1B01
(Keynote)

ニューカレドニア国鳥カグーの羽におけるニッケル	
 
および微量元素蓄積	
 
○渡邉 泉 1、羽田徳士 2、佐藤 望 2、岡久雄二 2、Jörn Theuerkauf 3、
上田恵介 2、Ralph Kuehn 4、Roman Gula 3
（1 東京農工大学、2 立教大学、3Polish Academy of Sciences、4New
Mexico State University）

【はじめに】野生生物の元素蓄積において、ときに種特異的な高濃度蓄積がみられる。
つまり体内組織に、多くの生物種で毒性が発現するレベルで特定の元素を濃縮している
現象である。このとき、そのレベルが生息環境によってもたらされた“汚染”の結果か、
なんらかの生理学的な要求でもたらされた現象かという判断は、非常に難しいが、環境
と生物進化を考える上で興味深いテーマとなりうる。
	
  ニューカレドニアは地質学的に異なった 2 種の環境を有し、南北で元素分布が異なる。
北部は超苦鉄質岩よりなり、Ni を中心とした鉱床が存在するが、その鉱山開発は深刻
な環境破壊をもたらしていると懸念されている。また、大陸から離れた島嶼環境は極め
て特殊な生態系を進化させ、生息するほとんどの動植物は固有種である。
	
  本報は国鳥であり独特の進化を遂げた“飛べない鳥”カグーの羽を供試し、微量元素
分析を行うことで、特徴解析から種特異な微量元素蓄積の可能性把握を試みた。
【試料と方法】ニューカレドニアの異なった地質的特徴をもった 2 地点よりカグー
Rhynochetos jubatus の羽を採取した。1 つは南部の巨大シダ公園（PGF）で、もう一つは
超苦鉄質土壌のリビエル・ブルー州立公園（PRB）である。微量分析は既報に従い、羽
を洗浄、乾燥後、風切羽に関しては羽弁と羽軸に分け供試した。硝酸による灰化後、Li,
Mg, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Cs, Ba, Tl,
Pb および Bi 濃度を ICP-MS で、Hg 濃度を CV-AAS で測定した。
【結果と考察】調査地ごとに羽の元素レベルの雌雄差と成長段階による差を検討した。
その結果、2 地点ともに明確な雌雄差は認められなかったが、V, Cr, Mn, Fe では成長に
伴う濃度上昇がみられた。地点間の比較では、多くの元素に有意な差が認められ、V, Cr,
Mn, Fe, Co, Ni, Hg は超苦鉄質土壌である PRB で、Pb は PGF で高濃度であった（p<0.05,
Mann–Whitney U-test）。これら元素の多くは成長に伴い蓄積する元素とも重複した。
	
  本種でみられた環境レベルを反映したと考えられる重金属類の高蓄積は、生息環境か
らの汚染の結果か、進化の過程で元素を取込む形で適応した結果なのか、今後の検討が
またれる。一方で、鉱山開発の進む同地域で重金属類のモニタリングは不可欠であろう。
Nickel and other element accumulation in the feather of Kagu from New Caledonia
*I. Watanabe1, T. Haneda2, N. Sato2, Y. Okahisa2, J. Theuerkauf3, K. Ueda2 , R. Kuehn4 and R.
Gura3 (1Tokyo University of Agriculture and Technology, 2Rikkyo University, 3Polish Academy
of Sciences, 4New Mexico State University)
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ボックスモデル計算による化学合成細菌群衆の地球化
学的ニッチの検証	
 
	
 

1B02

○瀬戸繭美 1
（1 奈良女子大学、化学生命環境学科、環境科学コース）
	
  化学合成細菌は酸化還元反応を促進することで代謝に必要なエネルギーを得る細菌
群集であり、ある環境条件において細菌が利用可能なエネルギー量は、その細菌が代謝
を依存する酸化還元反応のギブス自由エネルギー変化 (ΔrG)によって評価される。この
ため、ΔrG の値は化学合成細菌群衆の棲息場所（地球化学的ニッチ）を予測するための
指標として用いられてきた。しかしながら、化学合成細菌が酸化還元反応から得るエネ
ルギーの量は細菌によって触媒される反応速度や、細菌間の相互作用・増殖動態にも影
響されるため、化学合成細菌の地球化学的ニッチはギブス自由エネルギー変化だけでは
説明できない可能性がある。

0
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  本研究では有機物を酸化することでエネルギーを得る 6 つの代謝群（好気性細菌、脱
窒菌、マンガン還元細菌、鉄還元細菌、硫酸還元菌、メタン生成菌）を対象とし、ボッ
クスモデルを用いて有機物を巡る細菌群の競合が代謝群の地球化学的ニッチに及ぼす
影響について検証した。細菌群衆の増殖動態と有機物ならびにその酸化剤の濃度動態を
連立微分方程式で記述し、環境条件毎に棲息可能な代謝群を数値シミュレーションによ
って調べた結果、ギブス自由エネルギー変化のみに基づく代謝群の存在の予測は不十分
であり、細菌群集間の競合や反応速度の律速について考慮する必要があることが示唆さ
れた。
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図：流入水中の酸素濃度変化に対する定常状態におけるバクテリアのバイオマス量（左）と反応ギブス
自由エネルギー変化（右）の応答。

