1C01

走査型透過 X 線顕微鏡（STXM）を用いた環境化学の推進
○高橋嘉夫 1,2、武市泰男 2、菅大暉 3、井波暢人 2、宮本千尋 3、
坂田昂平 3、光延聖 4、朱鳴 4、櫻井岳暁 5、守友浩 5、上岡隼人 5、
和穎朗太 6、浅野眞希 6、山口紀子 6、間瀬一彦 2、雨宮健太 2、
小野寛太 2
(1 東大、2KEK-PF、3 広大、4 静県大、5 筑波大、6 農環研)

走査型透過 X 線顕微鏡（Scanning Transmission X-ray Microscopy: STXM）は、主に軟 X 線
領域（おおよそ 4 keV 以下）において、フレネルゾーンプレートで集光した 30 nm 程度の
サイズの X 線を用い、透過配置で試料を走査あるいはエネルギーをスキャンして、元素あ
るいは化学種の分布や吸収スペクトルを測定する手法で、環境科学、微生物学、地球惑星
科学、高分子化学、磁性材料などへの広い応用範囲を有する。我々のグループでは、独自
の設計により市販品よりも大幅に小型で運搬が可能な装置（compact-STXM）を開発し、主
に高エネルギー加速器研究機構 Photon Factory (PF)の BL-13A での運用を開始し、その性能
テストを行うと共に、様々な応用研究、特に環境化学・サステナブル科学に関する研究へ
の応用を進めている。
エネルギーの高い硬 X 線のマイクロ蛍光 X 線(XRF)-X 線吸収微細構造（XAFS）分析と比
べた場合、STXM の特徴として、(i) 軟 X 線とゾーンプレートの組み合わせから得られる
30 nm 程度に集光された X 線ビーム、(ii) 透過配置による高い空間分解能、(iii) 炭素を始め
とする環境化学的に重要な元素の化学種マッピング、(iv) 遷移金属 L 端など多元素への適
用可能性、が挙げられる。特に(iii)の特徴を活かした有機物の官能基マッピングは、有機物
に対する電子ビームのダメージが大きい透過型電子顕微鏡（TEM）では困難な分析である。
そのため STXM は、空間分解能では TEM に劣るものの、炭素材料への利用などの点で優れ
た手法である。また試料雰囲気としては、ヘリウム置換（現在主に 0.1 気圧に調整）の条
件でも測定可能であり、微生物やエアロゾルなど、真空を避けたい試料にも有効である。
本研究グループとしてこれまでに得られた成果の概要を以下に示す。STXM は世界と比
して日本国内への導入が遅れたが、2013 年に分子研と PF の装置が稼働し始め、今後この装
置を利用した地球化学・環境化学が発展することが期待される。
・炭素 K 端（約 285 eV）からアルミニウム K 端（約 1560 eV）の範囲の吸収スペクトルを
得ると共に、炭素などの化学種マッピング像を得た。空間分解能が 30 nm 程度まで達す
ることを確認した。
・土壌粒子や河川懸濁粒子の分析を行い、鉱物と有機物が形成する複合体の存在状態や有
機物のキャラクタリゼーションを行った。
・黄砂中の炭酸カルシウムの粒子表面が酸性物質と反応するプロセスの解明を行った。
・有機薄膜太陽電池の薄膜表面における特定の有機分子種の分布像を得た。
・鉱物表面に存在する微生物と鉱物の界面に存在する有機物の特性評価を行った。
Development of Environmental Geochemistry by Scanning Transmission X-ray Microscopy
(STXM), *Y. Takahashi1,2, Y. Takeichi,2 H. Suga,3 N. Inami,2 C. Miyamoto,3 K. Sakata,3 S.
Mitsunobu,4 M. Shu,4 T. Sakurai,5 Y. Moritomo,5 H. Kamioka,5 R. Wagai,6 M. Asano,6 N.
Yamaguchi,6 K. Mase,2 K. Amemiya,2 and K. Ono2 (1Univ. Tokyo, 2KEK-PF, 3Hiroshima Univ.,
4
Shizouka Pref. Univ., 5Univ. Tsukuba, 6IAES)
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1C02

