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例
口

1．　本丁に掲載せる鑛泉分析表は明治45年より昭和3年末に至る17

　年間に亙り東京及大阪雨衛生試鹸所に於て必要に慮じ勝に臨地試

　験を施行せるもの虹に他官磨及公衆の依頼に慮じ分析したる成績

　を蒐集し之を各府縣別となしたるものにして衛生試駿彙報第12號

　に次績すべきものなう

2．　鑛泉分析成績の表示法式は前記第］2號に於けると同一なウ但し

　イオン表中瑚酸，珪酸及硫化水素に封しても亦ミソモノン数を掲げ禽

　ほ從來ミリグラム當量とせるものはグリュンフ・一ト氏に從ひミリ

　ゾァノンなる名稻に改めたり

3・　イオン表中各イオンは實際定量せし原数よう直ちに之を算定せ

　るものにして特に柴を附せるものは源泉所在地に出張して臨地試

　験を施行せるものなう

4．　鑛泉及其登生琵斯の放射能成績は何れも臨地試験に係ウ主とし

　てシュミット氏検定器を用ひ循環法を行ひ最大電離飛流の張さを

　測定し之をラヂウム標準液と比較して槍定し以て百億分の一キュ

　リ＿軍位（10－1〔エCurie）1こて表示し爾ほ之に次の係数を用ひマ。へ軍

　位に於ける成績を算出禍記せう

　　　　　　］x10－10キ」一軍位＝0．275マ。へ照位

　　マ・へ輩位のみを以て示せるものはコーノレラウシュ，／一ザェンタ

　ール或はエンダラー，ジーヴェキング式フォンタクトスコープを用

　ひ検定せるものなう，紛ほ†を附せるものは現品提供試験に係る乙

　とを示す

5．　表中試！瞼年月の次に（東京）或は（大阪）とあるは夫々東京或は大阪衛

一　1　一



　生試瞼所に於て分析したることを示す

6・　表申温度は何れも振氏とす

7．　各鑛泉中本來の泉名不明のものは假りに其所在地名を採用せう

　從って或は實際の名稻と之を異にせるものあるやも計り難し且つ

　未だ浴揚の設備等を具有せざるものなきや之を保し難し而して温

　泉に属するものは某温泉とし冷泉なるときは茱鑛泉（冷）とし更に冷

　温不明のものは翠に某鑛泉となせウ

8．　鑛泉．の分類は日本藥學會衛生調査委員會協定の法に準振せウ即

　ち次の如し但し単純温泉に限う主として35℃・以上のものを採用せウ

　　　　　　　　　　　三門の分類

　鑛泉分析の結果下記各項の一に該當するものは之を療養泉とす

　鑛泉は其泉源に於て常に撮氏25度以上の温を有するときは之を温

泉とす

　　　軍純温泉Eil漁cho　warme　Q【1eUe11（Akratotllerme11）．　Simple　tllermals．

　単純温泉は常に構氏25度以上の温を有し遊離炭酸（CO露）及固形

成分の含量水千分三三1分に充たざるものとす固形成分1分以上な

るも主と・してヒドロ炭酸イオン（IICO’3）と共にカノンチウムィオン（C“●●）

及マグネシウムオオン（Mg●●）を含有するyl’〔純土類泉Ei11負lclle　erdige　Que11－

e1L　SIIIlple　eartlly　Sprillgs．も亦之に回す

　　　箪純炭酸泉　Eillfaclle　SILuerlillgc．　SimPle　carboll（hoxated　springs．

　軍純炭酸泉は水千分中遊離炭酸（CO・）1分以上を含，有し固形成分の

含量ユ分に充たざるものとす

　　土類炭酸泉Erdige繊uerlinge』arthy　carbondioxated　springs．

　土類炭酸泉は水千分中遊離炭酸（CO2）及固形成分各1分以上を含
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有しアニオンとしてヒドロ炭酸イオン（IICO3’）カチオンとしてカノレチ

ウムイオン（Ca●’）及マグネシウムイオン（Mg”）其主要成分をなし之を結

合するときは盤類表に於て遊離炭酸の外主要成分として重炭酸カル

チウム及重炭酸マグネシウムを構成するものとす

　　　アルカリ泉Alkalisclle　Quelle・1．　Alkali11（・sprhlgs・

　アノンカリ泉は水千分中固形成分1．分以上を含有しアニオンとして

ヒドロ炭酸イオン（IICO’3）カチオンとしてアノレカリィオン其主要成分

をなし之を結合するときは盤類表に於て主要成分として重炭酸ナト

リウムを構成するものとす斯の如き水は之を煮沸するときは炭酸（CO2）

の遁散：によウヒドロ炭酸イオンは炭酸イオン（CO3”）に鍵じ共一部は

土類アノレカリイオンと結合して沈近を生じ他の一部は加水分解をな

し水酸イオン（OIめを化生し以てアノンカリ性反慮を呈す

　本泉千分中遊離炭酸（CO2）1分以上を含有するときは之をアノレカリ
性炭酸泉Alkalisclle　S三Luerlingo．　Alkalim　cafbondloxated　springs・とす

　本霧中クロPルイオン（C1ノ）叉は硫酸イオン（SO墨”）或は土類アノンカリ

イオンの著量を含有するときは純アルカツ泉Rei11と葛lkalische　Qし1elle11．

1）Ure　alkaline　SpringS・に識し之を

　　懸盤含有アノγカリ泉　Alkalisch－111uriatisclle　Qαolle11・　Alkali1】e　n・uriatcd

　　　sp「1ngs・

　　芒硝含有アノンカリ泉Alkalisch－saliniscllc　Quellen・Alkaline　sとLline　sprhlgs・

　　食盤及芒硝含有アノレカリ泉．Alkalisch・Hlluiatisch－salillisclle　Quellell．　Alka－

　　　Iine　muriated　saline　sprillgs．

　　土類含有アノγカリ泉　Alkalisc11・crdige　Qtlelle11・Alkalille　earthy　sprjngs・

に細別す

　　　食盛泉K・chsalzquell…．C・mm・n　s・lt　springs・

　食盤泉は水千分中固形成分1分以上を含有しアニオンとしてクロ
ーノレィオン（C1’）カチオンとしてナトリウムイオン（Na’）共主要成分をな
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し之を結合するときは臨類表に於て主要成分として食臨を構成する

ものとす

　本泉千分中食臨15分以上を含有するときは之を強食盟泉Solquell－

elL　BrinG　Sprhlgsとし食臨5分に充たざるものを弱食盟泉Sc11Wache

KOe11Salzquellen，　Weak　c∩mmOll　Sdt　s1）rillgs・とす

　本泉千分中遊離炭酸（CO，）1分以上を含有するときは之を炭酸含有

食1血泉Kochsalzsltuerlillge．　Carbondioxated　commoll　salt　sprillgs．とす

　本泉中ヒドロ炭酸イオン（licO、’）或は硫酸イオン（SO、”）若は爾イオン著量を

含有するときは純食盟泉ReilleKocllsalzquGllell．Pure　conlmoll　saltsprings・に回し之

　　をアノンカリ性食臨；泉　　Alkalisclie　Kocllsulzquelle11．　Alkと↓liue　commoll　salt

　　　Sp「1119S・

　　芒硝含有食藍泉　Salinisclle　Kocllsこしlzqnellc11．　Salille　commoll　s～Llt　s1｝rillgs・

　　芒硝含有アノレカリ性食臨泉　Alkalisclレsalillischo　Kochsalz（111e】1e11・Alkこdille

　　　S乙Lline　COm1UOn　Salt　Sprin9ご．

に細別す

　叉土類アノレカリイオン或．・’土類アノレカリイオン及・ド・・炭酸イオ

ン若は士類アルカリイオン及硫酸イオンの著量を含有するときは之

を

　　亜化土類含有食臨泉　1つrdluuriこしtisclle　Kochsa】z｛1uellGu．：Etしrth－1uuriated　com－

　　　1nOll　Salt　SpringS．

　　土類含有食臨泉　Erdigo　Kochsalzquelle1L　Eartlly　comlnoll　sこdt　sprillgs．

　　石膏含イ∫食臨泉　Sulfatische　Kocllsalzquellen．　Sulpllate（l　comnloll　s芝しh

　　　Sp「エ119S・

に細別す

　本泉中ブロームイオン（Br’）或はヨードイオン（J’）若は雨イオンの著
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量を含有するときは

　　ブローム含有食盤泉　1うronlMtige　Kochsalzquollen．：Bromic　commoll　s乞山

　　　Spr1119S・

　　ヨード含有食盤泉　Jodhaltige　Kocllsalz（1しlelle11．　Iodic　comlnon　sa1些spri1、gs．

　　ブローム及ヨ・一ド含有食盤泉　：Broln・ulld　jodllaltigo　Kochsalzquellc11．　Brolllic

　　　alld　iodic　common　salt　springs．

とす

　本泉千分中遊離炭酸1分以上及著量の瑚酸を含イ∫するときは之を

炭酸二三酸含有食盛泉．BorslLurellaltige　l｛ocllsalzs三tuerlillge．　Cとしrbolldiox～Lted

com皿oll　salt　springs　contailling　bo」・ic　acid．とす

　　　苦味泉Bittorquellen．：Bitter　sprhlgs．

　苦味泉は水千分中固形成分1分以上を含有しアニオンとして硫酸

イオン（SO4”）其主要成分をなすものとす而してアノγカリ性心慮を呈せ

さるに於てはクローノレイオン（Cl’）の濃度硫酸イオンに比し優れる揚

合即ち亜類表に於て著量の硫酸盤と共に多量の食盤を構成するもの

も亦之に属す

9本：泉はカチオン中ナトリウムイオン（Nのカノレチウムイオン（Ca“）或

はマグネシウムイオン（Mg．●）叉アニオン中クローノγイオン（Cl’）の二二

に從ひ之を

　　芒硝性苦味泉　SalillisChO　Bitte粗【正ellell．　Salille　bittCr　Sprillgs・

　　石膏性苦味泉　Sulfatischo　B批01・quelle11．　Sulpha七ed　bit七〇r　sl）rhlgs・

　　正苦味泉Echte　Bitterqucllen・Real　bitter　sprillgs・

　　食藍含有芒硝性苦財こ泉　Muriatisch－stLlillisc11G　Ritter〔1uelle1L　Murilししud　s芝しUlle

　　　bitter　springs．

　・食盤含有石膏性苦味＝泉　Muritしμsc11－su1臨iscllu　bittcr〔1uulle11．，　Murjとしted　suト

5
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　　　phated　bitter　springs・

　　食牛含有正野昧泉　Muriatische　echte：Bitterquellen・MuriこLtcd　real　bitter

　　　Spr1119S・

に細別す

　　　炭酸鐵泉Eisellk之しrbしmatqu〔ひ11e11・lroll　carb（♪11ate　spriIlgs・

　炭酸鐡泉は永千分中フェロイオン（Fe●’）0．01分以上及ヒドロ炭酸イオ

ン（HCO、’）を含有し之を結合するときは臨類表に於て重炭酸亜酸化鐵

を構成するものとす

　本丁千分中遊離炭酸（CO，）1分以上を含有するときは之を炭酸含有

炭酸銑泉Eisensli・uGrlinge．　lroll　carbondioxと、ted　si｝rillgs・とす

　本泉は他の成分の含景に從ひ純炭酸三寸に早し之を

　　士類含有炭酸銭泉　Erdige　Eisenkarbollatquellen．　：Earthy　irQll　carl）011ate

　　　sprlr［9S・

　　アノンカリ’性炭酸i餓泉　Alkalische　Elsellkarbonatquellen．Alkalinc　iroll　carbo11．

　　atC　Spr1119S・

　　食臨含有炭酸戯泉　Mαriこ延t｛sche　Eisellkarboユ1atquolle1L　Muriated　iron　carbon．

　　ate　Spr1119S・

　　苦味性炭酸銑泉　Eiscllkarbonatbitterquellen．　Iroll　carbonate　bltter　sprhlgs．

1こ細別す

　　　綜：彗泉Vitrid‘1Uellen．　Vi七riol　SprhlgS．

　緑可罰は水千1分中フェロイオン（FG●●）又はフェリイオン（Fo’”）0．01分以上

を含布しアニオンとして硫酸花オン（SO4”）共主要成分をなし之を結合

するときは堕類表に於て硫酸亜酸化餓又は硫酸酸化鐡を構成するも

のとす而して微量の遊離鎮酸共存するものも亦之に属す

　本泉千分中硫酸亜酸化熱として1分1こ充たざるときは之を弱緑肇
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泉．Schwacllo　Vitriolquellen．、Voak　vi七riol　springs．とす

　本南中ヒドロ砒酸イオン（H：AsO4”）を含有するときは之を含砒緑馨

泉Arsellhaltige　Vitriolquellen・Arsenic　vitriol　springs・とす

　　　明糞泉Alaunquellen．　Alum　springs．

　明馨泉は水千分中固形成分1分以上を含有しアノγミニウムイオン

い1…）及硫酸イオン（Sq”）其主要成分をなし之を結合するときは盤類

表に当て主要成分として硫酸アノンミニウムを構成するものとす而し

て微量の遊離鑛酸共存する竜のも亦之に諭す

　　　酸性泉Saure　Quellen．　Acid　springs．

　酸性泉は水中声量の水素イオン（H：●）（遊離鑛酸）を含有するものとす

本泉千分野フ。・イオン（F…）叉はフ。リイオン（F…り0．01’ ｪ以上を

含有しアニオンとして硫酸イオン（SO4”）現存し盤類表に於て硫酸亜酸

化餓叉は硫酸酸化鐡を構成するときは之を酸性親筆泉SaureVitriolqu－

ellelL　Acid　vitriol　sprillgs・とす

　本泉中耳量のアノレミニウムイオン（A1’“）を含イ∫しアニオンとして硫

酸イオン現存し盤類表に於て著量の硫酸アノンミニウムを構成す．ると

きは之を酸性明藤壷Saure　Alaunquelle1L・＆cid　ahllll　springs・とす

　1本影千分中フェロイオン叉はフェソィオンO・01分以上及アノレミニ

ウムィオンの著量：を含有しアニオンとして硫酸イオン現存すると

きは之を酸性明馨幽思泉Saure　Alam1－Vitrlolquellen．　Acid　alnm－viむriol

spr1119S．とす

　本必中遊離硫化水素（112S）を含有するときは之を硫化水素含有酸性

泉SchwefelwasserstoH正1altige　saure　Qucllen．　Sulphurcted　acid　spriugs・とす

　　　硫黄泉Schwefblquellen．　Sulphtlr　springs．
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　硫黄泉は：水中水硫イオン（l19’）又は水硫イオンと典1こ遊離硫化水素

（rr．，s）を含回するものとす

　木泉中遊離炭酸（CO，）從て遊離硫化水素を含イfするときは之を硫化

水素泉Schwefelwassersto侮ndlen．　Hydrogell　sulpllido　sprillgs・とす

　本泉は他の成分の含量に從ひ純硫黄泉に封し之を

　　土類含イf硫黄泉　Erdlge　Scl［wefelquelle11・E芝Lrthy　sulpllur　sprillgs・

　　食臨含有硫黄泉Muri｛しtischG　Schw翻que11e1L　Mnriated　gu11）lmr　springs・

　　ぞi？叫三・1ゾk耐己！llこ勇芝　ScllwefelbitterquellelL　Sulphur　bitt‘｝r　spri1199．

に細別す

9．　鑛泉の醤治効用は共温度，化學的成分，鑛泉地の地形，氣候，溶客の

　生活状態の獲化等諸般の要素の綜合作用に由るべきを以て各鑛泉

　の効用を確定することは極めて難事に局すと錐も前記衛生調査委

　員會の協定に從ひ上記分類せる各鑛泉に就き共適慮症及禁忌の概

　略を掲ぐれば；次の如し

　　　　　　　　　　鉱泉の筈治効用

　・一般的i禁忌亀諸種急：性病，熟病，’ll信惇歌態（結核及疵腫のi進行せるもの），

重症の器質的疾患（高度の心1歳病，腎臓病，中三時1経病，血管硬化症及脳

浴血の虞あるもの）等に付ては特に鑛泉の慮用取捨に注意すべし

　各種鑛泉中細別せるものに凹し特に共の適慮症を掲げたる竜の＼

外何れ竜其所属主泉の二二を適用渉べし

　　（　）は綜括病名中著名なる實例を示す

　　黒字は該泉の特数症を示す

　　〔　〕は一般的適慮とならぎるものを示す
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　　　○軍純温泉
溶　　用　外傷性諸障害，慢性筋及關節二巴絶壁，慢性湿疹，官能性剃1

　　　　経病（ヒステリー及刺1経衰弱），丁度の脊騰病，中櫃及末梢性

　　　　四四（経久性牛身不随，小見麻i庫等），婦人生殖器の慢性諸病，

　　　　慢性撮護腺炎，諸病快復期，1娘病質

本適慮症の大部分は爾除各泉の一般的適慮症と見るも差支なし

　　　O二丁炭酸泉．

内　用　胃弱（胃酸減少，弛緩症），　秘，輕度の血笹硬化症

　　用　（特に巌酸泡⊥沫．浴の方法1ζ依るべし）

　　　　心臓病，血管障害，官能性棘経疾患，輕度の脊随病，貧血，i萎

　　　　黄病，諸病恢復期，慢性婦人生殖器諸病，刀経閉止期の障

　　　　害，〔皮膚病〕

　　　○食盛炭酸泉

内　用　胃弱，便秘

溶　用　慢性生殖器及沁尿器諸病，慢性僕庶質斯，諸種の麻痒，〔皮

　　　　膚病〕，腺病質

　　　○土類炭酸泉

内　用　消化不良，門門病

　　用　諸種の皮膚病

　　　○アノレカリ営

内　用　田下諸病，肝臓疾患，慢性咽喉及野寺支加答免，腎盃炎及

　　　　膀胱加答見，輕度の．血管硬化症，糖尿病脂脾病，痛風貧血

　　用　　慢性偉麻四半，各種紳脛痛，〔皮膚病〕，慢性好人生殖器病

　　　○僧門含有アノレカリ刃引食盟含有アノンカリ性炭酸泉

内　用　膓鴇諸病，慢性咽喉及氣瞥支加脚下，貧血
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溶　用　慢性僕麻質斯，各種祠1経痛1慢性婦人生殖器病，諸種の麻

　　　　痺（孚身不随等），〔皮膚病〕，腺病質

　　　○土類含有アノンカリ泉

内　用　腸胃運動障害，刺1経性清化不良，慢性咽喉及氣全宰支加答児，

　　　　1傍胱加答兜，糖尿病，痛風

溶　用　慢性皮膚病，皮膚潰瘍等
　　　○神郷臨泉（フ1く千分中クロールナトリウム5分に充たざるもの）

　　　　本泉は内用を主とす

内　用　慢性消化器病（弛緩症，食物停溜，弛緩性便秘），慢性喉頭及

　　　　爆管支加答兜，新陳代謝理解杢眠病（糖尿病，脂腔病，痛風，

　　　　貧血，腺病）

禁　忌　興奮性剃1経病，胃酸過多症，清食器痙攣症，結核，腎臓炎

　　　○食時泉（水千分中クロールナトリウム5分以上を合有するもの）

　　　　本泉は溶用を主とす

内　用　水を以て弱食臨泉の濃度に稀和したるものは弱食臨泉．

　　　　の数に同じ

浴　用　慢性全麻質斯，諸種の麻痺（経久性牛身不随，小兜麻痺の類），

　　　　痛風，慢性生殖器及沁尿器諸病（慢性子宮日日炎，子宮筋炎等），

　　　　貧血，萎黄病，腺病質，虚弱小見，輕度のi肛管硬化症，諸病快

　　　　復期，〔漁疹〕

禁　忌　逆上の傾向

　　　○アノンカリ性食臨泉

内　用　慢性胃膓障害，慢性咽喉及耳管骨壷答兄

溶　用　腺病質，慢性泌尿器及生殖器病，〔皮膚病）

　　　○炭酸及瑚酸含有食監泉

10一



溶　用　慢性倭麻質斯，痛風慢性生殖器及泌尿・器諸病，〔皮膚病〕

　　　O苦　　味　泉

門　用　脂月脳病，常習便秘（消食器弛緩症），逆上，月明閉止期障害，輕

　　　　度の1血管硬化症，下腹部臓器の充血，痔疾

溶　用　慢性倭骨質斯，神経痛，官能性帥経疾患，皮膚病（殊』こ乾性

　　　　療痒性）

　　　○炭酸鐵門
内　用　各種貧血，萎黄病

浴　用　官能性神門疾患殊に剃1純性心臓病，慢性婦人及男子生殖

　　　　器諸病（月経異常，慢性子宮筋炎，流産の傾向，不姫症，遺精，

　　　　精液漏，陰萎等）．

　　　○弱縁馨泉（7」k千ク｝亜硫酸亜酸イヒ餓1分に充たざるもの）

内　用　貧血症

　　用　螢養不良，諸病恢復期，祠1純痛，官能性耐経疾患，優；麻質斯，

　　　○丁丁泉（水千分中硫酸亜酸化鐡1分以上を含有するもの）

内　用　水を以て弱二三泉の濃度に稀繹したるものは溺線欝泉

　　　　の敷用に同じ

　　用　　慢性優概質物，⊂皮膚病⊃，慢性婦人生殖器病，紳維痛

　　　○含砒緑馨泉

内　用　各種貧血及萎黄病

溶　　用　　官能性祠1経痛，剥1纒痛，慢性僕庶質斯，〔皮膚諸病〕

　附　記　鐡泉及砒泉は消化器障害あるときは其内用を禁忌す

　　　○明　肇　泉

　　用　下腿潰瘍，手足多汗症，静陽平，慢性泌尿器及生殖器病

　　　○酸　　性　　泉

11



溶　川　癩病，梅毒性及頑固の濃瘍，疹癖，其1也慢性皮膚病

　　　　但遊離酸の量は水千分中多くも2分を超過す可からず

　　　　若し其以上なるときは水を加へて適宜稀罧すべし

　　　O酸性明馨緑馨泉
浴●用　下腿濃瘍，手足多汗症，慢性泌尿器及生殖暑捧病，慢性倭麻質

　　　　斯，・皮膚病

　　．○硫　　黄　泉

溶　用　慢性皮膚病（灘性，疲痒性），慢剋三優麻質斯，痛風腺病慢性婦

　　　　人生殖器病，月経閉止期障害，諸種の麻痺，慢性鼻咽喉二二

　　　　管支加答見（喘息及肺氣腫1こ器爽せるもの），経久梅．毒，鉛及

　　　　水銀中毒症

　附　　録

　　　○放射能淫乱（3．5マツへ以上のエマナチオンを含有するもの）

内用及浴用　牽後変溺，紳経痛，慢性倭庶質斯，痛風．皮膚病（一般に

　　　　療痒あるもの）

備　考　病名は俗用語及學術語混湧せるも了解に便ぜんか爲め暫く

　　　　從來の慣川に準ず
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　　所　在　地

　　試験年，月

　　性　　　欺

比　　重

駒 込 鑛

青森縣東津輕郡造道村大字駒込字深澤

大正9年3刀（束京）

泉　（渤

無色清澄にして異臭なく牧敏性酸味を具へ弱酸性反慮を呈す

1，0012（15Q） 蒸獲残潅　　1，1344グラム（1キログラム申）

イオン表（本鑛7k1キログラム中に’含有する各成分及共選次の．如し）

カチオン

　水i素イオン（H’）・・・…
　カリウムイオン（Kつ・・㌦・
　ナトリウムイオン‘Na●）　．。
　ヵルチウムイオン（Ca。り　・・

　マグネシウムイオン（Mg’り・
　フェロイオン（Fe。つ・・…
　ア1レミニウムイオン（A1’●’）・

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　・
　硫酸イオン（SO墨”）・…　　．

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル．

0，0037　　　3，666壬　　　3，6664

0，0067　　　0，1714　　　0，1714

0，0422　　　1β348　　　1，8348

0，1224　　　3，0549　　　6，1098

0，0126　　　0，5181　　　】，∩362

0，0069　　　⑪，1236　　　0，2472

0，0520　　　】，9188　　　5，7564

18，8222

0，2720　　　7，6706　　　7，6706

0β559　　　3，6664　　　3，6664

03595　　　3，7426　　　7413～2

　　　　　　　　　　　　　　　1，2339　　26，3676　　18β222

珪酸（メタ）〔H適03）．．・・　0，1124　1，4352

共　他 ヒドロ燐酸イオン痕跡

1，3463　　2798028

塵類表（本鍍水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含右する溶液に概略相弄す）

クロールカリウム（K：CI）　。・．．・．・

クロールナトリウム（NaC1）・．。．．．

クロ戸ルカルチウム（CaC12）．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSα）　・．．．．．。

硫酸マグネシウム（MgSO｛）・・・…

硫酸鉄酸化鐡（FeSO4）　．．．。．．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO些）3〕．。＿．

気心硫酸（H2SO4）．．．．．．．．．．
封建酸（メタ）（H2Sio3）　．　．　．　．　．　．　．　．　．

グラム

0，0127

0，】072

0，3142

0，0305

0，0624

0，0188

073285

0，3596

0，1124

1β463

泉　　質 本泉は酸性泉に心す

比

駈　在地
試瞼年月
性　　　欺

　重

千 年 鑛 泉（冷）

肯森縣中津輕郡千年村大字一・の渡字野尻

大正4年10．氏i東京）

無色澄ゆ」にして戯味を有し微羽アルカリ性反慮を呈す
1，0080　（150） 蒸獲残渣　　8，8661グラム‘1キログラム中）

イオン表（本減水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチ才ン
　カリウムイオン（］旺’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（Ca’。）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ。
　フェロイオン（Fe．’）・・…

　アルミニウムイオン（A1∵）　．

アニオン　　　　　　．
　クロールイオン（Clつ・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロかこ酸イオン（HCO3’）　．

グラム

0ρ3204

ミリモ〃　　　ミリヴァル．

0，81839　　0β1839
3，03202131，54099　13L54099
0，00212

0，40329

0，04468

0，00243

0，00080

0，】1726

10ρ8225
1β3005
0，04339

0，02952

0711726
20，1645〔｝

3，66010

0，08678

0，08856

156∫47658．

4，12411　116β3596　116，33596
1，8548G　　l9、30S77　　38，61754

0ρ9292　　　1，52308　　　1，52308

9，58911　281，62966　156，47658

0，15904　　3，61372

0，04388　　0，55955

塵類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

石朋酸（メタ）（H］BO2）　・…

珪酸（メタXH2Sio3）．．．．

遊難炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　9，79203　28δ，80293

●　・　・　●　．　。　0，13299　　3ρ2250

9，92δ02288，82543

本；泉は石膏二二酸含有食騒泉に属す

　クロールカリウム（1ζC1）　．．．．．，．

　クロールナトリウム（NaCl）．．．。，．

　硫酸ナトリウム（］冥a2SOD．．．．。．．

’　クロールアムモニウム（NH4Cl）・…

　硫酸カルチウム（CaSO4），．．・。。

　硫酸マグネシウム（MgSO4）　・。・．の．

　重炭酸マグネシウム〔Mg（］旺CO3）2〕．。．

　ゴ1炭酸亜酸化餓〔Fe（］E【CO3）2〕．．．．．

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）顎〕し・…

　礪酸（メタ）（HBO2）・・・・・・…

　珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　。・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0611

6，7δ07

1，1478

0，0063

1，3717

0，1336

0，1055

0，0077

0，0051

0，1590

0，0439

　　　　　　　　　　　9，7924
・　・　…　　　　　。　●　…　　　　　。　　0，1330

9，9254

一　1　一



比

所在地
試験年月
性　　　歌

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（Kり・・。・
　ナトリウムイオン（Nパ｝　・・
　アムモこウムイオン（NIL’）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ　・
　フェロイオン（Feつ・・…
　アノレミニウムィオン（A1’っ　．

碇：ケ　關鑛泉　（冷）
青森縣南津輕郡碇ケ關村ノく字碇ケ聞字ヌこ碇ケEl：1山固有．｛7仁内（No。1）

大正8年4刀（東京）
無色清澄にして微に剰戟性清1京の味を具へ反慮は微弱｝震性を微すれとも煮沸すれ

は白壁を生しアルカリ性に憂す
鍾；　　　1，0031　（150）　　　　　　　ヨ誓襲互蓬オ’乏

（本蚊水1キログラム中に含イ∫する各成分四刻量次の如し〉

マニ才ン
　クロールイオン（CIり・…
　窃二㎡ミイオン（SOゴリ　・・…

　ヒドロナ葺｝農イオン（1．IPO婁”）・

　ヒドロ芳と酸イオン（IICO3つ。

　グラム　　　こりモル　　ミリヴアル．
〔㌧0＝7：3　　叱㌧6973　　0，0～）73

「㌧64：33　　27，90s9　　27，903g

〔㌧〔100δ　　　　0，｛｝277　　　0，0277

0，3190　　　7，97δ0　　15，950〔〕

0，1051　4、：．31・」5　　S，6290

0，0〔．）2δ　OP封6　0，0S92
0／OCIO：｝　0，0111　　0、｛）3：313

53β354

o，8037　　三～2，6714　　22，67書4

0，69！9　　　G，1618　　12β2：〕6

0、0010　　　（㌧OlO壬　　　0．0208

11177　　　18，3196　　183196

　　　　　　　　　　　　　　　　3，6123　　8S，142：．｝　　δ3，：3：354

碑認〃）（IIBO3）・…　　0，（112S　（1，29〔｝S
月茸塾ミ（メタ）（II2SiO3）． ．

・。
@　0，14｝；1　　1，824S

　　　　　　　　　　　　　　　　3，76S2　90，2δ79
邊拷竺拶ξ醍（CO2）　　．　・　．　・　。．・　　　1，32置0　　3（）ρ227

　　　　　　　　　　　　　　　　5，0S92　120，＝sr〕6

」ζ　他　　　リチ・ウムイオン痕助r

　　’泉　　質　　本泉は脱監Σ．含有土類炭酸泉に腸す

3，1561グラム（1キログラムr11）

蘇表嚇1鵬糖磐藻芝編謬）
クロールカリウム（KCD　．．・．…

クロールナトリウム（＝N「aCり・・・…

硫猷ナトリウム（X壇SO｛）・・・・…

ク日量ルアムモニウム（⊃ζILCI）　．・．．

硫酸カルチウム（CこしSC）墨）　・・・・…

並炭酸カルチウム〔Ca（IICO：｝）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔⊃Ig（1．IC（）3）2〕。・・

＝了ヒかこ酸｝言匡意定イヒ載〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

燐｝裟アノレミニウム〔A】2（Ill，CDI）3〕・．…

羅鱗1を（メタXII】BOJ）　・σ8書　9．會　・．

珪酸（メタ）（II2Sio3）…　　．・。…

遊r；：ll炭蔽（CO2）

　グラム

00δ20，

1，2838

0，4240

吐）、0015

0，4326

0，776S

O6：31σ

0，0079

0，0012

0，012δ

0，1431

　　　　　　　　　　　　3，7673

・．．．．・・．・。・
@　】，3210

　　　　　　　　　　　　δ08S3

カチオ’ン

比

イオン表

所在地
試験年刀
性　　　欺

碇ケ關神泉（冷）
青森縣南津樫郡潟ヒケ聞村大字碇ケ關字束石｝ヒケ關山囚右林内（Xo．3）

大1E　8年4刀（東京）

無色澄明にして微に刺戟性清1オ〔の昧をイ∫し微躬アルカリ佳の反朦を呈し煮沸すれ

は白董を析出す
並こ　　　1，001S（150）　　　　　　｝；哀慶ラミf’丘

（端こ≦貰71く1キログラム中に：合イrする各成分及其量ヲくの如し）

カリウムイオン（K’）・…
ナトリウムイオン（Naつ　・・
アムモニウムイオン（N正し●）・

：カルチウムイオン（Caつ　・・
『マグネシムウイオンOlg●つ。
フェロイオン（Fe’つ・。…
アルミニウム．fオン（Alg’つ・

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　二段イオン．（SO裏”）・・…

　ヒドロ二一イオン（IIPOlμ）　・

　ヒドロかこ酸イオン（IICO3つ・

　グラム

002δ7
0，5454
0，1．沿16

0，293・1

0，0910
0（沿：35

001｝1）2

0573S
0，5£90

0，000：二

1，1890

　ミリモル．

o，6565

23，6617
0，〔［8S5

7，3350
3，73δ6

0ρ625
00074

　’

ミリヴアル．

0，6565
23，661ア

0，0S85

14，6700

7，4712

0，1250

0，0222

4669｝1

16，】862　　16，18δ2

11，m40　11，0140
0，0031　　　0，0062

19．・｛8s7　　39，4831

　　　　　　　　　　　　　　　　3、2δ2g　　S2，2：394　　46，6951
五コ肢（メタ）（IIBO」）　．．．．　　0．〔）12S　 〔〕，290S

j」…．栫iメタ）（II之SIO3）●．・．　　0，1409　　1，7967

　　　　　　　　　　　　　　　　3，4066　δモ，：3269
ヌ詮荷1…ヒかこr；定（CO2）　　．　．　．　‘　g　・　　　　著．4∂16　　33，900〔》

　　　　　　　　　　　　　　　　4．89S2　118，2269

其　弛　　リチウムイオン痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は食聾含有土類二二泉に記す

2，70S1グラ2．（1キログラム中）

籔類劇変灘懲馨聡熱とオ三厩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラム
クロールカリウム（KC1）　．．．．．．．

クロールナトリウ∴（NaCl）・・・…
石ご三晃髪ゴートリ1ンム（Nこユ2SO4）．・・．●．。

クロールアムモニウム（NIIICI）・…

硫酸カルチウム（CaミiO二）　．．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：墨）2〕・…

コ重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）の…

重露廷毒虫ヨ同日fヒ£更〔Fe（｝ICO3）2〕　・　・　9　・．・

燐酸アルミニウム〔A13（11PO｛）3〕。．。．

瑚酸（メタ）（IIBO2）　．．．．．．・．．

コEJi酸（メタ♪（II∫弧03）．．　g．　．．．．　．

遊離炭酸（CO記）　・…　　．・．．。．

0ρ壬90

0、9033

⑪，5S・13

⑪，00ユ7

0，1901

α9619
075469

工），011ユ

0，0004

（㌧0128

0，1409

　　3，4054

・　1，4916

　　4，897｛，

一　2　＿



所在地
試瞼年月
牙σ三　　　　　　　．　　タリミ．

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（Kつ・。・’
　ナトリウムイオン（Na’）．．．
　アムモニウムイオン（NH4。）・
　カルチウムィオン（CIし’う　・・
　マグネシウムイオンorg’つ　・
　フェロイオン（Fe’つ・・…

久　吉　温　泉
青森縣南津輕郡碇ケ關明大掌久吉國有林内小字吉野潭

大正8年6月（東京）
無色清澄にして微に特異の味．を具へ其反鷹殆と中挫なれとも煮瀕すれは白色沈近

を析冒してアルカリ性に墾す

源泉温度　　400

比　　重　　1，0021（150）

　　（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　硫酸イオン（SO．ヂ）・・…
　ヒドロガと酸イオン（HCO3り　・

蒸慶幾津丘　　2，22δ8グラム（1キログラム中）

磁1酸（メタ）（H1302）・…

珪酸（メタXH2SiO3）・…

グラム　　　モリモル　　ミリヴア’レ

0；0061　　　0，15ξ58　　　0，1558

0，1849　　　8，0213　　　8，0213

0，0016　　　0，088δ　　　0，088δ　．

⑪，4683　　11，7075　　234150

0，0474　　　1，9458　　　3，8916

0，0025　　　0，0446　　　0ρ892

35｝6614

0，2r192　　　7，0296　　　7，0296

0，6477　　　6，7427　　134854
（レ，9241　　15、1464　　15、1434

25318　　60，8822　　35｝6614
0、0085　　　0，1931

0，1283　　　1，6361

　　　　　　　　　　　　　　　　2，6686　　52，7114
遊盛！皇かと酸（CO」）　　．　．　．　．．．　．　　　0，55S5　　12β932

　　　　　　　　　　　　　　　　3，2271　　6δ，4046

「共他　アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は石音言有土類泉に属す

盛類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相常す）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．・．．。．

クロールアムモニウム（KHICD　・・。。

硫酸カルチウム（CaSO｛）　．．．．。．．

重炭酸カルチウム〔C浜HCO3）2〕．．。．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）3〕・。・

重炭酸亜｝類化鐵〔Fe（HCO3）2〕　．・．　・．

瑚酸（メタ）（IIBOΩ・・・・・・…
工L酸（メ　タ）（II2S｛02＞　・　・　。　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

グラム

00116

0，3970

0．0879

〔〕，0047

〔｝，8333‘

09044
072s・｝9

001）79

0，（lo85

｛．11283
，　　　　＿

　　　　　　　　　　　　2，668う
∂　…　　　　　。　・　・　9　。　・　●　　　o，5585

　　　　　　　　　　　　32270

カチオン

所　左　地

試瞼年月
性　　　日

金　　鶏　　鑛　　泉（冷）
青森縣南津糧郡碇ケ關村大字碇確ll字西碇ケ關山国有林折橋澤

大11三11年5刀（東京）

無色清澄にして少許の沈娠を有し少しく戯味を具へ徴弱酸性反憲を呈すれとも煮

沸すれは微弱アリカリ性に墾す
上ヒ　　　　重　　　　1，0029（150）

イオン表

蒸登乏ミ浬乏　　3，2817グラム（1キログラム中）

（李響赫蕨骸騒専有）．

カリウムイオン（K’）・…
ナトリウムィォン（Na’）　。。
カルチウムイオン（Ca’つ　・・

マグネγウムイオン（Mg”）・
フェロイオン（Fe’つ・・…
アルミニウムイオン（Al’つ　・

アニオン
　クロPノレイオン（Cr）．．。。
　ブロームイオン（Bガ）・…
　耐こ酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロかこ1酸イオン（IICO3「）　。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0427　　　1，0921　　　1，0921

1，0557　　45，9000　　459000

0ユ084　　　2，7053　　　5、4106

00626　　　2，5740　　　　5，1480

0，0005　　　0，0090　　　0，0180

0．0008　　　0，0295　　噛　0，0885

1，7004
0，0〔l17

0ρ〔140

05857

5ろ6δ72

47，9526　　47，9526

00213　　　0ρ213
0、0…L16　　　0，0832

9，6001　　．9．6001

　　　　　　　　　　　　　　　3，δ62δ　109，92δδ　　57，6δ72

醐酸（メタ）（HBO2）．，．．．0ρ212　0，4828
．五L酸（メタ）（｝12Sio3）．．．．　　0．os93　　1．1403

臨　　　　　　　　　　　　　　　　　3，6530　11L6486
遊寓昼：渉と酸（CO2）　．　．　。　p　。　．　　　1，0031　　229341

　　　　　　　　　　　　　　　4，6821　134，4827

其　他　　アムモニウム，硝酸及ヨードイオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は炭酸含有弱食堅泉に腸す

一　3 一

騒職囎鶴饗奮器義遊蘇霜醐
クロールカリウム（KCI）　．．．。．．．

クロールナトリウム（NaC1）・．，．。．．

ブロームナトリム（Na：Br）・。・・…

クロ」ルカルチウム（CaC1）…　　．・・

重拶ξ酸カルチーウム〔Ca（HGO3）2〕．．．．

重炭酸マグネセウム〔Mg（］日［CO3）2〕．．。．

重刀と｝酸舜巨｝駿イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　．　．　．　．　．

硫酸アルミニウム〔Ai2（SO4）3〕…　　　。・

側1駿（メタ）（HBO2）　…　　　。　・・…

圭1葺駿（メタ）（E［2Sio3）　。。・・・・…

グ尋ム

0，0814

2，6823

0，0022

0，0541

0．3δ96

0，3767

0ρ016
む，0048

0，0212

0，0893

逆離炭酸（CO2）・・・・・・・・…

3，6730

1，0091

4，6821



　　斯左地
　　試蹴年刀
　　性　　　歌
言原［蕩亀温度　　　 320

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）…
　ナトリウムイオン（∫a’）　・

劣諺諺将穿翻1怯
　てグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’つ．・．・・
・　アルミニウムイオン（Alゆ）　・

碇 ケ 關温泉
青森縣南津軽郡碇ケ隣番」大字碇ケ償字西碇ケ隣山国イ∫林湯の澤

大正13年10月（束：京）

微に費色殆と澄明にして弧鹸味を具へ復躬アルカリ性反肥1を呈す

　　　　　　1，0116（15Q）

表（本鍍水1キログラム中に含イ∫する各成分及筆荒次の如し）

ア昌オン
　クロールイオン（C1つ。…
　硫酸イオン（SO4”）・．・・．
　ヒドロ燐酸イオン（IIIDO‘”）．
　ヒドロかこ酸イオン（正ICOゴ）　。

蒸丞…残渣｝　14，8092グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，2799　　　7，1δ86　　　7，1δ86

4，1895　182ユ522　182，1522
0，0074　　　0，4102　　　0，4102

0，78S一…　　19，6756　　393512

0，3208　　13，1908　　263816
0，0006　　　0．0107　　　0，0214

0，0002　　　0，0074　　　0，0222

255，4974

8，4832　239，2329　2392329
0，006S　　　Oρ70S　　　O，1416

0ρ022　　　0、0229　　　0，0458

0，gsO6　　16．0771　　160771

　　　　　　　　　　　　　　1δ，0δ96478，00922δδ，4974

硯酸（メタ）（HBO2）　．．・・　0，1009　2，29ε0
王！i酸（メタ）（正12Sio3）．．．　．　　0，133〔1　　1，69S3

　　　　　　　　　　　　　　15，2935482，0055
遽拷生炭酸（CO2）　．．．．．．’　0，1409　　3、2023

　　　　　　　　　　　　　　1δ，4344　485，2078

；其　他　　ブローム及ヨードイオン各僅微

泉　　質 本塁は神化土類及土類含有胆略泉に属す

藍類表囎鶴碁詰手二二田無字〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI｝　・・…　　　。・

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

クロールアムモニウム（蓋1職CD　・…

クロールカルチウム（CaCI2）．・．。．．

燐酸カルチウム（CalIPOO　・・・…

クロールマグネシウム（MgC12）　・・。・

硫酸マグ＊シウム（MgSO｛）．．．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（IICO3）窪〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPq）3〕・…

丁目（メタ）（HBO＝）　．。．．．．．．．

遭1酸（メタXII2～弧03）．．．．b　．弟。。

遊盲三炭鼓（CO2）

0，6337

10，6窪86

0ρ219

2，1825

0，0016

0，48δ0

0700Sδ

1，1748

0，0019

0，0012

0，1009

0，1330

　　　　　　　　　　　15，2936
・　。　●　．　・　。　g　・　●　・　。　　　0，1409

　　　　　　　　　　　15，4345

　　所　古地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉澁度　　430

比　　重

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ・。。・
　ナトリウムイオン（Nギ）　・・
　カルチウムイオン（Cゴ）　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　アルミニウムイオン（Al◆’つ　・

碇　ケ　關温泉
青森野南津輕早場ケ關村与二西碇ケ關小掌遠部澤

大正14年4月（束京）
無色澄轡1にして穂ζ清凍性の戯苦昧を具へ微溺アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　1，0〔，4S（1δo）

表（本鎮水1キログラム中に合鳴する各成分及共量次の如し）

アニオン
，クローノレイオン（Clつ・…
　耕三酸イオン（SO｛”）　．．　．．．

　ヒドロ疹と酸イオン（IICO3’）　．

グラム

0，0ラδ1

0，8397

0，7112

0ユ217
0，0016
0，00〔11

蒸髪建謎ξ　　4，9463グラム（1キログラム中）

　こりモル　　ミリヴアル

1，4092　1，4092
36，δOS7　　36，508r

17，7489　　35，4318　●

δ，oo，H　　　10，0082

0，02S7　　　0，0δ74

0、0037　　　0，0111

834924

1ジ1373　　40，δ330　　40，5330

0，86⊃0　　　9，00｛S　　18，0036

1，5223　　24，9．墨98　　24，94∋8

5，5540　135，1909
0，011r孟　　　0，2596

0。1r｝7遵　　　1，8821

83，4924

盤類表（虚弱饗霧器藻轟黒字〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

翻｝質（メタ）（II］BO2）　…　　　。

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊離炭酸（GO2）
　　　　　　　δ，7128　137，3326

・・・… @　　0．70〕3　16，9159

クローノレカリウム（KCl）　。・・・…

クロールナトリウム（1∫aCD．．．．．．

クロールカルチウム（CaC12）．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO1）　．．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：｝）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3｝2〕。．．
重芳ξ｝…茂亜酸イヒ£ミ〔Fe（HCO3）2〕　．　．　．　．　．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

碑酸（メタ）（IIBO2）　．．．．．．．．．
珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　．　・　・　。　…

0，1051

2，1342

0，14δ1

1，22δ1

1，Σ063

0，7323

0∂0051

0，0006

0，0114

0，1474

逆目ll弱こ酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　5，7126
●　．　。　．　．　●　・　．　．　・　●　　0，7003

6，4129

6，4131　1δ3，24S1

泉　　質 本泉は土類及石膏含有弱食臨泉に属す
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比

所　在　地

試験年月
性　　　歌

　重

長 後 嗣 泉　（冷）

青森縣下北郡佐井村大字長後字縫道石國有林内

大正4年8月（東京♪
淡褐色澄明にして牧敏味を具へ酸性反慮を呈す

1，0090（150）

イオン表！李誓奪義弓長簸錫錦見）

カチオン

　水素イオンほ1層）・・・…
　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナトリウムイオン（Na’、　・・
　アムモニウムイオン（KII4つ・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’の）・
　フェリイオン（Fe…，　・…
　アルミニウムイオン（Al●つ　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSOの　・
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒド・燐酸イオン（HPO4”）・

　グラム

0，00328

0，00081

0，05423
0，000δ3

0，00710
0，05436
2，03000
0，24250

ミリモル　　　ミリヴアル

3，24262　　3，24262

0，02069　　　0，02069

2，35271　　　2，3δ271

0，02931　　　0，02931

0，17750　　　0，35500

2，23153　　　4，46306

36，25000　108，75000
8、94834　　26，84502

146，05841

0，008δ1　　　0，24006　　　0，24006

0，31476　　3D24262　　3，24262
6，80504　　70，84157　141，68313

0，04285　　　0，44630　　　0β9260

　　　　　　　　　　　　　　9，56397　128，02325　146，0δ841

珪酸（メタ）（H2SiO3），．．，0，15487　1，97487

　　　　　　　　　　　　　　9，71884　129，99812

　　　泉　　質　　　年算は酸牲明細緑心組に属す

盤類表（本鑛水は其集成に於て1ギログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロール・カリウム（KCI）　・・。・…

クロールナトリウム（NaCl）．．。．．．

硫酸ナトリウム（Na2904）．「。．。＿

クロールアムモ轟ウム（NH4Gl）．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）．．．．　．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・6．．．．

硫酸々化鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・…

硫酸ア1レミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔AlメIIPα）の．．．．

遊離硫酸（H2SO4）・・・・・・・…

珪酸（メタ）（H29三〇3）＿．．．．＿．

グラム

0，0015

0，0111

0，1537

0，0016

00242
0，2687

7，2526

1，4809

0，0509

03180

0，1549

9，7181

比

七　時
時　在地、
脱帽年月
性　　　歌
　重　　　　1，0098（150♪

雨鑛泉（冷）
岩手縣岩手郡寺田村大字七時爾國有林

大正5年12月目束京）
無色澄明にして硫化水素の臭氣を放ち献味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

蒸獲上流　　11，066グラム（1キログラム中）

イオン表鰐熱蝦鑑錫瀧有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　アムモニウムイオン（NH皇り・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ
　フェロイオン（Feつ・・…
　アルミ員ウムイオン（Al’●）　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）…

　プロームイオン‘Bガ）…
　ヨードイオン（Jり　．…
　菊琵酸イオン‘SOずり．。　…

　ヒドロガと酸イオン（HCO3’）
　フk硫イオン（HSつ　・…

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

　　　　8，7407　　　8，74070，3422
2，5712　111，5488　111，5488

0，0106　　　0，5863　　　0，6863

0，5928　　14，8200　　29，6400

0，2201　　　9，0353　　18，0706

0，0021　　　0，037δ　　　0，0750

0，0011　　　0／0406　　　0，1218

　　　　　　　　16827832

4，7889　135，0889　135，0889

0，0047　　　00588　　　0，0583

0，0056　　　0JD441　　　0ρ441

0，1127　　　1，1732　　　2，3464

1，8990　　31，1266　　31，1266

0，0039　　　0，1184　　　0，1184

10，6δ49　320，4305　168，7832

0，2927　　　6，6507

0，1067　　　1，3606

簸類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

酪酸（メタ）（1｛］BO2）　・　・

荘酸（メタ）（H2Sio3）・・

遊離炭酸（CO2）　＿
遊病伍硫イヒ水素（H2s）

10，9543　328，4418

079130　　20，7507

α0090　0，2631

11，8763　349，4556

クロール’カリウム（KCI）　・…　　．．．

クロールナトリウム（NaCl）．．．．．．

ブロームナトリウム（NaBr）．．．．．．

ヨードナトリウム（NaJ）．．．．．．．．

水硫化ナトリウム（NaHS）．．．．．．．

クロールアムモ轟ウム（NH4Cl）・．．。

蝉騒酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．。．．

クロールマグネシウム（MgC12）　・．・・

硫酸マグネシウム隻MgSO1）　．．．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕・・…

硫酸アルミニウム〔A121SO4）3〕．．．．．

塾員（メタ）（HBO2）．．．．．．．．．

珪酸（メタ）‘H：2Sio3）…　．・・・…

遊離炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（H2S）

グラム

0，6521

6，5132

0，0060

0，0066

0，0066

0，03H

2，4010

0，686S

O，1339

0，1046

0，0067

0，0070

0，2927

0，1067

　　　　　　　　　10，9δδ3
．　．　。　．　．　．　．　．　．　　　0，9130

・　●　・　…　　　　　r　・　・　　　0，0090

　　　　　　　　　11．8773

其　他　　有機質少量

　　　泉質　本荘は食睡及弱酸含有硫化水貸店に属す
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比

所在地
試田田刀
佳　　　歌

　重

七時雨鑛泉（冷）
器手酌岩手郡寺ロ1村字七時τ・τ1固有林

大正8年6刀（東京♪
無色清澄にして綴扇アルカリ性反馳1を呈し微にド．浅味を右す

1，0061（150）

　　　　　■

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン（Caつ　．・
　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’つ…　　　。．

　マンガノイオン（｝hゴ’）。・・

蒸渡飛・涜

　　　オこ．銭フk1キログフムr13に含イ∫．表（
　　　する各成分及願解次の如し

アニオン
　砧酸イオン（NQの・・…
　クロールイオン（CP）・…
　ブ四一ムイオン（Bガ）・…
　ヨート“イオン（Jり　・・…
　聯二酸イナン（SO｛’つ・・…

　ヒドロかこ酸イオン（HCOゴ）　。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル．

U，2：35：3　　h．OI（12　　Gρ102

1，し097　　69，s3こ）1　　69，8351

0，0026　　　0，143S　　　O，1438

0，27丁9　　　6，9475　　13忌ら50

0，1694　　　6、954（b　　13，9030

0，0014　0ρ25了）　ひ、050（1
0，0047　　　010S55　　　（」，171〔D

　　　　　　　　1ω，OI31

0，01〔｝0　　　071612　　　0，1612

3，01：3s　　85ρ1δ5　　85，0155

0，00139　　　0，04SS　　　O，0－188

0，0154　0，1214　ぐ㌧1214
0，0S67　0，9026　1，Sり52
1，02s7　　16β610　　16，8δ10

　　　　　　　　　　6，4595　193，1116　104pO131
　　　　　　　　　　0β514　　19，3456
　　　　　　　　　　α（．　S26　・　1，（，532

　　　　　　　　　　7，3935　213，51〔匹｝

　　・・・…　　　9，1095　9，：日豊

　　　　　　　　　　7，5030　215，99S7

アルミニウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各門門；

7，6｛49グラム（1キログラムqり

監類表凄瀦両両蓉特騙羨韻姦面割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
　石↑1質カリウム（Kこζ03）　・・．．，．．．　0，0163

　クロールカリウム（1｛CD　．．．．．．．　0，4364

　クロールナトリウム（NこしCD．，．．．．　4，0756

　ブロームナ！’リウム（NLBr）一・…　　0、0050
　ヨー　ドブート　リウム（NuJ）　　．　．　．　。　。　・　・　　0，∩182

　クロー，レアムモニウム（XII」CD　．．．．　〔1，0077

　クロールカル・チウム（CaC12）．．．」．．　0，5185
　　　　　　　　　　　　　　　　0

π搬（メタ）（HBO2）・…
看［酸（メタ）（II29i（二）3）。　・・　。

遊離淡酸（CO2）

共　他

泉　　質

硫酸カルチウム（α1SO．⊆）　．．．．．．．

重炭献カルチウム〔Ca（IICO：；）2〕．．．．

∬：炭酸マグネシウム〔Mg（IICO∂2〕…

重炭－酸亜轟ミ化餓〔Fe（licO3）2〕　．．．．　，

：重淡．酸弧駿化マンガン〔Mn（HCO3）2〕・

爾酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・…　　。
石li酸（メタ）（II2SΣ0：3）　・　・　・　・　・　・　…

遊・離炭酸（C⊂）2）

ホ泉はヨード，漂酵及土類含有副食整泉に届ナ

。、122s

O2220

1，0180

0，0045

0，0151

0，S514

0，0826

　　　　　　　　　　　　7β9壬1
。　。　●　・　．　．　・　・　…　　　　　　0，1095

7，5036

比

　　　　イオンi表

カチオン
　リチウムイオン（LI）・…
　カリウムイオン（Kつ…　　。
　ナトリウムイオン（Na’）・・
　アムモニウムイオンfNII斐つ・
　カルチウムイオン（C乙し”）　・・

　マグネシウムイオンOlg’つ・
　フェロイオン（Feつ・・…
　アルミ昌ウムイオン（A1’つ　・

所在地
試験年月
性　　　欺
　コ了t　　　　1，0092（1δQ）　　　　　　　Σ塔慶31芝ジ己

（鱗義券譲絵號イ∫1

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　ブロームイオンでBrつ　。・・
　ヨードイオン（Jつ　・・…
　不翁酸イオン（SO墨ρつ　・…　　　。

　ヒドロガと酸イオンαIG（，ゴ）　．

七時雨鑛泉
若手縣岩乎郡寺田二七時雨1或1右林

大正15年3月（四四）
無色澄明にして微弱アルカリ性反庶を呈す

．グラム　　　こりモ，し　　己リヴアル

0，0り64　　0，9り◎’り　⑪．9222

0，2749　　　7，（［307　　　7．〔1；；（り7

2，847：：；　123，79δ6　123．7956

0，（X）＝f，　｛㌧11〔19　　0，11（〕9

0，350こ｝　　　8、7472　　174941

0，21δ9　　81877δ　　17，1550

Q，004　　0，（ゆ72　　0，《）U斗

0，00〔D7　0，02〕8　〔｝，「｝774

167，L（卜〔｝6

4，84こ｝2　136，G3s5　135，6385

0，0033　『ぐ㌧0413　　rρρ413
α0133　　　〔D，！087　　　1．㌧1（，s7

0，0812　　　0β453　　　1，69【1〔．5

1，7δ24　　2s，丁21δ　　23，1215

欄酸（メタ）（IIBO2）・…
石壼酸（メタ）（H2Sio：；）・。。・

遊懸1かと酸（CO2）　。…　　　。・

泉　　質

10，3940　315，9024　167，2（》06

1，10∋9　25，27δ6

〔》，OP96　　　1，271S

11，6∩3匙3｛2，4｛gS

O，・117　　0，2651．1

11，61δ1　342，71δ7

（冷）

11，5〔｝グラz．（1キログラム「11）

藍類鼻鶉勝斐脚台暮藻＆繍鋤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

ク野心7レカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナ1・リウム（NaCD・・…　　。

クロームナトリウム（NaBr）．．・．．．

ヨー1！ツートリ，ンム（NaJ）　9●●。●
。・

クロールリチウム（LicD．．．．，．．

プロールアムモニウム（XII｛CD・…

クロールカルチウム（CaCI2）・．・…

硫酸カルチウム（GしSO．璽）　．．．．．．．

並炭酸カルチウム〔Ca（HCO：；）2〕．．。．

並芳と．酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・。・

重扇酸亜酸化鐵〔Fc（IICO3）3〕　・・…

硫酸ア．ルミニウム〔A12（Sα）3〕．．．．。

醐酸（メタXHβ0詔）…　ガ・・．…
硅酸（メク）（H2Stしレ：～　・・・・・・…

遊離炭酸（c｛．D」｝

本泉はヨード，瑚酸及土類含有食盟泉に属す

0，5242

7，2283

0，0f｝捻

0，0163

0，α191

0，0059

02735

0，1098

0，S876

1，2992

0，0013

0，0044

1，1098

0，0996

　　　　　　　　　　　11，6033

・・・・・・・・… @　　0，0117
　　　　　　　　　　　11，研δ（レ

一　G　一



‘

，

カチオン

比

イオン表

所　在地
試瞼年刀．
学’1…　　欺

　重

三　川　鑛　泉
山手川目磐井郡鰻美村五串字須川嶽

大正元年11月（束京）

無色清澄にして少許の沈澱物を有し収敏性鐵味を具へ酸弛反慮を呈す

　　　1，0028（14，50／

1李襟赫韻絃劣寵有）

71く素イオン（｝1’）　・　・・　…

カリウムイオン（Kう・…
ナトリウムイオン（Nぎ）　・・
カルチウムイオン（Cゴ）　・・
マグネシウムイオンOlg”）　・
フェロイオン（Fe’り。。…
アルミニウムイオン（Al…）　・

　グラム

0，00441

0，03600

0，21170

0，16239

0，01693
0，18425

0，03571

ミリモル　　ミリヴアル

4，36634　　436634
0，9工954　　0，91954

9，18438　　9，18438

4，0δ975　　8，11950

0，805S3・　1，61166

3，29018　　6ρ8036

3，53395　10，60185

41，38363

　　アニオン
　　　クロールイオン（Cl’）・…　　　0，4586012，9365312，936δ3
　　　ヒドロ硫酸イオン（HSO’4）・　0，42339　4，36066　4，36066
　　　硫酸イオン（so4”）・・…　　　　1．156581塾｝≦q工§．24，Q8Q86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，75002　55，49734　41，37755

．　伽唆（〃）（IIβ02b・一　〇，025470，57873
　　　珪酸（メタ）（H2Sio；～）・…　　0，2δ248一．§遡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，02797　δ9，29566

　　　其　他　　アムモニウム，砧酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　　泉　　質　　　本泉は酸性解明磐縁油倉に腸す

盤類袋1甥鶴葦門門繍と薮蔭存1謂1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロニルカリウム（KGI）．・・…　　　．．

クロールナトリウム（NaCl）．．．．．．

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（α乞SO4）　．：．．．．．

硫酸マグネシムOlg雲04）．．。，．．．

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）＿．．．．．．
硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕．．．．．

遊離硫酸（H2SO4）・・・・・・・…

劒酸（メタ）（正IBO2）　．。．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．．．

0，0686．

0，5373

0，1570

0，3597

00970
ユ

0，5003

0，6050

0，4278

0，0255

0，2525

3，0307

比

所　在地
試瞼年月
性　　　歌
　：重

藤法寺鑛泉（冷）
岩手縣二戸郡浮法寺村字海上

大正7年9刀（東京）
無色清澄にして三味を有し微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0139（1δQ♪

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K。）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　．．
　アムモニウムイオン（忍1．1．ゴ）・

　カルチウムイオン（Cパつ　・・
　マグネシウ．ムイオン（M．g’つ　・

　フエ・イオン（Fゼ）一…
　マンガノ．イオン（｝hゴ’）　…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

蒸獲残渣　　16，300グラム（1キログラム中）

表（李磐熱券薮熟察寵有）

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　ブロームイオン（13rり　…
　ヨードイオン‘Jり　・・…
　硫酸イオン（SO4’つ・・…
　ヒドロま轟酸イナン（11PGヂ）。
　ヒドロが之酸イナン（HGOガ）　．

グラム　　　こりモル　　iリヴアル

0，1595　　　4，0741　　　4ρ741

4，6312　200，9197　200，9197

0，0133

0，4403

0β413
0，0007

0，0018
00003

0，7356
11，0075

14，0107

0，0125

〔㌧0327

0、0111

0，7356

22ρ150
28，0214
0．0250

0，0654

0，333

2δδ，s89δ

5．s∩94　163，8759　163，8159

00054　　　0，0675　　　0，067δ

0，0076　　　0，0599　　　0，0599

1，430δ　　14，8949　　29，7898

070025　　　0，0260　　　0，0520

3，78δ3　　62，0r144　　62．〔〉｛44

　　　　　　　　　　　　　　　16，6294　471，7725　255，S895

側目（メタ）（II］BO2）　・　…　　　　2，8380　64，4853
珪酸（メタ）（］E【2SiQ3）・…　　　．　｛｝，loo2　＿ユ」2777

　　　　　　　　　　　　　　　19，5676　537，53δδ

進拷佳炭酸（CO2）　．L　．。．．　　14080．．3曾，QΩΩp

　　　　　　　　　　　　　　　20，9756　669，δ355

共他　リチウムイナン痕跡

　　　泉質　本泉は貴酸及礪酸含有食璽泉に局す

塵類表囎鶴碁舗騰瀦議蔭属欝）

クロールカリウム（KCI）　・・。…　　。

クロールナトリウム（NaC1）．．．．．。

ブロームナトリウム（NaBr）。。，，，．

ヨードナトリウム｛NaJ）　．．．．．．．

硫酸ナトリウムINa2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

クロールァムモニウム（NH4C1）．．．．

：重炭酸力rレチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．．

燐酸カルチウム（CaHI）OJ。．．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重疹ξ酸亜酸イヒ歪戴〔Fe（HCO3）2〕　・　・　…

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO：墨）2〕．

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕．．．．

副酸（メタ）（HBO2）　．．．．．．．．．
葦長酸（メタ）（1ヨ【2Sio3）　・　。　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

ゲラム

0，3039

9，3051

0，0070

0，0090

2，1175

・1，0040

0，0394

1，7817

0，0013

2，0511

0，0022

00058

0，0019

2，8380

0，1002

　　　　　　　　　　　19，5681

．．＿．．．．．．． @1，4080
20，9761
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●

　　所左地
　　試駿5F月
　　佳　　　歌
言票泉温瑳ピ　　　3so

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムィォン（Xa・）．。
　アムモニウムイオン（XII茎り・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（M9。つ・
　フェロイオン（Feつ…　　　．・．

　アルミニウムイオン（△1…）。

草　湯　温　泉
農ヂ縣二戸郡川山村大字母衣部字八幡卒國イ∫林小字知謀之1旱

大正3年10月（東京）
無色澄り∫にして微に硫化水素臭を有し中性の反感を呈す

1，0000（17Q， 蒸獲i礎涜　 0，1940グラム（1キログラム中）

表（李灘赫鼠無実寵イリ

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0042　　　0，1070　　　0，1070

0，0146　　　0，632δ　　　0，63：25

0，0003　0，014蓬　0，0144
0，0200　0，5000　1，GOOi｝
0，0394　　　1，6166　　　3，2332

0，0009　　　｛｝，OI63　　　0，0325

0，0014　　　0，052S　　　O，1δ8「｝

　　　　　　　　　6，1Tso
アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…　　　0，0027　0，∩76δ　0，076S
　硫酸イオン‘SO4”）　・…　　　．　　0，114〔｝　】，1δ65　　2，3729

　ヒド・淡酸イオン（IICO：～’）・　0，1624　2，6622　2，6622
　フ1《硫イオン（HS’）　．…　　．　　0，0022　疋｝，OG61　0，061」1

　　　　　　　　　　　　　　　　0，3621　　　Gρ312　　　δ，1780

　王．k酸（メタ）（II2Sio3）。　．．．　　0，04SO　　O，6126

　　　　　　　　　　　　　　　　074101　　　7，ろ438

　遊離炭酸（CO2）　。．・・．・　0，0う29　1，2014
　遊忘生砺ξイヒフ」く素（1｛窪S）　　・　・　邑　．　　　0，0034　　　0，1）994

　　　　　　　　　　　　　　　　0，妬ぴ1　8，も446

　共他　硝酸イオン及碍酸．各痕跡

　　　　泉　　質　　　不泉は箪縄硫化水回泉に鷹す

塵類表（甥二三翻蕩蘇属角翻

クロールカリウム（1｛Cl）　・・…　　’・

硫酸カワウム（K2SO4）　・。・・・…

硫酸ナトリウムfNa2SO4）．。．．．．．

かく硫化ナトリウム（N’allS）　・…　　。．

クロールアムモニウム（XH｛CI）・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　．・。．．．。

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）」．．．
並：かこ酸耳巨酸fヒ鐡〔］E「e（正ICO3）2〕　・　●　・　。　。

硫酸アルミニウム〔Aユ2（SO4）3〕・・。・・

工1…｝笠（メタ）（II2Sio3）・…　　　。・・。　・

グラム

0，0047

00054

0，0403

0，0036

0ρ008

0，05SO

O，0478

0，1925

0，0029

0，0090

0，04SO

遊護：と炭讃（CO2）　・・

遊蔭硫fヒ水素‘H2寒）

　　　　　　　　　　0，4130
●　。　．　。　●　．　●　●　．　　　0，0529

．　．　．　．　．　．　．　．　．　　　0，0034

0，4693

．所　在地

試験年月
｛rl：　　1代

伯父ケ澤鑛泉（冷）
秋田懸北秋田郡澤口村字伯父ケ澤25番

大正3年5刀（東京）
無色澄ワ」にして清1京の味を有し反感阪弱酸性を呈すオしとも煮沸すれは自亟を生し

てアルカリ｛“！三に縫・す

ユヒ　　　　1麓：　　　1，0〔｝10（1so）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムイオン1］∫a’｝　・。
　アムモニウムイオン（NIIゴ）・．
　カルチウムイオン（Ca．つ　・・
　マグネシウムイオンorg●’）　・
　フェロイオン〔Fe’つ・応…

1選髪乏ミ津と　　1，12G9グラム（1キログラム弓．1）

表蔭灘赫虫垂劣瀧イ∫）

7二才ン
　クロールイオン（Clつ。・・。
　硫酸イオン（SO4’つ　・。…

　ヒドロ炭酸イオン（IICOIつ・

　グラム
（．

d〔10δSO

O，11373
0，｛｝1；005

（1，26545

0，D3453
｛、，oo2（爾

ξワモ’レ

。，14δ1ろ

4．9：ヌ406

0，〔10」77

ξ’，ウアル

0，］4Slδ

4．93406
〔｝，00277

6，63625　13，21250

1，41749　2，S3｛98
0，り3ろ71　　0，lh7142

21，26383

〔㌧03（［63　　1〕，86403　　0，8〔｝403

0，0SO56　　0，83S64　　1，67728

1，1，茎221　1S，72167　18，72167

　　　　　　　　　　　　　　1，67r茎96　33，59S77　2172629S
珪酸（　メ　　 タ　）（II2Sio：｝）　　●　　　●　　g　　・　　　　　0，0674δ　　　　0，8GOll

　　　　　　　　　　　　　　l，74241　34，45SS8
遊Fll｛：かこ酸（CO2）　　。　・　…　　　　　。　　　1，39624　31，73272

　　　　　　　　　　　　　　　3，13S5　663191r｝⊂）

其　他　　硝駿イオン及翻濫各芸‘跡

　　　泉質　本泉は土類炭駿泉に膨す

塵委賑〔面諭旧記四這蔭融‡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　。。．．．．。

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SOJ．・．．．。．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．。。

クロールア2、モニウム（NH｛Gl）．．．．

：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．。．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）＝〕・・
茎重かこ酸蜜i｝重ミfヒ戴〔Fe（IICO3）2〕　．　・　…

到1酸（メタ）（II2「5io3）。・・…　　　。・・

遊疹生炭｝裳〔CO2）

0，0111

0，0｛17

0，1192

0，2138

0，0002

1，07δ1

0，21）75

0、00δ4

0，0675

　　　　　　　　　　　　1，7425
．　．　謄　．　．　．　．　．　．　g　．　　　1，3962

3，1387

一　S　一



所　在地
三目年月
性　　　般

湯 の 岱鑛泉蛉）
殺田縣北秋田郡澤口村字湯の岱10番

大正3年5月（東京）

無色澄明にして清凍の味を呈し微躬酸性の反癒を徴すれとも煮沸すれは白蛮を生

してアルカリ性に攣す

比　　：重　　1，0018（180） 蒸獲残渥ご　　1，5873グラム（1キログラム中）

イオン表三幅瀬骸蹴有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）・。・・
　ナトリウム．イオン（Na’）　．．

　アムモニウムイオン（N正1｛’）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（⊃lg’つ。
　フェロイオン（Fe’つ・・…

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：つ。

　グラム

0，00322
0，17458
0，00011

0，33870

0，04913
0，00140

ミリモノレ　　ミワヴアル

0，08225　　0，08225

7，57396　　7，57396

0，00608　0，00608
8，46750　16，93500

2，01683　　4，03366
0，02500　　0，05000

28，68095

0，04295　　1，21156　　1，21156

0，12076　　1，2δ713　　2，51426

1，522・17　24，95443　24£5443

　　　　　　　　　　　　　　2，25332　45，59474　28β8025

珪酸（メタ）（H2SiO3）．．．．　0，09073　1，15697

　　　　　　　　　　　　　　2，34405　　4627δ171

遊富歪かと酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　＿1，g2199　鐙2製

　　　　　　　　　　　　　　3，36604　69，97875

共他　耐酸イオン及棚酸斉痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は土類炭酸泉に馬す

盤類表（甥酪這這磐熱詞寄葛煮

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SOρ．．．．．．．
：重炭酸ナトリウム（NaHCOID　．レ．．．．

クロールアムモニウム（NH4Cll．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．。，

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕＿．

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0061

0，0657

0，1787

0，3309

0，0003

1，3718

0，2953

070045

0ρ907

　　　　　　　　　　　2，3440
．　．　．　．　．　．　．　．　。　．　．　　　1，0220

3，3660

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

澤　　ロ　鑛　泉　（冷）
秋田華北款田郡澤口村

大正8年12月（束京）
無色浩澄にして刺戟性清凍味を具へ少量の沈澱物を有す反癒は微弱酸性なれとも

煮沸すれは白色の沈董を析出してアルカリ伽こ攣す
上ヒ　　　重　　　　1，0021　（15『） 蒸獲残盗　　1，6096グラム（1キログラム中）

イオン表（李讐熱雰磁器鎌倉有）

カチオン

　カリウムイオン（K●）・．．．
　ナトリウムィナン（Na’，　。．
　アムモニウムイォン（NHの　。
　カルチウムイオン｛Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’．）・・…

　マンガノイオン（Mnつ…
　アルミニウムイオン（Al∵）・

アニオン
　クロールイオン（Gl’）．．．。
　硫酸イオン（SO｛”）・・…
　ヒドロ炭酸イナン（HCO3り・

グラム　．

0，0053
0，1867

0，0002

0β667
0，0533

0ρ014
0，0065
0000S

，

ミリモル

0，1354
8，0998

0，0111

9，1675

2，1880

0，0250

0，1182

0，0295

ミリヴアル

071354

8，0998

0，0111

1巳3350
4，3760
0，0δ00

0．2364

0ρ885

31，3322

0，ぴ…12　　　1，1622　　　1，1622

0，1251　　　1，3013　　　2，GO26

1，6819　　27，5674　　27，5614

　　　　　　　　　　　　　　　2，4691　　49，SO54　　31，3322

珪酸（メタ）（H昼io3）．．．．　0，0875　1，1157

　　　　　　　　　　　　　　　2，5566　　50，9211
主塗寓佳かと酸（CO2）　　．　．　．　．　．　．　　　1，4610　　33，3409

　　　　　　　　　　　　　　　4，0236　　84，2620

典他　耐酸イオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

泉　　質 本泉は土類炭酸泉に淫す

盤類袋囎鶴葦響聡碁熱髭蔭融穿）

クロールカリウム（KCI）　・。・…　　．・

クロールナトリウム（NaC1）．。。．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

クロールアムモニウム（NHICD　。．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．。＿

並炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・…

並炭酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO3）2〕　．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・・…

菱1…｝駿（メタ）（II＝錨03）．．．　．．．．．

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0101

0，0594

0，1788

0，3840

0，0006

王，4852

0β203
070045

0，0209

0，0051

0，0875

　　　　　　　　　　　2，55（搬
．　．　．　　　．　．　．　．　．　．　．　　　1，4670

4，0254
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　　所　左　地

　　試験年刀
　　受1三　　欺

瀕泉氾変　　3SQ
Jヒ　　　重　　　 1，0032

　　　　イオン表

カチオン

　カリウ∴イオン（Kつ…
　ナトリウムイオン（Nこt’）　・

　カルテウムイオン（Cバ）　・
　マグネシウムイオン（Mg’つ
　フェロイ男’ン（Fゼつ・・　。・

　アルミニウムイオン（APつ

湯 の 澤 温泉
ラ秋田縣山木郡藤萎∫三村’藤琴字下湯の澤

明治45jF　6月（東京）

張色澄明1にして微に戯味を帯ひ弱アルカリ性反慮を呈す

（15。）

（李慧1三婆無罪出舵有）

蒸渡i震涜　 3」8417グラム（1キログラムr13）

　　グラム　　　ミリモル．　　こりヴアル

．　　0、0335S　　　O，98δ4r…　　0，～）85一蓬4

・　1，・16s77　　613，72104　　63．7210↓

・　　0，⑪28S6　　　0172160　　　1，44：300

・　0，00321　　．0，13177　　0，26354

．　0，00065　　　0，01161　　0，02322

．　0，00095　　0、03δ06　　0．10δIS

　　　　　　　　　　　66δ4142
　　　　　　　　　　　　，アニオン

　クローノレイォン（（＝噛r）．　．　・　。　1，69181　47，72「10S

　硫酸イオンζSO4’り・・…　’0，566δ3　6，S9766
　ヒドロ炭頁楚イオンでllCO3’，　．　0，0040i）　0，（167〔［7

　かと酸イオン（COI＝’つ．…　　　．　0，02995　0，4gg2g
　かく酸イオン（OHっ　．・．．。　0，1〔，呼子．．　5耽曾δ5互了

　　　　　　　　　　　　　　　　3，93r17δ　12δ，7’δ089

　弼ll蔭羨（メ　タ）（｝11X二）2）　・　．　．　．　　0，01414　　0，32204

　王1｝酸（メタ）（II2さi〔［：L）。．
．， @0．O1127　0．14390

　　　　　　　　　　　　　　　　3，96り16126，21US3

　其他　アムモニウムイオン痕跡

泉　　質

47，72458
1L79532
0，06707
0，ggsδ8

δ，9δ577

6654142
　，

本泉は芒硝言有弱三皇泉に属す

些些表嬢鍛雰葦貿手七二㍊藁瀟字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI｝　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
フk｝蒙イヒヲート　リ・ンム（ΣaOII）　，　．　．　．　．　．

硫酸ナトリウム（NaSO｛）．．．．．．。
重iかこ．_ナトリウム（罫「allC（，ゆ「冒D）　．・…

かこ1装ナトリウム（＝N「a2CO；；）・・・・…

水｝蒙fヒカルチウム〔Ca（OII）＝〕・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・…

フ】く酸化身li酸化鍛こFe（0正1）＝〕　・・・…

硫酸アルミニウム〔A13（SO峯）：．；〕，．．．．

碑酸（メタ）‘HBO2）　．。。．．。．．．

珪｝蓑（メタ）（II2S103）．．．・．・…

0，0735．

2，7342

0，1694

0，8310

0，00δ6．

0，0δ30

0，0δ34

0，0077

0，001〔｝．

0，（　060．

0ρ141

〔1，0113

：3，9602．

カチオン

澁 里
Jb●、 澤温泉 （鹿湯）

　　所　五三地　　萩hl縣仙北言雪　二田澤村大字玉川字金倉澤小字潅凱黒澤

　　試綴年月　 ：た｝1三元年11刀（來京）

　　性　　　歌　　無色澄明にして酸味弧く且徴に鑑財こを右し酸性反臆：を呈す
↓ピ　　　　コ1㌃　　　　1，0030（19＝）♪

イオン表 （李碧薇券蕨絃劣魏右）

水素イオン（H’）・・・…
カリウ∴イオン（Kつ　　…
ヲートリウムイ湾・ン‘K雛’）　．．

アムモニウムイオン（ざHlつ・
カルチウムイナン（Cポ’）　．．

マグネシウムイオン‘M9’つ　●
フェロイオン｛Fc”）・・…

アルミニウムイオン（A1…）　・

アニオン
　クロールイオン（CI’｝・…
　ヒドロ硫酸イナン（IIS（）喜つ　・

　硫故イオン‘SO塾”，．…　　．

グラム

0，07500
0，02491

0，04415
0，（［0〔Ill

O．0487（，

0，m483
0，24943

0，03622

2．69929
0，42〔｝34

093776

こリモル

74，2配5743

〔膨，63σ27

1，91540
0，0〔〕608

1，21750

0，60S78

4．43679
3，うδ055

ミリヴア’レ

74，25143

0，63627
1．91540
00060S

　り
2，43500

1，21756
8，873δS

IO．6δ165

　　　　　99，99297

7G，14358　　76，14359
4ノ｝：3028　　　4，33028

9，76223　　19，52445

　　　　　　　　　　　　　　　4，G〔畦，77　176，δ6489　　99，99832

乙ll撒（メタXHB侮）・…　　0，但24｛　〔1ρ（月鋤
珪酸（メタXII2SiO。）…　．0β7022　4，7Σ09Ω

　　　　　　　　　　　　　　　δ，02243　182，55021

其　仙　　ヒドロ燐酸イオン痕跡，イ∫機物少最

　　　泉　　質　　　本泉は酸性明欝繰雨冷に属す

鷺類表1妻謬欝葦響応磐熱㍊郵漁字1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クローノレカリウム（1｛CD　．．．．．．．

クロールナトリウム（♪｛aGD・・・…

クロールアムモニウム（NILCD　・…

クロールカルナウム（CaC12｝．．．ゼ．．
クロールマグネシウム（M・・CI．D　　「　　　　一）　・。・・

霧＝酸醗i駁化ε弐〔FeSO4）　．．　．　．　．　。　．　．

硫酸アルミニウム〔Aし（Sα）：の．・．・・

遊離鰹酸（IICD　・・．．・・・・…
逝Fl生彰そこ酸rII2SO星）　．　．　．　．　．　．．．　．　．　．

瑚酸メタ）〔IIBOΩ・・・・・・…
乏し｝蓑（　メ　 タ　）（II2Sio：5）　　…　　　　　　　　．　　．　　●　　…

0，0475・

0，1121

0ρ003
0，13δ0幽

0ρ5SO

O，6746

〔｝，607S

2，5497

0，4247

0，0424

0，3702

50223
，

一10一



　　　　　　　　　　所衣地
　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　　牲　　　散

　　　　　　　　源泉温度　　40。

　　　　　　　　比．　重

　　　・イオン　／

カチオン

　フ翼翼ξイオン（Hつ・・・…

　カリウムイオン（K’）…
　ナトリウムイオン（Xaつ　・・
　アムモニウムイオン（NII4’）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・

．マグネシウムイオンOlg’り　㌧
　フユ、リイオン（Fe…）　・…

澁黒澤温泉（酸湯）
秋田長田1化物田澤村大字王川字澁£llの内

大正元年11月（東京）

無色清澄にして弧酸味を有し酸性反癒を徴す

1，0017（170）

表1李鱗赫蕨細意勧

アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン
　クローノレイオン（Clつ・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　．
　硫酸イオン（SO峯”）・・…

グラム

0，03642

0，01094

0，02719
0，00031

0，04136

0，01660
0，04992

0，08QS3

　ミリモル　　　ミリヴアル

36，0δ941　　36，05341

0，27944　　　0，27944

1，17961　　　1，17961

0、01715　　0ρ1715
1，03400　　　2，06800

0，68145　　　1，36290

⑪，87357　　2β2071

3，20406　　9，61218

　　　　　　　　　53，19940

1，40693　　39，68773　　39，68773

0，12411　　　1，27846　　　1．27846

0，58397　　6ρ7922　　12，158空窪

　　　　　　　　　　　　　　2，37758　　90，37410　　53，12463

側酸（メタ）（III302）　．．．，　0，04257　0，96669
石li酸（メタ）（王｛2SiO：⇒。・　　。　0，22035　 2，80987

　　　　　　　　　　　　　　2，6垂0δ0　　94，15066

コ辱　他　　バリウムイオン及鉛イオン各痕跡，砧酸イオン及

　　　　　ヒドロ燐酸イオン各僅微，有機物少量

泉　　質 本泉は酸牲緑暮泉に属す

慰職． i甥鶴葦両両同韻姦拓翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（K：Cl）　・・・…　　。

クロールナトリウム（KとしCI）・・・…

クロールアムモニウム（NH4C1）　．．．．

クロールカルチウム（CaC1露）・・．．・．

クP一ルマグネシウム（MgC12）　・…
彰fこ一々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミ昌ウム〔A」2（SO‘）3〕．。．。．

遊離互範酸‘11GD　・・・・・・・・…

遊離硫酸（H2SO4）　・・…　　一…

瑚酸（メタ）（HBO2）　．．．・．。．．．

硅酸（メタ）（H2SiO3）・・…　　。…

0，0209

0ρ690

0，0009

0，1147

0、06｛9．

Q，1712

0，548δ

1，2631

0，12δ4

00425
7

0，2204

2646δ

比

所　在地
試験年月
性　　　欺

　重

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（Kつ。・・
　ナトリウムィォン（Nガ）　．
　アムモニウムイオン（NII4’）
　カルチウムイオン（Ca●’）　・

　マグネシウムイオン（Mg’っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　湯　　示申　壷i　鑛　　泉　　（冷）

秋田縣仙北郡外小亥村字湯赫藁72番地

大正8年11月（東京）
無色清澄にして微に献昧を具へ微弱アルカリ性反磨を呈す

1，0037（150） 蒸獲残渥走　　46319グラム（1キログラムrP）

表（轄獺搬壁越寵イリ

アニオン
　クロールイオン（Cl）…
　ブロームイオン‘Rrり・…
　ヨードイオン（J’）　・・…

　硫酸イオン‘SO｛”）・・…
　ヒドロガと酸イオン（HCO3り・

グラム

0，0097

1，1070

0ρ004
0，5280
0，〔1012

1，9277

qOO15
0，0015

0，96δ6

00171

ミリモル　　ミリヴアル

0．2478　　　0．2478

48ρ260　　48，0260
0，0216　　⑪，〔｝216

132000　　26，4000
Q，⑪493　　　⑪P986

54，3780
00188

　り
0，0118

10，0520
0．2804

74，7930

54β780
0，0188

0，0118

20，1040

0，2804

　　　　　　　　　　　　　　　4，5597　】26，2857　　74，7930

捌酸（メタXI｛BO2）　。…　　　　0，0426　　0，9679
正巨酸（メ　タ）（正玉2Sio3）　・　。　・　・　　　　0，0・166　　　0，δ942

　　　　　　　　　　　　　　　4，6489　　127，8478

共他　　フェロ，マンガノ，アルミニウム及リチウムイオン

　　　　　各痕跡，遊離淡酸僅徴

　　　泉’賢　　本泉は石春含有蔑食二二に腸す

盤類表面鯵慧讐聡瀦韻蹴1醐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム
クロールカリウム（］K：CD　・・・・…

クロールナトリウム（KaCD・・・…

ブロームナトリウム（NaBr）　．．．．．

ヨードナトリウム（KaJ）　・・・・…

クロールアムモニウム（NH4Cl）㍉。。。

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫’酸カルチウム（CaSO4）　．．・．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：；）2〕．．．，

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．・．

棚酸（メタ）（HBO2）・・・・・・…
石膠酸（メタ）（H2Sio3）　・・　…　　　書　・　。・

0，0185

2，8076

0，0019

0，0018

00012
ノ

0，3391

1，3677

0，0146．

0，0072

0，0426

0，0466

4，6488
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　　所在地
　　層理年月
　　性　　　II是

源泉温度　　530．

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナトリウムイオン（Xa’）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Fe”）・，・・．
　アルミニウムイオン（Al…）　．

小 原 三

宮披縣刈田郡小原村字り炉175番地

大正14年12月（東京）

泉

無色澄明にして微に硫化水素臭を具へ微弱アリカリ性反感を呈す

1，0004（150） 蒸嚢互ヒ溜丘　　0，6040グラム（1キログラムr11）

表（李響赫蕨絵劣寵イり

アニオン
　クロールイオン（C1’）…　　　．

　硫酸イオン‘SO1”）・・…
　ヒドロ鮮手酸イオン（III｝04”）．
　ヒドロガと酸イオン（H：CO3つ　・

　かこ酸イオン（COゴつ…　　　．・

　水硫イオン（HS7）・．・．．
　水酸イオン（OH’）。・。・．

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0076　　　0，1944　　　0，194r韮

0，1646　　　7，1565　　　7，1565

0，0297　　　0，7412　　　1，4824

0，0007　　　0，0288　　　0，0576

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

0，0002　0，0077　0，0221

0，1103　　3，1105
0，2007　　　2，0891

0，0053　　　0．Oδ52

0，0183　　　0，3002

0，0244　　　0，4066

0，0060　　　0」814

0，0038　g，2263

8，9202

　　　　　　　　　　　　　　　0，5717　　14，5015

朋酸（メタXHBO2）　．．．　0，0068　0，1δ49
珪酸（メタXH2Sio3）　…　　0，0691　0，S823

3ユ105
4，1782
0，110壬

0，3002

0｝8132

0，1814
．P，㍗6：5

8ρ202

泉　　質

0，6476　　15，53S7

本泉は輩純硫黄朶に局ず

甕類表暖瀦雰欝霧器1蒙好編喬‡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　．。．．．．

クロールナトリウム（XaCl）…　　．．・

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・．．．．，．

水硫化ナトリウム（KaHS）　．．．．．．

硫－酸カルチウム（CaSO4）　．．。．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3｝2〕．．。．

炭酸カルチウム（CaCO：3　・．．．．．．

燐酸カルチウム（CallPO4）　．・．，．，

フ1く酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕。．。．。

フ1く酸化マグネシウム〔Mg（OII）ユ〕．・．・

1重〔刀こ酸一霞芝｛ヒ封え〔Fe（IICO3）2〕　●　．　．　・　．

燈酸アルミニウム〔A12（IIPO4）2）．．．．

瑚酸（メタ）（HBO2）　．．．．．．．．．
笈髪酸（メ　タ）（II2Sio3）　．　．　．　．　・　．　．　．　．

0，0145

0，1705

0，2S34

0ρ102

0，0081

0，0237

0，0407

0，0060

0ρ063

0，0017

0，0006

0，0013

0，0068

0，0691

0，6479

小 原
　　所　在　地

　　識験年刀　　昭和3年12月（東京）
　　性　　　欺

源泉溢変　　660　　　　　　　湧醗量
よヒ　　　　銀⊆　　　1，0007（1δo）　　　　　　　蒸幾憂匙fl斎亡

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムィォン（Na・）　．．
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Feっ・・…
　アルミニウムイオン（Al’．つ　・

．温

宮城縣刈田郡小原村296．番地

泉

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

表（鷲奪赫銘説2艶朔

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　硫’酸イオン（SO｛”）・．．．．
　ヒドロかこ酸イオン（IICO3’）　・

グラム

0，0084
0，｝S17

0，040び

0，0006

0．0002
0，000S

0，1δ83

0，2793
0，000δ

iリモル　　ミリヴアル

0，21垂S　　　O，214δ

7，9000　　7，900〔｝

1，0132　2，〔，26壬

（㌧0247　　　0，〔，493

0，0036　0，0072
0ρ295．一〇，088δ

10，2862

4，4642　　4，4642
2，9073　　　5，8145

0，007δ　0，007δ

0，670壬　　16，δ6弓…8　　10，2862

0，0400　　　0，9110

0，0S70　　1，1109

約1298一クトリート、レ（24時πの

0，818グラム（1キログラム中）

塵類表｛職巷雛隷藩角粥

爾酸（メタ）（HBO2）・…
王駿酸（メタ）（H2Sio3）・。・・

クロールカリウム（KC1）　．。．．，．．

クロールナトリウム（XaC1）．・。．．。

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　．．．．．．．

硫酸マグネシウム0【gSO4）　。・・。．．

：重炭酸亜酸化銭（Fe（HCO3）2〕。・．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕．．．．．

爾酸（メタ）（llBO2）．・．．．．．．．

王長酸（メタ）（1王29103）．．．．　．．．　．．

0，0160

0，2484

0，2δ93

0，1379

0，0030

0，0006

0，0051

0，0｛00

0，0870

0，7973

0，7974　　18，δS67

其　他　　逝i離炭酸痕跡

泉　　質 並幅は箪純濫泉に属す
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●

　　所　在　地

　　試瞼年万
　　性　　　歌

源泉温度　　470

比　　：重

鎌　先　温　泉
宮城縣刈田郡輻岡村大字藏本152番地

大正元年12月（東京）

無色清澄にして敵昧を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　1，0048（15。）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及軽量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（］K：。）・…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（KH｛○）・
　カルチウムイオン（Ca●り　・・

　マグネシウムイオンOlgつ　・
　フェロイオン（Fe●つ・・…

アニオン　　　　　　　　，
　クローノレイオン（Cl’）…
　硫酸イオン（SO4”）　．…

　ヒドロ；炭酸イオン（HCOゴ）

蒸曇…残渣　　5，189グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　　ミリヴアル

0，05774　　　1，47484　　　1，47484

1，50242　　65，18091　　6548091

0，00042　　0，02323　　0，02323
0，23815　　　5，95375　　11，90760

0，009δ8　　　0，39327　　　0，78654

0，00418　　0，0746壬　　0，14928

　　　　　　　　　7952230

1，55023　　43，73004　　4373044

1，37096　　14，27i91　2813専382

0，44219　　　7，24783　　　7，24783

　　　　　　　　　　　　　　5，17587　138，35042　　79，52169

瑚酸（メタ）（HBO＝）・…　0，08749　1，98796
珪酸（メタ）（H2Sio3）。．．・　0，1ユ371　 1，45001

　　　　　　　　　　　　　　5，37707　14L78S39
遊驚生疹ξ酸（CO2）　　…　　　　．　。　・　　0，04609　　　1，04750

　　　　　　　　　　　　　　5，42316＿142，83ξ…89

共　他　　アルミニウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡，硝

　　　　　酸イオン僅微

　　　泉　　質　　本泉は芒硝含有坐食騒泉に属す

藍類表囎鯵葦蓉禁磐融乏属昂翻

クロー．ルカリウム（K：Cl）　．。．．．．．

クロールナトリウム（NaCl）・…　　’．・

硫酸ナトリウム（Na2Sα）・・・・…

クロールアムモニウム（NH4C1）．．。．

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．。

：重炭酸亜酸化鐵〔FqHCO3）2〕　．。　．．．

砺酸（メタ）（HBO2）．・・．。．。．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，1100

2，470δ

1，6313

0，0012

0，3806

0，5113

0，0576

0，0133

0，0875

0，1137

　　　　　　　　　　　　5，3770
。　…　　　　◎　・　・　．　．　・　・　　0，0461

5，4231

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　欺

　重

器　先　　温　泉
宮城縣刈口郡鵬岡村大字藏本字鎌先の1番の51番地

大正元年12刀（東京）　　　　　　　『

殆と無色澄明にして微に戯味を具へ微弱アルカリ性反回を呈す
1，0051　（130） 蒸；擾残渣　　5，1478グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含右する各成分及共量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムィォン（N乱’）　．．
　アムモニウムイオン（NH4。）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイムン（Mg’。）。
　フェロイオン（Fe●つ・・…

アニオン
　クロールイオン（Cl’）．・・
　硫酸イオン（Sα”）・…
　ヒドロガと酸イオン（HCOゴ）

グラム

0，06414

1，50264
0，00048

0，23594
0，01001
0，00δ60

　ミリモル

1，63831

65，19064
．0，02655

5，898δ0

0，41092
0，10000

ミリヴアル

1，63831
65，19064

0，02665

11，79700
0，82184

0，20000

79，67416

1，52517　　43，02313　　43，02313

1，37352　　14，29856　　28，59712

0，49136　　8，05371　　8，05371

　　　　　　　　　　　　　　5，20886　138，64032　　79，67396．

醐酸（メタ）（H］BO2）　．．　。　．　0，08464　 1，92320

珪酸（メタ）（H2SiO3）・．・。0，10850　1，38368

　　　　　　　　　　　　　　5｝40200　141，94710　．

遊離ガζ酸（CO2）　．．．・．．　0，01260　　0，28636

　　　　　　　　　　　　　　5，41460　142，23346

共他　　アルミニウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡，硝

　　　　酸イオン僅微

　　　泉　　質　　　本泉は芒硝含有弱食堅泉に腸す

慶類表（甥鶴葦翻聡瀦議繍蕾手〉

クロールカリウム（KC1）　．．．．．．．

クロールナトリウム（NaC1）．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na2SOの．．．．．，．

クロールアムモニウム（NH4Cl）．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）．．．．．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕。．．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕．．．．．

棚酸（メタ）（HBO2）　．．．．。．．．。

珪酸（メタ）（H2Sio3）．・・。．．。．．

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，1222

2，419壬

1，6941

0，0014

0，3241

0，5697

0，0602

0，0178

0，0846

0，哩i

　　　　　　　　　　　5，4020
．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　　0，0129

5，4146
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　　所　噴三地

　　試臓年刀
　　｛望三　　　　　　　　　　41．罫こ

源泉温嘆　　3go
J．ヒ　∬：

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kり・…
　ナトリウムイオン〔NU’）　・・
　カルチウムイオン（Cこ、”）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン‘Fピつ・・…
　マンガノイオン‘Mn”）…
　アルミニウムイオン（A1」’）　．

鍛　先　温　泉
宮竣：縣刈田沼：歌：i岡｛寸大字裁本字葺i先1呑の51将地

ノく1旺16年8月（東京）

無色澄りJにして微に1駿味を具へ殆と中注反1．三：を呈す

　　　　　　1，0043（15Q）　　　蒸勢…慶ll干己

表（鶯二十顧、影響i危イ∫1

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　プロームイオン（Bゼ｝　…
　ヨー1・“イオン（Jり　・．…

　硫酸イオン（SO｛”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（11COゴ）・

グラム　　　ミリモル　　ξリヴァル

0，0643　　　1，6445　　　1，64，15

1，5017　　G5，2914　　65，2914

‘），23S壬　　　δ，9496　　11，8992

0，017・壬　　　0，716〔）　　　1，4309

0，0031　0，0555　0，1110
〔』　，0004　　　0，0073　　　0ρ146

0，GOO7　　　0，〔　25S　　　O，0775

SO、4691

1，5241　　42，9Sl〕S　　42，9SO8

0，002G　　　⑪，0325　　　0，032う

0，0014　0ρ110　0，0110
1，3477　　14ρ2s4　　28，0531

0，572S　　　9，3SS1　　　9，38S1

側酸（メタ）（HBO2）　．・・．
ヨゴ1置麦（メタ八II2績03）・　．・　。

δ，2746　1r10，1309　　80，4691

0，1593　　　3，62SO

O，1024　1．3075

遊離炭酸（CO2）

泉　質

　　　　　　　5，5363　145，066「｝
。　・　．　●　・　・　　　0，14gr）　　　3．3S64

5，6S53　14S，452S

約　δ，14ク・ラム（1キログラム中）

本泉は芒硝及耳痛含有弱食鰹泉に膨す

藍類表裟澱雰巷蓉霧器羨芝1監編膏字）

クロールカリウム（KCI）　．．．．．．．

クロールナ1・リウム（XaCD・・・…

ブロームナトリウム（NaBr）。・．…

ヨー1’ナトリ盲ンム（NaJ）　●● ・。
…

硫酸ナトリウム（Naβ0．1）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　．．．．．．。

重炭酸カルチウム〔C11（IICOI二）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO312〕…
1F：かこ転義［三｝1麦fヒ窮．ヒ〔F〔・（IICO3）2〕　・　。　…

距：炭酸亜酸1ヒマンガン〔｝＝n（IICq）2〕・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：の．．．．．

鰐；霞ミ（メタ）（1｛BO2）　・　・　。・　・　…　　　．

珪r炎（メタ）（II2SlO3）・・・・…　　．・

遊fl：1：炭歳（CO＝）　・。・・・・・・…

　ク『ヲム

1． d1226

2，4165

（ゆ1．）：～3

1．㌧α）16

1，69S7

．〔．，．2769

i），6347

C㌧10・17

0，〔）099

00013
　7
0，1〕044

0，1593

0，1024

5，53ぜ｝3

1㍉1490

5，6s53

　　所で〔地
　　試瞼年刀
　　性　　　欺

源泉温変

比　　重

秋　 保　　温　 泉
宮城縣名取測；秋保村湯元字桑師団124番原野

大1E10年10刀（東京）
殆と無色澄明にして復弱アルカリ性反感を呈す

51，50

1，0062（1δo）

　　　　イオン表
＝カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオンrNパ）　・・
　カル．チウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオン（｝工9。つ・
　フェロイオン（Fe’り・・。・・

蒸発礎1差　 8，11S2グラム（1キログラム中）

（本蚊永1キログラ∴中に合博する1争成分三軒吊次の如し）

アニオン
　クロールイオ『ン‘CIP）・…

　ブロー∴イオン（Brつ・…
　ヨードイナン（」つ　・・…
　疏1宏イオン（SO4”）　・・…
　ヒドロガξ酸イオン（IICOゴ♪　・

グラz・　　　ξヲモル　　こりヴアル

‘），！〔1：3壬　2，弓44ラ　2，6壬45

1，804‘〕　　8り，6（）s7　　80，603ア

（，．9671　　24，1353　　48，210δ

‘｝，印）56　　　〔b，23り3　　　0，4606

0，01〕21）　〔．㌧‘）3ラδ　0，0716

　　　　　　　　132，0560

4，34眺｝：3　1三22β91〕9　122，3999

0ρり41

0，0012

0，313S
O，18づ3

Uρ5SS
o，ぐゆ1，δ

：．｝，2σ67

：30δ44

0，0δ58

0，009δ

6，δ：334

3，054壬

監類劇多澱騰霧器撫監編謝

　　　　　　　　　　　　　　　7，778．1　236，4439　132，05GO
l＝㌫1淀（メタ）（II］BO2）　．　，　．　．　　　　　　　　　　　　　　　0，4・25r　　　9，6953
珪酸（メタ）（II3Sio、二）・…　　0，〔1δ94　1，1415　　　　．遊・離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　　　　8，2935　　2・壬7，2607
遊離炭酸（CO2）　．．．．．．　　0，1373　　3，12∩5

　　　　　　　　　　　　　　　S，4308　250，4012

共　他　　マンガノ及アルミニウムイオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は堕化土類蚊淵酸含有弱食惣泉に陽す

クローノレカリウム（KCD　．。・．．．．

クロールナトリウム（苫：tCI）・…　　．．

ブロームナトリウム（KaBr）．．。．．．

コードナトリウム（NaJ）　。・…　　。。

クロールカルチウム（CaCI2）・…　　．．

硫酸カルチウム（αしSOρ　・・．．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．．．

訂1：炭酸亜酸fヒ∫1え〔Fe（Ii【CO3）2〕　．　．．．．

薩玉装（メタ）（IIBO2）　。・　．・　．　．。．　．

王錘裟（メタ）（IIぽSio：ゆ・　。・　9．．。．．

●　　　・　　　■　　　●　　　幽　　　n　　　g　　●　　　●　　　o　　　o

ゲラム

（㌧1972

4，70S4

（㌧0061

1：㌧「［oH

2，1762

（㌧4封7

0，0：337

Cb，0064

0，42δ7

0，0S94

82936
一’

‘㌧1373

8r1：うし〕9

＿14



カチオン

比

イオン三

所　在地
試瞼年月
性　　　肌

實澤鑛．泉（冷）
宮城縣宮城郡根白石村實澤字戸不3番の3

大旺15年6月（東京）
無色澄明にし．て清凍味並峨苦昧を具へ反慮酸性を累すオ．しとも煮沸すれはアルカリ

性に回す
重　　　　1，0132　（150）　　　　　　　蒸獲なき7’亡

（本鑛水1キログラム巾に含冠する各回分点共彙次の如し）

リチウムイオン（1虎）・’・●’

カリウムイオン（K’）…　　。

ナトリウムイオン（Xaつ　・・
アムモニウムイオン（KH4’）・
カルチウムイオン（Ca’つ　・・
マグネシウムイオン（Mg’つ　・．
フェロイオン（FeO’）・・．…

アルミニウムイオン（A1…）　・

アニオン
　クロールイオンでClう。．．．
　ブロームイオン（Br’）　…
　ヨードイオン（J’，・。・．・
　硫酸イオン（SO4”）　・・．．．
　ヒドロ；炭酸イオン（HCO3’〉・

グラム　　　ζリモル　　ミリヴアル

OPO30　　　0，4323　　　0，4323

0，0884　　　2，2609　　　2，2609

5，0068　217，6870　21L6970
0，0008　　　0，0443　　　0，0443

0，8090　　20，1897　　403794
0，2858　　11，7δ16　　23，5032

0，0005　　　0，0090　　　0，0180

0，000δ　　0，0185　　0，0δδδ

284，3806

7，5719　213、5336　213，5336
0，0063　　　0，078s　　　O，078s

O，00斗7　　　0，0370　　　0，0370

0，4159　　　4，3296　　　8，6592

3，Z872　　62，0720　　62，012Q

ユ7．9SO8　532，4443　284，3909
1，3818　　31，4704

0，1109　　　ユ，4161

16，4928グラム（1キ『グラムrl．1）

盤類表1難鶴巷鷺総熱渇民編継）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

孤引襲（メタ）（1．IBO2）　．．　。　．

珪』_（メタ）（H2SiO3）　・　．　。　．

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　19，473δ　δ65，3：308
・　…　　　　。　・　　　1，5164　　34，4637

20，9S99　599，7945

クロールリチウム（薪Cl）．・・．・．．　（㌧f1183

ク目口ノレカリウム（1｛Cl）　．．・。。．．　〔｝，1G86

クロールナトリウム（NaCl）・．．．．．　12，3231

ブロームナトリウム（Nおr）一・一・　0，0081

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・・…　　　0，0055

硫酸ナトリウム（Na2～（）1）．。．．，．．　0，4812

クロルーアムモニウ．ム’KHIC1）．．，，　0，0〔〕24

知己酸カルチウム（CaSO4）　．．．・．．．　0，1245

重炭酸カルチウム〔Ga〔IIGOI二）2〕．・・．　3，124δ

彙；炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：∂2〕・．．　1，719S

1］匡かと酸1｝E酸fヒ鐵〔Fe〔壬ICO2）2〕　・　．　．　．　・　　0，0016．

硫酸アルミニウム〔A12（SO墨）3〕・．．．．　0，0032

瑚酸（メタ）‘11BO2）　．．．・．．．・．　1，3S18

珪酸（メタ）（11・SlO・・）一・…　∵・．．．一〇，UO9

遊離炭酸（CO2）・・・・・・・・…

本泉は乳酸，土類及炭酸含有食臨泉に厨す

19，4735

1，5164

20，9899

所在地
試瞼年月
｛．’1三　　歌

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K二●）　・…

　ナトリウムィォン‘Na。）　．．
　アムモニウムイオン（FI工1’）・
　カル・チウムイオン（CI．し’つ　・．

　マグネシウムイオンOlg’●）・
　フェロイオン、Fe’つ…　　　。。

上愛子鑛泉
宮城縣宮城郡廣瀬村上愛子字一ヒつ石

ノく旺3脅三6刀（耳こ京）

無色澄明にして清凍の昧を右し中性反歴｛を呈すれとも煮沸すれは微に白重を生し

てアルカリ性に憂す
蒸獲残溜亡　　ユ，8270グラム（1キログラムじP）

（李鷺赫蹟絃劣譲与）

アニオン
　クロールイオン‘C1’）．．。．
　研こ』酸イオン（SO‘り　・…　　　。

　ヒド・炭酸イオン（HCOの・．

観理酸（メタ）（HBO2）…　　。
珪酸（メ．タ）（H郵03）・…

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，01128　　　0，28S12　　　0，28812

0，64913　　28，16182　　28，16182

0，00016　　　0，∩0885　　　0，00885

0，02499　　　0，6247δ　　　1，249δ0

0，002S壬　　　0，1165S　　　O，23316

0，00070　　　0，G1と50　　　0，G25GO

0，68736　　19，38956

0，01502　0，15636
0，62617　　10，26339

2，017ピ5　　59，02193

（レ，02S3S　　　O，64485

0，0S310　　　1，05967

29，96645

19，38956

0，31272
10，馨σ3零雪！

　　　　　　　　　　　　　　　2，12913　　60，72645
・遊肖誰芳溜駿（CO2）　　．　．　・　．　．　．　0，64841　　14，73659

　　　　　　　　　　　　　　　2，77754　　75，46304

其　他　　アルミニウムイオン及耐酸イオン各痕跡

29，96567

奉泉は弱食聾1衆1こ濁す

盛類表（甥欝巷二手二二藩弄1素馨）

クロ＿ルカリLン．ム（1｛C1）　．．…　　　，●

ク認知ルナト． 潟Eム（NaC1）．。．．。．

硫酸ナトリウム岱a2SO4｝・・・・…

：重炭酸ナトリウム（Xa〕旺CO：D　．．．。。

クロールアムモニウム（N王LGI）．．。．

：重篤酸カルチウム〔Ca（HCO：3）2〕・・一

重かこ酸マグネシウム〔Mg｛HOO3）2〕　・・

並炭酸弛酸化鋪1〔Fe（IICO：｝）2〕　．．．．．

孤19．_（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

理酸（メタ）α1291O：D・・・・・・…　．

泉　　質

遊離炭酸（COJ　・・・・・・・・…

グラム

0，0215

1，1169

0，0223

0，736〔）

0，0005

0，1012

0，017専

0，0022

0，0284

．q，qs3！

2，1292

0、6484

2，7776

＿　15．一．



　　所雇地
　　試雛年月
　　性　　歌
源泉1四魔　　7δo

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Xaり　・・
　アムモニウムイオン（∫正し’）．

　カルチウムイオン‘Caつ　・・
　マグネシウムイオン‘Mg”）・
　アルミニウムイオン（Al’”）　・

車 湯 温 泉
宮城縣玉造郡温泉村鳴子字報く湯18番地

プくIE　8年3月（3麺1オご）

無色清澄徴に硫化水素臭を有し微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　1ρ016（150）

表（響熱賛蕨絃お荒イり

アニオン
　クロールイオン‘Cr♪・・1・
　硫酸イオン（SO墨り　．6。．。
　ヒド・燐酸イオン（IIP⊂早）．
　ヒドロかこ離iイオン（IIC（：｝：監’）　・

蒸獲残1配　　　2，0327グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモ膨　　ミリヴアル

0，0210　　　0，636｛　　　0，6364

0，5536　　24，0174　　24，0174

0，α）11　　　0，0608　　　0，060S

O，（［382　　　0，9δδ0　　　1，9100

0，0013　　　0，0δ34　　0，1068
0，〔1003　　　0，0111　　　0．0333

　　　　　　　　26，6647

0，38ユ0　　ユ0，747δ

0，6972　　　7，2δSO

O，0012　0，0125
0，0S39　－！β7至3．一．

．1，778S　　45，02S3

0ρδ11　1，1611
0，28S4　　　3，6776

10，1475

14，5160
0，0250．

1，3762

26，6647

瑚酸（メタ）（HBOΩ　・。．．
珪酸（メタ）（H2貞し1：；）・…

　　　　　　　　　　　　　　2，1183　　49，8670

其　他　　フェロ及硝酸イオン並遂離硫化水素各痕跡，遊離炎

　　　　酸僅微

泉　　質 本泉は芒硝性苦味泉に属す

藍類表（甥醗欝手磐融熊編書字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロー1レカリウム（KCI♪　・…　　。。・

クロールナトリウム（KaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）。．．．．．．

クロールアムモニウム（：NH4Cl）・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

：重炭酸力1レチウム〔Ca（HCO3）2〕．．。．

訂粥ξ酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

燐酸アルミ轟ウム〔A12（HPO｛）3〕・…

寵1酸（メタ）（H］BO2）　．．．　。．。．．．

」圭酸（メタ）（正【2Sio3）　・・・・・・…

0，0400

0，5937

0，9858

0，0033

0，0441

0，1021

0，0078

0，0014

0，0511

0，2884

2，1177

　　所在地
　　試瞼年月
　　性　　　肌

源泉湿変

比　　重

放射能

鳴 子 温
宮門縣玉造郡温泉村字鳴子湯元

大正3年12月（東京）

泉（瀧の湯）

し

無色清澄にして敗敷味を具へ酸性反癒を呈す
1000

1，0013　（170）

0，24一】，01マツ＿，＿大正酒・9刀謙

　　　　イオン

ヵチ才ン

　水素イオン（H’）・．。．．・
　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムイオン（Na’）．．．
　アムモニウムイオン（NH孟つ・
　カルチウ∴イオン（Cこビり　・・
　マグネシウムイオン（Mg幽’）・
　フェリイオン　（Fe”つ　…
　アルミニウム．イオン（AI●’つ　。

表｛耐熱券雌骸翫倉右）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）．

ヒドロ硫酸イオン（IISOの
る禿酸イナン（SO4り　。．

　グラム　　　ミリモル　　ミワヴアル

0，003δ0　　3，46535　　3，46535

0，02418　　0，61762　　0，61762
0，42s26　　18，57961　　18，57961

0，00106　　0，05863　　　0，05S63
0，02（＝｝00　　　0，50000　　　1，00000

0，00273　　　0，11207　　　0，22r豊14

0，01925　　　0β4375　　　1，03125

0ρ2996　　1，10δδ4　　3，31662

．・ @0，25220
　　　0，33618
・　・　　　0，S6972

28，29122

碍酸（メタ）（IIBO2）
珪酸〔メタ）（1｛2Sio3）

7，1142δ　　　7，1142δ

3，46327　　3，46327
9，05392　　18，1D784

塵類表（本鎧水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相賞す）

　　　1，9S704
・　　　・　　0，019S7

・　　　・　　（，，27785

44ジ11401　　28，6S538

0，4514S

3，54310

　　　　2，23r｝76　　48，40859

本泉は酸性緑碁泉に冷す

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（XaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．．．

クロールアムモニウム（KH愚C1）．．．。

硫駿カルチウム（CaSα）　．．・．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO｛｝．．．．．．

硫酸々化鐡〔Fe2（SO4）3〕…　　　．．…

硫酸アルミ晶ウム〔A12（SO墨）3〕・・。。。
逝｝跨生硫酸（II2SO墨）　　。　．　・　・　．　．　・　・　。　。

孤鍔酸（メタX正IBO2）　。・・・・　…　　’・

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．。。．．．．

グラム

0、0461

0β766

0β630
0，0031

0，06SO

Oρ135

0，0878

0，1893

0，3397

0，0199

0，2779

2，2849

泉　　質

＿16＿



　　斬在地
　　試瞼年万
　　性　　　歌
源泉温度　　800
比　　重

鳴　子混　泉（鷹乃湯）
宮城縣玉造郡温泉村鳴子字湯元77番の2宅地内
大正6年4月（東京）
微に黄色澄明にして硫化水素臭を具へ弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　1，0024　（160）

イオン表（本三水1キログラム中に含有する各成分及共量次の如し）

・カチオン

　　カリウムイオン（］［ζ。）・…

　　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　　アムモニウムイオン（NH4’）・
　　カルチウムイオン（Ca’「）　・・
　　マグネシウムイオン（Mg’●）・
　　アル’ミニウムイオン（Al’つ　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　窃髭酸イ・オン（SO1”）9　辱　…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）．
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・
　次亜硫酸イオン（S203”）　・・
　＝水辺イナン（HS’）　．。．．．

蒸獲残渣1　2，486グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0305　　　0，7791　　　0，7791

0，7680　　33β188　　33，3188

0，0003　　　0，0166　　　0，0166

0，0029　　　0，0725　　　071450

0，00δ5　　　0，22δ8　　　0，4516

0，0013　　　0ρ479　　　0，1437

34，8548

0，4279　　12，0705　　12，0rO5

0，736s　　　7，6702　　15，34｛｝4

0，0047　　　0，0490　　　0，0980

0，3039　　　4，9812　　　4，9812

0，∩110　　　0，0981　　　0，1962

0，0717　　　2，16S5　　　2，1685

　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　2，3645　　61，4982　　34、8548

疏弓勢（メタ｝（H二BO2）　・…　　　　0，0426　　0，9679

珪酸（メタ）（HLSio3）・．・。　0，2538　3，2364

遊離炭酸（CO2）・・
ミ埜再生硯壼イヒフk素（H2S）

　　2，66｛｝9　　65，7025

，　　　　0，0038　　　　0，0870

．　0，0043　0，1．261

2，6690　　6δ，9156

願類表（蝋画器霧砂壁属灘写）

クロールカリウム（KC1）　．・．．。．．

クロールナトリウム（KaC1）・・．・．・

硫酸ナトリウム（Na2SO4），．．．．．．

次亜硫酸ナトリウム（Na2S203）．．．。．

重炭酸ナトリウム（NallCO3）．．．。。

水硫化ナトリウム（：NaHS）・．．．．．

クロールアムモニウム（NII壬Cl）　．…

：重炭酸カルチウム〔Ga（HCO3）ユ〕。。．。

1重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．．。。．

燐酸アルミニウム〔A12〔HPO1）3〕．。．。

瑚酸（メタ）（正IBO2）　・　・　・　・・　・　…

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．。．

グラム

0，058工

0，6596

1，0873

0，0155

0，3691

0，1215

0，0009．

0，0118・

0，0331

0，0025・

⑪，0056・

0，0426・

0，2538

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，6614
遊障乖かと酸（CO2）　　，　。　…　　　　　。　・　・　．　・　．　　0，003S

遊離硫化水素（H2S）・・・・・・…　　　0，0043

2β695

共　他　　有機物少量

泉　　質 本泉は食騒及芒硝含有硫化水献言に属す

　　　　　　　　　　鳴子温泉噸墨摺）
　　厨　：在地　　宮城縣玉造郡温泉二曲子字湯元40番地宅地内
　　上瞼年月　：た正6年5月（東京）
　　性　　　歌　　無色清澄にして硫化水素臭を具へ酸味を呈し酸性反慮を徴す
源泉温度　　 700　　　　　　　　　湧出＝量　　 約　270ヘクトリートル（24時間）

比　　：亟　　1，0021‘150）　　　蒸i窪残渣　　2，3115グラム（1キログラム中）

放射能　（0，32マツへ♪，…大正2年9月試験

イオン表（本鎖水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　水素イオン（H’）・・・…
　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムィォン（Naう　．．
　アムモ昌ウムイオン（NHぐ）・
　カルチウムイオン（Ca’。）　・・
　マグネシウムイオン（M9●。）。
　フェロイオン（Fe●つ…　　　。・
　アルミニウムイオン（A1・”）　・

アニオン
　クロールイオン（CF）・…
　ヒドロ硫酸イオン｛HSOの　・
　窃重酸イオン（SO4”）　。。。。・

　ヒドロ燐酸イオン（HPOノ）・

グラム

0，∩127

0，0088

0，1037
0，rlO32

0，0196

0，0062
0，0067

0，0505

070543

1，2178
（D，5111

0，0022

ミリモル　　ミリヴア〃

12，5455　　125455
Q，2248　　　0，2248

4，4989　　　4，4989

0，1770　　　0，1770

0，4900　　　0，9800

0，2545　　　0，5090

0，1196　　　0，2392

1，8635　　　5，5905

1，5317

12，5455

5，3210

0，0229

24，7649

1，5317

12，5465
10，6419

0，0458

　　　　　　　　　　　　　　　1，9968　　39，5949　　24フ7649
礪酸（メタXHBO2）・．．・・　0，01｝40　0，09〔〕9
珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　0．28沿　　3，6674

麟賑囎鶴巷舗稽瀦誌繍岳騎

　　　　　　　　　　　　　　2，2884　　43，3532
遊鴇臣硫イヒフk素（H2S）　　・　9　・　の　　　0，0120　　　0，3ξ521

　　　　　273004　　43，7053

本泉は硫化水窒含有酸日章に贋す

クロールカリウム（KCD　．．．．．．。

クロールナトリウム（NaG1）．．。．．．

硫酸ナトリウム（Na2SOρ．．．．．．。

クロールアムモニウム（N正喚CD　．．。．

硫酸カルチウムICaSO4）　．．．．。．．

硫酸マグネシウム0工gSO1）．．．．．．

硫酸亜酸化銭（FeSO4）　．．．＿．．．
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．．。．．

燐酸アルミニウム〔A12（HPα）3〕。．．．

遊離硫酸lH2Sα）・…　　一・．…
瑚酸（メタ，（HBO2）　・・・…　　　。・・

珪酸（メタ）（H2Sio3》。。
・・・・…

遊謝髭硫イヒ水素（王12S）

グラム

0，0168

0，066（》

0，2396

0，0095

0，0667．

0，0306

0，0182

・0，3165

0ρ026

1，2305

0，004（）

0，2876

　　　　　　　　　2，2886

．．．＿．．＿
@　0，0120

2β006

泉　　質

＿17一



　　所左地
　　試離年月
　　性　　　熟
言原蕩隻温峡こ　　　600

比　　重

放射能

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛’）・…
　ナトリウムイナン（：Nポ）・・．

　アムモニウムイオンIXII40）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンσ1ぽ”）・
　アルミニウムイオン（Al…）　・

鳴 子 温 泉噺鰻湯）
宮城縣玉造郡温泉村鳴子字湯元47番地宅地内
ノく正6年δ刀（束京）
無色清澄にして硫化水素の臭氣を有し微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0018（150）　　　蒸獲残渣
　　　　　　（0，17マツへ，，…大正2年9刀謙

表（輔変赫蕨絵竃艶右）

　アニオン
　　クロールイ牙ン（Cl’）・…

　　硫酸イオン（SO4り・・…
　　ヒドロナ驚酸イオン（HPO4り・
’　　ヒドロかこ酸イオン（IICO3’）　・

　　次亜硫酸イオン（S20：｝7つ…
　　7」く耐己イオン（】ilSつ　．・．．．

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0110　　　0，2810　　　0，2810

0，6434　　27，9132　　27，9132

0pOO3　　　0，0166　　　0，0166

0，0063　　　0，1700　　　0，3400

0，0〔｝07　　　0フ02S7　　　0，⑪574

0，0002　0，0074　〔［，0222

28，630壬

0，2517　7，1ぐ［Oi　7，1001
0，833S　　　S，6SOO　　19，3500

0，000S　O，00S3　0，0工66
0，190・｝　　　3，1216　　　3》1216

0，0012　0，0107　0，0214
0，0334　　　1，0107　　　ユ，0107

1，9737　　48，34S3　　2S，6394

0，0226　0，5135
0，1491　　　1，9013

2，0SG5グラム（1キログラム中）

測酸（メタ）（IIBO2）・…
珪．ｩ支（メタ）（IIコSio3）．．。．

．迩離淡酸（CO2）　・．
遊跨置底訂ヒフ」く素（H2S）

　　　　　2，145壬

．．．． @　0，0402
．．．．　　0，0336

50，7631
0，9125

0，9S46

　　　　　2，2工92　　52，G6つ2

木泉は芒鶴含：育硫化水輪泉に属す

監類表囎伊欝霧三三藩晶岳字）．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム
クロールカリウム（KGI，　　．…　　。・

クロールナトリウム（NaCD・・．．．・

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．．．

次1距硫酸ナトリウム（Na2SO3）・。…

罫：炭酸ナトリウム（NaHCO3）　．．・・．

フk硫化ナトリウム（NttllS）　・．．．．．

クロールアムモニウム（XH｛C1）．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）ユ〕・・

燐酸アルミニウム〔A12（11PO4）3〕．．。．

　　　　の爾酸（メタ）ほIBO2）　・・…　　　。…
　　　　　　　　　　　　　の珪酸（メタ）（II2Sio3）…　　　。・・●・・

0，0210

0，3979

1，23｛0

0，0017

0，2283

0，0567

0，0009

0，0275

0，0042

0／0010

0，0226

0，1491

遊離炭濫（CO」）　・・

遊離碇三化水素（II3S）

　　　　　　　　　　2，H49
．　．　。　．　．　．　．　．　．　　0，0402

。　。　．　．　．　●　●　．　．　　　〔　，0336

　　　　　　　　　　2，2187

泉　　質

放射能

　　　　　　　　　　鳴　子　温　泉

　　所　在　地　　宮城縣王造郡温泉孝f鳴子字湯元58番地
　　試験」ド月　　　　　　　　　大正6年5月（東京）
　　佳　　　歌
源泉澁度　　600
↓ヒ　　　　重こ　　　1，0025（150）

　　　　イオン哀

カチオン
　＝水素イオン（IIO）．．。．．．
　ニカリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）・・
　アムモニウムイオン〔NH4’）・
　カルチウムイオン（Caつ　・。
　マグネシウ∴イオン（Mgつ・
　フェロイ肉’ン（Fe”）・・…

　アルミニウムイオン‘APつ　・

（瀧の湯）

無色清澄にして微硫化水素臭を具へ酸味あり駿性反磨を呈す

　　　　（0，24－1，01マソー），…六正2年9臓蒙

（魏赫腰結倉イガ）　盤類表（委講巷鱗磐濾繍謝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

アニオン
　クロールイオン（Cr）…　　。
　ヒドロ硫鑑塗イオン（IISO4つ　．
　三三酸イ男一ン（SO汐）　．　・　．　・　．

　ヒドロ燐蒙イオン（111）048）・

グラム

0，005S

O，0166

0，41δ0

0，001δ

0，0292
0，0013：3

0，1026

0フ0793

ミリモノレ

5，7526
0，4240

】8，0043

⑪，0530

0，7300
⑪，135δ

ユ，8321

2，9262

モリアヴル

5，7526

0，4240
18，0C43

0，0S30

1，4600
0，27ユ0

3，66遷2

8，7786

0，0715
0，55S蓬

1，470S
O，∩022

38，4377

2，0169　　　2，0169

5，7526　　　δ，7δ26

15，3112　　30，6224

0，0229　　　0，04δ9

石［］霞皇（メタXIIBO2）　。9・　・

珪酸（メタ）（112Sio3）・…

227552

0ρ142
0，2727

52，9913　　38，4378

0，3227

3，4774

逝1蔭疏化水素（H2S）
　　　　　3，0431　　56，7914
。　．　・　．　　　0ρ041　　　0，1203

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（］窯aC1）．．．．。。

硫酸ナトリウム（Na2SO4），。．．．．。

クロール・アムモニウム（NH垂CI）　・…

硫酸カルチウム（σaSOの　．．．．，σ。

硫酸マグネシウムOlgSO4）。．．．．．
薪＝酸亜酸イヒ鐵（FeSO｛）　　・　・　。　●　・　●　。　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

燐’酸アルミニウム〔A12（IIPO｛）3〕・．．・

遊離硫酸（IIコSO｛）　・・・…　　。・．・

爾酸（メタ）〔IIBO2）　…　　　。…　　　。・

珪酸（メタ）（H窪Sio3）・・・・・・…

（1，0316

070SS6

1，1721

0，0044

0，0993

⑪，0163

0，2786

0，4984

〔㌧0026

0，5642

0，0i42

0，2727

葺墾跨勇研三fヒフ」く素（正12S）

　　　　　3，0472　　56，9117

本田は硫化水裏及芒硝含有酸牲緑塞泉に慶す

　　　　　　　　　　3，0430

・・・・・・… @　　9，0041

　　　　　　　　　　3，0471

泉　質

一ユ8一



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　状
源泉温度　　40◎

比　　：重

鳴　子　温　泉
宮城縣玉造郡鳴子町字湯元園71番地

大正11年4月（東二京）

殆と無色澄明にして硫化水素臭を有し味牧敏性なり

　　　　　　　　　　1，0013（150）

イオン表（李響同室台長葺塁表浅識有）

：カチオン

　カリウムイオン（1（つ・・。・
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH：≦●）・
　カルチウムィォン（Ca・・）　．．

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Feつ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン
　クロPルイオン（C1つ・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

蒸獲残流　　1，4100グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミワモル　　ミリヴアル

0，0171　　　0，4373　　　0，4373

0，0361　　　1，5739　　　1，5739

0，0475　　　2，632S　　　2，6328

0，0291　　　0，7262　　　1，4524

0ρ068　　　0，2796　　　0，5592

0，0314　　　0，5623　　　1，1246

0，1062　　　3，9188　　11，7564

19，5366

0，0061　　　0，1720　　　0，1720

0，923rを　　　9，6125　　19，2250

0，0067　　　0，0698　　　0，1396

　　　　　　　　　　　　　　　1，2104　　19，9852　　ユ9，5366

．珪酸（メタ）（H2Sio3）…　？　0，2301　2，9381

　　　　　　　　　　　　　　　1，4405　　22，9233
遊擬ll硫イヒフk素（H2S）　・　・　。　・　　　0，0282　　　0，8273

無論（甥鯵欝両両両両昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
硫酸カリウム（1（2SO4）　・．．．。・・．　0，0381

硫酸ナトリウム（Na2Sα），・．・．・．．　0，1118

クロPルアムモニウム（NH4CI）．．．．　0，0092

硫酸アムモニゥム〔（NH4）2SO4〕・＿．　0，1626

硫酸カルチウム（CaSOJ　．．．．．．．　0，0989

硫酸マグネシウム（MgSO4）．・・。．．　0，0337
硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　．．．．．・．・　0，0854、

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・．・・　0，6629

燐酸アルミニウム〔AI2（HPO4）3〕・．＿　　0，00SO
芝L酸（メ　タ）（｝12Sio3）　．　．　．　．　・　。　．　．　・　　　0，2301

遊離硫化水素（H2S）

　　　　　　　　　　1，4407
．　。　・　．　．　．　．　．　・　　0，0282

1，4689

1，4687　　23，7606

典仙　 マンガノイオン痕跡

泉　　質 本泉は硫化水網野有明碧線馨泉に腸す

　　駈　衣　地

　　試験年万
　　性　　　歌

源泉温度
比　　：重

罰　　子　　温
宮城縣玉造郡温泉村鳴子字河原湯40番宅地

大正6年7月（東京）
無色澄明にして少許の沈澱物あり

　　　　　　　　　　約60Q
　　　　　　　　　　1，0013（150）

イオン表（本鑛水1キログラム申に’含有する各成分及調律次の如し）

：カチオン

　カリウムイオン（：K’）・…
　ナトリウムィォン（Na’）　．．

　アムモニウムィォン（NHf）．
　カルチウムィオン（Ca●’）．。

　マグネシウムイオンOlgつ・
　フェロイオン（Fe’り。。・・。
　アルミニウムイオン（Alり○）　。

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒド・燐酸イオン（HPOノ）・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ　・

グラム

0，0300

0，2704

0，0006
0，0796

0，0160
0，0007

0，0002

泉（姥の湯）

湧廷1量　 約81へ外り＿ト，・（24時問）

蒸獲残1査　　1，3100グラム（1キログラ、ム中）

ミリモル

0，7663

11，7310

0，0332
】，9900

0，6568
0，0125

0，0074

ミ1」ヴアル

0，7663
11，7310

0，0332
3，9800

1，3136

0，0250

0，0222

17，8713

0，1073　　　3，0268　　　3，0268

0，4057　　　4，2234　　　8，4468

0，GGO8　　　0，GO83　　　0，0166

0，3893　　　6，3811　　　6，3811

　　　　　　　　　　　　　　　1，3006　　28，8368　　17，8713

翻酸（メタ）（HBO2）　．。．．　　0，0227　　0，5158
珪酸（メタ）（H2Sio3）・．。。　　0，3110　　3，9658

　　　　　　　　　　　　　　　1，6343　　33，3184
遊藍准ガξ酸（CO2）　　・　・　…　　　　。　　　0，2530　　　5，7600

泉　　鷺

　　　　　1，8873　　39，0684

本泉は弱芒硝性苦喋泉に周す

盤類表囎褒雰紫舗霧回議編奮牢）

クロールカリウム（KG1）　・。・・，。・

クロールナトリウム（NaCl）．…　　．・．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・…　．・

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

クロールアムモニウム（NH4Cl）．＿．
重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．。

重炭酸マグネ．シウム〔Mg（HCO3｝2〕＿．

：重炭酸亜酸化餓〔Fe（HGO3）2〕。．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…

瑚酸（メタ）（HBO2）　．．．．。．．．．

珪籔（メタ）（II2Sio3）　・　。　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0572

0，1302

0，6004

0，0890

0，0018

0，3224

0，0962

0，0022

0，0010

0，0227

0，3110

　　　　　　　　　　　　1，6341
。　．　．　g　．　。　．　●　．　。　．　　0，2530

1，8871
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　　所左地
　　試験年月
　　性　　　無

源泉温変　　7δo

比　　重

新 車 温 泉（元湯）

宮城縣玉造郡温泉村字鳴子新屋敷団8替の3

大正6年4月（東京）
無色澄拶Jにして微弱アルカリ性反感を呈す

1，（［011　（15Q）

　　　　イオンii受

：カチオン

　カリウムイオン（1｛つ・…
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　アムモニウムイオン‘XII4●）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

蒸護あミ言左　　　1，0300グラム（1キログラムrl】）

（二君三鼎骸三期イ∫）

アニオン

　クロールイオン（C1っ・。・。
　桜三酸イオン（SO〆）・・…
　ヒドロ鱗酸イ牙ン（llPOfρ）・
　ヒドロ多こ酸イオン〔IICO3つ・

グラム　　　ヒリモル　　ミリヴアル

0，0〔IS：2　　　0，2（）95　　　0，三〇95

0，2409　　10，4511　　10，4511

0ρ002　〔㌧0111　0ρ111
0，033δ　　　〔㌧8376　　　1，6750

0，0031　　　0，1273　　　0，2546

0，000垂　　　0，0071　　　0，0142

0，0002　0，007蓬　0，0222

12，6377

0，1267　　　3，5740　　　3，574C｝

0，3099　　　3，2261　　　6，4522

0，000S　　　O，〔ゆS3　　　0，0166

0，1583　　　2，5949　　　2，5949

　　　　　　　　　　　　　　0，8822　　21，0δ43　　12，637丁

砺酸〔メタ）（IIBO2｝　・　．　．。　　0，0114　　0，2590

珪酸（メタXH2SiOJ）　．　．．・’　0，2530　　3，2262

　　　　　　　　　　　　　　1，1466　　24，5395
ま竺跨隻かこ酸（CO2）　　。　．　．　．　．　．　　　0，0S36　　　L9000

泉　　質

1，2302　　2674395

本泉は弱芒硝性苦味泉に弄す

群類表 （委鍛亭亭翻孚器羨議編鋤

クロールカリウム（KCI）　．。．．。．．

クロールナトリウム‘XaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（：Na2SOD．．．．．．．

：重炭酸ナトリウムINalICO3、。，．．．

クロールアムモニウム（KH4CD．・．．
並炭猷カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．，．．

重淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・．．

並拶と酸1H三酸イヒ£竣〔Fe（IICO3）ユ〕　・　…　　　　。

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO1）3〕．．．．

硬酸‘メタ）（HBO2）　．．．．．．．．．

珪酸（メタ）【H2Sio3）・　・・　・　・・…

蓮舘！と炭酸（CO2）

グラム

0，0156・

0，1962

0，4586．

0，0543

0，〔　006・

0，1357

0，0186・

0，0013

0，0010．

0，0114

0，2530・

　　　　　　　　　　　1，1463
・　・　・　・　・　・　…　　　　　．　・　　　0，0836・

1，2299・

　　引墨地
　　試瞼年月
　　佳　　　欺

源泉温度　　700

比　　重

新

1μ107（1ろ。）

　　　イオン
カチオン

　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナトリウムイオン（Nゴ♪　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　々グネシウムイオン（Mg’つ・

車 温 泉像の湯）

宮戯二王門郡温泉村大字鳴子字新屋敷

大正6年9，月（東京）

無色澄明にして徴溺アルカリ性反1慰を呈す

　　　　　　湧上瑠景　　約

　　　　　　蒸嚢戎渣

表鰐変赫蕨絃翫倉イ∫）
グラム

0ρ05S
O，2δ1〕S

Oρ159
〔［，り006

アニオン
　鵯瞬蒙イオン（NO3F）・・。・。　　0ρ1〔応
　クローノレイオンでC1つ・．・・　　0，2452
　薪三酸イオン（SO｛り…　　。・　　〔1，2SS4

疏｝1錠‘メタ）‘｝｛］BO2）　…　　　．

珪蔭（メタ）（II2Sio3）・…

ミリモル　　ミリヴァル

0，1481　　　0，1481

12，1829　　12，1829

0，3975　　　0，7950

〔㌧02，16　　　0，0492

13，1752

0，S502

0，0114

0，2ClO6

0，1692　　　0，1692

7，00エ4　7，0014
3，0023　　　6，0046

22，9260　　13，1752

0，2590

2，55SO

　　　　　　　　　　　　　　1，0622　2δ，7430
逞菖ll：かと石た（CO2）　　・　。　．　．　．　．　　　（㌧61C5　　　0，3750

泉　　質

1，り7b7　Σ6，11bO

本泉は芒硝含有弱食篁泉に達す

　90へ外り＿トル（2壬時問）

1，0壬4グラム（1キログラム中）

藍類表（典獄巷舗霧瀦韻編畜寧）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
η㌃段カリウム（KKO3）　．．．．．．．

石ケ置芝ナトリウム（XaNO3）・・・…　　9

クロールナトリウム（EaCI）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO‘）．．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO．｛）　。。．．．．．

硫酸マグネシウム（】㌧lsSO4）　．．．．．．

覆ヨ酸（メタ）（壬1］BO2）　・　・。…　　　。・　・

珪醗（メタ）（｝12S103）　・・…　　　。・　・。

逝i離炭酸（CO2）

0，0150・

0，0018

0，4096・

0，3666・

0，0541

0，0030・

0，0114

0，2006、

　　　　　　　　　　　1，0621．

．．．。・・・・… @　　0，0165・
1，0786’
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　　所　在地
　　試．瞼年月

　　性　　　欺

源泉温度

比　　重

鳴 子 温 泉
宮城縣玉造郡鳴子町星沼園大谷川浩岸

昭和2年3月（東京）

無色澄明にして微に硫化水素臭を有し弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　100Q
　　　　　　　　　　l，007　　（160）

イオン表（’本鑛フk1キログラム中に含有、する各威分及其量次の如し）

：カチオン

　カリウムイオン（1（’）’’”
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH壬つ・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlgつ　・
　フェロイオ・ン（Fe◎り　…　　　。・

　アルミ，ニウムイオン（Al咽）・

蒸畿残盲陛　　0，8346グラム（1キログラム中）「

グラム　　　ミリモル　　モリヴアル

0，0107　　0，2737　　0，2737
0，2352　　10，2261　　10，2261

0，0012　　　0，0665　　　0，066δ

0，0068　　　0，1697　　　0，3394

0，0003　　　0，0】23　　　0，0246

0，0001　　0，0018　　0，0036
0，0004　　　020148　　　0，0444

アニオン
　クロールイオン（C】つ・…　　　　0，0594
　著売酸イオン（SO♂、　・・…　　　　0，1259

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3F）・　0，2882
　炭酸イナン（CO：♂）・・…　　　　　0，0101

　巻斗イオン（IISり・・…　　0，0i68
　．ホ酸イオン（OH’）・・…　　0，棚9

・朔酸（メタ）（HBO2）・…
．歪是酸（メタ1（1｛2Sio3）・　…

．其　他

10，9783

1，6751　　　1，67δユ

】，3106　　　2，6212

4，7244　　　4，7244

0，6682　　　1，3364

0，5080　0，50hO
O，1132　　　0，1132

0，7870　　19，7644　　10，9783

0，0075　　　0，1708

0，232δ　　　2，9687

・マンガノイオン僅微

1，0270　　22，9039

聾類表門畿雰慧瀦手器隷蘇晶磯

回泉は輩純硫黄泉に属す

クローノレカリウム（KC1）　・・…　　’・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Ra2SOの　．．．．．．。

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・．．．．

炭酸ナトリウム（Na2CO3）・…　　．．．

水硫化ナトリウム（NaHS）　．．。．。。

クロールアムモニウム（NII4Cl）・…

炭酸カルチウム（GaCO3）・・・・…

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…　　．．

フ1丸酸化マグネシウム〔Mg（OH）＝〕．．．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・．．．，

硫酸アル・ミニウム〔A12（SO1）3〕．．．．．

石明酸（〃）（IIBO2）・一・・・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・・・・・…

泉　　質

グラム

0，020壬

0，0780

0，1830

0，3966

0，0575

0，0285

0，0036

0呈0125

⑪，0033

0，0007

0，0003

0，0025

0，CO75

0，2i堕

1ρ269

　　　　イオン

：カチオン

　カリウムィォン（K’）…　　．
　ナトリウムィォン（Na’）　・．
　ア！、モニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムィオン（Ca●●）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe’り・・…
　アルミニウムィォン（Al噸’．）．

赤 湯

　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　飛

源泉温度　　60。

上ヒ　　　重　　　1，00ユ4　（150）

表（李勲赫庭骸雰寵右）

’アニオン

　クロールイオン（Clつ・…
　硫酸イオン‘SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（11PO4り・
　ヒド・瀕酸イナン（HCO3り・

温 泉㈱の湯）

宮城縣玉造郡濫泉村大口字赤湯53番地山林内

大正6年3刀（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

グラム

0ρ187
0，3422

0，0005
0，0δ24

0，0176

0，0014

0ρ002

モリモル

0，4777

14，8459

0ρ277
1，3100

0，7225

0，0250

0，0074

蒸獲淺渣　　1，2998グラム（1’キログラム中）

ミリヴアル

0，4777
14，8459

0，0277

2，6200
1，4450

0，0500

0，0222

19，4885

0，1208　　　3，4076　　　3，4076

0，2341　　　2，4370　　　4，8740

0，0008　　・0，0083　　　0，0166

0，6827　　11，1903　　！1，1903

　　　　　　　　　　　　　　　1，4714　　34，4694　　19，488δ

瑚酸｛メタ）（HBO2）　・，・・　　0，0212　　0，4817
．封…酸（メタ）（H2Sio3）・。・・　　0，2003　　2，5542

　　　　　　　　　　　　　　　1，6929　　37，4953

、遊離炭酸（CO2）　・…　　一　　〇，1980　4，5000

竪類表！回章雰慧響霧白熱品編畜卑）

クローノレカリウム（KCI）　・・’・’”

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（NaユSO4）…　　．・．．

重炭酸ナトリウム（：NaHCO3）　・…　　．

ク細川ルアムモニウム（N正14C1）　・…

重炭酸カルチウム〔CalllCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe〔HCO3）2〕・・g．．

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕・…

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・・・…　　　」・・

班望凌（メタ）（｝｛2S103）　・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0356

0，1698

0，3465

0，59｛1

0，0015

0，2122

0，10δ8

0，00｛5

0，0010

0，0212

0，2003

　　　　　　　　　　　　1β925
。　…　　　　　。　・　…　　　　　。　・　　0，1980

　　　　　　　　　　　　1，8905

1，8909　41，9953

泉　　質 本泉はアルカリ泉に漏す
　　o
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　　所左地
　　試鹸年月
　　性　　般
源；泉温度　　60Q

比　　重

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（1｛つ・●”
　ナトリウムイオ’ン‘｝ζパ♪　・・

　アムモニウムイオン（XII｛つ’
　カルチウムイオン（Caつ　●・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Feつ・・…
　アルミニウムイオン（Al●つ　・

赤 湯 温 泉（題の湯）

宮城縣王∫査郡紐泉村ソく口字赤湯49癌・地

ブく正65｝三3刀　（頁こオξ）．

淡黄色澄明にして微躬アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0012（150）

表（李勲三無骸翫1倉イり

アニオン
　クロール’イオン（CIつ・…
　塀三下イオン（SO4り。・…
　ヒドロ燐酸イオン‘］日［PO4り　・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸獲硬澄　 1，0627グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0ρ196　0，6006　0，δ006
0，2909　　12，6204　　12，6204

0，0032　　　0，1770　　　07177（［

0，0ユ93　0，482δ　0，9650
0，0102　　　0，4187　　　0，81374

0，0011　　　0，019σ　　　0，0392

0，000S　　　O．029δ　　　0，0885

　　　　　　　　　15，2281

0，0657　　1，8533　　1，S533
0，0374　　　0，3S92　　　0，7786

0，0050　　　0，052S　　　O，1056

0，7620　　12，2306　　122305

1，2152　　2S，7742　　15，22S1

0，00S5　　　0，1931

0，2S20　　　3．5960

肇類表（鶉欝巷馨両脚同韻幕瀦宇）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

礪酸（メタ）（】ilBO2）　．．．．
封…百麦（メタ）（王12Sio3）・…

　　　　　　　　　　　　　　　1，6057　　32，5633
遊盲iとかこ酸（CO2）　・・・…　　　　　0．0660　　Lδ000

1，5717　　34，0633

クロールカリウム（1｛Cl）　・・・・…　　　0，0373

クロールナトリウム（NaC1♪・・・…　　　（1，068S．

正解ナトリウム（Na2SO4）・・・・…　　　0，0δδ4

重炭1笠ナトリウム（N’allC（．）；；）　・・…　　　　0，8964

クロールアムモニウム（NH4CD　・…　　　0，0095

燐酸カルチウム（Ca11PO｛）　・・・…　’　0，0010

重炭酸カルチウム〔Ca（11COI；）3）・一・　0，0770．

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕…　　　0，0613
』匡：かこ竃麦雪巨｝装fヒダ最〔］E’e（IICO：｝）2〕　…　　　　。　・　　0，0035

燐酸アルミニウム〔AI2（HPO｛）：｝〕・…　　　0，0051

五切護笠（メタ）（正｛」BO2）　．　・　…　　　。…　　　　0，0085

王芋窪（メタ）（王12Sio3）　・　・　・　・　・　・　…　　　　　0，2S20

遊離炭駿（CO2）　・・・・・・・…

泉　　質 本泉はアルカリ泉に属す

　　ユ，50δ8

・　　　0，066σ

　　1，5718

o 　　所　在地
　　試騎年月
　　性　　　1［是

源泉温度　　δ0つ

比　　重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（xa●）　・・
　アムモニウムイオン（｝旺1．の・
　カルチウムィォン（Cユ●’）　・．

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’り・・…
　アルミニウムイオン（AP”）　・

赤 湯 温 泉（目の湯）

宮城縣玉造郡温泉村大口字赤湯32番の2

月目6勾三3月C束：京）

無色澄明にして中性の反癒を呈すれとも＝煮沸すれはアルカリ性に憂す

1，0005（150） 蒸嚢支鞘涯　 0，4S20グラム（1キログラム中）

（二二熱券顎炎劣糀イリ

アニオン
　クロールイオン（CIつ・…
　石器酸イオン（ま504り・・…
　ヒドロナ轟殻イオン（1日【1）04’つ・

　ヒト．ロ；炭－酸イオン（IICO3’，　・

グラム　　　iリモル　　ξリヴアル

020077　　　071967　　　071967
0，0726　　　3，1497　　　3，1r197

0，0011　　　0，060S　　　O，060S

O，0314　0，78δ1）　1，δ70う

0，00S2　　　0，3366　　　0，6732

0，000壬　　　0，0071　　　0，0142

0，0009　　　0，0332　　　0，0996

δ，7642

0，0420　　　1，18｛8　　　1，18壬δ

0，0420　　　0，4372　　　0，874墨

0，α131　　　0，0323　　　0，0646

0，222】　　　3，6壬04　　　3，6｛04

0，431δ　　　9，b638　　　5，76，茎2

0、0〔｝：3δ　　　0，0S95

0，2149　　2，7404

糖類表壌画角砦一回器隷属霧1濯）．

碍酸（メタ）（HBO2）　・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊育圭ガξ酸（CO2）　・・

泉　質

　　　　　0，64竃19　　12，6937

・… @　　　0，221［0　　5，1’000

　　　　　⑪，8699　　17，6937

本泉は輩麺温泉に島す

クロールカリウム‘KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫戯ナトリウム（Na＝SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（Na11CO3）　・・…

クロールアムモニウム（XH4C1）・…

重炭酸カルチウム〔CaほICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．
⊃丁！芳こ霞麦1！巨陵fヒf葺〔Fe（IICO3）＝〕　・　…　　　　．

硫駿アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…　　．

燐．酸アル’ミニウム〔A12（IIPO｛）3〕…　　．

研酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

珪駕ヒ（メタXH2Sio3）　・・　・・・　・…

逝・躍炭酸（CO2）

グラム

0，0147

0，0541

0ρδ98．

0，1163

0，0033

0，1272

0，0493．

0，0013

0，0019

0，0037

0，0035．

0，2149

　　　　　　　　　　　　0，6500

．．．．．．，。… @　　0，2200
0，S70（〉

も
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　　所　左　地

　　試瞼年万
　　性　　　歌
Σ原泉言畳度　　　　60Q

比　　重

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（Kう・…
　ナトリウムイオン（］Naつ　”
　アムモニウムィォン（NH｛’）・
　カルチウムィオン（Ca”）　．・
　マグネシウムイオンOlg●’）・
　フェロイオン（Fe●つ・・…

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

赤　湯　温　泉
宮城縣玉造郡温泉村人字口赤湯17番地の1

六正8年6月（東京）
淡黄褐色澄明にして微に硫化水素臭を具へ微弱アルカリ性反癒を呈す

　　　　1，00〔）5　（150）

（李鷺赫顕該劣寵オ∫）

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　硫酸イオン（SO4り。・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロ炭酸イオン（正ICO3つ　・

蒸護残1査　　0，5500グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモrレ　　ミリヴアル
0，0085　　　0，2171　　　0，2171

0，1233　　　5β492　　　5β492

0，0042　　　0，2323　　　0，2323

0，0086　　　0，2150　　　0，4300

⑪，0044　　　0，1806　　　0，3612

0，0014　0，（1250　0，0δ00
0，0003　　　0，0111　　　0，0333

6，6731

0，0136　　　0β836　　　0，3836

0，0037　　　0，0302　　　0，0604

0，0241　　　0，2510　　　0，5020

0，3494　　　5，7271　　　5，7271

　　　　　　　　　　　　　　　　0，5415　　12，6222　　　6，6731

封と酉交（メタ）（H2SiO3）・　…　　　　0，2207　　2，8143

　　　　　　　　　　　　　　　　0，7622　　15，4365

遊誇霊が之酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　　0，0230　　　0，4227

　　　　　　　　　　　　　　　　0，78δ2　　　15，8δ92

共　他　　有機物多量，硝酸イオン及瑚酸痕跡

　　　泉質　本泉は輩純温泉に属す

虫類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

硫酸カリウム（K2SO4）　・…　　＿．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・。．．．，．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

ク画一ルアムモニウム（NH｛C1）　・…

燐酸カルチウム（CaHPO4）　・・・…

燐酸マグネシウム（MgHPO4）・・…
：重湯ζ酸マグネシウム〔Mg（11GO3）2〕…

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕－・＿．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPOD3〕・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0114

0，0056

0，0009

0，4486

0，0124

0，0293

0，0023

0，0234

0，0045

0，0019

0，2207

　　　　　　　　　　　　0，7610
。　・　。　。　・　・　。　・　・　。　・　　　0，0230

0，7840

　　所　左　地

　　試瞼年万
　　性　　　歌
Σ原封芝温度　　　　60Q

比　　：重

　　　　イオン表

カチ・オン

　カリウムイオン（Kつ・。・・
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン「NH4’）・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Fe”）・・…
　ア几・ミニウムイオン（Al。”）　・

田 中 温 泉
宮城縣玉造郡温泉村大字大口字田中鷲の集24番地宅地内

大毘6年5月（束京）

稽蛎国濁し微弱アルカリ性反癒を呈す

　　　　1，0010　（150）

（李警義券顕骸翫危有）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドPガξ酸イオン（HCO3’）・

グラム
0，0179

0∫2072’

0，0021

0，0471

0，0119

0，0032
00004

，

0ρ396
0，0748

0，0016

0，6312

ミリモル

0，4572

8，9892
0，1162

1，1775

〔㌧4885

⑪ρ571

0，0148

蒸護残渣　 0，8995グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，4572

8，9892

0，1162

2β650
0，9770

0，1142

0，0444

13，0δ32

1，1171　　　1，1171

0，77S7．　　1，5574

0，0167　　　0，0334

10，3453　　10，3453

1，0370　　23，5583　　13，0532

0，0028　　　0，（1636

0，2419　　　3，0S47

慰職（難門門舗門田芝焼精綿

爾酸（メタ）〔HBO2，・
珪酸（メタ）（H2Sio3）・

遊離．炭酸（CO2）　・・・…

1，2817　　26，7066

0，2050　　　4，6590

泉　　質

1，4867　　31，3656

本目はアルカリ泉に腸す

クロールカリウム（1｛C1）　・・。’・’。

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO1｝・・…　　’・

：重炭酸ナトリウム（NaHGOの　．・。．．

クロールアムモニウム（NH君1）　・…

重心酸カルチウム〔Ca（HCO3♪2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HGO3）2〕…
重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO：D2〕　・，．ご。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・．．．

燐酸アルミニウム〔Ah（HPO4）3〕・…

石朋酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

珪酸（メ　タ，（王12Sio3）　。　・　。　…　　　　。　・　・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0341

0，0318．

0，1100

0，5799

0，0062

0，1908

0ρ71δ

0，0102

030006

0ρ019

0，0028

0，2419

　　　　　　　　　　　　ユ，2817
。　・　。　・　・　。　・　・　…　　　　　　0，2050

1，4867

一23一



●

　　　　　　所左地
　　　　　　試験年月
　　　　　　仕　　　歌
　　　　源泉澁変　　700

　　　　比　　重

イオン表

　　　　1，000S　（150）

（輔奪三蹟骸劣艶イリ
カチオン
　カリウムイオン（K’）’”●
　ナトリウムイオンIKa’）　●’
　アムモニウムイオン（⊃マH4つ・
　カルチウムイオン（Caつ　．●
　マグネシウムイオン（Mg’つ　●
　アルミニウムイオン（AP●’）　．

アニオ’ン

　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオン〔SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（1．IPO4”）・

　ヒドロ炭酸イオン（HCOIド）．
　次亜硫酸イオン（S203り…
　永硫イオン（HS’）　・・…

川渡温泉（大湯）
宮城縣玉造郡温泉村大ロ字川渡89番地

大正6年7月（東京）
微黄色澄明にして硫化水素臭を右し徴弱アルカリ性反感を呈す

　　　　　　　湧出五ヒ　　約　618ヘクトリ＿トル（2蔓時：田）

　　　　　　　蒸；獲残浴　　　0，7955グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル
0，0068　　　0，1737　　　0，1737

0，2111　　　9，15S4　　　9，1584

0，0032　　　0，1770　　　0，1770

0，03‘）7　　　0，767δ　　　1，5350

0，006S　　　O，2791　　　0，5582

0，0001　　0、0037’　0，0111

11，G13壬

0，0312　　．0，8SO1　　　0，SSO1

0，1121　　　1，1670　　　2，3340

0，0004　　0，0042　　0，00S4
0，4843　　　7，93S6　　　7，93S6

0，0047　　　0，0419　　　0，0S38

0，0122　　　0βdS5　　　0，3635

0，9036　　20，9δ97　　11，6134

0，り142　　　0，3227

0，1870　　　2，3846

藍類表囎欝欝霧器謹属晶醐

．爾酸（メタ）（HBO2）・。．．
珪酸（メタ）（H2SiO3）・…

クロールカリウム（1｛C1）　・・・・…

クロールナトリウム（yaCD・●・’・●

硫酸ナトリウム（こζa2SO4）…　　。…

次亜硫酸ナトリウム（Xa2ミ03）・・…

重炭酸ナ1・リウム（NaIICO3）・．．．．

フ1く硫化ナトリウム（XallS）　・・・…

クロールアムモニウム（NH4CD　・●・’

コ≧拶こ酸カルチウム〔Ca（HCO5）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（】ilCO3）2〕…

燐酸アル・ミニウム〔AIユ（HPO｛）3〕。．．．

謂酸（メタ）（IIBOの　　・・・・・・…

王1三酸（メタ）rl｛2Sio3）　・・・…　　　。・・

グラム

0，0130

0，0309

0，1659

0，0065

0，4913

0，0207

0，0095

0，1243

0，‘）｛09

070005

0，0142

0，1870

遜：離炭酸（CO2）　・・
∫髪跨生研まイヒかく素（H2S）

泉　　質

　　　　　　1，1048
・　。　・　・　　　0，00S7

・… @　　　0，0010

23，6670
0，1978

0，0306

　　所　在地
　　試験年月　　ブくiE　7年G月（東京）
　　性　　　肌
主訂ζ圭｝ミ温度　　　 49Q
」＝ヒ　　　　1R　　　　】，0009　（15Q，　　　　　　　蒸獲互匙謎己

