1A01

風化花崗岩中のレアアースの存在状態と抽出特性
○本多 翼、田中雅人、高橋嘉夫
（東京大・院理）

【はじめに】中国南部に存在するレアアース（REE）資源の鉱床であるイオン吸着型鉱
床は、風化花崗岩が母材であり、塩化アンモニウムなどの溶液を流すと、レアアースが
容易に抽出できる。しかし日本での同様の風化花崗岩の存在や、REE の抽出特性と分子
レベルの化学状態の関係は明確ではない。そのため、広島県及び島根県の風化花崗岩を
対象に、広域 X 線吸収微細構造（EXAFS）法などを用いて、レアアースの抽出特性と
分子レベルの化学状態の関係を調べた。
【方法】（レアアースの抽出）広島県東広島市にてイルメナイト系列の風化花崗岩、島
根県雲南市にてマグネタイト系列の風化花崗岩を採取し、1 mol/L の塩化アンモニウム
溶液を用いてレアアースを抽出した。また混酸を用いて全岩分解を行い両者のレアアー
ス濃度を ICP-MS で測定した。塩化アンモニウム溶液による抽出可能 REE 濃度に対する
全岩濃度の値を抽出率とし、その結果をもとに抽出率の高い試料と低い試料を化学状態
分析に供した。
（化学状態分析）SPring-8 の BL01B1 及び KEK-PF の BL-12C、BL-9A を
用いて、レアアースの局所構造分析を調べるために、Y-K 端 EXAFS、及び Ce-LIII 端
XANES 分析を行った。また岩石研磨片を作成し、電子線プローブアナライザー（EPMA）
や SPring-8 の BL37XU における μ-XRF 分析を用いて、試料中のイットリウム（Y）の
分布状態を調べた。また、Gaussian 09 を用いて粘土鉱物に吸着された Y の分子モデル
を作成して量子化学計算を行い、構造最適化と振動解析を行った。
【結果】採取した風化花崗岩試料中のレアアースの抽出率は、高いもので 90%を超え、
中国などで報告されているイオン吸着型鉱床と同様の特徴を持つことが分かった。また
その抽出率は、負の Ce 異常の程度とよく相関しており、Ce 異常の程度が風化の進行度
および抽出率の指標として利用できることが分かった。また風化の程度（CIA）や抽出
率の高い試料の Y の EXAFS スペクトルは、Y 溶液の EXAFS スペクトルと類似し、第
二近接の寄与がほとんど見られなかった。これよりレアアースは、水和イオンの状態で
粘土鉱物に弱く吸着しており、抽出が容易な状態にあることが分かった。一方 CIA や抽
出率の低い試料の EXAFS スペクトルは、Y 溶液の EXAFS スペクトルと異なり、第二
近接の寄与がみられるため、内圏錯体を形成し、抽出されにくい状態にあると示唆され
た。 EPMA の結果より、粘土鉱物だと思われる部位から 600 ppm を超える Y が検出さ
れた。また量子化学計算より、2:1 型の構造を持つ粘土鉱物の層間に吸着された Y3+では、
外圏錯体が安定であると示唆された。一方、Si の一部を Al で置換した粘土鉱物の層間
に吸着された Y3+では、内圏錯体が安定であることが示唆された。
【結論】高いレアアース抽出率を示す風化花崗岩試料では、レアアースが外圏錯体とし
て吸着され、風化の程度（＝CIA 値）が高く、Ce の負異常が大きい、などの特徴があ
ることが分かり、これらはレアアース資源活用に有効な情報となることが期待される。
Relationship between water-leachability and chemical-state of rare earth elements in
weathered granite, ○Tasuku HONDA,1 Yoshio TAKAHASHI,1 and Masato TANAKA1
(1Graduate School of Science, The University of Tokyo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033)
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1A02

アルカリ金属元素-希土類元素硫酸複塩の生成に伴う
希土類元素の分配挙動
○深井惠 1、木川田喜一 2、大井隆夫 2
（1 上智大学理工学研究科、2 上智大学理工学部）

【はじめに】 希土類元素 (REEs)の組成は、地質学的・地球化学的プロセス研究のトレーサー
として有用であり、火山性熱水地域の湧水にみられる REE パターンは、比較的浅部における
水‐岩石相互作用を反映している。群馬県草津白根火山地域の万座温泉は、大小複数の断
層が入り混じった地下構造のもと、多種多様な水質の源泉が比較的狭い範囲で湧出している。
万座地域湧水中の REEs は、湧水ごとに異なる REE パターンを示し (Fig. 1)、同地域に産出
する酸性変質二次鉱物の明礬石族鉱物 (XAl3(SO4)2(OH)6; X= K, Na, 0.5Ca)の生成との関
係が指摘されている

1)

。また、これら明礬石族鉱物に含まれる REEs は、アルカリ金属元素
-REE-硫酸複塩を経て取り込まれていると考えられている。そこで本研究では、万座地域の地
下浅部における水‐岩石相互作用を、湧水の REE パターンから解明することを目指し、硫酸複
塩の生成条件が REE パターンに与える影響について検討を行った。
【実験】 CI コンドライトの REE 組成を模した REEs 硫酸溶液 (各 REE 数 10～数 100 mg dm-3,
1 M H2SO4)と、0.6 M 硫酸カリウム溶液または 0.6 M 硫酸ナトリウム溶液とを、体積比 1:1 で
PTFE 密閉容器に封入し、所定の温度で所定の期間反応させた。反応後、内容物を吸引濾過
により、液相と固相に分離し、液相中の REEs 濃度を ICP-AES により定量した。
【結果と考察】 Fig. 1 に、7 日間の反応実験から得られた固液分配係数 Kd を、岩石および湧水
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固液分配係数 log Kd
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中の REE パターンとともに示した。硫酸カリウム系は、実際の明礬石の REE パターンとよく似た
形状の Kd のパターンを示した。硫酸
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Fig. 1 REE パターン
Y. Kikawada et. al., Procedia Earth and Planetary Science 7, pp. 428-431 (2013)

Distribution behaviors of rare earth elements on the formation of alkali metal- rare earths double
sulfates.
*
M. Fukai1, Y. Kikawada2, T. Oi2 (1Graduate School of Sci. and Technol., Sophia Univ., 2Faculty
of Sci. and Technol., Sophia Univ.)
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非晶質炭酸カルシウムを経由したカルサイトへのスト
ロンチウムイオンの取り込み
〇松沼智史 1、鍵裕之 1、小松一生 1、丸山浩司 1、吉野徹 2
（1 東大院理、2 都産技研）