走査型透過 X 線顕微鏡の微生物－金属－鉱物相互作用解明への応用
朱鳴 1, ○光延聖 1, 坂田昌弘 1, 高橋嘉夫 2, 武市泰男 3, 小野貫太 3
(1 静岡県立大学, 2 東京大学, 3 高エネルギー加速器研究機構)

はじめに
微生物－金属－鉱物相互作用は、微生物の普遍性や反応速度が大きい点などから地球表層にお
ける物質や元素の循環機構に大きな影響を与えている。例えば、バクテリアによる硫化鉱物溶解
反応の場合、溶解速度は無菌状態の数十倍にも達することが報告されており、硫化鉱物溶解によ
る鉱山周辺環境で問題となる酸性廃水生成などに大きく寄与している。しかし、直接分析の困難
さなどから、この微生物による金属－鉱物相互作用には未解明な点が多い。つまり、反応は微小
領域である微生物－鉱物付着面で起きており、従来のバルク分析だけでは微生物－金属－鉱物相
互作用を詳細に解明できないのである。我々はこれまで硬 X 線マイクロ XAFS 法を使い、金属
元素の化学種を高い空間分解能で決定することで、微生物－金属相互作用の解明を試みてきた
(Mitsunobu et al., 2012 など)。本研究ではさらに、走査型透過 X 線顕微鏡(STXM)を使用し、ナノ
スケールで微生物細胞周辺の金属、有機物の化学種を直接決定し、より詳細に反応メカニズムを
解明することを目的とした。
実験
モデル実験系として、鉄酸化バクテリア(Acidithiobacillus ferrooxidans)を用いたパイライト
(FeIIS2)の酸化溶解実験を行なった。継時的に採取したパイライト－鉄酸化微生物懸濁物に対して、
STXM 分析を KEK-PF BL13A にて実施した。炭素、酸素、窒素の NEXAFS 分析によって、鉱物
溶解に関与する有機物（酵素などのタンパク質、錯生成能をもつ有機酸、多糖類など）の存在や
その組成を明らかにした。鉱物/微生物懸濁試料は、窒化ケイ素膜(厚み: 100 nm)に分散させた後、
穏やかに風乾させて分析に供した。分析領域を決めるために、微生物細胞は最小限の核酸染色剤
(SYTO9)で染色した。
結果と考察
鉄酸化バクテリア 1 細胞を標的として、約 50 nm 程度の空間分解能で窒素、酸素、炭素の
NEXAFS を測定することに成功した。特に、炭素 NEXAFS 分析の結果、細胞の外側と内側では
スペクトル形状が異なり、細胞外側では多糖類の割合が多いことがわかった。また、同様に鉄の
L3 および L2 NEXAFS 分析の結果、多糖類が多い微生物-鉱物付着面では、鉄は基質であるパイラ
イトと異なる Fe(III)の化学種として存在していることがわかった。この結果は、A. ferrooxidans
が溶解を促進する有機物を鉱物表面で生成する可能性を示しており、生体外有機物が微生物の生
存戦略に重要な機能を持つことを示す。今後は、この細胞外有機物の機能解明のため、金属錯生
成能や pH 緩衝能の有無を調べる予定である。
詳細は講演で紹介するが、STXM 法は (1) ナノスケールの高空間分解能で金属化学種および
有機物組成を決定できる、(2) 高い元素選択性を有する、(3) 分析に真空を必要とせず水を含む
生物試料でも分析できる、など多くの利点をもち、微生物－金属－鉱物反応を研究するための強
力な分析手法といえ、今後の生物地球化学分野への応用が期待される。
[参考文献] Mitsunobu S, Shiraishi F, Makita H, Orcutt BN, Kikuchi F, Jorgensen BB, Takahashi Y
(2012), Environ. Sci. Technol. 46, 3304-3311 (2012).
Application of scanning transmission X-ray microscopy into study on microbe-metal-mineral interaction
Zyu Ming1, ○Mitsunobu S1, Sakata M1, Takahashi Y2, Takeichi Y3, Ono K3 (1Univ. Shizuoka, 2Univ. Tokyo,
3
KEK)
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1C03