衷（李誉熱券蹟絵三論有／

遊離炭酸（CO』，　・・

二塗戸盈研訂ヒ71｛；嚢（II2S）

　　　　　1，1145　　238954

本泉は船型礁引水索泉に属す

　　　　　　　川渡温泉
　　　　　　宮城縣…E造郡温・泉孝ナ大字二たロ字川渡84番地

　　　　　　　　　　1，1048
・　・　・　…　　　　●　・　・　　0，0087

・・・・・・… @　　0，0010

　　　　イオン

カチ才ン
　カリウムイオン（1｛つ・．・●
　ナトリウムイオン‘Na’）　・・
　アムモニウムイオンでNII｛つ・
　カルチウムイオン（Ca。’｝　・・

　マグネシウムイオン（Mg。つ・
　フェロイオン（Fe●つ・。…

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

ーア二才ン

　クロールイオン（C1り・…
　二三酸イオン（SO｛り　・・…

　ヒドロ燐酸イーヤン（HPO4”）・
　ヒドロ淡酸イオン（IICO：｝’）　・

　ヲく亜硫酸イオン（S203り…
　水心イオン（HS7）　・・…

（富の湯）

微に黄色澄明にして硫化水素臭を具へ徴弱アルカリ性反鮭：を呈す

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル
0，0011　　　0，0281　　　0，0281

0，三～157　　　9β579　　　9，3579

0ρ0．12　　　（，，2323　　　0，2323

0，0271　　　（レ，6775　　　1，3550

0，0069　　　0，2S33　　　0，5666

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

0，000∂　　　0，018き　　　0，0三5δ2

0，0δ93

0，0699

0，0010

0，4S96
ぐ㌧005S

O，0108

1，6728

0，7277

0，0101

8，0245
0，0δ17

0，3257

11，6023

1，6728

1，455壬

0，020S

8，0245
0，103壬

0，3257

0，8921　　21，4137　　11，6026

070023　0，0δお
0，1S61　　　2，3731

】，1145

0，7955グラム（1キログラム中）

藍類表蕊鍛雰砦翻手器註属辣韮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

襯醜（メタ）（IIBO2）・…
．珪鮫（メタ）（H2Sio3）・…

遊lil聲拶ξ酸（CO2）　・・

遊巨顕研＝イヒフト素（II2S）

　　　　1，0SO5

…　　　　0，066〔）
…　　　　　　　0，0022

23，8391

1，5210

0，0G46

質

　　　　　1，1496　2δ，4247
　　　　　の本泉は輩純硫化水繁泉に属す

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　．．．．

ヲく罫巨石准酸ナトリウム（Na2S203）…　　．．

重炭酸ナトリウム（｝ζallCO3，・・…

水硫化ナトリウム（：NallS）　．・．．．．

クロールアムモニウム（芯ILCI）．・…

重：淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭験マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…
並：藩こ轟受命匝｝後fヒf筑〔1E「e（IICO：∂2〕　・　・　…

試弾アルミニウム〔A12（SO｛）の・・…

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO｛）3〕。…

醐酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

0，0021

0，0827

0，1011

0300S2　．

0，5120

0，0183

0，012垂

0，1093

0，0415

0，0006

0，0019

0，0012

0，0023

0，1861

遊・離炭酸（CO2）　・・

ま竺直生硫fヒ7k素（H2S）

●　　　　．　　　　，　　　　・　　　　．　　　　●

o　　　　・　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●

・　　　　幽　　　　●

の　　　　o　　　　・

1，0SO2

0，06G9

0，0022

1，1493

一24＿



比

所左地
試験年月
性　　　欺

　重

新赤湯温泉
宮城縣王迭郡温泉村大口字鷲の漿99番地

大正8年6月（東京）
淡黄褐色澄明にして弱アルカリ性反癒を呈す

1，0012　（150）

　　　　イオン

：カチオン

　カリウムイオン（K’）’’”
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NH4つ・
　カルチウムイオン（Cバ）　・’
　マグネシウムイオンOlg●つ　・
　フェロイオン（F〔yつ・・…
　アルミニウムイオン（Al’つ　・

蒸嚢残渣　　1，1890グラム（1キログラム中）

表（響奪赫蹟骸聖書有）

アニオン
　塀㌃酸イオン（NOガ）　・…　　　。

　クロールイオン（C1’）…　　．
　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロガと酸イオン（HCO3り　・
　；炭酸イオン（CO3り・。…
　水酸イオン（OH’）・・…

グラム’ @　ミリモル　　ξリヴァル
0，0174　　　0，4444　　　0，4444

0，3512　　15，2364　　15，2364

0，0016　　　0，0885　　　0，0885

0，0232　　　0，5800　　　1，1600

0，0117　　　0，4803　　　0，9606

0，0014　　　0，0250　　　0，0500

0，0006　　　0，0221　　　0，0663

18，0062

0，0115　　　0，1854　　　0，1854

0，0569　　　1，6051　　　1，6051

0，0041　　　0，0427　　　0，0854

0，0078　　　0，0812　　　0，1624

0ρ491　　15，5571　　15，5571

0，0088　　　0，1474　　　0，2948

0，0020　　　0，1160　　　0，0663

　　　　　　　　　　　　　　　1，4473　　34，6116　　18，0062
．爾酸（メタ）（HBO2｝・・一　　〇70114　0，2δ90
珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　o，2376　3，0298

典　他　　有機物多量
］，6963　　37，9004

塵轍囎畿雰巷翻鰐轟誕続昂謡

本泉はアルカリ泉に鎖す

7蒔酸カリウム（K］NO3）・・・・・・…

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）…　　　。．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・6・・…

重炭酸ナトリウム（KaHCO3）・・…

クロールアムモニウム（NH｛CD　一・・
燐酸カルチウム（Cと、正1王｝04）　・…　　．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

並炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・．．

；炭酸マグネシウム（MgCO3）・・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・．．．

重芳ξ酸亜酸イヒ鐡〔Fe（HCO3）2〕　。　・　…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO1）3〕…　　，

五朋酸（メタ）（HBO2）・・・…　　　。，．．

珪酸（メタ八H2Sio3）．．．．＿．．．

泉　　質

グラム

0，0188

0，0192

0，0738

0，0061

1，1674

0，0047

0，0065

0，0863

0，0404

0，0124

0，0034

0，0045

0，0038

0，0114

0，2376

1，6963

比

所　在地
試験年月
性　　　テ【た

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（K’）●。’●
　ナトリウムイオン（Naり　・・
　アムモニウムイオン（NHギ）・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオンIMg”）・
　フェロイオン（Fe●つ・・…

　アルミニウムイオン（Al’つ・

田 中 温 泉朧の湯）
宮城縣玉造郡澁泉村大口字鷲の巣116谷

大正10年4月（東京）

微黄色殆と澄明にして弱アルカリ性反鷹を呈す
1，0015（1δo） 蒸獲残渣　　1，r120δグラム（1キログラムrP，

表！李響赫鼠絃劣艶右）

フ呂オツ
　クロールイオン｛Glつ・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム
0，03δδ

0，3891

0，0080

0，0362
0，0192

0，0008

0ρ010

0，0639

0，0475
0，0041

1，1542

ミリモル

0，9079

16，9174
0，4434

0，9034
0，7895

0，0143

0，り369

ミリヴアノレ

0，9079
16，9174

0，4434

1，8068

1，5790

0、0286

0，1107

21，7938

1，8020　　　1，80三〇

〇，4945　　　0，9890

0，0427　　　0，0854

18，9174　　18，9174

　　　　　　　　　　　　　　　177595　　41，2694　　21，7938

瑚酸（メタ）（正IBO2）　。　…　　　　0，0029　　0，0660

．瑳酸（メタ）（H2Sio3〕一・・　0，3476　4，8215

縢頁表（雑鶴慧両手磐田門司蔭融卑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　　　　　　　　　　　　　　2，1100　　46，1569

遊離炭酸（CO2）・…　　ド・　0，1980　4，5000

　　　　　　　　　　　　　　　2，3080　　50，6569

一其　他　　耐酸イオン痕跡，有機物多量

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（KaGl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一　・＿　＿
：重嵐酸ナトリウム（NaHCO3）・・．．・

クロールアムモニウム（NH‘C1）　・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）」・・．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCα｝2〕…

重炭酸瓶酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・一・・

硫酸アルミニウム（A12〔SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）1；〕9・…

瑚酸（メタ）（HBO2）㌦　。．。．．．。．

珪酸（メタ♪（H2罰03）・・・・・・…

0，0677

0，02G3

0，0685

1，3024

．0，0237

0，1464

0，1155

0，0025

0，0014

⑪，0049

070029

0，3476

遊離炭酸〔CO2）・…　　一・一一・

泉　　質 本泉はアルカリ泉に濾す

2，1098

0，1980

2，3078

一　25　一



田

　　所　在地
　　試験年ノ1　　＝た正1〔1∫i三4刃

　　佳　　　欺

源泉温揖　　7δo

↓ヒ　　　　重　　　　1，000S　（150，

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイナン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（N言1つ　・・
　アムモニウムイオン（NII4つ・
　カルチウムィオン（Ca●’♪　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ●
　フェロイオン（Fe●つ・・…

　アルミニウムイオン（A1”つ　・

中 温 泉（元湯）
宮城縣王造郡温泉オ」大口下層の集241蕎地

　　　　　　　（東京）

暗黄色殆と澄明にして溺アルカリ性反態を呈す

蒸獲乏ヒ謹亡　　0，SO74グラム（1キログラムrl」）

（李響肩癖骸凄無下）

アニオン
　クロールイオン‘Cl’）・…

　硫酸イオン（SO｛’つ・・…
　ヒドロテ轟｝農イナン（IIPO」”）・

　ヒドロ；炭酸イオン‘IICO：｝’）・

グラム
〔㌧0163

0，1δ2δ

0ρ〔｝・且

0，〔1δ42

0，（1169

0〔咽1
0，00⊂［8

0ρユ39
〔㌧03δS

OOO4（1
の

0，6116

ミリモ，レ　　ミリヴアル

（㌧4169　（［，41G9

6，6壬35　　　6，6435

〔㌧2439　　　0，2439

1，3526　　　2，70δ2

0，6949　1，389S
O，0197　　　（㌧039壬

（㌧〔1295　　　0，08S5

11，5272

（レ，674⊂」　　　0，6740

（㌧3丁27　0，7454
（㌧0416　　0，0832

1〔，，0246　　冨0，0246

部類表囎鶴二二二二簾繍垂寧〉

微り酸（メタ）（IIBO」）　・…
乏韮i駿（メタ）（正12Si（．，3）・　。　・　・

0，921S

O，0⊂196

⑪，2S99

2（㌧5139　　11，52丁2

0，21S6
3．7（，17

遊離炭酸（c（：）3）

　　　　　　　1，2213　24，43｛2

・・・…
@　　　（1，176（1　4，（1〔，00

クロールカリウム（KCl）　。・。　…

クロールナトリウム（NaCD・．，．．．

疏酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・・…

重炭－酸ナトリウム（KallCO：1）　・．．・・

クロールアムモニウム（KII4Cl）・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．，

重炭酸マグネシウム〔Mg（正ICO二二）2〕…

重拶こ敵亜酸イヒ戯ミ〔］ドe（IICO3）2〕　・　・　…

燐i蓑アルミニウム〔A12【III，04）3〕・．。．

弼引蓑（メタ）（IIBO2）　・　・。　・　。　・・　。・

封≧酸（メタ）（II2Sio3）　・　・・　・　・　・…

愚離淡1蓑（CO2）

グラム

0，0311

0，0007

00526

0，4949

0，013〔＞

0，2192

0，1017
　　　　’
0，0035

00047

0，0096

0，2b99

　　　　　　　　　　　　1，2211
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　（し176σ

　　　　　　　　　　　　1，3971

ユ，3973　　2Sブ13蓬2

共　他　　イ∫機物多量

泉　　質 木泉はアルカリ泉に鶴ナ

比

所　左　地

白駿年月
仕　　　歌

　垂

　　　　イオン

カチオン
　かく｝琵イオン（II’）　・　・　…

　カリウムイオン（1くつ　…

　ナトリウムイオン（Na’）・・
　アムモニウムイオン（NII4’）
　カルチウムイ才ン｛Caつ・・
　マグネシウムイオン（Mぎつ・
　フェロイオン（Fe’つ　・…

　フェリイオン（Fe”つ・…
　アルミニウムイ．オン（Al’”，・

文 字 鑛 泉
宮城縣栗原郡文字村尋＝：文字上二本木59番

ブく旺三4年11月（東京）

（冷）

穀黄色澄翼にして酸性牧魚味を具へ歳性反1ムiを呈す

1，0（，07（16つ）

表（李琶1奪回蕨絃翫倉イリ

アニ才ン
　クロールイオン（Cr） ●　　　　●　　　　●

ヒドロ硫酸イオン（IIS（．｝薯つ。

硫酸イオン（S⊂，4り

　グラム
0，〔ゆ1U3

0，0〔1242

0，0115S

O，00042
0，〔1£α）0

（㌧0〔1ラ25

（1，舶2s2

0，11110
0，（［323δ

〔Pρ〔｝3＝1

〔㌧157〔［5

0，72δ（ls

　iリモル　　竃リヴアル
1，51790　　1，61790
（㌧06181　　（㌧06181

0、50226　　（㌧50226
f㌧（，2：323　　⑪2021323

〔㌧50◇OD　1，00（100
（㌧21δδ2　　（，，4310・…

（，．0う〔順P　O，10000

3，162δ0　　9，rlδ7δ0

ユ，19373　　3，う8119

16，SO493

珪酸（メタXH2Sio3）

泉　質

（㌧〔，〔實〔，55　　〔㌧09055

1，6179〔｝　　1，61790

7，54S24　15，09648

　　　　1，13S91　16，δS3G壬　16βr〕壬93

…　　　　　　　0，06622　　〔㌧84443

　　　　　1，21）51317，42S〔卜7

本泉は酸性弱緑肥泉に屡す

無類表（難欝欝霧器隷懸存、鋤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロール’カリウム（KG1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫丘ミナトリウム（Ka＝SO4）・・．．．。．

クロールアムモニウム（XH4C1｝・…

硫酸カルチウム‘CaSO4）　．．．．・．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…

硫酸範酸fヒ£罠（FeSO｛）　…　　　。・・。・

硫敵々化鍛〔Fe2rSO4）3〕…　　　。．．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：の・・…

逆離硫酸（II2SO｛）　・・・・・・・…

封寿隻（メタ）（正1コSio3）・・・　・・…　　　。．．

0，004〔｝

0，0003

0，0353

0ρ012

0ρ6SO

Oρ三60

0，0076

0，6327

0，2044

0，1587

、0，0662

’1，205（〉

一26一



比

所　左　地

試瞼年月
性　　　欺

　重

文 字 鑛

宮城縣栗原郡文字村字文字上二本木

大正11年12月（束京）

泉（冷）

淡費色澄明にして牧敷味を具へ酸性反磨を徴す

1，0014　（150） 蒸…獲残湛亡　　1，3721グラム（1キログラム「｝」）

イオン衷三二垂垂蹴有）
カチオン

　＝水素イオン（Hつ　・・・…

　カリウムイオン（K’）●’”
　ナトリウムイオン（Ka●）・。。
　アムモニウムイオン（NH40）・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・・

　マグネシウムイオンOlg●’）・
　マンガノイオン（Mn’り　・○’
　フェリイオン（F〔y●り・・…

　アルミニウムイオン（AP’つ　・

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　。
　硫酸イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，0014　1，4104　1，4鵬
0，0030　　　0，0767　　　0，0767

0，0149　　　0，6478　　　0β478

0ρ010　　　0，0554　　　0，0554

0，0112　　　0，2795　　　0｝5590

0，0033　　　0，1357　　　0，2714

0，0020　　　0，0364　　　0，0728

0，2626　　　4，7027　　14，1081

0，0｛00　　　　1，4760　　　4，4280

21，6192

0，0037　　　0，1043　　　0，1043

0，1369　　　1，4104　　　1，4104

0，96壬2　　10，0377　　20，0753

0，0019　　　0ρ198　　　0，0396

　　　　　　　　　　　　　　1，4461　　20，3928　　21，6192

珪酸（メタ）（王12Sio3）　・　…　　　　　　0，0δ34　　　0，6S19

　　　　　　　　　　　　　　1，4995　　21，0747　　　　　　　　　　　，

共他　ヒドロ砒酸イオン僅微

　　　泉質　本泉は酸性選挙泉に厨す

盤類表囎欝欝砦聡熱鰍編1鋤

クロー7レカリウム（1｛Cl）　…　　。…

耐盃酸カリウム（K2SO4）　・・・・…　　　，

硫酸ナトリウム（Na2SOの…　　．．．．

クロールアムモニウム（NH4C1）・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．．．。．．

硫酸マグネシウム（MgSO甚）　・・・…

硫酸々イヒ壷茂〔Fe2（SO｛）3〕　・　・　・・　・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕…　　．

遊離硫酸（II2Sq）　・・…　　一…
瑠⊇酸（メタ）〔II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

0，0036－

0，0024

0，0460

0，0030

0，0380

0，0163

0，9402

02504

0，0023

0，1383、

0，0534

1，4994

　　所　在　地

　　試瞼年刀
　　性　　　回

議互角湿度　　　 92Q

比　　重

飯 坂 温 泉
鵜島縣信夫郡飯坂町字西堀切41番地大場別邸内

大正4年王0刀（東京）

無色清澄にして微弱アルカリ性反癒を呈す

1，000S　（150） 蒸獲残渣　　1，0155グラム（1キログラム中）

イオン表罫額雰長難燃有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）’”●
　ナトリウムィォン（Naう　・．
　アムモニウムイオン（NH4●）・
　カ1レチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg齢’）　’

アニオン
　クロールイ牙ン（C1’）・…
　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り　・

　グラム　　　ξリモル　　ミ、リヴアル

0，0（［5SO　　O，14815　　0，14815

0，26700　11，58351　　11，5835I

　　　　　　　　O，006080，00111　　0，00608
0，（，17ユ4　　1，17850　　2，35700

0，00033　　0，01355　　0，02710

　　　　　　　　14，12184

0，13970　　3，94076　　3，94076

0，45260　　4，71164　　9，42328

0♪04623　　0，75780　　0，75780

095991　22β3999　14，12184

0，09218　　1，17703

油類表（両鶴巷翻騰瀦乏属晶翻

クロールカリウム（KCI）　・●’’’”

クロールナトリウム（NaCl）・…　　’・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　．．

クロールアムモニウム（NH4C1）・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（1日［CO3）2〕…

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

逝i離炭酸（CO2）

　　　　　　1，0δ209　23，51702

・　・　9　…　　　　　0，01320　　0，30000

1，06529　23β1702

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0111

0，2215

0，5542

0，0003

0，1107

⑪，0592

0，0020・

0，0922．

　　　　　　　　　　　1，0512
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　0，0132

1，0644

共　他　　瑚酸痕跡

泉　　質 本泉は弱芒硝性苦味泉に属す

一27一



　　所左地
　　試殿年月
　　性　　　欺

源泉濃度　　370

比　　重

　　　　イオン

カチオン
　かく封ミイオン（正【’）・・・…

　カリウムイオン（Kつ・●”
　ナトリウムイオン（ざa。）　・・
　アムモニウムイオン（NH｛’）・
　カ，レチウムイオン（Caつ　．’
　マグネシウムイナン（Mg’つ　・
　ヂンクイオン（Znつ　・…
　フェロイオン（Fe”）・…　　　。

　フェリイオン（Fe閉り・・…
　アルミニウムイオン（A1．●’）　。

土 湯 温 泉
漏島縣信夫郡土湯村4：入野地

大正10年9月差東京）

淡黄禍色目膨！にして牧鰍味を具へ酸性反感を呈す

　　　　　　1，0129　（150）

表（二二徽券籏骸鐡倉イリ

7二才ン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ヒドロ耐己酸イオン（HSOの　 ・

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（III）0／）・

グラム

0，0P70

0，0272

0，0519
0，04S〔〕

0，0762

0，0742
0，∩027

0，3425

03238
1，3833

ミリモル　　ミリヴアル

7，0002　　　7，0002

0，69δ7　　　0，69δ7

2，2565　　　2，2565

2，6605　　　2，6605

1，9017　　　3β034

3，0510　　　6，10三〇

〇，0413　　　0，0S26

6，1336　　12，2672

5，79S7　　17，3961

51，0．lr13　1δ3，1329

205，3971

0，0013　　　0，0367　　0，0367

⑪，6795　　　7，0002　　　7，0QO2

94995　gs，8917　197，7834
0，0277　　　0，2S8r韮　　　0，5768

　　　　　　　　　　　　　　　12，544S　エS6、8005　205β971
」＝1三酸（メタ）（】i14SiO3）　・　・　。　・　　　0，0312　　　0，39Sr1

　　　　　　　　　　　　　　　12，5760　　1S7，1LgS9

　　　泉　　質　　本泉は酸性明馨緑暮泉に属す

盤類下野瀦麗門門熱旧幕儲卑）

弄占｝貌カリウム（K2SO｛）　。．．．。　。．　。

石目酸ナトリウム（NaユSO｛）・・・・…

クロールアムモニウム（yH4Gl）　．．．．

疏酸アムモニウム〔（MI4）2SO4〕　・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　r．．．．．．

・硫酸マグネシウムOlgSO4）　．．．．．．

鵜」｝質亜鉛（Z11SO｛）　・・・　…　　　。　…

硫i笠亜酸化鍛（FeSO4）　・、．．．．．．

袴＝酸々イヒ銑〔Fe2（SO壬）3〕・　。　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔AIユ（SO4）3〕．．．．。

燐酸アルミニウム〔A1言（HPO壬）3〕．．。．

蓮芸離硫酸（H2SO4）　・・・・・・・…

封…酸（メタ）（112Sio3）　・。　・・　。・…

グラム

〔㌧Or306

0，1603

〔㌧0020

〔㌧1734

0，25S9

⑪，3673

0，00G7

0，9317

1，1δ93

8，7053

0，Q329

0，6S65

⑪，0312

12，5761

　　所左地
　　試瞼年．汀

　　性　　　状

深泉澁度　　45Q

比　　並

　　　　イオン

：カチ才ン

　水素イオン（II’）・・・…
　カリウムイオン（1｛’）・…

　ヲトリウムイオン（Xaつ　 ・・

　アムモニウムイオン（NII4つ・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ・
　マンガノイオンOln”）…
　アルミニウムイオン（ム1’”）3

高書温泉（玉子湯）
澗島縣信夫郡庭坂村大字町庭坂字高湯5番地

大正7年1月（東京）

無色清澄にして硫化水素の臭氣拉酸性牧敷味を具へ｝繋性反慮を呈す

　　　　　　1，0018　（1｛）Q）

表（勢三二蹟骸劣疑イず）

’アニオン

　クロールイオン（C1つ・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO4つ　・
　硫酸イオン（SO4り・…　　。
　ヒドロ燐酸イオン（正IPO4り・

グラム

0ρ020
0，0279
0，0（㍊6

0ρ011
0，1151

0，0330
0，α⊃29

0，1024

0，1212

0，IS75

0，9623

0，0013

ζリモル

1，9316

0，7126
2，δ02δ

0，060S
2，8775

1，35壬7

0，0527

3，77S6

iIJグアル

！，9316

0，7126

2，SO26

0，060S
5，7δ50

2，709壬

0，1054

11，335S

25，4132

3，4169　　　3，4189

1，9316　　　1，9316

10，0179　20，0358
0ρ135　　　0，0270

硝酸（メタ）（HBO2）
王！…酸（メタ）（II2Sio3）

1，6213　　28，9δ30　　25，r1132

⑪，0057　　　0，】29δ

0，£045　　　2，6078

、遊葺生研＝イヒフ1く素（II2S）

　　　　　17S315　　31，6903

．・＿
@　0，0700　2，0540

　　　　　1，9015　　33，7443

本泉は硫化水豪含有酸性明碁泉に島す

盤寛徳（本穀7kは共集成に於て1キログラム中次の成分を合鴨する溶液に概略相賞す）

クロールカリウム（KCI）　・．。．．．．

クロールナトリウム（NaC1）．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na50｛）．．．．。．．

ク白物ルアムモニウム（NH4CD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　．．

硫鹸マグネシウム（Mg～≡0｛）　．．．．．．

硫駿亜系化マンガン（MIISO4）・…　　．

硫酸アルミニウム〔Alコ（SO｛）3〕．，・．．

燐酸アルミニウム〔A！2（HPO｛）3〕・…

逝i離硫酸（H2SO∂・r…　．．．．・
爾酸（メタ）（HBO2）　。．．，．．。．。

珪誕豊（メタXII2Sio3）　…　　　．　．．。．．

グラム

0，0532

（1，1546

（［0114

0，0033

0，3915

0，1631

00079
フ

。，G456

0，0015

0，1895

0ρ057

0，2045

叢…黄監ぽ三｛ヒフ工忌素（1｛2S）

　　　　　　　　　　1β318

・・・・・・… @　　079了oq
　　　　　　　　　　1，｛：1018

泉　　質

一　2S＿



比

所　在地
試験年月
性　　　歌

　重

朝 日 鑛

謳島縣南會津郡朝日村字黒澤

大正3年12月（東京）

泉（冷）

淡褐色殆と澄明にして著しき牧敏昧を具へ酸性反癒を呈す

1，00317（ユ60）

　　　　イオン

カチオン
　かく素イオン（1｛’）　・・…　　　。

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Nガ）　・・
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（玉lg●つ・
　フェロイオン（：Fe”）・・…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

表（這這赫顯絃劣寵有）

アニオン
　クロールイオン（Clつ…
　ヒドロ硫酸イオン（HSOの
　硫酸イオン（SO4り…　　．

グラム

0，0！837

0，00137

0，01898
0，00078

0，00333

0，00137
1，22190

0，（13569

（㌧（　⊂　「生6壬

1，76913

2，34213

　ミリモノレ　　ξリヴアル

18，22421　　1822421

0，03δ04　　　0，03504

0，82522　　0β2522
0，04323　　　0，04323

0，08306　　0，16612
0，05633　　　0，11266

21β7825　　43，75650

1，31697　　3，95091

07，11389

0，13085　　　（㌧13085

18，22381　　18，22381

24β7942　　48，75883

乙類表（甥麟欝密磐轟議姦融‡）．

爾焉麦（メタ）（正1］BO2）　。．．．

珪酸（メタ）（1｛2Sio3）・・。・

5，41769

0，00199
0，06071

8δ，19639　　67，11349

0，04532
0，77520

泉　　質

5，48039　　86，01691

本泉は酸性緑讐泉に止す

クロールカリウム（KCI）・・・…　　。

クロールナトリウム（KaC1）　。・・．。

硫酸ナトリウ去（Na2SO4）　．．．．．。

クロールアムモニウム（NH壬Cl）・。．，

硫酸カルチウム（CaSO｛）．．．．．．。

硫酸マグネシウム（MgSO∂・．．＿．
硫酸亜酸化¢哉（FeSO4）．。．．．．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕　．．。．

遊離硫酸（H2SO4）．．．。．．．．．．

醐酸（メタ）（壬IBO2）・・’・・・・…

瑳酸（メタ）（H2Sio3）　一・・・…

グラム

0，00261

0，00307

0，05488

0，00231

0，01131

0，00678、

3，32374

0，22547

1，78750・

0，00199

0，06071

5，48037－

所　左　地

試瞼年月
性　　　歌

熱 盛 鑛 泉（冷）

輻島縣耶麻郡熱盛村大字熱盛掌石後原丙1323番地

大正3年10月（東京）
無色澄明にして微に刺戟性献味を具へ煮沸すれは白色結晶性の沈遮を生す，反慮は：

弱アルカリ性を呈す

上ヒ　　　　重　　　　1，0031（19Q） 蒸獲礎渣　　479820グラム（1キログラム中）

．イオン表（李磐馨義雰丑巽量羨忠応諾有）

カチオン

　カリウムイオン（］K’）・…
　ナトリウムィォン（Na’）．．．

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）　・
　フェロイオン（Fe”）r・…

アニオン
　クロールイオン（C1り・…
　耐i酸イナン（SO4”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HC⊂）3’）・

　グラム

0，06125

1，37836

0β9143
0P3894
0，00070

1，91619

0，57027
1，11223

　くりモル　　　ミリヴアル

1，56450　　　1，564δ0

59，79870　　59，79870

9，78575　　19，57150

1，59852　　3，19704

0，012δ0　0，02500

84，15674

54，0δ331　　54，05331

5，93660　　11，S7320

18，23023　　1823023

5，46937　150，98011　　8，1，15674

0，04257　　　0，9672S

O，0δ453　　　0，69536

滋雨表（難論三密纂隷属晶岳卑）

観葛酸（メタ）（正［BO2）　・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）。…

遙灘多之酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　5，56647　152，64275
●　6　・　・　．　．　　0、88286　　20，06、0〔D

6，44933172，70775

本泉は淡酸及土類含有弱食品泉に厩す

クロールカリウム（KC1）　・．．．．．．

クロールナトリウム（NaC1）・・．。。．

硫酸ナトリウム（Na2SOO　．．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSOD　．。．。．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．」．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・．．．．

礪酸（メタ）（HBO2）．．．。．．．．．
ヨゴ…酸（メタ）（H2Sio3）・　。　。，　・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，1167

3，0705・

0，5198．

0，3102

1，2160

0，2340．

0，0021・

0，0426

0，0δ45

　　　　　　　　　　　5，5664．
●　●　・　・　●　…　　　　　●　・　・　　　0，8829

6，4493、

一29一



吾妻 山温泉
　　所　重三地　　瓢島懸耶昨君B稔原村宇吾妻山110：3番地

　　；弐験年月　　大正45F8月（東京）
　　仕　　　飛　　精≧白濁し硫化水素臭を放ち酸味を具へ酸性反施1を呈す

源泉温度　　60Q
．Lヒ　　　　重：　　　1，0009（150）

　　　　イオン表

カチオン

　7」く素イオン（H’）・…　　　。。

　カリウムイオン（Kう．・・．
　．ナトリウムイオン（Naつ　・・

　アムモニウムイオン（ぶIIゴ）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mgoつ・
　フェリイオン（Fe…）・・…
　アルミニウムイオン（Al’○’）　・

（李響赫笈糞絃年譜有）

アニオン
　クロールイオン（Cr）・…
　ヒト“ロ硫酸イオン（HSO4つ　。

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒド凸ロ燐．酸イオン（HPO4り・

グラム　　　配りモル　　ξリグアル

0，00429　　　r茎，2・1982　　　4，24982

0，0〔）347　　0，0SS6：3　　0，08863

0，0202δ　　　0，87852　　　0，87852

0，00106　　0♪0δS63　　　0，05863

0200S39　　　0，20975　　　0，41950

0ρ0328　　0，13465　　0，26930
0，04130　　0，737δ0　　　2，21250

0，‘）57SO　　　2，1328壬　　　6，39S52

14，57う42

0，02299　　　0，64S52　　　0，64S52

0，412δ3　　　4，2｛9S2　　　4，249S2

0，46198　　4，80927　　9，61854

0，00281　　0，02927　　　0，0585壬

盤類表（本鎖水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概田釜柵1け）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1｛C1）　。．。．．．。

クロールナトリウム（yaC1）．．．．．。

硫酸ナトリウム（Na2SO4）。．．．．．．

クロールアムモニウム（NH壬Cl）　・…

刷出カルチウ∴（CaSO4）　。．．．．．．

硫酸マグネシウムOlgSO4）・・・…

疏酸々化鍛〔Fe2（SO｛）3〕・・・・・…

硫酸アルミニウム〔ム12（SO｛）3〕・。…

燐i狡アルミニウム〔△1詔（IlpO｛）3〕・…

眠目1三硫酸（II窪SO∂　・・・・・・・…

珪酸（メタ）（正12Sio3）　。　・　・　・　…　　　　。　・

　　　　　　　　　　　　　　ユ，04015　　18，22722　　14，57542

珪酸（〃）（H2Sio3）・…　0，178522，27628　　　　丁丁磯イヒ水素（II2S）
　　　　　　　　　　　　　　1，21S67　　20，503δ0

遊離硫化水素（H2S）・…　　0，02548　0，74765

　　　　　　　　　　　　　　ユ，24415　21，25115

　　　泉質　本泉は硫化水素含有酸性弱緑磐泉に属す

0，0066

0，0三～93

0，026S

O，0031

0，02S5

070162

0，H76

0，3618

0，00：〕3

0，41δ8

0，1785

　　　　　　　　　　1，21S5

・・・・・・… @　　0，0255
1，2440

比

所管地
試験年月
性　　　歌

　重

盤梯 山鑛泉（冷）
万：再製縣耶1：埴郡捨原村尋二磐梯山1163番地

大正11年6月（東京）
淡黄褐色清澄にして少許の禍色沈近を右し牧勲性鍛味を具へ酸性反慮を呈す

1ρ092（150）

　　　　イオン

カチオン

　水；餐イすン（IIつ・・・…
　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムィォン（Na●）　。。
　アムモニウムイオン（NII4●）・
　カルチウムイオン（C“”）　。●

　マグネシウムイオンOlg”）・
　フェロイオン（re’つ・…　　　。

　7エリイオン（Fe…）・・9・。
　アルミニウムイオン（Al…）　・

表（戴奔赫践骸騒創∫）

アニ方ン
　クロールイオン（C1つ・…
　ヒト“ロ硫酸イナン（IISO♂）　．

　硫酸イオンでSOノ）　…　．
　ヒドロ拶芋忍～イオン（HPO墨り・

グラム

。，「）；）δ9

0，0〔1｛〕δ

0，06｛5

0，0099
0，．誓56↓

0，1816

0，3222

0．4176

α5765

iリモル

5，ssδ7

0，012S

2，SO43
0，う476

11，3901
7，41171

さ，7701

7，・17S5

21，2731

ミリヴアル

　5，8837

　0，0128

　2，8043

　0，5476
22，7ε02

149342
　ジ
11，5402

22，4355
．63，8193

144，7628

0，019S　　　O，弓5S4　　　0，55S4

0，571G　　　5，SSS7　　　5，8SS7

6jss7　　68，5ss4　　137，1767

0，∩5壬7　　　0，5695　　　】，1390

　　　　　　　　　　　　　　　9，269δ　13S，2373　14…，7628

珪酸（メタ）（II2Sio3）・　・．．　　0，2932　　3，7438

　　　　　　　　　　　　　　　9，5630　141，9S11

　　　泉質　ヌ｛こ泉は酸性明碁緑井泉に属す

藍類表（四四欝手門門編嘉翻

クロールカリウ2、（KCI）　・・・・…

硫駿ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．．．

クロールアムモニウム（ΣH4C1）．．．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．。．。．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　．．。．．。

硫酸亜酸化戴‘FeSO｛）　・．・・。…

硫酸々イヒ鉱〔Fe自（SO4）3〕．．．．　．．．．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕。．．．。

燐酸アルミニウム〔A12（HI）0｛）3〕・…

遊｝輩lll研己』酸（II2SO｛）　・　・　・　・　・　・　・　…

珪五楚（メタ）（王12Sjo5）　・・　・　・・　…　　　．

　　グラム

　0，0009

　0，1992

　0，0293

　1，5δ03

　0，8990

　0，8765

　1，4952

　3，576S

　O，06δ0

　0，5775

　0，2932

　9，5629

一30一



比

所　左　地

試瞼年月
性　　．肌

　重

大 盛 鑛
醐島縣大沼郡大瀧村大字大盛字温泉場

大正7年1月（東京）

泉（冷）

無色清澄にして微に献昧を具へ殆と中性の反癒を呈す

1，0044（1δ。） 蒸；獲残澄　　約　4，δ6グラム（1キログラム中）

イオン表（李磐蓉義三二翼景表雰垢危有）

カチオン

　カリウムイオン（K：つ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　．・

　アムモニウムイオン（NH4つ・
　カルチウムイオン（Ca’●）　・。

　マグネシウムイオンOlg’つ　・
　フェロイオン（Fe●り・…　　。

　マンガノイオン‘M1ゴつ・・。

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ブロームイオン（Br’）・…
　ヨードイオン（J’）　。・．・．
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴア〃

0，122δ　　　3，1290　　　3，1290

1，4124　　61，2755　　61，2755

0，0004　　　0，r）221　　　0，0221

0，1314　　　3，2850　　　6，5700

0，0606　　　2，4877　　　4，9754

070007　　　0，0125　　　0，0250

0，0011　0，0200　0，0400

76，0370

1，85sO　　52，4119　　52，4119

0，0078　　　0，0975　　　0，⑪975

0，0012　　0，0032　　0，0032
0，5164　　　5，3758　　107516

0，7793　　12，7728　　12．7128

　　　　　　　　　　　　　　　4，8918　140，8930　　76，0370

瑚酸（メタXHBO2）　・．．。　0，0568　1，2906
薯括酸（メタ）（1｛2SiO3）．．　．．　　0，0907　　1，1566

　　　　　　　　　　　　　　　5，0393　143，3402
遊梅｛1…多と酸（CO2）　　●　．　．　。　．　．　　　0，3520　　　8，0000

泉　　質

5，3913　151，3482

本泉は芒硝及土類含有弱食塵泉に馬す

壁類表囎鶴葦無軽最鹸編奮牢）

クロールカリウム（KG1）　・．．＿，．

クロールナトリウム（NaC1）・．・。．・

ブロームナトリウム（NaBr、・・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　・…　　。’●

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）。．．。。

クロールアムモニウム｛NHICI）・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）の…　　’

：重炭酸マグネシウムOlg（正ICO3）2〕．。．

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HGO3）2〕．．．．．

＝重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕　．

哲朋酸（メタ）（HBOの　・・・・・・…

珪酸（メタ）‘II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，2334

2，8817

0，0101

0，0014

0，7642

0，0974

0，0012

0，5322

0，3642

0，0022

0，0035

⑪，0568

0，0907

　　　　　　　　　　　5／0390

。．．．＿．．．．． @0，3520
5，3910

、

比

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

　重

下 川 鑛 泉（冷）

祓島縣石城郡泉村大字下川字萱手81番地

大正8年9月（束京）
無色清澄徴に硫化水素臭を具へ溺アルカリ性反回を呈す

1，0007（150） 蒸嚢残渣　　1，2815グラム（1キログラム中）

イオン表鰭熱綴骸翫創∫）
カチオン
　カリウムイオン（K’）・・。・
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）　・
　フェ・イオン（Feつ・・…

アニオン
　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオン‘SO4り・。…
　ヒドロ炭酸イ牙ン（HCO1の　・

グラム

0，0135

0，4014

0，0230

0，0181

0，0012

ミリモル

0，3448

17，4143
0，5750

0，7430
020215

ミリヴアル

0，3448
11，4143

1，1500

1，4860

0，0430

20，4381

0，4797　　13，5317　　13，5311

0，0998　　　1，0389　　　2，0778

0，2946　　　4，8286　　　4，82S6

盛類表（本静水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に櫃略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　・・．。．．．

クロールナトリウム（NaCl）．．．．。．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　．．．．．

銃炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．。．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．。

：重炭酸1｝E｝駿化鐵〔FefHCO3）2〕　．．．．．

珪酸（メ　タ）（lI2Sio3）　・　・　・　・　…　　　　。　。

　　　　　　　　　　　　　　　1β313　　38，4978　　20，4381

珪酸（メタ）（H2SiO3）・。・・　0，0991　1，2637　　　　　　　遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　　　　1，4304　　39，7615

遊離炭酸（CO2）．．・．・・　0，0104　0，2364

　　　　　　　　　　　　　　　ユ，4408　　39，9979

共他　アムモニウム，マンガノ，アルミニウム，硝酸及ヒ

　　　　　ド・燐酸イオン各痕跡

　　　泉質　本泉は二食堅泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿31一

0，0257

0，7715

0，1478

0，1802

0，0932

0，1088

070038

0，0991

　　　　　　　　　　　　1，4301
．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　。　　0，0104

　　　　　　　　　　　　」，4405

■

●



比

所左地
試騎年刀

性　　　歌

　：重

　　　　イオン

カチ秀ン
　カリウムイオン（K’）　…
　ナトリウムオイン（Na噂　・・
　アムモニウムイオン（XI浜り
　カルチウムイオン（Caつ・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ。

下藏持鑛泉
謡島縣石城郡鹿島村大字下殿持字蒲屋2番地

明治45年8刀（東京）

無色澄り1にして硫化水素様の臭氣並戯味を：具へ微弓iアルカリ性反磨を呈す

1，0046（2go） 蒸憂残渣　　約　6，0グラム（1キログラム中）

表（託言義券蹟黒熊怠イ∫／

アニオン
　クロールイオン（CP）　・の・
　硫ll鐙イオン（SO．垂”）　・…

　ヒi・“ロ炭酸イオン（IICO3’）・

　炭酸イオン（CO：うり　・…
　71く酸．イオン（OII’）・・…

　グラム　　　ミリモル　　　ミリヴアル
　　　　　0，22644　　　0，226440，00SS65
1，969G22　　85，44ggs　　85，44999

0，005296　　0，29292　　0，29292
0，399429　　9，gs573　　19，97146

0，02SI24　　　1，15262　　　2，30524

　　　　　　　　　10S，24GOr隻

3，767852　106，1366S　106，13668

0，029296　　　0，304gS　　　O，60996

0，010704　0，17545　（1，17545
0，012109　　　0，20182　　　0，r1036壬

0，01δ65・…　　C㌧92031　　　0，92031

6，2｛6951　204，S4693　1〔［S，2｛604

0，Q6GOQO　　　1，366｛9

0，0三8560　　　0，3646S

監頁表弓瀦雰葦蓉霧器四四箱謬）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

歪舅酸（メタ）（IIBO2）・…

珪隙（メタ）（112Sio3）…

クロールカリウム‘KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

クロールアムモニウム（NH4Cl）・…

クロールカルチウム（CaC12）　．．．・．

硫』ﾇ制ルチウム（CaSOの　．．．。．．．
クロール’マグネシウム（MgO12）　…　　。

重炭殻マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．。．

芳こ酸’マグネシウム（MgCO3）．．．．．。・

フ1｛酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕…　　。

側酸rメタXIIBO2）　．．．．．．．．．
王L酸（メタ）（王12Sio3）・・・・・・…

0，0169

5，0031

0，0157

1，0746．

0，0壬15

0，038壬

0，0128

0，0170

0，0269

0，0600

0，0286

6，3355

■

Gβ35δ11206，5781〔｝

泉　　質 本泉は肇化土類含有食盛泉に属す

9

●

比

所左地
試瞼年月

性　　　歌

湯 本 温 泉

輻島縣石城郡湯本村大字湯本字三函153番地

大IE　351三9月（∫1こ3k）

無色澄明にして役に硫化水素臭を具へ後溺アルカリ仕反箆1を呈す

1，0010qδo）

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（K’）…　　　。
　ナトリウムイオン（｝ζa●）　・・

　アムモニウムイオン‘NH4り・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（】』1gつ　・
　フェロイオン（Fげつ。。　…

蒸引足i．左　　1，451グラム（1キログラム串）

表鰐灘券蕨絵聖駕右）

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　耕三i装イオン（SO｛り・・…
　ヒド’ロラ芝“喪イナソ（HCO3’）　・

　フ1（群三イオン（IISり　。・。・・

グラム
OflO645

レ

0，4491、6

0，‘）0021

0，0σ96壬

0，0DO77
0，0〔，140

　ミリモル　　　ミ17ヴァル・

0，16475　　　0，16475

19，・茎s190　　19，48190

0ρ1162　　　0，01162

1，7r王100　　　3，48200

0，03161　　　0，06322

0，02δ00　0，0δ000

23，2δ349

0，71950　　20，29619　　20，29619

0，l141S　　1，ISS63　　2，37726
fレ，63116　　0，51077　　0，51077

000229　　　0，∩6927　　　0，06927

1，3｝弓66　　43，52074　　23，25349

0，01419　　　0，32242

0，∩．dδろ　0，629S4

藍糠鵬醗翻鷹識編垂寧〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

起立を（メタ）任IBO2）　．．。．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

蓮諄；1；1炭酸‘CO2）　・・

ま竺蔦1£研」イヒ7ざ薯訳II2S）

　　　　1，460拍

…　　　　0，∩＝053
●　。　●　　　0，00！29

44337300

0，壬7333

0，213Sδ

1，47δ52　45，06021

クロールカリウム（1｛C1）　．。．・．．．

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

水硫化ナトリウム（NaHS）　・・…　　．

クロールアムモニウム（NH墨Cl）・…

クロールカルチウム（CaCI2）・。．。．。

硫酸カルチウム（αISO4）　．．．．。．．

水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕。。。．。

コ重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．。

重日こ酸亜酸イヒ婁ニミ〔Fe（］ilCO3）2〕　・　…　　　　。

翻酸（メタ）（HIBO2）　・・。・　・・…

珪酸（メタ）α1＝Sio3）・・・・・・…

0，0123

1，1357

0，0039

0，0006

0，0392

0，1617

0，0323

0，0046

0，0045

0，0142

0，C416

遊砦：し炭酸（CO＝）　・・

遊蔦生研＝イヒフ｝く素（正12S）

　　　　　　　　　　1，4506
。　．　．　．　。　。　．　。　。　　0，0208

。．．・・・…　　　0，0073

1，4787

泉　　質 層泉は食堅台有硫化水素泉に属す

一32一



比

所左地
試験年万
性　　　歌

　重

小 見 領
山形縣西村山郡左浬町学小見

大正11年4月「（東京）

泉（冷）・

淡黄禍色澄明にして収赦性餓味を有し酸性反慮を呈す

1，0095（150）

イオン表（本鍍永1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　水素イオン（Hう・・・…
　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Xa’）・・
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（C＆”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Fe’●）・・…
　フェリイオン（F〔ゾ”》　・…

　アルミニウムイオン（Al”つ　・

アニオン
　クロールイオン（Cγ）・・。・
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　。
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPOノ）。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴア，レ

0，0015　　　1，4845　　　1，4845

0，0045　　　0，1151　　　0，1151

0，0433　　　1，8826　　　1，8826

0，0030　　　0，1659　　　0，1659

0，2876　　　7，1774　　14，3548

0，2432　　10，0000　　20，0000

1，1611　　20，7933　　41、5866

03966　　　6，9234　　20，77G2

0β641　　13，4354　　40，3062

14066δ9

0，0117　　　0β299　　　0，3299

0，1441　　　1，4845　　　1，4845

6，6570　　69，3009　138，6017

070120　　　0，1249　　　0，2498

　　　　　　　　　　　　　　　9，3197　13372178　140，6659

珪酸（メタ）（H：2Sio3）．。。．　0，5710　7，2910

盛類表（本鍍水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相欲す）

泉　　質

9，8907　　140，5088

本泉は酸性明四緑霧泉に属す

クロールカリウム（KCI）　。．・・．．．

クロールナトリウム（KaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）。．．．．．．

クロr一ルアムモニウム（NH4Cl）．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）．．。．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…　　．

硫酸亜酸化餓（Fe90｛）　．．．．。．．．

硫酸々化餓〔Fe2（SO4）3〕・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A！2（HPO4）3〕．．．．

遊離硫酸‘H2SO4）　・・・・…　　書・・

珪酸（メタ）（H2Sio3）　．．．．。．。．．

グラム

0，0086

0，0028

0，1303

0，00S9

0，9769

1，2040

3，1586

1，3842

2，2855

0，0143

0，1456

0，5710

9，8907

比

所野地
試験年月

性　　　取

　重

、月山澤鑛泉（冷）
山形縣西村山郡本道寺村大字月山澤字石御掌ケ岳

大正4年1ユ月‘東京）

無色清澄にして清凍昧を具へ弱酸性反慮を呈す

1，0004（1δo） 蒸；獲残渣　　0，076グラム（1キログラム中）

イオン表（李磐蓉義券笈巽鳥錫寵有）

カチオン　　　　　　　　　　　グラム．
　カリウムイオン（K：●）・・。・0，00093
　ナトリウムィォン（NaO）　．．0，00905
　アムモニウムィオン（NH4’）．0，00011
　カルチウムィオン（Ca●。）　・・0，0037δ
　マグネシウムイオン（Mg．’）・　0，00213
　フェロイオン（：Fe’●）・・．・．　0，00105

アニオン
　クロールイオン‘Cr）・・．．　0，00754、
　窃己酸イオン（SOノ）・…　　．　0，002δ6
　ヒド・炭酸イオン（HCO3’）・0，03394

竃リモル

0，0237δ

0，39262
0，00608

0，09375
0，0874壬

0，0187δ

ミリヴアル

0，02375

0，39262
0，00608
0，187δ0

0，17488
0，03750

0，82233

0，21269　　　0，21269

0．02665　　　0，05330

0，55耳34　　　0，55634

　　　　　　　　　　　　　　0，06106　　　1，41807　　　0，82233

珪酸‘メタ）（1ヨ【2SiO3）。…　　　0，03733　0，47603

　　　　　　　　　　　　　　0，09839　　　1，89410

遊輝膨ミ1酸（CO2）　　・　●　。　・　・　．　　1，08240　　24，60000

泉　　質

　　　　1，18079　　26，49410

本泉は輩純炭酸泉に属す

盤賑囎麟舗磐瀦両端奮騎
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（XaC1）・…　　。・

硫酸ナトリウム（Na2SO｛｝…　　己・．．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．。．．

クロールアムモニウム‘NH｛Cl）　．．．．

重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．。．

重多と酸亜酸イヒ鍔曳〔Fe（HCO3）2〕　．　．　．　．　．

珪酸（メタ）（正13Sio3）　・・。・・・…

遊離炭酸（CO2＞

グラム

0，0018

0，0107

0，003S

O，0132

0，GOO3

0，0152

0，0128

0，0033

0，0373

　　　　　　　　　　　0，0984
．　．　。　●　．　．　．　・　．　・　。　　　1，0824

1，1808

＿33　＿



比

所左地
試瞼年月
性　　　歌

若 水 鑛

山形縣最上郡大山村大字南山字若水

大IE　3年7月唖（東京）

泉 （冷）

無色澄明にして清凍の昧を有し微易i酸性反慮を呈す

0、9997（1go）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（ざa’、　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　●．

　マグネシウムイオンOlg”）・

　フェロイオン（Fピ’）・・…

蒸獲残渣　　0，1250グラム（1キログラム中）

表（李露高麗骸翫倉イ∫）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　窟‘酸イオン（SO4り．・・．・

　ヒドロかこ酸イオン（IICO：｝’）・

グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，‘）01S、0，0452　0，0452

0，00S5　　　t、，3698　　　0，369S

（レ，0072　　　0，1783　　　0，3567

0，00δ2　0，215δ　0，4311

0，〔岡）21　　　0，乾）376　　　0，07δ1

1，2779

0／0072　　　⑪，2023　　　072023

0，019S　　　O，2056　　　0，4112

0，040ラ　　　0，6644　　　0，6644

0，（，923　　　1，9187　　　1，2779

0ρδ26　　疋），671G

O，14壬9　　　2，5903

1，5309　　34，791（、

藍類表嚢搬雰器密器続藩昂謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCI）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SOD．．．．．。．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．。．．．．

並炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

重炭’酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．．．

：重炭鼓亜酸化銭〔Fe（HCO3）2〕．．．．．

珪酸（メタ）（112S三〇：3）・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio：ρ・…

早月1皇炭酸（CO2）　・・。・。・

遊離炭酸（CO2）

0，0034

0，0092

0，0151

0，0135

0，0128

0，0316

0，0067

0，0526

　　　　　　　　　　　　0，1449
…　　　　　●　g　・　・　●　g　・　・　　　1，5308

1，67δ7

1，67δ7　　：37，3813

泉　　質 本則は輩麺炭酸泉に諭す

比

所左地
試瞼年月
性　　　朕

　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・。・・

．ナトリウムイオン（Nガ）　．．

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe●つ・…　　’

　アルミニウムイオン（Al…）　・

若 水 鑛 泉
lll形縣最上郡大毛村大字南山地籍25番字若7k34悉川敷

昭和2年12月（東京）
無色澄明にして清掠味を有し反慮弱酸性たオしとも煮沸後アルカリ性に憂す

1，0001　（150） 蒸登礎潅　　0，1016グラム（1キログラム中）

表（李鱗義券蕨絃雰寵イf）

アニオン

　クロー1レイオン（C1’）・…

　τゐ酸イオン（SO4り。・・．．

　ヒド冨炭団イオン（IICOIつ・

グラム

0，CK）19

0，0118

0，0031

0，002ろ

0，∩001

0∫1024

ミリモル

0，04S6

0，5130

0，0774

ぐ1，102S

O，QO18

0，0SS6

iリヴアル

0，04S6

⑪、5130

0，1547

0，2056

0，0036

0，2657

1，1912

0ρ1r13　　　0ブ1033　　　0，4033

0，0093　　　0，096S　　　O，193G

O∫0363　　　0，59壬3　　　0，5943

0，0SI7　　　1，9266　　　1，1912

0，0606　　〔㌧7738

藍類表壌灘麗鮪霧品論編書騎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・…　　　。・。

クロールナトリウム（NaCl）。・・…

＝重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

重炭価カルチウム〔Ca（IICO3）の・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕，．．
距〔芳こ酸亜護貧．fヒ雪炭〔］E「e（IICO3）2〕　・　・　…

クロールアルミニウム（AIG1：｝）。。．．。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）1の。・…

工紅酸（メタ）（H2Sio3）・9・ …　　　。・ 。

珪殻（メタ）（11郵03）・…

　　　　　　　．0，1423　2，7004
・　●　・　。　・　。　　　　L7F950　　40，7955

0，0036

0，0165

0，0194

0，012δ

0，0150

0，0003

0，0032

0，0111

0，0696

遊離炭駁（CO2）

　　　　　　　　　　　　0，1422
●　・　・　●　。　・　・　●　●　．　・　　　1，7950

1，9372

ま塗菖lll万ζ酸（CO2）

1，9373　43，4959

其　他 マンガノイオン痕既；

泉　質 本泉は軍純炭酸泉に醸す

一3墨一



　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　状
源泉温度
比　　：重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）。・・●
　ナトリウムィォン（Na’）　。。
　カルチウムイオン（Ca’●）　・・

　マグネシウムイオンOlg●つ．・

矢筈山温泉
山形縣最上郡八向村大字本合海字矢筈山

大正9年8月（東京）
殆と無色澄明にして戯味を具へ徴弱アルカリ性反鷹を呈す

　　　　　　38，8go
　　　　　　1，0075　（15Q）

衷（李鱗赫長簸錫鷺沼）

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　プロームイオン（Br’）　…
　ヨードイオン（J’）　・　…
　ヒドロ渉ξ酸イオン（HCO3’）　・

蒸籏…残渣　　8，578グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

　　　　0，1458　　　0，14580，0057

3，2398　140，8609　140，8609
0，∩148　　　0，3693　　　0，7386

0，0037　　　0，1521　　　0，3042

　　　　　　　　142，0495

3，2712　　92，2504　　92，2504
0，0300　　　　0，3752　　　　0，3752

0，0499　　　0，3934　　　0，3934

2，9914　　49，0305　　49，0305

　　　　　　　　　　　　　　　9，606δ　283，5776　142，0495
測Jl唆（メタ）（HI302）　・　・　。　・　　　0，1550　　　3，5301

王忘潮（メタXH2S10：9．。。．　　0，0318　 0，4060

　　　　　　　　　　　　　　　9，7933　287，う137
遊剛k拶ξ酸（CO2）　　．　・　．　・　・　．　　　0，3278　　　7，4500

　　　　　　　　　　　　　　10，1211　294，9637

其　他　　．フェロ，アルミニウム，砧酸及ヒドロ燐酸イオン各

　　　　　痕跡

　　　泉　　質

盤類恋猫嚢帯同舗手磐碁隷混飼畜字）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD．．．．．。

プロームナトリウム（NaBr）。．．．．。

ヨードナトリウム（NaJ）　．、．．．。．

重炭酸ナトリウム（XaHCO3）．．．．．。

：重炭酸カルチウム〔Ca（H：CO3）2〕．．．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕，．。

車垣（メタ）（II］BO2）　．。．．．．　．．。．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・。・・一…

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

本田はブローム，ヨード及粥酸含有アルカリ性食瞳泉に属す

　グラム

0，0109

5βS44

0，0386

0，0589

4，0315

〔㌧0599

0，0223

｛），1550

（㌧0318

9，7933

〔㌧397替

1（［，1211

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺
源泉温度
比　　：重

松 嶺 鑛 泉（冷）

山形縣飽海郡松嶺町言外山越　　　　一　　　　　・

大正7年2月（東京）
．無色清澄にして硫化水素の臭氣を放ぢ微弱アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　　　　　13β。
　　　　　　　　　　1，0003（150）　　　　　　　蒸獲互達言査｝

イオン三四猫蹟骸蹴有／
カチオン
　カリウムイオン（Kl’）・・●●
　ナトリウムイオン（Haつ　・・
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（Ca’．）　・・

　マグネシウムイオンOlgり）1・
　フェロイオン（F〔yつ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン
　クロールイオン（Clつ。…
　薪己酸イオン（SO壬”）’・…

　ヒドロ燐酸イオン（H＝PO4り・
　ヒドロ炭酸イオン（HCOIつ・
　次亜硫酸イオン（S＝03”）…
　フ」く硫イオン（HSつ　・・…

グラム

0，0035

0，1069

0，0032
0，0177

0，0119

0，0006

0，0001

0，0470

0，0463
0，0009

0，2566

0，0029
0，0077

ミリモル　　ミリヴアル

0，0894　　　0，0894

4，6377　　　4，6377

0，1770　　　　0，1770

0，4425　　　0，8850

0，4885　　　0，9770

0，0107　　　0，0214

0，0037　　　0，0111

6，7986

1，b258

0，9640

0，0188

4，2056

0，0518

0，2326

0，3975グラム（1キログラム中）

塵類表1野鶴三三器識磁畜字）

1，3258

0，4820

0，0094

4，2056

0，0259

0，2326

瑚酸（メタ）（HBO2）・…
珪酸（メタ）（H2Sio3）・・一

0，5050　　12，1308　　　6，7986

0，0011　　　0，0250

0，042S　　　O，5458

遊離炭酸（CO2）　・・
i琶三拷生石充イヒ71く素（112S）

0ゴ｝489　　12，7016

0，0300　　　0，6808

0，00手3　　　0，1254

泉　　質

　　　　　0，5332　　13，5078

本泉は輩純硫化水索泉に庇す

クロールカリウム（］KCI）　・・。　・。

ク回一ルナトリウム（NaCl）。．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．。

次亜硫酸ナトリウム（Na2S203）．。．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．

水硫化ナトリウム（NaHS）　．．．．

クロールアムモニウム（NII4C1），．

燐酸力1レチウム（CaHPOO　．．．．
1＝重淡酸カルチウム〔C翫（IICO3）2〕．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．

重が之酸亜酸イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕　…

燐酸アルミニウム〔AI2（HPO4）3〕・．

研酸（メタ）（H802）　．．。．。．．

珪酸（メタ）ほ12SiO3）・・・・…

遊離炭酸（CO＝）　・・

遊離硫化水素（II2S）

　　　グラム
　．　0，0067

。　。　　0，0619

・　・　　0，0685．

．・ @0，（1041

・　．　　0，1958

・　・　　0，0131

．． @0蓼0095
・　　0，0006

・・ D0，0709・

・・ @0，07王5

．．@0，0019

・・ @0，1〕006

・・ @0，0011

・・ @OPO壬2S
　　　　　　　　　　0，5489
畳　”　　・　・　。　…　　　　　　（㌧0300

・　・　・　…　　　　。　・　．　　0，0043

　　　　　　　　　　0，583：3
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，

比

所　在地
試駿年π
性　　　歌

　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na幽）　・・
　リチウムイオン（Li’）・…
　アムモニウムィォン（NIIゼ）。
　カルチウムイオン（Ca’齢）　・・

　マグネシウムイナン（Mぎつ・
　フェロイオン（Fe●つ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

田　萎．俣　鑛泉　（冷）
山形縣東rq川郡東村大字田婆俣字六十里山3番

大正10年10月（束：京）

無色澄墜1にして苦昧を帯へる戯味を具へ役溺アルカリ仕反感を呈す
1，013〔r（150） 蒸装残潅　 約　16，55グラム（1キログラム中）

表（李響黒黒絵劣寵イf）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ブロームイオン（Br’）・．・．
　ヨードイオン（」’）　・・．．．
　硫酸イオン（SO．盛”）・・…
　ヒドロかこ酸イオン（HCO3’）　・

グラム　　　ミリモル　　　ミリヴアル

〔㌧19S6　　　5，0793　　　5，0793

3，3δ63　145，9261　145，9261・

0，C｝OI5　　　0，2161　　0，2161

0，〔，O〔8　　　0，04，13　　　0，0443

1，56s2　　39，1365　　782730
〔㌧7，191　　30，sO18　　61，6036

〔㌧0（レ〔17　0，0125　0，02δ0．

〔㌧0〔｝26　　　（㌧0959　　　0，2S77

291，4551．

9ρδ35　2δ5，3158　255，3153

0ρ188　　　0，2351　　　0，2351

0，0133　0，1048　0，1048
0、1332　　　1，3866　　　2，7732

2．OI49　　33D262　　33，0262

17，1115　δ11，381（，　291，・…δδ1

塵類表（甥鶴斐蓉鷹纂湛薦融‡〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

瑚『酸（メタ）（｝IBO2）　…

珪酸（メタ）（H2SiO19…

0，0353　　　0，8040

（，，1020　　　1，3024

遊離炭酸（CO2）

共　他

泉

　　　　　　　17，24SS　613，4874
．　・　．　．　．　．　　　（），629S　　．14，3137

17，8786　527，8011

クロ．一ルカリウム（KCI）　．．・．．．．

クロールナトリウム（NaCl）・・・…
プロ． 黹?iトリウム（NaBr）・・・…

ヨードナトリウムeζaJ）　。．．．．．。

クロ．一ルリチウム（LiCl）・・・・…

クロールアムモニウム（NH4C1）　・…

クロー1レカルチウム（CaCI）．・．…

クロールマグネシウムOlgC恥）　・…

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　．・．．．。

：重かこ酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．。．

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕・‘。・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

爾酸（メタ）（HBO2）　．．．．．．．。。

乏1…酸（メタ）（H2Sio3）・・
。・・…

@　　。

遊離拶こ酸（CO2）

砧酸イン痕跡

　質　　　本泉はヨ■ド及堅化土類含有食顛泉に属す

　　所　衣地
　　試瞼年月
　　性　　　歌
源男ミ轟ユ変　　　　55，50

比　　重　　1，0021（150）

赤　湯　温　泉
山形縣東置賜郡赤湯町大字赤湯726番地

大正4年12月（東京）

0，3787

8，5117

0ρ242

0，0157

0，0090

0，0024

4，3440

1，2427

0，1496

2，4157

0，0022

0，016，｝　’

0，0353

0，102（｝

　　　　　　　　　　　17，2496・
．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　　0，6298、

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナト・リウムィオン（Xa’）　・．

　アムモニウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン（Caつ　・．
　マグネシウムイオン0Ig”）　・

（鶴の湯）

売色清澄にして微に戯味を具へ微弱アルカリ性反庭を呈す

蒸互ξ建潅　　2，91329グラム（1キログラム中）

表（亭亭奪赫踏絵翫轡）

アニオン
　クロールイオン（C1り．…
　硫酸イ寸ン（SO4り・・…
　ヒド・炭酸イオン（11CO：ド）・

　グラム

0，0£009

0，82Cレ52

0ρ0095
0，2b245
0，00076

　ミリモル

0751315

3δ，59740
0，0δ2．）4

7，0612δ

0，σ｝3120

1，528S2　　43，12609
0，192S6　　　2，（ト0770

0，19δ63　3，Σ0650

　ミリヴアル

0，51315
35，59740

0，05254
14，122jo
O，06240

50，34799

43，12603

4，01540
3，2〔レ650

3，0420S　　gl，595S3　　60，34799

0，∩056S　　　O，12906

〔〕，06215　　　0，79253

】7，8794

融融表（甥鶴欝密磐瀦韻編畠駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

蕊1酸（メタ）（IIBO2）　．．．．

珪酸（メタXH2Sio3）・…

邊拷臣炭酸（CO2）

　　　　　　3，10991　　92，51742

．　．　・　・　．　．　0，01320　　　0，30000

　　　　　　　　　　　　　　3，12311　　92，S1742

共　仙　　有機物耐量

　　　泉質 本泉は弱食堅泉に撫す

クロールカリウム（KCD　。．．・．。。

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールアムモニウム（NII｛CD・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

茄酸カルチウム（CaSO｛）．．．．．．．

重炭酸力7レチウム〔Ca（HCO3）2〕．　・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

硝酸（メタ）（HBO2）　．・・・・・…

珪酸（メタXII2Sio3）・・…　．…

遊離1炭酸（CO2）　・．．．．．．．。．

　　0ρ383－

　　2，0S2δ

　　0，0028．

　　0βS60．

　　0，2732

　　0，2δ48

　　0，⑪046・

　　0，C［057

　　0，0622

　　3，1101

．　0，0132

3，1233．
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　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　厭

源泉温度　　55。

比　　：重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　．’・

　アムモニウムイオン（NIIの・

　カルチウムイオン（Ca’●）」・

　マグネシウムイオンOlg’つ・

赤湯．温泉（森の湯）
山形懸東既賜郡赤湯町大字赤湯字川尻3024番地

大鷺4年12月（東京）

無色澄明にして微に戯味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0024（15Q）

表（轄樵猿簸錫寵有）

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　石充酸イオン（SO4”）・…　　9

　ヒドロガξ酸イオン（IICO3’）　・

　グラム　　　ミリモル

0，01688　　　0，43116

0，77δ42　　33，64078

0，00106　　　0，05863

0，276δ1　．　6，91275

0，00120　　　0，04926

1，41828

0，17896

0，26361

蒸；獲残浴　　2，90553グラ云（1キログラム中）

ミリヴアル

043U6
　り

33，64018

0，05863

13，825δ0

0，09852

48ρ5459

40，007go　　40200790

1，86300　　　3，72600

4，32069　　4，32069

盛萎職（本鑛水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に1既略相鎖す）

棚酸（メタ）（HBO2）．・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…

2，93192

0，01135

0，06153

87，28417　　48，05459

0，25794

0，78462

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　3，00r180　　88，32673

．　．　・　．　。　．　　0，02200　　　0，50000

　　　　3，02680　　88，82673

本泉は弱食隆泉に目す

クロールカリウム（KC1）　．．．．．

クロールナトリウム（NaCl）．。。．

クロールアムモニウム（XILCI）・・

クロールカルチウム（CaC12）・．．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．

強酸（メタ）（HBO2）　・・・・…

コ圭酸（メタ）（II2Sio3）　・。　・・…

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・…

　　　グラム

・・ @0，0322
．　．　　1，9681

．　．　　0，0031

。　・　　0，3258

・　・　　0，2535

・・ @f㌧3422
．　．　　0，0072

・・ @0，0114
　・．．P，061δ

　　　3，00δ0

．． @0，0220
　　　3，0270

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　歌
源泉～綴目　　　 520

比　　：重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）．．．．

　ナトリウムイオン（Xa●）　。．

　アムモニウムイオン（NH4●）・

　カ1レチウムイオン（Ca●’）　・・

　でグネシウムイオン（Mg●●）・

赤　湯　温　泉
山形縣東置賜郡赤湯町大字赤湯740番地

大正4年12月（東京）
無色澄明にして微に戯味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0023（13，50）

表（李雛赫罎骸劣総有）

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロガξ酸イオン（HCO3’）　・

グラム

0，01447

0，80390

0，000δ3

0，27081

0，00109

1，46283

0，16δ8壬

0，25550

　ミリモル’

0，36960

34，87636

0，02931

6，77025

0，0壬475

蒸獲幾渣　　2，9133グラム（1キログラム中）

41，26460

1，72642

4，18783

ミリヴアル

0，36960

34，81636

0，02931

13，54050

0，08950

4890527
　2

41，26460

3，45284

4，18783

89，26912

0，27403

0，80949

篇

盤表類（裟襟雰欝砦孚磐勲議言動零）

クロールカリウム（KC1）　・・。・…

クロールナトリウム（XaGl）・・．。．・

クロ・一ルアムモニウム（NH4Cl）　・…

クロールカルチウム（CaC12）．．。．．．

硫酸カルチウム（CaSO4｝．．，．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕。。．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕。．。

1娚酸（メタ）（HBO2）　…　　　㌦・・…

珪酸（メタXH2Sio3）・・．．．．．．．

醐酸（メタ）（H］BO2）　・…

珪酸（メタXH2Sio3）・…

2，97497

001206
’

0，06348

48，90，27

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　3，05051　　90，35264

．　．　．　．　．　．　　0，02200　　　0，50000

　　　　3，072δ1　　90，85264

本泉は弱食平泉に聾す

逝i離炭酸（CO2）

グラム

0，0276

2，0404

0，0016

0，3320

0，2349

0，3322

0，0066

0，0121

0，0635

　　　　　　　　　　　3，0509
9　。　・　・　。　’　。　・　。　・　・　　0，0220

　　　　　　　　　　　．3，0729

一　37　一



●

比

成 島

所　在地
試駿年‘ ＝@　大正4年9月（東京）

佳　　　歌
　1宣　　．1，0013　（15Q）　　　　　　薫蕉嚢…乏ミ言’己

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（落aつ　・・
　アムモニウムイオン（NII．墨。）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fe”）・・…

鑛
匡き！

フ毒《

11け修賑南置賜郡廣中護｝村大字成島字湯の澤

無色清澄にして微溺アルカリ性反癒を呈す

表（賛徽券躍細面倉有）

アニオン
　クロールイオン（C1り・…
　硫酸イオン（SO甚”）・．．．．
　ヒド・炭酸イオン（HCO、f）・

　グラム　　　iリモPし　　ミリヴアル

0，∩0097　　0，02478　　0，⑪2478

0，7δ341　32，68590　32，68590

0，00127　0，071｝24　0，07024

0，01000　0，25000　0，δ0000
0，00383　　0，15722　　0，31444

0，00112　　0，02000　　（　，04000

33，6353G

0，92966　26，22・154　26，22454

0，00226　　0，02353　　0，04706

0，44926　　7，36376　　7，36376

　　　　　　　　　　　　　　　　2，15178　66，81997　33，63536

ヨiL｝要（メ　タ）（正12～∋io3）　．　．　．　●　　　0，02S56　　0，36419

（冷）

1，9s20グラム（1キログラム「II）

　　　　　　　2，18034　67，18壬16

．．．．．・ @0ρ2599　0，59070

無類表1多影藤蓼舗孚：磐熱芝属ぎ藤蔓）

クロールカリウム（KCD　・・・…　　．

クロールナトリウム（NaCD．．．．．．

硫．酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．。．

重芳ξ酸ナトリウム（Na］巳CO・ち　．．．．．

クロールアムモニウム（）ζH｛CD　　…

：重淡酸カルチウム〔Ca（HC⊂，；｝）2〕．．．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：；）2〕　・・

重拶之副耳【島笠fヒξ茂〔Fe（IICO：P2〕　・　．　・　．　・

疏酸（メタ）（H2（弓io3）・．・…　　　．・．

遊離炭1酸（C（レ2）

　グラム
0，i．｝⊂）184

1，52Sδ5

0，00334

0，54734

0，00376

0，04050

0，02302

0，00356

0，02856

’遜離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　2，18047

・・… @　　。・・…　　　0ρ2δ99

2，20646

2，21〕633　67，774S6

泉　　質　　．　本門は弱食監15製に∫≧．」す

　　所　寒地
　　試瞼5i…月

　　仕　　　歌

源泉混変　　47Q

比　　重

．月 岡 温
新潟縣北1！if原郡本川利’大字月岡

大正10年7刀（東京）

泉

淡黄色澄明にして硫化水素臭を有し微弱アルカリ性反感を呈す

1，0033（1δo♪ 蒸焚建涜

イオン表〔菊変門脇骸劣魏イリ
カチオン

　カリウムイオン（Kう・．
　ナトリウムイオン（Na’） ○　　　　・

アムモニウムイオン（H正14’）。

カルチウムイオン（Caつ
マグネシウムイオン0工g’つ・
フェロイオン〔Feつ・・…
アルミニウムイオン（A1●’つ　・

アニオン

　クロール．fオン（Cr）・…
　疏1隻イオン（§0〆）。．・．．
　ヒト“ロかこ百麦イオン（IICO’3）　．

　フk琉イオン（IISり　．．・・．

グラム　　　ミリモル　　こルヴアル

0，0341　　　0，S721　　　0，8721

1，4421〕　　62，69δ7　　62，6951

0，〔ゆ｛レ7　　　0，03SS　　　O、038S

O，〔D799　　　1，9940　　　3，誓〕8SO

O，0356　　　1，4638　　　2，9276

0，000δ　　0，0090　　0，0180
0，0005　　0，り1S5　　0，0ラδδ

1，7δ43

0，4723
〔♪，36」4

0，1731

49，4726
4，9167
u，（応δ4

δ，2343

70，59δ7

49，4726

9，δ334

G，oδ54

5，2343

473624　13三～，7709　　7t㌧59こ｝7

0，02S壬　　0，646S
O，‘）4S6　　　0，6206

4，2：372グラム（1キログラム中）

監類裏1褒猫欝1海言識蔭昂翻

rコ竃麦（メタ）‘IIBO2）　・。・ ・

∫擁重ミ（メタ）（H2Sio3，．．．．

進盲匙炭酸（CO2）　．．
遊蔦生石翁．fヒ71く索（II2S）

　　　　．　　4，4394　134，03S3

・　9　・　・　　　OJ．｝5．41　　　1，2295

。　．　・　・　　　0，12、〕δ　　　3，53δ1

クロールカリウム（1｛：CD　．，．．．．．

クロールナトリウム（NaC1）．．．．．．

硫酸ナトリクム（）ζa2SOρ　・・・・…

水硫化ナトリウム（XallS）　・・…　　．

クロールアムモニウムINII4Cl）　．．，．

硫酸カルチウム（CaSOJ・・．．．．．
重囲酸カルチウム〔Ca（HCOg2〕．．．．

重多と｝1麦マグネシウム〔M9しIICO312〕．9．

重炭駿1｝巨｝稜1ヒ鍛〔Fe（HCO：二12〕．．．，．

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）：監〕．。・．．

甜酸（メタ）‘HBO2）　・．．．．．．．，

王L酸（メタ，（正｛歪5io3）　・．。．．．。．．

遊・離炭酸（CO2｝　．．。．・．．．．．．
遊ゴ∠ll‘右イヒ71く（II2S，　　．　，　．　．　．　．　．　り　．　．

　　．グラム

　0，0650

　2，S3S9

　〔［，6321

　0，2935

　0，0021

　0，0598

　02．520

　⑪，2142

　0，0016

　0，0032．

　0，0284

　0，0486

　4，4394

　0，0541

　0，1206

4，6141

4，6ト垂1　13Sp50こ59

泉　　質 本泉は食彊含有読化水馨…泉に風す

一35＿



　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　420

比　　重

　　　　イオン

カ夢才ン
　カリウムイオンrKつ。…
　ナトリウムイナン（Na’）　・・
　ア∴モニウムイオン‘NH｛り・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg8’）　・
　アルミニウムイオン（Al’つ　・

月 岡 溢 泉
漸潟縣北蒲原郡本田二大享刀岡
ブくn三11孟ド3刀　（東京）

淡黄色油澄にして献味拉硫化水素臭を具へ弱アルカリ性反慮を．早す

　　　　　　1｝0034　（150）

表（李磐奔赫笈簸錫魏イ∫）

ア轟拶ン
　クロールイオン‘Cr）・…
　硫｝竣イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO／）・
　炭．酸イオン（CO；～り・・…

　ヒドロ芳と酸イオン（11CO3つ　・

　次亜硫酸イオン（S203”）…
　フk研遺イオン（HS’）　・・。・・

　フ1対駿イオン（OH’）　．．．．。

グラム
0，0261

1，4151

0，0030
070737

0，0369

0，0005

　　’

蒸贋残渣　　4，1192グラム（1キログラム中）

ミリモル　　ミリヴアル

0，6675　　　0，6676

61，5261　　61，5261

0，！659　　　0，1659

1，8393　　　3，6786

1，5173　　　3，0346

0，0185　　　0，0555

69ユ282

1，7240　　48、6182　　49，6182

0，5602　　　5β318　　11，6636

0，0027　　　0，0281　　　0，0562

0，0508　　　0，8462　　　1，6924

0，3104　　　5，0879　　　5〆｝879

0，∩191　　　0，1704　　　0，340S

O，0509　　　1，5361　　　1，5361

0，0023　　　0，1330　　　0．1330

　　　　　　　　　　4．27δ6　127，9863　　69，1282

　　　　　　　　　　0，0283　　　0，6445
　　　　　　　　　　0，0蓬61　　　0，5S86

　　　　　　　　　　4，3こ》00　129，219壬

フェロイオン痕跡，遊離炭酸微量

質本泉は食臨含有硫黄泉に燭す

無類表1難鯵慧翻電熱窪属霧1謂1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

醐酸（メタ）（Hβ02）・…
珪酸（メタ）（H3Sio3）・…

其　他

泉

　　　　　　　　　　．月

　　所衣地
　　羽並年刀
　　性　　　歌
Σ原う」と2温廣：　　　500

1ヒ　　　　1丘　　　　1，0037　（」60♪

岡

クロールカリウム（KC1）　…　　ゲ。．・

クロールナトリウム（］∫aGl）・・・…

硫『酸ナトリウム（Na2「304）．，◎。．。．

次亜硫酸ナトリウム了Na2S2031，．．．。

重炭酸ナi・リウム（NaHCO3）　．．．．．

水硫化ナトリウム（］yaHS）　．．．．．．

クロールアムモニウム（NH4CD　．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）コ〕．．．．．

炭』酸マグネシウ．ム（MgCO3）．．．。．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：D2〕．．・・

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・…

燐酸アルミニウム〔Al詔（HPO｛）3〕・…

硯顎酸‘メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

玉続1俊（メタ1（正12Sio3）　・　・　…　　　　。　…

温 泉
新潟縣北蒲原郡本田村大宇月岡字活計坂293番地

昭和2年12刀（東京）
微黄色澄明にして殆と中性の反慮を呈す

00498
，

2，7933

0，8285

0，0269

0，0176

0，0861

0，0089

0，2981

0，0714

00879
，

0，0041

070032

0，0283

0，0461

蒸；一飛1’亡　4，1287グラム（1キログラムrl．1）

イオン表囎簸券鼠絃蹴右）
カチオン
　カリウムイオン（1｛。）㍉　・・

　ナ」トリウムイオンINaつ　・
　カルチウムイオン（Ca”｝
　マグネシウムイオン〔Ng．’）
　フェロイオン（Fe●り・．．．

グラム
0，0479

1，4249

0，0816
0，0161

0，0003

ミリモ〃　　ミリヴアル
1，2251　　　1，2251．

61，9522　　6L9522
2，0365　　　4，0730

0，6620　　　1β240
0，0064．．．．一．0，0107

アニ堵ン
　クロールイオン（Cl’）・・．」　．　　1，7216　48，55〔15

　硫酸fオン・SO壬”）　・　…　　　　0，4961　　5，1640
　ヒドロ；炭酸イオン（HCO：｝’）．．　　0，3592　　5，8S83
　かく窮」でオン｛HS’）　・・…　　　　0，126旦　　3，8182

　　　　　　　　　　　　　　　　4，2740　129，3022
　甜」霞麦（メタ）（HBO2）　．．

．．
@　（．1，05gS　　1，3619

　封i酸（メタ）（正1自Sio3）．．　・．　　0，｛［453　　0．b784

　　　　　　　　　　　　　　　　4，3791　131，242δ
　遊τ解i芳と酸（CO2）　　・　．　・　・　．　．　．　0，0024　　　0，0545

　遊離硫化水素（II2S）・…　　0，0041　0，1203

　　　　　　　　　　　　　　　　4，3856　131，4173

　共　他　．アルミニウムイオン微量

　　　　泉　質

68，5S49

495505
1〔、，37SO

5，8883

3，8182

68758遭9

本泉は震箆含有硫化水索泉に属す

4，3δ01

竪類添附鶴饗霧磐一回昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　．．．．．．・

クロールナトリウム（N「aCl）・・・…

硫酸ナトリウム0マa2SO4）．．．．．，。

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

フ1曳硫化ナトリウム（NaU．S）　，．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．．．

諏：炭酸マク“ネシウム〔Mg（HCOI；）2〕…

丞：かと酉菱壼匡』酸イヒ塗競〔Fe（IICO3）2〕　．　．　．　．　．

耐酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…
王［…｝駿（メ　タ）（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

0，0913

2，7666

0，7337

0，0404

0、2141

0，3301

0，0969

0，0010

0，0598

0ρ壬53

遊離炭酸（CO2）　・・

遊謝li．硫イヒァk素（1129）

　　　　　　　　　4，3792
・　・　…　　　　　。　…　　　　　　0，0024

・・… @　．…　　　0，0041

　　　　　　　　　　4β857

一39　一



比

所　衣　地

試瞭年月
仕　　　歌

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K：●）・…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Cau）　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）　・

　フェロイオン（Feつ・・。・・
　マンガノイオン（】lhゴ’）．・・

　アルミニウムイオン（Al”り　・

赤 谷 鑛

新潟縣北蒲原郡赤谷村宇彌市言睾
ブくH三14勾三3刀　（）；こ31ぐ）

泉（冷）

殆と無色清澄にして清猿昧を右し初め躬｝裳性反晦を呈すれとも煮沸すれはアルカ

リ性に閉す

しOOO6　（15Q） 蒸獲礎1だ　 0，7396グラム（1キロク・ラムr｝1）

表（弱奪赫躍製出舵イ∫）

アニオ’ン

　クロー．ルイオン（Cl’）・…

　硫酸イナン（SO4り・・…
　ヒドロ；炭酸イオンσICO3つ　。

グラム　　　ミリモル　　ミルヴアル

0，00r墨0　　　0，1023　　　0，1023

0，0S10　　　3，δ217　　　3，5217

0，1503　　　3，7δ09　　　7，5018

0，（）345　　　1，4186　　　2，837’2

0，0049　　　0，0S78　　　0，1756

0，∩016　∩，0291　0，05S2
0，0016　020δ90　0，1770

14，3738

0，α〕73　　　0，20δ！〕　　072059

50，0674　　　0，7016　　　1，4032

0，778s　　12，76．茎7　　127647

1，131，1　　22，6蓬16　　14，3738

0，0309　　　0，3946

籔類表彰湯鯵蕃門門聡同韻藁融卑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

珪酸（メタXH2Sio3）．．．．

逝il離炭酸（CO2）

　　　　　　　1，1623　　23，0362
．　．　・　．　．　・　　　1，9155　　43，5341

　　　　　3，077’8　　66，6703

本泉は土類炭酸泉に届す

クロールカリウム（KCI）　．．。．．．．

クロールナトリウム（NaC1）．。．．。・

琉酸ナトリウム（Na秀0｛）．。．．．。．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　．．。』。．

距：炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（HCO3♪2〕・．．．．

重ガξ酸亜酸化マンカ●ン〔｝II1（HCO3）2〕・．

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

工．L酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・…　　’・

遊離炭酸（CO2）…　　。・・・・・…

⑪，0076

0，0061

〔〕，1）871

0，1841

1），60SO

l），2076

0ρ156

0，00δ1

0，0101

0ρ309

1，1622

1，9155．

3、0777

泉　　質

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムイオン（Na’）…
　アムモニウムイオン‘NII｛つ・
　カルチウムイオン（Caり）　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe”）．・…
　マンガノィォン（Mlゴ●）．．．

長 野
　　所　衣地
　　試騎年月
　　性　　　歌
」ヒ　　　　⊇1ヒ　　　1，0103　　（150，

表鷹1沓赫垂垂＄艶＝行）

：アニオン

　クロールイオン（Clつ　。…
　ーブロームイナン（Br’）・…

　ヨードイオン（Jつ　・。。・・
　硫酸イナン（SO／）・一・・
　ヒドロ炭酸イオン（IICOゴ）・

鑛 泉
：新潟縣南蒲原郡某長町村大字長野字机1450番地

プく」正14」｝三3刀　（京京）

無色澄明にして強敲味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

蒸獲建渣　　17，8125グラム（1キログラム中）

グラム　　　毛リモル　　藍」グァル．

⊂㌧f）ラ97　　　1，5269　　　1，5269

u，4119　278，77’83　278，7183

0ρ0：）5

〔｝，1974

1），2157

0，〔1α｝1

0，0011

0，526艦

4，9264
88692

ナ

6ρ018
⑪ρ200

05266
9，8528

17，7384

0，0036

0，0400

30S，4666

9，9794　281，3001　281，3001
0，0227　　　fp，2840　　　0，2S40

0，0035　　　0，0276　　　0，0276

0，039S　　　O，4143　　　0，82S6

1，5878　　26，0二～63　　26，0263

　　　　　　　　　　　　　　　18，δ2，…1　GO2，7015　308，r1666

側酸（メタXIIBO2）・一・　0，0δ92　1，34S3
王i…酸（メタ）（II2～∋io3）．．．．　　0，0398　 0，50S9

　　　　　　　　　　　　　　　18，6231　604，55S7
遊育隻多こ酸（COコ）　　．　。　．　．　．　．　　　0，3272　　　7，4364

　　　　　　　　　　　　　　　18，9δ03　611，9951

其仙1　リチウムイナン痕弥

　　　泉質　本泉は土類含有強食過泉に濡す

藍類表弓澱灘霧磐蘇薦晶謝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クローノレカリウ∴（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・．・・．．

プロームナ1・リウム（NaBr）。・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　．。．．．．。

クロールア∴モニウム（NILC1）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．。．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．。．

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（IICO3）2〕．．．，．

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO：二）2〕・・

硝酸（メタ）（IIBO2）　。．．．　　。．．．

珪酸（メタ）（II2ζio3）・・・・・…　層・

遊離炭酸（Cα）　．．．・・…　　，。．

1），113S

16，2792

1），0292

1），‘〕0壬1

0，0282

0，0433

0，0564

0，6681

1，2979

0ρ003

0，0035

0，0592

0，039S

lS、6230

0β272

1δ，9502

一40＿



’

　　所　在　地

　　試植年月
　　性　　　歌
源泉証霊度　　　 560

比　　重

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（K：’）・．・・

　ナトリウムィナン（Na●）　．・
　アムモニウムイナン（NHぺ）・
　カルチウムイオン（Ca●’）・●
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Fe’つ…　　　。・

大 湯 温
新潟縣北魚沼郡湯．の谷村大字大1易

大正3年12刀（東京）

．泉

無色澄明にして微溺アルカリ性反回を呈す

　　　　　　1，0005　（140）

表騰鍼券薮骸劣寵有）

アニオン
　．クロール’イオン（Cl’）。…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ芳乏酸イオン（HCO3’）　・

蒸；獲残涜　　0，381グラム（1キログラム中）

　グラム’　　ミリモル　　ミリヴア，レ

0，00113　　0D2886　　0，02886
0，0δ550　　2，40781　　2，40781

0．0000δ　　0，00277　　0，00277

0，05252　　1，31300　　2，62600

0，00009　　0，00369　　0，00738

0，00035　　0，00625　　0，012δ0

5，08532

0，04451　　1，2δδ57　　1，2δδδ7

0，16952　　1，76473　　3，52946

0，01829　　0，29979　　0，29979

　　　　　　　　　　　　　　　0，34196　　7，08247　　5，08482

礪酸（メク）（HBO2）　．．。。　0，00284　0，06453
珪酸（メタ）（H2SiO3），．．．　0．05063　0，64562

O，39543　　7，79262

盛類表囎鶴旧臣需瀦韻蔭三鼎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　…　　。。・・

クロールナトリウム（NaC1）・．．．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．．．．．

クロールアムモニウム（NH4G1）　．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）＝〕．‘。．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸イヒ餓〔Fe（11CO3h〕　・　．．．　．

1朋酸（メタ）（HBO2）　。．．．．．。．．

封三酸（メタ）（II2Sio3）。。　・・　…　　　。・

0，0022

0，0716

0，0S42

0ρ002

0，1596

0，0227

0，0005

0，0011

0，0〔〕28

0，0506

0，3955

其　他　　遊離炭酸微量

泉　　質 ：本泉は輩純温泉に腸す

　　所　在　地

　　試験年刀
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・．
　カルチウムイオン（Ca。’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Fe●つ・・…
　アルミニウムイオン（Al●つ・

西 上 温 泉
新潟縣南魚沼郡湯澤村字西山3265番地の12

大正14年11刀（東京）

無色澄明にして躬アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　37，59

　　　　　　1，00D3　（15Q）

表（：本鑛水1キログラム中に含有する各成分日共量次の如し）

アニオン
　硝酸イオン（NO3り・・…
　クロ・一ノレイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り．
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・
　炭酸イオン（CO3”）・・…
　水酸イオン（OH’）・・…

グラム

0，0036

0，0960
0，0085

0，0003

0，0001

0，0001

0，0002

0，0866

0ρ649
0，0013

0ρ103
⑪，0069

0．0092

蒸獲残渣　　0，322　ラム（1キログラム中）

ミリモル　　モリグァル

0，0911　　　0，0911

4，1739　　　4，1739

0，2131　　　0，4262

0，0284　　　0，0567

0，0011　　　0，0022

0，0033　　　0，0100

0，0024

2，4416

0，6753

0，0134

0，1684

0，1146

0，5409

4，7601

0，0024

2，4416
1，3607

0，0269

0，1684

0，2292

0，5409

　　　　　　　　　　　　　　　0，2880　　　8，4675　　　4，76〔〕1

棚酸（メタ）（H802）・…　　0，0023　0，0524
珪酸（メタ）（H2SiO3）・．．・　0，0460　0，5874

　　　　　　　　　　　　　　　0，3363　　　9，1073

共他　マンガノイオン痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は量純濃泉に陽す

盤類表（甥鶴欝手磐瀦鰯昂謝

　砧酸カリウム（1くNO3）　．．．．．．．．

　クローノレカリウム（K二CD　・・・・…

　クロールナトリウム（NaCl）．．．．．．

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・・…
　：重出酸ナトリウム（NaHCO3）．．．．．

　炭酸ナトリウム（Na2CO3）．・．g．。．
の

　水酸化ナトリウム（NaOH）・…　　．．
　燐酸カルチウム（CaHPO壬）　．．．．．。

　水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕・．・．．

　水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・．．．

　重炭酸距酸化鐵〔Fe（HCO3｝2〕・・…

　燐酸アルミニ壁ム〔A12（HPO4）3〕。．．．

　伽藍（メタ｝（HBO2）　・・・・・・…

　珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム

0，0002

0，0066

0，1375

0，0959

0，0140

0，0121

0ρ030
0，⑪OI1

0，0151

0，0016

0，0002

0，0006

0，0023

0，0460　、

0β362

一41　一



　　所在　地
　　試！露51三刀

　　｛生　　歌

澤泉温度　　50つ

比　　重

湯 澤 温 泉
蔚潟懸1．；．∫魚沼郡1弓澤村字宮浦835．．喬：∫．a

昭和3年11．［月OI〔ラ10

無色澄明にして殆と中仕の反慮を呈し煮沸すれはアルカリ｛ll三に憂す

1，0010（1δつ）

湧01量　約1298ヘク日＿卜・・（24時間）
蒸獲残渣　　1，1789グラム（1キログラムr11）

イオン表同量変跡蹟絵断創fl
カチオ’ン

　カリウム．イオン（K●）・・。・
　ナトリウムイオン（Na’）…
　カルチウムイオン（Ca．）…
　マグネシウムイ寸ン（きlg’つ　・

　フェロ．イオン（Fe’つ・・…

　アルミニウ÷イオンG、1り’）　・

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…
　寂三酸イオン（SO．ノリ　・・。・・

　ヒド’ロが一丁イオン（IICO3つ　・

グラム　　　ミリモル．　　ミりヴアル

0，0076　　　し），1944　　　0，1944

0，28さ0　　12，5218　　12，5218

｛〕，1171　　2，9224　　5，844S

O，C［IXjs　　　O，0329　　　0，1〕65S

⑪，〔lDO3　　0，00δ4　0，〔〕107

0，｛）〔レOS　　　O，1｝295　　　0ρSS6

18，7261

o，48s7　　13，7817　　13，7811

0，1522　　　1，5S43　　　3，16S5

〔［，10S3　　　1．77δ9　　　1，7759

1，1U：3S　　32，8壬S3　　1δ，㌃’261

0，0361）　0，7971
1）．0665　　　曼）．8491

藍類表富鉱麗讐聡藩謙最蔭融騎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラム

轟膨モ炭（メタ）（1工BO2）　・。・・
∫i≧「装（　メ　　タ　）（II2Sio：；）　　 。　　．　　．　　，

遊離堤酸（Cく：）」）

　　　　　　　1，2663　：．34，4945
。　．　。　．　。　．　　　0，｛〕210　　　0ヂ茎773

クロールカリウム（1くCD　．。。．．．．

クロールナトリウム（NaCD・・。．．．

クロールカルチウム（CaCし）．．．。．．

耐1｝三£カルチウム（CaSOI）　・・…　　　。・

：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg‘IICOI9∂…

重炭．酸亜酸1ヒ鐵〔Fe（IICO3）」・．．．．

硫酸アルミニウム〔氏12（SO墨）：｝〕．。．．．

研酸（メタXHBOΩ　・．・・．・・…
∫1ち5麦（メタ）（II2SiO3）　・　・・　・・　・…

翅i＝舐炭駁（CO2）

0，0145

0，7320

0，0591

0，2096

0，1377

0，0048

0，0010

0，0051

0，0360

0ρ665

　　　　　　　　　　　　1，2663

．．，．．．。．。。．
@0，‘）210

　　　　　　　　　　　　1，2873

12873　34，9718

泉　質 本望は三食二二に1昂ナ

比

赤 倉
所・田地
試瞼年刀　大正5年10月（東京）
仕　　　月に　　｝＿

　重　　1，で）（10G（15つ）　　　蒸変幾1’走

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウム．イオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NII｛り・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（31ぼつ・
　フェロイオン（Fc’つ　・・…

温
・新潟縣中頸城郡名香lll村大字赤倉

勢

力色清澄にして微珊アルカリ性反感を呈す

初巳同士赫蹟絵出癖右）

アニ矛ン

　砧酸イオン（NO：ド）・．．．．
　クロールイオン（Clつ・…
　轟’皐畏イナン（SO4り　・．．．．
　ヒト“ロかこ薩イオン（IICO∵）　．

轟冒1㌃ミ（メタ）（III302）　・　・

王L意麦（メタ）（II2Sio3）・・

グラム　　　藍ワモル　　iリグアル

〔㌧02＝4　　　（㌧5466　　　075466

〔㌧（，797　　　3，4577　　　3，4577

0，IX岨　　〔㌧00」5　0，0（155

史），U6S2　　　1，7050　　　3，壬100

0，01δ：｝　　　0，62S1　　　1，2δ62

（～く’OI1　　　0，（U96　　　0，0392

（［，Olb6

0P76り
0ユ05P
ρ，蝿1

．｛．
dG：3－14

1㌧｛．ll．，71

P，」65

b．7152

0，299S　　　l），299S

2，H39　　2，1r墨3り
1，！024． @　2，＝」048

4」〕667　　40667

13｝97δ3　　8，71δ2

〔171613

3，3S55

遊霞il炭酸（CO2）

泉　質

　　　　　　　ぐ1，｛ρ71．1

・・・…
@　　　（、，3511

　　　　　　　1μ5S1

17，5222

7，9795

25，5〔｝17

冷泉に輩純温泉に局す

o

0，9010グラム（1キログラ∴r11）

群類表彰謬鶴饗謄）纂1蒙続融解1
　　　　　　覧
ri胃蒙カリウ∴｛1｛NO：｝）　．．．．．．．．

クロールカリウム（KCI）　…　　。．・・

クロールナトリウ∴（NaC1）．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO．ρ　．．．．．．．

クロールア」、モニウム（NII4Cl）＿．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・．．．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

重かこ．酸マグネシウム〔Mg（HCQ｝〕2〕．．．

重炭酸亜1袈化∫筑〔Fe（11CO3）2〕　．．．．．

疏麗羨（メタ）（IIBO＝）　．．．．．．．．．

月を酸（メタ）（正12Sio3）　．。．　・　・　．．　．　．

邊離炭酸（CO2）

グラム

00303
（》，（レlbδ

0，1106

0，1113

0，0003

0，0｛35

〔｝，2244

0，0919

0，0〔135

0，0071

0，26δ5

　　　　　　　　　　　　Q，go69

・・・・・・・・… @　　0，3511
1，2δSO

42



　　所’在　地
　　誠1瞼年月
　　性　　　II是

源泉温度　　60Q
比　　重

赤 倉 温 泉 （稻明瀧下の湯）

新潟縣中頸城郡名香山村字妙高山
大正15年工2万（東京♪
無色因り1にして微に流化水素の臭氣を具へ微弱酸｛生の反癒を呈す

1，0012（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na●）　。　g
　アムモニウムイオン（NII‘つ・
　カルチウムイオン（Ca●つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’●）　・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　マンガノイオン（M11●つ…
　アルミニウムイオン（APつ・

．乱獲残涜　　1，2276グラム（1キログラム中｝

表（不餓水1キログラム中に含有、する各成分及宮沢i爽の如し）

．アニオン：

　クロ・一ノレイオン（C1り・…
　硫｝駿イオン（SOノ）　。・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロ炭．酸イオン（HCO3’）・
　フ1く硫イ．オン（HSつ　・・…

グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，0334　　　0，8542　　　0，8542

0，1137　　　4，9261　　　4，9261

0，0045　　　0，2δ00　　　0，2δ00

．0，16壬2　　　4，0979　　　8，1958

0，0．169　　　1，9284　　　3，8568

0，00〔｝7　　　0，0126　　　0，0252

0，0009　　　0，0309　　　0，0618

0ρO17　　　0，0332　　　0，0996

182695
　7

0，231．）3　　　6，4946　　　6，49，16

0，2733　　　2，8498　　　5，6896

0，0019　　　0，0198　　　0，0396

0，26881　　4，4073　　　4，4073

0ρ542　　　1，6384　　　1，6348

1，1945　　27，5432　　18，269）

0，0176　　0，4008
0，2382　　　3，0415

盤類表1三三巷響旧藩1雄赫蒋1欝／

醐酸（メタ）（IIBO2）　．．。。
王1ヨ酸（メタ）（1｛2Sio3）・・　。・

遊離炭酸｛CO＝）　・・

遊離硫化水素（H2S♪

泉　　質

　　1，4503　　30，9855
・　　　0，2618　　5，9500

．　　　0，0045　．　0，1320

　　　　　1，7166　　37，0675　　一

本泉は輩純硫化水棄泉に腸す

クロールカリウム（KC1）　．．。．．。．

グロールナトリウム（NaCl）．．．．．．

フ1く硫化ナトリウム（NaHS）　．．．．．。

クロールアムモニウム（NH4C1）．．．．

クロールカルチウム（CaC12）．．．．。。

硫酸カルチウム（CaSO1）　．．．．。。．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕＿．．

重；炭酸マグネシウム〔ハrg（IICO3）2〕…

』巨：あ｝こ」i駿罫巨酸イヒ垂戴〔Fe（1｛C（）3）2〕　・　。　…

重かこ酸」臣酸化マンガン〔ムln（HCOIの2〕　．

．硫酸アルミニウム〔A12（SO413〕．．．．．

燐酸アル．ミニウ．ム〔A12｛HI）04131i．．．．

石朋酸（メタXIIBO2），．．。．．．。．．

王L酸（メタ）（1…【2Sio3）　・　・　・　…　　　　。　。　・

グラム

0，0637

0，1922

0，0919

0，0134

0，1161

0，3832

0，0376

0，2822

0，0022

0，0055

0PO34

0，0023

0，0176

0，2382

遊離炭酸（CO2｝　・・

遊離硫化水素（H2S）

　　　　　　　　　　1，4495
。　・　。　．　．　．　．　．　．　　0，2618

・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，0045

1，7158

　　所　在地
　　’試験年月
　　性　　　歌
託原泉濃度　　　　550

比　　：重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Ka’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4。）・
　カルチウムイオン（Ca”）・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオンでFe●つ・・．・’・
　マンガノイオン0．1n’つ．・・
　アルミニウムイオン（Al．’っ　．

赤倉温泉（・陽場温泉）
新潟縣中頸城郡關山村大字關山字妙高山北地獄谷
大正15年9月（束京）
無色澄明にして微弱酸性反慮を呈す

　　　　　　1，0〔D13（150）

表号簸券欝欝劣猛右）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4り…　　．・．・

　ヒド・燐酸イオン｛HPOノ）・
　ヒドロ芳ζ｝酸イオンσICOガ）　・

グラム

00420
コ

0，1863

0，0050

0，1503

0，063δ

0，0003

0，0023
⑪0（［06

，

蒸獲残流　　ユ，40グラム（1キログラム中）

ミリモル

1ρ742
8，1000

0，2778
3，7510

2，6110

0，0054

0，0419
0，⑪221

ミリヴアル．．

1，0742
8，1000．

0，2778

7，5019

5，22ZO

O，0107

0，0837
0，0664．

0，3503　　　9，8787

0，2646　　　2，7543

0，0029　　　0，0302

〔㌧4Σ03　　　6，8891

22，3367

9，878r

5，5085

0，0604

6，8891

被搬駿メタ）（HBO＝）．．．，。．

珪酸（メタ）（H2Sic3）・…

1，4884　　35，4357　　22，3367

0，0048　　　0，1093

0，2270　　　2B985

　　　　　　　　　　　　　　　　1，7202　　38，4435

遊離炭酸（CO2）・・・…　　　0，3100　7，04δδ

泉　　質

　　　　　2，0302　　45，4890

ホ；泉は配食測算に属す

籔類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中i爽の成分を含有する溶液に概略相回す〉

　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（1｛Cl）　。．．．，。．　0，0801

クロールナトリウム（FaCl）・…　　．・・　0，4735

クロールアムモニウム（NH壬Cl♪．∴．．　Cl，0149

ク直心ルカルチウム（CaC12）…　　ド・．　0ρ236

硫酸カルチウム．（CaSO4）　．．，．．．．．　0，3746

重炭酸カルチウム〔Ca（HGO3）2〕・．・．　0，127δ

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・．・．0，3821
並；渉ミ1酸豆【藍’酸イヒ鐵〔Fc（正ICO3）2〕　・　g　・　・　．　　0，0010

並’ガξ酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO5）2〕．。　0，007壬

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕．．．p．　0，0003

燐．酸アルミニウム〔A12（HPO｛）3〕・．．，　0，0034

斜向（メタ）（IIBO2）　．。．．．．．．．．．　0，0048

珪酸（メタ）（H詔Sio3）「・．．・・．…　「・．』．0，2270

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　1，7202

。… @　　．　．　．．．　。．　　0β100

2，0302
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　　駈右地
　　試離調刀
　　性　　　歌
源泉ま且度　　620

比　　重

　　」一　、7．＝

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Nパ）　．．
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（⊃lg’つ・
　フェロイオン（Fe’つ　・　・…

　マンガノイオンOln”）・・。
　アルミニウムイオン（A1●’り　・

赤　倉　温　泉（蟹澤の湯）・
蒼潟縣中鼠城郡ば1山村大字隠山字妙高山北地獄谷

ゾく正15年10月（東京）

無色澄明にして徴に硫化水素の臭氣を具へ微弱アルカリ性反磨を呈す

　　　　　　1，0010（150）．　　　蒸獲幾渣

表（霧撮搬郷：錨舵イり

アニオン
　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオン（SO玉り　・・…
　ヒド・炭酸イオン（IICO3’）・

　．グラム

　⑪，0240

　0，0730
　0，1213
．0，0367

　0，0094
　0ρ：り11

　0，0011

ミ，モ1レ　　ミ、｝ヴアル

0，613S　　　OI613S

3，1739　　　3，1739

3，0273　　　6，0545

1，δ091　　　3，01』1

0，0048　　　0，0143

0，0100　　0，0209
0，｛〕「106　　0．1218

13016｛
　，

0ユ121　　3，1613　　3，1613
0，3009　　　3，1321　　　6，26壬2

0，2191　　　35909　　　3，5909

0，8897　　18，263S　　13ρ161

0，0045　　　0，1023

0，2169　　　2，7661

1露29グラム（】キログラム中）

鳥類表紙瀦雰饗霧馨1品巖幕蒸留

糊酸（メタ）〔HBO2）　・・。・
珪酸（メタXH2Sio：｛）・・．・

　　　　　　　　　　　　　　　1，1111　　21，1322
三遊1望：多ξ酸（CO2）　　・　・　g　・　。　・　　　0，0287　　　0，4523

遊離硫化水素（H2S）・…　　　0，0015　0，0440

泉　　質

　　　　　1，1413　　21，62S5

本泉は輩純硫黄泉に附す

クロールカリウム（1｛CI）　．．。．．。．

クロールナトリウム（NaCl）・。．・．・

硫酸ナトリウム（Na2SO裏），．。．．。．

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．。．．

：重炭酸カルチウム（Ca（1．ICO3）2〕．．．．

重；炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3｝2〕　．．

重かこ三国｝1麦fヒ戯ヒ〔Fe（IICO3）2〕　。　．　．　．　．

重炭酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3）2〕　，

硫酸アルミニウム〔AI2（SO｛）3〕。．．．，

診實｝裟（メタ）（1．IBO2）　・・…　　　．…

封ヨ二二（メタ）（II3Sio3）　…　　　．．．．．．

箪笥；1炭酸（CO2）　．・

ゴ量｝騨：硫イヒフ1く；巽（IIコS）

グラム

0，0458

〔｝，1489

0，02H

O，4008

0，0437

02209
ノ

0，001．1

0，0024

0，0017

0，0045

0，2169

　　　　　　　　　　1，1111
．　．　．　．　．　。　．　．　．　　0，02S7

．　．　．　．　．　．　．　。　．　　0，0015

1，1413

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
源泉温．度

比　　重

赤倉温泉（川原新湯）
新言三｝撃系ri1頸〔ク或君f；彫目1．11ネ』’ノく1手三彫目巨1三｝二女少高rl．1；」ヒゴ也1よ谷

；た正15乙IF　12万（｝1ミニ3｝C）

殆と無色澄明にして硫化水素の臭氣を具へ微溺酸性反感を呈す
δ4，40

1，0010（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイすン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NII｛つ・
　カルチウムィォン（Ca”）　．．
　マグネシウムイオンOlg’つ・
　フェロイオン（Fe’。）・．・．・

　マノガノイオン（Mn”）…
　アルミニウムイオン（Al’●つ　。

表｛菊沓赫譲骸忠寵姫）

アニオン
　クロールイオン（Cl’♪・9・・
　硫酸イオン（SO1り　．．…
　ヒドロ：炭酸イオン（IICO3り・
　7丞E念イオン（正ISつ　●　・　…

グラム

0，0244
t，，07δ1

0，0054

0，1253
00428
0，0004

0，0013
⑪，0002

ミリそル

〔｝，6240

3，26ラ2

0，2993

3，1270
1，7δ99

0，0072

0，0237

0，0074

轟誓獲残津丘　　1，019グラム（1・￥ロク．ラムrl魯）

ミリヴアル

0，6240

3，2652
0，2993

62δ40
3，51gS

O，OI44
0，0－174

0，0222

0，0280　　　0，7896

0，3574　　　3，7206

0，3319　　　δ，4399

0．0124　　　0，37’δ6

14，0｛63

0，7δ90

7，4412

5，4399

0，37δ6

1，0046　　19，4394　　14，0463

0，0016　　　0，0364

0，2666　　　3，4042

監類表嬢竪町讐引回隷属昂騰）

麹酸（メタ）（IIBO2）　。●●●
封…酸（メタ）（H2Sio3）　・　。　・　・

　　　　　　　　　　　　　　　1，2728　　22，8SOO
遊離炭酸（CO2）　．。．　　‘．　　0，4090　　9，2955
遊｝誰石売イヒフ鉾素（II2S）　・　　。　・　　　0，0r29　　　2，1387

泉　　質

　　　　　1，7δ，…7　　3433142

本泉は箪純硫化水紫泉に属す

クロールカリウム（KCD　・．．．．・．

霧コ笠カリウム（K2SO1）　．．．．．．．．

硅酸ナトリウム（Na2SO4）．．．．．．．

フk硫化ナトリウム（NaHS）　．．．．．．

クロールアムモニウム（NILCI）　・。・・

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕，．＿

並炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．，．

重炭酸亜酸1ヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕．．．．．

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕　。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・．・。・

醐酸（メタ）（III302）　・・・・・・…

瑳酸（メタ）（II2Sio3）　…　　　　。　・　。　。　・　．

遊離炭酸（CO9）　・・

遊離硫化水素（II2S）

グラム

0，0366

0，0116

〔㌧2052

〔㌧0211

0，0160

⑪，2992

0，1δ06

0，2δ76

⑪，0013

0，0042

0，0013

0，0016

0，2666

　　　　　　　　　　1，2729

・・・・・・… @　　0，4090
…　　　　　●　●　・　…　　　　　　0，0729

　　　　　　　　　　1，7δ壬8
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　　所　在地
　　試瞼年万
　　性　　　朕
源泉温度

比　　重

赤　倉　温　泉（鱗瀧上の湯）
新潟縣中頸城郡關山村大字關山字妙高山北地獄谷

大正15年12月（東京）
殆無色澄明にして微に硫化水素の臭氣を具へ微弱酸性反慮を呈す

54，40

1，0027（150） 蒸獲残渣　　1，256グラム（1キログラム中）

イオン表（轄額雰撫錫寵有）
カチオン
　カリウムイオン（］K：●）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　，．
　アムモニウムイオン‘NHゴ）・
　カルチウムイナン（C窺●う　・．

　マグネシウムイオンorg．つ・
　フェロイオン（Fe’つ・・…

　マンガノイオン（込ln’つ…

アニオン
　クロールイオン（Clつ・。・・

硫酸イオン（SO4”．）　・・…

ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）

グラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0，0296　　　0，7570　　　0，7570

0，0992　　　4，3130　　　4，3130

0，0036　　　0，1995　　　0，1995

0，12GO　　　2，9948　　　5，9896

0，0389　　　1，5995　　3，199σ

0ρ002　　　0，0036　　　0，0072

0，0011　0，0200　0，0400

14，5053

0，1024　　　2，8878　　　2，S878

0，2S46　　　2，9627　　　5，9254

0，0001　0，0010　0，0020
0，3472　　　5，6901　　　5，6901

21，4290　　14，5053

0，1093

3，3109

麺類表（油団巷糠磐蘇鰯奮卑）

研酸（メタ）（H802）…
王韮酸（メタ）（H2Sio3）．。．。

遊離炭酸（CO2）・・…

　　1，0269

・　　0，0048

　　0，2593

　　1，2910　　24，8492

・　　　0，0528　　　1，2000

1，3438　　26ρ492

　クロールカリウム（KGI）．．．．．．．

　クロールナトリウム（XaC1）．．．．．．

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．，．．．

　クロールアムモ昌ウム（NII4C1）・・．・

　燐酸カルチウム（CaHPO4｝．。．．．．

　硫酸カルチウム（CaSO4）．．．．。．．

　重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．．

　重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．g．

　重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）g〕．．．．．

　重炭酸亜酸化マンガン〔Mロ（HCO3）2〕．．

　硯U酸（メタ）（HBO2）　・・・…　　　1・・

　珪酸（メタ）（H2SioΩ・・・・・・…

遊離炭酸（GO2）

グラム

0，0564

031129

0，1692

0，010ア

0，0001

0，2412

0，1981

0，2341

0，0006

0，0035

0，0048

0，2593

　　　　　　　　　　　1，2909
．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　　0，0528

1，3437

其　他　　硫化水素僅微

・　泉　　質 三十は輩純温泉に属す

　　所　在地
　　試験年月
　　性　　　欺
源泉温度　　46。

比　　重

笹　倉　温　’泉
新潟回覧頸城郡上早川村大字大卒地内字ナカセカワラ』
大正15年4月噛（耳ミニ京）

無色澄明にして弱アルカリ性反癒を呈す，

1，0009（150） 蒸獲残渣　　0，9488グラム（1キログラム中）

イオン表（李磐蓉義雰長葺垂表翫危有）

カチオ’ン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na．）．．．
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（Ca．’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fe。つ　・。…

アニオン
　クロールイオン（CI’）・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）　．

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0072　　　0，1841　　　0，1841

0，3146　　14，9826　　14，9826

0，0006　　　0，0333　　　0，0333

0，0161　　　0，4018　　　0，8036

0，0047　　　0，1933　　　0，3865

0，0004　　0，0072　　0，0143

　　　　　　　　16，40壬4

0，1435　　　4，0468　　　4，0468

0，0020　　　0，0208　　　0，0416

0，0011　　0ρ1】5　　0，0229
0，7500　　12，2931　　12，2931

　　　　　　　　　　　　　　ユ，2702　3271745　16740U
早月（メタ）（H］BO2）　．　．　。　・　　　0，0096　　　0，2186

珪酸（メタ）（エヨ12SiO3）・．．．　　0．0439　　0．5606

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　1，3237　　32，9537

●　．　●　●　●　　r　O，0516　　　1，1727

　　　　　1，3753　　34，1264

本泉は弱アルカリ泉に属す

塵類表二二慧馨密磐轟議瀦玉里）

クローノレカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・。．。．・

硫酸ナトリウム（Xa2SO1）…　　。．．。

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．　．．．

層クロールァムモ昌ウム（NH壬CD．．．．

燐酸カルチウム（CaHPO4）．．．．．．
重炭酸カルチウム．〔Ca（HCO3）2〕．．　．

塾員酸マゲネシウム〔Mg（HCO3）2〕…
重あ｝ξ酸亜酸イヒ餓〔Fe（HCO3）2〕　．　．　．　。　．

瑚酸（メタ）（正IBO2）　．．．．．．．．．

珪酸（メタ）（王12Sio3）　…　　　。・　。。・　・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0137

0，2239

0，0029

0，9335

0，0019

0，0015

0，0633

0，0283

0，0013

0，0096

0，0439

　　　　　　　　　　　1，3238
．　●　曾　◎　．　．　．　・　．　．　・　　0，Q516

1，3754
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所　在地
試瞼年月
｛』Pヒ　　歌

笹 倉 鑛 泉（冷）

新潟縣西頭城郡上fl；川村大字大ント地内字シウキダブろ茄6番地

大正15年10月（東京）
始と無色澄明にして精嵐清凍の味を有し弱酸｛4三反感を呈すれとも煮沸すれは白塗

を生してアルカリ性に憂す．
↓ヒ　　　　重　　　　1，0029（150）

　　　　イオン

カチ才ン
　カリウムイオン（1｛つ　・…
　ナトリウムィナン（Na・）　．．
　カルチウムイオン（Cと、”）　・・
　・マダイLシウムイオソ（｝lg鱒）　・

　フェロイオン（Fe’つ・・…
　マンガノイオン（MIゴつ…
　アルミニウムイオン（Al…）・

蒸獲飛津ご　　2，607ラム（1キログラム中）

表俘同義券蕨絵三尊1倉有）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・。・・
　硫酸イオン（SO｛”）・・…
　ヒドロ済酸イオン（HPO．墨り・
　ヒドロ芳と｝蓑イオン（HCOゴ）　・

グラム　　　こりモル　　ミリグアル

0，0164　　　0，4194　　　0，4194

0，£064　　　8，9739　　　8，9739

0，3550　　　8，8595　　17，7190

0，£047　　　8，4169　　16，8339

0，0100　　　0，1684　　　0，3367

0，0022　　　0，0401　　　0，0SO1

0，0005　　　0，0185　　　0，0554

44，4399

0，2書50　　　6，9092　　　6，9092

0，6030　　　6，2767　　12，5534

0，0021　　　‘）ρ218　　　0，0437

1，5211　　24ρ336　　24，9336

3，1664　　65，03SO　　44，4399

0，0179　　　0，4077

0，1152　L4710

肇類野猫鶴欝蓄器識載，識

研酸（メタXIIBO詔）・…
工．勘蓑（メタ）（II空SiO！弓）．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　3，299δ　　66，9167

遊芦難炭酸（CO」）　・・．．．・　　0，6435　14，6250

クロールカリウム（1｛C1）　．．．．．。．

クロールナトリウム（ΣaCD・．．。。．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．。．．．．
硫．_カルチウム（CuSO∂　．．．．．．．
：重炭－酸カルチウム〔Ca（11CO：轟）2〕．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

：重炭酸亜酸化銭〔Fe（HCO3）2〕一…

重炭酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO3）2〕　．

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）：臼・・…

燐酸ア1レミニウム〔A12（HI｝0｛）3〕。＿．

副歳（メダ）（11BO2）

王！ま酸（メタ）（II2Sio3）・。　。・　。・　・　．　・

遊間ll：．環酸（CO2）

グラム

〔〕，（［313

1）3794
，

〔㌧1765

〔㍉弓S46

1）6ゴ09

L2317
〔㌧〔〕319

1．㌧（の71．

〔．

dα〕07

1），002δ

　　・・・…　　　。…　　｛．㌧1．｝179

　　　　　　　　　　　　〔㌧1152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　3，2997
．。　。．　。．　．．　．．。　　〔16435
　　　　　　　　　　　　り　　　　　
　　　　　　　　　　　　：3，94：32

3，9430　　81，5417

泉　　質 本症は土類含有長酸鐡泉に貸す

　　所在地
　　試駒年刀
　　佳　　　欺

源泉温度　　540

比　　重

梶 ll」 温 泉
引見芸西頭城郡根欠μ村大字梶山字螢度倉

大正4勾i12刀（東京）

張色清澄にして躬アルカリ性反癒を呈す

ユ，001δd50♪

　　　　イオン

カチオン

　．カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NII｛’）・

　カルチウムイオン（Caつ　・。
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオンてFe●つ・・．．．

三塔幾残渣　　　1，6636グラム（1キログラ．ム中）

表（寧琶奪義券一罪叢妄翫1倉船）

アニオン
　クロールイオン（C1り・．．．
　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロ炭酸イオン（11CO3り・

　翔讃（メタ）（11BO2）　．。．．
　月i離（メタ，｛II2Sio3）　。　。　．．

　グラム　　　ミリモ彫　　ミワワアル

0，02δ7r1　　　0，65747　　　0，65747

0，52765　　22，89154　　22，83154

0，0021？　0，11726　0，11726
0，05951　　　】，48775　　　2，97550

0，01354　　　0，555S3　　　1，11166

0，0010δ　0ρ187δ　0，037δ0

27，79093

0，299SI　　S，45726　　　8ジ15726

0，00：～26　　0，023δ3　　　0，04706

1，17G6S　　19，2S661　　19，2866書

三～，10S36　　53，4～ナGOO　　27，79093

0，05676　　　12，8971

0，16327　　　2，0δ199

逞．rll；1炭酸（CO2）．・

’泉　　質

　　　　2，32弱9　66，S6770
．　・　．　．　　0．030SO　　　O，70000

　　　　2，35919　　57，56770

本泉はアルカリ泉に属す

藍類表蛮澱毅二二轟巌藁融‡）

クロールカリウム「KCI）　．．．．。．．

クロールナトリウム（NaC1）。．．．．．

硫離ナトリウム（Na2SO｛）。．．．．．．

重心酸ナトリウム（NaHCO3）　．．．。．

クロールアムモニウム（NH4C1）　・．・・

1重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．

コtかこ酸マグネシウム〔：～lg（王ICO3）2〕．　．　．

＝重〔炭酸亜酸化職〔Fe（IICO：p2〕　．．．　．．

耐1酸（メタ）（IIBO2）　．．・…　　　．．．

工監故（メ　タ）（II2Sio3）　。　・　。　・　・　・　…

遊；1；1圭炭酸（CO2）

ゲラム

〔㌧1）一｝91

（．

d449｛

0，003：3

1，274‘1

〔㌧白063

〔㌧2410

00S1旧り

0ρ033

（1ρ56S

O，1633

　　　　　　　　　　　2，3285
…　　　。・・…　　．・　0，030S

●　　　　邑
2，3，93

一46一



所　在地
試瞼年月
性　　　歌

足 尾 鑛 泉（冷）

栃木縣上都賀郡足尾町字画山5294番山林

大正3年4月（東京）
殆と無色澄明にして少許の褐色沈澱物を有し微に牧敏味を具へ微塚‘きアルカリ性反

慮を呈す
源泉温度　　　　39，50

上ヒ　　　　重　　　　1，0003〔160）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・。・・

　ナトリウムイオン（Na’）・・

　アムモニウムイオン（＝NH1●）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe●り・・…

　クプリイオン（Cu●’）　・．…

　アルミニウムイオン（AI…）　・

蒸董i残渣　 0，1700グラム（1キログラム中）

表（轡犠㍊蕪錫疑有）

アニオン
　クロールイオン（CP）・・。・

　耐己酸イオン’（SO4”）　・　・…

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル．

0，00145　　　0，03704　　　0，03704

0，00285　　　0，12364　　　0，12364

0，00016　　0，00885　　0，00885

0702000　　　0，50000　　　1，00000

0700306　　0，12562　　0，25124

0，00630　　　0，112δ0　　　0，22500

0，00080　　．0，01258　　　0，02516

0，00159　　　0，0δ867　　　0，17601

1，84694

0，00148　　　0，04175　　　0，04175

0，08670　　0，90256　　　L80512

　　　　　　　　　　　　　　0，12439　　　1，92321　　　1，84687

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…　　　0，02727　0，34774

藍類表囎欝蓼灘旧藩謀三品謬）

0，15166　　　2，27095

クワールカリウム（KCI）　．．．。．．．

硫｝駿カリウム｛玉＝2SO4）　。．．。。．，。

硫酸ナトリウム（NこヒSOρ．．．．．．．

クロールアムモニウム（NH4Cl）・．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．．。，

硫酸マグネシウム（MgSO4♪．。。。．．
硫酸罫E酸イヒ鍔曳（］F（・SO1）　　・　・　・　・　・　…

硫酸銅（quSOρ　一・・・・・・…
硫酸アルミニウム〔A12（SQ4）3〕。．。．，

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム

0，0025

⑪，0004

0，00S8

0，0005

0，0480

0，0151

0，0171

0，0020．

0，0100

0，0273

0，1317

共　他　　遊離炭酸僅微

泉　　質 本泉は輩純温泉に腸す

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌
　：重　　1，0019

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K●）．．．．

　ナトリウムイオン（Na’，　・

　カルチウムイオン（Caつ　　・

　マグネシウムイオン（M9’つ　・

　フェロイオン（Fe”）・・…

　フェリイオン（Fe…）　・…

　アルミニウムイオン（A1…）．

よ局 原 鑛 泉（冷）

栃木購硲郡藤原村大字高原字鶏頂山75番の1國有林

大正1・1年3月（東京）

正応｝色澄明にして牧敏味を右し酸性反癒を呈す

（15。）

表（李鷺北嶺骸毘寵有）

アニオ’ン

　クロールイオン（Glり・…

　硫酸イ’オン（SO4”）・・…

グラム

0，0020

0，0090

0，0188

0，0045

0，2816

0D180
0，1511

ミリモル

0，0512

0β913

0，4692

0，1850

5，0435

0，3218

δ，7970

蒸墾…残渣　 2，1299グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

070512

0，3913

0，9384

0，3700

10，0870

0、9654

17，3910

30194：3

0，0015　　　0，0423　　　0，0「123

1，4482　　1δゆ760　　30，1520

1，9407　　27，3773　　30，19蓬3

0，1δ87　　　2，0264

盤類表（減点欝密器振四二翻

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

揚己酸カリウム（K2SO4）　．．．．．．．．

硫酸ナトリウム（Nと陀SO4）．．．．．．．．

硫酸カルチウム（C：iSO｛）　・・・・…

．硫｝駿マグネシウム（MgSO4）．．．．。．

硫酸互巨酸イヒ塗蚊rFeSO4）　　・　・　・　・　・　…

硫酸々化臓〔Fe2（SO4）3）・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A】2（SQ4）3〕．。．．．
珪i腰（　メ　 タ　 ）（1　【2Sio：二）　　 ，　　●　　…　　　　　　　　●　　 。　　，　　．

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…

2，0994　　29，4037

グラム

0，0032

0，0008

0，0278

0，0639

0，0223

0，7661

0，0643

〔㌧9924

0，1ろ87

2，0995

其　他　　遊離硫酸僅微

泉　　質 本泉は明讐緑町泉に属す

一47一



　　所在地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　：重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオy（Kつ．・・。
　ナトリウムィォソ。ζa。）。．．

　カルチウムイオン（Cα”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　フェロイオン（Fe●’）・・…

和　田沼温泉
窃木縣疑谷郡藤原村大字瀧字和田沼854看・地

大IE　13年1月（東京）

無色澄明にして徴弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　39，50
　　　　　　1，00〔）3（1δo）

表（竜門回腸骸翫倉有）

アニオン

　クロールイオン（Clつ…　　．

　硫酸イオン（Sαり・．．．・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸獲残渣　　　0，3587グラム（1キログラム中）

グラム　　　竃リモル　　ミリヴアル

0，0017　　　0，0ま35　　　0，043δ

0，0636　　　2，7652　　　2，7652

0，044S　　　1，1180　　　2，2360

0，0006　　　0，0247　　　0，0494

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

5，1013

0，0530　　　1，4946　　　1，4946

0，1486　　　1，5469　　　3，0938

0，0313　　　0芝5129　　　0，5129

　　　　　　　　　　　　　　0，343S　　　7，5094　　　5，1013

爾酸（〃）（HBO2）・…　　0，0011　0ρ2δ1
珪酸（メタ）（II2SiO3）・…　　0，0392　0，5005

　　　　　　　　　　　　　　0，3841　　　8，0350

共他　　硝酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡並遊離炭酸僅微

　　　泉質　本泉は軍純温泉に回す

匿萎醸（猛藤墾踏磐融窪薦昂鰐）

クロールカリウム（KCI）　．・・．．・・

クロロルナトリウム（NaC1）．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na3SOO。．㌦．．。．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．・．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…　　．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．
』をかこ酸蕊雷電イヒ塗淀〔Fe（正ICO3）三〕　・　．　．　・　．

擁7酸（メタ）（HBO3）　。。．。．．．．。

珪｝装（メタ）（H2Sio：竃）．．．．．　．．．．

グラム

0，0032

0，0848

0，0933

0，1211

0ン0370

0，0036

0，0006

0，0011

0，0392

0，3839

カチオン

　カリウムイオン（1こつ・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・。

　カルチウムイオン（Caつ　・。

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　フェロイオン（Fe”）・・。・．

和田沼温泉
　　　　　所　在　地

　　　　　試瞼年月　大正13年11月（東京）
　　　　　　性　　　歌

　　　　源泉皿度　　600
　　　　上ヒ　　　　重　　　　1，0006（150）　　　　　　　蒸憂残i査…

　じ

イオン表（本ξ支水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

アニオン

　クロール’イオン（Glつ・…

　研三酸イオン（SO｛”）・・．．．

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ　。

　；炭酸イ牙ン（CO3り・・．．。

　；水鹸イオン（OIIつ　。・。・．

栃木縣痘谷郡藤原村大字瀧字引田沼“

無色澄明にして僅微に硫化水素臭を右し弱アルカリ佳反癒を呈す

グラム　　　竜リモル　　ミリヴアル

0，0037　　　0，0946　　　0，0946

0，1104　　　4，8000　　　4，8000

0，0δ56　　　1，3876　　　2，77δ2

0ρ004　　　0，0164　　　0ρ328

0，0003　　　0ρ0δ4　　　0，0108

0，0Sδ0

0，22G2

0，∩043

0，0024

0，0077

2，3971

2，35｛S

O，⑪710

0ρ404

0，4549

7，7134

2β971

4，7096

0，0710

0，0SO8

0，4549

　　　　　　　　　　　　　　0，49GO　　ll，6222　　　7，7134

珪駿（メタ）（H2Sio3）・…　　　o，o｛硲　　o，δ976

　　　　　　　　　　　　　　0，5428　　12，219S

共　他　　遊離炭薩僅1菱

　　　泉質　本泉は輩純温泉に局ナ

0，5425グラム（1キログラム中）

藍類表（妻搬騨蓉鷹纂隷薦融寧）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・…

クロールナトリウム（NaCl）・。・．。．

硫酸ナトリウみ（）ζa2SO4）。．．．。

硫酸カルチウム（CaSO｛）　，・・．

重」炭酸カルチウム〔Ca（1ilCO3）2〕。．

炭酸カルチウム（CaCO3）．・．．．．。

水酸化カルチウム〔Ca（OH）」〕．．．．．

水酸化マグネシウム〔Mg（CII）2〕・

重炭酸亜酸化戴〔Fe（IICO3）2〕　．．　　　。

珪酸（メタ）（正13Sio9）・●●・・。　　．

0，0071

0，1346

0，1774

0，1506

0，0049

0，0040

0，0156

0，0010・

0，0010

0・046婁

0，5壬30

一一 SS＿



　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　状

源泉温度　　460
比　　：重

川 渡 温

栃木縣盤谷郡藤原村川治下川原1番

大1直12年12万（東京）

泉

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　】，0003（150）

．イオン表台四隅骸蹴有）
カチオン

　カリウムイオン（］Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na。）　．．

　カルチウムィォン（Ca。’）　．．

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　フェロイオン（Fe●’）・・…

アニオン
　硝酸イオン（NO！呈’）　　・・。・

　クロールイオン（CIF）・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロが之酸イオン（IICO37）．

蒸獲残1在　　0，3327グラム（1キログラム「F）

グラム　　　ミリモル　　ヒリヴアル

0，0123　　　0β146　　　0，3146

0，0836　　　3，6348　　　3，6348

0，0162　　　4，4043　　　0，8086

0，0009　　　0，0370　　　0，0740

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

4，8392

O，0⑪23　　　0，〔B71　　　0，0371

0，0805　　　2，2702　　　2，2702

0，0791　　　0，8234　　　1，646S

O，0570　　　0β851　　　0，88丘1

　　　　　　　　　　　　　　　0，3321　　12，4101　　　4，8392

醐酸（メタ）（11BO2）　．．．．　　0，0017　　0，0387

｝壼酸（メタXII2SiO3）　．　…　　　　　　0，0434　　　0，5542

　　　　　　　　　　　　　　　0，3742　　13，0030

典他　ヒド・燐酸イオン痕跡，遊離炭酸｛梛堤

　　　泉　　質　　本日は輩紘温泉に秘す

塵類表（本鍍水は共集成に於て1キログラム中次の成分を合有する溶液に概略相當す）

硝酸カリウム（KNO3）　・．．．．．．

クロールカリウム（1ζ二Cl）　．…　　　．

クロールナトリウム（NaCl）．．。，

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．．．

硫酸カルチウム（GaSO｛）．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）コ〕，

重炭酸亜酸化餓〔Fe（11CO3）2〕　．．．

砺酸（メタ）（IIBO2）　。。。　・…

ヌゴ…酸（メタ）（正12Sio3）　・　・　・　・　…

　　　グラム

・・@0，0038

・・@0ρ207
．　・　　　0，1165

．　，　　0，1166

・・@0，0003
．　．　　．0，0652

＿　　0，0054

．　．　　0，0006

．． @0，0017
・　・　　　0，Ω434

　　　0β742

比

所　在　地

回瞼年万
性　　　歌

　重

藤　原　鑛　泉（冷）
栃木縣盤谷郡藤原村大字藤原字鶏頂lll

大正8年6，月（東京）

淡黄色澄明にして牧敏性鐵味を有し酸性反癒を呈す

1，0019（15Q） 蒸獲残7在　　　2，5675グラム（1キログラムrl」）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及極量次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（］K：’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　．．

　アムモニウムイオン（NH4。）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　7エロイオン（Fe●つ・・…

　フェリイオン（Fσ’つ・・…

　アルミニウムイオン（Al’●。）　・

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　耐産酸イオン（SOIり　・・…

グラム

0，0052

0，0142

0，0021

0，0392

0ρ087

0，0516

0，2963

0，0887

ミリモル

0，1328

0，6161

0，1162

0，9SOO

O，3571

・0，9211

5，2914

3，2731

ミリヴアル

0，1328

0，6161

0，1162

1，9600

0，7142

1，8422

15β743

9，8193

31，0751

0，0035　　　0，0987　　　0，0987

1，4878　　15，4882　　30，9764

　　　　　　　　　　　　　　　1，9973　　27，2747　　31，0751

醐酸（メタ）（HBO2）　・…　　　0，0028　0，0638

珪酸（メタ）（H2SiO：｝）．．・・　0，1589　2，0290

　　　　　　　　　　　　　　　2，1590　　29，3675

共　他　　マンガノ、硝酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は緑墓泉に博す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一r　49　一

盛類表囎鯵饗霧磐轟韻編垂騎

硫酸カリウム（K2SO≧）　…　　　．．．．，

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・．．．．．

クロールアムモニウム（NH4CI）・・．，

硫酸アムモニウム〔（NH｛）2SO4〕　・．．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．。．．

硫酸マグネシウムOlgSO4）　．．．．．．

硫酸亜酸化銭（FeSO4）・・・・・…
硫酸々化工〔Fe2（SO｛）3〕・・・・・…

硫酸ア1レミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

珊酸（メタ）（HBO2）　・＿．．．．．，

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・・・・・…

グラム

O，0116

0，0438

0，0053

0，0011

0，1333

0ρ430

0，1401
1，⑪589

0，5604

0，0028

0，1鍾多9

2，1592



　　所　衣　地

　　試聴年月
　　佳　　　歌

源泉温度　　420

比　　重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）…　　．

　ナトリウムイオン（Na’）　．．

　カルチウムイナン（Cバ）　・．
　マグネレウムイオン（M望’つ　・

　フェロイオン（Feつ・・…

　アルミニウ∴イオ｝（A1”つ　・

藤 原 温
栃木縣痘谷郡藤原村大字藤原字澤

大正14年1月（：東京）

泉

熱色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0005（150） 蒸髪残溜ま　　0，5197グラム（1キログラム中）

薦変赫蕨骸劣魏有）

アニオン

　クロールイオン｛Cγ）．．．．

　硫酸イオン（SOの・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）。

グラム　　　ミ11モル　　しりヴアル

0，6023　　　0，0588　　　｛｝，0588

0，1005　　　4，3696　　　4，3696

0，0599　　　1，4949　　　2，989S

O，60∩5　　　0，020G　　　Oρ412

0，0001　　　0，0018　　　0，0036

（D，0002　　　0，0074　　　0，0222

7，48δ2

0，085S　　　2，4196　　　2，4196

0，2179　2，268壬　4，536S
O，03：～3　　　0，528S　　　O，与288

0，L…99δ　　　11，1699　　　7，4852

0，0486　　　0，5976

監類表（妻灘灘鶴隷麟嘉翻

クロールカリウム（KCI）　・．．…

クロールナトリウム（NaCD・．…
二二酸ナトリウム〔Na三904）・．・…

硫酸カルチウム（C訊SO璽）　．．．．．．

並炭酸力1レチウム〔Ca（IICOI｝）2〕…

重炭酸マグネシウム（｝lg（IICO3）2〕。．

重かと酸套！1－酸｛ヒ戯〔Fe（11CO3）2〕　・　…

硫酸アルミ呂ウム〔A12（SOl）：1〕・・。・

醐酸（メタ）（HBO2）　・9・・・…

　●

王！詐望ミ（メタ）（II2トミiOl｝）・…

　　グラム
・　o，｛x｝44

。　　（㌧138虻，

・　　〔｝，1427

・　0，1706

　　1｝，0392

・　o，o‘）：m

・　o，o〔｝03

・　0，0013

．　0，0486

　　0，5481

0，5r181　　11，7675

其　他　　逝i離炭酸僅微

泉　　質 本泉は軍鈍温泉に属す

　　所　左　地

　　試蹴年刀
　　｛「1三　　　歌

深泉江L度　　3go

比　　：重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウ∴イオン（Cこゴ’）　．．

　マグネシウムイオンOlg’つ。

　フェロイオン（Feつ・…　　．

藤 原 温 泉
栃木縣麗谷郡藤原村大字藤原字澤

大正14年2月（東京）
無色澄明にして復弱アルカリ｛’1三反慮を皐す

　　　1，6004（15Q）

（船卸71く1キログラム「11に含イrする各成分及当量次の如し）

アニオン

　クロールイオン（Clつ　・。・・

　τ11』i改イオンでSOヂ）・・…

　ヒドロ炭殻イオン（IICO：つ・

グラム

0，0027

0，0908

0，0543

0，00‘〕3

0，0003

0，070δ

0，1892

0，0510

ミリモル

0，0Gg1

3，9478

1，35δ1

0，0123

0，0054

蒸髪互ミ流　 0，4718グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，0Gg1

3，9－178．

2，7102

0，0246

0，0108

6，7625

1，9S82　　　1，9SS2

1，9696　　　3，9392

0，8351　　　0，8351

0，4591　　10，2096　　　6，7625

0，0｛42　0，δ（｝14

盤類表（甥凝饗鷹器隷磁昂謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）・．．。，．，　0，0〔152

クロールナトリウム（N艮CD．．．・。．　0，1122

疏酸ナトリウム（Na2SO4）。．．・．．．　0，1441

硫1費カルチウム（CaSO4）　・。・・…　　　馬1300

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕．．．．　0，0〔M8

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO；二）2〕・・。　0，11018

：重炭酸亜酸化銭〔Fe（IICO3）2〕　．・…　　　　0，00P

瑳酸（メタXH＝Sio3）・・・・・・…　　0，0442

珪酸（メタXIIgSiOΩ・…

0，5033

〔｝，5033　　1〔　，774〔，

共　他　　遊離炭酸堤題

泉　質 心底は」強純温泉に旧す

一　50　一



　　班　左地

　　試験年月

　．性　　　歌

源泉温度

比　　重

中 島 温
栃木縣臨谷郡藤原村大字rP島

大正12年7月（東京）

．泉

無色澄明にして微弱アルカリ性の反癒を呈す

37，80

1，0006（150） 蒸獲残渣　　0，5537グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量i爽の如し）

カラオン

　カリウムイオン（K’）…　　’
．ナトリウムイオン（Kaつ　”

　カルチウムイオン（Caつ　…
　マグネシウムイオン（Mg．つ　・
　フェロイオン（Fe●●）・…　　　’

　アルミニウムイオン（Al…）・

アニオン
　殆酸イオン（NO3つ・・…
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム　　ミリモル　　ξリヴアル

0，0029　　　0，⑪742　　　0，0742

0，1125　　　4，8913　　　4，8913

0，0572　　　1，427δ　　・2，85δ0

0，0002　　　0，0082　　．0，0164

0，0001　　　0，0018　　　0，0036

0，0001　0，0037　0，0111

7，8516

0，0017．　　0，0274　　　0，0274

0，0831　　　2，3435　　　2，3435

0，2288　　　2，3818　　　4，7636

0，0438　　　0，7171　　　0，7171

　　　　　　　　　　　　　　　0，5304　　11，8765　　　7，8516

磁∫酸（メタ）でIIBO2）　・・。・　　1，，0‘）45　　0，1253

珪酸（メタ）（H2Sio3）・．・．　　〔），0525　　0，6704

　　　　　　　　　　　　　　　（．），5874　　12，6722

共　他　　遊離炭酸僅徴

　　　泉質　回忌は輩純濫泉に嶋す

盤類表．灘麟籍霧器叢議薦霧1醐

．イ聡酸カリ少ム（KNO3）　・・・…

クロールカリウム（KCI）…　　．・

クロールナトリウム（NaCD　…

硫酸ナトリウム（Na2Sα）．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　．．’・．．

重炭酸力．ルチウム〔C乞、（11GO・｝肩・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

重かと酸亜酸イヒ戯セ〔Fe（王ICO3♪2〕　…

硫酸アルミニウム〔A12（Sα）3〕．．．

観町酸（メタ）（11］BO2）　・　…　　　。　・・

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・…

　　　グラム
・　．　　0，0‘）28

．　．　　　0，0035

．　．　　0，1343

・　．　　O，1843

・・ @0，正469
・　・　　0，0δ65

・． @0，0012
－　　0，0001

．． @0，0006
・・．0，0045

．・ @0，0525
　　　0，5872

　　所　左　地

　　試験年月

　　性　　　歌

源泉温度　　270

比　　重

關 谷 鑛
栃木縣皿谷郡箒根村大字關谷字片角

大正15年9月（東京）

泉

無色澄明にして溺アルカリ性反慮を呈す

1，0015（150） 蒸；獲残渣　　1，6420グラム（1キログラム中）

イオン表（李島山義二更巽垂表忠易倉有）

カチオン

　カリウムイオ’ン（Kつ◎。’。
　ナトリウムイオン（Na．）．。．

　カルチウムイナン（Cバ）・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Feつ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン
　クロールイオン（Clつ。…
　硫酸イオン（SOノ｝・・…
　ヒドロガξ酸イオン（HCOゴ）　．
　7ド酸イオン（0王1つ　・　・…

グラム

⑪，0036

0，2151
t），2828

0，0032

0，0003
0，0002

iリモル

O，0921

9，3522

7，0577

0，1316

0，0036

0，0073

ミリヴアル

〔〕，0921

9，3522
14，1153
0，26：32

0，0072

0，0221

23，8521

0，042r喪　　　1，19δ7　　　1，1957

1，0δ58　　10，9899　　21，9799

0，0065　0，1030　0，1030
0，0098　　　0，δ73δ　　　0，573δ

　　　　　　　　　　　　　　　1，6197　　　29，5066　　23，8521

珪酸（メタ）（｝12SiO3）・…　　　　0，0223　　0，2847

　　　　　　　　　　　　　　　1，6420　　29，1913

其　他　　砧酸イオン痕跡

　　　泉質　本泉は石膏性苦啄泉に遇す

塵類表（野鴨藷齋二品二二昂醐

・クロール’カリウム（KC1）　・・．，．。。

クロールナトリウム（NaCD：・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SOρ・・。・。．。

硫酸カルチウム（GaSO4）　．．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．．

水酸・rヒカルチウム〔Ca（OH）2〕　・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕＿．．
コ］匡彦｝ξ酸丑巨酸イヒ鐵〔Fe（11CO3）＝〕　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12〔SO4｝3〕．．．。．

珪酸（メタ）（自噴2Sio3）・。　。・　・…　　　。

グラム

0，0069

0，06壬5

0，5859

0，9331

0，0077

0，0専16

0，‘〕077

0，0010

0，0013

0，0223

1，6419

＿51一



　　所　在地
　　試験年月
　　性　　　歌

三原封ミ温度　　　　500

比　　重

盤原大綱温泉
栃木縣監谷郡鞭原村大字’ド盛原字大細

大疋元年9月　（東京）

無色清澄にして微に硫化水素の臭氣を具へ微弱アルカリ性反慮を某す

1，0018　（150） 蒸渡理流　　1，494グラム（1キログラムrレ）

イオン表（甥撮赦蕪描寵有／
カチオン
　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　”
　アムモニウムイオン（KIIゴ）’
　カルチウムイオン（C三し’つ　・・

アニオン
　クローノレイオン（Clつ　・…

　裾三酸イオン（SO4り　…　　　。・
　ヒドロガと酸イオン（IICO：｝’）　・

　グラム　　　ミリモル　　　這リヴアル
0，00838　　　0，2140δ　　　0，2140δ

0，28606　12，41041　12，41041
0，00212　　0，11726　　0，11726
0，14571　　3，64275　　7，28550

20，02722

0，03164　　　0，892δ2　　　0，S92δ2

0，880δ0　　　9，16615　　18，33230

0，04S95　　　0，80233　　　0β0233

　　　　　　　　　　　　　　1，40336　　27，24547　　20，02715

孤避酸（メタ）（IIBO2）　・　・　。　・　0，00851　 0，19337
∫1三酸（メタ）（H2Sio3）…　　　。　0，09218　 1，17δ46

　　　　　　　　　　　　　　1，5〔｝405　　28，61430

ま三塗跨IL渉と酸（CO2）　　・　・　…　　　　　。　　0，06501　　　1，47750

　　　　　　　　　　　　　　ユ，56906　　30，09180

共　他　　マグネシウムイオン及ヒドロ燐酸イオン各痕跡，
　　　　　フ．▽ロ，アルミニウムがL耐酸イオン各氏徴

　　　泉質　本泉は芒硝性苦濾出に離す

塵類表（妻鍛疑響鷲瀦と溺祐翻

クロールカリウム（KCI）　・・・　…

クロールナトリウム（XaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Ka2SO4）・・・・…

クロールアムモニウム（NII｛C】）・…

硫酸カルチウム（CaSOρ　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）3〕・…

瑚酸（メタ）（IIBO2）　。．。．．。．。．

封i酸（メタ）（II2Sio3）　。　。・　・　・・　…

遊琵｛とかと酸（CO2）

グラム

〔1，0160

0，0328

0，8422

0，0063

0，4－111

0，06・49

1），0085

0，0922

　　　　　　　　　　　　1，5040
…　　　　　。　・　・　・　・　…　　　　　　0，0650

1，5690

　　所　泊三皇

　　試瞭年月
　　佳　　　歌

源泉温度　　500

比　　重

鞭原大綱温泉
栃木縣幽谷郡箆原町大字下號原字大綱8番地川岸

大1E11年1刀（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反磨を呈す

1，0014　（150） 蒸幾残潅　1，5237グラム（1キ・ク’ラムΦ）

イオン表＊ i李営奔義券丑翼煮羨劣塗壁有）

カチオン
　カリウムイオン（1くり　「”
　ナトリウムイオン（Naり・・
　カルチウムイオン（Ca●’）・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

アニオン
　クロールイオン‘Cl’）　…

　硫酸イオン（SO霊り　 ・…

　ヒドロかこ「酸イオン（IICO3’）・

グラム

O，O14S

O，302S

O，1514

0，0013

0，0312

0，88S4

0，1117

しりモル

0，3785

13，16δ2

3，7784
．0，0δ35

モワグアル
0，378δ

13，1652

7，5δ68

0，1070

21，2075

0，8799　　　0，8799

9，2484　　18，4968

1，8308　　　1，8308

1，5016　　29，3347　　21，2075

0，0034　0，0774
0，0874　　　1，1160

鳥類面面醗糖器隷薦孟翻

副酸（メタ）（llBO2）・　　。．
工li酸（メタ）（II2Sio：；）　　・　・

　　　　　　　　　　　　　　　1，5924
翅…真生刀ξ酸（CO2）　・。・・。・　　0，02〔｝1

　　　　　　　　　　　　　　　1，6188

共　他　　アルミニウムイオン痕跡

30，5281

0，6000

31，1281

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・…　　．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）・・．．．．。

：重炭酸カルチウム〔Ga（HCO3）コ〕・…

垂炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕。．．

丁丁酸（メタ）（11BO2）　・・・・・・…
封1』_（メタ）（H2Sio3）・・・…　　　。・・

遊離炭酸（CO2）

グラム

〔，，02S2

0，0293

0，899δ

0，3970

0，1397

0，0078

0，0034

0，0874

　　　　　　　　　　　　1，5923
．　．　．　．　。　。　．　．　．　．　．　　　0，0264

　　　　　　　　　　　　1，6187

泉　　質 本四は芒硝姓苦味泉に履す

＿52＿



4　　L

’

所　在　地

試瞼年月
性　　　状

盛原袖の澤温泉　（第轍）
栃木縣窺谷郡臨原町大字下盛原字袖の澤495番地

大正11年3月（東京）
無色澄明にして殆と中性の反慮を呈するも煮沸すれはアルカリ性に謎す

　　　　量原泉澁度　　　　44，50

　　　　上ヒ　　　重　　　1，0012　（15Q）

イオン表＊ i本鑛水1キログラム中に含有する各成分三型fま次の如し）

カチ才ン

　カリウムイオン（K’｝。’●。
　ナトリウムイオン‘Naり　・・
　カルチウムイオン（Caつ　。’
　マグネシウムイオン（Mg．’）．
　フェロイオン（F｛y●）・・…

　アルミニウムイオン（Al”●）・

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）。
　ヒドロが之酸イオン（HCO3り　・

蒸獲礎渣　　1，3142グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリグアル

O，0515　　　1，3171　　　1，3171

0，2541　　11，0478　　11，0418

0，1178　　　2，9399　　　δ，8798

0，0280　　　1，1513　　　2，3026

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

0，0001　　　0，0037　　　、Q，g匙エ真

　　　　　　　　　20，5656

0，4517　　12，6452　　12，6452

0，0463　　　0，4820　　　0，9640

0，0005　　　0，0052　　　0，0104

0，4238　　　6，9460　　　6，9460

1，3740　　36，5418　　20，5656

0，0319　　　0，7265

0，1717　　　2，1924

盛類表（魏凝襟器緑厩君1翻

クロールカリウム（KCD　・’。●。．

ク画一ルナ、トリウム（NaC1）・・…

ク唐墨ルカルチウム（CaC12）　…　　．・

硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・・．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：墨）2〕・・

＝重殺と酸璽E酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕　・　…

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕…

醐酸（メタ）（H1302）　・…　　　。…

車塵酸（メタ）（H：2Sio3）　・　・　・　・　・　…

　　グラム
・　0，0982

・　0，6壬59

．　0，0156

．　0，0656

・　0β757

・　0，1685

・　0，00⑪6

・　0，0006

・　⑪，0319

・　0，1717

，　瑚酸（メタ）（HBO2）　・・
　　珪酸（メタ）（H2Sio3）　。　・

　　　　　　　1，5776　　39，4607

・　・　・　…　　　　　　　0，3136　　　7，1273

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　1，5743
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　0，3136

遊離炭酸（CO2）

1，8879

　　　　　　　　　　　　　　　1，8912　　46，5880

共　他　　有機物僅微

　　　泉質　本泉は魚食二二に記す

　　所　噴三地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　44。

比　　：重

鞭原袖の澤温泉． （第武號） （貸切風呂）

栃木縣面谷郡晩原町大字下鞭原字袖の澤495番地

大正11年2月（東京）
無色澄明にして微弱酸性反磨を呈するも煮沸すれはアルカリ性に攣す

　　　　　　　　　　1，0008　（150）

イオン表＊衰z雪面錫補角
カチオン

　カリウムイオン（K．）’●．
　ナトリウムイオン（Na’）　・
　カルチウムイオン（Ca’つ　。
　マグネシウムイオン（Mg∴）
　フェロイオン（Fe’つ・…

　マンガノイオン（Mn”）・・

アニオン

　クロールイオン（Clつ…　　。
　硫酸イオン（SO1”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HGO37）・

グラム

0ρ340
0，0984

0，0652

0，0203

0，0046
0，0020

ミリモル

0，8696

4，2783

1，6272

0，8347

0，0824

0，0364

蒸獲残渣　　O，7240グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，8696

4，2783
3，2544

1，6694

0，1648
0，り728

10，3093’

0，0759　　　2，1404　　　2，1404

0，0250　　　0，2603　　　0，5206

0，4666　　　7，6壬83　　　7，6483

　　　　　　　　　　　　　　　0，7920　　17，7776　　10，3093

瑚酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，0057　　0，1298
珪酸（メタ）（H2SiO3）・．・・　0，2281　2，9126

　　　　　　　　　　　　　　　1，0258　20，8200
遊離多ξ酸（CO2）　　・　・　…　　　　。　　　O，4δ57　　10，3568

　　　　　　　　　　　　　　　1，4815　　31，1768
　　
其他　アルミニウムイオン痕跡

　　　泉質　本泉は軍縄温泉に了す

慶類表（甥鶴斐舗聡漁韻二藍糊

クロールカリウム（K：Cl）　。．・・…

クロールナトリウム（NaCD・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　．．

並炭酸ナトリウム（NaHCO3）　一　＿

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・

重単蹄亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕
塾員（メ　タ）（正1】302）　　・　・　・　…　　　　　．　．

珪酸（メタ）（H：2Sio3）一・・…

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・…

　　　グラム
　・　0，0648

　・　0，0743

　。　　　0，0370

　・　0，2089

　・　0，2b38

　・　　0，1221‘

・・@0，0146
　。　0，0064

　・　0，00δ7

一＿9，型
　　　1，0257

・・@0，4557
1，4815

＿＿ T3一



　　所　在　地

　　試離年月
　　性　　　欺
i康泉温度　　　　66Q

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1く：’）’99’
　ナトリウムイオン（Nし’）　”
　カルチウムイオン（Ca。つ　・・

　マグネシウムイオンうlgつ・
　フェロイオン（Fe’つ・。・。・
　マンガノイオン（｝ln’つ’・・
　アルミニウムィォン（Al’●’）・

號 原 温 泉 （小田所有泉）

栃木縣蒐1谷郡盟原町大字下篇原字畑下（畑上ζll三）小田別邸湯

ノく｝ElljF3．月　（東京）

殆と無色澄明にして微弱酸性反慮を某するも煮沸すれはアルカリ性に憂す

1，0013　（1δQ） 蒸嚢i震澄　　1，G15：3グラム（1キログラム中，

表＊（輔奪赫長姦絃一穂イ∫）

アニオン

　クロールイオンIC1り’。”
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ圭灘酸イオン（IIPO4り畠
　ヒドロ炭．酸イオン（IICO3’）・

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，03δ0　　　0，8951　　　0，89δ1

0，43δ壬　　18，9304　　　18，9304

0，0795　　　1，9840　　　3，9680

0，0188　　　0，7730　　　1，5460

0，0003　　　0，00δ4　　　0，0108

0，0003　　　0，00δ5　　　0，0110

0，0001　　　0，0037　　　0，0111

2δ，3724

0，6147　　17，33δ0　　11，3350

0，070δ　　　0，7339　　　　1，4678

0，0005　0，0052　0，0104
0，4002　　　6，5592　　　6，5592

棚酸（メタXHBO2）　・
王L酸（メタ）（II2SiOlゆ・

遊梼生炭酸（CO2）　・…

泉　　質

　　　1，6553　　47，2304　　2δ，3724

　　　0，0710　　　1，6170

　　　0，1907　　　2，4350

　　　1，9170　　51，2S24

・　　　　　0，2160　　　4，9091

　　　2，1330　　66，1915

塵類表（甥醗蓉砦聡激鰯昂謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

本泉は弱食塵泉に幽す

クロールカリウム（KC1）　・。…　　。・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭．酸ナトリウム（NalicO3）・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3♪2〕…

重芳着酸璽巨酸イヒ豊哉〔Fe‘IIOO3）2〕　。　・　…

重炭酸郵｛三酸fヒマンガン〔－n（HCO3）2〕・・

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO墨）3〕・…

醐酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

王L酸（メタ）（112Sio3）　・・・・ ・・…

0，0667

0，9611

0，1042

0，0861」

（㌧3216

0，1131

0，0010

0，0010

α0006

0，0710

0，1907．

遊離炭酸（CO2）・・・・・・・・・…

1，9170

0，2160

2，1330

盛 原
　　所　在　地

　　試瞼年月　　　昭和3年11刀
　　性　　　歌

源泉温度　　46Q
よヒ　　　　蟄［　　　1，0007　（150）　　　　　　　蒸三芝互芝言’丘

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kの》・。。
　ナトリウムイオン｛Naつ　’
　カルチウムイオン（Ca’。）　・