【はじめに】Ca2+より小さなイオン半径をもつ二価の陽イオン(ex. Mg2+, Cu2+, Zn2+)はカルサイト構造
の炭酸塩を、Ca2+より大きいイオン半径をもつ二価の陽イオン(ex. Sr2+, Pb2+, Ba2+)はアラゴナイト構
造の炭酸塩を形成し、炭酸カルシウムはどちらの構造も取りうる。たとえばアラゴナイト構造を取
る Sr2+は、同じくアラゴナイト構造の結晶に取り込まれやすく、カルサイト構造には取り込まれに
くい不適合元素であることが知られている。今回我々の実験ではストロンチウムを取り込んだ ACC
を加圧することで結晶化させ、ストロンチウムが本来入りにくいカルサイト結晶中に取り込まれる
かを調べた。
【実験方法】0.1 M CaCl2 および 0.1 M SrCl2 の混合溶液に氷冷下で 0.1 M Na2CO3 水溶液を加え、吸引
ろ過、アセトン洗浄、真空乾燥をすることで、ストロンチウムを含む ACC を合成した。Yoshino et al.
(2012)で報告された方法に従い、ACC 試料を 0.8 GPa で 10 分間加圧して結晶化した。回収した試料
の粉末 XRD パターンを測定し、各試料に含まれるカルサイトの格子体積を算出した。また、同濃度
の混合溶液を室温下で 3 日間撹拌して得られたカルサイト結晶についても格子体積を算出し比較し
た。さらに、得られた加圧試料における Sr2+の安定性を考察するため、400℃で加熱した後の粉末
XRD パターンも測定した。
【結果と考察】図のように、出発溶液中のストロンチウム濃度が上昇するにつれて、ACC を加圧し
て得られたカルサイトの格子体積の上昇が観測された。これによって、カルサイトの構造中に Sr2+
が取り込まれたことが分かった。比較試料の格子体積
は Sr/(Sr+Ca)が 8%程度までは増加するが、それ以降は
ほぼ一定となった。このことから、ACC を経由したカ
ルサイトの方がストロンチウムをより多く取り込ん
でいたことが分かった。また、ACC を加圧した試料の
特性 X 線マッピングから、取り込まれたストロンチウ
ムは一様に分布していることが分かった。加圧試料を
加熱した試料からは、炭酸ストロンチウム結晶は検出さ
れず、格子体積の減少も見られなかった。これらのこと
から、本来カルサイト中に取り込まれにくいストロンチ

図 出発溶液中のストロンチウム濃
度に対する格子体積の変化

ウムがカルサイト格子中に安定に取り込まれうること
が分かった。

Doping Strontium ions into calcite through amorphous calcium carbonate
*S. Matsunuma1, H. Kagi1, K. Komatsu1, K. Maruyama1, and T. Yoshino2 (1Grad. Sci., Univ.
Tokyo, 2TIRI)
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(Keynote)

微小領域における炭酸塩の安定同位体比分析の現状
○石村豊穂
（国立高等専門学校機構・茨城工業高等専門学校）

炭酸塩，特に炭酸カルシウム（CaCO3）の炭素酸素安定同位体組成（δ13C，δ18O）は，生成
当時の環境履歴をその同位体値に記録することから，過去 60 年以上にわたり世界中の地球科
学研究で活用されてきた．特に生物源炭酸塩殻の安定同位体組成は，海水のδ18O（塩分変動・
全球氷床量）と水温履歴，そして溶存無機炭素（DIC）のδ13C を記録するので，物質循環や
環境変動メカニズムの解明に関わる基礎情報として重要である．また，堆積物中や岩石中で
無機沈殿によって形成される炭酸塩の安定同位体組成も，生成に伴う環境履歴を記録してい
ることから，周辺水の温度や流体に含まれる炭素源の推定に活用することができる．
近年では当該研究の進展に伴い，さらなる高解像度解析を目的とした微量炭酸塩の安定同
位体比分析が重要視されている．しかし，環境変動解析に有用な精度での分析には高価で複
雑な分析システムが必要で，最新の分析システムでも 20µg 以上の炭酸塩が必要であり，こ
れが当該研究進展の大きな壁となってきた．本発表では，この問題を解決するために開発し
た微量炭酸塩安定同位体比測定法（Ishimura et al., 2004, 2008. RCM）の紹介と，その応用研究
によって得られる研究成果，そして現状の課題について紹介する．
微量炭酸塩安定同位体比測定システムは，連続フロー型安定同位体比質量分析計と自作の
前処理システムから構成され，分析に必要な炭酸塩量は 0.2µg〜と，最新の商用分析システ
ムと比べても 1/100 以下での分析が可能であり，世界で唯一ナノグラムオーダーの炭酸塩の
安定同位体組成を古海洋学・環境解析学に有用な精度で簡便に分析することを可能にした．
この分析法をこれまでの安定同位体比分析と比較すると，以下の４点が特筆すべき優位な点
と言える．
（１）サンプル量が少なく同位体比分析が困難であった試料を研究対象することが
可能で，貴重な測定対象の消失も最小限に抑えることができること，
（２）分析に用いる炭酸
塩量を事前に秤量する必要が無く，試料サイズに対する自由度が高い（0.2〜500µg までの分
析実績がある）こと，
（３）反応した炭酸塩重量を高感度で簡単に定量できること，また，
（４）
質量分析計に導入しなかったガスを保持することによって，複数回の導入・分析が可能で，
必要に応じて分析値の検証や分析精度の向上が可能である．
現在この分析方法の基盤を確立し，多分野に渡っての応用研究を推進している段階である．
鍾乳石や魚類の耳石，岩石切片試料などを数十マイクロメートルのオーダーで生成履歴に伴
って正確に掘削し，微細な粉末試料を回収しつつ分析に用いることが今後の課題の一つであ
るが，例えば Sakai and Kodan (2011. RCM) の掘削技術を活用することによって，微小領域安
定同位体比分析のさらなる応用研究へと昇華させることが期待できる．
Recent progress of microscale stable carbon and oxygen isotopic analysis for calcium carbonates.
*T. Ishimura (National Institute of Technology, Ibaraki College)
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還元的環境におけるモリブデンとタングステンの
パイライトへの分配挙動の比較
○渡辺勇輔 1、田中雅人 1、柏原輝彦 2、川口慎介 2、石橋純一郎 3、高橋嘉夫 1
（1 東京大・院理 2JAMSTEC 3 九州大・院理）