東京都立公園のクロム鉱滓処理地における Cr(VI)汚染
○堀まゆみ、小豆川勝見、松尾基之
（東大院総合）

【はじめに】
都立大島小松川公園の地中には、この地で 1972 年まで操業していたクロム酸工場の製
造過程で生成したクロム鉱滓が埋められている。東京都は、このクロム鉱滓を還元処理
し鋼矢板で封じ込め、さらに覆土をして公園として住民に開放した。しかしながら、鉱
滓の還元・封じ込め処理をしてから 40 年が経過しているにもかかわらず、今なお公園
周辺では、Cr(VI)が検出されている。大島小松川公園周辺で環境試料を採取し調査した
ところ、特筆すべき汚染を発見し、その流出原因について考察したので報告する。
【実験】
2012 年 11 月から翌年 1 月にかけて、大島小松川公園周辺において、水、雪、土壌を天
候の異なる日にそれぞれ採取した。また、2013 年 12 月に公園周辺の別地点の集水桝中
の排水を採取した。水および雪試料については、採取後 0.22 µm のメンブランフィルタ
ーでろ過し、試料溶液とした。土壌試料は、4 M HNO3 による振とう溶出後、遠心分離
し、0.22 µm メンブランフィルターでろ過を行い、これを試料溶液とした。全 Cr 濃度の
定量には ICP-OES を用い、Cr(VI)の定量にはジフェニルカルバジド吸光光度法を用いた。
【結果と考察】
都内で大雪を観測した 2013 年 1 月、歩道上に滲出した水を採取したところ、Cr(VI)が
16.9 ~ 37.0 mg/L と高濃度で検出された。水試料で Cr(VI)が最大濃度で検出された地点の
土壌試料からは、全 Cr 濃度が 330 mg/kg と高く、Cr(VI)濃度は 2.19 mg/kg であった。全
Cr 濃度が Cr(VI)濃度に比べて極めて高いのは、土壌中に含まれる腐植物質や 2012 年 4
月に東京都によって散布された還元剤により、Cr(VI)が Cr(III)に還元されたためと考え
られる。晴れの日に採取した水、土壌試料からは Cr(VI)は検出されず、大雪の日には検
出されたことから、この地点における Cr(VI)の溶出は天候に左右され、大雨や雪が降る
と鉱滓中の Cr(VI)が溶出し、地表面で Cr(VI)が検出されると考えられる。さらに、公園
周辺の別地点の集水桝中の水を分析したところ、133 mg/L の Cr(VI)が検出され、下水排
除基準(0.5 mg/L)を 267 倍超過していた。集水桝では、歩道に滲出した水とは異なり、
常に高濃度の Cr(VI)が流入していることが示唆される。大島小松川公園周辺では、大雨
や雪がトリガーとなって Cr(VI)により汚染される場所と継続的に基準値を超えて Cr(VI)
が流出している場所があることがわかった。今なお Cr(VI)が基準値を超過して検出され
ることから、埋め立て当時の還元処理の不十分さが指摘できる。
Hexavalent chromium pollution caused by dumped chromium slag at the urban park in Tokyo.
*M. Hori, K. Shozugawa, M. Matsuo (Grad. School of Arts and Sci., Univ. of Tokyo)
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1C04