A box-model based prediction of geochemical niche of chemotrophic bacterial community
*M. Seto1 (1Faculty of Science Department of Chemistry, Biology, and Environmental Sciences,
Nara Women’s University)
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1B03

岐阜県美濃赤坂石灰岩地帯に発達する土壌の生物地球
化学的サイクル
○上野振一郎、杉谷健一郎
（名古屋大学 大学院環境学研究科）

はじめに
石灰岩地帯に発達する土壌は、ケイ酸塩鉱物を主成分とする原岩上に発達する他の殆どの土
壌とは一般的に性質が異なる。本研究では岐阜県大垣市美濃赤坂の石灰岩地帯の土壌に着目し、
隣接する砂岩地帯の土壌や日本全国の土壌と比較を行いながら、化学的特徴を詳細に把握した。
本発表では、栄養塩や難移動元素が深さ方向に示す変化とリタ―が土壌にもたらす影響から分
かる土壌の生物地球化学的サイクルの特徴について報告する。
実験方法
土壌試料については、ライナー採土器を地面に垂直に打ち込み、金生山の石灰岩地帯 3 地点
では深さおよそ 40～45cm まで、砂岩地帯 2 地点では 30cm までの柱状試料を各地点で 3 本ずつ
採取した。これらを 5cm 毎に分離し計 111 試料を得た。この土壌試料を土壌特性分析用試料と
化学組成及び鉱物組成分析用試料を準備した。蛍光Ｘ線分析装置を用いて、これら全試料の主
成分元素(SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5)と微量成分元素(As、
Ba、Co、Cr、Cu、Nb、Ni、Pb、Rb、Sr、Th、V、Y、Zn、Zr)の濃度を測定した。Ctotal と Ntotal
の濃度は有機元素分析計で分析した。
結果と考察
pH については、大部分の試料が 5.0～6.9 の値を示し、植物の生育に良好とされている弱酸性
であった。金生山の柱状土壌試料全体の CaO 濃度の平均値は、日本の全国土壌平均値(CaO:
2.18%)と有意差がなかった。すなわち、原岩である石灰岩中に多量に含まれる Ca は、岩石上に
発達する土壌中での濃度はそれほど高くないという結果が得られた。一方で植物の栄養素であ
る P、Fe の濃度は全国平均値(P2O5: 0.15%、Fe2O3: 7.95%)よりも有意に高かった。以上の結果か
ら、金生山の土壌はいくつかの条件に限れば植物の生育に良好な環境であるといえる。深さ方
向の変化及びリタ―からの寄与を解析するにあたって、各元素濃度を難移動元素である Ti の濃
度で割った規格値を用いて評価を行った。これにより、他元素の増減による希釈・濃縮効果を
相殺し、供給と溶脱の見積りができるからである。金生山の土壌で深さ方向への変化を明確に
示したのは Ca、Mg、P に限られ、他の元素は特定方向への明確な変化を示さなかった。またこ
れらの規格値と N 濃度との相関図から、Ctotal と Ca は主にリタ―から供給され、Si、Mg、P は
リタ―と無機成分の両方から供給されることも分かった。Ca の深さ方向への変化は他の元素に
比べて程度が大きいため、リタ―からの供給量が多い一方で土壌からの溶脱量も多いことも示
している。Ca の大部分は植物から供給され、その多くが植物に吸収されて土壌‐植生系の中で
保たれていると推測することができる。金生山では土壌上に繁茂した植生の働きによって平均
的な土壌と有意差がない程度の Ca 濃度が保たれているといえる。
Biogeochemical cycle of the soils on Mino-Akasaka limestone area, Gifu prefecture
*S. Ueno, K. Sugitani (Nagoya Uni. Graduate School of Environmental Studies)
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1B04

微生物生成水酸化鉄の堆積物中で起きる鉄および炭素
の生物地球化学的循環	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○菊池早希子 1、牧田寛子 2、今野祐多 2、白石史人 1、高井研 2、
高橋嘉夫 1, 3
（1 広島大学大学・院理、2JAMSTEC、3 東京大学・院理）