【はじめに】 モリブデン(Mo)とタングステン(W)は共に周期表第 6 族に属する元素であり、環境中ではオキ
ソアニオン(MoO42-、WO42-)として存在し、化学的挙動が類似した元素であると考えられている。これらの元素
は地殻中での存在度が殆ど等しい(Mo / W = 3)。一方で海洋における Mo と W の溶存濃度は Mo の方がモル濃
度として 1800 倍高いことが報告されている(Sohrin et al., 1987)。これは鉄マンガン酸化物への濃集が大きな要因
であると考えられており、Mo は外圏錯体を形成し吸着するため比較的溶けやすく、W はより安定な内圏錯体
を形成するため溶存しにくいという挙動の違いが溶存濃度を支配していると考えられる(Kashiwabara et al., 2011,
2013)。
一方、現在より強還元的で硫化物イオン濃度が高い海洋では、硫化鉱物への吸着挙動が元素の海洋中の濃度
を支配している可能性が高い。一方、硫化物濃度が高い熱水環境に生息する一部の好熱性細菌において、現在
生体必須元素として Mo が担っている窒素固定を W が代替していることが示唆されており(Kletzin and
Adams,1996)、元素の溶解性と生体必須性には関係がある可能性がある。しかし、Mo や W の硫化鉱物への吸
着メカニズムについて研究例は少なく、還元的海洋でのこれらの元素の溶解性については不明な点が多い。本
研究では鉄の硫化鉱物であるパイライトへの Mo・W の吸着実験を行い、ICP-MS による分配係数 Kd (= [M]固相
/[M]水相; M = Mo or W)の算出、XAFS を用いた吸着構造の解析を行い、還元的環境における Mo と W の分配挙
動の解明を目指した。
【実験方法】 パイライトは乳鉢ですり潰した後、表面の酸化物相を除去するため、純水及び 0.1 M HCl で洗
浄したものを用いた。試料溶液中のイオン強度、硫化物濃度を 0.020 M、0.20 mM にそれぞれ調製した。Mo・
W 溶液の濃度 (0.0010 μM～0.30 μM)、液相の pH (4.0～9.0)を段階的に調製した試料を作成し 150 時間振とうし
た。実験後、液相と固相を 0.2 μm フィルターで分離した。液相中の Mo、W 濃度を ICP-MS で測定し初期濃度
との差分からパイライトへの吸着量を算出した。固相中の Mo K 吸収端 XANES を SPring-8 BL01B1、W L3 吸
収端 XANES を PF BL12C でそれぞれ測定した。還元的環境で実験を行うため、試料調製から固液分離までの
作業は全て酸素濃度を 1 ppm 以下に制御した嫌気チャンバー内で実施した。
【結果と考察】 酸性条件(pH : 4.0)において、Mo は W よりも固相へ強く分配する挙動を示したが、pH の上昇
と共に Mo・W 共に吸着量の減少が確認された。また、硫化物イオン(S2-)が溶液中に存在する場合、Mo・W と
オキソアニオンを形成している酸素が硫黄と置換する反応が起きると考えられる。W の L3 吸収端 XANES の
結果から、パイライトへの吸着の際、S2-が存在する系では W は硫化物形として吸着し、一方 S2-が存在しない
系では吸着量が減少し吸着形態も酸化物形であった。以上のことから吸着時の化学形態の違いがパイライトへ
の親和性を決める重要な要素であることが示唆された。また、Mo および W の硫化物化の過程を量子化学計算
で計算したところ、Mo の方が硫化物がより安定であることも示された。本研究によって硫化鉱物に対し Mo
の方が強く分配することが明らかとなったが、
これは酸化鉱物に W がより強く結合する酸化的環境とは異なる。
これらのことから、地球環境の進化に伴う酸化還元状態の変遷が、Mo・W の水への溶解性を変化したと推定
される。またこのことは、元素の生体必須性と関連した可能性がある。
Comparison of distribution behavior of molybdenum and tungsten to pyrite under reductive condition
*Y. Watanabe1, M. Tanaka1, T. Kashiwabara2, S. Kawagucci2, J. Ishibashi3, and Y. Takahashi1 (1Graduate School of Science,
Univ. of Tokyo, 2JAMSTEC, 3Graduate School of Science, Kyusyu Univ.)
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1A06

深海底化学堆積物･鉄マンガンクラスト中の Zr-Hf 分別
井上美南 1、○坂口綾 1,2、柏原輝彦 3、臼井朗 4、髙橋嘉夫 1,5
（1 広島大院理、2 筑波大数理、3 海洋研究開発機構、4 高知大理、
5
東大院理）

[はじめに]
深海底に普遍的に存在する鉄マンガンクラスト(以下クラスト)中には、レアメタ
ルや REE など様々な金属元素が濃集されているため、資源としての利用が期待されているほか、
海洋での元素挙動に制限を与える物質の一つとして地球化学分野からも注目されている。これ
までの研究から、化学的挙動が類似しているはずのジルコニウム(Zr)-ハフニウム(Hf)、ニオブ
(Nb)-タンタル(Ta)の HFS 元素ペアにおいて、Hf と Nb が Zr や Ta よりも選択的にクラストに取
り込まれ、海水－クラスト間で大きな分別を起こしていることが分かってきた。
HFS 元素は、物理化学的情報が少なく、環境中における詳細な元素挙動に関する知見も乏し
い。海水中では特に、これらの元素は極低濃度であり、近年の海洋観測技術や分析機器の発達
により、ようやく正確な HFS 元素濃度が求められるようになってきた(Firdaus et al., 2011)。それ
ゆえ、未だに海水-クラスト間における HFS 元素の分配挙動や、それぞれの相での化学種など不
明瞭な点が多い。最終的には HFS 元素の分別挙動を明らかにすべく、本研究では Zr･Hf に着目
し、特に Zr について分配挙動およびクラスト中での存在状態について検討する。
[試料･実験方法]
分析試料として、フィリピン海プレート上の流星海山(水深 980-2079 m)、
太平洋プレート上の拓洋第五海山(水深 950-2810 m)から採取した深度の異なるクラストを用い
た。クラスト中の主要･微量元素濃度はこれまでの研究から明らかになっており、Zr および Hf
濃度(海水-クラスト間 Kd：107-108 (ml/g))は深度とともに上昇する傾向が得られている。また Zr/Hf
比は 50-70 を示し海水中での比(約 190)とは大きく異なることが示されている。
クラスト中での Zr の存在形態を明らかにするため、XAFS 法により Zr の化学種解析を行った。
海洋試料の比較として沿岸および遠洋性堆積物、それらの起源である陸上細屑物やエアロゾル
が堆積していると考えられる河床･湖沼堆積物も併せて分析した。また鉄やマンガン酸化物への
共沈実験を行い、溶液から沈殿に取り込まれる際の Kd や沈殿中での構造を両元素で比較・検討
した。なお、クラスト中の Hf 濃度は非常に低く、XAFS による化学種解析はできなかった。
[結果]
Zr は、遠洋性・沿岸・河床・湖沼堆積物中では、いずれもジルコン(ZrSiO4)として存
在していた。しかし、クラスト中では Ferrihydrite(鉄相)および δ-MnO2(マンガン相)との共沈と
して存在している他、リン酸塩様な成分として取り込まれていた。比較的浅い水深のクラスト
試料では鉄･マンガン相への共沈が支配的であり、深さとともにリン酸塩様な成分が増加した。
このようにクラスト中の Zr は、陸上細屑物の混入により供給されたジルコンのような鉱物では
なく、海水に溶存していた極微量の Zr が、
鉄やマンガン相に共沈していることが明らかになり、
その際に分別濃集していることが示唆された。Ferrihydrite および δ-MnO2 との共沈実験により得
た試料では、Hf-O の結合距離は Zr-O のそれよりも短く、共沈プロセスでは Hf の方が Zr より
も安定して固相に取り込まれると予想される。溶存錯体種による共沈挙動の違いなども見られ
ていることから、系統的な共沈実験により分別挙動に与える因子をより詳細に明確化できると
期待できる。