逐次溶解法と XAFS 法を用いた地質標準試料中の Cr 存在
形態の研究
○太田充恒 1（1 産総研）

元素形態別地球化学図作成に向けて、信頼性の高い形態分析の確立が必要不可欠である。これまで、
堆積物中の銅および亜鉛の存在形態解析について、逐次溶解法と X 線吸収端構造（XANES）を併用した
結果について報告を行ってきた（太田ほか，2010・2013 年度年会）。本発表では、先 2 報告に続きクロムの
形態情報の解析結果について報告を行う。
逐次溶解法として BCR (Community Bureau of Reference) によって規定された方法を用いた。用いた試
料は、（独）産業技術総合研究所で提供している、湖堆積物標準試料（JLk-1）・河川堆積物標準試料
（JSd-1–4）・海洋堆積物標準試料（JMS-1–2）・土壌標準試料（JSO-1）である。試料 0.5 g をテフロン製遠沈管
に量り取り、4 つの分画に分けて抽出を行った（Step 1： 吸着･炭酸塩態、Step 2： Fe-Mn 酸化物態、Step 3：
有機物･硫化物態、Step 4： 珪酸塩態）。bulk 試料および step1 から step3 まで処理を行った計４種類の試料
を、PF 放射光施設の BL-12C にてクロムの K 吸収端 XANES スペクトルを測定した。比較試料として、金属
硝酸塩、鉄水酸化物酸化物・腐植物質にクロムを吸着させた試料の XANES スペクトルの測定も行った。
逐次溶解法においては、ほとんどの地質標準試料中のクロムは step 1, step 2, step 3 ではほとんど抽出さ
れず、基本的に最終残渣に含まれていた。これは堆積物中のクロムは極めて安定な状態で存在することを
示す。一方、意図的に反応性・溶解度の高い六価クロム（重クロム酸カリウム）を添加した土壌試料では、予
想と異なり step 1 ではなく、step 2（15%）、step 3（60%）にて多く抽出された。この結果は、添加された六価ク
ロムがすべて三価に還元され、鉄水酸化物や有機物と結合していることを示唆する。また、クロムなどの重金
属元素を多く含む河川堆積物（JSd-4）・東京湾堆積物(JMs-1)試料においても同様に、step1 ではクロムはほ
とんど抽出されず、step2 で 20-30%、step 3 で 30-40%抽出された。よって、これらの試料は過去六価クロムに
よる汚染があった可能性が高いと予想される。
次に、これらの試料の XANES スペクトルを測定したところ、全ての地質標準試料において六価クロムは
検出されなかった（検出限界以下）。また、どの試料においても Step1 でのクロム抽出量は極めて少ないため
に、XANES スペクトルを用いた吸着･炭酸塩態の確認はできなかった。次に、step 1 と step 2 の処理を行っ
た試料の XANES スペクトルを比較したところ、その差分スペクトルの形状はクロムを添加した鉄水酸化物の
XANES スペクトルと一致し、かつ得られたフィッティングの係数も、逐次溶解法で得られた抽出比率と良く一
致した。一方、step 2 と step 3 の処理を行った試料の XANES スペクトルの違いは、腐植物質にクロムを吸着
させた試料のスペクトルで説明できるはずである。しかし、実際は差分スペクトルの特徴を完全に再現できず
かつ、係数も BCR 法と比べ系統的に低かった。この理由として、六価クロムから還元された三価クロムの一
部が、水酸化物として沈殿している可能性が考えられた。そこで、クロムを吸着させた腐植物質と水酸化クロ
ムを同時にフィッティングしたところ、スペクトル形状の特徴や抽出比率も良く一致した。この結果は、逐次溶
解法と XANES を併用することで初めて信頼性の高い形態分析が可能であることを示している。

Determination of Cr speciation in geochemical reference materials by XAFS spectroscopy after
a sequential extraction procedure
*A. Ohta1 (1Geol. Survey Japan, AIST)
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水酸化アルミニウムの沈殿に伴う Cd の挙動

1C05

○山西惟 1、江藤真由美 1、宮崎あかね 2、横山拓史 1
（1 九大院理、2 日本女子大院理）

【緒言】
土壌圏における重金属元素の動態のモデルとして、アルミナに対する Zn2+の吸着が研究さ
れてきた。中性の pH 領域においてアルミナに Zn2+を吸着させた場合、4 配位の Al が生成
していることが報告されている

1)

