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、

　　　　　　　　　　　例冒　言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
1．　本丁に掲載せる舞泉分析表は昭和4年より同13年末に願う19年

　間に瓦り東京及大阪爾衛生試験所1三於て必要に慮じ特に臨地試鹸

　を施行せるもの虹に他官騰及公衆の依頼に慮じ分析しすこる成績を

　蒐集し之を三門門別となしセるものにして衛生試験所彙報第34號

　に二丁すべきものなぢ・

2・　三二分析成績の表示法式は二二第34號に於けると同一なり・

3．　イオン表中各イオンは實際定量せし原歎より直：ちに之を算定せ

　るものにして特に宇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り

4．　鑛泉の放：射能成績は何れも臨地試験に係り主としてシュミッ．ト

　氏槍定器を用ひ循環法を行ひ最大篭離冠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100億分の1キュリー軍位（10一1。

　’C．E．）にて表示し爾ぼ之に次の係数を用ひマッへ箪位（M．　E．〉に於け

　る成績を算出掲記せり

　　　　　　　　　　1×10－10C．　E。＝0．275｝1．E，　　　　　　　　　　　　　　　　　，

5．’ ¥中試験年月の次に（東京）或は（大阪）とあるは夫々東京或は大阪街

　生試験所に予て分析しナ乙るごとを示す層

6・　表中温度は何れも撮氏とす　　　　　　　　　　　　一－
7．’

@臨地試鹸以外の湧出量は依頼者の届出に係るものなるを以て其

　の正確を期し難きも墾考として之を記載せり　　【　　　，

8．　冬鑛泉門本来の泉門不明のものは下りに共所在地名を探干せり

　三って或は實際の名樗と’之を異にせるものあるやも計り難し且つ

　未だ三三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
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　泉に属するものは某温泉とし冷泉なるときは某鑛泉（冷）とし更に冷

、温不明のものは輩に墓鑛泉となせり

9．　鑛泉の分類は同本藥學會衛生調査委員會協定法に準櫨せり即ち

　次の如し但し軍純温泉に限り主として34。以上のものを採用せり
　　　　　　　　　　　　　’覧

　　　　　　　　　　　鑛泉の分類　　

　鑛泉分析の結果下記各項の・一に該嘗するものは之を療餐泉とす

　鑛泉は共泉源に於て常に振回25。以上の温を有する・ときは之を温

泉とす

　　　単純温泉：Eillfache　warme　Quelle11（Akratotllerme11》　Slmple　t1Lerma19．

．箪純温泉は常に振氏％。以上の温を有し遊離淡酸（CO）及弓形成分

の含二水千分中各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’ qドロ炭酸イオン（Hcq；）と共にカノレチウムィオン（Ca”）及マ

グネシウムイオン（Mg．●）を含有する軍純土類泉：Einfaolle　erdige　Q竃leHen．

shnple　ear色hy　Spriu98．も功ド之に．属す

　　　軍記炭酸泉Einfaelle　S孤uerlh19e・SimPle　ca「b・ndioxatedβP「h19臼・

　輩純炭酸泉は水千分中遊離炭酸（cq）1分以上を含有・し固形成分の

含量1分に充たざるものとす

　　　土類炭酸泉｝】rdige　S義uerlhlgo．：Earthy　carbolldloxated　spring8．，・

　土類炭酸泉は水千分中遊離炭酸（CO∂及固形成分各1分以上を含有

しアニオンとしてヒ　ドロ炭酸イオン（HCO9カチオンとしてカノレチウ

ムィォソ（CIL”）及マグネシウムィオγ（Mg”）其主要成分をなし之を結合

するときは盛類表に於て遊離炭酸の外主要成分として霊炭酸カルチ

ウ、ム及霞炭酸マグネシウムを構成するものとす

　　　　　　　　　　　　一2一
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　　　アルカ』り泉Alkalischg　Quelle11．　Alklしlhle　8prillgs，9』　「1「4・

ア・ゆ線は水扮中固形成分り｝以」・を回しアニオンとして　、

rドロ炭醐オγ（IICOI）拶オソとしてア”％オ’ ﾄ駐要成
分をなし之を結合するときは盤類表に於て主要戎分として重炭酸ナ
　　　　　　　‘
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

（cg・）の遁散に．より・ド・・炭酸イオンは炭醐，オγ（co望）嘆じ婆々一部

は土類アノン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

幽なし水酸イ．オン（OHりを・化生し以てアノγカリ性反鷹を呈す

　本泉千分中遊離炭酸（CO2）4分以⊥を含有するときは之をアノレカツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性炭腔泉」Alkεしlisehc　S乱uer1恥9砿Alkalilld　carbolldioxated　s1）rillgslとす1

線中ク・『・暦和（α塚1蹴酸材ン（SO臓は土卿’レカソ．
イオγの；著：量を含有するときは純アノγカリ泉翠eill　all“11ische　Quellen・：Pure・

alkalille　sprillgs．に当｝し之を．　　　，　　　　

　　　食盤含有アノレカリ泉Alk・lisch一・huriati・c】1e　Qudle11，　Alk・曲le　muri・ted・

　　　　sprl119S・　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　芒硝含有アノレψリ泉Alkalisch；『alh｝isc掘Quellell・Alkali恥salll鳩spri11＄s・

　　　食璽及芒硝含有アノンカリ泉Alk捷lisch－muriε｛tisd興lh曲he　QUellcli二Al一．

　　　・k・li・e・f・ri・加d繊1in・・pri・9・．　　　　　　　　　＼

　　　土類含有アノレカソ泉Alkali・¢h二¢dig・Ql・ell…　Alk・1in6・・rt1・y野1・ri119・・

に細別す・　，．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　食塵泉Kochsalzquelle1・．　Comlpollδalt　sp噛1gs．

　食璽泉は水千分中固形威夢1分興上を含有しアニオンとしてクゴ　 ’

　　　　　　　　　　　　　　　し　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一ルイォン（C「）カチオンとして’ナ・トリウムィオシ（Na’）共主要成分を

なし之を結合するときは盤類表に於て主要成分とし七食盤を構成す

るものとす
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　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ

　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　L．．1，　　　　　　　！

　　　　，　　　　　　　　　　噛　　　、　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
　本泉千分中食型15分以上を含有するときは之を強食盤泉Sol〔luellen・

13rhlc　8prh［gsとし食盛5分に充たざるものを弱食1 ﾕ泉Schwaohe　1く。¢hs峯dz－

　　　　　　　　　　　　　　　eqll。II6h．　Weak　common　salt　spring銭とす

　本泉千分中遊離炭酸（CO2）1分以上を含．有する．ときは之を炭酸含有

食二二Koc恥1z甜uerli；1ge・carbolldioxat創co1】1mon　salt　8prillgs・とす

　本泉中ヒドロ炭酸イオン（IICO：；）或は硫酸イオン（SOγ）才｝は雨イオン
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　コ

著二肚を含イ∫するときは純食盟泉Rehle　Kochsalz吼uellell・　Pu「e　com1110n　salt

spri　ngs．に封し之をア川カリ性食盟泉Alkと竃lisdle　Koc】19alzqllclle11・　Alkalille

・・mm・…lt・p・i・9・・’ @．　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　芒硝含イ∫食鯉泉S曲1三s・，he　1（oeh・alz傑11ellen・8・1】ille　common・alt・1，rEIIg・・

　芒鞘含有アノレカリ性食嘘泉Alk・liscl卜…1illis・h・Koc11・・lzqllell・11・Mk・lin・

』alilIe　cOmmOlk　SI竜lt　Sprillgs・

に細別す

　叉土類アルカリイオン或は土類アノレカソイオン及ヒド禽炭酸イオ

ン若は土類アノγカリイオン及硫酸イ．オンの著量を含有するときは之

を　．　．　　　、　　　　・　　噛　　　　　　・
1

二化土類二布食盛泉舳11uri・ti・che．　K・clls・・1・儀uell・11・E・・tl回・1urf・ted…ml・1‘川‘

8alt　8prj119S。ノ　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　，

　土類含有食璽泉】弓・dig・K・d1・・1・quelle・・E・rthy・・1nm…11t・p・i・9・・

　二三含有食盟泉Slllfatisc】1e　Koellsalz儀uellelL　Su1P】】ated　colnmo11ε星dtεprhlgs・

に細別す　　　　．　　・　．　　　　．　．，　　・

　本泉中プロームイオン（B三富．はヨードイオン（J’）若は爾イオンの箸’

：量を含有するときは

　　2．ロ　r　ム1含イ∫食聰泉，Bromllgltigβ　K：oe】1臼alzquellen．　　］Bromic　conlln（》u　8alt

　　　δp「1119S・　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　4一　　’

●



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　∵
　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　白　一　ド『含・有食里璽夷艮　Jodhaltige　Kodlsalz〔lllelle11・　Iod量。　colmlloll　salt固prillgs・

　　　’　ブ舜一ム及ヨード含有食曹泉Brom　uud　jodhal憾ge　Ko¢1・salzquellenJ　13『o一’

　　　　　　nlic　alld　iodic　colnmon　salt　sprillgs．　　　　　　　．

　　　とす．．　　　　　　”　　　　　、
　　　　本四千分中遊離炭酸1分以上丁丁量の棚酸を含有するときは之を、

　　　炭酸及瑚酸含有食瞳泉Borsaurellahige　lζoch謡zs且uerlillge・Carbolldlox漁d　com一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　moj18al七sprhlgs　bolltaillillg　boric　acid・とす

　　　　　　苦味泉：Bitter吼uellen・131tter　springs．、　　「　　　　　　　　　，　，
　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

　　　　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（SOの其主要成分をなすも．のとす干しでアノレカリ性反．慮を某せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さるに予てはクローノレイオン（C「）め濃度硫酸イオンに此し優れる揚

　　　合帥ち魎類表に於て著量の硫酸盤と共に多量の食盛を構成するもの

　　　も亦之に属す

　　　　本．泉はカチオγ中ナトリウムイオン（N亀㍉’〉ヵルチウムイオγ（Ca●’）或

　　、は．ヅネシウム材’ン（M9●’）叉アニオン中クロρ・明オッ（Cl’）の含量r’

’　　に縫ひ之を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　芒硝乗生：苫：騒よ…ナ長」Sali1亘sche　Ritter（luelle11．　Salille　bitt旧r　sprillgs・

　　　　　石膏性苦味泉Sμlf蓬しti8che　l3itter吼uellell・Sulpllate（1　bitter　spriugs6

　　　　・正・苦味タ艮．Echte　］Bitter（liIellell・　1もeal　bitter　8pri】lgs・

　　　　　食盛含有芒硝性苦味泉Muriatisch7salillische　Bi‘ter嵯ue11e11・Muriated　saline

　・　　bit七・r忘P・i・9・・　　　．・　　1．　　　’

　　　　　食盛含有石膏性苦味泉Muriatisd1－sul　fatisdle　Bitterquell前．　Muriated　su1－

　　　　　　phated　bitter　Sl）rillgs．

　　　　　食盛含有正苦味泉Mllriatisclle　eciltc：Bittefquellell．．　Muriaもed　real　bitter

　　　　　Sl｝「1119S・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　．　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　　　　－5』



／

に細別す　　　　　噛　　　　　　　．　　．、

　　’炭酸鐵泉：EiSe1UfarbOnatqllelle11．　Ir・n　Ca　rbOn・tte　Sprillg臨

　炭酸鐡泉は水千分中フヂ・イオン（Fe●●）0・Olク｝以上及ヒド・炭酸イ

オンσICOI）を含有し之を結合するときは嘘類表に於て重炭酸亜酸化

餓を構成するものとす

　本四千分中遊離炭酸（ρ03）1分以上を含有するときは之を炭酸含イf　’
炭酉委｝鐵泉　1】ise1聡三illerlillge．　Iron　（憧Lrbolldioxated　springs，　と　す

　本泉は他の成分の含猛に從ひ純炭酸鐡泉に封し之を

　　」二　類　含イ∫炭　 酉聖　鋸曳　 タ艮　　 10r｛lige　　 】弓ige111《：Lrl）〔）ILatquellel亘●　　　　IOartlly　　iro1真　　eξLrbo】1暑しte

　　　8pr111gs・

　　アノレカリ性炭酸鐡ジ艮Alklし1iselle　Eiビellkarbo11＝、tqllclle11．△ll｛alhle｛roll　eεぼ一

　　　1）011ate　Springs．

　　食塵含有炭酸鉦曳牙と　］～hlriatisclle　Eisellkarbo】1at（luelle11．　ムエllriated　iron　ea1・一

　　　bo1凱te　Sl）ri119S．

　　苦　味　性炭　 酸　鐡　泉　　 ］うisel11く1ヒrbo1正芝しtbitterqllellc11，　　．Iroll　醍憶亀rbollとしte　　bitter　　呂1｝ri1198・

　　　　　　　　　■に細励す

　　　二二泉Vitriolquell〔，n．　Vitriol　sprillgs．

　二二泉は水千分中フェロ、イオン（「e”）叉ばフエリィオン（FeOO’）O．01分

以上を含有しアニオンとして硫酸イオン（SOの典ゴ三要成分をノよし之を

結合するときは三二表に於て硫酸亜駿化鐡父は硫酸酸化鐡を構成す

るものとす而して微量の遊離鑛酸共存するものも亦之に属す　　　　・

　本泉千分中硫酸亜酸化鐡として1分に充たざるときは之を弱緑饗，

泉Sehwache　Vitriolqtlelle11・Weak　vitriol　springs．とす

　本泉中ヒドロ砒酸イオンくHAsOl’）を含有するときは之を含砒緑馨

泉、A聡e1111altige『～アitriol（111elle1L Arscnio　vitriol　sl》rillgs．とす

＿6一

、



　　　明禁泉’AlaU11〔IUelle11，　AIUm£1）rhlgS．

　曝泉は．水彩沖固形成分1分以上を含有レア・レ・ニク・材・
（Al’“）及硫酸イオンISOI’）共主要成分をなし之を結合するときは鰹類表

に於て主要成分としで硫酸アノレ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ものも亦之に麗す

　　　酸性泉Sallre　Quellc1L　Aeid　sprillgs．

　酸性泉は水中著量の；水素イオン（H●）（遊離鑛酸）を含有するものとす

　本泉千分中フェゴィオン（F的：又はフ∫リィォン（F・…）0息6ソ以上を

嘉しアニオ・ンとして硫酸材ン（SO7）現存し盤轍に於て醐翅酸
化鍛叉は．硫酸酸化鐵を構成するときは之を酸性隷肇泉Sallre　Vitrio1（lu－

elle11．　Acid　vitriol　sl）rhlgs．とす．

　本血中活量のアノレミニウムイオン（AI．”）を含有しアニオンとして硫

酸イオン現存し嘘類表に去て著量の硫酸アノンミニウムを構成すると

きは之を酸性耐油泉Saure　Alau1噂lellen．⊥eid　alum　s1）rings．とす

　本泉千分中フェロイオン叉はフ土リイオ、ン0．01分以上及アノレミニ

ウムイオンの著：量を含有しアニオンとして硫酸イオン現存するとき

’は之を酸性明馨出直泉Saure△laUnlVitrio1｛iuellelL　Ad（l　alUnトvhri61　s1｝ril塾gs。

とす　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　本泉幌勧化藤（岬を含細るときは之を硫化水素舖騨
．泉Schwefelwassersto舳altige’sallre　Qllelle11．　Slllphuretcd　a（idβprillgs．とす

　　　硫黄泉Sdlwefel｛luellen．　Sull｝Lur　sl）rillg8．

乱曲痢繍萩鰍1よ岬・ンと共に灘化螺
（Hs）を含有するものとす

　本泉台遊離炭酸（CO・）從て遊離硫化水素を含有するときは之を硫化

：水素泉S（lhwefelwa・5erきtof宏luellen．ユlydrogen　slllp】】ide　springs．とす．

　　　　　　　　　　　　一7　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



　本泉嬉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　Erdige　Selfvvefelqllellen．　1】ar亡】1y　sulpllllr　sprh亘gs．

　　食盤含有硫黄泉Mllriati㏄he　Scll、vefel儀uellen．　Muria候聖d　slllphur　spri11gg．

　　：告味・セL硫黄泉Schwefelbitter〔lueUe1L　SIIII）hur　bitter　sprillgs．

に細別す

9．　鑛泉の騰治効用は典温度，化學的成分，鑛泉地の地形，氣候，溶客の生

　活状態の墾化等諸般の要素の綜合作用に由るべきを以て各鋸泉の

　効珊を確定すムことは極めて難事に帯すと錐も前記衡生調査委員

　會の協定に從ひ上記分類せる各平泉に就き共適慮症及禁忌の概略

　を禦ぐれば次の如し。
　　　、

　　　　　　　　　　　鑛泉の騎治効1用　　　　　一

　一般的禁忌　諸種急性病，熱病，憔惇状態　（結核及癌腫の進行せるも

の），重症の器質的疾患（高度の心臓病，腎臓病，rll　l匙藁祠1維病，血管硬化症及

脳溢血の虞あるもセ））等に付ては特に鑛泉の慮用取捨に注意すべし

　各種鋳泉中細別せるものに甥し特に其め適慮症を掲げたるもの、

外何れも共所厨主泉ρ効用を適用すべし

　　（）は総括病名中著名なる實例を示す

　　無字は該泉の特効症を示す’

　　〔〕は一般的適癒とならざるものを示す，

　　　　　○∫彦純温泉

　　溶’用　外傷性諸障害，慢性筋及蘭節優麻質斯，慢性灘疹，官能性示申．

　　　　　　経病（ヒステリー及刷1経衰弱），両度の脊髄病，中．枢及末梢

　　　　　　性麻痺（純久性理身不興，小見麻痺等），婦人生殖器の慢性

　　　　　　諸病・慢性概護腺炎・諸病快復期・腺病質

　　　　　　　　　　　　一8一　　　　　　　　　，　　　　　　モ



　　　　　　、
本適鷹症の大蔀分は爾絵各泉の一般的野砲症と見るも差支なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟹　　　　　　　　　　　　　　　　　，腎
　　　○輩純炭酸泉

内．用　胃弱（胃酸減少，弛頭症），便秘，三度の血管硬化症

挙　』用　（特に選酸泡1麺餐の方法に依るべし）

　　　　心臓病血管1璋害官能蜥申経疾患・輕度の脊髄病貧血・萎黄

　　　　病，諸病恢復期，慢性婦人生殖器諸病，月経閉止期の障警，，

　　　〔皮膚病〕

　　　○土類学匠空、5艮

内　用　消但不1頁，拘優病

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら浴用諸種の皮膚病

　　　oア・助リ：泉　　　．　　　　　’．
内　用　慨世諸病肝臓疾患，慢・性咽喉及氣管支加答鬼，一聯炎及膀

　　　　胱加答弘輝度の血管硬化痘，糖尿病，脂脚病，痛風，貧血

　　用　慢性挙挙質既各種示幡四割護性婦人生殖器病，〔古型膚〕／，

　　　0食盤含有アルカリ泉及喰盤含有プルカリ性炭酸泉

内　用　膓胃諸病，慢性咽喉及氣管支加答見，貫血

溶　用　慢性手早質斯・各種剥i経痛慢性婦人生殖器病，諸種の庶痺

　　　　（半身不興等），腺病質，〔皮膚病〕

　　　0土類含有アノンカリ泉　　　　　　　　　　　　　〆．

内　用　翠眉響動障害，紳経性消化不鯛，慢性咽喉及氣管支加答兜，

　　　　膀胱加答見，糖尿病，痛風

浴　用　慢性皮膚1病，皮膚潰瘍等

　　　○弱食蘇幌糠晃患紛　　　　‘，
　　　　本泉は内用を主とす

内　’用　慢性消化器病（弛緩症，食物停沸弛緩性便秘》慢性喉頭及

一9一



　　　　　氣笹丁丁答兜，新陳代謝病友杢身病（糖尿病，脂詐病，痛風，貧

　　　　　血，門門）　　　　　　　　・　　ノ　　　　　　　　　　　　　　．

　楽忌興奮獅幡1ヲ醐酉蝿多症，消化器門下症，腎臓炎　　　　隔
　　　　o食二二（水千分中クロールナトリウム5分以上を含有するもの）　　　　　”．

　　　　　本泉は溶用を主とす　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　。内　用　水を以て弱食下泉の濃度に稀狸したるものは弱食盛泉

　　　　　のi効に1司じ

　溶づll　－慢性櫻物質婆91，諸種の麻痺（純久性牛身不髄，小兄麻庫の類1

　　　　　痛風，慢性生殖器及泌尿器諸病（慢性子宮周園炎，子宮筋炎亀

　　　　　等）貧血，萎黄病腺病質，戯易小見，輕度の血管硬化症，諸ヲ酬炎

　　　　　復期，〔1黒門〕

　禁　吊　逆上の傾向

　　　　○炭酸含有食堅泉　　　　　　　　，

　内　，用　胃弱，便秘

　浴　用　慢性生殖1器及泌尿器諸病，慢性優麻質斯‘，諸種の麻痺，腺病

い　　　　　　質，〔皮膚病〕

　　　　○アノレカソ性食嘘泉

　内　用　慢性～？膓障害，慢性咽喉及氣管二半二丁

　溶　朋　腺病質，慢性泌尿器及生殖器病，〔皮膚病〕’

　　　　○炭酸及棚酸含有食魍泉

　溶　用　慢性倭憎憎斯，痛風慢性生殖器及泌尿器諸病，〔皮宿病〕

　　　　　○苦味泉

　内　用　　脂艀病，常習便秘㈱化器弛緩症），逆上消経閉止三障省，輕

　　　　　度の下野硬化症，下腹部臓器の充血，痔疾

　溶▼用　慢性優脚質斯，神経痛，官性能祠1経疾患改丁病（殊に乾性療

　　　　　　　　　　　一10一



内

浴

内

三

内

’内

洛

浴

浴

浴

　　　　　　　　　　　　　　　…

　　　痒性）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　0炭酸鐡泉

　用　各種貧血，萎黄病

　用：官能性紳纏疾患殊に祠1脛性心臓病，慢性婦人及男子生殖

　　　雅諸病（月下異常，慢性子宮筋炎，流，産の傾向，不妊症，遺精，精

　　　液漏，陰萎等）

　　○弱騨泉（水千分中硫酸制酸化鐵1分に充たざるもの）

　用　貧血症
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　用　　管養不良，諸病恢復期，神二三，官能性神纏疾患，倭庶質斯，

　　o緑嶽四過辮磐鰐1）

　用　水を場て四緑肇泉の濃度に稀繹したるものは弱緑馨泉、

　　　の効用に同じ・

　用　慢性丁丁質斯，〔皮膚病〕，慢性婦人生殖器病，神経痛

　　o含二二馨泉

　用　各種貧血及萎黄病

　用　官能性紳野冊，紳経痛，慢性優麻質斯，〔皮膚諸病〕

附記　鐵泉及砒泉は消化器障害あるときは共内用を禁忌す

　　○明二丁

用下腿潰瘍・手足多汗症瀞脈痛慢性泌尿器及生殖器病

　　○酸性泉
　　　　　　　　　’
　用　癩病，梅毒性及頑固の潰脇，癖癬，三三慢性皮膚瓠丙

　　　但遊離酸の量は水千分中多くも2分を超過す可かちす

　　　若し共以上なるときは水を加へて適宜稀鐸すべし「

　　○酸性明饗緑鎌泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ用　下腿潰瘍，手足多汗症，慢性泌尿器及生殖器病，慢性倭三三

　　　　　　　　　一11一
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　　　　斯，皮：膚病

　　　○硫黄泉

1溶　用　慢性皮膚病（灘性，療痒性），慢性櫻麻質斯，痛風腺病，慢・ドk婦

　　　　　　　　　　　　　コ　　　　人生殖器病，月経閉止毒切障｛穿，諸種の庶痺，慢性鼻咽喉及氣

　　　　管支加答見喘息及肺氣腫に繊毅せるもの），経久梅毒，鉛

　　　　及水銀中轟症

　附　録：

　　　○放射能作泉俘糊凄昌1穐：慧げ）

内用及溶用　病後衰弱，祠1経痛，慢性屡麻質斯，痛風，皮膚病（一般に疫

　　　　痒あるも，の）

．・備　考 病名は、俗用語及學衛語混7肴’せるも了解，に便ぜんが爲め暫く

從來あ虚血に準ず

ド
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o
F

　　　－比．

．イオシ表

カチオン

所在　地
試験年月
性　　　十

重　　1．0

濱． 館． 鑛 泉（冷）

馳胃森縣東津輕郡濱館村駒込川上流湯の川澤　，

昭和8年10．丹（東京）’ @　　　　　　　　　　　　　　　　，　／
殆と無色澄汁にして三昧並牧藪燦を具ふ
p112．30（18ゴ。　キソヒ1ドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　約　　2160hl（24時…間）

　（15。）

（本鑛水1kg中に含有する各州分及其量次の如し）

水素イオン（1「）・・…・・…・…・∴・

カリウ．ムイオソ（K’）．…………．

ナト．リ1ウムイォソ（Na’）．＿．＿．

カルチウムイォソ（Cゴ）＿．．．

マグネシウムイォソ（Mg’●）ノ．

フェロイオン（Fe。’）．。・。…・・…・…

マ・ンガノイオン（Mn’．）…・・…・

アルミ’ニウムイォソ（Al…）．・・

．銅イ’オソ（Cゴ）………………

　　・　ミリ農饗τリ伽
0．00501　　4．970　　　4．970

0．01093　　　0．27り5　　0．2795

0．058831　2．558　　　2。558

0．1115　　　2。783　　　5．565

0．0247　　　1．016　　　2．031．

　　　
0．00504　　　0．09025　　0．1805

0．002198　0．04002　　0．08003

0．1079．　　3．980　　1■．94

0。00036　　　0．005665　0．01133

ア昌オン

　クロールイオン（C1’）…………’0。4991　14．08

　硫酸イオン（SO4”）…・・……・…　0．6502　　6．77

27。62’

14．08

13．54、

1．476　　　36．57　　　　27。62

0．1106　　　　1．417

土類表（面面声高織縞麟裾㌍）

クロールガリウム（1くCI）　…鱒”．

クロールナ・トリウム（NaC1）…・・

グロールカルチウム（CaC12）…・・

グロールマグネシウム（MgC12）

硫酸マグネシウム（M鹸04）・，…

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）．…．…＿．

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）“
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・

硫酸銅（CuSO4）……・・…………

遊離盤酸（HCI）……9…・・……・・

珪酸（メ．タ）（H2Sio3）………・…

泉　　質

　　　　　1。587　　　　37．99

．酸性明鋒泉に属す

　　　　　馳　9
・… @9・鴨・。　0．02084　　．

。。・・． メE… @．0層1495

・…
@噂∴・・。　0。3089

『・……・・ O．3347　　、

………・・ O．07995

・・。……・ O，01371

・・・・・・・… @　0」006042

…　鱒・・…　．0．6814

・・…。・… @0．000904
……・… @0．1812
・・・・・… @　0．1106　　　　　　．

　　　　1，587．．

”百． 澤 温． 泉

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試験．年月
　　　　　　　　．　性　　　状：

　　　　　　ノ
　　　　一　　　源泉狸度　　73。

　　　　　　　　比　　重

　　　　イオン表

カチオ．ン　　　　　　　　　　　　　9

　ゴく素イォソ（lr）　…・・………覧…　0．007958

　カリウムイオン（K●）　・r・…・…・・　0．001108

　ナ．トリウ’ムイオ．ソ（Na’）………　0。1310

　アムモニウムイオソ（NH♂）．…　0．00375．・

　カルチウムイオン（Ca。’）………　0．3002

　マグネシウムイオン（Mg∵）……　0．0743

　フェロイオン（Fel’）………・・…・0．002238

　マンガノィォシ（Mバ）・・…・……　0．003996

　アルミ・ニウムイオン（Ar’）……　0．1212

　　　胃森縣中津輕郡岩木村大字百澤字東岩木山國有林30ろ17内

　　　昭和12年3月（東京〉
　　　無色澄明にして硫化水素臭を具へ酸昧並牧敏昧を有す　　　’
　　　pH　2ユ0（18，。キソヒド戸ン毘池法）　●

　　　　　　　　　　　　　　　　湧出量：約6840hl（24時間）
1．00■　　　　（150）　　　　　’

（歪難昼姦漏斗∂
ミリイオ’ン及
　　　　　ζリヴアルミ　リ　モル

　7．895　　　7．895

　0．2834　　0。2834

　5．696　　　5．696

　0．2083　　0．2083

　7．4go　　　14．98・

　3．055　　　　6．110

　0．04008　　0。08016

　0．07275　　0．1455

4．473　　13．42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48．82
アニオン
　クロールイオン（c1，）．…………ユ．141　32ユ8　32．18

硫酸イオン（SO4”）……・・一・・0．7937　8，265　！6．53．

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）…　0．0053590．0558　0．1116

　　　　　　　　　　　　　　　2．596　　　　69．71　　　　48．β2
　瓦四酸てメタ）　（III302）。・・輔・…　．・・・…　　　OrO3497　　　0。79SO

　珪酸（メタ）（II2Sio3）……・…・・…　0．1843　　2．361

　　　　　　　　　　　　　　　2．815　　，72．87
　遊離硫イヒォく素（H2S）　・・…　。・・。…　　　0．02835　　0．8319

　　　　　　　　　　　　　　謄　2．843　　　　73。70
　　　泉．質’　璽化土類並硫化水蜜含有酸性明饗泉に麟す

盛類表（本鑛永は其集成に於で1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（K：C1）・・…………・…0．02113

　クロールナトリウム（NaC1）……………　0。3330

クロールアムモニウム（NH：4C1）………0。01114

クロPルカルチウム（CaC12）……………　0．8314
クロールマグネシウム（MgC12）　…・・…・0．1483

硫酸マグネシウム（MgSO4）L…・……・・…0．1804

硫酸ヨE酸イヒ鐵（FeSQ4）・・…。・…・…・……　o．oo6089

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）・…・・……0．01099

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・一・…0．7595

’燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・・…・…　0．006368

艶乞灘酸（IIC】）　…　餌・・・・・…　け・鱒・・・…　ρ・鱒・P　O．2880

剛酸（メタ）（IIBO2）　・・…・……・・∵・……　0．03497

珪酸（メタ）（112Sio3）　・…　。…　。。・・・・…　。・・∴・・　0ユ843　　も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。815’

逝i離硫化水素（II2S）………・…・・………，0．02835

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．843

●

ρ

魅

1
！

’



所在地
試験．年月
性　．　状

　　　　　　　源泉猛度　　52。
　　　　　　　比　　蹟　　1．0　　「15。）

　　　　イオン表傭灘i回数嫉編D

カチ才ン　　　　　　　g　lリ捜雛
　カリウムイオン（K。）　・・…・……　0．01319　0．3373

　ナトリウムイオン（Na’）………・0．1601　6．961

　カルチウムイオソ（Ca’●）………　0．001872　0．0467

　マグネシウムイオ’ン’（Mg。．）……　0．000791’0．03253

　フェロイオン（Fe”）一・一……　0．000224

　アルミニウムイオ：ノ（Al…）……’0．001217

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）∴＿＿＿．

　硫酸イオン（SO4”）　………・…・・

　炭酸イオン（CO3”）・・……・……

　ヒドロ宏酸イォ・ソ（IICO3ノ）＿・．．

　フk酸イオン（OIIノ）…………・・…・

二庄内・温泉．．‘．
石詰縣南津輕郡山形村大字二庄内字要人國有林丙

昭和11年8月（束京）
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈す
pH．8。60（18，。水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出鍛約104h1（24時間）

覧リヴアル

0．3373

6．961

σ．0934

0。06505

0．0040120．008023

0．0449　　　0．1347

　　　　7．60

0．09472　　　2。671　　　2．671

0．01938　　0．2018　　0。4035

0．01697　　　0．2829　　　0．5658

0．003538　　0．05799　　0。05799

0．06636　　　3。901　　　3．901

　　蒸龍骨残江査i　　　　　O．429　　（1kg中）

盟類表（本呪水は其集成に於て1kg申次の成分を含有する溶液に概略相當す）

0．3784　　14．54　　　　7．60

0．0080　　　　0。1826

0．103R　　　　1．329

／

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ
クロールカリウム（KCI）　……………・1・．0．02515

クロールナトリウム（Naq）……・・……・0．1364

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・・…・∵・…0．0191

露：炭酸ナトリウム（NallCO3）・一……・0。004198

炭酸ナトリウム（Na2CO3）……・…・…一〇．02999　’

：水酸化ナトリウム（NaOII）・…………・・0．1497
　　　　　　　　　　　　　　　　ヒし

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…………　0．003462

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕………0．001898
露炭酸亜酸化鐵⊂Fe（【ICO3）2〕『……・一・0．000714

硫酸アルミニウム〔A！孚（SO4）3〕一…・・…　0。007687

石明酸（メタ）　（IIBO2）。・。・・・・・・…　。・・9・・…　鴨・0．0080

珪酸（メタ）（H2Sio3）　……・…………・・0．1038

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4901，

ら

研月醒盈（メタ）（IIBO2）＿＿．．。＿．。．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・四・・。鱒鱒・・

泉　　質

　　　　　0．4901　　　16．05

盟純沮泉に局す

所在　地
試験年月
性　　　状

大　奥　鑛　　泉
胃森縣下北郡大奥村大字大間字大間李41番地
昭和12年12月（東京）
微に類褐色を呈し租多量の沈澱物を宥し硫化水素臭を具へ微賜酸性反懸
（ロゾール酸）を呈すP止i6．70（18㌦キンヒドロン電池法）
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　五呈　　糸勺　　36111　（24時間）

　　　上ヒ　　　　＝［巨：　　　1．0　　　　（150）

イオン表　（本丁水1kg巾に含有する各成分一匹趾玖の如し）

カチ才ン　　　　　＿

　カリウムイオン（K’）…………

　ナトリウムイオン（Nの…・…・・

　アムモニウムィォソ（NIIの．．．

　カルチウムイォソ（Ca．’）…＿＿

　マグネシウムイオン（Mg●’）・」・…

　フェロイオン（Fe騨）・…・・…・…・・

　アルミ．ニウムイオ努（Al●’幽）・・…・

．アニオン

　クロ．一ルイオン（C1ノ）・…一・…

　硫酸イオ・ソ（SO4”）　叩……。・・…・

　ヒドロ燐酸イオ・ン（【IPO弓”）．…

　ヒ’ドロ炭酸イオン（【ICO3ノ）……

　フ｝く硫イオン（aSノ）・…・………・…

　9　ミリ農擁竃リヴアル

0。01865　　　0．4770　　　0．4770

0．4723　　20．54　　　20．54

0．0075　　　　0．4167．　0。4167

0．01474　　　0．3679　　0．7357

0。007343　　0．3020．　　0．6039

0．001456　　0。02608　　0．051215

0．000258　　0．00ヲ52　　0．02856

　　蒸獲残流　　1．259　（1kg中）
蜜類表（本鑛水は其集成に於て1k窪中次の放分を含有する溶液に概略相富す）

0．2745

0．5951

0，00088

0．1571

0．004272

22．85

7．741　　　7．741

6．195　　　12．39

0．00916　　0．01832

2。576　　　2．576
　　　ゴ
0．1292　　　0．1292

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．554　　　38．79　　　22．85
　　　毬月酸（メタ）（llBO2）　・・…・・…・・　0，0016　　0。03651　　．

　　　珪酸（メ’タ）（II2SiO3）。・・………　 0．01251　　0．1602

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ，568　　　39．05
　　、　旧離炭酸（CO2）　・………・………　　0．02567　　0．5835

　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　遊離硫イヒ水素（H。S）。・…　。・。…　。・・。　0．003327　　0．1292

畠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．597　　　39。76

　　　　　泉　　質　　　芒硝含有硫化水繁泉に回す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

、 一　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）………。・…・…　0．03557

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．4003

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・・…・・0．8795

＝亙炭酸ナトリウ’ム（NalICO3）…。…・・…　0，09945

：水硫化ナトリウム（NallS）　…・………・・0．00？244

クロールアムモニウム（NH4C1）・……・・0．02229

：重1炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．05962

軍炭酸マグネγウム〔Mg（IICO3）2〕一・・0．04419

：重淡酸亜酸イヒ鐡（でe（11CO3）2〕…………　0．004638

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……・・・…　0．000584

燐酸アルミニウム．⊂A！2（IIPO4）3〕…・・…　0．001045

礪酸（メタ）（IIBO2）・。・…………・……・．0．0016

澄三配…（メタ）（H2Sio3）　・…。……………0．01251

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．568
遊離炭酸（CO2）　。・…。。・……　。・…　………・・0．02567

遊離硫化水素（【12S）…………・・………　0．003327

閣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．597

t



’

，1　！

■

’

餅　在　地
試験年月．
性　　　状

寺㌦田村　鑛宗’（冷）．

　　　　　　　重　　　　1．009　　　　（150）　　　　比
イオン表、（本二水1kgに含有する各成分及其乙次の如し）‘

カチオン・
　カリウみイォソ（K＝）’…・…＿

　ナトリウムイオ㌔ソ（Na。）……・

　アムモニウムイオン（NHべ）・

　カルチウムイオン（Cバ）…・

　マグネシウムィォソ（Mg”）・

フェ略オン（F・”）一…・・…・

　マンガノイォン（Mバ）・…∴

　アルミニゥムィォソ（A1…）．

アニオン

　クロールイオン（Cユ，）………

　・硫酸イオン（SO4”）・…・…・・∵

　ヒドロ炭酸イォソ（HCO3ノ）
・水硫イオニ／（HS’）　　胆・・・・・…　鱒

岩手縣岩手郡寺田村國有林18林斑
昭和11年12月．（東京）　　．　　　　1’
殆と無色燈明にして硫化水素臭を有し微弱酸性弓懸を呈す’
pH　6．25（18；oキソヒドロン電池法…）

　　　　　　　　　　　　　　湧出二三65h1（24時間）’

’

　　昭　蓬リ碑蓼ミリヴアル
∵　　0ρ4510　　　11153．　　　11．53

・。@2．816　　　122．4　　　　122。4

・・@0，01487　　　0．8261　　　098261

・・ @0．5843　　14．58’　　29．重6

・・ @　012070　　　　8．510　　　　17．02

・・ @0．000666　　　0．01193　　　0．02385

・。・ O．003271　　　0．05955　　　0．1191

鱒　　0．005812　　　0．2145　　　　0．6434

　　　　、

　　蒸萱唐墨芒査i　　　12。13　9　　　‘1kg　中）

三隅表（本両両は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相愛す）

…　．4．709　　　132．8

。・。@0．09547　　　　0．994

…2・852’・チ6・75

・。・ @0。006065　　　0．1R34

181．7

132．8

　1．988

46。75

　0．コ834

　　　　　　、　　　　　　　　　11。75
棚酸（メタ）（H：BO2）．・……・・’…　2．973

硅酸（メタ）（H2S三〇3）・……・・…　0．2175

33S．9　　　　181．7

67．85

　2．786

叢旋離炭酸（CO2）　・・…・・…・・……

遊離硫化水素（H2S）…………

14．94　　　　409．5’

0．04395　　　　0．999

　　ひ0．000446　　　0．01309

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
クロールカリウム（KCI）…・……，…・…‘・0．8597

クロールナトリウム（NaCユ）…・…・・……7．041．・．　F

硫酸ナ’トリウ．ム（Na2SO4）　…一…・…虐…0．09552

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・……・…・…0．03596

水硫化ナトリウム（NallS）ら’……一・…・・0。01029

クロールアムモニウム（NH4C1）…∵……？0．0442・

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2）☆………・2．365

：重炭酸々グネシウム〔Mg（HCO3）2〕……1．245

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…∵・………0．002i21

：重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕…0，01054・

硫酸アルミ．ニウム〔A，2（SO4）3〕………；・・0．03672

硯月酸（メタ）（HBO2）・…・…………3・・1……2．973．

珪酸（メタ）（H2Sio』）‘・・……………………0．2175

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．94
謳i離芳乏酸（CO2）　・。。・・・…　い・…　錦・・’一¢・。・一・・…　0．04395

遊離硫化：水素（H2S）…・…∴………∴「……0．000446．

　　　　　　　　　　　　　　　　　14，98，
　停．

　　　　　　　　　　　　　　　14．98

ノ其他ヨード及ブF・7ムイオソ各痕跡
泉 質

410．5

土類、瑚酸並硫化水繁含有食長泉に屡す

　　　　ラ
　　所　在　地
　　試験年月
　　性　　　状
源泉浬度　　72。
比・’．：重　1．0

　　　　イオン表

カチオン
　；カリウムイオン（K：’）・…・・……

蛎ナトリウムイオン（Na。）……＿

　カルチウムイ』オソ（C…ゴり　「…・・

　マグネシウムイオン（M9つ…
　フェロイオン（F¢’つ・………・…・

　アルミニウムィォソ（Ar’層）」．．

花　　　　温　泉、
岩手縣稗貫郡湯本村大字毫2地割
昭和9年12月、（東京）

（本店水1kg中に含有する各威分二二量衣の如し）

ア亭オン
　クロrルイォン（C1，♪・・…∵・・…

　硫酸イオン（SO♂ノ）…・・∴…・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO♂！）…

　ヒドロ；炭酸イオシ（HCO3，）＿
　オく硫イオン（良Sノ♪　…・・る・・……・

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すpII　7．15（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　、．
（15。）　　　　　　　．　　蒸饗残海　0．9629　‘ユkg中）

　　　　　　　　　　　盤．類表　　　　　　　　　　　　　　　、

　　9
0．02373

0．2374

0．02059

、0。00245

0，00112

0．00382

0．1398

0．3580

0，05413

0。005578

α000201

Uイモン及　　竃リヴアル
i　リ　モル
0．6069　　　0．6069

10．32　　　　10．32

0．514　　　1．028

　　　　ゴ0．1008　　　0．2016

0．02006　　0．04012

0。1410　　0．4230

3．942

3．727．

0．56351

0，09142

0．00609

12．62

3．942

7．452

1．コ．27

0．09142

0．00609

　　　　　　　　　　　　　　　　0．8468　　20。03　　　ユ2。62
　　珪酸（メ・タ）（H2SiO3）・……・…・　0．07663　’0．9815

　　　　　　　　　　　　　　　　0．9235　　21．01　　　　　　　　、
　　逝i三炭西曼（CO2）　・。・・u・・…　。…　。・・　0．01098　　　0．2495

　　彪離硫化水素（H2S）・・…一…　0．0018970．05567
　　　　　　し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。9364　　　21．32

　　　　．泉　　質　　　　輩純硫化水繁泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3．

（本陸水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相臥す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　＼
；＝＝潔跨鼎δy’●：：：：：：：1：：：：1：：1：lll15・．〆

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………・…；∴・0．4958

水硫化ナトリ〆ウム（N・HS）・…・…一・∵・0．000342．．

硫酸カルチウム’ iCaSO4）…1…………・・…0．02205・

燐酸カルチウム（C・耳PO、）…・……・……0．047gi

硫酸壷グネシウム（MgSO4）……一∴・・♂…0．009041

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…i・・0．0037541
重炭酸亜酸化鐡〔Fe（Hcol）2〕・……∴・…・・0。6σ3567

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO、）3〕∴……0．02414

珪i酸（メタ）（H2Sio3）　…・……・……・∴…0。07663．

　　　　　　　　　　　　　　　　’〔Lg235
　　　　　　　　　　　　　し遊離炭酸（CO2）……………・・……・…飢・・…0．01098

遊離硫化水素（H・S）…・…・…・…÷∵……・・0．001897

　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　0．9364．

’　．



’

、

　　一夏

所在地
試駿年月
性　　　状

湯 ’温

、　　　／

泉　く蛇の湯）

岩手縣和賀郡岩崎村大字岩崎新田

昭和5年ユ2丹（東京）　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　源泉盗度　　59。
　　　　　　　　上ヒ　　　置　　　　1．0024　　　　（150）

　　　　イオン表（本温水1kg中に含有する各成分三共畝の如し）

カチオ・ン　　　　　　　　　　　　9　　ミリ4鷲ン第

　カリウムイオン（K’）…∴…・…0。1247　3．189

　ナトリウムイオン（Nゴ〉…一・0．7813　33．97

　カルチウムイオン（Ca．●）・一・0．3921．9，785

　マグネシ’ウムイオソ（Mg．’）・∵．0．05927　2．437

　フェロイオン（Fe．●）・…………・・　0．000112　0．002006

　マγガノイオソ（Mバ）・・……　0．002629　0．04786

　アルミ．ニウムイオン（A1’●’）…　0．000159　0．00587

6

、　．

、

無色潭明にして微に献昧を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す
pH　769き（18，0キソヒドロン’電￥也法）

　’

1

　　　　蒸亟薯残迂査1　 3．79　 （1kgr14）

・塵類表（本甲水は共集成に於て1kg　rll次の成分を含有する溶液に概略川明す）

｛リヴアル

3．189

33。97

19．57．

4．874

0．004011

0．09572．

0．0176

アニオン　・

　クゴールイオン（C1ノ）・……．＿．

　耐‘酸イオ・ソ（SO4”）……・……・・

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…

61。72

σ

1．416　　　39．94　　　　39．94

0．4922　　　5．123　　　　10，25

0．7035　　11．53　’・　11．53

醐酉愛（メタ）（IIBO2）　・・…鱒…・・

工圭匿菱（メタ）（II2Sio3）　・鯉・・・・…　随．

3．9723．　106，0297　　　61．72

0．0623　　　　ユ。4217

0．1373　　　1．7586

’曳左離炭酸（CO2）　…………・・…・

泉　　質

4。1719　10ウ．21

0．2486　　　5．650

　　　　4．4205’　114．86

石管含有弱食璽泉に面す

夏

クロールカリウム（KC1）……・・……・……0．2378，

クロールナトリウム（Naα）。…・………。…1。986

貫目ールカルチウム（CaC12）卿…∴・・…・・0．1545

硫酸カルチウム（CaSO4）…………………0．6963
冤1淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2ゴー…・・…0．5315

置炭酸『グネシウム〔Mg（IICO3）2〕一…・・0．3566

重炭酸亜四花鐵〔F・（llCO、），〕…・・……・…0．000き56

：重1炎酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO3）2〕……0．008468・

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕　…………0．001004．

醐酸（メタ）（II】BO2）　・・・・・・・・・…　騨・・・・・・・…　9D・0．0623

珪酸（メタ）（i12S董03）∴・鱒・・・…　。。・・。・・・・…　。・∴0．1373

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1716
遊離炎心（CO2）…一………………・一・兜・0，2486

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4。4202

所在　地
試験年刀
性　　　状

油　温　泉（天狗の湯）

岩手町和賀郡娼崎村大字岩崎新田

昭和5年12刀（東京）
無色澄明にして微に戴昧を具へ微弱アルカリ性反応を呈す

pll　7．63（18，。キソヒドロソ電池法）

源泉温度　　52。
上巳　　　重匡　　　ユ．002　　　　（150）

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　　　　　9

　カリウムイオン（Kつ・∵………’0．ユ042

　ナトリウムイオン（Na●）……0．6870
　カルチウムイォソ（Ca●’）　・…‘・　0．3459

　・マグネシウムイオン（Mg。’）・　0．05987

　　　　　　　　　　　　　の　フェロイオン（Fe’り…・……・・…

　々ソガノイオソ（Mn’つ………

　アルミニ．ウムィォソ（A1’”）＿

（本鑛水ユkg中に含有する各威分及共最次の如し）

クロールイオン（C1ノ）…・…・・…

硫酸イオ’ソ（SO4”）・……・・…　。

ヒドロ羨酸イオン（IICO3つ…

ミリイオン及
こ　リ　モル

2，6659

29．87

8．631

2．462

ミリヴアル

2．6659

　　　　蒸五丸瓦Z査i　　’3、409　　　（1kg中）

．盟．類表帯鶴響馨織誌1轡の〉

　　　　　　　　29．87．

　　　　　　　　17．26

　　　　　　　　　4．924
0．000112　　0．002006　0．004011

0．002849　　0．05187　　0．1037

0．000264　　0．009743　0．02923

　　　　　　　　．54．86
1．285　　　36．25　　・、36．25、

0．4155　　　4．325　　　8．649

0．6074　　　9．957　　　9．957

、

　　　　　　　　　　　　　　3．50856　　94．2245　　54．86
　　　　　　コ翻酸（メタ）（HBO2）　…………　0．06235　1．4229

避1酸（メタ）（l12SK）3）・…・…・…　0．10909　　1．3972｝　　〆

　　　　　　　　　　　　　　3L680　　　　97．0446
迩離炭酸（CO・）・…一・・……ド。．2942　6．6864’

　　　　　　　　　　　　　　3。9742　　103．731

　　泉　　質　　　　石膏含有弱食塵泉に卜す

　　、　　　　　　　　　　　　　＿4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，
クロールカ．リウム（KCI）……………・…・・0．1988

クロールナトリウム（NaCI）・一……∴・…・1．746

クロールカルチウム（CaC12）……………0．2063

硫酸カルチウム（CaSO4）…・・………・……0．5868

：重炭酸カルチウム⊂Ca（HCO3）2〕一・…・…0。3992

：亟炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕　……0．3603

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕一・………・0．000357

：重炭酸亜酸化マソガソ〔Mn（IICO3）2〕…0．009174

耐〔酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　∴・……・・0．00166＆

石明酸（メタ）（III302）…・…・…・……………0，06235

1珪酸（メタ）（1毛Sio3）・・…㌧・…・………・……0．10909

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．680
；族離炭酸（CO2）・…噛・…・・…∴・・…………・…0，2942

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．9742

畢



二子鑛旧く冷）
，　　ノ

所在　地
試験年月
性　　　状

　●　一　　　　　　　　　　　」：ヒ　　’　歪重　　　　1．0044

　　　　イオン表

ヵチオン　　、　　　　　　　　9
　水素イォソ（旺）・……・・…・…・・…　0．0114

　カリウムイオン（K●）……………’0．0022

　ナトリウムイオン（Na●）……・・0．0301

　アムモニウムイオソ（NH4．）　…　0．0030

　カルチウムイオソ（Ca”）………　0．ユ886

　ーマグネシウムイオソ（Mg●●）・・…・0．0039

　フ土竃イオン（Fe”）　・・……・…・・0．0125

　フェリイオン（Fe…）……………　0．8573

　マンガノイオソ（Mn”）…………　0．0077

　アルミニウムイオン（Ar’）……　0．0480

（本鑛水1kg中に含有する副成分及四囲次の如し）

岩手縣和賀郡二子村字二子宿場第12地割6番地
昭和5年5月（東京）
淡褐色澄明にして酸昧並牧三昧を具ふ
pH　1。53（18，。キンヒドロ．ンτE池法）．

　　㌧・　　　　　　　　　　　　　　　　三川　出量　　　　　71h1　（24時間）

　　（15。）　　　　．　　　　　ド．、
　　　　　　　　　　　　盤類表（本鑛永は其集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相月す）

ミリイオン及
　　　　　ミリヴアルミ　リ　モル

11．4041　　11．4041

　0．0563　　0．0563

　1．3087　1．3087

　0．1667　　　0．1667

　4．7068　　　9．4135

　0．1604　　　0。3207

　0．2239　　、0．4477

15。3528　46。0584

　0．1402「0，2804

　1．7712　’　5．3137

ラ昌オン

　クロールイオン（C1’）…．む＿＿．

　ヒドロ硫酸イォソ（HSO！）＿＿

　ヒドロ砒酸イオン（HAsO4”）…
，硫酸イオン（SO4”）　………・・・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO♂，）…

74．7702

0．0594　　　1。6751　　　1．6751

1．1062『 @■1．4041　　11．404■

0，0011　　0．0079　0．0157

2．9367　　30．568　　6L136

0．0259　　　　0．2697　　　0．5393

5．2940　　　79。2159　　74．7702・

0．ユ983　　　2．5398

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（K：C1）・…・…………・0．0042

クロールナトリウム（NaC1）・……・…・…　0．0765

クロールアムモニウム（NH4C1）………0。0089

クロ「ルカルチウム（Caq2）…・………・・0。0080

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・…・・0．6299．

砒酸カルチウム（CallAsO4）…一…∵↑・0．0014

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…・……・…0．0193

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…一…………・・．0．0340　．

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕・…………・……63．0698

硫酸亜酸化マンガン（M・ミ0、）・……∴・・0沿212

硫酸アルミニウム⊆A12（SO4）3〕・…・…・…0，2725

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）s〕…・？・…　0．0308

　　　ノ遊離硫酸（正12SO4）　・鱒…　。・・・…　し・。・・…　。・。…　　1．1176

珪酸（メタ）（H2Sio3）　…………………0．1983　　覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．4924

珪酸（メタ）．1（H2SlO3）…．．∵．＿．

泉　　質

■

　　　　．　　15．4923　　8L7557

．砒棄含有酸性緑彗泉に屯す

所在地
試験年月
性　’状

巳

甲　子鑛　泉（冷）
’岩手縣上閉伊郡甲子村第四地割字一の渡澤山の内一つ松77香地の5めイ
H召和　10　年’12・月　　（東京）

凹凹白色に浬濁し微弱酸性反磁を呈すpll　6．15（18，。キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出量　　張勺　　ユ80　h1　（24時間）

　　　　上ヒ　　　重　　　 0．9993　　　　（150）

イオン衷’
i本鑛水1kg中に含有する各威分及田圃次の如し）

カチオン　　　　　、　．

　カリヴムイォン（1ぐ）………・・

　ナトリウムィォン（Na●）＿．．

　カルチウ4イォ契（Ca”）…・・

㌔マグネシウムイオン（ム1“’O　o）・・

　フェ白イオン（Fe”）　…・…・…

　アルミニウムイオン（A1…）・・

　　　・　ミリ廷聖’・リヴ・ル

・・電・ @0．006つ34　　0．62386　　0．02389

・・。・ @0．00426　　0．1852　．　0ユ臼52

・・隔’ @0．01073　　　0．2678　・　0。5356

・。・・ @0。01421　　　0．5845　　1。1690

・。曾・ @0。01009　　　0．1807　　　0．3614

・… @　0．009006．0．3323　　0．9970

アニオン

　．クロールオイン（CIつ…………
　硫酸イオγ（SO4”）　…………・一

　ヒドロ：炭酸イオン（HCO3つ……

3．272

0．009457　　0．2667　　0．2667

①。009472　　0．0986　　0．1972

0．工152　　　　1．888　　　　1．888

　　　　　　　　　　　　　　　0．2276　　　4288・　　3．272
珪酸（メタ）（II2Sio3）……・…・・　0．2129　　2．727

　　　　　　　　　　　p　　　　　O．4405　　　7．015
遊蒙1琵炭酸（CO2）・…　。・・’・・。・・…　叫…　　　000692　　　0．1573

　　　　　　　　　　　　　　　0．4474　　　7．172
腐植質：………’●’’”・・………・……0．1481

　　泉質　壇植質含有炭酸鐵泉に屡す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　蒸聾残Z査　　　　0，38　g　　　　（1kg中）

縢賑（：本二水は；其集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相賞す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロー」ルカリウム（KC1）・・∴…・…・……　0．001781

クロールナトリウム（NaCI）・………・∴・・0．01083

クロールカルチウム（CaC12）・……」・……　0．003197

硫酸カルチウム（CaSO4）……・……・一〇．008196

：重三酸カルチウム〔Ca（HICO3）の・……0．02898

1亟淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……ρ．08554
垂淡1駿州三菱イヒ鐡〔Fe（HCO3）2〕　・……・。…　0．03214’

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　0．004383

燐酸アルミニウム〔AI2（HI，04）3〕・∴・・・…　0．05251

珪酸（メタ）（II2SiO3）　…・……………・・0．2129

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4405
遊離二百菱（CO2）　・。鱒・・・・・・・・・…　。…　軽…　。・・。・　0。00692

　　　　　　　．、　．’　　　　　　　　　　　　　0．4474

●

1

o

一　5　一



所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　源尿狸度　　43。
　　　　　　　　比　　置　　i．01

　　　　イオン表

カチ才ン

　カリウムイオン（Kり・・………・

　ナトリウムィォソ（Na●）「＿＿

　アムモニウムィォソ（NII4●）…

　カルチウムィォソ（C〆’）……

　マグネシウムィォーン（Mg”）…

　ツェロイオ・ン（F6．つ・・……・……

　マンガノイオン（Mlf’）………

　アルミニウムィォソ（Ar”）…
　　　　　　　　　　　　　　σ

（馨翻麦海山翻

ア昌オン　　　　　　　　　，
　クロールイオン（C1’）・・…・∴…・

　耐甑ミイオ・ン（SO4〃）・…・；・・…・…

　ヒドロ娠盃箆イオ・ソ（IICO3’）　…

、オく耐己イオ・ソ（11Sノ）　…・・・………

日．景．．溢泉　 1・’ @　隔　〆
秋田縣北秋田郡矢立村大字長走字下内澤國有林小字夫湯潭　　　　　　　　　’

昭和12年8月（東京）
殆と無色澄明にして之を放置すれぽ白濁し硫化水素臭を具へ微弱酸性反懸を呈す

pt16。55（18，0キソヒドロソ電池澄…）

　　　　　　　　　　　　　　湧　IU　五t　　　約　108　h［　（24時「llD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸捜残渣　　　 13．25g　　　　（1　kg　r11）　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　塵隠表（欝奎讐響磐羅乏嚇総季の〉

　9　’｝り農ン朶

0．570　　　　14．58

3，170　　137．8

0．00185　　　0．1028

0．9729　　　24。28

0．4340　　　17．85

0．000222

0．01198

0．01754

　　　　　竜リヴ7，レ

　　　　14．58
　　　　137．8

　　　　　0．1028

　　　　48．56

　　　　35．69
0．孟）03976　　0．007951

0．2181　　　　0．4362

0．6473　　　1．942

239．1

1

．7．728　　217．9　　　　217．9

0．01125　　　0．1171　　　　0●2342

1．280　　　20．98　　　　・20．98

0．000003　0．0001　　0．0001

罷賑至～（メタ）（HBO2）　・…・……・

王圭酵～（メタ）（II島Sio3）．＿＿＿．．

遊離炭酸（CO2）　…・・……・・∵…

遊艮推耐己イヒニ水素（112S）　・・。・・…　。。。・

泉　　質

カチオン

比

　　　　14．20　　434．5　　　　239．1

　　　　0．08911　　　2．034

　　　　0．1481　　1．897

　　　　14．44　　　438。4

　　　　0’008842　　0．2009

　　　　0．136置　　　3、993　　　　　　　　・

　　　　14．58　　　442．6

騒化土類及硫化水棄含有食璽泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・・∴…・……・・…・・1。087

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・8．056

クロールアムモニウム（NII4α）・…・…・…0．0055

クロールカルチウム（CaC19）………・・・…2．695

クロールマグネシウム（MgC12）…一…・・0．7214

距炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　・・…・1．503

露炭酸距酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕……・…・一〇．000707

：重三酸亜酸イヒマソツゴン’〔ム．ln（畏1～＝03）2〕　　・。・0．03859

クロールアルミニウム（AIC13）…。γ……0．07591

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・…・…0．01347

石朋酸（メタ）（IIBO2）………・・・・・・……・…・・0．08911

王圭頭（メタ）（IIgSio3〕ヒ・・・・・・・・・・…　。・。・・・・・・・…　0。1481

　　　　　　　　　　　　　　　　　14．43
三睡臥淡酸（CO2）・。・…　。韓・・・・・・・・・…　り・…　。・…　。・0。008842

遊禽1臼流イヒ水素（II2S）。…・・…・…　。………・・。・0．1361

　　　　　　　　　　　　　　　　　14。58

阿仁合鑛泉（冷）
所在　地
試丁年刀
性　　　状
　露　　　　1，00975　　　　（150）

，　o

聖

秋田縣北秋田郡阿仁合町：水無主向山203

昭和4年2月（東京）　　　　　　　　　　，　　　　’
無色澄明にして少最の赤褐色沈振あり鹸下冷並蒲涼味を有し酸性反慮を呈す

材嘩（本二水1kg中に含有する各成分及其i杉（の如し）

カリウムイオン（K●）・…・・……

ナトリウムイオン（Na’）……

カルチウムイォソ（Cゴ’）　……

マグネシウムイオン（M9∵）…

アニオン
　クローールイォン（C1，）…＿．．＿

　硫酸イオン（SO4”）・…・……・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（HCO3，）…

　9
0．0852

2．8868

0．7360

0．4348

3．9202

1．923

3．0255

1リ農喫iリヴアル

．2．179　　　　2．179

125．5132　　125．5132

18．3679　　36．7357

17。8783　　35．7566

200。1845

110，5528　　110．5528

20．0167　　　40．0334

49．5983　　49．5983

　　　　　　　　　　　　　　13．0115　　　344．1062　　2bO，1845

棚酸（メタ）（HBO2）　…‘・…「・r・0．0792　　1．8074

珪酸（メタ）（H2SiO3）…………　0．0475　　　0。6084　．

　　　　　　　　　　　　　　13．1382　　　355．522
遊離炭酸（CO2）　　・…　∴・。・…　。・…　。　　1．0177　　　　23．1296

　　　　　　　　　　　　　　14．1559　　378．6516

　　泉質　土類及長酸含有苦味性食堕泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　6

　　蒸螢賎Z査　　　11。65g　　　（1　kg　r11）

三面表（本鑛水は共集成に潤て1k窪中次の成分を含有する溶液に概略相冷す）

　　　　　　　　　　　　　　　覧　　　　　　　　9

クロールカリヴム（KC1）…・・……・………0。1625

クロールナトリウム（NaC1）・9……・・…・・…6．3355

硫酸ナトリウム（Na2SO1）　・・………・…’”1・2176

硫酸カルチウム（CaSO4）・……・…・・…・・…1．5584

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………o。。1・1277

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕………2・6163
三月西菱（メタリ¢IBO2）　・…・。……・…・…　。・’●●●’0・0792

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…・…………………●0・0475

　　　　　　　　　　　　　　　　　12．121
遊闘産炭酸（CO2）　……・…・…・…・……・・……1。0177

　　　　　　　　　　　　　　　　　13．1387



＼

カチオン

∫

所在地
試演年月
性　　’朕

　　　　比　．重　　1，001

イオ：シ表1で奢馨二言麦蓑霊袋禽薇：）

カリウムイォーソ（K’）　・・………与

ナトリウムイオン（Na’）………

カルチウムイォソ）Cバ）…乙＿．：

マグネシウムイオン（Mg’●）……

フェロイオン（Fビ）・。・…・6・…。・・

アルミニウムイオン（A1…）……

アニオン
　クロールイオ・ン（C1’）・……・…・

　硫酸イオン（SO♂，）・・…・………

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）…
　ヒドロ炭酸イオ・ソ（圧ICO3，）・・…・

　水回イオン（正｛Sノ）。・。Y随・。。・鱒・帥・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

騎形鑛泉1（冷）・．．・’1　・
秋田縣仙北郡生保内村生保内字駒形2番地
昭和9．年2且（東京）
無色澄明にして微に硫化水素臭を具へ微弱酸性反懸を呈す
p駄6．00（18，0キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　・　　湧出量　約　1122M（24時間）
　（15。）　　　　　’

　・　1り碑湧ミリヴアル

0ρ2121　　0．5425　　0．5425

0ユ051　　　4．570　　　4．570

0．2520’　　6．290　　12．58

0．1490　　　6．130　　12．25

0．000671　　0．01202　　0．02403

0．004789　　0．1767　　　0．5301

　蒸獲残渣

．無類表

30．50

0602076　　　0．5854　　　0．5854

0，6033　　　6．280　　　12．56

0．01432　0．1491　0．2982

1．031　　．　16．91　　　16．91

0004919　　0．1488　　　0．1488

　　1．741　g　（コ．kg中）

（本二水は其集威に於て1kg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（NaC1）………・…・・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）＿＿＿．．．＿＿

水硫化ナトリウム（NaHS）．＿．．＿＿．＿

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〕・・…・……

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　・・∵・…・

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕…・…・・

棚酸（メタ）（HBO2）…∵・・…………・…

瞭（メタ）． iH2Sio3）　鱒・・臼。・鴨∴…鱒・鱒．

2。207　　　41．79　　　30．50

0．003197　　0．07296

0．1575　　　2．017

　　9
0．04045

0．002508

0．3110

0．008342

0．5411

0．3752

0，8963

0．002137

0，01323

0，01702

0。003197

0。1575’

．翻酸（メタ）（HBO2）＿＿。．＿．＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…・・＿＿

2．368　　　43。88　／

0．2713　　　6．166

0．006139　　0．1801

遊離炭酸（CO2）一………・…・…………

遊離硫化水素（H2S）…・…・…・…・し…・…

2，368”
0．2713

0曾006139

．惣雛炭酸（CO2）…………・・……・

遊離硫イヒ三ガ（素（正｛2S）　…　脚・…　一り・・

　　　　　　2．645　　「　50．23

’土類上石寳含有硫化水晶泉に屡す

2．645

泉　　質

所在　地
試験年月’
性　　　状’

源泉温度
比　　重

、

　　　澁　　黒「温　　泉
　　　秋田縣仙北郡田澤村大字玉川國有林字澁黒澤の内各務澤
　　　昭和6年4月（東京）
　　　無色澄明にして酸性反懸を呈し微に硫化水素臭を具ふ
　　　p鼠2．49（18，。キンヒドロン電池法）
550　　　　　　　　　　　　　　．

0．9996　　　　（150）　　　　　　　＼　　　　　　　　．　●

　　　　イオン表．

カチオン
　：水素イオン’（H。）　’・・…・・…・・……

　カリウムイォソ（Kり・・．…・…・…・・

　ナトリウムイオン（Na●）………

　カルチウムイォン（Caつ………

　マグネシウムィォン（Mg’り……

　ブェロイオン（Feつ・；・……・…・・

　マンガノイオソ（Mゴ’）…………

　アルミニウムイオン（Ar●。）・・一

（濁江券贔籔纐D

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）’…・…・…・

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4つ……

　硫酸イオン（SO4”）…・∴………

　9
0．0017

0．0018

0，0134

0．0163

0．0073

0。0003

0．0016

0．0126

0。0133

0．1633

0．1504

覧リイオン及
ミ’リ　モル

　1．6835

　0．0460

　0．5826

　0．4068

　0．3002

　0．0054

　0．0292

　0．4649

這リヴアル

1．6835，

0，0460

0．5826

．0．8136

0．6003

0．0107

0．0583

1．3948

5．1898

0．3751　　　0．3751

1．6835　　　1．6835

1．5656　　3．1312

塵類表

　　　　　　　　　　　　　　　0．3820　　　7．1428　　　5，1898
珪酸（メタ）　（II2S三〇3）　・・…　。・…　。・　0．1278　　　　1．6369

　　　　　　　　　　－　　　　　　　0．5098　　　　8。7797

三駈三離硫イヒフk素（正12S）…　。・。・・。・鱒・・。　0。0α96　　　　0．2817

　　　　　　　　　　　　　　　0．5194　　　9．0614．

　　泉質硫化水繁含有酸性泉に脇す

’

　　　　　　　　、
（本三二は其集威に於て1kg中亥の威分を含有する溶液に概略三二す〉

クロールカリウム（K：CI）＿＿＿岬．．．

クロール≠トリウム（NaC1）…∵……．

硫酸ナトリウム（Na2SQ4）．．＿＿＿．．．．

硫酸カルチウム（CaSO4）r＿＿．＿．，．

硫酸マグネシウム（MgSO4）．．＿＿∴．．

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）＿＿＿．。∵＿

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）…・・…

硫酸ア1〃ミニウム〔A12（SO4）3〕　＿＿

遊離硫酸（宜2so動・∴一……・一・…

珪酸（メタ）（II2Sio3）……・……・…

　　　　　　　　　　　　　　「
逝…離調イヒ水素（II2S）　9・・。・。・・…　。●・。帆・。…

・　●　「　●　●　●

●。「．．●　　　．

o　・　o　　　．　．

・　，　●・●●o

．　●●　．　●●　　　．

●　層■　●．「　・

，　畳　●　o　●　9　●

…　　　　　，，　■

●　●　●　，　●　■　●

●　■●　9　9■　●

　　　0．5097
・… @9・『　0．0096

。。134

0，0192

0．0180

0．0554

0。0361

0．0008

0．0044

0．0796

0．165①

0．1278

、

’

0．5193

7　一
ダ



覧

ノ

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　勃原：巧妄溜笠度　　　600

　　　　　　　　上ヒ　　　　．望匡　．　　0．9999　　　　（150）

　　　、イオン袈（馨鵠麦銀鶉就）

ヵチォン　　　　　　　　　　　　9　　ミ写ち雫

　カリウムイオン（K●）……………　0．0077　　0．1969

　ナトリウムイ，オソ（NIゴ）………0．0474　2．0609

　カル’チウ．ムイ才ソ（C亀’●）………　0．0815　　2．034

　・マグネシウムイオ’．ソ（M．1”　　o）……　0．0315　　1．2953

　フェロイォソ（Fe●●）　・・…………・　0。0002　　0．0036

　アルミニウムイオン（A1”●）・…　0．0014　　0．0517

ア昌オン
　クロf一ルイオ・ソ（C1’）・・…・…∵・

　耐6酸イオ・ソ（SO4”）　…・……・・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO！）・・…

　フk耐ごイオン（IISノ）・・…ゆ……・…

澁黒温泉伍＋川の湯）
　　秋田縣仙北郡田澤村大字王川國有林字澁黒澤の内各務澤

　　昭和6年4月（策京）　・　　　　　　　　　　、
　　無色澄明にして硫化水素臭を鼻へ酸性反慮を呈す’
　　pu　6．7ユ（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　●

’ミリヴアル

0．1969

2，0609

4．0ち79

2．5905

0．0072

0．1550

9．0784

0。0315　　　　0．8883　　　0．8883

0．1646　　　i．7135　・　3．4267

092651　　　　4．345　　　　4．345

0．0可38　　　0．4184　　　0．4184

’1淫1酸（メタ）（H2Sio3）。．．＿，．．＿

0．6447　　　13．0076　　　9．0784

0．1740　　　2．2286

蓮離炭酸（CO2）・…・………一…

遊諺誰硫イヒ永素（H2S）鱒…・。。。……

0．81S7　　　15．2362

0．40　　　　　　9．0909

0．0994　　　2．9179

　　　　　　1．3】81　　　27。245

軍純硫黄泉に濁す

　　　　　　　鳴　子

、

泉　　質

所在　地
試験年月
性　　　状’

温

　蒸墾逢瀬澄　 0．729　 （1kg中）

群類表（本巨水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相幽す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍔
クロールカ、リウム（KCユ）…・・……・・・・……　0．0147

クロールナトリウム（NaC1）　∵…・・…・・…　0．0404

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・………　0．0676

水硫化ナトリウム（NaHS）…………・・一　〇．0235

硫酸カルチウム（CaSO4）一…・・…・・一…　0．1580

：平淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・…・0．1416

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　……　0．1895

輿望炎酸亜酉麓イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕・。・…・・。……　　0．0006

硫酸アルミニウム〔A．12（SO4）3、　・…・…・…　0．0088

f監酸（メタ）（l12SiO3）・…・……………・…　0．1740

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8187
進離芳乏酸（CO2）・…・……　………・・…・・……　　0．40

　　　　　　　　　　　ノ四隅…離硫fヒ水；農i（II．s）　・。・・餌韓鱒鱒…　鱒鱒・師。・。鱒こ＿」0・0994

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3181．

泉
’

宮城縣玉造郡鳴子町南星沼6巷地
昭和5年6月（東京1
殆と無色澄明にして微に硫化永素臭を具へ微賜アルカリ性反懸を呈す
P互江8，05（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　源泉二度　　85。
　　　　　　　　上ピ　　　コ匠　　　0．ggp8　　　（150）

　　　　イオン表　（本鑛水1k窪中に含有する各成分及其批次の如し）

カチ才ン　　　　　　・　ミリ捜絵
　カリウムイオン（K．）　…………　0．0048　　0．1228

　ナトリウムイオン（Na。）…・…・0．1976　8．5913

　アムモニウムイオソ（NII∫）…　0．0005　　0．0278

　ヵ’巳チウムイオソ（Ca●’）…・…・・0．0197　0．4917

　マ4「ネシウムイオン（Mgつ……　0．0024　　0．0887

　フェロイオン（Fe’●）　…・…・・・・・…　00001　　0．001昌

　アルミニウムイオン（A1…）……　0．0008　　0．029旨

い，ヴアル

0．1228

8．5913

0．0278

0．9833

0．1974

0．0036

0．0臼86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．0148
アニオン
　ク引引ルイオシ（C1’）……ボ・・…　0．0471　　ユ．3283　1．3283

　硫百愛イォ・ソ（SO4”）……・…・・…　　0．1133　　ユ．1794　　2．3587

　ヒドロ炭酸イオン（Ilco3ノ）……0。3782　6．1997　6」997
’フk硫イオン（HSノ）……．…・・…∵・　0．0042　　0．1281　　0．1281

　　　　　　　　　　　　　　　0．7687　　　18．1891　　10．0148．

　鷲酸（メタ）　（II2SiO3）・・…　…。…　　0．2090　　2．6769

　　　　　　　　　　　　　　　0．9777　　20、866
　遊離淡酸（CO2）…　。…　。・・・・・・・・・・…　　0．1262　　　2．8682

　遊離硫イヒ水素（II2S）・・…・・…・…　。　①，0069　　　0．2025

　　　　　　　　　　　　　　　1．1108　　23．9367

　　　泉質硫化水繁含有弱アルカリ泉に属す

　蒸董葦残i左　　　　0．72　9　（1　kgr戸）

盤類表（本鑛水は共鎚成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相賞す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍔
　クロールカリウム（KCI）・…………・・…　0．0092

クロールナトリウム（NaC1）…・・……・…　0．0688

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　・・…・・…・・…　0・1613

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・………・・0．4213

水硫化ナトリウム（NaIIS）一………・・0．0072

・クロールアムモニウム（NII4CI）………　0．0015

：亟炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．0797

：重疾呼・マグネシウム〔M9（IICO3）2〕…　0．0144

距炭酸亜酸イヒ鐵⊂Fe（IICO3）2〕。…　。・・。…　。　0．0003

硫灘1アルミニウム〔A12（SO4）3〕　・……・・．0．0051

f差酸（メタ）（H2Sio3）…・…………・…・　0．2090

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9778
遊離炭酸（CO2）…・・…・…。・…・…・…・・…　　0．1262

契立離硫イヒ水素（II2S）　一・・…　。。・・。・・・…　。・・。・。　O．0069

1．1109

8



　　　　　　」　．〆

　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　ノ　丁丁年月
　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　源泉温度
　　　　　　　　比　　’重

　　　　イオン表

カチオン．
　カリウムィォン（K●）．．＿＿．＿

　ナトリウムイォソ（Na’）…＿＿

　アムモニウムイォン’（NH4●）…

　　　35．6。
　　　0．9999　　　　（150）

（馨翻麦脇門纐わ

カルチウムイオンrcの・一
　ーマグネシウムイォン（Mぎ．）．．

　フェロイオン（Feつ……・・…

　アルミニウムイオン（A1…）・・

ア昌オン
　ク官一ルイオソ（C1ノ）㌔……・

　硫酸イオン（SO4”）…・…・…

　歓ド八字酸イオy（HCO3づ・・

　水硫イオ：／（HSノ）…・・…・…・・

　　　　　　　／

鳴．子　温　泉
宮城縣玉造郡鳴子町字南星沼32番地
昭和5年11月（東京）こ1
殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反恋を呈す

，・ o鳳8．00（18，。キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約

　　　9　・

　　0．0093
　　　り
　　0．2081

　　0．0015
・…@ε　0．0214

…・@0．0038
・…@　0．0003

…・@0．0013

・… @　0．1019
・… @　0．1166
・・。・ @0．3392
・鱒・．

O．0014

．ミリ廷湧．ミリヴ・・レ

　0．2379　　0．2379

　・9．0478　　9．0478

　0．0833　　0．0833

　0．5341　　　1．0681

　0．1563　　　0．3125

　0．0054　　．0。0107
’騨 O．048　　　　0．1439

10．9042

2．8737　　2。8737

1．2137　　2．4274

・5．5601　　5．5601

0．0430　　0．043

　　乱獲残i山

回類表．

〆

否朋醗（メタ）（IIBO2）　．．．

珪酸（メタ）（H2Sio3）…

．三族離炭酸（CO2）∵・………

．遊離硫化水素（H2S）＿＿

」

　　　　0．8048

。・・・… @。・　　0．0ユ20

。・鱒・… @。　　0．2224

　　　　1．0392

………’ O．0918

・……・・@0．0018

19．8033　　10。9042

0．2738

・218485

22。9256

2．0864

0．0528

泉　一質．

／　．・　、

　　　　　　1．1328
弱アルカリ泉に属す

鳴

25．0648

子 温

　　　207h1（24時間）
　　0．84g　（1　kg中）
（外耳水は其門門に於て1kg中次の威分を含有する些些に概略相當す）∵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）。……・…・・・・・・・…　0．O177．，

クロールナ上りウム（NaCl》・…・…・…・一　〇4492．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・…・一日……．0．1622

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）………・・…・、0．35021

；水硫化ナトリウム（NaHS）…………・・…・0．0024

クロールアムモニウム（NH4q）・……・・…　0．0045

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）曇〕……・・・…　0．0866

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO寧）・〕・…・・00229
．重灘姫酸化鐵〔F・（11CO、），〕…・・…・一’b．0010一

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…一・…．0．0082
患家；・；牒跳”：：：：：：：：：：：：三：：：：：：：：：、纒ll

　　　　　’　　　　　・　　　　　　　　　　　．　　　　　　1．0393　．

遊離炭酸（CO2）・…・……・・……・・∴・∴……・0．0918．

遊離硫化水素（H2S）一…・…………一…　0．0018

　　　　　　　　　　　　　　　　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．．ユ329

所．在　地
試瞼年月
性　．　状

源泉温度
比　　：重

1000

1．0012

　　　　イオン表
　　　　　㌔
カチ才ン
　カリウムイオン（K’）…門・……

　ナトリウムイォソ（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’り……
　フェロイォソ（Fe’●）∴＿＿．．＿．．

　アルミニウムイオン（A1…）・・」…

泉’

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘宮城縣玉造郡鳴子町字新屋敷109番地・・
昭和9年5月（東京）
殆と無色澄明にして微に硫化永素臭を有し微弱アルカリ性反懸を呈す
P止工7．55　（駕；o　キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約10512hl（24時間）
　　　　　　　　（15。）
（本野水1kg中に含有する各威分三田量次の如し）

　　・晶晶二品

塵類表

7，ニオン

　クロールイオン（C1ノ）・．∴＿＿．．

　硫酸イオン（SO4”）　………・・…・

　．「ヒド亡炭酸イオン（HCO♂）……

　；憂悶イオン（HSノ）……・・…・……

　・、．ミリ廷曉・リヴ…

0．0266　　　0．6803　　　0．6803

0．4218　　　18．34　篤　　18。34

0。000555　　0。03083　　0．0，083

0．07424　　ユ．853　　　3．706

0，03152　　　1．296　　　2．592

0．000259　　0．004638　0。009276

．0．oo3776　　0。1393　　　0．4180

0．2340　　　6．599

0．8360　　　　8．70

0．1004　　　L1，650

0．004207　4．1272

25．78・．．

6．599

17．40

1。650

0。1272

　　　　　　　　　　　　　　　1．733　・　　39．42　　　　25．78

硯月酸（メタ）（HBO2）　…・・…・…　 0。02835　．0．6442

珪酸（メタ）（H2SiO3）、・…・…・…．0．2425　3．109

　　　　　　　　　　　　　　　2．004　　　43．17
遊離炭酸（CO2）……・…・………・　0．0646　　1．418

遊離硫化水素（II2S）・・…・………　0．01248　0．3663

　　　　　　　　　　　　　　　2．081　　　　44．95
　　泉質層芒硝含有硫化水嵌泉に回す

1．986　9　ζ1　kg申♪

’

鴨　「

　　　　　（獣慾著鷺謙嚇繕季の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）…・・∴・…ピ・…∴　0．05072

クロールナトリウム（NaC1）　………・。0．3442

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　…・；……・…　0．8756

；水硫化ナトリウム（NaHS）……、一・…　0．007ユ33

クロールアムモニウム（NH4CI）………　0．00165
硫酸カルチウム（CaSO4）…一・……・…　0．2522ず

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………　0．05753

：重炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　…　0．1197

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕・・。。・。。・・…　　0．000925

硫酸アル．ミニウム〔A12（SO4）3）………t 撃n．02386

硯冨酸（メタ）（HBO2）…・……・…………・，0．02835

珪酸（メタ）（II2Sio3）。・…。・…。・…・…・・　0．2425

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．004
遊萬誰炭酸（CO2）　・・曾…　。・…　。…　．・・・・…　。…　。。ゐ　　0．0646　』　．

下篇硫化水素（II2S）…………∵・…・・…　0‘01248

　　　　　　　　　’　　　　　．　　　　2．081

，

！
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ノ

’

　　幽　　’　　．所在地
　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　源泉涯咬　　59。

　　　　　　　　比　　露　　1．0

　“　イオン表．

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）…………

　ナトリウムィォソ（Na’）…＿＿

（響二二麦鎧鵬劒

カルチウムイォン（Ca●●）…

マグネシウムイオン（Mg●’）

フ斗ロイオソ（Fピ．）・・∵・・……

マソガノイオ・ソ（Mn’つ……

アルミニウムイオン（Al…）

アニオン

　クロールイオシ（Cレ）………

　硫酸イオン（SO4”）…・…・・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO3’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

鳴　子　温　泉　、
　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

宮城縣玉造郡鳴子町字赤字16番地．　　　　　　　　　　　　‘

昭和12年4月（東京）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　殆と無色澄明にして微弱酸性弓懸を呈すpH　6．65（18，。キソヒドロソ電池法〉

　　　　　　　　，　　　　湧出最　約　12960h1（24時間）
（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣f達　　　　1．35　g「（1　kg中）

　　　　　　　　　　　盤類表（函嶺水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略三二す）

　　　9
　　0．01817

　’0．1996
・∴．@0．1609

。・・ @　0．02011．

…　　0．001232

…　．　0．00055

…　　0．00141

り・・ @　0．06133

…　．0，5041

…　　0。4166

ミリ狸饗uヴ・ル

0．4647　　0．4647

8．678　　　8．678

4．016　　　8。031

0．8270　　　1．654

0．02207　　0．04413

0．01002　　0．02003

　　　ナ0。05203　　0。1561

19．05

1．730　　1，730

5．245　　　10．49

6．828　　　6．828

　　　　　　　　　　　　　　　1。．384　　　　27．87　　　　19．05

．　醐酸（メタ）（IIBO2）　…　………　 0．0014　　0．03195

　濃；酸（メタ）（II2SiO3）。・。…・・・…　　0．1342　　　1．719

馬，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。520　　　29．62

　謎左離炭酸（CO2）　・………・…・…　　02090　　4．750

　　　　　　　　　　　　　　　1。729　　34．37
　　　　コ　　　　　　　

　　　泉　　質　　　　宅硝性苦味泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・∵・……・・…・・…・0．03465

クロールナトリウム（NaC1）　・・……・・∴…0．07397．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　……・一・……0。5266

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…・∴・0。1988

置炭酸カルチウム〔Ca（耳CO3）2〕・……・・…0．4141

匝炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．1210
匝炭酸亜酸fヒ錫～〔Fe（11CO3）2〕……　……　…0，003924

重炭酸亜酸化マンガン（Mn（IICO3）2〕…0．001772
　　　　　　　　　　ノ硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………0。608909

棚酸（〃〉（1エBO2）、一・・一………・…・・0・0014

珪酸（メタ）（II2Sio3）　…・……。・……・・…0．1342

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，520
遊離炭酸（CO2）…・…・…・……………・・…・0．209

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．729
じ

上文字へ鑛泉（冷） ’　・　．

所在地．
試験年月
性　　　状：

」比　　露　　1．0019

　　　　イオン表

カチ才ン‘

　水素イオン（Ir）……………

　カリウムイォソ（K●）………

　ナトリウムィォソ（Na’）＿

　カルチウムイオソ（Caつ…
　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　フェロイオン（F｛ゴ●）　・…・…・

　フェリイオン（Fe’”）・一……

　マ、ソガノイオソ（Mガ’）・・…・

　アルミニウムイオン（Arつ

宮城縣栗原郡文字村上交字二本木53番地　　　　　　　　　　』

昭和7年4月（東京）　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・
淡褐色澄明にして酸昧並牧磁昧を有すplI．1．80（18，。キソヒドロン電池法）
　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　Hi　五ヒ　　悉勺　　22　111　（24　時間）

　　（15。）

（蓉鵠麦黙鵬魏

　　　9
。・・@0．0080
…　　0こ0019

…　　0．0194

・・。@0．0199

騨　0．0140

…　　0．2772

…　　0．6113

…　　0．0088

…　　0．0665

ア昌才ン
　クロ6ルイォソ（C1’）…．，＿．＿

　ヒドロ硫酸イオン（IISO！）…

　ヒドロ砒酸イオン（HAsO4”）
　耐己酸イオン（SO4”）・。餉・・・・・…　。。・

　f韮酸（メタ）（H：2Sio3）…　…・・…　。

　コロイド載（Fe203）　・・………・

’　　泉　　質

0．0375

0．7766

0．0018

2．5174

い月オン及
ミ　リ　モル

8。0006

0．0486

0．8435

0．4967

0．5757

4．9642

10．9479

0．1602

2．4539

ミリヴアル

8．0006

0，0486

0．8435

0．9933

1，1513

9，9284

32．8438

0．3204

7．3616

盤類表

61．4915

1．0575　’　ユ．0575

8．0006　　　8，0006

0．0257　　　0，0257

26．2039　　524077

4．3603　　63，7790　　61，4915

0．0284　　　0．3638

0．5283　　　3．3019

　　　　4．9170　　67．4447

コロイド鐡含有酸性緑縁泉に属す

砂州響麟誌縮季の〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……∴…・…・…・・0．0036

クロールナトリウム（NaCl）……・……・・…0．0493

クロールカルチウム（CaC12）…………・・つ．0092

硫酸カルチウム（CaSO4）・…………・一●”0・0546．

砒酸カルチウム（CallAsO4）………………0．0023

硫酸マグネシウム（MgSO4）……∴………・0．0693

硫酸亜酸化鐡（FeSO4）・……・…・…………0。7542

硫酸々化鐡…二Fe2（SO4）3〕…・…・…………ご2ユ89

コロイド鐵（Fe203）・…・……・・…・……・…0．5283

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）・・……の…・・0．0242

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0・4201
遊離硫酸（正12SO引）　・・・・…　。。。。。・。・・・・・・…　。・。…　。0．7846

珪酸（メタ）（H皇Sio3）……・………・・………0・0284

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．9171

一10、



見

●

・．

Jチオン

、 所在地
試験年月
性　　　状

比　　重　　1．0

イオン表

小． 原

、．

鍍 泉（冷）・

宮城縣刈田郡小原村掌百貫山10番地　　，

昭和8年4月、（東京）　　　　　　　　　　　．　　　一　　　L　　　　’モ．

殆と無色澄明にして酸味並牧蝕昧を具ふpll　2．80（18，。キソヒドロソ雷池
法）

　　　　　　　　　　　　　湧出量約　9hl．（24時間）
（15。）

（本鑛水1kg中に含有する各威分引其量次の如、し）

　　　　　　ノ
水素イオン（Ir）……………
カリウムイオン’（K●）…・・∵・・

ナトリウムイオン（Nの…
カルチウムイオン’（Ca●’）…

’マグネシウムイォソ（珂9”）・

フェ冒イオy（Fe’●）………・…

フェリイオン（Fビ’）・げ…，…

・マンガノイオン（Mバ）……

アルミニウムイオン（A1’つ

陰。■

・　．　・

●o●

●　●　，

●　●

o　・

●　o　●

●　9　・

。・・’

@0．1389

壇類表．（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相噂す）

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）　……

　ヒドロ硫酸イォソ（HSO4ノ）

　硫酸イオン（SO4’ノ）…………

　　9　ミ翌を莞　ミリヴγル

0．oo159　　　1．590　　　　1．590

0．007718　　0．1974　　　0．1974

0．04252　　　1。849　．　1．849

0．003729　　0．09305　　0．1861

0．004809　　0．1978　　　0．3955

0．Ol　205　　0。2158　　0．4316

0．CO279　　　0，04997　　0．1499

0．001538　　0．0280　　0．0560

　　　　5．127　　15．38

…　　馳0．01059

…　　　0・1542

…　　0．8813

20，24

0。2986　　　0．2986

1．590　　　　1．590

9．175　　18．35

　　　　　　　　　　　　　　1．262　　　　20．41　　　20．24

珪酸（メタ）（II2SiO・）一・……0・1488．　L90

泉　　質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19

クロールカリウム（KC1）…．・・………・……0．01472

クロールナトリウム（NaC1）　・…………・・0．005916

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　・・…・一・・……0。1242

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・……・・0．01267

硫酸マグネシウム（MgSO4）…………・・…・0．02381

硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）　・…　。・・。・・・・…　。・・・・・…　0．03278

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸々献血〔Fe2（SO4）3〕・…・∵・・…………0．009991
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
硫酸亜酸化々ソガン（MnSO4）………？・・…0．004228

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…0．8777・

逝i離硫酸（H2SO4）。・。・・…　。・・・・…　9・…　㌘・・。・・…　0．1558

珪酸（メタ）（H2Sio3）……∵・。・・…・∵………0．1488

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．4U　1　’

　　　　’

　　　　1．411　　　22．31

酸性明馨緑馨泉に圃ナ

土
　　所在　地
　　試験年月
　　性　　　状

源泉温度　　65。

比　　重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイナソ（K’）…・……・・

　ナトリウムイォソ（Nの＿＿
　カル噛チウムイオソ（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’（A1。●●），…

．ア昌オン　　　　　、
　クロールイオン（C1ノ）　………

　硫酸イオン（SO4”）・…・……・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…

湯

（本鑛水1k9申に含有する各成分二目量家の如し）

温 泉（中の湯）

　　　頑島縣信夫郡土湯村字下の町7．．

　　　昭和4年12月（東京）
　　　無色澄明にして微弱アノをカリ性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　　　　　言勇出：砥約－
1．0003　　，　　（150）　　　‘　　　　　’　　　　　　　　蒸獲残直

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　9

0．0188

0．2652

．0。0822

0，0251

0．0009

0．0004

0．1039

0．2863

0．5712

ミリ穐面一リヴァル

0．4808　　　0．4808

11．53　　　11．53

2，0514　　4，1028

1。032　　　2。064

0，01612　　0．03224

0．01476　　0．04428

　　　　　　　　　1825．

．2．9301　　2．9301

2．9801　　　5．9602

19．364　　　9．364

　　　　　　　　　　　　　　1．354　　　30．3993　　18．25

瑚酸（メタ）（HBO2）．…・・…・…　0．020　．0．4564

珪酸（メタ）（H2SlO3）一…・…　0．0889　1。1386

　　　　　　　　　　　　　　1．4629　　　31．9943
男産i離炭酸（CO2）　．・。・・・・・・・・…　。・…　　’0．2180　　　4．9546

　　　　　　　　　　　　　　1．6809　　36．9489

　　泉　　質　　1　芒硝性苦味泉に屍す　　　　　　，

　　　388　h1　（24時間）．

　　1。15g（1　kg中）

（本町水は其集成に於て1kg申次の成分を含有する溶液に概略下口す）

　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）…∵……・………0．0ゴ585

ク加印ルナ，トリウム（NaC1）・・…・・……・・0．1432

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　…・・……・……0．4202

重炭酸ナトリウム（Na耳CO3）・一……・…0。2659

，：重淡凡骨ルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…・…♂・・0．33器

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕一・・0．1510

重炭酉菱亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　…　………0．002867

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・…・…・…0．002527

石明酸（メタ）（HBO2）・・・……・…・・……2・・…0．020

珪酸（メタ）（II2Sio3）……・・………・………0．0889－

　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．4629
曳左離炭酸（CO2）…．・……　…・・…・……・∴…　0．2180

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．6809

！

■
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、

の

イオン表

土’ 湯 温． 泉（下の湯）

　　所在地　福二縣信夫郡土湯村掌下の町2番地、
　　試験年刀　　昭和4年12月（東京），
　　性　　　状　　無色三明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

漏更狸度　　　600　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴ志　　条勺　　259　hl　（24　時1瑚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し上ヒ　．　　！置　　　　1．0003　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残虐飛i　　　　　1。28　g　（1　kg　r11）

　　（本店水1k藍r11に含有する各成分二二用次の如し）　　塵類表

力手才ン

　カリウムイオ’ン（K。）・・…・……

　ナトリウムイオン（Na●）・……・・

　カルチウムイオソ〔Cガ’）・…・・

　マグネシウムイオン（Mg”）…

　フ亀ロイオソ（Fe●●）・・…・・∵・・…

　アルミニウムイオ・ソ（Ar’り…

アニオン．

　クロールイオン（Cγ）…………

　硫膏髪イオン（SO4”）……・……・・

　ヒドロ炭酉髪イオ・ソ（IICO3ノ）…

　9
0．0258

0．3644

0．0518

0．0131

0．0005

0．0008

ミリイオン及
竃　リ　モル

0．6598

15．84

1，793

0．5387

竃リヴγル

α6598

15．84

2．585

1，0773

0．008954α01791
’0．01476　　0．04428

20．23

0．1507　　　4．250　　　4．250

0．2102　　　　2，188　　　　4．376

0．7078　　　11．．602　　　11．602

　　　　　　　　　　　　　　1．5243　　　36．8952　　20．23

翻酸（メタ）（11BO2）　…。…・・…　0．0220　　0．5021

巌：藍楚‘メタ）（II2Sio3）………。・・　0．コ344　　1．7214

　　　　　　　　　　　　　　1．6807　　　39．1187
遊｝藷推炭酸（qo2）　・・・・・・・・…　。・・・…　　0．2853　　　6．4841

　　　　　　　　　　　　　　1．966　　　45．6028

　　泉質　弱アルカリ泉に属す

■

（本鑛水は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　，

クロ卿ルカリウム（KC1）………・…・・……0∫04920．

クロールナトリウム（NaCl）…・一・・…・・0．2099

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・…・…0。3077

露炭酸ナトリウム（NallCO3）…・……・…・0．6654

難炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕…・…・一〇2095

：亟1炭酸マグネシウム〔Mg（Ilco3）2〕……0，07883

霊炭酸亜鹸化鐡〔Fe（IICO3）2〕…・………・・0．001593

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…0．002527

石胆酸（メタ）（11BO2）…・…ポ・……・・………・0．0220

珪酸（メタ）（H2Sio3）…・・…◎…。・。…∴…・…0・1344

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，6807
遊離1炎酸（CO2）＿…・…・……・…。…・。……0．2853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　五う66

修

土

　　脈在’地
　　試験年刀
　　性　　　状

源泉盗度　　62．5。

・比　　重

イオン押

湯

　　　　1，0003

鷹査趨臓脇わ
カチオン

　カリウムイオン（K’）………

　ナトリウムイオン（Na’）…

　カルチウムイォソ（Ca”）…

　マグネシウムイオン（Mg．つ

　フェロイオ・ソ（Fe”）…………

　アルミニウムイオン（Ar●’プ

　　　〆

温 泉（赤瀧の湯）

幅島縣信夫郡土湯村字杉の下60番地

昭和4年12刀（某京）
無色澄明にして微蜴アルカリ性反癒を呈す’

　　　　　　　　　　　・　　　　湧　且｝量　　糸勺　　388　h1（24時聞）

　　　　　　　　　　　　ら　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸旧記～査　　　　　 1．25　g　（1　kg　rl「1）

　　　　　　　　　　　　塵類表（欝盤著籍謙嚇照季の）

　　　9
…　　0，01．427

…　　　0，2947

…　　　0。09218

…　　0．03254

…唱 O．0003

…　0．0004

ア昌オ’ン「

　クロPルイオソ（CI’）・・………・

　硫酸イナソ（SO4〃）・…・・…・・・…

　ヒドロ炭酵イオン（IICO3ノ）…

竃リイオン及　　ミリヴγμ
竃　リ　モル

0．3649　　　0．3649

12．8146　　雪2．8146

2、3006　　『4．6011

1．3381　　2．676

0．005373　0．01075

0，01476　　0．04428

　　　　　　　　　20．512

0．1566　　　4．4162　　　4．4162

0．2159　　　 2．258　　　4．515

0．7064　　　11．58　　　　lL58

　　　　　　　　　　　　　　1．5143　　　35。0925　　20，512

礪酸（〃）（IIBO・）…………層 O．0220　0。5021　’
王」三酸（メタ）（H2S103）……・…・・　0．07245　0．9279

　　　　　　　　　　　　　　1．6088　　　36。5225
曳左嵩盤二炎酸（CO2）　・…　一・・…　軽・…　。　0．2853　　　

6．4841

　　　　　　　　　　　　　　1．894　　　　43。0066　唱

　．泉　．質　　　　弱アルカリ泉に属す

　　　　　　　　　，　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）・・…………・……0．02720

クロールナトリウム（NaCl）……・……・・0．2368

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・……・…0．3176一

重炭酸ナトリウム（NallCO3）…一…・・…0．3605

霜炭酸カルチウム⊂Ca（IICO3）2〕…一γ…0．3729

露炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕……0．1958

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕……………0．000956

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）ゴ】…………0．002527

磯酸（メタ）（IIBO2）p・…………………・…0。0220

珪酸（メタ）（【12Sio3）…・…・・……・・…・……0．07245

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．6088
電離炭酸（CO2）＿＿…亀・……・………・…・・0．2853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．894

121
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，一 ﾘ経山吾妻温泉・
　　　　　’　　　．所在飽

　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　、　　　　性　　　状
　　　　　　　　源皐温度
　　　㌧　　　　比　　重

　　　　　イオン表

，カチオン　　　　　　　　　　　　9
　水素イォソ（H◎）　…・………・・…　0．0197

　　カ．リウムイオソ（K●）　…………・0．0328

　　ナトリウムイオン（Nの…・…・・0．1388
　　　　　　　　　　　　　アムモニウムイオン（NH4’）…0．0030
＼　カルチウムイォソ（Ca’．），一・…．0．3794

　・マグネシウムイオン（Mゴ）……　0．1574
　　フェリイオン（Fel’●）・・・・・……・…　0．5372

　　マンガノイオソ（Mn●’）・・………・0．0017

　　アル．ミニウムイォソ（A1」’○）……　0．6644

（本紀水1kg中に含有する早成分一其野次の如し）

’

　　　福島縣信夫郡佐倉村字一切経山　　　　「　ゼ「

　　　昭和7年3月（東京）
　　　淡黄色澄明にして酸性反懸を呈すp耳1．47（18，。キンヒドロソ電池法）
1200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧．出　量　　糸勺　　22　h1　（24日寺聞）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●1。0098　　（15。）

　　　　　　　　　　　　　　塵顛表．

ア昌才ン
　クロールイオン（C工つ　・………・・

　ヒドロ硫酸イオ・ソ（HSO！）…・・。

　ヒドロ砒酸イナソ（HAsO4”）…

　硫酸イオン（SO4”）・…・………・

ミリ碑饗・リヴァル

19．5512．19．5512

　0．8389　　0．8389

　6．0348　　6．0348

　0．1666　　　01666

　9．4684　　18．9368

　6．472　　12．944
　　　　ら
　9．6203　　28．8609

　0．0309　　　0．0618

24．5166　　73．5498

　　　　160．94弓8

0．0349・　　　0．9842　　　0．9842

1．898　　　19．5512　　19．5512．

0．00017　　0．0012　0．0024

6．7445　　　70．2635　140．4070

　　　　　　　　　　　　　　10．6120　　167．4998　160．9448

珪酸（メタ）（H2SiO3）………・・…・　0・4603　　5．8956

泉　　質

　　　　　■1．0723　　173．3954’

酸性明暮緑響泉に属す

（二巴薯三三嚴、盤季の）

クロ．一ルカリウム（KICI）・…………・・……

硫酸カリウム（K2SO4）…．＿＿＿．＿＿．＿

硫酸ナトリウム（Na多04）　・…・・……・…・・

クロールアムモニゥム（NH4C1）…・・．＿＿

硫酸カルチゥム（CaSO4）…＿．～…・…＿＿

砒酸カルチゥム（CaHAsO4）・…・…＿＿．

硫酸マグネシウム（翼gSO4）………・…・・…

硫酸々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3〕　…・。・・…………・。

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4），……6．＿．。．

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕　…………

1雄離硫酸（H2SO4）…………・………r・……

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…．。。＿＿＿＿．＿．．．。

　9．

0．0610・

0，0019

0，4287

0．0088

1．2888

0．0002コ

0，7792

1。9236

0．0047．

4，1974

1．9178；

0．4603・　’

’

i1．0724．

所在　地
試験年月
性　　　状

源泉狸度　　70。

比　　：重　　1．001

イオン表

小 谷 温 泉．

南島縣大沼郡玉路村大掌小谷字湯雫2504番地

昭和11年11月（東京）　　　　　　　　　，
殆と無色澄明にして微弱酸性反懸を呈す
pH　6．δ5　（18，0　キンヒ　ドロニノ電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧，出量約
で15。）

（本鑛水1kg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．リウムイ牙ソ（Nの………

　カルチウムイオソ（Caつ・……・・

　マグネシウムイオン（Mgつ・・…
　フ．エ．ロイォン（Fe’1）　＿＿＿．。＿．

　アルミニウムィォン（A1…）＿＿

アニオン
　クロールイオン（C1！）・・…・……

　硫酸イオン（SO4”）……………

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ……

■

●

」＼

　　　　　　　　　570hl（24時間）

　　蒸獲残渣　　　1．758g（1　kg中）

騒類表、（欝麟箏馨羅蹴轡の〉’
・ミ腔鍵・・ルヴ・ル

0．01253　　　0．3205　　　0●3205

0．2820　　　12．26　　　12．26

0．2464　　　6。150　　12．30

0．004385　　0．1803　　0．3606

0．000224．　0。004012　0。008023

0，000688．’　0．02539　　0．07616

25．33

0。210　　　　5。922　　　5．922

0．867　　　　9・025　　　18．05

0．08256　　　1．353　　1・353

1．706　　　　35。24　　25．33

0。007992　　　0．1824

0，08055　　　1．032

ク・・ロ・一ルカリウム（K：C1）…・・ボ・……・・…

クロ鱒ルナトリウム（NaCI）　・’●・●∫・’…’

硫酸ナトリウム（Na2SO4）＿．＿．＿．．＿．

硫酸カルチウム（C年SO4）…・・・……・・…・

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCQ3）2〕・・●●●’・●・

重炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　…

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕．＿＿＿g．

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕＿＿＿

醐酸（メタ）（IIBO・）…一・∴∵’一……

珪酸（メタ）（H2Sio3）・。・。・・…。…・・…　……

硯殖酸（メタ）（IIBO2）．．…∴＿＿＿’

珪酸（メタ）（II2Sio3）。＿．。．．＿．．

　　　
遊離炭酸（CO2）……・………・…・

1。795　　　　36．45

0．00446　　　　0．1014’

　　　　　1．799　　　　36．55

石膏性苦味泉に働す

　　9
0．0239

0．3275

0．4730
　　　　　！
0．7702

0．0798

0・02639

0．000713

0．004346

0・00799三≧

0．08055　・．

　　　　　　　　　　　　　　　1．795
遊離炭酸（CO2）　。一・・…　．。。・鱒・・・・…　鱒・・．0．00446

、

1．799

泉　　三

一13 ノ



‘

所在地
試験卑月
性　　　状

　　　　源泉温度

　　　　比　　霊

イオン表

若ド宮

（本州水1kg中に含有する各威分及詳ξ鐘次の如し）

温
、

泉

　　　制覇縣耶麻郡吾妻村大字若宮掌横向山河川筋敷地

　　　昭和7・年5月目東京）

　　　殆と無色澄明にして微弱酸性反慮を呈す
　　　pH　5．70（18，0キ’ソヒドロン電池澄∂
570　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　lil　五ヒ　．約　　3888　h！　（24時聞）

’0．9996　 （150）　層’　．　　　　　潮齢残渣　　 0。6847g（1　kg中）．

　　　　　　　　　　　　　　　塵類衷

カチオン
　カリウムイオン（Kつ……・…・・

　ナトリウムイオン（Nゴ）………

　アムモニウムイオソ（NII4●）…

　カルチウムイオソ（Cバ）・・……

　マグネシウムイオン（Mgつ・…・・

　フェロイオン（Fごつ　……………

　アルミニウムイオン（A1…）……

ア昌オン
　クロールイオ・ソ（CIノ）・……・・…

　硫酸イオン（SO／つ・……・…・…

　ヒドロ燐酸イオニソ（IIPO4”）　…

　ヒドロゴ炎酸イオン（IICO3’）　…

・　1リ廷聖U伽
0。0040　　0，1023　0．1023

0，0823　　　3．5783　　　3．5783

0。0023　　0．1278　　0。1278

0．0366　　　　0．9134　　　1。8268

0．0163　　　0．6703　　ユ．3405

0．0027　　　　0．0484　　　0．0967

0．0024　　　0．0886　　0．2657

　　　　　　　　　7．3381

0。0084　　　　0。2369　　　0．2369

0．0021　　　　0．0219　　　0。0437

0．0109　　　　0．1135　　　0．2270

0．4167　　　6，8305　　6．8305

0。5847　　　ユ2．7319　　　7。3381

0．2244　　　　2．R741

（本底水は其集成に於で1kg中次の威分を含有する溶液に概略相蛍す），

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（NaHCOr）…．＿＿

．クロールアムモニウム（NI14日目轡・…

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一・．。

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕。

重炭酸亜酸化鐡⊂Fe（ほCO3）2〕…・……

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　・……

燐酸アガミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…

三重覆（メタ）（H2Sio3）　…・…・……・・…

　　　　9
…　。・　0．0076

…∴　0．0004

一… @　0．0004
…　。。　0．2996

・・… @　　0。0068

…・・ @0．1480

・・… @　0。0981

…　。。　0。0086

・・… @　　0。0022

・…ゲ O．0130

・・…@　0．2244

逝；離1炎酸（CO2）…・…・。……・。・……・・…　…・

ま主酸（メタ）（H2Sio3）　鱒・・・…。。・・

逝離炭酸（CO2）・

　　泉　　質

　　　　　　　0．8091
ゆ・。… @。・…　。・・・・・…　　　0．1225

　　　　　　　0．9316

　輩純温泉に脇す、

15。606

2．7841

18．3901

0．8091

0．1225

0．9316

所在地
試験年月
性　　　状

上ヒ　　　＝這1　　　1．0032

　　　　イオン表

カチオン
　水；紫イオン（1「）　…………・・

　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●）

　カルチウムイォソ（Cバ）．．＿

，・}グネシウムイオン（Mg●’）・・

　フェロイオン（Fご．）・＿＿＿

　フェリイオン（Fe’”）・・。・。…・・

　マンガノイオン（Mnつ……・・

　アルミニウムイオン（A1…）・

磐瀬鑛泉（冷）
輻島懸耶麻郡磐瀬村字グミ原：

ll石上06年3月　（東京）

淡褐色澄明にして酸昧並牧敏昧を具ふ
plI　2。51（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　1島民t　煮乾．72h1　（24時聞）

　　（15。）

（馨鶴麦葺ξ鑑災編D

　　　9
。… @　0．0010

・… @　0。0023

・… @　0．0213

・・9 @　0．0045

・い・@0．0147

・… @　0．0030

・・。・・@0．3934
・…@。　0．3323

…・ @0．0082
・・… @　0．2110

ア昌オ’ン．

　クロールイオン（Cl，）・…・……・

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）・・…・

　刎〔酸イオン（SO4”）　……・・…・…

0．0106

0．0973

2．7628

覧リイオン鳶
足　リモル

　1，0031

　0．0588

　0．9261

　0。250

　0．3669

　0．1234

　7．0452

　5．9509

　0．1493

　7．786

ノ塵類就
下リヴアル

1．0031

0。0588

0．9261

0．250

0．7337

0．2467

14。0903

17．8528

0．2986

23．3579

58．818

0．2989　　0．2989

110031　1．0031

28．7580　57．516

　　　　　4。0221　　　53。7197　　58．818

酸性明四緑響泉に窮す

（本内永は共集成に於て1kg巾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（KC1）………………；・・

硫酸カリウム（1く2SO4）…＿＿＿．＿＿＿．．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・・ソ・・…・

クロールアムモニウム（NIちC】）・・………・

硫酸カルチウム（CaSO4）＿＿＿＿．．＿＿．

硫酸マグネシウム（MgSO弔）一＿＿＿＿．．

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）……・…・・…………

一々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3〕　・・・…　。・・…　。・・・…　。・

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）・…………・・

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕　……・・・…

遊離硫酸（112SO引）　・・…　。・・…　。・・・・・…　。・・・・・・…

珪酸（メタ）（112Sio3）＿＿＿。．＿＿＿＿＿g

泉　　質

。。136

1：ll窒

1糊
0。0149

1．0703

1．189り

0．0225

ユ．333

0．0983

0．1597

4．q222

！
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　　　　　熱一盛　鑛　泉（諭
　　　　　　　三島縣耶麻郡熱騒村大字熱騒字盤の澤山乙744番地　　　　　、所在地試験年月．・賠和8年10月（：東京）　　　　　　　　　．・．．『　』　　　　　　　1’　“

性噛 @状’，無色澄明にして微に餓昧を有し後弱酸性反懸を呈し之を煮沸すれば微弱アルカリ
　　　　　　　性に攣ずpH：6．35（18，。キンヒドロソ電池法）　　　　・．　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出量約180h1（24時聞）
　　　上ヒ　　　　軍　　』．1．003　　　　（150）

材ン表（本匠水1kg中に含有する各二分及酌量i欠の如し）

カチオン　　1

　カリウムイオン（K’）・’。’。●’”●

　ナトリウみイオン（Nの・6・＿．

　アムモニウムイォソ（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”）…・・一・…・

　アルミニウムイオン（A1●”）・

ア島オン

　クロールイォソ（C1，）…．＿＿

　硫酸イオン（SO4”）…………・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）・

　　　．・　1り農饗ミリヴアル

・・@0．01212　　0．310　　0。310

・・@0．9606　　41．77　　　41．77

・・ @0．000045　　0．0025　　0．0025

・・ @0．2680　　　6．690　　13．38

・・ @0乙0586　　　2．410　　　4．819

－　　0．000221　．0．003958　0．007915

・・@0．003114　0．1ユ49　0．3447

　　　　　　　　　　60．63
　　　　　　’

・・ @1。553　　　43．80　　　43．80

・・ @0．2803　　　2．918　　　5．835

・・ @0．b709　　　10。99　　　10．99

　　蒸璽残i渣　 4．1649（1kg．中）
一類表（本地永は呼集放に於て1kg中衣の威分を含有する溶液に概略相慶す．．）

　　　　　　　　　　　　　　3．807
石明酸（メタ）（HBO2）．・∵………、0．0112

灘（メタ）（H2Sio3）…………　0．0283

109。0　　　　60．63

　0．2556

　0．3625

叢旋離炭酸（CO2）　………………

3．847　　ユ09．6

0，5392　　　12。25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　9
クロールカリウム（KC1）………サ・・…・…・0，02311」

クロ．一ルナトリウム（NaC1）　…・…・……・2．442

クロールアムモニウム（NH4CI）…………0。000134

クロールカルチウム（CaC12）……∵・……0．09532

硫酸カルチウムrCaSO4）‘・’一……………0．3737

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）」…………015002．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0，3524

、：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2）…・・。・・…・…0．000704

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・・…・…0．01967

翻酸（メタ）（HBO2）………・…………・・…010119

珪酸（メタ）（H2Sio3）…………………・・…・0．0283

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．847
遊離炭酸（CO2）．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　け・・・・・・…　0．5392

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4．386
　　　　　、　　　　　　　　　　　　♂’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

泉　　質

　　　　4．386　　121．9

土類含有弱食酢泉に属す

／．

カチオン

所　在　地

憎憎年月
性　　三

熱　盤，鑛　．泉（冷）　　　　　，
　福島縣耶麻高熱盤村大字熱騒字璽の澤山乙744番地
　口調禾08年12　月　 （東京）

　無色澄明にして微に戴味を帯が微蜴酸性反懸を呈し煮沸ナれば微弱アルカリ性に

　準ずpll　6．35（18，。キンヒドRソ電池法）．　　　．　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　約　　180　h1　（24　時間）

　　　　上ヒ　　　重　　　 1．003　　　　（1与。）

イオン表（本導水1．kg中に含有する各成分及其量次の如し）1

　カリウムイオン（Kつ…・…’○…

　ナトリウムイオン（Na’）＿＿

　アムモニウムイォン（NHの…
’，カルチウムイオン（Ca’●）　……

　マグネシウムイオン（Mg．り＿

　フェロイオゾ（Fe’●）……………

　アルミニウムイオン（A1…）・∴

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）…・…．・

　硫酸イオン（SO4”）…………

　ヒドロ羨酸イオ・ン（HCO3’）

　　・　ミソ農鍵

0．1193　　　　0．3051

0．9766　　・42。46

0．000045　　0．0025

0。3632　　　9．065

0。05947　　2。410

0。000297　　0．00532

0。01539　　　0．5680

・韓 @　1．744

…　　　0．2885

…　　　0。7470

竃リヴγル

0．3051

42．46

0．0025，

18．13

4．819

0，01064

1．704

　　蒸獲残渣　　4．196．9（1kg中）

塵類表高蠕犠鎌櫨縮織）

67．43

49．18　　・　49．18

3．003　　　6．006

12．25　　　12．25

　　　　　　　　　　　　　　4．206　　119。3　　　　67．43
礪酸（〃）（HBO，）・∴…・・…・0．O112　0．2556．

珪酸（メタ）（H2SiO3）…・……・・．0．05307　0。6797

　　　　　　　　　　　　　　4．270　　120．2
翅i離炭酸（CO2）　………………　　0．5960　　13．55

　　　　　　　　　　　　　　4，866　　133．8　、

　　泉質’、土類含有弱食盛泉に属す．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……………；・…・0．02275　、

ゾロールナトリウム（NaCI）・………・…・2．482

．クロールアムモニウム（NII4C1）∵・…＝・・…0．000134，

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…・…0．2928

：重炭酸カルチウム〔Ca（H：CQ3）2〕……・・…・0．6010

：重炭酸マグネシウム〔Mg（口CO3）2〕……0．3524

：重：炭酸亜酸イヒ鐵〔Fc（IICO3）2〕∵・∴。‘。・・・・…　0．001426

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕………・・～0．09725

瑚酸（メタ）（HBO2）…………・・。…………0．0112

珪酸（メタ）（II2S103）・・3……………………0．05307　r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．270
目撃炭酸（CO2）…………　……………・？・…015960「．

　　　　　　　　　　、　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．866

15 o



　　　　　　　比

　　　・イオン表

カチオン　「

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　　　　　　　　　　　曹

　　　　　り

西．向’鑛　哀繭　　　　F
　福島縣田村郡常葉町字西向字中18秀地　　　　　　　　　　　’

　昭和7年1月（東京）
　無色避明ばして微に触味を宥し微弱アルカリ性反懸を呈ず

　　　　　　　　　　　　　　　湧出量約259hl（24時間）
匝　　　　1。0042　　　　（150）

（本雨水1kg中に含有する各威門先共∫畝の如し）

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（Cべ）……
マグネシウムイオン（Mg．’）・巴

フェロイオ・ン（Fご’）…・…・…・…

アルミニウムイオン（A1…）…

ア昌オ’ン

　クロールイオン（C1’）…………

　ヨードイオン（J！）・…，……・…

　硫酸イオン（SO♂ノ）・・……・・…・・

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…

　　　　ミリイオン及　　ミリヴγル
　　9　　　ミ　リ　モル

0．0778　　　、1．9898　　　1．9898

1．4968　　　65．0783　65．07ε3

0．0197　　　　0．4916　　　0．9833

0．0031　　　0。1274　　　0．2549

0．0011　　　0．0197　　　0．0394

0．0185　　　0．6827　　2。048

70．3937

2．411t　　67．9949　　67．9949

0．0032　　　0。0252　　0．0252

0．1097　　　　1．1419　　　2．コ888

0．0055　　　　0。0898　　　0．0898

　　蒸葦逗残渣　　　　 4．0419　（1kg噛竃）
塵類表（本山水は其集成に於て1kg’中次の威分を含有する溶液に概略相似す〉

罎1酸（メタ）（II2Sio3）・・……・…

4．1465　　137．6413　　70．3937

0．0384　　　　0．4918

i遊離炭酸（CO2）・………・…・叉・・

泉　　質

4●1849　　138．1331

0．0げ65　　　0．1477

　　　　4．19141138．2808

三食璽泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　9
クロールカリウム（KC1）……………・・…・0．1484

クロールナトリウム（NaC1）・∴………・∴3．803

ヨードナトリウム（NaJ）・…一……・・…・・0．0038

クロールカルチウム（Ca（コ2）……………0．0528

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・……・・0．0021

硫酸一マグネシウム（MgSO4）…」…・・………0．0123

＝El炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　……0．0037

匝炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2）…び………・0，0035

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　・・…・……0．1169

藤（メタ）（II2Sio3）………・・…・…………0．0384

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1849
遊離炭酸（CO2）一・・…………・……・……・0。0065

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1914

’

カチオン

所在地
試験年月
性　　　状

小野新羅．泉（冷）
謡島縣田村郡小野新町大字小野新町中通．70番地の5
0召牙0　12　年2ノヨ　（東京）　　ら

微黄色殆んと澄明にして徹弱酸性反懸を呈す
p116，10（18，0キン’ヒドロン電池法）

　　　　　　　　　，　　　　湧邸黛約　855hl（24時間）
　　　歩ヒ　　　重　　　　0．9995　　　（150）．

イオン表（本鑛永1kg中に含有する各州分及共年次の如し）

　　カリウムイオン（K’）・………

　　ナトリウムイナソ（Na●）……・

　　アムモニウムイォ・ソ（NII4’）＝

　　カルチウムイオソ（Ca●●）　・…

　　マグネシウム．イオン（Mgつ・

　　フェアイオン（1・c）・…一・…・

　　マンガノイオソ（Mn●つ……・

駒　アルミニウムイオン（A1…）．・

●　，

●　●

，●

o　・

●　●

・・@0．OI345
・・ @0。001101
・・ @　0・01538

　　9・ミリ茂ン発

0．008366　　0．2140

0，02088　　0．9078

0，001201　　0．06672

0．09304　　　2．332

0．009417　　0．3872

　　　　0，2409
　　　　　0。02005

　　　　　0．5677

　　

ミリヴアル

0．2140

0．9078

0。06672

4，664

0．7744

04817

0．04009

1。703

　　蒸稜残芝査1　　0．53g（1　kg．Fi1）
盤類表（本鑛水は共集成に於て1kg中丈の成分を含有する溶液に概略相當す）

アニオン
クロールイオン（CIつ・…………・・

　硫酸イオン（SO“”）・・………・…

　．ヒドロ燐酸イ：オン（IIPO4ノノ）…

．ヒド喉酸曾ソ（IICO・ノ）・08

8．832

0，1331　　　3．754　　　3。754

0．01335　　　0．1390　　　0．2779

0．001053　　0．01097　　0．02193

0．2915　　　4．778　　　　4．778

王圭酸（メタ）（II2Sio3）・・1・……・r

；旋離炭酸（CO2）　…・・…・二・……・

0。6018　　　13．42　　　　8．832

0．02994　　0．3834
　　　　　　　　　　　　’
0．6317　　　13．80

0．1101　　1，RO

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

クロールカリウム（KC1）・………・…・…も・・001596

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．05307

クロールアムモニウム（NI㍉C1）・………・・0．00357

〔ク心血ルカルチウム（CaClg）…・……・・…0．06451

：重炭酸カルチウム〔Ca（1【CO3）2〕…・…・一〇．2822

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　……0．05666’

重炭酸ヨE酸イヒ鍔～〔Fe（IICO3）2〕…・………・・0．04284

：亟淡酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO3）…〕…0．003547

クロールアルミニウム（AIC13）　∴・…・・∵・・0．06237

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕・・…・…・1・0。01586

燐酸アルミニウム〔A！2（11PO倭）3〕　…∴・…0．001251

珪酸（メタ）（H2Sio3）　。・・……・・…・…。・・…0．02994

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6317
遊離1炎酸（CO2）・・…・・・…　…・…・。…・｝・……　0．1101

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7418

●

　　　　　　　0．7418　　　15．60

強　痕跡、
　　　炭酸鐡泉に属す

、

’

共　他　　棚

　　泉　　質

16’

1
●



、

o
’

亀

　　　所在●地
　　　試験年月
．　『…性’　．朕

．・’ 蛹ｴ∫鑛．泉幅）
福島縣石城郡玉川村大字大原字小瀧山根5番地．’：1
昭和7年3月．（東京）．ぺ．

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
pH「 V．05　（18，0　キソヒド㌧ロソ電池法）　　　　　　　　　一

　　，　　　　　　　湧・出量、約』86hl（24時聞）
　　　、．比　重　：1．0004．’（159）

材ン表く欝醗盤認る〉
カチオン
　カリ・ウムイオソ（K’）・。’●’。”ゆ”

　ナトリウムイオン（Nの…r…・・

　カルチウムイオ．ソ（Cバ）………

　マグネシウムィォソ（Mg’．）……

　フェロ．イオン（Fe●つ．．・・∵・……・…

　アルミニウムイオン（A1’つ……

ア三オ・ン

　クロールイオン（C1己）…r・…
，硫酸イォノ（so4〃）……・…兜

　ヒドロ炭酸イォソ（HCO3ノ）．．

　・　ミリ廷邪wアル
0．0035　、　0．0895　　　0．0895

0．0304　　　　1。3217　　　1．3217

0ご2360　　　5．8897　．11．7794

0．0716．　　2．9441　　　5。8882

0．0002・　　0．0036　　　0．0072

0．0007　’　　0．0258　　　0．0775

。…@0．0328．

・…@　0。8504
・。・・ @0．0326

19．1635

0．9249　　　0．9249

8．8519　　17。7038

0．5348　　・0．5348

〆　．

　　蒸獲残渣．　工2469（1kg中）
圏類，表（本鑛永は其集成に於て1k鐸中家の三分を含有する溶液に概略相當す）

1。2582　　20．586　　19．1635

0．0778‘　　0．9965

クロールカリウム（KC1）…∴一・……・・…・・

クロールナトリウム（NaC1）…・・……・：・…・

硫酸ナトリウム（Na2SOと）…・…・…・・…・・…

硫酸カルチウム（CaSO4）…L………・…・・．・・

硫酸¶マグネシウム（MgSO4）．．＿＿＿．。＿＿

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・……・・

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕・…・……・…

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕　………・・5

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・……・………・…

　　　　　！「

　8　．

0．0067　　’

0．048ε

0．0345．’

0．8018

0。3227

0．0386　．

0．0006

0，0044

0．0778

遊離炭酸（CO2）………・…・・………………

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・………・・

逝i離炭酸（CO2）……………・…・・

1。336．　　21。5825
　　　　　　　　　，　　　　　し
0．0080　　0．1818

泉　　質

亀

　　　　　1。344
石膏性苦味泉に属す

21．7643

赤井．鑛泉（冷）一
福島皿石城郡赤井村大字赤井字大倉21番地

昭和1ユ年4月（東京）
淡黄色澄明にして酸昧並牧敏性三昧を有す

pH：2．95（18，0キソヒドロソ毘池法）

　　　　　　　．1・　　　・．湧出量約
　　　　　　　　　　　　　●　　（15。）

1．3359’

0．0080

所在地
試験年月
性．　状

72　h！　（24時間）

1．3439

比　　重　　1．003

　　　　イオン表

　　　　　　、カチオン
　永素イオニン（1「）　・…・…………・

’カリウムイオン（『）……’●…●

‘；ナトリウムイォソ（Na●）・＿＿．．

　アムゼニ’ウム1イオン（N1写）…

　カルチウムイオ穏ノ（Caつ・…・・…

　マグネシウムイォシ（Mg●り＿＿

　フェロイオン（Fe’り……・……・・

　フェリイオン（Fe…）・…・…・・…・・

　マンガノイオン（Mnつ…………

　アルミニウムイオン（A「つ……

（本二水■kg中に含有する各威分及其量次の如し）・

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”）　…・………・・

　・・　ミリ農饗ミリヴ・ル

0．oo3129、3．1q4，　　3104

0．001251　　0。0320　　　0．0320

0．02754　　　1，197　　　1ユ67

0．002243　　0．1246　　　0．1246

0．2938　　　7．330　　14．66　’

0．06628　　　2．726　　　5．451

0．02018　　　0．3614　　　0．7228

0．09372　．1。678　　　5．035

0．008973　　0．1634　　0．3267

0．2031　　　7．493　　　22・48

　　　　　　　　53．13

0．00707

0．3011

2．394

0．1994　　　0．1994

3。104　　3。104

24．92　　　49．83

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相回す）、

　　　　　　　　　　　　　　3．422　　　層52．43　　　53ユ3
珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・。…。…。・　0．2266　　2，902

　　　　　　　　　　　　　　3。649　　　　55．33

其他ヒドロ燐酸イオン　　　　　痕跡
　　泉質石膏含有酸性明馨緑肥泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（Kα）…・∵・・…・∵1・・、0．002386

ク・ローノレ才トリウム．（NaCI）………・・・…　0ヤ002502　・

硫酸ナト．リウム（Na2SO4）……・・…・・…∴　0．08199

クロールアムモ≧ウム（耳H4C1）…∵・…　0．006666』’

．硫酸カルチウム（CaSO4）……・・……・…　0．9979．

硫酸マグネシウム（MgSO4）…∵・…∴…・0．3282

画面亜：酸イヒ鐵（FeSO4）…………………　　0．0549

画面々イヒ鐵〔：Fe2（SO4）3）　・・・・・・・・・・・・・・・…　　　0．3356

硫酸亜酸化・マンガン（MnSO4）…………　0．02467

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕一…・・1．283．，

遊離硫酸（II2SO4）　・・・・・…　。・・・・・…　’・・・・・…　，　0．3042

珪酸（メタ）（II2Sio4）……・…・……・……　0．2266

む

3．649．

　1　　引

！

一17＿



8

所在地
試瞼年月
性　　　状

・藍澤鑛泉（冷）
礪島縣南二二郡伊北村大字盟澤262．，、　　’●．

昭和12年8月（東京）　・：
少生の類褐色沈澱物を有するも澱過後は殆と無色澄明にして微弱酸性反礁

を呈すp口6，53（18，。キソヒドロソ毘池法）

　　　」目ヒ　　　　重　　　　1．019　　　　（150）

材ン衷（本図水i．kg中に含有する各州分及共量家の如し〉

カチオン
　カリウムイウソ（K’）・・……

　ナトリウムイゥソ（Na。）．．＿

　カルチウムイウソ（CaO’）…・・

　マグネシウムイォソ（Mg●’）．．

　フェロイオン（Fざ●）・…・・…・。・

　マンガノイオン（Mn”）…・・…

　アルミニウムイオン（Ar●’）・・

ア昌オン　　　　　　．

　クロールオイソ（C1’）・…・…

　硫酸イオン（SO4”）・・∴…・…

　ヒドロニ炎酸イォ．ソ（HCO3’）

・　●　．　．

兜。’●

●　●●■

●　o・・

…　　　0．002198

…・ @0．001727
0　●　・●　　P

　g　lリ照明聖ルヴアル

0．6249　　15．98　　　15．98

7；218　　313．8　　　313．8

0．8654・　21．60　　　43．19

0．2850　　11。72　　　23．44

　　　　0。03936　　0．07872

　　　　0．03144　　0．06288

0．1525　　　　5，627　　’16．88

　　蒸獲残渣　　　　　24。36g　（1　kg中）

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　F　　　　　」

・… P3．37　　377．0

…・@0．9707110．－
…　　　0．989ア　　　16．22

413．4

377．0

20．21

16．22

硯月酸（メタ）（IIBO2）＿．．

珪酸（メ　 タ）　（II2Sio3）　　　　●●

遊離炭酸（CO2）…。……・

　　　24．48　　　772．1　　　413．4

・…@。・・…　　　0．07851　　　1．792

・・・… @●。・・　0。1263　　　　1．618

　　　24．68　　　775．5
…　。・・。…　　　0．5769　　　13．11

　　　　　　　　　　　　25．26　　　788．6

泉　　質　’　強食璽泉に局す

9　’

クロールカリウム（KC1）…∴…………91491

クP一ルナトリウム（NaC1）．…』………18．34

クロρルカルチウム（CaC】1）嶺………　1．684

硫酸カルチウム（CaCO4）一6・・………　0、8747

硫酸マグネシウム（MgSO4）…・・…　…6・　0．4431

：重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕　…．1．177

置炭酸亜酸化戴〔Fe（IICO3）2〕・…・・……　0．007001

置旧酸亜酸化マソガソ〔Mn（HCO3）2〕　0．005563

クロρルアルミニウム（AIC13）　・…・・…　0。7503

硯区営（メタ）（IIBO2）　・・。。・・……　；・・・・・・・・…　　0．07851

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・…・…・・…。…」・…’0．1263

　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　盟．68
層遊惰豊炭酸（CO2）　。・・・…　。…　。・・鱒・・…　r。・・…　鱒　　0。5769

25。26

所在　地
試瞼年月．
性　　　三

盛澤鑛．泉（冷．）

　　　「
　。　　　　「　・　　　上ヒ　　　重　　　0．9993

．．@イオン表
力チ才ン

　ヵリゥムィォソ（K●）…………　0．000804

　ナトリウムイオン（Na’）………0．008295

　カルチウムイオソ（Cバ）………　0．003733

　・マグネシウムイオン（Mg．つ・…・・　0．004375

　フェロイオン（Fe”）。…。。・。・・・・…　0．000224

　アルミニウムイオン（Ar●。）……　0．004299

（本鑛水1kg中に含有する憎憎分及共漱の如し）

・7昌オン

　クロールイオン（Clノ）……・門…

　硫酸イオン（SO！ノ）　・…・……・…

　ヒドロ炭酸イオン（【1CO3ノ）…

温島縣南會津郡伊北村大字騎翠字猿倉山183番地　　㍉．

昭和12年8月（東京）
無色澄明にして清涼昧を具へ微賜酸性反癒を呈し之を煮沸すれば
野州アルカリ性にi墜ずplI　6。15（18，。キソヒドロソ｛E池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出職t　条勺　　2592h1（24時贋D

　　（150）　　　　　　　　　蒸！八二芭査　　 0．09g（1　kgrlり

　　　　　　　　　　　騒類表

鍔　1リ碑鍵．竃リ卿

0．02056　　0．02056

0．3607　　　0。3607

0．09315　　0．1863

0．1799　　　0．3598

0．004012　0．008023

0．1586　　　0．4759

　　　　1．411

0．01054　　0．2972

0．04638　　　0。4828

0．009065　　0。1486

0．2972

0．9655

0．1486

0。08771　　1。746　　　1．411

0．01067　　　0．1367

（本塁永は共集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相撃す）

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）…∵…………・

硫酸カルチウム（CaSO4）…・…・・…・…・・

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………
：重炭酸マグネγウム〔Mg（11CO3）2〕　…

露炭酸亜酸化焔〔Fe（Iloo3）2〕・・………・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　∴・……

ユ圭酸（メタ）（H2Sio3）．．．．＿＿．．＿．．＿＿．

遊離炭酸（CO2）…・。・……　一…・・…。・…・。

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・……・・…

；佐離多ミ酸（CO2）……・，・…　…・。・…

0．098孕8　1．883

1．131　　　25．70

泉　　質

〆

　　　　　1．229　　　27．58

輩純淡酸泉に属す

一18一

　　9
0，001533

0．01617
　　　　、0，005972

0．01268

0．0132

0．01028

0．000713

0．027ユ6

0．01067

0。09838

1．131

1．229



’
「

、

量　・

　　　　　、比
ノ

　　イオン表

所在　地
卵瞼年月
性　　　状1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　ロバ　　　　　　の　サ　　　　　コ　ピる　　　　　ロし
『’

R形縣西村山郡禾道寺村掌月山澤石御堂嶽

昭和7年4月（東京）
・無色澄明にして弱酸性反憲を呈し清涼昧を有す
pH　5．＆（18，0キンヒドロン電：池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量．約1串黛3．6hl（2塒聞）

月 山．

重　　　　0．9999　　　〈15『）

（本地泉1kg中に含有する各論分皿月面次の如し）

：カチオン

　．カリウムイオン（K：●）　…・・…繭・

　ナトリウムイオン（Na’）………

　カルチウムイオソ（Cの………’

　・マグネシウムイオン（Mg”）……

　フェロイオン（Fe●つ・・…・…・・．・…

　アルミニゥムイォソ（A1…）．．＿．

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）・………1・

　硫酸イオン（SO4”）…・・…・……

藍ヒド貢炭雌イオン（HCO3’）・・∵・・

澤 鑛．

　・．ミリ麓饗・，ヴ・ル

0．0124　　　　0．3171　　　0．3171

0。1292　　　5。6174・　5．6174

0．0427　　　1．0656　　2．1313

0。0121　　　　0．4975　　　0。9951

0．0002　　　0．0036　　0．0072

0．0009　　　0．0332　　　0．0996

，9・1677

0。1504　　　、4．2414　　4．2414

0．0762　　　0．7932　　1．5863

0．2030　　3．340　　3。340

15．909　　　9・ユ677

0．3727

泉（諭

　　蒸獲残渣

塵類表

　クロールカリウム（Kq）轡…・∵・…ゼ・…

　クロールナトリウム（NaCI）…・r……’・・ゼ

　硫酸ナトリウム（N32SO4）・…．：…・…・…・

．：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．………・6。

、重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・一戸…

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……
　：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕・…。・r∴…

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂3〕．1…・・…．

　珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿．．，．＿＿＿＿

　　　　　　　　　　　　　　0．6271
珪酸（メタ）（H2Sio3）　…。・・・・・…　　0．0291

　　　　　　　　　　　　　　0．6562
遊離炭酸（CO2）…………・…・・…　1．062

　　　　　　　　　　　　　　，1．7i82

　　泉質’．軍純潰酸泉に属す

16．2817

24．1364

40．4181

　　0．59g（1　kg中）二
（本鑛永は其集威に於て1kg中次の面分を含有する溶液に概略相面す）

　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　　　0．0236　　　、

　　　　　　　　　　　　0．2293

　　　　　　　　　　　　0．1055

　　　　　　　　　　　　0．0172

　　　　　　　　　　　　0．1726
　　　　　　　　　　　　’0．0727

　　　　　　　　　　　　0．0006

　　　　　　　　　　　　0，0056
　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　0．0291’

ユ：7182

、

’

、ρ
へ

カチオン

　　　　、
　　　　比

．イオン表

所在地
試験年月．
性　　　状

月 山　澤鑛泉

重　　0．9989
（本極水1kg中に含有する各州分及其両次の如し）’〆

カリウムイオン（Kつ　…………

ナトリゥムィォン（Na●）・…・…・

ヵルチウムイオン1（Ca’り●●……’

マグネシウムイオシ（箪9。●）・・…・

フェロイオン（耳の・・…………6

ナルミ弄ウム．イオン（Ar●’）……

アニオン、．

　クローノレイオン（Cl，）・…・∴・・…

　．疏酸イオン（SO4”）・・…吃・・…・…

　ヒドロ疾酸イオン（HCO3つ軸・∵・

山形縣西村山郡本道寺村大字月山澤字硯堂ケ嶽國有林野1の内

昭和8年1月（東京）
無色澄明にして清涼昧を具へ微弱酸性反回を呈し之を煮沸すれば

微錫アルカ．リ性に攣ずpH　5．80（18。，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出量　約　2592h1（24時聞）
　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残芒査　　　0．19　（1kg中）噛

　　　　　　　　　　　塵類表

9　ミリ三三uヴァル
0．001352

0。009226

0．003576

0。002536

0．000224

0．003547

0．03458　　0．03458

0．4011　．0。4011

0．08925　　0．1785

0．1043　　0．2086

0。004012　0．008023

0．1309　　　0．3927

　　　　1．224

0．01065　　　0．3003　　　0．3003

0．0206　　　0．2145　　　0．4289

0．03015　　　0．4943　　　0。4943

0．08186．　1．773　　　1。224

0．02495　　　0。3186

（本鑛水は其集放に於て1．k9・中i欠の威分を含有する溶液に概略相面す）

クロールカリウム（KC1）……・………1

クロールナトリウム（NaC1）　∵・……・
硫酸ナトリウム（N・鉾。、）∵一・一…

：重1炭酸ナトリウム（NaHCO3）．＿＿＿．

：重炭酸カルチウム〔Ca（H（：03）2〕・……・

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・一

1重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕…∴……

競酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　．．＿＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿。．．；＿．．＿？，

遊離炭酸（CO2）…・…・…・……・・…。…・・

ユ圭酸（メタ）（耳2Siρ3）　・………。・

遊離炭酸（CO2）・…・…・…………

0ユ068　　　2．092

1．321　、　　30．02

泉　　質

　　　　　1．428　　　32．11

軍純炭酸泉に厨す

．！ @　．　9

・　　0．062578

。　　0．01553

。　　0．002572

ビ0．008332

。　　0，01447

・　0。01526

・6．000713

。　0．02241

。　0．02495

　0．1068

・．1．321

　1．428

一一一 P9一 1



／

．、

’

　　　　　　　．比

　　　　イオン潜

力チオン
　かく素イオン’（1「）

所在　地
試験年月
．性　　　状

重　・1．0（匹

．磯撮魏讃歌る）

　　　　　　　　O　o　●　●9噂●■，　■　．●　●　o◎　●　●●

カリウムイオγ（K’）　・……の…

ナトリウムイォソ（Nゴ）＿＿．．．

カルチウムイオソ（Cゴ）・・…・…

マグネシウムイオン（Mg”）・…・・

フェロイオン（Fe●●）　・・…………・

フェリイオン（Fざ’謄）……。…。・…

アルミニウムイオン（Ar’つ……

銅イオン（Cu’つ……・……・・……

亜至貨イオ・ソ（Zガ’）・。・・…・……・…

ア昌オン
　クロPルイオン（C1，）　・・……・…

　ヒドロ硫酸イナソ（IISO4’）・・…・

　ヒドロ砒酸イォ・ソ（IIAsO“〃）．．r

　硫酸イオン（SO唱”）　・…・…・…。・・

　ヒドロ燐酸イオン（llI》04’ノ）　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノコ

萬松． 幄i泉（廟　　’ヤ
　山形縣南村叫郡瀧山村大字4～海水字萬松寺山1055番地
　昭和7年12月（東京）　　　　　　　　　　．，
　淡褐色澄明にして酸昧並牧敏性鐡味を具ふ
　pI夏1．65（18，0キソヒドロン｛E池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出最約　30h童（24時間）
　　（15。）

　窪

0．0224

0．04235

0ユ430．

0．001295

0．002306

0．1628

0．6795

0．2286

0．000398

0．01594

こリイオン批
　　　　　璽リヴ7ル璽　リ　モル

22．40　　　22．40

1，083　　　　1．083

6．217　　　6217

　0．03232　　0。06464

　0．0948　　　0．1896

　2．916　　　　5．831

12．17覧　　3651

8．437　　25。31

0。006265　0．01253

b，2439　　0．4877

　　　　98．11

0．1685　　　4．752　　　4．752

2．173　　　22．40　　　22．40

　　　　　の0．002069　0，01478　　0．02956

3．393　　　35．33　　　70．65

0601306　　．0．響．360　　　0．2719

塵類表（本鑛水は共集成に於て1kg　rl吹の面分を含有する溶液に概略相旧す〉

珪酸（メタ）（II2Sio3）

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．074　　　116．5

　　泉質　砒素含有叢性明鑑緑発泉に島す

7．0481　116．2　　　　98．11

0．02586　　　0．3302

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
クロールカリウム（KCI）・…・’…・・…・…　0．08075

クロールナトリウム（NaC1）……∵・一・・0．2145

硫酸ナトリウム（N勉SO4）……・…・・……　0．1810

硫酸カルチウム（CaSO∂………………　0．002388

砒酸カルチウム（CaHAsO4）一一……・0．002661
硫酸マグネシウム（MgSO∂……………　0．01141
硫酸…1亙頁甕ifヒ錫～（FbSO4）　・・。…　。・・…　。…　。・韓・　0．4429

硫酸々イヒ鐵（Fb2（SO4）3⊃　・…　阿・・・・・・・…　。・　2．433

硫酸アルミニウム〔AI2（Sq）3⊃　．．＿＿。ユ．42g

燐酸アルミニウム〔A12（ほPO4）3〕　……　0．01552幽

硫酸銅（CuSO4）…………………・・…一　〇．0010
硫酸豆互重臣（ZnSO4）　・・。・・・・・・・…　。・・・・…　鱒・…　　　0．0394

劃左離硫酸（1【2SO4）　・・・…　。・。。…　。・・。・…　。・・…　　　2．195

珪酸（メタ）（II・SiO・）一・・一一一一・1鍵2坐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．074

’

、

所．在地
二二年刀
性　　層状

　　　　　　，　　源温度　　　　450・
　　1　　　　　　　　　1七　　　　重　　’　1．0001　　　　（150）

　　ご’イオン表　（本鑛水1kg中に含；育する各放分及奨量次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　　9　　ミリヂをン発

　カリウムイウン（K’）　…………　0．0080　　0．2046

　ナトリオムイウソ（Nガ）’…・…∴0．2183　914913

’アムモニウムイオソ（MHの…　0．0005　0．0278

　カルチオムイオソ（Cべ）1…・…・0．1201　　2．9973

　マグネシウム圏イオン（M『）・…・・　0．0116　　0．4770

　フェロイオン（Fc●’）・・…・・……・・」　0．0007　　0．0126

　アルミニオムイオソ（A1…）・…・・0．0072　　0．2841

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曳

湯　澤　温　泉
新潟縣南魚沼郡湯澤村字熊野13203．番地の11
”召巧06年9刀　（東京）’

無色直明にして徹蜴アルカリ性反懸を呈す
P【17．48（18，。キソヒドロソ電池海ミ）

　　　　　　　　　　　　　湧出；置　約

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　1037　h1　（24「坊…償D

　　蒸獲幾渣’　1．119（ユkg中）
盤類表（本鑛泉は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相賞す〉

ξリヴアル．

q・2046

9．4913

0。0278

5．9945

0．9539

0．0251

0．8524

アニオン
　クロールイオン（CIノ）　…………

　硫酸イオン（SO4”）・…・……・…

　ヒドロ3炎酸イオン（IICO3ノ）……

17．5496

0．4473　　12．6142　　12．6142

0．1469　　　1．．5291　　3．0582

0．1145　　　　1．8772　　　1．8772

　　　　　　　　　　　　　　1．0756　　29．5152』　17．5496

獄酸（メタ）（11BO2）……………　0．0080　　0．1826

エ1i酸（メタ）（H2Sio3）　・・占・……。　0，0369　　0，4726

　　　　　　　　　　　　　　．ユ、1205　　　30．1704
曳丘≡齪じ炎西餐（CO2）四・…　h・・9・。・。畳・・…　　　0．0012　　　　0．0273

　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　1，1217　　　30．1977

　　泉質　弱食璽泉に属す

クロールカリウム（XCユ）……・…・…・・・…ド

クロールナトリウム（NaC1）　………・…・・

クロールアムモニウム（MI過C；）・・………

クロールカルチウム（CaC！2＞……………

，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（11CO3）2〕＿＿
霊炭酸亜酸イヒ睾茨（Fe（11CO3）2〕…・。……・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　…………．

硯i酸（メタ）（IIBO2）…四・軸。。・脚・・9…　晒・…騨

虫酸（メタ）（II2Sio3）＿＿＿．．＿．．．．＿．．．＿

、．、2・5暁

0．0012　入’

　9
0．0153

0．5549・

0．0015

0．1604

0．1501

0．0728

0．0698

0．0022

0．0486

0．0080

0．0369

逝1離炭酸（CO2）…・……・………・……・…・・

1。1217’
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三

三

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　　　温

新潟縣南魚沼郡湯澤村字西山3265番地の1
昭和7年11月（東京）
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈す
p且7．16（18，0キソヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　湧出量：約3731h1（24時聞）
（150）　　 　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残丘査i　　1．4729　（1kgF卜）

　　　　　　　　　　　盤類表
・　ミリ捜聖　・リヴァル

湯 澤

．　　　　　　　　　　’　灘ミ濯盈度　　　 720

　　　　　　　　比　　：重　　1．0
　　　　イオン表（本鑛水1・kg中に含有する各成分及其録画の如し）

カチオン
　カリウ4イオン（K．）　…・・…・…　0．001415　0。03619　0．03619

　ナトリウムイオン（Na’）………0．3544　15。41　15．41

　アムモニウムイオソ（NHず）…　0．0016690．094390．09439
　カルチウムイ．ナソ（Ca”）一・…τ0．1571’3．921　7．841

　マグネシウムイナン（Mg．●）……．0．001999　0．08095　0．1619

　フェロイオン（Fe”）　・…………・・　0．000403　0．0072150。01443

　アルミ「ウムイオン（A1…）……　0．003188　0．1176　0．3529

．．アニオン

　クロールイオン（C1ノ）・。・………

　．ブロームイオン（B〆）…………

　．ヨードイオン（J，）・…………・・…

　硫酸イオン（SO4”）…………・“

　ヒドロ燐酸イオン（llPO4”）　…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）・…・・

23．91

●

0．6954　　19．61　　　19．61

0．000538　　0．006732　0。006732

0．001707　　0．01345　　0．01345

0．1919　　　　1．998　　　　3．995

0．002758　　0．02872　　0．05743

0。01392　　　0．2282　　　0．2282

1．426　　　41．55　　　　23．91

0．04593　　1．049

0．06256　　　0．8012

泉

石朋酸（メタ）（HBO2）＿＿．．＿．＿

珪酸（メタ）（II2Sio3）　＿＿＿．1？

遊離芳乏酸（CO2）…・……・・………

1．535　　　43。40

0．00896　　　0．2036．

泉　　質
　　　　　1．544　　　43．61
二食塵泉に属す

、

　　　　　（本鑛泉は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・……・……・…　0．002698・

クロールナトリウム（NaC1）…………　0，8997

ブロームナトリウム（NaBr）…・一L…　b。000693

ヨードナトリウム．（NaJ）…・・……’……　0．oo2e16

．クロールアムモニム（NH4C1）・・∴…・・…　0，00505

クロール涛ルチウム（CaC12）…………．0．2270

硫酸カルチウム（CaSO4）………………　0．2518」．
：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）1〕・・……・0．004203