[は じ め に ]	
  鉄酸化菌により生成された水酸化鉄(Biogenic iron oxides: BIOS)は、地球表層に広く存
在する鉱物である。BIOS は細粒な水酸化鉄と有機物から成ることで、(i)高い微量元素吸着能を持つ
一方で、(ii)微生物により鉄還元・有機物分解を受けやすく、その際に微量元素の溶出や吸着ホスト
相の変化が生じることも考えられる。よって、BIOS の堆積後に生じる鉄・炭素の循環プロセスを理
解することは BIOS を介した微量元素の循環を解明する上で重要である。しかし、これまでの研究
では BIOS の堆積後に生じる鉱物変化や微生物活動について、短期間かつ特定の微生物のみを対象
とした室内実験からの考察が主体であり、実際の天然環境で BIOS が長期的に堆積した際、BIOS 中
の鉄鉱物や有機物がどのように変化するのかを明らかにした研究は極めて少ない。
[研 究 目 的 ・ 分 析 手 法 ]	
  上記の背景をふまえ、本研究では BIOS が長期的に沈殿することにより生
じた天然の BIOS 堆積物を対象とし、堆積物中の(i)酸化還元状態、(ii)鉄鉱物種、(iii)微生物種の変化
を捉え、主に BIOS から構成される堆積物中の鉄・炭素の循環を詳細に明らかにすることを目的と
した。サンプルは広島大学の池に堆積した BIOS 堆積物（深さ 10 cm）を対象とし、酸化還元状態の
把握には微小電極を用いた。また、堆積物を 1 cm ごとに分取し、それぞれの深度における鉄鉱物種
および微生物種を XAFS 分析や 16S rDNA 解析により調べた。
[結 果・考 察 ]	
  本研究により、(i)BIOS 堆積物の酸化還元状態や鉄鉱物種、微生物種は堆積物の深度
10 cm までに劇的に変化すること、(ii)有機物分解に関わる微生物種は、上層では鉄還元菌、下層で
はメタン生成菌へと変化し、これらは BIOS 中の鉄の利用性と深く関わることを明らかにした。堆
積物は表層(0-4 cm)の酸化的な層から 4 cm 以降の還元的な層へと変化している。このような環境変
化の中で、微生物種は (A)鉄酸化菌(0-2 cm)から、(B)鉄還元菌および発酵菌(3-4 cm)、(C)メタン生成
菌(9-10 cm)へと変化した。また、堆積物 0-2 cm で Ferrihydrite として存在した鉄鉱物種は、堆積深度
2 cm 以深で Ferrihydrite に加え Siderite および Goethite となった。しかし、還元的な層でも大部分の
Ferrihydrite は堆積物中に残っていた。一方、鉄の還元が抑制された堆積深度 6 cm 以深では、メタン
の生成が優勢になった。以上の結果より、鉄酸化菌の活動により Ferrihydrite と有機物の混合物とし
て生成された BIOS は、生成時は高い鉄の利用性を有し、鉄還元菌および発酵菌により鉄還元・有
機物分解を受けることで、Siderite や Goethite が沈殿すると示唆される。しかし Siderite が Ferrihydrite
の周囲を覆うことで、BIOS 中の鉄の利用可能性は低下し堆積物の 4 cm 以深では鉄還元は抑制され
ると考えられる。一方、下層では鉄還元に代わりメタン生成菌が有機物を利用することが可能にな
るため、メタン生成が活発化し、同時に有機物分解はメタン生成菌が担うと示唆される。講演では、
これらを基にした縞状鉄鉱床の生成過程に関する考察も行う。

Biogeochemical cycles of iron and carbon in biogenic iron-rich sediment
*S. Kikuchi1, H. Makita2, U. Konno2, F. Shiraishi1, K. Takai2, and Y. Takahashi
School of Sci., Hiroshima Univ., 2JAMSTEC, 3Grad. School of Sci., Univ. Tokyo)
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1B05

ゼンマイによる塩化メチル放出量の変動とその要因
○横内陽子 1、宮崎雄三 2、河村公隆 2、日浦勉 3
（1 国立環境研究所、2 北海道大学低温科学研究所、3 北海道大学
北方生物圏フィールド科学センター）

CH3Cl 放出速度（μg g-1 h-1)

【はじめに】成層圏オゾン破壊物質である塩化メチル(CH3Cl)のグローバルな発生量は約
4000Gg y-1 に上り、その大半は自然起源である。熱帯林が最大の発生源で、フタバガキなど
の熱帯植物が CH3Cl 放出植物として同定されている。しかし、その放出量を支配する要因
や発生源が熱帯域に偏っている理由については、ほとんど明らかになっていない。最近、
亜熱帯～冷温帯に自生するゼンマイの葉が大量の CH3Cl を放出していることが分かり*1、単
本研究では、
一種からの CH3Cl 放出量を異なる気候条件下で比較することが可能になった。
複数地点におけるゼンマイからの CH3Cl 放出量を測定して、地域・季節による特徴を把握
すると共に、葉内の塩化物イオン(Cl-)濃度との関係を調べた。
【方法】ゼンマイの小羽片 1～数枚をガラス製バイアル瓶（40 ml）内に密閉し、一定時間
（0.5～5 日）後にヘッドスペースガスを GC/MS により分析して CH3Cl 放出量を求めた。調
査はつくば（国環研）の雑木林と水路、苫小牧（北大研究林）、屋久島内 5 か所で行った。
苫小牧では、ヤマドリゼンマイも測定対象に加えた。全 260 試料のうち、61 試料（主に苫
小牧）について、葉内の塩化物イオン(Cl-)濃度をイオンクロマトグラフによって測定した。
【結果】つくばの林内および水路、苫小牧、屋久島で採取したゼンマイからの CH3Cl 放出
量の平均値は、それぞれ 3.7、1.9、0.5、4.2 μg g-1 h-1、ヤマドリゼンマイからの平均放出量
は 1.5 μg g-1 h-1 であった。つくば(林内)では、5 月末～10 月末の間、採取日の平均気温に 16℃
以上の差があったにも関わらず、CH3Cl 放出量に有意な季節変化は認められなかった。苫小
牧では両種とも 6 月の平均放出量は 8 月の 1/10 以下であった。屋久島では、5 か所の採取
地点間で大きなバラツキを示し（0.001～11.0 μg g-1 h-1）、最小値は川辺に生育する小個体で
9
観測された。放出量と Cl-濃度の間には、正の相関
8
-1
ｾﾞﾝﾏｲ_6月_苫小牧
（R＝0.70）が見られた（図１）。Cl 濃度が 6 mg g
7
ｾﾞﾝﾏｲ_8月_苫小牧
以下の場合、CH3Cl 放出量はごく僅かで、この範
6
ｾﾞﾝﾏｲ_5月_つくば
ｾﾞﾝﾏｲ_7月_つくば
5
囲には苫小牧の 6 月の試料とつくば（林内）の若
ｾﾞﾝﾏｲ_8月_つくば
4
ｾﾞﾝﾏｲ_10月_つくば
い羽片が含まれた。以上のことから、シダによる
3
ﾔﾏﾄﾞﾘｾﾞﾝﾏｲ_6月
2
ﾔﾏﾄﾞﾘｾﾞﾝﾏｲ_8月
CH3Cl 放出は、葉内の Cl-濃度と生育段階の影響を
1
受けている可能性が示唆された。
0
0