。吸着実験によって得られた生成物のモデルとして

Al(OH)3 による Zn の共沈物を作成し、27Al MAS NMR で Al の化学状態を調べたところ、
2+

同様に 4 配位の Al が観察された。さらに、共沈物中の Zn/Al のモル比が低くなるほど 4 配
位の Al の割合が増加することも報告されている 1)。共沈物の場合も、アルミナに対する Zn2+
の吸着により生成する Zn2+のアルミン酸塩に類似した局所構造を有する非晶質固体が生成
すると考えられる。Zn2+と同族の Cd2+は生体に有害な重金属であり、環境中における挙動の
解明が求められる。そこで、本研究では、Al(OH)3 による Cd2+の共沈実験を行うことで、水
酸化アルミニウムの沈殿が生じる際の Cd の挙動を明らかにすることを目的とした。
【実験】
共沈実験は Cd(NO3)2 と Al(NO3)3 の混合溶液に 0.1 M NaOH 水溶液を滴下することによっ
て行った。滴定前の混合溶液中の金属イオンモル濃度比を、Cd/Al=0.01, 0.02, 0.1, 1.0, 2.0,
10.0 とし、イオン強度が 1 になるように濃度を調整した。また、0.1 M NaOH 水溶液の滴
下速度は 1.0 mL/min とし、5 分ごとに pH をモニターした。共沈物の組成は、沈殿物とろ
液中の Cd, Al 濃度をそれぞれ ICP-AES で測定して求めた。得られた沈殿物について XRD,
27Al

及び 113Cd MAS NMR の測定を行った。

【結果・考察】
沈殿物の Cd/Al 比が 0.0079, 0.36 のサンプルについて 27Al MAS NMR を測定したところ 4 配
位の Al のピークが認められた。このことから、これらサンプルでは、Cd のアルミン酸塩に
類似した局所構造が形成されていると考えられる。また、Cd/Al 比が 3.54 のサンプルにつ
いて 27Al 及び 113Cd MAS NMR と XRD の測定を行ったところ、Cd には 2 種類の化学状態が
あり、Cd(OH)NO3・H2O と Al-O-Cd 結合を含む化学種であることが示唆された。Cd/Al 比が
0.027 のサンプルでは Cd(OH)NO3・H2O が観察されなかったことから、溶液中の Cd はまず
Al-O-Cd 結合を有する化学種を形成すると考えられるが、これら Cd と Al からなる沈殿物
の生成過程は検討中である。
【参考文献】
1) Miyazaki et al., Colloids and Surfaces A (2013)115-121
Behavior of cadmium ion during the precipitation of aluminum hydroxide
*Y. Yamanishi1, M. Etou1, A. Miyazaki2, T. Yokoyama1 (1Kyushu Univ., 2Japan Women’s Univ.)
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1C06

水田土壌における酸化・還元的領域の微視的分布と
As・Cd の分布と化学形態の関係

(Invited)