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　…　0．01185

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（Ildo3）2〕・一……0．001283

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕………　0．01686

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕……　0．003277

朝月酸（メタ）（HBO2）…・・…・。・。…………　0。04593

1珪酸（メタ）（H2Sio3）…・・…・……ζ……・・　0．06256「

轟　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，　　　　　　　　　　　1．535　．

遊離炭酸（CO2）　曹鱒・・・…　6・・。●。鱒。・・。・。…　。。・・　　0．00896

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，544’

所在　地
試験年月
性　　　状

一家潭度
　　　呼塩

850
1．0

　　　，イオン表

カチオン
　．カリ．ウムイオソ（K’）…………

　ナトリウムイォソ（Na．）＿b．．＿

・アムモニウムイォソ（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●’）・・……・…・・

　アルミニウムイオン（Al…）・…・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　’

湯　澤　温　泉
新潟縣南魚沼郡湯澤村中字間澤3242番地の2
昭和8年11月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．10（18，。キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出麺約3733h1（24時間）・・
（15。）

倭灘麦鍛蛎㌶㌃る）

ア昌オン
　クロPルイオソ（CI’）・・…・……

　硫酸イオン（SO♂つ・………・・…

　ヒドロ芳乏酸イオ・ン（IICO3ノ）・・・…

　9
0．01286

0．3653

0。0003

0．1322

0．008976

0．000238

0．002159

ミリ彊嘘ミリヴァル

0．3289　0。3289

15．88　　　15．88

　0，01667　　0．01667

3．299　　　6・598

0．3691　　　0．7382

　　蒸獲残渣　　　 1．51g　（1　k9中）
塵類表（本鑛泉は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相話す）

0。004262　0．008524

0．07967　　0．2390

　　　23・81

0．6771　　19．09　　　19．09

　　　る0・1758　　　　ユ．830　　　　3．660

0，06463　　　1．059　　　　1．059

硯膳麦（メタ）（HBO2）・…・・………

盤酸（　メ　 タ　 ）　（圧12Sio3）　　　
●・●・，r・・．9●・

1．440　　　41．96　　　23．81

0．0192　　　0．4382

0．08104　　1，038

劃左離宏酸（CO2）………・…・……・

　　　　　　ノ
　　泉　　質

1．540　　　43．44

0．0044　　　0．10

　　　　　1．544
弱食塵泉に鍋す

43．53

21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
コ口ールカリウム（KC1）一………・…・・　0．02452

コ口ールナトリウム（NaC1）．一r……・0．9283

クロールアムモニウム（MI・CI）・・…・…0・000892、

．クロールカルチウム（CaC12）…………　0。1590

硫酸カルチウム（CaSO4）…一・∵……・・Op2329
：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．0％33

：亟炭酸マグネシウム〔Mg（nCO3）2〕…　0。05401

重叛酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・・∵・．0．000758

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…・r・・　0．01364

棚酸（メタ）（HBO2）……………・・…・1…　0．0192．

三E素直菱（メタ）（H2Sio3）・・…。・・・・・・…　………’o．08104

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．540
遊離炭酸（CO2）…　………・・…・・……∴…　　0．0044

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．544

　　　　　　　　　　’



＼

ノ

，

所　在　地

試験年月
性　　　状

源泉温度　　49。

比　　重　　1．0

　　　　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の………
　カルチウムイオソ（Cご．）…，…・・

　マグネシウムイオン（Mg”）……

　フェロイオ・ソ（Fe’つ　……………

　アルミニウムイオン（A1…）……

．湯 ．澤．．’温 泉
．新潟縣南魚沼郡湯澤村字熊野2267番地
昭和9年ユ2月（東京）
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈す
pll　8．25　（18，0　フk；転i瓦芙斤電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量
（15。）

（本鑛泉1kg中に含有する各成分及其骸の如し）

’ア昌オン

　クロールイオン（C1ノ）……・・…・

　硫酸イオン（SO4”）　……・……・・

　炭酸イオン（CO3”）……………

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）……

　水酸イオン（OHノ）…………・・・…

　9
0．01286

0．2264

0，1158

0．003516

0．000224

0、000794

璽リイ才ン及
　　　　　璽リヴアルi　リ　モノレ

0。3289　　　0，3289

9．843層 @　9．843

　2．890　　　5．780

　0．1446　　0．2892

、

　　　　　　　約　1814h1（24時間）
　　蒸！菱残渣’　1．09（1kg）
盟類表（本鑛泉は其集成に於て1k窪中次の甘物を含有する溶液に概略相紛す）

0．004012　0．008024

0．0293　　　0．0879

　　　　16，34

0．4334　　　12．22　　　．12，22　’

0．1502　　　　1．564　　　　3．128

0。005174　　0，08625　．0．1725

0．00583　　　0．09556　　0．09556

0．01228　　　0．721q　　　O．7219

クロールカリウム（1くC1）・…・…・…・

クロールナトリウム（NaC1）・・…・・

クロールカルチウム（CaC12）…・●○’

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・

霊淡事由ルチウム⊂Ca（IICO3）2〕…。

樹心カルチウム（CaCO3）・………・・

：水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕……・

ガ（酸化マグネシウム〔M9（OII）2〕　・

重炭配菱亜百隻イヒ鋤～〔Fe（IICO3）2〕…・…

硫酸デルミニウム〔A！2（SO4）3〕・…

碍1酸（メタ）（IIBO2）＿．＿＿．。．＿＿

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・…・・。…　…。・・

　　　　　　　　　　　　　　　0。9665
棚酸（メタ）（HBO2）。・・・…。・・。。・・。　0．0160

灘三酸（メタ）（1￥2Sio3）　・・。。。・…　。・10．03274

27．93　　　16．34

0．3651，

0．4193

泉　　質

　　　　　　1．015　　　　28．71

磐越都町に回す

　　　　　9
…　。・　0．02452

・●・ド・　0．5754

・・…@　0．1137
。・… @　0，2069

”…@　0．007094

。・… @。　0．008631

・… @。　0．0コ603

・…・@0．008433
・・… @　．0．000713

・・… @　0．005016

・・… @　　0．0160

・・。・。@0。03274
1．①15

　　　　’・’

所　在　地

試験年月
性　　　状

源泉二度
比　　重

670

湯 澤 温 泉
新潟縣南魚沼郡湯澤村字瀧澤3464番地
昭和10年4月（東京）
無色澄明にして徹弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．14（18，0キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出最約
1．0012　　　　（150）

　　　　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’）・・…・即

　アムモニウムイオソ（NIIの…
　カルチウムイオソ（Cガ’）………

　マグネシウムイオン（M9’つ……

　フェロイオン（Fe●’）…・∴・・……・

　、アルミニウムイオン（A1…）・・…・

（本鑛泉1●kg巾に含有する各放分及其∫顎欠の如し）

ア呂オン
　クロールイオ。ソ（Cl’）・……・・…

　ブ川口ムイオソ（B〆）…………

　隅一ドイオ・ソ（J，）…・・…・………

　硫酸イオン（SO4”）………・・・…

　ヒドロ炭酸イオン（旺CO3り……

　礪酸（メタ）（IIBO2）。・・……・；…。

　1珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・……・…

　・　ミリ狸雛竃リヴアル

0．02152　　0．5504　　0．5504

0。3506　　15．25　　　15．25

0．002397　　0．1332　　0ユ332

0．1404　　　39504　　　7．008

0．002706　　0．1112　　　0。2224」

0．0001558　0．00279　　0．00558

0．001151　　0。0425　　0．1274

　　　　　　　　　7791　hl　（240盲・間）

　　蒸歪美i残1査i　1。389　（1kIζr11）

塵類表（欝魏響馨三三磁騰P＞’

23。29

0，6838　　19．28　　　19．28

0．001891　　0．02366　　0．02366

0．002999　　0．02363　　0．02363

0．1391　　　1．448　　　2．896

0．06488　　　1。064　　　1．064

1．412　　　　41．43　　　23．29

0．01598　　　0．3647

0．05784　　0。7407

遊離炎酸（CO2）……・・…・…・…・・

1。486　　　42．54

0．0037　　　0．0841

泉　　質
　　　　　　1．490
弱食堕泉に働す

42．6241

クロールカリウム（KCD・……・函……ゲ

クロールナトリウム（NaC！）…………

ブロームナトリウム（NaBr）．・………・幽

思ードナトリウム（NaJ）・・。……・…・・…

クロールアムモニウム（NII弓C1）………

クロールカルチウム（CaC12）・………・・

硫酸カルチウム（CaSO∂……・・……・…

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・

重毎日マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　…
重淡酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕＿．＿．＿。1

硫酸アルミニウム〔A，2（SO4）3〕　＿＿＿

石明酸（メタ）（IIBO2）．＿∵＿＿．．＿＿＿。

ユ圭百錨（メタ）（H2Sio3）………・…………・・

豪雪誰炭酸（CO2）・………・………・………

　　　9
0．04104

0．8882

0。002435

0．003543

0．007126

0．1889

0．1885

0．06773

0．01627

．0，0004962

0．007271

0．01598

0．05784

1．486

0．0037

1．490

i

22



ノ

嘔

、

ノ

■

斬在地．
試験年月
性　　　状

源泉温度

比　　重．

イオ：レ表
（本鑛泉1kg中に含有する二成二二一雨次の即し）

　　　四つ谷．．温・泉
　　　新潟縣南魚沼郡湯澤村字熊野2971　　　　．．　．．　　，

　　　昭和13年8月（東京）
　　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
　　　pH　7、ラ5（18，0キンヒドロン電池法）
43・5。 @　　r，　　湧出量約10h1（2三間）
1．0　（15『）．．　　　　　　　　蒸稜残渣　　0．53g（1　kg申〉

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

カチオン
　カリ』ウムイオソ（K’）・・………・

　ナト’リウムイオソ（Na’）………

　カルチウムイオソ（Caつ…・∴函
　セグネシウムィォジ（Mg。●）＿．∵

　フェロイオシ（Fe闘）一ピ・…・……。・

　アルミニ『ウムイォン（A1’。●）．1．＿

アニオン

　クロールイオン（CIり・……

　硫酸イオ：／（SO4”）　……，…

　ヒドロ；炭酸イオン（HCO3ノ・

　・　ミリ農聖．

0．01974　　　0．5049

0．1271　　　5．526

0．07108　．「1．774

0．00142　　　0．0584

0．000458　　0。0082

0．002462　　0．09083

モリヴアル

0．5049　．

5．526

3．548

0．1168

0．0164

0．2725

・9・。@．0．2720

鱒D辱。 @0．1032

…・・ @0．1010

96985

7．671　　　7．671　．

1．074　　2．148

0。1656．　0．1656

醐酸（メタ）（HBO2）…．．乙＿＿．。．

珪酸（メタ）（H2S103）　・・＿．．．∵．．

遊離炭酸（CO2）………・・一・…・・

其他　ヒドロ燐酸イオン

0．6075　　　16．87　　　　9．985

0．005676　　0．1295

0．02726　　　0．3491

0．6405　　　17．35

0．0025　　　　0．05682

泉・質

　　　　　0．6430　　17．41

　　　　　痕　同
輩純温泉に属す

（本鑛泉は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相諒す）

クロールかリウム（KC1）…・……・…

ク型押’泣iトリウム（Naq）…・・……

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〕……

：重出酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（Hρ03）2〕…一．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一

硯鳳酸（メタ）（HBO2）…………・1……

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・…　…・・…・・。

　　　　　　　　　　　　　　L
逝；離炭酸（CO。．）……・∴………・……

o　・　．　・

●　9●　●

●　0　9

．　，　●　o

●o●　　．

●　●　・

●　，　●　，

・　，　●　●

・●po @　，

・　●●　9

　　0．6405
・。・・ @　0．0025

●

　　9
0．03762　．

0．3230・

009103　’
0．1277　、　　／

0。002626　．

0．008546

0．001458

0．0ユ555．

0。005676

0．02726

0．6430

　　所在地．
　　門門年月
　　性　　　状

源泉濫度　　60。

比　　重　　1．0

イオン表
（本鑛泉1kg申に含有する各成分及其量次の如し）．

カチオン　’

　カリウム1イオン（K●）…・・…

　ナトリウム．イオン（Na’）・・…．

．カルチウ’ムイオ．ン（Cバ）…・・

　マグネシウムィォン（M9’o）．．

　フェロイオ’ン（Fe●つ　…・……・

　アルミニウムィォソ（A1…）．．

江紳の四温1．泉　
新潟縣南魚沼郡湯澤村江澤2195．　　　　，

昭和13． N8舟（東京）1　　　　　　　　　．　　　　　・

殆んと無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す’
pH　7．78（18go，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出量約　25兜h1（24時間）
　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　’．1。037　9　（1kg中）

　　　　　　　　　　　塵類表．（本鑛泉は其集成に於て1kg中次の三分を含有する溶液に概略相読す〉‘

　　　’・　蓬リチ㌢発

・… @　　0．02183　　　0．5851

・… @　0．2379　　10．34

・・… @　0。09143　　　2，282

・・D・ @0．000613　　0．0252

・… @．　0．000458　　0。0082

・。。・ @0．006811　　0．2513

ア昌オン

　クロールイオン（q’）………・1・

　硫酸イオン（SO4”）　…・…・・……．

　ヒドロ炭酸イ：オ’ン（HCO♂）……

竜リヴアル

05851
10．34

．4．564

0．0504

0．0164

0．7539

・16．31

0．4490　　12．66　　　12．66

0．1595　　　ユ．66①　　●3．321・

0．02015・　0．3302　　0．3302

クロールカリウム（1くCI）…・……∴・

クロールナトリウム（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（HCO3）2〕…・

：重心酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2｝

．：重炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（11CO3）2〕…・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…

翻酸（メタ）（HBO2）・…・……・・…∴・

珪酸（メタ）（H2SiQ3）・。・・・・・・・・…。・。・・．

　　　　　　　　　　　　　　　0．9877
色礪酸（メタ）（HBO2）’∴…・一…・0．01873

珪酸（メタ）（H：2S二〇3）　・…・…・；。・’0．04998

28。14　　　16．3■

0．4274

0．6401

遊離炭酸（CO2）……・…・・………

ユ．059　　　29。26

0．0022　　　　0．050

　　　　　　　　　　　　　　ユ．059　　　29．26
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ共他ヒドロ燐酸イオン　．痕跡
　　泉質弱食騒泉に働す

・　．　曾　●　・

・　・　，　．　．

・3り”

○　．　●　●　●

9　●　，　曾　・

●　9　，　0　●

o　o　．　●　・

●　●　・　●　●

Oo　o■6

，●・，●

蓮離炭酸（CO2）…一・…・…・r・…・…遍・・．

　　『9　．

．0、04359

‘0．6047

0．09621

0ユ747

0．02135

．　0．003688　’

0．001458

0．04303

0，01873

①．04998

1。057

0．0022

1．059

一23



、

o

カチオン

所在　地
試験年月
性　　　状

大．ｪ鑛泉（冷）
新潟縣南魚沼郡大巻村大字四十日1639番地
昭和7年4月（東京）’

無色澄明にして微蜴アルカリ．性反懸を呈す

p【17．50（18，0キソヒドロン電池法）

　’　　　　　　　　　　　湧出：議官
　　　　比　　重　　1．0029　　（15。）
イオン表（本鑛泉1kg中に含有する各成分及三五ヒ欠の如し）：

Jリウムイオン（K’）　●●。●’Hh”○

ナトリウムイオン（Naり………
カルチウムイオ。ソ（Ca。り・・…∵・・

マグネシウムイオン（M9●●）・…・・

フェリイォソ（Fざ．）…・………・・

アルミニウムイオン（Ar●●）・・＿ボ

アニ才ン

　クロールイオン（Cl’）・・……・…

　硫責箆イオ七ノ（SO噛”）　…・……・・…

　ヒドロ燐酸イオ・ソ（IIPO4”）…

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）……

　凋騒酸（メタ）（IIBO2）’・・・……・。・…

∫撤（メタ）（II2Sio3）…・……・1

　ほ　ミリ麓雛璽リヴア・・

0．1234　　　3．156　　　3．156

1．8716　　81．374　　81．374

0．0232　　　　0．5790　　　1．158

0．0114　　　0．4688　　　0．9375

0．0056　　　0．1003　　　0．2006

0。0422　　　1．5572　　4．6715

91．4976

2．9985　　　84．5601　　84．5601

0．0119　　　　0．7239　　　σL2477

0．2238　　　2．330　　　4．660

0．1238　　　．2．0298　　2．0298

　　　　　　　　　．8　h1　（24時間）
　　蒸嘱目残芒査　　　5．395　g　（1kg中〉

験類表（本誌泉は典集成に於て1kg三衣の放分を含有する溶液に概略相判す）

5．4354　　176．8791　　91，4976

0．0170　　0．3880

　　　　　　　　　　　　　■0曾0325　　　　0．4163

5．4849　　177．6834

0．0021．　　0。0477

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（ChC12）…・・……・

硫酸カルチウム（CaSO4）・・・………・∵…

鐙炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・

重炭酸マグネシウム〔Mg（旺CO3）2〕・・…・

コ置炭匿重≡亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕・・9・・・・・・…

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・・…

燐酸アルミニウム〔A12（11PO●）3〕　・・…・

石竪酸（メタ）（賦BO2）騨・一。四鞠．．鱒鱒．．．。．鱒．

疑酸（メタ）（II2Sio3）＿．＿＿．。＿＿＿＿

遊離炭酸（CO2）…………・…・…・

　　　．　1

　　泉　　質

　　　　　　5．487

弱食璽泉に屍す

177．7：311

月置淡酸（CO2）・・………・一・一…・…・・

　　9
0。2353

4．7571

0．0017

0．0161

0。0722

0．0686

0．0178

0．0007

0．2659

0。0170

0。0325

5．4849

0．0021

5。4870

所在　地
試勲年月
性　　　状

源泉温度　　34。

隔　　　　　層比　　置

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　・
　カリウムィォソ（K．）．．＿．

　ナトリウムイオン（Na●）・・

　1．002

”●”●

，　●　●　●　●　●　●

仙． 田 温 泉
新潟縣r11魚沼郡flII田村字r国山田甲2144番地

昭和7年10月練京）
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈す
Pl【5．80（18，。キソヒドロ／電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出給与
（15。）

（本鑛泉1kg中に含有する各威分二一1ま次の如し）

アムモニウみイオン（NII♂）．…

カルチウムイオン（Ca”）………

マグネシウムイォソ（Mg．●）…＿

フェ、ロイオソ（Fc●’）………一…

アルミニウムイォ・ン（Ar●’）…＿

アニオン

　クロールイオン（C1’）・・………・

　硫酸イオン（SO4ノつ　…・…・…・…

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）…

　二炎骸iイオン（CO3”）・…・…・・・…。

　ヒドロ淡酸イ：オーソ（IICO3’）・…・・

　ズく酸イオ・ソ（OH，）・・……・・・・・・・…

　9
0．02439

1．333

0．000749

0．006131

0．OlO11

0．000224

0．000679

　　　　　　　　　30　h1　（24時間）
　　蒸稜残渣　　　3：57窪　（1kg嵯り
盟類表（本¢断ミは共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリ義饗・リヴ・ル1．

　0・6238　　0．6238

57．96　　　57．96

0．04161　　0．04161

　0．1530　　　0．3060

0．4157　　　0．8314

0．004012　0．008023

0．02506　　0．07517

　　　　59。85

2．0　　　　　56．41

0，04723　　　0。4916

0．01153　　　0∫1201

0．02853　　　0．4756

0．04798　　　0。7864

0．008225　　0．4836

56．41．

0．9832

0。2401

0。9511

0．7864

0．4836

fll節～（メタ）（II2Sio3）

3。519　　　118。0　　　　59．85

0．09382　　1。202’

泉　　質

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）　・…・……・…

踵1炭酸ナトリウム（NaUCO3）・………・・

炭酸ナトリウム（Na2CO3）・………・・…

クロールアムモニウム（NII4C1）………

燐酸カルチウム（CallPO4）…・・……・…

叛酸カルチウム（CaCO3）…・………・…・

胃酸・マグネシウム（MgCO3）・………・…・．

；水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・…・・．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2）…・…・一

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO暮）3〕……

澄1酸（メタ）（II興03）…・一…………一

　＿．　　　　　　3．613　　119．2

弱食塵泉に回す

、

　　窪

0．05651

3．258

0．06985

0．0654

0。0245

0．002226

0．01123

0．007058

0．01467

0．01411

0．0007ユ3

0。004289

0．09382。

3．613

24



＼

　　　．剛

材ン表離撮、羅蛎㌶粉

　　　　　　新宮鑛泉て冷）－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　新潟縣中魚沼郡永澤村大字新宮字酉甲601番埠．暫．在地
　　　　　　　．1昭和9年5月（東京）試験年月
性．．．状　　無色澄明にして弱アルカリ性反鷹を呈す

　　　　　　　P【18・50（18・『キソヒ．ド㌣電滋）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　薯勇　出i改　　糸勺　．．144hl　（24時聞）

　重　 1．002　 （150）　　　　　　　　　蒸副読証査　 2．959（1kgr11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵類表．（本四泉は其集威に於て1k冥中次の威分を含有する溶液に概略相愛す）

カチオン
　カリウムイオン（Kっ晶＿．．

　ナトリウムイオン（Na’）．＿．．

　カルチウムイオソ（Cバ）・・…

　マグネシウムイオン（M9．り・・

　フェロイオン（Fe●○）　・…・・：…・

　アルミ屯ウムイオン（A1’．●）1・

アニオン
　クロールイ．オソ（Clノ）…・∵・・

　硫酸イ．オン（SO4”）・…・∵…・

　：炭酸イオン（CO3”）…・・……

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）・・

　；水酸イオン（O正1，）………・∵・・

　　　　9
。．：一　　〇。0329

’．… @　　1．056

…　　0．005435

。… @　　0．002446

・… @．　0．000112

・…@．0。oqo665

ミリ狸饗．・リヴァル

0．8414　　　0．8414

45．91　　　45．91

0．1357　　　0．2713

0．1006　　　0。2012

0．002006　0．004011

0。02454　　0．07362

…　。　0．02084　　　0．5877

・… @　0．01258　　　0．1310

・…・ O．7218　■2．03

・… @　1．339　　　2L95

・… @　0．007517　0．4419

47．30

0．5877

0．2619

24．06

21．95

04419
3．199　　　82．15　　　47．30

①．02232　　0．2859

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（K：C1）・・…………・…　0．04382

硫酸カリウム＜K2SO4）・。・・轟。・・・・・・・…
。… @　0。01642

：重炭酸ナトリウム（N碑HCO3）…………　1．838

淡酸ナトリウム（N・2CO・）一・………1・27毎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼：亟；炭酸カルチウム〔Ca（HCOJ）2〕一…・・0．006555

炭酸カルチウム（CaCO3）・…・・……．・・…・0．001529

：水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕…；・…・…’0．008919

：水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2、　・…・・0．005869

重表酸亜酸化鐵〔Fe（HC93）2〕・・……乳…、0．000357．

硫酸アルミニウム〔A12⑮04）3〕　・…・…・0．004201
珪酸（メタ）（II2Sio3）・…　∴・・・・・…　∵∴・・・…　．　0．02232

．珪酸（メタ）（II2Sio3）　・…　。・・一・餌

泉　　質

　　　　　3．221　　　82．44

アルカリ泉に属す

●

1

し

3．221

’

、

’

．所在地
試験年月．

性．　状

　　　　源泉溝渡
　　　　比　　・：重

イオン表

380

1．o．

瑠璃の湯温泉

（本国泉1．kg中に含有する各威分二一口次の如し1）

：カチ才ン　　。

　カリウムイオン（K’）………・・

　ナトリウムイオン（Naりノ・・……

　アムモニウムイォン（NII4●）・；

　カルチウムイオソ（Cバ）…・・…

　マグネシウムイオン（Mg●●）・・…

　フェロイオン（Fe●’）・6・…・・……

　アルミニウムイオン（Ar”）・・…

、

新潟縣中魚沼郡倉俣村第258番戸

昭禾013年12月　（東京）

無色澄明にして微弱酸性弓懸を呈す
pH　6．85（18，0キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出鐘　　糸勺　3456h1．（24時聞）

（150）　 ・’．．． D　　　　’　蒸稜残工査｝　　ユ．6399（lkg中）

　　　　　　　　　　　塵類表囎響簗職三一i騨の）

0

9

・

・　0．008343

・　0．000306

・　．0．000617

祠アニオン

　クロールイオン（C工’）　・……・…・

　硫酸イオン（SO4〃）・…，∴極・∴

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）・・…・

●　瑚酸（メタ）（正IBO2）・・。・。・。・鱒…　。・

　珪酸（メタ）（H2Sio3）　．，＿＿＿．

　g　lリ換鍵uヴアル
0．03152　　　0．8061　　　0．8061

0。5216　　22．68　　　22．68

0。0006　　　10‘03333　　0．03333

0．04288　　　1．070　　　　2．140

　　　　　0．3431　　0．6861

　　　　　0．00548　　0．01096

　　　　　0．02277　　0．0683

26．42

o」8461　．　23．86　　　　23．86

0．001605　　0．01671　　0．03341

0。1544　　　　2．53138　　2．53138

塾　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）∵・・三…・∴…・…　0．0601、

クロールナトリウム（NaCI）…一……・・1．326．

クロールアムモニウム（NI∫4C1）…・…・・0．001783

クロールカルチウム（CaCI2）兜：………・0。01697

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一・…・0．1487

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．…　0．0502

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕・…　鱒…　晒・「　0。000975

硫酸アルミニウ・ム〔A12（SO4）3〕　・…・・…　0．001907

クロールアルミニウム（AICI3）・・…・…　0，001551

石朋膨～（メタ）（III302）　・…・……………・・…　0．0160

珪酸（メタ）（H2Sio3）・………・…ボ・…∵∵・　0』9763

1．608　　　51．37　　　26．42

0．016　　　　・0．3636

0．09763　　　1．250

1．722　　　52。98

0．O1109　　0．2520

　　　　　　　　　　　　　　　　　し1・722！
遊出1ξ炭百髭（CO2）　……∴・・∵・………・∵…・．・　0．01109

’

1．733

遊離淡酸（CO2）…・…山・・・……・・

　　　　　　　　　　　　　　1。733，　　　53。23

共他ヒドロ燐酸イォソ　 痕跡　、
　　泉　　質　　1三食璽泉に働す

・25



．、

8

所在地
試瞼年月
性　　　状

　　　　源泉置渡

　　　比　　置

イオン表

360

1．001

湯　の　浦温泉
P

新潟縣東蒲原郡爾鹿韻村大字鹿瀬字湯の浦6488番地の丑

昭和8年1月（東京）・
無色澄明にして微賜酸性反懸を呈し之を煮沸すれぽ微弱アルカリ性に欝ず
pll　6．20（180，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出五セ　糸勺　　1800　h1　（24時間）

（15。）

（奢濡濡籔謝謀り

カチオン
　カリウムイオン（Kつ　…・・…

　ナトリウムィォン（Na’）・…．
｛

　カルチウムイオソ（Ca”）・∵・

　ヤグネシウムイオソ（Mgつ・・

　フェロイオ・ソ（Fe●’）………・・

　アルミニウムイオン（A正…〉・

・　　●　・　・

o　．　o　o

・　●　●　・　’

．．○、

…・@0．000112
・… @　　0．002882

ア昌才ン
　グロールイオ・ソ（CIノ）　・・………・

　硫酸イオ・ン’（SO4”）　・・∵・・………

　ヒドロ淡酸イォ・ソ（IICO3’）・…，・

　　　　竃リイオン及
　9　　　　驚　リ　モ。ノレ

0．05662　　　1魯448

0．5260　　　22．87．

0。1213　　　3．027

0．01287　　　0．5290

い，ヴ7ル

1．448

22．87、

6．054

1．058

　　蒸篭蔓残1査　 2．028g（1k9中）
塵類表（本鑛泉は共集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相論す〉

0．002006　0．004011

0。1060　　　0．3190

　　　　3L75

0．7049　　　19．88　　　19．88

0．5159　　　5．370　　10．74

0．06911　　　1．133　　　　1．133

’2。010　　　54．37　　　　31．75

0．003996　　0．0908

0．05707　　　0．7287

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・・・………一・…　0。108

ク向一ルナトリウム（NaC1）…………　1．078

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・・…　0．3153・

硫酸カルチウム（CaSO4）・…・……・…・∴　0．4073

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…・・’0．005754

重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　…　0．07741

気血酸亜頁愛化鍔～〔Fe（HCO3）2〕・・…・……・0．000357

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　………　0．01821

礪酸「メタ）（IIBO2）…………・………・・0．003996
玉露酸（メタ）（H2Sio3）・・。…・・…　…・・…・・…　 0．05707

研避酸（メタ）（HBO2）・・…・…・・・…

王た酸（メタ）（II2SO3）　・・・…　一・…

遊離炭酸（CO2）・；………、…・…・・

泉　　質

2。071　　　　55．19

　　　　　　
0．01099　　　0．249R

　　　　　　2，082

弱食塵泉に凝す

55．44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．071
遊離｛夢炎酸（CO2）　」…　。・。・・。・・・・…　9・…　。・嘔・…　。　　0。01099

2．082

湯　の 浦　温．泉
9

、

所在地
試験年月
性　　　｝伏

　　　源泉温度
・　　比　　霊

イオン表

480

1．001

新潟縣東蒲原郡爾鹿瀬村大字鹿撒字湯り浦6471番地1．

昭和9架10．月（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慰を呈す
p正17．14（18，0キソヒドロソ電池謬ミ）　　　．　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　条勺　　4500　h1　（24時間）

‘15。）

（：本鑛泉1レg中に含有ナ』る各州分及廻it次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K’）　…・……・・

　ナトリウムイォソ（Na’）・…・・…

　カルチウムイオソ（Cバ）。●’”●”．

　写マグネシウムイオン（Mg●．）……

　フェロイオン（Fe●●）…・………・・

　アルミニウムィォン（A1…）……

ア昌オン
　クロ’一ルイオソ（し1ノ）・……・・…

、硫酸イオン（SO4”）・…・……・…

　ヒドロ淡酸イ才ソ（11CO3’）……

　9
0，07101

0．6501

0．120

0．01246

罵りイオン及
罵　リ　モル

1．816

28．27．

2．995

0．5125

竃リヴアル

1．816

28．27

5．990

ユ，025

　　魏黒蛮i残i査　　　2．468　9　（1kgr11）

塵類表（震簗麟霧羅蔽嬬欝の〉
　　　1

0。000224　　0．004012　08008023

、0．001004　0．03703　0．1111

　　　　　　　　37．22

0，8404

0．6123

0．04699

23．70　、23．70

6．375　　．12．75

0．7701　　0，7701

　　　　　　　　　　　　　　2．354　　　64．48　　　37．22

棚酸‘メタ）（IIBO2）・……・・……　0．007992　0．1824

珪酸（メタ）（II2SiO8）　・…・・…・p・　0．07265　・0．9305

　　　　　　　　　　　　　　2．435　　　65。59
遊離淡酸（COg）・・。・・・…　∴・・・・・・…　p　．0。01356　　　0。3082

　　　　　　　　　　　　　　2．449　　　65。90

　　泉　　質1　苦味性弱食堅泉に聾す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π
クロールカリウム（KC1）………………　0．■354

クロールナトリウム（NaC1）．…………　1．279

硫酸ナトリウム（Na2504）……1…r…・0．4537
1硫酸カルチウム（CaSO4）・・…・……・…・・0．4077

・硫酸・マグネシウム（MgSO4）…∵………　0．01583

重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕　…　0．05576

：電炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・・…・．0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（＄（）4）3〕　……∵・0．00634

研月酸（メタ）（11BO2）…・…・…。…・・：……　 0．007992

　　闘　　　　　　　　　　　　　　　　　・2．435
望庄離塩酸（CO2）　・。・鱒・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・…　　　0．01356

　　　　　　　　　　’

’

2。449　　’

、

、

26



L

、

「

　　　　　　所．・在地』

　　　　　　試験年月
　　　　　　性　　　状

　　　　源泉温度　　52。
　　　　上ヒ　　　　重　　　　1．0024

イオン表．

三．・・川

（本門水1kg中に含有する各成分及和蘭次の如し）

温 泉
新潟縣東蒲原郡三川村大字内川甲2129・番地

昭和5年3刀（東京）　　．ψ

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
　　　　　　　　　　　　　湧　出＝髭童　糸勺　　259．hl　（24時間）

　　（150）　　　　　　　　　　．　　　　蒸螢残込査i　　　　3．98　9　（1kg　riつ

　　　　　　　　　　　塵類．溶血蜷両両病者季9）

カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K’）　…………　0．0321

　ナトリウムイオン（Nの・一・…　1．1343

　アムモニウムイオソ（NH4’）…　0．0003

　カルチウムイオソ（Ca’●）・・……・．0．1996

　マグネシウムイオン（Mg．．）……　0．0020
　、フェロイオ」ソ（Fe●●）・…・…∴・…・　0．0002

　アルミニウムイオン（A「○．）……　0．0012

アニオン
　クロールイオン（C1’）∴・・・…

硫酸イオン（SO4”）・……∴・

　ヒドロ羨酸イオン（IICO3’♪・・

ミリイオン及
i　リ　モル

　0，8210

49．3ユ74

　0．0167

4．9813

　0．0823

0．0035

　0．0443

竃リヴアル

0。8210

49．3174

0．0167

9．9626

0．1645

0，0070

0ユ328

・・ 諱@　0．8416　　　23．7338

一。・ @1．6482　　17．1563
・… @　O．1449　　　2．3756

’60．422

23．7338

343126

2．3756

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．0044　　98．5322　60．422
、　　翻酸（メタ）（HIBO2）・……・…・…．0．008　　0．1826

　　珪酸（メタ）（II2SiO3）　……・…・・　0．0534　　016840

　　　　　　　　　　　　　　　　　4。0658　　99．3988
　　遊離炭酸（CO2）……。・・………　…　　0．0006　　　0．0136

　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　4．0664　　99．4124

、

　　　　泉質　食塵含有芒硝性苦味泉に属す

　．クロールカリウム（KCI）・・！・・………

・クロールナトリウム（NaCl）・・……

　硫酸ナト耳ウム（Na2SO4）……・・∴・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　クロールアムモニウム（NH4C1）．・・…』

　硫酸カノレチウム（CaSO4）・…………．

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・…

　：重1炭酸マグネシウム（Mg（HCO3）2〕・・

重淡酸亜酸化鐵⊂Fe（IICO3）2〕…・・…

　硫酸アルミニウム（A12（SO4）3〕　…．・・

　石明酸（メタ）（HBO2）　＿．．．り．．＿．＿．．．

　　　　　ロ珪酸（メタ）（H2Sio3）。，＿＿．＿．＿．＿

、

　　　　9
・… @　0．0612

…・@1．3385

…・@1．877

…・@0．0009
・… @　　0．5281　　　　　・

…　。’0．1786

…　の　　0．0120

・… @0．0006
・… C0・0076　「

・… @　0．0080

…　　　0．0534

遊離炭酸（CO2）・…・……・・…　…・…・……

　　　　　　　　　　　　　　　1

4．0659

0．0006

4。0665

長 澤 鑛． 泉（冷・）

カチオン

●

所在．地
試鹸年月、
性　　　状

新潟縣南蒲原郡長澤村字輻岡786番地
β召不04年5刀（東京）

無色澄明にして弱アルカリ性弓懸を呈す

　　　　　　　　　　湧出量約　36h1（24時間）！
　　　　上ヒ　　　　重　　　　1．00104　　　　（150）

イオン表（本平水1kg中に含有する各回分団其順次の如し）

カリウムイオン（K．）…………

ナトリウムィォソ（Na’）………

カルチウムイオン（Ca．●）……

マグネシウムイオン（Mgつ…
プェロイオソ（Fe’つ　・…∵……

アルミニウムイオン（A1。’。）…・

．ア昌オン

　クロール．イオン（C1’）…………

　ヨードイオン（Jノ）　……………

　硫酸イオン（SO4”）　・・…・……

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCO3ノ）　…
｛

　　9

0．0375

0．8595

0．0399

0．0149

0．0003，

0．0003

1．0972

0．0581

0。0128

0．6054

竃リイオン及
こ　リ　モル

0．9591

37．3696馳

0．9958

0．6127

0．005壬

0．0111

蒸酸残渣　　　　　2．3464g．（1　kg　rll）

塵類表（本二二は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

iリヴアル

0．9591

37．3696

1．9915

．1．2253

0，0107

0．0332

30．9419

0．4576

0．1333

9．9232

41．5894

30．9419

0．4578

0．2665

9．9232

　　　　　　　　　　　　　　2．725り　　　81．4097　　41．5894

醐酸（メタ）（HBO2）一…・・……　0．0064　　0ユ461

珪酸（メタ）（H2SIQ3）・一・一　〇，0730　①935①

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．8053　　82．4908

遊離炭酸（CO2）…・・……，……　0．0583　1．3250

　　　　　　　　　　　　　　2．8636　　　83．8158

　　泉質　ヨード含有弱食二二に局す

　　　　　　　　　　　　　　●
クロールカリウム（KC1）「・……・……・

クロー．ルナトリウム（Naq）．………

ヨードナトリウム（NaJ）・・…………・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）　・…・……・

重炭酸ナFリウム（NaI｛CO3）………

：重羨三軸ルチウム〔Ca（HCO3）2〕……

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…

歪匡宏酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕・・・・…　一

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……
石朋酸（メタ）（【1】302）　。・け…一・…・…・…

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…一・・・・・……・…・

遊離」炎酸（CO2）………・・…………・．…

　　　　9
…　　　0．0715

一・ @　　■．7528

・∵　　　0．0686

…　　　　　0．0166

…　．　　　0。5625

…　　　　　0．1614

’” @　　　0．0897

…　　　0．OO10

・・．E　　0．0019

…　　　　0．0064

・9@　0．0730

　　　2。8054
・’・ @　　　0．0583

2，8637

、 27圏



、

ノ

　　　　、　　法正院温泉　　　　，
1　所在地新潟縣南蒲原郡大面村大字吉野屋地内字法正院乙2227播地
　・　試験年月　　1沼和5年16月（東京）

　　性　　　状　　無色澄明にして餓味を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す・
　　　　　　　pll　7．82　（18，0　キンヒ　ドロ：／τ［1池法）

　　　　　　　　　　源泉濫度　　タ2。　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1ヒ　　　重　　　＝k．0189　　　（150）　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　　23．8琴　（1kg・中）

　　　　イオン表（奈三三懸翻D　　塵類表（欝煎卵騙篠嚇撚季の）

カチすン　　、　　　9嘆リ搾整言1伽レ　　　　　　　　　・
　カリウムイオン（K’）…・．！……・0。0418111．0693　1．0693　　　クロールカリウム（KC1）　・…∴…………　0，07973

・ナトリウムイオン（Na．）……．4．467　ユ94．2　194．2．　　クロールナトリウム（NaC1）・……∴・…・・11．29

　カルチウムイオソ（Cガ’）……4．719　117．8　23う．5　　　ブロームナトリウム（NaBr）…・∴…・…・・0．08142

　マグネシウムイナン（Mg●’）…　0．01222，0・5024　1・0049　　’日一ドナトリウム（N可）………………0．04744

　フェロイオン（Fe”）・………・・…　0．005496　0．09842　0．1968　　　クロールカルチウム（CaC12）∵…・…・・・…12．66

　アルミニウムイオγ（A1”）…　0．000726　0．02678　0．08037　　硫酸カルチウム（CaSO4）　・……・……一〇．5027

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　432．08　　　硫酸マグネシウ．ム（MgSO4）・………・・…0．05062
　　　ノ
アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐙淡酸マグネシウム〔Mg（IIco3）2〕……0．01201
　クロールイオン（c1ノ）…・・…・…14．97　　422．3　　422．3　　　　重芳i酸亜酸化鐡〔Fe（11co，）2〕・…・・……0．01751

　ブロームイオソ（Bノ）…・…・・…　0．06323　0・7911　0・7911　　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……i・…　0．004587

　コードイオン（J’）　・……・・……　 o．04016　　0．3164　　0．3164　　　王髭酸（メタ）（II2sio3）……………………’o．03531

　ヒドロ澱酸イオン（IICO3ノ）…　0・2202　　0・3609　0・3609　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　24，7834

　　　　　　　　　　　　　　24・5398　　737・4653し432・08　　　　　　鑓左離三百金（CO2）　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・。・。・・。・0．0066

　ゴ圭∫酸（メタ）（II＝Sio3）　…　輔・・…　。。　0．03531　　0．4523　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．79

　　　　　　　　　　　　　　24，5751　　737．9176
　曳左灘藍炭西髭（CO2）　・…・…・………　　0．0066　　　0．150

泉　　質

カチオン

　　　24．5817　　738．0676

堕化土類含有食塵泉に励す

　　　　青　雲

所在地
試験年月
性

比　　霊

イオン表

向

鑛 泉（冷）

　新潟縣南蒲原郡森町村大字遅場字青雲1216番地

　昭和7年12月（東京）
　微黄色澄明にして酸昧並牧敏性鐵味を具ふ1pH　2．52（18，。キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　i勇　艮亀　孟t　　悉勺　　68　h1　（24時聞）
1。0　　　　（150）　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（本鑛水1kg中に含有する各高分及典」杉（の如し）

　水；讐イオン（1「）・・……・…・…・・

　・カリウムイオン（K●）………・”

　ナトリウムイォソ（Na’）・・…・

　アムモニウムイオン（NIIの…

　カルチウムイオソ（Ca’り……

　マグネシウムイオン（Mgつ…．
　フエロイオ・ソ（Fe’．）・・…・・…㌦・

　フェ．リイオソ（Fe…）…………

　アルミニウムイオン（Ar”）…
　銅イオン（Cゴ）………・∴・…・

’　HE錯イオン（Zn”）　・・……・・・・…

アニオン　　　　　　　　　’
　クロールイオン（CIノ）…・∴ち・…・

　ヒドロ硫酸イオン（11SO4’）　…

　硫酸イオン（SO4”）・・……・……

　　る
　石男百菱（メタ）（IIBO2）　．＿＿∵．．．・

　flこ酸（メタ）（H2Sio3）…．＿＿．．

　・　茎り油注

0．00302　　　3．020

0．01364　　　0．3488

0．01982　　　0．8617’

0．0014　・　0．07778

0．0080　　　0．1997

0，001182　　0．0486

0．000102

0．1085

0．08209

0。0048

0．0008

0．01652

0．2929

0．7885

…リヴ7ル

3．020

0．3488

0．8617

0．07778

0．3993

0．0972

0。001827　0．003653

1．943　　　5．829

3．029　　　9．087

0．07555　　0．15ユ1

0．0工224　　0．02448

　　　　19．90

0．4659　　　0。4659

3。020　　3．020

8．205　　16．41

塵類表

1。341　　21。31　　19。90

0．0016　　　0．03653

0．07972　　ユ．021

（本鑛水は呼集威に於て1kπ中衣の威分を含有する溶液に概略相恕す）

クロールカリウム（KC1）・・∴・・…・…・・♂一〇．02601

クロールナトリウム（NaC1）一……・一〇．002299

硫酸ナトリウム（Na2SOI）・…・一…・・一〇．05842

クロ価ルアムモニウム（NH‘Cl）…∵…・0．004161

　　　　も硫酸カルチウム（CaSO4）・……・………’0。02718

硫酸マグネシウム（MgSO4）……・・…・…　0．005851

・硫酸亜西菱イヒ戴（FeSO4）　早……・。………・・0．000277

硫酸々化鐡〔Fe2（SO4）3〕…一・・…………0．3885

硫酸アルミニウム〔：A12（SO4）3〕・……・・…0．5186

五充酸f伺（CuSO引）　　・・。・・・…　一・・・・・・…　。…　一…　ド0．01206

ゆ侮酸亘11錯（ZnSO4）　・・……・…・…・………・0．001977

．遊離硫酸（II2SO4）…・・……・・・…．・・・……・0．2959

石明酸（メタ）（11BO2）…・・……・・………・。…　0．0016

珪酸（〃）（H2Sio・）…・・…・……………ρ．07972

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。423

　　　　　　　　　　　　1．423　　　　22。37

「泉　　質　　一　酸性三三繰暮泉に属す　’
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／

カチオン

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　～

　　　　　　　石瀬・三三（冷）一
　　　’　　　　　　　　　　　．　、．　　　・．　　．，．i　・・

所　在　地　’新潟縣酉蒲原郡岩室村大字石瀬掌茶屋川2300番地の：2・

試験年月’　昭和7年8月目東京）
性

◎

状　　無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈すpH　7．40（18，。キソヒドロソ電池法）

　　上ヒ　　　重　　　　1。0003　　　　　（150）

材ン表．（馨二黒齢葡

カリウムイオン（K●）…・…・…・

ナトリワムィォ．ソ（Nの．．．＿

アムモニウムイォソ（N【14’）＿

カルチウムイオソ（Cバ）出…
マグネシウム’イオン（Mgつ…

フェロイオン（Fe’．）凄＿＿．＿

‘アルミ耳ウムィォン（A1’”）…

ア昌オン
　クロんルイオソ（C1ノ）　・・……・

　硫酸イオン（SO4”）乙・………・…

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）…

　・．ミリ魏饗ミリヴアル

0．02155　　　0．5511　　0．5511

0．3898　　16．94　　　16．94

0．00012　　　0．0672　　　0．0672

0．1244　　　3σ105　　　6。209

0．02502　　　1。029　　　2．058

0．0029β7　　0。05313　　0．10626

0．00056　　0．02066　　0．06199

　　蒸竣残渣’1．5229（1kg幽中）

塵類表（欝欝騰談嚇鰹の〉．

25．93

0．9041　　25．49　　　25．49

0．00362　　　0．03269・0．07538

0。02244　　0．3678　　　0．盤678

珪酸（メタ）（II2Sio3）…………

遊離炭酸（CO2）・・……………・

　　　　　　　　　　　’

泉　　質

1．4942　　47．6617　　25。93

0．0283　　　0．3625

1。523　　　48．0242

0．0165　　　0．3750

　　　　ユ．539　　　48．34

三食塵泉に属す

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ　　ド
ク・一ルカリウム（Kα）…・一・・……・∵・0．04109F「

クロールナ．トリウム（NaC1）……・・…・…．1．001

クロールアムモニウム（NH4C1）・……・・0。00036・

クロールカルチウム（CaC12）一……・…・・0．3446

クロールマグネシウム（MgC12）　・……・・0。07518

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．000807’
：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．01913・

重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（HCO3）2〕…・・…一〇．00945

疎1酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　0．00353

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・……1…・…・∵・…・0。0283」

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．523
逝i離炭酸（CO2）　…・・…・…　……・…・…・…　0．6165

　　　　　　　　　　　　　　　　　工。539、
　　　　　　　　　　　　　　　‘

松之山温泉（鏡の湯）
所在地
試験年月
性
源泉三度

　　　　　　比

　　　　イオン表

カチオン．

重
（本鑛水1kg　r11に含有する各成分及其三次の如し）

　　　　　〆　　9

　　　　　0．1781

　　　　　3．143

　　　　　0．001929

　　　　　1．782

　　　　　0．3673

　　　　　0．000448

　　　　　0．05349

　　　新潟縣東頸城郡松之山村大掌天水越字4の坂145番地
　　　昭和12年6月（某京）．
状　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すpll　7．65．（18，。．キンヒドロソ電池法＞

　　　goo　，　　　　　　　　湧出量：約ユ814　h1（24時間）
　1．012．　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　蒸稜残！査　　　15二59．．（11《9F抱）

　　　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミリイオン及　　ミリヴアル
　　　　　　　　　　　〆　　　　　　　　　　　　ミ　リ　モル
　カリウムイオン（K’）・……∵…　　　　　　4．555　　4555

　ナトリウムイオン（Na●）……　　　 136。7　136．7

　アムモニウムイオソ（NII4●）…　　　　　　0．1072　0．1072

　カルチウムイオン（cゴ）・∵…　　　　・44．47　88．94

　マグネシウムイオン（Mg●’）…　　　　　　15．11　　30．21

　フェロイオン（Fe’●）……・…・・…　　　　　0。0080250．01605

　アルミニウムイオン（A1…）…　　　　　1。974　5．921

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266．5
アニオン

　クロールイオン（c1ノ）　………　8．839　249．3　2493
　プロん．ムイすシ（BI！）・・∵…一　〇、02072　0．2593　0．2593

　ヨードイオン（Jノ）・・…～・…・・…』o．oo5979　0．04711　0．04711

　硫酸イオン（SO4”）……………　0．2414　2．513　5．b26

　ヒドロ鉱i酸イオン（HCO3’）∴0．7209　11．82　1L82

　　　　　　　　　　　　　　15．35　　　　466．9　　　　266．5

　石明酸（メタ）（IIBO2）　…………　0．3264　　7．449

　珪酸（メタ）（II2SiO3）……。…・・　0．1088　　11394

　　　　　　　　　　　　　　15．79　　　　475。7

　遊離炭酸（CO2）……・…・・……　　0，003993　0．09075　’

　　　　　　　　　　　　　　15．79　　　　475．8

　　　泉　　質　　　　翻酸並魎化土類含有食堕泉に回す

　　　　（盃灘署旧藩灘欝の〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪
クロールカリウム（KC1）　・…………・・…　0．3396

クロールナトリウム（NaCI）一…・…・…7．973

ブロームナトリウム（NaBr）・一…・・…・・0．2669

ヨんドナトリウム（NaJ）・…………・・…o．007063・

クロールアムモニウム（NK4C1）、・・∵・…0。005735一

クロールカルチウム（CaC】2）…一・・・・・…4．935

クロ胸ルマグネシウム（MgC12）………0．8766
：重炭酸ゼグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0。8635

重炭酸亜酸イヒ鍔～（Fe（HCO3）2⊃…　……＝…　0．00142アー

クロールアルミニウム（AIC13）……・…・τ0。03978

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・’…・……　0．2868　し

醐酸（メタ）（11BO2）・……・・・……鴻………0．3264

珪酸（メタ）‘H2Sio3）一・…・…一・・……0．1088

　　　　　　　’　，　　’　　　　　　　　　　　　　　15●79

遊離炭酸（CO2）・…　。・・・…　、・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。0．003993．

　　　　　　　　　　　　　　　　　15．79

．■
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ノ

’　．

　カチオン

松之山温泉（鷹の湯）
所．在地
試験年刀
性　　　状

　　　　　源泉温度
　　　比　　：重　　■．01

付ン表（査難雰贔臓編わ

カリウムイオン‘K●）・・…・……

ナトリウムイオン（Na●）・…・1

アムモニウムイオン（NII4●）…

カルチウムイオン（ρaつ……
マグネシウムイ牙ン（Mg．’）…

フェロイオン（Fピ’ j　…………

，アルミニウムイオン（A10●’）…

アニオン
　クロールイオーソ（C1，）…こ・・・・・…

　ブロームイオソ（Brノ）・・…・・・・…

　ヨードイオン（J’）鳩…・㌻……・・

　硫酸イオン（SO♂’）・・………・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO3ノ）…

新潟縣東頸城郡松之山村字湯本5塾番地
昭和13年9月（東京）∵　・．．　　・

殆と無色澄明にして餓味を有し微弱アルカリ性反懸を呈す
p【｛7．85（18，0キソヒドロソ肥池法）　　　’
860　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重勇　出最　　約　　1555h1（24時聞）
　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸亜歪残Z査　　　　14。29　g　（1．1｛9　畷1）

　　　　　　　　　　　塵類表

　　・習難｝リヴ㍗
0。1704　　　4．358　　　4，358

3．169　　137．8　　　’137．8

0，0375　　　2，083　　　2。083

ユ．869　　　46．65　　　93．29

0．05644　　2．321　　　4．641

0．000776　　0．0139　　0。02779

0，01032　　　0。3807　　　1ユ42

●

243．3

8．217　　　231．7　　　　231．7　　　，

0じ02288　　　0．2863　　　0，2863

0．004538　　0．03575　　0．03575

0。1251　　　1．302　　　2．604

0．5317　　　8．716　　　8，716

　　　　　　　　　　　　　14．22　　　435．6　　　243．3

礪酸（メタ）（IIBO2）　……・…・・0．2667　　6．086

i圭酸（メタ）（IlgSio3）…・・…・…　0．09785　　1253　　・

　　　　　　　　　　　　　14。58　　　442．9
：遊離炭酸（CO2）　・・。。・…　鱒・。・．・・駈・・　0．02855　　　0．6489

泉　　質
14。61　　　　443．5

（本鑛水は其集威に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相上す・）

．カチオン

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
クロ’一ルカリウム（KC1）　・・…………兜…　0．3249

クロールナトリウム（NaC1）…・…・・……　8．037

プロームナトリウム（NaBr）…・，…・・一・0．02947

冒一ドナトリウム（Nユ」）・b・…‘一…・…000536

コ口ールアムモニウム（MI4q）・轡・一〇．1114

こ口ールカルチウム（CaC12）……・・…」・・4。872　　，

硫酸カルチウム（CaSO∂・………・……・0。09952
：重炭酸カル；チウム〔Ca（IICO3）2〕…＝＝…・0．3280

霊淡酸マグネシ’ウム（ム雪g（IIC（）3）2）・∴…　　0．3；396

コ丘芳芝西麦丑E酸イヒ鍔～〔Fe（HCO3）2〕　…∵・……QrOO2471．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．06517

　　　　　　　　　　　　　　　　ミ干網（メタ）（HBO2）……・・一・……………0．2667

珪酸（メタ）（H2SLO3）……・…………・…・0．09785

　　　　　　　　　　　　　　　　　14．58
遊離ナ炎酸（CO2）　……・…・………………・0．02955

　　　　　　　　　　　　　　　　　14。61

ヨード、ブローム、棚酸並醇化土類含有食魍泉に属す

所　在地
試験年月
性　　　状

　　　上ヒ　’　E　　　　1．0015　　　　（150）

イオン表（本鑛水1kg中に含有する各成分及共」長言の如し．）．

カリウムイオン（K’）…・・…・…

ナトリウムイオン（Na●）……

．アムモニウムイオシ（NII4’）…

．カルチウムイオン（Ca”）．……

．マグネシウムイオン（M9つΨ

フェロイオン（Fご．）……・…・・

アルミニウムィォン（A1…）．・・

根　知　鑛　泉（冷）
新潟縣西頸城郡恨知村大字梶山字ぬけま
昭和5．年11月（策京｝　　．　　，
無色翠雲にして微に鰍味を具へ硫化水素臭を有し微賜アルカリ性反懸を呈す
　　　　　　　　　　　　　　湧　出五ヒ　約　　432　hl　（24　時π｛D

0．0521

0．8697

0．0038

0．02473

　　　　　　　　　　　　　　　0．005744

　　　　　　　　　　　　　　　0．000224　　0．004012　0．008023

　　　　　　　　　　　　　　　0．00053　　　0．01956　　0．05867

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．1276
1アニオン

　クロールイオ’ソ（c1ノ）　………　1．404　　39．5939　39．5939

　硫酸イオン（SO4”）　・・・・・・・・・…　　0．03892　　0．4051　　0．8102

　ヒドロ芳…酸イオン（IICO3ノ）諾　0，04227　　0．6929　　0．6929

　永硫イオン（IISノ）　”…．．’……”　0．001012　0，0306　　0．0306

　　　　　　　　　　　　　　　2。44296480．942472　41．1276

　・磯回（メタ）（IIBO2）……………　0．020　　　0．4564

　珪酸（メタ）（H2SiO3）・………・・　0。01143　0．1464

　　　　　　　　　　　　　　　2．474394　81．5453
　遊麿推炭百箆（CO2）　ぎ・……・・…・・‘，　0，09541　　2．1684

　、遊離硫イヒ水素（II2S）　・・，・・…　一・・　0．01085　　　0．3184

　　　　P　　　　　　　　　　、　　　　　　、　2．580654　　84．0321！

　　　泉質　食魎含有琉黄化水国泉に屡す

ミリイオン及
ミ　リ　モル

1．332

37．81

0．2111

0．6171

0．2362

　　　　　　蒸獲残芒査　　　2．50g　で1kg　r11）
　　　　盟類表（本鑛水は共晶威に於て1kg巾次の成分を含有する溶液に概略相潤す）

…リヴアル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　．
1。332　　　クロールカリウム（KC1）　・・…・・…・・……　0・09935

37．81　　　クロールナトリウム（NaC1）……………。2．2086

0．2111　　水硫化ナトリウム（MHS）一………・0．001716
1．2341　　クロールアムモニウム（NII4Cl）…∴一〇．01129

0．4724　　クロールカルチウム（CaC12）・…………・・0。01499

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…・・……・…・0．05116

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0．01723

：電炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・㌣・O．03457

1重芳乏酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）3〕　……∴…0．000711

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕L……・・…　0．00335

醐酸（メタ）（IIBO2）・・…・…・・………∵・・…0．020

珪西髪（メタ♪（II2Sio3）。・・…・・・…　…・…・・…　0．01143

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．474422
進離芳ミ酸（CO2）　…・・……　……………・∵・0．0954

訪乞一季イヒオく素（II2S）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　0．01085

　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．580672
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●

、噛

　　　斯　；在”地．

　　　　試験年月
　　　　性　　　状

　　　源泉濫渡88。

　　　比　　重

イオン表

・焼「 山 温
　ぜ

泉
＼

新潟縣西頸城郡草川村字大李5668番地　．‘，
’日召和’8年ユ矢1（東京）　．　．　　　　．　　、　．　　　　　　．　　　　．　　　　；

’微黄色澄明にし℃酸味並牧敏昧を有すpHO．40（13。，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧出量約900hl（24時間》
　1．025（150）
（本二水1k9．中に含有する各威分及其量次の如し）：

：カチオン　　　　　　　　　　　　g
　永素イオン（H’）』…………∵・：0、」4043

　ヵリゥボィォソ（K’）…∴・……’b．3843

　ナトリウムイオン（Na’）……．1。538．．

　．アムモニウムイオソ（NH4●）　0．0240

　カルチウムイオソ（Ca”）…・・ん2．009

　一マグネシウムイオン（Mg●●〉∴・’015246

　フェロイオン（Fe●．）……・…・・0．9674

　フェリイォソ（Fe●●つ…………　0．4了06

　マンガノイ牙ソ（Mn’．）………　0．1554

　アルミニウムイ．オン’（A1”つ…　03436

　銅イオン（Cu●●）6一…・∴・：・一〇．00039

’亜鉗イォソ（Zn”）…・・…・……　0．3902

ミリイオン及
モ　リ　壱ル

401．0

　9．829

66．87

　1．333

50．15

21．57

工7．33

　8．427

　2．829

12．68

0．00614

5．970

塵類表

　竃リヴアル

40LO．．

　9、829』

66．87

　1、333

100．3

43．1荏

34，65

25．28

　5。658

38。04’

　0．01228

11，94

738。1

アニオン
　クロールイオン（c1，）　∵…・…ユ9．99　　563．7　　563．7

硫酸イオン（SO4”）　…………

ヒド戸砒酸イオン（HAsO／ノ）

　8。；378　　　　87。20　　174．4

・　0．002069　　　0．01478　　0．02956

　　　　　　　　　　　　　35．58　　　　1249．0　　　　738。1

棚酸（メタ）（HB（）2）　ら…　一・・・…　　　0．4673　　　　10，69

珪酸（メタ）（H2Sio3）…………．0・8332　　10．67

（本鑛永は其憎憎に於て1kg申次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9’．　　’

クロールカリウム（KIC1）．・・……6…・・…・0？7329‘

クロールナト．リウム（NaC1）……一…・・3。909

クロールアムモニウム（NH4C1）　・…一・0．07132

クロールカルチウみ（CaC12）・・……：・・・…4・699

硫酸カルチウム（CaSq）・・…一…・一二1．062

砒酸カルチワム（CaHAsSO4）・∴…・……」0．002661

硫酸マグネシウム（MgSO4）．…・…・…・∴・．2．597

硫酸亜酸イヒ錫～（FeSO4）…・・・…∴…・…∴・い・2．632

硫酸々化鐵〔F・，（SO・）・〕…「・…∴・・1一・・1・685・

硫酸亜酸化マンガン（MnSq）……・…・・0．4272

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　2ユ71

硫酸銅（CuSO4）………∴・…………・∴・・0．00098
　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
硫酸豆巨錯（ZnSO4）　1・。・・・・・・・・・・・…　9・gg晦一・醒．0．9645。　　　　　’

遊離蟹豆酸（HCI）　’●”∴”齢”曜’”。．’”。∴軸…一ユ4．63

瑚酸（メタ）（HBO2）・一一・…・・．………・0．4683

珪酸（メタ）（II2Sio3）………………・・…・0．8332

　　　　　　　　　　　　　　　　　36．88

　　　36．88　　　1270．0

食塵，塵払土類，石層，翻酸並砒緊含有酸性明三碧泉に属す．

，

泉　　質

、

！

　　所．在地
　　試験年月
　　性　’状幽
源泉温度50。

蓮　華　．温『泉．
新潟縣西頸城郡小話村大字：大所蒲原未の3番地　　、

昭和12年9月（東京）　　　　　　　　即
無色澄明にして微弱醐生弓懸を呈すPII　6．β5（18。，キソヒドロソ霊魂法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8640h1　（24時間）．　　　　　　　　　　　　　　　　　、約　　　　　　　　　　　　　湧出泣

‘上ヒ　　　重　　0．9996　（150）

イオン表

力手オン
、　カリウムイオン（K：つ

（本鑛水1kg中に含有する各成分四脚量次の如し）

ナトリウムイオン（Na6）……

カルチウムイオソ（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（AI鱒●）…

ア昌オン
　クロールイオ・ン（C1ノ）・……・

　硫酸イオン（SO4”）………・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）・

　　9　ミリ狸湧ミリヴ・ル

0．03829．．’0，9793　　　0．9793．

o．2090　　9．087　　　9．087

0．05941　　　1．483　　　　2．965

0．01051　　　0．4322　　　0．8643

0．00056　　　0．01003　　　0．02006

0．00128　　　0．04723　　　0．1417

　　　　　　　1．019（1kg申）　蒸硬残渣
騒類表・（本鋤は蘇成に出て1kg畝の）

．　　14．06

。・ @0．2711　　　7．645　　　　7．645

∵　　0●04699　　　0◎4892　　　　0．9783

　　　　　の・・ @0．3315　　　5．434　　　　5．434

　　　　　　　　　　　　　　0．9687
観見酸（メタ）（HBO2）…………　0．01441

’王圭酉麦（メタ）（H2Sio3）　・……・・　0．1056

　　　　　　　　　　　　　　1．089　　27．29’
遊離炭酸（CO2）・……・…・……・0．2箆9　5。066

　　　　　　　　　　　　　　19312　　　32の36

　　　泉　　・質　　’　弱食塵泉に矯す

25．61　　　　14．06

0．3289

1．353

一31

　　　　引分を含有する溶液に概略相當ナ　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　、

クロ戸ルカリ．ウム（KCI）　………………　0．07302

クロールナトリウム（NaCI）……一…・・0。3897

’硫酸ナトリウム（Na2SO4）．………・・r一・・0。05943

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）……一・・0．1331

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一…・・0．2403

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・一・0．06324

量重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕　　剛∵・・…　。・・。　OgOO巴784

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・…、・・…0．008087

石朋酸（メタ）（HBO2）　・・・・…P・・…　…・・…・・0」01441

珪酸（メタ）（H2SlO3）・・…………・………Oi1056

　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　1．089’

遊離炭酸（CO2）　………・・・…　……・……・・0．2226

　　　　　　　　　　　　　　　　　　L312

、

／



ノ

’ 盤’野 鑛 泉．（冷） ノ

、「

、　　　　比

イオン表

所在地　新潟縣岩船郡盟野町村大字鱗野町字八ケ1654番地＝
試験年刀　　昭和4年8刀（東京）
性　　｝伏　赤褐色澄明にして酸昧並牧倣味を具ふ．
　　　　　　　　　　　　　　　　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出黛約9h1（24時間）
　重　　1．00589　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．

（本鑛水1kg中に含有する各成分及共iLヒ欠の如し）’三期

　　　　L
カチ才ン　　　　　　　　　　　　9
　；水素イオン（II’）……∵・………　0．0031

　カリウムイオン（Kl＞…∴・…・ド0．0039

　ナトリウムイオン（Naつ・・…・0．0824

　アムモニウムイオソ（NII4●）　0．0038

　カルチウムイオソ（Ca’●）……　0．1506

　マグネシウムイオン’（Mg∵）…　0。1285

　フェロイオン（Fe∵）　・……・…・．0．1313

　フェリイ．オソ（Fe’”）・・rrr…・…　07568

　アルミニウムイオン（A1●’●ン・・0．4198

ア昌才ン
　クロールイオン（C且，）　・……

，ヒドロ硫酸イオ・ソ（1聖30！）・

革魂酸イオン（SO4”）　・r・……・・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）・

ミリヂ葱ン彊　　篭りヴアル

3．0738　　　3．0738

0。0997　　　　0，0997

3．5826　　　3．5826

0．2105　　　0．2105

3．7585　　　7。5169

5．2837　　10．5674

2．35ユ4　　　4。7027

13。553　　　40．659

15●4908　　　46．4723

116．8849

・・ @0．1595　　　4．498　　　　4．498

。・ @0．2984　　　3。0738　　　3．0738

・　5．2424　　　54。5691　　109．1382

。・ @0．0084　　　　0．0875　　　　0。1749

囎委讐憎憎羅物論貯留）

9，

＼

クロ働ルカリウム（KC1），…・…・…・0．0074

クロールナトリウム（NaC1）………0．2094

タロールアムモニウム（NH4C1）…0．01エ3．

クロールカルチウム（C鑑C1？）………0．0336

硫酸カルチウム（CaSO4）………一・・0．4705

硫酸マグネシウム（MgSO4）・∵・一・q・6362
硫酸亜酸イヒ錫～（FeSO4）　・…　一・・・・・…　。．0．3572

硫酸々化載〔Fe2（Sq）3〕……………2．7099

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕……2．6422

燐酸アルミ昌ウム〔A12（IIPO唱）3〕…0．010
ミ雄離硫酸（正12（304）　　げ・鱒・畳…　∵・・・…　。。・。　0．3015

珪酸（メタ）（H2S三〇3）・……・・……。・。0．1265　・

　　　　　　　　　　　　　　　　7．5157

　　　　　　　　　　　　　　7．3889　　109。4219　　116．8849

＝生酸（メタ）（II2Sio3）　…・・…・　0．1265　　1．6202

泉　　質

　　　　7．5154　　111。0421

酸性明四緑三論に卜す

〆

岩 船 温 泉
　　　　所在地　　新潟縣岩船郡岩船町大字岩船掌浦田山309寮地の4
　　　　試瞼年月　　昭和9年4月（来京）
　　　．性　　　状　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すPH　7．60（18。，キソヒドロン電池法）
　　沙互牙ミ」今度　　1〔、oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴit　　系勺　　9000　hl　（24時聞）

　　上ヒ　　　重　　1．002　（150）　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　蒸酸残渣　　3，649　（■kg　r11）

イオン表　　　　　　盤轍（本鑛水は共各威に於て1k窪中次の威分を含有する溶液に概略相川す）（本鑛水1kg中に含有する各成分及週畝の如し）

カチ才ン

　カリウムイ’オソ（Kつ…・……

　ナトリウムイォソ（Na’）・…

　アムモニウムイオソ（N馬’），

　ヵルチウムイ・オシ（Caつ・・…

　’マグネシウムイォソ（Mg髄）．．

、フェロイオン（Fビ）・…∵・…

　アルミニウムイォソ（Al…）・

・アニオン

　クロールイオ・ソ（C1，）　・……

　硫酸イオン（SO｝”）　…・……

　ヒドロ羨酸イオン（HCO3’）・

’　・　1リ魏饗
・・ @0．05778　　1．478

・・ @1．240　　　　．53．91

　0．002994．0．1663　’

・　　0．06497，　　1．622

・　0．007869　　0。3236

・　0。000224　　0。004012

・・ @0．000792　　0．02923

篭りヴアル

1．478

53．91

0。1663

3．243

0．6471

0．008023

0．08768

　　　　　　　　　　　5954

・・ @1．951　　　55．02　　　　55．02

・・ @0ユ791　　　1。865　　　　3．729

・・ @0．04827　　層0．7911　　　　0．7911

　　　　　　　　　　　　　　3．553　　　ユ15．2　　　　　59，54

磯酸（メタ）（IIBO2）…………　0．05589　1275
王1三酸（メタ）（H2SiO3）・……・…・　0．05937　0．7604

　　　　　　　　　　　　　　3。668　　　117．2
遊鷺推炭！駿（CO2）・・…∵…　……・・　0．00つ2　　　0．05

　　　　　　　　　　　　　　3．670　　　117．3

　　泉　，質　　　弱食言泉に矯す

32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）…・・…・………　0．1102’

クロールナトリウム（NaCI）………一・・3．120

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・…・…・一・0。03796

クロールアムモニウム（NII4C1）・・……・0。008897

硫酸カルチウム（CaSO4）・・……・・…・・…．0。2115

：亟炭酸カルチウムrCa（IICO3）2〕一…・ら0．01102

置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．04735

置炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）雪〕　　……　…　0．0007ユ3

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……，・・…　0．005004

硯月酸（メタ）（HBO2）　……・∴・……・…r∴・0．05589

珪百菱（メタ）（H2Sio3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．05937

　　　覧　　　　　　　　．　i痛6「
琵目的炭質髪（CO2）　’”。’’’”o・●・・…●・・……・…　0．0022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．670

、

■



，

』、

　　　　　　　’　　所在　地．

　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　源泉温度　53。
　　　　　　　　比　　：重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）唄…・”

　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”）繭唱

　フェロイ・オソ（Fe●’）・・……・…

　アルミニゥムイォソ（A1’”）…

湯　澤　温　泉　　　　　、
　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　

新潟縣岩船郡女川村大字湯澤字貝の脇1078番地の1
昭和10年11月． i東京）　　　　’　一　　．　．，　　　．

殆と無色澄明にして微弱ア費カリ性反懸を呈す　　，．鴨
P旦7．75（18。，キンヒド．ロン電池法）

　　　　　　　　　　　　．湧出量約6300h1（24時聞）
　　1．001　（150）

囎蛮碁麦銀災編乞）

ア昌オン　、

　クロールイオン（C1つ………
　硫酸イオ・ソ（SO4”）・……・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り…

　・　ミリ種ン狂・り伽・

0．05654　　　1．446　　　　　1．446

0．5927，　　25．77　　　　　25．77．

0．05219　　1．303　　　　．2．605

0．01159　　　0．4766　　　　0．9531

0。000895　　0．01603　　0。03206

0．008423　　6．3108　　　　0．9324

　　蒸菱歪残渣　　　　1．083　9　（1kg中）
臨表（本詰論は其集成に於て．1k9中次の威分を含有する溶液に概略相川す）．

31．74

　　　　　　　0。6943　　19．58　　　　量9．58

0．4457　　　4．640　　　9．279

0．1757　　　2．880　　　2．8RO

瑚酸（メタ）（HBO2）．．・＿＿＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…・…・・8・

2．038

0．001598

0．0938

56●42　　　31．74

0．03647

1．201

9

クロールカリウム（KC1）…・・……・……　0．1078

クロールナトリウム（NaCi）…・…一…・1．060

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………・・．・……0．54％

硫酸カルチウム（CaSO4）一…………・10．04837

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2⊃榊…・…0．1535

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．06974
重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・・．・・・・・・・…　　0．002851

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕・…一・…0．05321

石朋酸（メタ）（】ilBO2）・…・……　…・｝……　…0．001598’

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・………………・0．0938　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．133　　u
遊離炭酸（C（）2）．　。・・。・・・・・・・・・・・・・・・…　∴・鱒…　　0．①094

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・142．

遊離炭酸（CO2）・………・…・…

2．133　　　57．66

0．0094　　　G．2136

　　　　2．142　　　57．87

芒硝含有弱食璽泉に平す

●

泉　　質

、

　／
　　　　比

イオン表

カチオン

水素イオン（1「）

．所在地
．試験年月
性　　　状

、炭　澤　鑛泉（冷）
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　新潟縣岩船郡下海府村大字板貝掌炭澤637番地の1　　　　　．　　　　・

昭和11年7月，（東京）
　少許の赤褐色沈澱物を有するも濾過後は殆と舞色澄明にして酸昧並牧敏性鐵昧
　を有すP艮2．50（18，。キソヒドロン電池法）　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　湧　出量　　　約　　14h1　（24時閻）
重　1．0（1弓。）

（本二水1k露中に含有する各威分及其量：実の如し）、

カリウ去イオン（K’）………

ナトリウムイオン（Na●）……

カルチウムイォソ（Cゴ）……

マグネシウムイオン（】皿9つ…

フェロイオン（Fごつ……・…・・

フェリイォ・シ（Fe…）・・・…∴．．．．

マ’¥ガノイオソ（Mバ）・・…1’…

アルミニウムイオン（A1…）…

銅イオン（Cゴ’）……・………・・

’亜錯イオン（Zn．’）…・……・・…

　　　　　　、

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（SO4”）…………

　9
09002134

0．003184

0。01553

0．01318

0．002367

0．00697

0．03223

0．0042

0．04495

0．0024

0，0002

0．05787

0．2054

0．3444

…リイ才ン及
ミ　リ　モル　　、

．2，118

0．08143

0．6752

0，3289

0．09735

0．1248

05773

0．07645

ユ．659

0．03777

0．00306

　　蒸竣残i渣　　　　0．766　g　（1kg中）

麟表（本鑛：水は其集成に於て1kg中次の二分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴアル

2．118

0．08143

0．6752

0，6578

0．1947

0．2496

1．732

0．1529

4．976

0．07554

0006119

10．92

1．632　　　　1．632

2．ユ18　　　　2．118

3．585　　　　7．169

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，」　9

クロールカリウム（KC1）…一∵………　0．006071

ク面一ルナトリウム（NaC1）…・…・・r…・・0．03947

クP一ルカルチウム（CaC12）……・……・・0．63651’

ク・一ルマグネシウム（MgC】・）…●…・…α00927♀，

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）………・・………0．01722’

亜クロール鍔～（FeC12）・。……・……・……0．00145’
　　　　　　　　　　　　　　ノ硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕…・・…………・…　0．1154

硫酸塩酸化マソガソ（MnSO4）…………0。01154
　　　　　　　　ノ硫酸アルミニウム（A12（SO4）・〕・………’・0・28喋0

硫酸銅（CuSO4）…・・……・………………0．00603
耐直酸亜錯（ZnSO4）　。…・・…　」・・…　…‘…　。。…　0．000494

　　　　　　　　　　　　　　　ノ遊離硫酸（H2SO4）　’●’●●●●”●●’●”●。●’”●●’…　g。2075

遣｛酸（メタ）（H2Sio3）……………………0．03437

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。7693

　　　　0．7350　　　13．11　　　　10，92

・・。…・。。 @0．03437　　　0．4402

、

珪酸（メタ）（II2Sio3）

泉　　質

　　　　0．7693　　13．55

酸性弱緑寒泉に飛す

一33＿



、

所．

ﾝ地
試験年月
性　　・状

’尼、瀬

上ヒ　　　　電　　1。0　（150）

イオン表
（本鑛泉1kg中に含有する判例分及共肱の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K：’）………

　ナトリウムイオン（Na●）……

　カルチウムイオソ（Ca●●）……

　マグネシウムイオン（M9●つ…

　フェロイオン（Feつ3・．・・…・…・

　アルミニウムイオン（A1●．●）

アニオン

　クロールイオン（CI’）………

　硫酸イオン（SO4”）　・……・…・

　ヒドロ淡酸イオ・ソ（IICO♂）…

鑛 泉．（冷）、，

新潟縣三島郡出雲崎町大字尼瀬311番地の写

昭和11年9月（束京）
微黄色を呈し少許の類黄褐色沈澱物を有し微蜴酸性反慮を呈す
plI　6。80（18も，キソヒドロン、じ池法）　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　湧出鼓　　約90h1（24時間）
　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　 6．486g（1kg中）
　　　　　　　　　　　藤表（一己泉は其集成に於て1kgrl吹の成分を含有する溶液に概略相川す）

　　9
0．009069

0．08328

0．04332

0．01717

0．0！008

0．006804

0．0868

0．0112

0．3575

直り麓湧　ミリヴアル

0．2319　　　　0，2319

3．621　　　　3＝621

1．081　　　　2．162

0．706　　　　　1．412

0．1805　　　　0．361

0曾2511　　　0。7532

8541

　　
2．448　　　　2．448

0。1166　　　、0。2332

5．860　　　　5．860

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・…・

0．6252　　14．50　　　　　8．541

0。02785　　0．3567

9

クロールカリウム（KC1）　…・・………・…　0．01729

クロールナトリウム（NaCI）…………1・・0．09915

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）　……・…・・0．1617

匝1炭酸カルチウム〔C二（IICO3）2〕・……・・’0．1752

重淡酸・マグネシ’ウム〔Mg（HcO3）2〕……0．1033

匝淡酸亜鹸イヒ二二〔Fe（IICO3）2〕　……・・…・0．0321

硫酸アルミニウムrA12（Sq）3〕一…・・…0。01331
醜化アルミニウム（AIC1，）…・……・…∴・・0．02311

ユゴー百髪（メタ）（IIgSio3）　・・。・鱒・・・・・・・・…　。・・…　。0．02785

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6530
契塵離淡酸（CO2）　．…∵…・……・・………・・0。0522

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7052　‘

遊離炭酸（CO2）…・2・・…・…一

0．653　　　14．86

0．0522　　　　1．186

　　　　　　　　　　　　　0。7052　　　16．05

共他ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　　泉　　質　　　　淡蚕鐵泉に回す

所在　甲
州瞼年月
性　　　状

源泉温度
比　　重

単 板 鑛 泉（冷）
　　　o

新潟縣三島郡與板町大字與板乙903番地

昭和12年10乃（東京）

’

亀「

三二の類褐色沈澱物を有するも認過後は殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反
懸を呈すpU、7．85（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　1。003　（150）
　　　　イオン表（本鑛泉1kg中に含有する各成分及其∫畝の如し）

あチオン　　　　　　臨　　9　潔莫寛
　カリウムイオン（K’）………　0．07246　1．853

　ナトリウムイオン（Na●）……1、619　70．39
　アムモニウムイオソ（NII4’）　0．01ig6　0．6644・

　カルチウムイオン（Ca。。）・・、…　0．04923　1．229

　マグネシウムイオン（M9●’）　0．005683　0．2337

　フェロイオ．ソ（Fe”）…・…・・…　0．001675　0．030

　マンガノイオソ（Mn’。）・…・・0．000329　0．00599

　アルミニウムイオン（A1”●）　0．007228　0．2667

　　　　　　　　　，
アニオン

　クロールイオン（q’）　………　　2．592　　73．10

　硫酸イオン（SO／ノ）・………・・　0．009855　0・1026

　ヒドロ芳ミ酸イオン（IICO3’）……0．2074　　3．399

…リケァル

1．853

70．39

0．6644

2．457

0．4674

0．05999

0．01198

0．8001

　　湧　且～ゴよ　　　約43　111　（24　時間）

　　蒸獲残芒査i　　　4。75　9　（1kg　r11）

蹄表（本鑛泉は其集成に於て1kg中衣の成分を含有する溶液に概略相回す）

76．70

73．10

0．2052

3399

磯酸（メタ）（HI302）．＿＿．＿。

荘貢楚（メタ）（II2Sio3）　＿＿＿

4．577

0．0997

0．1771

151．3　　　　　76．70

　2．275．

　2．268

遊離炭酸（CO2）。…・∵・………・

泉　　質

4．854　　155．8

0，008758　　0．1990

　　　　4．863　　156．0

弱食璽泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　霞　．
クロールカリウム（KC1）　・・…………・…0ユ382

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・4。092

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）　…一…・・0。0338

クロールアムモニウム（NII4q）…・・・…　0．03555

重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・…・・…　0。1991

匝淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0342

コE芳之酸亜酸イヒ鍔～⊂Fe（HCO3）2〕　…………　0．005335

：門門酸亜酸化マソガソ〔Mn（IICO3）2〕…0．00106

クロ殉ルアルミニウム（AIC13）…………0．02644

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4），〕…………　0．0エ171

棚百蔓（メタ）（IIBO2）一・・・・・・・…　。・・。・・・・…　。。・・　0．0997

溢三酸（メタ）（IlgSio3）…・…・………・……0。1771

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．854
コ左離炭酸（CO2）　…………　…・・．・・………・0。008758

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．863

1 34
　　　●



　　　　・　所在　地・
　　　　　　試験年月
　　　　　　性．「状
　　　　源泉高度47。
　　　　上ヒ　　　重　　0．9998　（150）

イオン表

　　　　　　　魅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

．盛　原　温　泉
　　　■

栃木縣騨谷郡騨原町字古町778番地
昭和7年2月．（東京ン
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すpll　7．50（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧’出　量　　　　糸勺　829　h1　（24　旧聞）

（馨査舷銀羨編わ

カチオン　　　　「　　1　’・．

　カリ．ウムイオソ（Kつ………

　ナトリウムイオン（Na6）・……

　アムモニウムイオソ（耳II4●）

　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’”）

アニオン
　クロールイォソ（C1，）・・∴．．＿

　硫酸イオン（SO4”）…………

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）…

　硯耳酸（メタ）（11BO2）＿．．．＿＿

　幻三酸（メタ）（II2Sio3〕＿．，＿．

　・　ミリ農湧・リヴアル

0．0160　　　　0．4092　　　　0。4092

0．2167　　　9．4217　　　9。4217

0．0016　　　　0．0889　　　　0。0889

0．0243　　　　0．6065　　　1．2129

0．0066　　　0．2714　　　0．5428

0．0002　　　0．0036　　　0．0072

0．0003　　　0．0111　　　0．0332

　　蒸獲残渣　　0．749（1kg中）
縢頁表（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

11．7159

，0。1341　　　　3．7817　　　3．7817

0．0305，　　　0．3175　　　0．6350

0．4453　　　　7．2992　　　　7．2992

0．8756　　　22．2108　　　11．7159

0．0074　　　0．1689　　　　、

0．1269　　　　1．6253

　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　幽　　　　　　　　　　　　　」

クロールカリウム（KC1）　………………　o．0305

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・0．1920

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・…．・…0．0428‘

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…・……・・0。4651

クロールアムモニウム（NH4C1）………0．0048
：重炭酸ガルチウム〔Ca（HCO3》2〕一…・・010983　’

：重炭酸マグネシウム〔Mg（llCO3）2〕∴・…0。0397

重応身亜酸化的〔Fe（IICO3）2〕・∴・……・・0．0006・

硫酸ナルミニウム〔A12（SOの3〕………・・bO．0019

響明酸（メタ）（IIBO2）………………………0．0074　・　　一

珪酸（メタ）（IlgSio3）…………　，・…・・：…・0．1269

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．010．
．遊離炭酸（CO2）……………・・…………0．6079

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．0179

　　　　　　　　　　　　　　1．010　　　24．005

．遊離炭酸（CO2）一一………　0．0079　0．1795

泉　　質

　　　　ユ．0179　　　24．1845

輩純温泉に属す

原 温 泉

「

’所　在地
　試験年刀
　性　　　状：

　　　　源泉温度

　　　　比　　重

イオン表

510

栃木縣麗谷郡盤原町大字下魎原675番地の12

昭和7年11月（東京）　　．
無色澄明にして微に戯昧を有・し微蜴アルカリ性反懸を呈す

pH　7．40（18。，キソヒドロン電池法）．　　’

　　　　　　　　　　　　　湧　　 ．出　　 責｝＝　約　648　hl　（24　0寺…間）

　　1．0　（150）

（奮総一鞭籔編宅1

カチオン・

　カリウムイオン（Kつ　……・

　ナトリウムイオン（Naり…・・

　カルチウムイオソ（Ca●．）…

　マグ冬シウムイオン（M琴’り

　フェロイオン（Fe’つ…　　．・・

　アルミニウムイオン（A1●。．）

．ア昌オン

　クロールイオン（C1り・……

　硫酸イオン（SO4”）　………・

　．ヒドロ炭酸イオン（HCO♂）

　　　9　≡リ二野・リヴ7・セ

・・@0．03666　　　0．9376　　　　0．9376

・　0。2812　　　12．23　　　　12．23

・・ @0．1164　　　　2．905　　　　5．810

’　0．08911　　　3，664　　　　7．328

・　0．005028　　0．09025　．　0．1801

　0．0074　　　　0．2731　　　　0．8192

　蒸獲残芒査i量1．615g（1kg中）
塵類表（本貰水は其集放に於て1kg旧衣の成分を含有する溶液に概略相當す）

27・31

翻酸（メタ）（IIBO2）＿．。

澄｛i酸（メタ）（II2S三〇3）　．．

。・ @0．6039　　　17．03　　　　17．03

・・ @　0。04979　　　0．5185　　　　1．037

・・ @0．5636　　　9．238　　　　9．238

　　　1．753．　　　46．89　　　　　27．31

　　　　　　　　　　　　　　　　∂・。…@。・　0．0240　　　05477

。… @。・・　0．2319　　　　2．970

9

クロールカリウム（KC1）　……・…・…・…　0．06991．

クロールナトリウム（Naα）………・…・・0ク150

クロールカルチウム（CaCI2）……………　0．2144

・硫酸カルチウム（CaSO4）・・………一・・一〇．01483　．

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕。一…・0．1402

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……．0．5362

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・L・∴・0．01602一

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………0．04675．

石明酸（メタ）（IIBO2）…。・・・…。・・・…。…　…・。・0．0240

王圭酸（メタ）（H2Sio3）・・。・・叫・・。。…………・0，2319馬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、009
遊離炭酸（CO2）…・…………・一………㍉0．1452

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2ユ54

　　　　　　　　　　　　　　2．009　　　50．41
．逝≡離炭酸（CO2）……　…。∴…　…　　0．1452　　　3．30

泉　　質
　　　　2。154　　　53．71

1弱盒塵泉に船す

35
’



、

カチオ’ン

　　所在　地
　　試験年月
　　性　　　状

源泉涯渡51。

鬼怒川温泉
　阯

栃木羽隠谷郡藤原村大字藤原字澤2番地　　＼

昭和7年9月（東京）　　　　’・
無色澄明にして微蜴アルカ，リ性反懸を呈すplI　7．36（18。，キソヒドロン電池法〉

　　　　　　　　　　　　　湧　1」睡　ゴ逢　　　系勺　1814h1　（24　時「1｛ユ）

比　　　　重　　0．9997　（150）

イわ表（本学水1kg中に含有する各成分及共i止次の如レ）

　　　：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・・……・…

　　　アルミニウムイオン（AI’”）

　　蒸璽嚢残～査　　　0．5087g　（1　kg　rI‘）

麟表（震鷺蹄霧騰乏嚇黙享の）

　・　ミリ穐鍵・リヴア〃

0．00312　　0，0798　　　0．0798

0．09266　　4．029　　　　4，029

0，05616　　1．402　　　　2．803

0．001966　　0。08085　　　0．1617

0．000114　　0．002042　　0．004083

0．000428　　0．015？9　　　0．04738

アニオン
’　クロ齢ルイオソ（Cl’）　……∴・　0．08707

　硫酸イオン（SO4”）…………．0．2026

　．ヒドロ5炎酸イオン（IICO3’）…　0．02757

7．125

2，455　　　　2．455

2ユ09　　　　4。218

0．4520　　　　0，4520

石明酸（メタ）（IIBO2）。。．＿．．歯軸

王圭直愛（メタ）（II2SiO3）　……・。・

遊離炭酸（（：02）一……・……・

泉　　質

0．4717　　10。6255　　　7．125

0．0016　　　　0．0365工

0．0439　　　0．5623

0．5172　　11，23

0．0011　　　　0．0250

　　　　0．5183　　　11．26

輩純温泉に局す

クロールカリウム（KC1）　………………　0．00595

クロ副ルナトリウム（NaCI）一………・・0．1389

硫酸ナトリウム（N証2Sq）……　………　0．1ユ75

硫酸カルチウム（CaSO4）・……ポ・・…・・……0．1713

重羨酸カルチウム〔Q（【icO3）2〕…・・…・0．02319

置旧酸マグネシウム（Mg（IICO3）2〕……0。01183

距炭酸亜酸イヒ鋸罠（Fe（HCO3）2〕　…………0．000363

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………　0．002704

研月酸（メタ）（IIBO2）…。・…・・。…　。・・………・0，0016

王圭酸（メタ）（H2SD3）・………・…・…。…・・0．0439

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5ユ72
遊離炭酸（CO2）……・…・一・……∴一〇．0011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。5183

／

ノ「

鬼　怒川　温泉 ’

’

●

カチオン

　　　　　所在　地　　栃木縣騒谷郡藤原村大字藤原字澤2番地の2
　　　　　試験年月・　昭和7年91刀．練京）
　　　　　．性　　　状　．無色澄明にして徹弱アルカリ性反跳を織すpl17．41（18。，キソヒドロソ電池法）．

　　　　漁紀伊　　4go　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ勇　出　量　　　　宗｛」1036　h！　（24　時i書D　　層　　　　　　　，

　　　　上ヒ　 野10。9996（150）　　　　　　　　　 蒸頚愛残芒査　 0．5613g（ikg畷竃）

舛シ表”《盤興野魏）”．盛織（本病水は共集成に於て1k霧中次の成分を含有する溶液に概略相川す），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

　カリウムイオン（K’）・……・・

　ナトリウムイオン（Na’）……

，カルチウムイォソ（Ca●●）……

　・マグネシウムイオ＝ン（Mg●’）

　フェロイオン（玲’つ一・∵・・…・・

ずアルミニウムイオン（A！…）…．0．000179

　　8
0。003893

0．1102

0．02731

0．00035

0．00ユ513

アとオン

　クロールイオン（C1’）………　0，07177

　硫酸イォ｝！（SO4”）．……・・…　0．1959

　ヒドロ1爽酸イォソ（IICO3’）…’o’01556

ミリイオン及
ミ　リ　モ・ル

0，09957

4．792

0．6815

0．01439

0．02709

0．00661

…リヴアル

0．09957

4．792

1．363

0．02878

0．05419

0．01984

6．357

’2．024　　　　2．024

2．039　　　　　4．078

0．2550　　　0．2550

珪酸（メタ）（H2Sio3）

　　　．0。4267　　　9．939　　　　6。357

。・・・・・… @　0．1246　　　1．597　’

　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
コ口ールカリウム（KC1）　・・…………・…　0．007426

クロールナトリウム（NaC1）…・………・・0．1125

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・……・……0．1935、

硫酸ヵルチウム（CaSO‘）………・・・………0．08107

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……・・0．01394

1宣炭酸・マグネシウム〔M9（IICO3）2〕・・…・0．002111

躍淡酸亜酸化鍛〔Fe（HCO3）2〕・…・・∵・…0．00482

硫酸アルミ『ウム〔A12（SO4）3〕……・・・…　0。0113

ヨユ：酸（メタ）¢12Sio3）　・………・・……・…。・0，1246

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5513
謎宝懸£淡酸（CO2）　………・∴・……∵………　0。0227

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。5740

髭離淡酸（CO2）・・・・……・・……

泉　　質

0．5513　　　11．54

0．0227　　　0．5159

　　　　0．5740　　　12．06

，軍純温泉に属す
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　　　　　　　　　’

．鬼，怒、州温泉．
．ヤ

ノ

阜

！

／

　　　　　　所在地』
　　　　　　　　コ　　　　　　試験年月
　　　　　「性　　　状

　　　　源泉温度48。
　　　　上ヒ　　　　重　　1．0004．（150）

イオン表・

栃木山騒谷郡藤原村大字藤原字竹の澤1604番地，●

’昭和5年12月（東京）
．無色澄明にして弱アルカリ性三鷹を呈す　　　　　’

（馨翻贔臓纐D
カチオン

　カリウムィォソ（K●）　＿＿＿

　ナトリウムィォソ（Na’）＿．．，・

　カルチウムイオン（CaO’）……

　マグネシウムイオン（Mg’．）

、　フろロイオン（Fe’つ一　∵・…

　アルミニウムイオン（A1…）．
　　・　　　　　　　　　　》

ア引分’ン

　クロrルイォン’（C1，）………　0．0627

　硫酸イオン（SO4”）、………1・・0．1599

　∫炎酸イオン（CO3”）・…∵・・…・　0．0041

　ヒドロ炭酸イオーン（HCO3’）2・・　0．0333

　水酸イオン（OH！）…・……・・…　0．0017

　　　　　　　　　　　・　　　　03904
　石朋酸（メタ）（IIBO2）・…ニ……・　’0．0032

　珪酸（メタ）（H2SlO3）………　0，0395

　　　　　　　　　　　　　　　0．4331

　　1泉質．　輩純温泉に属す

　　　　ミリイオン及
　9　　　　…　リ　モ・ル

0．0026　　　　0。0665

0．0823　　3．5783

0．0422　噛　　1。0532

0．0012　　　　0．0494

0。0002　　　0。0036

0．0｛bO2　　0．0111

ミリヴアル

0、0665

3．5783

2ユ063

0，0987

0．0072

0．0221

、　、

　　蒸萱愛残渣　 0．3934g（1　kg　rr1）

鵬表（本二水は二三威に於て1kg中墨の威分を含有する溶液に概略相當す）

5．8791

ユ．7682　　　1．7682

1．6644　　　3．3288

0．06835　　　0。1367

0．5454　　　0．5454

0．10　　　．0．10

8．9085　　　5．8791

①．0780

0．5059

L

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　9
　クロールカリウム．（K：C1）　…・……ワ・・…・0。0050・、
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ

　クロールナトリウム（NaC1）…・・………・0．0995’

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・∴一一・……0．1333

　硫酸カルチウム（CaSO4）…一・……一…0．0973．

　重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．一・・…0．0456

　炭酸カルチウム（Ca903）・・…・・……・∴・・0．0069

　；水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕乙………P・0．0001

　：水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2⊃…一・0．0029．．

　：重芳…酸亜酸イヒ鐸～〔Fe（HCO3）2〕　…。・・……0．0006．

’　硫酸アルミニウム〔A12（so4）3〕…………　o．oo13

　瑚酸（メタ）（nBO2）・…・。……・・……。。r・…　0．0032

　珪酸（メタ）（II2Sio3）・・………。・・・・・・・・・…　0．0395　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0．4332　　　，

9．4924

●

鬼怒’川温泉
　　　　　　　所．在地．

　　　　　　　試験年月
　　　　　　牲　　’．．状

　　　　　源泉温度　39。
　　　　　　　　　　　　　　ほ’　　　　　　　　上ヒ』　　重　　0。9995　（150）

イオン表

　　　　　　　　　り栃木縣璽谷郡藤原村大字藤原字竹の澤1604鬼怒川左岸，

昭和6年4月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反鷹を呈す　　　’・

．（奮灘一路籔鱗D

：カチオン

　．カリウムイオン（Kつ1………

　ナトリウムイオン（Na’）…叫

　ヵルチウムイオン（Caつ・∴∵・

　マグネシウムィォソ（Mg’●）

　ブエロイオン（Fe”）・・……・…

　アルミニウムイオン（A1り’）’・

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）・・∴…・。・

・硫酸イオン（S（～4”）　…………

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）’…

　　湧出量　i約1296111（24時聞）
　　蒸i痩残渣　　0．419（1kg中）
盤類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の当分を含有する溶液に概略相野す）

　　9　ミリ碑湧・リヴ…
　ロ
．0．00201　　　0．05141　　　0．05141

0．08803　　3．827　　　　3．827

0．03716．　0。9275　　　　1．855

0．002839　　0．1168　　　0．2335

0．000084　　0．001505　　0．003009

0．000202　　0．007453　　0．02236

0．07828

0．1576

0．0308

5．993・

2．208　　　2208

1，641　　　　3・281

0．5033．　　O．5033

醐酸（メタ）（HBO2）＿＿．．．＿

王圭酸（メタ）（II2Sio3）　＿＿＿

0．3969

0．0020

0．03311

9．284　　　　5．993

0．0456

42418

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　’

クロールカリウム（KCI）………・…r…　01003833

クロールナトリウム（NaC1）・・1…………　0．1260　魎

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・………・・…0．1187．ノ

．硫酸カルチウム（CaSO4）…一ρ・…・…・・…0．1081

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．02162・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．01709

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　一一・・・・・…　　0．000268

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕………∴・0，001276’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、硯月酸（メタ）（HBO2）・・。。…。・…・…・・。・・・・・…　0．0020

酪酸（メタ）（H2SiO・）…・…………・．一…0．03311．

　　　　　　　　　　　　　　　　　kO．4320
逝…離淡西斐（CO2）鱒・・・・…　乙・・・・…　∵・・・・・…　。・…　。0。0066、

　　　　　　　　　　　　　　　　　．0．4386｝

遊離炭酸（CO2）……一・一…

泉　　質

0．4320　　　13。57

0．0066　　　　1．50

　　　　0．4386　　．15．07

蹟純温泉ヒ回す

　　　　　！
＼　’ 37



’

’

　　し
　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　、

　　　　＿鬼怒川．温泉．『　．一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　9　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ所　在　地　　栃木縣臆面郡藤原村大字藤原字澤2蕃地　　‘．．　　．乙　　　　　　　　一

試験年月㌧昭和9年2月（某京）
性　　　状　‘無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すplI　7．26（18。，キソヒドロソ電池法）

．泓豆田t過度　　540

エビ　　　重　　0．9995　（150）

イオン；表 （響鶴鼓憲舘D
カチオン　　　　　・

　カリウムイオン（Kつ・……
　ナトリウムイオン（Naつ…・・

　カルチウムイオソ（Ca●つ…・

　マグネシウムイオン（Mg．’）・

　フェ面イオン（Fゲつ・・………

　アルミニウムイォソ（AI…）

　　　　　　　　　　　　’
アニオン
　クロールイオン（C1！）…・・」・

　硫酸イオン（SO4”）　…・……

　ヒドロ炭酸イオン（IICρ3’）・

　　　・．塁リ三聖

。・ @0．00156　　　0．0399

・　0．03401．　1．479

・・ @0．04965　　　1．239

・・ @0．00437　　　0．1797

・　0．00112　　0．02006

　0．0ユ241　0．3790噛

ミリヴアル

0．0399

1．479

2．478

0．3594

0．04011

1．137

5，533

・・ @．0．06977　　　1．968　　　　エ．968

　　　　　　　　　の・・ @0．1540　　　1．603　　　　3。206

・・ @0，0219R　　　O．3590　　　　0．3590

　　網代趾　　約1440h1（24時間）　、
　　蒸！客…残渣　．　　0．365．g　（1　kg　r：11）　　　　　　　　　　　　　　〆

塵類表囎蜷鞭羅蔽輪欝の）

石明姦婁（メタ）（IIBO2）・・鱒…　∵…

∫1三西菱（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…

蓮離炭酸（CO2）・・」・…・・……

0。3489’　　7．267　　　　5．533

0．0008　　　　0．01868

0．0314　　　0．4077

0．3811　　7。693

0．00638　　　0．1063

　　　03875　　　7、799

蹟純温泉に燭す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・…・…・………0。002975

クロールナトリウム（NaCl）一ミ………・0LO8644

クロールカルチウム（CaC19）…一……・・0．02591・

硫酸カルチウム（CaSO4）…・………・…・…0」．1381

硫酸一マグネシウム（MgSQ1）……・・…・…0．002366

置炭酸マグネシウム〔M9（履ICO3）2〕・・…・9翫02遡

霊別丁甲西餐イヒ墾5～〔Fe（IICO3）2〕　・・・・・…　鱒・・　0．004666・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕……・・㌔…0．06491

醐酸（メダ）（Hお02）・・・・・・・・・・・・・・・・・・…。・・脚・0。0008

灘三西金（　メ　　タ　 ）　（II2Si（）3）　　　●．・●■●b∵●・．●●○，●・。。。．・・　　0●0314

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．38U
遊捺口写き語～（CO2）　　。・・・・・・・・…　軸・…　。・・9・・7…　9・　0．00638

　　　　　　　　　　　　　　　　　0，3875

泉　　鷺

’

鬼怒川　温泉 （賓の湯）

　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　コ　　　　　　　　リロ

　　　　　　所　在地　　栃木二塁谷郡藤原町大字藤原宗澤2番ナ也
　　　　　　言」t験年∫ヨ　　　　旧て蓄才0　13　年　3　月　　（策ノJ丸）

　　　　　　性．　　状　　無色澄明にして賜アルカリ性反回を呈すpll　8．70（18。，水素：瓦斯電池Z∫ξ）

　　　　湧翼牙隻温r芝　　540　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・逝勇　且玉　孟㌃　．　糸勺．3600hl（24時に！1）

　　　．．比　重．0．9994（15。♪　　　　　‘鞭幾渣　ρ・459’（fkg中）
材ン衷（本門水1kg中に含有する各徳分及其鮭次の如し）　　盟類表

カチオン

　1カリウムイオン（Kつ　………

’ナトリウムイオン（Na’）……

　カルチウムイナソ（Ca煽’）……

　マグネシウムイォソ（Mg’◎）　・

　フェロイオン（Fe’●）・…・・……

　アルミニウムイオン（Al卿）

ア昌オン

　クロールイオン（C1’）………
　．硫酸イオγ（耳04”）　・・…・……

　炭酸イオン（CO3”）……・・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…

　水酸イオ’ソ（OI1’）＿＿。＿＿．．

　9　…り狸遊　ミリヴアル

0．006919　　0．177　　　　　0．1770

0．06842　　　2．975　　　　2．975

0．05728　　　1．430　　　　2．859

0●005923　　0．2436　　　　0．4871

0．①0067P2　　0．01204　　　0．02407

0．000455　10．01679　　　0。05038

0．07378　　　2，081

0．1920　　　　1．998

0．①02855　　0．04758

0．009586　　0．1571

0．004121　　0．2423

6．573

2，081

3．997

0。09516

0．1571

0．24231

　　　　　　　　　　　　　0。4608　　　9．380　　　　6．573

硯1酸（メタ）（IIBO2）・・・………　0．004002　0．09133一

滋酸（メタ）（巧12SiOg）　　・。・。・・…　　0．03484　　　0。4462

泉　員賢
豊

　　　　0●4608　　　　9．835

’軍純温泉に陽す

　　　　（木鑛水は共集成に於て1k中次の成分を含有する溶液に概略9相回す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KC1）　・……・……・…　0．0132

　クロールナトリウム（NaCl）………∴…・0．1113

　碕酸ナトリウム（Na2SO4）・・……・…・…・・0．076P8

　硫酸カルチウム（CaSO4）・…一……・…0．1946

　硫酸マグネシウム（MgSO｛）・。…・…・・一〇．001001

　重炭酸マグネシウム〔Mg（HOO3）2〕…1・・0．009735

　炭酸マグネシウム（MgCO3）……・・…・…　0。004013

　水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕∵…・…0・007067
・　震淡酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　∴…　……こ。0．002141

　硫酸アルミ属ウム〔AI2（SO　l）3〕…’…・・…0．002875

　二月酸（メタ）（HBO2）・。・・・・・…　。・…　。・・・・・・・・…　0．004002

　ii｛三酸（メタ）（H2Sio3）…・……・…。。。・。…。・0．03484

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4608

38



．、

‘

　　　　　　　　　所在地ノ

　　　　辱　1、．　　試験年月
　　　　　　　　　．性　　　状

　　　　　　　源泉濫度69。．
　　　　　　　浴槽温度68。

　　　　・イオン表

カチオン
　：水素イオン（II’）　・…・………・

　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
　　　　　　　　　　　ノ　フェロイオン（Fピ●）…・…・…・

那須湯本温泉
’

栃木縣那須郡那須村大字湯本卑3番地（同村向字、147番地より引母す），　ノ

昭和6年7月（東京）
．無色澄明にして微弱酸性反懸を呈すpH　3。48（18。，．キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　量’約3600hl（24時間）
　　　　　　　　　　　　上ヒ　　　　　　重　　0．9995　（150）　．

鷹蛮譲鍵菱蟹宅）

アルミニウムイォソ（A1幽’6）・

ア昌オン

　0．0036

　0．0201

　0．0597

　0，0101

　0。0006
・・@0．0028

一． @クロールイオン（C1，）・…・…・

　　ヒ『ドロ硫酸イオン（IIs（）4ノ）…

　硫酸イオン（SO4”）…・響……

　　　ミリイオン及：
　9　　　ミ　リモル
0．000032　　0．0319

　　　　0．0921

　　　　0．8739

　　　　2．9798

　　　　0．4153

　　　　0。0107’

　　　　0ユ037

ミリヴァル

0．0319

0．0921

0。8739

2．9798

0．8306

0。0217

0．3101

堕類表

5．1398

0．0128　　　　0．3610　　　　0．3610

0．0031　　0．0319　　0．⑪319

0．228　　　　2．3735　　　47469

0。3408　　　7．2738　　　5・1398

0。0826　　　　1．0579

麟蜷馨磐羅乏繍目欝9）

クロールカリゥみ（KC1）　＿＿．

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（MgSO4）∴・・

硫酸亜酸化鐵（FeSO∂　＿．．．＿

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・

遊離硫酸（II2SO4）……・………

珪酸（メタ）（II2Sio3）一・……・・

ま淫1酸（メタ）（II2環03）　＿＿＿

泉　　質

　　　0≧4234　　　8。331ク

填純温泉に鵬す

、曽

　　　　　　9
・・・・・・・・… @　0。0069

…　。・㌻・・…　　0．0157

・・・・・・・… @　0。0430
「匿・。… @。・…　　0．2028

」・・…・・… O．0500

・… @。。・。…　　0．0016

・・……… O．0177

＿＿＿
b撃nO31　　・

。・け・。・・鱒・ @0。0826　　　　「ρ

　　　0．4234　　・　、

、

所在地
試験年月
性　　　三

二 ．本 鑛 泉．

’栃木縣那須郡那須村大字湯本215番地

、昭和9年2月（東京）
無色澄明にして硫化水素臭を具へ微弱酸性反懸を呈す
．plI　6。00（180，キソピドロソ電池法）．’

　　　　　　　　　　　　　湧　　出　　量　　糸田　45000　hl　（24　時間）

　　　　　　　上ヒ　　　　重　　1．0　（150）

　　　イオン表（欝湿熱籔纐D
カチオシ　’．『　　　 　　　　女．　1写㌢盈

　カリウムイオン（K．）・……・・0．01335　0．3414

　ナトリウムイオン（NaO）……0．07181　3．122

　カルチウムイオ．ン（Ca∵）……　0．1551　3．871

　マグネシウムイオン（Mg’●）　0．07734，3．180

　フェロイオン（Fe●6）げ………・　0．000224

　アルミニウムイオン（A1…）　0．000582

・アニオン’

　クロールイオン（C1ノ）・…．・＿

　硫酸イオシ（SO4〃）　∴・………

　ヒドロ炭酸イォ・ソ（IICO3ノ）…

　水回イオン（IISり……・・∵・…

’　　　、　　　’　　ψ

　　“蒸獲残莚査i1．178　g（1kg　rlτ）

塵類表．（欝麟鰹羅蔽論欝の〉

0，1183

0．4671

0．1993

0・0冬331

　　　　ミリヴアル

　　　　0．3414

　　　　3。122
　　　　7．74冒

　　　　賦360
0．004012　　0．008023

0，02148　　　0．06443　’

3。336

4．862

3．267

1．310

17．64

3．336

9．724

3．267

1．310

　　　　　　　　　　　　1．146　　　23．31　　　　17．64
硯月酸（メタ）（｝IBO2）・・・・・・・・・…　　0。0112　　0。2556　’

珪酸（メタ）（II2Sio3》…・・・・…　　0．1195　　1．531

　　　　　　　　　　　　1．277　　．　　25。10
遊離淡酸（CO2）…………　……　　0．1467　　　3。335

遊離硫イヒ水素（II2S）　・・・・・・・・・…　　　0．02015　　　05912

　　　　　　　　　　　　1．444　　29．03

　　泉．質　 石弓含有硫化水素泉に局す．

＼＼

＿39一

　　　　　　　　　　　　　蒐　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
ク白一ルカリウム（KC1）　……・・…・…・・0．02545

クロールナトリウム（NaC1）・……・……・0．1059．・

：水硫化ナトリウム（N証IS）・……・・…・・一〇・073鱒、

クロールカルチウム（CaCI2）・……一・…0．06562

硫酸カルチウム（CaSO4）・一…∴…・・…0，4464

硫酸・マグネシウム（MgSO4）……………0．1867

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO8）2〕……0．2385・

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…………0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・∵・…・・…、0．003677

箇中（メタ）‘IIBO2）……・・………………・0．0112．

珪酸（メタ）（II2Sio3）　……∵・・………・…0．1195

　　　　　　　　　　　　　　　　1．277
逝i離炭酸（CQ2）　…、…・……・…・…・……・oL1467

進離硫イヒかく素（II2S）。・p・。・。・r・。。・。・・∴・。…　。・・　0．02015

　　　　　　　　　　　　　　　　1．444

　　　　　　　　　　　　，　　　　　　．　・　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

’

’

9



」

’

ノ

所在・地
試験年月
性　　　状，

源泉温度60。

一川 俣　『温 泉

栃木縣騨谷郡栗山村大字川俣鬼怒沼國有林内

昭和7年コ1月（東京）
無色澄明にして微弱酸性反懸を呈し之を煮沸すれば微蜴アルカリ性に墾ず
pII　6．40（180，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　妻勇　　出　　五t　系勺　259　h1　（24時間）’

、　　　　　　上ヒ　　　重　　1。0．（150）

材ン表囎欝血憲二面）
カチオン

　カリウムイオン⊂Kつ　………

　ナトリウムイォソ（Na’）。…．．

　カルチワムイオソ（Ca●つ・・r…

　マグネシウムイ・オソ（Mg。’）

　フ出ロイオソ（Fe●り・・。。，・……

　ナ・ルミニウムイオン（A1●’つ

　ア昌才ン
’1’ Nロールイオン（C1’）　・・…・…

、　硫酸イオン（SO4”）　…・し…・…

　　ヒド’ロ淡酸イオン（IICO3り…

　　蒸袋残1査U59（1　kg中）
璽類表（本細水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

硯月酸（メタ）〈11BO2）。．＿＿．＿

∫麦百盈（メタ）（II2Sio3）・・。・・。・・・…

；旋離淡酸（CO2）・・

　　泉・　質

　　　　　ミリ農鍵・wアル
ノ　　　9

　0．03457　　　0。8841　　　0．8841

　0．2970　　12．91　　　　12．91

0．06643　　1．658　　　　3．316

　0．005897　　0．2425　　　　0．4850

0．000224　　0．004012　　0，008023

・0．000997　　0．0368　　　　0。1104

　　　　　　　　　17．71

0．4327　12．20　　12．20

0．1222　　　1．272　　　　2．544

0．1臼11　　　　2．970　　　　2。970

1．141　　　　32，18　　　　　17．71　．

0．04541　　　1．032

0．1340　　1。711

　　　　　　ユ。320　　　　34．92

・。一。・・・… @。・・。・　　0．0418　　　　0．950

　　　　　　1．362　　　　35．87

　　弱食聰泉に庵す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
クロールカリウム（KC1）　…・・……・……　0．06592

クロールナトリウム（NaC1）一………・・0．6615

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・……・0．1132

硫酸カルチウム（CaSOの・・……・…・…・…0．05714

誼炭酸カルチウム〔磁（IICO3）2〕・…・…・0．2007

霊炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕……0．03549．

匝炭酸亜酸イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　…・……・・0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕…………　0．006301

磯1酸（メタ）（IIBO2）・・……・…・・…・……・・0・04541

品詞（メタ）（II2Sio3）・……　………・…b…0．1340

　　　　　　　　　　，　　　　　　　　1．320
遊離5歩…酸（CO2）　　・g・・・・・・・・・・・・…　。・。・・…　。…　。0．0418

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．362

辱

所在地
試験年月
’性　　　状

．難頂山鑛泉（冷）
栃木縣歴谷郡藤原村大字高原字難頂山國有林班と小三

口召禾口7年5月（東京）

淡褐色澄明にして酸味並牧敏昧を具ふlpll　2．39（19。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　・　　　　　テ勇．～1、　5丘　　糸勺29hl　（24時暇D　・

　　　上ヒ　　　重　　1．0004　（150）

イオン表　（本州水1kg中に含有する各成分内編漱の如し）

‘カチオン

　フk舅そイオ・ソ’II●）　……兜……・

　カリウムイオン（Kつ　…。・・

　ナトリウムイォソ（Na●）・・…

　アムモニウムィォソ（NII4●）

　カルチウムイ才ソ（（h。’）…・・’

　マグネシウムイオン（Mg●つ

　フェロイオン（Fe●’）…・……・

　フェリイオン（Fc●●り　・。・・。…

　アルミニウムイオン（A1’●●）

　　　窪
・’ O，0033

・　0。0023

・　0．0117

　0，0015
・　0，0036

　0．0026

・0．0043

・　0』643●

　0．1324

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（SO4，り…・……・・

①．0190

03169

1．1599

堕類表
ミリ碑ン発　・リヴアル

3．2644　　　　3．2644

0．0588　　　　0．0588

0．5087　　　　05087

0．0833　　　　0．0833

0」0899　　　0・1797

0．1069　　　　0．2138

0。0770　　　0．1540

2。9423　　　　8。8270

4．8856　　　14．6568

27．9465

10．5358　　　0，5358

3．2644　　　’3．2644

12．0732　　24．1463

（本建永は其簸成に於て1聡9中次の成分を含有する溶液に概略相當す）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ
クロールカリウム（KC1）　…・………・・…　0．0044

クロールナトリウム（NaC1）・……・∴・・…　0．0230

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・・…・・0．0082

ク菊皿ルアムモニウム（NII4C1）・…・…・0．0045

硫酸カルチウム（CaSO4）…・………・∵…9・0．0122

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．0129．　・
硫酸亜置建イヒ鐵（］『eSO4）・・。。・り・・・・…　。。・…　。・…　　0．0117

硫酸々イヒ鉛棄〔Fe2（SO4）3〕………・・・・…　。・…　0．5883

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・∴……　0．8365

遊離硫酸（II2SO4）一7……・…一……0。3202
珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・・…。。…………1蔓・コ．153

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．9372

　　　　　　　　　　　　　■．8218　　　27．8903　　27。9465
醐酸（メタ）（IIBO2）。∴・・。・・，・。。　0，1153　　1。4768

　　　　　　　　　　　　　’1．9371　　　29。3671

　　泉　　‘質　　　　酸性明塞緑鋒泉に属す

、

40

、



’　　　　　　．　　　．引　　　　　　　　　　　　　　　バ

　　1．、　所在地
　　　　　　一　　　試験年月
　　　1　．　　　性　　　状

　　　　　　　　上ヒ　　　重　　1．001　（150）

　　　　イオン表

　　　　　　　　　へ
：カチオン　　　　　　　　　　　　　9

　永素イオン（H●）……………　0．004507

　カリウムイオン（K’）………　0．002056

　ナトリウムイオシ（Na’）……0．0152

　カルチウムイオソ（Cal。）・・…　0．002997

　マグネシウムイオン（Mg’。）…　0．002793

鶏’頂山回泉（冷）　　・
　　　1　　　　　　　　伽

栃木縣盤谷郡藤原村大字高原鶏頂山75番地め’i
昭和7年10月（東京）　　　一　　　　ン　　　　　　　　　　　　　・，
淡褐色澄明にレて牧敏性鐵味及酸昧を有すpll　2．26（18。，キソヒドロン霊三法）．．

（本研水1kg中に含有する各回分及其量家の如し）．

フェロイオン（Fe●’）…・ラ…・…

フェリイオン（Fe●つ……・∴

アルミニウムイオン（A正幽”）・

銅イオン（Cu’つ・…　……・……

7二才ン
　ク・帥ルイオン（c1’）∵…lr・

　ビドロ硫酸イオン（HSO4ノ）…

　硫酸イオン（SO4”）．…………

00312
01457
0．1444

0．0006

　　湧出、量約56hL（24時間）
塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中衣の威分を含有する溶液に概略相當す）

量り黄饗・リヴ・ル

4．507　　　4．507

0，05258じ　0。05258

0．6609　　　0．6609

0．0748　　　0．1496

0．1149　　　　0．2297

0．5585　　　　1．117

2．609　　　　7．828

5．317　　　15。95

000944　　　0．01888

30。51

珪酸（メタ）（H2Sio3）

泉　　質

0．002965　　0．08362　、0．08362

0．4375　　　4．507　　　　4．507

1．245　　　12。96・　　　25。92

2．035　　　　31．45　　　　　30，51

0．1562　　　　2．001

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’9

クロールカリウム（KC1）・………・1．……0．00392

クロールナトリウム（NaC1）…・・………・0．0Ω1815　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・………・…・0．04475

硫酸ヵルチゥム（CaSO4）　………………0。01018　　，
硫酸マグネシウム（MgSO4）・・……L……oiO1383

硫酸亜酸イヒ鐡（FeSO4）∴・…　。・・…　一・。・・・・・…　　0．08485

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0硫酸々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3〕・。・…………・…・0．5217

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・し・……　0．9103．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
硫酸銅（CuSO4）・………・…・…・・………・0．001507

遊離硫酸（正1重SO4），・・・・・…　。・・。・。・・。・・・・…　∴・0．4420

珪酸（”）（II・SiO・）∵…∵・……∵…’0・1562

　　　　　　　　　　　　　　　　　2，191

　　　　2．191　　33．45

酸性明彗録惣泉に属す

所　在　地
試験年月
性　　　状：

城’山 鑛’ 泉（冷）

栃木縣河内郡城山村大字輻岡字細野1364番地
昭和12年11月（東京♪
類楊色澄明にして酸昧並牧敏性鐵昧を具ふ
pH　1．95（1δ。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　量約54h1（24時間）
　　　比重1．003（15。）

イオン表（嶽蕨舞子編わ
：カチオン

　水素イ’オγ（IIつ　……．・・…・・

　カリウムイオン（K●）…＿．．

　ナ．トリウムイオン（Na●）．＿．．

　カルチウムイォソ（Ca’．）・…

　マグネシウムイオン（Mg●●）

　フェロイオン（Fe．つ………・1

　フェ、リイオソ（F・’．●）∵…

　マンガノイオソ（Mnつ…・
　7ルミニウムィォソ（A1●’。）

銅イオン（Cuつ・…凶…・∴・’・

　単簡イオン（Zn●つ……・…∵・・

　　　9
・　0。006194　．

・　0．00109

・．0．007027

・も　　0．01542

　0．006106
・0．1967

・・ @．0β47霊　　　11．59

騨　　0．00658　’．0．1198

．　．0．1882　　　6．943

・　0。0125　　　　0．1968

・　，0，008　　　，0．1224

7二才ン
　クロールイオン（Ciつ………
　ヒドロ硫酸イオン（HSO！）＿

　硫酸イオン（SO4”）　・…・・……

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）

　ヒドロ砒酸イオ．ン（IIAsg4”）

塵類表
茎Pヂ葦ン馨　　ミリヴ7ル

6．145　　　・6．145

0．02788　　　0。02788

0．3055　　　　0．3055

0．3849　　　　0．7697

0．2511　　　　0．5021

3。523　　　　7．045

34．77

0．2396

20。83

0．3935

0．2448

71．27　髄

珪酸（メタ）（II2Sio3）

泉　　質

0．06364　　　1．795　　　　1。795

0．5961　　　6．145　　　　6．145

2．967　　　30．88　　　　61．76

0．04062　　　0．4229　　　　0．8458

005077　　　0．3627　　　　0．7254

4．813　　　　69．21　　　　　71．27

0．083　　　　】LO63

　　　　4．896　　　　70．27

概繁含有酸性明響縁韓泉に属す

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の三分を含有する溶液に概略相當す）

●．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・・…・……∵・…　0，002079　’

クロールナトリウム（NaCl）…・・……・…　0．01786．

クロ甲ルカルチウム（CaC12）…………・∵0。002459．

砒酸カルチウム（CallAsO4）………・∴・∴n。0653　’

クP一ルマグネシウム（MgC12）…………0。02391

亜クロール鐵（FeCI2）………・……・…∵・。0．05801
硫酸亜酸イヒ鐡（FeS（）4）・・叫・・…　。…　∴・・・・・・…　　0；4656

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　2．317

硫酸亜酸化マンガン（恥SO4）・∵…：・・…0．018ρ9

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………　1。141

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・……・・0。04826

五虎酸銅（CuSO4）　g……・………………1…0，03141

硫酸亜目告（ZnSO4）………・・。「……・・………　0．01977　．

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・・…・……∵……．0．083

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．896．

一41
9



し

所在地
試験年』月
性　　・状

　　　　　　　源泉温度44。
　　　　　　　まヒ　　　　重　　1．0　（150）

　　　　　　　　　＊　　　　イオン表

カチオン　　　　　，　　　　　　震
　江つウムイオシ（K●）………　0．O141

　ナトリウムイナソ（Na。）……　0．06265

　アムモニゥムィォソ（NII4’）　0．0016
　カル与ウムイオ’ン（Ca●’）・・…・　0．1780

　マグネシウムイオン（Mg．●）　0．02819
●

　フエロイオソ（Fe●’）’・・………　0．0063

　アルミニウムイオン（A1’●．）　0．002857

　　　　　　　へ

伊香保温し泉（第戯泉，鵬）
群馬縣群馬郡伊香保町大掌伊香保字甲湯元584番地’、・・

r昭和9年9月（東京）　　　　』，
無色澄明にして微弱酸性反懸を呈す
p旺5．60（臨地，31。，上ヒ色法），pl【6．41（180，キソ・ヒ’ドロシ電｝也法）
　　　　　　　　　　　　湧　　ll～　」逢　　糸く」　4730　h！　（24・時贋】）

（本三水1kgrドに含有する各成分及其凱ヒ次の如し）

ミリイオン及
ミ　リ　モル

0．3606

2．724

0．①8889

4．443

1．159

0ユ128

0．1054

　　．灘ミ焚残童査　　1噂163　g　（1　kg　rlI）

　　♪ヒ～EΣ移出　　0．001735　（230）

塵類表四三鞭三献，鵜1享の）
ミリヴアル

0．3606　’

2．724

0．08889

8，885

2．318

α2256

0．3163

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．92

ア昌オン

　クロールイオ’ソ（Cl’）………　0。1573．　4。436　　4．436

　硫酸イオン（so4”）　…………　0．2850　　2．967　　　5，933

　ヒドロ茨i酸イオン（HCO3’♪…　0．2776　　4549．　4549

　　　　　　　　　　　　　　　1．013　　　　20．95　　　　14．92
　石明百金（メタ）（IIBO2）　・。・・・・…　一・　0．0064　　　0．1461

　王叢西愛（メタ）（H29io3）　　。・…　。…　　　0．2025　　　　25り4

　　　　　　　　　　　　　　　1．222　　　23．69
　遊悶髭三百量（CO2）・。・・・・…　鱒・・・・…　　　0．297R　　　6．768

　　　　　　　　　　　　　　　1。520　　　　30．46

　；尊　f出　’マンガノイオン　痕跡　　　　　　　　 」

　　　泉質　土類含有弱石膏性苦味泉に厨1『

　　　　　　　　’
1

所在地
試験用刀
性　　　1伏

源；泉源度　49。
上ヒ　　　＝E　　1．0　（150）

　　　　　　　　　＊　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイ才ソ（K’）　・……・「

　ナトリウムイオン（Na●）……

　アムモニウムイオソでMI4●）

　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”）…………

　アルミニウムイ才ソ（A1∵つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐸
クロールカリウム（KC1）　……・・……・…　0．02689

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・0．1592

クロールアムモニウム（NH4C1）………0．004756
ク隔心ルカルチウム（CaC12）…・………・・0．07007

硫酸カルチウム（CaSO4）・……・・…………・0．3823

墨蹟1酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・0。1625

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…・・0．1696

置ク｝ミ酸亜酸イヒ鐵〔1弛（1【003）2〕　・・。・…　。・。・・　0．02006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕………・・。0．01805

碑西山（メタ）（IIBO2）…………・・…………・0．0064

f甑曼（メタ）（【12Sio3）　…・……・………・…0．2025

　　　　　　　　　　　　　　　・　1．222
；雄＝寓！豊1るミ西餐（CO2）　　・・。。…　。・・。。・り・・・・・・・・・…　韓・・　0。2978

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．520

●

伊香保温泉（第2號泉）
群馬縣群馬郡伊香保町大字伊香保字甲湯元582番地先
昭i和9年9月〔策京）
殆と無色澄明にして微弱酸性反懸を呈す
pII　5。20（臨1匝，260，上ヒ色法）．pII　6．13（コ80，キソヒドロソ電溢E法）

　　　　　　　　　　　　湧　　且～　猛　　糸く】　1889h1　（24時間）

（本錨水1kg中に含有する各成分及固鎚次の如し）

　　　　言リイオン及：
　　9　　　　．…　リ　モル

0．01428　　　0．3652

0．06639　　2。887

0．0018　　0。10

0．1840　　　4．592

0．03162　　　1．30

0．005209　　0，0933

0。003689　　0．1361．

　　蒸焚残渣　1．081g（1　kξ中）
　　比電強度、0、00148‘1R。）
塵類表（本鑛水は共集成に於て1k窪中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴアル

0、3652

0．2887

0ユ0

9．184

2、6q

O．1866

0．4084

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．73
ア昌オン　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　．

　ク・ロールイオ’ソ（C1’）・・…・…　0．1808　　5099　　．5：099

　硫酸イオン（so4”）…・・…・…　0．2132　　2．219　　4438

　ヒドロ淡白イオ・ソ（HCO3’）…　0．3779，　6．194　　6。194

　　　　　　　　　　　　　　1．079　　　22．99　　　　15．73
　臨月酸（メタ）（IIBO2）　・……∴…　　0．0032　　　0．07303

　灘三酸（メタ）（II2Sio3）　………　02116　　2．710

　　　　＼　　　　‘　　　　　　　　　　　　　1．296　　　　25‘77、

　主匠三炭西髪（C（）2）・・・・・…　。・・・・・・…　　0。2164　　　4．919

　噂　　　　　　　　　　　　　．　．　　　　　　「　1．510　　　30．69　・

　其他マソガノ及ヒドロ燐酸イオン各痕跡
　　　泉質　土頽含有弱石膏性苦味泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽
クロールカリウム（KC1）　・・……・・…8・…　0。027231

クロールナトリウム（NaCl）・・…・一・…・0．1688

クロールアムモニウム（NII｛C1）一・…・0．00535

クロールカルチウム（CaC12）…・・．…・…・・0．09695．．

硫酸カルチウム（CaSO4）…・・…・・…・・……0．2743

環炭酸カルチウム〔α（IICO3）2〕・……。・0．2762

重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……　0。1902，．

＝E炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕　…・・…・…0．01659

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕…………　0．02331

磯三島‘メタ）（IIBO2）●・……・6……・……・…0．0032

錘酸（メタ）（H謁iO3）…・・………………蓮21：鍾＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．296
春雨炭酸（CO2）　・……・…・……・………・・0．2164

●

、

1．51



■

，所在　地
試験年月
性　．状

源泉温度　47．5。
　　　　　1．0　（150）比　　重

　　　　イオン表室

カチオン
『カリウムィォソ（K’）・．＿．＿

．ナトリウムイオン（Nの・・…・

　アムモニウムイォソ（NIIの

　カルチウムイオソ（Cバ）・・・…

　々グネシウムイオン（Mg●’）…

　フェロイオン（Fごり…………

　アルミニウムイオン（Arつ…

　　　　　　　　　　　　　　　　　／

伊香保．温泉悌3三三）
　　　　　つ
舗轡朔馨影字隅三元59ρ葺地噛
盈讐織贈醗讐讐翻（180，キソヒドロソ電字也法）・．

（本鑛フkik9曙1に二r含・イ∫する各三分露語量次の如し）

　　湧　　1島　　量　　糸勺　12960　h1　（24．時間）

　　蒸姿歪残i査0．8239（1kg　FlI）　
　　比電導度0．001119（18。）
塵類表（本鑛水は其三三に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相互す）

　　　　…リイオン及　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　　ミ　リ　モ．ル

0．007718　　0，1974　　　0．1974

0．08049　　3．50　　　　　3．50

0，0033　・　　0．1833　　　　0．1833

0．09992　　　2．494　・　　　4．987

0。02105　　0．8655　　　1．731

0．01039　　0．1861　　　0．3721

0．004455　　0．1644　　　0．4932

アニオン
　クロールイオン（C1’）・・’・‘…・0．06611　1．846

　硫酸イオン（SO4”）……一∴　0．1893　1．970

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）…　0．3453　　5．659

11．46

1．864

3。941

5．659』7

　　　　　　　　　　　　　0．8280　　　17．08　　　　　ユ1．46

石朋酸（メタ）（IIBO2）・・……・…　0．00227　0．05182

珪酸（メタ）（II2Sio3）…………　0．2140　　2．741

　　　　　　　　　　　　　1．044　　19。87
遊離炭酸（co2）　・・・・・・・・・・・・・・…　。噛0．3436．　　7．809

　　　　　　　　　　　　7　1。388　　　27．68

其他マンガノ及ヒドロ燐酸イォソ各痕跡
泉　　質 土類含有長酸鐡泉に擾す

9

r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　クロールカリウム（K：CI）　……・……・・…0。01472

　クロールナトリウム（NaCI）……一・…・’0。08671

　硫酸ナトリウム（Na多0）……・・…・・…・・0．1433

　クロールアムモニウム（NII4C1）’………0．009807

　硫酸カルチウム（CaSO4）…・……・………・0。09741・’

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……」・・0．2882
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．1267

　　　　　　　　　　　　　　　ノ：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（Ilco：ウ2〕…一・一〇。03309

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・∵………　0．02815

　石朋酸（メタ）（IIBO2）…………9………・…？0．0022デ．

　韮圭酸（メタ）（H2Sio3）　……・…・…………・0．2140

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．044
遊離炭酸（CO2）。……・・一…・・………・門0．3436

　　　　　　　　　　　　　　　　　．1．388．

、

、

所在地
試瞼年月
性　’　状

伊香保澁泉．・（第4號泉・第二前回湯）

源泉温州50。
上ヒ　　　　重　　1．0　（150）

群馬縣群馬郡伊香保町大字伊香保字甲湯元577番地
昭和9．年9．月（東京）・
殆と無色澄明にして微弱酸性反懸を呈ず
pll　6．20（臨地，31。，比色法，，PH　6．53（18。，キンヒドロソ電池法）

イオセ表＊（本畝傍1kg巾に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　　g
．カリウムイオン（K’）　………』0．0212

　ナトリウムイオン（Na’）……0．05405

’アムモニウムイオソ（NII4●）　0．0014

　カルチウムイオソ（Cバ）・一・0。2464

　マグネシウムイオン（Mg’●）…　0．045％

　フェロイオン（Fe’○）。……・…・　0．002545

　アルミニウムイオン（Ar●●）…　0．001958

ミ1」イオン及
　　　　　ミリヴ7ルミ　リ　モノレ

　　　へ0。5422　　　0．5422

2．350　　　　2。350

0。07778　　0。07778

6．15Q　　　12．30

1．861　　　　3．722

0．04558　　　0。09115

0．07227　　　0．2168

　　湧　出　jLヒ約39318　hl（24時贋D
　　畑町残主査｝　1．458　g　（1kg中）
　　ユ＝ヒ電、導度　　0．00209　（1RO）

同類表（欝諭示馨羅乏騰欝の）

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■9．30
　ア昌オン　　　　　　　∫．
　　クロールイオ・ン（CIノ）　………　0．1632　　4．602　　　4．602

　　硫酸イオγ（SO4”）…………　0．3220　3．352　　6．703

　　ヒドロ淡酸イオシ（IICO3’）…　0．4878　7．995　　7．995

　　　　　　　　　　　　　　　1．346　　　27．03　　　　19．30

　　醐酸（メタ）（IIBO2）…・。・……　0．0032　　0．07302

　　珪酸（メタ）（II2SiO3）　●・・、。。・・。　0．1919　　2．458・

　　　　　　　　　　　　　　　1。541　　　29。56
　　　
　　遊離∫炎酸（CO2）…………　……　　0。2663　　　6．052

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．807　　　35．61

　　　泉質　土類含有弱石寳蛭苦味泉に圃ナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧　、F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
クロールカリウム（KCI）　・・…………・…　0．04043

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殉クロールナトリウム（NaC1）・・」…・…・・…0．1374‘

クロールアムモニウム（NII4C1）………0。00416■

クロールカルチウム（CaC12）・∵…・・…・…　0．09058

硫酸カルチウム（CaSO4）…・・……・…・一〇．4415

：重扇酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一・…・0．3389

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．2723

重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（HCO3）2〕…………0．00＄106・

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕…・……，・0．01237

研月酸（メタ）（IIBO2）・……・・…・・……6・・…・0．0632

ユ…圭酸（メタ）（II2Sio3）　。・・・・・・・・・…　。・r・・・・…　。0．1919

　　　　　　　　　　　　　　　　　．1．541　，
遊離芳之酸（CO2）　…・……・…・……………　0．2663

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．807L

、



’

　　　　し
所在地
試瞼年月
性　　　状

シ頂泉7濫｛度　　410

比　　霊

伊香保温泉（第5號泉，吹上の湯）

　群馬縣群馬郡伊香保町大字伊香保字甲湯元574．番地の1
　昭和9年9刀（策京）　．
　無色澄明にして復弱酸性反懸を呈す
　pl【5。40（臨，也，310，比色法）．p116．80（180，キソヒドロソ電池法）
　　　　　　　　　　　　　湧　　口」｝　∫Lt　糸勺　603h1　（24時間）

1．0（15。）

イオン表＊ i響錫贔憲甥1わ

　カチオン
　　カリウムイオン（K’）　・・……・

　　ナトリウムイオン（Nの……
！　　アムモ筒ウムイオン（NHの

　　カルチウムイオン（Caつ…轡

　　でグネシウムイオソ（Mgつ…
　「　フェ’ロイオン（Fe’●）…………

　　アルミニウムィォソ（Ar●●）＿．，

　　9
0．00595

C．07709

0．00105

0．2384

0．05036

0．009535

0．0ユ177

　　の…リイ才ン及
…　リ　モル

0．1521

3．352

0．05833

5．949

2・071

0・1708

0．4343

　　蒸仁愛’搬…芒査1．6549（1kg　r11）
　　．Lヒ五じ導度　　0．001874　（ユ80）　　　　　．

塵類表（本鑛水は其集威に於て1kg中i欠の威分を含有する溶液に概略相同す）

　　’ミリヴアル

0．1～21

3．352

0．05833

雷1．90

4．141

0．3415

1．303

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．25
アニオン
　クロールイオ’ソ（CI’）・・……・　0．06116　1．725　　1。725

　硫百駐イオ・ン（SO／ノ）　……・・…・　0．3885　　4．044　　．8．088．

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…・0．6976　　11．43　　　11．42

　　　　　　　　　　　　　　1書541　　　29．39　　　　21．25
　醐酸（メタ）（IIBO2）　・．∴・．●。・。・・　　0・00227　　　0．05182

　灘1酸（メタ）（H忠Sio3）　………　 0．1896　　2．428

　　　　　　　　　　　　　　ユ．733　　　　31．87

　；佐離炭酉を（CO2）・…・…・・鱒……　　0．5157　　11．72

　　　　　　　　　　　　　　2．249　　　　43．59

　　　泉　　質　　　　土類含有弱郡性苦味泉に比す’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロール：カリウム（KC1）　……・…・…・…0．01134

、クロールナトリウム（NaC！）……・…・…・0。08854

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……＾…・…・・0．1305

クロールアムモニウム（MI4C1）・…・…・0．003121

硫酸カルチウム（CaSO4）　・……・………・0。3368

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．5634

置炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．3030

匝炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕一…・・…0．03037

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．07436

硯月酸（メタ）（IIBO2）…………・……・……・0。00227

∫1：酸（メタ）（II2Sio3）・・・…………・…・…・0．1896

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．733
琵左肉嘩炭浅菱（CO2）　　。…　。・・。。・。・・…　。・・。・…　。…　。。　g．5157

　　　　　　　　　　　　　　　　　2・24？、

9

、

’ 伊香保温泉（第6號泉，大堰渤
　　　　　　　　　　　　　、
　　所在地　　群馬縣群盲那伊秀保町大字伊香保字上の山573番地先
　　試験年月　昭和9年9月（東京）
　　性状殆と無色澄明にして微弱酸性反晒を呈す
　　　　　　　　plI　5．60（臨地，31。，比色法）．pH　6．14（18。，キゾヒドロソ電池法）
源泉温度　47。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕～　」！ヒ　　糸勺　64424　h1　（24時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧
」七　　　　重　　1．0　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勃笑焚残～査　　ユ．032　g　（1kg　l11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比電導；度0・001822（23。）　’
．・ ﾞン裟＊（響灘愚智㌶ID

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（聴1町）

　カルチウムイオソ（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（A「つ…

0。009487

0．09036

．0．0012

0。1423

0。0271

0．006222

0．01213

ミリイオン及
ミ　リ　モル

0．2426

3．929

0．06666

3．552

1．115

0．1115

0．4477

塵類表
…リヴアル

0．2426

3．929

0。06666

7．103

2．229

6．2229

1．343

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．14
アニオン，
　ク亡一ルイオン（C1，）「・……・。　0．1377　　．3。883　　　3．883　．

　硫酎～イオ・ソ（SO4”）　・・…・…・・。　0．2663　　2．772　　　5．544

，ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）…　03483　　5．709　　5．709

　　　　　　　　　　　　　　1．041　　　　21．83　　　　　15．14

　醐酸（メタ）（IIBO2）…………　0．0016　　0．03651

　鎧酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・…　　0。2072　　2．654’

　　　　　　　　　　　　　　1．250　　　24。52
・遊離炭酸（CO2）……・………・・0．2373　51393

　　　　　　　　　　　　　．1．481　．29．91
　　　泉　　質　　　　土類含有弱石膏二日昧泉に島す　　’

（本三水は其集成に於て1kg中次の成分を含卸する溶液に概略相印す）

クロールカリウム（KCI）　………………　0。01809

クロールナトリウム（NaC1）…・……・・…　0．2089

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…∵…………・0。02524

クロールアムモニウム（NII4C1）………0．003566
硫酸カルチウム（CaSO4）・・………・・……・0。2618

楽弓酸カルチウムCCa（HCO3）2〕………0．2640
重羨門マグネシウム（Mg（IICQ3）2ゴ・・…・0。1631

：重淡酸亜1酸イヒ鋸～〔Fe（IICO3）2〕　……＿＿0。01g82

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕………・・90．07665

石朋酸（メタ）（IIBO2）’…　。・・・・・・・・・・・・・・…　騨・…　　0．0016

エ1：酸（メタ）（H2Sio3）　．・・・…　。…　。・…　。。…　。・0．21D72

　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺50
；二尊炭酸（CO2）　…・・……　…………・……　0．2373

1

1．487

44
1



　　所在地
　　試験年月
　　性　　　状

源泉温度69。，

湯檜曾温泉
8

一・ p

群馬縣利根郡水上村犬字湯檜曾字湯鳥147番地の3

昭和6年4月（東京）
無色澄明にして弱アルカリ性反癒を呈すpII　8．4σ（18。，水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　：殴　約5702h1（24時間）
比　　　重　　0．9996　（150）

イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K●）

（本鑛永1kg中に含有す．る各放分割其三衣の如し）

　ナトリウムイオン（Na’）……

　カルチウムィォソ（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（Ar。●）…

アニオン
　ク．ロールイオン（C1ノ）…・・…　0．1455

　硫酸イオン（SO4”）…………　0．1100

　炭酸イオン（CO3”）　…………　 0．0042

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…・0．0124
　フk酸イオーソ（0正1ノ）・・。鱒鱒・。鱒・・鱒　　0．OO47

　　9
0。0054

0．ユ059

0．0386

0．0011

0．0002

0．0022

　　蒸軽量残！査0。ち39（1kg中）

塵類表（本鼻水は其集成に側てfkg中次の成分を含有する溶液に概略相當す〉

葦リヂ㌢影ミリヴル

　0．1381　　　 50・1381

’　4．6044　　　4．6044

　0。9633　　　1．9266

　0．0453　　　0。0905

　0．0036　　　　0。0072

　0．0812　　　0．2435

7。0103

4，1032　　4。1032

．1．1450　　　2．2900

0．0697　　　0．1394

0．2030　　0。2030

02747　　　0．？747・

　　　　　　　　　　　　　0．4414　　11．6315　　　7．0103
蛮月酸（メタ）（IIBO2）…・・……「　0．0ユ12　　0。2556

王圭酸（メタ）（II2SiO3）　・…。・…　0．0937　　1。2001

泉　　質

　　　　0．5351　　13．0372
　　　　　ノ　　　　　　ロ
里純温泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）・…………・・…0．0103

．クロールナトリウム（NaC1）…・……・…・0．231＆

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・一一………0．0454．

硫酸カルチウみ．（CaSO4）…………一一・0．0958層・

重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・……・0．⑰159、

即戦カル．チウム（CaCO3）、・・一………0．0070

水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕一・・・…0．0068，，

；水酸化マグネシウム〔M9（OII）2〕・……・・0．0026

璽淡酸亜酸イヒ鐵〔Fe（Hco3）2〕　・……∵…Orooo6

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3、…………　0。0139

棚酸（メタ）（IIBO2）……・・…．・一・………・0．0112

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・・………………・0．0937．

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5350・

、

　　所在地
　・試験年刀’

　　性　　　状

源泉温度　58．5。

　　　．比

イオン表．

カチオン
　カリウムイオン（K’）

：重　0．9995

湯檜四温「泉
群馬縣利根郡水上村大字湯檜曾字湯息147番地の■．

二二禾06年12．月（東京）　　　　　　 ，　　　．　　　　，　　。’

無色澄明にして弱アルカリ性反賑を呈すpII7．57（18。ゴ’キソヒドロン電池法〉

　　　　　　　　　　　　　湧　　幽　　五ま　宗勺4147　hl　（24時間）　．

　　　　　　　　　　　　　蒸菱歪残渣　　0489　（1kg　r11）

（本呼水1kg中に含有する各成分及其量亥の如し）’

ナトリウムイオン（Na二）・・…・

カルチウムイオソ（Caつ……

マグネシウムイオン（Mgつ…．

フェロイオン（Fe●つ・南・…・…

アルミニウムイオン（A1…）…

　　9
0．0032

0。0876

0．0515．

0．0070

0．0002

0．0028

アニオン
　クロールイオン（（11，）．………　0・1364

　硫酸イオン（SO4”）　…………　0．1075

　炭酸イオン（CO3”）…………　0．0112

　ヒドロ：炭酸イオン（IICO3！）…　0．0271

　水酸イオン（OHノ）………一・・0．0077

塵類表
ミリ廷ン1芒・リヴか

0．0818　　0．0818

3．8087　　　3．8087

1．2800，　2．5705

0．2879　　　0。5757

0．0036　　　0．0072

0．1033　　　　0．3ユ00

3．8466

1．1190

0。1865

0．4435

0．4528

7．3539

3．8466

2．2380．

0．3730

0．4435

0．4528

　　　　　　　　　　　　　0．4422　　　11．6137　　　　7．3539
現li酸（メタ）（IIBO2）1・∵…・…。・　0．0024　　　0。0548

巳珪酸（メタ）（II2SiO3）・・…・・…　0．0782　　1．0016

泉　　質

　　　　0。5228　　　ユ2．6701

三三浬泉に属す

騰雑糀脳病，鵜欝の〉’

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　9
クロールカリウム（KC1）　∵・……・・一・・0．0061．

クロールナトリウム（NaCI）…・・一……　0．2201

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・…・・0．0031

硫酸カルチウム（CaSO4）……・…・・………　0．1283’

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・010354

渉i酸カルチウム（CaCO3）　……・……・・…0。0125

捗i酸マグネシウム（MgCO3）……………0●0052

；水酸化マグ’ネシウム〔M9（OII）2〕………0．0132．

．置炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO∂2〕　・・………・0．0006

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・…・・．・・・…　0．0177．

四月酸（メタ）（IIPO2）・。。。・・・・・・・・・・・・…　∴…　一・0．0024

韮強酸（メタ）（II2S｛03）　。・鱒。・・・…　。・。一…　。・・9・　0LO782

　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　05228
　　　　　’

／

’

・45・



く●

・　、

所在’地
試験年刀
牲　　　状1

　源泉温度
・　比　　霜

イオン表

500

二三曾温泉
群馬縣利恨郡：水上村大字湯檜曾124窃地

ll‘｛牙076F　12∫」（東京）

無色澄明にして弱アルカリ性反悪を呈ナ
P1【8．40　（180，フk；筆…瓦共斤電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　鑓
0．9995　（150）