Fractionation of Hafnium-Zirconium in ferromanganese crusts
M. Inoue1, A. Sakaguchi1,2, T. Kashiwabara3, A. Usui4, Y. Takahashi1,5
1
Hiroshima Univ., 2Univ. of Tsukuba, 3JAMSTEC, 4Kochi Univ., 5The Univ. of Tokyo.
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1A07

モリブデン同位体が示唆する熱水性マンガンクラスト
におけるモリブデンの起源
○後藤孝介 1、下田玄 1、Ariel D. Anbar2、Gwyneth W. Gordon2、
針金由美子 1、仙田量子 3、鈴木勝彦 3
（1 産業技術総合研究所、2 アリゾナ州立大学、2 海洋研究開発機構）

海底のマンガン酸化物は，様々な重金属元素を濃集するため，その重金属安定同
位体分析に基づき，過去の環境変動を読み解くことが可能である (e.g. Rehkämper et al.,
2004 EPSL)．深海底で形成した熱水性マンガン酸化物 (熱水性 Mn クラスト) は，大陸
地殻に対して 100–1000 倍程度モリブデン (Mo) を濃集している (e.g., Kuhn et al., 2003
Chem. Geol.)．熱水性 Mn クラストに含まれる Mo は，海水に溶存する Mo (4 配位の対称
性) と異なる 8 配位の対称性を示すため，熱水との反応により基盤岩から溶脱・供給さ
れた‘熱水由来の Mo’が，その主な起源である可能性が提唱されていた (Kuhn et al., 2003
Chem. Geol.)．しかし，近年，海水起源のマンガン酸化物における Mo も，8 配位の対称
性を示すことが明らかとなり(Kashiwabara et al., 2011 GCA; Wasylenki et al., 2011 GCA)，
熱水性 Mn クラストに含まれる Mo の起源は制約できていない現状にある．
そこで本研究では，琉球弧の前弧海盆より採取されたマンガン酸化物の Mo 同位
体組成 (δ98/95Mo) に基づき，熱水性 Mn クラストに含まれる Mo の起源の制約を試みた．
試料の採取地点近傍では，熱水の噴出が確認されており，分析試料は，(1) 熱水性 Mn
クラストに特徴的なトドロカイトを主要な構成鉱物とすること，(2) Fe，Co，Ni，Cu，
Zn の顕著な濃集が見られないこと，および (3) Os 同位体比が現世海水よりも低いこと
から，典型的な熱水性 Mn クラストであると考えられる．試料の δ98/95Mo は，海水起源
のマンガン酸化物と同様の値を示すが，起源物質の候補とされる熱水や海水の同位体比
よりも有意に低く，特に海水よりも約 2.7‰低い値を示した．同様の同位体効果は，マ
ンガン酸化物への Mo の吸着実験において，4 配位の対称性を示す溶存 Mo が，マンガ
ン酸化物に吸着して 8 配位の対称性を示す場合に確認されている (Barling and Anbar,
2004 EPSL; Wasylenki et al., 2008 GCA)．そのため，海水および熱水性 Mn クラストにお
ける Mo の化学種を考慮すると，本研究の δ98/95Mo は，海水に溶存する Mo が熱水性
Mn 酸化物に吸着し，その際，化学種の違いに伴い約 2.7‰軽い Mo が選択的に取り込ま
れたことを示唆する．一方，熱水から Mo が取り込まれたと仮定した場合，得られた低
い Mo 同位体比は，これまでに報告されている同位体効果では説明が困難である．した
がって，熱水性 Mn クラストにおける Mo は，熱水由来の Mo ではなく，主に海水より
取り込まれており，堆積時・初期続成過程における情報を保持している可能性が高い．
Molybdenum isotopes in hydrothermal manganese crust: implications for the source of
molybdenum. *K. T. Goto1, G. Shimoda1, A. D. Anbar2, G. W. Gordon2, Y. Harigane1, R. Senda3
and K. Suzuki3 (1GSJ, AIST, 2Arizona State Univ., 3JAMSTEC)
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1A08

鉄・マンガン堆積岩中のレアアースパターンと鉄同位体
比から推定される黒鉱鉱床形成後の堆積環境の変遷	
 
○大竹翼１, 鈴木陵平 1, 山田亮一２, 申基澈 3, 昆慶明 4, 佐藤努１
（1 北大院工, 2 東北大院理, 3 地球研, 4 産総研 ）

	
  秋田県北鹿地域にみられる黒鉱鉱床は，第三紀中新世（〜1400万年前）に日本海の拡
大に伴う海底火山活動により形成した塊状硫化物鉱床である。主に硫化物から構成され
る黒鉱鉱床の形成・保存には海底カルデラの形成とカルデラ中の還元環境が重要な要因
であった可能性があるが，地球化学的な証拠は得られていない。本研究の目的は，黒鉱
鉱床の周辺部に産する熱水由来と考えられる鉄やマンガンに富む化学堆積岩を採集し，
これらの地球化学的な特徴，特にレアアース(REE)パターンと鉄安定同位体比を用いて，
当時の北鹿海盆における酸化還元環境と大規模海底熱水鉱床の形成要因との関係性を
明らかにすることである。採集試料は，北鹿地域の露頭および鉱山から得られた黒鉱中
の鉄酸化物相，黒鉱直上の鉄石英，マンガンに富む珪質泥岩，泥岩や凝灰岩中のアンバ
ーなどである。化学分析は，ガラスビードを用いたXRFによって岩石中の主要元素含有
量を，LA-ICPMSによってREEを含む微量元素濃度を求めた。一部の試料は，酸分解によ
って得られた溶液試料をICP−MSによって微量元素濃度を求めた。鉄安定同位体比（δ56Fe	
 