文献*1 横内陽子、竹中明夫：温帯性シダから放出され
る塩化メチル、BVOC ワークショップ(2012)
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図１．葉の乾燥重量当たり CH3Cl 放出量
と Cl-濃度の関係

The emission rate of methyl chloride from Osmunda japonica : Its variations and controlling factors
*Y. Yokouchi1, Y. Miyazaki 2, K. Kawmura 2, T. Hiura 3 (1Natl. Inst. Environm. Studies, 2Hokkaido
Univ, Inst Low Temp Sci, 3Hokkaido Univ, Field Sci Ctr No Biosphere )
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1B06

森林土壌の有機物分解速度の CO2 濃度依存性の調査
○小島 侑也 1、森泉 純 1、山澤 弘実 1
（1 名大院工学研究科）

1. はじめに 森林生態系は陸域における最大の CO2 吸収源かつ放出源であることから、気候変動の
将来予測において森林内炭素収支の機構を定量的に理解することは必要不可欠である。なかでも森
林土壌は森林全体の約 2/3 の炭素を貯留する巨大な炭素貯蔵源である。土壌中の微生物による有機物
分解の速度は温度や含水量などの環境因子で変動することが知られている。本研究では、有機物分
解の CO2 濃度依存性の解明を目的として、採取した土壌を異なる CO2 濃度で培養し、生成された CO2

の生成率と炭素同位体比を分析した。
2. 実験方法

土壌の採取は愛知県豊田市(35°12'N,137°24'E,標高 1200 m)にある 50 年生のヒノキ-

カラマツ混合林で 2013 年 7 月に行った。採取した土壌は実験開始まで 2℃の恒温槽で保存した。採
取土壌から礫と細根をハンドピッキングで除去し、団粒を破壊し均質になるように混ぜた。乾燥質量
換算 40 g を密閉可能な容器に封入した。培養実験を以下の手順で行った。① 容器内を CO2 フリーの
ガスで置換。純 CO2 ガスを添加し既定の濃度(0,5000,10000 ppm)に調整。②20 ℃に設定した恒温槽に
容器を密閉したまま 1~7 日間設置。③ガスクロマトグラフィ(GCA14,島津製作所)で容器内の CO2 濃
度を測定。④容器内の空気をアルミバッグに採取し、炭素同位体比分析のため、真空ガラスラインで
CO2 を精製。①～④を培養期間中繰り返した。
3.結果と考察 培養期間中の CO2 生成率と積算放出量の経時変化を下図に示す。培養の初期(~12 d)
では、初期濃度が小さいほど CO2 生成率は大きかった。土壌有機物には回転時間の短い易分解性の
有機物と回転時間の長い難分解性の有機物が存在すると既往研究で報告があることから、初期に分解
される易分解性有機物に CO2 濃度依存性があることが分かった。しかし、培養中後期(12 d~)では初
期濃度 0 ppm の CO2 生成率が最も小さかった。下図より、初期濃度 0 ppm と他の条件の積算放出量
の差は培養初期に大きかったが、培養中後期ではその差は縮まった。これより、初期濃度 0 ppm にお
いて分解に利用可能な有機物が減り、培養中期以降に CO2 生成率が最も小さくなったと考えられる。
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図. 初期濃度ごとの土壌質量(乾燥)当り CO2 放出率の経時変化(左)、積算放出量の経時変化(右)

Investigation of CO2 concentration dependence of organic matter decomposition rate of forest soil

○Y. Kojima1, J. Moriizumi1 and H. Yamazawa1 (1Graduate school of Engr, Nagoya Univ.)
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1B07