・（本釘目引く11く9呼1に含・イfr歩る各成分及二二ヒ火の如し）

カチオン　　　　　　　　・　　9
　ヵ’リウ」、イオン（K●）　・…　…。　0．01033

　ナトリウムイオン（Na’）…・・0．09457

　カルチウムイオソ（Ca”）……　0．05217

　・マグネシウムイオン（Mg●’）…　0．02032

　フェ冶イオン（Fe”）……・…・・　0．001121

　アルミニウム1イオン（A工…）・・♂0．001484

アニオン
　クロールイオ・ソ（C1つ　・……・・

　弼己酸イオン（SO4”）　…………

　淡酸イオン（CO3”）…・…・…・

　ヒドロ淡酸イオ・ソ（IICO3’）…

　水酸イオン（OIIノ）…・・……・…

｛

　　　　　　　　糸く」2592　hl　（24　時・間）

　　蒸墾醍’獲～査　　0．5303g　（1　kg　rr竃）

塵類表（本旨水は其集成に於て1kg中次の放分を含イ∫する二二に概略相賞す）

0．1419

0ユ153

0．03274

0．0516

0．008761

茎リ捜聖・リ伽・

0．2642　　　0．2642

4。112　　　4．112

1．302　　　　2。604

0。8355　　　1．671

0．02008　　’0．04015

0．05476　　　0．1643

8．856

4．002　　　4．002

1．20　　　　　2．40

0．5455　　　　＝1．091

0．8474　　　0．8474

G。5151　　　0．5151

0．5303　　13．70　　　　　8．856

0．004002　　0。09094

0．0？015　　0。8957

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賃
クロールカリウム（K：C1）　…・………・…・0．0197

クロールナトリウム（NaCI）一………・・0。2185

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・・……0．02658　　．

硫酸カルチウム（CaSO4）………・・………’・0．1267

霜1炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．06017

重炭酸・マグネシウム〔Mg（Ilcq）2〕……0．004739

炭酸マグネシウム（MgCO3）…………∴0．0460ユ

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕………0．01502
重炭颪髪亜霞髪イヒ錫～〔1’e（IICO3）2〕　。・一・・・・・…　　0，003571

硫酸アルミニウム〔A12（SO引）3〕…………　0．009377

ξ明西語（メタ）（IIBO2）……………・…・……・0．004002

灘酒髪（メタ）（II2SlO3）　……・…・……・……0．07015

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6045

獄漬楚（メタ）（HBO2）・脚・。・鱒・韓・

到了俊（メタ）（H2S三〇3）　・…　帥…

，泉　　質

　　　　0．6045　　　14．69

箪純浬泉に局す

’

●

所　在　地

試験年刀
性　　　状：

　　　　　　　　源泉温度「48。’

　　　　　　　　比　　重

　　　　ノイオン表

カチオシ
．．’ Jリウムイォソ（K．）＿＿＿

　ナトリウムィォン（Na’）＿＿

　カルチウムイオソ（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（A1．”）…

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）　…・・・…

　硫酸イオン（SO4”）　…。……・・

湯檜曾温泉

　　0．9992　（150）

（本高水1kg中に含有する各成分及；其」1ヒ火の如し）

　　　　　　9
　　　　0．003226

　　　　0．08428

　　　　0．050

　　　　0．004512

　　　　0．0002

　　　　0．002054

群馬縣論詰郡永上村大字湯檜曾字湯島94耗地　　　　　　．

口召才0861三5刀（束京）

無色覆明にして池心アルカリ性反鯉を呈す

pll　7．29（180，キソヒドロンτE池望去）

　　　　　　　　　　　　　湧　　ln　　五㌃　　糸勺　2073　h1　（24時間）

　　　　　◎　　・　　　　蒸菱歪残Z査i O．403g（11｛g　rlI）

　　　　　　　　　　塵類表（本鑛水は其集成に於て1k窪中i欠の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　0．1302

　　　　　　　　　　　　　0．09519
ヒドロラ炎酸イオン（IICO3’）・＾」｝．07284

ミリイオン及
　　　　　ミリヴアルミ』リモル

0，08251　　　0，08251

3．664　　　　3．664

1．248　　　　2．496

0，1856　　　0．3711

0．003585　　0．00717

0，0758　　　　0．2274

3．672

0．991

1．194

6．848

3．672

1．982

1．194

観属酸（メタ）（IIBO2）．．．．＿．＿。

．王孟酷1（メタ）（II2Sio3）　・…・…・

遊離挨酸（CO2）……・・…・r・…

0．4425

0，01121

0．07276

11．12　　　　　6．848

02559
0．931q

0．5265　　12．31

0．0010　　　　0．02275

　　　　0．5275　　12．33

輩純温泉に燭す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・…………・・…　0．006152

クロールナトリウム（N砕C1）……・……・・0．2098．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・…・・曳0。005293

硫酸カルチウム（CaSO4）………・…・……・0．1144

亜炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．06612

霊比高マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……〔瓦02715
＝】置淡酸亜百変イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕　。・・・・…　。…　　0．000638

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕…………　0．01298

硯；酸（メタ）（IIBO2）…………1・…b………0．01121

王震酸（メタ）（II2Sio3）………・・・・………・・0．07276

　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　05265
遊離炭酸（CO2）　……………・・……・……0．0010

　　＿　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　0．5275

’

泉　　質

46



．司　．

〆L

’

所在地
試瞼年月
性　’　状：

　　　源泉二度
　　　比　　重

イオン表1

480

　　　　　　　　　　　　　　　　’

湯檜曾．温泉
　群馬縣利根郡水上村大字湯檜曾字湯島147番地

　昭和8年6月（東京）
　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す　　・　’
　μ17．14（18。，キンヒドロン電池法）
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　湧出量約777h1（24時間）
　　0．9994　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K●）………．0．003225

　ナトリウムイオン（Na’）…∵0．008995

　カルチウムイオン（Ca’つ……　0．04317

　マグネシウムイオン（Mg．’）…0．000963

　フェ亡イオン（Fe’．）・一・……　0．0002

　アルミニウムイオン（Ar●’）・こ．0．000644

アニオン
　クロールイオン（C1’）………

　硫酸イオン（SO4”）・・∵…・…・

　ヒ．ドロ炭酸イオン（IICO3ノ）∴

　　蒸…侵残渣0・4579（1k琴・ナ‘）
塵溜表（本鑛永は其集威に隔て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す，）．

ミリ麺罷・リヴア・・

0＜08248　　　0．08248

3．9■1　　　　　3．911

1．078　　　　2。155

0．0396　　　0．07919

0．003582　　0．007163

0．02376　　　0．07129

6．306

0ユ257　　　3．545　　　　3．545

0．09469　　　0．9855　　　1．971

0．0482　　　0．790　　　　0．790

．　0．4067　　　■0．46　．　　　6。306

　0．003202　　0．07311．竃

，0．06651　　　0．8518

　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　9　’

クロールカリウム（KCI）　・・6…・・……・…0．00615．

クロールナト、リウム（NaC1）・………・・…’0・2024・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・一・0．03186

．硫酸カルチウム（CaSO4）納・・……一・：・・て・0．09879

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・・…・0．05703

：重炭酸マグネシウムrMg（HCO3）2〕……0．005794

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）9）・……・…10．000637

＼

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO4）3〕・……・・0．004069　・．

g　石朋酸（メタ）（IIBO2）一＿＿＿

　珪酸（メタ）（II2Sio3）　…＿＿

遊離炭酸（CO2）…・…・…・……

泉　　質

0．4764　　　11．38491

0．00107　　0．02431

　　　　0。4775　　　11．40

軍純温泉に属す

醐酸（メタ）σIBO2）＿．

珪酸（メタ）（II2Sの3）・

遊離炭酸（CO2）…一

・・∴……………・…0．003202

。・。・… @一・・・…　∵・・・…　　0．06651

　　　　　　　　0．4764

…・・…・……・……@0．00107　、

　　　　　　　　0．4775

1

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度

　　　比　　重

イオン表

530

湯檜曾温泉
’

群馬縣利根郡水上村大字揚檜曾掌湯島92番の3
0十手0　9年2月　（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
pII　7．61（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　量約15552h1（24時間）
　　0．9994　（150）

（本鑛水1kg巾に含有する各成分及堅陣次の如し）

カチ才ン
　カリウムイオン（K’）……・・

　ナトリウムイオン（Na9）…・・

　カルチウムイオソ（Cゴ）…・・

　マグネシウムイオン（M9’。）・・

　フェロイオン（Fe駒）・…・……

　アルミデウムイオン（Ar”）・・

　　　9
・　〇三〇〇4329

・　0。08651

。　．0。009297

。　　0．001005

・　0．000224

・　0．003226

7ニオ’ン

　クロールイオ・ン（C1’）．………

　耐百酸イオ・ン（SO4”）　・…・・……

　ヒドロ捗…酸イオン（IICO3つ…

　　　　蒸蛋残渣

，盤類表
ミリ農邪　・リヴアル

0．1107　　0．1107

3：761　　　　3．761

0。2320　　　　0．4640

0．04132　　　0．08264

0。00401　　　0。00802

0ユ1gq　　o．3571

4．783

0。07124　　　2．009　　　　2．009

0。1043　　　　1．086　　　　2．171

0．03681　　　0．6034　　　0．6034

　　　　　　　　　　　　　0．3169　　　　7．966　　　　4．783

濫酸（メタ）（1㌔S三〇3）　………　0．08028　1．029

　　　　　　　　　　　　　0．3972　　　8．995
蓮離炭酸（CO2）・・…・…………　　0．03499　　0．7952

　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4322　　　　9．790

　　泉．一三　 三三浬泉に泌す

0．3834g　（1kgF｛1）

、

　　　　（独吟霧羅乏藤1欝の）．’

　　　　　　　　　　炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…0．008254

クロールナトリウム（N・C1）…・……・・…’0．1109

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・………一・0．1291

：重：炭酸ナトリ『ウム（NallCO3）……・…・・0．0041

重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………0．0374

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．006047．

．重宏酸亜酸イヒ鐵〔］Fe（IICO3）2〕　・・・・・・・・・…　　0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…　……　0、02038

珪酸（メタ）（II2Sio3）・………・…………，0．08028

　　　　　　　．　　　　　　，　．　　0．39721
遊離炭酸（CO2）　……・…・・…・…・………・0．03499

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4322

一47一



’

　　　　　　所在地
　　　　　　試験年月
　　　　　　性　　　状：

　　　　源泉温度62。
　　　　比　　露

・イオン表

　　0．9995　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及二五歓の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・∴＿＿

　ナトリウムイナン（Naり……

　カルチウムイオン（Cゴ）……
　マグネシウムイオン（M9．●）…

　フェロイ牙．ソ（Fビ）。．＝．．＿＿．

　アルミニウムイオン（A1…）…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

湯檜曾’温辱泉・
群馬懸利根郡水上村大字湯檜曾字湯島165番填の2．．
昭和9年4矧（束京）　1　　・　　　　　　．　　．　　’．

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す’pII　7．47（18。キ．ンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧1．田丑約1036h1（24時聞）、
　　　　　　　　　　　　蒸夏萱残渣0．4422g‘1　kg中）
　　　　　　　　　　　盛・類表（太三水は其集成に於て1k賃中次の減分を含有する溶液に概略相當す）

　　・　…写㌢発・りヴ・ル

0．008173　　0．2090　　　　0．2090

0．①8038　　3．495　　　　3。495

0．0537　　　1．340　　　　2．680

0，00767　　　0．3154　　　0．6308

0．ooO224　　0．Oo4012　　0．008023

0．000572’　0．02111　　　0。06332

　　アニオン
　　　ク．ロールイオン（C：ノ）・……・・　01198

一　　　耐正酸イオン（SO4”）　…………　 0，1083
　　　ヒドロ炭頁餐イオン（IICO3，）・・！．0．OS874

7．086

3．378　　　3．378

1。128　　　　2。255

1。453　　　　1．453
、

礪酸（メタ）（IIBO2）一・・……

王f藍愛（メタXII2Sio3）　…・∵の・

0。4676　　　コ．1．34　　　　　7．086

0．006403　　0．1461

0．06393　　08188．

　　　　　　　　　　　　　0．5379　　　12．30

遊離淡酸（CO2）・・……一・…1・0．0022050．05011

　　　1

泉　　質

　　　　0．5401　　12．35

　　　　　　　　　　　馬軍純温泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　π　噛
”F一ルカリウム（KC1）　…一…・……・…　0．01558

クロールナトリウム（N証C1）…・………・・0．1853

硫酸ナトリウム（Na2SO4）∴………・…・…0．02316

硫酸カルチウム（CaSO4）一・…・…・…・・…0．1270

置炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・Ψ…・0．06599

猛表酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……　0．04616

霊炭酸亜酸でヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　・……・…・0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0．003614

硯月百菱（メタ）（IIBO2）………・…・………・・。・0．006403

王左酸（メタ）（II2Sio3）　………・・……・……　0．06393

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5379
蓮離炭酸（CO2）．…・・。・…・…・……・………。σ」002205

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5401

1

　　　　　所在地
　　　　　試験年月
　　　　　性　　　状

　　　源泉濫度48。
　　　比　　置

イオン表

湯檜曾温』泉
群馬不利恨郡水上村大字湯檜曾ユ24番地

昭和9年6月（東京）
無色澱明にして彼弱アル・カリ性反懸を呈す’plI7．52（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧出最約1244h1（24時聞）
　　0．9998　（150）

醗醤麦釧協要詫）

カチオン
　カリウムイオン（K’）・……・・…

　ナトリウムイオン（Na。）・…・・

　カルチウムイオソ（Ca”）・…・・

　マグネγウムイオソ（M｛ゴり…

・　フェロイオン（Fごつ　・…・……・

　アルミニウムイオン（AL’●’）…

アニオン、　1　・
　クロールイオン（Cl’）………

　硫酸イオン（SO4ノノ）　・…・……・

　ヒドロ炭酸イオ・ン（IICO3ノ）…
　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　9
0．002669

0．07184

0．04439．

0．01051

0．00056

0．002868

　　　　■ミリイオン及
　　　　　ミリヴアルミ　リ　モル

0．06826　　　0．06826

3．123　　　　3．123

1．108　　　　2。216

0．4322　　　　0．8643

0。01003　　　0．02006

0．1058　　　　0．3175

　蒸！愛残油i　O．4583g　（1　kg　r冨り

塵類衰（本三水は其集成に於て1k窪中次の純分を含有する溶液に概略相雷す）

6．609

硯騒西髪（メタ）（IIBO2）…・・鱒・四・。

珪颪麦（メタ）（II多io3）・・…・・…・・

0．1283　　　　3．618　　　　3．618

0．1054　　　1。097　　　　2．194

0．04863　、0．7971　　　0．7971

0．4151　　10．36　　　　6．609

0．003201　　0．07305

0．05612　　　｛】．7188

遊離淡酸（CO2）1…一…・∵…

泉　　質

0．4744　　　11．15

0。00346　　　0．07864

　　　　0．4779　　　11．23

三三温泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　．・　　　9

クロールカリウム（KCI）　……・…・・0．005089

クロールナトリウム（NaCl）・・……・0．1826

クロールカルチウム（CaC12）………0．02363

硫酸カルチウム（C窪SO4）・…………・・0．1217

硫酸・マグネシウム（MgSO4）　………0．005252

匝炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・0．05686

匝疾酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・…・・0．001784

硫酸アルミニウム〔A12（呂04）3〕……0．O1812　、

碍起百愛（メタ（IIBO2）　・。・・…　。・・。・・騨…　。∴0．003201

エ11酸（メタ）（II2Sio3）　………………0．05612

　　　　　　　　　　　　　　　0．4744
；1庄離渉ミ酸（CO2）　　・∵…　。・…　。・！・・，…　。・・。＿q2」0Ω346

　　　　　　　　　　　　　　　0。4779

48
i



＼

’

　　　　　　所　在　地

　　　　　　試験年月
　　　　　．性　　・状

　　　　源泉温度49。
　　　　比　　重．．

イオン表

湯檜曾‘温．泉

　　0．9995　（150）

麟翻贔賢愚宅）

カチオン1
　カリウムィォソ（K●）……＿＿

　ナトリウムイォソ（Na。）＿＿

　カルチヴムィォン（Cバ）＿＿

　マグネシウムイオン（M9つ…
　フェロイオン（Fe●つ　…・∴・…・・

　アルミニウムイォソ（Al…）…

アニオン
　ク．ロρ一ルイォ：ノ（C1’）　．＿．．．

　面鯉駿イ・オン（SO4”）　…・……

　ヒドロ炭酸イオシ（11CO3’）・

、

り

瀬縣㈱碗鱒三三齢番地（三三藻1，灘；幽∂鍮一
昭和10年1q月（東京）．

1無色澄明にして後出アルカリ性三鷹を呈すpH　7．43（18。，キンヒドロン電池澄…〉

　　　　　　　　　　　　　　湧　出量　・約5184h1　（24時聞）　　　　　　　　　　㌧

　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　0．4629∫111《9中）．　　　　　　　　　　　　　　亀

　　　　　　　　　　　　弓懸表麟面諭羅両両欝の）

　　9
0．01158

0．06924

0．04593

0．005266

0．000224

0．000583

ミリイオ’ン及

ミ　リ　モ　ン

0．2962

3．010

1．144

0．2166

0．004012

0。02151

…リヴアル

0．2962

3．010

2．287

0．4331

0．008023

0．06454

・。 @「0．08293

・。@0。09267
・。@0．1117

6．099

2。339　　　、2．339

0。9645　　　’1．929

1。831　　　　1．831

棚酸（メタ）（IIBO2）＿＿．＿．。

珪酸（メタ）（H2S三〇3）…。・・……

0．420

0．008004

0．06862

9．827　　　　6．099

0，1827　　　’

0．8789

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
多事＝1穿1言詮膿Cly＝：：：：：：：：：：：：：1：欝｝．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・一・……0。06871
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1硫酸カルチウム（CaS（～｛）・……一・・∵……0．06io8

：重炭酸カルチウム〔Cユ（HCOρ）2〕…・・…・0．1126

：重表酸マグネシウム〔Mg（Hqo3）2〕……0．03169

重炭酸亜酸化鉱F・（HCO・）2〕・・…・…・∵0・QOO713．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．003683‘

礪酸（メタ）（HBO2）……・・…………・・9…。0。008004“．

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・…………・…．0，0686含’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4966．
遊離炭酸（CO・）・・‘7・……・………，………・・0・0215．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5181　’

’

遊離炭酸（CO2）………・…・…・

泉　　質

0，4966　　10．89

0．0215　　　0．4886

　　　　0．5181　　．11．38

軍純温泉に属す’．

1

　　　　　　　　　　所　在’．地

．　　　　　　　　　試瞼月年
　　　　　　　　　　性　　状
　　　　　　　　源泉温度57。
　　　　　　　　比　　重’

　　　　イオン表

　　　　■カiトオツ
　．『カリウムイオン（K）…・・∴・∴∴

　ナトリウムィォソ（Na6）．。ご＿

　カルチウムイオソ（Caつ・・∴・・

　マグネシウムィォン（Mg●’）＿・．

　フェロイオン（Feつ………」・・’．，

　アルミニウムイオン（Arつ・∴．．r

ア二一ツ・1

　クロールイオン（C1，）　………’

　硫酸イオン（SO4’ノ）．…………

　．宏酸イオン（CO3”）　鱒…・……

　ヒ．ドロ淡酸イォソ（IICO3’）＿

　永酸イオン（OH’）……………

湯　檜▽曾温泉
群馬縣利根郡永上村大字湯三三字湯島122番地
昭和　12　年3　月　　（＝耳こ京）‘　　　　　　甲　　　　　　　　　　．　「　　　　’　　　　　　　　　　　　一　’

無色澄明にして弱アルカリ性反回を呈すpll　8．65（18。，水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出量　約．337kl（24時間）

　　09995　（150）
（本営水．1乗出中に含有する各州分娩其限次の如し）．

　　9　蓬り麓窓
0．00901　　0．2304

0．08809　3β30’

σ．05584　』1。394

0。003955　　0．1626

0。000112　　0．002006

0。000881　　0．03521

「ミリヴアル．

0，2304

3．830

2．787

0。3252

0。004011

0、09753

0，1525

0ρ1227

0。006685

0pO1124．

0。000204

4．301

1．277

0．1114

0．1843

0．01202

7．274

4．301

2．554

0．22孕8

0．1843

0．01202

礪酸（メタ）（HBO2）一…・・…

灘（　メ　 タ）　（H2Sio3）　∵9。，●●●．・．　・

　　　　　　　　　　　　」　．泉　　貿　　匪

0．45】L2　　ユ1。54　　　　　7．274

．0，005003　　0．1142

0．07469　　0．9566

　蒸i疫残渣　0，5053g（1　kg中）

鹿類表・〈曲面両両乏騰審季の）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　’，

　　クロールカリウム（KC1）　・……・・……・・ガ．0，01718

　　ク．ロPルナ．トリウみ（NaC1）・・……・P・・，・・．0．2239

　，クロールカルチウム（CaC12）・・b・・………・0．01335

　硫酸カルチウム（CaSO4）・…・b……。。P……0．1672

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・…・」・・0．007288

　：期間酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0り661

　：炭酸マグネシウム（MgCO3）……………’0．009397

　；水酸化マグネシウム〔Mg（OH）の・……・「10．000351

　重三酸距酸化鐵（Fe（HCO3）2〕　…………　0．000357　’

　礁アル・・ウム〔A】・（S？・♪・〕∴……・…・…5566

　棚酸（メタ）（HBQg）…………・・b・・…・・……0。005003・

　珪酸（メタ）（H2SiO3）」・…・・……・・………0．07469

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5309

、

　　　　0．5309　　　■2。6】L

軍純温泉に燭す

、49



．し

ρ

　　　　　　　　　所在地・
　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　源泉涯渡59。
　　　　　　　比．　重

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K’）・・∵・…・…

’ナトリウムィォソ（Na●）＿W

　カルチウムイオソ（Caつ……

　々グネシウムイオン（Mgつ…
9フェロイオン（Fe●つ　…………

　アル’ミユウムィォン（A1…）…

湯　檜曾．温泉
．群馬縣利根郡水上村大字湯檜曾字湯之澤208番地の2

昭和13年2月．（東京ジ　　　　　　　　　　’
無色澄明にして弱アルカリ性反雁を呈すplI　8．45（18。，水素瓦斯竃池法）

　　　　　　”．　　　　亀　湧　出　∫よ　　糸勺　2074h1て24　0寺rl｛1）　　．　　　！

　　b．9995（15。）

囎査馬市劉詫）

　　　　　　9
　　　　0．007078

　　　　0．1069

　　　　0．05155

　　　　0．002207

　　　　0。000336

　　　　0．001557

アニオン

　クロ直ルイオン（Cソ）・……

　硫酸イオン（SO弓”）　・………

　：淡酉愛イオ・ソ（CO3”）　・・…・…・

　ヒド戸淡酸イオン（宜cO3’）・

　フk酸イオン（0宜’）・…………

・・@0．1499
・・@0．1190
・兜　　0．009579

・・@0．02909
・・ P0．004557

…1魏ン発　…リヴアル

0．181　　　　　0．181

4．648　　　　4．648

1．287　　　　　1，573

0．09075　　　0．1815

0。006015　　0．01203

0．05747　　　01724

7．768

4227　　　4．227
ユ：239　　　　2．477　　，

0。1597　　　　0．3193

0．4768　　　　0．4768

0．2679　　　0．2679

　蒸残細隙　0．5469（1kg中）1
塵類表（本三水は其三三に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相賞す．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，㌦　　9

　　クロ．一ルカリウム（KCI）　……・…．・…・…　0・0135

　　クロールナトリウム（NaCI）…一……・・0．2365

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…一…・……0・0鯉77

　．硫酸カルチウム（CaSO4）…・・…・一・∵…・・0．1159　．

　霊i炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………．0．03766

　：炭酸カルチウム（CaCO3）　・…………・∵・・、0。OI597

　水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…，・…・…．q．003201

　フk百愛fヒ・マグネシ’ウム〔Mg（OII）2〕　…　……　0．005294

　＝窪炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（nCO3）2〕　…・…・・…0．00107

　硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕・…・…・…0．009839

　当選酸（メタ）（HBO2）・・。……・・。・。……・・・・…　0．0032

　ユ崖酸（メタ）（II2Sio3）　…←・・…・・…：…・…・・0．0830■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5679

石朋酸（メタ）（IIBO2）。．㈹．閃．。．鱒

∫若酸（メタ）（II2Sio3）・鱒・鱒鱒榊・・

泉　　質

0。4817　　12．64　　　　7．768

0．0032　　　0。07303

0．08301　　　1063

　　　　0。5679　　　13．78

輩純置泉に胚す

　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　，．　　’性　　　状
　　　　　　　源泉濫度　54．4。

　　　　　　　比・：・重

　　　．イオン表1

「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・ソ（Cごり・”臓1

　マグネ・シウムィォン（Mgっ＿

　フェロイオン（Fごつ．．…………

　・アルミ．ニウムイオン（祖’つ…

　　　　　

谷 川

　　0‘9999　（工50）

群鶴贔海図嘉志）．・

アニオン
　クロPルイオン（CI’）　……・
、』 Qイオ・ソ（SO遺”）　……・…

　ヒドロ炭酸イオン（【ICO3’）・

温 泉・

　群馬縣利根郡水上村大字谷川字上原556暫地の46

　昭和4年12月（東京）
無色澄明にしで微弱アルカリ性反懸を呈す

’　　　　　　　　　　　湧‘U量約1037hl’（24時聞）
　　　　　　　　　　　　　　蒸：菱七曜査i　O、83　g　（1．kg中）

　　　　　　　　　　　　塵類表

　　9
’0．0029

0．0946

0．1351

0．0098

’0．0004

0．0013

．・ @　0，1416

。・@・Or3737

。・@0．0076

ミリイオン及
…　リモル

0．0742

4．1130
　　ダ3．371．6

0：4030

0．．0072

0」0480

’ミリヴアル

0．0742

4．1130

6．7432

0．8059，

0．0143

0．1439

11．8945

3．9932　　　3．9932

3．8899　　7．7798

へ1215　　　0．1215

硯酸（メタ）（HBO2）……・…∵

珪酸（メタ）（正IgSio3）…・・…・…

0．7670．

0．0012

0．0615

16，0219　　　1168945

0．0274

0，7877

ヨ雄離淡酸（CO2）…・……・…　…。

　　泉　　質
　　　ノ

0．8297　　　16．8367

0．02R9　　　0．6568

　　　　0．8586

窟純凋泉に島す
17．4935

　　　　　（本鑛水は其集成に於て1脳9中次の成分を含有する溶液に概略相富す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　・」　．．
クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…　0．0055

クロールナトリウム（NaC1）………．・・，・・。0。2291

　の硫酸ナトリウム（Na2SO．1）・……・…∵・，．∵・0．0138

硫酸カルチウム（C4SO4）・・…・……，・P・…・・0。4590

硫酸マグネシウム（MgSOの　・…………・・0．0421

・：重羨酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕b・・…0．．0078

』！ラ夷弓亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・…　。。・・。…　0．0013

硫酸アルミニウムごA12（SO4）3〕…………　0．0082

醐酸（メタ）（IIBO・）…・…・…三……回…．…0、0012

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・…　P・・・・…　。。・・・・・・…　0．06コ5

　　　　　　　　　　　　　　　　　0。8295
遊離炭酸（CO2）…一・…・”」…・…｛…」…0．0289

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8584

●
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！

’谷　・川． 温 泉

”

　　　　　　所左　地，’幽群馬縣利根郡水上村大字谷川二宮向603番地の2

　　1・：謹触書・翻廉L翻職七三呈｝，、、。，。d8，、・。。。ド。ソ三法、

　　　　源；泉温度．，，52。1．，．．，　　・．　　・’』：；一湧出・彙　約518．4h1（24時間）

　　　　比．』．・重・．999磁5．）．　　、　鞭残渣：・・67・（・k窪．中）』’

イ遊崇．1（灘蕪鵬勲；・・講習’．．囎麟舞灘・藩の）．
カチオン　　　　　　』　　　　9
　カリウムイオン（K．）・…・・……　0．0026．

　ナト．リ・ウムイオソ（Nの……，．」0．0865．

　カルチウムイオン（Ca”）……・．0し■065・

　マグネシウムイオン（Mg”）…　0．0118

　フェロイオン（Fe’り……・・．・・…　0．0002

　アルミニウムイオ．ン（A「つ・・∵0．003■

アニオン』一　・一ぺ、
　クロ苧ルイ・オン（CIつ．……・

　硫酸イオン（SO4ノつ　……・…

．芳乏酸イオン（CO3ノつ轡・憎・∵

　ヒドロ：淡酸イオン（HCQ3つ・

　永酸イオ．ソ（OHケ・・…・・……

葦リ猛瀦、・リヴアル・．

0．0665　．　0．0665

3．7609　　　3．7609．

2．6579　　　5．3157

0．4852　　　　0。9704　＝

0．0036　　　0．0072，

0コL144　　　0。3432

鱒．’ O．1217　　　』β．4320’

・・@．0．2235「　　2．3265

2・　p．（迦31＄．．　．0．5212

。・ @　0．0513　　　　0．8402

・・ @0．・0084　’　一〇．4964

10．4639

3．4320

4．6529

1．0424，

0．8402・

0．4964

　　　　　　　　　　　　　0．6469　　　ユ4．7048　　　10．4639

i朋酸（メタ）（HBO2）・……・・…　0．0040　　0。091L3

珪酸（メタ）（II2SiO3）…・・・・・・…　　0．0610　　0．7613

泉　　質
　　　　0．7119　　ユ5．5774

軍純温泉に矯す

　聖・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　9　、

　クロールカリウム（KCI）　………………　010050．．

　クμ一ルナトリウム（Naq）一……。…・、0．1967

．硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…一…・……0．0281

　硫酸カルチウム（Caう0．）…∴…・…・一∵・・0．2664’

　電炭酸カルヂウム〔C」（HCO3）2〕　・……・・0．0675

、炭酸カルチウム（CaCO3）．．……・……一・6．0284：

・’ W酸マグネシウム（MgCQ3）…・∵”…、・・：q・o♀oo

　：水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0．0145
　重炭酸互巨酸イヒ鐵〔Fe（【ICO3）2〕　・。・P。・・。・…　　0．0006

・硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……一・㌦0、01％’

瑚酸（メタ）（ロBO2）……・・・・・・……・……・・Q，0040．、

珪酸（メタ）（H・Sio・）・「…………∵・∵…二・．0・0610

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。7118

・．　．　　　　　　　　　．．　　’．．　・　・　’　　　　．　1唱　’』　．　．．、

噤@　，　　＝　　　　．F　．．7，ノ

●

●

Pl

”

谷 川㌃

　　　　　　　　　　0．9996　（150）

∵イi授表儂翻麦総髪三傑）い3

温、 泉．

肇麟糠黒熱鷲斧騨向140醐．．・1
　＝・、両州　1状．無色澄卿≒して腸マ〃カ1リ性反回を呈すPH　7．57（18。，．キソヒドロン霊池法）

噸泉温度60。∴、　　　　　　湧出量約518．4hl（24時間）　　　、
比…；畢　　　　　　　　蒸殿渣．0・749（1kg中）．1．　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵頻表『（本鍍水は其集威に於て1kg申次の存分を含有する溶液に概略相評す）

カチ才ン
　カリヴム1イオン（Kつ・，・・ん…

　ナ．トリヴムイ牙ソ（Na●）・＿

　カルチウムイオ’ソ（Cバ）・・…

　マグネシウ．ムイオシ（M9つ・

　フェロイオ・ン（Feつ∴」………

　アルミごウムイオソ（AI…）・

アニオン　・・．’．1’；：

　クロールイ・オン（C1，ン・6…・・

　硫酸イオン（SO亀”）．・・逐……

　」炭酸イオン（CO3”）……・…

　ヒドロ渉1酸イオン（HCO3’〉，

水酸イオン（OIIり……∵・…

　　　　9　…リ獲ン蓼
・：．覧01004i』　o．1049

●二　・Olio32　　　　4．・害870

・・@0．11180．　・‘2。9449

・・ @．α0103　　　．0．4235，

…　　0．0002　　　0．do36

・ξ．・0乙0020　　　　0．0738

・・ @0。1569　　　14．4247

・・．・ O．2565　　・　2．6700

。・’ @OeO21ユ　　　　Oc3509

ゴ・　O．0412∴　L層0こ6748

・・ @0．0071　　　0．4160

　・ミリ．ヴアノレー

0；1049・

4．4870

5．8897’

0．8420、

・0．0072．

0．2214

11．5572

4．4247

5．3399・

0。70181

0．6748噛

0。416α

　　　0．7206　　　16。5741　　　11。5572　9

’・。。・… @　　0．0080　　　　0。1826

…　。　…　　0．0662　　　0．8479

　　　　　　　　　・　　　．　　　層　　19・．・’．．幽：

　．1クロールカリウム（KCI）…r・…・6……．・∴0．0078

　・クロールナトリウム（NagDみ・・…・・r・・f…0．2525

　硫酸ナ：トリウム（Na2rO｛）∵・………3・…・0．0119

　「硫酸カルチウム（CaSQ4）∴・，…．r…………O．3370．

』’． d炭酸カルチウム〔Ca（HC（渇）零〕・∵…∵・、0．0541・

　・渉…酸カル：チゥム（CaCQ3）　》…．…・・F…3・・．0．0ユ35　．

　・炭酸マグネシウム（MgCO3）………一・・0．0182、

　丞酸化マグネシウム〔Mg（0II）2〕・…・・…00121．1

　1重炭酸亜：酸イヒ鐵（Fe（HCO3）2〕　…・…・∵・・0．0006

　硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・…・…・…．0．0126．

1瑚酸（メタ）（lIBO2）・一…………L・・……，0．008σ

　’珪酸（メタ）（正12Sio3）9鱒・・い・∴…四鱒∴。鱒・♂∫o．0662

　　　　　　　　　　　　　　　　－』・　．0．7945

b

　　ヒ硯冠酸（メタ）（HBO2）＿．

工搬（メタ）（匠【2Sio3）・…

泉　　質
　　　　0．7948　　＝ユ7．6046

・軍純温泉に周す’ 、ノ．．

5r
〆



’

カチオン

所　在　地

試験年月
性　　　状

源泉温度
比　　躍

イオ．ン表

460

　　　ダ

i群馬懸利根郡水上村大字谷川字上原518番地
昭和7年5月．（東京）

、

無色澄明にして傲弱酸性反回を呈し之を煮沸ナればアルカサ性に墾ず

　　1，001　（150）

（馨鶴贔籔繍わ

カリウム1イオン（Kつ…………

ナトリウムイオン（厚aり……

カルチウムイオソ（Cゴつ……

マグネシウムィォソ（Mg●’）＿

フェロイオン（Fe”）…・……・・…

アルミニ‘ Eムイオソ（Arつ…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・・…・……

　硫酸イオン（SO弔”）・…・…・……

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3，）　…

　硯1酸（メタ）（IIBO2）　．．繭．＿＿

　　　　　　　　　　ミ　遜ヌ搬（メタ）（II2Sio3）け……・…

pU　6。50（耳80，キソヒドロン電享也法）

　　　　　　　　　　　　　湧出：殴
　　　　　　　　　　　　　蒸獲残流

　　　　　　　　　　塵類表

9
ミリイオン及
ミ　リ　モル

ミリヴアル

0．0077　　　　0・1969　　　0．1969

0．1460　　　6。3478　　　6．3478

0．2250　　　5．6152　　11．230塾

0．0061　　　　0．2508　　　0．5016

0．0002　　　0．0036　　　0．0072

0．0028　　　　0．1033　　　0．3100

18．5939

0．1556　　　4．3880　　4．3880

0．5255　　　5．4700　　10．9400

0．1992　　　3．2659　　3・2659

　　　　　　　　　　　　　　1．2681　．25．6415

　　　　　　　　　　　　　　0．0040　　　　0．0913

　　　　　　　　　　　　　　0．0563　　　0．7211

　　　　　　　　　　　　　　1．3284　　26．4539
遊離淡酸（CO2）　・…・……・…・，・・0．0131　　　0．2977

　　　　　　　　　　　　　　1．3415　　　26．7516

　　泉賀　石衝性苦味泉に属ナ

18．5939

胃i勺　699hl　（24時聞）

1．29（1kg中）

（滅罪欝病謙嚇轡の〉

クロールカリウム（KC1）　………・・・……0，0147L

クロールナトリウム（NaC1）…ゼ………・・0．2450

硫酸ナトリウム（Na2SO4）∴……・………0，1532・

硫酸カルチウム（C£0冶）　・・……・…・…・・9．5768

置炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………0。2234

＝E炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0367
コ1炭醸亜酸イヒ鐵⊂Fe（【ICO3）2〕　…り・……　0．0006，

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0177

朝g酸（メタ）（11BO2）……。…・…………・0．0040

珪酸（メタ）　（H2Sio3）……　…・・…・………　0，0563

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3284
・遊離炭酸（CO2）　…・…・…・……一一・…00131

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3415

ノ

　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　試験年刀

　、　…　　　　　性　　　状

　　　　　　　源泉温度50。
　　亀　　　　比　・匝’
　　　．イオン衷室．

カチ才ン

　カリウムイオン（K●）………・

　ナトリウムイオン（Na●）・・∵・・．

　カルチウムイオ（Cバ）一……

　マグネシウムイオン（M9’つ…「

　フエロイオ’ン（1・e）・・’…・・’ぎ●○

　アルミニウムイォソ（A1’”）…．

谷 川 温 泉
群馬縣利根瓢水上村大字谷川字谷川湯向608悉地の2
昭和8年6月（東京）　　　　　　　、　　　　　’
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈す　　●
p止瓦7．80．（臨地48。，比色法♪．PIU．80（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約214h1（24時聞）
　　1．0（150）
（本鑛水11kg中に含有する各回分及其畝の如し）

アニオン・

　クロールイ．オ．ソ（Cの　……；

　硫酸イオシ（SO，！，）　…・・・・…

　炭酸イオン（CO3”）・・・・……

　ヒドF炭酸イ・オ．ン（IICO3｛）・

　：水酸イ：オン（OH’）・…・…・…・

　　9
0．008683

0．09479

0．2137

0．009828、

0．000224

0．000889

　　　蒸亜憂残乏蹉　　tO829　（1　kg　r｛つ

塵類表．’
i本三水は共集成に於て1kq中次の成分を含有するに溶液に概略商運す’．〉

妻リ細砂・リヴアル

①．2221　　　0．2221．

．4．121　　　　4．121

5．335　　　10．67

’①．4041　　　0．8082．

0。004012　　0．008023

．0，0328　　　0」09．41

　　　　　　　　．；
・・「 @0．1534　　　4’。326

・・ D0．5144　ご、．15●355

・・@0．007209，0．1202
・・@OrO2597　　．042与7

。・ @0．003841　　0．2258

15．93

4．326，へ

10．71．

0．2403

0。4257

0．2258．

　　　　　　　　　　　　　1．033　　　20．57　　　　15693
礪酸（メタ）　（IIBO2）　・・・・・…　。　0。0016　　0．03651

珪酸（メ」タ）（H2Sio3）…・・・…　　0。0605　　0．7749

　　　　　　　　　　・　　　　　ユ。095　　　21．38

　　泉　　質　．・　石膏性苦味泉に局す

　，　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（Kα）．…・…・……・…0．01656

クロ’一ルナトリウム（NaC1）・…………・・0．2399．

硫酸ナトリウム（Na2『04）一恥＝…。・…・・0．001215

硫酸カルチウム（CaSO4）．…・…………・・0．7212

：重炭酸カルチウムこCa（IICO3）2〕・・……・0．006119

1：重炭酸マグネシウム〔翠4（ほCO3）2〕……0．02503

1炭酸マグネγウム（MgOO3）……………0。01013

水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0．006586．
匝炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2）…一・，・，・・0．000713・

硫酸アルミニウム〔A12（SO、）3〕……」・…・0，005616

石明酸（メタ）（HBO2）…・・……・・……’。∴・0．00ユ6’，

．珪酸（メタ）　（H2Sio3）・∵・・・・…　ρ・ピ・・」・ゼp。…　60．0605

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．095．

一52．



曳　　L

6

■L

　　　　　　　　　　所在　地
　　　　　　　　　　試瞼年月

　　　　　’　　．．性　　　状

　　　　　　　．源1泉涯1度・61。．

　　　　　　　’比　　・露

　　　　　　　　　＊
　9　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●）……
　カルチウムイオン（Cバ）…」・’

　マグネシウムイオy（Mgつ…’

　フェロイ．オン（Fel’）…．…・∴…

1アルミ子ウムイオソ（Ar’つ…

谷 川 温 泉
群馬縣利根郡永上材未字谷川上原乙’，548番地’一；

昭和8年6月（東京）．．

無色澄明にして弱アルカリ性反賑を呈す・　　．・　・．．　　、
p艮7．80（臨地，18。比色法），pH　7．80（18。，‘キンヒドロン羅池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出・量　約770h1（24時間）、．
　　0，9997　（150）
（本呼水吃kg中に含有する各威分及其量次の如し）

ア昌オシ『・

　クロールイオン（CIノ）．・・…・∴・

，硫酸イオンGq”）”…∵…・

　；炭酸イオン（CO3”）・…・……・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）…

　水酸イオン（OIIノ）　……・・…・

　　　　　ミリンオン及
　　9　　　　ミ　リ　モル

0．01769　　　0．4524

0．1375　　　、5．978

0ユ917　　　4．784

0．002141　　0；08805

0．000325　　0．00582

0．001342　　0．04953

「

」．

　　　蒸亜歪残芒査91．02g　（1　kg中）9

塵類表（本色水は其集成に於で1kピ．中次の二分を含有する溶液に概略相當す）

…リヴアル

0．4524

5．978

9．568

0ユ761

0．01164

0．1486

・16．．R3

0．1641　　・4．628　　　　4．628

0．4874．　　5．075　　　10。151

0．01695　　　0・2824　　　’0．5648

0。02161　　　0．3542　　　0．3442

0．01085　　　0．6377　　　0・6377

　　　　　　　　　　　　　　1．052　　　22．34　　　　■6．33

石朋酸（メタ）　（HBO2）　。…・・…　 0．008　　’0．1326．

，珪酸（メタ）（H2SiO3）・ゼ……・　0．05844　07485

　　　　　　　　　　　　　　1．118　　23．27

　　泉　　質　　　　石蕾性苦味泉に馬ナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9』’

クロールカリウム（KC】）…∵…・……．…10．03373

クロールナト、リウみ（N4G）……・一・…．0．2441

硫酸ナトリウム（Na2Sq）・・＝………・…：・0。1280

硫酸カルチウム（CaSOI）…………・・∵・0。5581．

軍炭酸カルチウム〔C・（正｛CO∂・〕・…・・…0・02776

羨酸カルチウム（CaCO3）…………・…・・0．02826

：水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕・・…一…，0．0171，

；水酸化マグネシウみ〔Mg（OH）2〕…・∵＿（恥Q65137

：重炭酸亜酸化鐵〔F¢（【ICO3）2⊃’…・一…・’ O．001035

硫酸アルミ、ニウム〔A12（sg‘）3〕…………　0．008481．

雪月昏夢（メタ）　（ほBO2）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．0080

ま圭酸（メタ）（正12Sio3）…・……・・………・．・・0。05844．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1181
●

　　　　　　　　　　所在　地
　　　　　　　　　　試瞼年「月

　　・　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　源泉温度　54。層

　　　　　　　　比　　重

　　　　　　　　　＊　　　　イオン表

カチオン，

　カリウムイオン（《）　………

　ナトリウムィォシ（Naり＿＿．
　　　　　　　ト
　ヵルチウムイオン（qaつゼ…”
　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（Ar’つ…

　　　　9
アニオン，

　クロールイオン（C1，）・・……・．

　硫酸イオン（SO4”）　・・∴・…嗣・

　ヒ’ドロ炭酸イオン（H：CO3つ…．

谷 川 温 泉

群馬縣利根郡水上村大字谷川回向乙606番地

　　　　　　　（東京）賢召禾08年6月
無色澄明にして微弱アルカリ性反比を呈す
pl⊥7．30（臨地，■8。，比色法），P｝i　7．3電，（18．キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　約513h1（24時聞）　　　　　　　　　　　　　　湧出量
　　0．9999　（150）

（本鑛永．fkg中に含有する各威分及共三次の如し）．

0．01053

0。1083

0ユ657
0．001488

0．000162

0．00115

ミリイオン及
ミ　リモル

0．2693

4．709

4．136

0．0612

0．002901

0．04243

　　　‘蒸店開i査i　O．8519g（1　kg．中）　　　　　　　　、

塵類表．（欝麟糠無銘儲り．
ミリヴアル

0．2693

4．709

8．271

0．1224

0．005802

0．1273

0．1217

0．450b

O．04299

13．50

3。432　　　　3．432

4．684　　　　9．368

0．7048　　　　0，7048

　　　　　　　　　　　　　　0．9020　　　18．04　　　　13．50

珪酸（メタ）　（H：2SiO3）・…・…・　0。05401　　0．6917

　　　　　　　　　　　　　　0，9560　　　18．73

遊離炭酸（CO2）・・…　……・……　　0．0022　　　0．050

　　　　　　　　　　　　　　0．9582　　　18．78

　　泉質　お膏性苦味泉に燭す

　　　　　　南・　　　．　．　　　　　　　　琴
クロールカリウ（KC1）　…・…・・……・…・・0．02008

クロールナトリウム（NaC1）……・……・・0．1849

硫酸ナトリウム（位a2SO4）・…・……・……0．1098　・

硫酸カルチウム（CaSO4）．・…・……・……0．5238

重炭酸カルチワム〔C・（HCO・）2〕・・……0．04673

：璽炭酸マグネシウ〔Mg（HCO3）2〕………0．008956
＝｛董炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）g〕　・・・・…　：・・。・　0．000515

硫酸アルミニウム〔A12（so4）3〕…．・…r・…o．oo7265

濫酸（メタ）（112Sio∂’・………∵…………0。05401・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9560
遊肉三炭西愛（CO2）　…………1…・・…・ボ……・0．0022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9582

　　　　　　　　　　、

53



谷 川 淑

　　　　　　　　　　所　在地

　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　．’．　　性　　．状

　　　㌔　　　　源泉狸度440．
　　　　　　　外合　，　皿　　0．9994、（150）

　　　’材ン表（響綴鐡霧か
カチオン　　　　　　　　　　　・・　9　　ミ写萄ン嬉　ミリヴァル

　カリウみイオ’ソ（K●）・……一　〇．02269　0．5803　　0、5803

　ナトリワムイオどく球a’）・・…・0．08926　3r881　3．881

　カルチウムイオ．ソ（Ca●’）一」・・　0．①5791　ユ．445　　2．890

　・マグネシウムイオンてMgD」）…　0．0012280．0505　0．1010

　フェロー「オ’ソ（F¢’。）1；…・・……　0．000ユ68　0．0σ3009　0．006017

　アルミ『ウムイオソ（Ar●り…　0・001598、0・05897＿9堅Z型鉱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．635
アニオン
　クローノレイオソ（CI’）・・∴・・。・・

　硫酸イ牙ン（SO4〃）…・…1・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（HCO3ノ）…

泉

’

群馬縣利根郡水上村天字谷川掌上原556器地の49

昭和12年9月（東京）　　　　　　　　　　・　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ無色燈明にして微弱酸性反慮を呈す　pll　6．50（18。，キンヒ・ドロン電池法〉
　　，．’　　　圏　　’　　　．　　　　．　・　　朝　出　∫走　　遊覧　1296　h1　（24　時1！瓢）

0．06187　　　1，745

0．1129　　　　1．175

0．2160　　　3．540

1．745

2．356

3．540

　　　勃笑獲残Z盃i　O．34329　（1kg　r戸）

騒類表（欝鶴響蕊鎌嚇総季の〉

エ1：酸（メタ）（H2Sio3）’＿＿＿

0．5636　　12．48　　　　　7．635

0．0263　　　　0。3369

0．5899　　　12982

0．01098　　　0．2495

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望
クロールカリウム（KCI）　・…・…………・0。04327

クロールナトリウ去（NaC1）…・・……・…　0．06809

硫酸ナトリウム（πa2SO4）…・…・…・一・・0．1544　　’

重燃分トリウム（珂・HCO・）．1・；…》・∵0・04564，

諏：1炭酸カルチウム（Ca（正lcqi）。〕・・…・・…0．2342

重笈酸マグネシウム〔Mg（【ICq3）2〕……0・00759

置島西愛県西棄イヒ鐵〔Fe（HCO3）2，　…・…・。・・。0．000535

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・・……　0．01009
三E監西餐（メタ）（【12Sio3）・・・・・・・・…∵・・。・・…　：・・b。0263

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5899
遊灘炭酸（CO2）・∴…………・………・・…0．01098

　’　　　　．　　　，．　0・今009

遊離淡酸（CO2）・・………・……

0．6009　　13．07

共　他　　石明酸　瓜跡

　　泉’貿 輩純温泉に燭す

’

、

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度
　　　　比　　亜：

．イオン表

400

水 上・ 温 泉

群馬縣利根郡水上村大掌大穴字大見堂甲1番叩5番地先河川駁

昭和12年2月σπ京）
無色澄明にして徹弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．60（180，キンヒドロン～E池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出最約2074M（24時間）
　　09995　（150）
（本命水1kg中に含有する各威分画共」‘歓の如し）

カチオン’” @　　　　』

　カリウ・らイオン（Kつ1……

　ナトリウムィォソ（Naり．＿．

　カルチウムイナン（Ca●．）…・

　r・グネシウムイ．オン〔（Mg”）・

　フェロイオン（Fe一）　…・……

　アルミニウムイオン（A1●つ・

アニオン
　クロ」ルイオソ（C1，）・・∴…

　耐じ酸イオ’ソ（SO4”）　・・陣∵・…

　ヒドロ炭酸イオン（Hρ03つ・

　‘　．　　　双．

・・ @0．007239
・・@0．07801
・・ @0．04323
・・@0．000319
・。@0．000504
・・’

@0．000286

・・@0．1047
・・ @、0．09555

∵．　0．05302

　　　蒸親愛｝残！査　　0．42g　（1　kg層r11）

圏類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含イ∫する溶液に概略相當す〉

’ミリ♂r簗ン；葺　　ミリヴアル

0．1851　　　　0．1851

3．392　　　　3。392

1．079　　　．2．158

0ρ013　　　　0．02623

0。009025　．0．01805

0．01055　　0．03】66

5．811

2．95312　　2．953

0．9945　　　1．989

0．8693　　　　0．8693

　　ロ瑚酸‘ iメタ）（IIBO2）．．．。∵．．．．．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）　　…　……

0。3829　　　9」506　　　　5．811

0．004802　　0．1096

0．0547　　　0．7006

0．4424　　10。32

0．002298　　0．05223　・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
クロールカμウム（KC1）・∵・…・……・…　0．g138

クロールナトリウム（N証C1）……………　0．1618
硫酸ナトリウム（Na2SO4）…∴・・…・・……b．04434

硫酸カルチウム（Cおρ・）∵…・・…∵一〇・09075

：亟炭酸カルチウム〔Ca（旺CO3）2〕’……9・・0．06684

1亟炭酸・マグネシウ．ム〔Mg（11CO3）2〕……　0．001919

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・∴・・…∵・・0．‘001605

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・……・0．001807

碑酸（メ’タ）（1エBO・）…………∵一…∵一・0・00窪802

王1i酸（メタ）（l12S三〇3）　・・・…　∴…　∴・∴∴・…　。・　0．0547

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4424
’遊離淡酸（CO2）・・…・…・…一㌔…・…・…・0．002298

　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　一　　〇．4447

遊離炭酸（CO2）・………・・……

泉　　質

　　　　0．4447　　10。37

軍純温泉に騒す

奮

！

．54



ノ

　　　　　所　在地．
　　　　　馬試験年月
　　　　　　性　　　1伏．．

　　　　源泉温度』83。

　　　　比　　　　置　　1．0　（150）

イオン表

・水　上　温　泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
群馬縣利根郡水上村：大字藤原字湯の小屋6184番地

昭和翠年7月（東京：）・
無色澄明にして微弱アルカリ性反感を呈すpH：7．65（18。，キソヒドロソ電池法》・

　　　　　　，　　　　　　　　　　　湧　出　；量：　約2074弊1　（24時間）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及其壮次の如し）’

カチ才ン「　　　　　　　　　　　　π
　カリ．ウムイオン（K●）……∵・0．007397

　ナトリウムイオン（Na●）’……0．1432

　カルチウみイオ、ン（Ca●’）……　0．03725

　マグネシウムイオン（Mgつ…　0．604171

　フェロイオ．ン（Fe”）・……・…・　0．000112

　アルミニウムイオン（A1…）…　0．002243

アニオン、．．

．クロ．一ルイオ．γ（C1つ．．・∵・∵r

硫酸イオン（so♂り．・…∵・∵

　ヒドロ炭酸イオ・、ソ（HCO3ノ）・

　　　蒸稜残i｝査i　O．735　g　（1kg　中）

盛類表（本三水は其集成に於て．1kg中次の色分を含有する溶液に概略相當す）

茎リヂ㌢覧・リヴ〃

0．1892　　　　0，1892

6．226　　　　6．226

0．9295　　　1。859

0．1715　．　　0．3430

0．002006　　0．004011

0．08277　　0。r2483

∵　　0。1459　　　4。114

・．・@0．1992　　　2．074

。・@0．03716　　　0、6086

8．870

4．114

4，■47

幽0．6086

　　　　　　．．、、、、，　　　　　　　　05766　　　14．40　　　　　8．870

羅（メタ）（耳BQρq・”．…．”o・020、o・4564
ヨ圭酸（メ．タ）（H2SiO3）　・……・・　0．1565　　2．004

　　　　　　　　　、　　　　　　　0。7531　　　16．86

遊離炭酸（CO2）…一…・・・・・…　0．003993「0．09075

泉　　質

　　　　0．7571　　　16．95

輩純温泉に屡す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ　　　　の
クロールカリ．ウム（KCI）　・…・・…………　0．01411

ク．ロールナトリウム（NaC1）∵・・r・・∴”・…0。2295

硫酸ナ1トリワム（Na2sg4）・・…・……・…・・0．1635

硫酸カルチウム（9・SOρ…・……，一・…0．ユ087

重炭酸カルチウム〔Ca（郵CO3）2〕一∴…0．0210

：重炭酸マグ冬シゥム〔晩（HCO3）雪〕一・・g．0251

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕……一・0，000356

硫酸アルミニウム〔A1重（SO4）3〕一一・…．0．01417

瑚西傘（メタ）（HBO2）………・。・・∵……・：…・0・02q．

，珪酸（メタ）（II2Sio3）………：・………1…0．1565

　　　　　　　　　　　　　・　　　　　「　　0。7531

遊離炭酸（CO2）…一…三…・…一…・∴90．003093

　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　0。7571

水

　　　　　　　　　∫所在・地
　　　　　　　　　　試験年丹
　　　　　　　　　性　　」状
　　　　　　　1源泉温度83r
　㌧　　’　　・　比

　　　　イオン表、，

カチオシ噛　　．日㌧’　、・

　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・・；・。・

上 温 泉（湯乏古屋の湯）

群馬縣利根郡水上村大字藤原6173番地／』1．　　　　　　　　　　　　　　　’

昭和ユ2年8・月（：東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈すp97．551（18。，キソヒドロソ電池法〉．

　　　　　　　　　　　　　湧　出量　　約　7776　hl　（24β寺間），　．

置　・069996　（150）　’　　　箪

（本鑛水1｝kg中に含有する各威分及其語次の如し）

　　　　　　　　　　　　　　　0．011711

　　　　　　　　　　　　　　　0．1395

　　　　　　　　　　　　　　　0103803
、・． }グネシウムイオ’ン（Mg’1）…＜0．0125

　層フェロイオン（Fご’）…………　0．000448

　　アルミニウムイオン（Arつ…　0．00645

　アニオン

　　クロールイォ・ソ（CIつ………　0．1474

　　硫酸イオン（SO！ノ）…・∴・・…・0．1764

　；ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）・・ド0。1337

　　　蒸饗残渣0．745g（1　kg中）幽

三元表（本三水は其集成に於て1kg申次め威分を含有する溶液に概略相記す）1

葦り控ン揺　ミリヴアル

0．2995　　　　0．2995

6．060　　　　6．060

0．9490　　　’1．898
て

0．5140　　　1．208

0．008025　　0．01605

0．238　　　　0．7140

10．02

4．157　　　　4．157

1．836　　　　3。672

「2。192　　　　2．192

石明酸（メタ）（II1302）…………

珪酸（メタ）（II2Sio3）　………

遊離炭酸（CO2）……・一・＿＿

0．6661　．・ユ6．26　　　　10．02

0．01401　0．3197

0．1546　　　1。980

0．8347　　　18．56

0。01378　　　0．3132　　　ダ

　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　r　g
クロールカリウム（KCI）・・…………・・…0。03233

・クロ阿ルナトリウム（NaC1）・……・・……　0，2255

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……一・一・♂0．1568

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・，・・∫P…・・…・0．05109

：重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・‘・……0．09299

：重笈酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・甲・0．07522、．

一団炭酸亜酸｛ヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　∴∴・・・・・…　0」001427

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・∴・…・…」b。04075

硯月酸（メタ）（IIBO2）・・…　…・…・・∴・・。∴・。’…・001401・

避酸（メタ）（II2Sio3）　…∴・…・∴……・ご・・。0。1546

　　　　」　　．　　　　　　　　　　　　　・0．8347
噛遊離炭酸（CO雪）・・∴一・…・…∴・∴…∴L・・で0．01378

　　　　　　　　　　　　　　　　　．0」8485　　　　1

門　’

．泉　．質
　　　　0．8485　、18．87

箪純温泉に矯す
ヨ

一55」＿」



．所在地
試験年月
性　　　1伏

大、

・　　　　　　　源泉温度46。
　　　　　　　　比　　匝

　　　　イオン表

カチオン　 @　　　　　　　　　　9

　カリウムイオン（K●）・・一…　0．01819

　ナトリウムイオン（Na●）……　0．1619

　アムモニウムイオソ（NH4’）　0．00045

　カルチウムイオン（Cバ）一・・　0．02232

　マグネシウムイオン（Mgl●）…．OJ，02322

　フェロイオン（Fピ．）…………　0．001788

　アルミニウムイオン（AIO●●）…　0．000881

楊 温1泉
’

’群馬縣利根君陳：村大字大回字新ZFユ520番地先河川敷、
昭和8年12月（策京λ
殆と無色判明にして弱アルカリ性の反懸を呈す
p且18．50　（13％水素瓦斯竃池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　最　　約　1296　h1　（24　時間）　・

　　0．9995　（150）
（本鑛永1kg中に含有する各成分八田漱の如し）

　　　　　　　　　　　覧
アニオン
　クロールイオン（Cl，）…∴…

　硫酸イオン（SO4”）…………

　’炭酸イオ．ソ（CO3”）…………

　ヒドロ淡酸イオン（【ICO3’）＿

　かく酸イオ・ソ（0∬’）……・・…・…

　オく耐じイオン（旺Sつ……・∵。・…

、　　論調残流　‘レ．54939qkg中）
塵類表（本聖水は共集成に於て1kq中次の面分を含有する溶液に喚呼山側す）

茎’り碑ン舜　…リヴアル

0．4652　　　b．4652

7．039　　　7．039，

0、0250　　　　0．0250

0．5570　　　1．114

00955　　　　0。191

0．03202　　0．06404

0．03251　　⑰．09ナ53

8．996

　　　01527　　　4．306　　　　4．306

0．1421　　　　1．479　　　　2．958　．

0．01792　　，0．2987　　　0．5973

0．03669　　0．6013　　　0．6013

0．006758　　0．3973　　　’0。3973

0．00尋493　　0．1358　　　．o．1358

　　　　　　　，　　　　　　　　　　0．5685　　15．46　　　　　8．996

｛明置聖（メタ）（IIBOg）・・・………　　0。U1121　　02558

珪酸（メタ）（IIβiO3）　………　006131　0．7853

　　　　　　　　　　　　　　0．6410　　　ユ6．50

　　泉質　軍純琉黄泉に冷す

！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
クロールカリウム（KC1）・・……・………’0．03469

クロールナトリウム（NaC1）…・………・・012231

硫酸ナトリウム（N・2SO・）・…・………1…0．2032

豊野酸ナトリウム（NallCo3）　…………　0．01906

水硫化ナトリウム（NaHS）∵………．・……0．007616

クロールアムモニウム（NII唱C1）・……・・0．001338

霞淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0。02515

三炎酸桃ルr幻：7ム（C“CO3）　・……噛……・…0・02988

水酸化カルチウムCCa（OII）2〕…・……・・’0．007644

；水酸化・マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0．005571

距：炭酸昼E酸化鐡⊂Fe（1．ICO3）21　…………　0．005695　’

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…0．005566

石明酸（メタ）（HBO2）・。・…　…・・・・…　。・…・・・…　0．01121

灘i酸（メタ）（H2Sio3）…・・…・……………0．06131

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．64且0

6

、

大

所在地試験年’月
性　　　状

　　　　　　　　源泉温度56。
　　“　’　　　　　　　　　比　　　　重　　1．0　（150）

　　　　．イオン表

．力手才ン　　　　　　　．　　　’　9

　カリウムイオン（K’）・・…・…　0．0111

　ナトリウムイオン（Na’）……0．140
　カルチウムイオン（Caつ……　0．03151

　汐グネシウムイオン（Mg●’）…　0．006137

　フェロイオン（FeO●）…………　0．000448

　アルミニウムイオン（Ar”）…　0．001682

揚 温 泉
群馬縣利恨部東村大字大楊新李1520番地
日召矛口IO何三9刀（東京♪

．無色澄明にして微に硫化水素臭を具へ微湯アルカリ性反懸を呈す
pl正7．05（180，キンヒドロンfE池法）

　　　　　　　　　　湧　出　ゴ乏　　約1503　h1　（24　β寺間）
　　　　　　　　　　黎裏獲残ま査i　‘瓦．61g　（1　kI｛　「11）

（馨鶴趨籔纐か

ア昌オン

　クロールイオン（C1ノ）…・…

、　硫酸イオ・ン（SO4”）　・・…・・…

　ヒドロ芳i酸イオン（IICO3つ・

　フk硫イオン（HSノ）…………・

塵類無
妻リ穐ン馨　ミリヴアル

0．2839　　　0．2839

6．OS7　，　　6．087

0．7865　　　1．573

0．2524　　　0，5047

0．008025　　0．O1605

0．06207　　0．1862

・・ @0．1516　　　4。275

・。 @0．1S45　　　1．921

・　　0．03043　　　0．4988

・・ @0．001193　　0．03608

8．651

4．275

3．841

0。4988

0．03608

　　　　　　　　　　　　　　　　0．5586　　14．21　　　　　8．651

，　　’醐酸（メタ）（IIBO2）…………　0．0016　　0．03651　’

，　　三壷酸（メタ）（H2Sio3）　……・…　0．05343　　0．6ε43

　　　　　　　　　　　　　　　　0．6136　　14．93
　　謎左離炭酸（CO2）・・・・・・・・・・・・・・・…　　10．01058　　　0．2404

　　逞離硫化水素（112S）f・・………　0．0019130．05788　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　0．6262　　15．23

　　　　泉賀　箪純琉化水棄泉に属す

（本官水は其集成に出て1kg巾次の放分を含有する溶液に概略帽當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
クロールカリウム（KCI）………………．0．02117

クロールナトリウム（NaCD……………．0．2333
硫酸ナトリウム（Na2SO4）．・………・…・…0．1463

永硫化ナトリウム（NaHS）………・・…・…0．002023

硫酸カルチウム（CaSO4）・・∴・・……・一…・0。1071

二品マグネシウム（M呂SO4）…………・一〇．001323

＝E炭酸『グネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．03532

重炭酸亜酸化鐵こFe（HCO3）2〕…………0．001427

硫酸アルミニウム〔Ai2（Sq）3〕……・・・…　0．01063

毬li酸（メタ）（HBO2）………………………・0．0016

．灘i酸（メタ）（H2Sio3）……・…・……・・∵…　0．05343

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6136
陸離炭酸（CO2）　………吃…・笥……∵……0，01058
蓮離硫イヒ水素（II2S）　　。・。・・…　。・・。・・・・…　。・・。・　0．001973

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6262

56



所在地
試験年月
性　　　状・

大 揚 温

　　　　　　　　源泉温度　54。

　　　　　　　　比重1．0（15。）

　　　　イオン表’（馨翻姦禍難
カチオン　　　　　　　　　　　　9　　ジヂ紮聖．罰ヴァル

　カ』リウムイオソ（K’）．………　0．01512　0．3867　　0．3867

　｝ナトリウムイオン（Na．）’…r・・0．09615，．4．180　　4．180

　カルチウムイオソ（Ca●’）……　0．03509　0．8755　1．751．

　マグネシウムイオン（M9●’）…．0．008758　0．3601　　0．7202

　フェロイオン（Fc●つ・…・・……　0。000448　0．008025　0．01605

　アルミニウムイオン（Ar’り…　0．OOO761　0．02808・0．08424

7ニオシ
　クロールイオン（C1ノ）…＿＿

　硫酸イオン（SO♂つ　・………・・

　ヒドロ；炭酸イオン（H：CO3ノ）…

　：水回イオン（HSノ）・…・………・

泉
群馬縣利根看陳：村大掌大揚字新ZF　1151番地

昭1和106夢9月1、ぐ東京：）

無色澄明にして微に硫化水素臭を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す
pH　7．90（180，キンヒドロン電池法）　　．、　　　　　　　　・・

　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　系勺　　150　hI　（24　時・間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．52g（1　kg中）　1

6

　　　蒸i疫残渣
塵類表（本鑛水は其集威に於て1kg申次の威分を含有する溶液に概略両鐙す）

7．138

0、1105　　　3．116　　　　3．116

0．1651　　　1．719　　　　3．437

0。03276　　0．5370　　　0．5370

0．001593　　0．04818　　0．04818

　　　　　　　　　　　　　0．4663　　　．11．26　　　　　7．138　．

石朋酸（メタ）（IIBO2）…・・…・…　　0．0016　　0．03651

蕊酸（メタ）（H2SiO3）’………　0。06217　0．7963

　　　　　　　　　　　　　0。5301　　12．09
．遜…離炭酸（CO2）　・・噛g一鱒亀璽巳・…　◎鵠　　0。002371　　0。b5389

．遊離硫イヒじ水素（正12S）・・・・・・・・・…　　ooeo、49　0．01611

・　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　0．5330　　　12．16

　　泉質　鼠純琉化水繁泉に屡す

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．　こ
クロールカリウム（KC1）　…一・‘…・∵…　0．02883．．

クロゐルナトリウム（NaCI）：…・1・・r一∴0。1596

硫酸ナトリウム（Na2SO）…一・・呪・・一〇．09964

フk硫化ナトリウム（NaHS）……・…一・…　0．002702

硫酸カルチウ4（CaSO4）一…………・・0・1192

硫酸マグネシウム（MgSO1）．・………・P…0。01199

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2）・・一〇．03812

＝重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　6・・………’6，00141～ナ’

硫酸アルミニウム〔A12（SO4♪3）・∴………　0。004808

口耳酸（メタ）（HBO2）∴……・……1…・・騨・一〇．OQ⊥6

珪酸（メタ）（H2Sio3）㌔・。・・…・、…・…・……　0．06217

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5301
遊離炭酸（CO2）　…・・…ご・……・…　…・……　0．00237ユ

遊離硫化永素（II2S）…・………・一……0．000549

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5330

　　　　　　　’

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　源泉温度45。
　　　　　　　　．ヒヒ　　　　重　　0．9990　（：150）

　　　　イオ1レ表

：カチ才ン　　　　　　　　　　　　g
　カリウムイオン（K●）…．・……0．6α1926

　ナトリウムイオン（Na’）……0．1268

　カルチウムイオソ（qa”）……　0．01947

　マグネシウムイオ緊（Mg’り…　0．001993
　ブェロイオソ．（Fe。●）　∴………・　0．000764

　アルミニウムイオン（AI…）…　0．000456

7昌オン
　クロ．一ルイオン（C1，）………　0．1064

　硫酸イォ・ン’（SO4”）……・・…。　0．08612

　ヒドロ1炭酸イオン（HCO3つ　　0．1209

大 呼 温 泉’

群馬縣利根郡東村大掌大楊1519番地　　・
昭和12年10月（東京，
無色澄明にして微弱酸性反慮を呈すpll　6．40（18。，キソヒドロン電池法）．
　　　　　　　　　　　　　湧出量約776h1（24時間）

囎露麦鍵夷臨宅）
　　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　　　　…　リ　モル
　　　　　　　　0。04926

　　　　　　　　　5．513

　　　　　　　　　0．4859

　　　　　　　　　0．08195

　　　　　　　　0．01368

　　　　　　　　0．01683．

　　　蒸獲残渣　O．489（1kg中，
塵類表（本建水は其集成に点て1・kg中宍の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴアル

0．04926

5．513

0．9718

0．1639

0ρ2736

0．05048

6．776．

3．001　　　3．001

0．8965　　　　1．793

1．9818　’　　1．9818．

硯月酸（メタ）（HBO2）＿＿．．＿．

珪酸（メタ）（H2Sio3）　＿＿．．．

遊離淡酸（CO2）………一・・…

0．4648　　12．04　　　　 6．776

0．004805　　0．1097

0．06502　　　0．8328

0ご5346　　　12．98

0．006607　　0．1502

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、9
クロールカリウム（KCI）　・・了・Ψ…∵…・・0．003673

クロ」ルナトリウム（RaCl）「…・一・……0．1725

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・∵…………・・0．1238

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…………．0。06878

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．07875

重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕……0．01199

重炭酸亜酸化鐵〔Lb（HCO3）2〕・……・一〇．00含433

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・…0．00288■、

瑚酸（〃）（HBO2）・……・・………・……∵0・004805

珪酸（メタ）（】12Si（）3）　9・…　∵・…　。・ρ。・・…　。・。・　0．06502

　　　　　　　　　　　　　　　　　、0．5346
遊離炭酸（CO2）　　。・・・…　。。・・・…　∴・・・・・…　。…　bO．006607

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5412
　　　　　の 、

　　　　　　　　　　　　　0．5412　　　13，13

其他　　遊離硫化水素　　痕跡
　1泉　　質　　　　箪純温泉に回す

57．
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儀

9

　　　〆法

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　源泉函渡425。
　　　　比　　重
　　　　放射能

　　　　　＊，イオン表

師 温

　　1．0　（150）
　　　1．5×10・10c．E．g　（0．421～1．1司二）

　　　昭　11●コO，27．漁
（本鑛水1kg中に含有する各威分及其骸の如し）

力子オン
ーカリウムイオン（K’）　・・……・

　ナトリウムイォソ（Nゴ）・1…・

　カルチウムイオソ（Cバ）…繭

　マグネシウムイオン（Mg’つ…

　　フェロイオン（Fざつ。・・………

　アルミニウムイオン（Aし’●’）…

．アニオン

　　クロ顔ルイオン（ぐ1ノ）　………

　硫酸イオン（SO4”）…………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　澱酸イオン（CO3”）・…・……・

　ヒドロ彦ミ酸イオ・ソ（旺CO3ノ）…

　フk盃駐イオン（OII’）・・……・・・・…

　　、
　石明酸（メタ）（HBO3）・・…・．．＿．

　並酸（メタ）（II2Sio3）　………

泉傭の湯） ．　　　，

群馬縣利根郡新治村大掌永井字法師峠乙655番地
昭和11年12月（東京）
無色澄明にして砺アルカリ性反慮（フエノールフタレイソ）を呈す
p1｛8．35（臨地，180，比色法），PH　8．50（180，水素瓦；斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出最約96hl（24時間）
　　　　　　　　　　　　　難萱愛残渣　　1。259　（1kg　中）

　　　　　　　　　　，　　　比～琶堪度　　0。001607　（180）、

　　　　　　　　　　麗類表

　　，　ミリ践婆・リヴ・ル

0．006754　　0．1727　　　　0．1727

0．1019　　　4．430　　　　4．430

02974　　　　7．420　　　　14．84

0．01061　　0．4363　　　08725

0．000336　　0．006015　　0．01203

0．000503　　0．01856　　　0．05568

20．38

0．1212　　　3．418　　　　3，418

0．6625　　　6．895　　　13．79

0．000823　　0。01371　　　0．02742

0．000212　　0．00348　　　0．00348

0．05「罵48　　　3．144　　　　3’144

　　　　　　　　　　　　　1．356　1、，　25．96　　　　20．38

　　　　　　　　　　　　　0．0032　　　0．07303

　　　　　　　　　　　　　0．05177　　　0．663冒

　　　　　　　　　　　　　1．3ユ1　　　　26．70
瓦斯（13．5。，772mm）18中の含量1酸素（0雪）43cc，窒素（N2）957cc

共他　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡
　　泉　　貿　　　　石脅煙苦味泉に回す

法
　　所在地
　　試臨両月
　　性　　　状
　　　　　　　●
沙∫「ガミ辺盈慶　　42ggo

比、：重 1．0　（150）

　　　　イオン表＊（本鑛水1k田中に含有ナる各成分及共瓜…欠の如し）

カチオン
　カ’リウムィオン（κ）●・●”。・∵’。’

　ナおりウムイォン（Na●）＿＿・

　カルチウムイオソ（Cゴつ……

　マグネシウムイオ・ソ（Mg”）…

　フまロイオソ（Fe●つ…………

　アルミニウムイオン（Arつ…・
　　’

アニオン・　’

　クロ碗ルイォソ（C1，）＿＿＿

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・

　炭酸イオン（CO3”）……・…・・

　ヒドロ淡1駿イオン（IICO3ノ）…

　水酸イオ、ン（α1つ　…………

　　9ミリヂ奮ン；i…ミリヴアル

0．002894　．0．07402　　0．07402

0．09036　　3．929　　　　3．929

0．2988　　　7D455　　　14．9！

0．01184　　　0．4869　　　0．9737

0．000056　　0．001003　　0。002006

0．000714　　0．02635　　　0、07904

　　　　（本鑛水は其二三に於て1k賃中次の威分を含有する溶液に概略田富す）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
クロールカリウム（KCI）・…………・・…　0．01288

クロールナトリウム（NaC1）一……・・…0．1897‘
、硫酸ナトリウム（N・，SO、）・…・一∠……0．08416

硫酸カルチウム（CaSO4）…………………0．8543

炭酸カルチウム（CaCO3）・………・・……0．000944

水酸化カルチウム〔C」（OII）2〕・よ・………0．08416

水酸化マグネシウム（Mg（OII）2〕・…一・0．02545

炭酸可巨酸fヒ鐡（FeCO3）　・・・・・・・・・・・・…　。・・。。。10．000495

重淡酸亜酸イヒ鐡〔Fe（nCO3）巨〕　・」・・…∴…　0．000309

・硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕・…。・・・・…　0．003ユ78

石駆酸（メタ）（IIBO2）…………。…・・…・・…・0。0032

珪酸（メタ）（【15Sio3）　…・6………・…・…。・0。05177

　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　1．311

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨

　　師　温　泉（旭の湯）
群馬縣利恨郡新治村大掌永井字法師峠乙655番目
昭和11年12月〔東京）’
無色澄明にして溺アルカリ性反懸（フエノールフタレイン）を暴す
pl工8．45（臨地，18。，比色法♪，plI　8．60（18。，水素瓦1祈電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出漁1約20hl（24時間♪
　　　　　　　　　　　　　　熱笑聾憂幾芒査i・1．ゴ9　（1kg　rIリ

　　　　　　　　　　　　　　比電導度　0．00ユ599（1R。）
　　　　　　　　　　盛類表（本二水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略祖賞す）

P．97

　　　　　　　　　　　　　0．1212　　　3．418　　　　3．418

　　　　　　　　　　　　　0．7218　　　7。515　　　15．03

　　　　　　　　　　　　　0，000683　　0．01139　　0．02278

　　　　　　　　　　　　　0．000372　　0．006111　　0．Ob6111

　　　　　　　　　　　　　0．02536　　　1．491　　　　1．491L

　　　　　　　　　　　　　1．274　　　24．41　　　　19．97
　　　　　　　　　　　　　　　　礪酸（メタ）（HBO2）。。・・・・・・・…　　0．0024　　0．05477

｝1三酸（メタ）（II2SiO3）　・…r…・　0．05272　　0．6752

　　　　　　　　　　　　　　1．329　　25．14
婆寒　f也　　　ヒドロ燐酸イオン痕跡

瓦斯（13．5。，772mm）∬中の含量酸素（02）43　c。，窒素（篤）957cc

　　泉竺　石珊性皆味泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほクロールカリウム（KC1）　…・……・・……　0．0055ig

クロールナトリウム（NユCI）・…・………・0．1955

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・・…・・0．04156　’

硫酸カルチウム（CaSO4）　………・…・…・0．9779

：重炭酸カルチウム〔Ca（IIO3）2〕・……・・…0。000き33・

炭酸カルチウム（CaCO3）9…………・・…「0．00114

永酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕一」・・…・・0．01916

：水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0．0284

：亘炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕　。……：・…0．000178

硫酸アルミニウム（二A12（SO4）3〕・L…1・・㌔…0．004511

石既酸（メタ）」（nBO2）………・……・∵＝……・0．0024

王圭酸（メタ）（H2Sio3）……∴・・…・………0．05272

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．329

58
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法

所在地
試験年月
性』　　状

源泉温度．42‘3。
上ヒ　　　．重　　1．0　’（150）

『放射態’�I灘7慧曲q卑・（μ302照）輝戦

　　’師　’温飢三四の湯）．

群馬縣利根郡新治村大宇永井字法師峠乙655’番雄

昭和11年12月疎京）．・、．一
無色澄明に．して弱アノkカ．リ．性反回（フェノールフタレイン）を呈す
pH　8．40（臨地，18。，比色法），PH　8．55・（18。1水素瓦斯電池決）

　　　　　　　　　　　　湧出量　約7M（24時間），
　　　　　　　　　　　　蒸握翫残呈査　1ユOg（1k9中）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　0．001616　（180）

イオン表吝（本鑛水1kg中に含有する各三分及其量亥の如し）

カチオン「

　カリウみイオン（K：つ…・・…σ

　ナトリウムイオン（Na’）…・

　カルチウムイオソ（Cゴ’）・…

　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（AI…）．・

アニオン
　クロ・一イオン（Cソ）……・…

　硫酸イオン（SO4”）　・。…・・…

　炭酸イオン（CO”）……・……

　ヒドロ炭酸イオン（IICQ3つ・

　かく酸イオン（0【1，）・・…・…・…

響　・　9

・　・　■

．．　．　　’

19・

o　o

・●

・・ @0．1162
。・ @0．6942　．

・・@0．00054
・・ @0．000517
。・@0．O1472

　　・　妻リ碑饗・リヴアル

0．00476・　0，12ユ7　　　0．1217．

0．08848　　3．847　　　3．847

・0．2774　．♂6．925　　　13．85

0。009304　　0．3826　　　0。7651．

0．00028　　　0．005015　　0，01003

0。000228　　0．008413　　0．02524

盤’類．衰「 i麟盤薯鰹犠川西霜欝の）

18．62

3．277　　　　3．277

7．225　　　14．45

0．008959　　0．01792

0。008481　　0．008481

0。8657　　　0．8657

　カチオン　　「幽’”　　・．

　　カリウムイオン（Kっ・∴∴6．＿∴

　　ナトリウムイオン（Nの…∴・

　　カルチウムイ．オソ（Ca●’）……

　　マグネシウムイ矛ン（Mgつ…
噸　フェロイオ・1ソ（Fe●つ　・・…ご……

　　アルミニウムィ’オソ（Ai…）…

　　　　　　　　　　　　　　1．207　　　22．67　　　　　18。62　σ

石朋酸（メタ）（HBO2）……・…・・　0。0028　　0．0639

珪酸（”）（H・S10・）’∴……0・051420・6586　　・　．．．．、．・．．．．・：　　』　△

　　　　　　　　　　　　　　1．261　　　23．39
、’

ｴ他　　ヒドロ燐酸イオン痕跡
　　　　　瓦斯（13．5。，772mm）1中の含量酸素（02）58㏄，窒素（N2）942　cc

　　泉質　石管性苦味泉に厨す

　　　　　　　　　　　　　　　　湯原．・温・泉．い；．

　　’．1．救無鉛譲購讐激鱗朝開字下河原79聯1・嘘
　　　　　　　　　．性　．三層無色澄明にして弱アルカリ性薄霞を呈すpII　8．55（1合。，：水素瓦斯電池法）

　　　　　　　源泉高度．47。　　　　　　　　　　湧出最約2255h1（24時聞）’
　　　　　　　比　　　重　　1．0006　（150）　　　　　　　　　　　　　　．　　蒸稜残照　P1．07■　9（1　kg匹1■）　．　　　　　　　　・

　　‘脚．材ン表1（嶽弓鋸難葡’．塵類表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…リイオン及　　9　　　　　…　リ　モノレ

0．003118　．0．07974

0．1775　　　7．717

0．2554　　　6．373

0．004148・0．1706

0．00056　　　0．01003

0．000848、　0．03129

　ミリヴアル

0．079才4

7．7171

12．75

0．3412

0．02006

0．09388

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロrルカリウム（KC1）　…・・………・…0。009074

クロールチトリウム（NaCl）一・………・0．1845

硫酸ナトリウム（N・・SO・）…・・…・∵ご・…・・、0．04914

硫酸カルチウム（C謁04）・・も…・・∵∵・・一…9．9348

炭酸カルチウム（CaCO3）　…………・ニ…・0．000819

水酸化カルチウム〔C・（OH）ρ’一…・…・0・00＄72←，

水酸化マグネシウム〔Mg（qll）2〕・・∵∵…0・02232

重炭酸亜酸化鐵〔F・（HCO・）・〕．……一・つ・0ρq写54．’

曲筆酸化鐵（F・COρ糊γ・・∵∵ll・・0・qobp9

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）2〕……・・…・0．00144

礪酸（メタ）（IIBO2）・∵・…・…・・一牌ご・耐・0・qρ2寧

珪酸（メタ）（H2Sio3）ノ……・∵兜・轡・∵…・…．0．05142

　　　　　　　　　　　　　　　・　　1．261

　　　　　　　　8　　　　　　　　　　’　　：　Lρ，ハ・

アニオン』

　クロールイオン（C正つ　……・

　硫酸イオン（SO♂ノ）………・

’炭酸イオン（CO3”）　…・……

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）・

水酸｛オン（OIIノ）・・……・…・

・・ @　0．2641

・・@0．6261
・・@0。001995
・・@0．01877
。・@0．02422

7．448

6．517

0．03335

0．3079

0ユ423

20．99

7．448．

13．03．

0．0669

　　　，0．3079

0」423

玉藍酸（メタ）（II2Sio3）

泉　　質

1。355　　　、28．85　　　　20。99

0．1932　　　　2．577

　　　　1。548　．　　31．43

賓膏性苦味泉に掲す

／

　　　　　（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略三胎す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
．クロールカリウム（K：CI）∴…一・…・・……0．005942　・

クロールナトリウム（NaCI）…・…∵一・・0．4307

硫酸ナトリ、ウム（Nコ2SO4）……・∴…・・…・0．02481

硫酸カルチウム（CaSO4）・・………一・…・・0．8571

重炭酸カルチウム〔Cユ（IICO3）2〕・…・…・・0．01258　　・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2｝……0．009688、

淡麗マグネシウム（MgCO3）圏・………・∵・・』0・002804

：：水酸化マグネシウム〔Mg（011）2〕・…〔・…0・004151，

重淡登簿酸化的〔Fe（【ICO3）2〕、・………∴0．001805．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・∴・・’……　0．0053591

五た酸（メタ）（l12SiQ3）．・。’……。…・・。…・・…o．1932

　　　　　　　　　　　　　ぐ　　　層　、　　「1．548・

●
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　　　　　所在地
　　　　　試験年月
　　　　　性　　　状
　　　源泉温度　55。

　　　比　　：重

イオン表，

カチオン
　カリウムイオン（K。）・・∴…・…・

　ナトリウムイォソ（醤a’）……

　カルチウムイォレ（Ca”）……

　マグネシウムイオン（Mg“）…

　フェロイナソ（Fe”）　…。・…・…

　アルミニウムイォソ（Ar●’）…

湯 ．原

　　1●0014　（150）

（本鑛水1軒置巾に含有する各威分：及二五t…欠の如し）

　　　　　　9
　　　　0．002414

　　　　0．1379

　　　　0．3318’．

　　　　0．000699

　　　　0．00039ユ

　　　　0．001291

アニオン
　クロールイオシ（C1り　・…・…・

　弼脹髪イオン（SO4”ン．・。………・

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…

　　’

．温’泉

群馬縣利恨郡水上村大字湯原乙718番地

昭和10年9刀（東京）
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈すpll　7．05（18。，キソヒド冒ソ二面法）

・　．　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　湧　出　斌　　糸勺　151　111　（24時間）

　　　　　　　　　　　　　蒸獲残董査1．479（1k9，中）
　　　　　　　　　　　塵類表（本鑛水は二二威に於て1kg中次の洲山を含有する溶液に椰各相當す）

1り狸ン発　ミリヴアル

0．06174　　　0．06174

5．996　　　　5。996

8．280　　　冒6．56

0．02874　　　0．05748

0．0070　　0．0140

0．0476　　　0．1428

22，83

0．1585　　　4．47　　　　　4．47

0．5722　　　5．960　　　11．92

0．3930　　　6．442　　　　6．442

　　　　　　　　　　　　　．1．598　　　　31●29　　　　　22．83

寵号蔵皇（メタ）（IIBO2）　。・・・・…　鱒・・　　0．02876　　　0．6563

エ左酸（メタ）（n2SiO3）・…　。・・鴨…　　10。0586　　　0．7506

　　　　　　　　　　　　　1．685　　　32．70

逝離淡酸（CO2）………”・・一∫L塑Z｛璽」L19墜＿一・、

　　　　　　　　　　　　　1694　　　　32．90

　　泉　　貿　　　　土顛含有石寳性苦味泉に燭す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロー；レカリウム（KCI）1…・…：・・る・・・…♂0．004603

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・0．2577

硫酸ナトリウム（N32SO4），・・…・岬・・1・∵…0・1127

硫酸カルチウム（CaSO4）……：…・∵・∵・・…0・6933

．重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・∵∵・0．5162

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICg3）2〕…・・吃OrOO4206

置芳ミ百髪亜酸fヒ鐵〔Fd（HCO3）2〕　。・…　。・…　。・　0。001245

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・1・・…・…0・09S15

硯月酸（メタ）（IIBO2）∵・・・…　。：。…　。・・・…　鱒。…　0．02876

ゴ1三酸（メタ）（H2Sio3）…………　………・0．0586　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．685
遊離淡酸（CO2）……・……　…・…・…。…・・。・・0，008788

　　　　　　　　　　　　　　　　　糠694

、

　　　　　所在　地
　　　　　試験年月
　　　　　性　　　状
　　　源泉温度　39。

　　　比　　置

イオン表

湯

　　1．001　（150）

（本錨水1恥g中に含有する各成分及二藍次の如し）

　　カチオン
　　　カリウムイオン（Kつ・……・・…

●　　ナトリウムィォ・ソ（Na’）・・＿．

　　　カルチウムイオソ（Caつ・・…・
　　　　　　　　　　　　　　し　　　マグネシウムイオン（Mg”）∵

　　　フェロイオン（Fe●つ…………

・　　アルミニウムィォソ（Ar’●）＿

原 温

ア乱立’ン

　．クロールイオン（α’）・・……・

　硫酸イオシ（SO4”）　・・………・

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（HCO3り…

泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
群馬縣利椴郡水上村大字湯原字下川原805番地　　　　　　　　・　．’

昭和11年12刀（來京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す’pll　7．15（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　五t　　糸勺　1296　h1　（24　［網｝聞）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

0．00265

0．08033

0．3528

0．01453

0．000028

0．003055

雲り残沸　ミリヴア・・

0．06777　　　0．06766

3．493　　　　3．493

8．805　　　17．61

0．5975　　　　1．195

0．000502　　0．001003

0．1127　　　0．3382

0．1853　　　5．226

0．8386　　　．8．73

0．001158　0．O1897

22．70

5．226

17．46

0．01897

　　　　　　　　　　　　　1。478　　　27。05　　　　22．70

礪酸（メタ）（H：BO2）・……・…　0．001199　0．02736

王蓋酸（メタ）（II2Sio3）…・…・・…　0，1039　　1．331

　　　　　　　　　　　　　1．583　　　28．41
逝；離炭酸（CO2）・………・……・0．005736　0．1304

　　　　　　　　　　　　　1．589　　　28．54
　　泉　　質　　　　石膏性苦味泉に潤す

1　　　σ

　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　60

　　蒸硬残芒査1　1．58g　（1　kg　rF）、

盟類表（木高水は共集成に於て1kg中i欠の放分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　9
　　クロールカリウム（KC1）’……・・……・・…・0．005023

　硫酸カリウム（NaC1）・。…………・………0．2042

　　クロールカルチウム（CaC12）・・………・…0．09242・

　硫酸カルチウム（CaSO4）…………・…・・…1．085

　硫酸マグネシウム（MgSO4）・げ………・・…0．07086

　：重：炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．001315

　置芳き酸亜酸イヒ鐵〔F号（1｛CO3）2〕　…　。・・。…　。。　0．000089

　硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　0。0193

　モ朋酸（メタ）（HBO2）…………・…・……・…0．001199

　ヨ圭酸（メタ）（H：2Sio3）　………・・・…　…・・…0。1039

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王583

　遊離炭酸（COρ一・……・……・………・・…0．005736

1．589

’　，



、

’

所、在地

試験年月
性　　　状：

　　　源泉涯渡
　　　比　　重

イオン表

580

湯 島
　’

温’・泉

群馬縣利楳郡新治村大字猿ケ：京1湯島甲．1417番地

昭和9．年2月（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

pH　7．35（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧出．：量約1166h1（24時間）
　　1．001　（150）

（本誌水1kg申に含有する各威分及其量笑の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ………
　ナトリウムイォy（Naり……
　カルチウムイオン（Caつ・…・・

　マグネシウムィォン（Mg”）…

　フェロイオン（Fe”）……・…・・

　アルミニウムイオン（Arつ…

ア昌才ン

　クロールイオン（C1つ・…・…・

　硫酸イオン（SO4”）　……：・…・

　ヒドロ：炭酸イオン（HCO3，）＿

　　9
0．02698

0，2226

0．3263

0．005694

0．000224

0．00185　、

0。2378

0．8777

0．1442

　　盤面残渣

塵類表
ミリ農饗・リヴアル

0690　　　　0．690

9．678　　　　9．678

8．150　　　16．29

0．2342　　　　094683

0．004012　　0．008023

0．06827　　　0。2048

27．34

6．706　　　　6．706

9．135　　　18．27

2．363　　　　2．363

　　　　　　　　　　　　　1．843　　　37．03　　　　27．34
翻酸（メタ）（IIBO2）　。・・・…　。・…　　　0．02398．‘　0．5472

珪酸（メタ）（II2SiO3）……・；・0．06591　0．8442

　　　　　　　　　　　　　ユ．933　　　　38．42

童雄離炭酸（CO2）………・・……・　0．0020　　0．04545

　　　　　　　　　　　　　1。935　　　38．47
　　泉　　質　　　　石密性苦味泉に島す

1．829．（1kg中）

ノ

　　　　（畿欝麟乏麟鰯の＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
の

クロールカリウム（KC1）・・………・…・・PO．05145

クロールナトリウム（NaC1）．一…・∴・・…03517

硫酸ナトリウム（Na二SO4）・・……∴・。……0．2601．

硫酸カルチウム（CaSO4）……・…一r……0．9SO4

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・一…・0．1529

重炭酸マグネシウム〔Mg（耳CO3）2〕……0，0342ナ．

重炭酸亜酸化鍼〔Fe（HCO3）2〕一…・…0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一・・岬…　0．01169

硯旦酸（メタ）（IIBO2）…・…・…………∵…・・0．0239＆’

畳1酸（メタ）（H2Sio3）　・・……。。……・…∴・・006591

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．933．
擁嶽（CO・）………・・…∵ボ・…………0・0020・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．935．’

　　　　　　　　　所在地
　　　　　　，　　　　　　　　　　言式響匿毒～＿年　月．

　　　　　　　　　　性　．脚

　　　　　　　　源泉温度　59。

　　　　　・　．比　　重

　　　　イオン表
　、

カチオン1
　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）・…”1

　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（SO4”）　・……・…・

　ヒド戸炭酸イオン（IICO3，）…

湯 島 温 泉．

群馬縣利根郡新治村大字猿ケ京掌湯島1399番地

昭和4．年5月（東京）．

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　湧出旧約1309h1（24時間）
　　1．0008　（150）　．

（本三水1kg中に含有する各威分二二量次の如し）

　　蒸萱愛残渣　　1．788　9　（1　k9　中）

・堕類表（欝幽暗薯羅点呼欝の》
　　・　…リ碑遷・リ伽・

0．02732　　　0．6987　　　0。6987

0．2478　・　10．7739　　　10。7739

0．2713　　　6．7707　　13．54

0．008229　　0。3381L　　O．6762

0．3196

0。7461

0。0698

25．69

9．0130　　9．0130

7．766　　　15．53

1．145　　　　ユ．145

　　　　　　　　　　　　　1．690】L　　36。5054　　　25．69
石明酸（メタ）（HBO2）…・…。・…　 0．0450　　ユ．0269　　　　　、

珪酸（メタ）（1竜SiO3）　・・……・　0．0662　　0。8479

　　　　　　　　　　　　　：1．8013　　　38。3802

遊離淡酸（CO2）∵・……・……・・0．0048　0．1091

　　　　　　　　　　　　　ユ．8061　　畠38．4893

　　泉質　石膏性苦味泉に癒す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　’
．〃ロールカリウム（KCI）　…1・………・…　0．0521｛ト

　ク只一ルナトリウム（NaC1）…・………。・0．4861

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・・”…0．1747

硫酸カルチウム（CaSO4）………・一・……0．889づ

：電炭酸カルチウム（Ca（Ilco3）2〕………　0．03796・

置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2）……0．04948；

石明酸（メタ）（III302）・…b……・…・・…・。…・ポ0．0鼻50

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・…・……9・・0．0662　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．1．8014
3雄離淡酸（CO露）　・・・…　。・・…　……。，∵・…・・∵　00048

　　　　　　　　　　　　　　　　　，1．8062

！
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〆

、

所在　地
試験年月
性　　　状

大 穴 温 泉’

群馬縣利根郡水上村大字大穴字高手セ34暫地の1
0召牙012∠1ド6J…（東京）

無色維明にして微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸）を呈す’
PH7．15（臨ナ也，180，比色法）gpK7，60（189，キンヒドロン電池法）

　　　　　源泉源慶34。
　　　　　　　　　0．9994　（150）　　　　　」七　：最

　　　　放射能
オ二野k．（本州水1kg中に含有する各回分骨其最次の如し）

カチオソ　　　’　　・　妻リ賎聖
　カリウムイオン（K’）　………　0．004988　0．1276

　ナトリウムイオン（Na●）……0．0052952．3q2
　カルアウムイオソ（Ca）……　o．02675　0．6675
　マグネシウムイナソ（Mg’●）・∴　0．001927　0．07925

　フェロイオン（Fe”）…………　0．000112　0．002006

　アルミニウムイオン（A1’●’）…　0．000563．0．02077

10．92×1．0「10c．E．，（3．GOM．E）…昭1歌6・14二腕

‘アニオン

　クロールイオン（C1！）　…・∵…　　0，06434

　硫疏髪イオ・ソ（SO4”）　・…・。……．0．07086

　ヒ・ド西淡酸イォソ（llCO3’）…　0．04273

1、814

0．7375

0．7004

賓朋百婁（メタ）（IIBO2）け．＿轡四．

ア髭酸（メタ）（II2Sio3）層．………

0。2652

09008005

0．04217

6．451　　　　3．989

0．1827

0．5401

　　　　　　　湧　　出　　飛　　条り　43　1≦1・（24　時r！1】）

　　　　　　　　　　　　　0．28　9　（1kg　「11）　　　　　　　燕獲残流
　　　　　　　比電堪度　0．000574．（180）
　　　簸類表（本二水は其集成に於て1kg上衣の成分を含有する溶液に概略相富す）・

…リヴアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

0．1276　　クロールカリウム（KC1）………………　0，009514

2。302　　　クロールナトリウム（NaCi）・……・…・…　0．09859

1．335　　　硫酸ナト・リウム（Na2SO4）・……一・……0．04373

0。15S5　　硫酸カルチウム（CaSO4）　………………0．05426

0．004011　　霊淡酸塩ルチウム〔Cユ（HCO3）2コ・・…・…　0．04359

0．06232　　重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．……0．0116

3．989　　　　　重慶ミ酸亜酸イヒ鍔～〔Fe（HCO3）2〕　・・・・・…　。…　0．000357

　　　　　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…　0．003557

1．814　　　　研月酉菱（メタ）（HI302）　・・・・・・・・…　。・・∵。・…　。・・0．008005

1．475　　　　　∫茎1百麩（メタ）（II2SiO3）　・・。・・・・・・・・…　9・・・・・・…　0．04217

0．7004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3154

　　　　　遊離1炭酸（002）　・…　韓・・・…　鱒・・・・…　鱒・・gr…　0．003728

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0．3191

、

逝三部酸（CO2）…………‘帥…

彦し　他・石官酸イオ・ソ

　　泉　　賀

所：在地
試験年月
性　　　状

0。3154　　　7．174

0．003728　　0．09473

　　　　0。3191　　　7。259

痕跡　　　ダ

輩純温泉に泌ナ

大 穴 温

　　　　　源泉澱度34。
　　　　　比　　距：

　　　　　放射能
　　　イオン表＊（撒描野選D
．カチオン　　　　　　　　　　　　9　　妻写転ン；き　ミリヴアル

　．カリウ2・イオン（K’）　・・…・…　0．005149　0．1317　　0．1317

　・ナトリウムイオン（Na●）……．0．04733　2．058’　・2．058

　・カルチウ』ムイオン（CIゴ’）……　0．0229　0．5715　1．143

　・マグネシウムイオン（Mg’．）…　0．002015　0．082S5　0．1657

　1フェ和イオン（Fヒ●’）・・…∴・・…’0．000112　0．002006．0．004011

　アルミニウムイ．オン（A1…）・・」0．000457．0．01686　0．05059

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．553

泉
群馬縣利根郡水上村大字大穴字高午735番地の1
1罷｛禾0124｛三6月‘耳！ニガ（）　　・　　　’　　・・

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸》を呈す
pH　7．05（臨地，18”，比色法），1》lL7．50（キソヒドロソ電池法）
　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　・・　　　　　　　，・湧　　出　　 ゴ↓t　　悉勺　518　111　（24時間）

09993　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涛笑罫歪憂量…i査i　O．24　g　（1kg　‘．「り

9．79×ユ。，10qE．。（269　M．1弓，）…昭12・看、14誤譲．比電瀬度。．Oon476（18。）

rアニオン

　クロールイオン（（＝1’）…・・…・、0．05395

　・硫酸イオン（SO4”）　」・……・・ポ・．0．05357

　ヒド’ロ1炎酸イオン（HCO♂）…　0．05595

．1．521　　　　　1．521

0．5575　　　1。115

0．9170　　0。9170

魍類語

醐酸（メタ）（IIBO2）＿．＿．＿．

＝圭酸（メタ）（II2Sio3）　．、＿＿．

遊離炭酸（CO2）………・…・…・

0．2414　　　5。858　　　3553

0．01601　　0．3654

0．03385’ @　0．4き36

0．2913　　　6．657

0．002265　　0．05148

　　　　　　、　　　　　　　　0．2936

瓦斯（21。，760．2mm．）1Z中の含最

，共他硝酸イオン痕跡．
　　泉　，皿　　　　箪純温泉に属す

（本鑛水は共集成に於て1k窪墨筆の放分を含有する溶液に概略相州す）
暫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）………………　0。00982

ク”一ルナトリウム‘NaCI）・，…！・…・…つ．08122

硫酸ナトリウム（Na珪SO4）…・6・一．・……60。0貯5

硫酸カルチウム（CaSO4）・…………・。・…0．02694

．霊炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…・∵・・0．06056

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・r－0．01212
聖楽芳琴弾亜酸イヒ鐵⊂Fe（IICO3）2〕　。。・・・…　。・・60．000357

．硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・…・…　0』02887

石朋酸（メタ）（IIBO2）　・……6・……………0．01601

ユ圭酸（メタ）（H2Sio3）’………・………。・…0．03385

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2913
遊離淡酸（CO2）　……・・…・…・・6…………　0．002265

　　　　　　　　　　　1　　　　　、　　0．2936

　6．708

窒素（N2）896cc，酸素（02）ユ04　cc

、　、．　！　　、　，

o
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、

’．

所在地
試験年刀
性　　．状

源泉温度48。．

比　　重

イオン表

臼 根 温 泉
群馬1噺IJ根郡片品村大字東小川村根子湧出

昭和5年8月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈ナ

pH　7．86（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧出最「約ユ872h1（24時間），
　　0．9998　（ユ50）

〈馨灘贔伊予葡
　　カチオン

　　　カリ亨ムイオソ（Kつ…・・∵

　　　ナトリウムイ．オソ（N；ゴ）…・

　　　カルチワムイオン（Ca’．）・…

　　　マグネシウムイオン（M9つ・

、　　フエ・ロイオソ（Fe’つ・………

　　　ナルミニウムイオン（A1…）・

アニオン
　クロ秘一ルイオン（C1，）　・・…・

　硫酸イオ・シ（SO4〃）　・・……・・

ヒ．ド喉三三γ（HCO・り．

　　　　9
・・ @　0．0064

・・@0．1109
。・「

O．0993

●り @　0．0013

・。 @　0．0002

・・@0．0001

・。 j0。0893
・・ @　0．2998

・6　0．080

o

　　蒸獲残渣｝0．819（1kg中）
盤類表（本甲永は其集威に於て1kg中型の当分を含有する溶液に概略相記す）

妻リ碑鍵・リヴアル

0．1645　　　0．1645

4．8226　　　4。8226

2．4789　　　49578

0。0539　　　　0。1077

0．0036　　　0．0072

0．00369　　　0．01107

10．0709

2．5183　　　2．5183

3．1207　　　6．2413

1．3113　　1．3113

石朋酸（メタ）（HBP2）・・。………

瑳酸（メタ）（II2Sio3）　。＿＿．．

0．6873

0．0060

0．1240

14．4775　10．0709．

0．1369

1．5R82

遊離炭酸（CO2）……・・…・……・

泉　　質

0。8173　　16。2026

0．0088　　020

　　　　0．8261’

盟純温泉に騰す

16．4026

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）………・・…・・∴0．oi227

クr一ルナトリウム（NaC1）・……・・…．・0．1376

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・一…・・…10．1754

硫酸カルチウム（CaSO4）　………・一・…0．2560

置炭官邸ルチウム〔Ca（IICO3）2〕……・・30．0969　≠

：重；炭酸ヤグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．00788

＝重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）£〕　…………　0．00064

硫酸アル§ニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．000右33

毒朋酸（メタ♪（III302）………・・…・…………0．0060

三珪酸（メタ）（II2Sio3》…∵・・∵・……・・……01240

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8174
迩離炭酸（COg）　……・…・…讐・…　…・。…。0．0088

　　　　　　　　　　　　　　　　　0。8262

！

、

所在地
試験年月1
性・　状’

源泉温度60。
　　　　　　　比　・重
　　「イオ亭ン表i：，

カチオン
　カリ・ウムイオン（K．）・・……

　「ナトリウムイォソ（Nぎ）．・．．

　カルチウムイオン（Caつ’●●’

’マグネシウムイオン（M9つ・

．フ霜月イオ．ン（Fピ’）……・而

　アルミニ・ウムイォン（Ar軸）．

、

アニ才シ・．

・クロールイオン（C1ノ）　…・…

　轍イオン（SO4”）　……・…

　’ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・・

赤 澤． 温 泉．一

群馬縣利根郡片品村大字東小川字赤澤乙4663番地の2
μ召禾06‘F11月．（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

pH　7。81（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　一　湧出量、約2592111（24時間）
　　1．0004（15。）

（本呼水1kg中に含有する各威分及某量次の如し）

　　　　9
・・ @α0296　・

・・ @0．1279
∴　　0．0024

・・ @0．0011
・」　　0．0002

・・ @．0．0064

・吃　0．0920

・・ @　0．2205

亀　・0．0034

　　蒸獲残渣　0．55019（1．k9中）

黙頁表（欝欝箏馨羅乏麟粘欝の〉
ミリチ≒ン整．・リヴ・ル

0。7570　　　　0．7570

15．5608　　　5。5608

0．0599　　　　0．1198

0。0045　　　0．0905

0．0036　　　0．0072　幽

0．2362　　　0．7085

7．2窪38

2。5945　　　2．5945

2。2952　　　4．5904

0．0587　　　　0．0589

0．4836　　　11．5704　　　　7．2438

0．0609　　　　0．7800珪酸（メタ）（II2Sio3）　………

遊離纈（CO2）……・…・・…　…

泉　　贋

0．5545　　　■2．3504

0．0095　　　0．2159

　　　0。5540
輩純漉腺に厨ナ

12．5663

　　　　　　　　　　　　ノ　　．　　　　　』9

クロ「ルカリウム（KC1）　…………・∵…　0．0564

クロ師ルナトリウム（NaC1）……・…・…・0。1074

硫酸ナトリウム（M2SO4）………………0。2645
硫酸カルチウム（CaSO｛）　…一…・…・∴0．0082

硫酸マグネシウム（MgSO4）1・・づ……・∴…　0．0023

：重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…・∵0．0038

1重灘愛亜酸イヒ鐵〔二Fe（HCO3）2〕　…………，0．6006

苞磁アルミニウム（A12（SO4）3〕…………．0．0404

・濫鍛（メタ）（H2Sio3）　…・・…・………漏…0．0609

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5446
遊離炭酸（CO2）　・・………・………・・……0．0095

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5541

ら

1
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　’

　　　　　所在地
　　　　　試験年月
酢　　．　性．　状
　　　源泉温度39。
　　，比　　：重

イオン表

川 場 温 泉

群馬縣利根郡川場村字湯原451番地

昭和7年7月（東京）　　　．　　　　　　　、、
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈すpll　8．44（18。，：水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　　出　　最　　藷i勺　674　hl　（24　時間）

　　0．9994　（150）
（本鑛水1kg中に含有する各成分及共肌衣の如し）

カチオン

　カリウムイォソ（K。）　＿＿＿

　ナトリウムイォソ（Na。）……
　「アムモニウムィォソ（N耳4）

　カルチウムイオソ（Cバ）……

　マグネシウムィォン（Mg”）＿

　フェロイオン（Fe●つ・・………・

　アルミニウムイオン（Ar’つ…

ア昌オン
　クロールイオン（CI’）　………

　耐自流イオ・ン（SO4”）　……。・…・

　淡画イオン（CO！ノ）・・………

　ヒドロ疾酸イオン（IICO3’）…，

　フk酸イオン（OII’）…・・……・…

　　蒸獲残渣0．35929で1㎏中）
塵類表（本門水は其集放に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　9　妻リ狸湧・リヴアル

0．002574　　0．06583　　0106583

0．03316　　3．616　　　　3、616

0．000751　　0．04172　　　0．04172

0．01644　　　0．4103　　　0．8206

0．005463　　0．2247　　　0。4493

0．000224　　0，004012　　0．008023

0．001104　　0．04073　　0．1222

5，124．

0．08738　　2。464　　　　2．464

0．05435　　　0．5655　　　ユ．131

0．01676　　　0．2783　　　0．5586

0。03623　　　0．5938　　　　0．5938

0．0064　　　0．3763　　　0．3763

0．3108　　　8．681　　　　5．124

0．005453　　0．1239

0．05898　　　0．7533　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリ．ウム（KCI）……・…・……・9・004903

クロールナトリウム（Na（コ）…・………・・0．1377

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・一・……0．07167

：亟炭酸ナトリウム（NallCO3）、………・・0．02107

クロールアムモニウム（NH4C1）………0．002232
管棘二目ルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．02715

疾酸カルチウム（CaCO3）…………・一・0．02429

0宏酸マグネシウム（MgCO3）・…・…・……0．00308

フk酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕…・…0．01098

重淡酸亜酸化鐵〔Fe（IICO4）2〕・…・……・0・900713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……・・・…0．006974・

石朋酸（メタ）（HBO2）…・・……・。・…・………0。005453

蹴愛（メタ）（II2Sio3）………・・…・………0。05898

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3752

硯尾酸（メタ）（HBO2）＿＿＿＿

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・…・…

泉　　質

　　　0．3752　　　9．558

箪純溢泉に属す

第二大室温泉

b

4

ノ

　　所在地
　　賦験年月
　　性　　　状
測ミ濁度　　44．50
上：ヒ　　　　匝　　1．001　（150）

イオン表

群馬縣利根郡桃野村大字石倉字腱澤丁190番地

昭和8年コ2月（東京）．
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈すpII7．30（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　　出　　量　 約1756h1　（24時間）

（本鍍水lkg中に含有する各成分及野冊次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K●）　………

　ナ．トリウムイオン（Nの＿＿

　カルチウムイオソ（Cバ）・・…．

　マグネシウムイオン（Mgつ∴・

　フェロイオ・ソ（Fc●つ・・…・…・・。

　アルミニウムイォソ（Ar。。）＿

アニオン
　クロールイオン（C1，）・…・…

　ブロームイオソ（Bf，）…・・…

　ヨードイオン（J，）……・・……

　硫酸イオン（SO4”）・・…・・…・

　ヒドロ燐酸イオン（111℃！’）・

　ヒドロ．灘イオン（IICO3’）・・

　　蒸搬残渣　　　　　　　　2．哩b23　g　rl　kg　中♪
盟類表（本鑛水は其集放に於て1k窪中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　窪　1∀㌢聲　討ヴアル

0．03534　　　0。9038　　　　0．9038

0．4113　　　17．88　　・　　17．88

0．2164　　　「5．40　　　　10．80

0．01049　　　0．4314　　　0．8627

0．000238　　0．004262　　0，008524

0．000994　・0．0370　　　　0』10

・　0．4448　　12。54

　0．003793　0．04746

．　0．003CO9　0，02371

・　0．7555　　　7．865

　0．02724　　　0。2836

・　01011　　　1．657

30．57

12．54　．

0．04746

0．2371

15．73

0．5672

1．657

磁（メタ）（HBO2）…………

澱（メタ）（II2SjQ3）　…’”∵

三旋離炭酸（CO2）・…・・・・・・・…　…・

泉　　賀

2．010　　　47．07，　　　30。57

0．02398　　　0．5472

0．04619　　　0．5916

2．080　　　48．21

0．00463　　0。1052

2．085　　　48．32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
品目ールカリウム（KCI）・・r…・…・……　0．06739

クロールナトリウム（NaCl）・……一…・0．6803

ブロームナトリウム（NaBr）・・…・……諭0．004885

ヨードナトリウム（NaJ）．・…………・…o．003555

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・…・……．0．4385

硫酸カルチウム（CaSOの　。…………・・…0．6506

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・’0．06365

燐酸カルチウム（Ca11PO4）…・……・…r…0．03112

置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．06312

距淡酸亜酸化鐵〔Fc（IICO3）2〕…・…・…・0．000758

燐酸アルミニウム〔A12（IH⊃04）3〕・・…・…0。006277

石朋酸（メタ）（HBO2）…・…・・…・…r……・…0。02398

珪酸（メタ）（II2Sio3）。・・…・・∴・…　。6・。。・・…0．04619

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．080．
葺草副詞乏酸（CO2）　　・・・…　∴。・・・・・・・・…　。…　p。・…　’O。00463

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．085

ヨード，ブローム並食脛含有石寳性苦味泉に犀す
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ノ

　　　　　　唱　　1所・在地
　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　源泉温度38。／
　　　　　　　比．　：重．

　　　イオン表．

カチオン
　カリウムイオン（耳）………

　ナトリウムイオン（Na’）……

　アムモニウムイォン（NHの
　カルチウムイオソ（Caつ㌔・●…

　マグネシウムイオン（ハ1ぼり…

　フェ冒イオン（Fe●’）…………

　アルミニウムイオン（A1…）…

ア昌オン
　クロールイオン（Clノ）　・＝……・

　硫酸イオ＝／（SO4”）　。………・・

　ヒドロ炭酸イオ・ン（H：CO3’）…

老 神 温 ．泉．

群馬縣利根郡新治村大字相侯富士新田2577番地の．1

昭和11年12月僚京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反雁を呈すpH　7．55（18。，キソヒドロン電油怯）

　　　　　　　　　　　　湧出旧約389h1（24時聞）
　　1．001　（150）

（査灘昼贔霊袋禽葡

　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　晋　　　　ミ　リ　モル

　　　　0。01189　　0．304ユ

　　　　0．1507　　　6．552

　　　　0．000225　　0。0125

　　　　0．2997．　7．480

　　　　0．002138　　0．0879

　　　　0．00028　　　0．00与02

　　　　0。005175　　0．1910

0．1144

0．8711

0．07574

　　蒸獲残渣i1．534　g（1　kg申）
塵類表（本離水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相了す）

3．226’

9．060

1．241

…リヴ，ル

①．3041

6．552

0．0125

14．96

0．1758

0．01004

0．5730．

22．59
　　　／3226
18．12

1．241．

　　　　　　　　　　　　　1．531　　　28．16　　　　22．59

磁（メタ）（【IBO2）　・…　。・…　。・・　0．0099　　　0．2259

　　　　　　　　　　　　　　ら闘～（メタ）（H2SiO3）　・……・∫0．05996　　‘D．7645

　　　　　　　　　　　　　ユ．601　　　29．15

遊離炭酸（CO2）…一……・・…　0．004396’0．09992

　　　　　　　　　　　　　1．605　　　29。25

其他　ヨードイオン痕跡　　　　 ・

　　泉質　石弾性苦味泉に濡す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど
クロールカリウム（KC1）　……・……・・…0．022679

クロールナトリウム（NaC1）…・∵・凶……0．1701

硫酸ナトリウム（Na2SO．）・一……・……0．2588

クロールアムモニウム（NH4C！）………0．000669
硫酸カルチウ仏（CaSO4）…・…………・・…0．9467

：重炭酸カルチウム〔Ca（αCO3）2〕………　0．08555

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．01286

重炭酸亜酸化鐵〔F・（HCOΩ2ゴ……・…・・0．000893

．硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0327．

硯肩酸（メタ）（HBO2），・……∴・……・………0．0099

珪酸（メタ）．（H2SiO3）………・・……・……0．05969

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．601
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し遊離灘（CO2）　…・。・……。・…・・。………・0．004396

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．605．

‘

．相

所在　地
試験年月
性　　　状

侯　・温．

　　　　　　　源泉温度40。
　　　　　　　比重0．9996（15。）
　　　o　　　　イオン表　（本鑛水1kg中に含有する各成分二黒量次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　9　　毒リ♂i㌘馨　翻ヴアル

　カリウムイオン（K●）一・・…010020280．05187　0．05187
’

　ナトリウムイオン（Nの…∴・0．1224　5．322　5．322
　カルチウムイオ＝！（Ca’“）……　0。02796　0．6980　　1．396

　マグネシウムイオン（Mぎつ・∵　0．007646　0．3144　　0．6288

　フェロイ・オン（Fe●’）・…一…・0。00056　0．01003　0．02006

　アルミニウムイオン（A1…）…　0．001602　0．0591　　0．1773

ア昌才ン
　クロ．・一ルイオソ（Cソ）……・

　石充酸イオン（SO♂ノ）　……・…

　ヒドロ炭酸イオン（1愛CO3’）・

　水硫イオン（HSノ）…・………・

泉（ホタ場）

群馬縣利根君陳村大字大楊字新李1519番地
．昭和11年11月（東京）
無色澄明にして硫化；水素臭を有し微弱酸性反雁を呈す
pH　6．70（180，．キソヒドロン電池法）　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　湧出，量約995h1（24時聞）
　　蒸獲残渣0．5572g（1　kg中）

盛類表（翻難二三羅二二轡の）

・・ @　0．121　　　　　3．412

・・ @0。1507．　　1●569

・・ @0．05784　　　0．9481

・　0．003273　　0．09896

・7．596

3。412

3．137

0．9481

0．09896

　　　　　　　　　　　　　0．4950　　■2．48、　　　　7．596・

石朋酸（メタ）（HBO2）…………　　0．004002　0。09133

珪酸（メタ）（H2SiO3）………　0．05855　0．7499

　　　　　　　　　　　　　0。5576　　1332
遊離淡酸（CO2）………一・…・0．0388　0．8819　　　　・
遊離硫イヒオく素（H2S）……。・・…　　0．〔XX鵬　　　0．02494

　　　　　　　　　　　　　0．5973　　14．23

・泉質　 輩純琉化水繁泉に濁す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）1・・∵・…！・・…・‘・・吃『0・003857

クロールナトリウム（NaC1）一・一1∵…0。1964
硫酸ナトリウム（Na2SO4）…一・・」…∴…0．1324

フk硫化ナトリウム（NaHS）”………一…0．00555

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・一・…0．07466．　　．

1重炭酸カルチウム〔Ca（HOO3）2）………0。02425

1重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2⊃……0．04601，

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕・…・一…0．001784

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0．01012

｛敵意（メタ）（HBO2）…………・・…………・0．004002・

珪酸‘メタ）（H2S三〇3）………・・…………・0．05855

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5576
；距離炭酸（CO3γ　…………∴・。・」・・…・・・・…　0．0388

難離硫イヒzk素（II2S）　　・。・・…　。・…　。。…・・・・・…　　0．00085

　u　　　　　”　　　　　　．　　　　　　　　．　　　　　0．5973

．＼9

ノ
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ノ

’

　　　　　　所在　地
　　　　　　試験年月
噴　　　　　性　　　状
　　　　源泉涯渡55。
　　　　比　　：亟

イ．オン表

寳 川 温 泉
群馬縣利恨郡水上村大学藤原字奈良zド1898先河川敷

昭和12年9月（東京）
無色澄明にして三三アルカリ性反懸を呈すpll　7．55（ユ8。，キソヒドロン電池法）
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　湧　出五セ　約2592hl　（24時聞）

　　1．0（15。）
（本鑛水1kg中に含有する各回分及其飲次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K●）．……・

　ナトリウムイオン（Nの・…

　カルチウムイオソ（Ca”）…・

　マグネシウムイオン（Mg。’）・

　フェロイオン（Fピつ・………

　アルミニウムィォン（A1”●）．

　　　、．…リリ4車ン彊

・・．． O．009005　　0♂2303．

。・ @0．1848　　　　8．035

・・ @0。05295　　　1．322

・・@　0．007447　　．0．3062

・・
@0．も00784　　0．01404

・・ @　0．001428　　0．0527

　　ア昌オン
　　　クロールイオン（CIノ）………

，　　　耐じ酸イオン（SO4’，）　…………

　　　ヒドロ淡酉愛イオン（IICO3，）…

　　　莫茎獲残芒鉦　0．751g（1kg中）1
塵類・表（本鑛水は其集成に於て1kg．中次の陰獣を含有する溶液に概路相図す）

ミリヴアル

0．2303

8．035

2．643

0．6124

0．02808

0。1581

　　　　　　　　　11．71

・0．2463　　．　6。946　　　　　6．946

0．1806　　　　1。88　　　　　3．760

0。06106　　　1。001　　　　1．001

　　　　　　　　　　　　　　0，7444　　19．79　　　　11。71

磯酸（メタ）（IIBO2）……・一…　0．018　　0．4108　　　、

、ヨ淫：躍～（メタ）（H2SiO3）　………　　0．03695　　0。4733

　　　’　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　0．7994　　　20．67

層遊離淡酸（CO2）…・一…・・一・．0．0032940．07486

　　　　　　　　　　’、　　　　0．8027　　20．74

　　泉質　置純浬泉に回す　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，
　クロールカリウム（KC1）　…・………・・…0．01717

　クロールナトリウム（NaC1）一・…・……　0．3926

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…・…・……0．09372

硫酸カルチウ．ム（CaSO4）　…・・……・……0．1554

頭蝉声カルチウム〔Ca（HCO3）2y・……・・0。0292

．：重撒マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．04478
霊野里磁イヒ錺～〔Fe（IICO3）2〕　’・。∴・。・・。・。・0．002497

・硫酸！アルミ．ニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．OO9023・

恥骨ぐ〃）（IIBO2）……・・………・一」…0，0180

測三酸（メタ）（II2Sio3）・・………………・…6．03695

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7994
遊離ン腋（CO2）．　…　。・・∵…　。…　。・・・・・・・・・・・…　　0．003294

　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　0．8027

雪

、

、

’

■

奥

所在　地
試論年月
性1”1状

　　　、ミ原泉丁度66。

　　　比　　重

イオン表

帯． 座 温 泉（法性¢）湯）

群馬縣吾婁郡嬬癒村大字干俣字熊四郎山’2401猛地

昭和10年11月（東京）
殆ど無色澄明にして硫化水素奥強く弱酸性反懸を呈す
pl【2．41（180，キソヒドロf匡池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　1U　ゴ止　　糸勺　2073　h1　（24　Fl封置1）

　　0．9996　（150）

（査難麺ξ族脇の

カチオン
　永素イオ．ン（【r）　…ρ，…・…・

　カリウムイオン（K’）……・

　・ナトリウムイオン（Na’）…・

　カノkチウムイオ・ン（C‘ゴつ…・

　マグネシウムイオ．ン〈Mgつ・

　ラェロイオン（F～．）………・

　マンガノイオン（Mゴつ・・…笠

　アルミニウムィォソ（A1…）．．

アニオン．

　クロールイオン（C1’）……・

　聖ド’冥硫酸イオン（IISO！）・

　硫酸イオン（SO唱”）・・…・・…

　　　9　…り甚ン整
・・@　0．003462－3。435

。。 D，0．01946　　．0。4977

。・ @0。05862　　　2．549

・。 D．．0．06083　　　，．518

・・@0。002644　　0．1087

・・@0．002129　0．03813

∵　　0．0006　　　0．01093

・　0．00422　　　0．1557

・。 @0．2308
・：　0．3332

・・ D0．01712

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躍類表（本鑛水は其集成に於て1k霞中次の三分を含有する溶液に概略相上す）

ミワヴアル

3．435

0．4977

、2．549

3．036

0．2174

0．07625

0．02185．

0．4672

10．30

6．509　　　　6。509

3．435　．　　3．435

0。1782　　　0．3564

石朋酸（メタ）（IIBO2）。・・…＿叫．

灘（メタ）（n2SLO3）　・・鱒・。騨・’

遊離硫化水素（H2s）…………

　　泉　　質

0。7332　　18．44　　　　10．30

0・004002　　0．09133

0．112吐　　’1．436

0．8493　　　19．97

0．1081　　3．172

　　　　0．9574　　　23．14

酸性硫化水繁泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
クロールカリウム（KC1）・………・・……　0。03711

クロールナトリウム（NaCI）…・・…，……　0．1491

クロールカルチウム（Ca（コ2）・b……τ・…・・0．1686

クロールマグネシウム（MgC12）・。？…陀・・…0。0104

硫酸亜酸化鍛（FcSO4）………・………・・0．005792

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO｛）・・1………0．001315

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…一・…0．0148

クロールアルミニウム（AICI3）・…・・……0。009286
遊離研亡酸（II2SO引）　・・・・・・…　。∴・・・・・…　。・・・…　』0」3367

醐～（メタ）（IIBO2）・・6・・…　。・・…・。・・・…　…・。0．004002

灘愛（メタ）（II2Sio3）　…　。・・。・。・・…・…　。…・・0・1121

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8493
遊離硫化水素（II2S）…・」・・…・・…………・・0．1081

　・．　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　噛　　　　　　0●9574

ら
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ゾ
’

所　在・地
試験年月「
性　　　｝伏．

　　　　　　　　源泉温度：
　　　　　　　　’比　　重

　　　　．イオン表

カチオンー

　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●）

　・カルチウムイオン（Cバ）…・・

　’マグネシウムィォン（Mg”）．．

　フェロイオン（Fe●’）．・……・…

　アルミニウムイオン（A1●●’）・・

萬

　　800
　　0．9997’　（150）
（本鑛水■kg中に含有する各成分三里量次の如し）

座・温・・泉，
，二群馬縣吾妻郡嬬態村大字干保字熊四郎山國有林内

昭和11年4月（東京L
殆と無色澄明にして硫化氷素奥を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す
PH@7’35（1曙ソ1ヒ・ド蝿灘量約レ1，h1（，塒間）

　　　9
・　・0．0102

乳　　0。05301

　0．0012．
昏　　0。05011

・　0．01073

・　　0．000112

・　．0．001429

アニオン
　クロールイ牙馳ン（CIノ）………

．硫酸イオン（SO4”）・・・………

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）…
　　　ヒ　永硫イオン（HSノ）…・…・・……

…リイオン及噛

ミ　リ　モ　ル

0。2609

2．305

0。0667

1．251．

0．4412

0．002006

0，05273

　　　蒸竣残渣

塵類．表．

…リヴアル

0．2609

2．305

0．0667

2．501

0．8824

09004011

0．1582．

10．01148　　　0．3237

　　　　　　ロ0，1453　　　1．513

0．1641　　　　2．689

0，004626　　0．1399

6．178

　し
0．3237

3．025　．

2．689

0。1399

　　　　　　　　　　　　　　0。4523　　　9．045　　　　6．178

石朋酸（メタ）（HBO2）・…・…・…　．0．Oo4001’o．09151

灘（メタ）（II2SiO3）　………　0．1537・　1．969

　　　　　　　　　　　　　　0．610　　　11．11
遊離炭酸（CO2）・…・……9……　　0．03165　　0．7194

遊離硫イ財（素（正12S）・…　。…　。…　　0．004246　　0．1246

　　　　　　　　　　　　　　0．6459　　　11．95

其他　’ヒドロ燐酸イオン痕跡
　　泉　　質　　　　箪鈍琉力水索泉に屡す、

0．55　9・（1．kg　中）．

　　　　（本三水は其集成に於て1kg中次の引分を含有する溶液に概略相當す’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
ク、ロ」ルカリウム（KCI）、…∵・・∵・・一∵！Q．01916

硫酸カリウム（K2SO4）　…………夕・……・0．000337

，硫酸ナトリウム．（N・・SO・）…・・……・∴・・0・1538

．水硫化ナトリウム（NaHS）・一……一・“0。007846－

．クロ門ルアムモニウム．（NH4C且）………0．003567。

硫西劫ルチウム（CおQ、）…………・・…1…，0．0475、

重炭酸カルチウみ〔C・（HCO・）・〕回．…∵餌461

．：重疾駆マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．06457

重炭酸亜酸化鐵〔F・（IICO・），〕・…∵……．q．Qqo＄57　F

硫酸アルミニウム〔A1，（SO、）、〕∵…・……0．009028．

醐酸（メタ｝（HBO2）…・…・…・・……・∵∵・・．0．oo4001

珪酸（メタ）（H2Sio3）・；マ・♂τ…。。……・……　0．1537

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．蔓・610∫
翅i離炭酸（CO2）　・………・…・…’…・∵・∵・・：0，03165

．遊匿推硫イヒ永；幸き（II2S）・・・・・・・・・・・・…　；…　。・。・・…　　0．004246亀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oi6459

、　1

　　　　萬

所　在地
試験年月
性　　　｝伏

、pH　1．84（18。，キどヒ1ごロγ電池法）

　　　　　　　　闘　・．．’湧．出

　　座州．泉・噺三三）
群馬感吾妻郡嬬癒村大字干俣字熊四郎山2401．．番地

馨新繭熱，綴始へ鹸並撫を寵
　　　　　　　　源泉源度90。
　　　　　　　　比　　重　　　　　　　　　　　　　1．002．（150）

　　　　イオン表（欝醤艦齢魏）　圏
カチ才ン　　　　　　　　　　　・9　　…リり蔑ン整　’討ヴアル

　；水素イナン’（1「）’・…・●………　　0．01002　　9．944　　　9．944・

　カリウムイオ．ン（K●）’………　0．04557　1ユ65　　1．165・

　．ナトリウムイ‘オン（Na’）……　0．3251　14．13　　14．13．

　アムモ三ウムイオーゾ（NII4’）　0．001048　0．05822’0．05822

　カ～レチウムイオン（Caつ．・・…・0．03072　07665　1．533‘
　マグネシウムイオン（Mg●’）∴・0．06585．・2．708　．5．415広

　フェロイオ’ソ（Fe’つ…．………．0．006148　0。1101　．0．2202

　マシガノイオソ（Mn’り‘繭・・…　0．0027450．04975　0．0995

　テルミニウみイオン（Ar’●）…　0．1414　　5．217　　15．65

．』Vニオ’ン　　　　　　　　　　　　　　h
　　クロールイオン’（αノ）……三・・　0．484

　．ヒドロ硫酸イォソ（HSO！）唱・・；’0．9646

13。65・

9．944

0．01513
121ぎ0

量　　三三～59．2h1．（24　時間）

類崇（本恥曝は其集成に於七1kg中次の成分を含有ナる溶液に概略相州す）

、駐・．．ヒ．一・・一．．’・2、L
　クロ㌍〃カ．リウム（KC1）　・・…………・…　0．08686　、

　’クロールナトリ．ウム（NaC1）㌔…∵し…・…∵0．7265．

　．硫酸ナト1リウム（Na2SO4、…一一……・．0．1210

　・クロ飼ルアムモニウム（MI4C1）’・…・…・0．003115

　．硫酸カルチウム（CaSO4）…一……・・…0．1023
1砒酸カルチウム（Ca　HAsO4）………・・…．0．0〔｝2723

・！硫酸マグネシウム（MgSO｛）・・…・………0．3260．

　硫酸亜酸化鐵（FeSO｛）…・…L…・・……6…・0．0】673

　硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）・・，…＿＿0．007512

48．21，

ヒドロ砒酸イオン（HAsO4”）・0．002117
硫酸イオ’ン（SO4”）・・…・・’・…．1．18i．：・：

　　　　　　　　　　　　　　3．260　　　　70．06　　　．　48．21
翻酸（メ」タ）（HBO2）．，……・・…　　0．0ユ996　　0．4555

滋酸（メタ）（II2Sio3）……・…・・　0．4814　　6．166

　　　　　　　　　　　　　　3。762　　　76．68
遊離面缶イヒ水素（II2S）。…　。…　。・。・　0．001221　　0．03583

　　　　　　　　　　　　　　3．763　　　76．72
其　他　　　ヒドロ燐酸イオ・ン　痕跡

　　泉・質　 硫化水繁日航繁含有酸性明響泉に燭す

13．651
9．944

0．03025

24．5911

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・……・…　0，8931

遊離硫酸ぐH2SO4）・・…
．石朋酸（メタ）（HBO2》・・。・・

珪酸（メタ）（H2SLO3）．．

遊離硫化水素（II2S）・・

！1．層脚　、　　　　　ρ

％”●’・・。・・ ｮ免∴．・・…　書　0．9746　』

・……・……・・一・・
O．01996『

・…・……・………・ O．4814

　　　　　　　3．762・

…・……・………・・ O．001221

　　　　　　　3，763

’

■　「

一67．一



、

琴 座’温’ 泉（三三）
　　所　在　地　　群罵縣吾妻郡婬懇村大字干俣字熊四郎山2401番地マ）66

　　試験年月　．昭和13年12月（東京）
　　　　　　　　　蛋白石濁を呈し硫化水素臭を具へ三昧蚊牧空回を有す；　　性　　　状
　　　　　　　　　PH　1．82（180，キソヒドロン電池法♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iま　　糸「】　25g　h1　（24　時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繊・源泉温度92。　　　．　　　　　　　　湧
比　　霊1．002（15。，　　　　　、　　　　，　　　　　　　　　　‘’

　　　　イオン表

カチ才ン
　フ！く素イオ・ン（Hつ　・……・。・・…兜

　カリウムイオン（K●）　＿＿．．．

　ナトリウムィォソ（Na．）＿川

　．アムモニウムイオソ（MI4’）

　カルチウイオン（Cゴ●）……・・

　・マグネシウムイオン（Mg●●）一・

　フェロイオン（卜e）…・…・・…

　・マンガノイオン（Mパつ………

　アルミニウムイォソ（Al…）＿

アニオン
　クロールイオン（C1’）　・・……・

　ヒドロ石弓イオ・ソ（IISO，4）…

　硫酸イオン（SO！ノ）・…・・……

　ヒドロ砒酸イオン（IIAsO4”）

（響露麦銀裳繍D

　9
0．01004

0．06258

0。3602

0。000749

0．04358

0．06148

0．004471

0．004391

0．1734
●　　　　 、

0．5018　　　14。15

0．9666　　　9．965

1．434　　　14．93

0．CO2823　　0．02017

！謹類表
垂リリ麓ン楚…リヴア・・

9．965　　　　9．965

1．601　　　　1。601

15．66　　．　　15。66

0．04161　　　0．04161

1．088　　　2．175

2．528　　　　5．056．

0。08005　　　0，1601

0。07995　　　0。1599

6．40　　　　19．20

54．02

14．15

9．965

29．86

0。04034

　　　　　　　　　　　　　3．626．　　76。51　　　　54．02

石朋西愛（メタ）（【lnO2）…………　 0．03992　　0．9110

封三酸（メタ）（1！2Sio3）………・。・　0．4751　　6．085

　　　　　　　　　　　　　4．141　　　83。51
曳左回硫イヒフk素（II2S）　・・・…　……　　0．00872冒　　0．2559

共　他
　　泉

ヒドロ燐酸イオy
質

　　　4．150　　　83。77

　　　痕跡
硫化水解虹砒繁含有盈虚晶晶に威す

、萬 座 温

5

（本鑛水は其集成に於て1．kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　所在地
　　試験年月
　　性　　　状

源泉盗慶92。
比　　：旦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
クロールカリウム（KCI）　……・…，…・…　0ユ194

クロールナトリウム（NaC】）・｛一L…・・0．7312

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・・…・…、…0。2240

クロールアムモニウム（NH4C1）・……・・0．002226

硫酸カルチウム（CaSO4）…1……・・………0。1453

i砒酸カルチウム（CaHA504）・…・……∴・0．003631

硫酸マグネシウム（MgSO4）　一…一・…　0．3044
磁宣E酸イヒ鐵（FeSO∂。・・・・・・…　一・・・・・…　一・・0．01216

硫酸亜酸化マソガヅ（MnSO4）一・・……0．01207

硫酸アルミニウム〔Ai2（SO4）3〕…一・・…1．095
麗左離耐ご酸（II2SO4）　　・・。∵・r。…　。・・・・・・・・…　。。・・0．9766

石駆酸（メタ）（IIBO2）・………・……………・0．03992

濫酸（メタ）（H2Sio3）一・・………・一…・0．4751

　　　　　　　　　　　　　　　　　4。141
滋左離耐己イヒ水；霧…（H。s）・・・・・・…　。・・。・・∵・曾・・・・・…　　0。008721

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．150

　　　　イオン表

カチオン
　フk環iイオン（1「）・・……・…・…

　カリウムイナン（K●）・9…・・…

　ナトリウムイオン（Na。）・函
　カルチウム「イオン（Cバ）…・

　マグネシウムイオン（M9’つ。

　フェロイオン（Fピつ・・…・…・

」マンガノイオソ（Mバつ……・

　アルミニウムィォソ（Ar’●）・

泉（姥湯）、

群馬縣吾婁郡購懸村大字干俣字熊四郎山2401番地の77
0召和136F　12．月．（東京）　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　，

蛋白石濁を呈し硫化水素臭を具へ酸昧を右す　　　1．
pU　2．27（180，キソヒドロソ電池怯）

　　1，0　（150）
（本鑛水1kg中に含有する各放一回共且次の如し）

　　　π　…り穐ン発

・・@0．00495　．4．911
・・ @0．02862　　0．732
・・ @0．1194　‘　　5．191

∴・　0．04507．．　1．125

・・ @0．04195　　　1．725

・・ @0．002128　　0，①3811

・・ @　0。0022　　　　0．04005
・・’

@0．01526　　　0．5630

湧　出 ，量　　三白　15552　h1　（ゴ4時聞）

・盟頚部（本鑛：水は其集成に於て1kロ中次の減分を含有する溶液に概略相當す〉

ミリヴアル

4．911

0．732

5．191

2．250

3．450　，

0．07622

0．0801

1．689

18．38、

’

ア昌才ン
　硫酸イォソ（C1ノ）　…・…・・…・，・　0．1239　　3．494　　　3．494

　ヒドロ硫酸イオ・ソ（HSO！）…　 0．4764　　4．911　　　4」911・．

　硫酸イ㌧オン‘SO4”）　・…・・……　　0，4791　　　4。987　　　9．974

　ヒ・ドロ砒酸イォソ（旺Asq”）　0．000025’0．000179　0，000357

　　　　　　　　　　　　　1．339　　　27．72　　　　18．38
破酸（メタ）（HBO2）……　……　　0．0150　．　0．3423

王【三酸（メタ）（112Sio3）…・。・……　0．4215　　5．399

　　　　　　　　　　　　　1．776　　　33．46，
遊離｛疏己イヒ水素（【12S）　・・・・・・・…　一　　〇n1081　　0．3172

　　　　　　　　　　　　　1．787　　　33．78

共他　アムモニウムイオソ痕跡
　　泉　　質　　　　硫化水索含有三三泉に回す　　　「．”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽド
クロールカリウム（KCI）・……・…．…「…0．05458

クロールナトリウム（NaCl）・……∵・…・・0．1615、

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…∵…・…・・0．1726

硫酸カルチウム（CaSO4）…・…り・……・・…0．1531

砒酸カルチウム（CallA504）………・……0．000032
硫酸マグネシウム（MgSO4）・…・…一…　0．2077
硫酸亜酸イヒ錺～（FeSO4）・・・・・・・・・・・・・・・…　。∵。・・0．00579

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）・・∵7・・……0．006048

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・…　0．09639

遊離硫酸（II2SO4）　一．……・…・・…・……0．4814　．

石畳酸（メタ）（HBO2）。・…・。一，∵・・……・・∵…　0・0150

ヨ圭酸（メタ）（II2Sio3）、b・……・・…．…∵……0．4215

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．776
遊離硫化水素（ILs）・∴一・・…・．…………．・0．01081

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．787、

68



　　　〆

’　　　・所在、地コ
　’．　　　　試験年月

’、@　　性　　　状：
〆　　　　　　濾温度　　620、

　　　　上ヒ　　　．重　　i．0004　（150）’

イオン表．

入＼旧く．温，’泉，

群馬縣吾妻郡六合村大字入山1534番地
昭和4年11月て寡宗）層‘．

A

無色澄明にしで微弱、アルゐ野性反懸を呈す

（本鑛水1kg中に含有する各言分及右下…欠の如し）

カチオ・ン　．・　．’．．．．．、．、

　カ，リウムイずン（K●）　……・

．ナトリウムイオン（Na曹）ド“

　カルチウ4イオン（qa’●）．’∵

／マグネ．シウムイオン（MgO’）．・

　フェ官イオン（Fe●’）．C…．……

　アルミニウムイオン（A1”の）．

ア昌才ン
　クロールイォソ（C1ノ）』．＿∵．

　硫酸イオン（SO4グ）』1………

　ヒドロ；炭酸イォ．ン（HCO3’）．

；．、’ε　ミ，其ン舜．

・・ @　0。0108　　’　0．2754

・・@0．1902　　　8．2697
∵「 O．2050　　　5．1170

㌧・ @．q．oq68　　　0．12783

。・ D0．0004　　　0．0079

・・ @0。0051　　　　0．1872

、

　　　　　　湧出量約i296　h1（頭旧聞）
い　　　”　 1蒸獲残1査　玄33（1kg．中）

　　　騒類表（欝麟簗繕融，一季の〉．．
ミリヴア，レ　　　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　㌧　　　　・　　　9
02754

　　　　　　クロ「ルカリウム（KC1）　・・………・……　0．0205
8・2697　ゾ・一ルナトリウム（N・CI）…・…一…・0．3924

10．2340
　　　　　　1ヨードナトリウム（NaJ）　・……・」・・…・・∴0．1107
0．5565

0．0157

0．5617．

”、0ミ247寧　6・9872
∵． O．54～≧5　　　5．7203

・・． @0．0906　　　　1。4853

19。9130

6．9872

11．4405

1．4853

　　　　　　　　　　　　　　1．3062　　28．3282　　　19．9130

石朋酸（メタ）（H耳92）…・……・・　0．0056　　、0．1278

珪酸（メタ）（H2SiO3）…．・・…・…　　0．0597　　0．7646

　　　　　　　　　　　　　　1．3715　　　29．2207
遊誇1髭炭酸（CO2）…………・・㌧…　　0。0012　　　0．0273

　　　　　　　　　　　　　　ユ，3727　　　29．2480

　　泉質　石弓性苦味泉に濁す

硫酸カルチウム（CaSO4）…一；・・∴…一・・0．6345

　　　　　　　　じ：重表酸カルチウム〔Ca（HcO3）2〕・……・・0．0740．　，

’：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……’0．0407．

置多ミ酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・・∴……・・．oooi4

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂3り・・…・……　0，03211

醐酸（・メタ）（HBO2）…一………∴」一・…　0．0056　．

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・……・1一…∴6bO5曽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ3715
逝離炭酸（CO2）　・…・……・…………・…・・0．0012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3728

顧駈．

　　　　　i所’在．地：’

　　　　　・試験年月
　　　　　　’性－　　｝伏’

　　　　源泉温度44。
　　　　上ヒ　　　　重　　1．qoO6　（150）

．イオン表・

　　　　　　　A．

入　山：温．
群馬郡吾婁郡六合村字入山大澤川

昭和7年1月（東京）

泉

無色澄明にして微弱アルカリ性反回を呈す
PH　7・48（18。，キンヒドロシ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量

（本銚水．1kg中に含有する各成分前面量次の如し）

　　カチオン
　　　カリウムイオン（K●）’の”：∵・∵

　　　ナトリウムィォン（Nの㌔．．＿

　　　カルチウムイオソ（¢a”）．……．

．　　マグネシウムイォソ（Mg●●）㌔．．

　　　・．フェロイオン（Feつ∴………1

　　　　　　　も　　　自アルミニウムイオン（Ar●’）論

アニオン
　クロールイオ・ン（C13ノ）……・

　硫酸イオン（SO4”）．・・・……；

　ヒドロ：炭酸イオン（耳CO3’）・

　9
‘0．0416

0．1500

0．1983

0．0894

0．0002

0．0029．

㌦

　　　　　　　　禿勺　1555　hl・（24時間）

　　、　歯内痩残託査i　1．579　（1kg中）

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg三衣の三分を含有する溶液に概略相當す）．

茎り其ン揺．ミリヴアル

1．0639　　　1．0639

6．5202　　　6．5202

4。9488　　　　9．8976

3．6760層 @　7．3520

0．0035　　　090070，

0．1070　　0．3210

　．　　㌔、

・」． O．5551　　15．6543

・・ @0．3392　　　3．5308

・・ @’0．1492　　　　2．4458

25．1617

15．6543

7，0616

2．4458

　　　　　　　　　　　　　　1．5259　　37．9503　　25．1617
・醐酸（メタ）（HBO2）．………・∴　0．004b　9　0．0913

珪酸（メタ）（II2Sio3）・………・・　0．1328　　1．7009

兎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　レ
、ク・一ルカリウム（KC1）…’…・・……0・0793し

　クロールナトリウム（NaCI）……………Or3812
　クローイレカル千ウム（CaC12）…・・∵・．・……　0，4479

　硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…・…0．1244

　硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．皇958，
、：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕．・…・・0．1794

　露濠酸亜酸化鐵⊂Fe（IICO3）2〕1……1・…l　q・0006一

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・∵・0．0193

．石朋酸（メタ）（IIBO2）・・，………・・…・………0．0040

　刷…酸（メタ）（H2Sio3）　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　…・0．1328

　，．．　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．6627

、　玉匠離炭酸（CO2）………・・…・…・∵…　………　0．1296　　．7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．7918・

9

　　　　　　　　　　　　　　1．6627　　39．7425

逝i離炭酸（CO2）・…∵…………　0．1296　2．9454

泉　　質

　　　　1。7923　　42．6879

輩純温泉に禺す

、

／．

一69



’

ノ

カチ才ン

所在地
試瞼年月
性　　　状

漁溜狂彦芝　　54．50

ノ

入’山∫温　泉
　群馬縣吾妻郡六合村大字入山字湯の上乙1551番地’

　昭和7年β．月（東京）　．㌔
　無色澄明にして微弱アルカリ性反回を呈す
　plI　7．40（180，キンヒドロンτE池法）　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　」此　　糸勺　453　h1　（24　β寺間）

　　　よヒ’　　霊　　1．001　（150）

イオン表（本州水1kg中に含有する各二分出面量次の如し）

　　　カリウムイオン（K’）・……

　　’ナトリウムィォソ（Na●）＿．

　0　カルチウムイォソ（Cゴ）・…

　　　マグネシウムイオン（Mg”）・

　　　フェロイオン（Fe”）．・。・…・…

　，　アルミニウムイォソ（A1…）・

・　アニオン
　・　　クロールイオン（C1’）、』……・

　　　耐亡酸イオ・ン（SO♂’）．．………・

　　　ヒド，ロ淡酸イオン（IICO3’）・

匿　．

・　o

・　　．

・　曾　　　　，

・　●

・・@0．2189
・・ @0．6656
・・ @0。2006

　　　　…リィオンエ
　　9　　　ミ　リモル
0．007775　　0．1988

0．2070　　9．0000

0．2633　　　6570

0．005236　　0．2153

　　　　　づ0，000962　　0．01723

0．004674　　0，1724．

●

、

，

　　　蒸！陵’残渣1．499（1kg中）

盛類表囎蜷著琴騙鎌嚇山踏の）
ミリヴアル

0．1988

9．0000

13．14

0。4306

0．03446

0．5174

　　　　23．32
6●173　　　6．173

6．93．　　　13．86

3・288　　　3。288

　　　　　　　　　　　　　1．574　．　32．56　　　　23．32
硯月百を（メタ）（IIBO2）　。・・・・・・・・…　　　0．007283　　0．1661

工1酒｛～（メタ）（H2SiO3）……・・・…　0．06018　0．7709　　’