(‰)	
 =	
 1000・[(56Fe/54Fe)sample/(56Fe/54Fe)IRMM014	
 -1]）は酸分解試料を陰イオン交換カラ
ムによって鉄のみを分離し，MC-ICPMSによって求めた。	
 
	
  分析の結果，黒鉱鉱床形成期直後の試料は,火成起源の岩石と同様のδ56Fe値を持つ標
準試料と比較して-1.8‰から+0.1‰と大きな分別を示した。鉄安定同位体比は,	
 溶存二
価鉄から酸化鉄として酸化沈殿する際に同位体分別を起こす事が知られているが，その
分別の程度は溶存二価鉄のリザーバーの大きさに関係していることから，当時の北鹿海
盆深部に還元環境が広がっていたことを示唆する。これらの試料の一部のREEパターン
は正のEu異常を示すことから，強い熱水の影響下にあったと考えられる。また，大きな
鉄の同位体分別を示す試料は常にREEパターンが負のCe異常を示し，還元的なリザーバ
ー中の溶存鉄が酸化的な海水との混合によって部分酸化されたと考えられる。その一方
で，その後の200−300万年の間に堆積した化学堆積岩にもCeの負異常を示すものは存在
するが，δ56Fe値は-0.8‰から+0.3‰であり，海底熱水中の溶存鉄や火成起源の岩石と
同様の値を示した。これらの結果より，北鹿海盆は黒鉱鉱床形成後の還元的な環境から，
海盆の浅化に伴い酸化的な環境へと変化していったと考えられる。さらにこれらの結果
は，大規模塊状硫化物鉱床の形成にこのような還元的な海洋環境が重要な要因の一つで
あることを示唆している。	
 
Transition in depositional environments after the formation of Kuroko deposits indicated from
rare earth element patterns and iron isotopes
*T. Otake1, R. Suzuki1, R. Yamada2, K. Shin3, Y. Kon4, T. Sato1 (1Faculty of Eng., Hokkaido
Univ.; 2Grad. Sch. of Sci., Tohoku Univ.; 3RIHN, 4AIST)
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1A09

海洋地殻-マントル境界付近の熱水活動による微量元素	
 
の挙動：オマーンオフィオライトにおける例	
 
○秋澤紀克 1、田村明弘 1、荒井章司 1
（1 金沢大学 地球学科）

	
  「熱水循環は、地殻を通過してマントルまで到達しているのか、していないのか？」
という問題は未だに解決していない。しかし近年、かつての海洋リソスフェアの断片で
あるオマーンオフィオライトの詳細な研究から、マントルに到達した流体が上昇し，地
殻下部を熱水変質させている可能性が示唆された。オマーンオフィオライトの地殻-マ
ントル境界付近で発見された diopsidite(ほぼディオプサイドからなる岩石)の脈の形成
には、高温の熱水(>800 ºC)が関与しているとされ、熱水はマントル部まで到達してい
るとされる。本研究では、グロシュラー(Ca-Al に富むガーネット：Ca3Al2Si3O12)やクロ
マ イ ト を 含 む “ mantle diopsidite ” や 、 ウ バ ロ バ イ ト (Ca-Cr に 富 む ガ ー ネ ッ ト ：
Ca3Cr2Si3O12)やクロマイトを含む“crustal diopsidite”を報告する。そこで、熱水循環の
実体を明らかにするために、特に微量元素に着目してこれらの岩石の成因を考察する。	
 
	
  mantle diopsidite は地殻-マントル境界から約 20 m 下位で、crustal diopsidite は地殻-マ
ントル境界から約 50 m 上位で、ネットワーク状に分布している。mantle diopsidite 中の
グロシュラーやクロマイトは、鉱物粒間を埋めるような産状を示す。一方で、crustal
diopsidite 中のウバロバイトは、クロライトなどの低温下で形成される含水鉱物と平衡に
存在しており、ウバロバイト中には自形のクロマイトが含まれている。ウバロバイトと
クロマイトは、共に同心状で波状の累帯組織を示し、独立して結晶化したと考えられる。
また、crustal diopsidite 中では、トムソナイト(針状の沸石：NaCa2(Al, Si)10O20･6H2O))が
鉱物粒間に卓越して存在している。	
 
	
  mantle diopsidite と crustal diopsidite の化学組成の結果から、Cr や希土類元素(REE)が、
diopsidite 形成時に最上部マントルから最下部地殻まで移動していることが示唆された。
また、鉱物中の水に富んだ流体包有物を、LA-ICP-MS を使った直接分析することで、
diopsidite を形成した熱水は Na に富んでいたことが確認された。ディオプサイド、アノ
ーサイト、ガーネットなどの比較的高温下で晶出した鉱物中では、Na 含有量が低いが、
クロライトやトムソナイトなどの比較的低温下で晶出した鉱物中では、Na 含有量が高
かった。これらは、熱水中の Na 溶解度が温度の低下と共に減少していき、含水鉱物中
に分配された結果であると考えられる。
Behavior of trace elements by hydrothermal activity at the crust-mantle boundary:
an example of the Oman ophiolite
*N. Akizawa1, A. Tamura1, S. Arai1 (1Department of Earth Sciences, Kanazawa Univ.)
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1A10

蛇紋岩から流体の化学的性質を読み取る岩石学的試み
○水上知行 1、林竜太郎 1、石神慎太郎 2、大柳良介 3、岡本 敦 3、
福士圭介 1、奥野正幸 1、荒井章司 1
（1 金沢大学 理工、2 金沢大学 院 自然科学、3 東北大学 院 環境科学）

