨卿ル
．．　　0．0114　　　り12912

．．　　0；2239　　’　9，7137

．．
@』O12072　　　　5，1671．

叩　　　0，0046　　　　0，18SS　1

．．　　0，2620　　　　7，3907

．．　．0．6403　　　6，6656

雪，ク，ム’

雷　　　量
0，291と・

9，7137

取），3342

0，3776

20．7167

7．3907

13、3212’

●

鵬表㈱纏緯離；繍鶴零）

　　　　　　　　　　　　　　1．3494　　　29，“17二　　　20，7119　　　　．

珪酸（メタ》（H2SiO‘）．．．．．．．．．．．．　　0，0494

　　　　　　　　　　　　　　，1．3988
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
叢　 他　　 フ昌島ルロ，アルミ昌ウ凸及ヒド”燐酸ノ各イオy璽　；・？

　　・　　痕跡

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　帆　　　　　」＿1Q9：＿。．

、〃1胃一’レカリ唄シ．』」（K：C1），。騨．鱒．．一．随恥r。．輔．．・

硫酸カリウム（K垂SO6）．輔一・。一・…∴．．．・．…∴・’

硫酸ibトリウム（｝τa2SO4）　．．・●●‘・●・りg・●．・．．●．．●

蕨酸カルチウ』・（CaSO4）．．．，…鱒，・軸1．・……㌔・．

頑k酸マゲネ’シウム（！虹gSO4）　…＿．＿．。一・・

珪酸（メタ）（E2SiOo），．．．．。．．．．．亀＿．．．．．．・．輔．．．．．・

　　　　　　　　　　・．山　　　l　l．・訥’

　　　　　　　　　　　　　　　も

　　　　　　　　　　，9．．．．・く’1．，

　　∴　　　’　・・、、　豊ピ・、ぺ、。丸・・1ぐ・三マ’1

　　　　　　　　’　，　い・∴’｛・昏・．．三”・：∫

　　　　　　　し

グ，ゐ・

0，4323

0，02肚

0、1654

0，7036

0ρ227

0ρ49ゐ

13983
　’，　．

ぐ

・ミ

蔓，

●

；モ

9

o



●

o

、

へ

・5＿

驚　　噸

・　　’所．在地

　　　労’析者
　　1’性’．訣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　誓1・．・
　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．「

吉・．奈・』．温．．泉．ヅ．．　　　ド’

　艀岡三田方舐上山野村大字吉奈十三番地

東京衛生試内所（明治三十年）　　　●　　　　　辱　　．

　無色清澄喧シテ異臭床ナク溺アルカ．ゾ性反回ヲ徴ス．　　　　　　　．L’　　　．

　　‘　成　涯分’　　　　　　　　”．．　　・
固形物総噸　　約　瓦24グヲゐ（一リ6トル中1

L僧ン表（韓謙簸裏テ鋤
・カチォン．．幽．，・．1　　’

　カリウムイオンσζ．）＿…＿一♂
　”→h1トリウムィコ魯騒ン（Σごaρ）・・．・．，・●

　カルチウ銅才ン（C島・・）．……

アニオン
　クロールイオン（cr｝・・轟・…，…

’　硫酸才オン（SO‘’》。・●．．…．．．．．．．曾

〃ヲム

0，00907

0，2727

・0，0874

電㌢屯一ルド蓋リグヲ皇

0，2299　　　　0，2299

11，S303　　　11β308

2，1802’ @　4p，3604

’灘崎て驚麟婆諜繍講弊〉

D

．0騨1105　　　3，117邑

0，6390　　　　6，6520

　　　　　　　　　　　　　1，1186　　琴4，9LOO　　16，曇2止1

珪酸（メ女）（H蛙SiO3｝．廟・＿…．0，0867　　　　　．　1．．

　　　　　　　　　　　　　1，呂053　　　　　．　　　　　　　’

其．他幽 a麓潔、薦曜ルミニウゐ及bド噸・

　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　ノ　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　∴旨一。．」将．．：．：＝二、ン

ン．．綜．．・11・1・、’」湿．・1ド∫∵」．「壷

．ひ

所盆・地．

！分析者
悔i．；庚
　　　．比・

土

’源泉温度

欝岡三田方郡土肥二字馬瘍，

東京衛生試三所（明治三十七年）

無色清澄ニシテ異臭床ナク中怯反回ヲ徴λ

重1ρ0匙α7。）・

　　500

　　　　．成．’分・∵’・．．・．、

　　　　　　　　　　　　・『・、．・．．・’』「F．．㌧　’甥あ．舳
　　　　　　ク”一ル骨リウム（ぬCI）一・…四・9・一；一・僻823．．

　　　　　　硫酸カリウム（K：2SO4）…∴・…・・9・鴨・。・・…。帆・・　0・（～2騨D・

　　　　　　’硫酸ナトリウ’』．（NあSO4）．．．．」，1．．…．6．。；＿。』0．6200

環2U　硫酸カル秒ゐ（C・昌0・）・◎・7・・…一・，一・・ゼ0・2963

　　　　　　珪酸（メタ）（H2SiO3》．．．．．．．．．．。．．．．．．．．・。6．．．．」，r．　0．0867．

”固形物纏量．約1β7グヲあ（一千ゲラム刺
●’ Cオン表（甥翻麦箕皇博論）

．カチオン

　カりウムイ才ン　（K：）．．＿6。．

　ナ．トリウの幽イ＝電●ン（｝Iaド）り●．鱒●．。

　カルチウヘイ才ン（C置・）。∴．．

　　グヲ』Lo

．　0，9079
．層

O，3160

．　’09262r魯

アニオン
　ク，ロールイオン（cη．＿∴．。．．．

硫酸イオ・ン（SO♂）∴．・。・．・．．．・・▽・

じ

糎顛表耀藤壷灘i羅儲角膜）・・
　　　　ヨリグヲゐ電リモール
　　　　雷　　激
0，201＆．　0，2018

　　　　　　　軌・髄r5，9002　　　　5，9002．

6，5昏36　　’13，0872

19，1892

0，06S5　　　　1，9323　　　　1．9323

0，8290　　　8，6299　　17．2598

　　　　　　　　　　　　　1．3038　　23，2078　　　19，19ごi

珪酸（メタ）（EセSiO8）。．．。．。．。・。．．　0，0506

　　　　　　　　　　　　　】．35鍋

　　　　マゲネシウ轟，フニル．亘，アルミ昌ウム及Uドロ燐其他．
　　　　酸ノ各イオン1ノ痕跡　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　ρ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．1101一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’グヲゐ　．’
ク・ゐルカリウム（kα）＿．．叫．＿嗣w＿　0ρ150

．クロールナトリウゐ（Xa鋤∴ら∴．‘．．＿．．＿．01013

擁酸ナトリ躯（X・・SO・）・…………・…｛・・0・2967．

硫酸カルチウム（CaSO4）…．＿．」．。。＿．q．＿．．．’0，8908’

巷酸．（〆タ胆・SiO・）・一・・轡・∴・：一…一…α05瞳1’

　　　　・’：　』『．∴　『・’”・　．・㌧・1βぬ‘’

　　．　脅

　　馳

　　o　　　　　　　　　・　・一　　　　．－．－　　．　　’』

御．

4



9

‘一 @．．

≧

●

・土 肥 温 泉纈湯）ご
■

零森響’螺醜語鵜鵜鱈軌彰）
　性．　釈　無色滴面目シテ異臭啄ナク中性反懸ヲ徹ス
　　　　　比　　重　　】，001（L7。）、
　　　　　，堅剛！盈」度　　　　550

，’@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　，．∴．’成．『　’分　　．．’〕

圃弓形緯量　　約　1，62めあ←弄豊門ラ」」中）

イオシ表（本銀山一千ノラゐ中二舎有ス’L各戒二二流量央，如シ）

カチオン
．カリウムィ才ン（K・1………・1ニ

ナ．トリウ÷イ才γ（融》一・一

　力疹チウムィ矛ン（Cα鴨）…・・

グ，ム

0，0099「

0，1503

0β275’

巾一ρ岳リゲラ虚．

　　　　0・25㌍，0．2529

6．5206　　　　6，5206

8，1671　　16．2342

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．ユ077
アニオ’ン

　夘騨ルイ才ン．（cr）＿＿．．．ざe，0747　2・1（π2　2・1072
　緬腎副瞳イォ・ン（SO‘’）．．．．．．．；．．．．．．．　　1ρn8S　．10，5017　　2竃，0034

　　．　　　　．　　　　　　　　’　　　　　　1．5712　　27，5495　　23．1106

　　　　　　　　　　　瞳酸（メ　3醒〉（E【ヒ≠窪i（》8》●・●…　9・●　。．　　　0豊05～32　　　‘　．　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　、　　1，62輔

其他　マ琳レウ』，九ル・’，アルミ昌ウゐ及・ド噌
　　　　　酸ノ各イ，ン一跡

　　∵：’圃・’・　　～．’

　　　’”　．．．呂・．∴、．層．．．・層．．1〆「．．1

　　　　　　　．亭．

’血類表（言忌永ハ其集戒皇於テー・千グラ」L申次ノ成分ヲ含有スル溶液昌概略帽當ス）

グロールカリウゐ（KC1）．己．・…．＿。鱒・…・・…

クロールナトリウム（将←C1》．鱒＿＿ぬ．鱒．＿

擁酸→Lトリウ為《蟹r2SO4）・＿＿．鱒，＿9＿．…

擁酸カルチウム’（CaSO弓》………＿喝・＿……

塗酸（メ．糞）（HをSiO3》　四。・。…軸鱒・鱒四●。・・四創野、

■

●

し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　土』肥・温　・泉

　　　　　　　　　　　購　　・分　　．

　　　　　圃形二二　　約　1，69グゴ為（一千グ，A中）

イカン表（二士奢歳雰≦箕垂裏ラ姦麿）

出島オン　　　　　　　　　　　　グ，ム　　生噛一ル　曇，グヲ皇
．カ　リ　ウムイ　才ン　（K＝。）　．．．．．．．．●，．．　0，00657　9圏O，瓦6782　　　u．1670呂

かトリウムイオン（醐、＿＿0，169967，373LO　7β73夏0
　ヵルチゥムィォ・ン（Ca’。）　．．．．．，　0．3235S　　　810395）、16・17900’

　フ畢ル”イオン（Fe”）＿’∴。．．、＿0，0」195　0103嶋3，0，g墜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23，78956
アニオン　　　　・
　ク・一耐才ン（cr）＿＿＿．．．0，091282・57概2・57494
　硝酸イ：オ・ン　（SOイ’》．．．．．．．．．．．。．。。　1101ら17　　10，55767　2：，11534

　ヒド・炭酸イ才・（HCOの…」）・q噸＿0ρ脚」ρ胆
　　’　　．．　　　　　　　　　　　　　　　、　　　1，61356　　28，89713　　23，78956

豊酸（〃）（H2SiO，）＿．．＿．・α0507S　　，

　　　　　　　　　　　　　　ユ，聞43ら

　其他　　マヅネシウムイ才ン及アルミ昌ウムイ才ン1ノ痕跡

　　　　　弓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“．m

｛

■

グ，ゐ’

¢0189　・

0，1086

0，3318　　　ゼ

1，U21

0，0532’

1962軸

距表（燦躇繁二欝；嘱儲曳夷）

クロールカ診ウゐ（K㎝）＿・・．＿…．．．…鱒・

ク劃一ルナトリウ』b（こτ巳C1）・，・●・叫．●・・。。．・．・・

硫酸ナトリウ」』（】嘗a」挙∋04）・。…触鱒鱒。鱒・。驚鱒雪乙

硫酸カルチウゐ（CaSO4｝…嚇．．．．．．……＿

重炭酸カルチウゐ〔Ca（HCO9雪1．＿．．＿．．．

賃炭酸亜酸化敏［Fe（HCO8》」＿＿＿．？．甲

珪酸（メタ）（H2SiO8）．＿．＿．．9．．，＿，．．・・画…

　グ，ゐ
0，0：252

0，14081

0，3529S

1，09S67

0．00231

0，00620

0．0訓塑

ユ，6〔鮎37

身　．

1



φ

　　．・，　．、　土，・　　月巴1　温！・　・泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・所在地　脊綱鯛労郡土麗村字釜ケ洞二百入＋九番地
　　　　析　：者　　東京衛生試瞼所・（明治四十三年）．・　　　　　．”　　　．　・　　書
　　　　　状，・・無色清澄ニシテ少許ノ沈三物アソ弱ア些カリ性反脛iヲ呈ス

　　　　　比．重ヒ1．0018（13，5。）　”層
　　　㌦　　原泉温度　　43。

　　　　　　　　　　　　　　　○”1個形物纏量

・ド・ll：首★ン表襟聡謡鼠皇裏ラ鋤．

．成．．1．『…’ ｸ．．・，・、

約其，41㌘・て一千〆ラム中）

　力子オシ　’・　　　、　’　グラム・遷掘一ル
・・ @ガウウ・ムィ才ン．（K’）．叫・脚｛・，0・oq516・0・13155

　　→Lトリゥ為イ・オ1ン、（ぎ謬）＿三＿．．．・g，13851．6，009U，

　，　カルチウム：イ．オドン．（Ca；・），．．‘・6’0，26667　6，66675

　　ブ出ル”．4才ン，（Fe㌘L，・…，叩，∴0・㏄02S・0・005（P’

　7＝才ジー・・’：・・∴一’1∫．．〈．ll．’∵・

　　ク。一三オン（cr）．…ら一・…’0073q52・06065

　　椋酸イナン（SO♂’｝……・・琴・…‘0・S3302　8，67187

　　セB窟口炭酸イォ3ン《ECOぎ）　。．●　0，QO駁37　　　0，07977

　　　　　　　　　　　　　　　　1，32155　　22．62470　．

　　珪酸（メタ）（琢3io5）．．・．．．．．。．≦・，0，04247

　　　　　　　　　　　　　　　．1，36402

　　其他
　　　　　　　．？1．：』．病．て．：1、．．．’．・．ゾ．｝．．．．，．．

　　　　　　　　　　．・1ジ幽・．．ド『長．’．

　　　　　　　　　　　　　碍：宙　地
　　　　　　』こ．，、：湯．鑑頻・鍵

　　　　　「・．．．．．．．凹．．‘．．r．．撫護，準

　　　　　　　　　　　　　　　　髄・　　　　．　．　．「‘

　　　　．，，，，．，：．∴、，．．：．・㌧！．∵’1！．1∴彫物輝・，，

…サグヲム　・
當　　　量　・
0，1315う　・

6，00911

13，33350

0ρユooI，

・19，鰯．16’

2906065．

17，3437砲

。，07977

19，48壬16

マグネシウゐイオ・ン及アルミニウムイオン1ノ痕跡

■

盛蘇縢蓉3蓉鷺雛麟融実弐）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　．温

　　　　　　　　　　　　　難辮嚢聯購響；字卑ケ久艇三＋ξ醜

　　　　　　　　　　　　　　無色清　細鱗働無漏轡、ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虚’、∴・分1、：，∴．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鮒q70♪タム（÷壬夢帥）

．》1オ5表1（委鷺羨韓藍異皇裏蕩套）．　　．．黒穂表（愛護雰9蓉i鰹章競演二二轟壱曳矢〉．

　　　　　㌧・・ジ　．・…　．’　．．．．・　　．パ’昌グラム」
　　’ク自．r産カム．リ歩ム（KC1）…，．1＿＿＿10，00％1．．

　　　ク郡山ルナトリウ轟（∫aq1）．∵．＿．奄＿＿．．r：0，11285．

　　’硫酸ナ：トリ』ウゐ（秘SO‘）．・。……2…r讐…＿．・0，29001

　　　硫酸ヵルチゥム（Caβ04）　．＿。＿ピ＿函．．∵．．　・．0，90235

　　　重炭酸ヵルチゥム［Ca（H：CO3》2】．．．．．．．．＿．　0，0σ559’

　　●婁炭酸亜酸やヒ鐵［E！e（RCO3）爵．．．∴6．∴．語ご．＝0，00G89’

　　珪酸（メタ’）幡SiO9）．1…・．．・＿…・，，．・．三，ニニ・q働か

吻払茅。鶴、蕊ll脇竃講罵講ll・
ヂゆウム行シ麟）＿1憎・∴ρ；瞬：∴⑳曜，．騨ぎ．’

カ〃秒ム｛：才シ孟卿’：i｝…．、αo蟷・四㍗’．、α22嘱

7；オジ∫・・…一 Y起｝三三・・／屡騨．
　クロール．イォ■ン（Cr）．6．．三．∴．鱒．　　0，1137　．∴3，2073．　　3，2073　．

統酸〃ン（SO〆’）・・一、・．・．∴・＿・・’0，2653’1蹄619’5，5238

ヒ向炭酸イ才γ（Rcoの・・，」03320，5塑L』・i遡
　　　　　　　　　　　　　　　0，6260　　15，6730　　　．9，2753

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　．●　珪酸（メタ）（Hl夢3iO8｝＿・…．・…　　0・0909　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　0，7169

　　　　　アルミニウ・あイオ’ン少量フニルロ，イオン，ヒドロ　箕他
　　　　　町回イオン及硬酸僅微

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一1121

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グヲ』ピ
、．

Nゴr）け・ρ．ウゐ蝕CI）這，，・・一㌫・。∵軌・876

　硫醗労9ウあ（K2SO4》∴＿∴．．∴．．．P＿＿免噸．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’0ρ0き6
硫酸ナ．｝リウゐ（砺吊04）・・…；・………∴讐「’0・5737

　重醒毫炭・チト　リ　ゥ・．あ　（∫aHqo信）、二．．こ．．．。．．．．∴．．．　　0，し45S

　硫酸カルチウム（CgSO4）＿二．．．．．＿1．．＿：＿。．　e．0153．

珪齢）（畢s’儀L9●州9』・…四”●’，羅

　　　　．r．・．’・，．』．一．一『ジ・雫．∵壱り

　　　　　　　㌦」∵・　’　．　　　1、．．　㌦’・
　　　　　　　’　　　　　　　　恥’一．ジ　’●　　▼　　　’　胴‘’・．、’
　　6　　　　　．　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

　　　　　　轟．○．‘．」

’欧∴．～1、曽マ∫∵・’i・’∴．∴1．」．．・’　乳｝　“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．玄

，

■．



レ

’

’

b　　　　　　　　，

　　　■

　・　厨　在地
　　分析者
●　　性，　状
　　　　　　．．山

畑

，月面盗度

毛 温， 三
面岡縣田力郡函南村大宇畑毛
東京衛生試験所（明治四十四年）
無色上置ニシテ微弱アルカリ性反慮ヲ墨ズ
爲　　1・000　　　　　　　　　！　　：’
　　　43，30　　　　　　　　　　一

　　　　　成．　　　・分．　”
　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

固彩物纏量，　約0，11グ弘（」千グラム中）　’

イ’オン…表＊’ i委墾嚢i震雰菱蓑皇裏ラ姦麿）

カチオン　　一．　　　・

カリウムイオン（Kう∴＿＿・
　ナレ．リウムイ才ン（Na●》．＿．．．

　アゐ冠ニウムィ才ン（NE4り．
・カル b蘇㍗，（cの・…

アニオン　；・・

　クロール・イオシ（cr）脚∴一＿
　硫酸イオ。ン（SO♂）・・。…　．．．…

　ヒドロ炭酸イ才γ（耳COガ）

　　グ，あ
。．0，00097

．．　0，04025

．．OIOOO21

　0，0077Loo @’

　　　曾
．．．　0．01912

．．．　0，0ら658

＿　0，（》4020

ロ，竜一ル

O，02ら78

1．74620
0DOU62
0．ユ9275

覇，グ，ム

瞥　　量
。，（》2ら？昌

1。74620

0，01162
0．38550

0．53985

0，48491

0，65891

犠16810

0，53935

0，96982
0165891

・　　　　　　　　　　　，　　Op　155σ6　　3，65852　　2，16808

藍顛表（本心永ハ奨集成二品目ー千グラ．ム中次ノ成分ヲ含；有コ～ル瀞液乙三略相當ス）・．

ク冒一ルカリウム（KC1》’姻＿・…＿♂＿。・…

ク・rルナレリウム（H島C1）……∵・…・・・・…

クロールアムモニウゐ（罰日「‘Cl》…＿＿＿

戴＋・トリ・ウム（ヨa2SO4》．．●．”，・・…　、．・．．。…

』監炭酸ナトリウム（ぎa耳COの……，・…。…

重炭酸カルチウム［Ca（ヨC（》戯gj．……＿．・・

珪酸（メタ）（H2S葦08）…　∴。。り・・魯・…　鱒…　∴』r・∴

珪酸（メタ）（H2SiO3）．．．一．誌・

遊離炭酸（CO2）……・・…・・∴・・

　　　　　　　　こ鉱

，　じ

．．，0，02701　　　　　　　　・

　0．182q5　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　●．　0，0嘱42＿1，00954

　0．22647

船 原

　澱酸（COを）　．．

　　　　　　　　一　　　　　，

　　　　　　　’　T　「

・　　　　　　　○．「『”・’
　　　　　　　艦　　　　　．

温　泉

　　グ，聖

　0．00186

　0ρ2942

　0900062
　0，0689ら

　0，02298

　0，03122
9’ O02701

　　　　　　　　　　0，18204卜
．，ρ．＿．．．＿。．．．ピ．＿＿＿．。．．．’0，04442

　　　　　　，．　　　0，22646

　　　　　　　9　　　　■

・　．’．　・．　　　　㌧∵　．．．じγ’

　　，

馨畷．難懸郷艦幽晦齋高高
．．C　皆泉譲　と擬製　　　一．ン
　　　　　　　　　　　　虞　　　分

固形物紘騒　　約　1，09グ2ム（一千グラ』・．中）

・付シ表（甥馨最雰姦臣裏ラ鋤

カチオン
　ツ｝リ隔ウ』じイオン（K・）騨．．鱒鱒．鱒．

孝雨霧駄；1；

7＝オン　　　“h
　クロールイ才シ．（Cr）．＿＿．．．

　硫酸イコひン（SOGI’）　．．．…．．．…

　ヒド”炭酸イオン（HCOの

グ，』・’

0，0037

0，26S2・
‘，，07ら2

0，0004

．．　0，1754

．．．　　0，4926

＿．． O，0159

唱，●rル

0，0939

11，6359
1，850る

0．O16ら

ロ，グ，ム

瞥　　最
09098り

11，6359
3，7008
010328

・15，4636

4．9481　　4，騨31
5，1270　　’10，2540

0．261」3　　　012613

、、

盛顛表・．（本鑓7kハ其集成二於テー千グラ乙中次ノ戒分ヲ含孝fスル瀞液二概略相即ス）’

　　　　　　　　　　　　　　1，0304　　　2319330　　　15，劉53ら

珪酸（メタ）（E2Sio3》＿＿．．．．．0，0414

　　　　　　　　　　　　　　1，071s
離遊炭酸（CO2）＿＿＿．．．．．∴．．0ρ208…＿0，蛋727

　　　　　　　　　　　　　　190926　　　　　　　　　　　　’．

；集　他　　7ニルロイ才ン及アルミニウムイオン少量並棚酸僕跡

噺　　　　　　・

クロールヵリゥ為（KO1）＿＿．＿．．。．6。．＿

クロー，ルナトリウ≦（NaC功　㍉．．。．＿．＿

硫酸ナトリウム（ya2SO‘）＿＿＿．．。＿・・。・

■炭酸ナトリウム（Na工｛CO3｝．．＿．．．＿．．．

擁酸カルチウム（C島SO4）…＿…＿．＿＿

重炭酸マグネシウあ［Mg（H：C（學）3］……・

『酸（”）（恥SiO・レ・・∵一・マ「’●∵…

遊離炭酸（CO2）．＿・……………6・……∴

　　　．，

＿113一

　　　ダ，ム．．

乳6．　0ρ070

．．．．．　　0，2840

．．．．．　　Op4662

．．。．6　　0，0192

r・…　o・251賎

…1・0・0024

1：・吐艦慧

．．轟．　0．0203

　　　1，0996

●



．！

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　1

　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　”　，．・．　「’』
　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　●　　．　　　　’噂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　湯ゾ容温．・泉、．1．逐1

所在地　・解岡懸安倍郡梅ケ島村字湯’谷1「’

盆析 ]響馨耀濫訴1性聯そ
　　　　　…．・．：環 　分’　・1・．．’・、，…　．・’．．喝C

　　　　　固形物線盈
室オン表（本鑛水一り一トル中昌含；有スル副成分及更量次ノ如シ），．

カチオン．

，カ9ラあイ．才ン鱒……・…ジ

　ナ脳ウウムヰオン（】需の㌔．．．∴．．．

・オルチゥムィオン（C醗＿；

．約q23ケヲ・（一リ「ゴ仲）・

　　　　　’盛顛裏（本鑛水ハ其集成乙於テーり一トル中次ノ成憂ヲ含有スル溶液二概略相當ス）璽

〃＾　竃リモール魯，グ7書

0，0016　！　0，0生Q9　　　0，0蜘・

0，0585：　　2，5380　　　2，53SO

O，0017　　0，嘱24　　0，0＄娼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，6637
アニオン　　．．　．．・．　　’圃．・’・

ク鷲一ルイ才と（鋤∴．∴∵．篇傷0025　0，0705　0，0705

硫酸イオン（80∫’）．．・．，＿．．．＿．10，0437　0，粥姐　0，9098

　ヒ、ド”炭酸イォ「ン（ヨ：CQ3’）　．．．　　0匙1027　　　1，68ま3　　　1，6833

　　　　　　　　　　　㍉　　　　　0，2107　　　4，8300　　　2．6636

珪酬”）隅）…… ｯ．　．1！『
　遊離魂化ホ棄｛耳2s）＿．．．＿，．．　oρ141

　　　　　　　　　　　　　　．0，298年　1　　　∵

　其聾．藩ル偽アルミrウム及国師麟酸ノ層各イ室》

　　　『’・、．－．、．∴＼凱・∴．．．ぐ・，．

所在
分’ ﾍ
性

．志 太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グヲ今
ク亘ツけトリウム蝕c1）唖ご一・…ゼ。，oo覗
硫酸ヵリゥ』L　（K2SO4｝．。㈹．．．rr．。嗣り：r．蝋．．鳥●●．．　　0，0035

．物置費ナト　唖ウ4｛恥巴SQ4》・。…　，・帆二卵ρ・・；・鴨…　叫　’0・0561．

，重炭酸ナトリゥゐ（X証［CO3）：…・・…・．．…．…　9，161φ

硫酸カルチウあ（C認04）．．．…，…」・＿．・＿，．．．0，0056

珪酸（メタ）（主12Si（壕》．∴鴨。．。．”・．．．・∴・Q・・疇。●．・。●．　・0，0737

遊離徽永崇（H：2ミ｝．・

・∴．ビ・∫1．．．

㍉∵で．㌦▽

　　　　　　　　　軌28蝸

一一
?黹}…9∴・・，oρ蹴

・． @　．　　　　．　　0，2985
．∴．

�D’．L㍗．11．・・．　・1

．三・． G喜1∵至・．　’1

鑛・泉（冷）

薯二二灘繕引回） ・・「．’．・一

状　　無色潴澄異臭ナク彊三味ヲ有シ反心ハ弱アルカリ性ヲ徴ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　成・　．．分　　　、『・・』．．　亭：
　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　
　　固形物纏：．約11β0グ夢ム（一リート～・中）、

．4オン装鰹糞蔑券長簸巽灘1’

カチオン

　カリウムイオン（K．》5＿＿．．．．

　ナレリウあ4才ン（】甑・）＿＿．．．

　カルヂウムイ才ン（Cバ》…．．．

　マゲネシウムィ才ン（Mg．’》＿

アニオン
　クロールイ・才ン（Cl’）．．∴＿．．．．

　郭一ドイ才ン（」り。・．・．…閃＿．．

　ヒドロ炭酸イオン（ECOの．．．

グラム　ミ，モール岳了グヲ£

＝．O，03691．　0，9425　　　0，9425

・4，42叙）　191，9306　　19真，9306

0ρ538　　　1，34レ16　　　2，6832

0㍉00S5　　　0，3鰍ヨL　　　O，6978

．196，25瓠

5，m56　　160，9告78　　160，9473

0，0127ド　　0，1000　　　0，1090

2，1511　　35，珍582　　35，2532、

’　　7

，　　・　　　．、．

，麟表（囎9蓉駿蘇；蔽舷曳次〉

クロ一転カリウム（KC！）＿．…．蝸．．…・．。叩．．働

．クロールナトリウム（蕊aC1）＿＿＿＿……

重炭酸ナトリウム（論且CO3）・・…，・…・・……

ヨードマグネシウム（】H：gJ2）……＿…＿…

重炭酸カルチゥムェCa（HCQ2）』＿．，＿讐＿．

’重炭酸マグネ》ウム餌9但co3》］…………
珪酸（メタ×HgSiOB）・…　乳・・鱒．。・・鱒。．亀．。．・・鱒●・・弓・

　　　　　身

グ，ゐ　．

0，0702

翫3⑤D2

2，6866

0，0139

0，2177

0ρ鱒2

α0312
1294238

　　　　　　　　　　　　12，3926　　390β696　　196，3060
醤…酸（メタ）（耳2Sio3）．．。＿．．＿．　0，0312

　　　　　　　　　　　　，12g生238

其他　　ブローゐイオy，ヒ“ロ燐酸イオン及棚酸ノ各痕．
　　　　跡

　　　　σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一114一

．こ）



’

o

9

’

●

“所1詫1：地
，分．析，者、

・性≒∵肌
　・　　比．

養幅　寺鑛泉．（袷）
繋贈響誹鴇爾葛内
孟撫隔地撒醐アルカ脚郵．

　　　　　成　’分
　　　　　　　　　　　　．固形物漣量

イ零ン表　（委聡茂雰巖皇実ラ劔）

カチオン
・カリウあ付ン（K・）∴：＿＿．

　　ナト9ウムィ才著（駆’）・…・…

　・カルチウムイオン（σの・三・…．．．

・　「rグネセウゐイオ’ン（週「9？…

アニオン
　’クロールイオン（C1り」．．．・・鱒．．．．

　　ヒド”炭酸イオン（ECO♂）．。＿」

　　瞳酸（メタ）（H2S⑩8）＿＿．．＿，

　グ，ム　　ロ，噛■ル

　002S8　　0，735α

　2．90竃9　　125，895S

O．0271　　0．6？58

．．0・0056　（九22ミ7

　3，7560　　105，9525

　，．3736　　　22．5143

約　7・53グ，ム（一千グラ姦中》・　’

暫ワグ，ム

瞥　　量
．0，7356

125，8953

　1，35夏6

　0。4434

128，も26窃

105，9525

225143

　　　　　　　　　　　　　　8量0928　　255，9957　　12S塾4663

　　　　　　　　　　　　　　0，045・も　　．　　　　　　　　　　．．

　　　　　　　　　　　　　　891383

裳他　マンガ〃才ン，智一ドイ才y，bド・燐酸イオン
　　　　及礪酸ノ各痕跡

塵類表（本間判ハ箕集成昌於テー千ゲラム中次ノ成分ヲ含有スル瀞漉二撫犠相月ス）

クロー・レタリ1》ゐ（Kα》一・・……・・・………，

クロL一’レ・←ひリウ』い（こ【aC1，．●・．一・鱒韓鴨●●・’鴨・r

餓炭酸ナトリウム（賢aHCOゆ…・・…．…・．…

露炭酸カルチウム［σa但CO3L】…＿・・……・

重炭酸マグネシウゐ④τ9（Rco3｝31＿＿＿∴．

珪螺メダ）（H竺SiO8》．．．．．．．．●．鱒。鱒．．・．・。9。．・．・．．．

‘

グラム
．0．05牽9’

6，1550

1．鶉03・

0，1098

0，032S

O，045ら

9，1382

’

垣

雰二更
箆

静岡鵠小笠甜河威吋大宇潮海寺
粛京南生試臓所（明泊二十一年》
無色清瀧昌yテ墨臭ナク三味昌シテ反磨ハ弱アルカリ性争リ
重　　1，00859（15。》

　　　　　旗　　．分

固形物纏量　　約　U，24グ，あ（一リート．ル中｝

dlオン表・（寳寵遇；iiε芽亥糞姦実テ嘉麿）

カチオン　　　　　　　　　　！，嵩．亀，◎一ル
　ヵリゥムィォン（K・》＿．＿．．．r．　0，0粥L9　　1．N70．

　→・g．リゥムィォ・ン（Nεド）．．。。．．．．g　　．4，1873　　181、666a

　ヵルチゥ幽イオン，（Ca。・）．1＿ボOIO828　　2．0649

　罰rゲネシゥ凸イォ・ン　（M：g軸）．．．　　0，0149　　　0，6117

7二：窄ン
　ク質一ルイ才ン（Cr｝．＿．師．．∴．

　七”ロ炭酸イオン（ECOの．＿．・

鞭
1ε1β668

　4，1298

．1．223壱

1b8．1670

6，600S　　186，2002　　18す．200興

0，1202　　　1，9702　　　119709

　　　　　　　　　　　　　11，0509　　373．6608　　18S，170L

珪酸（メタXH2Sio3）…　．．．．鱒・。・．．と　　OlO311

　　　　　　　　　　　　　　11，0S20
．遊望闘き酸（CO2）。。．．．．。．．．．r．．．；。．　0，1204，．。＿2，7365

，・
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　11・2024

ノノ

亥他　フ邑ルロイ牙ン，アルミ昌ウ凸イオン各少量並暫
　　　　・一民魂酸，ヒ師燐酸ノ各イ2・ン及棚醜ノ痕跡

麟表（本四四王鉦叩成昌於テーリートル中次ノ成分，舎有スル瀞液3撫晦相當ス〉

クロールカリウみ（KC1）…・．．．．＿＿・・軸・．…．

ク”一ルナトリウゐ（∫島C1）．．．．．．．．．．ξ．．．。…＿

ク”一ルカル争ウム（CaCb｝．＿．，∴．．．，＿∴．

クロールマ〆ネシウゐ（1近gC麹）＿＿．．鴨．…．

重炭酸カルチウム［Cと（ECQ3）』鱒．＿．．＿．．．．

漣酸（メ∠碧）（E2SiO8）鱒●・⊃・。．。．．．・．ψ．．．．。・．．．．．．．。．

　　　　　　　　　　　ほ遊離炭酸（CO窪》＿＿．＿．．1＿＿。．。＿・＿．．．．．．

グ，ム

0，0S5窃

10，6277

0．1201’

0，05S1

0，1596

0．0311

Uρ320
0，120も

1ユ謬2024

一115一・



甲　㌦　　1

1

所　凌　地’

．分析者
　　．　比

イオン蓉（甥二二回議裏ラ鋤

赤　澤・’・二三　泉

．山梨盤南巨摩郡本空聾大字赤澤環場下
　棄京衛生試瞼所（明治十四年，
重1，0025（2e．5。）

　　　
’威㌦．．．．　分：．　1　　　　　●』

　　　　　　　　　　　　・麟開く聖駕麟翫潔滅論垂三韓

カチオン　　　　　1．・，　グヲズリ毛描
　永素イオン（R・）．．．＿＿．．．＿．．。　0，0076　『715248

　：カ　リウムィhオ。ン　（1ぐ）．●・や●。・・鱒・，　0，0036　　　0，0920

　ナ回ウ爵オン（恥）・一…．0・0468・・2・0304

　　力壁ウみずオン（制し・・…・0・1磁6鋼60
　　マグ「ネ1レウタイオ’｝ノ（】』工g。●）　・．・　　O，036由　　　　1，4，943

’　フ呂ル冒イ：才セ（Fe●。）＿．．＿．．．．　0，099色　　1，7782

　　アル．ミニゥムイオ’ン（Al。。幽｝＿　0，1248　　4，6052

アニオン　　　　　’　．
ク・一ルイずン（er）．＿＿．．．．

　ヒドロ硫酸イ矛ン（HSOご）＿＿
三百妻イ」オン（SO4’つ，．．．9．．．．．．簡9．∴

0，0121

0，7274

1，4103

ヨリグラム
當　　　最
層7，52鳴

0，0920

　2，0304

　7，2120’．

　2，9886

　3，5564

13，8156

37，2198

・0，3413　　　　0，3413

7，4915　　　7，4915

14，6814　　　29，3628

43，6451　　37，1956

ク”」・ルナトリ・ウ轟1（Na⑳、，、∴．∴．∴“∴．

硫酸カリ躰（園。・）岬・・一……・・r…∵、．
D

硫酸ナ｝こりウム（筑鞭SO4＞…・…・ツ・・…・・で・・…

硫酸カルテ’ウ．ム・（CaSO4）．．∴．．．＿＿晶．．∴＿

硫酸マグネシウム（M：gSO4）．＿，・．＿1．∴・∴・・；

血豆圭酸化絨（1罫eSO‘）．．．．．．．．．．．，。．．．。．，．二∴．・．冒

硫酸アルミニウム［Aユ2（SO4）31’。．＿．；．」＿．＿1．

遊離硫酸（H2so4）∵・・……・…一…・・∵∵∴1・・

珪酸（〆タ）（B：2SiO3）．．．．＿＿＿・＿．∵…解…暖…

　　　　　　　　　　　戦　　　　、　　r　　　　　　　　　　　　　　　，　　，

　　　　・．’．　　・1．・・∴．．．．1㌧．．1へ．．

．グラム．

0，0客0（｝

　0，008σ

　0，1200

　　　　f　O，4900

　　　　　9　0，180σ

　0，2700幽

90，7900．

　0蓼73生8

　0．1506

　臥763宙

｝．」．．

　　　　’”　　　　　　　　層2，6123
旧記〃X宜2SiO」）＿＿．．．一・．．．　o，励6 巳　曳．

2，763ら

■9

　　　所　在地
　　　分析’者’
・ヂΨ． ｫ、　．；伏．

　　　　　　、‘比

　　　　　　　を．ヨ認：．・窺斗’∴．・

赤ゴ澤三図’．泉’ぐ袷）、・’，

　山梨驕南巨摩郡本建村大字赤澤字端場下八百三十入番地
　東京衛生試同所｛明治三十入年》
　清澄微二帯色シ収飲回酸味ヲ看ス煮沸ス』ハ潤濁セテ赤褐

．色ノ切瑳ヲ生ス

　重1，00」5（20，5。）．　　望

くr c　底．．．’．分1’

イオン表（甥糞認異皇奥ラ鋤

カチオン　　　　　　　　　　グラム
　7弘南イオン（H●）．．．．．．。，●．．轡．．6．．0，0076

・カリウムィオ・ン（Kう…．＿＿．．・0，PO35

　ナト．リウムィ．才ン（翼a’），．．．．。．．．．0，0401

　・カルチウムィオシ（C剖つ．誌…　O，脇50’

　’マグネシウムイ矛キノ（】虹g爵つ　‘り．　　0，0355

　フ呂ルロイオン（Fe。り・・…＿い韓’．0，1000・

　アルミニウム4才セ（A尋r●●）＿＿　0，1248

アニオン

　ク質一ルイオン（α）…哩…？・

硫酸イオン（SOの…＿…．．＿．

§り受用ル垂”ヲ書．

．7，5248　　　　　7，52鱒

0，0894　　　　0，0S94

1，7397　　　1，7397

3β160．　　7，2320

1，4573　　　2，91d16

1，7889’　　3，5778’

4，6052　　13，8156

36，8939

0，7307．　　7，5296　　　7，5296

ユ，4ヨ04　　　1（靴6825　　　29，3650

　　　　　　　　　　　　　　2，5976　　　43，0334　　　36，894」6

珪酸（メタXH：2s猛）3）＿＿………　O，2116

　　　　　　　　　　　　　　2，SO92　1

其　他　　ア」、毛ニウゐ，硝酸及ヒ師燐酸’各イオン痕跡・

幽奉． ｣套9轍磁瓢湖実次〉

硫酸カリ　ウム1（K2SO4）・晒・・∴輔・・」・。・…・∴・…∵・・

硫酸ナト　リ　ウ・ム（Xε』2SO4）鴨恥。．．四．・．∴∴・・∴∴。ゼ

硫酸カルチウム（C・SO・｝一1・……：一：∴・．

硫酸マグネシウム．（班gSO4）・…　Ψ・……　。。。・6

硫酸亜酸化籔（Feso4）一・・………∴一……．

硫酸アル・ミニウム［AI2（SO4》3墨＿…r…’・＿，・・

離遊硫酸　（H2SO4）＿＿＿．．．＿．p．☆．＿g7＿1．

．’ R圭酸（メタ｝（H2SiOg）韓。．．．…　い餉．．．．。．．∴…　。」・。・

　　　　　　．　　’　　　　　　　　2β092

　　　　や

」　甲

、　　へ

i

’グヲ詣・

．o，oo7ア．

O，1235

0，4916

0，1㌘5δ

0，2717，

0．7S92

．0・73呂3

0，2116

一・
P16・・一



曳

・入ケ岳鑛泉（冷）
．所　在地

分析　雨
性．　　状

　　　　比

麟縣南佐久郡北牧付大字三子字入ケ岳
東京衛生欧職所（明浩四十年）

微昌自濁シ刺戟性籏味ヲ殉シ中性反慮ヲ徴ス
魯．．1・りOl（15。），

’成’

イオン表、（委聡謙簸裏ラ鱒

カチオン　　’　　　　　・

　カリウムィ士ン（K’）．＿＿．＿・

’＋ト．リヴムィ才ン（ドざ）一・…・

　カルチウムイオ。ン（C島㌘》．・・…r

　マグ」示シウム、イオン（Mg●●）．．．

　フ』ル財才ン（Fe軸）…………．

　　　　　　●
アニオン
　クロー材才y（crll＿・・一・・
　魂酸イオン（SOと’）　・㌔．．．．．．．。・。

　ヒド目炭酸イオン（HCOの＿

グ，ム

0，0061

090002

0．OlO9

0．0281

0，0U3

0．0019

0，0155。

0．1872

鵬鷺1
0，00S7’ @　　OlOOS7

0，2718　　　0，5436

1．1125　　　　2，2250

0，2111　　　0，4222

践3553

0；0536　　　0，0536、

0，161‘ゐ　　　0，3228

8，0683　　　3ρ683

5．0噛32　　　　3．4嗣』7

分

霊獣表（李護雰9蓉i酸：墓演二二轟垂実奪〉『

癌酸（メタ）（】ヨ【3SiO3）．．．．．．．開・韓

0，2617

0．oa47

霞漁酉画（CO2）　。。．．．．．．亭．．＿．．

0．8264

1，0669　．．．24，24，7S

　　　　　　　　　　　　　1，3933
奨　他．　アルミ昌ウ♂Lイ才γ，広跡

　　　　　夢

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロール”リウ1ゐ（KC1》1・………・・∴……・　q，0040

重炭酸翻りウあ（K且CO8）一・………・…♂・・　0・0101

重炭酸ナ㍗リウ凸伊aHCOO…・・。一・…一．0・000S

硫酸カルチウ』・（CaSO｛）：∴一……・・i・…一　〇・0220

麓炭酸カルチウム［Ca｛EC（嚇一一…・．．・　0，0178

霞炭酸マグネシウゐ口」19（H｛期》2ユ……・・…・　0，1694，

■炭酸亜酸化鰻［Fe（H：CO8》」・…………・…・0・03花

理酸（メタ》（且2SiO3》．．∴・・．＿・．。．…。．＿∴　0；06ら7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，32＆6
斐主繊酸（CO2），．．．・．．．。●．．。．・○●●●「．●・．。●．．・．●g．●●’　1，0669

馬398＄

L

●

．・�y
　　分析
　　性．

地

者

朕、

心

計

＼．

澤　’鑛

ヨ贈漏壷颯聯漏話字黄漏

東京衛生試臓所（明治二十五年）

泉（冷）

淡禍色置清墨臭幸ク昧牧適性昌シテ酸性鷹ワ猷ス．

重　　　 1．001」42（15●｝　　　　　　・　　　　，　，

僧ン表鯉翻磁裏ラ鋤
カチオン
　カリウムイオン（K●）…．．．…．．．

　十トリウムイオン（質島’）．．・．．．…

　フ呂ル質イオン（Fe’．）＿．＿．・

　アルミ昌ウムィオン（A1’つ…

　グ，ム

0，0067

0，0170

，0，1713

0，1666

ロリ■一層

0，1711

0，7375

3，06幽1

6，1476

威

望，グ，ム

猛　　量
0，17U

O，7375

6，12SS

18．嗣L2S

25，4802

7＝オン
　魂醸イォrン（SOぜ’）．鱒．．．．。。．．」．．。　　1，2236　　　12．7379　　25，4753

　　　　〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5S52　　　2218585　　25，4758

　強酸（メタ）（H塞Sio3）＿＿．．．．．　0，1376　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　1，7228

　三三　マグネシウゐイオン，硫酸イオン1ノ各痕跡

分

や

型押表　（本貞永ハ其集成呂州テー千グラゐ中夫ノ成分ヲ含有スル溶液昌槻高直密ス）

硫酸カリウム　（K2SO唖）……。…・㍗。・・鱒・韓……

硫酸ナトリウあ伊a2SO4》……＿．．．…＿…．．賦

硫酸亘Σ酸｛七鋒毫（FeSO‘）軸…　●”鴨。・・鱒鱒∴鱒鱒・・鱒

砿酸アルミ昌ウム〔A】』（SO蕊！＿＿．．．。＿鱒＿

珪酸　（メ　タ）　（】ヨ「2SiO3）　　●．●．・．・鱒●。。・・。，●●∴・．．●・●。三

グヲゐ

0，0150

0，052必

0，4655

1，0523

0，1376

1，7螂

r117．一



、

「．．

・高義．地

分　析者
性　　　；伏

　　　　比

固形物緯量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ紳、科『鑛．．．泉・・（冷）．　’

長野縣小懸郡騨科村字沸科

斗糠欝騨ヲ騨三脚慮・執
　　　　　成．全』』・亨・．．ぎ∫1’・．．・

　　　　　　約

イォレ表．（甥奢莇虚血裏ヲ鋤・

・カチオシ　　’　．「’．．・／．

　：永素イオン（H’）b．．＿＿．．．＿．．．

　カリウム材ソ（Kう，・・…r・一・

　ナトリ’ウムイオン（恥．）．．＿．

　カルチウムィオン（Caつ；ご＿．
　でグネシウ亭イオ。シ（】匠9。・）．．．

　フニルロイオシ（Fe●’）．．6．＿、．＿

　ア～レ馬ニウムィ才ン（A1…～…

・：7ニオ〉

　クロールイオン（cr）…………

　とドロ硫酸イォセ（互SOの．．．
　菰酸イオン（SO4”）．．．6．．．．．．．．．．．

グラム

．0・oq14・

0，0150

0，02SS

、0，03Q8

0，0331

0，09由S．

0，1055

0ρ315

0，1276

029653

1，68グラム．（一リートル中）

　　」臨表’（耀套9蓉獣吻血空嘆実勢
睡，モール曇サグヲ垂’

1，3861　　　1，3861

0，3831　’　0β331

1，2495　　　1，2495

．0，76琶0　　　　1，4760

1，3588　』　　2，7176

1，6959　　　3，391S

3，89き0．　11，6790

0，8886

、1，3145

10，0489

．2亀2831

0βS巳6

1，3145

20，0978

クロー・ルナトリウム（NaCI）＿．＿∴．．．．仙，

硫酸カリウゐ（K2SO4｝＿＿．9＿．．帥＿＿輔6。；．

硫酸ナト．リウLム　（耳a篭～SO4）　．．●．．．乙．．．∴．∴．．．．．．

硫酸カルチウゐ（Casg4）．．．∴‘．」…．＿．＿＿．，

礁マグネシウ・ム・（亜！「gSO4》　幽．．．．．。層．ご．．6．∴．，』

硫酸ヨE酸化載（亙eSO4）．．．．．．ρ．9．9●．．．．。r♂．．．。．。．．

硫酸ア・’レミニウム［A12（SO4）3L．＿．．鱒＿亀．∴

灘硫酸（H2SO4）鱒．．．．．．．．．．．．・．．●．．、。．・．．9．．．鱒．

珪酸（メタ）（E2Sio3）…＿＿・．＿♂＿．・＿＿？．．．．

珪酸（メタ》（H2SiO3）．●●．．＿．．，，

　グヲ轟，

’0，05真9’

0，0335

0，0259

0，10幽r

O，1638

0，257昏

0，6677’

0，1290

0，1123・

・1，5461

1，4338

’O，1123

　　　　　　　　　　　　　　　1，5禦弧

・其他　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡

22，986虫　　22，3009

所．在‘紬

分析者
性．　状

カチオン

永素イオン（H）＿＿．＿＿．＿．

　ナトリウあイオン（蕊a●）＿．．．

　力応チ．ウムィオ’ン（σa’り．．b鱒b

　マグネシウムィ才』’《】匪9“）．∴

．フ紗・イオン（翠eつ………＿’

　τルミニウムイオン（よrつ．b．

：アニオン

　クロールイオン（cr）∴＿＿．．

　ヒドロ祓酸イオン（ESOの．．．．

　硫酸イオン（SO4”）一．＿．．の＿。．．

ヤ　　　　　　亀

6：『

瀧ノ入三三泉㈲
、長野蝿小懸郡1コ組村大学上田字瀧λλ
東京衛生試瞼所（明懸四十一年）　　　　・・
淡黄褐色清澄ニシテ徹昌敗欽味・ヲ有シ弱酸性外商ヲ量ス

1付ン琴，（蝉同属藻簸婁ラ鋤

クヲム

0，0025

0，0030

0，0108

0，0220

0，2237

0，0635

0，0032

0，2311層

0，8412

題り毛。ル

3，4753

0・130肩

0，2693

0，9031

4，0018

2β母32

成

ミ翌グラム

醤　　量
2，4753

0，1302．

0，5386

1，8062

8，0036

気0296

0，0903

2，3800

8，7571

ユ9，9835

0，0903

2β800

17，5142

分

鱒表耀雛避難；繍魯晒
’硫酸ナト　リウム　（こτa2SO引）　．1．騨9．．．．．．．．．．．．．．．‘

硫酸力9・げウゐ（CaSO、）＿、．∴．＿．．＿、．＿．

硫酸マグネぎウム（塊SO4）＿．．．＿＿＿．．．

硫酉舞ヨ巨1酸化籔（FeSO4＞　．．．．．輔∴隔．．．．。…．．．．殖．

硫酸アルミニゥ辱［越（SO渕＿．．．＿＿；．．．．

遊離監酸（HC1）・．∴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．99．．．．．◎．

撫酸（H12SO4＞．．．＿．．．．．．。．．∴．．．．，9．．．。．．．．．．

．珪酸（メタ）（王1をSiO3）㌦．．9．．．＿．．＿．．．．岬91．．．．．。．，

　　　　　　　　　　　　　　1，4010
珪酸（メタ）《Eメ3io3）。．．．．．冨．．．．　0，0938

　　　　　　　　●　　．　　　　1，4948
其　他　　カリウムイオン　痕跡

21，3503　　　19，98生5

●

’グラム

0，0091

0，036ら

0，1087

0，6080’

0，4020

0，003㌻』

0，2335

0，093＆

1，494∈レ

．　、

一．uS・｝．

｝．



o

所

論
性

在　地

二士
　　駿

古・城三三1（冷）．　’“
　長野縣小鳩郡傍陽虚字石堂　　　’　　　．　　　　　・

　蹴：京衛生試白白（弱弱三十一年）

　淡褐色溢明ニシテ異臭ナク酸性敗畝味ヴ帯ヒ弱酸性反塵ヲ徹ス

．成

イオシ表（甥奢耐力戴鹸ラ鋤．

カチオン
　ホ素イオン（E●）……＿．．．．．．，．．

　マグネシウあイオン（斑9つ＿．

　7呂ルロイ才ン（Fe’り．∵………

　アルミニウゐイオン（A1’つ＿＿

アニオン
　ヒr口硫酸イ・オン（Hsg｛り・

　魂醜イオ・ン（SO4「つ．暢．。．．．，．

．／

グ，ム

OlOO36

b，020q

O．4375

0，1581

　　　　．，グ，ム竃り噸一ル
　　　　富　　　量
3，5644　　　　3，56宙」

0，82ユ0　　　　1，｛5420

7，8265　　　15r6530

5，8340　　　17，5020

38β61ら

分．

血顛豪礫雰9蓉磐空惚＝薩晶垂雲次）

．．．．　　0，3・凸66　　　3．55X）

．．，．●　　1，6718　　　17．4037

3，5500

34．8074

　　　　　　　　　2，6356　　　38，9996　　　33，337（L

　　　　　　　　　Oρ623

　　　　　　　　　2，6979　　　　　　　　’

カリウ』リナトリウム，カゐチウ凸，クロール及ヒ

ド質燐酸ノ各イオン並珊酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ム　．
硫酸マゲネシウム（BlgSO4）・・●巳．．．．．．．鱒●．．．．．．　　0，0990

硫酸亘且酸Fヒ絨（FeSO4）♂．．・．ξ．．．．，．＿．．。．．…　．．，　　1，1894，

硫酸アルミニウム［A12（SO‘）3］・・●鱒．．．．．．．，．，．．．　　0，9990

遊離硫酸（H2SO4）………一・・＿…凹・・……．、0β482

珪酸（メタ）（H2SiO3》．＿．＿．．．…＿＿・9・＿＿　0，0623

　　’　　　　　　　・’　　　　　　．　　　　　　’・　　　　　，　　‘零6979

趨酸（メタXH：謁iO8）．．．。．＿．．．．．．

，　黄他’

・　’

三

飯

分

性

諏訪横町温泉．
在．地　　畏野縣諏訪駆諏訪町大字下諏訪字横町

析．者　東京衛生践喰所（明治二十三年）．

　　朕　　無色溝澄ニレテ呉臭瞭ナク反回ハ弱ナルカリ性ウ徴ス

　　比　　　■　　　　1・00195（150｝

　　五泉温度　　64，7。　　　．・’　＼　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　　　・嘱　一　虞　　　分

固形物綾量　　約　1，06グ熟（一リートル中）

’侃ン表’ i奎励磁燃ラ鋤
カチオン，

　カリ．ウムイオ・ン（K・）・脚髄●。。●鴨●．

→．・トリウ凸イオン侭の．＿．．＿

　カルチウムイオン（C島”）＿＿…

アニオン

　ク駒一ルイ才ン（C1’）．＿．．．．．＿

　蕨酸イオ・ン（SOイ’）．．．＿。，．．．。．岡

グ，ゐ

0，0163

0，2451

0，0738

電，■一ル

0，4163

10β334

1・8404

覧リグ，ム
富　　　量
0．4163

ユ0，633も

316803

14．7305

0，2蝿3　　　6189141　　　6・891も

0，3765　　　3，9194　　　7．83SS

‘．

’蛭類表（；ホニ敏フ！くノ、其勇15」戎二二於ラb一　リ　一　1●　’し中…欠ノ成分，含有民ル漕二二概略三二ス〉

　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9560　　　23，7009

珪酸（メタXE2SiO3）．。．．．．．．。．．．1．．　　0，0681

　　　　　　　　　　　　　　1，02ら1

裳他　ヒドロ燐酸イオン及瑚酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　「　　　喝

14・7302

ク冒一ル；ナトリウム（冨aC1）．・＿。．．．．．．．．．．．．＿

τ赫1麗な　リウム　（K2SO‘）．．．

石震酸ナP噂リ’ウム（｝「a2SO‘）

菰酸カルチウム（CaSO‘）

珪酸（メタ》（H望S二〇B）　＿

一119　　　　　－o

■■●●●●●●●・●●●●り。●●●●o●●●

コ　り　り　り　りりの　り　ロらコ

．．．．＿．∴＿＿∴．．．．．．．

o■■●●9・o・●●■●D●●●●●●●●●，

グヲゐ

0，4031

σ，0364p

Og2664

012501

0，0631

1，02↓1



．一　曜

、

所．在

高析
地
敵
状

内．，山’ 鑛．泉，（冷）

　長，野懸諏訪郡旧地村七千九百六十三番地丙ノ≧號原野内山
　東京衛生試瞼所（明治二十七年）
●清澄ニシテ極メテ微乱帯色シ異臭ナ幽ク敢欽性強酸床ヲ有シ

　＝三二反感ヲ徴ろ　　　　・　．．　　9．　・

’　　　成．・’1分　，，層．・　・’∵，．
’冒 ﾞ形物題量　約8，97グヲム（曲りrトル刺

㌧イ、オン表．（本鑛両三り一トル中二含宥スル各成分及二二：次ノ如シ〉・

カチオを　　　　　　　　　グラム
　ラk紫イオン（E「う…　6…　こ∴∴・・。．．」　’0，0L33’

　カリウ今イ矛ン（K：う＿＿．＿．．．0，0096

鑓搬蒋猛：／：：：：：：：：：9：器器

　マグネシウムイオン（M呂”）＿0．0221
　．7二心ロイオ・ン（Fe卿’）．．．。6．。。・．．．．　1，1523

　フニルリイオン（恥●つ．．＿＿＿　0，2103
．ア」レミ昌ウゐイ．オ。ン（ムユ鱒●）＿●．．．　0，4314

　　　　…リグヲム翼9モール．
　　　　雷　　　量
13，1683　　　皇3，1683・

0，2452．．　0，24轟2．

1，2壬06　　　1，24206

・0，1b29　　　’0β258

0，9072　　　　1，8144，

20，q633　　　41，3266，

3，7729．　11，3187

15．918S－　4，7，7564，

’117．1960

アニオン　’

　しドロ硫酸イオン（H：SQ4’）。．．＿　1，2830　13，2173　13，2173
　読酸イォ．ン（SO‘’）　。．一．．．．．．．．．．．．　4，9946　　5量，99鳥6　　103，9892

　　　　　　　　　　　　　　　8．1522　　121，291革　　117，2065
　珪酸（メダXB：2Sio3）＿．．．．．．…．．．　0，　L755

　　　　　　　　　　　　　　　8，3277
　其．他　順ド冒燐酸イ．オン及クロ6ルイ才ン1ノ痕跡．

’　　9：い．．．．・・．．．こ　．．；1，．、．・’．・．’．．∫’ベン

麟表（季総麟婆識窟灘潔次〉・

所在地
分析・町
触　　獣
．．@　比

伽　『

内 山

硫酸カリウム’ iK2SO4）＿∴．．高．

硫酸怖リウみ（隔sb、）…．

硫酸カルテ1ラ今（CaSO4》．．．…。

硫酸マ’グネシウム（五】lgSO4）∴．．

硫酸亜酸化織（FeSO4）．．．＿．．．

蕨酸酸｛七二二Fe2（SO4）31．．b覧．．・．

硫酸アルミニウム［A1が。多）・】．・

遊離硫酸（璃SO4》＿．．．．．＿・．∴

’珪酸（メタ）（E2Sρ3）．＿ぢ．。．繭．

　　　　　　　　．「　㌦一・’零

　　　　　　　　　』聚．』．．二．、

三 四’（冷）

　　　　　　　グヲあ1．
．も9．」、．＿b．．．．∫」．．・O，0214

一・
P…三論・αo融

‘．．．・＿＿∴∴・0，0219

．．．●．．．∴．．ξ．；．．・・0，！095

．．＿＿＿．．．。．．　3，1＄12

…・…
諱E・．…・・o・752s

・・…
Eξ・・…三・∴2・7307

♂・・・…　！・。・鴨・・。　　192963

…2・一・嗣・・…　α1765

　　　　　　　S．3277：

　、

．　　　　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　、．．．

長野縣諏訪郡畏地付七千九百六十三番地内字内山
東京衛生試哨所（明治二十六年）
淡褐色澄明異臭聖ク彊キ三三性酸味ヲ有シ反回亦酸性ヲ呈ス
重．．1．q㈱（15。）

　　．’成　・分∠　一．　・．．．　．…．
固形物蕊量　　約　4，47グヲムく一リートル中）

イオン表（甥奪義骸簸裏ラ鋤

カチ：8を

水素材ン（E’）・………・一・・；．，．

　ナ●トリウい昌陰・イオ・ン（馬匹うノ…」‘9騨 』『

　カルチウ．あイオン（Ca。’）＿…．．．

　マヅネシウゐイオン（質9’●）．．．

　フニや”イオン（Feつ…・・……

　アルミ昌ウあイオ・ン（A1●”）…両

’グラム

0，0065

0，0826

0，0121

0，0058

．0，6370

0，2678

アニオン
　　ヒ13ロ石歴酸イ認rン（HSO4’）．．．．．。　　0，6270

．、繍酸イオン（SOの・，……・……2，7457

，．竃り」e曜ル

・6，ら356

　3，5835

　0β017

．0，2381

U，3953

　9，8819

§リグヲム
富　　．量
6，生356

3，5835

0，603ら

0，4762

－22，7906

29，6457

、63，535σ

6，4593　　　6，ら593

28，5832．　57，1664

　　　　　　　　　　　　　　4；3845　　　66，8786　　　63，じ257

珪酸（メタXH2SiO3）．．g．．6．．．．5．。．●　　0，2038

　　　　　　　　　　　　　　4，5SS3’

其　他　　力りウムイ才ン，クロールイオン及しドロ燐酸イ

　　　　　才ン1ノ各三跡

’　　　　．μ

盟華表（耀劣虚血識藩緬儲弊／

硫酸ナトリウム（芯32SO4）…．・，…一・・…∴……

硫酸カルチウム（CaSO4）…・…・・∵・……63…：

．硫酸マグネノウム（1皿：gSO4）㈹．9韓鱒㍉．・・…　顧・臨

硫酸亜酸化載（F6SO4）・・……・…，・……：，曾∵・

硫酸アルミニムウ［A12（SO4）3］＿・翰．ら．…レ・・∵

遊離硫酸（H2ミ。‘）…………＿∵一…卉・乎1・・．

珪酸（メタ）（E2Sio3）＿＿．i．・．b…・・…・……1・・．

脅

．、

　グラム

0，2551

0，0載3

・0，0291

．1，7309

1，6950

0，6335

0，2033

．4，5S87

t

一・P20一



所　在　地

分析．者
性　　　町

内山回泉（冷）
晶野験諏肋郡昌地村七千九百六十三番地丙ノイ號原野字内山

東京衛生試駄所（明野二十七年）　　　　’

褐色i賄鞭テ顕ナク酸性牧嚇ツ有シ三眠ハ酸性ヲ砺

　●’　成1　．分　’一’・・　、　層・・，，

固彫物鳩景　　約　10，28グ，』ば一千ノヲム中｝

侃ン表層 i甥骸姦鮭婁テ鋤’

・カチオン

　ナトサウムイ才ン（∫の・・……・

　カ．ルチウムイ才ン（c島つ鴨・…

マダネシウムィ才ン（｝「げ．）…

　フゴレ自イオン（FeO●）＿…．．＿．

　7ニルリィ才ン（Fe”’）＿．．。＿

　アルミ昌ウうイオン（AI●”）・鴨…

7ニオン

グ，あ

0，0133．

0ρ真58

0，0459

0ρ凸70

1，9690

0β236

　　　　電1グ，ムロ，唖一ル
　　　　瞥　　　量
0．5770　　　．0，577り

0聾3940　，　　0、7880

1，8S42　　　　3，7684

01鍋08　　1．6S16

35，2238　　105，6714

11，90魯1　　35，7123

148，1987

擁酸イオン（SO‘’）L一・・．．…7・t駅74・∩693148・1386

1呂6，S932　　1ら8，t386

　　　　　●

鵬表（欝薯帯磁＝羅灘吹γ

硫酸ナ・ト曳ウ・ら　（Xa駐SO（）．・。・・・・…　。・。・・・…　ρ●・。9

葡蟻酸カルチウム（σaSO∂…………・∵…・・…

硫酸マグネシウム（MgSQ‘）・・…1・・・……・…・

三酸化鐡（FeSO己）＿＿．＿，．．．．＿＿．．．

～鐙酸酸化繊［Fe雪（SO‘）3】．．．●ρ9，θ鯉・P…　．・・・・・…　。・・

硫酸アルミニウム［ムユ2（SO4》3】＿……………

珪酸rメタ）（H2Sio3）・・・…　．●．。，。．．●鱒・．●●．．。．．・・●●

強蝕（メタXH2SiO3｝，．．…　。。・。．●．．．

　P　　　　　　　　　　　　　　9．6855

其　仙．ヒド”燐酸イオン　痕跡

　　　　　　　　　毒

9，5297

0，1558

’グ，ゐ

0，0412

αQ534

0，2274

0，1277

7，0320

2，0娼0

0，：55S

8

9，6855

．6’

∫

所’在地

分析者
性1　訣

輻’澤 鑛

長野縣諏訪郡風地榊細渾
東京南生試験所（明泊蕊十年）

泉（冷）・

禍色溌明呉夷ナク酸性回飲床ヲ具へ反感亦酸性ヲ徽民

『1イオシ表（奎鷺茂茄簸裏ラ鋤

カチオン
穿駿籾～齢：：：：：：：：：：

　ナトリウムイオン（Xの…．＿
、カルチウゐイ・オン（C8ドつ・．・．

　マノネシゥムィ才ンσ虹9●’》．

　フニルロイオ・ン（F6”》…。岡，＿

　ア’レミ昌ウムィ才ン（A1．○●）．

　　グ，ム　　亀，簡qル

：：層 �f・11器
．．　O，0036　　0，1562

．．　　0，1325　　　　3・3062

．．　　0・1384騨　　　5，6S1ら

．．　　1，1397　　　20，3882

．．　　0，2421　　　　8D932ユ

7ニオン
　ヒセξ質疎酸イオ・ン（HSO‘り・・。b・

　硫酸イオン（SO‘つ・・．＿．・……・

旗

電，グ，ム

雷　　量
u，9802

0β321

0，156雪

6，60S4

11，8628

40，7764

26P7963

98，012も

1，ユ60L　ll，90D4　11，960函

4。1397　　43，19・ち9　　86，189S

分

蛭類嚢（旙粥萎繁二馨髭輪儲雲次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グツム
硫酸カリウ』・（亙2SO4）．．。．。．‘・・．．．…＿。・・．。．…’0，029＄

硫酸ナトリウム（罫a2SO6）．．．…＿∴．．∴…。。…．・0，010る

硫四十ルチゥム（Ca8（㍉）＿＿．。．、。．．．．．．。．．．．。．　0，4493

硫醸マ　ゲネシウゐ（MgSO6⊃騨・鱒●・軸脚・鱒・．・・●・●　　（♪，6918

硫酸亜酸化搬（FeSO弓）＿・…．．＿．・・…＿…∴・　3・0970

丁丁アルミニウム〔A1讐（SO4｝31＿＿．．．。．．＿。．。　1．5313

遊離唖蝉（H2SO4）＿＿＿．．．・．……．．一＿…　1・し722

珪酸（イタ｝（H・SiO3》一…・・∴一・・……・＿…0，1726

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傷：5動

　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　　　　●　　幽　　　　　　　　　　　・こ

　　　　　　　　　　　　　　6，9812　　105．8297　　　9891502

詮酸（メタXH2S童03）．．。．．．．．．．．．．．●　　0，1726

　　　　　　　　　　　　　　7，1538

叢他　クロ…‘イオン及Uドロ燐酸イオン1’各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一・12L一

し

》



、

　　　・幅’．澤．’」神1．鑛『L泉’”（冷）

厨．在　地　　長野縣諏訪郡堅地些些編澤　　　．　…　’1　「

分析　者　　．東京衛生試験所（明治三十年置　　　　　　　　　・．

性　　　状・帯赤褐色澄清強キ酸性牧飲味ヲ有シ酸性反鷹ヲ徴ス

・威1

イオ》惹く韓謙簸裏ラ鋤
　カチオン　．・二　　’・・…　　　　グラム

　・ホ素イオン　（石【・）。．．．．♂．．．．．。．．●．．●．　0，0558

　　カリウムィ才ン（K’》＿♂＿三＿．　　　　　　　　　　　　　　　0，0072
　　ナ｝・リウムィずン．（ヨ謬）＿＿．．．　0，0560

　　rPグネシラゐ・イオ。ン（Mg・り随。　OlOO35

　　フ昌ルロイ才ン（Feつ・．．」＿…　3，957を
　　アルミ昌ウムイォン（蝕”り＿＿　0，5367

7ニオン　・　．　．⇔，

　　クP一ルイ才ン（CI’）＿…＿＿
・　ヒドロ硫酸イオン（HSO4り＿．．。
　　硫酸イオン（SO‘’つ鱒四・陣＿．＿＿

・リ婦’ bXグヲ皇．

55，2257　・55，2257
0雷1829　　　0，1829

2，4295　・，2，生295；

0，14r37　　　　0，2874｝

70，7942　『141，58S生

19，80舶　　　59，4「132、

　　　　　　　　　　　　　　　　　二．・．　．　．、琴59・127L　．

　　　　　　　　　　　　　　0，07δ7　　　12，135る　　．2，135藁
　　　　　　　　　　　　　　5，14，74．　53，03Z7　．53，0277
　　　　　　　　　　　　　　9，7962　　101，9SOO　　203，9600

珪酸嚥騨ツ「羅岬5叩
其鈎‘ w1ルチウムイ才ン三三ド∫ロ燐醇イ才ンハ各痕跡’

て，・

D．∴∴㍉．．、’ジ．ゼ1．諭∴・＝

∫’、・．・；．亭．㍑　：．べ・！曲’ノ紳

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　．．．分析者
　　　　　　　　　　．悔』．．、状
　　　　　　　　　　　　’　．．　比　　．　重　　　　1，0125幽（150》

・． @　　＿．・・ぎ’・「謂　歳㌔．

分

悪酔1（礪雰9蓉碧購熱血実次〉

　　　　　　　．　　　　　　　　　　”グヲみ
　硫肇ヵリゥムてK：2SO墨）．．．．．ら．．．；．．∵．撃．；．．，．．．．　　0，0161・．

　硫酸ナト　リ　ウム（ざra2SO4｝．．．．騨．。・．暢＿9：．．．．．話ご　　0ゼ1729

　硫酸マグネシヴ声」（］∬gSO‘）．．．．．．．●，．＿．．．●．＿　　　0ρ17ら・

’硫酸重酸憾（F・SO、1，＿二．，．．………………．1α7539

・硫酸アルミニウム〔祖・（SO・L」…∵…………！・亀3967

　遊離堅酸（RC1）．＿．＿＿．∵＿．．＿，＿＿．．．．．OgC779．

　’｝麟詫酸．（H2SO4），．．．．，．．．．㌦二．．。．の．．．．．．．．．．．．．。．　　5，2010♂’

　珪酸（メタ）（H2SiO3）．＿．．．．．＿；．＿．∴．ゼ＿．．9．0，2739

　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　ユ9，9Ggs・

　　　　　　　　　．マ　　　　　　o

　　　　　　　　　　　　　　　、’

澤・鑛泉・（冷）

長野賑諏訪祁下諏訪町字山ノ紳澤　　・’　　　　「・

東京衛生試三所（明治二十六年）

啓赤褐色清澄臭味ナク彊轍飲｛三家ヲ有シ反回～・酸性ヲ呈ス

．固形物纏量

、効ン表鰹馨謙簸犠套）、
カチオン　　　　　　　　　　　クヲム　竃，毛。ル
　フk素イオン（H：・）．．．静・．。．．．●．も。．．．　　0，03349　　33，0693・

　　　　　　　　　　　　　　・0，0052　　　．0，1328　カリウムイオン（K‘）＿＿＿。．
　ナレ，リゥムイォン（筑a●）＿＿．．．　0，0690』2，9935

　　　　　　　　　　　　　　0，0221　．　0，551恥　カルチウムイオン（Cゲ）．．．．＿．。’

　マグネミノゥムィォ峰、ン（皿g”）　．．．　　0，0587　　　2，4097

　フニ4rロイオ’ン（じ“e。r）。．・．．．．．・．鱒　　　2，6096・　4616476

　　　　　　　　　　　　　　0，7156・　26，4059　アルミ畠ウゐイオ・ン（虹’”）＿．．．

　　　分
約　15，り7グヲム（▽・り一1・ル中）

…リグフム

常　　量
33，0693
0，132S
．2，9935

1，1022
418194

93，2952
79，2177

別4，630ユ

アニオン
　ヒドロ硫酸イオン（RSOの∴。．　3，2120　33，0895　33，0S95・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181β968　　　　　　　　　　　　　　　　　　90，8484　』硫酸イォ・ン（SO‘’》g。●げ，●‘．．．・．．．●　　8，7269

　　　　　　　　　　　　　　15，4505　　236，14r78　　2Mr，7863
　珪酸（メ’タXE2SiO3）．．．＿．．．＿＿　　0，2375

　　　　　　　　　　　　　　15，6880

其他　夘一ルイル及ヒ師燐酸イオン1格三跡．，

塵糖礫雰豊漁簿輪儲実次〉

統酸力．リウム（K2串06）．．．＿＿．．＿＿＿＿ニ…

看龍酸ナ皆　リウム・（篤a2SO4）．・一鱒．韓・軸．頓讐。・鱒．．●

硫酸カルチゥム（C“SO・）扇＿＿＿，．＿．＿＿

硫酸マグネシウ凸（］』1gSO己）。輔・・∴鱒一一鱒軸・軸・

三酉壷亜，酸化鐵（FeSO4）…・・・…　づ・…　9・・・…　鴨・鴨・

硫酸アルミ昌ウム［A12（SO‘）3】．．＿＿．＿＿＿．

遡雛頑監酸（H2SO4）…………・・…一……軸・…

珪酸（メ爆E・SiO・）・・一・一一…・・……・…

グラム

0ρ115・

0，2123・

Qρ753

0，2907

7，0S5ひ

4，5289

3，2鰯
0，237iシ

15，6S8Q

＿＿　122一

曽．



1
P

●

所

分
性

在．地

析者
　　河

石．奪林鑛泉 （冷）’・・

長野縣数訪郡長地村字；百尊林　　　　　’　・

東京衛生試瞼所（明治二十九年）　　　　．

淡禍雨湿清ニシテ興臭ナク酸性暇欽啄ヲ宥シ反回亦酸性ラ微ス

・檎ン表’画地粛婁ラ鋤
カチオン

ホ素イ浄ン（H・）…＿・…，・＿．．：

　カリウ今イオン（Kう……・…・・

　ゆ・ト”ウムィ乞トン’（箪＆う＿．．ド∴

　カルチウあイオン（cの……
　マヅネセウムィ才契（M9’う・∵

　7呂ル”イオン（Fe的》＿．＿．＿．

　アルミ昌ウ凸イオン（λ1’●’》．．．

’，ム　　鴛，◎oル

0．0073．　　7，7645

0，0023　　　0，0587

0，0乳56’ @　0，6768，

0，0967．　2，らUむ

0．0731　　　3，0008

0．5034　　910005

0，0422　　」，5579

回

覧，グ，』

雷　　量
7，7645’．

OlO587

．0，676S

4，8228

嫡0016
1SlOO　lO

4．6737

ら1，99飢

73オン
　塾t3“寄龍酸イナン（H：SO4「）　．．．　　0，754r6　　　7．7736　　　7，7736

　誠酸イォ・ン（SO4”）＿．．．．．。．。．．．．　　1，64・る1　　17，1152　　34，2804

49β59ら　62，0b40

分

・」

漁期』（欝麟購護；繍欝）
　　　　　　　　・’　　　　．　　　　　　　　　　クヲ．』

，硫酸ヵリゥあ（K2SO4）．．．．。．曜g．．．．．．．．．．．．．．．．＿　gOぐ）050

硫酸→匿ト　リ　ウ』。　（こ『「εL2SO‘）　鱒軸．，．餉．鱒．・●・輔僧．

硫酸がチうム（C巳SO6》＿．．．＿＿＿．．．．，＿・

石陀酸マゲネシウゐ（1直gSO4）　．こ∴．．．げ，．．．．．．．．

硫酸正酸化戯（FeSO4）＿＿……・・…・P．…＿

嫌酸アルミ層昌ウA　［A12（SO｛）轟1．．．鴨．鱒。．輔＿騨．

三整奏唾硫酸（E2SO4）…　．．・●．。．．9．．●も◎．．．．．．，。．鱒．．，。

珪酸（メタ）（E：粛iO3》一＿．．＿＿＿．．．＿・．＿．．．

　　　　　　　　　　　　　　8，1398
違塾翼虫（メタ）（H12Sio8）・。・・…　鴨…　　　0・142S

　　　　　　　　　　　　　　8，2826
姜’他　電ドロ燐酸’イ才シ痕跡
　　　　　　　　　　き

■

0，04S二

〇β27＄

0，3621’

1，3680

0冒266宙

0，7624

0，142S

」

372S26・

の

直

所
分
性

在地
析者
　　状

石奪’林鑛泉（冷）’
長野縣諏訪据長地村七千九百六十二番丙エノィ疵字石尊林

、東京衛生試聴所（明治三十一年）

演虚血湿明呉臭ナク牧蝕性酸琉ヲ有シ反鯉レ・酸注ヲ呈ス

イオシ表（高徳燕麦燃ラ鋤
カチオン

門門イオン（H：う…・・＿．…＿・・

や向ウ弗イ、才と（xα）……・・6

　カルチウあイオン（C併●）＿…

　マ．〆ネシウムィ才ン（M〔ご’｝…’

　7呂ルロイオン（Fe’．）＿…＿…

　アルミ昌ウムイ才ン（A1’●’》…

7呂オン
　とドロ硫酸イオン（HSO6’）．．．

魂酸イオン．（SO己”》………＿…

ダ，ム＼　　覧，竜一ル

0，0192　　　ユg．0099．

0，0090　　　　0，2299

0，0163　　’　O14065

0，0572　　．2，3ら81

1P6596　　29．6887

0，334rO　　　12，324ア

威’

鷺
羅
．4・6962

59，377ら

36．97も1

121．1005

118501　　19，0594，　　19．059《」

へ9163　　5し1795　　　102覧3590

　　　　　　　　　　　　　　8，8617P　434，2恢57　　121．41Sゐ

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿．．．．．．。．●　0。2086

@　　　　　　　　　990703

≡集　他　　カリウムイオ・ン，ク冒一・ルイオン及Uドロ燐置髭イ

　　　　　才ン各痕跡

分

闘裏（耀騨幽栖＝編儲雲次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ゐ
硫酸ナトリウム（Xa2SO6）………繭・・；…・・？　0ρ277

硫酸カルチウ▲（C島SO4）＿…＿＿．．．…＿…　0，0551

菰酸マゲネ≒シウム（MgSO4）　．．．＿．．。．軸．．．。．．　　O，2S60

硫酸臣酸化観（FeSq）……・．一・……・…．…’4，509S

硫酸アルミ昌ウム［A1Σ（SO“》』＿＿＿．．．．．．．．．　2，113S

遊離硫酸（B12SO4）．．．．．。．．．．．．。．．．．●．．．．．．．．．．．．．．．　　1，8693

趨酸（メタ）（H2SiO8）　．．．。。．．。。．・ρ．．．．韓．。．。．●、．．　　0。20S5

●

9ρ703

一123一

㌔



’　・

’一　．

ρ

1．

・．　　　　　、

　　　　　所　在
　．　．・　分析
‘　　　　性・

地

者
状．

．笹久保平泉’〈冷）．

　　　　　　　　　　　’一　儀
イ骸裟（本学フ1く一リート，レ中層ニ含有スル各成分及酒量…kノ夘シ）

’一 Jチオン．」　．1．．
　　　ホ素イオン（聴）．………・・・……

．　　カリウムィ才ン（K●）＿……’…

　　　桑．回ウムィ才ン（鷹の…乳…・・

　　　．カルチウゐイオン（C謬）……

　　　マゲネシウムィオン（】回：9鯛）…’

　　　フニ顧’オン（Ee’う・・………

　　　アルミ＝＝ウ』」イ矛ン（適」1●鱒》，・●

7ニオ’ン
　クロ噛ルイォ’ン（Cr｝．鱒．鱒，＿鱒

　ヒド朗雍酸イ豪ン（HSOの…遜

蕨酸イオン（SOごり………・・…

’叢籍雛総藻三二醐澤山嘩久保・
・穂清澄紳テ三味唄へ薦・・酸齢微ス　　’’ 　．　。

1．・・．滅．．・冷・ご．：．．1・．．’汎．　，．一・．

　　　　　　　　　　　盤熱．（礪下締魔舘繰欝）・

グ，ム　　　ぎ，モール

0005隻　　　5，356ら

0，0035　　　・0，σ8S6

0，0208　　　　0，9024

0，0244r・・　．10，60S5　’

0，01349　　　0，5501

0馬82S7　　幽14，8238

0，0318　　　　1，！734

詮リグフム

富　　浸
．5，3564’

O，ossq

OugO24ド

’1，3170

1，1002

29，6476「

35202

0，0109

0．4938

1，7518

41．8324

‘0β075　　　0，3075

5，0871　　　5，0S71

18，2365　　　36，4騨730

、珪酸（メタ）（E夢io3）・……・・・…

　　　　o　　　　　　　　　　　　，　　　．

　　　　　　，

3，1聞

0．0149

3．1994

・47・1343　　　」〕1・86τt5

　　　ド　．　　　　　　　　　　”　　　．’1〃タ幽．

礁カリ．ウム（燈0・）…，・・∴…｛∵唖…0・9078
硫酸＋トリウム・（蕊ゆ◎1）…・…蕊・，・・一∴α。641

硫酸ヵ．ルチ1ウム　（CaSO外）．。．．．。．．．．9、．6．」．．。．・。．・　0，0826

硫酸マグネシ’ウム（Mg呂04｝　．三。＿．；。。；㍗憩画．．　0，0669

硫酸室巨酸さヒ鐵（FeSO4）∵．，．．．r．繭．．閃．．声．．．．i・．．．　．2，2519．

繍酸アルミニウム〔A12（SO4131＿＿．」＿＿．．。．　0，2011

遊漁酸（日【C1）・叩．＿．．．．三．．∴…・…。・・・・・・・・…　　0，0112

撫酸（］日［5SO4）．．」」．．．．．．＿．．．．．．的．．．∴．．．．．．．・’0，4989

翠（控タ）（HコS二〇3）「∵…∵マ轡瞬鵬

　　　　　　　．．、ノ．．』・・∵・．∴’∵・啓」r　．・疑．’笠ご

ρ

　所在地’
L・’

J析’考
　性　．．状、

　　　　　5’．

鹿．・盛“鑛　泉一（冷），

長野懸下伊那認大鹿村大字大河原字鹿肇

東京衛生三三所．（明治三十年）

範清澄紳爆臭ナク瓢・雌’・脚ルが蟻・呈ス

　　　成三分・：零♂：
下形物闘：’ �QS，57乃ム←・ウート卿）．

　　　　イォ，表佼鷺歳券云繊ラ鋤引

：カチオン　　　　　　　　　　　　　グラム

　ヵリゥムィォ・ン（K・）＿＿＿∴．．　0，2all

　ナ｝・リ　ゥ己」，♂　オ9ン《｝「aρ》　　g∂，鱒σ　10，1856

　カルチウムィ才ン（Ca●●）　＿＿’0，6312

　マグネシウ』・イオ●ン’（】団〔g’。）　．、●　　0，0622

総革講’
4も1β915　　舶1，8915

15，7406　　　31．弼12

　2，5534　　　5．1068　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾8寄1270
1アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　クロールイオ・」！（C吐’）　．。．。．9…　　17，162る　・LS44297　4S4・1297唱

　　　　　　　　　　　　　　23，2625　　94，9，9627　　畷3r∋乳し297

　珪甑（メタ⊃（H亀Sio塾》．．・∴や．．・．．．　　OgO182　　．．　　　　　．　　　　．，

　　　　　　　　　　　　　　28，2807

其他　プ・一ゐ材ン・ヒド．噸酸イオン及三巴痕跡．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r－124．一
　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　、・㌧♪　　．D　　　　　．．イ．

塵顛表．（欝9灘鵡瀦二期弊〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，∫
クロ」ルカリウあ（KC1）∴．。諭．＿＿」＿＿．．0，舵工0

ク・一ルナレリウ凸偶戚）．．．＿∴・．？．…」・・．．％β517

　クロ品」をヵルチヴム（CaC12）’．．．．．．．。．．．．．．．、．．　1，7670

　クロ漏ルマグネシウム（1盤τgC12，。鴨＿・…・・＿’q，2φ2寧，

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・．．．．∴・●．．●・．．・。・●・●・∵鰻σ　　04822

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　’．‘　．　’”　・　　28，2807’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．
　　　　身

｝



」

’

，

o・

．雰翻『

性

三藪　原．・．：鑛・．．泉（冷）　∫・．

　長野縣西筑廉詔ホ」阻村大字塩原御料山森　’，
　東京衛生試瞼所（明漕二十入目）　　　．　　　　　　．　　・
　・．澄清ニシテ微二禍色ヲ儒ヒ異臭ナク衝呂酸性敦鉱味iヲ有シ
　反当ハ酸性ヲ徴λ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

成

イオン表・鯉川三三ラ鋤、
カチオン

，ホ素イオン（H。）……………・

　カリウムィ＝オ。ン（K●）脚，．．．．．．・

　ナひりウムィ才ン（蕊a’）・・？…・

　カルチウムイ．才と（CIガ’）…。

　フニル’ロイ才ン（Fe．●）＿．＿＿

　アルミ昌ウムィ才ン（A．1’つ・

アニオン
　b　ドロ布陀酸イオン（H＝SOご）　・

　擁酸イオ・ン（SO‘”）…　，，9…　騨・。

　　グ，ム
．　0，CO16

。．　0，0023

．．　．0，0036

．．　　0，0363

．．　0，0762

．．@0ρ433

．．　0915SO

．．　　0，457’6

　　　　蜀，ゲ，ム罷，竜一ル
　　　　醤　　量・
1，58・魯2　　　　1，584呂

0，05sa　　　OgO5S8’

0，1562　　　　091δ62，

0，9062　　　　198104

1，3632　　　2，726ら

1，6031　　　4．80Ω3

U．｝弱3

1，6277・　　　1。6277

41763ゲ　　　9．527L

　　　　　　　　　　　　　　O．7789　　　12，062L　　　11，155正

着醜（メタ）（II2Sio3）．。．．．．．．．．g．　　0，0598　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　・0，83S7
菖』他　　 マゲネシウム，クロール及ヒドロ焔f酸ノ各イオ・ン

　　　　麟
　　　　　　　　　　、き

分
●麟表（本宙水’》其辣i成二於テーη一トル中次ノ成分，含；有スる最盛三二庵相當ス〉

硫酸カ　リ　ウム　（K2SO‘）．鱒。鱒．闘．．●・・脚・…　鱒

硫酸チ琶リウム（篤a2SO楊》．．．…．，．．．．＿∴・．

二三酸カルチウム・（Cl」SO己）……∴…・・．．・二・．

硫酸豆酸化織（FeSO∂……・1＿…・＿…．

硫酸アルミ．ゴゥム［A12（SO4）諺1．．＿＿．＿．

遊離硫酸（H讐SO4）・・・・・・・・…　。＿・．蟹．。・・…　．●‘・

珪酸（メタ）（廣SiO鵠｝．．＿．．＿．＿．．．＿＿曹

　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　6・

　　　グ，ム
，。」．．　0，005α

＿二．　0，0U1

．．．●・　　・0L1229

●∴・．，　O，2071

，．．●・　　0，2732

．．．．．　　071596

．．韓．
@　0，059S．

　　　0，83S7

5　　　’

ρ

壷

、　　所
　　’分

　　性

在　地

析者
　　状
　　比

駒　ケ　根鑛．泉（冷）

難解灘購1翻緊三三帷囎伽
　■　　　　0，93d5（260）

　　　　　　旗

　　　　　　　　　　　　　固形物緯量
コ　　　　リ

ィオン表・輸血歳望潮簸裏ラ鋤

カチオン

　カリウムイオン（Kう＿＿＿‘
　＋トリウムィ’オ・ン（冨5●）＿・．．

　カルチウムイ才ン（Cざ’）＿．
．マク「ネシウムイオ’｝11（M：9軸）・

　フエルロイ才ン（Fe●’）…．．∴・”

亀アル’ミ昌rウ』●イ潮6ン（AI・●・）　。

●・　・、》　　，　　．　．・．・

．7；オン，，．．’＿．．．．．

　・　．グ，ム’

。．0．00226

．．0，02400
．，　OlO7357

．．　0，0094ユ

．・ @OlOOOS4酔

・・
早Eooo32

　　　　分

約　Og33グラム（一千グラム中）

品；監．義謙

ユ，0ら121　　　1904121

・1β℃925　　3，67850

0．38629、　0，7725S
O，01500　　　0，03000

0，01181　　0，03343

5，61845

1ζ鳥叢三脚91鹸r：＝8：謝ll　9：羅ε：羅

棚酸（メタXH：BO2）＿．．

珪酸　（メ　タ｝　（E2SiO8）　　．

　　　●　　　．

蹴炭酸（CO2）＿．。．＿．

　　　　　　●

　　　　0，452α3　　8，9667・も　　5，615些5

。。．。。．．。．．　0，00227

．．。．．．．●　　0．05783

　　　　0，5！213

，．。。．，．　　1．60971．．．36，5S205・

　　　　2，1218も

’圃表（李脇隠隠繍面争次〉

クロールカ1，ウム（KCD　…………＿…＿，
重炭酸カリウr』㌧」IKI王CO3）．●．．ら．．…一．鱒．・鱒．．ご

重炭酸ナトリウム（ぶ1α正【CO露）　・∴…鱒。・？・鱒。

重炭気力’ルチウゐ［Ca（ECO3渥］。．．…＿…

祖炭酸マゲネシウム［1江9（H：003｝』…．．∴・．

重炭酸臣酸化観【Fe（HCO3）」．・面・…・……，

クロールアルミ昌ウゐ（AIC13）。・，……・◎・

棚酸（〃》（HBO2）……r，・…，・一・…∵・

珪酸（〃）（H2SiO3）………一∵…………

　グ，ム

0，00017

0，00555

0，0S753

0，29797

0．05655

0，00267層

0，0015S．

0，00227

0，05783

遊雌炭酸（CO2）．．＿＿＿．＿．．＿＿・・r…・・♂

0，51212’

1，60971

212189

P・邑

一125＿
o

ゆ



序

所9在：地

分析者
性　　；質

駒　ケ　根鑛1泉㈲’・・，
　長野韓西筑摩部下ケ根村大字小M三百九十四番地

　東京衝生試瞼所（明治四十三卑）

　’無色清澄味微二刺戟性ニシテ清涼ナり其反慮ハ中性ヲ早ス

　’・，　　成　　．・分．　　一　　’∴

ご1圃形物縛量　．約110β2ク弘（一rFグラム噸）

イオン表＊（本四フ弛一千ゲ・ラ・ム中二含二有スル各回分知其還：次～如シ）

’カチオン　’　　・　　　・
辱カリウムイ才著（Kう．撃・・……

　ナトリウムイオン（コ部う…唄・

　方ルチウ4・イオン（Caつ…・
　マ’ゲネシウムィ1オン．（Mg’●）・

　7呂ル冒イオン（恥つ…．．．・・．

？ニオン

㌫鰯；三三δδ鰐

．　昌　グラム　　量璽モール

。●’ O，00355　　　0，0906S．

・． @0，02006．　0β702S

．．　0，06S22　．　1970550

・。
@0，00930．’．0，3S177

．．0ρ0210　0ρ37501

＝a辮1：欝

婁，グラム

特　　瀞
U，0906δ

0β7028

3，41100

0，76354

0，07500

5，21050・

0，02793

5，18257

　　0，420L1　　8，29623　　5，2105Q

．」，　0，07595

　　0，69636　　　・

g．。．　Og75196．．●17，0900〔》

　　1．24S32

盤轍（欝麟婆諜磁轍実矧）

ク陛一ル方．リウや（Kα）∴…・・Ψ・轡…陀一

重炭酸カリゥ4σ田σ03）．．唄．．．岬．。．＿鯉

重炭酸引トリウム（MECO3）・凹田．＿．．．．

重炭酸カルチゥム［Ca（H：CO3）21帆。。．．。，．∴

重炭酸マグネシウム［】∬g（HCO5》21．。．．．．＿．

重炭酸亜酸化載［Fe（H：CO3）」＿．＿．＿．．．、、

珪酸（メタ）但2Sio3）……………・・，…・轡・

遊離炭酸（CO2》・・竪＿“・・……・…邸……r・’

　’グラム

0，0020S’

．000629．
　り　　

0ρ7316

9，27631

0；05589

qOO668

0．07595

・0　49636．

0，75195

珪酸（メタ）（H2SiO3》＿一

　　墜　　　　　　　　　　　．　　．　　　　「

遊澱酸（CO2）1＿…∴…・・

1，34831’
D

’

所在地
分析者
性　　　｝伏

　　　、比

顎

駒 ケ　根回．泉
長野三三筑摩認駒ケ根村大字小川字小路方官有川敷五千入
百九十四番地内
横濱衛生試瞬所（明治四十三年）　　　　　4・
殆ト無色澄明無臭ニシテ味刺戟性ナリ其反高価弱酸性ヲ徴ス．
鼠　　1・00」4（ユ5つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

．畜オン表’
i本四永一千ゲラム中二含；有ス～し各一分及其量次ノ如シ）

一カチオン　　　　　　　　　　　グ弘
　カワウムイオ・ン（K●》…．．＿。・…　ρ，0046

　ナトリウムイオン（ぬり．。＿＿　0，0379

　ヵルチゥ」㌧イ　ォ齢ン（Ca・・）　帆叩．。・　0，0生31

　マグネシウゐイオン（Mgつ叫　0，0084
　フ3L2レロイ’矛ン（Fe．．》．．．。r．．．●。。　　0，0036

’アニオン

　ク・一口魁（cr》．．．・・∴・．・’α0228

』七ドロ炭酸袴ン（Hcoガ）…α2〔脳

底

・りかル潔グ嘘
・0，1175　　0，1175

1，6舶3　　　　1，6監43

1、0748　　2，1496

0，3蜘　　・　0，6896．

0覧1538　　　　0，3076

4，9086

0，6432　　　0，64騨32・

4，2682　　　　4，2682

　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　0，385S　　　8，24〔16　　　4r，9ユ14

．珪酸（メタr）（1≡【メ3二〇3）．．．．．g．．．．∴　　　0，0824レ

　　　　　　　　　　　　　0，争682
」遊離炭酸（CO2）．．．＿．・．一・・…　1・2400…28・1818

　　　　　　　　　　　　　117082
，其他’アルミニウあイオン，硫酸イずン1ノ各痕跡

分・

黙認表（本鑛永ハ其集成昌於ヂー千グラム申i欠ノ成分ヲ含有スル溶波二概略相當ス）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，あ
ク冒一ルカリウム（KC1》．．1＿＿．＿．．．．＿＿．0ρ087