硝酸の三酸素同位体組成を指標に用いた中栄養湖沼に
おける窒素循環解析
○宮内貴規 1、大山拓也 1、角皆
（1 名大院環境）

潤 1、中川書子１、小松大祐 1

主要な栄養塩である硝酸イオン(NO3-)の起源や挙動を把握することを目的に NO3-の
窒素及び酸素の安定同位体比(15N, 18O)が指標として広く使われるようになってきた。
さらに最近では、大気沈着由来の NO3-(大気 NO3-)のみ異常値(>0‰)を示し、かつ通常の
反応では値が変化しない三酸素同位体組成(17O 値)を指標に加えることで、大気 NO3と生物活動(硝化反応)によって生成された NO3-(再生 NO3-)との混合比が高精度で定量
できるようになり、Tsunogai et al. (2011)では、貧栄養湖である摩周湖において、湖水中
の NO3-の17O 値から湖内の総同化速度や総硝化速度などの窒素循環速度が定量できる
ことを示した。本手法は培養を基本とする従来法と比べて、簡便かつ高確度の優れた窒
素循環速度の実測法であるが、摩周湖は数少ない貧栄養湖であり、流出入河川を持たな
いなど一般的なものとは異なる湖である。そこで本研究では、より一般的な中栄養湖で
ある琵琶湖において、NO3-の17O 値を指標に用いて湖内の総硝化速度や総同化速度の
定量化に挑んだ。
試料採取は 2013 年の 3 月から 10 月かけての計 4 回、琵琶湖北湖の今津沖(水深 90m)
において行った。また同時に流入 21 地点と流出 1 地点の河川水試料も採取した。試料
は GF/F フィルターで濾過後、分析まで－4°C で冷凍保存した。その後 NO3-濃度と安定
同位体比(15N、18O、17O)を測定した。
湖内の総 NO3-量は春季に最大となり、その後夏季にかけて一度減少し、秋季に再び
増加することが確認された。また、湖内の NO3-の17O 値は、春季は表層から深層まで
ほぼ一定であるが、表層水中の NO3-はその後夏季に大きくなり、秋季に小さくなる季
節変化を示した。夏季に17O 値が増大した理由は大気 NO3-の沈着・蓄積によるもので、
秋季に17O 値が減少した理由は、混合層の発達に伴って深層から再生 NO3-の寄与が増
加したことを反映していると考えられる。一方深層水中の NO3-の17O 値は、春季から
徐々に減少し続けて秋季に最小となった。これは深層で徐々に再生 NO3-が蓄積してい
ることを反映している。これらの結果を踏まえて湖内の窒素循環速度を求めたところ、
同化速度が最も大きかった期間は春季から夏季の間であり、年間の総同化量の 40%を占
めた。一方、硝化速度が最も大きかった期間は夏季から秋季で、年間の総硝化量の 40%
を占めた。また、河川や大気から直接供給される NO3-が一次生産に占める割合は 15%
以下であり、湖内の一次生産で消費される NO3-の大部分は湖内で生成された再生 NO3であることが明らかになった。
Quantifying nitrate dynamics in a mesotrophic lake using 17O
*T. Miyauchi1, T. Ohyama1, U. Tsungai1, F. Nakagawa1, D.D. Komatsu1 (1Graduate School of
Environmental Studies, Nagoya Univ.)
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1B08

炭素および水素安定同位体比を用いた天然環境下にお
けるメタン酸化過程解析
○松下俊之 1、角皆潤 1、中川書子 1、小松大祐 1#
（1 名大院・環境学,#現在：東海大・海洋学部）

海洋や湖沼といった水圏環境下で起きる微生物によるメタ
ン酸化は、海底・湖底から大気へのメタン放出過程を理解す
る上できわめて重要である。こうしたメタンの酸化過程の解
析には、濃度だけではなく炭素安定同位体比(13C)が酸化分解
と希釈の区別などに効果的に用いられてきた。しかし、13C
値を用いても、生成・分解・希釈などの 3 つ以上の素過程が
同時に進行する場合は解析が困難であった。そこで本研究で
はメタンの13C 値に加えて、水素安定同位体比(D)を同時に
分析して指標として加えることで、起源推定や反応解析の精
度を向上させたメタンの挙動解析を行った。
具体的には光によるメタン酸化の抑制が報告されている琵
琶湖において、各深度において採取した湖水試料を制御され
た光環境下で一定時間培養し、その間のメタン濃度変化はも
ちろん、炭素および水素の安定同位体比変化を分析して指標
として用いることで、天然環境下の湖水中で進行するメタン
酸化過程や光による抑制過程の詳細を解析した。
まず表層および中層の湖水試料では、光の有無によらず、
メタン濃度および安定同位体比の有意な時間変化は見られな

図 1. 深層湖水試料の培養実験

かった。一方深層の湖水試料を現場環境と同じ 0%の光環境

における CH4 濃度（a）および

13

下で培養すると、時間とともにメタン濃度が減少し、 C 値

DCH4 値（b）の時間変化

およびD 値が増大する傾向が見られた(図 1)。これは従来か
ら知られている現象で、無光の深層水中では微生物によるメタン酸化分解が進行していること
を示唆している。しかし、1%光環境下では、0%光環境下に比べてメタン濃度の減少幅が小さく
なり、さらに13C 値およびD 値の変化も小さくなった(図 1)。100%光環境下では、メタン濃度
の減少幅がさらに小さくなった。一部では濃度上昇も見られ、D 値も時間とともに減少する傾
向が見られた(図 1)。観測された同位体比の時間変化は、従来言われてきたようなメタン酸化の
光による抑制だけでは説明できない。メタン酸化と同時にメタン生成が進行している可能性が
ある。
Carbon and hydrogen isotopic fractionation during microbial methane oxidation in natural environments
*T. Matsushita1, U. Tsunogai1, F. Nakagawa1, and D.D. Komatsu1# (1Graduate School of Environmental
Studies, Nagoya Univ., #present address : Tokai Univ.)
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1B09