かんらん岩から蛇紋岩を形成する水-岩石反応により、還元的もしくは高 pH の特異な
流体を生じる。そのような流体は、元素の溶解度や反応速度を通じて変形や変成反応と
いった岩石の挙動を支配するだろう。プレート境界過程を理解するためには地質試料か
ら流体の化学的情報を読み取ることが重要となる。反応生成物である蛇紋石（アンチゴ
ライト、リザーダイト（Liz）、クリソタイルなど）とブルース石（Brc）、磁鉄鉱、硫化
鉱物などのなす微細構造には、関連する流体の性質が記録されている可能性がある。本
発表では、顕微ラマン分光分析を用いた天然の解析と水熱実験からの試みを報告する。
高 pH 流体生成における Liz＋Brc 膜の役割（天然の解析）
四国三波川変成帯の東赤石超マフィック岩体はダナイトを中心とし、かんらん石（Ol）
の蛇紋岩化反応の解析に適する。組織観察から、流体供給経路は Ol の粒径に依存し、
細粒 Ol は粒界から、粗粒 Ol は結晶粒を横切る割れ目から両側へ反応が進行したことが
分かる。Liz と Brc は径 1-2 ミクロン程度の繊維状共晶をなし、Ol 表面に厚さが均等な
膜を形成している。Ol との近接部はほぼ Liz からなり、Ol から離れるにつれて Brc の
比率が増加し、Brc が Fe に富む組成となる。この非等化学的構造は、反応フロントでの
Liz の生成と Brc 成分の移動により説明できる。素過程として H+イオンの反応フロント
への供給と余剰 Mg2+、Fe2+イオンの相補的拡散を考えると、膜の表面（流体経路）に近
いほど pH が高くなる。これは Brc の比率増加を整合的に説明できる。Liz+Brc 膜の化
学的境界層としての働きが蛇紋岩流体の化学的性質を理解する上で重要かもしれない。
アルカリ水溶液-かんらん石反応による Fe3+蛇紋石の生成（水熱実験）
蛇紋岩化に伴う還元的な流体の成因は、かんらん岩中の Fe2+の酸化反応にある。磁鉄
鉱生成の寄与が注目されているが、Fe3+を含む蛇紋石の役割は未解明である。強アルカ
リ水溶液（1M NaOH）、250℃、3.98MPa の条件で Ol のバッチ式水熱実験を行なった結
果、非常に速い反応速度（2000 時間でほぼ 100%）で Fe3+をチェルマク成分として含む
蛇紋石と Brc へ変化した。H2O を除いて等化学的な反応で、蛇紋石と Brc は Ol 出発物
質と同じ Mg#（=Mg/(Mg+Fe)）を示し、Ol の Mg#が高いほど生成物中の Brc の比率が
小さい。今回のような反応が速い条件や拡散速度の遅い低温条件ではカイネティックな
効果が抑えられ、Fe3+を四面体席にとる蛇紋石を生成して周囲の流体を効果的に還元す
る可能性がある。今後、天然の Fe3+蛇紋石の産状を確認する岩石学的研究が望まれる。
Petrological approaches for deciphering chemical records of serpentinization fluids
*T. Mizukami1, R. Hayashi1, S. Ishigami2, R. Oyanagi3, A. Okamoto3, K. Fukushi1, M. Okuno1
and S. Arai1 (1Coll. Sci.&Tech., Kanazawa Univ., 2Graduate Sch. Natural Sci., Kanazawa Univ.,
3
Graduate Sch. Environ. Studies, Tohoku Univ.)
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1A11

ベーリング海大陸斜面堆積物中における低温での粘土
鉱物の脱水反応の可能性	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○井尻暁 1、若木重行 1、村山雅史 2、稲垣史生 1
（1 海洋研究開発機構、2 高知大学）

	
  堆積物中のスメクタイト-イライト反応に代表される粘土鉱物の脱水反応は、堆積物
中の間隙水の化学組成を変化させるだけでなく、脱水反応により排出された水が堆積物
中の異常間隙圧の原因となったり、断層の発達に寄与したりする他、炭化水素ガスを移
流させる媒体として働くなど堆積物中の物質循環過程に大きな役割を果たしていると
考えられている。スメクタイト-イライト反応は従来、温度、圧力、時間によって規制
さており、堆積物中での反応には 60℃以上の温度が必要であると考えられてきたが、
近年、室内での培養実験により、微生物によるスメクタイト中の三価の鉄の還元が、室
温程度の低温でもスメクタイト-イライト反応を促進させる可能性が報告されている。
しかし、これまで天然の堆積物中で、低温でのスメクタイト-イライトの報告例はない。
	
  本研究では、国際統合掘削計画（IODP）第 323 次航海によりベーリング海のバウワ
ーズ海嶺(Site U1341, 掘削深度 1189 m)と大陸斜面域(スロープ海域) (Site U1343, 掘削深
度 860 m; Site U1344, 掘削深度 791 m)で掘削された堆積物試料から抽出した間隙水の化
学組成分析、および粘土鉱物組成分析、粘土鉱物サイズフラクション（<2µm）の化学
組成分析を行い、スロープ海域堆積物中の海底下 200m~300ｍ以深の 40℃以下の環境で
スメクタイト-イライト反応が起きている兆候を発見したので報告する。
	
  スロープ海域堆積物から抽出した間隙水の塩化物イオン濃度は深度の増加とともに
海底直下の 560 mM から海底下 800 m の 500 mM まで減少し、間隙水の酸素安定同位体
比同位体比は深度の増加に伴って 0‰から 1.5‰と高くなり、水素安定同位体比は深度
の増加に伴い 0‰から-10‰まで低くなった。一方、溶存カリウムイオン濃度は深度の増
加と共に低くなっており、これらの間隙水の化学組成の変化は、スメクタイト-イライ
ト反応による粘土鉱物の層間水の放出とカリウムの層間への取り込みを示している。水
ひによって得られた 2µm 以下の粒子成分の割合はバウワーズ海嶺（平均 3%）に対して
スロープ海域堆積物で大きく(平均 15 wt.%)、スメクタイト-イライト反応の可能性を示
すスメクタイト/イライト混合層を示す XRD 回折のピークは、スロープ海域堆積物での
み確認された。2µm 以下の粒子成分の K/Mg 濃度比は、海底下 300m 付近から深度の増
加に伴い増加しており、スメクタイト-イライト反応によるカリウムのイライトへの取
り込みを示唆する。本報告では、スロープ域でのみ低温でのスメクタイト-イライト反
応が進行している原因についても考察する。
Possibility of low temperature smectite to illite reaction at shallow burial depth in the Bering
slope sediments
*A. Ijiri1, S. Wakaki1, M.Murayama2, F. Inagaki1 (1JAMSTEC, 2Kochi Univ.)
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(Invited)

コロイドの移動と凝集分散・界面動電現象
○小林幹佳 1、藤田洋輔 2、山田健太 2、杉本卓也 2、本荘雄太 2
（1 筑波大生命環境系、2 筑波大学大学院生命環境科学研究科）