伽司鼻トリウム蝕C1）…・一一一・・0ρ30S．
重炭酸ナトリウム（yaHCO3》．．＿＿．．一＿』』0，09ω

鍾瞳酸力’レ乎ウム［Ca｛日［CO3》21…．．．∴．触．．．．　　0，1746

重炭酸マゲネシウム［駈9（且CO3》2L．・…．．．』0，0503

重炭酸亜酸｛ヒ鐵［Fe（RCO3｝2］＿．．．＿∴．．＿　0ρ274

珪酸（〃）（耳iSiO3）＿＿．＿＿＿＿．……．．．・OP824

遊離炭酸（C（㌧｝＿∴＿，＿＿＿．，＿り．．．＿．＿　1，2460

　　　　　　　　　　　　6　　　　　1・7082

　　，．脅

「飼

唖

一126一
」

｝



’

o

乳 母 鑛 泉
’所在　地　　：長野縣乗筑摩郡里山邊村字山下

分析者，』棄京衛生試瞼所（聖油二十九年》

性駅微岡岬濁シ墨引ナ．ク味敢駄性ニシテ其反晦ハ弱酸性ヲ呈ス
　　　　’源泉温魔　　撃8。・

　．・　　　　城．㌧分．陰　㌧・’「．’
二形物纏量　　．約　0β2グヲ争（一リートル中）

づオン表（交聡歳券威皇実ラ鋤・

．カチオン
　　カリウゐイオy（K●）＿…＿。．．

　　ナトリウムィオ・ン（翼の、＿＿．．

　　カルチウあ・イ’才ン（Ca韓ll‘．…＿’

　　マノネレウムィ才ン（Mgつ＿
　　アルミ轟ウム．イオン（▲1…》…

アニオン
　ク回一ルィオ・γ（C1’）＿＿．．．．．．

　1園霞聾イ2・ン・（SOご’》。．・。．．翰・．．．．．．

●趨酸（樫XH士Siρ・）一・……

　菖’他
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　ど
’　　　　・痕跡　　．

グ，ム

0、0029

0，罵00L

O。0430

0，0L34

0．〇二3ら

ロ，融。ル

0ρ741

4．3427

110423

0．5501

夏、6015

竃リグ，ム
雷　　　量
0ρ74ユ

4，3綿7

2，1446

1，1002

4．80緬

12，466瓦

0，0e82　　　0，7955　　　0，7955

0，5600　　　　5，8297　　　1し659ら

　　　　　　　　　0，7910　　　1・ゐ，2359　　　12，4549

　　　　　　　　　0，0299

　　　　　　　　　0β209
アゐ毛昌ウ｝ゐ，フニル”及ヒドロ燐酸ノ各イオン

漸悟・磯雰9巷繁識譲；緬儲雲次）

ク袖山ル赫リウ為（R島（恥…………・…∵

硫酸カリウム（K2SO4）＿＿…．．。………・・…。

石儲酸ナ・レリウ・ム（こ軸2SO4）．．一鴨・…　輯・・●…・…　鱒

硫酸カルチウゐ（Cお0褐》＿＿．。．。．ρ．．．．．．…．．．’

硫酸マグネヨレウ凸（駈gSO．，●．．．．●．。●．．●鱒・●・・。・・

擁酸アルミニゥゐ〔A12（SO凸］＿＿＿．．．＿＿

珪酸（メタ》（耳2SiO3》．．ゑ＿．．．．＿．．＿．＿＿・6・

グ，乙　’

Oρら65

0，0065

0，2522

0，1457

0，0660’

0，2761

0，0299

0覧8209

ガ

●　尻

　　分
・　性

在地
析恋
　　欣

P

一 間 ’温 ．泉

長野罧東筑摩祁本描村字淺間　　・　　　　●

東京衛生蹴所（明泊二十六年）

冶ト無色清湿1島シテ員臭床ナク反感ハ賜アルカリ性ヲ魔7く

■　　1．00029（覧5。）　　　　　’　　　　　　　　　．

　　　　　虞　　　分　・・　　　，

＼二形物樋　約。．嘱グ弘（一ウートル、中》

イオン表鯉額券屍即実ラ鋤
カチオン
　カ9ウムィオン（K。）＿＿…．．．

　→・トリウゐイ’オ。ン（ヨ島。》．．．．＿軸

　，カルチウムィオ’ン（C島殉》四・…　…，

アニオン
　クロールイオン（C峯）…………，
　硫酸イオ。y（SO4”）．。．．．．・・・・・・…

グ，ぺ

0，0094

0，088D

O，037二

竃，辱一ρ

0，2401

3，8178

0，9252

鴛，グ，A
雷　　鍾
O12舶1

3，817S

1，850も

再・go83

0，02S8　　　0，8124　　　0，8ユ24

0．24‘翻3　　　　2，54S・ゐ　　　5．0963

　　　　　　　　　　　　　　　0，4081　　　　893唖L39　　　　5．9092

離酸（ンタ）（H2SiO8）．＿＿＿．　0，0ら91

　　　　　　　　　　　　　　　0，4572

．三三，7ニルロζ才ン及アルミ昌ウムイ才ン少量，マゲネ

　　　　　レウ・ムイ才ン．’ヒドロ燐酸イオン各痕跡

闘表㈱鱗薮聯載儲弊♪
ク。＿ルナ画ウム（轟α｝＿．．．1＿・＿．．’

硫酸カリウゐ　（K2SO4）・軸．・・，・∴・・・・…　●。・●・・●…

困菰酸ナト　窪ウム　　（こτ島2SO4）●●・…　。。．・。q・…　●・・鱒

魂酸カルチウム（CaSO4）．。…・叩・。・・。㈹・い・・…

毬酸（メタ）（1ヨ【』Sio3）鱒。．。軸●●．。．9…　●晒●髄・馳鱒・・●

グ，ム

0，（》も75

0，020勲

0，2139

’0，1258

0．0491

0，4572

一127一一

●

、

●

．・ W）



，．

　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

　　　　　　　　　　　　　　レ

　　、　三’1ノ．「㌔．澤∴舞泉．㊨．

覆工．養ll購購黙筆晦’
　　　　　　　　　　　　成『．．．甲分一．ゴ．

．効，表（委総白鯨鐡ラ鍋1
曜．

?hをシ面しL．．嗣6餐薦
　　力：リウあイオン．（区う遍…∴託；・　o，OQ手3

　　がり鼻イオン劃一，・？．∴Q，oo97

　　カルチウム才國オン（σの．＿．＿q3127．

　　マグネシ歩ム考才’ジ（虹g・・）＿　O，Q琴60

　　．フニぞ韓窃ゾ（蒔）・∴・・÷…　　　　　　　　　　　　　　　　9・5寧a6．
　’．1マンガン嫡ン碑日嗣・…・α・655

　　アルミ昌ウ；あイ矛ン∵（A1…）僻　q，0自37．
　　　　　　も

：7誹ン．・一． D∴・・．∴・璽．・　…

　　ク．ロ・」ルイオ’ン（cr）＿．．＿．＿　　0，0053

　　ヒド冒硫酸イオンσ1串0‘》……　0，7030
　　硫酸イォギ（SO6「’）．．●．．・。・●・．．．●　　2，0760

　　　　…』ワグヲム竃，モ。ル
　　　　雷　　　童
7，4257’　　7，4257

0，1507．‘0，1507：

Q・420S　　　　O，420S

．7，7930．．　15，596σ．

．1幽778　　　2，9556

．9，騒56，　19，0912

異，】．臼09．　　2β81S

q，8745．　　2，6235

50，6嘩53

0，1636　　　0，1636

7，2422　　　7，2422

21，6114　　　43，222S

　　　　　　　　　　　　　　3．7793　　　57，90ユ2　　50，6236

珪酸（メタX馬SiO8）＿．．。．．．．＿．．　0，1L298

4

鱒ま（季欝霧魔滋＝編潴曳勾

3，9091’

所在・地
．分析者
、性．　　状
　　、ξ．　　．

稲 ．核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　．
　糠酸力、リウ4・（K2SO4）．…∴・……嘆ら………・’・　0・O130

　硫酸ナPリウム・伊鞄SO4）……∴…………　0・03qo，’
　硫酸カルテ・ウあ’（C廊30唾）．‘＿＿．．．」，＿＿＿．i1，060D・1

　、硫酸マグネシウム（：駈gSO4）・…∵・；…1：∵・・∵．．0・1800’

　硫酸亜酸化織（FeS儀》叫………∵・「・・……・・」・45qD幽

　硫酸亜酸化マ．ンガン（恥so・）．・；・…！一兜…．o・t8◎o

　硫酸アル轟舛嘩（SO・〉・］・一………・∴・0・1訂OD

　．遊離璽酸（HC1）．＿＿∴．．＿＿＿．．∴＿．、6＿　0，00⑤D
　．遊離硫酸（H2S（）‘》．○．．；．．．＿．．．．＿．。．σ．．蔓6．．．●・．．．．●●　　0，7io3・・．・

　珪酸（〃）（H』SiQ・）一，㍗…・…1…・…・・…0・1298

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．399091
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻

．謬寄1謬搾｛1馨．

鑛　泉（冷）1

臓器翻懇離…輔驚7’∴旧…
獅三二ニザ畢ナ橘騨蝉塑有シ嘩ハ嘩’徴ス．

讐歳

｛オ｝表鰹翻灘購蓼）
．力予オン　　　　　　　　　　　　グラム　・細モール
　ォくし素イ」オpン（］E【っ。‘．のピ．r◆．魯．．‘●．，．・　㌔O，0009　　　0，9COO

　カリウム．イ，オ」！（K）……・÷・陀・，　0・00罫3　0・0842

　ナ．トリゥムィォン（1∫a・）＿＿＿’0，0042　0，1822

　ヵルチゥムイ『オン（CIガ’）．．＿．＿．・0ρ416　　1，03％．

　マ〆ネシゥムィ矛ン（班g・。）川．　0，0205　．0，84江5，

　フニルロイオrン（Fe”）＿．。＿．．．．　0，0447　　0，7996

　．アルミ島ウあイオン（A1”り．r．＿　0，0405　　1，4945．’

アニオン
　驚3　ド質硫酸イオ・ン（H＝SO雀つ・・…　●

　石庭酸イオ。ン（SO4「’）・・・…　。・。・・。・・。

ヨ9グラム
瞥　　　量．

0，9GOり

・0，0S42

0，1822

2，0748

1，6830．

．1，5992

4，4835

　　　　　　　　11，0069

0，0829　　　0，8540　　　0β540

0．4L864r　　　5，0635　　ユ0，1270

　　　　　　　　　　　　　　0，7250　　　11，2569　　　10，9810

珪酸（メタXE2SiO3）・・，・1・………’o・0636

1分　　　　－「　層

．幽表（欝9萎鷲轟；繍叢実次〉●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クヲム
懇華華微酔二二二：1二1：1二二二二1二：：：lll侶雛．

硫酸カルテ’ウ．ム（CaSO4）．ご＿．＿＿．∴…．．。漏　0・1410．

硫酸マグネ》ウム（Mg串O・）・禦・・・……∵∴・・0，1017

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）＿．．。．．．＿．．鱒♂．鱒．．。．？．．　0，1216

硫酸アルミニウム［A12（SO4）31＿∴。．．．．w．．＿　　0，2564

遊離硫酸（H2SO4）・∵・・・…ヂ・・……唖・5…1・・…．OiO838

珪酸（メタγ（H：3SiO3）．．．．．●．．．．二。．．．．．．．．．．．。ら．、三ボ　　0，0636

　　　　　　　　　　　　　ゆ’・：．・．0・7886

　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　0，7886

；其他．ヒド”燐酸イオン痕跡

　ぞ
一128一

．ρ●

■
・．、’j



’

’　巳

P

所在
分析
性

地

者

状

’白

原泉温度

骨 温 ’泉
、

長野縣南安曇郡安触村字大野川匿白骨
東京衛生試験所（明泊三＋年）“ @．●
無色清澄：…シデ殆ト異奥味ナク溺ア，レカ1性反臨チ呈ス

　　約　80。　＾　．

　　ノ

4オン表鯉奪麟戴鉄ラ鋤
カチオン

　カ噌ウム｛☆ソしK’L＿｝…＿

　ナトリウムイ亡y（国a’｝．．．＿．．．

，カ1レチぴ為イ玄y⑩a”）＿．．＿

．マグ希シ。ム｛官ソ（Mg●う＿

7昌オン
　♂ロ●ル，イ　タン’（CK今　．．．．．．闘．，．．

　擁酸イ☆ン（SQ4’う．。＿．＿．＿．．

　bF・炭酸イガン（HOQ♂1一・・

　ノ，ム

0，0290

0，128甚

0，1403

・0，0467

0・10U

O，0649

0，7892

威，

亀欄瀞
5，5795　　　5，5705

3，4962　　　6，9924

1，9【74　　　3，8348

17レ1384

2，8519　　　2，8519

0・6756　　　1，3512

12．9353　　12，9353

　　　　　　　　　　　　　　1，2996　　28，」．876　　17，1384

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●着酸（メタ）（Hβio3〕＿．＿．．．．．．，．　O，0571

　　　　　　　　　　　　　　1，3567

叢他●7置ルロイナン，アルξ二かムイナy及ヒドロ燐
　　　　　融イナy各痕跡　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　．昌
　　　　　　　蟹

分

瞳類帯留棋聖響聯；蔽儲三次）

●〃ロールカリ’ウム〔KCめ＿＿．＿＿．。．．＿．。．．．

　ク．口司レデ回ウムIN魯α）＿＿＿＿．＿．

　重炭酸ナト噌ウム（国aH（X為、＿．＿脚．．．．．．＿

　魂山詞ルチウム（C畠S（）の＿＿．＿．．．＿．．＿．．．

　重炭酸カルチウム〔C魯（KGO3》2〕’．＿＿．．＿

■炭醗マグ事シウム〔Mg（H：Q〔ゐ｝2〕．．．．．＿．

　珪酸（メめ（H鐸103、＿．＿。＿＿＿．＿∴．＿・・

　　　　　　　　　　　φ　　　，ド　　1．％67

．熟　ノ 湯温泉．

ψ

。窩，

羅
1；鷲

欄

・　冨”　　層＝　『 ’

、

●

直

納

分

性

在　地

析．者

　　比
二二温度

長野賎北安訟器中土村字熱湯　　　　　　　’　　．

東京衡生血瞼噴く明治四十一年、
声色滴鞭ニシラL崩ア’レカ聰，性反態チ呈ス
重　　　　1，0008（200｝　　　　　・　　　　　　　　　’

　　　5go　　　　，

固形物趣量

成．　　分
　約　2，42〆，咲一千グラあ中）

イオ1ン表（肇胤変菌…雰笈丑益契ラ姦蓼）・

カチオン

・カ9ウムイ青ソ｛K●）＿＿＿．＿
　ナトリウムイ☆ン（Na’、．＿。＿，
　力置レチウムイ官ソQC5’う＿．．．∴．

　マグネ弓ンウムイfソ　（1』fg鱒）　韓．

アニオン

緬7鶉嵐塚1’1．：二1：：二ll：llニ

　ヒドロ2賄巨隻イナン（Hcり♂）．．．．．．

’ラム

0，0045・・

Op8774

0，0086
0，0051

0，乞360

0，0173

2，0932

ほササロル

2，4138
38，065置

0，2170

0，2094

ゼリ〆，ム

．富　　量
2，4138

38，0651
層0，4340

0，4188

4且，33且7

6，6573　　　6，6573

0，180！　0，3602
34，3092　　諺4，3092

　　　　　　　　　　　　　　3，3321L　　82，05乳9　　．41，3267
碗酸（メ　タ）くE【BO2）　．．．．．．．。」．．．，．．　　0，0029

種戯吃メタ）（H2Sio3〕　．．．．．．．．．．．．　　0，1568

　　　　　　　　　　　　　　3，49ユ8

裏層他　7呂ルロイナン，7，械昌ウムイナン、ノ各痕跡

じ

麟表（努鵬蓉碧婆聯＝二二鮭要次〉

グロー∂レカ1，ウム（KC1）＿＿＿＿＿

クロ・一，レナゼサウム（NaC竃）・・∴＿・．

■年子ナトリウム（箇“H：CO5、．∵＿．．。

魂酉菱力，レチウム（CaSO．1）。岡．．．．　．．．鱒。

重炭酸カルテ・ウム〔Ca（HCO92〕・…　：・

重炭駿でグネシウム〔Mg（nCO3）2＿

珊酸くメタ）（HI差0の＿＿．＿．．＿＿＿

珪酸（メタ）（1］【2Sio3）＿．．．．＿．＿．．．＿．

　　　　’，ム
．．．．。噸．．．　　0，1800

＿＿＿
D0，2483

．，．．．，．．　2，8433

．．．．．．．．．　’0・0245

．．．．．．．．0，0054

．．，．．．。．・
@　0，0306

＿＿．．　O，0029

．．．．＿．　0，1568

3，4918

7，、　　　．L　，

＿　129　＿．
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　所在
・　分析
　性．．

地

・比

・戸　倉1’温∫泉
長野臨埴科郡戸倉桐享中之島

束：京衛生試瞼所嗣治二十五年）

殆ト無色痴言．ニシテ硫牝水棄臭チ放チ異味ナク弱アル
　カ、リ性反鰹iチ．徴：ス

重　　】づ0007tσ駅》

　　　　　威1
固形物総量．．約』

，含

・分1

　　　　イオン表囎奢疲舷簸影鋤
カチオン．．．．：・．、．’層．．一1　あぜ鵬一パ．曇師説・

　．カ’り・ウ4イナヅ．（Kl’）　．‘．．．．．．．．曲　　03PO77P’　　0．1967　　　091967　・

誘聯樺ヤr18；網羅．羅’
．ア＝：オン層．，

層＝’

Vロ・一ルイナソ（α今＿．．、＿．．

　綴酸イ玄，累（9）4”、．り一，・・1，・一

　旧くメ腿馬SiO・L一∴・両

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　遊三三三三i素くH重s、．＿・…．・・…

、

0■5ノ弘（一・リー・bセ中）’

　　．綴嫉《蠣艦籍磁編轟蜘）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ∴’ヲム
　　　　　グロール’カ　リ　ウム　〔KC1】；．．．．㌶．．、．．辱。．．・．嶋．＿　．　OgO146’

　　　　　クロー，レナ下りウ4｛翠昂Cl）．島＿．．．＿。．＿．。．．0，4252

　　　　　’硫酸ナト掌ウム（翼a2SO4）。。∴．鯛．．．．．．＿∴．．ゼ・0ワ1072

　　　　　硫酸カガチウム（CaSOの」＿＿＿＿≧＿＿．∴。．．O，　i　100

　　　　　　　　　　　　　　0，2646
　　　　　　　　　　　　　　0，150Q
　　　　　　　　　　　　　　O16570
　　　　　　　　　　　　　　0，0980

　　　　　　　　　　　　　　0，7550
　　　　　　　　　　　　　　0，0075
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q7625

莫他 マグネシウ4，ナエ，レロドア’レミニウム及ヒドロ燐

　　　　酸ノ各イオン三三綾ノ・痕跡

　　　　　　　　　　◎

　・　　　　”　　㌧』’　　　r』・　．．㌦　．“

所在．地

分析者
性・　　状

　　7，464・∫ケ，4640　鶴（メタ）～な騨0ゆ……「・……・・∵・・…ご・・1・．＝σ・0980’

　　1，56153，1230「　　　P・、．・…曽・’∴．・1．．’0飾50

脚91“5S70灘細図｝轡∵一回朧馨
　　　　　　　鎖．背圏、滋諭1回忌薩

，彫物纏量　約8，77グ弘（一り一ト’レ中）

・イオン表（旧記骸三冠網
カチオン　　　、．　　　．’
　カ，リウムイナン（Kう＿＿．．．

　ナト唱ウムイナソσ「パ）．＿，．

　カダチウム，イナン（Cべ）．＿∴

ぞマグ事シウムィナンい19’う

　フニ，レロイナン（恥・う＿＿∴．

7　フ」．，レリイナン（Fe●ρ）＿鱒帥鱒・

　アルミ呂ウム｛ガン（AIM｝

、’弘　・リモール垂リグラ皇
．．。　、0，0019　　　0，1252　’　0，1252

．．。

@　0，03露6　　　1，4143　　　1，4143

．．，　　0，0324　．　0，8030　　　1，6160

＿　　0，G952　　　3，908（芝　　7，816G

．馬，　　1b3470　　　24，0966　　　48，1932

．．．
@　0，1110　　　1，9857　　　5，9571

．gご．0，5130　’18ρ9299　　56，7「897

工盆1，9115

　アニオン　』
船鐡イ六ソ（S軌り．i＿．．＿．．＿5，S59961，0。30122，0060

　　　　　　　　　　　　　　　　7，9960　　112，2707　　122，0060

　　珪酸（メタXH｛βiOゆ．＿．＿＿＿　0，1843　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　8，1803

　　其他　クロールイオン及ヒドロ燐酸イオン「ノ鋤

麟表．欝欝萎病識叢誌冠者安奪）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム・
灘方け・．（K・s軌）・・，∴・一忌…∴，・・泌。；α09’

硫酸ナいけ照N瞬q・）一・・一一…！・…・．o・1（η昌

硫酸カルチウム（Ca矧）4｝＿＿．．r＿．，＿∴∴．、＜　0興098

瑛…酸マク1ネツウムくMgSO≒1）＿．鱒∵州∴．、ξ㌧∴二〇重4713

硫酸亜酸化鐵（FdSO4）．＿．＿．＿」＿．＿∴＿　’3，6602．

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕　，．．．．＿，●．．．．．」．．．．．．．σ　　0，3965

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕。・……・・？・∴・．3，2華68．

蝉（そｲ轡「1711；；ll：≒購

　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　ロ　ご　　　ロ　　ご　　

　　　湿望添1謬｝∴

一　130　一
｝

‘



・　　　　更

ち，

所　在　地

回　析

往．　｝決．

大日向方山鑛泉。㈱
長野縣埴科郡更級杖大字三宮字零H向方典

束1京衛生試瞼所（明治三十三年〕

無色湖澄ニシテ異典ナク酸性敦三味チ有ス

　　　　　成　　　分　　、

固形物箆量　納’2，0｛グ→ム（一り♂トル中）　・

’イオン表（甥三下野州鋼〉

カチオン　・　　　　・’　　．
ホ棄け！，（m’＿＿．．＿＿＿．

　かりウムイ青シ（Kう＿．．．．．＿．＿

　り・トリウムイずン喝さr紺〕＿．．，．．．

』カ8レチウムイ．オ’ソ、くC昌”1＿．＿．．

　マグ‡ッウム‘ナソくMg”）・…
　フ』」ル1向イナy’く1Foo●〕．．．．．∴．＿．

　・アル電・昌ウムイ「「．ン・（A乳”う　＿

アニオン　　　　，　．．　　．

　〃ロ噂ル’イナソ（C且つ　．．．＿．＿．．

　ヒドロ魂酸イナy（HSQぺ）＿
　読融1官ン型s〔）4”）．．．＿＿＿＿

。篇尾御竃欝
0，0140　　　．0，356“　’　0，3569

0，0471　　2，0B4　　2，043」
0，1251亀　　3，1272　　　6，254・＆

0．0702　　　2，8818　　　51636

0，0206　　　0，3685　　　0，7370

　　　　　　　　13，99260，1264　　　4，6642

29，8956

0，0632　　　1，7828　　　1，7828

0，0745　　　0，7675　　　0，7675

1，3璽89　　13，7300　　27，4600

籠酸（メタ）（H28io3）＿四

　　他

　　　　1，86U　　．30，4700
鱒．鯉．，，g．　　0，1765

　　　　2，0376　　　　　　’

　　　鋤

30，0103
　●

．雑誌（耀雰9巷響職；蔽馬差曳次）

グロールカリウム（KO豊）＿．＿．．．．＿．．。．㌔＿．

殉魂卦艸ム（箇・〔：1㌧…．・一∴’…

硫酸t向ウ4くN咽04｝・…・・∵…，・……
硫酸カル．チ軌ムくCaS◎唱）＿＿．．．．．．．．．．…　．讐・」・

硫酸マ淋シウム（MgSq）・・。・’…・・…向

硫酸亜酸化甑ぽeSO減）＿．．＿＿．．．＿．＿＿＿

硫酸ア’レミ昌ウム〔A12（β0の3｝．，＿＿∴．∴…翰．

遊離磯（正1母。・）・…・…∴・∵・…∵…1……・・，1

慧…置婁（メタ）くH：2Sio3）＿・．…。・・鱒…・・軸…・晶。帥韓

’ラム

0，0267’

0，083匹

0，0棚

0，4250

0，3510

0，0560

0，7999

0，0753

0，1765

2，0376

無Fロ燐酸イナy

　　　　　｝

「

所

分

所

在地
析者

比

小赤澤温’泉1白織
　晶野鵬下高井祁堺吋大字小赤渾
　東京衛生試験幽く明泊二十四年、　　，．

　初メ1瞬色清ミ翌ナル鰹大三鳳二隅’レレり、漸次白濁チ生ス殿二

　魂化ホ素面，放チ曲面シ〃誠グ弱ア，レカリ性反感チ呈ス’
　■　　　　1，0033（170、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　成　　　分

画形物塊量　約4，1ア〆彊（一リー．ト’レ中）

イオン衰∫鯉凹面鐡ラ鋤
カチオン
　カリウムイナン（Kう＿・＿＿．．

　ナト、，ウ4」イ宣ン（B「島う．・・……

　カ〃チウムイ青ン（Cざう．．＿・…

　マク脚零シクムイオ’ソ（Mg●う∴・…

72才ン
　クロ卿〃イ声ンQC1ノ）．＿．＿＿．

硫酸イナン（睾O粉…♂……・・……

’ワゐ　　　u，」謄一ル1

0，0237　　　0，6053

0，7734　　33，553二

〇，6232　　15，5411

0，0217　　　0，8908

1り’，ム
魯　　　翫
0，6053

33，5531

31，0822

1，7816

1，660【

0，4515

46，8293

4，7002

10，7917

67，0222

ヒド喉酸杜ン（Hα転う……」遡4　　＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　4，2120　112，91】5　　67，02且4

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿．＿．＿＿．　0，1454

　”　　　　　　　　　「　’　　　　　　　　．　　　4，357r匹

F芙他　フェルロイナソ，ア，レ竃ニウムイ雰ン，ヒドロ燐

　　　　　酸イfソ，硯酸及宥機物ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　・”　　　　一・　131

46，8293

9，4004

10，79σ

＼

盛類表（磁器蓉繁識護＝蔽輔袈次♪

グロー，レカリ層ウム（KIC1）．，．．．．．＿＿＿＿＿；・

ク・一・け回ウム（N・α〕一・・………：・・「

寮炭1襲ナト甥ウム（N島H（℃ゆ＿＿．＿二．．・…

ク面一，レカルチウム（C昌C12⊃．＿＿＿＿．．＿

硫酸カル’チウム（Cロ∈買）の．．＿＿＿．．＿．＿．＿

重炭酸マグネシウム〔Mg（Hooき）2〕＿＿…．・・

畦酸（メめ（正12Sio3、．・＿．＿＿＿＿．．＿．．．∴．，

し

’‘o

’，ム

0，0452

1，4356

0，7576

1，2029

0，6404・

q13σ＄．’

0，1454

4，3574

o

o “



．響

F　．

　”畠　　　；　　ぞ　　，、

‘ゴ

@　　　　・：

　　　　　　　　　　．・．　所在地
輌　．　　　　　　　r曹分析’．老

　　　　　　　・．．　性．．’朕

’，．　ピ．　0・比
　「　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

　　　　　　　　　　　　　∬

　　　　　　‘一

　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　」

・角　　澗1温．『．泉1㍗．．一，　　　．．　争

　．長野懸下高非郡穏波村大字注野字角間’　　　　　 ．”
　東京衛生試験所（明泊十九年、　　　　　　　　　　　　　　．　　　　“

’無色灘飴嚥味ニヲテ微卿ル妙性反晦チ呈ろ

重：1・即・∫．’．．∫．’．．』1『ゴ．．・．・・、　ゼ

　∵・・？．！成　．＝分　1”　∵．．Pl　　　．．．・

・固形物縫　　総1・43グ郭（一甥」ト沖》、．
’＝ Sオシ表．（飼物簸購勃

カチ才ン1　∵一
1☆畑．ウムイナソ〔K〕
ゲ1ナ：トリ．ウ；ムイナy・（耳ガ）．＿＿歯

・・．・ v三景墜ムィナ1ソμう…・二」・

・｛　」’・『　　「．．・．　．　唖

∴ア三才シ　．．・』　己

　　　　　　　　　r，■●唐9●，6◎9，●，●

ン・尋レ蜜ナソくαつ．
．’

謗_ずナ～・く＄04り1’

三身（メタ）（H母i〔瀬＿＿．．＿∴．

其』他圃

　　　　一．．跡

　・’ラム．　モリモール

OyO223　　・0，5696

．0，3747　　163559

0，0921　　’2，2967

0，5338　　ユ5，0578

．0，3055　多，180a

で顎ヅラム
當　　　量
015696

16，2559

4，5934

2｝，4189

15，0578

・6β606

．1，3284　　37，3603　　寧1，4184．

0｝Q759　　　　　　、

　　　　　　　　ユ，4043
ぐグネジウムィナン及アルミニウムけ「ン、ノ痕

　　　　　　　　　　幽㍑』、．．ご．二1町．．

：藍驚・磯霧海漫吟＝繰袈次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’ラ』ピ
’クロ・rウカリウム（KC！）＿＿＿．．＿」一＿．一．＿砺．　0，0生26

クロー〃ナ｝サウム（餌aG呈）．．∴．。ご＿＿＿」．0，8475

硫酸ナ：靭ウム（轟sα》．♂．，．．．．．＿＿＿．o，ユ257

硫酸カルチウム〔CI潟0窪）・・……一…・……・7・」　0，3正26

．…珪≧建監（メタ〕（H＝メ弧。窪）．．層．．．，．．、．．．．．．．．．●．．謄．6．．．．ト．．0，｛淵「59

　　　　　　　　　　　．　　　　．・ド1，4脇

　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帆

“’ D庚．華…地
』・・

ｪ析者　．性・一．．歌．

湯・田中・温泉（養瀦ノ翻
長野襲下高井郡ZF三三大字湯田中

　東京衛生試験所（明濃十九年）

　無i色清澄ニシテ異臭味ナク中性i反】感チ徴ス．

　1．1．．成．．1．』分．ジ、

固形物那覇． �@1，5aグラム｛一智一トル中）

　　　　．イオン表．（委糠謡長簸婁ラ鋤

．カチオン　　．　　’‘曹　　．．　グラム　　村モール　垂ザラ直．
　＿．ヵ　サ「ウム｛すン〔Bひ）　．．．、．．．曾．．．．．0；Q2735　　「0，69859　　0、69859

　　ナトサ9ウムイ玄ン（！露、＿一．＿0，273961エ，8854611，8S546
聯　　・1方ル」「喚ウムイナγ｛IC2rう，鱒．σ．．．．　0乳叉9197　　・4，7r8728　　9，57456

　　．・．’　　　　　・　　　　　　　　　　　　　．22r15861

　アニオン
　、．でクb」＿講ノィーr云・y（C1ノ〕1．＝．；，．督∴．．．　0，42138　　】1，88660　　11，88660

　　硫酸イすゾ（皐04〃》　．。・，．．．y∴．．∴．．0．49344　．5，13679　1027358

φ

　　　　　．　　．　　　　　　．　　　1，40810　34，39垂72　22716018

珪酸くメタ、（E【』Sio3L．●、．8c．．‘。」．＿　0。ユ5394　　　　　　　　　　　　　　　．

蜜類表（本簾水ハ其集成二三テー切一ト，レ中弐ノ成分チ含有スル溶液二撫略貯溜濱）

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4リム

ク・些，レチ㍗サウム価⑳＿∴．．…∴∴、q6953≦

．統璽菱ヵ「リゥム．（Kメ30の＿＿∂。．∵4＿．＿＿．」r．一．＿．．O♪◎6091

　硫酸カルチウム聖CaSOの．＿．い1＿．逼．＿；＿三〇，65正85

　　　　　　　　　　　　　　　．7σ珪酸（メタXH鐸io3｝．．＿・．．＿．…＿・＿…　・0，15394

　　　　　　　　　　　　　1，δ620墨．’

其他．マグネシ舛，フェ加及ヨード「’各捗ソ痕跡．

1重56204

，　．，

’三r　132一一 ．悟



■

所

分

性

　　び

在　地

析者．

　，比

∴澁 ・温 泉（大翻

・長野縣下高非郡～F穏村大字亭穏字蓋

東京衛生試三所（明主二十年）

徽二白濁シ轟々男君味アリ反慮ハ殆ト中性ナリ
重　　　　1，0Q203（140〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　1成　　ボ分　　　・．　．

固形物綾．量　　約　1，21’ヲム（一リート〃中｝

イオシ表．鯉馨磁総裏ラ鋤

　　カチオシ”
　　　カリ．ウムイナソ（Kう＿＿＿…

’　　ナトリウムイナソ（N謂．．＿＿．

　　　カゆチウ．ムイナyQCa’う．．二．＿四

　　　7昌ルロイ青ン（FoOう．＿．＿．．．．

7三オン
　〃ロー耐ナソ（ρめ．．∴＿．．．．

　魂酸イナン蝦go4”）．………・……・

　ヒFロ炭酸イナソ（耳oo3う……

’，ム　　　しりモ殉ル

0，0058　0，148夏

0，2639　　11，4490・

0，1052　　　2，6ユ90

0，0038　　　0，0680

竃リノ，ム
猛　　　量
0，148ユ

11，幽90

5，2380

0，1360

16，97U

．1　・，　’

．，馳

A

0β236

0，3705

0，0082

g，1283

3β519

0，1310．

9，1283

7，7138

0，1310

　　　　　　　　　　　　　　1，0810　　27，3953　　16，9731
葦亀疑璽（メタ）（H参∋io3）＿．．．．∵．．．＿　　0，1752　　　　　　　　　　．・

　　　　　　　　　　　　　　1，2562

茎他　　マグネツウム，．フェ1レ冒，ア1レ竃昌ウム，日一ド及ヒ

　　　　　ドロ燐酸ノ各わry並油酸．ノ痕跡　　　　　　　・．

幽晦表（耀欝巷繋回護＝緬儲聖次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　’、・’”，ゐ
クロー〃ナトリウ画（篤aC塾，軸．∴．。．鱒誌．｝∴孟　0，5340’

硫酸飼ウム（K夢）．1、＿．∴．．．＿＿．．＿＿∴．0，0：30

硫酸ナ回ウム師£0↓・・∵・・…∵一・…’0，1650
硫酸ヵ，レチゥム（CaSO41．＿＿叩．．＿。．＿．∴◎層0β570・

書炭餓到狡化滋〔Fe（HO〔る）の＿．＿＿＿．．、．’0，0120

珪酸（メタ）σ：「1βio3），．＿軸．6．．鱒．鱒…・．鱒・。・・　0講752

1，2562

3

．メ

所

分

性

在地
析者
　　肌

’安’四 温。

長野級下高井郡苧穂村安代

棄京衛生試駄所（明認三十一年）

泉（大湯）．．

無色清澄昌シテ墨臭床ナク殆ト中性反感チ徹ス

固形物風盈

イオン表（魏編笈億回目異物）

カチオン
　カリウMナン（K’、…………
　ナトリウムイナン（Naう．・自…し・

　力汐チウAイ玄ソ（C島’う。・……・

〆，ム

0，0188

0，218L

O，0735

威，　・分　　　　　　一
三　0，95ノ，ム（一『Fク●ラム中）．

覧り尋」り」

0，4803

9，4577

1，8329

い，ノ，ム
層8　　量
　Op4803

　994577

　3，6658

1U，6038

．7；オン　　　　　　　　　　　　　’一
．　〃ロール’イナン（Cl今，鱒．．．．．．．L．，　0，2746　　　7，7461　　　7，7461

　綴酸イずン蝦SO4”】．．．．．．．．．．…．．．．．．　0，2812　　　2，9273　　　5，8546

　　　　　　　　　　　　　　　0，8662　　22，4443　　且3，6007

　葦舞亙璽（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．．．．．．。．．　　0，1064

　　　　　　　　　　　　　　　0，9726　　　’

　契他　　マク。ネシウム，フコ」ルロ，ア，レミニウム及亀ドロ燐

　　　　　　酸ノ各イ諸ン1ノ痕跡　　　　　　　．

●

　　　　　　　　　　　　　　”∵

．強顛表㈱雰；翻婆灘姦；瀧総曳吹）

グロールナトリウム（】賢aC恥＿．＿＿∴．＿．．

硫酸カリウム（K2船．i、＿＿二．．．＿＿．＿＿

硫襲ナトリウム（N32SO4）．＿。鮒．＿＿＿＿繭’

嚇四身力’レチウムしCaSQゆ・……・い讐……　・…

珪醸（メタ｝くH2SiQ3、＿．鱒．鱒．．．＿．．．。．．。．∴樋・1

」幽

E’，ム

’0，4駆1

　0，0US
　O，1221

　0，2492

　0，1064

0，9726

覧
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望

’　所在
　・分，析

　牲

地1

帯

状

野・澤・．温
長野縣†高井郡豊郷付字北ン入

東京衛生試三所く明治三十二年）

泉・（眞湯）ゴ

’硫化・三三麹恥淡泊二三騰ハ獅蝉が，

一　　ご成・．、』分’　∴．
固形物繍量　「約響0，76ゲ弘・←一千グデム中、’・ド’．

　　　　イオシ表：鰹編籏皇購奮》　　・三際表（本鑑永ハ其集成二於テー干グラム中次ノ成分チ含有勾レ溶液二概略相當ス）：

力難燃訴：：：：：f：こ1謙・撫糠翁ゴ；謡臨“☆；…　1｛：☆艦

讐雛；二1；：藁；；議轟雌蝶1典…1≒…購

鑑膿：±：1：1：1蕪．∵1∵響◎｛◎1：：1黙

　　　　　口聴・騒1鑑∵三一・ジじ電忌穿・講

　　　　　　　　ゼll．．．．’　　固形物緯量　　約　0・70グ弘く一予グラム中》　　．　　　　・．・

●　イオシ表（本鑛ホ戸干グラム中二含有スrレ各威一月其量次ノ如シ）

カチオン　　　　．．・　．’
　か1ウムィオ．ソσぐγ∴∴∴1

　ナト四ウ・ムイナン（Nピ、．＿．
　カ〃乎ウムイオン’（Ca鱒）．．＿．

　マク●ネミノウムイナン（Mg’○》∵

アニオン’
　グローゆクイrrソ（q1つ∴．＿．．．．

’硫酸イナy（9Dの………∴
　ヒドロ三三襲イオ’！（H（x）3ノ）・・

　　　ノラム
．∴ゴ　　0，0035

．＿　0，1744
．．∫．　　0，0460

曾＿．り
@．0，ρ006

．．1．，0，0743

。．．．・ @0，2949

。・一
Q＿隻玉」978

驚りモール’．

0」0894魑

7，5662

1，U71．

0，0246

ミリグラム
塗　　　琵

0，0894

7覧5662

2，2942
0，0遷92

2，0959

3，0700
『1，7669

9，9990

2，0959
6，疋400

1，7669．

”　．　　　　　　　0，70匙5　．　1537601　　1（㌧0028
珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿　．．．．＿0，0876

　　　　　　　　　　　　　0，7S91
鑛難総蘭二二：二：：二：：：：f：：i定書．　・、『

　　　　　　　　　　　　　　0，8060

箕他　　フL〃ロ，アルミニウム及葛ドロ燐酸ノ各イオン

・　　　　並珊酸ノ痕跡　　　　　　　　　　　　　1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　134．＿
　　　　　　　　　　　　　辱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

出嫌磯雰魏翫滋＝高卒雲竜）
　　’「　　㌦　　’　－　’　．’

ク，ロ’一，レヵ写ウム　（K℃1）＿騨．．

グロー，レナトリウム（区aC恥・。

硫酸チ回忌（N・，so夷）＿．

重彦竜馬iナトサウム（NaH：CO3、，

’硫酸カル’チウム【CaSOモ）＿．9・．

硫酸’マグネシウ4」〔M召SO4）．＿

珪酸（メタ）（且鐸iO3）＿＿．。∴…

　　　・　　　「　　　　　　　’　　　　　　　　．　　．’

遊離硫化永素（H2s）．．．＿＿…9

　　　』身

　　．、’」　・　〆ラム

・≒＿≒←ら．o；oo67

．＿．．．．．＿．．．．・0，U73』

∴．，＿．．＿、．．．oβ70正

．．．，，，．．．：，．ゐ9　　0，1485

．．，、．．，．．．．．．．．　　0，翼560

，．、．∴’ D響．．．．．，：：」・　　0，0029

…∴…7・∵…・・．0，0876．

　．，　　　　　　’「0，7891

．．．．．∴．．．．．．．．．．　　0，0169

　　　　」　．，0β060

●



．巳

ト

’

o

　　所　在　地
　　・分　析　者

’　・性　　　状

　　　　　　比

野， 澤’温
長野縣下畑ト郡艘郷村字湯海

東京衛生高言所（明治三十六年、

粛　　1，001112。1

　　　65，r8

　　　　　成

　　　　　約．

泉　（鯉翻

無色無味昌シテ扁螺卜難趣有シ中性反懸ヲ徴ス

原泉温康

　　　　　　　　　　　　　固形物塊量

・イォシ裟（鱗茂雰笈摺ラ鋤

カチ才ン，　，．．．、．　．

．・

etカリウムィガン（K：う．，づ∴＿．＿

　．ナトリウムイナン（！9ず、．．．．．．．．，

∴之序詞1移三三・：1・・：二二

7ニオン．，．．　’．．．．＿

’，ク”一〃イナン（Cめ．＿＿．＿．

　　　分

。，り晃グラム曳一干グラム，中）

ヅ・へ・u骨一ル幽り〆，叢冒

0，1137　　．2990‘2　　　2，9042

0，1948　　．8，4512　　　8，45、2

010704　　　1，τ556　　　3，5112，

0，000亀．　．030且64　　　0，0328

14，8994

0，0869　　　2．4513　　　2，4513
魂鮫イ　ガソ（SO4”）　…　。・。・・・・・・…　＿」～匙1…攣≡三二＿＿＿旦製墾…露霜

　　　　　　　　　　　　　　1，0645
瞳酸（メタ）く甘2Sio3、…∴・．・・……0，10肌

　　　　　　　　　　　　　　1，1699
遊離磯化ホ素〔E【織……………＿2鯉
　　　　　　　　　　　　　　1，1818

茜他’フニ加r
　　　　　並砺醗ノー痕跡

2t，8071　　　14，90SL

ア，レミ昌ウム及ヒドロ燐敬．ノ各イ☆ソ

心急琴《欝麟婆識鍼編垂雲き）
■　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　’　　畠。

〃ロー，レカリウム（K（コ，＿；．．．

〃・一け回ウ城国鞠・
硫酸力場ウム～Kβq、＿＿＿

硫酸←・ト、噸ウム（No£0“．＿

．硫酸カル’チウ・ム聖CaSQゆ．．。∵鱒

硫酸マグ・ネシウムいr麟go隔）＿．

珪酸（メタ）（EβiQ3），r＿．・・＿．

遊離魂化雰素（Hβ）……・…・・

　　　・「∵」’L．二．．．’』、

　　　　跡とじ、こ

　　い㌦「’二1．．　　・・．　’、1．

　　　1L

　　　．．　　　4，ム
．．．．．．．，。．。．ゐ，．．　0，0聖24

一；・…∵∵よ｝．lo；1蹴

．．＿．．．＿＿．．．0，箆87

＿＿＿．．＿＿　0，4390

＿＿＿＿＿　0曾2387

＿＿＿．．＿鱒．’ EOloo21

……●’?S艦
・∵・……・・……　O・0匙19

　’一　’一　・1b！818

』，　・・轟噌　　　　∴　　義

「ヂ．．h『

■

「隊「

所

分
・性

野 澤 温
在　　’　長野脇下高井鍋ヨ郷村字麻釜

析　　　　東京衛生試瞼所（明輝三十六年、
地

者

比

泉（麻釜櫨内鴻）

無色清澄微二硫化水紫臭チ有シ反服ハ中性ナリ

カチオン　’　　　　　　　　　〆乏ム
　読rリゥムィナソてK、．．．。．．．．；∴．　0，0108

　ナト噛ウムイ玄ソ’～N禽う＿．の＿　O，1968
・・

J，レ・チウムイ1rン：（C』」。○〕．．＿．．＿！0，0840

　　　　　　　　　　　　　　　0，0006　マク●＊シウAイ声ソ（Mg’●）＿＿

アニオン
　〃ロールイ☆ンてq’y’華∴鱒鱒ニニ．．　0，0863
　三百登イ　ナン（SO喝”）　鱒．．．．．．．．．。．．．　　0，4951

死・ヒ鰭ロ闘麩イ　寸y．（H：QQ3’、。．，．り．　、0，0146幽

、

、

　　　　　　　〆　　　　　　　　重　　1，Ω01（16。｝’

　　．　　　　　　　　”原県漉度　7G。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
’．’ Cl戟D∴ρ≒：・　　　　　　　　　成　　分
　　　　　　　　　　　　　　　冤固形物縛藍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，96〆，ム（一千ク，ラ∠L中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約

　　　イ・オシ表・，（甥編嶽鹸ラ鋤　　　彊類表（耀雰塔碧識蓬；繍垂実次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃り愚一〃踊り’，皇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2759　　　0，2759
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，5350　　　8，53SO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，0948　　　4弓1896
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0246　　　0，0妥92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，0527

2，4344　　　2，43星4

5，15・12　　10，3084

0，2393　　　0，2393

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，8882　　18，7612　　12，9821

珪敢（メタ）（H2Sio3）．．．∴．．．＿．＿　Op1163

　　　　　　　　　　　　　　　1，00｛5

　其他　　7ニルロ，アルミニウム及ヒドロ璃酸ノ各イオン

　　　　　　並細酸ノ痕跡、硫化水素少量

　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　’リム’
ク’

E一’捌ウ・（Kα、，一9・・一》＝・1…一目δ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1264グロー’レナトリウム¢ξaCI），＿．＿＿．．．．．．

硫醍瞳ナトリウム（演a鋼．一．＿．．Ψ＿．．．．。　0，d圃9ア

威酸力’レrトウム（C出5〈）の．．．＿、．．．．．．．．．＿r．．．．　．0，2692

，硫酸マン’ネヴウムくM隅鋤4）……・……一一　G，0030

菰炭酸カルチウム〔C8（HCO愈』＿こ＿．＿．．‘．♂’0，0194

珪酸（メタ）（H轟03）＿＿．＿．＿．．．＿＿＿＿　0，1163

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0046

．　一　　．135　㍉一

，．．’ A∴　‘’い㌦
、里f．㌦　・㌦・　噸ノ

．　．）



，．

・鞄
’

「■　・

ゆ　．

　　’所．在　地
　　　分析．者
・一@　性・　　状『

　カチオン．”．’．・

　・カリウAイナン（K：う．．＿＿．＿
・二．． iトリウムそナソ（Na’、．．＿＿．

・　、かレチウAイナソ（Ca●う∴．；＿．♂

，、甥ネ四ムィオ．ゾ（甲殴∵・・

7＝わ・．
　・クロールイナ・ソ聖Cめ．．．＿．．∴；．

　∴魯・Fロ彦繊イすソ〔Hco3’）．，＿6

　　　　　のべガ繊メタL｝σ1至ミ強。旨），。．．．．＿．．．．．．‘

　　　　　　　　　　　　ド圃形物総量
．．

Cオ城囎編磁裏ラ鋤

　　　野・尻鑛泉（冷）
　　　長野縣上永内郡信濃尻村野尻　’
　　　東京衛生試験所｛明漬こ十一年）　　　・　・「．』．．・

　　　無色澄明異臭ナ1〃味灰汁檬ニツテ甘味，帯ヒ三態・・瓢

比，．讐チ驚戯謝スレハしア・ゆ、幣野

　　　　　　∵㌦成：．r’分；1ご’1∴∵　「
　　　　　　　　約‘　3，56グラム（一可■鴨ト∬！中、　　　’　　　”

’琵ム　驚隔一ル．岳1励皇
0，05ユ6　　　1β180　　　1，3呈δ0

0，9692　　　　42，0逃77　　42，0峯77
0，1378　　　3，4364’　　6，8728

0，1272　　．　5，2217・　10，4434

60，6819

1，3954『39β6z5　　．39，3625
193006　　21，3ユ78　　21，3178

112・7041　　60，6803

’壷　’

麟表㈱雰9蕃二二識護；編灘塗〉

ク臥一己無二Kα、・一・・一・…一・喫

ク・酬け回ウ今蝕α1画r・…二・∴・・．

重炭酸ナトリウム（熾HCO3｝．．∴，．；，1＿”．．

重炭酸方ウチウム〔C瓠HCQゆ2〕．，＿．．．＿，．．，

童炭酸マグ室シウム〔Mg（HC（胴．．＿．，．＿．

珪醒試メタ｝くH2SiQ3、鱒．＿∴．．？．r鱒＿∴＿＿・．．．

3乳9818

0，1349

4，1艦67
】，2679．．．。28，8157

‘

1

　，’ラム

’0ガ0982・

2，2258

0β363’

．0，5572

0，7643．

0，1349．

．、

’．旧離炭醒（ρ02｝、．．．．．三．．∴＿1．∴．．

5，3846
．”

@．．其他　　フ呂ル恥ア’ルミ呂ウム，ヒド占燦酸ノ各イオン及

　　　．，．　、砺黒羽跡．　　　　　　，＿、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泊　1．狐

φ

　　所・控地
’　分析．者「
　　性　　状
　艦．』　！9

　　　　，　比

　　　　　　　　　　　覧固形物総量
イ．オシ表（委響高蔵旧臣異皇裏ラ姦動

カチオンー
　．．カ．ザウA≧すジ．～K、，．．＿

　‘ナトサウムィ肯こぺ国3’、”．．

　．カ，レチウムイガソ¢パ’、＿
　　マグネシウムイナン（Mg’つ。
　　7ニウロィ．ナン（Fσう…一

7ニオン
　　グロー〃イナン（Cめ．∴．．。．

　　確卍駿イすン（SQ4〃）錦輔＿鱒＿i

・ヒ陥三脚オン（即9昌り・

　　珪酸（メめくE£103、．；＿＿∴

岐阜縣土岐郡籐戸村大字釜戸三三前
大阪衛生試験所（明治三十六年）

無色澄明醸ニシデ味刺戟性ナ瑛反言聯磁ナ’・
．毛煮沸スレ♪℃Lアルカリ三二愛ス

重　　1，002く15ら

・　　成，”　分　　9　　1．．・．
　　　　　．約　　0743グラム（一『Fク●ラ4中）・

　　　〆ラム
　　　0，0042．．；．．

．。．∵・・Q，1017

．．．．．　　0，0309

＿．．　0，0006
．．．．．　0，0005

’、：．．．　　0，1678’

．．．．．． D0，0014

・…
P’0・0832

◎　●　7　●●

毛リモーゆ、岳リグラ叢

0，1073　　　0，107苔

4，4122，　4，4122
0，7706　　1．54正2

070238　‘．0，0476
0，0u89　　　0，0178

　　　　　6，董26工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．4・11β7、

轡1：際ll◎1等図

鑑泉㊨♂ヤ聴匠ll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’．・謡5
　　　　　　　　∴・．一』「∵．・…．・．．一’ゴ・．＼護

　　　　　　　　　　　　　　　　　．・．．1磨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らコ
　　麟表（夢欝麟覧灘＝瓢湖曳次）・

4，7334　　　4，7334　’

0，0146’@　OgO292
】，3637　　　1，3637

　　　　　　　　　　　　　　｛，，3903　　11》4345　　　6，1263

　　　　　　　　　　　　　　0，p338

　　　　　　　　　　　　　　0，4241．
遊離炭酸（002）．．．7．．．．．．．．g．．．．．．．。　　0，9940．．．．22，5909

　　　　　　　　　　　　　　1，4互81

・其他．マンがノ掃ソ，婿酸イオン，ヒド・燐酸イナン，・

　　　　　砺酸及有機物ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ』・’
　グ・一，レカ帰ム（KC1｝・・一・・…画轡r，10・0080

　』”ロ’一1レナト母ウムく箪a（、D鱒∴＿＿＿．＿∴0，2580

’”召一盛力〃チウム（CaC12）．．．，＿＿．．．．＿．　0，0120

　剛堅聯碁ル’チ’ウ．ム（¢aSC悔、．．．r。．．。．∴∴．＿＿．、．『0，αD20

　重炭酸力，レチウム．〔Ca（HGOゆ2〕＿＿＿，．．＿　0，1053・

重炭酸マグネγウム廷Mg〔H：CO3、2〕．．∴＿三．．0．0035

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HOσ3）2〕…・・一一一〇・00旧

註酸くメタ】旗日ioゆ一一…・一…・一・∵…．’0・0338

遊離炭酸（¢02）＿．＿＿．．．．＿．∴．1＿＿．＿∴’

，0實424乱

0，9940

rl，4181

，＿’ P36　＿

・ご）

■

．ρ．
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資
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1

所　在　地

分析者
性　　　状

　　　　比
原泉温度

準　湯　温∫．泉1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

慧綴鍬綿欝懲内湯庫．．
無色滴澄昌シテ異臭味ナグ中性反感チ微シ黙沸スレ明

転槻酔顔，
　　　880　　『　　　　’　　　　　　・　　　．，　　　　　　　　　．　　

　　　　　成　　　分一　．・…

固形物鳩量　　約　1ρ05〆弘（一干’グラ4中）

．イオシ表（甥変最雰籏鹸ラ鋤

カチオン　　　　　　　　　　，弘
　カリウムィォン’くK●）．．∵．．．．．．．．’0蛙0283

．ナ．トサウムイナy（N島う軸＿．．．．　　　　　　　　　　　　　　　0，2636
　カ，レチウムイオy（Ca●う．∴。．．．．．　0，0474

　マグネシウ今イナン（Mgつ・5一・0，0099

アニオン　　、．　「　．・

　グロールイナ’ン（C1’）．．．．．．…．．．　0，3345

　魂酸イナソ（S（》イワ）．．．．．．．．．．．．。．．．．．　　0，0382

　6師炭酸イナソ（H；C（鮎今…＿・0．33星3

1・モール垂リノヲ金

0，7229　　　　　0，7229
1星～4360　　11，4360

1，1820　　　2β640

0，4064　　．　O18128

　　　　15β357

9，4358　　　9，4358

0，3977　　　　0，7954

5，1025　　　5，1025

　　　　　　　　　　　　　　1，0332　　28，6833　　15，3337
ヨ』邑酸｛、」躍　タ）　（1ヨ［2～∋iσ3）●二．○・●●・・．・●．。●　　　　0，L171

　　　　　　　　　　　　　　1，夏603　　　　　　●
遊離渉旬睡髭（CQ2）．．．．．．鱒．．．．．．．．．．．．．　　0，1962．．．．．4，459ユ

，　　　　　　　　　．　’　　　　　　　．　　　　　　1，3465

芙　他　　ア・4屯ニウムP　7吊ルロ，アルミ昌ウム及ヒドロ

　　　＿燐酸ノ各職y蜘酸ノ鋤

ノ

面諭表（李欝譜鰻押回；霰編躍次）

　クロ「ルカリウム（KCn・……・・，・…L・・∴・・…’

　グ・ローリレナトリウム（π8Cめ＿．＿．＿．＿＿

　塵隠き酸ナレリ’ウム（N島H：α：ゐ）＿鱒＿＿。餌∴．

・硫醗カノレチウ▲’ ｭCaSOδ．．．．．．∴．．．＿。．．．．．．．．

重炭口受力〃チウム〔CaくaCO3、2〕　。＿＿．．．．．

　窟渉竜盈匿マク「ネ　シウム　〔Mg（Hcq』3）9〕㌔・。韓…　●　．

糧（メめ但・Sio・、一…・一∵・一一∵・・∴

遡雛炭酸（OD2）・・……・…・・………弓一・隔・・

f，あ

0；0539

’0，5098

0，2287

0，0542

、0，1273

0，0593

・0，U71

，蚕’

所在地
分析者
性．　　駅

　　　　地・

門

　　　　　湯　温　泉
岐阜暢吉城器上寳村字雫湯地内

纒講囎糠齢三三離。呈．

躍泉温度

之チ三二スレハLア’レカリ怯露盤ス
　　　1．0009G5。、重・

　　　520　　　．　’

　　　　　旗．　分．．

固形物鳩量　　約　0，72のム（一千ク6ラム中）

イオシ表（委鰺三士雰菱堆紅iラ庭面）

カチオン，

　カリウムイナン（K：う＿＿＿．．．
　ナトサウムイナン（贋の．．．＿．．．

　カル乎ウ声イオン（Cガ’）．．．．＿．．

　マク．零弓ノウムイナン（M卜9「う．。．＿．

　フェル・ロイナン（Fe’）。。．．．．軸榊．．

　ラワ岡ノミニ1ウムイ1『ソ（A工●闘）．三。鱒●

’，ム「

0，0181

0，1709

0，0494

0，0036

0，0009
0，00正3

璽り■爾ル

0，4623
7，4ユ43

1，2319
0，星478

0，0161

0，0480

善り’，皇

0，4623
7．4ユ43

2，4638

0，2956

0，0322

0，M40

アニオン
　クロ」Lル・イ「オ9ン（Cl！｝　．．．．。●．．．．．・．　0，1652

　硫酸イ　ナン（SO，5”》、鱒．。．一．．．．．g．．．．　　OlO160

　ヒドロ炭酸イオン（Hoo3！）・・…乳　　　　　　　　　　　　　　　0，3549

10，8122

4，6601　　　4，6601

0，1666　　　0，3332

5．817星　　　δ，8171

　　　　　　　　　　　　　　　0，7803　　19，9642　　10，810｛
封…酸（メタ）く、正12Sio3）．．．．．。．．．．．．．。．　　0，1509

　　　　　　　　　　　　　　　0，93ユ2

’其　他　　 ヒドロ燐酸イナソ及四酸各・劃匡昆ホ

◆

◎1，1503

0，1962

φ　．

、　「

1，3465

■

‘

闘表（李臨蓉暑魔編霜官道雲女）

クロール・カリ，ウムσ【C覧）＿．＿。．嚇＿＿．＿．＿．

クロールナトリウム㊤「aσD…？・・……………

鴛凝ナトリウム（1亘aHCO3）＿＿＿＿．．＿．

硫酸カル’チウ4（CaSO鴫、鱒恥。鱒鱒鱒．．騨．　．鴨∴．

重炭酸カルチウム〔Ca但CO3）2〕．．ら．＿＿．

重彦褐臣垂rピグネシウ．ム亡騒9（E（x）旨）¢〕．．．．．．．．．

■炭酸亜酸化絨〔FelHαD3ゆ．＿．．．．＿＿．

犠酸アルミニウム〔氏1述ヨ0．1、3〕。．．＿．．．＿．．．

1珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿．．鱒＿．＿．．＿．．軸．．

」。137　＿

’，ム

0，0345

0β｛56

0，2704

0，0123

0，1842

0，02且7

0，0028・

0，0083

0p　1509

u

0，9312

亭

塾
？

．唱



○’

所
．分

性

命　地
析　者

　　駅

　　　　「　　　　　　．．　　　　　　　　　．　　　　　　　　　，．　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h．　　　　　弔　　　　　　　　　℃

　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含　h　　．凋

・一 dケ根回泉11冷）．
岐阜縣吉城郡上寳村大字」璽ヶ根
東京衛生試験所（明漕四十四年γ

無色量産蜘浩涼刺戟惟ニツテ翻馨酸性反慮チ呈ズ　．

　　　　　成・＝　分・．・．・・’

固形勃鴇量　約。，23ダ弘←：干グラ碑γ

・イオン表吝｛弊比比籏皇裏ラ姦奮）

　カチオ・ジ、．’一　　¶．

．・力励ムィ★ン（Kb｝’＿．．．
　　ナト’リウムンfナγσ野8う．．．．

　　．カル’チウムイナソくCa’。）＿ち．

　　マゲネツウムイガy（M9乙’）．
　　．フ∫亀，レロイオソ．q『e●う．・・一二暁

．融

　　．》ラム

．∴．0100403
．＿．0，00722
．．．∴0，0350Q

．．．．．
@0，01269

：・…．卿0寧

アニオシ．．

　グロー’レイ’ナン（Cめ＿＿、．
　硫酸イナソ（SQの．．、＿．．．．．．．．

　ヒドロ炭酸イナソ〔H：（X為生．

．＿0，00841
．．，．　0，00823

．，．．O，17L7L’

」

廃顛表て耀察巷響講二等伽藍衣）

亨

　　　　　　　　　　　　　　0，24771　　4，95698
珪酸（メタ）くH2Si（為》．．．．．．．∵＿．．．　0，07595

　　　　　　　　　　　　　　0，32356
溜…離彦緻（cp2）．」．．．．．．．．．．．・．．．．．．．1，92816．．．43，82182

　　　　　　　　　　　　　　2，2δ↓82

其・餌　層ヒド．ロ燐酸イナン痕跡亜珊酸微量

／
厩在地
分析者
性　　．陶

磁ま騒グ＿崩ガ。幽．二＝∴晶為猫、．
　§i§≧§§蓬　’．！li慧窪董§§・　　　畜」暴』；ζ111レニぞぎ≧2垂轟；鷲）1三」：：：：：：：：：：：：：：：：：：　ε：3？‘r｝乙

　0・00ア500，0正500　重炭酸ナ団ウ・価H：q賑）．．．＿∴．・．し一．餌0006窪

　　　　　　3，22305・　　　重炭酸力，レチ㌦ウム〔Ca（H：003）2〕　．．6．．5、．．．．．　Oっ14176

　　　　　　　・　　　重炭酸マグネγヴA〔Mg（HOQ3》2〕．．∴．」．．0，σ7626

1il灘i四徳難鷺1熱：：：：：：：1：：：1；：：；謙

　　　　　　爾65　…鐵趨（。Dゆ…。…L．．．………＿∴∴聖；1器鷺

　　　　　　　　・　　h　　　　『1．．．：∴．2・2518t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’∴㌔甲’・．－．一二・．一，．．』

監野鎮一泉’．〈諭‘’除’．・．：層窪治

　継賀懸甲賀郡南杣村大学遜野

・東京衛生試験所（明治ご十一年》

　殆ト無色清澄ナル毛氣中二放置スルトキハ溜濁シデ途1
・二褐色沈璽チ生孕味ハ餓クジデ載氣ア’り溺ア’レカリ性

。　　　反感チ呈ス
　比・重・・’1，003隻（15。）

弘　　　　．成

　　　　．　　　　．　．1「P

分　1一　　・’‘魑

固形物緯量　　約4，50’ウム（一サート．ル中）

’イオシ表佼髄茂二二簸婁ラ鋤1

〆ラ。．・U壱認

0，0176　　　0，4496

1，3301　　57，70｛9

0，232ア　　　5，8030

0置0121　　　094979
0，0069’　　0，123壬

ρ，0壬47　　　1，6494

’ζり〆弓ム
當　　　量

　q4496
5710壬9
11，6060

　0，9958

　0，246S

　4，9482

麟表（耀雰籍響；滋；編潴弊〉

奪幽

カチオン　　，

　カリウ．ムイ云’ソ（Kひ）“．．＿＿三．

　ナト噸ウムイナソ（Na●）．＿．＿、
　カPレチウムイ云霞ソ¢コa●う．．．．．．．．．

　マグネγウムイオソ（Mg”）．＿，．

　フ呂ルロイナy（Fe謄う．＿・・．．＿
層アル・ミ昌ウ今イづr〆（Ar’う．・繭・．

75，9513

アニオン　　　　　　　．．・
　クロー沙イナソ’（¢iう　．．．．ご．．．．．．．　　2，6り51　　73，486δ　　7「3，486δ

　セ　ドロ炭酸！「オ’ン（IICC憶’）．．．．．．　　0，1509　　　分，4733　　　2，4733

　　　　　　　　　　　　　　4，4001　　　　　　　　　　　　　　　　　　14231880　　75，9δ98
　　　　　　　　　　　　　　0，122ア珪酸（メタ）（H2S董03工＿＿．＿．＿

　　　　　　　　　　 　　　　　4，5228

遊離炭酸（qo2）＿＿＿．．．冷．＿＿　　　　　　　　　　　　　　0，1440．．．．鞠3，2727

　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　「4，6668

其　他』　ヒドロ．燐酸イナソ及珊酸ノ各痕跡

　　　　　1　　「　　　　　　　　　「．「　　　　　’ラム

・グロールカリウムくKCI）。。＿＿∴．∴．。＿．＿。・店0336．

〃ロー4〆ナト　吻ウム（NaC1》　L．い．b．．．．。し．．．．‘b　　3，3759

グロールカ’レ岳ウムC）aC12、＿＿．＿．＿．．∴』．0，5塞30

グロー置レマク，ネ毫ノウム　（Mgく）12）∴●。．6●し．．髄，。、　　O，0368

重炭酸加レチウム〔Ca（H（Pゆ2〕、．．∵．＿．町、0，1630

重彦起駿マグネシウム〔』lgくH（X〕ゆ2〕。＿＿．．　0，0159

重炭酸草酸駕載〔Fe（H：GO3）2〕．．＿．＿＿．．0，0219

ク・．一〃ア．ルミニウムくAIC！3）…．∴一…・．0，2200

珪酸（メ「｝タ｝（H2Sio3、　r・●。。・鱒．●●・・．噺一・●・・？・。・ら●・・、●　．　0膨1227

　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　4D5228
遊離炭酸（◎02）、、．∴＿．．．，＿＿＿＿＿．．＿．’0，1440

4，6668
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宮’ノ，　鑛
滋賀脇甲賀郡南杣付大字杉谷

大阪回心賦瞳所く明治三十二年）

●泉．㈱

循色縫明無臭ニシテ三味チ有シ反論ハ始メ中性ニシテ
　　　愈沸後ア’レカリ性ご鋤ス
比　　　　窟　　　，1，002（1go〕

　　　　　　　’成い分．
固形物遠鑓　　約　2，81〆弘（一増勢ラム中）

イオン表（前説茂一画鉄ラ鋤

　カチオン
　　　カリザムィナy（Kう．＿＿：1

　　》回ウムけノ（Nκ、，」．，．．
●　　カル’チウム’イ★ソtCa”，＿．．噛

　　rrグ零ツウムイオ’ソ（M9画）…

　　’，ム
∴．’OlO249
．．，　　0」850字

．．　　0，1294

．．．
@　0亀0205

．い，謄噛ル

0，6181

36，9067
3，2269

　0，8415

電り’つム
富　　　量
0，618｛

36，9067
6，4538
1，6831｝

アニオン
　ケ。一ウづ　オ’ン（CI今　g．．．．．∴，．．．　　1p4387　　40，5939

　駄ド。炭酸イ☆ソ（H：CO3’、＿∴．　0，3101　5，0S28

45，6616

’40，5839

5，0828

　　　　　　　　　　　　　　2，7736　　87，2509　　45，6667
塾倒Kメタ】（H2塁i監03、．＿．．．＿．．．．．　0．0935

　　　　　　　　　　　　　　2・867量　　　　　　　　　　　　　●’
遊離炭融くOD2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　0，010L．，，．0，2296

　　　　　　　　　　　　　　2，8772
コ辱　他　　　りr炉ウム，　硝酸及ヒドロ燐酸ノ各イ肯ン並」砺酸ノ

　　　　　痛跡・　1　　．，　　　　‘．

　　　　　　霞ll．∵諾二俣鑛
　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　’　　　分　析者
　　　　　　　　　　性　　　訣

藍顛表〈李灘蓉笹鮨姦；繍蕾挿語〉

クロー町レρリウ、ム（KC1、．＿．．．．．．＿＿＿．∴∴．

．ケゴーPレナトリウムC賢昌C恥．．＿＿．＿．．＿．．

〃・一三・サウム＠Cり…，・・∵・・…・1…0

蒐炭酸カル子ウム〔Caα1（X㌧埴．．＿．＿．・＿

重嵐酸・マグ，ネ　シ・ウム〔融fg（ε【OC～、2〕，＿．．．…．，．．

珪酸（メタMH2Si（為、，．∴．．唱＿＿＿．＿＿1．．，．

　　　　　　　・　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・867【

遊離灘・（CO2）．＿，＿．．．．＿＿．嚇．．．，．．，＿．，．＿　　’α．0101

　ノラム

0，0↓60

’2，1590

0，1700

0，27δ4

0，1232

0，0935

竃8772

　　■

ゲ

泉

，

．げ

滋賀縣蒲生郡市以村字二倹　　．　　　　．　．　1

東京衛生前職所（明泊四十四年、

澄明昌シヂ微二黄色チ帯ヒ柵々韻味チ有シ弱酸性反感
，徹うノ煮沸後徹弱7，レカリ悔二二ス

　　　　・威　’　分　　　　■二
固形物騒謹：　約　0，16ダうむ（一千グラム中｝

イオシ表＊・（i野三三晟雰菱異皇契ラ姦享）

カチ：なン

　カリウ轟イ六ン丈K’、二、、，．．…

　ナトリウムイナンく1噺」、＿，、。

　カルチウムイナソ（Carう＿，．．

　マク味シウ▲イナソい19つ
ツ」，レ’ 巣C六ンくFe．’、．．．、＿．

　ア，レ…昌ウムイナン（▲1。●●】。。．

アニオン

　〃ロー〃イずソ（C1’）．．＿＿．
　ヒドロ炭酸イナソξHα〕嘘’｝．．．

　　ノ弘，
．．．　0，00175

．．0，01053
．．．　0，01107

＿0，00448’
．．．　0，05005

．．．　0，00186

．．．　OgOO980

．．，　0．19177

驚，」唖瞳ル

0．0446

0，4588
n12761　・

0，184吐

0，8953

0，0685

電リノ，ム

雷　　量
0，0446

0，4588

0，5522

0，3682
1，？906

0，2058

　　　　3，4202

0，2765　　　0，2765

3，1438　　3，1438

　　　　　　　　　　　　　　0，28136　　　5，3477　　　3，4203
珪酸〔メタ）（H2Sio3、＿，＿＿．＿．0．O1300　　　　　　　　・・

　　　　　　　　　　　　　　0，29436
遊離瀕塗（CQ2）．．．．．，．．，．鱒．．．．．豆隻，『　0，1236g．．．．．2，8111

　　　　　　　　　　　　　　0，4且805

其他　アムr鵬ウム．イオン・ヒドロ燐酸イオン及翻酸ノ

　　　　　各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

’螺表（耀慎独逆撫；蘇融安吹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン9．ム
〃ロールカ”ウム（KCめ．＿＿．．，。∫＿．．6．＿．．0，00333

グロー〃ナトリウム（置aCl、．．二．。．．．，．．，．＿，．0，00155

重炭酸ナトリウムく国al｛C（㌧、．r＿＿．．＿．．．．0，036＄4

揃彦竜酸力’，レチウム〔Ca（11（Xゐ）2〕＿．＿＿．、．。．　0寧0舞476

窟炭酸マグネシウム〔M9（HOO3）2〕，＿．＿．0，02694

歯炭醗藍E酸化搬〔Fe（IICて）ゴ』〕・r響．．9．．．．．．．・」r魯　．0，！5930

グq一ルアルミニウム（AIC聾の＿唄∴＿、．，，0，009L4

熱i酸（メタ）くII2S三〇3）．＿．．＿．．．．r．．．∴．＿．，．．．0，01300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，29436
逆i離炭酸（CO2、＿．．．．．．．＿．．6．．．．1＿．．．．．．．．，．．10，12369

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，41805
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’覚，口

．所　在

分析
‘隔

地．

者
状’

些．

東草野鑛「泉

の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形物線量　約6，28’ラム（一諾グラム中）’・　・　．．．’二’〆∵

カチ評凋委慰撫耀≧．ぬ・∫』瞬磯騨韓畢繊麗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，8614．　　硫酸ヵ．り．ウム（K2SC励．．．．、＿．。．．．．＿＿．．．．∴．’“0，q120　　　　　　　　　　　　　　　　0，0039　　　3，8614　．
…．

T繊戴ゼデ：：：：；：：：：：：：

　　　　　　　　　　　　　　　　1鑑・．羅i補薬㍑竃識碗：：：：：：1：：：：；：：：：1：：：：1翻
　　　ナトリシ込イオン（Nポ）＿＿．．．
　　　カル・デウムイ’オ’シQCa●う＿．．榊．．

　・，・　　マダ・ネモソゥムィォソ（』fg，，）．じ．．．。．　0，0944　　　3，8752　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，7504・　　　硫酸マグネシゥ．ム｛MlgSOl｝．．．．．も堕．．．．．．．，命．．．　　0，4670

懲懲犠～：：lil：欄・弩；欝ll；iii　雛欝撫：：≒三；三；羅

　　　繍鰻繍・勲二二漁語脈號§翻．轡蝋騨∵：「∵7惑羅11
卜τ ．．珪酸（メタ）（H2Sio3）＿，．．．＿．マ，．

滋賀蝦東淺井郡束草野村字上坂並『
大阪衛生試瞼所（明治三十一年）

．蛮禍蟹慰潜山勘反騨融融ス・
　、．．．　成．∵1分・

其他　リチウムドをソがノっ

　　　　三三酸ノ痕跡

5，8091　　β4，3166　　80，6526

0，0987　　　　　　　　　，

5，9078　　　　　　　　　　　’．1

クロール及硝酸ノ各イナソ
　　　　’

．ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　・1・玉　　．　　　、　　　’・

立・・山　温　三
富山縣上新川郡大山村大学有峰『
大阪衛生試験所（明治三十三年）

募艦雛味ニツデ靴燃η三冠聞ア”．

，’”

’　　　　　．’所在
　　　　　　　分析
　　　　匹　’性

曙　　　　　　　．■　　　　　，

地
者
販．

比 重　　．　1，0009（150）

　　　　　．成

固形物緯量　　約

・・ Dイオ壕’ i弊二塁嚴皇裏ラ姦奮〉・

カチオン　　　　・　一グ弘　覧リモール．’電脳蓬
　カリウム’イナン（Kう……弾。。・　0・0394　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0σ6壬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0064
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，8894　ナ．トリウムイナソG∫aう＿．．＿．　　　　　　　　　　　　　　0，2肌0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．10，889毛
　アゐ唱三ウムィナン（NH4う∴．　0，0044　　0，2439　　0，2439
　ヵル；チゥムィナン　（ρa9’）＿．＿．亀．璽　　0，0L44　　　0，359　L　　　O，7182

　rrク●ネ｛ソ3ウムィ　71rン〔Mg’う。呼●」．　　0，0010　　　　0，0411　　　0，0822　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90，0680　　　　　　　　　　　　　　0，0019　7、L，レ萌ナソ（Fe●う．．＿．．．＿・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0340
　r・ソカ．ノイナン’（Muのう　∴。．．．9．　0，00匙0．0，0182　　0，0364

　アルミ昌ウムイガン（Aトう＿＿．　　　　　　　　　　　　　　0，0004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0148　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・0，0444

　　アニオン

　　　グロールイナソ（α今＿＿＿＿
　．，．扇：酸イナソ（so4”）…・σ…・……

　　　ヒドゴ燐酸イナン（Hpo4”）＿
ゴ　　　ヒドロ彦露イナン（Iloo3つ＿．一

　　　三三嘉イナソ‘H評）＿＿．＿．＿．

0，2193
．0，2320

0，012ユ

0，1060
qoO28

e’

　　分　　’
1，39ノヲム（一干ク●ラム』 ?j

　　　　三二表（驚麟究灘＝羅二二雲次）

6，1861

2，4152
0，1多60

工，7373

0，0831

13，0889

96，186ユ

4，830壬

0，2520
1，7373
0，083乳・

　　　　　　　　　　　　　　0，8857　　23，1546　　13，0889
珪酸（樫）（卵i（h）・……！…一一型型

　　　　　　　　　　　　　　1，5568　　、
遊離彦繊・く002）．．．．．．．．．．．．。．．．，．．．．’　0，0176．．．ゆ3990

　　　　　　　　　　　　　　0，0022遊離硫化水回（H動＿。＿＿…・・

　　　　　　　　　　　　　　1，5766．

．其他　サチウムィナ：ソ及翻酸各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ乙
Oロー’セカリウム（KC！）．．r＿：。＿∴．∴＿＿，　0，0750

グ’ロール1ナトリウム（欝aC1｝＿＿．＿．．．．∴．　0，2890

グロー’ ㏍激Aム兎＝ウムくN：H：4）1、＿＿＿＿＿　0，Q130

．硫酸ナトリ．ウム（Na2吊Oの6。．∴．．．，．．．．．＿．．．＿’0β010

重彦融ナト　リゥムくNa王1◎D3）σ．鱒，鱒．．．韓闘脚．．．0，1373

フ！嫁化ナ回ウム（N・HS）・…∵・∵1」…・・…・0・0048．

硫酸刀ルチウム⑩aSO4）1．＿＿．．＿．．．．＿∴∴，0，0350

硫酸マグネツウム（MggDの．＿＿．．：＿＿＿．．’0，0050

燐酸カルチウム（CaH：ρQ4）＿Ψ．．．＿．∴＿．0，0137

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO窪）ル．＿．．．＿」＿．0，0061

重炭酸亜酸化マンかノロU：n（HCQ3）2〕＿＿・0，0031

燐酸アルミニウム〔A】2（H：PO4）3〕．．．＿．．．＿　0，0028

珪酸（メタ→くH2S…0ゴ）＿＿．．．＿馬．．＿。・・＿＿．．．　0，6711．

．遊離灘（oo2）．＿．9．・

遊離硫化ホ素（耳母）．．

o　　　　　　　．

　　　　　　　　　1，5569
．．．．．．●．．。。．。．．∴．，．．．．．．．．．　OyO176、

。．．．．．．．曾。．．．。．．．．．；．．．。．雪。．　　0，0022

　．　　．　．．’！・・．㌔∵　　　　　．．・1，昼767・
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●

・藍．

「

創

．　　角内∴田・’三脚．■　．二・’
所　在・地　　富山藤下新川郡胎生地心村字角内田三冠三百九チ五番地

分．析　者　　東京衛生試長所（明治四十四年）　　　’
．性　　　状　　殆ト無色澄明徹二嘉味チ有シ弱7’レカ”性憂慮ラ呈ス

　　　　地’鼠’1・0060（1駅）　昌一・．・，＿
．．

　　　　　　　　・L．’威か分’・．．2

　　　　　　固形物臓卜8，24ん（一干グラム中）
’イわ表，（本激永一千グラ’ム申二含有ス’レ各成分及芙量次ノ如シ）

　　カチオン
　　　カリウムイナソ更K：う．．．一帥　．」．

’　　　ナトリウムイナソ（醤8う卯．．」＿

　　　アム℃昌ウムイナソくNKボ）＿
●　　カ，レチウムィ．ナソ（Cの．．＿．＿

　　　マグネツウムイ赤ン（Mg“】＿
　　’tフ孟ルロイナソ（Fρ●●）・。。・・鱒・・。∴

　　　ア〃書昌ウムイナソくA取”う，ρ．

　　アニオン
　　　〃ロー，レイオソ（α’）．．＿＿．，．

　　　魂酸イ☆y（80亀”）＿＿＿．＿．
　　　ヒドロ」幽陵イオン（HCO3ノ】　．．．

　　　豊戯（メタ、くHr2s量Q3｝＿・…・・…∵・

’・・　u愚一ル垂。励姦’

飢2518　　　　6，4317　　　　　　　　　馬4317
2，4574　106，6ユ17　106，6117

0，QOO5　　　　0ρ0277，　　　　　　　　　0pO277
0，123皇　　　3プ0698　　　　　　　　　6，1396
0，2847　　　　11，6872　　23，3744
0，0005　　　0，0089　　　010178

0，0013　　　0，0480　　　0，1440

　　　　　　　　142，7469

4，4278　124，9026　ユ24，9026
0，5858　　　6，Q983　　12，1966

0，3447　　　516497　　　伊，6497

　8，4776　264ρ5356　142，7489
　0DO535，

　8，53U
　O，0626．．，．．．1，4227

・8，5937

、

麟表（欝麟繍蓬＝繍奮聖次》

三三戯（◎D夢………3…・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，ム
クロー2レカ嘘ウム（KICI）』．＿．＿㌣弱．．．＿＿・σ，4796

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ココグロ＿ルチトリウム‘NaC恥＿．＿＿．．，．．．。。，6，2371

’ク1ロー．ルァム亀昌ウム¢てHdCn．＿．．．r＿．　OLOO14

クロー’レカ’レ1チウム（CaGり．．．．＿．．．．．，．∴．．　0，3411

クロ・一，レマク●零ミノウム（、fgC12、．．．，．．．．．．．●。．．　0．2711

硫酸・マク●ネシウム（MgSO4｝　．鱒．．．，．．．．．．．・．．6　　0，725ユ

置炭酸・マグネシウム〔Mg（ECqΩ2〕＿．．．．＿．．　0，412【

重炭酸亜酸化歳〔Fe（Hcg3、“…………∵一　〔｝量00昆6

硫酸ア’レ邑ニウム〔A凹凹Q4湯＿＿．＿．．。．．．0，00S5

珪酸（メタ）旧邸0◎一一亀亀…∵…一一…o・鵬5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，53U

騨炭酸側・一∵∵州∵1野剛．瀦

憂

　　在．地．．

分析・者
性

1

比

●

∵・

舟．

ｩ鑛泉（冷）
’智山縣下新川紹舟見町大字舟見字ホロ四千百六十三番地i

r禦京衛生無職所（明泊四十四年）

一色弱齢1置引清凍昌シデ爽快1ナリ；其反感ハ微弱アルカ

　サ性サ徴λ　　　　　　　　幽　1．．　　i噛．　　∴

重一，oo【サ（20。）　，　「　「1　　ρ

　　　　　威　　　分，

固形物線量　　　　約　　2，88〆ラム（、一『Fク噛，ム中、

イオ峰郷（甥蕊雰録皇婁ラ鋤

カチオン　　　　・　，

．　カ”ウムイナン（K：う．＿∴、＿

　アム℃昌ウムイナン（箪Eの．
　　カルチウムイナン（Cパう．＿＿
　rrク●ネシ「ウムイ1rソく、Mg●’、

　，フ呂．，四四ン〔Fσう・……・・

アニオン
　　グロの’レイオy（Clつ．．＿．．。．

ナトリウ．ムイナy（凶ポ）．＿．．．．．0，7088830，7540130，75401

　ヒドロ炭酸イナy（Hα㌧う，．

　’硯酸〔メタ）（HBOの．＿＿＿．
　珪酸（メタ）く酊2SiO3）．＿＿．．．
／「

　遊雌炭酸（◎02）．．，＿＿．＿＿．

　　　　　●

　　’，ム
．．　0，01934，

，．　0；00053

．．　0，28343

，．．　O，08375

…0・0ρ210

・　●　●

覧り肛門簿

0，49400

0，02931

7，08575

3，4380L
O，03750

巳噂二目ム

冷　　　澱
0，49400

0レ0293t

14，17150
6．87602

「0巳07500

52，39984

0，54395　　15，34415　16，34416

，p．．　2926077　37，05573　．37・05573

　　3，90275　94，23846　52，39988
．．．．　0，03406

．．．．0，11062

　　4，04743
．．．．　1，55953．．．35，44386

　　5，60696

　　　　　　　　　哨　141

畷表（煮冷麟婆聯鳶職雲雨）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．，あ
〃ロ’一，レカリウム1（K：C1）　：．∴．＿＿．＿」．．，．　0，03685

グロー，レナトリ・ウム（NaCn＿∴＿、．＿＿．0586700

グロ＿ルァムモ昌ウム（N正均Cめ＿＿＿＿’0，00157

醤を装酉愛ナトサウムくド魯H：（X】ゆ．6●．．．．．．。．…．．．，．1，33946

窟炭酸力’レチウム4Ca（HC〔晒〕．1＿＿＿＿．1，t4795、

重1鐡マク．ネシゥム〔氏1g（HC【）3）2〕　　．●．．．．．．．　0，50331

厘炭酸亜酸化繊〔Fe（HOO3憾．。．＿．．＿．，．ご．．．0，00668

』棚酸（メタ）（HBOゴ）　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．pゼ．，。．，●　0，03406

珪酸（メタ、くHIβ103）．．．．．．．gり．．．，。．．．．．．．．．．。．∴．●　0，11062．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，04750
三駐離炭酸（（X〕』）．．．．．．騨．．．．一・．陣．．軸。．．．．．．・。隔．．●　『1955953

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，60703
　　　　　　　　．・『．’1　’』乙；f

一

．・・ D〉

　　　風町



■．

F．

七．

9

　　　σ

．・E所在地
　分．析者
’性’　状

．　　　　比

　　　　，　　’

磯亀 ｲ．’．餓・’．1泉一，（諭

　富田縣氷見郡八代村：大字磯邊’　　　『1．　　　’

・　東京衛生的瞼所1．（明治二十一年）　　．　　’．　’

．・ D㈱刈穂嚇・・酸性且ツ鰍性ニシ取麟酸性列
　重　　　　1，0076｛．140｝＿

　　　・．．成　・．分　一∴一．’．

‘固形物総量　　　約　’5，q正クρラムし一．聖明トル≒菖）

傭シ表．（本鑛水一・｝ニト，レ中二含有スル二成分冊其量次ノ如シ）

カチオン　．　　　　　’　．
　7k素イナy但う㌦＿．＿．＿・＿
　　力導ウムィナン（Kう嘱＿＿．．．、
　　ナ撃サウム・イナン〔聾a’》．∴．。．．。．，

．　　．カル・チウムイナソ（C“9「L．．．‘＿．

　　マク瞥ネシウムイオry（温9．●）　．．●

　　7エルロイナン（Fe穐｝．∴．＿、．．．

　　ア欺ミニウムィオソ（Al∵●1∵・

．〆ラム　’

0，0011

0、0036
0，！283

0，1162

09010｛

0β978
0．4714．

Uモー卿．ボ塑皇
】，0891　．　1，089⊥

．0，0920　　　0．0920

5，5662　　　5，5662

2，8978‘．5，7956
0，4269　　　0，8538

7，1164　　14，2328

17β948　　52，1844

アニオン　　　　層　　ド　．

　グローpレイ．ナソQC1ノ）＿1＿，．．．，　0，1698　　　4，8745

　硫酸イナソ（β04”）　。嘱亀．、．．，．．．，．．、　3，6104　’37，5848

’79，8！β9

4，8745

75，1696

4，9090　　　　77，0425　　80，0｛匹41
0，1142・　　’

麟表鷹≠愛縁覧灘＝鹸蛋聖つ．

硫酸力瑠．ウ‘ム（K12sQ｛）．．＿．？顧け暁・げ＿壁∴・。・・．

硫酸ナト・艸ム（箇溺。、）．＿，＿．∴．．．．．ボ

硫酸力’レチ．サム（C3SO4）．；．。聴．r．．、一♂∴．噛．．殉．．

硫酸マグネジウム（Mg9）｛、＿＿∴…・・…．
硫酸亜酸化的（FeSO4）∴∴．＿．叫。．、；叩慎＿．ご

ク・一〃ア’峠二遡脚α・、…・∵轡∵…
硫醗アルミ嵩ウム〔AI2（SO｛）3〕∴．＿．＿．＿．・・

遊離堕酸但CD　・兜r…1・…・…・……一…・…

轡メタ燗叫ツ∵∵711二爵

　　　泉．蛉｝．一包．

。磁、

0β960
’，0β940．

0，0520

．ユ毒081僅

・0，1630．

幻740’

⑳410
・0，1142

珪酸（メタ）但iβio3L＿，。．＿．

　　　　　　　　　　　　　　5，0232

茎　他　　ヒド三燐酸イオン　痕跡

　所．在．地’

ぐ・分析考
　性

磯　邊　鑛
富μ1懸氷見郡入代村大字磯邊干四頁三十七雷地．

、東京衛生試三所（明麗二卜七年》’

掲色澄清異臭ナク敦創：性酸馴未テ有シ反跡地酸泪…ナリ

　　　　　威　　　分　　　　　　　　・

．“ ﾅ形物緯量　　約　14，15ノ弘（一溜一ト，レ中1

・枕ン表（甥翻雌馬ラ調
カチオン．@　　　　　　　　　グ弘
　7聡素イナy（H卜）　＿＿＿．∴．，、，．』0，0176

　カリウムイナンくKう＿。．＿＿．　　　　　　　　　　　　　　　0，0011
　ナトリウ4イナン’（NIド）．。＿∴．；　0，0810
　．ヵル，チゥムィォン〔Ca・う．．＿．．，．　90，4098

　．マグネシウムイナン（遭！9”）　騨・　　　　　　　　　　　　　　　0，0944
　フェ〃ロィナン’（Fle。．）　．．．．．．．．．．．．　　1，6361

‘　　7，函「ミ串身ムィオγ（A1●”）、．．．．嘩　　0，868ユ

7ニオン．　．　．’　　1・

　クロー〃イナソ（Cめ＿＿＿
　ヒドロ硫酸イオ’ン（1｛SQ4つ．…

　鰻イオン（SO4”）

．．．．0，0485

．．．　　1，5486

　　8，9588

罵りモール

17，4257
0，0281

3，5141

10，2195

亀8753
29，2683
aa，0332

罵りグラム
齢　　　萱

、17，4257

　0，0281
　3，5ユ41

2f，34390

　7，7506

58，5366
96，0996　．

1，き681

15，9524

93，2625

203，7937

　1β681
15，9524

186，5250

206，9472　203β455

＼

．5，0232

説諭（欝欝婆磁議輔鶴吹）

　　　　　　　　　　　　　　ロ　硫酸カリウAくK2SOの……門’…・ヤ・・………・・

．硫酸ナ’ト艸ム（翫轟）“噸、頓．．，．．．．陣1．．，．

　硫酸カルチウムくCaSO4）．6＿＿．．＿．＿＿＿

　硫酸マク●ネシウム　〔MgSO4）　．．．曳．．．≧．．。．。，．．解

硫酸亜酸化織（FeSQ4）＿．＿．．．，．．＿，．＿．∴．．

　硫酸アルミニウム〔A1致SO413〕．．＿＿；＿＿

　遊離塾酸【HC1）．．．＿．，．．．．．。．＿＿＿＿＿＿

．遊離硫酸〔H2SQD…・∴………・……∴噌・，・，・

　珪酸くメタ朕H2Siq｝）……………………・・り・・

珪酸くメタ】〔H2SIO3】．．＿．＿．．．．．．

13，6640
0置2778

13，9418

鋤

’ノラも

O，0024

Q，2501

1，3891

0，4671

4，4460

5，4946

0，0499

1，5648

0，2778

13臨9418

其他　ヒFロ燐酸イオソ

一　142　＿
’

6
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》・



■

り

1

所在地
分析．者
性．．　釈

‘

富山縣氷見郡山代村大字吸邊字ZF山六番地

東京衛生試詰所（明治二十入年）

，赤禍色滝満ニシデ墨臭ナク反腱い・酸性チ徴；ズ　　．

”霜オシ表（鰻磁器裏ラ鋤
カチオン’

　水素イ膏ソ（Hう＿………3・・
　　カリウムイオ’y（K’）…ド・」・・

　　ナトリウムイナソ（！雪a’）．中・

　　カかチウムイガソ〔C畠’うし．・一

　　マグ零ツウムィナソ（Mg呪’）＿
・　フ」ル冒イ智シ《Fe・’〕．．＿．∴。

　　ア虎ノミ昌ウ戸Lイ1『ソ（A1鱒う，。・

　　　〆ラ▲

＿　0，0084

　　0pO284コ　ロ　　　　　

．，　0β278
．．．　’0，3553

．．．　　0，1454

，．．　　2，6150

．g　　O，9805

7＝オン　’・
　ク。司レ材ソ（Cめ．．∴．．．＿．
　ヒ」ドロ硫酸イオρソく田∋（）4ノ｝．．．．＿

　魂酸イオン（SO4”）　．＿＿＿．．。．．．

　ヨ顛蝋メタ）（Hβio3）＿＿．・＿＿し

0，0462

0，6832
11，847ユ

威

恥一ル凸画因
8，3168　　　8，3168

0，7254　　　0，7254

14，221当～　　14，22夏2

8匿860る　　17，7含08

5，9688　　11，9376

46，7800　　93，5600

3611808　108，5424

幼5，0242

　1，3324　　　1β324

　7，0382　　　7，0382

123，3302　246，6604

252，75｛2　255，0310

分’

’

螺解く甥雰9蓉難；灘＝撫鰭蜜タ）、

17，0873

　011781

17，2154

痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ノ，ム
硫酸カリウム（K2SO唱、＿＿．．＿・．∵．．．＿＿．．，　0，0632

硫酸ナトリウム（蔚α2SQ範．．＿．∴＿．．．＿．r．　1，0U｛3、

硫酸力，レチウム¢aSQ4、．．．．＿．．＿．＿…。・…　　1，20郷

硫酸マグネ・のムくM岬）“．．＿＿＿＿．＿．o；四〇〇

硫醗亜酸化戯（FeSO4）．．．．．．．。．．．＿．．．＿．……　　7，1060

塩酸ア，バ訪ム〔醸SO、U＿．一．∵……6・梱0
邊肖盤盟酸（HCI）．。＿．．．＿．∴．巳＿簡．＿．∴・・．…・・　ObO姻5

迦…雌有荒酸くH：2SO鴫）．．．．．．．．．．。．●6．．．．．．．．騨．。．．．．．．．　．0，6903

珪酸くメタ）（H£i（㌔）＿．一＿．＿一…一．一・0，1781

●

菖　 他　　　ヒドロ濟酸イツトソ

　　　　　1’、．ボ

P

所

分

性

：在地

析着
　　翠

磯 邊 旧 臣

宵山縣氷見癩入代村大字磯邊千四百三十五番地

回京衛生二二所（明治三十一年）

褐色発明墨臭ナク酸性取駄味チ有シ反感ハ酸注争呈ス

イオシ三三奪三二簸裏ラ鋤
カチ：暫ン

ホ業イ青y（田・・…・・一・・…・・

　カサウムイナソくK●、＿．＿．＿

　ナトリウムイナyくN8う．＿＿．・

　カル・チウムイ責ン（C郎う。＿．．＿

　マグネツウムイナン（Mg●’）．．・＿

　7凸’レロイナソ（Fげう．い＿…．．・

　7ルξ昌ウムイナ．ソ（Al”う＿＿

ノ9ム

0，0109

0，0087

0，0719

0β518

0，2316

1，5922

0，2813

威

璽り■一ル．

10，7920．

052222

3，0803

8，7731

9，5074

28，5313

10，3803

足り〆，ム

賞　　量
10，792り

0，2222

3，0803

17，5462

19，0148

57，0626

3い409
138，8590

分

7；オン
　　騨・鯛イナソ（HSO・つ……1・016410・779310，7798
　締酸イナン（SO♂う。．．．鱒．．．．．．．．．．．．　　6，1596　　64，1224　128，2448