C4 植物の有機態窒素利用：アミノ酸の同位体比解析から
得られた証拠	
 	
 
	
 
○力石嘉人、高野淑識、大河内直彦
（独立行政法人海洋研究開発機構）

	
  植物にとって窒素は必須元素の１つであり，彼らは土壌中のアンモニアや硝酸などの
無機窒素を主要な窒素源として利用している。一方で土壌には，無機窒素だけでなくア
ミノ酸などの有機態窒素も存在し，植物によるこれらの有機態窒素の取り込み，利用に
ついての研究が古くからなされてきた。近年になって，Näsholm et al.（1998），Sauheitl et
al.（2009）などにおいて，13C-15N ラベルアミノ酸を用いた取り込み実験が行われるよ
うになると，土壌のアミノ酸は，
(1) 土壌微生物の活動によりアンモニア（NH3）と，ケト酸などの窒素を含まない有機
化合物に分解される
(2) ケト酸などの窒素を含まない分解生成物は，植物に全く取り込まれない
(3) アンモニアは，植物に取り込まれ，植物葉でのアミノ酸合成に利用される
という３つのプロセスを経て植物に取り込まれることが明らかになり，すなわち，植物
による有機態窒素の直接的な取り込みは，おおむね否定されたと言える。
	
  しかし，これらの研究で用いられた植物は全て C3 植物であり，C4 植物についての研
究はなされてこなかった。そこで本研究では，インゲン（C3 植物）とトウモロコシ（C4
植物）の苗の土壌に 0.1mM の 13C-15N ロイシン水溶液 100mL を与え，苗葉中のアミノ
酸の 13C，15N 濃度の変化を調査し，従来の C3 植物を用いた研究結果の検証と，C4 植
物におけるアミノ酸の摂取の可能性を調べた。
	
  72 時間の観察において，インゲン苗葉の同位体比は，ロイシンを含め検出された全
てのアミノ酸で，炭素（Δδ13C）で−1〜+6‰，窒素（Δδ15N）で+96〜99‰の上昇を示し
た。これらの結果は，過去の研究で得られた結果と一致し，C3 植物では土壌アミノ酸
の直接的な摂取が行われていないことを示す。一方で，トウモロコシ苗葉に含まれる同
位体比は，ロイシンが炭素で+896‰，窒素で+778‰の上昇を示し，炭素については，イ
ソロイシン，アラニン，グルタミン酸などのロイシン以外のアミノ酸でも，最大で+180‰
の上昇が見られた。これらの結果は，C4 植物は C3 植物とは異なり，土壌中のアミノ酸
を直接取り込み，それを利用する能力があることを強く示唆する。

Direct uptake of organic nitrogen by C4 plants: evidence from stable isotope analysis of amino
acids
*Y. Chikaraishi, Y. Takani, and N. Ohkouchi (Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology, JAMSTEC)
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1B10

現代人は何を食べているか？
体比からみた食性解析

爪のアミノ酸窒素同位

○大河内直彦 1、力石嘉人 1
（1 海洋研究開発機構）
タンパク質を構成しているアミノ酸の窒素安定同位体比は，栄養段階の指標として用
いることができる（Chikaraishi et al. 2009）。フェニルアラニンは代謝される際に脱アミ
ノ基が起きないうえ不可欠（必須）アミノ酸であるため，食物連鎖においてその窒素同
位体比はほとんど変動しない。しかし，グルタミン酸は代謝される際に脱アミノ基が起
き，Cα-N 結合が開裂するため，残されたグルタミン酸の窒素同位体比が上昇する。こ
のことから，フェニルアラニンとグルタミン酸の窒素同位体比の差が，栄養段階の一次
関数となる。現在，海棲生物，陸上 C3 植物系，陸上 C4 植物系の３種類の式が知られ
ており，いずれの応用例もこれまでの生態学で得られた知見と非常によく一致する。本
講演では，この方法論を現代人の爪（ケラチン）に応用し，現代人の食性解析を行った
結果を報告する。測定対象となったのは，日本人だけでなく欧州や南北アメリカ大陸の
人々から採取さいた試料である。さらに日本人については，マーケットで売られている
肉，野菜，魚などの多数の食品についても分析し，それらとの関係について考察する。
人間は雑食生物であるため，その栄養段階を一義的に決めることはできない。しかし，
陸上の生態系の栄養段階で見ると，2.3-3.7 の間にあることが明らかになった。日本人の
栄養段階は米国人とほぼ同じだが，ヨーロッパ人より有意に高い。日本人がヨーロッパ
人や米国人に比べて魚をより多く食べること，また米国人については C4 植物に強い影
響を受けていることなどがその原因として考えられる。

What modern people eat? Nitrogen isotopic evidence of amino acids from human nail
*N. Ohkouchi1 and Y. Chikaraishi1 (1Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
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1B11

ヒト歯牙エナメル質中 14C を用いた人体年齢の精密推定
○國田圭佑 1、中村俊夫 2
（1 名古屋大学大学院環境学研究科、
2
名古屋大学年代測定総合研究センター）