　　　　　　　　　　　　　1。642　　　33．50
遊凝と疾直麩（CO2）．・・・・・・・・・・…　一・・。　0．0013　　　0．02955

　　　　　　　　　　　　　1．643　　　33、53

　　泉質　石膏性苦味泉に髄す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
クロールカリウム（KCI）　∵・……・…・・…0。01482

クロールナトリウム（NaC1）………L…・・0。3493

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…………・…・0．2150　、

硫酸カルチウム（CaSO4）・一一・…・・……0．7023

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・0。2288

重炭酸ヤグネシウム（Mg（IICO3）2〕・・一〇。03151，

垂炭西餐亜酉髪イヒ鋸琵⊂Fe（HCO3）2〕　………　…　0．003065

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0祀り53

磯酸（メタ）（HBO2）……・……一∵……・・0．007283

ゴ圭百愛（メタ）（II2Sio3）　…・・…・．・・…ボ・・∴…∴0．06018

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．642
雌塞酸（co・）……・’・……・…∵・：・・鎚処…＿

　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　1。643

，

入 山 温 泉

●

，

所在地
試瞼年刀
性　　　状

源；巧芝1認刀芝　　430

群馬縣吾三一六合村字入山字ガラン画有林内

昭和1τ年10月（東京）
殆と無色澄明にして硫化水素臭を具へ微賜酸性反癒を呈す
pH　5．60（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約1104h1（24時聞）
　　　　　　　　比重1．001（15。）

　　　　イオン表（馨醤数籔編か

カチ才ン

　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’）

カルチウムイオソ（Ca●つ……

，マグネシウムイオン（Mg●’）…

フエロイオソ（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（SO4”）　・・∴・…・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4ノリ

　ヒドロラ矢酸イオン（IICO3’）…

　水回イ：オソ（IIS’）・…・・・……・・

　　9
．0．002827

0．05039

0．000599

0．6057

0．02557

0．000224

0．000884

…リイ国辱ン7之

ミ　リモル

0．0723

2．191

0．03328

15ユ2
1．．052

0．004012

0．03262

　　　黎実菱歪残渣1　1．84g　（1kgr11）
．塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の放分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴアル

0。0723

2．191

0，03328

30．23

2．103

0璽008023

0．09786

0．02837　　　0。8001

1．576　　　16。41

0．007ら99　　0．0791

0．05516　　　0。9041

0．002087　　0．0631

34．74

0．8001．

32．81

0．1582，

0．9041

0．0631

　　　　　　　　　　　　　　2．356　　　36．76　　　　34．74

石明酸（メタ）（HBO2）……・…・・　0．004795‘0．1094

’難酸（メタ）（H2SiO3）ご……・…・．0．08109　1．039

　　　　　　　　　　　　　　2。442　　37．91

遊離淡酸（CO2）・…・………一　〇〇〇368　0．08364
遊躍と弼己イヒフk素（II5）　・・。・・・・・・…　　　0．0暫186　　　0．3480

　　　　　　　　　　　　　　2．458　　　38．34

　　泉・質　 石膏含有硫化水繁泉に島ナ

／　　＼ 70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・……・……・…　0．005391

クロールナトリウム（NaC1）…一…9・・∴0．0406

｛流酸ナトリウム（Na2SO｛）・…・……・・∵…0・1018．

水硫化ナトリウム（NallS）……・∵………0．003539

クロールアムモニウム（NII4C」）．………0．00178

燐酸カルチウム（CaI　IPO引）・…・・…・・……・「0．004107

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…………・・2．054

硫酸マグネシウム（MgSO4）……・・∵・・…　0．07266

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICQ3）2）……0・06556

コ亙炭酸亜醇～イヒ鍔～〔Fe（HCO3）2〕　・……・…・0．000713

燐酸アルミニウム〔A12（11PO4）3〕…・…・・0．005585

石朋贈～（メタ）（HBO2）………1……・………・0．004795

潰i酸（メタ）（II2Sio3）。・……・・・…………・0。08109

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。442
遊離炭百盈（CO2）　・………・…………・・…・。0．00368

；とZ離硫イヒォく素（II2S）　　．・…　。∵り・・・…　。・・。・・。・・　0。01186

　　　　　　　　　　’　　　　　　　　2．458



、

所在地試験年月
性　　　状：

　　　　源泉温度
　　　　比　　：重

イオン表

410

＼草　津　温■泉　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F、．
　i群馬縣吾妻郡草津町大字草津白根甲「464番地のゴ

　昭和9年10．月（東京）
　殆と無色澄明にして酸味並牧敏性鐵昧を有す
　pH　2．01．（18。，キソヒドロ』ン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧出．量約2885h1（24時間）　．
　　1。001　（150）

（響露贔藪禽葡
カチオン

水素イオン（1「）・…………

　カリウムイオン（K●）・……

　ナト，リウムィォン（Nの」＿

　カルチウムイオン（Ca●つ・r・・

　マグネシウムイオン（Mg’●）・
’

　フェロイオン（Fel’、・・……・・

　フェリイオン（Fご’つ・・∴・…∵

　アルミニウムイオン（Arつ・

　　　　9　ミリ梶ン死

・・ @0．0102　　　10．12　　　　10．12　．

・噛 @0．00892　　　0．2281　　　　0．2281

・・@　0．02004　　　0．8713　　　　0．8713

…　　0．07439　　1．857　　　　3。713

鱒　　0．1545　　　0．6355　　　1．271

。・@0．0226　　　　0．4048　　　0．8095

・・@0．02383’　0．4267　　　1．280

・・ @0。1610　　　5．940　　　17．820

アニオン
　クロールイオ・ン（CIノ）・・。……

・硫酸イオン（SO4”）　…・……・・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）

　　肇類表
ミリヴアル

36．11

0．4705　　　13．27　　　　　13。27

1．093　　　11，38　　　22．75

0．004676　　0．04869　　0．09737

　　　　　　　　　　　　　　1．904　　　45．18　　　　36．11

石朋酸（メタ）（IIBO2）……・・…・0．03997　0．9121

珪酸（メタ）（II2Sio3）・……2・0．1772　　2。270

　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．121　　　48．36

　　泉　　質．　　酸性明馨三三泉に聾す

草 津

　　　　（本鑛水は其集威に於で1kg中次の成分を含有する溶液に概略相嘱す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．
　クロールカリウム（KC1）　・…・……・……　0．01701：

　クロールナトリウム（NaC1）………一・・0．05094

　クロールカルチウム〈CaC12）……………0．1138

硫酸カルヲrウム（CaSqプ…・・一・・……・0．1132

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…9……・…0．07651

．硫酸亜酸化鐵（FeSO4）2…………・……・・∴0．06149

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（S（）4）3〕・。・。・・・・・・・・・・・…　㌔2・0．08531

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・……・…　1。011

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕・……・・0．005556
遊呼掛（IIC1）1●”●”一●●。’。。’●・’鱒…；……0．36φ1

礪酸（メタ）（IIBO2）・……………・……・・‘・0．03997
’

灘（メタ）（II2Sio3）………9・……・……0．1772

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．121

温

　　　　　　　　　　1

泉（鰍の湯）・

群馬縣吾妻郡草津町大字草津乙418番地
昭和11年9月（東京）
殆と無色澄明にして酸昧虹回飲性鐵味を有す
pHL55（18。，キンヒドロン電池法）

噛｝

覧

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　源；泉温度』61。
　　　　　　　　比．　　　重　　1．002　（150）

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　　　　　　9
　フk素イオ’ン’（1「）．・……・…・…　0。02578

．カリウムイオン（K●）………　0．01798

　ナトリウムイオン（Na●）……0．1059

　カルチウム．イオン（Cゲ）……　0．03997

　マグネシウムイオン（Miゴ．）…　0．01317

　フェロイオン（Fe●’）…………・　0．02511

　フェ．リイオン（Fe…）…・……・・　0．09065

　マン’ガノイオソ（Mn’●）………　0．001098

門門笈鋸袋纐芒）

アルミニウムイオン（AI…）…　0．2591

アニオン

　クロrルイオン（C1’）………

　ヒドロ硫酸イオン（正EO4’）…

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）

　ヒドロ砒酸イオン（IIAsO4”）

湧出量約710hl（24時聞）

塵類表
…リ南武・リ伽・

25．58　　　　2558

0．4598　　　　0．4598

　4．604　　　4。604

0．9975　　　1．995

0．5415　　　　1．083

0．4497　　　0．8994

0．1907　　　　0．5722

0．01999　　　0903998

．9．560　　　28．68

63．91

1．175　　　33．14　　　　33．14

2．481　　　25．58　　　　25．58　　．、

0．2262　　　2．355　　　　4．709

0．0231　　　0．2405　　’　0．4810

0．000212・‘0．001513　　0．003025

　　　　　　　　　　　　　　4．403　　103．7　　　　63．91
　石朋酸（メタ）（III302）・…。…・…　0。0192　　0．4382

珪酸（メタ）（II2S103）　………　0．2574　　3．2q7

　　　　　　　　　　　　　　4．680　　107．4

其他永硫イオン痕跡　　　　　　
‘

　　　泉質’酸性明鐘緑馨泉に魅す
●　、

　　　　（本鑛永は其集成に於七1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　一…？…マ……0．03428

クロールナトリウム（NaC1）・…・…・．……　0．2691

クロールカルチウム（CaC12）・………・・…0。1106

砒酸カルチウム（CaHAsO4）・一……・…0．000272

クロールマグネシウム（MgCI2）　………0．05157
硫酸豆巨酸イヒ鐵（］FeSO4）。・…　一。…　。・・・・・・・・…　。0．06832

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕…　：・・・・・・・・…　。…・・0．03814

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）……・…・・0．003018・

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…0．1825

如「ルアルミニウム（祖CI・）一・…T・・1・111

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…・・…’0。02745』

翅i離轍（正12SO4）　・・…　。。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　2．507

翻酸（メタ）（IIBO2）…………………・…6・0。0192

珪酸（メタ）（II2Sio3）……・・。・・・・・…　……　0．2574．

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．680

　　」

＼．

一71一・．



’

　　　　　所在地
　　　　　試験年月
　　　　　性　　　状
・　　　　　源泉温度　　36．50

　　　．比　　・：重．

イオン表

須賀尾温泉’
群馬縣富麗郡坂上村大字須賓尾字元之宿乙2066番地

．昭和4年9月25日（双京）　　　　　　　　．　　，
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
　　’　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出ゴ走　自画1548h1¢4時間）

　　1．0012　（150）

（本窯水1kg中に含有する各成分古論出欠の如し）

カチ才ン
　1カリウムイオン（Kつ　………

　ナトリウムィォソ（Na’）＿∵．

　カルチウムイオソ（Ca’つ……

，r・グネγウムイオソ（M9’つ…

　フェロイ：オソ（Fe●つ。・・…・・・…

　アルミニウムイオン（Ar”）…

アニオン
　クロールイオ・ソ（C1ノ）・……・・

　硫酸イオン（SO♂’）　…・・……。

　ヒドロ淡酸イオン（IICO♂）…

　　9
0．0221

0．4874

0。2996

．0．0160

0．0002

0．0002

　　　蒸獲残溢　2．49（lkg中）

塵類表’
i本塩水は共集成に於で1kg中次の成分を含有する溶液に概略二目す・）

曇り捜ン第　…リヴアル

0．5648　　　　0．5648

2L1926　　21．1926

7．4775　　　14．9550

0．6544　　　1．3087

0．0030　　　　0．0059

0．0071　　　00214

38．0484

0．8790　　24．7885　　　24．7885

0．5015　　　5．2200　　　10．4398

0．1720　　　2．8201　　　2．5～201

　　　　　　　　　　　　　2．378　　　　62．728　　　38．0484

磁酸（メタ）（IIBO2）…・・・・・…　。　0．0152　　0．3469

工i：酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・…　　0．0916　　1．1732

　　　　　　　　　　　　　2．4848　　64。2481
遊離炭百象（CO2）・。…　。・餌・・・・・・…　　　0．0400　　　0．9091

　　　　　　　　　　　亀　　　2．5248　　65。1572

　　泉質1食瞳含有石膏煙苦味泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9’
　クロールカリウム（KC1）　・…・……？……　0．042i

　クロールナトリウム（NaC1）……………1．2389
　クロールカルチウム（cdc12）一………・・0．1682

　硫酸カルチウム（CaSO4）・…b・∴・・…・・r・…0．7091

　重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0ユ220

　重炭酸マグネシウム〔Mg（IICOぷ）2〕……0．0958

　重炭嘩亜酸イヒ燭～〔Fe（ITCO3）2〕　…・・…・…0．0005

　硫酸アルミニウム〔A12（SO．1）3〕・・……・…0．0012

　石明酸（メタ）（IIBO2）・………・・……………0。0152

　王L酸（メタ）（II2SlO3）…・・…」……………0。0916

　；　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。4846●

・　逝i離宏酸（CO2）　…・・6・……・……………0．0400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．5246

＼

8，

所　在　地

試験年月
幽性　　　状

　　　　源泉溢度

　　　比　　露

イオン表

370

鳩の湯温泉
群馬塁壁蛮土坂上村大字本宿字湯の上1334の3番地

昭和5年5月（策京）
無色澄明にして微蜴アルカリ性反癒を呈す
p旺7．86（180，キソヒドロン」電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　且筆五ヒ　　約　2074　hl　（24　時1用）

　　1。0018　（150）
（＝本鑛フkll　　kg　　l「1｝こ含有する各誌分及共最次の如し）

　　カチオン
　　　’カリウムイオン（K．）・……

　　　ナトリウムイォソ（Nの・．．。

、　　・カルチウムイオソ（Cゴ）．…・

　　　マグネシウムイオ・ソ（Mぎ’）・

　　　フェロイオン（F〔ゴ’〉・…・…・・

　　　アルミニウムィォン（Ar●’）・

　　　窪
・・@0．0213
・・ @0．4909
・・@0。4091
。・ @　0．0239

・ゼ1 O．0002

・・ @0．0010

アニオン
　クロールイォソ（C1ノ）＿＿＿

　硫酸イオーン（SOっ”）　……・…・・

　ヒド官燐酸イオン（IIPO4”）

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3，）＿

0．6834

0。9561

0．0010

0．316R

　　　蒸獲残芝査…2．875g（1　k9「1り

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中衣の威分を含有する溶液に概略相示す）

≡リ農喫・リヴアル

0．5448　　　0。5448

21．3435　　21．3435

10．2097　　20．4193

0。9828　　　1．9655

0．0036　　　0．0070

0．0003　　　　0．1110

　「

19．2724

9．9527

0。0104

5．1938．

44．3913

19．2724

19．9043

0．0208

5ユ938

　　　　　　　　　　　　　2．9037　　67．5140　　44．3913
硯月酸（メタ）（IIBO2）…………　　0．0284　　　0．6481

Σ韮菰愛（メタ）（【12S二〇3）　・・・…　…　　0．0931　　　1．rl　924

　　．　　　　　　　　　　　　　　　　3．0252　　69．3545

塁鎌炭酸（CO2）……一・・……0．0264　0；6000

　　　　　　　　　　　　　3。0516　　。69。9545

　　泉質　食璽含有石寳性苦味泉に間す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）．…………・・…」0．0406

クロールナトリウム（N氏C1）……一…・・1．0948

硫酸ナトリウム（Na2SO・）…………・…・・0．1858

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・…・1．ユ707

．重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2⊃・……・・0．2610

匝炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2ゴ……0．1438

＝亘炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（11CO3）2〕　。・・。・一・・…　　0．0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　010051

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕…・・・…　0。0012

石朋酸（メタ）（［IBO2）。。・西・…　…・・・・・・・…　…・。0．0284

磁（メタ）（H・Sl・・）．…・・…・∵∴・・∵∵“・…93・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．0251’

蓮離炭酸（CO2）…………一・………一〇．0264

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．0515

，　◎

7乞



、

1

’

’所在地
　試験年月
　性　　’状

梅田．㌧鑛泉（冷）
群馬縣山田郡梅田村大字二渡字大茂甲1458番地

昭和6年5月（東京）
9無色澄明にして微弱酸性反慮を呈し微に牧敏性の昧を有す

pH　3．35（18。，キγヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量「約26111（24時間）
　　　　　’比　　．重0。9992（159）

・イオシ表　（本幽幽1kg．申に含有する各成分及其量次の如し）．

…カチオン

　：水素イオン（正r）　・…∴・……

　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（Ca”）∴・・

　一マグネシウムイオン（Mgつ

・ツゴロイオソ（F〔ゴつ・………

　アルミニウムイオン（AI6つ・

　　　’9

’∵0・0001

・・@0．0008
。・ @　0．0056

9・ @』0．01コ．6

・・@0．0040
。・ @0。0245
・。 @0。0043

7昌オン
　クロρルイオソ（C1’）………

　ヒド戸硫酸イオン（r珍0噛つ・・r

　硫酸イオン（SO4ノノ）・………・・

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ験類表（本創面は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）1

ミリヂ‡ン発　　ミリヴアル

0．0567　　　0．0567

0．0205　　　　0．0205

0。2435　　　　0。2435　．

0．2895　　　0．5790

0．1645　　　　0．329①

0舳4387　　　0●8774

0．1587　　　0。4761

2．5822

0．0009　　　0．0254　　　0．0254

0．0055　　　　0．0567　　　　0．0567

091201　　　　1．2501　　　　2．5001

0．1774　　　　2，7043　　　2．5822

0．0266　　　　0．3407

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9、
．ク，F一ルカリウム（KC1）　・…’………・…・0．0015

クロールナト．リウム（NaC1）一・……∵・・0，0001

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・一・・0．0169・

’硫酸カルチウム（CaSO4＞……・・…・・3・…0。0394

硫酸マグネシウム（MgSO∂一・…；一・・0．0198　　も
硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）韓・…　。・・・…　。…　9。…　。・0．0666

硫酸アルミニウム〔AI，（SO、）・〕・……∵…0．0273　／

遊離硫酸（II2SO4）　。・・・…　。・・・・・…　∴・・．・・・…　σqlOO56

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・…6…2…・∴．010266　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　012037

ユ圭酸（メタ）（H2Sio3）　………

．泉　　質
　　　　0．2040

弱緑三論に属す

3，0450

、

所’在地
試験年月
性　　　朕

西 牧 鑛 ．泉（冷）．

群馬縣北甘樂郡西牧村大字南野牧三内野花7478番地．‘

昭和5年11月（東京）・　　、
無色澄明にして三昧を具へ殆と中性反慮を呈す

pll　6．54（180，キンヒドロン電池法）　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　湧出量約9M（24時間）
　　・　　上ヒ　　　　重　　1．0044　（150）　、

イオン表（本鑛水1kg中に含有する各威分及其猷の如し）

：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（NHと）・

　カルチウムイオソ（Cバ）・…・

　マグネシウムイオン（Mgつ・・

　ブェロイオン（Fe●つ・………・

　アルミニウムイオン（A1’。’）・・

　　　9
・　0．1289

・　1．7468

・　0．0012

・　0．4255

●　0．0539

・　0，0022

・．

O．0011

．アニオン　　　．　　一．

　クロールイォソ（C1，）………
　’硫酸イオン（SO4”）・・……・∴・

　．ヒドロ炭酸イオン’（HCO3ノ）

2．4041

0，6907

1．4022

　　　蒸獲残1査　5。96g（1　kg申）

塵類表1
i本鑛水は其集成に於て1kg中家の威分を含有する溶液に概略二士す）

・妻リ其饗・リヴアル

3．2777　　　3．2！77

75．9467　　　75．946了

0．0665　　　0。0665

10．6189　　　21．2387

22174　　　4．4347

0．0388　　　0．0776

『0．0390　　　0．1169

67．7961

7．290

22．9826

・105．1588

67．7961

14．3801

22．9826

　　　　　　　　　　　　　6．8559　　190．2737．105．1588
・礪酸（メタ）（H：BO2）・…・・……　0．1215　　2．7727

滋…酸（メタ）（H2SiO3）　………　0．1096　　1．4038

　　　　　　　　　　　　　7．0870　　194．4502
遊離淡酸（CO2）…………・…・・0，3452　7．8455

　　　　　　　　　　　　　7．4322　　202．2957
　　泉　　質　　【　翻酸及三三及芒硝含有弱食臨泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　…・i………・…0．2444

クロールナトリウム（Naα）…・・………・3。7679

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…・…・……0．8ユ65

ドク尽目ルアムモ吊ウム（MI4C1）………0・0036

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・・……・・一・0．1884

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・…・・1．4968

：重：炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0・324与

国匡炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・・一・・・・…　。　0。0069

硫酸ア～レミニウム〔A；2（SO4）3〕・・……●…　9・0067

硯i酸（メタ）（II］BO2）・。・……・・。……………0．1215　　侮

珪酸（メタ）（HgSio3）……1…一…・……0・1096

　　　　　　　　　　　・，　　．　　　」　層　　7．0868

’遊離炭酸（CO2）　………，…・……・∴……・0．3452

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．4320

一73一
●



、

所在．・地

・試瞼年月
性　　　状

　　　　　　　　　　　　　　　ひ

西　牧　鑛　泉1（冷）　　　、

群馬縣北甘樂郡西牧村大字西野牧字大多良14078番地の■

昭和6年2月僚京）
無色澄明にして徹弱アルカリ性反慮を呈すplI7．82（18。，キンヒドロソ電池法〉

　　　　　　　　　　　　　湧　出　∫孟＝　系勺　311h1　（24　時間）

閉山1．0003（15。）

・イオン表（帯同愚見貌D
カチオン

　カリウムイオン（K‘）・……

　ナトリ．ウムイオソ（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（F｛ゴつ………・

　アルミニウムイオン（A1…）・

　　　蒸硬残渣4．309（1kg中）

塵類表（鰹灘三三嚇縮李の〉
　　　・　妻リ其聖ミリヴアル

・・ @　0．0059　　　　0．1509　　　　0●1509

・。 @　0．0201　　　　0．8739　　　　0●8739

・・@0．3130　　　7．8114　　　15．6227

鱒　　0。0157　　　　0．6456　　　　1・2911

・・ @0．0004　　　0．0072　　　0．0143

・・ @0．007ユ　　　0．2589　「　0．7766

アニオン
　クロール．イオン（C1ノ）　・…・…・　0。0089

　耐酸イォy（SO4”）　…・…・…・　0．8169

　ヒドロニ炎颪楚イオン（【ICO3’）…　0．0898

18。7295

0．2510　　　　0．2510

8．5032　　17．CO64

1．4721　　　1．4721

　　　　　　　　　　　　　　　1．2778　　　19．9742　　　18．7295
＿　　　王1i西楚（メタ）（II2SiO3）　　・・・・・・…　　0．0343　　　0．4393

　　　　　　　　　　　　　　　ユ。3121　　　20，4135

　　・遊離淡颪愛（CO2）・………・…・…　　0．0012　　　0．0273

　　　　　　　　　　　　　　　1．3133　　　20．4408

　　　　泉質　石蔚性苦味泉に嘉す
　　　’

西 牧 鑛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．9
ク戸一ルカリウム（KCI）　・…・…・………　0．0113

クロールナトリウム（NaCI）・…………・・0．0059

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・∴…・一・・∵・・0．0550

硫酸カルチウム（CaSO4）　・・…・・……・…・1．0521

IE淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…・・0．0135

＝E淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・0．0945

罰目高酸11旦酸イヒ鐵⊂Fe（IICO3）2〕　・……・・…　0．0013

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…・……　0．0443

王圭酸（メタ）（II2Sio3）　…・……・…………・0．0343

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3122
遊｝雄炭酸（cr｝2）　．．＿＿．，＿∴．…………・・0．0012

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3134

泉（凋

、

所在地
試験年月
性1　状

群馬縣北甘樂郡西牧村大字南野牧字太準甲6393番地

昭和7年4月（東京）
微弱酸性なれども煮沸すればアルカリ性に墾ず
pII　6．50（180，キンヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　五ヒ　　宗勺　51　hI　（24　0謬IIID

　’　　　　上ヒ　　　　重　　ユ．0133　（150）

イオン表（馨査捗面懸翻わ

カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K’）　………　0・2507

　ナトリウムイオン（Nゴ）……3．7874

　アムモニウムイ．オソ（NIIゼ）　0．0015

　カルチウムイナソ（Ca．’）……　0．9862

　・マグネシウムイオン（Mg●’）…　0．1321

　フェロイオン（FeO’）…：……・・．0．0002

　アルミニウムイオン（Ar’）…　0．0150

アニオン
　クロールイオン（C】’）　………　5．8693

　ブロームイオン（Bτ，）………・0．0030

　ヨードイオン（J，）・・…………・．0．0063

・耐ご酸イォ．ソ（SO4”）　・・…・∵・…　　1．4015

　ヒドr淡酸イオン（IICO3ノ）…　 2．3264

　ヨリイオン汝
　…　リモ　ル

　6．4118

164。6697

　0．0833

24．6120

　5．4318

　0．0036

　0．5535

　　　蒸獲残溢i14．229（1　kg中）
竪類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の放分を含有する溶液に概略相賞す’）

ミリヴアル

6．4118

164．6697

　0．0833

49．2239

10。8635

　0．0072

　1．6605

232。9199

165．5190　　165．5190

　0．0250　　0．0250

　0．0496　　　10．0496

14．5884　　29．1767

38．1496　　138．1496

　　　　　　　　　　　　，14。7796　　420．0973　　232．9199
硯畦酸（メタ）（IIBO2）・・…∴…・・　04737　　10．8101

認1彫～（メタ）（II2SiO3）　………　 0．1315　　1．6843

　　　　　　　　　　　　　15．3848　　432．5917

蓮離捗こ醸（cO2）・………・・……　　1」002　　25。0046

クロールカリウム（KC1）………………　04781
クロールナトリウム（Naα）…・・………・9．2965・

ブロームナトリウム（Na13り・…・…・……0．0039

ヨードナトリウム（NaJ）　6・・∵・∴・一・…0．0074

クマールアムモニウム（NII4C1）・・……・0．0045

硫酸カルチウム（CaSO｛）　・・。………・・…・1．4946

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・2．2097　．

置硫酸’マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．7949　　　，

囲匡炭酸亜西愛イヒ鐵⊂Fe（IICO3）2〕　・…　。・・・・…　　0．0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0948

硯月酸（メタ）（IIBO2）…………・…………・。0。4734

f蓋酸（メタ）（【12Sio3）………・。………。・・。0．1315　L

　　　　　　　　　　　　　　　　’15．3848．
遊離炭酸（cg2）一・∴…・・二……・；・・」……1．1002

　　　　　　　　　　　　　　　　　16。4850

泉　　質

　　　16．4850　457．5963

ブローム，ヨード，瑚酸，土類b炭酸及石奮含有食塵泉に属す

74



　　　　比

イオン表

所在地
試験年月
性　　・状．
・唾

尾澤鑛・泉（冷）
群馬下北郡樂郡尾澤村大字朋澤小字観能509番地』

昭和4年7月11日（東京）．
無色澄明にして清涼昧を有し酸性反癒を呈す1．

　　0。9983　（150）

（本鑛水1kg中に含有する鼻毛分加護最次ρ如し）

カチオ’ン’．　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K●）………　0．0214

　ナトリウムイオン（Na●）……0．2540

　アムモニウムイオン（NIIの層0．0012

　カルチウムイオソ（C“つ……　0。0938

マグ．ネシウムイオン（Mg．’）…　0．0401

　フエ．ロイオン（Fビ）・……・…・『0。0003

アル．ミニウムイオソ（A1…）…　0，00071

7ニオ’ン．
　クロ．一ノレイォン（CI’）　…　∵・…　　」0．；～169

硫酸イオン（SO4”）一・……　0．0483

　ヒドロ燐酸イオン（H［PO4”）　0．0033

　ヒドロ宏酸イオン（IICO3ノ）…　0．7646、

ミリイオン及
ミ　リ　モ　ル

0．5473

11．0435

0．0667

2．3409

1．6489

α0054

0．0258

　　　　蒸獲残丑査i1．039（1　kg中）
撫頁表（本三水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す，〉

ミリヴアル

05473

11．0435

0．0667

4．6818

3．2977

0．0107

0．0775

6．1168．

05028

0．0344

12．5342

19．7252

6．1コ68

1．0055

0．0687

125342

　　　　　　　　　　　　　1．4446　　34．8669　　19．7252
珪酸（メタ）（H2SiO3）　………　 0・0663　　0・8492

　　　　　　　　　　　　　15109　　35。7159
進麿鑑炭酸（cO2）・…　…・・・・・・…　σ・　1．0565　　24．0114

　　　　　　　　　　　　　2．5674　　　59．7273

　　泉質　箪純炭酸泉に生す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　き
クロールカリウム（KCI）　………・・…・…　0．04081・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、クロールナトリウム（NaCI）．…・・…・……0．3217

硫酸ナトリウみ（Na2SO4）…・…・・………0．07081

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…一…・・0．3817

1水硫化ナトリ．ウム（NallS）・・3………・・一〇．003569

：重炭酸カルチウム（Ca〔IICO3）2〕・…・・…0。3794

：重表酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．2413

：重炭醍亜酸イヒ鐵⊂Fe（HCO3）2〕　・…・・…　…0．000952

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕∴……・…　0．000502．

燐酸アルミニウ●ム〔AI2（IIPO4）3〕・・」’・…・・0．003920

石明酸（メタ）（IIBO2）……・…ち・・……・……・6．010

茎圭酸（メタ）（H2Sio3）　；…・…・…」………・・0．0663

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．5109
遊離炭酸（CO2）　・・………・…・・……・・…∴1．0565

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．5674’

、

8

所在地　　　ほ
試験年月
性「’，状

』
局

　　　上ヒ　　　重　　1．00702．（150）

イオン表，（本鑛水1kg中に含有する各三分及其量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（KP）

ナトリウムイオン（Nの＿嘩

アムモニウムイオン（NH4り

カルチウムイオン（Cバ）……

ヤグネシウムイオン（Mgつ…

アニオン
　クロールイオン（CI’）………

　プロ㌍ムイオン（B【，）…・∴…

　ヨードイオン（Jつ・…・・………

　硫酸イオ・ン’（SO4”）．・・・………

　ヒドロ淡酸イォソ（HCO3ノ）＿

田 ・鑛 泉（冷）

群馬画引甘樂郡高田村掌上高由370餐地の1．

昭和5年2月（：東京）
無色澄明にして戴昧を有しアルカリ性反慮を呈し沈澱物あり’

　　　　　　　　‘　　　湧出弦約172h1（24時間）
　　　　　　　　　　　　　蒸獲残i査　’11．1041　g　（1kg　r壬；）

　　　　　　　　　　盛類．表

　　・・茎リデ‡喋・リヴアル

0．080　　　　　2．046　　　　　2．046

4．288　　ユ86．435　　　186．435．

0．0023　　　0．1274　　　0．1274．

0．0336　　　　0．8386　　　1．6771

0。0117　　　　0．4811　　　　0。9622

工91．2477

　　　　　　　　　　　　　6．1462　173．3278　　173．3278

　　　　　　　　　　　　　0，01185　　　0．1483　　　0．1483

　　　　　　　　　　　　　0．0188．Fo．1481　　0．1481

　　　　　　　　　　　　　0，0023　　　　0．0240　　　　0．0479

　　　　　　　　　　　　　1．0723　　、17．5756　　17．5756

　　　　　　　　，　　　　　　　11．58155　381．1519　　191．2477

石朋酸（メタ）（IIBO2）…………　0．0238　　0。5431

王圭酸（メタ）（II2SjO3）　……・。・　0．0095　　0．1217

　　　　　　　　　　　　　1ユ．70035　381．8167
遊｝雛炭酸（CO2）・・……・………　　0．0558　　　i。2682

　　　　　　　　　　　　　11．75615　383。0849
　　泉　　質　　　　ヨード及プ“」」ム含有食璽泉に馬す　．

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の領分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　∴・…：・…・……　0．1525

クロρルナトリウム（NaCi）……一…・40。0057

ブロームナトリウム（NaBr）……一…・・0．01526

コ閏ドナトリウム（NaJ）　………・…・・…0．0222

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…一・…・1．2548

クロールアムモニウム（NII4C1）………0。0068
重炭酸カルチウム〔Ca（砥CO3）2〕・…・r・・0．1359

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・∴∵0．0704

・硯1酸（メタ）（IIBO2）…………・…・……∴・・0．0238

珪酸（メタ）（II2Sio3）　………・・6…・…P…・0．0095

　　　　　　　　　　　　　　　　　11．70026
遊離炭酸（CO2）・…・・……・一∵・一一〇1055き

　　　　　　　　　　　　　　　　　11。75606

．し
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亀

　　　比

イオン表

所在地
試験年月
性　　　状

．．重

野 上・鑛 泉（冷）

群馬縣北伐樂郡額部村大字野上1981番地

昭和9年12月（東京），
無色澄明にして微賜アル卑リ性反睡を呈すpl18．15（18。，キソヒド．ロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出」正　i約129h1（24時間）

　　1．002　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及共鼓衣の如し）

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：ムイオソ（Ca●’）∴…

　マグネシウムイオン（Mg。。）…

　フェロイオ・ソ（Fe’●）・・・・・・・・・…

　アルミニウムイオン（Ar●’）…

アニオン
　クロールイオン（CI’）　・……

　硫酸イオン（SO／ノ）・………

　ヒドロニ下下イオ・ン（IICO3’）・

　　　蒸亜目残渣　　3．1029　（1kg　r11）

麟・表（本鑛水は其集成に於七1kg中次の域分を含有する溶液に概略相當す，）

　　・　妻リ其聖・リヴアル

0．02664　　0．6813　　　0．6813

0。8724　　37．93　　　　37．93

0．1817　　　4．534　　　9．069

0．01347　　　1．294　　　　2．588

．0，001733　　0．03104　　　0．06208

　　　　　　　　　　　ロ0。001223　　0．04513　　　0．1354

50．47

・。・ P．452　　　40．95　　　　40．95

・・ @0。01211　　　0．1261　　　0．2522

・・ @0．5652　　　9．264　　　　9．264．

　　　　　　　　　　　　　3．144　　　94．86　　　　50．47

硯1西愛（メタ）（III302）。……・…・　0．03992　 0・911

エ1；酸（メタ）（II2S三〇3）…・一〇．02925　0・3618

型庄謎准炭酸（CO2）．。・

　　　し
　　泉　　質

　　　　　　3。212　　　96．13

・… @。・・・・・・…　…　　0．2072　　　　4．7091

　　　　　　3．419　　100．8391

　　土頽含有弱食璽泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　………………　0，0508

クロールナトリウム（NaC1）．・…・………・2217

．クロールカルチウム（CaCI2）……………　0．正298

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…・・…・…・・0．007936

躍炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．5360

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2》・・…・0．1894

：重宏酉強弓酸化鋸～〔Fe（IICO3）2〕　…・・……・0．005543

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0・oq7727

，二月西目（メタ）（IIBO2）…∵……・・…………・・0．03992

．王蓋酸（メタ）（II2Sio3）1・…・…・・……∵・・…・0．02825

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．212
鑓産i離二炎酸（CO2）　　・・・…　’・・・・・・・・・・・…　。・・・・・…　0．2072

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・3．419

所在地
試験年月
性　．　状

磯　部　鑛　泉（冷）○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
群馬麻碓氷郡磯部村大字西上磯部字田r11田3り2番地

昭和4年11月（東京）
無色澄明にして献味拉清涼昧を具昏アルカリ性反癒を呈す

　　　　　　　　　　　1　湧猷最約39h1（24時聞）
　　　上ヒ　　　証≧　　1。01788　（150）

材シ表，（本門水1kg巾に含有する各成分及共ゴ↓ヒ次の如し）

カチ才ン．　　　　　　　　　　9
覧カリウムイオン（Kつ・・……・・　gユ272

　．ナトリウムイオン（Na。）一・・8．5573

　アムモニウムイオソ（NII4。）　　0．0074

　カルチウムイオソ（Ca’り……　0．1223

、マグネシウムイオン（Mg●●）…　0．0378

　フェロイオン（Fビ’）・・………・　0．0004

　アルミニウムイオン（Ar”）…　0．0017

アニオン
　クロニルイオ・ソ（C1’）　………10．0120

　ブロームイオン（B【，）・……・・0．0108

　ヨードイオ．ソ（J’）．・…一・……　0．0079

　硫酸イオン（sq4”）……＝・…・　0．1552

　ヒドロ宏酸イオン（IICO3ノ）…　6。0618

　ミリイオン乱
　…　リモ　ル

　3。2532

372．0569

0．4100

3．0522

1．5543

0．0072

0．0627

　　　蒸！E毫残正査　　22．3602　g　（1　kg　rr1）

塵類表（本鑛水は其集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相画す）

282．3464

　0．1351

　0．0622

　1．6155

99．3608

…リヴアル

3．2532

372．0569

　0．4100

　6．1043

　3．1085

　0。0143

　0．1882

385．1355

282．3464

　0．1351

　0．0622

　3，2310

99．3608

　　　　　　　　　　　　　25．1018　　764．0165　　385。1355

硯月藍愛（メタ）（IIBO2）…………　04126　　9．4158

荘酸（メタ）（【12Sio3）　…・・…・　0。0402　　0・5149

　　　　　　　　　　　　　25．5546　773．9472
劃左離炭酸（CO2）。…………　…・・　11922　　27．0955

泉　　質

26．7468　　801．0427

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・・…………・・∴0．2426

クロールナトリウム（NaC1）・…・…・・…・・16．2918

ブロームナトリウム（NaBr）・…一…1一・0．0139

ヨードナトリウム（NaJ）・…一……・…o．0093

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・……・…・・一〇．2162

重炭酸ナトリウム（NalICO3）……一・・7．5721

クロールアムモニウ÷（翼IllC1）・・……・0・0219

：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．4947

重炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0。2275．

匝疾酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・…・…三…　0，0013

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・…・・…　ObO107

硯月酸（メタ）（IIBO2）。……………・…　…・…0．41コ6

鮭酸（〃）（II2Sio3）・……．……………・・00409

　　　　　　　　　　　　　　　　　25．5548
遊離淡酸（CO2）　………・…：………・……　1，1922

　　　　　　　　　　　　　　　　　26．7470

ヨード，プローム，棚酸及炭酸含有アルカリ髭剃食塾泉に胚ず’
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／

　　所在地
・謹験年涙

カチオン

　　　　　　　磯　部　鑛　泉（冷）

灘響辮鎌ヂ酉上磯籾の久保13幡地　．　■　　，
無色澄明にして戯昧並清涼昧を具ヘアルカリ性反懸を呈すpH7．70（18。謹シヒドロン電池法〉．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出鼓約m8　hl（24時間）　　‘，
　　　1比　　　　重　　’1．02284　（150）

材ン表（本西水1kg中に含有する各成分及露量次の如し）

カリウムイオン（K●）………

ナトリウムイオン（Nガ）……11．0091

アムモニウムイオン（NRの　　0．0196

カルチウムイオン（Ca’の）・…・・0．3933

マグネシウムイオン（Mgつ…　0．0572．
フエロイオソ（F♂∫………・∵0．0004

アルミニウムイオン（Ar’●）…　0。0008

　　9
0．2545

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）……∴・13．0478

　ブロームイオン（Br，）………　0．0256

　ヨードイオン（J，）……………　0．1438

　硫酸イオン（SO4”）　…………　0．0017

　ヒドロ燐酸イオン（HPO、”）　0．0094

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ・・9　8。3005

　ミリイオン及
　ミ　リモル
　6．5り90

478．6570

1．086

7．3197

2，3520

0。0072

0．0295

〆

　　　蒸菱蔓残Z査　　28．7435　9　（1kg中）　　　1

蝋表・（欝露親謙嚇粘欝のン

367。9584

　0．3203

　1．1330

　0，0177

　0．0979

136．0554

ミリヴアル

6，5090

478．6570

　1。086

14．6394

　4．7039

　0．0143

　0．0896

505．6982

367．9584

　032031
　1．1330

　0．0354

　0．1957

136．0554

　　　　　　　　　　　　　33。1637　ユ001．5431　　505。6982

石朋酸（メタ）（IIBO2）…………　0．4162　　9。4979

珪酸（メタ）（II2S三〇3）　………　　0，0273　1　0．3497

　　　　　　　　　　　　　33．6072　1011．3907
遊離炭酸（CO2♪………・…・・…　1．021723．2205

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・………・…・…　0．58431

クロールナトリウム（N呂Cl）・…………・・21．0668

ブロームナトリウム（NaBf）・…1・・……・・0．0330

ヨードナトリウム（NaJ）・………一・…o。1699

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・……「0．0025・

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…・・…●・・●9，8123

クロールアムモニウム（NH4C1）∵……0．0581

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…∵…1・1777’

燐酸カルチウム（CaHPO4）…・……・…一〇．0073．
：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．344i｝L

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕、・………∵0．0013

燐酸アルミニウム〔A12（HPO・）3〕油一〇≧0051’

石朋酸（メタ）（HI302）…・…・…・・……・……・0．4162

珪酸（メタ）（112Sio3）・………・…・・…・・∵・0．0273

　　　　　　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　33。6075

遊離二二酸（CO2）　…・……・…………・……1。0217

　　　　　　　　　　　　　　　　　34．6292

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

泉 質

　　　所　在地
　　　試験年月
　　　性　　　状
　　　。　　、

　　　　　　　比
　　　　イオン表

カチ才ン

　34．6289　1034．b112

ヨード，ブ岡山ム，棚酸新旧酸含有アルカリ性彊食州内に間す
　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　磯部鑛泉．（冷）
群馬縣碓氷郡磯部村大字西上磯部1095番地
昭和10年6月（東京）
無色澄明にして餓昧並清涼昧を具へ弱アルカリ惟反癒を呈すpl17・4（18。，キソヒドロン電池法〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出最約・57h1（24時間）

カリ／ウムイォン（K●）　・・……・

ナトリウムイォソ（Naの）…＿

アムモニウムィォン（NH4’）

カルチウムイオソ（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（A「つ…’

：重　1．0208（コ50）

（馨欝贔籔禽葡
　　　　　　・’毒》専『秀

　　　　0．2444　　　　6．251　1

　　　　8．510　　　370．0

　　　　0．000623　　0．03461

　　　　0．1410　　　3．519

　　　　0．0442　　　1．817

　　　　01000988　　0．01769　・

　　　　0、0①1746　　0．06443

　　　、蒸輩2…残芒査i　26．629　ぐ1　kg　月＝1）

盟類表（本湧水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相面す〉

ミリヴアル

6．251

ア昌オン
　クロール’イオン（C1ノ）…・…

　ブロームイオン（Bゼ）……・

　ヨ7ド’イオン（J，）……・……

　硫酸イオン（SO4”）………・

　ヒドロ炭酸イオ・ン（IICO3’）・

370．0．

　0．03461

　7．038

　3．635

　0．03539

　0．1933

387．2

・・ P1．10313．o．　　313．0．
・。@0．0168　　　0．2102　　　0。2102

・・ @0．0059　　　0．04649　　　0．04649

・・ @0．0211　　　　0．2196　　　　0．4393

・・ @4．4R4　　173．49　　　73．49

　　　　　　　　　　　　　24．57　　　　768．7　　　　　387．2

石朋酸（メタ）（IIBO2）・・…・……　　0．4174　　　9．486

珪酸（メタ）（II2SiO3）　…・…・・0．0377　　04833

　　　　　　　　　　　　　25。03　　　778．7
逝1離炭酸（CO2）．，・……・・…・・…　　1。983　　45．07　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　’．　27。01　　823．8

　　泉質　ヨード，プローム，瑚酸重炭酸含有アルカ’リ怪彊食堕泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　・
クロー・ルカリウム（KC1）　…・…・．…9……0．4661，「・

クロ7ルナトリウム（NaCI）・・…，・……・・17。93

ブ戸一ムナトリ．ウム（NaBr）・・…・∵・……0．02163’．

ヨードナト．リウム（Nal）・…・………・…0．00697

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・一…・……　0．01748．

：亟炭酸ナトリウム（NalIcq3）．・・一’・・…　5，274　’

クロールアムモニウム（NH4C1）………0．001852¶

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・ド0．5704

：重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕・…・・0．2660

重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（IICO3）2〕・…・…1…0．003147

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0。01103．＼

硯月島（メタ）（HBO2、…・……、穿・∴・………・0．4174

萎圭酸（メタ）（II2S：03）…・・……。・…甲…・∵0．0377、

　　　　　　　　　　　　　　　　　25．03
遊離炭酸（CO2）・・…・・一一・・∴…∵……・1．9831．’”

　　　　　　　　　　　　　　　　　27．Ol‘．

77



、

＼

’

1

　　　．比

イオン表

〆

所在　地「
試験年月
性　　，状

霧”積 温 泉
群馬縣碓氷郡坂本町大字坂禾192S番地
昭和4年4．月（東京）
無色澄明にして殆と中性反懸を呈す
　　　　　　　　　　　　　湧出最

高　　1．00093　（150）
（本鑛水1kg中に三布’する各成分及其賃次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K’）　………　0．0024

　ナトリウムイオン（Nご）……　0，0640

　カルチウムイオソ（Ca●’）……　0．5024

　マグネシウムイオン（Mg●．）…　0．0079

　フェロイオ‘ソ（Fe”）・……・・…’0．0003

　アルミニウムイオン（Ar”）…　0．0002

ア昌オン
　クロールイ・才ン（Cユノ）・・…・…

　耐ご百髪イオン（SO4”）　…・…・…ボ

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

ミリイオン汝
…，リモ　ル

0．0614

2．7826

12．5381

0．3249

0．0054

0．0074

　　　　　　　　系勺　366　h1　（24　時1貰1）
　　　；匙黒三1愛残…～査i　169481　g　（1　kg　中）

盤類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相坐す）

…リヴアル

0．0614

2．7826

25．0761

0．6497

0．0107

0．0221

0．0489　　　1．3790

1．2108　　　12．6034

0．「【230　．　2．0169

28．6026

1．3790

25．2037

2．0169

　　　　　　　　　　　　　1．9599
屋下酸（メタ）（IIBO2）・…・……「　0。0024

∫li酸（メタ）（H2Sio3）　………　0．0395

31，7191　　　28．6026

0．0548

05059

並離炭酸（CO2）……・…・……・

2．0018　　　32・2798

0．0110　　0．2500

2．0128　　　32．5298

クロールカリウム（KCI）・…………・・…0。0046

クロールナトリウム（NaC1）………》・…・0：0770

硫酸ナトリウム（Na2SO4）‘・・…・一・……・0＝1041．

硫酸カルチウム（CaSO4）一……・一…1．6146
重宏野州ルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．1099

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……‘0．0475

曇声酸亜酸化鐡⊂恥（IICO3、g〕・一・・∴…0．0010

硫酸アルミニウム〔A12（SO」）3〕・…・・……　0ゆ013

窮月百愛（メタ）（IIBO雪，・・・…　…・・…　一・・・・・・・・…　0。0024

n：酸（メタ）（II2910，）…・・……，一……・6．0396

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．00且9
遊離炭酸（CO2）…・………・……………・0．01ユ0

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．0】29

〆

’　泉　　質　　石膏性苦味泉に回す’

琵琶の窪．鍍趣く冷） や

所在地．譜輌蜘駄郡原市町内郷原字訓牧場1462番地先
試験年月　　　　　　　昭和13年112月‘東京）
性状僅微の類白色沈澱物を有し其癒液は無色澄明にして猷味を有し微弱アルカリ性
　　　　　　　反確1を呈すpH　7．40（180，キソヒドロソ電池法）　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出最約2591・1（24時聞）・・’

　　　　　　　　」七　　　　重　　1．023　（150）

　　　　イオン表（本鑛水1kg　r11に含有する各伐分及其量次の如し〉

カチオン　　　　・　』．　　9　茎∀亜聖
　カリウムイオン（K謄）　………　0．1257　　3．215

　ナトリウムイオン（Na’）……10．63’462．2
　』アムモニウムイオ・ソ（NII4’）　　0．02625　．1．458

　カルチウムイオン（Caσ。）……　0．06957　1．736

」マグネシウムイオン（Mξ●’）…　0．03719　1．529

　フェロイオ’ン｛Fピり…………　0．000748　0。0134

　アルミニウムイオン（Ar”）…　0．002543　0．09384

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）……・

　プロームイオン（Bり…・…

　ヨ〔ドイオン（J，）………・」。・

　硫酸イオン（SO4”）9・………

　ヒドロ炭西愛イオン（IICO3，）・

　　　勲冥狸£蓬！征　　27．81　1と　で’1　kg　rl電）・』　r

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略柵常す）

・・ D11．54　　　325．4

・・ O．02前7　0．3275

・・@0．04152　　　0．3271

・曳．層 O．006677　　0．0695

・．・＝．9．0　　　　147．5

ミリヴアル

3．215

462．2幽

　1．458

’3．472

　3．058

　0．02679

　0．2815　，

473．7

325．4

　0．3275

　0．3271

　0．1390

1475
　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　31．51　　　943．9　　　　473．7

棚酸（メ．タ）（IIBO2）・・……・…　　0．3226　　　7．331

鰹≡酸（メタ）（II2SiO3）　……∴　0．03869　0．4955

　　　　　　　　　　　　　31．87　　　951．7
遊離炭酸（CO2）・…………・…・　1．026　　　23．32

．コζ他　ヒドロ燐酸イオン

　　泉　　質

32．90　　　975．0

痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　，’　　9
クロールカリウみ（KCI）　・………・…・…　0．239ナ『

クτ2一ルナトリウム（NaC1）一……・一18・74・

プロ｛ムナトリウム（NaBr）’・………・・…0．03371

目一ドナトリウム（NaJ）…一・…・……0．04904

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・……・・…11．84

クロールアムモニウム（NH4C1）．・……・・0．0780

雷淡画カルチウム〔㏄（IICO3）2〕・…・・…0．2814

：重1炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．2238

・重制酸亜酸イヒ鐙～〔Fe（IICO3）2〕　・。…　。。・・…　　0．002382

硫酸アルミニウム〔A12（SO3）3〕…………　0．007933

クロールアルミニウム（AIC13）…・…・…・0．006334

紅紫酸（メタ）（IIBO2）…………・……・……・0．3226

工若酸（メタ）（II2Sio3）・・。・・・・・・・・・…　…・・…　∵0．03R69

　　　　　　　　　　　　　　　　　31．86，
遊離淡酸（CO・）一’…・………・・∵…∵・’1・026

　　　　　　　　　　　　　　　　　32，89

●

ヨード，，プロ白ム，齪瑚酸含有強食堕泉に陽す
鴨

78



ノ

。

　　　　比

イオン表’

　　　　　　　　　　　ノ　　1

赤城山．二鑛ご泉（冷）

勝在地．群馬縣勢多郡富士見村赤城山字赤城山10番地Q■

試験年刀　　昭和9年2丹（東京），
‘性　’　状　・淡褐色澄明にして酸昧並牧敏味を有すpll　1．83（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　　出　　量　　条勺　207　h1（24時聞）

　：重　　1，0021　（150）

（本宙水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

カチオン
　永素イオン（正r）・…一し…・・

　カリウムイオン（Kり・．・……・

　ナトリウムィォン（Na’）＿．．

　アムモニウみイ才ソ（NII♂）

　ヵルチウムィォン（Ca鱒）＿．1

　マグネシウムイオン（Mg●’）・・

　フェロイ．オン（Fビ’）．・…・……

　フェリイオン（Fゼつ・・…・…・・

　アルミニウムイオン（A1”り・・

　アニオン
、　　石宵酸イ才ソ（NO♂）　．．＿．＿．．

　　クロールイオン（C1，）・……・

　　ヒドロ硫酸イォソ（HSO4ノ）．．

　　硫酸イオン（SO4”）　………・・

　1ヒドロ燐酸イオン（Ilpo・”）

盤類表
　　　g　lり荏饗　ミ艸ア・・

・　0．Oo555　　5．545　　　　5。545．

・　0。008136　　0．2081　　　0．2081

・　0．1754　　　7．626　　　　7．626

．　0．000748　　0．04156　　0。04156

　　　コ・　0。01944　　　0．4852　　　0．9703

・　0．003574　　0．1469　「　0．2939

・　0．2178　　　3．906　　　　7、811

・　0．2963　　　　5．306　　　15．92

・　0」8！7　　 ．6．705　　　20．11

　　　　　　　　　　58．53

・　0．000374　．p．006032　　0．006032

’　　0．04102　　　1．157　　　　　1．157

。　0．5407　　　5．545　　　　5．545

・　2．484　　　25．86　　　　51．72

　0．00511　　　0．0532　　　　0．1064

　　　　　　　　　　　　　　3．980　　　62。59　　　　58。53

h護圭酸（メタ）（H2SiO3）・・…・……　　0．009587　0．12229

　　　　　　　　　　　　　　3．990　　　　62，71

　　泉質．酸性明鱗三線に下す

囎蜷鞭三四欝の）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　’
硝酸カリウムてKNO、）…一…・一…1……0．0003プ4「

クロールカリウム（KC1）　・…・………・…　0．01507

クロールナトリウム（NaCI）・一…・……　0．05338

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．｝・…∵…∵…0・4769、

クロー．ルアムモニウム（NII4C1）、…一…0．00222＄

硫酸カルチゥム（CaSO4）　・一……・……0。006605

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…♂………0．01769
窃亡酸亜酸イヒ錫～（FeSO4）・・・・・・…　。。…　●。・’・・。・・。　q，6525　　』

硫酸々イヒ鐡〔Fe2（SO4）3〕…　。・∵・・・…　∵。・。…　　1・06ユ

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕∵………・1．142

燐酸アルミニウム〔刈・（岬0・）6〕、・・……・、0・006071

面容硫酸（II2SO4）…・………一…ベー・0．5463，

珪酸（メタ）（II2SiO3）・∵…・…・…………・0・Oo9587

　　　　　　　　　　　　　　　　　3。990

魅

ρ

ρ

所在地
：試験年月1
性　　　状．’

地、、藏．の湯三三（冷〉

群馬縣勢多郡三士見村大字石井1227番地　　．∴

昭和13年7．月（東京）
少許め類褐色沈澱物を有し共濾液は微黄色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈　　，
すpII．7，，0（18。，キソヒドロシ雨池法）　．　　．　・’・

　　　　　　　　　　　　湧出最；．約65h1（24時間）．
　　　上ヒ　　　・重　　ユ．004　（150）

イオン表．（本鑛水1k霧中に含有する各成分西前一次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ一・・…・

　ナトリウムイオン（Na’）…・

　カルチウムイオソ（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（Ar．’）・

アニオン

　クロールイオン（C1つ…・…

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）・

　　　9　…り荏ン発

・・ @0．04549　　1．163
・・． @1．2811　　　55．70

・・ @0．01553　　　0．3876

・・ @0．006835　　0．2811

・・ D0．04936　　0．884

・・@　0．008031　　0．4445

　　蒸酸残癒

塵類．表

ミリヴアノレ

1。163

55．70．

0。7751

0．5621

1．7680

0．8890　．

　　　　　　　　　　60．86

・。 @0・02331．　OD6574　　　　0亀6574

・・ @0．01566　　0．1630　　　0。3260

・。@3．653　　　　59。88　　　　59．88

　　　　　　　　　　　　　5．098　　　119．6　　　　　60．86

珪酉愛（メタ）（H2SiO3）　………　0．1549　．1。984

　　　　　　　　　　　　　5．253　　121．6
遊離炭酸（CO2）・・……・！…・…・　0．00219　　0．04q79

　　　　　　　　　　　　　5。255　　　121。6

　　泉　　質　　　　アルカリ性炭酸鐡泉に鋤ず

　　　　　3．271g（1　kg中）

　　　　（震灘縦聾唖継の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　奮
．クロ．一ルカリウム（KC1）　……・・～………　0．007038

：重炭酸カリマム（KIICO3）1…・・…………・0．1071

1重：炭酸ナ’トリウム（NallCO3）　・・……∴・・4．679

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…一・・0．06281

重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕・・…・0．04U3

重淡酸亜酸イヒ錨～〔Fe（IICO3）2〕　・・…　……・0．1572・1

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕・山：……」’0」0186

クロールアルミニウム（AICI3）・∴・・……・0．02503

珪酸（メタ）（II2S三〇3）・………・……・…・・♂o．1549・

　　　　　　　．鴨　　　　　　　　　　、　　　　　　5．253　・・

遊離炭酸（CO2）　……・…・・一・・………∴・0。002191　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　5．255

一一 V9一

，

、

ノ



ρ　　　　　　、

…黒保根村鑛泉（冷）

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
群馬縣勢多郡黒保根村大字宿廻三内野187ユの10番地

昭和、11年12月（東京）
少許の類褐色沈澱物を有するも濾過後は殆と無色澄明にして微弱酸性反慮を呈・

すpll　5，95（18。，キシヒドロン電池法）　　　．．　　　　　　．

　1　　　比　　　 コ］ユ　　1．002　（150）

イオン表　（本二水1kg中に含有する各成分及共1畝の如し）

，カチオ’ン

　カリウみイオン（K’）　…・…・・

　ナト，リウムイオソ（Na’）……

　カルチウムイオソ（Ca鱒）・…・・

　’マグネシウムイオン（Mg●り…

　フェロイオン（Fごり　…………

　アルミニウムイオン（A「つ…

　　召

0，1372

0，8093

0，2782

0．1371

湧幽量
蒸獲残渣

盤類表

　　　　　　　　　　　　　　0．000447

　　　　　　　　　　　　　「0．002636

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64，17

アニオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　クロールイオン（c1’）………　ユ．769　49．89　　49．89

　硫酸イォ・ソ（SO4”）　・……・・…　 0．003047　0．03172　　0．06343

　ヒドロ炭酸イ矛ン（IICO3’）…0．8672　1421　14．21

　　　　　　　　　　　　　　4．004　　　ユ15．5　　　　　64。17

　石明酸（メタ）（IIBO2）・………・・　0．0998　　2．277

　王1：酸（メタ）（II2SiO3）　　。。・・。・…　　　0．1295　　　1．659

　　　　　　　　　　　　　　4．233　　119．4
　ヨ雄離炭酸（CO2）…………　……　　0．5271　　11．98

　　　　　　　　　　　　　　4．760　　　131．4

　　　泉　　貿　　　　土類並歴化土顛含有三食塵泉に寵す

ミリイオン及　　ミリヴアル
ミ　リ　モ　ル

3。509　　　　3．509

35．19　　　　35．19

6．945　　　13．89

5。635　　　11．27　．

0●008005　　0．01601

0．0ソ727　　　0．2918

約311h1（24時間）
3。978g．（1gkg中）

（本夕水は二野放に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・………・…・…　0．2616

クロールナトリウム（NaC1）一…・…・…　2．057

クロールカルチウム（CaC12）……………　0．6084

鐙炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…一・・0．2372

露炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕’……0．8246．

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕……一∴0．00142¢

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．00362

クロールアルミニウム（AIC13）・・！………0。01015’

硯肩酸（メタ）（HBO2）・…・……・・………・ボ…0．0998

珪酸（メタ）（H2S三〇3）……・…・…………・0．1295

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．233
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ遊離炭酸（CO雪）　…・……・。………………　0．5271

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．760

苗ケ島鑛泉（冷）
、

所在地
賦験年月
性　　　状

群馬縣勢多郡宮城村大字苗ケ島村字湯の澤國有林i3林班

．昭和12年11月C東京）
殆と無色素子に，して復弱酸性反癒を呈すplI　6．50（18。，キソヒドロジ電池法〉

　　　　　　　　　　　　　湧出最　約234h1（24’時聞）
　　　上ヒ　　　　＝匡　　1．001　（150）

材ン表．
q本心水1kg中に含有する各成分及芙畝の如し）

カチ才ン
　カリウムイォ3！（K『）　＿．∴．鱒．

　ナトリウムイオン（Na●）……

　カルチウムイォン（Ca．○）・…・・

　マグネシウムィォソ（Mg”）＿

　フェロイオンf（Fe’●）・…・……・

　アルミニウムイオン（Ar．つ…

　　蒸獲残余査i　1．55g（1　k9「1り

盛類表（本鑛水は其集成に於て1k窪中次の三分を含有する溶液に概略相當す）

　　9　ミリ碑聖・リヴァル

0．0144ウ　　　0．3706　　　　0。3706

0．1840　　8．0　　　　8．0

0ユ476　　　3．684　　　7．367

0。08275　　3．403　　　　6．805

0。000407　　0．007288　　0．01458

0．00012　　0．04428　　0．1328

22．69

　　ア昌オン
．　　クロρルイオン（C1，）…’…・・0．1816・5．121　　5．121

　　　硫酸イオン（SO4”）　・・……・…　0。1152　　1．199　　　2．398

　　，，ヒドロ炭酸イオン（Ilcq3’）…　’0．9255　15，17　　　15．17

　　　　　　　　　　　　　　　ρ　ユ．653　　　37．0　　　　　22．69

　　　石朋酸（メタ）（IIBO2）・………。・　0，01758　　0．4012

　　　ユゴ三置亀（メタ）（II2SiO3）　・・・・・・…　　0．1375　　　＝L761

望左離炭酸（CO2）……・…・…・…

ユ．808　　　39．16

0．2n88　　　4．745

　　　　　　　　　　　　　2．017　　43．9ユ
　　　　　コ婆ξ　他　　ヒドロ燐酸イオ’ン　痕跡

　　泉　　質　　　　ま類泉に回す＝’

一80、一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区
クロールカリウム（KC1）・・…………・・∴0．02763

クロールナトリウム（NaCl）・………・∵・・．0・2777・’

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……一・……0。1609

露炭酸ナトリウム（NallCO3）…・・一…　0．0827

置表酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…・・0．5970

：重炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．4979

1重淡酸亜酸化鐵Fe（Hco3）2〕　・………・・0．oo1297

硫酸アルミニウム〔A19（SO‘）3〕…………　0．007579

石朋酸（メタ）（HI302）…………・・…………・0．01758

ヨ圭酸（メタ）（H2Sio3）・…・……………。・・●01375

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．808
遊離炭酸（CO9）…・・……・…一…・……・0．2088

’

2．017・



’

1

カチオン

’

所　在　地
試験年月
性　　　状

、

、 腎．

浮法寺三三（冷）
群馬縣多野郡鬼石町大字深法寺6番地
昭禾06年7月」（東京）

雪

無色澄明にして六脈並清涼昧を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．76（18。，キソヒドFン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出：量
　　　　上ヒ　　　　重「’1．0209．（150）

材ン表縢鹸簸蹴！
カリウムイオン（K’）　………

ナトリウムィォン（Naり．．＿．

アムモニウムイォン（NIIの

ヵルチウムイオソ（Ca”）……

マグネシウムイオン（Mg”）…

アルミニウムイオン（A1…）’”

　　ナニ才ン

‘　　クロールイオン（CI今………
　　　ブロームイオン（Bτ，）∵…・…

　　　質Pドイオソ（J，）・…………・・

　　　硫酸イオ・ン（SO4”）　・……・…乙

　　　ヒドロ炭酸イオン（HCOの：・・

　　9、

0．1543

8．0807

0。0294

0．2978

0．0003

0．0440

　ミ1　　ン及
　ミ　リモ　～レ

、3．9463

351．3351

　　　　　　　　約855日目（24．時間）、，
　　出漁残正読　　　　21．72　9　（1kg中）
弓懸．（本納水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相聞す）、

ミリヴアル

3．9463

　　　　35L3351

1．6333　　　　1．6333

7，4071　　　14。8141

0．0054　　　　0．0107

1．6236峯　　4．8708

　　　　385。0725

9．3341　　263．2291　　263．2291

0．0194　　　0．2427．　　0．2427

0．0524　　　04129　　　0．4129

ユ．7977　　18．7125　　37．4249

5．1096　　　83．7629　　83．7629

　　　　　　　　　　　　　25．0226
石朋酸（メタ）（IIBO2）……∴・…　　0．3918

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・…・…　0．0335

713．5984　　385．0725

　8．9411

　0．4291

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　　　　　し　ち
クロールカリウム（KC1）　・……・……・…　0．2942

クロPルナトリウム（NaCI）一………・・15．0622

プロームナトリウム（NaBr）一………・・0。0250

ヨードナトリウム（NaJ）…一……・・…　o．0619

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…．……・・…2．3126

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）一・……・5．0806

クロールアムモニウム（NH4C1）一一・0．0874

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…一…　1．2005

：重炭酸マグネシウム〔M窪（IICO3）2〕……0。6192

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2ゴ　・。・・・・…　一・　0，0010

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・…∵…　02780

石明酸（メ，タ）（IIBO2）・・…・∵・・∵・……・…・…　0．3918

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…・・…・・・・・・・・・・・・…　0．0355’

　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　25．4479
遊離炭酸（CO2）　　・・・…　。・・け・…　∵・・…　ρ・・け。・　1．0248

　　　　　　　　　　　　　　　　　26，4727

　　　　　　　　　　　　　25、4479　　722．9686
遊離撰酸（co2）…・・・・・・・・・…　…　　1．0248　　　23．2909

　　　　　　　　　　　　　26。4727　　746。2595　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「．日．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　泉　　質　　　　ブローム，ヨード，翻酸，炭酸及芒硝含有アルカリ性強食瞳泉に属す

、

所．在地
試験年月
性　　　状

日 野 鑛 泉（冷）

群馬縣多野郡日野村大字下日野字印地2322播地の乙地先　　　．i．
昭和9年3刀（束京）
無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈すpll　8．30（18。，水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　比　　　　『重　　1．0　（＝正50）

　　　　イオン表、．（本鑛水1kg中に含有する各国両日餌壷次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kつ

ナトリウムイオン（Na’）……

アムモニウムィォ．ソ（NHξ）

カルチウムィォン（Ca’．）……
　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

マグネシウムイオソ（Mgつ轡

フェロイオン（Fe●◎）…………

アルミニウムイオ． ¥（AI…）…

ア昌才ン
　クロールイオン（C1り……．・

　樹i酸イオン（SO4”）　・・・…　…・

　．ラ炎貢愛イオン（CO3”）　・・…・・…

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）・

　；水酸イオン（OII，）・・…・……・

　水硫イオン（IISノ）…・…・・…・

、

　　湧出量
　　蒸獲残渣

塵類表
　　　　　…リイオン及　　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　　　≡…　リ　モ　ル

0．01704　　　0．4358　　　0．4358

0．3708　　　16．12　　　　　16，12

0．0010与　　　0．05833　　　0．05833

0．02365　　　0．59　　　　　1．18

0．008103　　0．3332　　　　0．6664

0．000224　　0．004012　　0．008023

0．00037　　　0．01365　　0．04096

　　　　　　　　　18．51

・。 @0．4894　　13。80’

。・ @0．02555　　　0．2660

∵　　0。02898　　　0。4尋30

∴　　0．1827　　　2．994

。・@0．002194　　0．129

・・ @‘0・00302　　　0．08861

13．80

0．5319

0．9660

2．994

0．129

0．08861

　　　　　　　　　　　　　　1。153　　　35。32　　　　18．51

石朋酸（メタ）（HBO2）・……・…・　0．0560　　1278
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・…・…　0．01742　02231

　　　　　　　　　　　　　　1．226　　　36。82

　　泉、質　．　　食騒言有硫黄泉た鋤す’
　　　　　　　，　　、

糸勺17hi（24時…聞）
1．082　9　（1kg　rlつ

　　　　（本県水は其集威に於て1kg中次の引分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　1　．　　　　　　　　9

クロ．”．ルカリウム（KC1）　…・・…・・・・・…一〇．032“9’

クロールナトリウム（NaC1）・・………・…0．7779

硫酸ナトリウム（Na2SO4）」一・…・…・1…0103488

：重戸戸ナトリウム（NallCO3）　・・…・……’01877

：水硫化ナトリウム（NaHS）　……………　0．004969

クロPルアムモニウム（NII4C1）………0．003121　　’

：重羨酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．06089

炭酸カルチウム（CaCO3）…・…・・…・一・0．02144

炭酸マグ．ネシウム（MgCO3）……・∴……0．02266

：水酸化マグネシウム⊂Mg（（～；1）2〕・・…∵・・0．003763

’・ d炭酸亜酸イヒ針髭〔Fe（正ICO3）2〕　　・・・…　rr・一・　0．000713．

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂3〕…………　0。002338　　　．

硯1酸（メタ）（IIBO2）……・・……・・…・♂……0，0560

f圭酸（メタ）（【12Sio3）…・…・……・・．・…・…0。01742

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．226

81．



！

隔

ノ

所在地自画・瞼　∠IF　∫ヨ

性　　　状

！

長若村．鑛泉（冷）

　1勇出山！：糸勺　41hl（24時間）

イオン表（両両嶽嫉繍わ
カチオン・

　カリウムイォシ（K●）・・…・…

　ナトリウムィォン（Na．）．＿．，．

　アムモニウムイオン（NII♂）

　カルチウムィォソ（Ca’．）・・…・

　マグネシウ．ムイオ・ソ（Mg’●）…

　フェロイオン（Fe。●）…・・……・

　アルミニウムィォン（A1●”）…

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…・…・

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・

　淡酸イオン（CO3”）・・………・

　ヒドロ宏酸イォソ（IICO3’）…

　水酸イオン（OII’）・…………・・

　；水硫イオン（1【Sノ）・・……・……

r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
埼玉縣秩父郡長若村大字般若字柿之久保2657番地
i昭和13年5月（：東東）
殆と無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈ナpl19．1（18。，キンヒドロン電池法）
　　　上ヒ量匡　　0。9996　（150）　　　　蒸獲残江在　、　0．44429　（1kg　r11）

　　9
0．009008

0．1523

0．0009

0。002873

0．002674

0，0007

0．000646

ミリイオン及
ミ　リモ　ル

0．2304

6．622

0．050

0。0717

0．10

0．01254

0．02384

塵類表
…リヴアル

0．2304

6．622

0．050

0．1434

0．2199

0．02507

0。07151

7．362

0．02919　　0．8232　　　0。8232

0．01321　　　0．1375　　　　0．2750

0．06778　　　1．130　　　　　2．259

0．1808　　　　2．963　　　　　2。963

0．005188　　0．3050　　　　0・3050

0．02435　　　0．7364　　　0．7364

0，4896　　　13．22　　　　　7．362

0。003201　　0．07305

0。02031　　　0．2601

　　　　（本鑛水は其集威に於て1kg中次の小分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCl）　・………・…・…　0．01718

クロールナトリウム（NaCl）…一……・・0。03173

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・一・…’・・0．01445、

重炭酸ナトリウム（NaIICO3）一…・・∵・0・2468

淡酸ナトリウム（Na2CO3）・……㌔…・……0。1167

水硫化ナトリウム（NaIIS）・・一……・・0．0413

クロールアムモニウム（NII4C1）一…・・0．002675

炭酸カルチウム（CaCO3）一一・…・・…・0．002918

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…・・…・」・・0．003152

水酸化・マグネシワム〔Mg（OII）2〕・……・・0．006414

重炭酸亜酸化載〔Fe（HCO3）2〕一……・・0．002229

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・・…‘…　0。004081

二月酸（メタ）（IIBO2）・・∴……！…　…・…・…・・0．003201

王蓋切要（メタ）（H2Sio3）…・……・，…・・……・0．02031

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5131

同月酸（メタ）（ほ1～02）・・‘・…・…，

fli酸（メタ）（旺2Sio5）　・・……・

、

泉　　質

’カチオン

　　　　0，5131　　　　ユ．354

蹟純硫黄泉に鵬す

　　　　　　　茂

所在地、試験年月
性　　　状

矛勇出ゴ遺r　糸り1425　h1　（24蒔眉P

イオン表

ノ

　　　　　原　鑛　泉（冷）

千葉縣長生郡茂原町640番地
昭和8年11月疎京）　　　　＿
暗黄色澄明にして弱アルカリ性反：慮を呈すplI　9．71（18。，水素瓦斯電池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．906　g　（1kg中）　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　　　比重　　　　　　　ユ，0034　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各二分及響胴次の如し）

カリウムイオン（K’）　．…”…

ナトリウムイオン（Na●）……

アムモニウムイオソ（NII4●）

カルチウムイオン（Caつ……

マグネシウムィォソ（Mg’●）…

フエロイオン’（FeOつ・・……・…

アルミニウムイオン（Ar●●）…

アニオン

　硝酸イオン（NO3つ　・・…・……

　クロールイオン（Cl，）　・・…・…

　ブロームイオン（Brつ・・…・…

　引一ドイオ・ン（J’）・…・・…・…・・

　耐己酸イオン（SO4”）　…・・……・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）

　炭酸イオ・ン（CO3”）…・……・・

　ヒドロ炭酸イオン（旺CO3り…
　水酸イオン（OIIつ・・……・・…・・

盛類表
　　9　ミリ農饗・リヴァル

0．0633　　　　1，619　　　　1．619

1．674　　　　72．78　　　　　72．78

’0．000589　　0．03272　　　0。03272

0、01652　　　0．4123　　　0．8246

0．02303　　0。9470　　　1．894

0．000726　10．0130　　　0．0260

0，000822　　0．03033　　　0。0910

0．07627　　　1．230

1．501　　　42．33

0．002458　　0。03076

0，1965　　　　1．548

0．00648　　　0。06745

0。01203　　　0．1253

0．01422　　　0．2371

1．907　　　31。26

0．000103　　0．00607

77。27

1。230

42．33

0．03076

1．548

0．1349

0．2505

0．4741

3冒．26

0rOO607

　　　　（本鑛水は其集成に於て1kg中衣の威分を含有する溶液に概略相常す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
石fl酸カリウム（KNO3）　・・……………・…0，1244

クロールカリウム（KCI）　・・………・……　0．0290

クロールナトリウム（NaC1）・・……∵…・・2、450

ブロームナトリウム（NaBr）・・…・…・…・・0．003166

冒一ドナトリウム（NaJ）　・・……・………　0，2321

重炭酸ナトリウム（NalICO3）　・・………・2．450

クロールアムモニウム（NII4C1）一…・・0．001751

燐酸カルチウム（CaIIPO4）…・……・……・0，01086

痴話1酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・……・0．0539

山野酸マグネシウム〔Mg（IICO・）・〕∵・…0・1034

・1炎酸マグネシウム（MgCO3）……………0．01999

水酸化マグネシウ’ム〔Mg（OII）2〕………　0．000177

重炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（HCO3）2〕　・…・…・…　0．002312

燐酸アルミニウム〔A12（ilPO4）3〕・……・・ρ．005192

醐酸（メタ）（IIBO2）…・…………・…・……0．02105

王｛i西隻（メタ〉（H2Sio3）　・…　…・・…　…一…・…　　0．06547

　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜．582

腐植質……・……．・……………・一・・一・・0。01236

研月酸（メタ）（HBO2）、．＿＿．∴。

封i西安（メタ）（旺2Sio3）　．。＿．＿

腐植質・…一……♂・・……り…・・

共　他　距錯イオン　痕跡’

　　泉　　質

5．495　　152．7　　　　　77。27

0．02105　　　0．4806

0．06547　　　0．8385

5．582　　　154．0

0．01236

食塵及ヨード含有アルカリ泉に矯す

ノ

■

82



、

、，

、

カチオン

所‘在　地

試験年月
噛性　　　状

，東 金 鍍
千葉三山武郡東金町1406番地

昭和10年7月（東京）

泉．（冷）

黒褐色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈すpH　8．68（18。，水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　　　糸勺　129　hl　（24　0隙間）　　　　　　　　　　　　　、

　　　・上：ヒ　　　　：重　　ユ．001　（ユ50）

イオン表（本割水1kg中に含有する削成分路其且次の如し）

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つ……

マグネシウムイオン（Mg”）…

フエロイオソ（Fe’つ9…………

アルミニウムイオン（A1”り…

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）・・…・・f・

　硫酸イオン（SO4”）　・……・・…

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）

　5炎酸イオン（CO3ノつ…・……・・

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCO3ノ）…

　；水酸イオン（OII’）・……・・……

●

　　蒸獲残渣　 コ．．8159（1kg中）

塵類表（本海水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　霧　茎リ其饗・リ伽・
0。04208　　　1．076　　　　　1，076

．0．6255　　　27．20　　　　2孔20

0．01087　　’0，27ユ3　　　0，5426

0，07161　　0．2945　　　0．5889

0．001566・　0．02805　　　0．05609

0，001997　　0，0737　　　　0，2211　　・

29．68

0．5441　　　15．34　　　　量5．34

0。01423　　0．1481　　　0．2962、

0．03121　．0．3250　　　0．6499

0．1829　　　3．048　．　　6。096

0．4241　　　6，952　　　　6952

0．005965　　0．3507　　　　0．3507

　　　　　　　　　　　　　　1．892　　　55．11　　　　29．68

珪酸（メタ）（II2SiO3）…・…一　〇．06919　0。8862

　　　　　　　　　　　　　1．961　　　　56．0

腐植質＿＿．＿＿＿…・・一・…　0．541

　　泉質　アルカリ性弱食慶泉に燭す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　…………・・・…　0．08023．　・

クロールナトリウ、ム（N鉢C1）・・………・…　0．8339

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…一∴…・・一〇．02104

重炭酸ナトリウム（NaIICO3）……・…・・0．5793

炭酸ナトリウム（Na2CO3）・・…・…………0。3044

炭酸カルチウム（CaCσ3）・一一………0．005693

燐酸カルチウム（CaHPO4）　………・一・0．02918

炭酸マグネシウム（MgCO3）・…P一……0．01005

水酸化マグネシウム（Mg（OII）2〕………0．01023

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕……・・一〇．004988

燐酸アルミ・ニウム〔A12（IIPO4）3〕…・・…10．01262

珪酸（メタ）（II2Sio3）・・……・……………0．06919

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．96ゴ

’

’

末 士口 温 泉

　　　　　　所在　地
　　　　　　試験．年月

　　　　　　性　　　状

　　　　源泉温度62。
　　　　上ヒ　　　　重　　1．0008　（150）

イオン表
　　　｝

東京府八丈島末吉村．’

昭和4年11月（東京）
無色澄明にし七微砂アルカリ性反慮を呈す

　　　　　　　　　　　　湧娼；量　　約7500h1（24時間）

（馨翻麦銀袋纐か

カチオン　　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン’（K’）・…・r…　0．0262

　ナト」ワムイオソ（Na’）・・一〇・3416

　カルチウムイオソ（Ca●○）……　0ユ536．

　マグネシウム．イオン（Mg●1）…　0．0899

　乏エロイオン（Fe’．）…・……・・　0．0001

　アルミニウムイオン（A1．’●）…　0．00ユ1

アニオン
　クロールイオン（Cl’）…・…・・0．7053

　硫酸イォソ（S「）4”）……・一・0．1328

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）．…　0．4913

ミリイオン及
ミ　リモル

　0．6695

．14．8520

　3。832箔

　3．6970

　0．0010

　0．0415

　　蒸聾残渣i　1。885g（1　kg中）
塵類表・（本構水は其集成に於て1kg中次の一分を含有する溶液に概略相引す）

　ミリヴアル

0．6695

148520

7．6654

7。3939

0．0020

0．1244

30．7072

19，8891　　19．8891

1．3824　　　　2．7648

8．0533　　　8．0533

　　　　　　　　　　　　　　1．9419　　52。4185　　　30．7072

棚酸（メタ）（IIBO2）……・…・・　0．0024　　0。0548

珪酸（メタXH2Sio3）　………　0ユ985　　2．349

　　　　　　　　　　　　　　2．1428　　　54．8223
　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ遊離淡酸（CO2）　・・…　。。・。・・。。・…　り　0．18341　　　4．1682

　　　　2。3262　　　58．9905

三食聾泉に風す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　一山∵・・…・・、・0．0499

クロールナトリウム〈NaC1）・・………・…0．8682

ク姫戸ルカルチウム（CaCI2）一・…P……・・‘0．2424　　’

硫酸カルチウムCaSO4）　…・…・……・…0．1797

：重炭酸カルチウム〔qa（IICO3）2〕一・・…　0．0533

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0，5409

重；炭酸亜酸イヒ錫～〔Fe（HCO3）2’〕　・・………・0．0002

硫酸アルミニウム〔A12（SO、）3〕…一…・0．OO71

忌月西菱（メタ）（IIB（）2）・・。・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　』0．0024　　
，

王蹴～メタ）（Ir29ρ3）・…・………一∵・’α1985

　　　　　　　　　　　　　　　　　2ユ426
遊離澱酸（CO2）　’………”…・…・……・…0．1834

　　　　　．　　　　　　　　　　　　　2．3260

■

ノ

、

泉　　質

1

一83
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ノ

’

＼　‘

樫‘

　　　　　所在地
　　　　　脳病年∫」

　　　　　性　　　状
　　　源泉温度18。
　　　上ヒ　　　　互亘　　1．0023　（150）

イオン表

立 鑛
東京府八丈島夕立村字白瀧

昭和5年4月（東京）

泉（冷）

微黄色璋明にして酸味並牧倣味を具ふpll　1．6q（18。，．キソヒドロソ電池沿で）

　　　　　　　　　　　　　湧　　fl、　　ゴlt　　糸勺　18　hl　（24時聞）

（本籏水1恥g中に含有する各成分及其」＆t次ρ如し）．

　　カチオツ
，　　　かく素イオン（1「）　・・…………・

　　　カリウムイオン（K●）　………

　　　ナトリウムィォソ（Na●）…．，．．

　　　カルチウムイオソ（Cゴ）……

　　　マグネシウムイオン（M9●’）…

　　　フェロイオン（Fビ）・…・：・・…・

　　　フェリイオン（r「e…）・…・……・

　　　アルミニウムイオン（A1…）…

アニオン

　クロールイオン（C1’）・…・…・

　　　　コ　ヒドロ耐己酸イオン（IISO4’♪…

　弼亡酸イオン（S「）4”）　…・・……・

　ヒドロ燐酸イオン（旺PO4”）

　　9
0．0115

0．0027

0．0265

0．004

0．0023

0．0329

0．0∋0

α！502

0。0264

1．1114

1．1178

0．0112

■

竪類表
妻リ碑雛・リヴアル

11。4577　　　114577

0．0691　　　　0．0691

1。1522　　　　ユ。1522

0，0999　　　0、1997

0．0946　　　　0．1891

0．5892． @　1．1784

1．6117　　　4．8352

55427　　16．6273

35．7087

0．7445　　　0．7445

1ユ。4577　　　11．4577

11，6367　　　23．2733

0．1166　　　　0．2332

　　　　　　　　　　　　　2．587　　　44．5726　　35。7087
王右醸（メタ）（112Sio3）・・・・・・・・・…　　　0．1052　　　＝1．3474

　　　　　　　　　　　　　2。6922　　45．92

　　泉　　質　　　　酸性明馨緑惣泉に塗す

（本酒水は其集成に於て1kg　r11次の成分を含有する溶液に概略相鴬す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロρルカリウム（Kq）　∵………・……　0．0052

クロールナトリウム（N4C1）・…………・・0．0395

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・……0．0339

硫酸カルチウム（CaSOゆ　…・・……・……0．0136

硫酸・マグネシウム（MgSO．）……………・0．0114
硫酸亜酸イヒ蛋三5～（FeS（）4）　　．・…　。・・…　∴・。・・・・…　　0，0895

｛銘ご酸’々イヒ鋸3～（Fe2（SO｛）3）・・・・・・・・・・…　∵・・。…　　0．3223

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　0．9356

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3「・…∵…　0．0133

遊山麓硫酉重～（II2SO4）　　・…　一・・鱒・鱒…　。・n・・…　。・　コ【．1228

デli酸（メタ）（II2Sio3）…・……・………・…0。1052

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．6923

／

所在地
試瞼年月
性　　　状

　　　　源泉源度

　　　　比　　皿

イオン表

72。

1．0140

瀬戸　山温泉
東京府新島本村隙戸山
ll召矛0661ζ4ノ」・（罫工臨，

（響欝趨！齢1詫），

カチオン

　カリウムイオン（K’）　・…∵…

　ナ．トリウムイォソ（Nゴ）．∵＿

　ヵルチウムイオソ（Ca”♪・…’・

　マグネゾウムイオン（Mg●つ…

　フエロイオン（Fe’●）…1…・・…

　アルミニウムィォソ（Al…）＿

無色預朋にして献味を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す

pII　7．13（180，キンヒドロン電池澄∂

　　　　　　　　　　　1湧1踊t　約3451・1似時πn）
　　　　　　　　　　　　　蒸獲残芒査i　　　20．50　g　（1　kg　l11）

　　　　　　　　　　慶類表

　　・9

0．3409

6．937

0．3136

0ユ87

0．000221

0，002185

アニオン

　クロールイオン（q’）…・…・・11ユ4層

　硫酸イオ・ソ（SO4”）　…・……・・　1．248

　ヒドロ淡酸イオン（ilCO3，）…　0．088

ミリ纏聖・リヴアル

．8。719　　　8，719

301．6　　　301．6

　7．825　　　15．65

　7．685　　　　15．37

　0。003958　　0．007915

　σ．08063　　　0．2419

341。589

314。2　　　　314．2

12．99　　　　25．97

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　1．442　　　　1442

’

　　　　　　　　　　　　　20．25898　654．5456　　341612

醐酸（メタ）（IIBO2）　・・・・…　…・・．　0．0120　　　0・2738

テ若酸（メタ）（II23io3）・………・・　02382　　3．0509

　　　　　　　　　　　　　20。5092　　657．8703

　　　　　　　　　　コ蓮肉誰ン菱西至～（CO2）・・・・・・・・・・・・・・…　り　0．03082　　　7．0046

　　　　　　　　　　　　　20。54　　　　664．8749　・

　　泉　　質　　　　石膏含有強食鰹泉に嵐す

（木宙水は其集成に於て1kg中次の時分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・……………・・0．6501

クロ飼ルナトリウム（NaC1）・・…………・17，63

クロールカルチウム（CaC12）・…・…・……　0．2143

硫酸カルチウム（CaSOの　・……・・一・一〇．8026

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…………・、0・8392

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3渥〕……0．1049
霊炭酸亜西髭イヒ書画～‘Fe（I　ICO3）2〕　・・・・・・・…　一　〇．000704

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・……・…　0．0138

硯理酸（メタ）（IIBO2）…・……・…………・…0。0120

｝長薯愛（メタ）（H2Sio3）・………・…・・…・・…　0．2382

　　　　　　　　　　　　　　　　　20．5092
遊悸艇炭酸（CO2）　・…・……………………・0．0308

　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　20．54

84
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、

、　「

暴

　　　　　　　　　　．＼

　　　　　　所　在　地

　　　　　　試験年月
　　　　　　性　　　伏

　　　　源泉渥度63。
　　　　比　　重

イオン表

湯河原温’三
組奈川縣足柄下郡湯河原町字宮上字廣河原679．番地

昭和4年6月（東京）’
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈す
　　　　　　　　　　　　湧　　出　　量　　旨i勺1440h1（24時宿D

　　1．00311　（且50）

（歪回想鑑協鋤
カチオン　　　・

　カリウムイオン（Kつ・……・・

　ナトリウムイオン（Na’）……

　．カルチウムイオソ（Caつ・…・・

　マグネシウムィォン（Mg．．）…

　フ象ロイオン（Fe●’）・・…・・…・・

　アルミニウムイオン（A1…）…

「アニオン

　クロールイオン（CI1）…・…・・
　硫酸イオ’ソ（SO4〃）　・・…・・・・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3，）…

　　9・

0．0818「

0．8505

0．7299

0．0102

0．0006

0．0012

　　蒸獲残渣　4．5903g（1　kg中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、旧識表麟雑著訟訴乏藤巨蜜孝の）

葦リ農纏、ミリヴ・ル

　　　　　　　　　‘　2．0921　　　2．0921

86．9783　　36．9783

．18．2157　　36．4313

　0．4194　　　　0．8388

　　　　　　　　　驚　0．0108　　　　0．0215

　0．0443　　　　0，1328

　　　　　76．窪948

2，2153　　　62．4732　　　62．4732

0．6605　　　6．8752　　　13．7504

0。0165　　　0。2712　　　0。2712

　　　　　　　　　　　　　4．5665　　127．3δ02　　－76．4948

硯層酸（メタ）（HBO2）…………　0．0110　　0．2510

珪酸（メタ）（II2SiO3）…………．0．1092　　1．39861

　　　　　　　　　　　　　4．6867　　129．0298
遊離炭酉斐（CO2）・・・・・・・・…　門…　一　　〇．0110　　　0．250

　　　　　　　　　　　　　4．6977　　129．2798

　　泉質　慶化土類及石蕾含有弱食璽泉に働す

　　　　　　　　　　　　　　o　　　　ぎ　　’

クロρルカリウム（KC1）　…・…∵…」一・・0。1560　　’

クロ戸ルナトリウム（NaCl）・……・・…；・・2．1618　！

クロPルカルチウム（CaCI2）・…・・∵……‘1．2989

硫酸カルチウみ（CaSq＞・……・………・018868

硫酸マグネシウム（MgSO4）…………・」・0．0355　“　一．

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・一〇．0183

：重炭酸亜酸イヒ銭～（二Fe（11CO3）2〕　・・……・…0．06ユ9

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．0076

醐酸（メタ）（IIBO2）…∴……・・……二一’0．0110

1珪酸（メタ）（H2SlO3）……………………．0。1092

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．687　　　　＼
蓮離炭酸（CO2）・・…一……一一一d，0110

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．6980．

．賦　．

●

湯河原、温泉
　　　　　所在　地
　　　　　言’｛＝験　‘F　∫j

　　　　　性　　．状
　　　源泉温度　70。
　　　比　　　　重　　0．999茸　（150）

イオン表

紳奈川縣湯河原町字宮上奥の田671番地
口召禾055F　3月（東京）
無色覆明にして微弱アルカリ．性反：懸を呈すpl17。82て」8。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　　出　　ま4：　糸勺　777　hl　（24　時旧】）

囎畿赫蔽繍か
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）・・…

　々グネシウムィォン（Mg”）．．

　ラェロイオン（Fe”）　・…・……

　アルミニウムイオン（A1’”）・・

ア昌オン
　・クロールイオ’ン（CIノ）・…∴

　硫酸イオン（SO4”）　・…∴・…

　とドロ炭酸イオン（IIC93’）・1

　　　9
㌔o．0021

・　0．0179

・　0．0167

・　0．0009

・　0．0001

・　O，0004

・・ @．0．0062

；。　　0．0064　、

・・@0．0897

ミリイ・オン及

ミ　リ　モ　ル

0．0545

0．7765

0．4156

0。0350

0．0015

0。0143

　　蒸獲残渣　0．129（1・kg中）
塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略三二す）・．

ミリヴアル

0．0545

0．7765

0．8312

0，0699

0．0030

0、0429

1．778

0，1744　　0．1744－

0．0665　　　0．1330

1．4706　　　1．4706

珪酸（メタ）（H2Sio3）．・．＿…・

0．1404　　　3．0089　　　1．778

0。0267　　　　0．3420

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『、、
クロールカリウ．ム（KC1）　…・・……・……0。004ユ

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・0．0070

硫酸ナトリウム（Na2SOゆ一…一・・…．・・0・0064

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）…………　q・0475

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）g〕…・…・・0．0674

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．0σ51．

軍炭醐三三〔F・（μCO・）・〕．…・・∵一…，b．0005

硫酸アルミ戸ウム（A】2（SO｛）3〕．…………、0・qo24

珪酸（メタ）（II，910、）…・………・∵…・1・・∴0．0自67

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1670
遊離炭酸（CO2）…・・…∴・…・…∵∵……0．0075

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1745

0．1671　　　　3．3509

0。0075　　　　0。1705

ノ

翅i離炭酸（CO2）・r…ガ・………　口 φ

泉　　質

　　　’0。1746

軍純温泉に局す

3。5214
，」　　ウ

●
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1

　、

所在地
試瞼年月
性　　　状

　　　　源泉濁渡　59。

　　　　比　　重

　　　　　＊イオン表

湯河原温泉
紳奈川縣足柄下郡湯河原町字宮上492番地

昭和7年11月（東京）
無芭惟明にして微弱アルカリ性反纈を呈す

　　1。001　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各放三二廻書t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（Na●）＿＿

　　カルチウムイオン（Cゴ）……

　　髄マグネシウムィォソ（Mg●’）＿

1　　フェロイオン（Fe●’）・…・・……

　　アルミニウムイオン（Al…）…

　　　　　「
　アニオン
　　クロールイオ・ン（CI’）　・……・・

　　硫酸イオン（叙）♂つ・……・…・

　　ヒドロ炭虞婁イオン（IICで）3’）…

、

・1

pH　7．30（眼誹也，180，上ヒ色法），pll　7．30（180，キンヒドロン’電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　且玉f辻　　添勺　1283　h1　（24　時「旨1）

　　　　　　　　　　　　　　糞黒互型…残渣22759（1kgr1‘）

　　　　　　　　　　　塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg．lll次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　9　ミ’，碑瀦・リヴァル

　　　　　　　　　ロ0．04511　　　1．154　　　　1．154

0．5137　　　22．33　　　　　22。33

0．2198　　　5．485　　　10．97

0．007636　　0．3140　　　0．6280

　　　　　　　　サ0．001712　　0．03066　　　0．06132

0．001774　　0．06547　．0．1964

35．34・

0．8248　　　23。26　　　　23．26

0．4933　　　　5．135　　　　竃0，27

0，1104　　1．810　　　1。810

　　　　　　　　　　　　　　2，218　　　59．58　　　　35。34
硯畦西金（メタ）（In；02）　・。・・・・・・・…　　　0，03973　　　0．9067

ユr蓋百控（メータ）（II2Sio3）　・・・・・・…　　0。1069　　1．369

　　　　　　　　　　　　　　2．365　．　　61．86
遊離炭酸（CO2）・・・・・・・・・・・・…　。。・　0。00425　　0．09659

　　　　　　　　　　　　　　2．369　　　61。96

　　泉　、質　　　　石窟含有弱食一応に櫛す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．
　クロールカリウム（KCI）　・…………6…　0．08604
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　クロールナトリウム（NaCI）・……一・…1。292

　硫1綾ナトリウム（Na2SO∂…………・・…・0．01591

　硫酸カルチウム（CaSO4）・…一…・……　0，6705

　：重炭酸ヵルチウム〔Ca（IICO3）2〕………0．0908

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…．…0．04595

．　置炭酸豆巨酸イヒ重翠～〔＝Fe（IICO3）2〕　●・・。・…　。…　　0．0055

　耐1酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．01121．

　硯1酸（メタ）（11BO2）……・…・……・・…・・…6。03973

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　珪酸（メタ）（II2Sio3）・………・…………0．1069

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至．365

　遊離炭酸（CO2）　……・…・・…………　鱒・…　0．00429

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．369

、

■

所　在地
試駒年月
性　　　状

滋泉温度

比　　軍

イオン表

620

湯河・原温泉

　　1．0002　（150）

（水二水1：kg中に含有する各成分及共」‘歓の如し）

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ　………
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　躯トリウムィォン（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（Fご’）………・・

　アルミニウムイオン（Al…）…

アニオン
　クロールイオ・ソ（CIノ）……＝・・

　硫酸イオン（SO4”）　・…∴……

　ヒドロ、炭酸イォ・ン’（【ICO3’）…

紳奈川古記柄下郡湯河原町宮上字尾畑下759番地の10盤

昭和7年2月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反曄を呈す
PII　7・20（18。・キンヒド『ン電池法）

　　　．　　・　　　　　　’　　　　　　　湧　1」旨　∫匹セ　　糸～」　207　hl　（24　Hむ・慣D

　　　　　　　　　　　　　　蒸亟袋残Z査i　1。44　g　（l　kg　rl盲）

　　　　　　　　　　塵類表囎盤砦鞍羅乏回顧季の）

　　9　ミリ碑ン発　…リヴアル

0．0226　　　　0．5780　　　　0．5780

0．3508　　　15．2522　　　15．2522

0．1143　　　　2．8525　　　　5．7050

0．0026　　　　0．1069　　　　0．2138

0．0002　　　0。0036　　　0．0072

0．0005　　　0．0185　　　0．0554

0．5095

0．3058

0．0657

21，8116

’14。3683　　　14．3683

3．1831　　　6．3662

1．0771　　　1．0771

硯月百楚（メタ）（HBO2）．。＿．．．＿．

五圭酸（メタ）（II2SlO3）　・・……・

遊離炭酸（CO2）…………・・…・

泉　　質　’

1．3718　　　37。4402　　　21。8116

0．0113　　　　0。2579

0．0896　　　1．1476

1。4727　　　38．8457

0．0011　　　0．0250

1．4738　　38．8707

三食腱温泉に局す・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，9

クロールカリウム（KCl）　・………一・…　0．0430

クロールナトリウム（NaC1）…・・………0．8062

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・……一・・…0．1039

L硫酸ヵルチウム（CユSO4）　………一・・…0．3300

重炭酸カルチウム〔Ca（HCf），）2「……・・0。0694

置淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0156

霞炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　……　……．0．0006

硫9酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・・…0，0032

硯月酸（メタ）（IIBO2）・。・・・・・…　……。・。…・・…0．0113

王圭酸（メタ）（II2Sio3）。・・・・・…　。・・・・・…四・…　0．0896

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。4728
遊離炭酸（CO2）…，一…・一…・・一・…・0．0011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．4739
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ノ

所在　地
試験年月
性　　　状：

　　　　偲源度　　72．50
　　　　比　　重

　　　　　＊イオン表

・湯河・．四温．泉
粥ミlr縣足柄穐陽河原町宮上橋エ558番地

昭和11年3月（東京）
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈す』
pll　7．30（臨地，18。，比色法），pH　7．25（18。，キンヒドロシ冠池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約518M（24時聞）
　　ユ．001　（150）

（本州水1k9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り　………

　ナト1リウム．イオン（Na’）＿＿

　カルチウムイオソ（Caつ……
　マグネシウム「イォソ（Mg”）＿

ラェロイオソ（Fビ）……・・一

　アルミニウムイオン（Al…）…

　アニオン
　　クロールイオン（Clノ）　………

　　硫酸イオン（SO4”）…………

・　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）…

ヤ

　　　蒸獲残渣2・2179（1kg中）　　　　　　　・，

圏類表（講弱冠霧羅謡扇季のγ
　　　　ミリイオン及　　　　　　　　　　ミリヴ7’ル　　言　　　　ミ　リ　モル
0．03213　　　0．8217　　　0．8217

0．5087　　22．12　　　22．！2

0．2078　　　5．185　　　10．37

0．004822　　0ユ983　　　0．3965

0．000224　　0．004021　　0．008623・

0．004915　　0．1814　　　0．5441

34．26

0，8648　　　24．39　　　　24，39

0．4539　　　4．725　　　　9．449

0．02571　　0．4213　・　0．4213

　　　　　　　　　　　　　　2．103　，　　58．05　　　　34．26

，硯鳳酸（メタ）（H∬02）∴…・…・・　0，007992　0．1824

・珪酸（メ、タ）（H2SiO3）　………　0。1263．　1．618

　　　　　　　　　　　　　　2．237　　　　59．85

進離炭酸（CO2）………∴・…　　0．02741　　0．6230

　　　　　　　　　　　　　　2．264　　　60．47

共・他　ヒドロ燐酸イオン痕跡

　　泉質　石膏含有弱食璽泉に罪す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
ク戸【ル鬼リウム（KCI）　………・一・…0・．06127ト

クローールナトリウム（NaC1）……、………1．293

クロールカルチウム（CaC12）……・…・・…　0．08038　、

硫酸カルチウム（C・SO・）一’・・…∵・・…0．6062

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．001361

：重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．02901

重芳乏酸耳巨酸イヒ鋸～〔Fe（IICO3）2〕　・…　。・……　0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………0．03105

草月酸（メタ）（IIBO2）6・………・∵…………　0．007992

珪酸（メタ）（112Sio3）…・・…・……………0。1263

　　　　　　　　　　　　　　　　　五237

遊離炭酸（CO2）………・……・…・………0．0274i

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．264　　　「

o

所在　地
試験年月
1性　　　状

源泉温度　72。
比　　重

湯河原温泉，
紳奈川縣足柄下郡湯河原町宮上町奥の田654番地の1
1沼和11年3月’（東京）
無色澄明にして揚アルカリ性反懸を呈す
pl正8．20　（亜門也，180，上七色法），　　　　pll　8。35　（1801ガ〈素瓦斯電池法〉

1．001（15。）

材ン表＊ ｭ馨一難籔繍D
　カチオン

　　カリウムイオン（K●）………

　　ナトリ・ウムィォソ（Na’）＿＿

戸　カルチウムイオソ（Ca●’）……

　　マグネシウムイオン（Mg●’）…

。　フェロイオン（Fe’り　・・…。……

　　アルミニウムィォン（A1…）…

ア昌オン
　クロールイオンr（C1ノ）　…　…・

　硫酸イオン（SO4”）　……・…

　1炭酸イオン（CO3ノノ）………・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）・

　かく酸イオ・ン’（OIIノ）…………・

　　　湧出鼓約732hl（24時聞）
　　　蒸獲残i査 2．2789（ユkg　l11）
　　　上七瀞墓度　　0．006394　（180）

塵類表（本鑛水は其集放に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相図す）

　　・　ミリ農ン盈・リヴ7ル

0。05109　　　1．307　　　　　1．307

0．6002　　　26．10　　　　26．10

0．1978　　　4．937　　　　9，873

0．005475　　0．2251　　　04502

0．000224　　0．004012　　0．008023

0。001744　　0．06437　　　0．1931

・・ @0．9291
・・@0．4415
。・@0．03464
・・ @．0，03403

－　0．01408

26．20

4．596

0．5773

0．5577

0，8280

37．93

26．20

9．191

1．155

0．5577

0．8280

　　　　　　　　　　　　　2．310　　　65．40　　　　37．93

棚酸（メタ）（m302）…………　0．01199　0。2736

珪酸（メタ）（［12Sio3）　・……・・　0．1390　　L780

　　　　　　　　　　　　　2。461　　　67。45

其他ヒドロ燐酸イオン痕跡
亀　泉　　質　　　　石齋含有弱食力感に姫す，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　……・…・…・…　0．09745

ク四竃ルナトリウム（NaCI）…・……・…・1．455

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．08575

硫酸カルチウム（CaSO4）　……・…・……・0．5303

：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・…・…　0．04455

炭酸カルチウム（CaCO3）………一・…、0．05778
水酸化ガルチウム〔C5（OII）2〕…一・・…0．0140

フk酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・・…・…0。01313

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕…・…・…0．0007工3

硫酸アルミニウみ（A12（SO4）3〕・……・・…0．01102

瑚酸（メタ）ロn30，）一・…・・……一…・、0ゐ1199　、

珪酸（メタ）（II2SlO3）…・・……・・…・・・・…　0．1390

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．461
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、

所在地
試験年刀
’性　　状

　　　　　　　測盟度50。
　　　　　　　　比　　置

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　し　，　9
　カリウムイ、オソ（K●）　………　0，000965

　ナトリウムイオン（Nゴ）……　0．02997

　カルチウムイオン（Ca●’）……　0．1680

　マグネシウムイオン（Mg”）…　0．004215

　フェロイオン（Fピ●）　…………　0．000112

　アルミニウム9イオン（Ar’●）…　0．02285

湯河原温泉
紳奈川縣足柄下郡湯河原町宮上字尾畑下759看｝地の18

0召才0116｛三5月（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
pII　7。70（180，キソヒドロソ電池法）　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　湧　出　 ゴ氏　 糸勺1555　hl　（24　ロミ孟1昌D

　　0．9999　（150）

（本鑛水1kg　ll璽に含有する各成分雨漏llヒ次の如し）

アニオン

　クロールイオン（C1’）　………

　硫酸イオン（SO4”）　・…・・……

　ヒドロ淡百愛イオ・ソ（llCO3’）…
1

0。1905

0。3054

0，05291

　　　蒸獲夏髭～査　　0」752g　（1　kg　l卜）

竪類表（四壁水は典集成に於て1kg中…欠の成分を含有する溶液に概略相當す）

…リヂ糞ン揺　　ヨリヴアル

0．02468　　　0．02468

1。303　　　1．303

4．193　　　8．385

0．1733　　　　0．3466

0．002006　　0．004012

0．8447　　　2。534

　　　　　12．60

5．372　　　　5．372

3。179　　　　6．358

0．8673　　　　0．8673

　　　　　　　　　　　　　0。7750
石朋酸（メタ）（ItBO2）…・……・・　0．0048

エ1：酸（メタ）（旺2Siで｝3）　・・・……　0．04449

15．96　　　　　12．60

0．1095

0．5698

遊離淡酸（c「，2）…・・………一

其 他・ヒドロ燐酸イオン

泉　　質

0．8243　　　16．64

0．01984　　0．4509

　　　　0．8441　　17．09

　　　痕跡
軍純温泉に燭す’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店
クロ《一ルカリウム（KC1）　…・…・……・…　0．00184

クロールナトリウム（NaCI）………・・…・0．07617

ク唐門ルカルチウム（CaC12）・・…………0．2245

硫酸カルチウム（CaSO｛）．………・・a・一・0．2603

匝炭酸カルチウム〔Ca（IICq聖）2〕………　0。04187

皿淡酸マグネシウム〔Mg（1［CO3）2〕……0。02536

重淡酸亜酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕…一・，…0．000357

硫酸アルミニウム〔A12（SO引）3〕・・……・…　0．1446

硯月酸（メタ）（【IBO2）…………・。・…………　0，0048

珪頁愛（メタ）（H2Sio3）　・・∵・・…。・・・・・・・・…　。。・0．04449

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8243
遊離淡酸（CO9）・一・……∴・…・・……・…0．01984

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8441

所在地
試験6F∫j
性　　，状

源泉温度

比　　霊，

イオン表

700

湯河原温泉　　　，
紳奈川縣足柄下郡湯河原町大字宮上字上野773番地のイ號第一號井
11召牙0126｝三5月（東京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す

p117．65（180，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴニ士　　糸勺　907　h1　（24時・間）

　　1．001（15。）
（本£剛く1kg　ll‘に含右する訓戒分及其Jlt…文の如し〉

カチオン，

　カリウムイオン（K●）　・…．…・

　ナトリウムイオン（Na’）…・・

　カルチウムイオン（Cゴ）『・…・

　マグネシウムイオン（Mg”）・・

．フ冨ロイオソ（Fe’●）……・・…

　アルミニウムイォソ（A1…）・・

　　　　　　　　　　　　●

　　　黎冥獲残Z査i　3．05　g　（1！｛g　llI）

髭阿附（本若水は共集成に於て1麗9中次の成分を含有する溶液に概略相翫す）

　　　駕　ミリ農磁・リヴ・ル

・　0．04176　　1．068　　　　ユ．068

・　0．7856　　34．16　　　34．16

・　0．2178　　　5．435　　　10．87

。　0．03892　　　1．601　　　　3．201

・　0．000615　　0．01102　　　0．02203
・’ @0。000624　　0．01102　　　0．02203
　　　　．o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　．．一｝，一

アニオン

　クロールイオン（C1ノ）………

　硫酸イオン（SO4”）…・・…∴・・

　　　コ　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・・

1．351

0．3733

0．2147

49，39

38．10　　　　38．10

3。886　　　　7．771

3．519　　　　3．519

　　　　　　　　　　　　　　　　36025　　　87。78　　　　49。39
　　　石朋酸（メタ）（IIBO2）…………　0。0139　　0．1403　　　　　’

　’珪酸（〃）（H，Sio3）・…’…・0．3172　ユ．797

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．179　　　　89魯89
　　　遊離炭肖餐（CO2）・…・…・………　　0．002298　0．05223

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．181　　　　89。94　　　　1

　　　共他　ヒドロ燐酸イオン痕跡
，　　　　泉　　畳　　　　石齋含有弱食一心に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●’9

クロールカリ・ウム（K（：1）　………・・…・…0．07963

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・1。997．

クロールカルチウム（CaCI2）……………0．1594

硫酸カルチウム（CaSO｛）　………・…・・…0．5243

．：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO∂2〕・・……・0。02399ρ

重1炎酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・…・・0．2342

：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　…………0．00i959

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一・・……　0．003942

棚酸（メタ）（［IBO2）……・・…・・…・………　0．0139

i珪酸（メタ）（II2Sio3）＿＿．＿．＿．＿＿，．．ρ4“鰻＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．179
遊離炭酸（CO2）　…・…。・。。………………・0。002298

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．181

o
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カチオン

　　所在地
　　試験年月

1　性　　　状

痴呆温度go。

仙．石原温泉傑1號泉）
　　　　　　　　　r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
紳奈川縣足柄下郡仙石原村字毫ケ嶽1251番地
　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

昭和9年3月棟京）　　　　　　　　　　・

無色澄明にして朋酸性反慮を呈すpII　4．30（18。，キンヒドロン電池法）

　　篭　」．　　湧出量約1238h1（自4時間）
．ヒヒ　　　　重　　1．0007　（150）

イオン表
1（本鑛水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

二水素イオン（1「）　……・・…∴・・　0．00129

カリウムイオン（K●）………0．005335

ナトリウムイオン（Na●）……0．1125

＼カルチウムイオン（Cバ）……　0．1973．

マグネシウムイオン（Mg’●）…　0。06921

フェロイオン（Fc”）　…………　0．007723

1アルミニウムイオン’（AI…）…0．01752

アニオン

　クロールイオン（C1ノ）………

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4’）…

　硫酸イオ。ソ（SO4ノノ）　…・・…・…

・　…リ廷瀦

　　1．280

　　0．1364

　　4．891

　　4．924

　　2．846

　　0．1383

　　016465

塵．類表（本鑛水は共集成に二七1kg中次の成分を含有する溶液に概略相嘱す）

ミリヴアル

1．280

0．1364

4。891

9．848

5．692

0．2766

1。940

0．1325

0．1248

0．9149

24。72

3．737　　　3．737

1．280　　　　1．280

9．520　　　19．040

　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　……………・・0，01018

クロールナトリウム（NaCI）……………　0，2105　　．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・……0LO9168

硫酸カルチウム（CaSO4）　………・…・・…0，6703

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…・・…．・…・・0．3426

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）……一・………0，02101
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…∵一…　0ユ享07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、遊離硫酸（II2SO4）　　。。・・。・・・・…　。・鱒・・…　」・・…　　0．1261

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ醐酸（メタ）（IIBO2）………………………0．0085
珪酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・・・・・・・・…　。…・・60．189

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．780

　　　　　　　　　　　　　1．583　　　28．16　　　　24．72

醐酸（メタ）（IIBO2）一……・・0。0085　0。1936

珪酸（メタ）（II2SiO3）…　……・　0．1890　．2．423

　　　　　　　　　　　　　1．780　　30．78

　　泉質　石齎含有酸性泉に矯す

ノ

。

・仙石原温泉（第2號泉）

　、所在地
　　試験年月

　　性　　’状

源泉温度49。

紳奈川縣足柄「ド郡仙石原村字壼ケ嶽1251番地

口召歪010．年5月（東京）

殆と無色澄明にして弱酸性反曄を呈すpl14．40（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　湧　出　量　約13M（24時間）
上ヒ　　　　重』1rOO1　（150）

　　　　イ．オン表

』カチオン

．水素イオン（［r）　　………・

　カリウムイオン（K・●）

’（本鑛水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

ナトリウムイオン（Na’）……

カルテ．ウムイォシ（Cバ）……

　　　　　ミリイオン及
　　9　　　　　ミ　リ　モル

0．00005　　　0．0496

0．0217　　’　0．5552

0．3091　　　13．44

幽0．125ウ　　．　3．142

々グネシウムイオン（Mg”）…・0．00266ゴ011b92
フ泣ロイオン（Fe．●）．「…．・P・・…・・　0．006379　0．1143

アルミニウみイオン（Ar”）…　10．01517　015597

ア昌オン
　クロールイオン（Cl，）・・……・

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）…

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）

題．類表（本野水は其集放に於て1kg　ll吹の成分を含有する溶液に概略相當す）

0．4745　　　13．38

0．004811　　0．0496

0．3516　　　　3。661

0．08186　　　0．8525

…リヴアル

0，0496

0．5552

13．44

6．284

0．2184

0．2285

1．679

22。46

13．38

0．0496

7．321

1．705

珪酸（メタ）（II2Sio3）

1．394　　　35．91　　　　22．46

0．2120　　　　2．715

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　’

クロールカリウム（KIC1）　・…・6…………0．0414

クロールナトリウム（NaC1）・…・・…・・…・0．7497

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・・……0．0437

硫酸カルチウム（CaSO4）………………0，42601

燐酸カルチウム（CallPO4）　…………∴・0．00177

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．01317
石）琵酸亜酸イヒ鐵（1侮SO4）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　：0．01736

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕・……・・0．0958
遊離硫酸（II2SO4）　樋・・・・…　。・。・・・・・・・・・・・・…　　0。064861

珪酸（タタ）（II・Sio・）一…・…………・∵・0．2120

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．606．

D　　　　　1．606　　　38．63

弱食璽泉に厨す

’

1

泉　　質
’
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’

所在地
三二年月
性　　』状

一 三

　　　　　　　　溺し巧乏γ恩1斐　　650

　　　　　　　　上ヒ　　　霊　　1．001　（150）

　　　　イオン表（騨醤叢賑繍わ

カチオン　　　　　　　　　　　　　9　　茎リ4葱ン発

　カリウムイオン（K’）　・…一‘0．07823　2．001

　ナトリウムイオン（Na’）……0，240　10．43

　カルチウムイオン（Ca。●）……　0．08082　2．017．

　ヤグネシウムイオソ（Mg”）…　0．005807　0．2388

　フェロイオン（Fe．’）・・………・0．001786　0．03199

　アルミニウムイオン（Al…）…　0．005487　0．2025

アニオシ．

　クロールイオン（CIノ）……・

　i流酸イオン（綴》4”）　・…・…・・

　ヒドロ多ミ西愛イオン（HCO3ノ）・

温． 泉 ’

紳奈川縣足柄下郡温泉L村大字底倉字石原301番地の1

昭和9年7月（東京）
無色澄明にして一面アルカリ性反慮を呈す

p117，30（180，キンヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　ノ　　7勇　出五宝　糸勺777h1　（24匿封恥）

　　　　　　　　　　　　　　蒸！疫残江査　 1．24g（1　kg　llり

　　　　　　　　　　塵類表（本金融くは共集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴアル

2．001

10．43

4．034

0．4775

0．06397

0．6074

　　　　　　　　　　　17．61

・・ @0．4735　　13．35　　　　13．35

・・ @0．06917　　　0。720　　　1．440

・・ @0．1723　　　　2．824　　　2．824

　　　　　　　　　　　　　　1．127　　　31。82　　　17．61

石甥酸（メタ）（HBO2）・……・…・　0．03996　　0．9119

工1i酸（メタ）（II2SlO3）　…．・・…・　0。1526　　1．955

　　　　　　　　　　　　　　1．320　　　34。69

遊離炭酸（CO2）…一…・……・0．0021　　0．04773

泉　　貿

　　　　1．322　　　34．74

弱食鞭泉に燭す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　………・…・・…0．1492

クロールナトリウム（NaC1）……・・……・0。6097

クロールカルチウム（CaCI2）……・…・・…0．0510

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・…・・0．05668

匝炭酸カルチウム〔Cユ（IICO3）2〕・…・・；・・0．1850

1噴炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．03494

匝茅ミ酸亜酸イヒ垂郵～〔Fe（IICO3）2〕　。・・・・・・・・…　　0．005689．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3）…………　0．03466
石且月西愛（メ　タ）（IIBO2）・・。・・鱒・・。。・・・・・・・…　。・・…　　0，03996

澱1酸（メタ）（H2Sio3）・………・…・………0．1526

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．320
遊離炭直髪（CO2）　……・。・……・……・……・0．0021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。322

’

　　　　　　所在　地

　　　　　　試瞼年11
　　　　　　性　　　朕

　　　　源泉温度　39．7。

　　　　比　　重

イオン表

　　カチオン
　　　；水素イオン（1「）●……・……・・

　　　．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）b…・・

●　　マグネシウムイオン（Mg”）…

　　　フ仏罰イオ・ソ（Fe”）…………

　　　マンガノイオン（Mnつ………
　　　アルミニウムイオン（Ar●●）・・

姥　子　温　泉
紳奈川縣足柄下郡元範根村掌姥子156番地

昭和13年12月（東）10
殆と無色澄明にして蜴酸性反漣1を呈す・pH、3．30（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　ヨ勇　　且、　」5セ　糸勺　10368　111　（24　時慣1）

　　1。0　（150）

（幽門避藪禽1詫）

　　　　　　　　　…リイオン及
　　　　　　窪　　　　　　　　　弓　り　・をル

　　　　0．000494　　0．4897

　　　　0．005403　　0．1382

　　　　0。02136　　　0。9287

　　　　0．0436　　　　1．088

　　　　0。002188　　0．08995

　　　　0。00056　　　0、01003

　　　　0．00044　　0，00801

　　　　0．02296　　　0．8473

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）　・・……・

　ヒドロ硫酉斐イオン（IISO4’）…

　硫酸イオン（SO4”）…………

塵類表（本鑛水は其集成に於て1駈9中次の威分を含イ∫する溶液に概略祖當す）

…リヴアル

0．4897

0．1382

0．9287

2．176

0．1799

0．02006

0．01602

2．542

6．491

O．0048471　0，1367　　　　0．1367

0．0475　　　　0．4897　　　　0．4897

0。2817　　　2．932　　　　5．864

6．491

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　………………　0．01019

硫酸カリウム（K2S「）4）　…………………0．000131

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・・……0．06597
硫酸カルチウム（eaSで）4）　…．・・一・…・♂…0．1481

そ流西盈マグネシウム（MgSO4）…・…，・……　0．01083

硫酸販酸化鐵（FeSO4）・……・…・………0．001524

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）…………0．00121
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・・………　0．1451

逝i離硫酸（II2S《っ4）　　・…　。・・6…　一・・…　。・・・・…　　0，04799

f長酸（メタ）（H2Sio3）・・……・……・・……・．軌ユ323＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6134

　　　　　　　　　　　　　　0．4311　　　7，158

王11酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．1823　　2．335

0．6134　　　　9。493

典他翻酸痕跡
　　泉　　貿　　　　輩純温泉に勘す
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竃

　　　　　　　　　　所在　地
　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　～蘇温度　　46，50
　　　　　　　　比　　：重

　　　　イオン表

カチオン　　　　　．　　　’
　カリウムイォソ（K●）・・…・…

　ナトリウムイオン（Na’）……

　カノセチウムイォソ（Ca”）……

　マグネシウムイ「オソ（Mg”）…

　フェロンfオソ（Feつ…・…・・…

　ナルミニウムイオソ（A1”つ

’箱根．湯．本温泉

紳奈川縣足柄下郡湯本町大字湯本茶屋177番地　　　　帽　　’
ロ召和　7　年．3　月　（東京）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

無色澄明にして弱アルカリ性反懸を呈す　・pH　8．40（18。，水素瓦斯電池法）

　　0．9998　（150）
（本鑛水1kg申に含有する各威側端其量次の如し）

　9
0．0430

0．2875

0．0160、

0，00061
0．0601

0．0006

　アニオン．　　　　　　　　、
　　クロールイオン（CIノ）　………　0．4235

　　硫酸イオン（SO！’）…・……・・0．0824

　　淡酸イオン（CO3”）……・…r・0．0089

　　ヒドロ芳乏酸イオン（HCO3ノ）…　　0．0560

　　水酸イオン（OHノ）…一……・・0．0022

　　　　　　　　　　　　　　　　Q．9263
　　　ノ。　棚酸（メタ）（HBO2）…　…・…ρ　0．0016

　　珪酸（メタ）（H2Sio3）　………』0．0235

　　　　　　　　　　　　　　　　0．9514
　　　　泉　　質　　　　輩純温泉に属す．

…リイオン及
ミ　リモル

1．0997

12．50　、

0．3993

0．2508

0．0179

0。0221・

ミリヴアル

1．0997

12．50

0．7986

0，5016

0．0358

00664

　　湧出量：
　　蒸i疫残渣

聾類表

15．0021

11。9430　　11．9430

0．8577　　　1。7154

0．1484　　　0，2968

0。9175　　　0．9175

0．ユ294　　　0．1294
／

　　　　　　約726hl（24時間）
　　　　　　．0．929（1kg中）
　　　　（本鑛水は其集成に於て1kg申次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
・クロールカリウム（KCI）　………………　0，0819

クロールナトリウム（NaC1）……呪・…f…0．6338

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…一…・・……0・1171、，

：艶羨酸ナトリウム（NaHCO3）　・山……・・0。0006’

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・…・・0．0647　＼

：重羨酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕……0．0055

茨酸マグネシウム（MgCO3）……………　0．01241

泳酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕一…・0．0037．．ン

重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（IICO3）2〕…・…・…・0．0031

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕；…・…・…0。0037

継母（メタ）（HBO2）・……・・…・……∵・・・…　0．0016　9

珪酸（メタ）（H2Sio3）．・・…・・・・・…　…・……o．0235

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9516
28．2858　　　15．0021

0．0365

0．3010

28．6233　．

力予オン

　i

　　　比
イオン表

所』

ﾝ地．試験年月
性　　　状

重　　1．008　（150）

（肝胆昼麦鐵三瀬か

：水素イオン（H’）………・…・・

カリウムイオン（Kつ　……・・．

ナトリウムイオン（Na’）・…・

アムモニウムイオソ（NIIの・

カルチウムィオン（Ca’り

マグネシウムイオン（Mgつ…
フェηイオ・ン（Fe’り一　　・…

フェリイオン（Fe…）・，・………

マンガノ・イオン（Mn’．）・・…・…

アルミニウムイオン（A1”●）

銅イオン（Cゴつ…・，・……・・…・

亜鍔イ：オン（Zn”）・……・・……

ア昌オ’ン　　　　　　　’

　クロールイオ’ソ（C1ノ）………

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4つ…

　硫酸イオン（SO4”）　……・…・・

元箱．根村轟轟（冷）
　神奈川縣足柄下郡元箱根村大湧谷績125番地．　　　　1．　．
　昭和11年12月．（東京）
　淡褐色澄明にして酸昧並牧激三国昧を有す　　・・
　p以2．50（180，キンヒドロy’電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧出量約21hl（24時間）

盛類表
　・　…リ面面・リヴカ・

0．002541　　2．521　　　　　2L　521

0．004467　　0．1142　　　0．1142

0．08637，　3．755　　　　3．755

0．00149　　　0。08278　　　0．08278

0．2146　　　　　5．360　．　　10．72

0．01083　　0．4453　　　0．8906

0げ3786　　　　6。780　　　　13．56

0．3158　　　　8．4go　　　　16．98

0．00218　　　0．03968　　0．07936

0．7468　　　27．56．　　　82．68

0。000496　　0．00781　　　0．01562

0．000046　　0，0008ユ9　　0．001639

131．4

0．007854　　0．2215　　　　0．2215

0．2445　　　　2．521　　　　2．521

6．180　　　64．38　　　　128．7

　　　　　　　　　　　　　　8．197　　　122．28　　　131．4
石明酸（メタ）（IIBO2）　・・……・・。　0．007142　0．1630

珪酸（メタ）（112Sio3）　　・・・・…　。・　0．3139　　　4，020

　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　8．518　　　126．46

其　他　 ヒドロ燐酸イオン’　痕跡

　　泉章　石弓含有酸性明細緑惣泉に卜す

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

9　，

クロールカリウム（KCユ）　・一一・一・…　0，008515

クロールナトリウム（NaC1）…r・・一…・0。001433

硫酸ナトリウム（Na2SO4）！………・・……0．2650

クロールアムモニウム（NH4CI）．・一一〇．004429．’

硫酸カルチウム（C・SO母）一…・1・一…一…0．7297，

硫酸マグネシウム（MgSO4）……一…・0。05361
硫酸亘巨酸イヒ鐵（FeSO4）　…・・∵1・・…・・……　1．030

硫酸々化鐵〔Fe2（SO4）3〕…・……・…・……．1．132．

硫酸亜酸化マソガソ（Mn昌04）…………0．005992

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕・…一・…　4．718
硫酸銅（Cuミ04）　　・・…　。・・・・・…　。。…　。・…　。・・…　　0．601247

硫酸豆巨錯（ZnSO4）　・。…　鱒・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．000132

遜i離硫酸（正12SO4）　・・・・・・・・・・・…　∴・・・・・・・・…　　0．2470

　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ瑚酸（〃）（11BO2）……・・一……・一・，0．007142『

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・・…・………・…・0．3139

　　　　　　　　　　　　　　　　　8，518

●

’

、
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　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　泌；毛巧芝温度　　350

　　　　　　　　比　　重．

　　　　イオン表

カチオン
　ニ水素イオ＝／（llつ　……・・…・…

、カリウムイオン（Kつ……・
　　　　　ノ　ナトリウムイオン（Na’）…・・

　アムモニウムイオソ（NH4’）

　カルチウムイオソ（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（Fo…）・・………・

　マンガノイオン（Mn●つ………

　アルミニウムイオン（Arつ…

アニオン　　　　　　、　’．
　クロールイオン（C1ノ）　…・・…・

．ヒドロ「 ｰ酸イオン（HSO／）…
　弼薦駐イオン（SO♂ノ）　…………

　　1．006　（i50）
（本鍍水1kg中に含有する各成分及其最次の如し）

、大払・谷温泉
紳奈川二足柄下郡元箱根村字大湧谷績110番地　　　　　　・
昭和8年9刀（東京）
淡褐色澄明にして酸昧並牧軟昧を具ふ　　一
pH　2．33（18。，キ．ソヒドロン電池法）　　、．

　　　　　　．　　　　　　湧　出　∫乙ピ約14h1（24時間）

　　・　毫リ碑ン；書・リヴアル

0．00467　　4．633　　　　4．633

0．005212　　0．1333　　　0．1333

0．05864　　2．550　　　　2．550

0．001193　　0．06628　　　0．06628

0．1681　　　4．195　　　　8．390

0．003995　　0．1643　　　0．3285

0．2886　　　5．170　　　10．34

0．09886　　1。77　　　　　5．311

0，003496　　0．06365　　0．1273

0．7928　　29．25　　　　　87．76

0。02961

0．4494

5．484

119。6

懸へ1：器lo

57．10　　　　114．1

L　「

監類表（本鑛水は其集成に於て1kg巾次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　鴨　　　　　　　，　　　　　　　　　　　9，．

　　ク面一ルカリウム（KC1）’…・・……∴・・…’0。009939

　　・クロールナトリウム（NaCl）…・………・・0。03715

　　硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・’・・三・・0．1360

　　クロールアムモニウム（NPI4C1）「…；…・・0．003546

　　硫酸カルチウム（CaSO4）……一・…一…0．5711

　　硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．01978
　　硫酉監事酸イヒ錫～（FeSO4）　　・・・・　・・・・・・・・・・・・…　0．7854

　　硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SOξ）3〕・一・・・・・・・…　。・・。・…　0．3540

　　硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）……b・…　0．009611
　　硫酸アルミニウム〔AI2CSO∂3〕……・・・…　5．008
　　遊頻E｛流百重～（iI2SO4）　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・…　0，4541

　　王1菰是（メタ）（II2S二〇3）　……………………0．2983

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．687

●

　　　　　　　　　　　　　7．389　　．110．6　　　　119．6

三1i西墾（メタ）（II2SiO3）　………　0．2983　　3．821

泉　　質

　。　　　　7．687　　　114．4

石麿含有酸性明響曲直泉に卸す

、

　　　　　　　　比

　　　　イオン表

カチオン昌
　水素イオ・ソ（lr）』…・……・。…

’カリウムイオン（Kつ　・…，・…

　ナトリウムイオン（Na●）・・…・

　アムモニウムイオソ（MIボ）

　カルチウムイオソ（Caつ・…・・

　マグネシウムイオ・ソ（Mg●●）…

　フェロイオン（Fe●●）・…・・……

　ツェリイオン（FcO鱒）・・……・…

．マンガノイオソ（Mn’●）＿＿＿

　アルミニウムイオン（Ar’●）…

　銅イオン（Ctゴ●）……・……・・…

　為重皆イオン（Zかつ……………

．大盤谷．鑛泉（冷）
所在地　紳奈川縣足柄下郡一箱根村大湧谷績125番地
試瞼年月　　昭和11年12乃（束京）・
性　　　状　　淡褐色澄明にして酸昧並牧厭惟鐡味を有す
　　　　　　　pll　2．50（180，キンヒドロソ蹴池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　　‘島　　五t　　糸勺　21　hl　（24　β寺・間）
　爾　　1．008　（150）

（欝露離隔繍か　　塵類表
　　9
0．002541

0。004467

0．08637

幽0．00149

0．2146

0．01083

0．3786

0．3158

0．00218

0．7468

0．000496

0．000046

ミリ狸鍵・リヴア・・

2．521　　　．2．521

0。1142　　　0．1142

3．755’　　　3．755

0．08278　　　0．08278

5，360　　　10．72

’0．4453　　　0．8906

6．780　　　13．56

8．490　　　16．98

0。03968　　　0．0793φ

27．56　　　　82．68

0，00781　　　0．01562

0．000819　　0，001639

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131．4
アニオン’
　クロールイオン（Cl’）　・…・…・　b．007854　0。2215　　0．2215

　ヒドロ｛流酸イオン（HSO！）…　0．2445　　2．52L　　 2．521

　弼ご酸イォソ（So4”）　……，・…・　6．180　　64．38　　128．7

　　　　　　　　　　　　　　8．197　122．28　　131。4
　硯月酸（ヌタ）（HBO2）P・……∴冗・　0．007142　0．1630

　∫11酸（メタ）（II2Sio3）　………　0．3139　　4．020

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　，　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　8．518　　126．46

　」じ　他　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　　　泉　　質　　　　石膏含有酸性明馨緑讐泉

　　　　（本鑛水は其集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相常す’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　…・・…………　0。008515

クロールナトリウム（NaC1）……………　0．001433

硫酸ナトリウム（Nユ2SOの………1・・……0．2650

如一ルア．ムモニウム（NIIρ）．・・∵一…0．004429

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・一・0．7297

硫酸マグネシウム（MgSOゆ・・……・……0．05361
硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）一・∵・・・・・・・・・…　。・・・…　1．030

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕…・・…　…・……∵・1．132

硫酸亜酸化マ．ソガン（MnSO弟）・・■……・…0．005992

硫酸アルミニウム〔A12（SO．1）3〕………・∴4．718

硫酸銅（9・SO・）………………・…．……・・…0．00撚7

硫酸馬上（ZnSO｛）…………………………0．000132

遊離硫酸（II2SO4）……・＝・…………………0．2470

石朋酸（メタ）（IIBO2）……』………・・…・・1…0．007142

珪離～（メタ）（II2Slql）……………・1…・・。・0．3139

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．518
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●

所在地
試験年月
性　　　状

源泉温度　　45。
上ヒ　　　　重　　　　1．016

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

門川温．泉　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ

紳奈川縣足柄下郡湯河原町門川130番地
昭和11年3月（東京）
殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
p117．50（臨髭也，180，上ヒ色泄そ），　7。65　（180，　キソヒ　ドロン’電池法）

　　　　　　　　　　　一1湧．出量　（器械揚水）約6948h1（24時聞）
（15。）

．・材ン表＊1 �b鍵蛎仰る）
カチオン　　　　　　・　・ミ∀郭・リヴ・・
　カ．リウムイオン（K’）………　0．2880　　7366　　7．366

ナトリウムイォソ（Na’）．＿

カルチウムイオソ（Ca’つ・…

マグネシウムィォン（Mg．’）．

フェロイオン（Fe’●）…・・…・

マンガノイオン（Mnつ……1

アルミニウムイォソ（A1…）・

　ヒ

アニオン　　　　　　　，
　ク仁一ルイオソ（C1ノ）　・・…・・

　ブロームイオン（Bf）…・…

　ヨードイオン（Jつ…・………

　硫酸イオ・ソ（SO4”）・………

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3り・

・。 @6．236　　　271．1　　　211。1

・・ D1．273　　　　31．77　　　63．54

・・ @0。3420　　　14。06　　　28。12

・・ @0．000441　　　0。0079　　　0，0158

・・ @．0．008858　　　0．1613　　　0．3225

・・ @　0．003457　　　0．1276　　　0．3827

　　蒸獲残渣
　　比電導度

塵類表

370．8

・・ ?P．87’　　　334．7　　　334．7

・・@0．01125　　　0．1408　　　　0．1408

・。@0．002974　　0．02343　　0．02343

・・ @1．580　　　16．45　　　　32。89

・・ @011887　　　3．093　　　　3．093

　　　　　　　　　　　　　21．80　　　679．0　　　　370．8

礪酸（メタ）（IIBO2）…・……・・　0。01181　0．2695

珪酸（メタ）（II2SiO3）・・……・0．896　11。48

21。979（1kg中）
．0．007046（180）

（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　噛

クロールカリウム（KC1）．……・……！・…0．5492

クロールナトリウム（NaC1）……………15．84

ブロームナトリウム（NaBr）……………0．01449
ヨードナトリウム（Na∫）・…・・…イ…り・・一〇。003513

クロールカルチウム（CaC12）…………・・3．130
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ硫酸カルヂウム（CaSO4）…一……・・……0．4861「

硫酸マグネシウム（MgSO4）…∵一……1．527
重炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕…・・0，2015

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（fICO∂2〕　・…・・……0。001405

：重淡酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕…0．02853

月置アル1ミニウム〔A12（SO4）ゆ…………0．02184

棚酸（メタ）（IIBO2）…………・……・……・0．01181

珪酸（メタ）（H2SiQ3）　……・…・…・・∵……0♂8960．

　　　　　　　　　　　　　　　　　22．71
遊離圭炎酸（CO鶉）．・・。。・・・…　。…　。・・一…　一・・・…　。。　0．0125

　　　　　．　　　　　　．　　　　　　　22．72

逝i離炭酸（CO2）………・・∵・，・・

其　他

　　泉　　質

ヒドロ燐酸イオン

　　　22．71　　　　690．7　　　　、

　　　0．0125　　　0．2841

　　　22．72　　　691．0

　　　痕跡

ヨード～ブローム及図化土類含有苦味性強食三三に醐す

所　在　地
試験年月
性　　　状

源泉温度　　．39。

中 川 温 泉
．紳奈川縣足柄上郡三保村中川645番地の9
昭和8年3刀（東京♪
無色澄明にしてアルカリ性反対を呈す

．pH　9．95（18，。水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出：段約
比：重0。9993（15。）．

「イオン表

カチオン

（本鑛水1kg中に含有する各威分及其量次め如し）

翌

カリウムイオン（K●）………

ナトリウムイオン（Na●）……

・カルチウムイオソ（Ca’り……

マグネシウムイオン（Mg●’）…

・フェロイオン（Fげつ…………

・アルミニウムイオン（A1’聾つ

ア昌オン
　クロールイオ・ソ（C1’）　……・・。

　硫酸イオン（SO4”）　……・…・・

　炭酸イオン（CO3”）…・∵・…’

．ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO3’）…

　水酸イオン（OIIノ）……・・…・…

　珠酸（メタ）（H2Sio3）　・・…・…

　　　泉　　質

　　9
0．004184

0。1212

0．01659

0．000503

0．000392

0．000658

0．03664

02207

0．00786

0。01073

0004555

1リ捜饗uヴアル

0．1070　　0。1070

5．270　　　5．270

0．4141　　　0．8281

0．02069　　0．04137

0．00702　　0．01404

0．0244　　．0．07319

　　蒸獲残渣

盟類表

　噂

1．033

2．298

0．1311

0。1758

0．2678

6．334

1。033

4595
0．2621

0。1758

0．2678．

　　1037h1（24時間）
　　0。4607g　（1　kg中）
（本鑛永は；其集1戎に於で1kg中次の成分を含有する溶液に概略翌翌す）

　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　・……・……・…0．007978

クロールナトリウム（NaC1）・…・………・0．05413・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一一・…1・・…0．3086

硫酸カルチウム（CaSO4）………・・………0、0121

重淡酸カルチウム〔α（IICO3）2〕…・・…・0．01311

炭酸カルチウム（CaCO3）…………・・一〇．01312，

：水酸化カルチウム〔Ca（OII）2、…………　0．008389

；水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕………0．001207

：面炭酸亜酸イヒ鐵こFe（IICO3）2〕　　・…　。。・・・…　　0．001249

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3⊃・・…ぞ…・・♂0．004175．

｝圭酸（メタ）（【12Sio3）………・・…・………0．06249

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4865

0．4240　　　　9。749　　　6．334

0．06249　　　0．8004

　　　04865
輩純浬泉に厨す

’io　55

！
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所在地
試験年月
性　　　状

鶴 鑛 泉（冷）．

神奈川縣l11郡大根村大字落幡字大原1513将地

”召矛06年5刀　（東京）

、

無色澄明にして微に餓昧を具へ弱アルカリ性反慮を呈す
pl【8．40　　（18，0　7k翼ξ瓦斯¶三二・池沿ξ）

、

　　　　上巳　　　重　　　1．0073　　　（150）

イオン表（本町水1翫g中に含有す’る各階分即功鑓次の如し）

カチ才ン
　カリウムイオン（K●）・・…・i・・

　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・…・・

　’マグネシウムイォソ（Mg●●）＿
　’
　フェロイオ・ソ（Fe。’）・…・……

　アルミニウムィォソ（AP。○）＿

アニオン
　クローノレイオソ（C1り　　…・・・…’

　硫酸イオ・：／（SO恥”）　…・・…・…

　三百菱イオン（CO3”）・…’●．●匿●一

・ヒドロ淡酸イオ。ソ（llCO3ノ）

　かく酸イ矛ソ（OHノ♪…・…・…・…

　　9

0．0322

1．1282

0．0002

1．4474

0．1864

0．0003

0．0030

4．7770

0．1412・

0．0003

0．0037

0．0013

1リ農邪・リヴ・ル

0．8235　　　　0．8235

49．0523　　49．0523

0．0111　　　0，0111

36．1218　　72．2436

7．6645　　　15．3289

0。0540　　　　0．0107

0．1107　　0．3321

137。8022

134．7152　　1347152

　1．4698　　　　2．9395

　0。0057　　0．0114

　0，0602　　　　0．0602

　0．00759　　　0．0759

7．7212　　　230．1647　137．8022

0。0392　　　　0．5021

　　；蒸獲獲！査1　　　　7．769　（1kg中）

塵類表（本鑛永は共二二に於て1k隅中次の威分を含有する溶液に概略思遣す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クローンレカリウム（KCI）　………………　0．0614’

クロールナトリウム（NaC1）・…・・……・・」2．8676

クロールアムモニウム（NHlC1）　………0。0006

クロールカルチウム（C4C12）・・…・一・・…4．0095

クロールマグネシウム（MgC12）…………0．5993
　　　　　　　へ硫酸マグネシウ9ム（MgSO4）　……・・……・0．1570

置炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……　0．0036

淡酸・マグネシウム（MgCO3）・…・………・0．0005

：水酸化・マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0。0022

＝匡淡酸亜酉愛イヒ穿話～〔Fe（IICO3）2〕　・…　。・・…　。。　O．0010

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・…・・…　0．0190

ゴli酸（メタ）（H2Sio3）…・…・…一・・……0．0392

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．7609

エ瀟乾（メタ）（II2SiO3）

泉　　質

　　　　7．7604　　　230．6668

食塵言有璽化±．類泉に驕す

　　　　　　　、

　　　　　　　　　’
　　　　　　所　在地
　　　　　　試験年月
　　　　　　性　　　状

　　　　源；泉源度　　70。

　　　　比　　霊

イオン表

熟 海 温 泉

静岡縣田方郡熱海町字銀山1782番地の1
昭矛04年2月（東京）　　　　　　　　　　　　．

無色澄明にして殆と中性反慮を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧出競，約
　　　1．00081　　　　（150）

（本漏水1kg中に含有する各放分及三川次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K’）』・・…　…
　　　　　　　　　　　　　ヘ　ナトリウムイォソ（Na●）……

　カルチウムイオソ（Ca”）……

　マグネシウムイォ・ン（Mg’．）＿

　フェロイオ・ソ（F¢”）・・…・。・…・

　アルミ轟ウみイオン（AI●○○）…

ア昌才ン
　クロールイオン（C1ノ♪・・…・…

　硫酸イオ・ソ（SO“”）　。・・…・・・…

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…

　　9

0．0067

0．2430

0．3194

0．0029

0．00！2

0．0033

0，2197

0．9571

0，0735

1リ1焦曉驚リヴアル

σ．17ユ4　　　　0，1714

10．5652　　10．5652

’7．9711　　15．942竃

0．1193　　　0．2385

0．0215　　　0．0430

0．1218　　　0．3653

石明酉楚（メタ）（1IB62）・。鯛騨・・・…

ぼ圭酸（メタ）（1129io3）　・・。鱒・∴・

鑑離炭酸（co2）・・1……………

泉　　質

1．8268

0．0077

0．0636

1．8981

0．0095

36．3336

0．1757

0．8146

37．3237

02159

27．3255

6ユ957　　　6。1957

9．9626　　19．9251

1．2047　　　1．2047

　　　　27．3255

　　蒸獲残盗

圏類表

1．9076　　　37．5398

石弓性苦味泉に平す

1620～1800h1（24時間）
1．8205g（11ζg）

囎盤面馨聡誌病躯Ψ）’，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（K：C1）　・ボ…・…・・…・・0。0ユ28

クロールナトリウム（NaC1）・…一一…　0．3522

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・・b………0。3226

硫酸カルチウム（Ca叙）4）　………………1。0223

軍炭酸カルチウム〔Ca（［ICO3）2〕……・・0．0748

電炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO‘1）2〕……0．0175

霊淡酸亜酸イヒ垂蛾⊂Fe（HCO3）2〕　・・・…　……　0．0038

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）．」・・……・…0．0208

石明酸（メタ）1【FO2）・・………9・・…　…・・・・…　0．0077

王霊モ西髪（メ　タ）（112Sir》3）　．．＿．・・・・・・・・・・・・・・…　。・　00636　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．89β1，
遊槻髭炭層顕～（cr）2）　．呪．・．・・・・・・・・・・…　∴・・・・・…　。　0．0095

　　　　　　，　　　　　　　　　　　　1．9076

、
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、

！

、

熱
　　　　　　　　　　　　　　　　「

　．　　　　　．　　所．在地
　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　源泉温度　　70。
　　　　　　　　比　　：重　．1．00083

，』 Cオシ表

カチオン　　　　　　　　　　　　．9
　カリウムイオン（K’）　・…・・…　0。0069

　ナトリウムイオン（Na’）……0。2509

　カルチウムイオン（Ca●’）……　0．3154

　マグネシウムイオン（Mg●’）…　0．0029

　フェロィォン（Fe●’）・・…・……　0．0013

　アルミニウムイオン（A1’●。）　0．0034

海 ．：温．

「

泉

静岡縣田方郡熱侮町熱海1069番地
蒔和4年2月．（東京）
無色澄明にして殆と中性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　　湧’出量
　　　　　　　　（15。）
（本鑛水1kg中に含有する各放飼及其量次の如し）

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）…・・…・

硫酸イオン（SO4”）…・…・…・．

　ヒドロ炭酸イォソ（HCO3’）＿

竃リイ才ン及
　　　　　竃リヴアルi　リ　モル

0．1765　　　　0．1765

10．9087　10。9087

7．8713　　15．7425

0．1193　　　0．2385

0．0233　　　0，0466

0．1255　　　0．3764

　　　　　　　誰｝　3600　h1・（24時聞）

　　蒸酸残童査　 1．呂7999　（1kgr「1）

塵類表（面面砦霧両両藷際勤

27．4892

石朋酸（メタ）（HI302）．＿＿．＿．

珪酸（メタ）（H2Sio3）．＿＿．．

0．2551　　　7．1940　　　7．1940

0．9602　　　9．9948　　　19．9896

0．0186　　　0．3056　　　0．3056

1．8147　　　36．7190　　　27．4892

0．0080　　　　0．1826

0。0657　　　0．8415

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　、
クロールカ’リウム（KC1）　…・・……・……0。0131　、

クロールナトリウム（NaC1）…・・一……　0．4102

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・……・・…・0．2764

硫酸カルチウム（（≧aSO4＞一・……・…・…・1．0702

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…・…・0．0017

「：重関学マグネシウム〔邸9（11CO3）2〕……0。0175

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（H：CO3）2〕　…・…　…・・0．0041

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ硫酸アルミニウム〔AI2（Sq）3〕………・…0．0215‘

石朋酸（メタ）（IIBO2）・…・……・・：L…………0．0080

珪酸（メタ）（II2SiO3）………・………・・…0．0657

　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8885
遊離炭酸（CO2）・1……・…・・一…∵・一…0、0108

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8993
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

遊離炭酸（CO2）　・・………・…

泉　　質

1。8884　．．37．7431

0．0108　　　　0．2455

　　　　1．8992　．37．9886

石膏性苦味泉に島す　1
’

、

ノ

●

　　　　　　　　　　所；在　地

　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　、状

　　　　　　　　源泉温度　　59。

　　　　　　　　比　　重

　　1’イオン表

カチオン　　　’　、

　カリウムイオン（Kつ為・…・・

　ナトリウムイ．オソ（Na●）＿＿

　カルチゥムィォン（Cバ）＿＿

　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（Ar●’〉…

熱 海 温 泉

翻岡縣田方郡熱海町伊豆山字倉澤200番地の2

昭和4年7月（東京）
無色澄明にして殆と中性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧出量　約　900h1（24時聞）
　　　1．00071　　　　（150）