　　　’　〆　．　　　　　　・　，　　　　　　　　　9，7535　146，1888　139，0246．

．／　珪圓臥メタ）（E「2SiO唇）。．．．．．．．．．g．．．．　　0，2056

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，9591

　　共　他　　クロー彪イナン及ヒドロ燐鹸イカン「ノ各痕跡

17，2156

血顛表（本地水ハ其集威昌於ヂーり副トウ中…欠ノ成分チ含有ス〃瀞両日高直櫓霊ス）

硫酸カリウム（K2SO4）．＿一層．・…翰…・輔・㈹。　

〆，あ

0，0194

犠酸ナ回肱画郵）“…一・…∵一…・’o・2⑳
硫酸力，レチウム（CaSD鴫）………r……・・……

硫酸マク●ネ≒ノウム（MgSO≒ゆ．．・。・・。帥…鱒●・曲…　。

硫酸亜酸化載くFeSO4）＿＿＿…・………・・…
看荒酸ア，レ謹昌ウム〔A12（SO弓塚】．∴．・＿．。．＿＿．

遊離硫酸（H罫）4）＿＿＿＿．∴・…」…………

珪酸くメめ（H鐸io9．＿＿．＿………一…・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　属

1，1926

1，1苓81

4，3267

1，7804

1，0573

0，2056

99959五

1

●

●＝託
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．D

、



● 4　．

尋

げ　　　1

’嗣

診　’

・所：在

　分．析
　：性

　　で1‘．．

　　マカチオン．、．　、　．　P
　．　．永素イオン．（Hう・∵・…∵・∵・∵“

　　　力導’ウムィナセr（K’）　．．・．；；・＝。…

　　　ナトリウムイナy（＆aう」＿＿・・

　　　．．カ’レチウムイナソ史C匹●う…・…・・

㌃　　　マク。ネジウムイナy（Mg●；、＿．鱒．

　　　　フ三ルごイ’ナyくFe・う＿．．；．．．∴

　　　ア汐ミゴウムイ．ナン（A！’”）＿西，

絶

回

状．

イオン表擁翻講裏ラ欝）

磯回『鑓1’豪’．じ・

富山態永見郡八代村大字戯邊宇李四番地　・

．東京衛生試田所（明治三十一年〕　　　　　．’　，．、

瀧灘r糠皐・・蜘酸性興鱗・柳
　　・’．1成，．・’分：・，1　’「．∵

　　　　　　　　　　　磯陰磯顛動滋；麟鰹）1

ノ弘．・リモ確善リグラ塗
0，0050　　　4，9603　　　．4，960δ

0，0460　　　ユ，1750　　　1，1750

0，1243　　　5β926　　　5β926

0，3755　　　9，3641　　．18，7282

0，1495　．　6，1371　　12，2742

1，4021L　　25，08撃　　　50，1646

0，7611　　28，0849　　84，2547

アニオン
　，グ．賢＿ル・イ．7rンしClノ）．．曾．．．．．．．＿、0，2076

．ヒドロ硫酸イォ・ソくHSO4ノ）＿．＿　 0，4844

硫酸イナy（9D4”）＿．．r．

珪酸（メ参）但：謁三〇3）．韓．

　　「「．‘．1ざ、1・．総・

・　・　，　．●

oOoo・●

P　　．■　　．「

176，9《L96

・…
@唇・＿7・9935

　　11，5490　真74，2562　177，2735

．．．．．　　0，1957

　　．．11・74墾7’．　・1，

■．．・．　　：．・

5，8561

4，9902、

83β：36

　5，8561

　4，9902

166，4272

　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　層ノラム

　ク・・一一艸ム’《KCI）・…・・∴∵・………6一．0，0876

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2740　〃「ロー’ルナトリウA（芯aCめ1．．＿＿．；……・

　硫酸ナト艸ム郡山α｝……・㌘r∵・病・轡0・0503
　硫酸力好ウム．σ・鋤＿＿．．6．．．＿．．．一・1，273σ・

’硫酸マグ籾煽（MgSO、）∴．．．．．．∴．＿‘．ト．．・0，ケ4π

　硫酸亜酸化鐵（FeSO“．＿＿∴．．∴．∴＿＿；．．3，8100

　・硫酸ア’レ‘ミニウム〔AI2qSO4）3〕．．．．．．．．．∴ビ．●●．・．　4，8170

　灘薩硫酸（H£Q4、鱒．．．．．韓．∴軸．．．．．．●．・…　9。・6・P・『0，4894

。轡ぞ｝（騨ニツ☆二1：ツ1・・1：漂1・

．夢．　　　　　．’「．頃’．

所．．在’地

分析者「
、性　　厭
　　　　．地

　　　　獅

磯魚．鑛’「 泉（冷）　’．．償
一驚氷購八代献三三靴三四臨＋七三　　　　　．。，
棘衛生試瞼所（明治三十六年、　　　　　’ピ

黄褐色清澄ニシテ丁丁味チ有辺気鷹メ酸性チ徴ス・．
重　　　　1，039（200）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．，

　　　　　露・ ・分．．・．．．・：・1・．　　　　　　．．．

固形物酌量・約　42，00ノラム～一千’グラム中）

　　　イォ〉琴（本頒水一千グラム中二含有ス，レ洛両分及其量次ノ如ジ）

カチ才シ　　　　　　　　　　　グラム　董リモール

弊搬響ゾ濁二二二：1：：：：・1；藩曾；翻．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，4090　ヵ，1ノチゥムィォ・ソ（Car・）．．．．．．．●．　　0，3372

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，9056　マク●ネシウムィナシ（Mg”）．．．．。・　　0，！195

．フェ，シリイ・ナソσアe騨う・軸，．．騨．輔・

　アウミニウムイオ・ン（A工●．’）鱒．鱒．　197519

アニオン　　　．．　　　｝　腎
　〃ロ　ールノィナン（Cr）　．．・．．鞠．．。．．　　0，0368　　　1，0381

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5172’　　　　　　　　　　　　　　0，0502　ヒドロ石田酸イナy（HSO4ノ）＿．．．

切グラム’
躍　　髭
0，4951

1，8915

16，8180

9，8U2

嬉12071居b’金1誓羅’

　　　　　　　．β58，7689

1，0381

0，5172
硫酸イナソくβ0己”）．。6．．．．．．。。．．．●．．　31，5677　328，6248　657，2496

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，028L　555，799σ．658，8049’

鐡（メタ｝（H’2Sio3）。．．．．。。．●．．．．．。　OgO156

　　　　　　　　’　．，　・’42，0437

其　他　　マソがノィナソ及しFロ燐酸イナン1ノ各痕跡

一　144

麟奉（本嗜水ハ其集成二於デ・一二グラム坤次ノ成分チ含有ス，レ溶液二子三相當ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラム．
ク・q〃卦艸・瞳α》．…・・…∴・・，∵・1！10・0608

硫酸ナトリウム（N32SO4）＿．＿．＿．．∴＿＿・0，0605・

統酸カル’チウム（C謁04）＿．．．．．．よ．．．．．＿め…・　1，1431

読酸マグ籾亨ム（MgSQ嘩、＿．．．．．＿極．・…・0，5916

硫酸々化鐵〔1『e2くSO｛）3〕　」．．．．．．．，．．．．．．．＿．．．．．．　29，0544

補酸アルミニウム〔A］，（Sq）3〕．．∴…・……11・0670

遊離硫醐H・SO・）・；……ミ・………・・画・…？2．0・0507

珪酸（泌）（H轟0、｝………・…＿・…1・・…・・0・0156

　　　　　　塾．　・　・…．ご．　　・42，0437

．，、

’．

膨

｝ f



，

ら

’

b

●

所在’

分析
．性’

・　磯ご邊　鑛●・泉（冷）’

三富山脇氷見組入代村大字磯班字卒干六百七番地
者　’東京衛生試瞼所（明漁三十七年）

状．褐色流明災奥ナク収敏性酸味チ有シ煮沸スソ～・潟濁ツ

比釜褐㌣灘講ス’．・…　．．．．．・、∴

　　　’イオシ衷

カチオン
．カリウム’けンくK・）．＿．．一．，．．，．ぎ

　ナトリウムイナy〔Nの＿．．＿．
　、ガ〃チウムイナソ（Ca”、＿．．．＿
　マグ．ネシウ．」ドイナン（Mg●う晶．．．．

　フ暑ル・ロイナン（Fe’う＿．＿．＿．風

　アル竃ニウム．イ・ナン（A乳’●う＿＿

慨
　　　　　　　　ロ　　
（甥変二二護鮭裏ラ鋤．

〆・・　い，モール差リノ，湿

0，0008　　　　0，0204　　　　0，020毛

0，05｛5　2β644　2，36艦
0，4963　　1313765　　24，7530
0，1546　　　6，3464　　12，6928

1，5243　　27，2683　　．54，5366

2，L522　　79，4130　238，2；う90

332，6062

アニオン
　〃ロールイォ’y（C1，）　．．．，∴．．．．．．　　0，016鉦　　　0，45｛2　　　0，4542

　硫鮫イガソくSO4”）．．．．．．．．．、．．．．．．．．　15，9539　　166，0827　332，1654

　　　　　　　　　　　　　　20，3527　　294，3259　　332，6196

趣螺メぞ、く卵io・）一…・……0・1674　．　●、．．

　　　　　　　　　　　　　　20，5201

禽他．マyガノイナγ，ヒドロ燐酸イナy及硬酸ノ各痕’

分

◎

回

書顛表（李脇灘聯＝孟職望弐｝．

医

～

所在
分析
性

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ，ム●
〃ロー，レナトリウム〈罰巴qL＿＿．＿．＿．＿．．　g，0266

硫酸カリウム＜K：29（＞5丁＿．＿．＿．．＿．．．＿＿．．　0，0018◆

1硫酸†li．リム（ド・鵡）…㌘……・……∵…・・0・1358

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，6854’硫酸カルチウム（CaSOゆ＿．＿．＿．．．．＿．．＿脾・

硫酸マクりネミノウムくMgS（）喝｝●．．．．．，●．∴．9．，ゐ．．．．　・0，765亀

硫酸亜酸化敏（FeSD4、＿＿＿＿．＿＿＿＿．4，14⑳

硫酸アルミ昌ウム〔A12（SQ冨｝3】．＿＿．．．．＿．13，5957

珪酸（メタ）（H2S皇C㌧）．＿．一．．＿．．＿．．．＿一一．．．．．9　0．1674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20，520且

　　9　　　脚　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　璽・　　・　　P　　　　一・　　　　　　　　　』’、　　．

　　　磯　邊　鑛』』泉（冷）

地　　窒山縣氷見郡八代村大字磯邊＝F五百七十八番地．

者　　楽京衛生試瞼所（明治三十七年）

肌　　赤褐・色澄明昌シデ牧敏性酸味チ有シ煮沸烹レハ1困濁γ
　　　テ赤褐色洪：猛り・生ス

．比　　■　　1，029（18。】

成

イオシ表（委鷺茂雰菱張裏ラ鋤’

カチオン
　カ噛ウムイオン（K：う．＿＿＿，

　ナト1，ウAイナ」ソく凶aう＿．．

　カ，レチウムイナソくCa’う＿．．

　マグネツウムイナン（Mg●う．．
　7エ，レロイナン（Fo・。）．．間隔．．

　フ呂ル・噸イr産ンくFe●●う．．．。．．．

　ア’レミ昌ヴムイす3♂（A・L’●う・

アニオン

　ク自一ルイナソICめ．＿♂。1’

　ヒトロ煩酸イナン（HPO唱”）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，3314　　　1，33且4
競酸イナン（SO4”）．．．．．．．．．．．．．。．．．．・22，8304　237，6682　475，3364

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，7464　　　9，4928

　　　　　　　　　　　　　　3乳，1370　435DO545　486，　t606
珪酸～メタ）（Hl虞｝io3）＿＿。＿。＿．　　　　　　　　　　　　　　0，1973
　　　　　　　　　　　　　　31，33偲’

叢　他　　マソがノイナソ　痕跡

　　　・’リム　見ゆモー膨密’，〆，姦

．，．．　　0，0017　　　0．0‘34　　　0，0434

．．謄．　　0，0432　　　　1，8742　　　　1，8742

。．．．　　0，0966　　　2，4000　　　4，8〔80

．．．．　0，0435　　　1，7昌57　　　3，5714

．．。．　　4，4575　　　　　　79，7406　　159，4812
．．．▼●　“0，5888　　1015331　　31レ5993

．．．．．．
@2，5724．　9｛，9225　2壁竺エ曼

　　　　　　　　　　486，L550

．，嘔．．　　0，0472

．●．．．　　0，4557

分

麟表（李欝籍馨聯；蔽隷次》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’りあ
グロー’レカリウム〔K：C1工＿＿＿＿．．＿＿．の　0，0062

グロー，レナトリウムく賢aC恥＿＿＿．＿．．＿　0，0755

硫酸ナトUウム（凶a2SO4｝岬．脾…∵・・鱒…鱒・…．　050411

硫酸カルチウム　（CαSOゆ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　0β274

硫亙菱rでク．ネ　ミ！　ウ　ム（MgS〔）4｝．．，．．．．．●，．●．●●．．．・9●　　O，2149

硫酸弓Σ酸｛七織（FeSC）喝）．．，．＿．．。．．．．．．．．．．．．，．．．．．　12，1L192

燐酸ア，レミ昌ウム〔A12【腿POδ3〕．＿＿．＿．0，闘昼
石荒酸々41ヒ絨〔Fe2（SD｛）3〕　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．。．　　2，106窪

硫酸1ア’レミニウムてA13（睾0の5、＿＿．．＿＿．15，7079

封…餓（メタ）（Hメ弧03）＿．＿．．．＿．＿＿．．＿＿，．．　0，1973

　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，3343

、 ＿　145　一

，

，　　1
．． D〉
　　．　ら



、

イわ蓑．（委暦世麺裏蕩奮）

カチオン．L・．・・．∫．一．ノ5・　蔓っモール．霊　濫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1◎98　ヵサゥムィ．すy（K：う二。＿＿ξ．一．．．O，0043．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，！098・
層　　　ナト　リ「ウメ』イオ’ソ（5「a「｝＿g．g6．．．　　0要0230　．　0，9978　　　0，9978’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0698．　　毎ゴレrFウ＝ムィ’ナy（qα’う．．．畠曝．．。．　　0，0014　　’0，0349

　．ラτク●ネラノウムィナy（Mg．う．．・．．．　　0，0017　　　0，0S98　　．0，139δ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1β170、
．1アニオン．　』’　三：∴．．　　　　　　　　　　　　　　　．
　　刀ロ＿〃イナソ（G五今＿三＿∴．．．・0，0159　・｛雇485　0，幽85
　．一．硫麟イナ’γ（串〔｝｛”）。．．．。閃，6　。　い　　0ゴ00ユ2　　　090！25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0250
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，8441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，8441　　琴ドロ鵬イナン．〔H：QP3’）∴．＿　・’0，0515

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．燭

　　．・一　　　　　”　　　　　　r　　．　‘．’　　－．’．・．．

　　　　　．メ；．∴森窓鑛・ド泉．．ン∴1：’　　猛

所在地　　富山懸東礪波正大鋸屋工大字林慰字大森
分析者．．大阪衛生面待肥（明治四十三年目　．　．．，

性　駿・．讐聾癖謹1隣ノ”贈醐とト囎吝．

　∴二二．重1馬oo1・・．㌶．∵．・、．．・』し．』穿、．・．∴

・…．
@・・．∵跨．、命’．．．．1／ζ㌃二．葱∴

　　　　　　固形物縄量．・．㌍．0ρ＆『警．（層「り一撃ル中〕．　’．．．

　　　　　　　　　　　　ミ”ヅラム　　　　　．　・　　畠　　’　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．珪酸くメタXH罫03》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ珪想望一鶴。、9：一鶴．岬．、1遊離無恥一一壷．黙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盛顛表（欝塔響聯；羅晶垂蜜吹）

　・ナト”ウムイナン（虞aう叩。

　力由チウムイナンゆつ．＿

二館わ．一．1■’

　4ロ．＿ルヨナソ〔（彫｝．＿＿
　窮1酸イナソくSO喝”〕＿．＿＿．二．

　ヒ軒rロ炭駿イオrン（H（x撃つ

　　　　　　　　　9　　　．
　珊酸（メタ）但BOゆ1
　珪」旧くメタ｝σヨ：2SiOゆ＿＿＿・

　　　　　　　　　　　　　　　固形物四壁
　　　舛シ表山（本鑛永一千グラム申二含有ズル各成分及其量次ノ如．シ）

カチオシ　．　噌　　　．ソラム　Uモ咽
　か璽ウ．ムィナンtK】．．．＿．．，．．．∴．　0，02189　　0，55913

　アム毛昌ウムイナン（翼Hご〕＿＿0，001270，07024

乏リノラム
．獄　　　簸

0，55913

0，07024

藍島（盤雰；蕃駿州＝臨飛雲吹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラム・
ク画一露クカ　Ψ　ウムくKOI》．．亀．．∴≧。．6．9．．．輔・．．．r9　　0，008五

グロールナト唾ウムくRaC1）＿＿＿∴。，＿詣。　0，01g曾

重炭酸チトサウ・（N・Hoo・｝・一≧……，「・∵傷0555

扇i酸カルチウム（CaSO4）開＿軸。鱒。韓．・＿…‘・鱒　O，00匙7

．重彦ミ聴力，リチウム〔Ca（HOO3】幻＿1＿＿。＿．．0，0037層．

重三三グ初％〔Mg（H（闘β』，一．’0・伽t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　O，0030：

．．．．。
@Oβ7776　38，08069　38，08069

9鯉．．
@0，49160　12，290｛）0　24，58090

』’

E． 轣D．r．．．．lr亀21006

．。．．．　1，69017　47，67757　47，67757．

鱒．鵠
@．0，ア4410　　7，74620．エ5，49240

　　　　　　　　　　0，】2014　　　　　　0，12014．．＿．0，00733

　　3，83412io6，5崔397　63，290ユ1
．．．　O，085t4

＿；．0，06306．　　　　　．　　．．

　　3，98232　　　　　　　’　；

　　　　　　　　　．＿　146　一

　　　｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’ヲム
〃ロ’黹Eカリウム〔KC！、．．．」．．、．∴。＿＿＿・∵・0，q4171

嬉轟け回幅曲α、＿，．一1…」…・；，・2・脚82
ク。一，レアムモニウム（NH、α〕．．．．．；．＿州窃oo郷

クロ三ル’カル’チウム　（CaC12）　　　　　．　．．．∴．，0，49711

硫酸力7レチウ㌔ム（C誕∋0の。＿…＿・・…・・……・　1ナ㈱7『

重炭酸加チワム〔G・（琴00の・〕一・…；…，・・0・00980

．礪菱（メタ）（HBO，）＿＿．＿＿＿＿＿、．み．O，08514

珪酸｛．〉ヒタ、（HゴSio3）●．．曾．・．頓＿。．●・9．．．騨9●…　．・，，　0・06306

　　・　　　　　　　　　　’　　．．　　　．．　』．・　　　㌔　　3，98237



婁

㌧　零　　　　　　　q

　　　所　在　地
　●　分析者．
・・@　性　　　駿
　　　　　　　’一

大　牧　温．泉
露山懸車礪波郡利賀村大字大牧
東京衛生賦瞼所’（明活四十四年）

冶ト澄明三二鍼味チ有シ弱アrレカリ性反回チ呈ス

図画温度

震　　●　1，0127く230）

　　　δ1。

　　　　　成　　分
固1畠物穂最　　約　3，29〆ラム．（一期グラA中γ

イオ壕崇（委鷺疲雰嚴鹸ラ鋤

カチ才ン　，、1．’・’　　．

　カ1ウムイナン侭う幽＿＿＿．．

　アムモ昌ウムイオ’yくNH弔’〕．．
　カルチウ・ムイすン（CA●う＿．．．鱒

　　　　　　　　　　　　　ノ7＝オン
　グロールイナy（C1’）．．．．．．＿．，
　擁酸イオrソ（S（）4”）　．．．一．．．，．鱒．，

　ヒドロ炭酸イナン（HCO3’）．＿．

ナト窄ウムィナy（蔚a●）＿＿＿0，73｛0壬31，845553】，84555．

砿酸くメタ）くHBO2、．．＿r＿＿
・藏自眠メタ）（H2Sio3）．＿．＿＿．

三三1齢遊離炭酸少量

ご

｝

　〃，ム
．　0，01895・

同0，00048
．0，39442

コ

．0，57774
．0，00603

見り■oル

0，48404

0102655

9，86050

罵りノ，ム
欝　　　髭
0，4840蔓

，0，02655

19，72100

52，07714

　1，41621　39994951　39，9‘951

　　　　　　6，01437　12，02874・
　　　　　　0，09883　　Q，09883

　3，1787　88，27935　52，07708
＿0，08514
＿0，05539　　　　　　．

　3，銘840　　　・，

所在端
分析　者
性　　　既

石

器表（本平田ハ其集成串於ヂー＝FナラA中次ノ成分チ含；有スル溶液二概略相図ス．）

グOr，レ伽1ウム（K：C1）．．＿．．．．．＿．

グローゆナトリウム（濟8C恥＿＿、．
．ク監，一’ 泣Aムモニウ為く賛“喝Cl、．＿．

クロー，レカゆチウムくCaCl至）．，：＿＿

硫酸カルチウム（C虜0唱）．＿．＿．．？．．．

窟炭酸力〃チウム〔Ca〔HOOの望〕．

磯馴（メタ）（1ヨ「BO2）。＿へ＿鴨．＿．＿．

珪酸（メタ】く日P2SiO3）．∴＿．．・・＿＿＿

山　代　温　泉
石川縣飯沼郡山代村大字山代
東京衛生賦駄所（明泊三十八年）

無色浦登ニシテ微昌擁化水素爽テ放チ其反庶’・中性チ
徽ス

重
原風温度

1，0000（25。）

660

　　威

罰形物緯量

」オシ表，下編門鑑婁ラ姦奮）

カチオン

　カリウムイナソ（Kう＿＿＿＿
　ナトリウムイナンくNざ）．．．．．．＿．

　カ，レチウムイオyくC擢う．．．＿＿

　マク噛シウムイオソいr9．’）．．．

アニオン・

　ケロ・’レイ「爵ry（c1’〕。＿．．．．．．．．

　硫酸イナン（SO鴫”）．＿＿．＿．∴．

　ヒド．ロ炭醗イナン（HCO3う．＿．．

　珪酸（メタ）（H2Si（為）．＿＿．．．．：＿

’，▲　’璽斡卿聖

0，0125　　　0，3556

’o，3994　．17，3275

0，1175　　　2，9302

0，0016　0，0657

　　　　分

約　　1，66グラム（閉り　一　トルノ中）

竃リノ，鶴

8　　鏡
0β556

17，3幻5

5，8604
0，13乱4

0，2691

0，7455

0，0319

23，6749

7，5910　7，5910
717608　　15，δ2〔6
0，3286　　　0，：）＝三S6

　　　　グ，ム
，．b，．．．．∴　0，036　U

．．．，．．．、．．・ P，86306

＿．＿＿0，00142
．，．．．．．．．．　6，42093

．．．．。．．．．．　0，81833

＿．＿．．．0，00810

．＿＿＿．0，08514

＿＿．．＿・0，05539・

　　　　3，28848

幽し，

麟表（耀雰参灘聯；輪儲喫次）

　　　　　　　　　　　　　　　1，5775
　　　　　　　　　　　　　　　0，0876

　　　　　　　　　　　　　　　1，6651
　遡1離炭酸（CO2、．．．．．．．＿．，．．．＿＿定量セス

，遊離硫化：水索くH彊）＿＿＿，＿．・　0，0016

　　　　　　　　　　　’　　　　1，6667

　藁　他
　　　　　　酸ノ各イオン並珊酸ノ痕跡

36，3594　　23，4412

アム毛呂ウム，フニルロ，アル竃二．ウム及ヒドロ燐

・一@147　一・

　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

〃ローPレカサウ．ム（Kα】．．＿＿＿＿＿．．．

ク自国，レナトリウム（採8Cめ。＿＿．．．＿．

硫酸ナトリウム、（Na鐸K）｛、＿．＿り的．．あ・・

祖炭酸ナトリウ堀N・Hρ窃、・…・一…・・

〃ロールマグネシウム〔M6C12L＿．＿＿

硫酸カルチウム（CaSQゆ．．．．．．．．．，。＿＿＿

珪酸（メタ、（Hメ…iOき）．．＿．＿．＿．＿．＿，＿．

　　　　　　　　　　　■
遊魏硫化ホ素（H2笥，．＿＿＿．＿．＿＿＿

　”，あ
＿．0，0辮
．，．．　0，4178

＿．O，6874
．．．．　　0，0439

鱒．．　0，0063

．．．．　0，3983

．．．．’ ngO876

　　1，6651
．．．．　0，0016

1，66昼7



「

　　　　　　　　　　　　　仙　代　温　泉

　　　　　　　所．」在・地　肩川厩飯沼郡山代村、・・．’．・．㌧∵

　　　　　　　．　比重・1，0017（15。｝．「．
　　　　　　　　　　原泉要撃　59。

　　　　　．．ノ・．　　∴，・成・・1分1．．．零

　　　　〆　．　　　固形物縫量・絢1，74グ興（一り司・ル中）

赫シ表’． �?c袈鋼　　　・麟表（本直水》・其集成二於画一リートル中次ノ威分チ含有ス’ヒ溶液嵩概略相鴬ス’）

力三二，。ソ面∴∴1備品．編　撫1赤諭鉱〔瓢＿漏出蜘
1難1織琴1…1　騨蕪鱗牒｝1：1；；；｝i；li三i羅、

　・7’ニオ’ン　　・’　ボ　・．　㌧’　　層　　『　　」　、．　　　　・　べ，．・．　硫酸ヤグネシウ・今．（Mgsα監）　・…9。…。・ρ…，∵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1664
　　クロールイオン【Oめ…一・・…　0，2218．・・6，2567　・6，2567　’・重炭酵カルチウム〔Ca（HCO＄）2〕。・ポ：・…・一・；；0，0065

讐撫脚醐～：：二：；」薄野継一1蹴砂州H三一記憶・三惑、

　　　　　’イオシ表鯵翻長簸裏ラ鋤、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監顛表（霊告麟魔滋；藷鰭野次》∵

　　カチオン　　　　　　　ダ弘　・リモゆ潔ゲ噛　　・　　．『『．　ド　・　，．．　　ノ弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹3372　　　グ旨一一rレナトリウム〔NaC！）＿．．＿，．．＿；＿　．0，1318　　　カリウ．ムィォン（1ζ’）．＿．．．．：．．．1’0，1698　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，3372．
ρ＿　　　葦鑓証書ま葺髪懸；～i三i三・§iきま｝慧　　　§ii野糞暮　　1§i蓉襲蓉　　　　霧i簑享芸蜜；燃δ5：二：：：：：：：：：：：二二二1二二：」ま灘器’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，8052　重炭酸ナ回ウム（N・H◎D・）・一・…・一・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0032
　　アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煉酸力〃チゥムQC轟）＿．＿．．＿＿＿．＿＿　0，9琴11

　　　〃ロー，レイナソ（CF》＿＿＿．．．　0，0799・　2，2539　　2，2539　　　硫酸マグネシウム・（MgSO，1）．．．＿＿＿．＿6＿．　0，0378．

　　　　　　　　　　　　　　　　躍ユδ鵬23響．珪酸（メタ’脚：・一兜1一←器．　　　硫酸イオン（9D4の＿＿．．．＿．．．

　　　ヒFロ炭酸イナン（HOo3’）＿．．．

　　　珪酸圃・∬餓・一・……　　　　撫㌣灘S’”…●””…●…器
　　　　　　　　　　　　　1，7561　　．31，179δ　　24，7818

　　　　　　　　　　　　　0，0441
　　　　　　　　　　　　　1，8002
遊離硫化本四（H2s）・∵…∵…・・㌧＿9塑

　　　　　　　　　　　　　1，8012

其他　フェ1レ馬ア彪ミニウム及ヒドロ燐酸ノ各イナソ
　　　　．並守旧ノ痕跡　　・　　　　　．

．　，

一一@148　一



’

■

偽

■

’　．

所

分

性

在

析

一

一

比

．白・峯　・鑛　泉

石川縣能i造郡白峯村大字白峯字二十三號
’大阪衛生試瞼所く明治二十五年）

無色佃島舞爽ニシテ味三二．甘ク弱酸性チ徴ツ煮沸スレ・
ハしア，レカサ性トナ・レ

鼠，1｝00【57（18。｝’■．　、，　・『・，．

　・　．．威．1㌧分　　　．1．1
債1形物塊量　　　　約　　2，63〆ラへ（＿り　＿ト，セ中）

・イ．わ表｛沓鷺㍊長簸裏ラ姦奮）．

カチオ》1

　加ウム』イずぞ（Kう＿＿．＿
　ナト螂ウムイオソ（N8う＿＿＿
　カルチウムイナン（C匹”）＿．＿．．．

　マグネシウ’ムイナンしMg●う．＿．．

　7エル財オソくF。”）＿＿．．．＿

アニオン
　〆・一帽ナソゆら．＿．＿．．．
・擁酸イナソ（SO4”）＿．．＿．．．…・＿

　ヒドロ慌贋鰹イ7rソ（、H二CO3’）．鱒．帥

蔽講説爺
Op？805　　33，8612　　33，86星2

0，1534　　　3，82A7　　　7，6534

0，0243　’　0，9975．　1，9950

010017　　　0，0304　　　0，0608

44，7019

0，8033　　22，660ユ　　22，660L

O，020L　　　O，2092　　　0，4184

1，3193　　21，6244　　21，62「睦4

3，1469　　84，3ら10　　44，7029

0，1516

3，2985
0，6560．鱒14，9091

3，9545

ヒドロ燐酸イ古y及細面ノ

撒黒表・（欝掌蓉深淵姦＝編二黒）

樹嵐〃、（H廻il転）…・…・…・…

遡離焼酸（OD2）＿．．．＿＿＿＿‘．．’

　　　　　　　　　ち
菰仙　・ア虐竃昌．ウムイナソ，

　　　　　痕跡’

　　　　　，

1

τ

所在．n
分析　者
性　　．状

　　　　　　　．・’．’　　　　　　・τ　一　　〆弘，’

　　グ自叫レ加｝ウ賦K：α、…．．……・…∴…・∵0，0｛B2

　　”ロー’レナトリ・ウム（口重CD＿‘．．＿．＿．6．r’iレ2839

　　硫酸カリウム（K轟q），。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」．．　0，0365

　　重1懸ナト噸ウム’（NaHOO9＿．．p＿．。．．．、＿’　1，0013．

　　重三力，レチウム〔Ca（H（X〕92〕．．．．．．．，．．．．。の・　　0，620昼

’．

@霊1麹駿マグ’ネツウム〔Mg（旺（X）3）2〕＿．。．。．．　0，1462

　　石炭酸亜酸化織〔Fe（H（X為、9＿＿．＿＿＿．．0，0053

　　珪酸（メタ】（II2Sio3）＿．＿＿．＿＿＿．＿＿＿　 0，1凱6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　3，2985
　　三隆階綾彦鞭（ICO2）．．．．．．．9．．．．．．．．．．．．．●．．．．軸．．．．。。．・　　0，6560

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島9545

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ；

白　仙　鑛’泉1㈱）
石川縣石川郡白山心置宇白山
東京衛生試三所（朋治二十七年）　　●

鋸色潴澄ニシ9無味爽快ナリ反感ハ弱酸筐チ徴スレト
屯煮沸後アルカリ性呂墜シ；其鷹島セク氣泡チ七生ス

．・ E　虞　・分
固形翻緯量　　　　約　　3，92グラム（＿り畠トルノ中）

イォ♪表．（杢鷺繭浸簸裏ラ鋤

カチオン
　カリウムイナソ（Kう＿．＿．．．．．

　ナト噛ウムィずソく罠aう＿＿＿
　カル’チウムイオン愛Cかう＿＿＿

7二才ン
　クロー砂レイ青ンしCIう＿．．．＿．．．

　看龍煙鍵イナソくISO♂’）一．樋．．鱒．．鱒．＿鱒

　ヒlrロ炭酸イオ’ンく正ioOb’）．．．．．．

　　　　　　　　u∂リムノ1レム　　　覧り■一ル，

　　　　　　　　欝　　量
0，0344　　　0，8787　　　　　　　　　0，8787
1，3065　　56，6811　　56，6811

01091δ　　　2，2S18　　　4賢5636

　　　　　　　　62，1234

．0，0535　1，4054
0，9185　　　9，5617

2，5a58　　41．5637

為4054
19，1234
4且，5637

　　　　　　　　　　　　　’　4．9402　1且2，ぜ724　　62，0925
珪酸（メタ）（H2Sio3）。．．．。．．。．。．，∴．　　0，0397

　　　　　　　　　　　　　　4，9799　　　　　　　　　　　、　’
艶離」惣く（X＞2〕．。．．．．．．‘．。．．．．．．．．．。　　1，0808．∴24，5636

　　　　　　　　　　　　　　6，0607
其　｛唱監．　マクPネシウ．ム，　フ呂’レロ，　アル’ヨニウム及葛ドロ

　　　　　燐酸ノ各イナン並珊酸ノ痕跡

血顛表（照察萎雛識口器輔沓雪次）

一　149　＿

グロールナトリウ．ム（N盈C晦．…・・r…………．

硫酸カリウム．（KIβ0｛）＿，6．．．＿＿∴＿．＿∵

硫酸ナトリウム（Na28Q弔）．．＿．，．＿．．．．＿＿．．．

重炭酸ナトリウム（NhH（期〕＿＿．．9．＿．．．。．

硫酸力〃チウム（CaSO4）．＿．．＿＿＿．＿＿．

珪酸（メタ）（H2S董027＿＿。．．＿．＿＿．＿．‘．＿．

遊離炭酸くoo2、＿．＿．．．．＿．．＿＿＿＿＿＿．．

グ，ム

0，ρ882

0，0766

0，9718

3，4928

’0，3ユ08

0，0397

4，9799
1，0808

6，0607

・、．j
9



L

，

　　　　　　　ヤ1

　　　　’　，所．在地・

　　　　　　　分．析者
　　　　　　　性　　駅’．・

　　　　　　　　　　　　　’ス
　　　　　　・　比重重，0夏591（159）
∴．　　・．’．原泉温度，．β劉2綿2・8。・

　　　．．．．．　　　．・．．1∵ヅ・∫．1’成∫．

　　，・．　　’　　　　　　　固形物纏量　　勅

’イオシ表（蝉蓉湯誠薮禰）

．和倉温泉《三四）．
君川縣鹿島郡端三六；字和倉　．　・　．・π’　1な痢∵・　　　・　　　　　　’

東京衛生試験所〔明治二十入年）　・　　　　　．ズ．’・’　．　　　ド・ム

無色滴野田シデ異臭ナ．ク職〃反態ハア’レカ唯程．．

分
21DQ3グラム（一つ哩一ト圃頃中｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒表∫瑠麟鵯護；繍蚤聖次1’

三論滴」晶・緬・編罵講●ク・一蹴ウ。画」晶嗣磁：．
　ナト唖ウムィ壷ン（冠aう＿∴．∴．4，3550188，9378188，9378　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グロールナトリワム（授aC：｝……・・……。ご繭・11ち0532

抑神y⑳唖脚岬1071雛・三図欝駅：；；：：：：：：：：：：：：齢

　　　　　ムPヨード及セドロ燐酸ノ各イナソ亜珊酸ノ痕跡’

．議事窓総和1身ン温泉．　・・瓢．
　　．’．・．．．．㌧　．、ゴ．．三所，在．地　　；召規蘇鹿島郡三三和倉ヨノ七十三番地

　　　　　　　　　　分析者　東京衝生試験所（明治三十年）・』・．7　』一・’　辱

　　　　　　　　　　　　　　原泉温度　　約　82。
　　　　　　　　　　　　　　　皐r．．

　　　　／想1．冠．．二固疹撫馬購1＿圃．
　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　ィオシ表（委鷺歳振弾弓ラ鋤

焼オン　■”「．　・’グ弘．…一ル善リグ㌃
　　カリウ列ナン（K’》………，、・．0，2050　5，23邸　5，2366

　．ナト哩ウムイ『ナン（慕a◎｝＿．．＿．　4，3456188，5303188，5303

　　カρチウムィナン〔制…・・…・，．3乳191879・5910159」820

◎アニオン　＿．．．「㍗．．．1・’囚・：．35名9489

　　クロール’イオ’ン（C吐ノ》．。。．．…．．．．．　12，3680　3｛【8，8857　348，8醇57

　磁イナンくSO4”）∴．＿＿．．＿．　0，1943　2，0229　4，0458

　　　　　　　　　　　　　　．20，3047　62≒1，2665　352，♀3工5
　き圭三舞（メタ）（H毫8io客）．．．．．．＿．．．．．り．　　0，0922

其他

■

　　　　　　　　20β969
マグネツウム，フごルロ，ア，レミニウム，プロ噌

為，ヨード及ヒ．ド二三酸ノ各イナンq1ノ痕跡

藍蝉表（目口水ハ其集成二野テー、，一ト，レφ次ノ成分チ含有スル溶液二二三相當ス）

　　吃’　、．　．「．’．’．』噛ρ「．　　㌃　．’ヲム
　〃さ3一ル7カ月　ウム　〔KCD．．．．．．．．●．．．り・．．．…　品・．　0，3995

　グロー1ルナトリウム（包aC1〕＿．，．＿∴．．∵＿11，0295

　グロー，セカルチゥ4（CaC1零）．＿．。＿＿＿＿　 8，6091

硫酸カルチウム¢aSO4）マ＿。．∴．一．，∴．．，＿．臨072756

’珪謖D空窄1二17旋鐸1

＿　150　＿

●



f

所

分
性

在　二

二　者

『　状

　・比

．．T煙鑛泉（冷）
　石川縣珠洲郡日置村大字痕煙字金谷山金ケ崎

　東京衛生試各所（明治二十牟）

　無帽二野異臭ナ〃籏性敗欽味チ有シ芙反際ハ酸性テ傑ス

■ユ2001く29。｝　　’∵
　　　’　成 ．分　　　1．∫・　”　　　　ゴ

彫枷岨　約1，1肋・（一り占門中γ

4オシ表（萌出艮簸裏ラ鋤’

カチオン
　　ホ素イ魑ガン叱Eう．．．．＿＿。．1・・

　　カリウムイオン（Kき）．．＿＿・

聯　ナ団ウムイナン（Nの＿．
　　カルチウムイオ匿ン（Cざう．．．．．

　　rグネリウムイガソい！呂”）＿

　　7晶かロィナソ丈Fe”）…・・…

　　〆ワム’
，．．’ 潤Coo30

．．．　0，0071

．．．．
@　0，04乳9

．。．．「@0，0052
．．．　　0．0032

．，．．　0，2422

U胸・ボ’惣
2，9703　　　2，9703

・0，18！4　　　0・1814

1p8178　・　　1，81．78

0，1297　　　0，2594

0，1314　　　0，2628

4，3327　　　8，6654

14，1571

アニオン
　ヒ　ドロ擁酸イナン（日：SO4ノ）．．．．．．　　0，2863　　　2，9494　　　2，9494

　寵酸イ　ガソくSQ4”）．．．．．●．。．．。，．．．．。．　　0，5376　　　5．5965　　　ユ1g1930

　　　　　　　　　　　　　　　1，1265　　18，1092　　14，14零｛

豊酸（メタ、但：轟iC悟、．．＿。．．．＿＿　0，0105

　　　　　　　　　　　も　　且，1370

叢他’ Bア〃ミニウムイナン三脚ロ燐融イナン「ノ痕跡

　　．　　　　　　1甲

所

分
・性

在　地

析，者

　　状

麟表（欝麟鵯繍輔翻次）

舟 津 鑛

　　　　　　　　　　　　　　　　”リム』　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　ヒ　　　　　　　も

硫酸カリウム（Kβ04、＿＿＿＿．…＿＿＿＿：　0，0159’

硫酸ナトリウム（N82SQ4）＿．＿．．＿．．＿　0，1292

硫酸力’レチウム（CaSO4｝。．．．．．．＿＿＿＿＿＿　　0．O177　．
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

硫酸マグネシウム（Mg804》．＿“＿．．＿．．．．．．　OpO162

硫酸亜酸化載（FeSD4、＿＿b＿＿．＿」＿．．．0，6582

遊離硫酸（H鐸0鴫）．．．．．．＿＿＿．＿＿＿．＿＿・0，2893

珪酸（メタ）くH2Sio3）＿＿．．＿＿＿＿＿．．0，0105

腐井野坂井郡麓原村大字舟津

東京衛生試三所（明治十’九年、

泉　・

無色三品同等テ献粥勧反感”中性ナリ

　　・・威　　　分　　　　　　　・
固ヲ働乳量　　　　約　　置0，2ア〆っム（一lj一　ト　，レ中）

　　　．4オシ琴「本病永一”一トル中二晶出（ス’レ各成分及其最次～如シ）

カチオン　　　　　　　　　　　　ノラム　　u愚一ル
　’ヵ　リ　ゥムィ　ガン　（K●）　　　　　　　　　　0，10878　・　2』77851

監リノ，ム
電　　　量

2，77晦

　ナトUウムイガソ（Na●、．＿＿＿2，41435104，74444104，744書4

　カ，レチウムイ云ン（Cポ9）＿．．．＿　1，30988　32，66534　65，83068

　マグ零シゥムィォ・ソくMg’う．．髄．．　0，001594　　0，24384　　0，48768

”　　　　．　、　　層’’　　　　　　　”　　　　　　　　　173，34134

アニオン　　　　　　　’　9　　　　　ズ
　クロ．一ルイ　ォ・ンくIC1っ　．．．．．∴．．…。　δ，86326165，39524165，39δ2「匹

　琉酸イ「オン喫SQ4”）＿．＿．＿＿．0，380｛9　3，96096　7．92192

　　　　　　　　　　　　　　』10，08270309，78836173，31716
’ヨ目圏匪髭（メ∂賭）（日【2SlO㌧）．。．g．。。．．．．．．．．　O，12460

／　　　　　　　　　　　　　　10，20730

　菰　他　　ア〃竃昌ウムイナン　痕跡

，

：卜1370

盟顕表・（本白水ハ；其集成二於テーリートゆ中次！成分テ含有スβ溶液二樵略帽嘗ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃，▲
ク冒馴，レカリウム（K：Cn＿＿＿＿．．．．＿＿．．0，20720

グ泥画ルナト　リ　ウム　（置aCめ．．．一．．．一．．＿．…．●　6，1軍8《～

”ロ　ール’カ’レチウム　（CaC1ゆ　，．鯛●苑．．，．．．．：．．．　3，ユ8480

クロ　一’レマグネ｛ソウム　（蓋1gf12、．．。．．●．．．．西．．．　OgO2320

硫酸カル’チゥム（C虜04、．．．＿．＿．．．．．．＿＿。．0，53970　・

珪酸（メタ）（三｛2Si（）3）．●．．．．．．．囑…　．・．・●，．．．．．．．●．．．　0，12｛60　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，20730

・一　15ニ　一

■

3

ド．）



蒐・．

’

所

分
D憎

憎1

．析．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形物総量．
　　、
　　　　　イオン表（同韻水一リ．一ト・レ中二含有ズル各成分及曲部次ノ如シ）

．カチオン．’　　，

●　力噌ウムイナン．くK）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

，佃中．中：鑛泉
地　　輻井縣坂非郡歴原村大字田中中　　　’　隔’．1． …1

者　　東京衛生試験所（明治十九年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
∫状　・．無色清澄二’シ’テ異臭≠ク三三ダ滅ク其一際ハ中性ナサ　　ド．

　　・下1∴・：・：1成：．．｝分．ド、ll・．∵．〆㌶“　　年　”

　　　　　　　　　モリグラムーノラム　’　竃リモ＿ル
　　　　　　　　　欝　　丑．
0511209　　2ゴ86309　　　　　　　　　2，863ω

　　≠トリ1％イか〔醐・じ・・…・2β9790104・02036104・02636．

ア1；㌘轡ll暦興興鐸
∴ク・一”μジ・（qう…・，・・≒」・89！｛熔166・互8702正66・18702

　硫酸イ画（SD・り一門…一・…0，31880’躍8766，63752

　　　　　　　　　　　　　　　10，04180309，34883172，8245今

回ダ｝購ト・…∵ヌ1：朧∵’1．・1．／．・

　・其．他・．》グネシゥ’ムイナγ及ゴードイナン各痕跡　　’

’L．
F．．

E．∵．・’ ｵ．套磐新羽三三鷺鞭・

約．1，03グラム（一り一トル中｝．

　　　　　’麟表（礪擁無二羨＝編儲安次）

　　　　　　　’－9一　　　．．・．　　．・・．’：。　’．．　’，ム．　・

　　　　　　ク・一；・加ウ．ムくKq）・・晶…＿∴，…；……0・21350．．

　　　　　　グロ」ルナトリゥ4（N孔Cl｝’．∴∴∴．．．．∴．．」6，08450

　　　　　　クロール方〃チ砂ム（CaC！2）∴．；＿＿＿＿。3，29160．

　　　　　　扇1酸カル・ヂゥム（CaSO轟．＿．＿妬g韓．．．＿．．．鱒。儀0，45220

　　　　　　鋤メタl！H遡…”響既望略1講

　　　　　　　　　　♂恐ゑ：て鳶1罷誤

　　　　　　　　　　　　　　　　コじ　　ロ　　　　ロ

　　　　　勧レ表（委二歳券長簸裏ラ鋤

　カチオン　　　　’・　・い　　1．・ノ弘　　iリモ7膨，晶リグラ叢

　　力艸ムイナン（Kう＿＿．……　　　　　　　　　　　　　　　　0，1：099　　2，83499　　2，83499
　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　ナト　リ　ウムィづrン¢暫a’）　．6．．．．．＿　2，39808　！04，0381710｛，03817

　　ヵ・，レ乎．ウムィナン　（Ca1う．．．．．．．．．　1，27r394　　31，76907　　63，53814

　　’マグ’ネシゥ．ム．イナ「ン（Mg”），＿．．0，00141　0，ρ5788　0．11576

フラ啓魏品1：∴励謡面、澱
　　疎酸イナソ（SO4”）．∵：．．．∵」．．．．．．．．　Ob37513響3，90516　　7，810S2

　　　　　　　・　　　　　．・　　　　　　　．9，92960305，371131ア0，5761箪

　　珪酸くメタ）（H2Sio3》。ψ．。．。∴．．。も．．．　0，26089

　　　　　　　　　　　　　　　10，190外9

　　其　他　　ア」セ灘ニウムイオ’y及ヨードイすン各痕跡

．麟表傑雰享蕃薯魔滋；編鑓実次）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラム
ク・一・，励リウム（KC1）・・…・・……∴「・∴・・…0・2　U40

　ク戸一．，レナ・ポ”ウム《醤aCI）・。。。∴．．兜．．＿」＿6，08650

四一・レ加チ顔（C・C1・）……。・・∵・…二3・09410

グ・一，・．Vネ拗ム（M凶i2》一・∵・…∴・0・00550

．’ ｰ酸カルチウム（CaSOゆ＿．∴．．．＿。＿．，＿＿　0，5331〔軌

珪醗メ、タ）．（9・Sio・）一・マ…・……∵・・…讐…・・似26089

　　　　　．．・．一．・．．．．・．・．．・．1移民9

　　　　　魯

　！

一一．152　＿．

一．
「

幌

．・ 秩j



，

、　　●　　　　’．

●．

所

分

遍

在．地

回者
　　状

薦・源’鑛
細井儀板井郡薦原付大字田中中

束京衛生試駒1所（明治十九年）

泉
9

売色満澄二抄販ナ麻甚タ戯グ中性反回チ呈ス

　　　　，成’　，分　　　　　　　　．

’固形物鴇量　　約　10，33〆弘←・り一トル中）

　　　　4オシ表て杢鷺晦簸裏ラ鋤

カチオン，　　　　　　　グリ・　ロモール
　．カリ　ゥ．ムィナソ（K’）　　　　　　　　　0．11星95　　2，85952’

しり’，ム

霜　　戴
2β5952

　ナト　明　ウムィォ・ソσ賢εボ）；．．．．。．．．　2β6830102944620102，74620

　カルチゥムィ’ガン’0パ’エ．．g．、．．。●’1，29皿5　32，27556　64，55L夏2

　　　　　　　　　．．．．　　　「’．，　　　　　　．　　　　　　　　　170，15684r

アニオン　　　　　　　　・　ド　　．　　　　　　’・
　グロー，レィオ”ソ（α’）．．．．．．．．．．．．　5，75547162p35458162，35458

　扇i優畳イォ｝r喫SO4”〕．．．。．．．．．．．．．．∴．．　0，37445　　3，89808　　7遡

　　　　　　　　　　　　　　　9，90442303，S33911170，15074
圏「 O三メタ》（、旧【2Si（）凄、．。．．．．．．．．．．も．．　0．06064

●　　　　　　　　　　　　　　　　。　’　　　　　　　9，96506　　　　㌔　　　　　　　’

　茜他　　マ〃味シウムイナソ及5一ドイガソ各痕跡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

画趣表層（李鶴歩詰婆；羅＝輔垂雲脚あ

　　　・　．　　　　　　　　　　　　，・．　・　　，　　　　　’，ム

・クロ’＿ル’ヵ∬ウム丈K：Cl、．．．r．●．g．．．．．．∵．．．．．．．●　0，2工331

クF一〃外艸みく襲a（恥一・…一1…・・6ρユ091

ク幽囚，レカ，ヒチウムくCaC12、＿．，．＿＿＿．．．3，14937

琉酸力〃乎ウム（CaSOJ＿．＿．＿＿．．．．．＿‘．0，53083　　・

珪酸（メタ）（H2Sio3、．．．．∴．．．∴．．．．；．．．．．，．．．．．．90，06064

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，96506・

1

●

．　　「

　　　　｝・

　・　　厨在
・ρ，　　分析

　　　　性

。

　o

カチ才ン
　カザウムイナンσζう＿．＿＿．．

　ナトリウムイずソ（Nポ）＿。．＿．

　カかチウムイずソ（Cゴ〕．．＿。…

　マグ零シウムイずy（Mg’．》＿…

　　　　

地

者．

状

比

上細波鑛泉（冷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ
屑井鹸大野認五箇柑大窄上打波’

：東京衛生試臓所（明治二十三年、

無色澄明繋シク．無泡ナ我揚シ味爽快異臭ナク反感弱酸

因り徴ス’レ愚黙沸扱ア’レか1性二三ス，．♂　　　・

蹟’1，002‘（15。1　　　．，、．　　．・　　，

固形物緯量

イォシ表（委鷺麟車懸裏ラ鋤

7二才ン
’クロールイガン（Cl今＿．．‘．．．＿一

　硫酸イナソ〔sひ4”）＿＿．＿，＿＿

　亀Fロ炭酸イかン（旺cQ3’｝＿．・・

’，盆

0．0086

0，1029
0，3409・

080且71

成　　　分
　約　　1，37グ，ム（一リ　ートル’中】

聖リモ噌勘

0，2乳97

4，4668

8．5013

0，7020

uノ，ム’
8　　靴
0，2197

4，4668
1770026
1，4040．

23，093L

0，0532　　　1，5007　　．　1，5007

　　　　　　　　　0，8MOO，039【　0，4070
1．2678　　20，7802　　20，7802

盛類表（耀飯山晶晶識姦；蔽灘次）

硫酸カサウムくKIβ1）4、．＿＿＿．．＿」．。．嗣．．．．．

激炭酸ナ㍗リウム（N魯HCO3、．…＿＿＿r＿．

クロでル，カルチウム（C5CI2｝＿＿＿＿．．．＿

硫酸カル・チウム（CI£04）＿．＿＿＿．．．＿．＿．

書炭酸力，レチゥム〔Ca（HC（ゐ）2〕．＿．＿．＿．、．

慮袖印駿マグネシウム〔MgくHLC（聴）2。一．。．．．．

珪酸（メ　タ）（H’2Sio3）．．．，．．．．．．．＿．6．．，：．．。．．．．。．．

ノ，ム

0，0【92

0，375昼

0，0串34

9，0405

1・2077

0，1038

0，068t

珪一一一一一
灘炭酸（CQ2）＿＿＿＿＿．．．＿　　1．6087＿36，5614

　「　　　　　・　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　3，5064

ノ
タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ

共他’7呂ルロイナソ，ア，レミニウムイナソ，ヒドロ憐

　　　　　酸イオン及刷酸各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　153．「一

、つ　　’

■



レ

な，甲

幽’ @所．’在

・　分析
　　性

’∵∫上河・・内：鑛』’ �f　　　．・．・
地　　稲井縣今立郡三和田村字上河内　　　　　㌦’ぱ．．．’　　　　．．

者　　大阪衛生試験所（明治二十四年）　　　　　　　　　　　　　．

状艶瀬撫貼シテ刺難三味チ有煽醗購チ，・
　　，　徴ス　・　．　　．．．．　　宇．．

　　　　　　　　　　　比．．重・・1，003g（1δ。）

層　　　　　、劉’膠・・．1成．．．．

　　　　　　　　　　　　固腰物適量　　約

効壕｛委鷺歳撫鹸ラ鋤
’　カチオン　　．　∵

　　　卸・ウムイナン（K：L＿＿．．．1・

　　　ナトリウ．ムイナソくNaう＿＿。．．
　　　か〃乎ウムイガン（Ca’、．＿＿．ら

　　　マグネシウ．ムイナ．ン（MZ）…・・

アニオシ
　グロールイナソ（C1つ．．．．ご．．．．．．．

　硫酸イ・志ソ熔ヨ（）喧”》．．．＿．．＿．．．＿．．鱒

　嬉ドロ炭酸イ★ンくH（；P3’）……

秀．

3，6レ弘（』り一幽 m〃中）

跡Uモーパ三厩垂
・0，1602．．　4，0920　　．4，0920　’

0，6442　　27，9479　　27，9479．
0，3294　　　8，2145　　　16，4290　・

0，2028　　・8，325L　　I6，650塁　　．

．0，3580　　　10，0987

0，35｝弼　　　竃｝，6831

299077　　47，6594

　　　　　　　　　　　　　　　　4，9561　110，0207　　65，1243　．

，三脚タ〕（邸i9ゆ……∵1：ll墓1．

　　　遊爽陸彦き直壷（CO2）．．φ鱒．．．．∵．．．．．昏．こ・　．’0，5696．rj2，9翼）9．

　　　　　　　　　　　　　　　　5，7282

　　　回忌フ評・・ア〃r助峨頃戯酸ノ各昼・．’
・呪

，伊．

麟表．．（李欝タ萎薮識＝漁旧弊）

　　　　．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧

グπ一ルナトリウム（聾aα）。…1

　　　　　．・・　所．在’地

　　　　　　　　　分析．者
　　　　　　　τ．ヒ　性

　　　　　　　　　　　　比．
　　　　　　　　　　　　．原泉三度　　　　2go

　　　　　5「’　　　　　　　　　域
　　　　　　　　　　　　　　固形物推量　　約

’．イオン表（弊蕊蚕齢裏ラ欝）

カチオン’
カリ’ E材〃（Kう＿．∴．

　ナトリψムィナソ（翼1ゼ〕＿＿
　加レチウムイすン．（ρaつ＿．．．

アニオン
　クロー〃イナン．（qy、．＿．r＿．

　硫酸イ勇のソQSO4”）．＿．．純．，．．．鱒．

層葛ドロ炭酸イナソ但CO3り＿

　珪酸くメタ）（H粛iO3）．．＿．．．＿．

三重縣三重郡菰野二大字菰野

大阪衛生試験省く明治四十与｝

無色澄明冶ト無臭ゴジテ弱ア1レ刀唯反底チ徴ス．

重1，0006　1．．．・’，．1．∴．．・．　、，

　　．グラム　　　篭りモ飼ル
．三魅 O；0026　」．。0，6664

．．．　　0，0392　　　1，7031

．．．
@　0，0025　　』0，0623

．．．
@　0，0133．　　0，3752

．．．
@　0，0021　　　0，0219

．．．
@　0，0901　　　1，4768

9　9　9

　　　　・硫酸カリウム（K2SQ4、．，＿．．。．♂．∴………※…

　　　　　硫酸ナ回四三鋏）・、……∵・，…・；i∴

馴9し裏欝協紬騰ll：1：1二：：：1二

　　　辱’』重炭酸マぞネ潔ウタ〔Mg〔HOO戯〕．．轟唖・・∴ユ0ラ0987

欄一蹴細鱗讐7∵讐「

　　　　　　　　　　．所志脳溝

口
。，14〆弘・（一千〆ラム中）

モリグラム
嘗　　　滝
0，066皇

1，7031

0，1246

1，8941

0，3752
0，0438

1，4768

　　　　　　　　　　　　　　0，1498　　　3，7057　．’1，8958

　　　　　　　　　　　　　　0ゴ0221

　　　　　　　　　　　　　　0，1719

其他ワ謁ルロイナソ及ア〃ミニウムイナン「ノ少量並
。　　　　マグネシウムィナy，珊酸及有機物ノ痕跡’・

　　　　　グラム
∴ご＿．・＿ザ10，5908

　　　　．10β56て

　　　　　0，2328’

　　　　　1，2252
　　　　　；1β32こ

　　　　　．．1，2【85

　　　　・1b。2025

　　　　パ・凧1586・
　　　　．”Q，5696

　　　　　’5，7箆2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「翼：

麟表．（本鑛水属；其集成二三チー千グラム中象～成分チ含有ス，瞬容液二関門相當ス）

　　　　　　　　　　　　㌃・．．．、　　　　　　．グリム

ク・一目リ『 E・（KCI）1＿∴1一…1・∴6・qOO50

クローyレナトリ幽ウム（KaCb．＿∴．」．．．．∴＿　0，0180

重炭酸ナトリウ組N・H（窺）・・…・∵………，．9，1鵬

．硫酸カルテ・ウム聖CaSQ4）．．二．．．＿．＿＿．『∵．㌘．．0，0q30、

重炭酸加レチ’ウム〔Ca（HCO3）2〕．．∴＿＿逼蜜10，0065

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿．．＿。．．．＿＿の＿．　0，0221

　　　。　　．・．浮冷　　砺1719

9　　　　気　　乙

ρ

．＿@154　＿ ’し　’

㌧蜜ピ
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●　　．

f

「ら

ら

●

　　所　：在

　　分析
．　．’性・

　　　　，　，幅

’　　　　　●．．

カチオ．ン

U，力勘．ウムィ・膏yくK】・・，……∴

　ナポ瀕ウムイナ￥喧Naう＿．＿．。

’カル・チ’ウムイノオ・シ聖C』”）冨．．。＿．

よマク●ネシウムイメrン（Mg亀。）。。ポ．．．・

　フ土ルロイナソ（F60うら＿＿．．．．．

ア3オン・・　1…
　〃ロー・‘レイナンQCI’）＿．．＿．＿

・．u．ドロ炭酸廿ン（Hoo3’、∴．＿

颪謝嵐〃）（Hl母1（励……・…・一

地

者

状’

比

徳齢三
三斌縣河藤郡明付大字褐徳

大阪衛坐賦験所（明治二十五年）

泉

精i国濁シ微二腐敗臭チ宥ツし乃レカIl性反慮チ呈ス

．窟’．1，00U　．　　　．　・．　．、．．

．富鉱・・．．分1’ sたゴド
　　　　　　　　　　　　　固形物榔詮

イオシ表㈱繍笈簸裏ラ鋤
’骸

O，OU2

2，5509

q6400

0，0526

010193

●

5，2185

0，042ユ

約’．8，546ノラム（一『Fクψヲム中｝

璽り争ルが〆㌃
　O，2861」　　　0，2361．

1ユ0，6681　110，6681

15，960吐　，　31，9202

2p1593　　　4，31串6

0，3453　　　0，6906

　　　　147β83〔1

14712073．147，2073

　0，6900　　　0，6900

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ焼判（ケ脇蓉響識湛蔽孟逐次｝

　　　　　　　　　　　　　　8，5346　　277，3162　　147，8973

　　　　　　　　　　　　　　1回

遊網⑱一∵’兜器岬8・
義　他　』アルミ昌ウムィ’ナy及卵酸ノ痕跡

　　　9　　　　　層　　　1　　　　　　　・　　’　　．　　．．：　　　　　‘’

　　　　　　’垣r　　　　　‘し一r
　　　　　　　　　．．1’き・．’1『’　　　　　．’・

　　・’弓．、．・ピー筆陣鑛

ケロ三〃カリウムくKCh∴一・；・戸……・

クロ．一・レナトサウム（N出C恥≦＿．＿．．＿

，グロー’レカルチウム（C島。い．．．＿・＿…．

グ・ロー〃マグネ助ム（Mgαの．．．．L．．．，

風炭酸亜酸牝織〔Fe（HC（ゐ｝0＿．＿・・．＿’

詮酸（メタ）（H2Sio3、．＿．＿＿＿．∴…．韓・

　　　　　　　　　　9　　　　，

遊離炭酸くoo2）＿…＿∴．・……・………・

　　　　　　　　　8　　　　　　　　　，　　　　●　　魑　，

在魎　二村縣洞晒一理村大字紐徳

析考．東京衛生試験所（明泊三十一年）

泉　（冷）・

・’．。 ｣

”． C●

●　，　o●

，　・　9　噛　・

○，

怐E．．

●●●●●

　　8，5659
＿∵0，0652

　　i．8，63U

’ヲム

0，0213．

6・嘩麟

1L77銘

0，2056’

OlO614

0，0313

の

．虜

レ分

　性 三色浦翌ニシテ越味チ有シ中性反感チ呈ス

固形物雨量

・イオシ表’．（鰻最雰胆略裏ラ鋤

カチオン　　　　　・・
　カリウムイかソくK：う・・＿．．．．一

　ナトΨウムイナソ（凶“う鱒．四∴鱒

．　カ，レチウムイナン　（C5’う…∵…・

　マグネシウあ・イオン（Mg●●）．＿．・

ア：島オを

　グロールイオン聖CL’）＿＿……

　珪酸（メタ】（H2Sio3）．＿＿．∵＿．．

’ラム

0，0148

2，2852

0β0駅

0，0535

威　　　分
　約　7，96〃ム〔。・千グラム中》

璽り喝・一勘，

0β780

99，1410

15，0898

2，1962

鴨り〆，ム

償　　量
0，3780

99，14！0

30，1796

4β924

　　　　　　　　134，0910

4，7545　134，1213　134，1213

7，7131　250，9263　　134，1213

0，0300

7，7431

三三　ピドロ熔酸イナン及珊酸ノ痕跡

血嗜癖・（沓欝麟陽極蓬；鵜三会雲州》

ロサ

．〃・」一面ム（KC1｝・・二・・一；…一一

クロールナト1」ウムくNaC勘輔＿∴＿＿．＿。

クロー．，レカ「レチウム（CaC19．．．．＿＿＿∴。．．

グロールマク傭シウム（M9α2）．．．＿＿＿＿

珪鯉艦民メタ、く、日r2Sio5、．鱒いu鱒．鴨鱒鴨鴨軸＿軸．鱒鱒

　　　　　　　　　　　　■　　・

．’，ム　・

0，0281

5，7999

1，6761

0，2090

0，0300

71743且

圏ψ
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、

’5．◎
海

L

o



，　　　e

・ヤ

「　㌧

’所

分

凱・榊．
在・地
析． ﾒ
　　状

源’．鑛・．泉

三重懸一志郡榊原村大字榊原『

東京衛生試瞼所（明治三十四年）

　　　．無色溜澄異臭味ナク中性反回チ’三園三三ア，幼．り・

　　　・一二髪ス

、轡㌦コ．券寵三恐・ン…

　　　　　　　　　　　　　　　　．’固形物鴇量

　　　　イ勲表．（甥舗菱鐡麟）

カチオン．　’・1’．　．　　　．グ弘　．、Uモ唖
　・ヵ℃ヴムィナン三〔K）　．6．．．。．．．．．こ　　0．0119　　　0，3Q40

　　　　　　　　　　　　　　　　0，086エ　．　3，7350　ナトリウムイナソ（Nざ）＿＿。．．
　カ〃ヂ．ワムイナン（Ca”）＿＿＿　090026・　0，0648
　マク●ネシウ・ムイナγ（Mg騨）．．＿　　　　　　　　　　　　　　　　0璽0009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q，0369
1：アかミゆ列ヰ・卿・…・・．0・。013．・Q・0443

、アニオン’

　知一〃イナソ（Cめ．」＿二＿．．。

　糠酸イナン噸80の．．＿＿．．．＿．
　・ヒドロ炭酸イオy（ECO3ノ｝＿．．．

約

∂

表リィテ建．．’　・・9・∵’・・〔「・・．・．昌、ン，’ド，〆ジム．

0β040，ク・一〃卦り’血潮⑳極・，鍾＿…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0741

灘欝鵬膿凱・：；：ご1ご二1：ゴ踏
0，1329．．・重炭酸ナト，艸ム（N・紅00・】一∴一・・…．・．0，1970・

4・第⑱ご　硫酸カルチウム（C・SO・）・…・…一…1・…．・一〇・0083

　．．：　・・硫酸マグネシウム（MgSO竜）．．＿．．。．．．．．．．．．、．．・0，00“

li魏選農融鯉1｝乳：：：；：：：：：；ミ澱．

点勧1謬窪黒：｝ll；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼∴．蘇き

紺ll瞬痴罷導1無言懸｝

　　　　　　雑肥磯纏懇識織編畿次♪．

0β3グラム（一ム『Fクつう・ム中）

　　　　，麟表．〈誉臨蕃鶏鳴；繍一驚）．

　　　　　　　　　　　　　　　0，0449　　　1，2663
　　　　　　　　　　　　　　　0，0368　　　0，383t
　　　　　　　　　　　　　　　O，1430　　　2β439

　　　　　　　　　　，、．　　’　0β274　8，1783
i崖酸（メタ）（H2Sio3）．＿．．．＿．＿．．0，04880

　　　　　　　　　　　　　，　．　0，3762

∴警讐lll際灘．

　　＼∫．∴鴬遷、紅葉購灘欝驚三川与

　　　　　　　　　　　　　固形物緯量

．イオシ表（無熱雰籏鹸ラ鋤
カチオン．

　カΨウムイナン（Kう＿＿＿．㍉
㍗ナトリウム’イナソくト弧う．＿二。．．．・

　．．カルチウムイ青ンQC紺う＿＿…

　マグネ碧！ウムイナン（ムlgoう…。・・．

アニオン
　グロ司レイナン（C1！）．．」＿＿．．

．ヒFロ炭酸イナソ（正fCO3つ，．＿．

〆ラム　．．

0，Q368

0，7712

0，1402

⑪，0137

竃リモール．

OP》40σ

33，4577

3，4973

0，7687．

ミリゲラム
富・　　魁
0，940り

33，4577

6，9946

1，5374

42，9297’

珪酸くメタ）（HgSio5）．一…・9・…。…

0β532　　24，0677　　24，0677

1，1511　　18，8674　　18，8674

2，9712
0pO558

81，5988・　雀2，9351

　　　　　　　　　　　　　　　3，0270　　　　　　　　　　　，

、其他　讐チウム・マンガノプヨー馬プローム，硫酸及ヒ．

　　　　　　ドロ燐酸ノ各イナン並珊酸ノ痕跡．

＿、．．156

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グうム．
グ・一’け回％繭C1、一・・∴＿ご．脚80
重炭酸カ　リ・ウ．ム　（KHC（為）．．．．．．．．。，．．“．．．．．．．　．0，0941

重炭酸ナト・リウム（HaHOO3）＿＿．＿＿＿。．　0，7893

重彦認…カルチヴム〔：Ca（KCO3）2〕．＿．．璽．6‘＿．．　，G，5670．

、重炭酸マグネシウム〔Mg〔HOO3）2〕＿＿．．∴．　0，1128

珪酸（メタ）．（H却io・）：……・・…一………」≒0，備8

　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　．3，0270．

　　　　脅

甲　’、

『．馳　　．．廿．．’．rレ

．．・
A層5』　・



1．

’

、

所在
分析
性

　　　森面一泉（冷）
地三三縣飯南郡森村大宇森字シヨガプチ

　　　纏雛i哲購三三，三酉並鱒癌
　　　シ翫沸スレハ」アルカリ性二塑iス
比　　重　　　　　　ち0015U8，50、

　　　　　　　戯’　．分
　、

賃ン表（甥奪歳雰笈四三ラ鋤
カチ↑ン　　：・

　カリウムイナンく【くう．．．．．∴．．

　ナトリ1ウ4イガンくNαう．鱒．．．

　カ〃チウ4イかy（c8●’》＿＿
　マグネシウムイ索ン，くMg●．）＿
　7函ルロイナン（Fe’う．．．．＿．．

　　　　　　　’，　　　　　塾
アニオン
　ク”一〃イオ。ソ（C1今．．．．。．．．

　ヒドロ三層イオンく日：003う．．．

，

固形物携量　　約’2，12グ払（一粟グラム中）

　　〆リム　　　巳り■一ゆ

．．．　　0．OI15　　　0，2938

鴨．　　0．5777　　　25，0629

．．．　　0，13ユ9’．　3，2893

．．．　0，0312．　　1」2808

．．．
@　0，0009　　　ρ，0亙61

　　　　　　　，
．∴　．　　　　　　21，1537

．．．　　　　　　　　　13，3748

，o〃づム

8　　藍
0，＄938．

25，0629
6，5786

2，5616
0，0322

0，ケ499

0，8160

2，3191

0，0805

34，5291

　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　64，4714　　34，5285　．
趨酸（メタXHβi（稔〕∵．・＿．．．，＿

　　　　　　　　　　　　　　213996
遊三三（002）一…一・………0脚2…乳9，3227．’

　　　　　　　　　　　　　　3，2亀98

芙仙　　アル亀ニウ4，魂酸，及ヒドロ燐酸ノ各イナン，珊

　　　、・騨寵臣ノ鋤　　　　　　，

’医

所
分
性

在　地

析者
　　欣

，　地

21，1537

13β748

喪顛表（沓魂棚識艮；繍垂唆次）

　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　コ
〃ロール・カリウム（KCI）．．＿＿軸．＿．．，

知一けトザ％（国・α｝ノ…一・・

電炭酸ナ1トリウム（ごτ巴HCOg．．．．㈹＿．

グロー，レカルチウム受CaC覧の．．．＿．．．．

グロ」，レマグネシウム（MgC12）．．．．、．．

置炭酸カルチウム〔Ca〔H（n』）2〕．．．，．．．

函：炭酸マグネッウム〔Mg（H／OO3㌔〕．

，・@　　　グ，ム
．．，，．＿．　　0，021S

．・・。：・・乙　　1，1843

…　8…　．・　ρゴ4052

．．．鱒．．．　　0，0084

．．…．．．g　　Oゼ0222

．．．．．．．q　：0，5209．

．．＿．．．・ O，！533

窟炭螂E酸化戴〔Fe（H：CQゴ泌．．。1．．．，，．＿＿．．．0，0030

煙酸（メダ）（H2SlO3）．．5．．．．．＿＿．．．．＿＿L＿．．．0，0805

遊離炭酸（働》＿．．．．．．．＿二∴＿＿＿．．＿．．二

㌧下　切　鑛　泉．

黍璽騨難騰ぬ町回
　後ア9シカリ性二搬ス
　重　　r，ooユ。

　　　　　　威

圃形物雌　　約

イオ学表（委驚湯裁鹸ラ鋤．
●カチオン，　　　　’．．

　カリウム諸ナン（Kうり二＿＿。．．

　ナトリウムイナソ（！渦L●】＿＿韓．
　カル’争ウムイオン（〔’a●つ＿．．＿．

　マグネシウムイオン（Mg’う．．・．．．

7呂オン
　グローゆイずソ（C1つ．．∴．．＿一．
　魂酸イオ’γ　（SO亀”｝　．＿．．．．．．．．．．．

　ヒニドロ彦畦踵壷イオ’y（HC（）3つ．．軸．．

1ゐム

0．0677

0，5444

0，0205
0，028S

0，2073

0，0071

1，3879

分
1，79〆ヲ』（一リート，レ中｝

こりモール・垂撫養

1，7292　　　1，7292

23，6282・　23，6282
0，5乳12　　　1，02Z4

】b1823　　　2，3646

28，7唱4

5β47γ　　　5，8477

0，0739　　　0，1478

22，7487　　22，7482

「2，3996

0．8502’

・3，2498．

’

麟表・（本鐘永♪、其集成二於デーリート，レ中次ノ成分ラ含有スル瀞液二三略相酌ス）．

ク引回ルカ唖ウム（KC1）．＿．＿．．．．r．．．

クロー，レナトリウム（ロACn．．，．＿．＿

窟炭酸ナト1，ウム（N・HOO“、1．，．1＿1

硫酸カル争ウム（CaSO4】＿両．＿＿．．．．

書炭酸力’，レチワム〔CaくHOO3）2・＿＿．

重炭酸マグネシウム〔Mg織cq、21．
瑠…酸（メタ，（II2Sio3、．．一＿韓．．鱒99四四仰．

　　　　グ，ム
．．．．．，．．　　0，1290

＿．＿・ O，2410’

，，．，．．．．． @！16389’

＿．．＿@0，0100
．．．：．．．．　0，07電3

．．，＿㌔．　0，1735

．．．．，．．．　　0．0727，

　　　　　　　　　　　　　　　’2，2637　　55，7212　　28，7437
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊離炭酸喚oo2、．．．，ご．。．．．．．．．．．．．．．．．9．．．．ダ．．．．．．．．　珪酸丈メタ）く【恥iOII）．．．＿．．．．．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　0，0727

　　　　　　　　　　　　　　　　2，3364　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　遊離炭酸（CO2）＿．＿。＿＿＿．．．’1，0987＿24，9432　　　　　　　　　　　　　　　　b

．ノ’@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，4351

　菰　他　　アルミ亀ウムイナソ，フ暑ルロイオン及有槻物油鼠’

　　　　　　跡　　　　　　　　．

‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　157　＿

島邸64

1，0987

3，蝉1

’
・　．

魅



．「
1　1

　　、、所　在地
　　　　分’析．者
．　　　性　　　歌

　　　　　　　　　　　　覧比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　威

　　　　　　　　　　　　　　’．固形物塊量　　約

擁オン峯（燦謀長皇裏ラ鋤
カチオン　．層、’二1’・．．

加ウ気イナソ1 iK：う＿．＿．．，

　ナ．ト導ウムイナソ（Naう轡＿．．

　カ〃r←ウムイオソ（Cざう．＿＿’

マグ事シウムイナンくMg”）・∴

阿四三泉（冷ゲ
．三重四度曾郡瀧原村大字三三　　　’．．∴　・．：・趨：…，’

東京衛生試瞼所（明治三十軍年）・・

殆ト無色澄明異臭ナク啄爽快昌シ禰々甑味チ帯フ反

言塩酸断総和ト三三ス鱈・㍗力三二憂．
ス　　　　　　　　　　　　　ヒ　ココ　　　　　　　　ア

重’・．1脚（1・1㌧忌：，号　．1…

．　グラム’　uモ噛
．0，1262　　　　　　3，2235　．，
．　1，4106．、61，1974’

．‘　　0，4358　　10，8678

．．亀 D0，0222　．　0，91耳3

　　分　　　　　，　三二、・
5，Kbグうみ（一r『F〃．ラ：ム中）

竜リグラム
當　　　髭

3，2235

6ち1974
21，7356
1ち8226

、．．871，9791

　アニオン、・．

　　．グロー詞レィオ’y（Cl，）　　　　　　　　　　1，6185　　45，6559　　4謬．6559

　　弊ド・選醐ナ￥（H騨）τ∵・」，i狸篁142・3銘642，遡
　　　　　　　　　　　　　　　　　6，1954　164，｝785　’87，9785’
　　rl三二タ）（r「2SiOr）r∵隔’鱒’”．7ち、暮：睾暮i妻1・　．　．1　，．’　／　、

　，．　遡匪彦鍛（OD2】．．．．．．．．．．，．．．．∴．”●　　3，1326　　71，1977

　　　．　　　　　．　　　∫，　　．、ド1　　，　．　．　9，3962　、

，　其他．．．．ア屈ニウ4・み加・カヅ鎚ウム∫．・．一ド及．・

　　　　　　　ヒドロ燐酸ノ各イオン亜油酸ノ痕跡　　　　．口．

　　　　　　∴二’1∴・『冠．．∫．・阿二曾レ

　　　　　・’－・．一．・．．．∵．．霧．碧・・

　　　　　　・・．、　‘．性　　。状

　　　　　　　　　　∫　、噂一重、1岬・（器．と

、1 F．B∴団1＼㌦1’虚撫’残

カチオン

　カリウムィガソ（K：う…＿3・・。∵

　ナトリウムイ古ン（Ka）＿．‘r＿
　．カルチウムイオソ（Cバ）．＿．∴．．
　≒rクりネ剃ウムイオ．ン（】罰9’●）・鱒・…

アニオン
　クロー・〃イすン（Clつ．．＿．＿＿

1ピドロ炭酸イナン（HOO3’）＿＿

．珪1旧くメタ）（1ヨr2SiO3工．＿＿。．＿蒜

∫　隔

㌧．

牽嫌’i驚麟購繍編垂要町）

イオシ奉（弊短軸灘ラ題す1

　　　　　　　　　　　麟

　　　　　　　　　　　0，4696．．
　　　　　　　　　　　0，0写36．

　　　1．．・「・．∵・一．．∴　、『r　・．ノラム　辱
．始幽湯瀬てKCD“b・∴・・1・・…1・・1兜・ジσ，2403・

ク・一けUウ4．飾α）…∴∴，・商・擁∫．2・4脚

重炭酸ナト．13ウム（翫HGO3、．＿．＿．＿＿，．1，5765．

　　　　　　　　　　　　　　　1． d炭酸加レチウ4〔Ca（HOO3）2〕＿．＿．＿＿…．1，762‡

．重炭酸マグ神ウム〔翼9（H（X盛〕…ぐ…∵．．⑪，1333

’諜購1讐：：二1：：ll：二：1：；選鉱iゼ

磁　覧　ゴ・濃

　　　“．セ．”拭ρ墜騨2’

∋、＿　。の｛㌦　　　く。・

　・．二　四二　　　　・

　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　　　　　　　　鑛　泉．鈴レ．

三重縣囎三原村大字囎㌦．ご1∫．『’
東京衛生試験所（明治三十五年1

蕪色清澄異臭ナク味爽快ニシテ三々三味テ帯ヒ厘慮ハ
弱酸注ヲ・呈スレ’トモ煮沸後ア’レカリ催…二痩ス・』　　　　．

　　　　　　　　　．分．．・．＼一ピ・　　．．．．
　　　　　　　　5βρグラ・（一ヂグラ．ム中γ　　　　　監

　　　　　　　　　　　．盛賑．（耀雛響識最；麟繊雲次）

．u卸’
ﾝリグラ姦

3；49431　3｝4945
65，6269　　65，6269

1ち7107　・23，42L4
，1，379＄　＿舅獲曼攣…

．95，3012

1，7151　　48，3808　　48｝3808

2，8628　　46，9234　　46，9234

　　　　　　　　　　　　　　6，7306　ユ77，515｛　　95，3042
　　　　　　　　　　　　　　0，0776　．
　　　　　　　　　　　　　　國．6，8082　　　　　　　　　　．．

遊離炭酸（◎D2）＿＿＿＿＿．．．．‘2，1926＿49，8319

　　　　　　　　　　　　　　9，0008

其他．ヨードィメ3ろヒドロ燐酸イナソ及硯下穿痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一．ユ58

’

　　　　　　　　・　．・：－’・．．’・．一』．一．．：～．・『’三門ム．「

　グロール．カサ：ウム　（KCI）．．．．。．．．．．．．．」∴．r．；．．．．．．　O，弩弓06

　、クロ一心ナ　ト’リ　ウム（B「aCD　．＿．，㍗．．．二、＿．，・・’2，6260

重炭酸ナ回ウ・価Hco・、一1…1一一．1・7蝉
重炭酸力2レチウム〔Ca（H：Cq3）2〕・嶋・・。∴・向・岡・、・零，8991

重炭酸・・グネ．艸・〔Mg（即（脚・・∵さ・1回忌

珪酸（メタ）（H2Siq3）、＿。．．．．＿∴＿＿＿吊．～0，0776

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6980S2
’遜…離炭酸（CO2）．．．．．」．」帆∴．．．＝Lデ：．．．．．．，．．．唱．．．『2i1926

　　　　　　　　　　　　　　　　恥．；1　　嵜．』∵9｝gqo串

　　　　．，．．．．．，、．燕ゴ．．．，骨

　　　　　　　　　　　　　　　　’、
　　　　　　　野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

9



，←

Lo

’

所’

ﾝ地
分析
性　．状

’南・都山野園鑛．泉　（冷）

奈艮縣添上郡」巨市村大字鹿野園

大阪衛生試画所（明治四十年）
殆ト無色二目ニシテ異臭ナ・ク敗⑳：瞭チ有シ酸性反感チ

　　　徹ス
比　・’重　　1，005．・

　　　　　　　城 分
’固形物雌、約3，79〆弘（』テLク●．ラム中）

　　　　ロバし　ヨ　　レロ

・・イオシ表鯉編茎轍ラ欝）
・カチオン　　・，’．’

∴かり・’ウムイナン（Kう．＿ん

　ナト嘘ウムイオン（Naう＿
　』カpl〆チウ・ムイナ・γ（C価・・）．鱒．

福蹴コ豊～べi・・了：

7島3：ン…・・ガ　　9　r

ll緬郡瓢差寄1二1；ll：

．【ノ」．’．呂

㍉　・・’リム

＿，．噸　　OgO‘92，

　　0，0623，　●　o　●　●

　　0，0156・
ロ　コ　コ　コ　コ

：：：：：，δ；81暮δ

F　、覧，　「

：1：i：？澗

覧リモ川州

1，2567

2，7028

0，3890
1912325

0，70U

3，6897

20，8099

竈り〆，ム
鵠　　・髭
1，2δ67

2，7028
・0，778σ

3S，4650

2，1q33

46β053

　　　　　　　　　　　　　　313510　48，7817

糊くメ8X£「1轟随◎3）．，，。，．，．．．。．．．．　　0，2739

　　　　　　　　　　　　　　，3，62｛9　　　　　　　　　　　　　、

鶉　他　　三三イ官ン及ヒドロ硫酸イナソ少量並ヒドロ

　　　　　燐酸イオン痕跡　　　　　　　　　’唱

鼻．

』・は

ｵ山妻
　　　　・性・∵，・状．

　・9・．　・い　，τ　　！．

．カチオン　0「匡・

　・’カ：リウムイオソくKう．．．・＿，．

　ナト略ウAイナンく国a’》＿．．
　．1カルチウ㌦ムイ「すソ〔C島●う・＿・

評撃吻嗣㌣（￥9’う・・

ア≒オン・一・

”． Oロ唱！ルイ・★ソ・（Cめ　．．∴．．．．’

ド「 mドロ炭酸イオン．（甲【CO♂】∴

3D6897
4且，619串’

45，3095

麟表（欝欝購陶磁曳次）
　　　　　　　　，　　　　　　　　　・　・　1　　〆ラム
クロールカ・リウムくKCI）．＿＿∴＿．。．‘＿：＿．’　0，α740

〃貢一，レナト噌ウム（コ秘Cl⊃＿∵＿6．．1∴．．．　0，1580

硫酸掴タムIK2SQδ・・……一一・…・…90・0㍗0
硫酸かレチウム（Co804｝．．＿．＿＿＿。＿．．．．0，0530

硫酸亜酸化織．（Fe90弓）．．＿＿＿．．．＿＿＿＿　2，9230

硫酸ア，レ塁昌ウム〔A12（sα）a〕．、＿．」．．．．，．．0，1200

’珪酸1メタ）IH2Sio3）．．．∴．。＿．．，1．．，．＿．．戸幽．0，2739

　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　3，6249
　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　、

葛　　鑛
奈瓦脇南葛賊郡：難抜字古瀬
大阪衛生試験所（明漕二十九年）

泉・㈱　’

想白石濁チ呈シ味甘鍼反蹴距・翻ヨ酸性チ徴スレトモ瀧
沸後アrレカリ性脳豊麹ス

　　　　」成　　・分

固形物鳩量：　納　8，12グラム（」”一トル中）
　　　　　　　　●

・赫撞（蝉鶴磁裏ラ鋤
　　　ノワム
．．．．　　0，0竃37

．．．．　0，9909

・…
A1・4408

．．．． C　　0，15亀6

：：：：

罷り．価〃，

0β499
42，9892
35，930L
6，3464

驚り’，ム
翫　　　量
0，3490

42，9892

71β602
12，6928

127；8922

’2，6836　　75，7009　　75，7009

3，184些　　52，：9・＆7　　52，19垂ア

　　　　　　　　　　　　　　　　8，4680　2工3，5112　　127r8956

，敵（メタ）（H2Sioの＿＿．．＿．．　0，3匙4し

　F’　　　　．．　　　　　　　．　．，，、、．，，　7　，8，782見’

　遊離炭酸（CO2）＿＿．＿，。∴＿＿　1，7790＿40，4295

．’ @、　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，56星1

　其他　フェ’レロイオン，ア〃ミニウムイナン及硫酸イす1
　　　・　　’各痕跡　　　　　　・　　・

、

囎表機魏巷額離；緬筋曳次）

、

一　159．．，一

クロー，レカリウム‘KC踊。一り．．．．．＿．∴．．＿鱒．

ク・一；ザ団ウム（冠・α、．．．．＿．．．．．∴．

クロール・カ，レ‘ c・ウム（ρ亀C署2）鱒．．．．．∴。＿．＿．，

書炭酸がルチウムゆ（遜C（転》2〕．。＿＿．＿．

冠炭酸マク啄シウムてM9σ100己12〕＿・．．．＿

珪酸（メタ｝（モ123i（漏）　．＿．＿＿．。．＿＿．＿＿．．

遊離炭酸（0αB、………・．…・・…・・．r…＿・・・…

　’ラム

0，0260

瓢5150

エ渉7960・

3，2020

’0，9290

』013141

8，7821

1，7790

●

・10，5611

o

、



．◎

1

じ

．．ヂ
’一

　　　　　　　　　　　ア　ぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　コ

　　㌔　」、・，一．．　、∵．葛．い∴噛・．鑛∴’．．・．’泉ほ冷∫’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　．所．在　地，　‘奈頁懸南葛城認回付大字占瀬　　　　　　・　」

　　　　　　　　　　　分析，者　．大阪衛生試験所（明治三十九年）　　’・一＝
亀∴　．．　　「．．．．性’．∵1L状　層無色澄明無臭ニシデ刺戟性鍼味チ有ソ反隙ハ弱酸注ナ

　　　　　　　　”…　　　　　　　．’レモ煮沸スレハ・Lア、’レカリ性引攣ス
　　　　．．．．　　’・・U’　、・比’・重　　1，0056（15。，…　　　　　．．∵　く＾　　　，

　　・i・　3・．・1L　’∵．・…．．’．．成・’一∵分’■』一‘ゴ　1・・

　　　　　　　　　　　　　　　　固形物総量約6・5｛グラ・⊆一干グ．ラ艸）∵

　　　　付ン表（甥蘇騒簸三二勢．
力募」亨ζムィォγ（Kう．＿＿．∴．＿　 〇二；羨）　．翌翻〔・聴講

㌧高’ i．トリウムイナソ（N巳う＿＿．．．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75，3壬06　　　　　　　　　　　　　　　1ち7366　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75β406
　べ」き歩季享』書1享；二錨甚：：了＝ご：：二　8：亨窪塞ぎ　　1孟：99壽9　　睾苧；♀｛99

・7二1『・μンσ厨・・一・「…「　　　　　　　　　　　　　　　0，0005　　　0，0089　　　0，0L78

　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　・115ワ302峯

アニオン　　　．
　グロ＿。レ審旗rソ（G！ノ｝　．．∴．」．．．“　　2，2687　　63，9972　　63，9972

　1粛匪登イ　ナ1　QSO4”》．。．．．．．．．．ボ●。．．。　　0，0134　　　’0，1395’　　0，2790

　ヒ．隙三三イオン〔HGO3り・…・・塾3，U39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5：，0385　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51，0385
　　　’　　　　　　　　　　　　　　7，8621　210，9054　115，3147

珪酸（メタ）（E2Sic励．」，．＿＿．　o，1635　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　．　　　　　　’　　．　・8，0256

真言．・ア・畦ニウム・．翁」ド・プ・rム・硝酸及・榊燐

　　　　　．酸ノ各イ云ソ，．硯三三右機物ノ痕跡

．・ @　．＿・・，、．層　べ．．・　　　、・　　　’．・9：　二　・し

。

　　　所』在．地

　　　分析者
　　　悸：，、　號

・　’　　　　　比

雪砺

’牧．．・野．鑛

奈耳縣宇智郡牧野村大字上之字ツキノ木五百入十一番地
大阪衛生試瞼所（明治四十三年）

無色澄明無臭ニシテ味清猿刺戟性ナリ守旧三二酸性ナ

叢ト『鰍ヒハトブ轡年ト物・．．・∴．一，，．

　　　　成　一口分　’■二．．二・、．．∴∫

9

難山．σ臨蓉薯婁識繍編書弊）
　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　グヲゐ　．

グ・．一勘畑ウ．ム（KCI）一逼・，・…・…一轡【・0・σ610

ク． ｯ」ル’ナト導　ウム　（RaC1、　．，．．．．ら．・・…　6L・。　．3P69β0．

重炭酸ナトリク．ム（恥耳《X）｝｝卿＿ごr・“∴轡　1，0223

鰻加乎ウ今（C調αL・一・…駅・∴・・讐；・一〇ρ190
重炭酸カル・チ’ヴム・〔（双三：CO識〕・脚σ・．。r∵．一よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2・2489
、重炭酸マグネシウ’ム〔Mg（H（X）3、2〕’＿擁＿．．．ρ38137・

重炭酸亜酸牝籔〔Fe〔耳iX～3）2〕　．『ヤ、冠、，O．OQ且5．

珪酸〔メ・1σ1・Si（転》遍，・・；…榊マ…．…・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OD1635
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、●8，0256’

　　　　　　　．一　　’　・・．　・．　さ　　　・ぺ‘、・　　　　　　　　ド、

　　　　　　曳・二1＝　　　：．’　∵　L　　　　　　　　　　　　・』

　　　　　．ン　・　㌧　　　　’・㌧　．、　　　　　　　．－

　　　泉』．・層㌦一・．、∴．㍗
　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　噺

　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　馳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　．　　．．P　　　　　　　F

　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　「

固形物塊量．．　約　45，00グ弘（」亨＿．ト．，レ中）

イオン表（蝉観議異ラ劉
カチ才ン
　カリゥざ廿シ（1勤＿＿＿．．．
　ナ，ト．リウムイオソ（Raう＿＿．∴

　カ’レチウムイナソ（Ca’う．＿＿＿

’マグネシウムイナン（M呂つ＿；∴．

アニオン
　グロー〃イナ．ン（αつ．一・し＿，．，

硫酸イナソ（S（九”）＿＿…・…．・

　ちドロ炭酸イナ￥（HCO3’）……

　グラム　　　竃リモール　．

0，0047　0，1201
・0，062卜’．　2；6941

0，0夏72　　　0う4289

0，0123　　　0，50｛9

0，0158

0，0169
0，2370

竜リノラム

猛　　　髭
0，120夏

2β941
0，8578・

・1，0098

0，4459

0，1749

3，8846

．4・68年8

・014459

0，3498
3，8846じ

　　　　　　　　　　　　　0，3660　　　8，2534　．．　．4，6803

珪酸｛Lメタ）《H2Si（）3）　り匿．・・，．．．．．・’　0，0870　．・

　　　　　　　　　　　　　0，4550
遊離炭酸¢0動・＿∴＿＿・・…∴・・1・5220・・雛，5蝉・．　　・

　　　　　　　　　　　　　　1，9750　　　．　　　　　　　　　　ピ

其他　アルミニウム，硝酸，及ヒド』ロ燐酸ノ各イナン並
　　　　有機物ノ痕跡
　　』　　　　　　　　　　．・　　．　、．一．160

盛雄叫（李筏纏響識㍊輔壱雲次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム
ダローrレカリウム〔K二Cl｝．＿・1・．．・．し．∴．．・　Q，oogo

ク・一〃ナ回ウ4（N・91｝・・7……∵…，∴0・0190

重炭酸ナ1・リゥム〔NaHC（恥＿壁．．．．．＿．，。．0，1990

硫酸方’レチウム（CaSQ｛）．．．．，．．．．．．，．．嗣．∴．．」．・0，02潔D．

重炭酸カルテ身ム〔9alHqQ3｝の．．．．∴．．＿．r　O，磁10

重炭酸マ馳ネシウムー〔丘Ig（HGO訪〕，．．」．‘訪　0，0740

珪酸（メタ、くH2S⑩ゴ、＿．＿！＿1＿＿＿．．．＿　0．0870『

　　　　　　　　　　　　　　　　　、．．0，4530
三隆離髭参も醒塗（qDゴ）　！．．．・．．D．。．●．．．●．．．g。．．。．●．．．．．．．．．　．1魯5220

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　覧’”　」r，9750

漏　鴇



■

．些　　　。
、

・　　’所在地
　　　　分析　者
　・　性　　　状

　　　　　　　　比

坂・瑠：』鑛泉（溢）『　．
　奈頁㎜吉野硫宗恰村大字坂奮字闘川原
　東京衛盗試瞼所（明治三十六年）　　　　　　　　　　　　　　●
　無色満瀧ニシテ醜味チ有シ甚タ爽快ナリ反回ハ酸性ナ　　　　．
　レトモ煮沸後ア，レカリ性二愛ス　，
　窺　　　　1，012（120⊃　　　　　．　　　．　　　　　　　　．　　　　　　　　　　’

．　　　．威　　　分．　　　・　．　　　・　’
’　　・固形物纏量　　’約　13，47〆ラム（回り7ト渦中）・

カチオン
　カリウムイナ’ソ（Kう＿・・……
　ナトサウムイナソ（N縞●》．＿∴．。。

　カ，レチウムイナy』聖C巴●’）ゼ。・…　…

；ζ潔綬ゴ畠轍…●
　ア〃ミニウムイナソくA1●9’｝．．∴．．

　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　！

7ニオン
　〃ロールイナソ

イォシ表（本蹴水一1，一ト，レ中二含有スル各成分及其量：次ノ如シ）・，

，ム　　星り愚＿ル

0，1785　　　　4，559｛

4，5436　197，1193
0，296二　　　7，3840

0，1008　　4，1379

0，0014　0，0025
0，0020　　　0，0738

璽り’ヲム

舘　　馳
　4，559盛

197，1193’

14，7680

　8，2758
　0，0050
　0，2214

224，9489　’・

ヒドロ1麹匪壷イナ5『蹉～（桑55～∫：：：：：二　§：§§廷塾　1§6：§§睾9　1§き：差§§9

13，8906　438，3494　22510725

：＝：二二：二8：翻　　　　．

　　，14，4128
．．．．．．　0，4402．．．10，0046

　　，14，8530

σ

三助表㈱蓉麟山面議輔蛋雲次）

嚢灘銀黙）：：：二：：：二

遊離炭酸（OD凶＿＿＿…：・

　　　　　　　　　皇

噂

3

野 屋 鑛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’りあ
”ロー，レカリウ．ム（1ζCl）．．．．9r．．㍗。．＿‘＿．．．；．　0，3400