　マグネシウムイオンOig●つ
　フェロイオン（Fげつ・…
　アルミニウムイオン（AP●つ

アニオン

　クロールイオン（Cl’）…
　硫酸イオン（SO1り　・・。・
　ヒドロガξ酸イオン（11CO3り

温 泉
栃木縣四谷郡監i原田∫字下篇原1076番地

　　　　　　　（東京）

無色澄疹1にして微弱アルカリ性反億を呈す

表＊（李誉熱券描絵岩駝イ∫）

クラム

0，0160
〔1，1865

0，02U9

0，006S
O，0004

0，0003

0，13δ4

0，0155
0，367じ

｛リモル

0，4092

8，1087

0，6216

0，2796
0，0072

0，0111

ξリヴアル

｛｝，4092

8，1uS7
1，〔1432

0，δδ92

0，田43

0，0332

　　　　1〔｝，1678

3，8184　　　3，8184

0，1614　　　093227

6，0267　　　q，026τ

O，7494　　19，3439　　10，1678

0，0500　　　1，1387

0，1620　　　　2，0685

約　0，70グラム（1キログラム中）

塵類表1妻講欝犠隷薦三鼎

鰐」酸（メタ》（IIBO2）　・　…

珪酸（メタ）（112Sio3）・・。・

遊離汚と酸（COj

泉　　質

　　　　　　　0，9614　　22，5513

。　・　・　…　　　　　　　〔D，0655　　　1，4886

　　　　　1，り2G9　　24，〔｝397

本泉は輩麺温泉に届す

クロールカリウ∴（KC1）　・・・・…

クロール『ナトリウム（NaCD　・・・…

r器毒麦ナトリウム（｝ζa2SO4＞　・　・　・　・　…

並飛騨ナトリウム（NaHCO3）・・一・
重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・．

！症かこ唐山巨川イヒ鍛〔Fe〔IICO：；）2〕　　・　・　。　9　9

硫酸アルミニウム〔A1＝（SO｛）3〕…　　。。

砂」酸（メタ）（III玉02）・。。
・。。・…

珪｝駿（メタ）喝II＝Sio3）　・。…　　　。…

遊離炭酸（CO2）

．グラム

0，0305

0，1993

0，0206

0，3704

0，0845

0，0409

⑪，0013

0，0019

0，0500

0，！620

　　　　　　　　　　　　0，9614

・・・・・・・・… @　　0，06δ5

9

1，0269

一5．1一



辱

　　暫　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　3go

比　　重

盤 原 温 泉（寳の湯）

栃木縣騒谷郡駆原町字下盛原1⑪81番地

昭和3年11月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反：慮を呈す

1，0006（150）

湧出＝量　　 約　250ヘクトリートル（24時間）

蒸獲残渣　　約0，68グラム（1キログラム中1

イオン表＊ i本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量i欠の如し）

カチオン

　カリウムイオン（1｛つ・…
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　カルチウムイオン（Ca●’｝　・・

　マグネシウムイオン（1Wg”）　・
　フェロイオン（Fe●つ・…　　　。

　アルミニウムイオン（A1…）　・

アニオン
　クロールイオン（Clり・・．・・
　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：つ　・

グラム　　　ミリモル　　ミリグアル

0，0126　　　0，3223　　　0，3223

0，1790　　　7，7826　　　7，7826

0，0三～81　　　0，7013　　　1，4025

0，0⑪92　　　0，3783　　　0，7566

0，0004　　　0，0072　　　0，0143

0，001）3　　　0，0111　　　0，0332

10，3115

0，1387　　　3，9115　　　3，9115

0，0262　　　0，2727　　　0，5454

0，｛i571　　　5，85，16　　　5，8546

　　　　　　　　　　　　　　　0，7516　　19，2416　　10，3115

爾酸（メタXHBO2）．。一　　〇，0600　1，3665
玉圭酸（メ　タ）（II2SiO3）　・　。　．　．　　　0，1457　　　1，8604

盤類表（魏畿雛翻轄瀦徽編垂卑）

　　　　　　　　　　　　　　　⑪，9573　　22，4685

遊離炭酸‘CO2）　・…　　　。。　　0，033δ　　0，7614

泉　　質

0，9908　　23，2299

本泉は輩純温泉に属す

クロールカリウム（KCI）　．．．。。．．

クロールナトリウム（NaCD．．。。．．
硫酸ブ㌦トリウム（］図a2SO4）。・・．…　　　。

諏炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…　　．・

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕。．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：｝）2〕．．．

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕．．．．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SOJ3〕・・…

瑚酸（メタ）（HBO2）・・・・・・…

珪酸（メタXH2Sio3）・…　　。・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

｛D，024〔｝

O，2098

吐｝t｝：玉〔｝4
，

0，3092

0，1137

｛D，〔〕554

0，0013

〔｝，0019

0，0600

0，1457

　　　　　　　　　　　　0，9574
．　．　．　．　．　。　・　。　．　．　・　　0，0335

oρ909

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　43。

比　　重 1，0006（150）

原 温 泉
栃木縣日置郡魍原町字下賭原786番地1號

昭…印3年12月（束京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　湧μi量　約1，3ヘク凹一トル（24時間）

　　　　　　蒸蛋i残潅　　約0，73グラム（1キログラム中）

イオン表＊（李誓奪義雰巡歴骸騒華語）

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　．．
　カルチウムイオン（Ca。つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）。
　フェロイオン‘Feρつ・・　…

　アルミニウム・イナン（Al’つ　・

アニオン

　クロ」ルイオン（Cr）・…
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロが之酸イオン（IICO3’）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0145　　　0，3708　　　0，3708

0，1929　　　8，3870　　　8，3870

0，0241　　　0，6015　　　　1，2029

0，006r藍　　　0，2634　　　0，5263

0，0003　　　070D54　　　⑪，0107

0，0003　　　0，0111　　　0ρ332

10，5309

0，1466　　　4，1342　　　4，1342

0，0222　　　0，2311　　　0，4622

0β620　　　5，9345　　　5，9345

19，9390　　10，5309

1，1387

1，9562

塵類表三二藷霧器緑上通‡）

クロールカリウム（KCI）・・…　　．・

クロールナトリウム（NaC1）。．．．．。

硫酸ナトリウム（Na2串04）。．．．．．．

重炭酸ナトサウム（KaHCO3）．．．．．

重炭酸力1レチウム〔Ca（HCQ｝）2〕。．・．

重炭酸マグネシウム〔】～lg（］日［CO3海〕　，・

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO312〕．．．＿

硫酸アルミニウム〔A12（SOJ3〕．．．．．

国恥（メタ）（HBO2）　・・・・・・　…

石朋酸メタ｝（HBO2）
珪酸（メタ）（II2SiOID・…

遊離炭酸（CO2）・・

泉　　質

　　　　　0，7693

・…@　　qO500
　　　　　0，1532

　　　　　0，9725　　23，0339

．　．　．　・　　　0，0300　　　0，6818

1，0025　　23，7157

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　。　・　…

遊離炭酸（CO2）　・・・・・…

本泉は輩純温泉に厩す

グラム

〔㌧0276

0，220〔｝

o，0305

0，3523

0，0975

0，0385

0，0010

0，0019

0，0500

0，1532

　　　　0，9725

．　。　D　　　工），0300

　　　　1，0025

＿55一



　　所在地
　　試瞼年刀
　　性　　歌
源泉湿度　　：：37Q

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（NIピ）　・・

　アムモニウムイオン｛｝旺1｛’）・

　カルチウムイオン（Qし●’）　・・

　マグネシウムイオンorg”）　・

　フェロイオン（Feo’）…　　　。・

　アルミニウムイオン（AP’●）・

アニオン

　クロールイオン（C1り，．．．

　硫酸イオン（SO4り・・…

　ヒドロガξ酸イオン（IICO3つ　・

臨
』1L

原 温 泉
栃木縣箆谷礪二1原町大字中鷺原：：；6．壬番の1宅地内

大正12年6月（東京）
澄明にして微に黄色を帯ひ微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0004（15Q） 蒸萎愛乏職霞　　　0，4518グラム（1キログラムrレ）

表（油田赫蕨野鳥艶有）
グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0096　　　0，2455　　　0，2455

0，09δ6　　　4，156δ　　　4，1δ65

0，0003　　．0，0166　　　0，016G

O，0237　　　0，5915　　　1，1830

0，0071　　　0，2919　　　0，583S

O，0（X）3　　　02005遷　　　0，010S

O，0003　　　0，0111　　　0，0333

6，2295

0，066S　　　1，8S38　　　1，8838

0，0078　　　0，08王2　　　0，1624

0，2552　4，1833　4，1833

工．駿酸（メタ）（II29iOlゆ　・…

0，4667　　11，4668　　　6，2295

0，1388　　　1，7723

　　　　　　　0，6055　　1322391

g　・　…　　　　．　　　0，0252　　　0，5727

塵類表嬢三二蓉霧器隷轟融字）

クロール’カリウム（KCI）　・・．。・。・・

クロールナトリウム（NaC1）・。・…

硫酸ナトリウム（Na£04）．．．．．．．

1重炭酸ナトリウム（：NalilCO3、。．．．．

クロールアムモニウム（NII4Cl）．6。・

顕炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

難炭酸マグネ．シウム〔Mg（IICO：二）2〕．．．．

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（IICO：｝箆〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SOI）：；〕．．．．．

…圭酸（メタ）些II窪Sio3）・
・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0183

0ρ948

0，0091

0，2021

〔｝，OCOg

o，1）959

0，｛月27

（D，0（」10

0ρ019

0，1389

　　　　　　　　　　　0，6055

・・・・・・・・… @　　0，0252
　　　　　　　　　　　1、，6：；07

逝1離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　0，6307　　13，8118

木泉は軍純温泉に陽す

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　欺

源泉温度　　60Q

比　　重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）…　　9

　ナトリウムィォン（Na’）　．．．

　カルチウムイオン（Caつ　・‘

　マグネシウムイオン（｝1g’つ・

　フェロイオン（Fe。つ・…　　　。

那須湯本温泉
栃木縣那須郡那須村大字湯本字茶臼將

大正4年9月（束京）
無色澄明にして中性の反施1を呈す

　　　1，0015（15Q）

！李勲赫顕骸劣梅田）

アニオン
　クロールイオン（Cr）．．・．

　覆ご酸イオン（SO4り・・．・。

　ヒドロ炭酸イオン（licO』つ・

謂酸（メタ）（HBO2）　…　　．

工h酸（メタ）（｝1コSio：｝）。…

蒸嚢i互ミ謎ご　　1，792グラム（1キログラムr11）

泉　質

　グラム　　　ξリモル　　ミリヴアル

OpOO621　　0，15862　　0，15862

0，28Σ06　12，23693　　12，23693

0．18107　　4，52675　　9，05350

0，027，15　　　1，12685　　2，25370

0，00175　　0，03126　　0，062δ0

　　　　　　　　23，7652δ

　0，17678　　4，9S674　　4，98674

　0，86919　　9，04841　18，09682

＿一」≡～，94159．＿＿0，1｝81｛｝q　　o，q§ユP9

　1，58610　32，7972・…　23，76δ25

　0，01135　　0，2δ789

　0，25058　　3，19δ36

　　　　1，8480：3　36，2δ049

本泉は苦味泉に比す

籔類表（霧鶴焦焦器謀羅燃‡）

クロールカリウム（KCI）　…　　。。・・

クロールナトリウム（］∫aCI）。・．．・・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…
硫酸カルチウム（CaSO4）　．．．。1．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）．．．．．．
重かと酸マグネシウム〔Mg（11CO3）3〕…

重力結酸1｝ε酸イヒ釘芝〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

爾酸（メタXIIBO2）　・・・・・・…
玉セ酸（メタ）（｝12Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

OO118
コ

0，2824

0，5266

0，6159

0，0985

0，0453

0，00δ6

0，σ114

0，2506

1β481

＿5G＿



　　所　左　地

　　試験年月
　　性　　　歌
源泉ま皿度　　　　54Q

比　　：重

那須湯本温泉
栃木縣那須郡那須村大字湯本字八幡崎157番のロ號

大正6年2月（東京）

無色澄明にして微弱ア1レカリ性反癒を呈す

　　　　　　　　　　1，0003（150）

イオン表（本鍍水1キログラム中に含有する各成分及其二次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Xa●）　・・
　アムモニウムイナン（NIIゴ）．
　カルチウムィオン（Ca。●）　．．

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（F（y’）・・…
　アルミニウムイオン（Al’●’）　・

アニオン

　クロールイオン（Clつ・。・・
　耐置酸イオン（SO4”）　…　　　。・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO‘”）．
　ヒドロガξ酸イオン（HCO3’）　。

蒸i震残浴　　0，6670グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　くりヴアル

0，0148　　　0，3780　　　0，3780

0，0154　　　0，6681　　　0，6681

0，0005　　　0，0！77　　　0，0277

α0611　　　1，5275　　　3，0550

0，0278　　　1，1412　　　2，2824

0，0028　　　0，0δ00　　　0，1000

0，0011　　　0，0406　　　0，1218

6，62ε0

0，0208　　　0，5867　　　0，5867

0，2098　　　2，1841　　　4，3682

0，0039　　　0，0406　　　0、0812

0，0974　　　1，5969　　　1，5969

0，45δ4　　　8，2414　　　6，6330

0，0142　　　0，3227

0，2018　　　2，5733

無類表（魏鯵欝霧山冠藩箱黒

棚酸（メタ）（正IBO2）　．．．．
瑳酸（メタ）（正12Sio3）・　…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　0，6714　　11，1374

。　・　・　．　・　。　　　0，1198　　　2，7227

　　　　　0，7912　　ユ3，8601

本泉は箪純温泉に画す

クロ戸ルカリウム（KCD　。．．．．，．

クロールナトリウム（NaCl）。．。。．。

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．。．．．．

クロールアムモニウム（NII玉Cl）一・．

硫酸カルチウム（CaSO4）　．・．・・。．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　．．．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A12（S（＞1｝3〕・・…

燐酸アルミニウム（A12（III）04）：｝〕．．．．

耐酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．・．．

グラム

0，0282

0，0106

0，0345

0，00ユ5

0，2078

0，0473

0，109壬

0，0089

0，0025

0，0046

0，0142

0，2018

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　0，6713

・・・・・・・・… @　　O，1198
0，7911

泉　　質

灰　左　地

試瞼年月
性　　　欺

那須湯本温泉 （鹿之湯）

栃木縣那須郡那須村湯本
大飛三11勾奔g月　（東京）

無色澄明にして硫化水素臭をイ∫し弧酸性反磨を徴し源泉口の蓋の裏而に黄色の昇

華物（主成分硫黄）を附潜す

　　　　源泉温度　　760

　　　　上ピ　　　　コ竃　　　1，0024（15Q，

イオン蓑i＊ i本鑛水1キログラム中に含有する各成分及共二次の如し）

カチオン

　ホ素イオン（Hつ　・・・…
　カリウムイオン（K●）．・．．
　ナトリウムイオン（Nα’）・．．

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●つ・
　フェロイオン（Fe．つ。　　・・。
　アルミ．ニウムイオン（A1…）　・

アニオン

　クロールイオン（Clつ　…

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4つ
　耐孟酸イオン（SO｛り　・…

グラム

0，0110

0，0115

0，0542

0，1009

0，0500

0ρ096
0，1427

ミリモル

10，8748
0，2941

2β565
2，5181

2，0559

0，1719
5，26δ7

蒸獲残溢　　2，1357グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

10，8748

0，2941

2，3565

5，0362

4，1118

0，3438

15，7971

38β143

0，4753　　13，4038　　13，4038

1，0549　　10，8748　　10，8748

0，6977　　　7，2G79　　14，5357

盤類表囎欝欝密磐蘇藩晶旛‡）

クロールカリウム（KCI）　・・．・・．．

クロールナトリウム（NaC1）・．．．．．

クロ印ルカルチウム（CaCI2）．・…　　．

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

クロール餓（FeC12）・・・・・・・…

クロールアルミニウム（AICI3）．．。．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．．．．．

遊病競研己酸（王12SO∂　　…　　　　。　・　…　　　　6　・

珪酸（メタ）（II2Sio3）・。・一・。・。

　　　　　　　　　　　　　　　2・GO78　　55・0835　　38，8143　　　　神栖1農圃イヒ水素（H2S）

珪酸（メタ）（正12SiO：3）　・．・・　　0，2910　　3，7157
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　
　　　　　　　　　　　　　　　2，8988　　58，7992

遊拷住砺訂ヒァ旗募ミ（II2S）　・　…　　　　　　0、0352　　　1，0327

　　　　　　　　　　　　　　　2，9340　　59，8319

　　　泉質　本泉は硫化水面含有量性心婁泉に属す

グラム

0ρ219

0，1378

0，2795

0，1958

0，0218

0，0561

0，8290

1，0659

0，2910

　　　　　　　　2，8988
．　．　．　．　，　．　．　．　　0，0352

　　　　　　　　2ρ340

＿57＿



●

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　歌

源泉温度　　700

比　　匝

那須湯本温泉
栃木縣那須郡那須村湯本
；た了直116F9月　（ヌエ，；ξ）

（元　湯）

無色澄明1こして硫化水素臭を布し弧酸性反肱を呈す

1，00225（150）

　　　　イオン

カチオン
　フ翼素イオン（IIつ　・・・…

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　　・・
　カルチウムイオン（C乳、つ　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ　・
　フェロイオン（Fe”）　・・…

　アルミニウムイオン（A1…）　・

表聴（李誉奪赫蕨骸劣寵有）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（II901つ　・
　石琵酸イオン（SO｛”♪　・　・　…

蒸獲残渣　1，8854グラム（1キログラム中）

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，0108　　10，7525　　10，7525

0，0121　　　0，3095　　　0．3095

0，0441’ @1，9174　　　1，9174
0，1006　　．　2，5106　　　5，0212

0，0487　　　2，002δ　　　4，00δ0

0，0051　　　0ρ913　　　0，1826

0，1442　　　5，3210　　15，9630

38，1512

0，4538　　12，7975　　12，7975

7，0壬30　10，7δ26　10，7δ25

0，7009　　7，3006　　14，6012

8、5633　　53，7554　　3871512

0，2S62　　　3，6544

藍委醸（委雛懸霧慕蘇蘇宥1翻

クロールカリウム（KCD　　…　　　。・。．

クロールナトリウム（XaCl）。・・…

クロールカルチウム（CaCI2）・・…　　．

クロールマグネシウム（MgCI2）　・…

．亜クロール銭（FeC12）・・・・…　　。．

クロールアルミニウム（AICllB）・，．．・

硫酸アルミニウム〔A！2（SOI）3〕．．．．．

遊拷1匡登営（H2SO4）　　・　・　・　・　・　・　・　…

エヒ酸（メタ）（II窪Sio3）　…　　　　。　・　…　　　　。

王L酸（メタ）（II2Sio3）　・　．　．　・

遊｝i凱研必ヒフ旗素（II2S）

　　　　　8，8495　　57，4098
・　…　　　　　　　0，0105　　　0，3081

グラム

O，0231

0，1121

0，2787

0，1907

0，0116

0，0GO6

0，8328

1，053S

O，28G2

ヌ馬車牙：五蓋イヒかく素（II2S）

　　　　　　　　　2，8496

一一・一・・ @0，0105
2，8GO1

8，8600　　57，7179

泉　　質 本革は硫化水野含有酸性明碁泉に囑す

　　所衣地
　　試鹸年刀
　「　　性　　　欺

比　　：重

那須湯本温泉
栃木縣那須郡那須村湯本

大正11年9月（東京）

（立花屋旅館内湯）

無色澄明にして硫化水素臭を有し弧酸性反雄iを呈す

1，0021　（150）

　　　　イオン

カチオン

　水素イオン（Hつ・・・…
　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムイオン（Naつ…
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●つ　・
　フェロイオン（Feっ　・・。・・
　アルミニウムイオン（Al…）　・

葬茎獲残浬乏　　1，7245グラム（1キログラムrlり

表＊（巧く㌶フk1キログラム哩一こ合オ∫する各成分及其彙次〔⊃如し）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）　・…

　ヒドロ硫酸イオン（IISOの　．
　不禿酸イオン（SO8り　。・。．．

グラム

0，0106

0，0065
0，0：379

0，1⑪04

0，0429
〔D，〔｝063

0，1093

ミリモル

10，5106

0，1662

1，6478

2，50δ6

1，7σ｛0

0，1128

4，0δ17

ミリヴアル

10，5106

0，1662

1，磁78

6，0112

3，5280

0，2256

12，1551

33，2445

0，4，茎40　　12，5216　　12，5216

1，0196　　10，5106　　10，5106

0，4902　　　5，1061　　10，2123

　　　2，26S2　　4S，8970　　33，2445

．　。　　　0，2S94　　　3，6953

盛類押脚鶴王臣鎌滋鼠編翻

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（XaCU・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・…　　。

クロールマグネシウム（MgC12）　・…
㍊ご酸亜酸イヒ翼是（F叱受30裏）　　…　　　　。　．　，　．　．

クロールアルミニウム（AICI：の・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SQ藍）：；〕・・…

遊離硫酸‘II2SO4）　・・．…　　。．．．

瑞酸（メタ，（II2Sio：監）．・・．…　　．．

IL駿（メタ）（II2SiOl；）．　．

　　　　　2，5576　　52，5923

・… @　　0，0034　0，7000

グラム

0，0124

0，0963

0，2781

0，1680

0，0143

0，0S（㍊

0，5825

1，0302

0，2894

遊拷監E缶fヒフk；餐〔II2S）

1笠抗lll研訂ヒかく素（II2S）

　　　　　　　　　2δ576
・　●　．　。　。　・　●　。　・　　O，0034

2，5610

2，5G10　　53，2923

泉　　質 本泉は硫化水素含有酸性明車泉に局す

一5S一



所　乖　地

試実年刀
性　　　歌

檜 原 鑛
群馬縣多野郡上野村大字楢原

大正8年10月（東京）

泉（冷）

無色澄明にして少許の沈澱あり敵味を有す，反癒中性なれとも煮沸すれは白色沈

董を止してアルカリ性に墾す
上ヒ　　　　重　　　　1，0045　（150）

イオン表（李二二義雰一翼県錫艶有）

カチオン
　カリウムイオン（Kつ　・。・・
　ナトリウムイオン（Ka’）…
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムイオン（Caつ．・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe鱒）・・…

　マンガノイオン（Mnつ…

ア昌オン
　砧酸イオ．．ン（耳03’）・・…

　クローノレイオン（Cr）。・・。

　プロームイオン（Brり・…
　ヨードイオ・ン（」’）　・・。・・

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り　．

蒸嚢残渣　　5，2200グラム（1キログラム中）

グラム　　ミリモル　　モリヴアル
0，0771　　　1，9693　　　1，9693

1，6230　　70，4121　　70，4121

0，0028　　　0，1549　　　．0，1549

0，2474　　　6，1850　　12，3100

0，0707　　　2，9023　　　5，8046

0，0011　　　0，0196　　　0，0392

0，0083　　　0，1509　　　0，3018

91，0519

0，0057　　　0，0919　　　070919

2，5062　　7’0，6968　　70，6968

0，0009　　0，0113　　　0ρ113

0，0015　　0，0118　　0，0118
0，0031　　　0，0323　　　0，0646

1．2309　　20，1755　　20，1755

　　　　　　　　　　　　　　　5，7787　172，8137　　91，0519
礪酸（メタ）（HBO2）．．・・　0，1703　3，8695
珪酸（メタ）（】II2SiO3）。…　　　　0，0582　　0，7422

　　　　　　　　　　　　　　　6，0072　177，4254
遊翻筋ξ酸（CO2）　g　．　．　．　・　．　　　0，5023　　11，4160　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　6，5095　188，8414

其他　リチウム，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕
　　　　　跡

　　　泉質　本泉は主類含有早食瞳泉に聞す

盤類表囎麟糖器識繍学事）

耐酸カリウム（KNO：｝）　．．．．．．。．

クロールガリウム（KCD　，。．．．．．

クロールナトリウム（NaCD　・・。．，・

ブロームナトリウム（Na：Br）．．．．　．

ヨードナトリウム（NaJ）　，．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．。．．．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）。。．．．

クロールアムモ．ニウム（NH4CD。＿．
：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕。．．．

重炭酸マグ累シウム〔Mg（HCO：～）2〕．・．

重圏ξ網羅酸イヒ餓〔Fe（HCO3）2〕　，　．　．　．　．

重炭酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO：｝〕2〕・

麹酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．．．，．．

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・…

グラム

O，（κ）93

0，1401

4P167

0，0012

0，0018

0，0046

0，1397

0，0083

1，0020

0，4249

0，0035

0，0267

0，1703

0，0582

　　　6，0073

・　・　　　0，5023

6，5096

比

所　震　地

試瞼年月
性　　　｝決

　重

　　　　　じ

星　尾　鑛　泉　（冷）
群麟下北1卜感量尾澤村大掌星尾村掌鱒水1193番地

大正2年1刀（東京）
無色澄ゆ】にして殆と中仕反慮を呈し煮沸すれは白濁して微弱アルカリ性に憂す

1，0022　（140） 二巴i礎油i　1，5485グラム（1キログラム中）

イオン劇轄熱唱翼骸蹴有）
　　　カチオン
　　　　カリウムイオン（Kつ　…　　　。
　　　　ナトリウムイオン（Na●）　・。
　　　　アムモニウムイオン（NI1の・
・　，　カルチウムイオン（Ca”♪　・・
　　　　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　　　　フェロイオン（Fe’つ・・。・・

アニオン
　クローノレイオン（Gl’）・…

　硫酸イオン（SO4”）…　　　。・
　ヒドロ；炭酸イオン（llCO：監’）・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

　　　　　　　　　0，55862　　　　0，558620，02187
0，31146　13，51236　13，51236

0，00032　　0，01715　　0，01715

0，20668　　5，16700　10β1400
（㌧02685　　1，10222　　2，2⑪444

0，00070　　0，01250　　0，025〔｝0

　　　　　　　　　26，63157

o，43914　12，387δ9　12，38759

　　　　1，10264　2，20δ280，1⑪592
0，73574　12，0δ9：33　12，05963

1，84868　45，90941　26，65220
0，02129　　0，48375

0，02332　　0，29737

野饗表（麩酪蓼黙黙隷厩晶湛）

瑚酸（メタ）但BOの・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

．泉　　質

　　　　　　　1，89329　46，69053
．　匿　。　．　．　．　　0，22938　　5，21318

　　　　　2，12267　51，90371

本泉は土類含有副食鯉泉に話す

クロールカリウム（K：Gl）　・・．．．。．

クロールナトリウムfNaCl）。．．。．．

硫酸ナトリウム（NaコSO壬）．＿．．．．

クロールアムモニウム（NH4Cl）．．．．

硫酸カルチウム（CaSO壬1　．．・．．．・

重炭酸カルチウム〔Ca（HC伍｝2〕・．＿

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

重炭酸亜酸化鐵〕Fe〔HCO3）2〕．．．．．

劒酸（メタXIIBO∠）・・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Si飯1・・・・・・…

遊離炭酸‘GO2）

グラム

0，Q417

0，6909

0，121f｝

0，00王0

0，0：343

0㌻7963

（1，1614

0，0022

0，0213

e，0233

　　　　　　　　　　　　1，8934

・・・・・・・・… @　　0，2294
2，1228

＿59一
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西 野牧鑛泉
　　・　　所　左地
　　　　　　士魂年刀
　　　　　　性　　　歌
　　　　↓ヒ　　　　重：　　　1，0103　（150）

イオン表（蕊三二藏骸2通塗
カチ汁ン
　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na。）　・・
　アムモニウムイオン（XH1’）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン01g”）　・
　フェロイオン（Fe”）・・…
　アルミニウムイオン（Al鱒’）　・

アニオン
　クロールイオ’ン（C1’）・…

　ブロームイオン（Br’）・…
　ヨードイオン（J7）・・…
　硫戯イオン（SO｛”）　・…　　　。

　ヒドロガと1貧イオン（11COゴ）　・

祥蔦賑北－lr祭郡西牧村酉野牧321番地

昭和2年10月（束京）
無色澄明にして戯味を具へ溺ア1レカリ性反慮を呈す

グラム
0，1520

モリモル

3，8875

葬薫髪夏達f～ご　　11，8203グラム（1キログラム【P）

4，1992　132，5741　182，5741

ミリヴアル

3，8S75

0，0089　　　0，4933　　　0，4933

0，1703　　　4，2δ01　　　8，5001

0，0492　　　2，0231　　　4，0461

0，0061　　　0，1093　　　0，2186

0，0144　　　0，5314　　　1，5941

　　　　　　　　2013138
　　　　　　　　　　，

5，163Q　145，6〔民）7　145，60Q1

0，0077　　　0，0963　　　0，0963

0，0099　　　0，078〔｝　　0，0780

0，（ンじ39　　　0，04し｝6　　　0，（［812

3，3835　　55，4576　　55，4576

　　　　　　　　　　　　　　　13，1G81　3915，1420　201，3138
碍1『淀（メタ）（IIBO2）　・．．．　　0，1495　　3，3s21

珪｝強（メタ）（112SiO3）・…　　　　0，0397　　0，5069

　　　　　　　　　　　　　　　13，3563　399，0310
ま生・｝；：とかと｝三楚（CO2）　　。　．　・　・　．　．　　　0，4364　　　9，9182

　　　　　　　　　　　　　　　13，7927　408，9r192

共　他　　　・マンガノ及硝．酸イオン各痕跡

泉　　質 三聖は翻酸含有アルカリ学食臨泉に属す

監類表（魏二二馨密二二＆1鴛濡1謬）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

プロームナトリゥム（NaBr）．．．・．g

ヨードナトリウム（NaJ）　．．．．．．．

：重炭’酸ナトリウム（NallCO3｝・．．。．

クロールァムモニウム（NII4CI）。…

重炭酸カルチウム〔Cn（IICO3）2〕。．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCOD2〕．．．
重ガξ酸套E駿fヒf弐〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

クロールアルミニウム（AIG13）・…　　。

硫1駿アルミニウム〔Aし（SO｛）3〕・．。。．

爾酸（メタ）（王1］BO2）　・　・・　・　・…　　　。

珪酸（メタ）（112SioD・。…　　。・6。

遊離炭駿（CO2）

グラム

0，2899

8，1673

0，〔｝〔［99

0，0117

3，5S66

0，｛〕264

0，6S89

0，2961

0，0194

0，0673

0，0046

0，H8δ

0，0397

　　　　　　　　　　　　13，3563
●　。　．　．　．　●　。　。　・　・　●　　　0，4364

13，7927

↓ヒ

班　左四
露℃験年月

性　　　歌

　重

小坂鑛泉（冷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
群馬縣北背樂郡小坂村大字f・M・坂字春ロ川

大正5年3月（東京）
無色清澄にして戯味姓1．こ刺戟性清凍の吐を具へ復粥アルカリ性反庶を呈す

1，lX〕63（150） 薫峯嚢夏隻才怪　　8，5⊃07グラム（1キログラムじP）

イオン表（菊奔赫薮絃騒倉イリ

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　…
　ナトリウムイオン（Na’）　・
　アムモニウイオン（NII4’）・
　カ1レチウムイオン（Ca陰’）　・

　マグネシウムイオンOlg9つ
　7エロイオン（Fe’つ　・…

o

o

●

・

●

アニオン

　クロー1レイオン（Cl’）。・・。
　ヨードイオン（J’）　…　　　。・

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICOゴ）．・

グラム

0，174G

モリモル　　iリヴアル

4，4508　　　4，4598

2，δ｛｝57　121，7223　　12ち7223

0，0019　　0，1051
0，2910　　　7，27δ0

0，0δ9S　　　2，4δ4δ

0，（，028　　t，，0δ00

0，1051
14，5500

4，9096
0．1〔｝（10

145，8468

4，2δ56　12（，，Or151　120，0451

0，0050　　　0，0394　　　0，0394

〔㌧‘）192　　　0，1999　　　0，3998

1，5474　　2う，3625　　25β625

9，163〔，　2S1，7139　14区画84σ8

0，1419　　　3，2243
0，r）541　　　〔｝，6899

監類表咳面訴田翁漏猛属滋字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

裕liI童（メタ）（II］BO1）　・…

珪己2（メタ）（112Sio3）・　…

逞離炭．薩（CO3）

　　　　　　　9，3δ90　2Sδ，62S1

．　．　。　…　　　　　　　1，2848　　29，2000

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロー1レナトリウム（NaCD・・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　．．．・…

硫歳ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（NalICO3）　・・…

クロー1レアムモニウム（NH｛Cl）・…

：重炭カルチウム〔Ca（1．ICO3）2〕・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…
重が之酸」｝E蓑途｛ヒξ＝～〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

翻｝㌃ミ（メタ）（正IBO2）　。・。・・。。・。

珪酸（メタ）（II2Sio：｝）　・・。・…　　　。・

物貰鰯と酸（CO2）

0，3327

6，7δ5壬

0，00GO

O，028壬

0，4883

0，0056

1，1786

0，3δ94

0ρOS9

0，1419

0，0541

　　　　　　　　　　　　9，3593

・・・・・・… @　　。・　1，2S48

106｛41
　，

10，6438　314，S281

振　　買 亭泉は炭畿及主源含有食1＝i泉i二届す

一60一



比

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

　重

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（Kつ”●’
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイナン‘N正1壬。）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ　・
　アルミニウムイオン（A1…）　・

郷 原 鑛 泉

群馬縣碓永郡原市町大字郷原已1465番地
ブくi豊三8勾…．12刀　 （｝1下京）

（冷）

無色澄り1にして献味を具へ溺アリカリ性反磨を呈す

　　　　1，0181（15Q）

（李響赫蹟絵脇宅有／

　　アニオン
　　　クロールイオン（CP｝・…
　　　ブロームイオン（且r’）・…

　　　ヨードイオン（J’）　9」…
　　　窃云酸イオン（SO｛”）・・…

，　ヒドロ炭酸イオン‘IICO3’）・

蒸壌i残渣　　21，1321グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル
0，0433　　　1，1060　　　1，1060

8，2165　356，4642　3564642
0，Cト106　　　0，5863　　　0，5863

0，0702　　　1，7550　　　3，5100

0，0316　　　1，2972　　　2，5944

0，000r1　　　0，0148　　　0，0444

364，3053

8，9〔〕04　251，G691　251，0691

0，0⊂B1　　　0，03S8　　　0，0388

0，0冬08　　　0，3216　　　0，3216

0，0182　　　⑪，1890　　　0β790

6，8634　112，4968　112，4968

　　　　　　　　　　　　　　　24，19S5　725，3393　364，3053

醐酸（メタXHBO2）　・…　　　0，1490　3，3856
珪酸（メタ）（】≡12SiO3）。・　・　。　　0，「｝543　　0，6924

　　　　　　　　　　　　　　　24，4018　729，4173
遊樹ヒ疹ξi酸（CO2）　　・　・　9　…　　　　　　　0，48δ0　　11，（二）227

　　　　　　　　　　　　　　　24，8868　740，4400

其他　　リチウム，フェロ，ぐンガノ及ヒドロ燐酸イオン各
　　　　　痕跡並砧酸イオン僅微

　　　泉　　質

二二囎鶴巷翻1手騙隷最編翻

クロールカリウム（KCI）　・・…

クロールナトリウム（NaGD・…

ブロームナトリウム（NaBr）・・．．

ヨードナトリウム（NaJ）　・・…

硫’酸ナトリウム（Na2SO4）・・…

重炭酸ナトリウム（NalICO3）　…

クロールアムモ晶ウム（NH4CD　・・

：重炭酸カルチウム〔Ca（IIGO3）2〕・・

重淡口マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4，3〕…

砺酸（メタ）（HBO2）　・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　。　・　・　」　・　・

遊離炭酸（CO2）

本中はヨ繭F及翻酸含有アルカリ牲食籔泉に秘す

　　　グラム
。．

D　　0，0825

・　、　　14，5881

・一〇，0040

・・ @0，0482
・　・　　　0，0238

・　・　　879453

・　・　　0，0314

・　・　　0，2843

・　・　　0，1899

・・ @0，0025
・　・　　0，1496

・　・　　0，0543

　　　　　　　　　　　　24，4033
…　　　　。　・　・　・　・　…　　　　　　0，4850

24，8883

比

　　　　　　　　磯　　　蓬　　　鑛　　　泉　陶（冷）

所　在　地　　群馬縣碓氷郡磯部村大字西上磯部字下山の根556番地
言式1蕨定年刀　　 大五E14石1三8刀　（〕狂京）

性　　　欺　．無色澄り」にして弧献味を具へ溺アルカリ性の反磨を呈す

　重　　　　1，0135　（150）

イオン…甜李響蕩蹟強重創∫ノ

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Ka●）　・・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（五1g’つ　・
　フェロイオン（F（ジつ・・…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　ブロームイオン（Bガ）・…
　ヨードイオン（Jつ　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り・
　ヒド・炭酸イオン（IICO3’）・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，04888　　1，25013　　1，25013

6，01930261，70869261，10B69
0，16709　　4，16995　　8，33990
0，04｛｝70　　1，67352　　3，34704

0，00031　　0，0e555　　0，01110

274，6δ686

6，98280196，92⊂｝55196，92055

．0，004115　0，05149　　0，0δ149

0，001185　0，00934　　0，00934

　　　　　0，00510　　0，010200，0り049

4，73820　77，66δ28　77，66528

　　18，0こ♪397543，45960274，65686

・　・　　0，56760　12，927QO

　　　O，04050　　0，51714

藍類表囎鶴門門霧磐融韻藁祐翻

醐酸（メタ）（11BO2）・・
珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）　一・・

泉　　質

　　18，61117556，90374

・　・　　0，4148ウ　　9，42728

19，02δ97566，33102

クロールカリウム（K：CD　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

ブロームナトリウム（NaBr）・…　　　。

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・…　　　．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…　　．

燐酸カルチウム（CaHPO4）　・・…　　．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　．．

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕一…

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・・・…　　　●・’

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・…　　●’”．

遊離炭酸（CO2）

本泉は醐酸含宥アルカリ牡食些桑に属す

　グラム

0，0932

11，4389

0，00δ3

0，0014

5，5423

0，6751

0，0007

0，2449

0，0010

0，5676

0，0405

　　　　　　　　　　　　18，6109
．　．　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，4148

19，0257

＿61　一



　　所．オニ地

　　試瞼年月
　　佳　　　田

津　　重

　　　　イオン表

カチ才ン
　カリウム．イオン（K’）・。・●

　ナトリウムイオン（耳aつ…
　アムモニウムイ才ン‘XII｛●）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlgつ・

磯　邊　1．泉（冷）
群馬照礁氷都鍔蔓部村大字引上磯部字下山根甲555番地
：スこ1E　15ゴ1二1刃　（封こ京）

殆と無色澄明にして戯野並清凍味を具へ徴弱酸性反磨を呈す

　　　　1，01δδ（1δo）

鷹編蕨絃劣寵イ∫）

蒸獲残渣　　18，49グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴ）」ル

0，1621　　　3，8900　　　3，8900

7，e993　30s，6652　308，6δ52
｛一D，O148　　　0，8204　　　0，821〕r1

0，12δ3　　　3，1271　　　6，2δ41

｛㌧0355　　　1，4597　　　2，9194

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322，5491
アニオ’ン

　クロールイオン（Cr）・…　　　8，4封923S，1629238，1529
　ブロームィォン（Br’）・…　　　0，0142　0，1777　〔｝，1777
　ヨードイオン（」’）　・・…　　　　0，0290　　0，22s5　　0，22δδ

　硫酸イオン（SO4”）　・・…　　　　Q，202G　　2，10S9　　4，2178
　ヒドロ拶と酸イオン（IICO3’）　・　　4，8667　79，7722　79，7122

　　　　　　　　　　　　　　　　20，9844　638，4026　322，5491
　五切詰（メタ）（IIBO2）　。　・・　。　　0．7090　16，1474

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　　　0，0386　0，4929

　　　　　　　　　　　　　　　　21，7320　6δ5，0429
　遊磁【かと酸（CO2）　　・　・　…　　　　。　　　1，5323　　34，s250

　　　　　　　　　　　　　　　　23，2δ43　6S9，8679

共他　リチウム，フェロ及ア1レミニウムイオン各痕跡

　　　　泉　　質

塵類表（甥両両器1識蔭言醐

クロールカリウム（KCl）　・・・・…

クロールナトリウム（NaGl）・・・…

プ三一ムナトリウム（NaBr）・・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO．1）・・・・…

コ亜炭‘酸ナトリウム（NallCO3）・・…

クロールアムモニウム（MrlCD・…
重炭酸カルチウム〔Ca（1icσ‘）2〕●●。。

重炭酸マグネシウム〔Mg（IIGO：監）2〕…

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

到…1裟（メタ）（112Sio3）。・・・・…　　　。

遊離痴酸（CO2）

本泉はヨ鯛ド，炭酸及瑚酸含有アルカリ性食鰹泉に試す

　グラム
O，29｛γ）

13，6470

0，〔〕183

0，0343

0，2996

5，9310

0，0439

075068

0，2136

0，7090

0，0386

　　　　　　　　　　　　21，7319
・　・　・　・　・　・　…　　　　　。　・　　　1，5323

　　　　　　　　　　　　23，26・12

比

駈　在　地

試験年月
性　　　歌

　並

磯　邊　鑛　泉（冷）
群馬理系礁氷郡磯部村大字西上磯部字久保田387番地

大了E15勾三4月　（束）｝ξ）

微に蛋白石濁にして戯味を具へ徴溺酸性反回を呈す

1，0112（150）

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイナン（Kつ…　　’
　ナトリウムイオン（Nパ）…
　リチウムイオン（Lig）・…
　アムモニウムイオン（NII1’）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg．’）　・
　フェロイオン（Fe．つ　・・…

　アルミニウムイオン（A1”’）　・

蒸獲残浮丘　　12，8352グラム（1キログラム「P）

表（鷲変海賊骸翫倉有）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　ブロームイオン（Brつ・。・・
　ヨードイオン（」’）　・・…

　硫酸イオン（SO．墨り　・・…

　ヒドロ鱗酸イオン（IIPO‘り・
　ヒドロかこ．酸イオン（IICOゴ）　・

醐酸（メタ）（IIBO2）　・…
珪酸（メタ）（II＝SiO：ちレ…　　．

グラム　　　竜リモル　　ミリヴアル．
1），1060　　　2，7110　　　2，711〔．，

4，9｛，δ3　213，2739　213，2739

0，00：｝1　0，0144　0，014壬
〔，，‘）1｛．1δ　　　t㌧5833　　　0，5S33

0，1728　　　4，3125　　　8，62δ0

（，〆｝293　　　1，20壬8　　　2，4096

〔D，00．．，1　　0，0018　　 0，1．）t〕36

ユレ，COO9　　　0，0332　　　0，0996

　　　　　　　　227，72‘）4

5，3723

0，1023
0，C岨δ

0，01H
（りM〕11

4，6317

151，5031　151，5031
　C｝，∩2S3　　　0，0288

　0，〔　118　　 0，0118

　0，II87　　　0，2374
　〔㌧l111δ　　　〔’，023［〕

75，9163　　1艶，9163

15，2453449，725122ろ72｛．）4
0，3956　　　9，00」8

0，03S壬　〔㌧491〕3

　　　　　　　　　　　　　　　15，6793　459，2252
遊離炭1装（CO2）　・・・…　　　　　0，78S9　17，9296

　　　　　　　　　　　　　　　16，46S2477，1548

共他　ヒドロ隣駿イオン灘示

　　　泉　質

●

富商表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含宥する溶液に概略相寺：穿す）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・…　　．

ブロームナトリウム（NaBr）・・・…

ヨードナトリウム（KaJ）　・・・・…

硫酸ナトリウム（Ka2SO、‘）・・。．．．。

重炭－酸ナトリウム（NallCO3）・・…

クロールリチウム（LicD　・・・・…

クロールアムモニウム（｝ζII．1CD　・・。・

重炭酸カルチウム〔Czし（11CO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭配～亜『酸化鉱〔Fe（11CO3）2〕　。　…　　　。

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・’．．。．

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO4）1；〕。…

爾湿ミ（メタ）（IIBO2）　・・・…　　　。・・

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・・・　・…　　　。

遊離炭殻（COj

本泉は贈酸含有アルカリ性食範泉に瀕す

グラム

0，2021

8，6635

0，0030

0，α118

0，0114

5，4504

0，00〔）6’

‘1，（，311

0，6991

0，17（翼3

0，0α，3

0，り044

0，0013

0，3956

0，038・1

　　　　　　　　　　　　15，6793
・　・　●　・　。　・　…　　　　　。　●　　　0，7889

　　　　　　　　　　　　16，4682

一62一



此

所　在　地

試瞼年万
　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）…
　ナトリウムイオン（Na’）　・
　アムモニウムィォン（NH：4）
　カルチウムイオン（Cバ）　・
　マグネシウムイオン（Mg●つ
　フェロイオン（Fe．’）・。・・
　アルミニウムイオン（AlO●’）

・騰 部 鑛 泉
群馬縣碓氷郡磯部村大字西上磯部字臨の久保乙128番地の2

昭和2年8月（束京）
1，0217　（150） 蒸獲残液　 約　26，27グラム（1キログラム中）

袋（本圃水1キログラム中に含有する各成分及位量的の如し）

アニオン
　耐酸イオン（NO3’）・・…

　クロールイオン（Cl’）。…
　ブロームイオン（13rり・…
　ヨr一ドイオン（」’）　・・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：；り・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，1997　　　5，1074　　　5，1074

9，6623　420，1004　420，1004

0，0075　　　0，4167　　　0，4167

0，3524　　　8，794G　　　17，5892

0，0753　　　3，0962　　　6，1924

0，0006　　　0，0105　　　0，0215

0，0011　　0，0342　　0，1218

499，5494

0，0025　　　0，0403　　　0，0403

11，9396　336，7063　336，7063

0，0051　　　0，0638　　　0，0638

0，0059　　　0，0465　　　、0，0465

0，0943　　　0，9816　　　1，9632

6，7545　110，7293　1101293

29，1008　886，1278　449，5494
0，2800　　　6，3770

0，0293　　　0，3741

無類義…囎欝萎糖磐隷義藷属画

塾酸（メタ）（HBO2）　・．．．
珪酸（メタXII2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　29，4101　892，8789
・　・　。　…　　　　　　　1，2719　　28，9069

30，6820　921，7858

耐酸カリウム（K：NO3）　・・．．．．．．

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

グロールナトリウム（NaC1）・・…　　．

ブロームナトリウム（NaBr）・…　　　．．

ヨードナトリウム（罫aJ）　・・…　　．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

クロールアムモニウム（NH4CD・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：豆）2〕…

重多と酸」｝窪酸イヒ鐵〔Fe（正ICO＝二）2〕　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SO．ρ：の・・．．．

棚酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（112Sio3）　・　・　・…　　　。　・・

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

本泉は醐酸及炭酸含有アルカリ性強食懸泉に腸す

　グラム

0，0041

0，3778

19，3G33

0，0〔｝66

0，0070

0，1395

7，3018

0，0223

1，42δ4

0，453耳．

0，0019

0，0070

0，2800

0，0293

29，4191

1，27坦

30，6910

比

所　左　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

磯 部 鑛

群馬縣碓氷郡磯部村西上磯部135番地

昭和2年8月（東京）

泉　（冷）

無色澄明にして献月回清猿味を具へ微弱アルカリ性反磨を呈す
】，0113　（15Q） 蒸曇i残浴　　13，8113グラム（1キログラム中）

イオン二四熱鑛骸號有）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　　。
　ナトリウムイオン（Na●●）・・
　アムモニウムイオン（NH4●）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”｝・
　フェロイオン（Fe．つ・・…
　アルミニウムイオン（A1…）　・

アニオン
　鞘酸イオン（NO；｝’）・…

　クロールイオン（Cy）…
　ブロームイオン（Brつ。”
　ヨ・一ドイオン（」り　 ・　…

　硫酸イオン（SO4”）・…
　ヒドロ炭酸イオン（11CO：の

グラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0，1185　　　3，0321　　　3，0321

5，1101　222，1774　222，1774

0，0074
0，1670

0，0340
0，0034

0，0001

0，410壬　　　0，4104

4，1684　　　8，3368

1β986　　　2，7972

0，0δ94　　　0，1188

0，0031　　　0，0093

236，8819

0，0113　　　0，1829　　　0，1829

6，4313　191β700　181，3700
0．0075

0，0358

0，0102

3，3397

0，0939

0，2821

0，10δ1

54，7428

0，0939

0，2821

0，2102
54，7428

珊酸（メタ）（IIRO2）・…
珪酸メタ）（II2Sio：B）・…

】5，2763　468，0252　236，881～〕

0，0594　　　1，3528

0，0319　　　　0，4073

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　15，3676　469，7863
・　・　…　　　　　。　　　　1，5374　　34，9410

16，9050　504，7273

輝輝表囎酪欝齋器蘇藩角細

石肯酸カリウム（KNO3）　・・・…　　　．．

クロールカリウム（KCD　・・・…　　。

クロールナトリウム（NaCD・・・…

ブロームナトリウム（XaBr）・・・…

ヨード’ナトリウム（NaJ）　・・・…　　　．

硫酸ナトリウム’Na2SO4）・・…　　．．

重炭酸ナトリウム（NallCO：｝）一一・

クロールアムモニウム（NII4CD　・…
重炭酸力・レチウム〔Ca（IICO、）、〕・∴・

並炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：；）2〕…

露汐ξ1酸璽巨酸イヒ鍔曳〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4派〕・・…

蚤珊酸（メタ）（IIBO2）　・　・　…　　　。。・　・

珪酸（メタ）（II2S103）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

奉泉はヨード及炭酸含有アルカリ性食騒泉に矯す

　グラム

0，0185

0，2124

10，4124

0，0097

0，0423

0，0143

3，6536

0ρ219

0，6756

0，2047

0，0106

0，⑪0⑪5

0，0594

0，0319

　　　　　　　　　　　15，3678
…　　　　　。　・　。　・　。　…　　　　　　1，5374

16，9052

＿　63　一



　　所左地
　　試験官刀

　　性　　歌
源泉温度

比　　重

長野原温泉
群馬縣吾妻那六合村入111字木川附69G＝番地の1

昭和2年5刀（束京）

無色澄明にして殆と中性の反態を呈す

54，40

1，0014　（150） 蒸獲残澄　 1，55グラム（1キログラム中）

イオン衰俘勲蕩雌馬劣寵イリ
カチオン

　カリウムイオン（Kつ●’・●
　ナトリウムイオン（Ka●）…
　カルチウムイオン（C乱tつ　’●
　マグネシウムイオン01g．’）　・
　フェロイオン（Fe’つ…　　　’・
　アルミニウムイオン（Al”○）　・

アニオン

　クロールイオンfCl’）’日’
　硫酸イオン（SO．墨り　・・…
　ヒドロ」炭酸イオン（IICO：3’）　・

グラム　　　iI，モル　　ミリヴアル

0，0工30　　　0，3325　　　0，332δ

0，194S　　　8，4696　　　8，4696

〔｝，2669　　　6，6609　　133217

0，00139　　0，1604　　0，3≧07

0，0003　　　0，0054　　　0，0107

0，0003　0，0111　0，03132

22，6214

0，23S∩　　　6，7118　　　6，7118

0，714s　　　7，440・茎　　14，8803

0，〔后49　0，δ99・1　〔［，8119壬

1，4δ69　　30，691δ　　　22，5214

0，0743　　　0，9・187

監類豪蛮謬欝葦鶴手磐熱諾藁π1謬）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロー刀！カリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

砧；笠ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO婁）　・…　　覧・・

鍾〔寒国カルチウム〔C1、（IICO：玉）3〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（licO：｝）2）…

1r：炭酸可1三『強fヒ鍛〔Fe（IICO3，2〕　…　　　。　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO皇）1｝〕…　　　．・

奉灯（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

0，0248

0，3729

0，1486

0，8683

0，0460

0，0235

Q，0010

0，0019

0，⑪743

珪酸（メタ）（II2Sio；｝）　・　。・・

1，5613

1，5612　　3L6102

泉　　質 層泉は石州性苦味泉に属す

比

所在地
試瞼年刀

性　　歌

草津湯畑温泉
群馬縣．吾妻郡草津田r

ブく正2jF　5月置0にオξ）

無色清澄にして牧敷性酸味雄復に硫化水素臭を具へ溢佳反慮を呈す

1，0032　（180）

　　　　イオン

カチ才ン

　水素イオン（IIつ　。・・。・・
　カリウムイオン（1｛つ　●’●璽

　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NII．墾つ・
　カルチウムイオン（Cパ’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　’
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　アルミニウムイオン（Al唱●Q）・

表（李響応門門日脚イり

ア二丁’ン

　クロールイオン（C1ρ）・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO1’♪　・

　硫酸イオンISOの・・…
　ヒドロ燐百楚イオン（Ill，0．皇り・

グラム ミリモル　　ミウヴア”

0，030S6　30，55446　3α55446
0，‘）1703

0，∩3670

0，∩0106

1，09967

0，03271

0，11444
0，17022

0，43499
1，59219

0，05S63
2，49175
1，3・1278

2，0．1357

0，43499
1，δ9219

0，05S63
4，9S350
26S556
4，0う714

6PI≧SllS　IS，S435．1

　　　　63，24001

0，C一気537　18，21523　18，21523

2，14506　22，09S∩7　22，∩9SO7
1，0：．，27δ　11β7δ7‘｝　22，75140

0ρ0δ｛｝0　0，幅9δ7　‘｝，17914

監類表壌瀦雰饗特器隷1蔑編欝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　　　　　　　　　　　　　　4β9i．17

窩酸（メタ）（IIBO2）　・。・・　0，01502
珪戯（メタ）（II2Si（．，；ゆ・…　　　　0，2497δ

96，57812　63，24S14

0，34129
31！δ576

遊離硫化水素（II＝s）

　　　　　4，（シ59271CO，10j17

・… @　　0，00546　0」6∩21

クロ戸ルカリウム｛KCD　・・…　　．・・

クロールナトリウム（NaCl｝・・・…

クロールアムモニウム（NIIICI）・一・
クロールカルチウム（CaC12）・・・…

クロールマグネシウム6．lgC12）　・…

硫1霜先聖経．fヒ∫弐（FeSO4）　・．．．．，．．

疏酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…　　．

鑑駿アルミニウム〔A12（IIPOI）3〕・…

送rl生鳴！款（IICI）　・・・・・・・・…

遊離硫農（IIβ04）　・・・・・・・…

爾浪（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

工L置芝（メタ）（II2Sio；；）　・　・　・　・　・　・　…

0，0325

020932

0，0031

0，2763

0，1279

0，3107

1，06δ1

0，0102

0，30S5

2，1674

0，0150

0，2498

遊離硫化7」く素（II2S）

　　　　　　　　　　476597

・・・・・・… @　　0，00」5

4，6652

4，6G4731‘〉〔、，26ろ3S

泉　質 ヰ泉は硫化生別含宿酷性哨軍勢警泉に罵す

一G．1一
’



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　43Q

比　　重

放射能

草津西の河原温泉
一群馬縣吾妻郡草津町　　　　　　　．’

大IE　2年5月（東京）

無色浩澄にして牧敏性酸味を；具へ徴に硫化水素臭を有し酸性反回を呈す

1，0028（1go）

0，18マジへ，．韓畑2年拐謙

イオン表饗鱗同額簸錫寵有）
カチオン

　水素イオン（II．）・・・…
　カリウムイオン（1く1つ…　　。
　ナトリウムイオン（Na。）　．．
　アムモニウムイオン（NH4。）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe●つ・。…
　アルミニウムイオン〔Al’●’）　・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，02790　　27，62376　　27，62376

0，01254　　　0，32031　　0，32031

0，03459　　　コ，50065　　　1，5006δ

0，00106　　　0，05863　　　0，05863

0，08263　　　2，06575　　　4，13150

0，02923　　　1，19991　　　2，39982

0，11169　　　1，99446　　3，98892

0，15019　　5p54207　16，62621

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56，64980
ア昌オン
　クローノレイオン（CIP）・…　　　0，55722　15，71848　15，71848

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）．・1，9713120，3081420，30814
　硫酸イオン（SO4”，。・…　　0，9869710，2745220、549〔X
　ヒドロ燐酸イオン（HI）0ノ）．0，00343　0．03573　0，07146

　　　　　　　　　　　　　　　3，96876　　86，64241　　56，64711

　醐酸（メタ）（HBO2）　．・。　．　0，01132　 0，25721

　珪酸（メタ）（II2S三〇こし）．，・・　0，21493　 2，74075　・

　　　　　　　　　　　　　　　4，19501　89，64037

　其　他　　硫化水素痕跡

　　　　泉質　本泉は酸性明磐緑讐泉に属す

盤賑（魏凝雨霧騙識蔭昂翻

クローノレカリウム（KCl）　・・。・

クロールナトリウム（NaCl）・こ．

クロールアムモニウム（NILCD　．

クロールカルチウム（CaCI2）・・．

クロールマグネシウム（MgC12）　．

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）．．．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕。2

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO≦）3〕・

遊離贈呈（HCI）・・’・・・…

遊置｝｛髭硫酸（II2SO｛）　　・　…　　　．…

石珊酸（メタ）（HBO2）　．．．。。．

珪酸（メタ）（H2S103）　・…　　　。．

　　　　グラム
・　・　g　　O，0239

．　．　．　　0ρ878

…　　　0，0031

。　・　・　　　0，2291

．　・　・　　　0，1143

・　・　．．　　O」3033

…　　　0，9449

…　　　0，0041

…　　　0，2664

∴・1，9918
：　．　．　　0，0113

・　・　。　　　0，2149

4，1949

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　．　歌，

源泉温度　　60。

比　　：重

草 津 温 泉
群馬縣吾妻郡草津町大字草津町字毒水1睾

大正3年7用（來京）
微に1国濁し酸性牧徹昧を具へ酸性反回を呈す

　　　　　　　　　　1，0026（220）

イオン表（本四フk1キログラム中に含右する二成分路其量次の如し）

カチオン

　水素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（K幽）・…

　ナトリウムイオン（Naう　．。
　アムモニウムイオン‘NH4●）・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・・
　マグネシウムイオン（Mg。つ　・
　フよロイオン（Fe’・）・・…
　アルミニウムイオン（Al’”）　・

アニオン
　クロールイオン（Cr）・…
．硫酸イナン（SO4り　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り・

　グラム

0，02830
001961

ジ
0，1（〉隻74

0，00053

0，32915

0，01265
0D3352
0，30467

　こりモル

28，01980
0，50089

4，54360
0，02931

8，22875

0，51929

0，59857

11，24243

iリヴアル

28，01980

0，50089

4，54360

0ρ2931
16，45750

1，03858

1，19714

33，72729

85，51411．

2，17016　　61，21748　61，21748
1，16179　　12，09650　　24，19300

0，00516　　　0，05374　　　0，10748’

　　　　　　　　　　　　　　4，17028127，05036　　85，51796．

棚酸‘メタ）（IIBO2》　・…　　　OP2830　 0，64304

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，73196珪酸〔メタXH2Sio3）．…　　0，29266

　　　　　　　　　　　　　　4，49124　131，42536

　　　泉　　質　　　本泉は酸性明纂緑纂泉に属す

盛類表囎鶴葦舗獅謀属届翻

クロ1一ノレカリゥム（］KCI）　…　　　。・。・

クロ1一々ナトリウム（NaCD．．．．．．．

クロールアムモニウム（NH4CI）．．．．

ク官一ルカルチウム（CaC12）．．．．　．

ク二一ルマグネシウムINgCし、　・…

硫酸可巨酸イヒ童曳｛FeSO4）　　・　・　・　・　・　…

クロールアルミニウム（AICI：｝）・・…

硫酸アルミニウム〔AIメsO｛）：塾〕．。．．．

強酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕．．．．

遊離臨酸（HCI）・一・・∵・…
瑚酸（メタ）（正IBO2）　・　・　・・　…　　　。。

珪酸（メタ）（正穐Sio3）・．壁要qg璽．。

グラム

0，0374

0，2658

0，0016

0，9125

0，0495

．0，⑪go9

0，4726

1，3享22

0，0061

卑，0217

0，0283

0，2927

．4，491呂

＿65　＿



　　所霊地
　　試験年月
　　性　　　釈
諺原泉証正度　　　　53Q

比　　重

　　　　イオン

カチオン
　水素イオン（II●）・・・…

　カリウムイオン（Kつ…　　　。

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　アムモニウムイオン（NIIゴ）・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオンOlg’。）・

　フェロイオン‘Fげ’）・・．。・

　アルミニウムイオン（Al”つ　・

草 津 温 泉
群馬縣吾妻郡草津町大字草津字白根乙II1718番地囚イ∫林内

大正8年8刀（東京）
殆と無色澄り1にして硫化水素臭を放ち酸性牧敏味を具へ酸性反肥1を呈す

　　　　　　1，0029（150）

表（鶯薇刀禰錫寵有）

蒸渡残渣　　226999グラム（1キログラムrD

グラム　　　iリモル　　iリヴアノレ

0、0251　　24，8786　　24，8786

0，0269　　　0，6871　　　0，6871

0，0736　　　3，1931　　　3，1931

0，0007　　　0，0387　　　0，0387

0，2678　　　6，7175　　13，4350

0，0126　　　0，5172　　　1，0344

0，2158　　　4，9250　　　9β500

0，0167　　　0，6162　　　1，8486

54，96δ5

アニオン
　クロ鮪ルイオン（Cl’）・．・・　1，5621　44，0649　44，0649

　ヒト“ロ硫酸イオン（IISO｛’）　・　　1，0581　10，9006　10，9006

　　　　　　　　　　　　　　3，3194　　96，53S9　　54，9655

珪醐（メタ）（II2Sio3）・…　　　0，2244　2，8653

　　　　　　　　　　　　　　3，5438　　99，4042

共　他　　硝酸及ヒドロ憐酸イオン；泣硫化水素痕跡

　　　泉質　本部は酸性泉に属す

監類表（魏鶴欝霧騙雄薦昂謝

クローノレカリウム（KC1）　。・．．．．．

クロールナトリウム（N鼠C1）・…　　．・

クロールアムモニウム（NIIICD・…

クロールカルチウム（CaCI2）・・・…

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

亜クロール戴（FeC12，．．・・．．．．．

クロールアルミニウム（AIGI3）・i…

逆離監i酸（llCD　・・・・・・・・…
遊Fjl髭膳三！酸（II2SO4）　　。　。　。　・　・　・　・　…

珪酸（メタ）（II2Sioゴ）・　。。・　・。・。。

グラム

0，0δ13

0，1871

0，0021

0，7418

0，0494

0，6261

0ρ823

0，4988

1，0801

0，2244

3，543丑

所　在地
三障年月
性　　　歌

草

」ヒ　　　　重　　　　1，〔［063（150）

津 温 泉
群馬縣吾妻郡草津町大字草津字白根甲4倣番の1

昭和3年12月（東京）

無色澄明にして酸性反慮を呈し戯苦昧拉に牧敷性餓味を有す

　　　　　　湧出ゴ達　　系勺　5190ヘクトリ＿トル（24時…問）

　　　　　　蒸獲i残渣　 7，40グラム（1キログラム中）

イオン表（翼変赫満載騒倉イリ
カチオン

　水素イオン（II．）・・．．．．
　カリウムイオン（1ぐ）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　．．

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOlg”）・
　フェロイオン‘F（プつ。・…

　フェリイオン（Fe●”）　。…

　アルミニウムイオン（AP”）．

アニオン

　クロー1レイオン（Clつ・・．。
　ブロームイオンα3rつ　・。。
　ヨードイオン（Jつ　…　　　．．
　ヒドロ硫酸イオン（IISOゴ）　．
　硫酸イオン（SO4り　。．．．．

　砺酸（メタ）（HBO2）　．。。．

　珪酸（メタ）（II2Sio3）．・・．

グラム

0，0016

0，0760

0，3320

0，SO18

0，48G6
0，〔＞4り1

0，0026

0、2109

3，0759
0，0〔｝書5

0，0065

0，1628
】，6721

こリモル

1，6770

1，9437

14，434S

2〔㌧OIOO

2（㌧0082

0，S793

0，0466

7，7823

iリヴアル

L6770
1，9437

14，4348
40D200
40ρ164
1，7δS6

0，1397

23β466

123，3371

86，742S　　867428
〔㌧0503　0，（，δ63

（㌧oδ12　　　〔レ，0512

1，6770　　　1，6770

17，4049　　34，8038

泉　　質

6，8824　172，7141　123，3371

・0，01GO　　　O，3644

0，4219　　　5，3872

肇類表輔鶴撚霧磐三三編垂‡）

クロールカリウム‘KCI｝・・．．．．．

クロールナトリウム（NaCD…　　。。・

ブロームナトリウム（NaBr）…　　．．・

ヨードナトリウム（NaJ）　．．．．．．．

クロールカルチウム（CaC】2）・・・…

クロールマグネシウムOlgGI2）　・・。・

硫酸マグネシウム（NgSO4，．．．．．．
莉f三酸亜酸fヒ戯廷（］ドeSO｛）　　・　・　・　・　…　　　　。

硫酸々化学〔Fe2（SO4）の・…　　．…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：ρ・・…

遊1γ1：硫酸（IIコSO4，　・・・・・・・…

碑酸（メタ）（IIBO2》　・。．…　　　．・・

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　…　　　　。　・

　　　　　7，3203　178，4657

本泉は溶化土類含有厳魅明讐雨露泉に毒す

　グラム

0，1449

0，8376

10，0058

0，0077

2，2211

1，43δ8

0，5758

0，1336

0，0093

．1，3324

0，1644

90，0160

0，4219

7，3063

一66一



　　　　　　　　　　83Ql
　　　　　　　　　　1，0011　（150）　　　　　　　蒸獲残渣

材壊．（難赫長磁號有）

　　　1　　　　　・　　’

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　．歌
源泉温度ヨ．

比　　重

カチオン

　カ’リウムィォシ（K●）．．。．

　ナトリウムイオン（Na’）「．・．

　ア「云モニウムイオy（NHギ）・

　カルチウムィォン（Ca・・）　二．

マ．ク1ネシウムイオン（M塞つ．・

　フェロイオン（Fe．’）・・…

アニオン

　クロールイオン‘Cl’）・。。・

　硫酸イオン（SO4り・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO37）．

．入　　山　・温　　泉

群馬縣吾妻郡六合村大字八叫字慮徳443番地　　．　　一

大正12年1月（東京）　　．．噛　．　．．　　　、

無色澄明に．して殆と異臭味な．く微弱アルカ．リ悔反慮を呈す1

　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　．　．　　　　F　　層　　　　　・

グラム

0，0188

0，2222．

0，0005

0，1318

0，000δ』

0，0004

ミリモル　ミリヴナノゼ

0，4808　　’　0，480串

9，6609　　　9，6609

ρ，0277　　　0，0277

3，2892　　　6，5184

0，0206　　　0，0412

0，0072　　　0，0144

0，2461　　　6，9402

0，4480　　　4，6638

0，0327　　　0，5356

16，8034

6，9導02

9，3276

0，5356．

　　　　　　　　　　　　　　　1，1010　　25，6260　　16，8034

醐酸（メタ）（HBO2）・…　　0，0114’0，2596
珪酸（メタ）（H2SiO3）　・　・　．　。　　　0，1084　　　1，3841

　　　　　　　　　　　　　　　1，2208　　27，2697

其他　アルミニウムイオン及遊離炭酸痕跡

　　　泉　　質’　本泉は弱石膏性苦味泉に周す

1，1974グ夢ム（1キbグラム中）

塵糠．
i本鑛水は其集成に於て．1キログラム中次の戌分を含有する溶液に概略二軍す）

ク旦一ルカリ． Eム（KCI）．・・…　　6・

クロールナトリウム（NaCD．．。．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）。．．．。．．

クや一レアムモニウム（丼H壬CD　・…

硫酸カルチゥム（CaSO壬）　…　　　」…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．．

重炭酸マLグネンウム〔Mg（HCO3）皇〕．．．

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕．．．．。

囮鉗酸（メタ）（HBO2） ●　　　●　　　●　　　●　　　o　　・●　　　・　　　●

瑳酸（メタ）（H2Sio3）．．．．．．．．．

グラム

0，0359

0β759

0，2295

0，0015

0，41δ0

0，0388

0，0030

0，0014

0，0！14

0，1084

1，2208

　　所左地
　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度　　58Q

比　　：重

入 山 温 ・二

丁馬丁丁丁郡六合村大字入山掌本川附696番の51
昭和3年』4月（東京）　　．．．　・．．　　　・

殆と無色澄明に．して微弱アルカリ性反回を某す、

　　　　　　　　　　1，0014（150）

イオン表（轡熱赦録錫魏右）
カチオン

　カリウムイオン（K。）。・・。

　ナトリウムィォン（Na●）　．・

　カルチウムイオン（αし’。）　・・

　マグネシウムイオン（Mg。’）・

アニオン
　クロー，レイオン（Cl’）．…

硫酸イオン（SO4り・・…

　ヒ13口多と酸イオン（IICO3’）　・

グラム

0，0103

0，1922

0，2782

0，0011

ミiJモル

0，2634

8，3565

6，9429

00453
，

　●

蒸獲残淡　　1，583グラ云（1キログラム中）

ミリヴアル

0，2634

8，3595

13，8857

0，0905

0，2452　　　6，9149

0，7311　　　7，6101

0，0281　　　0，4611

22，5961

6，9148

15，2202

0，4611

　　　　　　　　　　　　　　　　1，4862　　30，5941　　22，5961

棚酸（〃）（HBO2）・・一　〇，OlOD　O，2277
．珪酸（メ　タ）（II2Sio3）　●　…　　　　　　　0，0587　　　0，7495

　　　　　　　　　　　　　　　　1，5549　　31，5713

遊離炭酸（CO2）・・．…　　．・　0，0011　0，0250

　　　　　　　　　　　　　　　　1，5560　　31，5963

其他　　フェロ及アルミニウムイオン僅微

　　　泉　　質　　本泉ば石膏性苦味泉に属す

盤類表（本鍍水は其集成に於てユキログラム中次の成分を含有する溶液に概略相読す）

クロールカリウム（KCD　．・．．．．．

．ク愚闇ルナト．リウム（NaCl）．．．・．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．6．．．．。

硫酸カルチゥム（CaSO4）．．。．．．．
：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕．．．。

並炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．．

‘石筆酸（メタ）（IIBO2）　．．．．‘g．。．．

段酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0196

0，3888

0，1211

0ρ207

0，0292

00066
り

0，0100

0，0587

　　　　　　　　　　　　1，5547

。。．．．．．．．．・． @0，0011

■ノ

1，5558

＿67一



　　所左地
　　試瞼年刀
　　性　　　『歌

源泉温度　　72，2Q
J．ヒ　　重

・’

E・． Cオン
カチ才ン
　フ1く素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（1｛●）・…

群馬縣吾妻郡婿神村大字干俣字熊四郎
ブく正15ムF5．ノ1（”こかξ）

微に蛋白石濁にして酸味並牧敏昧を具へ酸性反雁を呈す
　　　　　　湧出1匙　　糸勺　9020ヘクトリートル（240｝超」）

　　　　　　1，0016（150，

表（勢熱㍊録錫魏イり

ナトリウムイオン（Na’｝　・

アムモニウムイオン（NII4つ・
カルチウムイオン（Cパ’）

マグネシウムイオン（Mg’つ

為事端！錦、1．．ll’

アルミニウムイオン（Al。”）

アニオン
　．久ロールイオン（C1’）．．・．
　ヒドロ研己1『羨イオン（HSO4つ　・
　石」註寝イオン（SO4り　・…　　　．

　ヒ・ドロ燐酸イオン（IIPO4り。
　ヒドロ砒酸イオン（IIAsO｛8）．

　グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，0034　　　3，3265　　　3，3265

0，0367　　　0，9386　　　0，9386

0，159，甚　　　6，9304　　　6，9304

0，0013　　　0，0721　　　0，0721

0ρ540　1，3476　2，6952
0ρ437　　　1，7969　　　3，5雲）38

0，0071　　　〔　，1271　　　0，25r12

・0，0060　　　0，1092　　　0，218一…

0，0367　　　3，5683　　10，7049

28，7341

0β216　　　9，069・1　　9，0694

0β229　　　3，3265　　　3，3265

0，7828　　　8，1493　　16，2986

0，0017　　　0，0177　　　0，0354

0，0GO3　0，0021　0，0042

　　　　　　　　　　　　　　　　1，8376　　38，7817　　28，7341

瑚酸（〃）（IIBO2）・…　　0，00｛｝4　0，009【
珪凸隻（メタ）（II2Sio：～）　．　．　。　．　　　o，3300　　　4，2137

　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　2，16SO　　43，0045

　　　泉　　質　　　本泉は砒素含有弱酸性明磐田1こ属す

簸類表（甥欝欝霧器謀二一翻

クロール・カリウム（］KCD　。・。…　　　’

クロールナトリウム（NaCD・・・…　．

クp一ルァムモニウム（NII｛Cl）・一・

クロールカルチウム（CaC12）．・．。．．

硫’酸カルチウム（CaSO4）　．．．。．．．

砒酸カルチウム（CalIAsO4）．．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）．。．．。．

硫酸亜酸化ξ義（FeSO4）　．．．．．．．．

硫酸亜酸化マンガン（MIISO4）．．．．．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO｛）3〕．。．．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕．．。．
｛髪rlll：島西酸（II2SO‘）　・　・　・　・　…　　　　．　．　●

撹ヨ酸（メタ）（IIBO2）　・・．・。，・．。

珪酸（メタ）H2Sio3）　…　　　．。．．．。

rグラム

0，0700

0，4052

0，0039

0，0626

0，106壬

0，0004

0，2【63

0，0193

0，0165

0，6088

0，0020

0，3263

0，0004

0，3300

2，1681

　　　　　　　　　　萬　　座　　温　　；泉　（臨湯）

　　所左地　　群馬縣吾妻郡婿懇村大字干俣字熊四郎　　　　　　　　　。
　　試瞼年刀　　大正15年5月（東京）
　　性　欺　御こ蛋白石濁を呈し酸厨こ並牧鯉こを具へ脚坂庶を徴す
源泉温度　　　　　　91，70
」ヒ　　　＝1ヒ　、　1，（X〕30（150）

　　　　イオン

カチオン

　フ1く素イオン（IIつ…　　　。・．

　カリウムイオン（1｛つ。…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NIL’）・
　カルチゥムィォン（Ca・・）　．．

　マグネシウムイオンOlg●つ　・
　フ出ロイオン（Fe●つ。・　．．．

　マンガノイオ．ン（｝hlっ・；．
　アルミニウムイオン（Al」つ・

表（オこ執水1キログラム中に合服する各成分及其最i次の如し）

アニオン
　クロールイオン（C1’）…　　　．
　ヒ．ドロ硫酸イナン（IISO｛つ　。

　硫．酸イオン（SOの・・…
　ピド・燐酸イオン（IIPO｛り・
　ヒドロ砒酸イオン（IIAsOノ）．

グラム

0，0042

0，0652
0，2δ29

0，1）O13

0，1297

0，120S

Oρ318
（㌧0207

0，2106

】，2625

0，40S6

0，89S3
（♪，0013

0，0011

竜リモル　　罵りヴアル

4，2094　　　42094
1，6G75　　　1，6675

10，9957　　10，9957

070721　　　0，0721

3，2368　　　6，4736

4，9671　　　9，9342

0，5695　　　】，1390

0，3768　　　0，7δ36

7，7712　　23，3136

35，GO35
4，2094

9，3515
0，013δ

0，0079

58，5587

35，6035

4，2094
18，7030

0，0270

0，0158

習慣表嬢雛麗翻鶉融徽編笠享）

3，4090

0，0004

0，6207

83，0δ19

9β05S
7ρ2δG

58，5δ87

瑚酸（メタ）（IIBO2）　．．．．
エセ直芝（メタXII2Sio：二）・…

　　　　　　　　　　　　　　　　4，0301　100，2S33

　　　泉質　本丁は砒素言有酸性明四緑三門に回す．

クロールカリウム（1くCl）　…　　．．．．

クロールナトリウム（KaC1）．．．．。．

クロールアムモニウム（丼II4C1）・…

クロールカルチウム（CaC12）．．．．．．

砒酸カルチウム（CaHAsO｛）。．．．。。

クロールマグネシウム（MgC1の　・…

亜クロール窪論（FeCI2｝　・。・・・…

亜クロールマンガン（MnCI2）　・．・．．

クロールアルミニウム（AIC13）・。・・。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（III’0｛）：墨〕…　．

遊拷生見＝酸（正12SO4）　・　．　・　・　．　．　。　．　．　．

醐匹1皇（メグ）（IIBO2）　・・．．　．．．．．

珪酸（メタ）（II2Sio：P　。　．　．　。　．　．　．　．　．

．グラム

0，1243

0，6428

0，0039

0，3548

0，0014

0，4731．

0，0722

0，0474

0，2039

1，0672

傷0015

0，4128

0，0004

0，6207

4，0300

一GS一



　　所在　地
　　試瞼年月
　　性　　　班是
源泉温度　　　　96，10

比　　雄

．一

ｶ畢4

三 座 温 泉（鈴湯）

群馬縣吾妻郡嬬懸村大字干俣字熊四郎　　　．
大iE　15年5月（東京）
’澄明にして硫化水索臭を放ち酸味蚊牧敏昧を具へ酸性反慮を暴す

　　　　　　　湧幽量　約3600ヘク団一P・（24時間）
　　　　　　　　　　1，0007（150）

イオン表（李讐奪義券顧骸劣寵有）

カチオン

1水素イオン（H’）・　・…
　均リウムイオン（K●）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン‘NH4つ・
・カルチウムイオン（Cパ●，　・・

　マグネシウムイオンOIg●’）　・

　フェロイオン（Fe●り・…　　。
　マンガノイオン（Mn●つ…
　アルミ昌ウムイオン（A1’つ　・

ア呂オン
　〃ロールイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4ρ）　．
　硫酸イオン（SO｛”）…　　　。・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO｛り・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0031　　3，1123　　　3，1123

0，0238　　　0，6087　　　0，6087

0，0828　　　3，6000　　　3，6000

0，0003　　　0，0166　　　0，0166

0，0535　　　1，3352　　　2，6704

0，0213　　　0，8758　　　】，7516

0，0031　　　0，0555　　　0，lllO

O，0019　　　0，0346　　　0，0692

0，0193　　　0，7122　　　2，1366

14，0764

0，1011　　2，8511　　2，8511
0，3021　　　3，1123　　　3，1123

0，3881　　　4，0398　　　8，0796

0，0016　　　0，0167　　　0，‘β34

　　　　　　　　　　　　　　　1，0020　　20，3708　　14，0764

醐酸（メタ）（II］BO2）　…　　　．　　0，0003　　0，0068

珪酸（メタ）（H2SiO3）＿・・　0，l191　1，5208

　　　　　　　　　　　　　　　1，1214　　21，8984
遊離硫イヒ水素（II2S）　　。　…　　　　　　0，1811　　　5，3130

泉　　質

　　　　　1，302δ　　27，2114

本泉は酸性硫化水繁泉に属す

．騨表（本月水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相相す）

クロールカリウム（KICI）　．・．．．．．

クロールナトリウムくNaCD・．．．・。

硫酸ナト粒ム（N麟αプ・・…　一
クロールアムモニウム（KH4CD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　。．．．．．．

硫酸マグネ平ウム（MgS⊆）∫）・・・…

硫酸亜酸化鐡（FeSOJ　　．．』。．．．．．

硫酸範酸化マンガン（MnSO4）・・．・．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）：の．．，．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…

遊離：硫酸（II2SO4）　・　。　・　。　・　。　・　・　。　。

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・　・　・　・・・　…

珪隣（メタ）（II2Sio：墨）　・　・　・　…　　　　。　。　・

グラム

0，0454

0，1301

0，0976

0，0009

0，1818

0，1054

0ρ084

0，0052

0，1200

0，0019

0，3052

0，0003

0，1191

遊離硫化水素（H2S）

　　　　　　　　　　1，1213

．．．・・一・・ @0，1811
1，3024

　　所　在　地
　　試験年月
　　性　　　状
源泉温度　　40。

比　　重

カチオン

　カリウムイオン（K。）・・’
　ナトリウムィォン（Naう　・
　カルチウムイオン（Ca’●）　・

　マ＝グネシウムイオン（Mg”）
　フェロイ・オン（Fe●●）・…

　マンガノィオム（M1ジ’）・・
　アルミ昌ウムィオン（A1●’●）

萬　座．温・泉
群馬縣吾妻郡嬬懸村大字干俣字熊四郎山1401番地
昭和2年10，月（東京）
禦色澄明にして硫化水素臭劇しく弱酸性反癒を呈す

　　　　　　　　　　1，0005（150）

イオン表（李磐徳義券畏簸愛翫倉右）

ア昌オン
　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオ・ン（SO4”）　・　。　。　・　・

　ヒドロ；炭酸イオン（IICO3り・

蒸獲残渣　　0，8644グラム（1キ、ログラム中）

グラム　　　ミリモル　　竃リヴアル

0，0456　　　1，1637　　　1，1637

0ρ580　　　2，5217　　　2，5217．

0，0716．　　1，7869　　　3，5737

0，0276　　　1，1349　　　2，2697

0，0024　　　0，0430　　　．0，0860

0，0035　　　0，0637　　　0，1274

0，0473　　　1，7454　　　5，2362

0，1641

0，3592

0，1753

14，9784

4，6277　　　4，6277

3，7390　　　7，4779

2，8728　　　2，8728．

　　　　　　　　　　　　　　　0，9546　　19，6988　　14，9784
翻酸（メタ）（HBO2）　・♂・・　　0，0045　．0，1025
珪酸（メタXII2SiO3）・・・…　　　0，1145　1，4620

　　　　　　　　　　　　　　　1，0736　　21，2633
遊離炭酸（CO2）…　　L一．・．　0，0748　1，7000
遊離硫化水素（II2S）・…　　　0，7440　21，8272

　　　　　　　　　　　　　　　1β924　　44，7905

共他　：水流イオン痕跡

　　　泉質　本泉は輩純硫化水隈笹に属す．

盛類表（甥酪慧舗這這議三岳駒．

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クローカナトリウム（NaCD・・．…
クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　。．

：重炭酸カル．チウム〔Ca（IICOI玉12〕・＝…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（licO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO：3）2〕　・…　　　．

重炭酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3）2〕・

硫酸アルミ昌ウム〔A12（SO4♪3〕・・．・・

翻酸（メタ）（】ilBO2）　・・．・・．．．．

．珪酸（メタ）（1耳2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

クラム

0，0868

0，1473

0，0523

0，1526

0，0316

0，1661

0，0076

0ρ113

0，2988

0，0045

0，1145

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0734
遊離炭酸（COゴ）　　・　…　　　．・　・’・　・　…　　　　　　0，0748

遊離硫化水素（II2S，　・・・…　　一・　0，7440

．1，8922

一69　一



　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　65。

比　　重

萬座温泉．噺苦湯）
群馬縣吾妻郡嬬懸村大字干俣大前爾村入會山字蔦座山小字熊四郎山1401番地

昭和2年11月（卑京）　　　　　　　．
殆と艇色澄明にして硫化水素臭弧く酸性反慮を呈す

　　　　　　　　　　1，0011（150）

イオン表（李磐同義雰長姦意表劣垢倉有）

カチ才ン
、7k素イオン（Hつ隔　・・…

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg90）’・
　フェロイオン（Fe’●）。・…

　マンガノイオン（M：n●。）…
　アルミニウムイオン（Al噸）　・

アニオン
　ク．ロールイオン（C1’）・…
　ヒド’ロ硫酸イオン（】日【SO4つ　・

・門・験直酸イオン（SO4”）　　・…

グラム　　　己リモル　　ミリヴアル

070052　　　5，1257　　　5，1257

0，0238　　　0，6078　　　0，6087

0ρ887　　．3，8565　　　3β565

0，0534　　　1，3327　　　2，6653

0，0217　　　0，8923　　　1，7845

0，0084　　　0，1505　　　0，3009

0，0022　　　0，0401　　　0，0801

0，0224　　　0，8266　　　2，4797

16，9014

0，1067　　　3，0090　　　3，0090

0，4976　　　5，1257　　　5，1257

0，4211　　　4，3834　　　8，7667

　　　　　　　　　　　　　　　1；2512　　25，3503　　16，9014
砺酸（〃）（HBO2）・一・　0，0040　0，0911

．1到三酸（メタ）（H2SiO3，・…　　　　0，1244　　1，5884

　　　　　　　　　　　　　　　1β796　　27，0298
遊離硫化水素（H2S）・…　　　　0，1684．4，9405

　　　　　　　　　　　　　　　1，5480　　31，9703

共他　ヒドロ燐酸イオン痕跡

　　　泉　　質　　本泉は酸性硫化水平泉に属す

塵類表（甥勝葦翻獅紐続角翻

クロ㌘ノレカリウム（KCI｝　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl渥・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．・…　　．・．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　’・・

硫酸マグネシウム（MgSO4）’・・・…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　●・・・・・・…

硫酸誕酸化マンガン（M11SO41…　」・
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…　　．

遊f雅硫酸’正12SO4）　　・　・　・　・　・・・　・　…

裁卿酸（メタ）（HBO2）　・・・…　　．・…

葦騒酸（メタ）（H2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

遊海ll重売イヒフk素（正12S）

グラム’

0，0454

0，1403

0，1034

0，1814

0，1074

0，0229

0，0060

0，1415

0，5028

0，0040

0，1244

　　　　　　　　　1，3795
。　．　．　．　，　・　…　　　　　　0，1684

1，5479

比

所　；在　地．

試瞼年月
性　　　歌

　重

門　貝　鑛　泉
群馬町吾妻郡嬬懸村大字門貝字石古根乙1（14；番地

昭和3年7刀（東京）
無色澄明にして僅かに硫化水素臭を帯ひアルカリ性反癒を呈す

1，0027　（150）

カチオン
　カリウムイオン（1こ’）・．・・’ゼ

　ナトリウムイオン（Nパ）　1・・
　アムモ昌ウムイオン（NHボ）・
　カルチウムイオン（Ca。つ　・。
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fσ●）・・…
　アルミニウムイオン（A，1聖）　・

蒸獲礎辞だ　　　　2，897クラム　（ユ　キロ　グラムrP）

イオン表鰹猫補講蹴布）

アニオン
　クロールイオン（Cr）・　…
　硫酸イオ’ン（SO4り　・　…　　　　．

　ヒドロかこ酸イオン（］日【CO3’）　・

　ホ硫イオン（HS’）・・…

グラム

0，0534

0，8139

0，0005

0，1716

0，0473

0，0003

0，0008

1，2105

0，2085

0，6561

α0034

ζリモル

1，3657

3δ，3870
0，‘）277

4，2825

1，9449
020054

0，0295

モリヴ7ル

1β657
35，3870

0，0277

8，5650

3，8895

0，0107

0，0886

　　　　49，3342

34，1371　　34，1371

2，1703　　　4，3406

10，7533　　10，7533

0，1035　　　0∫1035

磁（．。）（H・・，）∴．．ま欄91；19914鶏3345

珪酸（〃））II2SiO3）・…　　0，1202　1，5348

　　　　　　　　　　　　　　　3，3583　　93，3769
遊離炭酸（CO2、　・・・…　　　　　0，0190　．（〉，4318

遊離硫化水素（II2s）…　　死　　　　　　　　　　　　　　　0，㎜50，0147　，
　　　　　　　　　　　　　　　3，3778　　93，8234

　　　泉質　本泉は硫化水盛含有海食騒泉に駕す

肇類表囎鶴欝霧磐四韻編藷‡）

クロールカリウム（KCI）　・・・・・…

クロールナトリウム（NaCI）・・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　．・。。

水硫化ナトリウム（NaHS）・・・…

クロールアムモ昌ウム（NH401｝・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・b・、

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCOI藍）2〕・…

：重かと酸亜酸化鐡〔FelHCO3）2〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A」2（SO｛）3〕・…　　。

劒酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）。・。．．。．．。

クラム．　・

0，1018

．1，9142

0，1804

0，0058

0，0015

0，l165

0，5554

0，2846

0，0010

0，0051

0，0718

0，1202

逝i離炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（II2S）

　　　　　　　　　3β583
．　．　．　．　，　．　・　・　。　　．0，0190

・・・・・・… @　　’（ろ0005

3β778

一70＿
、



亀

　　所’左地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重、

本　宿　．温　泉
群馬縣吾妻郡坂上村大字本宿字湯の上3334番地

大正9年4刀（東京）
無色澄明にして異臭なく僅微の献味を有し微弱アルカリ性の反慮を呈す

　　　　　　　　　　36，go

　　　　　　　　　　1，0G26（150）

イオン表騰熱雰鼠鞍蹴右）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　．’

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ca●つ　・・

　マ．グネシウムイオン（Mg●つ　・

アニオン

　クロールイオン（Clつ　・…

　ブロームイオン‘13〆）　…

　硫酸イオン（SO4”）　・…　　　。

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）　・

蒸嚢残1査　　2，8756グラム（1キログラム中）

グラム　　　ζリモル　　ミリヴアル

0，0222　　　0，5678　　　0，5678

0，5954　　25，8870　　25，8870

0，3312　　　8，2655　　16，5310

0，0215　　　0，8840　．　1，7680

，0，9856

0，CO29

0．5957

0，2758

44，7538

27，7947　　27，7947

0，0363　　　0，0363

6，2013　　12，4026

4，5202　　　4，5202

　　　　　　　　　　　　　　　2，8303　　74，1568

瑚酸（メタ）（HBO2）・…　　　0，1699　3，8695

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　’　0，0996　1，2718

　　　　　　　　　　　　　　　3，0998　　79，2981

遊離炭酸（CO2）・一・一　　〇，0582　1，3227

　　　　　　　　　　　　　　　3，1580　　80，6208

其他　硝酸及ヒド・燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質

44，7538

本泉は瑚酸及石膏含有弱食騒泉に腸す

盤類表囎畿雛翻聡四壁続賄翻

クロールカリウム（K：C1）　・・…

クロールナトリウム（NaCD・…

ブロームナトリウム（NaBr）。…

ク乙舳ルカルチウム（CaC12レ…

硫酸カルチウム（CaSO4）．…　　し・

重炭酸カルチウム〔C瓢HCO3）2〕・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

砺酸rメタ）（HBO2）　・・…　　、・・

珪酸（メタ｝（H2Sio3）・・・・…

遊離炭酸（CO2）

　　　グラム
・　。　　0，0423

・　・　　　1，5091

・　・　　0，0037

・　・　　0，0798

・　・　　0，8438

。　・　　0，2219

」　・　　　0」1297

・　。　　0，1699

・　・　　0，0996

　　　　　　　　　　　3，0998
・　・　・　・　・　・　…　　　　　u　9　　0，0582

3，1580

　　　　　　　　　　1，0027（150，

イオン表1李勲赫蹟骸翫倉有／

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺

源泉温度　．60Q

比　　：重

カチオン

　カリウムイオン（1くつ　’・’。

　ナトリウムイオン（Naっ　・・
　カルチウムイオン（G乙ザ）　魂・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Rゾ）・・…
　アルミニウムイオン（Ar。。）　・

アニオン
　クロhルイオン（Clり・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

本宿鳩の湯温：泉
群馬縣吾妻郡坂上村大字本宿鳩の湯丙3330；番地

昭和3年7刀（東京）
無色澄明にして弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　湧田量　　約　649ヘク凹＿トル（24時間）

　　　　　　蒸獲残渣　　3，224グラム（1キログラム中）

グラム

0，0259
0，7032

0，3797

0，0工34

0，0008

0，0009

1，0698

0，6542
0，4655

モリモル

0，6624

30，5739
9，4760

0，5510

0，0144

0，0332

ミリヴアル

0，6624

30，5739
18，9519

ユ，1020

0，0287

0，0996

51，4185

30，1692　　30，1692

6β097　　13，6193

7，6300　　　7，63001

3，3134　　85，9198　　51，4185

0，0997　　　2，2707

0，1294　　　1，6523

盤類表囎回田磐回議編岳宇ノ

棚酸（メタ）（HBO2｝。…
珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　3，5425　　89，8428

・　g　・　・　g　・　　　　0，0520　　　　1，1818

　　　　　3，5945　　91，0246

本泉は石膏含有弱食肉泉に属す

，。ゆカリウ。，KCI）．． ?D1㍉＝∴

クロールナトリウム（NaCl｝邑　㌧・．…

硫酸ナトリウム伽a2SO4）　r日…
硫酸カルチウム‘CaSOρ　・り．・，憎

並炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・。・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3｝2〕…　　．．

硫酸アルミニウム〔A12（SOJ3〕・・…

副酸（メタ）（］E【BO2）　。．，．．、．．一　．

珪酸（メタ）（H2SiO3，・…　　一・一

遊離炭酸（CO2）

　グラム

0，0494

1，7250

0，0758

．0，8476

0，5267

0，0806

q，0026

0，0057

0，0997

0，1294

　　　　　　　　　　　3，5425

・・… @　！一…　　　0，0520
3，5945

泉　　質

一71＿



　　　　所在地
　　　　試瞼年月

㍗　　性、「欺
　　源泉温度　　57。

　　比　　：重

＝四．萬　．温　泉
群馬縣吾妻郡澤田村大字四萬村字新行4376番地國有林内

明治45年7月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　1，0017（150）

イオン表．（李磐寸義券長姦基羨露雲竜有）

カチオン

　カリウムイオン（］K’）・…

　ナトリウムイオン‘Naっ　・し
　アムモニウムイオン．（NII4つ・

　カルチウムイオシ（Ca●’）　・・

　マグネシウムイすン（箪9つ・

　アルミニウムイオン（Al噸つ．・

　グラム

0，03321

動08319
0，00021．

0，17129

0，00026

0，00133

蒸壌i残渣　 0，9988ク・ラム（1キログラム中）

ミリモル　　　ミリヴアル

0，82273　　　0β2273

3，60911　　3，60911

0，0ユ162　　0，01162

4，28225　　　8，56450

0，01067　　　0，02134

0，04908　　　0，14724

13，17654

ア昌オン

　クロールイオンC1’）…　　bO，03214　0，90663　0，90663

　硫酸イオン（SO｛”）　・・…　　　0，58934　　6，13512　12，27024

　　　　　　　　　　　　　0，90997　　15，82721　　13，17687

珪酸（メタ）（II2SiO3）一・・0，13315　1，70017

　　　　　　　　　　　　　1，04312　　17，52738　　　　　　　　　　　　．

　　　泉　”質　　本日は軍純温泉に属す

盤類表／三襟雰紫霧磐轟認1編翻

クロールカリウム（KCり　・・・・…

クロールナトリウム（XaC1）・・・…　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　。㌧

クロールァムモユウム（NHICD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・．．，。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．・・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）’一…　，・，・

グラム

0，0614

0，0042

0，2514

0，0006

0，5826

0，0013

0，0084

0，1332

1，0431

　　肪　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　63。

比　　：重

放射能

四 翻る
禺

1，0014（150）

0，82マツへ，…大正2年1切試験

温 泉（櫨の湯）
群馬理系吾妻君1～溝…［【1村大字匹1萬二字111口　3900番ま也

大11三2年12月（束京）

無色澄り1にして微弱アルかリ性反回を呈す

　　　　　　湧出量　約635ヘク凹＿卜，・（24時間）
　　　　　　蒸獲残渣　　1，467グラム（1キログラム中）

イオン表． i李門下三三畏異暴表劣垢富有）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ3。●●

　ナトリウムイオン（Na。）　・・

　アムモニウムイオン〔NH｛り．亀

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　々グネシウムイオン（Mgつ．・

　フェロイオン（Fσ●）・・…

．アニオン

　クロールイオン（CI’）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCOゴ）　。

　グラム　　　ミリモル

0，01738．　　0，44291

0，28261　　エ2，26073

0，0DO26　　　0，01438

0，16477　　　4，11925

0，00262　　　0，10755

0，00140　・　0，02500

0，50122

032048
ヲ　　タ

0，02503

ミリヴアル

0，44291

12，26073

0ρ1438

8，23850

0，21510

0，05000

21，22162

14，13879　　14，13879

3β3625　　　6，67250

0，41026　　0，41026

盛類表三三蓉霧磐瀦韻三岳字）

クロ隔1レカリウム（］KCI）　・・・・…

クロ｛ルナトリウム（NaC1）・・噂…

クロールア云モニウム（NH4Cl）・・．・

クロhルカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．．・．1，

：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕’・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（CIIO3＞z〕　・・1・・

瑚酸（メタ）（HBO2）　・．．．．．．．．

珪酸（メタ）（壬12Sio3）　・．・・・・・…

棚酸（メタ）（IljBO2）　・　…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・一・

1，31577

0，05667

0，10891

34，85512　　21，22155

1，28766

1，38881

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　1，48135　　37，53159

・　。　・　…　　　　　0，05000　　　1，13640

　　　1，53135　　38766799

本泉は輩純温泉に属す

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0331

0，7173

0，0008

0，0787

0，4539

0，0119

0，0158

0，0045

0，0567

0，1089

。　　　　　　　　　　　　　1，4816
　・　。　…　　　　　。　…　　　　　。　・　　　0，0500

工，5316

一72＿



　　所在地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

四　萬　温　泉
群馬縣吾妻郡澤田村大字四萬字山ロ3983番地

大正15年2月（東京）

殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　　　　　61，5Q

　　　　　　　　　　l，0014　（150）

イオン表（李鱗三蹟垂垂創り
カチオン

　カリウムイオン（K’）。’ゼ●凸

　ナトリウムイオン（Naり　・‘・

　カルヲ’ウムイオン（αゼつ　・「・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

　フェロイオン（Fe”）・・…

　マンガノイオン（1疑n’つ…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオ’ン

　クロールイオン（C‘つ　　…

　石売酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCOゴ）　・

蒸獲残渣　　1，55グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，0231　　　‘），5908　　　0，590δ

O，3000　　13，0435　　13，0435

0，1695　　　4，2：301　　　8，4602

0，0034　　　0」398　　　0，2796

0，0001　　0，（［018　　　0，0036

0ρ002　　　（㌧0037　　　0，CO73

0，COO2　　　0，0024　　　0，0073

22，3923

〔｝，5176　　14，5967　　145⊃67

0，3251　　　3，3840　　　6，7680

0，0636　　　1，0424　　　1，0424

　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　1，4t〕28　　37，0352　　22，4071

影朋酸（メタ）（正1］BO2）　。　…　　　　〔，，0394　　0，8973

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…・　〔），U）52　1，3433

　　　　　　　　　　　　　　　1，5474　　3り，2758

遊離炭酸（CO2）一・…　　　0，0272　0，6182

泉　　質

　　　　　1，5746　　39，8940

本泉は石膏含有弱食四品に面す

盛類表（魏鶴憂翻聡赫餓蕗粥）

クロール’カリウム（KGI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaOD…　　，，・

クロールカルチゥム（CaGI2）・・・…

硫酸かルチウム（CaSO4）　・・・…　　．

並炭酸カルチウム〔Ga（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

並炭酸亜酸化餓〔Fe（11CO3）2〕・・…

重炭酸亜酸化マンガン〔M11（HCO：｝）2〕　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・…　　。

瑚．酸rメタ）（HBO2）　・．．．・．・．。

エ1i酸（メタ）、H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）層

グラム

0，0441

07625
，

0，0δ34

’0，4592

0，0609

0ρ205

0，0003

0，0006

0，0013

0，0394

0，1052

　　　　　　　　　　　1，5474
．　．　．　．　・　・　．　・　。　・　・　　0，0272

1，5746

　　所　在　地

　　試験年刀
　　性　　　欺

源泉温度　　40Q

比　　：重

量　倉　温　泉
群馬縣利根郡片品村大字戸倉村字子心澤907番地の1

大正4年10刀（東京）
無色澄明にして微溺アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　1，0013（150）

イオン表（本鑛フド1キログラム中に含有する各成分旧臣回議の如し）

カチオン

　カリウムイオン（］Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NII4’）・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオンOlg”）・
　7エロイオン（Feつ・・…

アニオン
　クロールイオン）Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：監’）・

蒸当馬壇査　　1，542グラム（1キログラム中）

　グラム　　　ミリモル　　　ミリヴアル

0，03546　　　0，90575　　　0，90δ75

0，41585　　ユ8，04121　　18D4121

0，00042　　0，02323　　　0，02323

0，12893　　3、23325　　6，44650
0，00448　　　0，18391　　　0，36782

0，00140　0，02500　0，0δ000

25β3451

0，54889　　15，48350　　15，49350

0，04093　　　0，42609　　　0，85218

0，57952　　9，49883　　9，4988：3

石朋酸（メタ〕（III302）

珪酸（メタ）（112Sio3）

遊離炭酸（CO2）　・・

泉　　質

1，75588　　47，82077　　25，83451

（．D，02129　　　0，48375

0pO5518　　　0，70365

　　　　1，83235　　49，00817

・　…　　　　　O，11000　　　2，500〔〕0

　　　　1，94235　　51，50817

本泉は弱食鰹泉に属す

・・一 V3一

盤類表（即戦慧舗聡蘇藩霧，翻

クロールカリウム（KC1）　。。・・…

クロールナトリウム0マaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（蓋a2804，・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaIICO3）・…　　．

クロールアムモニウム（NH4CD・…
：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：～）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg‘HCOI至）2〕…

：孟淡酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕　・・…

砺酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタXII：｝Sio2）・…　一…

遊離炭酸（GO2）

グラム

0，0676

0，8514

0，0606

0，2216

0，0013

0，5222

0，0269

0，（［045

0，0213

0ρ552

　　　　　　　　　　　1，8326

・・ @…　　一・一　　〇，llOO
1，9426



　　所在地
　　試験年月
　　仕　　　1【．是

源泉温度　　550

比　　重

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオンd｛●）…　　　●
　ナトリウムイオン（X“9＞　弓弓
　ア2．モニウ2、イオン‘NII．皇○）・

　カルチウムイオンICa”）　・・

　マグネシウムイオン019一）。
　フェロイオン（Fe●つ”　●’・’
　アルミニウムイオン（AP’つ　・

老 刺1 温 泉
君τ：馬引利根謡1甥〔村大字老赫字湯原61｝δ番地

’大iE　10年4月（東京）

熱時澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　1，0004（150）

（オく窺㌃フ！く1キログラム中1こ含イfする各成分及共量次の如し）

ア轟オン
　クロールイオン‘CI’）・…
　裾瀬愛イオン（SO．塾り　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（III）0♂）・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：つ・

　　　　　　　　　　　　　ロ蒸獲残流　　　0，G2SO　7ラム（1キログラム中）

クラム　　　こりモル　　こりヴアル

0ρ0㍉2　　　0，13究0　　　0，1330

0，1690　　　7，：～一178　　　7，3478

0，000．1　0，0222　（》，α♪り喉）

0，∩292　　　〔〕，7297　　　】，・4574

0，（1006　　　0，0247　　　0，∩494

0．〔レ∩｛、3　　　（，．0054　　　・00108

0，0001　　　0，00：37　　　0．011】

9，0317

O，1618　　　45629　　　4，5629

0，1711　　　1，7812　　　3，5624

0，0015　　　〔｝，OIδ6　　　0，0312

0，053．隻　　　11，8752　　　0，S752

砂ll酸（メタ）（III302）　・

珪酸（メタ））（II郵0：；）

155001　　　9，0317

0052壬
。，8121

逞離炭破（CO2）

監類表輔醗繍器撫蔭融卑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　　　α5926
。　　　・　　　0，0023

・　　・　’　0．0636

　　　　　　　0，65S5　　16，3649

・　・　・　…　　　　　　　0，0140　　　0．3182

クロールカリウム（1くC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaG1）・・・…

硫酸ナトリウム（⊃ね2SO｛）・・・・…

クロールアムモニウム（ドH4C1）・…

硫酸カルチゥム（CaSOll　・・・…　　．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：～｝の・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3》2〕　・・

重：炭酸可巨酸化鍛〔Fe（HCO：監）2〕・・．。．

クロールアルミニウム（△IC13）・・…

燐酸アルミニ・ンム〔A12（IICO4｝2〕・・．．

冠灘酸（メタXII］BO2）　・・　・　・・　…　　　。

｝！…｝質（　メ　 タ　）（II2Sio：監）　　　陰　　．　　，　　，　　．　　，　　．　　●　　，

逞離炭酸（CO＝》

0，0099

0，2677

0，20SS

OOO12

00424
り

0ρ661
0，0〔｝36

00010

0，0014

0，0006

0，r）02：3

0，0636

　　　　　　　　　　　　0，弓う86

．．．．．．．．．。， @0，0140
0，6726

〔｝，6725　　】6，6S31

典他　硝．酸イオン痕跡

泉　質 本泉は箪純温哀に厨す

　　所在地
　　試験年月
　　｛圭　　　　∫【ヒ

源泉氾度

北　　重

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（Kりの’●’
　ナトリウムィ・4一ン（Nパ）　．．

　カルチウムイオン（Uピ’）　・・

　マグネシウムイオン（Mズ’）・
　フェロイオン（Fe”）・・。・・

老 刺1 澱 泉
群馬縣科張郡』蝿〔村大字老神字湯の」二5S9．番地

ソく1【三1：3jF　6刀　o｛こ〕1｛）

無色澄り」にして微に硫化水索臭を具へ弱アルカリ性の反絶1を呈す

　　　　　　62，7SQ

　　　　　　】，り（κbδ（150）　　　蒸養残渣

表（昼過二階絃出糀イリ

ア自重ン　　　　　　．
　クロー几・イオン‘Cγ）　・・。・

　i覇農イナンぴ（，霊り・・…
　ヒトψ酒男1．ド詮イオン‘HC（二｝：；つ　・

　ク脂晃淀イオン（〔．、1）2り・・　…

　フ1く；1皮イ耀ン（C｝liつ　・　。…

グラム　　　こりモル　　ξリヴアル

0，「10・H　　O，1019　0，10－19

0，1434　　　6，2348　　　6，2：3．48

（，，旺）234　　　（㌧5S－10　　　工，1σSつ

｛．

p，σて102　｛㌧りuS2　0，り161
〔｝，り瀞2　〔レ，‘）0：36　（．｝，0「；72

珪酸（メのσ1凶03）・…

其　他　　逞ゴ；ll．硫fヒ水葬…f．覧微

泉　質

7，5：313

0，13る0　　　　＝．㍉㌔1）71　　　　3，SO71

‘レ，14S1　　　1，5417　　　3，0S31

0，船41　〔㌧り677　1，，0677
〔㌧〔沿25　　　い，り414　　　0，0S28

（D，0（lS3　（レ，490：3　0，・19〔．13

0，469：三　　12，8セ537　　　7，5313

｛㌧り67δ　｛），S657

吐㌧5371　1：壬，7491

木泉は箪純温泉に1るす

0，う3ラ7グラム（1キログラム中）

盤弱冠鯵巷蓉密器隷溺；焼冷）

クロールカリウ云（KCD　・・・・…

クロールナトリウム｛NaGl｝・・・…

石’こ酸プ曽トリ盲ンム（Na2（罵04）・・…　　 の・

硫酸カルチウム（CaSOJ　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca‘IICO：覧）2〕・…

淡口カルチウム（CaGO3）　・…　　．．．

フk酸化カルチウム〔C且（OII）2〕・．．．．

フ1く酉凌化マグネシウ∴〔M9‘OH）2〕・…

）重刃こ酸r；巨酸fヒ婁蚊〔Fe（IIC（》3）2〕　・　。　…

正し酸（メタ）（II2（くiO：監）…　　　。・・…

グラム

0，0）76

0，2161

0，1799

0，り375

〔DρO19

0，0）41

0ρ【76

00〕053

0ρ006

0，0678

0，5369

一74一・



　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ●●’
　ナトリウムイオン（Kポ）　・
　カルチウムイオン（Cバ1　’
　マグネシウムイオン（Mgつ
　フェロイオン（Fe’り・σ・・
　アルミニウムイオン（Al…」

老 祠1

　　所　在　地

　　試瞼年月　大正15年2刀（東京）

　　性・　歌
源泉温度　　49Q
上ヒ　　　　重　　．　1，0005（150）　　　　　　　蒸獲互竃2査

表（面変赫蕨絵慮魏布）

アニオン
　砧酸イオン（NO3’）．．．．
　クロールイオン（C1’）…

　硫酸イオン（SO4り　・…
　ヒドロガξ酸イオン（HCO3つ
　フ」く硫イオン（IISつ　・…

温 泉
群馬縣利根郡東村大字老稗字湯の上5881番地

無色澄明にして微弱アルカリ性反雁を呈す

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0056　　　0，1432　　　0，1432

0，1362　　　5，9217　　　5，9217

0，0249　　　0，6214　　　1，2428

0，0009　　　　0，0370　　　　0，0740

0，0DO4　　　0，0072　　　0，0143

0，0007　　　0，02δ8　　　0，0775

7，4735

0，0001　　0，0016　　　0，0016

0，1262　　　3，5589　　　3，5589

0，1471　　　1，5312　　　3，（〕624

0，0475　　　0，7785　　　0，7785

0，0024　　　0，0721　　　0，0721

醐酸（メタ）（IIBO2）　・
到三酸（メ「タ）（II2SiO：監｝・

0，4920　　12，6985　　　7，4735

0，0190　　　0，4327

0，0640　　　0，8172

逝i離炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（H2S）

0，5750　　13，9485

0，0039　　　0，0886

0，⊆巫⊇9　　　0，0264

　　　　　0，5798　14，0635

本泉は輩純硫化水素泉に厨す

0，4950グラム（1キログラムr｛1）

耳蝉表（魏勝碁馨空回隷続拍纈

　砧酸カリウム（KNO3）　．。．，．。。．

　　クロールカリウム（KC1）　・・・・…

　　クロールナトリウム（NaCl．）・・・…

　硫酸ナトリウム（⊃マa2SO4）・・・・…

　水硫化ナトリウム（NaHS）＿．．．．
　硫酸力1レチウム（CaSO4）　・・．・・…

　重炭酸カルチウム〔Ca（IICOI呈）2〕・…

　重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

　重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕・．・・…

　硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

　醐酸（メタ）（11BO2）　．。．，．．。．．

　珪酉史（メタ）（II2Sio；5）　・　・　…　　　　。　…

グラム

0，0002

0，0106

0，199S

O，1728

00040
，

0，0376

0，0559

0，0054

0，0013

0，0044

0，0190

0，06壬0

遊離炭酸でCO2）　・・

遊離硫化水素（H2S）

泉　　質

　　　　　　　　　　0，5760
．　．　。　。　。　。　…　　　　　　0，0039

・・・・・・… @　　0，0009
　　　　　　　　　　0，5798

比

所　左　地

試瞼年月
性　　　欺

　重

岩’ 室 鑛

群馬縣利根郡r1澤村大字器室字湯釜
大il三126｝三8月（　　●r重q束暴）

泉（冷）

淡褐色澄明にして牧敏味を具へ酸性反磨を呈す
1，0064（150）

イオン表（本鑓フk1キログラム中に含有する各成分及共量次の如し〉

カチオン

　水素イオン（IIり・・・…
　カリウムイオン（Kつ”曾●
　ナトリウムイオン（Xaつ　・・
　アムモ昌ウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン（Ca●。）　・・

　マグネシウムイナン（31ズ）　・

　フェロイオン（Fo’つ’’’”
　マンガノイオン（M【ゴ’）…

　アルミニゥムィォン（Al…）・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　・

　硫酸イオン（SO／）・・…

グラム

0，0001

U，0028

0，0184

0，0004
01193

り

0，3864
0，3419

0，0055
0，4247

ミリモル

0，1041

0，0716

0，8000

0，0200

2，9773

15，8923

6，1229
0，1001

15，6716

ミリグアル

0，1〔川

O，0716

0，8000
⑪，0200

5，9546

31，7846

12，2458
0，2002

47，0148

98，1957

0，0D20　　　0，0561　　　0，0564

0，0101　　　0，1041　　　0，1041

4，7087　　49，0187　　98，0374

　　　　　　　　　　　　　　　6，0203　　90，9391　　98，1979

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…　　o，0139　0，1775

　　　　　　　　　　　　　　　6，0342　　9】，1166

共　他　　ヒドロ燐酸イオン痕跡

　　　泉　質　　本荘は明婆緑磐泉に属す

簸類表囎耀糖磐才識蔭言、翻

クロールカリウム（KCD　・・・・…

硫酸カリウム（］K2SO4）　・・・…　　．．

硫酸ナトリウム（Na2SO裏）・・・・…

クロールアムモ昌ウム（XH4Cl）…　　．

硫酸カルチウム‘CaSO｛）　・・・…　　．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・g6…
窃己酸亜酸イヒ鐡（］FeSO4）　　・　・　・　・　・　…

硫酸亜酸化マンガン（MIISO4）・・…
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：｝〕・．．．。

遊跨｛k耐己酸（王12SO4）　・　・　D　・　・　・　・　…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・一・　…　　　　。　・　。

グラム

0，002δ

0，0D33

0，0568

0，0012

0，4053

1，9B1

0，91301

0，0151

2，6828

0，G1く）2

0，0139

6，0343

一75一



　　所露地
　　試瞼年月
　　性　　　歌
溺1泉言皿度　　　570

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na●）　ジ・
　カルチゥムィオン（Ca．’）　・・

　フェロイオン（Fe”）・・…
　マンガノイオンOln●’）…
　アルミニウムイオン（A1’”）　・

布 施 ；温 泉
群馬縣利根郡薪治村大字布施4：湯川原

昭和3年1刀（東京）
無色澄明にして徴弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0012（150）　　　　　　　蒸獲互ミ言益

邦画面癖絃蹴イり
グラム　　　疋リモル　　ミリヴア〃

0，0074　　　0，1893　　　（．），189：；

（㌧2S10　　12，2174　　12，2i74

（㌧1613　　　4，0255　　　8，0509

（．｝，0｛」10　　　0，り179　　　〔夢，り35S

O，0く〕U8　　　〔レ，イ）142　　　｛㌧0291

0，0007　　　0，⑪257　　　0，⑪775

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20，GOO（［
アニオン
　クロールイオン（Cr）・…　　　0，1198　3，3785　3，3丁85
　硫酸イオン（SO4”）　…　　　。・　　0，7614　　7，9260　15，8510
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・　0，〔｝836　1，3705　1，3705

　　　　　　　　　　　　　　　　　］，4170　29，1650　20，G曳＝〔｝

　研酸（メグ）（HBO2）　・…　　　　　0，0040　　〔D，0911
　王li酸（メタ）（II2Si（＝）3）・・軒・　　0，0579　　0，7393

　　　　　　　　　　　　　　　　　コ，4789　29，9954

　遊1雅炭酸（CO2）　・・・…　　　　　0，0465　　1，056串

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5254　　31，‘）522

　共　他　　 マグネシウムイオ’ン痕跡

　　　　泉　　質　　本泉は石膏含有芒硝姓苦瞭泉に属す

1，46グラム（1キロク．ラムr11）

盛類表（鑑勝巷翻！逡品詞露融字）

クロール．カリウム（1｛C1）　。・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウ．ム（Na2SO｛）・・・・…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO：1）2〕・…

⊇】匡かこ酸」｝証酸fヒ鐵〔Fe〔11CO3）2〕　・　。　。　・　・

並炭酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO3）2〕　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）：；〕・…　　　．

研酸（メタ）（IIBO2）　・・・…　　　」・．・・

王！…酸（メタ）（II2∈…io3）
・・・

…　　．。・ ・

逞1離炭酸（CO2）

　グラム

0，0141

．0，1864

0，6414

0，4592

0，10δ8

．0，CO32

．0，0026

0，0044

0，0040

0，0579

　　　　　　　　　　　　1，479D

・・・… @　．・・．・・　　0，0465；

1，5255

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NII4’）・

　カルチウムイ才ン（Ca。り　・．・

　マグネシウムイオン（Mg。’）・

　フェロイオン（Feつ　・・…

新
　　所　左地
　　試瞼年刀　　大正：3年6月（京京）
　　性　　　歌．

源泉温度　　6：㍉50

ユピ　　　コ丁ヒ　　　】，∩007（1go，　　　　　　　蒸互奪乏蓬が乏

表（本£｝1永1キ・グラム中1こ合イ∫する各成分二二fよ次の如し）

アニオ’ン

　クロールイオン（Cr）・…

　耕皐羨イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ多こ酸イオン（IICO；ド）・

温 泉
群馬懸利根郡新治村大宇新巻村甲2381悉地

無色澄明にしてr11性反態を呈す

　グラム

0，01225

0，2S531

0，∩0042

0，16417

0ノ〕α）4遷

。，o（鵬5

0，13095

0，77710

0，06697

　こ　リrで’レ’

o，312s9

】2，37786

〔㌧02323

4，10425

〔｝，O1806

0，00625

こリヴアル

。，31289

12，37786

0，02323

8，20350

0，03612

0，01250

20，97110

3，69395　　3，69395

8，08974　　16，17948

L｛〕976S　　　1，〔｝9768

Pコ酸（メタ）（IIBO2）

珪酸（メタ（II2Sio：ゆ

1，423クラム（1キログラムr13）

盛類表（魏醗糖磐田韻畜融字）

クロールカリウム（KC1）・・’・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・．・…　　’

硫酸ナトリウム‘Na2SO4）・・．。．。．．．．

クロールアムモ呂ウム（NII4CD・．…

硫酸カルチゥム（CI潟0裏）　・．・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）＝〕・一．・．・

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：監）2〕・・

重芳と『酸翌巨酸イヒ‘ユ〔Fe（11CO3）2〕　・　…　　　　。

廻酸（メタ）｛HBO2）・・・・・・…
珪酸（メタ）（正f三Sio：呈）・・…　　．・・、・．・

　　　　】，43796

・… @　　0，⑪0710
・　…　　　　　0，06‘｝9S

2g，72391　　20，97111

0，16133

7，77608

　　　　1，50GO｛　　37，66132

本泉は弱苦味泉に属す

．グラム

｛｝，0233

0，1964．

0，6411

0，0012

0，4871

0，0849

0，0026

0，0〔）11

0，0071

0，0610

1，50δ8

泉　　質

．一 V6一



比

所心地
試験年月
性　　　状

　重

猿 ケ 無二泉
．群馬縣利根郡新治村大字猿ケ京字湯島1424番地の3及1424番地の4の1
0召不［12‘F7ノヨ　（東京）

殆と無色澄明にして微溺アルカリ性反癒を呈す

1，0005．（15。）

　　　　イオン

カチオン．

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Xaつ　・・

　カルチウムイオン（Ca’り　’・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

　フェロイオン（Fe’つ・・…

蒸嚢残7陛　　1，8760グラム（1キログラム中）

表（李冷熱雰蹟骸頻：有）

アニオン

　クロールイオン（Clつ…

　硫酸イオン（SO4”）・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：｝’）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0225　　　0，5754　　　0，5754

0，2819　　12，2565　　12，2565

0，2973　　　7，4195　　14，8390

0，0049　0，2015　0，4030

070002　　　0，0036　　　0，0072

醐酸（メタ）（HBO2）

・月｝酸（メタ）（II2Sio：ゆ

遊離炭酸（α）2）　・・

泉　　質

　　　　　　　　　　28ρ811

。　　　0β425　　　9，6588　　　9，6588

・　　　0，80δ1　　8，3804　　1617607

・　　　0，1013　　　1．6616　　　1，6616

　　　　　1，8557　　40，1δ73　　28，0811

・　…　　　　　　　0，0600　　．　1，3665

・　・　。　・　　　0，0770　　　0，9832

　　　　　1，9927　　42，5070

・　…　　　　　　0，1340　　　3，0455

　　　　　2，1267　　45，5525

本泉は石膏性苦曝泉に属す

盤類表（難凝蓉霧磐隷藩霜翻

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（N艶SO4）・・・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・．．．。．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO92〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO，；）2〕…

三窪が乏酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

瑚酸（メタ）（HBO2）　・。．．．．。。。

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・・・・…　　．

遊離炭酸（COz）

グラム

0，0429

0，5310

0，2254

0，9249

0，1014

0，0295

0，0006

0，0600

0，0770

　　　　　　　　　　　　1，9927
・　・　・　・　…　　　　r　…　　　　　　0，1340

2，1267

比

所　在　地

回瞼年月
性　　　歌

後 閑 ．鑛 ．泉（冷）

群馬縣利根郡古馬牧村大宇後閑字上河原

大正14年6月（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反鷹を呈す

1，0035（150） 蒸避残渣　　3，6253グラム（1キログラム中）

イオン表（李響赫蕨絵詞轡）
カチオン　　　　　　　　　　　　　グラム

　カリウムイオン（K●）・…　　　0，0128

　ナトリウムィォン（Nパ）一・　05859
　カルチウムィ噛一．ン（Cバ）．・・　0，4950

　マグネシウムイオン（1Wg’つ・　0ρ466

　フェロイオン（F●’）　・・…　　　　　0．0006

　アルミニウムイすン（Al’”）　・　　0，QOO3

アニオン

　クロールイオン（Clり・・。

　石荒酸イオン（SO4”）　・…

　ヒドロガと酸イオン（HICO3つ

こりモル

0，3274

25∫1739

12，3534

1，9161

0ρ107

0，0111

こリヴアル

0，3274

25，4739

24，了068

3，8322

0，0212

0，0333

54，39δ0

・　　　O，5177　　1425995　　14F5995

・　　　1，8042　　18，8132　　37，6264

・＿＿g，13鐙＿＿一2，ユ」童豊1　　　2，1691

　　　　　　　　　　　　　　　3，5954　　75，6744　　54β950

王ll酸（メタ）（II2SiO：P　・　…　　　　　　0，0207　　　0，2643

　　　　　　　　　　　　　　　3，6261　　75，9387
遊唐｛k拶之酸（C（）2）　　・　・　。　…　　　　　　　0，00SG　　　O，1955

泉　　質

3，6247　　76，1342

本泉は石彊性苦味泉に乱す．　．，

監琴醸囎鯵欝騰磐隷藩昂翻

クロールガリウム（1（Cl）　・・…

クロrルナトリウム（NaCl）・…

硫酸ナトリウム（N2SO4）　．・．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・．

珪酸（メタ）（II2Sio：｝）・・・・…

遊離炭酸（CO2）　・・一・・一・

　　　グラム
ー　　0，0244

・　・　　0，8343

・・ @ひ，7957

・　・　　1，6817

・　・　　0，1014

・　・　　0，1572

・・一〇ρ019

・・ @0，0019
・　・　　　0，0207

　　　3，6192

・　・　　　070086

　　　36278
　　　’
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　　所在地
　　試回目刀
　　性　　　欺

源泉温度

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Naり　・・

　カルチウムイオン（Ct兀’り　。・

　マグネシウムイオン（Mズ）・

　フェロイオン（Fe●つ・。…

上 牧 温 泉
欝馬縣利口郡三三1；牧村大字上牧字中河瓦く2052魯地
ロ召不【12！；1こ1　刀　　（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を早す

　　　　　　42，5Q

　　　　　　l，001G（150）

表（耳ミ∫貰アkl　キロ　ク干ラム哩llこ合イ∫する各成分及共：f量ヒ次の如し）

アニオン

　クロールイオン（C1り・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロガと．酸イオン（IIC（．）3り　・

蒸塗…残潅　 2，0268グフム（1キログラム中）

グラム　　　こりモ〃　　ミリヴアル’

0ρ099　　　0，2523　　　0，2523

（》，4109　　17，8652　　17，8652

（、，2490　　　6，2141　　12，4282

0，0009　0，0370　0，0740

0，0003　0，0（．｝54　0，0108

3（㌻P6：305

O，4s51　　13，6so2　　13，6802

0，7617　　　7，9292　　15，8588

0，0667　　　1，0924　　　1r，09茎4

1，9845　　47，075S　　3｛、，6：；14

〔｝，0160　0，36｛4

0，0544　　　0，6946

塵類表（難鶴葦舗鰐轟愚壽画聖）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナ1・リウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（N2SO．監）　・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO．重，　・・・・…

了E炭酸カルチゥム〔Ca（IICO：3）2〕…　　．

重炭酸マグネ5！ウム〔Mg（IICO：二）2〕…

〕丁ヒかこ1裟亘E－酸イヒ塗葺〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

砿1酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

アト置隻（メタ）（正129iO：二）　。・・・　・　・　…

瑚酸（メグ）（IIBO2）　・…

｝｝ま’酸（メタ）（112SiOl覧）・。。・

遊1離炭酸（CO2，　・・・・・・・・…

グラム

0，0189

0，7849

0，3152

0，7773

0，0817

0，005．1

0メ）0！0

0，イ）16つ

0，1）544

2，054S

｛｝，O149

2，0697

．

　　　　　　　　　　　　　　　2，0549　　48，1348
主謄ドjll：拶と｝r凌（C（）」）　　・　．　・　…　　　　　　　0，0149　　　0，33S6

　　　　　　　　　　　　　　　2，06gS　　48，473一｝

泉　　質 本泉は食盛含有石膏蛙苦曝泉に聞す

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　封是

源泉江L度　　500

」．ヒ　　重

石 倉 温 泉
群馬目利根那桃野村大字石倉字五裂三澤丁190番地

il召和3年刀6刀　（來京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反庶を呈す

1，（X）18（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛り　・。・・

　ナトリウムイオン（Nこぺ）　・・

　カルチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオンOIぎつ・

　7エロイオン（Fe”）・・…　　　．

汐茎慶憂蒼赴　　2，0二～グラム（1キログラム曙1）

表（二二赫雌絃劣魏イり

アニオン

　クロールイオン（C1つ・…

　薪三酸イオン（SO4り　・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（IICO3つ・

グラム

0，009壬

0，4107

0，2458

0，0009

0，0002

こリモル．

0，24〔H

17，δ56⊃

6，1343

0，⑪370

0，0036

ミリヴアル

0，2404

17，8565

12，2685

070740

1），0072

30，4466

0，474G　　13，3S－11　　13、3841

0，7δ91　　　7，9015　　　15，8031

0，076S　　　1，2」94　　　1，2594

1，9775　46，S168　30，4466

0，0439　　　0，999S

O，0δSO　　　O，740（1

藍類表（裟辮葦糖騙繍・押葉

クロρルカリゥム（KC1）　・・・・…

クロールナトリクム（NaCD。・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　．・．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

重炭酸カルチゥム〔CalllCO：鼻）2〕…　　．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICQ；）2〕・・．

重かこ酸ヌ｝巨酸イヒ鐵〔Fe（IICO＝ゆ2〕　…　　　　．　．

忍刃｝琶と〔メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

月遠目（メグ）（II2Sio3）　・・…　　　。・9。

側｝1浸〔メタXII］BO2）　。…

珪｝綾（メグ）（II2Sio3）　・…

2，079壬　　48，5572

0，0042　　0，03δ5

近｛1；生炭酸（CO2）

グラム

0，0179

0，76Σ4

0，3348・

0，7549

0，0955

0，0け54

0，0006

0，0・塾39

0，0580

　　　　　　　　　　　　2，0794

・・・・・・・・… @　　0，QO42
2，〔，δ36

遊ii窪炭酸（CO2）　・・・・…

2，0S36　　4S，G527

泉　　質 唱言は食藍含有石膏蛙苦味泉に属す

＿78一



●

　　所　．在　地

　　’試験年月

　　性　　　歌
諺褒泉撒L度　　　 42つ

比　　重

小 日 向 温泉
群馬縣利根郡水上村大字小日向字天刺腰573番地の2

大π三13ムF12月　（束京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

】，0013　（150） 蒸獲残渣　　　1，3362グラム（1’キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na●）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（31g’●）　・

　フェロイオン（Fe●つ・・。・●

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0048　　　0，1228　　　071228

0，1320　　　5，7391　　　5，7391

0，2784　　　6，9478　　13，8956

0，0002　　　0，0082　　　0，0！6壬

0，0003　　　0，0054　　　0，0108

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，7847
アニオン

　クロールイオン（Cr）・…　　　0，1382　3，8974　3，8974
　硫酸イオン（SO｛”）　・・…　　　　0，7110　　7，4016　14，8032

　ヒドロ男之酸イオン（IICO3’）　・　　0，0661　　1，0841　　1，0841

　　　　　　　　　　　　　　　　1，3310　　25，2064　　19，7847

　砂1酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，0085　　0，1936

　工！三酸（メタ）（正1＝S103）　・　…　　　　　　0，0453　　　0，5784

　　　　　　　　　　　　　　　　1，3848　　25，9784

　共　他　　アムモニウム及ヒドロ燐酸イオ’ン各痕跡雄遊離炭

　　　　　　酸僅微

泉　　質 本泉は石弓性苦味泉に属す

盤類表（魏鶴欝霧器識繍、翻

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（KaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

硫酸カル．チウム（CaSO4）　・・．・・．．

重炭酸カルチウム〔Cα（HCO3）2〕．・．・

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・。．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO：｝）2〕．．．・・

瑚酸（メタ）（IIBO2）　．．．．。．．．．
珪酸でメタ）（II2Sio3）　．　・　．　・　・　。　。　．　．

●

グラム

0，0092

⑪，2207

0，1395

0，8739

0，0857

00012

0，0009

0，0085

0，0453

】，3849

　　所　震　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
艶原泉油盈度　　　　540

」．ヒ　　重

湯 原 温 泉
群馬縣利根郡水上村大字湯原字諏訪凍718番地

大正13年12月（東京）

無色澄明にして微にア1レカリ性反慮を呈す

1，0016（150） 蒸嚢残1査　　】，6壬13グラム（】．キログラム中）

イオン恐嚇七一無配寵イリ
カチ才ン

　カリウムイオン（K●）…

　ナトリウムイ矛ンCN「aつ　・　・

　カルチウムイオン（Cバ）　・

　’マグネシウムイオン（Mgつ

グラム

0，0059

0，16壬6

〔、，3325

｛1，り002

ミリモル

0，1509

7，1565

8，2980

0，0082

ミリヴアル

0，1509

　7，156δ

16，5960

0，01爆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23，9198
アニオン

　クロールイオン（Cr）．．。．　0，1776　5，1）085　5，0085

　硫酸イ牙ン（SO4”）　・・…　　　　軌8sO5　　9，1661　18．3322

　ヒドロガと酸イオン（llCO3’）　’．　O，！）355一．〔｝，壁l！1　一．02旦Z三り

　　　　　　　　　　　　　　　　1，5968　　3（㌧3673　　23，9198

　衝斑酸（メ　タ）（IIBO2）　　・　・　．　．　　　O，0085　　　0，1936

　肩…酸（メ　タ）（H2Sio：｝）　・　…　　　＿」q，璽…塾1＿一9芝Z邑4§　．

　　　　　　　　　　　　　　　　1，6644　　31，3155

　其　他　　フェロ及ヒドロ燐酸イオン各痕跡拉遊離炭酸僅微

泉　　質 本泉は石蕎明確喋泉に属す

盤類表（面諭欝砦聡同属宥1謂／

クロールカリウム（KCI）　・…　　．・

クロールナトリウム（NaG1）　．．．，

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．．　．

硫酸カルチウム（CaSO墨）　・・．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：二）z〕．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：p2〕．．

側」酸（メタ）（11BO2）　　・…　　　層・・

珪酸（メタ）σ12SioΩ一…　一・

　　グラム
．　0，0113

・　　0，284「，

・　　0，1633

　　1，0913

．　　0，0456

・　t），0012

・　　0，‘γ）85

・　0，0591

1，66｛3

一79一



比

所在地
試験年月
｛：’ヒ　　歌

　重

谷 川 温 泉
群眉墨利根郡フk上村大掌谷川字上原514番」也の4

大正15」ド3刀（束：京）

無色澄明にして微溺酸性反癒を某す

1，0010　（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（NaO）　・・
　カルチウムイオン（Cバ）　。’
　マグネシウムイオン（Mg鱒）　’
　フェロイオン（Fe●’）・…　　　。

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

蒸慶幾澄　　1，059グラム（1キログラム中）

表！鷲奪赫蹟絵翫轡）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO．の・・…
　ヒドロかこ酸イオ’ン（IICOゴ）　・

グラム　　　ξリモル　　ミリヴアル

0，（レ066　　　0，168S　　　O，1688

〔㌧0928　　　4，0348　　　4，‘）：雪48

〔｝，2155　　　5，3781　　10，7562

0，0010　　0，0411　0，0S22
0，6004　（1，0072　1㌧（』l143

0，0001　　　〔P，0037　　　fレ，‘｝111

15，0674

0，1273　　　3，59〔｝（｝　　3，590r、

0，5291　　　5，6〔レ7δ　　11ρ149

（㌧0282　　　0，4625　　　0，4G25

1，0010　　19，1937　　15，0674

0，0040　0，∩911
0，0δ58　　〔｝，7112

、

臨類表鵬耀両脚羅臼一篇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

磁1酸（メタ）（HBO2）　。　・。・
∫1｝酸（メタ）（II2Sio3）　・　…

　　　　　　　　　　　　　　　1，0608　19，9960

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　　0ρ0ω　　（1，1364

クロールカリウム（KC1）　・・　　・…

クロールナトリウム（NaC1）…　　．．。

硫酸ナトリウム（Na2SO‘）．。．・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　。．．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IIGO：～）2〕．。。・

重炭．酸マグネシウム〔：～lg（Ilc（二）：二）＝〕…

ユ卜定こ直£ヌ臣酸fヒ心腹〔Fc（IICO3）2〕　…　　　　。　’

硫酸アルミニウム〔AしISO．‘）3〕…　　．・

綴1酸（メタ）（IIBO2）　・・…　∴・・’

珪．_（メタ）（II墨io：；）・・・・・…　　6

遊離炭酸（CO』）

o，0126

02000
，

〔｝PO436

0，7073

0，0297

0，0060

0，0013

0，0006

0，0040

0，0558

　　　　　　　　　　　　1，0609

．．．．．・・・… @　　0，0000
1，0669

1，0668　　20，1324

泉　　質 本泉は石膏性苦味泉に凪す．

　　所　．在　地

　　試瞼年刀
　　仕　　　月．た

源泉浬芝

比　　重

谷 川 温 泉
群馬縣利根郡フ1く上村ス：字谷川字湯向α［1番地

口田干1125i三2刀　（）｛〔3k）

無色澄甥にして微弱アルカリ仕反麗1を呈す

50，60

1ρ006（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Ca”｝　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ・
　フェロイオン（Fe●’）・・…

　アルミニウムイオン（A1’”）　・

蒸獲…残言左　　　0，640蓬グラム（1キログラム中）

表（鷲万言雌骸薫蒸有）

ア呂オン

　クロールイオン‘Cl’）・…
　硫酸イオン（SO墨り・・…
　ヒドロかこ酸イオン（IICO；監’）　・

グラム

tl，0028

0，0S31

0，1034
0，0〔X11

0，ακ）1

0，0001

こりモル

0，0716

3，6261
2、5S（｝1

0，CO41

0，0018

0，0034

ξリヴアル

0，‘）716

3，62GI

5，160S
O，00S2

0，0036

0，0111

8，8S14

0，1139　　　3，2121　　　3，2121

（、，2546　　　2，6501　　　5，3002

0，∩22δ　　　0，3691　　　（，β6～｝1

12，5187　　　δ，8δ14

0，6308

藍蝋表壌蒔肥舞聡四韻旧聞騎

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・。。●’

硫酸ナトリウム（N姪Sα）．・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：監）2〕・…

並炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・L
重万こ酸亘｝E｝tミfヒf⊥セ〔Fe（IICO3）2〕　㌔　・　…

硫酸アルミニウム〔Aし（SO．ρ3〕・…　　　㌔

∫k竃屋（メタ）（i12Sio：ゆ　・　・　・　・　・　・…

　　　　　　　　　　　　　　　0，5bO9
∫監酸（メタ）（II2Sio3）・…　　　　0，∩494

　　　　　　　　　　　　　　　0，63013

典　他　　研酸痕跡立・Σ遊間lll炭殻僅復

13，1495

グラム

0，0053

0，1836

0，0345

0，3270

0，0290

0，0006

0，0003

0，0006

0，0494

0，6303

，

泉　質 本泉は輩舗温泉に卜す

一80一



　　所　左　地

　　試験年月
　　性　　　厭

源泉温度　　49。

比　　重

水 上 温 泉
群馬縣利根郡水上村大宇谷川字上原556番の45番地

昭和3年3，月（東京）

無色澄明にして中性の反慮を呈す

　　　　　　　　　　1，0009（150）

イ1オ〉表（本四永1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　カリウムィォン（K●）・…
　ナトリウムイオン（Ng●）…
　カルチウムイオン（Ca”）　’・
　マグネシウムイオンOlg”）　」
　フェロイオン（Feつ・。…
　アルミ昌ウムイオン（△1…）　・

アニオン．

　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4り　…　　　。・
　ヒドロ．炭酸イオン（HCO3’）・

湧　出　量　　　　系勺　　1298ヘクトリ＿トル（24時開）

蒸；獲残渣　　0，446グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0034　　　0，0870　　　0，0870

0，0689　　　2，9957　　　2，9957

0，0640　　　1，5972　　　3，1944

α0004　　　〔1，0165　　　0，0329

0，0002　　　0，0036　　　0，0072

0，0（X）1　　　0，0037　　　0，0110

6，3282

0，083（）　　　2，3407　　　2，3407

0，1603　　　1，6686　　　3β372

0，0397　　　0，6503　　　0，6503

　　　　　　　　　　　　　　　　0，4200　　　9，3633　　　6，3282

爾酸‘メタ）（HBO2）…　　．　0，0030　0，0683
、珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，0557　0，7112

　　　　　　　　　　　　　　　0，4787　　10，1428

遊離炭酸（COz）・一…　　　0，0051　0，1159

泉　　質

　　　　　0，4838　　10，2587

本泉は量純温泉に属す

肇類表囎鶴欝獅識編垣宇）

クロールカリウム（KC1）　・…　　．

クロールナトリウムてNaCl）・・．．

硫酸ナトリウム（N助SO｛）・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HGO3）2〕・

重星ξ酸亜酸イヒ餓〔Fe（IICO3）2〕　…

硫酸アルミニウム〔AI2（SO｛）3〕・．・

醐酸（メタ）（IIBO2）　。・．・。．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・・・…

遊離炭酸（CO2）

　　　グラム
．　・　　・0，0065

・　・　　0，1318

・　・　　0，0527

・・@0，1759
・・ @e，0495

・・ @0，0024
。　・　　0，0006

・・@0，0006
・・@0，0030
－　　0，0557

　　　　　　　　　　　　0，4787

・・・・・・… @　一　　〇，CO51

0，4838

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
壷原泉ま岳L度　　　 54Q

比・　：重

谷 川 温 泉
群馬縣利根郡水上村大字谷川字上原556番地の13（1號）

昭和3年4月（東京）
無色澄切にして微弱アルカリ性反：癒を呈す

　　　　　　　　　　1，0005　（15Q）

イオ壊騰猫蹟骸堀越）
カチオン　　　　　　　　　　　　グラム

　カリウムイオン（1（’）・…　　　0，0046

　ナトリウム．イオン（Na●）　・・　　0，0871

　カルチウムィオン（Ca●’）　・・　0，0862

　フェロイオン（Fe’∂）・・…　　　　0，0001

　アルミニウムイオン（Al”●）　・　0，0004

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・。・

　硫酸イオン（SO4”）・…

　ヒドロ尭是酸イオン（HCO3り

ミリモル

0，1176

3，7870

2，1513

0，00ユ8

0，0148

蒸襲残渣　　0，5677グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，1176

3，7870

4，3025

0，0036

0，0443

8，2550

。　　　　0，1058　　　2，9836　　　2ρ836

・　　　0，2221　　　2，3119　　　4，6237

。　　　0，0395　　　0，6477　　　0，6477

　　　　　　　　　　　　　　　0，5458　　1230157　　　8，2550

棚酸（メタ）（HBO，）一・・　0，0⑪16　0，0364．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　　0，0576　　0，7355

盤類表（本鍍水は其集戌に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　0，6050　　12，7876

遊離炭酸（CO2）・・・…　　　0，0210　0，4773

泉　　質

　　　　　0，6260　　13，2649

本泉は箪純温泉に属す

クロールカリウム（KC1）　・・・…　　，

クロールナトリウム1iNaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4），・．．．．．．．

硫酸力「レチウム（CaSO4）　・・…　　．・ボ

重炭酸カルチゥム〔Oa（HC磁）2〕・一・・’

重炭酸亜酸化蛾〔Fe（HCO3）2〕　．．．．．

硫酸アルミニ．ウム〔A12（SO4）3〕・…　　。

棚酸（メタ）（正IBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）。．．．．．’．．，

グラム

0，0088

0，1675

0，0654

0，2490

0，0522

0，0003

．0，0025

0，0016

0，0576

遊拷佳炭酸（CO2）・・．・・・…

　　　　　0，6り49

・　…　　　　　　0，0210

’0，6259

■
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　　所　左地
　　試臓年刀
　　性　　　歌

源泉温度　　39Q
」．ヒ　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ0陰・’

　ナトリウムイオン（Naり　’匿

　カルチウムィオン（Cバ）　・・

　マグネシウ∴イオン（⊃lg’つ　・

　アルミニウムイオン（Al…）　・

谷　川　温　泉
群馬縣利根郡水上村大字蓼｝坦字上犀650悉地の13（2號）

昭和3年4刀。に京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

1ρ003（15Q） 蒸渡袋渣　　0，4343グラム（1キログラム中）

表（端く吏錠7ド』1キログラム璽lllこ含イ∫する各成分及共和次の如し）

アニオン
　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸．fオン（Sσ墨り・・…

　ヒドロかこ酸イオン（IICOゴ）　・

グラム

0！i〔）36

（㌧0712

0，0627

0，り010

0，COD3

ζリそル　　竃リヴアル

（），り921　　　0，0921

二3，0957　　　3，⑪957

工，564S　　　3，1295

0，0411　（㌧OS22

0，0111　　　0，0332

6，4’～27

0，0804　　　三～，2673　　　2，2673

0，1564　　　工，62δ0　　　3，2560

0，「555　　　0，9）94　　　0，9：．194

（、ブ1311　　　9，‘｝095　　　6，4327

（D，0015　0，0342

0，りδ00　　　〔｝，63S4

盤類表（甥震灘密命蕪属晶翻

クP一ルカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
石オ藁縄ナトリウム（Na2SOl）…　　　9…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・．．．．．・

並炭酸カルチゥム〔Ca（11CO3）2〕・．…

重かこ酸マグネシウム〔Mg（IICO：ゆ＝〕…

硫酸アルミニウム〔∠」L12（SO4）3〕・…　　．

覆艦駿（メタ）（IIBO2）　。．。．．．．，．．

珪酸（メタ）（II2SlOΩ・・・・・・…

爾酸（メタ）（III；02）　・…

王監酸（メタ）（II2Sio：E）
・・。・

　　　　　　　0ジ茎S2G　　10y三2821

・・・… @　　　0，0109　〔レ，2477

グラム

0，0069

0，1272

0，0654

0，1567

0，0670

0，0Q60

0，0019

0，0015

0，0500

遜離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　．0，4826

．．．．・・・・… @　　0，0109
0，4935

遊離炭酸（CO3）

泉　　質

　　　　　0，4935　　10，5298

本泉け輩縄温泉に属す

谷 川

　　所　在　地

　　試瞼年刀．　　昭和3年11・刀（束京）

　　性　　　歌

源泉温変　　50つ　　　　　　　　湧田量
ユ．ヒ　　　　コ重　　　　1，0つ09　（150，　　　　　　　蒸互葦珪二謹亡

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛’）’．●．

　ナトリウムイオン（Na．）…
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Ngつ・
　フェロイオ’ン（Fe’つ・…　　　。

　アルミニウムイオン（Al…）　・

温 泉
群馬縣利根郡水上村大字谷川字上原514番∫．也の3．

無色澄明にして殆とΦ性の反慮を呈す

表（鶯奔赫蕨導出糀有）

アニオン

　クロールイオン（Glり・…
　研三酸イオン‘SO．盛り　・…　　　。

　ヒドロ疹こi腰イオン（IICO：∫）　・

グラム

0，0057

0，1011

0，2213
（極，（K）14

0，0000
0，0004

0，1418

（㌧5377

（1ρ351

iリモル

（㌧145S

4β957
5，5229

0，G576

0，0108

0，0148

ミリヴアル

0，1458．

4β957
1LO↓57
0，l151
〔｝，‘）215

‘），0443

1δ，7681

3，99S9　　　3，9＝i89

5，5970　　1L193∋
（㌧5753　　　0，5753

1，Q461　　20，3183　　1δ，76S1

0，0058　　　0，1321

0，019，　　0，2426

約11430ヘクトリ＿トル（24時ll町）

1，0δ9グラム（1キログラム中）

塵類労咳鍛門門讐門門繍1謬）

醐酸（メタ）（IIBO2）　・…　　．

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　　．

i遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　1，0699　　21），693δ

・　。　・　…　　　　　　0，0G95　　　0，2159

　　　　　1，079｛　　20，9094

本泉は石齋栓苦慮泉に属す

クロールカリウム（KCD　　・…　　　。。・

クロールナトリウム（｝ζaCl）・・。…　　，

置尭酸ナトリウム（Na2SO｛）・。…　　。・

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　。・．・

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）コ〕・…

重かこ酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重かと酸可巨酸｛ヒ5」1ミ〔Fc（IICO3）2〕　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕。・…

覆！∫酸（メタ）（IIBO2）　・…　　　。・…

珪』_（メタ）（II2Sio3）　・・9學 ・・…

グラム

0，0109

0，2253

｛、，0385

0，7220

0，0356

0，0084

0，0019

0，0025

0，0058

0，0190

遊離炭酸（CO～）

　　　　　　　　　　　　1，0699

・・・・・・・・… @　　0，009δ

1，0794

泉　　質
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　　班　左　地

　　試瞼年月
　●性　　　肌

源泉温度　　71Q

比　　重

放射能，

1，0001．（16Q）

1，97マツへ，………大正3年4月30ロ試験

湯檜周回．泉（N・・2）
群馬縣利根郡水上村大字揚檜曾字湯の澤208番地　　　・

大正3年5月（束京）　　．・　　．　　　・
無色清澄にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　湧出量　　約　974ヘク団＿トル（24時ll日）．

　　　　　　，蒸；獲残渣　・0，50グラ云（1キログラウ中）

’イオ壊鷺猫鵬翼欝血）
カチオン

　カリウムイオン‘K●）・…
　ナトリウムイオン（Ka●）　・・
　アムモ昌ウムイオン‘NHゴ）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ・
　フェロイオン（Fe’．）・・…

アニオン

　クロールイオン（Clつ　・…
　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，00451　　0，11520　　0，11520

0，09000　　3，90455　　3，90455

0，00026　　0，01438　　0，01438

0，05214　　1，30250　　2，60500

0，00022　　0，00903　　0，01806

0，00070　　0，01250　　　0，02500

6，68219

0，14650　　4，13258　　4，13258

0，06295　　0，65532　　1，31064

0，07568　　1，24045　　1，24045

’瑚酸（メタ）（正IBO2）　・

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・

　　0，43296　11β8651　　6，68367

。　　0，02838　　1，64485

・　　0708829　　1，12586

　　　　　　　　　　　　　　り0，54963　　14，15722

遊葦｝臣毒是酸（CO2）　　…　　　　。　・　・　　0，04542　　1，03227

　　　　　．　　　　　　　　　　0，59505　15，18949

泉　質』　本泉は箪純温泉に属す

縢職（甥耀糖磐謙灘1翻
クロPルカリウム（KCD．・・・・…　　．

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールアムモニゥム（NH4CD・・一
クロールカルチウム（CaCI2）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO．ρ　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…　　．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：｝）2〕…

霜芳と酸耳胃酸イヒ鐵〔Fe（1工CO3）2〕　…　　　　。　。

神託（メタ）αl1302）　・…　　．．．．．

q≧酸（メタ）（lr12Sio3）　・・…　　．・・。・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0086

0，2284

0，0008

0，0055

0，0892

0，0970

0，0013

0，0022

0，0284

0，0883

　　　　　　　　　　　　0，5497

・6・・・・・・… @　　0ρ壬54
0，5951

　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　欣

源泉温度

比　　重

湯檜曾温泉
群馬縣利根郡水上村大字湯檜曾三芳灰10番地先河原池

大正7年11月（東京）

無色清澄にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　65，50

　　　　　　　　　　1，0005　（150）

．イオン表（本鑛水1キログラム中に組打する各成分斎忌量次の如し）

カデオン
　カリウムイオシ（正こ●）・・…

　ナトリウムイオン（Nパ）．・・
　アムモニウムイオン（NH4．）・
　カ々チウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フ土ロイオン（Fe●’）・・…

　マンガノイオン（Mn’つ…
　アルミニウムイオン（Al’●。）　・

アニオン
　クロール’イオン亀Clつ・…
　亟爺「酸イオン（SO4り　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPOノ）
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）

グラム

0，0058

0，0909

0，0002
0，0425

0，0056

0，0001

0，0002

0，0004

蒸獲残渣．0，6188グ弘（1キ・ク’ラム中）

ミリモ’レ

0，1481’

3，9436

0．0111

1，0625

0，2299

0，0018

0，0037

0、0148

こリヴアル

．0，1481

3，9436
』00111
　ぼ
2，1260

0，4598

0，0036

0ρ074
0，0444

、6，7430

　　0，1r韮2δ　　　4，0董97　　　4，0197

　　0，1206　　　1，2565　　　2，5110

・　　　0，0021　　　0，0219　　　0，0438

・　　　0，0103　　　0，1685　　　0，1685

　　　　　　　　　　　　　　　0，4212　　10，8811　　　6，7430

棚酸（メタ）（HBO2）　・・一　　〇，0058　0，1018
珪酸（．メタ）（正12Sio3）　・　…　　　　　　0，0883　　　1，1260

　　　　　　　　　　　　　　　0，5153　　12，1089

　　　泉質　本泉は軍純温泉に属す

監類表囎鶴器引回瀦毒二重翻

．クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロー’レナトリウム（NaCl）・…　　　．．

硫酸ナトリウム（N助SO4）・・…　　　．．

クロールアムモニウム（NH4Cl）　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　．．

硫酸マグネシウム（M讐SO｛）．。。．．．。
　　　　　　　　　　　　　　　　胃酸ブネシウム〔MgでHCO・｝・〕　●
：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO窪）2〕　・・…

二三亜酸化マンガン〔Mn（IICO：；）2〕…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO垂）3〕…　　．

醐酸（メタ．）（HBO2）・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio：｝）・・…　　．．．．．

グラム

0，0111

0，2257

0，0062

0，0006

0，1446

0，0179

0，0120

0，0003

0，0006

0，0025

0，0058

0，0883

0，5156
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　　所　在　地・

　　試瞼年刀
　　性　　　欺
源泉八仙　　850

比　　重

藤 原 温 泉
群馬縣利根郡水上村大字藤原字湯の小屋甲6291番地

大正9年3刀（束京）・

無色澄り1にして微弱アルカリ性の反癒を呈す

　　　　　　　　　　1，000r1　（150，

イオン表（李磐奪義二上巽垂垂劣垢轡∫）

カチオン
　カリウムイオン（K’）’。●・．●－

ρナトリウムイオン（Naう　・・
　アムモニウムィオン（NII4’）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・

：アニオン

，　クロールイオン（Clつ・…
　轟虚酸イオン（SO4り　・・。・・
1ヒドP炭酸イオン（IICO3り・

蒸獲残渣　 0，7200グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　竃リヴルア

0，0126　　　0，3218　　　0，3218

0，1724　　　7，4794　　　7，4794

0，0015　　　0，0830　　　0，0830

0，0334　　　0，8350　　　1，6700

0，0005　　　0，0205　　　（，，0410

9，5952

031879　　　5。3004　　　5β004

0，1928　　　2，0071　　　4，0142

0，0171　　　0，2SO6　　　0，2806

　　　　　　　　　　　　　　　　0，6182　　16，3278　　　9，5952

　町中（メタ）（HBO2）・…　　0，0057　0，1295
「　珪酸（メタ）（H2Sio3）・・。・　　0，3324　　4，2443

　　　　　　　　　　　　　　　　0，95じ3　　20，7016

　遊1i濯：炭酸（CO2）　・・。…　　　　　0，0577　　1，3114

　　　　　　　　　　　　　　　　1，0140　　22，0130

　共　他　　フェロ，マンガノ，アルミ昌ウム，砧酸恥ヒドロ燐
　　　　　　酸イオン各痕跡

　　　　泉質　本革は蹟純温泉に劃す

盛類表（甥鶴巷翻難詰窪薦角紬

　．．クロールカリウム（KCD』・・・・…

　クロールナトリウム（NaCD・…　　．・・

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　．．．

　クロ．一ルアムモニゥム（NII｛Cl）・．…

　硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．．，．

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…　　．

　重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．’。．

　瑚酸（メタ）（IIBO3）　．．。。．，．．．

　珪酸（メタ）（正12Sio3）　．．．．．。．．．

逝：離炭酸（CO2）

・　グラム

　O，0241

』「0，2863

　0，1838

　0，0044

　0，0972

　0，0194

　0，0030

　0，0057

　0，3324

　　　　　　　　　　　0，9δ63
・　・　。　・　。　・　・　・　…　　　　　　0，0577

1，0140

　　所’．衣　地

　　試製年刀
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）。…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチチウムイオン（Caつ　・
　マグネシウムイオンorgつ・

藤　原　温　泉
群馬縣利根郡水上村大字藤原字奈良7F　1915番地甲

ブく正9五iこ3月　0挺京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反庶を呈す

　　　　　　S〔ち20

　　　　　　1，0006　（150）

表（蝿熱赦鐵描艶布）

・アニオン

　クロールイオン（Clつ。・・。
　硫酸イオン（90｛『）　・・…
　ヒドロ；炭酸イオン（IICO：二’）　・

蒸曇…残渣　　0，8310グラム（1キログラム中）

ケラム　　　竜リモル　　ミリヴアル

0，0129　　　0，3295　　　0，3295

0，2048　　　8，8Sδ0　　　8，8850

（レρ454　　　1，13δ0　　　2，2700

0，0007　　　0，0287　　　0，0574

11，5419

0，2419　　　6β237　　　6，8237

〔」，1835　　　1，9103　　　3，S206

0ρ548　　　（D，8976　　　0，S976

　　　　　　　　　　0，7440　　20，009S　　11，5419

　　　　　　　　　　0，0071　　0，1613
　　　　　　　　　　0，llO7　　　1，4116

　　　　　　　　　　0，8618　　21，5827

　　　・　・　・　…　　　　　　0，0156　　0，3319

　　　　　　　　　　0，8774　　21，9146

フェロ，マンガノ，アルミニウム，アムモニウム，耐
酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　質　　　本泉は肇純温泉に科す