（本野水1k9中に含有する各成分一国鰍の如し）

ア昌オン
　クロールイォソ（C1’）　．。＿＿．

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・

　ヒド戸炭酸イオン（IICO3’）r・・

　　図
0．0148

0，3386

0．2667

’0．0020

0．0003

0．0006

①．4152

0，7445

0．0882

電リイ．ン及
ミ　リ　モル

0．3785

14．7218

6．6559

0．0823

0．0054

0．0221

聖リヴアル

0．3785

14．7218

133117

0．1645

．0．0107

0．0664

28．6536

11．7090　　　11．7090

7．7496　　　15．499！

1，4455　　　1．4455

　　門川残芒査　　　　1．8967　9　（1kg　中）

盤類表（自記水は其集成に於で1kg申次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　ユ．8709　　41．3246　・　28．6536

石朋酸（メタ）（IIBO2）……・…’・　0。0032　　0．0730　　　，

瑳酸（メタ）（112Sio3）…・……・・　0。1128　　1．4448

　　　　　　　　　　　　　　1．9869　　　42。7424

逝離炭酸（CO2）・……・・………　　0．0232　　0．5273

　　　　　　　　　　　　　　2．0101　　　43．2697

　　泉質章璽含有石膏性苦味泉に旋す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロPルカリウム（KC1）　………………　0．0282

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．6624

硫酸ナトリウム（Nゴ2so4）・・……・一・…0．2409

硫酸カル≠ウム（CaSO4）…………・・一…03197

　　　　　　　　　　　　　　　　へ重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・・…・0．1029

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0120

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕　…………0。0010

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　010038

石明酸（メタ）（H：BO2）……………　。・∵…・…0．0032

王｛i酸（メタ）（1｛2Sio3）　・…　∴・・・・・・・・・・…　。∴・・0．1128

　　　　　　　　　　　　　　・　　　工9869
遊離炭酸（α｝2）・……・・……一・…・一・・…0．0232

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．0101

一95一’



・！

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試駿年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　漁γ認正月　　．　560

　　　　　　　　比　　重

　　　　．イオン表

カチオン

　カ・リウムイオソ（K．）　…・…

　ナトリウムイォソ（Na．）…．・

　ヵルチウムィォソ（Ca”）・・＿・

　マグネシウムイオン（M9脚）…

　フェロイオ・：ノ（Fc’つ　…　・…筆・一

　アルミニウムイオン（AI…）∴

熟ノ海　温　泉
静岡縣田方郡熱梅町字向山1986番地の6
昭和4年12月（東京）
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈す
　　　　　　　　　　　　　　湧出最

　　　1．00083　　　　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及共最衣の如し）

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）　…・・…・

　硫酸イオン（SO！’）……・…

　ヒドロ淡画駐イォ・ソ（HCO3ノ）

　珊！酸（メタ）（HBO2）・・…・…　…

　｝li酸（メタ）（H2銑03）・…・…

　　9
0．0080

0．2687

0．3371

0．0009

0．0012

00036

1リヂ覇・サヴ・ル

0．2046　　　0．2046

11．6826　　　11．6826

8．4128　　16．8256

0．0370　　　0，0740

0．0215　　　　0，0430

0．1328　　　　0．3985

29．2283

0。2795　　　7．8821　　　7。8821

0．9832　　　10．2343　　　2α4685

0．0535　　　　0。8777　　　　0．8777

1．9438　　　39．4854　　　29．2283

0。0981　　0．1848

0．0565　　　　0．7237

　　　　　　　藷～勺　　720　hl　（24時聞）

　　｝蒸装残～査i　1．95099（1kgr「り
麟表（本鑛水は共集威に於て．1kg　rr署次の成分を含有する溶液に概略相當す）

2．0003．　40，3939

0。0512　　　　1。1636

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍔　　　　　　・

クロールカリウム（KC1）’・・………　……　0．O153

クロールナトリウム（NaO）・…・’………0．4488

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・……・………0．2845

硫酸カルチウム（CaSO4）一一……・……1．0935　、　’

重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0．0616

了E炭酸r・グネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…q．0054

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕・…・・……0．0038

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕…………0．0227
観月酸（メタ）（1IBO2）。・・・・・・・・・…　。・・・・・・…　鱒・・0。0081

正髭酸（メタ）（H2Sio3）・…・・…・・…………・0．0565

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、0003

遊離炭酸（CO2）……・…・・…・・……………・0．0512

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，0515

並灘多ミ酸（CO2）9…・・…・…・・…・

泉　　質

　　　　2．0515　　41．5575

．石膏性苦味泉に働す

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　源泉認度
　　　　比　　電

イオン表

カチオン．

　カリウムイオン（K●）　・……

　ナトリウムィォソ（Na。）＿．

　ヵルチウムイオソ（Cご．）…・

　マグネシウムイオン（MBつ・

　フェロイオン（Fざ．）・…・…・・

　アルミニウムイオン（Ai…ノ・

480

熟 海　．．温 泉

艀岡縣田方郡熱海町字熱海969番地の4

昭和5年12刀（東京）
、無色南明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
pII　7．3巳　（180，キンヒ　ドロン電池沿ξ）

　　　　　　　　　　　　　　湧出ゴ」t　約
　　　0。9998　　　　（150）

（本丁水1kg中に含有する各威分二二」【ヒ欠の如し）

　　　　　　　　…リィォニ及
　　　　　　π　　　　　　　　…　リ　モ・ル

　　　　　　　　　0。1193

　　　　　　　　　2．937

　　　　　　　　　2．818

　　　　　　　　　0．07184

　　　　　　　　　0．001433

　　　　　　　　　0．00823

・・@0．004563
・・@　0．06755

・・@0．1129
・・ A0，001747

・・@0．00008
・・ @　0．000223

アニオン

　クロールイオン（CIノ）　………

　耐正酸イオ・ソ（SO4”）　……・・・…

　ヒドロ淡酸イ才ソ（HCO3り…

ミリヴアル

0。1193

2．937

5．635

6ユ437

o

　　　　　　　　　2340　h1　（24時贋】）

　　｝蒸歪心残乏f1…　　　0．62　g　（1　kg「奮1）

塵類表（魏鯖孚馨羅融四季り

0．002865

0．02469

8．8626

醐酉箆（メタ）（【lno2）…・…・・…

∫腋（メタ）（H2Sio3）…・一

遊離炭酸（CO2）…・一・………

0．07335　　　2，0685　　　2．0685

02917　　　3．0364　　　6。0727

0．0440　　　0．7214　　　0．7214

0．5963　　11．7821　　　8．8626

0．0008　、　0，0183

0．04025　　　0。5155

0．6374　　　12．3159

0．0044　　　　0．10

9

　クロールカリウム（Kq）　…………・…・・0。OO8892

　クロールナトリウム（NaC1）……………0．1140

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・…・…・…　0。07017

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…・！……・…0．3445

重炭酸カルチウム〔Ca（1【CO3）2〕　・・…・0．04659

　幽趣酸・マグネシウム〔MgでIICO3）の…・0．01051
　重氏蔵愛亜酸イヒ垂甥～二F「e（圧ICO3）2〕　・…　。・…　。・・　0．000255

　硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕：…・・……　0。001409

「瑚酸（メタ）（IIB（D2）・・・・・・・…　●’・・鱒・・・・・・・・…　0．0008

　珪酸（メタ）（Hゴ補03）一・・・…　勧・・・・・・・…　。己0．04025

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。6374
　遊離炭酸（α》2）　…・…・・…・…．………・…。0。0044

　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　〔｝．6418

泉　　質

　　　　0．6418

輩純温泉に厨す

12．4159

96
、



し

所　在　地

試瞼年月
性　　　状

　　　　　　　源泉湿度
　　　　　　　比・．』重

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムィォン（K●）…・・

　ナトリウムイオン（Na’）・・

　1，0009

●　，　●o

．　．　亀　．

ノ

熱
’

悔

（本鑛水1kg中に含有する各成分及響胴次の如し）

カルチウムイオソ（Caつ…・

マグネシウムイオン（蟹gつ・

フェロイオ『ソ（Fの・・……・・

アルミニウムイォ．ン（A1…）．

温 泉・

　　　翻岡三田方郡熱海町字伊豆山258の3番地f
　　　昭禾05年6月　（東京）

　　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す．r・
　　　pll　7．93（18，。キソヒドロソ電池法）

62．0。　　　　　　　　　　湧出量約
　　　　（150）　　　　　刷　　　　　　　　　　　　蒸…慶残芒査i

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　　　9
　0．0170

　0．3054
・・ C0。2499

・・@0．0111
・・@0．0002

・・@0．0008

アニオン

　クロールイォソ（C1ノ）＿＿＿

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドロ炭酸イナソ（HCO3ノ）…

ミリ麓湧w・ル
0．4348　　　　0．4348

13．2792　・13．2了92

6．2366　　　12．4732

0．4565　　　0。9129　．

0．0036　　　　0．0072

0．0295　　　0．0886　1

．27，1959

0．4172　　　11．7654　　　11．7654

0．7138　　　7．4300　　　14．8600

0．0348　　　0．5704　　　0．5705

　　　　　　　　　　　　　　　1。7502　　40．2060　　27。1959．
　　石朋酸（メ　タ）（IIBO2）　・・・・・・・・・…　　　0．0α48　　　　0．1095

　　珪酸（メタ）（II2SiO3）………　0。0774　0ぶ913
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8324　　41．3068

　　遊離淡酸（CO2）………・…・・…　0．0002　0，0045

　　　　　　　　　　　‘　　　　　　「1．8326　　　41．3113

　　　　泉　　質　　　　食塵含有石膏性苦味泉に働す

／

ノ

　　2520　h1　（24時間）

　1．75g（1　kg中）

（中止響馨羅融箱劉，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・・…………・…0．0324

クロ【ルナトリウム（NaCl）…・…・・…・・0．6624

硫酸ナトリ7ム（Na2S（）、）一・一一…0．i384

硫酸カルチウム（CaSO4）　……・……・・…0．8491

硫酸マグネシウム（MgSO4）…∴・…・…・・0．0211．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0412
　　　　　　　　　　　ノ重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕　…………0．0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…、0．0051

醐酸（メタ）（HBO・）一…・…・…1……「・・0．0648、

珪酸（メタ）（H2Sio3）…∴∵…∵・一・……0．0774

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8325
遊離炭酸（CO2）一……r……・……・……・・0．0002
　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　1．8327

、

／

’

熱

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　　　　　源尿温度　76。
　　　　　　　比　　重

　　　　イオン表

力チオン
　カリウムイオン（Kら）　・．・・……

　ナトリウムイォソ（Na●）＿＿

　カルチウムイオン（Caつ……
　マグネシウムイォソ（Mg’．）・

　フェロイオゾ（Fe●り・・…・……

　アルミニウムイオン（Ar’●）…

海 温 泉、（．三樂の湯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴艀岡縣田方郡熱海岡字盤見場78番地
昭和6年9月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を呈す
pH　7．5〔》（18，0キ・ソヒ｝ごロソ電池法）　’

　　　　　　　　　　　　　湧出：騒約
1．0008　　　　（150）

離二選搬認る）

ア昌才ン

　クロールイオン（CIノ）……・

　硫酸イオン（SO4”）……・…

　ヒドロ娠酸イオン（IICO3，）・

　　9
0，0169

0．3674

．0。2700

0。0173

0．0003

0．0009

・・@0．4731
・　0．7652

。・，0．1308

iリイオン及
竃　リ　モル

0．4322

15．9739

6．7383

0。7114

0．0054

0。0332

こリヴアル

0．4322

15．9739　．

電3。4764

1．4227

0．0107

0．0996

ζ

　　　　　　　　　972h1（24時間）
　　蒸葦歪残芒査i　 2。10g（1　kg中）
塵類表（本呼水は其集成に於て1kg中衣の聞分を含有する溶液に概略相當す）

31，4155

13．3418　13．3418

7．9651　　159301

2．1436　　　2．■436

　　　　　　　　　　　　　2．0419　　　47．3450　　　31．4155

碑酸（〃）（HBO・）一……・0・0192、、0．4382
避i酸（メタ）（112SiO3）　∵…・…・0．1292　　1．6548

　　　　　　　　　　　　　2．1903　　49。4380
遊離炭酸（co2）……・…・……・　o．oo22　　　0．05bo

　　　　　　　　　　　　　2．1925　　49．4S80　　　　　　　　・

・泉．質　　　　石膏性苦味泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・∴…・・……・…　0。0822

クロールナトリウム（NaCl）・1・…一…・・0。7547

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L硫酸ナトリウム（Naβ04）・…………・：…，0．2τ77．

硫酸塩ルチウム（CaSO4）・………・・……0．8690

：重；炭酸カルチウム〔Ca（旺CO3）2〕一…・・0．0576

題1炭酸マグネシウム〔Mg（1｛CO3）2〕一…0．1041

重炭酸亜酸イヒ鋸1〔Fe（HCO3）2〕　……　…∵・0．0010

硫酸アルミニウム⊂A！2（SO4）3〕………・・一〇，0057

硯月酸（メタXIIBO2）…6……・……・・∵……0．0192

珪酸（メ1タ）（II2Sio3）・・……：・……・・……0「1292

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1904
孟母離炭酸（COg）　…・……・…・……………　0．0022’

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1926

、．

夢 ／

、

97＿



L
，、

、

＼熱

　　、　　　　　　所在地
　　　　　　　　　試籔年月
　　　　　　　　　性　　　状
　　’　　　・　　　　　源泉搬　　　650

　　　’　　　　　　　上ヒ　　　　重　　　　　　　　　　　　（150）

　　　　イオン表

カチオン　　　’　　　　　　　　駕

　カリウムイオン（K’）・…・・……　0．0387

　ナトリウムイオン（Na’）……0．2505
　：ヵルチウムイオ’ン’（Ca●’）・∴…　0．3077

　・マグネシウムイオ’ソ（Mg．．）…　0．0019

　ツ」ロイォソ（Fe”）…・………・・0．0002

　アルミニウムイォソ（A1…）…　0．0003

海 温

〆

泉
翻岡縣田方郡熱海町熱海上の山1856醤地の1牡丹蘇　　　　　1

昭和7年1月（東京）　　．
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧掛旧約3240h1（24時閻）
　　　1．0008
（本雨水1kg中に含有する各放分及コξ二次の如し）

ア昌才ン
　クロρルイオ・ン（C1’）……・。…・

　硫『覆イオン（SO4”）・………・・…

　ヒドロ淡酉髪イオ・ソ（IICO3’）…

0．2372

0．9155

0．1028

足りイオン及　　ミリヴアル
i　リ　モル　．

　0．9897

10．8913

　7．6979

0．0781・

0，0036

0，0111

0．9897

ユ0．8913

15．3558

0．1562

00072

0．0333

1

．　　　蒸菱愛寵Z査　 1．89g（1kg　r11）

騒類表（本島水は其集成に於て1k好11次4二分を含有する溶液に概略相濡す））

27．4335

6．6881　　6。6881

9．5306　19．0612

ユ．6842　　　1．6842

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロPルカリウム（KC1）…………………0．0746

クロールナトリウム（NaC1）　一・…一…　0．3330

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．3688
硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…・…0，9416

重1炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…一・…・0．1232

：重淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕　……0．0114
重多ミ酉菱亜酸イヒ塗掌～（Fc（IICO3）2〕。・・…　。・・・・…　。　0嚇0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．0019

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・…一…・………・一〇．0387

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、8935
遊．西諸うるミ酸（CO2）　・・・・・・・・・・…　。鱒・・・・…　恥・・…　。・・　0．0085

　　　　　　　　　　　，　　　1．8548　　37．5746　　27．4335
ヨrた汽楚（メタ）（II2SiO3）・・鱒・・。・り・・。　0．0387　　　0．4957

　　　　　　　　　　　　　　1．8935　　38．0703
蓮離淡酸（CO2）　……・…・乙……　　00085　　　0．1932

　　　　　　　　　　　　　　1．9020　　38．2635

　　泉質　石膏性苦味泉に陽ナ
＼

1

1．9020

’

所在地・
試駿年月
性　　　状

源泉搬　　84。

　　　　　　　比‘重

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）…・…・・

　ナトリウムィォソ（Nの…
　カルチウムィォソ（Ca●り　・・．

　ーマグネシウムィォン（Mgっ

　フエロイオン（Fご●）……・…・・

　’アルミニウムイオン（A10’○）

熱　海　温　泉
　　　　　　　　し

欝岡縣田方郡熱海町字熱海林ケ久保1734番在の2

昭和7年3月（東京）
無色澄萌にして微弱アルカリ性反懸を呈す
pll　7．20（18，。キソヒドマソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　f氏：　系勺　　1Q80111，（24時欄）

　　　0．9993　　（150）

（本病水1kg中に含有する各威分及共三次の如し）

アニオン
　クロールイオ・ソ（α’）…・…・

’硫酸イオン（SO／’）・……・・…

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（HCO♂）

　　　9
…　　0．0049

・・。 @0．0838
…　　　0，0129

…　　0．0050

…　　0．0002

…　　0。0011

…　．0．0897

…　’　ojo403

・・。@0．0966

ミリイオン及
監　リ　モル

0．1253

3．6435

0．3220

0，2056

0．0036

0．0406

竃リヴアル

0．1253

3．6435

0．6439

0．4112

0．0072

0．1218

4．9529

2．5296　　　2．5296

0．4195　　　0．8390

1．5843　　　1．5843

8．874　　　4．9529

0ユ095

0．7787

　　蒸！愛残Z査　　　　　0．329　　（1kgrl．1）

麟表（本雨水は共晶威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　0．3345
瑚酸（メタ）（IIBO2）　・…　。・・・・…　　　0，0048

灘こ酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・・・…　　0．0608

　　　　　　　　　　　　　　0．4001
逝；離炭酸（CO2）………・・……・’ O．0013

　　　　　　　　　　　　　　0．40ユ4

　「泉　質　　　軍純温泉に属す

9．7622

0．0295

9，7917

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
クロールカリウム（Kq）……・…・・………0．0093

クロールナトリウム（NaCl）・…………・・…0．1406

硫酸ナトリウム（Na2＄0∂　・………・・……0．0509

：重撰酸ナトリウム（Na！ICO3）・・………・…0．0439

重島山カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…・…・…0．0522

訂t淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・……・0。0301

震1炎酸亜：酸化鐡（Fe（IICO3）2〕・……・…・…　0．0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．OO70

石階酸（メタ）（IIBO2）b．・………・……………0．0048

｝蓋酸（メタ）（正IgSio3）…　…・…・一・・一∵…・・…　　0．0608

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4002
遊離」炭灘～（CO2）・……・…　…・…・……・…・・く・，．0．0013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4015

’



’

＼

　　　　Y

所在地’
試瞼年月
性・　状

　　　　源泉涯渡

　　　　比　　重

イオン表

640．

熟’海 温’泉

’

静岡縣田方郡熱海町字熱海銀山1781番地1號
昭和7年．3月（東京）　　　　　　　　　，一

無色澄明にして微賜アルカリ性二二を呈す・
pll　7．20（18，0キンピドロン」電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧幽旧約
　　　1．0009　　　（150）

（本鑛水1k9中に含有する各威分及其量衣の如し）

カチオン　　　、．

　カリウムイオン（K。）………

　ナトリウムイオン（Na●）蝋…

　カルチウムイオソ（Cパつ・…・

　マグネシウムイォソ（Mg’●）L．．

フ想イすン（F・”）一一・…

　アルミニウムイオン（Arつ…

ア昌オン
　クロールイオン（CIノ）・…・…・

　硫酸イオン（SO♂ノ）…………

　ヒドロ炭酸イオン’（HCO3つ…

　　鶴

0．0090

0．2503

0．2857

G。0006

0．0002

0。0028

0．2898

0。8214

0．0285

ミリ二三iリヴアル

0。2302　　　0．2302

10．8826　　　10．8826

7．1301　　14．2601

0．0296　　　　0．0493

0。0036　　　0．0072

0．1550　　　　0。3100

25。7394

8．1726　　　　8．1726

8．5501　　　17．1001

0．4667　　　　0．4667

　　　　　　　　　　　　　　1．6883　　　35，6205　　　25．7394

珪酸（メタ）（II2SiO3）’…・・…・　0．0597　　0．7646

　　　　　　　　　　　　　　1．7480　　　36。3851
遊離芳1酸（CO2）……・…・…∵・・　0．b115　　　0．2614

　　　　　　　　　　　’　．　1．7595　　　36。6465

　　泉　　質　　　　石膏性苦味泉に潤す

　　蒸獲残渣

三面表

！
、

　1170h1（24時聞）

1．739（1kg中）

＼

！，

、．

（本胆水は其集成に於て1．kg中次の威分を含有する溶液に概略相類す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KC1）　…・・…・………　0．0172

，　クロールナトリウム（NaC1）…・………・・0．4643

　硫酸ナトリウム（Na2SQ4）一…・一・一・0．2089’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　硫酸カルチウム（CaSO4）　……・…・…一〇。9428

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3＞2〕………0．0332
　：亟炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．do36

　：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・…・・∴一〇．00060

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…一・…　0．0177’

　i珪酸（メタ）（II2SlO3）…………・……∵…　0．0597

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ。748
　遊離炭責菱（CO2）　…………　………・……・・0．oi15　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。7595

’

b

、

所　在　地

試鹸年月
性　　　状

　　　　　　　　源泉温度　　55。

　、　　　．．　　比　　重：0．9992

　　　　イオン表馳

　　　　　　　　　、カチオン
　カリウムイオン（K’）…・…・・

　ナトリウムイォソ（Na．）＿＿

　カルチウムイォソ（Cガ）・・…・

　せグネシウムイオソ（Mg．’）…

　フェロイオン（Fビ）…………

　アルミ．ニウムイォγ（A1…）・．・

熱 海 温 泉

静岡縣田：方郡熱海林ケ久保1735番地の3。

昭和7年3月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す　　　・

pll　7．10（180キン’ヒドロジ’電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約
（15。）

弓鋸二野編宅）

アニオ’ン

　クロールイオン’（CIノ）………
　硫酸イオン（SQ≧〃）　……・・∵・・

　ヒドロ炭酸イオン’（HCO3つ…

　9
0．0002

0．0190

0．0200

0．0074

0．0002

0．0009

0．0297

0．0309

0．0649

…リイオン及
…　．リ　モル

．0．0051

　0．8261

　0．4992

　0．3043

　0．0036

　0．0332

ミリヴアル

0．0051

α串261

0．9983

0．6086

0．0072

0。0996

2．5449

0．8376　　　0．8376

0．3217　　　　0．6433

1．0640　　　1。0640

　　　　　　　　　1080hl　（24時、間）

　　蒸目口残渣　　0．219（1kg中）
臨表（本些些は其集威に於て1kg中次の等分を含有する溶液に概略相當す）

磯酸（．メタ）（1｛BO2）……・・…・

珪酸（メタ）（【12Sio3）　・・……9

0．1732

0．0032

0．0369

3．8948　　　2，5449

0．0730

0．4726

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　……・・…・……　0。0004

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．0483’

クロールカルチウム（ぐaC12）一・……・…・0．0004

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…一〇．0370
　　　　　　　　　　　　　　　　ほ重表酸カルチウム（ぐa（HCO3）2〕…・・…・0。0363

重炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0445
露芳之酸亜酉葦≧イヒ鐵〔Fe（｝】LtO3）2〕　。…　。・・・・…　　0．0006

硫酸アルミニウム‘A12（SO4）3〕・・…，∴・…　0・0057

醐酸（メタ）（正IBO2）・……・…………・・∵・∴0．0032’・

ヨi圭酸（メタ）（H2Sio3）……・…・・∵・………0．0369

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．21β3　’
遊離禁池1（CO2）　・…・…・・…・…・…・……・・0．0009

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2142

遊離淡酸（CO2）………”・……

泉　　質

0．2133　　　4．4404

0．0009　　　　0．0205

　　　　0．2142

軍純温泉に局す

4。4609

99



、

ノ

〆

〆

／

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度
　　　　比　　霞

イ，オン表・．

970

熱 海 ．温 泉

静岡縣田方郡熱海町大字熱海掌來の宮559番地
日Zヨ葦07‘F5月　（東京）’．，

無色澄明にして蜴アルカリ性潮懸を呈す
p！17，80　（18，0　キソ．ヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出最約
1．0033．　　（150）

（本二水1豪g中に含有する各放分及其五t次の如し）

：カチ才ン

いカリウムイオン（K’）・……・…・

　ナトリウムイオン（Na’♪……
’カルチウムイオソ（Ca．’）・ゼ・．…

　r・グネシウムイオソ（Mgつ…
　フェロイオン（Fe●．）・・…・………

　アルミニゥムィォソ（Ar”）…

アニオン
　クロールイォソ（C1’）．．＿＿＿

　ブロームイオソ（Br，）…・・…・・

　罰一下’オイソ（∫，）…・………

　石充酸イオン（SO4”）……・・…・。
、

　炭酸イオン’（CO3”）・…・……r・

、　ヒドロ灘イオ・ソ　（HCO♂）・

　；水酸イ・オソ（OII’）・・………・・

　　　　莚リイオン7乏
　　9　　　　罵　リ　モル
0．1257　　　　3．2148

1，2602　　　54‘7914

0．3684　　　9．1939

10．1116　　　4。5888

0．0004　　　0．0073

0．0069　　　0．2546

・　2．8976

・・ O，0088

・・ O．0020

・・@0。1831
・・@0．0044
・・ @0．0248
・・ @、0．0024

uヴアル

3．2148

54，7914

18．3878

9．1776

0．0143

0．7638

86．3497

81．7146

　　　　　　　　　1620　h1　（24時…間）

　　混獲残渣　　　5，18　9　（1kg中）
盟類表（本瓦水は共集成に於て1kg中次の山分を団七す’る溶液に搬i略相當す）

81．7146

乙0．1101

0．0158

1．9059

0．0732

0．4070

0，1439

0．1101

0．0158

3．8118

0。1465

0．4070

0ユ439

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……………・・…・・0．2397

クロールナトリウム（NaC工）’・・………・…3．1979

ブロームナトリウム（NaBr）・・一　・・・…0．0113

≡ε一ドナ’トリウム（NaJ）一・………・……o．0024

クロρル「 Jルチウム（CaC12）…1・………・0．7514

硫酸カルチウム（CaSO4）……」…・………・0．♀075

クロールマグネシウム．（MgCi2）・・……一〇，2045

：重炭酸・マグネシウム（Mg（HCO3）2〕．・6－0，0287

疾酸マグネシウム（MgCO3）………・…一〇．0053・

．永酸化マグネシウム〔Mg（㎝1）2〕　…1・・…0。004含

重島西菱亜1酸イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕………・・。…　0．0127

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕　・・……・…　0．3359

硯g酸（メタ）（HBO2）同・・・・・・・・・・・・・・・・…　…・…0。0008

珪西愛（メタ）（H2Sio3）…・……・…………・…　0。2091

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．2052

石明酸（メタし）（旺BO2）　…………

ま圭酉愛（メタ）（H2Sio3）…・・…鱒・・

泉　　質

　、．

4。9530　　156．4213　　86．3497

0．0008　　0．0183

0．2091　　　　2．6782

　　　　　5．2052　　159ご1178

・プローム及ヨー・ド含有弱震塵泉

　　　　　　　　！

　　　　　　　熟　海 温 泉

F

所在地
試1験卑月唖
性　　　状

源泉温度’

比　　電

イオン表

850

瀞岡縣田方郡熱海町熱海字璽見場74番地の1
照和7年10月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反証を呈す
PH　7．40（18，。キソヒドロシ電池法）

　　　　　　’　　　　　　　湧出ナ改　約
1．0097　　　　（150）

倭鶴嬬揚謁する）．

カチオン

　カリウムイオン（K’）…………
　ナトリウムイオン（Na●）…．・∴．．

　カルチウムイオソ（Ca”）……

　マグネシウムイオン（M9”）…
　㌔フェロイオン（Fe9つ。・…・・…・…

　　　　　の　アルミニウムイォソ（Ar”）…

クロ霞ルイオン（C1ノ）……・・・…

ブロームイオソ（Br，）……・…・・

ヨ鱒ドイオン（Jノ）・…・・………

硫酸イオ・ン（SO4”）・・…・…・・…・

ヒドロ燐酸イオン（旺PO4”）…

ビドロ淡酸イオン（HCO3，）…

　9
0．1373

2．301

ユ．911

0。3028

0．000776

0。01805’

｛リ農聖ヒリヴアル

　3．512　　　3．512

100．0　　100．0

47．69　　　95．38

12．45　　　24．90

　0，01389　　0．02779

　0．6660　　　1．998

　　　　　　　　225．8
7．217　　203．5　　　203。5

0．00442　　　0．05531　　0．05531

0，0020　　　　0．01576　　0．01576

0，9553　　　9．945　　19．89

0．000177　　0．01843　　0．03686

b．1434　幽　2．350　　　2．350

　　　　　　　　　2700hl（24時間）
　　勃笑二二窪ii査　　12。849（1　kgr11）

三論表（本鉱水は其集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略季目馴す）

王髭酸（メタ）（II2（顎03）．．＿＿．．．。

遊離炭酸（02）

，　泉　　質

12，99　　　．380．3　　　　225．8

0．0990　　　1．269

　　　　　　13．09　　　381、6

。… @。…　。。・。・…　一　　〇．0120　　　0。2727

13．10　　381。9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
ク見一ルカリウム（Kq）……・・………・…0．2φ18

クロールナトリウム（NaC1）　………一・・5．944

ブロームナトリウム（NaBr）一・・一一・0。005693
ヨードナト’ 潟Eム（NaJ）・’・・；・・…・・．…一・・0。0024

クロールカルチウム（CaC12）……一・・…4．399

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…・・……・…・…1。420

クロ阿ルマグネシウム（MgC12）…・……・・0．6236

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0，1699

霞淡酸亜百愛イヒ鋳～⊂Fe（HCO3）2〕……・……・・0，002471

硫酸アルミニウム〔Ar2（SO4）3〕　…・…・・…　0．1619

燐酸アルミニウム〔A！2（HPO4）3〕　…。・・。・0．002103

王痘酸（メタ）（a2Sio3）　・・……・・……・乙・・…．00990

　　　　　　　　　　　　　　　　　　五3．09

遊・離炭酸（CO2）、・・………・…・・…・………0．0120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．10
　　　　　　　　　　　1

ブ目一ムガヨ■ド，璽化土類及石齊含有食魎泉
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〆

’

．　’

、

所在』地
言ぺ験年月

性　　　状

　　　源泉温度75。

　　．比、重，

イオン表

　　ロ

、熱海温泉．（樂壽湯）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
静岡縣田方郡熱侮町伊豆山八丁畑261番地の5

昭和8年2月（東京）
1無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
’P正17．30（18。，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　傷出旧約
　1．001　（150）．

（本鑛水・1kg中に含有する各二分及共斑欠の如し）、

カチオン
『カリウムイオン（Kつ　……∴

　ナト．以ウムイォソ（Na’）…．

　カルチウムイオソ（Caつ・…

　マグネシウムイォソ（Mg”）．

　フェロイオン（Fゴつ・…・…・・

　アルミニウムイオン（AI…〉

．アニオン

　クロールイオン（C1ノ）　・……

　硫酸イオン（SO4”）　…・・・・…

　ヒドロ淡酸イオン（且COb，）・

　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　2160　111　（24時間）
　　；嬢ミ二月残三段　　1．918　g　（1　kgrlり　．

臨表・（本鑛水は共集成に於で1kg中次の沖州を含有する溶液に概略相田す）

　　　、　i”ヂ郭・リ伽・
・「 O。02121　．’0。5425　　　05425

・。 @o．3376　　14，68　　　　14．68

－　　0．2511　　　6．265　　　12．53

ら　　0．006545　　0．2691　　　　0．5382

。ド@0．000224　「0，004012　’0．008023

・・ @0．002267　　0。08367　　0．2510

・・ @　0．4201　　「1工．85

・・． @0．7391　　　7．695

。・ @0，07989　　　1．310

28．55

U．85

15．39

1．310

　　　　　　　　　　　　　～1．858、　　42，7　　　　　28．55

石朋酸（メタ）（HBO2）…………　0．0031970．07265

珪酸（メタ）（H2SiO3）’・・……・　0．09287　1，186

　　　　　　　　　　　　　1．954　．　43．96

遊離炭酸（CO2）一……・・…”・0。004250．09659　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　1。958　　44。06　　　　　　　　　　　．

　　質泉　食瞳含有石膏性苦味泉に回す

　　　　叱　　　　　　　　　　　　　　　L　ボ．1ド，

クロールカリ｝ンム（KC1）　一……・・1・…∵0・04045

クロールナトリヴム（N3C1）…・一…・…0．6610　、

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・・……∴∴0。2396．

硫酸カルチウム（CaSO4）轟……・・兜……∴0．8009’

重1炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…・…・0．06187

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕．・・…0．03938

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕　・…・・……0，000713

硫酸アルミ三ウム〔A12（SO4）3〕…………　0．01432・．

硯要覧（メタ）（HI302）…：・……・・………・∵・・0．003197

珪酸（メタ）（II2Sio3）・………・……・……0。09287

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　臨●　　　　　　　・　　　1．954．．

遊離炭酸（CO2）・・。………・・…・・…．・・……0。00425

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．958
　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　、

・、

‘レ．

所在．地
’試瞼年月

性’　状

　　　　源泉温度
　　　　比　　重

．、 Cオン表

熱 海

（本三水1k鑑中に含有する二成分一其量目の如し）

カチ才ン
　カリウムイオン（K’）　……・

　1ナトリウムィォ・ン（Na●）・．＿

　カルチウムイォン（Cバ）・…

　ゼグネシウムイオン（Mgつ・

　フェロイオン（Fe●り………・

　アルミニウムイオン（Ar’●）・

　　　　窓　　　竜　リ．モル

・・ @0．01417　　　0．3624

・・． O．2667　　．11．60

・・ @幽0．2734　　6825

・・@0。006564　．0．2699

・’ @0．000015　　0．000269

・9@0．⑰04019　　0．1483　．．

温 泉

　　　静岡縣田方郡熱海町字伊豆山八丁畑i73番地
　　　’昭和8年8月（：東京）

　　1無色澄明にしで微弱アルカリ性反懸を呈す
　　．pH　7．64．（18，。1．キソヒドロン電池法）

6竜。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出五｝＝　糸～」　1440hl（24時1葺D

1．001　　（150）　　　　．　　　　．面目残渣　 1。694g（1　kg弓4）』

　　　　　　　　　　　　　　騒類表

　　　　・　一ミリイ才ン及 　iリヴアル

0：3624

．11．60．

13．65

0．5398，

0．000537

0，4449

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．60

ア昌オン
　クロめルイオソ（CI’）・…・…・、0．3386　　9β49　　9．549

　硫酸イォソ（SO4”）　・∵・・……・　0．6786　　7．065　　14．13

　ヒド”疾酸イオン．（1｛90！）…　0．1780．2．919　　2．919＿：

　　　　　　　　　　　　　　1．760　　　38。74　　　　26．60

　硯月酸（メタ）（HI302）・………・・　0。01759　　0．4016・

　珪酸（メタ）（II2S三〇3）　∵……・　0．08825　1．130

　　　　　　　　6　・　　　　　　　　．1．866　　　　40．27

　三配巨離炭酸（CO2）・；・・・・・・・・・・・・…　。　　0．0409　　　0．9292　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　1．907　　　41．20　　　　’

　　　泉質　食塵含有石膏性苦味泉に参す

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
　　　　　（本二水は其集成に於て1「k9中次の成分を含有する溶液に概略相思す）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9・
クロールカリウム（KC】）　………………　0．02702く

クロールナトリウム（NaCI）…・・……∴・・0．5370

硫酸ナ手リウム（Na2SO4）…・・…………」0．17ユ4　　　・

硫酸カルチウム（CaSO4）・…………・・……0．7673

：重炭酸カルチウム〔Ca（且CO3）2〕………0．1927

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0395

重炭酸亜酸化鐵〔F・（HCO・）2〕・・∴…一・d．000048

．硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…∴・ζ…，0。02539

醐酸（〃）（11β0、）…∴一・…一＿…．＿：0．0丘59

珪酸（〃）（II2S・03）…・…・・』……∴・……0．．08825

　　　　　　　　　　　　　　　　　圏1．866ボ
遊離炭酸（CO2）　・・…・∴・・・…　…・・…∫……．010409

　　　　　　　　　　　　　’　　　　　1．907

’ ●
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＼’ ．熟「 海 温 泉 、

、

、

所在地
試瞼年月
性　　　状

’　　　源県温度

　　　　比　　重

イオン表
（本鑛水1kg中に含有する各成分及共」膨（の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K●）　・…・…

　ナトリウムイオン（Nゴ）・…

　ヵルチウムイォソ（Caつ…・・

　マグネシウムイォソ（Mg●●）．

　フェロイオン（Fe’つ…・・・・…

　アルミニウムイオン（A1●”）・

　噺

ア昌オン
　クロールイオン（Clり　…∴・・

　硫酸イオン（SO｛”）　………・

　ヒドロ淡百麦イオン（旺CO3’）・・

　　　鍔
。　0．005655

・ド　0。1972

・　0．2315

・・ @0．0043
・・@0．000839
・・ @　0．006665

　　　1

■　●

，　●

●

　　　薄岡縣田方郡熱海町大掌伊豆山604．番地の1

　　　昭和8年10月（東京）
　　　無色澄明にして微に硫化水素臭を有し弱酸性反照を呈す
　　　pU　3．50（18，0　キソヒドロン～電池法）　　　　σ

62。　　　　 一　 ．湧　口約
1．001　　　　　（150）　．　　　　　　　　　　　　　　出費残Z査i

　　　　　　　　　　　　　　監類表

　　　　　　　　　　　ミリヴアル…リイ才レ及
…　リ　モル

0．1446　　　　0．1446

8．572　　　　8．572

5．778　　　　11．55

0．1768　　　　0．3536

0．01505　　0．0301

0．2459　　0．7378

21．39

　　　　　　　　　　　　　　　　0。2803　　　　7．905　　　　　7．905

　　　　　　　　　　　　　　　　0．6121　　　6，370　　　12，74

　　　　　　　　　　　　　　　　004556　　　0．7470　　　　0．7470

　　　　　　　　　　　　　　　　1，384　　　29．95　　　　21．39
　　　珪酸（メタ）（H2Sio3）・・…・・…・・　0．04877　0．6253

　　　　　　　　　　　　　　　　ト1．433　　　39．57
　　遊際監炭酸（CO2）・・・・・・・・…　。…　…・　0．02586　　　0．5877

　　、、遊｝蔭E硫イヒフk素くII2S）　…　●’●。●・一　　〇．002783　　0。08235　　，

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　1。462　　　31．24

　　　　泉．　質　．　硫化水繁含有石範性苦味泉に属す

　　14002．8h1　（24時間）

　ユ．429　（1kg　r11）

（本曇水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略二二す）

　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）㌔…・………・「・・0．01078

クロールナトリウム（NaC1）……・…・…・0。4537

硫酸ナトリウム（Na2SO　I）・……・・………0．057ブ

硫酸カルチウム（CaSO4）一…・・…・……・・0，7619

霊炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・・・…　0．02944

重1炎酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．02587

皿炭酸亜酉髪イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　・。・・…　。・・。・0．002676

硫酸アル「ニウち〔A12（SO4♪3〕…・・…・…0．04211

玉圭酸（メタ）（II2Sio3）…・・・・・……………・0．04877

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．433
遊肉1置炭醸（CO2）　………・……・・…………0，02586

遊離五鈷イヒ水素（1！2S）　　・・一…　ひ・・・・…　一・・δ・…・　0．002783

　　　　　　　　　　　　　　　　　1。462

’

魯

、

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　　　　　源泉温度　　65。

　　　　　　　　比　　霜　　LOO1
　　　　　　し．、’

D・@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の……
　カルチウムイオソ（Cバ）……

　マグネシウムイオン（Mぎつ…

　フェロイオン（Fe●つ　…。・…・…

　アノレミ『ウムイオソ（A1”’）・げ

玄 海 温 泉●

静岡縣田方郡熱海町1字三本松1104番地の1

昭和8年12月（東京）’
無色澄明にして鍛弱アルカリ性反照を呈す
pll　7．60（180，キソヒドtコソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出；最約
（15。）．

（本鑛水1kg中に含有する各成分及コ鮎t次の如し）

　　　　　　9　｝リ4撃雍

　　　　0．006044　　0．1546

　　　　0．2268　　　　8，004

　　　　0，2268　　　5．660

　　　　0．001659　　0．0682

　　　　0．000196　　0．00351

　　　　0．003032　0．1119

ア昌オン
クロールイオン（C1り・・…・…

硫酸イオン（SO4”）……・・…・

ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…

　宅リヴアル

0．1546　．

8．004

11．32

0．1364

0．00702

0，3356

19．96

珪酉を（メタ）（II2Sio3）鱒鱒・鱒鱒・9・

翅i離炭酸（CO2）…・…鱒・・…・…

泉’　質

0．1736　　　4．896　　　　4．896

0．7059　　　7．350　　　14。70

0．02239　　’0．367ユ　　　　0．367ユ

1。324　　　　26．62　　　　19，96

0，04841　　　0。6206

1．372　　　27．24

0．1173　　　　2．666

　　　　1．489　　　　29．91

石弓四苦採泉

　　　　　　　　　2160　h1　（24　時間）

　　蒸至躍憂室i堕i　　　1．325　π　（1」くg　rl　1）

臨表（本鑛永は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…　0．01153

　クロールナトリウム（NaC1）……・・∴…・・0。2772

　1硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・……　0．2318

　硫酸カルチウム（CaSO4）…・・…・…・・…・…0．7553

　：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．01813

　露羨酸マンネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．00998

　置淡酸亜酸化鐵〔写e（IICO3）2〕！……・…・0．000623

　硫酸アルミニウム（A12（SO4）3〕…………0．01915
　珪酸（メタ）（II2Sio3）・・一・…　。・・・・・・・・…　h・・0，04841

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．372
　南面垂炭酸（CO2）　……．……　…・……・……0．1173

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．489

●　　o・

、

「

！
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ノ

　　ノ　　　　　

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　　　　　源泉温度

　　　　　　　　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り……
　カルチウムイオソ（Ca’○）…∵・

　マグネシウムイオン（Mg’●）…

　フェロイオ・ソ（Fe．つ　…………

　アルミニウム「イオン（Al…）…

（本丁水1kg中に含有する各州分及；其量次の如し）

　　　　　　　9　　　　　　　　　ミ　リ　モル
　　　　0．007168　　0．1833

　　　　0．2026　　　8．809

　　　　0．2604　　　　6．499

　　　　0。001091　　0．04486

　　　　0．000588　　0．01053

　　　　0．000403　　0．01487

ア昌オン

　クロールイオン（CI，）………

　硫酸イオン（SO4”）．・・・・・・……

　ヒドロ淡口イオン（HCO3ノ）…

　珪酸（メタ）（H2Sio3）　＿．．＿．．

　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロコ　　　コ

　　　熱　海　温、．泉．

　　　静岡縣田方郡熱海町掌上の山1842番地

　　　・昭和8年12月（東京）
　　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を業す　甲

　　　p旺7．45（18，0キLソヒドロン電池法）
65ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　鼓　　浄勺

1。001　　　　　（150）　　　　　、　　　’　　　　　　　　蒸獲残渣

　　　　　　　　　　　　　　三鷹表

　　　　　　ミリイオン及　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ミリヴアル

0．1833

8．809

12．99

0．08972

0．02106

0．04461

22．14

0ユ894　　　5313　　　　5．313

0．7695　　　8．010　　　16。01

0．04991　　　0弓8121　　　0．8121

　　　　　　1．481　　　29．70

　　　　　　0．05839　　　0．7486

　　　　　　1．539　　　30．45
。・・・・・・… @。・・。…　　　0．02459　　　0．5589

　　　　　　1．564　　　31．01

　　一箪牲苦味泉に腐す

22ご14

　　．3600h1（24時間）　　，
　　1．485　g　（1　kgr卜）

（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロPルカリウム（KC1）　………　……・・0、01367

クロールナトリウム（NaCI）……………0．2999‘

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一…一・・‘・…0．2614」

硫酸カルチウム（CaSO4）・・………・一…0．8370　・．

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………0．05683．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0，007563

：重炭酸亜酸化鐵〔Fc（HCO3）2〕・一・……0．001876

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…一・・・…0．002545

珪酸（メタ）（112＄03）・・・・・・・・…　。・・・…。∴・。0．05839

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，539
遊離炭酸（CO2）　…・・。………　…・・……・…　0．02459

　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　1．564　・

逝≡離炭酸（CO2）。

　　泉　　質

’

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　源泉三度

　　　　比　　重

イオン表

’数
∂h、　畠

海

（本鑛水1kg中に含有する各州分四駅量衣の如し）

カチオ’ン

　カリウムイオン（K．）　・……

　ナトリウムイォソ（Nの．＿

　カルチウムイオン（Ca’●）…・

　マグネシウムイォソ（Mg●●）．
　し　フェロイオン（Fe”）∴……・・

　アルミニウムイォソ（A1…）．

ア昌才ン．．

　クロールイォソ（C1’）＿．＿

　硫酸イオン（SO4”）・・…・・…

　；炭酸イオン（CO3”）・………・

　ヒドロ炭酸イオン（H：CO3ノ）・

　水酸イオン（OH’）…・………

　　　　9
・・@0．0199
・・ @　0．3390　　　14．74

・・ @0．1871　　　　4．670

・・@0。007222　　0．2970

・・ @．0．000336　　0．00602

。・ @0．001871　　0．0690

温 泉

　　　静岡縣田方郡熱海町熱海字柴栗原173番地の12

　　　昭和9年11月（東京）
　　　無色澄明にして閉アルカリ性反懸を呈す
　　　pH　8．35（18，。水素瓦斯辺池法）

78。@　　　　　　　　　　　　　　湧　　出　約　2160h1（24時間）
1・001　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残芒査1　　　1．606　9　（1　kg　r11）

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　　　　　竜リイオン及　　　　　ミリヴアルi　リ　モル

0．50137　　0。5013

　　　　14．74

　　　　9．340

　　　　0．5940

　　　　0．01204

　　　　0。2070

・・ @0。4164　　11．74

・・ D0。5020　　　5．225

。。 @0．01564、　0．2607

・。 @　0●004895　　0．08023

・。 @0．04426　　　2．602

25．39

・11．74

10．45　　’

0，521．4

0．08023

2，602

　　　　　　　　　　　　　　1．538　　　40．19　　　　25．39

石明酸（メタ）（IIBO2）、ノ…。r……　　0．007992　0，1824

王圭酸（メタ）（H2SiO3）　……・。・　0．08796　■127

　　　　　　　　　　　　　　1．634　　　41。50

　　泉質　食麺含有石密性苦味泉に鵬す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一103．

　　　　　　　、

　　　　　（本左門は其門門に於て1kg中i次の威分を含有する溶液に概略相喫す），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　9
クロρルカリウム（KCI）　……・…・…・…　0．03738

クロールナトリウム（NaC1）’……∵…・…0．6570

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・・…・0．2487

硫酸カルチウム（C縞SO4）…・……・∴・・∴・…　0．4589

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…「∵∵・・01005527

炭酸カルチウム（CaCO3）．・・一……・・…・0．02609

水酸化力’ルチウム〔Ca（OH）2〕…………’〇二〇7439

：水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・一・…0．0ユ732

軍；炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・・∵∵．．∵．　q．00107し

硫酸アルミニウム〔AI・（SO・）・〕’………∵・0．001182

硯1酸（メタ）（IIBO2）…………・・……・∴…0．007992

珪酸（メタ）（II2Sio3）・～………∵．・∵一？．∴・0．08796

　　　　　　　　　　　　　・　　　．1．634

1．

、

ノ



’

所在地
試瞼年月
性　　　状

　　　源泉温度
　　　比　　：重

イオン表

．熱、海

（馨鶴趨洋書獅
カチオン

　カリウムイオン（Kつ　……・

　ナトリウムイオン（丼a●）・…

　カルチウムイオソ（Ca●．）・・1・

　・マグネシウムイオン（Mg’つΨ

　フェロイオン（Fe●つ．・………・

　アルミニウムイ才ソ（Al’．●）

’

三 三
㌧

1

　　　静岡縣田方郡熱侮町字若林1780番地の19脱
　　　昭和9年11月（東京）　　　　　　　　　、　　　’　　　・

　　　殆と無色澄明にしてi殴弱アルカリ性反懸を呈す
　　　pII　7．48（18，0キソヒドロソ｛E池法）　　　’

660　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　∫此　　糸～】　1262　hl　（24時間）

1．001　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲盤毘Z査｝　　　　　1．678　g　（1　kg　rlマ）

　　　　　　　　　　　　　　盤類表

　　　9　蓬リ農聖Uヴ・ル
・・ @0．009156　　0．2342　　　0．2342

・・’ O．2321　　　10。09　　　　10．09

・・ @0，2663　　　6．645　　　13．29

・・ @0．01071　　0．4404　、0．8808

・　0．00032　　　0．00573　　　0．01146

　0。001215　　0．04483　　　0．1345

アニオ’ン

　クローノレイオ・ソ（Cl’）　………

　硫酸イオ・ソ（SO弓”）　・……・…・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ・r・

0，2185

0．8131

0．0945

24．64

6．162　　　　6．162

8．465’．　16．93

1．549　　　　1．549

醐酸（メタ）（旺BO2）…………

貰酸（メタ）（H2Sio3）・・“・……・

遊離炭酸（CO2）・…・…・………

1．646　　　33．64　　　　24．64

0，002398　　0．05472

0．05294　　　0．6781

1．701　　34，37

0．00185　　　0．04205

　　　　　　　　　　　　　ユ．703　　　34。41
コ婁他　 ヒドロ燐酸イナソ　痕跡

　　泉　　質　　　石膏性苦味泉

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の威分を含有す’る溶液に概略相噛す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　…・………・・…　0。01746

クロρルナトリウム（NaG）一………・・0．3465

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・・……0．2957

硫酸カルチウム（CaSO4）・…一・…・…　0．8599

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・・…・0．05322

露1可惜マグネシウム（Mg（HCO3）2〕……0．06445

置炭酸亜酸化鐡〔Fe（1【CO3）2〕・一…・…0．001019

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0。007676
耐9酸（メタ）（III302）・・・・・・・・・・・・・…。・・・・…。・・0。002398

慰三酸（メタ）（lf2Sio3）…・……………・・…0．052q4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．701
翅…離炭酸（CO2）　…・……・・…・……・……・0．ooi85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．703

～

’

r

所　在　地
層べ験年月

性　　　状

　　　L　　　　源泉涯［度　　65。

　　　　　　　比　　重

　　　　イオン表
　　　　　　　　　　　　負
カチ才ン

．カリウムイオン（K’）．・…・・…

　ナトリウムイオン（Na●）……

　カルチウムイオソ（Cゴ）・…h

　マグネシウムイオ・ソ（Mg．’）…

　フェロイオン（Fゼ）・・…，……

　アルミニウムイオン（A1…）…

熱　海　温　泉．
離岡縣田方郡熱海町熱海字小凄田1038番地の1
昭和11年11月（東京）
無色澄明にして蜴アルカリ性反慮を呈す
p【18．45　（18，0　水素瓦斯電￥也法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　∫止　　系勺　　3：40　h1（24時聞）

1．001　　（150）

（本二水1kg中に含有する各成分及共犯次の如し）

ア昌才ン
　クロールイオン（C1’）　・・……・

　硫酸イオンてSO／ノ）　…・……・・

　淡酸イオン（CO3”）…………

1ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…．

　水酸イオン（OIIノ）…・…・・……

　　g　lリ三聖覧リヴγル

0．009478　　0．2424　　　0．2424

0．2322　　　10．10　　　　　10．10

0．2985　　　7．450　　　14．90

0．007876　　0．3239　　　0．6477

0．000224　　0．004012　　0．008023

0．000687　　0。02539　　　0．07616

0．2362

0．9185

0≧000551

0．00637

0．001199

25．97

6，661　　　　6．661

9．560　　　凸19．12

0．00919　　　0．01838

0．1044　　　0．1044

0。07047　　　0．07049

　　　　　　　　　　　　　1．7ユ2　　　34．55　　　　25，97

硯月酸（メタ）（IIBO2）　…　…・・・・…　0。001598　0．3647

珪酸（メタ）（II2SiO3）　・・・・・・・・…　。　0．08886　　　1．138　，

泉　　質

　蒸董歪残Z査…　1．70　g　（1kg“r11）

盤類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相晒す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9’
クロールカリウム（KC1）・・…………・…，0．01807

クロールナトリウム（NaC1）…・……・…・0．3752

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一…一・・…・・0．2615

硫酸カルr吟ウム（ρaSO4）……・……・…・…1．014，．

硫酸マグネシウム（MgSO4）……・……0．02784
1亙炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0。007053

淡州マグネシウム（MgCO3）……………・0．000775

オく酸化・マグネシウム〔Mg（OH）2〕………0．002056

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（【ICO3）2〕　。…・・……0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0．004346

硬月酸（メタ）（【IBO2）・・・・・・・・・・…　Q…　師・・・・・…　　0。001598

珪酸（メタ）（II2SiO3）・…・…・㌃・・1…・・…・…0．08886

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．802

　　　　1．802　　　35．72

石齋性苦味泉

工04
’

o



4

、所在地
試験年月
性　　　状

源泉湿度　　70。

比　　重　　1．．001

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイォソ（K’）………

　ナトリウムイオン（Naり……

　カルチウムイオソ（Ca”）……

．マグネシウムイオン（Mg’幽）…

　フェロイオン（F¢”）…………

　アルミ』ウムイオソ（Al…）…

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）　・…・・…

　硫酸イオン（SO4”）㌔・…9・…　崩

　ヒドロ炭酸イオン（HCO♂）＿

．〆

熱 海

、

’

温・泉馬
静岡縣熱海市長畑山1822番地　　　　　　　．

昭和12年8月（東：京）

無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．25（18，0キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出旧約，
（15。）

（奈難鍍銀羨二野

　・　ミリ残聖Wル
0。04342　　1．110　　　1．110

0．1683　　　7，317　　　　7．317

0．2585　　　6．450　　　12．90

0。0513　　　2．110　　　　4。219

0．000672　　0．012U4　　　0．02407

0，003096　　0．1142　　　0．3427

25．91

0。2391　　　6．743　　　　6．743

0．8707・　　9．065　　　18．13

0．06344　　　1．039　　　　　1。039

　　　　　　　　　　　　　　1．699　　　33。96　　　　25．91

．石朋酸（メタ）（】ilBO2）…………　　0。007992　0．1824

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ珪酸（メタ）（II2Sio3）　…・…・・　0．05716　0．7321

　　　　　　　　　　　　　　1．765　　　34。87

逝i離炭酸（CO2）………………　　0．004388　0．09973

　　　　　　　　　　　　　　1．769　　　　34。97

　　泉質　石膏性苦味泉に馬す

気．’

〆

　　　　　　　　1296　h1　（24時闘）

　蒸稜残芒査　　1．5g（1kg中）
塵類表（本押水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す．）

　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　9

クロールカリウム（KCI）　……・……・・…　0．08276・

クロールナトリウム（NaCl）・…・…・・…・・、0．3293

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…………一〇4196

硫酸カルチウム（ρaSO4）・・………・……0。8781

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…・・…・…・0．1938

重疾酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．07432

重炭酸亜酸化鐡⊂Fe（HCO3）2〕一…・…・0．00214

硫酸アルミニウム（A】2（SO4）3〕…………　0．01956’

弱酸（メタ）（HBO2）……・・一・………・…・0．007992ド

珪酸（メタ）（H2SiO3）・……・…・……∵・…o．05716

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．765　　∫、
逝i離炭酸（CO2）　　・。・・…　」・・・・・…　。・・…　。・。・・…　．0．004388

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，769

〆

所在　地
酒瞼年月
性　　　状

　　　　源泉涯渡

．　　　比．重
イオン表

カチオン

99。

1．001

熱 海 温．

静岡縣熱海市掌横磯101番地

昭和12年9月（東京）

●

泉僑の湯）

無色澄明にして微弱アルカリ1性反懸を呈ナ

．pII　7．55（18，0キン’ヒドロソ蝦鯛法）．

　　　　　　　　　　　　　　湧出量　約
（15。）

縢州崎籔纐宅）、

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●’）……

マグネシウムィォソ（Mg”）…
フェロイオン（Fe●’）　・…・…・…

アルミニウムイオン（Ai’．’）…

アニオン

　クロ鱒ルイオン（C1’）………

　硫酸イオン（SO4”）…………

ヒドロ淡酸イオン（IICO3，）…

　　9
　　’
0，0506

0．4064

0．2503

0．01538

ミリイオレ及　　ミ、」ヴアル

ミ　リ　モル

　　　　1．294　　　　1．294

　　　　17．67　　　　17．67

　　　　6．245　　　　12．49

　　　　0。6325　　　1．265．

0，000336．　0．006015　　0，01203

0．000497　　0．01834　　　005502

32．79

’

0．49661 @14．01　　　　14。01

0．7773　　　8．ogo　　　16．18　　．

01584　　　2．596　　　　2．596

　　蒸i菱残渣

塵類表

　　　　　　　　　　　　　　2．156　　　50．56　　　　32，79

石朋酸（メタ）（HBO2）…………　0．006394　0．1459

珪酸（メタ）（H2SiO3）　………　0．1525　　1．953　　　　’

　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。315　　　　52．66

　　泉．質　食堕含有石膏性苦味泉に回す

105

　　　4500h1（24時間）
　．2．137g（1　kg中）
（本藍水は其集威に於て1．kg中家の戯分を含有する溶液に概略一画す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霧　●

ク白一ルカ’リウム（KC1）・，………・……　0，09648

クロールナトリウム（NaCI）・・…………0。7434

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．3519
硫酸カルチウム（CaSO4）・…・……・………0。7604ヒ

：重炭酸カルチウム〔qa（IICO3）2〕…・…・・0．1069

：重1炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．09256

＝童炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・・・・・…　∴・・0．00107

硫酸アルミFウム〔A12（SO4）3〕…………　0．00314

胃酸（メタ）（IIBO2）…………・・…………・0，00∫5394

邉i酸（メタ）（II2Sio3）…・ゐ………∴…・…0．1525

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．315
　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

－

＼



1

’

所在’地
試験年Jヨ
性　　　状

　　　源泉源度
　　　　比　　諏．

イオン表
（本鑛水1kg　rl‘に含有する各成分及轡型次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K’）　・・…・…

　ナトリウムイオン（Nゴ）……

　カルチウムイオソ（Ca．’）……

　マグネシウムイオン（Mg’つ…

　フェロイオン（Fc’つ…………

　アルミニウムイオン（A1．．’）…

・　熱　海．温　泉
　　　鵜｝岡縣熱海布熱海字比良112番地の12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　1昭和12年10月（東京）　　　　　．！
　　　無色澄明にして微弱アルカリ性反1噸を呈す

　　　pH　7。75（18，0キソヒドロソ電池法》　　　　　　　　、
850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　湧　　口口　ゴ点：　糸勺　　1800　h1　（240ξ・「1．ID

1。001　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　孝蒸稜残～査i　　　L80　g　（1　kgrl‘）

　　　　　　　　　　　　　　盛類表

　　g　lり控雛・リヴ・ル

0．02995　　0．7660　　　0．7660

0．3074　　エ3．37　　　　13．37

0．2484　　　6．199　　　　12．40

0．004035　　0，1659　　　　0．3318

0．000254．　0．004549　　0．009097

0．000815　　0．03007　　　0。090r22

5　ア昌オン
　　、クロールイオン（C1，）………　0．5168　14．57

　　耐し酸イオン（Sf）‘”）　…………　0．5947　　6．190

　　ヒドロ炭酸イオ’ソ（【ICO3’）・・∵0．000281　0．O1712

26．97

14．57

12．38

0．017コ2

　　　　　　　　　　　　　19703　　　　41θ31　　　　26．97

三酉愛（メタ）（【II302）・・。・・・・・・…　　0．001998　0．0456

王li酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・…　　0。1122　　．1。437

　　　　　　　　　　　　　1．817　　42。80

其　他　　i遊離炭酸　痕跡

　　泉質　食麺含有石膏性苦味泉に勘す

（本鑛永は共集威に於て1k9中次の町分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　…r……・・・・・…　0。05711

クロールナトリウム（NaC1）・r…・・……・・0．7816

クロールカルチウム（CaC12）…………・・0．02409

硫酸カルチウム（CaSO4）・一……………・0．8145
硫酸・マグ’ネシ’ウム（MgSO4）…　…・…・．…　0．01949

匝1炭酸マグネシウム〔Mg（！KO3）2〕……0．000587

匝炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO3）2〕…・・・……0．000809

硫酸アルミニウム〔A；2（SO4）3〕…一・・…0．005149

硯月酸（メタ）（【IBO2）・・…・……・………・・…0，001998

王1三酸（メタ）（H鐸io3）・・………・…・・…　…0ユ122

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．817
，　　　　　　　、

！

「

’

●

’

所在地
回雪年月
性　　　状

　　　　　　　　渤：し巧艮潴建度　　　　600

　　　　　　　　比　　重

　　一イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K●）　…・・…・

　ナトリウムイオ・ソ（Nの…・・

　カルチウムイォソ（Ca”）・…・・

　マグネシウムィォゾ（Mg．’）…

　フェロイオン（Fe”）　……・…・・

　アルミニウムイオン（Al…）…

熱 海．温

（本平水1kg中に含有する各野分及壁跡次の如し）

アニオン

　クロールイオン（C1ノ）………
　硫酸イオン’（SO4”）　・・・・・・・・・…

　ヒ・ドロ炭酸イオン（IICO♂）…

泉（錦浦温泉）

　　　平岡町熱侮市黙海字曾我山1993蕎地の11
　　　日召5F01351三4月　（東京）

　　・殆と無色澄明にして微弱アルカリ牲反慮を呈す
　　　plr’7。63（18現。キソヒド1口rソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　’　　7勇　繊づ1ヒ．糸勺　　3600　h1　（24醍｝・r塒）

1．002　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸塗i残Z査　　　　　　3．20　g　（1　1くg‘1竃）

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　・，ll農ン発・リヴ・・

0．01412　　　0。3611　　　　0．3611

0．3911　　　17．0　　　　　17．0

0．6847　　　17．09　　　　34．18

0．007869　　0．3236　　　0．6471

0．000447　　0．008005　　0，01601

0．00220Z　　O，08143　　　0．2443　、

1．170　　33，0

0，7988　　　　8．315

0。1720　　　　2．819

52，45

33．0

16．63

2．819

　　　　　　　　　　　　　3。241　　　79．0　　　　52．45
棚酸（メタ）（IIBO2）・・・…　。・・…　　0．002395　　0．05466

工1；西を（メタ）（II2SiO3〕i　。・…　。∴‘・　　0．04985　　　0．6385

　　　　　　　　　　　、　　’3．293　　　　79．69
遊禺琵捗ミ酸（CO2）…　。・…　●・…　。・…　　0．002196　　0．04991

　　　　　　　　　　　　　3．295　　　79．74

　　泉質　食箆含有石膏性苦味泉に回す
　　　　　　　　　　　　　　　ダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106

、

（本藍水は共集威に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相目す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
項目ールカリウム（KC1）　・……・…・……　0．02692

クロールナトリウム（NaCI）……………　0．9938

クロールカルチウム（CaC12）……………　0．8680

硫酸カルチウム（CaSO4）　・……一…一L115
重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．1747

：璽炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．04735

コE炭酸亜酸イヒ鐵　〔Fe（IICO3）2〕一。・・・・・…　3　0，001424

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．01394

瑚酸（メタ）（HBO2）　…2…・・……………0．002395
遅三酸（メタ）（H2Sio3）　・・…　。…　。・・。・・・・・・・・…　　0．04985

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。293
遊離炭酸（CO2）　……・・…・・……・・…・…・・0．002196

、

P

3．295



’

穐

＼
熱 海 温 泉　（湘の湯）

　　　　　　所在地　店回縣熱海市伊豆山字坂西5319番地
　　　　　　試験年月　　　　口召ヲ租　ユ3　年6　月　（東京）

　　　　　　性　　状　　殆と無色澄明にして微弱酸性反癒を呈す
　　　　　．　　　　　　　　　pll　5．60（18，0キソヒド．ロソ電池法）

　　　　源泉温度　　62。
　　　　上ヒ　　　　重　　　　1．001　　　　（150）

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（Cゴ）……

　　　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（Ar”）・・

（憎憎麦鯉織隠や）

　　　　　　・　ミリ控ン1誓u朔・

0．02457．　　0．6284　　　　0．6284

0．3050　　13．26　　　　13．26

0．2614　　　6．525　　　13．05

0．01358　　　0．5585　　　1。117

0．001049　　0．01879　　0．03757

0．002811　　0．iO37　　　　0，3112

．＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　湧　出動ヒ　糸勺　　936　hl　（24時r甘！）

　　蒸獲残Z査…　．　1。875g　（1kg中）

塵類表（本震水は其集威に於て1kg　l11次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28。40

アニオン
　クロ霞ルイオソ（C1’）………　0．3958　11．16　　11．16

　硫酸イオン（so4”）……．・・…　0．7774　8．090　16．18
　とドロ芳乏酸イオン（HCO3ノ）…　0．06493　　ユ．064　　　1．064

　　　　　　　　　　’　　　　　　ユ．847　　　41．41　　　　28。40

　毛朋酸（メタ）（IIBO2）・………　0．005394　0．1231
　』珪酸（ぞタ）（正12SiO3）　　…　。・・。・　0．0531　　　0．6801L

　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．905　　　42。21

　其　他　　マどギノ及硝酸イオン並遊離硫酸　各痕跡

　　　泉質　食堅含有石蕾性苦喋泉に閥す

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…　0．04685

ク．ロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．6157’．’

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・…・∴…0，1938

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・……・・0。8883

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・……　…1・0．005442

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．07512　　　“

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・・一〇．003341

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・…・・…0．01776

石州酸（メタ）　（HBO2）　…　…・・…。・……・・」・・0．005394

珪酸（メタ）（H2Sio3）…・・…；……一・∵・0。0531、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．905

．、

伊 東 温 泉

カチオン

　　　　　　所　在　地　　静岡縣田方郡伊東町松原字中島86番地め6

　　　　　　試験年月　　昭和4年2月（東京）
　　　　　　性　　　状　　無色澄明にして坐込を有し微弱アルカリ性反懸を呈す
　　　　源泉澱　　　、450』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧・出．霞ヒ　約　　314h1　（24時！蹟】）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　上ヒ　　　　軍　　　　1．002　　　　　（150）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸稜残渣

イオン表（本二水1kg中に含有する各三分及其量次の如し）　　塵類表

9

カリウムイオン’（K●）　………　0．0293

ナトリウムイオン（Na嶋）……1．0106

カルチウムイオソ（Ca”）……　0．1106

マグネシウムイオン（Mg．．）…　0．0751

フェロイ凶日ン（Fe’．）…・・・・・・…　0．0001

．アルミニウムイオン（Arつ…　0．0002

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）………　1．5841

　硫酸イォソ（SO4”）……・…・・0；5112

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）…　　0。0668

ミリイオン及　　≡リヴアル
ミ　リ　モル

0．7494

43．9392

2．7602

3．088

0．0018

・0，0111

0．7494

43．9392

5．5203

6。176

0．0036

0．0221

56．4106

44．6729　　44．6729

5．3212　　　10．6423

1．0954　　　1．0954

珪酸（メタ）（II2SiO3）・………・・　0．0655　　0。8389

56．4106

　　　　　　　　　　　　　　．3．4535
　遊離炭酸（CO2）………・・…　…・　0。0197

　3．479（1kg中）
（本鑛水は其門門に於て1kg中次の自分を含有する溶液に概略相旧す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　’
クロールカリウム（KC1）　一……・…・…0．0559

クロールナトリウム（NaC1）…i……一・2．5678

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……一・・……0．0011　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　」硫酸カルチウム（CaSO4）……・・………0。3758

硫酸マグネシウム（MgSO4）　・・…………，0．3061

：重羨酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0799
重淡酸亜酸イヒ鐵（］Fe（甚ICO3）2〕　・・・・・・…　。・・　0．0003

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕・…∵……0．0013

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・…・…・…三…0．0655

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。4535
婁佐離炭酸（CO2）　・・，。……」・∴・……・…・・…　0．0197

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．4734

102。4781

　0．4477

泉　　質

　　　　3．4732　　τ02．9258

弱食瞳泉に燭す　　　へ

’
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ノ ’　－

、

カチオン

　　　　　　駈在　地
　　　　　　試験年刀
　　　　　　性　　　状

　　　　源泉温度　　43。

　　　　比　　殖

．イオン表

伊 『東：ノ温’ 泉

静岡縣田方郡伊束町湯川横磯538番地の6

昭和9年3月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反照を呈す
pll　7．57（180，キソヒドロソ電池法）、

　　　　　　　　　　　　　　湧出趾約
　　　0。9999　　　　（150）

（本丁水1kg中ば査有する各成分及其最次の如し　・）

　　　　　　　・　…り残瀦

カリウムイオン（K’）　…・…・・

ナトリウムイオン（Na●）……

カルチウムイオソ（Ca6●）一・…

》グネシウムイォソ（Mg●●）…

、ラェロイオソ（Fげつ・・………・

アルミニウムイォソ（A1’●●）…

アニオン
　・クロールイォ・ン（C1，）　・・＿＿．

　．｛流酸イオン（SO→”）　・………・・

　ヒドロ炭酸イオン（尾ICO3ノ）…

0．002814

0．1392

0．07595

0．01835

0．000336

0．009286

0．1692

0．3512

0．02325

…リヴアル

0．0720　　　0，0720

6．052　　　　6．052

1．896　　　　3，791

0。7545　　　1。509

0．006015　　0．01203

0．3427　　　1．028

12．46

4．772　　　　4．772

3．656　　　　　7．311

0．3811　　　0．311

0．7895　　　17．93　　　　12146

0．1978　　　2．536

　　蒸獲残渣

塵類表

灘｛酸（メタ）（H2Sio3）・・……・…

　　　　　　　　　　　　　、遊離炭酸（CO2）一一・・一…・

泉　　質

　25920　hl　（24時聞）

0。9620　9　で1　kg　rl『1）

喝

（即時水は共集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相興す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曙　，

クロールカリウム（KCI）　……………二・・0．005368

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・0。2747
硫酸ナトリウム（N・，SO、）・｝…一一・・0．09609

硫酸カルチウム（CaSq）…・一・……∵0．2580

硫酸マグネシウム（MgSO4）…・…r……0．06862　・

：電淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0270

冤1淡酸亘E酸イヒ鐵〔Fc（IICO3）2〕　・…・…・…　0，001067』

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…　0．05861

f衰酸（メタ）（112～；io3）………・・………・…0．1978

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。9873
遊離炭酸（CO2）　…・…・…・……・…・・……　0，00557

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9929「

0．9873　　　20．47

0．00557　　　0．09283

0．99ゴ9　　　20．56

輩純温泉に島す

◎

●

、

所　在　地

試験年月
性　　　状

伊

　　　　　　　・　泌線温度　　　 530

　　　　　　　　上ヒ　　　　 霞　　　　1・0　　　　　　（150）

　　　　イオン表1

カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K’）　・・……・10．009584

　ナト．リウムイオソ（Na●）……0．1428

　カ．ルチウムイオ’ン（Ca●●）……　0。04794

　・マグネシウムイ矛ソ（Mg．●）…　0．006574

　フエロイオソ（Fe。．）…………　0．000896

　アルミニウムイオン（A1’”）…．・0．01701

束 温 泉

静岡縣田方郡伊東町岡掌下森556番地の4

昭和9年8月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
pll　7．82’ i18，0キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出」走　約

（本三水1kg中に含有する各威分及其jLヒ突の如し）

アニオン
　クロールイ’オ・ソ（CI’）　…一一・・

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドr重淡酸イオ・ソ（HCO3ノ）昂

・O．0935

0．3564

0．0761

璽リイオン及
竃　リ　モ　ル

0。2451

6．209

1．197

0．2703

0．01605

0．6277

璽リヴアル

0．245ユ

6．209’

2．ミ93

0．5406

0．03209

1．883

11．30

・　2．637　　　　2．637

　3．710．　　　7．420

　・1．246　　　　1．246

0．7507　　　16。16　　　　11．30

0，0665　　　0．8517

　　　　　　　　　1828　　h1　（24　紺凹目1）

　　蒸螢残乏査i　　　O．69　（1kg中）　．

鵬衷（本刷水は共集成に於て1’kg’巾…欠の成分を含有する溶液に概略相幽す）

．ヨi圭誰～（メタ）（H2Sio3）鱒・・・・・・・…

　　　　　　　
遊離淡酸（CO2）……・一・・……

　　　　　　　、

　　．泉　　質

0．8173　　　17．01

0．00212　0．04818

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・・・……………　0．01827

クロールナトリウム（NaC1）…・………・・0．1398

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・・…0．2712
　　　　　　　　　　　　　　　ド硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・…・0．1171

：重淡酸カルチウム〔（気（HCO3）2〕・…ポ・…0．05455

軍炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・∴・・0．03956

重炭酸亜酸イヒ鍛〔Fe（HCO3）2〕　。・・L・…・…　0．002854

硫酸アルミニウム〔A』（SO4）3〕…………　0．1075

二二（メタ）（H2Sio3）……。…・…・・……・・0。00665

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。8173
遊離炭酸（CO2）　……∴。…・・L・しら…∴……　0．00212

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8194

　　　　　噛　　　　軍

0．8194’ @17．06

輩純温泉に属す
’

108



9

’．宇㍉佐　美．

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　9　　性　　　状
　　　　　　　　源泉温度　50．5。

　　　　　　　　上ヒ　　　　重　　0．9992　（150）

　　　　イオン表　（本二水1kg申に含有する各州分及其量亥の如し）．

カチオン　　　　　　’9　　　　’9．』，．ミ∀慧雫

　．カリウムイオン（K●）　・…・…・」0．0015　　0．0384

　ナトリウ去イオン（Na●）・一・0．0225・　0．9783

　カルチウムイオン（Ca”）・・吃…　0。6136　　03394

　、マグネシウムイオン（Mg●’）…　0．0055．　0．2262

　．フェロイオン（Fe”）…………　0．0003　　0．0504

　・アルミニウムイオン（A1…）…　0．0004　　0．0148

　　　　　　　　　　　　　温

静岡縣田方郡宇佐美村字大山35Q3番地

昭和4年12月（東京）

．泉、

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧出量

ミリヴアル

0．03S4

0，9783

0．6788

0。4523

0．0107

0．0443

ア一円’ン　　　　　　　　　　、

　．クロールイオン（C1’）………　0．0067

　硫酸イオン（SO4”）∵・………・0．0614

　芳乏酸イナソ（CO3”〉・・……・…　0．0057，

　．ヒドロ淡酸イオン（HCO3，）…　0．0119

　；水酸イオン（qH，）・…・……・…　0．0059

　　　　　　　糸勺　　1350　hl　（24　時間）

　　　蒸董斐残渣　0。17g（1kgl＝11）「

騒表（本鑛水は其集成に於て1k霧中次の成分を含有する溶液に概略相晒す）

2．2028

0ユ889　　0．1889

0．6391　　　1．2782

0．0958　　　0。1916

0．1944　　0．1944

0．3497　　　0．3497

0．1354　　　3。1154　　　2．2028

0．0463　　　0．5930

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
ク．ロールカリウム（KCI）　・・…乙…………’．0。0026

クロールナトリウム（NaCI）一………・0．0088／

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．…・…・…・…・0・0588

硫酸カルチウム（CaSO4）．……一？……・0．0276

重炭酸カルチウム〔C3（HCO3）2〕………0．0149

疾酸カルチウム（CaCO3）　…………・…0．0045

巖酸マグネシウム・（M窪CO3）・・…・…・ゐ…0．00窪3

：水酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕・……・・0．0102

重炭酸亜酸化鐡⊂Fe（IICO3）2〕　・…・・……　．0．0010．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・一……・・0．0025

珪酸（メタ）（「12Sio3）・………・…・…・・…・0．0463

　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　’　0．1815

珪酸（メタ）（H2Sio3）………

泉　　質

　　　　0．1817　　3．7084
　　　‘
輩純温泉に属す

、

●

、

　　　　比

イオン表』

土 肥 温 泉

　　所在地　静岡縣田方郡土肥村土肥148番地の3
　　言弍験4｝二∫1　　目三和64葬8月（東京）

　　性状無色澄明にして微弱ア～レカリ性反懸を呈す
　　　　　　σ　　　p1｛7。50　（＝180，　キンヒ　ドロン電池澄ヒ）

源泉温度　』52．2。　　　　　　　　　　・　　湧出藍約　414h1（24時間）
　　　重　 1．0005　 （150）　　　　　　　　蒸獲残1査　 1．31g（1　kgrや）

　　（本三水1kg中に含有ナる野川分一四脚次の如し）　塵類表

カチオン

　カゴウムイオソ（K●）
　　　、

ナトリウムイオン（Na。）……

カルチウムイオン（Ca”）・…・・

マグネシウ．ムイォ．ソ（Mg”）…

フェ戸．イオン（Feつ……・…∵

アルミニウムイォソ（A1。。●）＿

9

．0．0024

0．1343

0．2343

0．0188・

0．0002

0．0022

アニオン．　、
　クロールイオン（C1ノ）　｝……・　0．1825

　硫酸イォソ（SO4”）…………　0．6597

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…0．0312

モリイオン及
璽　リ　モル

0．0614

5．8391

5，8473

0．7731

0．0036

0．0812

iリヴアル’

0．0614．

5．8391

重1．6945

1。5461

0．0072

0．2435

5．1466

6．8669

0．5114

19．3918

　5．1466

13．7338

　0．5114

　　　　　　　　　　　　　　1。2656　　　25．1306　　　19．3918

珪酸（メタ）（H2S重03）　………　0．0457　　0．5853

　　　　　　　　　　　　　　1．3113　　　25．7159

旧離炭酸（CO2）・・…・・……・・…　　0．0015　　　0．0341

　　　　　　　　　　　　　　1．3128　　　25．7500

　　泉質　石膏性苦味泉に賜す

（轟轟騎霧職両論欝の）

　　　　　　　　　　　　　　　9

ク．ロールカリウム（KCi）　｛…………・・0，0046

クロールナトリウム（NaC1）一………・・0．2973

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……………・・0．0536

硫酸カルチウム（CaSO｛）・…………・……兜0．7960

．硫酸マグネシウム（MgSO4＞・…一…・・∴0．0627’

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0369

重」炎酸亜1酸イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　・・…・…　。・0，0006’

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・・∵…　0．0139

珪酸（メタ）（H2Sξ03）…………・・………0．0457・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3U3
遊離炭酸（CO2’　…・…・…・………・……0．0015

　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠1．31コ8

’

、

109＿



所在　地
試瞼年月
性　　　状

　　　　　　　　源泉此度

　　　　　　　　」・ヒ　重
　　　　　　　　　　膠1
　　　　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●）…・

　カルチウムイオソ（Ca’●）…・

　マグネシウムイオン（M9’●）・

　フェロイオン（Fe●●）…・……

＼アルミニウムイオン（A1…）・

船 原

（本鑛水1kg中に含有ナる二二分国共鼠次の如し）

温 泉

　　　静岡縣田方郡中狩野村大字．上船原字道方畑470番地の1

　　　昭和7年2月（東京）　　　、
　　　無色涯明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

　　　PH　7．12（18，。キンヒドロン電池法）

49．7。　　　　　　　湧出彙約2592h1（24時間）
1。0　　　（150）　　　　●　　　　　　　　　　　　　蒸護幾芝在　　　1．10　g　（1kg中）

　　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　　　9
・。@0，0022
・・@0，2779
・・ @　0曝0850

…　　0．0055

・・ O10002

・・ @0．0025

アニオン
・クロールイオン（C1ノ）・・…・…

．五北責菱イオン（SO4’ノ）　…………

　ヒドロ茨賀愛イオン（11CO3’）…

9

　棚酸（メタ）（UBO2）……・…∴

　王｛i酸（メダ）（F了2Sio3）一・…∴

1リ4難更リヴ・ル

0．0563　　　　0．0563

ユ2．0826　　12。0826

2。1213　　　　4．2426

0．2262　　　　0．4523

0．0036　　　0り0072

0．0923　、　0．2768．

17．1178

遊離炭酸（CO2）………・・・……

0．1766　　　4．9803　　　4．9803

0．5029　　　5．2348　　10，4695

0．1017　　　　1．668　　　　1．668

1．1545　　　26．4654　　　ユ7．1178

0．0080　　　0。1826

0．0366　　　0．4688

1。1991　　　27。1168

0．0010　　　　0．0227

　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2001　　27．1395

・泉　　質　，．　芒硝性苦味泉に麟す・
　　　　　　　　＼

　　　　　（本二水は共集成に於て1kg中次の四分を含有する溶液に概略翌翌す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・………・…・…　0．0042

クロールナトリウム（NaCl）…・…・・……　0．2879

硫酸ナトリウム（Na2SO4）．・一…」・…　…0．5085．

硫酸カルチウム（CaS（》4）　・・…・……・一・0．2065

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0。0979

＝E淡白マグネシウム〔Mg（llCO3）9〕…・・0．0331

：重炭酸亜駿イヒ錫～⊂Fe（HCO3）2〕　・・……・…　0．0006

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……・・…；0．0158

棚倉～（メタ）（IIBO2）・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・…　0．0080

王ll百麩（メタ）（H2F；io3）・・…・・・・・・…　…・・・・…　0．0366

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1991

遊離炭酸（CO2）　………・…・……・………0．0010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2001

／ 所在　地
試験年月
性　　　状

浸颪泉温度　　　　52．5

比　　：軍　　ユ●0

イオン表＊ ~呼樋魚船D
カチオン

　カリウムイオン（K●）………
、ナトリ、ウムイオソ（Na’）……

　カルチウムイオン（Ca●●）・・…・

　々グネシウムイオソ（Mgつ・・

　フェ冒．イオン（Fe●つ…・・…・…

　アルミニウムイオン（A1…）…

・船　原　温　泉
　識岡縣田方郡中狩野村字上船原字道方畑470番地
　”召禾ロユ0｛∫1ζ5∫」（東京）

　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
　pll　7．60（臨地，180，比色君＝），且II　7．52（180，キソヒドロソ電池法）．

　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　孟t　　（器械揚水）糸目1166　hl　（24　ドむ・艮ID

　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　・　涛莫獲残乏査i　　　O．985　g　（1　kg　「11）

　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　上ヒ、R茸慕型芝　　　0．001975　　　（180）

　　　　　　　　　　　　監類表（欝盤翻i器篠蘇霜蕃）

　　・　1リ穐鍵Uヴアル
0．003698　　0．09458　　　0．09458

0．2628　　11．43　　　　11．43

0．06432　　1．605　　　　3．210

0．001005　　0．04133　　　0．08265

0．001533　　0．02746　　　0．05491

0．000424　　0．01565　　　0。04694

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．92
、

　．アニオ’ン　●

　　　クロールイオン（Cl，）・・…・…　0．1808　　5．099　　　5．099

　　　硫酸イォソ（SO4”）…一一…　0．4625　4．914　　9．628
・　　　ヒドロ芳ミ酸イオ・ソ（HCO3’）’・・　0．01172　　0．1921　　0，1921

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9888　　　23．32　　　　14．92

　　　硯月百箆（メタ）（HBO2）……・…・・　0．00128　　0．0293

　　　王圭酸（メ　タ）（H2Sio3）　　…　い・…　　0．03843　　　0，4922

　　　　　　　　　　　　　　　　1．029　　　23．84
　　　　　：瓦斯（28。，759．5mm）11中の含量：窒素（N；2）1000　cc

　　　　　其　　他　　　　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸　各痕跡

　　　　’泉　　質・　　芒硝性苦味泉に馴す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110

クロールカリウム（KCi）　・…A…・・…・…　0．007052

クロールナトリウム（NaC1）…………・・0。2926

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・………・・0．4565

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・一・0，2148

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．004418

重羨酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．006048

霊炭酸亜酸化鐵〔Fe（1【CO3）2〕　・……・…・層0。004883

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕・…・……　0。002679

棚酸（メタ）（IIBO2）…………・…・……・…0．00128

王1i霞菱（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。0．03843

　　　　　　　　　　　　　　　　・　1．029

ら



、

∂

2 、 船 原一’温

イオン表＊ i本呼水1kg中に含有する各威分及其量次の如し）

ノ

泉（香玉め謝

　　所在地 艀岡縣田方郡中膜野村字上船原湯之李5U番地’

　　試瞼年月　　昭和10年5月（東京）．
　　性　　　状、無色澄明にして微弱アルカリ性弓懸を呈す　．．
　　　　　　　　pH　7．70（臨地，18，0上ヒ色法），pH　7．86（180，キンヒドロン電池法）
源泉温度　　45『　　　　　　　　　　　一　　　湧出量　「器械揚；水）約　1944h1（24時間）
比・重　　1．0　　（150）　　　　　　　　　　蒸獲残盗　　0．7829（1kg中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上ヒ電Σ尊；度　　　　0．001774　（180）
　　　　　　　　　　　　　　　　、竪類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の両分を含有する溶液に概略相當す）・・

カチオン
　カリウムイオン（κ）…・…

　1ナトリウムイォソ（Naり…．

　カルチウムイオソ（Ca．’）…・

　マグネシウムイオン（Mg”）・・

　7エロイオン（Fe’つ………・

　アルミニウムイオン（Ar●．）・

ア昌オン　　　　．　ノ
　クロールイオン（CI’）・・・・…

　硫酸イオン（SO4ノ今　……・…

　ヒドロ淡酸イォソ（HCO3ノ）・

　　　　g　l”穐ン第
・・ @0．000965　‘0．02468

・・ @0．2057　　　8．943

・。 @　0．04517　　　1．128

・　　0。000262　　0．01078

輔　　0。000838　　0．01501

。・ @0。00053　　　0．01956

iリヴアル

0．02468

8，943

2．255

0．02155

0．03001

0．05867

，・ @　0。1188　　　　39350

。・ @0．3473　　　3．615

・・ @0．04594　　0．7529

11．33

3．350

7．230

0．7529

醐酸（メタ）（IlgO2）…

珪酸（メタ）（【12Sio3）　・

17．86　　　　11．33

0．01826

0．4324

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC丑）　・…………・・…　0．00184

ク・一ルナトジウム（N・C1）………・一〇・1944＼．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…・…・……0．3990

硫酸カルチウム（CaSO4）…・………・・…・・0・1058

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．05684

重炭酸アグネシウムrMg（IICO3）2〕……．0．0015ブ7

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2）・・…・……0．002669

硫酸アルミニウム⊂A12（SO4）3〕…・・…・ボ・0．003348

這出（メタ（（IIBO2）………：……・…∵…・0．0008

珪酸（メタ）（1巧Sio3）　……・・…・…………0．03376

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8001
　　　　0。7655

’・’・●… @0．0008
・。・… @◎・／0。03376

　　　’
0．8001　18・31

瓦斯（28，。754．5mm）11中の含量窒素（N2）970cc，酸素（02）30　cc

≡其他　　ヒドロ燐酸イオン及享佐離炭酸　各痕跡

　　泉質　輩純温泉に冠す

船
祈　在地
・言弍　駿　61三　∫」

性　　　状

源泉涯［度’ @　3go
比　　重　　1．0’

原

イオン表＊ i本州水1kg中に含有する各放分献血量次の如し）

カチオン

　カリウムイオン（Kり）…・…

　ナトゾウムイオン（Na’）…・

　カルチウムイオソ（Ca●’）・…

　マグネシウムイオン（Mgつ・

　フエロイオソ（Feつ…・……

　アルミニウムイオン（A1…）・

ア昌才ン
クロールイオン（Cエノ）．。．．＿

硫酸イオン（SO4”）　………；

ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）．

温 泉偲比翻）
艀岡縣田方郡中狩野村字上船原：澤尻．舐8番地

昭和10年5月（東京）
無色澄明にして微弱酸性反回を呈しペンチ“ン三鷹著明なり
pH　6．40（臨地，18，。比色脚。pII　7．35‘18，“キソヒドロン慨池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出最約168。5h1（24時間）
（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残迂査　　　　0．485　9，（1　kg　r戸）

　　　　　　　　　　　　　上ヒ電導度　　　　0．000947　（180）

　　　　　　　　　　　騒類表

9　鍔㌢勇ミリヴアル
。・’

@0。001286　　0．03289

・・ @0。09738　　4，234
・・ @　0。04517　　　1。128

・・ @0．000218　　0．008965

・・@0．006613　　0．1185

・・@0，000488　0．0エ801

0．03289

4．234

2．255

0．01793

0．2370

0．05402

・・ @　0。05309　　　1．497

・・． O．2230　　　2321

・・ @0．04221　　　0。6918

6。831

．工。497

4．642

0．6918

　　　　　　　　　　　　　0．4695
瑚酸（メタ）（HBO2）…………　0．00192

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・　0．02701

10．05　　　　6。831

0．04382

0．3451
〆

　　　　　　　　　　　　　0．4984　　10。44
遊離炭酸（CO2）・。・・・・・・・・・・・・・…　　　0．01647　　　0．3743

ノ

（欝盤鞭羅醸欝の〉

クロールカリウム（KC1）　…・・……・・…0．002452

クロールナトリウム（NaCI）…・………・・0。08559

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・・’・…・……・0．1968

硫酸カルチウム（CaSO4）………………・・0．1238．’

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0。035419

：面喰i酸マグネシウム〔Mg（HCO3）雪〕・・…・0．001312

：重渉1酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…………　0．02108

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………0．003083

翻酸（メタ）（IIBO2）……・…・……………・0．00192

珪酸（メ・タ）（II2Sio3）　。。・・…　9・・・・・・・・・・・・・…　　0。02701

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4984
進離炭酸（CO2）　・∵…・…・・…・一・………・0．016479’

　　　　　　　　　　　　　　　　　’0．5149

　　　　　　　　　　　　　　0。5149　　　10．81
・瓦斯（28・。754・5mm）1h｛・の含量．窒素（N，）960・・，酸素（0，）31・c

　其他　ヒドロ燐酸及マンガノイオン各痕跡　　　　、
　　　泉　　質　　　　軍純温泉に臥す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一エ11＿

、

、



’

／ 所在地
試験年月
性　　　状

源泉温度

比　　置

士口 奈 温 泉陳あ渤
　　　艀岡縣田方郡上狩野村吉奈温泉の本104番地のゴ

　　　昭和10，年5月（策京）

　　　無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す　　　　　　　　　．

　　　pH　7．80（臨地，18。，比色法），pll　7。87（180，キンヒドロン電池法）

52・50 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湧　出量、添勺　　295　1湾1　　（24時間）

1。0　　（15。）　　　　　　　　　　　蒸獲残盗　　0．915g（1　kg中）　、

　　　　　　　　　　　　　　　　／ヒ電Σ一度　　　　0．001661　　（180）

　　　　材ン妻（本鑛水1kg巾に含有する各成分及共飛次の如し）

カチオン
’カリウムイオン（1ぐ）………

　ナ，トリ．ウムイオソ（Na●）……

　カルチウムイオ・ン（（『バ）……

　マグネジウムイオソ（Mgつ…
’フエロイオソ（Fビ）…・…・…・

　アルミニウムィォソ（A1…）＿

　　‘　ドヂ紮ン発　璽リヴアル

0．001661　　0。04248　　0．04248

0．2136　　　9．237　　　　9287

0．04831　　1．206　　　　2．412

0．000786　　0．03232　　　0．06464

0．001375　　0．02463　　0．04926

0．000213　　0．00786　　　0．02358

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．88
アニオン

　クロールイオ・ソ（C1’）………　0．07397　2．086．　2．OS6

　硫茸至～イオン（SO弔”，　・・・・・…　。…　　0．2547　　　2．651　　　5．302

　ヒドロ炭酸イォソ（旺CO♂）…　q2四Ω＿廻？‡＿窪詮？1＿

　　　　　　　　　　　　　　0。8686　　　19．83　　　　11．88

　棚酸（メタXIIBO2）…・…・…・　0．000384　．0008763

　f監酸（メタ〉（H2Sio3）………　0．0792　　1。014

　　　　　　　　　　　　　　0．9482　　　20．85

共　他　ヒドロ燐酸イオン及蓮離淡酸　各痕跡

泉　　質 ．軍純温泉に属す

塵類表（本二水は其集威に於て1kg中次の二分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
コ口ールカリウム（KC1）　・・・…一…・・…0．003167

クロールナトリウム（Naq）・・∴一…・…01195

．硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．3750

：重炭酸ナトリウム（NaIICO3）　…・……・0．1650

距炭酸カルチウム〔Ca（【ICO3）2〕………0．1955

7E炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕……0，00473

霜炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・………・0．004381

硫酸アルミニウム〔A12（SO∂3〕・・…・……　0．001346

醐酸（メタ）（11BO2）……・・…・…∴…～……0。000384

王｝1酸（メタ）‘H2Sio3）………・・………・…0．0792

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9482

　　所　在　地

　．試i瞼年月
　　性　　　状
　　　　　　　」

源泉濃度　　51。

」・ヒ　置　　1．0

士、
口 奈

材ン表＊ �B門門翻る）
カチオン
　カリウムイォソ（K’）　＿．＿

　ナトリウムイオン（Na’）・…

　カルチウムイオソ（Ca”）・…

　マグネシウムイオン（Mg●．）・

、フェロイォソ（Fe鱒）＿＿．．＿

　「アルミニウムイォソ（A1…）・

温 泉（媛の湯）

静岡縣田方郡上狩野村吉奈源泉の本101番地の2

昭和10年5刀（：東京）

無色澄明にして徹弱アルカリ性反懸を呈す
p117．8吐1　（臨1也，180，」七色沙ξ），pU　7。75　（180，キン’ヒ　ドロン｛置池法）

　　　　　　　　　　　　　湧禺飛約　155h1（24時間）
（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残Z査i　　　O．82g　（1　kgr打1）　層

　　　　　　　　　　　　　∫’ヒ電導度　　0．001514　（18‘）

　　　　　　　　　　　塵類表

　　　　・　1リヂ碧ε

・・ @0．005897　　0．1508

－　　0．1986　　　8．635

・・ @0。04302　　：正．074

・・ @0，000437　0．01797

・　　0．000782　　0。01401

・・ @　0．000255　　0．00941

竜リヴアル

0．1508

8．635

2．148

0．03594

0，02SO2

0，02823

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．03
アニオン

　クロールイオン（Cl，）………　0．06086　1．716　　L716

・硫酸イォソ（SO4”）　…………　 0．4002　　4，166　　　8，332

　．ヒドロ宏酸イオ・ン（IICO3ノ）…　 0．05967　　09780　　019780

　　　　　　　　　　　　　　0．7697　　16．76　　　　ユLO3
　硯腋変（メタ）（HBO2）…………．0。OqO384　0．008763

　灘看金（メタ）（II2SiO3）　………　0．06881　0．8813

　　　　　　　　　　　　　　0．8389　　　17．65

瓦斯（27。，758mm）11中の含量　窒素（N2）1000cc，

典他　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸各痕跡　　　1
　　．泉　・質　　　　輩純温泉に属す

（本鑛水は其上威に於て1kg中次の四分を含有する溶液に概略相田す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロ殉ルカリウム（KCI）　・…・……・……　0．01124

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・0．0915

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・一・……0．5022

硫酸カルチウム（CaSq）・一・一・…・…0．0840

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0．07407

鰍酸マグネシウム〔Mg（IIρ0、），＝……6．00263

匝淡酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕・……・・…0．002492

硫酸アルミ」ウム〔A12（SO4）3〕・……・・…　0。001611　層

回議（メタ）（HBO2）………一・9……：・……0．000384

f若酸（メタ）（II2S：03）…・……・・…………0．0688ユ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8389

◎

／
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　　　　’　　7

　　　　　　　　　吉r．奈　温♂泉傍泉の湯）　・

　　　　　　　　　　　　　　　／
　　所　在　地　　静岡縣田方郡上狩野村吉奈古摩久保165、番地

　　試験年月　昭和10年5月（東京）　　　　　　．　　　　　’
　　性　　　状　　無色澄明にして微弱アルカリ性反鷹を呈す
　　　　　　　　　pII　790（臨土也，180，」七色沿｝），pH　7．85（180，キンヒドロン電池沙ξ）’　　／

沙豆；泉環度　　　　47．50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を勇　　出　　量　　（暑艮械揚水ン糸勺　155与　hl　．（24　F苛犀罰）

上ヒ　　　重　　1．0．（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　σ．65　9　（1　kg中）　　．　　　　　　　　　㌦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」七電三尊；度　　0．001230　　（180）

材ン表ド（本命水ゴkg中に含有する各成分丁丁量次の如し〉

カチオン
　ガリウムイオン（K’）・・…・・

　ナトリウムイォソ（Na●）＿．

　カルチウムイオソ（Caつ・…

　マグネシウムイオン（Mg’つ・

　フェロイオン（Fじ’り・・¶……

　アルミニウムイオン（A1…）・

　　　、　茎リヂ撃1書

・・ @　0．001608　　0。04113

・・ @　0．1632　　　　7．096

・・ @0。031590　　0．7890

・・ @　0．000699　　0．02847

・・@0．000782　　0．01401

・・ @　0。000467　　0．0172

ア昌オン　　　・　　　　1

　クロールイオン（CF）……・・

　硫酸イオン（SO4ノつ　…：・・……

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3つ・・

圏類表
ミリヴアル

0．04113

7．096

1．578

0．05748

0．02802

0．0516　’

0．05136

0．3115

0．0562．

8．852

1．448　　　1。448

3．243　　　　6．486

0．918　　　0．918

　　　　　　　　　　　　　　0．6174　　13．60　　　　　8．852
　　　　　　　　　　　　　　　　　　硯月酸（メタ）（nBO2）…………　01000352　0．008033

紫1ξ酸（メタ）（H2SiO3）　・・・・・・…　　0．06543　　0．8380

　　　　　　　　　　　　　0．6832　　　14．45

瓦斯（27。，758mm）11rllの含量　窒素（N2）．1000cc．

其　他　ヒドロ燐酸イオン及進離炭酸　各痕跡，

（本鑛永は其集成に於て1kg巾次の仕分を含有する溶液に概略相當す）．

　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　．

クロールカリウム（KCI）　…・…・・………　0．003067

クロールナトリウム（NaC1）……一…・・0。08225
硫酸ナトリウム（Na2SO4）『’………・…・…・0．4042・・

硫酸カルチウム（CaSO4）……・…・・………0．05073

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………0．06748

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3＞2〕……0．004206

置炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…・……・・0．002492

硫酸アルミニウム〔A12（SOl）3〕・・一∴・・0，002945

石西酸（メタ）（HBO2）・…　…・・…・・……・・脇・・0．000352

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・…………・0．006543

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6832　・

層泉　　質 輩純温泉に矯す

七
口 奈 温 泉㈱永の謝

所在　地
回旧年刀
性　　　状

　　　　イオン表

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●’）…

　フェロイオン（Fe’．）…・・1……

　アルミ』ウムイオン（Ar’つ…

静岡縣田方郡上狩野村吉奈温泉の本100番地の2

11召和10年5月（東京）　　　　　　ド
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す
pll　7．80（臨地，180，比色法），pII　755（18．oキソヒドロン電池法）

源泉涯1度　　47．0。

王ヒ　　　　重’　　　1．0　．　　（150）

＊（本漏水1k疋中に含有する各成分及其量次の如し）

　　　　　　　●9　ミリ廷湧

　　　　　　　0．005894　　0．1508

　　　　　　　0．1746　　　7。591

　　　　　　　0．03745　　　0．9350　、

　　　　　　　0．000961　，0．03952

　　　　　　　0．000558　　0．010

　　　　　　　0．000319　0．01177

ミリヴアル

0．1508

7．591

1．870

0．07904

0．020

0．03531

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．746
ア亭オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　クロールイオン（CI’）　……・・　0．06348　1．790　　ユ．790

　硫酸イオン‘SO4”）…………　0．3518　　3．662　　7．324

　ヒドロ炭酸イオ・ン（IICO3’）…　0こ03877　0．6322　　0．6322

　　　　　　　　　　　　　　0．6737　　　14．82　　　　　9．746

　ξ朋酸（メタ）（HBO2）…………　 0．000384　0。008763

　珪酸（メ多1）（II2SiO3）　………　 0．0644　　0．8248

　　　　　　　　　　　　　　0．7385　　　15．65

　瓦斯（28。，759．5mm）1i中の含量・窒素（N2）1000cc．

典　他　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸各痕跡
　　　泉　　質　　　　域純温泉に届す

　湧　且玉　最　　幕勺　　259　h1　（24時間）

　上ヒ「細論　　0．001356　　（180）

塵類表（本耐水は其集成に於て1k9中次の同坐を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）………………　0．01138　　剛．

クロールナトリウム（NaCl）……一…・・’0。09582

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・一・一・0．4227

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・………・…・0．0910．

：亟炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・∵・・0．0432

：亟淡酸マグネシウム〔Mg（HCOs）2〕……0．005783
重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕　・・・・…　一…　　0．001779

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…・・…・・0。002015

醐酸（メタ）（IIBO2）……・………・……・…0．000384

瑳酸（メタ）（II2Sio3）・・…・………………0．0644

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7385　，
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’

吉　　奈　　温　　泉（元湯）

‘

所在地
獣瞼年乃
性　　　三

聖岡縣田方郡上狩野村字吉奈98番地　・
口召矛010‘群7　ノ」　（東京）

無色澄明にして微粥アルカリ性反慰を呈す
PI【7．80（臨地，18。，比色法），pll　7．76（18。，キスヒドロン電池法）

源泉、涯L度　　　　3go

上ヒ　　　電　　　　工℃　　　　（150）　’

　　　　　　　　　＊　　　　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’）……・

　カルチウムイオソ（Cゴ）……

　マグネシウムイオン（Mぎつ・。

　ソェロイオソ（Fe．つ。…・……・

　アルミニウムイオン（A1…）…

（本鑛永1kg中に含有する昏放分及共五ヒ欠の如し）

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）　。・・…・・

　硫酸イオン（SO！ノ）　・………・・

　ヒドロ淡酉楚イオン（11CO3’）…

　　9
0．00394

0．1325

0．02573

0．000612

0．000299

0．000106

ヨリイオン及
ミ　リ　モル

0，1008

5．761

0．6421

0，02516

0．005355

琶リヴアル

0．100S

5．761

1．284

0．05033

0．01071

0。00391110．01173

　　　　7．219

　　i勇　出ゴ責：　話～勺　　240h1　（24時間）

　　蒸獲竺琵ヒ査i　O。48g（1kgF戸）

　　比電導度　　0。001022　　（18。）

亜類表濃紅硬鱗鷺i乏嚇総㌍）

0．04245　　　1．197　　　　1．197

0．2534　　　2．638　　　　5．275

0．04555　　　0。7466　　　0．7466

　　　　　　　　　　　　　　　0．5046　　　＝11．12　　　　　7．219
　　ζ明酸（メタ）（IIBO2）・・…　…・…　　0．00032　 0。007273

　　．『｛i弾～（メタ）（II2S三〇3）　…　，・…　。　0．03947　　0。5055

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，5444　　　11．63

　　　　瓦斯（28。，759．5mm）11中の一五t

　　　　典　他　　　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸

　　　　泉質　翼純漉泉に罵す’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・9
クロールカリウム（Kq）　…・………・・…0．007516
ク脳内ルチトリウム（NaC1）る・∴・………・0．06408

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・…一……03314

●硫酸カルチウム（CaSO4）・…………・・…0．04074

蹟炭酸カルチゥム〔Ca（IICO3）2⊃・……・・0．05556

：重炭酸マグネシウム〔M9（1ICO3）2〕……0．003683

置炭酸亜酸化錫1〔Fe（IICO3）2〕　…・……・・0．000952

硫酸アルミニウム〔A1・ 黷O・）・〕●●●’∵●’○’”0・000669

瑚酸（メタ）（IIBO2）　・　……　…………・・0。00032

．珪酸（メタ）（H2Sio3）・…・・…・・……・……003947

　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　0。5444

窒素（N3）986　cc，酸素（02）ユ4　cc

　　　　各痕跡

、

、

論難温泉（畝の湯）
所、在地
裁験年月
性　　　一

再二髭｝ミ7隠度　　　　470

1ヒ　重　　1．0

艀岡縣田方郡上記野村字古奈澱泉の本101の1番地
昭和10年7月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性の反懸を呈す
pl【7．8（臨地，18。，比色法），pll　7．85（】8，0キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　1」匹　五t　系勺　　280　h1　（24時・間）

（15。）

イオン表＊ ~灘三三賑禽就）

　カチ才ン　　　　　　　　o

　　カリウムイオン（Kつ・……・

　　ナトリウムイオン（Na．）…’

　　カルチウムイオソ（Cゴ）・…

　　マグネシウムイオン（Mg●’）・

　　フェロイオン（Fe’つ……・…・

・、
@アルミニウムィォン（Al’●’）・．

　　　9
・　　0．000965

・・ @0．1789
・・@0．03245
・。 @　0，000699

・　　0．000617

・　0．000022

アニオン

　クロρルイオン（C1つ　・……・・

　硫酸イオン（SO4”）　・………。・

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3ノ）…

1リ曲面モリ伽ヒ

0．02468　　　0．02468

7．778　　　7．778

0．8099　　　　1．620

0．02874　　　0．05748

0．01105　　　0．0221

0．000812　　0。002435

9．652

0．1167　　　3．291　　　　3．291

0．2676　　　2．785　　　　5．571

0．04823　　　0．7905　　　　0．7905

　　　　　　　　　　　　　0．6525　　16．12　　　　9．652
磯百睾（メタ）（IICO3ノ）・。・………　 0。0032　　0．07273

王1：酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．06959　’0．8913

　　　　　　　　　　　　　07253　　　17．08
　　典’　他　　　　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸　各痕跡

　　泉　　質　　　　輩純温泉に属す

114

　蒸狐残渣　　　0．655g　（1　kgrlI，

　上ヒ，τ正こゴ！角度　　　　0．001305　　（180）

麟表（本納水は其歩調に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略二二す）

　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KCI）∵……………　0．001764

クロールナトリウム（NaC1）・………・…・0．1910

硫酸ナトリウム（NagSO4）…・∵・………・・0．3952

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…………・・∴0，000402

露淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．05732

置淡酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．003153

置炭酸豆E酸イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕・…・……・0．003555

i流目アルミニウム「＝A12（Sq）3〕……・・…・0．000139

石工『i愛（メタ）（IIBO2）・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．0032

ヨ圭酉安（メタ）（II2Sio3）…・……・・…・・……・OgO695g＿

　　　　　・　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　0．7253

、



嵯 峨

＼

澤＼ 温1泉 ，

㌦
所　在　地
試験年月
性　　　｝択

湧蓑泉温度　　580

．比　　重　　1．0

静岡縣田方郡上狩野村字門野原坂下400番地の1
昭和10年5月（東京）
無色澄明にして微賜アルカリ性反懸を呈す
pll　7。70（臨地，18。，比色法），pH　7．59（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　出量　　系勺1555，h1（24時閻）
（15。）

イオン表＊ i馨翻贔籔編D
カチオン
　カリウムイオン（K●）・・………・

　ナトリウムイオン（Na’）．……

　ヵルチウムイオソ（Ca．’）…．”

　マグネシウムイォソ（Mg●’）．．。

　フェロイオン（Fざ’）・………・・

　アルミニウムイオン（A1’つ…

　　　　　　　　　　　＼
　　ア昌オン
　クロールイオン（C1つ……乙・・

硫酸イオン（so、〃プ…∴……・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

　　　　ミリイオン及．・
　9　　　ミ　リ　モ　ル

0．004663　　0．1193

0．3760　　　ユ6．35

0．1239　　　3．092

0．000262　　0．01078

0．001117　　0．02001

0．001166　　0，04303

　　　　　　　、

　　　蒸琵歪残芒査i　 1．62g（1　kg　riつ

　　　比電二度　　0．002666（■8。）
塵類表（：本四：水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相回す）

ミリヴアル

0．1193

16．’5

6．184

0．02155

0．04001

0．1291

22．84

0．1209　　　3．409　　　　3．409

0．7814　　　8．135　　　16．27

0。1931　　　　3。165　　　　3．165

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
クロールカリウム（KCI）　・…・………・…0，008895　’

クロrルナトリウム（Naα）i……・……・・0．1923

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・・…・0．9278

硫酸カルチウム（CaSO4）　………………0．2097

重炭酸カルチウム〔Ca（H903）2〕・・∵…　0・2515

重炭酸マグネシウム（Mg（HCO3）2〕……0．001577

：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・…・……・0し003558

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・，”…・…0．007368

是程酸（メタ）（HBO2）…………・・……・……0．000448

珪酸（メタ）（H2Sio3）・・………3…・∴……0。07842

　　　　　　　　　　　．　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．682

　　　　　　　　　　　　　　ユ．603　　　34．34　　　　22．84

瑚酸（メタ）（HBI）2）……・一・　0・000448　0。01022、

・珪酸（メタ）（H2Sio3）　・……・・　0．07842　1．004　．　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　1．682　　　35．35

瓦斯（28。754．5mm）11中の含量．窒素（N2）980cc，酸素（02）20　cc

其他　ヒドロ燐酸イオン及遊離炭酸各痕跡

　　泉　　質　　　．芒硝性苦味泉に禍す．

　　　へ
所在凋：地

試験年月
性　　　状

源泉温度　　69。
上ヒ　　　　重　　　　（150）

長 岡． 温 泉
静岡縣田方郡伊豆長岡町掌長岡10065番地
昭和ユ0年7月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸）を呈す
1川8．30（臨地，18，“比色法），pU　7．89（18。，キンヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出f逢　（器械揚水）．約　777h1（24時聞）

イオン表＊ i二四畿券麦舞族悪言葱）

カチオン

’カリウムイオン（K’）……・

　ナトリウムイォソ（Na’）…・

　カルチウムイオソ（Ca”）・…

　。マグネシウムイオン（Mg’つ・『

　ブェロイオソ（Feつ・…・……

　アルミニウムイオン（AI…）・

　　　・　ミリ碑纏

・・@0．000925　　0ρ02366

・・@0．2031　　8。830

・・． O．01429　　　0．35‘6

・・ @　0．000524　　0．02155

・　0．001116　　0．01999

・・ @0．・000149　　0．005498

アニオン
　クローノレイオン’（CIり　………

　硫酸イオン（SO4〃）・・…凡…・

　ヒドロ炭酸イォソ（HCO3ノ）…

ミリヴアル

0．06808　　　1．920

0．3382　　　3．519

0．03403　　．0．5578

0．02366

8．830

0．7コ33

0．04309

0．03997

0．01649

9．519

1．920

7．041

0．5578．

　　蒸竣残渣　　0．6859　（1．kg中）　　．　－’1
　　上ヒ騨度　　　　Q。001288（180）

盤類表（本鑛水は其集成に於て1kg中野の成分を含有する溶液に概略相雷す）

　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　o〆　‘

　クロールカリウム（KC1）　・………・…・…0．00184

　クロールナトリウム（NaC1）……・……・・0．1108

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・・…・………0．4179

　硫酸カルチウム（CaSO4）一……・・一・・0．07772

　重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕甲……・0．03875

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．004206

　重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　…………0．001965

　硫酸アルミニウム〔A12（SQ4）3〕…………　0．ooo941

　石朋酸（メタ）（IIBO2）…・・……・…w・・……・0．0〔｝032

　珪酸（メタ）（II2Sig3）・∵…・…・…・・．・……・0．0644

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7188　・

　　　　　　　　　　　　　　0．65541　　14．65　　　　　9．519

醐酸（メタ）（HBO2）…・……・・0。00032　0。007273　．　　，

珪酸（メタ）（H2SiO3）　・……・・0。0644　　0。8248

　　　　　　　　　　　　　　0．7188　　　15．49

瓦斯（27，。758mm）11r11の含茸窒素（N2）984cc，酸素（02）16cc

其他　ヒドロ燐酸イオン及遊離淡酸　各痕跡

　　泉質　軍鈍湿泉に属す
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所．在　地
瓦瞼年月
性　　　状

源泉温度
比　　重

　　　　　　　　　　　＊　　　　　イオン表

　カチオ’ン

　　カリウムイォソ（K●）・・…＿

・　　ナトリウムイォソ（Na●）．．．＿

　　カルチウムイォ’ソ（Ca●’）1・…・

　　マグネシウムイォソ（Mg’．）…

　　フェロイオン（Fe’つ……・…・・

　　アルミニウムイオン（A1…）…
　　　　　　　　　　　　●

（本下水1kg中に含有する昏成分及典量次の娘し）

アニオン　　　　　　　1

　クロρルイォ・ン（C1’）・＿＿騨

　硫酸イオン（SO4”）　…・・…・…

　炭酸イオン（CO3”）。………・・

　ヒドロ淡酸イォ・ソ（IICO♂）…
　かく酉安イオ・ン（OII’）・…・・………

短毛溢出（第、號泉）．’
　　　艀岡縣田方郡函南村畑毛城ケ下244番地2
　　　昭和10年11月（東京）
　　　無色澄明にして弱アルカリ性反回を呈す　　　　　　　　　　l
　　　pH　8、70く臨地，180・土ヒ色法）pII　8。77（18，0キソヒドロソ電池法）
38．50　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　ll、ゴ匹t　糸勺　　229　hl　（24　日寺階1）

α9991　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残芝任　　　　0．1819　（1kg　rlり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪ヒ｛［養互匹度　　　　00004223　　（1go）

　　　　　　　　　　　　　　　騒類表

　　・　1リ農聖Uヴγル
0．0003862　0．009877　　0．009877

0．044850　　ユ．950　　　　1．950

0。01431’ @0．3572　　　　0．7143

0．001093　　0．04494　　　0．08988

0．000673　　0．01205　　　0．02409

0．00161　　0．0594’　　0．1782

．0．01362　　0。3841

0，04399　　0．4579

0。02426　　　0．4043

0．03781　　　0．6197

0。00405　　　0．2381

2．966

石朋酸（メタ）（IIBO2）…………

卸ミ酉菱（　メ　タ）（II2Sio3）　　　・・，・●．9・・

0．3841

0．9158

0．8086

0．6197

0，2381

0、1866　　　4．538　　　　2。966

0．000641　　0．01462

0．02302　　02781

02103　　　4。830

瓦斯（22『，766mm）11rllの含IIモ
典　　　他　　・　　　ヒドロ燐酸イオ・ソ

泉　　質　　　　蹟鈍温泉に嵐す

／

（本呼水は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相田す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　・

クロールカリウム（KC1）・・………1……　0．000736

クロールナトリウム（NaC1）・………・…・0．02188

硫酸．ナトリウム（Na2SO4）…・一…・……0，0524

躍炭酸ナトリウム（NallCO3）…・……・・0．05004

炭酸ナトリウム（Na2CO3）………・・……・0．01286

淡酸カルチウム（CaCO3）………………0．02832
；水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕…………　0。005493

フk酸化マグネシウム〔Mg（OH）2〕…・…・・0．002622

コ1匡ラ炎西金亜酸イヒ鋸蒙（Fe（11CO3）2〕　。・…　。・・。・90．002142

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．01017

観月酸（メタ）（HBO2）　。…・・……・。・………0．000641

珪酸（メタ）（H2Sio3）・……………・一…0．02302

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2103

窒素コ（N2）　985　cc，　酸素　（「）2）　15　cc

各痕跡

所　在　地
試験年月
性　　　1りこ

源泉温度
」七　　重

畑毛温泉（第2號泉）
　　　静岡縣田方郡函南村字畑毛沖城ゲド256の3猛地
　　　昭和10年12月（東京）
　　　無色澄明にして弱アルカリ性反慮を呈す
　　　p既8．80（臨｝也，18。，上ヒ色法）．p賦8，68（18，0キソヒドロソ電池法）
400　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　言勇　ll、　」達　　糸勺　　836　hl　（24　0寺π｛D

O．9993　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残が芒　　　　0．17　9　（1　kg　rll）

　　　　　　　　　　　　　　　　　．［素質！1rメ度　　　　0．0004304　　（18》）

イオン表＊ i響鶴瀬｝践額か
カチオン

　カリウムイオン（K’）・・…・…

　ナトリウムイオン（Nの・…・・

　カルチウムイオン（Ca●り。’。’”

　．マグネシウムイオン（Mg●●）…

　フェロイオン（Fe’．）…・・…・9・

　アルミニウムイオン（Al’つ・・

、ア昌オン

　クロールイオン（C1’）．…・…

　硫酸イオン（SO4”）………・

　炭酸イオン（CO3”♪…・……

　』ドロ炭酸イオン（IICO♂）・

　二水百毎イオン（OIIノ）・・…・……・

　　　　　竃リイ才ン及
　　　　　モ　リ　モル
0．000644　　0．016塾7

0．04316　　　エ．877

0．007153　　0．1785

0900306　　．0．1258

0900056　　　0DO1003

0．000635　　0．02343

璽リヴγル

0．01647

1．877

0。3570

0．2516

0，02006

0．07028

・・ @’0，01659

・・ @0．04407
。・ @0。005771
・・ @0．05722．

・・@0．001305

2．592

0．4680

0．9175

0．1924

0．9378

0．07672

盗類表洋舞篇霧職繍霜欝の）

0，4680

0．4588

0．09619

0．9378

0．07672

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・……・・…・・…・0．001228

クロールナトリウム（NaC1）・…一…・…0．0264・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・・……・・…・0．06019

霜1炭酸ナトリウム（NallCO3）・∵…・…∵0。04858

：重炭酸カルチウム〔Ca（【ICO3）2〕一…・・0．02751

炭酸カルチウム（CaCO3）・・……………・0．000876

1炎酸マグネシウム（MgCO3）……’・…・…0。007375

フ1く酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕…，…・・0．002238

重疾酸亜酸化錫～〔Fe（IICO3）2〕　…・・……　0，001784

硫西象アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・∵…・…　0．004012

醐再三（メタ）（IIBO2）…・……，・・……・・……0．000721

デ1：酸（メタ）（II2Sio3）。………。……・・触…0．04157

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2225

棚酸（メタ）（11BO2）＿＿＿，．．

蹴酸（メタ）（II2Sio3）…，＿．．＿

0．1802

0．000721

0．04157

4．269　　　　　2。592

0．01644

0．5324

0．2225　　　4．818

　　　　　　　　　　　　瓦斯（185。，765mm）11r11の含量　窒素（N2）．989　cc，酸素（f）2）11　cc
其　　他．　　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡
泉．．質　　　三三澱泉に回す
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畑・．出

所　在　地
試験年月
性　　　状

源泉温度
比　　重

　　　　イオン表＊

カチオン　　9．　　　　　　　　　9

　カリウムイオ’ン（K．）・・……・0．000322

　ナトリウムイオン（Na’）……0．04394

　カルチウムイオソ（Ca”）…・・0．005721

　マグネシウムイオン（Mg”）…　0．00306
　フェロイ身・ソ（Fe．●）・・…・…・…　0．000641

　アルミニウムイ才ソ（A1…）・・0．00072

アニオン
　’クロールイオン（C1ノ）・…・…・　．0．01461

　硫酸イォソ（SO4”）…………　0。02619

炭酸イオン（CO3”）…………・0．01743

　ヒドロ芳之酸イオン（IICO3’）…　0．04125

水酸イオン（OW）………・・．…　0．005847

（：本出水1kg　rilに含有する各成分及其量：次の如し）

　　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　　　　ミ　リ　モル

　　　　　　　　　0．00823

　　　　　　　　　1．910

　　　　　　　　　0。1428

　　　　　　　　　0．1258

　　　　　　　　　0、01147

　　　　　　　　　0．02656

温 泉儲3搬）
　　　i劉岡縣田方郡函南村畑毛干城ケ下256の4番地
　　　昭和10年12月（東京）　　　　　　　　・、
　　　無色澄明にして湯アルカリ性反懸を呈す
　　　pll　8・70・（臨地，18。，11七色法）・PH8・50（18。・水素瓦斯電池法）

41。　　　　　　　　　　湧出iLヒ約533　h1（24時聞）
0．9993　　（150）　　　　　　　　蒸獲残芒査　 0。1659（1kg　rlり
　　　　　　　　　　　　　　　　　上ヒ電導度　　　　0．0004069　　（180）

　　　　　　　　　　　　　　’塵類表

ミリヴアル

0．00823

1．910

0．2856

0．2516

0．02294

0．07968

2．558

0．4120　　　0．4120

02726　　　0．5452

0．2905　　　0．581

0．6761　　　　0．6761

0．3437　　　0．3437

0．1597

0。00048

0．02728

4．220

0．01096

0．3494

2．558

・、

　　　　　（本鑛水は其集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相目す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　ク官一ルカリウム（KC1）　∵・……………、0。000613

　クロールナトリウム（NaC1）……・……・・0．0236

硫酸ナトリウム（Na2SO引）・……h…・・一〇。03307

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…・・……・0。05487’

炭酸ナトリウム（N32CO3）・・…・…・・…一〇．02054．

炭酸カルチウム（CaCO3）…………・・…・0．009679　　・

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕・・一一〇．003414

永酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕・……・し0．007339

重炭酸亜酸イヒ錫～〔Fe（HCO3）2〕　。・，・・…・…　0．00204　　・

∴硫酸アルミニウム〔A12（与0．1）3、・．……・・…0．004547

礪酸（メタ）（HBO2）・………「・・…・……・…0．00048

珪酸（メタ）（II2町03）…・……・………・…0．02728・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ・1865

石朋酸（メタ）（HBO2）．．．．＿＿．．

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・…・・…

　　　　　　　　　　　　　　0．1865　　　4．580
　　寛斯（22。，766mm）111中の含量層窒素（N2）998　cc，酸素（02）2cc

　　其他　ヒドロ燐酸イオン痕跡
　　泉質・　軍純温泉に厨す

畑
所　在　地
試験年月
性　　　状

源泉温度
比　　重’

毛 温 泉’㈱4號泉）

　　　都岡縣田方郡函南野畑口広ケ下249番地’
　　　昭和10年．11月（東京）
　　　無色澄明にして揚アルカリ性弓懸を呈す・
　　　pH　8．9（臨地，18。，比色法），pH　8．73（18。，水素瓦斯電池法）

34．50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言勇　i⊥玉　五ヒ　条勺　印1220h1　（24時聞）

0．9992　　　　（150）

イオン表＊ i：本鑛水1kg　lllに含有する各回分汽艇垂垂の如し）．

カチオン

　カリウムイオン（K．）…＿．

　ナトリウムィォソ（Nの．＿．

’．カ〃チウムイオン（Cゴ）・…

　マグネシウムィォソ（Mg”）．

　フェロイオン（Fe”）　………・

　アルミニウムイオン（Al…）・

ア昌才ン．

　クロールイォソ（C1ノ）　・……

厩酸イオン（so・”）∵∴・…

　炭酸イオン（CO3”）・・……・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）・

　水酸イオン（OIF）……・……

　　　　・　1リ廷遵

。・ @　0．000451　　0．01153

・9「 @0．03892　　　1．692

・・ @0．006436　　0．1606

・ジ0．001311　0．01148

・・ @　0．000641　　0．01148　．

・・ @0．00072　　　0．02657

・・@0．01114　　　0．3142

・・ @0．03436　　0．3577

。・ C　0．007073　　0．1179
・・「

@0，05249　　0．8603

・・ @0．001864　、0．1096

　　　　　　蒸獲幾芒歪1i　O．152　g（1kg中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　上：ヒ、E導度　　　　0，0003793　　（180）

　　　　塵類表（本鑛水は其集成に於て1k9中次の面分を含有する溶液に概略一旗す）．

竃リヴアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露

0．01153一　クロールカリウム（KC1）　・……・・………　0。00086

1．692　　　クロールナトリウム（NaCI）…・・…「一・・0，01769

0．3212　　硫酸ナトリウみ（Na2SO4）…」…・…・……0．04515

0．02295　　：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・………・・0．06332　e

O．02295　　：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．006779

0。0797　　超越カルチウム（CaCO3）……………而0．01179．

2。235　　　水酸化カルチウム（Ca（OII）2〕．…………0．000067

　　　　　フk酸化マグネ’シウム〔Mg（OH）2〕・・…う…0．003145

0．3142　　　　　重炭酸亜酸イヒ鐵⊆Fc（I　ICO3）2〕　・・…　。…　。・・0．002041

0。7153　　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0。004548

0．2358　　　硯月酸（メタ）（HBo2）・…・…∵・・…・…・……0。000721

0・8603　　　珪酉菱（メタ）（II2SiO3）………・・…・……・∵0．02302

0．1096　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1791

　　　　　　　　　　　　　　0．1554　　　　3。716

醐酸（メタ）（IIBO2）……！…・・　0・000721　0・01644

珪酸（メタ）（II2SiO3）…………　　0．02302　　0．2948

　　1　　　　　　　　　　　　　0．1791

　　瓦斯（18．5。，765mm）’11中の含壮
　　コ聾　　在』　　　　　ヒドロ燐酸イ：矛ソ

　　泉質　軍純漉泉に回す

2，235

4．027

　窒素（N2）994　cc，酸素（02）．6　cc　　、

痕跡
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ρ

所在地
試験年月
性　　　状

泌二｛牙ミ温∠壁　　　 650

比　　踵’　1。001

　　　　イオン表

カチオン

　カリウ’ムイオソ（K●）　・…・・…

　ナトリウムイォソ（Na●）・・！＿

　カルチウムイナソ（Ca’●）……

．マグネシウムイオン（Mg’●）…

　ブエロイオソ（Fe’つ・・……　…

　アルミニウムイオン（A1’つ…

大 仁 温． 泉

静岡縣田方牙IB修善寺町瓜生野字畑洞805番地の1

1昭和11年12月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反惣を呈す

pll　7．05（18，0キソヒドロン～E池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量　約
し（15。）

（本£廣かく1kg　rl尋こ含有す一る各成分及廻並欠の如し）

ア昌才ン
　クロールイオン（C1ノ）　・……・

　弼顔菱イオ・ソ（s（．）4”）　…………

　ヒドロ淡酸イオン（IICOの…

　　9　ミリ農繁覧リヴ…

0。03534　　　0．9038　　　0．9038

0．5317　　　23．12　　　　　23．12

0。1529　　　3．816　　　　7．632

0。007657　　0．3149　　　0．6297

0．000224　　0．004012　　0．008023

0，002596　　0．0958　　　0．2874

　　　　　　　　　4665hl　（24「時・階1）

　　蒸董受葦曳i査…　　1．815　g　（1　kgl11）

盟類表（本鑛水は其集威に於て1kg　ill次の成分を含有する溶液に概略相當す）’

32．58

05502　　15．52　　　　15．52

0．5185　　　5．395　　　10．79

0．3826　　　6。271　　　　6．271

　　　　　　　　　　　　　　　　2．182　　　55．44　　　　32。58

　　硯只酸（メタ）（［IBO2）．・・・・…　鱒…　　0．01499　　0．3421

　　藁圭量酸（メダ）（【12Sio3）　・…　。・・。・　0．0995　　　1．274

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　2．296　　　　57．06

，　　　遊隙産炭酸（CO2）…………　・…　　0．004396　0．09991

　　　　　　　　　　　　　　　　2．30　　　　　　57．16

　　　　泉　　質　　　　食塵含有芒硝性苦味泉に秘す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・・……・・……・・0．06739

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．8545

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…一………・0．6041

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…………・・…0．1360

霜炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0。4565

置炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．04608

コ1童淡百麓ヨE酸イヒ舅現（Fe（IICO3）2〕　・・・・・・・・・・…　　0．000713

硫酸アルミニウム〔AI2（SO‘）3〕……・・・…　0．0164

蘭月百菱（メタ）（IIBO2）・・。・…　。∴・・・・・…。。・四・…　0．O1499

開門（メタ）（II2号io3）…・……………・…・0．0995

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．296
三雄遺芳こ酸（CO2）　　・・・・・・・・・・・・…　。・。。・・…　99・・。0．004396

　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2．30

島

、

所在　地
試験年月
性　　　状

源泉源度　　70。

比　　匝　　1．0

　　　　イオン表

カチ才ン

　カリウムイオン（Kつ…………

㌧ナトリウムィォソ（Na’）…＿

　カルチウムイオソ（Caつ……
　・マグネシウムイォ・ソ（Mg●●）…

　フェロイォソ（Fe●’）＿＿＿＿

　アルミニウムイォソ（A1…り…

古　奈　温　泉（日の躍）
静岡縣田方郡伊豆長岡町古奈56番地の2
昭和13年7月（東京♪
殆と無色澄明にして場アルカウ性反顧を呈す
plI　9．10　（18。，水素：瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧墨ナ走　＼約
（15。）

（欝欝隠釦綴志）

　　ア頭目ツ
　　　クロールイオン（C1ノ）　……

＼　　硫酸イオン（SO4”）・……・…

　　　疾酸イナン（CO！’）・……・∵

　　　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）・

　　　；水酉髭イオン（OI1ノ）・・………・・

　　g　lリ碑聖W・ル
0．008844　　0．2262　　　0．2262

0．2023　　　8．796　　　　8．796　・

0．02651　　　0．6615　　　1．323

0，01116　　　0．4589　　　　0．9178

0。000233　　0．004173　　0．008345

0．00068　　　0響02509　　　0．07528

　－
・・@0．1242
・　0，2951

・・ @0，00735
・・ @0。004313
・・ @0の02356

3．503

3．072

0．1225

0，0707

1．385

11．35

3．503

6．143

0．245G

O．0707

1．385

・0．7043　　18．33　　　　11．35

0．0080　　　　0．1826

0．0519　　　0。6647

　　　　　　　　　1296　h1　（24「IJ封昌】）

　蒸菱愛残渣　　　　0．736　g　（1kg噌1）

蜘表（本鑛水は憎憎威に於て1kg中i火の自分を含有す．る溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　………　……0．01687

クロールナトリウム（NaC1）………・…・0．1gi6

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．3921

硫’酸カルチウム（CaSO4）　…・・一…・…・0．03734

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．005053

炭酸カルチウム（CaCO3）　…∴・・…・…一〇．01226

；水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕・…・…・…0．01731

永酸化・マグネシウム〔Mg（011）2〕・……・・0。02677

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕一・・……0．000742

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・・……・…0．004296

毛駆酸（メタ）（1王B（）2）馬一・弓・艦・。・。。・・・…　一一。・…　　0，0080

並虫酸（メタ）（II2Sio3）・……………・……・0。0519

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7642

瑚酸（メタ）（IIBO2）．．．．．．＿＿

f圭酉愛（メタ）（H2Sio3）　・・・・・・…

泉　質
　　　　0．7642　　　19。18

軍純温泉に島す
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、 ’

、
三’嶋砥園温泉（元仁）

・所在地
試験年月
性　　　状

’　沙線温度　　36。50

　比　　重　1．0

i揮二世田方郡三島町祇園原3897番地の11
昭和11年9Jil（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反踵を呈す　　　　　　　　　　　　’
p117．15（18。，キンヒドロソ電池法）
　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　　　糸勺　1685・ね1　（24　時聞）

（15。）

イオン表’ b馨農雰麦垂四二禽嘉の

カチオン
　カリウムィォソ（K’）…＿…

　ナトリウムイオン（Na’）…・・

　カルチウムイオン（Caつ……

　マグネシウムイォソ（Mg●●）・．

　フェロイオン（Fc●つ・……∵…

　アルミニウムイオン（A1…）”

アニオン
　クロールイオ・ソ（Ciノ）一・……

　硫酸イオン（SO4ノり…………
　ヒドロ耳芝酸イ牙ン（11CO3り…

　　蒸獲残芒査i　O．1671g（1　kgF11）
塵類表（本山水は其集威に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略川目す）

　　・　≡リ三聖・リ伽・
　　　　　　　　　　ノ0．002928　　0．07488　　　0。07488

0．023711　1．031　　　1．031

0．006021　　0．1503　　　　0．3005

0．002715　　0，117　　　　0．2233

0．000224　　0，004012　　0．008023

0．OOO372　0，01373　　0．04118

1．679

0．0127　　　0．3404　　　0。3404

0。009975　　0．1039　　　　0．2077

0．06899　　　1．131　　　　1．131

　　　　　　　　　　　　　0．1270
醐酸（メタ）（IIBO2）・・…・……　0。001601

珪酸（メタ）（H2Sio3）一…・…　0．06143

2．961　　　　1。679

0．03654

0．7868

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　・
クロールカリウム（KC1）　……・…・…・…0．005583

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・0。01552

硫酸ナトリウム（Na2SO4）」…・…………0．01183’．

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…………0．05032　’

震芳1酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・…・…・0．02435

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0，01634

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・・………・0．000714
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕一一・…　0．00235

硯月齢（メタ）（HBO2）．……gr！……………0。001601

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・・……・………0．06143

　　　　　　　　　　　　　　　　　0。19
遊離炭酸（CO2）　　n・・・・…　。・・。・・・・・・・…　。。・…　。　0．00624　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1962

遊離炭酸（CO2）・………・・……

泉　　質

0，190　　　　　3．784

0．00624　　　0．1418

　　　　0．1962　　　　3．926

軍純温泉に踊す

所在　地
試験年月
性　　　状一

入．木澤鑛．泉（冷）

静岡縣田方郡西豆村字八木澤鞍置石3977番地
昭和ユ2年3月（東京）
少許の類黄色褐色沈澱物を有するも濾過後殆と無色澄明にして酸昧並に牧敏性
鐵昧を有ナplI　3．00（18，。キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出量　　約43hl（24時間）
　　　　♪ヒ　、　　置　　190　（150）

イオン表　（奮四国昼麦雨螢袋北面わ

カチオン
　水素イオン（H●）・…・…一：・・

、　カリウムイォソ（K’）・・……

　ナトリウムイオン（Na．）……

　カルチウムィォソ（Ca●’）…＿

　マグネシウムくオソ（Mg’．）…

　フェロイオン（Fe”）・・∵…一1

　フェリイォソ（Fe…）…………
　マンガノイ．オソ（Mバ）……・〆

　アルミニウムイオン（A1…）…

　銅イオン（Cu’”）…・…・…・……

　丑巨錯イオ・ソ（Zn●つ…………・b・

アニオン
．クロー～レイオソ（C1’）・…・…・

　ヒドロ硫酸イォソ（IISO4，）・・

　耐琶酸イオ・ソ（SO4”）…………

　　9
0．000889

0．001286

0．OU6589

0．003459

0．002193

0，0155

0，0349・

0．001981

0．1314

0．00008

0．0006

…㍑㌢整・リヴ・ル

0．8812　　　　0．8812

0．03289　　0．03289

0．2865　　　0．2865

0．0863　　　　0．1726

0，09015　　　0．＝1803

0，2776　　　0．5552

0．625　　　　1．875

0，05605　　0。07209
1

4．850　　　14．55

0．001259　0．002518

0。01068　　0．02136，

　　　18．63

0．004995　　0．1409　　　　0．1409

0．08548　　．0．8812　　　0。8812

0．8458　　　　8．805　　　　17．61

塵類表
（本鑛永は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクロールカリウ．ム　（；くCI）……・・…・……0．002452＼

クロールナトリウム（NaCI）……一…・・0．0063141
硫酸ナトリウム（Na2SO」）…・…・…・……0．01268．

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・…・0．01175

硫酸マグ’ネシウム（MgSO4）……………0．01085、
硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）　。・・…　…・・・・・・…　一・0．04217

硫酸々イヒ載〔Fe2（SO4）3〕・・…・…　……・…・・0．1250

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）…………0．005443
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・………∴0．8304

硫酸銅（CuSO4）…一一…・……・……0．00020正
『流酸亜錯（ZnSO｛）　…・……・・…・・・…　……　0．001725’

旧離硫酸（II2SO4）…………………”1…0．08637．’

避酸（メタ）（II2Sio3）・………・…；………0．1035

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．239

　　　　　　　　　　　　　　1．135　　　17．0　　　　　18．63

．珪酸（メタ）（H2SiO3）・・…・…　0．1035　　1．326

　　　　　　　　　　　　　　1．239　　18．33

　其他　 ヒドロ燐酸イオ・ソ　痕跡

　　　泉　　質　　　　明惣泉に崩す 、
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「

・’

　　所在地
　　試験年月
　　性　　　状
諺1；i牙ミ置”と　　　530

比　　皿　　1．0

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン〔K●）………

　ナトリウムイォソ（Na●）…，．．

　カルチウムイオソ（Ca’つ・・…・

　マグネシウムイオン（M9．●）

　フェロイオン（Fe．つ……・…r

　アルミニウムイオン（A1”り

馬

蓮　i藍　．寺　．温　泉

　　輝岡門口：茂郡秤i生澤1寸大字建豪寺字大才417’1番地の3・

　　昭和64｛三8月（東京）

’　貼

無色澄明にして微蜴アルカリ性反日を呈すpll　7，71（18．。キンヒドロソ電池法1

（15。）

（本暦水1kg中に含有する各成分及共最次の如し）

ア昌才ン
　クロールイオン（Cl’）　・…・・…

　輯ご酉隻イオ・ソ（蟹）4”）　・………・・

　ヒドロ淡百奥イオン（IICO3’）・・。

　三じ髭酸（メタ）（l12Sio3）　・・・…　い．

　　藍

0。0058

0．1455

0．1172

0。0249

0．0004

0．0008

0．1臼75

0．3934

0．0608

覧りイオン汝
　　　　　聖リヴγル…　リ　モル

0。1483　　　　0。1483

6．3261　　　6．3261

2．9249　　　　5．8498

1．0239　　2．0477

0．0072　　　　0。0143

0．0295　　　0．0886

14．4748

5．2877　　　5．2877

4．095　　　　8．1899

0．9972　　　0．9972’

0．9363　　　145137　　14．4748

0。0680　　　0．8710

　　湧出∫1ヒ　約　777h1（240芋間）

　　亥裳州庁i僅．　　0．989　（1kg　中）

盟類表

遊離淡産髭（CO2、……・γ・・…・…

泉　　質

1．0043　　　15。3847

0．0010　　　0．0227

　　　　1．0053

蹟純温泉に働す

・ユ5，4074

（本雛水は共集威に於て1kq巾次の成分を含有する溶液に概略相噛す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
クロールカリウム（KC1♪・・…・・……・・…　0．0111

クロールナトリウム（NaC1）∵・・∴……も・・0。3005

硫酸ナトリウム（Na2SO4、一・……・……0．0843

硫酸カルチウム（CaSO4）……一…・……0．3982

硫酸マグネシウム（MgSO4）　。・・・・……・…　0．0641

霜炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・0．0719

置淡酸亜酸化鐵こFe（IICO3）2〕……・・一〇．0013

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕1…・・…・…0．0051

雲量麩（メタ）（II2Sio3）　……・・・・・……・……0。0680

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．0045
　　　　　に翅i離1制酸（CO2）　……　……　…・…　…・…・…　0．0010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ10055

し

、

所層
ﾝ地

試験年月
性　　　状

　　　　泣砺盟度

　　　　比　　重・

イオシ表

面 あ’量 寺 温 泉

i聯岡田賀茂郡稻生澤村蓮盈ξ寺字下藤原202番地

昭和96ド12刀（東京）　　　　　　　　’
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮を呈す　　　．
pll　7。12（180，キソヒドロソ電池潅∂

　　　58。
　　　1●0　　　　（150）

（本三水1kg中に含有する各成分及謝且t次の如し）

カチオン
　カリ、ンムイオ．ソ（K・〉　・●・鱒韓

　ナトリウムイォソ（Na●）・函．．

　カルチウムイ才ソ（Ca●’）・・…・

　マグネシウムイオン（Mg●つ

　フごロイオソ（Fc●’）…・…・・…

　アルミニウムイオン（A1’○’）

、

　アニオン
　　クロールイオ・ソ（αり………

　　耐ご酸イオン（SO4”♪　・……・…・

　　ヒド白淡酸イナソ（IICO3り…

　　9
0．02171

0．1572

0．1292

0．00066

0．002178

0．000057

0．1696

0．3922

0，06282

竃リイオン及
こ　リ　モ　ル

0．5552

6．835

3．225

0．02714

0．03901

0，002103

　　　　　　湧　出　五ヒ　　糸勺　　5184　hl　（24郎∫・1註1）

　　　　　　糞笑獲残Z査　、　0．9859　（1kgrlり　　　　　　　、

　　　　瞳類表（欝麟戦謙嚇1目蜜季の〉・

ミリヴγル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

0．5552　　　クロールカリウム（KC1）　・…・∵……・…　0．0414

6．835　　　クロrルナトリウム（NaCl）・・…………・0．2472

6．450　　　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・・…・…・・0．1852

0。05428　　硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…一〇，3779

0．07802　　＝E淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…・・…0．①7273

0．006309．

4．783

4．083

1．030

13．98

4．783

8．166

1．030

工1：颪聖（メタ）（H2Sio3）・…　……・・

遊離炭酸（COρ…・………・・…

　　　6♂

泉　　質

0．9356．　20。58　　　　13．98

0．09ユ43　　　1．171

1．027　　　21．75

0．05041　　1．146

：重三酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕肱…・・0．003972

通淡酸亜酸イヒ鋸～〔Fc（IICO3）2〕　・……・・…0．006937

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・…　0．00036

エ甘酸（メタ）（II2Sio3）　……　……　…・・…　…・0．09143

　　　　　　　　　　　　　　　’　　　1．027・
翅…諺准炭百工（CO2）・・・・・・・・…　。・・・・・…　9・・鱒…　。・…　　0。05041

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．077　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　1．077

軍純温泉に秘す

．22．90

120
’



の

ノ

、

カチオン

9

σ

　　所在地
　　試験年月
　　性　　・状

泌；｛泉涯盛度　　　 630

、

熱 川

／

温 泉 ‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
i聯司縣貧茂郡城東村字奈良本992番地の1

　昭和6年10月（東京）
，無色澄明にして微賜アルカリ性反慰を呈すp117，4（i8。，キソ、ヒドロソ電池法）

上ヒ　　　　重　　　　1．001　　　　（150）

イオン表
（本流水1kg中に含有する肺門分及共造次の如し）

カリウムイオン（K’）’……”

ナトリウムィォソ（Na’）…＿

カルチウムイオソ（Cざ’）……

マグネシウムイオシ（Mg”）…

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（qノ）　，・…・・
〆

　硫酸イオン（SO4”）………・

，，ヒドロ燐酸イォソ（HPO4〃♪．

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）・

　　・　1リ二三・リ朔・
　　　　　、
0．0380　　　0．9719　　　0．9719

0．5332　　23．1826　　23．1826

0，1243　　　　3．1021　　　6．2041

0。0308　　　1．2665・　　2．5329

0。0002　　　0．0036　　　0．0072

0．0003　　　　0．0111　　　　0。0332

3299319　・

・・ @o．7765　　21．8979　　21．8979

6・　0，3786　　　3．9409　　　7．8818　．

・・ @0．0040　　　　0．0417　　　　0．0833

・・ @0．1872　　　3。0689　　　3．0689

　　湧　出ゴと　　系勺　　2073hl．（24時聞）

　　蒸葦愛残Z査　　 2．18g（1kg中）

塵類表（本藍水は其集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相目す）

硯月酸（メタ）（IIBO2）…………

珪酸（メタ）（H2Sio3）。．．＿＿．．

遊離炭酸（CO2）………∵……・

2。0731　　57．4872　　32．9319

0．0208　　　0．4747

0。1753　　　　2．2453

’　　9、

クロールカリウム（KCl）　・…・………・…　0．0725・

クロールナトリウム（NaCl）……・…・・…　1。2233

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・L…・………・・0．1603

硫酸カルチウム（CaSO4）・・……・∵・・…・…・0・383

：重1炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．0429

　　　　　　　　　　　　　　　　　　も燐酸カルチウム（CaHPO4）……∵・…ち・…・0。0034

重淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…・∴0．1853

：重ラ歩乏酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　　・∵・・齢・・・…　　0●0006

燐酸アルミニウム〔AI2（III⊃0∂3「一・・…　0．0019

石朋西菱（メタ）（HBO2）・・…。……・・…！1・・・・…　0。0208

i珪酸（メタ）（II2Sio3）……・・……………・0．1753

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2693
遊離炭百麦（CO2）　………・・……・…………0。0518

　　　　　　　　　　　　　　　　　12．3211

泉　　質

2．2692　　60．2072

0．0518　　　1．1773

　　　　2．321　　　61．3845

弱食塵泉に局す

　　所在　地
　　試験年月
　　性　　　状

源泉温度　　99。

比　　重

イオン衷

カチオン，

　カリウムイオン（K’）

谷

　　　1，0004

麟醤贔籔禽勘

津 ．温

ト1．

聾

・ナトリウムイ：オン（Nの……

カルチウムイ矛ソ（Caつ……

マグネシウムイオン（Mg”）…
　　　　　　コフェロイオン（Fe’つ．…………

アルミニウムイオン（A1…）…

泉

・静岡縣加茂郡ド河津村谷津字鷲頭181番地

昭和4年10月（東京）’．

無色澄明にして微弱アルカリ性反雁を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧．出　ゴよ●糸勺　　1814　111　（24時聞）

　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　蒸狡残～査　　　　　1．50g　（1　kg　r11）

　　　　　　　　　　　　塵類表（欝臥病響謙嚇面部のン

　　9
0．0245

0．4124

0。0582

0．0036

0．0001

0．0001

ア昌オン
　クロールイオン（CI’）　………　0．5838

　硫酸イオン（SO4”）…………　0．2270

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…　0．0358

ミリイオン及　　ミリヴγハ’