○山口紀子 1, 大倉利明 1, 牧野知之 1, 橋本洋平 2, 高橋嘉夫 3
（1（独）農業環境技術研究所、2 東京農工大学、3 東京大学）
イネの生育後期まで水田を湛水状態に維持すると、コメの Cd 濃度を低減できる。還
元状態で Cd が難溶性の硫化物として沈殿することでイネに吸収されにくくなるためで
ある考えられている。一方、土壌を長期間、還元状態に維持することで、コメの As 濃
度が上昇する。水田土壌中で Fe(III)水酸化物と結合していた As が Fe(III)の還元溶解に
より溶出すること、酸化型のヒ酸イオンよりも還元型の亜ヒ酸イオンが土壌の鉄鉱物か
ら脱離しやすいことが要因と考えられる。湛水期間中の水田土壌は平均的には還元的で
あるが、イネの根近傍では根の通気組織を通して酸素が供給されるため、局所的に酸化
状態となる。このように水田土壌では、微視的には酸化的環境と還元的環境が混在して
いる。酸化・還元領域の局所分布が、As や Cd の溶解性の決め手となる化学形態にどの
ように影響しているかについては不明な点が多い。還元領域では、鉄鉱物から Fe(II)イ
オンが溶出するが、酸化的領域で Fe(III)水酸化物として再沈殿する。Fe(III)水酸化物が
再沈殿した領域は、赤く着色するため、局所的な酸化的領域は、周辺領域との色の違い
から判別可能である。水田土壌、特にイネの根の周辺において酸化・還元的領域の分布
を Fe(III)水酸化物の着色から判別するとともに、As・Cd の集積部位と集積部位におけ
る化学形態を明らかにすることを目的とした研究を紹介する。
水田土壌から採取した土壌コアサンプルを凍結乾燥後、エポキシ樹脂で固化し、土壌
薄片を作成した。イネの根の周囲の As、Cd、Fe の分布と化学形態を放射光源μビーム
蛍光 X 線マッピング、およびμビーム X 線吸収スペクトル微細構造により測定した。
As は、根の周辺に二次的に沈殿した Fe(III)水酸化物上の酸化的な領域に集積してい
ることが示された。湛水期間中、すなわち土壌バルクが還元的であるときは Fe（III）
水酸化物に集積した As の形態は、亜ヒ酸が主体であった。しかし落水により空気が侵
入し、酸化的に推移した土壌において Fe(III)水酸化物上に集積していた As はヒ酸が主
体であった。すなわちイネの根の周囲の酸化的領域において、すみやかに亜ヒ酸がヒ酸
に酸化されるわけではなく、還元型の亜ヒ酸が主体であることが示された。一方、Cd
と Fe 水酸化物の沈着部位の分布領域は異なっており、根から離れた部位にスポット状
に Cd の集積部位の存在がみとめられ、集積部位の Cd は主として硫化物として存在し
ていた。以上より、微視的な酸化・還元領域の分布に応じて、As, Cd の分布と形態が異
なることが示された。
Distribution and speciation of As and Cd in relation to micro-scale distribution of redox
environment in paddy soil.
*N. Yamaguchi1, T. Ohkura1, T. Makino1, Y. Hashimoto2, Y. Takahashi3. (1Natl. Inst.
Agro-environ. Sci., 2Tokyo Univ. of Agr. & Tech. 3Univ. of Tokyo)
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1C07

Geochemical mapping and transportation of trace
metals and REEs in small rivers of North Osaka
○ Emilie EVEN1, Aki NOJIMA1, Harue MASUDA1,
Takanori NAKANO2, Toshiro YAMANAKA3
（1Osaka City University, 2RIHN Kyoto, 3Okayama University）

Waters from Rivers Yono, Ibaraki, Minoh have been used for domestic purposes and some harmful trace
metals have been reported in concentrations above the environmental standard limits. The rural to lightly urbanized
environment allow to establish a relationship between the natural occurrence of trace elements in river waters and
the surrounding geology. Previous studies have shown that the Palaeozoic-Mesozoic sedimentary rocks are the
sources of trace metals (Co, Cr, Ni, Cd, Pb and especially As) whereas the Ibaraki granitic complex is the source of
rare earth elements (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Yb, Lu).
Here are reported results of the geochemical patterns of river waters and riverbed sediments, and insights
into transportation of trace elements along the rivers course. High concentrations of trace metals (up to >10ppb for
As) are observed in river waters flowing across the trace elements enriched sediments from sandstone and quartz
diorite. While sediments from adamellite contain low trace elements but river waters flowing across this formation
have the highest concentrations of REEs. Unfiltered and filtered (0.45um) of river waters show large differences
(>50%) regarding concentrations of REEs. Those elements are likely to be transported on Fe and Al-colloidal
particles or absorbed by riverbed sediments, while most of the trace metals remain mainly present in the dissolved
fraction. Particulate organic matter (>0.45um in size) was nearly absent from samples and dissolved organic matter
didn't seem to have a major role in trace elements transport as no clear correlation could be observed with trace
metals nor REEs. H/O isotopic ratio datas point at the meteoritic origin of waters that recharged from more or less
remote areas, inducing a primary concentration in spring waters that later evolves via interactions with the river
system; most of elements low in the filtered fraction exhibit high concentrations at spring that decrease afterwards
due to absorption/precipitation. along river course

Geochemical mapping and transportation of trace metals and REEs in small rivers of North
Osaka
*Emilie EVEN1, Aki NOJIMA1, Harue MASUDA1, Takanori NAKANO2, Toshiro
YAMANAKA3 (1Osaka City University, 2 RIHN Kyoto, 3 Okayama University)
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1C08