油類表（本鎖水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含右する溶液に概略相可す）

π7酸（メタ）‘IIBO2）　・…
珪殻（メタ）（112Sio3）　●　…

遊離炭酸（CO2）

其　他

泉

クロールカリウム（KCI）　・…　　。・・

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム0ζa2SO4）…　　．・．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・．・・・…

重炭酸カルチゥム〔C乱（IICO3）2〕。…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

副酸（メタ）（II］じ02）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　。　・　・　…　　　　。　・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0246

0β799

0．1699

0，0973

0，0680

0，0042

0，0071

0，110γ

　　　　　　　　　　　O，8617
．　・　。　・　・　・　・　・　…　　　　　0，0156

0，8773

一84一



　　所　；在　地

　　試験年，月

　　性　　　歌．

源泉温度　　29Q

比　　重

　　　　イオン

カチオン．

　カリウムイオン（Kつ・・辱●
　ナトリウムイオン（麗aつ　・・
　カルチウムィォン（Cパ。）　・・

湯　の　花温泉　　　，
群馬縣利根郡水上村大字藤原字小穗口6396番地

大正9年6月（東京）

無色清澄にして僅微の敵味を具へ微弱アルカリ性反：癒を呈す

　　　　　　1，0014（15り）

表（鷲撮赦簸塩鱈有）

蒸獲残渣　1，4675グラム（1キ・グラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0126　　　　0，3223　　　　0β223

　　　　11，6565　　　11，6535〔｝，2681

0，1930’．　4，8166　　　9，6332

21，6120

・アニオン
　　クロールイオン（Cr）・…　　　o，3745　噛10、56Σ2　10，5312
　　硫酸イオン（SO4”）　・　・　…　　　　　0，4751　　　4，9459　　　9，9918

　　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り　・　0，0707　1，1590　1，1590

　　　　　　　　　　　　　　　　1，3940　　　33，4615　　　21，6120

　　醐酸（メタ）（HBO2）…　　㌦　0，0390　0，88S2
　　珪酸（メタ）（H2Sio3）・．一・　0，⑪752　0，9602

　　　　　　　　　　　　　　　　1，5082　　35，3099

　　遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　　0，0117　　0，2659

　　　　　　　　　　　　　　　　1，5199　　　35，5758

　　其他　マグネシウム，フェb，．アルミニウム，ヨード，ヒ
　　　　　　　ドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　泉質　本泉は石膏含有弱霞騒泉に辞す

盤類表嬢襟雛門田融三三端端

クロール・カリウム（］K：Ci）　…　　　一…

クロールナトリウム（KaCD・・・…

硫酸ナト．リウム（Na2SO4）・．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

孟炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕．．．．

藁葺（メタ）（HBO2）　・．．，．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・．・・．・・．一・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0240

0，5986

0，1007

0，5768

0，0939

0，0390

0，0752

　　　　　　　　　　　1，5082
・　・　・　・　…　　　　，・　・…　　　　0，0117

1，5199

掴

所　左　地

試瞼年，月

性　　　欺

久慈鑛泉（冷）
茨城縣久慈郡久慈町1116番地

大正8年7刀（東京）

無色清澄にして微に献昧を具へ微弱アルカリ性反鷹を呈す
1、0030　（150） 蒸獲残渣　 4，0010グラム（1キログラム吋1）

イオン表（轡熱源窺錫寵有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）・・●’
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4●）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイナン（M鴬●。）・
　アルミニウムイオン（Al”●）　・

アニオン

　硝酸イオン（NO3’）・・…
　クロールイオン（Cr）・…
Σ　ヨードイオ・ン（J’）　・・…

　硫酸イオン（SOの・・…
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）・
　ヒドロ炭酸イオン（11CO3’）・

グラム

0，0189
1，0δQ7

0，GO13

0，2975

0，1249
0，0001

0，0125
2，3402．

0，0031

0，06壬3

0，0004

0，2252

ミリモル　　　ミリヴアル

0，4828　　　　0，4828

45，5835　　　45，5835

0，0719　　　0，0719

7，4375　　　14，8750

5，1273　　10，2546

0，0037　　　0，0111

0，2015

66，0141
0，0244

0，6694

0，CO42

3，6917

71，2789

0，2015

66，0141

0，0244

1，3388

0，0084

3，6917

4，1391　　129，3120　　　71，旱789

0，0142　　　0β226

0，0259　　　0β303

盤類表囎鶴欝霧器蘇続漏翻

棚酸（メタ）（HBO2）・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）。・・’・

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　4，1792　　129，9649

・　。　・　…　　　　　0，0246　　　0，5591

　　　　4，2038　　130，5240

本泉は魎化土類含有弱食二丁に馬す

．砧酸カリウム（KNO3）　・・．．．．．．

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaG1）…　　　．。．

ヨードナトリウム（NaJ）　…　　．．．．

クロールアムモニウム（XH4C1）　・・．．

クロールカルチゥム（CaG】2）　・・…

クロールマグネシウムOlgCI2）　・…

硫酸マグネシウム（⊃lgSO4）・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3，2〕…

燐酸アルミニウム〔△．12（11PO4）3〕…　　．

’砺酸（メタ）（HBO2）　．．．。．．。．。

珪酸（メタ）（112Sio3）　．．　．．．．．．．

逝｝離炭酸（CO2）

グラム

0，0204

0，0210

2，6652

0，0037

0，0038

0，8248

0，2490

0，0806

0，2698

0，0006

0，0142

0，0259

　　　　　　　　　　　4，1790
．　。　．　．　．　．　。　．　…　　　　　　0，0246

4，2036

一85一

o



●

比

所窮地
試瞼年月
性　　　歌

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1く●）…　　。
　ナトリウムイオン（Ka●）　・・
　アムモニウムイオン（NII．ゴ）巳
　カルチウムイオン（Ca’●）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’。）’
　7エロイオン（Fe。●）・・…

關本鑛泉（冷）
1契城縣多賀郡聞本材大字關本字藤の腰川敷地

メこiE　5‘1三6刀　（ヌこ京）

無色澄明にして硫化水素臭を具へ躬アルカリ性反慮を呈す
1，0003　（150） 蒸獲残渣　 0，3795グラム（1キログラム中）

表（霧馨赫蕨骸出寵右）

アニオン

　クロールイオン（Cl）・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ芳ξ酸イオン（三ICO：♂）・

　次亜硫酸イオン（S20：ノ）。・・
　フト硫イオン（IISり　…　　　。・

グラム　　　　竃リモル　　　ミリヴァル

0，003S　　　O，0971　　　0，0971

0，1043　　　4，5249　　　4，5249

0，0011　　0，0608　　0，0608
0，00S9　　　0，2225　　　0，4450
（，，COδ7　　　　0，2340　　　　0，4680

（，，0011　　　0，0196　　　．0，0398

5，635G

〔㌧0294　　　0β293　　　0，8293

0，0737　　　0，7672　　　1，5344

0，1856　　　3，0422　　　3，0422

0，0086　　　0，07G7　　　0，1534
0，0025　　　　0，0767　　　　0，0757

　　　　　　　　　　　　　　　0，4247　　　9，95GO　　　5，6350

珪酸（メタ）（II2SiO：二）・…　　　　0，0721　　0，9194

遊．離炭酸（CO2）　・・
逝藤1：研婦ヒフ！く素（II2S）

0，496S　　　10，869壬

0，0261　　　0，5942

0，0017　　　0，0505

　　　　　0，5246　　　11，5141

本泉は軍純硫化水素泉に冠す

縢厳（魏幾騰霧磐駄窪轟属翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1ζC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Ka2SO4）・・r．．。．

i欠亜硫酸ナトリウム（Ka2S20：｝）・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO：Ω　・・…

水硫化ナトリウム（KallS）　・・・…

クロールアムモニウム（NH．墨Cl）・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（IICOI；）2〕・．・・．

垂炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：；）2〕・・。

重かこ酸1；巨酸イヒ£蚊〔Fe（IICO3）2〕　・　。　…

王監酸（メタ）（II2Sio3）　。　・　…　　　　。　…

0，0072

0，0394

0，1091

0，0121

0，1758

0，0（｝12

070032

0，03GO

O，0343

0，0035

0，0721

遊離炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（H2S）

泉　　質

　　　　　　　　　　0，4969
。　・　。　●　・　・　●　・　・　　　0，0261

・・・・・・… @　　α0017
0，5247

比

所　左　地

試瞼年月
性　　　釈
　亦：

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NII4’）・
　カルチウムィオン（Cガ’）　・．

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　7エロイrナン（Fげつ・・　…

　アルミニウムイオン（A】’”）・

巴　　鑛　　泉（冷）
茨城縣鹿島郡巴村大字當問字町μl139番地

大正12年9刀（東：京）

微黄色澄明にして戯咲を右し微弱アルカリ性反慮を呈す
1，m34（】50） ’蒸塾をダミ柑丘　　4・2336グラム（1キログラム噌＝）

表（李難赫滋強翫倉イ∫）

アニオ’ン

　クロールイオン（Clり　・…
　硫酸イオン（SO勝り・・…
　ヒド’ロナ毒酸イオン（IIPO♂）・
　ヒト“ロかこ6芝イオ’ン（11CO：｝P）・

グラム　　　iリモル　　こりヴアル

0，0699　　1，7δ77　　1，7877
1，369：3　　59，534s　　59，5343

0，0014　　0，｛｝776　　0，〔．1776

〔｝，0476　　　1，1879　　　2β75S

O，‘〕9〔，7　　　3，729－1　　　7，458S

O，OCO7　　0，り125　　0，0250
0，0005　　　　0，0185　　　　070555

71，31δ2

翻酸（〃XIIBO⇒・・一
珪酸（メタ）（II2Sio3）・…

2，1597　　　60，9052　　　60，9052

0，2941　　　　3メ．｝ぜ∫16　　　　6，1232

0，り007　　0，α）丁3　　⑪，1〕146

（㌧2GO7　　　　4，2722　　　　4，2722

4，29δ3　　　74，59．17　　　71，3152

（㌧OQGS　　　OJ549

〔1，1〕623　Ω，795互

　　　　　　　　　　　　　　　4，36－14　　　75，5451

逝i離炭酸（CO2）　・・・…　　　　0，0113　　ぐD，2δ6S

　　　　　　　　　　　　　　　4，3757　　　75，8019

其　他　　ヨード及ブロームイオン各痕跡

　　　泉質 本震は弱食馨泉に凝す

藍萎醸囎1購器四緑議露融学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クローノレカリウム（KCD　・…　　．・・。

クロールナトリウム（NaCD・・…　　9

硫酸ナトリウム（Na含SO4）・・・・…
クロールアムモニウム（NII4Cl）　・．…

硫酸カルチゥム（CaSO｛）　・・．・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・。。．．

庫炭酸マグネシウム〔M・よ（」HCO3）2〕，．．

’1E炭酸可［i酸化ξ注〔Fe（IICO3）2〕　・　・。・　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　…　　　．・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）1｛〕・…

揮1酸（メタ）（HBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・　…　　．。㌔・　・

逝藩lll炭酸（CO2）

0，1333

3，4515

0，03δ2

0，0042

0，1617

0，1933

0β108

0，⑪022

0，（の23

0，GOOS

O，0068

0，0623

　　　　　　　　　　　　4，3644
・　…　　　　。　・　・　。　…　　　　　0ρ113

4，37δ77

＿86一



比

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

　重

下　須 田鑛泉（冷）
茨城縣屈辱郡伊崎村大字下須田字新屋敷831番地

大正元年12刀（東京）

無色清澄にして微弱アルカリ性反癒を呈し戯財こを右す

しO112（170）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ●’畳。
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムィォン（NHぺ）・
　カルチウムイオン（Cと、○’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fげつ・・…

蒸登残油i　　14，94グラム（1．キログラム中）

表（高熱赦無錫寵イり

アニオン
　クロールイオン（C1り・…
　研‘酸イオン（SO4り　・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（HCO3つ・

グラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0209563　　　2，44266　　　2，44266

4，71796　204，68113　204，68113

0／O1686　　0，87721　　0，87721
0，48732　　12，18300　　24，36600

0，222：38　　　9，12890　　18，25780

0ρ4151　　0，7rl125　　1，48260

252，10703

8，16668　230，37179　230，37179

0，87899　　　9，15043　　18，3008δ

0，21044　　3，44937　　3，44927

　　　　　　　　　　　　　14，83677　473，02564252，12192

憶説賎メタ）（HBO2）　・…　　　0，28066　　6，37718
珪酸（メタ）（正12Sio3）　・　…　　　　0，059〔｝6　　0，76312

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　15，17649　4δ0，15594

・　・　・　…　　　　　0，12559　　　2…85432

　　　15，30208　483，01027

本泉は醐酸及鐵含有食臨泉に織す

盤類表（甥薦欝嚇器紐オ観偏謬）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールアムモニウム（NH｛CD　・…

クロールカルチウム（CaG12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）・…　　一・

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　・．

重炭酸il巨酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…　一

側」酸（メタ）（IIBO2）　。・・。・・r凸，

珪酸（メタ．）（1129io3）・・・・・・…

遊離淡酸（CO2）

　グラム

・0，1822

11，9746

0，f）470

1，2396

1，1368

0，9809

0，M39

0，1320

0，2807

0，0591

　　　　　　　　　　　15，1768
．　．　．　．　．　．　．　．　．　・　・　　0，1256

15，3024

泉　　質

比

所　在地
試験年月
性　　　歌

　重

大 瀧 鑛
埼玉縣秩父郡大瀧村大字瀧村臨澤

大正14年1刀（東京）

，泉（冷）

殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
1，0034　（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）’齢”

　ナトリウムィォン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン‘NII4り・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオンOlg亀’）．

　フェロイオン（Fe●’）…　　　。・

蒸獲残渣　　3，9516グラム（1キbグラム中）

表（門門券鼠絵翫倉イり

アニオン

　クロールイオン（Clつ・・。・

　硫酸イオン（SO｛り・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（IICO3’）・

グラム　　　ミリモル　　モリヴアル

0，0462　　　1，1816　　　1，1816

1，3424　　58，3652　　58β652

0，0108　　　0，5986　　　0，5986

0，1076　　　2，6853　　　5β806

0，0189　　　（㌧7771　　　1，5542

0，0003　　　〔㌧0054　　　0，⑪108

677091∩

1，7820．　50，2538　　50，2538

0，0007　　　0，0073　　　0，0146

1，0264　　16，8226　　16β226

　　　　　　　　　　　　　　　4，3353　130，6969　　67，0910

石朋酸（メタ）（正1］BO2）　・　…　　　　0，0792　　1，8038

珪酸（メタ）（H2鱗03）．・．．　0，0177　0，2260

　　　　　　　　　　　　　　　4，4322　132，7267

其他　　マンガノ，ヨード，ブローム及ヒドロ燐酸イオン各

　　　　　痕跡蚊遊離炭酸僅微

　　　泉質　本泉はアルカリ性弱食堅泉に属す

‘

盤類表三訂鷺鷹磐品脳至聖

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）…　　．．・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．・．．．．

：重炭酸ナトリウム（N＝IHCO3）　・．．．・

ク詫間ルアムモニゥ云（NH4Cl）…　　．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICOI肇）2〕．＿．

重炭酸マグネシウム〔1∬g（HCO3）2〕．・。

重炭酸苑酸化鐵〔Fe｛HCO3）2〕・・…

醐酸（メタ）（HBO2）　。．．。．．＿．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・…　　。・・

グラム

0，0881

2，8338

0，0010

0β298

0，0320

0，4361

0，1137

0，0009

0，0792

0，0177

4，4323

＿87一



比

所在地
試瞼年刀
性　　　歌

　彙

三原山鑛泉
東京府八丈島樫立一字三原山

大正元年12刀（來京）

殆と無色澄明にして牧敏性鐡味をイfし酸性反1嬢を呈す

1，0018（150）

　　’イオン
カチオン
　フk葬ξイオン（Hり　・・　，…

　カリウムイオン（1｛つ”●●

　ナトリウムイオン‘⊃ζaつ　・・

　アムモニウムイオン（NII｛●）・

　カ〃チウムイオン（Ca”）　・9

　マグネシウムイオンOlg’つ・

　フェリイオン（Fe’●り　●●”

　アルミニウムイオン‘Al”’）。

表（李勲赫蕨絃脇倉イf）

アニオン

　クロールイオン（CP）・…

　ヒドロ硫酸イオン（IISO毘’，　・

　硫酸イオン（SO4り　・・…

グラム　　　　iリモル　　　ミリヴアル

0，00541　　　5，35644　．　5，35644

0，00065　　　0，01660　　　0，01（360

0，01839　　　0，79783　　0，79783

0，00016　　　0，0G8S5　　　0，00885

0，02281　0，57025　1，14050

0，CO611　　0，25082　　α50164

0，07686　　　1，372150　　　4，11760

0，07623　　2，81292　　8，43876

20，37812

0，01481　　　0，41777　　　0，41777

〔P，51970　　　5，35387　　ξ5β53S7

0，70141　　　7，30179　　14，60358

　　　　　　　　　　　　　　1，4425r…　24，25964　　20，37δ22

珪酸（メ　タ）｛1｛2Sio3）　・　…　　　　　0，13220　　　1，6S579

　　　　　　　　　　　　　　1，57474　　25，94δ43

　　　泉質　本泉は酸性弱緑暮泉に属す

盤類表！甥鯵盤精器尿蔽昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　コ
　クロールカリウム（1｛Cl）　？●・’’”

　クロールナトリウム（NaCl）。”●・●
　硫酸ナトリウム（丼a2SOρ・・．．…　　．

　クロールアムモニゥム（NII｛C1）　・…

　硫酸カルチウム（C乙職SO．ρ　・・・・…

　硫酸マグネシウムOlgSOρ　．・・…

　硫酸々船子〔Fe2（SO，）3〕・　・g・・…

　硫．酸アルミニウム〔A12（SO‘）3〕・g…

　遊離硫酸（II2SO1）　・・・・・・・…
■　　王1…」駿（　 メ　 タ　）（II空Sio3）　　 。　　 ・　　●　　・　　 ・　　 ○　　 ・　　．　　．

0，0012

0，0230

0，0288

0，0005

0，0776

0，0302

022746，

0，4816

0，5251

0，1322

175748

℃

比

所在地
試瞼年剛
性　　　歌

　重

式 根 鑛
東京府新島式根村字式根前

大正12年1月（東京）

泉

無色澄切1にして献味を具へ微弱アルカリ性反庶を某す
1，020δ（160）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・●・
　ナトリウムイナン（Na’）　・●
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　7エロイオン（Fじ’）・・…
　アルミニウムイオン（Al…）．・

蒸渡残汀亡　　糸り　27，2グラム（1キログラム婁II）

表（李鷺赫壁絵劣寵イり

アニオン
　耐馳酸イオン（NOゴ）・。…
　クロールイオン（Cl’）・．。・
　ブロームイナン（Bガ）　…
　ヨードイオン（」つ　・・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICOゴ，　。

，

グラム　　　iリモノレ　　iリヴア’レ

0，5∩06　　12，8031　　12780：31

8，2911　360，，茎826　360，4926

0，5651

｛㌧7969
（㌧0（X｝2

〔｝，f｝013

14，1028

32，7G73
00α｝6

　コ
00．180

　，

28，2056

65，5346

0ρ072
0，1440

467，1771

0，00Sl　　　O，1306　　　0，1306

15，1642　427，6424　427β424
0ρ297
0，00δ8

1，5（3δ0

0．3902

0，3716

0，0δ3G

16，2919

6，3951

0，371｛5

0，‘｝536

325333
6，39δ1

　　　　　　　　　　　　　　　27，3192　871，0926　467，1771

燐酸（メタXIIBO⇒　・一・　0，0167　0，3803
封…酸（メグ）（1｛＝Sio3）　．．　・　　0，1（ヌ〕9　　2ρ5．45

　　　　　　　　　　　　　　　27，4969　873，5274

遊離炭酸（CO2）　・．．．・・　　0，0266　　0，GO45

　　　　　　　　　　　　　　　27，52：34　874，1319

其　 他　　　ヒドロ燐酸イオン菰｛跡

　　　泉　　質　　　本泉はプローム含有強食騒泉に属す

盤類表嬢搬雰謄精器謀義編謂1）

励酸カリウム（K｝ζα覧）　。．．．。。．．

クロールカリウム（KCI）　。・・。．・。・

クロールナトリウム（NaCD・・・…

ブロームナトリゥム（NaBr）．．．。．．

コード．ナトリウム（NaJ）　．・．．．。。

クロールカルチウム（CaC12）．。．．。．

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

硫酸マグネシウム（MgSO｛）・・・…

重日酸マグネシウム〔Mg（IICO3海〕　．．
11㌃かこ酸可匡酸fヒ鍛〔Fe（IICO：3）2〕　．　・　一　・　．

硫酸ア1レ．ミニウム〔A12（SO｛）3〕．・・．。

砂1｝裳（メタ）（II］BO2）　．．．。．．　…

珪1_（メタ）（II2Sio3）・…　　．・・．，．

遊離炭酸（COよ）

　グラム

0301：32

0，9449

21，0490

0，0382

0，⑪OSO

1，56δ3

1，2718

1，9526

0，4674

0，0006

0，0082

0，0167

0，1609

　　　　　　　　　　　27，496S
箏　・　・　…　　　　9　・　…　　　　　　0，0266

27，5234

一SS＿



比

片 瀬 鑛

所　在　地

．試瞼年月　　大正2年10月（東京）

性　　　歌
　重　　　 1，0032（150）　　　　　　　蒸舅を躍き2査i

泉（冷）

紳奈川縣鎌倉郡川ロホ∫片瀬2931番地

暗褐色澄明にして少しく献味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

イオン表（亭亭徽搬録錫寵有）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・。・

　ナトリゥムィォン（Na’）　．．

　アムモニウムイオン（NH4つ・

　カルチゥムィォン（（）a・・）　．．

　マグネシウムイ、オン（Mg●つ・

　フェロイオン（Fe’●）・・．・・

アニオン

　クロー1レイオン（Clり・・。・

　ヒドロ炭酸イオン（11GOI二り・

　グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，05140　　　1，31290　　　1，31290

1，23786　　53，70325　　53，70325

〔，，00424　　　0，23451　　　0，23451

0，01139　　　0，28475　　　0，56951

0，01265　　　0，51929　　　】，03858

0、00280　　　0，05000　　　0，10000

　　　　　　　　　56，95875

1，38018　　38，93315　　38β3315

i，09995　　18，02901　　18，02901

　　　　　　　　　　　　　　3，80047　113，06686　　56，96216

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　O，！6048　2，04641

　　　　　　　　　　　　　　3，96095　115，11327

遊離淡酸（CO2）　・・・…　　0，17172　3，90273

　　　　　　　　　　　　　　4，13267　119，01600

共　他　　硝酸イオン僅微，爾酸痕跡，有機物多量

　　　泉質　本泉はアルカリ性弱食璽泉に属す

約3，75グラム（1キログラム中）

盤類表囎畿雰砦響霧器叢徽，蔭融孚）

’クロールカリウム（KCI）　・・・・…

　クロールナトリウム（NaCD。。．．．．

　重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　。．．。．

　クロールァムモニウム（｝旺14C1）．．。。

　：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）翠〕。．．．．

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　。．

　重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕。．。．．

　珪酸（メタ）（II2Sio3）・・…　　、・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

O，0979

2，1870

1，3719

0，0126

0，0461

0ρ760

0，0089

0，1605

　　　　　　　　　　　　3，9609
．　・　．　●　g　．　．　．　．　・　．　　0，1717

4，1326

　　所　在　地

　　試瞼年刀
　　｛生　　　欺

源泉温度　　46。

比　　：重

　　　　イオン

カチオ’ン

　カリウムイオン（Kつ・。・・

　ナトリウムイオンlNa。）　・9

　アムモニウムイォンINH4●）．

　カルチゥムィォン（Ca．’）　．．

　．マグネ警ウムイオン（Mg’つ　・

　アルミニウムイオン（Al…）　。

湯の花澤温泉
剃1奈川縣足柄下郡元箱根村字湯の花澤

大正2年4月（東京）
殆と無色澄明にして硫化水素臭を具へ躬酸性反慮を呈す

　　　　　　1，00〔15（160）

表（李鱗赫岩礁錫疑有）

アニオン
　クロールイオシ〔Gl’）・…

　硫酸イオン（Sq”）・・…

　グラム

0，00161

0，04460

0，00021

0，03571

0，01400

’0，01485

ξリモル

0ρ4112

1，93480

0，01162

コ口89275

0，57471

0，54797

蒸渡残2査…　　0，566グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，04112

1，93480　．

0，01162

】，78550

1，14942

1，64391

6，56637

0，00198　　　0，05585　　　0，05585

0，31270　　　3，25562　　　6，51052

　　｛｝，42δ66　　　7，31444　　　6，566：37

．　．　　0．00851　　　0，19337

・　・　0，19605　　　2，50000

盤類表壌齢賢鶴聡簿旧藩晶翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（］KCI）　．・・．．．．　0，0031

クロールナトリウム（NaCl）p・．・・．　0，0002

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　．・・　0，1373

クロールアムモニウム（NH4CD・．・．　0，0006

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・…　　．　0，1215

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・．・一　　〇，0692

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．・…　　0，0938

醐酸（メタ）（HBO2）　・．・．・・・…　　　0，0085

〕圭酸（メタ）（II2Sio3）　・　．　●　．　・　・　。　・　・　　0，1961

劒酸（メタ）（HB◎2）∴

蛙酸（メタ）（H2Sio；ρ・・

10，（0781

2，38636

2，71303

逝i離かと酸（CO2）　・》

遊跨推研己イヒフ！く素（112S）

　　　　　　　　　　0，6303

・・．．．・．・・ @0，10δ0

．．．．．．．．． @0，0925
0，8278

遊離炭酸（CO2）・・
遊跨佳硫イヒフk素（正12S）

泉　　質

　　　　063022
　　　　　’
．．．．〔｝，10500

．　．　．　．　0，0，246

　　　　0，8276S　　15，1り720

本泉は輩純硫化水繁泉に扇す

＿　89　一



　　　　　　　　　　所　在地

　　　　　　　　　　試験年月

　　　　　　　　　　仕　　　欺

　　　　　　　　比　　重
　1

　　　　イオン

カチオン

　7ド素イオン（IIつ・・・…

　カリウムイオン（KO）・…
　ナトリウムイオン（Nnつ　・’
　カルチウムィォン‘Cバ｝．．
　マグネシムムイオンOlg’つ・
　フェロイオン（Fじ’）・・…

　アルミ轟ウムイオン（Al…）　・

湯の花澤温泉
跡奈川縣足柄下隠元箱根村字湯の花澤121番地のロ毅
ヲく正二11令…8刀（東京）

無色澄明にして酸味虹硫化水素臭を具へ酸性反慮を5誌す
1，0011（150）

表（李三二蹟絵劣疑イり

アニオン
　クロールイオン（Cl’｝・…

　ヒドロ硫酸イオン（IISO｛り・
　～流酸イオン（SO4”）　・・…

　‘ヒドロ鱗介イオン（IIPO4り・

グラム

0，0023
0，01’06

｛｝，0179

0，0397
0，∩163

0，0316

0，0δ21

‘），fレO19

0，2179

0．5117
0，02δ0

ミリモル・　ミリヴアル

2，2445　　　2，2445

〔〕，0135　　　0，0135

‘．レ．778：3　　　（，，7783

‘｝，9908　　　】，9δ16

0，67〔，2　1，3・104

0，6734　　　1，3468

1，922δ　5，7675

　　　　13，472δ

　　　　，
0ρδ36　〔｝ρδ36

2，244δ　　2．2445
5，327’0　　1α6539

0，2603　　　0，5206

0，9230　　　】5，1786　　　13，4726

0，2005　　　茎iiG｛以

縢醸1甥欝慧撚聡緑走最編曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　・・・…　　．・

クロールナトリウム（NaCll・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO．D・・・…　　．・

硫酸カルチウム‘CaSO．1）　．・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO‘）　．．・．．。

硫酸亜酸化鐵（FcSO∂　・・・・・…

’酸．酸アルミニウム〔Ai2（SOpl己．。．．．

燐酸アルミニウム〔A12（llPq♪15〕・・。・

遊離硫酸（II2SO‘）　・・・・・・・…

月i酸（メ　タ）（II2SiO；B）　・　・　・　・　・　・　…

正t酸（メタXII2Sio3）・…

ま盤謝f研こfヒフ」く素（II2S）

　　　　　1，1235　　17，73S7

・… @　　　0，1837　δ，：3δ93

遊離硫化水素（II2S）

0，（K）U

O，0023

0，0δ25

0，13｛1，

0，0SO7

0，1023

0，2994

0，0297

0，22（，2

0，Σ0｛あ

　　　　　　　　　　1，1236
…　　　　　。　・　・　…　　　　　　OJ　837

1，3073

1，3072　　23，12SO

泉　質 木泉は硫化水集含有酸牲弱線馨泉に編す

　　所左地
　　試胎生万
　　性　　　欺

源泉温度

比　　旧

慣の花澤温泉
憩奈川縣足柄下郡元箱根村湯の花澤

大正14年7刀（東京）

（與右衛門湯）

微に黄色澄明にして酸味挫微弱なる硫化水素臭を臭へ酸性反庶を呈す
δ4，50

1，（ン030（15？）

　　　　イオン

カチオ’ン

　フ1く素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（Kつ○’0●
1ナトリウムィォン（Nパ）　・・
　カルチウムイオン（Cパつ　・・
　マゲネシウムイオン（Mg”）・
　フェロ，イオン（Fげつ。’●”
　マンガノイオン（M1ゴつ・・’
　アルミニウムイオン（A1…）　・

表饗勲赫蕨絃隣1倉有）

アニオン

　クロールイオンfC1’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（llSO⊆り・
　｛督笠イオン‘SO．1り・・…

　ヒド・燭i設イオン（IIPO1り・

グラム

。，「用5

0，（川6

0，0434

0，1147

へ研旧
0，1〔｝尋1

｛b，（x｝4壬

0，2592

iリモル

】，δ348

‘り｝41）9

】，ss〔；9

2，s62・5

3．7459
1．87δり

。，〔〕sり1

9，56」G

こりヴアル

t5348
0，‘Mα｝

1，88司り

5，7251）

7，4918
3，7500
0，16．12

28，69‘亀8

0，㈲18
‘），14g「1

2，2s93
0，㈹19

49，2834

‘㌻，0δ〔18　　　0．ρδ08

1，534s　　】，5348

23，s291　　47，6582
0，‘jlgS　　　O，0：396

3，0626　　r17，02δ2　　4932834

0，4385　　　5，5991

3，5011　　5226243

油類表（面諭回田器隷骨角謬1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KG1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・…　　，

硫酸ナトリウム（Na2SO．1）・・・・…

硫酸カルチゥム（CaSOD　・，．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO墓）・，・。．．

硫酸亜酸化£幾’FeSO4）　…　　　．．．．．

硫酸亜｝「農化マンガン（M11SO‘）・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO二）3〕・…

逝三離硫酸（112SO4）　・・・・・・・…

工L酸（メタ）（II2Sio：5）。・・・・・…

∫髪酸（メタ）（II＝Sio：5）…　　　。

其　他　　逝離疏化永素痕跡

泉　　質 三軸は酸性明馨鍛馨泉に隠す

0，0030

0，0006

0，1333

0，3S97

0，4510

0，2849

0，0121

1，6352

0，0023

0，15〔’5

0，438δ

3，5011

一go一



　　所　花　地

　　富江．年月

　　性　　　欺
源泉温度　　65Q
比　　：重

カチオン

　水素イオン（IIつ・・・…
　カリウムイオン（K：り・。・・
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　．カルチウムイ牙ン（Ca・・）　・・

　マグネシウムイオン〔Mgつ・
　フェロイオン（Feつ。・の’．6
　マンガノイオン（Mrゴ’）…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

湯の花澤温泉（権現湯）
神奈川縣足柄下郡元箱根村湯の花澤

大正14年7月（東京レ

殆と無色澄明にして酸味拉硫化水素臭を具へ酸性反癒を呈す

　　　　　　　　　　1，0012　（150）

イオン表＊（門門糞赫艮蕪錫確報）

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…
・ヒドロ硫酸イオンαISOの　・

　硫酸イオン（SO4り　。・…
　ヒド・燐酸イオン（IIPO4り・

グラム　　　ミリモル　　ミワヴアル

0，0020　　　2，0077　　　2，0077

0，CO35　　　〔㌧【）895　　　0，0895

〔㌧0〔｝53　　　1，5348　　　1，5：348

｛㌧049S　　　l，2428　　　2，4856

0，‘）18δ　　　〔｝，7730　　　1，5460

0，0112　　　（，，20c6　　　e，4012

0，0〔｝11　0，02eo　　O，‘，40り

0，0935　　　374502　　10β506

18，4554

0，0〔）17　　　ρ，り479　　　0，0479

〔㌧1949　　　　2，1）071　　　2，0（レ77

0，7863　　　8，1843　　！6，3686

0，0t｝15　0，g156　0，α312

　　　　　　　　　　　　　　　1，1996　　19，5741　　18，4554

f登酸（メタ）（II2Sio：ゆ・　…　　　　0，2698　　3，4450

　　　　　　　　　　　　　　　1，4694　　23，0191

遊離硫化水素（H・S）・…　　0，1Z515，1370

泉　　質

1，6｛45　　28，1δ61

竪轍．（本鑛水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

硫酸カリウム（K2SO4）　…　　。・．．．

硫酸ナトリウ（Xa2SO4）・・．．。．．．

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・…　　．．．

硫酸マグネシウムOlgSO4）　・・・…

硫酸亜酸化餓（FeSO4）　・．．．，．．．

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）・・…

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕・・…

燐酸アルミ昌ウム〔AI2（IIPO4）3〕・…

逝i禽筐硫酸（II2SO4）　　…　　　　．　．　．　。　．　。　．

疏酸（メタ）（H2SiO3）・・．．．．．．。

遊離硫化水素（II2S）・・・・…　．．

三品は硫化前索含有弱酸自明響緑血球に旧す

　　　　　　　　　　湯

　　所　左　地

　　試三年刀
　　性　　　欺

源泉温度　　53Q
上ヒ　　　　重　　　　1，0011　（150）

　　　　の花澤温泉（弘法湯）
憩奈川縣足柄下郡元箱根村湯の花澤

大正14年7刀（東京）

殆と無色澄明にして酸味姫硫化水素臭を具へ酸性反癒を呈す

イオン表門勲赫蕨絵翫径）

グラム

0，0036

0，0036

0，109〔）

0，1692

0，0931

0，0305

0，0030

0，5889

0，0018

0，1969

0，ii塑

1，2725

0，塑
1，6445

カチオン

　水素イオン（H’）・・…

　カリウムイオン（K’）陰”
　ナトリウムイオン（Nパ）．．・・

　カルチウムィォン（Ca”）　・

　ぐグネシウムイオン（Mgつ
　フェロイオン（Fピり…　　　’

　マンガノイオン（Mnつ・・．
　アルミニウムfオン（Al”’）

アニオン

　クロールイオン（CI’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO｛”）　・
　硫酸イオン（SO4”）　・．・…

　ζドロ燐酸イオン（11POノ）。

グラム

0，0007
0，fX〕30

〔1，0271

0，0464

0，0248

0ρ025
0，00H
Oj　313

0，eOI8

0，0657
0，9G99
‘㌧00工6

こリモル

0，676s

O，り767

】，1783

】，15SO

l，IJ197

0，0448
｛㌧｛〕20〔）

4，815）

ミリヴアル

0，6768
〔㌧疋，767

1，1783

2，316り

2，0394
（，，0896

0，｛〕400

14，5350

20，9518

0，0508　　　0，0508

（㌧6768　　‘｝，6768

10．0954　　20，1908

0，0167　　　0，0334

　　　　　　　　　　　　　　　1，2759　　19，8590　　2ゆ，9518
珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・、・　・　　　0，2603　　　3，3237

　　　　　　　　　　　　　　　1，5362　　23，1827
遊離所訂ヒフ丞素（II2S）　　・　・　。　。　　　0，1203　　　3，5293

　　　　　　　　　　　　　　　1，6565　　26，7120

共　他　　次亜硫酸イオン痕跡

　　　泉　　質　　　三無は明響含有硫化水索泉に属す’

盛類表（雑鶴葦欝手磐漏識蔭霜醐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラム
クロールカリゥム（KC1）　・・・・…

硫酸カリウム（K2SO4）　。。・．．．，，

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・．．．．，．

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウムorgSO4）　・・…　　．

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　・．・・．．．．．

硫酸亜酸化マンガンor11SO4）・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・。．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・・，．

遊謝髭砂山酸（II2SOO　　・　・　・　・　・　…　　　　。　。

瑠｝酸（メタ，（II2SiO3）　・・…　　　。・。。、

遊言准酸イヒフ∫く素rII2S）　　…　　　．・．・　…　　　、・、

0，0038

0，0023

0，0837

0，1577

0，1228

0，0068

0，0D30

0，8276

0，0019

0，‘〕6｛4

0，逃塑

1，5362

0，1203

1，6δ66
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熟

所　在地

試験年刀
性　　　歌

　璽

大 話 谷温泉
神奈川縣足柄下郡元箱根村字大涌谷績御料地内

大正10年12月（東京）

濡濡緑色殆と澄明にして牧敏性餓味を具へ酸性反感を呈す

1，014S　（150）

　　　　イオン

カチオン
　オく素イオン（II’）・…　　　。・

　カリウムイオン（Kつ・’…
　ナトリウムイオン（Nパ）…
　カルチゥムイオン（Cニゼ’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg。つ　・
　フ．エロイオン（Fe”）・。●”
　フェリイオン（Fe…）・’”●
　アルミニウムイオン（A1…）　・

表（聾徽雰蹟骸翫轡）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　ヒドロ硫酸イオン（IISOの・
　窟罰酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（III）04”）・

グラム　　　疋リモル　　iリヴアル

0，ご）05〔｝　　　5，0377　　　5，0371

0，0〕71　　　0，1816　　　（D，1816

0，Q651　　　2，83Q・1　　　2，S304

0，5113　　12，7602　　25，5211）4

0，1184　　　4，8684　　　9，73〔｝8

1，8022　　32，2744　　64，5488

0ρ380　　　0，6805　　　2，0415

1，0345　　3s，173・1　114，δ202

224，4174

Q，⑪f｝07　0∫1197　0，0197
0，4S9「）　　5，0377　　　5，0377

10，5‘｝19　1（ゆ，326（｝　218，6520

0，0340　Ω，1塑．．。Q，τ9§1）

　　　　　　　　　　　　　　　14，GO72211，544「）224，4174

珪酸（　メ　 タ　 ）（II＝Sio：二）　　●　　の　　，　　，　　　　　　（，，32＝38　　　　　4，1＝345

　　　　　　　　　　　　　　　14，931‘）　215，6785

其　他　．アムニウム，マンガノイオン各痕跡日立日刊旧訓

盛類表輔幾麟霧磐富江祐纈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…

石煮i酸カリウム（1｛2⊆弓04）　●・●99・●・

㍑己酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSOD・・・・…
硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・・・…
石荒．_雍巨醍奮ヒε竣（Ff・SO4）　　・　・　・　・　・　…

硫酸酸化鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO．1）：監〕．．。．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPOの3〕．。．。。

遊離硫酸（II2SO．1）　・・・・…　　9・・

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

0，0015

0，0141

0，2010

1，7370

0，5．861

4，go25

0，1361

6，4945

0，0404

0，4940

0，3238

14，9310

泉　　質 本泉は酸性明暮経響泉に囑す

∫．ヒ

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

　煎

大面谷温泉
紳奈川縣足柄下郡仙石原村盗ケ嶽1255番地

大征11年7刀（東京）

淡黄色澄り】にして牧敏性鍛味を具へ酸｛」L反慮を早す

1，「032（15つ）

　　　　イオン

カチオン

　水素イオン（H’）・・・…
　カリウムイオン（1｛つ　・…

　ナトリウムイオン（Na’）…
　アムモニウムイオン（NHぺ）・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’つ・。…
　フェリイオーン（Fe●●’）。・…

　アルミニウムイオン（AP”）・

表（錦江赦姦骸翫倉イ∫，

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　ヒ1・“ロ硫酸イオ’ン（llS（：）4つ　。

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒト“ロ燐丘童イオン（HPOノ）・

グラム

｛｝，0⊃29

0，0059

0，10S8
0，f玲13
（P，3S〔．，7

1．D，1395

0，6011

0，1494
叱㌧（1649

iL，モル

2，5979

t㌧1509
4，73「14

（㌧Qτ21

9，5「）09

5，73ω

Oド，197

2，〔餐～70

2β9・18

ミゆヴアル

2，8919

〔D，1509

4，7304
d「｝721

19，0018

114720
　り
0，0394

7，9728

7，1844

63，5217

0，「κ｝38　（レ，1〔172　0，1（172

（，，2S13　　　2，S979　　　2、89丁監，

2，4149　　2こ｝，1396　　50、2792

〔，，（，114、　　O，I187　　　‘，，2374

3，5649　　56，42：37　　53》5217

〔1，2G77　3，4182

塵類表（甥露砦二手騙簾薦角鰐）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　　・・・・…

硫．酸カリウム（K2SO．ゆ　 ・。・… @　　。．

裾孟酸ナト　リ　ウム（Na2SO4）　・　・　。　・　…

クロールアムモニウム（NII4CD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・i・…　　：

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…
硫酸亜酸化鐵（FeSO｛，　・　。・　．　。．　。　，

硫酸々化鍼〔Fe2（SO4）3〕　　…　　　。　。　・。

硫酸アルミニウム〔Aし（SO｛）1｝〕・。…

燐．酸アルミニウム〔A12（llP｛｝塾）：｝〕・…

遊離硫駁（II2SO4）　・・・・・・・…
∫圭｝「淀（メタ）（II2S随03）　・　・　・　・　・　・　…

珪直史（メタ）（II2Sio：～）・　…

0，0」27

0，0100

0，33隔り

0，003S

1，2931

0，6906

0，0030

0，5313

0．3967

0，q135

0，2842

0，2677

3β326

3，8326　　59，8419

泉　　質 本泉は石齋含有弱酸性緑馨泉に魁す
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　　所　在　地

　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度

比　　寛．

強羅温泉 （小田原電鐵株式會枇第萱號湯槽）

紳奈川蟹足柄下郡仙石原村字大涌谷
大万1三i16F　12万　（』こ京）

無色澄明にして硫化水索臭を具へ酸性反磨を呈す
71；501

ユ，0016（150） 蒸i慶残渣　　】，495グラム（1キログラム巾）

イオン表＊（李讐奔義雰一蹴垂茨劣垢宅有）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムィォン（Nパ｝．・・
　カルチゥムィォン（Ca・の）　．．

　マグネシウイオン（1Wg’つ・・
　フェロイオン（Fσ－）・・…
　アルミニウムイオン（A1’”）・

ア島オン
　クロールイオン（C1つ・…
　宿孟酸イオン（SO星ρ）　…　　　　9　・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO：｛り・
　水硫イオン（IISつ　・・…

グラム　　　ミリモル　　ミワヴアル

0，0281　　　0，7187　　　0，7187

0，0319　　　1，3869　　　1，3869

0，1670　　　4，1677　　　8，3354

0，0522　　　2，1464　　　4，2928

0，0263　　　（㌧4710　　　0，9420

0，0442　　　1，6310　　　4，8930

2、5688

（，，0206　　　0，5809　　　0，5809

0，9343　　　9，7323　　19，4646

0，0253　　　0，4206　　　0，4206

0，0034　　　0，1027　　　0，1〔127．

　　　　　　　　　　　　　　　1β333　　21，3582　　20，5688

｝セ酸（メタ）（H2SiOl二）　・　…　　　　　　0，1588　　　2，0277

遊離炭酸（CO2）　・・
遊離酸化水素（II2S）

1，4921　　23，3859

0，0205　　　0，4659

0ρ129　　　0，3785

泉　　質

　　　　　1，5255　　24，2303

本泉は緑饗含有硫化水繁泉に厩す

盛類表囎畿麟霧器四四鼠翻

クロールカリウム（KCD　・・・・…

耐己酸カリウム（K2SO4）・・・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．。．．．．

水硫化ナトリウム（NallS）　・・一・．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・，．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　…　　，．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：墨）2〕…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　・・L　・…　　　．．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・．．．．

珪酸（メタ）（II2SiO3）・・・・…　　一

遊拷監炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（II2S）

　グラム

0，0433

0，0120

0，0911

0，0058

〔｝，5671

0，2330

0，0304

0，“715

．0，279し｝

0，1588

　　　　　　　　　　1，4920
．　．　．　．　、　・　…　　　　　　0，0205

・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，0129

1，5254

　　所在　地
　　試験年刀
　　性　　　験

源泉温度

比　　：重

大涌 谷温泉
紳奈川縣足柄下郡仙石原村字楽ケ岳通稻大涌谷御料地内

昭和2年11月（東京）
無色澄朋にして躬酸性反慮を呈す

96，6Q

1，〔1016（150） 蒸獲残涜　　約　1，85グラム（1キログラムΦ）

イオン表（李磐奪哉券笈翼翼羨煎薬イリ

カチオン

　フk素イオン（IIつ・…　　　。・

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオン（Mgう・
　マンガノイオン（Mllつ…
　フェリイオン（Fe”）・・…
　アノレミニウムイオン（Al…）　・

アニオン
　ク自一ルイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）　・

　硫酸イオン（SOの・・…

　グラム

0，α〕02

0，008〔）

1㌧∩567

．（㌧24G1

070632
0，f》03∩

0，0123

0，020σ

0，0H4
0，0214

1，0958

しりモノレ

0，2204

0，2046

2，4652

6，1418

2，5987
0，1）546

｛㌧2203

0，7380

疋リヴアル

0，220年

0，2046

2，4652
122835
5，1974

0，1092

0，660S

2，2140

23，3551

0，3215　　　0，3215

0，2204　　　0，2204

11，4066　　22，8132

　　　　　　　　　　　　　　　1，5381　　24，5921　　23β551

珪酸（メタ）ズII2SiO3）・　…　　　　0，2641　　3，3722

盛類表（論調墾特器濠丁丁熱

泉　　質

1，8〔｝22　　27，9643

：三思は石膏含有弱線饗泉に馴す

クローリカリウム（1くICI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…
硫酸カルチウム（CaSO4）　・，．．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO壷）・・・…

硫酸々化餓〔Fe2（SO｛）3〕・・・・・…

並炭酸麗酸化マンガン（MnSO｛）・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）幻．．．．．

遊離硫酸（H2SO4）…　．・・’・一・・

珪酸（メタ）（H2SfO3）・・．．．。．。．

グラム

0，0153

0，0068

0，1668

0，8361

0，3129

0，0440

0，0082

0，1264

0，0216

0，2641

1βt）2ソ
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湯 ケ 原温泉 （下の湯）

　　所　在　地　　艸奈川縣足柄下郡土肥村・

　　試験用刀　　大正11年12刀（東京）

源泉温度　　630　　　　　　　　湧出量

比　　　重　　　1，0014（15Q）　　　　蒸獲残涜

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）●・．’

　ナトリウムイオン（Na●｝　・・

　カルチウムイオン（Caっ　・・

　マグネシウムイオン（M買”）・

表＊（李勲義赦巽絃翫1総有）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオン‘SO4り　・。…

　ヒド・炭酸イオン（IICOの・

クラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0，0311　0，79δ4　0，7954

0，4724　　20，5391　　20，5391

0，1881　　4，7018　　 9，40：36

0，0023　　　0，0946　　　0，1892

3’｝，9273

0，7972　　22，4817　　22，4817

0，346S　　　3，6125　　　7，2三～50

0，0745　　　1，2206　　　1，221｝6

　　　　　　　　　　　　　　　1，9127　　53，4457　　30，9273

理酸（メタ）（II2Sio：仁）・…　　　　0，1077　　1，3752

　　　　　　　　　　　　　　　2，‘、2「）4　　54，82U9

主佐Ilj｛髭芳こ酸（CO2）　　。　・　・　…　　　　　　　　0，9275　　　21，0796

　　　　　　　　　　　　　　　2，9479　75，9」05

其他　フェロイオン及ヒドロ燐酸イオン鼓有桟4勿各痕跡

約233，8ヘク団一ト・レ（240芋問）

1，9919クワム（1リートル中）

藍類表壌傑毅翻聡燕蒙続墨壷〉

クロールカリウム（KCI）　・・・…　　。

クロ臼ルナトリウム（NaCD，・・…

クロールカルチウム（CaC1＝）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO．1）　・・．・…　　．

重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO15）2〕・…

重臣酸マグネシウム〔1～rg（IICO3）2〕…

｝1圭酸（メタ）（II2Sio3）　・　…　　　、・　・　。　・　・

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

グラム

0，0593

1，2007

0，0637

0，4916

0，0836

0，0128

0，1077

2，0204

0，9275

泉　　質 本集は弱食堅泉に届す

2，9479

湯 ケ 原：温泉
　　所　在地

　　試験年刀　　大正11年12刀（東京）

源泉漉度　　910　　　　　　　湧出ゴ5た

比　　重　　1，00211（】50）　　　蒸発互亀潅

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Nガ）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　。

轡奈川二足柄下郡＝f＝肥村湯ケ原632番地

劇勢変赫蹟楊弓創り

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO．1り　・・…

　ヒドロ刃こ酸イオン（IICO：二り　・

グラム

0705】5

〔㌧6369

f㌧24：；7

0，‘）α、6

ミリモル

1，3171

27，6913

G，OSI9

070217

1，り7S5　3ウ，4146

0，4334　　　4，5146

0，1085．　　1，7778

ミリヴアル．

1，3171

21，6913

i2，163s

O，0494

41，221G

30，4146

9，0292

工，7778

約3S9，6ヘクトリ．卜，・（24時m）

2，1．l180ケラム（1リートル中）

懸頁表（妻澱騨猫手器蕪蘇昂謬〉

クロールカリウム（KC1｝　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム‘CaSOJ　・・・・…
重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：二）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔M9（IIC⊂）3）2〕…

正ii酸くメタ）（II2～蒜。：｛）　・…　　　．。．，，

グラム

0，0981

1，6189

0，0780

0，6143

0，14〔｝1．

0，0036

0，1377

．2，6906

　　　　　　　　　　　　　　　2，5δ31　　71，9220　　41，2216
憂i…酸（メ　タ）（II2Sio3）　・　…　　　　　　0，1377　　　L75S2

　　　　　　　　　　　　　　　2，69つ8　　73，6Sり2

共仙　　7エロ及ヒドロ燐酸イオン並有提物各痕跡

泉　　質 本真は耐食身躯に属す

一94一



　　所　在　地

　　試旧年刀

源泉温度　　81Q

比　　重

湯 ケ 原温泉
祠i奈川縣足柄下郡土肥村揚ケ原632魯地内第二井

大巴11年12月（東京）

1，0016（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Klつ…　　’

　ナトリウムイオン（Ka’）　・・

　カルチゥムィオン（Ca’●）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）　・

湧出量　　約　327，7ヘク凹．トル（24時間）

蒸獲幾渣　　2，∩41）0グラム（1リートル中）

無極磐熱赦頭症市有）

ア三オン
　’クローノレイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SOノ）・99・・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：；’）・

　炭酸イオン（CO：の・・…

　フk酸イオン（0王1’）　・・…

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，e521　　　1，3325　　　1，3325

0，4782　　20，7913　　20，7913

0，16蓬9　　　4，1153　　　8，23C6

0，UO31　　　0，1275　　　0，2550

3〔｝，6094

0，6973　　19，6644　　19，6644

0，37δ8　　　3，9146　　　7，8292

0，0249　　　0，4086　　　e，4（．｝86

0，0420　　　0，6994　　　1，398S

O，0222　1，3084　L3084
　　　　　　　　　　　　　　　1，86G5　　51，9272　　30，6094

珪酸（メタ）（H2SiOl；）・…　　　1〕，1206　1，3502

　　　　　　　　　　　　　　　1，9811　　53，2774

其他　フェ・及ヒド・燐酸イオン加判概物各痕跡

　　　泉質　本革は弱食騒泉に賑す

懸賑（鶉醗蓉嚇磐熱議、蔭蕪写／

クロールカリウム（KICI）　・・・・…

クロールナ1・リゥム（NaCl）・・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　　。．．．

炭酸カルシチウム（CaCO3）　・．，，．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・．．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）」・…

フ1く酸化カルチウム〔Ca（011）2〕・・…

フ！く酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・…

」il…｝唆（メタ）（II2Sio3）　・・　・　・　・…　　　。

グラム

0，0993

1，0710

0，1746

0，0704

0，3655

0，0331

0，0391

〔㌧0〔〕64

0，1206

1，9810

　　所　在地

　　試瞼年月

源泉温度　　79Q

比　　重

湯 ケ 原温泉（箱根屋）
紳奈川縣足柄下郡土肥村湯ケ原

大正11年12刀（東京）

1，0015（15Q）

湧1正1量　約233，8一クド，＿ト・・（24時悶）

蒸互毫残漣乏　　　　2，156：3グラム（1　リー　ト1レ叫1）

イオン表噂磐猫艮蕪表蹴有，
カチオン

　カリウムイオ’ン（K’）…　　’

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg．つ・

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO星つ・・…

　ヒドロ疹と酸イオン（IICOIL’）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，0337　　　0，8619　　．　0，8619

（㌧5213　　22，66δ2　　22，6652

0，1873　　　4，6743　　　9，3486

0，0009　　　（㌧’1370　　　0，0740

32，9497

0，8502　　23，9763　　23，9763

0，3512　　　3，6560　　　7，3120

0，1014　　　1⊇6614　　　126614

　　　　　　　　　　　　　　　2，0460　　57，5321　　32，9497

珪酸（〃）（HzSio3）一・・　o，1120　1，4301

　　　　　　　　　　　　　　　2，1580　　58，9622

遊離炭酸（GO2）・一一・　0，6325　14，3塑

共　他

質

　　　　　　　　　　2，790δ　　73，3355

フェロ及ヒドロ燐酸イオン叩鉦こ跡

泉本泉は買食勘当に樋す

＿95＿

盤類表囎鶴慧鶴写磐漏雄蔽霜翻

クロールカリウム（KC1）　・・．．．

クロールナトリウム（NaC1）…　　　．

クロールカルチウム（CaC12）・…

硫硫カルチウム（CaSO4）　・・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕一

1重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

王登酸（メタX玉12Sio3）　・　　・・…

遊離炭酸（GO2）

　　　グラム
・　・　　0，0642

・　・　　　1，3250

・・ @0，0249
・　・　　0，4977

・・ @0，1286
，　・　　0，0054

・　・　　　Op1120

　　　　　　　　　　　2，1578
．　。　．　．　．　．　．　，　。　．　。　　0，6325

2，7903



、

　　所　在地
　　’試瞼年刀
さ匝泉言皿度　　　　750

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ．’●●

　ナトリウムイオン（Na’つ・．

　カルチウムイオン（Ca’つ　・’

　マグネシウムイオン（Mg●つ　・

湯 ケ 原温泉（間々根屋）
奈川縣足柄下郡土肥村湯ケ原

大正11年12月置束：京）

1，α）15　（150）

湧出量　約181，8ヘク団＿トル（24時間）
蒸獲互蓬7査…　　　2，0010グラム（1　リートノレrP）

罫（鶯熱雰熱熱輿迎）

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…

　硫．酸イオン（SO4り・・…

　ヒドロかこ酸イオン（IICO：ド）　・

グラム　　　　己リモル　　　こりヴアハ’

0，0311　　　｛．），7955　　　0，79δ5

（．〕，481s　　20，9478　　25，9418

0，1913　　　4，7741　　　9，5482

0，GO23　　　0，‘946　　　0，18薯」2

0，7689　　21，6S：36

0，348壬　3，62～）2

0，1δ49　　2，5：387

31，48つ7

　　　　　　　　　　　　　　　1，9787　　54，4635
∫．1≧酸（メタ）（II2Sio3）　・　…　　　　　　0，1095　　　1，3981

　　　　　　　　　　　　　　　2，0SS2　　55，S616
ま生乞唐筐かと酸（CO2）　　・　り　・　…　　　　　　　0，8092　　18，3grg

　　　　　　　　　　　　　　　2，S972　　7・1，2525

其　他　　　フェロ及ヒドロ燐酸イオン虹有田物各払£跡

　　　泉質　本泉は弱食召抱に腸す

2L6836
7，25s・隻

2，6：3δ7

31，4807

慶旧劇鶉㌫欝聡勲二1監繍翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グフム
クロ・一ルカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・・…

硫1酸ナトリウム（Na2SO．窪）・・・・…

硫酸カルチウム（〔弛SO｛）　・・9・…

重炭酸カルチウム〔C乙、（IICO：監）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕…
∫！i．_（メタXII2Sio：ゆ　・　・・　・　…　　　。　・

逝i離炭酸（CO2）

0，ρ59：3

1β212

00042
ク

0，4898

（》，1904

｛㌧｛｝13S

O，1095

　　　　　　　　　　　　2，0882
・　・　9　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，8092

2、8974

　　所在地
　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度　　＆50

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・’”
　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウムイオン（Calつ　’・

　マグネシウムイオン（Mgつ　’

　フェロイオンlFe。’）・・。・・

　アルミニウムイオン‘Al’”）・

湯 ケ 原温泉
神奈川縣足柄下郡湯ケ原町宮上字孫却下744番地の2

昭和2年11月（來京）
無色誰明にして微に戯味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0018　（15Q）

表（鶉変義赦姦智劣駝右）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロかこ酸イオン（HCOゴ）　・

グラム

。，∩31｝9

0．5443

0，2211

0，0005

0，f，OO2

0，0σ02

．蒸獲幾かと　　＝～，2900グラム（1キログラムΦ）

iリモル　　ミリヴア膨

0，79’．｝3　0，79〔〕3

23，6652　　236652

5，5179　　11，0357

0，0206　0，り411

0，0〔，36　　　0，0」72

0，GO77　0，0221

　　　　35，5616

0，8777　　24，7δ18　　24，7518

0・4435　　　4・6165　　　9，2329

0P962　　　1，5769　　　】，57（｝9

　　　　　　　　　　　　　　　2，2146　　60，9δ0δ　　35，5616

碑酸（メタ）（IIBO2｝　・…　　　　0，0100　 0，2277

∫k酸（メタ）（II＝Sio15）・…　　0，II73　1，4978

塵類表咳鍔講砦讐聡熱1と1罠繍認）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KGI）　・・・・…　　．

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールカルチウム（CuC1の・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭殻カルヲ・ウム〔C11（IICO：；）2〕　・…

ゴ1：炭1酸マグネシウム〔Mg（IICO：B）2〕…

重三と酸舜E酸．fヒ釘毫〔Fe（IICO：｝｝2〕　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SO星）：｝〕・．．．。

鮒酸（メタ）（11BO21　・・・・・・…
月i酸（メタ）（II2Sio：｝）　・　。　…　　　。…

遊離炭酸（Gぐ）2）

0，05S9

1，3835

0，0164

0，6270

0，1239

0，0032

0，COO6

0，0〔，13

0，0100

0，1173

　　　　　　　　　　　　三～，3421

，g，．．．，。… @　　0，GO12
　　　　　　　　　　　　2，3－133

　　　　　　　　　　　　　　　2，3419
逝歪；生炭』酸（CO2）　・・・…　　　　　0，0012

　　　　　　　　　　　　　　　2，：；431

泉　　質

6：～，6760

0，0273

62，7033

率泉は石督含有弱食藍泉に掲す

一96一



　　所　左　地

　　試験年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　：重

宮　の 下温泉 （富土屋ホテノン源泉）

帥奈川縣足柄下郡温泉村宮め下

大正10年11月（東京）
無色清澄にして微弱なる献昧を具べ殆乏中性の反礁を呈す

78，5Q

1，σ018ζ150） 蒸獲残流

イ恭表・鰹熱嶽骸蹴有）
カチオン．

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムィォシ（Nガ）　・・

　カルチウムイオン（Ca。’）　・・

　ぐグネシウムイオン（Mg’づ　・

ア呂オン．

　ク盲一ルイオン（Cy）・…

　硫酸イオン（SO4”）。・…

　ヒドロが之酸イオン（IICO3’）　。

グラム　　　ξリモル　　ミリヴアル

0，0588　　　1，5047　　　1，5p47

0，6276　　27，2853　　21，2853

0，0746　　　1，8621　　　3，7242

0／｝OG8　　　0，2830　　　0，5660

33，0802

1，1226　　31，6576　　31，6576

0，0303　　　〔㌧3156　　　0，6312

0，0483　　　0，7914　　　0，7914

　　　　　　　　　　　　　　　1，9690　　63，6997　　33，0802

菱監酸（メタ）（II2SiO：～）　・　…　　　　　　0，1820　　　2，3239

　　　　　　　　　　　　　　　2，1510　　66，0236

遊跨｛筋ξ酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　0，2635　　　5，9879

　　　　　　　　　　　　　　　2，4145　　72，0115

共他　　フェロ，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン拉珊酸乳

　　　　　痕跡

　　　泉質　本曲は耐食臨泉に属す

2，2092グラム（iキ白グラム車）

麟脚本鰍噸田口キ・グラ紬
・i欠の成分を合有する溶液に概略相画す

　　　　　　　　　　　　　　　グラム
〃爵一ルカリウム（KCI）　・・・・…

ク6ニルチトリウ去（NaC1）…　　．．．

多価一ルカルチゥ云（CaC12）・・・…

硫酸カルヂウム（CaSσ壬）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

童炭酸マグネ劃ウム〔Mg（Hco・・）・〕一・

珪嵐メタ）1主i，SiO、）一…　一一

遊離炭酸‘CO2）

0，1122

1，5951

0，1591

σ，0430

9，0異尋3

Q・o歪14

0，1820

　　　　　　　　　　　2，1511
’　。　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，2635

2，4146

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺

源泉温度　　67。

比　　重

宮　の 下温泉
紳奈川縣足納下郡温泉村底倉字底倉266：番地

大iE　3年4月（東京）

（太閣湯）

無色滞澄にして極めて微に献味を具へ微弱アル零リ性反慮を呈す

1，0017（1δo）

オヂ牙ン

　カリウムイオ・シ（Kつ・・…

　ナトリウムイオン（Naり．・・
　ア4モニウムイオン（NII｛’）・
　カルチウムイオン（Ca9●〉　・・
　マ：ゲネジウムイオン（｝lg’づ　・

　フェロイオ・ン（正「e●つ・・。・・

丁田量
蒸獲残渣

イオン表記猫癩骸蹴有）

アニオン
　クロールイオンICI’）・…
　窟直酸イオン（SO1”）　。・・．・・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）　・

　グラム

0，071至り

0，65505
0，00ρ53

0，07915

0ρ0742
0，00210

　ミリモル

1，92886

28，41865

0，02931
1，97875

0β0460
0，り3750

ミリヴナル

1，828S6

28，41865

0，02931
3，95750
0，60920
0，‘｝7500

　　　　　　　　　34，91852

1，15393　　32，55091　　32，55091

0，G3943　　　0，41047　　　0，82094

0，∩9449　　　1，54876　　　1，54876

2，10370　　67，10781　　34，92061

0，02129　　　0，48375

0，19701　　　2，51224

約208ヘケトリ孫・・（24時間）

2，2791グラム（1キログラム中）

藍類蓑囎畿鷺霧磐瀦繍蚤翻

棚酸（メタ）でIIBO2）　・・9　9

珪酸（メタ）（H2Sio：の・…

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　2β2200　　70，10380

・　・　・　…　　　　　O，02185　　0，49659

　　　　2，34385　　70，60039

本泉は粗食塵泉に属す

ク占一ルカゴウム（］［〈Cl）．・・・・…

クゴールナトリウム（NaCl）・・・…

クゴールナゴ毛ニウム（NH4Cl＞・…

ク商一ルカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチゥム（GaSO4）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO・）2〕・…

重炭酸マグネシ’ウム〔Mg（IICO3）2〕…

鱗酔二化鐡〔Fe（耳qq～）・）．一一’

燐酸アルミ≒ウム〔A1全（III，04）：｝〕・一・

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（00≧）

グラム

Q，1364

1，6626

0，0，16

0，1琴60

0，0559

0，0700

0，り446

0ρ067

0ρ213

0，1970

　　　　　　　　　　　2β221
．　。　．　．　。　．　．　．　．　．　。　　0，0219

　　　　　　　　　　　2，3440

＿97一



　　所　左　地

　　試験年月
　　佳　　　歌

源泉温度

比　　重

底 倉 温
紳奈川縣足栢下郡温当集村底倉

大正10年11月（東京）

泉 （蔦屋旅館源泉、

純色澄明1．こして臭氣なく微に鹸味を布し殆と中性の反慮を呈す

71，80

1，0020（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・・”

　ナトリウムイオン（Kaつ　・・

　カルチウムイオン（Ca…）・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　。

蒸残互ミ1深　　2，038グラム（1キログラム中）

表染（李磐熱券蹟絃翫危イ∫）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオン（SO．1り　・。…

　ヒ13ロガと酸イオン（IICO3’）　・

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，0793　　　2，0281　　　2，0281

〔｝，5643　　24，5348　　24，5348

0，0677　　　1，6895　　　3，379〔）

0，0094　　　0，3865　　　0，7730

30，7149

0ρ822　　27，69S8　　27β988

0，0038　　　0，0396　　　0，0792

0，1791　　　2，9369　　　．2，9；型Ω1～

珪酸（メタ）（112Sio：」）・…

1，885S　　59，3142　　3し｝，7149

（，，153f）　1，9536

　　　　　　　2，03SS　　61，2678

・　・　。　…　　　　　　　0，00SG　　　O，1955

塵類表／甥幾雰葦懸手磐熱窪藩扁欝〉

クロールカリウム（KCI）。・・・…

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチゥム（CaSO．皇）　…　’・…

：重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO；弓）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO；；h〕…

碧｝酸（メ　タ）（IlgS蔓03）・・・・・・…

遊・郁1炭酸（CO2）

グラム

0，1512

1，4：543

0，0631

0，0054

0，1753

0，0565

0，1530

　　　　　　　　　　　　2，0388
・　・　…　　　　。　・　・　…　　　　　　0，0086

　　　　　　　　　　　　2，0打4

逝i離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　2，‘）474　　61，4633

本泉は面食監i泉に秘す

所衣地
試験年月
．性　　　 li．是

小 涌 谷町泉
紳奈川、縣足柄下郡湿泉村字1小涌谷

プく1E　6～冒F　8刀（ヌこ｝k）

無色澄明にして殆と中性の反庶を呈すれとも蒸i隆濃厚となるときは微弱アルカリ

性に愛す

源泉出度　　600

1．ヒ　　謡〔　　1，0002（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムf牙ン（K：つ・…
　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　アムモ昌ウムイオン（XII．ゴ）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ・
　7エロイオン（Feつ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）・

蒸獲残涜　　0，1385グラム（1キログラム中）

表（本£ll水1キ・グラム中に合有する各成分引致景次の如し）

アニオン

　クロールイオン（Cyl・…
　硫酸イオン（SO．1り　…　　　。・

　ヒドロ燐酸イオン（llPO．璽り・
　ヒドロ拶ミ酸イオン（IICO3り　・

グラム

0，〔狛OS

O，0028
0，0c願01

0，f）157

（1，0034

（㌧〔［〔｝〔｝2

0，0〔岨

疋リモル

0，0204

0，1201

0，0055
0，392δ

0，1396
（D，0036

〔｝，「1037

ミリヴアル

0，0204

0，1201

0，0055

0，7850

0，2792

0，0072
0，0111

．0，C｝022

0，0555
（1，0002

0，0004

1，2285

0，0G21　　　0，0621

0，5778　　　1，1556

0，0021　　　0，0042
0，〔〕（、66　　　〔｝，0066

0，0S14　　1，33壬O　　I，2285

0，05S7　　　0，74S5

盤類表輔醗翻手器言繍、蔭融手）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロール．カリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（KaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・・…

クロールアムモニウム（NII｛Cl）・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫『酸マグネシウムOlgSO｛）・・・…

：重炭酸亜酸化銀〔Fe（HCO：監）2〕　・・…

燐酸アルミニウム〔Ab（IIPO4）3〕・…

琉酸（メタ）（II2Sio：監）　・・。・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio：鼻）・。　・・

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　0，1401　2，032δ

・・・… @　　　0，0165　0，3750

　　　　　0，1666　2，4575

黍泉は1羅純浬泉に萌す

遊離炭酸（CO2）

0，0015

0，0021

〔｝，0062

0，0003

070534

0，0163

0，0006

0，0003

0，0587

　　　　　　　　　　　　O，1399

・・・・・・・・… @　　o，O16δ
0，156．薯

泉　　質

一9S＿



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺

源泉温度

比　　重

小 涌　谷温泉
憩奈川縣足柄下郡温泉村字小涌谷官有∫也

大正10年11月（東京）

殆と無色澄明にして異臭なく溺酸性反癒を呈す
66，5Q

1，00004　（15Q）

イオン三栄（木≦籏フk1キログラム申に含有する各成分及呼量次の如し）

カチオン

　ナトリウムイオン（Na●）　・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・

　マグネシウムイオンOIg。つ
　フェロイオン（Fe9’）・…

　アルミニウムイオン（APつ

蒸蛋i残溢i　O，1912グラム（1キログラム中）

グラム　　　ζリモル　　ξリヴアル

0，0024　　　1，0435　　　1，043δ

0，0153　　　3β183　　　726366

0，0066　　　2，7138　　　5，4276

0，0108　　　1，9340　　　378680

0，0048　　　1，7712　　　5，3136

アニオン

　硫酸イオン（SO｛”）・・一・　0，1122

23，2893

1I，6801　　23，3602

0，1521　　22，9609　　2：3，3602

0，0889　　　1，1351

塵類表（変齢麗翻聡四韻三三卑）

珪酸（メタ）（112Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　0，2410　　24，0960

・　・　・　…　　　　　　0，1920　　　4，3636

　　　　　　　　　　　　　　　0，4330　　28，4596

共他　　クロール，マンガノ及ヒドロ硫酸イオン並有機物

　　　　　各痕跡

泉　　質 本泉は輩純温泉に興す

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　　．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）．・．．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSOρ　・・1・・一

硫酸魂酸化餓（FeSO4）　・．・．．。．．。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．・．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　…　　　　。　・．・　・　。

哨

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

．ゐ

緬
欝
1儲
0，0889

0，2410

0，1920

0，4330

　　所　在．地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　670

比　　：重

カチオン
　ナトリ．ウムィ牙ン（Na’）・・

　カルチウムイオン（Ca●。）　・

　マグネシウムイオン（Mgつ
　フェロイオン（Feつ・…
　アルミニウムィォン（A1’”）

小　涌 谷温泉（三河屋ホカ・所有地湧出泉）

剃1奈川縣足柄下郡温泉村字小涌谷三河屋ホテル所有地

畑10年11月（東京）　　　・≧　　　ギ
艶澄明にして顯嚇鰯酸性働滅置

1，0ぴ018　（150）

イオン表＊（李磐這這券長柱長泣劣等令有）

グラム

0，0026’

0，イ）222

（㌧0037

0，0：109

0，（1019

アニオ’ン

　硫酸イオン（β04り・・…　　　　0，0839

こリモル

1，1304

5，5403

1，5214

0，1612

0，7011

蒸渡残渣

ミリヴアル

1，1304

11，0806

3，0428
0，3224

2，1033

17，6795

8，7341　　17，4682

　　　　　　　　　　　　　　　0，1152　　17，78S5　　1774682
遜…酸（メタ）（112Sio3）・…　　　　0，旺〕652　　0，8325

　　　　　　　　　　　　　　　0，1804　　18，6210
逝｝肖匡炭酸（CO2）　　・　。　・　…　　　　　　　0，1403　　　3，1886

　　　　　　　　　　　　　　　0，3207　　21，8096

其　他　　クロ．一ル，マンガノ及ヒドロ炭酸イオン並翻酸及

　　　　　右槻物各痕跡

皿弐

’轍。＿∫（Na2SO壬），．∴．・．、

硫酸カルチウム（CaSO4）　・㌧・・．…

硫酸マグネシウムOlgSO4）　・…　　；．
　　　　　　　　　　　　　　ち硫酸亜酸化戴（FeSO4）　・・…　　　：・・

硫酸ア’ンミニウム〔A】2（SO4）3〕・．．．．
　　　　　　　　　　　きム　　　　　き封…酸（メタ）（正12S103）　。・『…　　　。…

遊離炭酸、。窃、．．．。．∴㍗．」．

　　　　　　　　　　　　　　　慧，

　　・　　　　　　　　　　　　　　　糎

　　　　　L＝　　　　　　　　　　　　　　　　　F辱

0，2035クラム（1キログラムrP）
　　　　　　　　　　　　，

麟蕨（魏麟翻孚磐隷薦漏翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。緬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1器

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：纈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，0652
0，1814

071403

0，3217

泉　　質 本泉は軍純温泉に屠す
’‘

一　99　一



　　所　噴：地

　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度　　52Q

比　　重

湯 本 温
lllll奈川縣足桝ご脚湯本村揚本

大正1（D年11刀（東京）

泉　（新湯源泉）

無網引に≧’て昊矧三なσ葦身5ア・レカリ性反慮を晶す

1，0ao5（150）

　　　　イオン

カチオン’ @　　　　亀　　　＝幽

　カジウムイオン（Kつ・…

　オ’トリウムイオンG冨“’）　・・

　カルチウムィォン（Cal●）　・・

湧出量　約900一クド，＿トル（2五時問》

蒸髪残澁　　0，6531グラム（1キログラム中）

表・鷹猫蹟量器宥〉

アニオン

．一一 Nロールイオン（Cr）・66・

　硫酸イオン（SO｛り　。・…

　かこ酸イオン（CO；評）…　　　。　・

　ヒドロガξ酸イオン（IICO3F）　・

　フk酸イオン（OIIつ　・・…

グラム　　　iリモル　　ミリヴ7ル

0，0112　　　Q，286・l　　　Q，2864

0，1809　　　7，8652　　　7，8652

0，03与40，8835＿1，巫）

　　　　　　　　　？ρ186

0，1810　　　昌，1p垂3　　　5，1043

0，1692　　　1，7613　　　3，5226

0，QQδ1　　　0ρ854　　　0，17q8

0，0039　　　0，0646　　　0，0646

0，0180　　　1，0563　　　1，0563

　　　　　　　　　　　　　　　0，6017　　17，1070　　　9，9186

菱ヒ酸（メタ）（正12SiO3）・…　　　　0，‘）δ35　　0，6S31

　　　　　　　　　　　　　　　0，6582　　17，8901

共　他　　フェロイオン痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は軍純温泉に秘す

藍糠駿弩麟翻手磐蘇藩拓翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クワール拶ウム（1∫Cl）・・一∵・

㌍一ル汁？ウム（坤ρD●’●’．’

硫酸ナトリウム（Ka2SOO　・・・・…

炭酸カルチウム（CaCO3）　・・・・…

耐‘酸カル・チウム（CaSO｛）　。・・・…

重炭酸力タチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・…　　。

0，‘｝214

Q，2817

0，29〔｝1

0，00S6

0，1、323

ρ，OP52

0，0535

つ，6582

　　所　衣　地

　　試験年刀
　　性　　　歌
鶉｛泉江【度　　　　550

比　　重

　　　　イオン

カチオン
『『

ｨウムイオン（K・）・・一
　ナトリウ∠イ牙シ（｝輸’）　・・

　カ1レチウムイオン（q、つ　・・

　マグネシウムイオンOlgつ　・

ア≒オン．∴∴’・「・・…

‘クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオン（SO孟り・・…

　炭酸イオン（CO3つ・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　フト酸イオン（OII’）　・．．．．

湯　本　湿
刺1奈川縣足柄下郡湯本村湯本

大正10年11刀（東京）

砦ξ　（研住旅館源泉）

無色澄明にして異臭昧なく微弱アル均リ性反ll垂iを呈す

1，0005（1δo） 蒸獲残言血　　0，5串35グラム（1キログラム中）

表聴（言詞薇券蕨骸劣稀有）

グラム

0，0087

q・1459

0，0372

0，0004

｛り459

0，1531

0，0107

｛㌧0318

0，0047

ミリモル

0，222δ

6，3434

0，9284

0，0164

ミリヴアル

0，2225

6β434

1β568

0，（1328

4，114壬

1，5937

0，1790

0，5210

0，2747

串，4555

4，1144

3，1874

0，3580

0，5210

0，2747

　　　　　　　　　　　　　　　0，5384　　14，1935　　　8，455δ

珪酸（〃）（112Sio3）・…　　o，oδ43　ひ，6933

　　　　　　　　　　　　　　　0，5927　　14，8S6S

　　　泉　　質　　本泉は輩純漉泉に属す

騨表（変猫欝鎌繍編垂恥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・。・…

クロールナトリウム0ζaCD・・・…
硫酸ナトリウム（漁2s64）・・∴・：・

炭酸カルチゥム（CaCO3）　・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・…　　．・

重炭酸カル牙ウム〔Ca（IICO3）2〕・…

：水酸化寸々チウム〔Ca（OII）2〕・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）3〕・…
　　　　　コ珪酸（メタXII2Sio3）・・・・・・…

0，0166

0，2275

0，1741

〔♪，⑪1δ（1

0，i〕5〔｝1

の

O，0422

1W）90

｛P，0010

0，0543

●

O，5928

●

一100一



　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　欺

源泉温度

比　　：重

塔 の 澤温泉 （一の湯）

刷1奈川足柄下郡湯本駅員の澤

大正10年11月（東京）
無色貼りjにして臭味なく弱アルカリ性反慮を呈す

45，50

LOOO6（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K：つ　・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・’

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg鱒）・

蒸箆壁渣　q，6475グ弘（1キPグラム「の

表＊（李電熱券班骸蹴有）

アニオン

　ク随一ルイオン（C1’）．・…

　硫酸イオン（SO4つ　。・…

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）・

　炭酸イオン（GOI玉”）　・・…

　：水酸イオン（OH’）・・…

グラム　　　iリモル　　iリヴアル

0，0052　　　0，1330　　　0，1330

0，1763．　　7，6652　　　7，6652

0，0350　　　0，8735　　　1，7470

0，0030　　　0，1234　　　0；2468

9，7920

O，2ρQ2　　　昌，6458　　　5，6458

Q，1347　　　1，4Q31　　　2，8062

ρ，0006　　　⑪，〔｝100　　　0，0100

0，0117　　　0，1950　　　0，3900

0，0160　　　0，9400　　　0，9400

0，5827　　16，9890　　　9，7920

0，0724　　　0，9245、

「

藍萎責表囎鶴葦欝手騙羨窪藩箱紬

クロールカリウム（KCI’）・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（N助SO｛）・・・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸力1レチゥム〔Ca（HCO3）2〕一＿

獅鋤ル牙％（G・CO・）・．一・・一

水酸化カルテ脅ム〔Ca（OH）の・．．．・

水酸化マグ裡ウム〔Mg（QII）・〕一一
雌1・タ）II｛ぞSio・・！一一・∵・・

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

グラム

0，0099

〔｝，3223

0，1528

0，0446

0，0Q98

0，0195

q，0267

0，0072

〔㌧0724

0，6552

0，6551　　17，9135

泉　　質 本泉は軍純温泉に極ず

　　所　衣　地

　　試瞼年月
　　性1　歌
源泉温燦
　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　な　ド

比　　重

塔：の　澤
剃1奈川縣足柄下郡湯本村ま答の澤

大正10年11月（東京）

温泉（雛楼源泉）

無色澄明にして期味なく棚暫ア・・カリ性騰を呈す

450，670，4与0

1，0005（150） 蒸獲残渣

イオそ妻（本鑛水1キログラム中に含有する．各成分及共量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・。’鴨
　　よ　キ　　　　　　　　　　ほ　　も　　　

　ナ㌃リ々ムイォ著（Na●）　・・

　這々チゥみイすンICバ）　‘●

マグネ汐擁舜IM帥・
　・‘　　　　　　　　　　　　　．　　貫　・・卍　．．　．、

ア易オン
「ラ白一ルイオン（C1’）・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…
　　ト　コ　
　ピドロガξ酸イオン（正ICO3’）・
　し　　　　ゆ

　多と酸イ牙シ（CO：評）－・㌔』…

　水酸イオン（OH’）・・…

グラム

P・9113

0，碑
。・ρ3聯

⑳oo（漣

0・1榔

O，1630

ρ・9P4寧

0，0026

0，0073

ミリモル　ミリヴアィレ

q・2890　Q，騨Q
7，1913　　　7，lg13

0，7i）36　　　ユ1ξ1872

0；ρP16　0；0032

昌，o聞2

1，6972

0，97曾6

0，0427

0，4281

9，0707

5ρ832

昌，3鰯

0，0796

0，0S54

0，4281

0，5665　　　15，6063　　　　9，0707

0，0820　　　　1，0470

0，6487グラム（1キログラムl15）

騨剥魏鶴巷蓉霧器言繍落昂翻

クロールカリウム（KC1）　…　　。…

ク・「ル勃リウム（N・ql）一・一・
硫酸ナリ％IN・・SO遷）．☆・・　’

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…　　．

唱導戸々チウム（CaCO3）・gg・。・・
水酸化力をチウみ〔C・（QH）・〕・一・・

フ職化マグネシウム〔Mg（9耳）・〕・・一

珪酸（〆タ）（H2昌iP3）。・・…　　’・’

珪酸（メタ）（H2Sio3）。…

グラム

0，0215

0，2802

0∫1703

0，0も79

P，o聯

Q，0043

Q，0157

q，qpO1

0，0820

0，6筆85

0，6485　　16，6533

泉　　質 本泉は箪純温泉に服す
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　　所　．在　地

　　試瞼年刀
　　性　　　欺

源泉温度　　440

比　　1重　　1，0005（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ●曾●●

　ナトリウムイオン（⊃ζaつ　”

　カルチウムイオン（Caつ　’・

　マグネシウムイオン〔M9。つ　・

塔　の　澤　温　泉　σ畏水棲源泉）

憩奈川縣足柄下郡湯本村塔の澤

大正10年11月（東京）
無色澄明にして異臭味なく微溺アルカリ性反庶を呈す

蒸養飛渣　 O，6101グラム（1キログラム中）

表削弱熱赦蕪宇和有）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ芳こ酸イオン（IICO3つ　・

　かと一酸イオン（CO3”）・・…

　フk酸イオン（011つ　・…　　　。

　　　　　　　　　　　　　　コ

グラム　　　iリモ，レ　　iリヴアル

〔｝，（尺）36　　　0，0921　　　0，0921

〔｝，1549　　　6，7348　　　6，7348

〔リ．｝：354　　　｛｝，8836　　　1，7669

〔｝，‘）005　　　0，〔，208　　　0，（｝416

8，6354

（．，，1765　　　4，9774　　　4，9774

0，1263　　　1，3148　　　2，6296

〔｝，0166　　　〔｝，2718　　　0，2718

0，0092　　　0，1531　　　0，3062

0，0077　　　0，4504　　　0，4504

監類表（甥鯵巷襟需勲芝三門糊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1｛CD　。・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO．裏）　・・・・…

：重炭酸カルチゥム〔Ca（IICOI島）2〕・・gg

炭酸カルチゥム（CaCO3）・9・・…

水酸化カルチウム〔Ca（OII箆〕．・・．．

フk酸化マク1ネシゥム〔Mg（OII）2〕・…

工．監酸（メタ）（正12Sio3）　・・・・・・…

　　　　　　　　　　　　　　　　0，5307　　14，6937

3歪酸（メタ）（112Sio：；）。・書・　　0，⑪711　　（D，9078

　　　　　　　　　　　　　　　　0，6018　　15，6065

」奪　仙　　　フェロイオン葺勤

　　　泉　　質　　　本泉は箪純温泉に属す

8，6354

0，0〔｝69

0，2856

｛｝，1313

｛1，0531

0，0220

0，1）154

070151

（D，0012

0，0711

〔｝，6017

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・。●’

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NII．猛つ’

　カルチウムイオン（Cバ）　・・

　マグネシウムイ牙ン（Mg”）・

　7エロイオン（Fe’つ・。。・・

下加 茂温泉
　　所　在　地

　　試瞼年刀　　大正元年10月（東京）
　　性　　　歌

源泉温度　　GOQ
エヒ　　　　董1ヒ　　　1，00S3（180）　　　　　　　蒸獲互駐溢1丘

表（鶯徽赦無錫艶イリ

アオニン

　クロールイオン‘Clり・…

　硫酸イ牙ン（SO4り　・…　　　。

　ヒドロガξ酸イオン（11CO3つ　・

郁岡縣加茂郡南rl！村下加茂50番地

無色清澄にして戯味を具へ微弱アルカリ性反庶を呈す

　グラム　　　　ミリモル　　　ζリヴアル

0，143S6　　3，67458　　3，67458

2，6δ1）74　114，999δ7　114，99951

〔．｝，‘）00δ3　　　〔｝，02931

1，r13101　　δδ，γ7δ2δ

0，00434　　　0，17816

0，0c〕208　　0，03714

0，02931

11，55050

0，35632

0．07428

190，68456

6，G5758　187，80197　18乙80197

0，り9387　　　0，97720　　　1，95440

0，05663　　　0，92821　　　0．92821

　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　ユ1，040（シ蔓344，40139　190，68458

孤コ鼓（メタ）（II］BO2）　・…　　　028147　 6、39δ59

エセ酸（メタXH2Sio3）・…　　　0，13048　 1，74037

11，3161グラム（1キログラムr13）

盛類表（甥酪砦器撚謙薦霜鋤

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

クロールアムモニウム（NII｛C1）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム‘CaSO星）　・・・・…

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO3）2〕　・・…

瑚酸（メタXIIBO2）・・・・・・…

珪酸（メタXII2SioΩ・・・・・・…

遊離炭酸（CO3）

グラム

0，2741

6，7278

0，⑳16

3，δ311

〔㌧1330

〔｝，04〔｝6

0，‘）261

0，0066

（㌧2815

0，13（巧

　　　　　　　　　　　　11，4δ89

・　…　　　　。　・　…　　　　。　・　　O，0592

11，5181

　　　　　　　　　　　　　　11，458δ9　352、5373δ

遊驚1乞炭酸（CO2）　・・・…　　　0，05916　　1，34455

　　　　　　　　　　　　　　11，517753δ3，8S190

　　　泉質　本田は二化土類及彌酸含有食闘病に属す
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　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　欺

源泉温度

比　　重．

下加 茂温泉
静岡縣加茂郡南中村下加茂字原342番地

大正12年4月（束京）

（寳の湯）

無色澄明にして献味を具へ微弱アルカリ性反鷹を呈す
1000

1，0127　（150） 蒸獲残渣　約16，00．グラム（1キロク労ム中）

イオン表（難治顕骸蹴右）
カチオン

　カリウムイオン（K●）・9ρ’
　ナトリウムィォン（Na●）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（F〔、●●ノ）・・…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン

　クロールイオン（α’）・…
　ブロームイオンωr’）・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドじロ妙と酸イオン（HCO：べ）・

グラム　　　ミリモル　　モリヴア～レ

　　　　．6，1944　　　6，19440，2422
3，8159　165，9086　165，9086
2，1841　　54，5071　109，0142

0，019［［　　0，7813　　　1，5626

0，0009　　　0，0161　　　0，0322

0，0003　　　070111　　　0，0333

　　　　　　　　282，7453

9β200　276，9318　276ρ318
0，0189　　　0，2365　　　0，2365

0，2613　　　2，7202　　　5，4404

0，‘｝083　　　0，136e　　　O，1366

　　　　　　　　　　　　　　　16，3709　507，4437　282，7453

爾酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，0656　　q1275

珪酸（メタXII2SiO31・…　　　0，0849　1，0841
　　　　　　　　　　　　　　　16，4614　508，6553　’

共　他　　ヨード及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は幕臣土類含有食二二に屍す

塵類表（魏鶴碁翻騰瀦鰯箔翻

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
ブロームナトリゥム（Na13r）…　　　．．．

クロールカルチウム（CaC】2）・・．・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・g・…

硫酸マグネシウム（MgSO∂・・・・…

重かと酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO3）2〕　…　　　．．

硫酸アルミニウム〔Al．（SO4）3〕。・・．．

積日（メタ）（HBO2＞・。・・・・・…

珪酸（メタ）（正12SiO3）　・・・・・・…

グラム

0，4619

9，6852

0，0243

5，8306

0，2688

0，〔｝877

0，｛〕076

0，0、｝29

0，0019　．

0，0056

0，0849

164614
　，

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　葺是’

源泉温度　　830

比　　重

峰 温
静岡縣加茂郡下河津村峰446：番地

大正14年12刀（東京）

泉

無色澄明にして徴弱アルカリ韓反鷹を呈す

1，0008　（150） 蒸獲幾渣

イオン表磯熱券面骸蹴有）
カチオン

　カリウムイオン（Kり・・”
　ナトリウムィォン（Na●）　・・

　カルチウムィォン（Cバ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）　・

　フェロイオン（Fe’。）・・…

　マンガノイオン（Mザ）…

　アルミ昌ウムイナン（Al卿）　・

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…　．
．ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）・

　ヒドロガと酸イオン（HCO3っ　・

グラム

0，0272・

0，2988

0，0579

1㌧0028

0，0003

，｛｝，0001

0，0001

0，4504

0ン0776
0pO74

0，1440

ミリモル

0，6957

12，9913

1，4450

0，1152

0，0054

0，0018

0，0037

ミリヴアル

0，6957

12，9913

2，8899

0，2303

070107

0，0036

0，0111

16β326

12，7016

1，6155

0，1541

2，3614

1，04「）0グラム（1キログラムrl」）

盛類表（妻傑毅舗騰熱鹸繍棄孚）

127016
　タ

0，8078

0，0772

2，3614

　　　　　　　　　　　　　　　　1，0666　　31，2061　　16，8326

珪酸（メタ）（II2Sio3）…　　　。　　0，1078　　1，3880

　　　　　　　　　　　　　　　　1，1744　　32，59壬1

　　　泉質　本泉は弱食璽泉に聞す

一103＿

クロールカリウム（K：C1）　・…　　．，g

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（X硬SO｛）・・．．．．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　・’・・．．。，

燐酸カルチゥム（CallPO1）　・・．＿。

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕。．．

コiミガξ酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　　●　・　・　曾　●

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（IICOI｝）2〕・

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）：｝〕一・・

王一辺（メタ）（II2Sio3）　・　・・・・・…

グラム

0，0519

0，7019

0，0700

0，0429

0，0⑪97

0，1715

0，0169

0，0010

0，0003

0，0006

0，1078

■

1，1745



、

　　所　在地
　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Kaつ　。・

　カルチウムイ．オン（Ca●’）・・

　マグネシウムイオン（Ng●’）　・

　7エロイオン（Feつ・・…
　アルミニウムイオン（A1つ・

峯 新 温
離岡縣加茂郡下河津村峯440番地

昭和2年2月（東京）

泉

無色澄り1にして微に戯味を具へ薇弱アルカリ性反癒を呈す

1000

1，0019　（150） 不信残i流　　2，69G9グラムliキ自グラム中）

表（李鱗麟市有騒餉

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　プロームイオン（Brつ・…

　ヨードイオン（」り　・・。・・

　硫酸イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ多と酸イオン（IICOゴ）　・

　グラム　　　ミリモル

0，0687　1，7670

（〕，79r隻7　　34，5522

0，1086　　　2∫7103

10，｛｝003　　　（㌧（D123

〔，，00〔｝2　　　0，σ｝O：主6

〔｝，0009　（，，0332

ミリグァル

1，7576

345522

594206

0，0246

σ，0072

6，0996

1，31α）　36、9430

む，0035　　　ひ，0438

σ，0（11〔〕　0，0079

〔㌧1869　　　1，9457

0，0δ95　　　0，9751

41β612

乖朋酸（メタ）（IIBO2）　・…

王豆酸（　メ　 タ　 ）（112Sio；B）　　 ・　　9　　．　　9

36，9430

0ひ438
　」

0，0079

3，8914

0，塑1

2，53一韮3　　78，9841　　41，8612

0，003δ　　　0，〔｝797

0，2125　　　2，7134

　　　　　　　2，7503　　81，7772

・・… @　　　0ρOlO　O，0227

蜘劇妻灘灘鶴漏識編奮‡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウムIKC1）・・・…　　　．・・

クロ」ルナトジウム（KaCl）・・・…

プロームナトリウム（NaBr）・．・・．．

ヨ」ドナトリゥム（NaJ）　・・．．．。，
クロールオルチゥム（Chci2｝・∵…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・．．．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca〔IICO：墨）2〕・…

窺炭酸マグネシウム〔M甘（IICO3）＝〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO；墨）2〕・・．一・

硫酸アルミ晶ウム〔∠｛12（Sσ1）3〕・・…

醐酸（メタ）（血0、）…　．・・・…

珪酸（メク）α1£iO3）・・・・・・…

0，1310

2，0169

0，0045

0，α｝12

｛㌧03SO

O，2581
ポ　ロ

〔D，0765

0，0018

σ，ObO6

‘㌧（X｝57

0，0035

11，2i25

遊離炭酸（CO2）・・・・…　　一…

2，7δ03

0，0010

2¶7513

逝；離炭酸（CO2）

2，7513　　81，7999

泉　　質 本泉は弱震血球に秘す

秘

所　左回
試験年刀
　重

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）　・・。・

　ナトリウムィォン｛Nパ）　・．

　カルチウムィォン（Ca’．）　．．

　マグネシウムイオンOlg’つ・

熟 海 温
静問縣m方郡熱海町熱海弓場

大正11年12刀（東京）
1，007（15Q）

泉

蒸獲建淡　　約　9，87グラム（1リートル中）

表＊1李鱗赫膿絃回申有）

アニオン

　クロールイオン（C1り・…

　硫酸イオン（SOl‘り・・…

グラム

0，2437

2，2：310

1，2051

0，‘｝239

iリモル　　こりヴアル

6，2248　　　6，2218

96，7896　　96，7896

30、6237　　6LO414

（，，9811　　　1，9622

166，0240

5，76δ4　iG2，4937　162，4931

0，1270　1，：｝221　2，σ142

　　　　　　　　　　　　　　　9，5911　29δ，綴3δ0　1〔｝5，1379

正1三酸（メタ）（II＝SiO；1）・…　　　　O，2（髭｝6　　3，3914

　　　　　　　　　　　　　　　9，8567　301，72σ1

共他　フェロ，アルミニウム，プローム，ヨード及ヒドロ
　　　　　燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は堅化土類含有食臨泉に秘す

塵類表囎醗欝無比繍畜勤

クロールカリウム（KCI）　・・…　　●’

クロールナトリウム（NaCD　・・・…

クロールカルヂゥム（Caむ12）・。・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　…　　．．．。

クロールマグネシウム（MgC12）　…　　●
王t酸（　メ　 タ　）（If2Sio：監｝　　　，　　．　　9　　・　　・　　9　　．　　・　　．

グラム

〔D，4642

5，G624

3，1909

0，1802

0，09：｝4

0，2656

9，85｛二7

●
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配

所　衣　地

回瞼年月
　重

熱 海 高
距岡縣倒方郡熱海町448番地

大jE　11年12月（東京）

1，0049　（150）

泉

藩論幽き澄　　　　9，4163グラム（1　リ繭　トノレ「1」）

イオン劇響熱赦蕪錫疑有）
カチオン

　カリウムイオン（1く：’）・。”

　ナトリウムイオン（Na●）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・

アニオン

　クロール’イオン（CIつ・…

　硫酸イオン（SO隔り　。。…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，2695　　．6，8S38　　　6，8838

2，1522　　93，3709　　93，3109

1，1289　　28，1502　　56，3004

0，0701　　　2，8775　　　5，7552

162，3103　，

5，3966　152，2313　152，2313

0，1219　　　1，2689　　　2，5378

0，462δ　　　7，5807　　’　7，5807

　　　　　　　　　　　　　　　9，6017　292β634　162，349S

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　0，2577　3，2905

　　　　　　　　　　　　　　　9，8594　295，6539

遊註准炭酸（CO2）　　。　・　。　…　　　　　　　0，2184　　　4，9636

　　　　　　　　　　　　　　10，0778　300，6175

共　他　　ヨード及ヒドロ燐酸イ’オン並瑚酸斉痕跡

　　　泉質　本泉は臨化：L類含有食麺泉に属す

盤類表（魏鶴欝霧器藻藩属翻

クロ嗣ル’カリウム（KC1）　…　　．・．．

クロールナトリウム（NaCD・・．…　　．

クロ㌘ルカルチウム（CaCI2）・・…　　，

硫酸カルチゥム（CaSO4）　。・．．，6．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

クロ帥ルマグネシウム（MgC12）　・・『・・

応訴（メタ）（II2Sio3）…　　。・…　　φ

逝i離炭酸（CO2）

グラム

0，5123

5，4623

2，5647

0，乳729

0，6145

0，2740

0，2577

　　　　　　　　　　　9，8594
・　・　。　・　。　・　・　。　●　。　・　　0，2184

10，0778

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　50。

比　　重

熱海桃lll温泉

1，0005　（15ひ）

静岡縣四方郡熱海町伊豆山田原4748番地の2
大jE　15年7月（東京）

無色澄明にして微躬アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　湧出1量　　　約　 1263ヘクトリ＿トル（24時問）

　　　　　　蒸獲残渣　　0，5148グラム（1キログラム中）

イオン表（李鱗赫蕨絃騒餌）
カチオン

　カリウムイオン（K二9）　…　　　’

　ナトリウムイオン（Na。）　・・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（｝lg●’）　・

　フェロイオン（Fe’●）・’●”
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン

　クローノレイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCOゴ）　・

グラム　　　ξリモル　　ξリヴァル

0ρ0421　　0，1074　　　0，1074、

〔〕，0900　　　3，9130　　　3，9130

0、0δ33　　　1，3800　　　2，7600

0メ〕011　　　⑪，0452　　　0，0904

0，0002　　　0，0036　　　0ρ072

0，0001　　　0，0037　　　0，0111

6，8891

O，00壬6　　　　0，1297　　　　0，1297

0，3107　　　3，：～344　　　6，4688

0，0177　　　⑪，2906　　　0，29〔〕6

　　　　　　　　　　0，4819　　　9，1046　　　6，8891

　　　　　　　　　　0，0016　　　0，0364
　　　　　　　　　　0，0249　　　0，3179

　　　　　　　　　　0，5104　　　9，4591

アムモニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕跡蛙遊離炭
酸僅徴

　質本泉は輩純温泉に属す’

藍類表囎鶴巷翻聡漏羨晶認瀟宇）

瑚酸（メタ）（HBO2）　・…
珪酸（メタ）（II2S三〇a）。…

其　他

泉

一105一

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）・・…　　ρ

硫酸ナトリウム（Na2SO．重）・・．。．．、

硫酸カルチゥム（CaSO壬）　…　　．．．ρ

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕，・．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・＿．．
硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕．，．．。

劒酸（メタX正IBO2）・・・・・・…　　　’
珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

0，00SO

O，0013

0，2764

0，1747

0，0156

0，0066

0，0006

00006
コ

0，0016

0，0249

0，5103



　　所左　地
　　試瞼年月
　　性　　歌

源泉温皮　　730

比　　重

熱海潮見崎温泉
瀞岡縣田方郡熱海町小字荒見募｝5ユ養地の1

大正15年7月（東京）
復に蛋白石濁を呈し微溺アルカリ性反慮を徴す

1，0018（150）

湧μ1五ヒ　　糸勺　1039，0ヘクトリ＿トル（24時間）

蒸慶残渣　 1，9528グラム（1キログラムl11）

イオン表（奪鱗赫蹟骸翫倉有）
力夢オン

　カリウムイオン（1｛つ　　・’
　ナトリウ「ムイオン（｝ζa’）　・。

　カルチウムイオン（Caつ　”
　マグネシウムイオン（M．g。つ・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

クラム　　　iリモル「　ミリグアル

0，0135　　　0，3453　　　0，3453

0，317δ　　13，8075　　13，8075

0，2918　　　7，2823　　14，5643

0，0027　　　0，111U　　　O，2220

0，0003　　　0，00δ4　　　0】010S

O，0002　　　070074　　　0，0222

28，9720

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…　　　　0，4766　13，4405　13，4405
　硫｝蒙イオン（SO｛ウ）　・・…　　　　O，7439　　7，7441　15，4832

　ヒドロガξ酸イオン（11CO3’）　・　　0，002G　　O20433　　0，0433

　　　　　　　　　　　　　　　　1，8「壬91　　42，786S　　28，9720

　鰹ヨ酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，00SO　　O，1822

珪殻（〃）（II2SiO3）・…　　0，0831　1，0611

　　　　　　　　　　　　　　　　1，9402　　44，0301

共他　ヒド・隣酸イオン痕跡虹遊蔦1ヒ炭酸僅微

　　　　泉質　本泉は食盛含有石膏性苦味泉に属す

盟類表（魏酪巷翻手器灘藏編継）

クロ員ルカリウム（KCI）　・・．。。・。・

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　…　　．．。．

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・・・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）3〕…

亙韮：刀と酸1｝E酸fヒ自門〔Fe（IICO3）2〕　。　・　・　。　・

硫｝要アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・…　　。

石刀酸（メタ）（王1］［玉02）・　…　　　。・・。。・

珪酸（メタ）（正12Sio3）　・。．・．．．．．

グラム

0，0257

0，7655

0，0506

0，9913

0，0114

0，002・1

0，0010

0，0013

0，00SO

O，0831

1，9403

　　所・で丘地

　　試離勾三月

涼泉氾交　　47，50

エヒ　　重

　　　　ノ

カチオン

　カリウムイオン（K●）…

　ナトリウムイオン（Naつ
　カルチウムイオン（Ca●’）

　マグネシウムイオン（Mg。’）

伊 束 湿
拶岡三田方郡fJ！・東町大字松原

：た正11年12刀101こ京）

　　　　　　　　　　　　　18稽用
1，000S　（150）

泉

三塔准残f左　　　糸勺　0，98グラム（1リートル中）

傍ン表栄く菊編歳歳断倉右♪

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　蜘蒙イオン（SO．1り・・…

グラム

0，0150

0，258δ

0，‘｝407

0，0〔｝δ了

　iリモル

Oβ331

1ユ，2147

1，0150

0，229S

iリヴ7ル

0，3831

11，2147

2，0300

0，4596

14，0870

0，2758　　　7，7799　　　7，7799

0，3030　　　3，154δ　　　6，308壬

　　　　　　　　　　　　　　　O，89S7　　23，7770　　14，0S83

珪1蒙（メタ）（II2SiO3）・。・　。　　0，0653　　0，833S

　　　　　　　　　　　　　　　O，96・10　　2，1，6108

共他　　フェリ，アルミニウム及ヒドロ隣酸イオン蝕耐酸

　　　　　省痕跡

監類表（変鍛麗翻比熱㍉一編謬！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
硫酸カリウム（K2SO4）　…　　．．．．．

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）。・・．．．．

硫激カルチウム（CaSO4）　・．．。．．．

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・…　　　。．

0，0335

0，4281

0，2771

0，1379

0，0221

－0206δ3

O，96壬0

∫三と　質 本泉は輩競温泉に局す

一106一



所　左　地

試累年万
性　　　歌

伊 東 温 泉
艀岡縣田方郡伊東町大字玖須美字青木元竹の内176番地

明治45年7月（東京）

無色澄明にして献昧を具へ微弱酸性反慮を呈すれとも煮沸すれは溺アルカリ忙

に愛す
源泉涯L度　　　 51，00

比　　：重　　1，0004（150） 蒸；獲残潅　　約　1，43グラム（1キログラム中）

イオン表（本鎖水1キログラム中に含有する各成分及共催次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・9

　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　フェロイオン（Fe’つ”．●’

アニオン

　クロPルイオン（Cl’）・…

　確酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3り・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，01198　　　0，30600　　0β0600

0β8321　　16，62516　　16β2516

0ρ5143　　　1】28575　　　2，57150

0，02541　　　1，04139　　　2，08278

0，00070．@　0，01250　　　0，02ξ500

21，61044

0，47333　　13β3324　　13，33324

0，36943　　　3，84583　　　7，69166

0，03572　　　0，5855壬　　　0，58δ54

　　　　　　　　　　　　　　1，35121　　37，03541　　21，61044

砺酸（メタ）（HBO2）　・・一　〇，03GOO　O，68325

珪酸（メタ）（H2SiO3）・一・0，06881　0．87862

　　　　　　　　　　　　　　1，45002　　38，59728

遊拷臣炭酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　0，01857　　　0，42205

泉　　質

　　　　1，46859　　39，01933

本泉は弱食璽泉に属す

麟表側歳鷺霧器灘潔；覇謝

クロールカリウム（KC1）　・…　　ボ

ク．ロールナ．トリウム（NaCD　・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一　・一
硫酸カルテ，ウム（CaSO4）．・・…

硫酸マグネシウム（MgSO墨）・9・・

重炭酸マグネシウム〔ムlg（IICO3）2〕・

重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO：ヂ2〕・一

研q酸（メタ）（HI302）　・・・・…

珪酸（メタXH2Sio3）一・・…

遊離炭酸（CO2）

　　　グラム
・　・　　0，0228

．　．　　0，7628

・　・　　0，2557　’

。　・　　　0，1750

・　・　　　0，0917

・・ @0，0410
・・ @0，002δ
。　・　　　0，0300

・　σ　　　0，0688

　　　　　　　　　　　　1，4500
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，0186

1，4686

　　所旧地
　　一嘗年月
’源泉温度

比　　重

伊 東 温
静岡縣田方郡伊東町大字玖須美
大IE　114F　12月　（男ミニ京）

36，30

1，0007　（150）

泉

蒸汽残渣　　1，2592グラム（1り一トル中）

イオン表＊（李讐減炭雰笈糞垂回忌垢宣言）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナ、トリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイナン（Ca’り　・・

∫％グネシウムイオン（Mg’．）・

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…

　硫酸イオン（SO4り　・・…

　ピドロが之酸イオン（HCO3’）　・

グラム　　　iリモル　　iリヴアル

0，0097　　　0，2480　　　0，2480

0，3294　　14β204　　143204

0，0532　　　1，3278　　　2，6556

0，0321　　　1，3192　　　2，6384

19，8624

0，2959　　　8，3430　　　8，3430

0，2493　　　2，5982　　　5，1964

0，3858　　　6，3230　　　6，3230

　　　　　　　　　　　　　　　1，3644　　・34，4796　　19，8624・

〕珪酸（メタ）（H2SiO3）・一・　0，0618　0，7891

逝i離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　1，4172　　35，2687

。　・　…　　　　　　0，1967　　　4，4705

　　　　　1，6139　　39，7392

本泉は弱震臨泉に回す

一107一

郵駅表囎鶴葦翻勃熱蔽蔭融宇）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・一。．

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：3）2〕・，。

遊離炭酸（CO2）

グラム

0ρ185

0，4732

0，3689

0，0864

0，2151

0，1930

　　　　　　　　　　　1，4171

…　　　　　ρ　・　・　・　…　　　　　り　　　0，1967

1，6139



所左　地
試験年刀

　　　性
　源泉言皿嘆

　比　　重

ン表

伊

無
520

1，0030　（150）

　　　　イオ

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・

　フェロイオン（Fe●●）・。・。・

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

束
　喝

温 泉
拶岡縣m方郡伊東町大字久須美字省木161濤地
ヲく正15jr　11月　（芽こオξ）

無色澄明にして微弱アルカリ性反庶を呈す

（李磐熱券黒黒既倉右）

アニオン

　クロールイナン（C1つ・…

　材こ酸イオン（SO垂り　。・…

　ヒドロかこ酸イオ’ン（IICOゴ）　・

蒸壌i残言淫　　1，5848グラム（1キログラムlP）

グラム　　　ミリモル　　ミリグアル

0ρ124　　　0β171　　　0，3171

0，4378　　19，0348　　19，0348

0，0612　　　1、5273　　　3ρ746

0，0193　　　0，7936　　　1，5872

0，0005　0，0090　0，01ε0

0，0003　　　0，0111　　　0，0333

24，0650

0，5426　　15β017　　15，3011

0，4023　　　4，18SO　　　8，3760

0，0236　　　0，3S73　　　0，3873

1，5000　　41，5699　　24，0650

0，0781　0，9972

肇類表〔変雛雰蓼翻鰐勲鵠蔭瀟牢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

〕ゴき酸（メタ）（II三Sio：ゆ．・　…

遊離炭酸（CO2）

共　他

　　　　　　　1，5781　　42，5671

・　・　・　…　　　　　　　0，0147　　　0，3341

クロールカリウム（KC1）　・・。・。・・

クロrルナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（N艶Sα）．。．。，．，

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・…　　．・．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO；轟）2〕・．・

」重：炭酸璽星i酸化繊〔Fe（IICO3）2〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SOの3〕・・…

王h酸（メタ）（II2Sio：3）　・。。・・・…

00236
，

0，87CO

o，2877

0，2093

0，（D733

00270
，

0，0016

0，0〔｝19

0，0781

逝離炭酸ICO2）・・・・・・・・・…

泉

　　　　　　　　　　1，5928　　4229012

ヒド・燐酸イオン並i窮酸各痕跡

質　　噴泉は弱食盛泉に属す

　　　　　　　　　　　　伊．常温．泉

　　　　灰　左　地　　瀞岡岬田方郡伊東町大字久須美

　　　　試験年刀　　大正15年12刀（東京）
　　　　性　　　歌　　無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

1，5785

0，0147

1，5932

源泉温度　　520
上ヒ　　　　1薮こ　　　1，00340　（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K●）・…

　ナトリウムイオン（Na●）　．．

　カルチウムイオン（Ca●●）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）　。

　フェロイオン（Fc’つ・・…

　アノレミニウムィオン（A1”り　・

表（李鼎旧藩絃脇倉右）

アニオン

　クロールイオン（Cr）。。・・

　硫惹～イオン（SO霊り・・…

　ヒドロ炭険イオン（IICO：つ・

グラム

0ρ16S

O，5771

0，0717

0，043δ

0，0003

0，0002

0，8156

0，4259

0，0δ14

こリモル

0，4297

25，0913

1，7894

1，7887

0，0054

0ρ074

湧出孟赴　　墨」　86，6ヘクトリ＿トル（24蹴Fm）

蒸獲窺～だ　 2、0781グラム（1キログラムI11）

ミリヴアル

0，4297

25ρ〕13

3，5788

3，5774

00108
　，

0，0222

32，7102

23，0006　　23，0003

4，4337　　　8，8674

0，8422　　　0，8垂22

2，002δ　　57，38S4　　32，7102

0，07r10　　　0，9449

盛類表嬢謙四四甥轟餓蔭融駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

｝L猷（メタ）（II2Sio：∂　・　…

遊離拶こ酸（CO2）

　　　　　　　2ρ765　　5S，3333

・・・… @　　　0，0156　0，3545

クローノレカリ．ウム（KC1）　・・・…　　。

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．・・．．．．

梵酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウムIMgSO4）　・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：；、2〕・．・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe〔IICO3）2〕一・一

硫酸アルミニウム〔Al或SO｛）3〕．。．．，

珪酸（メタ｝（正12Sio3）　…　　　。・・…

言墾龍炭』酸（CO2）・・・・・・・・・…

0，0320

1，3195

0，1790

0，2436

0，1653

0，0608

0ρ009

0，0013

0，0740

2，0764

0，0156

2，0920

2，0921　　δ8，6S78

其　他　　研鼓痕跡

　　　泉　　質 本泉は弱食藍泉に属す

一ユ08＿



　　所　左地
　　試験年月

源泉温度　　47，0Q

比　　：重

伊 東 温
静岡縣rn方那伊東町大字湯川

大正11年12月（東京）

　　　　　　　　　　　　2槽用
1，000δ（150）

泉

蒸獲残渣　0，9161グ弘（1リートル中）

イオン剥青鷺赫蕨絵蹴右）
カチオン

　カリウムイオン（K：つ　・…

　ナトリウムイオン（NaO）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（MgO’）・

アニオン
　クロールイオン（Cγ）・…

　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオンσICO3’）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0049　　　0，1259　　　0，1259

0，2717　　11，8171　　11，8171

0，0534　　　1，3335　　　2，6670

0，0074　　’0β052　　　0，6104

15，2202

0，2119　　　5，9767　　　5，9767

0，3264，　3，3987　　　6，7974

0，1492　　　2，4461　　　2，4461

　　　　　　　　　　　　　　　1，0249　　2δ，4032　　15，2202

瑳酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　　0，0444　　015669

　　　　　　　　　　　　　　　1，0693　　25，9701
ミ髪捌ll炭酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　　Op1307　　　2，9705

泉　　質

1，2000　　28，940G

藍類表囎鶴蕃三二三三属継）

クロールカリウム（KCD　・・…　　。，

クロールナ1・リゥム（NaCl）．・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．・．．．．

重炭酸ナトリウム（NallCO3）　．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…

班酸（メ　タ）（1王2Sio：；）　・　・　・　・　・　・　…

本泉は質的温泉に腸す

グラム

0，0093

0，3421

0，2497

0，2055

0，1815

0ρ366

0，0444

遊離炭酸（CO2｝・・・・・・・・・…

1，0691

0，1307

1，1998

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　670

比　　電

環 奈 温 泉（寳泉）

静岡縣田方郡川西村古奈湖海奈85：番地

大iE　11年5月（東京）

無色澄明にして異臭味なく弱アルカリ性反癒を呈す

1，0009　（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kり・…
　ナトリウムィォン（Naっ…
　カルチウムイオン（Ca’。）　・・

　マグネシウムイオン｛Mg”）・
　フェロイオン（Fe●’）…　　　。・

　アルミニウムイオン（Al’つ　。

蒸獲残浴　　0，8488グラム（1キログラム中）

表（鰹獺券蕨絃翫餌）

ア昌オン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4”）　・…　　　。

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4り・
　ヒドロ；炭｝要イオン（IICO3り　・

　炭酸イオン（CO3”）・・9・・
　7旗酸イオン（OH’）　。・…

グラム

0，0018

0，2338

0，0296

0，0003

0，0002

0，0002

0，1497

0，3363

0，0018

0，0135
0，0051

0，0052

ミリモル　　　ミリヴアル

0，0460　　　0，0460

10，3826　　10β826
0，7387　　　1，4774

0，0123　　　0、0246

0，0036　　　0，0072

0，0074　　　0，「）222

4，2217

3，5009

0，0187

0，2216
0，0852

0，3071

11；9600

4，2217

7，0018

0，0374

0，2216
0，1704

0，3071

　　　　　　　　　　　　　　　0レ7825　　19，5458　　11，9600

研酸（メタ）（II］BO2）　・…　　　　0，0085　　0，1936
珪酸（メタ）（II2Sio：監）・…　　　　0，0783　　0，9998

　　　　　　　　　　　　　　　0，8693　　20，7392

其　他　　耐酸イオン痕跡

　　　泉質　本曲は軍純温泉に毒す

難醸囎鶴欝霧器灘属昂翻
クロールカリウム（KCI）　・…　　。・・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Ka2SO4）・．。．．．。

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・…　　．．

燐酸カルチゥム（CaHPO4）　・・．．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・．・・．

淡酸カルチウム（CaCO3）　・・・・…

水酸化力1レチゥム〔Ca（OH）2〕・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・…

窟炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕…　　　．

翻酸（メタ）（正王1302）・・　・・　・・・　…

制酸（メタ）（正12Sio3）　・　・　。　…　　　　’　・　・

グラム

0，0034

0，2441

0，4410

0，0540

0，0010

0，0174

0，0085

0，0105

0，0007

0，0006

0，0013

0，0085

0，0783

0，8693
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古

　　所；在地

　　試例年刀
潮｛易ミ温咳：　　　69，20

1ヒ　　　　重　　　　1，0004（150）

　　　　　イオ：ン

．カチオン

　カ．リウムイオン（K’）・…

　ナトリウムィォン（Na’）…

　カルチウムイオン（Ca●’）…

　ぜ．グネシウムイオン（Mgφ’）・・

奈 温、

揮岡縣田方郡川西村字古奈40番地

大π三11年12月（束京）

泉
賜

泌正【｛量　約909，2へ牡1’一トル（24時悶）

蒸獲互ミ汀乏　　0，7710グラム（1　リートルrlり

表＊（二二赫蕨絵騒餌）

ア．旱オン

　クロー1レィオン（Cy）　・…

一硫酸イ．オ・ン（SO4”）　・　・　…

　ヒドロ」炭酸イオン（IICO3’）・・

グラム、　　ミリモル　　iリヴアル

0，00785　　　072038　　　07203S

O，21770　　　9，46154　　　9，4654

0，02370　　　0，5919　　　1，1838

0，00028　　　0，01151　　0，0230

10β729

0，1447　　　　4ρ810　　　4，0S10

0β0765　　　3，2045　　　G，4090

0，0234　　　　03S29　　　0βS2g

　　　　　　　　　　　　　　　0，7254　　　17，9410　　10β729

珪酸（メタ）（II2SiO：二）　・。。・　0，0786　　1，0036

　　　　　　　　　　　　　　　0、SO4〔｝　　　18、9446

遊誇｛駿酸（CO2）　・　・　・　・　…　　　　　0，7019　　　1δ，9δ23

　　　　　　　　　　　　　　　1，5059　　　34，8969

其他　マンガノイオン痕跡

　　　泉質　本革は輩純温泉に押す

監類表1． ﾏ鍛雰巷舗聡熱韻蔭昂謬）

クロールカリウム（KCI）　・…

クロールナトリウム（XaCl）…　．

硫酸ナトリウム（Na2SO．∂　・・．．

甑淡酸ナトリウム（NallCO3）　・・

硫酸カルチゥム（CaSO望）　・…

硫酸マグネシウム（NgSO．1）　…

　　、
遊離炭酸（CO詔）　・・・・・…

　　　　グラム
・・．・ @．⑪，Q151

．　…　　　　0，2267

・　・　。．　『0，3695

，　・　．　　0，0322

…　　　0，0801

…　　　0，001δ

　　　　0，8042

…　　　層0，7019

　　　．1，5061

1カチオン

　　所聖地
　　試験年刀
源募亀温唆　　　　60，30

比　　重

古 奈 温

．蕩｝岡田田方郡川西村字古奈43番地

ソ｛：11三11‘F12刀　（竣こう：て）

ユ，〔｝004（15Q）

泉

湧田量　約．779，3一外り＿ト、・（24時悶）

蒸髪礎～’匠　　　0，7503グラム　（1　り一　トノレl11）

イオン表＊（空撮旧恩絵黒黒）

カリウムイオン（】｛っ・…
．ナ．

gリウムイナン（Na●）…

カルチウムイオン（Cバ）　・・

Aニオン
　・ク．ロールイオン（Cl’）・…

．　薪‘酸イオン（SO｛『）　・　。　…

　ヒ1ドロ；炭酸イオン（IICO：｝’）　・

グラム　　　鳳リモル　　ミリヴアル

0，「｝042　　　0，1074　　　0，1074

0，2310　　10，0449　　10，0449

0，0040　0，0998　0，1997
10，3δ20

0，09G2　　　2，7129　　　2，7129

0β028　　　3，1δδ0　　　6，310〔〕

0，0SII　　　173291　　　1、3291

　　　　　　　　　　0，7193　　17，4491　　10β52〔｝

　　　　　　　　　　0，0710　　　0，9066

　　　　　　　　　　0，7903　　18，3557

　　φ　・　・　。　9　・　　　0β6SO　　19，7273

　　　　　　　　　　1，6583　　38，0830

フェロ，マンガノ及アルミニウイオン各痕跡

　質　　　本日は箪純浬泉に罵す

懸膿（妻琶鶴饗密器晶甚編鰐）

クロールカリウム（KCI）　…　　．・．…

クロールナトリウム0ζaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・．・・。・．

重炭酸ナ！・リウム（NallCO3）・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…　．・・9・

王！i酸（メタXII，Sio、｝・・…　．…　’・．

珪酸（メタ）（II＝Sio3）・…

．逝鵬臣淡酸（CO＝）

共　他

遊・離胃弱こ（CO2）

グラム

0，00SO

O，1522

0，4337

0，1117

0，0136

0，0710

泉

　　　　　　　　　　　　0，7902
。　・　・　…　　　　。　・　…　　　　　　0，86SO

1，6582
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　　所衣地
　　試験年月
　　性　　　歌
源泉温度．‘・　460

比　　重

長 岡 温 泉
静岡縣田方郡川西村長：岡這字示lil戸619；番地の1

大正8年12月（東京）

無色澄明にして異臭昧なく溺アルカリ性反慮を呈す

1，0006（150） 蒸獲残澁

イオ譲醗猫撫羨蹴有）
カチオン

．力恥ウムイオン（K●）・、σ2・

　ナトリウムイオン（Ka’）　．・・

加デウムイオン（c・つ、∵

アニオン

　クロールイオン（C1’）・・。。

　硫酸イオン（SOノ）　・…　　　♂

　ピ．ド・炭酸イオン（HOC3’）・

　渉と酸イオン（CO3”）・・…

　フk酸イオン（OH’）　．．．．．

　．グラム
．　、　0，0038

　、0，2225　．

　0，0091

　0，1024

　0，2387

　0，0434

　0，0318

　0，0101

．一 ~リ毛ル　　ミリヴアル

．0ン0972　　　0，0972

9，6739　　　9，6739

0、2271　　　0，4542

　　　　10，2253

2，88S3　　　2，8883

2，4849　　　4，9698

0，7110　0，7110

0，5299　　　1，0598

0，5964　　　0，5964

　　　　　　　　　　　　　　0，6618　　17，2087　　10，2253

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…　　　0，0785　1，0024

　　　　　　　　　　　　　　0，7403　　18，2111

共他　フェロ，ア1レミ昌ウム及ヒドロ燐酸イオン並醐酸
　　　　　各痕跡

　　　泉　質　　本泉は輩純温泉に属す

085520グラム（1キ『グラム中）

　　　　　　　　　　　　　　「

騨三三畿縢鶴三三繍嶺‡）．

汐ロールカリウム（K：Cl）．・’…　．・．・・1

クロールナトリウム（NaCl）㌧誓・・．・．・』、

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・．…　　　．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…　　．・・

炭酸ナトリウム（Na2CO3）・・・・…

水酸化ナトリウム（NaOH）．・・．・1・・㌦

・重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．．．∴ゲ．．

珪酸（メタ）（正12Sio3）∵・・＿●．・・’㍉’∴＿

　グラム
㌦． n，0072

．0，1632

0，3530

っ，0216、

0，0562

．． O，0238

10，0368

，0ρ785

0，7403

カチオン』・

　　所　左地
　　試瞼年月
源泉温度　　49，0。

比　　重

長 岡 温
卸岡縣田方郡川西村字長岡1056番地
ソヒ11三11年12月　（東京）

1，0004（150）

泉

湧出∫産　　　糸勺　1398，8ヘクトリート～ヒ（24賢を問）

蒸獲残渣　0，6669グラム（1リートル中）．．

イオン表＊（李磐二歳雰艮巽芸表＄撮倉有）

カリウムイ牙ン（Kつ1・‘・・．・

オト．リウムイオン（Na’）．．・．・

カルチウムイオン（Ca”）　・・

受ンガノイオン（Mn．●）6∵・

7土ツイオン（Fe’。つ・1・ノ・∴；

アニオン
　クロ」一ノレイオン（Cl’）・…

’，硫酸イオン（SO壬り　・ゼ・．・・

　、ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・．

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル
㌦0，00壬7「 @　0，1202　　　0，1202

．0，1≦）88　　　8β435　　　8，6435

0，0027　　　0，0675　　　0，1350

＝0，0012　‘　0，0223　　　0，0446

．0，0013　　　0，0225　＿」⊆～～（～｛蔓Z蚤

　　　　　　　　　9，0108

0，0621　　　1，7513　　　1，7513

．0，2284　　　2β792　　　4，7584

0，1526　　　2，5011　　　2，5011

0，6518　　15，5076　　　9，0108

0，0731　　　0，9334

三三囎三三器三編蕾零）

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

共　他

　　　　　　　0，7249　　16，4410

・　・　・　…　　　　　　　0，3220　　　7，3182

　　　　　　　　　1，0469　　23．7592

アムモ昌ウム及アルミニウムイオン痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
ク。」ルカリウ云（kCi）．∴・∴．・．・、0，0090

・ク・一ルオトリウム（NaCI）・・．・．・∵・一．0ρ953

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．・，…　．・「、033撃5
重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・』・・．・．・． @0，2064

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・．・一　噛0，0092

硫酸々山畠〔Fe2（SO4）3〕・。・…　　　。・　0，0045

重炭酸亜酸化マンガン〔｝ln（HCO3）2〕・・．’動0039
珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　・　。　・．・．・、…　　　＿g」g：Zi茎1

　　　　　　　　　　　　　　　　　、一〇・7249
逝i再臣渉之酸（GO2）　　・　・　φ　・　・　・　・　・　…　　　　＿0β220

　　　　　　　　　　　　　　・　　　い．　　　1．21，0469

泉　　質 本荘は輩純温泉に歯す
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カチ才ン

長 岡 温
　　所　衣　地　　削』縣田方墳：：川西村字長岡

　　試験年刀　　大正11年12月（東京）
源泉証変　　52，7。　　　　　　湧田鼠
比　　重　　1，0005（15。）　　　　蒸獲残汀亡

イオン表＊（本讃水1キログラム中に含イ∫する各成分及用量次の如し）

カリウムイオン（Kつ　・・。・

ナトリウムイオン（Xa’）　・’

カルチウムイオン（Cバ）　・・

アニオン

　クロールイオン（C1り・…

　硫酸イオン（SO汐）・…　　　。

　ヒドロ茨酸イオン（IICO3’）・

グラム　　　ミリモル　　ξリヴァル

0ρ016　0コ0409　03（｝109

0，2077　　　9，0065　　　9，006δ

07ぐK｝45　　　0，1122　　　072244

9，2761

0，1137　　　3，2073　　　3，2073

0，2653　　　2，7619　　　δ，5238

0，0332　　　0，5r142　　　0，5442

　　　　　　　　　　　　　　0，62GO　　15，6730　　　9，27δ3・

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　　0，0909　　1，1607

　　　　　　　　　　　　　　0，7169　　16，8337

其　他　　フェロ，ヒドロ燈酸イオン並硝酸各痕跡，アルミニ

　　　　　ウムイオン僅微

　　　泉質　三重は軍純源泉にκ」す

泉（肴居源泉）

約779，3ヘクトリ＿トル（24時1；ID

浄～｝　0，70グラム〔1　リ偶弓トルqり

監賑（魏鶴欝密器謀編角翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロPルナトリウム（XaCl）・…　　●’

硫酸ナトリウム（ざa2SO‘）・●’●．曾。

重炭酸ナトリウム（NalICO3）　・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・・　・　…　　　。・

0，0036

0，1876

0，3737

0，（＞168

030153

0，0909

0，7169

カチオン

　　所在地
　　試陰年月
源泉温慶　　6go

比重’1，000壬（150）

修善寺温泉
副冴縣田：方郡修善鶏、村修鞍寺331番地

大正11年12刀（東京）

蒸獲目溢　約1，ISグラム（1リートルIl・）

イオン表＊醗同義轍骸蹴イf）

ナトリウムイオン（Ka’）　’・

カルチウムイオン（Cバ）　”

マグネシウムイ．オン（Mgつ・

アニオン

　クロールイオン（C1つ・・’。

　硫酸イオン（SOノ）・・…

　ヒドロ多ξ酸イオン（IICO3’）　・

グラム

0，3416

0，0594

0，0007

〔㌧3δ14

0，2794

0，1292

ミリモル　　ζリヴアル

14，8200　　14，8200

1，4813　　　2，9626

0，02S7　0，0574

17，8400

9，9126　　　9，9126

2，SO4r1　　　5，6038

2，1177　　　2，1177

盛類表輔醗糠器隷薦義垂字）

クロールナトリウム（NaCl）・・。…

硫酸ナトリウム（Xa2SOO・・・…　　．

重炭酸ナトリウム（NaHGO3）・・…

クロールカルチウム（CaCI⇒・…　　’・・

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸マグネシウムOlgSO｛）　・・・…

珪酸（メ　タ）（II2Sio3）　・　・　…　　　　。　…

グラム

0，5（渥0

0，2180

0，17δ0

0，0150

0，1830

0，0037

0，1103

1，2720

　　　　　　　　　　　　　　1，1617　　31，1（避7　　17，6391

珪酸（メタ）（11メ∋io3）・…　　　　〔，，1103　　1，4084

　　　　　　　　　　　　　　1，2720　　32，5731

共　他　　 フェロ，マンガノ及アルミニウムイオン各痕跡

　　　泉質　本伝は弱食窟温泉に届ナ
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カチオン

　　所　在地

　　試験年万

源泉温度　　600

上ヒ　　　　重　　　　1，0001　（150）

修善寺温泉
静岡縣田方郡修善寺村修善寺963番地

大IE　11年12万　（　♪Fセ→束斌）

蒸獲残溢　　約　1，15グラム（1リートル中）

イオン表明（本町水1キログラム中に含イ∫する各成分及其量次の如し）

カ．リウムイオン（］K●）・…

ナトリウムイオン（Na’）…

カルチウムイオン（Gaつ　・・

マグネシウムイオン（Mgつ　・

アニオン

　クローノレイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…

　ヒドロ渉是酸イオン（IICO3’）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0082　　　0，2146　　　0，2146

0，3156　　13，6920　　13，6920

0，0δ72　　　1，4264　　　2，8528

0，0037　　　0，16r12　　　0β28r1

17，〔｝878

0，3415　　　9，6333　　　9，6333

0，2792　　　219065　　　5，8130

0，1001　　　1，6407　　　1，6407

懸類表（三歳雛翻三熱芝藩昂紬

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・…　　．．

珪藤（メタ）（112Sio3）・・・・…　一

グラム

0，⊂｝159

0，5505

0，1871

0，138壬

OP193S

Oρ19S

O，1166

1，2221

　　　　　　　　　　　　　　　1，1055　　29，6777　　17，0870

封…酸（メタ）（II2SiO窪）・…　　　　0，1166　　1，4888

　　　　　　　　　　　　　　　1，2221　　31，1665

　　　泉質　本泉は弱霞藍泉に腸す

カチオン

　　　　　　　　修善寺温泉

所　在　地　　静岡縣田オ郡修善寺村悉地不詳

試験年月　　大正11年12月（東京）

蒸獲残澄　約1，13グラム（1リート々rl」）

イオン表＊鰐熱灘強蹴有）

カリウムイオン（K。）…

ナトリウムイオン（Na’）　・

カルチウムイオン（Caつ　・

マグネシウムイオン（Mgつ

　　グラム
・　　0，0073

・　　0，3183

・　　0，0553

・　　0，0006

アニオン

　クローノレイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（IICO3’）　・

ミリモル　　ミリヴアル

0，1865　　　021865

13，8091　　13，8091

1，3791　　　2，7582

0，0246　　　0，0492

16，8030

0，3421　　　9，6502　　　9，6502

0，2958　　　370793　　　6，1586

0，0596　　　0，9769　　　0，9769

　　　　　　　　　　　　　　　1，0790　　29，1057　　16，7857

珪酸（メタ）（112SiO3）・・。・　　0，1063　　1，3573

　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1，1853　　30，4630

　　　泉質　本泉は弱食暴騰に属す

一113一

盛類表（魏鶴量翻聡瀦走藩昂纈

硫酸カリウム（］［（2SO1）　・・…　　　．。，

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　．．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

硫酸力〃チウム（CaSO｛）　・・・…　　、

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…

珪酸（メタ）（正】：2Sio3）　．．．　．．．．　．．

グラム

0，0162

0，5646

0，2261

0，0821

0，1873

0，0072

0，1063

1，1853



　　所隔地
　　試験年刀
　　性　　　肌
源泉江生1芝　　6go

比　　重　　1，0010

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Ca。’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）　・
　フェロイオン（Fe。つ　・・…

修善寺温泉
胃内縣田方郡修善雪・村修善寺字憩免34δ0番地
；ノ《工E135F7刀　（　　嘔　一璽・束暴）

（寳の湯）

熱色澄明にして微に戯味をイ∫し微碁・3アルカリ仕反感を早す

蒸慶残潅　 1，716グラム（1キログラム中）

（三三赫通庭劣極右）

アニオン

　クロールイオン（CD　…　　　●
　石差等イオン（SO！）　・・…
　ヒドロかこ意芝イオン（IIGO3’）　・

グラム　　　ミワモル　　iリヴアル

　　　　　　　　じ0，0077　　　0，1969　　　0，1969

0，3241　　14，0913　　14，0913

0ρ53・1　　　】，3327　　　2，6654

〔㌧0004　　　0，016・1　　　0，0328

0ρ003　　0，0054　　0，0108

16，9972

0，3｛60　　　9，7575　　　9，7575

0，2721　　　2，8326　　　5，6652

0，0961　　　1，至i745　　　　1，ξ…745

　　　　　　　　　　　　　　　　1，1001　　29，SO73　　16，9972

瑚酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，0023　　0，0δ24

王L酸（メタ）（112SK）3）…　　　。　　0，118S　　1，5169

　　　　　　　　　　　　　　　　1，2212　　31，3766
ま輩「菖1！：渥ξ」酸（CO2）　　・　…　　　　畳　・　　　0，0018　　　0，0409

　　　　　　　　　　　　　　　　1，2230　　31，4175

共他　ブローム，ヨード，及ヒドロ燐駿イオン各州四

壁類表嬢雛購翻霧熱嚴蔭融騎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

泉　　質 本泉は弱食盛泉に属す

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCI）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO．｛）・…　　．．．

硫酸カルヂウム（CaSO．1）　・・・・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重かと酸身巨酸fヒ歪没〔Fe（IICO：；）2〕　・　・　…

荷」波（メタ）（IIBO＝）・・・・・・…

封三酸（　メ　 タ　）（II2Sio＝轟）　　　，　　。　　．　　9　　●　　 9　　■　　・　　・

遊離炭隙（CO2）

0，0147

0，5589

03218

0，0772

0，1241

0，0024

0，0010

0，0023

0，1188

　　　　　　　　　　　　1，2212
・　・　。　・　・　…　　　　。　・　・　　0，0018

1，2230

カチ才ン

獣 毛 温
　　所二在　地　　三岡縣田方淵；爾南村

　　試陰年刀　 三二11年12月（束京）

源泉江咬　　43βO　　　　　　湧μ」量　　約
上ヒ　　　　了茸〔　　　1，‘）∩00　（15Q）　　　　　　　三蕉獲互建汀ε　　　糸9

放射能　（0β5－0，44マツー），…六正2年胡澱

イオン衰＊（菊奪赫議鍛ε魏）

カリウムイオン（K●）。…
ナトリウムイオン（Naつ　・・
アムモニウムイオン（NHIり・
カルチウムイオン（Cパ’）　●・

アニオン

　クロールイオン（Cr）。…
　硫｝於イオン（SO．星9）　・…　　　。

　ヒドロかこ1蒙イオン（IICOゴ）　・

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，∩010　　　0，0248　　　0，024s

O，〔｝4〔b3　　　1，7462　　　1，7462

0，CFOO2　　　（，，0116　　　0，0116

（㌧1）077　　　0，1928　　　0，3855

’2，1681

珪蒙（メタ）（II2SiOl∂・…

0、0191　　　0，53S6　　　0，53S6

0，04G6　　　0，4S51　　　0，9701

0ρ手p2　　　‘），6δ94　　　0，6jg・垂

0，1δ51　　　3，65S5　　　2，16S1

0，0270　　　0，34｛S

泉

50Sヘク凹＿ト・・（2・1時聞）

0，llグラム　（1　リー　トルrl！）

磁壁（磯麓蓉響聡羨、二二一宇次）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・…　　。・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

＝重炭酸ナトリウム（XallGO3）　・・…

クロ員ルアムモニウム（NII4C1）　・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICq3）2〕・…

王ヒ酸（メタ）（II2Sio3）　・。・　・　・・　…

　　　　　0，1821　　　4，0033

。　・　・　曾　　　0，0・1－14　　　1，0⑪91

邊離炭酸（COj・・・・・・・・・…

遊111：li炭酸（CO2）　・・

泉　　賀

0，2265　　　5，0124

グラム

0，0019

0，0294

0，06S9

0，0230

0，0006

0，0312

Ω，0270

本泉は軍純温泉に乱す

0，1820

0，0444

、

0，22G4

一114一



　　駈　在地
　　試歩年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

鈴 原 温 泉
艀岡縣田方郡中狩野村本柿木字鈴原294届・地

大正15年1月（東京）

殆と無色澄明にして微溺アルカリ性反癒を呈す
41，5Q

1，0033　（15Q） 蒸獲残渣　 3，4200グラム（1キログラム「｝り

イオン表（難亡魂鞍蹴右）
カチオ’ン

　カリウムイオン（K’）・●”

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Cバ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　7エロイオン（Fe●’）・・…

　アルミニウムイオン（Al”つ　・

アニオン

　クロールイオン（C1つ・。・・

　硫酸イオン（SO4”）　。・・．．

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0051　　0，1304　　0，1304

0，6317　　27，4652　　27，4652

0，4055　　10，1186　　20，2371

0，0122　　　0，5016　　　1，0032

0，0002　　　0，0036　．　0，0072

0，0003　0，0111　0，0332

48，8763

0，1454　　　4，1004　　　4，1004

2，1509　　22，3880　　44，7759

　　　　　　　　　　　　　　　3，3513　　64，7189　　48，8763

棚酸（メタ）（II］BO2）　…　　　。　　0，0008　　0，0137

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　　　0，0164　0，2094

　　　　　　　　　　　　　　　3，3685　　64，9420

　　　泉質　本泉は石膏含有芒硝煙既倒泉に厩す

肇類表輔鶴温温騰二二属晶翻

クロールカリウム（1くCl）　・・．・・

クロールナトリウム（NaCl）．．。．

硫酸ナトリウム（Na2SO壬）＿　．三．

硫酸カルチゥム（C抗SO4）　・．。．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・．．．

硫酸亜酸化蟻（FcSO4）・・・…

硫酸アル・ミニウム〔A12（SO4）3〕．．。

瑚－酸（メタ）（HBO2）　。．。．。。．

珪－酸（メタ）（112Sio3）　・…　　　。・・

　　　グラム
・　・　　　0，0097

．　。　　0，2321

．． @1，6691
●　・　　　1，3775

。　・　　O，0602

．・ @0，000δ

．．@0，0019
．　．　　0，0008

．． @0，0164
3，36S2

　　所　，左　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
源泉温度　　．　600

比　　重

韮 山 温 泉
郁岡縣田方郡韮山村大字寺家字野島967番地
二三不035｝三7刀　（東京）

無色澄明にして溺アルカリ性反慮を呈す

1，0007　（150） 蒸獲残渣　 0，8548グラム（1キログラムril）

．イオン表（李磐蓉義弓長巽黒表雰垢令聞）

カチオン

　カリウムイオン（K●）…
　ナトリウムイオン（Na。）　・
　カルチウムイオン（Caつ　・
　マグネシウムイオン（Mg’り
　フェロイオン（Fe●’）・…

　アルミニウムイオン（A1’つ

ア呂オン

　クロー・ルイ牙ン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4”）　…　　　。・

　ヒドロガξ酸イオン（HCO3ρ）　・

　芳と酸イオン（CO3”）。・…

　水酸イオン（OH’）．．．．．

グラム

0，0060

0，2533

0，0272

0，0007

0，0002

0，0004

0，1508

0，3394

0，0045

0，0058

0，019δ

ミリモル．　竃リヴアル

0，1535　　　0，1535

11，0131　　11，0131

0，6788　　　1，3576

0，0288　　　0，0576

0，0036　　　0，0072

0，0147　　　0，0443

4，2527

3，5329

0，0733
〔〕，0486

1，1444

12，6333

42527
7，0657

0，0733

0，0972

1ユ444

　　　　　　　　　　　　　　　0，8078　　20，9444　　12，6333

醐酸（メタ）（HBO2）　・．．．　0，0040　0，0911
珪酸（メタ）（H2Sio3）。…　　　0，0806　1，0292

　　　　　　　　　　　　　　　0，8924　　22，0647

　　　泉質　壁泉は至純温泉に曝す

盤類表（甥鶴慧翻写器蘇続存1翻

クロールカリウム（KC1）　．．．．．　．

クロールナトリウム（XaC1）．．．，．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．，．．．

硫酸カルチゥム（GaSO4）　．．．．．．。

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕＿．．

炭酸カルチウム（CaCO3）　，。．　．・．

水酸化カルチゥム〔Ca（OII）2〕＿＿．
水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕．．．．

重炭酸亜酸化鍍〔Fe（HCO3）2〕一．＿
硫酸アルミニウム〔A12（SOρ3〕・・…

例脈駿（メタ）（11BO2）　・・。…　　　．・　．

珪酸（メタ）（li2Sio3）　。．．　．．。。．．

グラム

0，0114

0，2396

0，4912

0，0073

0，0054

0，0049

0，0403

0，0017

0，0006

0，002δ

0，0040

0，0806

0，8895

一115一



カチオン

比

イオン豪

所　左　地

試験年刀
佳　　歌
　重

一 の 宮鑛泉（冷）
静筒艦周智郡一の宮村字川奥伏問4795看地

ソ（正8年4月　（東京）

熱色澄明にして戯味を具へ溺アルカリ性反慮を呈す
1，00δ5　（15Q） 蒸濃i幾流　　6，6790グラム（1キログラムl15）

嘱熱券蹟葉鞘轡り

カリウムイオン（K’｝’…
ナトリウムイナン（Na’）　・・
カ1レチウムイオン（Ca●つ　・・

マグネシウムイオン（Mg’つ　・
フェロイオン（Fe◆○）　・・…

アニオン

　クロールイオン（CIつ　…　　　。
　．ヒドロガξ歳イオン（IICO3’）　．

　かこr凌イオン（CO3り・…　　。
　水｝蒙イオン（OIIつ　・・…

グラム　　　竃リモル　　ミリグアル

O」0398　　　1，0166　　　1，0166

2，53S1　110，1128　　110，1128

0，032δ　　　0，812δ　　　1，62う0

0，00S7　　　0，3571　　　0，7142

0，0004　　　0，0071　　　0，0142

113，4828

3，2641　　92，0762　　92，0762

1，2655　　20，7427　　20，7427

0，0195　　　0，3257　　　0，61514

0，0002　　　0，012δ　　　0，012δ

　　　　　　　　　　　　　　　7，16SS　22δ，4632　113，4S28
珪鳶ミ（メ　タ）（II2SiO3）　・　・　。　。　　　0，0140　　　0，1788

　　　　　　　　　　　　　　　7，182S　22δ，6420

共　仙　　アルミニウムイオン痕跡

藍類表（妻鍛雰巷巷霧磐熱鹸繍衣宇）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　．．。．．・．

クロールナトリウム（XaC1）．．．．．．

＝重炭薩ナトリウム（XallCO3）　．。．．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕。．．

炭酸マグネシウム（MgCO3）　。．．．．．

フ1～酸化マグネシウム〔Mg（OII♪2〕．．．．

：重炭｝強吟酸化戯〔Fe（HCO3）2〕　．．．．．

封歪酸（メタ）（】i12Sio3）　．　．．．．，．．　．

0，0758

5，3269

1，6021

0，1316

0，0032

0，0274

0，00〔｝壬

0，0013

0，0140

泉　　質 本泉はアルカリ腐食油引に局す

7，1827

比

所　左地
試離年月
佳　　　欺

　重

北 原 鑛 泉（冷）

rll梨懸東III梨郡西保村大字北原字西奥仙嶽
ブく正13』｝三8ノ月　（工1こ京）

淡配色澄明にして牧敷味を具へ酸性反雌iをi呈す

1，002S　（150）

　　　　　ノ」1ウ、
カチ才ン

　水素イオンIII●）・・．．．．
　カリウムイオン（K●）　・…

　ナトリウムインン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Cし、つ　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ・
　フェリイオン（Fげ。’）．・…

　マンガノイオン（M11”）…
　アルミニウムイオン（Al’”）　・

蒸慶残渣　 2，7972グラム（1キログラム中）

イ山’か李辮赫罎卑劣寵イり

アニオン

　ク・一ルイオン（C1り・…
　ヒドロ硫薩イオン（IISO1り　。
　硫鳶ミイオン（SO1り　。・…
　ヒドロ鮭験イオン（IIPO1り　，

グラム

0，0C腿

0，0017
0，〔玲70

0ρ136
0，0097
0，6010

0，0033

0，0SS5

ミリモル

0，42S6

0，0435

0，30垂3

0，3394

0，398S

10，8703
0，0601

3，26δ7

こリヴアル

0，4286

0，0435

0，3043

0，6788

0，7976

32，6109
0，1202

9，7971

44，7810

0，0（｝12　　　0，1184　　　0，1184

0，0rl16　　　0，42S6　　　0，4286

2，1214　　22，0s37　　44，1674

0，0032　　　0，0333　　　0，0666

　　　　　　　　　　　　　　　2，9016　　3S，3747　　44，7810

11…酸（〃）（112Sio3）・…　　0，05S6　0，74S3

　　　　　　　　　　　　　　　2，9602　　39，1230

　　　泉　　買　　　本門は畿三三に生す

監類表嘆鍛雰欝霧器1蒙轟嘉認）

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（XaC1）・、．・．．

五．ll酸ナトリウム（Na2SOJ。．．．。．．

疏．酸カルチウム（CaSO4）　・。．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　。．．。．．

硫酸々化ξ筑〔Fe2（SO4）3〕　・・。・・…

硫融亜強i化マンガン（MhSO｛）　．．．．．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO｛）3〕。。…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO｛）3〕．．。．

遊寅二窃＝｝1童（II2SO4）　　…　　　　9　・　・　・　…

珪－_（メ　タ）（II2Sio3）　…　　　　。　・　・　…

グラム

0，0032

0，0（｝且

0，0163

0，0墨62

0，（〉圭80

2，1733

0，0091

0，5553

0，0038

0，0420

0，05S6

2，9602
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比

所　左　地

試験年月
性　　　歌

　重

北　原　鑛　泉
山梨縣東山梨郡西保村大字北原

昭和3年4月（東京）

淡褐色澄明にして酸性反慮を呈す
1，0080　（150）

イオ「ン表（李誓糞義券艮．葺球茎雰垢倉右）

カチオン

　水素イオン但●）・・…
　カリウムイオン（Kつ　…
　ナトリウムイオン‘Na’）　・
　カルチウムィオン（Caつ　・
　マグネシウムイオン（Mgつ
　フェロイオン（Fe●つ・…

　フェリイオン（Fe鱒つ　…
　クプリイオン（Cu”）　・’・
　アルミニウムイオ’ン（Al●つ

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO壬’）　・

　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPOノ）・
　ヒドロ砒酸イオン（HAsO4『）・

グラム

0，0015

0，0149

0，0220

0，0085

0，0067
0，115手

0，8802

0，0010
1，1035

ミリモル　　ミリヴアル

1，5348　　　1，5348

0，3811　　　0，3811

0，9565　　　0，9565

0，2122　　　0，4243

0，2755　　　0，5510

3，1411　　　6，2822

16，7626　　47，2887
0，0155　　　0，0315

44，0528　　122，1587

　　　　179，6088

0，0314　　　0，88155　　　0，8855

0，1490　　　1，53，18　　　1，5348

8，4919　　88，3928　176，7856

0，0188　　　0，1958　　　0，3915

0，0〔X〕8　　　0，0027　　　0，0114

　　　　　　　　　　　　　　　10，9056　157，3467　179，6088

珪酸（メタXH2Sio3）一・・　0，1381　1，7634
　　　　　　　　　　　　　　　11，0437　159，1101

　　　泉　　質　　・本泉は酸性含砒明磐緑馨泉に属す

麟醸（本鍍水は其集成に於て1キログラム中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（K：Cl）　・．・．．。’

クロールナトリウム（NaCD．．。・・．

硫酸ナトリウム（N助SO4）．．．．．，．

硫酸カルチゥム（CaSO4）　．．．．．．．

砒酸カルチゥム（CaHAsO4）．．・．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO壬）・・・…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）・・・・・…

硫酸々化鐵〔Fe2（SO4）3〕．・・・・・…

硫酸アル・ミニウム〔A．12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）2〕．．。．

ク七一1レ銅（CuG12）．．．．．．。。。．．

遊離硫酸（H2SO4）　．．．．．．。．．．

珪酸（メタ）（正12Sio3）　…　　　。・・・…

グラム

0，0284

0，0295

0，0321

0，0281

0，0010

0，0332

0，4772

3，1518

6，9493

0，0223

0，0025

0，1505

0，1381

、11，04庄0

φ

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺
源泉温度　　35。

比　　重

放射能

0，9998　（1go）

（0727－0，85）×10－1Dキュリー（0，07－0，23マツへ），…大正3年5月試験

下　部　温　泉
山梨縣西八代郡富里村大字下部第36番地

大正3年6月（束京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
　　　　　　　湧田量　　．約　6480ヘクトリートル（24時間）

　　　　　　　蒸獲残渣　　0，46グラム（1キログラム中）

イオン表（李磐蓉義雰譲重量詫有）

カチオン

　カリウゐイオン（Klつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　．．
　アムモニウムィオン（NH4●）．
　カルチウムイオン（Ca．●）　・・

　マグネシウムイオンOlg”）・
　フェロイオン（Fe●’）・・…

アニオン
　クロールイオン（CP），、・、
　硫酸イオン（SOノ）・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）

　グラム

0，00024
008059

り

0，00021

0，05714

0，00031
0，00140

ミリモル

000613
コ

3，49631
0，01162
1，42Sδ0

0，01273

0，02500

ミリヴアル

0，00613

3，49631

0，01162

2，85700

0，02546

0，05000

6，44652

0，06676　　　1，88322　　　1，88322

0，20δ31　　2，13731　　4，27462
0，01759　　　0，2S831　　　0，28831

0，42955　　　9，28913　　　6，44615

0ρ1419　　0，32243
0，03052　　　0β8918

盛類表（漉酌両両磐融議引言‡）

クロール’カリウム（KC1）　，．・．

クロールナトリウム（NaGl）。．．．

硫酸ナトリウム（Na2Sα）．．．．

クロールアムモニゥム（NH4CD

硫酸カルチウム（CaSO4）。．．。

●　　　○　　　●

O　　　D　　　　・

重炭酸カルチゥム〔Ca（耳CO3）2〕．。．。

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

』匡多こ酸亜酸イヒ£』曳〔Fe（正ICO3）z〕　・．・　・　。　・

管理酸（メタ）（HBO2）．．．
萎導引（メタ）（正12Sio3）．，．

　　　　　　0，47426　　10，00064

・　・　6　・　。　．　　0，00730　　　0，16591

棚酸（メタ）（HBO2）・・…

珪酸（メタ）但・SiO3）・ン・・

逝i離炭酸（CO2）　・・・・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　0，4S156　　10，16665

本泉は軍純温泉に罪す

●　　　●　　　●

グラム

0，0005

0，1091

0，1159

0，0006

0，1799

0，0173

0，0016

0，0045

0，0142

0，0305

　　　　　0，4741

．　・　．　・　　0，0073

0，4814

泉　　質

＿117＿



．’

比

所　在地
試膝年月
佳　　　歌
　鍾こ．

　　　　イオン

カチ才ン
　カリウムイオン（］K：つ・…
　ナトリウムイオン（｝輸’）　・・

　アムモニウムイオン（NII．‘●）・

　カルチウムイオン（Ca’。）　・・

　マグネシウムイオン（Mg“）・
　フェロイオン（Fcつ・・…
　アルミニウムイオン（Al’。。）　・

横 澤 鑛
山梨縣南互F；三郡萬lj馨村字横澤

大正14年11月（東京）

泉 （冷）

無色澄明にして硫化水素臭を右し微弱アルカリ性反慮を呈す
1，00〔〕3　（150）

表（嚢同義㍊鐵錫寵イリ

ア呂才ン
　砧酸イオン（NO3’）　・・…

　クロールイオン（Clつ・。・・
　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り・
　ヒドロガξ酸イオンαICOゴ）　・

　水玉イオン（IIS’）　・・…

蒸獲．震泣

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル
0，0011　　　0，0281　　　0，0281

0，0535　　　2β261　　　2，3261
⑪，000S　　　O，0443　　　0，〔＞143

〔｝，（．ρ22　　　（b，0549　　　0，1（，9S

O，吐》0〔ン2　　　0，〔｝｛）S2　　　0，016壬

0，〔ゆ〔｝1　　0，〔｝018　　　0，0036

0，00〔〕2　　　0，0073　　　0，0221

2，550－1

　0，0002　　　0，0032　　　0，0032

・0，0028　　0，〔1790　　0，0790

　0，0060　　　0，0625　　　0，1249

　0，0023　　　0，02r10　　　0，0｛79

　0」3三～3　　　2，1684　　　三～，16S4

　0，0〔｝42　　　0，1270　　　0，1270

0，2059　　　4，934S　　　2，550壬

0，0023　　　0，0δ24

0，0204　　0，2605

0，IGOOグラム（1キログラムr11）

藍類表壌澱雰砦馨砦総品乏高望欝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

覆写酸（メタ）（IIBO2）　・…
珪酸（メタ）（正12Sio：」　・　・　。　・

　　　　　　　　　　　　　　　　0，2286　　　5，2477
遽離炭酸（CO2）　・・…　　。　　0，⑪（H5　　0，1023
ミ聾拷臣硫イヒ7！く；葎（正12S）　　・　…　　　　　　0，0024　　　0，0704

其他 マンガノイオン蒐こ跡

泉　　質

0，2355　　　δ，420壬

本泉は輩純硫化水圏泉に属す

新了－匝麦カリウム（1くXO3）　・・・・・…

クロールカリウム（KCI）　・・。・…

クロー1レナトリゥム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NallCO3）　・・…

水硫化ナトリウム（KaHS）　…　　●’●

クロールァムモニウム（XII｛C1）・…

論語カルチゥム（CallPO4）　・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

亜炭酸マグネシウム〔Ma（IICO3）2〕…
画巨：芳ξ酸i｝E酸イヒ£ヒ〔］F「e（】ilCO3）2〕　・　。　・　。　・

憐酸アルミニウム〔A12（HPO｛）3〕・…

爾農（メタ）（HBO2）　・・。．・．。。．

封戸酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・…

0，0003

0，0019

0，0006

0，0089

0，1735

0，0071

0，002妥

0，0018

0，0068

0，0012

0，0003

0，0013

0，0023

0，020遭

遊離炭酸（CO2）『・・・・・・・・・…

ま塞｝誰召三イヒフ1く；餐（王12S）　　・　・　・　・　・　・　…

0，2288

0，0045

0，0024

2，2357

↓ヒ

御 嶽

所在地
言践こζ黛孟詳月　　 ブく正12勾三4月　（束京）

佳　　　歌
　重　　　　1，0025　（15Q）　　　　　　　蒸互芝互匙潔ξ

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（］Kつ・…
　ナトリウムイオン（Xa’）　・・
　アムモニウムイオン（NII｛’）・
　カルチウムイオン（Ca●。）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　アルミニウムイオン（Al…）　・