竜　リ　モル

0．6269　　　0。6269

17．932　　　17．932

1．453　　　　2．9059

0．1481．　　　0．2962

0．0020　　　0．0039

0．0048　　　0。0143

21．7792

16．4649　　16．4649

2．3634　　　4．7268

0．5875　　　　0．5875

　　　　　　　　　　　　　　1兜3455　　　39．5826　　　21．7792

醐酸（メタ）（IIBO2）…………　0．0006　　0。0137

鮭酸（メタ）（H2S量03）・…・・…・∴　o．1969　・2．5219

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCD　………………　0．0467

クロールナトリウム（NaCI）…一……・・0．9259

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．1488

硫酸カルチウム（CaSO4）　………………0．1782

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一・…・0．0233

重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0217
：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・…・・∴…　0．0004

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0008

石明酸（メタ）（IIBO2）……・・…・・…・……・…0．0006

ユ圭酸（メタ）（II2Sio3）……………・・…1…0．tg69

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，5433

遊｝雛炭酸（CO2）　…………………………」墜0010

　　　　　　　　，　　　．　　　　　　　　　　　’　　　　1．5443

契庄離炭酸（CO2）…・……・・……

　　、
　　泉　　質

1。543　　　　42．1182

0．0010　　　　0，0227

　　　　1。544

弱食箆泉に厨す

．42．1409

121
’

ノ



9

　　　　　　脈　在　地

　　　　　　試験年月
　　　　　　性　　　状

　　　　激泉温度　　．38。

　　　　上ヒ　重　　1．0

イオン表

、

白 田 温 泉

静岡縣賀茂謝勤蝋村字白田水紳上1295番地の9
1昭和11年8月（束：京）．

魚色三明にして微弱酸性反維iを呈すpII　6．5（18，。キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　斥力　μ、諏㌃　糸勺　　2592hl　（24時聞）

q5。）

（本酒水1kg　r11に念有する各三分二物鼓≡欠の如し）

　　　カチオン
1　・　カリウムイォソ（K●）…＿．

　　　　ナトリウムイオン（Na’）・…

　　　　カルチウムイオソ（Ca．．）・…

　　　　マグネシウムイオン（Mgつ・

　　　　フェロイオ・ソ（Fざ●）・…・・…・

　　　　アノびミニウムイオソ（Al…）・

　　　　9
・・@0。01222
・・－ O．1592

・・ @0。1466
・・ @　0．006687

・・@0，000224
・・@0．001217

アニオン　　　　　　　　　，
　クロールイオ．ソ（C1，）・・……・

　i流謬漫イオ・ソ（SO4”）　…・・……・

　ヒドロ淡画イオン’（IICO3’）・・

竃リイオンフ昆

蒐　リモル

0．3125

6．922

3．659

02750

0．004012

0．0449

こリヴγル

0．3125

6．922

7．317

0．5499

0．008023

0．1347

　　三四残渣

圏類表

0．1944　　　5．482

0．3449　　　3．590

0．1575　　　2．582

15。24

5。483

7．180

2．582

石崩酉聖（メタ）（IIBO2）。．＿．，．＿．

到1酸（メタ）（H2Sio3）　・……・。

〆　遊離炭酸（CO2）・・

　　　　　●

　　　湶　　質

〇．0096　　　0．2191　　　　　　　　，

0．1864　　　2．387

1．2129　（1】《gr11）

’

（欝蜷響麟蹴総劉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）　……………・・0．0233

クロールナトリウム（NaCI）・………一・0．3022

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・……0．1245

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・一〇。3603

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…∴・…0．1640

置炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2　・…・・0．04024

置1炎日亘E酸イヒ釘～⊂Fe（HCO3）2〕’。…・…・…　0．000716

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…一・・…0．007687

硯1酸（メタ）（IIBO2）……・・…………・……0。0096

瑳酸（メタ）（n2SiQ3）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．1864

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ，219
遊離圭炎酎～（CO2）　　・…　鱒・・。・・。・・…　。…　。・鱒・・…　　0．0344

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．253

　　　　　　1．219　　　25。48

・… @…。・・・…　。。　0．0344　　　0。7818

　　　　　　1．253　　　26。26

　　石膏性苦味県に騰す．、

o

，、 　　所在地
　　武験年月．

　　性　　　三
戸瓦巧隻温度　　　　540　．

上ヒ　　　　亜　　　　1．001

イオン表

大 澤 温 泉

翻岡縣賀茂郡中川村字大澤445番地　　．　　　　　　　　、

昭和13年9月・（東京）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

無色盗明にして微弱酸性反羅iを呈すpll　6．85（18，。キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　1践」走　　糸勺　518．4h1　（24「rξ・！司）　　　ぜ

（15。）

（本鑛かく1kg　rl重｝こ含・有する各成分及共比欠の如し）

カチオン

　カリウムイオ。ソ（Kつ………

　ナトリウムイォソ（Na●）…＿

，　カルチウムイオソ（Cバ）……

　マグネシウムイォソ（Mg”）…
　フ出馬イオン（Fe”，・・…・…・・。

　アルミニウムイオン（Al…）…

アニオン

　クロールイナソ（Ci，）　………

　硫酸イオン（SO4”）…………
　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4’ノ）

　ヒドロ最酸イナソ（IICO3，）…

　　・　蓬リ槻ン莞・リヴγル

0．01529　　0．3910　　　0．3910

0。1477　　　6．422　　　　6．422

0．3340　　　8．335　　　16．67

0，001748　　0．07185　　　0．1437

0．000711　　0．01274　　　0．02548

0．000997　　0。03347　　　0．1104

0．01754

1，091

0．00379

0．02923

0．4946

11．35

0．03946

0．4791’

23．76

0．4946

22．17

0．07893

0．4791

棚西愛（メタ）（正IBO2）　・・・・・・…　。・・

王1三配～（メタ）（正12Sio3）　・…　。・…

遊離炭酸（CO2）・・………・……

泉　　質

1．642　　　　27。63　　　　23．了6

0．UOO284　　0．006478

0．04268　　　0．5466

　　；用脚幾江f置　1．4519　（1k9中）

塵類表（翻蜷響麟乏藤目蜜享の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唇

　　クロールカリウム（KCI）　・…・…………、0．02913

　　クロールナトリウム（NaC】）……………　0．006056

　硫酸ナトリウム（Na2SOの……・…・・……0．4488

　硫酸カルチウム（CaSO4）　……・……・一1．114
　！　：重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・・一〇．02511

　置炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．01051

　露炭酸亜酸イヒ錫と（Fe（HCO3）2〕　…………　0．002266

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・・……　0．001797

　燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕…・…・・0．004503

　モ醗；摩～（メタ）（HBO2）…・…・…・・…　一・……　0．000284　・

　王圭酸（メタ）（H2Sio3）……・…・……・……0．04268

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i385

　遊離耐酸（CO2）　……∴・・…・………・……0．002202

　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　1，687

1．685　　　28．18

0．002202　　0．05005 9

1．687　　　28．23

．石膏性苦味泉に邸す
、

ユ22



、 ’

／

河

所　在　地

試瞼‘年月

性　　　状

　　　　　　　　源泉温度　　57。
　　ダ　　　　　　．　　上ヒ　　　　量巨二　　　1．0　　　　（150）

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　　　　　9

　カリウムイオン（K6）・・……・　0．009648

　ナトリウムイオン（Na●）……0．1493

　カルチウムイオン（Ca●’）……　0．07868

　マグネシウムイオン（Mg．○）…　0．002861

　フェロイオン（Fe”）・・………　0．000392

　アルミニウムイオン（A1…♪…　0。000666

アニオン

　クロールイオン（Cノ）………　，0．1362

　硫酸イオン（S94”）…………　0．3070

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…　0，0461

　　内，温　泉（組合の蕩）

翻岡縣賀茂郡稻生澤村河内下湯原．135番地の1
墨1召堺0　13　41F　12　月　　（果京）　　　　　’

殆と無色澄明にして微弱アルカリ性弓懸を呈す

plI　7．10（18，0キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧・出童　約　7200111（24時間）

（本州水1kg中に含有する各州分前其癖次の如し）

　　　　　　　　　…リイオン及
　　　　　　　　　ミ　リ　モノレ

　　　　　　　　　0．2468

　　　　　　　　　6．491

　　　　　　　　　1．964

　　　　　　　　　0．1177

　　　　　　　　　0．00702

　　　　　　　　　0．02458

ミリヴアル

0．2468

6．491

3．927

0．2353

0．01404

0．07373

曳

　　蒸圭2…残芒査i　 O。78g（1　kg　rlI）

塵類表（本鑛永は雨晒威に於て1k9中次の放分を含有する溶液に概略相噛す）

10．99

3．841　　　　3．841

3。196　　　　6．391

0。7559　　　　0．7559

珪酸（メタ）（II2Sio3）＿＿＿

遊離炭酸（CO2）　…・……・…・・

泉　　質

0．7308　　　16。64　　　　　10．99

0、07569　　　0．9694

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・…・h…∵……　0．0184

クロールナトリウム（NaC1）……・…・…・02101

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・・一・・0．2058

硫酸カルチウム（CaSO4）　……・r……・…0。2328

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…・r…　0．04105

：重炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0。01722

：重淡酸昼亘酸化鋸1〔Fe（1五CO3）2〕　………∴・0．001249

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・…0．004208「

珪酸（メタ）（H垂Sio3）…聖・・…・・……・∵…0．07569

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8065
遊離炭酸（CO2）…・………・・………………　0．004437

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8109

0．8065　　　17．61

0．004437　　0．1008

0。8109　　17．71

輩純温泉に属す

梅 ケ

／

島， 温 泉

カチ才ン

所　在地
試験年月
性　　　状

｝源泉温度　　　 360

．比　　　 重　　0．9994

イオン表

．静岡縣安部郡梅ケ島村入島字川向島山1258番地

昭和7年5月（：東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反癒を呈す

pH　7．50（18，0キンヒドロン電池法）

　　　　　　　（1r。）
（本三水1kg中に含有する昏乱分及落量次の如し）

　　　　　・　ぎ，碑聖・リヴ・ル

　　湧画量約　86hl（24時間）
　　蒸三侵残Z査i　　　O．52479　（1　kgrfl）

盤臓（本鋤くは其集成に於て1kgFil次の露分を含有する溶液に概略相當す）

9

カリウムイオ’ン（K’）　∵・……

ナトリウムィォン（Na’）…＿

アムモニウムィォソ（NH4●）

カルチウムイォソ（Ca”）……

マグネシウムイオン（Mgつ…

フェロイオン（Fe”）…………

アルミニウムィォソ（A1…）…

アニオン
　クロールイオン（Cjノ）．・・…・…

　硫酸イオン（SO4”）…………

　ヒドh燐酸イオン（IIPO4”）

．ヒドロ疾酸イオン（IICO3，）…

0．0027

0．1326

0．0020

0．0142

0．0059

0。0005

0，0009

0，0094

0．0062

0．0019

0．4162

、0．0691

5，7652

0。1111層

0．3544

0，2426

0．0089

0．0332

0．0691

5．7652

0．1111

0．7088

0．4852

0．0179

0．0996』

7．2569

0．2651　　　　0．2651

0．0645　　　　0．1291

0．0198　　　　0．0396

6。8231　　　6。8231

珪酸（メタ）（II2Sio3）………

0．5925　　　13．757　　　　7．2569

0．0216　　　0．2767

0．6141　　　14．0337　　　5

0．0003．　　0．0068

クロールカリウム（KC1）　…∵・…・・．…∴・0．0052

クロールナトリウム（NaC1）…・……・…・0．0049．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………一・・0．0049

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　・…一一〇。4714

クロールアムモニウム（NII4C】）　………0．0059

重淡酸カルチウム（Ca（HCO3）2〕・……・・0．0574
「：重炭酸マグネシウム〔Mg（Hρ03）2〕……0．0355

重淡酸一寸酸イヒ鋼～⊂Fe（HCO3）2〕　…………　0．0016”

硫酸アルミニウム〔湘2（SO4），〕・一…・…0．0034

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕………　0．0023
エ圭酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・・・・・・・・・…　……　0．02i6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6141
遊離炭酸（CO2）　・………………・………・0．0003

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6144

　　　　　　　　　　り
遊離炭酸（CO2）……・・…・……

泉　　質
　　　　0．6144

輩純温泉に臥す

、

14．0405

一123
9



o

馬

F

所　在　地
試験年月
性　　　状

　　　，　　　　　　　工’ヒ　　．　置　　　 1．005

　　　　イオン表．

．カチオン

　カ．リウムイオン（X．）　………

　ナトリウムイオ・ソ（Na●）……

　アムモニウムイォソ（NII4．）・・

　カルチウムイオソ（Caつ……

　マグネシウムイオン（Mζ’）…

　フェロイオン（Fc’つ　…………

　アルミニウムイォソ（A1…）＿

（本鑛水1kg　lllに含有する各誌分及共旋欠の如し）

ア昌オン
’クロ肖ルイオソ（C1’）　一…∵・

　耐じ酸イオン（SO4”）　・・………

　淡酸イオシ’（CO♂つ　………・・

　ヒドロ払1酸イオン（IICO3ノ）一

　水酸イオン（OH’）…………・・

　　　　　　〇

五．川・鑛泉．（諭．∵
　翻岡縣周知郡一寅村大掌五川字奥伏聞4795番地’
　昭和9年7月（東京）
　無色澄砂1にして弱アルカリ性反懸を，呈ナ
　PII　8，20　（18，0　水；苧葦瓦婁Uf∫昭二弛法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧出ノ星ヒ　約　13hl（24時聞）
　　（152）　　　　　　　　　　　　　　　　功玉か霊i残if壼　　　6．701　g　（1　kg　llり

　　　　　　　　　　　　　塵類表（木匠水は雨晒戊に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相堕す）

　　g　lり農聖割ヴ・ル
0．06241　　1，596　　　　1。596

2．455　　　106，7　　　　　！0．67

0。002239　　0．1244　　　0。124甚

0．03704　　　0．9245　　　1．849

0．02435　　　1．001　　　　2．002

0．000892　　0．01598　　　0。03195

0．001968　　0．07263　　　0．2179

・　3．31　　　　93。34

・　0．004267　　0．04442

・　0．0498　　0．830　．

　1，062　　　　17魯40

・、　0，000552　　0．03242

112．5

93．37

0．08883

ユ．660

　．1740

0．03242

7．010’222．1　　　　　112．5

0．07164　　　1，635・

0．009844　　0．1261

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）…・・……・……　D．1190

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・5．349

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・………・・1．278

クロールアムモニウム（MI4C1）・・1……0．006655

立憲酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0．1498　　　．

二重炭酸マグ’ネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0。02265、

1炭酸マグネシウム（MgCO3）・・・…9・…・…　0．070

：水酸化マグネシウム〔MgOH）2〕　………0．000946
』匡正菱西麦1｛亙百菱イヒ垂3～〔Fe（IICO2）2〕　。一・・・・・・…　　0．002841

耐1酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．00507

クロールアルミウニム（AIC13）…………　0．005737

拶一酉髪（メタ）（IIBO2）……。…・・…・・。………0．07164

澄i謡言（メタ）（II2Sio3）……・・………・……0．009844

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7。09ユ

礪霞髪（メタ）（II】302）＿．・…＿．

王圭酸（メタ）（112Sio3）　・．…＿・

泉　　質

吃

コ　

7．091　　　223．9

アルカリ性食麺泉に勝す　　．

所在地
試験年月
性　　　状

源泉温度
．比　　重

イオン表

焼 津 温

静岡縣志大回焼津i町rll　266番地
昭和11年．12月（東京）

泉

無色澄明にして微弱酸性反懸を呈す
pH　6。60（180，キソヒド℃2ンiE7也法）

．（響鶴麦銀雪獅

カチオン
　カリウムイオン（K’）　・・……

　．ナトリウムイオン（Na．）……

　アムモニウムイオソ（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（reつ　・……・・…

　アルミニウムイオン（A1…）…

36。

1。008　（150）

　　　　・　妻1’面面

アニオン
　クロールイオン（C1つ　……・

　硫酸イオン（SO屯”）　・…・…・・

　ヒドロ淡酸イオ・ソ（IICO3’）・

　．

　梗月酉盈（タタ）（IIBO2）・…・・…・

．潰i罫漫（メタ）（H2Sio3）　．＿＿

　遊離炭酸（CO2）…………・…

．●

　　共　　他

　’泉　　質
　「

　　　　　　湧出量
　　　　．　蒸稜残渣

　　　塵類表

ミリヴアル

0．0319　　　　0．8159　　　　0．8159

2。361　　　102。7　　　　　102．7

0。002232　　0．1240　　　0．1240

1．830　　　45．67　　　　1934

0．07ユ72　　　2。949　　　　　5．898

0．000111　　0．001988　　0．003976

0．004977　　0．1837　　　0。5510

・・@6．942　　　195．8

・・@0．006214　　0．0647

・・ @0．3358　　　　5。503

　11．59　　　353．8

・・ @0．0360　　　0．8215

・・ @‘0璽362　　　0＝5587

　11．67　　　　355．2

・・ @0．0119　　　0．2705

2q1．4

195．8

　0．1294

　5．503

201，4

’

　　糸～」　1036　hl　（24時聞）

　　　11。52　g　（1　kg　rlり

（欝欝響馨職乏赫黙憶う

9

　クロールカリウム（KCI）　・………・・……　0．06083

　クロールナトリウム（NaC1）・…………・・6．004

　クロールアムモニウム（NH　5C置）………0．006634

’ク不一ルカルチウム（CaC！2）………・一・与．069

　ク細口ルマグネ．シウム（MgC12）…………0。01898

　重継酸マグネシウム〔Mg（【ICO3）2〕……0．4024

　重心酸亜酸イヒ£箪1〔Fe（Hco3）2）　∵…　…・…　o．ooO354

　鰹化アルミニウム（AIC13）’…………・…・0．01874

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…　0．007385

　撰月面！メタ）（IIBO2）……・…9・・・……・……0。0360

　∫髭酸（メタ）（H2Sio3）……・…・…………0．04362　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・11．68
　遊里藍1炎酸（CO2）　・…・・…　……∵…・・…・…　α0119

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．68

11．68　　　355。5

プロ’旬ム及臼一ドイオソ各痕跡

箆化土類含有食魑泉にβ5す

124

F

’



．　ノ

㌧

●

b

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度
　　　　比　　重

イオン表

下部濫泉（第1撚ジ

37。

山梨縣酉八代郡富里村大字’．ド部35番地

昭和6年4月（來京）
’無色澄萌にして微弱アルカリ性反言を呈す
pH　7．01（180，キソヒドロン電池法）．

　　’　　　　　　　　　　湧出量約
0。9994　　　　（150）

（本鍍水1kg中に含有する各威三瀬其二次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K●）・……・・

　ナトリウムイオン（Na。）……

　「カルチウムイオソ（Ca．●）；…・・

　マグネシウムイオン（Mgつ…
　フェロイオン（F6’つ　・⊇・………

　アルミニウムィォン（A1…）…

ア昌オン
　．クロールイオン（C1り　．＿．．＿

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・’

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…

　・甥擁・リヴ・ル
0。001736　　0．0444　　　0．0444

0．08013　　　3．484　　　　3．484

0．05417　　　1，352　　　　2．704

0．001201　　0．04938

0．000168　　0。003009

0．000403　0．01487

　　　　　　　　　　20000　hl　（24同日1琶】）

　　　蒸蛋残渣　　　0．469　（1k9　司1）

回漕表く謝麟霧回目回目欝の）

0．09877

0．006017

0．04461　．

0．07036　　1．984

0．1983　・　2．064

0．0164　　　　0．2688

6．382

1．984　．

4．128

0，2698

朝月酸（メタ）（IIBO2）．．＿∵，．＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）　………

0。4229　　　　9．264　　　　6．382

　　　　　　　　　　　　　’0．0140　　　0．3195

0。03635　　4．656

0．4733　　　14．24

0．0045　　　　0．1023

、

　　　　　　　　　　　　一　‘　　　　　　　　　　　　9　　　’

クロールカリウム（KC1）　…：……・・…，・・0．00331

ク”Pルナトリウム（NユC1）……∴・・…・0。1134

硫酸ナトリウム（N・・SO4），・…・一・・…∴0・1097㌃

硫酸カルチウム（CaSO4）　………一…・・0．1728『

重焼酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・…・…．0．01337’

．：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．007227

　　　　　　　　　　　　タ重炭酸亜酸イヒ鐡⊂Fe（HCO3、2〕　：…　．・・…　∴・0。000535

硫酸アルミニウム〕A12（SO4）3〕…・……∴0．002546．

石朋酸（メタ）（【IBO2）・…………………・・…0．0140

珪酸‘メタ）（H2SiO3）…・・…・……………　0．03635

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4733
遊｝雛炭酸（CO2）　・…、…・………・…；……・・P巫優窪5＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4778

　　　　　　　　、

i遊離炭酸（CO2）・………・……・
＼

泉　　質

　　　　0．4778　　14．34

軍純温泉に上す

●

所　在　地

試験年月
性　　　状

源泉温度370
　嗣　　　　　比　　重

．’ Dイオン表

カチオ．ン　．　　　．　　，
　カリウムイオン（K’）　＿＿．“

　ナトリウムイォソ（Na’）．＿

、カルチウムイォソ（Ca．’）」轡

　マグネシウムイオン（Mg∵）・

　フエロイオソ（Fe’．）……・…・

　アルミニウ’ムイオン（A1…）・

下　部　温泉

　　0．9995　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各三分及其二次の如し）

（第2三三）

山梨縣西八代三富里村大字下部35番地　　　　　．

昭和6年4月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈ナ
plI　7．00（18。，キンヒドロゾ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出諾約2160hl（24時間）
　　　　　　　　　　　　　　蒸亜愛残渣0．47g（1kg中）
　　　　　　　　　　　塵類表（本論水は其二三に於て1kg　rll次の成分を含有する溶液に概略相冒す．）

、　　　　　　9

・・@0．001801
・・@0．0820
・・ @　0．05538

・．　0．000655

・　　0。000168

・・ @　0。000615

ア昌オン
　クロ1一ルイォン（C1ノ）．、＿．＿ポ．

　硫酸イオン（SO4〃）　・・…・三・・…

　．ヒドロ炭酸イオン（旺CO♂）…

…リイオン及
…　リ　モル

0．04606

3．565

1．382

0．02694

0，003009

0．02269

ミリヴアル

0．04606

3．565

2．764

0．05387

0．006017

0．06808

0。07298　　2．058

0．1997　　　．2．078

0．0176　　　　0．28S9

6．503　　’

2．058

4。156

0。2890

硯1酸（メタ）（HBO2）……・・…・

王圭酸（メタ）（H2Sio3）　．＿．＿．

0．4308　　　9。471　　　　6．503・

0．0142　　　　0．3241

0．03155　　　4．041

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　9

クロールカリウム（KCI）　・・…・・q…・・・…　0．003434

．クロールナトリウみ（NaCI）…・………・・0。1176

．硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・……0．ユ103

硫酸カルチウム（CaSO4）……・・…・・…・・0．1726

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…∵…・・0・01856

：亟炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0，003942

：重炭酸亜酸イヒ錫～〔Fe（HCO3）2〕…・……。。0．000535

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．063885

瑚酸（メタ）（III302）1．・…・…・・…・。……・・‘・・0．0142

』王1i酉菱（メタ♪（II2Sio3）……・…・……・……0．03155

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，4766
逝i離炭酸（CO2）　・…………　づ…・…………　0．0090

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4856

1

　　　　　　0．4766　　　13．84

一・・・・… @。・・…　　　0．0090　　　　0。2045

　　　　　’0．4856　　　14．04

1　輩純温泉に医す

」．

遊肉【1炭酸ノCO2）ぎ・

　　泉　　質

＿125

o



’

所在地
試瞼年月、
性　　　状

　　　　源泉回申
　　　」七　　重

イオン表

330

　カチオン
　　リチウムイォ・ソ（Lr）．．．＿＿

　．　カリウムイオ・ソ（K●）　…・・…・．

　　チトリウムイ矛ソ（Na’）……

　　アムモニウムイオン（理II4●）

　　カルチウムイォソ（Ca．●）…．・・

℃　マグネシウムイオン（M9●つ…

　　フェロイオン（FeO’）…………

　　アルミニウムイオン（Al…）…

ノ

下部温泉（第3號泉）’

　　0，9954　（150）

（本島水1kg　rl．闇に含有する各回二二共焼次の如し）

　　　　　　　　　ミリイオン及，
　　　　　　　　　ミ　リ　モル

アニオン　　　’

　クロールイオン（C！ノ）・・……

　宿ε西楚イオ・ン（SO4”）…・……・

　ヒドロ黒潮イオン（HCO！）・

●

／

山梨縣西八代郡富里村大字下部35番地
ll召牙074二6刀（双京）．

無色澄明にして微弱アルカリ性反悪を呈す
p【17．3夏（180，キソヒドロソ～E池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴit約．590　hl（24時間）
　　　　　　　　　　　　　蒸獲’残～査i　O．51　9　（1　kg　rl■1）

　　　　　　　　　　　腰類表

　　9
0．00012

0．007835

0．08277，

0．000333

0．06217

0．01539

0．00032

0．000381

・　0．07224

・02256
・0．09294

．0．01729

0．2004

3．599

0．0185

1．552

0．6328

0．005731

0．01406

ミリヴアル

0．01729

0．2004

3。599

0．0185

3．103

1．266

0．01146

0．04218

8．257

2．037　　　　2．037

2．348、　　　4．697

1．523　　　　1，523

　　砧月酸（メタ）（旺BO2），．．．．．。。．．四

　、f｛i酸’メタ）（l125弓i（）3）　・・・…鱒・

’

05601

0，0034

0．0135

11。95　　　　　8．257

0．07725

0．1729

遊闘£炭酸（CO2）……・・………

泉　　費

0．5770　　　12．20　　　　　　・

0。001952　　0。04436

　　　　0．5789　　　12．24

軍純温泉に回す

（本鑛水は其集威に於て1kg中次の放論を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
クロールカリウム（KC1）・………∴……　0．0149

クロールナトリウム（Na（コ）一………・・0．1063

硫酸ナトリウム（Na290．1）………・・……・0．1265

重淡酸リチウム（Li【ICO3）………・…・・…0，00175

ク随一ルアムモニウム（MI4C1）・…・・…0．00099

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・∵・…・0．1956

重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．01856

重淡酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．0926

軍炭酸亜酸化鐡⊂Fe（HCO3）2〕…………0．001019

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．002407・

襯月酸（メ．タ）（IIBO2）　……………・・・…　…0．0034

王緬楚（メタ）（【12Sio3）…………ソ……・…0．0135

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5770
遊離凶漁（CO2）　．・………　………………0．001952

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5789，

所　在　地
試験年月
性　．　伏

　　　　源；泉温度

　　　　∫七　　重

イオン表

　350
0．9995

（本州水1k9中に含有する各成分及共二次の如し）

カチオン

　リ呼ウムイオソ（Li’）…・・…
　カ’リウムィオソ（Kつ・………

　ナトリウムイオン（Na’）・∵・・

　アムモニウムイオソ（NH4’）・

　カルチウムイオソ（Cバ）・・…

　マグネシウムイォビ（Mg鱒）．・

　フェロイオン（Fe’つ　・…・……

．アルミニウムィォン（A1…）・，

アニオン

　クロールイオン（C：，）・・……・

　硫酸イ．オ・ソ（SO！ノ）…・…・…コ

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）・・

下　部　温　泉
山型縣西八代郡？識毛村大字下部字大村第55播地
昭和7年6月（某：京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
Pn　7．38（18。，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　且駈ゴ止　　糸勺　　432　h1　（24　0む，隅D

　（150，　　　　　　　　　　　　　　　　｝々笑！陵残～査i　　　O．48　g　（1kg　r「1）

　　　　　　　　　　　盟類表（本鑛水は其集威に於て1k副吹の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　9　…リ残礎

・　0．000092　0。0134
・　0．007221　　0．ユ847

・　0．07636　　3．320

・　0．000333　　0．0185

・　0．05754　　　1．436

・　0。01469　　　0．6040

・　　0匿000504　　0．00902

・　　0．000678　　0．02502

　　　　　　　　　　0

・　0．07003　　　ユ．975

・　　0．2075　　　　2。160

・　0．08631　　　1．415

ミリヴアル

0．0134

0、1847

3。320

0．0185

2．872

1．208

0．01804

0．07506

7．7望0

1．975

4320
1415

磯酸（メタ）（IIBO2）…………

工重i酸（メタ）（H2Sio3）・……』…・・

0．5213

0．0028

0．0103

11．16　　　　　7．710

0．06334

0．1319

9

ク・帥’ゆりウム（KC1）・・……・………0ρ1377

クロールナトリウム（NaC1）……・……・0，1036
　　　　　　　　　へ硫酸ナトリウム（Na2SO4）…：…・・…・L…6n．110

重淡酸リチウム（LiH¢03）・・…・…・…・…・0。000911

クロールアムモニウ．ム（MI4C1）・・………　0．00099

硫酸カルチウム（CaSO4）…・一…・・……・0．1836

電淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…∵…　0．0142

重疾酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0。08839

＝重炭酸習E酸化鍔～〔Fe（IICO3）2〕　…………0．00161

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3「1……，・…　0。004284

理酸（メタ）（IIBO2）…・…・・ち∴……………0．0028

灘1酉愛（メタ）（Hタ3io3）…・……・・……・…0．0103

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。5344
、遊離炭酸（CO2）　………・・…・……………0，0012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　05356

逝’離淡酸（CO2）・…・…・………

泉　　質

0．5344　　　11．36

0．0012　　　　0．02727

　　　　0．5356

輩純浬泉に掲す

11．39
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　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　源泉温度
　　　　　　　　比，重

　　　　イオン表

カチオン

　リチウムイオン（Li．）…＿＿

　カリウムイオン（KO）………

　ナトリウムイオン（Na’）……

　アムモニウムイオソ（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（Fビつ　∴…・……

　アルミニウムイオン（Ar”）…

下

　　　34．250
　　　0．99967

（奮総昼贔藪禽葡

　　　　　　9
　　　　0．000175

　　　　0．008706

　　　　0．08976

　　　　0。000334

　　　　0．06367

　　　　0．01639

　　　　0．00024

　　　　0．000189

7昌才ン
　クロールイオ・ン（C1，）　……・

　硫酸イオン（SO4’ノ）　………・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）・

部∴温 泉儲4號泉）

山梨縣西八代郡三星村大字下部38番地
昭和7年6月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

陰　pu　7．39　（18，0　キンピドロソ電池「法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量
　　　（150）　　　　　　∫　　　　　　　　　　　蒸菱愛1残渣

　　　　　　　　　　　　塵類表

ミリ碑鍵ξリヴ・ル

0．02522　　　0．02522

0．2227　　　　0。2227

3，903　　　　3．903

0．01856　　0．01856

1．589　　　　3。178

0．6741　　　1．348

0．004298　　0．008596

0．006974’0．02092

8。725

・・ @0．07488　　2．112・　　2．112

・。 @　0．2320　　　　2．415　　　　　4．830

・・ @0．1088　　1．783　　　1．783

　　　　　　　　　　　　　　0、5951　　　1225　　　　　8．725

石朋酸（メタ）（IIBO2）　…　………　　0㌔0σ416　　0．09452

王li酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．02】27　0．2722

　糸勺　3091　hI（24時閻）

　．0．569・（1kg中）
（本藍水は其集成に於て1kq中次の成分を含有する溶液に概略一目す）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
クロールカリウム（KC1）　………………　0．oi661

クロールナトリウム（NaC1）………一・・0．1093

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・1・……………0．1444

：重炭酸リチウム（ljllCO3）………・・……・0．001713’

クロPルアムモニウム（NH4C1）………　0．000993

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…・0。1890

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0．03251・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．09865

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…・一・…0．000764

硫酸アルミニウム＝A12（SO4）3〕…・…・・…　0．001194

砥朋酸（メタ）（HBO2）…………・………・・…0．00416

珪酸（メタ）（II2Sio3）………………・…0．02127

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6205
遊闘£炭酸（CO2）　…　…・……　…・……・……　0，001731　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6222

尭左離炭醒菱（CO2）…∵…・・……；・

　哀　　質

0。6205　　　13，12

0．001731　　0．0390

　　　　0．6222　　　13。16

輩純温泉に凝す

、

，

β

　　　　　　所在地
　　　　　　試瞼年月
　　　　　　性　　　状
　　　　源泉面面
　　　　比　　重

イオン表

水 鑛 泉（冷）・

　　　山梨縣東山梨郡西保村字鷺水御料林内
　　　昭和9年4刀（東京♪
　　　赤褐色澄明にして酸昧並牧倣昧を有すpII　155’（18。，キソヒドロン竃池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　湧価最　約　18h1（24時間）
1．0057　　　（150）

（本座水1kg中に含有する各成分及其垢衣の如し）

カチオン

　水素イオン（H．）…………・

　カリ．ウムイォン（Kつ　・……

　ナトリウムイォソ（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●’）……・…

　フェリイオーソ（Fe●’り…・・…・・

　マンガノイオソ（Mnつ・……

　アルミニウムイォソ（A1…）．

　　　・　ミリ狸聖罵リヴ・四

・。 @0．006605　6．540　　　　6．540

・。 @0。02061　　．0．5271　　　0．5271

・・ @　0。1775　　　　7。717　　　　　7．717

・・ A0．06709　　1。674　　　　3，349

。・ @0．03301　　　1．357　　　　2．715

・・ @0．1168　　　2．091　　　　4．182

。・ @　1071　　　19．18．　　　　57。54

・b @．0．008326　　0．1516　　　　0．3031

・・ D　0．2082　　　　7．682　　　　23．05　’

　　　　　　　」　‘　105。9

ア昌オン

　クロールイオン（C1’）………　0．0556　　1．568

　ヒドロ硫酸イオン（HSO！）…　0．6344　　6．540・

　ヒドロ砒酸イオン（HAsO4”）　0．001414　0．0101

　硫酸イォソ（SO4”）・・……・…　4．688　43．8

　．ヒドロ燐酸イオン（nPO4”）　　0．009261　0．09642

1．568

6．540

0．0202

97．6

噛0ユ928

盤類表（二三著響海騰蜜季つ
　　　　亀　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　　クロールカリウム（KC1）　…旨・・……・……0．0393

　　クロールナ．トリラム（NaC1）…………ち一〇．06085

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・…………0。4743

　硫酸カルチウム（C・SO4）　…………・・…・0．2266

　砒酸カルチウム（CalIAsO4）………ニ…0．001818’

　硫酸マグネシウム（MgSO4）．……・…・・…0．1634

　硫酸亜酸イヒ鐡（FeSO4）・・・…　。・…　。・・・・・・・・・…　幽0．3177　　　’

　硫酸々イヒ垂域〔Fe2（SO4）3〕∴・…・……・・……　3．8351

　硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）…………0．02288
　硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・∵……　1．304

　燐酸アルミニウム〔AI2（HPO4）3〕・・∴…・，0。0110

　荘離硫酸（H・SO・）…一………一・…0・6410
　三国酸（メタ）（H2S三〇3）　……・…・・…………0，1890

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．287

β

　　　　　　　　　　　　　7。098　　104．8　　　　105．9

珪酸（メタ）（II2Sio3）………　0。189　　2．423

　　　　7．287　　107．2

酸牲明誓録饗泉に馬す

、

泉　　質
r

127



’

｝

　　　　’
　　　　　　　　比

　　　　イオン表

カチオン
　；水舅｛イオ・ソ（Ir）

所在地
試臓年月
性　　　状

　　へ

金峰養命鑛泉（冷）
　山梨縣束II∫梨郡i｝q保村大字北原字購水第4139番地
　昭和10年10JJ（束：京）
　淡褐色澄明にして酸味並牧敏性鐡味を肴し酸1生反慮を呈ナ
　pH　1．70（180，ヤソヒドT，ンへEテ也法）　　　．

：重　　1．UO4　（150）

（本呪水1kg中に含有する各戸詠口其三衣の如し）

カリウムイオン（Kつ・・……・

ナトリウムイオン（Na。）……層

カルチウムイオソ（Cゴ）……

マグネシウムイォソ（Mg．●）…

フェロイオン（Fピつ…・……・・

フ凱リイオーソ（Fe●”）…………

マンガノイオソ（Mn●’）……

アルミニウムイオンで（A1…）…

7誕鷲イオン（Zかつ…・・・・・……・

アニオン
　クロールイオン（CI，）　・”・・…’

　ヒドロ硫酉金イオン（11SO．1り…

　硫酸イオン（sq墨”）…・・…・…

　ヒドロ燐酔イォソ　（llPO4ノノ）

　ヒドロイ乱酸イオ・ソ（11Aso4”）

　　言勇．出・量約900h1（24時聞）
盛類表（本鑛水｝む婁集威に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相寓す）

　　・ミリ碑纏ミリヴアル．
0．01456　　14．44　　　　14。44

0．000705　0．01803　　0．01803

0．005191　　0．2257　　　　0．2257

0．003729　　0。09305　　0．1861

0．008363　　0．3439　　　0。6877「

0，270　　　 4．835　　　．9．670

1．124　　　　20．13　　　　　60．39

0．002935　　0．05345　　0。1069

’0．04408．　1．627　　　　4。880

0。00004　　　0．000612　　0．001224

90．61

0．005319　　0。150　　　　0．150

1．401　　　14．44　　　　14．44

3．617　　　37．65　　　　75．29

0．03474　　　0。3617　　　0．7234

0．00014t　　O．001008　　0．002015

　　　　　　　　　　　　　　6．532　　　93．97　　　　90。61

∫1酒菱（メタ）（II2Sir）3）　………　0．07463　0．9559

　　　　　　　　　　　　　　6．606　　　94．93

銅イオン：及磯酸　各痕跡　　　　　　　　　’

　　泉　　質　　　　酸性緑鋒泉に卜す

　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・………・…・…　0。001344

クロールナトリウム（NaC1）・………・・…　0．007715

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………・・……・0．006659

硫酸カルチウム（Casr）4）　…………・・…・0．01253

砒酸カルチウム（CaHAsO4）……………0．000181
硫酸マグネシウム（MgSf）4）・・Ψ……・…　0．0414

耐〔酸亜責菱イヒ鉛3～（FeS（）4）　　・・。。・・・・・・…　。・・・・…　　0．7345

面fご酸’々イヒf；粟〔Fe2（SO4）3〕。・・。・・・…　。・…　一・…　4．025

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）…・……0．008071
硫酸アルミニウム（A12（SO4）3〕…………　0．2372

燐酸アルミニウム〔A！2（HPO4）3〕・……・・0．04128

耐亡酉獅晋1錯（ZnSO4）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．000099

遊離硫酸（IIgSO4）　。一・・・・・・・・・・…　一・・・…　。。・1．416

封i酸（メタ）（II2Sio3）………・…・……・…0。07463

　　　　　　　　　　　　’　　　　　　6．606
　　聰

、

カチオン

　　　　∫’ヒ

イオン表

所在　二
言べ験年月
性　　　状
　重

甲斐天然鑛泉（冷）
　山梨縣東山梨郡西f聯寸大字北原字西奥仙丈4四1番地．
　昭和IO年11∫」（東京）
　赤褐色澄明にして酸味並牧敏性鐵味を有すρII　1．50（18。，キソヒドロン電池法）

　　　1．023　（15り）

．（響幾描ζ版鋤；D

水；曇イオ・ソ（IIつ　………∴・…

カリウムイオ’ソ（Kつ………

ナトリウムイオン（Na●）…∴．

カルチウムイオン（Cゴ）……

マグネシウムイオン（Mg●’）…

フェロイオン（Fe”）…………

　　　　　てフェリィォソ（Fe…）＿＿＿＿

マンガノイオソ（4n●つ　・・…・

アルミニウムイオン（Al’つ’●

銅イオン（Cゴ）……一・……
．亜錯イオ・ン（Zn●’）…………．…

　　　　…リイオン及
　　π　　　　ミ　リ　モル
0．02816　　27．91

0。001383　　0．03537

0，0105　　　6．4565

0．08413　　2。10

0．01487　　　0．61ユ5

0．799　　　14．31

6、208　　111．2

0．05419　　0．9865

1．479　　　54．57

0．02933　　0．460

0．0010　　　　0．0153

ア昌オ’ン

　クロールイオ’ソ（C／）・…・・…　0．008666　0．2444

　ヒドロ硫酸イオ・ソ（【ISO！）・・1　2．707　　27．91

　耐ご酸イォソ（SO4”）　・………・・25．35　　263．9

　ヒドロ1搾酸イオン（IIPO4”）・・　0．2283　　2．377

　ヒドロ砒酸イ’オソ（HAso4”）　α7382　　0．9875

ミリヴアル

27．91

　　湧　出

塵類表

0．03537

0．4565

4．199

ユ．223

28．62

333．5

　1．973

163．7

　0。920

　0，0306

562．6

　0。2444

27．91

527．7

　4．754

　1。975

　　　　　　　　　　　　　37．14　　　483．0　　　　562．6
工1芋｛髪（メタ）　（1正2Sio3）　・・・…　。・・　0．2670　　　3．420

　　　　　　　　　　　　　37。41　’　486．4

　　泉　　、貿　　　　砒繁含有酸性明四緑響泉に属す

128一＿

　　　　彙約180h1（24時聞）
　　　　‘欝露糀羅乏騰欝の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐸
クロールカリウム（KC1）　………………　0．002637

クロールナトリウム（NaC1）……・……・・0．0122！≧

硫酸ナトリウみ（Na窪904）……・…・・……　0．01758

硫駿カルチウム（CaSO4）　………・…・…0．】514

観：酸カルチウム（CallAsO4）……一・・…0。1778

｛流酸マグネシウム（MgSO4）……………　0．07362

硫』酸亜百菱イヒ錐琵（FeSO4）　…・・……・……・・2．174

硫酸々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3〕・・。・。・。・・…・・・…　一・22．23

硫酸亜酸化・マンガy（MnSO4）…・……・・0．1490

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3）…………　9．O17

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO1）3〕………　0、2713

硫酸銅（CuSO咽）………・…・…一………0．07343
硫酸亜争貨（ZnSO4）　・響・…　……・・…。・・1・・…・0．002472

遊該惟硫酸（II2SO4）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　2．735

ユ「li西亀（メタ）（H2Sio3）…・……・。……．……O。2670

　　　　　　　　　　　　　　　　　　37．41

’

■



、

　　　　　　　比　　：重

　　　イオン表
　　　　ノ
カチオン

‘；水i素イオ；ン（1「）　・……・・……

　カリウムイォソ（K●）………

　ナトリウムイオン（Nの……
　カルチウムイオソ（Ca”）．・…‘・

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

　フェリイオン（Fビ●）＿＿＿＿

　ブンレミニウムイォソ（A1…）＿．

　　　　　　　　　　［　、
ア昌オン

・クロールイオン（CIノ）………

　ヒドロ硫酸イ・オン（IISO4’）…．

　硫酸イオン（SO4〃）……∵・…

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）

　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　1．　’　．唱　　　　．』　　　　　・　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　大　幡　鑛　旧く冷）　．．、㌧、1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
、所在地　山梨縣南都留郡寳村大字大幡1453、番地　　’　　1
試瞼年月　　昭和8年9月（東京）
性　　’状　　殆と無色1登明にして酸味並牧敏昧を有す’pll　2．63（180，キンヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　　、．．　　　　湧出量：約34111（24時聞）
　　　　1．0006　　　　（150）

（蓉鶴贔懸盤わ
　」　9

0。003156

0．003825

0．00908

0．01226

0．005086

0．e3429

0．07764

0．04763

0．01604

0．3001

0．5740

0．00345

ミリ農饗ミリヴァル

3．059　　　　3．059

0．09783　　0．09783

「0．3948　　　0．3948

0言3310　　　　0．6621

0．2091　　　0．4182

0．6441　　　1．228

1．390　　　4．171

1．753　　　　5．273　．

15．30

0．4523　　　0．4523

3．059　　　　3．．059

5．86①　　　1L72

0．03952　　0。07184

竪類表（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相汗す．）

珪酸（メタ）（H2Sio3）

1．087　　　17．26　　　　15．30

0．1064　　　1．364

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，9

ククロールカリウム（KC】）　・・……・∵・…　0．007294・

クロールラピトリウム（NaC1）………・・…・0．02072

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・r・…0。002863

硫酸カルチウム（CaSO4）　6…・…一……0．04507

，硫酸マグネシウム（MgSOI）・・…・………0．02518

．硫酸亜酸化鐵（FeSO4）………？……　…・…・0．09329

硫酸々年上〔F62（504）3〕…一・……～一・02780

硫酸アルミニウム〔A72（SO4）3＞…・：……　0・3068

燐酸アル§ニウム〔AI・（HPO・）・〕………0・004099．

遊離硫酸（1丁2SO｛）　　。’・’’”・．・・・・…　。・・・・・・・…　　0．3032

珪酸（メタ）（H2SlO3）・…∴・…・…・………0．1064

　　　　　　　　・　　　　　曾　　　1．193

泉　　質

　　　　　1．193　　　18．62

0酸性四緑響泉に屡す

中津森鑛泉（冷）
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

山梨縣南都留郡三三大字中津森1778番地

昭和11年12刀（東京）
殆と無色毯明｝ヒして硫化水素臭を回し微賜酸性反懸を呈す　　　　，

pll　6．35（18，0キ・ンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出量約129h1（24時聞）

’

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　エヒ　　　重　　　　0．9994　　　　（150）

イオン表（馨鶴鹸密書D
カチオン　　．　　　　・

　カリウムイオン（Kつ『…・…・

　ナトリウムイオン（Na’）・…・

　アムモニウムイォソ（NI1♂）

　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・・…∵・雨

　アルミニウムイオン（Ar．○）・・

　　　　9
・　0．002414

’．0．0159

　0．00045

・　　0．07267

・　0．04613

・　　0．000336

・　0．008883

ア昌オン
　クロールイオン（CIノ）………

，硫酸イオン（SO！ノ）　・・………・

　ヒドロ疾酸イオン（ほCO3ノ）…

』；小（硫イオン（IIS！）・……・・……

02120

0．1190

0，04315

0．001032

　　翼葺…獲残渣．．0．52g　（1　kg　rl竃）

塵類表（本鑛水は其集威に於て1kg中次の面分を含有する溶液に概略相等す）

1℃護賜・ル
0．06174　　0．06174

0．6913　　　0．6913

0．0250　　　　0．0250

1．814　　　　3．627

1．897　　　3．794

0．006015　　0．01203　’

．0．3278　　　　0．9834

5．979

1。239．

0．7073

0．0312

9。195

5．979

2．477

0．7073

0．0312

　　　　　　　　　　　　　　05220　　12。78　　　　9．195

　珪酸（〃）（IIβiO・）…∴…0039310．5035　．

　　　　　　　　　　　　　　0。5613　　13．28
　逝i離炭酸（CO2）・・…・…………　　0．1070　．　2．432

●　遊離硫イヒズk素（｝12S）7。・。・・・・・…　　　0．01221　　　0。3582

　　　　　　　　／　　　　’　　　　　0．6805　　16．07
　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　泉質　軍纏硫化水素泉に局す

9

クロμルカリウム（KCI）1・…………・・…・0．004603

クロ戸ルナトリウム（NaC1）・一・…・…・q　O・038与9

；水硫化ナトリウム（NaHS）………・…・…・0．00175

クロールナムモニウム（NH4CI♪………0．001338

クロールカルチウム（CaC12）…・・………・0．2013

ク・一ルマグネシウム（MgC12）・・∵…一〇．07644噛

硫酸r≠グネシウム（MgSO4）・…・・………　0・98991

：重炭酸マグネシ’ウム〔Mg（HCO2）3〕轡…　0．05087

重外垣亜酸化戴⊂Fe（IICO3）2〕・…一1…0，00107

硫酸アルミニウム〔A』（SO4）3〕，・・……・…0・05612

珪酸（メタ）（H2Sio3）…　。・…㌧・…　r・。・……・0．03931

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5613
遊離炭酸（CO2）　．・・㍉………・・。6・・一。…・占。・0．1070

遊離硫イヒ水素（II2S）　　・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・∵・0．01221

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6805

一一；129一・
ノ



し

、

／
馬

　’

所在地
試験年月
性　　　朕

源泉幽谷
比　　7E

500

湯

1．001（15。）

イオン表＊ i本鑛水1k自中に含有する各成分及其孟歓の如し）

げ

カチオン
　カリウムイオン（K’）　………

　ナトリウムイオン（Nゴ）…・・

　カルチウムイォソ（Ca”）……

　マグネシウムィ．オソ（Mg’●）＿

　フェロイっ孝ン（Fe’つ・・…・・’・…

　アルミニウムイオン（A1…）…

アニオン
　クロPルイオ・ソ（Cレ）・……・・

　硫酸イオン（SO4”）　∴・・・……・

　　　　　　　　　　　　　　＼　淡酸イオン（CO3”）・……・・…

　ヒードロ淡酸イオン（HCO3ソ・＾

　1水酸イオン（OII’）…・・…・……

、

傳 温 泉

山梨縣西山梨郡大宮村字湯村290番地
昭和11年4月（東京）　　一　．　　　’
無色澄明にして蜴アルカリ性反曄を呈す
P正1　8．10　（臣品タ日匡，1＝80，　上ヒ色法），　P【1　8．35　（180，　フk；琶i＝瓦＝斯「エ池法）1

　　　　　　　　　　　　　澗　　1昼　責ヒ　糸勺4328hi（24時間）
　　　　　　　　　　　　　蒸！幾残！鉦　　3．215　9　（1kg　rlり

　　　　　　　　　　　　　比電導度0．00373‘18。）．

　　　　　　　　　　　竪類表

　　客　ミリ猛ン発　…リヴアル

0．01414　　　0，3616　　　0。3616

0．8020　　34，87　　　　34．87

0．3638　　　9．080　　　18．16

0．00306　　　0．1258　　　　0．2516

0．000783　　0．01402　　　0．02804

0．003962　　0．1462　　　0．4386

　　　　　　　　　54．11

1．60　　　　43．12　　　　45．12

0．1408　　　1．466　　　　2．932

　　　　　　　　　ノ0．05061　　　0．8435　　　　1。687

0．2537　　　4。158　　　　4．158

0．00363　　　0．2134　　　0．2134

ノ

、

　　　　囎露響馨羅蔽，齪李の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム，（KC1）　…………・・…・0．02696

クロールナトリウム（NaC1）…・…一…　2．039

クロールカルチウム（CaC12）…・｝………0．5488
　　　　　　　　　　　　　　　ミ硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・一〇．1697

炭酸カルチウム（CaCO3）　………………0．08248

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．3347

炭酸マグネシウム（MgCO3）一・………・0．00161

水酸化マグネシウム〔Mg（OII）2〕………0．006225

重炭酸亜酸イヒ奎現〔Fe（HCO3）2〕　・…・…・…0．002494

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．02503

理酸（メタ）（IIBO2）…・……・……・………0．03596ρ

球．酸（メタ）（H2Sio3）………・・…。・3・・…・・0．1349

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．408
　　　　　　　　　　　　　　3．237　　　96。40　　　　54。11
礪西金（メタ）（IIBO2）　・・・・・…　∴・・　0。03596　　　0．8206

1F茎i酸（メ　タ）（II2Sio3）　　・・…　。…　　　0．1349　　　　1．728

共他
　　泉

ヨードイオン及遊離硫化水素

質

　　　　3．408　　　　98．95

　　　　　　　　各痕跡

難化土類含有糧食璽泉に止す

　　　　　　　　　比

　　　　　イオン表

　カチ才ン
　　水；廷イオン（Hつ　・………。・…

　　カリウムイオン（K。）’”……

・　ナトリウムイオン（Na’）……

　　カルチウムイオン（Caつ……

　　マグネシウ’ムイオソ（Mg●●）…

　　フェロイオ・ソ（Fe●●）…∴…・…

　　フェリイオン（Fc…）・……・・…

　　マンガノイオソ（Mnつ・・……・

　　アルミニウムイオン（AL…）…

　　銅イオ・；ノ（Cu●’）・……・・・…　…・●

　　耳巨艦イオ・ソ（Zバ）・……・…・…

巖 村 鑛 泉（冷）

所在地　　山梨縣北都留郡巖村字川合．635番地
試験年月　 昭和11年5月艦東京）
性　　　状　　殆と無色澄明にして酸味並牧敏性鐵味を有す
　　　　　　　pll　2。90（180，キ’ソヒドロン～E池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　　’i」｝　ゴ三t　糸勺　130h1　（24　日寺聞）
　霞　　1．0　（150）

（本呼水1kg巾に含イ1する各成分雨露∫陀欠の如し）

　　鐸

0．0012

0．002951

0．04703

0，1030

0．04174

0．0260

’0．0！60

0．004

0」0323

0．0002

0。0040　．

一　ア昌才ン
　　　クローノセイオ・ン’（C1’）・……・・　0．02434

　　　ヒ．ドロ硫酸イオン（IISO4’）…．0．1154

　　　ノ　　硫酸イオン（SO4”）…・・……・0．7517

ミリイオン及．
ミ　リ　モル

1．190

0．07568

2045

2．571

1．717

0，4656

0．2865

0．072S

1．192

0．003148

0．0612

　　　盤類表
ミリヴアル

1．190

0．07568

2．045

5。141

3．433

0．9312

0。8596．

0．1456

3．576

0．006295

0．1224

17．53

0．6864　　　　0．6864

1．190　　　　　1，190

7，825　　　15，65

　　　　　　　　　　　　　　1．170　　　　19．38　　　、　17．53

王髭酵～（メタ）（【12SiO3）　………　 0．04651　　0．5957

　　　　　　　　　　　　　・1。216　　　　19．98

翼他・ド・鰍イ才ソ痕跡
　　泉　　質　　　　酸性三線馨泉に局ナ

130　’

（本鑛水は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相論す）

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・………・・……　0．005643

クロールナトリウム（NaC】）……………　0．0357

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・……0。1019

硫酸カルチウム（CaSO4）　……・・…・・…・・0．3499

硫酸マグネシウム（MgSO4）…………・0．2066
硫酸亜酸イヒ鍔～（FeSO4）　　・・・・…　。・・・・・…　。・…　　0．07073

耐じ酸々イヒ鐡（Fe2（SO4）3〕・・・・・・・・・・・・・・…　。…　　0．05729

．硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）…………0．01099

硫酸アルミニウム〔A！2（Sq）3〕・……・・…0．2040

硫酸銅（CuSO4）一・……・・…・…………・0．000502

耐じ酸亜i砦（ZnSO引）　…・…。・…・……　……韓　0．009887

遊臣霊直硫酸（II2SO4）　・・・・・・・・・・…　。・・・・・・…　。…　　0．1166

珪．酸（メタ）（II2Sio3）………・・…………0．04651

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，216

、

’

ρ



、

’

1

　　　　　　　　比

　　　　イオン表

カチオン

　水素イオンσ「）

所在地
二二年月
性　　三

一． ｢塚鑛泉（冷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野縣諏訪郡下訪諏町田一一里塚2286番地
昭和9年2月（東京）　　，
淡褐色澄明にして酸昧並牧敏性鐡昧を具ふ
　　　　　　　　　　　　　　　湧出量

重　　1．053　（150）

礫鶴麦畑甥詫）

カリウムイオン（K’）　………

ナトリウムイォソ（Na’）……

アムモニウムイオソ（NHド）

カルチウムイオソ（ぐaつ……

マグネシウムイオン（Mg●●）…　0．01129

フェロイオン’（Fe．●）……∵・…　1．020

フェリイオニ！（Fe．”）…・……・・11．12

アルミニウムイオン（Ar’り…　1．270、

銅イオン（Cu”）・……・…∴・・…　0．09497

亜錯イオン’（Zn”）・…・……・…　0．05698

　　　　　　　　pl【1．29（180，キソヒドロン電池法）’
　　　　　　　　糸勺　19　h1　（24　0寺イ醤】）

　　　蒸獲残孟査i　49．81霧　（1kg　rii）
題無類（本二水は共集成に於て1kg中次の威風を含有する溶液に概略相當す‘）

　　・　ミリ穐號・リヴカレ

0．0315　　　3125　　　　31．25

0．007268　　0．1859　　　0．1859

0．02683　　　1．167　　　　1．167

0．05698　　　3。116　　　　3。166

0．004642　、0．1159　　　0．2317

　　　　・0。4643　　　0．～～285

　　　　18．27　　　　36．53

　　　　199．1　　　　597．4

　　　　46。87　　　140．6

　　　　　1．495　　　　2，989

　　　　　1．014　　　　2．028

アニオン
　クロールイオン（C工つ　………　0．1275

　ヒドロ硫酸イオン（HSO！）・；・　3．031．

　ヒドロ砒酸イオ・ソ（HA～q”）・　0。000269

硫駿・fオ・ソ（SO4”）　・…　。・・・…　。37．51

　ヒドロ燐酸イオン（旺PO4”）・・　0．0305

816．5

　3．596　　　　3．596　　－

31．25　　　　31。25

　0。001922　0．003844

390．5　　　・　78LO

　O．3176　　　　0．6351

　　　　　　　　　　　　　54．40　　　728．3　　　　816．5

珪酸（メタ）（l12（ヨio3）………　0．1854　　2．375

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KC1）　…∴…・………　0．01386

　クロールナトリウム（Naq）・9・・……一・0901427

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）…∴一…く・…0。06556

　クロールアムモニウム（NH4CI）………0．1694

　硫酸カルチウム（CaSO4）…………一・0．01551
　砒酸カルチウム（CallAsO4）………・…・・．0．000346

　硫酸マグネシウム（MgSO4）……………　0．0559

　硫酸亜酸化鐵（FeSO4）一・一・…∴一2．775
　硫酸々忌寸〔Fe2（SO4）3〕・…・…∴…・．一…39．81

　硫酸アルミニウム⊂A12（SO4）3〕・…・…・…7．988

　燐酸アルミニウム〔AI2（HPρ4）3〕………　0．03624

　耐じ酸銅（CuSO4）　…・………・…・…・・…・…0．2386

　硫酸当千（ZnSO4）一…・・………………0．1638
　遊離硫酸（II2SO，易）　・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・…　鱒・3．063

●珪酸（メタ）（H2Sio3）・・……・……………0．1854

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．59

　　　　　　　　　　　54。59　　　730．7

泉質・酸性明馨周密泉に属す

比

イオン表

カチオン

一
所在地
言燃年月
性　　状
　重

里塚花泉（諏訪灘鑛泉）（冷）、
　長野縣諏訪郡下諏訪町掌一里塚2280番地2の2
，昭和10年11月頃東京）
　類褐色澄明にして酸味並牧敏性鎖題を有す．pH　1．63（18。，キソヒドロソ電池法）

　　1、013　（150）
（本三水1kg中に含有する斉威分及其量実の如し）

ρ水素イオン（ぼ’・……・・………

カリウムイオン（K．）　………

ナトリウムィォソ（Na’）一…

カルチウムイオン（Cバ）……

マグネシウムイオン（Mg”）…

　フェロイオ・ソ（Fe”）・…・・……

フェリイオ・ソ（Fざ．つ．……r・・…

アルミニワムィォソ（Ar”）…

銅イオン（Cゴ）亀……・……・…

亜鉛イオン（Zu●つ…・1……・…

慰頁表（繍水平轍に於て1kg中麺）

　　・　…リ碑雛・リ伽レ

0．01868　　18．53　　　　18．53

0．002698　　0．0690　　　0．0690

0．00574　　0．2496　　　0．2496

0。01301　　　0．3247　　　0．6494

0．006303　　0．2592　　　　0．5183

0．36！0　　　5．390　　　10．78

3，875　　．69．40　　　208．2

0．1842　　　　6，797　　　　20．39

0，001086　　0．01709　　　0．03418

0．000395　　0．006045　　0．O1209

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259．4
ア昌オン

　クロールイオン（C1ノ）・・一∴・0．006835　0。1928　0．1928

　ヒドロ砒酸イォソ（HAsO4，り・・0．000149　0．001008　0．002015

　ヒドロ硫酸イオン（IISOノ）…　1．798　18．53　　18．53
　硫酸イオン（so4”）　・・…・∵…　11，55　　120．3　　　240．ら

　七ドロ燐酸イオン（耳PO4”♪・・0．01161　0．1209　　02418

湧　昌玉ゴま　　糸勺21．6　hl　（24　【卜目引n）

　　　　威分を含有する溶液に概略椙目す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……・………・・…0．005145

クロールナトリウム（NaC1）ご・…一…・・0．007237

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…　……………0．008937
硫酸カルチウム（CaSO4）…………………0。b4407

砒酸カルチウム（CaIIAsO4）　∵…∵・一〇．000181

硫酸マグネシウム（MgSO4）…・………・…・0．0312

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）………・…・……・…0．8188
硫酸々車鍔～こFe2（SOふ）3〕　・…・・…・…・……・13．88

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　1．149

燐酸アルミニウム〔A！2（IIPO4）3〕　・・…・…　0．0138

　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸銅（CuSO4）……………・……………・・0。00193

硫酸亜錯（Z・SO、）・1∴一…………・……rO．000977
滋左｝離｛甘酸（H2SO4）・・・・・・・・・・・・・…　。・・・・・・・…　。∴　1．815

蕊酸（メタ）（H2Sio3）…・・……・…・・……・0．04836

　　　　　　　　　　　　　　　・　　17．83
’層

　　　　　　　　　　　　　17．78　　　240，2
i珪酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．04836　0．6194

’259．4　　，

泉　質
　　　17．83　　　240．8

酸性明響緑馨泉に回す

　し

，



L

、

L

　　　　　　　　、

　　　　　　所　在．地

　　　　　　試臓年月

　　　　　　性・　状
　　　　源泉涯渡　73。

　　　　」七　重

イオン表

下諏訪温’泉（富ケ丘の湯）
　　　　　　　　　　」
長野上諏訪郡下諏訪町二二ケ丘　　，

昭和4年8月σπ京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す

　　1．00003　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及共比欠の如し）

カチ才ン

　カリウムイオ’ソ（Kつ………

　　　　　　　　　　コ　ナトリウムイオシ（Na’）……

　三カルチウムイオン（Cゴ）’’’”●

　マグネシウムイォシ（Mg．’）＿

　フェロイオ・ン（Fe”）……・・・…

　アルミニウムイオン（Al…）…

7二才ン
　ク帰一ルイ矛ソ（C1’）………

　硫酸イオン（SO4”）…・……・・

　ヒドロ多ミ酸イオン（HCO3’）…

　　9
0．0095

0．2584

0．0198

0．0015

0．0012

0，0010

0。2870

0．1728

0。0643

茎リヂ㌢発　ミリヴアル

0．2455　　　　0．2455

1L2348　　ユ1，2348

0．4942　　　0．9882

0．0617　　0．1234

0．0215　　　0．0430

0．0329　　　　0．1107

12．7456

8．0936　　　　8．0936

1、7984　　　　3。5974

1．0546　　　　1．0546

！ o

　’葬茎獲残Zf蚤　0．929　（1　kg　吋1）

描出表（：本四水は共集成に於て1kg中次の戸車を含有する溶液に概略相御す）

石明酸（メタ）（HBO3）…………

罰三酸（メタ）（1聡Sio3）　＿．＿．．

0．8ユ56

0．0100

0．1370

21．9826　　12，7456

0，2282

1．75470

、

遊霞産炭酸（CO2）・………・…・…

L　泉　　質
　　　幽＼

0．9626　　　23．9655

0，03933　　　0，8939

　　　　1．0019

箪純浬泉に属す

24．8594

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・・………・……　0．0183

クロールナトリウム（NaCI）…・・………・0．4588

硫酸ナトリウム（Na2SOI）一…r一・・一〇。2406

硫酸カルチウム（CaSO4）…・…・一……0。0068
1飛淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…・・0。0♪20

電淡酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕……0．0090

距：炭酸亜酸化鐵〔1乙℃（HCO3、，〕……・…・・0．0038

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．0063

醐酸（メタ）（IIBO』♪…・イ……・・……・・……0．0100

王i…酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・・…　h・・・・・・・…。0．1370

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9626
遊離炭酸（CO2）・……・・…………………　0．03q33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．0019

　　9

所在地
試瞼年月
性　　　状

下諏訪鑛泉（冷）

　　　　　　　　源泉温度　18。
　　　　　　　　1七　　　　重　　1．0197　（150）

　　　　イオン表（本出水1kg中に含有する各成分蘭島ゴ1ヒ欠の如し）

．カチオツ　　　　　　　　　　　　　9　　ミリヂ紮ン発　ミリヴァル

　水葬ξイオ●ン（lr）　………・・…・　0．0010321024　　　10。24

　カリウムイオン（K●）　………　0．01704　04358　　①。4358

　ナトリウムイオン（Na’）…・∴’0．09697　4．216　・4．216

　アムモニウムイオソ（NII4．）　0．001471　0．08172　0．08172

　カルヂウムイオソ（Ca’●）……　0．01346　0．3359　　0。6718

　マグ．ネシウムイオン（Mg●●）…　0．01474　0．6061　　1，212

　フェロイオン（Fe’．）・………∴　0，9647　17．28　　　34．55

　フェリイォソ（Fe’。’）…………　0．7631　13．66　　40．99

　マンガ’ノイオソ（Mn●。）…・…・・0．0002　　0．00401　0．00801

　アルミニウムイオ・ン（Al…）…　0．6258　28。09　　69．28

　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ61．7

アニオン
　クロールイオン（C1’）・・…・…　0．04056　1ユ44　　1。144

　ヒドロ硫酸イオン（IISO！）…　　02936　，10．24、　　10．24

　硫酸イオン（sO4”）　…………　7．220・　75．15　　1503

　　　　　　　　　　　　　　　　　長蜀縣諏訪郡下諏訪町字山の紳澤3126蒲・地

昭和8年10月　（東京）
赤二色澄明にして酸性反慮を呈し牧敏昧を有ナ

pII　1．14（180，キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　　を！琢　　ロユ　　五t　　糸勺　288　h1　（24　μ琴r跳1）

盟類表

五叢酸（メタ）（旺2Sio3）

　　　　　　　　　、

ユ56．5　　　　161．7

　2．318　・

泉　　質

　　　　囎蜷響遍羅乏｛漁欝？）

　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
．クロrルカリウム（KC1）　………………　0．03249

クロρルナトリウム（NaC1）’…………・・0．03662

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・・…0．2550

クロールアムモニウム（NII4C1）………．0．004371

硫酸カルチゥム（CaSO4）…・…・・…・…・0．04573

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………　0。07297

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…………・…・・…2．625

硫酸々イヒ鐡〔Fe2（SO4）3〕…　。・。・・。・・・・・・…　∵・2・732

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）…………0．000604
硫酸アルミニウム〔A12（SO3）3〕…∵♂……　3．954

遊離硫酸（II2SO4）　。・…　。・・・・・…　。・・・・・・・・・…　　0。7946

王1i酸（メタ）（II2Sio3）・…………∵………0．1808

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10；73

　　　10．55
　　　
……… @　0．1808

　　　　10．73　　　158。8

酸性明暮緑響泉に回す

132
’

1



！

　　　邑比

イオン表

所　在　地

回瞼年月
性　　　状

　重

長．地　鑛　泉（冷〉’

長野縣諏訪郡長地村7963番丙イ號字内山

昭和4年7月（東京）
赤三色清澄にして牧敏昧を有し酸性反懸を呈す　’

　　1．0069　（150）

（本鑛水1騒9中に含有する各成分及其野次の如し）

カチオン
　水素イオン（lr）．・・・……・・…・

　カリウムイオン（K’）・・…・…

　ナトリウムィォソ（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…）・函……∵

づ　ナルミニウムイオン（Ar’○）・・

　　　　　　　　　’

ア昌才ン　　　　　　．　．

　クロールイオン（Clノ）………

　ヒドロ硫酸イォソ（HSO4ノ）…

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・…

　ヒドロ燐酸イオ・ソ（HPO4”）…

塵事表
　　・　ミリ穐ン舜．・リ伽・

0．0017　　　0．1731　　　0。1731

0。003354　　0．0858　　　　0．0858

0．02250　　0．9783　　　0．9783

0。01349　　　0．3367　　　　0．6733

0曾01953　　　0．8031　　　　1．606

1．335・　　35．86　　　　71．72

0．7556　　　41．82　　　83．65

158．9

0。01327　　　0．3742　　　0，3742

0．0168　　　　0．1731　　　、0．1731

7。526　　　　78．33　　　．156．7

0．08018　　　0．8348　　　■．6696

　　　　　　　　　　　　　9．788　　　159．7681　　158．9
謙（菟タ）（II，Si・、）・・…・……・・．・2・3・．菱6・

　　　　　　　　　　　　　9．808　　　160．1

　　泉質　明藝緑三三に秘す

ρ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘
　　　　（本温水は其集放に於て1k9中次の）
　　　　（成分を含有する溶液に概略三一す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クローカルリウム（KCI）・∵一…・…・…0．006937

クロールナトリウム（NaCI）…・………・・0．01686

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・…・一・…0．04901

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…・…・・…・・0．04583

硫酸マグネシウム（MgSO4）・………・・…0．0966ソ

硫酸塩イヒ鐡〔Fe2（SO4）3〕・・・・…　。・。・・・…　。∵・・4．7803

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…1…　4・67實4

燐酸アルミニウム〔AI2（IIPO4）3〕・……・・0．09527

遊離硫酸（II2SO4）　　・。・・・・・・・・・・…　。・。・・・・・・…　　0．0ユ85

ヨ圭酸（メタ）（H2Sio3）…・・・・……・…・……0．0203

　　　　　　　　　　　　　　　　　9180＄

■

●
！

’

　　所在地
　　試験年月
，　性　　　状

西「長1倉・鑛泉（冷）
長貯縣北佐久郡西長倉村淺聞山中腹

巨召不07年・12　刀　（東京）

無色澄明にして稽清原昧を具へ微弱虚性反曄を呈す

plI　4．97（180，キンヒド1ロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧、出ゴ正約43hl（24時間）
　　　1：ヒ　　　　重　　1。0　（150）

材ン表（本忘水1kg中に含有する各威分野冊量次の如し）

カチオン

㍗，リ躯イオン（K’）’1“’…

　ナトリウムイオン（Na’）・∵

　アムモ≧ウムイ牙ソ（NHで）

　カルチゥムイォシ（Ca”）・・…

　マ．グ、ネシウムイオソ（Mg”）・・

、フェ官イオン（F6。’）・・…・…・・

　アルミニウムイオン（Ar’●）・・

　　　9
．0・006222，

・，　0．02861

　0。000317
・　　0．06089

・　0．01223’

・　0．05544．

。　　0．003221

ア昌オ7　　’　　　1
　クロ．一ルイオソ（CIり…・・・…

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

　　　蒸菱愛残Z査　 0．69g．（1k9中）L

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中隔の二分を含有する溶液に概略相下す．．）

ミリイオン及
　　　　　ミリヴアル…　リモル・

0．1591　．　　0．1591

1．242　　　　1．242

0．01761　　　0．01761

1．519　　　　3．039

　　　　1
0．5029　　　・1．006

0．9928　．　　1，986

0，1188　　　　0．3565

7．806

0．04487　　　1．265　　　　1．265

0。05926　　　0．6168　　　1。234

0．3237　　　5．307　　　5．307

　　　　　　　　　　　　　0。5948　　　11．74　　　　　7．806
醐酸（メタ）（IIBO2）・・・…。・・…　　0．00416　’0．09452　　　、

珪酸（メタ）（H2SiO3）　・r……・　0．1039　　1．332

　　　　　　　　　　　　　0．7029　　13．17
3旋≡離炭酸（CO2）　・二。一…　：…　一・・。・　　1．045　　　　2375

　　　　　　　　　　　　　1．748　　　　36。92

　　泉質　炭酸含有炭酸鐵泉に回す．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　し
クロールカリウム（KC1）　……・・……・…0．01186．

クロールナトリウム（NaC1）一・…・……　0．06き64

硫酸ナトリウム（Na鍔04）……・…1…一〇．01090

クロールアムモ亭ウム（NH4C1）∴……・0．000941

重熊鼠カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……0．2463

硫酸マグネシウ亭（MgSO4）．！…………・・0・04357、

：重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕1……0．02063

重炭酸亜酸てヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　。…　。・・・・…　　0・1766、

硫酸アルミニウム〔All（SO4）3〕∵…・・∵…　0，02034，

石朋酸（メタ）（IIBO2）・・……・………・・…「…0．00416　ヒ

珪酸（メタ）（II2S103）一…………・・……0．1039

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7029
雨隠琵炭酸（CO2）　………・…・…・・…・：…r・・．1．045

　　　　　　　　　　噛．　　　　　　　　1．748

、

133．
、



＼　　、．

所在地
試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度

　　　比　　：重

イオン表

34。

．星 野 温 泉
覧

長野縣北佐久郡輕井澤町大字長倉字赤娼2149番地

昭和861三12月（東京）　　　　　　　　　　　　　　　　　一
無色一領にして薇弱アルカリ性反晒を呈す，

pll　7．40（18。，キソヒドロンr三法）

　　　　　　　　　　　噂　　輝輝趾　約1296h1（24時聞）
　　1。0004　（150）
（；本呼水1kg中た含有する各成分渡波iLヒ欠の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　8
．カリウムイオ・ソ（K●）　………　0．01843

　ナトリウムイオン（Na．）・∵…0．2087

　カルチウム』イ1オソ（Ca．’）……　0．02323

　r・グネシウムイオソ（Mg●．）…　0．01300

．　フェロイオ’ン（Fe”）　・……・・…　0．002979

　アルミニウムイオン（Al”．）…　0．02717

　　　　　　5

、、

　　　蒸獲残！査i　1．1309　（1kg　中）

塵類表（本潭水は共集成に於て1kg中衣の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリ♂薫ン費5　　　…リヴ7・ノレ

0．4714　　●0．4714

9．074　　　　4．074

0．5798　　　1」160

0。5346　　　1．069

0．05335　　　0．1067

1．003　　3008

7昌オン
　クロールイオ’ソ（C1ノ）　…・…・・　0．1677　　4．729

　硫酸イォ・ン’（SO4”）　・…・・……　0ユ514　　1．576

　ヒドロニ炎酸イオン（IICO3）…　0，4274　　7．007

14．89

4．729

3．152

7．007

　　　　　　　　　　　　　1．040
王1ミ酸（メタ）（11轟藍03）・・・…　魅・鴨・・　0．1389

25．03　　　　14．89

　　　　　　　　．ノ
1．781

　　　　　　　　　　　　　1．179　　　　26．81
　　　　　　　　　ロ遊離多乏酸（CO2）　・・…　。・。…　一・・…　　　0．2420　　　　5．500

、

泉　　質

　　　　1．4！～1　　　32．31　」

アルカリ泉に濁す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
ク開田ルカリウム（KC1）　……・・……・…　0。03515

クロールナトリウム（NaC1）…・………・・02489

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一……・・……0．01024

鐙炭酸ナトリウム（NaIICO3）　・…・……・0．3925

置淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．09397

：重炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕……0。07923

匝炭西菱1旺1酸イヒ釘3～〔Fe（IICO3）2〕　。・・・・・・・・…　　0．009489

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　01716

i口三酸（メタ）（II2Sio3）…・…・∴…・……・…0．1389

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．179
遊離炭酸（CO2）　・…・……・…・・…………・0．2420

　　　　　　　　　　　　　　　　　1。421

！

　　　　　所在地
　　　　　試験年刀
　　　　　性　　　状
　　　　源泉温度　34．3。

　　　」：ヒ　　　　毘　　1．003　（150）

イオン表

　カチオン

　　カリウムィォソ（K’）　・・…＿・

　．ナ’トリウムィォン（Na。）．．＿．

・　アムモニウムイオソ（NIIボ）・・
　　　　　　　　　ポ　　カルチウムイオン（Cゴ）…・∵

　．マグネシウムィォン（Mg．●）…

　　フェロイオン（Feつ・…・……・

・　マンガノイナソ（Mバ）・・……・

　　アルミニウムイオン（A1…）…

1ア昌オン
　　クロールイオ・ソ（C［’）・・……・

　　硫酸イオン（SO4ノ今・・…・……
　　ヒド緩酸イオン（HCO、’）…

小　瀬　温　泉
　　ヒ
長野網ヒ佐久郡軽井澤町大字長倉字長倉山國有林2i46東45番地　　　’

昭和9年12月（東：京）
　　　　　　　　　　　　　ロ殆と無色遼明にして微弱酸性反懸を呈すplI　7．16（18。，キソヒドロン電池泌）

　　　　　　　　　　　　湧，出　＝∫1ヒ　　　宗勺　5184　h1　（24　0寺r瑚）　　　　　　・

（本鑛水1k鍔中に含有する各成分及共≦止次の如し）

　　　　　　　　　竃リイオシ及
　　　　　　9　　　　　　　　　…　リモ　ル
　　　　0．02373　　　0．6069

　　　　0．3593　　15．62

　　　　0．008973　　0．4985

　　　　0．4878　　　12．18

　　　　0．09472　　　3．895

　　　　0．002872　　0．05145

　　　　0．000798　　0．01453

　　　　0．003726　　0。1375

　　蒸互歪残～査　　　3．403g　（1　kg　「11）

同類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略直土す）

0．6299　　　17．76

1．014　　　10．56

0．6429　　　10．54

竃リヴアル

0。6069

15．62

0．4985

24．36

7。790

0．1029

0．02906

0．4125

49．42

17．76

21。12

1σ54

　　　　　　　　　　　　　3．269．　71．86　　　49。42
醐酸（メタ）（IIBO2）…………　0．239き　　5．461

王11酸（メタ）（II2Sio3）　………　0．1274　　1．632

　　　　　　　　　　－　　　　　3．636　　　78．95

遊｝雛ズく百象（CO2）・一・・・・・・・・・…　。一　　〇．1096　　　2．491

　　　　　　　　　　　　　3．746　，　　81．44

　　泉　　質　’　食魍及土類含有石膏性苦味泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　クロールカリウム（Kq）　………………　0、04525
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　クロールナトリウム（NaCI）……………　0。9131．

’ク品川ルアムモニウム（NII4C1）・…・…・0。02667

　クロールカルチウム（CaC12）…・…・・……　0．05742

　硫酸カルチウム（CaSO4）…………・…’…・1．409

外重疾酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・…・・0．2121

　　　　コ　重1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．5699

　：亟淡酸亜酸イヒ鐡〔Fe（HCO3）2〕　…………0．009151

　重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO3）2〕…0．002571

　硫酸アルミニウム〔Aゴ2（SO4）3〕…・…・・…　0．02354

　磯酸（メタ）（IIBO2）…・…………・………・0．2393

　珪酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・・・…　。・・・・…　。・…　　0．1274

　　！　　’　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　3．636

　曳左離炭酸（CO2）　　・・。・・…　。・・。・…　。・・…　。・・・・…　　0．1096

　・　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　3．746
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、

ノ

’

所．在’地

試験年月
性　　　状

　　　　源泉温度

　　　　比　　：重

イオシ表

470

カチオン　　　　　層．

　永素イオン（H●）………1∵・・

　カリウムイォソ（K．）　・…・＿

　ナトリウ・ムイオソ（Naり・・…

　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（Mg”）・・

　フェロイオン（Feつ・・………

　ブェリイオソ（Fe…）……・…

　アルミニウムイオン（Al…）・・

王　瀧ぎ温　泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
長野要素筑摩郡王瀧村字御嶽山御料地地獄谷

昭和10年12．月（東京）
．類褐色澄明にして二三並牧敏性感昧を有す　’

pll　2。45（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　湧　出　量　　’　約．48．2h1　（24時間）

　　1．007　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及其二次の如し）

　　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　　　　…　リ　モ　ル

　　　　　　　　　3．774

　　　　　　　　　0，5555

、

、

塵類表（本高水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相引す）

　　　9　　　　　　　　　　　ミリヴアル

・　0．003804　　　　　　　　　　3．774

・　　0．02172　　　　　　　　　　　　0。5555

・　0，07261　　3．157　　・’3，157

　0．Oo46　　　　0．2556　　　0．2556

・・ C．0．007096　　0．1771　　．　0。3542

・　　0．004337　　0．1784　　　　0．3567

・　0，0142　　　　1．329　　　　2．658

・　0．869　　　　15。56　　　　．46．69

・　0．5762　　　21．26　　　　63．79

．アニオン　’

　クロールイオン（C1つ………

　ヒ・ドロ硫酸イオン（IISO♂）…

　硫酸イオン（SO4”）・…・…・…

　醐酸（メタ）（IIBO2）。．．＿．．＿．

　　　泉　　質

121．59

0．01474　　0．4157　　　0．4157

0．3661　　　3．774　　　　3。774

5。638　　　58，70　　　117．4

7．653　　　109．1　　　　12L59

0．2707　　　　3。467

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
クロー・ルカリウム（KCI）　…・…・…・……　0．01194

硫酸カリウム（K2SO4）　……・・…・・……’・0。03446

硫酸ナトリウム（Na2Sq）・…・……・……0．2243

クロールアムモニ． Eム（NH4CI）………0．01367
硫酸カルチウム（CaSO4）…・一…・・一・…0．02411

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…・………0．02147

硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）・……………・…　…♂0，2019

硫酸商化鐵〔Fe2（SO・〉・〉・・一・…・・……3．112

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………．3，640

遊離炭酸（CO2）・・………………・………0．3696

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・……………・…0．2707

　　　　　　　　　　　　　　　　　7．924

　　　　7．924　　112．6

酸性明馨緑藝泉に属す

’

、

、

カチオン

　　　　比

イオン表

：所在　地

試験年月
性　　　状
　重　　1．0003　（150）

（本鑛水1kg申に含有する各成分及；其量次の如し）

カ：リウムイオン（K’）　…・・・…

ナトリウムィォン（Nの…＿
．カルチウムイオン（Cバ）・・’…

・マグネシウムイオン（Mg’●）…

フェロイオン（Fe”），．・・＿＿＿

アンレミ．ニウムイオン（Al…ノ…

ア昌オゾ
　クロールイオン（C1ノ）　…・…

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・・

　ヒドロ炭酸イオン（H：CO3ノ）．

王瀧平泉（冷）．
　長野縣西筑摩郡王二村字手越3061

　昭和4年．12月（東京）

　無色澄朋にして清涼昧を有し酸性反鷹を呈す

　　9．

0．02894

0．3465

0．2230

0、03385

0．000168

0，000403

ミリイオン及
ミ　リモル

0．7403

15．066

5．564

1．392

0．003009

0，01487

　　　蒸！垂毫残渣　　1．17　9　（1　k窪　中）

塵類表．（本引水は其集威に於て1kg申訳の成分を含有する溶液に概略相當す）

…リヴアル

0．7403

15．066

11．13

2．784

．0，006017

0．04461

…　　0．37803　　10。66

・。 @0。000617　　0．00643

・・ @1．165　　　19．095

29．77

10．66

0．01285

19．095

　　　　　　　　　　　　　　2．1758　　　52，5416　　29。77

石朋酸（メタ）（IIBO2）・孟…∴…　0．0060　　0．1369

珪酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．06816　0．8730

　　　　　　　　　　　　　　2．250　　　53．5515
遊離炭酸（CO2）∵・・…・・‘…　…・・　2．冒95　　　49．8864

　　　　　　　　　　　　　　4．445　　103。4379　　　　ψ

　　泉質　食頚含有土類炭駿泉に蘭す

覧

　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

クロールカリウム（KC1）　…・・……・……　0。05519

　　　　　　らクロール才トリウム（NaC1）……・・……・0。5781

重1表酸ナトリウム（NallCO3）　・・………・0．4349　　　・

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・……・0。9018

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．2037．

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）2〕…………0：00054

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．000733「

クロールアルミニウム（AIC13）・…：……・0。001412　1
石朋酸（メタ）（正IBO2）…　。・・…　。…　一・…　；・・∴…　　o．oo60

瑛酸（メタ：）（II2Sio3）…・・…・…・・………・0．06816・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．250
篠懸£炭酸（CO2）　　。・・・…　∴・・・・・…　時・…　。・・・…　　2．195

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．445
　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

一135一



、

　　　　比

イオン表

・盛

所在地・
試験年月
性　　　伏

＼

置　　1。001　（150）

・澤． 三 三（冷）

長野縣西筑摩郡福島町興澤小掌湯のi寧1中組の原167番地

昭和9年11月（東京）
殆んと無色澄明にして類黄色の沈澱物を有し微弱酸性反礁を呈す

pII　6．83　（180，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　湧　出　丘、糸勺　65　h1　（24　醜聞）　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　蒸！璽残i査i　1．212　g　（1kg中）

（本門水1kg中に含有する各放分及共融…欠の如し）

カチオン
　カリウムイオン（Kしつ　…・…

　ナトリウムィォソ（Na’）．．∴

　カルチウムイオソ（Ca”）…

　・マグネシウムイオン（Mg”）・

　フ髭ロイオソ（Fe●’）・……・…

　マンガノイオン（Mバ）……・

　アル．ミヘウムイオソ（A1…）・

アニオン
　クロールイオン（CI，）’・・…・・

　弼ご酸イオン（SO4”）　・…・…・・

　ヒドロ淡百駐イオン（HCO♂）・

　　　　爬
・・ @0．005685
・・ @　0，07502

・・@0．3118
…　　0．04302

・　0．008213

・・ @　0．000499

・・ @　0．000672

・・ @0．0695　　　1。960

・・ @0．01839　　0．1914

・・ @1253　　　20．55

塵類表
茎り農ン勇　竃リヴアル

0，1454　　　0．1454』

3．262　　　　3．262

7，780　　　15，56．

1．769　　　　3．538

0．1471　　　0，2942

0．009085　0．01817

0。0248　　　0．07439

22、89

1．960

0．3828

20，55

’五1貞餐（メタ）（112Sio3）　………

遊＝離炭酸（CO2）・…・………一

’．．

1．786　　　35。84　　　　・22，89

0．04576　　　0．5861　　　　　　　’

1．832　　　36．43

0．5815　　13。22

　　　　2．414　　　49．65

土類泉に羅す

（本田水は共集成に出て1k9由次の威分を含有する溶液に概略相引す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
クロールカリウム（K：Cユ）　・………・…・…0，01084

ク官司ルナトリウム（NaCi）…∵・………0．1061

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・・…・∵0．02191

：重淡酸ナトリウム（NaIICO3）　・…・・…・・9・09569

：重炭酸カルチウム〔Ca（1【CO3）2〕………1．261

距炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）巴〕……0．2589

匝炭酸亜酸イヒ鋸更〔Fe（IICO3）2〕　・・・・…　一…　　0，02616

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（【ICO3）2〕…0．001607

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・・……　0．004245

趨三酸（メタ）（II2Sio3）　…・。・・・…　………・…0．04576

　　　　　　　　，　．　　　　髄’1．832

遊離淡路（CO2）一………・………・……0．5815

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。414

泉　　質

力予オン

　　’比

イオン表

　　　　　　　五　常　鑛　泉（冷）

所在地　長野縣東筑鷹郡五常村字ヨシロ下第9484番地籍字日シロ下澤

試験月年　　昭和8年10刀僚京）
性　　　状　　殆と無色澄明にして硫化水素臭を具へ彼弱アルカリ性反懸を呈す
　　　　　　　P11・7・10（18『・キソヒドロ紙誌｝』勺、、1、1（24削）

　匝　　1。0　（150）　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸董増勢i査　　0．967　g　（1rkg　中）

（二期蜘！齢鱒、　魍類・表（震継嗣器両両繕の）

　カリウムイオン（Kつ　………

　ナトリウムィォソ（Na’）…＿

・　アムモニウムイナソ（NHの

　カルチウムイオソ（Cゴ〉・・兜…

　’マグネシウムイナン（Mgつ…

　フェロイオン（Feつ…・…・・…

　アルミニウムイナソ（A1”り…

アニオン　．
ゴク戸一ルイオ’ソ（α’）　・∴∴6

　石充酸イオン（SO4”）　…・……

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3り・
　かくf流イオン（IIS，）……・・…・・

　　店　裂チ㌢整　・リヴアル

01008426　　0．2155　　　0．2155

0．07173　　3．119　　　3ユ19

0．0030　　　0．1667　　　0．1667

0釦，80．．　．2，945　　　5890

0．09284　　3．818　　　　7．635

0，000407　　0．00729　　　0、01458

0．002877　　0。1062　　　　0．3185

：＝7 @0．008807　　0．2484

∵　　0．3453　　　　7．189

・・ @0．5918　　　　9．698

・・@0．007391　　0．2235

17．36

0．2484

7ユ89

9．698

0．2235

　　　　　　　　　　　　　1。251　　　27．74　　　　17．36

正1煮麩（メタ）（【12SiO3）　・…　…・・　0．01509　　　0ユ933

　　　　　　　　　　　　　1．266　　　27．93
遜：離炭酸（CO2）・………・……・　0．04627．　1．052

；2左禽1£｛流イヒ＝zk素（Hβ）…　。・。。・・…　　　0．002153　　0．08078

　　　　　　　　　　　　　1．315　　　29．06
’

　’泉　　質　　　　土類含有硫化水回泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　づ
クロールカリウム（KC1）　・…・…・………　0．006092「

硫酸カリウム（K2回戦4）　・…＾・……・・……0．01166

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………・・・……0．2057

水硫化ナトリウム（NaHS）．’●………b9…0’01253

クロールアムモニウム（M｛4C】）………0．008918

硫酸カルチウム（CaSO司）　・・……・…・…・・0・2615

：亟炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・・…・・0．1660

匝炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・‘…0．5587

匝炭酸亜酸化鐵〔FeてIICO3）2〕・…・・……b．001297

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・∴・・…　0．01818

珪百楚（メタ）（耳2Sio3）・………・…………。0．01509．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，266，
遊際直炭酸（CO2）　…・・…∴…　……・……・…　0．04627

翅i肉建耐醒ヒzk素（II2S）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　0．002753

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．315

一136
、



．＼

上山田’温泉・
、 へ

　　　　　・所在地’長野二更級郡上山田村字下河原3440の2
　　　　　　言弍験年刀　　口召禾05年2∫ヨ（東京）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　性．　　状　　無色澄明にしτ微弱アルカリ性反：鷹を呈すpI【7．63（18。，キンヒドロン電池法）
　　　　源泉涯L度　　460　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豪勇　出　量　　糸勺　1555　hl　（24時i爵D

　　　　比』重0・9949（15。）　　　　』　蒸…麟液0・3729（1kg中）　．‘，・㌦／

イオン表　　　　　　塵類表（本腹水は其集成に於て1kg中次の自分を含有する溶液に概略相幽す）

カチオン
　カリウムイオン（K’）

　ナ眠りウムィォン（Na’）．＿．

　カルチウムイオン（Caつ・・…

，マグネシウムイオン（Mg●’）・・

　フエPイ・オーソ（Fごり・……・…

　アルミニウムイオンてAr●’）・・

ア昌才ン　　．

　クロールイオン（C1ノ）・＿．．＿

　硫酸イオン（SO！今・・……り・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO！ノ）

’ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ・・

（本呼水1kg中に含有する各威分及其量次の如．し）

　　　　　　・　妻ソ狸遊

　　　　0．005306　　0．1357

　　　　0．08548　　　3．716

　　　　0．02808　　0．7009

　　　　0．002686　　0．1104

　　　　0。000056　　0．001003

　　　　0．000064　　0．002362

・

畳　　　　．

・

●

o　．

・　0．07966　　　2．2465

・　0．1097　　1．ユ427

　0。006296　「0．06555

・　0。050207　　0。82306

ミリヴアル

0．1357

3．716

1。4017

0．2208

0．002006

0．007085

．5．484

2．2465

2、283．

0ユ311

0．82306

　　　　　　　　　　　　　　　，・　　　．9

クロールカリウム（KCI）　…・・……・……「0．01012

クロールナトリウム（NaC1）…一……・・0．1234’ D．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…一・・一’0．1141

硫酸カルチウム（Caso4）　・……・………・‘0．04612

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…一・・0．04864’

燐酸カルチウム（CalH⊃04）・……乙・………0．008441　1

：重炭酸マグネシウム〔Mg（11COき）2〕・・一〇．01616一，

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　・・・・・・・・・…　　0．000178

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕’一・…0．000404

珪酸（メタ）（II2Sio3）　………・・…………・0．03999

　　　　　　　　　　　’　　　　　　　0．4075

＼

　　　　　　　　　　　　　　0．36751　　8．944175　　5．484

珪酸（メタ）（II2SiO3）・……・・0．03999　0。5122
f

泉　　賀

　　　　0．4075　　　9．4564

軍純温泉に回す

4

、

上山　出世　泉

、

、

F

＼．

所’在’地

試験年∫」

性　　状

源泉温度　44。

比重0．9997（15。）

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kつ
　　　　　’

，（本鑛水1kg中に含有する各威分配耐量次の如し）

ナトリウムイオン（Na’）……

アムモニウムイオン（NH♂）・

カルチウムイオン（Cバ）……

マグネシウムィォソ（Mg”）…

フェ廿イオン（Fe”）…・…・・…

アルミニウムイオン（AI…）…

長野縣更級郡上山田村字下河原3825番地の152　　　　　．

昭和5年6月．（東京）

無色澄明にして僅に硫化水素呆を帯びアルカリ性反慮を呈す

plI　8．93（18。1水素瓦斯電池法）

　　　　　　　　　　　　　量勇　　出　量　　糸勺　1555　h正　（24　昂、誓…1己1ユ）！

　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣i　O．61g（1kgr｛っ

　　　　　　　　　　塵類表（濡鼠驚二二欝の）

　　　　　　露
●”．・。・●’ @0。0044

　　　　0．1918

　　　　0．0008

　　　0。0157

　　　　0．0012

　　　．0．0002．

　　　　0．0003

ア昌オン
　クロール’イオン（C1’）………　0．2531

　硫酸イオ．ソ（SO4”）　・…　…・・…　　　0・0704

　；炭酸イオ・ン’（CO3”）　…・……・・　0．0037

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…　　0，0213』

　：水酸イォソ（OH’）一・…・・…・・0．0024

　水硫イォソ（IIS！）…・∵……・・0．0064

≡？控聖・リヴア・・

0．1123　　　　0．1123

8．1｝34　　　　8。334

0、0416　　　0。0416

0．3918　　　　0．7836

0．0503　　　0．1005

0．0040　　0．0080

0．0117　　　　0．0352

　7．1396

　0。7328

　0．0618

　0．3541

　0．1396
　コ
9。0．1935

9．4161

’7．1396

1．4656

0．1236

0．3541

0．1396

0．1935

　　　　　　　　　　　　　　0．5504　　17．2130　　　9．4161
珪酸（メタ）（II2SiO3）　　・・・・・・…　　0．0460　　　0」5892

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，8
　　　　　　　　　　　　　　　　ク戸・一ルカリ’ウム（KCI）　・………・…・…　0．0084

クロールナトリウム（NaCD・・………・…0．4083

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・……・0．0821「

；水硫化ナトリウム（NaHS）………………0．0108’

クロPルアムモニウム（NI㍉CI）・……・・－0．0022

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…………り0・0187．　，

1炭酸カルチウム（（～a（iO3）………’…．。●‘’0・0062

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・……・・0・028q

かく酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕……・…・・0・0015

水酸化マグネシウムくMg（OH）2〕・……∴0．0029・

：璽炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・…・・……－0．0007

硫酸アルミニウム〔Aら（SO4）3〕…………　0．0020

珪酸（メタ）（II2Sio3｝＿…・・…・…　∵………・0．0460

　　　　　　　　　　　　　　　　　．0．6178

　　　　0。6ユ77　　　17．8022

輩純温泉に働す

、

、　泉　　質
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所在．地
地固年月

性　　1状

　　　　　　　　比　　重

　　　　　イオン表

一カチ才ン

　　ガリウムイオ・ソ（K．つ　・…・…・

　　ナトリウムイオン（Naり・…・・

　　アム．モニウムイオン（NIII’）

　　カルチウムイオン（Ca●．）……

　　マグネシウムイオシ（Mg”）・・．・

　　フェロイオン（Fcつ・………・・

　　アルミニウムィォン（Ar畳●）．．・

一長 村 鑛

長録画小息郡艮村凹角閻官有林内

昭和6年10月（東京）

泉

無色三明にして湾涼昧を其へ弱酸性三悪を呈するも煮沸すればアルカリ性に饗
’トfpll　6．30三（180，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧　山　量　　宗勺　1555　h1　（24時聞）

　　1，0004　（150）

（本呼水1kg中に含有する各威分及共i匹歓の如し）

アニオン

　クロールイオン（C1ノ）　………

　耐‘酸イオン（SO4，ノ）　…………

・　七ド1『淡酸イオン（IICO3つ…

　　　　　　　r　馳

　礪酸（メタ）（HBO2）・・一・・一

　珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・・’…

　　　蒸甕歪残照！三 〇．91g（1kg中）

臨類表（本鑛水は共集成に於て1kq中≡欠の成分を含有する溶液に概略相川す）

　　9　　　　≡…リヂr！さン鷺　　 ミリヴアノレ

0．0034　　0．0870　　0．0870

0．0570　　　　2。4783　　　　2．4783

0。0008　　0．0444　　0．0444

0。1509　　　　3．7659　　　　7．5318　’

0。0764　　　3．1415　　　6．2829

0．0093　　　　0．1666　　　　0。3331

0。0008　　　0．0295　　　0．0886

16．8461

0．0ユ23　　　　0．3469　　　　0．3469

0．0044　　　　0．045R　　　　O．0916

1．0009　　　16．4076　　　．16．4076

　　　　　　⊥．3162　　　26．5135

　　　　　　0．0080　　　　0。1826

　　　　　　0．1529　　　1．9584

　　　　　　1．4771　　　28。6545

…・・・・… @…一・　1．0032　　　22。80

　　　　　　2．4803　　51．4545

　　輩純炭酸泉に癒す

16．8461

L

遊離淡酸（CO2）一

　　泉　　貿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π
クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…’0．0065

クロールナトリウム（NaCl）……・…・…・0。0126

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・……・……0・0002　㌦

：重淡酸ナトリウム（NalICO3）．……一・・0。1898

クロールアムモニウム（NII4C1）・……・・0．0024

：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．6104

重炭酸マグネシウム（Mg（HCO3）2〕……0．4597
コτ炭酸亜酸化錫～〔Fe（IICO3）2〕　・・…　……・0，0296

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕・……∵…　0．0051

醐酸（メタ）（IIBO2）…………・…・…・……　0。0080・

箆酸（メタ）（II2Sio3）・………・・…………0．1529

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．4772
劃庄肉琵炭酸（CO2）　…・……　……・…．・…・・・…　1．0032

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．4804

〆

●

’

比

●

所　在　地

試験：年∫」

性　　　1伏

　　　　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’）……．

　カルチウムイオソ（Caつ…・・’

　マグネシウムイオン（Mgつ…
　フェロイオ・ン（Fe”）……・・…・

　フェリイナン（I」c…）・……・…・

　アルミニウムイオ・ン（AI●つ…

　銅イオン（Cu．つ……・……・…・

南　條　鑛
長野縣埴科郡南條村西日向山

昭和8年6乃（大阪）

　　1」0045　（150）

（馨麓贔宜1袋翻D

アニオン

　ク質一ルイオン（Cエノ）　一

　耐亡酸イオζ！（SO4〃）　…・・

泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
一． W褐邑澄明の液にして牧倣性酸昧を有し酸性反証を徴す

　　　　　　　　　　　　　　蒸！陵残渣　4．29（1kB中）

　　　　　　　　　’・塵類表

　　，　≡リ残雛・リ伽レ

0．01388　　　0，3550　　　0．3550

0．008385　　0．3646　　　0．3646

0．006687　　0．1669　　　　0β338

0．09610　　3．951　　　　7．902

0．06115　　1．095　　　2．190

0．5238・　　9．380　　　28．14

0．2165　　　8．028　　　24．08

0．008271　　0。1301　　　　0．2602

　　　　　　　　　　　　63。63

・・一… @　　0。0030　　　0．08461　　　0。08461

・・・・… @　3．052　　　31。77　　　　63．54

3．990　　　55．33　　　　63．63

0。08815　．1．129

（本鑛水は共軍威に於て1kg中次の頭分を含有する溶液に概略相適す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
クロールカリウム（KCI）　………………　0．006308

硫酸カリウム（K2SO4）…………・…・……・0．02355

硫酸ナトbウム（Na2SO4）………………0．02550

硫酸カルチウム（CaSO4）　………………0．02272

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………04757
窃ご摩～亜酸イヒ郷～（FeSO4）・……・・……………　0．1664

石充酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　1．876

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕：…・…・…　1374

硫酸銅（CuSO4）…………・…・・一…・…・0，02077

珪酸（メタ）． iII2Sio3）…・・…・・……・・……0．08815

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．079

弐圭召浅（メタ）（II2Sio3）　…・…・・

泉　　賀

　　　　4．078　　　56、46

萌讐緑三三に回す　　一，
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所　在地
試験年月
性　　　状

源泉温度34。
比．：重

『放射能

’

盤．壷 温、泉’（つ、じの湯）

長野縣輕井澤町字長倉2148番地
　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　．〆昭和12年7月（東京）

1．0　（150）

2．93×10－10c．E．，〈0．81M．E．）…昭12・7・7試鐡

＼

無色澄明にして微に甑昧を有し微弱アルカ．リ性弓懸を呈す

pl17．05（臨地，18。，比色法），pH　7．45（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　約1166h1（24時間）

　　　　　　　　　　　　　蒸襲残渣・1．259（1kg申）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　上ヒ電導度　　0．002215　（180）

イオン表＊ i本呼水1kg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●）　…．＿．

　ナトリワムイオソ（Nの・…・

　アムモニウムイォシ（NII4．）

　カルチウムイオソ（Ca．●）…・・
　　　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　マグネシウムイオン（Mg’●）．。

　フェロイオン（Fピつ・………・

　’アルミニウムイォソ（Al…）．．

　　　9　ミリ猛ン影

。　0．02428　　　0．6210

・　、0．2880　　　12。52

　0．0006　　　　0．03333

・　　0．05259　　　1．313

・　0．0415　　　　1．706

・　　0．008163　　0。1462

・　0．00087　　0。0321

アニオン
　クロールイオン．（C1ノ）………

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…

塵類表
ミリヴアル

0．6210

12．52

0．03333

2．626

3．412

0．2924

0．0963

19．60

0．1880　　　5．302　　　　5．302

0．1617　　　1．683　　　　3．366

0，6670　　　10．93　　　　10．93

1．433　　　34．29　　　　19。60

0。0024　　　　0．95477

0．1426　　　　1．826

（本革水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當ナ）．・

翻酸（メタ）（旺BO2）…，・・・…∵

珪酸（メタ）（旺2Sio3）　＿．＿．．

蓮離炭酸（CO2）、………………

泉　　質
’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

クロールカリウム（KCI）　…・……∵……　0・0463　，

クロールナトリウム（NaCI）………一・・02717　’．

硫酸ナトリウム．（Na2SO4）・・………・ノ・…0．2323

：重炭酸ナトリウム（Na11CO3）・・…・一・・0．3867

クロールアムモニウム（NII4C1）………0．001783
重炭酸カルチウ・〔C・（IICO、），〕………0．21281

重炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2）……0．2495　．・

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO3）2〕　一…　9・・。…　　0．0260

燐酸アルミニウ山〔A12（HPq）3〕・…∵…　0，005496

硯月酸（メタ）（HBO2）…………・・……・1…・・0．0024

珪酸（メタ）（H2Sio3）………’・……∵，…0．1426

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．578
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼遊離灘麦（CO2）　　・・。。・・・・・…　。…　9。・…　。騨・。・・。　0．05748

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。635

16578　　　　36．17

0．05748　　　1．306

1．635　　　　37。48

アルカリ泉に厨す

　　　　　　　　比

　　　　イオン表

　　
カチオン『

坂 下 鑛 泉

所在地　愛知一理春日井郡坂下町大字内津字北山413番地及414番地
試験年月　　昭和7年6月（大阪）
性状赤褐色澄明にして牧敏昧を具へ酸性反回を徴す
　重　　1．0231　（150）　　．　　　　　　　　　　　　　　　　耳蝉残渣　　28．5　g　（1　kg　中）

（吻側蛾髪鵡D　醗葛煮（黒雲糀聡繍轡の）

カリウムイオン（K●）．・…・・…

ナトリウムイオン（Na’）…∴

アムモニウムイォソ（NHの
、カルチウムイォン（Cず’♪・…・

・マグネシウムイオン（Mg●’）…

フェロイオ・ソ（Fe’ ﾂ∴…・……

フェリイオン（Fe’つ…………

．マンガノイオソ（Mゴ’）………

アルミニウムイオン（A1．．つ…

銅イオン（Cu’り……………∵・

ア昌オン

　クロールイオン（C1，）・……

　硫酸イオン’（SO4”）　………・

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO！ノ）

　　・　妻リ彊ン弼ミリヴア・・

0．009359　　0．2394　　　　0．2394

0．02111　　0．9180　　　0．9180

0．006108　　0．3386　　　　0．3386

0。1038　　　2．590　　　　5．181

0．02877　　　1．183　　　　2．366

0．03411　　　0。6109　　　　1．222

3．889　　　　71．43　　　　214．3

0．002375　σ．0433　　　0．0865

L175　　　43．58　　130．7

0．007330　　0．1153　　　0．2306

・・ @　0．002443　　0。0689

・・ @16．80　　　174．9

　0．2748　　　2．861

355．6

　0．0689

349．8

　5．722

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

硫酸カリウム（K2SO4）　…………・・…一〇・02086

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一……・・……0・06521

クロールアムモニウム（NH4C1）・・…一〇．0036a7

硫酸アムモニウム〔（MI4）2so4）〕…∵・●。’o・01782

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・・……？・・…0・3526

硫酸マグネシウム（MgSO4）’……・・……‘0．1424

硫酸亜酸イヒ鋸～（FeSO4）　・∴・・………・‘…・・0．092吊

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕…・……・…・……14．28

硫酸マンガン（MnSO4）・・……・・・……・…　0．00653

’硫酸銅（CuSO4）・・………………………・0．01108

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一∵’●。’。7・129，

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・・一一・㌧0．3263’

敵（メタ）（II2Sio3）．。．。．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．璽＿．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．70

　　　　　　　　　　　　　22．45　　　298．9　　　　355．6

濫酸（メタ）（II2SiO3）　………》0．2438　　3。124

●

泉　　質

　　　22．70　　　302．0

明舞線寒泉に属す　　　‘

F
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4
坂 下 鑛 泉

、

カチオン

　、

　　　　比

イオン表

　　　　　　　　　　　　　　　グ
所在　地　　愛知翠雲春日井郡坂下町大字内津字北山410番地の6

試験年∫1　　昭和7年12月（大阪）　　　　　・　　　　　　・

性状淡赤褐色澄明にして牧倣昧を具へ酸性反：憲を回す
　銀　　　　1．0162　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸菱歪残漉i　　　19。8　g　（1　kgrP）

縢二郷騰魏）　塵類表（本埜水は共集成に於て1kg　llli欠の成分を含有する溶液に概略相賞す）

カリウムイオン（K．つ　………

ナトリウムィォン（Na’）ヤ．＿

カルチウムイオソ（Ca●つ……

マグネシウムイオン（M9”）…

フェロイオンr（Fe’り　…・…・…・

フェリイオン（Fe…）……。・…

、マンガノイオン（Mバ）………．

アルミニウムイオン（A1…）…

寡巨≦砦イオン（Zパ．）………・・…・

銅オイン（Cゴ）………・…・…・

ア昌オン　　　　　　　・
　クロールイオン（C1，）　………

　｛眈避識イオン（SO4”）　……・・…・

　　　　　　　　　ヒドロ燐酸イオン（IIPO！，）…

　　　脅
0。007887

0．01344

0．05035

0。06973

0。2189

2．539

⑪．00567

0．80↓5’

0．000632

0．0602

§リ残鍵・リヴアル　　　　’　　　　　　，

0．002952　　0．0833

11，60　　　120．8

0．2045　　　　2。130

0．ゴ017　　0．2017

0．5844　　　0．5844

1．257　　　　2。513

2．867　　　　5．735

4．993　　　9．985

45。47　　　136．4，

0．1032　　　　0．2064

29．83　　　　89．48

0。0097　　　0．0193

0．4093　　　　0．8187

　　　　245．9

　　　　　0．0833
　　　　240．6

　　　　　4．259
　　　15．61　　　　208．7　　　　245．9

・。・・… @　。　　0．2540　　　　3．253

クロールカリウム（KC1）　……・。・………　0．006207

硫磁～カリウム（K2SO4）　…………・・…・…0．OlO32

硫酸ナトリウム（Na2SO∂…ボ・……・・…・・0．04152

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…………・…0．1711

硫酸マグネシウム（MgSO4）　……………　Or3452

i流酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）　…・………・…　…・0．7584

樹亡西髪々イヒ鐡〔Fe2（SO｛）3〕・・・・・…　∴・・・・・・・・…　9．091

｛誹じ酸マンヵン（MnSO4）　…　。・・∴・・・・・…　。・…　　0．01559

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　4．860

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO｛）3〕…・…・・0。242＄

耐面酸亜針了（ZnSO4）　・…・……　…∵・………　0．001562

硫酸銅（CuSO4）……・……・…………｝0，06535

灘1酸（メタ）（II29io3）・……・・……………0．2540

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．86
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

真王1i酸（メタ）（II2Sio3）

泉　　質

　　　15．86　　　21260

明磐緑暮泉に局す

小鈴谷鑛泉

ゐチオン

比

イオン表

所在　地　　愛知縣節多郡小鈴谷村大字坂井字小資三m46　i番地

試瞼年月　　昭和10年8刀（大阪）

性1　　状　　無色澄明にして蜘賦味汁粥鐡味を具へ中性六二を記す

重　1．0116　（15。）　　　　　；鞭残渣　ユ5．329’（1kg・1・）

（本説水1kg中に含有する各両分及其最次の如し）

カリウムイオン（Kつ……○”

ナトリウムイオン（Nゴ）……

マグネシウムイオン（Mg●’）…

ラ』ロイオソ（Fe●つ…………

マソガノイオーソ（Mゴ’）・・……・

アニオン
　クロールイオン（C1’）・・…・…

　硫酸イオン（SO4”）　………・・兜

　ヒ．ドロ炭酸イオン（IICO3つ…

　　9
0．1030

4．483　　　194．9

0．4627　　　11．55

0．4631　　　19。04

0．09319　－　1．669

8．307

11．254

0．1035

ミリイオン及
ミ　リ．モル

2．634

塵類表
　　ミリヴアル

　2．634
194．9

23．10　　9

38．08

　3．338

262．1

234．3　　　234．3

13．05　　　　26．10

　1，696　　　．1．696

　　　　　　　　　　　　　15．269　　　478．8　　　262．1

避1酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．04626　0．5939

　　　　　　　　　　　　　15．316，　　479．4

遊離炭酸（COの………………　0。2338　5．313

　　　　　　　　　　　　　ユ5．55　　　484．7　．

　　泉質　土類含有食璽泉に属す．

●

（木鑛水は其集成に於て1k9中次の威分を含イ∫する溶液に概略相之す’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　、
クロールカリウ．ム（Kq）　・…・……・ボ・…・0・1964

クロールナトリウム（NaC1）…・・………・11。40

クロールカルチウム（CaC12）…・。・………　1．282

クロール厚グネγウム（MgC12）…………0．6490

硫酸マグネシワム（MgSO4）……………L472
硫酸亜酸化鐡（FeSO4）……・・…・…………0．1247

』1炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（【ICO3）2〕　。・・・・・・・・…　　0．1508

工圭酸（メタ）（II2Sio3）・…・・。；・・。…・・・・・・・…　0．04626

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，32
遊離炭酸（CO2）…・・………，……一・…0．2338

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．55

、
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o

！

ノ

カチオン

、．

．、

源泉淵度
比　　：重

放射能
　　　　　＊イオン表

所　在　地
試験年月
性　　　状

65。

0．9996

下 ・呂 温

0．35×10－10c．　E．．（0．10　M，　E．）…昭9・11・24試験

　カリウムイオン（Kり　・……・・

ナトリウムィォン（Na●）．＿．．

カルチウムイオソ（Ca●つ……

マグネシウムイオ・・ン（Mg’り…

フェロイオン（Fe’つ…………　．

アルミニウムイオン（AI…）…

囎西口贔籔簾）
　　　　　　　・　ミ翌難

　　　　　0．007979　　0．2041

　　　　0．1236　　　5．374

　　　　0．006019　　0．1502

　　　　0．001009　　0．04149

　　　　0．000448　　0。008025

　　　　0．001259　　0．04647

・ア昌オン，

　　クロールイオン（C1り　………

　硫酸イオン（SO4”）…………

　　ヒドロ炭酸イオン（HCO3，）…

　三三イオン（rlSノ）・・…・・……・・

泉‘（第平號泉）
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　岐阜縣釜田郡下呂町大字湯之島字下屋敷河川敷地一　．一
　昭和9年11月（東京）　　　　　　　　　　　　．’r　＼
　微に蛋白石濁を呈し硫化永素臭を具へ微弱アルカリ性反慮を呈す
　p正17．40、（臨地，329，比色法），pH　7．54（18。，キンヒドロン電池法〉

　　　　　　　　一　　　 ．湧出虫歯1980hl（24時聞）．
（150）　”蒸残壼歪渣　　　　0，43729　（1　kg　吋コ）
　　　　　　　　　　　　　　　上ヒ電導度　　　　0．003474　（180＞

　　　　　　　　　　　　圏類表

ミリヴアル

　0，2041

5．374

0．3004

0．08268

0．01605　，

0．1394

6口7

棚酸（メタ）（HBO2）＿＿＿．．．

’珪酸（メタ）（II2Sio3）＿。＿＿．．

遊離炭酸（CO2）・・………・……

遊離硫化水素（II2S）…・……・・

0。1923　　　5。423　　　　5．42年

．0．01063　　　0．1107　　　0．2213

0．0286　　　　0．4688　　　　0．4688

0．000126　　0．00381　　　0．00381

0．372　　　11。83　　　　6．117

0。03201　　　0σ7305

0．05146　　　0．659τ

0．4555　　　13．22

0．07537　　　1．713

0．001597　　0．04687

　　　　0．5325　　　14／98

箪純琉化水素泉に厨す

　　　　ノ

　　　　1下　　呂

（本鑛水は其集成に於て1kg中衣の存分を含有する溶液に概略相証す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC］）●◎’’”。●○●…・㌔・∵…　0．0ユ522

ク・、一ルナト．艸・ム（N・C1）・・………・…0・3051’

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・∵…0．005818

：重炭酸ナトリウム（NaIICO3）…・F・，一・・0～005829　　’

水硫化ナトリウム（NaHS）……・……・…・0。000214

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO，）2〕・・・…∴・0．02434

：亟炭酸’マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0・oq6072・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2）…………0．00τ427

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…一…・・q‘007956

石朋酸（メタ）（H1302）……・…・・…・’……・…0．03201

誕圭酸（メタ）（li2Sio3）　…・……・………・…0，05146

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。4555
逝…離炭酸（CO2）。・・…　。・・・・・・…　。・。師・・D・，。・…　陀・　0．07537

遊離硫でヒかく素（正12S）　・・・・・・・・・…　∵・・絢・・・・・…　0．001597

　　　　　　　　　　　　　　　　　．』0．5325　．

泉　　三

所　在　三
門鹸年月
性　　　状

源泉温度
比　　：重

放射能
　　＊

550

0．9996

温 泉（第2號泉）

0．40×10一10C．E。（0．11M．E．）…昭9・u・24試験上ヒ～E導度

　　　　イオン表

カチオン
、カリウムイオン（K’）…：・…・・

　テトリウムイオソ（Naつ……・

　カルチウムイオン（Cかり……

’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…）…

（本高水1kg中に含有する各成分高高量次の如し）

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…・・…

　硫酸イオン（SO4”）　・………・・

　ヒドロ芳之酸イォソ（IICO3ノ）…

　水硫イオン（Hシ）・∵…一……

岐阜縣釜田郡下呂町大字湯之島字下屋敷河川敷地
昭和9年11月（東京）．　　噛
微に蛋白石濁を呈し硫化水素呆を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す
pほ7．40（臨地，320，比色法），pH　7．60（180，キソヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　　　湧出量約1500句2000hl（24．時聞）
　（150）　　　　　　　　　　　蒸獲亙曇i芒査i　　O。4811g（1kgr「‘）　脚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　0．003647　（180）

　　　　　　　　　　　塵類表

　　9
0．02555

0ユ563

0．01088

0．002364

0．000672

0．003102

§リ獲銘・リヴアル

0．6534　　　0．6534

6．796　　　　6．796

0．27ユ6　　　0。5432

0．0972　　　　0．1944

0。01205　　　0．0241

01145　　　0．3435

0．2024　　　　5．708

0．03671　　　0．3821

0。1256　　　2．058

0．000805　　0，02433

8．555

5，708

0．7642

2．058

0．02433

　　　　　　　　　　　　　　0．5644。　16。12　　．　　　8．555

瑚酸（メタ）（HBO2）…………　0．0240　　0．5477

王圭酸（メタ）（II2S三〇3）…　……・・　0。05455　　0．6987

　　　　　e　　　　　　　　　　　　　o。6429　　17．37

遊離炭酸（CO2）・…………・一　〇．06856．1．558

訪Z離耐じイヒフk素（II2s）…　」・・・・…　　0．002101　　0．06164

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛．▽　一　　　　　　　　　　の　　　　　　0．7136　　．18．99

　　泉　　質　　　　輩純琉化水素泉に厨す

（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相存す）．

　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　、　　　　9

クロPルカリウム（KCI）…・…・…，…・・…0．σ4872‘

クロー・ルナトリウム（NaCI）・……・…・・…　0．2955

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・・…・…………0．02989

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…・・……・…，0．1089

：水硫化ナトリウム（NaHS）……・……・・…0．001364

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO、）2〕………・・0．04401

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・イ・・…10．01422

置炭酸亜酸化鐵（Fe（IICO3）2〕一…・・…・：0．002143

硫酸アル’ミニウム〔A12（SO4）3〕一・r……0．0196

醐酸（メタ）（IIBO2）・……・……・…………o．q240

珪酸（メタ）（II2SlO3）……・…・・…・…・・…・0．05455

　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　、　　　0．6429

遊離炭酸（CO2）・・…・…1…・……・づ…・……0．06856

遊離硫化水素（H・s）∵一・・……一一…o璽2遮L

　　　　　　　　　　　　　　　　　O，7136

1

騒

●
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カチオン

　源泉源度
　比　　霞

放射能
　　　　　＊イオン表

　　　下

所在　地
試験年月
性　　　状

630

0．9996

　　呂温泉（第3鯨）
岐阜縣釜田郡下日町大字湯之島字湯之川原免租地930番地　．　’
昭和9年11月（京京，　　　　　　　　　　　　’
徹に蛋白石濁を呈し微賜アルカリ性反懸を呈す
pl【7．14（臨地，310，比色法），　pH　7．54（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出瀧約　1500～2000h1（24時間）
（15。）

（本塩水1kg　r11に含有する各伐分及コ賊士衣の如し）

　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　9　　　　　　　　ミ　リ　モル
　　　　0．01609　　　0．4115

　　　　0．1318　　　．5．730

　　　　0．009022　　0．2252

　　　　0．000878　　0．03612

　　　　0．002134　　0．03822

　　　　0．000831　　0．03067

0．35×io輔1iレC，E．　（0，10　ム1．E．）・・昭9・11・24瓢℃恥　♪ヒへ琶乏尊；’£ど

カリウムイオン（Kつ　………

ナトリウムイ才ソ（Nの……

カルチウムイオン（Cバ）……

マグネシウムイオン（M9つ…
フェロイオン（Fc”）……・・…・

　　　　　　　　ノアルミニウムイ才ン（A1’”）…

7昌才ン
亀　クロール・イナン（C1ノ）　・’・…・

　硫酸イオ・ソ（SO弔”）　・………

　ヒドロ炭二日イオ・ソ（IICO3ノ）・

　かく耐丘イオ・ソ（IISノ）・・・・・……・・

・・ @0．1794　　　5．059

・・ @0。0164　　　　0．1707

・・ @0。08602　　　1．410

・・ @0．000734　　0，02218

　　　恭墾歪残副査i　　　O。4582g　（1　k窪　rrウ

　　　　　　　　　0．003704　　（180）
三隅（本訴水は其集成に於て1kg中次の威信を含有する溶液に概略二一す）

…リヴアル

0．4115

5，730

0．4504

0，07224

0．07644

0，09201

6．833

5，059

0．3414

1，410

0、02218

　　　　　　　　　　　　　　　0．4433　　13．13　　　　6．833
　石朋蔵楚（メタ）（IIBO2）・・6。・・・・…　’　0．04002　　0．9133

＼　　ゴ』‘：酉菱（メタ）（112～io3）　　・・・・・・…　　　0．0494　　　　0。6327

　　　　　　　　　　　　　　0．5327　　　14．68
遊霞虐茅ミ酉愛（CO2）四・・・・…　。。・…　。・・　0．05795　　　1．317

；1庄離隔イヒオ（；孝…（互12S）；・・・・・・…　。。・　0．002354　　0．00908

　　　　　　　　　　　　　0．5930　　　16。07

泉　　質　　　．輩純硫化水棄泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・…・…・……・…・0。03068

クロールナトリウム（NaC1）……・………02717
硫酸ナトリウム（Nユ2SO4）・・………ゆ……0．0∬72

皿炭酸ナトリウム（NallCO3）．一…・・…　0．06813

水薬化ナトリウム（NaHS）…・………・…・0。001244

：電淡酸カルチウム⊂Ca（IICO3）2〕・…一・0．03649

：重心酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．005285

重炭酸亜酸イヒ鐵⊂Fe（IICO3）2〕　…・、…・…。0．006797

硫酸アルミニウム〔All（SO4）3〕…・…・・…　0．005251

五明酸（メタ）（HBO2）…・・………・……・’・0．04002

珪酸（メタ）’（II2Sio3）……………………0．0494

　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　0．327

進離炭酸（CO2）・・……・・…　……・…………　0．05795

遊離硫化水素（n2S）・……………………0．002354

　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5930

、．

●

源；泉温度

比　．霊

放射能

　　　下

所　在地
試験年月
性　　　状

　46。

　0。9994　　　　　（15。）
0．43×10一’10C，E．（0．12　M．E．）…昭9」1・2｛山顧比～じ導；度

　　呂温・泉㈱4號泉）
岐阜縣益田郡下呂町大字湯之島字湯之川原免租地930番地
昭和9年11月（策京）
微に蛋自流濁を呈し硫化水素臭を具へ微弱アルカリ性反懸を呈す

’pほ7，20（臨地，2δo，上ヒ色法）．pll　7．45（180gキンヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　　湧　正H　量　　系勺　　1500｝2000　h1　（24時聞）
　　　　　　　　　　　　　　野畑残…1鉦　　　　0．2802　g　（1k9中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．001768　　（18ゆ）

イオン表＊
i本雨水1kg巾に含有する各成分及四四次の如し）

・　カチオン　　　　”　　　　　醒
　　　カリウムイオン（K’）・………　0，003604

　　　ナトリウムイオン（Na●）……’0．06121

　　　カルチウムイオソ（Ca”）……　0．007865

　　　マグネシウムイオン（Mg’●）…　0．002186

　　　・フエロ’イオン（Fcψ’）　…………　0．000β36

　　　アル・ミニウムイオソ（Al’．．）…　b．001863

’　ア昌オン
　　　クロールイオ・ン（Cl’）　…・・・…

　　　硫酸イオン（SO！’）　・……・・…

　　　ヒドロ炭酸イオン（旺CO3ノ）…

　　　かく硫イオン（uS1）……………

0．07981

0．01681

0．05726

0．000144

ミリイオン及
ミ　リ　モ　ル

0．09217

2．661

0．1963

0．0899

塵類表
　　　　竃リヴアル

　　　　0．09217

　　　　2．661
　　　　σ0．3926

　　　　0．1798
0．006015　　0。01203

0，06873　　　0。2062

2．251

0．1750

0，9385

0，00434

3．544

2．251

0。350

0、9385

0．00434

　　　　　　　　　　　　　　　0。2311　　　6．483　　　　3。544
　硯月酸（メタ）（正IBO2）　・・・・・・・・・…　　0．01201　　　0．2741

　ユr｛1蓉麦（メタ）（α2Sio3）・・・・・・・・・…　　0。03039　　　0．3892

　　　　　　　　　　　　　　　0．2735　　　7．146
●遊離宏酸（CO2）・…………・・”・0。1308　2。973

　泌譲重耐‘f七かく；砦（【r2s）・・・…　。…　，・　0．00158．　0．04636

　　　　　　　　　　　　　　　0．4059　　10．17

　　　泉質　三三硫化水繁泉に馬す　　’
142

　　　（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含イfする溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロール1カリウム（KC1）…・・…‘…………0．006872

クロールナトリウム（NaC1）＝・・……・…・・0．1262

硫酸ナトリウム（Na2（；04）………………0．01022

重淡酸ナトリウム（NaCO3）・・………・・…0．02974

水硫化ナトリウム（NaHS）一一・………0．0002434

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…嘆・・0．03182

＝丘炭酸マグネシウム〔M9（11CO3）2〕・・・…　0．01316

罰ユニ困乏百愛亜酸イヒ鋸～〔Fe（正1CO3）2＝〕・・・・・・・・・・…　　0’001q7

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……・・・…　0．01177

石明酸（メタ）（HBO2）・r・…・………・………・0．01201

王壼酸（メタ）（l12Sio3）………・・…………0．03039

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2735
遊離1炎酸（CO2）　…・……・。…　……・・・…　…　0．1308

遊離田頭イヒ水素（II92）　。’・・・・・・…　一・・・…　。・。・。・・　Orqo158

　　　　　　　　　　　　　　　，　　　0．4059

●

・；究



．1

＼

カチオン

源泉温度
比．　：重

i放射能

イオン表

＼下1．呂
ミ

所在地
試験年刀．
性　　昧

480　　　　。

0．9996

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　ピ
　　　　　温一．泉（第5號泉．回向湯）

岐阜縣釜田郡下呂町大字湯之島字下屋敷894番地の2
昭和9年11月（東京）　　　　　　＼
微に蛋白石濁を呈し硫化水素臭を具へ微賜アルカリ性弓懸を呈す
pH　7．40（臨地，48馬比色法），pH　7．48（18。，キンヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　量　　悉勺　　1500～2000　h1‘24時間）．

（15。）

0。42×10－10，C．E．，（0．11ム1．E．）…昭9．11・別‘試瞼

（本鑛水1kg申に含有する各威分及耐量…欠の如し）

．カリウムイオン（Kつ　・・……・

ナトリウムィォγ（Na’）．．＿．

カルチウムイオソ（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・こノ（A1…）・∵

ア昌オン
　クロールイォソ（C1ノ）・・…＿．

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・…

　ヒドロ1炭酸イオン（HCO3，）…

　水硫イオン（HS，）・・…∴……・

　　9
0．00606

0、1213

0．0133

0．00窪064

0．001008

0，004951

0．1637

0．02701

0．1104

0．000766

塵類．表
ミリ其嘘・リヴアル

0．1550　　　　0．1550

5．274　　　　5。274

0。3319　　　　0．6638

0．1671　　　0．3342

0．01805　　　0．0361

0．1827　　　　0．5481　　　　、

7．011

4．616　　　　4。616

0．2812　　　　0．5623

1．810　　　　1．810

0．0232　　　　0．0232

　　　　　　　　　　　　　　0，4526　　　12．86　　　　　7。0】1

棚酸（〃）（IIBO，）・……・…・10．01601’0．3654　　・

珪酸（メタ）（正12SiO3）∵・。・・…・・　0．05143　　0。0587

　　　　　　　　　　　　　　0．520　　　13．88

遊離炭酸（CO2）一一・…・・…・0．02839　0．64与3

遊離硫化水素（H2S）一…・…　0．0009380．02754

　　　　　　　　　　　　　　0．5493　　14．55

　　泉．質．　輩純硫化水索書に屠す

蒸叢残渣i　　　O。3957．g　（1kg中）
上ヒ電導度　　　　0．00317　　（180）

（本鑛：水は其集成に於て1kg中次の領分を含有する溶液に概略相當わ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……………・・…0．01156

クロールナトリウム（NaC1）……・・……・0．2608

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……一…・一〇．001009

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・・…∵…㍉・・0．06516

水硫化ナトリウム（NaHS）・……；……一〇．0013

重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……・…0．05379　1

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．02445

重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（HCO3）2〕・…一・一〇．00321．

硫酸アルミニウム〔A12（so4）3〕……∵…PO。03128

石朋酸（メタ）（IIBO2）……・・……・…………　0．01601

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…………一・・……0．05143

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．520
遊離炭酸（CO2）・……………　…。…・・…　…・・0．02839

遊離硫化水素（H2S）…一・………・一・一〇．000938

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5493

r

所　在　地
試駒年刀
性　　　状

桃・原　鑛 泉（冷）

岐阜県豊玉孟「上巳Bノ」、坂田丁湯屋469　番土也　　　　　　’

昭和7年3刀（：東京）
無色澄明にして清涼昧を具へ弱酸性反慮を呈す
pll　6．20（180，キンヒ．ドロン電平也法）

　　　　比重0．9997（15。）

材ン表（灘樵齢葡
カチオン　　　　　．

　　　　　　ぐ　　カリウムイオン（K●）・’………

　．ナトリウムイオン（Na‘）…．‘．

　　カルチウムイオソ（Caつ．・…・・

　マグネシウムイオン（Mgつ…
、

　　フェロイオン（Fざ’）…………

　アルミ島ウムィォン（A1…）…

　ア昌才ン
覧

　　クロールイオン（CIノ）・・…三…・

　　硫酸イオン’（SO4”）・・…・…・…、

醗
ヒドロ芳乏酸イオン（H（’：03，）…

　　　轡型約門門門門間）
塵類表（本甘物は其集成に出て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相淫す）

　　　　’§リィオン及
　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　　ミ　リモ　ル
0．0063　　　0．1611　　　0．1611

0。2327　「　10．1174　　　10．1174

0．0422　・1．0532　　　2．1063

0．0090　　　　0．3701　　　　0。7401

0．0002・　　　0．0036　　　　0。0072

0．0016　　　0．0590　　　0．1771

0・1雛7

0．0086

0．4832

5，2087

0．0895

7．9215

13．3092

5．2087

0．1790

7二9215

1螺

！臨

∵　’

石明酸（メタ）（HBO2）＿＿＿＿

珪酸（メタ）（H2～5io3）………・

0．9685

0，0128

0．0283

24．9841　　　13．3092

。0．2921

0．3625

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　．．

クロールカリウム（KC1）・・………………0．0120

クロールナトリウム（NaCI）……一…・・0．2951

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・………一〇．0001

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・…一……0．4258
重炭酸カルチウム〔C・（HCO、）・〕・・∴一：0．1707

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・一〇．0542

露炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（IICO4）2〕…。・・……・0．0006

硫酸アルミ」ニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…0．0101，

石朋酸（メタ）（IIBO2）・……・……　…・…．・・…　0．0128

挫酸（メタ）（II2Sio3）。・…・・…・…・・……．・0．0283　’

　　　，　　　　　．．　　　　　！　　1．0097
劃単離炭酸（CO2）∵・・・・・・・…　。・・・・・・…　。・・・…　四・　1．4591

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．4688

遊離炭酸（CO2）…∴∵…・…・・

　　　　　　　　　　　　f

　　泉　　質

1．0096　　　25．6387

1．4591　　33．1614

　　　　2．4687　　58．8001

軍純炭酸泉に厨す
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　　　ノ
カチオン

所在地
試瞼年月
性　　　朕

　　　　」’ヒ　　　　　　　　　1．0002

イオン表（響誓願懸繍わ

　カリウムイオン（K●）’・………‘

　ナ噛トリウム’イオン（Naつ・…・・

　アムモニウムィォソ（NII4●）堕

　カルチウムイオン（Ca’つ……

　マグネシウムイオン（Mg’．）…

　フゑロイオソ（Fピつ・・…・・…・・
、

　アルミニウムイオン（A「．’）…

　　アニオン
．　　　クロールイオン（C1ノ）・・…・…

　　　，ヒドロ淡州イオン（旺CO3’）…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

加茂野’鑛泉（冷）
　　　　　　’
［lr気F匡縣加茂郡加茂野村大字鷹ノ災字桐野689の1

‘昭和9年3刀（大阪）』　　　”
無色澄明にして鐵味を具へ微弱アルカリ性反悪を徴す

　　（150）　　〆　　　　　「　　　　　蒸！震残踏i　　　O．169　（1kgF「1）　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　盛類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相湿す）

　　9　ミリ捜喫　ミリヴア’・

0。002804　0。0717　　0．0717

0．009697　　0．4217　　　0。4217

0．000106　　0．0059　　　　0．0059

0．01686　　0．4208　　　0．8416

0．007327　　0．3013　　　0．6025

0．01731　　　0．3099　　　0．6199

0．000688　　0．0255　　　’0．0765

2．640

0．005466　　0．1541　　　0，1541

0．1516　　　2．486　　　　2．486

　　　　　　　　　　　　　0。2119　　　4．917　　　2，640
灘償菱（メタ）（【12SiO8）　………　 0，04303　　0．5511

　　　　　　　　　　　　　　0．25493　　5，4681
遊霞皇淡『可箆（ro2）。・・・・・・・…　。・・・…　　Ω二Ω昼旦16　　1．ξ5p窪＿

　　　，　　　　　　　　　　　　　　　0。3210　　　6．252

共　他　ヒドロ燐酸イオン及醐酸　各痕跡

　　泉　　質　　　　炭酸織泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）・………・脚・・…　0．005347

電淡酸ナトリウム（NaIICO3）・……∵・・0．03542

クロールアムモニウム（NII4C1）　………0．000314
匝淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．06821

置炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．04409

7導電ミ酸亜酸イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕　…・…・…・0．05513

クロールアルミニウム（AICI2）・…………0。00340

｝1盃菱（メタ）（II2Sio3）………・・……………0．04303

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．25493
遊離二二酸（CO2）　・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．06616

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3211

亀

＼ L

’

所在　地
試願年月
性　　　状

源泉温度

湯

上ヒ　　　　重　　　　1，002　（150）

　　　イオン表

カチオン

涌 温 泉
　　　石川縣石川郡湯涌谷村字湯涌イ144番地

　　　昭和8年8月（東京）、
　　　無色澄明にして微に餓昧を具へ微蜴アルカリ性反慮を呈す

　　　plI　7。50（180，キンヒドロン電池法＞

45・3。・　　　　　　湧出ゴlt約18001・1（24時間）
　　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残乏査　 3．5059（1kg　41）

（本湖水1kg・中に含イ∫する謡言分画共語次の如し）

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（Mgつ…
フェロイオン（Fe●●）…………

アルミニウムイオン（Al’つ…

ア昌才ン

　クロールイオン（C1り　……・

　硫酸イオン（SO4”）　・………

　ヒドロナ炭酸イオン（IICO3’）・

騒類表
　　’K　妻リデ葱ン影　ミリヴアル

0．009309　　0．2381　　　　0．2381

0．9541　41．48　　41。48

0．2853　　　7．120　　　14．24

0．002S33　　0．1165　　　　0．233

0．000224　　0，004012・　0．008023

0．005323　　0．1964　　　0．5893

　　　●

・・@1．463
・・ @0．7226
・・ @’0．02979

41．26

7，520

0．4884

56。79

41．26

15．〔｝4

0，4884

　　　　　　　　　　　　　　3．472・　　98．42　　　　　56．79
・硯9置楚（メタ）（1工BO2）、…　…・…・・10．003194　0．07289

r鐘葺～（メタ）（H2SiO3）　・……・　0．04665『｛D．5975

　　　　　　　　　　　　　　3．522　　　99．09
三麺1離淡酸（CO2）・・・・・・・・…　。・・・…　　　0．0012　　　　0．02727

　　　　　　、　　　　　　　　　　　3．523　　　99．12　．

　　泉　　質　　　．石寳含有弱食下泉に属す

（本二水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
クロールカリウム（KC1）……………・…・OrO1775

クロールナトリウム（NaC1）……………　2．398

硫酸ナトリウム（Na2SO｛）・…………　…・・0．03254

硫酸カルチウム（CaSO｛）…一……・・……・0．9525

置単蹄カルチウみ〔Ca（IICO3）2〕・∵・・……　0．02005

匝炭酸・マグネシウム。〔Mg（IICO3）2〕……0．01705・

罰置炭酸亜酸イヒ鍔～〔Fe（IICO3）2〕　・・…　。・・・…　　0．000713

硫酸アルミニウム〔A！2（SO｛）3〕・・……・…　0．03363

硯月酸（メタ）（IIBO2）…………・…・…・》…60．003194

道i酸（メタ）（II2Sio3）……・…・：…………　0．04665、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．522
、遊離炭酸（CO2）…・……・・…r…一……．q．0012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．523

●

、
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カチオン

へ

所　在　地

試験年月
性　　　状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

三　國・鑛：．泉
　　　　　　　　　　　　　　　　ρ
頑井縣坂井郡三國町汐見1番地の1

昭和7年6月（大阪）
　　　　　　　　　　　　　、　　　　．
鰍昧を有し微に硫化水素臭を放ち類黒色浮溝物を存：し

微弱アルカ．リ性反慮を徴す

上ヒ　　　＝嚢二　　　1．0136　　　　（150）

イ’ Iン表　（本三水1k9中に含有する各威分析特配次の如し）

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●’）…

アルミニウムイオン（A「’）…

アニオン
　クローノセイオン（C1ノ）・……・・

　硫酸イオン（SO4”）…・………・

　ヒドロ炭酸イォソ（HCO3！）＿

　水硫イオン（HS，）・…・・………

　　9
0．09510

4．948　　21ξ1。2

0。05288　　　2。931

0．3243　　8。093

0．6421　　　26。40

0．03341　　　1。239

ミリイオン及
ミ　リ　モ　ル

2．432

＼

　　蒸獲残渣　　17．7g（1　kg中）、

慰職（本二水は結集威に於て1玉9中次の放分を含有する溶液に概略相回す）

ミリヴアル

2．432

215．2

　2。931

ユ6．19

52．80

　3．713

293．2

　　　　　　　　　　　　　9．333　　263．2　　　　263。2

　　　　　　　　　　　　　1．ユ94　　　12．43　　　　24．86　．

　　　　　　　　　　　　　0．3126　　　5．124　　　　5．124

　　　　　　　　　　　　　0．001521　　0。0460　　　0．0460

　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．94　　　537．1　　　　293．2

珪酸（メタ）（H2SiO3）…∴・…・・　0．04099　0．5250

　　　　　　　　　　　　　16．98　　　　537．6

遊離炭酸（CO2）・……・…・……　　0．0810　　　1．841
　　　　　　　　　　　コニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

遊離硫化永素（H2S）…………　0．0019430．0570

　　　　　　　　　　　　　17．06　　　　53995

其他フェロイオン及露量各僅微
　　泉　　質　　　　土類及硫化測索含有食璽泉に厩す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KCI）………・…・……・0．1813

　クロールナトリウム（NaC1）……………12．57

　：水硫化ナトリウム（NaHS＞……一…・…・0．002579

　クロールアムモニウム（NII4C1）一……・0．1563

　クロールカルチウム（CaC12）・……………0．8982

　クロPルマグネシウム（MgC12）…・……1．266

　硫酸マグネシウム（MgSO4）一……・・＝・・L273

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕一…0．3749

し硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．2119・

珪酸（メタ）（H2Sio3）・………・・…………0．04099

　　　　　　　　　　　　　　　　　16．98．
逝i離炭酸（CO2）…・・………・・………・・……0．0810

遊離硫化水素（H2S）…・一………・…・一〇．001943

　　　　　　　　　　　　　　　　　17．06

／

所在地
試験年月
性　　　状

本 郷 鑛 ．三

幅井縣大飯郡本郷村野尻地籍奥南．

昭和7年12月（大阪）
　　　　　　　　　　げ微に洞濁し酸性反懸を徴し牧敏睡臥昧を有す

上ヒ　　　　重　　　　1．00129　（150）

　　　　イオン表

カチオン
．カリウムイオン（K．）

（本鑛水1kg中に含有する各三分及其量次の如し）．

　　　　　　　　　　　
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’り…

フェロイオン（Fe”）…………

フエリイオン（Fe…）・…・……・

アルミニウムイオ・ソ（Al●●’）…

銅イオン（Cu’り・………………

　　・　茎リデ詣ン第

0．000961　　0。02458

0．01225　　　0．5327

0．05845　　1．459

0．02125　　　0．8738

0．01118　　　0．2002

0．1114　　　 1．995

0．05695　　2。112

0．00742　　　0．1167

アニオン　　　　’．

　クロールイオン（C工，）　…・・…・　0，007493

　硫酸イォ・ン（SO4’，）　…………　　0．8631

　　蒸至愚残渣　 1。39（1kg　rh）

塵類表（本二水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相営す）

ミリヴアル

0．02458

0。5327「

2．918

1．748

0。4004

5．985

6．336

02334
18．18

0．2113　　　　0．2113

8．985　　　　7．970

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウ（KC1）　…………………0．001832

．グロbルナトリウム（NaC】）………一・・0．01092

硫酸ナトリウム（層a2SO4）・…・・…………0．0％57

硫酸カルチウム（CaSO4）・……・…・……，0．1986、

硫酸マグネシウム（MgSO4）………∴・…0。1052

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）・・・・…　。…　。・。・・・・・・・…　　0．03041

雀流西愛々イヒ鍔～〔Fe2（SO4）3〕・…　1・・…　…・…　…・・0．3989

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一…・…0．3631

硫酸銅（CuSO4》∴一…・・……………・…・・0．01863

珪酸（メタ）（II2Sio3）……・…・………・…0．08011　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．230

　　　　　　　　　　　　　1．150
珪酸（メタ）（H2Sio3）……・…・・　0．08011

　曾　　　　　　　、

泉　　質

16．51　　　　　18。18

ユ．026

　　　　1．230

弱緑馨泉に矯ナ

17．54

一145一



チ

L

ノ

　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　試験年刀
　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　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●）……

　アムモニウムイォン（N【1喝．）

　カルチウムイオソ（Cバ）……

　マグネシウムイオン（Mg”）…

四 郷 鑛 泉

三重縣度會三四郷村大字鹿海字三ノ圷1607．番地　　　　　　’

昭和10年4月（大阪）
潤濁し献味及硫化水素臭を具へ微弱アルカリ性反懸を微す

　　　　　　　　　　　　　　湧出疲約　2345h1（24。時間）
　　　1。0166　（150）

（本和水1kg巾に含有する各放分納其」逢次の如し）

　　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　　　　ミ　リ　モル

　　　　　　　　　6．148
　　9
0．2404

6．689　　290．9　　　「290．9

0．001184　　0．0656　　　0．0656

0．2780　　　6．939　　　13．88

0．8036　　　33。04　　　　　66．08

　　　蒸硬残澄　　21．99．（1kg中）
塵類表（本濃水ほ其集成に於て1kg中次の放分を含有する溶液に概略相賞す）

ミリヴアル

6．148

377．1

　ア昌才ン
　　クロールイオ’ン（C1ノ）　………　12．10　　34L2　　　341．2

　　嵩じ酸イオ・ン（SO！！）　…………　1．595　　16．60　　　33。20

　　ヒドロ淡酸イオン（ほCO3’）ご・・　銑16坦＿＿2＝6量3　　　三～直52

　　　　　　　　　　　　　　　21。87　　　697、6　　　　377．1
　　ゴ1：百至～（メタ）（11＝Sio3）　　。…　8・…　　　0．02535　　　0．3247

　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．90　　　　697．9

　　遊離炭酸（CO2）…・……・・……　　0．01292　　0．2937

　　遊肉1£硫イヒフk素（i12s）・・…　…・…　　0．01479　　0．8678

　　　　　　　　　　　　　　　21。93　　　　699．0．

　　典　他　硝酸イオン及礪酸　各痕跡

　　　　泉質　食璽含有硫化水繁泉に堀す’

　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
クロールカリウム（KC1）　………∵…・・雫・0．4584

クロールナトリウム（NaCI）一………・・17．0

ク蝋画ルアムモニウム（NII4C1）………0．00351

クロールカルチウム（CaCi2）……・……・・0．7701

クロールマムネシウム（MgC12）…・…・・…　1．440

硫酸マグネシウ’ム（MgSO4）……………1。999

：電停酸マグネシウム〔Mg（［ICO3）2〕……0．1940

王蟻酸（メタ）（II2Sio3），・・・・・・・・…　。・・・…。・。…　0．02535

　　　　　　　　　　　　　　　　　21．90
遊離炭酸（CO2）………・……・一・……・・0。01292
；旋離硫イヒ水素（II2S）　・・・・・・・・…　…・・・・・・・…　　0．01479

　　　　　　　　　　　　　　　　　21．93

、

，

　　　比

イオン表

所在地
試瞼年刀
性　　　状

川 上 鑛

奈良縣吉野郡川上村大字入之波

昭和6年12月（大阪）

泉

無色無臭にして少許の沈倖をイ∫しフェノールフタレインに呈色せすメチ

ールオレンヂに勤しアルカリ性反懸を徴す
71ヒ　　　1．ob233　　　　（150）

（本病水1kg中に含有する各成分及其黛次の如し）’