クロ・一，レナトリウム（N島CI、＿．．．．＿＿．∴．．11，0800・

重強ナいけム（NaKcq轟…7…，…一・0・磁99
諏炭酸カルチウム〔CalH：C〔恥〕．．．…・。・・…鱒　1，1988

鴛鐡マク・’ネシウム〔M9く旺CO3、2〕・。……・　0，6073

重炭酸磁化歳⊆F・（HC（胴一・………・0・0046
クロー断ア〃ミゥム（AIC18⊃＿．．＿＿．．．＿．　0，0100

孤山（メタ）（HBO弟．。＿＿＿．＿＿＿．．＿＿．　0，4703

珪酸（メタ）（H揮0ゆ．．．．．．．＿．＿．＿＿＿＿．．．0，0519

　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　14，4128
遊離炭酸（qOg）．．．．，．．＿＿＿＿＿＿．．＿．＿ボ0，4402

　　　　　　　　　　　　　　　　　　工4，8530

φ

餐’確癸懸購灘年・

泉

殆ト無色瀬登無臭ニシヂ味ハ刺戟性ナリ弱酸性反眠チ
：量ツ煮沸後ア’レカ”惟二墜ス
■　　、　1，0026（150）

　　　　　威，．・・分

　　　　　　　　　　　　　固形物繍量　　約　1，74ノ，ム（一千ク●ラム中、

赫シ表。（轍歳雰菱異皇裏テ鋤　・　彊顛表’（時数蓉面識繍罎三会弊）

カチオン
　捌ウムィナソ（Kう．．∴一…・
　ナトVウムイナソ（Nガ、＿・…・・

　カルチウムイナソ⑩の………
；㌘謂ウ’ブ酵1聖：琵：：：：：：

　マンカ？イナン麗。’う＿．…・…・

’，ム

0，0105

0，2577

0，3553
010194

0，0015

0，0010

　驚

0，0422

鷺リモ幽ル

0，2682
11，180乱

8D8604
0，7964

0，0268

0ρ182

糠11，1801・β

17，7208
1，5928

0，0536
0，0364’

30，8飢9

73オン

ζ影言繍撫1：：：：：：羅
　ヨ皇凶菌1（メタ、く、H28iOゆ．．．．．．．．り．．．。・。　　0，0082

　　　　　　　　　　　　　　　2，5053
遊離炭酸（CO，）．．．＿＿＿．…・…・1μ80…32，2273　　’

，ピ　・　　．　，・3，9233
其他　帰ウム，ア酒ニウ・，恥ド・開講殴及ヒ

　　　　　　“U燐酸ノ各イナン，碑酸並有三物ノ痕跡

，

一　161’

クロ＿，レカリウム（Kα）．．．＿．．＿＿1＿＿…

グロー〃ナトリウム（餌acn＿＿．…・…・，・・

衝炭酸ナトリウム侭aH㏄嘱）………・…・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（H㏄犠〕……………

重炭酸マグネシウム〔M戚H◎Q93〕．＿＿．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（KCQ議〕………………

露炭酸亜酸化マンがン〔騒nくH：0〔㌧）2〕・…・・

〆ラム

0，0200

070540

0，8622

1，4369

0，1163

0，0046

0，00＄1

珪酬メめ（H邸03）．．＿．．＿＿．．………9・・」ピ99綿

辱遊離炭酸（co2、＿．．．∴．

　　　　　　　　　2，5053
．．瞥．．．．．．．．．．．●．．．．．．・．。；　　1，4i80

　　　　　　　　　399233，

ン



●
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■

＝’・

’

．㍗　圃

，

o

　．所在
．．分析
　性
■『辱　馳、

地

者

聡

∴比・

宮’垣．内鑛．泉1
　知歌山縣那賀郡長谷毛原村大字毛三宮字宮垣内　．

　大阪衛生試験所（明治三十七年）　　　　　．　．．

　無色澄明味盲グ刺戟性三味チ帯ヒ三態ハ弱酸匡ニシテ
’煮沸後アPレカリ福二攣ス
量　．4レ010（14。｝・　・．’　．　二．・・一「、：‘、㌧・

　　　　　域．・，．’分・・1’幽　．ド畠・

固形物題量　　約∫12，03ゲラム（一千・功ラ戸口）・　　・

カチオン　，．　　　　　　〆ラム　璽リモ噛
．カリ．ウムィ、ナン、（K’）　．．∴．∵皇帥．；　　0，0179　．　0，4572

　　　　　　　　　　　　　　　4，2757・185，4968　ナトリウムイずン（煎巳●）．∴鱒．．騨

　穿チゥムィ　すソくしi●）　．．．；．．．．．．．．　　0，0003　　　0，0429

　アムモ昌ウムィォγ（NH孟う．．．　0，0115　0，6375
　　　　　　　　　　　　　　　0，1473．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，6733．加レチウムイ武ンゆrう．．．＿＿．

；㌘」焼畠）勲r：21．：：：・8艦1：1霧

　ア”ミニウムイナン（Ar’8）．。．？　030008　0，0295，

アニオン

イ．㊧城囎亀嵩雰照隠奮）

ケロー彪イ．ナン〔（船．＿＿．．＿

プロ．一ムイオソ〔Brつ＿＿＿；．．
．ヨードイナン（」つ　．．＿．．．＿…＿．．

ヒドロ炭量イオン（HOD3つ．．．＿

罵りグラム
’鵠．』量
　0，457Z・

185，4968

　0，0429
　0，63了5

　7β466
　δ，1068

・0，0858

　0，0885

199，262匙

5，5069　1ξ蕩，3427．155，3427

0，0039　　　0，0488．　　0，0488

0，0008　　　0，0053　　　0，0063

2，6795　　43，9190　　43，9190

麟表（欝婚簿灘＝磁回覧次），

　　　　　　　　　　　　　　ユ2，7092　392，2503　　199，3168
麹駿（メタ）（H2Sic㎏）＿＿．．．．＿。1　0，0299　．…　　　　　　　　　　．．

　　　　　　　　　　　　　　12，7391L　．’　　　。
㈱受CO2）g．．．．．．．．．．．．．．．．．．．●　　1，3164・．．29，9182　．

　　　ダ　　　　．1・．，　　　14，0555

其他　霜酸イ．ナソ，ヒドロ燐酸イナソ，棚酸及有機物各回

　　　　　蹴．’．：．．一・づ．・．・’、．、・凧’・．ゴ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛　山　温一腰

　　　　　　　　　　所在地’和歌山縣西牟婁郡瀬戸鉛幽村
　　　　　　　　　．：分析者　東京衛生試験所（明治十四年）
　　　　　　　　　　　　　　比　重’1，0046（10。）．　．＝
　　　　　　　　　　　　　　厚総温度　　5プ，δ。

　　　　　　　　　　　　　固形物纏：鼓

・舛シ表（轍三嘆浸隣裏調．

カチオン

．カ”ウムイナソ（K’）＿＿．＿∴6・

ナトリウムイナン6（Kざ）＿轡…
力尼チウムイナソQCa’う．．＿＿♂
マグネシウ4、イオン（Mg’う……

7二才ン　　　　　　　，　．．’
　グロー〃イ云・ン（qニノ）．．鱒＿’二．．．σ」

　硫酸イナソ（SQ4”）．＿．＿＿＿。
　ヒドロ炭酸イオン（H：OQ3！）．＿．・

　菱謹…酒彦Kニメ　タ）　（H含ε…i（）3）．．●●．．．●●い．」◎．ご

グラム

0，0824

1，5005
0，0垂45

0，0232

1，1317

0，0044

2，4013

グ・一・〃捌ウ・（KCIL…一・1・…r…晒

クロールナトリウム（1買副Cめ…。………r9・。ご

〃P一例チ幅（LiCI）．ご＿．．＿∴．．∴＿

・グロールアム唱「ニウム（RH4C1）＿．．＿。軸；

ヨ．一ドナトリウム〔E巳」）…讐・。．．．．＿．＿繭

プロ鱒ムナトリウム．（国aBの韓＿。＿．。．‘＿．‘

重炭酸ナ回ウム（翫HOD3）．＿．＿，＿．∴

クロールカルテ・ウムくCaCI2）＿＿．＿」．＿．．

グロールマグ・ネジウム（M：gC1ゴ）．．。＿．．＿＿．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe〔ヨ（x）3、2〕．．．．．．．．．．．．∴．二．．

クロールアルミニウム（AIC13）＿1轡．＿．；．．

．珪酸くメタ）（E2SiQ3）晶．．＿＿．＿＿＿∴＿鱒品

逆i齢戯（CO2）．＿＿．，F．．．．．．．＿p．．，∴＿♂．ご．；．；

、威　　　　　分
　約塾，43グ・・（一リ躰ル中1

罵りモール

2，10蔓7

65，0976
1，1097

0，9523

驚リグテム
，當　　．量

　2，1047
65，0976噛

　2，2194．

　1，9046

　　　　71，3263

31，9238　　31，9238
0，0458　・　0，0916

39，3591　．39，3591

140，5930　　71，3745

　ノヴム’・

0阜0340

．8，2870

0，0020’．

0，0340

’0，0010

0，0050

3，6835

0，4080

0，2430

0，00η．．

0，09｛0’

『o，0299

12，7391・

1β164
㌦14，0555．．

　　　　　　　　　　　　　　　　・．疏　’　　　　　　　　　　　ノ．

麟表磯雰薯究滋輪捲雲タ）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
ク　ロー，レカ　リ　ウム　（KCn．．．．．．ガ．．；●．．gq．。．亀．．．．．．　0，1500

クロールナト”ウム．（ドaG1）＿．．∴＿．．．＿．1　1、7r500

硫酸捌ウム侭母）4｝……・…・……？・∴・唖　0，008σ

重炭酸ナトリウムINaHCO3）．．．．．．．．r．．．．．逐．．．．2，9600

重炭酸ガルチゥム〔Ca（HCO3）2〕。．．．し．」．．．．．」．．0，1800

重炭酸マ〃●ネジゥムlMg（ECO3）2〕．，。．．、．．．．0，1400

珪酸〔メ層 �j（H£iO3｝＿＿．＿＿．＿＿＿＿．．．．　1，5336

　　　　　　　　　　　　　　5，1880
　　　　　　　　　　　　　　．1，5336

　　　　　　　　　　　　　　6，7216
遊離戻酸くCO珍）．．．．＿＿＿9．＿＿定量：セス

其他　アルミ、昌ウムイナン痕跡

＿＿@162　＿

●

釦L・

6，7216

、

｝



o
●

●

所筏
分　析
性

地
者

欣
三

面・山　・温　泉
　和歌山縣四牟婁郡瀬戸鉛山村大字鉛山　●』
，大阪衛生丁丁所（明治三十三年）　　　　　　　　　　　・

　無色清湿微二戯味チ有シしア’レカリ性反慮チ徹ス

’■　　1。0048　　　　　　　　　　　　　　　　　、．

　　　　　　成　．　分』、．　　　　　　　　・

・固形物鳩量　　約　4，78〆弊．1デリート層ル中、

イオシ表（委鷺鵡長鑑裏ラ鋤，

　　カチオン　　　　　”
　　　、カリウ：ムィガンくKう．鱒∴．．＿．．

　　　ナトリウAイナ冴（N島）＿＿。．．・．

　●　アム職ニウム。イオン（NH4う白．
・　　　　カ〃チウAイコヒン（Ca’う鱒．．．鱒鱒

　　　マグネシ立4イナγ（M：9’う・・‘…

アニオン　　　・”　　・、

　〃ロL鴫イナソ（Cめ．＿．．＿＿
　硫殿イナソてSα”）＿＿＿＿．．．
　ヒドロ炭酸イナソ（HOO♂｝：．＿．

’，ム

0，1040
1，7525

0，0074

0．0529

0，0138

罵り愚吻ル

2，6564
76，0304・

0，4093
113192

0，5658

璽り！，ム

富　　量
2，6564

76，0304
0，4093

2，6384
1．13乳6

1，3412
0，0021
297481

37，8336
0ゴ0219

45，0434

82β661

37，8336
0，0438

45，043｛

麟表㈱擁纈聯；血潮次》．

　　　　　　　　　　　　　　6，0220　　163，8800　　82，9208

，鋤1メタ）旧騨0・）……∵・……011142　　　，
　　　　　　　　　　　　　　6，1362　　　．
遊離嵐嬉（CO2）．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．　　0，7697．．．17，4932

　　　　　　　　　　　　　　6，9059　　　’　　，　・　’　　　　　o

；篤他　マンガノ，ア’バ昌ウム，プローム及ヒドロ燐鹸ノ
　　　　　　　　　　ヨ　　　　　各イすソ・碍酸並有機物ノ痕跡

　　　・1：　　　　新　庄　鑛

クロールカリウ’・へ（耳Cl）・∵……・……・

グ．ロー，レナトリウムくN5C1、…幽…・・

グロー，レアム‘巳ニウ1?iNHρ1、＿。…・

：窟炭酸ナ．ト」ウムくドα・HC（励…。・∴・ボ・・

硫酸カルチウム（CaSD弓）＿＿……・・1・・

鴛凝力〃チウム〔Ca（H：CO戯〕．＿＿．

櫨炭酸マグネツウム〔Mg〔Hco92〕・・

珪酸（メタ）（H鐸io3）．∴＿．．．＿．＿……

　　　．’ラ』

．．．．．．・　　0，1980

．．．．晶．　　2，0340

＿．．．．　0，0220

．．．．．．
@　3，4711【

＿．．．．0，0030

．＿．．．．O12106

．曜．．．．．　0，0833

＿＿。・
O，1142

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，1362
遊離炭酸（OD弟．．．＿．．．＿＿．＿＿＿．．＿＿♂0．76艀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，go5？

泉

　所左
’分析
　性、．

地　　和歌山鰻西牟婁郎新庄村大字新庄
　　　東京衛生試瞼所（明治二十六年、

　　　無色清湿湘味チ膚ヴ墨臭ナク弱ア’レカリ性反庶チ徹ス

比重1，00484（15。）　　　　　’
　　　　　　　　威　　　分　　　　　　・

弓形物纏量　　絢峰，70グラム（一サー下’レ中）

イオシ表（委鷺歳娠簸裏ラ鋤

カチオン，
　力甥ウムイナシ（Kう’．．．．．．．．．．．．

，ナトリウムイナソ（餌8●】＿＿＿
　カ，レφウムイナソ（Cポう＿．＿．．

　マグネシウムイナソくMg’う＿＿

アニオン　　　　　’　　一
　グロー〃イ｝ソ（αう　鱒．．．＿．＿

　ヒ1～口炭酸イナソ（HCO3つ……

〆，ム

0，0067
1，8763

0．0405
0．0137

’竜り毫。’レ

0，1711

81，4013
1．0100

0，5624

い，〆ヲム

富　　量
0，171L

81．4013
2，0200
1，1248

84，7172

0，8596　　2・二，’：182　　24，2482

3，6892　　6D，1590　　60，4691）

　　　　　　　　　　　　　　．6，4860　　16ア，8620
珪酸くメタ）（H2SiOの．．．．．．．．．．．．．．．　　OpO234　　’

　　　　　　　　　　　　　　6，5094
遊離2鋤（CO2）．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．　　0，4914．．．11，1700

　　　　　　　　　　　　　　7，0003

其他　ヒドロ燐酸イナソ及砺酸ノ痕跡

84，7172

■

彊類表，（耀察巷塵聯議輔壱弊）

グロール’カリウムくKC1、＿．＿＿．＿．＿＿㈹．

グロー，レナトリウムくNaC恥．＿．＿．．＿．．騨。

　　　　　　　　　　　　　コ重炭酸ナトリウム（訂aHcog．＿＿＿＿．＿．

置炭：等方，レチウム〔Ca（H：0〔唖〕．．…・…・…・・

璽炭酸マグ零ツウム〔Mg（㎜ゆ、江＿……
珪酸（メタ、（H£io3）＿＿．．．．＿＿．＿．．＿＿．．

遊離炭酸（oo2），．．．．∴∴＿．＿＿＿＿．．．．＿．

6リム

0，0127

1，4086

先8189

0。1637

0，0821・’

0，0234

6．5094

0，4914

7，0008

一　163　一・
　も

∵，

●

ボ・」）

『．，」．



●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　∫

　　’鉱、．新　庄　．鍍　泉

所在地鰍瞳酔蹴粧榊王手璃’．’1㌃∵．一コ　ト
分・析者　大阪衛生試妙所慨治二十五年），　　　　　　　　　．．…

．性　　　状・無色澄明味ハ漉汁檬刺戟性ニッテ溺酸性反慮チ徴ズ．

　　　　比・重．1鯛r・1∫『し．・・．’・”、『：∬　　　卜’』・・

　　．　・　　　・成，・・’．分　¶∴　2・』
固形物総量　’約4，95グラム〔一サート．ル中）’

綱壊・鯵鶴麗裏ラ姦奮）1
馳「@カチオン
　　　㌦カサウ；ムイナシくKンう1＿＿．

　　　ナトリウムイナン（Na●）．．：．．
　　　咀力」レチウムイオソ⑩△の）．．．．．．

　　　マグネツフムィナy（Mぎう・・

　　グラム　　　ミリモール
．r．．、　0，り644　　’1，645σ

∴．．　・1，8164　　78，ξ；026

g．．　層0，0308　．・0，7681

．．輔
@　0，0130『7．0，5337

uンうム
1當層　量
　1，6450．’・

78β026
　1，5362
　1．0674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83，0512．
　アニオン
　｝　　クロールくイナソ‘C1っ‘．∴＿．．＿　　0〕85q8　　24，0000　　24，0000・

　　硫酸イナソ（SO》）＿＿＿＿＿　020039・0，0406　0，0812
　　セドロ灘イオrソ（H＝003’）　．．．　　3，5977　　58，9690　　58，9690
「㌃

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　6，3770　164，7590　　83，0502

　　珪酸（メタ）（H織。ゆ＿．，＿．＿＿　OlO238　　　　　　　／
・　艶言炭酸（¢0ゆ∴＿＿二．＿」」．琶1珪塁§＿卯。聡　　1／‘1・「

　　　　　　　　　　　　　　　．－6，8277卜　　　　　：　　’　　ノ　’

‘㌧ 轄ﾝ
　1分析
　、哲…’

地

者

比．

和歌山懸西牟婁郡新庄材字土手ノ内

大阪衛生試験旧く明治三十六年）

無色澄明ニシデ味誠クLアルカリ性反命チ徴ス
”重　　i，005（15瓢

　　　　　戯　’＼分　　ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　略

麟表傑耐暑婆磁；蔽舷実母）－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グラ盈
　　・グロー’レカリ1ウ．・今　（K：C旺）＿一．＿．・．．．。」∴，」・・」．　0，1167　’

　　クロ・一ノレナ蕾iリ　ウム（NムCI）　＿．ゼ．ボ∴．．．．‘．．榔・1，3126　・

　．硫酸カリウム（K彊0唱）．＿＿＿‘．．，．＿L∴．＿∴　へqo7α

　　重炭酸ナト艸ム価H（島）∴・噸・》∴屯」4・7糊’
　　重薦力〃チウム〔Ca（HOO2）2〕＿？＿・・・・…　　0・1245』

　　重炭酸でク「ネシゥ「ム〔翼g（1F【C（嬉）2〕　＿r．．＿　　0，0780、

　．珪酸（メめ（邸io3），．＿．，＿＿＿・＿＿＿．．・砺0238．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，4008

響｛｝際ll〕罷1㌻琴：舞

同窓　㌃・．：芦｝鱗1さ嘗へ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ノ

．影・

固形物総量　　納　4，71グ弘（一匹グラム中）・

イオシ表（甥編護難畏ヲ鋤
カチオン

　カリウムィナソくK’）＿＿＿．，．

　ナトリウムイナソ（Naう軸＿．＿
　カル’チウム’イナソくCa卍、＿＿＿

　マグネシウムイナン（Mg’う　＿

アニオン
　〃ロー，レイナソ〔C1！）＿＿＿．．．

　亀ドロ炭酸イオン（耳。儀つ＿＿

グラム

0，0068

1，9085

0，0386
0，0164

竃リモール

0，型737．・

82，7954
0，9626

0，6732

竃リグラム

當　　量
0，1737

82，7954
1，9252

1，3464

　　　　　　　　　　　　　　0，8679．　24，4824
　　　　　　　　　　　　　　3，7679　　61う7586

　　　　　　　　　　　　　　6，6061　170，8459　　86，2410
珪酸（メタ）（H廻ioゆ．．＿．＿＿＿　0，0247　　　　　　　　　・

撫酸個＿，．…＿，ご3羅一階・・gP

　　　　　　　　　　　　　　6，8500

其他　フェ，レロイナン，ヨードイオン，ヒドロ燐酸イナン

　　　　．：一三酸ノ各痕跡並有機物少量

86，2407

24，4824
61，7586・

”． 宙黶@164

藍類表（瑠3蓉暑魔磁；議編夢琴）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃Pラム　．
グロ」一，レカリゥム（KCI）＿＿∴＿．．．1＿．＿．’0，（｝130

’クロール’ナト曝ウム（N3C1）＿．∴∴＿．！∴．。　1，4220

垂露盤会議識；5：二：ゴ：：：：二：：：：：1綴

毅警聯禦魁｝：ii羅
遊離y晦一∴・一舶……∵マ唖象二三

●

ド■

侍’

C． 梏d．



，

’　，1

所

’分

性

　　．1阿彌’陀峯鑛泉㈱
　　　　　　　，
在地　：京都府上京匠今熊野町宇阿彌陀峯小字三河村

析者　東京衛生試瞼所（明泊等十七年）、

　，駿　　赤褐色三明ニシデ三三性ノ酸味チ有ス

　　員二　　　’麓，　　1，012q6『1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　威．

イオシ裟（甥編磁婁ラ姦す）1

カチオン　　’

　ナひりウムイナン（Naう＿．＿韓
　力Pレ「チウAイナン聖C8讐）一＿＿．
　マ〃．ネジウ▲イ・オ・ン（Mg”）．．．．．．

　ブ呂ウロイガン（F’e”）．．．＿．＿．．

，7」，囲‘オンくFe”う．．．＿＿．．．

　アルミ『ウムイナγ（」～且”う・r・；・・

アニオン
　〃ロー〃イ’ナシ（C二’｝．．．」．＿．．．．

　繍酸イ7「ン（804”｝け．。＿噂．．．鱒鱒韓．

豊戯（メタ｝（H廻io魯）∴＿，．＿∴．，

〆，▲

0，0032
0，1977
0，0780・

1，8400

0，2044

0，8816

羅若灘ざ
32み9159　’65，8318
3，6565　　10，9695

32，5314　　97，5942

　　　　190，7987

’0，0048　⑪．1354　6，星354

9，1683　　95，4435　　190，8870

分・

．σ

斑職（耀鰺整磁議尾灘次）・
　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
グロρ〃ナトサウム（N島Cn＿．．＿＿L．；＿　0，0080

．硫酸力，レチゥムてβagD鴫）．．，∴．＿7＿．．．＿＿．’0，6700

司昧酸r塾クいネミノゥム‘MgS（》4）．＿．㌔，∵。．．．＿．．㍗．．．0，3900

硫酸亜酸化賊ぼegD4）識＿＿．＿．．．＿＿＿．　5，0000

、硫酸々化載〔（Fe2しSO4）3〕．．．＿，．一，＿…・…　0，7300

硫酸ア，レミ昌ウム〔A1網Q訪〕・・………・…．5ぷ00
≡唆酸（メ　3躍】　（1ヨ『2葦∋i（）ヒB、●，・●り，．．●．●膨．●．．．．．●●●●・・●・」・●　　　0，142｛3，1

12・37SO

O，1428

12，5208

172，9537　　191，0224

窒

”｝

扉在地
分析者・

’性　　　股

地・

「　1

稻

●

竈 鑛 泉

京町府相樂郡豊置続尾字有市字稻竃

’東京衛生試駄所〔箏i冶二十年）　　．

冶ト無色澄明臭無聖グ味ハ滴涼戦甘島こ！デ三二瀦嚇け

槽ヒ反懸ハ初メ徽三田チ呈スレトモ忽チ豹ア，レカリ性

反感昌讐ス　　　　　　　　　　　　　　　　・
重　　　　1，0047｛、24P）．　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　威　　分　　　　　　，
固形物三三　　約　4，83〆弘（一り＿トル中）

イオン表．（委聡晟骸簸裏ラ鋤

u．一丸ボ〆，皇
3，0983，　　3，0983

74，4599　　　　74，4599
2rO648　　　4，1296

013549　　　0，7098

0，0680　0，粥0

1霧5208・

カチオン　　　　　　　’　　　・〆，ム
　ヵPリゥムィ7rン（Kl己）　．∴．．．鴨．．・．　　0，1213

　　　　　　　　　　　　　　1，7163　ナ㍗リウムイナy（R轟う．．．＿＿
　カルチウムイナソ（qa’う．＿∴．．．　0，0828

　マク．ネシウムイずン‘Mg’う……．　　　　　　　　　　　　　　0，0087’
　　　　　　　　　　　　　　0，0038　フニ〃ロイオソくFe”）．．＿＿．＿

アニオン
　グロール’イ雰ン《Cl’）．．．＿．．．＿　　1，064L

　　　　　　　　　　　　　　3，2040　ヒドロ炭酸イナンくHoo3’）．。．＿

　珪酸（メタ）⊂H：2Sio3、。＿。．＿．＿．。

82，5336

30．0169　　　30，0169

52，5160　　52，5160

　　　　　　　　　　　　　　　6，2010　162，5788
　　　　　　　　　　　　　　　0，128匹
　　　”　　　　　　・　　　・　　　　　　　　6，3291

！一遊離炭酸（CO2、＿．．＿＿＿．＿＿　　1，8660．．．42，409　L

　　　　　　　　　　　　　　・8，1951
　莫　他　　アゥミ呂ウムィナン及硫酸イナン各痕跡

82，5329

・一@享65

♂一　’

、

盛嫌（欝薙薮二二＝編轄弊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’，▲
グ’ロー〃カ1艮ウム（KCi）．．＿＿＿．∴．．．．．＿蝸　0，2310

クロー，レナトリウム（尊「aG量｝．。恥6韓r韓舳。．髄鱒　1，5750．

重炭酸ナト11ウム（NaHO〔る）．．．＿．．＿＿．＿　3，9960

重炭酸力’ルチゥム〔CalHOO3）2〕．＿＿．．る。＿’0，3350

震渉恕駿マグネッゥム〔Mg監H（X㌔）2〕＿＿．3．’0，0520

重炭酸亜酸化戯〔Fe（HQQ92〕＿．＿．；．．＿．．．．　0，0120

珪酸（メタ）（正≡【爺iiO3、＿。．覗．．．＿．8．。鴫．．樋．騨鱒．．　0，1281

　　　　　　　　　6，3291
●．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．　・1，8660

　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　8，1951

り

遊離炭酸〔◎02）＿＿＿，

　　’

禽

・虚

●



’　，

．實’

fl、

’9．

　所在
．1分析

、． ｫ’

頃

「．

冷

：’・

山 雨 1泉
地　　京都府相樂盛大河原村字今山ら

考㌧大阪衛生試聡所（明治三十牟）「 @・’　’”　．・弓
朕　．無色透明無臭，味ハ刺戟性ニシテ三二酸誠，三態ハ三三＝

　　．ナル毛煮沸スヒバ」ア’レ．カリ性…昌攣ス．

　　　　　　　威．’』1分，・ン！・
固形物鴇量・

イオシ表．（委製晟撮簸裏ラ鋤

．カチオン　・．．・‘

一’Jリヴムィナソ（！ぐ）＿＿，．

　ナトリウム4ナソ（5「aう＿．．
　カル・チウムイナソ（Ca’．）．．．．．

　マグネジウムイ．ナ’シ．（Mg．う．．．

　フニルロけン〔Fびう・し…r・・

アニオン　　、1’．．　・

　グロ’つレイオンQCめ二＿＿．．
妻・ヒ・ドロ彦山イオrン（HCOaつ幽。

　・　∂Fラム．

．．．．　　0，0520・　・

．●・　、1，2236

＿．　O，0812・

．．．
@　0，0153

・…
A0，0024・

　7”　・　’」

．．．・‘ P，1480
．．ボ　1，6734’

約3，44ノヲム（一リー㍗ル中）一

Uモール．翻〆噛
1，3282’　　1，3282　．

51儲r葦；麗
0，6281　　　1，2562・

0，0429　　　0ρ858

　　　　59，8062、．

32，3836　　32，3836

27，4282　　27，4282

麟。。★H画し……、．：ごき：δl1811靱・5防8118，
？

　　遊織詰）＿………．．．．．．欄…a珈∵1／

　　　　　　　　　　　　　　　5，9853　　　．　　、　　　　　’二！

　　其他’ア3レミニウム，請三角葛ド・燐酸〉各イナ’ソ並稠

　　　　　　酸ノ痕跡　　　　層　　　’・．．

．　　　　　　　L　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 ，　　

　　グロールツ・トリウム（頚’aCl）

F

．・�m・‘瀬 鑛
・京都府相田郡大河原村大字大河原長剛ll岸二三ン瀬．

　大阪衛生試三所（明治三十二年）
、・ ｳ色潭明微二硫化水素臭アリ味ヒ刺戟性三国ナリ反回

棚酸性ナレ隔煮沸スレハLアル無性r塑ス
　　　　1・00気19。）・　．．’．　　・・　　「』∫、．∴』　重

圏・・　’成、、分』

固形物縛量　　約4，35グ弘（一干グラム中、『　　、

へ

．，ゾ

塗＝．

1所
・分

性‘

在　地

回者
　状

．カチオン　　：　　　…　　、．‘

　カリウ’ムィナ・ソ（Kう＿＿．＿』

　ナトリウ4イナソ〔Naう。．∫＿＿
　カ’レチウム3「ナン受Ca“）．．＿．．＿

　マク●ネシウムイナンくM9軸》＿．．．．

　フェル’ロイオ’ン（Fe’う．騨鱒。鮪解．。

比

イオシ表（委等糞晟雰護異装婁ラ姦奮），

ア士爵；ダ』

　クロールイすソ〔C1つ・＿＿＿
＿ヒドロ彦繊イナソ〔HOO3つ

4ノラム　　　竃リモ鯛ル

0，1076　　　2，7484

1，4888　　64，5813
0，1242　　　3，0972

0，0222　　　0，9113

0，0058　・　　0，1038

驚リグラム

雷　　量
2，7484

64，5313

嬉19幽
1，8226

・0，2076

篭5543

麟表・（混晶薯婆識㍊構串勾’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラムぞ
グ・一ルカ．り蝋KC勤……・…讐・・，…；…．0脚0・

　　　　　　　　　　　　……∵；r・鎚・…　1・8170　、．
重炭酸卦艸ム．⑲E◎◎・）一・一，・・ら…：」β513．

重炭酸加チウ．・〔C・（HC（）3）2〕・………∵・’0・3289・．

重康二三グネシゥムα9（H：OD3）2〕．．．＿．．．0，0920

．重炭酸亜酸牝鐵（Fe（耳oo3）2〕L；＿．；＿＿．＿〆q，oo77

’勤ダ画讃欝欝17∵・制

．．．
@「1，4760　　41，6361

．．．．
@2，0700　　33，9289

41，6361

33，9289

　　　　　　　　　5，2946　147，0070　．75，5650
　　　　　　　　　0，0999

　　　　　　　　　5β945
　　　　　　　　　1，4732、．．．33，4818

　　　　　　　　　6β677
・リチウム，アルミニウム，ヨード，、プ官一ム，ヒド．

ロ燐酸ノ各イオン並酒器，硫化ホ素及有機物ノ痕

跡　．　　　　　　　　　　　　　　　　　’・・

　　　　　　　　　　　　　　　　一，・166　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・パ．　噸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．」鋪

騨琴跨欝9蓉壁高識病婦六器）
　　　　　　　　－　　　　『　　　　　　　　　グラム
3二ご堺了灘6iデ1：1：±：：i：：：ll；翻

重炭酸ナ回ウム（N・HC銑）＿1・．．∴＿＿2，16｛堆

　重炭酸力〃チ亨ム〔Ca（H㏄触）2ユ．．∵．＿，∴，0，5022

．重炭酸マグネシウム〔Mg（H㏄徳）2〕＿．ご0，1336
　重炭酸韮酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕．．．．．．．，二．．．．．．90，0184

　碧…酸（メタ）（H’£io3）＿＿∵．．．．．＿．＿よ＿．晶　0，0999

珪酸（メタ）H2Sio3）pJ。∵。．＿一．．．

遊離炭酸tooの＿＿二一、‘．＿，＿

其　他

遊離炭酸（晦）・…．＿一…．．＿．、．．．．∴灘

　　　　　　　　一．∴∴．∵　　　　7，6，8677．

　　　　脅　・．

■

蜜

】 》



●

9㌧

唾

！

　　所』在
』　分析

’　性’

地

者

状

比，

笠・、置．炭酸水
　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：京都府相樂郡笠置村大学有市字岩釜

大阪衛生面面所（明治三十三年）

微二溜濁シ微二毒味チ有シ清涼刺戟性昌シデ弱酸性反　　・

際チ呈ス　．　　　　．　　　　　　　　　　．
，重　　1，00｛4（1δ。）．　　　　　’

　　　．1●・成　　　分　　、1”1．1㌦　　　　．㌦

，固形物纏量　　約5，08グ解（一り＿’ド，レ中）．
．’

艫V表（甥馨麟浸簸袈ラ鋤
　，カチオン　・’　・

　　　ナトリウムイオン（N昌う＿．．．∴．

．　　’カルテ曳ムイナン（C醒う＿＿…
　　マクPネシウムイオrン〔，馬「9”】韓鱒鱒

　　　7＆凸ロイナン（Fe．う．．．＿．＿．．．

　　　ヤソがノイ☆ン【Mガ、＿＿．．．＿

’，ム　．

1，8077

0，0752

0，0263

0．0029

0，0009

鷺リモ畠ル

78，4252
1，8753
】，0796・

0，0518

0，0164

鱗層
3，7506
．2」1592

0，1036

0，0328

84，4714

7ニオシ
　ヶロ＿’露ノィォ・ンくC1ノ｝　．．．，．．．，．．．．　　0，9775　　27，5740　　27，5740

　b　ドロ慌酸イナン（正【003っ．。g．，．　　3。4758　　56，9710　　56，9710

　　　　　　　　　　　　　　　　6，3663　165β933　　84，5450
　趨酸（メタ）（H2Sio3）．。，．．．．．．．．．．．．　0，1272　　　　．　　　　　　　。

　　　　　　　　　　　　　　　　6b4935
　遊離炭戯（CQ2）＿・．．＿．．．＿＿＿定量セス・

　葺．他　　リチウヘア，レミ昌ウム，ブロー’ム及ヒドロ燐酸各
’　　　　　　イナソ三四機物ノ痕跡　　　　　　　　　　　　　，

騨表、（耀窮翻覧滋；編儲雲次〉

　　　　　　　　　　　　　　　’　　’”，ム
〃㌃3一ルナトサウム（N「FC1）……∵・・；…・…・・9：：1，6130

置幽幽ナ回・ウム・くN・Hoo9一・・一…；・…4・貿81

窟炭酸おルチウム〔Ca（EICQ謎〕＿＿＿．．．「．，．．0β046

重疹も酉菱マグネウゥム　〔Mg（、H◎03）2〕　．．。．．．．，．　0，1584

重炭酸轍化燦F・但OD・）∬一・・一…一．0・009窒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0030重炭酸亜酸化マンガン〔Mnく理㏄触）2〕……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ珪酸（メタ、（H2SiO3加。＿．＿．．．＿＿．．b．。．．．脚鱒　　0，1272

、

9じ

所　左地
分析
性・

6，4935

り

比

田　山　籏　泉　（冷）

　京郁府相樂郡1高山村大宇田山
　東京衛生試験所（明冶四十三年）
　無色滴泣面許ノ黄褐巴枕型アリ三二三味チ有シ且ツ刺
　載性昌シテ緩和ナ、1反患’・弱ア’レカリ性チ徽ス
9

　重　　　　1，0036（170〕

　　　　　　誠　　　分

固形物携丑　　約4，19〆弊（一千グラム中）

イォ》表廊（甥蕊雰菱簸裏ラ姦奮）

カチオン　　．　　　．．’．．

．　カリウムイナソ〔1く：’、．．‘．＿＿

　ナトリウムイナン（Nぼ〕＿＿，
　アムモ昌ウムイナソ（NH4う．
　カルチウムイナン（C昌つ．＿＿
　マグネツウムイガソ（Mg”〕」＿

’アルミ昌ウムイナンいk”．）・…

アニオン
　　ケロー岡レイオrンニ史C乱’》．・．．．．．6．．

　　ヒドロ炭酸イナン（HOO♂）．．

　砺酸（メタ）σIBO2）＿．＿．＿
　珪酸くメタ）くH2SiQ3〕．＿．＿一．

／　　　　　　　．　・
　遊離炭酸（OD21．．．＿．＿＿＿．

　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　1

　　’，ム
．．　0，03679

コ　コ

．．　ObOO338

，．　0，11559

1．0，01787
．．　0，00024

．．1，41413

覧リモ繭ル

0，93972
1，39904’　60，69588

0，18695
2，88975
0，73358
0，00886

璽リノヲム

萱939差

60，69588
0118695
5，77950

1，46716

0，02658

69，09579

　　　　　　39，89083　39，89083
．．．，　1，78179　29，20496　29，20496

　　4，76883134，55053　69，09579
．．．．　0，07069　　　　　　　　　　　　　　　　1

．．。．　0，09935

　　4，93887
．．，．　1，52485　34，65568

　　6，46372

、　　　．　’　　」　167

こ

，、’

黙黙表㈱麟購繍竃灘次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”ラム　．
〃ロー，レカ”ウムくKCL）．．∴．．＿．＿．．．＿」．。．10，07010

クロ＿ル’ナトリウム（撰aCl、．．＿＿＿＿∫．．．2，26609

クロー，レアムモニウムくNHρ1）．．∴＿＿．0，0toO1

重炭酸ナトリウ賦NaH㏄嚇＿＿＿．＿＿．1，84609

重炭酸力，レチウム〔Ca（H：0〔聴）2〕．＿＿＿．．0，46817

重炭酸マグネツう4‘箪g《K（℃3）2〕’．．＿＿0，10739

クロールアルミ昌ウム（AK庵）．．＿＿．、＿．，．0，（翼）118

．珊酸（〃）（HBO・、・・：…・・一．＿＿一・…・0，07069

珪酸（メ∂rXH2Sie3）＿。．．．．。．軸．．．．．．∴．。．．．．g．．．　0，09935

　　　・　．　　　　　　、　　　，　　　‘　　　　　　　　　　　　　4，93907

遊離炭酸受GO2｝………．＿…・……・…………＿墜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6946392
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

■

4
、

、 P
．∴）



　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。．、適r『

　　　　　　　　　　　　　　　泉源二叉泉

　　　　　　　、，所在・地　　．・京都府加佐郡新舞鶴町字泉源寺・．　 1．’．

A’1 h㌘　　　　　　　　　　『q

　　　　　　　　　分析者　大阪衛生試三所（明治四十年）
　　　　　’咀　　性「　・状　　殆ト無色澄明無臭ニシテ三味チi有シ弱ア’レカ｝性反回　　　　　・　　　　　∴．

　　　　　　　　　　　　．比董皐ろ1麗・∴’．…∴：．二．∴・忌　　’．

　　　　　　　　　　　　　．’：．・・．・．二㌔亀：、．威』’・．・分一．噛：　’‘　　　“．一’”

　　　　　　　　　　　・　．・固形物驚量．．・約・6，5レラム｛一画グラム中）　．．’㌧　　●’

．．

Eイ正論． i饗編菱綴ラ簡・’．『”．∫蜜顛表（重鉢雰麟盛聯；識三雲次）

璽鉱、鏑一一隔噛鷺』〃繭lll画一∴漏轟．
ナ三餐1雛三1…lll　ll　鐸弾器縞織ii：ii：鱗

　　　　　　　　　　　　　　　　3，5740　100，818L　100，8181　．　珪酸（メ31）（H「2Sib9．．＿，．．．＿∴．＿．．？．．L＿．．　0，1336　　グロ昌〃イ北ソ（C玲＿＿．．∴．

　　　　　　　”　　　　性’．　・状　　無色清澄臭氣ナク戯味チ有シ」アルカリ性反屈チ徴ス

　　　　　　　　　　　　　　　　腿一際’痛分・．・．と．㌧∵∫’．．至．．lll．

“固形物判明　　絢13，46グラム（一予グラム中）

頚シ表（委蓼舗菱鮭婁ラ鋤

カチオン
　カリウムイナγ（K’，帆．＿鱒鱒鱒

　ナトリウムイナン（餌aう・……・・
　カrレ・チウムイ貢’ン（Ca●’）．＿＿。・

　マグネシウムイナソ（Mg。。｝．＿・

7；オン．
・グロー’レイナン（C1り．＿1＿．＿

！ラム

0，4688

0，3167

0ρ348

4ワ4652　193，7180　193，7180

藍リモ。ル、

1139745

7，9052
1，4286

Uグラム
餅　　馳
11，9745

15，8104

2，8572

224，360i

　　　　　　　　　　　　　6，8678’193，7320　193，7320
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1458硫酸イナソく費04”）．．。．，．．．．．●輔．，．　　0，0070　　　0，0729

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，5130　　　　　　　　　　　　　　　　　30，5130　　　　　　　　　　　　　1，8616ヒドロ彦凌直舞イナ．ン（耳（x）参つ・讐・一

　　　　　　　　　　　　　14，02匙9　【439，3槌　　224，agQ8

珪餓（メタXH2Sio3）………・。…・　0，0974　・

　　　　　　　　　　　　　14，U93
三塵知階匡彦繊（ICO兇）　．●．ゆ．」．●．．g．．gg．．．曾．　　0，2202．●．5，0046

　　　　　　　　　　　　　14，3395　　　　　　　　　・　　　．　．．

其他　プF賦4イオン回忌酸各痕跡　一　　，

一　168

畑野表（旙窮愁画鋲漸悟；羅嘉垂雲次）

　　　　　　　　　　　　・　1．．　　．　1’ヲム．
クロー’1♂ナト曜ウム（国aC恥い．＿＿＿。．．＿ユ1｝3330

重炭酸カリウム（KHCO3）∴……繭・・…一・．1，1989．

石荒酸力，レチウム（CaSO4｝．．∴．．．＿．．．」＿．．．＿　 0，0100

重炭酸力〃チゥム〔Ca（HCO3）2〕＿．．＿．h．．1　1，2701

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕。．．．．．．．．0，2099

珪酸（メタ）〔H2SiQa）．＿＿∴．．．＿．＿．．＿鴨」　0，0974

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，1193
遊離炭酸倒……面∵・∵絶や・∴・画動脚2’

．’ E．∵一♂．．滋、1．1岬95∴

㌻

亀．．

‘？
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　　、　　り

厨　在

分析
・性

　　　瀧　馬　鑛　泉
地　　京都府輿謝郡城東村大字瀧馬
者　　大阪衛生試験所（明治四十年）

無色自明ニシデ異臭ナク戯味チ有シしア，レカリ性反晦・

．　　　　チ呈ス
　比　　重　　ユ，oo盛1

　　　　　　　　　威

固形物纏量

イオシ表（委鷺辰比隣懸奥テ鋤

カチオン

　カサウム’イオhソ（Kう＿．，．．・．＿

　ナトリウムイナン（脳魯’）＿＿＿
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　ナトリウムイナソ〔Naう．＿．＿，
　カ’レ乎ウムイすソ（Cバ》＿．．．．．．
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　〃ローかイナン（Cめ＿．．．．．．＿
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0・0099　　　0，2469
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’0，00ユ0　010【79
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重渉翌日ナトリウム（箇aE（X）の．。．＿＿叫＿＿
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篭りモール善りη皇’

0，2682　　　0，2682
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577955　　・1ユ，5910’
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脳．・固形物纏量　　約・15，6按ラム（一リー’卜，レ中）
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〆ラム　　　篭りモール

0，1619　　　4，1354

4，2157　　182，8937

0，0060．　’0，3326

0，8282　　20，6534
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くリグラム
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41，3063
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　0，5510

・260，7795

7，1471　201，6107　201，6107
3，6100　　59，1705　　59，1705

　　　　　　　　　　　　　　　　．16，3687　484，8518　260，7812
　　珪酸（メタ）〔H2Si（㌔》．．．．．．＿。．．＿　　　　　　　　　　　　　　　　0，0909
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16，4596

　　遊離炭酸くCO2）＿．＿．＿．＿＿＿　淀：量：セス

　　茎他　アルミニウム3ブローへ硫酸及ヒ．ドロ燐酸ノ各イ．

　　　　　　　ナy並棚酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　170　＿

’2，4315
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．3・9π5．
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クロール’カ9ウム（K：C1）．」師」＿．＿ヒ．∴∴．∴　0β083

クロー’レナ㍗リウム（NaCI】．＿＿＿＿．＿．、10，6998．

グロー〃アムモニウム（N！工ρめ，…．・…．凹・O，Q178

グロールノカPレチ・ウム（CaC！2）．．．ψ．．晒．．．，．．．．・r　　O，79ユ1

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．。＿」．＿．．．　2，1927

重炭酸¶マクリネシウ．ム〔Mg（HCQ9皇〕＿＿．．．．　2，310Q

重炭酸亜酸化鐵〔F・（旺（P・）β…∴，∵……。・・』0，0490

．珪酸（メタ】（H2Sioの；＿．．．＿遥．．．．∴．よ。∴＿　0，0909

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茎ξ，4596
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谷・川　鑛泉 ㌔

．大阪府南河内郡東條村大字’H：南備字駿谷川　　　　　　　　幽

大阪衛生獣験所〔明冶二十七年）　　　　　　　　　　　’

無色糊味餓ク後漸ク甘嬢反臨ハLア〃力唯ナリ

重嬰1㍗、・分　　　！㌔し
固形物緯ナ騒：　　’・毎勺　　6♪55ノ夢ム（一リ　一1隔ル中）

砿ン表（叡戚永一1リートル申三含有スル各成分及其量次ノ如シ）

カチオン・・　’　　　・
　カリウムィォン（Kヴ漏，．．∴．二．．

　ナト帰ウ轟イオン（石「β’）．。．．＿∴

Lカルチウムイナソ（C5’●、一6＿＿
　マ・グネシウムイナン（馬19●う．．．。．．

　’7呂，レロイナジ（Fe’う．．．。．．．．．．．．

7；オン
　〃ロー圃ノイづrソ受C1つ．＿．．．∂．．。．こ

　ヒドロ渉制駿イオ’y～H：003つ＿．．．．

棚メタ）くH’翁iαよ．．．＿∴．．＿

　　　　　　　　　　　　　な
　醐くooの＿＿＿．＿＿＿．

〆

〆・・．…一ル善吻嘉
　　　　0，6948　　　0，6948’0，0272

2，0695’ @89，7830　　89，7830「

0，2830　　　7．0574　　14，1148

0，1088　　　4，466＄　　　8，9326

0，0097　　　0，正735　　　0，3470

113，8722

3，4315　　96，799｛　　96レ7994

1。043L　　l7，0978　　17，0978

6，9728　216，0722　1【3，8972
0．0761

790489　　　　　　　　・
1レ7066．．．38，7864

廠顛表（耀窮影響識湛編誌雲勾

　　　　　　　　　　　　　つクロー〃カリツム〔KCI）………・・…∵轡…」・

グ・碑ナ回ウム（N・d｝．．島＿。．＿．．．

グロ噂，レカルノチウム（Caα2）＿＿．∴，＿．＿．

継話方・チウ’義〔c・（EOQ・B……．・……，

窺炭酸マク。ネシウム〔Mg（HCOゴ2」’．帥＿．‘●

■炭酸亜酸化載〔Fe（H〔秘繍．．．．．．．．．．．．．．．．．．

瑳酸（メタ）（H129io3）＿＿．＿．＿＿．．＿．．＿∴．

’ラム

0，0母18．．

5，2522

0，3508

ρ，6334

0，65訂

0，0309

0，0761

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，0489
遊離炭酸脚φ…・…・∴一・………………r」趣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，7555

8，7555
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所．掛地
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藥師ケ池離苦　　　亀し
，大阪府南河内郡天聾弾大字天野山字塔ノ尾旧師ヶ池

大阪衛生試職所（明融三十二年）

無色濁明無臭ニシテ味創殻性ナリ典反応あ弱酸性ナゾ

ト唖鷺沸スレハ中性昌墜ス

重　　1，00L（13ら　　　　　　　　　　・，

　　　　　戯　．　分
甲形物緯量　　約　0，06ノ，ム（田干グラ4中）

イオン表’㈱馨茂雰嶽二二鋤

・カチ才ン

　　カリウムイ青｝4（Kう。騨＿＿9．．
　　ナトリウムイナン（蟹｛ド〕．＿．．＿

　　かレチウムイナソ受。グ’、．．＿．＿

　　マグ零ツウムイナ歌M儒”｝．＿．．
　　フェ彪ロイオン（Fo●●、．＿＿．＿．

7＝オン
　〃ロ哨砂イナソ（q今；．＿．．．．．。．

　ヒドロ炭酸イオン（HO〔ん’｝……

’り≧

0，0032

0，0036
0，0016．・

0，0003

0，0019

OlOO97

0，0105

　　　
u愚一ル重り
0，08巳7　　　0，

0，1562　　　　0，置562

0，0399　　　　0．0798

0，0328　　』　0，0656

0，0340　　　0，0680

翫

　　　　「0，45置3

0，2736　　　0，2736

0，1721　0，1？2肛

　　　　　　　　　　　　　　　0，0313　　　0，790寧　　　014457
　　　　　　　　　　　　　　　0，0292　珪酸（メタ）（E母io3、．．．．＿．＿．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　OlO605
　三聖蓋離垂炭酸（002）．．．。．．．．．、．．．．．．．．．．．　　1，2ユ62．．．27，6409

／　　　　　　．　　　　　1，螂7’　　　・
　茎他 硝酸イオン，ヒドロ燐酸イすソ，棚鮫及府機物ノ痕

　　　　　　跡　　　　　　　　　　・　　　　　　」

闘表．㈱雰婚薯婆鵡蓬；蔽鮭喫次1

　クロ叫レカリウム（KC1）…・……＿・＿‘尋．．

　グロールナト”ウム（ドaα】＿＿＿．．＿．＿．．．

　グロー”マク。ネシウムい角窪C12、……一．．．．．蝿

’，窟炭酸力，レチウム〔Ca（H：（Xり2〕．＿．．．．．．＿．．

　璽炭酸マグネシウム‘．〔M9（aCO3）2〕．．，．．，。．．

　重炭酸亜酸化載〔Fe但（x）3鞄〕．．．。．．．．．．．．．．．．．．

　珪酸（メタ）（旧「2Sこ03）＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．

；一　17享　＿
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0，0060

0，0090．

0，0020

0，0065．

0，0017
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響　…　．　発向者　大阪衛生試瞼虜（明治三十五年）　．・　．、　　．
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固形物雛量　　約　5，26グラ駅一瞥グラム中）

カチオシ1．．．．・・．’…　　殉・
・カ’リウームイ：ナソ（涯ζう．い．；．．∴鱒．；’0，0378

　ナト艸ムィナン．～Nめ，＿＿．．覗，7432
　アム毛．ニゥ‘4イガン（NH：4う∴．・0，0020

　カル千ウムイすy（ρめ．＿＿∴．0，2724
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・． ｫ．・　．’歌：’．無色澄明無臭歌敏性♪味アサ其反鰹ハ三二チ徴ス．’
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1，101ε
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カチオン　　　　　　　　　　　ノ弘
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．＿．＿；．
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〃ロールアルミニウム（A℃13、＿＿＿＿．．．　0，0440

珪酸〔メタ）（H2S…qf）＿。＿．．＿＿．＿．＿＿＿．　0ガUδ5

　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　2‘，3193
遊離炭駿（OQ2）．．．．．，．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．0．｛η’37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25，2930

泉
　大阪府南河内郡夫野村大字天野山宇塔ノ幽尾
　大阪衛生武三所（明泊四十二年）．

馳澄明轍タシテ嚇幟断嬢反態・・酸性ナレト
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殴炭酸マクりネシウム〔M窪〔HCO魯）2〕．．．、＿．，

猷炭酸距酸化鐡〔Fe（KO〔㌔）3〕．．．．．．．．．．二＿．．．．
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　　　　ご二．　　㌔　　　　　　’成
　　　　　　　　　　　　　個形物総量

・イ．オン表（委礫辰楓鹸ラ鋤

　カチ才ン　’　，　　　　　’．

　　カリウ．ムイナyくK：）＿．．．．＿

　　ナトリウムイナソ（ロゾ）“＿＿．
　　カ〃ヂウムイナy（Cパう＿＿．．・
”、マグネツウムイオソ（M9冒．）．．＿．

　　フェ加イす￥（F卵……一・

．　7

　　　　　　　　　鑛　泉

．大嚇盤醐根鮒大字森上．・．’1
D．

栫f1∴．．　・
大阪衛生試瞼所（明治二＋三年）　　　　　』　・’・

無色清澄無臭ニシテ纈幟性ノ澁床チ府シ反1怨ハ中性

ナリ　　　　　　ご

約．1，49〆弘（一り一点勅

グ・・割モゆ垂リダラ皇・
0，0140　’　0，3576－　　　　　　　　　0β576
0，3S16　　’16，5553　．16，5553・

0，1夏4豆　　　2，8454・　　5，6908

0，0435　　　1，7857　’　3，5714

．0，0052　　　0，0930　　　0，1860

　　　　　　・，　．、．’1い．．．、・’．ビ：．．．．26・諮U

　アニオン　　　　　　　『、’．　　’
　層，　ク」ロールイ貢ンρ（C1！）　．．．．．・．．．．．9　　0，3776’　10，6516　　10，6516

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，7122　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，7122　　、ヒドロ炭酸イナン〔HC（劫．．＿　　　　　　　　　　　　　　　0．9586
　　　　　　　　　　　　　　　」，8946　　48，0008　　26，3638
　　珪酸（メタ｝（H2S竃03｝．．．．．．．．●．．・ポ．．　0，1415　　　　　　　　　　．　！

　　　　　　　　　　　　．．・・．2，036L　’．　　・

　　其、他　ア，レミ呂ウム・プローム・ヨ囎ド及セドロ燐酸ノ．

　　　　　　各イナン「ノ三跡　　．　．・　．．∫．

…．逐寵ジ誌田野・山
　　　　　　　　　　　分析者
，　昏∫．．．”・．こ．，．1：』」．．憐．　状、

’　　　　　　　　　　　　　比　　重　．1，00北

　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．・@威　，，∴．・　．・ヒ・． ・． ､物縛量’約
　　　　　イオン表（野糞囲碁浸総裏ラ鋤1

℃1 Jチオン
　　カリウムイ・オ・ンしKう．．∴＿

　　ナトリウ．ムイナン（Naう．＿
’　カ，レチウムィrβ’ソくCa●う…・

　　マグネシウムイナン（Mg’う

｛　．

．分・　’・　　　　　．ζ

　　、麟表磯雰麟婆聯；義磯転籍）．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’グ渉ム
獅聯職：i：：1：二1；1；1：：：惚・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、0，5262　　重炭酸ナ回ウム1個日耳CO3）。＿．r卿‘＿」＿

　　重炭酸カルチウム〔鋼Hoo、）」；．・∴・∴；……鰯17・

　　重炭酸マダネ’シウム〔Mg（HOO、），〕．＿…・．：0，2614

懇聯騨：r；『挙1難

　　　，．．、、：寧窯雪冠1一

鑛泉、
兵庫懸憩戸港地方字砂連山五番地1　　層　・・、．，　　　．、

大阪衛生試験所（明治四十四年）

無色澄明無臭ニッテ味♪、清凍刺戟性ナリ；其反感弱酸性

チレレ毛煮沸スレハLア，レカリ性トナル　　　　　　　倉　　　・

　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ドゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　分．’、・・，’・　．．’一’　　．・

　　　　　　　．0，75ゲラム（一り．一トル中）
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．。．．．　　0，1006
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＿．．
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　グロー虐イ壼ン（Cめ＿＿＿＿
　硫酸イナン（∈∋04”）．．＿・●r．．．．．．．．．・r

　ヒドロ炭酸イオン曳Hoo3’）……

0，LO72

0，0042

0β302

U鮮ル壺’〆ラ皇
0，5645　　　0，5645

4，3644　．．4，3644

1，4564　　　2，9128

0，3407　　　0，6814

8，523正

．3，0240

0，0874’

5，412零・

L

．塾

へ　

講

．盛類表（秀欝9蕃碧婆藩＝辮潴蜜次）

3，0240

0，0437
5，4122

」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6310　　15，2059　　　8，5236

　　珪酸（；「タ）〔E【2⊆∋iQ3）・・，。●●・●。●・●。・・』　0，1077

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ　　　　　　．　　　Q●7387　　’　　　　』　　　・

　　遊離炭酸〔（X）2）＿，＿．＿＿，．＿　1，1390

　　　　　　　　　・　　　　、　1，8777　・　　　．　¢

　　其　他　　ア，レ愚ニウムイナン，ヒドロ燐酸イナン，棚三三有

　　　　　　　機物各痕跳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム’
グロールカリウム（K＝C1～’＿．＿＿．．．1＿．∴．．．　0，0・亀20

グロ．一，レナトUウム〔醤禽C1》…一…畦・一…・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1440．
重彦鯉稜ナトリ　ウム（Na疋1003）．．・．．．．6．一．．」．∴．　0，竃600

硫酸力〃チウム．（CnSO4）．．P．＿＿．．．＿＿＿6　0，0060

重炭酸力Pレチウム〔Ca（HOO3、2〕＿＿．＿．＿．　0．2290

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3、2〕＿＿＿　0，0500

・珪醜メタ燗⑱…1∵・”ツ’・’㌃1：器

灘炭酸（C（義），・∴…1∵・・…………一。・・心・1390．

　　　　　租．　・．∫．．．・∫そ．1－f・8η．

◆　’　碧　．　・　　・．・・．　．．』響・．㌦一・、

．イ

＿　174　＿

覧

■

L



，

●

蔭　　　．

o

　　　　　　　　　　．書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　“

　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　’ポ　　　　　　　○　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　‘　　．ド　　　　　　　　　樽

、　　　．　武’庫山鑛泉（冷）○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　．．　　　．・　　　　　　　　　・

　　　●　所在地　異廊縣武窟郡武庫村　　 ，　’・　　　’
　　　　　　．分析燐・策京衛生試三所（明治十四年）
　　　　　　　惟…　　　状　　白濁無臭ニシ，味辱兜甘強越チ有シ其反感ハ弱アルカ，
　　　　　．ら　　　　　　　　　喰主ナゾ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂，　　3。．虜

　　　　　　’　璋醸．罐．．・．・．．，．・．・・％f

．・@　　9　　　・1　　　　成　．．分：　．、・　．　　こ・

馬

’　　覧

　　　　　　　　　　　　　固形物野選　　　約，22，7〆ラム〔一”一ト8レ中）

〆イオシ表（甥奪磁簸実ラ鋤’　壷懸（李欝ぢ響識蓄＝齢繊次）・’
カチオン，．．．．’，，、．．

・．

J、Pウムィナ．シ（Kン、．．∴．∴．．．＿．．

．ナト鴻ウムイナン（鵠隔覧、．＿。＿。

’門が即チウ’ム．イ「ナソ｛C亀．う∴．＿。．．

　マゲ零シクムイナン（Mgつ．．．．．。

　〆，ム

．0，6038

0，5755

0μ98

7，置8置9　3民1．δ792　311，5792

アニオン
・，クロールイ肯’ 刀V¢1つ．．＿＿＿．、10，S846

　葛ドロ炭酸イオン（HQO3’）．＿．．　　　　　　　　　　　　　　　　3、2244

　謹酬メタ）・く正∫粛io3、＿．．．＿＿＿

・監リモ。ゆ

15，422ア

ユ4，3516

2ρ443

瀞噂
28，7032
4，0886’

　　　　359，7937

307，04091　307，0｛09

52，8422　　52，8422

　　　　　　　　　　　　　　25，5200　　703，2809　359p8831
　　　　　　　　　　　　　　　0，U68
　，　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　22，6368　，　　　　　　　　’

・遊離炭殿（oo2）＿＿．．＿．．・＿＿．定量セス

三三　　ア，レミ昌ウムイナy「ノ痕跡

凄．

，『

ｳ

，． 轄ﾝ　地
分析者
性　　・状

、

　　　　　　　　　　　　　　　●．　　．　　グ，ム「
・クロールカリウム（KC1｝＿＿。．＿．＿‘．．．．．∴＿’1」15QO

クロー，レナトリゥ義（汐aC賑＿＿＿＿。．＿．．．17，0600

粛炭酸ナ　ト　リ　ウ　ム　（登τaH〔X）3、．．・．．．．．●．．．．．軸．．　　1，6800

重炭酸力，レチウム〔Ca（HCO3、2〕＿．．，＿．二．．．．　2，3：1｛〕0

窺炭酸マ舛ツウム〔M砥K⑳3、2〕……・・，oβooo
珪酸（メタ、（｝12S遺《）3）一・・鱒。・・・…　．．．顧，。．．＿軸g●…　　　0，1168

　　　　　　　　　　　　　∵　　　　　22、6368

・武庫　山’鑛泉

，

固形物緯量’

採旗眠武億郡買元三大字伊干志字武1車山
．大阪衛生試験彦‘F糊泊三十一年｝

噛ト無色瀟濁驚臭味越ニシテ刺戟性ナリ反応ハ微弱酸
性ニシヲL魚沸後ア，レカリ性二饗ス

食　　1，0059

　　　　　成　　　分

イォレ表後糖晟雰録三三
カヂオン
　ナトリ．ウムイオ・ンく凶α’、鱒．．．．．．．

　．カかチウ㌔ムイ士ン史Cεドう．．＿．＿

．マグネツウムイ☆ンくMg’う・＿・．

　フェルロイ古ソ（Fe”⊃＿．．＿・…

’　　アニオン
　　．　　クロr’レイ六ソゆ今＿＿．．・．・
　　　　プローム（3r！）’。＿＿。。．．＿．＿＿

　　　　ヒドロ炭酸イナン史Hα）3’）・：・…

q

約　7．40〆ラム（一千グ9ム中，

　　　　　　　　電り〆ラム’ラム　　　璽りモらル
　　　　　　　　欝　　鰍
2，4386　　105p7961　1竜，5，79聖51．

0，｝1597　　　8，9701　　17，9｛02

0，02遭6　　　1，0099　　　2，01L99

030294　　　0，6259　　　1，0518

　　　　　　　　繭

‘3，？890　106，8829　106、〔弓829

0・0026　　　0，0325　　　0｝0二325

1，216L　　19，9328　　19，9328

　　　　　　　　　　　　　　　　　7，8600　　243，1502　　126，84S2
　　珪鹸く、ヌタ）く、H2Si（）の‘．．ら．．．．．。．．．．．　　0，0896

　　　　　　　　　　　　　　　　　7，9・＆96
　　遊繊酸くOQ2）．．，．．．．・・．…　。・・・・…　　　1・6010．帆36，3864

　’　　　　　　　　　　　　　　　　　9，5506
イ

　　三三　　　リチウム，ア々ミ昌ウム，マソがノ，硝酸，ヒドロ

　　　　　　　．僑酸ノ各イ★ン及棚酸ノ痕跡

一　175

闘表罫雰9誓響識叢＝鵜思妻次）
し

グロールナトリウムく静岡C1、＿：．＿．＿．＿．．？．．

震炭酸ナトリウムく贋aτ董003、＿＿＿．．。．。…．

クロール：カルチウム〔（浄む12）…睡・……・・。・哺

プロームヤグ＊シ’ウム｛MgBr2》．．．．．。＿．＿⑳

重炭酸カルチウム〔Ca｛HCO3）2〕．．闘鱒．．．・・一鱒

疽炭酸マケネシウム〔ム∫9（H（秘｝2㍉・……

窺炭酸韮酸化戯〔Fe旧（X）ゆ2〕．＿．．．．＿ゼ．．＿

珪酸（メタXH£io3】＿＿．＿．．＿＿＿…

ノラム

5，9700

0，3154

0，2680

．0，0030

1ρ6｛3

0，1457

0，0936

0，0896

湿離炭酸（00の＿．＿＿．．＿．．、．＿．＿＿＿…・

一

専

7，9496
1，“Olg

、9，5506

■

伽

・ご）

．　申

ρ

ヤ　鴨．

へ



．　「

．㌻

カチオン・・．’．・、　　グ・ム』．・・モー・温品皇
　力・リウムイナ｝ノ（K’）…………　0，4196”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，7178　・10，717～5
　ナト　リ．ウ．．ムィすンくNパ），・・・・・・…　　　4，6092　199，9740　199，9740

　．アム毛昌ウムィ式ン（M｛ぺ）…．0，00［3．0，0719　　qO719；
　カルチウムィガγ（Ca●●）…・…・ξ　0，000壬　・0，0σ10　．0；0020

　・マ〃リネシウムイ、オン（M〔9●’）9…　0，1238．　5，0821．10・1642

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．220，929ζ）　．

アニオン　　　．．　　㍉ ．． E・「 ｢．

　グローゴレイ・オ’ン’（Cr）　・・6“・6。・・。　　7；隻216　9200，8914　200，8914

　ヒドロ彦繊イナン（L【CO3，）　…　　　1，2260　　20，095　L　　20，0951

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　ひ　’ll，．∫寳∵探111鑓．’皐1’くや1三　．些　，・㌔

　　　　　　．所：在地　．兵庫縣武庫郡頁元村大字鍵子志字寳塚　　　　　　　　㌍
　　　　．・・　分’析　者．大阪衛生試験所（明治二十四年）’　　　　　　　　　、
　　　　　　　性’．．．‘釈’無色清澄無泉刺戟性二．ジテ誠澁味チ有シ厚感　酸晦チ．　　、　　　・

、．、．
ｿ：．地1’鼻梁qゼ．ゾ．し”・．・・1一・㌧憾一　．．》．

・　亀固彩謡騰1：1講1ニガニ∵請呪．　・
イ麺表．（弊翻長簸婁ラ鋤．∫、』．・盛類蓑’機雛鷲齢錨評）．

　　　　　　　　　　㌧　　：．　　．　　　．　・．，グうら　．
グ．ローppカ．り．ヴム（】ζCD・…・…・…・r‘・…・∴・・．0，7993

ク・撞けト艸ム（箪・qi）一・・…∴……11，1252

　　　　　　　　　　　　　　13，5019　　436，8333　220，9865
ξ蟹塗（メタ）（H轟93）．・9・。…　。。●’・　　0，0974　　　　　、・、…　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　13，5993　　　．　　　’　　　　　．‘．’
．遊轟錘彦緻（002）・。…　6・…　。・。。∵・・…　＿＿9z2≡｝≡｝§。晩．21，223，

　　　　　　　　　　　　　　14，533ユ　　　・　　・

．某’他．フニ搾浮洞ニウ、ム・プ・一ム・ヨード・硫酸及　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　寳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚

　　　　　　　所「在地

　　　　　　　分析．者
　　，＼　　性　　　；伏
・…@　　’　　　．堵

’重炭醗卦艸ム（N・Hρ0・）1…・一

重炭駿アムモ昌ウム（ロH：4Hoo3）…・・

重炭酸方’レ．チウム⊂Ca（H：cq3）2〕．……

重炭酸マぞネシ幅〔Mg（H（恥）2〕…
≒圭酸（メタ）（H2SiOa）．・……。・・…・・……

響町炭酸（◎Dゆ…∴・・r一一・・……・！・痴

　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

泉　　　　（冷）

　　　　「．
兵庫縣武庫郡二元村大字伊’子志学寳塚

大阪衛生試瞼所（明治二十四年）　　曜
無色清澄異臭ナグ味刺戟1生ニシテ涯グ酸謹…反臆藍チ徴ス・

重

・鱒 諱E　0，8245

・・ Z・・60，0054

……@0，0015
・∴…　　．．0．7460・

・・…
@？　．0，097≒亀

　　．13，5993」‘

；2・…　0，9338

　　・叫533ユ’

冒　　　・．．ダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，001

　　　　　　　　　　　　　　　　　　威　　「’分　．喝・．・

　　　　　　　　　　　　　固形物総量．約　0，75グラム（．一り一トPレ中）

効ン表御田蝿裏ラ鋤　　．．麟表（耀臓器齢両説次γ

幽5、

カチオン　　．　　　　　　　　　　〆ラム
　ヵリゥニムィナソ（K＝。），・・．．・．・・…　　．0，0216

．ナトリウムィナン（セ｛a・）軸・……　0，2342

　ヵ〃チゥムィガン（Ca・・）………　　0，0233

アニオン　．’　　　　・
　、タ「ロールノイオ’ン（Clノ）・・鱒。鱒

　ヒド．ロ炭酸イナン（H：005ノ）

　珪酸（メタ）（1∫2Sio5）・面・・

モリモ軸’レ

0，5517

10ゴ1505
0，58ω

モリグラム
當　　　量

0，5517

10，1505
豆，1620

． ．　　　　．　　　　　．

．，・●・． @0．316匙

…　　　0，1809

．　O　o　●　o

U，86〈虚

・8，9：68　　　8，9168

279651　　　2，9651

　　　　　　　　　　　　　　、0，776吐　　23，1651　　11，8S19　．

　　　　　　　　　　　　　　0，0247‘

　　　　　　　　　　　　　　・つ，8008
遊離灘くCO2）・・。・・・・・…　∵…　，・・。・　0，8524…　19，373

　　　　　　　　　　　　▼　．．1，6532

其他　　マグネシウムイ．ナy，7エ．’レロイガソ及ア〃ミニ’

　　　　　ウムイす凶ノ昏痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r．176．

．ク’
香[ル’カリウム（KC1）・…・∵・……・・一∵…・

〃ロールナト”ウム（翫α）．ゼ・・…叫・

重炭酸ナトリウム（NaH：CO3）・鴨r…・∴

．重炭酸力’レチウム〔Ca（旺oo3｝讐〕・…

珪醒⊂メタ）（PI2『io3）．叩……………・

　　　　　　　　　　●　　’

遊離炭酸（qo2）…・…・・漏・…・・…∴…・・

　　　　　身馳’

9

●　■　．　．　．　●　　・　．

‘　幽　，　■　●　，　●　■

’●’●’・●’
E．

。＿．。∴

　　　0，8008
・…
@り≒・　‘0，8524

　　　　1，6532

グ払　　　へ
ρ，0壬12．

σ，4892

0，！5ユ4

0，0943

0，0247．

■

・」〉

●　．　　9　’



」

’〆
・　　　　、，

　所
．分
　性

カチオン　　．・　・
，カリウムイオン〔K」、，．．し．。．

　ナト事ウムイナソくN’巳う。・●．

　カ〃をウムイナソ〔Cざう．。．．

　マグネこ！ウムイナン風Mg：’）．

　フ一々財ナソ（Fの…＿

左回
析・者

比

寳塚’炭酸水
　兵庫晶晶二郎山元村大学伊干志字資塚　’

　大阪衛生試験所（明治三十四年）

　無色澄明無臭ニツテ牧欽刺戟性ノ味チ有ス其反慮ハ酸

　性ナント唾繰沸スセ’㌦ア’レカリ性二搬ス

　鴛　　1，0015　　・．　『：　　　，　8

　　　　　　　　　　　　　　　ロ・　　．　成　・　分．　・　　　1，．・
固形物緯量　　約　0，53ノラム（一千グラム中）

イォ壊（本籔ホー子グラム中二舎有ス’レ各成分及其量次ノ如シ）

　　　〆ラム
．∴．動0184

＿．．・ O，1689

　　0，0213サコココリ

．．，・暉　　0，0021，

　　0，0015■■●o，

7＝オン’ @　　　　　　　讐
　クロー虐イナソ（C1今．．＿＿．．．。
　魂酸イナソlgo4”）＿．．．．．．．．．．．．

拝ド・炭駿イナン（HC（≧り＝…」・

　珪酸（メタ）（買母i（為）＿．、．．．．．．．．．．

、遊離炭酸（coの＿＿＿＿．．．．＿．

　　　　　　’　．　　・　1

0，2440

0，0036

0913ユ0

賦リモー陶

0，5235

7．3193

0，5312
0，0321

0，0268

照
臨
0，0536

6，8829
0，0375，

2」472

9，1230

6，8829

0，0750

2，1472

　　　　　　　　　0，5908　　17，5505　　　9，105L

　　　　　　　　　O，0360

　　　　　　　　　0，6268
　　　　　　　　　1，5360ヒ．．34，909！．

　　　　　　　　　2，1628
ナト，リウム㌶マソカ●ノ，アβノξ昌ウム及ヒ」ドロ燐該，

．ノ各イナソ、ノ痕鋭：

　，　．’　　・

　　　　　　　　　　’藤　谷

8

卓
、

蛭類表㈱窮蕃薯婆診滋＝瀦融忠家）

クロrルカリウム（Kα）．＿．＿．＿∴…＿．．・

グロー，レナ㍗寧ウム（NaC1）＿＿．＿＿．＝＿

君炭酸ナトリウム（N跳HOOぎ1．．∴＿．＿＿＿

硫酸力〃チウム〔CaSOの漕…・……・・……・…

書炭酸力かチウム〔CaくHCO議〕。＿。＿・．・。…

窺炭酸マグネシウム〔Mg但oo3）2〕＿＿＿
貫炭酸亜酸化載〔Fe（頁CO3）9〕．＿∴＿．．．＿∴．

珪酸くメタ）（H鐸io3、＿＿．．＿＿．＿．．＿＿．．．

其　他

’ラム

‘0，035L

Oβ747　　・

0，0783’

0，0051

0，08001

0，0128

0，0048

0レ0360

喚呼地

分析者’性　　　状

比

歌謡麹駿（oo3、．．＿．．．＿．．．．．＿＿．＿．．＿．

’

0，6268

1，5360

～

　　　　　　　　　鑛　四

夷罎縣武庫郡襯道付大字東厘虚字藤ケ谷一個四百七番

地
’大阪衛生試験所（明泊三十2の

曲ト無色澄明無臭ニヴテ床稽酸濃ナリ其反感ハ引高性
チ徹ス

重　　1．OO18

　　　　　虞　　　分　　　　　　’．　’
・固形物線量　　約　2，59ノラム（一リートル中）

イオン表（魏隠撮簸影鋤
カチオ｝．
　カ”ウムイオソ（K：う．＿；．．＿．．層

　ナト1，ウムイナンく煎ポ｝．．＿＿。

　カルクテ・ウムイ★ソくCa●う＿・…軸

　マク9＊．シウムイナソ（Mg’う．．＿．

　7副レロイガソ（Fe’う＿＿．．＿．
　アルミニウムイオン（Al’つ。＿．．

〆ラム　’

0，0056

0，0326
0，1264

0，0320

0，0280
0p2226

ξリ■一ル

0，1430

1，4152

3，152L

Ig釧36
0，5009
8，2ユ49

艦リグ，ム

a　　　量
．0・1430

1，4152
．6，30認

2，62ア2

1，0018

24，6420

36，1334

アニオン　，　　　　　　　　　　’・
　グロー〃イナンノ（Cr）　．．．．．．．．．．．．亀0，0106　　　0，2990　　　0，2990

　硫酸イナン（、S（）｛”）・．g。．．．。．．鴨。．．．．。　　1，72夏4　　1719201’　36，8402

／蜘、）くE轟）…＿…．…．若：ll器3職957隅1192

　　　　　　　　　　　　　　　2β712
　其他　アルミ亀ウムイナン，ヒドロ耐酸イナソ「ノ各戸三

脚』@　　　．　　，，　　　　　　　　　　・㌦　＿　177

　環6銘
，

盛顛表（李震騨薯婆講餓磁史次）
　　　　　ら　　　　　　　ド

硫酸カリウム（K2SOの　．．＿＿鴨＿。∴．．＿＿．．

1軽四ナトリウムく醤a2Sα1｝．＿。＿．。．．。．＿．師．

硫酸カルチウム（C魯SO唱）＿．。＿軸．．．．．輌＿．．一．

硫酸マク●＝蓄≒ソウム（MgS（）｛）∴．．．．．．．．．．．鱒騨．。．

硫酸亜酸牝載（Fe釧）ゆ，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

クロ単ルアルミ島ウムくA1α3）．．．．．＿＿b．．．

　’，ム

0，0正25

0，1007

曝284
，0，15S4

0，0760

1㌧0133

硫酸ア”ミニウム〔A12（SD｛漏）．＿＿．＿．．．＿．●’1，3899

珪酸（メタ、（H2SIO3、輔．

　　　　　　o

＿＿＿＿．＿＿∴・・ρ・・＿」聖塑

　　　　　’　　　2，3712

　　　　．　　　　　　　　塾’

o

撮　　．『．σ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L．　．

　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一、

　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ネ　　　　　ヤ　　　
　　　　　　　f　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　・　．　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ヤ’・　　　　　1’．1

　　　　　　　　　　　　　’天ビ魅㌃鑛’・’，泉’．し丁　　　享　．

　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亭　　㌔：軋浮　　　　　　　　も．
　　　　　　　　．在1地　　兵庫縣武庫一大杜村大字三木岩新田’　1．　：・．、．　　　　ド　　”．’　　　　　　’所

　　　　　　　　析．者．大阪衛生試験所〔明治四十年）　・・’　レ、．　　　　一　　　　　　1分

　　　　　　　性職・・鯉晦シ堺搾軟轡テ『畔騨．　．，コ

　　　　　　　　　　比．・重．．．！」・0018・’．，．4㌧・　・．＿　 　　　　，、．
　　　　　　　　・・ド’．；　　．．∴．成1・．∵分・．∫1．二』〕・・，計　　　・’　．．．

　　　　　　　　　『’　固形鵬量．：約1・1吻・（一千グ塾φL．　　　．　　一

4オシ裟佛組総皇擁す）　　再臨表磯雰麟墜磁議編垂弊〉
　　カチオン．　．・　　　　望ラム．
　　，．ヵ　リ，ウムィヨ「ソ・（Kう　幽．・．●・●●．．」・・　0，0022

　・．　ナ型サウムイオソ（蹄aう．．．＿＿，　　　　　　　　　　　　　　　　　0，009且
．　　　．ヵ〃チゥムィナ・ソ｛βぎう＿＿＿　0，0469
　　　マク「ネジウムイナソ（Mg「つ・・・…　』　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0222
　　　，フニルノαイナソ（Fe開）．＿四＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0681
　　　，アかミニゥムィナン（Al・・う州＿　0，0741，

～　アニオン．．　　　　㌦　　・1

　　　クロー〃イ．ナシ（C1う．＿＿L．．

　　　硫酸イオンくSO壱”）＿　’．＿

』重

搬・ぢ議
．0，3948　』　’0，39rL8

1，1696　　　2β392

　　　　　1，82360，9U3
1，2L82、　　2，4364’

2，7345．　　8，2029

　　　　．15，2521．

　　　　　　　　　　　　　　　0，0139　　　0，392t　　　O，392【
　　　　　　　　　　　　　　　0．7且45　　　7，438】　　14，8762

　　　　　　　　　　　　　　．0，951O　．14，3145　　15，2683　　　＝
　珪酸（メ．め（恥Si（為）…・…ゼ……　0・0247

　　　　　　　　　　　　　　　0，975τ

　　　　　　　　　　．．所「在　地’1兵庫縣武庫郡三元村大字伊子志字三味．

　　　　　　　　　，．．分、析者　大阪衛生試験所（明治四十二年）

　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　固形物越量

イオ擁（委聡晟益長簸裏ラ欝）．

カチオン1．．　．　．．．二・，

加ウムィナ．ソに），．．6．＿．．．．’

　ナ．ト”ウムイナソ（Na’〕．・＿＿．・

　方ルノチウムイナソ（Ca●う．．鴨．騨．．

　マクらネジウム・イガソくM8r）＿＿
・フニルノロイナソ（Fε’●）＿鱒榊＿韓

アニオン
　〃ロー〃イナン（Clり．．＿＿＿

硫酸イナソ暉）4”）．．＿＿，＿・＿

　ヒドロ炭酸イナソ（HOO3つ＿．。．9

．．グラム

・0，6268

0，1661
0，0205

0，0032

0，0021

0，2696
9，0099’

0，0878

　　　　　　　　　　　　　　　　．．り　・．’野晒ム．

グ・一，けド艸ム《罵・d）∴1L…一1・÷つ・0脚
硫酸捌ウム．（聯Q、）＿．，掃，∴∴＿二＿ザ0，0650．．

D．

韓力好％（e慮）・｝……・∴・・∵・・∴一・購90

硫酸マグネγウム：（MgsQヌ、・…f・・∴，………乳　o・110Q．’

硫酸亜酸化蜘F・鋏）・）…・…・一…＝・・二一．つ・1蘭0・

寸寸7，・ξゴウム〔A1・（βD・）3〕…∴…」・1，．∴・’10・4690．、．．．

約’O，6bノラム（．一”一トル中）

　　　　．．’彊嫌（李幾雰9蕃自盛藩ゴ編糖雲つ

藍．リモ唱ル

「0，6845　　　　　　　　　　　　　ク訂一・翔♂カ　リウムく．KCL）．．．．．．．の．．∴．∴；∴．ゐ．．；』．

lil羅　　郷㍊愚臨：：：：：：：：：：：：1：：：：

OpO376　　　　　　　　　硫酸カルチウlk〔CagD4）．…・…・‘………’…・．

　　　　　　　　　　亘嶽薦菱力’レ・チウ．ム〔Ca（H：（X）ゆ2〕＿＿。．・∴＿P．

　　　　　　　　　　・重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HG転〕2〕・・一…・・∵一・

鰹1雛毅欝繍蛍窓空二：：：
1偽7エ81職遊三野1∴＿．．。＿，轡…唖？篇．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，1325
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ゴ．．，

　　　　　　　　　　　　　，’・・㌦：，・’．　　　　　　　ゼ，，

　　　＿・178　＿　　　　　　　　　　　　　．．．∵’・．・．．・

郵〆ラ嘉

0，68｛5

灘、
0，0752

．9，2510二

糧（メタ）（1王ボ気03）．」＿＿．．．。．．．‘
0，5860

0，0467

逝i離炭酸α励＿＿＿＿＿．。。＿

0，6327　　・
1，4998．・．34，086｛

其他　　有機物痕跡

9

2，1325

グラムi・

0，0510

1；翻

0，6140

0，0664

0，0067

0，0191

0，0467

o



1

一一，
A．‘鴨

所　在

分析
性

　　　：三味鑛’・泉1．．r
地　　兵餌縣武庫郡耳元村大字餅子志字三味三百三番地ノニ
者　　大阪衛生試瞼灰（明治四十三年）　　　　　9

状無働翻嫉無味籾其薦棚酸性ニシテ糊スレ
　　　・ハLアルカリ性トナ’レ

比霊’．真，0008．・＿∵

　　　　　成
固形物纏量，約

孟オシ表て杢驚三三簸影欝）
カチオン　　　　　　・．：

　カリウ・ムイナy（K●）＿．三＿
　ナレリウム1イガソベNIド）．＿．

　ガ〃チウムイナン〔C5”）＿・・

・マη7ワムィナ，γ（Mgつ一

7；オン
　〃ロール’イナソ（C1ノ｝＿＿．

・’ Q雫聴愕ρ〔f瀞ll二

分
0，71ノ弘（」り一ト・沖γ

　　　ノワ・　覧リモ噌　垂り’，壷

．．．．　0，0257。’　0，6564　　　　　　　　　　　ρ，6564
∴．．　　0，2108　　　9，1453’　　9，1453

．．．．　　0，0330　　　0β229　　　！，6458　唱

！’”’砺000δ動0205 窒戟G鴇

コ　　　ロ

．．・．●　　0，3390　　　9，5628　　　9，5628

1：：：18：8縄　？螺．？：瀦

　　　　　　　　　　　　　　0，7220　　21，963ユ　　11p4866
境酸（メタ）（H£io3），＿＿・……一哩

　　　　　　　　　　　　　　0，7545　　　　　　　・
罰薗噸園ゆ乾酸（◎0ゴ）．。．．．。∴．∴．．。．．．．＿．　’1，1650．．．26，4772

　璽　　　　　　　　　・．　　　．、　，　　　　　　1，9L95

芙　他　　フェルロ，．アル・ミニウム，請酸及ヒドロ燐酸ノ各イ

　　　　　ナソ，翻酸二三機物ノ痕跡

層塵

麟琴（欝9萎融聯＝繍融吹）

三
分
性

右’．地

析　渚

　1

比，

長 尾 鑛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム
ダロー，レカリウム（KCI）＿＿＿．．＿．．＿＿．　0，0490

グロー，レナトリウム（NaC1）．．．．．．．．．．．．．．．．．・’0，5210

窟炭酸ナ回ウ4N・HOQ9：…∴，∴…・…・0・020α

煉酉陵カルチウみくCaSOの＿＿＿．＿，＿．＿．。　0，0230

重炭酸力’，レチウム〔Ca（正【CO暁〕．＿＿．．＿．．♂0，1060

璽炭酸マグネシウム〔Mg（HOO3）2〕………　0，0030’
珪酸（メタ）【H2Sio3）。．．．．。。．．．．．．。．．．．．●．。．．。．，．。●　0，0325

　　　　　　　　。．∵　　　　・　　　0，7545
遊離炭酸（CO2）＿＿＿．・・＿…．＿………・・…占ユ浬

　’，　　　、㌧　　　．　　，　，　　　　　　　　　1　　　　　1，9195

泉
兵磁縣川邊郡上尾村大字中山寺字東谷　　　　　　　’

大阪衛生試験所（明泊二十二年）　　．
．無色滴下無夷ニシテ刺戟性舷味チ；有幽シ其反感ハ殿性ナ

レト℃煮沸スレハLア’レカ”性昌讐ス
重　　1，0054く1働

　　　　　威．
扁形物緯量　　約

僧ン表’ 賦z三寸影欝〉
カチオン●

　カリウムイガン（Kう．＿．＿…・
　ナトサウムイナソ（Nゴ）．＿．＿．
　カル・チウムイナンなC“’つ＿．．．＿

　マク●ネシウムイナン（蜘19」う．∴．．．

アニオン
　クロール・イ1rソ（ργ）一師．．．．．．．．

　ヒドロ炭酸イガソ（∬QO3ノ）……

グ，ム　　　鳳りそ幽ル

0，276σ’i70pO723
1，8325

0，2250
0，0410，

●

79，5011
5，6110

．1，6839，

分
5，95ノうム（一『Fクリラム中、

璽リグヲム
富　　　量

7，0728

79，50U
11，2220

3，3678

10ら1637

2，1865　　61，6784　　61，678モ

2，4092　　39，4886　　39，4886

　　　　　　　　　　　　　　　　6，971量　『195，035S　　101，1670

　珪風〃）三日i（励…一r∴・、・…0・1038●　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　7，0749
　遊離炭酸（CO2）鱒．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　0，5093．．．11，5750

　　　　　　　　　　　　　　　　7，6842

／某　他　　アム亀昌ウム，7呂ルロ・ア，レミニウム，7’ローム，

　　　　　　5－F三七ドロ燐酸ノ各イナソ，珊醗並有機物ノ
　　　』．、　痕跡

盛類表（沓脇巷磐聡繍曙滋曳次）

グローPレカ甥ウム（KC1）。．＿．＿駒＿∴．＿．＿．

グロー，レナトリウム（野島CD．＿＿＿＿；．＿

重灘ナトリウム（N魯Hl（瓶）…。…．・…・・…・

震炭酸カルチウム〔Ca（Eco3）2〕＿＿＿……

重炭頁受’マク●ネ≒ンウム　〔Mg【日二CO3）2〕　四．＿．．．．

珪酸（メタ、（H2日置03、。．鱒＿＿乳．＿．＿。・．＿…。・

’リム

0，5273

3，1950

2，0917

0，9106

0，2｛65

0，1038

7，0749

0，5093

，

．一@179　一・

遊離炭酸ゆ02、……………r・………・∵∴…㌘・

　　　　　　　　　　　　　　、
、7・6842

｝　　●



’一　．

P 　　　、ぐ廣根”炭酸泉三訂
所　在』地’　兵庫縣川邊郡中谷村大字廣根回三座ケ谷

分析者　東京衛生試験所（明沿四十二年）　　’，
性　　1歌　　殆ト無色澄明稽多量ノ褐色三三アサ味ハ爽快二望デ微
　　　　・　　二舌頭テ刺戟ミ！反感ハ弱酸1生ナレもモ煮沸後アルカ”　．．

　　　　馬　性≒攣ズ　　・　　　　　二『・　　　∴’、・，・・

　　　璽望響回忌．』’．1…，1∴・’

カチオ》’　1一’．

　カ9ウムイナソくKう…・…1
　ナ1」サウム，イナソ（Naう＿＿
　カ〃チウムイガソ¢a．う‘．．＿
　㍗グ＊ツウムイナン（晦．う．．．

　　　　　　　　　　　…’彫物縫絢卿グ・・．丈一午熱ラ・中ジ
占’ ?�i本鑛オく一『Fクやラム中二含；有ス，レ各成分誰其量…欠ノ如シ）’　騰傑両断呼出旧史勾

　　〆ラム　1

＿　0ρ332’
．．．　　0．0239

＿　O，0780
！．．．0，0139

ア；才♪．　　　　　　’“
　グローウイナジ（Clつ・＿、＿1．＿

　三三イナン（SO4り＿．＿．＿．，．．

　ヒドロ炭酸イナyくHoo3う＿．．．

　　o
　珪酸（メタ）（H£io3）＿＿．．∴．

構一パ、垂穂垂
0，8480　　　0，8480

1，0369　　　　1，0369．

1，9451　’　3β902’

0，1601　　　0，3202

0，0105　　　0，2962

0，0061　　　0，0635

0．3463　　　5，676ユ

　　　　　　　　　　　　　・0，50！9　　10，0259　　　6曾0993
　　　　　　　　　　　　　0，0980』
　　　　　　　　　　　　　0，5999　’　　　．r　　　　・∫　　　　，

遊離炭酸（qo→。…一…・・……；‘0・7娚・・47，0068．

　　　　　　　　　　　　　，1β肇82　　・

莞触フr興ン藩邸轡y7嘩、
・∵’‘ン冒・：旭・一・潮杉　．生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ
　　　　　　　　　所　在　地　．．兵庫三川邊郡六瀬村夫字杉生

　　　　　，盆騒嚢賢灘製雛…魏嚇。有。欺醐　 ・，：謬暴

　　　　　　　　　　　　　　　　酸恒…ナレト毛煮沸スレハLア，レ．カ”、性二愛ス．　　　　　　　　　　　　．．

　　　　　　　　　　　　　比”．重・1，00135　　　　　　　　　　　　　一・…　　．’「　σ1

　　　　　　　　　　　　　，　　・1誠．．’分’ゴ’　9　”　　　直．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ノラム
　　　　　　クロー祀’カリウム〔KCD．．．．b．．．．．；軸．．＿．．．．。．　0，0222

　　　　　重炭酸ヵ1ウム（KH：C（嬉、＿．．．‘．＿＿1．．豊．．0，0549

　　　　　童彦盤ナトリウム（NaHCO9．．＿＿∴命。＿．．　0，0873

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロし6，09δ3　　硫酸カルチウムぐCaSOゆ・∴・・…・………・…・’Q，0087

　　　　　重彦毫酉璽カル・チウ4〔Ca（Eα）3）2〕＿．．軸．。．＿．．．　0β052

0，2962　　重炭酸マグネシウム〔M区（H（病、2｝．。．∴．。湿0，0236

－購 ｳ繍鷺：：：：：：：：：：：：：＝：＝i：：：騰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』1，3482く・尊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸
　　　　　　　　．引1．＝1．．∴誤、忌1∵㌶．’・記

　　　鑛・・泉∫・．．’∫’1。1∫：二㌧

個形物緯量　　約　彦，42ノ弘（一リゴトル．中】

儲ン表（鰹糞謡講裏調
カチオン
　カ唾吻ムイナソ（K’、。嶋＿∴．．．．

　ナトリウムイナy（Nざ）＿6．．＿’
　カ［レチウムイナソ（Caρう＿．四㍗＿

　マグネツウムイオン（M9”》・・…・

フニオン・
　クロ・一ルFイナン’（CIノ⊃．．．＿．．

　篭ドロ炭酸イナソ（H◎03！）．．

グラム

0，0410

0，6861

0レ1228

0，0430

　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

＿　0，8785
．．．．　　0，9567

㍉競・朧
29，7657　　29，7657
3，0624’ @　6，1248
1，765L　　　3，5302

40，4680

124，7814　　　24，7814

’15，6810　　　15，6810

　　　　　　　　　　　　　2，728ユ　　76，1029　　40，4624
三三空（メタ）（H£io3）．．＿．．＿．．　0，0818

　　　　　　　　　　　　　2β099
輝灘（002）。．u．．g．鱒．．．‘．．．．．．．．　0，3616．．．　8，2182

　　　　　　　　　　　　　3，1715　　　　　　　　　　　．　．．

漿　他　　』ドロ燐酸イオンタ画酸ノ各痕跡’

？一　‡呂0
一

葱鮪表（本二九ハ其集成ゴ於デーサニトル中…乗ノ成分チ含有墨ル溶液二機略三一ス）

　　　　　　　　　　　　　．・　’』　「・・　、〆ラム
グロ＿ルか．リゥム（KC呈）＿＿＿．＿1．．∴＿．．．　0，0780’

クロールナトリウム（NaC1）＿．∴．∴．＿．＿　1，3886

重炭酸ナ塾可Dウ4（N亀HCO3、1＿＿。∵．＿＿　0，5070

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．＿＿＿＿．．，0，4964．

重炭酸マグネッウム〔Mg（HCO3）2｝p＿．．2」．　0，25呂1

珪酸（メタ）（H夢3i（乃）　＿＿；＿。．＿＿＿＿．．．　0，0818

　　　　　　　　　　　噛　‘　　・』　　　・・　2β099’　・

準勾配卿動∴一∵轡一腔，ll讐｝1

）

葡



　　所在地
，　，分析着
　　・性

カ1穿亨診ムィナソ（K2Y＿＿．，∴

璽・ iトリウ尋・イナソ（N’座う’伽：…

　カ，かチウ直イ六ソ（C“’う・叫…

　マグネジウムイ★ンくMg”、

アニオン　㌧　以’”．・

　グロ。ウイガン聖C1午・L…・…
　ヒド自炭酸イガン旧qo♂⊃…
　　　　　　　　ロ　　　コ　コ　ロ　　　　　　　　　　　

　離酸（メのくH2Sio3）……・…・・

比
・　　　．「

杉　・生　／鑛．泉’
兵風騒川邊戸冠瀬甘大字杉生字｝F井

大阪衛生試三所（明治四十三年）　　　㌦　　　　．’．’