鑛
山梨縣中E摩郡宮’本村大字御嶽字湯z｝ζ

泉 （冷）

無色清澄にして微に戯味をイ∫し微弱アルカリ仕反慮を呈す

表1二二馨赫蕨骸隣倉イ∫）

アニオン
　クロールイオン（C1り・…
　硫酸イオン（SO星り　。・…
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO．裏”）・

　ヒ13ロ疹こ酸イオ’ン（IICO3’）・

グラム　　　ミリモ，レ　　ミリヴア膨
1〕，0395　　　1，0102　　　1，010三～

⑪，7717　　33，δ522　　33，5522

（㌧000S　　　O，0433　　　0，0・133

0，16－1S　　　4，1128　　　8，2256

0，026S　　　l，1〔｝20　　　2，2040

0，◎に鵬　　　0，0148　　　0ρ4壬4

45，0SO7

0，8440　　23，8015　　23，8015

0，34S2　　　3，6248　　　7，2496

0，（X）32　　　（，，0333　　　0，0666

0，8δ19　　13．9630　　13，9630

　　　　　　　　　　　　　　　　3，0513　　81，2579　　45，0807
五コ1酸（メタ）（IIBO2）　・…　　　　0，0、125　　0，9679

珪酸（メタ）（】三12SiO3）　・　…　　　　0，0S57　　1，0943

　　　　　　　　　　　　　　　　3，179δ　　83，3201
遊離炭．酸（CO2）　・・・…　　　0，4SS壬　11，10〔X〕

　　　　　　　　　　　　　　　　3，6679　　9，1，4201

其　他　　フェロ，ヨード及ブロームイオン各痕跡

　　　泉質　本泉は二食陰泉に属す

2，6S49グラム（1キログラム中）

藍類表咳鍛灘霧器繍蔭霜翻

クロールカリウム（KCI）　。・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫丘ミナトリウム（Ka自SO．ρ・・…　　。。

重炭酸ナトリウム（XallCO3）　・・…

クロールアムモニウム（NII｛CD　・・一

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

燐酸カルチウム（CallPO｛）　・・・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

憐酸アルミ昌ウム〔A12（11PO盛）3〕・…
罷1酸（メタ）（IIBO2）　・・。・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　。・　・。　…　　　。・

グラム

0，07δ3

1，3297

0，5149

0，2991

0，0024

0，6646

0，0016

0，1612

0，0025
0，0425

0，0957

逞盲隻炭｝蒙（CO2）・・・・・・・・・…

3，1795

0，48S4

3，6679
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曹

比

所　在地
試鹸年月
性　　　歌

　重

御 嶽 鑛 泉（冷）

山梨縣中E摩郡宮本村大字御嶽字湯亭

大正12年4月　（束京）

殆と無色澄明にして僅に戯味を右し微弱アルカリ性反癒を呈す
1，0031　（150） 蒸獲残渣　　3，1686グラム（1キログラム中）

イオン劇島回綴骸蹴右）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　　’
　ナトリゥムィォン（Na’）　・・
　アムモニウムィオン（NH4．）・
　カルチウムイオン（Ca。・）　●●

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’●）・・…

アニオン
　クロールイオン（C1つ・…
　耐δ酸イオン（SO4”）　。・・。・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）・
　ヒドロ疹と酸イオン（HCOゴ）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0457　　　1，1688　　　1，1688

0，8443　　36，7087　　36。7081

0，0010　　　0．0δ54　　　0，0554

0，2123　　　5．2982　　10，5964

0，0369　　　1，5173　　　3，0346

0，0012　　　0，0215　　　0，0430

51，6069

0，8600　　24，2527　　242527

0，5815　　　6，0535　　12，1070

0，0035　　　0D364　　　0，0728

0，92う8　　15，1744　　1δ，174壬

　　　　　　　　　　　　　　　3，5122　　9Qフ2869　　51，6069

瑚酸（メタ）（IIBO2）・…　　0，0340　0，7743
珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，1323　1，6893

　　　　　　　　　　　　　　　3，6785　　92，7505
逝i拷欝i多ξ酸（CO2）　　g　・　・　…　　　　　　0，5456　　12，4000

　　　　　　　　　　　　　　　4，2241　105，1505

其他　アルミニウム，ブローム及ヨ・一ドイオン各痕跡

　　　泉質　本泉は弱食騒泉に属す

盤類表面畿雛両両瀦走四角翻

クロールカリウム（KIC1）　…　　。・。・

クロールナトリウム（NaC1）・…　　。・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　一・6・

クロールァムモニゥム（NH4Cl）・…

燐酸カルチウム（CaHI）04）　・・．・．ご・

：重炭酸カルチウム〔Ca（且GO3）2〕・…

1重炭酸マグ木シウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鎧〔Fe（HCO3）2〕・・…

棚酸（メタ）（HBO2）　．．．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

　　、　　　＼N

グラム

0，0871

1，3462

0，8600

0，1322　　　．、

0，0030

0，0050

0，8528

0，2220

0，0039

0ρ340

0，1323

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，6786

遊離炭酸（CO2）・一・・・・・・…　一1塑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482241

所　左　地

試瞼年月
性　　　欺

増 富 鑛 泉（栗卒）（冷）

」；ヒ　　　　了E　　　　170028　（100）

放射能｛奎斯1騎猫黙留驚囎1旗；費）1：瀦潔驚、

山梨縣北亘摩郡檜富村栗不

大IE　3年2，月（束京）

無色澄明にして微に敵味を具へ殆と中性の反慮を呈す

　　　　　　　湧艮1＝最　　　糸勺　40ヘクトリートル（240芋1珊）

　　　　　　　蒸獲淺渣　　2，1799グラム（1キログラム中）

イオン表＊（李下変義雰長晴着…三晃詑イ∫），

カチオン

　カリウムイオン（K：つ’’”
　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4。）・
　カルチウムイオン（Gゴ）　・’
　マグネシウムイオン（Mg●●）　・
　フェロイオン（F〔yり　・・…

ア口証ツ
　クロールイオン（Cl’）・…
．硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロガと酸イオン（IICO3’）　・

　グラム

0，04269

0，68547

0，00085
疋｝，07123

0，00611

0，00070

　ミリモル　　　ミリヴアル

1，08787　　　1，08787

29，73839　　29、73839

0，04701　　　0，0壬701

1，78075　　　3，5GI5G

O，25082　　　0，50165

0，012δ0　　　0ρ2500

34，96142

0，88760　　25，03810　　25，03810

0，13030　　・1，35644　　　2，71288

0，43998　　　7，21160　　　7，21160

2，26483　　66，52348　　35，96258

0，05660　　　1，28607

．0，12430　　　1，58505

　繍表（難鶴慧蓉密器隷薦晶翻

醐酸（メタ）（IIBO2）　・…
珪酸（メタ）（II2Sio：；）・・。・

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　2，44573　　69，39壬60

・　・　・　…　　　　　0，51269　　11，19750

　　　　2，95842　　80，59210

本泉は弱食堅泉に聾す

クロールカリウム（K：Cl）　…　　。。・・

クロールナトリウム（NaCD　・…　　　。・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・，．．．．。

覚炭酸ナトリウム（NaHCOIΩ　…　　．．

ク。＿ルアムモニウム（NII4Cl）・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：墨）2〕・一

重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO3）2〕・・…

棚酸（メタ）（IIBO2）・・・・・…　’

珪酸（メタ）（II2Sio3）・一・・・…

グラム

0，〔｝812

1，3983

0，1928

0，2626

0，0025

0、2885

0，0367

0，0022

0，0566

0，1243

逝i離炭酸（CO2）…　　一・・’…　　○

2，4457

0，5127

2，9584

泉　　質

一119一



，

比

所　左地
試験年月
性　　　歌

塘 二 二

山梨縣北E摩郡搬寓村入澤

大正3年2刀（東京）

泉（冷）

重　　1，0070（100）

　　　1433，17xlO－Pキュリー（394，12マツへ），＿大正2∫1・1空刀蕊稔

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムィォン（Na●）　・・
　アムモニウムイムン（NII｛’）・

　カルチウムィオン（Caっ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●つ　・
　フェロイオン（Fe●つ・。。・。

無色澄明にして戯味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　涌口i量　約77ヘク凹＿トル（24時悶）
　　　　　　　薫建獲乏ミミ陛　　　7㌧4062グラム（1キログラムql）

放射能
表＊i馨熱券蕨骸翫垂直）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　謝蓋酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロガと酸イオン（IICOゴ）　・

　グラム

0，13765

毛リモル　　　iリヴァル

3，51596　　3，51596
2，43382　10δ，58872　105，58972

0，00106

0，23G77
0，0208δ

0，00140

3，14674

0，4693S
1，47765

0，0δS63　　　0，0δ863

5，91925　　H，83850
0，85591　　　1，71182

0，02δ00　　　0，0δ000

122，76363

8S，76587　　88，76587

4，為9153　　　9，78306

24，219SO　　2421980

7，92582　233，84067　122，76S73

0，16910　　　3，84231

0，16762　　2，13747

監類表

砺酸（メタ）（III302）　・。。・

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…

遽離炭酸（CO2）　・・

泉　　質

8，262δ｛し239，82046

0，26432　　　6，00727

／魏鯵巷翻聡明窪属融宇）

クロールカリウム（KCI）　・・・…　　。

クロールナトリウム（NaC1）・・。．，．

な＝濃ナトリウム（Na2SO4）・・．，・．．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　．・…

ク中心ルァムモニウム（NH4C1）　・．…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭戯亜酸化鍛〔Fe（IICO3）2〕　．…　　　．

濫∫濫（メタ）（II1302）　・　・　・　・　・　・　…

珪酸（メタ）（】i12Sio3）　・　。・　・　…　　　。・

グラム

0，2623

4，9835

0，6954

0，8927

0，0031

0，9590

0，12δ3

0，0045

0，1691

0，1676

川目コ茨酸（CO2ト・・・・・・・・…

■　　　●　　　●　　　●

　　　　8，526S6　245，82772

本泉は瑚酸及土類二二アルカリ性食鰹泉にκ5す

8，2625

0，2〔議3

8，5268

比

灰在地
試陰年月
性　　　歌

放射能

増 富 鑛 泉（津金湯）（冷）

山梨幽門亘摩郡槍Ilf村大字小尾65S9番地の乙

大正3年3刀（東京）

重　　1，0070（110）

　　　856、83x10－nキュリー（235，63マツへ），＿大正3年4月属a

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（］Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na翫　・・
　アムモ昌ウムイオン（NII｛’）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイナン（M呂●つ　・
　フェロイオン（Fe’●）・・…

無色清澄にして戯昧を具へ扱弱ア’レカリ性反慮を呈す

　　　　　　　濁出量　約45ヘク凹＿トル（24剛lm
　　　　　　　蒸嚢i理渣　　7，93S4グラム（1キログラムql）

表＊（回忌空蝉骸騒倉有1

アニオン

　クロールイオン｛Cr）・…
　霧コ酸イオン‘SO4り　…　　　。・

　ヒドロ」炭酸イオン（IICO3’）　・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，33612　　　δ，5Sδ44　　　8，585壬…

2、410G｛　104，5830S　10斗，58303

0，00106
0，2823σ

（㌧02303

0，00139

3，51110
0，47192
L245G7

0，0δS63

7，0δτ50

0，94540

0，02482

0，0δ863

14，11500
189080

　ン
0，0496．1

129，2S2δ9

99，04372　　99，04372

4，91276　　　9，82552

£0，41747　　20，41747

　　　　　　　　　　　　　　　8，28323　24δ，62δS2　129，28G71

翻’_（メタ）（IIBO2）　・…　　　0，15499　3，51451
王監酸（メタXi12SiO3）・…　　　0，17277　 2，20314

　　　　　　　　　　　　　　　8，61099　2δ1，3・垂6一…7

遊廣貫拶と酸（CO2）　。　…　　　。　・　0，14162　　31218636

　　　　　　　　　　　　　　　8，75261　254，56510

　　　泉質　幌泉は土類及碍酸含有食簸泉に届す

藍類表（変瀦雰巷翻手慕一議1蔭昂謬）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

恐慌ナトリウム（Na2SO．｛，・・．。。．．

重目酸ナトリウム（｝ζaHCO3）　・．．．．

クロー’レアムモニゥム（NH4CI）・…

重淡手炉ルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・．．．

並炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

1E炭酸亜［畏化£～〔Fe（IICO3）2〕　・・…

孤コ酸（メタ，（IIBO2）

珪酸（メタ）（1聾Sio3）

●　　　　　　●　　　　　　9　　　　　　．　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　o

．　　　　　　●　　　　　　．　　　　　　o　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　9　　　　　　0　　　　　　・

0，010δ

5，2882

0，6984

0β668

0，0031

1，1434

0，13S4

0，00壬4

0，1549

0，1728

遊離炭酸（GO2）・・・・・・・・・…

8，6109

0，1416

8，7525

一120一



所　在　地

試漕年月
性　　　歌

1ヒ　　　　軍　　　　1，0085　‘110）

捌能｛同論1繍鼎え島し泓趨て澱鱗犠験

増　富　鑛　泉（栃久保の湯）（冷）
山梨縣北E摩郡檜富村小尾ナ也内字湯の窪

火山3年2月（東京、
　　サ無色清澄にして献味を具へ微弱アPレカリ性反鷹を呈す

　　　　　　　湧出＝鼠　　　約　 66ヘクb・〕一トル（24時1司）

　　　　　　　蒸獲腿渣　 9，1978グラム（】キログラムrll｝

イオン表＊ i二二変義券長享景表雰易要素）

カチオン

　カリウムイオンIKつ・…
　ナトリウムイオン（Na’》　・・
　アムモ昌ウムィナン（NII．f）・
　カ）レチウムイオン（Cバ）　・・

　マグネシウムイナン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe鱒　　　　．）…　　　。・

アニオン

　クロールイオン（C1り…
　硫酸イオン（SO．‘”）・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICOの

醐酸（メタXIIBO2）　・
∫至酸（メタ）（II＝Si（堀）　・

遊離炭酸（CO2》　…

泉　　質

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，39635　　10，12388　　10，12388

2，7732δ　120，31453　120，31453

0，00126　　　0，06969　　　0，06969

0β0885　　　7，72125　　15，44250

0，02386　　0，97947　　　1，95894

⑪、00140　0，02500　0，05000

　　　　　　　　　147，95954

4，19621　118β6981　118，36981

0，70173　　　7．30512　　14，61024

〔D，91463　　14，99148　　1499148

　　　9，31754　279，90123　147，97153
■

　　　0，11256　　2，55760
　　　0，14934・　　1，90436

　　　9，57944　284，36219

…　　　　　0，了1037　　17，5Q841

　　　10，34981　301，8706⑪

本泉は土類及論題含有食酸泉に医す

明輝越畑鶴巷両手磐回議編垂牢）

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

増 富

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム‘KaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）…　　．・．．

クロールアムモニウムlNII4CD　・一　・

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（11COI呈）2〕・…

重炭酸マグ木シウム〔M9（IICO：｝）2〕・。・

重一こ酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　。　・　…

瑚酸（メタ）（11］BO2）　・・．・．．，．．

r匠酸rメタ）（112SiO3）　・　・　・　・　・　・　…

鑛

遊離淡酸（CO2）

泉

グラム

0，7552

6，3281

0，8636

0，0037

0，1673

1，0517

0，1434

0，0045

0，1126

0，1493

　　　　　　　　　　　　9，5794

・・… @　一・一・　｛｝，7丁04
1｛1，3498

（湯の窪河原の湯）（冷）

1，0066　（23Q）

：水（120，，8B3．3gx10－Pキユリr（242，82マツへ），・・．大正3年3月・試験

瓦斯　（OQ），1871，31×10－11｝　キュリー，（514，61　マツへ），・・。大正3年4月・試験

111梨縣北口摩郡櫓冨六大字小尾地内字胡桃久保

大祀3年7月（東京）
無色澄明にして献味を具へ微弱アルカリ性反磨を呈す

　　　　　　　蒸獲残才陛　　　糾」　9，86グラム（1キログラムriり

　　　　放射能｛

イオン表＊（：本銀水1キログラム中に含有する各成分及其量i欠の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムィォン（Naり　・・
　アムモニウムィオン（NH4●）・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン0Ig●’）　・

　フェロイオン（Fe’つ・・…

　　アニオン

　　　クロールイオン（CI’）・…
　　　硫酸イオン（SOノ）・・…
、　　　ヒドロガと酸イオン（HCO’3）　・

、

グラム

0，4003

2，9874
0，0006
｛｝β186

0，0816

0，0014

　ミリモル　　ミリヴアル

10，2260　　10，2250．

129，6069　129，6069
　0，0354　　　0，0354

　7，96δ3　　159305
　3，3502　　　6，7003

　0，0250　　　0，0500

162，5481

4，2985　121，2552　12L2552
0，6377　　　6，6380　　13，2761

1，7097　　28，0230　　28，0230

　　　　　　　　　　　　　　　10，4358　307，1240　1G2，5543

醐酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，1410　　3，2031
珪酸（〃）（H，Si‘），）・…　　0，1612　2，0560

　　　　　　　　　　　　　　　10，7380　312，3831

遊拷馨弱こ酸（CO2）　・・…　　　。　　0，3270　　7，4314

　　　　　　　　　　　　　　　11，0650　319，8145

　　　泉　　質　　　本泉は生類二軍酸含有食騒泉1二燭す

＿121＿

盤賑（雑鶴饗砦聡脚韻姦融豹

クロールカリウム（KCI）　・・・…　　。

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・…　　．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

クロールァムモ昌ウム（NH｛CD　・…

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕…　　．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・．．

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HGO3）2〕・・…

瑚酸（メタ）（HBO2）・・・・・・…
3韮酸（メタ）（H露SIQ：～）　・　●　’　●　’　’　’　”

遊離炭酸（C（遍）

グラム

⑪，7628

6，4930

0，9437

0，4491

0，0019

1，290金

0，4904

0，0045

0，1410

Q，1612

　　　　　　　　　　　10，7380
・　・　・　・　…　　　　。　…　　　　　　0，3270

11，0脚

e



比

所　左地
図瞭年月
性　　　歌

　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）．．・．

　ナトリウムイオン（Naつ　。・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（】Wg’つ・

　フェロイオン（Fe’つ・・．・・。

　アルミニウムイオン（Al…）　・

御座石1芝泉（冷）
lii梨縣北巨摩郡清哲村恩賜縣有財産字御座石小字紹樋

大正2年11刀（東京）　　　　　　　う

禍色澄明にして牧敏性餓味を具へ溺酸性反慮を呈す
1，003δ（18。）

表（勢糞，二型絃雰寵有）

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，000615　　0，01660　　　0，01660

0232453　　14，07939　　14207939

0，05338　　　1，33450　　　2，G6900

0，00708　　0，29064　　　0，5812S

O，56496　　10，‘〕ss57　　30，26571

0，10040　3，704sO　H，1144tl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5S　72638
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
アニオン

’硫酸イオン（SO置厚）・・…　　　2，s2032　29，36311　58．72622

　　　　　　　　　　　　　　　3，87162　　こ｝S，b7761　　6S，72622

　珪酸（メタ）（II28io3）．…　　0，178δ4　2，276s｛

　　　　　　　　　　　　　　　4，05016　　61，15445

　　　　泉　　質　　　本泉は明々馬射泉に属す

盤類表（甥鶴響霧器隷最編垂駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
硫酸カリウム（K2SO4）　。．．．．．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）．．．．．。．

硫酸銅ルチウム（CaSO｛）　．．．．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO∂・…　．・

硫酸口脇鐵〔Fe2（SOI）：｝〕・…　　　．…

硫酸アルミニウム〔Al＝（SO4）3〕，．．。。

理酸（メタ）（H2Sio：ρ　・・・・・・…

0，0015

・1ρ007

0，1816

0，0350

2，0182

0，6342

0，178δ

4，‘）497

比

所　左地
試瞼年月
性　　　欺

　並

　　　　イオン

カチオン

　71く素イオン（II’）・。．・・．

　カリウムイオン（Kつ。…

　ナトリウムイオン（Naり…

　カルチウムイオン（Cこ匙つ　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

　フェロイオン（Fe”）・・…

　フェリイオン（Fe’●つ　・…

　クプリイオン（Cu。つ　・・。・

　アルミニウムイオン（A1…）　．

眞　木　鑛　泉
lrl梨縣北都留郡廣里｛；」眞木4159番地の1

昭和3年10月（東京）

淡禍色澄膠」にして牧敏性酸昧を有し酸性反磨を呈す
1，0047（15つ）

表！菊撮群群遡魏有1

アニオン

　クロー1レイオン（Clり…　．
　ヒ1’ロ硫酸イオン（IISO霊’）　．

　硫酸イオン（SO4り　．・　。．．

　ヒト．ロ燐庭羨イオン（HPO4り．

　グラム　　　ξリモル　　ヒリヴアル

0，003s　　　3，7361　　　3，7361

0，0024　0，0614　0，0614

0，0275　　　1，1957　　　1，1957

0，2609　　　6，δ111　　13，0222

0，0152　　　0，625（》　　　1，2500

0，0590　　　1，0566　　　271132

071967　　　3，5226　　　10，5677

020016　　0，0252　　0，0504

0，3538　　13，0553　　39，166史）

0，02δ2

0，3627

3，2029

0，0018

0／7107

3，7361

33，3392

‘），0188

71，1627

Op7107

3，7361

66，6784

0，0375

勲表鵬醗糖磐蘇繍岳宇）

クロールカリウム（KCD　…

クロールナトリウム（NaCD・・
硫酸ナトリウム（Na2SO4）。．．

硫酸カルチゥム（CaSO｛）　　．．

研三酸マグネシウム（］～lgSO‘）　・．．

耐三酸亜酸｛ヒ£⊥ミ（FeSO4）　　．　．　．　．

硫酸々化鍛〔Fe2（SO4）3〕　．　．．．

硫酸銅（CnSO｛）　，．．．．・．．

硫酸アルミニウみ〔A12（SO｛）3〕　．　．

燐酸アルミニウム〔Al，（IIPO、）、，〕

逝1離硫酸（II2SO4）　・．．．．。

王f…酸（メタ）（II2鰯0：ゆ・．．　。．　　．

4，5135

0，1066

67，593S

1，3612

71，1627

王髪酸（メタ）（II2Sio3）．　．．　．

　　　　　　　　　　　　　　　4，6201　6S，9δろ0　　　　　　　・

　’泉　　質　　本泉は石膏含有葭蛙明碁経馨泉に局す

グラム

0，0046

0，03SO

O，038S

O，8S64

0，0753

0，1GO5

0．7043

070040

2，2331

0，0021

0，3665

0，1066

4，6202

一122一



比

所　左　地
試瞼年月
性　　　歌
　重

鐘 ケ 瀬鑛泉（冷）
長野縣長野市妻科字鐘ケ瀬
大正124【三2月　（東京）

殆と無色澄朔にして硫化水素臭及僅微の戯味を有し微弱ア1レカリ性反癒を呈す
1，0015（150） 蒸；獲残渣　　1，5563グうみ（1キログラム中1

イオン表（李磐奪義券三五皇表門垢金有／

カチオ’ン

　カリウムイオン（K’）…　　の
　ナトリウムイオン（Na．）　・・
　アムモニウムィオン（NH曵の）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・
　アルミ昌ウムイナン（Al’”）　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO｛”）・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り・
　次亜硫酸イオン（S203”）…
　フk硫イオ・ン（HS’）　・・…

．グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0078　　　0，1995　　　0，1995

0，5277　　22，9435　　22，9435

Q，OQO7　　　0，0388　　　0，0388

0yO361　　　0，9009　　　1，8018．

0，0251　　　』1，0321　　　2，0642

0，0004　0，0148　0，0444

27，0922

0，5148　　14，5178　　14，5178

0，0284　　　0，2956　　　0，5912

0ρ021　　　0，0219　　　0，0438

0，7068　　　11，58ξ｝2　　　11，58δ2

0，0063　　　0，0562　　　0，1124

0，0080　　　0，2418　　　0，24，18

瑚酸（メタ）（H80り・
珪酸（メタ）（H2Sio3）

1，8642　　51，8481　　27，0922

0，0189　　　0，4304

0，0713　　　0，9334

遊離炭酸（CO2）・・
ま髪…離研遣イヒフk素（112S）

1，9δ44　　53，2119

0，0605　　　　1，3760

0ρ033

　　　　　2，0182　　54，5869

本泉は食麺含有硫化水蛸泉に属す

盛類表囎酪盤踏器蕪三冠宇／

クロールカリウム（KCI）　．．。。

クロールナトリウム（NaCl）・・

硫酸オトリウム（Na2SO4）．．，．

次亜硫酸ナトリウム（Na2S203）．

：重炭酸ナトリ、ウ、ム（NaHCO3）．

水硫化ナトリウ「ム（NaHS）　」。

ク樋口ルアムモニゥム（NH4C1）

重炭酸カルチウム〔Ca（HGO3）2〕．

喜多と酸・マグネシ．ウム〔ムエg（HCO3）z〕．　．

燐酸アルミ聖書ム〔A12（HPO4）3〕．。，

醐酸（メタ）（HBO2）　．．．・。＿。

琉酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・…

　　　　　グラム
　…　　　　00149
　　　　　，
，　・　．　．　　　0，8347

。　。　・　．　　．0，0420

・…@　　0，0089
．　・　・　．　　0，6483

。　　　．　。　　．0，0136

…　　　　　　　　0，0021

・… @　　0，1461
　　　。　0，1511

　　　・　0，0025

　　　・　0，⑪189

　　　・　0ρ713

　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，9544
馬陸匿彦｝と酸（CO2）、　，　．　．　．　．　・　。　．　曹　．　．　　　0，0605

遊拷匿研‘イヒ水引ξ（正12S）　　・　・　・　・　・　…　　　　　　　O，0〔｝33

2，0182

泉　　質

比

所　左　地
試瞼年月
性　　　歌
　重　　1，0043（15Q）

初　谷　鑛　泉
長野縣南佐久郡内山村字初谷352番葛溜
大正7年5月（東京）

（冷）

無色清澄にして微に敵味を具へ弓場アルカリ性反癒を呈す
蒸獲理i渣　 5，026グラム（1キログラム「レ）

イオン表（轡徽赦録錫疑有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）．．．．。
　ナトリウムイオン（Naり　・・
　アムモニウムイオン（XIIぺ）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（1∬g’つ　。
　フェロイオン（Fげ）。…
　’マγガノイオン（Mlゴ’）・・
　アル’ミニウムイオン（Al’”）　・

ア昌オン
　クロールイオン（Cl’｝・…
　ブロームイオン（：Brつ・…
　ヨードイオン（J’）　・・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO｛り・
　ヒドロかこ酸イオン（HCO3’）．

グラム

0，1654

1，4863

0，0008

0，0707

0，1453
〔｝，0004

070010

0，0002

2，0847

0，CO53

0，0023

0，2679

0，0006

1，2084

ξワモル　　毛リヴアル

4，2248　　　4，2248

64，4816　　64，4816

0，0442　　　0，0442

1，7675　　　3，5350

5，9647　　11，9294

0，0071　　　0pO142

0rO182　　　0，0364

0，0Q74　　　0，0222

58，8068
0，0663

0，0181

2，7889

0，0062
198064

84，2878

58，8068

0，0663
0，0181

5，5778

0ρ124
19，bO64

　　　　　　　　　　　　　　　5，4393　158，0082　　84，2878
瑚酸（メタ）（HBO2）　，・．・　Oj　135　2，5789
珪酸（メタ）（H2SiO3）・．・．　0，0493　0，6286

慰醸（甥畿騰鰻瀦徽蔭蒋翻

　　　　　　　　　　　　　　　5，6021　161，2167
遊離かと酸（CO2）　　．　．　，　．　。　・　　　0，4268　　　9，7000

6，0289　170，9157

クロールカリウム（KCI）　・，．・．．．．

クロールナトリウム（NaCD　．．，．．．．

ブロームナトリウム（NaBr）・．．．．．

ヨードナトリウム（NaJ）　．．．；。．．

硫酸ナトリウムてNa2SO｛）．。」．．．．

重炭酸ナトリヴム（NaHGO3）　∴．．。

クロールアム毛』ニウム（NH4C1）一6．．

：重炭酸塩ルチゥム〔Ca（HCO≦）2〕．＿．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕∴』6

重芳之一心酸イヒ鐵〔Fe（壬ICOa｝2〕　・　・　。　・　・

：垂炭酸亜酸化マンガン〔M11（H：CO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕、・∴．・・、

燐酸アルミ昌ウム〔A12（HPO4）3〕．．．．

瑚酸（メタ）（HBO2）　．．．．∴．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0β1δ2

3，19Q3

0，0068

0，0027

0β957

0，3614

0，0024

0，286壬

0，8732

0，0013

0、ob32

0，0006

0，0007

0，1135

0，0493

　　　　　　　　　　　　5，6027
・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　．　　．0，4268

6，0295

共他　リチウムイオン僅微

　　　泉　　質　　本泉は瑚酸含有弱食堅泉に易す’
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比

所　誼：地

試野駒，月

性　　　欺

　重

岩村 田鑛泉（冷）
長野縣北佐久郡濫村田村大字ガ｝村田字東岩子銘4〔亘1幻：．番イ號

大正4年3月（東京）

殆と無色清澄にして微に戴味を具へ射駿性反慮を呈す
1μ）58（15。）

　　　　イオン

カチオ’ン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Naり　・・

　カ1レチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mぎつ　・

　フェロイオン（Feつ・・…

蒸獲残渣　 0，447グラム‘1キログラムf15）

表（本鎖フ】く1キログラム中に含有する各成分門田量次の如し）

アニオン

　クロールイオン（Ciり・…

　硫酸イオン（SOの・・…
　ヒドロ炭酸イオン（11CO：｝’）　。

グラム　　　　ヒリモル　　　毛リヴアル

0，00242　　0，06181　　0ρ6181

0，02198　　．0，95358　　　0，95358

0206429　　1，60725　　3，214与0

0，02056　　0，84401　　1，68802

0，028（X〕　　0，50000　　　1，00000

．6，91791

0，02349　0，66262　0、66262

q2〔〕61⑪　　2，14553　　4，2～）106

0，l1981　　　1，gSり17　　　1，98017

⑪，4S665　　　8，7δ497　　　6，933S5

0，07271　　0，92719

藍類表壌灘麟讐聡瀦黙躇瀦駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　　・」　．・．・．

クロ陶ルナトリウム（NaCD・．・・．．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・．・．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　．・。」．．．

硫－酸マグネシウム（MgSO．1）．．．。．．

フ1く酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕．．．．

並かと．酸奪｝i酸fヒぐ蚊〔Fe（IICO：3）2〕　・　・　…

搏1酸（メタ）（llBO2）　・・・…　　．…
王皇『_（メタ）（II2Sio3）　・．　．．．，．　．．

珪酸（メタ）α1＝Sio3｝・…

　　　　　　0，55936　　　9，68216

．　・　．　・　。　・　　0，58859　　13，37705

0，0046

00352
，

（1，02δ1

0，21δ7

0‘．｝一136
，

（1，1．｝706

0‘｝890
り

｛，．｛，727

0，5886

1，1481

遊詫生炭酸（CO9）

泉　　質

　　　　1，1479δ　23，0δ921

本泉は：炭酸鐵泉に屡す

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’，．．．．

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　アムモニウムイオン（NH霊つ・

　カノレチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネシウムイオン‘Ngつ・
　フェロイオン（Fe’つ・・。・．

長 倉
　　所’衣地
　　試瞼年月　　ノく正3年12月（束：京♪

　　性　　　歌

源泉温度1　　32Q

比　　重　　1，C｝012（140）　　　　蒸獲袋渣

表（李鷺赫蕨近劣寵イ∫）

．アニオン

　クロールイオン（Cr）・…

　硫酸イオン（SO4り・…　　　．

　ヒドロかこ酸イオン（IICO3つ　・

温 泉
長野縣北佐久郡東長倉村大字長倉ε．｝＝赤場214S．評地

無色澄り」にして微弱アルカリ性反癒を呈す

グラム　　　　竜リモル　　　こワヴアノレ

O，り1902　　　0948δ82　　　0，48582

0，2：2213　　9，636S7　　9，63687

01）し［318　　0，17δ90　　0，17590

〔り．｝「藍613　　　1，16095　　2，32190

｛し⑪2231　　　｛，，91δ81　　　1，83162

0，00140　　　0，⑪2δ00　　　0，05000

14，50211

O，15930　　4，49367　　4，493G7

0，13δ37　　　1，40933　　　2，81866

｛｝，44862　7，3δ322　7，35322

　　．　　　　　　　　．　　　1，0δ776　2δ，656δ7　14366δδ6

∫L酸（メ　タ）（｝i2Sio：｝）　。　・　。　。　O，13633　　1，73846

　　　　　　　　　　　　　　1，19409　　27β9503
遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　〔｝，11（H6　　2，G4681

　　　　　　　　　　　　　　1，31055　　30、0418壬

共　他　　耐’酸イオン及瑚蕨痕跡

　　　泉　　質　　ホ泉は輩純温泉に局す

1，0〔巧〔Dグラム（1キログラム中）

盤類表囎醗讐騰紬と藏編醐

クロールカリウム‘KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・，．・．．

硫鮫ナトリウム（Xa2SO‘）．．．．．．．

重炭酸ナトリウム（XallCO3）　．。．．．

クロールアムモニウム（XH｛CD・・，・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕，．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：｝）2〕…

重樺戸亜酸1ヒ餓〔Fe（IICO3♪2〕．．．．・

エ監酸（メタ♪（II2Sio：L》・…　　　．　・…

遊離炭酸（CO3）　・・・・・・・・…

グラム

t，，〔1362

け2242，

0，2〔．｝｛｝3

〔㌧2510

11，ω94

‘．㌧18S1

（b513・11

〔｝，⑪045

0，1363

1，1841

｛，，l165

1，3006

一124一



　　所　衣地
　　試瞼年月
　　性　　　歌．
ま凍泉ま鐙、度　　　 360

比　　重

　　　　イ．オン

カチオン
　カリウムイオン（K●）．．
　ナトリウムイオン（Ka’）

長　倉，温　泉
長野縣北佐久郡東長倉村大字長倉2137千ケ瀧國有林

大1E7年10月（東京）
殆と無色清澄にして微に苦味を有し微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0047　（150）

表（李響赫蹟骸翫理想〉

アムモニウムイオン（N皿1つ・
カルチウムイオン‘Caつ　・
マグネシウムイオン（】～lg’つ

フェロイオン（Fe’り　・…

マンガノイオン（Mll’り・・

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…
　硫酸イオン‘SO4り・…　　　。
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3つ　・

　硯ビ酉愛（メタ）（H］BO2）　．．．．

　珪1酸（メタ）（H2Sio3）・…

蒸獲残渣　 5，008グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0338　　　0β633　　　0，8633　．

O．3942　　17，10Σ0　　1r，1020

〔㌧〔［016　0，0S85　0，0885
｛｝，5157　　12，8925　　25，7850

（レ，42δ7　　17．4754　　34，9508

｛，，（［（レ11　　　t，，乾1196　　　0，0392

〔㌧0029　　　0，0527　　　0，1054

遊離纐酸（CO2）

　　　　　　　　　　78，9342

　　1，0113　　28，5275　　28．5276
　　1，6δ65　　17，2，149　　34，4898

＿」1塾711ユ羨1．邸L一≧6，9！σl！

　5，0139　110，1833　　78，9342
　　0，0227　　　0，5158

．　　0，1396　　　1，7816

　　　　　　　5，1762　112，4807
．　．　．　．　・　・　　　0，3896　　　8，8548

　　　　　5，5658　121，3355

本泉は苦瞭泉に属す

塵類表（弓勢畿雰欝密磐癖晶翫μ繍翻

クロールカリウム（KCD　・。．・・．；・

クロー～レナトリゥム（NaCD．・∴　…

ク下目ルアムモニウム（NH4CD．・．．
クロー1レカルチゥム（CaC12）．．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）・．．．．．．
硫．_マグネシウム（MgSO4）6…　　．．
1重炭酸マグネシウム〔Mg（IICOI；）2〕ド．．

並かと酸亜酸イヒ窪鼓〔Fe（1｛CO：｝ナ2〕　。　。　…

並炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕・

砺硫（メタ）（HBO2）　・　・・・・・…

垣ヨ酸（メタXII2Sio3）・　…　　　。…　　　。

遊｝口吟『酸（CO2）　・・・・・・・…　　　6

　グラム

叱1，〔1644

1，0〔〕05

｛レ，0047

硯｝，58（）8

1，1）壬15

1，154S

1．，1541　　、

（㌧〔｝〔13：圭

0，0093

0，0227

0，1396

δ，17δ7

．0，3呂96

5，5653

泉　　質

　　所　在　地
　　試瞼年，月

　　性　　　欺
源泉温度　　39Q
比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・。’●

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（Nll．墨’）・

　カルチウムイオン（Ca”）　・。

　マグ素シウムイオン（］疑g’つ　・．

　フェ・イオン（Fe”）・・…

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

長　倉　温　泉
．長野縣北佐久郡軽井澤町大字長倉214δ番地

昭和3年4月（東京）
微に蛋白石濁を呈しアルカ．リ81生反慮を呈す

　　　　　　1，0010（150）

表（李鱗義碁薮面面倉有）

アニオン

　クロールイオンくCγ）・…

　硫酸イオン（SO4り　。・…

　ヒドロガと酸イオーン（HCO3’）　・

蒸獲残涜　　0，965グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0288　　　0，7366　　　0，7366

0，2724　　11，8435　　1L8435

0，0〔｝15　　　（㌧0831　　　0，0831

0，0234　　　0，5840　　　1．168t）

（　，〇二～63　　　1，0814　　　2，1628

0，0（，17　　　0，0305　　　｛〕，i）609

0，0UO二～　　0，0074　　　〔馬〔，221

　　　　　　　　　16，0770

⑪，1496　　　4，2188　　　4，2188

0，0102　0，1062　0，2123
0，7105　　11，6459　　11，6459

瑚酸（メタ（HBO2）．．．．．
∫」匙酸（メタ）（112Sio3）　・　9　・　・

1，2246　　30，3374　　167077（，

0，0160　　　0，3644

0，1δ63　　　1，99δ8

　　　　　　1，3969　　32，6976

・　・　…　　　　　　　0，0120　　　0，2727

盤類表（甥鯵巷響聡瀦晶落箱翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
硫酸ナトリウム（Na2SOの　・・．・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

クロールアムモニウム（XH4Cl）　・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（耳CO3）2〕・㌧。’

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸職酸化餓〔Fe（HGO3）2〕・…　　●

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）1｝〕・・…

祓盟酸（メタ）（11］BO2）　…

王垂心（メタ）（1｛2Sio3）　・　9　・

遊離炭酸（CO2）　・・…

o

遊離炭酸（CO2）

泉　質

　　　　　1，4089　　3279703

本泉はアルカリ泉に饗す

。　　　　●　　　　●　　　　g　　　　o　　　　●

，　　　g　　　o　　　o　　　●　　　●

〔1，（1549

0，1gS7

0，侃35

叱1，6934

0，Uり封

〔｝，り947

0，16b3

00054
，

0，0013

0，016〔，

0，1δ6：3

　　　　　　　1，3969

・… @　一　　〇μ2〔1

　　　　　　　1，4089

一125一
，



　　所　9呑三地

　　試離年月
　　性　　　歌

比　　重

淺　間　山
　　　　　　　　　噛

長野縣北佐久郡淺問山

大〕1三12年6月（東京）

鑛泉 （冷）．

無色澄明にして微に牧敏性戴味を有し薩性反慮を呈す
1，‘ぬ08（15Q） 蒸肇残渣　 0，δ140グラム（1キログラムIP）

イオン表（李襟赫蹟藏騒倉イリ
カチオン

　水素イオン（H●）・・・…

　カリウムイオン（1く．’）…　　’

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　アムモニウムィォン（NH｛’）・

　カルチウムイオン（Cバ）　・・

　マグネシウムイオン（Mぎつ　・

　フェロイオン（Fe●つ・・…

　アルミニウムイオンでAl。”）　・

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　ヒドロ硫酸イオ（11SO．｛’）　・・

　硫1質イオン（SO．盛8）　・。…

工L』_（メタ）（11＝Sio3）・…

グラム　　　ミリモル　　i1」グアノレ

t，，0001　　　0，1020　　　0，1020

i），0042　　　0，1074　　　0，1074

ユ｝，0148　　　0，6435　　　0，6435

〔㌧〔｝004　　　0，0222　　　0，0222

吐、，吐［597　　　1，4899　　　2，9798

｛，，‘）112　　　0，4605　　　0，9210

α0413　　　0，7396　　　1，4792

0，fX15δ　　　0，2030　　　0，6090

6β641

〔｝，0033　　　0，0931　　　0，0931

0，（レ099　　　0，1020　　　0，1020

〔｝，3203　　　3，3345　　　6，6690

0，4707　　　7，2977　　　6，8641

0，0587　　0，7495

泉、質

　　　　　0，5294　　　8，0・172

本泉は弱緑平泉に鵤す

盤類表咳激1鑑馨犠器隷藏編継）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

硫『酸カリウム（K2SO4）　・・・・…　　　．

硫酸ナトリウム（｝ζ02SO‘｝・・・・…

クロールアムモニウムINH｛CD　・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸マグネシウムOIgSOf）　・・」・．．

硫酸亜酸化銭（FeSO4）　・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A1メSOI）3〕・・…

遊離硫酸（H2SO4）　・・・・・・・…

王登酸（メタ）（H2Sio3）　・．．．・．．．。

グラム

0，0053

0，0032

0，0457

0，0012

0，2028

0，（1554

01123
、，

u

o，0348

0，0102

0，0587

0，5296

比

所　在地
試瞼年刀
性　　　歌

　重

石 堂 鑛
長野縣小縣郡膀陽村字石蛋竜地内
ノく」旺85i三6月（芽　櫓」．　1且1　、！」、）

泉（冷）

帯掲黄色澄り1にして酸性牧敷味を具へ酸性反感を某す

1，り027（1δQ）

　　　　イオン

カチオン

　フk素イオン（11つ・・。。・・

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Naり　”
　カルチウムイオン（Cパ’）　・・

　マグネシウムイオン（Mぎつ　・

　フェリイオン（Fe…，　・　…

　アルミニウムイオン（Al’”）　・

蒸装残ゼ亡　　　3，55・垂3グラム　（1　キロク．ラムlP♪

表（李誉奪蕩蹟絃思差有）

アニオン

　クロールイオン（Clつ●”●
　ヒドロ硫酸イナン（正ISO‘’）　。

　石点』酸イオン（SO4り　・。…

　ヒドロ隣酸イオン（HPO4”）　・

．グラム　　　　iリモル　　　iリグアル

t1，0051　　　5，01（」9　　　5，0109

0，｛｝〔｝51　　　0，11S8　　　0，118S

〔｝，0252　　　1，0839　　　1，0839

0，〔ISI9　　　2，蝿．）323　　　4，0646

（D，0198　　　0，8024　　　1，GO48

0，4658　　　8，3301　　24，9903

吐、，f）569　　　三2，0S79　　　6，2637

〔｝，0103

0，48〔甚

1，5133

0，3039

（1，29〔｝5

5，0109

15，7538

3，1〔｝拍

43，1370

0，290δ

5，0109

31，5016

6，3280

　　　　　　　　　　　　　　　　2，9737　　43，6855　　43，1370

珪酸（メタ）〔H2SiO3）・…　　　0，1887　2，409δ

盛嫌（魏養騰砦黙謙続晶紬

クロールカリウム（KC1）　…　　。・・。

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO．1）・・…　　．。

硫酸カルチウム（CaSO書）　・・…　　．．

燐酸カルチウム（CallPO｛）　・…　　。・

硫酸マグネシウム（MgSO4）　…　　．．．
石群馬々イヒ窮黛〔Fe2（SO4）3〕　・　・　・　・　・　…

燐．酸アル・ミニウム〔A12（HPO4）：の・…

遊離硫－酸（H2SO｛）　・・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・。。・・…

泉　　質

　　　　　371624　　46，0950

本泉は酸性繰響泉に均す

グラム

〔㌧0097

0，〔：畑4

（［，｛D6G4

0，2667

〔レμ，48

0，0981

1，6677

〔D，3594

⑪，4915

｛〕，1887

3，1624

一126一



山 の　帥鑛泉

比

所　在　地

試乗年月　　大正12年10月（大阪）
性　　　歌
　重　　　　1，00194（150）　　　　　　　蒸葦逢残渣

長野縣諏訪郡下諏訪町字山の剥1澤より赤澁山境まて3123悉叩14號

無色にして微に混濁し酸性反慮を呈す

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する脊成分及其量次の如し）

カチオン

　水素イオン（H．）・・・…

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオ’ン（】罫aつ　。・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

　フェロイオン（F〔yつ。・…

　マンガノイオン（Mll”）。・・

　アルミニウムイオン（Al’”）　・

グラム　　　蒐リモル　　疋リヴアル

0，0068　　　6，792　　　　6，792

0，0034　　　0，0857　　　0，0857

0，0225　　　0，9776　　　0，9776

0，0118　　　0，2941　　　0，5882

0，0500　　　2，0δ8　　　　4，116

0，9071　　16，2，1　　　32，49

0，0061　　　0，1108　　　0，2216

0，1837　　　6，780　　　20，34

65，G1

アニオン

　ヒドロ硫酸イオン（IISO｛’）・　0，6592　6，792　　6，792

　硫酸イオン（SO｛”）・・…　　　2，825　29，41　　58，82

　　　　　　　　　　　　　　4，6754　　69，54　　　　65，61

三t酸（メタ》‘H2Sio3）・…　　　　0，1436　 1，834

約5，33グラム（1キログラム申）

盛類表（魏麟蓉密器識，蔭融騎

硫酸カリウム（K2SO4）　・．・・．。・

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…

硫酸マグネシウム0πgSO4）…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　・．＿．

硫酸マンガン（MnSO｛）・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO．皇）1｝〕・・

遊離硫酸（H2SO4）・・・・…
封…酸（メタ）（｝12Sio3）　・・D・・

　　　　　グラム
　。　・　・　　　0，0075

　…　　　0，0694

　◎　・　・　　　0，0400

　・　・　。　　　0，2477

　…　　　　　　2，468

一・・@0，0167
　．・・　1，161

　一・　0，66㌧O

・…@　　0，1436
4，82｛｝

4，819　　　71，37

泉　　質 本泉は酸性明馨緑響泉に秘す

山 の　紳鑛　泉

比

所　左　地

試瞼年月　大IE　12年11月1大阪）
性　　　歌
　煎　　　　1，00038（150♪　　　　　　　蒸獲残2査…

長野縣諏訪郡下諏訪町3123番甲14號

殆と無色澄明にして牧敏性酸味を有し酸性の反慮を呈す

イオン表（李響奪義券笈葺景表劣垢倉有／

カチオン　　　　　　　　　　　グラム
　水索イオン（H●），・・・…　　0，002668

　カリウムイオン（K’1・・。・ 0，02153

　ナトリウムイオン（Na。）　・・　0，01937

　ヵルチウムイオン（Ca．’）　・・0，09854

　マグネシウムイオン（Mgo’）　・　0，01543

　フェロイオン（F〔y●）。・…　　　0，2476

　マンガノイオン（Mll”）・。・　0，007515

　アルミニウムイオン｛Al’”）　・　0，03812

ア昌オン

　クロールイオン（CP）・・一　〇，004185

　ヒドロ硫酸イオン（IISO墨’）　・　0，2569

　硫酸イオン（SOノ）・・…　　ユ，000

ミリモル

．2，647

0，5δりδ

08420
　，

2，459

0，6343

4，433

0，1368

1，407

ミリヴアル

2，647

0，6δ0δ

0，8420

4，919

1，269

8，867

0，2736

4，220

23，588

0，1180　　　　0，1180

2，647　　　　2，6壬7

10，41　　　　20，82　．

約　2，40グラム（1キログラム中）

盤類表囎欝籍齋器謀厩昂翻

クロールカリウム（KCD　・…

硫酸カリウム（K2SO4）・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO皇）・…

硫酸力をチウム（C絹0Ω・…

硫酸マグネシウム‘MgSO4）…
硫酸亘巨酸イヒ鐡（FeSOJ　　・　。　…

硫酸マンガン（MnSO4）・・…

硫酸ア1レミ．昌ウム〔Al＝（SOI）3〕・・

遊｝雅硫酸（112SO｛）　・　・　・　…

刀匠酸（メタ）（II2Sio3）・・…

　　　　　グラム
　…　　　　　0，008801

　…　　0，03771

　・　。　・　0，05981

　…　　　　　0，3348

　…　　0，07636

　…　　　　0，673三5

　…　　0，02066

　・　。　・　0，2408

・　…　　　　　0，2596

・…@　0，1032
1，815

　　　　　　　　　　　　　　1，712　　　　　26，28　　　　23，59

琉酸（メタXH2SiO3）・・一　〇，1032　　1，318

泉　　質

1，815 27，60

本泉は酸性弱虫響泉に隔す

一127一



炉

三

所　在地
試騎年月
性　　　欺
　翅〔

富 草 鑛
長野縣下伊那郡川辺村42S7番∫直

＝た㌃1三6年4刃（東京）

泉 （冷）

無色澄明にして褐色沈塗あり微に戯㎎こを具へ微躬アルカリ性反慮を早す

1，∩002（150） 蒸獲残涜

イオン表・鷲西市絵蹴イ∫1
カチオン

　カリウムイオン‘K’）・…

　ナトリウム．イオン（Nパ）　・・

　アムモニウム．イオン｛NIIlつ・

　カルチウムィォーン（ca・・）　．．

　マグネシウムイオン（Mgっ・
　フェロイオン．（｝、e鱒）・　・　…

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　荷詳逡イオン（SOIり　・・。。・

　ヒド圏ロ万尋毯イオン（HCO：ちつ・

∫匠酸（メタ1（II28io：ゆ・　・　。・

．グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，（、034　　　0，086S　　　O，∩S68

‘）pO（151　　　〔、，2213　　　0β三213

‘）∫”）0：｝　　　〔㌧O166　　　（）7016G

｛1，0179　　　0，4475　　　0，895⇔

O，0【〕』蔓2　　　0，1724　　　0，3448

0，0110　　　｛｝，196rl　　　O，：392s

　　　　　　　　　l，9573

o，o〔耳8　　　｛．．｝，1354　　　軋．D，1354

0．0021　0，1）219　0，（）4：3S

O，109（D　　　I，7781　　　1，7781

0／1578　　　3，0764　　　1，9573

0，0247　0，3150

〔，，（197グラム（1キログラム「P）

肇類表萄醗糖器識羅灘｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（K：C1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・…　　2

硫酸ナトリウム（Na2SOI）・・・・…

，童炭酸ナトリウム（NallCO：二）　・…　　。

クロールアムモニウム（NILCI）　・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：｝12〕・…

1五かこ酸マグネシウム〔MgσICOI｝）2〕。・・

望Eが乏酸瑠匡酸fヒ戯乏〔F〔・（IIC（）：二）2〕　・　。　・　・　。

珪酸（メタ）（II郵Q∂・・・・・・…

遊離炭酸（co2）　・・・・・・・・…

‘〕o｛．）〔．誘

，

00〔｝18

o，o〔｝31

｛．d0124
1｝3（、o（、3

0，0725

‘），0252

0〆｝3δ（，

（D，0247

0，1821

0，077（1

〔｝，259】

　　　　　　　　　　　　　　　0，1825　　3，3914

鑓を離炭酸（CO2）　・・・…　　　0，0770　1，750｛l

　　　　　　　　　　　　　　　o，2595　5，1414

　　　泉　　質　　　本泉は炭酸鐡泉に属す

昆

所在地
試瞼年月
仕　　　欺

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン‘K’）・…
　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　リチウムイオン（Li’）・…

　アムモニウムイオン（NII‘り・
　カルチウ∴イオン（Gゼつ　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ　・
　フェロイオン‘Fくドブ　・・　…

鹿 號 輪 乗（冷）

長野縣下伊奈郡大鹿村鹿鞭

大正13年7刀（東京）
殆と無色澄明にして張敲味を有し徴搦アルカリ性反慮を呈す

1，6217で150」 蒸憂，建潅　　約　29，45グラ1．（1キログラム中）

表（鶯李議券摺絵：彦糀布）

アニオン
　クロールイオン‘Cγ，・…
　ブローム　イオン1：Brり。　…
　ヒドロが之酸イオン（HC（．）：；’，・

碍酸（メタ）（IIBぐ｝露）　・…

珪酸（メタ）（II2Si（｝3）・…

遊離炭酸でα．）」）

其　他

グラム　　　ミリモル．　　iリヴアル

｛1，1496　　　3，S261　　　3，8261

10，5505　458、7174　459，7174
0，‘．卜039　　　0，5620　　　｛㌧5620

0，‘．｝196　　　LOS64　　　1，0864

〔b，5959　　14，s715　　29，7430

0，〔，735　　　3，0222　　　0，04斗壬

‘），00｛｝3　0ρ［δ4　0，010δ

499，9901

175134　499，5319　499，5319
0P144　0，1802　0，1εf）2
0，0170　0，2750　0，27δ（1

29，1381　9S2，0811　4i．耳．，．9gj1

0，166r　　　3，7966

0，0175　　0，2235

　　　　　　　　　　29，3223　9S6，1012

　　　・。・…　　　　0，0459　1，0432

　　　　　　　　　　29，36S2　9S7，14r垂4

アルミニウム，ヨード及硫償イオン各痕跡

泉　質 本泉は瑚酸含有強食慶泉に註す

藍類表r甥鶴饗霧磐勲鹸藁霜静
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム〔KCI♪　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）…　　曾・・

ブロームソトリウム（NaBr）・。．。．．

クロールリチウム‘Lic1｝　・。・．．．。

クロールアムモニウム（NII妥Cl）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

ユ豆男こ酸マグネシウム〔M9‘IICO：｝）2〕…

重炭｝「逡亜酸化舅鎚Fe（IICO3）2〕　・・…

測酸（メタ，でIIBO2）　・・。・・・…

王駿酸（メタ）（II2SiO3）　・。・…　　　。・・

遊離炭歳（CO2）　・・・・・・・・…

0，28ろ3

2G，8061

〔｝，0185

0，0238

（D，吐）581

1，65〔16

〔㌧27δ1

〔㌧l1196

u，1．K）1〔1

（1，1667

．0，U175

29，3223

吐D，〔隠59

29，1う（582

＿128＿



●

　　所　衣地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　400

比　　重・

堂　の

1，0003（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウ’ムイ．オン‘Kつ・。．・・

　ナトリウムイ．オソ（Naっ　・・

　カルチウムィォン（Cバ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

アニオン．．　一

　クローノレイオン（Clり・…　　．

　硫9酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ疹之酸イオン（HCOゴ）　・

下温泉
長野縣東筑摩郡里山邊村堂の下529番地

昭和3年6月（東京）
無色澄り1にして微弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　湧出量　紛31⑳ヘクト・」＿卜・べ24時間）
　　　　　　蒸獲乏逗渥ま　　　0，432グラム（1キログラムrlり

表（本鑛7k1キログラム中「こ含イ∫する各成分及其量次の如し）

グラム

0，0025

0，0971

0，0348

0，0006

0，0274

0，2150

0，Q5Q2

ξリモ〃

0，0639

4，2217

0，868δ

0，0247

0，7727

2，2380

0，8233

iリヴア’レ

0，0639

4，2217

1，7370

0，0493

60，7190

0，7727

4，4759

0，8233

9，0188

0，0091

0，4022

6，0719

壁藍類表囎鶴巷砲手器謀盈蔭晶翻

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaGD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・…　　。

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．．．．

並炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）の・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICOI墨）2〕・・．

職測酸（メタ）（III302）　。・・。。・ …

珪酸（メタ）（恥SiQ；）・・・・・・…

棚酸（メタ）（】il1302）　・。・．

王老酉菱（メタ）（112sio3）。・・．

0，4276

0，0004

．0，0315

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　0，4595　　　9，4301

…　　　　。　。　・　　　0，0242　　　0，5500

0，4837　　　9，9801

本泉は量純認泉に属す

遊離炭醜CO2）

グラム

0ρ048

0，0414

0，2490

0，06昌6

0，0627

0，0036

0，0004

0，0315

　　　　　　　　　　　　0，4596

・・・・・・・・… @　　　0，0242

　　　　　　　　　　　0，4838

所　在地
試瞼年刀
性　　　欺

入 山邊鑛泉（冷）
長野縣東筑摩郡入山邊村字山口下

大正4年6月（東京）
無色清澄にして刺戟性清涼味を有し弱酸性反慮を呈すれとも煮沸すれは白窒を折

据してアルカリ性に攣す
上ヒ　　　　重　　　　1，0017　（150） 蒸嚢残渣　　約　1，46グラム‘1キログラム中）

イ牙ン表（李讐蓉義二丁真率表忠可読右）

カチオ’ン　　　、

　カ．リウ．ムィオ財（K●）。・・．・

　ナトリ．ウムイ．オ．ン（Xaつ　・

　カルチウムイオン（Ca’●）．・、

　マ．グネシウムイオンOlg’つ

ア島オン

　　グラム

　0，00645

p　　O，09169

・　　0，30143

・　0，06453

クロールイオン（Clり・・。・

硫酸イオン‘SO〆）・・…

ヒドロ炭酸イオン（HCOの・

0，04327

0，41042

0，89969

ミリモル

0，16475

3，97787

7，53578

2，64901

モリヴアル

0，16475

3，977S7

15，0r156

5，29802

1，22059

4，27254

14，74653

24，51220

1，22059

85｛508
　コド

14，74653

三t酸（メタ）（正12Siに㌧）

　　　　1，81748　　34，56707

…　　　　。　0，07466　　　0，9520δ

　　　　　　1，89214　　35，51912

。　・　…　　　　。　1，33114　　30，2δ318

2451220
　，

遊離炭酸tCO2）

泉　　質

3，2三～328　　65，77230

本泉は土類炭酸泉に罰す

騰表（甥鶴巷舗聡轟議繍禁裡

クロールカリウム（］K二Cl）　…　　。…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO壬）・・・…　　6

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・…　　．
　　　　　　　　　　　　　　　ロも並炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重かと酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・．

王長白墨（メタ）（H2Sio3）　・　・　・　・　・　…　　　　。

遊離炭酸（cO2）

グラム

0ρ123

Q，0618

0，2077

0，3826

0，7653

0，3878

0，0747

　　　　　　　　　　　　1，8922
・　…　　　　。　・　・　・　…　　　　　　1，3311

3，2233

一129一．



○

」．ヒ

所マE地
試験年刀
性　　　欺
　重

入山邊鑛泉（冷）
長野縣東筑摩郡入山邊村896δ番字御鷲Ill

大正15年5刀（東京）
淡褐色澄明にして牧敷味を有し酸性反慮を呈す

1，0（［38（15『） 蒸獲礎渣

イオン表回報券蹟塩蔵イ∫）
カチオン
　かく素・イオン（II’）・・・…

タ㍑瓠牝～取。：）．：：

アムモニウムイオンfNII4●）。
カルチウムイオン〔Cn”｝
マグネシウムイオンOlg”）
マンガノイオン（Mnつ・

●　　　　・

　●

　●

フェリイオン（Fe’つ・・…
アルミニウムイオン（．X1’”）　・

アニオン
　クロールイオン（C1’｝。…
　ヒドロ硫1笠イオン（IISQビ）　・

殉笠イオンrSO．‘り　・…
ヒドロナ蒜｝腰イオン（HrO∫”）・

グラム　　　モリモル　　ミリヴアル

〔｝ρ010　　　0，9920　　　0，9920

吐｝，0037　　　（㌧0946　　　〔，，⑪946

0，（，399　　　1．73r18　　　1，7348

0，〔1011　　　叱），0610　　　⑪，0610

（D，〔． 福U1　　　0，6514　　　1，3028

〔D，0611　　　2，5123　　　5，02r16

〔，，α131　　　｛㌧f〕564　　　（｝，II28

0，6558　　11，7443　　35，2329

0、1276　　　4，7（188　　14」265

586820
　，

召罰汽麦（メタ）‘III3（）2｝

（1μ）21　｛1，l1592　0，0592
〔㌧‘，963　　　些），9920　　　（，，992（，

2，7668　　28，79gs　　57，5996

0，U⑪15　　　0，｛n56　　　0，0312

δ2，4222　　5S，6820

0，3621
2，1．D111

糸勺　：㍉94グラム（1キログラムI11）

盤嫌三三鶴簸、騰蔭融！P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

薪二酸カリウム（K2SO4）　・・…　　。・6

硫．酸ナトリウム｛ya2SO．星）・・・・…

クロールアムモニウム｛NH4GD　。…

硫－酸カルチウム（CaSOJ　・・・・…

硫酸マグネシウムIMgSO墨）　。…　　。・
石毒．ｻ々イヒ蚕覧〔Fe2（SO4）3〕　・　・　・　…　　　　。　・

硫｝口琴角酸fヒマンガン（M11SO｛、　・。…

硫酸アルミニウム〔A121SO∂3〕…　　．・

燐酸アルミニウム〔A12111P〔｝．ρ：｝〕”。●

ま髪11煮碍三馳酸（II2SO」）　　。　・　・　・　・　・　・　…

霧到酸「メタ）‘IIBO2、　・・　…　　　。…

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

　　　　　3，7861

…　　　。　　0，0159

　　　・　　　（㌧1575

〔」，｛［〔｝8：呈

．（．㌧1233

u，（K，32

（㌧（唱87

0，3〔125

2，3482

0μ｝8δ

．0，S｛143

0，α118

〔．

撃喧y，73

｛レ，f｝159

｛㌧逝量

∫Li「雲（メタ）（II2こ口。3）…

3，9595　　5r蔓，795壬

3，9595

其他　ヒド・砒酸イオン痕跡
　　　泉　　質　　　本泉は酸性蒸飯緑由比に属す

比

所　’1E　地

試瞼年月』

性　　　歌

1隔　島・鑛
長野縣西筑摩郡輌島駐1∫649悉地

大正11jl二12月（東京）

泉 （冷・）

無色瞠り1にして微に戯財こを具へ微弱アルカリ性反庶を呈し温むれは泪1蜀し途に幣

重　　 1，｛X116（150，

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン‘Kつ・。・・
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　アムモニウムイオン‘NHビ）。
　カ，レチウムイオン（Ca●り　・・

　マグネシウムイ考ン（Mgっ・
　フェロイオン（Fe’つ・・。・・
　アルミニウ∴イ㌧i’ン（∫U…，　・

褐白色の沈澱を生す
　　　　　　　蒸獲建潅

表（ホ鎮水1キログラム中に含イ∫する各戊分及：1しjil：夢くの如し）

アニオン

　ク・一ルイ尋ン‘Cr）・…
　ブロームイ膏ンd｝ピ♪　…
　ヨードイオンfJり　・　…　　　。
ハ「＝ご二i駒i芝．イ　・4一ン（S（．）⊆ウ．）　　・　・　。　。　・

　ヒ1・“ロタキ自．ヒィオン．．（HPO「り・

　ヒド・翌旦イオン（IIC（1∵，・

グラム

。，1）172

｛1，4720

｛㌧（［〔［23

｛｝，1二uS

｛D，〔13〔）4

1㌧‘．［〔）δ2

｛｝〔IUt19
2

（㌧7103

0，（［019

0，0011
疋，メ．1〔［22

（㌧’12け4

0，5717

ミリモル　　しりヴァル

（1，4399　　（1．4399

＝り，5217　　20，5217

（㌧1276　　　　0，1275

3（．D147　　6（レ294
　　　　　　り1，2δα｝　2，500（，

｛りh931　〔1，1862

02‘［332　0，〔｝996

Σ0，〔131〔｝

〔．レ‘）238

　じ
（㌧（幻87

（㌧ID229

｛レ，2124

芝：㌧37〔｝2

299043
　，

20，0310

（㌧023S
（，，（．1｛．｝87

（．㌧0458

（レ，4248

9，37（，2

1，956蔓　　δ5，1491　　29，9043

（［，（［Uδ7　　〔㌧129S

O，‘）348　　　｛：，．4444

1声韮24フラノ．（1キログラム中）．

盤類表嬢灘雰欝特磐勲議藁蕪卑）

rlll班謡メ．り（III．；（，」　・…

珪｝駿（メタ）（H2魁0：二）・…

∫1蝉∴炭殻（c（．｝」　・・・…

1，9969　　55，7233

fD，132し，　　3，｛．｝〔．其［0

　　　　　2，12s9　δs，723：3

牢泉は弱食藍泉に翻す’

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

プロームナトリウム‘NaBr）・・。…

ヨードナトリウム〔NaJ♪　・・・・…

硫酸ナトリウム（Nn2SOl）・・…　　。・

重炭酸ナトリウム（NaHUO：P　・…　　。

クロールアムモニウム（NI．LGI）　・…

燐酸カルチゥム（U、Hpo墨）　・．．．．．

∬：炭酸カルチウム〔Ca（IIGO：山〕・…

重炭酸マグネシウ∴〔Mgσlt〕く｝3）2〕…

重淡口亜酸fヒ戯〔FeαIC（．13）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（Ill，0⊆｝1の・・．。

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

∫L酸（メタ）（II2Sio：監）　…　　　。・・…

遊離炭戯（Cし｝＝）

グラム

00328
，

1，1378

0，0｛｝24

0，0〔｝13

（り）〔D33

（㌧｛1825

0，（レ〔｝68

0，c．｝221

｛1，4624

〔り829

〔り）1U5

｛」，U（D57

0，0史，δ7

0，034S

　　　　　　　　　　　　1，997〔，

・　・　…　　　。　・…　　　。　　（1．1320

2，12gO

慕　　質

＿ユ3（し＿



　　所　在地
　　試瞼年月
　　性　　　欺

比　．重

ね　

幅 島 台 泉（冷）

長野縣西筑摩郡編島町四竹の洞2220番地

大il：15年3月　（束京）

殆と無色澄明にして清凍の昧を有し徴弱酸｛’i三反癒を県す

ユ，0飢7（1δo） 蒸獲残渣　　1，2139グラム（1キPグラムrP）

イオン表．騰熱唱蹟絃蹴有）
カチオン

　カリウムイオンIKつ・…
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　カルチウムイオンICバ）　・・
　・マグネシウムイオン（Mg”）　・
　ブェロイオン（Feつ。・…

アニオン

　クロ‘一ルイオン（Clつ…　　　。
　硫酸イオン（SO4”）・…　．・

　ヒドロ淡酸イオン（HCOの・

グラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0，0047　　　0，1202　　　0，1262

0，0529　　　2，3000　　　2，3000

0，3054　　　7，6217　　15，2434

0，0273　　　1，1225　　　22450

0，0013　　　0，0233　　　0，0466

19，9552

0，0136　　　0，3835　　　0，3835

0，0023　　　0，0239　　　0，0478

L1912　　19、5239　　19，5239

1，5987　　31，l190　　19，9552

0，0397　　　0，5069

盤類表（魏鶴沼馨密命識蔭霧1翻

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCI）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナ1・リウム（Na11CO：Ω　・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3｝窪〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCOIζ）2〕・・…

瑳酸（メタXH2SiO3）・・．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2SiO：D・。・・

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　1，6384　　31，6256
・　・　・　…　　　　　　1，379！　　31，3432

　　　　　3，0175　　62，9691

本泉は土類炭酸泉に属す

遊離炭酸（CO2）

グラム

00039
，

0，0154

0，0034

0，1671

1，2354

0，1643

0，0041

0ρ397

　　　　　　　　　　　1，6383
．　．　．　．　．　．　．　．　．　・　．　　1，3791

3，0174

所在地
試瞼年月．

性　　　状

木曾ラヂウム鑛泉

上ヒ　　　　重　　　　0，9999　（150）

長野縣西筑摩郡大桑村大字殿

大1E4年6刀（東京）
無色澄明にして少許の沈澱物あり共味刺戟性清猿にして餓味を帯ひ微弱酸†「1…反慮

を．呈す

　　　　　　蒸糞残澄　 約｛｝，129グフム（1キログラム中）

岬能｛登玩22欝幽幽爺1浬論膿聯耀＿服験

カチ才ン

イオそ劇李磐二三轍蹴有）

カリウムイオン（K’）・…
ナトリウムイオン（Ka’｝
アムモニウムイすン（NH4’）・
カルチウムイオン（Caつ
マグネシウムイオン（M竃つ・
フェロイオン（Fげつ。・…
アルミニウムイオン（Al…）　・

　　　グラム

　　0，00306
・　・　0，00755

　　0，00064
・　。　0，01929

　　0，00131
　　0，01225
　　0，00035

アニオン

　クロールイオン‘Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

0，00148

0，00185

0，11657

ミリモル　　　ミリヴアル

0，07816　　0，07816

0β2755　　0，32755
0，03540　　　0，03540

0，48225　　　0，96450

0，05378　　　0，10756

〔〕，21875　　　0，43750

0301292　　0，03876

1，98943

0，04017　0，04017
0，0192σ　　0，03852
1，91074　　　】，91074

0，164：35　　3，17898　　　1，98943

0，05907　　0，75425

盤類表（変鷲欝蕪識蔭霜岳婁）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

重芳こ酸カリウム（KIICO3）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（XaHCO3）　．・。。．

クローノレアムモニウム（NIIICI）　・・。。

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：至）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

到匡疹ξ酸璽巨酸イヒ釘曳〔Fe〔IICO：P2〕　・　…　　　　‘

硫酸アルミニウム〔A12（SOO3〕．．。。．．
珪酸（メタ）（II2SiOl｝）　・　・　・　・　・　…　　　　。

箆登酸（メタ）（II2Sio3）・。・・

遊離炭酸（CO2）

裏　　質

●　　　●

　　　　0，22342　　　3，93323

・　。　。　・　　L65000　　37，50005

　　　　1，87342　　41，43328

本泉は炭酸含有炭酸帯解に属す　』

一131一

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0005

0，0072

0，0275

0，0019

0，0781

0，0079

00389
コ

0，0022

0，0591

　　　　　　　　　　　0，2233

・・・・・・・・… @　　1，650〔1

1，8733



所　衣地
試瞼・年刀
性　　　1りこ

駒 ケ 根回 泉（冷）

長野縣四筑摩郡駒ケ根ネ」大字小川字小路方5894番」也官右川敷内

ノく1E9年6刀（東京）

薇に蛋白石濁を呈し僅に動揺するも膨しく炭酸瓦斯を獲散し日を恕るに從ひ黒褐

色の沈澱物を生す其味清涼にして反庶殆と中性なり
．上ヒ　　　　重　　　　1，0し尺ト1　（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウム．イオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（FeOつ・。●”

蒸塗…残渣　　O，1963グラム（1キログラムq1）

表（鰹奪麟蕨絵騒餌）

アニオン
　クロール．イオーン（C1’）・…

　ヒドロ炭｝裟イオン（IICO3り・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，（ゆ33　　　0，0814　　　0，0844
（．

dOI86　　　0，8087　　　0，80S7

0，0252　　　0，6289　　　】，2678

0，0056　　　0，2303　　　0，4606

0，0050　　　0，0S95　　　0，1779

2，7905

0，0101　　　0，284δ　　　（），2848

0，15三29　　　2♪5057　　　2，50δ7

　　　　　　　　　　　　　　　　0，2207　　　4，6323　　　2，7905

珪酸（メタ1（II2SiO3）・…　　0，0712　0，9091

　　　　　　　　　　　　　　　　0，2919　　　5，5414

遊離炭酸（CO2）　。・・…　　　　　L45り3　32，9614

　　　　　　　　　　　　　　　　1，7422　　3S，5028

共他　アルミニウム及硫酸イオン各痕跡

簸類表四四熱麟識回忌翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ．ム
クロールカリウム（KCI）　・・…　　．・・

クロールナトリウム（NaCD・…　　．・・

重芳と酸ナトリウム（NalICO3）　・・…

：重忌辰力〃チウム〔Ca（HCO：玉）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：～）2〕…

重汚こ酸膏【i酸｛ヒ鑓裂〔Fe（正ICO：ち）2〕　・　g　・　・．・

珪酸（メタ）（正12Sio3）　・・・・…　　．・・。

本泉は軍純炭酸泉に島す

遊離炭酸（CO3）

00064
．，

00117
，

0，0511

侃019，

00337
，

0，0159

0，0712

　　　　　　　　　　　　0，2919
・　。　・　・　・　・　…　　　　　。　。　　　1，4503

1，7422

泉　　質

比

所心地
試鹸年刀
｛生　　1【．た

　重

放射能

正 島 鑛 泉

1，〔kX12（1δQ，

4，52x10－1」キュリー（1，24マツへ），。．。大正r監年7月翼顎

長野懸西筑摩郡上松町∫字毘島454播：地先木曾川左堤

大n三13年9月（大隊〔）

無色澄明にして渣涼刺戟性の味を有し酸性反感を呈す

　　　　　　　：蒸；獲残法　 約0，50グラム（1キログラム中）

イ．オン表瞭船赫蕨骸翫危イリ
カチ才ン

　カリウムイオン（．Kつ’．●’
　ナトリウム．イオン（N墨ゴ♪　・・

　ヵルチウムイオン（Cポつ　●●
　マグネシウムイオンσlg’つ・
　フェロイオン（Fe”）・・…

アニオン

　クロールイオン〔Cr）。…
　ヒドロ拶こ酸イオンdlCOゴ）・

グラム

0，（，1〔・1

uρ6s6
u，し1δs4

（［，〔旧2

〔1，【．

ｯ，22

ミリモル．

〔，，3s52

2，981

2．207

〔1》4619

（1，〔．［4虻．11

こリヴアル

0，3852
2，9S1

4，413

0923S
　つ
〔1，0SO2

O，0796　　2，246
u，395s　　　｛；，537

8，783

2，246

6，537

〔㌧6639　　14，8こ｝S　　　　8∂783

U，05｛．，5　　史｝，87〔17

盤類表四丁霧籍鷹慕言建1罠弓隠）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KCD　・・’．’”
クロールナトリウム‘NaCD…　　1…

重炭酸ナトリウム（NallCO3）　・●●，●

重炭酸カルチウム〔Cこし（llCO：二）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：皐）三〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fc（IICOIII2〕・・…

王ヒ酸（メタ）（【12SK．）：ゆ　…　　．・・・…

芙．！三．

_（メタ）（II2笥03）・…

　　　　　　　（［，723壬

・・・… @　　　1，140

15729
　，

25，91

遊離拍手（α）2）

近．離炭酸（CO2）

002S8
，

0，10S7

（1，0941

0，3577

（，，0676

〔｝，007〔｝

0，0595

　　　　　　　　　　　　〔㌧723｛

・・・・・・・・… @　　1，14〔1

1，863

1PゴG3　　　41，6｛

泉　　質 ；泉ホは輩季重炭酸泉に覚す
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比

所　左目
試瞼年月．i．

性　　　歌
　重．．．二

奈良井鑛泉（冷、
長野縣西筑摩騒音川村大字奈良井字八澤

大正3年7月（東京）

無色澄明にして微に牧敷昧を具へ酸性反慮を早す
O，91｝84　（270）

イオ〉射て轡熱三隅黙認有）
カチオン

　フk葬§イオン（Hつ・・・…

　カリウムイオン（Kつ・・…
　ナト．リウムイオン（Nパ）　・・
　アムモニウムイオン（NII4’）・
層カルチゥムィォン（Cバ．｝　．、

　マグネシウムイオン〔Mg’つ・
　フェロイオン｛Fげ’）・…　　、・

　アルミニウムイオン（Al叩）　・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

（D，00091　　　（），90340　　　0，90340

〔｝，00017　　0，0（月135　　　0，00435

0，00381　　　0，16565　　　0，16565

0，00027　　　〔，，〔　1497　　　0，01497

0，05431　　1．35538　　　2，71076

0，02883　　　1，18544　　　2，37088

0，04057　　　（㌧72654　　　1，45308

〔レ，（レ1三～73　　　0，46974　　　1，4（，922

9，（レ3231

ア耳オン
　ヒドロ硫i駿イオン（IISO｛’）　　0，0877（〕　0，90：34〔，　〔｝，903・｛〔｝

　硫酸イオン（SO4り・…　　　〔，，39047　4，06446　8，12891

g，791う33　　9，03231

（，43159
，

盤類表囎鶴籍霧磐品韻編垂卑）

硫酸カリウム（1ζ2SO4）　。・・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

硫酸アムモニウム〔（HH4）2SO4〕　・…

硫’酸カルチウム｛CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（ムlgSO4）　…　　　　。　・　・

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：B・・…

遊離硫酸（II2SO4）　・・・・・…　　一

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

　　　　　　　　　　　　　　（161977
珪酸（メ　タ）（II2Sio3）　・　…　　　　　0，（，338〔｝

　　　　　　　　　　　　　　（レ，65357

其他　　クロールイオン並瑚酸痕跡

泉　　質

1〔　，22492

本泉は縁寡泉に属す

グラム

爆｝003

（，，Ol18

0，0⑪10

（レ，1845

0，1427

0，11（｝1

0，08〔μ

0，0886

0，0338

0，653δ

↓ヒ

所　衣　地

試瞼年刀
性　　　歌

　重

西 野 舞 茸（冷）

長野縣西筑摩郡開HI村大三掬q野6998番の1號
ソく∬三5勾三4刀　（身こ｝∫ξ）　・

無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を昊し少しく鐵味を帯ふ

1，0019（15Q） 蒸i籔ミ渣　　1，96川グラム（1キログラム中）

イオン劇轄獣券蕨些些径）
カチオン

　カリウムイオン（K’）…　　。
　ナトリウムイオン（Naつ　。・
　アムモニウムイオン（MIの・
　．カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fげつ・…　　　●
　アルミニウムイ：オγ（Al…）　・

アニオン

　クロ7ルイオンfCr）・…
　塀己酸イオシζSO4ケ）　・　・　…

　ヒドロ燐酸イオン（Hl，04”）．
　ヒドロガと酸イオン（IICO3’）　・

グラム

。，｛，438．

（㌧3976
0、〔｝（111

〔レ，081r1

（D，（1607

α0112
｛㌧〔1〔｝01

くりモル

1，1188

17，2495
〔1，060δ

2，035〔，

0，4918
〔レ，2（レ（沿

（，，（図．｝37

iリヴアル

1，l188

17，2495
（カ，〔　6〔｝8

4，0700

4，9836
0，4〔｝00

0，0111

27，8938

O，1852　　　5，2243　　　5，2243

0，0029　　　〔〕，0302　　　0，0604

0，0034　　　0，0354　　　0，0708

1，a750　　22，5383　　22，5383

　　　　　　　　　　　　　　　2，1624　　50，9878　　27，8938

棚酸（〃）（IIBO2）・…　　0，0284　0，6430
五廷酸（メタ）（lhSio3）　・　…　　　　　　0，1479　　　1，8860

盤類表（雑鶴紫齋器藻属霜鋤

　　　　　　　　　　　　　　　2，3387　　53，5168
遊拷π…かと酉菱（CO2）　　・　…　　　　。　・　　　0，5940　　13，5000

泉　　質

2，9327　　67，0168

本泉はアルカリ挫炭酸鐡泉に属す

クロールカリウム（KCD　・・・・・…

クロールナトリウム（XaCD・…　　。●

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・。・…　　。

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…　　．1・

クロールァムモニウム（NI恥CD・…

燐酸カルチウム（CaHPO4）　・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

庫炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：｝）2〕…

重炭酸璽巨細イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　　・　。　…

燐酸アルミニウム〔AI2（HPO4）3〕。．．．

醐酸（メタ）（HBO2）　・…　　．．．．．

瑳酸（メタ）（H2Sio3）・・・…　　一・

逝i離炭酸（CO2）

グラム

OO835
，

0，2365

0ρひ43

1，1〔〕50

0，0033

0，0（｝11

0，3248

0β648

0，0356

0，⑪006

0，0284

0，1479

　　　　　　　　　　　2，3388
．　．　．　．　．　．　．　．　。　．　．　　0，5940

2，9328
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　　所　．在　地

　　試験年刀
　　性　　　欺

源泉温度

比　　煎

御 嶽 lh

長野縣西筑摩郡三盛村御嶽lll

大正2年10刀（東京）

温泉（冷）

無色溶澄にして硫化水素臭を具へ微躬アルカリ性反態を築す

32，5Q

1，0（、1｝7（2：～Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムィォン（Na’）…
　アムモニウム．イオン（NH畢●）・
　カゆチウムイオン（C；ド●）　・・

　マグネシウムイオンOlg”）・

蒸獲発渣

表（李勲赫蕨骸騒危イり
　グラム　　　　iリモル　　 ミリヴアル

O，0199S　（1，51034　0，51034
0，14Sδl　　　f；，44295　　　6，44295

0Pα｝2‘玉　　｛｝，‘）1438　　0，01・｛38

0，U｝178　　　2，54450　　　5，0S900
ユ「

d‘．レ2177　　　0，8936S　　　1，78736

13，8440：．；

アニオン

　クロールイオン‘CD・…　　O，1‘1813　4，74274　4，74274
　研三査俊イオン‘SC）．1り　・・。・・　0，（、・4608　〔｝，4797｛｝　0，959r10

　ヒドロ炭酸イオン（IIC（．）：つ・　O，37452　6，1：；863　6，1：惜6：；
　フk耐己イオン（HS’）　　・　。　。　・　・　　0，06625　　　2，00326　　　2，（x｝：～コ（i

　　　　　　　　　　　　　　　O，94728　23，77018　　13，841（．）3

∫髭酸（メタ）（II29iO：ゆ ・… @　　O，16229　 2，（16949

遊離炭酸（C｛》2）　・・

遊離硫化水素（II2S）

　　　1，10957　25，83967

・。・ @O，025S6　0，5S773
…　　　　　0，02180　　　〔｝，6393δ

　　　1，1572：モ　27，06675

本泉は軍純硫化水素泉に賦す

1，077グラム（1キログラム畷1）

塵類表面襟麗無両両韻羅融‡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム〔1｛Cい　・・・・…

クロールナトリ’ウム（N＆亀CD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO書）・・・…　　。

水硫化ナトリウム（N＝毛II9）　・・・…

クロールアムモニウム（NILC1）…　　。

硫酸カルチウム（CaSα）　…　　．．．．

庫：炭酸カルチウム〔C頭IICO：島）2〕・…

並炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：二）2〕・．．．

王ヒ酸（メタXIIコSio：Ω　　…　　　　。　・　・　…

泉　　質

（1，03δ1

0，2468

0，〔｝210

0，1107

工｝，000S

O，0452

0，3584

〔》，1308

0，1623

遊離炭酸（CO2）　・・

逝1離硫化水素（II2S）

　　　　　　　　　　1，U41
・　・　・　・　…　　　　。　・　　0，0259

。　・　・　・　・　・　…　　　　　0，0218

1，1618

比

大 又

所’在　地

試瞼年刀　　昭和2年】2刀（東京）
性．・　肌

　煎　　1，虻RU9（15Q）　　　　蒸糞飛1’己

鑛 泉
長野縣西筑摩郡王｝1売村大字大又字’ξンダ

無色澄明にして清涼味を有し弱酸性反絶｛を呈す

イオン表確露莇蕨絵輸銀布）
カチオン
　カリウムイオン（1｛’）。…

　．ナトリウムィォン（Na・）　．．
　．カルチウムイオン（C；L’つ　・・

　マグネシウムイオン（Mg。’）・
　フェロイナン（Fげつ　・　・。　・・

　マンガノイオン（Mll。つ…
　アルミニウムイオン（AP”）　・

アニオン

　クロールイオン‘Clり・…
　硫酸イオン（SO．の・・…
　ヒドロ炭酸イオン（11C（，：つ・

グラム　　　ミゆモル．　　iリグアル

吐｝ρ23〔｝　　く，，58S2　　　0，5SS2

（㌧：；579　　15，56∩9　　15，5609

（㌧1277　　　3，1870　　　6，3739

0，で）6gs　　　2，8701　　　5，1401

｛，7（k｝‘レ1　　　0／）072　　　（）70143

｛｝，吐）019　　　0，0346　　　（），‘）692

0，0ぐ｝05　　0，0151　0，0554

28，4020

《，，二」〔．｝74　　　5，84SS　　　5，84S8

07010S　　　｛，，l124　　　〔｝，2248

1，362虻）　　22，32s4　　22，3284

　　　　　　　　　　　　　　　　2，1614　　50，5δ27　　28，402〔，

嗣酸（メ7）（IIB（）2）　・…　　　　叱》，0080　　0，1822
王L酸（メ　ヌ）（IIコSi（》5）　・　…　　　　　　0，1076　　　1，3739

遊離炭歳（CO2）

泉　　質

2，2770　　52，10SS

1，5676　　35，6273

3β．146　　87，7361

約　1，37グフム（1キログラムΦ）

盤類表（甥町回魏長韻暗箱翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCわ　。…　　。・・

クロールナトリウム（NaCD・・…　　。

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

並炭酸ナト．リウム（NallCO；墨）　・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：二）2〕・…

並炭酸マグネシ9ンム〔Mg（llCQ｛）2〕…

1丘：男こ酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO＝L）2〕　・　。　…

重炭酸亜酸化マンカ9ン〔Mn（IICO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕．．．．．

側酸（メタ）（IIBO2）　・・・・…　　　。・

王L酸（メタ）（正12Sio：ゆ　　・　。　・　・　・　…　　　　．

0，0439

0，30∫5

0，0120

0β510

0，5165

0，4200

0，0013

0，0061

0，0032

070080

0，1076

逝i離炭酸（CO2）

拳力とは土類含有アルカリ性炭酸泉に聞す

　　　　　　　　　　　　2，2771
…　　　　　。　。　・　・　・　…　　　　　　1，5676

3，8447
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四

所　在地
試瞼年月
牲　　　欺

　重

放射能

梓 鑛

長野縣南安曇郡梓村

大正5年10月（東京）

泉（冷）

　　　無色澄明にして殆と中性の反癒を呈す．

】，り0（旺（1δQ）　　　蒸獲幾油…　0，0633、グラム（】．キロ．グラム中）

18，58×ユ0』1｝キユリ＿，（5」1　マツへ），．．．大正5‘Fs∫」誠験

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン（Na’）…
　カルチウムイオン（Ca’）　・・
　マグネシウムイオン（1疑g●’）　・

　フェロイオン（Fe●’）・・…

表（李鱗赫長溝隠騒髄）

アニオ’ン

　主宰イオン（NOI峯’）　・・…

　クロールイオン‘Cl’）・…
　硫酸イオン（80‘”）　・・ボ・。

　ヒドロ燐酸イオン（IIPOIり・
　ヒドロ湯ξ酸イオン〈HCO3つ　・

　グラム　　　　ミリモル　　モリヴアル

〔》，00110　　0，02813　　0，02813

0，00598　　　0，26000　　　0，26000

0，00253　　0，06314　　0，12628
（，，00032　　0，0王31δ　　0，02632

0，00〔｝33　　　0，00δ91　　　0，01182

0，45255

0，00085　　0，01371　　0，01371

0，00178　　0，0δ020　　0，0502〔D

延），00338　　　0，03519　　　0，⑪7038

0，⑪0052　0，00272　0，00544
0，019Q9　　　0，31288　　　0，312S8

　　　　　　　　　　　　　　〔㌧03588　　　0，7850壬　　　0，45261

．エ上i『俊1（メ　タ）（正1盟SiO：｝）　・　…　　　　　0，03858　　　0，48242

　　　　　　　　　　　　　　0，07446　　　1，26746
三盤誕推ガξ酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　0，02366　　　0，53773

泉　　質

0，09812　　　1，80519

本泉は放射能作興に冷す

簸類表（雑麟答霧器1鷹、蔭融事）

石詮酸カリウム（Kyo3）…　　　．．．．

クロールカリウム（KC1）　・・…

クロールナトリウム（XaCD・…

硫酸ナトリウム（Na：掲04）・…　　。

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・。。

燐酸カルチウム（CallPO．‘）　．・．。

重炭酸カルチウム〔Ca（HGO3＞2〕・．

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕・

重日ξ酸可巨酸イヒ鐵〔Fe（IICOID2〕　…

∫1…｝駿（メタ）（｝12Sio：D　・　・　・　…　　　　．

遊離炭酸（CO当）　…　　一・一・

　　　グラム
・　　0，0014

・・ @0，0011

・・ @0，0021

・・ @0，0050
。　・　　　0，0129

・・ @0，0006
・　　0，0098

・・ @0，0019
・・ @0，0011
。　曾　　　0，0386

　　　0，0745

曾　・　　　0，02：37

　　　0，0gS2

比

所　在地
試瞼年月
性　　　欺

梨子卒鑛泉 （冷）

長野縣南安曇郡安曇村梨子亭1938番イ號1の内
大旺5年4月（東京）

淡黄色澄明にして牧敏性鐵味を具へ酸性反lr垂iを呈す

1，0017（15Q） 蒸獲残渣　　1，934グラム（1キログラム111）

イオン表（李讐熱券顕景表翫露宿）

カチオン
　フ1く素イオン（Hつ・・・…
　カ・リウムイオンでKつ・…
　ナトリウムイオン（Na’．）　・・
　アムモニウムイォン‘NH｛’）・
　ヵルチウムイオンICa’●）　・・
　マグネシウらイオン（M3つ　・
　フェロイオン‘Fe’つ・・…
　7エリイオン（Fげ’つ・…　　　。

　クプリイオン（CUcつ　●・’●
　アルミ‘ウムイオン（A1”り　・

アニオン
　クロールイオン〔Cl’1・…
　ヒドロ研己酸イオン（HSOゴ）　。

　硫酸イオンISOf”）・・…
　七ドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム

0，∞07

0，0035

0，0300

0，0004

0，0973

0，0390

0，0256
0，1681

0，0004．

0，0491

ミリモ膨

0，7191

0，0894

1，3015

0，0221

2，4325
1，6〔，10

0，4571

3，0125

0，0063

1，8118

こリヴアル

0，7191

・0，0894

1，3015

0，0221

4，8650

3，2025

0，9142
9，0375

0，0126

5，4354

25，5988

0，0070　　　0，197δ　　　　0，1975

0，0698　　　0，7179　　　0，7179

1，1838　　12，3234　　24，6468

0，0017　　　〔，，0177　　　0，（レ3δ4

　　　　　　　　　　　　　　　1，6770　　　24，7098　　25，5988

珪酸（メダ）（H2SiO19　・　…　　　　　　　0，0732　　　0，9347

泉　　質

1，7502　　25，6445

塵類表（甥三三踏磐勲巌薦滋宇）

本泉は緑暮泉に局す

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（N畳ICD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO．些）・・・・…

クロールアムモニウム（NH．‘C1）・…

硫酸カルチウム（CaSO夏）　・・・・…

硫酸マグネシウム‘MgSO｛｝　・・・…

硫酸号巨酸化鐵‘FeSO蓬r　・・　‘　・　・　…

耐己日々イヒ塗残〔Fe2　SO．垂：3〕　…　　　　。　・　…

石匠．_釘d（CuS（，｛）　　・　・　・　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔Aし（SOII：｝〕・・…

燐艘アルミニウム〔A12（llPOI）浦・…

遊離硫酸｛IIコsぐ）o　・一…　．∵・・
∫撫”凌（メタ）（1i＝SiO：ゆ　・。・・…　　㍉・

グラム

0，0067

0，0（励

｛｝，0ご｛1：3

0，0012

〔㌧3310

0，1928

（，，1♪690

0，6〔［27

⑪，00川

疋，，3083

0，0020

（㌧0705

〔｝，0732

1，7502

一ユ35→



　　所在地
　　試離年刀
　　性　　　欺

源泉温度　　770

比　　重

中 高 温 泉
長野縣南安曇郡有明村大字中房字天井澤

大正6年4月（東京）
無色澄捗1にして微躬アルカリ．性反慮を呈す

1，00幌（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン1｛’）・。・・
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン｛NII｛つ・
　カルチウムィォン（Ca”プ．．
　マグネシウムイオン（1冒g。つ　・

　フェロイオン（Feつ・・…

蒸獲幾1血　　0，472グラム（1キログラム中）

表（李四一雰顕骸謝金有）

アニオン

　クロールイオン‘Cr♪・…
　硫酸イオン‘SOノ）・・…
　ヒドロガと酸イオン（IICO3つ　・

　芳こ酸イオン（CO3り・…　　　。

　水酸イオン（OH’）　・・…

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0073　　　0，1865　　　（レ，1865

0，0976　　　4，2343　　　4，23・13

0，000δ　　　0，0277　　　0，0277

0，0039　　　0，097δ　　　0，ll〕5〔l

O，0002　　　0，0（レ82　　　（，，り1G｛

0，0007　．0，0125　　0，（》250

4，6s49

0，0695　　　1，9605　　　1，9（；〔｝5

〔｝，0370　　　CD，3852　　　0，77〔｝．甚

0，0575　　　0，9427　　　（，，9一豊27

0，0213　　　0，：35δ0　　　（，，7100

0，0051　0，：3〔月3　　0，3〔11：：三

醐酸（メタ）（IIBO2）　・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）　…　　　　。

〔｝，3006　　　8．5114　　　4，6S．19

0，00δ7　　　0，1：～95

0，盤δ0　　2，U9吐i6

整類表（多誘欝砦讐霧高命長旅牢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　。…　　　。・・

クロールナトリウム（NaCD　・・・…

硫1駿ナトリウム（Na」SO．1）　。・…　　　。．

並炭陵ナトリウム（NallCO：二）　・・…

炭酸ナトリウム（N鞭CO3）．．．．．．．
フ1く振ミ．fヒナト　リウ．ム（NaO｝1）　．　．　，　．　．　。

クロールア∴モニウム（NII．盛GD　・…

フk酸化カルチウム〔CafOII）2〕・・…

水酸化マグネシ1ンム〔Mg（（．HD＝〕

重炭酸」臣1震化餓〔1曳・（IIGO：P2〕　・・

βコ酸（メダ）‘HB（D』）　・・…

珪i震（メヌ）（塁1」sio：；）　・・…

●　　　　・　　　　曹

●　　　　o　　　　●

●　　　　○　　　　●　　　　●

0，0139

〔｝，1021

0，0δ47

〔｝，0772

〔レ，（レ377

0，0〔1：37

0，0015

0，0072

0，00｛｝垂

O，0022

0，0057

0，9粥｛，

0，5413

0，5413　　11，6：375

泉　　質 本邦は口縄温泉に秘す

瀧

　　所　在地
　　試瞼年月
　　佳　　　欺

源泉温度　　ljso

1ヒ　　　　1E　　　　1，‘KDll　（17，50，

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・。
　アムモニウムイオン‘NIIゴ）・
　カルチウムィォン（Ca。・，　．．

　マグネシウムイオン‘Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’つ　。…　　　。

倉 温 泉
長野縣北安曇郡北小谷村字瀧倉92δり番地

大iE　2年11月（東京）　　　　’
無色清澄にして微に戯味を具へf堤弱アルカリ性反慮を呈す

表〔李襟赫鐵骸干瓢∫）

アニオン

　クロールイオン（Glり・。・・
　硫酸イオン‘SO｛り　・…　　　。

　ヒドロ淡駁イオン（11G（．）：の・

側酸（メダ）（llBぐP＝，　・…
∫t酸（メタ，（．II2Si（，：ゆ　。　…

　クラム

0，偲121

0，33δ48
0，（xu（財1

0，05851

0ρ1054
〔D，0り14り

蒸髪残かと　　1，2δ76グラム（1へ」ログラ∴rい）

　ミリモ，レ　　 ミiJIプアノレ

1，052｛｝2　1，05262
14，55・墨4一茎　　14，55444

0，0δS63　　　0，⇔δS（」：3

1，46275　2，9255〔［
〔｝，4326S　O，8〔｝53ぜl

O，025（．民）　（．㌧‘．、5｛厩．；｛．｝

　　　　　19，5〔．．16ろ5

邊離炭酸（CO2）　・・・…

0，42』1δ0　　11，gs307　　11，93三〇1

0，0壬767　0，4902δ　‘），91，20〔｝

〔㌧39853　　　6，6〔⊃3〔，7　　　6，｛iO307

1，3192ぐD　36，66851　　19，δ7864

ρ，0δ676　工，2δ971

0，17186　　　2，1915：う

1，54782　　4〔レ，14976

（，，02258　（1，51318

藍類表弓1｛叢縫劉電器蕪1罠編継）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウ∴（KCI）　…　　。・．。・

クロールノートリウ∴（NaCD・・・…

硫酸ナトリウ∴（N三ヒS（，｛）．・・。．。．．

）rく♪ウこrl乏ナトリ8ン∴（NallCO3）　・．。。・

クロールアムモニウム（NII．4UD　・。。・

重万こ自譲カルブ’ウム〔GaσICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウ∴〔M9〔H〔】0：乙）2〕…

｝巨渥こ1狡∬臣｝狡計f跳〔Fc（IKX，：轟）2〕　・　9　。　・　・

携i打駿（メタ♪‘1【1｝02）　。・・
・… @　　。・

∫た践芝（メク）（II2SiO：ρ
・・・・・・…

遊離炭酸（C（．｝2）

0，0785

0，6360

0，0706

0，2262

0，0031

．0，2370

0，0633

0，00拍

0，0568

0，1719

　　　　　　　　　　　　1，5479
…　　　　　。　・　・　・　…　　　　　6　　　0，0226

　　　　　　　　　　　　1，5705

1，570．4り　41），6621タ3

泉　　質 本泉は弱食顛泉に，面す

一1311＿一

●



比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

地獄澤三三（冷）
長野縣埴科郡南條村字南條の地内地獄澤

大正10年11月（東京）

淡類緑極微に蛋白石濁を呈し牧敏性鐵味を具へ酸性反慮を呈す
1，0051　（ユ50）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　フk素イオン（H’）・・・…
　カリウムイオン（］K：’）・…

　ナトリウムイオン（Nガ）　・‘
　カルチウム・イオン（Cバ，1・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　チンクイオン（Znり　…　　も
　フェロイオン〔F（ジ）・。…
　フェリイオン（Fe’。’）’●●。’

　クフ’リイオン（Cu’つ　・…
　アルミニウムイオン（A．1。’●）　」

アニオン

　クロー1レイオン（Gl’）・・。・

　ヒドロ硫酸イオン（HSOの　・
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（11PO｛”）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0011　　　1，0827　　　1，0827

0，0132　　　0β376　　　0，3376

0，0488　　　2，1217　　　2，1217

0，0234　　　0，5840　　　1，1680

0，1132　　　4，6546　　　9，3092

0，0020　　　0，0306　　　0，0612

0，7655　　13，7088　　27，4176

0，0417　　　0，7468　　　2，2404

0，0099　　　0，1557　　　0，3114

0β019　　11，1402　　33，4206

77，47〔＞4

0，0035　　　．0，0987　　　0，0987

0，1051　　　1，0827　　　1，0827

3β513　　38，0102　　76ゆ204

0，0129　　　0，1343　　　0，2686

　　　　　　　　　　　　　　　5，0935　　73，8886　　77，470丑

コ日1毛酸（メタ）（II2SiO3）。。・・　　0，1318　　1，6829

　　　　　　　　　　　　　　　5，2253　　75，5715

其　他　マンガノイ牙ン痕跡，ヒドロ砒酸イオン及翻酸僅微

泉　　質 本泉は砒繁含有酸性明響緑平泉に騰す

盤類表（本雨水は其集成に於て1キログラム申次の成分を含有する溶液に概略相晒す）

クロ「ルカリウム（KCI）　・・・・…

硫酸カリウム（K2Sζ）4）．・・・・…　　　。

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（Mg年04）・・…　　．

硫酸亜鉛（ZuSO4）、・・・・・・・…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　．．、　．．．．．

硫酸々化鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・…

硫酸銅（CuSO4）　…　　6・…　　．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）1監〕・…　　．

燐酸アルミニウム〔A12’HPO4）3〕・。・・

遊霞皇硫酸（正12SO4）　　・　・．・　・　。　・　・　…

珪酸（メタ）（112Sio3）　。。．・・．．．。

グラム

0，0074

0，02⑪8

0，1507

0，0795

0，5603

0，0049

270824

0，1493

0，0249

1，8918

0，0153

0，1062

（1，1318

5，2253

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

野 尻 町 泉　（冷）

長野縣上水内郡信濃尻村大字野尻字傳九郎新田1792番地

大正4年4月（東京）
無色澄明にして少しく鹸味並微弱なる清涼昧を具へ殆と中性の反慮を旱す

1，0032　（150） 蒸；襲淺渣　　3，126グラム（1キログラム中）

イオン表（李讐蓉義雰長話姦表雰吉倉有）

カチオン　　　　　　　　　　　グラム

　カリウムイオン＜K●）・…　　0，（＞4565
　ナトリウムイオン（Na’）　・・　0，83335
　アムモニウムィオン‘NIII．）・　0，00318

　カルチウムイオン（Ca●●）　・・　0，16428
　マグネシウムイオン（MgO’）　。　0，10566

　フェロイオン（Fe．．）・・…　　0，00070
　アルミニウムイオン（Al’”）　・0，00133

アニオン

　クロールイオン（Glり。。。
　石癒酸イオン（SO蔓り・…

　ヒドロ淡酸イオン（HCOIの

　ミリモル

1，16603

36，15401

0，17588

4，10700
4，33744

0，01250

0，04908

ミリヴアル

1，16603
36」5401
0，17588
8．21400
．8，67488

0，02500

0，24724

側酸（メタ）（1i1302）

珪酸（メタ）（II2Sio：Ω

　　　　　　　　　　54，557（＞1

・　　】，22142　　34，45472　　34，45472

・　　0，00165　　　0，01718　　　0，03436

・　　1，22435　　20，06796　　20，67960

3，60157　100，54180　　54，55704．

0，04257　　　0，96728

0，13633　　　1，73846

　　　　　　　　　　　　　　3，78047　103，24754

遊離炭酸（CO2）　・6・…　　O，48700　11，07㎜

泉　　質

4，26747　114，31754

本泉は土類含有弱食腹泉に屡す

璽類表囎曲球盤手器呵呵面忘）

クロールカリウム（K：Cl）　・・…　　。・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．・・．。．．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

クロールアムモニウム（NH4CD　・…

：重炭酸力1レチウム〔Ca（HCO3）2〕・・一

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・．

軍炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・…　　．

クロールアルミニウム（AICI3）・・…

棚酸（メタ）（HBO2）　・…　　㌔・…

韮｛…酸（メタXH2Sio3）　・　・　・　・　…　　　　。　・

遊離淡酸（UO翼）噛

グラム

0，0870

1，9284

0，0024

0，2654

0，0094

0，6654

0，6350

0，0022

0，0066

0，0426

0，1363

　　　　　　　　　　　3，7807
璽　．　，　・　…　　　　　。　・　・　。　　　0，4870

4，2677

一137一・



比

所　廊地
試験年月
性　　　歌

　重

　　　．イ．オン

カチオン．

　カリウムイオン（K●）…　　。
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン〔NII．1つ・
　カルチウムイオン（C乙ド●）　・・

　マグネシウムイオンOlg●つ　。
　フェロイオン（Fe鱒）・・…
　アルミニウムイオン（Al’つ　・

野 ，・K 三 冠（冷）

長野縣上水内郡信渡尻村大掌野尻’｝＝侍九郎新m19αL番地

大正4年5月（東京）
無色澄四」に．して精ζ献味並刺戟性清凛味を具へ中性反態を某す

1，0（｝10（150） 蒸獲乏遥溜己　　3，898ク・ラム（1キログラム111）

表（：本鑛フ！く1キログラム中に合有する’各成分三共量i次の如し　．）

アニオン
　クロールイオン‘Cl’）・…
　石毒酸イオン（SO‘り　・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（IICOゴ）　・．

　グラム　　　ミリモル　　　モリヴアル

0，05319　　　1，35862　　1，35862

1，08694　47，15575　41，15575
0，00318　　　0，17588　　　0，1758S

Oρ18500　　4，62δ00　　9，25000

0，10588　　　4β4617　　　8，69294

0，00｛．｝70　　　0，01250　　　0，02500

0ρQI33　　　0，04908　　0，14724

6680543
　’

1，51317　　42，6s463　　42．68463

0，00123　　　0，（日280　　0，02δ60

1，47005　　2，1，09520　　24，09520

4，42067　124，51593　　66，SO543

0，05676　　　1，2S971

0，13438　　　L71372

盛婆醸輔鶴巷糖磐二二露昂翻

捌酸（メタ）（IIBo＝）　・…

1王L酸（メタ）（II2Sio3）…　　　●

逝｝離炭酸（CO＝）

　　　　　　4，61181　127，51936
・　g　・　…　　　　　0，50gSO　　II，5S（B6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1｛CD　・・・・…　　　0，101r1

クロールナトリウム‘NaCl）・・・・…　　　．3，31，86

硫隈ナトリウム（Na2SO｛）。・．・・「・・　0，0018

：重油酸ナトリウム（Nz【llCO：B）　・。…　　　0，515：3

クロールアムモニゥム‘NII4Ch　・一・・　0，〔め1［4

コ夜かこ1宏三カルrズ．ウム〔U賦‘IICO3｝2〕　・　D　・　の　　0，7493

重淡酸マグネ．シウム〔M9‘IK）0・・）・〕・∴　0，‘玉：363

訂ζ筑酸可ll酸．fヒ≦幾〔Fe（IlCq；）2〕　…　　　。・　　0，0022

クロールアルミニウム（AICI3）・・6・・　0，0〔｝（16

碍酸rメタ｝（IIBO2）・・・・・・…　　0，0δ68

珪酸（メタ）112Sio：5）・・一・・…　　0，1344

遊・離炭酸‘CO＝）． ●　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　，　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　，

4，6121

05〔198
り　　ロ　

5，1219

5，12161　139，10572

泉　　質 本泉は土類含有弱食騒泉に属す

所　左．地

試験年刀
性．　　欺

野
　　．、　．

尻 鑛 泉（冷）

長野胴上降臨郡信濃尻村大字野尻字傳九喪匹斯m1792悉地
ソく曾E4」書三10刀（ヌこオξ）　　　、

無色済澄にして清凍味を布し弱酸性反最豊｛を冠すれとも煮沸すれはアルカリ性に潤

す・・．、．ξ．
上ヒ　　　　重　　　　1，00296（150）

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　　　　グラム

　カリウムイオン（1｛’）・…　　　0，（H911

　ナトリウムイオン（Xa．）　・・0β2515
　アムモニウムイオン（NH｛’）・0，00424
　カルチウムイオン（Ca’。）　・．・0，13665

　マグネシウムイオン（Mg’つ・　0．】2150
　フェロイオン（Fげつ　・・…　　　．0，00769

（李画引蹟絵劣魏右）

アニオン
　クロールイオンfCr）・…
　硝霞皇イオン（SO4り・・…
　ヒドρ炭酸イオン（11COの・

1，19549
0，α924〔i

l，2δ651

　iリモル

1，25441

35，79826
0，23イ5正

3，41G25
4，98768
0，13732

蒸葦§互建言査…　　3，106S9グラム（1キログラム：1り

ミリヴアル

1，2544r
3519826
0，甥451．

6，83250ヤ

9，97536』

0，27464

54，36968

33，72327’　33，72321

0，02561　0，0δ122・

2（し59519　　20δ9δ】9．

　　　　　　　　　　　　　　3，59S50　1〔｝（），17三～50　5．」，36968

iu3置芝（メタ）（正｛BO2）　・・。・　0，II341　 2♪7691
珪酸（メタ）（112SioΩ・…　　0，14008　】，78r128

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ

　　　　　　　　　　　　　　3，85229．10・皇p5：3δt㍉9

；塗拷濠芳と酸（C（）2）　　・　・　・　…　　　　　L31380　　31，22273

盤類表（妻聖駕論詰簿湛薦箱醐
　　　　　　．　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウムGくCD　・●5・’”
クロール．ナト，リウム（N量匙CD．．・・・…

硫酸ナト・リウム‘N把～；0．ll・・。・…

重炭酸ナトリウム（NallC（，3）　r・…
　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

クロールアムモニゥム（NH塁Cl）…　　。

並炭酸カルチウム〔U三し（IKIO：ち，コ〕・…

重拶と酸マグネシウム〔Mg（IIC（，：；）2〕…

重が擢凌i畿酸fヒ‘哉〔Fし｝‘1【C（．〕：轟）2〕　・　．　．　．　．

研酸ぐメク｝（IIBO2）　・・・・・…　　．・

月三酸（メタ）XIi2Si（．）：ゆ　。・．．．。．。．

0，0936

．】，8857

0，0036

0，2955

0，0126

0，553δ

0，7302

．0，0堵峯4

0，113．4

0，14璽

遊離炭酸（G〔，2）　・・・・・…

　　3，8526

・　　　1，373δ

　　5，2264

5，22rヌ）9　135，75812

泉　　質 本泉は炭酸含有已前魑泉に属す ．「　曽　　　　　　　　．　　9
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　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　瓶
」＝ヒ　』　　：亘㌃　　　　1，0023（150）

㌔野尻黒姫●鑛・泉
長野縣上水内郡信濃尻村大二野一字平九郎新田1765番地ロ號

大正5年5月（東京）　　　　　　，，　　　　　．
無色清澄に．して微に戯味を有し微弱酸性反回を呈す

蒸；獲互琶7査　　　2，661グラム（1キログラムr11）

　　　　イオン表．・（本鑛水1キ・グラム中に合有ずる各成分山登三次め如し）

カチオン

　カリウムイオン（K●）・…　．

　ナトリウムィォン（Na。）　・・

　アムモニウムィォン（NII4’）．r

　カルチウムイオン（Ca’り　・覧

　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　フェロイオン（Fe’つ・．・…　．

グラム　　　ミリモル　　ミ．リヴアル

〔｝，0318　　　0，8123　　　0，8123

0，7146　　31，0022　　31，〔∬～2

0，0085　　　0，4701　　　0，470風

0，1459　　　3，6475　　　7，2950

0，0525　　　2，1552　　　4，3104

⑪，OO49　．，0，08・隻9　　　0，175（，

三熱∵三歳雛蓉霧磐漏謙三編翻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44，0650
アニオン　　　　　’　　　．．．．　　．．．．’1，

　クロールイオン（cr）・…　　吃’1，1505．－．3♀，4542　324542

　硫酸イオン（SO4”）　…　　　。・．．．0乳0016．．．〔［，01G7　．0，0334

　bドロ湯と酸イオン（IICO3’）　・．　0，7063　魑11，5774　11，5774

　　　　　　　　　　　　　　　　琴，局166　　72，2205　　44，0650

　瑚酸（メタ）（正IBO2）　・…　　　　0，1419　＝3，2318

　正監酸（メタ）（II2SiO：B）・…　　　　0，1076　　1，3739

　　　　　　　　　　　　　　　　3，0661　　86，8262

　遊離炭酸（CO2）・…　　6・　1，〔砕33　23，7114

　　　　　　　　　　　　　　　　4，1094　11075376

　　　　泉　　質　　本泉は炭酸及瑚酸含有弱食堅泉に属す

クロールカリウム（KCI）・・・・・…

クロ旨一〃ナトリウム（NaClジ・…　　．ゼ

ク臼一ルアムモニゥム（NH4Cl）。…

クロールカルチウム（CaC12）・・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）・・・…　r
重炭酸カルチウム〔Ca（宜CO3）2〕・・．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HGO3）2〕・’・・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・g．。

棚酸（メタ）（HBO2｝　。．．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・。・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0606

1，8131

0，0252

0，0092

0，0023

0，5747

0，3155

0，0156

0，1419

0，1076

　　　　　　　　　　　　3，0657
…　　　　　。　・　。　・　・　…　　　　　　1，0433

4，1090

所　左　地』．ヒ

試瞼年月
性　　　欺
　』匡　　　　1，0034（15Q｝．．

野　尻　鑛　泉（冷）
長野縣上水内郡信濃尻村大字野尻傳九郎新田1960番地

大正9年2月（東京）．・．・「．－…’

無色澄明にして偲微の戯味を右し薇弱アルカリ性反態を呈す

　　　　」：ヒ　　　　　　　　　　　　蒸；獲残油i　3，7〔｝30グラム（1キログラム中）

イオン表鷹繍黒眼蹴有ジ噛’．　油類表（本鑛水は共集成に於て1キログラムrF次の成分を含有する溶液に概略相下す）

カチオ’ン

　．カリウムイオン（1く＝う　r．・ボ匡咳

　ナトリウムイオン（Na’）　・．

　カルチゥムイオン（Cバ）・・

　マグネシウムイオン（］鷲gっ　・

アニオン
　クロールイオン（CP）い…

　ブロームイオン（Br’）」…

　ヨードイオン（J’）　・・…

　ヒドロガξ酸イオン（IICQガ）　。

　グラム　　　ミリモル

．1〔D，0498．3ミ1，2737

　1，2098　　52，6000

　0，1350　　　3，3691

　0，0621　　　2，5535

ミリヴアル

1，2737

52，60DO

6，7382

5，1070

1，4467　　4〔，，7981

0，0020　　　0，0250

0，0114 0，0899

1，5135　『24，8059

65，7189

40，1981

0，025〔｝

O，0899

24，8059

　　　　　　　　　　　　‘’．門一』414303碑与，515265，7189

珪酸（メタ）（II2SiO・）・…　　0，12G8ぐ．1，6191

　　　　　　　　　　　　　　　4，5571　127，1343

遊槻髭炭酸（CO2）　・…　　　。。　　0，4219　　9，5886

　　　　　　　　　　　　　　　4，9790　136，7229

共他　アムモニウム及アルミニウムイオン各僅町並フェ
　　　　　ロ，砧酸，ヒドロ燐酸イオン及瑚酸斉痕跡

　　　泉　　質

、ク．．．ロrルカリウム（KCI）　・。・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

ブロームナトリウム（NaBr）・・・…　．

ヨf一ドナトリウム（NaJ）　。．．．．．．

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）　・…　　r

l重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・一吃

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HcO：雪）2〕・・駄

茨監酸（　メ　 タ　）（II2Si｛）：｝）　　●　　．　　9　　●　　・　　●　　，　　●　　P

遊離炭酸（CO2）

牢泉はヨード含有アルカリ性弱食璽泉に属す

グラム

O，0950

2β104
Q，0〔〕26

0，0135

1，0891

〔㌧5461

0，3736

0，12塑

　　　　　　　　　　　　4，5571
…　　　　。　●　・　・　…　　　　．・…　0，4219

4，9790

＿139＿



●

一

所　左地
試瞼年月
性　　　歌

　重

錨 鑛

長野縣上水内郡芋井村大字鎗字木坊

大正4年4月（東京）　　・

泉（冷）

無色澄明にして弱アルカリ性反癒を呈す
1，（X）543（160）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及共量i欠の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムィォン（Na6）　．．

　アムモニウムイオン‘NII4。）・

　カルチウムイオン（CaOつ　・・

　マグネシ．ウムイオン（Ng”）・

　フェロイオン（Fげつ・…　　？

ア呂オン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4り　・・…

　ヒド・炭酸イオンαICO3’）・

蒸獲残渣　　5，51266グラム（1キログラム中）

　グラム　　　　こりモル　　　ミリヴアル

0，01835　　　〔，，46871　　0，46871

2，03624　　88，34013　　8834013

0，00212　　　0，11726　　　（　，11726

0，05251　　　1，31275　　　2，62550

0，03330　　　1，36699　　　2，73398

0，00266　　　〔D，Or韮750　　　0，09500

94，38058

2，20907　　62，31509　　62，31509

O，00488　　　0，050SO　　　O，1016〔｝

1，95012　21，96389　31，96389

6β0925　185，9S312　　94，38058

0，0δ38・壬　　　1，2262（章

0，07388　　　0，94335

塵払表（本鑛水は共集成に於て1キログラム中i爽の成分を合有する溶液に概略相撤す）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・。…

硫酸ナトリウム（Na£0｛）・g・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…　　。・

クロールアムモニウム（NII｛Cl）・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO；～）2〕・…

：重炭酸マク●ネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・・…

礪酸（メタ）（IIBO2）　・・。・・．・…

琉酸（メタ）（H2Sio：3）・・・・・・…

娚酸（メタ）（IIBO21・…

珪酸（メタXII2SioΩ・…

　　　　　　6，43697　188，15267

・　・　・　…　　　　　0，68357　　15，53570

遊離炭酸（CO2）

グラム

O，〔｝350

3，6110

0，0072

2，2289

〔D，oo63

〔｝，2127

0，2〔X｝1

0，0085

0，0538

0，0739

　　　　　　　　　　　6，4374
・　…　　　　　。　・　…　　　　　。　・　　0，6836

7，1210

遊離炭酸（CO2）

7，12〔后4　203，68837

泉　　質 本泉はアルカリ性弱食璽泉1こ局す

比

所　衣．地

試験年月
性　　　駅

放射能

恵那ラヂウム鑛泉

1，㎝12（15。）

1022，15x10『10キュリー｛281，09マツへ），＿大正：5年4月嘉饗

岐阜縣伊那郡繭岡村大字高山湯の島

大1E3年5月（東京｝
無色澄影」にして微弱アルカジ性反磨を呈す
　　　　　　蒸渡残才査l　　　O，121　グラム　（1　キ　ロ　ク●ム喉1）

イオン劇二二瓢解説有）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・。。

　ナトリウムイオン（Nガ）　・・

　アムモニウムイオン（ざII4つ・

　カルチウムィォン（Ca●・）　．。

　マグネシウムイオン（Mg’。）　・

　フェロイオン（Feつ・・…

アニオン
　クロールイオンくCl’）・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…

　ヒド・炭酸イオン（IICO・・’）・

　珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　…

　グラム

〔｝，㎜32

0，02773

0，00016

0，00714

｛1，00022

〔⊃，〔朋40

〔｝，0353S

O，00123

0，03801

蒐リモル

0，00817

1，20303

0，00885

017850
，

｛，，（X）903

0025（X）
，

ミリヴアル

0，00817

1，20303

0，00885

035700
3

001806
り

005000
，

1，64511

0，99803　　　0，99803

0，01280　　　0，025〔k）

0，62301　　0，623〔｝1

0，11159　　3，06642　　1，646（ト1

0，02δ97　　0，33161

盟類表（冥目水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KCD　・・・…　　。

クロールナトリウム（KaCり・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・…　　。

重炭酸ナトリウム（NaHCO＝覧）　・．．．．

クロールアムモニウム⊂NILCI）・…

：重炭酸カルチウム〔C“（IICO3）2〕．。．，

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：5）2〕・。・

：重多ξ酸召巨酸化塗茂〔Fe（II（！0：監2〕　・…　　　．

球…酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　。　・．・　・　…

　　　　〔P，13756　　3，39803

本泉は放射能作泉に属す

グラム

O，0006

0，0574

0，0018

吐㌧0165

｛｝，0（Klδ

0029（1
，

〔㌧OO14

｛｝，oo45

0，026（D

0，1377

泉　　質
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’

所　准地
試験年月
性　　　然

下 島 鑛 泉
岐阜縣釜m郡小坂町大字落合マ．キドハ

大下旺11年6月（大阪）

無色澄明にして少許の帯褐色の沈底物を有し臭氣なく味は穂≧清涼にして少しく
戯味を帯ひ初め微弱酸性反慮を呈するも煮沸すれは白色の沈吟を析出しアルカリ

性に乱す
上ヒ　　　　重　　　　1，0044（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（］Kつ・…

　ナトリウムイオン（N乱9）　・・

　カルチウムイオ．ン隻Ca’り　・・

　マグネシウムイオン（1∬g曾’）・

表（繋七一鵡錫疑有）

ア昌オン

　クロールイオン（Clつ・・。・

　窃三酸イオン（SO4”）。・・．．

　ヒドロ炭酸イオン（HCOガ）　。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0096　　　0，2455　　　0，2455

1，267　　　．55，08　　　　55，08

0，299〔，　　　7，462　　　14，92

0，〔｝240　　　0，9868　　　1，974

72，22

O，6110　　17，23　　　　11，23　　、

0，1191　　　　1，240　　　　　2，48〔｝

3，204　　　52，51　　　　52，51

　　　　　　　　　　　　　　　52534　　134，75　　　　72，22

王ヒ酸（メタ）（H2SiO3）　・　。　・　・　　　0，0737　　　0，9411

　　　　　　　　　　　　　　　5，608　　135369

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　　　0，6972　13，67

　　　　　　　　　　　　　　　6，205　　149，3

共　他　　砧酸鐵有機物各僅微，珊酸ヨード各痕跡

　　　泉質　本泉は食璽含有アルカリ泉に島す

盛類表（雑踏慧翻黙瀦嵩藩祐翻

クローノレカリウム（KCI）　・・…

クロールナトリウム（NaCD・・。・

軍炭酸ナトリウム（NallCO3）…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・

、：重炭酸マグネシウム〔Mg（耳CO：～）2〕・

∫匠酸（メタ）（112Sio：ゆ　・・・…　　．・

遊離酸炭（CO2）　…　　一一・・

　　　グラム
・　・　　　0，f妻184

。　・　　【，，9929

・・ @3，201
・　。　　　0，1688

－　　1，（X｝8

・・@0，1445
・　・　　　0，（h737

　　　5，6σ

・　・　　〔｝，5972

　　　fl／2〔レ1

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　欺

源泉温度

比　　：重

小 坂 温 泉
岐阜縣釜田郡小坂町字濁河川2576番地の1山林内

昭和2年7月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反磨を呈す

　　　　　　　　　　撚6

イオン表（騰払子蕨骸蹴有）
カチオン．．

　カリ．ウムイオン（K●）…

　ナトリウムイオン（Na●）　・
　カルチヴムイオン（Caつ　・
　マグネ銃ウムイオン（M9つ
　フェロイオン（Feつ　・…

　マンガノイオン（Mnつ・・
　アルミニウムイオン（AP。’）

アニオン

　ク聖日’レィオン（C1’）。…

　硫酸イオン（SO4”）…　　　。・
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）　・

グラム

〔1，5552

（，，3588

0，0852

0，0840

0，0009

0，0010

0，0003

蒸聚残渣　 2，0404グラム（1キログラム中）

ミリモル

1，4118

15，6000

2，1263

3，4539
0，0161
〔｝，0182

0，0110

ミリヴアル

1，4118

15，60CO

4，2δ26

6，9079

0，0322

0，0364

0，0332

28，2741

0，2018　　　5∫6909　　　5，6909
0，6637　　　6，9〔｝84　　13，8170

0，5348　　　8，7662　　　8，7662．

1，9857　　44，0028　　28，2741

0，0090　　　0，2050

0，2512　　　3，2075

藍類表（前回田無聡脚韻編粛宇）

棚酸Cメタ）（IIBO2）　・…

珪酸（メタパH2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　2，2459　　47，4153
…　　　　　6　・　・　　　0，4283　　　9，7341

　　　　　2，6742　　57，1494

本泉は芒硝性苦味泉に屡す

クロールカリウム（K：Cl）　・。。。・．・

『クロールナト・リウム（NoCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）’・・…　　　．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・．．．

重炭酸マ’グネシウム〔Mg（IIGO3♪2〕…

覚ガξ回雪匡酸イヒ釘曳〔Fe（1王COI～）2〕　・　・　…

重炭酸亜酸化マンガン〔M頭HCO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…　　．

棚酸（メタ）（IIBO2）　・1・・・・…　　　。

芝セ酸（メタ）（正12S103）　…　　　　．　．　。　．　．　．

遊離纐酸（CO2）

グラム

（1，1e53

〔〕，25〔｝7

0，8〔｝35

〔｝，1683

0，1442

〔｝，50δ5

〔〕，oo29

0，（x）32

〔｝，0田9，

o，o〔｝9〔l

O，2512

　　　　　　　　　　　2，2457
・　・　σ　・　・　・　・　・　…　　　　　　　0，4283

2，674（1

一141＿



カチ才ン

　　所　在　地

　　試験年刀
　　挫　　　欺

源泉温度　　760

比　　重

湯 温
岐阜1縣吉城郡上賓村字71ζ湯

大正4年5月（大阪）

泉

無色澄明にして臭味なくΦ性反感を後し煮沸すれはアルカリ性に攣す

11〔X111（150）

イオン表（本鍍水1リートル中に含；有する各成分評論鼠次の如し）

カリウムイオン（Kつ・・。
ナトリウムイオン‘Naつ　・・
カルチウムイオン（Caつ　・
マグネシウムイオン（Mg。つ

アニオン

　クロールイオン（C1り・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：二’）　・

蒸獲飛渣

グラム　　　疋リモル　　ミリヴァル

O，〔｝261　　　0，6675　　　〔｝，6675

〔9，21（　2　　　9，139　　　　9．139

〔Dρ542　　　1，353　　　　2，7〔〕δ

0ρ164　　〔P，6743　　　1，349

13，86

O，2323　　　6，551　　　　6，551

0，0502　　　0，5225　　　1，（レ45

〔D，3824　　　6，26S　　　　6，26S

　　　　　　　　　　　　　　　　〔㌧9718　　2δ，17δ　　　13，86

玉圭酸（メタ）（H2Sio：～）・…　　　　0，1874　　2，393

　　　　　　　　　　　　　　　　1，159　　　27，56S

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　　0，1782　4，050

　　　　　　　　　　　　　　　　1，337　　　31，62

共　仙　　アムモニウム，フェロ，アルミ昌ウム，硝酸及．

　　　　　ヒドロ燐酸イオン蚊醐酸各痕跡

1，｛［18ゲラム（1　リート1レ1置葛）

盤蕨（画面両両擬1議爵撫懸詞）

泉　　質 本泉は輩緬温泉に馬す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　。・・・…　　　〔｝メU98

クロールナトリウム（NaCD・・・…　　｛｝，3439

重拶こ酸ナトリウム（NullCO：ゆ　・。…　　　　｛172736

硫酸力ルチウム（CaSO4）　・・・・…　　　吐1，0711

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・。・　〔1，1347

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：5）2〕…　　　O，0987

瑳酸（メタ）（1匙8iて）：1）・・・・・・…　　　（，，1874

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，159

旧離炭酸（CO21　・・…　　一・…　　　0，1782
1，337

比

一重ケ根鑛泉
所　在　地

回瞼年月
牲　　　瓶
　：重　　1，（朕，52（15Q）

岐阜縣古城郡上田村字一重ケ根
ソく iE　 1：3　 4叢乱　 12　 刀　　　（ ノ｛E反）

無色澄明にして清凍刺敦性の昧を有し酸性反慮を呈す

イオン表（赤熱殻簸錫繋留
　カチオン

、タ㍑舐特！獄．：）’：

　　カルチウムイオン（GL”）・
マグネシウムイオン（M9’つ
フェロイ・をン（Fげつ●’●●

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・・
　硫酸イオン（SO4り…

ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）

蒸葦ξ列訂葭　 約吐，，22グラム（1キログラムllり

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

（，，0016　　　0，⑪409　　　0，0409

〔D，O〔｝94　　　｛D，4087　　　〔㌧4（）87

〔㌧034しD　　　O，8485　　　1，697

（，μ｝98　〔D，4〔，3〔1　〔｝，80α，

〔D，〔X｝17　　　〔㌧0304　　　0，0G（　8

・　　妨〔川76

：8；懸

3，〔｝13

〔，，2143　　　〔㌧2143

0，〔〕656　0，1312

2，668　　2，66S

∫［酸（メタXII2Sio：ゆ　・　…

0，2332　　　4，679　　　38（D14

〔，，〔｝G12　　　0，7815

遊離炭酸（CO2）　・・

票　　質

。　　　●　　　O　　　o

O，2944　　　5，461

書，482　33，6S

1176　　　39314

本泉は輩純炭酸泉に秘す

懸醸（鶉鶴砦響密器1羨繍角継）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
．クロールカリウム（KCD　・・・・…　　0，0030δ1

クロールナトリウム（NaCD・・…　　。0，01014
耐」酸ナトリウム（Na2SO｛）・・。・…　　0，（K｝9：317

1Eかこ酸ナトリウム（NallCO：B♪　・・…　　〔レ，OOδ748

重幽門1カルチウム〔G9（IICq；）2〕・…　　0，1375

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：1）＝〕　・・O，05897

至P二万こ酸妻1巨酸fヒ51t〔Fe（1IC（》3｝2〕　・　・　…　　　　〔，，0〔｝5448

珪酸（メタ）（II2SiOl監）・一・・・…　　〔1，0612

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2944

逝1離炭酸（CO2）　・・・・・・…　　　9・1，482u

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工776

一142一



所　在　地

’試験年月

性　　．欺

白 玉 鑛

滋賀縣大津市白玉町6番地

大正14年5月（大阪）

泉

殆と無色にして臭氣なく反癒はフェノー1レフタレンに封して弱酸性なるも煮沸す

れはアルカリ性に攣す
上ヒ　　　　』宝　　　　0，99965　（160）

イオン表（本甲水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオ’ン

　カリウムイオン（Kつ．・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NII｛’）。

　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（M9’つ　・
　フェロイオン（Fe’つ・・・…

　マンガンイオン（Mぼつ…

フ昌才ン．

　クロールイオンrCl’）　・…
　硫酸イオン（SO｛”）　r・…
　！もドロ芳こ酸イオン（HCO：｝つ・・

引渡残濯丘　約．0，47グラムαキログラム中）

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，02112　　　0，5400　　　0，5400

0，05082　　　2，209　　　　2，209

0，0023：3　　　0，129（　　　　0，1290

0，04309　　　1，075　　　　2，151

0，001192　0，（｝190　　0，0980
0ρ210　　　　0β77（，　　　0，7530

0，002751　0，0501　0，1001

5，980

0，08491　　2β94　　　　2β94

0，02135　　0，2222　　　0，4445

0」917　　　3，142　　　3，142

　　　　　　　　　　　　　　　0，4403　　10，187　　　　5，981

葦鉦酸（メタ）（II2SlO3）　・　・，・　・　　0，02922　　0，3731

　　　　　　　　　　　　　　　0，4695　　　10，56

遊離炭酸（σ02）…　　一・・　0，08417　ユ，913

　　　　　　　　　　　　　　　0，5537　　12，47

　　　泉　．質　　　本泉は媛酸鐵泉に属す

塵類表（甥鯵雑誌磐帝王昂翻

クロールカリウム（KCI）　…　　99・

クロールナトリウム（NaCD・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　「・．．

クロールアムモニゥム（NH4Gl》　…

重炭酸カルチウム〔CaてHGO3）＝〕…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・

並炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕…　　．

重炭酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3）＝〕・

離酸（メタ）（H2SioΩ・・・・・…

遊離炭酸（CO2）　・一・・・・…

　グラム
・』 O，04027

・0，1009

・　0，03157

・　0，0032δ0

・0，006910

・0，1743

・　0，007174

・0，06700

・0，008860

・0ρ2922

　0，4695

・　0，08417

　0，5537

比

所　左　地

回瞼年刀
性　　　歌

　重

白 玉 鑛

滋賀縣大津市白玉町35番地

大正14年9月（大阪）

泉

微に潤濁し僅に淡褐色の沈津を具有し弱酸性反態を呈す
1，00047　（150）

イオン表（李磐字義券蕨骸騒金有）

カチオン

　カリウムイオン（K。）・・’。
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　アムモニウムイオン（NII40）・
　カルチゥムイオン（Ca’．）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　。
　フェロイオン（Fe鴨）・・…

ア昌オン’

　クロールイオ・ン（Clつ。…
　硫酸イ牙ン（SO4”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO’Ω・

グラム

0，0222

0，03S9

0，0005

0，0301

0，0081

0ρ139

モリモル

0，5678
1，691

0，0277
〔｝，7512

〔［，3331

0，2489

蒸獲残流　約0，27グラム（1キ・グラム「P）

ミリヴアル

0，5678

1，691

0，0277

1，502

0，6662

0，4978

4，953

0，0626　　　1，768　　　　1，768

0，0235　　　0，2448　　　0，4996

0，1644　　　2，695　　　　2，695

　　　　　　　　　　　　　　　0β642　　　8，328　　　　4，9530

珪酸（メタ）（II2Sio3）　。　…　　　　　　0，0195　　　0，2490

0，3837　　　8，577

0，0583　　　1，三｝茎巨＿

盤類表（本義水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クローノレカリウム（1｛ICI）　・…　　。

クロールナトリウム（聾aCl）・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・g…

並黒炭ナトリウム（｝ζallCO3）　…

クロールアムモニウム（NH4CD　・・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・。

軍淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

重炭酸亜酸｛ヒ舅曳〔Fe（IIGO3）＝〕　…

王霞継（メタ）（II2Sio3）　・。・・…

　　　グラム

・・@0，0423
・　・　　0，0686

・　・　　　0，0348

・・@0，0022
・・ @0，⑪014
・　・　　0，1218

・　・　　0，0487

・・ @0，0444
・・ @0，01芝，δ

遊離炭酸（C娩）　・・・・・・・…

　　0，3837

・　0，0583

遊離炭酸（CO2）・・・…

0，4420

0，4420　　　9，902

泉　　質 本泉は炭酸鐵泉に属す

一ユ43一



所　左　地

’試瞼年刀
｛’1三　　欺

比　　重

放射能

川 口 鑛

滋賀縣大津市川口町9番地

大正14年12月（大阪）

泉

無色にして殆と中性の反磨を微す多も之を煮沸すれは淘濁を呈して弱アルカリ性

　　　に墾す
0，9994　　（150）　　　　　　　　蒸互葦残言査i

O，92x10’nキュリー，（0，23マッ＿），

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムィォン（Na●）　・・
　アムモニウムイオン（NII｛’）・

　カルチウムイ才ン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Feつ　…　　　。・

　マンガノイオン（MIゴつ　…

アニオン
　‘liぬ駿イオン（NOゴ）　・・…

　クロールイオン（Cr）・…
　硫酸イオン（SO｛り。・。。・
　ヒドロが之酸イオン（IICOゴ）　・

表（鷲獄丁躍絃騒倉イり
　グラム　　　ξリモル　　ヒリヴアル

0，004427　0，1132　　　0，1132

0，01276　　〔｝75548　　　025548

0，001640　0，0910　　　0，0910

0，01029　　0，2δ6S　　　O，513乏三

〇，004171　0，1715　　　0，3430

0，04134　　0，7402　　　1，480

0，001δ8δ　　〔㌧02S8　　　〔㌧0δ77

　　　　　　　　　3，154
0，006262　0，1010　　　0，101（レ

0，0369S　　1，0一蓋3　　　　1，0r蔓3

0，0002470，0027　〔1，0（1δ1

0，122：3　　2，005　　2，α）5

0，2120　5，10S　　3，154

0，03818　　（，ダ1876

　約0，23グラム（1キログラムr11）

…大正14年11刀試蒙

珂…酸（メタ）（II＝Sio3）・…

遊離炭酸（CO＝）

泉　　質

　　　　　　　0，2SO2　　　5，596

…　　　　　●　・　・　　　　0，04820　　1，095

　　　　　0，3284　　　6，691

本泉は炭酸鐡泉に属す

塵類表（妻雛騰霧器隷噂話翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
硝’酸カリウム（KNO：D　　・・・・・…　　　0，01021

クローノレカリウム（KC1）　・・・・…　　0，00091〔，

クロールナトリウム（XaCI）・。・…　　0，03243

クロールアムモニウム（NII4Cl）・…　　0，004869

クロールカルチウム（CaC12）・・・…　　0，02137

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…　　0，000350

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…　　0，01001

：重が葛酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…　　0，02510

重かこ百麦！＝匡酸fヒ劇曳〔Fe（】1CO3）2〕　・　・　…　　　　0，1317

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の重三酸亜酸化マンガン〔Mll（HCO3）2〕・・0，0〔♪δ10霊

∫h酸（メタ）（II2Sio：D　・・。・・・…　　 0，03818

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，2802

遊離炭酸（CO＝）　・・一・…　　一・O，01820

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3284

比

所　在　地

山駁年月
性　　　欺
　〕1「己　　　1，（）0（）72　（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン‘Na’）　・・
　カルチウムイオン〔α1”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）　・
　フェロイ矛ン（IJe”｝・●●●●

苗　鹿　鑛　泉
滋賀縣滋賀郡雄琴村大字苗鹿三四谷1066番地のl11

大正12年6月（穴阪）
無色澄明にして微に臭氣を帯ひ昧はfll重落にして少し酸く微弱なる酸性反鷹を暴す

表｛二部赫蕨絵劣寵有）

　グラム　　　竃リモル

0，（，2095　　0，5359

0，5548　　24，12

0，06δ〔，2　　1，623

0，01433　　0，5891

0，0027850，（｝199

蒸獲理渣　　約　1，78クラム（1キログラム中）

こりヴアル

リ，5359

24，12

3，24δ

1，178

0，塑
29718

アニオン

醗濃繊1、i。1、：ili書軸i灘・1欝

　　　　　　　　　　　　　　　　2，0718　　56，05　　　　29，18

珪霞（メタXII2Si（，ll）・・一　　〇，07921　1，012

　　　　　　　　　　　　　　　　2，151　　　57，06
　遊拷1；1拶こ自髪（C（♪g）　　・　・　・　…　　　　　　0，2718　　　6，178

　　　　　　　　　　　　　　　　2，4228　　63，24

　其　他　　r畑ヒ水素及有縫物各かこ跡

　　　　泉　質　　本泉は食藍含有アルカリ泉に局す

寒梅表（委猫欝手加州霜欝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・。・…　　0，03995

クロールナトリウム（NaC1）。・・…　　0，8（過2

硫酸ナトリウム（丼a2SO4）・・・・…　　0，006267

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…　　　0，8634

：重遮断カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…　　022630

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…　　0，0S620

〕貢炭酸弔星酸化戯〔Fe（HCO3）2〕　・。…　　　0，QO8871

∫1…酸（メタ）（II・Sio3）・・・・・・…　0，07921

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，1511
遊拷臣炭酸（CO＝）　　・　・　。　r　…　　　　。　。　・　。　0，2718

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，4229

＿144一



所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

里
」誉b、

二 二 泉
滋賀縣栗太郡下田上村大孚黒津市307番の3・

昭和2年2月（大阪）

殆と無色澄明にして微弱酸性反癒を微するも之を煮沸すれは褐色の沈準を折川し

て弱アルカリ性に憂す
上ヒ　　　　重　　　　・1，0〔｝00　（150）

イオン表（李磐獣赦弊履錫垢金有）

カチオ’ン　　　　．　，、

　カリウムイオン（Kり。●’
　ナ1・リウムィォン（Na●）　・

　カルチウムイオ．ン（Caつ　・
　マグネシウムイオン（Mg’つ
　フェロイオン（Fe”）曹’㌘　’

アニオン
　クロールイオン（CP）・…
　硫酸イオン（SO．婁”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICOIつ・

蒸聚残潅　 0，092グラム（1キログラムrt1）

グラム　　　　ミリモル　　竜リヴアル

O，0029　　　0，0736　　　0，0736

0，0087　　　0，378〔，　　　0，378（1

｛｝，〔｝（略5　　　0，1612　　　〔㌧3225

1［，（1013　　　（り，0548　　　0，1〔［96

0，0115　　　0，2し｝51　　　〔，，41〔｝2

1，2939

0，〔｝160　　　〔｝，4521　　　0，4521

0，003壬　　　O，0349　　　〔㌧0698

0，0471　　　〔レ，772し，　　　（D，772し｝

O，0974　　　2，1317　　　1，2939

0，0145　　　0，2129

盤類表（魏鶴欝轄最議編書勤

封…酸（メタ）（II2S103）　・　…

逝1離炭酸ω02）

　　　　　　　0，1119　　　2，3446

畢　・　・　…　　　　　　0，0080　　　0，181S

　　　　　0，1199　　　2，526

本泉は炭酸鐵泉に属す

クロールカリウム（KCI）　・・…　　。・

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重淡酸カルチウム〔Ca（HCO：；）2〕・・．．

重炭酸マグネシウム〔Ng（IICO：；）2〕…

ゴヒガと酸亜酸化鉗駈Fe（IICOI｝）2〕　・・…

∫駿酸（メタ）（II2Sio：玉）　・　・ゼ・。・…

　　　　　　　　　　　　　　‘
遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

グラム

。，〔〕055

0，0221

（［，〔［（ト掲

t｝，0205

0μ）80

0，0365

0，0145

0，11工9

0，008（，

｛㌧1199．

泉　　質

比

所　在　地

試騎年刀
性　　　欺

常 盤 鑛 泉
滋賀縣栗太郡常盤村大字下物字烏丸1092番の17番地
昭禾【12奪三3月　（二天こ阪｝

微に渦濁し僅かに淡褐色の沈漂を具有し中性反癒を皐す．

1，00036　（150）

イオン表門熱券鼠絵蹴イリ
カチオン
　カリウムイオン（1く：つ・・6。
　ナトリウムィォン（Na●）　・・
　アムモニウムイオ・ン（NH｛り・
　カルチウムィォン（Ca50）　．．
　マグネシウムイオン（3∫g’つ　・

　フェロイオンrFe’つ・・…
　アルミニウムイオン（A1”の）　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ燐酸イオン仕IPOノ）・
　ヒドロ炭酸イオンIIICO3’）’。

グラム

0，0025

0，0126

0，0118

0，0089

0，0027
0，0218
0，〔X）52

ξリモル

0，0639

0，5478

0，6541

0，2221

0，1110

0，3904

0，1919

蒸聚残渣　　O，1699

ミリヴアル

0，0639

0，5478

0，6541

0，4442
072220

0，7808

0，5756

3，288

0，0018　　　0，0508　　　0，0508

0，0030　　　0，0312　　　0，0625

0，0014　　　0，0146　　　0，0292

q，1919　　　3，146　　　　3，16壬

0，2636　　　5，424　　　　3，289

0，0585　　　0，7470

（1キログラム中）

塵類表（魏鶴巷翻霧融走属昂静

∫巨酸（メタ）（｝12si（）：ゆ。・。・

　　　　　　　0，3221　　　6，171

・　・　・　…　　　　　　　0，5270層　11，98

重ガξ酸カリウム（KHCOIの…　　　。

重炭酸ナトリウム（NallCO3）　・・

クロールアムモニウム（NH4Cl）・

軍炭酸アムモニウム（NILIICOI｝）

：重単蹄カルチウム〔Ca（HCQ呈）2〕・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕

重苦と酸亜酸化針臭〔Fe（IICO3）2〕　。。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：玉〕・・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕・

：重炭酸アルミニウム〔Al（HCOII）2〕

珪酸（メタ）（II2Sio3）　。　…　　　　。　・

遊離炭酸（CO2）

　　　　グラム
…　　　　　　0，0⑪64

…　　　0，0460

…　　　　　　〔｝，0027

・一
@　〇，0478

…　　　　　　0，0360

…　　　070162
謄　・　・　　　0，0694

…　　　0，0036

…　　　0，0017

・一
@　〇，0339

…　　　　　　　070585

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　0，3222
．　．　．　．　．　・　。　・　…　　　　　　0，5270

　　　　　　　　　　　　0，8492

．o

0，8491　18，15

泉　　質 本泉は炭酸鐵泉に平す

＿145＿



比

所　．在　地

試験年刀
性　　　歌

御 園 鑛
滋賀縣栗太郡金勝村大字御園釜岡

大正9年7月（大阪）

17006　（150）

泉

殆と無色澄り1にして淡禍色の沈滑二を右し銭氣と歌鮒i三酸味あり1殺躬酸性反癒を塁す

　　　　　　蒸獲飛流　　約　4，90グラム（1リートル中）

イオン劃奮高段蕪表蹴有す）
カチ才ン
　フ1く素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（1く。）・6。・
　ナトリウムィォン（Na●）　．．
　カルチウムイオン（Ca●’）　。。

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe’り’・・●’
　フェリイオン（Fe叩）・・…

　マンガノイオンOln”）…
．アルミニウムイオン（A1’つ　・

　グラム　　　こりモル　　ξリヴアル

0，000504　　0，50（hO　　　　O，5000

〔㌧01745　　　0，4462　　　　0，4462

0，03218　　　1，399　　　　　1，399

〔，，2G38　　　　6，584　　　　13，17

0，2093　　　　8，605　　　　17，21

0，0503　　　　0，gooO　　　　l，800

0，1039　　　　1，861　　　　　5，583

〔｝，OG734　　　1，226　　　　2，452

0，2422　　　　8，937　　　　26，81

69，37

アニオン　　　　’
　ヒドロ硫酸イオン（IISO｛’）　・　O，0485　　0，500〔〕　　O，5〔XX、

　薪ま酸イオン（SO♂）　…　　　。・　3，308　　34，44　　　68，87

　　　　　　　　　　　　　　4，3，隻3　　　　65，4〔，　　　　69，37

∫t酸（メタ）（II28io：；｝・…　　　O，107〔，　　1，367

　　　　　　　　　　　　　　4，45tD　　　　66，77

其他　クロール及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

油類表（面恥欝両両1羅一掃粋

な含酸カリウム（K2SO4）　・…　　　．．．．

硫酸ナトリウム（N壇SOδ…　　．．．．

硫酸カルチウム（Ca904）　…　　．．．。

硫酸マグネシウム（MgSO垂）　・…　　．。・

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・…　　　．．．．
耐己緊々イヒ重蚊〔Fe（SO4）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸亜酸化マンガン〔Mn〔SOI）：〕・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂：の・．．．．

逝蜻！｛：硫酸（II2SO4）　　・　。　・　・　。　・　・　…

｝硅酸（メタ♪（II2Sio＝二）　・　…　　　　噂　・　…

グラム

（1，0389

（㌧0994

‘㌧8964

1，03G

〔㌧137‘1

｛1，3721

〔㌧！851

1，53〔1

〔レ，（ト丑9〔」

〔1，1（17｛1

4，451

泉 質　　本泉は明響心血泉に局す

所　在．地

試瞼年月
性　　　昇是

須賀谷鑛泉
滋賀縣束淺井郡田根村大字須賀谷55番地

大iE　12年12月（大阪）

殆と無色澄朋にして牧欽性の味を右しフェノールフタレインに勤し酸性の反鷹

を徴す

1ヒ　　　　ェ巨　　　　〔㌧99916　（150）

イオン表（二二変量雰長黒身麦鶉倉イ∫）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・。・
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　カルチウムイオン（C竃ビつ　・・
　マグネシウムイオン（Mq”）・
　フェロイオン（Fe●り・・…
　マンガノイオン（Miドつ…

アニオン

　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオン（SOlり・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

　グラム

（㌧001277

〔DμUO99
0，0（．，5026

〔｝，uo58δ7

0，02231
0，〔X）1545

0，00δ337

0，007165

0，09145

ミリモル

0，0327

0，1782

0．1254

0，2408
〔1，3995

｛｝，0281

蒸菱ミ斎建f蓬　　 劇」　〔｝，13グラム（1キログラムllり

ミリヴアル

O，0327
〔，，1782

〔1，2509

0，4816
0，799〔D

O，0563

1，7987

〔｝，1505　　　　0，1505

0，0746　　　　0，1492

1，499　　　　　19499

0，1441　　　　2，729

0，009121　　0，1165

1，7987

．盛類表（変襟雰巷讐手磐轟韻暴晶鋤

封毛酸（メタ）（II2Sio：ゆ．．。．

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　0，1652　　　　2，8r韮5

・　・　・　…　　　　　0，02636　　　0，5991

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…　　0，00243｛1

クロールナトリウム（NaCD・・・…　　07006S89
硫酸ナトリウム（Na2SO」）・・・・…　　0，〔K14288

硫酸カルチウム（CaSO｛）・・・・…　　〔｝，0〔｝6045

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO：二）2〕・…　　O，01313

重炭酸マグネシウム〔M9（IICOI二）＝〕　・・Oρ3524
重かと酸塩酸fヒ重」黛〔Fe（｝ICO：P2〕　・　…　　　　。　〔｝，071（16

重炭酸月巨酸化マンガン〔Mn（IICO3）2〕　・u，（）｛14977

珪酸（メタ）（｝12Sio：；）　…　　　　。　。　・　…　　　　0，009121

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1532

遊離炭酸（CO2）・・・…　　一…　　〔㌧02636

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唄796

0，1796 3，444

P

泉　　質 亦泉は炭酸鐵泉に隠す

一14G＿



　　所　乖地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　45。

比　　重

鐘 釣 温
富山縣下新川郡内山村黒部奥山

大正11年11月（東京）

泉

無色澄明にして異臭味なく微弱アルカリ性反慮を呈す

1，QOO3　（15Q） 蒸獲残渣　　0，2166グラム（1キログラム中）

イオン表（李讐糞義券笈巽孟表劣照日）

カチオン

　カリウムイオン（Kり・…

　ナトリウムイオン（Na●）　・・

　カルチウムイオン（Ca●’，　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

　フェロイオン（Feつ・・…

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO4り　・…　　　。

　ヒドロガと酸イオン（IICO3’）　・

グラム　　　iリモル　　ミリヴァル

0，0027　0，0691　0，0691

0，0420　1β261　1，8261

0，0149　　　0，3718　　　0，7436

（㌧0006　　　0，0247　　　0，0494

0，0003　　　0，0054　　　0，0108

2，6990

0，0376　　　1，0603　　　1，0603

0，0156　　　0，1624　　　0，3248

0，0802、　　1，3139　　　1，3139

　　　　　　　　　　　　　　0，1939　　　4，8337　　　2，6990

月…酸（メタ）（H2Sio：二）　…　　　　。　　　O，0ハ，9　　　1，0202

　　　　　　　　　　　　　　0，2738　　　5，8「39

共　他　　アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン並遊離炭酸各痕

　　　　　跡

縣表囎醗糠器最赫融宇）
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・…　　．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・…　　．

：重炭酸ナトリウム（NaHGO3）・・…

＝重かと弊習ルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCOI涜〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO13）2〕∵．．．
珪酸（メ　タ）（H2SiO3｝　…　　　．・　・　・　…

泉　　質 言泉は輩純温泉に点す

小 川

富山懸下新川郡山蒔村

大1E251三9月（東京｝

温

グラム

0，0051

0，0580

0，0231

0，0427

0，0603

0，0036

0，0010

0，0799

泉（第1號）

魯

0，2737

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　50Q

比　　重

放射能

1，0012　（15Q）

0，43マツへ，…大正2年7月心臓

無色澄明にして戯味を有し徴弱アルカリ性反鷹を呈す

　　　　　　湧置1量　　 糸勺2340ヘクトリ＿トル（24日寺横1）

　　　　　　蒸獲残油i』　1，1345グラム（1キログラム中）

イオン表＊ i本色水1キログラム中に合有する各成分及其副次の如し）

カチオン　　　　　　　　グラム　　ζリモル　ミリヴアル
　カリウムイオン（］K●）・…　　0，01315　0，33589　0，33δ89
　ナトリウムィォン（Na’）　・・　0，35657　15，46941　竃5，46941

　カルチウムイオン（Ca’●、　・・0，04503　1，12294　2，24588
　マグネシウムイオン（Mg”）・　0，00365　0，149S4　0，29968

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18，3δ086
アニオン
　クロールイオン（Cr）・・。・　o，40371　11，38815　11，388霊5
　硫酸イオン（SO｛”）・・…　　0，03374　0，35124　0，70248
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・0，38192　6，26023　6，26023
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　1，23777　　35，07770　　18，35086

　瑚酸（メタ）（IIBO2）　・…　　　0，02870　0，65364
　工k酸（メタ）iII2SiO3）　…　　　　。　0，09348　　1，19363

　　　　　　　　　　　　　　　1，35995　　36，92497

　遊離炭酸（CO2）一・…　　0，04075　0，92614
　　　　　　　　　　　　　　　1，40070　　37，8δ111

　其他　　フェロ，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕
　　　　　　跡

　　　　泉　　質　　本締は弱食璽泉に腸す

盤類表（妻灘購欝聡融走薦霜欝）

クロールカリウム（］KCI）　・・。・。・・

クロールナトリウム（NaCl）・・…　　　．

硫酸ナトリウム（Ha2SO4）・・・…　　．

：重；炭酸ナトリウム（HaHCO3）　・…　　．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・．．

墨刑（メタXHBO2）　・．．．．．．．．
珪酸（メタ）（H2Sio3）　。　。　・　。　・　・　。　・　・

遊離炭酸（CO2）

り

グラム

0，0251

06466
，

0，0499

0β123

0，1821

0，0219

0，0287

0，0935

　　　　　　　　　　　1，3601
．　．　．　。　。　．　・　・　…　　　　　　0，0408

1，4009

一147一



　　所左地
　　試瞼年刀
　　性　　　歌

源泉温度1　490

比　　重

放射能

1，α）12　（15Q）

2，46マツへ，＿大正2』1・7／1灘

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ●●’●

　ナトリウムイオン（Nパ）　・’

　カルチウムイオン（Ca”）　●●

　マグネシウムイオン（Mg’つ。

小　　川　　温　　1泉　（第2號）

富1．h縣下新川郡山崎村

大正2年9刀（東京）
無色澄明にして戯昧を右し微溺アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　　湧幽覚　約2340ヘク日＿D・・（24時問）
　　　　　　　蒸渡残渥ξ　　1，0940グラム（1キログラムli」）

表＊（李勲一儲骸劣魏有）

アニオン

　クロールイオン（C1つ。…

　硫酸イオン（SO4り　・・…

　ヒ．ドロかこ酸イオン（11CO3’）　・

　グラム　　　産リモル　　　ミリヴアル

0，01341　　〔｝，342δ3　　0β4253

0，33115　　14，36659　　14．36659

0，05004　　　1，24788　　　2，r19576

0，00365　　　0，14984　　　0，2996S

17，50456

Oβ7177　　10ジ18717　　10748117

0，0349S　　　O，36415　　　0，72830

0，3S369　　　6，28909　　　6，289曼．〕9

　　　　　　　　　　　　　　　1，18S69　　33，24725　　17，50456

御1．_（メタ）（正IBO2）　・・。・　O，02S70　 0，65364

∫1≧酸（メタ）（II2SiO3）　・　…　　　　　O，〔｝S31．19　　1，06095

　　　　　　　　　　　　　　　1，3UO遵S　　34，96184

共他　遊離炭酸微量，フェロ，アルミニウム及ヒドロ燐酸

　　　　　イオン各痕助1

　　　泉　　質　　本泉は弱食堅泉に厨す
　　　　　　　・

盤類表嘆雛雰巷黙聡藷註義繍審恥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1，　・・…　　。・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…
硫．_ナトリウム（Na2SO4）・。。・…