はじめに
土壌や水資源を保全し有効に利活用していく上では，粘土鉱物や有機物から構成され
るコロイド粒子画分の挙動を理解し応用することが求められる．例えば水処理において
は，濁りの原因であるコロイド粒子を除去するために，粒子を互いに凝集させて沈降に
よる固液分離の促進が図られる．また，固液界面に吸着する汚染物質の輸送を予測し制
御するためには，汚染物質そのものの移動特性に加えて，汚染物質を吸着したコロイド
粒子の輸送特性を把握することが必要となる．
通常，コロイド粒子や固液界面は帯電しており，帯電状態は溶液の pH やイオン強度，
イオン性物質の吸着などによって変化する．帯電状態やイオン強度が変化すると，粒子
同士あるいは粒子と土壌マトリクスの間に作用する静電的相互作用も変化する．この静
電相互作用を含む粒子間の全相互作用が引力的になるとコロイド粒子は凝集・付着する．
コロイド粒子の凝集・付着によってコロイドの輸送特性は一変する．
我々のグループでは，土壌・水環境の保全・利用に必要な技術に資するため，基礎的
観点から，コロイドの界面化学特性（特に凝集分散特性と帯電特性）がコロイドの輸送
挙動におよぼす影響を明らかにすることを目指している．そのために，コロイド粒子・
固液界面の帯電特性，粒子間相互作用，凝集・付着プロセスを実験とモデル解析により
研究している．本講演では，これまで我々のグループが実施してきた研究，すなわち，
固液界面の帯電特性（表面電荷と表面電位）の評価，土壌侵食の発生と土壌コロイドの
界面化学特性の関係，砂中のコロイド輸送におよぼす帯電特性の影響，静電斥力存在下
での流れ場におけるコロイド粒子の凝集速度について紹介する．

コロイド粒子の帯電挙動の測定とモデル化
コロイド粒子の表面電荷の測定には電位差滴定法が利用される．一方，固液界面の電
位を反映するゼータ電位（粒子表面と液体の速度差がない位置での電位）は電気泳動や
流動電位などの界面動電現象により求められる． pH に依存する電荷を持つラテックス
粒子とシリカ粒子の電気泳動移動度を測定し，実験結果を理論モデルにより解析した．
解析モデルには電位差滴定によって得られた電荷密度を記述できる 1-pK モデルと電気
二重層の緩和（分極）効果を考慮した理論を使用した．理論と実験の比較から，イオン
強度が低くゼータ電位の絶対値が高い場合，ゼータ電位から電気泳動移動度を算出する
際，電気二重層の緩和を考慮した，より厳密な理論を使用することが必要であることが
示された．
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土壌侵食の発生と土壌コロイドの界面化学特性
土壌の水食は，雨水が土中に浸透できなくなり，表面流出が発生することによって引
き起こされる．表面流出は，降雨による土壌の物理的な分散と土壌コロイド粒子間の静
電斥力の発達による化学的分散により，透水性の低いクラストが形成されて発生すると
されている．しかしこれまで，化学的分散を意味するコロイドの分散の影響を明確に示
した侵食研究は実施されていない．我々は人工降雨装置を用いて，降水の水質条件を変
数として真砂土の侵食実験を行い，土壌コロイドの界面化学特性と表面流出の発生との
関係を調べた．その結果，静電的斥力が無視できる急速凝集条件下においても表面流出
は発生し，流出量は pH や陽イオンの価数の影響を受けることが明らかとなった．また，
表面流出量がゼータ電位の絶対値の増加とともに増加することを見出した．マクロなプ
ロセスである土壌侵食と表面近傍のナノスケールで決まる電位が関連することが示さ
れた．

砂中のコロイド輸送におよぼす粒子と砂表面の帯電特性の影響
固液界面の帯電条件が砂中のコロイド輸送に与える影響を検討するため，表面の負電
荷量が pH に依存する豊浦砂を充填したカラムにおいて，同じく pH 依存の負電荷を持
つシリカコロイド粒子の輸送実験を行い，破過曲線を得た．さらに破過曲線の結果を，
コロイド粒子の砂表面への付着速度と付着したシリカによる付着の進行の妨害効果を
考慮した移流分散方程式によって解析した．実験結果から，シリカの輸送は pH の増加
により促進され，pH の減少により抑制されることが分かった．これは静電斥力の減少
によりシリカの砂表面への付着が容易になったためと考えられた．移流分散方程式はコ
ロイド粒子同士ならびにコロイド粒子-砂間の相互作用を反映する係数の設定により実
験結果を良好に記述した．係数の評価には，静電斥力の作用下において，流れ場中の凝
集・付着プロセスを理解することが重要であることが示唆された．

静電斥力存在下での流れ場におけるコロイド粒子の凝集速度
静電斥力の存在下において，流れ場におけるコロイド粒子の凝集過程を系統的な実験
と理論解析により検討した．具体的には，pH によって負電荷量が変化するラテックス
粒子の流れ場における凝集速度を測定し，実験結果を軌道理論により解析した．その結
果，粒子間の斥力を考慮した軌道理論は，イオン強度が低い条件では，静電斥力の存在
する流れ場での緩速凝集域においても，実験結果を良好に記述できることをはじめて示
すことができた．しかしながら，イオン強度の増加とともに理論と実験の不一致は顕著
になった．既存の理論に組み込まれていない作用の明確化が求められる．
Transport and aggregation of colloidal particles in relation to electrokinetic phenomena
*M. Kobayashi1, Y. Fujita2, K. Yamada2, T. Sugimoto2, Y. Honjo2 (1Faculty and 2Graduate

School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba)
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1A13

1:1 電解質(Na+L-)中でのナノサイズアルミニウムケイ酸塩による
微量鉛の吸着：バッチ実験と表面錯体モデリング
○牛山智樹 1、福士圭介 2
（1 金沢大・院自然、2 金沢大・環日研セ）

<はじめに> 鉛は有害元素としてよく知られており溶存体は人体に入ると知能症や神経症を引き起こす危
険な物質である。そのため休廃止鉱山に残された鉱山廃石から溶出する鉛が土壌・水質汚染をもたらす
ことが懸念されている。鉱山廃石から溶けだした鉛は微量であるため、鉛の移動は地球表層に存在する
鉱物の吸着により支配されると考えられる（Derivr, 1997）。地球表層には微結晶アルミニウムケイ酸塩
(NAS)が多く存在するが（Manaka, 2006）鉛に関する NAS の吸着挙動は研究されていない。また、吸着挙
動は水質により大きく変化する。土壌における吸着実験に関して陰イオンを変化させると価数が等しくても
吸着挙動が異なるという報告がある（Pinskii, 2014）。本研究では様々な水質条件下、特に電解質陰イオ
ンの違いに注目して NAS における鉛の吸着実験を行い、得られたデータから表面錯体モデリングにより吸
着化学反応を特定化することで、水質条件が及ぼす吸着挙動への影響を理解することを目的とした。
<実験方法> 本研究で用いた NAS 試料は比表面積 260 m2/g ,Al/Si = 2 の合成試料である。実験はバ
ッチ式吸着実験(バッチ実験)を行った。バッチ実験は電解質濃度(NaNO3 もしくは NaCl)を 0.01-1.0 M, 固
液比 0.6 又は 2.0 g/l となるように作成した溶液をグローブボックス内(N2 雰囲気)で攪拌しながら pH 38 で Pb2+(0.1~10μM) を添加し 24 時間反応させた。反応後、0.20μm の濾紙を用いてろ過を行い、
ICP-MS を用いて溶液中の Pb 濃度を測定した。試料により取り込まれた Pb 濃度は初期添加濃度から溶
液中に残った Pb 濃度の差から見積もった。実験で得られたデータを用いて鉛の吸着挙動を表面錯体モ
デリングのサブモデルである Extended Triple Layer Model(ETLM: Sverjensky, 2005)を用いて吸着反応の
決定を試みた。計算には地球科学コード GEOSURF を用いた。