無色澄明無臭昌シテ瞭ハ滴涼刺戟性ナ．り酸性反慮チ呈

スソトモ煮沸後τルカ”性二憂ス　　　　　　　　　　，
霊　　　　1，0024　・　　　　，　　　　9’・

　　9・威　　・，分ご．　・　’．’．・　・
固形物緯鎌．約・2，51〆ラム（一り一トル中γ

…　僧ン表（委鷺山戯二三ラ欝1

　　　　　　　　　　　　　f2，8030　　7819946　　41，7甚81
　　　　　　　　　　　　　　0，08R3
　　　　　　　　　　　　　　2，89【3　　・　　　　　　　　　　・

遊離炭酸（00・1一ニ…一・…∵…1脚σ・・31，3182・

　　　　　　．・　「’　　　　　　「　　4，2703

コ疇　他　噛　フ」旨ノレロ，アルミ呂ウム，請酸，諦酸及ヒドロ燐酸

　　　　　ノ各イナソ三三酸ノ広跡　　　　　　　・
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1

　　　　　　　　　「

　　．ド・’∴㌔幽・．一’∫玉　♪　瀬

一．。編毫磯．ぢ講
声・・@0，7346　・3！，8699　　　　　　　　　　3198699
　　　　　　　　　　　7，4864・，・ C・ O，150恥　　　　　　3」7432
・。・

@　0，0170　　　0，6979・　’　1，3958

／　　　　　　　　　　　　　　　　4．星97176

…　　　0，9455　　26，67ヒ4　　26，6714

瞳・ @　0，9180　　r15，0467　　75，0467

●．．脚

麟酔興纏扇面灘尾燃油）：・
　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅラム
グ・叛臣レカリウム《KCn・・轡…・…；一∴…　（ち0720

”’ロー’レナト’甥ウム（N8α、…’…∴・一…9ψ，’護，5040

’意炭：酸ナトリウ・ム（N島H（X》ゆ…………∵…’0，5工80

震炭酸カルチウム〔Ca（H（Xぢ）2〕……………　0，6α7Q．

重炭酸マグネシウ』ム〔MgくHCO3、2〕’………　0，1020

珪酸（メ蝋H・s覧。・）・・一・一…一’・…一・・」三

所：青地

分析
性，．

カチオン

　ナトリウムイ云’ン（N8う・…・

　カルチウムイナン（C8●う……
　マグネシウムイ’ナンくM巳’う…

フ・”財㌣．（Fαう’∵∵

7＝オン　，噂　．　．‘’

．ケロ。〃イナン（CI’1………
　ヒドロ炭酸イナ＝ソくHCC捻ノ〕・。

端

遊離炭酸（oo越》・・………

　　　　　　’

鑛泉

　　　　…　　　　　．2β913
。．・」．・．9・・軌・9，ゆ・θθ響・の・・●；　　1，3790

　．　　　　　　　　4，2703

兵庫暢川邊肥馬田村大字玉瀬字下山

大阪衛生試験所朗治三十一年）

紬置引澄明囎熊シ三三感’溺アルカリ性チ
’徽ス　　　　　　・　　　㌦・
璽　　1goo蚤．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミコ
　　　　　旗　　　分　1’，　　’　　．’

固形物垂敷置：　　　約　　5，41〆ラム（一『Fク●ラ．ム中、

イオン表’ i委響糞茂三菱二二募iラ姦葱）

　　　〆つム

9一。 @　1，735：

・。・ @　O，3049
・・ド@　0，0488

…　葛　　0，0096

・。・ @　2，％42

・… @　　】77341

い，モ馬ル

75，2753
7，6035

2，0003
0，1717

罵りグラゐ

秘，27轟

15レ2070

4，0006
073434

g4β263

66，4090　　66，4090
28，4232　　28，4232

　　　　　　　　　　　　　　　　6，1867　179，8830　　9418322
　珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・…・…　　O11000　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　6，2867　　．　　　　　　　　　　　’

　遡離炭酸（co2）……・・……・……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，6886　　　　　　　　　　　　　　　　0，4263…

ノ”
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，7130

　其他　リチウム，7，レミ轟ウム，ヨ廟ド，プロ曝ム調酸
　　　　　　」準ヒドロ燐酸ノ各イナソ並瑚酸ノ痕跡　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　τ81
一

喧

螂表・㈱麟幾鍮菰灘次）

クロールナトリウム（篤aC恥…………・，…・

重炭酸ナトリ・ウム（No鴫）・…9・…・鯉……

重炭酸力’レチウム〔C3（HOO盛〕………9…・・

霊炭酸マグネジウム〔珂麟耳CO3）2〕・…・…・

厘炭酸亜酸化鐵〔Fe（Hcqゆ2〕………・…一・

珪酸（メタ）（日12Sio3ト…鱒・門・・ご…・・…鱒即喫…・・

遊離炭酸（qo2、一・・…・・一………一………

〆ラム

3，8850

0p7弓50

1」2338

0墨2932

0DO307

0，1000

6，2867
0，4263

6，7130

、

‘

P



●

．　4

・　．　　　4』

扉在
分析
・性．．・

冠石　道　鑛　幽．三
遷・奨農型三二鴨三四）・『　ll∫・∴

状．・無色漸撫臭ごシテ糟鰍刺戟性戴ゆkチ有シ反回～・酸
・　性ナ，レモ煮沸後7，レカリ性二三ス

比’‘重　　1，0鱒’・　…　　　　㌦．

　　・．ご・．．＝．成二　分’㍉』．．・．迄1．．、㌧

・固形物堅甲　　約　4，8診ラム（一ザートル中）

’・ D1イ．わ表・（委下湯七三実ラ鋤1

カチオン・

　カリウム．イ』ナソ（Kうし三轡．．＿．．．

　・ナト”ウムイナソCNaう＿＿・．．

rアム鰐ニウムイ古ソ（NHの．．．
』「 ﾍ彪チウ．ムイナソ（Cかう＿＿∴．

　マク．ネシツムイナソ’（1M「9’う　．r．

　フ∠ルロイナソ（Fe．う＿＿＿命．

アニオン　　　　　．・ ．．

　グゴー〃イオン’（qノ）＿．，P．．．．．．

　ヒドロ炭酸イ芳ソ（H（X聴う．＿

，・・’ Eノラム　　　モリモール

　0，0953　　　2，4342’

　1，5482　　67，1670

　0，00夏3　　　0，0726

　0，1408　　　3，5112
　’0，0225　　’　0，9236

　0，0042　　　0，0751

ζり〆ラム

富　　彊
2，4342・．

67ガ1670
0，0726・
7，0摯24

1，8472

0．1502・

78，6936

．1，9773　・55，17772　　55，7772

1β98t　　22，9159　　22．9159

．鋤．。）（。鋤……二∴…奮灘15埼8r681亀613き

　　　　　　　　　　　　　　　5，2838　　　　　　　　1
・遡綾彦緻（002）＿●7．●．．曹．三．・．．．．．●　．’1，9306．．．43，8772　，

　　　　∵　ピ．．．1．．7・2144　．…
其’他　　ア声ミニウム，プローム，ヨ鱒ド及ヒドロ燐酸ノ各

　　　　　イ云ン並珊酸ノ痕跡　　　　・　　　．．9．

ぞ恐ゑ鎖・1㌧響多時佃㌧鑛
　　　　　　　　　．．所在．地
　　　　　　べ．．1㍉、．．一分析者

　　．ざ管．・・1、性r、翠ナリ

L．…ll．・じ1・∫∴．∴’』∫llざ・1・・．’●成．・

　　唖ll’．．’　　　・　’　・　・．、固形物日量　・約

・兵庫縣川邊郡多田村大字卒野
臥濱衛生試験所（明治二十九年）．

’無色澄明無臭＝シテ刺戟性ノ戯味． f右ツ反際ハ弱酸性

　　分’

5，50グうみ（r千ク」ラム中）

「ヤで≠・

’

ヨ幽幽一（委鷺歳三面皇裏ヲ鋤

　カヂオ’ン

　　　カリウムイナン（Kう＿＿＿＿
　　ナトリウムイオン（Naう＿．」＿．

　　カルチウムイオソCざう＿＿＿．
　　・マク●ネ己ノウムイナソ（Mg’●）一．．＿

　　．フニゆロイナソ（Fe●う＿＿＿＿

　ア＝オン’
，　　クロ7〃イナン（CLノ）＿＿．．．．．

　　：ζドロ炭酸イナン（Hcoガ）．∴

磁篭こ赫・・へ1雛

　　　　73，0io8　．73，0｝081，6829

0，3071　　　7，6584　　15，3168

0，0882　　　3，6207　　　7，2414

0，0095　　　0，1700　　　0，3400

97，4007

2，0170　　56，8970　　56，8970

2，4729　　40，5329・　40，5329

珪酸（〃）（H轟）…∴＿。．1；器183，3815’9辮99

　　　　　　　　　　　　　　6，7865　・
；琶E離彦臓〔ρQゴ）．．．．．．．．・．．・．．．．．．鱒．　　1，1879．．．

　　　　　　　　　　　　　　7，9744

其他　リチウム，ア’レ・ミニウム，プローム，ヨード「ノ各イ

　　　　　ナシ三冠酸，有機物ノ痕跡　　　　　　　　　　　．、

’一@182

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　P7　．　．．，　．

盛顛野鶴雰麟婆聯；嚇儲鷲敷）
　　　・「’　：一　　　’　　．　・　’．’　’ ．．．． D’ D’ Eこ．　グラム　・

グ・一・ゆり’ウム’ kKC1）・・∴・…な……∴・…ド◎1815

〃ロー〃ナトリヴ・ム（球aClj．＿。碗。1”＿．．．． T12n
重炭酸丹艸・（N・H（病）一・・，遍ジ1．1605・
重炭酸ア聴昌ウ≧、・（NH、HCO、）．＿1；．．．＿10，00脂

重炭酸方ルチ：ウ云〔Ca（】耳GO3）2〕．．：∴＿∴．∴．　ρ，57QO

重炭酸亨グネシウ4〔Mg田：c馬）2〕．．．＿．r．’．．0，1354、

重炭醗韮酸化鐵〔Fe（HOD、）2〕＿．．＿，．∴」＿＿『O，0134

珪酸（メ　ヌ）（H國2SiC悟）．。．．．．．．．．．．．．．．．二．り．．品．．．＿．．’　0．0961　53

　　　　　　　ジ、．’噛．－1 宰．．・1：1ミ☆5・2鄭．．1・竪

轡璽：1：111◎：端ll聴覚：li辮醤

・一．
E∫． ?}1／甕灘｛

駅顛表（瑠套9萎薯総滋繍含喪次）

　　　　　　　　　　　　　　　1．　　　　．．グラム
クしf一ルカ　リ　ゥ．ム　（K：Cp＿．韓‘＿．＿∴．」＿∴．∫、ご．’3∋3284　幽

重炭酸ヵリゥみ．（K：HOD3）＿＿＿．．．∴＿▽．．，0，1493

重炭酸ナ1・”ウムくKaHCO3）1．。．．．．．．．．．。∵＿、1，3549

重殿カルチウム〔Ca（HCO3）2〕＿，＿．＿＿．　0，2432

重渉搬マク●ネミノウム〔Mg（旺C（嬉｝2〕　，。．．．，．．．　0，51300

璽炭酸亜酸化絨〔Fe‘HCO3、2〕＿．．．＿、．．．．．　O，0302．

．珪酉隣（メタ）（H2SiOぎ）　＿＿＝．．．＿．＿＿．。．＿．　0，1505

鳳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，7865
灘炭酸（GO・り…………・一一・∴・，二∴…ら・1，1879

　　　・脅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，9744

’

｝ ．●．



ノ
。

、

所
分

性

湯プ町鑛泉
」

鷲昊器三三三三二二ノ町　　’　ζ．
　　　　　無色清澄徹昌昌甑床チ有シ強酸性早態チ呈ズ．　　　　　　．　　．
　　比　　重　　1，0048．…　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　．　　　，
　　原泉温度　’27。．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　・．誠，’・・分’　∵．’　　　　　　　　　　　　の　’
固形物鳩黄　　約　4，59〆ラムく一リ’一ト〃中）「

イオン表㈱奪辰骸簸畏ラ鋤
カチオジ　．’　　。　　　㌔

　カリ．ウムイ★ソ（Kう…ら・……

、，ナ｝唖ウムイナソくNaう…・・…・

　カ〃チウムイナソくC8。う………
　マ〃●ネヴウム・イ1r’ン（Mg塵●）……

　7エρロイ云‘y（F●僧〕・。……：∵。

アニオン　　　　　　’

　〃ロールイ官ソくCめ・……・・…
　ヒドロ洪酸イナソ〔HCO3’）……

〆，へ’賦リモ｝繕”ラ蓬

　　　　　　　　　0，8506　　　　0，85060，0333
1，4227　　61，7223　　6邑，7223

0，2201　　　5，4889　　1099776

0，0804　　　3，3005　　、6，6010　　’

O，0星gτ　　　0，1914　　　0，3828

　　　　　　　　80，駆蝿

1，関67　　・44．7688　　　44．7588

2，1865　　35，8384　　35，8384

闘表畷雰鶏駿聯嚇儲工船｝
　　　・「．　．・　　　　　　　　　　b、’グラム
グロ’L・〃カリウム（KCn…9・…。∵……・・…悼・0，0635

　　　　　　　　　　　　　　蔦7108　　　　　・
㎜受（X）毫）・。。・・…　。…　。・。…　。・・　　1・1924・。・27，1000

著心

　　　　　討．’，㌃㌧ZF　野．

クロー均ナトリウム（NaC晦……………・，・．2，5685

窟炭酸ナトリウム（NムHC（》9剛一∴・∴……；…　1，4990

阻炭酸力〃チウム〔σa（H：（X秘｝………・…・　（ら8910

．重」爽酸マク．ネシゥム〔Mg（Koo13、2〕………　 0，弼42

書炭酸亜酸化搬σ獣HOO函〕…………・…・・10，0342

珪酸（メめ（琉8iO3）・・………・・∵・………・・0・170弘

卿め・購・励…・……・・一」i趣15塙15088儀59721騨酸くcq！：・一……90”…

所

分

性

　　5

鑛

5，7108
1，19％

　　　　　　　　　　　・　　　　ユ
　　　　　●

・憾滋／塁1じ，

泉　（冷）

在　地　　兵庫雌川邊郡多田村人字準押字湯ノ町四百三十四番地ノー

析，者　大阪衛生試喰所（明冶二十九年）

　　　　　三岡脚色湿i明無臭ニシヂ三味チ有シ其反感～’微弱酸匡

　　　　　チ徽スレトr窯沸後アルかリ性二璽ス

　　　　　　　　　虞　．　分　　　　層　　　　．
”固形物磁燈　　　　約　　2，59グワム（一喝一トル・中】

偶ン表鯉変磁簸裏ラ鋤
カチオン

　カ“ウムイナソ（K、………
　ナト”ウムイガソくNガ、……
　カ〃チウムイオソ～C5’う……
　マク・零シウムイナソ（Mg●●》…

アニオン
　クロr・〃イナン・（G1ノ）・……。
　こドロ炭酸イナソ（H：CO♂）’一

　　〆．ラム．

．．． @　0，0252

　　0，7938
ココ　　　　

。・。 @　0，1252

・・。@　0，0446

　　・

…・@0，8475
・…@1，2857

　　　　　監リダラムド竃1，璽局ゆ層
　　　　　岱　　　量
　0，6437　　　0，6437

34，4382　　34，4382
　3，1222　　　6，2ξ44

　1，8309　　　3，66星S

・　　　　・44，988L

23，906要　　23，9069

2星，0735　　　　21，0735
　　　　　　　　　　　　　　　3，1麗0　　85，015魯　　44，9SO孔
　珪酸くメタ）くHゴヨiO3）・………・…・　0，1545

　　　　　　　　　　　　　　　3，2765．
　　　　　　　　　　　　　　　0，7360・・。16，9545／遊離炭酸（◎02】…・…・……∵…・・

　　　　　　　　　　　　　　　4，0夏25　　　　　　　　　　・

　其他　フ呂ルロイナソ及アルミニウムイナソ「ノ冬痕跡

♂

6，90鵠

圃表（欝欝蓉難；聯㍊出額次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム
クロー’ヒカリゥムくKC1）…・・…一…・…・…・　OlO480

クロー，レナトリゥム（N認C罰…・……・…・…　1，3610

麓炭酸ナト”ウムくN8HOO嚇・・………・……　　O，9390

醤炭酸力，レチゥム〔C魯（H（期』〕・・・…　＝・・・・・…　　　0，5060

重炭酸マグネシウム〔M眠騒G（ゐ）2〕………．0，2680

珪酸（メタ》（Hβi（ゐ）…一・一一…・……∴・q1545

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　．　　3，2765

遊離炭酸（（X】㌧）．．。．．●．．．．．．．．・」岡．．．．。．．．．。．●・・。・・の　’0，7360

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．，4，012ひ

．　　9
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’

f

國φ

4　　．

ゆ
，　．

サ・．

’■　　　σ

’　，

攣

　　　　　　、〆1．　　　　　　’∵
　　　　　　・∵　．．．6．湯　ノ＝・

　　∴．丁丁「讐

！譜　　七　　性．・．．；伏．

　　　　　　　　　　．．比

　　　　　　　　　　　　固形物緯量’

イオン表’ i蝉蓉鵡菱簸婁ラ鋤

鍬鑛．・泉

応和縣川邊郡多田村大字2F野三三ノ町　．．，＝・㌧．

：大阪衛生試瞼所（明治四十年、”　　．　　　’

．雲南驚灘欝灘南噸畔厚蹴
．重． ｦ67・．．．．．．．’．，．・1・∴．☆．∵ξ‘

成・・

　約・

．分

7，ioダラム（一千グラム中、

。カチオン・．．’．層．…・’グ・・9，・・モー・翻㌃

　　　贈瓠拶繍：：i三二：二1二象聡認1婁，葦灘
　　　ヵ．轟！チゥムィ　ナy（Cざ‘）gらD奮艦．．．亀　　0，3653　　　9，1097　　18，2194・

　　・四脚イ㌣岬・．汁∵砺l121：1糊i鑛£「

　　アニオン

・綿；繍耀，命：1：：：’舅：1器1．Zl羅Zl羅

　　　　　　　　　　　　　　　　8，3266　233，611ξ｝　123，4707
　　　珪涯養（メタ）（H2Sio3）．．．。．，。，．．．．。．．　　0，1895　　　．．　　・　　　　　　ド

　　　回忌㈹＿一＿．∴’1鍛琴6、・1・6・．’〆’：

’　　　　　　　　　　　　　　　　　．！ら　’　・．　　　　．　　　1　　9，68継5　．　　　　　　9

　　　雑．．騒灘燭．ド！騨∵ロ聯斧イ捗∫

　　　　鼠じ織留膓／町鑛
　　　　　　　　　　・．．’所「在地

　　　　　　　　　　　　∴分析者　・
　　　　な．・∴．照1．．．悔，・ヅ・翠．・．呈。．

亀　　．・☆．1’》＼．・二1賠比・玩電　み。。45・．

　　　　　滋’綜・湯跡形寵㌦

，

9　’．

．藍剛瑠麟田遊演麟滋宝吹）．
　　　　　　　　　　　・　・　　　　’　　　　　　　　・グラム’．

　　クロー：営カリウム～KC1｝・ニ…∴…・PL・…・…帥・　0・177σ

　　ク・一’ヒナUウム（買・CI〕・∴・・………一一4β110

　　ヨ重炭酸ナ1・・り，ウ，ム（】ゴa1窪（X）き）．．＿＿＿＿，．輯　1，7435

　　露炭酸カルチウム〔Caσ臼［CO3｝2ふ＿r．．＿？∴．　1，4774

　　重炭酸マグネヴゥム〔Mg（HC（聴｝2｝．∴∴。．0，6177

轡岬轡∫…竺’∴・∵∵1憎1：ill窒

　　遊欄叫・∵∴…触lllヅ1婿軌6895

　　　　　　　　　　　　　兵庫嫉川邊祁多田村大字卒野字号ノ町四百二十七番地

　　　　　　　　　　　　　大阪衛生的三所．〔明治四十二年》
　　　　　　　　　　　　　無｛三明味刺戟性ニシテミ青竃京学味チ有シ弱醒1性三鷹テ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．壌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分　．．．’・．・・．．1，．し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，40ゲラム（u千グラム中、
イオン表．（本田水一千グラム中二含有スpレ各回分配其量吹ノ如ツ）．　　　　　　．醜類袈　（李尊霊タ毎毎婆診馨護；義蔭霜垂曳塗〉

カチオン，　’．　、．　’「1
　カリウムイナソ（K●、．・，…・……・’

　ナトリ・ウムィ責ン（Kガ1．・…∴・・

．カ，レチウムイガソ⑩呂’う磁……
’マクゆネジウムイづrソ（LI9”）．騨．韓

アニオシ
　グロール・イ，古ソ（ρ二∫、＿．＿・・．，ド

　硫酸イナソ（SO4”）．・師．9…　一鱈・・…

　亀ドロ髭鴇西舞イナン㌧tH：CO3ノ）・。・岬。

グラム　　　奪リモ・7リレ

0，0840　　　2，1456

15105謬　　47，9523

0，4012　　エ0，0060

0，0872　　　　3，5796

1，5079

0，0310

2，0798

42，5361

0β227
34，0895

　　　　　　　　　　　　　15，2964　140，6318　　77，2727
珪酸（”）．（H・s’窃）・∴…”’”∵・雛∵一‘・’¶

遊離炭酸（q）・）∵……・・…∴∵・0・1519・”0，9≦55．

　　　　　　　ぐ　　　　　　　．　　・5，4899

其他．フ刃レロ，アルミ昌ウム，謂酸，七ドロ燐酸ノ各イ

　　　　　ナソ，耐酸並有機物ノ痕跡　　　　』　　　　．・・

ミサグラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム　響欝　　髭
　　　　　　グ　ロー3レ3｝　リ　ゥム（K二Cl、．g●．●．．●●．・∴＿．∴・」」」　　0，16002，1456

灘繍滋齢i三i三1；三羅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5698　　・　　　重彦心隔カルチウム〔Ca〔H：CO｛g2〕＿∵．．．∴．∴．，

42，536工’　　　重三酸マク9ネシ，ウム　〔寧fg（正1（x）3）2〕・。・。・・∴・　　0，5240

・1麗’珪酸圃既s’0ルー…一…∵一懇

　　　　　灘炭酸嬉0・、∴………・…∵：………・幽∴・・♂．0・0416

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．．　　5，4899

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒．．，、．．

・一　184
一
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’

ρ

し

F，

所’ ﾝ地
分析者
性．

比

6

佳、．吉 鑛 泉ド

ら
●

　兵餌縣川邊郡多田村大字4二野字佐吉　　　　　　　　。
　大阪術生眼瞼所（明治四十年）．　・　，
　殆ト価色消澄刺戟性面黄味チ有ジ反哺箪ハ弱酸個…ナレトモ　　　　　　　　　　．

　煮沸スレハしアPレカリ性呂愛ス

・愈　1・008（15。）・，　1．　　　．．2　　　　　　　　　・

’　　一　威●　・分　　　　　・　㌧．．　　　・，・　
．1

・固形物一掴　　約　6β5みム’（一口グラム．中）

赫シ表．（魏編嶽皇興奮）

カチオン
　カリウムイナソくKう・………。・’

　ナレリウムイガソ（！玄5う………
　カルチウムィナソ（C呂’う………
　マグネジウムィナン（M9’●）・…・・

アニオン
　〃ロー〃イナソ（Cl’）……・…・・

硫酸イすソ喫8D4”）一……・・…
　ヒドロ渉≒測舞イナソ（1ilCO3今・99・・9

，’ヲ・　3り・一ル幽り〆ラ皇

0，1217　　　3，1086　　　3，1086　．・

　　　　　　　　73，38831β916　　73β883
0，3415　　　8，5162　　17，0324

0，2206　　　9，0558　　ユ8，1116

　　　　　　　　111，6409

　　　　　　　　　　　　　　2，2306　　62，9224　　62，9224
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3080・　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1540　　　　　　　　　　　　　　0，0148
　　　　　　　　　　　　　　2，9536　　48，4117　　　・｛S，41｛7

　　　　　　　　　　　　　　7，5744　205，5570　　1U，6421
麹勲くメタ）（H£io31・一・…一…　0，144【

　　　　　’　　　　　　　　　7，7185

葺他　胃一ドイオソ，1プロームイ定ソ及珊酸ノ痕卸

　　　　　　　　　1　’．

薯．

所在地
．分析・看
　　　　理

乱・

景象温度

山

眉表（本二水ハ其町回二丁デー千ダラム中次ノ成分チ下刈スル瀞液二概略相寓ス）

温

ク．ゴー，セナトリウム’ k耳aC晦……・…∴……

置炭酸カリウム（KHCOゆ…∵・……。・一一…

置1鐡ナトリウムくNa】ヨ［（期》。・……………

硫酸カルチウム（Ca80の…㌘…・…‘・………・・

重炭酸力，レチウム〔Ca（HC〔励2〕……………

露炭酸マグネッゥム〔Mg（HOO3〕2〕…・、・…

珪酸くメタ）（Hメ∋ioの…・…・・…………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　’

兵劇隠有馬器宜馬町　　　　’

大阪衛生試敦所（明泊十一年）
■　　1，0112く23。）

　　　38，30

　　　　威　　　分

ぞ

泉．

固形物緯量　　約　19，56〆ラム（一Ψ一型ル中）

イオン表．（本訴永一Ψ一トル中昌盛膚ス’レ面向分及計量次ノ如シ）

カチオン

　カ1ウムイナソ曳Kう∴…・……
　ナトリヴムイオンく国ポ｝…・・・…

　アム唱昌ウムイナy（NH唱う…
　ヵルチウムイナソく。島’う………

　マグネツウムイナソ（M“●う……
　マンがノイナソ（Mo●う・・…・…
　ア岨ニウムイナソ（酔う・一・

。3飼儒・翻講咀
5，8220　252，5813　252，5813
0，0050　　　0，2765　　　0，2765

1，，0496　　26，1L746　　52，3492

0，0617　　　2，53乳7　・　6pO656

　　　　　　　　　0，95640，0263　　　　0，4782
0，0059　　　0，2ユ77・　　0，6531

329，0瓠’6

　7＝オン’
　　グロー〃イナソ（Cr、・…・…・…　11，5879　326，8801　326，8SOL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0193　　　　　　　　　　　　　　　　0，0815　　プロ。ムイガソ（B〆）…・・…・…
　　硫酸イナソ（串04〃）　…　．．6．．．．．．．．・　　0，0099　　　091036　　　0，2072

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，90乳5　　　　　　　　　　　　　　　　0．0550　　ヒドロ灘イナン（｝1CO3’）・。・・。・

　　　　　　　　　　　　　　　19，3773　628，342Q　329，0081
ン／運封駿（メタ）（H2Sio3）…・．……。…　　O，0748

　　　　　　　　　　　　　　　199452正

　　芙他　”チウムィナソ，フェルロイガソ及有機物ノ痕跡

● ’一@185k

　，ラム
f

3，6β10

　0β113

　0，8797

　0，0210

　1，3559

　1β255

　011441

7，7工85

・　　ゆ　’

離離（努幾欝蓉犠識最；藁両蓋雲次｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ラム
　クロー，レカリウム（KC1、・…・………・…「…・・　1，2810

　グロー，レナトリウムくド摺ql・…・’…・…・・…14，7170

　グロー，レアムモ』ウム（！凪Cl、∴・・………・・’0，0130

　プ・一ムナ回ウム（N・恥…：・・一…一・0，10δ0

　グロー，レカ，レチゥムくCaC璽2）…2………・…・　2，8960

　クロー’1’マク・ネジゥム（駆gC璽ゆ・…・………・　0，窄4】0

　硫酸力，レチゥム（CaSq、・…・・」・・……・…・r…　0，0ユ40

　窟炭酸亜酸化マソがソ【〔MB（HCO3）3〕……　0，0813

　〃ロー’レア〃ミニウム【▲1C13）…・…・・……　0，0290，

　三三（メタ）（H蝉03）…・・…・………∴……一　〇，0748

’　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，4521

覧・蝋 噺

ヤ



、　．　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・’＝

　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　　　．バ　　　　　　　　　　　、　　、　　　　　氏　　　曜　　・．．．．．∵　’・．
　　　　．1
ボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ

　　　の　τ．

ヴ．稀ぞ　　　　　　　　．．。　　　　　　　　　一．・・　　　　　’・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　ロ　　　ち　　ロ

　　　　　　　　　　　嘱有　．馬「澱∴泉」．（ノ湯）

　　　　　　　所在地　　兵麟有馬郡有馬町・
　　　　　　・分．析者’　東京衛生試験所（明治十四年）　　　　　　　　　　』’「
　　　　　　．性，　　　　　殆ト澄明ニシテ味戯グ澁濤性ナリ反1態’・中性ナ．レ
　　　　　”．　　　　　　　．・ト毫煮沸スソバしアルカ・叩性二階ス

　　　　　’　　　　比．．重　　　　　　　　　　　　　　　　1，012（23ρ｝
　　　　　　　　　　・原泉濫度．1　37，80　　　　・　’．　　畠　曾

　　　　　　　　　　　　　　　　’『・．威・’・　分．

　　　　　　　　　　　・．』「固形物鴻量．・約1

，カチオン・
　　　カリウムイナ』ン（Kう’‘＿．＿．＿1

’　ナトリ．ウムィ声ンく！望1ガ）＿．．．＿

　　’カルチウムイ．ナソQCざつ＿＿＿
　　　7エ々ロイオン’（Fσう＿．．＿＿。
　　　マンガノイナン（Mn●う』．＿．＿．
　　・ア即ミニウムイナソくA1’●う…．．・

・　r、

・7＝オン

観シ表（弊蕊二等影写’
　6ノラム　’

0，6725

5，7985
’1，0455・

0，1912

0，0426

0，0059

…一・．． uｫ≧
　　　　　・17，L77δ17，1775

2塁1；獺2慧轟乙

　3，4707　’　6，9414

　0，7745　　　1，5490

　0，21L77　　　0，6531

、

曳　　・

’一　●

し

19，6｛ミグラ←（一一り　一トル’中γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　蜘表（耀雰9輔導盛診滋＝嚇鰭曳次ト

カチオン　　．　　　　．

　カリウムイナン．〔K：●，＿・。＿．・．．

　ナトリウみイガソ（N｛ド）＿＿＿
　アム毛ニウムイナソ¢iHぐ｝璽．．
　カルチウムイ古ソ（Ca’う＿．＿．
　rr≧P零シウムイナソ（h19●う。．．．．．

　フご〃ロイオ’ン（Fe●う＿＿．．軸蒔

　’マンガノイナソ（Mwうr．…∴．

．アニオン　　　　．㍉．、・．．

　クロー’〃イナン（c1ノ》∴＿．．＿．
　・硫酸イナソ（葦ヨQ4”）．．．．．．．．．．．．．．．．．．

　．ヒ・ドロ彦重山山イオ’ン（H：OQ3つ．．．四．

330，0275．

グロー●ゴレイナ｝でくα，，　．．．．．．．，．．．6　11，4006　321，5966　321，5966

ヒドロ撰酒菱イす．ソ（HC〔塘ノ，＿．．，．　　　　　　　　　　　　　　0，5121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，3937　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8β937
　　し璽　』　　　　　　　　　・　　　　，19歩66串9　629，2647　329，9903

珪酸くメタ｝（Hぎ3io3）＿＿，，＿。．　　　　　　　　　　　　　　0，0753．
　　　　　 　　 19，幽2，・．　．1

遊離炭酸（oo2、．＿＿＿．．．．．．．三．，．定量セス　　　　　．、

其他　リチウムイナソ，マグネシウムイすソ及有機物
　　　　　ノ各痕跡

『二．マ． P．想．二．㌃∫鳶．．1・杉グ．谷鑛泉

一、．ご三二．野婁講灘難臨旧弊。＿ハ

▽癩病㌣．蟹　璽∵穆；∵響「，
・．　F　．　　　“　　　　』　．　固形物縛壷：　約　0，2グラへ（「り」ト，レ中）　　　　一
　　　イォシ裟（本縄水一u一ト〃中ゴ含有ス，レ各成分及其量次ノ如シ）

「’ラム幽 @竜リモール
0，0053　　　0レ1354

060094　　　0，4078
0，000江　　　0，0055

0，0118　　　0，2955

0，0018　「　0，0739

0，0015　・　　050268

0，0007　　　0，0127

ミリグラム

歯　　　量
0，1354
0，4078

0，0055

動5910
』0，1478

0，0536
0，02549・

1，366昏

クロール加，ウ、ム（KCI）＿＿＿二r；；．．1＿」＿．．．

クロ．一ルナレ堕ウム（採aC且）1．＿．＿＿．．．ピポ

グロー聖心ルチウ．ム（CaC12）……；…・．．1。？・

重炭酸亜炭化歳〔Fe（H：003）2〕．＿．．．ご≧＿＿ゐ

重炭酸亜酸化マソが×〔Mロ（宜㏄堀）2〕…・・。．

クロ」．ルア，レミニウム（AIα3）…・・r＿＿．r・

珪酸魂メタ）但28io3）∵．．＿．．…∴＿∴．．＿二．’

　　　　　　　　　　一，

0，0036

0，0357

0，0318

0，1016　　　0，1016

0β716　　　0，7432
0，52ユ7　　　0，5217

　　　　　　　．　．　　　　，　　　　qIO17　　　1，9525　　　1，3665
珪酸（メタ〕（H2Sio3）＿＿．＿」．　　　　　　　　　　　　　　0，1020

　　　　　　　　　　　　　　0，2037．．
蓬灘綴醐：：：：：：：：：＝：：：：騰…2病3750●

　　　　　　　　　　　　　　1，3205
其他　アルミニウムイナン’，ヨードイナ．ン，ヒドロ燐酸
　　　　　イ☆ン及有機物ノ各痕跡　　．　　　　　　〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．186

　∠ノラム．

　1，2810

14，7170

　2，8960

0，608臼

　0，1371．

病0290

　0，0753

l91即
、． 潤E

栫D・、

，噺

1∴・・．．｝窯

R

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・：灘

．範例（タ欝額翫滋議輔巻晒

〃ロ．一，レナトリウム．く取巳C1）∴＿＿＿．．＿．

グロールアム毛ニウム（冊屯Cめ＿＿＿．．．

硫酸方11ウム（K2SO4）＿＿∴．＿．．＿＿＿∴．

硫酸ナトリウム（適a2SOゆ＿．＿。。1＿＿＿．．

重掬襲ナトリウム（NaH◎03）＿1。＿＿．二．∴．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）．．．．．．．．．．．．．1．．．．．．．，：．

重炭酸マ’グネシクム〔M9（Hoo3）2〕．．．．．．．．．

重炭酸亜酸化賊皿Fe（Hoo3）2〕…・・＿．＿＿

重三三亜酸化マンガン〔ムln但CO3）2〕．．＿．

珪酸（メタ）（H含Sio3）　＿．。．＿鴨．．㈹．＿．軸鱒。．．

．グラム

0，0054

0，0004

0，0118

0，0011

軌0250　’

0，0403

0，g106．．’

0，0Q銘

0，0023．

0，1020

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2037
遡聞匡炭酸㌃（002｝．●．．．。．”●．．＝．．・．．．g。．∴」．∴．∴∴埴　　

1，1165
遊離硫化永素（甘到．．．．。．．．．．．．．＿＿」．．．。．．．．．三　〇，0003

●．．

．1，3205

●

L 煮 膨3
語
誓L



，

●

、

oo

b

所在地
分析
性　　　二

三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　戸　　●　　　　　　　　　　　．’　　　●　．　　8

有己馬　温　泉・，
押回騒相馬郡宥馬町字地駅谷千三貢三十四旧地ノニ

大阪衛生試瞼所〔明治三十三年）．　　　　　　　　　　　’
無色清澄無臭昌シデ刺戟性ノ味チ有ス其三態ハ弱酸性　　・
ナレト兎煮沸スレ勢弱アルカリ性二握ス
貢　　　　0，9993　　　　”．　．．　　　　　　　」’，　，　．’　　　　　　　．

　　　・．成　・．分　　　・’・　　・． 　σ’

固形物纏量　　約　0，31グラム（「千グラム中）　　・

イオ》表、（交幣晶晶二二ラ鋤．

カチオン
　カサウムイオ・ソく1ζ●）鱒騨勲鵬・

　ナトリウムイナソ〔展ポ》……
　カ〃チウムイ★ソくC呂’う・’…

　マク●ネシウムイナyくMg．う・・
　7二〃ロイオ’y（1F「e酬う四・。鱒鱒

　マyカゆ）イナン（Mo●’）・幽・・…

　　　’ラム

　　0乳0068
コ　　　　　　　の

…　0，0480

…・
@OlO343

…　　　0，0020

．．．． @　0・0034

…・@0，0019

7ニオ’ン

　クロー」レイナソ（C1ノ）騨・…　。・・…

　煉酸イナン慣04”）……・・ピ・・一…

　ヒドロ彦亀麗甦イナソくH◎03’】一・・一

罵欝欝
2，0824　　　2，0824

0，8554　　　＝L，7103

0，082匹　　　0，｛642

　　　　　0，12！6’0．0608

0，0346　　　0，0692

4β219’

1，4023’

0，0146

2，9044

盛顛表・（耀魏無識議編垂史次）

0，0497　　　1，4023

0，0007　0，0073
0，1772　　　2，9044

　　　　　　　　　　　　　　0，3240　　　7，6030　．　4β213

　　　　　　　　　　　　　　0，0740珪11塗くメ　タr）　（H2∈…i（〕h）9．●。。．。・・，，・。●．

　　　　　　　　　　・　　　　　0β980
謎塾劉離拶亀躍受く◎02）・・・・・・・・・…　。・・・・・…　　　ユ．1986…　27，2409

　　　　　　・・ド　・1・5966
芙　他．　UチウムPアルミニウム，硝酸及ヒドロ燐酸ノ各

，　　　　イナy，碍酸亜膚機物ノ痕跡

　　　　　P

グロr，レカリウムくK：σ監、明・・・・……・…∵・…。

．グロ噌レナトリウム（Nの1）」…………・…

露炭酸ナトリウム（N呂HOO8）……∴・…・・…

硫酸カルチウムゆSO｛、一・・・・…………一

厘炭酸カルチウム（CaくH（病）2〕…・……・…・

重炭酸マグネシウム〔M8〔H：α：臆、2〕………

窟炭酸亜酸化繊〔FeくHOO3，2〕……・…・…・

書炭酸亟酸化マソカ・ソ〔Mo（HC（ゐ、2〕…・∵

珪酸くメタ）くH粛io3、……L・…・・……………・

〆ラム

OpO130

0，0720

0，q713，

砺0010

0，1377

0，0ユ21

0，0107

0，0062

0，0740，

0β980
1，1986

5

「

房層 ﾝ
分析
性　　．

地

比

遊離炭酸（oo2）・・……∴…………………・…

有　馬　三
脚璋三三罵器有鳥町字地獄谷

’泉

露灘懸鰯臨無窮・
　倉　　　　1ioOO（且8，50）

　　　”歳　　　分　　　　　一・
固形物緯量　　約　0，16〆躰（一干グラム中）

勅ン表（委襟融懲ラ鋤
カチオン

　　カリウムイナソ（Kつ………・・r
　　ナト噂・ウムイナン（Nパ）・…・・…
　　カ，レr戸ウムイナン（C亀●●）・・鱒…。。

．　　フ2層レゴィオン（Fe’●）…・・・…　…

4ρ，▲　　　い3■輯即

0，0102　　　0，2605

0，0118　　0，5119
0，0016　　　0，0399

0，0123　　　0，2200

罵驚
§i輔

1，2922

アニオン
　〃ロー，レイナン（CL’）…………　　0，0183　　　0，5162　　　0，5162

　ヒドロ闘イナソ（正1（期’》・。…　　　0，0474　　　097769　　　0，7769　、

　　　　　　　　　　　　　　0，1016　　　293254　　　1，2931’
珪酸（メタ）（口回i（㌔）＿…・・・…　0，0373

　　　　　　　　　　　　　　0，1389　・　　　　　　　　　，
三勒…離炭酸（002）・。・。鱒。。。・．6・…　。・…　　　1．1229…　25，5205

　　　　　　　　　　　　　　1，2618

英他アムモニウム，マグネツウ面アルミニウム，硝酸
　　　　’及bドロ燐酸ノ各イ雰ソ，棚酸並；有機物ノ痕跡

，115966．

’ミ．

麟表（李欝参蓉難病蓬＝鵜融実次）

グロー’レカリウム（Kα）………。・・……・・

グロールナトリウム（N魔C1）………・…戸…

粛炭雌かトリウム（K巴H（期）……………

3炭酸カルチゥム〔Ca（HGOき）2〕一・・……

書炭酸亜酸化鐵〔Fe（HOO3）窒〕・・・…………

珪酸（メタ）（正12Sio3）……・・………………・

〆ヲム・

0ρ195

0，0149

0，0214

0，0065

0，Q393

0‘0373

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1389
遊離1照（CO2）……渇・………・……・……・・…　　1；1229

憎

2

■

醸

＿　187　　　　　　「

’轡

，

停

◆

1，2618

9



’9　．

　所
，．分

　性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形物纏量　　約

、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿’　■　　　　　　　．　　　　　　　唱

　　　　　　　　　’　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　・「・．　’　　　　．r

　　　　．＝．一　　　，．．　．「　・＼1・．∫．一．ン・．「

　　嘱有馬池／坊三冠・’
在地　　・兵庫縣有馬肺有馬町　　　　　　　　・曳．．，
祈　者．　大阪衛生面出所（明治三十四年）’

・’ ｬ・．筆墨擁多鴨糠墨云鰍テ樽囲酸性購
∫． ｴ泉温度　　47。　　・．　　　　　　　　、．．：．．’：

　　幽　　’　　　　　　分
　　　　　　　　　　　　64，01グラム（一干グラム中）』．

意表篠雰麟婆識繍編垂雲吹）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．・．．　．・「’．．・・．・’．　’〆弘．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ．ロー，セカリウムくK：C1）・・…・…・。∵・∴…∵　　7：，5210
　　　　　ナトリ・ウムィ・ナソ（Naう・・…r…17，4712757，9609757，9609　　　　　　　　　　　　　　　　　　・8：8＆言窪　　　§：含竃轟舞、　言；含1§義　　　　　∴二一：；臣＝；：三二」コ」玉乗一．Σ鷲呈｝～≡正1「マ：：；：：：：’4茸：ま豊；8

　　　　コチウムイ協’ソ（口う・・……一・．
　’　　　．㌃アムモニウムイナソ（NHの…
　　　　　カルチウAイナン（Cざ’）………　　3，7698　93，9850　187，9200　　　　．．クロ．一ルサチウム（LiCl）………・……・…・．0，1550

巳・ R獺彰欝；li三；§il講・．難癖　蓬農副撚黙1：：；：：；ll：：：：：：：．躍

　　　　ア～レミニゥムィォy（A1”う……’0，0053　．0，1956　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5868『　　　　クロー，レカ，レチウム（q認C12》・・………・…　10，4400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1り◎5，5038　　　　グロー．ル’マグネγウム（MgC12）…る・・……．0，1700

“アe嘗≧ル、チ緬一＿……229麟…9麟…9撚団子鵡醐寵1：：：：：：：：＝：：：’8：羅：

　　　　加一ム福ソ（Bめ’○●’……・・0・0854・1・07681・0768　重炭酸亜酸塩ンがン〔M。（HOO湖＿．｛胆032

　　　　裟灘澱1二螺轟些1講珪酸㊥騨「π∵7∵轟

　　　　　　　　　　　　　　所在地　　兵庫縣有馬郡有馬町
　　　　　　　　　　　　　　分析
　　　　　　　　　　　　　　性．．

’港．，

．　　比’

　大阪衛生試当所（明治三十四年）
　無色微二溜濁シ震怒鹸グ弱酸性野馳チ呈シ煮開門レあ
　ア〃・カサ1生二憂ス

　覚　　1，0491

　　　　　成　　・分／　㌦ 　・・”‘

．固形物縛量’ @約65，70グ弘（一千グラム中）

カチわ　　『・．　．．グ・・．・・モール曇”グ’皇
　ヵサゥムィナン（K：・）　・・。。・・・・…　。　　4，0037　102，2656　102，2656

　ナトリウムイナソ（Ha’）………17，3503752，7244752，7244

イオン表（委襟斎三無皇裏ラ鋤

・リチウムイナン（n．）・・…・‘・…・

　アム・琶昌ウムィナy（NEボ）．…
　カル’チウムイナシ（C呂●う………・

　マグネ引・ウムイナン（Mgう　…
　フニ〃ロイ・ナソ（Fe●’）一…・…・

}ソがノイナソ（Mn’う…・・…・
　ア，レミニウムイナy（Al●”）．’…

　．b

アニオン』

0，040隻　　　5，7714

0，0111　　　0，6152

4，0839．101，8429　203，6858
0，0540
0，2820

0，0350
0，0106・

2，2Z67
5，0447

0，6364

0β911

5，7714’

0，6152・

4，4334

10，0994．

1，2728

1，1733

1082，0413

〃ロ＿〃イナγ（CI’）　…・…・・…　37，生2101055，59991055，5999

プロ＿ムィナ：ソ（B〆）……一・・　0，0854　．1，0680　1，0680
ヒド回薦イナソ（B［OD♂）　・。1．1，5449　25，3220　25，3220

　　　　　　　　　．　　．　　　　　64，92232053，49831σ81，9899
珪酸（メタ）（正＝r轟【03）　。・・…　。・56●・　．1，0654、

　　　　　　　　　　　　　95，9877，．

其他．『ヒ．ドロ燐酸イナソ，棚酸及有機物ノ各痕跡

三脚表（本鑛水ハ其集成二於デr千グラム中女λ成分テ含有ろル溶液二概略相當ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
多二二；蹴瓢思赫：：：：：：：：：：：：：：：：：：・潔lll

グロー）レリチゥム（Lic1）……∴………．…・　0，2450

．ク白一ルアムモニウム（NH：4C1）．………r・・　0，0330

ブロー．ムナトリウム（NaBの・・，・・∴……・！…　0，1100

重三酉塗ナトリウム（NムH：003）。・…　●・・∵・・・…　。・　1，1729

グ官一，レカルチウム（CaC12）…・………。…・　11，3040

グロー，レマグネシゥム（MgC12）…∵・………「0，2110

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（E：OQゴ）」………・・…・0，8980

重炭酸亜酸化マソガソ〔Mロ（HOO3）2〕・…・・0，1124

　　なクロー．ルア’レミニウ4（AICI3）・……・・…・・」．0，0520

珪酸（メタ）（H母io3）？・・∴…・………一乳…ξ．1，0654

　　　　　　　　　　　　　　　　　　65，9877

　　　　　　　　　　　　　　　、　．

．・． 黶@188．一

。

電－

o 　ドひ

．．M．
｝．



■　　．

’；畠・

　　　　　　　　　　’・．・門門．

囎．
怐D．llT．『．両三

．　こ、．・・．1　．・．．、帆：・．∴．

　　　　　．：ガ叫　．．；．．．．．い

　　　一覧　’　　．・．一　≧・　一’　　　　．「

　　カチオン・．　　　：．　∵　．．

　・　’力圃ウムオナシ（Kう………・・ゼ

　　　ナトリウムイナy｛Na’）・…・・…
　　　．畢チウムイナソ（Lil）…。……。・

　　　アム毛ニウムイナンくNI㍉’｝＝・・
　　　．：カル’チ’ウム曽イナン受C島開）…。・・…

　　　、々■グ零シウムィ．舞y〔M9’う・・一．

　　　』フゴ】レロ．イナン（Fe陣）鱒・一・砺叫呪

　マ　「マンガノイナソ餌ガ）・……・・

『嚢

’

イオン表（本門水」千グラム中二含有ス〃各成分及其量次．ノ如ッ）『’

く・アルミ号ウムイオン（A三」’う・・二

ア；才ン
と

．二・． Lン馬・・鑓．．．泉・．1＿151．．

地’兵庫賑有馬郡有馬町字乙倉谷虚林，　　　L．
者－　　大阪衛生試験所（明治三十六年）　　．　’　∫・．
　　無色澄明味刺戟性ニツチ鍼ク反回ハ躬酸性チ徴スレトモ　・．
　　煮沸スレハしアルカ諺性二三ス
比重．1，0恥5（15。｝．

　　　　噌　威∴・．．，分　．　　∴．　P∴．
　区民緯澄　趨卸・紛う・〔一千ぞラム．中）・．”．

　グうム　　　モリモ三ル

’0，6337　　’16，1S65

g，2836　402，「7592・402，7592

　．0，0Q99．
　　0，01G8　．

　　1，4271
　　030274
　　0，0068
　　0，0062　’

…　070004．

　1，4143
．G，5987
35758S5　．

　1，12｛8

　0、1217
　0f112ブ
　0，0148

　　　グ・一昭ナソ（CIつ…∴…・・∵17β285488β152488，8152
　　　二・フ「ロrムイナンへ（Brノ、．・・・・・・・・…　b　　O・0116　　．0，145【　　　0，145乙．．

　　一、サ．ドロ灘イナ；ソく1ヨIC（）3ノ｝．．・．噛．　　0，3622　　　5コ936r　　　5」9361

　　　繊．。油轟　…IL」＿21溜96執817β4聯些．

　　　　　　　　　　　　　　　．：29，1926
｝・ @　　　翻匿ξCO弟．・，÷，．∴．ら・・．色・．∴∴　　0，5144。　L・11，β909

　　　　　　　　　1　　　’1　．，29，7◎70　　、．．・：
　　．∫其∫他　㌃ヨード，硝酸丞三顧燐酸ノ各イナン並珊酸痢機・

　　　∫．1し物聯．い、、．’1．∫：∴．．．L・．．…・．．

　　　　♂滋．∴∵太匠田一

　　　　　　　　　　．二．‘分1析者．、

●

　　　　　　騨表．簾套籍額滋＝磁自治訳〉
　しり〆ラム・
　舘　　量．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　’捗ム
　王6，1865’　　・クロー’レカリウ・今〔K｛謎｝・…・：・…二兜…ご…鯉・・1，29学O

l；藩『ヤ究：㍊エ響！上マ…瞬：騰

勢1発三鱗謙鎌継1：：：：：：：：：：；繍

　o，2254　重炭山ナ回ウム三川co3）……一…：一b｝蜘ア
　o・o蝦　加一・・．加チウム｛c轟｝∴∵∵・…一窪，9脚
．．蝿8985曹．・ク・一ルマグネツウム田自91訂…一＝∵・…㌧鉱エ。7（レ

　　　　　　重彦鍛亜醐ヒ鐵〔F嚢｝σヨ℃03）2〕・。・…　∵・讐・・・・…　　0，0三≧15

　　　　　　重炭酸二酸化マソがン｛コ恥σICO忠｝2⊃……　e三三

　　　　　　グ．ロー」レァ7レミニウム値1C！註∴・……・：・・「　0，0020

　　　　　　珪酸（メタ｝（H轟0・）…∴一・∵一……・…一〇，。8准

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　τ．・1．’．：．．∵塑，1926
　　　　　　　．旧離炭酸（qo2）・L　．　・、1・覧．二（L5144

　　　　　　帖．・ゴ・1：一ド．．『．』・・．．・：．∴こ一昌∵一∵1．．29、7備

　　　　　　　　　鑛　泉

兵庫懸有馬郡高潔村大字下腿瀬字大国一　　　　　　　　　冒柏　－
大阪衛生試験所〔明治二十九年）‘

璽醐鱒・弾帰営適性チ飾恥毛煮渉ンぐ．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘．

約2，3身郵（一り一トル中）

　　　　鱈ン表（難無益簸図幅）
』カチ才シ．．7　「・　’　　．．．・　ラグム　國号モール．劃グサ皇

　．カリウムイナ．ソ（Kう…………　0，騒57　』ユ，ユ673　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1673
　ナ『トリゥムィナン（Haう・∴……　σ，1773　7，6920　7，6920
　ヵ，レチゥムィナy弍Ca・う＿＿＿　0う4207’工0，4913　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20，9826
　7ク●ネミノウムイナy（1M9つ…　6・・．　　　　　　　　　　　　　　0，0341．．1，4011　2，8022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32，6441
、アニオン．．．　．　　∴．・．．．

、．
E．． Vロ」〃イナ‘シ（¢しつ・・一r。……　　0，1631　　4，6008　　4，600S

　bド戸炭酒菱イ．オン（HCO♂）……　　1，7工11　　28，0462　．28，（k62

　　　　　　　　　　　　　　．2，5520　　53，3987　　32，64τ0　　’
　珪酸〔メタ｝．〔H2Sio3｝…・…・……・　　　　　　　　　　　　　　0，1142
　　　　　　　　　　　　　　2，666盛

．・
c琶…騰（CO2｝。・鴎・・…　亀・。・…　管・…　　　1、8500…　42，0454

　　’　　　　r．・4，5162．　’馳　．’
　芙他　フェルロイナソ，アルミゴウ．ムイナン及硝酸イナy

　　　　．’各痕跡

一．

D　．．・一1．＼減．滋1・潟．拝89…

・卦

無徳縢套麟婆磁＝編儲曳次）
　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　哩グラム・

クロールカ艸ム（醜！｝・一一・・……∵・一　〇～0ε70

グローrレナ塾サウム（箪理Cめ・…・・……“。・…　0，Il⑪10

重渉韓綾ナトサゥム〔障囲旺CC弩）・・∴…。・・，・……　 6β580

・重炭酸加レチウム〔α匡二HCOき）臼・………・・…　177010

重沸駿マグネ‘シ々為｛きfg（H（X）窪）2ユ………　　0・2｛｝50

珪酸（メタ）く耳2S沿g・一一…・・…∴……∴・＿。．・、0，1142

　　　　　　　　　　　　　　　　　2，6662
遊離炭酸（CO∋………ラ…∵・……二ぬ・」・∴・…’1β500

、

4｝516曾
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9武田’尾鑛』泉 ’． A

、所在地　兵庫縣有馬郡盤瀬村大字名盤字武田尾
、分『 ﾍ者’1大阪衛生試験所（明治三十玉門）
．性1　朕．無色灘ニツテ硫化糠臭靖・囎搦ア’・捌性．1

・．@’　　　反回チ徴ス
．』’ @比．重．1，0005（150）．’・，．一　‘「、　．・’ヒー’．’．唱

　　　　　　　．二「’．　成一’1分ド∴．．．．．・．・．．　　．噂

0．固形物総量

イォiン表（本門永二干グr肱中二含有ズ！レ各成分及；甲斐次ノ如シ），

・力手函ン．．・・　　　グラ右」リモー）レ
　カサウムィナン（K’）’……・…・・　0，0040「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1033
　ナトリウムィナソ（Na’）………　0，2885　12，5163
　．カレチウム．イオン（Ca”）…・…・・　0，0952　　2，3738
　・『クニ画ジゥムィ．ガγ（M『】・…・・’0，0037　’0，15監9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
層アニオン．　”層　　　　・「
　クロー｝レイナソ（Cγ）…・，・…・・ボ’Op5054　14，2567’

　』硫酸イ★ン（SQ4”）　・・。・・b。・・輯・…　　　0，0045　　　0，0壬68

　　　　　　　　　　　　　　　0，2026　　　3，3207　ヒドロ灘イオン（HCOガ》　・一

『鰍ボ’

約　．1，13グラム（一り一トル中）

　　　　　藍顛蓑（欝三吟薮識最；繍垂墜ン甲

iリグラム
富　　　量
0，1033

12，5163

4，7476
0，3038，

17，6710

14，2567

0，0936

3β207

珪酸（メタ）（Hゴヨ董Q3）・…∴…r・　0，0374　　　　　　　’～

　　　　　　　　　　　　　　1，1413　r
i澄離炭酸（oo2、…………………　　定量セ夙
　　　　　　　　　……・…・・　O｝QOI4遊離硫化ホ素（H墨）

　　　　　　　　　　　　　　．1・1427　　．　∵
其．綿．リチウム・Wガムフェ〃・・ア酒昌’ウム・．プ腎’恰

　　　　　ム∫ヨ㌣ド友ヒドロ鱗酸・～各イガソ青麻酸ノ浪跡

　　　　　　　　　　　　　　　　小，野．村、

’．

@序
潭

1，1039’ A32，7695　　17，6710

　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”「　ヅラム．．

グロー．3レカリウム（KC互）ρ…∵…・。∵脚；。r一・・、　0，0q77．．

グ・一’けト艸ム（ド8C1）’∵∵・…・・乙…∵「・鳴零

ニグロ．一〃かレチウム（Caq2）・・∵………・・＾・0，0907

石荒酸ヵルチゥム（CaSO4）　・……・…・…。…門　　0，0064

重炭酸力」レチウム〔Ca（ヨC（劫2〕・6…・1・・…　Or244¢

重炭酸マグネヴウム〔Mg（日OC徳）2〕・…・…ξ　0，0222

珪酸（メタ）（H蓼蒐03）　・……・…∴・……・…・・？　0，0374’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1413
遊離硫化永i素（H2S）……・……………r∴・・…　0，0014

　　　　　　　　　・．・　　　　　　　∴191427．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　∫L　．

鉱泉

5　・　ヒ

f・

．　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　、　　　　　　　　　　　　　　　　　デ♂

　　適1’州『㌦‘㌻

所　在　地　　兵庫縣膚馬郡小野村大字小謡　　　　　　　．．

分　析者　　．大阪衛生試験所（明治三十九年）　　　　　．二．

性．　　；伏　　殆ト無色澄明無漏ニヴテ味清掠刺戟性ナサ其反感♪・醒

　　　　　　性ナレト筆煮沸スソバLアルカリ性二憂ス
　　’・・燕　重’1，0018（15r）「．

　　　　　　　　　　　成　1．分．－”．　・．」』・

固形物雌　約。・27グラム（一千グラ紳）’

璽オシ表（委襟回撚籔講〉
　　　カチオン
　　　　カuウムイナン（Kう…一…・・
　　　　ナトリウムイナy（Naう・……・・
　　　　力汐チウムイナン（Caう・・……・
・．　　　　・マク●ネシウムイナン（Mgo「》　・r・

●

　グラム

0，0057

0，0115
0，0507

0，0029

ア＝オン

　　　　　　　　　　　　　　0，0091　〃ロー｝レイナシ（cr）∵・。・…・…・
　硫酸イナン（SO｛”）　・。・・・・・・・…，・・　0，00｛2』

　ヒドロ彦繊イナン（H（X）3！）・鱒四・　　　　　　　　　　　　　　0，1870

　　　　　　　　　　　　　　0，2711
　珪酸（メタ）（H鐸io3）………r∵　0・0753・

竃リモ噸ル

0，1456’

0，4989

1，2643

0・1190

竃リグラム

當　　　澄
0，1456

0，4989
．2，5296

0，2380

．3，4121

0，2567　　　0，2567

0，0437　0，0874
3．0647　’3，0647

遊離炭酸（（秘）・…・……………・

．5，3929　　　3，4088

0，3464
1，4033。・●31，串931

1，7497

一・
P90

・肇顛表（碑石欝諜繍編誤次）
　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
．グロー，レナト1｝ウム（KaC1＞。”……。∵。・・∴’0，0150

重炭酸カリウム（KHOO3》・一㌣…・・「5一・・0，0145

重炭酸ナトリウム（NaHOO3）……・…・……・0，0206
．硫酸力’レチウム（CaSO4）…・…・…・・r…∴・一、．．ρ，0060

重炭酸カルチウム〔Ca（HOO3）2〕…一・……・． D0，1976

：重1麹駿マク．ネシウム〔Mg（Hqo3）21　一…∴・・　O，0174

珪酸（メタ）（H2Si（ゐ）　…………………。・…・　．0，0753

　　　脅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　O，3464

遊離炭酸（OQ2）・・t………・……一…∵∵…・114033

　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　1，7497．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

監．．

．馳し』

｝
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　　　所在地
噂　，分・析者

’　　性　　　訣

・入’幡．

．〆－

鑛．

兵庫縣加東郡吐村大字家瓜
東京衛生猷験所（明治二十二年）

泉・（冷）．

無色潴澄臭烈ナク味嫉ニジデ徹二Lアルカリ性反態チ

　　　徴ス
比　　颪　　1，0075（16。h

冒　成

固形物纏量

1イ勲裟’（委礫諮戴畳裏ラ鋤’

，　・カチオン　

　．、”リウムイナンくKト）……………

●　　ナト11ウムイナン（N8う・……：・

　　　カらチウムイナソくCIド’）・‘・…・∵・

　　　r3グホシ，ウムイガンくMg”）・・・…

〆，・・驚リモ。ル善面魂

0，0385　　　0，9834　　　0，983艦

．0，9055　　39乳2846　　βg，2β46

1・8887　　47，0998　　94，1996，

0，1907　　　7，8284　＿1鯉

　　　　　　　　150，1244

分

9

約　　8，83グラム（一り　一トル’中）

　　　　　　闘表（李脇蕃額聯議輔獄次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’　・・げ　　∂7ラム
　　　　　　ク。一，幼艸ム（KCI｝∴一・…・・…………0，0733

　　　　　　・勿一，け靭ウム曲Cl、・一・…・一…・一・．2，29η

　　　　　　グロー1，レカルチウムくC島αの鱒…………・9・・　5」2282

　　　　　　クロ＿〃マグ’ネシウA（MαC置2レ…………・・　0，7449

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，3鱗3
　　　　　　　　　　　　　・　r　　’　　　　．　　　　「　．　　　　　　　　●　，

　　7；オシ
　　　クローPレイナン（C且今　…・……・・＿＿互一
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8β443　245，2918　150，0956

　　　遊離炭酸くCO2〕一……・・∵……痕・．跡　　　、・●

　　　郷窟鴇燕愚一ド融及ヒドロ燐酸’

　　　　　　　　　　　’　．．．，　　　　　　　　　鷺

．．＼

1露、

所在地
分．析者
．性

比

岡． 本 田 泉

兵摩縣加東祁中束出村大字岡本字川原

大阪衛生試鰍所（明泊四十一年）
鯖色澄明無臭ニシテ熱床チ有ツ弱ア，レカ讐性反感チ徴

ス

盒　　1，0081　　　　　　　　　』　　　．　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
、　■．’「虞　　　1分

固『診酒糟　　絢　10，53〆づ陰ム（一『Fク》ラム中、

イや表（委聡智雰温麺裏ラ鋤

カチオン　　　　　．，
・’ Jリウムイづrンσζ’）・・…・．・・…

．ナトリウムイナン（箇ピ）・・…

　・カルチウムイガy（Cバ、・…・
　マク●ネ弓ノウムイナソ（Mg”）・・

　　　’ヲム

・●・。 @　0，3943

　　1，7994サ　サ　ロ　　

…・・
P，7187

3．。。　　0，0072

覧リモ」ル

10，0715
78，06飢

42，8603

0，2955

　ヤ
璽り〆ラム

欝　　量
10，0715
78，0651

85，7206
0，5910

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174，4482

アニオン．＼　．．　・　　　　　　　’

ζ覧守旧醐：：：：：：1：器17ま：器ll　171：翻

　　　　　　　　　　　　　　　10，1160　305，7293，174，4369
　珪酸くメタ㌻（H：2SiQ3、…・…9・…　　0｝0143

　　　　　　　　　　　　　　　．10，1303
　三三炭亘斐（LCO2）・。．．．．．．・・…　。。…　。…　　0，0910…　　2，0682

，　　　　　　　　　　　　　　　　．・　　　　　　　　10，2213

其他　プ・一ム神ソ序ド・職．林ソ島田酸格痕
　　　　　　跡

　　　　　：・　．　1・。　’．己191

盛顛表㈱雰9蕃鵠滋＝蔽融安次）

クロー，レカリウム（KCI、・・…・…。…・・・……・・

グロー，レナト噸ウム（NaC1）…・……一」・・…

〃ロー，レカ’レチウム（伽C；2）……・……・…・

グロールマグネシウム（脳6C窟2）……………

重炭躍塗r・グネシウム〔M窪（日：CQb）2〕…・…・・

珪酸（〃、（H2Sio3）……・・…・6…・…・…・∵’”

ノ，ム，

0，7510

4，5670

4，7570

0，0Q50

0，0360

0，0143

遊離炭酸（coの・・…1…・・一…‘・・…一・’・…’●

40，1303

　0，0910

10，2213

パ） ■

　　　．．・r
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所・在地　兵憲縣加東郡瀧野柑大字上瀧野字北四谷・“

分．析者　．大阪衛生試験所（明治四十四年）

性・1状無色澄明無臭ニシ轍欽性鰍牙有ス鷹四四ア〃
　　　　　　力唯テ徴ス．．1・’…　一．亀・．
　　　．比・．．．重．．．1・004．」．，　・∴　1．．．　　．『

　　　　　　　　・・．ボ成、．…分　　． ・・．

w．－
D’

P．1．．．＝

’固形物纏量・約　8，43グラ杖一サrトル中），

イオン表（島島最長簸裏ラ簡．．

　　カチオジ　　．㌦
　　　’カリウムイナ｝4・（K卜、・・…・9・…・

　　　ナト重ウムイナソ（Nめ…・・…・
　　　’カルチウムイナy（Cバ）…：・・∴・
　　　マク●ネジウムィ、ナ3でてμ19一》一。一

　　アニオン
・　　・グ白一ルイナソ①1，）・…・ピ∵・…

　　　ヒドロ炭酸イ雰シ（HCO3ノ）…叩

　　　珪酸（メタXH2SiOぎ】・∴……・・…・

ゲラム　．罵り壱一ル

0，0294’@　0，7510
1，0673　　46，3037

1，8849　　47，0050

0，1423　　　5，84ユ5

ミリノラ4
當　　量
017510・

46β037
94，0100
11，6830

152，7477

3，8614　　108，9252　108，9252

2，6711　　43，7813　　43，7813・

　　　　　　　　　　　　　9，6564　252，6077　152，7065
　　　　　　　　　　　　　0，0363　　　　．　・　　　　　　　　　／　．

　　　　　　　　　　　　　9，6927　　　　　　　　〆
茎他　アルミ与ウムイナソ，ヒドロ贋酸イオン，棚三三有

　　　　機物ノ各痕跡　『　・・　　．∫．・∫、．『．．：ズ∫・ン

三
分
性

在’n
．析者層

　　状

｝ヒ，

．中． D寺

兵庫三下崎門中寺村大字中村三百四十一番地
大阪衛生試験所（明泊三十三年）

殆ト無色澄明無臭ニシテ刺戟性蝋味チ有シ弱．アルカリ

讐轟．・．’∫∫．恐．1．鋼濠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、威

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綿
．庸壊（本籏水一千グラ．ム中昌含有渚ル各成分及其量子ノ如シ）．

凋幽継

　　カチオン　’　　　　　　　　　『・潜ム
　　．ヵ　リ　ゥムィ　ナン（Kう　，．．∴．．・一・。　　0，0462

　　　ナド湘ウムィ云y（Na。｝・…・…・　L1178’

　　　　　　　　　　　　　　　　0，0650　　　カ’レチウムイナソ（Ca’う・…・繭・

　　　マグネシゥムィナン〔Mg輪）……．，0，0280．
　　　．7二〃ロィ・オソくFe・う＿・…τ一・・0，0068

　　　マソカ・ノイナソくMぼう・・6・・…・o，OQ62
，　　アルミニウムィナソ（Ar’●）……　0，0009

　アニオン
　　グロー〃イナソ（Cl’）・ゴ・・」∴6・…

　　硫酸イ太ンほ）4”）…・……・・…
　　ヒドロ燐酸イオ！ソ（HPO4！！）・・●

．　ヒドロ炭酸イナソ（H◎D3り・…・・

モリモー掬

1，180工’

48，49｛6

1，6234
1，1494’

0，1216

0，1127
0，0332

’麟表（礪雰9蓉薯盛；観燕儲蜜次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、グラム　．
　　〃・ワ〃加ウ4（Kq1）・一∴・∵∴・∵∴…．0・0560

　　ク・一〃ナ：U舛（N・Cユ）・」∴・・……・∴2・7090

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2，9130　　，グ・一ルゆチウム幽⑳・∵・・∴・・……’

　　ヴ自一1レマグ‡グヴム（晩C12）・…………・・．：0・4470’

　　重炭酸おルチ’ウム〔Ca（HCQ3）2〕…・…∵・・…。　3，363ユ．

　　重炭酸》ネシウ’・〔麓9（9◎D3）2〕・・∵…0・1683

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　090363　　珪酸（メタ）（旺2Sio3）・・∵……。・。・∴………。・…

飯豪ン引窓絹∵．、

1，18曾9

0，0042
0，00壬7

1，3564

分
3，16グラム』（一r●千ク●ラム中）

Uグラム　　　暁
雷　　琵
1，180L

48，4946
3，2668

2，3988

0，2432
0，2254

0，0996

55，7885．．

33，3681　．

0，0874
－0，0978

．22，2322

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　・

藍幽静（参欝麟婆識最；晶晶含実勢）

33β681
0，0姶7

0，0489

22，2322

　　　　　　　　　　　　　3，8191　108，4079　　．55，7855
珪酸（メタ）（H≦ヨiO3》。・・・…●。・・。。・’0，0664

　　　　　　　　　　　　　3，8855
遊離炭酸（002）…・……・・向…・一　1，3150…29，9909．・

　　　　　　　　　　　　　　栃2005

茎他　導チウムィナソ，葛一ドィナン及棚酸ノ痕跡・．

＿　192

ケロ「・レ捌ウム侭ρ1）∵漏・・1…∵……・・

グ．ロー’レナト“ウム（NaCめ……・……・・…

重炭酸ナト艸ム（RaHCO、、ヤ…・一！・…・；

．硫酸カルチウムくqa804）・・……・…・・∵・・……

．重炭酸力’レチウ4〔Ca（HGO3）2〕・∵……・…・・

重炭酸曙ぞネシウム〔巡g丸HCQゴ、2〕………

重炭酸亜酸化鐵〔Ee（HOO3）2〕………………

重炭酸亜酸化マyガソ〔Mn（HCO5）2〕……

燐酸アPレミニウム〔A12（ヨPO必〕．……・・…・

珪酸（メタ】（邸io・、・呼一・・…∵”∵…’…

　遊離炭酸（oo2｝…・・…∵・・…・………1・・ご・・0

。欝。

｛：翻

1甥
巳溜

．0，0200

0，0056

0，0664’

3，8855

1β150．

1’5，20Q5

．イ～

一

ご．・＝）

●



、

◎

●

●

所在
分析

．性

L

カチオン’

　　カリウムイオ’ン（，Kう…・……

・ナ｝リウムイナン（Nの……・
．　　贈ル’チ，ウムイナン（C5’う……・

　　マグネシ’ウムイオ’ン（Mg”）　・

　　フニ〃ロイすン（Fo．う…・・…・・

　　ア彪こ昌ウムイオソ（A1’”）・

アニオン
　　グロールイオ’ン（CIノ）」…・・…・
　磯Ωイオ’ソ（8（）4”）・・鱒鱒・●．。簡・

地
者

状

　　　　　　　　　　　　　　　　o

中　寺　鑛　泉（冷）
兵寵縣榊崎郡中寺村大字中村字城下
東京衛生試験所（明治三十三年）

’無色滴流興奥ナク味刺戟性ニシテ微白練グ且ッ織味：チ帯ヒ　・

反応’・酸性チ呈ス

イオン表（三襟磁簸裏ラ鋤
固形物鳩量

　　〆，ご・

・・@　0，0昼24

・・@1，2440
∴　0，0725

．．@　0，0331

．。 @　0，0035

．．@0，00U

：二

成 分
一　　3♪56ノラム（一リ　ートル中）

・・モール善趣皇

　1，3384　　　　　1，3384
’53，9696　　53，9696

　1ρ8080’　　396160

　　　　　・2，7ユ76　1，3588
　0，0628　　　0，1256

　0，0106　　　0，1218

61，8890

　　　　　　　　　　　　　　1β464　　37，9803　　37，9803

・・噸槻（HC（》）…」鑓量
．鯨．め（H轟）∴…．．．．欄12餌46396㍉1180

　　　　　　　　　　　　　　　4ゴ28鼠7
　遊離魔酸（OD2）…・・…∵・……・1，8330…41，6591

　　　　　　　　　　　　　　　6，U47
　業　　他　　　・ヒドロ燐酸イ更コポン及礪酸ノ各痕跡　　　　　　．

事

西
分
性

在’地

析者

比

、

聯弾（耀蓼萎響識㍊二階次）

クロールカリウム（KC1）　・…晒…・…。・…

グロー，レナトリウム」（NaC1）叫・＿．＿6。．

’黄炭酸ナ回ウム（N・Hoo9、…・…一
硫酸カルチウム（C昌SO亀）　・…・……・……

鴛炭酸カルチウム〔Ca（H：（X為）2〕…・…・

置炭蹴マグネシウム〔Mg（Hoo3）2〕…・。

意炭酸亜酸化織〔Fe（ECO3）2〕・＿＿．．．．

グロールアρミ昌ウム（胆G曜）……・・…

趨…酸（メタ）（耳2§iiO窪）・9……………・・…・

遊醐（oo2）……一・…・……一…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

中　寺　鑛　泉
兵鷹縣紳崎郡中寺村大字垣昼字城山
大阪衛生試融所（明治三十入年）

無醗明記昌シ刑難鰍チ弓取陣・秘性畷スレト
魁煮沸スレハLア’セカリ性二轡ス
皿　　1，003（150）

　　　・成　　　分　』

イオン表（委驚最下漏壷婁ラ鋤

カチオン
　カリウムイナシ（Kう・…・…・・

　ナトリウムイすy（Nざ）・……
　カ’レチウ」Aイナソ．（ρ島●’）…」…

　マグネシウ‘ムイナン（Mg”）・

固形物纏量　約8，07〆髄（デ千グ，ム中）

　　グラム　　　覧り受皿ル

・・ @　Op2531　　　6，4649

．・ @’2，750】L　119，3ユ29

．．・ @O，2252’　　5，6ユ60

騨　　0，0699　　　2，8695

7＝オン
　〃ロールイナソ（q’）・…・…‘…
　魂融イナソ（SOも”）………・…・・

　ヒドロ炭酸イオン（H（X）の…

2，？7ユ7　　78，18b2

0，0063　　　0，0656

3，9310　　64，4314

い」ノラム

笛　　　藍
　6，46曲
119，3ユ29

11，2320

　5，78go

142ρ7488

78，星S62

0ポ1312

64，4314

　　　　　　　　　　　　　　10，0073　276，9465　142，7488
珪酸（メタ）（H2SiO3）……。・・…　 0，0389

　　　　　　　　　　　　　　10，0462
謎塾自健灘（C｛）2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　1，1454…　26，03星8

　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　コ
！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，1916

其他　アムモ昌ウ傷リチウム，雪一ド，プローム，請鹸及

　　　　　ヒドロ燐酸ノ各イナン三二言及有機物ノ痕跡

一　193

　．　’ラム

・…
O，0999’

・… @　　2，1363

・・ S真，4681

…．400弱．

・…・ O，2881

軸」・@　0；1994

…・@0，0110

・…@0，0054
・…@　　0，0691

　　4，銘17
・r∴　1．8鋤

　　馬M7
　　　●

盟類表（李欝麟婆聯；鵜献次）

クロールカリウム（：【Cり……・…．・…

クロール’ナトリウム（NaC量）。・……」…

麓彦轍ナトリウム（NaHCO』）　軸・騨・．輔

硫酸カル」チ・ウム（CaSO4）。・。…・・＿・＿。．．

題1獺垂垂ル・チウム〔C塗（HO〔ム）2〕　…。∴

建炭酸・rグネシウム〔Mg（HCO3）β…
珪酸（メ　タ　）　（E£i儀）　　，o．・。…　　，・・働。・…　　●．．。

　　　’ラム

……@0，4820
…　鱒・　4，1900

……@4，0CO5

。。・り．． @　0，0090

。●・亀●。 @　0，8999

・・・… @　　0，4」99

・讐・．・0，0389

遊離炭酸（CO2）……・……・・…………………

10，0462

1，145｛

11，童916

隔

．・幽 @・噌・



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　．　　慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　　　・　　　　・　　．㌦　’．　．，．い．　．．！　　　　　’．．づ・」：聾．唯　．＿　　　　　　；

　　　　　　・・　”　1．ll．ll・∴一．　．　．．．‘∴∫・，1．．∵．1．　㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　’“や回1凶源中∵寺ゾ鐘’．㌃泉∫，1∫穿鎖，

　　　　　　　　　・，　．所在地　　兵庫縣騨崎郡中寺村　　　　　　　塾．．ざ　・ン　　　　　　　　　　　　敏・

　　　　・　　　　　．・分・’・析者　．．大阪衛生試瞼所（明治四十年）

　　　　　’・　馬・．置．：’駕騰構ハ群轡聯糊郷　　‘

　　　　　　砺ン三三翻罎三図　　盛類表．（鷺麟覧滋＝蔽灘次）

1耗 ｪ譲慰…………1…il継灘騰瀦撫駄：二二：～：：：1：llll：：勲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，9228　　　5，8456　．　　重三ナトサ　ウム　（ドa直CO3）　・・・・…　。・・i・∵。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，0814　　，・，マク◎1kジウ4．イオ・ン呪・（と19●●）．…　　　　　　　　　　　　　　　　0，07エ2
・．爵、唾’ @　　　　　　　　　　　　廊；石田’　硫酸力’セチサム（c劇）4）…∴・∵・……………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0580．

　　　　　　　　　　　　　’．’．　　　 ．． D　　・　重炭酸加・チウム〔儀（HCO3）、〕…∴……・0，5719　　アニオン

・鱗鯉酵；難．llllll灘1．郷繍噸騨；；1；羅
㍊脚：；：：；：：；二i欝：：：：：：：∵醗lll：1嘗等撒孟：鍛1

茎∵響鴛ll雛∴温ll影ll斗：ll翁，、

　　　　　　　　　∫．湿て・篤’回状1　筆羅撃5婁霧蓑蓬回雪ミ；”三態ハ弱7饗，在iγ　、　．　，．．

　　　　　　　　　　　　　　　　原泉醸聯．ド　．・．．園．　　　　」．契1
　　　　　　　　．・∴‘・、．一．’1．・．’．．．．・成・’一分．．”

　　　　　　　　　　　　　　　．・へ　固形物纏量　　．約5β2〆弘（吊り一bレ中）　　　　重

　　　　　　イわ」表囎翻麗購奮）　　．．騨琴（耀擁無滋；鹸齪次卦
カチオ〉
　カサウムイ・「カ・シ・（K：・）鱒鱒・・∴・…

　ナトリウムイ．ナン（HaO）………
　カ，レチウ．ムイナソ（Ca”）　……

　マク。ネツウムイナン（M9’。）…

アニオン
　グロ＿〃イナン（Cセ）…り・．…∴．

グラム

0，0387．

1，3108
0，5994

0，0018

・リモール壺吻垂

0，9885　　　　Q，9885
56，8677’ @56，8677
14，9476　　29，8952
0，0739　　　0，1478

87，8992

　　　　　　　　　　　　　2，8446　　80，2426　　8012426　，
覇…」曇…7≠二し’きε垂～、誘r2：：：：二：：：i：：：　　8；§8婁き　　　茎；？葺9聖　　　8；窪88茎．

ヒドロ雌イ　ナソ（HCO3，）・。・　　0，0850　　　1β932　　’　1，3932

　　　　　　・　　　　’　　　　　．．．5，1834　157，6699　　87，9423

珪酸（メタ）（Hβio3）…・…・・…　 0，0898

　　．　　　　　　．　　　　　　．・　㌔　　　5，2732’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢遊離炭酸（qD窄）…………・・…・一定量セス

三三．7エルロイオシ，ラ’レミニゥムィナソ，ヨ＿ドィォ

　　　　　ン及棚酸ノ痕跡．

　グロー7レナト”サム（Naρめ門……：………

硫酸力艸ム（K磯。・）・・……・…1…㍗…∵・

硫酸ナトΨ・ウム（Nゴ£Q4）…、…・，…………

　ク同一ルカル〆チ．ウム（CaCI2）…冊∵……・∵…

　プ・ロrムマグネシウム（MgBr2）…・・∴・…・

一重炭酸カル！チウム〔Ca（HOO3）皇〕……・・・…

：重彦膿マグネシウム〔Mg（H：OQ3）2ゴ’……∴；

碧…酸くメタ）（H裁03）　＿＿．＿．9g．＿＿．曾．∴∴

　　　　　　　　　セ　　　脅

℃

．グラム　・

亀0165
0，0862

0，3774・

．1，591Φ

’0，0006

0，1013

0，0104

0・08i邉

5，2732

一　194’＿

・で）



’

○

○

，

●

噛

．σ　　　　．

、

所在
分析
性　　・

　　　　　　　　　81

　　清　瀧　．鑛　泉
地．∫ミ寵縣城崎郡滴瀧村大字十戸字シマ原野’

　　　灘講三三出品。シ。微．戯。反
　　　応ハ酸性ナルモ繰沸後ハLア’レカリ性二轡ス
比　　　　激　　　　1，0029　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　，

成 分
固形物適量’　約　2レ64ゲ弘（＿午グ，ム中）

’　イオン琴レ．（委継蓉最雰差異叢裏ラ姦｛∫）

　カチオン
、

　　カリウムイナソ（K●）層…………
　　ナト切ウムイナン（Nαつ………
　　カル’チウムイナソ（C島’う………

　　マク。ネ》ウムイナソ（翼9’り…
　　7二〃ロイナン（Fo殉）…………
　　．マンカ，ノイオ’ソ．（hlロ．●）。・。・9・。・・

7＝才ン
紐7三三ll≧1：：：：：：：二：：1

　ヒドP燐酸イガン（HPO4”》…

種酸（〃）ぐH鐸io3）…・…・…・

　遊離炭酸（co2）・・…………・……

’，ム　．uモ噛ル
0，0652　　　1」6654

0，7436　　32，2603

0，1604　　　4，0000

0，0335　　　1，3751

0，0135　　　0レ2465

0，0010　0，0018・

．盛’”皇

’1，6654

32，2603

　810000
　2，7502

　0，4930
　0，0036

45，1725

巽　他

0，8443　　23レ8166　　　23，8166

0，0182　　　0，1895　　　0，3790

1，2806　　20，9900　　20，9900

　　　　　　　　　3，1603　　84，5452　　45p1856
　　　　　　　　　0．0999
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　3，2602
　　　　　　　　　1レ5779…　35p8614

　　　　　　　　　4，8％1

噌チウ恥ア’レミ昌ウム，請酸基ヒドロ燐酸ノ各イ
ナy，砺門並有機物ノ痕跡

，　　　　　　國　鼻　　　o　　　　　　　　　　　　♂一　　　　　　　　　　　　　　，

．噸表F（甥脚継1識窟鵜瀞曳次）1

垣．

所在
分析
性

地
者．

釈

比

》

　　　　　　　　　　　　　　　亀　　　　　ノリム
グF一〃カサウム（Kα）一よ・…」…一∴・…・010960．

〃ロールナレリウム（N’αC量）…・…p・…り・∵一　．ち318①

綱1酸ヵリゥム（K：2SO壱）．＿∵．＿◎＿＿＿＿…　0；0330

重炭酸ナトけム（闇㏄㌧〉・：一・……一．し。・a179

重炭酒塗カルチウム〔C核（H（X｝｝）2〕・………。1＝　0，〔シ鰺0　，・

窟炭酸マグネ．シゥム〔Mg（HODぎ）g〕．………　q，20B．

虜炭酸亜酸化鐵〔Ee（HOQ3）2〕・・……・・∵…　0，0430

雷炭酸亜酸化マソ1がン〔Mn（Hcq3）2〕……60，0031

珪酸（メタ）（H轟03）・……・…・………・∵．…0，0999

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●3，2002
遊離炭酸（CQ2）…・∵・…・…・…・・……∵…・…・1，5779

　　　　　　　　　　　　　　　　　」．．4，8381　．
　　　　　　　　　　　　L　，

清・瀧　鑛．三
兵魔縣城崎雛漕瀧村大字十戸
大阪町生月触所（明治三十二年）
殆ト無色澄明無臭ニツテ味ハ四品枇畳鋪ナリ弓懸ハ酸性

董臨画画論レハ・ア”力唯二鄭，

固形物激烈

イオン表（委回忌三門鹸ラ鋤
カチオン

　カリウムイメソ（Kう一………
　ナトリウムイナソ（Na●）・…・・…

　カルチウムイカソ（Cざ’）………

　マグikシウムイオソ（Mg．’）…
　フニ声ノロイナソ（Fo●う…………

　マンガノイナン（Mn’う………

アニオン
三三7蔑銅L2：：：：1：：：：：：：

　ヒドロ闘イ六ソ（H：（X￥）…

　珪酸（メタ）（｝12SiQ3）…………

成　　　、分，

　約2，64グラム（一千グラム中）

磁禰鰐1講・
0，7436　　32，2603　　32，2603

071603　　　3，9989　　　7，9898

0，0334．　．1，3711　　2，7422

0，0135　　　0，2415　　　0，4830

0，0010　　　　0，0182　　　0，0364

48，5925

0β443　　23，8166　’23，8166
0，1818　　　1，8926　　　3，7852

1，2808　　20，9933　　20，9933

　　　　　　　　　　　　　　　3，4573　　89，6653　　48，5951
　　　　　　　　　　　　　　　0，1000

　　　　　　　　　　　　　　　3，5573
　三駐璃盤炭醒髭（CO2）．．．．，…．．，．．．．．．．．・g・＿＿＿曼ユ量Z｛墾～。・・35，8637

／　　　．　　　　　　　　　　5，1353

　三三　1，チウムイナン，硝酸イナソ，ヒドロ燐酸イナソ珊
　　　　　　酸及有機物各痕跡

　・　　　　　 　　　　　　　　　　冒　　一一　　195’，

闘表㈱雰3蓉i鰺；鵜；蔽鮭安次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　〃ロー，レカリウム（KCI）…・∵・・……・……・・

　クロ．一’レナトリウタ（Naα）…・・…………・

硫酸捌ウム（K£Ql）…1…・…・………∵…

重炭酸ナトリウム（NaH㏄ゆ……………
三殿力〃チゥム〔Ca（IIOO旨）2〕…………

君」蜘マクりネミノウム　〔Mg（E【C（）3）2〕・一・・・…

粛炭酸亜酸化繊〔Fe（HC軸2〕・・……・……

垣：炭酸亜酸化マンカ’ソ〔Mロ（H：（瓶）2〕……

珪酸（メめ（H£iO3）……・一…………一∵・

，

’，ム

0，0960　　、

1β置80

0β300

0，8179

0，6480

0，2013

0，0430

0，0031

0，1000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，δ573
逆i離闘陵（CO2）………・・……・∵…∴……・。・・　1，5780

●

5，1353

，　．

ミ



？

所在
’分・析

鉾．．

　9　　　　　　、　　　　’㌧．　．　’－　　　　　・二

　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　・

　　　清∫瀧　鑓．泉∵．・ヒ』　』”

曇奨媛難i欝三三三三）・い・．
状　　’無色澄明味ハ強刺戟性ニシデ微二三ク且籔氣アリ反慮
　　　イ・酸性チ呈スントモ煮沸後ア’レカ』り性⇒攣ス
比’ド重　　1，00器（15。）

　　：、．・　成．　．分　　　一．　’．ご
固形物線量

カチオン　　　　．　ノラ・．・
　捌ウムイナソ（Kう………’・，0，0704
　ナトリウムイナy（Na．）’・∵…　0，7154
　カルチウ・ムイナン’（Ca’○）…・㌔・　0，0963
　『’マク甲ネ§ノウム’イナシ（Mg’う　。「・　0，0369

　　　　　　　　　　　　　　0，00io　フェ虐ロイナソ（Fe●．〉………・・
矛喚～・イナγ（Mガ）……・≧・．動0010

　　る　7＝オ．ン

＾ク旦Fjレイナソ（Cγ）………漏・0，8223
　硫酸イナン（9D4”）・・…・…・…・・　　　　　　　　　　　　　　0，0226
　ヒ．ドロ三三イオン（ECO〆）…　1，0418

　珪酸（メタ）（H2sio3）……・…・・

　遊離炭酸（qD2）．…ピ・；一・・……

腐シ表’ ｮ編麓町翻’
ミウ〆ラム．

密　　．量

　1，7982
．31，0369

　4，8030
　3，0296
　．0，0358・

　0，0364

箏　．

納　2，蔓8グラムて一門ダうみ中）

　　　　　麟表．㈱苗齢聯；羅霜垂雲叢）
更リモール

1，7982・

31，0369
2，4015
1，5148　．．

0，0179
り，918琴

艦

40，71399　・

23，1960　　23，1960
0，2353　　　094706

17，0759　　17，0759

　　　　　q　　　　　　　　　！　　　　　　　’ラム
〃ロー，レヵ，レ乎ウ．ム：（KC1）・…・∵r・・…∴∴’0，1340

グ．・一け・回ウム〈翫α）・受・……∵一」・浬・2謝

：重炭酸ナト写ウム・（RaHCQ3）・∴・……亀…∴　0，8099．：

硫酸力，1♂チヴム．（Ca804）・」…・…属・…．……．・0，0320

重炭酸力，レチウム〔Ca（H（Xゐ）2〕・・∴・，……　0β515’

重渉§駿マグネジウム〔Mg（HODδ）2〕・……∵　0，2221’

’重炭酸亜酸化敏〔Fe（HOO3）2〕………・∴・・0，0031，

重彦綴亙巨醒｝f七マン’カ，ソ〔Mn（Hα）3）2〕　…　　　0，003［　．こ

珪酸（メ．タ’）（H2Sio3）…・……∴…………吃・・0，0870憾

　　　　　　　　　　　　　2，8077　　77，29桑7　　．40，7425

　　　　　　　　　　　　　0，0870

　　　　　　　　　　　　　2，8947　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　1，973G…．↓4β409　　　　：．

　　　　　　　∴　　 4∫8677

茎他．．リチウム，アレミニウム，プローヘヨー．ド及ヒド

　　、　一門燐酸ノ各イガン並砺酸ノ痕跡’

　　　『’　　　　　・．清　瀧・鑛

　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ
・遊離炭酸（oo2）・………・・……・………☆・ピ・

．．

覚
　所　在　地　　兵庫縣城埼郡浦回村
　　　　　　　大阪衛生試三所（明治三十七年）．　．　・噛　　　　　’　分析者
”．．憧　　　；決　　無色澄明無臭ナリ味ハ強刺戟性二．ジテ微二三グ三三アリ

　　　　　　　反感酸性チ徴スレトモ煮沸スレハLア，レカ13性二二ス
　　　　比重1，0022（15？）・
　　．．、　　　　　成　，分
　　　　　　固形物携量　　約　2，40ゲ弘（一千グラム中）

カチオン．∠．・．　　　　1
　カリウムイナン（K’）…・∴…・

　ナトリウムイナソ（Na。）・…
　カウチウムイナソ（Ca’●）…・
リマグネツウムイナソ（Mg鱒）・
　フニルロイナソ（Fe’う…一…・・

　マyガノイナソ（Mnつ・……

イオシ表’醗麟籏夢裏調・
‘　　グラム．

一　　〇，0709

・・ @0，6377
・ゼ　0，！182

・・ @0，0425
一．@0，0057
・・ @0，0010

モリモー期

1，8110

27，6659
2，94ア6・

1，7447

0，1020

ρ，0182，

ζリグラム

瞥　　量’
1，8110

町，6659

5β952
3，4894

0，2040

0，0364

39，1019

アニオン
　〃ロール，イナy‘CEノ）・・…・・…・・　0，7798’　21，9972　21，9972

．1琉醗イ「トソ（SO4”）……………．0，3786　3，9413　7，8826
　ヒドロ炭酸《オソ（HC（～3つ…　　　　　　　　　　　　　　0，5627　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，2231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，2231
　　　　　　　　　　　　　　2，5971　　69，45＝0　　39，1029

珪酸（〃〉（耶10・）’・…●・・’lqo87q

　　　　　　　　　　　　　　2，6841
　遡i離彦臓．（CO2）　・…　∵・一・・。。…　一　　294699・・。56，1341

　　　　　　　　　　　　　　5，1540
　其他　　リチウヘアルミニウム，ヨード，プローム及ヒド
　　　　　ロ燐酸ノ各イナン三二酸ノ痕跡

腎 ＿　196’．

2β947饗・

1・9730蕪

・・1！l17幾、

　　　　』　．∫’

．蟻．

藍類表（努欝；畳畳婆襯；蘇畠含雲次〉

　　層　　　　』　　　　　　　　・．　　．　　　、．・　　　ダラム・

〃・一・カけム（KC1）！……・………一〇，i350
”『b一ルナトサゥム（KaC1）…・……・・……　「1，1810

硫酸ナトリウム（N32SO4）．……・・∴・・………．一〇，5320．

厨口…カ　リ　rちウム　（Ca8Q4）　◎・・・・・・・・…　「・6・・…　●　　0，0270

：重彦頓菱カルチウム〔Ca（HGO3）2ユ9・…・……　0，4455

重炭酸マネグシウム〔Mg（HOO3）2〕・…・一　〇，2551

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HC（捻、2〕・・…一…・・0μ84

重炭酸亜酸化受ンがン〔晦（HOO3）2〕・…．0，0α31

．珪酸（メタ）（H轟P3）…・…・…・：∵∵…讐…0・OB70

　　　　　　　、　　．　．　　　　2，6841
遊離彦鍛（C（＞2）　　・・。・・。一・・・・・…　P・・・・・・・・…　崩9・・　　2，4699

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．5，1δ40

卿

，

＼：．．，

、

．趣

h
●



∂

’

●　◎

所　在地
分析者
性　　　欣

’三

諦．瀧，鑛，皐　　
．

戻躍縣城崎ηK清瀧村大宇石井字中瀬　　　　　　　　　　、

大阪衛生試瞼所（明治四十三年）

難色澗蝋ナ物脚押脚テ四二麟　　．．
窟　　1，0023・，，．　　’・　　　　　・　　．

’　幽・威∴．分’∴　　・　　　　・’
　　　　　　　　　　　　　固彩物緯量　　約　1，23グラム（廻り一トル中）

イオシ表（鷺磁姫奥ラ鋤　　　廠類表’（欝9灘識蓬；繍同次）
カチオシ

　カ’リウ’ムイナソ（K．）…・……

　ナ・ト”ウムイオン（Nざ）……・

　カルチウムイナン（Caつ・……
，㍗グネツウ「ムイ・ナン．（M’9”）・

アニオン

　〃ロールイナソ（CRノ）……・…
　煉酸イナソ（SO．1”）…………・

　ヒ．ドロ炭酸イオン（HOO♂）・

　　’ラム　．巴，り’モーりし

・・@　0，0326　　　0，8830

・・ @　0，3444　　14｝9414

・・ O，0関4　ユ，3815
…　　OiO262．　　1，0760．

。ゼ @　0，3645　　1012821
・・ @　0，02：33　　　0，2426

・・ @　0，6054　　　9，9230

蝿り〆ラム　　　’