カチオン　　　　　　、

　カリウムイオン（K。）…「・…

　ナトリウムイオン（Naり・・…

　アムモニウムイォソ（NH♂）

　カルチウムイオン（Ca●書）・・…

　マグネシウムイオン（Mg’．）・・

　フェロイオン（F’eつ・………・

　・マンガノイオン（Mゴ’）…・…・

　釘司イオン（Cu’●）・・……・・…・…

アニオン

　硝酸イオン（NO♂）．＿＿函

　クロールイオ’ン（C1，）　…・…

　硫頁菱イオ・ン（SO4”）　・……・・。

　ヒドロ5炎酸イオ・ソ（HCO3’）・

　　蒸硬残渣　　3．99（1k9中）

麟画幅欝孚磐両両藩の）
　　　窟　妻リヂぴ発　…リヴアル

・　0。1034　　　　2．643　　　　2．643

・　0．6335　　27．55　　　　27．55　　　　、

　0。00277　　　0．ユ540　　　0。1540

・　0．3712　　　9．263　　　18．53

・　0．02942　　　1．210　　　　2．419

・　0。000769　　0．0138　　　　0．0276

・　0．001008　　0．0184　　　　0。0367

・　0，000772　　0．0121　　　0．0243

51，38

・・ @0．0＝1092　　　0．1761　　　　0．1761

・。 @．0．7282　　20．54　　　　20，54

・・ @　0．00107　　、　0．0111　　　　0．0223

。・ @1．869’　　30．64　　　　30．64

　　　　　　　　　　　　　　3．752　　　92．23　　　　51，37
　『イi酸（メタ）（H2Sio3）　……・・　0．1256　　1．609

　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。878　　　93．84

　遊離炭酸（CO2）……………・・。　0．3453　　’7．846

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4。223　　101．7

　　　泉　　質’　　　食璽含有アルカリ泉に燭ナ

146

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
硝酢～カリウム（KNO3）……・………・・……0．017β

クロールカリウム（KC1）　…・…・・………　0．1840

クロールナトリウム（NaCI）一・……・…1．047

硫酸ナトリウム（Na2SOI）…一…・・……0．001582

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）…・……・・0．8069
ク・」ルアムモニウム（NI・、C】）・…∴…・．0082、

：重炭酸カルチウム〔Ca（【ICO3）2〕…一・・1．522

置炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2⊃……0．1770

置炭酸亜酸イヒ鐵⊂Fe（HCO3）2〕　・。・………　0，00245

匝淡酸亜酸化マソガソ〔Mn（IICO3）2〕…0．003248

匝炭酸亜酸化銅〔Cu（IICO3）2〕一…・…・0．002253

封三酸‘メタ）（H2Sio3）………・……・・……0。1256

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．878
遊離多ミ酸（CO2）　・・り・・…・・…　…・…………　0，3453

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4223

㍉



、

所在　地
試験年刀
性　　　状

’

虚不

　　　　　上：ヒ　　　歪匡　　　1。00849

．イオン表　（本二水1kg申に含有する各成分及野川次の如し）

カチオン．

〆カリウムイオン（K’）・…・…・

ナトリウムィォン（Na’）＿＿

ナムモニウムイオン（NIIの

カルチウムイオン（Caつ……
マグネシウムィォン（Mg．’）．．

フエロイオソ（Feつ…一……

アルミニウムイオン（AI’”）…

アニオン
　クロールイオン（Clつ，…b・…・

　プロームイオソ（Br，）・…・…・

　ヨードイオン（J，》……………

　硫酸イオン（SO♂！）・・……・…

　・ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）…

檜 鑛 泉
’

，－ ﾞ良縣吉野郡宗檜村大字阪巻小字盤川原660番地　　　、．

昭和8年12月（大阪）　　　　　　　　　
無色澄明にして弱き刺戟性清涼昧並猷昧を有し微弱酸性反懸を徴する

も之を煮沸すれば赤褐色の沈澤を析悔しアルカリ性に攣ず
　　　（156）　　．　　　　蒸襲残渣　　10，3g（1　kg中）

　　　　　　　　　　　三図表

・，ミ駿聖・リ伽・　ぞ
0．1478　　　　3．702　　　　3．702

3．612　　　157．1　　　　　157．1

0．04952　　2．745　　　　2．745

0．2036　　　　5．081　　　　10．16

0．α5386　　2．215　　　　4．430

0．01255　　0．2247　　　0．4494

0．003108　　0．1152　　　　0。3456

178．9

5．196　　　1465　　　　　146．5

0．000187　0．00234　　0．00234

0．00374　　　0．G2947　　　0．02947

0．002975　　0．03097　　　0．06094

1．973　　　32．34　　　　32．34

　　　　　　　　　　　　　11．26　　　35①．1　　　　178．9

瑚酸（メタ）（HBO2）…　・一・0．3870　　8．830

珪酸（メタ）（H2SiO3）　………　0．03605　0．4617

　　　　（本気水は其向威に於て1kg中次の純分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロρルカリウム（K：C1）　………・…・・…0。2818

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・8．168，

1ブロームナトリウム（NaBr）……一・……0．000241

ヨードナトリウム（NaJ）・………一…o．oo4418

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　…・∴・一・1．453．

クロールアムモニウム（NII4C工）・一・…0．1469

重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一……・、0．8236‘

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．3241

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕…・・・……0．03997

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕一……・0．003532’

クロールアルミニウム（AIC13）…・・……・0．01261

硯月酸（メタ）（正IBO2）・・・・・・・・・・・…　一・・…・・・…　0．3870

珪酸（メタ）（正12Sio3）・・・・…　∵・・・・・・・・・…　。・0．03605

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．6763
遊鼻茸炭酸（CO2）　鱒…　一・・・・・・・・・・…　。・・・…　。・・0．9537

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ2．63

　　　　　　　　　　　　　　11．6763　　359．42

．遊離炭酸（co2）……・………・・0．9537　21．68

　　　　　　　　　　　　　　12．63　　　38L1

　　’泉　質　　翻酸及畏酸鐵含有アルカリ性食璽泉に即す

．カチオン

　　　　比

イオン表

所在地
試験年刀
性　　　状

　重

勝

（i本鑛水1k9中に含有する各二分及其量次の如し）

カリヴムイオソ（K’）・・…・…

ナトリウムイオン（Naり……

カルチウムイオソ（Cバ）……
マグ．ネ7ウムイオン（Mg”）…

フェロイオン（Fe．つ……・…ド

アルミニウムイオン（Arう…

ア昌オン
　クロールイオン（C1，）・・ぎ…

　硫酸イオン（SO4”）・………
　．炭酸イオン（CO3ノ！）・・…・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ艶

　：水酸イオン（OHり・……・…・・

　水硫イオン（11Sり…・………

浦’鑛 ．泉

　　　和歌山縣東牟婁郡勝浦町485番地
　　　昭和5年3月（大阪）　　　　　　　　　　　．
　　　無色澄明にして硫化水素臭を放ち賜アルカリ性反日を徴す
1．0004　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　燈影残i査i　　　O．63　9　（1　kg　中）

　　　　　　　　　　　　　　盛類表

　　・　茎リ建ン発・リヴ・ル

0．006915　　0．1768　　　0．1768

0．1698　　　　7．384　　　　　7．384

0．03701　　　0．9236　　　　1．847　　　’

0．000424　　0．0174　．　0．0348

0．000285　　0．0051　　　　0．0102

0，0005　　　　0．0185　　　　0．0555

。・@0．3028
・・ @0．004101
・・@o，003592

・・．0．01419

・・ @0．003502
・・ @0．01042

8．540

0．0427

0．0599

P・2325

0．2059

0．3249

9．509

8．540

0，0854

0．1198

0．2325

0．2059

0．3249

　　　　　　　　　　　　　　0．5535　　17．93　　　　9．509
ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

醐酸（メタ）（IIBO2）”？”∵・…・0．0042570．0971

珪酸（メタ）（II2S三〇3）　・・…・…　　0．03136　　0・4016

　　　　　　　　　　　　　　0。5892　　　18．43

　　泉質　食麺含有疏黄泉に写す
● i47

　　　　（本鑛水は其集成に於て1kg中実の二分を含有する溶液に概略相面す）

　　　　　　　　　　　幽　　　、　　　　　　．　　　9

クロールカリウム（Kq）・…………・・…　0．01319

クP一ルナトリウム（NaC1）……………　0．4132

：水硫化ナトリウム（NaHS）………………0．01767

クロールカルチウム（CaC12）・…………・・0．07ユ84

硫酸カルチウム（CaSO4）…………． 諱E…0，002027
：重1炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……・・0．01861

炭酸カルテウム（CaCO3）　・…………・・…0．005991

；水酸化カルチウム〔Ca（OH）2〕…げ…・・…　0．006699

；水酸化マグネ．シウム〔Mg（OII）2⊇………0．000731

＝亙表酸亜酸イヒ鍔～〔Fe（IIC（）3）2）　　…　。・・・・・…　　0．000908

　　　　　　　　　　　　　　　　づ硫酸アルミニウム（AI2（SO4）3〕…・…・・…　0。003171

硯見酸（メ」タ）（HI302）・・・………聖・・…・・・・・…。0．004257

長窪霞菱（メタ）（112Sio3）・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　0．03136

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5891
　　　　　　，



カチオン

比

イオン表

所在地
試験年刀
性　　　状

　重

勝 浦－ 鑛 泉

，和歌山縣東牟婁郡勝浦町564番地

昭和8年8月（大阪）

無色澄明にして硫化三三臭を放ち微弱アルカリ性反慮を徴す

　　　1．0008　　　　（150）

（巡査昼贔霊鵬葡

カリウムイオゾ（Kつ　…・…・・

ナトリウムィォソ（Na●）＿＿

カルチウムイオン（Cゴつ……

マグネシウムイオン（Mg．●）…

フエロ、イオン（Fピつ　……一…・

　　　蒸獲残潅　　0．99（1kg中）

盟類表（本鑛水は共固唾に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當ナ）

．ア昌オン

　クロールイオン（CI’）　………

　硫酸イオン（SO！ノ）・…・・……

　ヒドロ淡酸イオン（HCO3ノ）…

　フ！く裾ごイオン（IIうノ）…・・………

　　　　≒リィ才ンエ
　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　…　リ　モ　ル

0．01073　　　0．2744　　　　0．2744

0．2193　　　　9．536　　　　　9。536

0．0567　　　　1．415　　　　　2。830

0。000611　　0．02512　　　0．05024

0．001538　　0．02753　　0．05506

12・75

0．4061　　　11．45　　　　11，45

0。02484　　0．2585　　　0．5170

0．04228　　　0．6929　　　0．6929

0．002837　　0．0858　　　0．0858

　　　　　　　　　　　　　　0。7649　’　23．77　　　　12．75

棚酉餐（メタ）（IIBO2）…　一・・・・…　　0．001416　0．03231

到i酸（メタ）（H2Sioゴ）　………　0．03684　　0．5270

　　　　　　　　　　　　　　0．80265　　24．325
遊離炭百菱（CO2）　・。・・・・…　。・…　。…　　0．03745　　　0．8511

遊｝離耐ごイヒかく；琶（H。9）…　。・・・・…　。　0．01206　　0．3539

　　　　　　　　　　　　　　0．8527　　25。53

　　泉質　輩純硫化水索泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
クロρルカリウム（KCI）　………………　0．02046

クロールナトリウム（NaC1）……………　0．5524

水硫化ナトリウム（NallS）…・………・・…0．00481

クロールカルチウム（CaC12）…∴………　0．09578

硫酸カルチウム（CaSO4）　・……………・・0．0352

●霊戸戸カルチウム⊂Cα（IICO3）2〕・……・・0．04771

置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．003677

了匡1爽酵～亜百菱イヒ鐡⊂Fe（IICO3）2〕　………・。・0，004898

翌月r｛髭（メタ）（III302）………。・・。・・……・・…・0．001416

灘三酸（メタ）（II2Sio3）……∴…・……・…・・0．03684

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．80265
翅…離渉ミ酸（COゴ）　…・・…・・…・………・……　0．03745

遊翻訂誹己イヒかく素（II2S）　・・・…　。・・・・・・・・…　。・・…　　0．01206

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8527

’

カチオン

　　　　比

イオン表

所在地
試験年月

性　　　状

声 高 温 泉

　　　　　　和歌山縣西牟婁郡瀬戸銑山村2768番地

　　　　　　昭和6年6月（大阪）

　　　　　　渦濁し味は微に刺戟性にして稽餓く弱酸性反刃を徴するも煮沸すればアルカリ

　　　　　　性に墾ず

　　　1．0034　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　葬実獲残～査i　　　3．369　（11｛g　r11）

（本二水1kg中に含有する各三分田野野次の如し）　塵類表（鰍讐論説繍目欝の）

カリウムイォソ（K’）．・・．．＿．

ナトリヴムイオン（Na’）……

アムモニウムイォン（NH4’）

カルチウムイオン（Ca’●）……

マグネシウムイォソ（Mg．願）…

フ』ロイオン（Fごつ・…・…・…

　　，劇碑鍵・リ伽レ
0．07795　　1。993　　　　1．993．

1．168　　　50，79　　　　50．79

0．005267　　0．2920　　　0．2920

0．07805　　　1。948　　　　3．896

0．0229　　　0．9416　　　1，883

0。001286　　0．0230　　　　0．0460

ア昌オン

　クロールイオン（Clノ）………　0．7675

　ヒドロ淡酸イオン（旺CO：1’）…2．273

21．65

37．25

58。90

21．65

37．25

　　　　　　　　　　　　　　4．394　　　＝115．0　　　　58．90

棚酸（メタ）（HBO2）…………　 0，02828　　1．192

∫li酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．09304　　6．452

　　　　　　　　　　　　　　4．515　　122．5
遊顕£炭蔚髪（CO2）　・・・・…　9・・。・・…　　　0．3370　　　　7．659

　　　　　　　　　　　　　　4．852　　130．2

　　泉　　鍵　　　　食臨含有アルカリ泉に局す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　
クロールカリウム（KCI）　…・……ニ…・…0．1486

クロールナトリウム（NaCI）…・一…・…1．132

：重淡酸ナトリウム（Na2SO4）・…・……・…2．640

ク野臥ルアムモニウム（NH4C1）………0．01560

重宏酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕………　0．3157

概則酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・0．1378

匝淡酸亜酸｛ヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　　・・・・・…　。・。・　0．003518

撰月酸（メタ）（圧IBO2）・。・・…　時・・・・・・…　。・・・・・…　　0．02828

灘｛酸（メタ）（II2Sio3）……・…・…………・0．09304

　　r　　　　　　　　　　　’　　　　　　　4514
．逝β雅5炎酸（CO2）　　・・。。・・・・…　　。・・。・。・。・。・・・・・…　　03370

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．851

■
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湯 崎 濫 三

所　在　地

試験年月
性　、　伏

比　　重

イオン表

カチオン

　、カリウムイオン（K．）

　　　和歌山縣西牟婁郡獺戸鉛山村

　　　昭和8年12月（大阪）　　　　　｝

　　　微に潤濁し三味を具へ微弱アルカリ性反慮を徴す”

1。004噛 @（15。）．　　「　　　　蒸獲残渣　　4249（1kg申）‘
（本二水1kg中に含有する各威分及其量次の如し）

　　　　　　　　　ミリイオン及
　　　　　　　　　ミ　リモル

　　　　　　　　　4．083
ナト．． 潟Eムィォシ（Na’）＿＿

アムモニウムイォソ（NII4’）

カルチウムイオン（Caつ・…・・

マグネシウムイォソ（Mg’●）＿

アルミニウムイオン（A1…）…

　　9
0。1597

1．479　　　64．31

0．005011　　0．2778

0．06069　　1．515

0．01823　　‘0．7495

0．004427　　0．1642

アニオン

　クロールイオン（C1，♪………・1．014

　ヒドロ炭酸iイオン（HCO3ノ）…　2．751

盤類表（本意水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略二一す）

・ミリヴァノレ

4．083

6431

0．2778

3．030

1．499

0．4926

73．69

28．59　　　28．59

45．10　　　層45．10

　　　　　　　　　　　　　　5。492　　　144．8　　　　　73。69

醐酸（メタ）（HBO2）・……・・…　0．02988　0．6817

珪酸（メタ）（II2sio3）　・・…・…　0．1138　　1．457

　　　　　　　　　　　　　　5．6358　146。923
遊離炭酸（CO2）　・・・・・・・・・・・…　。・・。　0．2542　　　5．777

　　　　　　　　　　　　　　5。890　　152．7

其他フェロイオン痕跡
　　泉質　食塵含有アルカリ泉に蝸す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　…・………・・…　0・3045

クロールナトリウム（N・CI）一・1・…・・…1．388

：重；炭酸ナトリウム（NallCO3）……・…・・13．408

クロールアムモニウム（NH4C1）・一…・0．01486

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・…・…0．2455

：重炭酸マグネシウみ〔Mg（IICO3）2〕……0．1097
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロクロールアルミニウム（AICI3）…………0．02189

石朋酸（メタ）（HBO2）∵………・・………・…・0．02988

’珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・……。…　…・・……・0．1138

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．6358
遊離炭酸（（0雪）……・…・・………………0．2542

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．890

湯 崎 温 泉

4

　　所在地
　　試験年月
　　性　　　｝伏

源泉濫渡　　64。

比

イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K。）

重

（本鑛水1kg中に含有する各威分及其量衣の如し）

ナトリウムイオン（Na’）……

アムモニウムイオソ（NII4’）

カルチウムイオン（Caつ……

マグネシウムイオン（Mgつ…

ア昌オン
　クロールイオン（C1つ　・…・…・

　硫酸イオン（SO！ノ）　・…・……・

　ヒ、ドロ淡酸イォソ（IICO3ノ）＿

　　　和歌山縣酉牟；婁郡瀬戸鉛山村掌東谷2727番地

　　　昭和11年10月て大阪）　　　　　．’　　　　・
　　　無色澄明にして献昧を具へ弱アノセカリ性反懸を徴す

　　　　　　　　　　　　　　‘　湧出量：約　4329h1（24時間）

1，0035　 （150）　　　　　　　 蒸獲』残i渣5．169（1・kg　rrり

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

珪酸（メタ）（H2Sio3）

　　　　　ミ、リイオン及　　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　ミ　リ　モル

0．0722　　　ユ．846　　　　1．846

1．461　　　63．51　　　　63．51

0．0076　　　　0。4213　　　　0．4213

0．03674　　　0。9169　　　1．834

0．009227：　0．3794　　　0。7588

　　　　　　　　　68．37

0．969ユ

0．02870

2、467

27．33　　　　27．33

0．2988　　　　0，5976．

40．44　　　　40．44．

●　●●　●　o●　●　⊃●

遊離炭酸（CO2）………・……・・

泉　　質　’

5．052　　　135．14　　　68．37

0昏1038　　　1．329

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
ク品川ルカリウム（KC1）　・・∵……・・……10．1377

クロールナトリウム（NaC1）……・・……・1465

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・…一〇。04244

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）．…・……・・3■80

クロールアムモニウム（NII4C1）・…・…0・Q2254

．：重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0ユ486

軍炭酸マグネ7ウム〔Mg（IICO3）2〕……0．0552
珪酸（メタ）（H2Sio3）　・…・・……・………・・0．1038

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．155
遊離芳乏酸（CO2）　　㌧・・・・・・…　。・・…　剛・一・・。・・・・…　　0．2465

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．402

5．156　　　136．47

0．2465　　　5．601

5．402　　　142。07

食瞳含有アルカリ泉に胚す
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　　　所在地
　　　試瞼年刀

●　性　．状
・　訪1し巧ミ温度　　　 640

比

イオン表

’カチオン

　カリウムイオン（K。）

　　　　　　　　　　、

湯　崎　濫　・泉　　　　’

和歌山縣西牟婁郡瀬戸錯山村1567番地，

昭和12年10Jj（大阪）

殆と無色澄明にして戯昧及アルカリ昧を具へ弱アルカリ性反癒を徴す

　　　　　　　　　　　　　湧出：砥約　8679h1（24時聞）

　　　1・0041　（15。）

（本四水1kg．中に含有する各威分及其且次の如し）

ナトリウムイオン（Na．）・・…・

カルチウムイ才ン、（Cバ）……

マグネシウムイオ・ン（Mg”）…

ブェロイオソ（Fe’り　・・………・

アニオン
　クロールイオ・ン（C1ノ）　・……

　硫酸イオ・ソ（SO4”）　…・・…・・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　　　　　　　ノ
　瑚酸（メタ）（IIBO2）＿＿＿．

　王」⊇酸（メタ）（【12Sio3）　…　。・。・

　遊離炭酸（CO2）……・・…・…・

　　9
0．07979

1．977

0．04909

0．01452

OgOO2211

・・ D1．376

・・ @0．2548
・・@2．905

■　o

，　．

●　●

ミリイオン及
…　リモル

2．040

85．95

1，225

0，5972

0．0396

’　　　翼三園残Z査　 6，86g（1kg中）

　　籔類表（本鑛水は共集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相劃す）

　ミりヴアル

2．040

85．95

2．450

1．194

0．0792

91，71

38．80　　　38．80

2．653　　　　5．305

47．61　　　　47．61

泉　　質

6．658　　178．91　　　91．71

0。07466　　　1．703

0．1290　　　1．652

6．862　　182．27

0。2090　　　　4．750

　　　　7．071　　　187．02

食籔含有アルカリ泉に騰す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）……・・…・……　0．1521

クロールナトリウム（NaCI）・一………・2．149．

硫酸ナトリウム（NalSO4）………………0．3768

重淡酸ナトリウム（NallCO3）一・……・・3．687

匝炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2）・…・…・0．1986

重淡酸寿グネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0，08738

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・・…0．00703

磯責愛（メタ）（IIBO2）・・…　。……　。・…・……　…　0．07466

遜i酸（メタ）（II2Sio3）　………・…………　0．1290

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，862
逝i離炭酸（CO2）　……6…・・…・・…・………　0，2090

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．071

新刺1足鑛泉

カチオン

　　　　比

イオン表

所在地　京都府乙訓郡新神足村字聞田小字112番地の1

試験年月　　昭和5年11月（大阪）　　．　　　　、

性　　　｝氏．　微に漏濁し殆と中性反慮を徴ナ

　五　　　　1．0003　　　　（150）　　　　　’　　　　　　　　　　　蒸！慶残i占i　　・　0．29　g　（1　kg　r11）

（本鑛水1kg中に含有す．る各成分及共ゴまi欠の如し）』圏類表（欝辮驚羅函撫目欝の）

カリウムイオン（K。）・…・…・

ナトリウムイォソ（Na’）・＿．．

カルチウムイオソ（Ca●’）……

マグネシウムイナン（Mg”）．∵

フェロイオ・ソ（Fe’つ…・…・・…

ア昌才ン・

　謂酸イナン（NO3り・…・…・…

　クロールイ・オン（Cl’）…・…・・

　礁愛イオン（SO4”）…………

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3，）…

　　，，ミ機饗・リヴ・ル

0．003892　　0．09953　　0．09953

0．01759　　　0。7649　　　　0．7649

0．55218　　1．302　　　　2．604

0．007303　90．3003　　　　0．6006

0．01679　　　0．3007　　　　0．6014

0。002296　　0．03703

0．02126　　　0．5996’

0．01113　　　．0．1195

02326　　3．802

4．670

1以i酸（メタ）（H2Sio3）

0．02703

0．5996

0．2318

3．802

遊離炭酸（CO2）…・・……・……

泉　　質

0．3644　　　7．322　　　　4．670

0。02478　　　0．3174

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
解1酸カリウム（KNO3）　・……………・・…0．003744

クロールカリウム（KCI）………………　0．00466

クロールナトリウム（NaCI）…・∵…・一・0・03139

硫酸ナトリウム（Na2Sq）・ポ……・…・・∵・・0．01618

硫酸カルチウム（CaSO4）…一一……　0．000269
：重炭酸カルチウム⊂Cユ（llCO3）2〕………　b．2108

置炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．04394

餓炭酸亜酸化鐵しFe（IICO3）2〕一・・……0，05348

珪酸（メタ）（II2Sio3）　……・…・・…・……・・0．02478

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3892
覚左離炭酸（CO2）　………・・…・…・………・・0．0452

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4344

0．3892　　　7．639

0，0452　　　　1．027

’

0．4344　　　　8．666

淡酸籔泉に属す
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！

／

所在・地

試験年月

性　　　状

天　見 鑛 泉
大阪府南河内郡天見村大字天見小字シモミゾ1557番地
　　　　　　　　　　　　　　　’
昭和8年12月　　（大阪）

無色澄明にして弱き刺戟性の清涼昧及微に餓昧を具へ

微弱アルカリ性二三を徴す

　　　．ヒヒ　　　　重　　　　1．0019　　　　（150）

付ン表（本鑛水1kg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（K’）……・・

　ナトリウムイォソ（Niゴ）＿，

　カルチウムイォソ（Caつ…・

　マグネセウ．ムイォン（Mg●’）・

．フェロイオン（Fe”）’。’’”●’。り’

　　蒸襲残渣　　1．99　（1kg　rlり

塵類表（本命水は其集録に於て1kg中i下り成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　9　ミリ控聖…リヴア・・

・・ @0．0080　　　　0。2046　　　0．2046

・・ @0．5163　　22．45　　　　22．45

。・ @0。1639　　　4．091　　　　8」82

∵　　0．03933　　　1．617　　　　3．234

。・@0．004881　　0」08741　　0．1748

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．24
1デ呂オン　　　　　　．　　　　　　．　　㌧1
　クロールイオン（CI，）・…・・…　0．5773　1628　　16．28

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3つ…1．096　17．96　　17．96

　　　　　　　　　　　　　　2．406　　　　62．69　　　　34．24

　ユ圭酸（メタ）（H2SiO3）………・・．0．06304、　1．192

　　　　　　　　　　　　　　2．499　　　63．882
　遊離炭酸（CO2）・…　闘…　。・・・・・…　　1．186　　．　26．95

　　　　　　　　　　　　　　3二685　　・　90．83

　　　其　　他　　　　アムモニウムイオン，硫酸イオン及磯酸

　　　泉質．食瞳含有土類炭酸泉に属す

　　　　　　　、

㌦　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・………・・…・・…0．01525

クロrルナトリウム（NaCl）一……・・…0．9397・．・

．重炭酸ナトリウム（NaHCO3）………・・…0．5354

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……・…0．6630　．

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0。2367．

重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（LICO3）2〕・・……・・…　0．01555
珪酸（メタ）（H2Sio3）　・。・。…　り・・・・・・・…　。・。・・0．09304　　　　㌧

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．499　　鴨
翅i離炭酸（CO2）…　。・・・・…　6・・・・・…　。・・・・・・…　。・　1．186

　　　　　　　　　　　　　　、　　　3．685

各痕跡
r

カチ才ン

　　　比

イオン表
、

天 見 鑛 泉

所　在　地　　大阪府南河内郡天見村大字天見小字ソソポ1444番地

試験年月　　昭和9年10月　　（大阪）

性　　　伏　　無色澄明にして蜴き溝三昧及鐵昧を具へ中性反懸を徴す

　：重　　1．0004　　　　　　　　（15。）

（馨欝贔籔編わ

カリウムイオン（1ぐ）……・…・

ナトリウムイオン（Na●）……

カルチウムイオソ（Ca’．）・し・…

マグネシウムイオン（Mgつ…
フェロイオン（Fビ）…・・…・・1・

ア昌才ン
　クロールイオン（C1’）…・…・・

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3つ・

　　　　ミリイオン7セ’
　　9　　　　ミ　リ　モ　ル
0．boO24　　　0，0〔161

0」003949幽　0。17ユ8

0．01843　　　0。460

0．002555　　0。1051

0．03025　　0．5417

．　1

　　　蒸時日残渣　　　　0．27　9　（1kg　rlコ）

塵類表（本制水は其集威に於て1k9中…欠の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴァル

0．006ユ

0．1718

0．9199

0，2101

1．083

　　　　　　　　　　　2，391

・・ @0．002361　　0．0666，　　0．0666

・・@014i8　　　2．325　　　　2．325　’

　　　　　　　　　　　　　0．1996　　　　3。676　　，　　2σ392

・珪酸（メタ）（II2SiO3）…・……・　0．06697　0．8843

　　　　　　　　　　　　　0．2666　　　4。560
遊離炭酸（cd2）…………・…・・0．6218　14，13

泉　　質

　　　　0．8884　　ユ8。69

炭酸鐡泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　．
クロ帥ルカリウム（KCI）・・………・…・…0。000458．

クロPルナトリウム（NaC】）…一……・・0．003534

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・…・・；…・…0．009352

：重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2♪・・’…L・・」0．07456

：重炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕……0．01537

重淡酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕……・・……0．09634

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…・・…・・……・……0．06697．

　　　　　　　　　　　　　　　　　0．26666
謎羽州ξ炭酸（CO2）g‘・・e．9η‘噸9θrσ9σρヴ・e♂9・；・…・・．伊6　0試5218

　．　　　　　　　　．・　、　0．8884マ
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カチオン

天

、　　　　覧

見 鑛
　　へ

泉

ノ

、　〆

　　　　　　　　　　r

　　所　在地　　．大阪府南河内郡山見村大掌天見小字キドグチ1468番地

　　試験年刀　　昭和9年10月　　（大阪）1

　　牲　　　状　　無色澄明にして強き刺戟性清涼味及鐡味を具へ殆と中性反懲を徴す

比重1．001（15。）　　　．蒸獲残渣1．549（1kg中）

イオン表
（本病水1kg中に含有する各成分出面彙類の如し）

カリウムイオ’ソ（K●）…・……・

ナトリ． Eムイォソ（Na’）…＿

アムモニウムィォソ（NII♂）・・

カルチウムイオソ（Ca’●）……

マグネシウムイオン（Mg●●）…

フェロイオン（Fe’つ・…・…・…

　　・　蓬リ残聖・リヴアル

0。005204　　0，1331　　　　0．1331

0．2457　　　10．68　．　　　10，68

0．002079　0．1152　　0．1152

0．1225　　　　3。058　　　　6．115

0．03151　　　1．296　　　　2．592

0．01484　　　0。2658　　　　0．5315

20．17

アニオン
　クロールイオン（C1’）・………　0。2883　　8．131　　8．131

　ヒドロニ炎酸イォソ（1【CO3’）…　0．7345　12．04　　12．04

　　　　　　　　　　　　　　1．4446　　35．72．　　　　20．17

・τ1月酸（メタ）（11BO2）　・・・・・・…　。・・　0。02528　　0．5767

『言1酉愛（メタ）（｛12SiO3）・・・・・・・・…　　0。07147　　　0．9154

　　　　　　　　　　　　　　1．5413　　　37。212

曳庄離芳乏酸（CO2）・・……・………　　1．576　　　35．81

　　　　　　　　　　　　　　3。117　　73．02

　　泉　　質　　　　炭酸言有農酸鐵泉に働す

盟類表傭蜷鞭羅乏漁欝の）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　クロールカリウム（KC1）…・………・……0．009923

　　クロールナトリウム（NaC1）……・一…・0．4607

　1亟炭酸ナトリウム（NallCO3）…一…・一〇，2353

　　クロールアムモニウム（NII4CI）…・……・0．006163

　露炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・・…・δ．4956

　皿1垣戸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕……0，1896
　II1炭酸亜酉髪イヒ鐡⊂Fe（IIC（）3）2〕　・。・・・・・・・…　L　O．04727

　目高（メタ）（IIBO2）・……・・…・……・……・0．02528

　混酸（メタ）（II2Sio3）……・………………0，07147

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．5413
　遊離炭酸（CO2）・・……・・・…………………　1576
　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨロ　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ユ17

カチ・才ン

比

イオン表

所在地
試勝1年月

燥　　　状

川 上

（本和水1kg中に含有する各成分及共慧次の如し）

　カリウムイオン（Kつ・…・……

　ナトリウムィォソ（Nの…＿
　アムモニウムイォソ（NII響’）・・

　カルチウムイオソ（Carつ……

　マグネシウムイオン（Mgつ…
　フ出ロイ辱オ・ソ（1・e）。……・。…・

ア昌才ン
　クロールイオン（C1’）・……・∴

　硫酸イオン（SO4”）……・…・…

．．ヒドロ炭酸イオン（IICO！）…

　王長百菱（メタ）（正12Sio3）・。・‘…・…

鑛 泉

　　　大阪府南河内郡川上村大字石見川822’番地の3

　　　昭和12年10乃　　（大阪）

　　　殆と無色澄明にして清涼昧及三味を具へ弱酸性なれども

　　　煮沸すれば黄褐色の沈覆を析出して中性となる
1．0005　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸三愛残Zfli　　　O．28　g　（1　kg　匹1：）

　　　　　　　　　　　　　塵類表

　，　ミリ蓬ン発・リヴア’・

0．000801　　0．0205　　　　0。0205

0．005035　　0．2189　　　0．2189

0．00035　　　0．0194　　　　0。0194

0．03214　　　0．8021　　　1．604

0．004ユ91　　0．1723　　　　0．3446

0．02344　　　0．4198　　　　0．8396

0．005797　　0．1635

0．07115　　　0．7407

0．08554　　1．402

3，047

0．1635

1．481

ユ．402

0．22844　　　3．959　　　　3．047

0．05197　　　0．6657

ノ

（本建水は共同威に就て1kg中次の威分を含イfする溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
クロールカリウム（KC1）・・…………・・…0．001528

クロールナト’リウム（NaC1）………・…・・0．007225

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…て・……・・一〇．00677

クロ霞ルアムモニ「ウム（NII弔q）・・………　0。001038

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…・……・・……0．09434

．：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕一……　0．0177

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……　0．02521

：重炭酸亜酸化鐡〔Fe（HCO3）の・・・……・…0。07466、

瀧酸（メタ）（H2Sio3）　・・・・・・・・・…　…・・・・・・・…　0．05197

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．28044
遊離炭酸（CO2）…　。。・・・・・・・…　鱒・・・…　；・一…　一・1．261

　、　　　　　．　　　　　　　　　　　　1．541

遊離炭酸（CO2）・。………・……

　　　　　　　　　　　　　1．541　　　　33。29

　　泉質　長酸含有炭酸鐵泉に属す・

0．28041

1。261

4．625

28．66

15盆



ノ

、1

カチオン

比

高’田 三

所　在　地　　大阪府三島郡吹田町上新田403

試験年月　　昭和8年4月（大阪）
性　　　｝伏

　重　　　 1．0004　　　　（150）

泉，

無色澄明にして微賜酸性反回を呈す

イオン表．（本命水1k9中に含有する各成分及其三次の如し）．

　カリウムィォン（K．）　………

　ナトリウムイオン（Na●）……

　アムモニウムィォソ（NII4り．・

　カルチウムイオy（Ca’り・・…・

　マグネシウムイオン（Mg’●）…

　、フェロイ：ホン（Fe●つ’ワ’．．…’’”

‘　マソカ．ノイ．オン（Mn”）．………

ア昌オン

　クロールイオン（C1’）・・…・・

　硫酸イオン（SO4”）・・……・…

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）

蒸翼残渣

竪類表
・・　ミリヂ難・リヴアル

　　　　　　　　　　　　　50．006985　　0。1786　　　　0．1786

0．03916　　　1．703　　　　　1．703

0．000326　　0．01812　　　0．01812

0．01957　　0．4885　　　0．9770

0．008121　　0．3339　　　　0．6678

0．02713　　　0．4858　　　0．9716

0．002016　　0．03671　　　0。07341

4．590

・・ @0．01944　　　0。5481　　　　0。5481

。・ @0。01242　　　0．1293　　　　0．2586

・・ @o．2308　　　3．783　　　　3．783

　　　　　　　　　　　　　．0。3660　　　7．705　　　　4．590

醐酸（メタ）（HBO2）…・……・・0．0007080．01616　’

珪酸（メ・タ）（II2SiO3）………　0．04426　　0．6331　0

、

’

　　0．3・9　（1　kg　中）

層（本三水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相場す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・∵・……一……　0．01332

クロールナトリウム（NaC1）一・………・0．02055

硫酸ナトリウム（Na2品詞4）……・……・・…0．O1837．

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・………・…・0．09179

クロールアムモニウム（NH4CI）・……一〇。000969

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・………’0。07918

重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．04887
重芳之酸亜酸イヒ鐵〔Fe（旺¢03）2〕　・…　一・・h・・　0。08641

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕…・0．006516
砺月酸（メタ）（IIBO2）。・・∴。・・・・・・・・・・…　一・・・…　　0．000708

珪酸（メタ）　（H2Sio3）………・・………・…0．04426

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4110
遊離ラ炎酸（CO2）　　・・・…　一・・・・・・・・…　。・…　。・・…　　0：04022

　　　　　　　　　　　　　　　　　．0．4512

　　　　　　　　　　　　　　0．4110　　　8．354
　　　　　　　　　　　　ノ遊離炭酸（CO2）…・……・…一　〇．04022　0。9141

．泉　　質

　　　　0．4512　　　　9．268

崇酸鐵泉に局す
◎

／

＼

●

山 田 鑛 泉

上ヒ

イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kり

所　在　地　　大阪府三島郡山田村大字山田下字東八町3528番地

試験年月　　昭和9年7月（大阪）

性　　　状　　微に浬濁し鐡味を具へ微弱アルカリ性反懸を回す

　重　　　 1．001　　　　（150）　　　！　　　　　　　　　　　　蒸獲残…渣

　ナトリウムイオン（Na．）・∵…

　アムモニウムイォソ（NH‘’）・・

　カルチウムイオソ（Cバ）……

　マグネシウムイオン（M9●’）…

　フェロイオン（Fe”）…・・………

　　　　　　　　　　　「
ア昌オン

　クロ．一ルイオン（CI，）………

　硫酸イオン（SO4”）…………

　ヒ｝ごロ芳搬イオン（IICO3，）…

（欝病一六鐵岡崎D

　　　’　・　茎ウヂセ整

　　　　0。002564　　0．0656

　　　　0．01539　　　0．6691

　　　　0．001165　　0。0646

　　　　0。01329　　　0．3317

　　　　0．008311　0．3418

　　　　0．0334／　　0．5981

塵類表
ミリヴアル

0．0656』

0．6691

0．0646

0．6635

0．6835

1．196

3．342

0．008155　　0．230　　　　①，230

0．00309　　　0．0322　　　　0。0643

0．1860　　　3．048　　　3．048

　　　　　　　　　　　　　0．2714　　　5．381　　　　3．342

雌（メタ）（H2SiO3）　………　　0．02428　　0．3110．

0．31　9・（1　kg　婁i‘）

　　　　（畿饗答著霧隠乏嚇霜欝つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　5
クロールカリウム（KC1）・・……∴・…・……0．004889

クロールナトリウム（NaC1）…・・………・0．005836

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一一…・……0．004569

重1炎酸ナトリムウ（NaHCO3）………・・…　0．04242

クロールアムモニウム（NH4C1）…・一…　0．003455

：重淡酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕．」…・・…0．05377

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・…・0．05001

重炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕　…・・…・…　0．1064　’

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・・…・・………・…・0．02428

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2956
遊離炭酸（C（二）2）・山…一・・…・一・…・∴………　0．U704

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3661

　　　　　　　　　　　　　　　0，2957　　　5．692
、　　遊離炭酸（CO2）・。・…　。・・・・・・・・…　　0。0704　　　　1．60’

ノ

　　　　　　　　　　　　0．3661　　　7．292

蟻　　質　．　淡酸鐵泉に厨す

r153



＼

’

　　所在地
　　試瞼年月

’　性　　　状

．島 本 鑛 泉

大阪府三島郡島本村大字京犬寺善光寺境内164番地ノ1

昭和13年9月（大阪）

　　、　比
イオン表（本鑛水1kgr11に含イfする各成分及共孟歓の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K●）・’…●’。●

　ナトリウムイォシ（Na●）……

　カルチウムイオソ（Cゴ）……

　マグネシウムイオン（Mg’．）…

　フェロイオン（Fc●’）・…・・……

　・マンガノイオソ（Mかつ・・……・

ア昌才ン
　クロールイオン（CI’）…・…・・

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　’ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…

　　　自白し微に敵旅及アルカリ昧を具へ賜アルカリ性反癒を徴す

　　　　　　　　　　　　　　　洒　　置1玉　＝「置：　糸勺．．433　h1　（24　時・艮ξ】）

1。0019　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　蒸獲残Z査i　　　2．44g　（1　kg　Fl」）

　　　　　　　　　　　　　　盟類表

　　鑑
0．02688

0．7181

0．01156

…リイ才ン天ヒ冒

…　リ　モル

0．6874

　　　　31．23

　　　　0，2884
0．006301　　0．2591

0．0056120　　0．1006

0．001043　0．0190

0．2658

0．7279

0．6467

　ミリヴアル

0．6874

31．23

05768

0．5182

0．2013

0．0380

33．25

7．496　　　　7．496

’7．577　　　15．15

10．60　　　　10．60

　　　　　　　　　　　　　2．410　　　58．26　　　　33。25

到：酸（メタ）（II2SiO3）　・……・・　0。0314　　0．4022

　　　　　　　　　　　　　2．4414　　58．66
共他アルミニウムイオン及磯酸都誕跡’

　　泉　　質　　　　芒硝性苦味泉に局す

1

　　　　　（本本水は其集成に於て1kg中…欠の成分を含冠する溶液に概略相締す）

　　　　　　　　　　　　　　噛．　　　　　　　9

層クロールカリウム（KC1）…・……・・………0．05125

ク．ロールナトリウム（NaC1）……・…・…・0．3980

｛流酸ナトリウム（Na2SO4）・………・…一1．076

＝E炭酸ナトリウム（Nal　lCO3）…・一…一〇．7782

霜垣戸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．04675

置函南マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕……0。03792巳
鐙疾責愛亜酸イヒ鐵〔Fe（正ICO3）2〕　・・・・・…　一・・0．0179

＝E妙ミ百髭亜酸イヒマソゴノン〔Aln（IICO3）2〕…　　0．003368

灘震菱（メタ）（II2Sio3）　・………・・…………0。0314

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．441

カチオン

比

イオン表

所　在　地

試瞼年月
　　　　　
性　　　状

　重

笹　原　鑛　泉
大阪市此花騒四貫島笹原町4番地

昭和6年4月（大阪）

潤濁し献昧を宥し賜酸性反曄を徴するも煮沸すればアルカリ性に墾ず

　　　1．00011　　　　（150）

（本鑛水1kgに含有する各成分及共最次の如し）

　カリウムイオン（K●）　…・・…・

　ナトリウムイォソ（Na’）…＿

　アムモニウムイオソ（NII♂）・・

　カルチウムイナソ（Ca．’）……

　マグネシウムイォソ（Mg●●）…

㌔フェロイオ・ン（Fe．●）・・…・・…・・

　アルミニウムイオン（Al…）…

ア昌才ン
　クロρルイオン（q’）　………

　硫百愛イオ・ソ（SO♂ノ）　…………

　　コ・ヒドロ炭酸イオ．ン（HCO3ノ）…

　　g　lリ．焦饗Uヴγル
0．0387　　　　0。9897　　　　0．9897

0。4153　　　18．06　　　　18．06

0．01917　　　1．063　　　　1．063

0．0288　　　　0．7187　　　　1．437

0。02096　　　0．8618　　　　1．724

0．01488　　　0r2665　　　0．5330

0．003133　　0。1162　　　0．3486

0．6179

0．130

02455

24．16

17．43　　　　　17．43

1．353　　　　2。706

4．024　　　　　4．024」

　　　　　　　　　　　　　1．5343　　44．88　　　　24．16

fむ酵～（メタ）（II2SiO3）・………・・．0．03233　0。4141

　　　　　　　　　　　　　1．567　　　45．29

共　他1醐酸及遊離表酸　各回微

　　泉　　質　　　食簸含有炭酸鐵泉に局す

　蒸獲残1在

盤類表

1。5　g　　　（1kg　寸竃）

（本籔水は共集成に於て1kg中衣の成分を含有する溶液に概略相勒す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　………・・…・…0．07379

クロールナトリウム（NaC1）・…・・…・…・・0。8987

硫酸ナトリウム（Na2SOI）・………・・……0．1675

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）・…・………　0．02736

ク画一ルアムモニウム（MI4C1）∵・……0．05685

置炭酸カルチウム〔q（IICO3）2〕…・…・…0．1165

重炭酸マグネシ7ウム〔Mg（IICO3）2〕……0。1261

重炭酸亜酸化鍮〔Fe（IICO3）2〕・・…・…・一〇，04739

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3ゴ…………　0。01987

珪酸（メタ）（【13SiOi3）………・・……・・……0．03233

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．566

、
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●

　　　　　比

　　ヒイオン表＊

カチオン

所．在地
試駿年月
性　L　状

（奈灘昼趨憲i禽嘉か

カリウムイオン（K●）…＿・・…

ナトリウムイォソ（Na’）……

アムモニウみイオン（NIIの一

二ルチウムイオン（Caつ……

マグネシウムイオン（Mg”）…

フエロイオ・ソ（Fe’つ………・…

マンガノイオソ（Mnつ………

アルミニウムィォソ（Ar”）…

ア昌オン
　クロールイオン（CIノ）・．・……・

　ヨ㌘ドイオソ（J，）…・・∴・・……

　硫酸イオン（SO4”）・……・・…・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・・

　ヒドロ渉…酸イオン（HCO3ノ）…

　　　嘉永．鑛．泉　　1
　　　大阪市此花匠四貫島嘉永町7番地　．　　　　　　　。

　　　昭和10年10月（大阪）　　　　．・　　　　　　　’
　　　微に浬濁し鐵昧及餓昧を其へ微弱アルカ1リ性反懸を微す

10037　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　蒸獲残渣　　　4539　（1kg　FfI）

　　　　　　　　　　　　　塵類表

　　・　茎リ碑瀦・リヴアル

0．05486　　1．403　　　　1．403

1．134　　　49．31　　　　49。31

0．0120　　　0．6652　　　0．6652

0。1941　，　4．843　　　　9。686

0ユ417　　　5．827　　　11．65

0。02391　　　0。4282　　　　0。8564

0．003044　　0．0542　　　0．1083

0．006385　　0。2367　　　　0．7101

2．138　　　60．30

0．000507　　0畳0040』

0．2696　　　　2．807

　　　　　ノ0．003781　　0．0496

0．5108　　　　8．373

74．39

69．30

0．0040

5．614

0．0991

8．373

　　　　　　　　　　　　　　4．493　　134．3　　　　74．39
含圭酸（メタ）（II2SiO3）・・・・・・・・…　　0．04062　　0．5203

　　　　　　　　　　　　　　4。534　　134．82
遊離炭酸（CO2）・…　。・・一・・・・・・…　　0，06015　　　1．367

　　　　　1　　　　　　　　　　．　4．594　　136．19

　　泉質　食璽含有炭酸鐵泉に屡す

（本無水は其集成に曾て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　クロールカリウム（KC1）…・・……………0．1046

　クロールナトリウム（NaC1）・・」…・……・・2．882

　ヨードナトリウム（NaJ）………・一兜・…・0．000599

　ク処暑ルアムモニウムくNII4CI）………・・0，03559

　クロールカルチウム（CaC12）………・…・・0．4957

硫酸カルチウム（CaSO4）…・…・……・・一〇．05129

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………・’0・2545

：重炭酸マムネシウム〔Mg（11CO3）2〕・……0・5431

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…・…・……0．07615．

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕一〇，009652

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……2…0。03601

1燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…・…’0・004489

　珪酸（メタ）（II2Sio3）…・………………・・0、04062．

　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　4．534

　遊｝雛炭酉婁（CO2）……・・……・…………・・…．蔓＝Pφ璽製5＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，594

、

カチオン

　一　　比

イオン表

所在・地
試験年月
性　　　｝伏

　重

カリウムイオン（Kつ・・………

ナトリウムイオン（Na．）……

アムモニウイ’ムォソ（NII4’）・・

カルチウムイオン（Cバ）……

マグネシウムイオン（Mg’り…
フェロイオ・ソ（Fe●つ・・…・・・・・…

マンガノイオン（Mゴ’）……・7

アルミニウムイオン（A1…）…

北　豊　嶋鑛泉

（本鑛水1kg中に含有する各成分血糊量次の如し）

　　　　　　　9

　　　　0．01505

　　　　0．04452

　　　　0．002166

　　　　0．1345

　　　　0．08692

　　　　0．01498

　　　　0．006188

　　　　0．008234

ア昌オン
　硝酸イオ・ソ（NO3ノ）…・…・……

　クロールイオン（C1つ・……∴・

　硫酸イオン（SO♂ノ）・・∴…・…・

　ヒドロ炭酸イオン（旺CO3ノ）…

　　　大阪府豊能郡北豊島村大字石橋17番地

　　　昭和6年12　月（大阪｝
　　　微に言国濁し微に苦昧を有し微に酸性反懸を微す

1。0011　　（15。）　　　　　．　　　蒸襲残i渣　　1．3g（1　k9中）

　　　　　　　　　　　　　塵類表

0．001ユ47

0．0137

0。7809

0．08029

妻リ猛ン発・りヴ・ル

0。3849　　　　0．3849

1．936　　　　1。936

0。1201　　0．1201

3．357　　　　6．714

3．574　　　　　7．148

0。2683　　　0．5366

0．1126　　　0。2252

0．3053　　　　0．9159

0．0185

0．3864

8．130

1。316

17．981

0，0185

0。3864

16．26

1。316

　　　　（本冠水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　躍　　’

硝酸カリウム（KNO3）…………・…・・∵・…0・00187

クロールカリウム（KCI）……・……・・…・・0．01985’

硫酸カリウム（K2SO4）一…・1・…1・・……”10・008728

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一………・一〇・1375
クロールアムモニウム（NI【4Cl）…・．・一：0．006423

硫酸カルチウム（C・S・、）∴一・…一…一〇．4569

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・……・…・…0．3969

：重淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．04055

：重炭酸亜酸化鐵⊂Fe（IICO3）2〕…………・・0．04771

：重炭酸亜酸化マソガソ〔Mn（IICO3）2〕…0．01993

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・…・・∵0。05222・

珪酸（〃）（II2Sio3γ・……………∵””…0・1。40

　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1293

珪酸（メタ）（H2Sio3）・…　鱒・．．．．

1．189
　　　
0ユ040

19．91　　　　17。98

1．332

泉　　質

　　　　1．293　　　　21．24

苦味泉に回す
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カチ才ン

　　　　比

イオン表

所　在地

試験年月
性　　　状

昨 日 鑛

＝大阪府泉南郡深日村2762番地

昭和7年12月．（大阪）

泉
’

’

　　　　　　無色澄明にして殆ど二三なく微弱酸性反躍iを徴し之を煮沸すればアルカリ性反

　　　　　　懸に墾ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　1．0023　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　濫獲残～径　　　2．3g　（1kgr戸）

（本鑛水1kg中に含有する各放分及其壮次の如し）　塵類表（護雰変購馨羅蔵，論欝の）

　カリウムイオン（K’）　……・
　ナトリウムィォ・ソ（Na●）．．．．．

　カルチウムイオγ（Cゴ）・…

　マグネシウムイオン（M9’り・

　フェロイオン（Fe●●）・…・・…・

　マンガノイオソ（Mバ）…・…

アニオン

　硝酸イオレ（NO3’）………1
一クロールイオン（C1’），……・

　日軸ドイオソ（J，）。・。……。・・。

　硫酸イオン（SO4”）…・……

　ヒドロ炭酸イオ・ン（旺CO3’）・

”　0．0243

。・ @0．8761
。・ @0．0320
・・ @．0．02082

。・ @　0．000837

●　　0．000163

　　　　，

・。 @　0。007988　　0．1288

・・ @　0・09873」　　2．784

・・@　0．0002　　　　0。0016

。・ @0．009525　　0。0992

・・ @2．376　　　38．95

茎リデ専ン第　　　　…三リヴアル

0。6216　　　　0．6216

38．09　　　38．09

0．7988　　　1。598

0．8565　　　1．713

0。0150　　　　0．030

0．0030　　　　0．0059

42，06

0。1288

2。784

0．0016

0．1983

38．95

石明酸（メタ）（IIBO2）．＿．＿＿

鎧i酸（メタ）（H2S三〇3）　・＿．＿．

遊離炭酸（C（，2）………・・……・

泉　　質

3．447　　　82．35　　　　42．06

0．008414　　0．1920

0．03471　　　0。4966

3．490　　　　83。04

0．04614　　　0。0490

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
石il；酸カリウム（KN⊂）3）　・・…∴……・・……0．01303

クロールカリウム（KC1）　・…・………・…，0。03674

クロ温ルナトリウム（NaC1）………一・・0．1340

ヨードナトリウム（NaJ）　………………　0。000236

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一…・・…・一・0．01409

　　　　　　　　　　　　　　　　し霜炭酸ナトリウム（NaIICO3）…一・…・2．991

重1炭酸カルチウム〔Ca（HCO2）2〕・…・・…0．1295

匝1表酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……　0，1253

重渉ミ二二置箆イヒ錫～〔Fe（IICO3）2〕　…　…・・…。0．002667

　　　　　　　　　　　ノ匝淡州亜酸化マソガソ〔Mn（IICO3）2〕…．0．000525

硯1酸（メタ）（HI302）…・・…・・・・……・…・・…　0．008414

芝11酸（メタ）（II2Sio3）……………………0．03471　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．490
劃左寓！ε多之酉愛（CO2）　・・g一・・鱒・・・・・・・・・・・…　。・・…　　0．04614

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。536

3．536　　　84．09

アルカリ泉に騰す

o

9

■

’

比

イオン表

所　在　地．

試論年月
性　　　三

九 條 鑛 泉

　　　大阪市些些九二南通1丁口745番地’

　　　昭和11年7刀（大阪）

　　　無色澄明にして鐡昧を具へ初め弱酸性なれども煮沸すればアルカ艸i．に墾ず

　　　　　　　　　　　　　　　　　三野　1」筆　」正　　糸勺　　180　h1　（24時聞）

1．0014　　　　（150）　　　　　　　　　・　　　　　　　葬嵐獲タ蝿孟鉦　　1．51　9　（1　kg　rlτ）

（響醤三皇甑禽葡

　カチオン

　　カリウムイ才ソ（Kり　………

　　ナトリウムイオン（Na’）……

、　アムモニウムイオソ（NHの
　　カルチウムイオソ（Ca’●）’●”●

　　マグネシウムイオ。ソ（Mごつ…

　　ツr臨ロイナソ（Fc”）・・・………，

アニオン

　クロールイオン（Clノ）………

　ヒト「ロ炭酸イオン（IICO3’）…

　　9
0．02241

0．3220

0．01058

0．07193

0．04875

0．01617

ミリイオン及
ミ　リ　モル

0．5731

14．0

0．5864

1．795

2．005

0．2896

　ミリヴアル

0．5731

14．0

0．5864

3．590

4．009

0。5792

23．34

0．6428　　　18．13　　　　　18．13

0．3179　　　5．211　　　　5．21裏

　　　　　　　　　　　　　　1。4525　　42．59　　　　23。34

荘酸（メタ）（112SiO3）　…・6…。　0．05673　　0．7266

　　　　　　　　　　　　　　1．5093　　43．32
蓮離炭酸（CO2）・…・…。………　　0．05417　　1．231

　　　　　　　　　　　　　　1．5634　　44．55

　　県　　質　　　食魍含有羨酸三沢に属す

竪類表（本鑛水は其集伐に於て1kg中…欠の成分を含有する溶液に概略相画す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　クロールカリウム（KC1）　…・・………・…　0。04273

　　クロールナトリウム（NaC1）・………一・0．8185

　　クロールアムモニウム（NH4Ci）………0．03137
　　クロールカルチウム（CaC12）・…・…・……．0．1647

　　：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．05047

　匝1炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．2933

　前里酸亜1酸イヒ鍔～〔F6（IICO3）2〕　・…・…・…　0．0515

　f重羽書（メ々）（II2SiO3）　・一。・・・・・・…　一・・・・・・…　　0．05673

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．5093
　遊離挨酸（CO2）　………・………一……・0．05417

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”．．5634
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！

’

、

錦 城・鑛．
6

泉

　’所　在　地　　兵庫縣明石郡押部谷出村西盛字衣郎ケ谷8向Q番地の1．

　　言式験年月　　β召和5年11月（大阪）
　　　　　　　　　　
　　性　　　状　　淡類黄色にして僅微に湖濁し牧敏昧を有し酸性反懸を微す

上ヒ　　　重　　　　1．045　　　　（150）．

材ン表（馨欝贔憲纐わ
カチオン

　7k素イオン（lr）　・・…・・……・

　カリウムイオン（K●）・……・

　ナトリウムイオン（Nの，・…・

　アムモニウムイォソ（NHの．

・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ヂ）・……・…・

　フェリイオン（Fe…）・………・

　マンガノイオソ（Mバ）…・…

　アルミニウムイオン（Ar’つ・

　蚕同イオン（Cu’り…………・…・・

アニオン　1
　クロールイオン（C1ノ）　……・・

　ヒドロ硫酸イオン（IISO／）・・

　硫酸イオン（SO4”）　・………・

　　．g　lリヂ㌢聖
。　0．01206　　ユ1．97

。　0．002708　　0。0069

・　0．04397　　　1．912

。　0．00184　0。1020

・　0．09545　　2．382

・　0．07724　　3．176

・　8．903　　　159．4

・　0．3527　　　6．316

・・ @0．09967　　　1．814

。・
@亀1．529　　　　56．69

・　0．2265　　　　3563

　』　　　　3　　　　　543．7

・　　0．052ユ8　　　ユ．472　　　　　ユ．472

・　1。162　　　11．97　　　　’11．97

・25．48　　　265。3　　　　530．5

ミリヴアル

11．97

0．0069

1．912

0．1020

4。764

6．352’

318．8

18．95

　3．628

170．1

　7．126

甕類表

、

r　F

’　、　　　、

（本鑛水は其集成に於で1kg中次の成分を含有する溶液に概略相面す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
クロールカリウム（KCI）…・・……………・0．005163’

クロールナトリウム（NaCD・・……・・…・・0．07613

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・一…・……0．0433

クロールアムモニウム（1ヨII4C1ン…r・……　0．005386

硫酸カルチウム（CaSO4）”…・＝……・…戸…0．3243

硫酸マグネシウム（MgSO4）・一…・…・…・0，3823

硫酸亜酸イヒ鐡（FeSO4）…・・・・・・・・・・・…　。・・・…　24．22

硫酸々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3〕　・・…　。・・・・…　一・・・…　　1．263

硫醸マソガソ（MnSO4＞…………・………　0．2740

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）：こ〕……・…・・9．696

硫酸銅（CuSO4）……一・…・………・……・0．5690

赤面硫酸（H2SO4）…一…・・…一………・．1．174‘

濫酸（メタ）（｝12S童03）　・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・…　．0、1526

　　　　　　　　　　　　　　　　　38．19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　38．04　　　　526．0　　　　　543．9

珪酸（メタ）（H2SiO3）　…。…・・　0．1526　　1．955

泉　　質

　　　38．19　　　528．0

酸性明寒緑彗泉に鍋す

噂

亀

　　　比

イオン表

所在地
町回年月
性　　　状

　重　　1．0207

盤 瀬 鑛 泉

兵庫非有馬郡盤瀬村生瀬字惣川60番地

昭和8年5月（大阪）

微に浬濁し苦献昧にして刺俄性を有し弱酸性反癒を徴す

　　　　　　　　（15。）
（本丁水1kg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つ…・・・…

　ナトリウムイオン（Na●）・・∵

　アムモニウムイォソ（IINご）・

　カルチウムイオソ（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（A1”り・・

　　　・　ミリ碑ン劉W・ル

・　0．3394、　　8．679　　　　8．679

・　7。179　　312．2　　　312．2

・　　0．003343　　0．1853　　　　0．1853

。　2。971　　　　74．15　．　　148．3

・　　0．02033　　　0．8360　　　1．672

・　　0．04933　　　0．8834　　　　1．767

・　0．01161　　0．4305　　　ユ．292

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　474．1
アニオン

　クロールイオン（C1，）　………15．81　　445．9　　445．9

　ヒドロ炭酸イオン（Ilco2ノ）…　1．720　28．20　　28，20

　　　　　　　　　　　　　　28．10　　　　871．5　．　　　474。1

　王1ミ酸（メタ）（II2SiO3）　・……・・　0．05241　0．6713

　　　　　　　　　　　　　　28．16　　　873。45
　遊降推淡酸（co2）　・・・・・・・・・・・・・…　。　1．520　　　33．55

　　　　　　　　　　　　　　29。68　　　　907．0

　　　泉質　炭酸及土類貧三食盤泉に回す

　　ヨ

ー157

　蒸互歪残渣　　　　30．0　9　（1kg　F戸）

塵類表（本雨水は其集成に於て1kg中実の成分を含有する溶液に概略相照す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・・…・………・・…0．6471

ク詠口ルナ‘ gリウム（NaC1）……………1825

クロールアムモニウム（NH4Cl）………’・0．009914

クロールカルチウム（CaC12）…・……・…・6。858

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・b・・…・．・・。2．002

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕一…0．1223
重淡酸亜酸でヒ鐵〔Fe（｝ICO出）2〕・e・…　r・・c’…　　0．1581

クロールアルミニウム（AIC13）…………0．0574
ヨま酸（メタ）（H2Sio3）　…・・…・・・・…　…・…0．0524

　　　　　　　　　　　　　　　　　2ぎ．16

迩離炭酸（CO2）………，・・㌘…・・……・…∵。・1．529

29．69

、

、



～

、

，＼　・

’

所；在地

’試験年月

性　　　状

比　・重

イオン表

カチ才ン
　フk素イオン（Hつ

長 谷 鑛 泉

　　　兵庫縣神崎郡長谷村長谷字コポキユ594番地の2　　　　，

　　　昭和10年ユ1月（東京）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　淡黄色にして少許の類褐色沈澱物を有し弱酸性弓懸を呈す

　　　pll　3・40（18。・、キンヒド・ン～E池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　ε1～　；「査　　宗勺　　91　h1　（24　時間）

Og9996　　　　（150）

（奮糠み麦黙髪筋わ

カリウムィォソ（K●）　＿．＿．．

ナトリウムイオン（Na’）……

カルチウムイオソ（Cゴ）・・…・

マグネシウムイオン（Mg’●）…

フェロイオン（Fe’り　・・…・……

フ篤リイォソ（F（ゴ●．）…………

マンガノイオン（Mn●’）・・……・

アルミニウムイオン（Aleつ…．

重伺イオン（Cu●つ……・…ニ…・…

照タ貨イオン（Zn”）……・・・・・・…

ア昌才ン
　1クロールイオン（CI’）・…・…・

　ヒドロ耐蔽イオン（IISO4つ…
　ヒドロ砒鹸イオン（IIA504〃）

　硫酸イオン（SO4”）　・・…・……

　　　　ミリイオン及
　9　　　ぎ　リモ　ル

0．000229　　0．2270

0．006049　　0。1547

0。03214　　1。397

0．006577　　0。1642

0．003671　0．1510
0．00324　　　0．0580　’

0．0δ399　　1．146

0．001561　　0．02842

0．02549　　0．9407

0．002001　　0．03149

0。001501　　0．02296

0．01426

0，02202

0．000708

0．3992

・七一表

書リヴアル

0。2270

0，1547

1．397

0．3283

0．3019

0ユ160

3．438

0．05684

2．822

0．06298

0．04592

8．951

0．4021　　　0．4021

0．2270　　　0．2270

0．00506　　　0．01012

4。156　　　　8。312

0．5826　　　9．112　　　　8．951

0．03182　0．4巫6

（本鑑水は共集成に於て1’kg中次め成分を含有する溶液に概略相呵す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ
クロールカリウム（KC1）　…・…・・………　0。01153

クロールナトリウム（NaC1）……・・…・…　0．01446

硫酸ナトリウム（Na2so4）・……一・……0．08167

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…1・…・・…・0．02166

砒酸カルチウム（Cal　lAsO4）・………・…・0。000911

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・……・……0．01817
贋充西菱黎1酸イヒ垂撃～（FeSO4）　　。。・一・・・・・・・・・・・・・…　　0、008811

耐己酸々イヒ鍔～〔］Fe2（SO4）3〕・・？…　。・・・・・・・・・・・…　　0．2291

　　　　　　ら｛流予約酸化マンガン（MnSO4）・………・・0．004291

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……，…　0．1610

硫酸銅（CuSO4）　・……・・……・…・………・0．005027

石充酸耐（znsQ4）　…・・…・・…・・…………　o．oo3709

裂左寓1藍徹（II2SO4）　　・n・・・・…　。…　。・鴎・一・・・…　　0．02225

王藍酸（メタ）（H2Sio3）・・・・・・・・・・・・…　轟・・・・…　0．03182

　　　　　．　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　0．6144

王臣酸（メタ）（II23io3）　…　一。…

　　　
泉　　質

　　　　0．6144　　　9．520

弱緑寡泉に成す

●

カチオン

上’ヒ

イオン表

所　在　地

試験年月

性．　　状

大

（本鑛水1kg中に含有する各成分及共鰍の如し）

カリウムイオン（K’）　…而…

ナトリウムイォソ（Na’）……

カルチウムイオソ（Caつ……
マグネシウムイオン（M9’●），・・

　　　　　　　　　　コフェ冒イオン（Feつ　・・・………

アニオン
　クロールイオ・ン（C1’）………

　硫酸イオン（SOも”♪　・…・・……

　ヒドロ炭酸イオン’（IICO3’）…

路 鑛 泉

　　　兵庫縣氷上郡大路村下三井庄小字古路地

　　　昭和12年6月（大阪）

　　　微に溜濁し鍼味を具へ殆と中性反照を徴す
1．0018　　　　（150）　　　　　　　　　　　　』　　　　　　蒸！愛残i征

　　　　　　　　　　　　　　盛類表

0．00064

0。005804

0．008248

0．003198

0．03021

…リイオ’ンフを

…　り　屯　ル

0。0164

0．2524

0．2058

0．1315

0．54ユ0

ミリヴアリレ

0．0164

0．2524

0．4117

0。2630

1．082

0．002963

0．001889

0．1160

2．026

0．0836　　　　0。0836

0．0197　　　　0．0393

1．903　　　　1．903

0．1690　　　3．153　　　12．026

0奮01278　　　1．637．

　　　0．18g（1　kg中）

（本四水は共集成に於て1kg中次の鉛分を含有する唾液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）…・・…………　0．001220

クロールナトリウム（NaC1）……………0．003929

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．002794

鐙炭酸ナトリウム（NallCO3）…………　0．01225

重淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…一・0．0336

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・．・…・0．01924

1重淡酸亜酸イヒ金筑〔Fe（IICO3）2〕　…・…・・…　0．09622

王老酸（メタ）（II2Slρ3）　・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・。・0．0127登＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1818

封戴金（メタ）（1τ2鰯03）　．．．＿＿

泉　　質

　　　　0．1818　　　4．790

炭酸鐡泉に燭す

’

158



．、

源泉温度
比　　：重

放射能

所　在　地
試験年月
性、　状ヒ

41．50

0。9998　　　　（150）

7。72×10－1qc．E．（2．12M．E。）…昭12．2126試験

　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　〆［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆

吉　岡＼温．「泉（下湯）

　、石取縣軒高郡吉岡村大字吉岡東下町143番地
　昭和12年3月（東京）　　　　’
　無色澄明にして微弱アル勇リ性反鷹を呈す　　　　　　　．・
　pH　7．45（臨地，18。比色法），　pH　7．70　（18。，キソヒドロン電池法）

　・、　　’　　　・　　　湧出旧約2502．8h1（24・時聞）

イオン表＊ i響鶴縁懸編D
カチオン

　カリウムイオン（K曾）・………

　ナトリウムイオン（Naり……

　カルチウムイォン（Cバ）……

　マグネシウムイオン（Mぎ’）…

　フェロイオ・ン（Fe●’）・…・・……・

　アルミ干ウムイォソ（Ar◎’）＿

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）　…・・…

　硫酸イオ・ン（SO4”）　……・・…

　．ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・

　　9，

0．00568

0．1316

0．03824

0．000225

0．000467

0．000428

・　0．1281

・　0．1902

・　0．01736

妻リ農饗・ソヴ・〃

0。1440　　　0．1440

5，722　　　　5．722

0．9546・　　1．909

000925　　　0．0185

0．008365　’0．01673

0．01579　　　0．04738

　　　　7．858

3．613　　　　3．960．

1．980　　　　3．960

0．2846　　　0り2846

瑚酸（メタ）（HBO2）＿．＿＿．．

1珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿．＿．

．0．5123　　　12．73　　　　　7．858

0．004001　　0，09ユ31

0．07626　　　0．9767

　　　　　蒸稜残渣　　　0．58419（1kg中）
　　　　　上ヒ電導度　　　　　 0．002262　　（180）

盛類俵（本鑛水は其集成に於て1kg・中次の成分を含有する溶液に概略相註す．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忌

　　．ク四生ルカリウム（KCI）・・……・……・・…．0．01074一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　クロールナトリウム（NaC1）………∵1＝・」・．0．2027

　　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・………・・∵∴〔口601．

　　硫酸カルチウム（CaSO4）・・r・……一・…∵・，0．1130

　　蝶蝿カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…一，…　9・02021

　　：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕…・…0．001354

　　：重宏酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕・…・・一…・0，001494

　　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・一・…0。002704

　　石朋酸（メタ）（HBρ2＞・…・……・……・…・…・0．004001

　　珪酸（メタ）（H5io3）……・・…・………・…・0。07626．

　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　、　　　　0．5926　．

　　遊離炭酸（CQ2）・・…………・・…………・・…　0．oo2196
　　　　　　　　　　砂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5948

蓮離炭酸（CO2）……………・鱒

0。5926　　　13．80

0002196　　0．04991

　　　　　　　　　　　　0。5948　　　13。85

瓦斯（21。，760．2mm）1中の含量　．窒素（N2）980　cc，酸素（02）20㏄
其　　他　　　・．ヒドロ燐酸イオン．痕跡

泉質　軍温純泉に回す

．　　　吉　岡　温泉帳醐）

源泉二度
比　　：重

放射能

所　在　地
試験年月
性　　　状

’

鳥取縣氣高郡吉岡村大字吉岡西上町’660番地
昭和12年3月（東京）
無色澄明にして微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸）．を呈す
pll　7，55（臨地，18。，比色法），pll　7．95（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧昂量約　4200h1（24時間）550

0．9997 （15。）

8．43×10－10C。E．（2．32　M．E．）…昭！2・2．26試識

　　　　イオン表＊’（査難譲蛾協葡

カチオン

　カリウムイオン（K’）………・

　ナトリウムィォソ（Na．）＿＿

　カルチウムイオン（Ca’．）・…・・

　マグネγウ・亭イオ評（M9”）…

　フェロイオン（Fe．’）・・……・…・・

　アルミニウムイオン（Ar6’）…

アニオン
　クロρルイオソ（Clノ）……・・…

　硫酸イオ・ン’（SO4”）・・…・・……

　ヒドロ炭三菱イオーン（IICO3，）…

　石朋酸（メタ）（HBO2）＿＿＿＿。

嗣珪酸（メタ）（【12Sio3）＿＿．＿。

圏類表
　　・§臓饗・リヴル
0．006852　　0．1752　　　0．1752

0，1492　　　6．487　　　　6．487

0．01938　　　0．4837　　　　0．9673

0」000313　　0．01287　　、0．02574

0．000905　　0．01621　　0．03241

0．000111　　0．004097　　0．01229

7．70

0．1029　　　2。902　　　　2．902

0．1365　　　1．421　　　　2．842

0．1193　　　1．956　　　　1。956

　　　　　　　　　　　　　　0．5355　　13．46

　　　　　　　　　　　　　0。002001　　0．04567

　　　　　　　　　　　　　0．002072　0；9137

　　　　　　　　　　　　　　0。6088　　14．42
遊離炭酸（CO2）・………・・……　　0．002072　0．04709

　　　　　　　　　　　　　　0．6109

　　瓦斯（21。，760．2mm）1中の含最
　　1婁　　イ也　　　　　ヒドロ燐酸イオン

　　泉質　蟻純湖泉に船す

7．70

　　品評残i査　　　0．5361g　（1　kg中）
　　上ヒ電導度　　　　0．001687　　（180）
　　　（本鑛水は其集成に於て■kg中次の放心を含有する溶液に概略相論す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）…・…・…………0．01306

クロールナトリウム（NaC1）・・…………・・0．1594．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）」……・∴・・一…、0・2010

　　　　　　　　　　　：重炭酸ナトリウム（NalICO3）…一…・…　0・07817

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・一・…　0．07839

重炭酸r・グネシウム〔Mg（IICO3）2〕…・…0・001883

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕一・・……・0．002882

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・…・…　0・000701

石朋酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・・・・…　。・。・。・・・・・・・…　　0．002001

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・…………∵・・…1…0．OZ134

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6088
遊寓1孟炭酸（CO2）…・・…・・………・………・…　∫19璽塑堕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6109　．

／

14．47

　窒素（N2）977　cc，酸素（02）23　cc
．痕跡．

　　一1．59一

。



’

‘

σ

●

1所在　地
試瞼年月．
性　　　｝快

源泉濁慶　　56。
比　　軍

放射能

鳥 取 温 泉（長生の湯）

　　　鳥取縣鳥取市吉方298番地の2
　　　日召年0　12年2月　 （東京）

　　　無色置明にして微に餓昧を有し微弱アルカリ性反懸を呈す　　　　　’
　　　pH　7。05（臨地，180，比芭法），pH　7。35（180，キソヒドロソ電池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　湧出最（器械湯水）　約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3891．9　h1　（24　時聞）
』1．003　　　（150）．　　　　　　　　　．　　　　　　蒸亟謹残！査　　　4．674g　（1　kg　rF）．

3．39×10－10c．E．（0．93．M．E）…昭凪2・蛎駄醜　上ヒ羅導度　　　o．007226　（180）

　　　材ン衷＊．（本鋤く1　kg　中彫こ含イfする各庫分納其∫it次9附し）

カチ才ン

カリウムイオン（K●）………

ナトリウムィォン（Nゴ）＿＿
カルチウムィォン（Ca”）・・∫…

マグネシウムイオン（Mg’●）＿

フニロイオン（Feつ　…………

’マンガノイオソ（Mゴ．）……∴・

．アルミニウムイオン（Ar’り…

、　アニオッ　　　　　　’

　　’クロールイオン（Clノ）……・

　　　耐ご酸イオン（SO4”）　…・・…・・

　　　ヒドロ茅緬鼻イオ’ン（IICO3’）・

　　　　　ミリイオン及
　　8　　　　　…　リモル
0．03977　　1。017

1．343　．　58。39

0．1740　　　4．343

0。01102　　　0●4531

0．001929　　0．03455

’0．000109　　0．001986

0．001172　　0．04323

∴　1。025

・・@1．658
。。 @’Ω．3521

盤類表
ミリヴアル

1．017

58．39

8．685

0．9062

0．06909

0．003969

0．1297

69．20

28．91　　　　28．91

17．26　　　　34．52

5。771　　　5．771

　　　　　　　　　　　　　・4．606　　116。2　　　　69．20

翻霞箆（メタ）（IIBO2）・……・…・　0．03996　0．9119

コ謎｛酸（メタ）（II2S三〇3）　………　 0。ユ281　　1．641

　　　　　　　　　　　　　4．774　　118．8
遊離淡酸（CO2）…・……・・……　　0．05946　　1．351

　　　　　　　，　　　　　　　　　　4。833　　120．2

　　　　瓦斯（210，760．2、mm）11中の含量

其他ヒドロ燐酸イオン．痕跡
　　泉　　質　．　　食堕含有芒硝性苦味泉に蘭す

（本色水は其集成に於て1kg中皿の放分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　…………・・…　0．07583

　　　　　コクロールナトリウム（NaC1）…・………・・1．630

硫酸ナトリウム’（Na2SO4）…・・…・・…　一2．167

硫酸カルチウム（CaSO4）　…・・…・・…・・；・・0。2650

置炭酸カルチウム〔Ca（HCO碑）2〕・……・・0．3883

置炭凹々グネシウム〔M9（HCO3）2〕……0．06631
コ宣芳乏酸亜酸イヒ鐵⊂Fe（IICO3渥〕　…L…。。…　0．006i7

重淡醸亜酸化マンガン〔Mn（11CO3）2〕…0．000351

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・……10．007402

醐酸（メタ）（HBO2）一…・………・：……・0．03996

珪酸（メタ）（II2S：93）……・…・・………・・0．1281

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．774
遊離淡酸（CO2）．…………　…　・…………　0．05646

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．833

炭酸（CO2）90cc，窒素（N2）903　cc，酸素．（02）7cc

、

所在　地
試験年月
性　　　状

鳥 取 温 泉㈱腺ホカ吻湯）●

　　　日子｝斐温度　　　　34。50
　　　ナビ　　　　重　　　　ユ．003

　　　ゐ乞舟｝倉旨　　4．62×10－10c．E．（1．27　M．E．）…昭1｛L　9・25膿　∫：ヒ電導度

材ン表＊ ﾃ駕贔嫉繍tl）
カチオン　　　　　　　　．　　　π　　…リモル　ヨリヴァル
1カリウムイオ・ソ（KO）　・…・1…　0。0481　　i．230　　1．230

　・ナトリウムイオン（Na●）・…・b　1．432　　62．26　　62．26

　アムモ畠ウムイオソ（び【IIの・・0．00015　0．008333　0．008333

　カルチウムイオン（Ca”）……　0．1393　　3．477　　6．953

　マグネシウムイオン（Mg”）…　0．04434　1．823　　3．646

　フェロイオン（Fe●●）…………　0．004816　0．08625　0。1マ25

　アルミニウムイオン（A「’。）…　0，001354　0．050　　0．150

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74．42
アニオン’

　クロ飼ルイォソ（cl，）　………　1．040　　29．33　　29．33

　硫酸イオン（SO4”）　…………　 0．2657　　2。766　　　5．531

　ヒドロ夢…酸イナソ（IlcO3’）…　 2．414　　39．56　　　39．56．

　　　　　　　　　　　　　　5．389　　140．6　　　　　74．42
　石朋酸（メタ）（IIBO2）　・。・・・・・・・…　　．0．02991　　　0．6829

　ユ…li酸（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・…　　．0．0331　　　0．4239’

　　　　　　　　　　　　　　5．452　　　141．7
　三族離淡酸（CO2）　…　g。・…　’・・肘・…　　　0。1056　　　　2．40

　　　　　　　　　　　　　　5．558　　　144．1

　　　瓦斯（18。，763mm）11中の含量．

　　　泉　　質　　　　食堕並土類含有アルカリ泉に風す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160

鳥取縣鳥坂地東晶治村17．番地
昭和11年3月（梨京）
無色澄明にして微に鑛昧並蝦昧を有し微蜴アルカリ性反懸（ロゾール酸）を呈す
pH　7。10（臨地、ユ80，比色法）。pH　7。25（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出最　（器械揚水）約146．5h1（24時間）
　（15。）　．　　　　　　町制残渣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4。5459　（1kg　r11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．00687　（180）

　　　　　　　　　　．三唱表．（震灘灘縢蔵，羅1劉／
　　ミリイオン及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロ9ルカリウム（K（；1）　…・……・…・…0．09171

クロ飼ルナトリウム（NaC1）……………1。642

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．3823

置炭酸ナトリウム（NallCO3）……r…・・2．418

クロールアムモニウム（NII4CI）………　0．000446
蹟炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕………　0．5635

置炭蔵i’マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0・26◎8

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（II¢03）2〕一…・・…0．01534

硫酸アルミニウム（A12（SO4）3〕…………　0。008561

石朋酸（メタ）（HBO2）…………・・……・……0．02991

葺酸（〃）（1；，Sio・）・・…・………………．0．0331

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．452
遊寓輩εム乏酸（CO2）　　…　．。，g。。・・・・・・・…　g。・・…　け・畳　0．1056

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5558

挨酸　（CO2）60　cc，窒素　（N「2）　93＄；c，酸素　（02）　2　cc ノ



出

所』在．地
・試験年月
性　　　状

源泉温度　　　 500　～

　　　　　　1。003　　　．（150）比　　重．
放射・有旨　・20．96×10’10c．E．（5．76M．E．）…昭10・9・2s・試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　r　　　　　　　　　L　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F
，　　　　．　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　取　温　泉（マの湯ジ　　　　1’
鳥取縣鳥取市吉方村805番地一　，　　「、．．、　　　　　　　　・　、
昭和11年「3月（東京：）　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
無色澄明にして微に鍍味並餓昧を有し中性反慮（ロゾール酸）を呈す　　、
P丘〔7．00（臨地，18。，比色潅∂，PH　7．72（18“，キンヒドロン電池法）

　　　　’　、　　　　湧出最（暴械揚水）約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7695hl（24時聞）
　　　　　　　　　　　　　蒸登曼残芒査i　3三8329（1kgr蓄1）　　　　．．．

　　　　　　　　　　　　　比電導度　0．002023、（18。）

　　　　イオン表＊（本鑛水1kg中に含有する各回分及其量次の如し）　　題類表

カチオン　　　．　　、　ミリ搾’1芒・・ヴ…
　カリウ．らイオン（K‘）・………・・　0．1Q銑9　　2．657　　2．657

　ナトリウムイオン（Na’）……L435　．62．39　　62・39
　ナムモニウ・ムオイン（NII．魯’）・・　0．000165　0．009167　0。009168

　ガルチウムイオン（ca’り……　0．1627　．4．061　　8．121

　マグネシ「ウムイオン（Mg●’）…　0．01837　0．755与　　1．511

・フェロイオン（Fe’●）…………　0．002403　0．04304　0．08607．

　アルミニウムイオン（Ar’つ1・・0，001354　0．050　　0．150

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74．92

アニオン
　クローノレィオン（c1ノ）　・…・…。　1．027　　　28．96　．「’　28．96

　硫酸イオン（SO外”）………一・・0．3282　3．417　　6，833

　ζドロ炭酸イオン（Ilco：！）…　2．387　39．13・　39．13

　　　　　　　　　　　　　　　5．466・　141．5　　　　　74．92

　硯1酸（メタ）（HRO2）…………　0．03789　．0．8651

　灘量酉菱（メタ）（II2SiO3）　・・・・・・…　　0。05484　　0．7024

　　　　　　　　　　　　　　　5．559　　　143．1
　逝≡離圭焚酸（CO2）・・……・・…・…・　0．07426　　1．688　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　5．633　　144．8

　　　泉質　食晦並土類含有アルカリ泉に属す

　　　　（本鑛水は呼集威に於て1k窪中次の放分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クロールカリウム（KC1）…・・……・…・・…　0。ig81一

クロールナトリウム（NaC1）……………1．537

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…・♂………・0．4748

：重芳1酸ナトリウム（NaIICO3）　・・……♂…　2．471

クロールアムモニウム（NII4C1）…・一…0．00049

重炭酸カルチウム〔Ca（H：CO3）2〕……・・…　0．6581

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕‘一・・0．1106

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCOI）2〕・…………・0．007654

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕…・…一…　0．008561

再訂酸（メタ）（正IBO2）…　…・・・・…　9・・…　一・・・…　　0．03789

珪酸メタ）（【12Sio3）・・・・・・・…　。・・・・・…　；・…　∵・0．05484

　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓢559

．遊離淡醸（CO2）・………・・一・…∵……・…丑・07426

　　　　　　　　　　　　　　　・　　5，633

、

’、

比

イオン表

カチオン

　カリウムイオン（Kつ

所　在　地

試瞼年月
性」’．状

　重

・鳥 諏 ．温，泉

鳥取縣鳥取市吉方村320番地の6

昭和8年12月（大阪）
殆ど無色澄明にして微に猷味を具へ微弱アルカリ性反懸を徴す

　　　1．0039　　　　（150）

．（本三水1kg中に含有する各成分及其一次の如し）

　・ナトリウムイオン（Na’）＿＿

　カルチウムイオン（CaO●）……

　マグネシウムイオン（MgO’）…

ア昌オン
　クロールイオン（CIノ）・・……・∴

　硫酸イオン（SO4”）　・・……・…

　ヒド三炭彫～イオ’ン1（HCO3ノ）…

　9．
0．04310

1．411

0．1556

0。01636

1．015

1，640

0．5378

…リィ才ン及
ミ　リモ　ル

1．102

61，37

3．884

0．6728

…リヴアル

1．102

61．37

7．768

1．346

　　蒸獲残渣　　　4．60　9・（1kg　rr1）

盛類表（本鑛水は其高命に於で1kg中次の域分を含有する溶液に概路相蛍ナ）『

7156

28．63　．　　28．63　．

17．07　　　34．14

8。815　　　　　8．815

　　　　　　　　　　　　　　4．819　　121．5　　　　　71．59

珪酸（メタ）（II2SiO3）　…・2・…　0．06647　0．8514

　　　　　　　　　　　　　4．886　　122．358　　　　　　　、
三腫≡離メ参乏酸（CO2）・・。・・．・・騨・。り・・…　　　0。09424　r　2．142

　　　　　　　　　　　　　4．980　　　124．5　．

其他フェロ，アルミニウムイオン及礪飛騨痕跡
　　泉’質　食騒含有芒硝性苦味泉に鳩す
　　　、

’ノ

●一 P61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど
クロールカリウム（KC1）・・……・…………0．08219

ク上戸ルナト罫ウム（NaCI），・…・一……　1．609

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…………一・2．404

硫酸カルチウム（CaSO4）……・………・一〇．02022

．：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・…　0．6054

：重淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…0．09＄44

珪酸（メタ）（H2Sio3）………・…………・・0．06647

　　　　　　　　　　　　　　　　　4．885．
劃左｝規£炭酉重～（CO2）．・・・・・・・・…　∵鱒・・…　一・・。・・…　。．0．09424

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，980

、



●

＼

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　言べ験年月

　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　源泉温度　　53。

　　　　　　　　比．　霊

　　　　・イオン表

　　　　　　F’カチ才ン

　カ’リウムィォソ（K’）　’．・＿＿．

　ナトリウムイォソ（Nゴ）＿＿

　カルチウムイオン（Cゴつ……

，　マグネシウムイォソ（Mg●り＿

　フ黒ロイオソ（Fビ）　……∴…・

　アルミニウムイォ・ソ（Al…）…

ノ

鳥■：取 温
　　　　　　　へ
泉（朝日温泉）

鳥取縣鳥取市吉方320塵地の4．

昭和13年4月（東京）

（本鑛水1kg　r11に含有する各成分及共彙次の如し）

隻

　　　殆と無色澄明にして微弱アルカリ性回忌を呈す
　　　pH　7．55（18，0キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧幽∫it約　907　h1（24時聞）
1．004　　（150）　　　　　　　　　蒸獲残渣　　4．554g（1　k9中）

　　　　　　　　　　　　　　騒類表

ア昌オン
　クロールイオン（Clノ）　…・…・・「

　石琵百髪イオン（SO♂’）　・・…・……

．ヒドロジ乏『漫イオン（旺CO3’）…

　　・　1リ彊擁W・ル
0．05579　　1．427　　　　1．427

　　　　　　　　ノコ．263　　　　54．91　　　　54．91

0．1431　　　　3．572　　　　7．143

0・008950・3680　0・7ラ60
0．001117　　0．02001　　　0．04001

0．004774　　0．1762　　　　0．5285

6望．79

1．008　　　　28．44　　　　　28．44

1．607　　　　16．73　　　　　3345

0．1766　　　2．895　　　　2．895

　　　　　　　　　　　　　4．268　　108．5　　　　　64．79

醐酸（メタ）（IIBO2）・……・…・　0．02392　0。5459

テ1こ酸（メタ）（H29ir）3＞…………　　02476　　3，171

　　　　　　　　　　　　　4．540　　112．2
逝瀕直捗ミ酉楚（CO2）・・・・・・・・…　鱒・・…　　　0．05931　　、1．348　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　4．599　　113．5

　　泉　　質　　　　食惣含有芒硝性苦味泉に崩実

ノ

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の放分を含有する溶液に概略相国す）

　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

　クロールカリウム（KCI）　・…・………・…　0．1064

　クロールナトリウム（NaCl）・・…一・…・・1．579

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・……！……1．982

　硫酸カルチウム（CaSO4）　……・……・…・0．3420

　重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．1717

　距：淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0。05385．
　∫宣淡西1～亜西愛イヒ鉛5～〔Fe（IICO3）2〕。。・・・…　一・一・0．003558

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・・・・・…　0。03016

’　硝i酸（メタ）（IIBO2）・・。……・・・・・…　∴……　0．02392

　ヨrli酸（メタ）（II2Sio3）　…　…・…・・…　…・・・…　0．2476

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，540
　遊寓1£炭酸（Cα）．．．．．．．．，．匿・・．…　．．随・・・・…　。・…　　．0。05931

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．599

●

し

、

鳥

所在　地
試験年月
性　　　状

’　　　　源泉源度

　　　　比　　：重

イオン表

4go

取 温 泉（口の丸温泉）

鳥取縣鳥取Ti∫東品治町5番地の6

昭和13年4刀（京京）
殆と無色澄明にして微賜アルカリ性反慮を呈す

pH　7．25（18。，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴ1七約
　　　1．003、　　（150）

（本営水1kg中に含有する各成分及共最衣の如し）

カチオン
　カリウムイオン（Kl●）・・・・…

　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・

　フコrロイオソ（Fe’つ　・・……・・

　アルミニウムイオン（Ar’．）・

　　　9
鱒　　0．0513

・・ @1。390
・・@0．1839
…　　0．02315

，　層

■　9

アニオン
　クロールイオ・ン（C1ノ）　・・……・

　硫酸イオン（SO弔”）　・…・…・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

　　　　ミリイオン及
　　　　竃　リモ　ル

　　　　　1．312

　　　　60．43

　　　　4，590，

　　　　　0，9520

0．000893　　0．01599

0．01685　　　0。6217

　　　　　　　　　　994　h1　（24時聞）
　　；賦ξ獲残～査　　　　4。766　g　（1　kg　rll）

亜類表（本官水は共晶威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

…リヴアル

ユ．312

60．43

9．179

1．904

0．03193

1．865．

1．058　　　　29．84

1．655　・　17．23

0．6363　　　10．43

74．72

29．84

34．45

10．43

　　　　　　　　　　　　　・5．015　　125．4　　　　　74．72

硯弓酸（メタ）（HBO2）・……・…・　0．03988　0．9101

王蓋酸（メタ）（II2Sio3）　　・・・…　。・・　0。2789　　　3。572

　　　　　　　　　　　　　5．334　　129．9
訪量i肉輩茅…酸（CO2）・・・・・・・・…　。・。。…　　0。07238　　　1．645

　　　　　　　　　　　　　5，406　　131．5

　　泉質　食麹含有芒硝性苦味泉に卜す

162

　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

　　　　クロールカリウム（KC1）　………………　0．09782

クロールナトリウム（NaC1）……………　1．668

硫酸ナトリウム（Na2SO4）ノー……・……2．266

硫酸カルチウム（CaSO｛）…・………ニ…・…0．04649

　　　　　　ア顕1炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕……・・…　0．6883

重炭酸マグネシウム〔Mg（nCO3）2〕・……0．1393
罰匡炭酸昼｛1酸イヒ鐵こFe（IICO3）2〕　。。…　。・・。。・。0．002844

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………　0．1064

撰月百愛（メタ）（【IBO2）・・・・・…　。・・・…　。・・・・・・・…　。0，03988

ユ達i酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・…　一・・。・・…　。・…　0．2789

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5。334
i遊離炭酸（CO2）・…・…・；一・・……一…・…0．07238

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ．406

o



，

，鳥

所在地言弍．屍瞼　年　」「」

性　　　状

欝 気

　　　　’
、

泉（冷）

鳥取縣鳥取市元魚町．2丁目5番地．
昭和11年3月（東京）

●

無色澄明にして僅微に硫化水素臭並戯昧を宥し微賜アルカリ性反懸
（ロゾール酸1を呈す　　　　　　　　　’
plI7．10（臨地18u，比色法），．7．25（180，キンヒドロン電池法）　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　湧出量　（器械揚水）約777h1（24時間）

上：ヒ　　　　重　　　　コ．002　　　　（150）

　　　　　　　　　＊　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K’）・・…・…

　ナトリウムィォソ（Na’）．＿．

　カルチウムイォン（Ca●’）…・

　々グネシウムイォソ（Mg’●）．

　ブ三江イオン（Fe●●）…・・…・・

　アルミニウムイォソ（A1”●）．．

（馨蛮券凶賊袋艦わ．

　　　9
・・@0．03691
・　0．9943

・・ P0．07104

・。 @0．04869
・　　0．002655

・1 O．000018

アニオン
　クロールイォソ（C1，）・…＿＿

　硫酸イオン（SO4”）・・……・…・・

　ヒドロ炭酸イ；オソ（IICO3ノ，…

〆

　　　蒸璽残渣　　3．1539（1kg申）
　　　上ヒ霊導度　　　　0．006414　　（180）．．．，

塵類表（本直水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相住す1）．

．ミリ農聖・リヴ…

0．9441　　　0，9441

43．23　　　　43．23

1。773　　　　3．546’

2．002　　　　4．004　．

0．04755　　0．09509

0．000664　　0．001993

51．82

0．7166　　20．21　　　　20．21

0。2236　　　2．328　　　　4，655

1．645　　　26．95　　　　26．95

　　　　　　　　　　　　　　3．738　　　　97．49　　　　51．82
ノ

醐酸（メタ）（IIBO2）・………・・0．02994　0．6836

珪酸（メタ）（II2SiO3）一・・…．0，02894　0．3707

　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　3．797　　　　98．54

遊離炭酸（Cα）…・・…・一…・・0．05141　U68

　　　　　　　　　　　　　　3．848　　99．71　　’

　　其　　他　　　　遊離硫化水素　　痕跡

　　泉質　食瞳含有アルカリ泉に属す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　，

クロールカリウム（KC1）・。……・……・…・0LO7039

クロールナトリウム（NaC1）一・・…・…・・‘1．126・

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・、・……0．3306’

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・・一・…・…1．622

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・…0。2874

重炭酸マグネγウ．ム〔Mg（IICO3）2〕…・…0．2930

重炭酸亜酸化裁〔Fe（IICO3）2〕…・・…∴；・・0．003456，

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．000114『’

醐酸（メタ）（IIBO2）　・・・・・・・・・・…　∵・・・…　。・…　0」02994

　　　　　　　　　　　　　　し蹉酸（メタ）（II2Sio3）・…∴…・・………．…・・0。02894

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．797　　　‘
遊離炭酸（CO2）・・・・…　。…　。・・・・・・…　u・・・・・・…　　0．05141

　　　　、　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．　3．848

、

ψ

鳥 取 鑛 泉籠の湯）（冷）

所在地
試験年月
性　　．状

鳥取縣鳥取市片原2丁目56番地　　　　　　　　　　　　　　　　　・
昭和11年3月（：束：京，
無色澄明にして微に鵡昧を有し微弱アルカリ性反懸（ロゾーハ酸）を呈す
pl【7，30（臨地，18。，比色法），’p117．56（18。，キンヒドロ」電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧出鍛　（器械揚水）約　652，2h1（24時聞）
上ヒ　　　　重　　　　1。002　　　　（150）

材ン表＊ i唖然鐵協嘉わ
カチオン

　カリウムイオン（耳つ………

　ナトリウムイオン（Naり∴∴

　カルチウムイオソ（Caつ。…

　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（AP●つ

，　●　　．

●　9

0　●

●　o

o　・

・。 @0．001604

アニオン　・
　クロールイォシ（C1，）・。・…・・…

　耐ご酸イオン（SO4”）…………・・

　ヒドロ炭酸イオン（Ilcqノ）…

　　　　ミリイオン及
　9　　　ミ　リモ　ル

0．02808　　　0。7182

0．7865　　34．20

0。1127’ @　2．813

0．01979　　　0．8135

0．000636　　0．01139

　　　　　0．0592

　　　　　　　　　2．609（1kg中）
　　　上ヒ電導度　　　　0。006574　　（180）

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相党す）

…リヴアル

0．7182

34．20

5。625

1．627

002278

01776

42．37

0，5156　　　14，54　　　　14，54

0．9462　　　9．850　　　19．70

0．4961　　　8．131　　　　8．131

　　　　　　　　　　　　　2。907　　　71．14　　　　42．37

尉i酸（メタ）（IIBO2）…………　0．02395　0．5468
珪酸（メタ）（II2SiO3）・。………　　0。03413　　0．4371

　　　　　　　　　　　　　2．965　　　72．12　・
遊離炭酸（CO2）・・………・∵・…　　0．0501　　　ユ．139

　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．015’　　73．26

　　其　　他　　　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　　泉　　質　　　　茸塵並土類含有芒硝性苦味皐に燭す

　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　163

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
クロールカリウム（KC1）・・………………0。05354

クロ「ルナ、トリウム（NaCI）・・…………・0。8080

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…・・…・…一・・ユ．386

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）…・……・…0．0719

置炭酸カルチウム〔Ca（11CO3）2〕・一…・・0．4559・

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……・0．1190

重炭酸亜酸化鐡〔Fe（IICO＄）2〕・…・………0．002026

硫酸アル．ミニウム（A1・（SO・）・）．．一V・’0・0・0・タ

棚酸（メタ）（IIBO2）…………・…・・…，・・…0、02395

珪酸（メタ）（II2SiQ3）……・…・…・……・…o．03413

　　　　　　　　　　”　　．　2．965’
逝i離炭酸（CO2）h・…・…・………・………・・0．0501

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．015

F

’

6



’　　　　　　亀

！

1

斬在地．
獣旧年刀
性’，　1りこ・

源泉源度
比　　距

放射能

．カチオン

　カリウムイオン（K’）　・……・・

　ナトリウムイォソ（Nゴ）＿＿
　アムモニウムイォソ（NH．墨●）．．

　カルチウムイオン（Cユ●’）……

　．マグネン’ウムイオン（Mg●’）…

　フェ、2イオン（F（∫’）　…………

　アルミニウムイオン（Al…）…

410
1，0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物

關　金　温　泉（珠の湯）’
鳥取縣東伯郡矢島村大字關金2658番地の1
昭和11年3月（東京）
無色遼明にして微蜴アルカリ性反悪（ロゾール酸）を呈す
pH　7．50（臨地，18。，比也法），pH　7．65（180，キンヒドロソ電池渡…）
　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　＝五ヒ　蚤勺　　182。5　h1　（24　時艮n）
（15。）

140．34×10幅10c．E．　（38．59　hl．E．）…　昭10，9．30嶺豊曾

イオン表＊（馨露燕版脇D

　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　0．00686

　　　　　　　　　　0．1784

　　　　　　　　　　0．000167

　　　　　　　　　　0．01587

　　　　　　　　　　0．000699

　　　　　　　　　　0．000259

　　　　　　　　　　0．000122
　　　　　　　　　　、

ミリ控鍵・りのル．

0．1754　　　0．1754

7．757　　　　　7．757

0．009278　　0．009278

0，3961　　　　0．7921

’0．028741　0．05748

0．004638　　0．009276

0．004503　　0．01351

　　　　　蒸亜愛残L査i　　　O．61g　（1　kg　r11）

　　　　　　　　　　　上ヒ電両度　　　　0．001158　（180）
盟類表（本丁水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）、

、

乞F二才ン

　クロ・一ルイオ．ン（CI’）　………　0．1263　　3、562

　耐亡酵～イオン（SO4”）　・………・・　0．1041　　1．084

　ヒドロメミ酢～イオン（HCO♂）…　0．1882　　3．085

8．814

3，562

2．167

3．0851

　　　　　　　　　　　　　0．6209　　ユ6．11　　　　　8．814　　’

醐酸（メタ）（HBO2）　・…　鱒・…　。・　0．00136　　0．03105

∫i君葬（メ　タ）（II2Sio3）　　一・・・・…　　　0．06ユ6　　　　0．7890

　　　　　　　　　　　　　0．6839　　　16．93
逝聞眞）突西｛～（CO＝）一…　N・・・・・・…　9・　0．003122　　0．07095

　　　　　　　　　　　0．6R70　　　17．0

瓦斯（180，763mm）11Φの含最

共他　ヒドロ燐酸イオン痕跡
泉　　質　　　．軍純漉泉に罰す

　　　　　　　　　　　　　　’關

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ
クロ戸ルカリウム（KC1）　・・………・……　0。01308

クロールナトリウム（NユC1）一……・…・0．1974

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一…・・…・…・・0．1530

粛炭酸ナトリウム（Nal　lCO3）　・・…・……　0．1870

こ口ールアムモニウム（NH4C1）’・・……・0．000496

置淡酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．06419

距：炭酸・マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0，004206

魍魎禦畿野島ll二llll二ll　l：1器騎

醐酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・・・・・・・・・・…　…・・・…　0。00136

卸ミ酸（メタ）（H12Sio3）　・…　一・・・・・・・・・・・・・・・…　0．0616

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6839
遊離雪娘百菱（CO2）　・……’・…・・…・・……・…。0．003122．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6870

’

　　所在　地
　　試瞼年月
　　性　　　状

源泉温度　　48．3。

比　　重．　1．0

放射能

炭酸（CO2）2cc，窒素（N2）974cc，酸素（（》2）24　cc

金 ’温 泉（上の湯）

鳥取縣東伯郡矢邊村大字關金ユ229秘地
　　　　　　　　（東京）ll‘｛和116F　3∫j

無色澄明にして微蜴アルカリ性反懸（ロゾール酸）．を呈す
pH　7．5（臨地，18∪，比色法），p●且7．65（ユ8。，キソヒドロソ電池法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166．2　h1　（24　『言・r星【D　　　　　　　　　　　　　　　湧出∫よ　約
（15。）

置13』6×10－10C．E．（31．冒2ム！．E．）…　昭1（，．　r軌3σ轟脇臼

イオン表＊（響鶴贔懸繍D
カチオン　　　　　　　　　　　　9
　カリウムイオン（K。）　・……・・　0、01196

　ナトリウムイオン（Na’）……0．1357

　カルテ’ウムイオン（Cゴ．）・…・・　aO1401

　マグネシウムイオーソ（MgO’）…　0．000524

・フエロイ才ン（Fe’●）・………・・　O．00012

　アルミニウムイオン（A1…）…　0．001606

ミリイオン及
ミ　リモル

0．3059

5，90

0．3497．

0．02155

0．002149

0。05927

　　　　功日嗣夏髭Z査三　　　〇。505　9　（1kg　ll富）

　　　　　　　　　　上ヒ，Lτこ’藁度　　0。001002　（180）
塵類表（本官水は其冷川に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相量旨す）

…リヴアル

0。3059

5．90．

0．6993

0，04309

0．004298

0．1778

ア昌オン
　クロールイオ・ン（C1ノ）　・……・・　0．1236　　3．486

　硫酸イオン（SO4”）　・・………・　0．09958　1。037

　ヒドロ淡酸イオン（IICO3’）…　0．09587　1．571

7．130

’

3．486

2．073

1．571

　　　　　　　　　　　　　0．4829　　　12．73　　　　　7．130

罷月酸（メタ）（IIBO2）……∵・…　0。0028　　0．06393

王差酸（メタ）（II2SiO3）　……。・・　0．060　　　0。7685

　　　　　　　　　　　　　0．5457　　13．56
遊離淡酸（CO2）・…・…・・1。……　0，004602　　0。1046

　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。5503　　　13謄66

共他　ヒドロ燐酸イ才ソ痕跡
　　泉　　質　　　　輩純温泉に馬ナ

・クロールカリウム（KC1）　…・…・……・…　0。0228

クロールナトリウム（NaC正）・・…………・0．1859

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………・・…・…0．1346

匝淡酸ナトリウム（NユHCO3）　…・・……・0．06928

重炭酸わルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．05667

露1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2）……0．003ユ53

霊炭酸亜酸イヒ鐵⊂Fe（Hcg3）2〕　…・…・・。・・0．000382

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．01015

硯耳酸（メタ）（IIBO2）・・………・……………0．0028

｝蓋酸（メタ）（II2SiO3）　・…　。・・…　∴・・・・・・・・・…　0．060

　　　　　’　　　　　　　．　　　　噛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5457
遊試推炭酉1～（CO2）　　一・・・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・…　　0．004602

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5503
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i’．

．所在地
言」こ　験　く冠三　∫］

性　　　状

源泉温度國
　比　．重

　放射能
イオシ表

450
1．0 （15。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／

關金．温泉㈱盤の湯）
鳥取縣東伯郡矢邊村大字關金1239番地
昭和11年3．月（東京），
無色澄明にして微賜アルカリ’性反癒（ロゾール酸）を呈す

　　　　　　　　　　．　　　　　湧出量約

、　　㌃
い

P耳7．50（臨地，18『，比色法），p且7．76（（180，キyヒドロソ電池法）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180　h1　（24　艮寺に罫1）　。

：〔．（馨査嬢鑑半弓葡
46．15×10－10C．　E．（12．69　M．　E．）昭109．辞，．扇蟹

カチオン

　カリウムイオン（Kり・∴・・…

　ナトリウムィォソ（Na’）…．．

　アムモニウムィォン（NII∫）・

　カルチウムイオソ（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（AP”）・

　　　9　ミリ碑ン第

・　0。005146　　0．1316

・　0．1661　　　7．222・

・　　0．00025　　　0．01389

・　　0。01672　　　0．4173

・　0．001223　　0．0503

・　0．00012　　　0，002149

6　0．000439　　0．0162

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）　・…・・…

　硫酸イオン（SO4”）・…・…・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

蒸董蔓’残渣　 0．602g（1　kgレ1．1）

比電導度　　0．001017（18。）
　　麟腺（本鑛水は其集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

訓ヴアル　　　　　　　　　　　　　　　　9，

0ユ316

7．222

0．01389

0．S345　一

α1006

0．004298

0．0486

0。1344　　　3．790

0．1262　　　1．314

0。1183　　　’1。938

8．355

3：790

2．627

1．938

醐酸（メタ）（IIBO2）＿．幽．＿．

珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿＿

遊離炭酸（CO2）………一・一

0．5689　　．14．90　　　8．355’

0，00144　　0．03288

0．0792　　　　1．014

0。6495　　　工，5．95

0．001293　　0．02939

クロールカリウム（KCI）　…・・…・…・・…・0，009812

クロールナトリウム（NaCI）一∵…・…・・0。2131「

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・一・0．1832

重炭酸ナトリウム（Na耳CO3）　・………・・0．08393

クロールアム1モニウム（NH4C1）　・・……・0．000243

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・0．09763

重炭酸マグネシウム〔Mg（11CO3）2〕……0。007361

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2コ　………・9i　O．000382

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……∴…　0．002773

硯月酸（メタ）（HBO2）・・…・……・・．・……・h∵0．00144

珪酸（メタ）（H2Sio3）　・………。・…・…・∴・・0．0792．

　　　　　　　　　　　　　　　　　「0．6495
遊離炭酸（CO2）…・・……・……………・…・0．001293

　　　　　　　　　　　　　　　　0　　0．6508

　　　　　　　　　　　　　　0．6508　　　15．98．

其他ヒドロ燐酸イオン痕跡
　　泉　　質　　　　輩純温泉に属す

．〆

　源泉置度
　比　　重：

放射能
　　　　　＊イオン表

所在．・地
試験年月
性　　　状

470

1．0 （15。）

關・・金　　　泉儲の湯）
鳥坂縣東伯郡矢邊村大字關金1231番地
ll‘｛禾0116F　3月（東京）　　　　　　　　　　　　　　　　・　　「
無色澄明にして微弱アルカリ性反慮（ロゾール酸）を呈す
plI　7．50（臨地，18。，比色法），pH　7．71（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　湧出量　約　191hl（24時贋｝）

120．11×10－10c．　E．（33．03　M．　E．）昭10．．9．：｝o．試験

（査犠赫蔽禽嘉わ

カチオン

　カリウムイオン（Kつ．………

　ナト．リウム辱オソ（Na●）＿＿

　アムモニウムイオン（NH4り・・

　カルチウ云イオン（Caつ・・・…

　マグネシウムイオン（Mg”）…

　ラェロイオソ（Fe●り　…………

　アルミニウムイオン（A1…）…

ア昌オン

　クロrルイオン（CI’）………

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドロ：炭酸イオン（HCO3’）…

　醐酸（メタ）（IIBO2）＿＿＿＿

　珪酸（メタ）（II2Sio3）＿」＿＿．、

　　　　　翼翼獲’残証査　 0．465g（1　kg　Ill）
　　　　　上ヒi／嬉’斐　　　 0．001017　（18免）

肇類表（本鑛水は其集放に於て1k9中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　9　茎り農ン聲　ミリヴアル

0。0146． @　0．3734　　　0。3734

0．140　　　　6．087　　　　6．087

0．00025　　　0。01389　　　0．01389

0。01329　　　0。3317　　　　0．6633

0．000699　　0。02874　　　0．05748

0．000305　　0，00546　　0．01092

0．000405　　0．01494　　0．04483

0．10891　　3．071

0．1078　　．1．122

0．1181　　　　1．936

7．251

3．071

2．244

1．936

0．5043　　　12．98　　　　　　7。251

0．00161　　0．03653

0．0688　　　　0．8812

0，5747　　13．90

0．001821　　0．04139

　　　　』　　　　　　　　　唱‘．，　！9L
クロ』ルカリウム（KC1）　・・…ら・…・・…・・」0．02784　、

クロールナトリウム（NaC1）』…・・……・…　0ユ569

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・…・0．1562　！

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・…………　0，1012

クロールアムモニウム（NH4C1）…・……・0。000743

：重炭酸カルチウムくCa（IICO3）2〕…一・・0。05375’r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ重炭酸マグネシウム〔M9（HCO3）2〕・・…　0．004206　・

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕＿．＿．．．＿0．000g71

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3）・……；、・：・OPOO2558

石朋酸（メタ）（IIBO2）…、…・……・・…　…・r…・00．016　　　”

慧酸（メタ）（II2Sio3）…∵……・・∴・∴…・・0．0688　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　1　　0，5747
遊離炭酸（CO2）………・・・…　………・……・・0，001ε21

　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　／　　　　　0。5765
　　　　　　　／

遊離炭酸（CO2）・…・……・……

　　　　　　　　　　　　　　0．5765
共　他　ヒ’ドロ燐酸イオン　痕跡

　　泉質　躍純温泉に働す

13．94
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●　源泉温度
　　比　　重
　　放射態

　イオン表

、●■＿■印凸

一
一

所在　地
試瞼年月
性　　　状

720
1．0　（150）

朝

》

温 ．泉．（療養所原泉）

47436×10－10c．E．（13045真工．E．）…　昭10・10・3・試襲

＊（欝査誌臓蛎D
カチオン
　カリウムイオシ（K●）　・…・・…

　ナトリウムイオン（Nユ’）・・…・

　カルチウムイ才ソ（Cゴ）……

　マグネシウムイオン（Mg’．）…

　7エロイオン（Fごつ　・……・…・

　アルミニウムイオン（A正1”）…

ア＝・オン

　クロ陶ルイオン（CIノ）……・

　硫西髭イオン（SO4’ノ）　・………

　ヒドロ炭西楚イオン（【ICO3ノ）・

　　9　　…　リモ

0．0203　　　0．5192

0．3555　　　ユ5．46

0．02716　　　0c6780

0．002359　　0．0970

0．000292　　0．00523

0．001782　　0。06577

鳥取縣東伯郡三朝村大字三朝字牛畑939番地
昭和11年3刀（東：京）　・
無色澄明にして微に献昧を有し微弱酸性反曄（ロゾール酸）を呈す
pH　6。6（高石ナ也，180，∫＝ヒ色法），plこ7．16（180，キソヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　　湧「’島　澄　　　　系勺　1093，5　h1　（24　ロキ1晋D

　　　　　　　　　　　　　　緊蕉亜愛幾1術i　　　1．023　g　（1k9中）

　　　　　　　　　　　　　　　　比電導；度　　0．002211（18。）

　　　　　　　　　　　騒類表

　　　三リイオン泣　　…リヴアル
ノレ

　0．5192

　15。46

　1．356

　0．1940

　0．01046

　0．1973

17．74　．

・・ @　0．3872　　　ユ0．92　　　　　10．92轟

・。 @0．09218　　　0．9595　　　1．919

・・ @02988　　　4．898　　　　4。898

醐酸（メタ）σIBo2）・…・……：

＝灘西箆（メタ）（H29i（）3）　・…　。・け。

遊離炭酸（CO2）……・…・…・…

1，186　　　33。60　　　　17。74

　　　　の0．0082　　　0．1872

0．0722　　0。9247

1．266　　　　34．71

0．03878　　0．8814

1．305　　　　35．59

」じ　f山　　ヒドロ燐酸イオ∫ソ　 痕跡
　　泉　　質　　　　三食璽泉に回す

（麟欝霧膿川州轡の）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　………………　0．03871

クロールナトリウム（NaCl）一…・……・0．6080

耐亡酸ナトリウム（Na2SO4）・……………・・0．1223

距炭酸ナトリウム（NaHCO3）・……・……0．2804

霊炭酸カルチウム⊂Ca（【ICO3）2｝・・一・0．1099

鼠淡酸マグ冬シウム〔Mg（HCO，）2〕・・…0．01419

訂ヒ1炎酸司1酸イヒ＄現〔Fe（IICO3）2〕　…………　0．00093

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．01126．

棚配～（メタ）（11BO2）…・………　…………・・0．0082

趨仁愛（メタ）（II2Sio3）・…　。・。・…　一・・・・…　∴・・一〇．0722

　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1．266

翅；離炭酸（CO2）一……・…，・…一・…・…・0．03878

　　　　”　　，　　　　　　　　　　1．305

●

　源泉温度
比　　霜

放射能
材ン表＊（本鑛水1kg　rllに含有する各放分画共i星ti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（Nゴ）∴＿，

　アムモニウムイォソ（NIIの．．

　カルチウムイオン（Cゴつ・…・・

　マグネシウムイオン（Mg”）＿
　・フ属ロイオ・ン（Fe”）　…・・…・…

・アルミニウムイオン（A「つ…

τ

　　　　　　　三　朝　温　泉（天駕翻の湯）

鑛鞘町稗穆ヂ繍三朝字下河願2番地解、’
性　　　状　　無色澄明にして徹に鹸昧を有し微弱酸性反縢（ロゾール酸）を呈す
　　　　　　　pH　6。20　（廊誹也ξ180，上ヒ色汐∂，pll　6．41　（180，　キンヒ　ド1ゴン電池濯で＞
　760　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴ1t　　糸勺　　　142　h1　（24　時1瑚）

　1．0　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　蓼k聾愛残～査i　　1．653．g（1　kg　lll）
　155．91×10－10c．E．（42．88、1．E．）…　昭10・10・2・訂匹鞠　　」！ヒ1じΣ菖度　　　　0。Oo3885　（18。）

　　　　　　　　　　　　　．　　塵類表
　　　　　　　　　ミリイオン7ヒ

ア昌オン

　クロールイオン（CI，）　・……

　二二餐イオン（SO4”）　・・・・……

　ζドワ1炎酸イオン（lICO3’）

　　9　　　　　…　り
0．04245　　　1．086

0。5218　　　22。69

0。000267　　0．01483

0．04946　　　1．235

0．004019　　0。1653

0．000305　　0。00546

0。000795　　0．02934

　　　ミリヴアルモ　ル

　　0．086
　　22、69

　　0。O1483

　　2．469

　　0．3305

　　0．01092

　　0．08801
26．69

・・ @0．2642　　　7．451　　　　7。451

・。 @　Og1462　　　　1。522　　　　3。044

・・ @0．9880　　16．19　　　　16．19

　　　　　　　　　　　　　2．017　　　　50．39　　　　　26．69

棚酸（メタ）（IIBO2）…・・……・　0．0112　　0．2557』

fil酸（メタ）（［12SiO3）　・・……・　0．1228　　1。573

　　　　　　　　　　　　　2．151　　　52．22
遊齪置炭西ゴ～（C（）2）　・・・・・・・・・・・・・・・…　　　0．1154　　　　2．623

　　　　　　　　　　　　　2．266　　　54．84
　　瓦斯（18。，763mm）11中の含最　　炭酸（CO2）200　cc，
　　其　　他　　　　　　　　　　ヒドロ燐酸イオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　痕跡1
　　泉　　質　　　ケルカリ泉に回す

　　　　　（本鍍水は三三威に於て1k霧r11次の成分を含イ∫する溶液に概略相示す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウ1ム（KCI）　・……………・・0。08097

クロールナトリウム（NaCI）………・・…・0。3712

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・……・…・…・・0．210

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・………・…1．124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●クロールアムモニウム（NII4CI）一・……0．000793

霞炭酸力．ルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・0．2001

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……・0．02418

匝炭酸亜酸イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕　一9σr・9一一・伊9　0．600971

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………　0。005023

瑚酸（メタ）（IIBO2）……。・・…。・・…　………0．0112．

王震酸（メタ）　（【12Sio3）・…・……・…………0．1228

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．151
遊離二炎匿愛（CO2）……・∴・・………・…………　0．1154

　　　　　　　　　　　　　　　　，2．266

窒素（N2）790cc，　酸素（02）10cc

1、　・

ユ66ニー・一一



’

o

r．

源泉温度
比　　重

放射能

所在　地
試験年月
性　　’状

一一
一

L

朝

ノ

温 泉（三三）

烏取回東伯郡三朝村大字三朝字牛畑943番地
昭和11年3月（東京）

材ン表＊（本二水1kg中に含有する各威分及其野次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K●）………・

　ナトリウムィォソ（Na’）…．．

　アムモニウムイォン（N1写）・

　カルチウムイオソ（Cゴ）・…・

　マグネシウムィォ／（Mg”）・・

　フェロイオン（Fe’●）・・……・…

　アルミニウムィォソ（Al…）・・

ノ

　　　　　　無色澄明にして微弱酸性反懸（ロゾール酸）を呈す／
　　　　　　pH　6．80（臨地．180比色法）plI　6．95（18。，キンヒドロン雷池法）
640　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ勇　　出　　量．系勺　　535，5　h1（24時聞）

1．0　　．　（150）　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　翼四馬残i潴i　　　1．01g．（1　kg　ri1）

125．52×10－lo　C．】呂．　（34．52　L1．E．）…　昭10・io・2’試験上ヒ電導’斐　　　．0．002111　　（180）

　　　　　　　　　　　　　　　　　塵類表（震羅碁憶説乏憶想季の〉

　　　　　　　　ミリイオン及
　　　g　　電リモル　ミリヴアル．
・　0．0197　　　0．5038　　　0，5038

・　0．3365　　14．63　　　　14．63

・　0．0011　　　0．06111　’　0。06111

。　0．02587　　　0，6455　　　1．291

・　0．002402　，0．09875　　　0．1975

・　0．000167　　0．002991　　0．005981
・． O。001394　　0。05143　　　0．1542

アニオン
　クロールイオ・ン（Cレ）・………・

　硫酸イオン（SO4”）∵・……・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ノ）…

0．3653

0．08592

0。290

16．84

10．30　　10．30

0．8945　　1．789

4．755　　　　4．755

醐酸（メタ）（HBO2）鱒．．，．．．．＿

珪酸（メタ）（II2Sio3）＿＿＿．．

1．128

0。0082

0．0540

31．94　　　　16．84

0．1872

0，6916

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど
クロールカリウム（KC1）・・…・・…………・0．03756

クロールナトリウム（NaCI）…一一・…0．5691　　　、

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・一・…・…・・…0．1161

重炭酸ナトリウム（NallCO3）・・…・一・一〇。2739

クロールアムモニウム（NII．C1）………・・0，003269

：重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・…・・・…　0。1046

：重炭酸マグネシウム〔M9（IICO3）2〕。・…・0．01445’

塞匡炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕…　。・・・・・・・…　　0．000532

硫酸アルミニウム〔1～12（SO4）．；〕・……・…・0．008806　ゴ．

醐酸（メタ）（IIBO，）……・・…∴・一…・…9．0082

瑳酸（メタ）（II・SlO・）・・…・・…一……・…0・0540・，

　　9　　「　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　1　　　　　　　　1。190

遊離芳乏酸（C（）2）●●．●●’・’●’・・’・○’6・●…　∵。・・・…　　0。03505

　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．225．

遊離炭酸（CO2）…・・二・……・一

1．190　　　　32．82

0．03505　　　0．7966

　　　　　　　　　　　　1．225　　　　33．62

瓦斯（20。，763nlm）11中の含最　　炭酸（CO2）37　cc，窒素（N2）963　cc
其　　　他　　．．　ヒドロ燐酸イオン　痕跡
泉　　質　　　　弱食躍泉に励す　　　　、

ノ

源泉温度
比　　重

放射能

　　　ノ
所　在地
試験年月
性　　　状：

　53．60
　1。0　　　　（150）

三朝．温泉．’『鳥取縣東伯郡≡朝村大字三朝字外谷365番地
昭和U年3月‘東京）
無色潅明にして微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸）を呈す
PH　7．10（臨地，18。，比色法），　pll　7．25（18。．キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧出量：約　ユ30h1（24時間）’

54。71×10－10　c．E．　（15．05　ム1．耳．）…　昭10．102試瞼

、　材ン表＊（本二水1kg中に含有する各成分及四脚次の如し）

カチオン
　カリウムイオン（K’）………
　チ．トリウムイォー．ン（Na’）二・g・・

　アムモニウムイォン（NH4’）・

　カルチウムイォソ（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…）・・

　　　・　葦震ン弗

・　0．009648　　0．2468

・　0．1525　　　6．630．

・　0．00006　　　0．003333

・　　0．q2716　　　0。6780

・　0．003494　　0．1437

・　　0。000537　　0，009615

・．0．000123　　0。00454

ア昌オン
　汐ロールイオ・ン（C1’）…・・……

　硫酸イオン（SO！ノ）・…，………

　ヒドロ炭酸イオゾ（IICO3ノ）…

　醐酸（メタ）（IIBO2）。．∴．。＿＿

　珪酸（メタ）（H2Sio3）＿＿．．．

蒸三慶握…渣　　　 0．541　竃　（1kg　「［1）

」七電導度　　　　0．001332　　（180）

　　盤類表（本鑛水は其集成に於て1kg申次の威分を含有する溶液に概略相記す）

ミリヴアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒

02468

6．630

0．003333

1．356

0．2873

0．01923

0．01362

0．1708

0．02839

0．1920

　　　　　8．556

4，817　　　　4817

0，2955　　　　0．5910

3．148　　　　3，148

0．5847

0．0034，

0．0428

15．98　　　　　8．556

0．07763

0．5482

遊離炭酸（CO2）……・……・・…

0．6309　　　16。61

0．01123・　　0，2552

　　　　0．6421・　16．87

軍純温泉に麗す

’

クロールカリウム（KC1）。・………・…・…　q．0184’

クロールナトリウム（NaC1）・r…・∴・・…・…0．2670

硫酸ナトリウム（Na2SO4）………∴・……　0．0410．」

重縞馬ナトリウム（N・HCO・）…・一…∵0．1248

ク領脚ルアムモニウム（NII4Cl）……：…0。000178．

画面酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕一…・…0。1099

．重炭酸マグネシウム〔Mg（Ilcq・）・〕……0・02192

歪建炭酸亜酸イヒ錫～（Fe（IICO3）2〕　・・9・一・…　σ99’0．00171

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・∴…，・：0．000777「

醐酸（メタ）（IIBO2）・・∵………・・…・・…・・∴0。0034

港圭酸（メタ）（II2SlO3）・…………　∴………0，0428

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6309
逝離炭酸（CO2）………一・…・…・・∴・・…・．．．0．01123

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。6421

泉　　画質

　　ノ

ノ

、

！
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，

　源泉温度
比　　重．

放射能
　　　　　＊イオン．表

　〆

所在地
1弐験年月
牲　　、状

．淺 津 温

64。

　　　（15。，1．0
14．46×10－10C．茸．（3．98　M，　E．）…昭10．929制ゆ

泉（北澤の湯）

鳥取縣東伯郡漢津村大字上淺津字宮の木4丁日33番地　　　　’
昭和11年3月（東京）9
無色澄明にして微に三昧を有しそ粥勇アルカリ性反癒（ロゾρル酸）を呈す
pn　7．10（論士也180，上ヒ色沙こ），　pH　7。46（180，キンヒドロン’電劃也法）

（本羊水lkg中に含有する各成分及共fま次の如し）

カチオン
　カリウムイォソ（K●）　・…．＿

　ナトリウムイォ・ソ（Na’）…・．

　γムモニウムイオソ（NH4つ
　カルチウムイオソ（Cユ●●）・・…

　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（Al．”）・・

盤類表
　　　9　　　　ミリデ享ン発i　　ミリヴ7ノレ

・　0．0285ユ　　　0。7292　　　0．7292　　’

・　　0．4153　　　18．06　　　　　18．06

　’0．0003　　　0．01667　　　0．61667

・　0．09405　　2．347　　　　4．694

・　0．03721　　　1．530　　　　3．060

。　0．00107　　　0．01916’　0，03832

・　0，000722　　0．02664　＿0。07993

　　　　　　　　　　26．68
・　7二才ン
　　クロールイオ㌦ン（C1’）………

　　硫酸イ．オソ（SO4”）　・∵……　一

　　　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）

　　撰旦酸（メタ）（HBO2）・……・…・

　　灘こ酸（メタ）（II2Sio3）　………

Og6150　　　17，34　　　　　17，34

0．2090　　　2．176　　　　4．351

0，3040　　　4．987　　　　4。987

1．705　　　　47．23　　　　　26．68

0．0012　　0．0274

0．0728　　0．9324

湧　lII　ゴ正　　糸勺　　202　111．（24時聞）

；振汐歪残i潴i．　　1．4519　（1kg　llり

∫・ヒ～せ邸ぎど　　　0．003365　（180）

（本二水は其集成に於て1kg中次の二分を含有する溶液に概略相上す）

クロールカリウ．ム（KC1）
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

クロールナトリウム（NaCl）…・…一…　0．9702

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・…・一♂・0．1041

ク質一ルアムモニウム（NII4Cl）　・・…・…0．000892

硫酸カルチウム（CaSO4）　…………・・…・0・1909

雄淡州カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・…・…　0．1531

踵1炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．2239

　　　　　　　　9
・・・・・・・・・・・・・・・… @　0．05437

＝蜀エ炭酸亜切愛イヒ鐡〔Fe（HCO3）2〕　・…　。・・・・…　0．003408

硫酸アルミニウム〔A12（so4）3〕………。・・o．oo4561

醐酸（メタ）（IIBO2）・……・…・・…6………・0・0012・

珪酸（メ・タ）（H2Sio3）　……………………」堕728

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．779

遊離炭酸（CO2）…………・…………・・…0・01057

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．790

蓮離淡酸（CO2）・………・・……

1．779　　48．19

0．01057　　　0．2402

　　　　　　　　　　　　　　1．790　　　48．43

共　他　瓦斯（20．5。．，763mm）多1巾の含驚

　　泉質　溺食堕泉に麗す

　　　　　　　　　　　ノ
1炭酸（CO2）4cc，窒素（N2）996　cc

1

　　　　　頸筋隻温度

　　　　　比　　重
　　　　　放射能
　、　イオン表＊

カチ才ン

　　　　　　　　淺　津　温泉（湖上の湯）

所在地　糊蘇束イ麟淺三寸大字上淺津字冨の本堅地の乏地先湖中

（本鑛水1kg中に含有する各威分及典」止次の如し）

　　　カリウムイォソ（K’）　………

　　　ナトリウム幽イォソ（Na●）……

、　　アムモニウムイォソ（NII4●）．・

　　　カルチウムイオン（Ca畳●）……

　　　～マグネシウムイオン（Mg●’）…

　　　フェ・ロイオソ（Fげつ・・…・……

　　　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”）　・・…・…・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3’）・

　　9
0。01962

0．4588

0．0003

0．0696t

O．02656

0。00104　‘

0．001819

…リイオン及

ミ　リモル
0。5018　　　　0．5018

19．95　．　　19．95

0。01667　　　0．01667

1．737　　　　3．474

1．092　’　2．184

0。01863　　　0．03725

0．06713　　0．2014

　　監類表
竃リヴアル　　　　　　’

　　　　　　　　　　　26．37

・。 @0．6885　　19．42　　　　1942’

・・
@』0．3012　　　3．135　　　　6，270

・・ @0．04118　　　0．6751　　　　0．6751

（禾鑛永：は典集成に於て1kぽ中i欠㊧成分を含有する溶液に概略相訟す）

　　　　　　　　　　　　　　：L609　　　　46．61　　　　26．37

石明酸（メタ）（IIBO2）・・…・……　0．00208　0．04749

灘i酸（メタ）（II2SlO3）……・・・…’0．0730　　0．9350　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　1．684　　　47．59　　　　　　　1，

・遊離炭酸（CO2）・…………・…・0．009627　02188　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　ユ。694　　　47．81

共他瓦斯．（18。，763mm）11中の含最　炭酸（CO2）6c“，窒素（N2）994　cc

　　泉質　弱食塵泉に属す

　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　9

　クロ・一ルカリウム（KC1）　…・…・……・…　0．03741

　クロールナトリウム（NaC1）・………・…・’1．105

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・…：…・…・・…・σ．07488

・クロールアムモニウム（NII4CI）　………0．600892

硫酸カルチウム（CaSO4）　一………・・…0・2365

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…………・0・09308

：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・0。04667

：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（HCO3）2〕　・…∵…　…　0．003313

硫酸アルミニウム〔A12（Sq）3〕：…・……　0・01149

硯騒酸（メタ）（HBO2）・……・…・・…………・・0．00208

珪酸（〃）（II2SlO・）・・…・…・∴・∵・∵・’…0・0730

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．684

ヌ脱離炭酸（CO2）　・………・・…・・…・………0．009627

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．694
　　　’　　　，　　　　　「　1
　　　　●

、

，
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1

源泉認度‘
比　　重

放射能
イ．オン表＊ i本島水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

所　在　地
試験年月
性’　状

　440
　1。0　　　　（150）

　　　　　　　　　　　　　　　泉（棚1の湯）　　　　　郷　　　　　　　　　　温束
　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　一　　　　　　　　・『

鳥取縣東伯郡東郷村大字中興寺宇松原407番地の6　　，
昭和11年3月（東京）
無色澄明にして微に鑛昧並餓昧を有し中性反慮てロゾール酸）を呈す，
pll　7．00（臨地，18。，比色法），P【16．92（18。，キンヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧量　　　　　　　　　　　　　　　　　約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　111　（24　時1用）・

22．9×10－10C．　E．（6．3M．　E）…昭正092s試籔　飛躍暮度

カチオン
　ヵリウ’ムィォソ（K’）　・…＿

　ナトリウムイォソ（Na’）・…

　カルチウムイォソ（Caつ・…

　マグネシウムイオン（Mg”）・

　フェロイオン（Fc”）…・……

　アルミニウムイォソ（Ar●●）．

　　　9
鱒　　　0．01479．

1●0．4707
・・ @0。1375
・。 @　0．009173

・・ @　0．00076

∴．0．001394

ミリイオン及
ミ　リ　モル

0．3783

20．47

3。407

0．3772

0。01361

0．05143

塵類表《糠水は蝶威に於て1kg畝の）
ミリヴアル

0．3783

20．47

6．813

0．7544

0．〔D2722

0．1543

　蒸獲残芒査i・　1。756出9（1kg　rlり　　　・1
　　　　　　0．003443（18。）

　　　　成分を含有する溶液に概略柑當す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　．
クロールカリウム（KCI）　∵…………’・・●0・02821

クロールナトリウム（NaC1）・・…………・1・127

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・9……………・0，08513

硫酸カルチウム（CaSO4）　・…・・…∴……・0・3787

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28．60
アニオン
．クロ戸ルイオソ（Cl’）………　0．6967　19．65．　19，65

　硫酸イオン（SO4”）…………　0．3321　3．457　　6．914
ヒド・撒イオン（Hcg・’）…0．1240．2・033　2．033

　　　　　　　　　　　　　　1．787　　　49．84　　　　28．60

庵朋酸（メタ）（IIBO2）…・・・……．0．0034　　0．07763

　珪酸（メタ）（II2SiO3）　・…・・…　0．0412　　0。5277．

　　　　　　　　　　　　　　1．832　　　 50．45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　遊寓匿炭酸（CO2）・………・・……　’0．006037　0．1372

　　　　　　　　　　　　　　1．838　　　　50．59

　其他瓦斯（20。，763mm）11中の含躍　窒素（N2）931cc，酸素（02）6g　cc

　　　泉　　質　　．　弱食瞳泉に局す

一露炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…一・・0．1015

　重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕一・‘0・0552

　露炭酸亜酸化鐵〔Fc（HCO3）2〕…・一…｝0．002421

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…∵…●二」’0・008806

　石朋酸（メタ）（11BO2）・………‘・……講……0・0034

　珪酸（メタ）（H2Sio3）一…・……………・0・0412

　　　　馬　　　　　　　　　　　　　　　　1．832

　遊離炭酸（CO2）・・………・一………・…0・006037

き

、1．838

。

　　　所　在　地
　　　試瞼年月
　　　性　　　状

　源泉温度　　59。
　比　　重、　1．0

束 郷 温 泉（遊仙之湯）

鳥取縣東伯郡東郷村四月井手426番地の．4　　　　　，
口脇禾011年3月（東京）
無色澄明にして微に鰍昧を有し中性反回（ロゾール酸）を呈す
pll　7．00（臨地，18『，比色法）。　pll　6．92（18。，キソヒ．ドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．8　h1　（24　日寺…聞）　　　　　　　　　　　　湧出：鼠約
（15。）

・イオン表＊ i奢総癒齢劉
カチオン　　　　　　、．．

　カリウムイォソ（Kつ……・
　ナトリウムイオン（Na●）…・

　カ〉レチウムイォソ（Ca’．）・…

　マグネシウムィォソ（Mg●．）．

　フ出ロイオソ（Fe●●）………・

　アルミニウムイォソ（A1…）．

ア昌オン
　クロールイオン（C1ノ）・・…・・

　硫酸イオン（SO4》ノ）　・………

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO3’）・

　　蒸獲残渣
　　比電導度

塵類表
　　　9　ミリ獲聖・リヴ・ル

・。
@　0：02492　’　0．6373　．　　0．6373

・。 @o．5171　　　22．48　　　　22．48

・・ @0．09077　　2．266　　　　4．531

　0．04883　　2。008　　　　4．O16

・・ @　0．001308　　0．02342　　　0．04684

・・ @0．000687　　0．02535　　　0．07605

　　　　　　　　　　31．79

・． @0ぞ4265．

・。@0．3971
・・@0。701

石朋酸（メタ）（HBO2）。＿＿．．＿

珪酸（メタ）（H2Sio3）．．＿．．．．

　　　　12．03　　12。03，

　　　　4，134　　　　8．267

　　　　11．49　　　　11．49

2．208　　　　55．09　　　　　31．79

0．0024　　　0．05479

0。0806　　　1．032

2．291　　　56．18

0．01634　　　0。3714

1．847　g　（1　k9「F）

0．003996　（180）　・

遊離炭酸（（102）・……・………．

2．307　　　56。55

　　　（本鑛水は其集成に於て1kg中次q成分を含有する落液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・9
クロールカリウム（耳C1）　・……・……・…　砿04752

クロールナトリウム（NaC1）・・…………・0．6660

硫酸ナトリウム（Na2Sq）…・…一・聖…・・0．5819

：重炭酸ナトリウム（Na11CO3）　…・……・・0。2433

重炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・……・・0．3672

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・0・2939

重炭酸一酉菱イヒ鐵⊂Fe（旺CO3）2〕　・……・・…　0サ004165

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・…・……　0。00434

硯見酸（メタ）（IIBO2）…・・…・”…　…・…・…・」0．0024　　　／

瑳酸（メタ）（H2Sio3）w…・・………一…0．0806

　　　　　　　　　　　　　　　　　2。291
灘炭酸（CO・）・∵∵・…∴・一・∵・一一〇・01634

　　　　　　　　　　　　　　　　　2．307

其他瓦斯（18。5。，763mm）11中の含量淡酸（CO2）16　cc，窒幸倒2）98㍗c，酸素（02）2cc

　　泉　　質　　　　食堅含有芒硝性三味泉に属す　　　’，
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、 ’勝
所臨在　地
試験年月
性　　　状

勢 温泉（鷺の渤
鳥取窓掛高郡正條村字勝見26番地
日医和12年3∫ヨ　（東京）

　　　　一諺ll｛牙ミ7恩度　　　 580
　　　　　上ヒ　　　重・　　1。0　　　　（150）

　　　　　方乞　身」」丁彪　　　　29．0×10『10c．E．

　　　　イオン表（本二水1kg巾に含有する各成分及其ゴ」t次の如し）

カチオン　　　　　　　　　　　　g　　l写奪邪　ミリヴアル

　カリウムイオン（K．）……・・…　0．0082010．2097　0．2097

　ナトリウムイオン（Na’）……0．2075　9．022　9．022
　カルチウムイオソ（ca幽’）・・一　〇．1159　　2．893　　5．785

　・マグネシウムイオン（Mg’）…　0．002752　0，1132　　0．2263

　フェロイオ’ソ（Fe●．）……・……’0．000551　0．009865　0．01973

　々ソガノイオソ（Mrゴ’）………　0。00011　0．002003　0．004005

　アルミニウムイオン（Ar”）…　0．000581　0．02144　0．06432

アニオン
　クロールイオ・シ（C1’）…・……

　耐亡酸イオン（SO♂ノ）・・・・…　一・…

　ヒド只淡酸イオ・ソ（HCO♂）…

＼

無色澄明にして微に献味を有し徹蜴アルカリ性反鷹（ロゾール）酸を呈す
pU　7．50（臨地，18。，．比色法），　plI　7．65で18り，キソヒドロゾ電池法）
　　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴLヒ　糸勺　　133。7　h1　（24　「盾・聞）

（7．98M．E．）　…昭12．33【試鞄

0．2369　　　6。681

0．4075　　　4．242．

0。01019　　0．167ユ

15．33

6．681

8．483

0．1671

耐月丙聖（メタ）（IIBf，2）…一・…　：・・

工1i酸（メダ）（II2SiO3）・………

遊霞ε炎酸（CO2）。・……・…　……

0．9902　　　23．36　　　　15．33

0．0040　　　　0．09128

0．00838　　0．1073

　　　　亥冥葬愛残Z査i　　　O。982g　　　（且kg　［11）

　　　　土ヒ、じ導度　　　　0．002558　　（180）

塵類表（本下水は共集成に於て1kg中次の三分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　、　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　一　　　　　　．　　　　　　　　　9

　クロールカリウム（KC1＞・・…・・……・……0．01564

　クロールナトリウム（NaC1）・・………・…　0。37a3

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・………0．1812
　硫酸カルチウム（CaSO｛）………・…・・……0．3938

　硫酸マグネシウム（MgSO4）…・…・………　0・004995

　置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．01049
　耐じ西目～々イヒ釘3～〔Fc2（SO4）3〕・・・・・・・・・…　。。・。・　…　　0．001762

　通’炭酸胆酸化マンガン〔Mn（IIC‘）3）2〕…0。000354

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．003671

　硬月酸（メタ）（IIBO2）・。・・・・…　6g・・・…　。・。…　。…　0．0040

　f髭酸（メタ）（II2Sio3）・……・・・・…………・・0．00838

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．003
　遊離淡西菱（CO2）・………・・…………………　0．0025

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．006

1．003　　　23．56

0。0025　　　　0．05682

1．006　　　23．62

共他　ヒドロ燐酸イオン痕跡
　　泉質　石脅性苦味泉に間す

’

’ノ

噛

　湧；田ミ温度

　比　　軍
、濡身士能
　　　　　＊イ．オン表

　　　　濱

所在　地
試験年月
性　　　状

村 温

40、50
1．0　　　　（150）

122．09×10710c．君二（33．57　MJ電，）

（本貯水1kg中に含有する各四分及共」二t次の如し）

　カチ才ン
　　カリウムィォン’（K●）・・．＿＿

’　ナトリウムイオン（Na●）…・・

　　カルチウムイオソ（Cゴ）・…

　　マグネシウムイオ・ン（M9”〉

　　フェロイオン（Fc’つ．・…・・・…

　　アルミニウムィォン（A1…）．．

泉（清鈴の湯）

鳥取縣i氣高郡正條村大字勝見字輻田尻642　番地
昭和12年3月（東京）
無色澄明にして微に献吹を有し微弱アルカリ性反慮（ロゾール酸）を呈す
P量17．30（臨地，18。．比色沼ξ），PI【7．60（18。，キンヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　　　　湧　出　ゴ正　　糸勺　　108　11量　（24　「「与間）

　　　　　　　　　　　　　　　　蒸互愛寵Z禿　　　 1．649　（1kg　ril）
　　　　　　　　　　昭　三2　＝E：3　試瞼上ヒ、巨二三離11芝　　　　0．003643　　（180）

　　　　　　　　　　塵類表

　　　・　iリ戯発

一　』0．008844　　0。2262

・　　0．2687　　　11．68

・・ @0．2365　　　　5．90
・・’

@0。01594　　　0．6555

・。 @0．000833　　0．01492

・　　0．000714　　0．02635

アニオン
　ノ
　クロールイオン（C：ノ）・……・…

　硫酸イオン（SO♂ノ）・…………

　ヒドロ炭酸イォソ（IICO3，）∴・

硝！酸（メタ）（IIBO2）・・……．＿

王1i酸（メタ）（H2Sio3）………

0．3512　　　　9．904

0．6259　　　6515

0．1337　　　2．192

1．642　　　37。i1

0。0080　　　　0．1826

0．05333　　　0．6831

ミリヴアル

0．2262

11．68

11．80

1：311

0．02984

0．07904

25．13

9．9D4

13．03

2。192

25．13

遊離炭酸（CO2）………………

（本二水は其集成に於て1kg中i欠の充分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
’クロールカリウム（KC1）…5…・……・…bO．01687

クロールナトリウム（MC1）・……………0．5658

硫酸ナトリウム（Na2SO4）一・……’・……0．1422

硫酸カルチウム（CaSO｛）…・…・・…・・1……0．7452

霜炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕・・……・・．0。06898

霊．炭酸マグネシウム（Mg（HCO3）2〕……O．Q9593

頂炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（1享CO3）2〕・7…　……・・．0．002665

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………　0．004511

硯月酸（メタ）（【IBO2）……・…・…∵・・………0．0080

，仁酸（メタ）（H2Sio3）………・・……・……・0．05333

　　　　　　　　　　　　　」　　　　．ユ．703
出帰直炭酸（CO2）………………　／………　…　0，002755

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。706

1．703　　　37．98

0，002755　　0．06261

／

1．706　　　38．04

」じ　他．　ヒドロ三酉睾イオン　痕琵亦’

　　泉　　質　　　　食晦含有石膏性苦味泉た恥す
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　　源泉盗度
　　比　　1重
い　放’射能

所　在地
試験年月
性・　状

岩

510
1。001　　　　（150）

2，87×10－」OC．E，

井 温 泉
鳥取縣岩美郡岩井町大字岩井541番地の1
昭和12年3月（東京）　　，　　　〆
無色澄明にして微に戯味を有し微弱アルカリ性反懸（ロゾ〆ル酸）を呈す
pH　7．25．（臨地，18。，比色法），　p正17．55（18。，キンヒドロン電池法）
　　　　　　　　　　　・　　　　湧　出最　　悉く】　2592h1　（24　時1司）

蒸獲残渣
（079M．　E．）昭12．3，31試剛比電導度

』イオン表＊
i本鑛水1kg中に含有ず．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Fウムイォソ（Nla’）……

　カルチウムイオソ（Ca●’）・…・・

　マグネシウムイオン（Mg●’）…

　フェロイオン（Fげり・…・…・…

　アルミニウムイオン（Arソ）…

ア昌才ン
　クロ・一ルイオ・ン（Clり　………

　硫酸イオン（SO4”）・………」・

　ヒドロ炭酸イオン（旺CO3’）…

　　　　ミリイオン及
　　9　　　　ミ　リ　モル
0．00996　　　0。2547

0．2372　10，31

0．2771　　　6．915

0。009732　0．4002

0．000988　　0。0177

0．000418　　0。01542

1。215g（1　kg　ri；）
0．003965　（180）　．

＼

三宿表（本鍍水は其集威に於て1kg中次り成分を含有する溶液に概略相嘱す）

…リヴアル

0．2547．

10．31．

13．83・

0．8003

0．03539

0．04627

25．28

0．1804　　　5．087　　　　’5．087

0．9637　　　10．03　　　　20．06

0．007911　　0．1297　　　　0．1297

　　　　　　　　　　　　　　1．687　　　33．16　　　　25．28

石明酸（メタ）（HBO2）…………　0．00959　0．2188

瑳酸（メタ）（II2「3iO3）∴・…・…・・　0．0761　　0．9747

　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　1．773　　　　34．35
　　　　　へ
遊離淡酸（CO2）・…・………・…　　0．005773　0．1312　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　1．779　　　34．48

共　他　　ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　　泉，　質　　噛．石響町苦味泉に厨す

　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

クロールカリウム（KCI）　・・…・…・；…・…0．01899』

クロールナトリウム（NaC1）・・……・、・∵…　0。2825

硫酸ナトリウム〈Na2SO4）・・…………L…0，3891

硫酸カルチウム（CaSO4）…∵……・……0．9414

硫酸マグネシウム（MgSO4）…………∵・6．04％

：重淡酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・…・・0．006898

重炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕一・・……0．00316

硫酸アルミニウム〔A12（S（～4）3〕・・∵・…・…0．002641

硯月旦（ヌタ）（HBO2）……・・…r・…？・6・…・…0．00959

珪酸（メタ）（II2Sio3）・…∴・…∵……・…・0．0761

　　　　　　　　　　　　　　　　　1。773
　　　　　　　　　　　　　　　し蹴鐸（CO・）！’●…’’”●…’’”……癌005773

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．779
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧

’

所在　地
試験年月
性　　　状：

　　　　　源泉温度
　　　　　比　　重
　　　　　放射能
　　　　　　　　　＊　　　　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．）・，…・