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・・…
重炭酸カルチウム〔C：し（IICO：玉）2〕・…

重舛き酸マグネシウム〔Mg（IICO：～）2〕・・。

磁1酸（メタX｝．IBO2）　・．。。．．．．，

月と酸（メタ）（1王2Sio3）　・。・・。。…

〔．［，0256

0，5935

疋），0518

t㌧2937

0，2023

0，｛．j219

0，02S7

0，！塑3ユ

1，3UOδ

　　　　　　　　　　オ1、　　力1　　沼孟　　タ｝ξ　（第3號）

　　所　Yl三　地　　富山縣’ド新111郡山崎村

　　試瞼年月　大正2年9月（束京）
　　性　　　歌　　無色澄ゆ」にして敲味をイ∫し微溺アルカリ｛II三反慮を呈す

源泉温度　59，50　　　　　湧llB、㌃　約23獅ヘクド，＿ト…（24時間）
上ヒ　　：重　　1，‘｝012（16Q）　　　蒸獲残1’乏　　1，2220グラム（1キログラムq9）

放射能　叱、β4マツ＿，＿職2年7，1澱

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Nパ）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（】㌔lgO’）　・

表＊?J券薮絃蹴イリ
　グラム

0，り1δ6｛

0，37125

0，0δ611

0μ路27

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…　　　0，42191

　硫酸イオン（SO4り　。・…　　　O，0｛197

　ヒドロガζ酸イオン（IICOゴ）　・　〔，，4197叱｝

　iリモ，レ

t㌧39949

16，10629

1，39925

喧｝，17629

ミリヴアル

｛㌧39949

16，10629

2，79Sδ0

0，3δOδS

19，6δ486

11，9〔〕155　　11，90155

0ジ1：3691　　　0，87382

6，87949　　　6，87949

監醸（甥1朧蓉密磐瀦磁躊晶翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　　　　　　　　　　　　　　1，33〔，S5

瑚酸（メタ）（HBO2）・…　　し，，u2s7〔｝

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　　O．11k民1

37，29827　　19，65486

0，G53G4

1，41734

　　　　　　　　　　　　　　　1，470δ5　　39，36925

其他　フェロ，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕跡
　　　　　並遊離炭酸微量

　　　泉質　本泉は弱食堕泉に属す
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一14S＿

クロールカリウムでKCI）　・”●●。’　〔レ，ぐ｝298

クロールナトリウム（NaCD・・・…　　　（1，6729

硫．酸ナトリウム（ぎa2SO4）・・・・…　　　史），0621

1重炭酸ナトリウム（NallCO：｝）　・・…　　　0，3136

重炭酸カルチウム〔Ca（11COI｝）＝〕・…　　　O，22US

重炭．酸マグネシウム〔：～lg（IICO：」の…　　　　｛1，（1257

剛酸（メタXHBO2）・・・・・・…　　卿2S7
王li酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…　　　　　｛1，11RD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I，47u6



　　所　左地
　　試瞼年月
　　性　　　歌
1原泉温度　　　　50，5Q

比　　重

放射能

小 川 温 泉（第4號）

富山縣下新川郡山崎村

大正2年9月（東京）
無色澄明にして戯昧を有し微弱アルカリ性反慮を某す

　　　　　　　　　　湧μ1孟ヒ　　糸勺　2340ヘクトリートル（241…尉瑚）

1，0012（15Q）　　　山詞残涜　　1，0834グラム（1キログラム1｝」）

1，11マツへ，＿大正2年7二言職

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイ．オン（K．つ・。。・

　ナトリウムイオン（｝ζaつ　・’

　カ1レチウムイオン（Cパ’）　・・

　マグネ．シウムイオン（Mg’つ　・

表＊ i李両脚券蹟画題座右／

アニオン
　クロールイオン（Cr）・…

　硫．酸イオン（Sαり・・…

　ヒドロが匂酸イオン（HCO3’）　・

　グラム　　　ミリモ〃　　ミリヴアル

O，01322　　10，33768　　　0，33768

0，32224　　13，98004　　13，98004・

｛，，〔め218　　　1，3｛｝12δ　　　2，60250

0，00409　　　0，16790　　　0，33580

17，2δ602

0，37147　　10，47870　　10，47870

0，04197　　　0，43691　　0，87382

0，36016　　5，90350　　5，9035〔D

　　　　　　　　　　　　　　1，16533　　32，60598　　17，25602

棚酸（メタ）（HBO2）　・…　　　O，02870　 0，65364

乏皇酸（メタ）（112SiO3）・…　　　0，09348　．1，19362

　　　　　　　　　　　　　　1，28751　　34，45324

共他　　フェロ，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン各痕跡虹

　　　　　逝i離丁丁微量

　　　泉　　質　　　本泉は弱食騒泉に冠す

盛類表（妻猫装蓉鶴紬1義繍醐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリ．ウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…
重淡．酸ナトリウム（｝転HCO：｝）　・・…

重炭酸カルチウム〔G疵HCO3）の・…
重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：～）2〕…

朝州（メタ）（11BOΩ　・・・・・・…
耳…．_（メタ）（112Sio：；）　…　　　　。　。　…　　　　。

〔，，0252

05933
，

0，0621

0，2493

1），211｛，　　．

0，024（1

0，0287

0，0935

1，2877

　　所　在地
　　試図年月
　　性　　　欺
源泉温度　　（又）。

比　　．並

放射能

小 川
需山縣下新川郡ljl崎村

大正25F　9月－（東京）

温 泉（第5號）

無色澄明にして戯味を有し微弱アルカリ性反慮を某す

　　　　　　　　　　湧幽最
1，0012（15Q）　　　蒸甲州涜

2，71マッへ，…氏正2年7月試験

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオ、ン（Kつ・・’●

　ナトリウムィォン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ctしつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg’。）　・

表＊i李鷺赫躍絵翫倉有）

アニオン
　クローノレイオン（Glつ・…

　硫酸イオン（SOノ）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　グラム　．　　ミリモル　　ミリヴアル

0，013138　　〔｝，34176　　0，34176

0，35482　　15，39：349　　15，39349

0，05147　　1，28354　　2，5G708

0，003615　　　0，14984　＿g2担麩96多

　　　　　　　　　1860201
　　　　　　　　　　’

O，40し｝δδ　　11，299u1　　1ち29901

0，0358し〕　　0，37268　　〔｝，74536

．0，40007　　　6，55764　　　6，5576，主

　　　　　　　　　　　　　　1，25974　　35，39796　　18，60201

醐酸（メタXIIBO2）　・・。・　0，02870　　0，65364

琉酸（メタ）（H2SiO3）・…　　0，08556　1，09250

　　　　　　　　　　　　　　　1，37400　37，14410

共　他　　フェロ，アルミ昌ウム及ヒドロ燐酸イオン各・痕跡虹

　　　　　遊離炭酸微量

　　　泉質　本泉は三食璽泉に腸す

糸勺　2340ヘクトリートル（24時問）

1，1420グラム（1キログラムr11）

騒表（甥麟籍砦甥隷蕨昂紬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（］K：Cl）　・・・・…　　　　0，｛，2δ5

クロールナトリウム（丼aCD・・・…　　　026410

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・・・…　　　0，0530

重炭酸ナトリウム（NalICO3）・．・…　　　0，31〔｝3

重淡墨カルチウム〔Ca（HCOの2〕・…　　　〔｝，2081

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）9…　　　0，0219

瑚酸（〃）（HBO2）・・・・・・・…　　0，0287
11…酸（　メ　 タ　）（王12Sio3）　　　．　　。　　●　　9　㌧。　　●　　。　　．　　g　　　　o，（）85〔｝

1，3741

＿149＿
「



　　所　在　地

　　試瞼年刀
　　｛．’i三　　　肌

源泉温度　　570

比　　重

放射能

小 川

富山縣下新川郡山崎村

大正2年9刀（東京）

温 泉 （第6・號）

無色澄明にして献味を右し微弱アルカリfL反慮を呈す

　　　　　　　　　　湧出量　約2310ヘク日＿匝（21隠鋼）
1，0〔，12（15Q）　　　蒸翼残渣　 1，1820グラム（1キログラムrll）

2，61マツへ，＿ノ証2年7月誤猴

イオン表＊1李響赫諸流騰轡／
　カチオン　　　　　　　　　　　グラ・・　　ミリモル　ミリヴア，し

　　カリウ∴イオン（K●）　。…　　　0，01435　0，36654　0，36t154
　　　ナ1・リ1ンムイオン（Na’）　・・　1，，36355　15，77223 15，11223

　　　ヵルチウムイオン（Ca”）　・・　〔｝，i）δ43：玉　1，354S6　2，70972

　　マグネシウムイオン（Ng”）　・　O，｛｝0381　0，15〔只0－1塾3128Q

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，16129

　アニオン
　　　クロールイオン（Cr，・…　　虻〕，409糾11，56107　11，56107
　　硫酸イオン（SO霊”）・・…　　⑪，03744　0，3S976　0，77952
　　　ヒドロガξ硫イオン（IICO3’）　。　O，41612　6，820丁0　6，82070

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，29944　　36，42156　　19，16129

　　硝酸（〃）（HBO2）・…　0，02870　0，（応364
　　∫i…酸（メタ）（112Sio：ゆ　・　。　・　・＿ρ，g9400　　　1．20027、

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，42214　　38，27547
　　遊；彗｛Lかと酸（CO＝）　　・　。　・　。　。　・＿g」01389　　　0芝3156墨

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，43603　　38，59115

　　其　他　　フェロ，アルミニウ及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　　泉　　質　　　本泉は弱食管泉に属す

盤類表壌雛冠詞禁器同職畜融牢）

クロールカリウム（KCI）　。・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム0ζa2SOI）・・．．．。．

重かと酸ナトリウム（NaHCO：‘）　・・…

蹴炭酸カルチウム〔Ca（HCO：ち）2〕・…

並炭酸マグネシウム〔Mg‘llCO：B）2〕…

砂1酸（メタ）（II】302）　・・9・…　　　。・

王i…酸（メタ）（II2SiO3）　・・・・・・…

グラム

｛D（，273
，

〔｝，b649

1［，0554

｛．）3193
り

｛D2197
，

00229
ジ

0，0287

0，0940

遊離炭酸（CO＝）

　　　　　　　　　　　　1，4220

・・・・・・・・… @　　｛1，0139

　　　　　　　　　　　　1，43bl

所　111：　地

試瞼年月
骨上　　　肌

大 谷 鑛 泉
富山縣下新川郡む詮村宇大谷
大1E　2　｛1：　12　　1」　　　（大阪）

無色澄明，味精≧刺｝｝芝仕にして且銭味を帯ひ反慮‘よ弱酸性を徴するも煮沸すれは赤

褐色の物質を析出しアルカリfl三に憂す
」ヒ　　重　　1，〔狛3（1δo）

イオン表新霊一顧鍛臨物
カチオン
　カリウムイオン（Kし）・…
　ナトリウムイオン（Na．）・・
　カルチウムイオン（Cこゴ’）・・
　マグネシウムイオン（Mg冒’1・
　フェロイオン（Feつ　・・…

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SOj’つ・・…
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：監つ・

グラム

0，0〔［6S

り，42い0

〔．｝，0298

11，【｝｛．［58

0，0381

蒸髪残ざ1ま　　　1，8δ0ク・ラム（1リート1レrF）

モリモル

O，1737
1δ，22

0，7325
｛［，23S1

0，6SO3

竃リグアル

0，1737
18，22

1，465
〔｝，4762

1，361

21，70

0，0177　　　0，4993　　　0，4993

0，01，14　　　虻｝，1482　　　0，2964

1，275　　　20，89　　　　20，89

　　　　　　　　　　　　　　　　1，SO7　　　41，58　　　　21，69

珪酸（メタ）α1・SiqP・…　一〔｝，02080，26δσ

　　　　　　　　　　　　　　　　1，828　　　41，85
遊書il！鰯と酸（CO2）　・・・…　　　　　0，1432　　3，255

　　　　　　　　　　　　　　　1，971　4」，11

共他 E錨㍊痛讃及ヒドロ憐酸付・並服

　　　泉質　本泉はアルカリ性炭酸鐵泉に貧す

油類表面両両鎌漸吉鰐次）

クロールカリウム（KCD　・’・’”●

クロールナトリウム（NaCl）。・’6。’

：重酪酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

硫酸カルチウム〔CaSO∂　・・・・…

重炭酸カルチウム〔CaHCO3）2〕　．。．．

重炭酸マグネシウム〔Mg｛HCO3）3〕…

並炭酸璽匡酸化戯〔Fe（11CO3）2〕　…　　　。・

β男酸（メタ）（HBOz）　・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

O，O129

0，0191

1，504

0，02幌

O，0943

0，0348

0，1210

0，0208

　　　　　　　　　　　　1，827
・　。　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　O，1432

1，97〔｝

一150＿



比

所　在　地

試駒年月
性　　　歌

　重

入代鑛泉（冷）・
富山縣氷見郡八代村大字磯邊字不2番山第1第5第7深暦
大11三2勾竃4月　（東京）

褐色澄明にして牧敏性餓味を具へ弱酸性反慮を呈す
1，0067（15。）

イオン表（轄熱雰蕨骸諫言）
カチオン

　カリウムイオン（K●）・・。・

　ナトリウムイオン（Na。）　．．’

　アムモニウムイオン（NII4’）・

　カルチウムィオ．ン‘Ca’●，　・・

　マグネシウムイオン（MgOつ　・

　フェリイ†ン（Fe”つ　 ●欄●●
　アルミニウムイオン（Al●’．）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル．

0，0016　　　0，0411　　　0，0411

0，0106　　　〔」，4603　　　0，4603

0，0016　　0，0879　　　0，0879

0，0426　　　1，0643　　　2，1285

工），1239　　　5，0846　　10，1691

1，1473　　20，4877　　61，4630

0，28〔〕7　　1〔｝，3575　　31，0724

アニオン

　クロ卿ルイォン（Cl’）・…　　　0，0061

　硫酸イオン（SO4”）　・。…　　　　5，0605

105，4223

0，1732　　　0，1732

52，680さ　1053606

　　　　　　　　　　　　　　6，6749　　90，4369　105，5338

珪酸（メタXII2Sio：L）・…　　0，0387　0，4935
6，7136　　g（、，g3｛｝4

盛繊．赴E雰巷三密器羨窪藩箱静

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロー・ルナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・…　　．．

クロhルアムモニウム（NH｛Cl）　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…
硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）13〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂3〕．．．．。

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・・・・・…　．

』L　他　　　ヒドロ燐酸イオン痕跡

泉　　質 本泉は明馨緑響泉に濁す

、

グラム

0，0031

0，0026

0，‘、296

0，‘N）47

0，1448

（16123

4，099〔｝

1，7732

0，03§7

（㍉7081）

比

所　衣地
試瞼年月
性　　　歌

　重

藤 ．邊 轟 音（冷）

富山縣氷見郡八代村大字磯邊字不地箒lll脈

大IE　2年7月（大阪，

淡襯色澄明にして臭氣なく微酸牧敏性の味を具へ酸性反懸を呈す
1，0062　（15Q）

イオン表（砲門麟観血脇物
カチオン

　水素イオン（Hり・・・…

　カリウムイオン（Kっ・…

　ナトリウムイオン（Nガ｝　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Ng．●）・

　フェロイオン（Feつ・・…

　フェリイオン（Fe’n）　●…

　アルミ昌ウムイオン（A】’つ　・

グラム　　　i11モル　　ミワヴアル

0，0（X）3　　　0β075　　　0，3075

0，007　　0，1744　0，1744

0，0482　　　2，097　　　　2，097

0，1543　　　3，852　　　　7，704

〔1，1540　　　6，3030　　　12，61

0，094　　　　1，682　　　3，363

1，280　　　22，89　　　　68，66

0，1350　4，814　　1，444

109，36

アニオン

　ヒドロ硫酸イオン（HSQ4’）・　0，030壬　0，3134　0，3134

　硫酸イナン（SOI”）・・…　　　　5，230　　54，43　　108，9

盛類表（磯麓蓉響聡軸臨ll欝次｝

祠ま酸カリウム（K2SO4）　。。．．．

硫酸ナトリウム（麗a2SO4）　…

硫酸力1レチウム（CaSOO　・…

硫酸マグネシウム（MgSO塾）・・．

硫酸亜酸化蟻（FeSO重）　・・…

硫酸々化鐵〔Fe2（SOD3〕・・．．．

硫酸アルミニウム〔A12（SOρ：｝〕・

遊離硫酸〔II2SO∂　・…　　一

珪酸（メタ）（II29io3）・・9・・

疏酸（メタXII2Sio3）・…

　　　　　　　　　7，133　　　96β3　　　109，2

　　　　　　　　　0，0343　　　0，438

　　　　　　　　　7，167　　　97，27

クロールイオン僅微並ヒドロ燐酸イオン痕跡

質本朝は緑暮泉に署す

　　　　　クラム
　…　　　0，0152
・　…　　　　　　O，1489

　一・　｛｝，5244

　…　　　〔㌧758S

　…　　　o，2554

　・　・　’　　4，57（1

・　…　　　　　　0，8241

・… @　　0，0307

一・・
A⇔碁｝343

　　　　7，168．

共　他

泉

一15】．一



比

所　雀地
試臓年刀
性　　　欺

　重

　　　　イオン

カチオン
　水素イオン（11’）・・・…
　カリウムイオン（K’）・’。●
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Cとビ）　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）　・
　フ，．r．ロイオン（F〔｝’つ・・●・●

　フェリ　イオ．ン（F（」”つ　　・　。　。　’

　アルミニウムイオン（Al●つ・

磯邊鑛泉（冷）
　　●
富山縣氷見郡ぺ代村大字磯部呼：不7．番

大正2年．12月（東京）

禍色澄明にして牧敷性酸味弧く酸性反慮を．呈す
1，「h46三2　（150）

表（弱特赦録遡疑イり
　．グラム

〔｝，〔｝2456

⑪，0〔｝64δ

o，31goδ

O，34136
‘），71（．〕91

0，36380

　重りモル

24，31683
0，1（｝壬76

13，δ416δ

8，53400

ミリヴアル．

24．31683
0，16壬75

　　　　13，δ蓬16」

　　　　17，06SO〔D
29，18350　　5S，36700
0，49643　　12，992と～6

5，39036　　96，25643　2s8，7692｛，

2，69611　99，51181　2gs，53543

　　　　　　　　71・｝，｛．）δδ81

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…　　O，02127　0，60000　0，GOOOO
　ヒド白目こ｝『皇イオン（II90婁’）　・　2，36021　24，31451　2r1，31451

硫酸イオン（SC｝1け，・・。・・33，08211344，39ClO7688，78014
ヒドロ夷毒酸イオン（HPOl”）・　0，01553　　0，16175　　0，3235〔D

　　　　　　　　　　　　　45，3323S　545，51δ30　714，f，1815

∫li酸（メタ）（II．2Si｛一）：ゆ・。・・　〔1，38471　4，90576　・

　　　　　　　　　　　　　45，71709　550，42106

　　　　ゴ
　　　泉　　質　　　本泉は酸性明聖母馨泉に局す

盛類淘甥麟砦糖磐勲芝蔽賄静
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ．フム
クロールカリウ∴（KCI，　・・・・…　　　　〔｝，0123

クロールナトリゥ2；（NaCD・・・…　　　1｝，〔）255

硫酸ナトリウム（Na2SO．1）・．．．．．．　O，g52g

引解カルチゥム‘CaSO裏）　．．．。．．．　1，1傷1

殆酸マグネシウム（NgSC）1）　・・…　　ゴ　：㍉5141

㌶建畏墳i｝裳fヒ鎧（FeSO‘）　　。　・　・　・　・　…　　　　　｛｝，gS78

五尭酸々イヒ5葺〔Fe2（SO4）3〕　。　・　・　・　…　　　　。　19，2582

硫酸アルミニウム〔A12（SO‘）：臼・・…　　　17，｛月74

燐酸アルミニウム〔A】＝（IIPOI）：自…　　。　1），ll185

葺聾喜ll…石荒酸（Ir2S（》1）　　・　●　●　・　・　・　・　…　　　　　　2，3848

∫i宇凌（メタ）（112Si（．）1ゆ　。・・・・・…　　　 1｝，3S47

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45，7173

比

所在地
試瞼年月
性　　　歌

　重

　　　　イオン

カチオン

　水素イオン‘IIつ・・・…
　カリウムイオン（Kつ・。。・
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH．1’｝・
　カルチウムィォン（Ca●り　．．
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　チンクイオン（Z11”）　・…

　フェロイオン（Fe’つ・・…
　フー藍リ．イオン（Fe●’つ　・・●●

　アルミニウムイオン（A1…）・

磯 邊 鑛 泉 （冷）

露11」縣氷見郡八代村大字磯邊地内字北山1433番地
大IE　8年7月　（〕装｝二ξ）

褐色澄明にして牧敏性鍛味を布し酸性反亀1を桑す
1，0σ44（15Q）

表尊禁赫蹟絃＄魏イ∫）

アニオン

　クロールイナン（C1’）・…
　ヒド’ロな三酸イオン｛IIS（一）ド）　。

　硫酸イオン（SOlつ・・…
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO璽’り・

クFラム

1〕，し矯38

〔｝，1．）｛〕34

〔1，17δ4

0，01ω

0，3421
1》，2470

｛｝，OS72

0，4954

4，5Z61

ミ．，モrL

3，SII7
〔｝，1．｝s6s

7，6095
0，δδ31

8，5δ25

10，1396
1，3：34（D

8，8464

こリヴアル

3，8111

0，086S

7，6095

0δ531
　ク
17，1050

20，2792
2，6σS｛｝

17，6928
　　　　81，7161　245，1483
6，2139　23】，5092　694，527（」

　　　　　　　10094820
　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　｛｝，0257　　　〔♪，7250　　　〔，，72δ（h

　　　　　　　　　　　　　　　〔〕，370〔．｝　　3，8117　　　3，8】17

　　　　　　　　　　　　　　48，2：351　δ02，1352書004，2103
　　　　　　　　　　　　　＿＿q鎚墾＿＿（㌧337δ　0，67加

　　　　　　　　　　　　　　60，877δ　861，16S31〔｝09，482軋｝
王1三｝稜（　メ　 タ　）（II＝Sio：；）　　。　　・　　●　　・　　　　　 0，226〔）　　　　　2，88δ7

藍委醸（甥勝纂霧器湛縣昂紳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム，KCI）　・・・・…

クロールナトゾゥム（NaCD　・・・…

だ三脚ナトリウム（Na290｛）・・．．．．．

クロールアムモニウムINILCI）　…　　’

硫酸カルチゥム（C【ヒSO4）　・・．．．。．

硫酸マグネシウム（MgSOI）　・・．．．．
なξ｝歌論巨鉛（ZllSO．‘）　・。　…　　　。　・…

硫酸亜酸化∫二～（FeSO｛，　・・・・・…

研こ順々イヒ舅え〔Fe2（SO4，：の　　・　・　・　・　…　　　　曾

硫酸アルミニウム〔A12（SO．塾派〕・・…

燐酸アルミニウム〔Aし（IIPO｛）3〕。．。．
遊回生吟1亡酸（II2SO．‘♪　　・　。　・　・　・　・　・　…

工h酸（メタ）（｝12SiOl；）　・　・　・　…　　　　。　。　・

〔．），oo‘15

0，0041

け，5：375

〔｝，0296

1，16：37

1，221吐》

些），2134

1，34ラ1

16，3491

39，5944

0，0385

〔，，3738

〔｝，2260

1｝1，1〔｝27

61，1035864，0540

泉　　質 本星は酸性明饗緑台泉に冒す

一152一



比

所　左　地

試1瞼年月
性　　　駅

　重

磯 邊 鑛 泉（冷），

富山縣氷見郡八代村大字磯部字不8番地の2

昭和2年7月（來京》
赤褐色澄明にして酸味虹牧敏味を具へ酸性反癒を呈す

1，0328　（】50） 蒸獲飛渣　　約38，0グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン

　水素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオンINII4り・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’。）　・
　フェロイオン（Fe●’）・・…
　フェリイオン（Fe9●●）　・…

　マンガノイオン（Mll”）…
　アルミニウムイオン（A1’つ　・

アニオン

　クロールイオン（CP）・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　・

　硫酸イオン（SO47つ・・…
　ヒドロ燐酸イオン（III）0〔り・

グラム

0ρ135
0，0025

0，0809

0，0009

0，5397
｛｝，8396

L1630
4，6929

0，1063
1，2064

ミリモノレ　　ミリヴアル

13，4714　　13，4714

0，0639　　　070639

3，5174　　　3，517r1

0，0δ00　　　0，0500

13，4690　　26，9379
34，523〔｝　　69，0460

20，8274　　41，6547’

84，0419　252，1256
1，9352　　　3β704

44，5166　133，5498

5｛4，2871

0，0236　　　0，6655　　　0，6665

1，3078　　13，4714　　13，4714

25，1951　262，2δ78　524，5155

0，2706　　　2β174　　　5，6347

　　　　　　　　　　　　　　　35，4428　495，6279　544，2871

王1ち酸〔メタ）（II2Sio3）・　…　　　　　　　0，1561　　　1，9932

　　　　　　　　　　　　　　　35，5989　497，6211

其他　　チンク，クプリ及ヒドロ砒酸イ，オン虹砺酸各痕跡

泉　　質 回歴は酸姓西出南面泉に腸す

麟職（甥三三霧器謀編祐鋤

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（N助SO｛｝．．．．．。．

クロー1レアムモニゥム（NII4Cl）　・…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・…　　g・

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）　・．．。．．．．
石寵斑々イヒ銀〔Fe2（SO｛）3〕　・　9　・　・　…　　　　9

硫酸亜酸化マゾガン（MnSO4）・・…
硫『酸アルミニウム〔Alg（SOJ3〕・．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（SO4）：日・・…

遊離硫酸（H2SO4）　…　　＿．．．．．

珪酸（メタ）σ12SiO3）・・・・・・…　、

　グラム

0，0048

0，0322

（」721‘｝7

【），o〔｝27

1，8337

4，1566

3，1641

16，8α12

0，2922

7，3002

｛．，，3215

1，3213

唖蔓1
35，601｝3

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　一

難 邊 舞 茸

富山縣氷見郡八代村磯部字早8番の2
昭和3年6月（束：京）

赤褐色澄明にして酸味虹は牧敷性を具へ酸性反癒を呈す
1，0294　（150）

イオン表（李磐奪義券艮真最色面往有）

カチオン
　かく素イオン（Hつ　・…　　　。・

　カリウムイオン（K’）・…
　ブートリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン馬NII4’）・
　カルチウムイオン（Ca．’）　・・
　マグネシウムイオン（Mg’。）・
　フェロイオン（Fe”）・・…
　フェリイオン（Fe””）　・？・・

　マンガノイオン（］～hlっ…
　アル’ミニウムイオン（Al●’り　・

アニオン
　クロールイ．ゴン（CI’）・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSO｛’）・
　硫酸イオン（SO劉）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（IIPα”）・

グラム

0，0117

0，0060

0，0934

0，0029

0，4864
〔〕，7153

0，4382

3，6845

0，1174
1，1809

ミワモル　　ミリヴアル

11，5679　　11，5679

0，！535　　　0，1535

4，0609　　　420609

0，1607　　　0，1607

12，1388．　24，277δ

29，4120　　58，δ240
7，8474　　　1δ，6948

65，9831　197，9494
2，1373　　　4，2745

43，5758　130，7276

　　　　447，6908

0，0324　　　0，9137　　　0，9137

1，1230　　11，5679　　11，5679

20，7904　216，4094　432，8187
0，1148　　　1，1953　　　2β905

28，7973　407，1237　447，6908

0，1614　　　2，0609

盛類表（甥鯵雑踏器蘇蔽昂継）

クロールカリウム（KCI）　・…　　。・・

クロールナトリウム（NaCl）・…　　．・

硫酸ナトリウム（Ka2SO4）・・・・…

クロールアムモニゥム（NH4C1）　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（罫IgSO．1）　・。．．．。

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・…　　．g．．
硫酸々イヒ酸〔F（均（SO｛）3〕　・　・　・　…　　　　。　・

硫’酸亜酸化マンガン（］MnSO4）　。・…

硫酸アルミ昌ウム〔A12（SO4）3〕．．．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）1の・…

遊離硫酸（H2SO｛）．・・・・・・・…

珪酸（メ・タ）（H2Sio3）・・・・…　　一

r監酸（メタ）（王12Sio3）・…

泉　　質

28，9587　409，1846

木山は酸催：明i馨緑馨泉に属す

　グラム

0，0114

0，0350

0，24δ9

0，0086

1，6526

3，5412

1，1922

13，1933

0，3227

7，3242

0，1364

1，1347

0，1614

28，9596

＿153＿ ●



　　所在地
　　試駐年月
　　｛♂1三　　欺

源泉温変

比　　覚

大 牧 温． 泉
富山縣東礪波郡利賀村閣下45番地

大正15年3月（東京｝
無色澄明にして戯味を布し微弱アルカリ性反慮を呈す

43，50

1，0029（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛●）・…

　ナトリウムイナン（Xa・）　・・

　カルチウムイオン（Cこし’つ　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

　フェロイオン（Fe’つ。・…

　アルミニウムイオン（A且’”）　・

蒸獲互ミ流　3，6541グ弘（1キ・グラムrlり

表（弱三三無量亜門）

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　ブロームイオン（Br’｝・…

　薪こ酸イすン（SO皇り。…　　　。

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）　・

グラム　　　iリモル　　藍リヴアル

0，0800　　　2，0」1GO　　　2，〔鴎60

t｝，8034　　34，93〔月L　　34，9304

0，4268　　10，6513　　2L3026

吐，，し）034　　　吐，，1398　　　ユ1，2796

t㌧（脚1　｛，μ118　〔㌧（即36

i㌧些民κ，7　　　｛D，Ij258　　　U，0774

　　　　　　　　　58，639G

1，6440　　46，3633　　463633

t㌧0014’〔｝，0175　0，U175

0，637δ　　　5，5955　　　1L1910

0，0652　1，0678　1，0678

　　　　　　　　　　　　　　　3，δ62δ　　100，8392　　58，6396

醐酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，079S　　1，8174

王卜酸（メ　タ）（II空SiO3）　・　・　。　・　　　0，048S　　　O，6231

　　　　　　　　　　　　　　　3，6911　103，2797’

共　他　　　マンガノ及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　本泉は石膏含有弱食丁丁に属す

盤類表嚇鶴巷糠器言識鳥撃‡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　。・・・…

クロールナトリウム（NaCI）・；・…

ブロー1、ナトリウム（N抗Br），・・．・．．

クロールカルチウム（eaC】2）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO‘）　・。・…　　．

諏炭酸カルチウム［Ca（IICO3）＝〕・…

覚炭酸マグネシウム〔Mg（HC（、3）2〕…

訂ζ炭酸雪目酸化重茂〔Fe（｝ICO3）2〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A】2（SOI）3〕・…　　。

硬酸（メタ）（IIBOJ）　．．．，．，．．．

∫匿酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　…　　　　。　・　・

o，1526

27〔目1（D

｛1，0〔，18

〔㌧5218

11，7564

〔㌧U638

｛｝，92匙｝斗

〔1μK｝：；

｛〕，（胆4

‘｝，〔レ798

〔D，〔月88

3，6911

所　衣地
試験年月
性　　　歌

橋　立　鑛　泉
石川縣江沼郡橋立二

大1E8年10月（大阪）
無色澄明にして少詐の沈津を有し微躬酸性反慮を徴するも嶽沸すれはアルカリ性

となる

↓ヒ　　　　重　　　　1，（＞06（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナ1・リウムイオン（Na●）　・・

　アムモニウムイオン（NII4つ・
　カルチウムイオン（Cパり　・・
　マグネシウムイナン（＝～lg”）　。

　フェロイオン（Fe”）・…　　　。

表（弱熱球簸猫銃）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　な＝置麦イオン（SO4り・。…

　ヒド・炭酸イオンαICOの・

グラム

0，Q785

2，66S

〔㌧0018

0，0953

0，0745
〔㌧（．レ〔）19

4，076

0，4837

0，2463

蒸登ヌミf’己　　　系～1　8，00グラム（1　リー　ト1レr｝；）

　電リモル

　2，00S

116ρ
　0，0998

　2，377

　3，063
　〔［，0338

己リヴアル

　2，00S
116，0

　0，0998
　4，755

　6，126

　0，0676

129，1

114，9　　　　114，9

　δ，035　　1（1，07

　4，03G　　　　4，036

　　　　　　　　　　　　　　　7，726　　247，6　　　　129，0

珪酸（〃）（II＝Sio・）・…　　o，0525　0，6712

　　　　　　　　　　　　　　　7，779　　248，3

遊離炭酸（CO2）　・…　　一　　〇，0264　0，6〔脚

　　　　　　　　　　　　　　　7，SO5　248，9

共　他　　硝酸イオン及翻酸各痕跡，有機物僅復

　　　泉　　質　　　本泉は食：塵泉に属す

藍類表二品盤響聡緑蔀霜欝次〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラ∠、
クロールカリウム（KCI）　。・・…　　。

クロールナトリウム（NaCD・・・…
＝重炭酸ナトリウム（NallCO：｝）’・…　　．

クロールアムモニウム（NII4C孟）　・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

クロールマグネシウム（NgC12，　・…

硫酸マグネシウム｛MgSO4）　・・・…

重炭酸亜酸化殿〔Fe（IICO3）2〕　・・…

珪酸（メタ）（1範Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

い，1497

6，552

〔㌧33〔〕2

〔㌧〔レO18

〔．d3237

疋），03S4

〔｝，32〔即

（㌧｛瓦IG1

し｝，uδ2三｝

●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　● ，　　　　・　　　　9　　　　，　　　　●　　　　o

7，774

〔｝〔1264
，

7，8（1｛1

＿ユ54＿



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

尾　添　温　泉．
石川縣能美郡尾ロ村大字尾添小字まし部4番地

大正7年12月（大阪）
無色澄明にして微弱アルカリ．性反磨を呈す

　　　　　　　　　　85，50

　　　　　　　　　　1，0014（150）

イオン表（李磐糞義碁笈轟叢婁ち盒在）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・●。

　ナトリウムイオン（Xa●）　・・．

　カルチウムィォン（C抗’●）　・．

　マグネシウムイオン（Mgっ　・

　フェロイオン（Fげり・・…

アニオン．

　クローノレイオン（Gl’）。…

　硫酸イオンくSO｛”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸獲残渣　約1，45グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，03δ8　　　0，9146　　　0，9146

0，4041　　17，57　　　　17，57

0，0447　　　1，116　　　　2，233

〔〕，0021　　　0，0882　　　0，1764

0，0007　　　0，0128　　　0，0256

20，92

0，4107　　11，58　　　　11，58

0，1861　　　1，937　　　　3，874

0，3333　　　5，463　　　　5，463

　　　　　　　　　　　　　　　1，4155　　38，68　　　　20，92

珪酸（メタ）（H夢03）・…　　0，1647　2，103

　　　　　　　　　　　　　　　1，ξ5802　　40，79

遊跨IEガξ酸（CO2）　　・　…　　　　　。　・　　　0，0055　　　0，1250

　　　　　　　　　　　　　　　1，5857　　40，92

共　他　　ヒドロ燐酸イオン珊瑚酸各痕跡

　　　泉質　本泉は耳食堅泉に聾す

盤類表（誰饗巷響聡謀義繭蕾卑次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロ・一ルカリウム（KC1）　・・・・…　　　0，0682

クロールナトリウム（FaCI）・一…　　　0，6237
：重淡酸ナトリウム（賛aHCO3）・・…　　　0，4420

硫酸カルチウム（CaSO4）・・・…　　。　0，1520

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕。・ら　0，0131

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕　。・…　　　　0，0022

珪’_（メタ）（H2sio3）・・・・・・…　　　0，1647

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，4659

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…　　　0，0055

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，4714

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　41。

比　　重

湯 涌谷温泉
石川縣石川郡湯湧谷村

明治4δ年5月（東京）

無色清澄にして微に献味を具へ弱アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　1，0020（170）

イオン表（李讐蓉一十長諄諄表忠垢金有）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムィナン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NHゴ）・

　カルチウムイオン（Ca’つ　。・

　マグネシウ’ムイオン（Mg’り　・

　フェロイオン（Fe層’）・・…

　アルミニウムイオン（Al”●）　・

アニオン
　クロールイオン（Clつ…　　　●

　硫酸イオン（SO評）　。・…

　ヒドロガと酸イオン（HCO3’）　・

　グラム

0，01287

0，92424

0，00317

0，23Q96

0，00175

0，00140

0，00317

　ヒリモル

0β2874

40，09718

0，17533

5，77400

0，07184

0，02500

0，11700

湧田量　約1800ヘクトリート・・（24時間）．

蒸獲残渣　　3，3134グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，32874

40，09718

0，17533

11，54800

0，14368

0，05000

0β5100

52，69393

1732261　　37，30917　　37，30917

0，67343　　　7，01051　　14，02102

0，0塾319　　　1，36356　　　1，363蚤5

　　　　　　　　　　　　　　3，25679　　92，27233　　52，69375

瑚酸（〃）（IIBO2）・・一〇，113292，58017
葦圭酸（メタ）（H2SiO3）・・。。　0，04923　 0，62861

　　　　　　　　　　　　　　3，41931　　95，48111

　　　泉　　質　　本泉は石膏含有弱食璽泉に陽す

盤類表囎鶴饗麟磐激鰯届翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
　クロールカリウム｛KC1）　・・・・…　　　0，0245

　クロールナトリウム（NaCD・一…　　　2，1531
　硫酸ナ1・リウム（Na2SO‘）・・・・…　　　　0，2342

　クロールアムモニウム（ぎH4Cl）・…　　　0，0094

　硫酸カルチウム｛CaSq）・・・・…　　　0，7059
●重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・…　　　0，0950

　重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO92〕…　　　0，0105
　重が之酸亜酸イヒ餓〔Fe（HCO3）2〕　・　・　？　。　・　　0，0043

　硫酸アルミニウム〔A12（SO413〕・・一・　O，0200

　棚酸（〃）（HBO2）一・一・…　　0，1133
　珪酸（メタXH2Sio：P・…　一…　　0，0492

3，4194

＿155一



　　所　在　地

　　’試瞼年月

　　性　　　欺

源泉温度　　240

比　　重

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（K●）・…
　ナトリウムイナン（Na’）　…
　カルチウムイオン（Cパ’，　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）　’
　フェロイオン（Fe’つ　・　・…

　ア1レミ三ウムイオン（Al●つ　・

末　吉　鑛　泉
石川縣羽昨郡掘松村字オこ古レの5

大iI三10年9刀（束京）

微黄色澄り1にしてアルカリ性反慮を呈す

　　　　　　1，0011（150）　　　　　　　蒸互をダ芝言’己

表（勢熱赦簸錫寵イリ

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO｛”）。・・。．・
　ヒドロ弘難酸イオンσII｝04り・
　ヒドロガと酸イオン（HCOゴ）　・
　ガξ酸イオン（COI隻”）・・…

　水酸イオン（OHつ…　　。・

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，0206　　　0，5269　　　0，5269

0，6351　　27，6130　　27，6630

0，0047　　　0，1173　　　0，2346

0，0065　　　0，2673　　　0，534G

O，0008　　　0，0143　　　（レ，0：～8U

O，0008　　　0，029δ　．　0，088δ

29，0262

o，5508　　15，5330　　15，5330

0，2565　　　2，6702　　　5，3404
0ρ042　　　〔｝，0437　　　〔｝，0874

｛，，45Sl　　　7，5082　　　7，5082

0，〔｝15g　　O，2646　　0，529り

07000δ　　　〔，，0282　　　0，0282

54，6159　　29，0262

0，6463

〔，，3052

（冷）

1，762グラム（1キログラム中）

監類表（甥麟巷獅聡熱㍊藁鰐）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

　　　　　　　　　　　　　　　　1，9545

研り酸（メタ）（II］BO2）　・…　　　　O，0284

∫L．_（メタ）（正｛2Sio3）　・　…　　　　　　（D，〔｝239

クロールカリウム（KCD　　・・・・…

クローノレナトリウム（NaCD・・・…

硫濫ナトリウム（Na2SO．∂・…　　．・。

並炭酸ナトリウム（NallCO：L）　・・…

重氏酸カルチウム〔C～し（IICO：3）2〕・…

炭酸カルチウム（CaCO3）・・…　　．．

淡酸マグネシウムくMgCO3）。・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕　…

：重〔炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO：；）2〕　・…　　　。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO｛）3〕・…

舟：1駿（メタX王IBO＝）　…　　　。・…　　　。

∫釦裟（メタ）（II2Sio3）　…　　　。。・。・・

0ρ393
（，，8773

0，3793

0，61〔．［6

0，1〕172

0，0011

0，0213

0，0008

〔D，002δ

O，⑪001

し｝，‘x｝δ〔レ

0，‘）284

0，0239

2，0068

2，り06S　　55，5679

泉　　質 本機はアルカリ姓悪食堅泉に属す

　　所　』ri：地

　　試瞼年．月

　　性　　　欺
源泉温度　　　820

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Nパ）　・・
　アムモニウムイオン（NH4つ・
　カルチウムイオン（Cとし”）　・・
　’マグネシウムイオン（Mg・り　・

　フェロイオン（Feつ・・…

和　　倉．　温　　二泉

石川縣鹿島郡端村字和倉よ淵130番乙地

大jE　9年2月（東京）

無色清澄にして戯味を具へ微尉アルカリ性灰：慮を品す

　　　　　　1，り15U（15Q）　　　　蒸髪幾潅

表（李鱗赫陰雲翫倉イリ

アニオン
　クロールイオン（CI’）・…
　ブローム．イオン｛13ガ）…　　。
　ヨードイオン（」り　・。…
　硫酸イオン（SO｛”）・。…

グラム

〔｝，1．1げ’‘

ξリモル　　こりヴアル

1，gS47　　　1，9847

4，δuO1　19δ，2313　195，2313

〔Pρ021

3，2341
《，，0047

t），（｝D〔レ7

U，1102　　　0，l162

δじ，8525　　16L7050
〔D，1929　　　‘，，3S58

〔，，012δ　　　O，0250

●3δ9，4480

12，5961　355，3202　355，3202
0，0111　　　o，13ss　　　o，1388

0，0021　　　0，0166　　　0，0166

0，19Q8　　　1，9862　　　3，9724

　　　　　　　　　　　　　　　　：」O，6195　635，8519　3δ9，4480

王li己麦（メタ）（112Sio3）・り・・　　0，1041　　1，3275

　　　　　　　　　　　　　　　　20，7236　637，1794

共　他　　リチウム，マンガノ，アルミニウム，硝酸，ヒドロ燐

　　　　　．酸及ヒドロガと酸イオン立立棚歳及遊跨距かこ‘酸各痕

　　　　　跡

　　　泉　　質　　本影は肇化土類含有食堅目に逃す

21，0Uグラム（1キログラム監ll）

盤類表｛嚢雛麗器手口紬と藩瀟‡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロール・カリウム（KCD　　・・・・…

クロールナトリウム〔NaCD・・・…

ブロームナトリウム（NaBr）・．．。。．

ヨードナトリウム（NaJ）　…　　．．．．

ク至心ルアムモニウム（NII｛Cl）・・●・・．．．

クロールカルチウム（CuC12）・・・・…

硫酸カルチウム（α1SO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO．塾）　・・．．．．

rl塩1綾丑巨酸fヒ釘曳（FeSO4）　　…　　　　。　。　…

月i酸（メタ，（II2Sio3）　・・・・・・　…

｛1，1481

11，4124

0，0143
｛．

dα．125

し），0〔．｝62

8，76S5

⊂），2・12δ

｛」，0232

ひ，0ω9

｛．♪，U，：り

20，7237

一156＿



所　衣　地

試験年目
性　　　欺

賓
カ

水
輻井市實永町5番地

大正4年4月（大阪）

鑛 泉

’

無色澄明微に赤褐色の沈津を有し臭氣なく味は清凍にして少しく鐡氣を帯ひ反慮

は微弱酸性なれとも煮沸後躬アルカリ性に攣す
上ヒ　　　　』匡　　　　1，002（150）

カチオン

　カリウムイオン（K●）・…

　ナトリウムイオン（｝輻つ　’●

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　’

　フェロイオン（Fe●つ　・・…

イオン表磯鰯殿瀦飾

アニオ’ン

　クロールイオン（CP）・…

　硫酸イオン（SO4”）・…　．・

　ヒドロガξ酸イオン（HCO3つ　・

蒸獲残渣　0，3898グラム（1リートル唾」）

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0017　　　0，0435　　　0，0435

0，0796　　　3，461　　　3，461

⑪，0354　　　0，8834　　　1，767

0，0091　　　0，3742　　　0，748壬

0，0290　　　0，5193　　　1，039

7，059

0，0638　　　1，799　　　　1，799

0，0072　　　0，0749　　　0，1498

0，3117　　　5，109　　　　5，109

　　　　　　　　　　　　　　　0，5375　　12，264　　　　7，058

工L酸（メタX正12Sio3）　・　…　　　　　　0，0831　　　1，062

　　　　　　　　　　　　　　　噛0，6206　　13，33

遊翻藍かと酸（CO2）　　…　　　　。　・　・　　　0，3462　　　7，868

　　　　　　　　　　　　　　　0，9668　　21，19

其他　アルミニウム，硝酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　本塁は炭酸鐵泉に腸す

竪類表（本鍍水は其集成に於て1リートル中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KCI）　・。・。…

クロールナトリウム（蒼aC1）・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCOI∂　・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・…　　．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：｝）2〕・…

重芳と酸マグネシウム〔Mg（HCO：う）2〕…

重芳と酸」1巨酸イヒ餓〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

Ji揃駿（メタ）（II2Sio3）　・　…　　　　。　・　・　。　・

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0032

ぐ㌧1027

0，1432

0，0102

0，1311

0，0547

0，0924

〔，，0831

　　　　　　　　　　　0，6206
・　…　　　　。　・　・　。　…　　　　　　O，3462

　　　　　　　　　　　〔｝，9668

比

所　在　地

心瞼年月
性　　　歌

　重

上 伏 鑛

醐井縣古田郡西藤島村上伏i・旺

大正5年5凡（來京）

泉（冷）

無色澄明にして微に餓味を帯ひ溺1駿性反慮を某す

0，9997（150） 蒸獲残渣　 （，，1935グラム（1キログラム中）

イオン表旧記笈鑑錫寵右）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na●）　’・

　アムモニウムィォン（NII壬’）・

　カルチウムイオン（Ca．’）　’リ

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

　フェロイオン（Fe’●）、　・…

アニオン

　クロールイオン（Cめ・…　．
　耐己酸イオン（SO｛”）。・。・・

　ヒドロ炭酸イ矛ン（HCOI｝’）・

グラム

0，0039

0，0162

0，0023

〔〕，02〔｝O

O，〔｝084

0，0109

ミワモ1レ

0ρ996

0，7028

0，1272

0，50（レ0

0，3448

0，1946

｛ワヴアル

O，0996

（1，7028

〔㌧1272

1，000〔1

〔レ，6896

0，3892

3，0084

070172　　　0，4852　　　1｝，4852

0，0021　　　0，0219　　　し），0438

0，1513　　　2，4794　　　2，4794

O，2323　　　4，9555　　　3，0084

0，0753　　　0，96‘）2

藍癸醸（本三水は其集成に於て1キログフム中次の成分を含有する溶液に概略非1｛當す）

クロールカリウム（KCD　・・…　　　。・

クロールナトリウム（NaCl）。…　　。・

硫．酸ナトリウム（Xa2SO｛）・・・…　　．

重炭酸ナトリウム（Ka11CO3）　・・…

クロールアムモニウム（MI4CD・…
重炭酸カルチウム〔Ca（HCOII）2〕・…

重炭酸’マグネシウム〔Mg（HCO：ヌ）2〕…

亜；かと’酸1妻巨酸イヒ歪浅〔Fe（IICOI～）＝〕　・　…　　　　．

珪酸（メタ）（H2Sio：」　…　　6・・…

珪酸（メタ）（112Sio：｝）・…　．

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　0，3076　　　5，9157

・　。　・　・　。　。　　　O，1437　　　3，2660

　　　　　0，4513　　　9，1817

本姓は炭酸氷壁に濁す

遊離炭酸（CO2）　・…　　一・・…

グラム
些レ，〔． p〔．レ74

0，015｛｝

O，0031

0，0339

し），〔｝069

0ρ81．（1

（），05（后

O，03・1｛l

o，鱗3

0，3077

0，！：堕

0，4514

一157一



　　所』れ：地
L

　　l政芝．翁年刀

　　仕

源泉温変

比　　重

放射能

　　　　イオン衣

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ　。…
　ナトリウムイオン‘Ntしつ　 ・・

　アウモニウムイオン（NHゴ）・
　カルチウムイオン（Ca●つ　・・
　マグネシウムイオン（MgOつ　・
　フェロイオン（Fe「り・・…

肌
76Q

．蕊 原 温
薦、1井縣坂井郡麗原村舟津38號32番地
ブこ11三3侮三1月号（コこオζ）

泉 （紅屋の湯）

1，QO8δ（12り）

｛ フk　（17，10）　3，21　マツへ，．．．大正2‘i：1211謡貧

瓦寒r　（oo）39，43マツへ，一・大正2年12．－JJ翼殺　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　藍類表（i賜鯵巷箸砦騰激差薮凶漁）

無色澄些1にして戯苦味を具へ微弱アルカリ性反億を某す

　　　　　　　湧繊量　約152一汁リート・・（2・1剛llD
　　　　　　　Σ蕉ζ肇残汀亡　　1し［，0308グラム（1キログラム「II）．

噛＊ i李四二蹟絃劣総有）

アニオン

　クロール．イオン（Clり・…
　硫酸イオン｛S（，lh・・…
　ヒドロかむ置イオン（正ICO3つ　・

覆勇震（メタ）（IIBO2）　…

珪｝丁質（メタXH2SiO3）・…

遊蔦生炭酸（CO2）　・・

グラム

〔｝，11δ1

ξリモル　　ξリヴアル

2，9400　　2，9400
2，3262　100，92Q3　100，9203

0，0021　　　0，1173　　　0，1173

1，2897　　32，2435　　64，4810

0，0044　　　0，179S　　　O，3596

0，0007　　　0，0125　　　0．0250

16SS492
　，

泉　　質

5，7U｛〕l　l61」，793し1　160，7930

0，：．；S56　　　4，0137　　　8，027δ

U↓｝O18　　〔｝，〇二～S7

　　9，82δ7　301，24S8　168，8205

・　　　0，1407　　　3，2〔｝44

　　0，U8S8　　　1，13：39

　ρ　　　　　　10，0δδ2　30δ，5871

・… @　　　（，，0δ37　　1，220δ

　　　　　10，1089　306，8076

本泉は三三化二と類含有食星篁泉に淫5す

クローノレカリゥム（KC1）　…　　。・．・。

クロールナトリウム（NaCD・・…　　。

クロールアムモニウム‘NII｛C1）　・。・・

クロールカルチゥム（CaC12）・・・…

硫酸カルチゥ．ム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸マグネシウムOlgSO4）　・…　　．．

重芳ξ』酸マグネシウム〔Mg（HCO3》2〕…

至1匡かと氏芝璽1！酸fヒ戯〔Fe（IICO3）2〕　。　・　…

観酸（メタ）（11BO2）・・・・・・…

屋台（メタ）（H2S10：9・・・・・…　’

グラム

0，2193

579041

0，0（16：3

3，15〔11

0，5221

0，0213

00005
，

00022
，

0，1407

0，088S

逝i蕊：髭炭酸（CO2）。・…　　。・・。…

10，0554

0，0δ37

10，1091

」ヒ

所　．1に地

試’瞼年刀

烈二　　　欺

重

＝ヒ
∂」、 津 原 鑛泉

篇井縣今立郡一1二池川村志津原∫｛琶籍第49字林之谷23番地の17

大lE145Flu月（大阪）
殆と澄明にして精婿｝ll涼刺戟性の味を冒し．酸性反慮を徴するも煮沸す才しはアルカ

リ｛生1こ邑覚す

1，1八．125（150）

イオン表型持織赦∫藩錫寵イリ
カチオン

　カリウ∴イオン（Kつ・・。・
　ナトリウ∴イオ、ン（Nパノ　・・
　アムモニウム．イオン（NH1’）・
　カル・’声ウムイオン（Cこビり　・・

　マグネシウムイオン（Mg’り・
　フェロイオン（Feつ・・…

アニオン

　クロール．イオン‘CD・…
　｛：島目∫≧．｛琶一ン（so♂）　・　…　　　　。

　ヒF9ロ万こ口2イオン（11C（．［3つ　・

グラム

〔，μ．ISg

u，6う79
【㌧〔．｝635

〔，，〔欺）6

〔㌧UI〔16

〔㌧朕｝2δ

星リモル「

（1，2276

2δ，60

史㌧2・ユ94

〔1，139S

（㌧43δ9

0，〔，・壬48

蒸憂疫澄　 約　1，87グラム（1キログラム中）

ミリヴァル

〔，，2276

28，60

0，2494
〔D，2796

0，8718

0，0896

30，32

0，し1りδ9　　1，S58　　1，8δ8

蔓㍉0｛レ45　　G．（“tlS　　O，0936

1，7’31　　　三28，37　　　　28，31

　　　　　　　　　　　　　　　　：ら491　　　δ9，97　　　　30，32

珪．ﾎ（メタ）（II2Sig3）・…　　OP22U　t｝，2SO9

　　　　　　　　　　　　　　　　2，513　　6しレ，2δ

邊離炭肢（CO2）　・・・…　　　0β597　19，5．1

　　　　　　　　　　　　　　　　3，373　　　79，79

　　　泉　　質　　　本山は炭叢含黍「アルカリ泉にEjす

藍類表（甥鯵砦鶴聡義留口蔭融宇）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　…　　　。…　　　0，01697

クロールナトリウム（NaCD・・・…　　　0，08076

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・。・・．…　　0，00t｝655

重炭酸ナトリウム（NaHCO2）・・…　　　2，27g

クロールアムモニゥム（Nl、LCD…　．・0，013：35

重炭酸カルチゥム〔Ca（11CO3）2〕・…　　0，0226δ

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…　　0，06378

ゴR淡．酸亜．酸．fヒ餓〔Fe（HCO＝～h〕・・…　　　0，007963

∫1｝1装（メタ）（II＝Sio：；）・
・g 。… @　　g・　0，0220

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，δ13

遊iil：；1炭酸（CO2）　・。・・・・・・…　　0，8597

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7、．、rう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く），奄）’o

一1δδ一
、



所　在地
試瞼年月
性　　　駿’

志、津原鑛泉　　　’

輻井縣今立郡下池田村志津原

プく正11奔三3月（火阪）

無色澄明にして味は清涼刺載性を｛「15ひ初め弱酸性反慮を微するも煮沸すれは白色

の沈津を析出してアルカリ性に攣す
上ヒ　　　　重　　　　1，0029　（150）

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（K●）・。●●

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチゥムィォン（Ca・。）　．．

　マグネシウムイオン（Mg●つ・

表（二君麟笈簸猫魏）

アニオン

　クロールイオンCP）・…
　硫酸イオン（SO．星”）・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（11COゴ）　・

蒸獲残浴　　約　2，69グラム（1リートル中）

グラム　　　疋リモル　　ミリヴアル

（㌻，0181　　　｛，，4629　　　0，4629

〔㌧94α↓　　4｛㌧89　　　　40，89

｛［，（h766　　　1，912　　　　3，823

1㌧〔12〔，S　l㌧8552　1，710

46，89

〔｝，〔1947　　　2，671　　　　2，G71

〔｝，〔｝309　　　｛，，3216　　　0，6432

2，659　　　43，57　　　　43，57

　　　　　　　　　　　　　　　3，841　　　90，68　　　　46，8S

扇動（メタXII2SiO3）・…　　0，0212　0，27（17

　　　　　　　　　　　　　　　3，862　　　90，95

遊寓歪淡酸（CO2）　・・・…　　　　　1，894　　43，05

　　　　　　　　　　　　　　　5，756　　134，0

其他　　フェロ及硝酸イオン並有機物各｛鯉1乏

　　　泉質　本泉はアルカリ性炭酸泉に腸す

盤類表（沓欝蜜蓉響聡羨磁県一瞥｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・・・…　　　0，03拓

クロールナトリウム（NaCD・・・…　　　｛1，12｛）

1重炭酸ナトリウム（NaHcO：＝）　・・…　　’3，251旧

硫酸カルチゥム（CaSO．‘）　・・・…　　．　｛，，｛1．毛38

重炭酸カルチウム〔Ca（IICOI～）2〕・…　　　1｝，2576

雄炭酸マグネシウム〔M9（｝．iCO3）2〕…　　曝253

珪酸（メタ）（H2SiO3）…　．●・●’・＿一〔レ，P212

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，862
∫墜肖｛［…芳ζ酸（C（）2）　　・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　1，894

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，756

比

所　左　地

試三年刀
性　　　歌

　忌

辰　ケ　鼻鑛泉
輻井縣敦賀郡敦賀町泉第170號字辰ケ鼻

明治45年5月（東京）
無色澄明にして戯味を宥し弱アルカリ性反慮を呈す

1，0080（18。） 蒸獲残湛ご　　約　1270グラム（1キログラムrP）

　　　　イオン表（電電同義台長巽景羨門寵有）

カチオン　　　　　　　　　ヴラム　　ミリモル　ξリヴァル
　カリウムイ牙ン（K：。）・…　　0，14790　3，77778　3，77778

　ナトリウムイオン（Na。）　・・3，53799153，49197153，49197

　アムモニゥムィォン（NII4’）・　0，00021　0，01162　0，01162

　カルチウムイオン（Ca”、　・・0，46414　11，60350　23，20700

　マグネシウムイオン（Mg”）・　0，08681　3，56363　7，12726’

　アルミニゥムィ矛ン（A1●　）　・　0，0〔｝105　0，03874　0，11622

　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187，73185

アニオンゴ

　クロールイオン（Cr）・一・5，32274150，14781150，14781

　硫酸イオン（SO4り・・・…　　0，91331　9，50770　19，01540

　ヒドロかこ酸イオン（IICOゴ，　・　1，133曼7　18，56860　18，56860

醐酸（メタ）（HBO21　・

琉酸（メタ）（II2Sio3）・

遊離炭酸（CO2）　…

泉　質

　　　11，60702350，71135　187，73181

・　・　。　　0，07039　　　1，59941

・　。　の　　0，00875　　　0，11030

　　　11，68616352，42106

…　　　　　0，01947　　　0，44250

　　　11，70563　352，86356

本泉は食騒泉に属す

塵類表（変灘縢砦聡隷盈羅昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（］K：Cl，　・・…

クロールナトリウム（NaCD・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　2

クロールアムモニゥム（NH壬CD　・・

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・…　　．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕　・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4〕3〕・・。

孤1酸（メタ）（HBO2）　・・・・…

葦．1…酸（メタ）〔｝f2Sio3）　・・。・。・・

遊離炭酸（CO2）　一・…　　一・

・　・　　O，2818

・　・　　8，5617

・　・　　0，5078

・　。　　O，0006

・・ @o，7999
・　・　　　0，9270

・　・　　0，5217

・　・　　0，006G

・　・　　　｛㌧｛．）704

・・ D一9，qQ轡

　　11，6863

・・ D02（095

　　11，7058

一159一



比

所　在　地

図駐年月
｛1k　　　歌

　並

幅　徳　鑛　泉
三∬：縣河婆郡明村大字輻徳

ノ、：正24F　12刀　（プく阪）

無色澄明にして戯味を具へΦ性の反感を早す

1，0078（15Q）

イオン表両両誠雛魏）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Nパ）　・・

　カルテ・ウムイオン（qビつ　・・

　マグネシウムイオン（M9”）・

蒸養田涜　　約　8，8けグラム（1リートル中）．

グラム　　　藍リモル　　ミリヴアル．

〔［，∩4S3　　　1，235　　　　1，235

2，442　　1〔旧，2　　　　1〔X3，2

〔㌧75〔レ妄　　18，7：；　　　37，46

｛［，u756　3，1〔19　　6，217

　　　　　　　　151，1
アニオン

　ク・一ルイオンでCF）・・一　6，358151，1　1513
　　　　　　　　　　　　　　　8，674　　2S〔｝ジ…　　　　151，1

　珪酸（〃）（II29io、；｝・…　　0，0210　〔1，2日置2

　　　　　　　　　　　　　　　8，695　　2Sし㌧7

　其他　　フェルロ及ヒドロ燐酸イオン並砺殻各痕跡，遊離炭

　　　　　酸微最

泉　　質 木泉は唖化土類含有食塵泉に秘す

肇類表礫麓蓉響【ぎ織墨オ鼓繍欝次〉

クロールカリウム（KC1）　・・・…

クロールナトリウム（NaCi）・・…

クロールカルチウム（Cこ【CI3）・・…

クロールマグネシウム（MgCI2）　…

珪酸（メタ×H29沿：；）・・・・・…

　　．グラム

　　0，0921

　　6，2｛179

・　2，（179

　0，29611
・　｛［．⇔2川

呂，‘；96

所勇1地
試瞼年刀

性　　　状

下　切　鑛　泉
三重縣飯南郡森村字下切ウドキ

大正11年4月く大阪）

無色澄明にして味は精ζ浩涼刺戟性を謂yひ初め溺酸性反庶を徴するも煮沸すれは

アルカリ1∫ヒに憂す

上ピ　　　　コ蓑　　　　1，（KX）4　（1δo）

イオン表（菊徽塩鹸猫糀）
カチオン

　カリウムイオン（1く：つ・…

　ナトリウムイオン（Na．）…

　カルチウムイオン（Ca’り　。・

　マグネシウムイオン（Mg’っ　・

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　π蓋酸イオン（SO星り。・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’♪・

グフム

0，0131

叩3Sl）

〔D，0417

0，0118

ξリモル

0，3351｝

5，mり

1，0｛1

0，48δ2

蒸炎霞流　　約　O，70グラム（1リ階トル中）

iリヴアル

｛1，335〔，

6，000

2，081

0，9704

9，386

王li｝1麦（メタ）（II29i（．）1；）。・・ 。

遊離炭酸‘α）2，・…　　一

0，1880　　　5，302　　　　5，302

0，0214　0，2227　0，4454
0，222δ　　　3，G47　　　　3，647

0，6365　　17，033　　　　9，394

〔｝，0487　　　0，6219

肇類表（磯回蓉響聡緑燕繍叢字次）

クロールカリウム〔KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
重かと酸ナトリウム（NallCO：3）　。…　　。

硫酸カルチウム（CaSO‘）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔C｛冒HCO3）2〕・ρ・・

距炭醍マグネシウム〔M9（IICO3）2〕…

荘酸（メタ）（II2SiOlΩ　・・・・・・…

0，6S52　　17，655

1，088　　　24，73

遊離炭酸（CC，2）・・・…　　h・…

グラム

｛｝，0251

t㌧29史）2

｛｝，0871

〔，，f1303

0，1326

〔｝70712

t〕，0487

ひ，6S52

1，0S弓一

1，7713

　　　　　　　　　　　　　　　1，773　42，39

其　他　　アルミ昌ウム，フェロ及硝酸イオン各痕跡並油墨

　　　　物徴量

泉　　質 本譜は輩縄炭酸泉に秘す

一IGO＿



6

比

所　左　地

試瞼年月
性　　　欺

　重

富 雄 鑛 泉
奈良縣生駒郡宮雄村大字中字菅谷5037番地の1

大正9年11月（大阪〉

殆と無色澄明にして少許の淡禍色沈津を具有し弱醐望ヒ反磨を呈す

1，0027　（150）

イオン表磯鍛叛照婁臨有〉
カチオン

　水素イオン（Hり・・・…
　カリウムイオン（1く○）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムィォン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg●．）・
　フェロイオン‘Fe●つ。・…

　フェリイオン（Fo”）’”．○
　マンガノイオン（込11ゴ’）・・。

　アルミニウムイオン（Al川）　・

ア昌オン

　クロールイオン、｛Cl’）…　　●

　ヒドロ硫酸イオン（HSOの　．
　今戸酸イオン（SO4り　・・…

o

蒸獲残2査　　2，272グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0004　　　0，3686　　　0，3686

0，∞76　　　0，1949　　　0，1949

0，0191　　　0，8325　　　0，8325

0，2505　　　6，2529　　12，510

0，0834　　　3，429　　　　6，857

0，0052　　　0，0927　　　0，1854

0，0485　　　0，8692　　　2，608

0，0029　　　0ン0525　　　0，1049

0，1016　　3，750　　11，25

34，91

0，0023　　　0，0650　　　0，0650

0，0357　　　0，3686　　　0，3686

1，656　　　17，24　　　　34，47

2，213　　　33，52　　　　34，90

0，1227　　　1，567

懸醸（醗魏巷響聡叢品露霜欝）

クロール’カリウム‘1く：CD　 ・・。・…
硫酸カリウム（］K2SO4）　。・…　　　．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO41・・・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　…　　．。．．

硫酸マグネシウム（MgSO∂　・・…　　．

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・・・・・…
研ま酸々イヒ鐡〔］Fe2（SO4）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸マンガン（MnSO4）・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・．．．

感応臨硫酸（II2SO4）　　・　・　・　・　・　・　・　…

王罷酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　．

泉　　質

2，336　　　35，09

本泉は石膏含有明四緑暮泉に賑す

グラム

0，0048

0，0113

0，0591

0，8512

0，4127

0，0141

0，1738

0，0079

0，6419

0，0361

0，1227

2，336

＼

所　在地
試瞼年万
性　　　歌

芦 屋 鑛 泉
奈良縣吉野郡川上村大字白屋字和田坂道下

大正10年12月（大阪）
無色澄明にして類褐色沈底物を右し臭氣なく．刺戟性の味を具へ反展蕉は錫酸性を呈

するも之を煮沸すれは白色の沈液を析出しアルカリ性に攣す
上ヒ　　　　1龍　　　　1，0002（150） 蒸卿ミ流　約1，60．グラム．（1リートル中）

イオン表（本鍍水1リートル中に含有する各成分及共景次の如し）、

カチオン

　カリウムイオン（K’｝・…

　ナトリウムイオン（Kaり　・・

　カルチゥムィォン（Ca。’）　・・

　マグネシウムイオン（Ng。つ　・

　フよリイオン（Fe’”）’”●‘

アニオ’ン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イナン（SO4り・・…

　ヒドロかこ酸イオン（IICO3’）　・

グラム

0，0111’

0，1914

0，2874

0ρ4028

0，00091

ミリモル

0，2840

8，321

7，170

1，657

0，0170

ミリヴアル

0，2840

8，321

14，34

3，313

0，0330

26，29

0，02719　　　0，7667　　　0，7667

0，00543．　　0，0565　　　0，1130

1，551　　　　25，41　　　　25，41　、

　　　　　　　　　　　　　　2，115　　　　43，68　　　　26，29

珪酸（メタ）（H2SiO3）欄・　…　　　　　0，06110　　　0，7800

　　　　　　　　　　　　　　2，176　　　　44746

遊掩誰炭酸（CO2）　・…　　　。・　　1，329　　　30，20

　　　　　　　　　　　　　　3，505　　　　74，66

其　他　　マンガノ，アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン並布

　　　　　機物各痕跡

泉　　質

簸類表醗魏蓉響回議繭1謬次）

本泉は土類提酸泉に刑す

クロールカリウム（KCD　’’”。曾‘
クロールナトリウム（四aC1）・・・…

＝重炭酸ナトリウム（XaHCO3）　・・…

硫酸カルチウム（CaSOの　・・…　　．．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe（11CO3）2〕　・・…

珪酸（メタ）（正｛2Sio3）　・　…　　　　。　・　…　　．

　　　　　　　　　　　　君
遊離炭酸（CO2）　・・・…　　一・一

グラム

0，0212

0，0282

0，6585

0，0077

1，153

0，2424

0，0029

0，0611

2，175

1，329

3，504

＿1（ll一



比

所　在地
試瞼年月
佳　　　歌

放射能

監 野 鑛 泉

重　　　　1，00518（150）

　　　1，12xio－10キ副」，（0，31マヅへ），．．．証u年7月隷

奈良縣吉野郡天川村大4三朧野小字縢壼637番地

大正14年7月（大阪）

殆と無色澄明にして清猿刺戦性の昧を有し酸性反癒を微するも之を煮沸すれは向

色結品性り物質を析出してアルカリ性に憂す
　　　　　　　蒸勢…残渣i　　1，604グラム（1キログラムr11）

イオン表（李磐蓉義券青書蓬妄翫倉有）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・。
　ナトリウムイ矛ン（蒼「こしつ

　カルチウムイオン（qt。’）

　マグネシウムイオン（Mg”）
　フェロイオン（Fe・’）”●’
　アルミニウムイオン（AP●り

　　　グラム

ニ9；欝

：1耀
1繍1

篭りモル　　｛リヴアル

纈59；｝鞭
罐9211：絹。

1；：潔8：麗

19，95

アニオン

　クロールイオン（CI’）・…　　　O，0762　2，149　　2，149
　ヒドロ渉ζ酸イオンIIICO3’｝　。　　1，086　　17，80　　11釦

11572　　　32ノ～5　　　　19，95

0，0396　　　0，5（め7

竪類表（妻雛麗翻瓢瓢議雨漏‡）

クロールカリウム（KCD　・’9”●。
クロールチトリウム（NaCD　・・・…

重芳と酸ナトリウム（NallCO：ゆ　・・…

重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕　6…

通炭酸マグネシウム〔Mg‘licO3，2〕…

」τヒガξ酸璽巨酸イヒ舅気〔Fe（11CO3，2〕　…　　　　。　・

クロールアルミニウム（AICll｝）・・…

｝髭酸（メタ）〔II2Sio：ゆ　・

瑞酸（メタXII郵0：ゆ・・ゲ・

遊離炭酸（CO．）

　　　　　　　1，612　　　33，06

・　・　曾　…　　　　　　　0，7353　　16，71

鑑離炭酸ICO2）　…

●　　　　　o　　　　　●　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　，

グラム

00101
ひ

O，1164

q｝，2637

し076

0，｛｝867

0，0178

00010
シ

0，〔｝396

　　　　　　　　’1，611
・　…　　　　。　・　。　・　　（嶺，7353

●

2β46

2，347　　　49，77

泉　　質 本泉は土類炭酸泉に湿す

所　左　地

試験年月
性　　　欺

吉野櫻鑛泉
奈良縣吉野郡吉野村：左曾字オサキ

大正2年10月（大阪）
殆と無色味刺鼓性にして且鍛氣を死‘ひ酸性反：癒を徴するも煮沸すれは赤褐色の物

・質を析出してアルカリ性に墾す　　　　　　　　　　　　　　　　’
エヒ　　　」了ヒ　　　1，0σ1　（150）

カチオン

翼宕瓠碧繋め∵
　カルチウムイオン（Ca●。）　・・
　マグネシウムイオン（M〔・’●　「）　・

　フェロイオン（Fe’つ・・…

イオン表＊ i李鱗赫裁嫉臨D
グラム

0．007δ

O，0121

0，0986

0．0153

0ρ511

蒸i隆残涜　　約　0，8300グラム（1リ」トル中）

iリモル

0、1915

0，5260

2，464

0，6281

0ρ125

ミリグアル

0，1915

0，52ω
4，927

1，256

1，825

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，725
アニオン

　クロールイオン（CI’）・…　　　｛｝，｛｝248　0，6998　0，6998
　硫酸イオン（SO♂，・。…　　　O，0103　0，1073　0，2146
　ヒドロかこ酸イオン（IICOI｝’）　・　　0，4765　　7、812　　7，812

　　　　　　　　　　　　　　　　0，6962　　13，3「蔓　　　　　8，72ξフ

　∫隆酸（メ　タ）（II∫ミiO3）　・　9　・　。　　　0，0362　　　0，4622

　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，7324　　13，80

　£墜買准ガξ酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　　1，375　　　　1，843

　　　　　　　　　　　　　　　　2タ107　　　15，646

其　他　　アルミニウム，硝酸及ヒドロ隣酸イオン並硯酸各

　　　　　　痕跡，有機物微量

　　　　泉質　本泉は炭酸含有炭酸鐵泉に局す

塵類表（醗麓欝騎議議鋪寮孚次）

クロールカリウム（1｛C1）　・…　　。・・

クロールナトリウム‘NaCD・・。…
∫E万ξ酸ナトリウム（NaHCO3，　・・…

硫酸カル・チウム（CaSO｛）　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・…

匝かと酸マグネシウム〔五lg（IICO3）2〕。・・

軍拶ξ1幕湯巨酸｛ヒ窮臭〔Fe（IICO3）2〕　…　　　　。　・

｝1！酸（メタ，（II2SiOl；）　・　・　・　・　・　・　…

逝離炭酸（CO3）

　　　　●

グラム

0，0143

0，0297

0，0012

｛｝，OI46

0，3818

0，0921

0，1624

0，0362

　　　　　　　　　　　　0，7324
。　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　1β76．

2，108

一1G2＿



所　在　地

試弾年月
性　　　歌

杉　谷　鑛　泉
奈良縣吉野郡高見村木字杉谷321番地
日召1…025｝三5月（大膠反｝

殆と澄明にして穂≧清凍刺戟｛Iしの味を有し酸性反癒を微するも之を煮沸すれは沈

亟を析比してアルカリ性に攣す．
比　　　　重　　　　1，00226（15Q）

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）　・…

　ナトリウムイオン（Na●）　・三
　アムモニウムイオン（NII4●）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（1㌔lg”）　・

　7エロイオン（Feつ　・・…
　アノレミニウムイオン（Al”り　・

イオン表（本鍍水1キログラム申に含有する斉成分弓長量i次の如し）

ア昌オン

　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（Sσ1り　・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸嚢残渣　　　　糸勺　　2，870グラム　（1　キログラム中）

グラム　　　　｛リモル　　ξリグアル

0，00579　　　0，1481　　　0，1481

0，5664　　　24，63　　　　24，63

0，00105　　　0，0587　　　0，0587

0，2938・　　7，331　　　14，66

0，0610　　　　2，509　　　　5，017

0，01842　　　0，3300　　　0，6600

0，00455　　　0翠1679　　　0，5037

4，5，6800

079601　　　27，08　　　　27，08

0，00419　　　0，0437　　　0，0873

1，130　　　　18，51　　　　18，51

3，045　　　　80，81　　　　45，68

0，04067　　　0，5193

盛類表（雑鶴籍霧器羨㍊編畜牢）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールアムモ昌ウム（NH｛C1）・・。．

クロールカルチウム（CaC12）・。・…

憂欝酸カルチゥム〔Ga‘HCO3）2〕…　　．

：重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO：玉）2〕・・。

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO：；；2〕　・…　　　。

弘化アルミニウム（AICI：ゆ・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（Sα）3〕．．．．．

珪酸（メタX｝12SiOl；）　・・・…　　　。・・

珪酸（メタ）（II2Sio3），。・。

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　3，086
．　・　6　…　　　　　　1，035

81，33

23，52

其　他　　燐酸痕跡

　　　泉．質

4，121　10壬，85

グラム

0，0110

1，440

0，0031

0，1013

1，010

0，3670

0，0588

0，0185

0，0050

0，0406

遊離炭酸（〔】02）

本泉は食塵，土類及農酸含有炭酸鐡泉に領す

　　　　　　　　　　　3，086

・・・・・・・・… @　　1，Q訪
4，121

比

所　廊　地

試瞼年月
性　　　取

　重

カチオン

　カリウムイナン〔Kつ・…

　ナトリウムイオン（NaO）　・・

　カルチウムイオン（Ca’り　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　7手ロイオン（Fげ’｝…　　　。・

田 邊 鑛 肝
和歌山縣西牟婁郡田邊町大字上屋敷町

大豆E10年10月（大阪）

無色澄Ψ」にして少詐の沈津あり微に戯味を有し微弱アルカリ性反慮を棊す
1，0055（150）

イオン表（李磐奪義碁盤嫉臨鶴

ア昌オン

　クロールイオン（Clり…　　。

　硫酸イオン（SO4り・…　　　。

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り　。

蒸主護i互達葦査　　　糸勺　 4，12グラム（1　リ卿トノ【レ唾1）、

グラム　　　こりモ～レ　　ミリヴアル

0，0232　　　0，5934　　　0，5934

1，632　　　70，97　　　　70，97

0，0154　　　0，3843　　　0，7686

0，0062　　　0，2549　　　0，5098

0，0051　　　0，0913．　　0，1826

73，02

0，8165　　23，03　　　　23，03　．

0，0069　　　0，0了18　　　0，1436

3．041　　　49，85　　　49，85

　　　　　　　　　　5，546　　145，25　　　　73，02

　　　　　　　　　　0，0174　　　0，2222

　　　　　　　　　　5，563　　145，47

　　…　　　　　。　・　・　　　0，0297　　　0，6750

　　　　　　　　　　5，593　　146，15

ヒドロ燐酸イオン及有機物各痕跡

質　　　本泉は食騨含有アルカリ泉に直す

盤頁表（：本鎮永は其集成に於て1リートル中次の成分奪合有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム｛KCD　・・…　　。・

クロールナトリウム（NしCD・・・…

重芳ξ酸ナトリウム（］S「a11CO3）…　　．．

硫酸カルチウム（CaSO4）．…　　．。．．

鋲ガξ酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

．重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重湯と酸雪巨魁イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・　．　．　．　．

王監…酸（メタXII2Sio3）　…　　　．。．．．．

珪酸（メタ）‘H2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0ρ142

1／312

4，077

0，0099

0，0506

0，0374

0ρ162

0，0174

遊離炭酸（CO2）

其　他

泉

　　　　　　　　　　　5，565
．　．　．　。　．　．　．　。　．　・　・　　　0，0297

5，595

一163一



鉛 山 山 泉

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

和歌山縣酉牟婁郡漱戸鉛山村2172番地

大正15年9月（大阪）
微に渦濁し類白色の沈底物を具右し殆と中仕反慮を微すれとも之を煮沸すれは沈

壁を析田してアルカリ性に攣す
上ヒ　　　　⊇1途　　　1，00387（15Q）

イオン表（李磐言書雰畏津蟹表雰妬倉有）

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ。・・．

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　アムモニウムイオン（NHゴ）・

　カルチウムィォン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ　・

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　ヒドロ炭｝駿イオン（IICO3’）・

蒸獲残渣　　約　5，05グラム（1キログラムrll）

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，082S4　　　　2，119　　　　2，119

1，s22　　　　79，20　　　　79，20

0，0ぴ151　　　0，2δ00　　　0，2500

0，04883　　　1，219　　　　2，43S

O，01418　　　0，5832　　　1，166

　　0 8δ，17

1，219　　　　34，39　　　　34，39

3，099　　　　50，79　　　　50，79

盛類表（嚢雛騨舗聡簿藻薦角醐

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（N組Cl）・・・…

1重炭酸ナトリウム（NallCO3）　・・…

クロールアムモニウム（NII4Cl）・…

重淡酸カルチウム〔Ca（11CO3）z〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

珪酸（メタ）（王12Sio3♪　。’●’’”。●

∫ki駿（メタ）（II2Sio3）9・9・

6，290　　　168，55　　　　85，18

0，1200　　　　1，532

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

　　　　　　6ジ110　　　170，08

・　・　・　…　　　　　　0，08S13　　20，03

グラム

0，1580

1β72

3，9〔｝1

0，0134

0，1975

0，0855

0，1200

β，410

0，0881

6，498

’　遊離炭酸（CO2）

｛3，498　　　190，1

泉　質 ホ泉は食聰含有アルカリ泉に属す

　　所　在　地

　　試損年H
　　｛1’1三　　歌

源泉江渡　　90。

比　　重

湯　の 峰温泉
和歌山縣東牟婁郡四季」大牛湯の峯110番地
大11三35F　2刀（大阪）　　

”無色泣明にして硫化水素臭を放ち微弱アルカリ性の反応を某す

1，0012（15。）

イオン表（鶯獄骸贔黙魏）
カチオン

　カリウムイオン（K’）・・

　ナトリウムイオン（Na●）

　カルチウムイオン（Ca●う

フェロイオン（Fe”）・・。・。

グラム

0，0396

073236

〔｝，〔M51

0，0030

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…　　　　O，1845

　硫酸イオン（SOげ）　。・。・。　　0，5S70

蒸登残渣　約1，37〔，グラム（1リート1レ中）

ミリモル　　ミリヴアル

1，010　　1，010

14，07　　14，07

1，126　　　　2，251

0，Q537　　　0，107r蓬

17，44

5，203　　5，203

6，llO　　　1222

　　　　　　　　　　　　　　1，1828　　27，57　　　　17，42

班酸（メタ）（II2SiO3）・…　　O，18Uδ　2，30δ．

　　　　　　　　　　　　　　1，3633　　29，8δ
遊夢llヒ耐訂ヒかく素（II2S）　・　…　　　　　　0，0101　　　0，2963

　　　　　　　　　　　　　　1，3734　　30，18

共仙　　マグネシウム，硝酸及，ヒドロ燐酸イオン各痕跡，ア

　　　　　ルミニウムイオン僅微

本知は芒硝含有硫化水嚢泉に溢す

懸醸（磯麓巷響聡羨品蕗図幅）

クロールカリウム‘］KC1）　…　　　。・・．

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

慌酸ナトリウム（Na2SO4）・・．．．．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸亜酸化繊（FeSOJ・・・・・・…

三石酸（メタ）（112Sio3）・・・・・・…

逝i寓生｛荒イヒフ1も馨ξ（II2S）

グラム

0，（D753

0，2452

0，7007

0，153δ

0，0081

0，1805

泉　　質

　　　　　　　　　1，3633

・・・・・・… @　　O，OlO1
1，3734

一ユ｛旺一



，

留

所　；在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

菟 道 鑛 泉

京都府字治郡字治村大字苑道小字谷下り56番地の1
日召不035F　8月（大阪）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
1，00125（15Q）

イオン表（李磐同義寸寸巽蘇方忠垢倉有）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Na。）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン01g”）・

　フェロイオン（Fσ’）・・…

アニオン

　クロールイオン（Clつ…　　　。

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ　・

　かと酸イオン（CO3”｝・・…

　水酸イオン（OH’）・・。．。

蒸；1愛残渣　　1，108グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0006　　　0，0164　　　0，0164

0，4346　　18，90　　　　18，90

0，0015　　　0，0369　　　0，0738

0，0006　　　0，0229　　　0，0458

0，0001　　　0，0025　　　0，0050

19，04

0，1300　　　3，665　　　　3，6650

0，7689　　12，60　　　　1Z60

0，0805　　　1，342　　　　2，6850

0，0014　　　0，0縦52　　　0，0852

藍類表囎畿雰巷響密磐藩言糠繍畜ly）

クロールカリウム（KCI）　・・。・・。’

クロρルナトリウム（NaGD・・…　　　．

：重炭酸ナトリウム（KaHCOID　・・…

炭酸ナトリウム（Na・CO3）．・・・・…

炭酸カルチウム（CaCO3）　・r・・…

水酸化カルチタム〔Ca（OII）の．。．。．

：水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・・．．

1韮炭酸丑巨酸イヒ鐡〔］『e（IICO3）2〕　・　畳　…

瑚酸（メタ）（HBO2）　．．．．．．．．．

陸酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

1，4182　　36，67　．　　19204

0，0420　　　0，9573

0，0210　　　0，3075

グラム

0，0012

0，2133

1，057

0，1423

0，0017

0，0015

0，0013

0，0004

0，0420

0，0210

覆男酸（メタX11BO2）　・…

ゴ髪酸（メタ）（II2Sio3）…　　　　。

1，490

1，4812　　37，93

泉　　質 本旨はアルカリ泉に配す

。

比

所　左　地

試瞼年月
性　　　欺

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）。・・
　ナトリウムィォン（Na●）　・
　カルチウムイオン（Caつ　・
　マグネシウムイオン（Mg”）
　フェロイオン（Fe●つ　・。・・

飯 岡 鑛
京都府綴喜郡草内村大字飯岡字城

大正2年7万（大阪）

泉

微に渦濁し蜘號にして鐵氣を帯ひ微弱アルカリ性風底を呈す一

1，005　（150）

表（李鱗麟熊愛寵物

アニオン
　クロールイオン（Cl’）。・L．・

　硫酸イオン（SO｛”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（正ICO3’）　・

グラム

0，0532

1，606

0，3093

0，0266

0，0406

蒸獲残i渣　　約　5，54グラム（1リートル中）

ミリモル

1，359

69，69

7，733

1，092
027250

ミリヴナル

1，359

69，69

15，47

2，184
1p450

90，15

3，120　　　88，00　　　　88，00

0，0337　　　0，3510　　　0，7020

0，0884　　　1，449　　　　1，449

　　　　　　　　　　　　　　　5，278　　170，4　　　　　90，15

珪酸（メタXH2SiO：ρ・…　　　0，0182　0，2324

　　　　　　　　　　　　　　　5，296　　170，6

遊離芳ξ酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　0，1360　　　3，091

　　　　　　　　　　　　　　　5，432　　173，7

共　他　　アルミニウム，耐酸及ヒ1ドロ燐酸イオン勉瑚酸，イ∫

　　　　　機物各痕跡

　　　泉質　本丁は弱窟璽泉に費す

盤類表（本鑛水は共集成に於て1リートル中次の成分を含右する溶液に概略相當す）

クローノレカリウム（KCD　・・…　　、・・

クロールナトリウム（耳aCD・・・…

クロールカ1レチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　．。．6．．．

クロールマグネシウム（MaClの　・…

重炭酸兎酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕一．．，

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，1014

4，077

0，8188

0，0477

0，1σ10

0，1290

0，0182

　　　　　　　　　　　　5，296
・　・　。　。　・　・　。　・　…　　　　　0，1360

5，432

一165一
●



●

所　在地
試瞼年月
性　　　歌

大河原鑛泉
京都府相樂郡大河原村六字｝勃大河原

昭和2年12万〔大阪）
無色澄明にレて臭氣なく味は清速にして微に戯味を帯ひ葬ζ慮は弱酸性なるも煮沸

すれはアルカリ性に憂す
比　　　重　　　1，00113　（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・。
　ナトリウムイオン（ya’）　’
　カルチウムイオン（Caつ　。
　マグネシウみイオン（Mg’つ
　フェロイオン（Fe’つ・…
　マンガノイオン（⊃11ゴつ・・

表（　　フドユ　キ　ロ　クゆう　ムびい　こをオゴ奪、三分顧欺の如し）

　　グラム

ニ8：腰8

　0，03819
　0，007912

二耀ll

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　硫酸イオン（SO｛り・・…
　ヒトψロガξ酸イオン（IICOで）・

蒸獲残渣　 約　1，90グラム（1キログラム中）「

ミリモノレ　　ξリヴアノレ

，§：1茎8楚；l18

0，9531　　　1，906

0β253　　　0，6δ07

8；8｛言9　　　8；8il？8

32，53

‘D，4307　　　12，14　　　12，14

0，003418．　　0，⑪356　　　0，0711

1，甥9　　20，31　　20，31

磁1酸（メタ）（Hβ03）　。…
月…酸（メタ）（II2Sio：L）。…

遊離かこ酸（CO2）

泉　　質

2，433　　　　63，71　　　　32、52

0，007083　0，1601
0，09107　　　　1，166

　　　　　2，531
…　　　　。　・　0，5276

65，04

11，99

盤醸（甥醗翻手器繍蔭昂紬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　…　　　。・・。O，l117

クロールナトリウム（NaCl）・・・…　　0，622｛

硫酸ナトリウム（Na2SQJ　。・・・…　　0，00δ054

並炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・。・・1，487

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）」・…　　0，1545

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：D2〕・・。0，〔⊃4761

霊炭酸亜酸化銭〔Fe（HCO：監）2〕　・・。・・O，00267｛レ

重炭脇手化マンガン〔｝1轟（HCO3）2〕・・0，0（，ユ858

醐戯（メタ）ほIHO2）　・・・・・・…　　0，007083

∫髭酸（メタ）（112Sio3）　。●・…　　　。・・0，09107

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，531

進離炭酸（GO」）　・・…　　り・…　　0，5276

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ρ59．

3，059 77，03

本泉は食騒含有アルカリ泉に濡す

所　在　地

試瞼年月
性　　　欺

．幅知 山顛泉
京都府天田郡腿畑11田∫扉前木村ロ

ノゼ正10年3月（大阪1

無色上り1にして異臭なく少しく戯味を播ひ徴弱アルカリ性反癒を級し煮沸せは著

しく禍色沈津を折禺す
、Lヒ　　　　き重＝　　　1，〔XX）｛　（150｝

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1ぐ）…
　ナトリウムイオン（Naつ　・
　カルチウムイオン（Ca”1　・

　マグネシウムイオン（Mgつ
　フェロイオン（Fe．つ・。・・

劇両両塩赦婁毒殺）

ア昌オン

　クロールイオン‘C1つ。”

　　　グラム

　　0，0017
　　0，0128

：8；騰
　　0ρδ39

硫酸イオン（SO｛り・…　　　。
ヒドロ淡酸イオン（IICOゴ）　。

・　　0，0177

　　0，0137
　　0，1943

蒸獲残澄　0，3239グ弘（1リートル中）

iリモ’レ　　毛リウFアノレ

0，01δ2　0，0162
0，5598　　　0，5598

8粥8；1；l1
1，145　　　　2，290

4，596

0、5000　　　0，5000

0，4554　0，9108
3，185　　　　3，185

　　　　　　　　　　0，3624　　　6，731　　　　4，596

　　　　　　　　　　0，0203　　　0，2δ92

　　　　　　　　　　0β827　　　62990
　　　・　・　。　…　　　　　　　0，1169　　　2，657

　　　　　　　　　　0，4996　　　9，647

硝酸イオン痕跡，ヒドロ燐酸イオン磁徴，イ∫機雄峰
肇孟

油類表（醗麟響霧隷両舷高次）

クロールカリウム（KCI）　・・…　　　’・

クロールナトリウム（NaCl｝。。。・。・

：重炭酸ナトリウムeζaHCO3）・・。・・

硫陵カルチウム（CaSO4）　・・・…　　。

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

＝重かと酸マグネシウム〔⊃Ig（HCO3）2〕…

重炭塗込酸化鍛〔Fe（IICO3）2〕・・…
Σ量酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　。　・　・　…　　　　。

∫圭酸（メタ）（II＝Sio3）・…

遊離炭酸（CO9）

共　他

泉　　質 本藍は浸酸繊泉に賦す

遊離炭酸（qo2）

グラム

O，0033　　．

O，0265

0，0088

0，0619

0，0051

0ρδ32

0，2036

0，0203

　　　　　　　　　　　　0，3827
・　。　・　…　　　　　9　・　・　．　●　　　0，1169

0，4996

一166一



’

木 津 温 泉

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　欺

源泉温度　　46。
エヒ　　　　重　　　　1，0006　（150）

カチオン

　カリウムイオン（1ぐ）・b・・
　ナトリウムイオン（Xaつ　●●
　カルチウみイオン（Ca”）　・・
　々グネシウムイオン〔M窯つ　・
　ジ出ロイオン（Fe乙’）。…　　　ら

京都府竹里榔木津村字木津小字カタナシ196番地

大尼15年2月（東京）
無色澄明にしで微躬アルカリ性あ反慮を呈す

蒸獲残渣　　0，6264グ弘（1キログラム中）

イオン表磯焼籏骸蹴有）

7皇才ン
　クロ晶ルイオンIGIり・・。も
　二巴酸『イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（11COゴ）　・

グラム　　ミリモル　　ミリジナル

0，00450，II510，i161
0，1599　　　6，9522　　　6，9522

0ρ412　　　1，0282　　　2，0564
0．｛｝O12　　　蔓），〔｝493　　　0，じ｝98G

D7｛｝0〔U　　　〔，，0〔｝18　　　0ρ036

　　　　　　　　　9，含函

　　　　　　　　　珍，1S皇d　　　　2，13200，0756
0，2928　　　3，0481　　　6，096乞

0，0609　　　0，9977　　　0，g977

　　　　　　　　　　　　　　　0，6362　　11，2763　　　9，2259

珪酸（メタ）（11”Sio：ゆ・…　　＿Q樋＿．g，襲1g

　　　　　　　　　　　　　　　O，6817　11β573

其　他　　遊離炭酸微量

　　　泉質、本泉は輩純温泉に帰す

盛類表囎畿縢回暦鰯糖翻

クロールカリウム（K：CD・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…
硫酸ナトリウム（N艶SO4）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　．・・。。．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重豊門ぐゲネシウム〔M黛（llCG｝）2〕…

重炭酸亜酸化蝋Fe（11CO，）2〕・・…

爺綾（メタ）（H2Sio3》・・・・…　一

グラム

0，0086

0，1179

0，3506

0，0790

0，0726

0，GO72

0，0003

0，0455

0，6817

山 田 襟 章

所　左　地

試瞼年月
性　　　歌

大阪府三島郡山田村大字山田下字束八丁3528番地．

大正15年12月（大阪）
無色にして微に漏濁し微弱酸性反磨を徴するも之を煮沸すれは褐色の沈娠を捌ll

してアルカリ性に憂す
上ヒ　　　　ゴヒ　　　1，0000　（15Q）

カヂオン

　カリウムイオン（Kつ’●‘’
　ナトリウムイオン（Na。）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　々グネシウムイオシ（｝τg‘’．）　・

　フ血自イオン（Fe’つ・？・・。
　アルミニウムイオン（A1●’「）・

蒸獲残流　　0講85グラム（1キログラム中》

イオン劇難義券譲餓翫鮪

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ピドロ；炭酸イオン（IICO3’）　・

グラム

0，0022

0，0103
0，0087

0，0053
0，0184

0，0005

ミリモル

0，0574

0，4465
0，2171

0，2191
｛｝，3300

0，0196

忌リヴアル

0，0574

0，4465

0，4342
0，4382

0，6600

0，0588

2，0951

O，0078　　　0，2212　　　0，2212

0，0026　　　0，0272　　　0，0544

0，1110　1β20　　1，820
0，1668　　　3，358　　　　2メ）96

0，0387　　　0，5663

藍類袋囎畿雰巷盤騰轟鵠編垂卑）

クロールカリウム（KCD　・・。。…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・6…
：重炭酸ヵルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・…

賂化アルミニウム（AIC13）・…　　　．・．

封…酸（メタ）（112Sio：玉）　・　・　・　・　・　…　　　　’

珪酸（メタ）（H2SiOll）・…

遊1離淡酸（CO2）

泉　質

　　　　　　　0，2055　　　3，924

…　　　　。　・　。　　　0，0184　　　0，4181

0，2239　　　4，342

本泉は炭酸鐵泉に噛す

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0042

0，0061

0，0039

0，0241

0，0352

0，032〔｝

0，0587

0，0026

0，0387

　　　　　　　　　　　0，2055
●　’　’　”　　．　・　・　…　　　　　　0，0184

0，2239

＿1G7一



●

岡 中 鑛 泉

比

所　在　地

試験年剛
性　　　歌
　重　　　1，0019（15Q）

大阪府泉南郡北信達村大字岡中字狐田第723番地

昭和2年5万（大阪）
無色にして微に泪濁し微溺酸｛ご！三反癒を呈す

イオン表ぐ鷲熱玉無錫寵有）
カチオン

　カリウムイオン（1｛つ・…
　ナトリウムィォン（Na・）　．．
　カルチウムイオン（Ca●つ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe’り◎・。ロ’

アニオン

　クロールイオン（Cr）・ゼ・・
　覆三酸イオン（SOlり　・・…
　ヒドロかこ酸イオン（IICO3つ　・

蒸多隻夏婁言査　　 麟」　1，76グラム（1キログラム巾）

グラム　　ミリモル　　iリヴアル

0，0250　　　0，6382　　　0，6382

0，7039　　30，60　　　　30，60

0，0371　　　0，9257　　　1，851

0，0086　　　0，3531　　　0，7062

0，0010　　　0，0188　　　0，0376

33，83

0，1258　　　3，548　　　　3，548

0，0024　　　0，02，18　　　0，0496

1，845　　　30，24　　　　30，24

2，749　　　66，45　　　　33，83

0ρ363　　　0，5311

塵翻…囎鶴巷蓉砦聡熱置三角醐

クロールカリウム（1｛C1）　・。．。・．．

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO裏）・・。．．．．

重炭酸ナトリウム（NalicO3）　。・…

頭炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

並炭酸亜酸化戯〔Fe〔IICOI；）2〕　・・．．。

封…酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　…　　　　。　・　。　・・

王ヒ酸（メタXII2Sio3）・…

遊離炭酸（co2）

　　　　　　　2，785　　　66，98

。　・　・　…　　　　　　　0，0434　　　0，98〔｝1

遊離淡酸（CO2）

グラム

0，0476

0，1701

0，（沿35

2β23

0，1501

0，0517

〔〕oo32
7

0，0363

　　　　　　　　　　　　2，786
・　・　・　・　…　　　　。　…　　　　　　0，0434

2，829

2，828　　　67，97

泉　　質 本泉はアルカリ泉に局す
9

新 家 鑛 泉

所　左　地

試験年月
性　　　歌

大阪府泉南郡薪家村大字薪家字引谷3332番地
大正14ムF4月　　（ブくE更）

殆と無色にして微に洞濁し微弱アルカリ性反慮を微し之を煮沸すれは著しく沈蛮

を析ロけ
」＝ヒ　　　　重　　　　1，01179　（150）

イオン表1門門赫蕨骸彦寵右）
カチオン

　カリウムイオン（Kっ…　　。

　ナトリウムイオン（Nパ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’り・

　フェリイオン（Fe”つ　・…

アニオン

　クロールイオン（CP）・…

　研三酸イオン（SO裏り　・。…

　ヒドロガと酸イオン（IICO：二，）　・

グラム

0、0187

2，183

馳1，114

〔｝，0｛｝50

モリモ・

0，4783

94，91

45，79

0，｛｝895

蒸聚残涜　 約　11，22グラム（1キログラムlP）

iリヴアル

0，4783

94，91

91，59

0，26S5

187，25

0，0081　　　0，2284　　　0，2284

4，604　　　47，92　　　　95，84

5，562　　　91，18　　　91，18

差等（メタXII郵03）・…

13，495　　280，6　　　　187，25

0，0154　　　0，1967

　　　　　　　13，51　280β

・・・… @　　0，0128　0，2909

塵類表〔妻雛雰巷蓉霧磐漏三編富国）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　　・・・・…　　　　O，01703

霧ご酸カリウム（K2SO4）　・・・・…　　　。　〔｝，02177

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…　　　6，742
轍マグネシウ・（MgSO、）…・∴O，02474

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）3〕…　　　6，671

耐己酸々イヒ窮芝〔Fe2（SO｛）：｛〕　。．・　…　　　　。　・　・　0，01790

珪酸（メタ）（II2S10：B）一・・・・…　0，01540

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，51
蓮乞袴誰”ξ酸（CO2）　．　．　．　・　．　・　・　g　…　　　　　。．0，0128‘）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，52

逝離炭酸（CO2）

13，52　　　281，09

泉　　質 本泉は土類含有芒硝性心曝泉に回す

＿168＿



宮 の 脇鑛泉

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌
　重．　　　1，0045　（150）

大阪府南河内郡彼方村大字横山三宮の脇344番地』

大正13年10月（大阪）
無色澄明にして臭氣なく昧は糟ζ清凍にして戯味を帯ひ酸性反慮を呈す

イオン表磯熱撚絵蹴有）
カチオン

　カリウムイオン（K。）・・●・

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウムイオン（Ca’．）　・・

　マグネシウムイオン（Mgっ　・

　7エロイオン（Fe’つ・・…

　アルミ呂ウムイオン（Al’つ　・

蒸獲残〒葭　　約1：3，87グラム（1キログラ≠・中）

グラム　　　ミ、）モル　　ミリヴアル

0，0178　　　0，4542　　　吐），4542

3，962　　172，2　　　　172，2

0，4511　　11，26　　　　22，52

0，2085　　　8，575　　　17，15

｛｝，0080　　　0，1438　　　0，2876

0，0025　　　0，0929　　　0，2787

212，9

アニオン
　クロρルィオシ（Cl’）・・一　　6，682　188，4　　188，4

　ヒドロ芳と酸イオン（HCO15’）　・　　1，495　　24、5〔》　　24，50

12，827　　405，7　　　　212，9

0，1226　　　1，794

塵類表囎三三鶴轟議纂昂翻

クロールカリウム（1｛Cl）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

クロールカルチゥム（CaCI2）・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3｝2〕・・．

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（11CO3）2〕・・…

照化アルミニウム（AICI3）・・…　　　曾・

班酸（メタ）（II2Sio：ゆ・…　　．・一・・

遊離炭酸（CO2）・

王｝…酸（メタ）（II2Sio3）…　　　。

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　12，95　　　407，5

・　・　…　　　　り　　　0，5876　　13，36

　　　　13，54　　　420，9

本泉は土類含有食二三に馴す

　グラム

0，0339

10，07

08576
　り

O，5724

1，255

〔｝，0256

0，0124

01226
　，

　　　　　　　　　　　12，95
・　…　　　　9　・　・　・　…　　　　　　〔｝，5876

13，54

泉　　質

汐 宮 鑛 泉

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重　　　　1，01584　（150）

大阪府南河内郡彼方村大！芋頃喜字汐宮927番地

大π三10年1⑪月（大阪）

微に渦濁し戯味を帯ひ弱酸性反癒を呈す

イオン表（李鱗赫斌嫉臨葛
カチオン
　カリウムイオン（］K：’）・…

　ナトリウムイオン（Nパ）　・・

　カルチウ・ムイオン（Ca鴨）　・・

　マグネシウムイオ’ン（Mg’。）・

　フェロイオン（Fe’つ　・・…

グラム

0，0846

5，928

1，026

0，6992

｛｝，028〔1

アニオン

　クロールイオン（CD・…　　　11，12
　ヒドロガと酸イオン（IICqζ’）　・　　3，422

蒸糞残流　　20，656グラム（1リートルrlり

　ミリモル　　ミリヴアル

　2，164　　　　2，164　・

257，7　　　　257，7

25，61　　　51，22

28，75　　　　57，50

　0，5000　　　1，00〔〕

36g，6

313，5　　　　313，5

56，09　　　　56，09

22，31　　　68，隻，3　　　　3G9，6

（D，1470　　　　1，877

藍類表醗駕蓉響聡砧赫轟欝次）

クロールカリウみ（KCI）　・・。・・

クロールナトリウム（NFaCl）。…

クロールカルチゥム（C乳C12＞・…

クロールマグネ．シウムOlgC12）　・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（｝ICO3）2〕．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕…
封｝酸（メタ）（II2SiO3）　・　・　・　・　・…

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…

　　　　　　　22，46　　　686，2

・　・　…　　　　璽　　　〔｝，1682　　3、823

遊離炭酸（CO2）

　　　グラム
　・　0，1613
・　・　　15，〔｝7

・・ @　2，843

・　・　　｛〕，1144

・　・　　4，〔〕32

・　・　　O，0882

・　・　　｛｝，147（D

　　　　　　　　　　　22，46
・　・　。　・　・　’・　。　・　。　。　。　　〔｝，1682

　　　　　　　　　　　22，63

遊離淡酸（CO2）
22，63　　　69（D，（D

泉　　質 本泉は土類含有強食瞳泉に貸す
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所在地．
試筆年刀
性　　　肌

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・…

　ナトリウムイオン（Nの　・・

　カルチウムイオン（Cポ’）　。・

　マグネシウムイオン（Mg●つ　・

　フェロイオン（Fe’り・・…

石 佛 鑛 泉

大阪府南河内郡加賀田村大字石佛13〔｝番の1
大11三14勾竃4ノヨ　（ブく匹反二）

微に渦濁し類褐色の沈津を具有し戯π」こを帯ひ微弱酸性反庶．を徴し煮沸すれは白濁

を呈してアルカリ性に愛す
上ピ　　　　コヒ　　　1，0204　（15Q）　　　　　　　蒸聚タミ洋註

表（二三搬録錫疑イり
グラム

0，0329

7ρ：33

2，873

（、，（．｝565

0，0274

　ミリモル　　iリヴアノレ

　0，8414　　　0，8414

30δ，8　　　　305，8

71，69　　　143，4

　2，323　　4，647

　0，4907　　　0，9814

アニオン

　クロールイオン（CD・…　　　13，36　376，7

　ヒド・淡酸イオン（HCOの・、4，82（⊃　79，00
28，20　　　836，8

0，1166　　　1，489

455，7

∫卜酸（メタ）（1恥910：の・…

3761

79釦．

455，7

　　　　　　　28β2　　　838，3

・　。　・　・　。　・　　　0，3015　　　6鍾3

糸勺　27，490グラム（1キログラム中）．

盤萎醸（三三欝手器識ロ偏調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1｛Cl）　・…　　　。・・

ク・一ルナ回ウム．（漁cD・…．・．・

クロールカルチウム（CaCI2）・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重ガξ酸マグネシウム〔】W9（IICO3）2〕・・。

重炭酸亜『酸化釘父〔Fe（IICO：B）2〕　。．．．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）・∵…　．・・∵・・

0，0627

17，88

3，89〔｝

5，946

0，3：39‘》

0，｛〕872

〔｝，l166

28β2

0，§Q15

2s，62

遊離炭酸（CO2）

28，62　8壬5，2

泉　　質 本泉は土類含有強食璽泉に局す 「

比

所左地
試瞼年刀9
性　　　軍

士 振 鑛 泉
大阪府北河内郡蹉毘村大字中振

大正11年6月（大阪）

殆と無色澄明にしてフ土ノールフタレイオン1．こ封して弱酸性を早しメチールオラ

ンヂユに封し溺アルカリ佳を呈す
重　　　　1，00097　（1δo）

　　　　イオン

カチオン．．

　カリウムイオン‘Kつ。。・・

　ナトリウムィォン（Na●）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムィオシ（Mg”）　．

　フェロイオン（Feつ　・・…

　マンガノイオン（MIゴつ・。・

表（弱変赫薮凱歌総有）

アニオン

・クロールイオン‘Clつ・…

　石臼酸イオン（SO4り　…　　　。。

　ヒド・炭酸付ンσICOの・

　グラム

0，027141

0，0GO95

0，3590

0，07862

｛｝，000102

0，002017

こリモ’レ

｛、，6942

2，6δ0

8，960

3，三～33

0，0018

0，03G7

蒸獲残流　 ．約．1，90グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

06942
　り

2，650

17，92

6，465

0，0037

0，0734

0，01093

1，315

．0，007500

27，81

0，3084　　　0，3084．

13，69　　　　27，38

0，1230　　　0，123〔1

∫匠配象（メタ）（II2Sio：監）・…

1，861　　　　　29，70　　　　27，81．

0，04493　　　　0，5738

盛類表（本鍍水は其集成に於て1キログラム中i爽の成分を含右する溶液にオ旺略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
姉一ルカリウ・（KCD一．・∫・一1・，・2299

硫駿カリウム（K2SO書）．。・。・・。・・0，03：364．

硫酸ナトリウム（Na2SO．∂・。・・…　　　0，1882

硫酸カルチウム（CaSO4）・・一…　　1，220
硫酸マグネシウム（MgSO4）・．…　　．・・0，3864

：重炭酸マグネシウム’〔Mg（IICO3）2〕　・・0，（）0：3383

重炭酸耳駐羨熱心〔Fe（IICO3，2〕　・∴・・乙　0，000325

重炭酸亜酸1ヒマンガン〔M！1（IICO：；）2〕・0，006497

珪酸（．〃，（II・Sio・・）∵・・・・…　璽4493』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，906
三三症島1と拶こ酸（C（）2）　　…　　　　　。　・　…　　　　　g　・　。　0，0247〔b

　　　　，　　　　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　ユ，931．　．’

逝i離炭酸（Cα）

　　　　　　　1，906

．．．・・。 @0，02470

30，27

05620
　，

泉　　質

　　　　1，931　　　　　30，83

木泉は石膏性苦味泉に正す
・
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所　在　地
、試験41三．丹

性　 』．ﾌ

加納町炭酸鑛泉
刷1戸市加納町1丁口1番屋敷〔づ1　．1

．大IE　3年12月（大阪）．，，

無色澄明微に赤褐色の沈津を有し臭氣なく清凍刺戟性の味を有し反慮は初めは微

躬酸性なれとも煮沸すれはアルカリ性に憂す
↓ヒ　　　．』宝　　　1，0002　（150）

イオン表（李勲赫滅蝦臨奮）
カチオン’

　カリウム’イオン（Kつ…　　●

　ナトリウムイオン（Nポ）　・・

　Lカル1チウムイオン（Ca．．）　・．・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・・

　フェ貢．イオ’ン（Fe’つ　。　・　…

蒸獲残渣　　0，642グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミ9ヴアル

0ρ033　　　0，0844　　．0，0844

0，0738　　　3，209　　　　3，209

0ρ7301　　1，822　　　　3，644

0，0213　　　0，8758　　　1，752．

0，0041　　　0，0734　　　0，1468．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，836
アニオ．ン

　クロールイォーン（Cl’）・　・．1　・　　0，0727　　2，050　　2，050

　硫酸イオン（SO／）・・…　　　0，0077　0；0801　0，1602

　ヒドロ湯ξ酸イオン（HCO3’）　・　　0，4042　　6，625　　6，625

　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，6601　　14，82　　　　　8，836

　珪酸（メタ）（f12SiO3）・。・・　　0，0818　　1，044

　　　　　　　　　　　　　　　　0，7419　　15，86
　遊懸髭かと酸（CO2）　　・　。　・　…　　　　　　　0，8383　　19，05

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5802　　34，91

　共　他　　アルミニウム及硝酸イオン各痕跡，有機物微量

　　　　泉　　質　　本泉は輩純炭酸泉に馬す

麟旧臣饗蓉三鷹、乏赫轟鰹）

クロールカリウ去（K：C】）　。・…　　。・

クロ1一ルナ．トリウム（NaCD　・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・…　　．

．重炭酸カルチゥム〔CaでHCO3）2〕。．．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・．．．

二毛酸（メタXIJ2Sio3）　・・・・・・…

グラム

0，0063

0，1149

0，1044

0，0109

0，2823

0，1282

0，0131

0，0818

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，7419
ま聾腿推湯ξ酸（CO2）・　・．…　　　　畠　・　・　。　…　　　　　　0，8383

1，5802

比

所’1在’ n
試瞼年月
性　　　歌

』重

大．明　石、鑛泉
明石市大明石村1171番地

大1E2年9月目大阪）
無色澄明にして少許の淡褐色沈津を具有し弱酸性反雁1を呈す

1，0QQ89（15。）

イオン表（本書水1リートル中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン．

　、カリウ云イオン（Kり　。…

』ナトリ・同材ン（耳・プ1．・
．’

Jルチウムイオン（Ca・・）　・・

．；魚蝋（欝鯛と：

．マシガノイオンOliゴう…

　フ土リイオン（Fe”○）・・…

グラム

00363』
’

0，1324

〔｝，t｝808

0，0310

0，0499

0，0049

0，0001

ミリモル

0，9280

5，757

2，017

1，276

0，8943

0，0891

0，0016

蒸獲残言在　　　　約　　1，20　グラム　（1．リー．トル嘘3）

ミリヴアル

〔㌧9280

5，757

4，034

2，552

1，78♀．

0，1783

0，0048

アニオン

　クロールイオン（CP）・…　　　　⑪，194t》

　硫酸イオン（SO1”）　・・．。・・　　0淫693

15，24

5ン472　　　　5，472

4，§85　　　9，711

0，9987　　21，32　　　　15，24

0，0919　　　1，174

三三表（三三巷響聡緑1饒吉1欝次1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
ク自一ルカリ，ウム（KCI）　・・・・…　　　0，0692

クロールナ．トリウム（NaCl）・・」…　　　0，2656

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．・…　　一・　0，0862

硫酸ヵルチウム（CaSO4）　・・・・…　　　0μ746

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…　　　．O，1536
硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・・・…　　　L・　　0，1358

硫酸々化婁戟〔Fe2（SO4）3〕・・。…　　　L・．唱0，0003

硫酸マンガン（MnSO4）・・一・…　　．0，0134
箆ヒ酸（メタ）（II2sio3）　。。・…　　　。。・　0，0919

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，0906

笈皇酸（メタ）（1IzSio5）・…

170906　　2：～，49

泉　　三 木泉は弱緑暮泉に嘉す
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r

比

所　在　地

試殴年月
性　　　欺

　重

西　の　宮．鑛泉
兵庫縣式庫郡酉の宮町市庭字宮西2．155番地
ノ、コE10年5月　（ノく＝反＝）

殆と無色にして少詐0沈津を有し微に牧魚i’L鑛味を帯ひ反抱iは溺酸性を呈す

1，0007（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウム．イオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Na●）…

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグ審シウムイオンOlg’つ　・

　フ．rロイオン（Fげり●。●”

　マンガノイオン（Mll’つ．・・。

蒸護残渣　　約　〔｝，3〔〕4ノラム（1キログラムIP）

表＊（三鼎上蓋絃一壷有）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオンfSO汐）　・・…

　ヒドロ炭．酸イオン（IICO3’）　・

　クラム　．

〔1，00180δ

O，02307

〔｝，03199

‘♪70u5s｛9

0ρ2348

0，001008

〔1〔」2δ12
，

0，｛｝3120

0，1615

こリモル　　ミリヴアル

O，（且62　　　0，0462

1，003　　　　1，003

｛｝，7983　　　1，597

0，24（レ5　　　‘D，481〔〕

（．D，4205　　　｛L8410

‘），0184　　　0，0367

4，005

｛．，，7くb4S　　　（，，71）S4

1），3248　　　0，6壬96

2，647　　2，併7

　　　　　　　　　　　　　　1｝，3050　　　6，207　　4，00δ

∫駈袈‘メタ）（II2SiO3）　・　…　　　　　O∫i2933　　　　｛D，3745

　　　　　　　　　　　　　　1），3343　　　　　6，582

遊忘生炭酸（Cぐ）2》　・・・…　　　O，156S　　　3．563

　　　　　　　　　　　　　　〔㌧4911　　10，1δ

其他　アムモニウム．イオン痕跡，有機質僅微

泉　　質 本山は炭酸鎧泉に秘す

藍類表咳澱毅響宵激簾編畜恥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…　　｛．，，〔｝1．）3442

クロールナトリウム（NaCl）・・・…　　0，03871

硫酸ナトリウム（Na；SO4）・・・・…　　0，｛｝2421

硫酸カルチウム（CaSO4）・・・・…　　0，021〔Xl

l重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・…　　｛1，1t｝44

重拶こ｝袈マグネシウム〔｝1鍔（IICO：葺）2〕　・・0，〔｝3520

重炭酸亜酸化戴〔Fe（HCO：1）2〕・・…　　O，1．｝7471，

重かこ酸耳lil乳化マンガン〔Mn（licOIJ2〕　・（，，003247

∫1…酸（メ　タ）（正13Sio3）　・　・　・　・　・　・　…　　　　　0，02933

　’　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3343
遊高生渉こ酸（CO2，　　…　　　　。　。　…　　　　。　・　・　0，1568

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4911

比

所　在　地
試絵年刀
性　　　　論

義子　志鑛泉
兵庫縣武庫郡」旺ブ亡村の内伊子志村字三味302番の5｛i
ゾく11三451三5刀　（ノく誕乏）

無色澄明無臭にして味は清涼刺戟性なく溺酸性の反態を徴するも煮沸すれはアル
カリ性に墾す

重　　 1，（．．咀（150）

イオン表峰鼎赫蹟蝦電車）
カチオン

　カリウムイオン，Kり・…

　ナトリウム．イオンINa’）・．．

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（M9。’）　・

　フェロイオン（FC”）…　　　。・

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン〔SOノ）・・9・・

　ヒドロ炭酸イオン（IIUO：監つ・

グラム

〔｝，U1π

〔1，21〔＞1

0，U：307

〔㌧（沿：33

0，IXII2

t㌧3227

〔㌧OI4S

O，1243

蒸獲互睾i～’亡　　　　系～J　　O，7　グラム　（1　リー　トノレ111｝

ミリモル

｛．〕，4527

9，14s

〔㌧76〔12

し，，1：357

吐．｝，‘〕21δ

ξリヴアル

0，4527

9，148

1，532

0，2714

0，〔）43し〕

11，4δ

9，1α」　　9，100

P，1541　　　0，30S2

2，037　　　　2，037

　　　　　　　　　　　　　　　⑪，72δ1　　21，82　　　　11ジ15

塩i諏メタXII郵。Ω・…　　（1，t｝2δ4　0，3627

　　　　　　　　　　　　　　　0，7δ3δ　22，18
遊旋二心と酸（C（♪＝）　　・　・　・　…　　　　　　　1，502　　　34，15

　　　　　　　　　　　　　　　2，2δ59　56，33

共他　　リチウム，アルミニウム，1む鹸及．ヒドロ燈綾イオン

　　　　　並聞耳各痕跡

　　　泉　　質　　本四は輩鈍炭酸泉に渇す

簸類表畷麟糖舗』撫昂糾次）

クロールカリウム‘KCI）　・・、…　　．・・

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

．重炭酸ナトリウム（NalICO：；）　…　　．。

硫麓カルチウム（CaSOの　・・・・…

：重炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭駿マグネシウム〔Mg（HGO；｝箆〕…

重炭酸亜哉fヒ戴〔Fe（HCO3｝2〕　・・。・・

王1｝酸（メタ）（｝12SiO3）　…　　　　。　・　…　　　　。

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

グラム

0，0338

Q，5055

〔〕，〔H20

0，0210

0，0991

0，0199

0，〔｝0：38

0爬墨
0，7535

1，502

2，25（5
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班　在　地
試瞼年月
性

源泉温度

比　　重

鹿

歌
170

1，01087　‘15Q）

．盤 鑛 泉（冷）

兵庫縣武庫郡良元村鹿煕掌小谷口75番地
大正12年9万（大阪）
無色澄明にして清涼刺戟性敵味を宥し酸性反鷹を呈す

イオン表（李磐同義券蕨県一荒有）

カチオン

　カリウムイオン‘Kつ・。・・

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（｝旺1｛’）・

　カルチウムイオン（Ca’。）　・・

　マグネシウムイオンOlg”）・

　フェロイオン（F（yつ・・…

アニオン

　クロールイオン（Cl’）●’●●

　硫酸イオン（SO4り…　　。・

　ヒドロ炭酸イオン（HCOI～つ・

蒸；獲残渣　　約　10，23グラム（1キログラムrll）

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，02254　　　　0，5765　　　0，5765

3，880　　　　168，7　　　　168，7

0，001424　　　0，0789　　　0，0789

0，9088　　　　22，68　　　　45，36

0，1335　　　　　5，489　　　10，98

0，0283δ　　　　0，5078　　　1，016

226，7

7，905　　　　222，9　　　　222，9

0，0042δ1　　　0，0443　　　0，0885

0，2240　　　　　3，670　　　　3，670

　　　　　　　　　　　　　，13，10　　　　　424，6　　　　226，7

珪酸（メタ）（HzSiO3）・…　　　0，07558　　0，9652

　　　　　　　　　　　　　13，18　　　　425，6

遊磯皇炭酸（CO2）　・・・…　　　　3，149　　　71，57

　　　　　　　　　　　　　16，33　　　　497，3

　　　泉　　質　　本泉は璽化土類含有食璽炭酸泉に腸す

塵類表囎鶴斐讐手器羨品蔭角翻

クロールカリウム（KCI）　・・…

クロールナトリウム（NaGD・…

クロールアムモニウム（筑H4Cl）・・

クロールカルチウム（CaC12｝…

クロールマグネシウム（MgC12，・・
硫酸マグネシウム（］駿gSOJ・…

垂炭酸マグネシウム〔Mg（HCO5）2〕
並かと酸月露酸イヒ鐵〔］Fe（HCOI弓）2〕　・　・　。

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・…

遊離炭酸（COコ）・・・・・・…

　　　グラム
・　・　0，04298

6　6　9，862

・・ O，004223

・・ Q，517

・　。　0，3918

・　・　0，005327

・・ O，1947

・・ O，09031

・　・　0，07558

　蕗，18

・・ R，149

　16，33

所　廊　地
試瞼年月
性　　　欺

岩 塚 鑛 泉
兵庫縣武庫郡良元村費塚字湯本5番地
大1E7年4月（大阪，
無色澄明にして御出≧清凍刺戟性にして戯味を帯ひ初酸性反癒を微すれも煮沸す
れは白色沈電を折田してアルカリ性に憂す

比　　　　重　　　　1，0038（15Q）

イオン表（李響赫膿霰繕物
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・。・・

　ナトリゥムィォン（Na●）　。．

　カルチゥムィォン（Ca’．）　．．

　マグネシウムイナン（Mgつ・

　フェロイオン（Feつ…　　　。。

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…

　硫酸イオン（SO47）…　　。・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム

0，1962

1，013

0，1202

0，0130

0，0181

ミリモル

5，018

44，03

3，0QO

O，5345

0，3241

蒸獲残渣　　3，4928グラム（1リートル中）

ミリヴルル

5，018

44，03

6，000

1，069

0，6482

56，77

1，667　　　47，00　　　　47700

0，0383　　　0，3987　　　0，7974

0，5477　　　8，977　　　　8，977

　　　　　　　　　　　　　　　3，613　　109，28　　　　56，77

珪酸（メタXH2siOΩ・…　　　0，0336　3，646
　　　　　　　　　　　　　　　3，646　　112，9

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　1，315　29，89

　　　　　　　　　　　　　　　4ρ61　　142，8

其　他　　アルミニウム，硝酸及ヒドロ燐酸イオン並棚酸各

　　　　　痕跡，右機質僅微：

　　　泉　質本泉は食堅及長酸含有淡明鐡泉に陣す

塵類表礫撚響篇、も繍薔‡次）

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・…

硫酸カルチウム｛CaSO4）　・・・…　　．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

窺炭酸マグネシウム〔Mg（11COa）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　。　・　・　・　・　…

グラム

0，3742

2，4542

0，1724

0，0542

0，4216

0，0785

0，0577

0，0336

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　3，〔甦6
．　。　．　g　・．・　。　…　　　　　。　　　1，315

4pg61

＿173一



↓ピ

所　在地
試瞼年刀
性　　　歌

放射．能』

大 耽
．．鑛

兵庫縣武庫郡大弓村1｝：越木岩16の7

大正14年3月（大阪）

尿

‘無色澄捗1にして微弱酸性反感を徴する亀煮沸すれは禍色の沈津を折出してアルカ

重　　1，QOO1（170）』

　　　．4，45×10－nキユ1，rf1，22マ・一），＿大主・排・」1試；≧

イオン表＊（本窺萱フk1キログラム中iこ含レ有するイ｝成分及共量次の如し）

カチオン
　均．リ．穿みイオン（K’）・…　　．

カ．卜妙みイ舵（N・’）．∵

　カルチウムイオン｛Ca’つ　・・

アグ． _州イすヒOlgつ．・・．
　フェ白イオン（Fe’つ　。．・・，ρ　・

．アルミニウムイオン（A1…）。・

アニオン．

　クロ’」ルイオン（Cr）・…

　ヒド「ロかこ酸イオン（11CO；ち’）　・

リ彬Llこ愛づ『

　　　　　　　蒸渡飛流

　噛

　　　　　　　　　　卜　＝　　．
グラム　　　モリモル　　ミリヴアル

O，0（｝10　0，1025　0，1025

〔｝，0174　　　0，75S6　　　0，7586、

0，00δδ　　0，2115　　0，4230，

Q，0018　　　0，⑪754　　　0，1508

0，0100　　　0，1795　　　0，3δ90

　　　　　　　　　　　ヒ　0，0007　　　0，0三～74　　　0，0S22

L

0，16蓬グうム（1．キログラムrい）

　　．　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　r　　．　　　　　　　　，

三三表（鶉鯵器特三三続籍謝

クロールカリウみ（KCl）　・，…　　．・・

垂球と酸カリウム（lqlCO3）・．・、・・…

．重炭酸ナト、リウム（ざ・IICO・）．・∴一

重炭i重力をチウム〔CaαlqO．3）2〕1．・．’r

重かと酸マグネジウム〔Hg（IICO3）2〕・・．

1，876

O，OG46　　　〔〕，1297　　　0，1辞97

10，1066　　1，746　　1，746．

　　　　　　　　　　　0，1535　　　3，231　　　　1，87σ

O，0667　　　0，9766

グラム

0，00：36

0，0055

（㌧o乏嬬7

0，0343

0，0110

∫k』_（メタ）（112Sio3）　・　・　。　．

　　　　　　　　⑪，三～三203　　　4，208

・　9　…　　　　　。　　　ユ↓038S　　　O，8SI8

重炭酸亜酸化戯〔Fe（HCO：皇）2〕・・…　　ぐρ，039g

登イピアルミF身ム（△1C13）・「、…　　．・。．0，0036

玉鮭酸（メ　タ）（11穿Sio3）　。．。　・．・1●　。　・　・　●　・　0，0667

　　　　　　　　　　　　．：…　　　　＝　．　　　、．0，2203

遊離炭酸‘CO2》　…　　。・・・・・…　　　　0，0388

　　　　　　　1　．．．．　．・1　1：、．・，；O，2δ91

邊離疹む酸（CO2）

0，2δ91　　　5，しISJ

泉　　質 本泉は炭酸鐵泉に属す

所’　在　地
　　　　ヒ
試瞼年刀

　　性

海泉温嘆

比　．ユ宣

放射能

．．大 づ吐 蝉 茸
　　　兵庫縣ju・F郡大i吐村字［D二1！1山r番地22

　　　大」托13年1し｝月（大｝；［こ）

欺

19，50

0，991恩（19，ろ。）　　　　蒸霞三ヒ涜　　約1

4，u1×川一1．，キユ・，一，（1，1妙へ），＿畑1‘転∫：絵

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛つ・・．…

、オトリウみイオン（Xaつ・’。

　カルチウムイオンICaつ．・・

、マグネシウムイオンσlgつ∵．
　フェ・イオン（Fe’．）・．・．・．・．・，

（冷）

無色澄轡1にして少許の沈塗を具右し微rこ牧敷性を帯ひ徴弱アル．カリ性反慮を』孜凄9

表＊（李弩奪赫雌絵岩市有）

アニオン
　クロールイオン（Clづ・。・・’

　ヒ．ドロかこ酸イオン（IICO3り　・

ゲラム

0，〔X）56

0，0241

0，0154

爆｝略・主

Q，0232

ミリモル

。，143δ

1，（｝壬9

0，38δ4

0，2228

0，4160

　　　1’

ミリヴァル

0，1435

1，049

0，77ρ8．

0，44δ6

0，8320；

3，2｛1・

∫を虚ミ（メタ）（1i2Sio；ρ　・　・．・　・

（㌧00S2　　　（），2317　　　0，2：317

9，坦il焼一」壁塗＿　3，009

0，2655　　　5，457　　　　3，241

0ρ・126　0262：3U

遊離．炭’酸（CO＝）

　　　　　　　0，3【）S1　　　6，0S1

・　。　・　曜　・　・　　　0，1067　　　2，425

し1，13グラム（1．．キpグラムllり
い　　」

藍類表（変議雰慧空地瀦1燕繍1翻

　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　クラム

．クp一ルヵリ．ウム（KCb・．・．・・r・．・・．0，0107

ク『一ル．ナ1卜．リゥみ（NaCl）．・・；・．…　　1．O，0051

〕1㌃ノ多こ｝要ナトリウム（Na11CO3）　・。・・．　02‘〕S〔｝7

：重炭1笠カルチゥム〔Ca（ilCO：；〕2〕・…　　寸t｝，Q62・1

重渥ξ隈マグネシウム〔1～lg（11CO3h〕…　　　0，（1326　’

重かこ酸亙E酸fヒ壷境〔Fe（正ICO3）2〕f・　・　…　　　　、　O，07r10

珪｝蒙（メタ）（II2Sio3）．…　．・…　6・．0，0426

　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　0，3081
遊離炭酸（CO2｝　・・・・・…　．・…　．「・…　　　　〔〕，1067

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4H8
　　　　’．．．1　　　・　　　．　　　　　　　　涛　i

0，4148　　S，50σ

泉　　質 本泉は炭酸鐡泉に属す

一！74一



・い

大 岳 鑛 泉
　　所　左　地　　兵庫縣武庫郡山川村の内上谷上村字大岳8番の下川Φ1　、．
　　試瞼年月　大正2年7月（大阪），，．．目・　．，．
　　．性　　　．1恥．．無色澄明にして味清涼刺戟性にしで献味蓼有し反日酸性㌃ζも煎沸すれは白色結

　　　　　　　　　品性物質を析田しアルカリ性に攣す　！

比諏・エ・0022．（16Q）　　蒸難汗ま．．3・7313グ？・、（P7ト・ル中）、

放射能　　　　　　13，56x10脚mキュリー（3，73妙へ），＿六正2・｝・8月尻

イ才》表（フド鑛フ1く1リートノレ叫ユ1こ含オfする各成分及其量次の如し）

カチオン
唱力．閨uウムイオン（Kつ’・・1：ノー’

　　　ミト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

捻妙ム付物（Nの，∴死
　カルチウ丸材ン（Cとの．∵・’

　÷グネジウムイナン（Mσ●’　　h）1・．

　　　り　　　　　　　　　　　　　　　レ　ミ
1み．rイ［オ．ン鰹！、’，、？’∴’、

アニオン　　　巳’　．巾；：’．
．』 宴NロLルイオン（Cγ）㌦・．i・・．・．

昌硫酸イオン（SO韮”）「…　’…

・ビドロ炭酸イオン（IICO3’）・

　い．・」’

∫畷（メタ）（II2Sio，；）・…

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

　　　　　　　　　　　　　　　ぼさ
　　　　　　　　　2，199”0，08GO　　　2，199

0，944241飾　41舶∵：1
0，3015　　　7，627　　　15，05．監’

　　　　　　　　　　　　レ。・02180・89641・71！：ギ

　　　　Q，22560，45121．0ρ126

　　　　　　　　　60，54　噛
　』1．　　　　　　　　　　　　・．1」・1

」1，447　40，〔｝0　40，0Q，

0，0σ44　’　0，6703　　　1，341　．．

1，166　　　19，12　　　　19，12　’2．．

　　　　　　　　　　　　　　　4，0443　111，69　　　　60，46F’．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　11．．　　　　　　　　　　　　　　　0，0780　　　0，9960

　　　　　　　　　　　　　　　4，122　　112，69
遊再f皇ガξ酸（CO2》　　・　・　・　…　　　　　　2，400　　　54，55

　　　　　　　　　　　　　　　6，522　　167，2

共　他　　ア1レミニウムイオン僅微，耐酸及ヒドロ燐酸イオ

　　　　　ン各痕跡

盤類表畷麹巷響聡羨門蔭儲弊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム　　
ゼ列ト吻ウ．β：・（1∫Cl）．・∴．、・・』∴．・、1…

　クロールナ』トLリウム（NaCl）』・．・．・．・♂；．2，257

塗炭酸ナト…弼』（N・IICα、）∴．・・∴O，2490

競痴〃描．殴C・SO、）．．．；』∴・．．∴・O，0913
ロ　　　　ミ　　　　　ロ　　　ロセ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　セ　ヒ

綴惣携翻器鵡：・：・：1認｛，

覚炭酸聾巨酸イヒ戯玉…〔Fe（IICO：；）2〕　　・　・　i　。　。　、．：0，0・1〔D1、

灘（・タ》α1・Sio・・）・・．∵、∵∵一．　Q，9麺

卍・　．．・・1．、㌔　　．．，「　、．・．1．㌃4・122

泉　　質

1　　、

　所　在　地

　入詞年月
』性　　1：二・釈で

1騨1炭酸（CO．）

1．、，〔． P．　　鑑1、・＝「：

目』一　　　へP幽；∵1

．． 黶D．　　　r．llド．』

．． Pパ1．　　｛汽」．i

lI． wi　．　　　u…，、

本泉は食堅，土類及炭酸含有炭酸鐡泉に腸す

　　　　　　　大　’岳　領

　　　　　　兵庫縣武庫揃［旧村上谷上村字三岳噛

　　　　　　大正10年12月（大阪）レ．．」13．1

泉

∵5・∴∵∴∵：1．．一．塾Ω飢

　　　　　　　　　　　　6，522

・t　　、

、ノ1　」

1．

．無色澄明にして川州の褐色沈底物を具有し臭氣なく昧清涼にして戯味を帯ひ初め
微弱酸性反癒を徴するも讃：沸すれは白色の沈丁を析出しアルカリ性に鍵す

上ヒ　　　　重・｝1［1，0020　（150）

力揚メ壕回道隔離
1カ、リ、ウムイオン（1（●）．・・、；・｝覧　0，0688、　1，7β0

：ブ1、奇リウ4イオンr（ざ町’，ノ．∵、・．　0，7554ご32，94

　カ〃チウムィオン（qa∵），ll・〆・、　O，2412　6，121

い1ア1ク～ネシウムィォン：（Ngl’）1「・しρ，0174，，．0，7171

・．7千・イオ・ンてFe∵1！・…∵1㌧1．0，0101、．0・1805

ア卿：：：∴’∴．、．ll、1、．，、

、～，亨、一を賃ン（Cr）、∵．・．・LII知57’、32，57

　硫酸イオン（SO垂”）・…　　」．　0，0515　0，5362

　ヒ．．ドロガと酸イオン（IICO3’）　・　　0，9329　15，09
　・9　　「　　　　・　…　　　　　　　　　　　』

蒸獲残渣、　約　3，30グラ．ム（Lリートル中）　岐

　　　　　　　箇類…旧慣三三三三緑オ三輪両次）

ξリヴアル

1，760．．

32，94．　r1

12，24．・．㌧

1言43チ：愚

0，3610

48，73

32ρ11．1．

1，072、1

15，09．乳「

珪酸（メタ）（112Sio3）…　　　。

3，2347　『89，92

0，0564　　　0，7202

48，73

皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しグアム　
ノ．肥効．リ，；ウム（KCI）．・．…．∵一〇，1312

　クワール，ナト．・リウム（NaCD　・・・…　　．・cl，80（1

軍炭酸ナ’ t妙ム（輿HCO・）．．∴∵・．0，1992
、、硝酸力をチ1．ウム（CaSO4）　・、。・．・1三．．．・。．．0，（）731

　重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一・・　0，8889
：重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO：二）2〕…　　、．I　Q∫1（Mg

：重炭酸亜酸化餓〔Fe（IICO：P2〕　‘．・．・r・　一〇，0321

一書毛酸（メタ．）（1｛2Sio3）’・　・．・’・・。』♂・．・‘。　』0，0564

　　り　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　コ　　　ヒ　　　ド　　　　　　ヨ　　　　　　　　ロ　

　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　3，291

，．

?撃薗Y閥⑳の・・．・・．・∵．∵．・・」，二黒一

　　「　　1　　．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，968

　　　　　　　　　　　　　　　3，291　　　90，64　　　　　　　　　　　　．　・．∵　・　　｝

ま登養難拶と酸（CO2）　　9　…　　　　。　。　　　2，677　．　60，84　　　　　　　　　　　　　　　「’層層．’託

　　　　　　　　　　　　　　　5，968　　151，5　　　　　　・．．．　‘　．二』二．　1一ヒ　’「

自他　砧酸イオン痕跡，布機物僅徴

　　　泉　　質　　　臨監は石壁！，土類及炭酸含有炭酸鐵泉に魁す・・

一工75一

．ll

ξ＝
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所　在　地

試験年刀
性　　　欺

杉 生 鑛 泉
兵庫縣川邊郡六淑村杉生字雫井5番の1

大薦9年2月（大阪）
殆と無色澄明にして刺戟性戯味を有し反慮は酸性なれとも煮沸す才しはアルカリ性

に越す
エヒ　　　　重　　　　1，呼｝027　（15D）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛つ…　　●

　ナトリウムイオン（Xa’）　・・

　カルチウムイオン（Gt’曾｝　・・

　マグネシウムイオンorg●’）　・

　7エロイオン（Fe”｝・・●●’

　アルミニウムイオン（Al’●り　・

表（李讐奪麟誠嫉泥画

アニオ’ン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO．塾り　・・。・・

　ヒドロガξ酸イオン‘IICOゴ）　・

葬駕勇…一口汀ご　　農」　1，73グラム（1リートルrい）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，c）：3330　　　｛｝，8516　　　0，8516

0，52δ9　　　22，87　　　　22，81

0，09062　　　2，261　　　　4，523

0，00777　（、，3197　0，63｛14

0，0030S　　　吐），0551　　　0，1102

0，〔X｝064　0，0235　0，0705

29，06

O，6357　　　17，93　　　　17，93

0，00378　　　0，0394　　　0，0788

0，6744　　11ρ5　　11，05

　　　　　　　　　　　　　　】，975　　　　55，4〔D　　　29，06

珪酸（メタ）（II2Sio、B）・…　　0，09533　1，217

　　　　　　　2，0705　　　56，62

・・・… @　　1ρ70　　24，32

盛類表（醗麓蓉響聡羨議露鹸牢次）

クロールカリウム（KCI）　・。・・

クロールナトリウム‘NaCD…

凝」酸ナトリウム（Xa2SO4》・…

霊炭酸ナトリウム（NaHCOIゆ　・・

重野晒カルチウム〔Ca（HCOI；）2〕・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：轟）2〕

重炭酸亜酸化銭〔Fe（IICO3）2〕　・・

硫酸アルミニウム〔Aし（SO｛）1；〕・．

ft酸（　メ　　タ　）（II2Sio：；）　　 ●　　●　　・　　●　　●　　●

遊離炭酸（CO2）　・・一・…

　　　　グラム

・一
@〇，0635｛1

…　　o，99δ3

…　　　　　‘｝ρ（x｝59

・　9　・　　〔｝，4857

…　　1｝，3666

…　　　oρ4‘｝78

・　。　・　　〔㌧‘M｝gSO

…　　1），lx｝4（ll

一・｛1，1）9533

　　　2，0706

…　　　1，070

　　　3，141

遊離炭酸（CO2，

泉　　質

3，141 80，～M

本泉は食鰹含有炭酸泉に腸す

所　左　地

試蟹田刀
性　　　欺

懸 緒 鑛 泉
兵庫縣川邊郡rlユ谷村廣根字西山8番地

大正6年6刀（大阪）
無色澄明にして味は清涼刺戦性少しく献味を幣ひ反磨は弱酸性を徴すれとも煮沸

すれは白色の沈沖を析出してアルカリ性に憂す
上ピ　　　　コ1竃　　　　1メ｝〔｝：う9（15’））

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・・。・
　ナトリウムイオン（NIV）　・・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオンOI望”）　・
　フェロイ牙ン（Fe’つ・・…

表（李勲莇蕪鍛ε鋭）

アニオン

　クロールイオン‘Clり・…
　窟己酸イオン（SO皇り　・・…
　ヒド’ロガξ颪浅イオン‘IICOゴ）　・

グラム

‘｝，0746

‘｝，9櫛

‘D，2〔D28

‘㌧n288

4㌧qD158

蒸餐残潅　　3，26S6グラム（1リートル中）

ξリモル　　ξリヴア’レ

1，9∩S　　　　1，908

41，98　　　　41，98

5，061　10，12
1，184　　　　2，368

〔｝，2829　　　0，5658

【），6S79　19，4（，

｛、，0226　　　〔｝，2352

2，263　　　37，08

56，94

19，40

〔D，4704

37，08

　　　　　　　　　　　　　　　4，261　　107，1　　　　56，95　．

｝L酸（メタ）（II2Sio3）　・　…　　　　　　‘），0613　　　0，7828

　　　　　　　　　　　　　　　4，322　　1｛〕7，9

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　＿P配母02　1嬬q±＿

　　　　　　　　　　　　　　　5，142　126，6

共　他　　アルミニウム，砧酸，ブローム，ヨード及ヒドロ燐
　　　　　酸イオン並砺酸各痕跡有広物陛微

本泉は食璽含有アルカリ泉に場す

騨表（蕊懸響瓢晶蕗儲月次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…　　　q，，1423

クロールナトリウム（NaCl）・・・…　　　1，｛｝23・

重炭酸ナトリウム‘NallCO：号）　・・…

硫酸カルチウム（CnSO4）　・・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICOI監）2〕．・…

重淡酸マグネシウム〔Mg（IIC（》：L）2〕…

】嚢男と酸」1巨酸fヒ鎧i（Fe（IICO3）2〕　・　…　　　　．

王【…再芝（メタ）（II2Sio3，　。　。　・　・　…　　　　。　・

泉　　質

逝1誇！f：炭酸（co2〕　・・…　　一・・一

2，058

（㌧032｛｝

呪｝，7822

1，，1737

｛㌧‘．）5｛｝：；

〔，，061：；

4，323

〔｝，82糺）2

5，143

＿17〔～＿



所　左　地

試験年万
性　　　歌

南田原鑛泉
兵庫縣川邊郡中谷村の内南田原村字西山

大正2年9月15日　（大阪）
無色澄明にして臭氣なく味は濾凍刺戟性にして反磨は初め溺酸性を微するも煮沸

すれは白色結品性物質を析出し弱アルカリ性に攣す
｝ヒ　　　　重　　　　1，0016（150）

イオン表（李饗赫燕輿脇奮）
カチオン

　カリウムイオン（1くつ・…

　ナトリウムイオン（Xa’）　・・

　カルチウムイオン（Ca。’）　・9

　フェロイオン（Fe’つ’・’●’

アニオン
　〃ロールイオン（C1’）・…

　研」酸イオン（SO塾”）　・・…

　ヒドロかこ酸イオン（IICO37）　・

蒸聚礎浴　1，23グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0067　　　0，1458　　　0，1458

0，0909　　　3，952　　　　3，952

0，2144　　　5，351　　　10，70

070038　　0，0680　　0，136（〕

14，93

⑪，1276　　　3，598　　　　3，598

0，0041　　　0，0427　　　0，0854

0，6914　　11，33　　　　11，33

　　　　　　　　　　　　　　　1，1379　　24，49　　　　15，01

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，0883　1，128

　　　　　　　　　　　　　　　1，226　　　25，62
遊1雛iガ之酸（CO2）　　・　・　…　　　　。　　　書，300　　　29，55

　　　　　　　　　　　　　　　2，526　　　55，17

共　他　　マグネシウム，アルミニウム及耐酸イオン各二二，

　　　　　ヒドロ燐酸イオン痕跡，有脚質僅微

　　　泉質　本泉は土類炭酸泉に腸す

盤類表礫擬巷響聡熱赫霜欝次）

クロールカリウム（］KCI）　・・。・

クロールナトリウム（NaCD…

：重炭酸ナトリウム（KaHCO3）　・・

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…

重纐酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO：距〕・・，

珪酸（メタ｝（H2Sio：弓）・・・…

遊離炭酸（CO2｝

　　　　グラム
…　　　0，012δ

…　　　0，1935

…　　　0，054〔1

・　。　・　　　0，0058

…　　　0，8600

…　　　0，0121

・一
@　〇，0883

　　　　　　　　　　　　1，226
’　○　’　願　●　．　・　・　…　　　　　　1，300

　　　　　　　　　　　2，626

所　衣　地

試瞼年月
性　　　欺

南　田　原鑛　泉
兵庫縣川邊郡中谷村南田原字岩ケ鼻15番

大正8年3月（大阪）
無色澄明にして類褐色少許の沈底物を具有し味は清凍にして刺戟性を幣ひ酸性反

腱1を徴するも煮沸すれは白色の沈渣を析田し弱アルカリ性に攣す

上ヒ　　　重　　　 1，0019（150）

イオン表（李鱗麟熱嫉脇有）

カチ才ン
　カリウムイオン（K’）・．・●・

　ナトリウムィォン‘Na●）　・・

　カルチウムイオン（Ca●’）　●6

　マグネシウムイオンOlg●’）・

　フェロイオン（Feつ・・…

アニオン

　クロールイオン（C1’）。…

　硫酸イオン（SO｛り　・・…

　ヒドロかこ酸イオン（IICO3’）　・

蒸獲二流　約1，08グラ・（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0107　　　0，2736　　　0，2736

0，0630　　　2，739　　　　2，739

0，2240　　　5，590　　　！L18

0，0351　　　1，443　　　　2β86

0，0042　　　0，0752　　　0，1504

17，23

0〆）021　　　0，0592　　　0ρ592

0，0560　　　0，5829　　　1，166

0，9767　　16，01　　　　16，01

1，372　　　26，77　　　　17，26

0，0890　　　1，136

盤類表礫襲巷響1講羨、匙義島舷弊）

クロールカリウム（1｛Cl）　・・…　　6・

桝目と酸カリウム（KIICO3）…　　　。．．。

：重炭酸ナトリウム（NaHCO：」　．。．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．．。．

：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3、2〕・…

重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕・・。

重炭酸磁酸化鐡〔Fe（HCO磁〕・・一・
封圭酸（メタ）（H2Sio＝～）　・　・　・　・　・　…　　　　。

遊離炭酸（CO2）

コ韮酸（メタX正12Sio：ゆ　…　　　　。

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　1，4608　　27，91

・　・　・　…　　　　　　　1，611　　　27，99

　　　　　　　　　　3，132　　　65，90

有機物雀微：

　質　　本泉は土類炭酸泉に属す

グラム

0，0044

0，0215

0，2303

0，0794

0，8117

0，2112

0，0133

0，⑪890

　　　　　　　　　　　　1，4608
・　・　・　…　　　　　。　●　…　　　　　　　1，671

　　　　　　　　　　　3，132

共　他

泉

一177一



比

所　左地
試験年月
性　　　歌

重τし　　　1，0047（150）

　　　6，14x1040キユリ「‘1，69マツへ），…大正6年1刀麟猿

　　　　　　野　鑛　泉

兵庫縣川邊郡多田村内不野村上芝447番地
フkπ三6有こ4月（大置反）

無色澄明にして口許の淡類黄色の沈津を呉有し叫こは租ζ清1京刺戟性を帯ひ初め酸

性反磨を微するもi煮沸せはアルカリ｛’1三に愛す・　　　　　　　　　　’

　　　　　　蒸；i麗残渣　　約　2，88グラム（1リートル中）

　　　　放射熊

イオン表（李誉奪赫笈浅智鴉葛

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・●”

　ナトリウムイオン（Naり　・。

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

　フェロイオン（Fe’つ●’”●

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・・。・

　嶽幽艶イオン（SO♂）　・・。・・

　ヒドロ；炭酸イオン（IICO3つ　・

グラム　　　iリモル　　竜ワグアル

0，0304　　　0，7766　　　0，7766

0，7652　　33，27　　　　33，27

0，1938　　　4，838　　　　9，675

0，0433　　　1，780　　　　32560

070022　　　0，0，監00　　　0，0800

47β6

0，8500　　23，97　　　　23，97

0，0849　　　0，8842　　　1，76S

1，3190　　21，62　　　21，62

肇類表（磯回蓉響聡熱旋霜欝次）

クロ〔ル’カリウム（KCI）　・・…　　。・

クロールナトリウム（NaCD　・・．・・．

重炭酸ナトリウム（NallCO3｝　・・…

襟酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

＝重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

：重炭マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…

窟が訂思死巨酸fヒ舅え〔Fe（1五CO；ρ自〕　…　　　　。　・

瑳酸（メタ）くII2Sio：｝）　・　・　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO詔）　・・一・・・・…
　　　　　　　　　　　　　　　3，289　　　87，18　　　47β6

芸セ酸（メタ）（II2Sio：3）…　　　。　　0，1061　　1，353

　　　　　　　　　　　　　　　3，395　　　88，53
遊｝lj：ヒ万と酸（CO＝）　　・　・　・　…　　　　　　　1，412　　　32，09

　　　　　　　　　　　　　　　4，807　　120，6

共　他　　研酸及右機物各痕跡

　　　泉質 本藍は炭酸含有アルカリ性鯨座盟泉に属す

グラム

070δ79

1β56

0，846：3

0，1204

0，6406

0，2GO6

070070

0，1061

3，395

1，412

4，81）7

所　左地
試験年月
性　　　胃

石 下 野 泉
兵庫農i川邊郡多田村石韻字奥山

大正6年10月（大阪）
無色澄明にして少許の淡褐色の沈渉を有し味は清凍刺戟1’i三にして微に戯味を帯ひ

酸性反慮を徴するも煮沸すれは白色の沈淳を析出しアルカリ性となる
1ヒ　　　　＝』匡　　　　1，0019（150）

イオン表（西暦二四錨鋭）
カチオン

　カリウムイオン（1｛つ’●’●
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Ngつ・
　フェロイオン（Fe’り・・…

アニオン　　　　　　　’

　クロールイナン‘Cめ・・．・
　硫酸イナン（SO｛り　・・…

　ヒド・心心イオン（IICOの・

グラム

0，0£03

0，4276

0，1337

0，0192
｛｝，000δ

0，5460

0，0108

0，7217

iリモル

0，δ882

18，59

3β37
0，7895

0ρOS9

蒸i変残渣　　1，4889グラム（1リートル中）

　ミリヴアル

　0，5882
18，59

　6，673

　1，579

」珂堕§
27，45

15，40　　　　15，40

0，1124　　　0，2248

11，83　　　　11，83

　　　　　　　　　　　　　　　1，8825　　50，G6　　　　27，45
遡≧酸（メ　タ）（II2SiO：ち）　・　…　　　　　　0，030G　　　O，3908

　　　　　　　　　　　　　　　1，9131　51，0壬
三互蝉」：髭万ξ酸（CO2）　・　。　・　…　　　　　　1，408　　　31，96

　　　　　　　　　　　　　　　3，321　　　83，GO

其　他　　硝酸，プローム，ヨード及ヒドロ燐駿イオン並蟻酸

　　　　　斉痕跡，イ躍こヂJf覧擬

　　　泉　質　　本泉は淡酸含有弱食窟泉に罵す

藍類表畷麓巷響宏蘇乏編酪彗1次）

クロールカリウム（1くCl）　…　　。…

クロールナトリウ∴（N｛ICD・・9σ・・

2丘炭酸ナトリウム（NallCO，；）・・…

活魚カルチウム（CaSOの　…　　．．。．

重炭酸カルチウム〔Cこ、（HCO；｝）2〕・…

重炭醍マグネシウム〔Mg（IICO：｝）2〕…

重拶こ漁民酸fヒ釘ヒ〔Fe（IICO3》2〕　。　・　。　・　・

王L隙（メタ）（II2Sio3）。9・。曹・　・。・

グラム

。，0439

0，865S

O，3176

0，0153

0，5228

0，1155

0，0016

0，0306

遊離炭酸｛CO2）

　　　　　　　　　　　　1，913

・・・・・・・・… @　　1，408
3p321

一178一



所　在　地

試瞼年万
性　　　歌

石遣炭酸鑛泉
兵庫縣川邊郡多田村石道字丸尾2番地

大正8勾三4月（大阪）

殆と無色澄明にして少許の褐色沈津あり味爽快にして微に舌頭を刺戟し反慮は溺

酸性なれとも煮沸すれはアルカリ性に愛す
上ヒ　　　並　　　 1，0013（15Q）

イオン表（騰額版贔婁臨ち
カチオン

　カリウムイオン（K：’）。…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ca。’）　・・

　マグ率シウムイオン（Mg”）・

　フェロイオン（Fつ・・…

　マンガノイオン（Mバ）…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…

　硫酸イオーン（∈50ノ）・　・　．・　・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム　　　iワモル　　ミリヴアル

0，0129　　　0，3305　　　0，3305

0，3795　　16，50　　　　16、50

0，1656　　　4，133　　　　8，267

0，0140　　　0，5766　　　1，153

0，0001　　　0，0019　　　0，0038

⑪，⑪006　　　0，0113　　　0，0226

26，28

0，5900　　16，64　　　　16，64

0，0073　　　0，0769　　　0，1538

0，5790　　　9，488　　　　9，488

1，749　　　47，76　　　　26728

0，0382　　　0，4881

盤醸（磯麗巷響聡灘輪角欝次）

クロールカリウム（］K：Cl）　。・。・…

クロ芦ルナトリウム（XaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・…　　　。．

：重炭酸ナトリウム（NaHICO3）　・…　　　．

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO；｝）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔H9（HCO：～｝2〕…

重炭酸亜酸化餓〔Fe‘HCO3）2〕・・…

重炭酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO3）2〕　・

珪酸（メタ）（1ヨ12SIO3）　・。　・・・・…

王監酸（メタ）（112Sio3）…　　。

遊離渉と酸（CO2）

　　　　　　　1，787　48，25
・　・　…　　　　　。　　　　L329　　　30，20

　　　　　3，116　　　78，45

本泉は淡酸含有弱含；堅泉に排す

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0246

0，9534

0，〔｝109

⑪ρ035

0，6699

0，0S44

0，0003

0，0020

0，03821

　　　　　　　　　　　　1，787
・　・　・　・　・　・　…　　　　　。　・　　　1β29

3，116

泉　　質

所　左　地

試験年月
性　　　歌

寺 畑 鑛 泉
兵庫縣川邊郡川西村寺畑北丹後脇

大正9年2月（大坂）
殆と無色澄明にして味租≧戯く反態は微弱酸性を徴するも煮沸すれはアルカリ性

に憂す
上ヒ　　　　重　　　　1，0016（150）

イオン表聴鰯誠嫉δ飾
カチオン

　カリウムイオン（K●）●’・。
　ナトリウムイオン（Xa’）　。・

　カルチウムイオン（C批つ　・・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’つ‘・…
　アルミニウムイオン（△．1…）　’