ガンジス・ブラマプトラ・メグナ川における表層水 pCO2 の時間・
空間変動および炭素循環への影響の考察
○真中卓也 1、牛江裕行 1、荒岡大輔 2、大谷壮矢 1、稲村明彦 2、
鈴木淳 2、H. M. Zakir Hossain3、川幡穂高 1
（ 1 東京大学大気海洋研究所、 2 産業技術総合研究所、 3Jessore
Science and Technology University, Bangladesh）

炭素循環において、河川は炭素を大陸から海洋へと運搬する役割を担うと考えられて
きた。しかし近年、世界各地の河川表層において、大量の炭素が CO2 の形で大気に直接
放出されていることが報告されている。本研究は、河川が炭素循環の中で果たす役割を
解明することを目的に、世界的な大河川であるガンジス・ブラマプトラ・メグナ川に着
目した。これらの河川は上流に世界有数の風化卓越地域であるヒマラヤを持ち、活発な
化学風化とそれに伴う CO2 の吸収が期待される。一方、下流域には洪水性堆積物と農地
が広がり、土壌中の活発な生物活動に起因する CO2 の付加が予期される。本研究では異
なる季節における計 4 回のサンプリングおよびに炭酸系を中心とする化学分析を実施
し、この河川の溶存 CO2 分圧（pCO2）の季節・空間変動や制御要因の考察、および炭
素フラックスの推定を行った。
ガンジス・ブラマプトラ川において、pCO2 は上流部では低いが、下流部では大気中
の CO2 分圧より高くなるという結果が得られた。これは下流域における土壌の発達およ
び気温の上昇に伴い、土壌呼吸が活発化した為と考えられる。また、pCO2 は乾季に低
く雨季に高いという、明確な季節変化が観測された。アルカリ度や Sr 同位体比を用い
たミクシングモデルの結果、この季節変化は単純な雨水による河川水の希釈だけではな
く、中間流出の季節変化の影響を受けていると考えられる。特にメグナ川全域を含む河
川下流域では、雨季に河川の氾濫と広い地域の冠水が起きるため、活発な土壌呼吸に伴
い高 pCO2 を示す中間流出の寄与が相対的に大きくなることが示唆される。またガンジ
ス・ブラマプトラ川中の本調査地域において、河川から大気に直接放出される炭素フラ
ックスはそれぞれ 0–1.46 × 1010、0.37–2.26 × 1010 mol yr–1 と推定された。これは世界の他
の大河川と比較しても小さくはなく、これらの河川が特に雨季において、大気に対して
CO2 の大きな供給源として働いていることが示された。

Spatial and seasonal variation of surface water pCO2 in the Ganges, Brahmaputra, and Meghna
rivers on the Indian subcontinent and its impact on the global carbon cycle
*T. Manaka1, H. Ushie1, D. Araoka2, S. Otani1, A. Inamura2, A. Suzuki2, H. M. Z. Hossain3, and
H. Kawahata1 (1AORI, the University of Tokyo, 2AIST, 3Jessore Science and Technology
University, Bangladesh)
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1C09