岱　　量
0，8330

14，9414

2・7630
2，1520

20，6894。

10，2821

0，4852

9，9230

　　　　　　　　　　　　　　1，4518　　38，6796　　20，6903
珪酸（メタ）（II2＄03）∵……・…　　0，0546　　　　　　　　．

　・　　　　「・…　　　　　　1，5064
訥監費睡エ巽贋聖（OD2）・。・・。・畠…　。・。・・・・・…　　　0，7箆5…　16，4205

　　　　　　　　　　　　　　．．2，2289

共．他　　フ呂ル馬：アレミニゥム，請一門ヒドロ燐殿ノ各イ

　　　・　ナソ並宥機物ノ痕跡

葦．

．所在地
　．．分析者
　　　　　比

原泉温度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヲム　．
グ1ロー，レカ’リウ・ム（KCD………。・・…・∴…　．0，0620

’〃ロールナトリウム（NdC雷）…・…・幽・…：・・　0，5530

貫炭酸ナト嚇ウム（N811α）3、・・…叫・・…・…こ0，4肌2

動力好ウム（幡0、〉一一・・一…∵帆0，0330

■囲剛力〃チゥム〔Ca（HOO92〕…・・……｝　儀1847
書炭盈聖マク・ネシウム〔M禽（日：CO3）2〕・…・…・’き・0・15τ9

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・……一…・……0，0546

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1，5064
．遊離炭酸（晦），…一・∵吻一「…”…’…’o・聯

　　　　　　　　　　　　　　・　　　　2，2289

湯　村　温．
兵庫颯下方郡温泉榊湯柱
大阪衛生試駄所
重　　1，0009（7。）

　　　77，50

　　　　　威　　　分

泉

固形物緯量　　約　0，99グラム（一リートル中）

イオン表働隠撮心裏ラ熟読）

カチオン

　カリウムイナシ（K畠）…………・
　ナトリウムイナン（Na’）・……・・

　カルチウムイナン（Ca。つ………
　マグネシウムイナン（M8’●）…
　7二〃ロイオン（Fo．●）・…・…・…

アニオン
　グローゆイナシ（C1’）・・∴…・・…

　硫酸イオ’y（SCレ4”）・・脚・鱒・・…　一・

　ヒドロ崖繊イナソ（IICO3，）r。

グラム

0，0359
0，2675

0，0178

0，0008

0，0035

0，1394

0，213L

O，3200

曼リモ鳴四

〇，9170

1116052
0，4439●

0，0328

0，0626

璽り’ラム

％，91希

11，6052

0，8878

0，0656

0，1252

3，9322

2，2184

5，2450

13，6008

3，9322
4，4368

5．2450

　　　　　　　　　　　　　　　一
　　珪酸（メタ）（H2SiO虚）………∴・　0，1817　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　1，1797
／㌦　遊離灘（CO2）・…　。・・。・・・・・・…　鱒・。　　1．2400…　26，1820

　　　　　　　　・　　　　　　　’　．　　　　2，4ユ97

　　三二　アルミーニウムイオン「ノ痕跡

闘表（李欝9蓉幾灘；繍誉至剛）

グローPレナトリウム（捜」C1）乙・…・…・…。・…

硫酸カリウム（K＝SO4）。………・…・………

硫酸ナト噌ウム（Ha轟》……9……。・…・∴

璽炭酸ナトリウム（Na1日KX：為）＿＿・＿．．＿

壇炭酸力，レチウム〔C穐（HCO診）2〕…・・…・…

意2i疑酒亙≒rグネシウム〔M9（HCO3）2〕………・

遠炭酸亜酸化織〔Fe（Hoo3）2〕・………・・…

珪酸（メタ）（壬1£i（海）一………………・…・

’，▲

0，2300

0；0800

0，2500

0，3500

0，0720

0，0050

0，0110

0，1817

遊離炭酸（oo2）・……・…・……・…・……・……・

1，1797

1，2400

亀4197

●一’ P97　一

，

㌔）

捗



●

■し

「　．、　r「

「，

「，．

1

』．X「

‘ψ　　　　　，・」

ζ．

り　　　　　　1．

所r：在

夢析
性．

　地’
．者

　状
σ．

1草　’山 回
　　　　毒
泉．○
　　　　　◎

　兵庫縣多紀郡草山村ノ内蓮：方村　　　　㌦ーノ

　．大阪衛生試瞼所（賜治二十七年）．

　無色透明味戯ニシテ微弱ア，レカ”性反際チ徴累・

．軍’．1・ρ058（16。）．”．・＝

㌦．一． @．成．11．分　　・　・∫
．固形物鳩量・約8，2008グ弘（一り」野中〉，

．ギ　　「F　　．．』

9

鳶

呼，

ら

　　　　　　、侃壊槻翻議論裏ラ鋤　　藍類表機套麟婆聯燕日晒
ぺ哲艦滋よ、∴」∴鴛あ．∫編：二糠・．1』一“脚ホ61鎚」縞∴轟

r塔 @←‘．’・．忌寡丁重．昊雛欝臨璽葛ピ．．・．・．・．1．＼．若
　　　　　　！．ゴ．∵．．一．・．性1．肌無色瀧蘇磁一三・ジテ・ア〃カ・性旧離徴’

　　　　　　　ヨ．ゴ運ゑ1寺㌦．・『益1源高窓滋

燗

、、罫 ﾅ形物総量『　約　2，49グ弘（一干グ．ラム中）

イオン表（甥奪歳雰麓裏ラ鋤

カチオン’

　掴ウム‘イナy（K：●）…………
　ナトリウムイオy’（Na●）…・…・・

　アム毛ニウムイナy（NH：4．）…
　カ，レチウAイナy（Ca”）・…・…・
　マク●ネシ’ウムイナソ（Mg”）　…

　マソがノイナソ（M駐・●）…・・…・

アニオン　．　．，「．．・

　クロ司レイナy（Clノ〉……・ρ…

薫ドロ炭酸イメy（H：co3う∴

　珪酸（メタ）（正llβio3）…………

〆ラム　’

0，0Q37

0，5785

0，0010

0β478
0，0284

0，0014

・り脚潔グ鷺
0，0945　・　0，0945

25，0975　　．25，0975

0，0554　　．0，0554

8，6741　　17，3482

1響1658　．　2β316

0，0255　　　0，0510

　層．．　　　　44，9782

0，5S89　　16，612【　　16，6121

1∫7304　　28，3626　　28，3626

　　　　　　　　　　　　　　3，280【　　80，0875　　．44，9747
　　　　　　　　　　　　　　0，1363
　　　　　　　　　　　　　　3，4164
’其他　リチウム，フェ’レロ，7，レミニウム，プローム，．ヨー．

　　　　　ド，硫酸及ヒドロ燐酸ノ各イナソ並棚酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　‘「‘・．　’　．’．．∴≒」．198

盤類表（耀魏駿一両編垂弊）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．〆ラム．
ダロールカ．リウム（KCI）　・…・・…………　…　　0；0070

ク．ロー’レナ1恥　り・ウム　（KaC［）9・．。・。…　．・●…　●・●　　0，9630

グロー，レァム屯＝ウム（NH4Cl）一・∴・…・90，0q30●

重炭酸ナトリウム（NaH〔（秘）・。…乙…∴。・・」　0，7259

’重炭酸カルr『ウム〔Ca（HOO3）2〕・…・…一－1，4062

重1爽黄菱マ3びネiンゥム　〔、f呂（正工CO3）2〕・曹・・…　。・・　0，　i704

重炭酸亜酸化マンがン〔Mn（HCO3）2〕・一・0，0046．
珪酉菱（メタ）（lr夢ヨio3）6。…　g…　9・・。・一・●…　。；。・・　　0，1363

　　　　曹　　．．　　　　　、，．，　　　・7　　’、　　　　93，4164

し．

●

・ご〉

，



，

’9．

1

σ．

■

所在地
分　析

性

比

　　　　　ト　　ロ

湯ノ・三三∬泉『　，
　　　　　　　　　コ
兵底縣多杷郡後川村大字新田字湯ノ坪　・　　’．’　・．

大阪衛生試三所（明治四十年）

霜絶澄明無臭呂シテ清涼轍性ノ味チ有望ア1レ捌

性旧名チ徴ス　　　　　　　　　　　　　　　　　甲
麓　　　　1，003　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

．’

Q・
ﾐ・　・分・・．　．　　　　’　・・

げ　　　　噛

　　　　　　　　　　　　　固形物一瓢　　約　翠，87ノ弘（一千’グラム中）

イ．オン表’ i劇膝晟雰菱箕皇猷ラ姦粉・　　　　盟類表（李震雰避暑婆診馨蓬；義‘量垂実次）

カチオン　‘　　●・

　カリ，ウムイナy（K’）・…∴・・…・

　ナトリウムイナン（Nの　・・…・
　カ〃チウムイナy（C5。’）　…ボ・。

　マグ零〃ウムイナy（Mg“）…

”，ム

0ρ189
0，2526
・0，2249

0，1778

監り愚一知

0，4828

10．9588

5，6085

7，2988

　　　ヒ～1繕．

10，9588
11，2ユ70

14，5976

73オン
　クロー」レイ‘ナン（C監ノ）．＿…・・…　　0，4271　　ユ2，0墨80

　ヒドロ渥畦酉斐イ　ナン（H（X）3，，　…　　　1，5388　　25，2221

37，2562

12，0480

25，2221

　　　　　　　　　　　　　　　29640量　　61，6L90　　37，270！

珪戯（メタ）（H2Sio3）　・……・…9　0，1012　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　2，7413
　ヨ回魍（叫）・。。．三。．．．…　。。・・・・…　　　1，2938…　29，6065

．　　　　　　　　　　　　　　　4，0％1　’
蔓　他．　擁酸イナ’ジ，ヒドロ燐戯イオy及棚酸各痕跡

　　　　．『丁　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　：び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　盟　田

所在
分・析

性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヲム
　　ク・一，幼艸ム（K：C1）……∵1・…・……・“0，03606

　　ク・一〃ナ回ウム（N8α）一・・一…寄IPβ410
　・〃ロールでマグネヴウ4（MgC盲2）∴・・。・・・・…ぬを・．q，0窒豊減

じ　重炭酸カルチゥム〔Ca（HOO魯）2〕…・・…v・”0乳9三〇4

　書炭酸マ嬬艸・〔M9（K（加δ・’…詫・ξ’1，。237

　珪酸（メタ）（正1メ3io3）…………　……」・・……　　0，ユ012．

　　　　　　　　　・　　　　　　　∵　　　　　　奪　　　2，74L13

　　遊離1難（CO2）…・…・…　。・。……・…………・。。　1，2938

　　　　　　　　　　　　　　　，　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，035匡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘，．！

鑛

地　　兵鐘縣津名郡盤田村字聾ヶ容

者　，東京衛生面三所（明治十四年）

原象温度　　15，6。

　　　　　　　威　　　分’．

泉　㈱

無色徽二1田濁シ味A・刺戟性ニシテ稽甘味チ稽け

固形物両面　　約　5，3〆ラム（一リート’レ中）

赫ン表㈱編綴鹸ラ鋤
カチオン

　　カリウムイナソ（K●）・………

　　ナト”ウムイ六ソ（Na・）・…
　’カルチウムイ云’y（C5●う　・…

　　マグネツウムイナン（Mg’．）・
　’7㌔臨ル’ロイナソ（Fo●つ・・…　。…，

7＝オン
　　〃ロー7レイナン（C1ノ）鱒・一・…

　　bドロ炭酸イナソ（旺CO3う

　　珪猷（メタ）（H2Sio3）…・・…・

／’

　　遊離齢酸（oo2）…………．…’

　　〆，ら
・・0，0074

。・@　1，3526

・・@0，2322
・。 @　0，0160
…　　．0，0377

：：：

，　・　o

■　●　●

鳳愚罵儲
58，6811　’58，6811

5，7905　　11，5810

0，6568　　　1，3136

0，6744　　　1，3488

1，3580　　38，3075

2，1301　　34・9139

73，1135

5，13｛0　139，2132

0，0649

5，1989

2，4073…　54p7116

7，6062

3813075

34，9139

73，2214

■

盛燃（罫線蓉響識義＝緬儲曳次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム
クロ＿，レヵリウム（KC1）・………・…・・…・・　0，014

クロー，レナトリゥム（N魯Cl）・・∴・…・………　2，230①

丁丁ナトーlウム（置a頂［CO3）…。…・………5　1，7300

鼠彦轍力’レチゥム〔Ca（H〔X）ご）2〕・……・・…　　0，9400

窺炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕………’0，1000

童炭酸亜酸化載〔Fe（Hcq｝）0・……・・……　0，1200

珪酸（〃）（II£i（ゐ）．一・……………・…・・0・0649

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，1989
遊離淡酸（00忠）・…・・……・………・……一…　2，4073

ま…・

7，0062　・

息

一　199　一



、　　　　　　「

，

量　∴ぜ

　所・在地－
　L分．析者
　性．　状’
『．

@比重1，0044
　　　　　　　　・　・歳・

　　　　　　固形物縄回

覧　・・∴．∵・淫．・．．1「．、窺

吉’．方．温．．．泉ご．

　鳥取醸鳥取市吉方村　　　　，　　；
　大阪衛生試験所（明治三十八年）

徹伯濁撫痔塑鰍澗翻ア吻．唯反回呈ス

旧
約4，03グラム（一千グラA中）・

ψ

噂

麟表（鷺麟婆磁；二酉雲次）

～

　　∵イオシ表二（壷掘笈箕血豆奮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’、．へ一・一㍗・、グ弘・・カチオン’．　二．図」グ・〆・．墜〃盛卿皇．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如魂ナト吻ム（N・CI）・・，・・一一一・1璃10・

驚灘iil難燃　ll嵯鍵灘：：；1；：：：；；：：：ll；llll；；：驚

三階磯∵ポ1射lllll謬｛lllllll滋

所在地　　烏取縣鳥取市吉方村
分析者　大阪衛生試験所（明治三十九年）
性．　状．無色清澄無臭二弾醐…チ扇棚アルカ”性反証チ呈
　』．　’　　　　ス　．　．　　　　　魎’．．
　　　比　重・1・00妨（15・5。）．1．・・∵．．1．』．．∵“19・

　　　　　痢　　　威．．1分　　．．．・’「㌧『「．．．

’固形物鴻量　　紬　4，62グラム（一午グラム中）

．イォジ表．（癸愛糞曽池蓑箕鍛ラ鷲）

．カチオン　　　・

　力嘘ウムイナソ（K）…………’
　．ナト、1ウム’イナy（脳a’）・・……・

　力汐チウムイナソ（ρa’う…ら・即・
　＝マ．ク・ネシウムイオ“ソ　（Mg。1）．…

グ弘・リモ相々り〆ラ皇
0，1657　　　4，2＄24　’　4，232｛

　　　　　　　　63，64321，4670　　63，6432
0，0971　　　2，4214　　　4，8428

　　　　　　　　1，29720，0158　　　0，6486

，7肇，0ユ56

o

麟表（耀綬鶏灘；義血壱雲次〉

アニオン’

・毒回忌戦茜三越．灘三三
　　　　　　　　　　　　　　　5，0828　　127，9384　　74，0175
　珪酸（〃）（H£竃0ゆ∴……・・∵0，4413

　　　　　　　　　　　　　　　5，5241

　其他　フ劃レロ，マンガノ，ア’レミ’ニウム，プローム，ヨー

　　　　　　ド及ヒ．ドロ燐酸～各イすン並卵酸ノ痕跡　　　　，

　　　　　　　”　　．馳．．　　　』　　’嚇　　．　ゴヒ．1　　　　一一　　200．　＿

．クロ÷’レナトリヴム（置aCi）㌔………・…・…

擁三三艸（K・so・）……1≧・∵……川
硫酸ナトリウム’（石「｛冠2SO4）・・…・・・…∵・・……

重炭酸ナ圃舛（恥H：oo3）’…・一ニ……

硫酸加レチウム（CaSQ4）．帆……’’’’”し9．’9…．

重炭酸マグネシウム〔班g（HCQ3）2〕……g・・．

珪酸（メタ）（H轟03）……………・……ら・…

　　　　　　　　　　　■

　グラム．

1，6860

．033690

1，7760

0；8…存4・

0，3290

0，0954

0，4413

’

5，52｛1

‘



，●

馳

所　在　地

分析者
憾…　　釈
　・．　層比

岩．井・温　泉
鳥取縣岩美郡岩井村大学岩井宿字湯端屋敷五百十一番地・

大阪衛生試瞼所（明治二十二年）

秘黄色鴻1翌ニシヲ」臭味ナ7弱酸！生反回チ徹ス’

．．窺　　1，002（16。）．　　・　　　　　　　　　　　　　▼

1∵・　成，．唱分　　一，．
　　　　　　　　　　　　，固形物纏丑　『約2，00〆ラム（一サート〃中）

イオシ表㈱編弓懸越南）
カチオン　　　　　　　　　’ヲム
　カリウム’イナ層ソ（Kう・…・……・『0，0148

・ナレ”ウムィナソ（N’a・）………’0，3476

ヵρチゥムィ，雰ソ（Ca・う∴……・．0，2597

，マ勢ネシゥムイナソ（Mg”）・

アニオン
　クロー，瞬ナン（C1’）・・……・・

　繊イナソ（9D4り一一…・・

　bドロ炭酸イナソ（H◎0の・

　　　　「　．

　豊酸（メタ）（H2Sio3）脚…・…

・・@．0，0037

，・　　0，1976

・・@0，9374

∵　0・2213

　　り
・・。 @　0．0999

覧り触岬ル

0β780

15，0811

6，4763

0，1519

璽リグラム

搬　　量
O，3780

15ゴ08ユ1，

12，9526

0，3038

28，7155

5，5740

19，5170’

3，6273

。，

一軸表膿雰；萎響聯＝蔽鰭雲塗）

5，5740

9，7585

3，6273

　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　、’．　　　’ラム

磁力艸・（K、SO、〉・…・：・一一…・∵一・ρ1吻’

硫酸ナトリウム，（N32SO｛）…・…野・………・・　1，0729

クロール・カル・チウムζC㎏C12｝………・……・」0，3095．　・

嚇i酸力’レチウム（CaSO4）・……・・黒…・……ご’ c：O，254｛ギ

硫酸マク．ネシウム（MgSO‘）・…・…・……・。・・●，0，0尋83

重闘陵カルチゥム　〔Ca（HOO3）」藍〕…　…・…・・　O12939

珪酸（メダ）（HIβ103）・……・……………一’0，0999

　　　　　　　　　　　　　「　　　　　2，0820

　　　　　　　　　　　　　　2，0820

黄他　フェルロイオソ，ヒドロ燐酸棺ン及願蝕ノ痕跡
　　　　　　　　　．　’

」

●引ﾑ

減

分

性

在地
析者
　　状

　　比

、岩　井 温 泉

鳥取脇増美稲岩井村大字岩井宿字湯村

大阪衛生試三所（明池二十二年）

無色滴潤ど呉奥ナグ蝋1床チ有シ弱アル・カリ性反恋チ徽ス

重　　　　1，0015（210）

・　　歳　　分．‘
固毘多病纏量　　　　約　　ち97’，ム（一り一トル’中）

・赫シ表（委驚屍飯簸裏ラ鋤
カチオン

　カゆウムイ・ナシ（K’）…………

　ナト1ウムイナソ（餌昌’）・・…・

　カ，レチΨムイナソ（qパう一・・

7＝オン
　グ羽司レイナン（CLう・……・・…

’ラ』・　．uモール

0，0170　　　0，4342

0，4662　　20，2262

0，1113　2，778二

uノウム
岱　　憂
0，4342，

20，2262

5，聞62

26，瓢66

0，1712　　　4，8293　　　．4β293し

細イ〃（SD．」”）一・……・…＿ユ越し継些L里趨§
　　　　　　　　　　　　　　　1，7931

’珪酸（メタ）（H＝夢∋io3）　・…・・・・・…　。　　0β472

　・　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　2，1403　　　　　　　・

／
！裳他　マグネシウムイすン，フェルロイナソ，アかミ昌ウ
　　　　’　、ムィナソ，珊酸及衡機物ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　201

　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　．

　・h　　　　　　》

38，9622，　26，2181

ム

闘表（本領永’・二野成二於テーり面ト’レ中次ノ成分チ含有スル溶液ゴ概略三曲ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆夢ム　・

グ　ロー，レナ　ト　リ　ゥム（！写aCI）　・隔・・…　脚・…　助・・　　O，2825

硫酸カリウム（K£Q毛）・……・・……………　0，03178

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・…・……　 1，0954

1窮藍酸力，レチウム（CaSO弔）　‘………。・・。・・…鱒　0，37？「4

珪酸（メタ）（H2SiO3）　……・一・・…・……・・…・・　0，3472．

6

霧1403・

，



7

「　4

．“

イオシ温く委馨歳雰罎鹸ラ鋤

　　著㍗1泓．三七泉
．所在地　　島取縣岩美郡浦窟丁字三田

・．分析　　　　者　　　　　　　東京衛生試三所（明治四十四年）

申状・ Z灘二γ靴糠專ヂ三三㍗カリ極陣
・・堵＝ E重 H聖1町益…1’1陀∵．ン

　　　∫凹形物二丁1，吻・・（一千グラム中　　●）　・

カチオン・’・．．ゴ，

　　　　　　　　　　コ　方リウム・イナン（Kう一
　ナトリウ．ム：イナy（Kの・

1　　　、

　一
・　，　・　oゆ。

，　●　，　o　，　畳

　「マク：rネ，ジウムイナン（Mg鱒）

1τルミ，鞍ムμ1ぞ（4「嶋）
　　トにビ　　　　　コ　　ロ　　　　リ　　

アニオン”
　ク．ロ、r’レイ貫ン（α’）……・…

硫酸イガy（8D4”）・・一一免・．

　ヒドロ燐酸イナン（HPO4”）
　ヒドロ炭酸イナソ（H：co3！）
　水二三イオγ（E晋）・……・・

．〆・今．一U紳・ ]膜ラ金

。・ @0，006‘15　　0，ユ6475　．0；16475

・・@0，32延40　工3，g4360　13，94360

アみ毛ニウムィ．オシ（N正r｛’）…　0，00595　0，32909
カ〃チΨ・ムィナソ（C跳’う。…・。0，03143’0，78575

・・。 @OrOユ597　　0，65558　．

…　、0，00022　　0，00812

　　　　　　　　　17，34446

　　　　　8，96925・・@0，3乳796

。・・@0，09463　　0，98511

…0，00172　　　　　0，01792
…　　0，37735　　6ゴ1850壬

う・伊　0，QG609　　0，18411

…　．・，　0，10264…　2，33769

。。．．。．
@0，008Q7　　　　．　・　　　㌦　　　’

　　1β1974

　　　　　湯　論

理；羅

1，31116
0，02436

1；羅

0，03584

9：｛羅

　　　砿

藍類表（本鑛水ハ其集成二於テ憎千グラム中次ノ成分チ含有ス．ル溶液二概略相當ス），

艦（メタ）（甲争）……

遊雌炭駿（co2）……一・一
遊離硫化水素（H2s）……

某他　哨割物少量

ヲ

■

．所在地．

分析者鼠性，　胱

　　　　．地．

　　　　　　　　　　温

鳥取懸八頭郡明治村大字湯谷霊湯谷中九十三野地
大阪衛生試験室（明治二十一年）
無色清澄無臭ニシデ微昌誠味テ有ス反内国弱酸注チ睡

臥レ鵜島吟ア剛性噸ス
鰍　　．．成　　’分一’　・一．ご．’』』！．

、　　　1瞥．‘・．，’．’．．沁．．・．一・．1．．・・∴』1ノ弘’

　』クロ．一〃カリウム．（KCI）・・・…∵ご轡∴8…・0；01229

．多臨よ二一δβ：：：：：；；：1；課

　硫酸ナトリウム（蕊a忠SQ4）∵……●…・㌘…・0，14005

　重炭酸ナト唖ウム、（NaHCC嬉）　・∵rけ…∵・O，28鵬

　ホ硫化ナト唱ウ．4（NI≦Hs）…r……∵・…rO，01033

　’燐酸力〃チウム（¢aHP〔＞1）一………．・∴・・0，00078

　重炭酸方〃チウム．〔Ca（HG（嬉）2〕’・・…・・0，12637

　重彦も酉萎1マク・ネシウム〔M9（HlOQ3、2）　・・∴鴨　0ボ09086

．躾乙㌦鰯離三盛：：：：1：1：1’1；躍

　．・　．　　　　　　・．　6．　　　　　．　．＝F．’　　㌧『「．／　　1’．1，20648

　遊離写影（qoρ……一こ・…・……・・｝∴…・0，10264

固形物髄　　　　約　・2，75グラム（一り」・．ト，レ中）

カチオン5．’ @一・・一．｛・モー・・密・タ・皇1

　ヵ甥ウムィナソ（K’）・・……・…　0，0557　　1，4227　　1，4227

．ナトサゥムィナソ（Kポ）………　O，9494　4ち1887　41，1887・
　カ〃チウ・ムィ云ソ（Ca嚇）　……　　0，0589　　　154688　　　2，9376
　フニ〃ロィオ’ンニ（Fe．う∵・㌔p；・・。…　　　0，0025　　　02Q｛監47　　　0，0894

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45，6384
アニオン．．　　　　．1．，．．

　グロー〃イ云’ン（C1’）。9艦D唇・・…　●。　　0，9506

硫酸イナソ（803”）……・・…・・∴0，1070
　七」ドロ肉毫塗イ　ナソ（HCOB，）　●・。　　1，0123

傭壊．（最新磁簸裏ラ欝γ

　　　　　　　　　　　　　　　　　26，8152　　　26，8152　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1139　　　2，2278
　　　　　　　　　　　　　　　　　16，5924　　16，5924

　　　　　　　　　　　　　3，1364　　88，6464　　45，6354
珪酸（メタ×H2Sio3）……・…・・0，0831

　　　　　　　　　　　　　3，2195　　　　　　　　　　　●

其他　　アムr｝ニウヘマグネシウへ’ヨード及プローム「ノ

　　　　各イナソ，研酸並有機物ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、【　　　‘　．

肉類表（本鑛水あ其集成呂於デーりしト〃、中次ノ成分チ含有スル溶液二概略相當ス）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラあ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロリ　　
　　ク．ロールヵリゥム（KCI）・∵…，・∵・Ψ・r…・．0，1060

　　グロールナトリウ．4」（NaC1）…・・……∵よ…・’．オ，4857・

　重灘ナトリウム（NaH：CO3）・∵い・……・…　1，3273

　］蒔直酸ヵル・チゥム（qagQ4）・…。｝！・・・・…　…・・。，∵．　0，1516

　重灘稜カルチウム〔Ca（H（Xゐ）2〕　・…1……。　0，057＄

　．重炭酸罠巨酸rFヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕　　。・9・…　！・。・・…　　　ObOO80

　’珪酸（メタ）（H：2S董0き）………。……6・・……6　090831

　鴨　　　　　　　　　　聖　　　　　　」　　　　　．　1・　　　　　　　｛ち2L95

の

．・巳　　　　、

一・ D202　＿
■

■”

》

ゴ　．

｝
、　．

身

専
、

．、



●

　　厨

●分

’　性

心， 見 温 泉

：在　地　　．鳥取縣氣高郡正條村大字脇見字村屋敷二十六番地

析・者　大阪衛生試験所（明治；十一年）
．　状　層無色澄明ニシ～ヲL臭味ナク中性反】感チ徹ス　、、　　　　、

　　比．　釦ヒ　　　1，0013　　　脳　　　　　　’　　　．　　’　・ド　　，　．　，

　　，馬　　　，成．∴分1　…　．』
固形物纏量　　約’．1，36グラム（＿り＿ト1レ中）

イ浮城（套鷺麟磁裏漉
　カチオン　　．：・　．、

・’ 穂㏍?B．☆ンくKう……・・∵…
　・ナト噌ウムイナソ（N8●）…’”．’●

’　カル’チウムイ☆ソ（C匹帥）…静一・・

　　？グ・ネツウムイガシ（M解’●）…

　アニオン
　　ケロー彪イ肯ソ（Cr）……；撃…
　　硫酸イナツ（SO4”）…・・…・……

ノリム

0，0304
0，3【46

0，0608

0，0037

鷺リモロρ

0，7765

13，6486

1，肌62

0，1519

善り〆ラボ

O，7765

13，6486
3レ032吏

0，3038

・】、7，7613

0，2894　　　8p1636　　　8，1636

0，4612　　　4．8012　　　9，6024

　　　　　　　　　　　　　1．160L　　29，05SO　　　17，7650
理醒（メタ）（H29io3）……・…・・　0，3300　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　●ユ，490L’

；篤他　　アルこニウム，プローム及ヒドロ燭酸ノ各イ雰ソ

　　　　　ノ痕跡，遡離炭酸及膚機物少億

　　　　　　　　　　・1

，騨表（本官永ハ其集成二於翻一℃一トル中次ノ成分チ含有ス〃回向二商略相猛ス）

’ノ’

’一@　　　　’・一　・　　　・　　一，ラム
〃ロ・＿ルナト唱ウム（NaC1ゴ・………、・……　0濯775・．

1錺1酸カリウム（K2§誕）喝）………・・・・…。・・∵∵・。‘・　0，0678

硫酸努脳　リ　ゥム　（Na2SO㌧5）　・…　帥…　。・・・・・・…　。ゼ．0，3qo3

硫酸力蓼レ乎ウム（CaSO鴫）…………の……。・…　 O，2062

魂酸マク噸零シウム　（1MgS｛）鴫「｝　…　9・・。。・。…　。・「，　　9，q183

珪酸（メタ）σ｛2SIO3）・・……・…………：・…・一三

　　　　　　　　　　　一1　　」・　　．1；4go1

　　　　　　　」　　ザ㍉・　　　…

＼

，

所在．地
面・析天
性　　状
　　　比

勝 見 温．泉
鳥取縣魚高部正燦村大字勝見字村膣敷十一番地

大阪粛生試絵所（明治二十二年）

無色涌澄ニシ，臭味兵ニナク中性反回チ徹ス

重　　1，00L（16。）　　　　　　．．ド　’

　　　　旗　　’分
固形物雌　　約　1，12’ラム（一“一トル中）

㌧イオシ表（鰻磁簸裏ラ鋤

カチオン．
　・カサウムイオソ（K・）……・∴

　ナトリウムイナソ（Nポ〕……・
　カゆチウムイナソ（C島●’，…」…
　マケ・ネ奪ソウムイナソ（廊ig’う

　　ノラ南
・・@0，0158
・ド0β498
－　0，0761

一・ @　G，0166

アニオン

鞭鍮螺1壽1二三§i羅

t，モ哺ル

・0，4036

10P8373
ユ，8966

0，6814

幽吻皇
0，4036

10，8373
3，7932

1，3628

6，7645

4，2702
1，0920

．16，3969

6，7645
8，5404
110920

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ，0749　　25，9456　　工6，3969

　珪酸（メタ）（Ir2Sio3）・……一　〇・0071

　　　　　　　　　　　　　　1，0820

　ガ他　フ昌ル財ナシ，アルミニウ材ナン・騨幽酸
　　　　　　イナン及砺酸ノ痕跡・

麟表㈱雰麟覧無＝蔽黒雲次〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，ム
グ・一〃ナ回ウム（N・q）・一・・一……♂0，158外

硫酸カリウム（K2SO．1）・・…鱒・・………・∴…　0，α351・

扇i酸ナトリウム（N’82SOI）……・・・・・・・・・……　 0，5783

グロー，レカpレチゥム（C“C12）・・…・…，……・。　0，2105

グローAマグネツウム（MgC覧2）・・…’……・…　O，0127

！更炭酉菱・マク●ネシウム〔Mg（Ho賜）2〕…・…。・　0・0799

珪駿（メタ）（II翁io3）・…」・・……・・…………遡

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　．1．0820

＿　203　一

．・ v）
’馬　’」



「

．！

覧．

．．所’在・地

分，析者．
’．：性　　状

　　　　比．

・勝　．見　温　泉

　島取縣氣高郡査條村大字勝見字村屋敷入十四番地
　大阪衛生試験所（明治二十二年）　　．●
　無色清澄ニシテ臭味ナグ中性反回チ徴ス㍉・

ヨ重謔P撃5㌦∫．・．潟・∴〕1

固形物総量　’．

　　　　しイオシ表’ C（沓蓼変二二長義董畏ラ葛勃

・カチオシ　　・．　．．‘　．1『．』

．．カΨウムィナン～K）’●9∵…7“●「

’、　ナト噌ウムイオン（Nざ）・…・・…

　　カ々チウムイナン（qポり・・…・∵

　　．マグ・ネシウムイナシ（Mg●う…

　　ヤ‘
”アニオン・’

　　〃．ロー汐イ．ナソ（cめ・ご・…・…∴

　　硫酸イナン（SO4”）・一…・一

　　ヒドロ炭酸イ玄ン（Hco♂）…

’〆ラム　　　璽サモr引網’

・0，0298　　　0，7612

0，2486　　ザ＝LO，7852

・0，1065　　・296559

0，0020　　’9㍗0，0830

約1，17グラム（一”」ト忌中）・

　　　　　書軸（欝籍籔講㍊講実次）9
　　竃リグラム

　　量．㍉

　，7612

10，7862

　5，3118

　0，1660

0，2363　　　6，6651

0，4751　　　4，9459

0，0286．　0，4688

17，0242

6，6651

9，8918

0，4688

　　　　　　　　　　　　　1，1269　　26，3651　　17，02ε7

珪酸（メタ）（H轟q）…・…・r…　0，1895　　・．．．　　∫

　　　　　　　：．．　．．　　1，316垂

其他．フ呂彪ロオナソ，．ヒドロ燐酸イナソ三三酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　1．濱　．・村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・．1，3164：・≧き一

　　　　　　　．，．・…．．．ゴ　　1㌻鷺∵・

・！ @　一　∵・澱　　録1ジご頭’1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　ヨ　　　　　　　　　　　　じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　ヘ　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　

温　　泉　　　　　　　甑潟悪策・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．二認睡1ξ

　　　　　　　　　　　　　　　…．．・・．．ジ黙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅラム・
殉一ル卦艸ム価Cウ・…“’ご！ン・・‘一層・0・0971

．硫酸力噂曳ム（耳鐸◎4）・，1、・・∴・・｝ヤ…響…一　店066a

硫醗回ウム（ドa轟）・）・一…「∴…‘・・，・∴・、0・6489

グロ・一’レ’カルチウム（CaC12）。……r？・・。r・・r：・・　．0，2687

・〃ロー〃マク噴ネシウ’ム（MgC12）・。…岬……・。1．0，0079

重炭酸か叶ウム〔c・（HOσ測・・∴…一・o・o脚
珪酸（メタ）（H轟03＞・…・…・∵r∵・5∵r・…　0φ1895

・　厨在
　　　分．析
．　．・怯

地　　島取回氣高郡正條村大字痛言五反田五十一番地・

　　　大阪衛生試三所（明治二十一年）者
状　　無色漏澄無味ニシテ微＝硫化丞素臭ヂ有ヴ甲性三管テ

　　　徴ス
比　　重　　1，0008　　、．．．．．1．・．

．・ g■rD一
D成　　分．．　．．’．．．．’－1．．．・

　弓形物纏量　約’・1，07グラ・（一サー’トル中）’．

庸シ表（委驚議網図ラ調
カチオ’ン

　カ，ウムイナソ（1憂つ…………

，ナト”ウムイナソ（耳8う・……∵

・加レチウムイナン（qaう・…・・…

．マク，ネソウムイナソ（Mg’う・？・

’グラム．「

0，0240

0，2627

0，0489

010030

アニオン
　クロール’イナシ．（Clノ）。．・・・・・…　r・　　0，2440

u｛一ル
0，6130

Uβ969
，1β194

0，1232

モリグヲム

冨　　濫
0，脚0

11，3969

2；4388

0，2464

14，6951

6，8829　　　6，8829

麟蓑．（本心水ハ其集成二二デーり一．レ1レ中次ノ成分チ含有ス蹴溶液二丁路相當ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆’ラゐ　．．
〃。＿〃ナト艸ム（N・α）・，∴・…・。……：o脚

茄酸力騒ウム（K夢04）・・………∵・1…・…∵…　0，｛｝5鍛

硫酸ナトリウム（Na粛04）・…・兜……ご…一・’ D0，3209

硫酸カルチウム（CaSO4）…2………・……・…　0・16δ6

硫酸マ．グネシウム．（MgSQI）……………・∴．0，0156

珪酸（メタ）（H2βio3）…・…・・…………・……　0，2427

　　　　　、、o．　　　∴．．’』’1・沸

硫酸イわ！（SQ4”）…∴…・……＿一『
　　　　　　　　　　　　　0，9576　　24，1392　　14，6905

珪酸（メめ∫H・Sio・）・・∵・・・・…o・2427　　，

　　　　　　　　　　　　　1，2003

其他　7〃ミ昌ウ財ナソ，ブローMナソ声ドロ燐酸
　　　　イ．ナソ及棚午餐痕跡・有機物少燈。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．｝　204　一｝

．o

ら

、



獅

■

◎　　　　　　　’

．　’

所在
分析

‘性

　　，吉，岡〉温’泉．

地　　鳥取縣魚高郡吉岡村字東下町百四十三番地層
者．6 蜊繪q生試瞼所（明治二十一年）
獣：．’無色滴覆硫化7k紫臭チ有シ中性反感チ徴ス

比　　璽，1，000昼．．

　　　　　　　礁，・分・’　㌦
固形1吻緯量　　約’0，68〃ρラム（」サ＿トル中）

イォ》表（麹糞麟浸簸婁ラ鋤

　カチオン，　　　　　　　　”，ム’驚リモ・一ル
・　カリ・ウ．ムィ1rン（K卜）…………　OlO271　0，む922

　　　　　　　　　　　　　　　　0，1753　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，6052　、ナ魁”・ウムイナソ（N巳。）　……
　　カル’チウムイナソ（C島”）∴…．0，0394　 0翫9825

’アニオン
　　グローpレイ　ナシ　（C1’）・…　ε‘噂g・こ臨ρ　』0，1333　　　’397602

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，2444　・楠酸イガソ（8Q4”）……………・　　　　　　　　　　　　　　　　0，2156
　　ヒドロ炭酸イナソ（HCO3ノ）…　0，1233．＿型210

　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　17，3055
　　差酸（メタ）（H：2Sio3）・・鴨四…9・・

ξり∂リム

鵠　　　量
0，6922
7，6052・

1，9650

・10，2〔i2外

3，7602

4，4888
2，0210

　　　　　　　　　　　　　　0，7140
　　　　　　　　　　　　　　1：綴

綴耀縞嘘1號錨毒ス

10，2700

、　　　　　　ρ

　●

　　　　　　　　θ　’　　　　0，7856　．

劣他　マグネWム，フ鎚・∫ア，囚昌ウム及ヒド・噌
　　　　　　　　　　　　　　　　酸ノ各イナソ，碩門並；有三物ノ痕跡

　　　　　　ド　　　　．　’　　　　　　一　　．・

　　　　●　1・ ＿吉　岡　温
　　　　　　　9
　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　・

●

r ’二

分
’性

蜘表・〈李脇巷福二聯議磁気次〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ラム
ク頃一’レナト’り’ Eム（NaC置）・……・・……・；・　0，2199

硫酸カリウム（K2S〔）4）’・……。》……一∴…％．0，060毛

硫酸ナトリウム（N晦90喝）……∴・・…∴…∴　0，1303

重炭酸ナト’リウム．＜ドa正K℃』）・……∴∴・∴．0，169零

硫酸カルチウム「（Ca804）・・……・…………．，0，1336

寒酸（メタ）（Hβio3＞…・…・・…∵……・・…・010714・

　　　　　　　　　　　　…　　，　　・　．　　　　　0，τ854

’遊動硫化水回（IIβ）……・一………・ら…・　0，0002

ジ∵’・．．』．：．’∴：’ F、・・1．⑱6

　　　　　－　　1　　．・　　　　　　． 　』，㌦’．’”

嵩病レ・1溢、’1．．∴『．’』｝層．

　　　　　　　　　　　　　’7ぐ「’．’　r覧

　　　泉

在　地　　鳥取雌魚高“冑岡村大字吉岡宇四上町六百三十三番地
析’者　’大阪衛生試喰所（明泊二十二年）
　　状：　十二豊浦登無味ニシ，硫化水素臭テ有シ弱7，レカ”性

亀，　　　反堀チ徴ス　　　　・　　・　　一
　　比重・1．003（16，50）㌦．　　∴1

　　　　　　　　　　虞　　　分　・・　’
’固形物曲面　　約，

イオシ裏（魏奪磁簸裏ラ藤

岡チオ｝「

　力艸’ムィナソ（K’）・……・・…

　ナトリウムイナソ（Kポ）……
　カ，レチウムイナソ（Cバ）……
　」マク●ネ≒ンウタイオニン（Mg’。）・・ゼ

グラム

0，0136
0，1653

0，0170

0，00U

【1，■噂ル

0．3474
7，1714

0，4239

0，0457

0，56ノラム（一り　一ト，レ中）

●u ﾙ表㈱套麟鷲錨輔告野山）
竃リ〆ラム　　　’

富　　　馳　　　L
O，3474

7，1714

0，8478

0，0914

8，4580

7ラ有三帰。（α，＿》傷1、19亀1566亀、5・6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，0440　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5220　糠酸イ　っヒソ（804”）・・・…　一…　。。∴　　0，1462

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，2574　　　2，2574　　　　　　　　　　　　　　　　0，1377　　廿ドロ炭酸イナソ（HOO♂）…
　　　　　　　　　　　　　　　　0，5928　　14，9244　　　8，4580

／謹酸（メタ）（Hβ10・）・……1…・0・0727　　噸　　　‘・
　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6655　　　　　・

　　叢　他　　7エ〃財ナy，ヒ．ドロ燐酸イナソ及棚鮫各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　∂ρラム
クロー’レナトリゥム（N巳Cり・…………・・…　O，1847

・硫酸カサウム（K2SO4）・一・・…・…・…・“・♂・10，0302’

戴ナ回ウム（餌・、SO・）…一・……∴轡・，0，1917

重炭酸ナトリウム．（N島HC〔㌧）……………’0；1108

蹟炭酸ヵルチゥム〔Ca（H㏄㎏）2〕…………　0，0688

重闘マクゆネモソサム〔Mg（耳003）2〕・……・・』0．0067

珪酸（〃）（E£i（ん）……・・∵…………・∵・0・0727

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，0，6656

一　205　一

，・ ｲ）

■



　　響　　　　　．．山　田　温．泉．

　　．　　　　　　．所在地－　鳥取縣東伯郡三朝村大字典由字三瀬百〇七番地

．　『旦　　　分析者　大阪衛生試験所（明治二十一年）巳　　　　’
　　’　　　　　　　、性　　　駅　　無色精澄ニシテ臭味ナク反1三層弱酸践チ徴ス

　　　　　　．．・　　　舳．．距　．．重　　1，0005　　．　　　　．、．♂．∵．＿

．9、・　＼∂∴　　　、∴…成．、・・分，乙．馳・1∵　・．・・

　　　　　　　　　　　　　固形物纏童　約’1，08グ弘（一り一・トル中）‘・．
　　　．イオレ表佳襟謙簸興す）　　麟表（本玉水ハ其集成＝於ヂー渉」’トル中次ノ成分チ含有スル溶液二三三相當ス〉

カチオン　　　　　　　　　　　1グ弘　　uモρル　．潔グラ皇
　ヵ　リ　ゥムィ≒ガy、（K・）．．．＿．．．．．．。　・0，0365

　ナト．リウムイオソ（演aP）…一
　力，〃チウム4云’γ．（Ca艸）∵∵∵

　　　　　　　　　L　　，　　　　　1・・』』 ｭヒ’・’ P

アニオン　・　．’』∵．：
　’グロールノイナン（CL’）鱒軸9・・∵・

　硫酸イナy（SO4”）・……・・…

　ヒドロ炭酸イオ冴但G％’）

　珪酸（メタ）σ璃iq3）・・…・…D
　　　　　　　　　　　　　1，0447　　31，25些4　　16，4309

　　　　　　　　　　　　　0，U40
　　　　　　　　　　　　　1，1587　　　　　　　・，’
三塑毫睦彦き凶凌（OD2）　　・・．∴・帆t。・「・…　∴　　0，0123…　　0，2795

　　　　　　　　　　　　　1，17ユ0
其．他　　アムモニウもマグネシウム，フエルロ，ア，レミニが

　　　　ヘプ腎一ム及ヒドロ燐酸ノ各イナソ，翻三盆有機

　　　　　　　　　所在地．鳥取縣東伯郡三朝村大字山田字三瀬百〇四番地．

　　　　　　　　　分「析　者　　大阪衛生試験所（明治二十二年）
　　　　　　．　　　性　　　’状　　無色清澄無臭ニシテ鹸味「到有ツ二三ハ弱酸性チ徴ス

　　　　　　　　　　　　　比・劇，重　　　　1，0099（16，5P）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，威．　．分

　　　　　　0，9323　　　　　　　　　　0，9323
・。@　0，3275　　14，2G82　　1472082
。・’ D0，025臼　、．0，6459’　　】．，2918

　　・．　　　　　　’ユ6，4323

・・． @0，4475　　12，6234　　12，6234
・・，　　0，0925　　・　0，9629・　　1，9258

∵・　　0，1148　　　1，8817　　　1，8817

0　5

　　　　　覧・．’．’．1’． 　・’冨一・．了グ鮪1．
　　クロ・一躍レヵリゥムくKC1）・ら・・r・一ら…．・・ボ，・・10，0221

　・グ』ロ’一〃ナトΨウム（箪aC1）」・……∵；1・・門・　0，7212．

　　擁三方サウムqζ2SO4）・r…‘…。…∵………四’O・0554

　　重炭酸ナドサウム「（三島H：（℃転、・…・一・・∵・，。．．0，1581

　　締酸力凄レチ．ウム（C繊）”1鼻・ご馬・∵・・；…∴・。・r．・Φ10879

弊∵讐lll11等：lllll騰

濫泉照：ン壕灘・

個形三四量　約】，29め・ぐ7り一ト〃中）

赫ン表鰹奢蔵娠簸裏照す）．
『カチ才ン

　ガリウムイナソ（Kの）一…・・…
　ナトリウムイナ．ソ（N匹●）・……。・

　カ，レチウムイナン（Ca”）・……・・
　マク？ネ；シ’シムイナ「！（Mg●’）　」・・

7二才ン
・緬霧↓三三i2：二：：：：二：二：：ニ

　ヒドロ炭酸イナソ（HCQ3ノ）…

グ・・Uモー’・・． c潟Oラを
0，0416　　　1，0626　　　　　　　　　ら0626
0，3898　　16，9129　　16，9129
0，0368　　　　0，9177　　　　198354

0，000ア　　．0，0287．　0，0574

0，5166　　14，5726
0，12ρ！．　　　1，2503

0，1705　’　2，7951

19，8683．

14，5726
2，5006

2，7951

37，5399　　19，8683

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．’　．‘

酔歩（蠣零細嬬㍊講喫次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ弘
・ク1戸一ルナトサウ4（N£C1）・。。…。…∴…。・・　0，8525

諒酸ヵ響ウム（K29Q｛）………一・・…，・一．’（㌧09％

硫酸ナ，トリウム（箪a2ミD4）。………・・二・・Ψ…　．0，1023

旧臣毒掌記鵬∬：：：：：：：：：：：：8器

重炭酸マク，もツウム　〔Mg（H：◎03）2〕●’噌・・三r・　　OpOO42

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・…………一b・・；0，1181

　　　　　　　　　　　　　1，2761
珪酸（メめ（卵K功一…・…・’0，1181

1，3942
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、

’

「一，

4

所・在

分析
性　・

地’

者

三

三’ ｩ・温∫」泉「・
　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

鳥取縣東伯郡三朝村字村通五百二十二番地　　　．
大阪衛生試芸所（明暮二十一年）

鋸色一溜ニシデ硫化水野臭チ有ス
重　　1，0005

　　　．「・成，　　分．．’・

．固形物一山　　約’ユ，24ノ，屯（一事一．『トル中）

イオシ表・（委鷺麟長脳裏云鋤

カチオン　・　’．　，

　力吻ウムイずソ（K’）……一
　ナト，リヴムイナン（贋aう・・∴…

，カルテ’ウ．ムイナン代C縞’●）……・

アニオン　層・　　　．　・・．

　グロール’イずy（CL’）…　…；…
　擁酸イナソ（SO屯”）・・ド∴・・榊・騨・

　・ヒド胃勝削匪聖イオrン．（H：OC）3’）・

　　〆，ム’

・・OlO375
・・ @0，4118
．．0，0317

‘　　　ρ

鱒　0，4500
・・ @　0，0957

・・@0，3487

璽．リモーρ

0，9553

17，8655
0，7905

曼リノラム

富　　量．
019553

17，8655
1，5810

旦2，6939

0，9963

5，7153

2③，4018’

12，6939
1，9926

5，7153

”謹酸（メタ）（耳2S【03）・”…。。。・・。

1，3754

0，1019

L4773
，凱魏柔黙闘憎1：二：：：：懸潔’

39，0竃68　　20・4018

■

　　　　　　　　　　　　　　　1，4796
　嵩廼　フェル・曙〃ミニウ…一ド，ナ・一・及ヒド
　　　　．，ロ燐殿ノ各イナン・珊酸並有機物ノ痕跡

　　　　　　．：び

・　　　∫ピ　　㌦’・三’朝、，

所在地
分析者
性　　　状

　’　比

　　　　　　　　　温

鳥取縣飛伯：器三朝村字牛畑五百六十三番地，

大阪衛生試験所（明泊二十二年目

翻色消三無臭味ニヴテ弱アルカリ性反懸チ徹ス
■　　1，0005（【6，50）

　　　　虚　　亀分

血嫌（欝賜与聯＝繍欝〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ヲム
グローρレ洞ウム（K：C1）……・・一・・…・…　（ろ0｛01

ク・・一，けいけム（N・の…・・∴・一∵・∴偶7112

・魂酸カリ．ウム（K：2SO4）…………・……．・…・　0，0365

置彦畦躍藁ナ＝トリウ．今’（N8HO〔〕ヒ）曙轟r9－r・σ∵・7．．10，4803

域酸カルチゥム　（C魯SO4）…………．・……6，0，10r震3

珪酸（メタ）（H2Siqi）…・…・・…・…・戦・……　．　Op1019

　　　　　　、　層　　　’．∴　．　異b4773
遊離硫化ホ購（H2S）…………・…・…・…；・・　0。0023

　　　．、　　　　、．　　　．二！’こ1，4796

　　　　　　　　’”・　　一　　．、三、：．1，

　，　　ン∵．．、．
、…@　』・∵’6

　．’9　　・Y・．’　．　　．．　　　．・　　　　　一　’　　・「

・’

D、・・ cニ∵一・’．・・∴　・、∴∴ぞ，・航1

　　　　　　　　　　　　　　　　鳳
　　　泉

．固形物纏濫　　　　約　　0，86〆ヲム’（一り　一　ト〃中）

イオシ塞（沓響凋残簸裏ラ鋤

カチオン　　・’

・弓台1移5北画y：：二：：ll二1・

　カ，レチウムイナソ（Cポ’）・…・…・
　rトクリネミノ「ウムイプヒン’（Mg醇），…

7ラ翫、。。㈹．………♪

魂酸イナソ（SO，5”）……・…・・…

　ヒドロε廷薗直イナソ（HCO5，）…

ゲラム

0；0200

0，2590

0，020L

O，0025

0，3090

0，07侃

0，1645

竃リモ。ル

0，5109．

11，2365
0，5012

0，1027

覧り’，ム

鵬　　量
0，5103

U，2365
1，0024

0，2054

8，7165

0，7714

2，6959

12，9552

8，7165

1，5428

2，6959

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，8492　　2盛，5351　　12，9552

／’@珪酸（メタ）（H：メ鼓Ob）・・・・・・…　。・・　0，0857

　　’　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　0，9349

　　芙　他　　フェルロイナソ及ヒドロ熔酸イナソノ痕跡

＿　207　一

■　．

　　　　　　　　　　　　　　　　＝・
闘表（木胤水’・其上成二於デーサート’レ中次ノ成分チ含有スル瀞液二概略相婿ス）

　　　・　　　　　．　　　　　　　　・　　　　　　　グ，ム

クロールナトリウム・（猷）1）・∵・……・・……10，5099

硫酸カリウム（K。s（）も）1…「・…。・；・∵呼・………　 0，0446

硫酸ナトリウム（置a2SO写）………・……・・…　 O，0732

麓炭酸ナトリウム（NaHCO3）……………「0，1253

鴛炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・∵…・6…、．0，0812

窟」難マクりネ｛ソゥム　〔晩（H：003）2〕・・∵…　。・　　0，0150

珪酸（メタ）（H母103）．＿＿．＿・・……」一…　0，0857

　　　　　　　　　　　・　　　・　．　．　，　・，0，9349

、　　　　　　　　　亀

馬



趣

免　㌔　．　セ　　閂

　　　　　　　　　　　　　　　關　金

　　　　　　　f　所在地
　　　　　　　　，分析者
　　　　　　　　　性　　　駅

　　も　　　　　　’・　比
6　　’メし　奄

　　　　　　　　　　’　　　固形物鳩糞　約

　　¶赫シ表’㈱蕊撮簸婁ラ鋤’

．溢 泉
鳥取縣東伯郡矢逡村大字關金宿字湯谷五百九十五番地
’大阪衛生試験所（明治二十」年）　・

無色滴澄無味ニシ’テ録二三仕水素臭チ有ジ反晦〉〕憎憎

ナリ　　　　…．

重．1・00031・．「．，・’ 秩D’．『・．・．．

　　　　　旗・’∵分・，：∴’・，∵「∫ll

　力手オン．・．　・　．　．’・・：グラポ
　　ガリ．ウムィナソ（K’），．．．．．，6・ゐ・・0，0252

　　ナトリウムィナソ（Naう………　0，1775
　　カ”チウムイオソ（Caっ・…・・…’0，0264
・　　　マ’クrネシウムイガン（Mg’う…　　　　　　　　　　　　　　　・0，0021
　　フェ町ロイ山陰ソ（；Fo醒）……・・碗・・90，0013’

，・：たわ’‘・㌧・11：’1「璽．・・’∵

　　グ『ロールイナソ（Cl’）・“曾…　。・…　　0，1276

　　硫酸イナソ（SO4”）＿＿＿；．∴・．0，1114
　　」ヒ・ドロ彦頓塗イオ．γ（H：CO3’）・。・　0，2415

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘　’・Ψ

o，5毛乃←←執り」ト・レ中）

　　　　瞬皐’（本丁水ハ其集成ゴ’於デ甲サ宍トル中次ノ成分チ含宥ろル溶液二概略相當7：．．）・

竃リモール盛りぞう翻

0，6437　　　0，6437

7，7006　　　7，7006

0，6534　　　】，3168

0，0862　　　0，1724

0，0233　　’　0，0466

9，880L’

3，5994　　・3，5994・

1，1597　　　　2ゴ3194
3，9583　　’3，9583

　　　　　　　　　　　　　0，7ユ30　　17；8296　・　9，8771
珪酸（メタ）（H£i（聴、…一∴…　0，0818

醐（GO，）…．……．．…∴：…三皇警　r　ピ、

遊離硫化水素（H2S）…………　0，0006．　…　　　　ジ・・．1，．∵1
　　　　　　　　「∫層・　”・帆．㌧　・0』7954’　　・　　・　　　‘・　・．　　』　．＝．’丁

其他∴鯵r舛㌣及勲聯華有働鰍
．’

E受、呪∴’111ン引．地温一泉，
　　　　　．’∵㌔所在地”触縣弩弓東郷極勃地字五三。
　　．　　　　』「’分析　者　一大阪衛生試三所（明治二十一年）‘．・　　、

　　　弓1∵．鉾・・’凱饗溝聾興部味噸ア剛鱒脚
　　　　　∴三∫ジ∫∴轡　・・成・F・溌層「－一幽・∵∴’幽

，　　　　　　　　　　　固形物総重　　約

イオシ奉・（甥翻麦簸婁ラ欝）．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラム　　D　　　　　　　f1

・・ Oロールナトリ．ウム（NaCD…∴…∴∴…・・　0亀2106　・
硫酸カ　リ　ゥム（K2S⊂）4）…　6・．・・σ・∴・鱒り・∴，・・。ゼニ。ボ　　0，05¢1　、

硫酸ナトサゥム（Na2SQD……’・・．……・・り・・　O，0136・

重炭酸ナト竜ウ’ム（N田：㏄め……∴L・…・’0，3289

．三酉匿ヵ祀，チゥム（CaSQ4＞．∴＿＿．．．．．＿…∴・，0，0896

．茄酸マグネシウム（MgSO4）・・…・・∵・・r・…∫・・．・0，01g琴

重炭酸職化鐵〔F・（Hoo・）・〕…・一……．　o・oo鱒

珪酸（メタ）1’くH2SiO3）…・……。…・∵…r……　　OpO918

　　辱’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　0，7948

　　　　　　　　　　　　　　一．．ご・．灘・：曇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．燦繋’＜

0，93クρラム　（一サー　トル’中）

カチオ》層・1・・”・ノ・・．僻一ル垂病姦
　カリウムィオ’ソ（K●）・・。一恥・・鱒・・　0，0204　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5201・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，520L
　ナ｝　リウムィナン（Kaっ・・。・・。…　　　0，2420　　10，4945　　10，4945

　ガ〃チ’ウ・ムイガン（C房つ・…・・…　　　　　　　　　　　　　　0，050垂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2569　　　2，5138
‘．マ’塔潟lうfウ．ムィ．ナン（Mg・．〉・！，’0，0112』 @0，4598　　　0，9196

，・、7エ’レrμソ（Fσ》・一∵●，∵qoO130・㈱側0466

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，4946、
アニオン　　’”P”　　．
　グロー，レイナソく。め・∵…・・…・　　　　　　　　　　　　　　0，3634　　’1072511　　10，2511　σ
　硫酸イラヒン（SC養”）・・　。．・…　。●…　　　　　　　　　　　　　　0，1387　　　1，4439　　　2，8878
　ヒドロ炭酸イナ，》ヂ（耳¢03，）・。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1，3503　　　1，3503　’　　　　　　　　　　　　　　O，0824

　珪酸（メタ）（H；2Sio3）・……。・…
　　　　　　　　　　　　　0，9098　　25，7999　　1494892
　　　　　　　　　　　　　0，0750　　　　　　　　　　　　1　　，．’

　　　　　　　　　　　　　0，9848
其他　アム兎昌ウム，ア’レミ呂ヲム，プローム及仁ドロ

　　　　燐酸ノ各イオン並有機物ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　．　　　　　　　　　1　　　一一；・208

盛顛表．（本官水前脳集成二二テーり一ト，レ中次ノ成分チ含宥スル溶液二三格三二ス）

　　’．∵・　・1－F．”…・…．’．　先　　グラム，・

一グロー’レ方リゥ4（K：C1）…，………・……　r…、0，0389・

’グロール’ナトリ．ウム（箪aσ1）・…・・∵………　0，5691

重炭酸ナトリウムく翫HCO3）．・兜・……・，…・0，0650

‘硫酸力Fレチウム（CdSO，1）…・・…。・r・……←…・・0，1707

1硫酸マグネシケrム（MgSO4）・・・………・…琶　0，0231

重灘匿マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……，。・　0，0390

重炭酸亜酸化鐵〔re（HOO3）2〕…・・…∴・∴・・0，0040

1學（や（H岬轡∵ツ”．．1鰐

亀



亀

’6■　．

「　．

所’在

分析
性

　　　　　．’　9　　　． 　　　　　　ド　．　　9　　　　　　　　　　　　．

　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　㌧　　　　，

　　・鷲　原．鑛’泉．．．凱　’

地島根縣鹿足郡津和野町大字鷲源．．．　　　・
　　　大阪衛生蹴所（明治二十二年）層　　　　　　　　．
賦　　繭澄無臭ニシデ微二鹸味チ右ス反慮♪・朋Lアルカリ住

　　　ナリ
零・警璽・．磨・．．．．．，：回　’！●『ン∵㌃．

　　　　　　　　　　　　　固形物纏鼓　約7，29〆弘（一サー’ト’レ中）．　　　　　　　煽

イオシ表（顎髭磁簸婁ラ鋤　　　・笹類装（李脇欄外透；面恥実次）
・『樗鷲云付ン（K●）．．……．．

　ナトサウムイオγ（Naつ……・
　カ〃チウムイナソ（Ca’う…・…
・．マグネシウムイナソ（Mg”）・

　フ．呂ル’ロイオ’ソ・（FeO●）…。…・・

・アニオン

　グロー’レイ．ナソ（C1ノ）・㌦…r・…

．．
B魚糧・髪矯

・・，’

Q，3363　　　　　10置・3δ59　10ユ，3559
・。 @り，2419　　　　　　6，0324　　12pO648
・・ @　0，1097　　　4，5033　　　9，0066

…　0，0013、　　　　　　0，0236　0，0466

　　　　　　　　　　125，2172

●●

擁酸イナソ（9Dの・・…・………
．・ヒドロ彦≒践壷イナン（H：CO3，）…

3，1847

0，0209

2，1320

89r8364
0，2176

34，945恥

89β364
0，4352

3蔓，94δ1

●ご　　　　　　　8，1342艶9，6576エ25，2167
　　毬酸（メタ）（H鋼icゆ…………　0，0714　　　　　　．・

　　　　　　　　　　　　　　　　8，2056
　　3隆離鵬（OO2）　。。。・・…　軸・・・・・…　　　0，3642…　　8，2773

　　　　　　　　　　　　　　　　．8・5698

　　芙他　　アム牽三ウム；ナルミニウム，プローム，0偶ド及

　　●　’ヒド．ロ燐酸ノ各イオン並興野イ痕跡

　　　　　　　‘》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千　原

所在地
分．析

性

比．

　　　　　　　　　　　　　　　　㌦’．’　　．’，ム
〃ロー・レカ．リウム（耳Cl）．・肖・r……・………0，17功

グロー’レナト”ウム（NgGl）………・・…・…　5，工210

硫酸力Ψウム（Kl鐸0｛）……∴・……………　0，0銘0

霊炭酸ナレリウム（NalIOD3）碗…・…・。…　ユ，1608

重彦甑登カル’チウム〔Ca（HOO3）2〕…………　ド0，9792

重幽登rrク●ネミソゥム　〔Mg（II（X）旨）ゴ〕．」・…　g・　　0，6592．

重炭酸豆酸化歳〔Fe（H（xゐ）2〕…一……」・0，00｛0

珪酸（メタ）（H2Sio3）…・…・…………一…．0；0714

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　8，2056’

遊離炭酸（QD2）…………・・…………・…・9・…　0，3642

鑛．泉

．　　・　　　　．8

島根縣邑智郡渇谷村大字・F源宇麹本　　・　：・”

東京衛生試験所（明泊四十皐）

魏魏燃物畷職ヲテ羽・ア酬性●
■　　　　1，0062（150）

　　　　　成　　『、分
固形物纏並　　約　7，05〆弘（＿”＿ト，レ中）

『’

Cオシ表（本繍永一リート，レ中二含有スル各戊分課共泣次ノ如シ）

カチオン

　カリウムイナン（K’）一…∴…
　ナトリウムイオン（N島う………
　カル岬チウムイ太ン3（Cポつ…・…・・

　マグネシウムイナソ（Mg”）…

　　アニオン
　　　．グロール’イナy（Clノ）……。・・。。・：

　　」硫酸イナソ（SO4”）…一…・・…
4　　　　　ヒ、ドロ炭酸イづrン（1【CO“つ・鱒

’，ム

0，2573

2，1406

0，2526
0，0864

2，6567
0，2115
2，430ゴ

重り愚一ル

6，5722
92，86？7

6，29脇

3，5468

鷺り’うム
欝　　　飛

6，5722

92β677
12，5986
7傷0936

74，9422

2，2017

39，8312

119，1321

74，9422
414034

39，8312

8，0352　226，26t1　119，1768

！

・ヤ，

ﾖ　　　」

8，5698

血霊示㈱欝金雛識姦＝編捲雲次）

．’．毅ε三冠駕）1：i：：：：：：：：：朧

羨　他

　　　　　　　　　8，15葦0　　　　　　　　　　．
フ晶ル’ロイナン・及アルミ昌ウムイナン「ノ各娼駐星ホ

　　　　　　　　　　　　　　　　＿　’209璽F・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，ム
クロー，レカ　リワム　（1（C1）　・・・・・・…　∵・・・…　。・。・　0，4900

〃ロール’ナトリウム（翫C1）・・…・・…・・。・・…　4，0000

窃炭酸ナドリ．ウム（N8E【CO3）・………・・…　2，0605

硫酸力，レチウム（CaSO4）…・…………・…・…　0，3000

窟1鐡力’！’チゥム〔C轟（HC（徳）2〕…………　 qp　6642

1政鐡マク●ネジクム　〔Mg（IIOO3）2〕・・・…　∵・　　0，麗05・

棚」襲（メタ）（HBO2）　………・・。・…，「…・・…・　0，0279

珪酸（メタ）（II2Sio5）………・……・…・・，…・　O，0909

　　　　　　　　　　　　　　　　　．＿．8，1540

5・．，．，　．、．，　．ζ　●．き．．．’　、ゴ　．．

　　　　　　（

，

」

L．

●

，



品

’

‘　，

4．●
7

亀

所
’分

．性

在地
析者
　　無

，鷺ノ湯温泉・
’

岡山縣弓田郡湯ノ郷村．．　　・　・「．‘・∵　　・．．・　　　　　　・

大阪衛生試験所（明治二十八年）
無色澄明硫化水素導ノ泉氣アツ三三ク三一iハ微羽ア’レ　　　　・　　’

捌性テ徴㌔・∴．．．：、∴．’・．∴・・．．〆曾　・．．

恐．．－・成　　分’．・∴己．i’・．’．　て．　　ぶ　b

固形物鳩量．約2β勉・’（」，一｝’レ勅’

．イオ〉表、（委三三蔑各回麦三三ラ回す）

カチオン

　カリウムイオン（K’）∴………・
　噛卜曜ウムイナンくKaう……
　力渉チウムイ云y（Cざう・…・・

7呂オン
　〃ローダイナy（Cめ一一・…
　硫醗イガy（SO4”）…∴一・…・・
　島ドロ炭酸イ雰ソ（HCO♂）。・・

　　　　　　　　‘．リグヲムナラム　　ミリモ噌》レ
　　　　　　　．魅　　猛　，
ρ，0132．　　0，33σ7’　　　　　　　　0，3397
0，5072・『22，0043　　22，0043層
0，353些　　　8，8129，　17，6258　．

1，3141

0，0166

0，1559．

2，3604　　70，9δ蛎

0，0483　　’

37，0690
0，1728

2，5553

39，9698

37，0690・

傷3456
2，5553

珪i酸（メタ）（H：轟03）軸四…・…三　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　2，4087　　　　　　　　　　ノ
其　他，　マク．ネシウム，’ブェ〃ロ・ア’レミニウム及b、ドロ燐

「，　層　　酸ノ各イナソ痕跡　．

39，9699

蜜賑．（本命永ハ其集成二品テーサ門トル中次ノ成分チ含有和レ溶波三概略相當ス）

　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　4ラ凸．．
グロー〃カリウ4」くKCI）一一…・∵・…！・　0，0252

グローウナト“ウム（NaC1）・∵………、・曹・鴨　1嚢2873

グロールカ’ルチウ．ム（C摺C12）……………漏：0，8173

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ硫酸カルチウム（CaSO4）…………。……・・・…　ODO236

重炭酒愛＝ウ・〃チウム』 kCa（耳（X）3）2〕…・・……q　O，20アρ

ヨ圭酸（メタ）（H2SiOb）。・…　。・・・・・・・…　。鴨・・・・…　r　　O璽O壬83

雛Q87
　　峯1・

所．在地
分析‘者

．性、　歌

、岩’ 閉 門

画口縣玖珂郡岩鼠町．

大阪衛生試験所（明治二十九年）

泉

無色澄明異臭†ク味刺戟性ニシテ三三ナリ三冠ハ三三

アルカリ性チ徴ス　．，　．　　・．．、．．ご．

固形物縛量

イオ》表・（三三三富三三嚢皇民ラ三三）

カチオン

　ナトリウムイナン（K“う　・…
　かレチウムイナン（Cバ）’・…
　・マグネシウムイオ画y（Mg●う・

アニオン

　グロー〃イナン．（C1ノ）……一
　硫酸イナソ（s（）4”）。。…　一・層●・…

　．ヒドロ炭酸イナソ（H◎05’）・

1：

■o

・・ @　1，6983
・・ @’0，2248．

・・ @0，4102

成　　　分

　約3，50グラム（一り一，書・，レ中）

価賦課謡講
0，1560　．　3，8903　．　7，7806

0，0411　　　夏，6872　　　3，3744

59，3U2

47，9069　　47，9069

2β402　，4，6804
6，7255　　　6，7255

珪酸（メ’タ）（II2Sio3）…・・r・…・・

3，640垂　110，7063

0，0273

　　　　　　　　　　　　　’3，6677
三殿（002）　．．．．．．．．．鱒．．・．．．。　　0，0965…　　2，1932

3，7642

59，3128

莫他カリフム，フェ〃ロ及アルミニウム「ゾ各イナン痕

　　　　跡

・　＿、論210　　＿＿二

，　　　．」’

・畷

　　　　　　　　　　　　　　‘

騨表（耀套9響識譲；舗離次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ラム’
ク・一・け． ?Eム（N・C1）・・’一…一一2，802年

重炭酸ナトリウム（箪aHOO3）…・。・！・…・…　0，02n

硫酸カルチウム（Ca9〔）4）…………。・・………　0，3189

：重炭酸カル’チウム．〔Ca（HOO3）2〕・・……・…　、0，2505．

重炭酸マグ●’ lヴウム〔Mg（HCO3）2〕・…・・。。。　0，2474

i項…酸（メタ）（H母ig3）．………。・……・…∵…．0，0273

　　　　　　　　　　　　　　．　　　　396677

宮司（ゆ∵●∵…門…”殉轡’

　　　　　　．鷺　．

．銑．

学

’　墜

｝



」

●

ら

駈　　　　○

所　両

分．析

性

●

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
・’ 焉E峯1，’鑛．．泉

地山ロ縣都濃郡順金村大字金峯
者　．大阪衛生試験庚（明治竺十一年）

・比

　　　　　り　　

4オ収監翻嶽貯溜

殆ト無色瀧齢躰設性敵味チ有弓反慮〉・酸性チ徴スレ

　陣襟沸スレヘア〃カ”性二鰹ス
童　　1，012窒．　．　　　．，　．　．

　　　　　「、成　．㌦分．．　”　　　．’層．

固形物適量　　約　13，99グ弘．（一二ナヲム中）f

カチオン　．’　・　　　〆・み・鳳り噌一ル．ムサ〆，皇噛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，5441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615441　　力　噌・ウムイ　育ン’（K●）・・。・。・の・…　　　0，2562　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　5，1769　224，5944　224，5944　　ナトリウムイナソ（旧a・）・…・・…
　、　三き穿：柔；台＝氏＝亨ζ5c翫』」～●：：：　　8；δ9器，　　茎：窪き§凌　　　琶；苧ξ器

　・フ」≒ルロィォ’y（Fg”〉・・・・・・…　：・　．　OgOO14　　　090251　　　0，0502

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242，1963
　アニオン

．：ζ呈；鰯；胆管y．：：：翻1｝器識講・

、　　　　　　　16180§ブ478βラ55亀4ゴ，壱bぎ1
　　魂酸（メタ）（H姻（乃）一…・・…　　　　　　　　　　　　　　　　0，0545

　　　　　　　　　　　　　　　　16，8582

　　　　　　　　　　　　　　　　闘一ド及ヒドロ燐酸ノ各イ・叢　他　　アルミ昌ウム，硝醗，
　　　　　　　　　　　コ　．　　ナソ並砺駿ノ痕跡

　　　　　　　♪

、　　　　噸・

所在
分析
性’

9

、

6　’

・，亀

麟表㈱雰タ灘識誠職実次〉

　　　　　　　　　　　　　，
〃ロ’一ルカ”ウム（KC1）ξ・・。……・・…・

〃ロ哨ルノナ㍗”ウム（耳aCl）。・。・9一・・一

三炭酸ナト馴ウム（NaHCO3）・・∵……

歯炭酸力，レチフム〔Ca（H：C（励0叩’”●

書炭酸マグ塵ネシウム〔M「9（正100ピ）2⊃・…

激炭翁面酸化飯〔Fe（Eω3）2〕一・…・・

珪戯（メタ）（正12Sio3）・………・…・・……

9

弘法寺鑛泉0（冷）
地　　山口縣阿武舐萩町七原村字弘法寺

者　　東京衛生試一所（明泊三十年）

槻黄色四四異臭ナケ野稗戯ニッデ弱ア〃力噛性反語チ

量ス．　　　「　・．　　　。

　　　　　成　　．分

・　固形物雌　　約　3，74ノヲあ（一り一ト，レ中）

イオシ表（委罫引師勝裏ラ鋤

・カチオン　　　　　　　　　　　　〆，ム

　　カリウムイオ・ソ（K●）・・軸・。。…韓　0；0284

　　ナト1，ウムィォン’（N紺）………　1，1418
’　　カ’レチウ4イオン（Ca●’）………　．0，182民
　　マク●＝塾ラ’ウ．ム．イ　オン・　（Mg●つ　・餌　　0，0441

u，モ・ル

0，7254

49，5315

4P541且

1，8103

負り〆，皇

0，7254

49．5315
990822

3っ6206

　　　　　　　　62P9597

1，7818　　50，2623　　50，2623

0，2329　　　2，4245　　　4，8490

0，4800　　　7，8512　　　7，8512

　　’．’，ム

・・…@　　qg4880

・軸。・． @7，8190

…　。・　　7，6445

・…@0，4277
…　r9　　0，4199

．．．． C0，0046

…・・
n，0645

16，8582

麟表（李鵬灘識蓬；繍誉雲次）

7二才ン
　グロー，レイナソ（α’）…・…・・…

　擁酸イナy（SO4”）・…・…・・一
　bドロ渥凌置蛯イナン（正1◎0竪ノ）．…

　　　　　　　　　　　　　　3，8911．117，1463　　62，9625
珪酸（メタ）（II蓼∋io3）・・・・…　騨…　　　0，0273

　　　　　　　　　　　　　　3，9184

其　他　　ヒドロ煽酸イナソ及棚酸ノ痕跡

グロー，レカ”ウム（KC量）　…・円融・………・…

グロールナトηウム（NaCI）一。………・・…・．

硫酸カルチウム（C額SO屯）　…．・………・・

コ重三カルチウム〔Ca（IICC流麗〕・…・・……

窟炭酸マグネシウ込〔Mg（H｛X堀ゴ】・．…＿．

珪酸（メタ）（IIゴSiOb）………・…軸・∵…・撃…

’リム．

0，0540

塔8980

0，3303

0β431

0，2657

0，0273

3，9184

せ

’

＿　211．＿．’

●

’　．

．弘

秩

レ

．レ



・昌　　’．’・』．．．・所在地．．

　　　　　　　　　　　分・．析者

…　．；．　・’．・弊己．．駿1

　の　　　　　　ク
　　・←．ヅ’：＝』「．．’『∫．’・ミ”∵

・．．・ F一1．∴．．　．　”．．一．　二’㌧固形物総量　　約

孔∫「イオン表・’ i轍三三齢嘉蓼）
’カチオン．・　　．』〆・パ・・モL・善・ノ・甜
　ヵ響ウムィナy（K：’）…・・…・ρ，・’0，0572　1，4601　1，460北

　ナ・ト」ウ≠Lイナン《：Na’）…・・…・　1，6767　－72，7419　72，7419
　ヵルρチゥムィナ・シ（qポ’）」・…　…鴨、　0，0953．　2β766　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，7532

．マグネ》ウ今廿ソ（Mg”）“’．0・1808・7・4220、14・磁40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93，7992
アニオ｝．　　9　・∵　’． ㌧．『㌧ D．’ E・．

D

’、・〃す一rルノイナシ（qりφ・・・・・・…　智・　　2，7459・　77，45を34　　77，4584

　．硫酸イォ’y（串0弔伊）1曹・・四鱒。・・・・…　0　0，2808　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5β464　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，9232
　ヒ」ドロ鵡！イナソ（HlOO3，）舟・．一＿堕墾≧L＿」塾916　　10，4916

　　　　　　　　　『』　　　9　r　　5，6768　174，8738　　93，7964
’珪酸1（メタ），（三三io3）・・∴・し・…・0，0234

三三1（，。，）．……，＿．の櫨響　　　／．
　灘硫化三三（正1皇S）　・鱒・・・…　g。・　　0，032呂　　’

　　　　　　　　　　　　　　　5，7325・　　一

　其他　　アルミ〒ウムィオン及フ‘二心ナン「ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　．　o　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　、　　’　　　　　　■

　　　　　　’…’・・．・，．　・．　‘　‘‘．・

　　　　　　．、重二
　　　」　・　　　　　　　．　　　　　・　　．’　　　　　　　　　　　　「

　　　，　　　　　｝，．・．　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．　　　’　　　　　㌔

　　　　　㌧．’‘　．．　．深　㌧・・　　　　　　ρ
　　　　　　　　　　　　　　　●

’：弘法い寺1舞，泉（論プ
　　画口懸阿武郡荻町七原村字弘法寺』
　　束京衛坐試絵所（明治三十年）　◎

　　旬メ無醜澄ナル毛三三濁ジ三二復タ帯黄色澄明ト

　　ナ嚇韻搦・画一膨徴ん
　　ド’L．・成・．．秀．．．・　・’・

．き・，　　　　　　　・9　　「　警

　、　，　　．

‘　．

5つ46グラム（一り，哺トルク中）

陶’ D藍隠裏（博通灘議湛編鰭実次）1

奈．二 丁

グロー」レカサウム（K：C1）；・…：…・…・…・・∴

グローρ声ト曝ウム（駅aC互）・…1・・…∴r・讐

硫酸力場ウム．（K：卿ρ・・‘・・・…一・・』・・，ら繭

クロール・マグネシウム（Mgc12）・L・・響∵…．，

嘆願力，呼ウム（¢・so・）一・…；…・一品

重騰マク●ネシウ込〔Mg（11CO3）2〕・。…讐・。．．

珪酸（メ・ヌ）（H2Sio3）・鱒・一・吼∴・・…鱒∵。・r…　韓

　　泉

1二1

　、∫　も．r

糟・

．グラム．

0，0勿6＄　　　．、噛

’4，25551

9，り9〔鰺

0，琴080

0，隅0
0，7677　　｛．

0，0234．

　　　　　一5，7002

1：ll◎1メi職

．． F∴・●．＝”F　．’・、．　　　　　．・‘

　　　　　　　　　　矢　　．

所在1地　．・山ロ縣阿武郡奈古村犬学本郷　　　　’．　．・．

分析者　大阪衛生試験所（明治三十二年）　　．
性　　　状　　．無色澄明・無臭ゴツテ味刺戟建ナリ三鷹ハ弱酸憐チ旱γ．

　　　　　　煮沸後アルカリ性二六ス　　　　　　　　．、．
　　　比　　　重　　　1，9019（｝5P）　．

　　　　　　　　　　　成．．分

載形物綿量約1β6ノ軸（一干グラム．中）

カチオン”ご．　　　　ノ弘・
げ粥讃幾諮：：：：：：：：：・8：鑛

　力〃チウムイナン（Ca騨〉…・・…　0，2083
　マグ●ネ，シウム．イナy．（頚9．’）…　　（㌧q136

　フ‘露ノロィオ’ソ（Fe”〉・。∵。・鯛∵。　0，0126

イオシ表（四韻永一干グラム中二含有ス’レ各成分三三直写ノ如ツ）

アニオン
　グロー．〃イガソ（¢1’）・…・・∴・；・

’、ヒドロ炭酸イ，ナン（H（冗の…

　珪酸（メタ）（H廻io3）・…痴・…

ミリモール

　0，1763

10，5727
・5，1945

　0，5593

　0，2254

ミリグラム．

賞　　量
0，1763

10，5727

10，3890
1，ガ766

0．4508

．22，7054

0，26！8　　　7，3850　　　7，3850

0，9349　　15β237　　15，3237　　　．

　　　　　　　　　　　　　　1，6818　．39，4359　　22，7087
　　　　　　　　　　　　　　0，0671

　　　　　　　　　　　　　　1，7489
…鋒．灘（〔翔）．φ。．の・・韓．・・・・・・・…　g　　1，6654…　37，850Q

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，4143　　　　　　　　　　　　　　　　’

莫他．サチウヘマンカツ・弟酸及ヒド嘱酸ノ告昼
　　　　　ソ，瑚三哲有機物ノ痕跡

ヒ＿　212

甕撃墜，（礪纏磐鷹滋；霧編垂雲宏）．

　　　　　　　　　　　．、　．！．．．1　ケラム
クb一ル，方リゥ．ム． iKα）　＿＿！．∴．占．＿唖．．　0，0130

グロールナトリウム（NaGI）…・・……・…・陣’0星4220ひ．1

重炭酸ナト唖ウム（Ka正【C（）き）…÷・些・・1…、「0，2821

重：薦iカル≒←ウ為〔Ca・（IIOO3）2〕…・一」・…．　O，84鵬

重炭酸マグネジウム〔Mg（HCO3）2〕・…・…・0，0816
重熈祀匡酉断ヒ鐵〔F（≒（H：CO3）2〕’・…　㌣…　。・》7・　　0，0399

珪酸（メタ）（H2Sio3）…一1…………………0，0671．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　】97489
…融融（qo2）’”∵「÷’’’”幽”●．’曾．●・…　∵の・6ぞ。g鱒　　1，6654

　　　　　脅　　　　　　・’　　　　5，4143

、

‘

9

1◆

馳㌦

E・
F4

‘． o

’

．∴．．》．



・賜

レ．

，

．●

∵
伊

巳唱

■　．ミ　　　　．

ち　　．

ψ．@　　「

’

ψ

」

辱　　　　　　　’・

●　　．

所　在’地

分断者
煙…，　　状

　　　　比「

生！名【’，．．鑛．．泉

畑島縣勝浦邨生比奈村大字生名字束
大阪衛生試職所（明治二十四年）

朗色滴澄無臭味ニツテ中性反感チ徴ス
窟　　　　1，00023．　　　　　・　　．　　　．　　．

　　　　　成，．・’　分

固形物緯量　　．約　0，15グラム（一”二．ト1，7中）’

・イオシ表（癸鷺晶戴鐡ラ鋤
カチ：歌ン

　　カリウムイナン（Kう……7・1・と・

・　ナMウムイ玄シ（Nポ）・；…：，・・
　　カ［レチ’ウムイナン（C呂●’）……：・・

’　マグ零ヌソウム．イオ’ン（Mg．つ。・・

　アニオン　”　　　　　／
　　　〃ロr〃イ．ナソ（C：ノ）…・・…・…

r　　魂酸イすソ（SQ4”）…・…・…・…

　　　ヒド＃炭酸イガソ（HCO3’）…

　’9ム

，0，0011

0，Q3↓6

0，0040
0，00且5

0，0117

0，0062

0，0850

uモーρ占り〆ヲ庖．

0，0281　　　0，028ユ

1，50U　　1，50U
O，0998　　　0，1996

0，06邑6　　　0，ユ232

1，8520

0，3300　　　0，3300

0，0645　　　011290

1，3929　　　1．3929

3，4780　　　　1，8519

，

・繍表（欝麟婁；織＝繍養髪つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ラム
’ケ睡臥’レ「ナトリヴム，（NaCl）…∵…，。・・…呼・！　0，0193

．硫酸力Uウム（K：丹）喝）　∴。……鱒。・鱒・。も…鱒　・0，002亀

硫酸ナトりウ4（1ヨa鐸0δ………・…・・…・帥　0，007＄．

蜘’ナトリウム　（N8H：0防）・………・。∵・　0，0899

置彦繊力　聖レr←ウム　〔Cα（正工（X〕」）2〕。…　●・・●・…　　　0，0162

窺鐡マクやネシゥム　〔Mg（㎝013）2〕・・・…　曜．・　　0，0090

珪酸（メタ）（II参ヨio3）…　。・・…　．駒。・・…　。・・∵・…　。’　0，0273

　．、着旧（メタ）（H夷io3）…

　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㌃1 V離廉酸（C（渥）………

1

羨　他

、

　　　　0，1441

・・・・・・… @　　0，0273

　　”0，1714
・・♂……定量セス

6

7幻レロイナ．y，ア、〃・ミ昌ウムイナン及ヒドロ鵜酸

．イナソ各痕跡

　　　　「1’

鍵．

　　准地
分析者性　　　｝決．

．比

。

●．

8

西　俣　鑛　泉　、．
億島縣奨鵬亀甲原村大宇曾江山字西儀
大阪衛生試瞼所（明泊三十六年）
無色ミ翌明無味昌シヂ硫化永棄壊」アリ反回ハしアレカリ

性，徽ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
祖　　　　1，0006　（150）

　　　　　威　　　分　　　『　’
固形物緯量　　約0，55〆弊（一千グラ碑）

イオシ表（委墾馨晟三菱曇盒裏ラ姦奪）．

’カチオン

　　かりウムイナソ（Kう1………・・
　　ナト噛ウムイナン（Naつ・・・……
ガ　カ〃ヂ．ウムイナン（Cパ’）………

　　マグネシウムイ声ソ（Mg’う…

　7＝オン，
　　クロー〃イナソ（C1’）～………・・
　　魂酸イ詠ソ（SO4〃）……“・……
　　竜＝ドロ29亀醍甦イオ’ソ（Iloo3，）・。・

　　ホ魂茜イ．ナン（H評）…………

’，ム

0，0067
0，205ヒ

0，0059・

0，0003

尾リモ鴨ル

0，1711

8989黛0
0，邑47L

O，0123

ξ〃弘
鵠　　　量’

0，1711

8，8980

0，29蛇

0，0246

9，3879

、　，　　、　．

，　、．

！

0，17ユ4

隣郷表（耀雰；唖聾羅灘次）

　　　　　　　　　　　　　　　　0，0127　　　0，3582　　．0，3582，

　　　　　　　　　　　　　　　　0，0146　　　0，1『520　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0β040
　　　　　　　　　　　　　　　　0，5274　　　8，6445　　　8，6445
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。6027　　　0，0812　　　0，0812

　　　　　　　　　　　　　　　　0，7754　　18，464も　．　9，3879
　　珪酸（メタ）（H2Sio3）∵・…鴨∵r・・　0，0286

　　　　　　　　　　　　　　　　0，80裏0
　　遊離炭酉身（002）　’。。・。・。・・・・・…　。・。・　　0，藍｝332・・。・一〇，7539

　　　　　　　　　　　　　　　　0，000琵／遊離硫化永素（II2s）…………

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，837δ

　　茎他．アム屯ニウム，7ニルロ，ア，バニウム及皐ドロ燐
　　　　　　　酸力各イオン並珊酸ノ痕跡　　　　　　　　　　、’

　・・　．・．．．．・・■、．、．．■一・2卑3一

グロールナトリウム（箪aC藍）・…………∵・・。．

硫酸カリウム（K：2SO鴇）　・…一・一…・……・叩・・

露彦も酸カリウム（K：HOO3）叩軸一鱒軸鱒～触一鱒鱒

餌彦頓醜ナトリウム（N魯H（島）………・・・…

7k硫化ナトリウム（NallS）・…………・。…

硫酸カルチウ4（CaSO4）…」…・・r∴・…・…・…

窟彦走瓦身マク9ネシウ・ム〔M9（HOO3）2〕・・鱒・…響

珪酸（メヌ）（II華∋iO3）門・鴨鱒鴨…鴨鴨鴨輔・い帆・・

ノ，幽

0，02【0

0，00正0

0，0159　　」．

0，71乱2．

0，00峯6

0，02⑳

0，0017

0，0286

0，8040

0PO332．

0，0003．

遊離炭酸（co2）…………r…・…………げ…

遊離硫化水素（IIβ）…讐・…………・一…・

　　　　　　　・　・　　・…　　‘　　’．『顎
0，8375

　　び

㌧

7

『静
ドて）

，

暫　　己”



塾

，　．

・∴、　・
　　．

’●

　　　　　・　盛ノ．五“鑛’．泉．∫．
　　　　　　も　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　所　在　地’．　香川縣香川郡安原上東村字墾ン江

　・分析者　大阪衛生試験所（明治二十ご年、．　　　：・．

●性 吹A．嚢雛灘留灘堺響1㍗71・

・．』 @　　　　　・．・成　・’分・’1．’・・∴・f．’
　　’　　　　固形物総量　．約　0，49グラム（一曙＿恥レ中）

・．．
E’Cォシ表・（辮熱券韻鐡ラ鋤

カヂわ．．『 @㌔　’…，．…魂．整・皇．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6079　　　0，6079　　’．　ヵ戦ウムィナソσ（う的・………　 0，0238

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，7961　　　5，7961　ナ9トー噌　ウ．ムイナ冴L（1町ポ）・…　．・一；　　0，竃336

胃．． Jルチウム．イ’ナy（Cざう……　0，0130　’0，3242　・0，6484’

7釧ナシ（Feつ∵●噛●∵●㌘・q。Ol『qo805搬．

アニオシ　　・．1一』、・　、　　　　．’
　〃　口㌧＿慮ノィ　ナy（σ1，）∵・。・・6・・…　　　0，1772　　　　4，9986　．　4，99S6

　硫酸イ云’ン’（SO4”）。・・…　。…　“・。・　0，0179　　0，1863　　0，3726

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7462　ヒドロ彦山菱イナン（H：CO♂）…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7462　　　　　　　　　　　　　　　0，1065

水回押㈹∵「∵1器、1：器器・・諜
　珪酸（メタ）（H幽io3）…f…・…・0，0276一　　　　　．．！

　　　　　’「　　　　　「　o，5073鼻　　　　　．1
　灘彦ミ酸（002）　・。・一・・…　。・。…　。・　　0，0152・。・…　0，3447

　遊離硫化水素（H…β）一………0．0021

　　　　　　　　　　　　　　　0，5246

　其飾’マグネ勒ム・ア一画ウム・．二戸臓格イ㌔．’』
　　　　　　yゴ協三二有機物ノ痕跡　　　　　一．：

’所在地
分析．索
性．　状

・’

琴亭、山∫鑛
香川縣仲多度郡琴亭山．

’大阪衛生試瞼所（明治四十年）

無色醐異臭ナク囎三州ア幼唯反回徴
ス’

　重・　　1；0071

孕．・@　歳
固形物縛量　　約

イォ》表（三三晟三菱二三蕩奮）

カチオン
　カ．寧ウムイづドソ（K）…・……

　ナトもウムイフ『ソ（Naう……・
　ヲ1〃チウ．ムイオ’ソ（Ca∵）　・・一

』マグネシウムイ7ry（凸4g一）㌧

アニオン

　グロ司レイナン（Cl，）一……
　硫酸イ秀y（soモ”）…………
　葛ドロ炭酸イオン（HCOの．

■

●

．　　　’ρ

磁心表（鼻繋影藤諮山高輔離聖）
　　　　　　　　　　　　・、，、’．・．・　　　〆ラム；．
　グロ．一ルヵリゥム（KC1）・…r；．・・…∴・∴rゼ　0，0177

　クロL，けUウム（翫Cり．…・・絶…一…0・暫86
礁カリウム（K轟）ゆ………・……・…∴・＝傷0324’．

重炭酸才回ウム（NaH：（瓶）・…・……一〇・0786　，

　水硫化ナト，ウム（NaHS）一・・…・・rら…・0，005¢

　重炭諺駿力．，レチウム〔Ga（H（X》8）2〕・・……・…．0，0527．

・重炭酸亜酸化鐵〔恥（H：003）2〕．・轡………・0・0143．，．．．

糧（メタ〉（H輪）ニー…・一・一画∵・o卿6．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・0，5073’．．、

灘炭酸（00，づ一一……一一∴一一’0・0競∵1
．二三硫化ホ素（三二）・………三……一？ヴ…　O・0021∵・‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5246

㌻：．、窪罷き審lll恩ド

　　　．泉9、．・1：』．・．『1ゴ・1．．『・．に：

　　　　　　　　崇’一．・“．．ll’．．1、．．1’ll．罷1．渥

分　・
8，53グラム（一『Fグラム中）

　　弗・リモール善吻姦．
・・’ @0β843　　　9，8161　　　9，8161

。。 @．2，583δ　　112，0824　112，0824

・・ @　0β606　　　8，9926　　17，9852
∵　　　0，0195，　　0｝8005　　　　1，6010

　　　　　　　　　141コ48壬7

・・@　4。8518　136，8632　　136，8632

ρg．
@　0，00S5　　　　0♪0885　　　　0，1770

＿　0，2721　　　　　　．4．4599　　　4，4599

　　　　　　　　　　　　　8，4803　273，1032　14豊，5001
珪酸（メタ）く亙母io3）・…・…・…　0，0545

　　　　　　　　　㌦　・　　8，5348
遊離彦樋（CO2）　…　鱒・・・・・・・・・…　●　0，2839。，・…　6p4523

　　　　　　　　　　　　　8，8i87’

其他　てロームイメ’ン・ヒ．ドロ燐酸イオン及翻酸各痕跡
　　　　　　　　・　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　．．∫’　　　　ド　　．一　・214

麟表（礪雰；響婆識湛黎融蜜次）

　　　　　　　　　　　　　　．．・　　　　　　グラム　．
グロ扁ル’カ　リ　ウム　（Kα）．．”．・・…　。‘・…　解・歯・　　0，7320．

〃面一ルナトサゥム（買8C1）・…・…・・……・・．6，5570　　’

グロー3レカル’チウム（CaC12）・・……。…ρ・∵・・　0，7420

〃ロ＿ル・マグネシウム　（MgCI2）　　・・・…　g・・∴・　　0，0760

硫酸カルチウム（CaSo4）…一・…軸・・鴨∵一1☆鱒　O，0120　　　．

：重1職ヵ〃チゥム〔｛】a～正蚕C（徳）臼……・…1・　、0，3613

珪酸（メタ）（H郵）3）……・……・卿∵…・…o・0545

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，5348
．遊離彦山（00家〉’●．φ’．．ξ・「・・・・・・…　。・・…　鱒・り・・。・・　　0，2839

．8，8187

ψ

，

轟「
，

一，1

雪　　．



㌔、

’一　．
「

’

’

～

■

・’