1950 年代後半から 1960 年代前半にかけて汎世界的に行われた大気圏内核実験によっ
て，大気中 14C 濃度は劇的に増加した．核実験由来の高濃度 14C は光合成により，植物
体内へと取り込まれた後，様々な食物連鎖過程を通じ，ヒト組織中にも固定されている．
近年では，核実験由来の 14C を科学捜査へと応用する研究が発展し，特にヒト歯牙エナ
メル質中 14C を用いて，人体の誕生年を推定する研究が注目されている．
大気中 14C 濃度の変化は大気循環に依存する因子が強く絡むため，地域によりその変
動が異なる．歯牙エナメル質を用いた年齢推定の先行研究は，北半球高緯度地域を中心
に盛んに行われてきたが，日本のような北半球中緯度地域の歯牙試料を用いた研究はほ
とんど行われていない．また，日本は東アジアモンスーンの影響から系統的に 14C 濃度
の低い大気が供給されると考えられている．本研究では，日本人歯牙のエナメル質中 14C
を用い，特に日本国内における年代推定の可能性についての検討を行った．
歯牙エナメル質は，組織の副次的形成がないため，組織中 14C 濃度が歯牙エナメル質
の形成時の値で維持されることが知られている．歯牙エナメル質中 14C 濃度から誕生年
を算出するためには，歯牙組織の形成期間の情報を利用する必要がある．但し，人種に
よって，歯牙形成開始時期・期間が異なることが知られており，日本人歯牙に適した歯
牙組織成長評価を用いる必要がある．本研究の目的は，「核実験由来 14C の濃度増加・
減少の経年変化を利用し，日本人歯牙試料を用いた年齢推定の可能性について検討す
る」ことである．
日本人歯牙試料 27 点の測定結果では， 平均して 1.7±1.2 年の誤差で年齢推定を行う
ことができた．実際の誕生年との差が大きくなる場合，歯牙エナメル質形成期間の個人
差や炭素の吸収，固定までのタイムスパン，食性や地域効果による希釈または濃縮の可
能性が挙げられるが，いずれも年齢推定ができなくなるほど大きな影響を与えないこと
が示唆された．核実験期大気中 14C 濃度を用いた推定では，年齢の候補が複数年挙げら
れる．さらに年齢を絞り込むためには，同一人物の成長期間の異なる歯牙を用いる必要
がある．核実験開始初期（1955 年頃）に形成された試料は 1950 年前後の平坦な 14C 濃
度を記録している可能性があり，特に第一大臼歯のような形成時期が早い試料に関して
は，科学捜査を目的とする以上，形成時期に差のある複数個の歯牙，なるべく形成時期
の遅い歯牙との比較が不可欠である．
以上のように，多少の留意点はあるものの，日本においてヒト歯牙エナメル質中 14C
濃度を用いた年齢推定は可能であると結論付けられる．
Accurate age estimation using 14C in human teeth enamel
*K. Kunita1, T. Nakamura2 (1Graduated School of Environmental Studies, Nagoya University,
2

Center for Chronological Research, Nagoya University)
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ハプト藻の熱分解実験による藻類脂質の分解過程の検
討：バイオ燃料生産への応用	
 

1B12

○阿部涼平 1、沢田健 1,3、中村英人 1,3、新家弘也 2,3、鈴木石根 2,3、白岩
善博 2,3
（1 北海道大学理学院、2 筑波大学生命環境系、3JST CREST）
[はじめに]	
 

石油資源の需要は増加の一途を辿り、石油資源に代わるエネルギーとしてバイオ

マスを利用したバイオ燃料が注目されている。その一つとして海洋微細藻類を用いたバイオ燃
料生産があり、食糧生産と競合しない、枯渇問題が深刻な淡水を使用しない、陸上の耕作地を
必要としないなどの利点から期待が大きい。微細藻類は海洋の主要な基礎生産者であり、その
一種のハプト藻は海洋全体に普遍的に生息することが知られている。また、ハプト藻イソクリ
シス目のみが合成するアルケノンは、それらの藻のバイオマーカーや古海洋温度の復元に利用
されている。海洋の主要アルケノン合成種である Emiliania huxleyi と Gephyrocapsa oceanica の
乾燥粉末を真空下で加熱すると、アルケノンの熱分解により生成されると考えられる炭化水素
が生成されたことから、ハプト藻のバイオ燃料への応用が検討されている(Wu et al., 1999,
Yamane et al. 2012)。本研究では、E. huxleyi の培養試料の熱分解実験により、アルケノンなどハ
プト藻が合成する脂質の分解過程を検討し、バイオ燃料生産への応用を検討した。
[試料と方法] 単藻培養した E. huxleyi 細胞試料をガラス分解管に真空封入し、280ºC で 0～72
時間加熱し、12 時間ごとに試料を回収する人工的な熱分解実験を行った。また、E. huxleyi から
単離したアルケノンの粉末試料を用い、同様の熱分解実験を行った。その際、粘土鉱物のモン
モリロナイトの添加・不添加条件での熱分解実験も行った。
[結果と考察] 加熱前の E. huxleyi の細胞試料では炭素数 37 の 2 不飽和メチルケトン（C37:2）、炭
素数 38 の 2 不飽和エチルケトン（C38:2Et）が主なアルケノンとして検出された。そして、加熱
処理時間に伴い当該アルケノン分子種が減少し、48 時間以上では消失した。精製アルケノン試
料（粉末）のみの場合、アルケノンは完全には分解されず、構造変化により多くの分子量の等
しい異性体が検出されたが、分解産物として推測される短鎖アルカンは検出されなかった。一
方、モンモリロナイト添加実験では、C13～C21 アルカンが主要成分として検出され、粘土鉱物
の触媒効果によりアルケノンのクラッキング反応が促進されることを示した。加熱前の細胞試
料ではアルカンは検出されず、加熱処理試料でのみ n-アルカンが検出され、特に 48 時間以上加
熱処理で増加した。これは細胞のアルケノン、長鎖アルケン、脂肪酸の熱分解生成物と考えら
れる。本成果は、ハプト藻脂質の炭化水素への熱分解効率を粘土鉱物の添加で促進できること
を証明し、バイオ燃料生産における有用な方法を提案するものである。
Examination of decomposition of algal lipid from Haptophyta by pyrolysis experiment with reference to
biofuel production
*R. Abe1, K. Sawada1,3, H. Nakamura1,3, H. Araie2,3, I. Suzuki2,3, Y. Shiraiwa2,3 (1Hokkaido Univ., 2Univ.
of Tsukuba, 3JST CREST)
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南東フランスおよび北海道の白亜系 Cenomanian/Turonian 境界層準
の低熟成堆積岩に見られるトコフェロール組成の多様性
○安藤 卓人 1，沢田 健 1，高嶋 礼詩 2，西 弘嗣 2
（1 北海道大学大学院・理学院、2 東北大学総合学術博物館）