　カルチウムイオソ（Ca●．）兜…・・

　・マグネシ．ウムイオン（M9●’）…

馬フェFイオγ（F¢”）……・…・・．

　マンガノイオソ（Mn．’）………

　アルミニウムイオン（Al’っ…

83．50
1．009　　（15。）

5。05x10口10c．E，（1．39　M．　E．）昭∫2・a3己1親嬢．比電導度
（本病水1k9中に含有する各二分及其量衣の如し）

アニオン　　　。

　クロールイォソ（C1ノ）…＿＿

　ブロームイオン（Br，）………
　ヨードイオン（J，）……轡・…・・

　硫酸イオン（SO4〃）　．．＿＿＿，

　ヒドロ炭酸イオン（IICO§’）…

皆生温泉（第1號原泉井）
鳥取縣西伯郡福生村大字皆生1750番地の85‘
昭和12年3月（東京）　　　　　　’　　　　　　　　　・
無色澄明にして戯昧を有し微弱アルカリ性反懸（ロゾール酸）を呈す　　．
p正17．35（臨圭也，180，エビ色法），pll　7．55（18．》キLソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧．出量（器械揚水）約5400h乱（24時間）
　　　　　　　　　　　　　　蒸璽を残i芒査i　　　IO．29　9　（1　kg　ri可）　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．O1188　ぐ180）

　　　　　　　　　　　騒類表
　　g　lリ農饗・リヴ・・レ

0．1466　　　3．749　　　　3。749

2．797　　121．6　　　　121．6

1．162　　　29。0　　　　　58．O

o．1937　　　7。965　　　薯5，93

0．000312　　0．005585　10．01117

0000218　　0．003969　　0．007937

0．000691　　0．0255　　　0．07649

199．4

6．525　　184．0　　　　184．0

0．000593　　0．00742　　　0．00742

0。000897　　0．007067　　0。007067

0．7310　　　7．610　　　　15．22

0．008548　0．1401　　0．1401

　　　　　　　　　　　　　11．57．　　354．1　・　　　199．4
硯月酸（メタ）（H：BO2）　・・・・・・・・・…　　0．009514　　0．2171、

珪酸（メタ）（H2SiO3）　………　0．06099　0．7812
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　11．64　　　355．1
逝i離炭酸（CO2）……・…・…・∴・　0．004748　0．1079

　　　　　　　　　　　　　11．64　　　　355．2
其他．ヒドロ燐酸イオン痕跡　・　　・　　、

　　泉質　璽化土類含有苦味性食璽泉に嘉す

　　　　　（歪灘響馨羅誌唾壷の）
　　　　　　　　　　　　＼　　　・　　　　　　　．　　　9

　クロールカリウム（KC1）　・・一…………　0．2795

　クロールナトリウム（NaCl）・・気一……・・7．108・／

　ブロームナ．トリウム（NaBr）・…………・・0．000764　’

　ヨードナトリウム（NaD　・・一・……・・…0．001059

「クロールカルチウム（CaC12）……∵一…　3219

　クロールマグネシウム（MgC12）一…・…・0、03169

硫酸マグネシウム（MgSO4）・……∴f…・・0．9116

・：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．008854

重炭酸亜酸化鐵〔F・（IICO、），〕・…∴ご一〇．000993．

重：炭酸亜酸化マンガン〔Mn（IICO3）2〕…0。000702

硫酸アルミニウム〔AI2（SO‘）3〕…………　0．004365，

硯月酸（メタ）（【IBO2）…・…　……　………・…・0．009514

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・…………∵・…∴0；06099． @　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11、64
1遊；離炭百寮（CO2）　…・…・・…………・……・・0．004748

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，64
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所’

ﾝ地試瞼年月
性　　　状

　　　　沙筋更温1亡匠　　　85。70

　　　　∫七　　　　置　　　　0．9995

　　　　．放射能
　　　　　　　　　＊　　　　イオン表
／

カチオン

　カリウムイオン（1ぐ）．・……・・

∫皆 生 温
1

．泉（鯖の湯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’鳥取縣西伯郡幅坐村大字皆生1759看｝地の．1’

昭和12年3月（東京）
無色澄明にして弱アルカリ性反照（フェ～一ルフタレイソ）を呈す
p11　8。50　G瀟｝山L，180，上ヒ色法）　pil　8．65　（180，水葬…瓦芙斤｛E池法）

　　　　　　　　　　　　　　　湧出制約、388．8h艮（24・時・闘）
（15。）

8．42×10－10c，E．（2．32M．E．）…昭12、33論囎比’趣葛度
（本弐廣Zk　l　kg　rlコにr含孝r－3胸る各成分及共lL欲の如し）

ナトリウムイォッ（Na●）……

カルチウムイオソ（Ca’o）……

マグ象シウムイオソ（Mg．’）…

フエロイオソ（Fc●’）・・………・

アルミニウムイオン（A1…）…

アニオン

　クロPルイオソ（C1，）　…・…

　｛流τ識イオン（SO4”）’……・…

　炭百愛イオ・ソ（CO3”）・………・

　ヒドロ炭西愛イオン（IICO！）・

　　　　　　　　　　　　ノ　水酸イオン（OIIノ）……・……

　醐酸（メタ）（11BO2）。。♪．＿＿

　三1；酸（メめ（II2Sio、）…・…

　　　　い，イオン及
　窪　　　竜　り　モル

0．0037　　　0．09463

0．1117　　　4．857

0，001165’ @0．02903

0．000204　　0。00839

0．000364　　0．00652

0．000186　　0．006863

ミリヴアル

0．09463

4．857

0．05815

0，01678

0．01304

0；02059

・・ @　0．07608

・・@0．02143
・　0．00234

・・@0。000804
・・@0，04043

　0．2584
・・ @0。000呂

・・ @．0．04784

　　；巷茎獲残Zでモ　　　0．2861g　（1　kgrlり

　　　　　　　　0．000812　．　　（18」）
塵類表　（本鉱水は其集成に於て1k9中次の二二を山門す’る溶1液に概陥相常す．）

5。060

2，146　　　　2．146

0。2231　　　　0．4461

0．039σ　　　0．07799

0．01319　0．01319

2．377　　2、377

9．802　　　　5．060

0．01826．
　　　　　　‘
0．6127

　　　二分を含有する溶液に概略相噛す

クロールカリウム（KC1）　一……・…・…0．007056

クロールナトリウム（NaC1）……・…・…・0、1199

硫酸ナトリウム（Na2Sq）・…一…・……0．03023

炭酸ナトリウム（Na2CO3）・…・……・一・・0．003442

玉台酸ナトリウム（NallC‘）3）………・・…0．001108

水酸化ナトリウム（Naα1）　……・・・・…　0．09208

水酸化カルチウム〔Ca（OII）2〕・…………・0．002154　．

フk酸化マグネシウム〔M9（OII）2〕・…・…・0．000489

淡百日目巨酸イヒ郷～（FeCO3）…・…・……………　0．000755

硫酸アルミニウム〔A19（SO4）3〕・…………0。001175
硬月甦亀（メタ）（IIBO2）…　一・・…・・・・・・・・・・・・・・…　0。0008．

｝1三摩～（メタ）（II2Sio3）……・…・…………・0．04784

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3070

0．3070　10．431

其　他　ヒドロ燐酸イオン　痕跡

　　泉　　質噛　　輩純温泉に腸す ‘

o

．カチオン

所在地
試験年月
性　　　状

．佐　比　費鑛泉　　1　．，
島紅と縣安濃三佐比価村大字池田字堂原2660番地の3

昭和5年5月（大阪）
無色澄明にして濾例刺戟性甑昧を有し反謄は溺酸性なるも煮沸すれば
アルカリ性に攣ず

　　　　上ヒ　　　重　　　 1．006　　　　　（150）

イオン表（本釦t水1kg中に含有する各成分及堅甲次の如し）

カリウムイォソ（K。）　＿＿＿

ナトリウムイオン（Na’）…．…

カルチウムイオソ（Ca．’）……

ーマグネシウムイオソ（Mg”）…

フェロイオン（Fe．つ　…………

・マンガノイオソ（Mnつ………

．ア昌オン

　クロールイオン（q’）………

　硫酸イオン（SO4”）　…・指∵…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3’）…

　　9
02159

2．203

0．3639

0．0974

蒸菱蔓残量i　　8．10g　（1　kgri1）

　　　　　　　　　盤類表

ミリ碑鍵璽リヴγ・レ

5。52t　　　　5。521

　　　　95。76

　　　　　9．082

　　　　　4．005

0。000783　　0．0140

0．000792　　0．0144

95．76

18．16

8。010

0．0281

0．0288

127．5

3．593　　　101．3　　　　　10！．3

0．2161　　　2。250　　　4．499

1．323　　　21．69　　　　21．69

　　　　　　　　　　　　　　8．014　　239．6　　　　127．5
珪酸（メタ）（II2SiO3），…・・…・　0．1264　　1．618

　　　　　　　　　　　　　　8．140　　　241．2
遊離ラ炎酸（CO2）……・…・・……　　1．975　　　44．88

　　　　　　　　　　　　　10．12　　　　286．1

　　泉　　質　　　　炭酸含有食三遷に馬す’

（本鑛水は共集威に於て1kg中家の成分を含有する溶液に概略相互す．、）

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・……・……・・∵0．4117「

クロールナトリウム（NaCl）∴…………・5．598

クロールカルヂウム（CaC12）・…………・・0．002497

硫酸カルチウム（CaSO4）・……。…………・0．3063

：重淡酸カルチウム⊂Ca（HCO3）2〕・・∴…・…　1．104

碗畠山マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．5861
：重炭酸言巨酸イヒ鐡（Fe（IICO3）2〕……・・……0．002495

重疾酸亜酸化マンガン〔Mn（11CO3）2〕・…　0．002553

f蓋酸（メタ）（II2Sio3）・・・・・・・・・…　…・・・・・・・・…　0。1264

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8。140
．逝試植炭酸（CO2）　　・。・・。・…　。・。・。・♂∴・。・鱒・・・・…　　1．1カ5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10＝12

　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

’
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カチオン

　　　　比・

イオン表

・所　在　地

試験年月
性　　　状
　重

（本野水1・kg中に含有する各威分及共量家の如し）

　　　　豊．川　温』泉

　　　島根縣美濃郡鰻川村大字大谷字石原2206番地
　　　昭和5年9月（東京）　　；　　　　　L
　　　淡褐色澄明にじて酸昧並牧敏性鐵昧を具ふ
1．0285　　　　（15？）

　　　　　　　　　　　　　　　三帰表

水素イオン（1「）……・………
カリウムイオ．ソ（K’）………・・

．ナトリウムイオン（Na’♪……

アムモニウムイオソ（Nll．1’）・・

カルチウムイオソ（CaO’）・…・・

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…）…・…・・…

マンガノイオン（Mnつ・…：・・∴

アルミ轟ウ．ムイォソ（Al…）…．

銅イオン（Cゴ）…・…・……」…

亜銑イオシ（Z【ゴ）1・。∵・・・……・・

　　9　ミリ碑湧wア・・
0．0132　　　13．1948　　　13．1948

0．0029　　　0．0742　　　0．0742

0．0356　　　15478　　　1．5478

0．0035　　　　0．1944　　　　0．1944

0．070　　　1．747　　　3．4939

0．0126‘　　0．5181　　　　エ．0362

0．6478　　11．6010　　23．202

5396　　　96．6332　289．8996　、

0．2777　　　5．0556　　．10．ユユ11

12392　　　45。7273　　137。182

0．0311　　　　0，4895　　　　0．9789

・0．0037　　　0．0566「　　0。1132

ア昌オン

　クロールイオン（Cl’）・……・…　0．1385

　．ヒドロ硫酸イオン（正欝04’）…　1．2799

　ヒドロ砒酸イオン（IIAsO4”）・　0．2429
　硫酸イオン（SO4”）　・’・・…∴陀・・21．577

　ヒド｝コ燐酸イオン（IIPO！ノ）・，　0．5409

　　　　　481．0281

　3．9冤）58　　　　3．9058

13．ig《8　　　玉3．19148

　1．7354．　　3．4707

224．969　　449．1937

　5．6316　　　11．2631

　　　　　　　　　　　　　31．5139　　426．2761　481．0281

王圭酸（メタ）（II2SiO3）………・　1．1189　14．331

　　　　一　　　　　　　ノ　　　　　　　32．6328　　440．6071

　　泉質　砒繁實有酸性明懇緑三三に崩す

　　　　（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相記す）

　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ

クロPルカリウム（KC1）・・b…………・・∵0．0055

．ク．ロールナトリウム（NaCl）…・・……・…0．0905．・

クロρルアムモニウム（M叫Ci）・・………0．0104

燐酸カルチウム（CallPO4）叫…一・一…0．0016・
砒酸カルチウム（CalIAsO4）………・……0．3124　L．’

クロρルマグネシウム（MgC12）…・…・・…0．σ193　　ノ

．匝クローノL・錫～（FeC12）…一……・…・……・・0。0668

硫酸亜酸化鐡（FeSO引）一……・……一…1。6824

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕…・…………・・…19．3218，

硫酸亜：酸化マンガン（MnSO）………・…，0。7命4．

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…6…・・∵・7・1875

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・……・・0．6413

硫酸銅（CuSO4）……一・………・………・・0．0781　　1

硫酸亜錯（ZnSO4）・…　…・・…・・一・・……　…・・＝0。0091　、

』ミ雄離硫酸（II2SO4）・・・・・・・・・…　∴・…　∴・・・・・・…　　1．2931

王表酸（メタ）（II2Sio3）・・・…　幽・・・・・…＾・。・・一…　コ．1189　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．6321

’

・　’

弓 弩 温 泉

　　　　　　所　在　地　　島根縣邑智郡粕淵村大字湯抱275番地
　　　　　　試験年月　　昭和6年12月（大阪）
　　　　　　性状無色澄明にして餓味を帯び弱酸性反心を徴ず
　　　　　　　蹴　　　　1．00518　　●　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　蒸稜残渣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．29　（1kgFlξ）　　　　比

イオン表（本三水1kg中に含有する各成分及其鼠次の如し）．　題類表

カチオン
　カリヴムィォシ（K’）＿．．＿＿

　ナトリウムイォソ（Na●）…∵

　アムモニウム1イオン（NH4’）・

　カルチウムイオγ（Ca”）……

　々グネシウムイオン（Mgつ…

　フェロイオン（F℃。’）…………

ア昌オン

　クロールイオン（c1’）……・

　ヨードイオン（Jノ）………・…

　硫酸イオン（SQ4”）・……・…・

　ヒドロ炭酸イォソ（IICO3’）・

　　9　ミリ穐饗・リヴ…
0．1465　　　3．747’　　　3。747

1．991　　　86．58　　　　86．58

0．00281　　　0。1561　　　0．1561

0．1994　　　4．977　　　　9．954

0．05931　　　2．439　　　　4．878

0．00080．　0．01433　　　0．02866

・・ Q．634

●　・

●　，

，　・

105．3

硯1酸（メタ）（II802）……・…・・．

珪酸（メタ）（H2Sio3）・……・…

　　　　74．28　　　　　74．28

0．000743　　0．005853　　0．005853

0．3292　　　3．427　　　　6．854．

1．477　　　24．21　　　　24．21

6。841　　199．8　　　　105．3

0，003688　　0．08398

0．1230　　1．80

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相幽す）

9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）・・．・・………・……0．2794

クロールナトリウム（NaCI）・・………ゼ…　4ユ14．

ヨードナトリウム（NaJ）・……・……・・…0．00087

硫酸才トリウム（Na2SO4）…………齢…’・04869
：重炭酸ナトリウム（Na耳CO3）…・……・・∴0。7851

クロールアムモニウム（NII4CI）㌔・…・…・兜0．00833

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）睾〕・……・・0．8067

　し：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・・一〇．3569

距炭酸亜酸化鐵〔Fe（11CO3）2⊃…・一・…1：0・00255

低明旦（メタ）（IIBO2）∵・……………　………0．00369

王圭酸（メタ）（n2Sio3）　・…・…・・・…　…・・…0．1230．

　　　　　　　　　　　　　　、　　　6．968、
ミと塗肉1髭淡酸（CO2）…　。・…　曾。・・・・・・・・…　一…　6・・…　　0．1093．

　　　　　　　　　　　　　　・　　　、　7．077

蓮離淡酸（CO2）……・…・……・

’泉　　質

6。968　　201。7

0．1093　　　　4969

　　　　7．077　　　206．7

弱食窪泉に回す ユ

ノ
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、

カチオン

、

｝

所　在　地

雲べ瞼年月

性　　　状

，松 川． 鑛 泉

島根縣那賀郡松川村大字上河戸594番地

昭和9年i2月（大阪）

無色澄明にして湾涼性の酸昧を具へ粥酸性反懸を微し煮沸すれば

　　　　　　　　　アルカリ性に愛ず
♪ヒ　　　重　　　　1．0016　　　　（150）

イオン表 ．（一頻笈銀袋繍わ

カリウムイオン（K’）　………

、ナトリウムイオン（Na’）・……
　サ

カルチウムイオン（Cロ●つ……

マグネシウムィォソ（Mg’●）…

フェロイオン（Fe●つ…………

ミリイオン及1
ミ　リ　干ル

0．0466　　　　1．192

0．5434　　　23．63

0．2510　　　6．264

0．05593　　　　2．30

0．006913　0。1238

アニオン

　クロ飼ルイオン（CI’）　………’0．7582

　硫酸イオン（SO／）…………　0．01684

　ヒドロ♪矢酉箆イオン（IICO！）…　 1．249

ミリヴ7ル

1．192

23．63

12。53

4，599

0．2476

42．20

21．38　　　21，38

0．1754　　　　0。3507

20．47　　　　20．47

　　蒸！殴残出

盛類表

　　　　　　　　　　　　　　2．928　　　75．54　　　　42．20
1異月薩亀（メタ）（HBO2）・・・・・・・・・…　　0．00283　　0．06458

ぎ1：醸（メ　タ）　（l12Sio3）　一・・D・・一　　〇，09268　　　1．326

　　　　　　　　　　　　　　3．024　　　76．93
遊旨推茨西莞～（co2）．．．．．．．．．．．＿．・…　　　1．063　　　　24・15

　、　　　　　　　　　　　　　　　　　4．0871　101．1　　　　　　6

　　泉　　質　　　　食堕含有炭酸泉に掲す

3。02　g　（1kgr11）

し

（本鑛水は呼集威に於て1．kg中次の成分を含有する溶液に概略相川す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロー～レカリウム（KC1）　…・……・・……　0．08886

クロールナトリウム（NaC！）・・一・……・1．180
　　　　　　　　ノ硫酸ナトリウム（N32SO4）・……・…・…・0．02491

詔騰馬ナトリウム（NallCO3）……・…・…　0．2596

距炭酸カルチウム〔Ca（【ICO3）2〕・・……・1．015

：電炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……、0．33碩

重淡酸亜酸化鐡⊂Fe（HCO3）2〕…………0。02202

石明酸（メタ）（111｝02）……・・…・………・・…・0，00283．

牙11西｛～（メタ）（【12Sio3）　・・・…　一・・・・・・…　鱒・…　。　0．09268

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．022
；！左四εン堤百楚（CO2、　　，鱒・．・…　り…　幽・・・・・・・・…　り・　1LO63

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．085

！

、

●

比

イオン表

本 山 三 三（冷）

所　在　地，岡山縣川上瓢吹歴町大字坂本185番地（2｛脱）

試験年月　　昭和4年3月（フ1工京）

性　　　状　　殆と無色澄明にして牧倣性鐡昧を具へ酸．性反殿｛を呈す

　霊　　　　1007i　　　（150）

（雨晒永1kg中に含宥する各二分及典∫lt次の如し）

カチオン　辱

　水；終イオン（11つ・・…・…・・…・・

　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）’……

　マグネシウムィォン（Mg”）…
　フェロイオ♪ソ（Fe’つ……・…・・

　フ・風リイオソ（Fe●’つ…・……・・

　アルミニウムイオン（Arつ…
　釘司イオ・ン（Cu’つ…・…・・…　…

アニオン

　クロ」ルイオン（C1ノ）………

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4，）…
　硫酸イオ・ソ（SO！ノ）　・・・・・・……

　　9
0。0025

0．0041

0．0142

0．1．549

0，0305

0．0824

0．0453，

0．0766

0．0036

運リイオン及
こ　リ　モル

0．2523

0．1049

0．6174

3．8658

1．2541

1．5831

1．2169

2．8265

0，0472

モリヴγル

0．2523

0．1049

0．6174

7．7315

2．5082

3．1662

2．4337

8．4796

0．0944

25．3882

騒類表

0，0045　　　　0．1269　　　0．1269

0．0245　　　　0。2523　　　　0曾2523

1．2013．　12．5045　　25．009

　　　　1．6498　　　24．6519　　　25．3882

・一・・・… @　0．0722　　　0．9247

（本物かくは共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相判す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・＾………・…・・．0．0078

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0．0013

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・…・・・…一〇．0423

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・…一．0．5263

硫酸マグネシウム（MgSO4）・………・…・0。1510
硫藍愛亜酸イヒ錫～（FeSO4）。・σ・。…　。。…　。。・・・・・・…　　0．2405．

イ流酸々イヒ鍔～〔Fc讐（SO4）3〕．．……　　　……　…　0．1622

硫酸アルミムウム〔A12（SO4）3〕・…・……　0．4839

耐ご酸銅（CuSO4）・・…　…・・。………………・0．0075

三1繁盛ξ硫酸（112SO4）・・榊・・・・・・・・・・・・…　7・∵・・・…　　0．0270

観竃酸（メタ）（II2Sio3）・………・・…………00722

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．722

ヨi言茸愛（メタ）（II2Sio3）

泉　　質

　　　　1．722　　　　25，5766

弱明寒緑響泉に卸す
，

o 174



、

　9　　　　比

イオン表

所在地
．試験年月

性、
　窟．

　　　　　　　㌧　　　「

本　仙　一鑛・泉
岡山縣川上郡吹屋町大字坂本185（1號）

昭和4年3月（東京）

‘

朕h淡褐色澄明に．して鐵味を具へ酸性反憲を呈す
　　　1．0061　　　　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分及其量…欠の如し）

カチオン
水素イオン（1「）………∴…・

　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”）……

　マダネシウムイオソ（Mgつ…
　フ出ロイォ・ン’（Feっ．．＿＿．．．．

　フェリイオン（Fe…）…………

　アルミニウムイォソ（A1’”）＿

銅イオン（Cu’．）…………・．…・・

　　　　ダ

ア昌矛ン

　クロールイオン（Clつ・……

　ヒドロ硫酸イオン（IISOの・

　硫酸イオン（SQ！ノ）　・・…∵…

（冷）’

、

ぐ

レ

　　蒸襲残渣｝　6．5g（1　kg中）
塵類表（本鑛水は其集成に於で1kg中家の成分を含有する溶液に概略相當す）．

　　　　　ミリイオン及　　　　　　　　　　…リヴアル　　9　　　　　ミ　リモ　ル

0。0001　　　0．1401　　　0ユ401

0．0041　　　　0。1049　　　　0．1049

0．0240、　　　1．0435　　　1．0435

0．3609　　　9．0068　　　重8．0135

0ユ2正6　　　5．0　　　　　10．0

0．6665　　11．9359　　23．8717

0．3213　　　5．754　　　17．2622

0．2642　　　9．749　．．292472

0．0016　　　　0．0252　　　　0．0504

99．7335

・。． @0．0099　　　　0。2792　　　．0．2792

・・@0，0136　　　　0．1401　　　0．1401

・・@4．7706　　49．6571　　99．3142

　　　　　　　　　　　　　　6．5584　　92．8358　　99。7335
萎叢酸（メタ）（正12Siq3）　・…　。・…　　0．1579　　2．0224

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・・…………・…　0．0078

ク官一ルナトリウム（NaC】）…一……・・0．0102　　’

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・・……．0．0617

．硫酸カルチウム（CaSO4）　・…・……∴・・…12262　　・．

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…・…∴・∴・ro。6020

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…・・…・……………1．8133
硫酸々イヒ鍔～〔Fe2（SO4）3〕・・・・…　一・。・・・…　。…　　1．1505

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………’1？6691、

硫酸銅（CuSq）…一…・一・…・………0．0040　　・．

遊離硫酸（H2Sq）　…………ボ……∵……0。0137
珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・・…　。・・・…　9・・・・・・…　。　Oj579

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．7】641

　　　　6．7163　　　94．8582

石膏含有明暮面出泉に属す

、

泉　　質

、 、

「

覧

所在　地
試験年∫」

本

　　　上ヒ　　　　　　　　　　1．00602

イオン表　（本鑛水1k9中に含有する各三分三宅旋欠の如し）

山 鑛 泉（冷）

岡山縣川上郡吹屋町大字坂本185薇地

昭和4年7月（大阪）
　　（15。）

カチオン．

　：水素イオン（正r）

　カリウムイオン（1くつ　………

　ナトリウムイォソ（Na●）……

　アムモニウムィォン（N耳♂）

　カルチウムイオソ（Ca●’）……

　々グネシウムイォン（Mg’．）＿

’フェロイオン（Fe’。）……・・∴・・　1．740

　フェリイオン（Fe●．5）・・…1・…・・0．0767

　’マンガノイオン（Mn●’）……∵・0．02823．

　アルミニウムイオン（Al…）…　0」269

　泣訴イオン・………・・‘……ゼ・…，0．02075

　　　，　L

7昌才ン
　クロρルイオ・ソ（CIノ）・・…・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4！）…

　硫酸イオン（SO4”）　…………

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4’り

監類表
　　　　ミリイオン汝　　　　　　　　　　ミリヴアル　　9　　　　ミ　リ　モ　ル
0．oo162　　1、610　　　　1．610

0。001877　　0．0480　　　　0，0480

0。01328　　　0．5775　　　　0．5775

0．0011　　　　0．0611　　　　0．0611

0．26311 @　6．567　　　13，13

0．009063　　0．3727　　　　0．7453

　　　　31．15’　　　62．30

　　　　■．37　　　　　4．12

　　　　0。5140　　　　1，028

　　　　4，705　　　14．12

　　　　　0．3171　　　0．6341

98．37

　　　　　　　　　　　　　0．01548　　　0．4367、　　　0．4367

　　　　　　　　　　　　　0．1560　　　1．610　　　　1．610

　　　　　　　　　　　　　　4．627　　　48．160　　　96．32

　　　　　　　　　　　　　0．001187　　0．0122　　　　0．0122

　　　　　　　　　　　　　　7．082　　　　97．51　　　　98．38隔

珪酸（メタXII2Sio3）…………　9．1264　　ユ．618

　　　　　　　　　　　　　　7．208　　　　99．13

　　泉質　石膏含有酸性明鍛線襟泉に届す

　　　馳．　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　175

（欝欝響馨羅蔽，織劉．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9＼
クロールカリウム（KC1）　・…＾……・…・・0．003578！

クロールナトリウム（NaC1）……・…一・0。01915

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……∵・…0．01775、

クロ幽ルアムモニウム（Na2sql）・・…一〇．00327
硫酸カルチウム（CaSO4）　一………・・…0．8940

硫酸マグネシウム（MgSO4）・・…………・0．04487

硫酸亜錯（Z鴫04）…・一・…・………・…・0．05118

硫酸亜酸化鐵〔FeSO4〕　…一…………ノ・0・4732・ご

硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO∂3〕・・…・・・…　∵・・∴・…　02750

硫酸マソガソ（MnSO4）・…一……・……0．07762

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…’・…・…　0？8043

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕…・㌘…　0．001297噛

遊離硫酸（II2SO4）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。・・。・・0。1580

玉圭酸（．メタ）（正12Sio3）　・・・…　。・・・・・・・・・・・…．…　0．1264一＿∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．208

＼

●

’　、



、

）’

カチオン

、

所在，地
試瞼年月
性　　　状

本 山

　　　上ヒ　　　　　1．00136

付ン表磯券四隣瀦測る）

水素イオン（1「）・…・……∵…・

カリウムイオン（Kつ・…・・…・

ナトリウムイオン（Na’）……

アムモニウムイナソ（N旺の・・

カルチウムイオソ（Ca’り∵…

　　　　　　ロマグネシウムィォソ（Mg●●）＿

フェロイオン（Fc”）・……・…・・

フェリイオン（Fe師’）……・・…

マンガノイオソ（Mn’．）………

アルミニウ，ムイオソ（Alw）…

銅イオン（Cゴ）・…・……・・…”

距タ背イオン（Zrゴつ……・…・・…

ア昌オン
　クロ門一ルイオ’ソ（C1，）・・∵・・…・

　ヒドロ硫酸イオ・ソ（【【SO．1’）…

　硫酸イオン（S「》♂ノ）…………・・

鑛

’　　　　＼

泉、〈冷）へ

岡山縣工臨郡吹屋町大字坂本185番地

昭和4年7月（大阪）
殆と無色澄明にして諭告性味を有し酸性反懸を微す」
　　（15。）

　　・1リ碑婆Uヴ・ル
0．000976　　0．9683　　　0．9683

0。00336　　　0．0859　　　　0．0859

0．0077　　　　0．3348　　　　0．3348

0．000635　　0．0352　　　　0．0352

09169ユ　　　4．220　　　脚8．440

0。0195　　　0．8018　　　1604

0．06878　　　1．232　　　　2．464

0．02556　　　0．4577　　　　1，374

0．00677　　　0．1232　　　　0．2464

0。01946　　　0．7181　　　2．154

0．00726　　　0．1142　　　0．2284

0．008818　　0．1349　　　　0．2698

盟類表

18．203

0．002995　　0．0845　　　　0，0845

0．09398　　　0．9680　　　　0．9680

0．8238　　　8．575　　　17．15

（本鐙水は共集成に於て1kg中次の威分を含有ずる溶液に概略相干す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　・………・……？0。003673

硫酸カリウム（K2SO4）………・…・………0。003196

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・・……0．02378

クロールアムモニウム（N叫CI）……：…0，001883

硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・……0．5745

硫酸マグネシウム（MgSO4）一・……・…・0．09653

硫瓦自転巨酸イヒ鍔～（FcSO4）・・◎…　。。・・・・・・・・・…　一・・　0．1871

，耐己酸々イヒ婁坦～〔Fe2（SO4）2〕　・・・・・・・…　。・・…　。・・。・　0．09152

硫酸マソガソ（A1nSO4）・・。・・。・・・・・・・・・・…　。。・9・0501861

硫酸アルミニウム（AI2（SO4）3〕・…・…・…　0。1230

硫酸亜錯（ZnSO司）…………………………002178
硫酸銅（CuSO6）・……・・…一……・・…・・…・0．01823

遊窪誰高山事｛隻（II2SO4）　・・・・・・・・・・・…　。・・・・…　。・・…　　0．09495

王叢酸（メタ）（II2『；iO3）　・・・・・・・・・・・…　∴…　。・…　0．1105

　　　　　　　　　　　　　　　　　　』五369

　　　　　　　　　　　　　1．2587　　　18、783　　　　18，20

灘；酸（メタ）（H2Sio3）・………　 0．1105　　1．422

　　　　　　　　　　　　　1．3692　　　20。205

　　泉質　石密含有酸性線寒泉に嵐す
轟

’　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試験年月
　　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　　比　　雄

　　　　イオン表．

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

カチオン
　水；終イオン（1「）　…・・………・

　カリウム．イォソ（K●）・・＿＿．．

　ナトリウムイオン（Na’）……

　、アムモニウムイオソ（N旺1り・・

　カルチウムイオソ（Cゴ’）……

　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…）…・一・……．

　アルミニウムイオン（A「つ…

藤 野

　　　1．01536
（本鑛水1kg中に含有する各成分踊扇∫責i次の如し）

．鑛 泉　σ

岡山縣和氣郡藤野1寸大字藤野1410番並同村大字古m2683番地の第2

昭和4年4月（大阪）　　　　　，
淡褐色沿明にして寸断の沈群を具有し瞬ミは牧徹性にして勇易酸性反悪を徴す

　　（15。）

　　　　　モリイ才ン戎
　　9　　　　　モ　リ　モル

0．000014　0．0139

0．00483　　．0．1235

0．0ユ079　　　0。4692

0．001254　　0。0695

0．02365　　0．5903

0．03927　　　1．615

1。173　　21．01

2．266　　　40，58

0．6712　　24．77

ア昌オン　　　e
　クロールイオン（C1ノ）’………　0．005798

　ヒドロ硫酸イオ・ソ（IISO！）…　0．001349

　硫酸イオン（SO→”）．・……∵…・11．59

　ヒドロ燐酸イオ・ソ（IIPO4”）・・　0．07366

塵類表（本鑛：水は共集成に於て1kg巾次の威分を含有する溶液に概略相伴す）

竃リヅアル

0．0139

0ユ235

0．4692

0，0695

1．181

3，230

0．1635

0．0139

120．7

　0．8030

42。01

121．8

74．30
2i聴．2

　0．1635

　0。0139

241．4

　1．606

　　　　　　　　　　　　　15．86　　　　　10．80　　　　243．2

王1；酸（メタ）（H2sio3）・…∵…・・　0．1070　　1．567

　　　　　　　　　　　　　15．97　　　　12．4

　　泉　、，質　　　　明鋒緑馨泉に属す

176

1

　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）・・……・……＝…0．007011

硫酸カリウム（KfO4）…………・………・0。002569

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・………・ご一・・0．03331

クロールアムモニウム（NII墓C星）…・・……0．003718

硫酸カルチウ．ム（CaSO4）・………・一……0．08036

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………・・0．1944
硫酸豆油酸イヒ鐡（FeSO4）・・・・・・・・・・・・・・…　一・・…　　3．191

石）俺斯々イヒ鋤～〔Fe2（SO引）3〕…　』。・・・・・…　。・・・・・…　　8．114　、

硫酸アルミニウみ〔A！2（SO4）3〕…・…・・…4．148

燐酸アルミニウム〔A12（旺PO4）3〕・………0．08817
遊離硫酸（II2S（）4）。・・・・…　。・・・…　。・。・・・・・・・…　。　0，001363

王1i酸（メタ）（II2Sio3）・……　…・…・…・…・0．1070

　　　　　　　　　　　　　　　　　’15．97

，



、

　　　比

イオン表．

カチオン
：水素イオン（1「）

　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　藤　野　・鑛　泉

所在地　岡山四目氣郡藤野村大字藤野字坂本1417番地
試験年月　　昭和11年4月（大阪）
性　　　状ぴ　無色澄明にして酸味三昧及牧敏昧を具へ酸性弓懸を徴す・
　重　　　　1。0069　　　　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各州分一其量次の如し）

カリウムイオン（K●）、……＿

ナトリウムイオン（Na’）・一…

アムモニウムィォソ（NHゼ）

．カルチウムィォソ（Cバ）＿＿

・マグネシウムイオン（Mgつ一
フェロイオン（Fe．’）……；…・・

フェリイォソ（Fe…）・＿＿．．＿

アルミニウムイオン（Arつ…

アニオン
　クロールイォソ（C1’）・……．・

．ヒドロ硫酸イオン（HSO4ノ）…

．硫酸イオシ（SO♂ノ）…………

　珪酸（メタ）（II2Sio3）　＿＿＿

　　・　ミリ猛湧ミリヴ・ル

0．01189　　11．80　　　　　書1．80

0．001783　0．0456　　　0．0456

0．02071　　0．9004　　　0．9004

0．001788　　0．0991　　　　0。0991

0．1577　　　3．935　　　　7。870

0．008329　　0．3425　　　　0ζ6849

0．9885　　17．70　　　　・35。40　　　“

0．4386　　　7．855　　　23．56

0．1948　　　7．224　　　21．67

　　　　　　’　　　　　　　　102．03

0．002483　　0．070　　　　0．070

1．145　　　　11．80　　　　　11．80

4．331、　　45．08　　　90．16

7。303　　　106。85　　　102．03

0．1467　　　　1．878

塵類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　硫酸カリウム（K2SO4）…………∵……・0。003973

　硫酸ナトリウム（Na2Sq）…・・……・……0．06395．

　クロールアムモニウム（NII4C1）………0．003746

　硫酸アムモニウム〔（NH4）2SO4〕・…一・0．001923

　硫酸カルチウム（CaSO4）………・…・・……0．5357

　碑酸マグネシウム（Mg5q）・…・・’・・一〇・04123
　硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）・・…　。・・。・・・・・・・・…　。…　　2：689

　硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・・・・・・…　。…　…・1．与70

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・・…・…　1。236・’

　遊離硫酸（正12SO4）　　…　g・・…　。・・・・・・・・…　鱒・・。1，157

　珪酸（メタ）（II2Sio3）…・……・………・…0．1467

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，449

泉　　質1

　　　　7．450　　　108．73

酸性明寒緑三囲に聾す

　　　　　　　　　L

ノ

　　　些

イオン表

カチオン
　；水素イオン（IIつ

所在地
試験年月
性　　　状：

　重　　1．008

一一
一

石 鑛 三

岡山縣和氣郡三石町大字三石2641番地

昭和5年6月（大阪）
類褐色にして微に溜濁し牧敏性の味を有し酸性反鷹を徴す
　　（15。）

（本碧水1kg中に含有する各回分・円環量次の如し）．

カリウムイオン（K●）　………

ナトリウムィォソ（Na）＿＿

アムモニウムイォソ（NHの
．カルチウムイオン（Ca●’）……　0．1898

マグネシウムイオン（M90？）…　0．01799

フェロイオン（Fe”）　…………　0．6931

フェリイオン（Fe…）…………　1．024

アルミニウムイオン（A「’）…．0。1926

銅イオン（Cゴ）………………　0．01422

ア昌オン
　硝酸イオン（NO3，）　∴．＿＿。

　、クロ』ルイオン（C1ノ）　……・

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）・

　石荒酸イオン（SO引”）　…・……

盛類表．

　　・　ミリ農湧・リヴ・ル

0．004201　　4．168　　　　4．168

0．001647　　0，0421　　　　0．0421

｛｝．01573　　　0。6840　　　0．6840

0．002154　　0。1194　　　　0．1194

　　　　4．737　　　9．474

　　　　　0．7397　　　1．479
　　　　　　　　　　　し　　　　12．41　　　　24．82

　　　　18．34　　　　55．03　．

　　　　7．141　　　21．42

　　　　　0．2237　　　　0．4474

・。 @　0．002847　　0．0459

…　．0．008432　　0．2378

・・ @0．4046　　　4。168

・・ @5。448　　　56。71

117．7

　0．0459

　0．2378

　4。168

113．4

　　　　8．019　109．8　　　117．9

・・・… @●。・　　0．7908　　　　1．013

（本鑛水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　＿．　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　1
硝酸カリウみ（KNO3）……・………・・．……0．004259

ノ硝酸ナトリ「ウム（NaNO3）1…・・∵…・・…0・000322

クロールナトリウム（NaCl）…一……・・0。006921

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・・……・…0．040

クロールアムモニウム（NH4C1）………0．006388
硫酸カルチウム（CaSOξ）・………・…一…0．6448

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．08905
硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）　　・・・・…　9・・…　∵・・・…　』1．885

硫酸々イヒ鐡〔Fe2（SO4）3〕……，……　∴……　3．666

硫酸銅（CuSO4）……………・……一…0．03571
硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　1。232
遊離五充酸（II2SO4）　　・・。・。・・・・・・…　一。・・・・・・・…　　04088　　’．

，珪酸（メタ）（耳2Sio3）…・……・・∵・…・…∵0．07908

　　　　　　　　　　　一一一　　　・　　　　8。098．

ji圭酸（メタ）（l12Sio3）

泉　　質

　　　　8，098　110。8

石膏含有酸性明暮緑馨泉に暮す

一177』

、

●

、



、

1

’

’カチオン

比

イオン表

所在地
試験年月．

性　　　状

　重

一一　　　．

一
石 鑛 泉

　　　岡山縣岡岬郡三石町大字野谷455番地の1

　　　昭和8年12刀（大阪）

　　　幣赤褐色澄明にして油磨性の酸昧を具へ酸性反臨を微す

1．0683　　　　（150）

門門溺四強認る）

7k葬ξイオン（11●）……・…・…・

カリウムイオン（K’）　・’。…。●

ナトリウムイオン（Na●）・…・

アムモニウムイオソ（NH4。）

カルチウムイオソ（Ca。’）・…・

ゼグネシウムイオソ（Mg●つ・・

フェロイオン（Fe”）・……・…

フ三リイナソ（F¢…）・…・……

アルミニウムイオン（A1…）・・

¢同イオン（Cn●つ…・・…………

，

σ

，

●

■

o

・

・13．63

　2．584
・　　0．001966

　　g　iり廷饗璽w・ル
0．05616　55．71　　　　55．71

0，02775　　　0．7098　　　　057098

0．06389　　　2．778　　　　2．778

0．01614　　　0．8949　　　　0．8949

0．1291　　　3．222　　　　6．444

0．02351　　　0，9667　　　　1．933

0．3034　　　　5．523　　　11，05

　　　　244。1　　　　732．3

　　　　95．35　　　　286。1

　　　　　0．03092　　　0，06185

1098．0

ア昌オン

　．クロールイオン（Cl’）………　0．01992　0．5616　0．5616

　ヒドt■硫酸イオ・ソ（IISO4’）；・。　5．408　　55．71　　　55．71．

　硫酸イオ・ソ（So4”）・・・・・……・49，93　　519．7　　1039．0

　ヒドロ燐西愛イオ・ソ（【IPO4”）・・　0．08236　　0．8576　　1，715

　ヒドロ砒酸イオン（IIAsO4”）0．03502　0．2502　0，5005

生類表

　　　72。32　　　986．4　　　1098，0

・… @。…　　0．2018　　　2．886

ク

＼

（本鑛：水は共集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相田す）

　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
硫酸カリウム（K2SO4）…・………・………0．06184

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・……………0．1973

クロールァムモニウム（NII｛C1）・・………0．03005

硫酸カルチウム（Cお04）……一…・・…・・0。4046

硫酸アムモニウム〔（NH，1）2SO4〕・・……・・0．02202

硫酸・マグネシウム（MgSO4）…・・…　……0．1164

砒酸カルチウム（CaAsO｛）…・…・一・・…・0．04505

硫酸亜酸化鐵（FeSO4）…一…・・…………・0。8389

耐‘山々イヒ錫～〔Fe2（904）3〕　…………　∵・……48．80

硫酸銅（CuSO4）………・・∴・…・一・…一…0．004937

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………1623

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・………　0．09785．

遊吟！£硫酸（【｛2SO4）・・・・・・・・・・・・・・・・…　…・・・・…　5．464

1圭霞象（メタ）（H2Sio3）　・・…　…・・・・・…　。・・∵・。・0．2018

　　　　　　　　　　　　　　　　　　72，51

珪酸（メタ）（II∫…三〇3）

泉　　質’

　　　72．52　　　989．3

旗繁含有酸性明暮緑饗泉に即す 、

●
富 村 鑛 泉

　　　　比

イオン表

所在地
試瞼年月
性　　　状

　置　　1．0018

岡山縣苫田郡富村大字寓仲聞字谷口440番地

昭和7年12月（大阪）
漏濁し微に献昧をイ∫し微弱アルカリ姓反雁を微ず

　　　　　　　　（15。）　　’

（本宅水1kg中に含有する各回分電共骸の如し）

カチオン

　カリウムイオン（K’）・轡・…・

　ナトリウム’イオン（Nの・・…・

　カルチウムイオソ（Ca●’）……

　マグネシウムイオン（Mg”）＿

　フェロイオン（Feつ…………

　アルミニウムイォソ（A1…）…

アニオン
　研；酸イオン（NO3，）．。＿．＿＿．．

　クロールイォ・ン（C1’）　…．・＿．

　硫酸イオ・ン（SO4”）　・…・・……

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3り…

　蒸獲残Z僅　　　2．29　（1kgrll）

麗類表（本湖水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相略す）

　　・　1リ魏擁足リヴアル

0。04552　　　1。164　　　　1．164

0．3781　　ユ6．44　　　　16．44

0．3353　．　8．368　　　16．74

0．01221　　　0．5021．　　　1．004

0．000041　　0。000734　　09001468

0．001603　　0．05944　　　0。1783

0．01604　　　0。2587

1．202　　33．90

0．009899　　0．1031

0．07066　　　1．158

35．52

0．2587

33．90

0．2062

1．158

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

画面酸カリウム（KNO3）…………・一・……0．02616

クロールカリウム（KC1）　…一……・・…0．0675

ク同一ルナトリウム（NaC1）…………＝・・0．9611

クロールカルチウム（CaC12）一…・・……0，9186

．硫酸カルチウム（CaSO4）………・………0、001892

霊炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・…・・0．01254

匝炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．07347

匝炭酸霊1酸イヒ郵1〔Fe（IICO3）2〕　…………0．000137

硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕…………　0，01017

珪酸（メタ）（H2Sio3）L・・……　。…　…。・……0．04334

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．115

　　　　　　　　　　　　　　2。071　　　61。95　　　　35．52
工壬i酸（メタ）（II2SiO3）・・…　。。・・…　　　0。04334　　　0．6988

　　　　　　　　　　　　　　2．114　　　　62．65
　　泉　　質　　　・塵化土類含有三士堕泉に馬す

】78 1



、

カチオン

　　　比

イオン表

面　在　地

試験年月
性　　　状
．重

　カリウムィォソ（K●）・……＿

　ナトリウムィォン（Na’）．＿．1

　アムモニウムィォソ（：NH｛’）・

　カノセチウムイオン（Ca’．）……

　マグネシウムイオン（Mgつ…

　フェロイオン（Fe’つ…………

　アルミニウムィォソ（A1…）…

　銅イオン（Cu”）…………・…・・

アニオ’ン　　　　　’．

　硝酸イオン（NO3つ、…・・…∵・・

　クロールイオン（C1’）………

　硫酸イオーン（SO4”）　…………

　ヒドロ炭酸イオン（HC（♪3’）…

御 野 鑛 三

郎島縣深安郡御野村大字年賜字道城205番地の2

昭和6年10．月（大阪）
　　　　　　　　　　　　　　　　む
微に淘濁し無昧無臭にして酸性反慮を徴す

　　　1．00053　　　　（150）

（本鑛水1kg中に含有する各成分荒荒量子の如し）

　　　　　　・　ミリ穐聖

　　　　0．00353　　　0．0903，

　　　　0．01373　　　0．5970

　　　　0。000244、0．0135

　　　　0。1601　　　　3．995

　　　　0．04394　　1．807

　　　　0。001429　　0．0256

　　　　0．01618．　0．5999

　　　　0．01839　　　0畳2893

　　　蒸獲残卍査　　　1．1，9　（1kg　F11）

塵類表（本鑛水は晶晶威に於て■kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

ミリヴァル

0．0903

0．5970

0．0135

7．990

3．614

0．0512

1。80

0．5786

　　　　　　　　　14。73

　　　　　　　　　　　　●
0。005171　　0．0834　　　0．0834

0．01064　　　0．3001　　　　0。3001

0．6418　　　6．681　　　1336

0。06046　　　0．9911　　　0．9911

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐸　，
硝酸カリウム（KNO3）……・……・・∵…・∵・0．0084＄2

クロールカリウム（MC1）…・・…・∴…・……’0，000513

クロール≠トリウム（N・C1）一・・……∴・0．01635、

硫酸ナトリウム（Na2SO4）’………・・…・…0．02254

クロールアムモニウム（NII4C1）………0．000724

硫酸カルチウム（CaSO4）…・………・……・0。5439

硫酸マグネシウム（MgSO4）………・…・…　0．1959

：重炭酸マグネシクム〔Mg（HCO3）2〕……　0．006562

重笈酸亜酸化銅〔Cu（HCO3）2〕・……・……0．05369

重淡酸亜酸イヒ鐡〔Fe（IICO3）2〕・・・・・・・…　。…　0‘004551

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・…・・……　0。1026

珪酸（メタ）（H2Sio3）……・…………：…・0．06442

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．040　．

㌧

　　　　　　　　　　　　　　0．9756　　15．47　　　　14．73

珪酸（メタ）（II2SiO3）　………　0．06442　0．8251

泉　　質

　　　　1．040　　　i6．30

弱石膏性苦味泉に屍す

所在地
試駒年月
性　　　状

　　　　　　　比　　：重　　1．001

　　　　イオン表

力チオン
　カリゥムィォソ（K’）＿．＿．＿

　ナトリウムイオン（Naり……

　カルチウムイオン（Caつ・…・・

　マグネシウムィォソ（Mgっ＿
　フェロイオン（Fe●’）…・……・・

　アルミニウムイオン（AI…）…

宇　部　鑛　泉
山口写宇部市大字藤曲字訓四の割第1926番地

昭和9年11月（東京）　　　　　．　　　．　　’
殆と無色澄明にして硫化：水素臭を有し微弱アルカリ性反懸を呈す

pH　7。6（18，0キソヒドロン電池法）．

　　　　　　　　　　　　　湧出ム士　条勺　2073h監（24時間）

　　　　　　　（15。）
（本鑛水1k9中に含有する各成分及其量次の如し）

ア呂才ン
　クローノレイオ・ン（C1’）　・…　…・

　硫酸イオン（SO4”）　…・……・・

　ヒドロ燐酸イオン・・……・．…・・

　ヒ下ロ1炭酸イオン（HCO3ノ）…

　フk硫イオン（HSノ）・……・・……

　　9
0．1050

0．4145’

0．08254

0．07262

0．000895

0．01054

モリイオン汝
　　　　　ミリヴアルこ　リ　モ、ル

2．685　　　　2。685

18．02

2．060．

2．860

0．oi603

0，3894

18．02

4．120

5．972

0．03206

1．167

0。7068　　　19．93

0．2924　　　　3．0445

0．001568　．0．01633

0．3290　　　5。392

0．0’1834　　　0．5546

32．0

19．93

6．087

0．03265

5．392

0．5546

　　　　　　　　　　　　　　2。034　　　55．09　　　　32．0

石朋酸（メタ）（HBO2）・・’………　 0。00799　　0．1829

珪酸（メタ）（II2Si93）………・・　0．03271　・0．4190

　　　　　　　　　　　　　　2．075　　　55．69
遊離炭酸（CO2）……………　…　’0，01998　　0．4542

遊離硫イヒフk素（II2S）・・・・・・・・・…　　0．005299　　0．1555

　　　　　　　　　　　　　　2。10　　　　56．30

　　泉　　質　　　　食塵含有硫化水繁泉に回す

’

　　蒸至愛残託査i　　　2．069　g　（1　kgr15）

塵類表（本鑛水は共集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟

　クロールカリウム（KC1）・……・・，・…1－0。2002㌦

　クロールナトリウム（N耳C】）・・……・・…・・1．008

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）……・…・Ψ…・・0．01566

　7k硫化ナトリウム（NaHS）…………・・…・0。0311　　　、

り硫酸カルチウム（CaSO4）…………・…一　〇．2804　　．

　硫酸マグネシムム（MgSO4）…一・……・0．03686

　：重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0。3922

　重淡酸豆巨酸イヒ鍔～〔Fe（IICO3）2〕　・…　。・・・・…　0．00285

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・…・…・…　0．06474

　燐酸アル．ミニウム〔A12（IIPO3）2＞…・…∴0。0029q4．

　石朋酸（メタ）（HBO2）・・………。・…………・・0．00799

　珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・…・・……・・o。03271『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．075
　逝1離炭酸（CO2）’”●’．．’…’●●…・・…・・………　0．01998

　遊離硫化水素（H2S）…・・……・・…………・0．005299・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．10
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’

所在地
言ぺ瞼年月

性　　　状

紫
・＿

腸 鑛 泉．（冷1

山口縣阿武郡紫幅村字潮大井川

昭和11年12月（大阪）

微に掴濁し清涼昧二上味を具へ弱酸性なれども煮沸すれば沈澱析出してアルカ

リ性に髄ず

　　　　　　　　　　　　　湧　1∬　激約　271hl（24時間）
／ヒ　　　　重　　1．0028　　　　（150）’

イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K●）

（本夕水1kg中に含有す．る各成分及其最次の如し）

ナトリウムイオン（Na’）……

ヵルチウムイオソ（Cゴ）……

マグネシウムィォン（Mg．’）＿

フエロイオソ（Fe”）…………

アニオン　　　　　　　　　9
　クロールイォソ（C1り＿．．．＿

　硫酸イオ’ソ（SO4”）　…・…・…ご

　ヒドロ炭酸イオン（【ICO3’）…

　　　蒸獲b残童f置　　　2．129　（1，kgr1■）

盤数表（本鑛水は其集成に於て1kg中家の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　・　茎り農雫・リヴアル

0．01599　　0．4088　　　0。4088

0．03238　　14、08　　　　　14．08

0。2231　　　5，568　　　11．14

0．04870　　2．002　　　4．005

0．01503　　　0．2692　　　0．5385

　　　　　　　　　30，17

　　　　　　　　　　●
0．6322　　　17．83　　　　　17．83

0．01567　　　0。1631　　　　0，3262

0。7329　　　12．01　　　　12．0！

　　　　　　　　　　　　　　2．0074　　52。33　　　　30．17

　溜ミ酸（メタ）（l12Sio3）　…・…・・　0．1136　　1．455

　　　　　　　　　　　　　　2．121　　1　53．78

　遊離炭酸（CO2）………・・……・　1．514　　34．42

　　　　　　　　　　　　　　3．635　　　　88．21

竜泉質　食璽，土頽及畏酸鐡含有炭酸泉に馬す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
クロールカリウム（KC1）　…・・………・…0．03048

クロールナトリウム（NaC1）………・…・・0．8230

クロールカルチウム（CaC12）………・…・・0．1854

硫酸カルチウム（CaSO4）……・……・・……　0．0222

垂炭酸カルチウム（Ca（IICO3）2〕・……・・0．6054

7n淡酸マグネシウムrMg（IICO3）2〕……0．2930
＝E芳ミ酸亜酸イヒ鐡（Fe（IICO3）皇）　・。・・・…　。…　　0．04791

王f三蔵～（メタ）（II2Sio3）　。………・…………」0．1136

　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，1210

遊離芳撤（CO2）………・…・………一…1．514

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．635

f

所在　地

試験年月

性　　　状

顧比　　露　　1．0

イオン表

カチオン　　o

　水素イオン（1r）

多 和、鑛 泉（冷）

香川縣大川郡多和村字中山26番地

昭和13年8月（：東京）

少許の類三色沈澱拗を宥し共憾液は殆と無色澄明にして酸味並牧歎性鍛味

を具志、　pII　2．80（18，0キンヒドロン電池澄～）

　　　　　　　　　　　　　　湧　口筆　五を　糸勺　　54　h1　（24時贋】）

（15。）

（本州水1kg中に含有する各成分及共∫畝の如し）

　　カリウムイォソ（K●）　＿＿＿

　　ナトリウムイオン（Na’）……
　　カルチウムイオソ（Ca’●）・…・・噛

’　マグネシウムイオン（Mg’つ…

　　フェロイオン（Fc●’）…・…・…・

　　フエリイオソ（Fe…）・…・……・

　　アルミニウムイオン（A1”。）…

アニオン
　硲酸イオン（NO3’）　…・……・・

・　クロールイオン（Cl’）　………

　ヒドロ硫酸イオン（旺SO！）…

　馳硫搾～イオン（SO4”）　…・・…・…

　g　lリ廷饗聖リヴ・’・

0．001422　1．411　　　　1．411

0。006303　　0．1612　　　0．1612

0．01935　　　0．8413　　　　0．8413

0．01089　，　0．2718　　　0．5436．

0．005338　　0．2195　　　0．4390

0．01033　・0．1850　　0．370

0．0！711　　　0．3064　　　　0．9192

0．09254　　3，413　　　10．93

0．0080

0．00455

0ユ369
0．6368

14．93

0．1290

0．1283

1．411

13．26

塵類表

0．1290・

0．1283

1．411

6．630

0．9495　　　ユ5，11　　　　14．93

0．1171　　　1．50

（本鑛水は共集成に於て1・kg中衣の届～分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
石i圏1酸カリウム（KNO3）………・……・・……0．01304

クロールカリウム（KC1）　……………・・0．0024

クロールナトリウム（Naσ）……・…∴…　0。005618

硫酸ナ詳リウム（Na2SO4）・・………・……0．05294

硫酸カルチウム（CaSO4）……………．…0．0370

硫酸マグネシウム（MgSO4）……………0．02643
硫酸研三酸イヒ載（FeSO4）＿．．．＿＿＿＿＿＿　0．02811

硫資愛々イヒ錫～〔Fe2（SO4）3）・。…　。・・・・・…　。・・・…　　0．06127

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…9・……　0．5844

里離耐ご丙聖（II2SO4）　・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・…　　0，1383

ユ竣酸（メタ）（II2Sio3）　………・…………・・0．1171

　　　　　　　　　　　　　　　　　’1．067

王婁！酸（メタ）（旺2Sio3）

泉　　質

　　　　1．067　　　16．61

酸性明馨緑暮泉に属す
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　　　　所在地
　　　　試験年月

．　　　性　　　状

　　上ヒ　　　　重　　　　1．0019

小　松島　鑛泉
徳島縣勝浦郡小松島町大字金磯掌‡手町ユ4番地

昭和8年11月（大阪）
　　　　　　　　　　　　　　　ゆ微に潤濁し鐵昧及弱鹸朱を具へ微蜴アルカリ性反：懸を徴す

　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　1　　　　　9　§Vi㌘覧

　カリウみイオン（K●）・・……・　0．03392　0．8674

　ナトリウムイオン（Na●）・…・・0．43タ0　18・87

　アムモニウムイオン’（NII．ド）・・0．002643　0。1465

　カルチウムイオソ（Ca”）・…・・0．2002　4．995

　マグネシウムイオン（Mg．’）…　0．07673　・3．155

　フェロイオン（Fe●．）　・……・・…　0．01983　0．3551

　アルミニウムイオン（Ar”）…ノ0．004362　0。1618

　　　　　　　　（15。）

（本鑛水1kg．中に含有する各成分及其副次の如し）

ア昌オン

　クロールイォソ（C1ノ）…＿＿

　硫酸イオン（SO♂ノ）・………・・

　ヒドロ炭酸イオ・ン（HCC3ノ）…

’

8．

　　蒸螢残渣　　2．79（1k9中）

塵類表（本配水は其集威に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略三一す）

ミリヴアル

0．8674

18．87

0．1465

9．990

6．310

0．7102

0．4854

37．38

1．153　　　32．51　　　　32。51

0．1429　　　　1．488　　　　2．976

0．1157　　　1．896　　　　1．896

　　　　　　　　　　　　　2．183　　　64。44　　　37．38

珪酸（メタ）（H2S三〇3）・・……　0．03369　0．4315

　　　　　　　　　　　　　2。217　　　64．87

遊離炭酸（CO2）…・……一…　0．06806　1，547・

　　　　　　　　　　　　　2．285　　　66．42

　　泉　　質　　　食塵含有炭酸鐵泉に犀す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KCI＞…・・………・…0．06467

　クロールナトリウム（NaC1）……………，1．103　　・

　クロー・ルアムモニウム（NII4C1）・…一…0。007838

　クロールカルチウム（CaC12）…………・1・0．5544

　クロールマグネシウム（MgC12）…………　0．1254

　硫酸マグネシウム（MgSO4）…………・・…0．1499

や：重炭酸r7グネシウム〔Mg（HCO3）2〕…・・Q．086η

，：重炭酸亜酸イヒ鐵〔Fe（旺CO3）2〕　…∵・・r・…　0．06316

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…・…・・…0．02767．

　珪酸（メタ）（H2Sio3）　・…・…・。…………・・0．03369

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2169　　・
　遊離ξ芳…酸（CO2）　………・………・…・……　0．06806

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．285

、

■

所在　地

回瞼年月
性　　　三

脚　　：重　　1．0078

　　　　イオン表

カチオン
　カリウムイオン（K●）　…・…

　ナトリウムイォソ（Na謄）・…

　カルチゥムィォン（Cバ）．＿

　マグネシウムイオン（M9”）・

　フェロイオン（Fe’●）・……＝・・

北吉　田．鑛泉
郷半月温泉郡大字北吉田字大濱屋新田809番地　　　　　　　　　　’

昭和10年9月（大阪）

微に渥濁し苦肉隠語昧を具へ中性反礁を徴し煮沸すれば微弱アルカリ性に墾ず．

　　　　　　　　　　　　湧　出．量　　系勺　　378．hl　（24時聞）

　　　　　　　　（15。）

（本鑛水1kg中に含有する各威分及其量次の如し）

　　　　9
・・@0．02544
・・@1．097
・・@1．713
鱒　　0．6365

．　●　　、

ア昌オン
　クロールイオン（Cl’）　…・…・・

　硫酸イオン（SO4”）・・………・

　ピドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…

　　　　　ミリイオン及
　　　　　モ　リ　モル

　　　　0．6507　　　　0．6507　．

　　　　47．72　　　　　47．72

　　　　42．74　　　　85．48

　　　　26．17’．　　　52．35

0．005046　　0．0904　　　0．1807

　　　　塵類表
　竜リヴアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信

　　　　　　クロールカリウム（KC1）1……・……・・…　0．04β52

　　　　　　クロ・一ルナトリウム（NaC1）………・…・2．789・

　　　　　　クロールカルチウム（CaC12）一・・………4．734　．

　　　　　　クロールマグネシウム（MgC12）・・………・2．251

　　　　　　硫酸マグネシウム（MgSO4）…・…・………　0．02906

186。38　　　：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．3356

　　　　　　重炭酸亜酸イヒ錨～〔Fe（llCO3）2〕　・・・・・・・・・…　　0．01607

181・1　　　　珪酸（メタ）（IIβio3）…・……・・…………o．1033・

　0．4827　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．307

　4●80　　　　　　　　　三三直≡離」多乏酸（CO2）　・。・・。・り・・・・・・・…　∵・・∴・・・・・・…　　0．09124　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．398

蒸至菱残渣…　　　10．3g　　（1　kgrl＝1）

　　　　　（欝雑羅羅川添齢の〉．

6。423　　　181，1

6．02319　　　0．2414

0。2929　　　4。80

　　　　　　　　　　　　　10．216　　　3035　　　　186．38

珪酸（メタ）（II2Sjo3＞　………　 0．1033　　1．323

　　　　　　　　　　　　　10．319　304．84
謎産離炭酉趣（CO2）・…・…・………　　0．09124　　2．074

　　　　　　　　　　　　　10．411　　306．91

　　泉「　質　　　慶化土頽含有弱食詰泉に周す　　　　’

， ＿＿＿181一
o



7

、

　　　　　　　ソ七

　　・イオン表

カチオッ

所在・地
試験年月
性　　状

唯 一　鎖 泉』
愛媛縣上浮穴郡久漉町大字娼井谷

昭和12年3月（大阪）

　　　黄褐色推明にして鰍旅及鐡味を具へ酸性反慮を徴す

1．0177　　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　　乱杭遵残i査i　　　18．5g　（1　kg　「11）

（本山水1日目ll；に含有ずる各三分及其」畝の如し’）

カリウムイオン（K’）………

ナトリウムィォソ（Na●）＿＿

カルチウムイオソ（Cゴり……

マグネシウムイオン（Mgつ…

フ凱ロイオソ（Fe’●）…………

フェリイオン（Fe…）………・0’

アルミニウムィォン（A1。●’）＿

釘1イオン（C覧ゴ〉………・一……

　　翼　ミリ農ン発

0。007088　　0．1813

0．1424　　　6。igO

O．03876　　0．9673

0。04644　　　1．909

04390　　　7．861

3。330　　　　59．63

0。7019　　26．02

0．03783　　　0．5951

アニオン

　クロールイオン（C1ノ）………　0．01998

　弼1ε酸イオ・ソ（SO4”）　…………13．70

璽リヴアル

0．1813

6ユ90

1．935

3．819

15．72

178．9

78．07

　1．190

塵類表

286。0

　　　　　　　　　　　　　　　　　142。7
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．46　0，　246．6　　　　286．0

『li酸（メタ）（II2S五〇3）………　0。0332t　o。4254

　　　　　　　　　　　　　18．49　　　　247．0

　　泉　　貿　　　　明肇一膳泉に催す

0．5636　，　05636

　　　2854

（本鑛水は共集成に於て1kg中次の二分を含有する溶液に概略相著す）’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC且）　…・……・・……　0．01351

クロールナトリウム（NaC1）……………0，02235

硫酸ナトリウム（Na2コ組4）・・……一・・・…　0．4125

硫酸カルチウム（CaSq）一・…一・・一〇．1317

硫酸マグネシウム（MgSO4）　……………　0．2299
硫酸亜西菱イヒ鉛3～（FeSO4）。∵…　電・・・…　。…　。・。鱒・。1．194

耐じ垣内イヒ鋸粟（Fe2（SO唱）3〕・…・……………・11．92

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕……・・・…　4．452

石）f直酉餐銅（CuSO4）　　・・・・・・・・・・・・・…　一・…　。・・・・…　　0．095①

ユ圭酸（メタ）（II2Sio3）……・…・…………0．03321

　　　　　　　　　　　　　　　　　18．50
9

所在地
試験年月

性　　　状

源泉温度

　　　　比

イオン表

カチ才ン

　カリウムイオン（K’）

重

　59。

0．9998

　ナトリウムイオン（NaO）……

’カルチウムイ†ソ（Caつ……

　マグネシウムイオゾ（Mg”）…

．　フェロイオン（Fざ’）　……・…・・

　マンガノイオソ（Mn”）………

　アルミニウムイオン（Ar’●）…

単 音佛1搬）
大分縣速見郡石垣村大字南立石字鳥越2413番地の3

肛召牙086誓三5月（工に労（）

潤色澄明にして徹弱酸性反懸を呈し煮沸すれば弱アルカリ性に饗ず

plI　6．10（18。，・キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　湧　　幽　　五と　　条勺　　90　h1　（24　0ξ・慣1）

（15。）

（本病水1kg中に含有する各威分及共北欠の如し）

　　　　　　9　妻り獲ン発

　　　　0。008846　　0．2262

　　　　0．1102　　　4．791

　　　　0．08077　　　2．016

　　　　0．02643　　　1．087

　　　　0．000336　　0．006015

　　　　0．00044　　・0。00801

　　　　0．003556・0。1312

　アニオン
　　クロールイオ・ソ（Cl，）　・・……・

　　硫酸イオ・ソ（SO4”）　・…・……・

・　　ヒドロ淡酸イオン（HCO3’）…

　　蒸葦聾i残Z査　　　　0．59719　（1kg　r圧1）

盛類表（本鑛水は共集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略高士す）

・ミリヴアル

・0．2262

4791
4．031

2．174

0．01203

0．01602

03937

11．64

0．0090　　　0．2538　　　0．2538

0．04732　　　0．4926　　　　0．9851

0．6349　　　10。41　　　　10．41

　　　　　　　　　　　　　0．9218　　19．42　　　　11，65
王ii嚢叢（メタ）（【τ2「∋io3）　・・。一・一噂　0．1210　　　■．550　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　1．043　　　20．97
遊離炭酸（CO2）　・。・・・・・…　。・・・・…　　0。22020　　5．0050

　　　　　　　　　　　　　1．263　　　25．98

　　泉　　質．　　土類含有アルカリ泉に腸す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）　………・・・・…　0．01687

．クロールナトリウム（NaCl）……………0．001613
硫酸ナトリウム（Nム2SO4）・・………・∴一〇．04201

重炭酸ナトリウム（NallCO3）’…・…・・…　0．3505

匝炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕…・∵…　0。3267

置炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……0．1591

矯炭酸亜酸化鐡〔Fe（11CO3）2〕…・…・・…0．00107

護1：炭酸亜酸化マンガン〔Mo（IICO3）2〕…0．001417

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0．02247

珪酸（メタ）（II2Sioき）…・……・……・……0．1210

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．043
遊離炭酸（CO2＞　………・…　………・……・0．2202

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．263
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ζ

所　在．地

試験年月
性　　　1伏

　　　　源泉温度

　　　　比　　露

イオン表

480

1．0

庭 女 覧泉（第2號泉）

大分縣速見郡右垣村大字南立石字堂の上2373番地

口召和8年5月（東京’）

無色蒲葵にして微弱酸性反懸を呈し之を煮沸す’れば弱アルカリ性に饗ず

pll　6．30（180，キソヒドロン電池法）

　　　，　　　　　　　　湧　出　量約　72畢・1（24時間）
（15。）

（馨醤麹嫉禽劒

　カチオン
’・　カリウムイオン（K’♪　・……

　　ナトリウムィォソ（Na．）…・

　　カルチウムイォソ（Ca．’）…・

　　マグネシウムイオン（M9つ

　　フェロイオン（Fe●つ・………

　　マンガノイオソ（Mnつ∴…・

　　アルミニウムイオン（A1。”）・

　　側臥残渣　　0。789（1kg・中）
塵類表（本銀永は其集成に於てlkq中次の威分を含有する溶液に概略相鴬す）

　　　　9ミリヂr撃莞…リヴァハノ

・・ @　0．007718　　0．1974　　　　0．1974

・・@o．07643　　　3．323　　　　3．323

・　　o．ユ622　　　4．048　　　　8．096

・・ @0．03363　　L383　　　　2．766

・・ @0．000448　　0．008025　　0．01605

。・ @　0．00022　　　0．004005　　0．00801

・。 @0．003153　　0．1163　　　0．3490

ア昌才ン
　クロPルイオ・ン’（C王ノ）．………

　硫酸イオ・ン（SO4”）・…・・・…∵

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3ノ）…

　工圭酸（メ．タ）（II2Sio3）、　・・。・鱒一・

14．76

0．0077　　0。2171　　0。2171

0．02263　　0．2356　　　0．471ユ

0．8581　　　14．07　　　　　14．07

1．172　　　・23．60　　　14．76，

0．1049　　　1．344

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
．クロールカリウム（Kq）　・………・・……　0．01472

クロ〔ルナトリウム（NaCI）…・・…一…　0．001152．

硫酸ナト．リクム（Na2SO4）・………・一…　0．006674

：重炭酸ナトリウム（NaHCO3）一・「・………0．2673

：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕・・………0．6561・

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕……0．2024

重炭酸亜酸イヒ鍔～〔Fe（HCO3）2〕　……　……　0．001427

重炭酸亜酸化マンガン〔Mn（HCO3）2〕…．0，000709一

　　　　　　　　　　　　　　　　　へ硫酸アルミニウム〔A12（SO4）』・………・10・01992

珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・…・………0．1049「’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。277
遊離淡酸（CO2）…．…　∵．…　…・・……………　0．1762　’

　　　　　　　　　　　　・　　　　　1．453

　　　　　　　　　　　　　　1．277　　　24．94

遊離炭酸（CO2）……・……・・…　0．1762　4．005

　　　　1．453　　　　28．95

土類含有アルカリ泉に属す泉　　・質噛

■

　　　　比

イオン表

天
所　在地
試瞼年月
性　　　｝民

　：重　　1．0232

（査繊誌臓騙わ

徳

佐賀縣小城郡多久村字山仁田
口召牙0　5　4蒋　5　月．（東京）

泉（冷）

褐色澄明にして三昧並に㈱昧を有すpII　1．56（18。，キンヒドロン電池法）
　　（15。）

堕類表
カチオン　　　　　　　9　ミリ践饗・リ伽・
　：水素イオン（1「）・・∴……・・…・・0．0048934．932　　4．932

　カリウムイオン（K：●）．………　0．003772　0．09647　0．09647

　ナトリウムイオン（Na●）……0．02022　0．8793　0．8793

　アムモニウムイオソ（NH4’）・・0，0039090．2172　02172

　カルチウムイオン（Cゴ）……．0．3771　9．4129　18．82

　マグネシウムイオン（Mg”）ら・・0．3a68　15．903　31．81

　フェロイオン（Fe●●）・・…・……・．0．254冒　　4．5006　　9．1012

　フェリイオン（Fe…）・・…一…・3．580　64。11　192．3

　マソガノィォソ（Mn●●）…・一　〇．05366　・0．9768　1．954．．

　アルミニウムイオン（AI…）…　1．244　45．90　137。7
　銅イォ「ン（Cu”）…・∴・…・・……’0。0009770．01538　0．03075

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　397．9
　　　　Lア昌才ン

　クロールイオン（C1ノ）　・繭・・…　0．01564　0．4410　　0．4410

　ヒドロ硫酸イオン（1弼（♪！）…・0．4788．　4．932　　　4．932r

　硫酸イオン（so4”）　・………・・18．82、　195，9　　　391．8

　ヒドロ燐酸イオン（IIPO4”）・・　0．03372　0．3511　　0．7021

　　　　　　　　　　　　　25．2764　　348．56775　397．9

珪酸（メタ）（II2Sio3）　・…・・…　0．1136　　1．455

（本鑛水は其集成に於て1k9中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　…・………・・…　0．OO7193

クロ｛ルナトリウム（NaC1）・一……・…　0．ob7444

・硫酸ナトリウム（Na2SO4）………………0．05342

ク鳶職ルアムモニウム（NII4C1）………・・0。01i62

硫酸カルチウム（CaSO4）・・…・……・……1．281

硫酸マグネシウム（MgSO4）…………・・…1．915L

硫酸亜酸化鐵（FeSO｛）・…ρ……………・…「0．6913
硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕”・・・・・・・・・・・・・・・・…　12．82　F

硫酸亜酸化マソガソ（MnSO4）………・ξ…0．1475

硫酸アルミニウム〔Aヨ2（SO4）3〕………・…7。818

燐酸アルミニウム〔A12（IIPOの3〕……・…　0．04006

莇直酸銅（CuSO｛）・・……・…………………・・0．002455．

三巴離硫酸（II2SO4）。・一噛・・・・…　。・。・・∵・r・・。・・…　　0．4837：

1珪酸（メタ）（II2Sio3）……・・・・・……・。・…0，1136

　　　　　　　　　　　　　　　　　25．39

泉　　質

　　　25．39　　　350。02275

石膏含有酸性明暮線馨泉に燭す
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カチオン．

　　　　ユ’ヒ

イオン表

　　　　　　天　山　鑛　泉
所　在　地　　佐賀縣小城郡北多久村大字小侍字浦山304番地・
試験年’月　　昭和7年9∫j（東京）
性　・　状　　赤褐色澄明にして肥壷並牧倣昧を有す
　　　　　　　p旺1．88（180，キソヒドロゾ電池法）
　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　湧出舐約11172（24時聞）
　重　　　　1。2461　　　　（150）

（奮櫨麹！驕葡．　盛類表（醗麟響謙蕪日課の）

かく；縫イオン（lr）・・・・・・……・…・

カリウムイォソ（K．）…・…＿

iナトリウムイオン（Na●）……

アムモニウムイオン（N正14’）い

．カルチウムイオソ（Caつ・・一，

マグネシウムイオン（Mg．。）…

フェロイオン（Fご●）・・…・・……

フェリイォソ（Fc●．’）．＿＿．．＿

一マンガノイオン（Mパつ・・…・…

アルミニウムイオン（A1”●）＿

ヨ亙蛤イオン（Zn’つ・・……・・・・…

アニオ’ン

　クロールイオン（Clノ）………

　ヒドロ硫西曼イオン；（1【（：03ノ）・・

　ヒドロ砒酸イォソ（HAsO書〃）．

　｛流酸イナソ（SO♂，）　………・・

　ヒドロ燐酸イオン（旺PO引”）・・

　　9　茎リヂ㌢孫　ミリヴアル

0．007804　　7．742　　　　7．742

0．009153　　0，2341　　　　0．2341

0。03485　　　1．515　　　　1．515

0．00265　　　0．1475　　　　0．1475

0．1858　　　4。637　　　　9．274

0。03518　41．37　　　　82。73

2．310　　　　1．420　　　　2．840

2．454　　　43，95　　　131．9

0．0780　　　1．42　　　　　2．84

4．005　　147．8　　　　443．4

0．0128　　　　0．1958　　　　0。3916

0．04563

0．7509

　　　　　　　　　　　　　　　0。000035

　　　　　　　　　　　　　　　32．36

　　　　　　　　　　　　　　　0、01204

、　　　　　　　　　　　　　　　　42．31

　滋酸（メタ）（II2Sio3）…・・……　0．1021

　　　　　　　　　　　　　　　42．41　　　596，4

　　　泉質　酸性明馨煎汁泉に勘す

683．1

　1。287　　　1。287

　7．742　　　　7．742

　0．00025　　　0．0005

336．9　　　　673．8

　0．1254　　　　0．2508

595．1　　　　683．1

　1．309

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　震
クロールカリ，ウム（KCI）・・…・………・…0．01745

クロールナトリウム（NaC1）・…………・・0。05292．

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・・…・……・・…・0．04333

クロールアムモニウム（NII4CI）一……0．007891

硫酸カルチウム（CaSO4）……・……・・……0．6312

砒酸カルチウム（CalIAsO4）・・……・・……0．000045

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…｝………0．1742
観正三等亜直髪イヒ鋸5～（FeSO4）・。・・。・・。・・・・・・・・・・・・・…　　6．284

耐償画学イヒ錫～〔Fe2（SO｛）3〕・…・…・・……・…・・8，788

硫酸亜直聖化マンガン（MnSO4）・…・……∵・0・2144

硫酸アルミニウム〔A】2（SO4）3〕…………25．29

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・……・・0．01431

硫酸亜針ヤ（ZぬSO4）・・…　…：・・…の…・。…・…　騨0．03163

蓮離耐己酸（II2SO4）・…・・・・・・・・・・・・・・・・・…　…・・0。7587

王圭近箆（メタ）（l12Sio3）　・・…　………………・0．1021

　　　　　　　　　　　　、　　　　　　42．41

1

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　試瞼年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　上ヒ　　重　　1．0221

　　　、　　　　イオン表

カチオン　　　　　　　　　　　9

　；水素イオン（ir）：……………・　0．007503

　カリウムイオン（K’）・………・0．003826

　ナトリウムイオン（Na’）・…・・0，01915
　　　　　　　　　　　　　ヘ　アムモニウムイオン（NII引’）・・0．002305

嚴木鑛泉（冷）
　佐賀縣東松浦郡厳木村大字浪瀬宇苔見堂
　　　　9年6刀（大阪）　昭和
　幣赤褐色明明にして牧軟性の酸昧を呈し酸性反懸を徴す
　　　（15。）

（本和水1kg中に含有する各威分三三仕次の如し）

　カルチウムイオソ（Ca’●）……

・マグネシウムイオン（Mg”）…

フエロイオソ（Fe●’）・・…・……・・

　フエリイオン（Fじ…）…………

アルミニウムイオン（A1…）…

銅イ．オン）（Cu”）・・……・…・…

アニオン
　クロールイオン（CIノ）・・……

　ヒドロ硫酸イオン（HCO3，）・

　硫酸イオン（SO4”）…・・…・…

　ヒドロ燐置駐イオ・ン（IIPO｛”）・

0．2853

0．3436

1．027

3．194

0．8577

0，000391

ミリイオレ7乾

…　リモル

7。444

0．09785

0．8325

0．1278

7。120

14，13

18。39

57．20

31．65

ミリヴアル

　　　　　7．444

　　　　　0．09785

　　　　　0．8325

　　　　　0。1278

　　　　1424
　　　　28．26

　　　　36．79

　　　　171。6

　　　　94．95
0．006157　　0．01231

・・ @0，01055　　　0．2976

・。 @0．7226　　　7．444

。・ P6．62　　　173．0

・・ @0．02768　　　0．2883

354。3

　0。2976

　7．444

346．0

　0．5765

圏類表（本鑛水は共集成に於て1kg巾i欠の両分を含有する溶液に概略相賞す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ
．ク。一、励リ》ム（KCI）・・…・・…・………・．007296

　ク越州ルナトリ’ウム（NaCl）・・…・・・……・0．004205

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）・；・………・……0．05403

　クロ1一ルアムモニム（NIIlC1）…………・0．006R36

　硫酸カルチウム（CaSO4）・…………・……0。9693

　硫酸マグネシウム（MgSO4）・………・…・・1．701

　石）忙酸亜酸イヒ鐵（FeSで）｛）・…・…。・…・………2・794，

　硫酸々イヒ鍔～〔Fe2（S（）｛）3〕・・。・・。・…　。・・・・・・・…　11．44

　硫酸アルミニウム〔A！2（SO4）3〕…………　5．386

　燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕……・…　0．03289

　硫酸銅（CuSO4）・・………一・…・…………0．000982

　　　　　　　　　　　　　23．12　　　　318．0　　　　層354・3

到三酸（メタ）（H2Sio3）………・・　0．2040　　2．918

遊離硫酸（II2SO4）……・・………一一…・0．730t

淵三酸（メタ）（II2Sio3）・………・・……・……　0．2040

　　　　　　　　　　　　　　　　　　23。33

泉　　質

　　　　　　23．32　　　320，9

酸性明藝緑馨泉に厩す
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’

’・@　　　．　　所在地
　　　　　　　　　両両年月
　　　　　　　　　性　　　状

　　　　　　　比　　　　重　　　　1．0251

　　　　イオン表．

カチオン．　　　　　　　　　　　9
　；水素イオ’ソ（lr）　……………　　0．0136

　カリウムイオン（K’）………・・0．0010

　ナトリウムイオン（Na’）一・．・・0．0134

　カルチウムイォソ（Ca●○）・……　0．0839

　マグネシウ．ムイナソ（Mg●’）…　0．0362

　フェロイオン（Fe’●）・…………・3．9851

　フェリイオン（Fビつ……・……　3．1166

　マソがノイオン（Mn●●）………　0．0343

　アルミニウムイオン（Ar．●）…　0．5091

　銅イオ’ソ（Cu●’）・・…・…・・……　　0．0137

　亜聖イオン（Zn”）……………　0．0273，

’

金　磯　鑛　泉（冷）
　宮崎町東臼杵郡門川村庵川掌金磯
　昭和5年3月（東京）
　淡褐色澄明にして酸昧並牧敏性鐡昧を具ふ
　pll　1．10（18，。キンヒドロン電池法）
　　　（15。）　　　　　　　湧幽量：約　13hl（24時間）

（馨翻麦鎧鶉嘉わ

アニオン
　クロールイオン（CIノ）……・…・　0．0591

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）…　1．3172

　ヒドロ砒酸イオン（11AsO4”）・0．0361

　硫酸イォソ（SO4”）…………・17．9614

ミリイオン及
ミ　リモル

13．5783

0．0256

0．5826

2．0939

1．4885

71．3664　　142．7327

55．8139　　167．439

0．6244　　　　1．2488

18。786　　　　56．3579

0。2155　　　0．4310

0．4176　　　　0．8352

塵類表
ミリヴアルー

13．5783

0．0256・

0．5826　へ

4．1877

2．977

390。3958

　1，6667　　　1．6667

13。5783　　　13．5783

～　0．6152　　　　1，2303

186．9603　　373．9205

　　　　　　　　　　　　　27。2578　　180．8529　　390．3958

ヨ圭酸（メタ）（II2SiO3）・・…．……　　0．4266　　5．4639

泉　　質

　　　　27．6844　　186．3168

　枇索含有酸性明融融雷雨に属す

　　　　　　　金　磯　鑛
所　在　地
回瞼年月　　昭和12年11月（東京）
性　　　状

■

　　　　（本三水は其集威に於で1kg中家の成分を含有する溶液に概略相醒す．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリ・ウム（KCI）・一・∵・・……・…0．0019

クロールナトリ．ウム（NaCI）．…・・…・……0．0341

クロールカルチウム（CaC12）・…・…・……　0．0587

硫酸カルチウム（CaSO4）……・…・…一…0．1293

砒酸カルチウム（CaHAsO4）…………・・0．1108

硫酸マグネシウム（MgSO4）・…・…………0．1792
硫酸亜酸イヒ鐵（FeSO4）……・・………・．∵…10．84i．

硫百獣々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕・・・・・・…　∵・・・・・・・…　11．1598

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）・・………・・0．0943

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4、3〕……・……3．2163

硫酸銅（CuSO4）・∴……・……・・………・…・0．0344

硫酸亜：鉛（ZnSO4）・・…　…・…．・・…・…・・…・…　0．0675．

へ遊離硫酸（正12SO4）…・。・…　…・…・。…・…一・・1．3309

珪西山（メタ）（1｛2Sio3）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　0．4266

　　　　　　　　　　　　　　　　　27．6848

カチオン

泉（第1町尽）（冷）

宮崎輝東臼杵樋門川村：大字庵川字金磯4901番地の1

類褐色澄明にして酸昧並牧敏性鐡昧を具ふ
pH　1．00（18，。キソヒドロソ霊池法）

　　　比　　軍：
イオン表　（査民謡昼笈垂獄丁禽嘉わ

かく素イオン（1「）・……・…・・・…

カリウムイオyσぐ）・………・

ナト「 潟Eムィォン（Nの……・

ヵルチウムイオン（Ca●’）……

マグネシウムイオン（Mg。’）…

フェロイオン（Fe●り……・…・…

フェリイオン（Fe●●ご）・………・・

マンガノイオシ（Mバ）・…・一

アルミニウムィォソ（A1．’。）＿

銅イオン（Cゴ。）・……而…・・…

亜錯イオン（Zn’．）……………

1．023　　（15。）

　　8
0．008714

0．001729

0．02178

0．O1679

0．00り743

2．408

3．778　　　　67．66

0。008602　　0．1566

0．8124　．　29。98

0．01564　　　0．2462

0。0391　　　0．598

iリイオン及
　　　　　ミリヴアルミ　リ　モル

8．645　　　　8．645

0，04422　　　0．04422

0。9470　　　　0．9470

0。4190　　　0．8380

0．4006　　　0．8012

43，13　　　　86。25

ア昌オン
　クロールイォ’ソ（C1，）…・…r・∵．0。02055　0．5795

　ヒドロ硫酸イオン’（H〔SO4’）…　0．8386　　8．645

　硫酸イォソ（SO4”）…・………・18．24　　．189．9・

　ヒドロ燐酸イオン（HPO4”）・・0．1122　　1．168

　ヒドロ砒酸イォ・ン（HAso4”）　0．08296　　0．5930

203，0

　0．3132

89．93

　0．4923

　1．196

湧出量約 172h1（24時間）

麟表・（本三水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

392．5

　0。5795

　8．645

379．7

　2．336

　1．185

　　　　　　　　　　　　　26．41　　　353．1　　　　392，5

ヨ圭酸（メタ）（H2Sio3）………・　0。08782　　1．125

　　　　　　　　　　　　　26．50　　　　354．2
其他・アムそニウムイナソ痕跡
　　泉　　質　　　　；砒索含有酸性明馨緑寒泉に回す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　9
クロールカリウム（KC1）……………・・…・0。003297

クロールナトリウム（NaC1）……一・・…0。03129

硫酸ナトリウム（Na2日目4）…・…・…・……・0．02925

砒酸カルチウム（CaIIAsq4）…∵……・…0・07544

硫酸マグネシウム（MgSO4）…・・∴…・・…・・0．02734

砒酸マグネシウム（醇gIIAsO4）…・・…・…0．0285

石充酸亜1酸イヒ鐵（FeSO4）………・…・……・…　6，552

硫酸々イヒ鐵（Fe2（SO4）3〕・・。・・…・・・・・・・・・・…　13。53

硫酸亜酸化マンガン（MpSO4）・………・…　0．02365

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・……・・…・4，999

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕……・…0．1333
硫酸銅（CuS（）4）●●’’”．．．●●’”●．”・・・…　一：。…　。・　0．0393　　．

硫酸亜垂心（ZnSO4）…・・…・……・…　……・・…　0．09661

遊離硫酸（耳2SO4）………・・・…一…・……0．8473

潰＝酉愛（メタ）（112Sio3）………・・……・……・0．08782

　　　　　　，　　　　　　　．　　　　26．60

一185一



所　在　地
試験年月

　　　　　　　　　　性
　　　　　　　　比　　霜

　馳　イオン表
カチ才ン
　かく素イオン（lr）

　カリウムイオン（Kつ

状

金　磯　鑛・泉（窮2號泉）（冷）
所在地宮崎縣東臼杵郡門川村大字庵川字金磯4901番地の1
昭和12年11刀（東：東）　　　　　　　　　，
赤禍色澄明にして酸味並牧敏性鐡昧を具ふpII　O．90（18。，ギンヒドロン電池法）

　　1．027　　　　（150）
（本鑛水1kg中に含有する各成分蘭越最次の如し）

　　ナトリウムイオン（Na’）……

　　カルチウムイオソ（Cバ）…：・・

　　マグネシウムイォソ（MIゴ）…

　　フェτ7イオソ（Fe”）・…・・……

　　フェリイオ・ン（Fe…）……・・・…

　　マンガノイオソ（Mn．●）…・…・・

　　アルミニウムイォソ（AI…）…

、　銅イオン（Cu●●）……・……・・…

　パ召E鍵イオン（Zかつ…・……・・…

　　9　妻リ穐窄

0．01008　　10．0

0．002629　　0．06724

0．06959　　　3．026

0．4969　　　ユ2．40

0≧02671　　　1．099

0，2410　　　　4．316

1，447　133．4

0．1714　　　　3．121

LO60　　39．10

0．02726　　　0。4290

0．0779　　　　1。192

ミリヴアル

10．0

0．06724

3。026

24．80

2．197

8。632

400．1

　6．241

117．3

　0．8580

　2．383

　　湧　と込ゴ1ヒ　　条勺　　172　hl　（24　時・間）

塵類表（本鑛水は共集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相営す）

アニオン
　クロールイオン（Clノ）………　0．01699　0．4791

　ヒドロ耐‘酸イオ・ソ（IISql’）…　 0．970　　10．0

　硫酸イオン（SO4”）・………・・26・89　　279・9

　ヒドロ燐西盈イオ・ソ（IIPO4”）　　0．2167　　2．256’

　ヒドロ砒酸イオン（IIAso！’）　005508　　0．3935

575．6

　0．4791

10．0

559．8

　4。512

　0．7870

　　　　　　　　　　　　　37．79　　　50L2　　　　575．6
戯1酸（メタ）（II2SiO3）……・…・　0．1052　　1．347

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）　・…………・・…0，005013

クロールナトリウム（Naq）・…………・・0．02408

硫酸ナ1トリウム（Na2SO4）………………0ユ857
硫酸カルチウム（CaSO4）　…・…・・…・…・・1。635

砒酸カルチウム（CallAsO4）……………0．07085

硫酸々グネシウム（MgSO4）・……・…・…0．1323

硫酸亜、酸化戴（FeSO4）・………・・一・一…0．6557
石売幽々イヒ釘5～〔Fe2（SO引）3〕・…　：…　。・…　。。・・・…　26．67

硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）……・…・・0．4712

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）ゆ…………　6．437

燐酸アルミニウム〔A12（IIPO4）3〕・…一・0．9575

硫酸銅（CuSO4）……………’・・一…・…・0．06849

硫酸亜婚（ZnSO4）……・………一……0．1925
陣中硫酸（II2SO4）　…　。。・・・・・・・・…　　。・・。・・…　　0。9801

珪酸（メタ）（II2Sio3）……・…・…・………0．1052

　　　　　　　　　　　・　　　　　　　37．89

共　他

　　泉

アムモニウムイオソ

質

　　　　　　　　」・ヒ

　　　　イオン表

カチオン

　かく素イオン（1「）

　　　　37．89　　　502．5

　　　　痕跡　　　　　置

畑島含有酸性明馨緑惣泉に溢す

　　　　　　　金磯鑛泉（第3號泉）（冷）
所　在　地　　宮崎台東臼杵村門川村大字庵川字金磯4901番地の3
試瞼年月　　昭和12年11Jl（東京）
　　　　　　　淡黄褐色三明にして酸味並牧敏性鐡味を具ふ性　　　状
　　　　　　　pll　2。15　（180，　キソヒ　ドロン’電池｛墜｝）
　　　　1．001　　　（150）　　　　　　　　　　　　　　　湧　出孟ヒ　糸勺　　172111　（2401∫・IHI）

（本銀水1k窪中に含有する借成分及」殿次の如し）

カリウムィォソ（K’）　＿．．＿．

ナトリウムィォソ（Na’）＿＿

カルチウムイオソ（Ca●’）……

マグネシウムィォン（Mg”）…

フ派ロイオソ（Fビ）・……・…・

フエリイオ・ソ（Fe…）・・…・・・・…

マンガノイオソ（Mn「’）………　．

アルミニウムイオン（A1…）…

碧城砦イオン（Zガ’）…・…・……・

アニオン
　ク”㌔一ルイオソ（CI’）　………

　ヒドロ翫ご酸イォ・ソ（HSO4ノ）…

　　　　　　コ　耐薦憂イオ・ン（SO4”）　・・…・一…・

　ヒドτ7燐酸イォソ（IIPO4”）

　ヒドロi批Kミイォソ（IIAsO4〃）

　　9

0。004179

0．001285

0，01383

0。004026

0．003151

0．1218

0．4323

0。002198

0．03183

0．00016

盛類表
ミリイオン及　　ヨリヴアル
三　リ　モル

4．146　　　　4．146

0．03286　　　0．03286

0．6013　　　0．6013

0．1005　　　0．2010

0．1296　　　　0．2591

2．294　　　　4。588

7。743　　　　23，23

0904002　　　0．08003

1．175　　　　3．524

0．002448　　0．004895

36．67

0。009882　　0．2787　　　　0．2787

0．4022　　　4。146　　　　4．146

1。494　　　15．56　　　　31．1！

0．05276　　　0．5495　　　　1．099

0．002826　　0．02019　．　0．0438

　　　　　　　　　　　　　　2．583　　　　36．82　　　　36．67

王1三酸（メタ）（II2＄io3）・・…・……　0．09096　　1・16L

　　　　　　　　　　　　　　2．674　　　37．99

．典　他　アムモニウムイオン並銅イオン　各痕跡

　　、泉　　質　　　’砒繁含有酸性緑鍛泉に属す

186

（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相常す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロ三ルカリウム（KCI）　………。・・……　0．00245

クロールナトリウム（NaCl）………一・・0．01437

硫酸ナトリウム（Na2日目4）・・……・………0．02525

　　　　　　　　　　　　　　　　　　硫酸カルチウム（CaSO4）　・…………・・…0．01093

砒酸カルチウム（CaIIAsO4）………・…・・0。003635

硫酸一マグネシウム（MgSO4）∴…………，0・0156

耐風西菱亜酸イヒ£超～」絶SO4）・・…　。・。。・・・・・・・・・…　叫・0．3485

樹ピ輝々イヒ鉛憂〔Fe2（SO4）3〕・・・・・…　。・・・…　一・…　　1。548

硫酸亜強化マソガソ（Mnsql）……・…乳，0．006042

倣：酸アルミニウム〔A12（so4）3〕・・…∴・・…　0．1384

燐i酸アルミニウム〔A12（HPO」）3〕………　0．06271

宿亡酸豆巨錯（ZnSO4）　　・9・・・・・・…　．・・・・・・・・・・・・・…　　0。000395

ヨ駈舞堰監丘庇酸（II2SO4）　　・謄・一…　D・D・…　一∵∵・・」ら唱・　0．4064

｝勲（メタ）（H・Sio・）・……・一；・………0・09096

・　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　ご　　2．674

禽
し



㌧　．

カチ才ン

　　　　比

イオン表

水素イオン（1「）……・・∵・・……

カリウムイオン（K幽）…．…．・＿

ナトリウムイオン（Na’）・…∵・

カルチウムイオソ（Caつ……
マグネシウムイオン（赦g”）…

フェロイオ・ン（Fビ）……・……

フェリィォン（F¢…）＿．．．．＿＿

アルミニウムイオン（A1…）…．

’

根．部　阻鑛　泉　（冷）

所在地
試験年∫1

性　　　状

　重　　1．0443

（本匠水1kg　r11に含有する各成分及コζ二次の如し）

　　　　　　　　　　モリイオン及．
　　　　　　　　　　竃　リモル

　　　　　　　　　7。0868

　　　　　　　　　4．726

北海道松前郡小島村大掌根部田村字小島

旺｛和44F　5乃（京京）

晴黄色澄明にして餓酸味並牧敏昧を具へ酸性反懸を呈す

　　（15。）

　　9
0．007143

0．1848

6．597　　286．8

0．1368．　　3．414

0．04308　　17．71

0．3256　　　5．831

1．444　　　25．86

3．703　　136．8

アニオン

　クロールイオン’（C1ノ）…・……13．37

　ヒドロ硫酸イ：オソ（HSO4’）…　0，6880

　硫酸イオ・ソ（SO4”）……・…∴・21．925

くりヴ7ル

7．0868

4，726

286．8

　6．828

35．43

11．66

77．58

410．37

、

塵類表（織縞砦籍羅献，黒雲の）

840．5

376，97　　　376．97

　7．0868　　　　7。0868

228．2　　　　456．4

　　　　、　　　　　L　　　　　　　　　48．7684　1100．4846　　840．5

珪酸（メタ）（II2SiO3）…㌔……・・　0。1916　　2454

　　　　　　　　　　　　　48。96　　1102．9386

　　泉質　食品含有酸佳明鐘線感温に幽す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クr2一ルカリウムク（KCI）・・………・…・・0．3524　噺

劃一ルナトリウ．ム（NaC1）………………16．77

クロールカルチウム（CaC12）・…一・・……0．3790

クμ一ルマグネシウム（14gCI2）一・・……1．687

過クロール鐵（FeCi3）…一………1・・一…ユ．703f

硫酸々化鐵〔Fe2（SO4）3〕・一…・…・・……・3．0712

亜クロール鐵（FeCI2）………　………∴…・0．7391

硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…………．23，42
遊灘直硫酸（正12SO4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　0．6951

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、珪酸（メタ）（H：2Sio3）…・r。…・・．・・…・；…。0ユ916

　　　　　　　　　　　　　　　　　49．006

＼

所　在　口

試瞼年月

性　　　状

．熊

　　　　　　　比　　重　　1。00333

　　　　イオ1ン表

カチオン　　　　　　　　　　　　9

　カリウムイオン（K●）・……・・…　0．2274

　ナトリウムイオン（Na’）……1．5888

　カルチウムイオン（伍”）……　0．2674．

　マグネシウムイオン（Ilg’●）…　0．0200

　フェロイォソ（Fe”）；・・………・・0．0005

　アルミニウムイオン（A1’”）…　0．0020

（奎馨露贔三等葡

アニオン
　クロールイォソ（Cl’）…∵・…・

　硫酸イオーソ（SO4”）・…；…・…・・

　ヒドロ炭酸イオン（HCO3，）…

石 温 泉（熊の湯）

北海道渡島國爾志郡熊石村掌李田内國有林

日召禾04年．6月（東京）

　　　　　　　　　　　　　　　し殆と無色澄明にして微弱アルカリ性反賑を呈す

　　　　　　　　　　　　　　湧邸量　約　2851h1（24時間）

　　（15。）　　　・　　　　’蒸1獲残淡　　5．43299（1kg中）

　　　　　　　　　　　堕類表（本鑛水は其集成に於て1kg中働の成分を含有する溶液に概略相當す）．

2．6048

0．1128

0．8736

ミリイオン及
ミ　リ　モル

5．8159

69．0783

6．6734

0，8224

0，0090

0．0723

ミリヴアル

5．8159

69．0783

13．3467

1．6447

0．0179

0．2214

90．1249

73。4574　　　73．4574

1ユ742　　2．3483
14，3192　　　14。3192

　　　　　　　　　　　　　5，6973　　171．4236　　　90．1249

石明酸（メタ）（IIBO2）……・…・・0．0797　　1。8188

珪酸（メタ）（II2SiO3）…・一…・・　0。2197　　2，8139

　　　　　　　　　　　　　　5．9967　　176．0563
遊離炭酸（CO2）………………　　0．6271　　14．2523

　　　　　　　　　　　　　6．6238　190．3086
　　泉　　質　　　　土類含有三食麺泉に厨す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）……　…………　0．4336

品目ールナトリム（NaC1）…一……・・…3．9543

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…………・・…・0，1021

硫酸カルチウム（CaSO4）・…・…・…・・…・∴；0．0470

・：重炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・一・・1．σ257

：重炭酸マグネシウム〔Mg（HCO3）2〕・∵・・0．1203　．

：重炭酸亜酸化鐵〔Fe（IICO3）2〕…・……ご…0．00161

．硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕・…・…・…　010126

醐酸（メタ）（HBO2）………・……・………0．0797

珪酸（メタ）（II2Sio3）脚・…・・∴・……・……・10．2197

　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．9966
遊離炭酸（CO2）　　，。・∵・・・・…　一∴・・…　。…　胆…　　0‘6271

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．6237
　　　　　　　　　　　　　．　　　　　■　　　　　　　　「　　　、

一187



、

、

　　　　イオン表

カチオン

　カリウムイオン（K’）・…’”…。

　ナトリウムイォソ（Na●）…．・…

　アムモニウムイォン（N叫ら）∴

　カルテ’ウムイオソ（Cゴ）……

　マグネシウムイオン（MgO●カ・・

　フエロイオン（Fe●●）・・…・…・…

　アルミニウムイオン（Al”●）…

雨 宮 温 泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　所　在　地　　北海道下萌郡昔更村字下士幌南堂線入16番地の7

　、試験年月　昭和4年11刀（束京）　＼

　　性　　　状　　：黄褐色澄明にしてアルかリ性反：懸を呈す

訪民牙モ置度　　　39，50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湧　　　出　　糸勺　40h1　（24時間）

」七　 霊　 0．9996　　（150）　　　　　　　蒸…猛．幾渣　 0，513g（1kg　Fl；）

　　（本鑛水1kg中に含有する各威分及面一の如し）　　塵類表

・アオニン
　　クロールイオン（C1’）…・・・…

　｛流酸イオ・ン（SO4”）・・…・……

　　ヒドロ淡酸イオン（旺CO3’）…

　　9　茎リ穐ン発

0．0084　　　0。2148

0，1591　　　　6．9174

0．00359　　0．1939　’

0。0173　　　0．4318

0．0057　　　0．2344

0．0001　　0。0018

0．0002　　　　0．0044

ミリヴアノレ

0．2148

6．91？4

0．1939

0．8635

0．4687

0．0036

0．0221

8．684

・　　説酒象（メタ）（II2Sio：1）……．．。．．

遊離次酸（CO2）一・………・…

0．0195　　　　0，5499　　　　0．5499

0．0030　　　0，0313　　　0．0625

0．4924　　　8．0716　　　8．0716

0．7092　　15。6513　　　8．684

0．0714　　　　0，9145

（本鑛水は共集威に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す’、）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟
クロールカリウム（KC1）・…・……………0．0160

クロールナトリウム（NaCl）…………・…．0．0083

硫酸ナト．リウム（Na2S⊂）弔）・………・…・一〇。0029

：重炭酸ナトリウム（Nal　lCO3）………・・一〇．5659

クロールアムモニウム（NII4CI）・・………0．0104

重炭酸カルチウム（Ca（IICO3）2〕・……・…0，0700

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・……0．0343

コE炭酸冒互酸イヒ鍔～（Fe2（IICO3）2〕………・…　0．0003

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3「…・・…・・…0．0013

ま圭酸（メタ）（II2Sio3）………。・………・…・0．0714

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7808
三佐離炭酸（CO2）　・…　：・・…　。・・・・・…　一・・一・。・一・。　0．0285

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8093

0．7806　　　ユ795658

0．0285　　　0．6477

　　　　　　　　　　　　　　0．8091　　18．2135

コじ　他　磯酸　痕跡

　　泉　　質　　　　軍純温泉に励す
’

b

玉

カチオン

比

イオン表

所在地
試験年ノ」

性　　　状

　距：

辮 邊 鑛 泉（冷）

　　　北海道虻田郡辮邊村大字1発邊チヤス海昂

　　　llζ｛矛044卜二12「月（東）二（）　　　，

　　　淡褐色澄明にして酸二二牧：敏昧を有す．

1，0221　　　　　（150）

（本ま究¢オく　1　1く9　d謁｝こ含有づ一る各成分及共最次の如し）

　水素イオ＝／（Ir）……・・…・…

　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・

　フェリイオン（1・e）………・

　アルミニウムイオン（Arつ・

ア昌オン　　　　　　　、

　クロールイオン（Cy）……・・

　ヒド．ロ硫酸イオン（HSO／）・

　耐ご護壁イオン（SO！ノ）・・……・…

　　　　9
・’@0．0018
・・ @0．0204
・。 @0．3186
・・ @　0．002858

・・@0．002621
・・ @2．630　　　　47。10

・・@1．825　　　67．33

　　　　．
・・ @0．06353　　　1．753

・・ @0．01764　　　0。1817

・・ P7．098　　　177．9

竃リイ才ン及
　　　　　　こりヴアル竃　リ　モル

0．1817　　　0．1817

0。5105　　　0．5105

13．5533　　13．5533

0．06978　　　0．1396

0、1054　　　　0．2108

141．29

202．0

357，9

1．753

　0．1817

355．96

　　　　　　　　　　　　　21．98．　　　308．7　　　　357．9

澱酒髪（メタ）（II2Sio3）………・・　0，03246　　0．4158

　　　　　　　　　　　　　22．01　　　309．1

　　最質　明馨縁馨泉に噛す

盤蕨（本跳水は鷺山威に於て1kg中次の国分を含有する溶液に概略相翻す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KCI）……………・・…　0．03806

クロールナト．リウム（NユC1）…・……・…・・0．07264

硫酸ナトリウム（Na2SO4）・……・…・…一．0．8746

硫酸カルチウム（CaSO4）………・…・・……0．0095

耐L酸マグネジウム（MgSO｛）……………・・0．01269
そ流酸々イヒ鐵⊂1r℃2（SO4）3〕・。・・…　一・・・・・・・・・・…　　9．417

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕………∵・11、53

三離離蘇ご酸（II2SQI）・・・…　鱒。…　。。・・…　。り・・・…　。0．01944

≧1酒筒（メタ）（II2Sio3）　・・・・・・・・…　噌・。…　鱒・。・・　0．03246

　　　　　　　　　　　　　’　　　　．22．01

、
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所在地
試験年月
性　　　状．

長萬部鑛泉（冷）　、
北海道三振國山越郡長臨部村字上長三部19番地

昭和4年12月（束京）
無色澄明にして三味並清涼昧を有しアルカリ性反癒を呈す

　　　　　　　　　　　　　湧出量約900h1・（24時間）
　　　　∫：ヒ　　　重　　　 1．0045　　　　（150）

材ン表（本鑛水1kg中に含有する各威分別其野次の如し）

カチオン　　　　・　　　、
’カリウムイオン（K●）…r二・・

　ナトリウムイオン（Na’）・…

　カルチウムイオン（Cざり●●”

　マグネシウムイオン（Mg’り・

　フェロイオン（Feつ　・…・・…・

　アルミニウム貯オソ（AI’●’）・

　　　　　　　　　＼

　　　　9
韓　」0．3713

鱒　　1．5567

・・． O．5478

・・ @0．0670
・・@0，0002
・・ @0．0005

アニオン

　クロールイオン（CI，）………
　硫酸イオン（SO4”）　・…・・・・・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO♂）…

1リ穐饗w・ル
9三4962　　　9．4962

67．6827　　67．6827

13．6711　　　27．3422

2．7550　　　5．5099

0．0036　　　0．0072

0．0185　　　　0．0554

　　血塗…残i三査　　　、6．5353　g　（1kg　rド）

鵬表（欝蜷響器鎌磁麟孚）

110．0936

3趨2388　　　91．3368　　　91．3368

0．0809　　　0．8421　　　116842

1．0416　　　17．0726　　　17。0726

　　　　　　　　　　　　　　6，9048　　202．8786　　110．0936

石朋酸（メタ）（HBO2）……・…・・　0．竃991　　4．5436

珪酸（メタ）（H2SiO3）　…・，・…　0．0391　　0．5008

　　　　　　　　　　　　　・7．143　　207．9

遜離炭酸（CO2）…・・……ト……　　0．8888　　20．20

　　　　　　　　　　　　　　8．0318　　228．123

　　泉　　質　　　　棚卸及土類含有弱食堅泉に禺す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クロールカリウム（KCI）　…・・……・…・・0．7080

　クロールチトリウム（NaC1）……………　3．9567

　クロールカルチウム（CaC12）……・・一…　0。785S

　硫酸カルチウム（CaSO4）　・……・∴∵・一・0．1109

　：重炭酸力々チウム〔Ca‘HCO3）2〕……：・・0。9365
職酸マグネシウム〔Mg（HC・、）め．・・1…・，4・32・

　重炭酸亜酸イヒ鐵〔］『e（正ICO3）2〕　・・・・・・・・・…　　0．0006

　硫酸アルミニウム〔A12（SO4！3〕…・…・・憾・・．0．0032

　醐酸（メタ）（HBO2）…一…一・∵・・一…0．1991
　珪酸（メタ）（H：2S王03）　・・・・・・・・・・・・・…　。・・…　。・0．0391

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．143
！

　遊離炭酸（CO2）　……………・…・……p…0．8888

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．0319
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

マ

ひ

＜

レ

’

Pl

所　在地
試験年月
性　　　状

常 盤 鑛 泉 （冷）

　北海道天盤國中川郡常盤村字ウツカヤタソナイ川上流左岸

　昭和5年5月（東京）　　　　　．　　　　　’　　・　　　、　　’

　殆と無色澄明にして微に硫化水素臭を有しアルカリ性反慮を呈し放置すれぱ

　蛋白石濁す

’　　　　　　　　　　　　　湧出量：約217h1（24時間）
　　　♪ヒ．　　重　　　1．0047　　　　（150）

イオン表　（本鑛水1k9中に含有す．る各成分及其三次の如し）

カチオン　　　　　一’・　ミリ碑饗
’カリウムイオン（K’）　・・……

　ナトリウムイオン（Na●）．＿．

　アムモニウムイォソ（NH∫）

　カルチウムイオン（Cバ）・る…

　マグネシウムイオン（Mg’っ・，

・　0．1468　層　3．7545

・　1．8102　　78．7044

　0．0224　　ユ。241ユ

・　0．18ヴ9　　　4．7392

・　　0．0793　．　3．2607

ア昌オン
　クロールイオン（C1’）．。＿＿

　日．一ドイオソ（Jり……・・…・…

　ヒドロ炭酸イオン（IICO3ケ・・

　；水硫イオン（HSノ）マ…………

　　　　　　　　　　モ　　　　つ　硯眉酸（メタ）（HBO2）∴・………

　珪酸（メタ）（H2Sio3）　・・…・・…

1．7128

0．0191

2．9653

0．0055

ミリヴアル

3．7545

78．70蕃4

1．2411

9．4784

6．5214

99．6998

　　蒸獲菱雲i…査　 5．93829（1kg中）
盤蔽（本素水は其集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

48．3023

0．1504

48．6032

0．1665

48．3023

0．1504

48．6032

0。1665

’

遊離炭酸（CO2）…・・…∴・ゼ…・け

遊離硫化水素（H2s）…・・…・…

7．0703　　188。9223　‘99．6998

0．8828　　　20．1460

0．0617　　　　0．7903

8．0148　　209。8586

0．3954　　　8．9864

0．0011　　　　0．0323

　　　　　　　　　　　　　8．4113
其他　フェロ及アルミニウムイオン’

　　泉　　質

218．8773

各痕跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカゾウム（KCI）　…ポ…・∴…・…　0．2799

クロールナトリウム（NaCI）…・・…・・一・2。5317

ヨードナトリウム（NaJ）　・……r……・…0．0225

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・……・・……．0．1760

重炭酸ナトリウム（NaHCO3）　……・・…・2，739σ

永硫化ナトリウム（NaHS）・・…・…・一・・b・0。0093

クロールアムモニウム（NH4C1）・・…・…，0．0664

量炭酸カルチウム〔Ca（IICO3）2〕……・・0．7681

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICq・）2〕・・・…　0．4772

複i且酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・…　。・…　。・・・・・・…　一〇。8828

珪酸（メ多～）（II2Sio3）・・・・・…　∴∵・…　。…　M・・0．0617

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．0146
遊離炭酸（CO2）　　。・・…　r・・・…　一・…　。・・・・・…　。・　0ご3954

遊離硫イヒ水素（II2S）　　・。・・…　。・・齢・。・・…　：…　．0．0011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．4111

ヨード及瑚酸含有アルカリ性弱食瞳泉に御す

1 一189＿
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イオン表

所　在　地

試験年月
性　　　状

42。

〆
Σ

二　股　温　泉
北海道山越部長下部村字二股539番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口昭和ユ1年12刀（東京）

無色澄明にして澗涼昧並餓苦昧を具へ微弱酸性反慮を呈す
pll　6．55（18，0キソヒド白ソ電池法）

漁泉7胤度

」七　　　　重　　　　ユ．0084　　　　（エ50）

　　（本鑛水1kg中に含有旧る各威分及其批次の如し）

カチオン

．カリウムイオン（Kつ・…・・…一

　ナトリウムイオン（Nご）……・

；嵩エ鴇謂｛ll！：：

　マグネシウみイオン（Mg●’）…

　フェロイオン（Fc●●）・…・・…・・…

　アルミニウムィォン（A1…）＿

ア昌オン
　クロールイオシ（C1ノ）……・…

　硫酸イオン（SO！ノ）………・…

　ヒドロ炭酉塑イオン（IICO♂）…

　　ゴ　1リ捜邪更リ既ア・レ

0．6137　　ユ5。70　　　　15．70

2．385　　　103．7　　　　　103．7

0．005355　　0．2975　　　0．2975

0．5537　　13．82　　　　27。64・

0．3555　　14．62　　　　29．24

0．00353　　　0．0632　　　　0．1264

0．000736　　0。02716　　　0．08148

湧出∫氏　　約　gO7　h1（24時間）

蒸二三残Z査i　 10．7g（1　kg　rfτ）

竪類表

工76。8

2．435　　　68，67　　　　68．67

0．1245　　　　1．296　　　　　2．592

6．438　　105。5　　　　105．5

　　　　　　　　　　　　　　12．92　　323．7　　　　　176．8

　棚酸（メタ）（IIBO2）・…・・…・…　　0．2380　　5．431

　『ii酸（メタ）（II2SiO3）……・…　0．06605　0．8460

　　　　　　　　　　　　　　13．22　　　330．0
　～匠肉【些炭F俊（CO2）…・…・…・・…・・　0．6850　　15．57

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．90　　　345．6

共他プロ絢ム及…8一ドイオソ各痕跡
泉　　質 食慶，土類散田酸含有アルカリ泉に泌す

貝　：取澗

（本鑛水ほ共集成に側て1kg中次の二分を含有する溶液に概略二二ナ）

　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC工）……………・・…1。ユ71

クロールナトリウム（NaC1）一…………　3．079

硫酸ナトリウム（Na2Sq）一…・一……・0。1783

重淡酸ナトリウム（NallCO3）・………・…4．076

クロールアムモニウム（Nn4C1）・……・…　0．01591

コn：炭酸カルチウム〔Ca（HCO3）2〕……・…　2．240

，El炭酸・マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……・2．139

重二炎酸亜酸化鍔～〔Fe（IICO3）2〕…・・。…　…・0101124

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…一・・…・0．00465

棚酉菱（メタ）（【IBO2）・・・・・・…　…・・・・・・・…。・・。・0。2380

f｛三酸（〃）（II2SiO3）……・・…一・………9』669蚤．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13。22

遊離炭酸（CO2）…………・・………………0，6850

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13。90

温泉（元湯）
　　所　在　地　　北海道久遠郡員ユ［疋澗村大字貝取澗村熔湯の澤
　　馨’｛＝圧愈ごIF∫ヨ　　冒召不05‘F　6月（双京）

　　性　　　状　　無色澄明にして微弱アルカリ性反比を呈すpH　7．15（18，。キンヒドロン電池法）

源泉温度　　82。
上ヒ　　　重　　　　1，0015

イオン表

　　　　　　　・（15。）

（奪寸話隣蹴胸
1カチオン

　カリウムイオン（K●）・………・

　ナトリウムイォソ（Na’）…＿．

　カルチウムイオン（Cゴ）・…・・

　マグネシウムィォン（Mg’○）＿

　フェロイオン（FC●つ・・…………

　アルミニウムィォン（Ar”）＿

アニオン
クロールイオン（C1つ……・・…

硫酸イオン（SO4”）・…・…・…・

ヒドロ炭酸イオンIICO3’）…・

　　9
0，0540

0．6132

01785

0．0396

0．0006

0．0008

0．8812

0．1502

0．7528

ξリイ才ン及
モ　リ　モ　ル

1．381ユ

26．6609

4．4547

1．6283

0．01075

0．0295

　配りヴアル

1．3811

∫6．6609

8．9094’

3．2566

0、0215

①．0886

40．3181

24．8505　　　24。8505

1．5635　　　3。1269

12．3407　　　12．3407

　　　　　　　　　　　　　2．6459　　　72，920　　　40。3181

硯月酸（メタ）（IIBO2）…・…・・…・　0，0250　　05705

到；酸（メタ）（II2SiO3）・……・り・　0．0805　　■0311

　　　　　　　　　　　　　　2．7514　　74．5216
3雄離炭酸（CO2）・………・……・　0．0660　　1．50　　　　，

　　　　　　　・　　　　　　　　　　2．8174　　76．0216

　　泉　　質　　　　土類含有弱食堕泉に燭す

　蒸獲残渣

盛類表

　2．409（1kg中）
（本魚水は共集成に於て1kg中次の威分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　9

クロールカリウム（KC1）…・……・…・・r…0．エ030

クロールナトリウム（NaC1）………一…　1．372

硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・・……・……・0．2158

：重炭酸ナトリ。ウム（NallCO3）・・……・・一〇．0129

：重淡三目ルチウム〔Ca（HCO3）2〕…・…・…　0．7220

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕……・0．2383

重炭酸亜酸イヒ鐵（Fe（IICO3）2〕…・…・・。・A　O．6019

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕………・…0．0051

量的酸（メタ）（IIBO2）・・………・……………0．0250

エ1i酸（メタ）（l12Sio3）……・…・・…………・0．0805

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．7515
裂庄離淡酸（CO2）………・…　………・・……・・0．6660

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．8175

］90

ヨ

ン

1

・1

司

ワ

■
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♂
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L

℃

φ

ム

・＜
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、
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1

、

所　在　地

試験年月
性　　　状

源泉潴渡

比

　　　．イオセ表

カチオン

　カリウムィォン（K’）

貝取澗温泉（炭酸湯）
北海道久遠郡貝取澗村大掌貝取澗村掌湯の澤
ll召和56F　6月　（束刃・）．

無色澄明にして微弱アルカリ性反懸を呈す
．pH　7．02（18，0ヤソヒドロソ～E三法）

　　　．4go

重　　1，0叫2　（15。）　　．

（本鑛水1kg中に含有する各成分及其量次の如し）

ナトリウム，イォソ（Na●）…．

カルチウムイオソ（Cバ）・…

マグネシウムイオン（Mg”）…

フ餌イオン（Fe●’）…………

アルミニウムィォン（AI…）・．・

ア昌オ’ン

　クロールイオン、CI，）………

　硫酸イオン（SO4’ノ）　・…・・……

　ヒドロ炭酸イオ・ソ（IICO3’）…

　　　　　　　　　）
　研月酸（メタ）（IIBO2）。．＿．．．．け．

　珪酸（メタ）（H2Sio3）．………

　　9
0．0410

0．5669

0ユ709

0．0190

0。0003

0．6004

0。7526

0．1296

0．7272

ミリイオン及
竃　リ　モル

1．0弓86

24．6478

4．2651

0．7813

0。0054

0．0147

竃リヴアル

1．0486

24．6478

8．5301

1．5625

0．0107

0．0443

35．844

212239　　2L2239
エ，349　　　　　2．698

11．9221　　　11．9221

　　湧出鑓
　　蒸襲残渣　　　　2、209　　（1kg中）

盤類表（本鑛永は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）

　　　　　　2．4079　　65．2579

　　　　　　0。022　　　　0。5021

　　　　　　0．0701　　0、8978

　　　　　　2。5000　　66。6578

・… @鱒…　。・・・…　　　0．750　　　　17．045

　　　　　　3。250　　　83．7028

　　土類含有弱食思泉に騒す

35．844

遊懸藍炭酸（CO2）・・

　　泉　　質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
クロールカリウム（KCI）　……・…・・・・・…　0．0782

クロールナトリウムCNaC1）一∵…一・・1．1794

硫酸ナトリウム（Na2SO4）……………・・．0．1885

：重炭酸ナトリウム（NallCO3）・…・・……　0．1528

：重炭酸カルチウム（】a（IICOき）2〕・……・・0．6913

：重言酸マグネシウム． kMg（IICO3）2〕・・…・0．1143

軍炭酸亜酸化鐵〔Fe（HCO3）2〕…・・・…“・0．0010

硫酸アルミニウムrA12（SO4）3〕…・・……　0．0025

石麹酸（メタ）（HBO2）…．……；・……・・…　…・0．0220

珪酸（メタ）（H2Sio3）………・・…・・…・・…2。0701

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．5001
遊離炭酸（CO2）……・・…・……・……・……・0．750

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．2501

所在　地
試験年月
性　　　三

歎越嶽鑛泉㈱）

、

、

、

　　　　　　　比　　　　　1．0

　　，　イオン表

カチオン

　かく素イオン（1「）　い…・……い

北海道久遠郡久遠村字太田村帆越嶽官有林内　　　　　　　　　’

昭和13年9月（東京）

少許の類黄褐色沈澱物を有し其濾液は殆と無色澄明にして酸昧並牧敷性鐡

味を有すpll　2．42（18，キソヒドロン電池法）

　　　　　　　　　　　　　　湧出旧約223h1（24時聞）
・（150）　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　・

（本三水1kg中に含有する各州分一其政理の如し）

カリウムィォン（K’）　．＿＿．．

ナトリウムイオン（Na’〉……

カルチウムイオソ（Caつ……

マグネシウムイオン（M9”）…

フェロイオン（Fe’●）　…・……・・

フェリイオーソ（Fビ6）・・。・・…・・。・

ウンガノイオソ（Mn’り・・……・

アルミニウムイオン（A1”。）…

ア昌オン
　クロールイナソ（C1，）　・・…・…

　ヒドロ硫酸イオン（HSO4り…
　硫酸イオン（SO4”）　…・・……・

　　　　足りイオ’ン及
　　　　i　リ　モル
0．003892　　3，861

0．01142　02921
0，08073　　　3．510

0．02969　　　0．7410

0．03119　ユ．288

0．0016　　　0．02866

0。05858　　　1．049

0．004107　　0。07475

0．02759　　1．018　．

0，1149

0．3745

0．5292

3．240

3．861

5．510

竃リヴアル

3．86量

0．2921

3．510

．1．482

2．565

0．05731

．3．147

’0．1495

3．054

18．12

．3．240

3．861

1tO2

塵類・表（本幕水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略三二す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　クP一ルカリウム（KC1）……・・……・…0．021究
　　グロールナトリウム（NaCI）．…………・・10．1723

　硫酸ナトリウム（Na2SO4）…・………一10．1723

　硫酸カルチウム（CaSO4）　・・一………・0．1009

　硫酸マグネシウム（M書SO4）・・………・…0．1544
　硫酸亜酸イヒ鍔～（FeSO4）・・・・・・・…　∴・…　。・・…　。・　0．004353

　硫酸々イヒ鐡〔】3e2（S（）4）3〕・…　。・・・・・・・・・・・・・…　　0．2097一．

　硫酸亜酸化マンガン（MnSO4）……・…0．01129
　硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………　0。1743

　遊離硫酸（正12SQ覗）　◎6・・・・・・・・・・・…　uP一・、軸・0．3784

　鷲酸（メタ）（II2SlO3）………・・………・…0．07101．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．338

珪酸（メタ）（H2Sio3）

1．26ブ　　　24。67　　　　18．12

⑰．07101　　　0，qo95　　　　　　　　． ψ

泉　　質

　　　『1．338　　　25．58

酸牲弱三三泉に髄す

、

r

’

191一 「　噛



所在地
試験年月
性　　　駿

永蓮．

　　　　ユ7ヒ　　　 コ「E　　　　1．0438

イオン表（本鑛水1kg中に含有する各威分及共斑欠の如し）

カチオン
水素イオンσ「）・……・……・石’」

　カリウムイオン（Kり……・・…

　ナトリウムイォ・ン（Na’）…＿

　アムモニウムイォン（NIIの・・

　カルチウムイオン（Ca’。）……

　・マグネシウムイオン（Mg’つ…

　’クエロイオン（Fc’●）・・……・…・

　フェリイオン（Fe’●’）……・……

　マンガノイオソ（Mバ）…・f…・

　アルミ．ニウムイオン（A「つ…

銅イオン（Cゴ）・・曾………一・・

　亜f背イオン（ZIゴ’）・………・…・

朝鮮慶荘厳道統管郡山陽面永蓮里懸鐘山々麓．
1沼和9年2月（東京）
淡褐色澄明にして言語並牧敷性鐵昧を具ふpIi■21（18，。キソヒドロソ電池法）

　　　　　　　　　　　　・湧出最約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　h1　（24　時間♪
　．（15。）　　　　　　　　　『蒸酸常流’　40。099（1kg中）

　　　　　　　　　　　塵類表

　　　♂　ミリ農聖ヒリヴア〃

　0．03083　　30．83　　　　30．83

　0．139　　　　　0．3555　　　　0．3555

　0．8279　　35．99　　　　35．99

　0．00479　　　0．2661　　　　0，2661

　0．07257　　　1．811　　　　3．622

・，0。06561　　2。70　　　　5．40

　0．599　　f10．73　　　　21．45

　3．993　　　71．5　　　　2145

　　　　　　　　　　　も　0．004479　　0。08155　　　0．1631

　3g！70　　　117．0　　　　350．9

　0．0191　　　0．3006　　　0．6011

．　①．02683　　0。4105　　　0．R209

アニオン
　クロールイオ’ソ（Ci’）……・・…　2。668　　75．10

　ヒド・ロ弼げ費イオン（11SO4’）…　2．991　　30．83

　ヒドロ砒酸イォソ（IIAsO4）・・　0．000677
　飼砧麩イォ・ソ（SO4”）・・…・・……26．84

ヒドロ麟：酸イオン（HPO／1）・・

　　　　　0．004837

　　　　279。4
0．01033　　　0．1076，

664．9

75．10

30．83

　0。009674
558．7

　02151
　　　　　　　　　　　　　4L34　　　657．4　　　　664．9
珪酸（メタ）（II5103）・………・・　0．1810　　2．318

　　　　　（：本内水は呼集威に於て1kg中次の放分を含有する溶液に概略相諭す）

　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　’　　9

クロールカリウム（KCI）……・・……・・…0．02651

クロールナトリウム（NaCI）℃…………12．104

クロールアムモニウム（MI．C1）…・鵡…0．01424

クロールカルチウム（CaC12）…・・……・…　0．2005

．砒酸カルチウム（C・IIA・q・）・・一一…0．000871

クロールマグネシウム（MgC12）…・……・0．2571
聾且クロール鍔～（FcCI2）………　…’…………11360

ゆ琵酉愛々イヒf二5～こFc2（SO4）3〕・・・・・・・・・・…　…・・…　14．30

亜クロールマソガソ（MnC】2）……………0，01026

硫酸アルミニウム〔A12（SO｛）3〕…・・…・…19．56

クロールアルミニウム（AICI3）…………0．3495

燐酸アルミニウム〔A12（HPO4）3〕…・…・二〇。O1228

耐ご酸銅（CuS（）4）・・…　し。。・・・・・・・・…　h・・・・・・・・…　　0．04798

。遊霞£硫酸（1【2SO4）・…　。。・・・・・・・・…　瞳・・・・・・・…　　3．022

硫酸血忌（ZnSO4）・…6………一……一・0。06631
避i酸（メ　タ）（H2Sio3）　・…　。・・・・・・…　。・・・・…　。・0，1810

　　　　　　　　　　　　　　　　　41．52
コロイド錫～（Fe20の……・……・…………3．263

　　　　　　　　　　　　　　　　　44．78
　　　　　　　　　　　　　41．5皇　　　659．7
コロ’｛　ド鉛曳（Fe203）　・・・・・・…　一・　3．263　　　　20．43

　　　　　　　　’　　　　　　　44．78　　　680。1

　　泉　　質　　　　食璽並コロイド鐵含有酸性明寒緑肇泉に屍す

‘

c

1

づ

．」

　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　武験年月
　　　　　　　　　　性　　　状
　　　　　　　　比　　重　1．0272

　　　　イオン表

カチオン
　オく素イオン（II）…・…・……・・

　カリウムイオン（K。）……・・…

　チトリウムイオソ（Na’）……
　アムモニウムイオソ（NII4●）・

　カルチウムイオソ（Cゴ’）……
、マグネシウムイオン（Mg●．）…

　フェロイオン（ro）　・…・・……

　フェリイオ’ソ（Fe…）……・ポ・…

　マンガノイオソ（Mバ）………
　　ロ　アルミニウムイオン（A「”）…
　釘司イオン（Cしゴ●）・…・…・・・・……

永蓮里鑛泉（冷）・
朝鮮慶尚南道統埜郡山陽面永蓮里懸鈍面
1昭和b年1月（西京，
淡褐色澄明にして酸蝕削正激昧を具ふpll　O．97（18。，キンヒドロン電池法）
　（15じ）

（響蛮戯銀羨望勧

　　9
0．0172

0．0191

0。6515

0．0438

0．1076

0．0134

0。0703

3．6914

0，0856

1．6910

0．0027

アニオン
　クロールイオン（CIつ…・・……　0．9864

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4’）…　1．6699

　ヒドロ砒酸イオン（IIAsQ／ノ）0．0015
　硫酸イオン（SO4”）・……・…・・19．2586

　ヒド戸燐酸イォγ（IIPO｛”）・・　0．0126

監類表
ミリ1麓磁ミリ伽・

17．2155　　　量7．2155

0．4885　　　0．4885

28．3261　　28．3261

2。4333　　　2．4333

2．6853　　　5．3706

0．5510　　　1．1020

1．2590　　　2．5179　・

66．1067　　198．3201

1．5584　　　3．1167

62．3985　　工87．1956

0．0425　　　　0．0850

27．8173

’17。2155

　0．0107

200。4652

　0．0934

446．1713

27．8173

ユ7．2155

　0．0214

400．9303

　0．1868

　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　28．3226　　366．2684　　446．1713

｝髭酸（メタ）（II2Sio3）ぎ・・・・・・…　　0．5902’　　7．5593

　　　　　　　　　　　、　　28。9128　　373．8277

　　泉質’・砒緊含有酸性明暮線馨泉に回す

　　　　（本鏡水は呼集威に於て1kg中…欠の成分を含有する溶液に概略根蛍す）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪
クロールカリウム（KC1）・・……・……・・…0．0364

クロールナ‘ gリウム（NユC1）…・……・…・1．4534

硫酸ナトリウム（Na呈SO4）・……・・…・・…．・・02437

クロールアムモニウム（NII4Cl）……一・0．1302

硫酸カルチウム（CaSO4）・……・…・・・……0．3641

砒酸カルチウム（CallAsO｛）…・…一…0．0019

硫酸マグネシウム（MgSO∂……………0。0663
耐こ白亜1酸化鐡（FeSO4）…・・……・………，・0．1913

硫酸々化鐡〔Fe2（SO弔）3〕・一…一………13．218

硫酸亜酸化・マンガン（MnSO4）一………0．2353

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕…………10．6771

燐酸アルミニウム（A12（IIPO4）3〕・…・・…　0。0107

硫酸銅（CuSO4）…・…　……・・…・・………：0。0068

遊離面巌（II2SO4）轟・…　∵・・・・・・・・・・・・・…　∵…　　1．6873

fi讃餐（メタ）（1！2Sio3）……・…・∴・………・・0．5902

　　　　　　　　　　　　　　　　　28。9127’

ワ

も

軸

》

f

192 、 ＼



、

、

カチオン

’

、　．

　’　　　　　1　、

　1所在　地
　　二二年月

　　性　　　状
　　　　比　　重．

イオン表

位良．里U」・三四‘（冷）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼朝鮮二七南痘密陽郡府北面位良璽山5番地の1

昭和4年4月（東京）
．赤禍色澄明にして酸昧並牧傲昧を具へ酸性反懸を呈す

　　　1．0123　　　　．（150）

（本銀永1kg中に含有する各放分及其量次の如し），

水素イオン（1「）…………・・…

．やりウムイォン（K’）…．．．㌧＿．

ナトリウムイオン（Na●）・・…・・

カルチウムイオン（Ca●．）……

．●マグネ潔ウムイォン（Mg●●）…

．フェリイオン（Fe’●り・・……・・…

アルミニウムイオン（AI…）…

銅イオン（Cu’．）遇……………

アニオン
　クロールイオン（C1’）・…・ぐ…

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4ノ）…

　ヒドロ．砒酸イオン（IIAsO4”）

　硫酸イオ・ン（SO4”）…………・

　ヒドロ燐酸イォソ（UPO4〃）．．

　　　　　噛ミリイオン及
　　　9　　　　　モ　リ’モル’

0．001932・1．948

0．003114　　0。07964

・0。01322　　．0．5748

0．002823　．0．07045

0．002157　　0．0887

2．323　　　41，608

0．7537　　27．81

・0．00016　　　0．02518

0．01784

0．2007・

0．000296

9．985

0．0409

103．9

　0。4259

0．5031　　　 0。5031

1。948　　　1．948

0。002115　　0．004229

　　　207．9

　　　　　0．8517

7

，

　　　　　　　　　　　　　　　廓．　　　　　　　　　　　　　　 　　「

　　　　　塵類表（本鑛永は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す）1

　ミリヴア・レ　　　．．　　　　　　・幽・　を．
　1．948　　　クロ「ルカリウム（Kc1）・・……・……b…o．005938

0・07964　ク隅一ルナトリウム（N・CI）・・…一∴…0，q24ブ6

　0・5748．　耽酸ナトリウム（Na2SO4）…・㎡・・P…・…・…0・01075

0・1409　硫酸カルチウム（CaS（〕・）…・．…∵……3・…0・009305

　0・1774　　砒酸カルチウム（CaHAsO4）………・……0．00038
124．8　　　　硫酸マグネシウム（MgSO4）・・……・…・・…　0，01068／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’83．44　　　　　　硫酸々イヒ鐵〔Fe2（SO4）3〕・…　一・・・・・・・・・・・・…　　8．391

0・005036．硫酸アルミニウム〔AI，（SO、）、・・…一…4．ナ13’

20免2　　燐酸アルミニウム〔A12（HPq），〕・・…一．5．048ざ

　　　　　　硫酸銅（C・SO・）一…・・……………1……0．ood贈、

　　　　　’進離硫酸（H2SO4）・・r…………∵・…・・一．…0．2026

　　　　　　．珪酸（メタ）（II2Sio3）…；……・………・…・6．1103

　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　．　　　　・　13．46

　　　　　　　　　　　　　13．35　，　179．1　　　　209．2
エ圭酸（メタ）（2SiO3）・・…　。・・。・…　。　0，1103　　　　1．413

　　　　　　　　　　　　　13．46　　　．180．5

　　泉質　砒素含有酸性明舞緑馨泉に即す

　　　　　　　　1
、

位良里山三三（冷）

’

、

、

’

力手オン

　　所在．、地　　朝鮮慶尚南道密陽郡府北面位良里山3番地

　　試験年月　　昭和6年9月（大阪）

　　性　　　状　　淡褐色澄明にして牧三昧を具へ酸性反癒を呈す

エビ　　　重　　　　1．0057　　　　　（150）

イオン表
（本丁永1kg　rllに含有する各成分及其量次の如し）

水素イオン（1「）…・…一……

．カリウムイオン（K’）…∵……

ナトリウムィォソ（Na’）…・・：・

カルチウムイオン（Cバ）……

マグネシウムイォソ（Mg邑’）…

フェロイオン（Fe●○）……・……

フェリイオン（Fe…）・、・…∵……

マンガノイオソ（Mn”）・・……

アルミニウムイオン（A1●。●）…

銅イオン（Cu●つ・∴・……・……・

アニオン
　クロールイオン（C1ノ）．…・……・

　ヒドロ硫酸イオン（IISO4ノ）…

　硫酸イオン（SO4”）……・・……

　珪酸（メタ）（II2Sio3）・……・…

　9　ミリ其湧
0．003563　　3．535

0．006844　　0，1750

0．01732　　　0。7530

0。02859　　0。7134

0．004892　　0。2012

0．2876　　　5．150

1．110　　19．87

0．002305　　0．0420

0．2280　　　8．454　巳

0．000489　0．0077

0．04045　　　1，141

0．3431　．　3．535’

4．659　　　　48．50

モリヴアル

3．535

0．1750

0．7530

1．427

0．4023

10．30

59．62

0。0839

25．36

0．0154

101．67、

1．141

3．535

98．00

字類表（本活水ば其二品に於て1kg申次の成分を含有する溶液に概略相湿す）

　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　9
　　ク．ロールカ』リウム（KCI）・・……・・．・》・……　0．01305．

　　クロールナトリウム（NaCl）…一1・・……　0．04402
　　　　　　　　ら　　クロrルカルチウム（CaC12）……………　0。OU8

　硫酸カルチウム（CaSO4）…………・・一…0．08265

　硫酸マグネシウム（箪gSO4）一一……．…0．02422

　硫酸亜酸化鐵（FeSO4）………・…一一…0．7824
　硫酸々イヒ鐵⊂Fe2（SO4）3〕・・・・・・・…　一…　一・・…　　3．973

　硫酸マソガソ（MnSO4）…………∴………0。006336
　硫酸アルミニウム〔AI2（SO4）3〕…・・…・…ぜ1．446

，．硫酸銅（CuSO4）…1…・・………………・・…・0．og1227．

　遊離硫酸（II2SO4）…・…・・…・」……・………0．3467

　珪酸（メタ）（II2Sio3）………・・げ………・・…　0．0953

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．827

6．732　　　　92。08

0．0953　、1221
1叫68

泉　　質

　　　　6●827　　　93．30
　　、8
酸性明馨緑寒泉に卜す

、

一193． ■、



’

所　在地
試瞼年・月

性　　・状

．鈴 谷 鑛 泉（冷）

樺太壁原郡聾瑚ヒ村大字鈴谷字奥鈴谷國有林豊原西山事業匿41林理口小班内

昭和8年3月（某京）　　　　　　　　　　　　．　　　ヨ、一

無色澄明にして微に三味並清凍昧を具へ微弱酸性反癒を呈し
之を煮沸すれば賜アルカリ性に墾ずpll　6．20（18。，・キンヒドロン電池法）．

　　　　　　　　　　　　　　湧　出　i達　　糸勺　　360σh1　（24　0与間）

　　　　上七　　　　重　　　　1．002　　　　（150）

材ン表（本三水1kg　r11に含有する各威分及共量次の如し）．

カチオン
　カリウムィォン（K●）・・・……・・

9ナトリウムイオン（Nの・・…
　ア込モニウ属イオン（N正㍉つ・
　’
　・カルチウムイ牙ン（Cゴ）・・…

　マグネシウムイオン（Mgつ・・

　フ缶ロイオン（Fビ）。・・…∴・…

　アルミニウムイォソ（Ar”）’・・

　　　蒸獲残孟査i　2．538g（1kgl｝葛〉
騒類表（本鑛水は其集成に於て1kg中次の成分を含有する溶液に概略相當す．．）

　　　・　妻リヂ難wアル
・　0．02471　　　〔レ」6320　　　0．6320

。　　0．7494　　　32．58．　　　　32．58

・　0．001497　0．08317　　0．08317’

・　0．1198　　　2．990　　　　5．980

・　0．06037　　2．483’　　4．965

・　　0．000224　　0．004012　　0．008023

・　’0●003217　　0．1187　，　0．3561

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．60

アニオン
　．クロールイオ’ン（CI’）・・ボ……　0．5363層15．12　　　15．12

　硫酸イオン（SO4”）’……∵…・・　0．01758　0．1830　　0．3660

’ヒドロ1炭酸イオン（旺CO3’）…　1．776　　29．11　　29．11．

　　　　　　　　　　　　　　　3．289　　　　83．30　　　　44．60
　硯垣酸（メタ）（11Bヒ）2）　・・・・・・・…　。・　0．07984　　’1．814

　｝圭酉疑（メタ）（II2SiO3）…・・……　0．02799　　0．3547

　　　　　　　　　　　　　　　3．397　　　　85．37

　遊離炭酸（cO2）…・……・・……　　1．001　　　22．75

　　　　　　　　　　・　　　　　　4．398　　1U8．2

　　　泉質　食麺含有アルカリ性炭酸泉に恥す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
クロールカリウム（KC1）…「・…・・…・・……0．04712

クロールナトリウム（NaC1）…………・…　0．8421

硫酸ナトリウ．ム（Na2SO4）………………0．OOO703

：重淡酸ナトリウムCNallCO3）一………　L526

クロールアムモニウム（MI4C1）・………0．00445

距：炭酸カルチウム〔Cユ（IICO3）2〕…・…・…0．4846

重炭酸マグネシウム〔Mg（IICO3）2〕・・…・・0．3633

重淡西盈亜酸イヒ戯〔Fc（IICO3）2〕・・。・……・　0．000713

硫酸アルミニウム〔A12（SO4）3〕・・……・…　0．02032

瑚酸（メタ）（IIBO2）・・・・・・…　。…　…・・・・・・・…　0．07984

珪酸（メタ）（II2Sio3）…・・…・・…・…・免……0．02799

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．397
遊離炭酸（CO2）……一…・………・・…一・1．001

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．398

　　　　　　　　　　　　　　　　1

！

〆

■

、

9

’
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＼

’

’

＼’

索

’

（次の数掌は回数を示す）

　　軍純温泉，2僧森）；14幅勘；23（新潟）；35－39

　　　　　　　　（栃木）；45－51，54－55，57，62－64，6

　　　　　　　　6，6ウ（群馬）；85，88，90－91，93　（飛セ奈

　　　　　　　　刀D；96，98，99，108－109，111－120，

　’　　　　　　　123（欝岡）；125－127（山梨）；132，13

　　　　　　　　7（長野）；159，164－165，167，172（鳥

　　　　　　　　取）i188（北海疸）　　　・

　　土類泉．80僻書）；136（長野）

　・輩純炭酸泉　18備島）；19（山形）；75（群馬）；138

　　　’　、　　’（長野）；143（岐阜）．，

　　土類炭酸泉　135（長野）

　　アルカリ性炭酸泉　135（長野）．

　　食塵言有炭酸泉　15（大阪）；157（兵庫）；172，174

　　　　　　　’　　　　（島根）

　　アルカり泉25（新潟）；134，139（長野）；1与6（大

，　　　　　　　　　阪｝；166（鳥取）；．182－183（大分）

　　食塵含有アルカリ泉．146（奈良）；148－150（和

　　　　　　　　　　　　　　歌山）；i60，161，163　（鳥

　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　取）　；190（；｛ヒ侮道）

　　弱掛盤泉　16，18瀬野）；20－26，ρ9，31－32，34

　　　　　　　　（新潟）；35，46（栃木）；83（東京）；86，89

　　　　　　　　90（紳奈川）；107，121（静岡）；165－169
、

　　　　　　　　（鳥取）1178（岡山）；187（北海i首）

　　　　ロ　　食肇泉4（肝）；15（示翻；27－28・30（綱）；

　　　　　，　　74－78，80－81（群馬）；84（東京）；85

　　　　　　　　－89，93，94（紳奈川）；100，124（忠岡）；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
　　　　　　　　130（山梨）；140（愛知》；144（石川）；181

　　　　　　　　（愛媛）；190－191（北海道）

　　アルカリ性食客皐　83（千葉）；124G鋼）；147

　　　　　　　　、（奈良）；189（バヒ海i萱）　　層　　　　　　　　　　　　“

　　苦味三食塵泉6（秋旧）；26，33（新潟）

　　棚酸含有食盛泉29（新潟）；73（舞脇；189（北海．

　　　　　　　　　　　道）　　9

　　硫化水素含有食珍物6（秋田）；3（岩手）；145幅・

　　　　　　　　　　　　　　井）

　　芒硝性苦味泉io（宮城）；11（輻島）；27（新潟）；1

　　　　　　　　　　10，115，118（静岡）；154（大阪）；1

　　噛ヤ　、

　　　　　　　　　　　　　　セ

引

石膏性苦味泉

「　、

　　　　　　　　　　　　覧60－163（鳥取）

13，17（福島）；42－44，52－53，5

8－61，64－65，69－7δ，72，74，7セ

　（群馬）；94－99，102－107，10

　9，132（書寮岡）3134（長堅｝）；155　．

　（大阪）；170－171（鳥取）；17g

　（下野）

＼

炭酸鐵泉　5（岩手）；16幅島）；．34，79（群馬）；133

　　　　　　（長野）；144（岐阜）；150（京都）；151－

　　　　　　156（大阪）；158（兵庫）；180（山口）；181

　　　　　　（徳島）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑馨泉　5（岩手）；73（群馬）；145（福井）；158　、

　　　　　，（兵庫）

明糞泉119（1鋼）

明馨緑藝泉　133，138（長野）1139－140（愛知）；1

　　　　　　　74－176（岡山）；182（愛媛）；188（北

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・1
　　　　　　　海道）

酸性明馨緑碧i泉　11（宮城）；13－1傷17（福島）12・

　　　　　　　　　0（山形）；28，31－32（新潟）；40

　　　　　　　　　－41（栃木）；71，79（群馬〉；84

　　　　　　　　　（東京）；91－92（紳奈川）；127

　　　　　　　　　－128∫1LLI梨）；131＝一132，135、

　　　　　　　　　（長野）；157（兵庫）；173（島恨）；　．

　　　　　　　　　177－1781岡山）；180（香川）；・1

　　　．　　　　　琴3－184（佐賀）；18与一186（宮

　　　　　　　　　口奇）187（北海道）；192－193（朝

　　　　　　　　　鮮）

酸性泉7（秋田）∫68（群馬）；89（紳奈Jll）・

酸性緑禁泉　10（宮城）；33（新潟）；128－130（山

　　　　　　　梨）；176（岡山）；191（北二道）

酸性明馨泉　1（胃森）；67－68（群馬）　　　，

硫黄泉～（青森）；3（岩手）；7－8（秋田）9（宮城）；

　　　　　　30（新潟）；39（栃木）；56「57，65－68，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　
　　’　　　70，81（群馬）；82（埼玉）；129（山梨）；1

　　　　　　36（長野）；141－143（岐阜〉；146　（三

　　　　　　重）；‘147－148（和歌山）；179（山ロ）　　’』

　　　　　　　　　　　　　　　　L