も十分に考慮する必要があることが示唆される。発
表では ETLM 解析結果も含めてより詳しい考察を
行う。

吸着率(%)

<結果と考察> バッチ吸着実験から NAS における鉛の吸着は pH に大きく依存し、pH が増加するにつれ、
吸着率も増加している。このことは吸着挙動が変異電荷により支配されることを示している。また、電解質
濃度の影響も大きく NO3 系、Cl 系両方に関して電解質濃度が増加するほど吸着量が減少する傾向が見ら
れた。電解質における吸着量は陰イオン種に関係なく電解質濃度が増加するにつれ減少するが、Cl 系の
吸着量の減少が NO3 系より大きいことが確認された。
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よって電解質の種類により鉛の吸着挙動は異なる。
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Pinskii. D. A. (2014) Adsorption features of Cu(II), Pb(II), and Zn(II) by an Ordinary Chernozem from Nitrate,
Chloride, Acetate, Sulfate Solutions, SOIL CHEMISTRY, 1, 22-29.
Adsorption of trace lead by nano-sized aluminum silicate in 1:1 electrolyte (Na+:L-): Batch and Surface
complexation modeling.
○＊T.Ushiyama1, K.Fukushi2 (1Graduate School of Nature. Sci., Kanazawa Univ., 2Inst. Nature and Environmental
Technology. Sci., Kanazawa Univ.)
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1A14

有機ヒ素化合物の土壌中の鉱物への吸着分配および
有機物による影響
○田中雅人、高橋嘉夫
（東京大・院理）

【はじめに】環境中における有害元素の挙動は鉱物や有機物などとの相互作用によって支配されて
いる。土壌中においてアルミニウムや鉄水酸化鉱物はヒ酸などのオキソ酸陰イオンの主な吸着媒で
あると考えられている。また腐植物質などの有機物はヒ素化合物の吸着媒としてはたらく[1]一方で、
鉱物表面を覆うことでヒ素化合物の吸着を阻害するはたらきも持つ[2]。有機ヒ素化合物は農薬など
としての使用や地中などへの投棄によって環境中に存在し、井戸水の汚染による健康被害を引き起
こし [3]、また微生物による毒性の高い無機態への変換の可能性も示唆されている[4]。従って、ヒ
素の地下水汚染の主な原因である無機ヒ素化合物に加えて、有機ヒ素化合物による土壌や水質汚染
も深刻な問題である。しかし、有機ヒ素化合物の土壌中における吸着挙動についてはあまり研究が
なされていない。そこで本研究では、吸着量の測定、広域 X 線吸収微細構造(EXAFS)測定および量
子化学計算により有機ヒ素化合物の土壌中における吸着挙動の理解を試みた。具体的には、土壌へ
吸着させた有機ヒ素化合物の EXAFS スペクトルをフェリハイドライトおよびギブサイトへの吸着
させたものと比較し、土壌中におけるこれらの水酸化鉱物への吸着割合の見積もりを行った。また、
過酸化水素によって有機物を除去した土壌との比較により、有機物の影響についても調べた。
【実験・計算方法】Fe/Al 比および有機物の含有量が異なる 2 種類の土壌試料（グライ土および黒ボ
ク土）5 g または 0.25 g に対してメチルアルソン酸(MMA)、ジメチルアルシン酸(DMA)、フェニルア
ルソン酸(PAA)あるいはジフェニルアルシン酸(DPAA)を含む水(5 ml)を添加し、それぞれ 25℃の条件
下で 24 時間振とうした。その後、固液を分離して得た液相を用いて ICP-MS によりヒ素の濃度測定
を行い、吸着量を求め、固相を用いて SPring-8 BL01B1 および PF BL-12C にてヒ素の K 吸収端 XAFS
測定を行い、吸着構造を解析した。また、土壌 1g に対して 10ml の過酸化水素で処理した土壌を用
いて同様の実験を行った。有機ヒ素化合物のフェリハイドライトおよびギブサイトへの吸着構造の
モデルを作成し、B3LYP/6-311+G*の計算レベルで構造最適化および相互作用エネルギーの解析を行
い、吸着構造における原子間距離および鉱物への親和性を求めた。
【結果と考察】有機ヒ素化合物を土壌に吸着させた試料と水溶液の EXAFS スペクトルの比較から、
本研究で扱った有機ヒ素化合物は置換基によらず土壌中の鉱物と内圏錯体を形成していることが明
らかとなった。また、土壌中の有機ヒ素化合物の EXAFS スペクトルには、フェリハイドライト[5]
およびギブサイトに吸着させた試料の EXAFS スペクトルの両方の特徴が見られた。フィッティング
により得られた As-Al および As-Fe の原子間距離は 3.15Å および 3.25 Å 程度であり量子化学計算か
ら得られた距離と良く一致した。このことから、有機ヒ素化合物は土壌中において主にアルミニウ
ムおよび鉄水酸化鉱物への吸着態として存在することが示唆された。しかし、その吸着割合は土壌
の Fe/Al 比を必ずしも反映しておらず、特に腐植物質を多く含む黒ボク土で Fe/Al 比とのずれが大き
かった。有機物を除去した土壌では吸着量の増加が見られ、また吸着割合は Fe/Al 比を反映する傾
向が見られた。このことから、有機物は鉱物表面を覆うことによって有機ヒ素化合物の吸着を阻害
することが示唆された。また置換基が増えるほどアルミニウム水酸化鉱物への吸着割合が低くなる
傾向が見られ、アルミニウム水酸化鉱物表面の方が立体的な嵩高さに敏感であることが示唆された。
【参考文献】[1] Buschmann et al. (2006) Environ. Sci. Technol. 40, 6015; [2] Redman et al. (2002) Environ.
Sci. Technol. 36, 2889; [3] Hanaoka, et al. (2005) Appl. Organometal. Chem. 19, 265; [4] Hempel, et al.
(2009) Environ. Sci. Technol. 43, 6989; [5] Tanaka, et al. (2014) J. Colloid Interface Sci. 415, 13.

Adsorption behavior of organoarsenic compounds on Fe/Al-(oxyhydr)oxide and influence
of organic matter in soil
*M. Tanaka and Y. Takahashi (Graduate School of Science, The University of Tokyo)
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