中期白亜紀は高海水準で非常に温暖な時代であり，その極相期にあたる Cenomanian/Turonian 境界
期（CTB）には，テチス海域や古大西洋域で海洋無酸素事変（Oceanic Anoxic Event 2; OAE2）が起こ
ったことが，黒色頁岩の堆積から推測されている。一方，北海道蝦夷層群 CTB 層準は近年，詳細な
国際対比がなされてきており，同時期に貧酸素水塊の拡大の証拠が示されている(Takashima et al.,
2011)。北海道苫前地域の蝦夷層群堆積岩は低熟成で有機物の保存状態が良いが，このような低熟成
な堆積岩中において，藻類や陸上植物に由来するトコフェロール（ビタミン E）を検出したので報告
する。トコフェロールは，クロマン環のメチル基の数と位置によって，α-， β-， γ-， δ-の 4 種類が
あり，起源となる分類群や生育時の生理状態によってこれらの組成が変化することが知られる。ふつ
うトコフェロールは易分解性の生体成分なので地質試料から検出されるのは稀であり，水酸基が失わ
れたトコフェロール派生物であるクロマン化合物として地質試料で検出されることがある。本研究で
は，さらに南東フランス Vocontian 堆積盆（テチス海）の CTB 層準の堆積岩からもトコフェロールが
検出されたのであわせて報告する。
南東フランス Lambruisse 地域の Thomel 層準，北海道苫前地域（朱鞠内沢・大曲沢川）・大夕張地
域（白金沢）の蝦夷層群で採取した堆積岩を粉砕・超音波抽出後，分画し，GC-MS 測定した。
Thomel 層準の黒色頁岩試料，朱鞠内沢試料・大曲沢川試料の極性画分において，4 種類のトコフ
ェロールすべてが検出された。一方で，Thomel 層準の石灰岩試料からは，これらの化合物は検出さ
れなかった。また，Thomel 層準と大曲沢川のほとんどの試料では，δ 体が 50％以上で多量に検出さ
れ，α 体が 15％以下しか検出されなかった。特に大曲沢川試料においては，δ 体が 56～83%と非常に
高い割合を占めた。それに対して，より未熟成な朱鞠内沢試料においては，α 体の割合が 6～39％と
比較的多く検出され，層準内で大きく変動し，対照的に δ 体は多くの試料で 30％を下回った。トコ
フェロール組成は分類群や生体中でも組織ごとに異なっており，朱鞠内沢岩石試料の堆積時には α
体に偏った有機物が埋積した可能性がある。しかし，Thomel 層準および苫前地域試料では，トコフ
ェロール派生物である 2-methyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chromans (MTTCs)のうち，α体の続成生成
物である trimethyl MTTC のみが検出され，朱鞠内沢試料のみ一部がトコフェロールの続成生成物に
由来するプリスタンの割合が他の層準と比べ低かった（プリスタン/フィタン比<1.0）
。そのため，よ
り低熟成な朱鞠内沢試料中において，4 種のトコフェロールのうち反応性が最も高いα体の分解すら
まだ十分に進んでおらず，組成の違いが生じた可能性も否定できない。しかし，各層準内での組成の
変化については，堆積時のトコフェロール組成の違いを反映している可能性がある。

Tocopherol composition of sediments deposited during the Cenomanian/Turonian boundary in SE France
and Hokkaido, Japan
○T. Ando1, K. Sawada1, R. Takashima2 H. Nishi2 (1Faculty Sci., Hokkaido Univ., 2 Tohoku Univ. Museum,
Tohoku Univ.)
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