@　所在　地
　　・分析者
　　　　　　’三

二泉温度

道　後　温
愛媛心理泉郡道後湯ノ町

大阪衛生試験所（明治；ヤー年）
瓜　　　　1，00026（17，60）

　　　43。　’　・㌦

　　　　　、虚∫0’．言

泉

固形物纏量　　約　0，20〆弘（一り一ト四中）

イオシ表（委鷺酪浸簸裏ラ鋤

カチオン
　加ウムィ．玄ソ（耳ζ・）…・・……・

　ナトリ．ウムイナy（N5●）…・6・…

　7」旨ルロイナン（Fe●’）・一・……

’，ム

0，00｛6

0，0594

0，0004

7呂オン
　クロール・イナソ（Cr）・・一・∵・・。・。．’0，0291

。　掴イナソ（S（）4”）　・・…　。。・∴・・…　　　0，006正

　ヒドロ炭酸イナy（耳CO3’）…　0，1077

uモー四垂”ラ皇
層0，n72　　　0，1】二7宕

2，5770　，　2，5770

0，0072　　　0．0144

2，7086

0，8209　　　0p8209

，0，0635　　　0，1270

1．7653　　　1，7653

　　　　　　　　　　　　　　0，2073　　　6，3511　　　217埠B2

塾融（メタ）、（H・Si（為）…・一…｝0・0413

　　　　　　　　　　　　　　0p2486

其　仙　　 アゴレミ＝Lウ．ムイナン及圃酸ノ痕跡

．，

盛類表（本章永ハ筆軸成昌於テーり一トル中次ノ成分チ含有ス〃瀞高目概略相當ス）

グロー，レナト1ウム’（凶aCl）・…・・…………

硫酸カリウム（1ζ2804）…・……・………∵…・・

硫酸ナ・トリウム（Na劃）4）∵…・・…・…乳……

茸炭酸ナトリウム（NalICO3、・……・繭。轡…

璽炭酸亜酸化載〔Fe（HCO3）2〕・…・…・……

珪酸：（メタ）（H2SiQ3）……・！…一・・。…・。・・…・＝

・　■　　　　　ら

P

、、

’ラム

0，螂b・

0，0102

0，000テ，

0，！471

0，0013

0．0413

O，2486

募

所在
分析
性

「　　　亀

　地　　愛媛縣宇摩郡金砂付大字苧野山

　者　　大阪衛生試瞼所（明治二十三年）　　　　　　　　　　．

状　’無色滴湿無典，味ハ敗叙刺競怯昌シテ徹二戯ク酸性反

　　　鷹チ呈スレト噸空理スレ’ハLアルカリ慢…二墜ス

　比　　■　　1，00：め
、　　　・鳴1

　　　　　　　　成　　　分

固形物鳩量　　　約　　3166ダラム（躍り」「トル’中）

イオシ表（高商茂券南面裏ラ鋤

カチオン

　カリウムイ六ソ（Kう1…。……・・

　ナ回ウムイ寛ン（区a’）…一・・

　カルチウムイガン（Ca●●）………

　マグネシウムイオ’ソ（Mg’う3・・

アニオン
　クロー，レイ☆シ．（C1，）…・……。・

　ヒドロ炭酸イ宵ン（H：oo3，）…

グラム

0，U49

0，9868

0，29肌

0，0｛30

1，0989

2，022正

亀㍉尋一ル蕊り〆ラ皇

2，9349　　　2，93眠P

42，8且三3　　42，8113

7，4339　　14，8678

1，7652　　　　395304

　　　　64，144藍
30，9986　’｝30，99S6

33，竃438　　33，1438

　　　　　　　　　415638　119，0877　．64，142甚

　　　　　　　　　0，0766

　　　　　　　　　4，6404
　　　　　　　　　1，0499：。・23，8614

　　　　　　　　　5，6903

アム唱昌ウム，フェルロ，アルミニウム，澗一ド及

ヒドロ燐酸ノ各イナソ並珊酸ノ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　一　．215

●

’盟顛表（李鵬碁響議義；舷怨書雲仙）

ク。．。力立。侭CL）．＿＿．．＿溜

”ロー，レナトリウム（NaC1）鱒……鯛．＿＿

窟灘ナ1・リウム（ド。］臼［C（堀）………。・・…

重炭酸カルチウム〔伍（H（X㌧》2〕…………

露彦と酸マクり零シウム〔Mg（HDO3）2〕・…　。・…

珪酸（メタ）（H2講03）・・…P…∵…………・…

・珪酸（メ・タ）；（H母103）…・・一…

遊離炭酸（GO2）・……………・’…

／”

美　他

’ラム

0，2188

1・6引9

1，2398

132051

0，2582

0，0766

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4・6404
…墜雌」鋤（002）・。・・・・・・・…　．・。…　●・…　9・。。●…　。・。9・・1，0499

　　　　　　　　　　　　’　　　　　　5・6903

の

9　　　，

眺
嚇



●

’」
亀

蔑
5：

ノ．

ナ層

L

置　．

，・’

涯

■・一・出9’淵　鑛’泉．∴．・◇

．所・在　」也　　・愛媛縣伊豫郡出淵村学門雨

．分析．者　東京衛生試験所（明治三十四年）’　　髄’　．　、．・’．

・性．．．歌棄舗澄異臭ナク：縣誠爽快割テ酸甑齢徴和・
　　　　　　　』畔沸町㍗力侮辱ス・1’．’：詑・・

　　　　　　　．’∵．’・成　　　分「　一∴．・．．1．・．．

　　　　　　固形物総量　　約「3，q2グラム（r・干グラム中）

～イォ謡擁翻菱麺婁蘭
カチ才ン　．、　　　　　　　　　ノラム
　ヵ．リゥムづゴy（K’）……繭…’0，0397
　ナげト　リ　ヴムィ7「ン（蟹5●）．．・。．．．・・　　1，0157

　カむチ．ウムイガソ（Ca”）　・・…・　0，2325

．．マグネ・シマム’イ声シr（磁9”）触．o・0764

7二才ン．＿1．．、．．．，．＿1，．．．

　グロール’イナソ（Cy＞・…・……
・ヒドロ彦織イすン（H℃Q♂）・。・

ξリモ鴨・．詰め皇・・

1，0141　1，G141．
44，｛｝65L　　44，0651

5レ7980　　11，5960
3，監3総　　　6，2726

11，2479　　’35㌧20星7　　　35，2017

1，6928　　2ア，746t　　27，746　L

　　　　　グロー・ルカ場ウム（KGl）・…・・。・・∵∴・咬、ム

　　　　　グ・一・レナ団ワタ．（叡aα）・・‘・…漏”’，1’

　　　　　重彦綴ナトηウ・：ム（脳aH：co3）。・・b騨・・……

脚’ ﾞ欝瓢慣齪，1ヨ：：1；：：：：

　　　　　三三（メタ）（珊SiC㎏）∴・…：・∵●㍗∵●∵”

　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　マ

6堵9478遡撃躍（。・ゆ……轡一：…・絶・1…∵・・

●

．． D1あ，、

　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　へ麟表囎；蓉薮識極出繊ヂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ラム．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0756

　　　　　　　　　　　　　　　　　　即0暗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0β297　　　。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9401
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．0，459甚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0，1460

　　　　　　　　　　　　　4，3050　116，96置3
珪酸（メタ）（H£io3）・∴・……・・．、0，．1460

　　　　　　　・『，　　　　　『　　．4，4510

遊鰍酸（ρ0・）一晩・・」・」1…・∵…2・3200「・畝9興

　　　　　　’　・　　．　　　　』’　　．　6，7710　　　　　　．・

其． ｼ　　しドロ燐酸イオン弓馬酸各療跡

●

・．

・

；1

．　・

　．4，4510

「5’ D1：灘

　　　　　　　　　　　　・西川三訂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ヒ
　　　　　　　所在地　　稲岡燃鞍手郡西川村大字新延字野入
　　　　　　　分　析者‘大阪衛生試験所（明治二十九年）　　　　　．．掌il．

　　　　　　　性　厭　櫛秘色臭氣ナク其味酸洋シデ融融ハ押回ヲ徴ス、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　r．’：．’1層1歳．．．．命’・．∵ケ．1．　・

　　　　　　　　　　　　　彫物旧約3，92〆・・（一り．ト艸）．　　　　　　　17篭
』・ Cオン表・（轍謙簸裏ラ麺）・　麟蓑（欝麟聡熱雪雲タ）

カチ才ン　　　　　　．・
．水素掃ン（Hう・・∴…・論
　力場ウムイナソ（K：○）軸一け帥・

　ナトリウムイナン（Kパ〉‘”榊
．かカ」レチウムイ’ナン（Ca”）…

・フェ，レロイナン（Fe”）………

7・〃ミニウ4イナン（Alつ

アニオン
　グロ」rレイナソ（α，）…・…・・

　ヒドロ擁酸イナン（耳SQ4ノ）
　硫酸イオン（SQ4”）・・………・

“．　　ゲラム　　　・モリモ日払

．．。’ O，012峯　　1ま～，3313

…　0，0Q94　　　　　　0，2401
…　　　0，0243　’　】，0542

。鱒@　0，2177　　　5，4289’

…　　　0，7327　　ユ3，1073

…　ζ．0，耳昌45　　　5，7011

　　　ヴ
，・・』』 @O，0360

・・ @　1，0972
…　　　2，66生4

●く9，グラム

裳　　琶
12，3313．

0，2401

1，05垂2

10，8578

126，2146

17，1033

　　　　、67，8013

’『 P，Q　155　　　1，0155

11，30：32　　11，3032

27，7368　　55，4736

4，9486　　77，9184　　67，7923

0，1350

硫酸カリウ．ム（K：…β04）………・…・門………

硫酸ナトリウム（1罫aI£K）｛）・・……。」。……・…・

蔽酸力〃チウム（CaSO4）．轡………・ゐ・…・7．

硫酸亜酸化戴（FeSQ4）　…………．・・ピ…3…・・

硫酸アルミニウム〔A12（魯Dの協〕・…∴・・∵…の

遊離即言（HCD・・………・・∴繭・一…・・6…

遊離硫酸（H£04）・……・……・…・・…・．…漏

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・……………∵‘’

　　　　　．脅　　．

　・グラム　幽

0，0210

0，0750

0，7380

　1，9910

0，9780

．；0，0370、

1，1086

0，1350

5，0836

珪酸（メタ）（Hボ腿03）・・……鱒◎。

　　　　　　　　　　　　　5，0836
　　　ロ其他　マグネシウムイナン「痕跡．’

一一　．216　一

＝一．

、 4．
轡

，願・．

、



■

　コリ　　　　　　リコ
喚　　．．

「　．《

●

障

、

b

　　所’在

　　分析
　　性、

地

者

肌

笠㌦松一鍍．泉．：（冷）・

雁岡縣鞍手郡笠松村大字四邸丸字萩原　　　．，　”

棘衛生試瞼所（明泊三十年）

淡禍色清漉ニシテ取飲性酸味チ有シ酸性反曄チ呈ス

綱ン表（委努翻浸簸婁ラ鋤

成

力二黒。（跡）……．…＿．．、’磁・脳竃欝

講雛懸iii；iii

マグネツウムイナソ（M8う
7‘」レロイナソ（Feう・…一・
アルミ昌ウムイオソ（A1●o●）

分．

．鯛表・（耀幽幽懸隔＝蔽儲聖次〉

≡羅1諜羅
…　　　0，0295’　　　　　　1，2110　　　2，4220
…　0β286　　　　　　5，8784層　　　　　　　　　　11，7568
…　　0，0437　　　1・6125　　　4，8375　．

　　　　　　　　　　31，0213，
7＝オン
　ヒドロ擁酸イナソ（HSD♂）・

擁酸イナソ（SQ唱”）…………

・・1@0ガ4985　　　5，1錫4　　　5，1訪4、’

　　　　　12，9409　　25，8818…　　　1，2431

硫酸カリウム（K29Dの・三・……＿・qΨ＿＿．＿

硫酸ナト9ウム（口8憂04）……。・…・・…∴…

硫酸ヵレチゥム⑩88K）4）…・………………・・

破酸マク・ネシウム（MgSO4）・…・…・・…・一

擁酸亜酸化搬（F虜。｛）・ゴ・………9・佃一……・・

硫酸アル’ミ昌ウム〔A12（804）ゴ〕r・・…………

遡離魂酸（H2畢0か……・・…∴…………・・…・・

珪酸（メタ）（H掲io3）・・一・……・一一・兜…

’ラ乞．

0，010・る

，010460

q4153
．0，1459

0β930

0，2764

0，50訂

0，1α77

2，3984

●

　　　　　　　　　　　　　2p2907　　35，72S4　　31，0172
遡（メタ）（EゴSio3）…・・……・　　　　　　　　　　　　　0，1α77
　　　　　　　　　　　　　293984　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

薯　他　　ヒドロ燐酸イナン及磯酸ノ各痕跡　　　　　　　　　’

，

．『

X・

。．　　　　’

’戸

所

分

性

在地
析者

尾 島 町 泉

縞岡縣八女駆下妻村大字尾晶

東京衛生賦験厨（明泊三十三年）

無色滴澄員臭味ナ〃反感ハ酸性テ呈γ煮沸スレハ弱ア

虐カサ性昌搬ス

ボ　　旗・　　分・

　　　　　　　　　　　　固形勃緯丑

イオン表（甥額三二鹸ラ欝）

カチオン
　ナトリウムイナソ（H5・）・・・・…

　カルチウムイガソ（Cバ）・……
・マグネ7ウムイナン（Mg●’）・

　7高ル’ロイコ畠．ソ（Fo．’）讐・・……

　　　　　　　　　　●
7＝オン
　クロ・鴫〃イナソ（Cγ）・…・・・…

　魂酸イナソqgD4”）…・………

：：

二二

・・ A　0，0285

・・ @　0，0183

6ノ，ム　　　鳳り愚一ル

0，0185　　　0，8026

0，01689・　0，4189
．0，0058　　　　0，2385

0，0021　　　0，0376

約　0，17’，ム（一『Fク●ラム中）

罵り’，ム

潜　　量
．0，8026

0，8378

0，4770

0．0752

2，1926

　　　　’0，81420，8142
0，1905　　　0，3810

ヒドロ炭酸イナソ（Hoo3’）・…＿隻三三＿＿9運塗卜占」～£皇墾

珪戯（メタ）（正【2SiQ3）…　。。鱒・・…

0・1509

0，0430

3，5005　　　2，1934

　　　　　　　　　　　　　　0，1939
　醐（（X）2）・。・・・・…　。。・・・・・・・…　　0，8兜～＆．・・20，2818

／　　　　　　　　　　吟　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0863　　　　　　　，

　羨　仙　　ヒドロ燐酸イナシ　痕跡　　　　　　．

闘衰（李脇蓉鷲紘二二瀧曳次）

クロー彪ナト吻ウム（Nac砺…∴・……

硫酸力Pレチウム（c愈）．し）…………・・…・

霞炭搬カル’チウム〔Ca（IICO92〕……

需幽舞マク●ネシウ．へ（〔Mg（HCO3）2〕9輔

■炭酸亜酸化歳〔Fe（Eoo3）の・…・・…

樋（メタ）（H・SiO3）……り一ヤ・・…一‘

遊雌炭酸（◎02）…………・・一∵………・

　　　　　　　　　　　，

　　　’，ム
ー・・0，0470

・5・… @　　0，0260

…… @0，0364

……
@0，0寧49

・… @。●　0，QO66

1・…」哩
　　　0，1939
∴・・●　0，8924

　　層1，0863

＿　217

G

f　　．’4）

、



’

P

　　　　　　　　，．　　　鐵　輪　温

．　　　・　　辱　　所在地　．大分縣速見郡朝日村大字籔輪
　　　　　　　　　・分析者　東京衛生試三所（明治十四年頃

　　　　　　　　　・性

　　　　　　一　．比重1，00（1｛野）．　．
・曙 @　　　　源皐識・43・9。．！．
　　　　’　　　　・　　　　　∵：成・、．．分’：』

6．

午　ρ噛■

泉

微黄色澄明異臭ナグ味三三ナ二二’・酸性チ律ス．

’　固形物鳩量　　約　2，67グラム（・一・り‘rト〃中）

・イオ譲鰍歳碁盤畏翻．
カチオン．　　幽’㌦　．　　．グラム　篭．開田ル

、　氷棄イ　ナソ（：H。）．．…　∴・。・・・・…　。・　　0，0219　　2i，6832

　　　　　　　　　　　　　　0，1124’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，8685　カリウム・イナy（Kう……，…・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，7852　ナトリウムイナン（R5’）………　0，2947
　カルチウムイナン（Cポ●）・・……・　0，0650　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，6209
　マク●ネシゥムィナソ　　（Mg・う．．．　　0，0154　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6322
‘フ6乙ルリィナy（Fa隔う　・・…　。…　　0，0138　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0，2466
．ア，レミニゥムィ’オソ（Ar●●）・鴨．0，0305　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1255

　　　　　　　　　　6アニオン

　グロー〃イナソ（呼）・…
硫酸イ雰ど（騨）4”）一…

竃リグラム』

笹　　量
21，6832
2，8685

12，7852．

3，2418
1，2644

0，7407

3β765

45，9603

●

」ご　…》

r

℃

」，

「　’．

、　・　●

　　　　　　　ε　．

’．外国…

盛顛表（李脇蓉繁識識昭同齢〉，

・・・・・… @　1，1279　　31β夏66

．．。．．．．． @0，6785　　　　　　　7，06＄3
31β166
14，1266

　　　　　　　　　　　　　　　　　79，7423　』45，9432　　　　　　　　　　　　　．2β600
珪酸（メタ）（日：2SiOき）　．g．．．・。・∵・・　OB3764

、　　　’　㌔

竃7364

，F…

曾厨卵塊

分析者
性　　　」捷

’　、’∴．い’・’．．二∴・’一鞭∴
グロー〃美ト噛，ウム（箇aC1）…’……r・・…・・0，0900．

礁加ウム（即0、）・……，一・・一品・・；0，2500’∫

硫酸ナレリゥム（Na2SO4）．・…・・…・L∵…・，…、0，8000

グ’ E一洗・みウム．（q・e星，）・・…・7∴…∵…0，1脚．

・グロー」レマ～弛ネシウム（MgC12）・・∵・……r：、0，060σ、．よ・

・渦如一磁（FeC夏3）……・・一一∴∴一馬04⑩欝

・懸轟欝怒鰯i箪：：：：：：：1：：：：1：；壕1：器・

珪酸（メタ〉《H轟Q3）ヤ∴…二・……叩………　0β76鮎馨、

　　　　川＿温’

大分縣応診郡御越村木学亀川

大阪衛生試験所（明治二十八年）

泉

無色澄明異臭味ナク微弱アルカリ性反歯チ呈ス

　　　　　　　へ　　　　・虚　　．・三

斜シ裏（委鷺鎖鎌裏ラ盤
面固形物緯：量　・約　1，㍗塑ム（一Ψ．一｝レ中）

カチオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　　　産リモ陶ル

　ヵ　導　ウムィ　ナシ（K・）・．．．ψ・・●・・。・　　0，0377　　　0，963Q

　ナトサウムイオン’（Na’）……・0，2939　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，7505
　ヵ〃・チゥムィ．ナン’（qa”）………　0，0363　　0，9052

　　　　　　　　　　　　　　0，00859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3489　マク・ネシウムイナソ（M：9碗）…
　フ呂夢レロイナソ（F《ド’）・………甲　0，0022　　0，9394

アニオン’、

　グセコールノィナン’（C1！）．．．．．．．．．．．．　0，4109

　看硫薩蛙イ・責ン（SO！）…　●．．●。・・．…　．　0，1357

　ヒドロ彦き酸イ云画ソ（正ICC）3’）。四　　　　　　　　　　　　　　〇，n48

モリグラム
富　　　量

　0，9630
璽’

P2，7505’

　1，8104
　0，6978

　0，0788

．16β005

11，5910　　11，5910
1，4127　　　2，8254

1，8817　1，881プ

　　　　　　　　　　　　　1，0400　　29，8924　　16，2981
珪酸（メタ）ζ口2βio3）・・……一　〇，2557

　　　　　　　　　　　　　1，2957
醐（ρ（）2）　．．・・。・Q鱒．．・。。…　．　　0，031Q・・…　◎0，7045　．

”　　　…　∫難
　　　　　　　1』・し腎姻㌔

　　　　　　　　　　　　　1，3267

其他　　アルミ昌ウムイナソ痕跡

緯準

藍類表（欝籍無病献謙弊）』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラあ
〃ロールナ￥リゥム（N劉C1）…・鱈…，…∵ご　　O，6780

硫酸カリヴム（K：2SQ塗）……・………∴・…・∴∴　0，0840

硫酸ナトリウム（Na剰）4）……・1・…・・……・0，0040

重彦嬢ナ下りゥム（N頒QO3）・・。6。・…・。・∴　q，0930

硫酸力かチウム（Ca804）…………・・……・1・・0，1230

鯛≒グネシウ4〔Mg（HCO3）2〕…；…2・‘ w0ρ510

重炭酸亜酸化観〔Fe（HOO3）2〕…一・・……　0，0070

珪酸（メタ）（R2Sio3）・………・・…・∴・…，・…　　0，2557．

’遡繊酸（6。分＿…………一一、二縞…綴

’r・．：、・・：＿・碍、．・．1rr零67

218　一

」｛、 O〉



■

・　　！「
1鷺

；・

Ge

居唱

，

三
分
性

在地
析者

　　比

明 温
大分縣速見郡朝日村
大阪衛生試験所（明滑三十一年）

泉

押切潤色シ強キ敵迎撃酸味チ有ジ反感P、酸性ナリ
■　　1し003（20。〉

　　　　成．． 分
’四型物纏量．約　2，52〃・ラム（一千ク。ラム中）

一∵イオシ表（本繍永一子ク・ラム中二含有ス，レ各成分玉転藍次ノ如シ）

　カチオン
　　ホ素イナン（H’）……；・∴・・……

　　力唱ウムイガジ（Kう…。・し・…・・

　　ナト1ウムイナソ（N宙）………
　　力慮ノチウムイナソ（Cβ醐）・。・・。∵・・

　　フ昌ルロイ、ナソ（Fe’う・P…・…韓
ド　　7エ〃リイナン（Fe’●’）r……・・…

　　アルミ昌ウムイナン（Ar。●）…

　　アニオン
　　　ヒドロ疲酸イナシ（H80喝’），・・

●　　魂酸イナン（8q”）∴・……・・…

　　　豊酸（メタ）（H鐸io3）……・・…・

’ヲム　　　尾リモ曙ル

0，0205　　　　20，2970
0，0373’ @　0，95処
0，0480　　　2，0824

0，0430　1，0723
0，0585　　　1，0465

0，0880　　　1，5742

．0，1366　　　5，0406

　，

電リノラム

富　「　髭’

20，297り

0，9528

2，0824・

2，1446

2，0930

4レ7226

15．1218

47，4孕42

1，9665　　20，2586　　20，2586

1，3026　　13．5603　　27，1206

　　　　　　　　　　　　　3，7010　　615，8847　　4｛，3792

　　　　　　　　　　　　　0，4608

　　　　　　　　　　　　　4，1618
　　　　ヨ禽仙　マグネツウム’イナソ，請酸イナソ，〃・一〃イガソ

　　　　及砺三三痕跡

　　　　　　　　　　　コ　　リ　ヒ　へ　　　　　　　　　　’鳥‘’い．　・∴．，
　　　　　鼻 硫黄　山

麟解く欝躇響露出職雲次）

．戴力艸ム（kメP・）……1…一
硫酸ナト’”ウム（N自2SO4）・・………

硫酸カル’チウム（C＆SO5）………∵

硫酸亜酸化織（FeSO4）　・・…………

硫酸々化絨〔Fe2（SOの3〕…………・・

細ア・レミ轟幅〔41・（ga・）」・・…

遊鰍酸（H£o・）……一・・一乳；・…

珪酸（メタ）（H母io3＞…＿．p．＿＿r

所在
分析

地

者

朕

鑛．泉㈱・、

大分縣泌見郡北由布村大字塚原硫黄山

東京衛生試験所（明泊三十二年）

淡箕掬色町澱呂シ，酸性敗耳聞チ有シ彊酸性反態チ徽ス

。

　　　　’ラム
。．．．．．∴．●　　0，0830

＿…… ﾁ，1480

＿……・0，1460

＿．．．…・ O，1590

…一…@0β150
．．．＿．・韓， @　0，8630

。．．．．．．．．・ @　1，9870

＝讐・∴・ξ・・0・4608

　　　　4，1618

’ン

‘

カチオン　　　　　　’
・ホ素イナy（H：ρ）・…；…一・…・・

　カリウムイナソ（K’）’…………
　ナト噛ウムイナン（ド縞’）……幅
　力，レ・チウムイずン（C5’．）………

　マグネツウムイず．ソ（Mg●う…
　7ユ3レロイナソ（Fe．う…………
　アル竃昌ウムイナソ（Aトう…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　威

．づオシ表（奏襟磁燃ラ鋤
　　　　　　　　　　　ヅ弘　uモール曇り〆ラ孟
　　　　　　　　　　　Ol　1312　129，9010　129，90互0

0，5112

0，M64
0，4372
0，0051

0，6377

0，8459

13，0575・

6β514
10，9027

0，2094

11，4079

31，2140

13，0575

6β514
21，8054
0，4188

22，8158

93．6420

　73＝オン

　　〃”一ル’イナソ（Cr）…………　　　　　　　　　　　　　　　0，0017　　　0，0480　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0480
　　、　ドロ硫酸イ　ナソ（｝ISO！）　・。。　12，6090　　129，8960　129，8960

　　繍酸イナソ（SOも”）・・・・・・・・・・・・…　　　7．6115　　79，2369　158，4738

　　　　　　　　　　　　　　　22，9369　412，2248　288，4178
’ノ麺（〃）（H蝉ゐ）一・……0・3690

　　　　　　　　　　　　　　　23β05？　　　　　　’
　　共　他　　ヒドロ燐酸イナン　痕跡

　’　　，　　　　：　　　　　．　，　　　　　　　　　　　　　一一　　219

　　　　　　　　　　　　　　　　●■

287，9919

分　　　　　　　　　　　　　　　　’

’野州（参磯之比婆聯＝繍密寅吹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，ム
硫酸力”ウム（KφO，隆）……・…・……・・…・・　1，1490

硫酸ナト騒ウム（Na廻0遇）・……・∴・…・……　0，4520

硫酸ガル’チ’ウム（CaSO．D　・鴨・。・。・…　。一・……　　1，4820

硫酸マグ手シウム（MgSD∂・…・…・・一∴・・0，0250

硫酸亜酸化餓（FeSO．D　…∴…‘…・・・……・　1，7鵠0

硫酸ア’レミニウム〔A12⑱q）3コ……………，5，3540

遊離聖酸（HCI）一…一一・…；…・…一・・O，0018
逆i離硫酸（正12SO4）　・。・・…・…　鱒。・。・・・・・…　。・！・…　　12，7401

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・……・…・・。…　 0，3690

　　　　　　　　　　　　　　　　　2383059

占「

ら



し

　　　　　　　　　　　　　奮　鑛　泉㈱．

　　・所　在　地　　大発縣遽見郡中山香村大字野原二千三十二旧地　　・

・・ ｪ・析者　　東京衛生試瞼所（明治三十五年）　　　　　　　　・
　　性　状殆ト澄明ニシテ三味琉ソ酸性反慮チ徴スレ．トモ煮沸
　　　　　　　　’ス．ソバしア，レカ“性二三ス　　　　　一．1　．∵
，．　・　　　比　　重，．ユ・oo8（139を　　，　　　9．　’　ζ∴’／、

　㍉．　　し　『　　’∫成・　・1分・．．㌧’．こ．r・ド　』’
　　　　　　　』固形物緯量　・’約　　9，87グラム〈一『Fク6ラ・ム中〉　　　”

赫ン叢（委前議箕皇影面
カチオン
　カリウムイナジσζう……㈹・∴・

　ナト啄ウムイ・ナy（Nめ………

ξ郷瓠移9乏鞍ぎ：ll
　ブニ、ルロイラポン（Fe恥）。…　一一・←い

・7二才ン

　グb一かイオyくC1ノ）…r…・…・
　七しドロ差9起羅藁イナンノ（耳CO」ビ彦）。鱒

・グ…　リモー〃潔グラ毒

　　　　7，17500，28091　　　　　　　　鴫1750
3β481．145，2538　145，2538
0，2697　　　6，7257　　13，4514
0，0720　　　2，9557　　　5，9114　．

0，0010　qO179　0，0358・

171，8274

＄，6448　102，8152　102，8152

4，2105　　69♪01．3S　　69，0133

　　　　　　　　　　　　　11，8270　333，9566．，171，8285
　　　　　　　　　　　　　qO545珪酸（メタ）（耳£i（聴）…一・…・

　　　　　　　　　　　　　ユ1，8815　　　　　　　　　F
灘乙疑肖麦（qo呂）．．．．．．．．．．．．．．・b・∴鱒　　0，2020。。・4，59C9　、

　　．　　　　　　　　　1塔0835

其他鵬燐騨ン D＼．．ン㌧．
　　　　　　　　　・・　　湯　ノ

1麟表（秀脇蓉籔諜藏編垂雲次ナ

所在地

分析者・
快　　　駿

比

　　　　　　　　　　：　　　曽　．
　クロー～レカ、サウ協（KC1）一・？」・≧一

　グロール・ナ．トソウム（Naα）…・・三・…

　重炭酸ナUウム（N岨◎0・）’…・…

　重炭酸カル乎ウム　〔CaくHCO3）2〕。・一

　重炭酸マグネシウム〔Mg（H◎Q3）2〕・

　重炭酸亜酸化三四e（EOD3）2〕……・
　珪酸（メタ）（H2SK為）…・；……・…∵・9

　遊離炭酸（002）……∴・・……．㍗；7…・・

　　　　　　　　　　　　　　・：　∴

鐙．泉㈲　＿‘
大分縣速見郡東山香村大宇小回山回ノZF干七百七十四

番地・　　，
：東京衛生試験所（明泊三十七年）
・殆ト無色漕澄昌ヲデー種刺戟性爽快ノ三味チ：有シ其反

磨冶ト中性ナレ㍗モ癖：沸スレハLアルカ導性二愛ス
重　　1，002（15ら

　　　．威　　　分　　　　　　　　・・
固形物纏量　　約　1，80グラム（一rFグラム中）

イォ》表（本二二一千グラム中ゴ含有スル各成分及1累累≡欠ノ如シ）

カチ才ン
　カリウムイナン’（K・）・……・・…

　ナトサウムイナソ（Na’）・・……・
　カル〆チウムイナソ（Ca●’）・・…・…

　マグネシウムイナソ（M9つ…

弓〆ラム

0，02ユ9

0，1272

0，2926
0，1888

アニオン

　グロ＿〃イ≠ソ（Cl，》＿＿・・…　0，0134
　ヒドロ三稜イナソ（HlOO3ノ）●・6　　2，1836

聖リモール

Q，559壬

5，5184

7，2944

7，7504

セリグラム

富　　激
・｛㍉5594

5，5184

14，5888
國15，5008

36，1674

0，3780　　　0，3780

35，7909　　35，7909

　　　　　　　　　　　　　2，8275　　57，29ユ5　　36，1689
　　　　　　　　　　　　　0，1503珪酸（メタ）（耳2Sio3）・。…・…齢。・

　　　　　　　　　　　　　2，9778
　　　　　　　　　　　　　1，774q…　40，3182遊離炭酸（◎02）・・…………∵・・…

　　　　　　　　　　　　　ら7518
装他　フェルロイナソ，アルミ昌ウムイナy，硝酸イオン

　　　㌦三三三三痕跡

　　　、　グラム
ニ・∴・∴．0，5350・

∵∵・三・・’ @5，5957

・…一 @4，1687

。・
諱E…　　　1，0906　　　。

…一・O，4338

…・・… @0う00翅

……・・ @0ウ0545
．吼’・’・11，8815

…サ…・0，2020

　’．．12，0835

『一㌧∴・1∵

塵顛表（李欝掌翻婆識羨；霧編垂費次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ラゐ
クロ印ルヵ・瀕ウ4（KC1）……・…・…・……　0，0282

重炭酸カリウム・（KHCO3＞…・・一一…・・∵　0，0180

重掬唆ナトリウ4て耳aH：CO3）………。・…・　Og4636

重渉頓自力〃チウム〔Ca（HCO3）2〕………。・・　1，1832

重炭酸マグネシウム〔Mg（HICO3）2〕・・∴・…・　1，1345’

珪酸（メタ）（H織03）…・…・・…一・……一　〇，1503

遊離炭酸（QO2）・…・……・…・……・…・；……・

　　　　　　脅　　　　　．　　　　’

2，9778

1，7740

4，7518

一！’
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’一　．

、　　　　　・・

陰　　，　　o

・ノ

所在地
分析者
葺　　肌
　　　　比

別’府　温　泉
大分縣遮見郡別府町大字別府字一ノ禺三干四百二十九番地

大阪衛生試験所（明治四十四年）
微禍色澄明異臭ナク味敗飲性．昌ジテ反際ハ酸性チ呈ス’

窟　　1，00δ1．

　　．f・虚”　分・　一　，’
固形物塊量　約6，65〆ラム（一リート〃中）

効》表’ i甥翻長簸裏ラ鋤
　カチオン
も・・ z棄イナ・ソ（E）・・………∴…・・

　　・カリウムイナソ（K’）…………
　　ナト噸ウムイナン（Nざ）………
　　カルチウ．ムイナン（Caつ………
　’　r呼ク●零弓ノウムイ7をソ（Mg●’）　…

　　7轟ポロイナン（：Fo．’）…………
　　フコ」ルリイナソ（Fo’。。）・四………

　　ア〃乳昌ウムイナン（A1’”）…

つP3オン
　　ヒドロ三三イ責ン（HSO♂）……

げ，ム　　罵りモー」り

0，0122　　12，0792

0，0260　　　0，6641

0，0081　　　0，3514

0，0032　　　0，0798

0，0006　　　0，0246

0，0784　1，4025
1，4562　　26pO501
0，1610　　　．5，9410

建リノラム

富　　飛
12，σ792

0，6641
0，3514’

0，1596

0，0492
2，8050

78，1503

17，8230

112，0818

　　　　　　　　　　　　　1，1712　　12，0655　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12ち0655
擁酸イオrソ（SQ4”）…　。・・・・・・・・…　『＿」一

　　　　　　　　　　・　　　　　7，7224　10816842　1112・1175
麹酸（メタ）（E£io3）……・・…・　　　　　　　　　　　　　0，0863
　　　　　　　　　｛　　　　7D7587
第他’靖酸イずy及クロー’レイナソ」ノ痕跡　　　　’，

　　　　　二戸　　　　・　　　　　　　．’

　　　　　　　　　　　　　　　別府

　　　　　　　　て
　　　　　　　　　所在　地　　大分縣速見祁別府町

　　　　　　　　　分析者　細岡縣衛生課
　　　　　　　　　　　　　原泉測望　560

威

．盛賑㈱雰3蓉碧羅㍊輔盤訣）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラバ
　　二酉国～ヵ　リ　ゥム　（K2S（）唱）　　．．．・・．．．。．．．．g．●●・げ・…　r　層0，0580

　　硫酸ナト艸ム（坪岬0、）・一・・∵一……，0，0250

　　硫酸カル’．チウ∠」（qaSO唱）・・…。∴……・……　OpO　110

　　硫酸マグネヴウム（MgSOO一・……一…0，0030
　　硫酸亜酸化戯（FeSO4）・……・…，…∴……　0，2130

　　硫酸々化臓〔Fe2（SQも）3〕・。・・…　。・・・・・・・・・・…　閥・　　512100

　　擁血ア，バ昌拡〔A12（SO、》｝・……・…．・1，0190

　　遊離硫酸（H廻0｛）…・……・・………β・・∫…・1，1834

　　理醜くメタ．）（H母io3）……………一・一・・O．0363

不，老三

分
固形物緯母　　約　0，85ノ弘（一り一ト’レ中）

イオシ表（委燦回想簸裏ラ鋤

’カチオン　　　∫　　　　　　ダワム

　カサウムィナソ（K’）∴………・　0，0023’
　ナト　リ　ウムイナン’（N8’）・・。・・…　9　　0，1059

　カ”チウムイナソ（Ca●弓）…・…・・　0，0168
　マク●ネジウムイ1津ソ（Mg●う　gg・　　0，0354
　75」ルロイ　ナン　（F「o”）・・…　鱒。。…　．　0，0120

・7Pニオン　　’
　　クロー’レイナソ（α’）・……・…・

　　魂酸イ膏シ（Sq”）一……・…・
　　ヒドロ鵬イナソ（正ICO3ノ）　…

0，1371

0，0377
0，263且

璽黒猫
4，5944　　　4，5944

0，4190　0β380
1，4532　　　2，9064
0，2147　　、　0，4294」

3，8646

0，3925

4，3124

8，8269

3，8646

0，7850

4β124

　　　　　　　　　　　　　　0，6103　　15，3095　　　8，9620
　珪酸（メタ）（HgSio3）………。・。　O，2548

／　　　　　　　　　　　　　　　　0，8651
　遊離炭酸（CO2）・…・・‘…・・………定量セス

　叢　他　　アルミ昌ウムイカソ及ヒドロ燐酸イナソ「ノ痕跡

「221 胃

7，7587

塁壁表（耀察萎響；無＝編儲費次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆，ム
ク目一〃ナトリウム（贋aCl，…・・∵……，・…10，2263

クロ＿ルァム屯ニウム（N即1）…・…・・…　0，QO51

硫脚リウム（K：丹）・）…・一・一…一一〇，。516．

屈1麹力，レチウム〔Ca（HCOb）2〕……・・。…　　0，0680

厘頗マク。ネシウム　〔Mg（HOO3）2〕……　…　　0，2210

璽炭酸亜酸化歳〔Fe（HCQ3）2〕一・…・……　0，03脇

珪酸（メタ）くH2串io3）…∵・…・…………・…・　0，2548

0，8651

’

亀



1

ノ

6

．一　．

、

，　・

　　　　．1

　　　　　　　別府‘楠

　所：旧地よ大分縣遠見郡別府町
　分　析．者　　稲岡縣衛生謀

，・ @．原泉灘’．49。・
　　　　　．．． ．．”@成　　　　　　　固形物綴陵

∵イオ議（本四三白り一【トシ中二含有ス’レ各成分及其量i欠ノ如シ）、

・カチオ》　㌃．’：　’・’．．

　カ9ウムイナy（Kう・。・…9…
　ナトリウムイ．六ン（艮a。）・……

　カ’ヒチウムイナy（Cパ〉……
　・≒ク●ネシPウムイナン，（泌9・・）’・

　フエルロイオ’γ（Fo’う・……・・，

　’みパUモー，・
。・@　0，0020　　　0，0511・

…　　0，0470　　2，0些12・

・・ @　0讐0615・　　1，5337

・・@0，0317　　’　1，3013

。。@　0，0352　　　，0，6297

7ニオン．
　〃ロー〃イナy（ci’）一，∴・ご・…

琉酸イナソ（8D4”）・・……・♂・…・

　ヒドロ三酉途イナン（H◎03ノ）帥。

　珪酸（メタ’）（正【廻io3）……・；，・」・

温泉
　　　　9

0，0023
0，0384

0。5030

τ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ノ蓼ム
　　　　　　　グロr3レナトリゥ．ム（凶「aCl）；．，＿．。・…　碗・…　　”0，003S　　9

　　　　　　嫌酸加ウム（K釦の…；∵・・一「；・一・’o，oo4翫．・

　　　　　　心血ナト「リ’ウムC転2SQ4）・…r∴…」……「ρ・・　0，053ユ　　，

　　　　　　重炭酸ナトリ’ウム・（翫HOO・）・・f・1…∴・・｝・q．1034

　9，0217　　．重鵬力1レチヴム．〔Ca（HC（＝㎏）2〕…覧∵1∵・・ξ　0，2469　．し

§…ll墾

　　　　　’　　　　　．．，　　・・．・．．，．・∵．∵．．．　　　　：蜜

　　　　　’．，’二三∵膏誉逆隔階

　　　』，分幽　．　1．『’　　・・

約層0，65ゲ弘（rり一票ル中）

　　　　　叢誌薩魏響諜㍊磁実次〉
竃リグヲム

當　’量
　0，05U’
290412
3，0674∫

2，6026

　1，2594

・OgO649

0．3988

8，2446

　　　　　　　　　　　　　0，72監L．14，2653　　　9，1091．
　　　　　　　　　　　　　0，2342

　　　　　　　　　　　　　0，9553
遊離炭酸（oo2）…・・……・……定量セス

莫他　アルr昌ウム掃シ溺酸聯機物ノ痕跡

所’在

分1析
性”

ロ　

カチオン、．　　　　　　，

　ヵ重ウムイナン（K：う・……・…・

　ナト陽ウムイナソ（ドa‘）………・
　カ，レチ㌦ウ，ム・イナソ（Cざ“）……∫。・

　・？ク．ネジウムイナy（Mg’．）…

　フェルロイすソ（Fげ）…脚……

．谷

地　　大分縣大分郡谷村　　ビ
者　　：大阪衛生試験所（明治三十七年）

歌：　無色澄明無臭味ハ刺戟性辛シテ三二戴ク反回ア群カリ

姥茎チ驚・・19⑱．．．，■三、’ D「

　　　　　　　成・　’分　．
固形物総量　　約．0，89グ弘（一子グラム中）

、｛．わ表（弊奢茂嬢簸婁ラ鋤

、グラム

0，0244

0，1596

0，0885

0，0225
0，0092．．

　　　　ミリ〆ラム・篭りモール
　　　　當　　　量
0，6232　　　0，6232

6，9241　’　6，9241

2，2070・　　4，4140

0，9237，　　1，8474

0，1646　　　0レ3292

アニオン．　．　．　　　　　　　　　．
　グロー砂イ・ナン’（CF）・……・・…．．0，1418　94，0000

　ヒドロ炭酸イオン（HC（みつ…，0，6185　10．1376

14，1379

4，0000・

10，1376

　　　　　　　　　　　　　1，0645　　24，9802　　14，1376
珪酸（メタ）（H夢io3）・ニ……・…’0，1103

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　1，1748
雛殿（CO2）　・。・・…　σ・…　。・・…　　　1，7130…　38，9318

　　　　　　　　　　　　　2，8878

其他　 ．リチウム，アム毛ニウム，マyがノ，ア〃タニ・ウム

　　　　及ヒドロ燐酸ノ各イナソ三嘆酸ノ症跡

．　　　．．　　　　　　　　　　　　．＿　222

藍顛表．（李纏蕃薯婆聯；義編垂蜜次）

，璽

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラム

グロ・一ルナトリウム（Naα）…・…∵…∵…・，　Qp2340

重炭酸力”ウム（KHCO3＞一∵……．……・・．《ち0623．

重炭酸ナ’トリウム（翫HC（勘・・∴・……1・・0，堵457

重灘匿季ルチウム　〔Ca（HCQ3）2〕　・・…・……　　0，3580

＝藪酸マク頓ネシウム　〔Mg（耳：（X）3）2〕。。・・。・…　　　0，1353

・重炭酸亜酸化絨〔：Fe（HCO3）2〕∵・…・…一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0，0292
珪酸（〃）（H瓢捻）…・…一∵∴………0，1103

印

灘炭酸（co・）一∵…・∴…∴…7一…，・…1

1，1748

1，7130

2，8878

～．‘、

●



■

P．’

’　　所・在　地・

　　．分析者
　　　性　　　状

重

野津原’鑛泉
大分縣大分郡野津原村大宇矢竹七瀬川上流

東京衛生試験所く明治四十三年）　　．

殆ト無色澄明ニシテ誠味チ有シ微弱ア’レカリ性三態チ

呈ス　　　　　　　　　　，　　　　　．’．．　．
比　　　　重　　　　1，012｛3く120）

　　　・　　　威．『’・　分

　　　　’・付ン表≒（委鷺震回忌鹸ラ鋤

　　”チオン　．’．一、．　〆・・口・一ル盛り〃孟

．輪．　．．カ　リ　ウ．ムィォrソ（K・）g。・・・・・・…　b　O，33276．　8，49962　　8，49962　，

　　、’ナト　●ウムイオ‘ソ（想a●）・・・・・・…　　4，47923194P32668194932668

　　　アム喝ニゥムィナソ（口H喝’）・一〇，02092　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1δ703　1，15708
　　　カル’チウムイナン（C5’・）…　……　0，41211　10D30275　20，60550’

～　　　　　マク●ネ曼ソウムィ　ナ　y　（Mg。○）、g・。’　0，09162　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，76ユ03．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，52216
　　　フユ」圓レロ．イ古ン（Fo●’）1・。・。・・。。一・。　0，QO194　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，03464　　0，06928

噺潜｝‘ウ卿㈹’●”傷。0163軌06015窺：器1’

ゼ　　　クロー〃イ玄ソ（C1，》…………　6，09637171，97095171，97095
　　　・ヒドロ炭酸イ★ソ（HC（￥）；・・3，6843860，3898260，38982

　　　　　　　　　　　　　　　　15，12096450，50277232，36077
　　　硝殿（メタ）（HBO2）……・・…・…　0，19625　　　　　　　　　　．
　　唱癌酸（メタ）（H＝2S託03）　・・・・・・…　。・・　0，11080

　　　　　　　　　　　　　　　㌧　　　15，42751
　　　遡麟酸（CO・）…………・∵……OlO1762…0，釦0望5

　　　　　　　　　　　　　　　　1δ，44513　　　、
　　　　　　　　　　　　　喜．，

　　　　　　　　・1ρ一一・．．．白・鷲．炭

噛

所在地
分析者
性　　　訣

比

。

盛類表㈱雰婁蓉雑馨蓬職儲翁面）

　　　　　　　　　，’　・　　　　　．，　　．’ラム

クロ．一〃カつ．ウム（KC1）・・…嗣・※・・…・∴…　0，63407

グローpレナトリウム（蕊aCIン・卿……・・……私48457

〃ロー’レアム毛昌ウム（NH1｛コ）…………0，06193’．

鼠炭酸ナ・トリウム（NaHC（嘱）……る・…・…　2，70718．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕’・・」∵・・…・　二，66914

，雷炭酸マク●ネツウム〔Mg（Hi｛X為）2〕…一・・0，邸060

’鼠炭酸亜酸化繊〔Fe（HCO3）2〕……・・……・0，00619

クロー〃ア’1〆ミニウム（A．IC13》・・…………’0，00803

珊酸（メタ）（HBO2）・・…………・…・…・…・…0，19625

珪酸（メタ）（H轟03）．一一…………・一・0，UO30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，42826
漣離炭酸（002）…………・…・・…………∴…0，01762

　　　　　　　　　　　　　　　　　．」15，44588
　　　　　　　　　　　　　　　　　，1

酸泉
大分縣北沸繍下北津留村大字藤河内字六ケ道
大阪衛生試三所く明泊三十七年）　　　　　　　　　　　　．

噛ト館色澄明滴凍刺1設性戯名園有ス；其反応ハ弱酸川蝉

シデ煮沸後アルカ1性昌讐ス

■、Loo¢（夏5。～　　　　　　　．

　　　　　威　　　分　　’　，「　・一　　・

固形物緯量

イォシ表：鯉蓉最招電溢弓懸）・

カチオン

．力噛ウムイナソ（K・）∴・………

　ナト》ウAイオン（Naう………
　カ’レチウムイ玄ン（Ca”）………

　．マグネシウムィナy（M8う…

アニオン
　〃ロー露ノイナソ（C1’）・鴨∵。。・・…

　ヒドロ炭酸イナソ（HCO3’）…

’，ム

0，0809

1，7227

0，3585

0，0680

約　5570グ，ム（一五ク・ラA中）

覧リモール垂リノラ孟

2，0664　　　2，0664

74，7375　　74，7375
8，9402　．17，880‘

2・7915　　　5，5830

100β673

2，1268　　59，9944　　59，9944

2，4609　　40，3360　　40，3360

　　　　　　　　　　　　　　　　6，8178　　188，8660　エ00，3＄04
　珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・・…　。。・。・・　0，1311

　　　　　　　　　　　　　　　　6，9489
，温三炭鰻（働）…・………9…・…　　　　　　　　　　　　　　　　1，3524…　30，7364

／r @　　　　　　　．　　　　．　　　　　　8，3013唱

　羨　他　　導チウム，フ晶ゆ・ロ，アル竃呂ウム及プローム「ノ各

　　　　’　イナy三三酸ノ痕跡　　　　　　．　，．

　　　●　　．　　　　．　　．　　　　　・　　．1・　　．　．　一一　・223，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●3

盟類表㈱雰；短調識蓬；羨編会実次）

クロールカリウム（K：Cl）・・………・………・∴

クロ嶋’レナトリウム（NαC1）幽・……∵…∵・・

貫炭酸ナトリウム（NaH：CQゴ），。・…………

躍葱珪酸力ゆチウム〔Ca（H：CGピ）」……・鴫…

鴛炭酸マグネシウム〔Mg（Hoo3）2〕……ご・・

珪酸（メタ）（H：2SiO3）…。・……・…。……・野・・

’，ム

0，1540

3β890

1μ38
1，45ユ5

0，4095，

0，13U

’遊2唯肉残（CO2）…・・・・…∴・……・……………

　●

6，9489

1β524

8β013

属，r亭

’　　　．｝
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前津江鑛’泉
大分縣日田郡薗津江村大字赤ロ

大阪衛生試験所（明治三十三年〉　　“

澄明微二淡褐色チ呈シ無臭ニツテ味ヒ初メ酸苦後口欽

．性ナ。サ反臨酸t主チ徴ス

重　　　’・1，001（150）　　　　　　㌧

∫’＝．’・成’「分・．

　　　　　　　　　　　　固形物雑面

イオシ表．（委鷺茂三菱鮭婁横縫

．カチオン　　　．’．一
　ホ棄イナソ（H：○）一・一…・・…・

　力嘘ウムイナシ（K．）・・………・
　ナト豊．ウムイナン（Na’）…・門…

　力艀チウムイオン（ρa鴨）」・…一
　「」マグ噛ネミソウ』Lイナy（L置9●う　・・璽’

・’ V二，レロイナソ（Fo’・）・・…勉……

　ア，レミ亀ウムイナソ（A1つ…

アニオン
　ヒドロ硫酸イナン’（】≡【SO4ノ）

　硫酸イナソ（SQ4”）…・・…・…

約　o，86〆ラム（一千グラム中）

ゲラ・・リモール垂リグラ皇

0，0020　　　1，9988　　　1，9988

0，0004　．0，0102　030102
0，0023　　　0，0998　．　0，0998

0，0403　　　1，0075　　　2，0150

0，0105　　　0，4310　　　0，8620

0，0941　　　1，6833　　　3，3666

0，（シ275　1，0L48　3，0444

…　0，1940
・・♂‘0，4519

　　　　11，3968’

1，9985　　　1，9985

4，7047　　　9，4094

0，8230　　12，9弼6　　11，4079　　・

O，0753

　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o．

　　　　　　　　一∫
’．

D・
轣E．＝：

巳

’璽　’・・

，　・　　　　　‘　｝

窪‘’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
軍陣表（蝋燭難識蓬霜綴り
　　　　　　　　’”　　　　　　　　　　　　　　グラム
硫酸カリ’ウム（K：2SO4）一・・……・・ら…1…一’0，qo10

硫酸ナ回恥（N‘劃）・）……・一一一・ピ0，0（汀0　’
硫酸力〃唱チウ．ム（CaSQ鴫）・・…・…・・・・・…　。・・！…　　ρ，1370

硫酸マグネシウム（喚gaD一…・…唖一・010520
硫酸亜酸牝鐵（FegQ4）………・……・」………　0，2560

硫酸ア〃ミニウ・ム〔A：2（SO4）a・・一・・∴…ご0，1740　．

遊離硫酸（E£D4）………・…・・…・……・・…　0，1960

珪酸（メタ）（耶io3）・・∴・…・一∵・・㌣……0・。753

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0亀8983

珪酸（メタ）（宜糞5io窪）・・…乙r…・・

　　・　「　　　e　一一

0，8983

所’在地
分．析者
惟・．状

　　、」亀

入　江’鑛 泉．

犬分縣日田郡光岡村大字入江
：大阪衛生試隙所（明治三十六年）　　　’　　9二

無色澄明清三三戟性ノ味チ有ス其反臨ハ微羽酸性ナレ
｝モ濤i沸スレハしア’レカリ性四民ス

重　　1，0003（15。）

　　　　成　　　分　　　し
固形物緯量　　約q，16〆ラム（r干グラム中）

イオシ表（索隠茂雰菱難婁ラ鋤

カチオン

　カリウムイ雰ソ（Kう………
　ナトリウムイナン（Nざ’）・哺…

　カ，レチウムイナソ（Cざう……
．・}グ・ネミンウムイオ・ソ（削【9つ

　フェ彪ロイナソ（Fe5’）・…・…・

　　ノラム
…，0，0016
・。。@　0，0149

…　0，0178
。・・@．0，0052

…　030038

繍’糠
0，6464　　　0，6464

0，4439　　　0，8878

0，2135．0，4270
0，0680　0，1360

2，1381’

7呂オン　・　　1　　　　　　．・．　　　』」
　’グロ膚，レイナソ（Cr）・……∴…　0，0135　0，3808　0，3808
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1249　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2498、　　硫酸イrオ・ソ　（SQる”）．．●．。．・．．．・●，．e　．0，0120

　　　　　　　　　　　　　　　0，0919’　1，5063　　　1，5063　ヒドロ炭酸イナソ（HCC》）…
　　　　　　　　　　　．　　　　　　　0，1607　　　3，4247　　　2，1369

　珪酸（メタ）（H夷io3）・……・・…　0，0180

　　　　　　　．　　　　．・　0，1787
　　　　　　　　　　　　　　　・1，2803∴・29，097’7　遊離炭酸（OQ2）…・…………・・…

　　　　　　　　　　　　　　、1，4590

　蔓他　ア彪ミニウムイナソ及bドロ燐酸イナソノ痕跡

。

鯛麺表・（本用水ハ≡其婁麹茂二於デー子ク．ラム中次ノ成分チ含有スル溶液二概略相関ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’うろ
〃ロールヵ”ウム（KCl）・…………・・……　010G30．

グロー，レナ昏”ウム（N≧Cl）…∴…・・…7・…　0，Q200

重炭酸ナトザウ’ム（国3H：◎D3）…・…・…・・“　0，0254

硫酸力〃チラム（CaS（）4）…・……・・…………　0，0170

重炭酸力’レチウム〔Ca（HOO3）2｝…………’0，0518

重炭酸せグネシウム〔Mg（耳OQ3）2〕………　0，0312’

重炭酸亜三三鐵〔Fe（HC（励2〕……………．O，0123

珪酸（メタ）（H2SK）3》一…・………；・……　0，0180

遊離炭酸（（煽＿………．＿………＿．．躍

ユ，4590

．薯

’㍉”
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■

さ

、

．か

℃ 温泉嶽温泉，． （延暦湯）
．・　ゆ

所・

雀析
　　　　　長崎縣南商久郡島原村’在地
　　訴　　凍京衛生試瞭所（明治十四年、
　　状

　　　　●重　．　　　　　　　　1，0001（15う　・比
　　鳳泉温度　　　 650・　　　　　　．’

　　”・．　．　成・！分’

雛謬鰐馳脚郷曇グ嚇ア臓断

　　　　　　　　　　　　　固形物鳩量　約0，30〆ラム（一リート’レ中5

・初シ裟（委鷺麟長簸婁ラ鋤　　　困難表’（参纏蓉思議羨議山隠次）

カチオン　
魅ホ棄イすソ（H’）…∴……・・…・

　カ’レチウムイナン（C＆’つ・…・…

ヲ㌘謬謬茜難2．：：
　アルミニウムイナソ（A1「’。）・・

　　　　　　　　　　　　　●
，73オン”　　層　　　　、

　　ルゴー陣イオン（C1ノ）・。…。・…

　　ヒドロ魂酸イナン（H：8C）4’）　・

　　’ヲム
。　0，00L7

・． O，0127

：8；8819

・　0，0016

・g @　O，0132

・・ @　0，1493

・リモール垂”ラ雀

1，6a31　　　」，683匹

0，3167　　　0，6334

0，082民　　　0，1642

0，0875　つ，1750
0，0590　　　　0，1770

2，8327

0，372【　　　0β721

1，5381　　　1，5381

擁酸イナン（SO4”）………・・…・＿一
　　　　　　　　　　　　　　0，24rO9　　　497161
噛酸（メタ）（H謁io3）・……・・…　0，0884

　　　　　　　　　　　　　　0β293
遊離魂化ホ素（H2S）2……・・…　0，0136

　　　　　　　　　　1　・o，3429

茜　仙

　　　　　ノ各イナy，碩削磨有機物ノ痕跡

3，ρ652

カ9ウム，ナトリウム，ア’レミ昌ウム及ヒドロ燐鮫

膨

所在
分析
性

地
者・

言

為

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラゐ
細漉チ弘（c・SDゆ・……・…………一〇，。弼3

硫酸マグネ朔ム．（MgSO、）…・・一……一’0，0100

威酸四聖牝鐵（Fe804）…・……・・一・・……　0，0132

石確酸ア，レミニゥム〔A12（ISO4）」…・：・………　．0，0102

遊腐佳盟酸（HCL）　。＿＿＿．＿＿……∵……・・　0，0133

遊離硫酸（H£0唱）……．…・…一…・・…・…・・一　〇，1509

珪酸（メタ）（耳2SiO3）・…………・…………・o，088｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・0β293
遊離硫化フk素（H2β）　．．．．．．．．，∴・．。．．．．。．・。・・∵・●　　0，0136

　　　　　　　　　　　　　　　・‘　　・？　0皇3429・

　　　　　　　　　　　　　　駒　　　ノ　　　　　　　　　　9

小々幽 O三’泉
佐賀瓢佐蟹郡四川副村大字小々森

魏雛哲辮鐵諮），四四。泣応
盗雌㈱～翻肌ア塑醐ス

　　　・成　　　分．
田形物雌　　約　4，26〆ラム（一亀1一トル中）

イォシ表鯉翻磁農ラ鋤
カチオン　　　　　　　　　　’，ム
　カリウムィすン（K：’）………・・gO，0592．
　ナト　リ　ウムイ1すン（さiaO）・…　鱒・…　　1，4557

・力出’チウムィナン（Ca’●）………　0，0235

　マ拷ネシウムイナン（Mg”）…　0，03雛
　7二．rレロィナン（Fo’●）・・…　。・・・…　　0，0113

アニオン　　一　”　，　　・
　クロ圃一轟〆イ　7rン　（C1」，）。・…　。・。・…　　　1，9629

　擁酸イナンqSO4”）………・・…・・O，0263
　ヒドロ2鋤イナン（1【GO3っ。。ガ　0，8248

uき一ル
1，5121

63，1540
0，5δ60

1，5902
0，202乱

璽り〆ラム
笛　　　鮭
1，512ユ

63，1540
1，1710

3，1804

0，4042

55β709
0，2738

13，50琶7

69，42ユ7

　　　　　　　　　　　　　　　　4，402生　136，1918
　珪酸（メタ）（H轟io3）……・・…・0，0675

／二　　　　　　　　・　「　　　　　　　　　　　4，4699

　共他．ア’レミニウムイオン，8一ドイナン，ヒドロ燐酸イ

　　　　　　．責y，’珊酸，四三水素及有機物ノ各痕跡

．55，3709

　0，5476
13，5027

69，42L2

蛭類表（李面分薯婆論㍊屠儲瞬間）

グロ9〃カリウム（K：C！）…・・…・r…・……

クロー，レナトサ・ウム（N裂Cl）・∴・…・∴・……。

硫酸カリウム（K謬ヨ04）・……・…。・。…………。

祖灘ナトリウム（NallC（ゐ）……・…・……。

置1鋤力’レiチウム〔Ca（H（瓶）2〕…………

讃炭酸マグネツウム〔Mg（HCO3）£1・…・…・

重炭酸亜酸化織〔Fe（HCO3功・…∵…i…・・、

珪酸（メタ）（II2SiQ3）…　…・韓・…　。・・騨・。輔。・榊・

　’，声

0，0720

’3，1827．

0，0477．

0，7362

0gQ950

0，2328

0，0360　。

0，0675

4，4699

嘱

　　225『
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‘比1，1

’刈．

鑓
佐贅縣小威郡藍刈村大字藍溝
東京衛生毒言所（明治二十六年）

泉

○

澄清微邑帯色シ話語戯クシテ滋味…ぞ．帯ヒ異臭ナダ弱

アル．カリ性反鷹チ徴ス

重・一1，0G26（15。）

　　㌧歳∵… 分
固形物縄量　約3，26グ弘くrリー・｝ル中）

：イォレ表（鰻議簸奥講）

．カチオン　．∴’　　グ・・’・リモ同調二物姦・
　ヵリウ込イナンくKう…＝…∴…　0，0516：　1，3180　　1，a180

　　　　　　　　　　　　　　1，0653　　　　　　　　　　　　　　　　　　46ゆ2169　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46，2169　ナトリウあイナy（Naう……・・r
　ヵ〃チゥムィナン（Ca・う∴・…・一　〇，0340　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，8479　．　1，6958
　マグネシウムイすソ（Mglう…　 0，0815　　　　　　　　　　　　　　　　　　．3，3456　　　6，6912
　　　　　　　　　　　　　　0，0050　　．　0，089壬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1788　フェルρロイナン（Fe●う……一…

．層

Aかミ昌ウムィォソ（Al●●●）．．…　0，0055　g，2030　0，6090

　　　　　　　　・　’・　．．’　・：　　　　　　　　　　　　　　　’　　56き7097

7ニオン
　グロー，レイオソ（C星つ…………
　硫酸イナゾ（SO4”）・…………・・

　ヒドロ彦樋イすソ（HCO3つ　・。。

「　「

”

　　　　　　　　　　　　　1，4523　　40，9676　　40，9676
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，3517　　　4，7034．　　　　　　　　　　　　　0，2259
　　　　　　　　　　　　　0，6734」　　11，0375　　11，0375

　　　　　　　　　　　　　3，5945　106，3776　　56，7085

　　　’．・．二．．．ll捧†．字．∫鑛駐㊨．、

・凱．1・．1．雰套讐．く雛魏誹雛畿、・．『罷．

　　　　3、’．．∴性　　　状’　帯赤編色清澄異臭ナク酸性敗血味チ有シ酸性反磁チ呈

　　　　　　　　　　　　　　　＼ス
　　　　　　　　　　　　∫．・・∵1・∫歳1・券1ご．1・∫孤・’．．・・

イオン表（弊七二骸離婁講）

カチオン．　　　　　　　　　　　グラム　「iり‘ξ一’レ

　永素イナソ（E）…一…9……0，0Q3エ　3，1000
　　　　　　　　　　　　　　・’0，0086　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2196　カリウムイオン（K’）・…。…。一・

　ナトrリウムイオン（Na’）………　070459　1，99工3
　　　　　　　　　　　　　　0，3233　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，0848　カ’レチウムイナン（ρ1の・…・・…

　マグネシウムイオン’（Mg●’）…　 0，3005　工213357
　フニ〃ロイ「ガソ（F¢”〉。。…・・・…　　2，4156　43，2129

　．ア1レミ高ウムイオソ（Al…）…．0，7156　．26，4059

アニオン　．
　〃　ロール，イ　ナン　（Clノ）．．．，．．．．●．．●　　0，0490

　ヒドロ硫酸イナン（：HSQ4”）・・。　0，夏602

㌻

藍類表・σ纏萎薮磁議磁曳次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　’
クロ．」’泣J唖ウ．．ム（KCI）・…≧…∴・」・。・…・・‘　0，0982

ク自一’レナ：㍗ザウ1ム、く1ilaCI）・g・・‘・∵・・・…。・…　2，3196

擁醗．ナトリウ「ム（Na2so、）・・∴……・…∴…o》1573

重炭酸ナト膨ム（N岨（病）一・・一…・・0；3655

硫酸力．〃チウ’ム（qaSO‘）・…・・…・・…・」・…・．0，1154

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…∴・∴・…崩卿………，0，0137

重騰マグネミ！ウム．〔瓢9（H（x）3）2〕……い一　〇，4893

硫酸アルミ訪ム〔A1・（SO、）か・…r…・，…・’0，0350

遡（メタ）（耳£i（ゐ）……・・………一……0，06％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，6568

副’

ζリグラム

．欝　　量
3，1000

　0，2196

　1，9913
16，1696
24，67工4

86，4258
79，2177

211，795肇

1，3195　　　1，3195
1，65垂1　　　1，654ユ．

「硫酸イすン（SO4”）………・・…・10，0290104，4034208，8068

　　　　　　　　　　　　　14，0513　202，7272　211，r180生
珪酸（メタ）（H翁io3）＿＿，．＿．　　　　　　　　　　　　　　0，2440

　　　　　　　　　　　　　14，2953

其他　ヒドロ燐酸イ太ソ痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1盤醸・（本鑛水繊其集成二二デーり一レ，レ中次ノ成分チ含有ろ1レ溶液二三三相當ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　「
硫：酸iカ”ウム（K2S〔フ4）　…・・；……・。…・……　　0，0192・

硫酸ナ回ウム（H嫡。の一…・……∴…・・』o，1415

’硫酸カルチウム（CaSQ｛）……………∵・……　』1，0977

硫酸マグネシウム（MgSOの…・・……・……　1，4877

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…一…「・……・一・　6，5640

．硫酸ア〃ミニ・ウム1〔A12（sq）3〕……………　　4，5289

言鯉i酸（正ICI）　。　ψ　　　亀　　・　。．◎・　・・…　　　0，0504

．遊離硫酸（II£04）．……∴・・一讐・7………．0，1619

珪酸（メタ）r（H2S宝（為）………・・…・………。・・10，2440

14，2953

一　226．
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相●知 鑛、

泉㈱

　ノ隔　　　　　　．

，　’カチオン

所在地
分析者，
性

’

催賀縣東松浦郡相知村大字天徳山

東京衛生試験所（明泊二十入年）・

褐色溢滴著シク敬油性酸味靖宥シ反雁亦酸性チ呈ス

材壕（委鷺歳碁笈簸裏ラ鋤

．李雫携懸船’●：
　　　カ〃チウムイナソ（Ca●●）・5・…
」　　　マウρネ弓ノウムイナソ（Mg　）…

　　　フ昌ルロイナソ（Fe●’）・」……・…

　　．ア’レミ．昌ウ1ムイガソ（組’．’）…

　　アニオン
　　　〃ロー　レイナソ00め・・・・…。・。・・

　　　uドロ魂酸イオ。ソ（H8Q4，）．…
　　　擁酸イ7rンρ（SC）毒”）．・●●．…　鱒・・…

　　　’，ム
：：：＝二＆騰

　　躍1
　　8；瓢

0，0168

2ρ102
4，5827

＼

虚

罵り曼一ρ善ゾノラ姦

21，1881　　21，188よ

1，6443　　　1，644a

5，8853　　・11，7706

4，2365．　’8，4730

10，5027　　21，0054
17，5055　　52，5ユ65

116，5979

0，4739　。　0，4739

20，7088　　20，7088

47，7067　　95，4134

聰（メめ（HI麟03）…．…・．．！8響12亀85181牲5961

分

．血類表● i耀鰺馨職＝編儲雲雀）

硫酸ナトリ煽ζ轟£oか一・・…・……

硫酸カルチウム（CaSO4）………鱒・…・・

硫酸マグネシウA（MgSQG）…・………P

硫酸亜酸化戯（Fe鋏）4）’……・一………

擁酸ア’レミ昌ウム〔A！2（SOの3〕・。……・・。

遊離塑酸（HCD・・…∵・・……・・，……・・…

遡離煉酸（H£0弓）………・・………………

’珪酸（メタ）（H2Sioゴ）∵・………・……・…

　　’，あ
．；鱒　　　0，1f68

－　0，8014
…・’ O，駅00

・… @　　1響5960

・・鱒 @　2，9971

…・ D0，0173

・…@　　2・03！1

・鱒。 @　0，1207．

　　8，1904

・8，1904

！

相 知 鑛 泉
’

層ゴ 所

分

性

在地
析者
　　状

佐賀縣東松浦器相知村大字相知字和田，　　　　　　　．・

大販衛生試駄所（明泊二十入年）

漉明淡褐色無臭昌シデ味謂々酸漉チ帯ヒ酸性反磨チ徽

ス

固形物綿量

4オシ表鰹鶴長簸奥ラ鋤
カチオン

　ホ素イ：酎ソ（Hう……・……・…・’

　力蜜ウムイナン（K・）・・………「

・ナトサウムイオy（Naう．・・∵・・

　カ〃チウムイガソ（C5●●）　・・・…

’マク●零ミソウ，．ムイナソ　（Mg・・）…

　フ」監ルロイ云’y（1E「e●う…。・・……

　アルミ昌ウムイ古y（Al”う…

　アニオン
　　グロー，レイナソ（Cl’）………・・

　　ヒドロ硫酸イナン’（H：SO毛ノ）　…

　　擁酸イオン（so4り……・・…・…

／’
　　睦酸（メタ）（H牽3io3）…・・……・

威　’．分　　　．’
　約8，92ゲ髄（一、，一ト，レ中）

〆ラム　　u愚一ル

0，0061　　　6，0396

0，0295’0，7535

0，0708　　　3，0716

0，1888　　　4，7082・

．0，1794　　　7，407P1

0，8104　　14，4981

0，6620　　2｛，4280

0，0191

0，5273

6，2635

璽り〆ワム

欝　　景
610396

0，7535

3，0716

9寡4164

14，8142

28，9962

73．2840

136，3755

0，5388　　　0レ5388

5，4321　　　5，4321

65，2040　130，4080

8，7569　132，0810　136β789

0，1830

8，9399　　　　’

盛観表（李翻蓉響識鍼磁安次）

硫酸カサウム（k2SO毛）………・……∵・ニ…・

硫酸ナト”ウム（箪a2SO4）9D………e………

石膠酸カルテ・ウム（CaSO4）……「・・……・・…・

硫酸マク脚ネ弓ソウム　（｝lgSO悔）・・・・・・…　鱒・…　韓●

硫酸亜1酸化級（FeSq）・・…．．．＿．＿＿．＿．．

硫酸ア’レミニウム〔A12（SO4）3〕…・…。…・…

遊離歴酸（HC1）…∴………・・…・…・………

遊離硫酸（耳轟）ρ一…………・…………・
，珪酸（メタ）（H唇ヨio3）…。・・。・・鱒…　。・。・・・・・・…．

’，あ

0，0656

0，2ユ85

0β399

0，8呂83

霧2023

4，1898

0，0197

0，5328

0，18麹

8，9399

＿　227　＿
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「　’

‘．

’

φ－

　灰’在「地

　分析者
1性．　．駅、

　　　　　　　，　’．　　　．9　　．　　　　　・　　・．　7．・

・∴．，～1巴1，己昌・．．蚕’…

1蚤’

梶@知∫鑛．：1泉．1．・1．．．．．

　　佐賀縣東松浦郡相知村大字相知字木戸ノ谷．

　　大阪衛生試詰所（明治二十入年）

　1．庭面赤絶験ヲ雌性鰍駒布棋反乱酸
　．．’悸ナリ，・’．．・．　　　．’　．1・，幽．・

　　　1．∫・．成髄・．分’，、’．ン、．、．1∴』

　固形物器量：’　約　16，88ノラム（旧り一ト〃中）　　　　　．

イか表隠絵茂娠簸裏ラ鋤
力柔i裏テナシ（珪）＿＿＿＿＿

　カサウムイナソ’（Kう・　翌
　ナト嚇ウムイナン（1賢ポ〉・、…・

　力孕レチウムイナソ（C“曾’）……・
．マク9ネミンウムイ．ナ・ソ　（】』fg’つ

　ア呂置レロイナソ（Feつ……†・
∴アジミニウムイナy（A「’う

アニオシ

　ヒドロ硫酸イナソ（HSO♂）

．．
D磁．1描’灘

・・@　0，0388　　　0・9911　　　．0，9911
・♂’ O；0762　　　3，3059　　　3，3059

・・ @　0，0308　　　0，768正　　　1，5362

　　　　　　　　　　8；7848・。・ @0，1070　　　4，3924
…　　2，5533　　45，6762　　9ち3524
。・・ D1，0976　　40，5018　．121，5054

・…@　1，7630　　・18，1621　　18，1621’

　　．燕馳．

5　　　　　・

、う

・卜

吃

盛類表（瑠麟婆磁＝繍三雲塗〉

　　　　　．硫酸力矧；ウム（Ki£ρ4）．∴∴∵？二・

　　　　　　硫酸ナ回ウム〈N3£04）・…＝・・

　　　　　　硫酸カル〆チウム（CaSQ4＞一・…・．…

　　　　　　硫酸マグネシウム（Mgs⑳…・
　　　　　　硫酸亜酸化鑛（Feま）の　・・：…．・…

・・臥59・6．諜三論〔1ヤ！勲脅：

　　　　　　珪酸（メめくH邸。ゆ…7…∴・・

　硫酸イオン（SO4”）・。・。・・・・…　…。　10，923〔｝’113，7164　227，4328

　　　　　　　　　　　　　　16，6086　245，6328　　245，5949

遡（メタ）（H2SiO虚）∵……・1・q2蜘　　　　　　、．．　　　．，

　　　　　　．㍗鉱㌧・㌧∫梢．・・知．鍍．・．回忌1鴨．

・1

･三・．．雰鷲驚塞欝驚讐轡徳凶・・
　　　　　　　　　　　嘗．．．臨’構眺色澄明臭承ナグ鰍性醐…チ心宿感ハ磁ナ

　　．　．．！・！冠1．即、∵　，『．‘．霞…∫：’一．．．☆．

　　　　　・．凱』・’1㌧「∵．骨，．一．が’　．．成’　．分一　　’！’．’f．

　　　　　　　　　　　　　　・　　固形物緯量　　約．．14β8ゲ弘（一千〆ヲム中）

廿≒表（委襟或雰菱難裏稀）

カチオン、　　’・．’．ノ・叱・・モール，’鮮ラ皇
　永素イナソ〈H：っ。‘。・ξ。・・・・・・・・・…　　　0，0174．　17，2277　　17，2277

　カすウムイナソ．（K’）……；｛・。・　0，0108　072759　0，2759
　ナトリウムィナソ（Na・）………．0，11641　5，0499　5，0499
．カ〃rFウ．ムィ．ナソ（Ca鰻）……　0，0582　　ユ．4514．　2，9028

　マク●ネ弓ノ「ウムィナソ　（M’g“）　。・・　　0，3S49　　　15，8005　　3L60！6

’．フ』Fルロ’イナソ（Fe”》・∵………．1，7399　31，1253　　62，2506

ア琴三三ナ著（A「“）”●◎8114・29，99418乳8230
　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　209，1315
アニオン．㌦

　ヒドロ看凝酸イナン（ESOr）　…　　　1，6714　　17，2185　．17，2185

　硫酸イナン’（SO弓”）…・・g………　9，2174　95，9546191，9092

　　　　　　グラム
…；・・∵f∵・・」’0，0864

・∴・・・…r∵・．’o・職

…‘… 諱E・…’ S。・1（溢4

．．．．．．．．．．
n∵　　0，529昌　．

：一7…一・・．6・9謝

：：：：：：：：1：：：二’

∴…・…∵…o，2440’

　　　　　1｛ち＄526∫

，

．，亡．”　．．．ぺ

牽類表（蠣擁薯婆識繍闇雲響）

硫酸カリウム（K2SQ4）・…・……・

硫酸ナ㍗リウム（脳「a2SO耀）…∴…

硫酸カルチウム（σ3SO4）　・…・野・

看症酸マグネうノウム．（MgSO4）　・。・。・

影回酸燃（Feぱ）・〉…・……」

硫酸アル・ミニウム〔A！2（SQゆ3〕・・

遊離硫酸（H…諏）ゆ……・……・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・……　…・・。

　　　　身

　　　　　グラム
…・・；一…．0，0240

・5・・・・…　」…　　0，3590

・・・…
@。。・・…　　．0，1970

’●’●●．●”亀 諱E．　1，9Q50

∵…　∴∵・・9・。．4，7280　．

’‘」’●。・・。・。。・ @　5，1260

7げ・・。。D・・。… @　　1，β888

．．．。．．．．．。．鱒 @　0，2103

　　　　14，2381
　，　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　14，0278．214，0979　209，1277

珪酸（メタ）（Hボ菰03）…………　 0，2103

　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14」23き1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「r

；其　他　　クロールイナソ　痕跡　　　　　　　　　　　　　　’1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　228　＿

　　　　　　　　　　　　　　　●

■

・’　の、　馬． ‘

．4　　．
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●

←

謬．

ド‘　　・∵．

，

、

所在
分析
性

■

L

　〆　　　　し

優　，　．’

武 雄

地’佐賀縣杵島郡武雄町

　　　遭　　。
　　　　　　，覧　、

温　泉’
・L

　　　東京衛生試瞼所（明治十四年）

　　無色澄明微二硫化三三臭チ放チ誠味ヲ有ミ！反臨ハ弱7

　　　彪．カリ性チ呈ス
原泉i昌．度　　　　47，80　　　　㌦　　　　’・　・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　．・　　　　　成’

　　　　　　　　　　　　固形物纏量　　約

イオシ表：（委磐編戴蓋裏ラ鋤’

カチオン

　カリウムイオン（K’）……・3・・

　ナト”ウムイオン（N皿●）……・
　力轟ノチウムイオン（Ca●’）・……

7；オン　　　・

　グロールイ・ナン（α，）………・

．ヒドロ炭酸イオン（Hoo3’）・

珪酸（メタ）（甘舜i（ゐ）……・…

　　’ラム　　　ξリモr由

・・ @　OgOO46　　　0，1252
・・@0，2竃54　　　　　　9，3466
・・’ @0，0036　，　0，0898

．・@0，1040
・・@　Og4094

．．2：翻1亀2057

，分

0，77ノラム（一ザートル中ン

璽1，グラム

㌔112轟

8：ll器

9，6514

299337　　　2，9337
6，7104・　　6，7104

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，6441

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　0，7850
莫　他　　マグネシウムイオン及水擁甚イrrン■ノ痕跡

“

t

厘

き

諸表（獺諸腰難臨海蔽儲曳次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一ノラあ
〃ロー〃力窄ウム（KC且）・ベ……」・・………　0，0088

グ同一ル・ナポリウム（NaC墓）’・・………∵…。　0，1648

重五目盃塗ナト瑠ウム（KaHC〔）巳）………・・…・’・0，5489

壇」鋤カルチウム〔C魯（HO〔為）2〕………・≧　q，0145

ヨ圭酸（メタ）（H蓉賦03）…・………・……・……　　0ρ4創）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，7850

所在越
分析者
性

比

、

地幅舞舞泉’
宮崎縣宮崎郡青島昇平字畢生追字地福濱

大阪衛生試験所（明治二十二年）　・　　　　　　　　、
無色浦澄擁化：水紫臭チ有ヅ味微蝋昌ジテ窮アルカ1姓i

反磨乎徹ス’

重　　1，0035

　　　　威　　　分
固形物纏量　　約　5，09〆ヲム（一リ9トル中）

イオン表（委聡灘長親旧ラ鋤

カチオン

　カ電ウムイオ’ン（Kう・・。………

　ナト1ウムイナン（Nポ）…・…r・
　カ’レチウムイナン代CIパ●）………

　マグネツウムイナン（M翼’つ…
　フェル’ロイナソ（Fe●’）…・……・・

アニオン．

　クロー，レイナン（CIノ）…………
　魂酸イ肯ソ（Sq”）……・・田…乳
　uドロ彦罠鍛イナミノ（IICO3’）…

〆，ム

0，α753

1，7565

0，1624

0，0339

0，0019

2，55衡
0．3044

0．6499

鳳リモール

1，9234
76，曾039

4PO499

1β9！6

0，0340

幽り”孟

1，9234

76，2039
8，0998
2，7832

0，0680

89，0783

72，0874　　72，0874
3，1689・　　6，3378

10，6531　　10，6531

　　　　　　　　　　　　　　　　5，5398　169，5122　　89，0783
　　珪酸（メタ）（Hlβio3）…・・……・　0，0117　　　　，

．　　　　　　　　　　　　　　　　　5，5515
　　遊離炭酸（CO2）・………・・………定量セス
　　遊離硫化水素（H母）……・…・・O，0恥46

／・ ｴ他。一齢ン1∴一雅。一一有機物、各

　　　　　　　痕跡
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彊顛表（本鍛永ハ其集戊乙於デー”一トシ中次ノ戒切羽含有ス，レ溶液昌概略相富ス〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，4P，ム
グロールカリウム（Kα）………・…・・…∵・　0，1弼5

グロールナトΨウム（蕊8α）…………・∴…　4，！Or繕

重炭酸ナ回ウム（屏aH：cc層）・………r…・0，鵬
硫酸カル・rFウム（CaSO4）仰…　………………　　0，43夏8

麓届出力pレチウム〔C臨（正1◎03）2〕・・…・。・…・　0，1418

，重炭酸マグネヴゥム〔㎏（HCO8》2〕………　0，2041

繋炭酸亜酸化戯伊e（HCO3）2〕・…・…・……・0．0059

珪酸（メタ）（壬12Sio3）………・；・………・・…・　0・0117

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，5515
灘硫化フk；倭（正τ5ヨ）　・∵・・鱒・・∴・．一。・層・・。。・・…　　　0．Ot46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，5661

■

曽

亀，

’馳



’1

●

　　　　　　　　　，・■’
　　　　　　・一　●　’

　　　　　響　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，　．

　　鼻　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

，．　’，．

　所在地
　分1析堵・
　．・性　　　駅

　　　　　比

　　　　　　　　　　　　　　層■．・　　　．．藁．　．　、

’●

　　　　　　　　　　　　　一　＾．』乏・、「弩’．．．

　　大瀬．戸・鑛’泉．・・
　　宮崎縣宮崎郡大宮村大字池内享大瀬戸　　　1．．．τ

欝纏凹凹燕反四神
　　重・．1，0035　．　　　　．’．　　　　，．・…’1・

　　　　　．成　’分㌃　　　　　　　　’・
　　　　　　　　　　　　固形物総量

Lイオシ表（灘諭簸実ラ鋤
カチオン’ @　　　．・．∴　　’1グラム．　討モール　｛計ゲラ皇

町回三三：ヲニ：二二：：；：ll灘．、1；號’41翻

　・アム毛昌ウムィ雰ソ（バH≧●）…　0，0085　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・0，47U　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O，4711
・　カ”チウムイナン1（Ca●．）……　0，0484　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2070　2，4140．
　r暫ク順ネシゥムィ　ナそノ（Mg鱒）　…　’　0，0237　　　　0，9729　　　1磁58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61，93＄2、
アニオン
．『 Oロ三’レイオソ（C互今・・……∵・・　1，7024

　　　　　　　　　　　　　　　　　　48，0226　　．48，0226

1議斌蹴：；；§難．顯、羅

．璽

・亀

．努．㌧．

納　　3，69ゲラ4（「◎サート・ル’中）『、

　　　　　壷顛表．傑羅馬要脚；繍蛋曳琴）

、珪酸（薯・）（職）一…．∴譜器12為6858．6聯

　　　　　・・　『、．．　4，樹5　　　・．．．〆
其他　7・幻レロ・プ〃ミニウム，硫酸及ヒ’ドb燐酸ノ各≧

　　　　．’ナシ，三三並有機物ノ痕跡

’．梶E在
分析
性

カチオを　・　．　　　．

　カリウムイナン（K’）…」……
　ナトリウムイオン（Na●）……・
　アムモ昌ウムイナン（NHボ）・
　．カル門チウムイ六ソ（Ca鱒）…・…

　マク・ネ己ノウムイナソ（M9’う。

アニオン

　．ケロ繍〃イナソ（Cl，）・一…・・

‘．プロ噌ムイ官y（B〆）………・
　ヨー　ドイナソ（J’）　r……　……

　ヒドロ」難イナン（日［CQ3，）　・

グロ」ルカリウム（KC1）・…・6……．声

画一け回％（箪aO1）・∴・・一
グ一一ルアムr≒ニウム（R耳1G1）∴。一

重灘菱ナトリウム（Na正蒼CQ3）∵・・・…

．プロ■9ム㌔守ク6ネ書ノウム　（M“gB罫2）　・贔・・

ヨ噌ドマク，ネシ’ウム（MgJ2）晒……軸。

重炭酸カルチウム．〔Ca（耳CO3）2〕…：’

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCOき）鋤・

珪酸（メタ）（耳鐸i（為）・……・・……∴…

　　「
　　　　　　　　　　　　．●　　．

鹿．野田綴音

イオシ表鯵翻長簸裏蘭・

地・宮崎縣見回三都於郡村大字鹿野田
者　　　大阪衛生試験所（明治二十四年）

駿賀難灘黙ナ・味酔・搦ア吻・三囲程
比　　重　　1，0111，

．　　　　　成　　．分
　　固形物緯量　約16，04グ弘（削り一トル中）

・’…　リモゆ下りぞう垂
・・@　0，0673　　　1，7190　　　　　　　　　　1，7190
・・@　5，6862　246，6898　246，6898
・・ @0，0442　　　　　　2，4501　　　2，4501
…　　0，27G7　　　　　　6，7506　　13，50i2
・乳 @　0，0611　　　零，5082・　5，0164

　　　　　　　　　．室6聯与

・・『 X，4909　267，4443　267，4443

・・ A0，0784　　　　　　0，9805　　　0レ9805

：：騰8＆霧118溜
　　　　　　　　　　　　　15，7621　529，4942　269，3765、
倖酸（メタ×卵iρ、）∵…・∴・　　　　　　　　　　　　　　0，0170

　　　　　　　　　　　　　15，7791
遊離炭酸（CO2）一…・…・………　0，0847…’1，9250

　　　　　　　　　　　　　15，8638　　　　’

其他 ﾗ繭癬磯及ヒド・燐酸・各μ賄畷

　　　●　　　　・。　．レ　　　　　　　　　　　　’　　　．　　．’　．・一●　　230

　　　グラム

…・… D0，7170

・…… ﾈ197
……ξ・0，0252

5．．．．．．． @0，8022
∵・・…　　．0，0179

一…
D0，0082　．

．．．．．．． @　0，196く）

・…∴　0，1234

……・@0，0519．

　　　4ら1615

．ら

盛賑（饗雰籍駿滋議尋絹雲次）

クロー’ルカサウ：ム（KC且）・∵………・6」。，・

．クロ儒ルナレリウム（NaC1）…・…・？・……

　　グラ」←．

1・o，i盤r

・・ P4，4319

グロー，レアムモニウム（NH4Gl）・∵・…・；…

クロー，レカ声チウム（CaC12）……・…∵・・…・

、グ月一ル・マグネシウム（M臼σ12）………・…・・

『プロームマグネジウム（MgBr2）・・………，

ヨ剛ドマクリネシウム（MgJ「2）…f…・…乙…・野

量炭酸マグネシウ．ム〔Mg（HGO3功・＿＿

珪酸（メタ）（H£i（劫。一∵・・…………，・…

画1310
0，7492

0，1467

0，0903

0，0622

0，0527

0，017σ

避三殿（C・，）…………∴．…．∴…∴．…∴．．．1R÷
三

15，8638



’

旨

1

　’　所

．　　分

　　性

　　　　　　　　　　源泉温度

　　　　　　　　　　　　固形物細眠，
イオシ表・（本野水一り一1・〃中二含有昂ル各成分及共孟次ノ如シ）

　　　．賢　　ド’　　　　　・　　　　　引　　　　・　　・’
　　　　　　　　の
　　　　　　・「　　　　　　・　　　　　’”．．　　　・

　　　　有1村’温’．泉．佑回忌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
在地　　麗見島縣鹿見島郡束櫻島村
析・者　東京衛生試駄所（明泊十四年）
・　．状　　無色澄明無臭ニシデ．加年戯ナリ反読ハ弱酸性チ徴ス
　．比　　　　重　　　　1，0047（16，50）　　　　　　　＿

　　　　　　　38，9。．・　．　　　　　　　’．．㌦　凸．一．

　　　　　ド．　．成・　分　”．　．．一．”

カチオン　．・　　　，

　カリウムイ玄’ン（K’）…・……
　ナ》事ウ’ムイナン（箇ポ）・……

　カルチウムイ　喝ン（Ca”）。……

　マグネシウムイ・ナン（Mg”）・
　7呂ルロイナン（Fe”）・………

　　　　　　　73オン　　　・　，　．
　〃ロー，レイナン（CI’）………・
　三殿イナy（8誕）4”）…　9。鱒…　。・・

　ヒドロ炭酸イガン（IIOO3’）

　　’，ム　　．監リモ閏ル

。・ @　0，0988　　　2，5236

　　　　　69，3059…　1，5975

　　　　　　2，5012・・@’0，1003

。・ @0，1577　　　6，4737

　　　　　　1，2934・・ @0，07銘

　　　コ　　
・。
@　2，6580’　74，7884

・・@Og3812　　　3，9684
…　0，5777　　　　　　9，4689

約5，40グラム（一U一㍗Pレ中）

罵り〆ラム

富　　量
2，5236

69，3059

5，0024

12，9474
2，5868

92，3661

74，7884

7，9368
9，4689

豊戯（〃）葡、）…∴…．一」鎚17騨9脚

　　　　　　　　　　　　　　5，7603
謎塾顧睦蛙颪塗（CO2）・…　。・・・・・・・・・・・・…　●＿＿≦～2璽2全垂。・・7，3780

　　　　　　　　　1　　　　6，0847
・薯　仙　　 アルρミ昌ウ，ムイナソ及礪酸ノ各鋤

喜

脛顛表（蠣雰タ西砂畿＝蔽暁雲次》

　　　　　　　　　．．．　，　　・　’∫ノうわ
クロ遜ガナト．リウム，（K・α）…：・・・……・・…4，0300

石筑酸力瀕ウム（K2SO4）………・・…ε・鴨・。・…　 0，2200．

硫酸ナトリウム（Na2rX）｛）・・…・∴………・…　0卜0300

グロー，1ノマク●＊シ’ウム（M四ρ12）・。・∵・帥・・9・・。。　　0，2900

硫酸力’レチウム（¢aSO噸）…………・………。・　0，3400

重炭」畦甦rrグ●零　うノウム　〔Mg（Hqo3）2〕・。。・。。…　　　0，5032

．重炭醗亜酸化織（Fe（HCQ£晦〕………・…・・．・0，2303

珪酸（メタ）（H£iQ3）・……・………一……　0，U58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，7603’
遊離炭酸（働）…讐・一…・・一・∴………・…」墜

　　　　　　　　　　　　　印　　　．6，0847

甲

所在
分析
外

地

玉

肌
比

明証山『温泉

　　　　　　　　　　原寡温度

　　　　　　　　　　　　　　　．　成

　　　　　　　　　　　　固形物線量　　約

イオシ表槻鶴講婁ラ鋤
カチ：魯ン

　カリウムイナン（Kう……・…
　ナトリウムイナン（国aう…・…
　カルチウム・イナソ（Clパ’）・…

　マグ零シウムイ｛ン（Mg’●）・
　フェ’レロイナン（Fo●つ……・…

　アル’ミニウムイナン（A1L岡’）

アニオン
　グロー，レイナソ（CI’）…・

　魂酸イオン（SO6”）……・

鹿見島縣姶瓦郡牧園村大字下中津川霧畠山

東京衛生試験所（明泊十四皐）

煕色澄明瞭淡薄ニツテ反回ハ朋酸性チ呈ス
盒　　　　1，0004（2望。）

　　　54，4－67，80

　　’リム　　　い｝モ鴨rし

・・@　0，0200　　　0，5109

・・ @　0，0224　●　0，9818

。。@　0，0120　　　　　　0，2993
・・@　0，0057　　　　　　0，2340
”　0，0042　0，0751
…　10，0042　　　0レ1550

分
0，35グ，ム’ i一り＿ト〃中）

uグラム
寓　　・慌

0，5109
0，9818．

0，4680

砺1502
0，4650

0，5986・

3，1745

鱒・。・，・。
@　0，0237　　　0，6685　　　0，6685

　　　　　　　　　　　　2，4964　　　　　　　1．2482・一… @0，1L99
　　　　　　　　　　　　　　　0，212ユ　　　4，1728　　　3，1649

／畿膿鑑懇：：：：：：：二：鯉口

　　　　　　　　　　　　　　　0，4058

、

単称表㈱魏脳病；緬灘次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　’つム
グロー，レナト　リ　ウ㍉ム　（1電8CD・・・・・…　＾…　∴。・・　’0，0391

9硫酸カリウム（1（2S（）4）・・……ρ・・…・…………　 0，0446

硫酸ナトリウム（Na£04）…・……・・………　 0，0215．

硫酸カルチウム（CaSO4）…。…・…・…………　0，040串

硫酸マグネシウム　（Mg職）　…　。…　。・・。・∴。・。・　　0，0281　．

硫酸亜酸化識（FeSD4）…・騨…・：…・一‘…一　〇，0皿4　隠

擁酸ア1レミニウム〔A12（8匿）4）3〕…・・…・……・050266

珪酸（メタ）（II2Sio3）…。…・。・…　。・・…・・……　 0，1895’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4016
遊離無水亜硫酸（SO2）・一………・・…・……・　0，0042

ミ．

，0，4058

、

一　，231　一



　　・　安’1膨．層

・　　’∴1：’”：

　　　ヤ勝在

　　　　分析
　　　　．性・

　　カチオン　・　　．．　’・，

　　　山導ウムイナン（Kう………・
・’ @　ナトサウムイ．オン．（N“．）・…鬼・・

．　γム毛帯ウムィずγ（関川f）・
　　　力勘チウムイナソ（Cざう…・…
・　　　　　マクワネミノウムイナソ（Mg”）　・

　　　7エル’町イオンで（Foの）・・・…。…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘．〆
　　　　　　　　　　　　　　鴨L　t・’

　　　　　　　　　　　　　　　・　　　菖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン

　　ぴ

　　硯1霜’燃温泉．　　、
地　　鹿見直縣姶：艮郡牧園村大字中津川字臨画燃

　　　東京衛生試験所（明治十四年）　　　・　．巻

雲巨細瀦燃チ繍磁反臣柚　．．
原泉温度　78，9。．’、、’．一1＿一．・∵　．．・∴　

’

固形物網瞳．

成・

し’ vわ琴（魏蔑骸簸畏講）’
　　すうご’

・・ @　0，0036

・・．0ガ0118

・・ @　0，0Q20

・・@0，0325
・・’ @0，0061

…ρ，OU7

　7二才ン
　　〃ロールイナン（Crン……・；…
，　　硫酸イガy（鋏）♂ρ）一一・……

．，糸㌻　0，36ケラム（回り一bレ中）

　　　・・リモゆ毒リグラ皇

　　　　0，0920　　　0，0920
　　　　0，5119　　　0，5119
　　　　0，1109　・　O，1109・

　　　　0，8105，、　1，B210
　　　　0，2504　　　0，5008
　　　　0，2697　　　0，5294

　　　　　　・　．　　　3，3660

0，0222　　　0，6262　　　0，6262

0，131r　　　1，3648　　．2，7296・

4

分

盛嫌．（欝タ罪跡滋＝編潴曳勾

珪酸（メタ）（H2SlO3）……・…・。’

