
地下水の水温は案外立入って研究され

℃いなL、。 浅い井戸や泉の年平均 ;J<.ilIIt 

しし所在地の年平均気出よりも 1')C~" 

2 (JC {¥:i.i角いのが誇j邑であるわ Lたがつ

てI地白 f/水kのZぶトk吋L吋i温昆は3点;江〈都附近では 1凶6

であるのに， 東京附近では 14心C~ 14.5 

uC {ι111形附近では 120C 位，北尚道で

は千歳併化場の扮JJ<.(支勾湖に対する)

は SOC似て、あるつ

礼申晃の気温を点京のうとu品と比較してみ

ると，作1]えばs)-1の月平均気温は東 fr(
25. 50C {色，キU院2l.70C {{，:で、あるカ:， 1 

)1のJ1平均気温は東京 3.00C，札幌--6.

;iυCであって，夏季には東京と札幌では

気n止の差は小さいが，冬不にはその是は

いんじるしく/工る。したがって史季には

渋い地表ぶの水温は東京方面といわじる

L い差は考えられないが，冬季にはその

差が大きく現われ，湖沼， 人]会1胡等も北

海道では結氷するものが多く ，M川も凍

結するもの，凍結にいたらなくても水温

が OOC近い状態にあることが多い。伊1]

えは t磯部知内村にある頃内)110主流)1i) 

の水祖変化を次凶に示すと，ノド温ooC~ 
lUCをイ、しfこ日が 1月中 211]間， 2 JJ 
111も21日間である。最高水温は 20.50C
(7月〕にみられ，最低水温はO.20C ( 2 

月)にλえられるが， )-1平均水温の最高は

17. H C (約月)oC， 段{氏は().l{'C ( 2 }j ) 

であるω 各月の平均水温の 8月と 2Jj 0) 

差は 17.00C ではなはだ大であり，夏季

I 

には水温がL:封 L，冬不にしt川床には氷

がつきJJ<.{品が械!支に低下 Lてレるが川/ド

は J東結にはいたらないη(中i~[ ír~ JIIでは

inJ耐の結氷i:ろにるのが北海道の河川山村

11主である〕

これに反して地ド水は冬季も普通 TC
U、!-:で凍結することはなL、。特に千成附

化場の湧水のようえ五，特に深層地 Fノドの

水iltは一年中はぼ一石で， Lたがって史

季には水漏が気温に比較Lて低く，冬季

にはiおいのが地下水の干IL'，~ì，である l 地下

深所からの地ドJJ<.，例えば掘抜井戸や裂

1背水の温度はj長L、地下水のi昆!皇:よりも高
L、o これは地ト 10m以移民における地温は

l也氏の l古51同部の地;~1\の{ぷ碍によって大略

:30mにつき 1"Cの訓{i(こ，tl1~地卜}行

ì~~.>t~ と i呼ぶ)でJ-.対するからであるとい

うこと ι!j;_つ(¥，、る。例えば虹別事業助

の同水(摩周湖に対する)の ;J<.温は 9.8

)C~S. 30C (昭和28年)を示し，年平均

JJ<.i品l工9.2UC て、ある。sI1手1128年:の|寸I也

|五の年平均気温は 4.6'-'Cであるから，地

トI将温*を 30mにつき 10C， j:也i品より

も泉ilrrlが 1oCβj¥，、とすると， 自1))1]のめ

ノドは地下 100m以上の深さから悌11¥Lて

いることになるの(温泉については別の

機会に述べたし、)虹別事業場湧水のぶ温

変化をド図に~J'; lたが，その水温年較差

(1 1. 5 UC と L 、うノj 、，~ "、も υ)で，多量に|

てよ副長のない，かつ温度変化のない清i91J

な水を湧出している。最高水温は 9.80C
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(l())~ )にふられ，最低水温はtl.~)uC (1 