ア昆オン

戦野終講「1：：：：
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

グラム

0，02980
0，5445

0，⑪6324

0，01778

0，00084

0，003盈

ミリモル

0，7621

23，67

1，578

0，7310

0，0150

D，1272

蒸獲労き歴丘　　　約　　2，40グラム（1　リー　トル中）

iリヴアル

0，7621
23，67

3，157

1，462

0，0301

0，3816

29，46

0，4924　　　13，89　　　　13，89

0メ）2732　　　0，2845　　　0，5689

0，9158　　　15，01　　　　15，01

2，095　　　　56，⑪7　　　　29，47

0，1021　　　　1β03

盤類表（磯麹欝肇糠議繭鰐次）

クロールカリウム（KCI）　・。・・…

クロールナトリウム（］冨aCl，…　　。・・

硫酸ナトリウム（耳a2SO4）・…　　．．．

重炭酸ナトリウムrNaHCO3）　・φ…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（Hqo3地〕…
硫酸雪巨酸イヒ鐵（］E「eSO4）　　・　・　・　…　　　　。　・

硫酸アルミニウム〔AI2（SO｛）3〕．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・。・．。．，．

王k酸（メタ）（II＝Sio3）・…

遊離炭酸（GO2）

泉　　質

　　　　　　　2，197　　　　57，37

・… @　一　　〇，33δ5　　7，623

　　　　2，533　　64，99

本泉は食照含有アルカリ泉に属す

遊離炭酸（CO2）

　グラム

0，05682

0，7672

0ρ1330

0，8705

0，2559

0，1070

0，00267

0，02178

0，1021

　　　　　　　　　　　22197
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　0，3355

2，533

一179一



ノ

比

所　在地
試離年月
性　　　歌

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K●）…　．・

　ナトリウムイオン（Nポ）　・・

　アムモニウムイオン（NHI’）。

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg。●）・

小　戸　鑛　泉
兵庫縣川辺1郡川酉町小戸字宮前6番地

昭和25i三7刀（大阪）
無色にして微に掴濁し少しく戯味を有し躬酸性反1趣｛を微するも護沸すればアルカ

リ佳となる

　：重　　1，り臓7（15Q）

（二二徽湖岸絃劣等倉有）

アニオン

　砧．酸イオン（NOゴ）6・…

　クロールイオンでCP）・…

　石茄酸イオン（SO．霊り　・・…

　ヒドロ疹ξ酸イオン（正ICO3つ　・

グラム

02りλ｝2

2，059

0ρ〔｝19

‘1，0282

〔．㌧0093

ミリモアレ

1，79δ

89，52

0，1051

0，7030

三蕉獲残討と　　r靱036グラム（1キロゲラム「11）

〔㍉3825　．

ミリヴアル

1，795

89，52

0，10δ1

工，406

0，76δ0

93，59

叱），0080　　　｛，，1297　　　0，1297

1，673　　　47，18　　　　41，18

0，0032　　　0，⑪：337　　　0，067｛

2，820　　　46，22　　　　46，22

壁画表嘆蓼凝饗霧器羨㍊落懸字／

．’む酸カリウムくKNO：｝）　・●’●”●6

クロールカリウム（KCb　・。・・。。・

クローノレナトリゥム（NaUD　・・・…

硫酸ナトリウムでNagSO∂・・・・…

：重淡酸ナトリウム（NallCO3｝・・…

クロールアムモこウム（NH4Cl）・。・・

ゴ拐匂酸カルチウム〔Ca（HCO：監2〕・…

：重芳と．酸マグネシウム〔Mg（HCOI皇）2〕…

切腹（メタ）σ1：BO2）・・・・・・…

工監酸（メタ）（II2Sio：ゆ　・・・・・・…

覆男酸（メタ）（IIBO2）　・…

玉h－_（メタ）（II2Sio：｝）・…

6，673　186，1　　　93，ω

〔，，OS82　　　2，009

0，03δ7　　　0，5221

　　　　　　　　6，797　　18S，6

…　　　　。　・　・　　　〔，，1404　　　3，192

遊離炭酸（UO2｝　・・・・・・・・…

グラム

0，‘）131

〔，，1241

2，655

吐㌧0047

3，701

0，0（156

〔㌧11｛O

O，0559

0，0882

0，q357

6，797

0，14け4

6，937

遊・離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　6，937　　19ユ，8

本泉はアルカリ性弱食鰹泉に燐す
・．

　　所　在地
　　試瞼年月
　　佳　　　歌

源泉温度　　23，50

比　　重

放射能

有　馬　温　泉
石石弓有馬郡有馬田∫字射場lll麓

大正1〔1年11月（大阪）

無色澄膨∫にして臭氣なく7エーノールンタレインにて反感を呈せす

　　　　　　へ1，0（X〕5（15Q）　　　　　　蒸獲謡言査

14，28xlo－I」．キュリー（3．93マツへ）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K●）・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Caつ　。’
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe”）・・。・。

湧証1量　約4162ヘクド，＿卜・・（24時問）

表＊ｽ壮丁顕骸翫倉布）
グラム

〔｝，002δ10

0，04117
0，1）1664

0，000，…15

〔㌧Oじ021（1

iリモ四

〇，〔［642

1，790

〔1，4154

0，1）171

tりX）38

iリヴアル

1㌧1｝じ42

1，790
〔．，，83り7

（1，03U

O，007δ

アニオン

　クロールイオン（Gl’）・…　　　O，04391
　祠三｝陵イオン（SO汐）　・・…　　　嬉U132～タ

　ヒドロガと酸イオン（IICOで）　。　〔㌧1）7395

2，727

1，23δ　　　　1，238

0，1383　　　0，2766

1，212　　1，212

約　〔1，2〔）グラム（1キログラム中）

珪酸（メタ）（II2Sio：｝）・…

O，1921

0，02934

4，879　　　　2，727

0，3746

逝i・離炭歳（CO2）

　　　　　　O，2214

・・・…
@　　〔㌧｛．ji743

5，251

（」，3966

　　　　〔｝，23S9　　　　　5，65U

　　　　　　　　　　　　り層泉は放射能作話に秘す

盤萎蕨（妻際物二二轟走薦κ、纈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KC1）・・・・…

クロールナトリウムeζaC1）　・・。・・

石r証酸ナトリウム〔Na2SO4）　●・。●．．

1重炭．酸ナトリウム（XaHCO3）・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕　…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）＝〕　・・

！嚢拶こ酸！＝巨薩∫ヒ窮曳〔Fe（IICO5）2〕　　・　畳　・　・

工L酸（メタ）（1恥Sio3）　・・・・・…

虻1，004787

‘），〔，6862

0，01965

〔ψ2853

0，06733

〔㌧り02蓬96

0，〔．｝0068t，

0，02934

逝i離炭酸（GO；）・…　　r・・・…

O，22H

O，01743

O，2389

泉　　質

一1δU一



’

比

灰　在地
試瞼年月
性　　　朕

　重

唐 櫃 鑛

兵庫占有馬郡有野村の内唐櫃

大正2年9月目大阪）

泉（ラ．ヂウ磁蘇）

無色微に掴濁し味甚だ戯く弱酸性反磨を徴するも讃：沸すれは弱アルカリ性に墾す

1，0406　（15Q） 蒸獲残渣　　56，580グラム（1リートル中）

イオン表（奮馨同量叢異南画寵有す）

カチオン

　カリウムイオン（K．）・。。・
　ナトリウムィォン（NaO）　。・
　カルチウムイオン（Cユ”｝　・・

　マグネシウムイオンCMg”）　・
　フェロイオン（FG’り’●●●’

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

2，50，隻　　　64，03　　　　64，03

15，78　　　686，2　　　　686，2

4，081　101，8　　2031
0，0310　　　1，275　　　　2，549

0，4200　　　　7，522　　　　15，04

971，5

アニオン

　クロールイオン（Cr）・・。・　33，80　　953，1　　953，1
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・　　1，127　18，75　　18，75

　　　　　　　　　　　　　　57，74　　1832，7　　　　971，9

理酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　　0，060　　0，7662

　　　　　　　　　　　　　　57，80　　1833，5
遊虐雌湯と酸（CO2）　　・　。　・　。　・　・　　　0，8150　　18，52

　　　　　　　　　　　　　　58，62　　1852，

共他　　アムモ禺ウム，アルミニウム及プロ鱒ムイオン蚊
　　　　　砺酸各俺微，硝酸及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

盛類表（醗麓巷響聡叢品屠酪瞥

クロールカリウム（K●）・…　　．．．。

クロールナトリウム（NaCD　・・・…

垂炭酸ナトリウム（NaHCQ｝）。。．．．

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

クロールマグネシウム（MgClz）　・…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

　グラム

4，774

39，92

0，2885

11，30

0，1214

1，338

0，060（）

泉　　質 本泉は鐵及興化土類含有彊食騒泉に属す

　　　　　　　　　　　57，80
・　・　。　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，8150

58，62

所　在　地

試瞼年月
性　　　欺

唐 櫃 鑛
兵庫縣有馬郡有野村の内麿1置1

大正2年9月（大阪）

泉 （ラヂウム轟轟炭酸水）

無色微に掴濁し味刺戟性にして甚だ敵く且鐵味を帯ひ酸性反慮を徴するも煮沸す

れは弱アルカリ性に愛す

比　　重　　1，020（150） 蒸嚢互這言査　　　　27，89δグラム　（1　リー　トル中）

イオン表（李三二義券繋留臨急）．

カチオン

　カリウムイオン（Kつ。…
　ナトリウムィォン（Na●）　・・
　カルチウムイオン（Ca。’）　・・
　マグネシウムイオンOlg’つ　・
　フェロイオン（Fe”）…　　　●’

ア昌オン

　グロールイオンICr）・…
　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒド二二ξ酸イオ・ン（正玉COゴ）　・

グラム

1，361

6，657

2，505

0，0273
0，3325

　ミリモル

34，79

289，4

．62，63

　1，120δ

　5，938

ミリヴアル

34，79

289，4

125，3　　．

　2，241

11，88

463，6

15，70　　　443，0　　　　443ρ

0，1474　　　1，535　　　　3，U71

1，069　　　17，53　　　　17，53

　　　　　　　　　　　　　　27，8　　　　8δ5，9　　　　463，6

珪酸（メタ）（H2Sio13）・…　　　　0，1103　　1，409

　　　　　　　　　　　　　　27，91　　　857，3呼

遊離炭酸（CO2）・…　　一　　1，166　26，50

　　　　　　　　　　　　　　29，08　　　883，8

其他　アルミニウム及プロームイオン蛙瑚酸僅微，ヒド
　　　　　ロ燐酸及’竹酸イオン各痕跡

　　　泉　　質

麟測醗継響騰撫霧鰐次／

クロールカリウム（KC】）　。。・・。・・

クロールナトリウム（NaCD・・・…

重炭酸ナトリウム（XaHCO：ρ　・・…

クロールカルチウム（CaCI2｝・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）・・．．．．．

クロールマグネシウム（MgC12）　・…
重茅と三目謹酸イヒ鐵〔Fe（11CO：｝）2〕　・　・　…

珪酸（メタ）（HzSio：；）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

本泉は鐵，璽化土類及炭酸含有強食鰹泉に簡す

　グラム

2，595

16，57

0，40gS

6β68

0，1926

0，1069

1，057

0，1103

　　　　　　　　　　　27，91

・…@　6・・・…　　　1，166
29，08

一181一



比

痺’噴：地

試瞼年刀
性　　　月是

唐 櫃
兵庫縣イ∫馬雲ll有野村王漫櫃

μE…盈12」F9刀　（ノくF反）

鑛 泉

無色澄明にして殆と臭氣なく味は清涼刺戦性にして少しく献く牧敷性を帯ひ反慮

躬酸f：しなるも煮沸すれはアルカリ性に憂す

重　　O，999gS（150）

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウみイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（】～Ig’つ　・

　フェロイオン（Fげ’）…　　　”

　マンガイイオン（M1ゴつ…

表＊i二二熱券蕨絵雰寵有1

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　宿＝｝駿イオン（SO墨り　・。…　　’

　ヒドロ燐．酸イオン（llPO｛り・
　ヒドロガと『酸イオン（IICO3つ　・

　グラム

0，06703

0，2744

0，01274
〔｝，000327

0，01322

0，003613

0，139S5

0，01241

0，000215
0，ΣOS2

蒸養克ミ甘亡　　約　0，90グラム（1キログラム中｝

ミリモル　　ミリヴアル

1，714　　　　1，71・壬

11，93　　　　11，93

0，3179　　　‘），6358

0，013一｝　　　0，0269

0，2367　　　0，4735

0，0658　　　0，1315

14，91

11，24　　　　11，24

0，1291　　　0，2δ83

0，0022　　　0，00｛5

3，413　　　3，413

月三’_（メタ）（量12SiOlζ〉・…

遊離炭酸（CO3）

0，9907　　　　29，06　　　　14，92

0，0713G　　　　O，9139

　　　　　　　1，062
・　・　…　　　　。　　1，850

29，97

42，0δ

監類凹型澱雰門門手器言下藩霧1認）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…　　0，1278

クロールナトリウム（NaCり・・・…　　O，5δ67

硫酸ナトリウム（Na£04）。・・・…　　0，018：34

墾［かと’酸ナトリウム（NallCO3）　・・…　　0，1806

隣－酸カルチゥム（CallPO4）　・・・・…　0，0〔｝0304

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…　　．0，05117

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：ゆ2〕…　　0，001967

重かこ酸亜｝等化鎖〔Fe（HCO3）2〕　・・…　　　0，04211

：重炭酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3》2〕・・0，01164

珪酸（メタ）（正12Sio3）　。…　　　◎・　…　　　0，07136

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，062

遊離炭酸（CO2｝　・・・・・・・…　　。1，850

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，912

泉　　質

2，912 72，c｝2

本泉は炭酸含有炭難目先に回す

所　在地
試瞼年月
挫　　　歌

伊保 崎鑛泉
・兵庫縣印南郡伊fl毛村伊保崎字高座石271番地

大正14年10月Cた阪）
浮遊狗のために掴濁し刺戟｛：主の味を有し酸性反慮を徴するも煮沸すれはアルカリ
｛上となる＿

1ヒ　　　重　　　　1，001「1　（150）

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（K●）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン（Cこ、”♪　・・

　マグネシウムイオン01gつ・
　フェロイオン（Fビ）・・…
　アルミニウムイオン（Al”つ　・

蒸i隻疫涜　　約0，78グラム（1キログラム中）

表（李門端端野闘倉イリ

アニオン

　クロールイオンくClつ・…
　硫酸イオン（SQ望り…　　。・
　ヒド・炭酸イオン（IICO3り・

グラム

0，0100
〔．1，1092

（Dρ038

0，1045
0，α317

0，0262

0ρ06σ

iリモル

0，2558

4，748

0，2106
2，60δ

1，3（♪・墨

0，4692

0，2435

しりヴアル

〔｝，25δ8

4，748

0，2106

5，216

2，507

0，938．1

0，730δ

14，71

〔り565　　4，413　　4，413
（，，〔レ＝16　　　0，2248　　　0，4r196

0，G（｝05　　　9，8．13　　　　9，843

1，071　24，32　　14，71

0，0756　　0，9654

騨表門醗器騰謙藩角紳
クロ．一ノレカリウム（1｛CIノ　・●。・●。・

クロールナトリウム‘NaCD”・’●●
重炭酸ナトリウム（XaHCO3）　・・…

クロールアムモニウム（NH｛C1♪　・…

匝淡酸カルチゥム〔Ca（HCO3〕2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：ヨ沁〕・．・・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe．IICO：監）2〕　・・…

クロールアルミニウム（ムICI3）”●”

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

正し酸（メ　ダ）（正12Sio3）　・　・　…　　　　。　…

工垂酸（メタ）〔II2Sio：ゆ・…

遊離炭酸（CO＝）　・…　　　。・

1，H6　　25，29

1），7969　18，11

邊離炭酸（CO＝）

グラム

。，0191

0，214：3

0，0909

00113
ひ

O，4227

0，1907

〔｝，0δ35

0，0125

0，0257

0，0756

　　　　　　　　　　　　1，146

・・。・・・・・… @　　O，7969
『1，943

1，943　　43，40

泉　　質 ホ泉は炭酸裁泉1．こ平す

一1S2一



比

班　在　地

試験年月
性　　　歌

　重

生 谷， 鑛 泉，

兵庫縣宍栗郡蔦澤村生谷字東山根113；番地

大正15年10月（大阪）

無色にして微に淡禍色の沈津を具有し微弱アルカリ挫反喉を呈す
1，0018　（150） 蒸獲ダ蓬潅　　約　2，55グラム（1キログラム中）

イオン表（李磐蓉義券笈聴器三蓋｛堕／

カチオン

　カリウムイオン（1｛つ。’‘’

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Ng’つ・

　フェロイオン（Fピり・・…

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0262　　　0，6711　　　0，6711

0，8770　　38，13　“　　38，13

0，0628　　　1，568　　　　3，135

0，0119　　　0，4913　　　0，9826

0，0036　　　0，0650　　　0，1300

43，0δ

ア上述ツ

　クロールイオン（C正’）・…　　　1，366　38，53　　38，53

　ヒドロガと酸イオン（IICO＝墨’）　・　　0，2759　　4，522　　4，522

2，623　　　84，03　　　　43，｛、5

0，0353　　　0，5160

盛類表囎三三三三暴羨窪蘇祐翻

クロールカリウ云（1｛Cl）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

重炭酸ナトリウム（XaHCO3）　・。・。．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重淡墨マグネシウム〔Mg（HCOI二）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕・一・・

愚拙（メタ）（II2SiO3）　・・・・・・…

逝i離炭酸（CO2）

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　2，658　　　84，60

●　。　…　　　　●　　　0，0088　　　0，1997

．グラム

0，0500

2213

0，0229

0，2541

0，0719

0，0115

0，0353

　　　　　　　　　　　2，659
．　，　．　。　．　。　。　．　，　。　・　　0，0088

2，668

2，667　　　84，80

泉　　質 本泉は弱食麺泉に属す

比

所　在　地

試験年月
性　　　歌

放射能†

カチオン

　カリウムイオ．ン（K’）。・・
　ナトリゥムィォン（Na●）　・
　カルチウムィオン（Ca●’）　・

　’マグネシウムイオン（Mg”）

　フェロイ『オン（Feつ・…

　アルミニウムイオン（Al…，

清 瀧 鑛
兵庫縣城崎郡清瀧村宇十戸

大正13年11月（大阪）

泉

　　　殆と無色澄明にして清凍刺戟性の昧を有し酸性反癒を呈す
1，00254（15。）　　　蒸獲残流　　・1，949グラム（1キログラム中）

2，81x10－10キュリー（0，72マツ＿），＿大正、3年9刀識

イオン表鰐回虫骸翫髄

アニオン・

　クロールイオン（C1り・・・…
　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロかこ酸イオン（IICO3つ　・

グラム　　　こりモル　　ミリヴアル

0，0573　　　1，466　　　　1，466

0，5890　　25，61　　　　25，61

0，0906　　　2，261　　　4，522

0，0296　　　1，217　　　　2，434

0，0134　　　0，2400　　　0，4800

0，0019　　　0，0701　　　0，2103

34，72

0，6044　　17，04　　　　17，04

0，0137　　　0，1426　　　0，2852

1，061　　　17，39　　　　17，39

2，461　65，44　　34，72

0，0746　　　0，9526

懸賑嬢襟回舗聡勲窪藩祐謂）

珪酸1メタ）（Ii2Sio：1）・・。・

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　2，536　　　66，39

r　・．・　。　・　・　　　1，407　　　31，98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロ．一ルカリウム（KCI）　・・・・…　　0，1093

クロールナトリウム（NaCD・・〕・・。0，9108

硫酸ナトリウム（Na2SOJ・・・・…　　0、005319

重かと酸ナ；トリウムNaHCOI∂　・・．。・・078363

：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・…　　0，3665

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCQ；）2〕…　　0，1781

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO：皇）2〕・・…　0，0426g

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・…　　0，01200

芝1三酸（メタ）（II2SiO3）　・…　　　。・…　　0，07460

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，536
遊拷μi万ξ酸（CO2）　　・　・　。　・　・　・　・　…　　　　　　1，407

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，943

・　　　3，943　　　98β7

其　他　　砺酸イオン痕跡

泉　質 本泉は食堅及炭酸含有アルカリ織炭酸鐵泉に厨す

一183＿．



甲

所　在　地

試験年刀
｛’1…　　歌

　重

辻　　　鑛　　　泉
兵庫縣城崎郡奈佐村字辻庄雲谷55δ番地

大iE　9年12月（大阪）

少詩の禍色沈底物を具右し稗ζ敵味を有し微溺アルカリ性反癒を呈す
1，007　（150）

イオン表1鷲奪赫戴繊臨奮
カチオン

　カリウムイオン（Kり・…

　ナトリウムイオン（＝N「aつ　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mgっ　・

　フェリイオン（Fe。’つ　。●’●

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SOア）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO：診り・

　∫ヒ酸（メタ）（II29io3）…　　　。

蒸聚残涜　　約　9，30グラム（1リートル中）

．グラム　　　　こりモル　　　ξワグアノレ

0，1628　　　　4，163　　　　4，16：3

1，4〔｝3　　　61，63　　　6習，63

0，5727　　　14，29　　　　28，58

‘｝，973　　20，00　　40，01

0，1804　　　　3，230　　　　9，689

144，1

3，386　　　　93，77　　　　9317

1，840　　　　19，15　　　　38，30

0，7325　　　　ユ2，00　　　　　12，00

9，250　　　228，22　　　144，1

0，07315　　・0，9：｝藍1

藍類表隈麟響聡羨議露轟欝次）

クロールカリウム（KCI）　・・。・…

’クロールナトリウム（XaC】｝・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

クロールマグネシウムOlgC12）　”●’

硫酸マグネシムゥ0嬉SO霊）・・・…

重炭酸マグネシウム〔Lrg（IICO3）2〕…

硫酸強化餓〔Fe2（SO4）3〕　・・・…　　　．．

珪酸（メタ）（II2Sio；ゆ　・・・・・・…

グラム

0，31‘）・4

3，567

1，946

1，3’」ユ

0αl12（⊃
り

1，357

〔｝，6474

0，07315

9，323

9，323　　　229，2

其　他　　有機物f￥〔微

泉　　質 本字は鐵含有弱食塵泉或は食鰹含有弱緑饗泉に属す

　　研　花地
　　試験年月
　　性　　　歌
海…泉藍匪壌：　　　9SQ

比　　重

放射能十

湯 村
兵庫縣美方郡温泉村
大可三3勾三12月　（大罷反）

温 泉

無色溌明にして微弱酸性反慮を徹し之を撤沸すオしはアルカリ佳に攣す

1，0｛、S　（150）

0，42マツへ

イオン表（李難酪餓餓騙暫
カチオン

翼宕二二！黒。二∫：：

勢彩瓠特！職レ・∫ニ

　フェロィォン（Fcっ・…　　。

　グラム

0，007δ5

0，£047

0，〔〕235S

O，001695

0，003800

蒸獲建潅　約〔｝，94グラム（1リートル中）

こりモル

0，1931

8，900

0，5886
｛｝，OG97

00680
｝

ミワヴアル

0，1931
81900

1，177

0，1394

0，1300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，55

アニオン

　クロールイオン（Cr）　・…　　0，1561　　4，401　　4，401

　硫酸イオン（SOIり　・・…　0，1921　　2，000　4，000
　ヒド・炭酸イオン（IICO：1’♪・・0，13エ0　2，147　2，147

　　　　　　　　　　　　　　　0，7225　　18，37　　1〔｝，55

　珪酸（メタ）（II3ドio：皐）　・…　　0，1734）　　2，209

　　　　　　　　　　　　　　　0，89δδ　　　　2〔｝，577

　遊離炭酸（CO2）・・・・…　　0，133G　　3，036

　　　　　　　　　　　　　　　1，029　　　　　2：㍉61

　共他　アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン並碍酸各痕跡，
　　　　　　右機物僅微

泉　　質

盤類表（本鉱水は共集成に於て1リートル中i欠の威分を合有する溶液に概略胡當す）

諫臣は輩純温泉に引す

クロールカリウム（］にCり　…　　　。…

クローノレナトリウム（NaC［）…　　。・。

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　．．

重芳之酸ナトリウムeζallCOIゆ　。・。・・

孟盛事カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICOIB）2〕…

1宣炭酸亜酸化鎖〔Fe（IICO：t）」　・。・．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

。，0144

0．2－1α）

o，2841

0，0583

0，0954

0，0102

0，0121

0，1730

　　　　　　　　　　　0，8935
・　…　　　　　曹　・　6　…　　　　　。　　　o，1336

　　　　　　　　　　　　1ρ27

・一 ?W4一



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　朕
童原泉2盈度　　　　88Q

比　　重

湯 村 温 泉

兵庫縣美方郡温泉村内揚村字本町1265番地

大IE　4年12月（大阪）

無色澄明にして微弱酸性反慮を徴し之を煮沸すれはアルカリ性に攣す

1，0009　（150）

イオン表（李磐糞義子笈箕皇子δ縦∋

カチオン

　カリウムイオ』ン（Kつ…
　ナトリウムイオン｛Na●）　・
　カルチウムイオン（Ca’り　・

　マグネシウムイオン0Ig”）
　フェロイオン（F（ゾつ・。・。

アニオン
　クロールイオンでCl’）・…
　硫酸イオン（SO4”）…　　．．

　ヒドロ炭酸イオン（IICOの・

蒸獲残流　1，Q10グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0207　　　0，5294　　　0，5294

0，2724　　11，92　　　　1】，92

0，0167　　　0，4168　　　0，8336

0，0027　　　0，1110　　　0，2220

0，0007　　　0，0125　　　0，0250

13，53

0，1612　　　4，546　　　　4，546

0，2026　　　2，109　　　　4，218

0，2907　　　4，767　　　　4，767

　　　　　　　　　　　　　　　0，9677　　24，41　　　　13，53

琉酸（メタ）（H2Sio3）・…　　0，1883　2，405

　　　　　　　　　　　　　　　1，158　　　26，82
遊拷段かと酉曳（CO2）　　・　。　・　…　　　　　　　0，1243　　　2，825

　　　　　　　　　　　　　　　1，282　　　29，65

其　他　　アルミニウム及ヒドロ燐酸イオン並棚酸各痕跡，
　　　　　有機物僅微

縢頁表（本鑛水は其集成に於て1リートル中次の成分を含有する溶液に杷略相有す）

クロールカリウム（1くCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・．．．．．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・・．．．

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔MglHCO3）2〕…

重炭酸君巨酸化鐡〔Fe（11CO3）2〕　・・…

王琶酸fメタ　（II2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

0，0395

0，2348

0，2996

0，3097

0，0676

0，0163

0，0022

0，1883

．泉　　質 本泉は箪純温泉に属す

脚質｛鰯ξ酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　1，158
．　．　．　．　。　・　・　…　　　　　艦　　0，1243

1，282

所　左　地

試論年月
性　　　II丸

山 雄 鑛

兵庫縣氷上郡國領村206番地
大理三12イ詳5月　（大匹反）

泉

無色澄明にして殆と臭氣なく味は浩涼刺戟性にして微に牧敏控を帯ひ反癒酸判三な

れとも煮沸すれはアルカリ性に憂す

エヒ　　　　重　　　　1，00029　（150）

イオン表＊（丁丁奪義券長糞塁妄雰晶群）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg．つ　・
　フェロイオン（Fσう・・…

　マンガノイオン（Mn。つ・・6

アニオン

　クロールイオン（Clつ・”・
　耐己酸イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・

　グラム

0，006208
0，1356

0，1268

0，02361
0，01228

0，003457

0，2092

0，001358

0，5467

ミリモル

0，1588

5β946
3，1645

0，9707

0，2199

0，0629

蒸獲残汀ま　　約　1，15グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，1588

5，8946
6，329

1，941

0，4399

0，1259

14β9

5，898　　　　5，8980

0，0141　　　0，0283

8，9627　　　8ρ627

萎匿酸（メタ）（IIgSio3）・

　　　1，065　　　　　25，34　　　　14789

…　　　　　0，02363　　　　0β018

塵類表（本鑛水は共集成に於て1キログラムΦi爽の成分を含有する溶液に概略相画す）

クロールカリウム（KCI）…　　6“●●

クロールナトリウム（HaCD・・…　　。

硫酸ナトリウム（Ka2SO｛）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3　・…　　　．

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…　　．

：重炭酸マグネシウム〔M9（11CO3）2〕　・・

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO32〕…　　　。・

重炭酸亜酸化マンがン〔Mn（IICO3）2〕・

瑳酸（メタ）（H2S10：～｝・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　170888　　　　25，64

・　・　・　…　　　　　1，705　　　　　38，74

　グラム

0，01184

0，33δ5

0ρ02008

0，01063

0，5128

0，1421

0，03912

P，01114

0，02363

　　　　　　　　　　　1，0887
．　．　．　．　，　。　・　。　・　6　・　1，705

逝1離炭酸（CO2）

　　　　2，794　　　　　64，38

回転は炭酸含有炭酸鐵泉に秘す

2，79・1

泉．　質

●

一185一



所　在地
試陰年刀
性　　　欺

引【▲

雄 鑛
兵庫縣氷上郡國領村字高雄

大正12年5月（大阪）

泉

無色澄明にして殆と臭氣なく味は清涼刺戟性にして彼に敢敏性を帯ひ酸｛’1三反慮を

参すれとも煮沸すれはアルカリ性に愛す

1ヒ　　　　｝1㌃　　　⑪，9996　（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　　。、
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン｛Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg噛つ　・
　フ孤ロイオン（Fe”）・…　　　。

　マンガノイオン’Mn”♪…

蒸獲残流　　約O，40グラム（1キログラムΦ）

表＊髟ｳ二重絵皇典有）

アニオン

　クロールイオン‘Clつ。…
　硫｝硬イオン‘SO〆♪・…　　　。
　bドロガξ酸イオン（IICO3つ　・

　グラム　　　　ミリぞル　ミリヴアル

0，0⑪2δ40　　　0，0650　　　0，0650

0，05628　　　　2，447　　　　2，447

0，07951　　　　1，984　　　　3，969

0，01786　　　　0，7343　　　1，468

0，01005　　　　0，1801　　　073600

0，m3169　0，0577　0，1154

8，425

0，0S869　　　　2，501　　　　2，501

0，001111　　0，0116　　0，0231
0β600　　　　　5，901　　　　5，901

珪酸（メタ）（II2繕03）・…

0，6192　　　　13，8S　　　　　8，425

0，02156　　　　0，2753

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　o，6408

・・・… @　　L〔｝↓2

14，16

23，69

塵類表（雑麟馨競隷㈱喬宇）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（1｛Cl）・・・・…　　0，004843

クロールナトリウム（NaCl）。・・。・・0，1424

硫酸ナトリウム（Na2SO∂・・・・…　　　0，0〔）1）781

硫酸カルチウム（CaSOJ・・・・…　　0，000824
匝炭酸カルチウム〔C‘≧‘｝ICO＝；｝2〕・…　　0，3207

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　・・0，1075
並芳ξ；酸亜酸fヒ舅毫〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…　　　　0，‘）3203

重炭酸亜酸fヒマンガン〔Mn（HCO二）2〕　・0，01021

珪酸（メタ）III2Sio3）・・・・・・…　　O，02156

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，（㍊08

遊離炭酸（COj・・・・・・・・・…　　1，042
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－】，683

泉　　質

1，6S3 37，85

本泉は炭酸含有炭酸臼飾に属す

カチオン

所　在地
試験年月
性　　　ナ建

山
石 屋 糠 喜

兵庫縣津名郡岩屋町字サイトメン並撞坪

大正3脅：9刀（大阪）

淡黄色殆と澄り1にして少許の沈流あり塀こは少しく戯氣及敗敏性酸味を具へ溺酸佳

反感を呈す

」と　　　　重　　　　1，6026　（150♪

イオン表（輔両省鑛台盤）

フ1く素イオン（IIつ・・。。・。

カリウムイオンrl｛つ・・
ナトリウムイオン（Na●）
カルチゥムィォン（Ca・・）

マグネシウムイオン〔MgOつ
フェロイオン（Fe◎つ・・。・・
アェリイオン（Fe…♪　。…

アルミニウムイオン（A1”）　・

アニオン

　クロールイオン（Clり・・。。
　ヒドロ凝三酸イオン（11SO♂）　・

　盛岡イオン（SO霊り・・…

　グラム

。，ooo3

0，0116

0，0875
0，う遵34

1｝0482
0，1802

0，1218

0，∩63S

0，1041

0、⑪2S2

2，528

　ミリモル．

0，2976
‘），29G7

3，804

13，56

1，982

3，227

2，289

2β54

蒸慶建潅　　4，0δ3Sグラム（1リートル中）

ミリヴアル

0，2976

0，2967

3，804

2Z，12

3，9〔避

6，454

67866

7，063

55，87

2，936　　　　2，936

0，2912　　0，2912
26，31　　　　52，63

　　　　　　　　　　　　　　．3，723　　　57β5　　　　55，86

珪酸（〃）（H・S1α・）一・・　0，0ω5　0，7726

　　　　　　　　　　　　　　　3，784　59，12

其他 f妊ニウ殿ヒドロ鰍伽並有鋤徹

油類表面両州馨軸1、繭鰐次）

クロールカリウム（KCD　　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム‘Na2SO‘）・・・・…

硫酸カルチゥム（CaSO墓）　・…　　．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・．．。．
硫酸亜酸｛ヒ‘寛～（FeSO4）　　・　・　・　…　　　　。　・

研二酸々イヒ酸〔F（池（SO‘）：皇〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12〔SO4）1臼。・．・．

送離硫酸α12Sα）　・…　　9・・…

荘酸（メタ）（II2SiQ；）・・・・・・…

グラム

O，∩221

0，1543

0，‘〕828

】，846

0，23S6

0，4902

〔，，4572

（1，4031

〔、028う

O，0005

泉　　質 木泉は石膏含有弱級暮泉に尾す

3，784

一］86＿



所　在地

試瞼年月

性　　　歌

寺 町
鳥取縣鳥取市寺町91番地

大正元年12月（大阪♪

鑛 泉

殆と無色澄明にして臭氣なく味は微に清凍にして鹸味を帯ひ初め微躬酸性の反癒

を徴するも煮沸せはアルカリ性に攣す

上ヒ　　　』窪　　　1，0023　（150）

　　　　　　　　　画
　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムィォン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシ．ウムイオン（31gつ　・

　フェロイオン（Fe’う・・…

表（李磐蓉赫三面婁臨奮）

ア昌オン

　クロールイオン（Clつ　・…

　硫酸イオン（SO4り　・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCOの・

蒸獲残渣　　約　3，0901グラム（1リ嗣トル中’

　グラム　　　ミリモル　ミリヴアル

0，0290　　　0，7407　　　0，7407

｛，，9δ55　　41，45　　　　4L45

0，0766　　　1，915　　　　3，830

0，0102　　　0，4137　　　0、8374

0，0021　　　0，0375　　　0，⑪750

46，93

O，6346　　17，90　　　　17，90

1，018　　　10，60　　　　2L20

0，4794　　　7，856　　　　7，856

慶類表温温二三二三鰭卑次）

クロールカリウム（］KCI）　…　　。…

クロールナトリウム（XaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　　．．．．

重炭酸ナトリウム（XaHCO3）・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．。6．

硫酸マグネシウムOlgSO4）・・・…
重あ1ξ酸亜酸イヒ鐡〔Fe（HCO3、2〕　・　・　．　．　．

珪酸（メタ）（H2Sio3）…　　。・・。・●

珪酸（メタ）（112SiO3）…　　　。

3，20δ　　　80，91　　　　46、96

0，0755　　　0，9641

グラム

0，0549

1，004

1，176

0，6513

0，260遭

O，0501

00095
，

0，0755

　　　　　　　3，281　　　81，87

G　9　・　嚇　・　・　　　0，1484　　　3，373

遊離炭酸（CO露）

　　　　　　　　　　　　3，282

・・・・・・・・… @　　0，1484
　　　　　　　　　　　　3，430

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　　　　3，429　　　85，24

其他　硝酸イオン借微，有機質微量

泉　』質 本泉は食騒含有芒硝性苦瞭泉に瞬す

比

寺．町
所　在　地　　鳥取市寺町109番：∫也の2

試騒翁年刀　　　　大正13年4月　（大阪）

性　　　欺

　重　　　　1，00325　（150）　　　　　　　　蒸獲眠き童査1

鑛 泉

無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を徴す

イオン表（李磐変赫蕨骸翫倉有）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・・。・

　ナトリウムイオン（Na．）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg響○）。

アニオン

　クロールイオ’ン（Clり・…

　硫酸イオ’ン（SO19）　・　・　…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　グラム

。，0326

1，271

0，1263

0，0153

　ξリモル

0，8334

55，26

3，151

06308
　，

竃リヴアル

0，8334

55，26

6，302

1，262

63，66

0，8771　　24，73　　　　24，73

1，431　　　14，9：3　　　　29β7

0，5528　　　9，061　　　　9，061

4，306　　108，6　　　　　63，66

0，0695　　　1，023

約　4，01グラム（1キログラムll、〉

喩歌表（妻灘騰霧騙蒙二一1醐

クロールカリウム（KCD　・・●●．”
クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCOz｝・．。．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

珪酸（メタ）（II2Sio2）・…　　　。。…

珪酸（メタ1（珪Sio3）・・㍉・

泉　　質

4，376　　109，6

本泉は食塵含右芒硝性苦唾泉に鼠iす

グラム

0，0622

1，397

2，11δ

01259
O，510δ

o，0922

0，0699

4，376

一187一



　　所在地
　　試瞼年，月

　　性　　欺
源泉温．度　　570

比　　孟

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン｛Kつ”。’
　ナトリウムィォン（Nポ）　・・
　カルチゥムィォン（Cユ’●）　・・

　マグネシウムイオン（】暖g’つ・

士口 方
鳥坂市吉方村259番

大正15年5刀（大阪｝

温 泉

無色澄り」にして少許の沈津を有し微弱アルカリ性反感を微す

1，01）37　（150） 蒸主隻乏ミ渣　 約4，64グラム（1キログラム中）

表（鶯奪赫譲骸劣號有）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO．茎り　…　　　。・

　ヒドロが之酸イオン（IICO3つ　・

グラム　　　ミリモル　　iリヴアル

〔｝，0648　　　1，656　　　　】，656

1，395　　　60♪65　　　　60、65

0，1444　　　3，604　　　　7，2〔D7

吐），OI36　　　0，5583　　　1，II7

　　　　　　　　　　一　　　，70，63

1，⑪23　　　28，86　　　　28，86

1，629　　　16，95　　　　33，91　・

0，479δ　　　7，86り　　　　7，86t｝

4，749　　120，1　　　　　7’O，63

0，0SO9　　　1，185

盛類表嬢翁面墾回田器盤1冷罵‡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　。・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

硫駿カルチウム（CaSOl）　・・・・…

重語酸カルチゥム〔Ca（IIGO312〕・…

翻拶こ．酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

工！i．_（メタ）（II2Sio3）　・。・。・　・　…

工1…虚≧（メタ）（II3Sio3）・・り・

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　4，830　　121，3

・　・　・　…　　　　　　O，0377　　　0，8568

遊離炭酸〔CO＝）

〔1，1235

1，590

2，375

0，0316

0，5465

〔｝，0917

　　　　’0，0809

　　　　　　　　　　　　4，829
．　．　．　．　。　．　．　．　。　．　．　　0，0377

　　　　　　　　　　　　4，867

4，868　　122，2

共　他　　側酸痕跡

泉　　質 不泉は面一含有芒硝性苦壕泉に鳩す

b

　　所　在地
　　試験年刀
　　性　　　歌
源泉江1度

比　　並

柿 の 木温泉
島取市束品治村≒｝二柿の木通リ5番地の1

穴疋1δ年乏，刀‘東京）

無色澄轡1にして微に戯味を具へ微募雪アルカリ性反1臆｛を呈す

45，5Q

l，0042‘15Q）

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kつ　・’”
　ナトリウムイオン（Na’）　・。
　力几チウムイオン（Cα”）　・・
　マグ皐シウイオン（Mg●つ　・・
　フェロイオン（Fe’つ’●●’●

　マンガノイオンOlnつ…

蒸勇…残渣　　約　4，70グラム（1キログラム中）

1萄蕪券譲骸痴倉右）

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…
　プロームイオン（Bガ）・…
　ヨードイオン（Jつ　・・…
　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロ炭｝三2イオン（IICO3’）　・

　グラム

O，05S3
1，43G5

⑪，1612

0ρ191〕

〔｝，0008

〔り）0（［3

1，1）128

0ρ031
0，0008

1，6428

0，6581

　疋リモル　　しりヴアル．

1，4911　　　1，4911

62，4566　　62，4566

4，0230　　　8，0459

0，7813　　　1，5625

0，0144　　　0，⑪287

020055　　　070109

28，5618

0，038S

O，0063

17，1001

10，78S7

73，5957

28，5618

0，03δ8

0，00G3
342001
10，7887

4，9906　　ユ25，三～676　　　73，5957

0，0031　0，0706　’
O，Oω0　0，7661

盤類劇彰灘騰霧器晶義編翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

荷iJ酸（メタ）（IIBO2）　・．・．
工L酸（　メ　 タ　）（II窪Sio：｝）　　…　　　　　　　　●

遊・離炭酸（GO＝）

　　　　　　　δρ537　126，1043

・・・… @　　　0，0｛S4　　1，10（K［

．クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

ブロームナトリウム（XaBr）・・…　　。

ヨードナトリウム‘NaJ）　…　　．。。．

硫酸ナトリウム（NazSO｛）・・・・…

重炭’酸ナトリウム（XaHCO3）　・・…

重炭駿カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕…

重ガξ竃麦耳巨酸fヒ‘哉〔Fe（IICO：二）2〕　。　・　…

：重炭．酸距1我化マンガン〔Mn（HCO3）の・・

硯麗駿（メタ）（II】BO＝）　・　・　曹・　。　…　　　。

潟i酸（メタ）（112Sio3）　・…　　　。・…

邊離島戯（CO＝）

031112

1，5S26

0，0040

0，⑪009

2，4296

0，0958

0，652〔1

〔｝，1143

〔．1，0023

0，0010

0ρ031

0量塑．1

　　　　　　　　　　　　5，0568

・、・・・・・・・…
@　　　〔〕，0｛84

　　　　　　　　　　　　5，1052

齢

5，1052127，2り・13

泉　質 塩泉は一蓋1含有芒硝姓苦味泉にκ」す

一188一



比

所　臨地
試験年月
性　　　欺

　重

田 高 高 泉（冷）

鳥取縣喩託郡富桑村田島字大森1番地大森紳爬鏡内

大正8年10月（大阪）
無色締り1にして微に戯昧を帯ひ殆と中性の反鷹を徴す

1，0039（15Q）

イオン表（李磐馨義二二典集婁脇物’

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ・。。・

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ca’。）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・

アニオン

　クロールイオン（CP）・…

　硫酸イオン（SO薯”）・・…

　ヒドロ疹と酸イオン（11CO3’）　・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，02728　　　0，6977　　　0，6977

1，205　　　　52，38　　　　52，38

0，1389　　　　3，467　　　　6，934

0，02249　〔｝，9249　1，850

61，86

　●
0，9140　　　25，77　　　　25，77

1，444　　　　15，04　　　　30ρ7

0，3668　　　　6，011　　　　6，011

4，118　　　104，29　　　　61，85

0，04676　　　0，5970

　　　　　　　　　　　　　　璽

塵類表礫魏巷響宏無、と縣栽1欝次）

クロールカリウム（KCI）・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）　・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　・・・…

硫酸カルチゥム（GaSO4）・…　　曾・・

重炭酸カルチウム〔C凝IICO3）2〕　…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（1icO：｝）2〕　・・

珪酸（ぞタ）（H2Sio：｛）　・・・・・…

距制酸（メタXII2Sio3）　・　…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　4，165　　　104，89

・　・　・　…　　　　　　0，07047　　　1，601

4，235　　　106，49

　グラム

O，05202

1，466

1，939

0，1887

0，3373

0，1354

0，04676

遊離炭酸（CO2）…　　一・・・…

4，165

0，07047

．4，235

9

其　　他　　　フェルロイオン痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は食慶含有芒硝性苦味泉に腸す

所　左　地

試瞼年刀
性　　　歌

西 ．郷 鑛 泉’

鳥坂縣八頭郡西郷村大字湯谷字大道端57番地

大杷δ年10月（大阪1
無色澄り1にして少許の淡褐色沈津を右し微弱なる酸性反慮を徴すれとも煮沸すれ

はアルカリ性に墾す
　　　　蔀翼泉温度　　　　26，50

　　　　上ヒ　　　　重　　　　1，0001（150）

イオン表（奪回奪回券丑箕姦婁脇｛う

カチオン
　カリウムイオン（K：つ●。’．

　ナトリゥムィォン（Na’）　・・

　カルチゥムィォン（Ga「’）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　。

　フェロイオン（Fe’つ・・…

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　硫酸イオン（SO4り　・。。・・

　ヒドロかこ酸イオン（11COゴ）　。

蒸獲残渣　　約　1，35グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，0434　　　1，111　　　　1，111

0，4769　　20，74　　　　20，74

0，0367　　　0，9167　　　1，833

0，0037　　　0，1513　　　0，3026

0，0018　0，0326　0，0652

24，05

0，4574　　12，90　　　　12，90

0，0649　　　0，6757　　　1，351

0，δ977　　　9，798　　　　9，798

　　　　　　　　　　　　　　1，6825　　46，33　　　　24，05

封…酸（メタ）（｝12Sio3）・…　　　　0，0452　　0，5772

　　　　　　　　　　　　　　　1，7277　　46，91

遊肖1髭炭酸（COz）　・・・…　　　　　0，0321　　0，7296

　　　　　　　　　　　　　　1，7598　　47，64

」し　仙　　　ヒドロ燐酸イオン，捌酸及．右機物各痕跡

　　　泉質　本泉はアルカリ性弱食応急に訂す

縢醸（本鍍水は共集成に於て1リートル111次の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KC五）　・・…　　。。

クロールナトリウム（KaCl）・・・…

重炭酸ナトリウム（XaHCO：5）・。…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・…　　．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCQ、）2〕…

重芳と酸醗1酸イヒ餓〔Fe（王ICO3）2〕　・　・　…

王豊里（メタ）（H2SiO3）　・　・　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0828

0，6891

0，7δ17

‘），⑪92⑪

0ρ39Q

O，0221

0，00δ7

0，0452

　　　　　　　　　　　1，7276

．＿．．．．．… @　　0，0321
1，7697

門189一



　　　所　で1：地

　　　試瞼∫F刀

　　　性　　　見是

言漿泉温度　　　　780
茜

比　　重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウ．ムイオン（Kり・・。・

　ナトリウムイオン〔Na’）・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・

腸 生 温 泉
鳥取縣西侑郡猫生村大字皆生18211番地

大正12年4刀（大阪）
無色澄明にして戯味をイfし殆とΦ性の反賑を徴す

　　　　1，00：366（15Q）

（耐熱順潮餓劣瀧右）

アニオン

　クロールイオン（Ul’）・…

　石塩酸イオン（SO4り　・・。・・

　ヒドロかこ酸イオンIHCOゴ）　・

グラム　　　iリモル　　しワヴア〃

叱㌧07171　1，83壬　　1，834

1，099　　　　47，77　　　　47，1Z

〔｝，8622　　　21，52　　　　43ρ4

〔㌧〔｝101U　（1，4152　（，，83り壬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　93，蓬7

3，〔153　　　　86，09　　　　83，09

〔レ，3163　　　3，293　　　6，58δ

〔㌧04880　　　0，799〔D　　　O，7990

5，461　　　161，7　　　　　93，47

0，1〕S330　　1，0〔漣

。

籔類表（裟二日欝密器言註藩漏岳享）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）・・・・…

クロールナトリウム（NaCD　・。…

クロールカルチウム（CaU1＝）・・…

硫酸カルチゥム（CaSOJ・・・・…
硫．_マグ率シウム（MgSO｛）・・・…

：重壁酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　・・

王】i酸（メタ）（II2Sio3）　…　　　。…　　　。

三皇酸（メタ）（112Sio3）・…

　　　　　　　5，544　　　16：～，8

・・・… @　　O，00440　0ρ99〔レ

0，1367

2，79：3

2ρ25

｛｝，4461

1．），0｛．｝1866

0，⑪5846

0ρ9332

遊離炭酸（CO2）・・・・・・・・…

5，544

0，004400

5，548

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　5，548　　　162，9

本泉は堅化土類含有弱食騒泉に秘す

　　所　在地
　　．試瞼年刀

　　佳　　　欺
源泉温血　　5【IQ

比　　重

’温　泉’津　温
島根縣適摩郡温泉津田∫

大IE145F2刀（東京）

泉

無色溌明にして戯味を有し微弱アルカル性反慮を呈す

1，〔．即δ9‘1δo）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・・。・
　’ナトリウムイオンでNa’）　・・

　アムモニウムイオン‘NIIゼ）・
　カルチゥムィォン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（M」ギ’）・

　フェロイオン（Fe’つ・・…

蒸餐残渣　 約　G，96δ9クラム（1キログラム中）

表（電命赫蕨骸鍋倉右）

アニオン

　クロールイオン（Cr｝・…
　ブロームイオン（13ゼ）・…
　ヨードイオン‘Jり　・・…
　硫－酸イオン（SO．～）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（11CO3り・

グラム　　　　ξワモル　　 ミリグアノレ

O，‘，742　　　1，8977　　　1，8977

1，go78　　82，9478　　84，9478

0ノ｝003　　　（㌧‘）166　　　0，0工66

f㌧46弓壬　　11，6396　　23，2192

｛㌔〔　86S　　　3，δ691　　　7，1382

（㌧0004　0，0072　0，0144

115，2939

2，7542　　77，6706　　77，6703

0ρ083　　　〔，，1039　　　0，1039

0，0050　　　0，0394　　　0，｛，394

1，1571　　12，r）456　　24，0912

｛｝，8169　　】3，3888　　13，388S

7，2774　203，3263　115，2939

0，1305　2，9744
0，1014　1，2948

藍類表（妻搬雰慧蓉霧器湛藩霜譜）

胃酸（メタ）（IIBO2）　・…
工！…酸（メタ）〔II2Sio3）・　。　・。

遊離炭酸（UO＝）

　　　　　　　775094　　Σ07，5955

・　・　・　…　　　　　　0，3746　　　8，513G

　　　　　　　　　　7β840216，1αU

リチウムイオン痕跡

質　　本泉は珊酸及石瀬含有鼠食肇泉に属ナ

クロールカリウム（］KCI）　・。・…　　．

クロールナトリウム（ざaCl）・・・…

ブロームナトリウム（｝ζaBr）・。・…

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO選）・・・…　　．

クロールアムモニウム（NH4Cl）。…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　…　　．・．．

重炭酸カルチウム〔CaぐIICO3）2〕・…

重日岐マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・。．

重炭酸亜酸化ξ葺〔Fe（IICOこし）2〕　・・…

側1酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　。…　　　。。．．．

遊・離炭酸（CO＝）

グラム

0，1415

4，4287

0μ07
0ρ0δ9

0，5し106

0ρ009
1，16｛｝しD

（レ，5054

0，5223

0，0013

0，13〔｝6

0，IOI4

　　　　　　　　　　　　ろ5093
・　9　。　・　・　・　・　…　　　　。　　O，3746

7，8839

共　他

泉

一190一



所在地
試瞼年月
性　　　歌

粕　淵　鑛
島根縣邑智郡粕洲村2752番地
大正5年12月（大阪）

泉（湯抱温泉）

無色澄明にして淡褐色の沈沖を有し味は少しく清涼刺載性にして献味を幣ひ溺酸
性反慮を呈す

1ヒ　　　　重　　　　1，0085（150）

イオン表（李磐変義碁笈轟食餌毒諾う

カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　　。

　ナトリウムィォン（Na●）　・・

　カルチウムイォン（Cバ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ　・

　フェロイオン（Fe”）・・…

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO｛”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO：つ・

グラム

0，2612

3，231

0，3174

0，1278

070027

ミリモル

　6，681

140，5

　7，922

　5，255

0，0483

蒸獲互蜀禿　　　垂～7　10，35グラム（1　リートルril）

ミリヴアル

　6，681

140，5

15，84

10，51

　0，0966

173，6

4，274　　120，5　　　　120，5

0，4416　　　4，597　　　　9，194

2，675　　　43，84　　　　43，84

盤類表（醗継響鷹、と縣萩鰐次）

　　　　　　　　　　　　　　11，33　　　329，3　　　　173，5

天1…酸（メタ）（II2Sio3）　　9　・　・　　　　0，146　　　　1，864

　　　　　　　　　　　　　　11，477　　331，2
遊離炭酸（CO2）　・　・　・　…　　　　　　　　0，8862　　20，14

　　　　　　　　　　　　　　12，36　　　351，3

典他’ @アルミニウム及ヨードイオン並砺酸各痕跡

　　　泉　　質　　本泉はアルカリ耳食騒泉に嚇す

クロールカリウム（KCD　・●H”●
クロールナトリウム（NaCl）・…　　。・

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…　一・
硫酸カルチウム（CaSO4）・・…　　．．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・．．

＝重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO：；）2〕・・…

芝竪酸（メタ）（II29io3）・。・・9・。・・

遊離炭酸（CO2）

．グラム

Q，4981

6，656

2，235

〔｝，6272

0，5374

0，7691

0，0086

0」46

　　　　　　　　　　　11，477
●　・　…　　　　　。　・　・　5　・　・　　　〔｝，8862

12，36

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

耕　　田　鑛　泉
島根縣鹿足郡小川村大字一門字臨ケ原
大正12年12月【大阪♪
殆と無色澄明にして弧き戯味を有し反鷹は溺酸性を徴すれとも煮沸すれは沈娠を

析目してアルカリ性に攣す
1ヒ　　　　：目険　　　　1，0172（150）

イオン劇李勲麟蕨嫉臨書）
カチオン

　カリウムイオン（1（’）・…

　ナトリウ．ムイオン（xa’）　・。

　カルチウムィォン（Ca●’）　・．

　マグネシウムイオン（Mg’。）　・

　フェロイオン（Feつ●●。●’

　アルミニウムイオン（Al●’）　・

アニオン　　　　　　　璽
　クロールイナン（Cr）・…

　硫酸イオン（SO4り　・・…

　ヒドロ多之酸イオン（HCOガ）　・

グラム　　　ミリモル

0，1854　　　4，742

7，356　　319β

0，7973　　19，90

0，2984　　12，31

0，0080　　　0，1432

070038　　　0∫1402

蒸獲残流’　約　22，39グラム（1リートル中）

ミリヴアル

　4，742．

319，8

39，80

24，62

　0，2864

　0，4206

389，7

11，01　　　310，6　　　　310，6

0，1188　　　1，237　　　　2，473

4，675　　　76，63　　　　76，63

璽類表（磯魏巷響聡羨ll輪轟欝次）

クロールカリウム｛KCI）　・…　　6”

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　．．

重三酸ナトリウム（NaHCOI∂　・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：墨）2〕・・。

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕一．、＿

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…　　．
芝長齢（　メ　 タ　）（II2Sio；二）　　 ●　　，　　●　　●　　■　　，　　●　　●　　●

24，45　　　745，5　・　389，7

0，1047　1，337

遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・…

’グラム

0，3536

17，88

0，1458

1，002

3，225

1，802

⑪，0254

0，0240

0，1047

24，56

0，3200

珪酸（メタ）（II2SiO：ρ・…

　　　　　　24，55　　　746，8

。　…　　　　。　。　　　0，3200　　　7，273

罰，8S

遊離炎酸（CO2）
24，87　　　754，1

共　他

泉

珊酸痕跡

　質 本山は強食璽泉に即す
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　　所在地
　　試蹴年月
　　性　　　歌

放射能

粕　谷　　1　泉
岡山縣御津郡野谷番ナ大字栢谷字開1449呑」．也

ブく正8二Fl（、月（ブく整王乏）

無色澄明にして微溺アルカリ性の反庶を微す
40，55×10－10キユリ＿，（11，15マツへ），…大正9年R刀餌蒙

イオン表（李磐糞義版典集婁脇わ

カチオン

　ナトリウムィォン（Na。）　・。

　カルチゥムィォン（c：ゴ・）　。．

　マグネシウムイオン（！Wg’つ　。

アニオン

　クロールイオン（Clつ・…

　硫r淀イオン（SO墨‘つ・・…

　；炭酸イナン（CO：；り・・…

　フ」く酸イオン（OIIり　…　　　。・

グラム

0，03S6

0，0168

0，00130

0，00886

0，0138

0，0・101

0，0127

こリモル　　ミリヴアル．

1，68　　　　　1，6SO

O，418　　　0，836

0，0δ1　　0，100

2，62

盤類表（磯麓欝鷹三品落繍弊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

0，250

0，144

0，66S

O，745

0，250

0，287

1，34

0，745

クロールナトリウム（｝ζaC1）・・・…

耐己酸ナトリウム0敬τSO4）　．・・。…

炭酸ナトリウム（NaCO：監）　・・・・…

淡酸カルチウム（CaCO3）・・・…　　．

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕・・…

フ｝く酸化マグネシウム〔｝r賃（OII）2〕・…

封皐震（メタXII2Sio：｝）　・。・。・。・。・

　　　　　　　　　　　　　　　0，1322　　　　3，96

王1…酸（メタ）（IIコ9io：｝）　…　　　　　。　　0，0283　　　　0，361

　　　　　　　　　　　　　　　0，160δ　　　　4，32

　　　泉　　質　　　木泉は放射能作泉に局す

2，62

0，0146

0，0204

0，06〔｝5

0，0097

0，02：；8

0，0030

0，0283

〔｝，1α｝3

比

所　廊地
試敷年刀
性　　　歌
　重　　1ρ1026（15Q♪

　　　　イオ．ン

カチオン

　水素イオン（II●）・・・…

　カリウムイオン（Kつ　”9●

　ナトリウムイす．ン（Naつ　・。
　．カ，シチウムイオン（Ca’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　。

　フェロイオン（Fe●り・…　　　。

　フェリイオン（Fe。つ・・●・’

　アルミニウムィォン（A1…）　．

三　石　　1，細
岡山縣和気郡三石町本田rメ；字三石2GO6番地

昭和2年10刀（大阪）
淡禍色澄明にして少許の沈漂を右し吠牧勲｛ず1三にして酸性反雄を徴す

表嘆轍券蹟絃畦倉イ∫）

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…

　ヒドロ硫殻イオン（IISO．蓬つ　・

　硫酸イオン‘SOIり…　　　。・

　ヒ1・“ロ美キ酸イオン（IIPOlり・

．グラム

0，0110

0，0051

0，0135

0，0087

0，で）022

0，1193

2，189

0，2252

0，0116

1ρ63

7，095

0，0040

　iリモ’し

10，95

0，12gS

o，5s62

0，2210

0，∩889

2，136

39，20・

8，309

蒸餐建涜　　約　9，33グラム（1キログラム中）

こりヴアル

！0，95

　0，129S

　O，5862

　0，4421

　0，1778

　4，271

117，6

24，93

159，1

o，3259　0，3259

10，95　　10，9δ

73，86　　　147，7

0，0417　　　0，0S34

∫li酸（メタ）（II280：｝）

し

泉　　質

　　　　　10，748　　　146，8　　　　　159，1

。　…　　　　　　0，16S9　　　2，157

　　　　　10，917　　149，0

本泉は酸性明碁緑馨泉に陽す

盛類表棲総雰欝霧器1蕪薦骸牢）

硫酸カリウム（K2SOO　・・…　　　。・・

硫酸ナトリウム（Na2SO墨）・・・・…

硫酸カルチゥム（CaSO｛）　・・…　　。・

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・・…

硫酸亜酸化鐙（FeSO4）　・・・・・…

硫酸々化ξ葺〔Fe2（SO∂3〕・・・　…　　　。。

藍化アルミニウム（AIC】1ゆ・・・・…

硫薩ア1レミニウム〔A12（SO．1）3〕・・…

燐酸アルミ昌ウム〔Al』〔IIPO．g）：；〕・。．．

遊1≒：；：硫酸（II2SO墨♪　・・・・・・・…

珪酸（メタ）（H29iOΩ・・・・・・…

　クラム

O，01】3

0，0416

0，0301

0，0107

0，3244

7，837

0，014δ

1，399

〔｝，oo4　s

1，074

〔㌧16δ9

1‘｝，916

一192一



比

所　在地
試験年月
性　　　歌

　重

一一
一

石 鑛 泉

岡山縣和氣郡三石町八木山726番の1

昭和3年4月（大阪）

淡八色澄明にして牧敏性酸味を有し弱酸性反慮を呈す
1，0043　（150｝ 蒸；塗i残渣　 約5，42グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛フ1く1キログラム中に含有する各三分及其彙次の如し）

カチオン

　フk素イオン｛Hじ）…　　　。…

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Kaつ　・・
　アムモニウムイオン（NH4’）・
　カルチウムィオン（Ga’う　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイナン（Fe●つ・。。。・
　フェリイオン（Fe…）　・…
　マンガノイオンrMn．’）…
　アルミニウムイオン（AP’つ　・

アニオン

　硝酸イオンQ｛03’）・・…
　クロρルイオン（Cl’）・…
　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）・
　硫酸イオン（SO4”）　・・。・・
　ヒドロ燐酸イオン（HI）04り。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴ7ル

0，⑪044　　　4，335　　　　4，335

0，0261　　　0，6677　　　0，6677

0，0143　　　0，6200　　　0，6200

fD，0026　　　0，1526　　　0，1526

0，0495　　　1，235　　　　2，469

0，（1046　　　0，1896　　　0，3792

0，4361　　　7，810　　　15，62

04846　　　8，678　　　26，03

0，0076　　　0，1384　　　0，2768

0，1822　　　6，723　　　20，17

70，72　等

0，0051　　　0，0816　　　0，0816

0，0157　　　0，4432　　　0，4432

0，4209　　　4，335　　　　4，335

3，045　　　31，70　　　63，39

0，1185　　　1，234　　　　2，468

　　　　　　　　　　　　　　　4β17　　　68，34　　　　70，72

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　　O，1838　2，691

　　　　　　　　　　　　　　　5，001　　　71，03

　　　泉　　質　　本泉は酸性明暮緑寡泉に属す．

盤類表（雑鶴器精磐澱徽繍蕾卑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　レ莉量酸カリウム（K耳0：｝）　・・。。．．。．

クロールカリウム（1｛CI）　・・・・…

硫酸カリウム（K2SO4）・．・．転．．．

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・…　　　．。．

クロールナムモ品ウム（NH4Cl）　…　　‘・

硫酸カルチウム（CaSO4）…　　．。．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）・＿．．．。．．
硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕　・　・　…　　　　。　・　・

硫酸マンガン（MnSO4）　・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A】三（SO4）3〕…　　。．

燐酸アルミニウム〔AI2（HI）01）3〕・…

遊謝髭砥売節（正12SO4）　　・　。　・　・　・　・　・　…

珪酸（メタ）（II2Sio：D　　・　・　・　・　・　・　…

グラム

⑪，0083

0，0217

0，0258

0，0440

0，0082

0，1681

0，0228

1，186

1，735

0ρ2Qg

l，010

〔〕，1408

｛，，4252

〔り随
’5、〔｝01

●

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　肌
比　　：重

一一
一

石 鑛 三
岡山縣和暦郡三石町大字八木山字綱坂735番地

大正15年9月（大阪）
淡褐色にして多量の沈澱物を具細し弱酸性反慮を呈す

1，0167　（15Q） 蒸獲残渣　　約　19，15グラム（1キログラム中）

』イオン表（李磐叡券蕨骸劣寵有）

カチオン
　カリウムイオン（K’）∵．・．・・

　ナト境ウムイオン（Na●）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）・・

　マグネシウムイオン‘M：9’つ　・

　フェ．ロイオン（Fe巳’）。・…

　フェリイオン（Fe…，　・…

　アルミニウムイオン（Al●’つ．・

グラム

で㌧0252

0，1792

（D，723

〔㌧0〔D73

02052

3，7510

0，2410

ミリモル

O，6452

7，792

18，04

0，3003

3，675

67，29

8｝893

iリヴアル

　0，6452

　7，792

36ρ9

　0，6006

　7，350

201，9

26，68

281，1

ア亭オン
　耐三酸イオン（SO／）　。・。・・　13，50　　140，5　　281．0

騒職（本邦アドは共集成に於て1キログラム中次の成分を含オ∫する溶液に概略相常す）

硫酸カリウム（K2SO4）　・・。…　　。・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）。・・。．・．

硫酸カルチウム（CaSQρ　・・・…　　．

硫酸マグネシウム（1～lgSO｛）　・。・。・・

硫酸亜酸化鐡（FcSO4）　・…　　．．．．
石爺黙々イヒ塗茂〔Fe2（SO4）3〕　・　。．・　・　6　…

硫酸ア1レミニゥム〔A12（SO4）1｝〕・・。・・

珪酸（メタ）（II＝Sio3）・・・・・・…

　グラム

0，0562

」025534

2，456

0，0361

05582
　ひ
13，45

1，522

0，118δ

18，75

　　　　　　　　　　　　　　18，64　　　247，1　　　　281，0

王ヒ酸（メ　タ）（H2SiO：～）　・　…　　　　　　　し㌧1185　　　1，735

　　　　　　　　　　　　　　18，76　　　248，8

　　’鼠　　質　　本泉は明暮含有緑蓼泉に平す

一193一・
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所乖地
試厳年月
性　　　欺

三　石　鑛　泉
岡山縣和氣郡三石町卓」＝橋一山

大1E10年12刀（大P乏）

淡禍色澄明にして類禍色少許の沈澱弓りを具イfし臭氣なく牧勲性酸財こを幣ひ酸性反

雁を某す
1ヒ　　　　並　　　　1，0（レδ2　（150）

　　　　イオン

カチオン

　フ｝く素イオン（liり・・。…

　カリ．ウムイナン（Kつ・●。●
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　カルチウムィオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg鱒）・
　フェロイナン（Fe’つ　・。…

　フェリイオン（Fe…）　・・，・
　マンガノイナン（Mn．つ　。・・
　アル．ミニウムイオン（AI…）．・

表（：本鎮永】キログラム中に合イ∫する各成分及其二次の如し）

アニオン

　ヒドロ硫酸イオン（HSO♂）　・
　霧‘酸イオン（SO4”）。・…

　　　、

　珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

グラム　　　ミリモノレ　　iリヴアル

O，00δ2　　　5，221　　　5，221

0，00：；3　　　0，｛膨S63　　　（カ，0863　」

0，0197　　　〔レ，8579　　　0，S579

0，1265　3，157　　〔㌔31：；’
‘リ）153　　　0，6291　　　1，25S

O，5835　　10，45　　　　2｛，，90

0」761　　1：3，9｛｝　　　41，7〔｝

｛D，00b9　　　0，125S　　　O，2516

（D，f）721　　　2，G61　　　　7，gSr1

84，57

〔｝，5068　　　5，221　　　5，221

3，Sll　　　39．67　　　　79，35

　　　　　　　　　　5，926　　　δ1，gS　　　　84，57

　　　　　　　　　　〔｝，l122　1，433

　　　　　　　　　　6，（D38　　　S3，41

アムモニウム，クロール及硝酸イオン各痕跡，燐酸

イオン僅微，イ∫機質微最

質本泉は酸性緑幌泉に罪す

藍類表（甥鯵巷鶴霧藻走属灘字）

耐こ｝酸カリウム（K2SO4）　・・・・…　　　．

硫酸ナトリウム（N硬SO｛）・・．・．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシヴム（MgSO｛）’。．．．．．
二型酸」｝巨酸fヒ多難（FeSO4）　　・　・　・　・　・　…

石毒百登記「イヒ棄罠〔Fe2（SO．‘）・3〕　・　・　。　．　・　・　6　．

硫酸ヤンガン（＝～h】SO、1）　…　　．・・．。

硫酸アノレミニウム〔A12（SO4）3〕・。・。。

遊離硫酸（II2SO4）　・・・・・・・…

王1話茎ミ（メタ）（II2Sio13）　・…　　　。・…

其　他．

グラム　’

〔，，0075

0，06（19

（D，4297

0，（1756

1，587

2，779

0，0190

0，4556

〔，，5121

（D，1122

泉

．6，039

所　左地
試瞼年月
性　　　歌

三　石　鑛　泉　，
岡山縣和氣郡三石町大字三石土橋谷鑛山

大正10年9月（大阪）

淡褐色にして類褐色の沈沖を有し殆と臭氣なく昧は酸性にして著しく牧敏性を帯

ひ酸性反慮を呈す
よヒ　　　　鍾；　　　1，0072　（150♪

　　　　イオン

カチオン

　かく素イオン（IIつ・・・…
　カリウムイオン（K。）・●●’
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン（CIザ）　。・
　マグネシウムイオンOI鍔”）・
　フェロイオン（F（ジ’）。・…

　フェリ．イオン（Fe…）　’。●●

　マンガノイオン（MI1’つ…
　アルミニウムイオンfAl…）　・

表（本鎖永1キログラム中に合イfする各成分及：其量次の如し）

アニオン
　‘1古薩芝イオン（NOゴ）　・・…

　クロールイオン（Cr）・・。・
　ヒドロ硫酸イオン（IISO1つ　’
　硫酸イオン（SO‘り・・…

　グラム
（り7｝（レ211〔D

O，（レ（）：31δ〔D

｛D，α）5・179

｛1，〔｝（勘26P

〔，，（195〔b3

｛㌧0〔．D7837

0，2115
1，225

1ゆD373：3
0，1533

i1」モル　　ミリグアル

2，〔19｛．｝　　2，090

〔㌧⊂）s（．16　1．㌧〔18（．［6

｛1，2：｝82　　〔1，2382

0，｛Dlr19　　　｛，，〔Dlr19

2，：．｝72　　　　4，743

｛｝，3222　｛1，04拓

：㍉7ss　　7，576

21，94　　G5，Sl
lレ，l16δ（｝　（1，135り

5，657　　　16，97　　’

98，：30

‘1．｛H）1236　0．〔llgl，　f），O199
0，｛｝‘｝｛唱s・｝　　　｛．㌧‘［2－1り　　　〔｝，0249．

1レμ）：；2　　　2，‘Ml　　2，（．M1

4，619　　　　　4s｛［s　　　　96，17

　　　　　　　　　　　　　　〔；，532　　　　　SU，79　　　　gS，：30

∫1壽裳（メ　タ）（II2S三〇3）　覆　・　。　●　　〔㍉1429　　　　　1，825

　　　　　　　　　　　　　　（1，1．175　　　SS，61

其　他

泉

オ∫機質少量

　質　　　本泉は酸性野馳撃墜泉に属す

盟類表嬢雛鴉撚霧漏疑蘇祐謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
耐酸カリウム（Kざ0：二）　…　　　。。…　　　〔｝，肌レ2｛，1σ

クロールカリウム（KCI）　・・・・…　　（1，00（レ746

研‘酸カリウム（K2SO｛）　・・・…　　．・・（1，0（，4418

硫酸ナトリウム（Na＝SO婁）・・。・…　　〔｝，O1692

クロールアムモニウム（NII｛C1）　。…　　（1，⑪00797

硫酸カルチウム（CaSO4　・・・・…　　0，3228

硫酸マグネシウム0取SO｛）　。・・…　　0，03879

硫酸．亜酸fヒ∫没（FeSO．ρ　　…　　　。　・　・　。・0，57δ4

耐＝酸々イヒ5投〔Fe2（SOI）：二〕　。　・　・　。　・　…　　　　4，：386

　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸マンガン（MnSO1）　。・・・・…　　（1，01026

硫酸アルミニウム〔Ab（SO．‘）：｝〕…　　。。〔1，9684

遊離硫酸（112SO4）　・・・・・・・…　　0，2053
珪酸（メタ）（II2Sio：｝）　噌　・　…　　　　6　…　　　　O，1429

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ち675

一19・1一



比

所　衣地
試験年月
仕　　．歌

　重

．ヨ』

口
囲 ．鑛 泉（冷）

岡山縣裏矩郡藤野村大字吉lq字西池2687番地

大1E4年11月（大阪）
淡褐色澄明にして躬酸性の反鷹を微し煮沸すれは淡褐色の沈津を生す

1，0133　（15Q♪

イオン表（轡熱雲簸猫銃）
カチオン

　カリウムイオン‘Kつ・…
　ナトリゥムィォン（Na・）　．．
　アムモニウムイオン‘NIIギ）・
　カルヂウムイオン〔Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fe”）・・…
　フェリイオン（Fe．つ　・・。・
　アルミニウムイオン（Aレつ　・

アニオン

　クロールイオン（Cr）㌔。・・
　硫酸イオン（Sq”）・…　　。
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム　　　ミリモル　　ξリヴアル

0，0019　．　0，0483　　　0，0483

0，0317　　　1，380　　　　1，380

0，0020　、　0，0713　　　0，0713

0，3768　　　9，404　　　18，81

0，2386　　　9，809　　　19，62

0，9796　　17，54　　　　35ρ9

1，542　　　27，61　　　　82，82

0，4989．　18，41　　　55，23

213707

0，0δ32　　　．1，500　　　　1，500

9，954　　103，G　　　　207，2

0，2086　　　2．171　　　　4，343

盛類表（磯麹欝駿灘議繭露‡次）

クロール’カリウム（KCD　・・・…　　　’

クロールナトリウム（NaCD・・・…

クロールァムモニウム（NII4CI）・…

硫酸カルチゥム（CaSO墨）　・・…　　．・

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・・…
硫酸亜酸化蛾（FeSOI）　…　　一…
硫酸々イヒ重或〔Fe2（SO4）：㌃〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミrウム〔AI2（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A域IIPQ｛）3〕・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　ゲ・　・　…　　　　。

13，887　　191，5　　　　213，0

0，2473　　　3，158

グラム

0，0036

00806
ノ

0，0046

1，280

1，181

2，665

5，520

2，90壬

．0，2478

0，2壬73

珪酸（メタ）（正12Sio：二）・…

14，13

14，13　　　194，7

共　他　　有機物少許

泉　　質 本革は明馨唱曲泉に適す

●

鶴 海 鑛 泉
　　所　在　地　　岡山縣邑久郡鶴山村夫字鶴海字下の谷

　　試験年月　　大疋9年12月（大阪）
　　性　　　歌　　淡禍色澄り1にして牧敏性酸味をイ∫し酸性反磨を呈す
上ヒ　　　　重　　　　1ρ36　（150）

イオン表（李言忌二身艮警告翫倉イ「）

カチオン

　オく素イオン‘Hつ．・…　　　。・

　カリウムイオン（K’）’◎●’
　ナトリウ’ム1イオン（N乱．）　・・

　カルチウムイオン（Cバ）　・・
　マグネシウムイ・オン（Mg”）・
　フェリイオン（Fe。’つ　・…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

．アニオン

　クロールイオン（Cl’）・三・・

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　・
　硫酸イ牙ン‘SO4り　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム　　　ミリモル

0，0247’ @24，50
0，2059　　　．5，266

1，300　56，54
0，5517　　13，77

0，0934　　　3，840

5，271　　　94，39

L816　　　67，00

こリヴアル

24，50

5，266
56，5壬

27，5壬

7，680

283，2

201，0

605，7

0，6441　　18，16　　　　18，16

2，381　　　24，53　　　　24，53　．

26，88　　　279，8　　　　559，6

0，1518　　　1，580　　　3，161

盤類表（本鍍水は其集成に於て1キログラム中次の威分を含有する溶液に概略下智す）

クロールカリウム（KCI）　”●●●●’

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・・・…
硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）2〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A，2（HPO4）3〕．．．．

遊離硫酸（H2SO4）　・・・・…　　．…

珪酸（メタ）（H2Sio3　・・・・・・…

　　　　　　　　　39，32　　　δ89，4　　　　605轟

　　　　　　　　　　0，5247　　　6，700

　　　　　　．　　　　　39，84　　　596，1

フェロイオン痕跡

質　　本泉は酸性明切接暮泉に鵤す

　グラム

’0，3826

0，7706

3，0SO

1，874

0，4626

18，87

11，29

0，1803

2，406

0，5247

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

其　他

泉

39，84

＿・ P95＿



、

、

所　左地
試簾年刀
性　　　肌

笠
ノ、

二 二 泉
岡lll縣都窪郡妹尾町大字箕島字赤砂子2815；番地

大正元年12刀（大阪）

淡黄色殆と澄り1にして少許の沈津あり昧は少しく餓氣と牧敏性酸味を具へ躬酸性

反癒を点す
1ピ　　　　コ匡　　　　1，004　（15Q，

　　　　イオン

カチオン　　　　　　　・
　フ1く素イオン（II。）・。・…

　カリウムイオン（Kつ・。●●
　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイ．オン（Mg’。）・

　フェロイオン‘Feつ・2…
　フェリイオン（Fe…）　・…
　アルミ昌ウムイ『オン（AI’●’）　・

表（李三一笈」ll節織奮）

アニオン　　　　　．

　クロールイオン（CD。。・・
　ヒドロ窃眞駿イオン（IISO星り　・
　硫酸イオン（S（》｛”）・・…

蒸聚残流　　約4，62グラム（1リートル中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

〔｝，｛｝0（13　　　（P，2984　　　0，2984

〔㌧〔K125　0，（［629　（，，0629

〔D，〔　133　　　0，58（，l　　　O，581，1

｛｝．0175　　　〔｝，4370　　　（D，8739

｛画，‘レ三2S2　　　1，161　　　2，322

0，1535　　　2，750　　　　5，499

0，1689　　　3，〔｝25　　　　9ρ74

0，4598　　16，97　　　　50，9（，

69，61

‘），0054　　　〔｝，1521　　　0．1521

〔1，0路，　　〔1，29ぴ1　〔｝，2il禺

3，322　　34，58　　　69，16

　　　　　　　　　　　　　　4，2（珀　　　6〔｝，32　　　　69，61

王釦駿（メタ）（II2Sio：ゆ・…　　　　O，〇三～74　 0，3499

　　　　　　　　　　　　　　4，227　　　6り、67

其他　アムモニウムイオン及有干物各痕跡

塵類表（醗雑欝緊舗旧藩酪牢次）

クロールカリウム（KC1）　』・・．・・・…

クロールナトリウム（XaC1）・…　．・6

硫酸ナトリウム‘Na2SO4）・…　　。．．

硫酸カルチウム（CaSOl）　・・…　　．，

硫酸マグネシウム（MgSO∂・・．・…
硫酸亜酸化窮奴FeSO喜）　・　．　．　。　。．　．　．

五旋門々イヒ5茂〔Fe2（SO｛）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔AしくSO4）1‘〕・・…

遊離硫酸α12SO皇）　・・・・・…　．…

珪酸（メタ）‘112SiOの・・・…　　騨r・・

本泉は明響緑饗泉に屡す

グラム

0ρ047

0，0052

（㌧0348

0，｛〕δ95

〔1，139S

〔D，4177

0，6047

2，905

0029：；
，

〔1，0274

泉　　質

4，22S

●

　　所　左　地

　　試瞼年刀
　　判三　　歌

源泉温度

比　　重

奥 津 温
岡lh縣苫m郡輿津村大字奥津

大11三2年10刀（束京）

泉

無色清澄にして微弱アルカリ性反雄｛を早す
＝｝9，30

1，〔X民Xl（盛）o）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリ幽ウムイオン（Xa●）　・・

　マグネシウムイオンOlg”）　・

蒸獲礎討ξ　　0，1310グラム（1キロク●ラムr11）

表（客位二階絵劣寵イ∫）

グラム　　　iリモル　　　ミリヴアル

0，（細97　〔㌧02477　0、02477

〔｝，〔｝2961　1，28霊GO　1，2δ4GO

O，（X，131　　‘｝，06378　　0，1075G

アニオン

　クロールイオン（Cr）・一・0，01704　0，4SO68
　塀1酸イオンてSO墨り　・。。・。　O，01193　〔D，12420

　ヒド・炭酸イオン（IICOの・〔1，σII95　（1，6S759

1，41693

0，4806S

O，24840

〔｝，6S759

　　　　　　　　　　　　　　〔1，10281

「爾酸（メタ）（III302）　。…　　　O，002S4

王匿酸（メタ）（112Sio：ゆ・。・・　O，〔15192

2，6δ562　　　1，41667

〔㌧〔｝64δ3

0．662〔｝S

盤類表（甥鶴巷翻鍔碁1撫厩編翻

クロールカリウム（KCl♪　…　　　。…

クロールナトリウム（XaCD・・・…
硫酸ナトリウム（｝ζa2SO4）・・・・…

：重淡酸ナトリウム（｝ζallCO：；）　・…　　．

：重炭酸マグネシウム〔Ng（IICO3）2〕・・。

醐酸‘メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

王1…酸（メタ）（IIコSio3）　・・・・・・…

其　他

　　　　　　　　　0，157δ7　　3，3S223

カルチウムイオン及逝離炭酸微量

　グラム

．0．0019

0，0267

0，0177

〔｝，018S

o，（瓦）79

0μ〕29

｛｝，1）519

0，1578

泉　　質 壁泉は輩純温泉に属す

一196一



　　　　．」rご．r

　　所　左　地

　　試瞼年万
　　性　　　歌
源泉温度．．、，

比　祇．．．

奥　津　温　泉
岡山縣苫用郡奥津村大字奥津川西20番地

大正4年8月．（大阪）

殆と無色翻にレて鰯なる‘アル型．性難を徴す

　　　　　　　　　37，50

　　　　　　　　　ユ，0005（150）

イオン表（轡糞麟笈簸錫鋭）
カチオン

羅雛義血i．
弓欝顕晶ン鰹！・・

t　・　　：匿　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　．　　』

　　グラム

i灘・
：・・欄1

　　、　　　．　　，

アニオン　　　　　　T．
・クロールイオン（Cl’）．ぺ…

　硫酸イオン（SO4り　・・…　　！．

　・ド・炭酸イオr（耳co・「）’

蒸聚残流　約0，16〃弘（1リートルrl」）

ミリモル　　ミ「リグアル

0，0926　　　0，0926
’． P，642　　　　】，642

0，0703　　　0，1406

0，0134　　　0，0268

⑪，⑪043　　　0，0086

　　　　’1，91L

0ゆ16（、　　　0，4500　　　0，45（｝

．0，⑪197　　　0，2⑪51　　　0，4102

（，，0641　1，051　　1，051

　　　　　　　　　　　　　　　⑪，1445　　．3，5弩9　　　　ユ今911

．磯（〃）（II・Sio・）・…一，04380・塑
　　　　　　　　　　　　　　　0，1883　　　4，088

遊捌｛iかこ酸（CO2）　・・…　　　。　　0，0167　　0，3796

　　　　　　　　　　　　　　　0，2050　　　4，468

其　他　　アルミニウム，マンガノ，ヒドロ燐酸及ブロームイ

　　　　　オン並電猫及布機物各痕跡

　　　泉　　質　　本泉は箪純温泉に属す

盛類表膿魏蓉響；i蒲、議露和欝次）

．硫酸カリウム（K2SO4）　。．・・、…

クロールナトリウム（NaCl）∴．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　．・・
‘重炭酸ナトウウム（NallCO，、）・・』・

硫酸カルチウム（CaSO4）’♂・・’・’・

並炭酸マグ木シウム〔M9（HCO3）2〕；・

重かと酸」輩三酸イヒ鐡〔］Fe（正ICO3）2〕　’・㌧　≧

∫L酸（メタ）（II2Sio：｝）　・　・　。　・　…

羽田1炭酸（CO2）

　　　　グラム

．・ @・　　0，0081

闘　・㌧　　　0，0263

．・・ sゆ臼6
　　　℃，08541。　も

ニザO，0095
三　g　　O，0018

．。

@・　　0，0008

　・　・　　0，04争8

　　　　　　　　　　　0，1883
　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　ら
．　・　。　・　・　。，　　・　。　・　・　　0，0167

　　　　　　　　　　　　　ア　て　マア　　　　
　　　　　　　　　　　0，2⑪50

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　駿
・源泉温度　　400

比　　重

放射能

1，0004（15。）

4，84×10－10キユリ＿，（1，33．マツへ），…大正4年5月試験

奥　津　温　盛
岡山縣苫田郡奥津村大字奥津53番地

大可三44猛ミ9月1（大阪）

殆ど無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を微す・

　　　　　　蒸獲残涜圏　約　0，144グラム（1リートル中）・

イオン表（三門即滅聡慧狂）
カチオン
～カ．．リウ、ムィオγ（K・）．∴層∵．

‘ナ．．トゼゾヴムイ．オン（Na．）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシムイオン（Mg●つ・・
　．フェロイオン（Fe鵠）。・／・・

アニオン
　クロールイオン（CP）・．1，”
　硫酸イオン（SO4り　・・．ボ・・

　ヒ・ドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム

0，0034
0，⑪303

0，0028
’0．0002

〔》，1）005

ミリモル

．0，0870

1，317

0，0699

0，0082

0，0090

ミリヴアル

0，0870

1，317

0，1398
’0，0164

0，0189

1，578．

0，0114　　　0，3215　　　・0β215

　　　　0，1353　　　（，，27060，0130
0，0602　　　0，9868　　　’0，9868

1，579、

　・玉！…酸（メタ）（II2Sio3）　：・　…

　　　　　　　　　　　　　　　　0，1627　　　3，457
‘　礼遊房誰炭酸（CO2）　　●　●　・　・　●’・・＿＿＿＿g，0109　　　0，2478

’　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，1736　　　3，705

　其　他　　アルミニウムイオン及礪酸各痕跡，ブローム及ヒ

　　　　　　ドロ燐酸イオン各微痕，有機物僅微

　　　　泉質　本泉は罵純温泉に属す

盤類表（本鑛水は其集成に於て1リートル中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
ー硫酸カリ、ウム（K2SO4）　㌦・乳・・ピ・い　　0，0077

　クロールナトリウム（KaCl）・・・…　　’；0，〔｝坦8

「硫酸ナトリウム（Xa2SO4）・・．・・．…　　　，0，0〔BO

　重炭酸ナトリウム（：NaHCO3）…　．…　　し0，0S〔》0

硫酸カルチウ・（C・SO・！．・…』…．こ「0・0095

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・F・．0，0012

　重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO：の2〕・・・・…　　　　0，0016

　珪酸（〃）（II2Sio，∂・・…　一・・0，0409

0，1218

0，0409

2，935

0，5223
遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　｛0，1627

・・・・・… @　∴・　0，0109

㌔　．，

ρ，1736

＿197一



　　所　衣　地

　　試1験年月
　　性　　　欺
源泉温度　　．　37，70

比　　重

湯 郷 温

　　　　　　1，0018（17Q）

放射能｛辮灘浜；；＝1：：：懲濃

．泉（新鷺の湯）

岡山縣勝田郡湯郷村大字湯郷538番地

大iE元年11月（東京）

無色清澄にして微弱アルカリ性反礁を呈す

　　　　　　湧閏且　　約
　　　　　　蒸i変残渣

　　　　イオン表＊（本鍍水1キログラム中に含有する各成分及其量次の如し）

カチ才ン　　　　．　　　グラム　iリモル　ミリヴァ’・
　カリウムイオシ（K’）・。・・0，00772　〔｝，19719　0，19719

　ナトリウムイオン（N4’）　・・　0，462幻　20，05336　20，05336

　カルチゥムイオン（C昌●’）　・・　0，34937　8，73425　17，46850

　マグネシウムイオン（Mg”）・0，00065　0，02668　0，05336

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37，77241
ア昌オン
　クロールイオン（Cr）・…　　　1，32041　37，24711　31，24111

　硫酸イオンくSO｛」）・・…　　　0，01766　0，1838－1　0，36768

　；水酸イオン（OH’）・・…　　0，00269　0，15S14　0，15814

　　　　　　　　　　　　　　　2，10073　　66，600δ7　　37，77293

　』瑚酸（メタXHBO2）∵・・0，02550　0，57941
　珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，04407　0，56185

　　　　　　　　　　　　　　　2，23030　　67，74183

　　　　泉　　質　　本四は塵化土類含有弱食睡泉に属す

　　540ヘク回＿卜〃（24時問）

2，25グラム（1キログラム中）

塵類表（魏鯵饗霧誓離繍角器

クロールカリウム（KCD　・・●’’”

クロールナトリウム（KaCD。・・…
クロールカルチウム（CaCI2）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　．．

水酸化カルチゥム〔Ca（OH）2〕・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・…

翻酸（メタ）（rl】BO2）　・．．．．．．。．

瑳酸（メタXII2Sio3）・・・・・・…

グラム

0，0147

1，1732

0，9424

0，0250

0，0039

0，0016

0，0255

0，0441

2，230玉

　　所在　地
　　旧例年月
　　性　　　歌

源泉氾度　　38Q

比　　重

湯 郷 温 泉．（鷺の湯）

岡山懸勝田郡湯郷村大字湯郷539；番地

大正3年4月’（東京）

　　　　　　1，0022（130）

放射能踏撚：罵齢～1畳⊃1総：蕊男膿，月識

無色清澄にして趣めて微に戯味を有し微弱アルカリ性反鷹を呈す

　　　　　　湧餌量　約1296へ舛り一トル（24時問）
　　　　　　蒸獲幾渣　 2，268グラム（1キログラムr13）

イオン表＊（本脂水1キログラム中に含有する昏成分及共∫λi欠の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kl’）・…
　ナトリウムイオン（Kaつ　。・
　ヵルチウムイオン（Ca’つ　。・
　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe●つ・・。。・
　アルミ昌ウムイオン（A1帥つ　・

　グラム

0，02091

0，4G393

0，3520S

O，00044
0，000S4

0，00042

　竃リモル　　　ミリヴアル

0，53410　　　0，53410

20，12711　20，12711
8，80200　　11，60400

（⊃，O1806　　　0，03612

0，01500　　　0，04650

〔｝，OI550　　　0，04650

38，37783

アニオン
　クロールイオン‘Cr）・。・・　1，34209　37，85867　31，85861
　硫酸イオン（SO4『）・・…　　　0，01500　0，16240　0，32480
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：3’）　・　0，01184　0，19407　0，194〔｝7

　　　　　　　　　　　　　　　2，20815　　67，72691　38，37754

　翻酸（メタ）（IIBO3）　・…　　　0，01419　0，32243

　珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，04598　0，58633

　　　　　　　　　　　　　　　2，26832　　68，63567

　　　　泉質　壁泉は璽化土類含有弱食塵泉に属す

盟類表（難鶴三無霧融二一奮字）

クローをカリウム（KCD　・・’’”。
クロ飼ルナトリウム（：NaC1）・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔】∬g（IICO：‘）2〕。・・

重炭酸壼E酸化ε銑〔Fe‘層HCO3）2〕　・・…

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）：の・・．．．

醐酸（メタXIIBO2）　。．．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム

0，0398

1，1775

0，9536

0，0189

0，0104

0ρ026

0，0027

0，0027

0，0142

0，0460

2，2684
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勘

所　左地
試験年月
性　　　歌

　柳

津 鑛 泉

讃島縣沼隈郡今津村西町陰陽石紳社内

大iE　9年7月（大阪）

無色澄明にして淡褐色の沈淫を有し昧は戯苦爾様にして殆と中性の反磨を徴す

1，005（150）

イオン表磯翻旗餓話麺）
カチオン
　カリウムイオン（1（。）？…

　ナトリウムイオγ（｝τざ）　9・

　カルチウムイオン（Caう　・・

　マグネシウムイオン（Mg●●）。

　フェロイオン（Fe●り・・の・・

アニオン

　クロ幽ルイオン（Cr）・・。・

　硫酸イオン（SO4り　…　　　　。　。

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸嚢残澄　約9，50グラム（1リートル噌，）

　グラ』・　　ξリモル　　ミリヴアル

0，04374　　　．1，119　　　　1，119

0，9647　　　41，94　　　　41，94

1，973　　　　49，23　　　　98，46

0，05200．　2，138　　　　4，276

0，00502　　　0，0900　　　0，1800

145，98

4，652　　　131，2　　　　翼31，2

0，4455　　　　4，（憂｝7　　　　9，274

0，3358　　　5，504　　　5，504

　　　　　　　　　　　　　　8，472　　　235，9　　　　146，0

珪酸（死メタ）（耳2SiO3）　●　・　・　。　　0，03790　　　0，4840

　　　　　　　　　　　　　　8，510　　　236，4

遊離炭酸（CO2）　・h…　　　0，01210　0，2750

　　　　　　　　　　　　　　8，522　　　236，7

其他　プローム及ヨードイオン各痕跡，ヒドロ燐酸イオ
　　　　　ン僅微，有機物痕跡

盛類表（磯魏翻肇轟議繭欝次）

クロールカリウム（K：CI）　…　　。・・，

クロールナトリウム（NaGDI。．・…　　。

クロールカルチウム（CaC12）・・。。・・

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…　　．・・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグ求シウム〔Mg（HCO3）2〕…

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

泉　　質

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，0834

2，452

4，891

0，6313

0，0849

0β129
0，016

0，0379

　　　　　　　　　　　8，509
．　。　．　．　●　．　。　。　・　◎　．　　0，0121

本泉は騒化土類含有弱食臨泉或は食躍含有躍化土類泉に厨す

8，521

比

斯　在　地

試鹸年月
性　　　歌

　重

今 津 鑛

廣島縣沼隈郡今津村字西田822番地

大正15年7月（大阪）
微に渦濁し殆と中性反慮を徴す

1，00647（150）

イオ凝血猫蹟骸蹴有）
カチオン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（Na●）　・・

　アムモニウムイオン（NH4’）・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mgφ●）。

アニオン
　クロールイオン（Clり・…

　硫酸イオン‘SOの・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム

0，0183

0，～）837

0，0005

1，947

0，0486

ξリモ〃

0，4680

42，77

0，0277

48，59

1，998

泉

画嚢幾渣．　約　9，62グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，4680

42，77

0，0277

97，18

4，000

144，5

4，7430　133，8　　　　133β

0，4420　　　4，601　　　　9，202

0，0905　1，484　　L484

盛類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム巾i欠の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロ戸ルカリウム（K：Cl）　・・・…　　。

クロールナトリウム（NaCl）…　　。・・

クロPルアムモニウム（NH4CD…　　。
クロ戸ルカルチウ，ム（Ca2CD・。・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　．．．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）。・・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・…　　”

グラム

0，0349

2，500

0，0015

5，022

．0，4554

0，1512

0，1086

0，0216

8，295

　　　　　　　　　　　　　　8，274　　233，7　　　　144，5

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，0216　0，2758

　　　　　　　　　　　　　　8，296　　234，0

　　　泉質　本門は塵化土類含有弱震璽泉或は食塵含有騒化土類泉に周す
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近

所　在　地

試．験年刀

性　　　欺

　重

　　　　イオン

カチオン
　カリウム’イオン（K’）・。・

　ナトリウムイオン（Na’）　・

　カルチウムイオン（Ca。。）　・

　マグネシウムイオン（Mg。●）

今 津 鑛 泉

川島縣沼隈郡今津町字酉田、8璋番地のエ

昭和3年12月（大阪，
　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　コげ　　
無色澄明にして租苦き敵味を有す

1，00639（1δo）

表鰐結言鰍翫餉

蒸獲残渣

グラム　　こりモル　　ミリヴアル

｛㌧0331　　　0，8471　　　0，8471

t｝μ〔沿　41，｛めδ6　41，0586

1，8292　　45，65（レ9　　91β019

〔㌧0539　　　2，2113　　　4，422し3

137，6302

r

．　璽

彩」　8，50クラム（1キログラム中）

藍類表．（難耀締磐三田祐醐．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラム
クロール・カリウム（KCIプ・．…　　．…　　．

ク・一ルナトリウム（N・Cl）’
秩D・・…

クロールカルチウム（CaGl）・・・…

硫酸カルチウム（C乱、SOI）　∴・…　　．・

’硫酸マグネシウムOlgSO置〉」・．・．」

」圭酸（メタ）（II2Sio3）・・・・…　　　。・

（㌧ρ（131

2，4〔壇1

481δ（1
，

〔｝、31〕51

0，2663

‘lo：364
，　　　　　9．

アニオン　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　クロールイオン（Cr）・…　　　　　4，5〔｝16　128，7253　128，7253

・硫酸イオン（SO墨”）　・・…　　　　〔｝，4277　　434526　　8，9052

　　　　　　　　　　　　　　　　7，8545　222，9458　137，6305

　エ皇酸（メタ）（II2Sio3）・…　　　　0，03乏甘　 0，5325

　　　　　　　　　　　　　　　　7，89092幻，壬783

　　　　泉質　本泉は時化土頚含有弱食璽泉或は食顛含有麺化‡類泉1諺」す

7，89（♪9

　　所　在　地

　　試瞼年刀
　　｛“1：　　歌

源泉温度　　4〔IQ

比　　垂

　　　　イオン

カチオン

　カ’リウム．イオン（Kつ‘…

　ナトリゥムィォン（Nパ）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　》グネシウムイオン（Mξ’・）・

　フェロイオン（Fe”）・　・　…

俵 llJ
温 泉呵の湯）

山口縣大津郡俵山村

大正13年12刀（東京）
無色澄明にして弱アルカリ性反癒を某す

1μ［03（1δQ） 蒸焚残涜　 ｛㌧1猷31グラム（1キログラム中）

表嶋奪麟蕨絃1塁魏イ∫1

アニオン

　クロールイオン（CP）・．．．

・耐ゴ羨イオン（SO璽り・。…

　刀こ1震イオン（11C（．）ゴ）　・。・・

　・ヒドロガξ酸イオン（CO：二り・・

　水酸イオン（IIO’）・・…

∫匿r貧（メ　タ）（II2SiOl旨　・　…

泉　　質

グラム　　　ミリモ膨　　こりヴアル

｛㌧些k一｝19　　　｛，，04S6　　　〔．，，〔P4S6

4．

d幌9〔D　2，13｛．）4　　2，13（，・孟

｛D，〔［（D15　　　｛D，（　：37・1　　〔，，‘）748

｛｝，〔朕II　〔｝，o〔IH　　（1，0〔ls2

｛㌧（レ001　　　〔㌧α）18　　　0，00：3U

｛D‘D138
，

｛D｛． P16〔，
，

‘㌧ID172

〔｝，鰐・17

〔1ρ｛一［6s

（㌧3S92

〔｝71667

．｛㌧2sω

｛㌧δ684

｛D，4〔》26

2，20δu

0，3892

〔｝，3334

（レ，57Σ〔1

〔㌧δ6S4

（1，4〔126

　｛㌧1411　　　4，〔h：モδ2　　　2、26δ｛5

　‘D，〔17：；3　　｛1，93αb

　　@ら　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　｛1，2144　4，9712

夢「

皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロ」ルカリウム（KCI）　．・…　　ド・●

クb一ルナトリウ∴（NaGD・・…　　．
．．

ｰ酸ナトリウム（Na2SO41冨・・．・．．
：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・…　　。

」炭酸ナトリウム（Na2CO：B）・…　　。」・

水酸化ナトリウム（NaO正1）　…　　．．し

フ1く酸化カルチウム〔Cこt（OIII三〕・・…

水酸化マグネシウム〔M冥（OID2）…　　。
！Kかこ酸jl巨歩fヒ劃£〔Fe（CIIO3）2〕．…　　　　。　。

珪酸（メタ）（II2Sio：ゆ・・・・・・…

本泉は毘純温泉に燐ナ

臨類表（妻三三締磐義識三三字）
　グアム

〔1α｝36
　、3　　　炉

（1，0f9～，

しD，（，237

〔，．（，．175

．1，（1：3113

　，

〔，，OI2S

．ll‘｝｛12s

　，
〔も｛♪‘x♪2

｛D，‘）o｛13

〔1．（17：33・

”

．．　（D，2144

ド・

¶” I3

＿． Q簡＿



俵 山

所　在　地　　山口縣大津郡俵山村

試瞼年月　大正13年12月（東京）

　　性

源泉温度

‡ヒ　重

放射能

歌

400

温 泉（川の湯）

無色澄明にして弱アルカリ性反慮を呈す

1，〔｝003（150）　　　　蒸獲互ミォ査　　0，1812グラム．（1キログラムrll）

6，21×10曽1〔1・》ユ1，一（1，71マツへ）＿大正2年9嵐験．

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ●曾．●
　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　7エロイオン（Fc”）・・…

表（本研水1キログラム中に含イ∫する各成分及其量次の如し）

アニオン

　クロールイオン‘Cl’）・…
　硫酸イオン（SO．〆）・・…
　ヒドロ；炭酸イオン（licO3’）・
　芳と酸イ月「ン’（CO｝｝”）　9　・　…

　水酸イオン（OII’）　…　　　。。

グラム　　　ミリモル

0，0017　　　0，0435

0，0r184　　　2，1043

0，0015　　　0，0374

0，0001　0，0041
0，0｛〕01　〔｝，0018

ミリヴアル

0，0435

2，1043

0，0748・「

O，0082・

0，0036

2，2344

O，0129　　　0，3638　　　0，3638

0、0158　　　0，1645　　　0，3290

0，0343　　　0，5614　　　0，5614

0，0172　　　0，2862　　　0，5724、

0，0069　　　0，4078　　　0，4078

　　　　　　　　　　　　　　　0，1389　　　3，9748　　　2，234・1

琵酸（メタ）（H劃03）・…　　0，0731　0，9334

泉　　質

0，2120　　　4，9082

本泉は軍純温泉に溺す

簸類議論鶴欝写影隷続漏醐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
ク降口ルカ． 潟Eム（KCI）　・・．・・…

クロールナトリウム（NaCl）・…　　．・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）」・・。。．．

：重炭酸ナトリウム（NaHCOg　・。．．．

かと酸ナトリウム（Na2CO3）・・…　　。・

ブk酸イヒナトリウム（NaO王1）　・．．．．

ブ1く酸化カルチウム〔Ca（011）2〕…　　．・

フ1く酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・…

重男ξ酸耳巨酸イヒ憂皮〔Fe（lICO：う）2〕　　。　・　…

∫．賢酸（メタ）（．II2Sio：ζ）・・…　　　．。．．

0，｛｝0：32

〔㌔〔U87

0，0234

0，0469

0，0303

0，013（，

〔｝，0028

0，0〔〕〔｝2

0，0003’

璽，螂三

0，2119

●

　　所　左地

　　三尉年壮

　　性　　　歌

源泉温度　　380

比　　重

爆 山 掛
山口縣大津那俵山村5115番地の1
0召禾02盗F5．月　（　　　pu噛束　　　鼠）

無色澄明にしてアルカリ性反鷹を呈す

1，0002　（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・●6●
　ナトリウムイオン（∬「aつ　・・
　カルチウムィォン（Ca’．）　・・

　マグネシウムイオン（Mg．’）・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　アルミニウムイオン（Al’”）　・

泉．

蒸i麓飛浴　　‘），19グラム（1キログラム中）

表（二二奪二三譲愚書髄）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　硫酸イオン（SO4り　・・。・・
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO壬”）・
　ヒドじロが乏酸イオン（正ICOガ）　・

　淡酸イオン（CO：｝”）・・…

　フト酸イオン（OHつ　・・…

グラム

0，0015

0，0460

0，0011

0，0005
0，0001

0，0003

0，0116

0，0140

0，0013

0，0357
00168

ク

0，0065

ミリモル　　毛リヴアル

0，0384　　　0，0384

2，0000　　　2，0000

0，0275　　　0，0549

0，0206　　　0ρ411

0，0018　0，0036
0，0111　　　0，0322

0，3271

0，1458

0，0271

0，5840

0，2973

0，3823

2，1702

0，3271

0，2915

0，0271

0，5840
05586

コ

0，3823

　　　　　　　　　　　　　　　0，1354　　　3，8630　　　2，1706

｝t酸（メタ）（II2SiO3）g…　　　　0，0808　　1，0317

泉　　質

O，2162　　　4，8947

盤類表…囎鶴巷議騰赫芝轟属翻

木泉は輩純温泉に属す

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・∴．．．
硫酸ナトリウム（Na2SO4）・．．．．．．

．：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　。。．．．

炭酸ナトリウム（Na2CO3）…　　．．．．

；水酸化ナトリウム（NaOH）　…　　．．．

．：水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…　　．・

フ旗酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・…

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（HCO3）2〕一・．・
硫酸アルミニウム〔A12（Sα）1｝〕．．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（HI｝04）3〕・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム

〔｝pOO29

0，0169

0，0200

0，〔｝4S8

0，0296

0，0115

0，0020

0，0012

〔｝．00〔｝3

0，0003

0，0015

史｝，08⑱

し），2158

一201一



所左地
試瞼年月
｛’｝三　　歌

紫　腸　鑛
山口縣阿武郡紫蘭村字【IIの口

大正4年3月（東京）

泉

無色清澄にして清涼味を右し酸挫反庶を呈すれとも煮沸すれは白壁を生して微溺

アルカリ性に憂す
1ヒ　　　　郊こ　　　1，0033　（160）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン旺｛つ。●●’

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ca’り　・・

　マグネシウムイオンorg’つ　・

　フェロイオン（Fe’つ・・…

蒸獲細細控　　 2，54754グラム（1キログラムr11）

表（弱冠赦蕪錫寵右）

アニオン
　クロールイオン（Clつ・…

　硫酸イオン（SO罫）・・…

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）・

　グラム

0，00658

0，38070

0，52840

0，05256

0，〔1020｛

052930
，

0，00639

1．97841

　ミリモル　　　ミリヴァル

0，16807　　　0，16807

16，51627　　16，51621

13，21000　　26，42000

2，15763　　4，31526

0，03643　　0ρ7286

　　　　47，49246

14，930s9　　14，93089

0，06652　0，13304

32，42763　　32，42163

79，51344　　47，49156

0，282δ5

1，37414

藍類表（妻搬灘霧器蘇嗣霜、謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・。・…

クロールナトリウム（NnC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na・SO4）・・・…　　　．

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・・…

：重炭酸カルチウム〔αt（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：；｝2〕…

孟炭酸亜酸化鉱〔Fe（HCO：；）2〕　・・。・6

斯界（メタ）（IIBO2）　・・・・・・…

∫匿酸（メ　タ）（王IgSio：ゆ　・　・　・　…　　　　。　・　・

表革（メタ）（HBO2）　・…

王．1…酸（メタ）（II2Sio；L）　・　…

3，48438

0，0344｛

0，10776

　　　　　　3，62658　　81，17013
・　・　。　。　・　・　　1β5317　　30，75386

遊離炭酸（CO2）

00125
ρ

0，863（～

0，0095

〔｝，136：；

2，1401

0，3159

0，0065

0ρ344

0，1078

　　　　　　　　　　　　3，62G6

…　　9・・・・…　　　1，3532

　　　　　　　　　　　　r1．9798

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　4，97975　111，92399

本伝ば食璽含有土類炭酸泉に属す

所左地
試瞼年月
性　　　歌

大井炭酸泉
山口縣阿武郡大井村字稼Ill

大正4年4月目大阪）
無色澄明にして清覧少しく献味あり酸性反慮を徹するも煮沸せはアルカリ仕に縫

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
比　　　　重　　　　1，002S　（1δo）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウムィォン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）　。

　フェロイオン（Fe●’）・・…

表（李誉詞赫誠嫉守備）

アニオン

　クロP・ルイオン（Clつ・’”
　読酸イオン（SO1り・・…
　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）・

グラム

0，00δ4

0，5477

0，1877

（，1011
，

0，0067

iリモル

0，1381

23，81

4，6禺

4，157

0，1199

蒸互葦ヌヒ才泥　　　　2，5SOグラム　（1　リ　一　トノレ曜1）

iリグアル．

0，1381

23，81

9，369

8，314

07239S

08封2ナ

。，u249

1，071

41，87

23，81　　　　23，81

0，2592　　　0，5184
17，55　　　　17，5ξ…

　　　　　　　　　　　　　　　2，789　　　74，53　　　　41，88
∫li百髪（メ　タ）（II2Sio：；）　・　●　●　．　　　O，0821　　　1，0蓬8

　　　　　　　　　　　　　　　2，871　　　75，58
∫鍾1｝i誰：拶こ再麦（CO2）　「・　・　…　　　　　。　　　　1，330　　　30，23

　　　　　　　　　　　　　　　4，201　　1〔応，8

共他　齋酸戊ヒドロ燐酸イオン並爾酸各痕跡，有機物微
　　　　　；』1：

　　　泉　　質　　　木泉は炭酸含有雑食二二に干す

塵類表（醗麓巷響騰議露繍‡次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

重淡酸ナトリウム（NallC（》：p　・・。．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

重淡路カルチウム〔Ca（HCOI二）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔M停IICO：｝）2〕．．。

重拶こ酸璽巨魁｛ヒ戴ミ〔Fe（IIC（）3）2〕　9　・　…

｝」i酸（メタ）（｝129iO3）
・・9・・・…

遊離炭酸（CO＝，

〔．

d田〔〕3

17384

0，0121

0，0354

0，丁172

1D，6083

工1，〔［213

〔，，U821

　　　　　　　　　　　　2，871

・・・… @　。・…　　　1，330
　　　　　　　　　　　　4，£01

一202一



比

所　在地
試瞼年月
性　　　欺

　重

紳 領 鑛、 泉
徳島縣名西郡神領村字南上角304番同252番地

大正13年4月（大阪）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を徴す

1，00198（150）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kり。。。・

　ナトリウムイオン（Na’｝　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオンGlg’つ　・

表（本鎧水1キログラム中に含右する各成分及其西下の如し）

アニオン

　クロールイオン（Cγ）・…

　硫酸イオン（SO4”）　。・。・・

　ヒドロ；炭酸イオン（IIGO：♂）　・

蒸；獲残渣　　3，00198グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，0761　　　1，947　　　　1，947

（，，9733　　42，32　　　　42，32

0，0221　　　0，5522　　　1，104

0，0187　　　0，7702　　　1，540

46，90

1，131　　　31，89　　　3L89

0，0013　　　0，0137　　　0，0274

0，9147　　1圭1塾＿　　　14・，99

　　　　　　　　　　　　　　　3，137　　　92，48　　　　46，91

エk酸（メタ）（112Sio3）　・　…　　　　　　0，0798　　　1，168

　　　　　　　　　　　　　　　3ン217　　　93，65　　　　　　　　　『

　　　泉　　質　　　鉱泉はアルカリ性弱食騒泉に腸す

　　　　　　　●

塵類表囎鯵籍霧慕羨続角翻

クロールカリウム（KCI）　・い。。…

クロールナトリウム（NaG1）。・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　　．．。．

重炭酸ナトリウム（NallCOI乙）　・。．．．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCOI羨〕…
珪酸（メタ）（II2Sio：～）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

0，1461

1，761

0，α，19

工，037

0，t）895

（1，1126

9趣坦
3，217

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

湯之谷鑛泉
愛媛縣新居郡憩戸村大字洲之内字山崎甲1195；番地

大府3年6刀（大阪）

無色澄明にして臭氣なく味は清涼刺戟性にして弱酸性反慮を微するも：煮沸す才しは

白濁を呈し羽アルカリ性に墾す

比　　重　　1，0022（15。）

イオン表（李磐糞晶笈簸婁臨有）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・・。・

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　・

グラム

0，0097

0，2731

0，0524

0，uo99

ミリモル

0，2481

11，87

1，308

⑪，4071

蒸嚢残渣　　1，0906グラム（リートル中）

モリヴアル

072481

11，87

2，615

0，8142

15，δ5

アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　クロールイオン（Cl’）。…　　　　O，3970　11，20　　　11，20

　硫酸イオン（SO4り　・・…　　　　0，0280　　0，2915　　0，5830

　ヒドロ炭酸イオン（11CO3’）・　0，2301　3，772　　3，772

　　　　　　　　　　　　　　　　1，0002　　29，10　　　　15，56

　qと酸（メタ）（正12SiO3）・…　　　　0，0291　　0，3716

　　　　　　　　　　　　　　　　1ρ29　29，47
　避跨佳湯と酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　　1，141　　　25，93

　　　　　　　　　　　　　　　　2，170　　　55，40

　其　他　　フェロイオン僅微，爾酸及ヒドロ燐酸イオン，棚酸

　　　　　　並有機物各痕跡

　　　　泉質　本態は軍純炭酸泉に腸す

盤類表礫麟響聡軸饒霧鰐次）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・。．．．

重炭酸ナトリウム（NaHCOil）・・…

硫酸カルチウム（CaSOρ　・・・・…

．重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

珪酸（メタ）（II2Sio3）・。・・・・…

グラム

0，0185

0，6401

0，0778

0，0396

0，1647

0，0595

0，0291

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　1，029

・… @　’・・・・…　　　1，141

2，170

＿203一



所雀地
試験jFノ」

性　　　肌

洲 の 内 鑛泉
愛媛縣新贋郡紳戸村大字が【1の内字山崎甲1197番地

大1E35｝二10月（大阪）

無色澄明にして少許の淡禍色の沈津を布し味少しく戯く硫化水素臭を右し微弱酸

性反庶を徴す
」七　　　　重　　　　1，‘）007（150）

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）・…

　ナトリウムイオン（NとC）　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（MgO’）・

表磯回券戴繊寓所）

アニオン

　クロールイオン（αつ・・。・

　硫酸イオン（SO．1り　・・…

　ヒドロ淡’酸イオン（IICOIつ・

蒸幾残潅　　約　3，215グラム（1リートル中）

グラム　　ミリモノレ　iワグアル

0ρ134　　　0，3445　　　0，34，…5

1，‘）70　　46，5｛　　　　　46，54

0ρ671　　　1，676　　　　3，353

ユ），0292　　　1，203　　　　2，40δ

52，64

1，662　　　46，88　　　　46，88

0，0173　　　0，1810　　　0，362〔〕

0，3290　　　δ，393　　　　δ，393〔D

　　　　　　　　　　　　　　　3，188　　102，22　　　　52，6・墨

∫．1詐狡（メタ）（112Sio3）・・。・　　0，0307　 0，392些，

　　　　　　　　　　　　　　　3，219　　102，6
遊lil生｛流イヒフ1も素（11＝S＞　　・　…　　　　　　　0，0210　　　0，uluo

　　　　　　　　　　　　　　　3，240　103，2

共　仙　　フェロ，アルミニウム，ヒドロ燐酸イオン並側殻及．

　　　　　オ∫：機物各痕跡

　　　泉　　質　　　木泉は食竪含有硫黄泉に陽す

盤類表（礫魏蓉響聡罷走赫霜露次）

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・…　　。・

硫酸カルチウム（CaSO．裏）　・・・・…

重淡酸カルチゥム〔Ca（HCO：二）2〕・…

硫酸マグネシウムOlgSO雪）　・・．．．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

遊肖偉耐二でヒフ1く募i＝（II＝S）

グラム

0，0257

．2，721

0，0247

｛1，2422

0，17α1

（．，，｛，3〔レ7

　　　　　　　　　　3，22〔｝

’’’”・・”
@　（，，o讐！9

3，2－11

判

所衣地
試瞼年刀
性　　　歌

　並

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kり・…

　ナトリウムイオン（Naり　・・

　カルチウムイオンrCaつ・・
　マグネシウムイオン（M雲’つ・

　フェロイオン（Feつ・・…

　マンガノイオン（Mn’つ…

　アルミニウムイオン（ム1…）　・

雫野
li」

鑛泉
愛媛縣字庫郡金砂村大字2i二野山∫1川川i筋

大正13年3月（大阪）
無色澄明にして．微に禍色の沈漂を∫↓イ∫し弱酸佳反慮な徴す

1，0（．）45（150） 蒸髪残涜　　約　5，2（，グラム（1キログラム中）

表（李弩変赫顕露準準イリ

アニ才ン
　クロールイオン（Clつ…　　　。

　薪三酸イオン（SO雄ワ）　・…　　　。

　ヒドロ炭1蒙イオン（11CO：二つ・

グラム

〔1，1G13

1，537

〔㌧3759

0，0556

｛1，（x：｝δ2

（，，ひ047

0，000δ

　ξリモFし

　4，1コδ

．66，S1

　9，3S1

　2，287

　‘｝，り923

　（1，0δ57

　07019δ

こりヴアル

4，125

66，81

18，76

4，574

〔｝，1846

0，17H

O，0δ8δ

9壬，69

1，993　　　56，20　　　　56，20

ユ），0051　　　0，0529　　　0，105S

2，3，H　　　38，3s　　　　38，38

6，479

（1，0S93

177，4

　1，310

94，69

盤類表（妻雛毅獅聡紬職蔭蕪！鼻）

クロールカリウム（KCI）　…　　　。…

クロールナトリウム（XaCD・・・…

疏酸ナトリウム（Na＝SO‘）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・．．．．

中洲酸カルチゥム〔Ca（IICOI監）2〕・・＿

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3ル〕…

重炭酸亜酸．fヒ∫哉〔Fe（HCO3）2〕　・　。…

重炭酸亜酸化マンガン〔MI・（IIGO3）z〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO響）3〕。。…

∫li｝陵（メタ）（II2Sio：の　・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

∫li｝装（メタ）（II2Sio：L）り…

　　　　　　　　　　　　　　　6，568　　178，7
ま三塗喜lli”と酸（CO』）　　・　・　・　…　　　　　　　1，｛｝35　　　23，52

　　　　　　　　　　　　　　　7，α）3　202，2

　　　泉　　質　　．本国は土類含宥アルカリ性弱食鰹泉に島す

グラム

0，3〔D7｛5

3，1）．i4

1），0〔13．1

1，認4

1，521

（，，33・｛6

｛D，ω｛，1

0，01δ2

｛．㌧0033

0，0893

　　　　　　　　　　　　6，569

・・・・・・・・… @　　1，035
7，（κ，・1

一2σ王一
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所　在　地

試瞼年月
性　　　欺

森 山 鑛 泉（冷）

愛媛縣喜多郡大成村大字森山字臨杯乙8〔｝番地

大正10年3月（東京）
殆と無色澄明にして硫化水素臭を臭へ：多量の沈澱物を有し微溺アルカリ性反慮を

呈す
↓ヒ　　　　重　　　　1，0006（150） 蒸獲残渣　　0，7757グラム．（1キログラムrl」）

イオン表（同額撮媛錫寵有〉
カチオン
　カリウムイオン（Kつ●’”
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイナン（NH4。）・
　カルチゥムィォン（Ca”）　．．

　マグネシウムイオン（⊃1gつ・
　フェロイオン（Feつ。・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン．

　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO｛り・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・
　水心イオン（HS’）　・・…

グラム　　　ミリモ四　　ミリヴアル

0，0106　　　0，2711　　　0，2711

0，2263　　　928391　　　9，8391

⑪，0450　　　2，4942　　　2，4942

0，0093　　　0，2321　　　0，4642

‘），0089　　　〔｝，3660　　　⑪，7320

0，0031　　　0，0555　　　0，1110

0，0003　　　0，0111　　　0，0333

13，9449

0，3154　　　8，8945　　　8，8945

0，0159　　　0，16δδ　　　0，3310

0，0166　　　0，1728　　　0，3456

0，2480　　　4、0643　　　4，0643

0，0102　　　0，3095　　　0，309δ

　　　　　　　　　　　　　　　　0，9096　　26，8757　　13，9449
，　硯」酸（メタ）（IIBO2）　…　　　。　　0，0640　　1，4576
　」笥…酸（メタ）（II2Sio3）　・　…　　　　　　0，0304　　　0，3882

遊離炭酸（CO2）　・・
遊離硫化水素α1筋）

1，0040　　28，7215

0，0232　　　0，5273

0，0046　　　0，1350

泉　　質

　　　　　1，0318　　29，3838

本泉は箪純硫化水棄泉に馬す

藪類表（難鶴欝密器歳巌編岳宇）

クロルーカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　g…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

水硫化ナトリウム（NaHS）　・・・…

クロールアムモニゥム（NII｛Gl）　・…

燐酸カルチウム（Calll｝04）　・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICOg2〕…

重ガξ酸雪巨酸イヒ餓〔Fe（｝ICO二｝）2〕　…　　　　。　・

燐酸アルミニウム〔A12〔HPOD肩・…

禰男酸（メタ）（HBO2）　・…　　　。・・。・

理酸（メタ）（H2Sio：」・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）　・・

遊藷脆6塩イヒフ」く素（112S）

グラム

0，0202

0，3583

0，0235

0，2579

0，0174

0，1334

0，0213

0，0123

0，0536

0，0099

0，0019

0，0640

｛⊃，⑪304

　　　　　　　　　　1，0041

’●・’・・… @　　0，0232

・・・・・・…@　　0，0046
　　　　　　　　　　1，0319

比

所　在　地

引瞼年月
性　　　歌

誌 竪町鑛泉
酬嗣沖竪町27番地
大正5年12月（大阪）
無也澄明にして淡褐色の沈底物を治し1りこは鹸苦爾様にして殆どΦ性反癒を徴す

1，0069　（150）

イオン表（李響麟蹟織ε緬
カチオン

　カリウムイオン（K’）　・’。。

　ナトリウムィォン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）。
　フェロイオン（Fe’つ。’●●’

アニオン
　クロールイオン（C1’）・●’
　硫酸イオン（SO4り　・…
　ヒドロガと酸イオン（HCO3’）

蒸三麓互ミ…亨’丘　　　　8，874　グラ！、　（1　リ　一　トルrP）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

⑪，0615　　　1，573　　　　1，573

0，9545　　41，5〔，　　　41，50

1，491　　　37，22　　　　74，43

0，2238　　　9，2〔レ2　　　18，40

0，0181　0，330δ　0，66L

136，6

・　　　4，507　　127，1　　　127，1

　　0，3177　　　3，307　　　　6，514

・　　　0，1747　　　2，864　　　　2β64

　　　　　　　　　　　　　　　7，749　　223，1　　　　136，6

王長酸（メタX互i2Sio3）…　　　。　　0，0426　 0，544〔｝

　　　　　　　　　　　　　　　7，792　　223，6
遊壽准かと酸（GO2）　　。　・　。　・　。　。　　　0，1390　　　3，159

　　　　　　　　　　　　　　　7，931　　226，8

共他　アムモニウム及硝酸イオン各僅微，ア1レミユウム
　　　　　及ヒドロ燐酸イオン並副酸各痕跡，ブロームイオ
　　　　　ン微痕，右機物不1豚著明

　　　泉　　質

盛類表（鍛魏巷讐1き二二嚇1黒駒）

クロールカリウム（KGl）　・・・・…

クロールナトリウム（NaGD　・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO壬）　・・・・…

クロールマグネシウム（⊃lgG12）　・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：～）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO：｝）2〕　・・…

歪k酸（メタ）（正1懸SiOl｝）・・。・・。。・・

遊離炭酸（COz）

グラム

O1172
り

2，426

3，764

（1，4502

0，7715

0，1（，11

0，058S

O，0426

　　　　　　　　　　　　7，791
”　　。　5　。　”　　。　・　曹　・　　0，1390

　　　　　　　　　　　　7，930

本泉は璽化土類含有同着臨泉或は食三三三三化土類泉に厩す

＿205一

■



↓．ヒ

所　在　地

．試絵年ノ1

仕　　　歌

　重

カルチウム泉
圧1、｛岡市．．ド竪町2．養地

ノく11三85F　11月　（）｛‘ヲ｝て）

無色清澄にしてマ且1＝戯味を具へ微li・1ア，ソカリ性反慮を呈す

1，1．112S（150）

　　　　イオ

カチ才ン

　カリウムfオン（K．り・…
　ナトリウ」ザfオン（Naり　●’
　カルチウム．イ牙ン（Clザ）　・・
　マグ．≧シウムイオン（Mg’つ　・

　マンガノイオン（MnOり・”
　アルミニウムイオン‘Al…）　・

蒸套残渣

ン表（鶯奪回蹟絵騒倉イリ

アニオン

　クロールイオン（C1つ・9・・
　プロームイオン（Bガ♪・…
　硫．酸イオン（SOIρ）・・…
　ヒド・双駿イオン（IICO・し’）・

グラム

し｝，り319

1，3：；95

：㍉7〔169

0，52：．；り

1），〔｝071

〔〕，〔｝〔111

ミリモル　　ミリヴアル

1．），8HS　U，S1掲
58，1131　　58，1131

92，6725　　185，3450

27，5066　　43，0132　　・

O，1291　　　0，25S2
〔しσ1（，6　　　｛上三121S

287，6G61

1D，t）s57　2s4，ろし｝49　28斗，5049

0，0267

0ρ70：．3

吐〕，oS32

0，33：39　　　0，3339

｛，，731S　　I，一1G36

1，3637　　　1，3639

　　　　　　　　　　　　　　　15，8763　466，2110　2S7，6661

珪蜘メタ）α1，Sio，、・…　田．〔．鵬oS一．一一Ω39撃

　　　　　　　　　　　　　　　15，9071　－166，603S

其　他　　リチウム，フェロ，砧酸及ヒドロ燐駿イオン各痕跡，

　　　　　遊離炭酸僅微

　　　泉質　和泉は食盟含有痘化土類泉に属す

ノく系～」　15，01）グラム（1キログラムl11）

箆類表（搬懸鶴総1灘・紳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KCI）　・・・・…　　　cレ・｛，61，S

ク。＿ルナトリウム（N・Cl）・・・…　　3βSl｝2

ブロームナトリウム（N亀tBr）．．．．．．　｛㌧l134．1

ク一一ルカルチウム（C註Cl』）・・・…　　1鶴277｛D

ク。＿ルマグネシウム（MgC1，）・…　　1，932．1

硫酸マグ接ウム（MgSO・）・・・…　叩St［7
重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO・・）・〕・・’し［・｛，δll

重炭酸亜酸化マンガン〔MI1（IICO3）」　・　ll，0229

硫酸アルミニウム〔Al・（so・）・・〕・・一・〔｝・⑳70

疏酸（メタ）α1，Sio・・）一・一・…　」脚§
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，9（b73

ユ．ヒ

所’11に　地

試験年月
刊三　　　歌

　垂

天然カルチウム鑛泉
澗岡11∫下竪訂」’5番地

大正1〔｝年5ノ」（東京）

無色清澄にして苦岐味をイ∫し徴弱アルカリ性反慮を呈す

イオン表す召械分幻U、欧のなrlし

　　　　1ρ145（15」）　　　蒸獲礎流

産き水1和グラ艸に含角

カチ才ン

　カリウムイナン（K’）●”。
　ナトリウムイオン（Nガ）　・・
　アムモニウムイオン（NIIゴ）・
　カルチウムイオン‘Ca’つ　”
　マグネシウムイオン（Mgっ・
　フェロイオン（Fげつ　・・…

　マンガノイオン（MIゴつ’●’
　アルミニウムイオン（A1’つ　’

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…
　プロームイオン‘Bピ）・…
　硫酸イオン（SO‘り・・…
　ヒド・炭酸イオン（HGO，二’）・

クラム

PJ．｝5σ

り．7りδ2

1．，Pり＝〔，

コ

1），6δ12

藍り）o〔）3

｛，，（唱9δ

（Dαlo2
，

ミリモル　　ミリヴアル

1，45〔II　I，45り1
3r．，，7913　　30，7913

史，，11U9　　（㌧1109

4697δ　117，23gs　234，4796
26，7763　　53，5526

0，01）δ4　0，010S
1，6293　　　3，2δ8σ

O，0074．0，0222

323，G761

11，2970　318，5s盗3　318，5843
0，0332　　　0，41δ，｝　　　（，，41δ4

‘㌧〔，284　　　0，2956　　　0，5912

〔㌧2492　　　4，0S52　　　4，0852

　　　　　　　　　　　　　　　17，S137　501，3910　323，6761

珪酸（メタ）α12Sio・｝）・…　一一．一Q坦61　⑪，5脳

　　　　　　　　　　　　　　　17，859S　501，9796
邊｝i5：”こr｛是（CO2）　　・　・　…　　　　。　　　0，‘［221　　　t，，502：3

　　　　　　　　　　　　　　　17，SSI9　502，4S19

其　他　　リチウム及皓歳でオンf曾∫こ跡

約　17，82クラム（1キログラムrlり

泉　　質

盛類表（甥麟器犠、覆韻露角翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KCD　・…　　6・・

クロ．一ルナトリウム（NaCD・・・…

プロームナトリウム（NaBr）・・…　　　。

クロールアムモニウム（NH4Cl）・…

クロールカルチウム（CaC　2｝・・・…

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

硫酸マグネシウム（MgSO4）　…　　．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCOI墨｝2〕　・…　　　’

重淡酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A】2（SOl）3〕・。…

珪酸（虚幻（1i2Sio：｝）・・・・…　’・

逝i離炭酸（CO：ゆ

木泉はブローム及食下含有蔓化土類泉に1∫5す

O，R［S1

1，775S

｛〕，〔，｛2δ

｛1μ159

13ρ124

2，4842

｛1，0342

｛り一［δ97

0，0（110

0，2882

〔｝，0013

0，0461

　　　　　　　　　　　　17，859ア

・・・・・・・・… @　　ユ♪70221

17，8δ1δ

＿206一



、

比

所　左　地

試験年月
性　　　　テリこ

　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（1｛つ6’●’

　ナトリゥムィナン（Na’）　・・

　アムモニウムィォン（NIIぺ）・

　カルチウムィオン（Ca。’）　・・

　マグネシウムイオンOL。つ　・

　マンガノイオン（Mn”）・。6
　アルミニウムイオン（Al’・）　・

上竪町鑛泉
輻岡市上竪町19番地

大正11年7月（東京）
無色清澄にして苦敵味を具へ微躬アルカリ性反癒を呈す

1，0102（150）

表（李鷺弓庭塾頭艶有）

アニオン
　クロールイナン（Cγ）’伽●。

　ブロームイオンCBrつ・…

　硫酸イナン（SO4”）　・・…

　ヒドロ多ξ酸イオン（IICO3，）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，019蓬　　　0，4962　　　0，4962

2，2953　　99，7957　　991951

0，0010　　　0，0554　　　0，0554

2，1972　’54，8340　109，6680

0，2378　　　9，7780　　19，5560

工），0111　　　0，2021　　　0，4042

0，000G　　　⑪，0221　　　0，0663

　　　　　　　　230，0418

7，9546　224，32GO　224，3260

0，0283　　　0，36壬1　　　0，3δ41

0，1040　　　．1，0827　　　2，1654

0，】950　　　3，1963　　　3，1963

　　　　　　　　　　　　　　　13，0443　394，1426．230，0418

｝t’酸（メタ）（II2Sio3）・。・・　　0，0262　 0，3345

　　　　　　　　　　　　　　　】3，0705　3944771

其他　フェロ，ヒドロ燐酸及ヨードイオン各痕跡拉遊離炭

　　　　　酸僅微

　　　泉　　質　　　本泉は堅化土類食瞳泉に腸す

盛類表難畿雰二言霧騙援議罎箱醐

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・…　　．・・

ブロームナトリウム（NaBr）・．，．．．

クロールアムモニウム（NH4Cl）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・一…

クロールマグネシウム（MgC12）　・…

硫酸マグネシウム（MgSO壬）　・…　　㍉・

重かと酸マグネシウム〔｝工…；（HCO3）2〕…

重淡酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・…

王籠酸（メタ）（112SiO3）・・・・・・…

　グラム

0，0370

5，81：；9

〔｝ρ364

0，0〔｝3〔｝

6，i｝864　　馳

τ），6972

0，1263

0，2（》5s

O，1｝357

0．o〔｝38

0，026壇

】3，0717

比

所　在　地

試瞼年万
性　　　朕

船小屋鑛泉
輻岡縣八女郡船小屋

大正12年5月（東京）
無色澄明にして清涼の味を布し躬酸性の反庶を呈す

1，0003（150）

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（Kl’）・’・’
　ナトリウムィォン（Na●）　・．
　アムモ昌ウムイオン（NHべ）・
　カ1レチウムイオン（Ca。）…

　マグネシウムイオン（Mg’●）　・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　マンガノイオン（M11つ…
　アルミニウムィォン（Al…）・

蒸獲残渣　 約　0，1795グラム（1キログラム中）

表（輕一撮簸錫寵有）

アニオン
　クロールイオン（Cγ）・…

　硫酸イオン（SO4り・・…
　ヒドロかこ酸イオン（HC（．）：；’）　。

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

O，0025　　　0，0639　　　0，0639

0，0113　　　0，4913　　　0，4913

0，0006　　　0，0333　　　0，0333
〔｝，0344　　　　0，8δ85　　　　1，717（）

0．0059　　　0，2426　　　0，4852

｛｝，00（11　（1，0018　｛｝，0036

（1，0〔｝し｝1　　　0，0018　　　〔，，ひ036

〔｝，｛｝0〔》3　　　（㌧0111　　　0，033i5

2，8312

警髭酸（メタ）（｝12Sio3）　・　…

　　r
吐｝，0086　　　0．2425　　　〔｝，2425

’（，，0225　　　0，2342　　　0，4684

g，1294　　　2，12〔レ3　　　2，12p避

0，2157　　　4，3013　　　2，8312

0，0338　　　0，4316

遊離炭酸（CO2）’・・

鵬

泉　　質

　　　　　0，2495　　　4，7329

・　・　。　・　．一一一L饅3壷＿＿景τ蓼｛型9

　　　　　1，9031　　42，3148

本泉は輩純炭酸泉に焦す

一207r

塵類表（魏鶴葦蓉霧器羨論蔭言1醐

クロールカリウム（KC1）　・…　　　．．。

クロールナトリウム（KaCl）・・・…
石左酸ヲート　リウム（Na2SO4）　・　・　・　…　　　　，

クロールアムモニウム（X正14C1）　1…

硫酸カルチウム（CaSO4）　…　　，．。．

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：｝）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Ng（HCO3）2〕…

重かこ酸亜｝駿イヒ釘晃〔Fe（正ICO3）2〕　・　…　　　　9

重炭酸亜酸化マンガン〔M】1（HCO3）2〕。・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）：｝〕。・…

封著駿（メタ）（｝12∈～iOl；）・・・…　　　。・・

遊離炭酸（co2）・一・・一．・…

グラム

〔㌧0048

〔〕，0085

住⇔24f；

〔1，（1018

〔｝，o〔｝6．1

〔〕」319

（㌧0355

11，〔朕｝：；

｛｝，（取13

｛㌧Qし）19

〔h，o：33s

｛．

p，2495

L6536
1，9｛［31



6

閉

所左地
試験年刀
佳　　　歌

　重

　　　　イオン

カチオン
　かく素イオン（IIつ・・・…

　カリウムイオン（Kつ・●。●
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　カルチウムイオンICa”）　・・
　マグネシウム1イナン（！Wg9●）　。

　一㌧ロイオン（Feつ・・…
　　．ズfオンくFe…）　・…
　アルミ嵐ウムィオン（Al●’。）　。

別 府 鑛 泉（冷）

大分縣速見郡別府町大字別麿雫丼一の出3439播：地

大正9孟F8月（束31ξ）

淡褐色澄明にして異臭なく酸味並牧敷味を具へ酸性反癒を呈す
1，0043（150） 蒸互ξ互ヒε査　　終」　4，7｛5丁9グラム（1キログフム中）

表（李鱗赫顧骸灘南右）

アニオン

　クロールイオン（Ciつ・…
　ヒドロ耐謝畏イオン（IISOゼ，　・

　硫酸イオン（SOの・・…
　ヒドロナ鋒陵イオン（llPO婁り・

グラム　　　ζリモル．　iリヴアル

〔｝，ou：ぷ3　　　3，30δ9　　　3，3059

⇔，｛）022　　　｛．㌧0663　　　｛，，〔｝δ67

〔，，（UO3　　　史｝，4478　　　〔D，4478

ρ，り228　　0，569〔，　1，11ヌ80
吐㌧〔1｛レ11　　　〔［，1686　　　〔㌧｝～372

〔㌧IX｝：；‘｝　1レ，【［〔H5　〔1，1291D

1，蓄123　　19，9194　　59，75S2

〔D，q）315　　　1，1‘；24　　　3，4872

6S，6596

O，0（，8ア　　　（，，2453　　　‘｝，2453

0，：3209　　　3，3059　　　3，3059

2，9859　　31，〔DS41　　62，6682

⇔，1412　　　1，47し）1　　　2，9・1｛92

　　　　　　　　　　　　　　　4，64GS　　61，7993　　G8，‘；59｛i

∫h愁i（メタXH29io：1）・・。・　　0，1112　　1．4199

　　　　　　　　　　　　　　　4，75S〔｝　63，21竃｝2

監醸難醗糖三品鵠言寿静
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム
クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）’・・・…

揚三1笠ナ，トリウム（Na2SO1）・・．．。．．

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・…　　．．

硫Eξマグネシウム（】㍉τ算SOP　・・・…

薪三F多ヒji巨酸｛ヒ釘ji（FeSOO　　・　・　・　…　　　．。　。

石質｝等々イヒタ羨〔Fc・2‘SO．‘）3〕　・　。　・　…　　　　。　・

硫酸アルミニウム〔Aし（S（、霊）3〕。・…

燐設アルミニウム〔A12σIPO1）3〕・…

遊離硫酸（II2s（》運）　・・・・・・・…

珪酸（メタ，（1しSiO：；）・・・・・・…

泉　　質 本泉は酸性緑馨泉に腸す

1〕，α珂2

｛1，01川

U，｛h184

1｝，｛1775

〔㌧1｝2⇔3

〔㌧轍，gs

：；，9δ24

〔㌧｛｝：312

｛｝，1678

｛㌧3242

0，1112

c，758〔［

　　所在地1
　　試験年月
　　｛’ヒ　　欺

源泉温度　　76Q

比　　孟

御手
　　　　　　　　　、

洗温泉
大分懸遠見郡御越町大字野田小字仰手洗血の池地獄
ソく正4イF7　月　0挺オξ）

無色清澄にして政聾反磨を皐す戯酸味を有す

1｝0027（150）

　　　　イオン

カチオン

　水素イオン（11つ・・・…
　カリウムイナン（1くつ・…
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムィオン（NIIの・
　カルチウムイオン（Ca“）　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Fe’つ・・…
　フェリイオン｛Fe騨つ・…　　　。
　アルミニウムイオン（Ai川♪　・

表（李馨奪赫蕨骸劣糀有）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　ヒドP疏殻イオンαISO‘’・・
　石た｝穣イ牙ン（SO墨り　・・…

　ヒド・燐酸イオン（HPOの・

グラム

0μ〕314

0，15151
〔｝，84291

0，0（1〔，26

006357
0，02559
0，00623

0ρ0462
0，Go477

　こりモル

3，106・12

3，87し0〔｝

36，56S76

0，01438
1，5892δ

1，Qδ049

0，11125
0，08三～5〔，

‘｝，17601

ξリヴ7ル．

3，1〔｝642

3，8900（D

36，56816
0，（9143S

3，17850

2，10098

0，22260
0，24750
0，δ2803

49，83707

1，39078　　39，23216　　39，23216

0，3〔〕ユ5壬　　3，10642　　3，10642

0，358S9　　　3，73606　　　7，47211

0，00129　　0，01319　　　0，02638

　　　　　　　　　　　　　　3，15510　　92，656S9　　49，83707

研酸（メタXIIBO2）一・・0，056丁6　1，28970
｝騎酸（メタ）（II2Si（．．D3）。…　　　0，35S35　 4，569〔鍾3

堕類表（鶉鯵欝獅三編岳‡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クローノレカリウム（1くC1）　。・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

互雪融ナトリウム（Na　290∂・・・・…

クロールアムモニウム（MI4Cl）・…

硫殻カルチウム（CaSα）　・・．。．．．

撰」酸マグネシウム（1冠gSO｛）　・・…　　．．

硫酸亜酸化戴（FeSO4）　・・・・・…
あ葉酸々イヒ窮晃〔Fe2（SOO：㍉〕　・　。　・　…　　　　。　・

硫酸アルミニウム〔Al或SO墨）1臼。。…

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO．1）3〕・…

遊F｛1ヒ硫酸（II2SO1）　・・・・・・・…

瑚酸（メタ）（玉IBO2）　・・・・・・…

王L酸（メタ）（II＝SiO：ゆ　・　。　・　・　・・　…

（1，2Sδ7

2ρG78
‘），可｝869

0，00（［s

｛｝，2162

｛り265

（㌧（」169

0，0165

〔｝，（1286

〔｝，0015

｛｝，3047

（．｝，1｝δ6s

O，3584

3，571D：3

3，57021　　98，51622

泉　　質 本泉は食籔含有酸性緑馨泉に局す

一208一



　　所在地
　　試験年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

海地獄温泉
大分縣速見郡朝日村海地獄

明治45年5月（東京）
無色澄明にして酸昧並に牧敏味を有し酸性反慮を早す

　　　　　　　　　90，50

　　　　　　　　　　LOO29　（150）

イオン表（李磐三歳忌日糞製表劣黒藻有）

カチ才ン

　水素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（K：つ・…

　ナトリウムイオン（NεV）　・・

　アムモニウムイオン（NH4’）・

　カルチゥムィォン（Ca・・）　．．

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

　フェロイオン｛Fe。つ●”　○’

　アルミニウムイオン（A1’”）　・

蒸獲礎液　 3，5118グラム（1キログラムll」）

グラム　　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，00613　　6，06930　　6，0δ930

0，17560　　　4，4！8531　　4，48531

0，82521　　35，80086　　35β0086

0，00154　　　0，08518　　　0，08518

0，0845G　　　2，114⊂｝0　　　4，22800

0，03183　　　1，30660　　　2，61320

0，01293　　　0，23100　　0，46200

0，00788　　　0，29077　　　0，87210

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64，61595
アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…　　1，2630035，6276435，62764

　硫酸イオン（SO／）・・…　　0，91216　9，49573　18，99146

　　　　　　　　　　　　　　　3，32084　　95，50639　　54，6191（，

　研万酸rメタ）（IIBO2）　・…　　　0，01414　 0，32204

　玉1三酸（メ　タ）（II2SiO：｝）　・　…　　　　　0，37018　　4，72675

　　　　　　　　　　　　　　　3，70516　100，55518

　　　　泉　　質　　本泉は食騒含有酸堺町緑響泉に堕す
　　　　　　　　　　　　　　　　　プ

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
源泉濫L度　　　約

比　　重

蟹類表囎鶴慧無聡漏回避轟鱒

耐己酸カリウム（K2SOρ　…　　　．．．。。

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．．．．．．．

クロールアムモニウム（NI鵡Cl）・…

ク浦曲ルカルチウム（GaCI2）…　　．。．

クロールマグネシウム「MgC12）　・…
石涜酸亜’彫ミィヒ白質（＝FeSO4）　　・　・　…　　　　。　・　・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

遊里毒手酸（IICI）　。　・・・　・・・・…

瑚酸（メタ）IIIBO2）・・…　一・・
封…酸（メタ）（王12Sio：の　・・・・・・…

グラム

O，3910

1，3238

0，9362

0，0046

0，2344

0，1245

0，0351

0，0498

0，2214

0，0141

0，3702

温　川　鑛　泉
大分縣速見郡石垣村大字南立石字温川692番地藪

大jE　10年10月（東京，

無色澄明にして微に刺戟性濡凍味を有し微弱酸性反癒を呈す

3，7051

　　　　　　　　　　　　250

　　　　　　　　　　1，0004　　　蒸獲残1在　 （》，3976グラム（1キログラムrl」）

イオン表（オく鑛フ1く1キログラムrPに含イfする各成分及共最次の如し）　　藍萎頁表1甥酪燧霧慕蘇嚇瀟ll）

カチオン

　カリウムイオン（K’）…
　ナトリウムイオン‘Naつ　・
　カルチウムイオン（Caつ　・
　マグネシウムイオン（Mg”）
　フェロイオン（Fe●り”　。，
　マンガノイオン（MIゴつ・・
　アルミニウムイオン（AP”）

ア品オン

　クロールイオン（Cγ）・…
　研己酸イオン（SO4”）　・…　　　。

　ヒドロ茅こ｝裳イォニ（IICO3’，・

グラム

0，0055

0，0602

0，0262

0，0187

0，0002
0，⑪002

0，0002

ミリモル

0，1407

2，6174

0，6539

0，7689

0ρ036
0，0036

0，0074

ミリヴアル．

0，1407

2，6174

1，3078

1，5378

0，0072

0，0072
0，0222

5，6403

0，0433　　　1，2211　　　1，2211

0，0433　　　0，4528　　　079056

0，2144　　　3，5136　　　3，5136

　　　　　　　　　　　　　　　0，4122　　　9，3830　　　5，6403

石朋酸（メタ）（IIB（）2）　　・　…　　　　　　0，0015　　　0，0342

王書…酸（メタ）（II29iO：｝）。…　　　　0，1269　　1，6204

　　　　、・　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5406　　11，0376

三髪｝1准万と酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　　　09680　　22，0000

　　　　　　　　　　　　　　　1，5086　　33，0376

共他　ヒド・燐酸イオン痕跡

　　　泉　　質　　　本説は輩純貴酸泉に鳩す

クロ陶ルカリウム（］KCI）　…　　。・・。

．クロールナトリウム｛NaCl）・・…　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　　．．

コt炭酸ナトリウム（NaHCOI～）・・…

重炭酸力1レチウム〔Ca（正ICOゴ2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IIGOI；）2〕・・．

重かこ酸亜酸イヒ塗伐〔］E「e（IICO3）2〕　・　・　…

重炭酸亜酸化マンガン〔M11σicO：L）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO．匪）3〕・・・…

砺酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・…
瑳酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　・　…　　　　♂　・

グラム

0，01｛，δ

0，0632

P，0627

0，0δ49

0，1060

0，112δ

0，0006

0，0006

0，0013

0，0015

姻1269

遊離炭酸（CO＝）・一・・・…　　一・

0，5407

0，9680

1，5087

一209一一



比

論；在地
試験年刀
性　　　歌

　重

硫黄山鑛泉
大分縣速見郡北山布村大字塚原硫費山

大iE　8年5刀（東京）・

沿線黄色澄明にして酸性牧勲味を具へ酸性反癒を呈す

1，0141（ユ50） ．蒸幾残涜　　16286グラム（1キログラムq：）

イオン表（李警同義募笈戸車表劣悪奮イ∫）

カチ才ン

　水素イオン（II’）・・・…

　カリウムイオン（K：つ・…

　ナトリウムイオン（Naつ　・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ　。

　フェロイオン（Fe’り・・…

　フェリイオン（Fゼ’つ　 ・　…

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

アニオン

　クロールイオン（Clり・’…

　ヒドロ㍍ご酸イオン‘IISOゴ）　・

　硫酸イオン（SOIり・・…

　ヒドロ燐酸イオン（11PO4”）・

グラム　　　毛リモル．　くりヴアル

0，0640　　63，3354　　6323354

0，1341　　　3，4227　　　3，4227

0，2398　　　10，4035　　　10，40：35

0，4707　　11，7675　　23，5350

020427　　　1，7529　　　3，5058

0，3098　　　5，5321　　11，0642

0，0662　　　1，1821　　　3，54α3

01655　　28，2472　　84，7416

203，5545

0，0009　070254　0，0254
6，1455　　63，3100　　63，3100

6，732δ　　70，0867　140，1133

0，0022　　　0，0229　　　0，0458

　　　　　　　　　　　　　　14，9739　2δ9，0884　203♪5545

珪酸（〃）（II2SiO：＝）・…　　0，…召19　2，9611

　　　　　　　　　　　　　　15，20δ8　262，0495

其　他　　アムモニウム及硝酸イオン痕跡

　　　泉質　木泉は酸性明響線饗泉に属す

塵類表（妻猫欝鷹言撫銭一品

宿三個口リウム（K＝SO4）　・・．．

E｛1酸ナト　リ　ウ・ム（Na2SOJ　・　。　・

硫酸カルチゥム（CaSO｛1　・．・

硫酸マグネシウム（Mgξヌ0．呈）　・・．

覆三酸可巨薙麦fヒ塗竣（］ドeSO4）　　。　・　…

　　　　　グラム
・　・　。　・　　　072gS5

・… @　　0，7：196

・… @　　1，G〔｝10

　…　　　U，2110

　　　・　0，8411
年三酸々イヒ舅乞〔Fe2（SO｛）3〕　・　。　・　・　・　…

硫酸アルミ乱ウム〔A】2（Sα♪3〕・・…

燐酸アルミ乱ウム〔Alコ（IIPOρ：心・。・。

遊離鱒酸（IICD　・…　　一一・一
遊離硫酸（II2SO匪）　…　　一・・…

珪酸fメタ）（II窪Sio3）　・9・・・・…

0，2365

4183132

〔、，0026

0，0010

6，2094

0，2319

152‘）δ8
　，

‘

上ヒ

由布嶽炭酸泉（冷）
所在地
試駿年月　　切治45年3刃αご京）
性　　　朕

　彙　　1，0003（15。，　　　蒸婁残流

カチオン

　カリウムイオン（K’）・。・・

　ナトリウムイオン（Nこべ）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（M9亀つ　・

大分縣大分郡山布川村大字赤野字谷112S番地

無色溝上にして刺戟性の昧を右し微躬酸性反毘：を呈す

イオン表（鷲撮三三蹴イリ
グラム　　　ミリモル．　こワグアル

0，0041　蝉0壬7　0，10壬7

0，0143　　　0，6203　　　0，6203

0，0126　　　0，3150　　　0，6300

0，0031　　　0，1272　　　0，2544

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…　　　　0，00Sl　　O，22S4

ヒド掃引付ン（IICO・・’♪・　0，0蹴　1，3捌

エ，6094

0，2284

1，3784

0，12G3　2，7740　1，6068

0．1267　　　1，6178

0，1734グラム（1キログラム中｝

璽類豊猟凝憶想瀦：1編翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（XaCD・・・…
重芳搬ナトリウム（NaHCO；呈）　・・…

重淡酸カルチウム〔Ca（IICOI二）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔M9（HCO：；｝2〕…

疏酸（メタ）（H29io3）・・・・・・…

逃1｝ζ生炭酸（CO2）

∫k酸（メタX｝129iO＝∂・・。8

　　　　　　　032530　　　4，3918

吃　…　　　　。　・　　　IlO864　　2「1，6909

0，〔〕078

0，0073

0，0416

0，0511

0，0187

0，1267

　　　　　　　　　　　0，2532

．。’”・’・… @　　1，0864
1，3396

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　1，3：394　29，0S27

本泉は輩縄炭酸泉に属す

一2川一



1

比

所　ず旺地

試瞼年月
性　　　欺

　重

大分縣直入郡阿蘇野村大字附三野字宇土2259番地

大正5年2月（東京）

無色澄り∫にして刺戟性清涼味を具へ酸性反慮を呈す
0，9908（140） 蒸登理渥量　　0，1455グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分乾町量次の如し）

カチ才ン

　カリウムイオン（K’♪・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NII．盛●）・

　カルチウムイオン（Ca。’）　。・

　マグネシウムイオン（Mg6’）　・

　フェロイオン（Fe”）・・…

　アルミニウムイオン（A1●’つ　・

アニオン

　クロールイオン（CP）・●●’

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ渉と酸イオン（HCOゴ）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0003　0，0077　0，0077

0，0080　　　0，3471　　　0，3471

0，0001　　　0，0055　　　0，0055

0，0214　　　0，5350　　　1，0700

（》，0025　　　0，1026　　　0，2052

〔｝，0015　　　0，0268　　　0，0536

0，0016　　　0，0590　　　0，1770

1，8661

0，0024　0，0677　0，0677

0，0137　0，1426　0，2852

0，0923　　　1，5132　　　1，5132

　　0，1438　　　2，8072　　　1，8661

・　　　0，0669　　　0β531

盛類表囎鶴罐齋纂蘇続宥i翻

クロールカリウム（】KCI）　…　　。

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　．

重炭酸ナトリウム（NaHCOの　・・

クロールァムモニウム（NH4CD　・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO二｝）2〕・・．

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3｝2〕・＿．．

硫酸アルミ「ニウム〔A12（SO｛13〕・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．。。．．．。．

王L酸（メタ）（II2SiO3）。・・

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　　　　0，2107　　　3，6603

。　。　・　…　　　　　　　1，3200　　30，0000

　　　　　1，5307　　33，6603

本泉は輩純淡酸泉に属す

遊離炭酸（CO2｝

グラム

0，0006

（1ρ031

0，0077

0，〔1157

0，00〔｝：3

0，0867

0，0150

0，0048

0，0101

0，0669

　　　　　　　　　　　　0，2109

…　　一・・・…　　　1，3200
1，5309

比

所　在　地

試瞼年、月

性　　　欺

　重

信行寺鑛泉（冷）
大分縣下毛郡東城井村大字西屋形字小竹信行寺棟裏

大正14年5刀．（東京）

褐色澄明にして酸性強牧敏味を右し酸性反腔iを呈す

1，0079（15Q）

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（K●）・・’●
　、オトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムイオン（NII4．）・

表（李鱗歳券顕骸雰野田）

カルチウムイオン（Ga●’）

マグネシウムイオン（ム1ぎ’）
フェロイオン（Fe”）。・・
フェリイオン（Fe…）　●。

マンガノイオン（Mll’つ・
アルミニウムイオン（Al’つ

アニオン

　クロールイオン（C1’｝・…
　硫酸イオンISO4り　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（11PO4り・

グラム　　　ミリモル　　ξリヴアル

0，0061　　　0，1560　　　0，1560

0，0368　　　1，6000　　　1，6000

〔｝，00Σ0　　　〔｝，1108　　　0，1108

0，δ360　　13，3766　　26，7632

0，3363　　13，8281　　27，6562
0，5517　　　9，8803　　19，7606

0、3∋20　　　7，｛，198　　21，0594

0，0305　　　0，5552　　　工，1104

0，2104　　　7「，7638　　2：3，2914

121，4980

0，0182　　　0，5132　　　0，5132．

5，7838　　60，210：3　120，4205

0，0271　　　0，2821　　　0，5642

珪酸（メタ）（H2Sio3）・

麟礒（雑麟糖騒撚，三曲

　　　　7ρ309
6　。　・　　　0，13〔｝9

115296二三　12149δ0
　｝　　　　　　　　　，

　1，6714

共　他　　翅i離硫酸僅微：

泉　　質

8，0618　116，9676

本泉は苦瞭性明暮線馨泉に馬す

クロー’シカリウム（KCI）　・・・・…

クロー1レナトリウム（NaCl，・・・…

硫酸ナトリウムでNa2SO4｝・・・…　　　．

クロールアムモニウム｛NH4GD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　．．

硫酸マグネシウム（MgSO壬）・・・…

硫酸耳目酸化鐡（FeSO4）　・…　　　．．．．

搦置酸々イヒ鐵〔Fe2（SO｛）3〕　…　　　　。　。　…

硫酸距酸化マンガン（MnSO4）・・…
硫酸アルミニウム〔AI2（S⊂）4）湧・・…

燐酸アルミニウム〔A12（III｝ql：心・。・・

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

グラム

0，⑪116

（㌧014壬

〔，0961
P

O，00δ9

18210
，

1，6646

15008
｝

1，4｛♪35

0，0838

1，2969

1），o：322

0，13｛）9

8，0617

一211一『

9



比

所’在地
試算年刀
性　　　朕

　重

天　徳　鑛　泉
佐賀懸小城郡多久村永池lli仁田小字’1・池

大正2年δ，月（大阪）

淡褐色澄明にして臭氣なく微酸牧敷の昧を∫しへ酸性の反慮を鼓す

イオ噌ン馨…1する各成分及共心次の如し）

　　　1，｛［223（1日置）

本鎖水1リートル中に含オr

力多才ン
　ア！く素イオン（II．．）・・・…

　カリウムイオン（Kつ’●●’