．遊離硫化永素（H§）．……・・…・

O，2240

0，1299

0β538
1，3570

1，7108

鋤

4，0364　　　323558

　　　　　　1

クロ｝虐ナトリウムて1冨aCI）…暫…・。・……

クロー虐アム毫ニウ．ム（NII4α〉・・…・…・2・

硫酸カリウム（K蓼3Q4）　・・……・・9・・…∴・∴…

硫酸力・ルチ．ウム＜CaSQ4＞…・・…L…「…・・…・る

凝1酸マグネシウム（MgS⊂転》…砂・……。こ…＝・

擁酸草酸一睡（恥soの・……・…・・…等・…・・

’墨圭酸（メタ）（H2Sio3）…軸……・。∵三＿。＿＿．

．遊離鰍煉（E£）『 謌黶E・…》…！門，’

　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　1，7106
．　”F　　　　　　‘・・．・，’．　、，い

。憲

羅
、，0，1100

0，0300

0，0400

0，1298

’0β538

1β5709

其・他　アルミ昌ウムイナソ

所．在地一

分析者
性　　状

カチオン

　カサウムイナン（Kう’・・…・…。鱒『

　ナトΨウムイオy（Na．）………
　方〃チウムイナy（Ca’●）………
　マグネミソウムイナソ・（Mgつ…
　フ、二〃ロイオン（Fe●’）……　…r∴

比
原泉温虞

　　　　　　　　　　　・轡形物線量

赫シ塞（朗朗長口裏ラ欝）・

アニオン

　グロー〃イナン（Cγ）・・…∴・…

硫酸イオン（8Q4”）……………
　ヒドロ渉…醒≧イナソ（H：00播！）…

　ホ硫基iイオン（HSノ）…‘・…・…

　珪酸（メタ）（H』Si（扇…・…♂・轡

硫黄谷温泉’（乙泉～
鹿見島三三夏郡牧國村大字下中津川字硫黄智
東京衛生試験所（明治十四年）

無色透明甘酸味テ帯ヒ硫化ホ三三ラ；有シ酸性反回チ呈
ス

重『1，0003（27。）

　　　β0，6。　　　　　　　”『・幽㌦

’　・成　　分
　　　　　約0，47ノ弘（一り一トル中）、

・グラム

0，0213
．0，0483

0ρ188
0，005Q
O，00窄9

0，0223

0，0499

0，1171

0，0167

ミリモール

0，5441

2，0955

0，4688
012053

0，0519

ζリグラム

㌔5婿
2，0955　、
0，9376

Q，4106
・0，1038’

‘

0，629正

0，5195

1，9195

0．5040

4，0916

0，6291

1，0390
ユ，9195

0，5040

0，3023　　　6，9377

0，2151
4，0916

麟琴（踏臼水孔其集成二野争一りゐトル中…欠ノ成分チ含有スル溶液二概略相當ス）．

遊離炭酸（CO2）………………
遊離硫化水素（H2S）・……・…・

0，5174
0，0766・・。　1，7418

・0，0522

クロー’既カリウム（jKC夏）　マ・…・・…。・・。・’

グロールナトリウム（NaC1）…・・…・∴・

硫酸カリウムq≡ζ2§o｛）　。・…し…………

重炭酸ナト”ウム（Na宜C◎3）…・…冨

永応化ナトサウム（NaHS）……・・2・・…・

石震酸力〃チウム（CaSC》4）　…；…・・……

重塊襲マグネツウム〔Mg（HOO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・…一

珪酸（メタ）（II2SIO3）・…・。…・・こ………

　　　　　毎
遊離炭酸（CO2）………・・触…・蝉…一

遊離硫化水素（H£）…・∴…・＿・＿．；．

　　　〆ラム
・・・…@　　0，0328

…… @q，0110

……@0，00⑨2

。鱒・；。　0，1183．，

．兜＿。。 @　0，0283

・。・…@　　0，0636

●。9… @　　ρ，0298

・鴨一・う @　0，0094

・g・… @　0，2151

　　　0，5175
…　響・・　0，0766

」・…　　　0，0522

0，6463

0，6462

＿　232　＿

直



’

G　‘

所在
分析

．性

　　噸・　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　　　　　　　　」

　辱　　　．、F　・　・　’　層　　　　　　　‘・の．
　・5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．齢　　　9　　　　　　乳　　．　　　　　．、・

　　　　　　　’　　　　、　・　．¶ド　’f　　　　　　　　　　　　　　　　・

乱榮．ソ∴尾と温’1泉，　　‘’

一旦見島醸姶頁郡牧団村大字下中津川．，
者　　東京衛生試験所（明治十四年）’

状　　無色潴澄ニシテ硫化永紫臭チ放チ弱酸性反際チ呈ス
比　　蹟　　1，000477
鳳泉温度　　　76，7ぞ

　　　．　　成　　　分，㌔　　’　・　’・・．

固形物緯澄　　約．・1，02ノ弘（一り三トル・中づ

イオン表（本頒永一り一眠，レ．中昌含有ス’レ各成分及其量次ノ如シ）

カチォシ

　カリウムィナソ（K．’）……∴…

　ナ．ト脇ウムイナソ（凶a・）　…㍗・

　力虐チウムイナソ（C亀”）1……
　》グ柔ツウムイ．ナソ（Mg’．）…
　フエ，レロイナン（Fe鱒）…∴・・一・

アニオン’
　〃ロールイ嘘・シ（C1’）。・・∴。・。。・

　綾酸イナソ（SD唱り・……一・・
　ヒドロ炭酸イオン（日：CO♂）・
　フ蟄ζ魂轟イ1rソ（IIS～）　軸・・・・…

　謹酸（メタ）（r轟βiO聾）…・・…・

’〆，ム

0，0128

0，0871
0，0ユ96

0，0Q70

0，0019

・・0，0290

鱒　0，U78
．・@0，0803
…　　　0，0377

0　・　o

畦リモール垂リノラ垂

O．3270　　　　　0β270．’

3，7787　3，7787
0，4888　　’0，9776

012874　　　　0，β748

0，0340　　　0，0680

5，7261

0；818吐　　　0，8星81

1，2263　　　2，4526

1，3164　　　1，3巳64

1，1390　　　1，1390

　0・3932　　　9，4157　　　5，7諺6乱

　o・2塑
　0，6061
　0，1063・…　。・214152

　0，2374

　0，9498　　　　　　・

血嫌く秀脇翻盛聯㍊構躰）

〃ロー〃ナト”ウム（NoC匹）・…………6・…

擁鮫方，リウム（K醤K）4）…………・……？…・

硫酸ナトリウム（蟹a2904）・・鱒・榊戸・師・………

8彦頓奨ナトサ．ウム（ドaHCO3）……………’

：永硫化ナトリウム（NaHS）………∵…・…

擁酸カウチウム（CβSO唱）　・…・。…99・・…・…・

重炭酸マグ零シウム〔Mg（Hoq3）2〕………

・曾炭酸距酸化載〔Fe（HOO3）像〕・………1・…

珪酸（メタ〉（IIメ3io3）、・・…∵・。匿・…帥…・ρ…　鱒

　　　　　　　　o

ノ，ム

0，0478

0，0285

0，08【6

0．0573

0・0り40

0，0665’

0．0417

0，0060

0，2129

遊離炭酸（CO2）…・…∂・………
遊離魂化ホ素（H2S）・・………・
　　　　　　　　　　　｝

P

所

分
性

在’ n
析者
　　状・

比
原泉温度

遊離炭酸（CO2）・一……占・・……・………‘・

遊離硫化ホ紫（H2s）……………・……・・…，

和氣ノ温’泉　・．
　鹿見島瓢姶瓦椰牧園村大字下中津川泥足ノ湯
　堪京衛生試駄所（明泊四十皐）
　無色滴漉喰ト員臭味ナグ少量ノ禍色沈璽アリ反感ハ徹
　朋7〃カリ恒…，敬7し　　　　　　　　　　　’
　賃　　　 1，00ユ4（150）　　　　．　　　　・　　　　　　　・　　曹，　　　　．

　　　　43，30　　　・　　　　　　　　．・

　　　　　，虚　　　分
固形物雄澱：　約　1，28〆ラム（一千グゲム中）

イオン導く委鰺引回雰綴蓋皇裏ラ姦亨）

、カチオン　　　．　　■　　　●

　カリウムイナソ（Kう…………
　ナトリウ4イナソ（置a●）……
　カ’レチウムイナソ’（Ca●●）　・…・・

　マグ零シウムイナソ（Mg’●）…
　ノニ’レロイナソ（Fe．’）・……・…・

アニオン
　〃ロールイナソ（C【’）・・……・…
　魂酸イ　ナソ　（Sつ．1”）　鱒騨・・・…　一…

　ヒドロ殿イナソ（HCO3’）…

’ラム

0，0290

0，1667
011335

0，0695

店0014

0，1308

0．！313

0，85巳6

覧ll無糖
7，232正　　　7，2321

3，3292　　　616584

2，8489　　　5，6978

0，0250　　　0，0500

　　　　20β790

3，6894　　　3．680，匹

1，3669　　　2，7338

13．9583　　．13，9583

　　　　　　　　　　　　　　　1，51L38　　33，5105　　20，3815
珪酸（メタ）（！12Sio5）・………・・　0．2toO　　　　　　　　　、

／・’ @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ・7239

’其　他　　ア9レミ昌ウムイ古ソ，ヒドロ鱗酸イ霜ソ及珊酸各

　　　　　三三遊離炭酸少最

0，6063

0，1063

0，2374

0，9500

闘表（驚響鰯蓬；繍誤次）

〃ロー・レ桝ウム（K：CD・…・・………・・＝…

〃ロ＿，レナトサウム（NaCl）…・…・……・…

重油ナトリ、ン・（翫H：C（ゐ）…・一∴…ご「

硫酸力〃チウム（Ca8⊂）4）㌦・…・……………

且炭酸力〃チウム〔C島（IIC（基）2〕　・・♂。・…・…

重炭酸マグネシウ・ム〔Mg（IKX）ゴ2〕………

蹟炭酸亜酸化搬〔Fe（HCO戯〕∴…・………
珪酸（メタ）（112Sio3）・………・・……鱒・…鱒・

＿一
@’5≧33”一一

●

ノ9ム

0，0552

0，1726

0，3601

091863

0，3177

0，4174

0，0045

0，2星00

◆

ワご・’ @　　9　　6

1，7238

、
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泌
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「子

所在
分　析1

1佳．’

　　　　　　　　　　　　　　　　ど
　　’比屋根岬鑛泉
地’ ｫ縄縣圏頭郡比屋根三

者　　東京衛生試瞼所（明治十九年）

状』虹色漉澄ニシデ硫化ホ三三チ有シ二品葺蝋ナリ

　　　　　　　成．㌧　分　　い’響

固形物悪罵．　約　9，74グ弘’（一’サ晩トル中）

．イわ塞囎翻三三購奮）
．カチオン　　’　　・・β

　　力耳・ウムイオ’ソ（Kう・一…い…
f・　ナト喩ウム．イ育ゾ（器aヘ………
　　カル・チウムイ云’ン（ρ誕8’）……・帆

　　マグ審髪ウみイナン・（Mκ）．…

　アニオン、　　　’　「…

　　’グπ一〃イナソ（Cγ）………∴
　　硫酸イナソ’《繊”γ………・・…

4骸・膿モ鯛轟リグラ孟，
0，！104’ @　2，8199　・　2β199
3，067t　133，0629　133，0629．
0．置779・　　4，4364　　　8，8728

0．2825’，11，5969　　23，己9器

　　　　　　　　167，9｛94

総理．（本卦水’・其向成二於テーリー1トル中次・ノ成分チ含有7～ル溶液チ概略相可ス〉，

　　　　　　　　　　　　　　5．42111　．152，922！・ユ52，9221　：

　　　　　　　　　　　　　　0，7量99　　　794943　　　14．9886．・

　　　　　　　　　　　　　　9，7789　312，3325　167｝910ア
：珪酸（メタ）（Hl麟0ゴ）……！・・…　O．0247　・　　　　＿．

　　　　　　　　　　　　　　9．8036　　．　　　　　　o　　　　　㌧　‘　，
　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　ノ
旧離硫化ホ棄（卵）・…∵……o・23こ2　　　　　　、ノ
　　　　　　　　　　　　　　10，0348　，

其他　フニウロイオン，プロームイナソ七三酸ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　山・・田　岬鑛

　　所在
’　分析
　・’旧

地’

適

状

グロ」ウチト”ウム（NaC！）…雪鱒…瀕

硫酸渉艸ム◎ζ£q）…・命……㌘㍉∴・・

硫酸ナトサウム（8a鐸Q4）．………・…．、

ぞロ「一聖レマグネシ，ウム（MgC1立）‘㈹∵ボ韓

、硫酸力Pレチウム（CaSQ弓）……＿・1・・…・

珪酸（メタ）（Hl£i（聴）…・・…一・…・…・・

　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　層　　　　　　．

遊離硫化フ煉（H至s）……・…・・’・……

　　　　　　　　’・ll’ゼヒ・馳／

！　二、・1’、．’，・置』’・・』．．，…㌦

　　　　　　　　　　　　　　泉，

沖縄縣団頭郡恩納間切村字山田岬

東京衛生試験所（明治十九年）　　　　　　　　　　”

無色清澄ニシテ硫化本四臭チ放チ三味醤タ戯ナリ

　　　　成・　・『分．

置物樋約9・66グ・ム（一サートル中ゴ

回議鯵蕊沼蝦ラ鋤’
カチオン，

　捌ウムイ玄シ（K・）・…・…・・

　ナト”ウムイナy（漏遇う・……
　かレチウムイナソ（Ca●う…・…
　マ’ク㍉きシウムイ壼ソ（M9殉）・

　　1グラム

・．@0，1255
。。@　3，0390
．． @’0，1659
・・@0，2282

’，アニオン

　　〃ロ．一〃イナソ（C：，）・等………・

　　プロームイナソ（Br！）・…・唖・…

　空回イすン（so4”）・……・・……

竃リモール

　3，2005
131，8438
　4，1372
　9；3678

竃リグラム

翫　、量
　3，2005
耳3！，8438

　8，2744
18，7356

162，0543

ξら2761　1モR，8350　148β350

0，0016　　 0，020｛P　　O，0200・

0，6329．　　6，5886　　13，量772

　　　　　　　　　　　　　　9，4692　303，9929　162，0322－
珪酸（メタ）（聡ヨiOぎ）・・。……。・・　10，0306

　　　　　　　　　　　　　　9，4998
遊離硫化永素（H母）・・一一・・0，0388

　　　　　　　　　　　　　　9，5386
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9其他　フ副レロイナ、ン及珊酸ノ各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　セ
　　　　　　　　　　　　　”　　．、　凸’＿　234　＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ∫

　　　　グラム　・・
。・・b・る●』二 V：，5903　・

∵ll…o・2婚9

…・… @0，2354
9・g●・ご● @層「』1，1036，

・・・・…@　　0，6032

．・
u．・●　　0，024ア

　　　9，8036
…遍・0ゴ2312

　　　10，0348

滞．・’一

二L・．『 P

”・ @・＼．

噸表薦麟究雛編耀次）

グロ＿ルナトリウム（KaC1）…・…∵…・・…・

ブロー・ムナトΨウ，ム（KaBr＞碑・・…………

硫酸カサウム（K：2SO4）……・・！・・…………・

二酉菱ナ　ト　1，ウ4．（．Na2S（）4）・ざ一一一一∴。・一．一・。・一一一

グロー’レ・マグネ・シウム（1」fgC12）　……・・一・・

硫酸力’レチウム（CaSO4）∵………1・・…∴・

珪酸（メタ）（II丞∋io3）・・∴・∴　。・・四・・闘…・・…。

　グラゐ　，

・7，61三S

O，00201

0，2790

0，1222

0．8916

0，5625『

0；030δ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・19，4997
遊離硫化水素（H母）……………・…・・…・∴…＿．9三塑

　　　　　挙’　　　．　　’　．’　　　　　　　　　　　9，5385

唯

、　■

弩

｛1

4　　　　　　　　．
、



’

，

　’ゆ　．
・』 T．1’．．

　　　　．脅．．・、礁・・．

　ρ　　　　　l　r

唖

■「

’
●　　　ぐ　　　■　、

所

分

性

在地
析者
　　状

第五號勝田温泉
北新道函館麗谷地頭　　．　’　　・　幽　．’　・　’

．横濱衛生試験所（明泊二十三年）”
』無色無臭冶ト清澄ニシテ味誠グ微二刺戟性チ帯ヒ反慮

ハ弱酸性チ量ス　・　．　　’　．　　　　　一

　　　　　威　　．分　　　　　　　　　．．・
固形物携」臣．』約　馬85ノ，ム（一千グラム中）

イオシ裏（解物編菱曇鍛ラ鋤・

カチオン　．　　　　・
　カ”ウムイナン、（K’）……・・…・

　ナトリウムイすン（N8’）・……∵
　カルチウムイナン（C呂。う・…・・…
　’マク「ネもノウムイ・オソ（Mg’●）　竃・・

．7、亀リレロイ齊ン（Fo・・）・・…・・…・・

73オン，
　〃ロールノイナソ（C1！）…・一…”・’
　1ii田匹壷イナン’（8D、‘”）胆…　曹・・9。・・…

　．ヒドロ炭醗イナン（Hoq3，）…

γ，・　罵りモール垂り”姦

　　　　4糧2989　　．4，29890；1683・

1，7519　　76，0043　　7β，0043

　　　　4，4475　　　・8，89500，1783

　　　　3．6084　　　7921680，0879
0，0081　　　0，1449　－＿≦～幽旦

　　　　　　　　96，7048

3，0039　　84，7362　　84，7362

0，2420　　　2，5193　　　5，0386

0．4228　　　6，9300　　　699300

　　　　　　　　　　　　　　6，8632　182，6895　　9巳p7048
謹酸（メタ）（Hメ3io3）∴……・…＿＿塑Z

遊纐、，・，）…・…ゑ…．．∵・．．． ^…・瑞・…　●

舗旗。，恥〃，黒，。誕，，。。一
　　　　　ム，請酸及ヒドロ燐酸ノ各イ古ソ稠酸並宥機物ノ
　　　　ゼ痕跡
　　　　　　’　　　　。』　　　　’．’『　　　’　「　　．’　　　　　　．

　　岬　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

　　　　　　　　　　　　　　　・．卒　岸　鑛

盛顛表㈱雰；蓉饗聡蓬；羅溢要次〉

．3

　　在地
分析者

一憾…　　．状

　　　　比．

クロ＿ルカΨウム（KC1）・・………・・…・∴・ザ

クロー，γナトリウ4（Naα》i…・・…・……；

クロール’カ〃チウ4（C8Clρ・。………・……

〃ロールマグネシウム（M8C52）…一…。……

石髄薩蔓カル’チウム（Ca巨90弔）…。。…・…　…………

盒夢む髄力〃チウム’〔Ca（HCOゴ）2〕……・…．．

重炭酸マグネシウム〔M9（HCOぎ）2〕・・…∴・・

理1麺亜亘劃七織〔Fe（HC（》ぎ）2〕・∴。・…・……

珪酸（メタ）（H粛io3）…」・・…・…・…・………

㌦グ，ム

0β205・

4，4465

0，0074．

0，2018

．0β432

0β012

0，2139

0，0258

012207

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，0840
遡離炭酸（oo2）・…！・……・・…・………………一」些

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，6472

北三道札幌郡塾田村字早岸

東：京衛生試三所（明泊三十六年）

■　●

泉㈱．
し

無色滴澄味ハ著ツグ爽快昌シデ反感『を酸性チ呈ス

重　　1，0く1留）　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　威

　　　　　　　　　　　　固形物鳩量　　約

イォ議㈱奪磁燃ラ鋤
カチオン

　ナト1ウムイナン（賢の…・・…・
　カル’チウムイオ’ン（C巳’●，・……・・

　マグネシウム．イメ’ン（Mg’願）…

7；オン
　〃ロー岡オン（Cめ…・…・・…
　ピドロ齢匡登イすン（IICO3ノ）…

ノ，あ

’0，0113

0，0140

0，0090

0，006ユ

0，1070

璽リモ鱒勘

0，4902

0β491
0，3695

分
O，14〃ρラム（一？り一　トル’中）

u〆ラム
翫　　　靴
0，4902

0，6982
．0，7390

　　　　1，9274
0，1721　　　0，1721

1，7538　　　1，7538

　　　　　　　　　　　　　　　0，1474　’　3，1347　　　1，9259
　珪酸（メタ）〈H£io3）・・∴…・…・＿哩

　　　　　　　　　　　　　　　　偶1993
／謎1鵬匪1難（C（遍〉・随…。…………。　2，0158…　45，8136

！　　　　　　　　　　　　　　　　　2，215L

　業他　　7＆〃ロイナ，ン及ア3レミニウムイナン「ノ各門跡

＿　235

、

’． A　’．．

嘱

、≧

ノ

．盛類表（本瀬ホハ其輿成二於テーサートル中次ノ三分チ含有スル漕液呂三略棺醤ス）

　　■　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　◎

’グロ＿，レナトリウム（NaC且）・・。・…・・…

重炭酸ナトリウム（NaH（xち）。・……・

書彦匙酉嚢力，レチ，ウム〔C島（H（⊃％）2〕……

■」鐡マ契ネシウム〔珂9（HCOb）2〕…

珪酸（メタ）（H2Sio3）………一…　。…馬岡

レ

■

●　　　　　　　　　，

　　　’ヲム

・・一
@〇，010Cレ

……@　0，0269　鴨

…　…　　0，0567

韓・
＝E●　　0．0538’

…… @　0，05【9

遊離炭酸（C（）2）・………・一…一……一「・’…

O，1993
2，Q158

馬21肌



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
「　へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　：　　　　・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　’　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。、　　　ゲ．、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，｝』．　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

，．　　　　　　喉．．野炭酸泉　　　　　‘∵、淫1ゾ・
●

　．．．　　　，、　　　．所在一一．．北海道空知郡音江村字沖里川俣野鑛泉場

　　　　　　　　　　分析．者　　東京衛生二二所（明治三十九年）　　　　　　　　　　　・　　　　ノ

　　　”性、　　駅’無色澄明味ハ爽三八シテ微二舌頭チ刺戟シ鍼味チ有シ
”　　　　　　　　　　　　　　　　弱酸性語勢チ呈ス．　　　　　　　　　　　　　　’　　　・一．

・〆　1．・・些・軍・’耀秒分∴．・．ヒ．1屍ぐ1．ン．．’

　　　　　　　　　　　　　　　．固形勅糠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約6β0グラ廷rソー野中）
，イ』唖rン表　・（癸塗糞蔑弓長轟叢：裏ラ姦享）　　　　　・’　輩類表　（本早早乏・其集成二於チーサートル中墨ノ成分チ含；有ス〃溶液二機略相図ス）．

カチオン　．　　　　グラ←．uモー”垂り〆ラ孟．：
　カ　9ウムイナン（K’）・・・…　一・…　　．0，1050　、　2，682q　　．2，6820

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84，2213　　　　　　　　　　　　　　　　　　84，2213　ナト　リウムイづrソ（Naうノ…　。・…　　　1，94工3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，2818　　16，5636　　　　　　　　　　　　　　0，3321
’『

J〃ヂウムイナy（Cざ’）・・……・
　　　　　　　　　　　　　　’0，0893　　　3，6658　　　7，3316’∵マク●ネシウムイ，ナソ（Mg’．）…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0臭0250　フ≧ル・ロィナン（Fe’う。・。・・，・。…　。　0，0014

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，1587　．　　6，4761・．　ア彪ミニ汐ムィ寧ン（；4L”）…　0，g585

　　　　　　　　　　　　’　1　　　　　　　　．．，．　　　　117，3246

7自オン
　グロ＿ル’イナソ（C1，）．。．」・・。…　　0，9434　　26，6121　　26，6121

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，4856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，2428　硫酸イナソ（SDの……・……・・0β115
　　　　　　　　　　　　　　5，1456　　84，3567　　84β567　’　鴇ドロ炭酸イナソ（HCO3’）…

　　　　　　　　　　　　　　　8，9291　215，2462　117，45｛」4
『． ]酸（メタ×H£i（ゐ）・・………・動1038．

　　　　　　　　　　　　　　　9，0329．　　．　「・．　．　　．　　．、』　＝．．

　遊離炭酸（働）・・…τ・；・…r・？……定量セス

　』其他　　マンガノイナソ，ヨードイナン灰寄酸ノ名痕跡

．■・：’ 梶D∴．．、∴添．．．1：七．’．・飯磯

　　‘．豪．窓．，『雰離・膿墾塁諜罐薯鮒三星
．　　　　　　　ら1’．．㌧．性　・　朕　．無色清澄微二鑛味チ；有シ弱酸性反慮チ呈ス之チ煮沸ス

ll．じ∴・∵滋：．’ン岬7暫㌢∵・1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約　0，16グラム（一：Fグラム中）　　　　　　　　　　　　固形物纏量

イオシ表．（鰻最遠菱簸裏ラ鋤

カチオン・　　　　　‘　・、↓．　〆ラム
　ヵ　1」ウムィ　ナソ　（K・）σ。．．二．．∴．．・　　0，0033

　ナ｝Lリゥ．ムィォン（脳aO●）・．…　cり・●　　0，0137

．カル’チウムイナン（¢ざつ・……帆　o，Q12墨
　マク．ネ弓ノゥムィナソ（Mg。・）　．，．　0，0025

　フニ，レロイナソ（Fe”）…・…・一、0，0120

　ア〃ミニウムィガソ（A1。●●）…．0，0912

アニオン
　ク・＿〃イナン（Cl’）…一・…・0，0117

　　　　　　　　　　　　　　0，1059　ヒドロ彦矯賃菱イオ’ソ（HOO3！）…

Uモール盒り〆ラ皇

0，0843　　　0，0843

．0，5935　　　0，5935

0，3092　　　0，6184

0，1026　・　0，2052

0，含147　0，4294
0，0443　　　0，1329

2，0637

0，3300　　　0，3300

1，7358　　　1，7358

　　　　　　　　　　　　　　　0，1627　　　3，4144　　　．2，0658
　珪孟垂垂（メタ）　（H2Sio3）　・●唇●。●一●曾・●　　　0，0568

　　　　　　　　　　　　　　　0，2195
’灘炭酸（002）………・…，…一〇，3245…7，3750

　　・　　　　　　　　　　　　　0，5440．

　．其・他　　ヒドロ燐酸イナン　痕跡

．一　236

　　　．．・・！「：・．・　’．　1㍉・，・・1’ダラム．

グt1．一汐カリ・ウ・ムてKC1》…・・…・：7。∵‘碗6∴・レ9・2QOO

クロ．一～レナトリウム（；KaC1）……。・………♂・1，4000．
D

．璽炭酸ナトリウ義（ドaH：（℃悟）……………・。1、．．5，ρ720

重薦カル’チウ’ム　〔Ca（Hcq8）2〕　・・。。。・・。義・．　　1，3侶6’

量彦も酸マク◎ネ弓シウム　〔虚19（王【003）2〕鱒・鱒・・6・　　0，5379

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕岬・…・……・90，0046

硫酸アルミニウム’〔A』（so4》〕・・∴…∴・三｛…o，3700

秘（メタ）’ iE廻iO・）∵・一∵∵∵1・一∵」唖、

　　　　　　　　　　　　　．・，・．☆ミ：：㌃　9，0329

　　　　　　＼

　　　　　　　　　　　　．　，＝　1層　．

麟熱源輪講逡繍編書曳吹）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラム．
グロ」ルカリウム（KC1）………∴一戸・・…　0，0063

クロ」’レ’ iトリヴム（国aC1）…・…’・……∵一　〇，0064

重炭酸ナトリウム（NaHC（励……………　0，0409
重炭酸力，レチウム〔Ca（HC妬）2〕…・∵…1・・0，0500

重炭酸マグネシウム．〔Mg（HCO3）2〕………　σ，0149

重炭酸亜酸化鱗〔Fe（HCQ3）2⊃…・・……∵∵0，（鵬2

層グロールァ〃ミニウム〔AIC！3〕…………g・・　0，0060

珪酸（メヌ）（H28io3）……・・・……。・・5…，・…．’0，0568

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2ユ95
遊繊酸（CO2）………一・・…・・，……・∴一・0，3245

0，5440

．窮

ρ

6
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’

セ』

所在地
　分析者
・惇　　肌

の

森越鐸三三㈱

　　　　　　　　　　　・　固形物産量

窃シ表（委三三磁裏ラ鋤

北沸道上磯郡知内村三三三田宜地

棄1京衛生試験所（明泊二十九年）　　　　　　　　　．

無色滴澄二γテ築臭ナグ味ヒ甚タ鹸グ反臨ハ弱ア’レカ

吻性チ徽ス

　　　　　威　冷　　∫！’1’
　　　　　．約・30，19ノリ・（・φ、リ」・ト〃中）’

，カチわ　，　　　　’‘　●’・・　u曼一ル．垂”，孟
’， 普Eり’ E．ムィナy（1【・）…　。…　∵・・。　0，7乳75　　ユ8，3269　　18，3269

5　ナ1ヒリゥムィナソ（N昌6）冊鯉”gθ・　10，1586　440，7201　440，7201，
　カ〃チウムィナソ（Ca。’）・・…・…o，5…幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13β266　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26，6532
・・マ 闢｢ムィざソ（Mg’●）’“r∵脚1’．騨説：1器1

アニオン　　　　…　　　’．／　　．　　’　1．　　　，

　〃ロロ〃イナン（C1ノ）．．。。・・…　。。・　15，7949　445，5543　445，5543

　嶽酸イナソ（SO4”）。・，・・・・・・・・…　。　　O13070　　　3，1959　　　6，3918

　ヒドロ炭酸イナソ（H：GOの…＿一
　　　●　　　　　　　　　’　　　　．．．　3】L，3349　991，0！27　509．7907
　豊酸（メタ）（E参ヨio3）．・。…　㌶・・…　　　0，0597　．

”　
1　　　　　　　．　．　　　31，3946　　　　　　　　　　・

　撒（GO2）・・．………・……　　　　　　　　　　　　　　　0，6715・。・15，26星3
　，．．　　”　　，．．　　　．　．　　　　’●▼　　32，0661

　鵬　他、デ碍rムイナ・ソ三七ドロ燐酸イオン痕跡．

　　’　　　　∴・・｝．　　　．「　　脚
　　　　　　　．：二一・

　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　’づ　　　　　知　内

．　P

所在地
分析　者
　　　　比、

北一等上磯駆知内村

、　．　い

盟嫉．（沓綾雰掌萎響；霜割編儲実次）・’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’，ム
　ク口回固レガ　リ　ウ’ム　（K二C1）　・・。…　。・・。。。・”・…　齢　　1，3667

　クロ＿～レナトVウム（蟹8C富）’・雫……・…・晶…2嘱9937

・蹟炭酸ナ団ウム（N・H㏄ら）…・一一…‘1，1鋤．

硫酸カル・チウム（C3鼻04）・……・…・・…・・…鱒・　0，4354

1重炭配当ヵノレチゥム　〔Ca（HOO』）2〕　。・・・・・…　。・。　　1，641ε

重渉司直髭マク」ネミソゥム　〔Mg（H（X）3）2〕．・…　g。g・　　1，7630

珪酸（メタ）くH2Sio3）・・・…　●●・・・・・・・…　∵・・…　馬　0，0597

　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．31，3946．

三崖三寓睡2爽型険（CO2）・・・・・・…　。…　ρ・鱒・』∴ご・…　∴…　。・…　。　　0，67ユ5　　　　，

　　　　　　　．，、，　　　9．　　　　．層髄　　　　．．，．　’32」0661

●

鑛

楓濱衛生試瞼所（明泊二十九年）

重　　　　1，022（150）

　　　　　或　　　分

泉　（冷）　．

固形物繍憂　　約　28，9’リム（網り一トル中）

’イオシ表（三蹟水一リート，レ中二含有スル各成分及其最次ノ如シ）

カチオン

　カ甥ウムイナソ（K●）…………

　カ〃チウムイナソ（Ca．．）・…・・…

　マク●零ツウムイガン’（Mg”）　。一

7ニオン

ナトリウムイナン（Kざ）………10，0077

．魂戯イナソ（804”）・…・…・…；・・

ヒドロ炭酸イナソ（HCO5う…

ノ，ム

0，7875

0，2444

0，2978

’罵りモール

20，1149

6PO948

12，2250

足り’，L

嘗　　量

20，1149
43・匹，1735　　434，1735

12，1896

24，4500

490，9280

グロー・ル・イづrソ（C1ノ）．．＿．……　15ゴ7733　444，9450　444，9450

0，2876　　　2，9940　　　5，9880

2，4434　　40，0492　　40，0492

　　　　　　　　　　　　　　　29，8417　960，596夷　490，9822
　珪酸（メタ）（H2SiQ3）…………　　　　　　　　　　　　　　　　0，0986

　　　　　　　　　　　　　　　29，9403
　遊繊鮫（CO2）…h・…。。・・。……・　0，0870…　　1，9773

　／　　　　　　　　　　　　　　　30，0273

／・茎他　フ呂〃回，ア，バ昌ウム，鞭，プ・一へ恥ド及ヒ

　　　　．　　ドロ燐酸ノ各イナソ，珊三門有機物ノ痕跡

一　237　一

●

9・

麟表．㈱雰麟嬬㍊議歪面》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ワム

ク口回Pレカリウム．（KC1）…・………・……・　1，5000

クロー’ 泣iトηウム．（NaG置）…………・・…・24，2550

．．）　喚4
！

重渉繊ナト可ウム（ロaHO〔ゐ）・・………・…　 1，6柵
クロールマク●ネツウム（H酵αオ）・∴………・・。　0，4870

覇1酸ヵ，レチゥム（C縞SO｛）＿＿．＿．．＿＿＿＿　　0，40SO

向暑ルチウム〔C魯（HCOき）2〕　……∴・…　　0，50箆

粛炭酸ぜク・ネシウム　〔Mg（HCO3）」………’1，0427　．

珪酸（メ嚢）（H廻io3）…………・・………一　〇，0986

　　　　　　　　　　　　　　　　　　29，94⑬
遊離炭酸く002）……・、………・・一………・…　0，0870

D

，

，

，

30，（》2符

、　　　　　∂



’ゑ，．

一　r

’．’ Y・1嘱魂熱蕊団匪皐㊧．恐・・∴匹．1
　　　　　∵．．匹㌃雀鱗羅畿1雛諜面癖蜘三∴冠1謬

もジe一4オン気無鶴巌婁蕩亨）！．’・L堅甲表鷹；蕃叢誌藏昭晶謝

・・ 咩?增熄J欝欝’．魏総論lll：1：：1：；：1：藩

マク●ネシウムイナソ（L19●●）　…

73欺ロイナソ（Fe”）…一・・…
ア〃ミニウムイ．オシ（A距鱒）繭

　　　アニオン
　　　　クロ．一ル’イナソ（C1’）・……・・…　　16，0674　453，2412　453，24i2

　　　　擁酸イオン（soの……………　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2959．
＿　　　　ヒドロ炭責斐イオ’ソ（Hl（X）き♂）…　　3，6555

　　　　　　　　　　　　　　帆　’．　31，89951001，5559　519，31＄4
　　、　　　砺酸（メタ）（H：BO2）∴…　門…・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5873
　　　　珪酸i：（メタ）（H夢ヨiOb）・…∴。…・・　0窺2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　32，6880
　　　　三騰灘（002）…　∵・・・・・・…　∵・・…　　　0，8562σ鱒19，459ユ　’．

　　．　　　　　　　　　　　　　　　　33，5442　『．

’∫’讐㍗1二四．二審期隅ナy「ノ榔

’

飾

二
分
性

　　　　　　　　　．．’　・固形物緯量

イオシ表（委鷺諮韻鐡ラ鋤

　　0，2877　11，8103　23，6206　　硫酸力〃チウム（CaSO4）…・・………∴・……．0，1717

　　0，0112　　　　　　・0，2QQ4　0，4qO8　　．重炭酸力’レチ’ウ4〔Ca（HOD3）2〕・・∵…∵…・2，9022
　　0，0364　　，．1，3432　　　　　　　　　二4・0296　重炭酸マグ．ネ鋤ム〔MgζHCO、）、〕一・…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1b7謝
　　　　『・∫∵1．戸ユ9・1卿　重三三三三〔Fe（HC（㎏）」一；・：・∵…、騨6

　　　　　　　　　　　　　　　　．グロールア〃ミニウ4（AICI3）…∴∵…・　0，0r18

　　　　　　3，08046，1608・．・礁ア，・・r偽亡A12（SO・）・〕・…・・………二〇，2077．

　　　　　」　59，9164　　59，9164．　　　珊酸（メ・タ）（】El：BO2）　∵・。・。「・｝・・．匂・・∵ら…　ρ一．・・免、0脚3

　　　　　　　　　　　　　　　　珪酸（メタ）αエ郵03）・・…i∴・・…∵一∵・∵・・0，2012

　　　　　　　　　己轡搾：llll：ll嘗1ご幡1難．

　　　　パ1島．鑑．泉面1濡濡　・

灘熱血欝鷺難憐，．．．．・∫夙．1綜弓
　　　　濃褐色微二1困濁ジ異臭ナク強キ自画味チ有シ反慮ハ酸

・　カチオン　　　　　　　　グ弘・
　　　フK素イォソ（H’）．．鱒．・鱒・．．．ピ・・…　　　0，0034

　　　ヵ　リ　ゥ4イ・ナジ（K℃），g響騨．．…　，gゼ　　0，0521．

　　　ナトリウムイナソ（Na●）……∵・一
．　　　　カ，レ・ヂウ＝ムィナソ，（Ca”）………　　0，4255

　　　マグネジゥムィナソ（Mg凶）『…　0，3571
　　　フニ〃ロイ六ソ（Fe’う・・！…・・…・噛2，8819

　　　ア〃ミニウムィナン1（Ar！う．…、1，6531．

　　アニオン　　　　　．’‘・　．1

　　　〃ロールイナy（CIノ）・…・…・…

照門ル．・ v錐c
3，3663　　　3β663
1，3308　　　1，3308

2，9750　129，0672　129，g672

10，6UO
14，6593
51，5546

21，2220
29，3186

103，1092
61，0000　　183，0000

．470，4141．

　　　　　　　　　　　　　　5，6876　160，4400　160，4400
　硫酸イナン（SO㎡ン）・・。・・…　ど・・∴・↑L，14，8894　155，0010　310，0020、

　　　　　　　　　　　　　「28，9251　587，0302　470，4420
珪酸（メタ）（H2s！（海〉亨…1・一〇・202錫．・

　　　　　　　　　　　　　　29，！276

し三三’ヒドロ燐酸才ナソ痕跡

　　　　　　　　　　　　　♪　　　　　　　　　．一1．．238　　一一
　丼　　　“

　　　　　　　　　　　　　，‘．

盛嫌（耀雰；蕃舗滋；繍蛋豊塗ト
　　β
グロー，レカ　リウム　（K：C量）　・・∵…

グロ帆7レナト”ウム（冨aC星）・…

グロー，1！マグネシウム（MgG12＞

硫酸カルチウム（CaSq）…・・…・・

硫酸マグネう！ウム（Mgso4）一∴

硫酸亜三一鐵（FeSOの・・，…・・∴…

硫酸ア’レミニ亨4〔A！2（SOO3〕・

遊離魂酸（HCI）………∵…の・・…

珪酸（メタ）＜H2Sio3＞…・・…・・∴・

　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　グラム’・

・・。・。・ 謌黶E…　　　0，0992

・・・・・… @甲。∴。・・　7，5508’

…∵・…・’…　1，2680

・・一…
@。・。・…　．．ユ74425

．． 諱D．．．g．・∵・　0，1611

…………・・ V，8356

：・・’●”…　。…　●　10，4432

6一……… @0，1247

……・…… @0，2025
¶．@．1．’，．29，1276

｝



2

所在
分析
性

地
者

状

輻：仙「鑛1，泉’，（冷1

北海道松前郡福山町
東京衛生試同所（明冶二十七年）　　　　　　9　9
無色滴澄畏爽ナグ爽快三二餓味チ有γ反感ハ弱酸性チ
徹スレト駐日沸後賜アルカリ恒…二愛ス

　　∵　戯　　・分．，’，『

。・
ﾅ形砺緯量　約3，84ノ参ム（一り＿，トル中）・

イォ嫁（委驚磁簸裏ラ鋤・
カチオン「@　　　　　9

　　カリウムイガソ（Kう・…・……。
’　朝冷ウムィナン（Nめ…・・“・・

　　カルチウムイナシ（Cポう………
　　マグネジウムイナ．ン（Mg”）・…

、アニオン
Pら O・一，財ナン（α’）……・・一

　擁酸イナン（804”）………・…・・
　　ヒドロ炭趣駐イ古ン’（H：（X）♂）…

　珪酸（メタ）（HIタヨi（堀）…………

／

〆・・　鳳り量｝垂り！つ皇

　　　　真，05490，0413　　　　　　　　1，0549
0，6073　　26，3471　　2673471

　　　　5，65590；2268　　　　　　　’11，3118
0，1336　　　5，4825　　10i9650

49，6788

0，9930　　28，0113　　28，0U3
0，0930　　　｛》，9682　　　1，9364

1，2038　　19，7320’　19，7320

　　　　　　　　　　　　　3，2988　　87，2519　　49，6797
　　　　　　　　　　　　　0，0241

　　　　　　　　　　　　　3β229　　　　　．
麹差引睡灘慶（CC㌧）　・・・・・・・・・・・…　。…　　　1，7836・。・40，5364

　　　　　　　　　　　　　5，1065
翼他．ヒ静ロ満酸イナン及砺酸各痕跡

　　　　L

●

登

1，

所
分
性

、　「

畷裏機欝灘識野晒儲雲次）
　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　〆リム
〃口＿ルヵリゥム（K：α）・・…・・…・，…一・・O，0787

　グb＿，レナトリゥ・ム　（脳hCI）・・・・・・・…　。…　。・。・　1，5413

〃ロ＿∂レヵ，リチウム（q爵12）＿＿＿＿．．…・0，0338

．硫働，・チ払（e・SOゼ〉∵・・・…………≒…0・1319

痩炭酸カルチウム　〔Ca（HC（為）2〕……・・…・　0，7105

重離・マグネ弓ノゥム　〔M8（H3◎0）2〕・・・・…　∵　　0，8026

珪醗（メダ）（Hi餌q3、・・……ご………………　0，0241

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，3229
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7836遊離炭酸（oo2）…………・………∵………・・’

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　、5，1065
　　　　　　　　　　　　「　　　・L●　　　、

上弓蔀回忌（冷）
在　地’　北海道松前郡上乃部村松倉山

析　者　　東京衛生試験所（明泊二十七年）
靭メ無色肝魂ナレトモ時チ樫’レニ從ヒ漸次i國濁シ三二

僅微ノ禍色三三チ析出ス興臭ナク爽快ノ美味チ；有シ弓
鳴朋酸性チ徽シ之チ温ムレハLア，レカリ性二野ス

固形物纏量
’イオ嫁’（本三水一・嘘一ト・，レ中三含有ス〃各成分及其最次ノ如シ）

カチオン
　カリウムイ古ソ（K：●）…・・ボ……

　ナトリウムイナy（Nポ）・……・・
　カル・チウムイナソ（C鳥”）………
　マク●ネジウ【ム’イオ’ン・（Mg’う…

7呂オン
　クロールイナソ（Clノ）…・・…・…

　魂酸イナソ（SO喝”）………・一
　ヒドロ炭酸イナソ（HOO！，…

　珪酸（メタ）（H鐸i（㌧）…………

’，ム，

0PO444

0，6722

0．2080

0，1482

威

い，■一ρ

1・1341

29，1627
5，1870

6，0337

約

足リグ，ム

富　　敷
　1，134L
29，1627
10；3740

12・1674

分
2，96〆，ム（眠り一トル中）

52，8382

1，0583　　29，8533　　29，8533

0，1292　　　1，3450　　　2．6900

1，2382　　20，2949　　2092949

　　　　　　　　　　　　　3，4985　　93，0607　　52，8382

　　　　　　　　　　　　　0，0208

　　　　　　　　　　　　　3，5193
遊離炭酸（002）………………　0，6828…15，5182

　　　　　　　　　　　　　4，2021
共他　　フェルロイナン及アルミニウムイナソ少量，ヒド

　　　　　ロ燐酸イナソ及珊酸痕跡

臆類表（耀欝輔弼＝呼樋次〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ，あ
　クロー，レカリウム（K伽）…・・……・…。・・…

．グ・ロー’レナトリウム（置轟C1）・・…・…・…・…・

書炭酸ナト》ウム（N8】匪（P3）　………・…鯛

硫酸カワレチウム（Casq）　い鱒…。…・…　けr、跨

祖炭酸力’レチウム〔C9（H：CO3）2〕・……・…・

禰撒マグネヴウム〔Mg（H（x）3）2〕…・・…。

珪酸（メタ）（112Sio3）・・…・…6・・∴・………∴・

0，0845’

1，6802

軌0373

0，1831

「036228

0β906．

0，0208

遊離炭酸（cq～）…・…・…・・……・・∵一……

3，5193

0，6828

．　1

4，2021

＿　239　＿

β

乳　・



o

．　「

’のD　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　．　　　　　，

　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　

　　　　．．　潟を．壼＼竃ヒ：ノド國㌧鑛．泉（冷）　’μ，

　　　　・㌧＼．・回雪斐電離鑛霧響緒ヒ樺．弥
　　　：∫．吟，∫．㍑性∫．状無下膿臭ナ〃轍性甘鰍靖叛慮ハ嗣灘チ、

　　カヂオン．．．　　　　　　〆ラ・　電リモゆ蕊懸垂．・
∫’ |参濡鍛お：：：二：1こ：：羅∫，霊獣・，8；lll杢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，2444　　・ヵ，レチゥムィナソ（Ca鱒）。・。●．6．．．　0，4461’　11，1222

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，9456　　　マグネ，勒ム．廿ン・（Mg●●）・…傷0惣2・972＄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1σ7，7583
　　アニオン、・’「・’・　，
　　　〃ロー・評レイすン．（σr）…　。・。・・。…　　　2，9338　’82，7588　　82，7588　．

　　．硫酸イナゾ（SO4り・………・？…　0，0442　0，4601　0p9202
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，1321　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，1321　　　　　　　　　　　　　　　　1，4723　　　ヒドロ渉鯉駿イナソ（IICC触う…

　　　　　　　　　　　　　　　　．6，9583　201，0143　107，8111
　　．’趨（〃）（恥Siの・：…・……・0，0182・．’．

，、　　　　　　　　6，97〔婚　．　　　／・
　　　三塗藩陸渉…蔑建　（OD2），．の∵。・。・ゆ・・。…　。・・　　0，9704’…　22，5454，

　　　　　　　　　　　F．・1　　　　・　．7，9469

　　．其廼．、罷職　1：癒ウ婦ぎ四病∵戸．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尻．別

唱所．在地

分析者
∫性　　　状

比

　　　　　　…　　　原泉温度

　　　喚　　　．■

　　　　　　　　　　　　固形物線量

イオシ表（杢蓼寄州回護箕皇婁ラ雲華）

カテオン
　カIJウムイナン（Kう………・
　ナト”ウムイナン（Nざ）……・
　カル’チウムイナソ（Ca”）・……
　●マク●ネ弓ソウムイナソ　（Mgσ’）　・

’　フ3乙ル・ロイ．古ソ（Fe．う………・

　　　　　．レ　．

．4　「　　　　　　　　　　　　』

　　　　　　　　　温

北海道磯谷郡南三国村字ラyコシ

東京衛生試験所（明治四十一年）．　．’・　　　　　　　　”
微二自濁大氣中漸次潤濁シ終二淡黄褐色ノ沈下チ析出

ス殆ト異臭ナク中性反慮チ徴ス　　　　　　　　　　　．　　’”．
重　1，001〈19。）　’…9．．．‘．．．　　　　　　　　　　　．．，．

　　綿婬㌧．．．’、1，．畳．・・皆．冠．1・．1．．一．・・　r…

　　　　威7、分・　　　　　　　　　，．・、・．

　　グラム
。・
@』0，0008

韓　　層0，0817

・・@0，3220
・・0，0088
・・ C，　P，0056

麟表鷹9蓉i竪聯議議史つ
　　　　　　　　　　　　　。’　　　　　　ノ多ゐ”

グ・幽．励』咳取回）：・・…L；・・∴・・∵〔∵つ四〇〇

　星ロールナ㍗リウム（N呂C1）………r・・6∵四　4，0900

　グロー〃力タチウム（CaC璽2）・・∵……；‘・」…・1．0，1773・

　硫酸力彪チウム（C母0ゆ…………∴…1哩・”0，0627

．∫重炭酸力♪レチウム〔Ca（HCQ3）2〕・一触・；…　卑，4719

重炭酸マグネシ．ウム〔Mg（磁糊・…∴r・’・．　o，招64

珪酸（メめ（H牽i（㌧）・∵・・…………一ピ←…0・OI82

　遊離炭酸（φ6，）＿＿∵＿＿；＿触．．。・晒遍賦　3；器題

　　　　　　　　・’　　　　　　　　7，9的69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’；

約　1，46グラム（一『Fク9ラ．ム中）

　　　　竃リグラム罵りモ鴫ノ隔

　　　　齢　－量
0，0204　　．　0，0204・

3，5445　　　3．5445

8，0299　　16，0598

0，3612　　　0，7224

0，1002　　　0，2004

20，5475’

アニオシ

　グロー，レイナン（C星ノ）…………　0，0209　0，5896　0，5896
　硫酸イナン（SO4”）・………・…・　0，9569　9，9615　19，9230

棚酸（メタ）（HBO2）・……∵……
珪酸（メタ）（H£io3）…甲・・∵・・

1，3967

0，0085
．0，0674

1，4726

痕跡

22，6073　　20，5126

　　　　　　　　　　　ロ
其他　ア〃ξニウムイナy

壷　．’
一　240

．宮守表．（野薄雰掌萎磐婆二二最＝震二二垂三次》・

　　　　　．・　　　　　　　　　．．　　　．．　．．　　　　クρラム

．グロー，レナトリウ∴A（NaCb………・，∴∴・、0，0345

看廃山力壇ウム（K2SO4）・∴・・。・・・・…　4・。・。岬・。…　も・　0，0019

擁酸ナMウム（N・£0、）・・…・・∴…・∴……0，2101

硫酸力序チウム（CaSO4＞…・・…ゼ………・・…　．1，0915

硫酸マグネシウム（MgSC）4）…∵・∵…・……　 q，0435

硫酸亜酸臓（FpS（凋）・∵一・1…；……一；・ご0，0152

圃酸（メタ）（HBO2）……・・…・・。…・…………・’0，0085

珪酸（メタ）気H：2Si（基）………・“・・1…・∴・…・・馬0674

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1，4726

ノ．　・

一
、

、

，■．

．・ ｼ．1

　1炉．．　　　　　．ジ
』．「

ゼ，　智
’こ‘：



4

・，

所在地
分析者
性　　　状

カチオン　…　　∴㌧．
，カサウ．ムイ六ン（K’）……・撃…
，ナトリウムイ太シ（N島’）・・。……

　カρチウムイオ’ソ（C＆。。）　・…・・

　マク●ネシウムイづヒシ（Mg”）・・。・

アニオン，’

　グローレイナy（Cl’）…・…・・…

　魂酸イガソ（804”）………・…・・

登■跡．温　泉
北海道幌別郡登別村宇ペンケネセ’・

：東京衛生試瞼所（明治三十三年）

無色清澄昌ツラL異臭味ナク中性反慮チ徹ス

　　　　　成　’　分　　　’
固形物線量　　約0，96グラム（田干グラム中）

イオン表．（本繍水一子グラム中串含4『スル各成分及其量次ノ如シ）

’，ム

0，0107

0，1722

0，0718

0，0012

O，0996・

0β09ユ

艦り億繭ル．

0，2734

7，4707

1，7905

0，0493

u〆ラム
篤，濾’

1郡
0，0986

pドロ渉靱駿イ實ソ（H：COJ’）…＿＿gL蛭塑匹L■＿」旦鰹』三i≡」堅～

豊酸（メタ）（H鐸i（㌧）…・…・…・

0，7976

0，2038

1，0014

　　　ニ工工，42訂

2，8096　　　2，8096’

3，2ユ88　　　6，4376

．■

’

’血機器・磯欝蓉繋識最；羅編垂曳次）

、／

、¢

　　　　　　　　　　　　　　：　　　・’弘
クロ」・1レナトリウム（蕊8Cb・一・…・…」・…r　O，！644

硫酸カリウムくKボ∋O・）　……　…∵…　…，・…鱒　OlO238

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…ゼ・・…；・…，0β312’

硫酸力，レ子ウム（Ca5G㌧）　………・…㌻…・…’0，1024

童炭酸力〃チウム’〔C亀（H（X）3）£。……・…・　0，1684

薫炭酸マグネシρウム〔Mg（HCO3）2〕．．賎騨…　　0，0074

珪酸（メタ）（H28io3）………・………∵……　0，2038

1717923　　1L1，4272
　　　　　　　　　　，遊離炭酸（CO2）・………・……＿＿＿＿＿．．

三隆離匿1夷眞身（CP2）　，…　。…　。鱒・・・・…　．　0，1525・・い・・3，4659

　　　　　，　　　．　　．　　1　　　　　　　　　ユ，1539　　・　　　　　　　．

　ロ　　　　　へ

典・他　　フ晶ルロイ★ソ及アルミ昌ウムイ★ソ少量，ヒド

　　　　L’三燐酸イ☆ン痕跡

　　　　9　　　　「，

　　　　　　　　｝

・　　亙‘．

’、．

三三　地
回・析者’
性　　　欣

比
　　　　　　　　　　　　原癌温度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虞

　　　　　　　　　　　　　　固形物纏並　　約

Mオン表噸鷺諮戴皇裏ラ魏）
カチオン　・　　．・
　力博ウ4」イずン♂（K・）……∴・・

　ナトリウムイオ’ン（逼r巳●）鱒・…

　アム唱ニウムイガン（NHギ）
　力出’チウムイ7rソ（C＆？●）…

　マグiきシウムイナy（Mg●う
　．フェルロイナン（Fe’．）。・・鱒騨鱒

7＝オン　　　’
　グロ’一ルイガン（C1つ一∵・1・

　魂酸イナン’（804グ｝　・鱒・鱒・・・…

　ヒドロ炭酸’イ實ソ（HOO3り

1，0014

0ゴ1525

　　　　　　　　　　●

六郷’ノ．湯海泉．．．’lll’．．

北弓道幌別稲登別村温泉場
東京衛生試三所（明泊四十三年）　　　　　　　　’1

無色冶ト雨湿昌シテ少許ノ就塗チ宥シ弱アルカ，り性反
憲，量ス　　　　　・　．・，’・，　　　ξ

重　　1，00u（吐3。）

　　　5が　　　　　　　　　　　　　・　幽’・ボ

　　〆，ム　　　璽り」●一ル

。。
@O，017ご9　　0，43908

…0，10580　4，59002
…0，QOO37　0，02046
…0，07534‘　　　　　　1β8350
…　　0，00717　　0，29434

…OlOOO28　　　　　　0，00500

　　・

・・。 @0，15708　　4，43103

…Ol　15289　　　　　　1，59161
　　　　　　層1，80099…　　0，10988

分
0，88〆，ム（一＝Fグラム中）「

u〆，ム
窃銘9蒜

4，59002
0，02046
3，76700

0，58868
0．0【000

9，4！524

4，43103
3，18322
1，80099

，　　　　　　　　　0，62600　15，05603

…∴！・・0，00057

…・一 C0．25523

　　　0・88180
・………0．00153…0，03477

　　　0388333

9141524

’セ

　　1」鵬9
「　「

砺酸（メタ）（HBOの……
詮酸（メタ）くH母io3）……

　　　　　　　　　
遊離炭酸（q防）・・………

醐表（蠣蛮麟比論＝義騙垂頸次〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ラム
ダロー量レヵ　ゆウム　（頂＝（｝1｝r・∵6…　。・。・・騨・。・・…　。　0，03276

グロ剛ルナト’闢ｰム（NaC1｝………・……・・0，23零31

σ〃ロ＿，レ7；ム屯ニウムくNH唱Ch　……∴…・0，00110

硫酸ナトリウム（罵a2月04、’…。・・…一・∵……．0，04400

硫酸カルチウム（C繊）・・…………………・0．17蜥

重炭酸カルテ．ウム〔CaくHqq）2〕　……∵・…0，g9741

風」鐡・マク・ネツウム〔Mg（正ICO3、2〕・……・・0，04309’

窟雪転亜酸化戯〔Fe（HCQ3｝2〕一・…・一・・0，00089

’瑚醸くメタ、くH團）2）…・・…・…・・………・……OpOOO57

ヨ崔酸（、メタ、（H＝2SiO3、．．．．．．．，．．，．．．．．ら曹．．．．。．．輔・…　0，25523

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，88181
遡離炭酸（002｝…………・…∵……・…∵…・ズ0，00153

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬鰯4

一　241　一
噛・　　．
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L，

∵

●

E，

ｫ
．　σ

　　・　瀧．ノ・湯温1泉・三
蓼套．讐．撫蟹翻縷甑ナ．噛1寄∴囲

．性状

．固形物縫壁

イオン表．（奔総弓長簸婁ラ鋤・

．．力 ｵ鷲。、｝。仙．………

　　ナ》西盛ムイナン（Na・〉∴…
　　・ガ虐チヴムイナソ¢aう・……
　　’マグネシウムイナン（Mg鴨）・
　．7ニル切イナyσe●●）・………
　　ア々ミニウムイナソ（A1●つ．。

　アニオン毛．　　　．』　・・．

　　グローリレ・イ．ナソ（C1ノ）……∴。・

　．　蔽酸イオy（SO≧”）…“・肖…・・

　　珪酸（メタ）（H2S匡03）…．……・

＼

●

約’1，34グラム（一り：幽塾・｝レ中）

　　　　　　　　　　　　　　0，9848　　18，9081　　14，7916
　　　　　　　　　　　　　　0，1791

避糊（◎Q2）・…．……，．“，・・譜潔…．．馬34訪

　　　　　　　　　　　　　．1ゴ3551　　　　　・

其他　ヒドロ燐酸イナソ三三酸ノ疫跡

．．

B繕繍．’罵議
．・
@　0，1476　　　’6，4035　　　　　　　　　　6，4035

・。・@0，0709　　　1，7681　　3，5362
．．@0，0097　　　0，3982　　　　　　　　　　0，7964
・・ @0，0287　　・0，5134　　　1，0268

・　　0ユ0224　・　0，8266　　　2，4798

　　　　　　　　　714，7944

」　　0，σ745　　　2；1016．　　2，10正6　』

・・』@0，6095　　　6．3450　　1296900

．　．

‘，e　．
7『　．　．’

盛画趣．1（欝9蕃難病雨避曳次）

所在』 ｭ
分．析者『
性　　釈

・・’ n

　　　　　　　　　　　　　　　　周形三景量

　　　　イオン二二鷺麦雰騰婁ラ鋤

カチオン　　　　　　　　　　　9グ弘　　モリモ＿》リ
　水；鷺イォ・ソ（H‘）…　。・・鱒g・g∴…　6・　0，00241　　2，38703

　ヵ　リ　ゥ．ムィナン（K：ゴ）一型。．g．．．6．　0，01302　　0，33597

　ナト哩ウムイナン（掴a．）………0，07791．3，3800｛
　アム地謡ウムイナン（RHボ）…0，00662　0，36615
　方〃チウムイナン（Ca岬）………0，02669　0，66725
　マク●ネジウムイすン（Mg鞠）…0，00682．0，27997
　・フ」ル財．ナン（Fe’つ…………0，018180，32464
アルミ昌ク4ナン（母つ・∵0，01429、

アニオン　　　　㌦．．　　1「
　9ロ・一〃イナン（C1ノ）…げ・・……　0，051730　　1」61636
　セ　ドロ羅町回イ　ナ「ン’（｝IS（）4ノ）　。・㌔　0，23157　　’2738560

　擁酸イオ’ン（SO4”）…　。・・・・・・・・…　　0，33177　　3，4537～5

b

　　　　　　　　　・・　　　　　卿　　．’弘．・
、グロー，レナ層ト吻ウム（鰍CI）・………2・……．0，1230

硫酸カリウ，ム（K£04）・……晶…”・一◎り。…・一．0」0481

硫酸ナトリウムくN吋ヨ04）・…………・∵兜！・・r　O，3058

硫酸力Pレヂウム（eaSO4）・…・∵・・…・・∴・…♂…已劔2404

硫酸ヤグネシウム（MgSO　D．…∵…：・：“…・．0｝0481

硫酸三二酉麦｛一嘗（FeSO4）　・・・・・・…　韓・●∴g6…　．一，　　｛コ」0779．　　

硫酸ア聖ミニウム（藁（80喝）3｝・・……轡・0，1415

珪酸（メタ）（E舜iQ3）・1…・・…・一1…・・一・・0，179匹

湯．温

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1639
．避離炭酸（㏄レ2）一・……二：・…痴…∴・…痴・；・．o，1912・

　’　　．

　　　　　　．・’　　　、　　　　　　1・錫51

　　．．泉（瀧・湯）．1∵三鷺

北湛回視別郡登別村三三泉場
東京衛生試瞼所（明治四十三年）
殆ト無色清澄ニシテ口許ノ洗：塗チ有シ弱酸性反感チ呈幽
シ味徹昌」孜欽恒…ナリ

重・1，00011（14『）　　　．．』、．．．．・．一．．し

　　　　　　　　　　　　　　　り・・．

E一・ ｬ・’　分’　．　・．．．∴
約0，81ノラム（」干グラム中）

OP52399　・1，57197

　　　、10，gqg52

．U〆ラム
薯含87濾

0，33597
3，3800｛

0β6615
1，33450

0，55994
0，97392

1，61636

2β8560
6，90756

　　　」　　　　、

砺酸（メタ）（正【BO9）…
珪酸（メタ）（H2Si（乃）…

　　　0，78649　　15372078　　1σ，90952
・。・・∴。・・　0，00227

。。．．．．．．． @0，22671

　　　1，01547

～．■．

ゾ1

騨表：（耀欝灘諺雛義十日安次）

　　　　　　　　　　　　．の　：．．．．　　㌦　ザラム
〃・一ルカリ牲（KC：）・…1・…∴・・…r・・∴・，02481”

ク里帰Pレナ’ gリウム（RaC1）・・∵・……∴・b・・0，Q5368．

グロ“。聖アムモニウム（N耳4，1）…・∴撃…・q，OL960

硫酸ナト．リゥム（Ra2SO4）・一…一り……・兜0，17502

硫酸カルチウム（CaSQ4＞・…∴……・……」・。・0，09078

硫酸マグネう’ウム（MgSO4）．。∴・・∴…・！・…0，03371

硫酸々化載〔Fe2（S（）4）3〕．．．σ．．．．．．．・●．．．、。1，．．　。・　0，06495

硫酸アルミニウム〔ム12（鯨）ゆ3〕…・・……一〇，09001

遊離硫酸（II2SO4）…一・………・・………・0，23157

畷（メタ）（｝IBO2）…一……・・…………1・・，0，00捌

毬酸～メタ）（H5i嚇㌦・・一・一・・一一…・o，2267r

　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　．’　1・0131乙
　．’：．　・1・∴　．、層・‘　． 　　　　　　　　　　　ド

一一．242　＿

　　　　　　・・’曹
　　　．　｝

、な”
・．’H



’

三
分
性

在
析

カチオン　　．’　・．

　カΨウムイ，ナソ（K：’）………・

　ナト．り．ウムイナソ（Naう……・

’アム喝ごウムイナ｝く（NH≧●）・

　カルチウムイ太ソ（Ca．う・…
　マグネツウムイナソ（M“”）・
，7晶ルロイナン（Fe●魯）………・

7；才ン
、クロー㍉レイナソ．（αう！………

　魂酸イナソ（SO4”）………一
　ヒドロ炭酸イ．ナソ（E（℃b’）・

イオセ表婁（委鰺馨茂雰菱黒垂昊ラ募す）’

　　　三冠ノ湯温泉
地北下溢幌別郡登別村宇温泉携
者　　　東京衛生試験所（明漕四十三年）

驚舞色艦椛辮聯早ス
壁泉温度　　　　　45。

　　　　　　　成　　分
　　固形物纏孟　約（埴4グ弘く一干グラ’ム中）

　　’，ム　　　uモ？ル

・・ O，01256　　0，32082
・・ @0，077’17　．　3‘34794

㌧・@0，00095　　　0，05254

。6 @0，09135’　2，28375
・・ O，0U80　0，48440
・rO，00140　0，02500

・・ @0，11610　　3，27504

・・@0，18499　　　　　　1，92578
・g@O，13306　　2，18100

罵り〆ラム

賞　　量

0，32032
3β479墨
0，0535毛

4，56750
0，96880
0，05000

馳

．の

9，30760・

3，27504

3，85156
2，ユ8吐00

　　　0，6倉938　　13，89627　　9，30760

・・…・… O，00057　　　　　　．，

………
O，25425

．、　　0，88420
…・…・・0，02404

、　　，

磯酸（メタ）（HBO2）＿」．．

豊酸（メ撰）（H2瓢Ob）…

遊離炭酸（CO2）・……・…・

．，．

●

盛顛表r i耀察萎無識湛醜藷要次）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ヲム
クロ」〃ガ”ウ4（KICI）；讐・・・・・…　。・・1…　。・。…　　0，02393

．クロ帽ルナ1・リウムQl亀α）」……・………・0，17023．

クロー〃アム魅ニヅム（RH≧d）・・ボ・…・・…⑤，00252

硫酸ナ．トリウム（口a鐸q）・・，…・∴一｝・6・…0，03114

硫酸力，レチ・ウム（CaSO唱＞9一…　。・・・・・・・・・・…　’・・0，23222

・重彦き酸力’レチウム〔CIし（HCC』3）2〕…・…・…・0，09348

撞炭酸マグネシウム〔1』f8く正【（）C㌧）2〕…・…・・0，071肌

蹟炭酸堕酸化織．〔Fe（HOO3）」・・…・………0，00鰯
細酸（メタ）（H閑02）・…∴・・…………・…・…・・．0，00057．

珪酸（メタ）（H2SiO3）…。…………・…・・…・・0，25425

蹴炭酸（叫）…＿…＿．…＿…漏8；1三三

　　　　　　　．’　　　　．．．．，9・三盛

き　　　　　　　　　0，90824

　　　　　　　　　　　　ら

　　　　　　亀藍湯温泉〔下ノ謝

・出癖1．・鱗黙羅㌦榊
　　　　　原泉温度　　92，。

　　　　，　　　　　　践　　　分

イォ壕・（難三菱蕪裏ラ鋤
固形物携：薩

’カチオン・．・∴．・・…．．　　・　　．’，ム　　ロ．｝

　ヵ　サゥムィナソ　（正【・）・・…　●・…　g・　0，09535’　2，43550

　アム事i＝ウムィナン（NIIギ）…0，00177　0，09790
　カルチウムイナン’（Ca”）…・…・・0，32809　　8，20225

　マグネ弓！ウ4イナン（Mg’う…　0，02135　0，87644
　フ＆’レロイナン’（Fo”〉。・・・・・…　‘・0，00028、0，00500

．約4，5レ弘（一千グラム中）

ナトリゥムィナン’（Na’）………1，1864251，4715851，47158

アニオン

u〆ラム
鎚　　鮭
2，43550

0，09790
16，40垂50・

1，75288

0，0LOOO

72，17236

　　　グローb〃イオン”（O互’）・・・…　。・・…　　2，43286　68，62793　68，62793

　　　ヒドロ炭酸イナン（正100♂）　・・。　σ，2乱625　　3，54443　　3，54443

　　　　　　　　　　　　　　　　4，28237135，26足03　72，17236
　　　硯酸（メ友）（HBD2）……………0，00n4
　　珪酸（メタ）（正1夢ヨio3）・。・・…　。。。・・　O125605

　　　　　　　　　　　　　　　　4，53956　　　　‘
／遊繊酸（（職）∴・………‘…・・…・，・。8・4…0・18273

　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　4，54760

　　　三三硫酸イオン．痕跡　　・
　　　　　　　　　　　　、

　　　　．・　●　．，．　、　　　　．　　ド　．・・　　，　　　　　　　●■一　　243

　9．　　　～、・

　　　鴨　　　　　　　　　　　　　“

‘

盛嫌（李船塔繋論薩；鵜儲実次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　’，ム
グ回・一ル’力　唄ウム（K二Cl）轟…………・。…・・。・・0，18169

グロー’レナ’トリウム（篤棚）…………・・・…　3，01122

クロr・〃アム至ニウムCτ：日高C1）……・…叩0，00524

グロー，レカrレチウム（CaC12）…………・・…・’0，81065．

．重乱塾匿力，レチウム〔Ca（HC（為）2こ1。・……・…　0，1445δ

歯炭酸マグネシウム〔Mg（11c窃）q〕・・一・・0，12831

重炭酸亜酸化織〔Fe（HOO3、2〕………・…＝・0，00086．

瑚酸（メタ）（H朕）ピ）……・…鴨………………　0，00114

珪酸（メダ）（II鐸io・）・・一・一「…………・」三三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，53971
遊離炭i酉塗（CO2）……・…・・…………乙・・…・・・…　0，0080｛

　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　．　，4，54775

『・
v

’
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倶知安鑛泉塾照
顧北海道虻田郡倶和安村
東京衛生試験所（明治三十年）

無鵬澄異臭三三性爽快ノ味チ有蓋態棚酸性
チ徴ス　　　　　・・　　　ド』”・‘層、’：「τ

イオ城（本知永・Lサー㍗ル中」ゴ含有署ル各回分所其癖次ノ如シ．）

＼固形物織量
　魑　　　　　1

セ　　　カうFオらン　　　　　　　．・．　、　㍉　　　　　グ・，ム

　　’“駒脇付ソ（Kう・……・・…0，0122
　　　ナト　リサムイオン《Ha’）・。・・噂｛誌　　0，0330

　・　　カル・チウムイ雰ソ（Ca臆）………　0，0500

　　　鷲キ7ウタィオソ．（聖，∴●・・9？o零β1

零；：塗ン：

　グロ＿
罫ロ，＿『，．、．．

　珪酸（メタ）（耳2SiO3）…
　辱τ“・‘

遊離沸酸（oo2）・・…・……
　7．一　’・．■

簸弩盤畝y．’

　　　　剛　　　　　、　r

　　　　Oβ71Q

●∴。●●．．・

●・・●　，●　9●●

成’

紳。・蜘ラ・∫（≒り≒匝勅

σ

　　　　　灘機
　　　　　　1，43且8　　　　　　　　　　1β418－
　　　　　　1，2474　－　　　　　　　　　　2，4948・
　　　　　　1，07ユ4　．　2，1428

　　　　　　乳’　　　，　　　、6，381Q　．

＝qo110’ D8；き｝119；翻・

　　　　　　　　　　　　　’0，5033　　1q，4436
　　　　　　　　　　　　　0，1207
　　　　　　　　　　　　　・0，6240’
　　　　　　　　　　　　　1，3041…　29，6336

　　　　　　　　　　　　　工，9281
其　他　　硫酸イナソ友ヒドロ燐酸イナン「ノ痕跨．

1所在
分析
性

地

者、

状

亀ト

山 田

　　　分

　　　　　’麟表（秀欝享蓉骸；滋＝血糖宏次卸

　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　しロ　リロ　の　ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆7ム’
　　　　　馨只＿，レ】堅り身ム（Kα》∵・∵1・1∵・！・∵：＝∵・・’9，g琴32．

　　　　　重炭雇豊ナ吃ト”ヴム（1三Ta二二CQ≒5）・・∵9・・g…＝・g・・ら・ ’0，1230

　　　　　重炭酸加レ≠ウ・臓甲co鋼・…i・・，・，。卿25

　　　　’重炭酸マナネシウ4亡逗9（耳。磯」・・……騨73

　　　　　珪酸（メタ）（H£iQ3）……！…∴…………・・；　0，1207

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「　㌧9，6240・

騨・1灘r9∵∵竺llll「等：等輝∫

　　　　　　滋デ∴．∵”謬窪窪

　　温　泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　け　リド　　　　　　　ド　キ　ら　　　　　　　ヘコ　

　弗海道虻田郡倶知安村字岩雄別典甲．

　東京衛生試一所（明治三十九年）　　　　　　　．

配色無二乙回生曝イ聯律弓’・

　　　　　鵬　　分’，㌦　　　’臥．
彫物樋』綿1。86グそ・（」干グラム中）馳『　1『

禦乱興野）」1ご’蔽’磁・篇
　ナ．ト　リ　ゥ．ムィナン（N巳・），．．．ら…　　　O，1248　　　5，4ユ43　’　5，4！43

ζ耀；参1葦船轟ly：：：溜91§；翌孟1耳1；釜器

　　　画　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　28，446g

アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　グロー〃イ】rソ（C1！）・。・・一…　。∴　 0，1496　　4，2200　　4，2200

　擁酸イナソ（SQ4”）……一…・・　　　　　　　　　　　　　　0，9882　　1052873　　20，5746
　ごドロ彦撮イナソ（HOO3’）…　　q2201　　3，6077　　3，607ア

水源基イオン（H助…・∵」・・…　　　　　　　　　　　　　　0，0015　　　0，0446　　　0，α色46

骸シ表「 i難詰晟雰罎姦奥禰）

珪酸（〃・α、騨∵……1；19器3臥25382嬉柳

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，9557　　　　　　　　　　　　　’・’　・

肇辮織圃ll：：：：：：：：：：：3：撒”●獅1

　　　　　　　　　　　　　　　2β778

　其他　フェルロイナン，アルミ昌ウムイナン，ヒドロ燐酸
　　　　　　イナソ，珊酸及有機物ノ各痕跡　　．

　i　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　、　　　　，　　　r一＝　　244

職騰呼物薦郵畷｝
硫酸力・リ’ウ∫ム（区2SO4）・……・。………鱒9。・・」・。　q［（脚β・

硫酸才トリウる（聾a£Q4）・・…∵・・二・…二轡・ら1嫌8’　．

水硫化ナ・Uウ紙翫HS）一・……………0，0025
顔一’・妙筆ウム¢・q・Σ……∵・∵・∵・∴．・窮0合89

グ’ロー”マグネシ’ウム（潮19q2＞∵…・……・・。　0，1247

硫酸カルチウム（CaS（）4）・・…・……・。・・∵…∴・　1，0121．

重炭酸マグネシウム〔Mg（H（P3）・〕・・一・∵・傷2晦

竃彗酵～メタ》～H夢3i（ゐ～・∵…　∵。。∵・・…　，・∵・∵…　　　6詠）523

　　　　　　　　　　　　　　　　　’ユ，9560
；駐…離炭酸（qo2）・・・・・・・・…　∵。。・・◎・・●・…　。●。・・・…　「　　0，4125・

遊騨蝿（圃響・極幣∵四三ll

Lr

、L
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噛
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の

所在
’分析
性0

地

者

状．
比’

　の　　　　　　　　　　　げサリヨロ　　　　　　　　　コ　　　へ

峠下　．鑛
北海道虻田廓倶高知村字娠†

忌引衛生試験所労明治四十一年）

泉　㈱

無色滴湿ニジ曙シ鵜幣難媒卿刺難ナザ
重　・1，0005（15。）　，　’　　　　　．．．・．

　　　　　成　1’冷

固形物纏歪．　約．0，38グ弘（一千グラム中，

　　「’．勧解，磯編騰裏ラ鋼Σ

待塩
鱒窒霧二三：：二：：1：：：

力虐チウムイナソ（Cゴ●）・ρ・……
rrク●孝ミノ㍉ケム」イ　うヒソ（Mg．9）・…　。・●，　0，0201

　　　ク　ノ　コ　コ　　　ロ

　　　アニオン
　　　　　　　　　　　ノ　リロ　　　　クロールイナソ（C；今　∴…。∴・∴・

　　　　魂酸イナン（SO4”〕・r…・……・…・
　　　　ヒドロ炭酉舞イナン（IICO3つ・・…。・

　　　　ノ　の　タ　　　　　　　　コ　　　　ロ　ほココ　　　

．　’　　離酸《メタ）（H罫0ゆ…………

．’ヲ←

OlOO24

0，0293

0，0472

璽リゼ＿即

OgO613

1，2712

い771
，0，8251

璽リノラム

搬・　愚
0，0615
1，27二2

2，3542
1，6502’

軌0077
0，0032

0，3083

5，3369

0，2172

0，0666

5，0536

，．@　　　呪

1

壷轍機宜9蓉懇聯；鵜艦塗）

0，2172

0，0333

5．0536

∂

旧離炭酸（qo2）……

’，

莫袖

ケ

　　　　　　0，4182　　　8，6388

　　　　　　0，1465

　　　　　　0，5647

……・・…一Q塑…87，5000
　　　　　　馬4167

●

5，3374

フェ彪ロイナソ及アルミ昌ウムイナγ「ノ痕跡

る

別

グb一励けム（K（著、鱒∴・・」・∴…・∴・∴・

グロー〃ナトリウ．ム（置鵬C1）。・・鱒・・…・…・…

重炭巌索ト，ウム（翫窃00旨）・…・……・∴∴

煉日日ル午ウム（Ca80ゆ…・…・讐∴。・・∵・……

垂彦鍛力’レチ：ウム〔Ca（H℃03）2〕…・…・…・…

≦置鐡マグネシウム〔M露（HCO3）2〕・……。・

．・ Qラム
Oloo45

．9・oo92

0ガ0938

6，0046

0，1853

9，1208

珪酸（メタXHメ3io3》・…・……∴・・…。・…鱒㍗…・0，1465

、

．　　　　　　．

所

分

性

在．地．

析者

　　比

め　ロげ　

カヂオン　　　．，．’
　力噌ウムイオソ受k：う鱒・軸・…

　ナ恥リウムイナソ（醤グ）……
　アム毛昌ウムイナン（NHの
　力彪チウムイナy（C｛ギう…∵・

言聚謬言蒔田：1；二：

@　ゆ　も　　　　の　　　　　　　ロ

7ニオン　　　．、．．．　、

　ロげね

’転 回

遊離炭酸（OD2、…・…∴

　　　　　　　　、

北沸道中川郡幕別村曽＝皐康ノ内

東京衛生試験所（明泊四十三牟）

　　　　　　　　　0，5647
．．．．．．．．．

諱D．．．．．．・・…　1・6・　　3，8520

　．　　　　　　　！　．　　　　4，4167

　　　　　　　覧　　　　φ．馳
，一∵

泉．（冷）

・無色冶ト清漉ニシテ戯味チ有シしアルカ剛性反回チ徴ス

置，　1，0051（11・。γ　　』　　　．．　　’

　　　　　成　　　分　　．　・　　5’，、
　コ
’固形物線丑　　約　7，19グラム（」午グラム中）

イオγ鼠算（甥霰雰嚴嫉ラ劔）

　・’，・　聖り．一ル垂り♂，皇

…　　0，07β97　　1，96603　　1，96603

・。・ @2，04490　88171584　88，71584
・・。@0，02631　　1，45686　　1，45686

　　　　　　8，620σ0　17，24000∴・　0，34482

：：：　8；δ呑言乙9　　吉；乙？き8き　　8：3益乙89

　　　　　　　　　118，81581
　璽　　　　　　　　　　亀　　　　，　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

クロ門」レ・イ．雰ソ（Cr），∵，・。・・・・…　3196053111．72158111，72158

　　　　ヒドロ炭酸イナソくHCO3つ・・

　　　・箋画くヌタ）（卵iσ3）……・・

　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　．

／　　遡離炭酸（qQ2）……・・…・…・・

　　　　　　　　膠

　　　　　　亀

璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　一　　．

…・
@0，43282　　7，09423　　7，09423

＿畿1手22馬2930S11易81581

　　7，11531
…　　0，52785●。●11，99659

　　7，6431⑤

　　　　　　　　　＿　245

亀・

’　8

●

o

蜘表修脇蕃響識繍編謹）
　　1　　　デ、』　　　　・　．　　〆，ム

グ自＿pL，ヵ旦ウム（KCD．．．．＿．∵・・∵・。・…。・。。，0，14667

”ロー’セ†トリウム（N50D…。・・…・・。・…・・’5，190！0

ク・一’・ア岬ニウム（箪H・q）……一；一ρ1ρ7798

クロー，レカ〃チ・ウム（（㌔｛〕12、　・・・・・・・・・・・・・・…　。　0，95597

．グロ＿〃マク●ネ．シゥム⊂MgC12、・・・…　。・…　鱒・・　0，1U30

盈炭酸マグネシウム〔MgくHCQ3）2〕・…・一〇，51827

重炭酸亜酸化殴〔Fe（HO〔為）2〕・…．・∴…1」…∴・0100ユ78

．珪酸（メタXIIメ3io3》・・・・・・・・・・・・…　…」・∴・∴し…　’0レ11367

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，11574
　遊離」懸tCO2）…………　…・……。…7・…・0，52785

　　　　　　　　　　　　　’　　　．．．．　　　7b643159

」

@　．‘ σ



．ゴ

　　噸

　　　　　　　　・所在’地

・．，．　”分析者
　　　　　　　　　性．　．状

　　　　　　　　　。．　　比。

金　・山　．鑛　泉
北海這目梨郡志類村字金山
東京衛生試験所（明治四十三年）
無色溝澄微二恩調性ノ戯味チ有う’黄色ノ沈櫨アリ殆卜

中性反1懇チ徴ス　　　　　　　．・　∴　　．　　　　　　　　　　　　．
’重’・ちO血ｫ1伊）．．券1∫∴1・…∫謡∴．．∫⊃

　　　　　　　　　　　　　　　　．」二形物総量．約
・、㌦．イ競表r（本籏永一千グ．ラム中二含有ス’略成分及計量i欠．ノ如シ）・

∵カチオン．　　　　　，　：・．’．．・．おム　でリモ＿ル

　ヵ　Uウムィナソ．（K：’）．∴。．・・L●●・。　0，04744　　．1，21179

　アム屯昌ウムィォゾ〈浪H4’）…0，00106　0，05863

5墨66グラ今（一『Fグラム中）

ミリノラムー．

窒21、茜

ナ1・リウムィナン’（Na’）………．1，14685’49，75蛮38．49，75488．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，05863
　　ヵ〃チウムィブヒソ（Ca’う………　0，43329　10，83225　』21，66450
　　・マク●ネシウムィナy（Mg’●）．．．・．0，34144　14，01642　28，03284

　　フニル’ロイオ’ソ（Fe夢〉・・。・・。…。・．0，00139　0，02482．0，04964

　　ア〃ミニウムイ．ナン’（AI●輔）…0，00232　0，0S561　0，25683

アニ才｝■．’．．＼凱’・㌦．一Q脚1
　　グロー，レ！書づrソ（Cy）・．・●・●9・・…　　2，03976　57，53907　57，53907
　　噛硫酸イナソ（so｛”）・・・…　。6・・．。・●・．0，94445　．9，83188　19，66376

．　　ヒドロ炭酉麦イオ’ソ（HCO窒ノ）●・・1．4536423，8262823，82628

　　　　　　　　　　　　　　　6．4ユ164167，18163101，02911
、　　　　珊酸（メタ）〈】日□B〔）2）顧鴨◎・・∴・・軸●・　0，28222

　　珪酸ξメタ）（H奨3iOゴ）………。・・0，05009

　　　　，　　　　　　　　『　　　』　　　　　．　　　6，74395　　　　　　　　　　．　　　，｛

．　　…減炭涯垂（q〔触）…　サ・。・・．・。・弓・r・・。・。・　0，17363」・。3，94614

・． 黶E∬．滋1管無熱ン四

二b一・　．

、畑鼠表（瑠9萎響聯帯磁墜）

■ヤ

所・在；地

分析者
性　　　駿

　　　比

　　　　　　り．．・　．　’∵．・：’．＝　　∂吟ム

ク恥ルカ艸ム（Kα）…‘・∵…一∵∵・0・0904σ・
’ク・ロ’」pレナトリウム〈NaCl）……，。r……，・・2，91σ79

〃ロ＿〃アム毫ニウム（NH4C1）・繭……「・0，00314
ク’香[〃カβチウム（qaC星21）・，。∵・・。9・・…。・・0，36099．

硫酸カルテ．ウム（lCaSO4）…b………・・∴…・7・・コ，03088

硫酸マグネ．砂ム（盟gSD・）・・…・∴……・…．0・05181

重炭酸》ネシウム〔Mg（HOO・）2〕………1・74056

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HC（ゐ）2〕…・一・・∵…0，004姐

硫酸ア，レミニゥム．．〔ム」2（SQ4）3〕；。・……・・∴・，0・O1466

棚酸（メタ）（HBO…）・…ニ…「・∵・…∵・……∵≒・0，28222　、，

珪酸（メタ）（H2Sio3）…・…・・り・℃。ら…………　0，05009

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，53996
遊離炭酸（002）………………・…・…br…∵・『0，17363

　　．1∵’乎．，二．・．．1・：．党．．’、．1騨9、、、

湯．竜泉（泉源）

墾濁墾北醜芝蘭二塁北三三
．東京衛生試験所（明治四十四年）　　　　．．．国．．・

．無色清澄少量ノ勃塗アリ味ハ故駅性ニシテ酸味強シ
重　　　　1，0152（270）　　　　　　　　．　　．　　　　　　　　．・

成
　　　　イオ．シ表二二繹馨最雰菱異張裏ラ姦奮）

カチオン　　　　・グ弘・・モー・藷・グ㌃．
　フk棄イ’ナソ（Ilg）。．・・。…　●。・・・…　も・　0，06575　65，09901　65，09901

　カリウムイナly（Kl’）。・・…≧・。・。・0，41636　10，63499　10，63499

　ナ’ト　”　ウムィナy（Naう・・・…　。9●　1，12728　　48，90586　　48，90586　・

　アム毛ニウムィナ芝（NH4う・・＝0，2086711，5414811，54148
　ヵ〃チウムィナン（Cざ’）………0，12665　3，16375　6β2750
　マク●ネッウムィナソ　（Mg”）　・。・90，02686　　1，10263　　2，20526
　フニ，レロイナソ（Fe’．）「…　。。・・。…　．　0，13791　　　　　　　　　　　　　　　　　　’2，46268　　4，92536
　アル・ミ　ニウムィ　すソ（A1．●・）　．・・　0，葦5670　　5，78229　　17，34687

アニオン、＿’ D∫じ’．・迂．．＼㍗，、．16亀986認

　クロー♪レイナン（C】！）・‘…・……3，76525106，21298106，21298
　硫酸イナソ　（SO4”）　’・・…　。。●…　●　2，91844・30β8143　60，76286，

　ヒ　ドロ燐酸イナン　（耳P（）4ク）・。・　0，00102　　0，01062　　0，02124

剛。め（宜。。，〉…．唖…．…1；講28脚77216⑤99708

　珪駿（メタ）（H2SiQ3）・∵…1・一．’0，17904

　　　　　　　　　　　　　　9，20798

喋他刈ウMナソ，鉛枇y及フェ岡イナソ各鰍

6」　246

分
麟表（本野水ハ其集成二於ヂー千グラム中次ノ成分チ含有ス四溶液二概略相富ス．）

　　　　　　　　　　　　・・　　　、　　　　　　〆ラム幽
　　如一励’艸ム（Kα）・・；」←晶・…∴一・0，79謝

　　グ口口．3レナト可ウム（ドaC1）。・…∵・・………1，10772

　　ク・」’・アム’モニ．ウ、ム（罰E・Cl）一…∵・「・0・61773

　　硫酸丹艸ム（Ka邸）・）一・……………・’2・13025・

　　硫酸力．ル．チウム（CaSO4）……………。・…1…0，43078

　　硫酸マグネこノウム　（MgSO4）　9・9・…　。・。。・・。・。・。‘0，13277

　　硫酸亜酸化鐵（F爵0唱）……………∵……・…0，37445

　繍酸ア1・ミニウム〔A12（SO4）・〕・・…・………0・98870．．

’燐酸ア，峠ニウム〔A12（H．PO4）・ユ…………0・00121
　遊離簸酸（1…ICI）　・・・・・・…　∴…　。r。・・。・・・・・・…　鱒●・　2，37365

　棚酸（〃》（H：BO2）……・・……・一・………；0，07805

　珪酸ぐメタ）（H£io3）………・…・‘…………0．17904

　　　●・　　　1　』．・　　　”　　　　　．　　　’　9，20772　　　　．

6

．d

o
｝



、

’「

所在地
・分析．者
性　　　状

　　　　．比パ

ら

’イオシ表・〈委聡晟寄留懸裏ラ鋤

　　　’

・．・ﾏ’
P・．． ｦ．・．∴．．．∫

瀧》、湯鑛．．泉（泉門ロ）

整薄塁北聰芝蘭二北投量庄
東京衛生試験所（明治四十四年）’

無色清澄少量ノ三三アリ其味無籍性．ニシテ酸味彊ヴ

重1，0150（26。）

　　　　　虚　　　分　　　’．・

”カチオン　　　’　・’．．　け　’弘　　竃腫一四’垂リグラ塗

　　　糊玄総山二～：：i：：：：ll二二1腰回羅1凌・量騰ll

　　　　ナトリウムイ☆ソ（Nポ）・…・…・0，9652041，8741441，87414・
　　　　アムモ亀ウムィナソ（NE亀’）…0，1866610，3470t　10，3470L
　　　Oカ，1ノチウムイナン（（旨し・・〉…・・…0，13230・3，29925　6，59850

　　．5ζ謡～拶畠錦2．：：：8：灘杢；塁1霧羅ll

　　　　アルミ昌ウムィ貢ソ（Al…）…．0，14107。5，20554●15，61662
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1争7μ285
　　　アラ啓≧“、壬ソ（α’ゴ…＿，…亀，。3，9脚799軌，、。79

　　　　薯雫盛磁鞍櫛1ぢ’：：：羅器2笥灘・5詮醗1

　　　　　　　　　　　　　　　　　7，99340249，06383147，44283
　　　　硯酸（メタ）（正【1302）・・・…　。・・・・・…　　0，07095

　　　．珪酸（メタ）（Hiβio3）・………・・0，19443　　　　　0

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，25878

　　　　其他・メリウムイナソ，鉛イナソ及フェ’レ財ナン各痕跡

o

r
所　在　地

分析　者
性　　　状

　　　　比

．’

。麟表斜照饗識繍罐雲塗〉
　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラム　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　コ

　グロー彪力功ウム（KCl）…・∵…∴。・…ゼ…・　O，78176’

　グ’ロー，レナ．トリウ．ム（置畠C！）．・・…・………　　Oレ8289ユ

　グロ＿，レァム毛ニゥ！ムく飼日14C1）・…∴・…・・　0ρ55258

硫酸ナトリウム（N8轟、・…・・∵………・…　　ち96919

：硫酸力’レチウムL（08S躍）ピ）…。。・・8…。………　　0，45000

．　硫酸．マクリネミィゥム（晩s（）L5）・g鱒・。。。・。・。・…　。・・　　0，16259

硫酸亜酸化級（FeSO｛）…｛∴・…・…∴」…60，33706

　硫酸ア，セミニウム〔ム堀（SO4）3〕…・……・鷺．0β8996

燐酸ア々ミ⇒ム〔蝋HPO・）・〕……“・0・00121
　遊離粗起1…（H：GD・……・…　。……　…・・…　…・…　　2，01950

　丁丁（メタ）（HBO2）一・………・…・……「・・0，07095

　珪酸（メタ）（H廻⑩3）・……・…一………　0，19443

瀧”ノ湯．鑛’．泉（顯地中央ジ
壷稗壷北騰芝闘二量北投庄

轟奮励難岬町購蚕勅欽性・三
味彊グ硫化：水棄臭テ有ス　　　　　　　’
重　　　　1，0149（260）　　　　　　．　　　’　　　　　　　　　・…　　　　．　・　’

　　　　　成、．．分　　　・◎
イオシ表・（本鎮永一手グラム中二含看ス，レ各成分及其量次ノ如シ）

昌，25808

，

聾職（耀雰蓼蕃響識羨鵬翼齪次）

’ll難鑛ii灘鑑li蕪器i継縫li：：ll　ii鍵

1；響磯鶏i撒鷺1．蕪甕叢｝iiiiiiiii蕪

襲業欝1讐1…1…畢難｝ii撒iiiiiii！｝懸

　　　　　　　　　　　　　　　7，83562

　　其他　川ウムイナン及フェ，四廿y「ノ痕跡　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　’一　247　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　」

　　　　幽「．’　　　・髄’　・　．．　．’　．．・■．・』熟r．．・



－㌦　　　・．．す』

●　　画

所
分
性

略

、・

「■

『く￥・

’こご

・，．

．　●

．。：　脅

瀧♪町回泉．（浴槽）

．’ F寺庸》爆鳴浅磁皇婁ラ欝）．

　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在地，壷湾垂北醜芝蘭二量北投庄
析者．東京衛生試験所（明漕四十四年）、’・　’．∵』♂
　　状　　無色清澄少量ノ就鍵アリ其味牧欽一一シナ酸味強シ
　　比重．・．1・0151く26。｝－．

　　一∵．’　　㌔．，成・’　分．．・1・

毎わ’．．ド．：．∫涯．・一》・ム・・帳鼠講噛
　　フk素イ六ソ（且y）．・・b…，…・・∴・∴0，0542853，7425753，74257

．　　か・リウムイナy〔1ζ．）………・6・0，37419　9，55785　9，55785
　　ナト　リウムィオソ．～K8『L∵・…　も・」：1，01157　43，88590　43，8ε590一

　．』ア4唱ニゥ李イ六y（NH4う…0，2051511，3714011，37140’・
　　．ヵ　ゐ　rFウムィガソ　（CIし●’｝r・・，…　g　O，14073　　3，50947　　・7，01894

　　マク9ネッウ＝ムィナシくMg●．）　…　．O，04094｛・1，68062　　3，36124

　　7凄ル・噴．，イナソ、（Fe’。う…・……・？0，エ5ユ7エ’2，70911　　8，127麟3

　　ア”ミユウ．ムィオγ’（岬・’ll．佛10四三8騨11・56605

、ラ≒才ジ．1．、，1．．．．．㌔．・・，．，∴∴・1’．．二．．期弊’

繍瓢嵐窓1．＝＝：＝：三：：霧鵜羅鵜；塞器1’

とドロ燐酸イガγ（HPQの…o，ooloo＼o，01042　0，02084

轍．。旧鋤∴＿．…．…織鵬蹴4861314騨45
珪戯（メタ）但2βi（徳）・…・・………0，21744，

　　　　　　　　　　’1’．「・8β5638　　　：’

蘂．他．，刈拡林ソぞ鋤拶及フニ舶廿略鋤

，　’

　　　所在地
、．．　分析者・、
　　・∫性　　状．

　　　．、　．．昆11

乙．’O

■

L．、　　冨　　　　　　　　　　　　　　、　へ

ρ　ド．■L

　　　　　　　　　　　　　　　判　　｝h

幽蓑（関纏蓉碧嬬姦＝鵜認諾）’

乱行就温
　準準垂北麗芝蘭二量北投庄．

　東京衛生試験所（明泊四十四年）

　無色滴澄少詐ノ沈塗アリ徹二牧試味チ具＾弱酸性反感
　テ徴ス

重・．i，609チ（26。）．、

こか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
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