) j )にふられるが，月平均;J'(温の最高は

リ()C (8 Jl， 9)]， lo}j)で， 最低は

8.1 'C ( 1月)であるい各月平均樋皮の

メ)]， 9月， 1 ()月と 1J]との;u工;b-:rか

1.5いCであるい

J也卜水の水温の年変化 LlJ!:して簡単で

は/1~ '" .1也)Jにわーってよく聞かされる話

であるが， この ;J，~上冬 l 上 i品く寝:は冷L 、と

い〉ことであ 第 1図

例えば十勝の幕別事業場の鵠;J~ (掛水

川をなす〕の水温変化を示すとド|還の上

うである。その最高温度は 1:3.8)C(9 

JDにみられ，最低水温は1.9υC(lJJ)
にみられるが，月半均水温の最高は12.7 

υC (9月)で，最低は4.10C (1月)で

ある。各月平均温度の 9月と 1月との差

は8.6υCで中等!主である円気温と共にみ

ゐ少， 7月より 9月にかけてぶ温の1Jが

気温よりも低

む L/!ぺ_k帆 .:!ijf~ fIル φ!( 境内/!/)の/t;/!J河生化 (!ig;JLJlj>;'}j) く，かつ10月よ

り翌年の()}j に

かけ』て気i品が;J(

UJ(~差 1;1ーで 1Mil っ

/こら尺でi上/cくF 
山内~~トt1;vニょっよこ

もので， ~、うま

でもなく史のよ

うじ気泌が両い

JI与には水は冷く

!.g;ぜられる-

)J， うさのようじ

気掃の (J~ ~、時に

は出く!訟じられ

るから向山台は;J~

， 
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りあてにはなら ノ

1ヅベイ

ないハlOm].:}，l二 531J 
の保さの閉鎖井 レ
戸で， ijご最尚最 E 

(氏のノ山工 1ωC内外lこj品ぎないので， こ

のようなことは宋暖討に頼らなければ正

1 ~引i 民を判ることはできな L 、。北海道

のおじさ 10m~300 mの地下氷温は大体 8

cC~15JCの;陀聞にあるとされているが，

10mよりもj品、井戸れや地皮から惨込む

;J，山人る泉υ，1品位11相万じ定化 1， H免史

'}.[-_]十火にん、け亡MLIIn'，く， t~冬泊、ら台とに

かけて冷くなる， Lヵ、し気温よりも温か

iニ較差の小さいことは勿N命であるの
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!I1UJトと!t;〆〉て

いるが， 夏季の

気温と水温との

開きは小であ

る口

以 I:;ili:べた事

柄から，泉!t;と

その;J(が深L、所

から 11'，てL、るの

か地表とか出錐

などの上部を伝

わって出てきた

i長いものである

fi7 :7!fム¥' X .'1.1 XIl かどうかは，そ

の水温の年変化を研究することによって

定めることができる。このことはわれわ

れの立場では，鮭鱒の勝化，飼育用，jえを

選定する上に大切なことの一つである。

水温変化にはなはだしい異常をみるも

のに水光国(帯広市東十条南五了目に位

置し i面積 2，629士1¥ 水深最大川町、!λ
均1.51日の，市状をなすj勇/J(I{十じ，遊|封地

とLて利用 L，従うKよりu:川氏が養鱒中

業を経常している〕のj勇水があるのこの
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川の伏流水じよぺて温められた砂傑層を

通過するので温く，度には奈の冷L、JロIJ1Jえ

によって冷されたし岡本f通過するので冷

くf£るものと考えられる仁 IIul.¥，、本はとも
かくとして， 7 "C とL、うここの、i乙j勾気

iMより冷いIJ'¥.(土，札内川の河川、伏流水の

第 3図

湧IJ<.(j)水温は夏にはもっとも低く， 7 

月 ~8 月には 7 UC 程度に[5$り， これに

反 L て 12 月 ~1 月( 1 )Jの月平均気温は

_-5. 7οC f:'!'，皮)には 14.5"C斜度に達す

るという珍しい水1M異常会示すものであ

る。このことについては，Bi1和28{j二12月
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第 2図
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ためと考えざるを得ないっ

く辺、7卵字化場調査課以〉

、J

に，筆者は借広市にあるフルフラル工場

の廃本調企を行なったH与に大体確認した

ことであるが， 水光園地f許の地質は)字い

砂利層の上を 30cm~200cm の表土が被

覆した旧河床帯に属するものと認められ

るもので，当時行なった水質調査から判

定すると，この地帯の地下水は札内川の

旧河床における沃流と考えられたところ

である。〔沃流水というのは河氏の砂際

層中に合まれる水で，ノ1'¥.の系統は直接M
水湖水より入る場合が~\，、〕このようl.f

水温異常現象については，すでに徳品!!IL

江川について，朝比奈および渡辺，松平，

肥れ氏らの研究により|切らカ過にされて L、

るの℃あるが， ノド光闘の悌*のI坊ffし

札|付川のIJ'¥.がこの地借1こ伏流 LてL、る J)

で，冬には水光園の湧水は秋の温い札i付