　ナトリウム．イオン（Nパ，　・。

　カルチウムイオン（Ua”）　・・

　マグネシウム．イオン（MB。り　・

　フ」．ロイオ冒ン（Fe●’）・・…

　フゴ．リイオ》（Fe●●つ　・…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

疋），0048　　　4，753　　　　4，753

0，0019　　　0，0・193　　　0，り493

〔1，0S51　　　3，丁00　　　　3，7〔｝〔｝

〔㌧8318　　20，76　　　　33，67

｛．♪ゴ1094　　16，84　　　　41，52

2099　　　37，59　　　　75，18

1，910　　　34，2〔｝　　　1t〕2，6

1，122　　　41，41　　　124，2

38δ，7

ア筆才ン
　ヒドロ耐三｝蒙イオ》（11SO許）・　　0，4614　　4，753　　4，753

　硫酸イオン（so4．ウ）　・・…　　　　18，30　　19し〕，5　　38LO

　　　　　　　　　　　　　　　25，23　　　354，6　　　　385，8

王li｝i芝（メタ）監II2Si（，：」・　…　　　　O，2597　　3，316

　　　　　　　　　　　　　　　25，49　　　357，9

其　他　　燐酸疵跡，クロール僅微

　　　泉　　質　　　層泉は酸性明甲線暮泉に属す

盤類表（醗駕蓉響聡；匿、㍉護唇面‡次）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク’ラム
耐よ｝1麦カリウム（K2SO峯）　…　　　。・・6・

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　　．。・．．

硫酸カルチウム（GaSOI）　・・・…　　．

硫陵マグネシウム｛MgSO1〕　・・・…
1甘三酸⊇膏聾震ゴヒ戴ヒ‘Fと・SO．ρ　　　。　・　・　…　　　　　。　・

耐こ直ミ々イヒ窮芝〔Fe」’SO璽｝：の　・　・　・　・　・　…

硫淡アルミニウム〔A12（SO霊）：の・・。・。

遊・離硫酸（H毒（）．1）　・・・・・・・…

正皇ず淀（メ　タ｝（II2SlO3）　・　・　・　・　・　・　…

〔，ρし｝43

0，262S

2，826

2，｛．127

5，71〔．1

6，8｛〔，

7，‘〕S9

〔，，4662

0，2597

25，49

比

所在地
試陥年月
｛1三　　　欺

　重、

　　　　イオン

カチ才ン

　フk討」イオン（IIつ　・・・…

　カリウムイ・’㌃ン（K’）・…

　ナトリウムイオン‘NRつ　・・
　アムモニウムイオン‘NIIゼ）・
　カルチウムイオン（Caつ　●・
　マグ半シウムイオン（Mg’つ・
　チンク．イオン‘Zn”，　・…

　フーLロイオンrFeつ・・…
　7－Lリイオン‘Fe”つ　　・…
　クフ’リイ縁’ン（CU’つ　　・　・　．　’

　アルミニウ2、イオン‘AlOつ　・

天　　徳　　泉
イ4：賀縣小城郡多久村三｝＝山仁田7吐173番地の15號

ノく正10jF　6刀0に京）

出色睡り」にして牧敷性鍛味を具へ戯｛IL反感を某す

1，り21：3（1δQ）

表悸響莇蕨虚血創㍉

アニオン

　クロールイオンぐClり・…
　ヒドロ硫i蒙イオ’ン（IISO重り　・

　硫酸イオン（SO｛り・・…
　ヒド・燐酸イオン（IIPO｛’り・

クラム

O，ω61

0，0096
〔㌧り754

〔㌧OOI4

u，4GQ4

0，417U
〔P，0し｝26

02905
3，1966
〔1，0U3δ

（㌧59｛）5

iリモル　　ミリヴアル

6，1318　　　6，1318

〔｝，2455　　　0，2455

3，2783　　　3，2783

U，1）776　　　0，0776

11，4δ99　　22，979δ

17，1464　34，2928

0，039S　Uρ796
δ，2024　10ブ｛σ｛8

，57，2r157　171，7371

〔〕，0551　　　0，1102

21，7897　　65，3691

314，7066

O！♪‘）7｛P　　　哩♪，1974　　　0，1974

ひ，5952　　　6，1318　　　6，131S

】4，7675　1δ3，731吐」　307，4632

U，0・139　　　〔，，4571　　　｛，，9142

　　　　　　　　　　20，4G72　三～83，2201　314，7066

　　　　　　　　　　嬉2δ69　　3，2S〔｝3

　　　　　　　　　　2走㌧7241　2S5．δ0（，4

マンガノ及ヒドロ砒酸イオン各破船

　質　　　本割は酸盤明四緑馨泉に属す

籔類表1妻鍛餐答精器熱號箱欝）

∫lii蒙（メタ）（II2Sio3）・　…

共　他

泉

クローノレヵリウム（KC1）　・・・・…

孤右酸カリウム（K3SO霊）　。・・。．．．．

硫酸ナトリウム〔Na2SO裏）・・・…　　．

クロールアムモ晶ウム（NILUi）・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・・・…

硫だ芝マグネシウム（MgSO．垂）　…　　．．。

硫『､工巨鉛（ZnSO4）　・・…　　　。・・9。

硫1酸亜虻蒙fヒ5弐（FeSO4）　・．・．．．．．

硫酸々イヒ蜜競〔Fc2（SO｛，3〕　・　・　。　・　∂　σ　・　・

硫酸二訳CuSOρ　・・・・・・・・…
硫酸アルミニウム〔人12（SO‘）：の・．．。．

燐酸アルミニウム〔よ～＿！2（II正，0｛）：の・…

遊離硫駁（H2SO1）　・・・・・・・…

珪駁（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

　グラム

OUO89
　，

0，011しl

o，2329

｛，，00・墓2

1，δ6且

2℃1．1611

〔｝，りQ6墨

（，、7玉八｝2

11，4451

｛1ρOS8

3，C7Sl｝

1），0δ22

〔㌧α．II3

し㌧2569

20，7241

一212一

ρ



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
塑翼泉言岳り愛　　　420

比　　重

山斥：． 山 温 泉．

佐賀縣東松浦同化波多村大字1茎山宇傳介197番」也の4

大正2年10月（東京）

殆．と清澄少しく黄色を借び多量の赤禍色沈鷲あり微弱酸性反感を呈す

1，0050　（220）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…　’
　ナトリウ！、イ．オン（Na●）　・・

　アムモニウムイナン（NII4つ・
ヤカルチウムイオン（Cこし”）　ゲ・

　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Feつ　・・…

蒸獲幾津亡　　5，5516グラム（1キログラムri3）

表（李磐熱跳腰描鷺イ∫）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　硫酸イオン（SO壬”）・・…
　ヒドロ淡酸イオン（11COI；リ　ド

　グラム

0，03208

1，18339

0，01059

0，19899

0，20785
0701044

　ミ1」モル．　　ミリヴアル

0，81941　0，81941
51β4013　51，34013

4，97475　　　4，97475

8，53243　　17，06486

0，18643　　　0，37286

80，13249

0，03946　　　1，11312　　　1，11312

3，66424　　38p14533　　38，14533

0，16618　　　2，72382　　　2，72382

　　　　　　　　　　　　　　　5，51322　107，83542　　80，1276し｝

側1酸（メタ）（HBO2）　・…　　0，02838　0，64485
珪酸（メタ）（II2SiO3）・…　　　O，07363　0，93891

　　　　　　　　　　　　　　　5，61523　109，41918

逝璃筐疹と酸（CO2）　　・　…　　　　．・　・　0，18147　　4，12431

　　　　　　　　　　　　　　　5，79670　113，54349

其他　アルミニウムイオン痕跡

盛類表（魏鶴一回姶湊亨覆磁骨端宇）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

本泉は芒硝性苦味泉に饗す

クロールカリウム（KGD　・・・・…

宿潔顎～カリウム（K2SO4）　・・…　　　。・．・

硫酸ナト．リウム（N壇SO」）・・・・…

クロールアムモニウムでXILGD．・…

硫酸カルチウム（CaSO．墨）　・…　　。。。

硫酸マグネシウム（MgSO1）　・。・・．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重拶と酸雪E酸イヒ6或〔Fe（11COI｝）2〕　・　・　…

御」酸（メタ，（HBO2）　。　・・　・　・　…　　　。．

圭1舞駿（メタ）（II＝Sio3｝　。　・　・　・　・　・　…

遊離炭酸（CO2）

0，0394

0，0255

3，5491

0，0314

0，6768

0，8859

0，1721

0，0332

0，0284

0，0736

　　　　　　　　　　　　5，6154

”　 。　．　’　”　 。　’　・　・　　⑪，1815

5，7969

泉　　質

一

所　在　地

試．瞼年気

性　　　朕

　　　　イ．オン

カチオン
　カリウムイオン（Klつ・。．
　ナトリウム．イオン（Nポ）

．甲 山 鑛 泉（冷）

佐賀縣東松浦郡北波多村大字岸山字傳介

大1E2年12刀（來京）
無色澄別にして少量の禍色沈塗をイ∫し微弱酸｛生反腱1を暴す

1，00｛7　（1go）

表（電命冷機甜菜講堂）

アムモニゥムイオン（NII4つ・
カルチウムイオン（Ca”）　・

マグネシウムイオン（Mg”）
フェロイオン（Fc’つ…

マンガノイオン0工11つ・
アルミニウムイオン（Al噸．’）

アニオン　　　　　　　’

　クロールイオン（Clり・’
　硫酸イオン（SO4”）・・。

ヒドロガと酸イオン（11CO3つ

　グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，04483　　　1，146δ5　　　1，146δ5

0，53103　　23，08s26　　23，08826

0，00659　　　0，36526　　0，36526
0，22907　　　5，713δ9　　11，42778

0，39607　　16，28δ77　　32，57154

0ρ3632、　1，54557　　3，09114
0，01533　　　0，27908　　　0，55816

0，02956　　　1，09078　　3，27234

75，52103

卿1酸（メタ）（111302）

0，02192　　　0，61816　　　0，61816

3，45672　　3δ，98126　　1L96252

0，17939　　　2，94040　　　2，94U41）

89，05｛98　　75，5210S

o，2673u
I，16337

懸糠油両州磐品鰯宥1醐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム．．
クロールカリウム（KC1）　・。・・．・。・

研罐俊カリ．ウム（1｛2SO4）　・。・…　　　。．

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

クロールアムモニウム（NII｛CD

硫酸カルチウム（UaSO4）　。・・

硫』酸マグネシウム（MgSO4）　・・

硫．口開E酸イヒ鐡（FいSO4）　　6　。　。　。

！童かと｝船影［；｝駿イヒ鋸曳〔Fe（IICO3）2〕　・

工皇．_（メタ）（】｛2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）　・・

泉　　質

　　4，99683

・・ @0，01130
　　0，09111

　　　　5，09924　　90，47571

・　…　　　　　0，03465　　　0，787δ0

5，13389　　91，26321

本泉は苦味償炭酸鐵泉に崩す

・　　　・　　　●　　　■

o　　　　●　　　　●　　　　■

．　　　　●　　　　9　　　　層

■　　　　●　　　　・　　　　●

重炭酸亘巨酸化マンガン〔Mn（IICO：｝）2〕・・

硫酸アルミニウム〔」L1＝（SO4）：；〕・・…

瑚謬俊（メタ）（1i」BO2）　…　　　。　。　・　…

封身駿（メタ）（正12Sio3）　。・　…　　．・…

遊離炭酸（CO2）

O，0189

0，0779

1，6婁01

0，0195

吐｝，7780

1，9606

（），0539

⑪，2119

〔㌧0494

0，1868

0，0113

（），0911

　　　　　　　　　　　　5，‘）99・1

・　5　・　・　。　・　・　・　…　　　　　　0，0347

　　　　　　　　　　　　5，1341

＿213一



　　所　ず1：地

　　三具．夏陰刀

　　｛生　　　欺

源泉温度
　　　　4比　　重

相 知 温 泉
佐賀縣束松諭・硯；魏】下下大字f．生里字；rlj．幡鶴106S番地

大1E5年12月（東京）

無．色清澄にして微弱アルカリ性反胞1を某す

　　　　　　　　　　36，60

　　　　　　　　　　　1，1）003（1δQ，　　　　蒸獲残渣

イオン表〔李野糞二三選出孟亥出典危イ∫）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・・’●
　ナトリウムイオン（Nガ1　・・
　アムモニゥムイォン（NIIゴ）・
　カルチウ2、イオン（Ca’り　・・
　．マグネシウムイオンOlgo’）　・
　フ」Lロイオン（Fe鱒）・　’　’　”

アニオン
　クロールイナン（Cl’）・…
　丁丁要イオン（SO〆）　。。…

　ヒドロガと酸イオン（IICO3つ　。

グラム　　　ミリモル　　モリヴアル

0，0012　　　0，0307　　　0，0307

0，1673　　　7，2δSl　　　7，2δ81

0，0002　　0，0111　　0，0111
⑪，0071　　　0，1775　　　0，35δO

O，0002　　　〔｝，0082　　　0，016・1

0，00〔〉壬『　0，0071　　0，0142

7，6S55

O，1038　　　2，9281　　　2，92S1

0，1894　　　1，9717　　　3ρ434

0，0497　　　0，8140　　　0，8140

0，5193　　13，2065　　　7，6Sδ5

0，0170　　　0，3S63

0，020S　　　O，2525

0，546グラム（1キログラム中）

盤類表でi購鶴量器両両1と羅昂揚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

側酸（メタ）（IIBO2）　．・。．
∫！三酸（メタ）（｝12Sio3）。・ 。・

クロールカリウム（KCI）　・・’・●●●

クロールナトリウム（NaCl）…　　●。。

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

重淡酸ナトリウム（NalICO3）　・…　　　。

クロールアムモニウム（NH4Cl）・…

：重炭酸カルチウム〔Ca‘HCO3）2〕・…

重ガξ酸マグネシウム〔M・；（IICO：B）2〕・・。

並〔かと酸耳1ξ｝蓑イヒ重弐〔Fc（IICO3）2〕　ら　・　・　。　。

硝酸（メのJIBOΩ・・・・・・…
珪酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

0，0023

〔㌧16S8

｛｝，28ひ3

tD、0361

0，0（朕1

0，0288

0，0012

0，0013

00170
り

O，020S

0，5572

0，5571　　13，84δ3

泉　　賀 本泉は輩純温泉に局す

ユヒ

所　 在　 地

試験年月
性　　　歌

並

　　　　イオン

カチオン
　フ｝諺｛ξイオン（IIつ・・・…

　カリウムイオン（．Kり。…
　ナトリウムイオン（N1ゼ）　・・

　カルチウムイオン（Cポつ　・・
　マグネシウムイオンOIgつ　・
　フェロイオ．ン（Feつ・・。・。
　ソーL‘リイオン隻Fe”つ　 …　　　。

　マンガノ．イオン（Mn”♪・・。
　ク．プリ．イオン（Cu’つ．・6’。

　アルミニウムイオン（A1…）　・

鶴 匹FP
μ1峨

巫
鑛 泉

佐賀縣東松浦郡蘭艮木村ノく孟浪1む｛字苔∫乙堂褐炭坑

昭和3年5刀0に京）
赤禍色澄り」にして酸性反慮を呈す

　　　　　　　湧星ll莚　約2，7ヘク日一ト・・（24時問）
1，t．｝146（1δQ）

表感三田高畠雌骸1蜀倉イ∫）

アニオン

　クローノレイオン（Cl’）・…

　ヒドロ耐三戯イオン（11SOjっ　・
1硫酸イオン（soの・・…

　ヒドロ夢㌶覧イオン（111DQ盛り・

グラム

Uμ）13
（，，0081

u，〔｝223

り，‘」53δ

O，OI89

1」830
L3007
0，‘）107

し1，｛．｝〔｝05

1，3570

　iリモル

0，3473

0，2072

0，9696

1，3352
t），7772

21，1805

23，2930
0，2948
0，〔｝079

iIJヴアル

1，3473．．

O，2072

0ρ696
2，67〔｝3

1，5543

42，3710

69，8800
0，：3896

0，0157

斑L虚愛（メタ）（II2S103）・　…

50，073δ　1502214

　　　　269，6264

〔㌧〔．｝〔．｝5S　　　O　2482　　　0，2r182

0，130S　　　123473　　　1β473

12，846哩L）　133，714G　267，4291

（．㌧0289　　　0，（又｝18　　　0，6り18

16，970δ　　23δ，39S1　269，626・1

0，1ω8　　2，1043　　　　　　　’

　　　　　17，1353　　237，502r…

二藍泉は駿1挫明馨白州町に月5す

藍麹表（i揚鶴葦籍皆磐漏尿薮繍垂騎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クローノレヵリゥム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウ∴（NaGD…　　’…

硫酸ナトリウム（Na2SO．1）…　　．・．．

碕．剛猛ルチウム（CaSO藍）　…　　。…

五霞ヒマグネシウム（MgSO4）　・・。…

硫酸亜酸fヒ戟（FeSO｛）　・…　　　．．．。
石ゐ｝凛々fヒ£乏〔Fe2（SO｛）3〕’・　・　・　・　・　…

疏酸亜酸化マンガン（＝～工三jSO｛♪　・…　　．

硫酸封1（CuSO．1）　・・・・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SOI）3〕。・。・・

燐．酸アルミニウム〔⊥12（Ill）01）1；〕・…

遊離硫酸（II2SO夏）　・・・・・・・…　　、

王L酸（メタ）（i12SiOl濫）　・。・・・…　　　。

ひP（．．レ15．1

｛｝，u〔｝24

｛り｝66〔｝

｛1，1818

0，｛｝936

3，2185

4，6575

0ρ294
0yOO13

8，5388

（1，0343

0，1336

〔，，1648

17，1379

泉　　質

一214一



湿

灰　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

佐 士」込、 鑛

佐賀縣東松浦郡佐志村字浦5QO8番地

大正13奪三5月（東京）

泉（冷）

微黄色澄明にして献味を共へ微溺アルカリ性反慮を微す

1，0059（150） 蒸獲互建沽…　　7，1627グラム（1キログラム中）

イオン表（騰熱赦無影響有）
カチオン

　カリウムイオン（Kつ・’・’
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Cバ）　・・
　マグネシウムイオン（］Wg’つ・

　フェロイオン（Fゼつ・●’。●

アニオン

　砧酸イオン（NOゴ）　・。・6。
　クロールイオン（C1’）・…
　プロームイオン（Br’）・…
　硫酸イオン（SO4”）。・…
　ヒド・炭酸イオン（IICQつ・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0179　　　0，4578　　　0，4578

0，5811　　25，2652　　252652
1，8642　　45，5236　　93ρ472

0，〔｝799　　　3，2854　　　6，5708

〔｝，0003　　0，（K〕5．｝　0，0108

125β518

0，0032　　　0ρ516　　　0，0516

4，0806　115，0761　115ρ761

O，0031　　　0，0388　　　0，0338

0，2565　　　2，6702　　　5，34D4

0，2956　　　4。8449　　　4，8449

　　　　　　　　　　　　　　の7，1824　197，2190　125，3518　　　、

珪酸（メタ）（II2siO3）・…　　o，0444　0，5669

　　　　　　　　　　　　　　　7，2268　197，7859

翼他　ヨード及ヒド・燐酸イオン虹礪酸各痕跡，遊離淡
　　　　　酸僅微

熱類表（難解雰菱二二器1註蔽魚醐

泉　　質

硝酸カリウム（K：NO3）　・…　　　．．．．

クロールカリウム（KGD　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

ブロームナトリウム（Na13r）・・・…

クロールカルチウム（CaC12）・・。…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO霊）　・．。．．。

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

ゴ茎芳と酸耳Ii酸イヒ塗浅〔Fe（IICO：｝）2〕　・　・　．　．　．

∫驚｝裳（メタ）（11翌SiOlゆ　・　。　・　。　・　・　…

グラム

0，0052

0，0：鴻

1，4747

0，0040

4，9G37

0，2453

〔｝，1（145

（，｝3537

0，00ユ0

〔｝，劔44

本泉は食璽含有堅化土類二品は堅化土類含有三食藍i泉に馬す層

7，2268

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　霜

武 雄． 温
佐賀縣杵島郡武雄町大字武雄

大正7年11刀（束京）　　・

泉（新湯）

無色清澄にして溺アルカリ性反慮を呈す

45，60

1，0〔｝OG（15Q） 蒸獲亙蓬益　　 0，5918グラム（1キログラム月こ）

イオン表鰐徽赦黒黒右）
カチオ’ン

　カリウムイオン（Kつ…　　●
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモ轟ウムイォン（NIIべ）・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Fe’り・●●’●
　アルミニウムイオン（AP●曾）・

アニオン
　クロールイオンICP）…　　　。
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒド・燐酸イオンαIPO、の・
　ヒドロ炭酸イオン（11Cぐ）ガ）　。
　芳と酸イオン（CO：評｝っ　・…

　水酸イオン（OH’）・・…

グラム

0，0032

σ2174
0，0GO3
0，0038

0，0004

0，0002

0，0002

0，0879

0，0026

0，0008

0，3039

0，0625

0，0028

ミリモル　　ミリヴアル

0，0817　0，0817
9，4317　　　9，4317

0ρ1G6　　　0，016G

O，0950　　　0，1900

0，0164　　　0，0328

0，0036　　　0，0072

0，0074　　　0，0222

9，7822

2，4795

0，0543

0ρ166
4，9δ08

2，0838
0，1673

竪類表嬢襟饗翻聡燕三厩晶翻

2，4795

0，0271

0ρ083
4，9808

1，0419

0，1673

　　　　　　　　　　　　　　　0，6860　　18，3573　　　9，7822

瑚酸（メタ）（II：BO2）　・…　　　0，0099　0，2249
，！三酸（メタ）（H2Si（）3｝　・　。　。　・　　　0，0591　　　0，7536

0，7550　　18，3358

クロールカリウム（KCI）　・’。・。●冒

クロールナトリウム（NaCD　・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

覚炭酸ナトリウム【XalICO3）　．。．．．

淡酸プトリウム（Na2COID・…　　　。．．

クロールアムモニウム（NILCD　・…

炭酸カルチウム（CaCO31・・…　　。・
フk酸化カルチゥム〔Ca（OII）2〕．，．．．

フ1く酸化マグネシウム〔Mg（OII沁〕ド…

　　　　　　　　　　　サ：側臥酸亜酉隻化生〔Fe（HCO：㌧）2〕　・9…

燐i酸アルミニウム〔A12（111｝04）3〕．．．．

棚酸（メグXHBO2）・・・・・・…
調理酸（メタ）（II29iO3）　…　　　u・・…

泉　　質 本泉は輩純温泉に幽す

グラム

0，00d1

0，1393

0，0038

0，4182

0，1073

0，0009

0、0030

0，0048

0，00｛｝9

0，（、0（1G

O，〔沿10

0，0099

0，0591

0，75・19

＿215一

の



　　所在地
　　謬で絵年月

　　｛’1三　　歌

源泉溜変

比　　血

武 雄 温
佐賀麗杵島郡武錐li！r人字弐flll

大正7年11刀（棄京）

泉 （．蒋　1易）

無色渣澄級に硫化オく素臭を有し弱アルカリ雪「1…反二ll三を呈す

48β0

1，00「）5（150） 蒸憂ヌミf差　 0，6118グラム（1キログラム巾）

イオン表確勲記摺絵断倉イリ
カチオン

　カリウムイオン（K’）・。。●
　ナトリウムイオン｛Naつ　・・
　アムモニウムイオンでNILつ・
　カルチウム．イオン（Ca’つ　・．

　マグネシウムイオン（Mば’つ・
　7エロイオン（Fe”）・・…
　アルミニウムイオン（Al…）　・

アニオン

　クロールイオンICIう・…
　硫酸イオン（S（㍉”）・・…

　ヒド・燐酸イオンσiP（）1り・
　ヒドロ炭酸イオン（IICO：監’1・
　淡酸イオン（CO3”）…　　　。。
　フ｝く｝養イオン（Oll’）　・．．．．

グラム　　　ミリモル　　ミリグア’し

0，0035　　　0，0S94　　　0，089－1

0，226S　　　9，8395　　　9，8395

0，0002　　0，0111　　0，0111
0，0031　　　0，0775　　　0，1550

0，0004　　　0，01θ4　　　0，‘）328

0，0003　　　0，0054　　　0，0108

0，0001　　　070037　　　0，0111

1α1497

0，0920　　　2，5952　　　2，5952

0，0022　　　0，∩229　　　0，0498

0，0002　　0，0021　　0，0042
0，2777　　　4，5521　　　4，552コ

0，0S14　　　1，3570　　　2，7140

0，CO41　0，2834　0，2S34

　　　　　　　　　　　　　　　　0，6920　　　18，8δ57　　10，1497

瑚酸（メタ）（IliX，2）　・…　　　　0，0107　 0，2431

∫匿酸（メタ）〔II29iO3）・…　　　　0，0591　　0，7536

　　　　　　　　　　　　　　　　0，7618　　19，152一茎

　　　泉　　質　　　本州は軍純三塁泉に魁す

盤類盛砂鍛｝建蓉同項亨蕪薮羅賄膏恥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラム
クロール・カリウム（KCI）　・…　　　’●’

クロールナトリウム（NaCD・・・…
フ1くi駿イヒナトリウム（NaOII）　・・。…

～瑳ごFI寒ゾートリウム（Na290ヨ）●9●…　　 。

並炭酸ナトリウム（NaHCO：ち）　・・…

拶こ1農ラ噛トリ盲ンム‘Na三CO：｝）・●…　　 。●

クロールァムモニウム（NH．1CD　・…

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…　一
フk酸fヒマグネシウム〔｝lg（OH）2〕・…

コτ㌃拶こ豆覧亜酸fヒ9貴〔Fe（IICO3）2〕　・　・　…

燐酸アルミニウ●ム〔A】2（IIPOI）：；〕。・・．

碧酸（メタ）（IIBO2）　・・・・…　　．・・

∫！i酸（メタ）（II2Sio：二）　・　・・　・　・・　…

叱），CO67

〔〕71459

0，0019

0，0033

0．3S16

｛》，1439

0，0006

〔｝，0057

0，0010

0，0010

｛〕，0〔｝0：3

0，0107

〔｝，0591

〔，，7617

　　所在地
　　試瞼年刀
　　性　　　歌
源；泉温度　　450

比　　重

　　　　イオン裏

カチオン

　カリウムイオン（1く’｝・・’●

　ナトリウムイオン（Naり　・・
　カルチウムイオン（Ca’り　・・
　マグネシウムイオン（M9’つ　’
　フェロイオン（Fe’つ　・　・　…

　アルミニウムイオン（Al’”）　・

西 瀬 温 泉
熊本縣球磨郡西瀬村大字薩摩瀬字」二屋敷229；番地

昭和3年11月（東京）

無色澄明にして微溺アルカリ性反感を皐す

　　　1，0012（15Q）

騰変身蕨絵繊創り
クラム

｛〕，05（12

P，3702
〔｝，011｛｝

0，1、1）：31

1，，帆10・1

〔㌧oα［3

湧lil｛iヒ　　糸～∫　38796ヘクトヲートル（240｝問）

葬誓獲アミ汀亡　　　　1，24　グラム　（1　キ　ロクδラムllり

こリモル　　ミリヴアル

1，2S37　　　　1，2839

1’｝，‘）9δ7　　16，0951

1），2S9．5　　　0，5790

0，127δ　　〔1，2549

0メ》072　　0，0143
〔レメ［111　　　（．，，α332

ア昌オン

　クロールイオン（CD・…　　　‘IDI45｛1　4，0S91
　五・たr災イオン‘SO．婁り　・・。・　・　　〔．1，2447　　三2，5471

　ヒドロかこ汽建イオンσICO：二つ　・　　0，55：37　　9，｛．）π7

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，3792　　3：3，52SS
　石Ψ∫｝『建（メ　タ）｛IlB（｝」）　　・　…　　　　　　　｛、，0δ〔｝｛D　　　l，13S7

　珪酸（メタ）（l12Sl（1：ゆ・…　　　　0，1513　　1，9319

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，6soろ　36，599・茎

　逝離炭酸（C（．）2）　・・・…　　　〔㌧1．〕・1gS　1，1：う1δ

　　　　　　　　　　　　　　　　　116：．二し［3　　　37」7312

其他　ヒド吋翫ミィオンぎこ弥

　　　　泉　　質　　　木泉は弱アルカリ泉に罰す

18，261〔．｝

P，〔｝S91

5，〔〕942

9，07r7

18，2610

監断面鍔麟砦獅窺膿蘇二瀬

クロールカリウム（KCI）　・・・…　　g

クロールナトリウムでNaCD　・・…　　　．

硫酸ナトリウム（NafO‘）・…　　　。．．

並炭蒙ナトリウム（NaHCO：；）　・．．．．

重淡酸カルチウム〔C註（IICO：ち）2〕…　　，

並炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：｝）の．。．

フ霞かこ昌塗」｝巨酸∫ヒ≦箕〔Fし｝〔IICO3）2〕　・　・　…

距離アルミニウム〔A1ゼ8ぐ）．婁）：；〕・…　　．

搭1再臨（メタ）（IIBO2）　…　　　。 ・・…

珪酸（メタ）〔H2～こ｛0：ち）。・・。・。…

遊郁1炭酸（c｛｝」）　・・・・・・・・…

グラム

〔｝，t｝9δ7

〔｝，16一｛〔｝

o，3δ95

｛｝，6913

｛り［469

〔㌧1．）187

｛㌧〔嚇13

〔1，0019

｛㌧∩δ｛．嚇

〔．1，1δ13

1，5SO5

｛｝ρ4gs

I，f｝3け4

一216



　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　駅

源泉温度　　47Q

比　　：重

眞　幸　温　泉
宮崎縣西諸縣郡眞幸村大字向江883番地

．大正5年11万（東京）

淡黄色浩澄にして異臭味なく微溺アルカリ性反鷹を呈す

　　　　　　　　　　1，0002　（15Q）

イオン表（輕熱雰蕨骸騰餉
カチオン

　カリウムィォン（K’）…　　．・

　ナトリウムイオン（Na‘）　・・
　アムモ昌ウムイオン（NHギ♪’
　カルチウムィォン（Ca。●）　・・
　マグネシウムイオン（Mg●’）・
　フェロイオン（Fe’つ・…　　　’
　アルミニウムイオン（Al●。’）　・

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）・…
　硫酸イオン（SO48）　・・…
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO評）　・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）　・

蒸聚建溢　約0，41グ弘（1キ・グラムri　5）

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0088　　　0，2248　　　0，2248

0，0882　　　3，8265　　　3，8265

0，0106　Q，5863　0，5863
0，0061　　　0，1525　　　0，3050

0，0042　　　0，1724　　　0，3448

0，0007　　　0，⑪125　　　0，0250

（，，0005　　0，0185　　0，0555

5，3679

〔㌧0082　　　0，2313　　　〔，，2313

0，0053　　　0，0552　　　0，110壬

0，0039　　　0，0406　　　0，0812

0，3017　　　4，9r藍50　　　4，9450

0，4382　　10，265G　　　5，3679

091857　　　2β680

盛類表囎両両聡同義編戸宇）

：重炭酸カリウム（KHCO3）　…　　。・・

並炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・…　　．
クロールアムモニゥム（耳：H4C1）・…

硫酸アムモニゥム〔（NH4）2SO4〕・…

霊淡酸アムモ昌ウム（NH4HCO3）　…

燐酸カルチゥム（CaHPO4）　・一・＿
重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・・＿

重が乏酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO：う）2〕　・・…

燐酸アルミニウム〔A12（III）0｛）3〕．，．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・一・・…

遊離淡酸（CO2）

グラム

0，022δ

0，3217

0，0124

0，0073

0，0192

0，0017

0，0227

0，0252

0，0022

0，0032

0，1857

王た酸（メタ）（II2Sio3）・・の・

　　　　　　　　0，6239　　12，6336

．　，　．　・　・　。　　　0，1200　　　2，7273

　　　　　　　　　　　　0，6238

’”．・… @　一・　0，1200

遊離炭酸（CO忠）

　　　　　0，7439　　15，3609

本泉は輩純温泉に属す

〔，，7438

泉　　質

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　顧た

源泉温度

比　　：重

眞　幸　温　泉
宮崎縣西諸縣郡眞幸村大字昌明寺字揚の元

大IE　7年12月（束京）

殆無色清澄にして少しく硫化水素臭を有し弱アルカリ性反磨を呈す

　　　　　　　　　　48，5Q

　　　　　　　　　　1，0036　（15Q）

イオン表（李讐糞義券長持毒言忠覇業）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…
　ナトリウムイオン‘Na’）　・，
　アムモニウムイオン（NII4’）・
　カルチウムィオン（Ca”）　・。
　マグネシウムイオン（Mg’●）・
　フェロイオン（Fe●り・・…
　アルミニウムイオン（A正●’）　・

ア昌オン
　クロールイオン（Clり・…
　硫酸イオン（SO4り　・　…　　　。

　ヒドロ燐酸イオン（IIPOノ）・
　ヒドロ炭酸イオン（11COの・

グラム

0ρ650
0β610
0ρ042
0，2249

0，1237

0，0011

0ρ002

ξリモル

1，6603

37β536
0，2323

5，6225

5，0780

0，0196

0，0074

蒸霧愛残言査　　3，4232グラム（1キログラム吋1）

iリヴアル

1，6603

37，3536

0，2323
11，2550

10，1560

0，0392

0，0222

60，7086

0，5716　　16，1241　　16，1241

0，3531　　　3，6758　　　7，3516

0，0008　　　0，0083　　　0，0166

2，2706　　37，2163　　37，2163

4，4762　106，9982　　60，7086

0，1135　　　2，5789

0，0970　　　1，2369

4，6867　110，8140

0，1014　　　2β050

藍類表（前回饗齋器同属箱湛）

瑚酸（メタ）（HI302）　．．．．

珪酸（メタ）（112Sio3）。。・・

遊離炭酸（CO2）　・・

泉　　質

クロール・カリウム（KCI）　・・・…　　。

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・。．．．

クロールアムモニゥム（NH4GD　…　　．

1重炭酸カルチウム〔Ca（IICO：～）2〕・…

：重：炭酸マグネシウム〔Mg（HGO3）2〕・。．

重炭酸亜酸化餓〔Fe（HCO3）2〕・・一・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO．∂3〕。・・．

瑚酸（メタ）（HBO2）・・・・・・・…

琉酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

●　　　6　　　●　　　●

　　　　　4，7881　113，1190

本泉は食顛，土類勲臣酸含有アルカリ泉に風す

　　　　　　　　　　　　　一217一

グラム

0，1239

0，8：325

0，5226

1，3257

0，0124

0，9109

0，7440

0，0035

0ρ010

0，1135

0，0970

　　　　　　　　　　　　4，6870

・・・・・・・・… @　　　0，1014
4，788．1



比

所左地
試瞭年刀
佳　　　歌

　重

旨艮L
一ρ、

幸 鑛 泉（冷）

宮崎縣西諸縣郡眞幸村大皆二門堅959番地眞＊窮17ヨ

大正8年9月（東京）

無色清澄にして牧剤味を具へ陵性反態を呈ナ

1，0010　（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（｝ζaつ　・。

　アムモニウムイ才ン（NH君’）1

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　フェリイオン（Fe珊）　’●”

　マンガノイオン｛Mnつ…

　アルミニウムイオン（Al’つ　・

蒸獲残汀ε　　糸～婁　2，00グラム（1キログラムr13）

表（李心計笈巽骸雰寵有）

アニオン

　クロールイオン（Ciり・…

　硫酸イオン（SO．畏り　・・。・。

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO．の・

　グラム　　　ミリモル　　こりヴアル

0，002r1　　　0，0613　　　0，0613

0，0210　　　0，9091　　　0，9091

0，000S　　　O70442　　　0，0442

．0，0796　　　1，9900　　　3，9800

0，0401　　　1，6461　　　3，2922

0，0076　　　0，1357　　　0，4071

02004G　　　O，0936　　　0，1672

0，2175　　　8ρ258　　24，0774

329385
　，

0，0035　　　0，0987　　　0，0987

1，57F19　　1G、3637　　32，7274

0，0054　　　0，0δ62　　　・0，1224

　　　　　　　　　　　　　　　1，9544　　29，4144　　32，9385

王i…酸（メタ）（II2SiO3）　・　・　。　・　　　0，1519　　　1，9370

　　　　　　　　　　　　　　　2，10α3　31，3514

　　　泉質　本管は明響泉に溢す

藍類表（甥褒灘霧翻翻畜；瀟‡）

クローノレカリウム（KCI）　・・。・…

材こ胃走カリウム（K2SOI）　。．．。．．．．

硫酸ナト室｝ウム（N訊fO．‘）・・・・…

クロールアムモニウム（NIIICI）　・…

硫酸カルチゥム（CaSO｛）　・・・・…

硫酸マグネシウムOlgSO｛）　・。・…

欧露亜駿化マンガン0InSO｛，　・・…

硫酸々粗鉱〔Fe2（SO4）：の　・…　　　．．．．

硫濫アルミニウム〔A12（Sα）3〕・．．．．

燐酸アルミニウム〔A！2（IIPO皇）：；〕・…

王1…酸（メタ）（II2SlO；3）　・99‘　・θ．9・∂

グラム

0，‘）040

0，0〔｝07

0，06壬8

0，0024

0，2707

0，19S2

0，0126

0，0272

1，3677

0，006．1

0，1519

2，1066

町

所田地
試同年刀
｛’1：　　歌

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kり…　　。

　ナトリウムイオン（Naつ　　。・

　アムモニウムイオン（ざII｛り・

　カルチゥムィォン（Ca齢’）　・．

　マグネシウムイオンOfg”）　・

　マンガノイオン（Mn’り…

　フェリイオン（Fe‘のつ　・…

　アルミニウムイオン（A1嚇）　・

巳
写 照 鑛 泉

宮崎縣西諸縣郡眞幸村大字内堅字大河準眞幸罧前
ブく正94F　12刀　（東京）

無色清澄にして牧飲味を具へ離性反癒を呈す
1，0016　（150）

表（李面骨蕨絃騒餌）

アニオン

　クロールイオン（Cr）・…

　硫酸イオン（SO｛り・・…
　ヒド’ロ鱗酸イオン（IIP（．）｛り・

グラム

｛｝，0023

0，0126

0，0008

〔，，0782

0，0436

0，0053

0，0062

0，1653

しりモル

O」05S8

0，5478

0，0443

1，9516

1，7928

0，0965

0，1110

6．0996

蒸憂飛涜

ミリヴアル

00588
　ノ
0，547δ

00443
　」

3，9032

3，5856

0，1930

0β330

18，29S8

269G45
　，

0，0036　　　0，1015　　　0，1〔）15

1，2846　　13，3732　　26，7464

0，0056　　　0，0δS3　　　0，1166

　　　　　　　　　　　　　　　1，6081　　24，2354　　2G，9645

珪酸（メ．タ♪（II29io・）・…　　0，1455　1，8579

　　　　　　　　　　　　　　　127536　　26，0933

　　　泉質　本泉は明響泉に押す

約　2，0グラム（1キログラム中）

藍類表嘆搬鷲鴛聡勲議1篇謬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

クロールカリウム（KC1，　・・・…　　．・

宿IE～カリウム（KコSOO　 ・・・・…
@　　．

ヨ硫酸ナトリゥ∴（Na2～こ0∂・・・…　　。

クロールアムモ亀ウム（NHICD　・・．・・

硫醍カルチウム（Ca90墨）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO茎，　・・・…
～ぢ三酸々イヒ・鍛〔Fe2（SO4）：｝〕　・　●　・　・　。　・　・　。

硫酸嚇駿化マンガンOh1SOI）・・…
硫酸アルミニウム〔A12（SO‘）：；〕。・，・．

燐酸アルミニウム〔Al＝（IIPO．1）：L〕・…

王！ゴ炎（メタ）（II28iOl二）　・◎…　　　。　。・　・

〔㌧（．lo4：．3

0，〔脚1

0，1）3δ9

0，0024

0，2657

0，2158

0，0222

00146
ノ

1，0：375

0，0067

！），145δ

1，7537

一21S一



比

斯　在　地

試例年刀
性　　　欺

鍋 倉 鑛 泉
施見島懸姶良郡牧園三宿窪田字鍋倉3408番の1

大正13年9月（東京）
．殆と無色澄明にして清凍昧を有し反慮弱酸性なれとも煮沸すれはアルカリ性と

なる

三E　　　　1，0017　（15Q） 蒸獲残言査　　糸勺　1，33グラム（1キログラム中）

イオン御子変赫譲総堀有）
カチ才ン

タ㍑蝶番～職。：ブニ

　カルチウムイオン（Ga”）・
　マグネシウムイオン（Mg●’）
　フー。ロイオン（Fe’）・…

　アルミニウムイオン（Al●’り

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・・

　硫酸イオン（SOの…
　ヒドロが葛酸イオン（IICO3つ

　グラム　　　　ミリモル　　　ミリヴアル

0703272　　　0，83683　　　0，83683

0，王9719　　　8，57348　　　8，57348

0，13060　　3，25929　　6，51859
0，〔〕9591　　　3，94367　　　7，88734

0，00ひ79　　．0，01r106　　0，02812

し，，00049　　　0，01812　　　0，05436

23，89871

0，15742　　4，43937　　4，43937

0，10SO3　　1，【2448　　2，24896
1，04997　　17，21038　　17，21038

『Jll三酸（メタ）（II2Sio3）　。

遊離炭酸（GO2）

　　　1，77312　　39，41968　　23／89871

…　　　　　0，19860　　　2，53588

　　　　　　1，97172　41，95556
・　・　・　…　　　　　OB8310　　20，07048

臨癸醸囎鶴砦蓉密磐隷山塞翻

クロールカリウム（K：CD　・・。・・

クロールナトリウム（XaC1）。…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）…　　。・

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…
重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕・・

：重炭酸亜1酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・r・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・．．．

月ま酸（メタ）（正12Sio3）　・。．．．．．。

　　　　2，85壬82　　62，0260壬

本泉は土類畏酸泉に属す

遊離炭酸（COz）

　　　グラム
・　・　　　0，0624

－　　O，2106

。　・　　　o，1δ59

・・ @叱1，2332

．　．　　（15283
　　　，
　・　O，5771

　・　（㌧oo25

　・　0ρ031

　・　0，1986

　　　　　　　　　　　　1，9717
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　088：」1

　　　　　　　　　　　　　，
2，8548

泉　　質

比

所　在　地

試瞼年月
性　　　歌

　重

　の
幅 山 門 泉　（冷）

北海道渡島國松前郡縦山町大字及部村字松倉澤

大1E　6年10月（東京）

無色澄切」にして味微に戯刺戟性清凍にして躬酸性反磨を繋す
1，0029　（150） 蒸獲残渣　 2，862グラム（1キログラム呼ユ）

イオン表（李讐奪義券笈姦絵忠捕有）

カチオン

　カリウムイオン（K’）　●’・”

　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4’）’
　カルチゥムィォン（Cとビ）　・・

　マグネシウムイオン（Mg”）．・
　．フ，r、ロイオン（Fe”）・　・　…

　マンガノイオン（Mnつ…

アニオン

　クロールイオン（C1’）・」
　硫｝駿イオン（SO｛”）　…

　ヒドロ炭酸イオン（HOO：｝’）

グラム

0，0371

0，6459
0，0017
〔1，2469

0，1428
（，ρ011

0，UO47

ミリモル

0，9476

Σ8，0217

0，09｛0

6，172δ

5，8621

0，0196
0，0854

ミリヴアル

079476

28，0217

0，0940
12，3450

11，1242

0，0392
0，1708

53，1425

1，0187　　28，7362　　287362
0，089〔　　　0，927δ　　　　1，8δδ0

1，3881　　22，7513　22，了513

砂」酸（メタ）（II］BO2）

珪酸（メタ）（正12Sio3）

3，5761　　93，6179　　5323425

0，0142　　　0，3227

0，0247　　　0β149

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　3，6150　　94，2555

…　　　　。　・　・　　　23739　　53，9523

睡類表囎麟鱗磐蘇薦昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・・・・…　　　0，0707

クロールナトリウム（NaCl）・…　　一　　1，6207

硫’酸ナ．トリウム（Na2SO4）・・・・…　　　　0，0235

クロールアムモニウム（NH4Gl）・・一　　〇，1）0δ0

硫酸ヵルチウム（GaSO4）　・・…　　一　　〇，1037

重炭酸力1レチウム〔Ca（HCO3）2〕・・一　　〇，8765

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO：岳）2〕　・・　O，8582

重渉ξ1酸雪巨酸イヒ餓〔Fe（llCO：｝）2〕　・　・　…　　　　　　0，0035

重炭酸亜酸化マンがン〔Mll（IICO3）2〕・・　〔，，0！51

測」酸（メタ）（HBO2）・・・・・・・…　　　　0，0142

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・　。　・　・　・　・　…　　　　　0，0247

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　　　　　　　3，6158
・　・　…　　　　　。　・　・　…　　　　　　2，3739

5，9897

5，9889　148，2078

泉　　質 本泉は食堅含有土類旋回泉に吊す

＿219一



　　所頃：地
　　試賑年刀
　　佳　　　歌

源泉温度　　48Q

上ヒ　重

　　　　イオン

カ子オン

　カリウムイオン（Kり’”。
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　リチウムイオン（Li’）・…
　アムモニウムィオン（NII｛●）・

　カルチウムイオン（Ca”）　・’
　マグネシウムイオン0工9’つ　・
　フェロイオン（Fげつ…　　。・
　アルミニウムイオン（Al●’つ　・

二　俣　温　泉
北海道Ill越郡長万部村ノく字上長万部
プく1E　155コ口1｛｝月　（ヌこ）∫て）

無色澄明にして清掠味蛙戯苦昧を有し徴弱駁反1抱iを某す

　　　　　　1，00S8　（15Q）

研摩襟赫躍骸騒轡）

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…

硫酸イオン（SO｛り・…
ヒドロガξ酸イオン（IICOで）

．蒸蚤i残涜　 10，9516グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル．

1，6824　　17，4δ27　　17，4527

2，643δ　114，930｛　1！4，930冬

｛｝，0015　　　0，2161　　　0，2161

0，0030　　　0，1663　　　0，1663

〔．｝，727δ　　18，1557　　36，3114

i），1678　　　6，8997　　13，1994

0，0010　　　0，0179　　　0，0358

0，0003　　　0，0111　　　0，0333

182，9454

覆恥硬（メタ）（11BO2）

5，50δ7　155，2651　155，2651

0，1371　　　1，4272　　　2，8544

1，5147　　24，8259　　24，8259

12，3845　339，3681　182，9454

0，5948　　13，5465

0，069δ　　　0，8S7r…

13，048S　353，802〔｝

0，667δ　　15，170δ

盤類表囎鯵巷糖磐熱砂蔭瀟‡）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム

月寺蜜～（メタ）（II2Sio3）　・　…

逃｝離炭酸（CO2）　・・

●　　　　■　　　　○　　　　・

，　　　　，　　　　g　　　　o

12，7162　368，972δ

クロールカリウム（KC1り　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD　・・・…

クロールリチウム（1’．iCl）　・・・・…

クロールアムモニウム（N11．1Cl）　・’・・

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫－酸カルチウム（CaSO4）　一・一．・
：重炭酸カルチウム〔Ca（11CO：監）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

並i炭酸亜酸．日劇〔Fe（IICO：｝）2〕　．・・。．

硫酸アルミニウム〔A】2（SO｛）3〕・…　　．・

福強酸（メタ）（II］［302）　・・・　・　・　・…

珪『_（メタ）（112Sio：ρ…　．・・・…

遊離炭．酸（CO9）

1，3013

6，7188

0，0092

00089
り

1，2486

0，1920

0，8908

1，0097

0，0032

0，0019

0，5948

0，0695

　　　　　　　　　　　12，0487
・　・　…　　　　。　。　●　…　　　　　　O，6675

12，7162

共他　プローム，ヨード，ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は鰹化土類，醐酸及土類含有食臨泉に鳩す

　　所　左　地

　　試陰年刀
　　性　　　且．ヒ

源泉切愛　　oδo

比　　重

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K．）’冒”
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニウムイオン（NII‘’）・

　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg●つ　・

　フェロイオン（Feつ・・…

湯　川　温　泉
北海道窮姻郡湯川村大字下湯川字鮫川20番地の13
ノく1E45ドδ刀（束：京）

無．色澄り1にして戯昧を具へ微弱アルカリ性反心を呈す

　　　　　　1，0⑪59（150）

衷1愛変赫蕨並置魏有／

アニオン

　クロールイオン（G1り・…
　硫酸イオン（SO1り・・…
　ヒト“ロガと｝貌イオン（11CO3り　・

蒸互監互ミ1．涯　　7，3145グラム（1キログラムI11）

グラム　　　しりモル　　ミリヴアル

07109（ヌ＝♪　　2，799｛9　　　2，79949

1，832ω　　79，50542　　79β0542

0，0σ0δ3　　0，⑪2931　　0，02931

0，512δ〔，　12，81250　　25，62500

0，15170　　　6，22742　　12，45484

0，00245　　〔㌧0壬37δ　　　0，0S7δ0

　　　　　　　　120，501δ6

3，32799　　93，87842　　93，87842

0，70δ6壬　　　7，34583　　14，69166

0772794　　11，931，18　　11，93148

　　　　　　　　　　　　　　7，3709δ21r1｝δ7362120，δ01δ6

珪酸（メタ）（II・Sio・・）・…　0，07920　1，00995

　　　　　　　　　　　　　　7，4δ015　215，583δ7
弐竺｝ll圭疹と丘芝（CO2）　　・　…　　　　。　・　O，55501　　12，613S6

　　　　　　　　　　　　　　8，0051622S，197，13

　　　泉　　質　　本泉は石膏含有弱食止泉に更す

塵類表囎剛比犠7撚話昂翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
クロールカリウム（KCD　・…　　’曹●

クロールナトリウム（NaCD・。・…
クロールアムモニウム（NII」Ci）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSOの　・・…　　．．

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・・…　　。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・，

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IIGO3）2〕　。・・．．

工．皇酸（メタ）（II2Sio3）　・　・　。　・　。　・　…

遊離炭酸（CO2）

0，20S8

4，6513

0，0016

0，5398

0，9582

0，0365

（，，8673

0，0078

吐），0792

　　　　　　　　　　　　7，4505
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　O，5550

8，0055

●
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　　夙　在地
　　試瞼年月
　　性　　　歌

源泉温度　　56。

比　　重

湯 川 温 泉
北海道渡島國宮田郡湯の川番士字揚の尻21番地

大正4年11，月（東京）

無色清澄にして戯味を具へ微弱アルカリ性反癒を呈す

1，00δ5（20Q） 蒸；獲残渣　　7，783グラム（1キログラム中）

イオン表門繍当量満餉
カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ・。・・
　ナトリウムイオン（Naつ　・・
　アムモニゥムィオン（NII4つ・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・

アニオン
　クロールイオン（Cγ）・…
　石辛酸イオン（SO4”）　・　・　…

　ヒドロ炭酸イオン（11GO3’）　・

　グラム　　　ミリモル　　ミリグアノレ

0，16830　　　4，29885　　　4，29885

1，99750　　86，65944　　86，65944

0，00316　　　0，17478　　0，17478

0，56972　　14，24300　　28，48600

0，17124　　7，02956　　14，05912

133，67819

3，62945　102，38222　102，38222
0，78812　　8，20446　　16，40892

0，90826　　14，88705　　14，88705

8，23675　237，87936　133，67819

0，05645　　　1，28266

0，08780　　　1，11961

盤類段畑凝蓉両両両両籍翻

瑚酸（メタ）（HBO2）　。。・・
珪酸（メタ）（｝12Sio：｝）・…

遊離炭酸（CO2）

　　　　　　8，38000　240，28163
・　・　・　…　　　　　0，15400　　　3，50000

　　　　8，53400　243，78163

本泉は石膏及土類含有食頃泉に廓す

クロールカウリム（KCI♪　・…　　．。・。

クロールナトリウム（XaCl）・・・…

クロールアムモニウム（XH4CD　・…

ク目配ルカルチウム‘CaClの・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

重芳ξ酸カルチウム〔Ga（HGO3）2〕・…

重かと酸マグネシウム〔Mg（11CO；｝）2〕・・。

棚酸（メタ）（H302）・・・・・・…

琵酸（メタ）（II2SiO3）・・・・・・…

遊離炭酸（CO2）

グラム

0，3207

5，0698

0，0094

0，6235

1，1163

0，0674

1，0291

0，0565

0，0878

　　　　　　　　　　　　8，3805
・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　0，1540

8，5345

泉　　質

↓ヒ

所在　地
試験年月
性　　　歌

　重

湯 川 温 泉
北海道渡島國亀田郡湯川村大字下湯の川

大1E　7年8月（東京）

無色清澄にして苦戯味を有し微弱アルカリ性反腱iを呈す

1，0060（150） 蒸獲残1査　　8，2665グラム（1キログラム「1り

イオン表（李讐奪歳雰長蓮該劣直垂有）

カチ才ン
　カリウムイオン（K：’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・。
　アムモニウムイオン‘NH4り・
　カルチウムイオン（Ca●り　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Fe餌）…　　　。・

ア昌オン
　クロール’イオン（Glつ・…
　ブロームイオン（Br，）・…
　山売酸イオン（SOノ）　・　・　…

　ヒド・炭酸イオン（HCO3り・

　　　　　　　　　　　　　「

グラム

0，1273

2，1650

0，0027

0，6171

0，1816

0，0004

ξリモ膨

322516

93，9292
0，1493

15，4275

7，5780

0，0071

こリヴアル

3，2516
93，9292

0，1493
30，8550
15，1560・

0，0142

143β323

3，9313　110，8970　110，8910

0，0059　　　0，0738　　　0，0738

0，8064　　　8，3948　　16，7898

0，9512　　15，5917　　15，5911

　　　　　　　　　　　　　　　8，7919　255，3000　143，3523

醐酸（メタX11］BO2）　・…　　　　0，0282　　0，6408

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，9194珪酸（メタXII2siO3）・…　　　0，0721

　　　　　　　　　　　　　　　8，8922　256，8602

遊離炭酸（CO2）　・・・…　　　0，0740　1，6378

　　　　　　　　　　　　　　　8，9662　258，548〔，

　　　泉　　質　　　本泉は石弓及土類含有食温泉に噛す

戯画漉油麟回田両両繍岳騎

クロールカリウム（KCI♪　●●”●。●

クロールナトリ、ウム（NaCb・・・…

ブロームナトリウム（NaRr）・・・…

クロールアムモニウム（NII4Cl）・一・

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…　　．。

重炭酸カルチゥム〔Ca（HCOI弓｝2〕・・。．

歪R炭酸マグネシウム〔Mg（11CO：藍）z〕。．．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕一…
硯日酸（メタ）（II］BO2）　・・・・　・・…

」…鮭酸（メタ）（H2Sio3）　・　・　・　・　・　…　　　　。

遊離油酸（COピ）

グラム

0，2426

5，4906

0，0076

0，0080

0，7561

1，1422

0，0348

1，1094

0，0010

0，0282

0，0721

　　　　　　　　　　　　8，8926
●　。　。　…　　　　　伽　・　…　　　　　　　0，0740

　　　　　　　　　　　　8，9666
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　　　　　　所　在　地

　　　　　　ルt臓jl＝月
　　　　　　｛．1三　　　　　　　　　　．瑳rこ　．

　　　　源泉温1吏　　7δQ
　　　　↓．ヒ　　　．1f亡　　　1，｛」1．．｝G9（15Q）　　　　　　　｝装…幾互ミf～ま

イオンi表1木葭フk1キログラム「1！に合イ∫）

「湯　　川　　温　 ．泉

北海道波ノ、ちド1ゴ：i川翼：；湯川：付大三｝＝下湯川字二．JI∬2・｛…＝」註

大正9年5刀（東京）
曙色漬澄にして1！弐味をイ∫し微弱アルカリ仕反慮を呈す

’・ @　　　　　　　　・する．各成分及其量次の如し
カチオン
　カリウムイオン（K’）　・…

．ナ．トリウムィ．オン（Nパ）　乙・

　カルチウム．イオンfCゴつ　．。・
　マグネシウムイオン（Mg”）　・

アニオン

グラム　　　ミワモル
｛㌧13bO　　　3，う294

2，146s　　93，3391

〔｝，UIS1　15，42δ5
（．

d1877　　　7，7179

ミソヴアル

3，5294

93，3391

30，8510

15，4353

143，1553

クロー．ルイオン（Ul’）・…　　　　3，94〔．｝1　111，l139　111，1139．

’グ、ロー∴イオ’ン（i；ピ）・。・・　　010133　　0，16G3　　0，166：3
硫6芝イオン．（S（．，1り　・　・　…　　　　　　o，8656　　　9，り11〔｝　　18，0220　．

ヒドロ．かこ1蒙イオン（HCO∵）　・　　t｝，8452　13，8531　1塾，8531．

　　　　　　　　　　　　　　　　　8，7δ4S　2δ，｝，1562　143、1553
側；貌（メダ）‘IIBO2）　・　…　　　　（．），02こ～2　　0，6423

エL｝笠（メタ）（112SiO：ち）。…　　　　0，0G65　 0，8491

　　　　　　　　　　　　　　　　　8，8495　三255、6476
．遊蔦：ヒ万ξ1笠（CO＝）　　．。　．・　・　…　　　　　　　tレ，22し［1　　　5，0023

　　　　　　　　　　　　　　　　　9，0696260，6．199

共他　アムモニウム，フェロ，アルミニウム及ヨードィオ
　　　　　　ン各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉は石膏及土類含有食監！泉に1滋す

8，4636クラム（1キログラム中）．

駕御表（面高鶴，回雪犠器1差回蔭賄譜）

クロールカリウム（KC1）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）。…　　。・

ゾロームナトリウム（NaBr）・・・…

クロールカ’レチウム，U、U12）・・・…

硫．酸力1レチウム（CaSO4）　・…　　　。・・

硫酸マグネシウム（MgSO窪）　・・・…

重炭虚ミマグネシウム〔Mg（H（X）：1）＝〕…

親ll酸fメタXHBO3♪・・・…　∴・
珪酸（メヌ）（II2SlO3）・…　　。・…

遊離炭酸（GO2）

グラム

。，2632

5，4474

0，0171

0，79S9

1，1199

0，0945

1，013S

O，0282

0，0665

　　　　　　　　　　　　　8，849δ

・　・　・…　　　。・　…　　　　o伽22｛．｝1

9，0696

　　所・　’11：　地

　　誰ヒ瞼年月

　　性　　　欺

源泉江L度

比　　重

石 倉 温 泉
北海道渡島國茅斑二郡森町大ε罫石倉村字笹岱1番地

大llこ11）年12．月0托〕k）

復に蛋山石濁にして僅に戯味をイ∫しi茨弱アルカリ性の反感を呈す

66，50

1，りゆ30（1δo） ．蒸憂疫澄　　3，3930グラム（1・￥ログラムrl！）

イオン表寧日奪赫蹟漏出魏鶴
カチ才ン

　　カリウムイオン（Kり・・漕・
　　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　　アムモ．ニウムイオン（NII‘り・
　　カルプ’ウ∴イオン（Ca’つ　・・

　　マグネシウム．イオ．ン（Mg’つ　・
　　フェロイオン‘Fe’つ　・　・　。・　・

，、．アルミ．ニウ．ムイオン（APOつ．。

アニオン
　耐酸イ矛ン（NO：｝F》．．．，．・
　・クロール．イオン（Clつ．・…　．．・

　プ・一ム．イ．オン‘1hつ・…　．
　ヨート“イオン｛Jつ　・・…
・．

ｰ演二一ン（SO｛り・・…
．1ヒ・ト“ロま岸1訣イオンσIPO汐）・

　ヒドロが離簑イすン（IICO3つ　・

クラム
〔㌧〔）7ぴ．．1

し㌧り479

〔1，0Q99

0，u4s
｛1，1178

0，0姦し）5

0，0013

0，0111
1，37〔）9

‘），1）026

0，0118
‘），00GO

Oρ183
；2撃OS6

　こワモル　　ミリヴァル

1，9壬37　　　1，9437

41，2130　　44，2130
0，5446　　　0，5「星・16

2，86δO　　　δ，73σ0

4，8438　　　9，6S76
吐｝，0090　　　0，018｛｝

じ，0480　　0．1440

0，179〔、〕

38，6GO5
0，0325

0，0930

0ンOG25
0，1905

19，8099

69，2809

‘），179｛｝

38，6605
0，（．）32δ，

0，0930
0，125し〕

0，3S10

19，SO99

仁1∬百芝（メタ）〔III；0＝）　・。・・
・’

]1畏（メタ，（1追Sio：｝）・。・．・

3，S97δ　110，4950　　δ9，2δ09

0．1981　　　4，：36S2

（D，2710　　3，4GO3

遊・ll、三炭戯（CO2）　・…　　　。・

4，306じ　118，323∂

｛｝，1232　　2，δ000

泉　　質

　　　　　4，4SgS　121，1235

本泉はヨード含有弱三斜二泉にL5す

縢頁表（変三三三三聡品走藩嘉継）

1む頚こカリウム（KNO：3）　・。・・…　　　．

クロールカリウム（］KICI）　・・・…　　　。

クロールナトリウム（NaC1）・・…　　．・

ブロームナトリヴム‘N“Br）・・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・…　　．

硫戯ナトリウム（Na2SOf）・・・…　　．

並炭酸ナトリウム（NallCO：；）　・・…

クロールアムモニウム（NII｛CI）　・…

燐酸カルチウム（CaHIDO4）・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca〔IICO3）2〕…　　．

重炭酸マ．グネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸可【疏灸fヒ雪蝶〔Fe（HCO二＝）2〕　・・…

燐償アルミニウム〔△i2（IIPOJ：臼。…

夜搬（メダ）（IIBO∬1．一・・・…
月…酸（メタ）（II2Sio：墨）。・・。・・…

遊離炭．酸（CO9）

グラム
O，01δ1

0，1316

2，1248

tレ，〔．）033

〔｝，OI39

0，00S9

｛，，3882

｛，，029疑

し｝，O162

0，4450

0，7｛〕S8

0，〔｝016

0，00S2

0，19S1

0，2710

　　　　　　　　　　　　　4，3670

・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　O，1232

4，4902

＿222一



¢

比

所　才旺地

試瞼年月
．性．旧．．：歌．

　重．

尾札部鑛泉
北海道茅部郡尾札部八字木直白井川

昭和3年4月（東京）

、無色澄明にして硫化水素臭を有し中性反癒を呈す
1，0Q！0．（150）

　　　　イオン

カチ才ン

　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナ1・リウム．イオン（Naつ　・・
　カルチゥムィォ．ン（α、・・1　．．

　マグネシウ．ムイオン（Mg’つ　・
　マンガノイオン（M11’つ…

蒸嚢残潅　 1，06グラム（1キpグラム中）

表（李勲寸書骸病癖）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・・．・．・．

　硫酸イオ．・ン（SO4”）　…　　　。。

．ヒドロ炭酸イオ．ン（IICO3’）　・

　フk硫イオン（11S’）　・6…

　一グラ．ム

0，0094
・・ O，0650

0，2090

0，0187

0，0005

0，0169

0，5895
0，09δG

O，0249

　．ミリモル

　0，2404
．　2，8261

　．5，2209

　0，7689
　0，0091

ミリヴアル

0，2404

2，826r
10，4牛17

］，5378

0，0182．．

15，06壬2

簸萎蘇囎欝斐舗手器晶監姦箱静

0，4765

6，1362

1，5666

0，7488

酒蒸（メタ）IIIBO2）・。．．
王臆酸（メタ）（112Sio1ゆ　…　　　　6

1，0294　　17，9935

0，0114　　　0，2596

0，058壬　　　0，7457

1，0992　　18，9988

0，0054　　　0，1227

0，0069　　　0，2024

0，4765

12，2723

1，5666

0，7488

15，0642．

遊離炭酸（CO2》　…
差向匿研己イヒかく素（II2S）　　　。

　　　　　1，1115　　19，3239

本泉は苦瞭糧硫化水回泉に癒す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．グラム
ク．・1一ルカウウム（KCI）・・，・…　．QlO179ー

ク・1一ルナトリ．ウム（Wil・・．…．〈．’1｝，〔｝138

耐己酉麩ナ1・リ．ウム（Na2SO4）．・　。　…　　．・　…　．　．（），1307

「水硫化ナトリ．ウ．ム（NallS〕　…　．．…　！…　　0，0420

硫酸カルチウ4・（CaSq）、1・…　　．　r．・　0，71QO

：重点酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・．・∵．∵　0，0009

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO：；）2〕…　　　　0，1125

1重芳ξ酸可｝i酸化マンガン〔｝111（IICO3）2〕　・　0，0016・

石胆酸（メタ）（IIBO2）　・・　…　　．6・・・…　．070114

玉是｝1俊（メ　タ）（1i2Sio3＞　i　・　・　。　。　・　。．」．　・　　．0，0584

泉　　質

遊離炭酸（CO2｝　・・

ま盤拷1ヒ研‘イヒフ丞L素（」．12S）

■　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　　o　　　　o　　　　●　　　　6　　　　●　　　　o

，

，

1，0992

0，0056

00069．
　’

．1，1117

カチオン

　カリウムイオン（K’》・．・「・・
．ナトリウムイオン‘Ka。）　。．’

　アムモニ．ウム’イオン（NIIギ）∵．

　カルチウム．イオ．ン」Ca”，．・・

　’マグネシウ．ムイオン（1～rgい）　・

　7エロイオン（Feつ・・…

知 内

　　　　　　所　左地
　　　　　　試瞼年刀

　　　　　　性　　　欺
　　　　上ヒ　　　　重　　　　1，⑪235　（150）

イオン曇（轄三三蕪錫廉血

忌 泉
北海道上磯郡知内村大字知内字重内133番地
：ノく正11年10刀．（東京）．．　　　．

殆と無色澄りjにして献味妓清涼味を右しll及弱酸性の反癒を呈す

�l残渣　 3〔｝、0276グラム（1キログラム中）一

．グラ．ム　1　．ミリモル．　ミリヴァル

．08449　　21，6086　　21，6Qξ56

9，8990　430，3913　430，3913

O，0086　．『0，4767　　　0，4767

0β661　．16，6234　　33，2468．』

0，3009．．12，3725　　24，7450

0，0014　　　．p，02δ1　　　0，0δ02．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510，5186．
アニオン　　　．　．　　　　　　一
　砧酸イオン（NOI；’）1・…　　．：0，0168　0，2709　0，2709
　クロ・一ルイオン（CD…　　．・．15，7644．4447568δ44冬，5685
　ブ．ロームイ．オン（Brつ・．・。．．・．、　0，0506　．0，6331　0，633L

　ヨードィォン（J7）・・…　　0，0387　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3049　　．0β049
　硫酸イォシ（SO4”）　・　・　。　。　・　　0，2722．　2，8336　　5，6672．

　ヒド・炭酸イオ’ン（IICO・・’）・＿．a，OQ鐸蚤9，9嬰0量9，Q独｝

　　　　　　　　　　　　　　　　31ゴ4679　989，1820　510，5186

　副酸（メタ）（IIBO2）・…　　　0，1553　3，5369
　Σ仁酸（メタ）（1｛2SiO3）・　…　　　　0，0691　　0，8823

　　　　　　　　　　　　　　　　31，6923　993，6012
　遊拷難渉ξ酸（CO2）　　・　。　・　…　　　　　　　1，4276　　32，4455　　　　　隔

　　　　　　　　　　　　　　　　33，1199102650，167

　其他　リチウム及ヒドロ燐酸イオン各痕跡

　　　　泉　質

騨三田三密器晶載三三
硝酸カリ．ウィ、．（1くyO3）　・・・・・…

．クロ．∫一ルカリウ．ム（KC1）・・rgr。・．．・．

1クロ∫「ルヲ㍉ト．．リ、ウム（NaC1）・。．．・．．．．．．．．．

．．プ．F「ムナ、ト・リ、ウム（NaBr）・．．．．．

ヨ「．．ドナトリゥ．ム（NaJ）　・・…　　。・．・．

硫酸ナトリ．．ウ．ム（Na2SO｛）…　　．・．．．．

郵搬ナ：回ウム（NaHCO・）．．一．・．
D∵．

・クρ．「ルア．タテ．ニウム（NII・Cl）．．・∵・

重炭酸カルチウ．ム〔Ca（IICO3）2〕・．・．・・．

重炭酸マグネ．シウム〔MgrllCO：岩）2〕・・．

鍾：疹ξ酸疋【聾貌イヒ歪掩〔］ドe（llC（｝3）2〕　・　…　　　　。

観畑野（メタ）（五ll：｝02）　…　　　。
・・

…

珪酸（メタ）（1しSio：1）・・…　　∵・．・．・

　　　　　　　，

遊離炭酸（CO＝》」・…　　一・’・一ト

本朝はブローム，ヨード，炭酸及糊醗曾有強食陰泉に犀す

r223一．

　グラム

070274．

、1，5駐09

零4，7142

、0，0G52

0，04う7

，0，4Q珍5

0，0867

0，0255

2，69－16

1，8107

0，0045

0，1553．

0，0691

31，6923

1，4276

33，1199



」．ヒ

所　在　地

試験年月
佳　　　舩

　重

尻 別 温 泉
北海道後志国磯谷郡南尻∬1村字湯の深
ブく11三65暑二7刀（）｛ξ，k）

微に肖濁し少許の沈深乏物を右し硫化水素臭を具へ微弱酸性反庶を早す

1，0003（15Q）

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（Kつ…　　●．
　ナトリウムイオン（Σaつ　 ・・

　アムモニウムイオン（NII．響つ・

　カルチウムイオン（Ca●つ　・・

　マグネシウムイオン（Ng’つ・
　フェロイオン（FeO●）・・…
　アルミニウムイオン（Ai●●’）　・

蒸嚢　達オ在　　0，1605ゲラム（1キログラム吋5）

表（李勲赫器量騒倉右）

ア昌オン
　クロールイオン（C1’｝・。◎’
　硫酸イオン（80ノ♪　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（IIPOIり・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0019　　　0，048δ　　　0，048δ

0，0339　　　1，4721　　　1，4721

0，0004　　　0，0221　　　0，0221

0，0064　　　0，1600　　　0，3200

0，0035　　　0，1437　　　0，2874

0，0028　　　0，0500　　　0，1000

0，0002　　　0，0074　　　0，0222

2，272ζ

0，00SO　　　O，2257　　　0，2257

0，0975　　　1，0150　　　2，0300

0，0008　　　0，00S3　　　0，0166

｝t酸（メ　タ）（II2Sio3）　…　　　　。

0，1554　　　0，2393　　　2，2723

0，0448　　　0，δ713

遊寓生炭酸（CO2）　・・。・
鑓塗跨｛緋流｛ヒフ1く素（IIコ9）　　・　・

0，2002　　　2，8106

0，107δ　　　2，4432

0，0272　　　0，7981

懸蕨囎麟糖慕謀蘇祐継〉

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

覆こ酸ナトリウム（N職2SO4）・・・・…

クロールアムモニウム（NII．星CD　・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…　　．．。

硫酸マグネシウム（MgSO塵）　・…　　．．

硫酸亜酸化鐙（FeSO｛）　．．．．．．，．

燐酸アルミニウム〔A』（HPOI）3〕。・・．

珪酸（メタ）（II2蹴03）・・・・・…　　．・

グラム

0，0036

0，0091

0，0934

0ρO12
00218

り

030173

0，0076

0，0010

0ρ448

遊離炭酸（CO3）　・・

葺匠毒ヒ硫イヒ7k素（II29）

　　　　　　　　　　0，1998
。　・　・　曹　・　・　…　　　　　　0，1075

．　。　．　．　．　．　。　・　。　　0，0272

　　　　　　　　　　1）3：う45
　　　　　　　　　　　，

0，3349　　　6，0519

泉　　質 本泉は輩純硫化水繁泉に罵す

比

所左地
試瞼年月
桂　　　欺

　　　　イオン

カチオン

　7上職イオン（IIつ・・…　　　。

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムィオン（NHゴ）・

　カルチゥムィオン（Ca’●）　・．

　マグネシウムイオン｛M｝ζ●つ　・

　フェリイオン（Fe”つ　　・。・・

　マンガノイオン（Mnつ…
　アルミニウムイオン‘△1●●り　・

虚 血 鑛 泉（冷）

北海道後志國怨路郡飾谷村ノく字窺谷字オタムイ

大正8年12月（東京）
淡黄褐色にして酸性牧剤味を具へ酸性反慮を呈す

1，0031　（150） 蒸憂残流

表（二号赫蕨絵劣蝋引）

アニオン

　クロールイオン（Cl’）・…

　ヒドロ硫酸イオン（II80．1’）　・

　硫酸イオン（SO番り・・…

グラム

0，0001

0，0058

0，1025

0，0042

0，1121

0ρ630

0β838

0，03δS

O，1236

iリモル

0，0804

0，1481

4，4469

0，2323

2，8025

2，5862

6β536

0，α509

4，5GO9

ミリヴアル

0，080冬

0，1481

4，4469

0，2323

5，6055

5，1724

20，5608

1，3018

13，6827

51，2309

0，0GO，1　　　1，703S　　　1，7038

0，0078　　　0ρSO4　　　0，0804

2β749　　24，7334　　49，4467

　　　　　　　　　　　　　　　　3，2740　　48，8794　　δ1，2309

王藍酸（メタ）（II29玉03》・…　　　　0，2127　　2，7123

　　　　　　　　　　　　　　　　3，4867　　51，5917

　　　泉　　質　　　冷泉は明響応心証に属す

5，7901グラム（1キログラム中）

盤類表（本i葭水は共集成に於て1キログラム中次の成分を合右する溶液に概略相當す）

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロールナトリウムINaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…　　．．．

ク・一ルアムモニウム（NH4CD・…
硫酸カルチウム（CaSO4）　・…　　．．．

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　。。．．．．

硫酸々化同衆〔Fe2（SO4，3〕　・・　・　…　　　．　．

硫酸亜1酸化マンガンO！nSO．裏）　…　　　．．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

逝i．玉里研言酸（II2SO｛）　　…　　　　。　…　　　　。　・　・

王駿酸（メタ）（II2Sio；ゆ　・　・　。　・　。　・　…

グラム

0，0115

0，0767

0，2229

0，0124

吐｝，3813

｛、，3114

1，3712

0，0983

0，7SO8

0，0079

0，亀137

3，4871

一22－1＿



　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　歌
源泉温度　　45。

比　　：重

岩　尾　別盤泉
北海道虻田縣倶知安町字岩尾別「淑．’

大正10年7月（東京）　ぞ．　　　　　　，
無色澄明にして酸性反癒を呈し硫化水素臭を有し煮沸すれはアルカリ性に愛す

、　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　1，0018（150）

イオン表（李同病義雰丁重基麦劣垢怠業）

カチオン
　カリウムイオン（］Kつ・…
　ナトリウムイオン（⊃ζaつ　。・
　カノレチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg鱒）・
　フ土ロイオン（Fe’つ　・…　　　。

　アルミニウムイオン（Al．●’）　・

ア昌オン

　クワールイオン‘Clつ・・
　硫酸イオン（SOノ）…
　ヒド・炭酸イオン（HCO3り
　水瓜イオン（HS’）　・…

蒸i愛残渣　　2，QO8グラム（1キ戸グラム中）

グラム　　　ミリモル　　ミリヴア”

0，0183　　　0，4680　　　0，4680

0，1394　　　6，0609　　　6，0609

0β323　　　8，2930　　16，5860

0，0755　　　3，1044　　　6，2088

0，0010　　　0，0179　　　0，0358

0，0013　　　0ρ480　　　0，1440

29，5035

071437　　　4，052δ　　　4，0δ25

0，9959　　10，3675　　201350

0，2869　　　4，7023　　　4，7023

0，0005　　　0，0137　　　0，0137

　　　　　　　　　　　　　　　　1，9948　　37，1282　　29，5035

珪酸（メタ（H2SiO3）　…　　。　　0，0494　 0，6308

　　　　　　　　　　　　　　　　2，0442　　37，759（1

ま1塗膚歪多と酸（CO2、　　・　g　・　D　・　や　　　0，7229　　16，4296

裏螢i跨生硫イヒフrk素（H2S）　　…　　　　。　　　0，0054　　　0，15s4

　　　　　　　　　　　　　　　　2，772δ　δ4β470

共他　アムモニウム，マンガノ，及ヒドロ燐酸イオン虹弼

　　　　　酸各痕跡

　　　泉質　本泉は石膏含有確化水素泉に属す

．塵類表（甥養川霧門門義編蕾割

クロールカリウム（E：C1）‘・・・・…

クロ」ルナト」リウム（NaC1）…　　　．，．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）。…　　　．．．

水硫化ナトリウム（NaHS）　…　　．．．

硫酸カルチゥム（CaSOの　・・…　　．．

硫酸マグネシウム‘MgSO4）・・9…

：重炭酸亜酸化餓〔FelHGO3）2〕・．．．．
　　　　　　　　　　　　ヂ
：重強酸亜酸化マンガン〔Mli（HCO3）2〕・・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）一・・・・…

遊離炭酸（CO2〕’・・

遊離酸化三門（H2S）

　グラム

0，0349

．0，2095

0，1749

0ρ008

．1，1289

0，0928

0，0032

0β414

0ρ082

0，0494

　　　　　　　　　　2，0封0
・　・　9　9　．　・　…　　　　　　0，7229

．　∴．●一　　〇，00δ壬

2，7723

　　所　在　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌

比　　：重

倶登山鑛泉（冷）
北海道虻田郡倶知安町字倶登山香外地　　　　　　　　　．

大正12ム拝2月（来京）

無色澄明にして微に刑戟性清涼昧を有し微弱酸性反鷹を呈す

　　　　　　　　　　1，0056（150）

イオン劇回読雌器蹴有！
カチオン
　カリウムィォン（K’）・・．・
　ナトリウムイオン（Xa’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4．）・
　カルチウムイオン（Caつ　。・
　マグネシウムイオンO工9”）・
　フェロィ．ナン（Fe●’）・・…

　アルミニウムイオン（Al…）　・

ア昌オンー

　クロール’イオン（Clつ…　　。
　硫酸イオン（SO4”）。・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO：つ・

グラム

0，0081

0，⑪200

〔1，0003

0，0283
0，0149
0，0002．

0，0001

ミリモル

0，2072
0，8696
0，0166

0，7063

Q，6127
0，0〔｝36

0，0037

蒸獲残涜　　0，2S56グラム（1キログラム中）

ミリヴアル

0，2072

0，8596
0，0166

1，4126
1，2二5壬

（1，0「i72

0．OU1、

3，7497

0，0105　　　0，2961　　　⑪，2961

0，0019　　　0，019S　　　O，0396

0，0012　　　0，⑪125　　　0，0250

0，206S　　33SgG　　　3βS90

　　　　　　　　　　　　　　　0，2923　　　6，1371　　　3，7497
珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　　0，1296　1，6δ48

　　　　　　　　　　　　　　　0，4219　　　7，7919
ミ塗庚匡ガξ酸（CO3）　　・　・　・　…　　　　　　　1，0646　　24，1955

泉　　質

　　　　　1，4865　　31，9S74

本泉は輩純炭酸泉に属すi

蔵経表囎鶴葦無手器羨議編岳恥

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCD・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…　　．・

クロールァムモニゥム（NH4Cl）・…

燐酸カルチウム（CaHPO壬）・・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重酸酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕．・．．．

燐酸アルミニウム〔A12（H：PO4）3〕…　　．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

避離炭酸（CO＝）

グラム

0，015壬

0，00斗2

0，0028

0，0637

0，0009・

0，0009

0，1134

0，0897

0，0006

0，0006・

0，1296．

　　　　　　　　　　　　0，4218

．’・・・・・・… @　　1，0646．

1，486壬

＿225＿

，



比

所　在地
試験年月
性　　　歌

　重

幾春別温泉
北海部空知郡三笠山村大字幾春別村字桂澤憩居古潭

昭和2年12月（大阪）
無色澄り」にして昧戴く反慮は殆と中性なるも煮沸すれは弱アルカリ性に愛す

1，00703（150）

　　　　イオン

カチ才ン
　カリウムイオン（1｛’）・…

　ナトリウムイオン（Na。）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオンOlg’つ・

　フェロイナン（Fe”）・・…

表（本鍍フ筑1キロゲラム中に含有する各成分及其量次の如し）

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン‘SO‘『）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）L

蒸愛残渣　　約　13，GOグラム‘1キログラム中）

　グラム　　　iリモル　　iリヴアル

0，01400　　　　0，3δ81　　　0β581

3，173　　　　138，0　　　　138，0

0，7936　　　　19，81　　　　39，61

0，005082　　　0，2089　　　0，4178

0，000611　　　0，0055　　　0，0109

178，4

6，258　　　　176，5　　　　176，5

0，006464　　　0，0673　　　0，13，16

0，1060　　1，740　　1，740

盛類表面旧記翻需回議一結騎

クロー1レカリウム（KCI）・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）　・・…

クロールカルチウム（CaC1）　・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO｛）・…　　．。．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕　．．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．．

：重男と酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕　．。．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・r・．．．．．．

　　　　　　　　　　　　　10，356　　　　336，7　　　　178，4

珪酸（メタ）（H：2SiO3）。・●・　0，01941　　0，2486

　　　　　　10，37　　　　　336，9

。　・　・　…　　　　　0，2800　　　　　0，6400

　グラム

0ρ2670

8，064

2，118

0，009159

0，1056

0，03057

0，000973

0。01941

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．37

身離炭酸rcO2）　。・…　　　。・・。。・　0，0280

10，40

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

　　　　10，40　　　　　337，5

本泉は万化土類含有食疑泉に局す

　　所　左　地

　　試瞼年月
　　性　　　歌
Σ軍封芝温度　　　3so

比　　：重

若齢邊温泉
北海道石狩國ク張郡夕張町字若州邊

大正12年12月（東京）
殆と無色澄明にして献苦味を有し微弱アルカリ性反態を呈す

　　　　　　　　　　1，0128（15つ）

イオン表（李誉変義甲丑真景麦忠下学有）

カチオ’ン

　カリウムイオン（Kつ　・…
　ナトリウムィォンfNa・）　．．
　アムモニウムイオン‘NII4’）・
　カルチウムイオン（Cポつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ・
　フェロイオン（Fe’つ　…　　　。・

　アルミニウムイオン（A．Pつ　・

アニオン
　クロー7レイオン（C1り・・。・
　ブロームイオン（Bガ）・。・。
　ヨードイオン（Jつ　・・…
　履三惹麦イオン（SOノ）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICOゴ）・

蒸翌塗残流　　　17，0937グラム（1キロク・ラム中）’

グラム　　　ヒリモル　　こりヴアル

0，05δ3　1，4221）　1，4220
4，9247　214．1174　214，1篭74

C㌧0050

1，3117

0，0712
〔レ，〔　045

0，〔心OS

0，4434
32，73δ2

2，9276
0，0Sr〕6

0⑪295
　，

0，4434
65．4r〔｝語

5，S5δ2

0，1612

0，08S5

287，5δS1

10，1470　2s6，1534　286，1534
0，01！6　　　〔〕，1451　　　0，1451

0，0131　　　⑪，1032　　　0，1032

0，0007　　　0，0073　　　0，0146

0，0697　　　1，1418　　　1，1418

16，61S6　539，3065　287，55S1

0，1951　　　4ブ1434

0，0917　　1．1709

盤類表（本鎖水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相嘗す）

冷込（メタ）（H］BO2）　・…

珪駿（メタ）（H2SiO3）・…

遊r；隻炭酸（CO2）

　　　　　　　16，9〔［54　544，921〕S

・　9　…　　　　。　　　0，0361　　　0β20δ

クロールカリゥ（KC1）　・・・・・…

クロールナトリウム（NaC1）・・…　　．

ブロームナトリウム（N乙し13r）・・・…

ヨードナトリウム（NaJ）　・・・…　　。

クロールアムモ呂ウム（XH4Cl）　。・．．

ク隠鬼ルカルチウム（CaCi2）・。。…

クロールマグネシウム（】IlgC12）　．．．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・．

重かと酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕　・．．．．

クロールアルミニウム（AICI3）・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

襯酸（メタ）（HBO2）　・・…　　　。・・◎

珪酸（メタ）σ≡12Sio3）　・　・　・　・　・　・　…

遊漁圭ガξ殻（CO2）

　　　　　16，9415　545，7r113

本泉はヨロド，瑚酸及訓化土類含有食騒泉に属す

　グラム

0，1060

12，5028

0ρ149

0ρ155

0，0237

3，6333

0，2321

〔1，0718

0，0143

0，0033

〔レ，000S

O，1951

0，0917

　　　　　　　　　　　16，9053

・・・・・・・・… @　　0，0361
16，9414

泉　　質

＿226＿



　　所　在地
　　試瞼年万
　　性　　　歌
源泉温度
比　　：重．

　　　　イオン

カチオン

　カリウムイオン（K：’）。・。・

　ナトリウムイオン（Naう　・・
　アムモニウムイオン（NH4●）・
　カルチウムイオン（Ca●’）　・・

　マグネシウムイオン（Mg9つ。
　ブェロイオ’ン（Fσつ…　　　。・

　アルミニウムイオン‘A10つ　・

豊　富’温　泉
北海道天鞭郡沙流村大字沙洗村豊富
大正＝15年8万　（東京♪

・無色澄明にして献昧を有し微弱アルカリ性反歩を呈す
　　　　　　43，50
　　　　　　1，0092（150）

表（：本鑛水1キログラム中に含有する各成分及些些次の如し）

“アニオン

　クロールイオン（C1’）・…
　ブロームイオン‘Br’）・・。・
　ヨードイオン‘J’）　．・・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ　。

グラム

0，0620

4，3501

0，0396

0，0895

0，0346

0，0042

0，0006

ミリモル

1，5857

189，1348
一2，1949

2，2336

1，4227

0，0752

0，0221

蒸1襲残流　　11，6999グラム（1キログラム中）

iリヴアル

　1，5857
18≡｝，1348

　2，1949

　4，4672

　名8454
　0，1504

　0．0663

200，4446

6，0936　171β443　171，8443

0．0084　0，10δ1　0，10δ1
0，0133　0，1048　0，1048
0，0010　0，0104　0，0208
工，7309　　28，3696　　28，3696

12，4278　397，1032　20034446

0，3964　　　9，0280

0，0348　　　0．4444

懸織囎鯵巷響手器隷薦融孚）

悲酸（メタ）（HBO2）　・・．．
珪酸（メタ〕（H2Sio3）・…

　クロールカリウム（K：CD　・・。・。・・

クロールナトリウム（NaCl）…　　，．・

ブロームナトリウ4（NaBr）・・・…

四一ドナトリウ．ム（NaJ）…　　．。．．．

・重炭酸ナトリウム（XaHCOa）・・…

’ク四一ルアムモニゥム（NH4C1）・g・・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…
重彦｝之酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　。　．　．　．　．

クロールアルミニウム（AIC13）・・…

硫酸アルミ畠ウム〔A12（SO4）3〕。・・。・

翻酸（メタ）（HBO2）　…　　1・・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム．

0，1182

9，8223

0，010S

O，0157

1，7564

0，1174

0，3621

0，2082

0，0134

0，0020

0，0012

0，3964

0，0348

12β589

　　　　　　　　　　　　　　　12，8590　406，5756

其　他　　遊離炭酸僅徴

　　　泉質　本泉はヨード及瑚酸含有アルカリ三食丁丁に属す

比

所　在　地
試験年月
性’　歌
　重

カチオン

　カリウムイオン（K●）・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・。
　リチウムイオン（Li●）。・。・
　アムモニウムイオンで貿H4り・
　カルチウムイオン（Ca。’）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　・
　フェロイオン（Fe’。）・・。・・
　マンガノイオン（Mn。●）…
　アルミ昌ウムイオン（Al…）　・

鬼　鹿　鑛　泉　（冷）
北海道天騒國留萌郡鬼鹿村大字天登雁村字ボロトトク
大正7年11月置東京｝
殆と無色清澄にして戯味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0159（15Q） 蒸；獲残渣　　20，6859グラム（1キログラム中）

イオン表（本国水1キログラム中に二’含有する各成分及共量次の如し）

アニオン
　クロールイオン（G1’）。。・・
　プロームイオン（Bゼ）・…
　ヨードイオン（J’）　・。…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4り　・
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，1142　　　2，9170　　　2，9170

7，2159　313，0542　313，0542
0，0025　　　0β538　　　0，3538

0，0261　　　1，4436　　　1，4436

0，4398　　10，9950　　21，9900

0，1809　　　7，4261　　14，8522

0，0018　　　0，0321　　　0，0642

0，0011　0ρ200　0，0400
0，0001．　0，0148　　　0，0444

354，7594

11，7678　331，9561　331，956冒
0，0272　　　0，3402　　　0β402

0，0134　　　0，1056　　　0，1056

0，0016　　　0，0167　　　0ρ33壬

1，3620　　22，3241　　22β241

21，1544　69079993　354，7594

0，6285　　14，2808

0．0293　　　0，3736

．麟表（魏麟暮密磐瀦鰯嘉翻

棚酸（メタ）（HBO2）　・…
硅酸（メタ）（H2Sio3）・。・・

クロールカリウム（KCD　・・・・…

クロニルナトリウム（NaCl）・・・…

ブP一ムナトリウム（NaBr）…　　　。・・

ヨードナト．リウム（KaJ）　・・・・…

クロールリチウム（Lic1）　・．・。・・．．

クロールァムモニゥム（NH｛Cl）・・．．

クロールカルチウム（CaCl）・・一・・

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・一．．

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）の・・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO｛）3〕・…

硯町酸（メタ）（HBO2）　…　　　．。．．．．

珪酸（メタ）（正12Sio3）　．．．．．．．．．

遊離炭酸（CO2）
　　　　　　　　　　　　　　　21，8122　705，6537
ま聾謝と多と酸（CO2）　　g　g　8　●　g　・　　　　0，0327　　　0，7841

　　　　　　　　　　　　　　　21，8449　706，4378

　　　泉　　質　　本泉はプロロム，ヨード，瑚酸及土類含有張i食堕泉に馬す．

　グラム

0，2176

18，2886

0，0350

0，0158

0，0150

0，0773

0β099

0，5982

1，0877

0，0057

0，0035

0，0019

0，6285

0．0293

　　　　　　　　　　　21，8140
・　・　・　・　・　・　…　　　　晦　・　　0，0327

21，8467

＿227一



　　所　左地
　　試験年刀．
　　性　　　歌
源泉証1度　　379
比　　：重

野　付’牛1．温泉
北海道北見國常呂郡野付・耕幸大字野f件字ボン湯
ブく工E2勾三12．月．（月こ京）　　　．　　　　　．　〆

無色澄明にして弱アルカリ性反態を呈す　　’

　　　　イオン

カチオン　　　　　　　　　　　　グラム　　ミリモル

　カリウムイ才シ（Kつ’…　F・ 0，15473．3，95224
　ナトリウムイオン（Na●）　・．・　0，5733524，87418
　アムモニウムィォン（｝こ耳4’）・．0，00021　0，01162

　カルチウムイオン（Ca”）　・・　　　　　　　　　　　　　　　　0，00321　　0，0SO25
　マグネシウムイオン（Mg’●）　。．0200066　0，02709
　フェロイオン（Fe．’）・…　1・・　0，00035　　0，00625

アニオン．．

　石門酸イオンeζ03’）　…　　。・・　0，02128　0，34300

　クロールイオン〔CI’）・’…　　0，47101　13，2S660
　硫酸イオン（SO4”）　・・…　　　0，07221　0，7δ172

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・0，53637　8，791δ4
　炭酸イナン（Cqの・・…　0，147512，45S46
　；水酸イオン（OH’）．・・．…　　　0，00381　0，22372

　　　　　　1，0011（12Q）　　　蒸肇残1差　　約　1，S7グラム（1キログラム中）

表（魏義繍絃蹴有）　麟表（妻思川蕪繍編謝
ミリヴアル

3，95224

24β7418
0，01162

0，16050

0，05418
0，012δ0

29，06522

0，34300
13，28660

1，50344
8，79154

2，45846
0，22372・

砺酸（メ．タ）（H：BO2）．．・．．。

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊離炭酸（CO2）

泉　　質

1，9S470　　54，SOG67　　29，06522

0，01r119　　　0，32243

0，0δ778　　　0，736S2

　　　　　　　2，05667　　55，86592

9　．　●　。　・　・　　0，49δ00　　11，2δ001

　　　　2，55167　　67，11593

本泉は食盛含有アルカリ泉に属す

石㌃酸カリウム（KNO3γ　．・、．転．．1呪．．．．

クローノレカリウム（玉＝Cl）　6・・ぺ」・・

麺一ルナトリウム飾Cl）一・．ll冒
硫酸ナトリウム（Na2Sα）…　　．く「．　p

重淡酸ナトリウム（NallCO3）　・・‘…

茨酸ナトリウム（N証2CO3）．．．，D．，

水酸化ナトリウム（XaOH）　・…　　．．

ク・一ルアム：そニウム（X耳・CD・…
水酸化力1ゾチウム〔Ca（OH）コ〕・・…

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕…　　。

重ガζ置麦亜酸fヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕　・　・　…

翻酸（メタ）（HBO2）　・・．。．．．。．
珪彫ミ（メタ）（II2Sio3）　・　・　・　…　　　　5　・．。

道i離炭酸（CO2）

　グラム

0，0347

0♪2693

0，5654

．0∫1069

0，73SO．

0，26｛｝9

0，000｛

0，0006．

0，0053

0，0016、

0，0011

0，0142．

00578，

　　　　　　　　　　　　2，（1δ6S

・・・… @　　。・の・・　　0，4950

2，6518

比

所　左　地
試験年刀　　圏
性　　　歌
　』匡　　　1，（1013（15Q）

　　　　イオン

カチオン　　　　　．．

　カリウムイオン（1ζつ・…
　ナトリウムイオン（Xパ）　・・
　アムモニウムイオン（XH4●）・
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg’つ　・
　フェロイオン（Fe●’）5”●●
　’マンカソイオン（311rつ・・。
　アルミニウムィォン（A1’”）　・

野　付　牛．鑛　．泉
北海道常呂郡野付牛町讐＝シブシプシシナイ若松
メご正8二勾三7刀（）R〕k）　　　　　　　　　　　　　　　　・

殆と無色澄明にして微に硫化水素臭を有し徴弱アルカリ性反庶を呈す
蒸嚢残年

表’ i李勲一碧蕪描艶有）

アニオン
　クロールイオン（C1つ　・…
　石｛三酸イオン（SO｛”）　・　・　…

　ヒドロ弾議没イオン（正II）04り・
　ヒドロかこ酸イオン（IICOゴ，　・
　≡欠1臣硫百麦イオン（S203”）・．・・

　フ」く塀まイオン（IIS’）　・・…

グラム　　　ミリモル　　ミリグアル

0，0077　　　0，1967　　　0，1967

0，4273　　エ8，53sO　　冒8，5380
（，，（1（，11　　　〔㌧06（レS　　　（㌧060S

（㌧063S　　　1，59δ0　　　3，19Cゆ

（［，02二〇　　　（D，9031　　　1，SO62

〔㌧Cb16　　　0，〔12S6　　　0，0δ72

0，（κ）17　　　0，0309　　　0，0618

0ρα）3．　　0，0111　　　0，0333

0∫6552
0，1）2δ9

0ρ010
0，2578

0，0371

0ρ005

18，482壬

0，2696

0，0104

4，2254

0β309
0，0144

23，9440

18，4824

0．5392
0，02〔｝S

4，2254

0，6618
0，014壬

醐酸（メタ）fllBO2）
珪酸（メタ）（HSio3）

1，393δグラム（1キログラム中）

塵類表（蕊鯵巷舗聡熱嚴蔭些事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．グラム

　　　　1，5α30
。　・　．　　　　070S51

…　　　　　　　0，0374

rl㍉6973　　23，9440

1，9337

0，4769

遊離炭酸（CO2）　・・
ま聾拷圭蜜三fヒフk素（II2S）

　　　　　　1，6255
・　。　　・　　　⑪，4S91

…　　　　0，0C43

47，10丁9

11，1156

0，1264

　　　　　2，1189　　68，3499

本泉は食藍含有硫化三訂泉に燭す

クロールカリウム（KCI）　…　　　．…　　　。

クロールナトリウム（NaCI）・・…　　。

次亜硫酸ナトリウム（Na2SgO3）・・．．．

水硫化ナトリウム（：NaHS）　・・．．．．

クロールアムモニゥム（NH壬C1）・・．．

クロールカルチウム（CaCi⊃・・・…

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・…　　．．

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重焼酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・．．

重炭酸亜敵化鉱〔Fe（HCO3）2〕・＿．．

重炭酸亜酸化マンガンDln（IICα；）2〕・・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）：二〕・…

謝酸ぐメタXHBO∂・・∴・．．．．
珪酸（メタ）（II＝Si（）3）　・。・・・…　　　。

⑪，0147’

1，0447

⑪，0524

0μ〔［9・

0，0033

0ρ203．

0，0367

〔♪，18δ1

0∫1322．

0，（1051

C♪，〔♪05δ一

〇，0012

0，0Sδ1

0，0374

遊離炭酸（CO2）　・・

遊離硫化水素（H2S）

　　　　　　　　　　1，62｛6・

’●●’’” @・・　0，4S91

・　。　・　…　　　　。　・　・　　0，0043

泉　　質

2，11SO・

＿228一



　　所　在　地

　．試．騨年月

　　性．一訣．・

よヒ，　　重，　，　1，QO24（150）

洞　爺　鑛　泉
北海道虻田郡虻田村字ト・ゴタ．ン洞爺湖曄’．”1　∴

昭和2年2月（東京）．層’．㌦壁．一．げ，

無色翻にして硫化水素疑有し伽と献味を具へ三三アル加性反回を呈す

．蒸獲残渣

イオン表．〈李三三義雰顕景i遡寵児）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ殉・・．。・
　ナトリウムイオン（1ζa●）・・・・

　カルチウムイオン（Ca”）　・・1

　マグネシウムイオンOlg’り・
　フェロイオン（Fe’り田・・…

　マンガノイオン（Mn’つ・・．・

7二才ン
　クロールイ牙ン（Cl’）・…
　硫酸イオシ（SO4”プ・㌦　…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・・

グラム　　　iリモル　　ミリヴアル

0，0747　　．　1，9105　　　1，9105

0，9261　　40，2652　　402652

0，2024　　　5，0512　　10，1024

0，0396　　　1，6283　　　3，2566

0，0002　　　0，0036　　　0ρ0072、

0，0046　　　0，0874　　　0，1748

55，7167

1，4003　　39，4896　　39．4896

0，4539　　　4，7252　　　9，4504

0，4135　　　6，7767　　　6，7767・

　　　　　　　　　　　　　　3，5153　　99，9377　　55，7167

棚酸（〃）（HBO2）・、・・　0，0678　1，5441
珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　　0，1357、1，7327

　　　．　　　　　　．　　　　　　　　　　　　3，7188　103，2145

遊荘推炭酸（CO2）　　。．・　・　…　　　　　　　0，0172　　　0，3909

3、7360　103，6054

雛7…（1キ宥．グ．ラ岬）；

・騨琴三三糖1協鰯晶翻
ク戸一刀イカツ．ウム（KC1）　汐　…　　　。．．

’硫酸沁リウ’み（K2SO4）　…　　．。．．6一

硫酸ナトリウム（Na2SO4プ・・，・．．．

．硫酸カルチウム（CaSO4）・．…　　1・．

重炭酸カルチウム〔C・（HCO，），〕・・一

．重炭酸マグネシウみ〔Mg（HCO3）2〕∴・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・。．．．

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕・・

珊酸（メタ）（H802）・・・・…　　6∴．
珪酸（メータ）（、1｛2Sioき）・1。1・．・・’ざ・．　L．・’

グラム

0，1424

2，1969

0，1908

0，4606

0，2705

0，2383

0，0006

0，0155

0，0678

0，1357

遊離炭酸（CO2）
　　　　　　　　　　　3，7191
・　．・　・　。　・　…　　　　　●．。　●　　　0，0172

3，7363

其他＿遊離硫化水素僅微、

泉　　質 本州は昼食瞳泉に属す

　　所　在　地

　　試瞼年歴
　　性　　　歌

源泉温度

比　　：重

標 津 温 泉
北海道根室國標津郡標津村字ヨロウズ

大正7年8月（東京）．
蕪色清澄にして微弱アルカリ性反癒を呈す

38，80

1，0014（150） 蒸登互ミ渣　　約　1，61グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及県警次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（1く’）・。・・

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　アムモニウムィオン（NH4●）・

　カルチウムイオン（Ca’●）　・・

　マグネシウムイオン（＝Mg’つ　・

　フェロイオン（Feつ　・・。・・

ア昌オン，
　クローノPイオ辱ン（Cll）、…　　　？

　硫酸イオン（SO4り・∴・．・・

　ヒドロ炭酸イオン（］日［CO3’）　・

グラム　　　ミリモル

0，0213　　　0，5441

0，3686　　15，9913

0，0005　　　．0，0277

0，1329　　　3，3225

0，0025　．0，1026

0，0005　　　0，0089

ミリヴアル

0，5441

15，9913

0，0277・

6，6450’

0，2062

0，0178

23，4311

0，4656　　13，1340　　、3，1340

0，4378　　　4，5576　　　9，1152

0，0721　　　1，1819　　　1，1819

　　　　　　　　　　　　　　　1，5018　　38，87Q6　　23，4311

石朋酸（メタ）（HBO2）　・…　　　　0，0341　　0，7748

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，1276　1，6271

　　　　　　　　　　　　　　　1，6635　　41，2725

　　　泉質　本泉は混食騒泉に潤す．

盤類琴囎護雰欝孚漏鰯燃差）

クロールカリウム（KCD・・…　‘・・．

クロールナトリウム（Naq1）免・．．。。
硫酸ナ．トリウム（Na2SO4＞・．・．．．．．

クロールアムモニウム（NH4CD　・・．。
硫酸カルチウム（CaSO壬）　ゼ…　　．．．

：重；炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・r．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・・…

副酸（メタ）（HBO2）・・・・・…　　。

’珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・…　　．．．

　グラム

0，0406

0，7348

0，2439

0，0015

ro，3867

0，0778

0，0150

0，0016

0，0341

0，1276

ユ，6636

一229一



　　所　左　地

　　試験年月
　　性　　　歌

源泉温度

比　　重

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Naっ　・・
　リチウムイオン（1旧り・…
　アムモニウムイオンryH4っ・
　カルチウムイオン‘Caつ　・・
　マグネシウムイオン（Mg”）・
　フェロイオン（Fe’り・…　　　。
　アルミニウムイオン（Al。つ　・

瑠邊斯．温泉
北海道操津郡標津村大字忠類4二瑠邊斯村湯の澤　　　　　．

大正15年10月（東京）
無色澄明にして献味並苦味を有し復弱アルカリ性反：慮を呈す

　　　　　　4〔LOQ

　　　　　　1，0116（150）

表（李勲義聖蹟骸碧雲右）

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…
　プロームイオン（B〆）・…
　ヨードイオン‘J’）　・…　　　。

　硫酸イオン（SO4り　・・…
　ヒドロが之酸イオン（IICO3’）　。

蒸褒残法　　約　14，35グラム（1キログラム中）

グラム　　　ミリモル　　ξリヴアル
0，1972　　　5，0435　　　5，0435

3，1620　137，4783　137，4783

0，0025　　　0，3602　　　0，3602

0，003ゴ　　　0，199δ　　　0，1995

1，2977　　32，3858　　64，7716

0，1766　　　7，2615　　14，5230

0，0129　　　0，231α　　　0，4620

0，0044　　　0，1624　　　0，4872

223，32δ3

6，1772　174，2019　174，2019
0，0055．　0，06S3　・　0，06S8

0，0036　　　0，028壬　　　0，028r畳

エ，1805　　12，2892　　24，5784

1，4916　　24，4476　　24，4478

10，7153　394，15S3　223，3253
0，9885　　22，5130
0，〔［965　　　1，2322

塵類表（難鶴兜焼器謙脇融字）

盈口酸（メタ）（HI302）　・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

遊離炭酸〔CO2）　・

泉　　質

　　　　　　11，8003　417，9035
・　・　…　　　　　　　0，4135　　　9β977

15，213S　427，3012

クロールカリウム（KC1）　・…　　。．．

クロールナトリウム（蒼aCD・・・…

プロームナトリゥム（⊃ζ8：Br）…　　．・．

ヨートφナトリウム（〕賢aJ｝　…　　．．．．

クロールリチウム（工ic1）　・・・…　　．

クロールァムモニウム（XH4CI）・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭酸力1レチゥム〔Ca（HCO3）2〕・・．．

重炭酸マク。ネシウム〔Mg（HCO3）2〕・。・

重炭酸亜酸化戯〔Fe（HCO3）2〕・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4，3〕・・…

悲酸（メタ）（HBO2）　．．。．．。．．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・…　　　。．

　グラム

0β760・

8703エ3

0，0071

0，0043

0，0153

0，0107

1，7324

1，639S

O，7669・

1，0627

0ρ411

0，0278

0，98S5

0，0965

遊声1謝こ酸（CO2）

本生は土類，石膏，璽化土類及瑚酸含有食堅泉に腸す

所　衣地
試瞼年万
性　　　歌

　　　　イオン

カチオン
　カリウムイオン（Kつ　…　　　。

　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモ晶ウムイオン（NHゴ）・
　カルチウムイオン（Ca’つ　・・

　マグネ‘シウムイオン（Mgつ・
　フェロイオン（Fe●つ…　　　。・

北海道根室國目梨郡忠類村産婆邊斯

大正2年10月（東京）

　　　　　　　　　　　14，8004
・　g　・　…　　　　。　・　。　・　・　　0，4135

15β139

殆と無色澄9」にして戯羽こ彊く中性脚部iを呈ナ熟しとも煮沸すれは白濁してアルカリ

性に墾す

源泉江L咳二　46Q

比　　重　　1，0n5（21，5つ）

表（李鷺赫笈瀬錫寵有）

ア昌オン
　クロールイオン｛Cr）・…
　硫酸イオン（SO4り　・・・…

　ヒドロ；炭酸イオン（11CO3り　・

蒸獲乏群左　　14，007r正グラム（1キログラム中）

　グラム　　　い，モル　　ミリヴアル
0ア：39S37　　10p175r妄S　　10，17δr18

2，92G23　126，9δ141　126，95141

0，00265
1，26462

0，18274
0，01730

0，14657　0，14657
31，61550　63，23100
7，δ0工64　　15，00328

0β0900　　　0，618（沿

216，12574

6，159s7　173，4sO11　17349011
1，20201　　エ2，δ1312　　25，02624

1，05825　　17，34552　　17，34552

　　　　　　　　　　　　　　13，21204380，03S36　215，Sδ187
翻酸（メタ）（HBO2）　・…　　0，56760　12，89706
珪酸（メタ）（】i12SiO3）・。・・　0，10710　 1，39122

　　　　　　　　　　　　　　13，8S674　394，32663
遊拷：Lぢξ酸‘COg）　　・　g　‘　g　曹　・　0，74G79　　16，97250

　　　　　　　　　　　　　　14，63353　411，29913

共　他　　ヒドロ燐酸及四三イナン各痕跡

　　　泉　　質

塵類表囎凝締器蕪溺融孚）

クロールカリウム（王｛α）．・・…　　，。

クロールナトリウムG∫aCD・●●’●’
クロールアムモニウム（NII｛Cl）　・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

硫薩カルチウム（CaSO4）　・・・・…

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕・…

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕一・

：重炭酸兎酸化戯〔Fe（HCO3）2〕・．．．ボ

側酸（メタ）（HBO2）　。・．。・…　　　。・

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・』。　・　…　　　　。　。　・

グラム

0，7591

7，4270

0，0079

2，0228

エ，7026

0，1395

1，0982

0，055〔＞

0，5676

0，1091

遊離淡酸（CO2）

画幅は土類，石膏，騒化：と企及審判含有食盛泉に局す

　　　　　　　　　　　　13，8887
g　．　．　．　．　。　．　．　・　．　・　　0，746S．

14，63δ6．

一230一



比

所　在　地

試験年月
性　　　状

　重

植 別 記 泉（冷）

北海遭根室國目梨郡植別村字オタツ子マップ2番地

大正3年9月（東京）

無色澄明にして少許の沈澱物を有し清涼の味を具ヘアルカリ性反磨を呈す
1，0016（15。） 蒸；獲残涜　　2，081グラム（1キログラム中♪

イオン表（本鉱1水1キログラム中に含有する各成分及其量見の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K。｝・…
　ナトリゥムィォン｛Ka・♪　．。
　カルチウムイオン（Caつ　・・
　マグネシウムイオン（｝lg’つ　・
　フェロイオン（Fe”）・・…
　アルミニウムイオン（A1”●）　・

ア昌オン．．、．
　クロールイオン〔C1’）・　。　’　。

　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　グラム　　　ミリモル　　　ミリヴアル

0，11516．　2，94527　　　2，94527

0，34761　　15，11349　　15，11349

0，06909　　　1，72423　　　3，44846

0，02430　　　0，99918　　　1，99836

0，00217　　　0，03886　　　0，07772

0，⑪0377　　　0，13911　　　0，41733

24，00063

　　　　　　　　　　　　　　0，25287　　　7，13114　　　7，13114

　　　　　　　　　　　　　　0，23439．　2，43979　　4，87958
　　　　　　　　　　　　　　0，7’3148　　11，98991　　11，98991

　　　　　　　　　　　　　　1，78084　　42，52098　　24，00063

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　0，14740　1，88212

　　　　　　　　　　　　　　　1，92824　　44，40310

遊藍難炭酸（CO2）　　・　・　・　…　　　　　1，44830　　32，91595

　　　　　　　　　　　　　　3，37654　　77，31905

共他　アムモニウム，ヨード，プローム及ヒドロ燐酸イオ
　　　　　ン並磯酸各痕跡

　　　泉　　質　　　本泉はアルカリ性炭酸泉に威す

盤類表（本鍍水は其集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相催す）

クロールカリウム（K：CD　・・…　「・．・

クロールナトリウム（NaC1）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO壬）・。…　　　．・

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3｝2〕…

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO‘）3〕…　　　。。

珪酸（メタ）（H2Sio31・・一・・…

逝i離炭酸（CO2）

グラム

0，2196

0，2壬47

⑪，3170

0，5431

0，2795

0，1462

0，0069

0，0238

0，1474

　　　　　　　　　　　　1，9282
・　・　。　・　・　。　・　・　…　　　　　　1，4483

3，3765

　　所　才直地

　　試験年月
　　性　　　歌
乞原勇ξ温1麦：　　　920

比　　重

カモエ’ヒセキ温泉
北海道千島國紗那郡紗那村酒臼國有林内

大正13年3月（束京）
殆と無色澄明にして牧敏性強酸味呈をイ∫し弧酸性反癒を呈す

　　　　　　　　　　1，0050（15Q）

イオン表（李誓言義券是翼裏表劣垢嘗有）

カチ孝ン

　ホ素イオン（Hつ・。・…
　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Ka’）　・・
　アムモユウムイオン（NH壬’）・
　カルチゥムイォン（¢a・・）　．．

　マグネシウムイオン（Mg’。）　・

　フェロイオン（Fe”）・・…
　ヤンガノイオン（ム11ゴつ。。・
　アルミニウムイオン（Al’●’）　・

アニオン‘

　クロールイオン（C1’）・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSOの　・
　硫酸イオン（SO｛”）　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0343　　34，02，生6　　34，0246

0，0530　　　1，3555　　　1，3555

0，1673　　　7，2739　　　7，2739

0，0016　　　0，0831　　　0，0831

0，1514　　　3，7784　　　7，5568

0，0485　　　1，9942　　　3，9884

0，0521　　　0，9330　　　1，8660

0，0027　　　0，0492　　　0，0984

0，3121　　11，5384　　34，6161

90，8628

1，7206　　48，5223　　48，5223

3，3027　　34，0246　　34，02荏6

0，3959　　　4，1216　　　8，2431

0，0035　　　0，0364　　　0，0728

　　　　　　　　　　　　　　　6，2462　145，7010　　9078628

砺酸（メタ）（H：BO2）　・・一　　〇，0225　0，5124
珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　　0，2655　　3，3901

　　　　　　　　　　　　　　　　6，5342　149β035

其他　ヒド只砒酸イオン僅微

　　　泉質　本泉は酸性泉に属す

盤類表（甥鯵欝霧磐瀦乏轟昂謝

クロールカリウム（KC1）　…　　。…

ク・一ルチトリウム（NaCD・・・…

クロールアムモニウム（NH4C1）・…

クロールカルチウム（CaC12）・・・…

クロールマグネシウム（MgGlの　・…

亜ク四一ノレ戴（FeC12）・・・・・・…

亜クロールマンガン（MnC12）　・…　　’

クロールアルミニウム（AICI＝）・…　　’

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…　　．．

燐酸アルミニウム〔A12（HPO1）3〕．．．．

ミ一驚生硫酸（壬12SO4）　　…　　　　。．・　・　。　…

醐酸（メタ）（HBO2）・・・・・・…

珪酸（メ．タ）（H2S沿3）・・…　一・・

グラム

0，1011

0，4252

0，0044

0，4191

0，1899

0，1183

0，0062

1，1702

0，4704

0，0042

3，3370

0，0225

0，265δ

6，534〔〉
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　　所在．地
　　試験年月
　　性　　　歌

ε康泉証ユ！奨　　．920

比　　：重

紗 那 温 泉（熊の湯）

北海道千島國紗那郡紗那村指臼囚有林内

大正13年3月（東京）

徴に蚕白石濁を呈し微弱アルカリ性反慮を呈す

1，0007（150） 蒸贋残渣　　0，8134グラム（1キログラム中）

イオン表（本鎧水1キログラム中に含有する各成分七四量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイオン（NH4つ・
　カルチウムイオン（Ca．●）　・・

　マグネシウムイオン（Mg●つ　。
　フェロイオン（Fe”）’・’。6
　マンガノイオンOln鱒）…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・。・・
　硫酸イオン（SOノ）・・…
　ヒドロガと酸イオン（HCO3っ　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0150　　　0，3836　　　0，3836

0，0342　　　　1，4870　　　　1，4870

0，0010　0，0554　0，0554
0，0991　　　2，4732　　　4，946壬

0，0390　　　1，6036　　　3，2072

0，0006　　0，0107　0，0214
0，002，斐　　　0，0437　　　0，0S74

10，188壬

0，0090　　　0，三～538　　　0，2538

0，4528　　　4，7137　　　9，6812

0，0309　　　0，δ072　　　0，δ072

　　　　　　　　　　　　　　　0，6S40　　11，5319　　10g1884

珪酸（メタ）（H2SiO3）・6・・、　0，1740　2，2218

肇類野畑褒囲碁無手磐瀦議編繁盛）

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

硫ほ麦カリウム（］K2SO｛）　・・…　　　．．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…　　。・

クロ．一ルアムモニウムG∫H4Cl）…　　。

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウム（MgSO｛）　・・・…

：重淡酸マグネシウ訟〔Mg（HCO3）2〕。・・

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・。・・

重炭酸亜酸化マンガン〔MI1（HCO3）2〕・。

珪酸〔メタ）（H2Sio3）・・・・・・…

グラム

0，0148

0，0161

0，10δ6

0，0030

0，3367

0，1691

0，0291

0，0019

0，0077

0，1740

0β580

0，8δ80　　13，7537

其　他　　遊離炭酸僅微：

泉　　質 本泉は輩純温泉に属す

　　所　在　地

　　試験年月
　　性　　　肌

源泉温度　　440

比　　重

留 別 温 泉
北海道撮捉郡留別村字セセキ國有林内

大正H年5月（東京｝
微に褐色を帯ひ澄リユにして復溺アルカリ性反礁を呈す

1，0014（1δ。） 蒸嚢残渣　　1，3δ5Gクラム（1キログラム中）

イオン表（李誓馨赫罎骸忠疑イリ

カチオン
　カリウムイオン（］Kつ・…
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　アムモニウムイ才ン（KH4●）・
　カルチウムイナン（Caつ　・・
　マグネシウムイオンOIgつ　・
　フェロイナン（Fe”）…　’・・
　アルミウムイオン（Al’●’）　・・

ア呂オン
　クロールイオン（CI’）・…
　ヒドロガξ酸イオン（HCO：｝つ　・

グラム

0，0349

0，4323

0，0034

0，0294

0，0133

0，0005
0，000賢

しワモル

0，8926
18，79δ6

0y1834

0，7337
0，5｛69

0，00S9

0，0074

ミリヴアル

0，8926
18，7956

0，1884

1，4674

1，0908
070178
0，0222

22，4778

0，3715　　10，4766　　10，4766

0，7332　　12，0012　　12，0012

43，6513　　22，4778

1，8821

盛類表（本義水は共集成に於て1キログラム中次の成分を含有する溶液に概略相寓す）

　　　　　　　　　　　　　　　1，6187
至監酸（　メ　 タ　）（II2Sio3）　．。　　・　　●　　・　　　　　　0，1474

　　　　　　　　　　　　　　　1，7GG1
遊跨生湯と酸（CO2）　・・・…　　　　　0，0G36

　　　　　　　　　　　　　　　1，828・1

其　他　　　ヒドロ燐酸，硫酸イオン各痕£㌻

45，5334

1，4455

46，9789

クロールカリウム（KCI）　・・・・…

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

重炭酸ナトリウム（NaHCO：ρ　・・…

クロールアムモニウム（NH4C1）・・。・

重炭殻カルチゥム〔Ca（HCO3｝2〕・。・。

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…

重炭酸亜炭化鍛〔Fe（HCO3）＝〕・…　　．

クロールアルミ昌ウム‘AIC13）・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）。・。・・…　　　。

遊離炭酸（CO3）

グラム

0，0666

0，5480

0，7916

0，0101

0，1189

0，0800

0，0016

0，0010

0，1474

　　　　　　　　　　　　1，76δ2
・　・　・　・　・　・　・　…　　　　●　　0，0636

1，8288

泉　　質 本泉は食塵含有アルカリ泉に屋す
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比

所在地
試験年月
性　　　歌

　重

．龍淵寺山鑛泉（冷）
朝鮮慶荷北道蓮城郡玉浦面盤松洞龍淵寺山・

穴正8年10月（東京）
殆と無色濡澄にして酸性牧敏咲を右し酸性反磨を呈す

1，0005　（150）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及画聖次の如し）

カチ才ン

　水素イオン（H’）・・・…
　カリウムイオン（Kつ…　．・
　ナトリウムイオン（Na’）　・・
　カルチウムイオン（Caつ　。・
　マグネシウムイオン（Mgつ・
　フェリイオン（Fe∵’）　・。・・

　アルミモウムイオン（Al●つ　・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0022　　　2，1644　　　2，1644

0，0012　　　0，0307　　　0，0307

0，0093　　　0，4035　　　0，4035

0，0100　　　0，2500　　　0，5000

0，0050　　　0，2053　　　0，4106

0，0539　　　0，9625　　　2，8875

0，0194　　　0，7159　　　2，1477

8，5444

7昌オン
　砧酸イオン（NO3’）・・…　　　　0，0115　、0，1854　　0，1854
　クロ・一ルイオン（Cl’）・・。・　0，0025　0，0705　0，0705
　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）・　0，2101　2，1644　2，1644
　硫酸イオン（SO4”）。。…　　　　0，2941　　3，0621　　6，1241

　　　　　　　　　　　　　　　　0，6192　　10，2147　　　8，5444

　珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，0967　1，2347

　　　　　　　　　　　　　　　0，7159　　11，4494

　共　他　　アムモニウム，マンガノ及ヒドロ燐酸イオン各痕

　　　　　　跡，有機物僅微

　　　　泉質　本泉は酸性弱緑肥泉に属す

盤類表囎鶴萎馨麟馨轟鹸編畜牢）

硝酸カリウム（K：NO3）　・．．．．．．。

クロールナトリウム（NaC1）一・…

耐酸ナトリウム（XaNO3）・…　　。．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・・・…

石旋酸カルチゥム（CaSO4）　・・・…　　　。

硫酸マグネシウムOlgSO4）、・…　．・・
硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕　・　…　　　　。．。　・　。

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・。．．。

遊離硫酸（H2SO4）　・・・・・・・…

珪酸（メタ）（H2SiO3）・・♂・・・…

グラム

0ρ031

0，0041

0，0132

0，0126

0ρ340

0，0247

．0，1926　’

0，1225

0，2123

0，0967

0，7158

‘

比

所　衣　地

試験年月
性　　　歌

　重

鎖谷里鑛泉
朝鮮慶伺北道高州郡川北面蒙谷里

昭和2年7月（大阪）

淡褐色澄明にして牧敏味を有し酸性反癒を呈す
1，00551　（150）

イオン表（李磐同義寸言翼垂表青倉有）

カチオン
　水素イオン（H。）・・・・…

　カリウムイオン（］K’）・…

　ナトリウムイオン（Na●）　・。

　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオン（Mgつ　・

　7エロイオン（F〔yつ・・。・・

　フェリイオン（Feりつ・・。”

しアルミ昌ウムイオン（Al’つ　・

1アニオン．

　クローノレイオン（Cl’）…　　。

　硫酸イオン（SOノ）…　　。・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO2”）・

蒸襲残渣i　約　6，50グラム‘1キログラム中）

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，002851　　　2，829　　　　2，829

0，002404　　　0，0615　　　0，0615

0，02562　　　　1，114　　　　1，114

0，1475　　　　3，682　　　　7，364

0，02250　，　　0，92δ2　　　ユ，850

0，09468　　　　1，696　　　　3，397

0，6774　　　　12，13　　　　36，39

0，3703　　　　13，66　　　　40，99

94，00

0，01584　　　　0，4468　　　0，4468

4，358　　　　45，36　　　　9012

0，2746　　　　　2，829　　　　2，829

盛類表（本鑛水は其集成に於て1キログラム中於の成分を含有する溶液に概略相當す）

クロール’カリウム（］［くCl）　…　　ゼ・・。

クロールナトリウム（NaCl）…　　。．．

硫酸ナトリウム（．Na』SO4）・・．．．．．

硫酸カルチウム（CaSα）　・．．。。．．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・。．．．

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）　・…　　．．．．

硫酸等化鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕。・…

遊離硫酸（H2SO4）　・．．ゼ。．．。．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・．．．．．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・．．

5，992　　　　　84，73　　　　94，00

0，2298　　　　　2，934

グラム

0，0046

0，0225

0，0517

0，5013

0，1114

0，2575

2，426

2，339

0，2774

0，2298

6，221

其他　　燐酸痕跡

泉　　質

6，222 87，66

本泉は酸性明墓輝輝泉に属す
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所在地
試瞼年月
性　　　欺

欝陵島鑛泉
朝鮮慶拘北道欝陵島南面沙洞

大正8年3月（大阪）
無色澄明にして少許の淡禍色の沈沖を具右し酸性反庶を徴するも煮沸すれはアル

カリ性に墾す

↓ヒ　　　　重　　　　1，0009（18，δo）

イオン表鰐熱骸簸評説）
カチオン
　カリウムイオン（1く二〇）　・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムイ才ン（Caつ　・・

　マグネシウムイオンOlg●’）　。

　フェロイオン（Fe”）。・…

　マンガノイオン（MIゴの）…

アニオン

　クロールイオン（CP）・…

　硫酸イオン（SOの・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

蒸獲残泣　約（，，6〔〕グラム（1リートル中）

グラム1 @　こ1」モル　　こりヴアル

0，0067　　　0，1703　　　0，1703

0，0415　　　1，806　　　　1，SO6

0，1046　　　2，611　　　　5，223

0，0277　　　1，140　　　　2，279

0，0012　　　0，020S　　　O，⑪r…16

0ρ037　　　0，06S2　　　（レ，1368

9，6う7

0，02S8　　　0，8131　　　0β131

0，0303　　　0，31δ7　　　02631r1

0，5011　　　8，214　　　　8，21，1

逝i離炭駁（CO2）

　　　　　　　0，7456　　15，159　　　　9，6δご

・　・　・　…　　　　　　　1．212　　　27，55

盤類表（澱袈巷漏壷熱撫希欝次）

クロールカリウム（KC1）　・・…　　。・

クロールナトリウム（yaC1）・・・…

：重炭酸ナトリウム（NaHCO4）　・…　　．

硫酸カルチウム（CaSO3）　・・・・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…

：重拶ξ酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・。。

重炭酸亜酸化鍛〔Fe（HCO3）2〕・・．。．

重ガξ酸亜酸化マンガン〔M11（HCO3h〕。・
ΣL酸（　メ　 タ　 ）（1｛3Sio3）　　　●　　．　　・　　。　　・　　●　　．　　●　　・

遊君訪こ酸（CO2）

グラム

0，0127

0，0375

0，0979

0，0430

0，3720

0，1666

0，0038

0ρ121

0，0639

　　　　　　　　　　　0，8095

．．．．．・・・… @　　1，212
2，022

1，9js　42，71

其　他　　碑酸イオン民習

泉　　質 本泉は輩純長酸泉に属す

比

所　在　地

試験年月
性　　　歌

　重

地理　山・鑛泉
朝鮮慶f占捕道蔚山郡農所面華峰地里山37呑地
ロ召手；13五F9万（大睾更）

殆と澄明赤褐色にして牧敏性の味を有し酸性反感を呈す

1，0δ7⑪（1δQ） 蒸糞残渣　　約　δ4β壬クラム（1キログラム中）

イオンi表i（李誓奪義券長繋累羨劣錆倉イ∫）

カチ才ン
　フk翼きイオン‘IIつ　・・・…

　カリウムイオン（Kつ・・。・
　ナトリウムイナン（∫a’）　・・
　アムモニウムイナン（｝旺1ギ）・
　カルチウムイオン（Ca”）　・・

　マグネシウムイオンOIぎつ　・
　フェロイオン（Fe’つ．・’・’…

　フェリイオン（Fe”つ…　　　。。
　アルミニウムイオン（AI’つ　・

アニオン

　クロールイオン（C1つ・…
　ヒドロ硫酸イオン（HSO｛’）　・

　硫酸イオン（SO4り・…　　。
　ヒドロ燐酸イオン（HI》04”）・

クラム　　　くりモル

0，0139　　13，SO
O，〔，〔｝GO　　　O，1535

0，ぐレGO3　　　2，622

0，01）4⊂，　0，2217

（㌧23δ2　　　δ，870

0，1r122　　　δ，S47

0，8852　　15，85

4，226　　　7δ，6S

5，638　　208．〔｝

Uヴアル
13，80

　0，1δ3う

　2，622
　0，2217
11，74

11，69

31，70

227，0

624，1

923，（1

0，0δ33　　　1，503　　　　1，503

1，340　　　13，SO　　　　13β0

4：3，46　　　452，4　　　　904，8

0，1427　　　1，4S6　　　　2．970

　　　　　　　　　　　　　　δ6，21　　　797，2　　　　923，1

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　　0，12幌　1，537

　　　　　　　　　　　　　　56，33　　　79S，7

　　　泉　　質　　本泉は酸性明暮繰馨泉に類す

肇類表1妻替蛮麟霧磐門門編岳手）

クロールカリウム（KCI）　・”。。●。

クロールナトリウム（NaC1）・・・・…

撰三酸ナトリウム（＝N「a2SO裏）・・。・・．．

クロールアムモニウム（NILC1）　・…

硫酸カルチウム（CaSO∂　…　　．．・．

硫酸マグネシウム（MgSOO　・・・…
硫酸亜酸fヒ£二芝（FeSO4）　　・　9　・　・　…　　　　。

霧ま酸々イヒ重投〔Fe（SO4）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔A12（SOJ3〕・．．．．

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO｛）3〕…　　’・

遊寓：円売酸（H二SO4）　　。　・　・　・　・　・　・　…

珪酸（メグ）（II＝Sio：；）・・・・・・…

　グラム

0，0114

0，06δ9

0，1061

0，0119

0，7991

07039
　り

2，408

15，13　．

35，45

0，169δ

1，354

0，120r塞

56，33
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比

所　在　地

試験年月
性．　訣
　重

鳳　岩里頒泉 （冷）・

朝鮮慶街南道昌原郡川原面鳳岩里400番地

大正13年6万（東京）
黄褐色澄明にして張き牧赦味を有し酸性反慮を呈す

1，0109（150） 蒸獲残渣　　11，6653グラム（1キログラム中）

イオン表・（本鑛水．1キログラム中に含有する各成分及石塀次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K’）』・…

　ナトリウムイオン（Na●）　…

　カルチゥムィォン（Ca・・）　．．

　マグネシウムイオン（Mg’●）・

　フェロイオン（Fe◎り…　　　9。

　フェリイオン（FeO”）・…　　．・

　マンガノイオン（Mn●’）鴇・・

　アルミニウムイオン（A1…）　・

アニオン
　クロールイオン（Cl’）・…

　硫酸イオン（SO／），・，・，転・．・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム　　　ミリモル　　ミリヴァル

0，0028　　　0，0716　　　0，0716

0，3684　　16，0174　　16，0174

0，1244　　　3，1046　　　6，2092

0，2620　　10，7730　　21，5460

0，9324　　166980　　33，3960

0，4248　　　7，6072　　22，8216

0，0381　　　0，6936　　　1，3872

0，7097　　26，1882　　78，5646

180，0136

0，3206　　　9，0412　　　9，0412

8，1367　　84，7043　　169，4086

0，0751　　　0，7819　　　1，5638．

　　　　　　　　　　　　　　11β9δ0　　175，6810　　180，0136、

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　　0，2217．　2，8270

　　　　　　　　　　　　　　11，6167　17S，50SO

其他　遊離硫酸僅微

　　　泉質　本泉は明墓繰馨泉に属す

．三三．（甥畿騰騨瀦鰯晶翻

クロールカ．リウム（KCI）　・…

クロールナトリウム（NaCI）・・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）．・…

硫酸マグネシウム（W【gSO4）　。・

硫酸亜酸化鐵（FeSQ4）、・．…

硫酸々イヒ鐡〔］Fe2（SO4）3〕　・　…

硫酸亜酸化マンガン（MnSO墨）・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・

燐酸アルミニウム〔Al皇（HPO∂13〕

珪酸（メタ）（正12Sio3）、・．・．・．・・

　　　　　ゲラム
・　・　。　・　　　0，0053

…　　　　9　　0，5244

　●　●　●　　　0，5006

・　…　　　　　　0，4226

・　…　　　　　　1．2969

・…@　　2，5364
．　…　　　　　　1，5209

・…@　　0，1047
・　。　・　・　　4．393｛｝

．．

D　．　ゼ　　0，0892

・…@　　0，2217
　　　　11，6166

比

所　左　地
試哲理『月．

性　　　歌

　重

赤帽里鑛．泉
朝鮮慶爾南道昌原郡熊南面赤覗里

昭和2年8月（大阪）　　’
赤褐色澄明にして牧敷味を有し酸性反回を呈す

1，01918（1δo）．

イオン劇鷲熱赦鑓錫糀有）
カチオン

　1水素イオン（H’）・・・…

　カリウムイオン（］E（つ・…

　ナトリウムイオン（Na。）　・・

　カルチウムイオン（Caつ　・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　フェロイオン（Fe”）・・…

　フェリイオン（Fe”つ・・…

　アルミニウムイオン（Al．つ　・

アニオン

　クロールイオン（Clり・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）　・

　硫酸イオン（SO4”）　・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

グラム

0，01469

0，00253

0，（18299

0，4670

0，1123

1，278

3，772

0，3011

0，01505

1，415

15，23

0，03215

ミリモル

14，58

0，0647

3，608

11，6δ

4β17

22，89

67，56

11，13

蒸饗残涜　　　約　27，11グラム（1キロ，グラム中）

ミリヴアル

！4，58

　0，0647

　3，608

23，31

　9，224

．45，78

20鉱7

33，40

　0，4244

14，58

158，5

　0．3346

332，7

　0，4244

14，58

317，0

　0，6694

　　　　　　　　　　　　　　22，72　　　　309，9　　　　332，7

珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　　0，06624　0，8459

　　　　　　　　　　　　　　22，79　　　310，7

　　　泉質　本泉は酸性明知縁暮泉に腸す

竪類表輔鶴碁暮擬漏三編岳字〉

クロールカリウム（KCI）　・・・…　　　’

クロールナトリウム（NaCl）・・・…

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・・・…

硫酸カルチゥム（GaSO4）　．・…　　∴・．・

硫酸マグネシウム（MgSO4）．・…　　　．・

硫酸避E酸イヒ鐵（FeSO｛）　　。　。…　　　。　。　・　・

硫酸々イヒ鐵〔］Fe2（SO‘）3〕　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミ』ウム〔A12（SO4）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕・。．．

遊離硫酸（H2SO4）　・’・・’・…　　L・嘩

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・。。。・・。・

　グラム
　0，0048

　0，0210

　0｝2308

　1，586

　0，5558．

　3，478

13，51

　1，868

　0，0382

’1 P，430

．0，0662

22，79

一235＿



比

所　左　地

試験年月
性　　　歌’

　重1

赤　蜆里鑛泉
朝鮮慶荷南道昌原郡下南面赤規里

昭和2年10灯（東京）　．’ド　’．　　　：
類赤褐色澄明にして殻味並牧敷味を具へ張酸性反庶を皐す・

1，0205（150）

　　　　イオン

カチオン
：7k素イオン（1ヨ：’）一・・．・・。・

　カリウムイオン（X●）・・∵
　ナトリウムイオン（Na●）　・・
　カルチウ∴イオン（Ca●’）　・・

‘マグネシウムイオン（Mg”）　・
　フェロイオン（Fe●●）．・・…

　フェリイオン（Fe「つ・・。・・
　クプリイオン（Cu’つ㌔’…
　アルミニウムイオン（A1’●●）　・

アニオン．

　クロールイオン（Cl’）・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSOの・
　硫酸イオン（SO｛”）・・…
　ヒドロ燐酸イオン（HPO｛り・
　ヒドロ砒酸イオン（HAsO4り．

蒸獲残渣　　21，5260グラム（1キログラム’中）

表（李響二面骸西倉有）
グラム

0，0185
．0，0035

0ρ99δ

0，0S97

0，0182

0，6955
3，5835

0，0005
0，7568．

ミ1」モル　　ミリヴアル

18，4858　　18，4858

0∫0895　　　0／0895

4，3261　　　4，3261

22386　4／4772
0，7484　　　1，4967

12，45δ2　24，910遷

64、1744　192，5232

0ρ078　　0，0157
27，5929　　83，77S6

311，6174

0，0150　　　0，4230　　　0，4230

1，7878　　18p4858　　18，485S

14，7738　153，7818　301，5635
0，1741　　　1，8126　　　3，6252

0，0004　　　0，0029　　　0，0057

珪酸（メタ）（1ヨ【2Sio3）・・●。

　　　　　　　　　　　　　　　22，0820　305ジ1573

　　　泉質　本泉は面素含有酸性明暮緑碁泉に属す

2：～，016S　304，624S　311，6174

0，06δ2　0，8325

盤萎醸囎凝響手器隷藩轟藩卑）

クロールカリウム（KCI＞．・…　＝・7・

クロールナトリウム（蒼aC1）…　　！…

硫酸ナトリウム（ya2SO4）・・・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）　．…　　．・．，・

砒酸カルチゥム（CaHAsO‘），…　　一．・・，

硫酸マグネシウム（MgSO4）．・…　　．・・

硫酸」沌酸fヒ婁哉（FeSO4）　　●　・　…　　　．・　・　。

搦己軽々イヒ鍛〔Fe2（SOJ3〕・・　・　・　・　・　…

硫酸銅（CuSO4）　・・・・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・・…

燐酸アルミニウム〔AI2（HPO4）3〕・…

遊離疏酸（H2SO｛）　・・・・・・・…

ヨゴ…酸（メタ）（｝｛2Sio3）　…　　　。　・　…　　　6

・’ー Oラム

　1），0067

　0，0195

　0，2836

　0，3044

　0ρ005

　0ρ901

　1，8922

12．8317

　0，0013

　4，5744

　0，2069

　1，SO63

　0，0652

22，0829

比

所　左　地

’試瞼年月

性　　　歌

　重

懸鐘　山　鑛泉
朝鮮慶荷南道統蒼郡山陽面永運里縣鐘山’々麓

大正9年2月（大阪）
淡襯色澄明にして牧敏性酸味を有し酸性反態を呈す

1，0441　（150）

　　　　イオン

カチオン

　フ旗素イオン（Hつ・・。。・・

　カリウムイオン（K：’）・…

　ナトリウムイオン（Na’）　・・

　カルチウムィォン（Ca・・）．．

　マグネシウムイオン（Mg。り　・

　7エロイオン（Fe●つ・。…

　フェリイオン（Fe’”）。・…

　アノレミ昌ウムイオン（AI’つ　・

表（鷲熱券革製翫軍配）

アニオン
・クロールイオン（CIF）．。・・．・

　ヒドロ硫酸イオン（王ISO♂）　・

　硫酸イオン（SOノ）　・・。・・

　ヒド金船酸イオン（HPO∫り・

ゲラム　　　ミリモル　　iリヴアル

0，0197　　19，54　　　　ig，54

0，01（鍍　0、419壬　0，4194

0，807G　　35，11　　　　35，11

0，1743　　　4，350　　　　8，700

0，1ユ35　　　4，667　　　　9，334

0，9660　　　17，30　　　　34，60

9，048　　162，0　　　　486，1

π，106　40，82　122，δ

0，5828

1，S93

32，47

0p2018

16244

19，5δ

338，1

　2，101

716，3

16，44

19，55

676，1

　4，202

47，40　　　6GO，4　　　　716，3

0，0026　　　0，0332

盤類表（本鎮水は其集成に於て1ギログラム中次の成分を合有する溶液に概略根當す）

クロールカリウム（K：α）　・・・・…

クロールナトリウム（XaCl）．・．・・…

硫酸ナトリウム（Xa2SO4）．・・。・・．．

硫酸カルチウム（GaSO4）　・・・・…

硫酸マグネシウムOlgSOJ　・・。・．．
硫酸星巨酸fヒ繊（FeSOO　　・　・　・　…　　　　。　。

硫酸々化窮ミ〔Fe2（SO｛）3〕　・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A】2（SO｛）3）。・…

燐酸アルミニウム〔A12（HPO｛）3〕・…

遊離炭酸（H2SO4）　・・・・・・・…

口論（メタ）（王12SlO＝‘）　・　・…　　　の…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

　グラム

0，0312

0，9363

1，356

0，5923

0，5621

2，628

32，40

67749

0，2397

1，918

0，0026

47，42

　　　　　　　　　　　　　　　47，40　　　660，4

共　他　　有機物精微

　　　泉　　質　　本曲は酸性明暮緑暮泉に淫す

＿23G＿



　　　　　所在地
　　　　　試験年月
　　　　　性　　　駅
　　・　・源泉温腰…　　　280

．噛占，比．．重

麻里洞轍泉
朝鮮成鐘北道寓寧郡下葦山面麻卑洞・

大正6年6月目大阪）
無色澄明にしてアルカ、．リ性反慮を呈す

1，00022（15。）

”イオン表（両両娠最％魏）
カチオン　　　　　　　　グラム　　ξリモ・・
｝　カ．リウムイオン（K’）　。。・．・　0，001799　　0，0460

、ナトリウムイオン（Xa’）、・．・0，02946　1，281

　カルチゥみイォγ（Ca●1）．・1・0，00209壬．0，0523

　マグネシウムイオン（Mg”）・　0，000044　0，0018

ア呂オン

　クロール・イオン（Cl’）・…　　．0，00δ096　0，1437

　硫酸イオン（SO！）・・…　　　0，04263　　0，4438

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・0，01571　0，2575

　炭酸イオン（CO3”）・・。・・　0，001718　0，0286

　フ旗酸イオン（OH’）　・・…　　　0，001612　0，0889

ミリヴアル

0，04δ96

1，281

0，10辛5、、

0，00360

1，435

0，1437

0，8S76

0，2δ75．

0，0δ730

0，08890

■　　　し　　　ゐ　　　り

　　　　　　　　　　　　●　　　り

、．騨表醗継三三灘薪萩鰹）
　　　　　　　　　　　　　　キ　　ア　　　　　　　　　　　グフム

　　．クーロrルカリゥム（Kq）．。∵．・．・．・．・0，003426

　　　ク里心ルナトリ．ウム（双aq1λ…　　。・・0，005715

　　硫酸ナトリウム（哀a2SO4）・・・…　　．・．0，06305

　　：重淡酸ナトリウム1（N翫HCO3）．∴．…　　0，02164

　　炭酸ナトリウム（Na2CO3）　・…　　．・・‘0，002016

　　炭酸カルチウム（CaCO3）．・…　　．・・0，000961

　　．；水酸化力〃チウム〔Ca（OH）2〕・・…　　0，qo3160

　　i水酸イヒマグネシウム亡Mg（σH：）2〕　…　　　0，000105

　　珪酸（メ・タ）（王12Sio3）　・　・　・　・　・　・　…　　　0，06273

　　　　　　　　　　　　　　｝　　　．．　　　、　　　　　0，1628

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…

0，1001　　　　2，344　　　　1，43δ

0，06273　　0．8010

0，1628 3，146

泉質　本泉は豊純温泉に属す

噂

所燭在角地．

　試験年属
性　　　歌

豊．北一二．』泉．　　’
樺太豊原郡豊北村大字川上北30線西42番地　　　　　　・

大正4五F12刀（束京）

微黄色澄明にして献味を；有し弱アルカリ性反腔iを呈す

比重】，0137（16。） 蒸獲残渣　　、15，345グラム（1キログラム中）

イオン表（本鑛水1キログラム中に含有する各成分及里並次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ・…

　ナトリウムイすン（Xa’）　・・

　アムモニウムイオン（XH4’）・

　カルチウムイオン（Ca）　・雪

　マグネシウムイオン（］Mg．つ　・

　フェ・イオン（Fe”）・・．…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…

　ヨードイオン（Jつ　・・…

　硫酸イオン（SO4”）・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　グラム　　　ミリモル　　ミリヴアル

0，0δ963　　　1，52312　　　1，52312

5，53287　240，03774240，03774

0，03888　　　2，15044　　　2，15044

0，17052　　．4，26300　　8，52600

0，15019　　6，16544　　12，33088

0，00967　　　0717268　　　0，34536

　　　　　　　　　264，913δ4

4，69775　132，51763　132，51763

0，01583　　　0，12479　　　0，12479

0，60391　　．6，27639　　12、55278

7，30402　119，71934　119，71834

　　　　　　　　　　　　　　　　18，58327　512，94957　264，91354

じ．翻酸（メタ）（HBO2）　・…　　0，55981　12，72143

　　珪酸（メタ）（H2SiO3）・…　　0，04868　0，62076

遊茸准多と酸（CO2）

泉　　質

　　　　19，19182526，29176

・　…　　　　　0，21120　　　4，80000

19，40302531，09176

同類表囎蛮雰蕃翻手磐毒1深蔽晶翻

クローノレ汐リウム（KCI）　・・・…　　．・・

クロールナトリウム（XaCl）・・…　　．．・

ヨードナトリウム（XaJ）．・…　　．・ザ・

硫酸†トリウム（Xa2SO｛）・・・・…

：重炭酸ナトリウム（Na正ICO3）　。．．。・．。

クロールアムモニウム（XH4Cl）・…

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・．・・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕。・。

：妙理曲学酸化餓〔Fe（HCO3）2〕…　　．・・

幽幽（メタ）〈HBO2）　・・・・・・…

珪酸（メ　タ）（1…12Sio3）　…　　　　。　・　．　．　・　．

グラム

0，1136

7，5372

0，0187

0，8938

8，2805

0，1151

0，6906

Q，9026

00307
ナ

075599

0，0487

遊離炭酸（CO2）

壁泉はヨード及瑚泉含有アルカリ三食三二に厨す

一237一

　　　　　　　　　　　　19，1913

・・・・・・・・… @　　0，2112
19，4025



　　　　　　正　　　誤

第133頁奈良弁鑛泉の分析表を次の如く訂正す

カチオン
　　　　　　　　　　　　　　　グラム　　　ミリモル
　カリウムイオン（K：’）・・ら・　0，0001790，004δ78

　ナトリウムイオン（Ka’）・・0，0466922，030089

　アムモニウムイオン（KH4●）・0，0002730，015133

　カpレチウムイオン（Ca。’）・・0，054357　1，356550

　ーマク・ネシウムイオン（1～lg’．）・　0，029946　1，186101

　フェロイオン（Fe’●）　・。・・　0，〔貝0510　0，725465

　アルミニウムイオン（Al”●）・　0，012237　0，451550

ミリヴアル

0，004δ78

2，030089

0，015133

2，713100

2，372202

1，450930

1，354650

アニオン

　硫酸イオン（SO｛”）・。…　　0，477δ004，97034ユ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，739SO7

　珪酸（メタ）（H2SiO3）…　　0，033SOO　O，431585

　　　　　　　　　　　　　　0，694r100　11，171392

　其　他　　クロ＾，レイオン並醐酸痕跡

　　　　泉　　質　　本泉は弱緑響泉に属す

　頁数

9，940682

9，9「茎06S2

9，9｛06S2

硫酸カルチウム（CaSO｛）の次へ

硫酸々化鍛〔Fe（SO4）3〕　　η

重炭酸マグネシウム　　　　，，

　〔込lg（HCO3）2〕

　　　　　　　　誤

　　水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕

　　；た正14五｝三3月

礁カリウ・（K，SO∂∴…　一・

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・…　　．．

硫駿アムモニウム〔（：N］HO2SO4〕　・…

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・・・・…

硫鑑～マグネシウム（MgSO4）　・・・…

硫酸弓亘酸イヒ鍛（FeSO4）　　・　・　・　・　・　…

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・・・・…　　　。

グラム

0，000壬

0，1442

0，0010

0，18・壬7

0，142＆

0，1102

②0773

0，0338

0，69壬4

14．

27．

107．

32．

40．

44．

49．

60．

66．

78。

93。

97．

104，

117．

124．

，，

，，

130．

秋保温泉の盛類表中

丈字鑛泉　　”

伊東温泉　　”

揚本温泉の麗類表中

長野鉄泉の試験年月

蟹澤の湯の璽ユ類表中

　：重炭酸マグネシウム

　〔＝～lg（王ICO3）2〕

小坂鎮泉の篇類表中

草津湿泉の盤類表中

大涌谷温泉の魚類表中

心離硫酸

宮の門閥泉（太閉湯）の表中

北原羨泉の監類表割

岩村田鎧泉の朝日表中

　　　　，，

　　　　，，

輻島敦泉の所左地中

0，2209

川渡温泉

：重：炭カルチウム

巻離慶酸（H2SO｛）

石倉温泉

＝重かと酸カノレチゥム〔Ca（HCO3）2〕・0，2（消」4を橘入」ナ

硫酸亜酸化マンガン（MhSO｛）・・0，0055　，，

珪酸（メタXH2Sio3）・・・…　　0，0618　”

（、ρ216

舞酸アPレミニウム〔AI2（HPO4）3〕

峯新温泉

クロール銅（CuCI2）

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕

凹凹（メダ）（HBO2）

珪酸（ノグ）（H2Sio3）

6－19

　　　　　　－23S＿

　　　　　　正

：重炭酸カルチゥム〔Ca（HCO3）2〕

昭和2年4月

0，2219

川治温泉　　’

重炭酸カルチウム

i塗寓…疏酸（H2SO∂

大室沮泉

0，0261

醐酸（メタ）（HBO2）

三根新温泉

硫酸銅（CuSO｛）

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕

珪酸（メタ）（H2Sio3）

遊需筋こ酸（CO2）

6049



　　　　　　　　　　　　　　　　　　索　　　　引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次の籔字は頁轍を示す）

軍純温泉　12，22－23，（宮城）；41－42，45噺潟）；47－51，53－57（栃木）；72，74，80－84（群馬）；

　　　　98－102（憩奈川）；105－106，109－112，114－115，（輝岡）；117｛由梨）；124，129，，136

　　　　（長野）；142（岐皐）；147（富山）；167（京都）；185（兵庫）；196－197（岡山）；200－201

　　　　（山口）；214－216（佐賀）；217（宮崎）；232（北海道）；237（朝鮮）．

軍純炭酸泉　33－34仙形）；132（長野）；142（岐阜）；160（三重）；171－172（兵庫）；203優媛）；

　　　　207（繭岡）；209－211（大分）；225（北海道）；234（朝鮮）．、

食竪炭酸泉（炭酸含有食竪泉）3情森）；29幅島）；60（群馬）；138（長野）；173，176，

　　　　178－179，（兵庫）；202（山口）．

土’類炭酸泉　2情森）；8－9（秋田）；40噺潟）；129，1＄1（長野）；161一ユ62僚良）；177（兵庫）；

　　　　202（山口）；219（鹿見島，北海道）．

アルカリ泉21－23，25－26（宮蜘；45－46噺潟）；125，134帳野）；158－15g偏井）；165

　　　　（京都）；168（大阪）；216（お轟本）；217（宮崎・）；231（北海道）．

食塵含有アルカリ泉141（岐阜）；144（滋賀）；163－164（和歌山）；166（京都）；176，179

　　　　（兵庫）；228（北海道）．

弱食塵泉　4（青森）；6（岩手）；10－11（秋田）；13－15，20（宮城）；29，31（鵬）；36－38仙形）；

　　　　42－43（新潟）；53－54（栃木）；59，70－71，73，85（群馬）；85－86（茨城）；94－9S（憩奈川）；

　　　　103－104，　107－108，　112－114　（艀岡）；118－119　（山梨）；　123，　130，　136－138　（長野）；，

　　　　147－149，150，ユ54（富山｝3155（石川）；1．65（京都）；183－184（兵庫）；ユ90C〔｝取）；

　　　　190（島根）；198　（岡山）；199－200　（廣島）；205（繭岡）；215（佐賀）；220，222，229

　　　　（北海道）．

食堕泉　1，4（青森）；’6（岩手）；32（輻島）；36仙形）；40南潟）；63（君覧隅）；88僚京）；

　　　　102－105（静岡）；120－121（山梨）；ユ28（長野）；154，156（石川）；ユ58－159（頑井）；160

　　　　（三重）；169－170（大阪）；ユ81（兵庫）；191（島根）；207（幅岡）；220－223，226－227，

　　　　230（ゴヒ学毎道）．

アルカリ性食魎泉35仙形）；60－63（群馬）；87（埼玉）；89榊奈川）；116㈱両）；120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－239一



　　　　（山梨）；ユ39一ユ40（長野）；156（石川）；ユ78，1SO（兵庫）；1呂9（鳥坂）；191（島根）；203

　　　　（1恋島，；204（愛媛）；227，2＄2．（4ヒ矛毎道：）；237α婁太）．

炭酸及瑚酸含有食盤泉　7（岩手）；ユ5（宮蜘；ユ39俣野），

食盛含有塵化土類泉　199－200（廣島）；205－206（謳剛；215．（佐賀）．

苦味泉　3三六）1ユ6，19－2σ（宮城）；27（鵬）；51－52，56（撚）；64，67，76－80，82（曽爾）；

　　　　1｛）6，115　（艀岡）；　125（，畏野）；’14i（岐」：b；　168，170　（プ〈阪）；　187－1S9（鳥取）；　213

　　　　（佐賀）．

炭酸妥当　46（薪潟）；124，128，131，133（長野）；143－146（滋賀）；150償山）；ユ57価井）；

　　　　162－163（奈良）；166（京都）；ユ67（大阪）；172－175，182－183，1854S6（兵庫）；3ユ3

　　　　（佐賀）．

薯ii重縁糞泉　　93（蝦1秀壬1∫D；　126，133（長呈｝）；　171，1δ4，1δ6（、兵肩‘）．

緑盗泉　49（栃木）；116仙梨）；135（長野）；151（富山）；193個01）．　む

明馨泉　218（宮謝．

明旺盛海雲　ユ9（宮城）；47（栃木）；75（群馬）；122仙梨）；ユ46（滋賀）；151（富山）116主

　　　　（首ミ∫と）；　195－19G（岡山）；　211　（大分）；　218（宮崎）1；　224（ゴヒざ毎道）；　235（彰推養）．

酸性泉　1情森）；17（宮城）；66ぼ阜馬）；231（北海道）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
酸性隷糞泉　11（秋【ω；16，1S，26－27（宮蜘；29－30価島）；88・σ1こ京）；90，92榊奈川）；：

　　　　127（長野）；19｛（岡山）；20S－209（大分）3233（朝鮮♪．　　’

酸性遠回泉　28（輌島）；57－5S（栃木）；6S（群馬）；91榊奈川）；126帳野）．

酸性明糞豫馨泉　5（青森）；7（岩手）；ユ0㈱：朗；2S，30α鵠）；33（山形）；’64－66，681群馬）；．

　　　　90－92（症1奈川）；　117，　122　（IIJ梨）；127，　130，137　（長野）；　152－153（富11D；192－195．

　　　　（岡山）；210（ブ｛分）；212，214（佐賀）；233－235（朝見粉．

硫黄泉　5，8（岩手）；12，ユ7－19，21，24（宮披）；2S－30，32σ鵠）；35（山形）；38－39，43－44

　　　　（新潟）；　57－58　（栃オ｛）；　G4，　69－70，　75　（群鵬）；S6　‘茨城）；　S9－91，93　（示ウ奈川）；118

　　　　（山梨）；123，134（長野）；　164・（和歌山）；204－205（愛媛）；223－225，228（北海道）．

放射能作泉　U9一ユ21仙梨）；ユ31，ユ35（長野）；ユ40似…阜）；ユ581祠井）；175，ユ8σ（兵庫）’ヌ

　　　　192，19S（岡山〉．
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