溶存酸素の三酸素同位体組成を利用した貧栄養・中栄養
湖沼の総一次生産量定量	
 
○角皆潤 1、南翔 1、佐久間博基 1、大山拓也 1、小松大祐 1、中川
書子 1、梅田信 2、田中敦 3
（1 名大院環境、2 東北大院工、3 環境研）

	
  天然の酸素原子には、質量数が 16、17、18 の 3 種の安定同位体が存在し、その相対
存在比は、自然界の諸過程（化学反応など）において、同位体分別する。光合成や呼吸
の際に進行する一般の同位体分別では、16O に対する 17O の濃縮度が、16O に対する 18O
の濃縮度の約半分になるように同位体分別するのに対して、成層圏で進行するある種の
光化学反応では、16O に対する 17O の濃縮度が、16O に対する 18O の濃縮度とほぼ等しく
なるような同位体分別する。このため、大気中の酸素分子（O2）と、光合成で生成する
O2 の同位体組成を比較すると、17O の濃縮度と 18O の濃縮度の相対値（＝三酸素同位体
組成）に有意な差が見られる。三酸素同位体組成は、呼吸などの一般の同位体分別では
変化しないので、海洋や湖沼等の表面混合層中の溶存酸素分子（DO）の三酸素同位体
組成を定量化することで、その DO 中の大気由来の O2 と光合成由来の O2 の混合比が高
精度で定量化出来る。さらに表面水と大気との間の O2 交換速度を別法から見積もるこ
とで、求めた大気由来の O2 と光合成由来の O2 の混合比から、表面水中の総一次生産量
を定量化することが出来る（Luz et al., 1999）。従来は、明暗瓶法や 14C トレーサー法等
の培養に依拠する手法が総一次生産量の定量に用いられてきたが、この DO 中の三酸素
同位体組成を利用する手法は現存量だけで定量可能であり、培養する必要が無い。この
ため、簡易かつ高確度の総一次生産量定量法として、広く普及しつつある。
	
  しかし、この DO の三酸素同位体組成を利用して求めた総一次生産量は、あくまで表
面混合層中の総一次生産量であり、大気との間でガス交換しない季節躍層以深で進行す
る光合成による総一次生産量は、ほとんど算入されていない。このため、特に混合層が
浅い時期（春季や夏季）の観測で求めた総一次生産量は、水柱積算した真の総一次生産
量よりも過小評価されている可能性がある。また混合層が浅い時期に過小評価された場
合には、逆に混合層が深くなる時期（冬季）には、過大評価されることになる。これは
特に、①表面のガス交換が不活発な陸水系、②躍層以深でも一次生産が進行する貧栄養
環境、で特に影響が大きくなる。そこで本研究では、貧栄養環境である支笏湖や倶多楽
湖、さらに中栄養環境である琵琶湖北湖で、DO の三酸素同位体組成の鉛直分布の時間
変化を定量化してその影響を評価したので、結果を報告する。
Vertical distribution of the triple oxygen isotopic compositions of DO in oligotrophic and
mesotrophic environments
*U. Tsunogai 1, S. Minami1, H. Sakuma1, T. Ohyama1, D.D. Komatsu1, F. Nakagawa1, M.
Umeda2 and A. Tanaka3 (1Nagoya Univ., 2Tohoku Univ., 3NIES)
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1C10
(Invited)

付加体深部帯水層での地下圏微生物のポテンシャルと
炭素・窒素循環	
 
○木村浩之 1、松下 慎 1、石川修伍 1、金子雅紀 2、高野淑識 2、
大河内直彦 2
（1 静岡大学、2 海洋研究開発機構）

静岡県中西部から中部地方、紀伊半島、四国、九州、そして沖縄まで、西南日本の太
平洋側の地域は、厚い堆積層からなる。これらの堆積層は“付加体”と呼ばれている。
付加体は、プレートテクトニクスによって海洋プレートが陸側プレートの下部に沈み込
む際、海洋プレート上の海底堆積物が陸側プレートに付加し、その後、隆起してできた
地層である。西南日本の付加体は主に白亜紀から第三紀にかけて堆積した太古の海底堆
積物に由来しており、高濃度の有機物を含んでいる。また、付加体の深部地下圏には天
水に由来する豊富な地下水が存在する。さらに、付加体の深部帯水層には大量の天然ガ
スが含まれている。	
 
	
  我々は、静岡県中西部の沿岸部から山間部まで、付加体が分布する広範囲の地域に構
築された温泉用掘削井（深度 500〜1,500 メートルの掘削井が多い）を調査し、深部地
下水および付随ガスを採取した。そして、地下水の環境データの測定、各種イオン濃度
の測定、付随ガスの組成分析、炭素安定同位体比分析を実施した。また、地下水に含ま
れる微生物群集を対象とした 16S	
 rRNA 遺伝子解析および嫌気培養を試みた。さらに、
地下水に含まれるメタン生成菌の現場活性を推定するために、メタン生成菌に特異的な
補欠分子族（F430）の検出および定量を試みた。そして、付加体の深部地下圏における
微生物ポテンシャルと炭素・窒素循環を明らかにするための研究を実施した。	
 
	
  地下水の環境データ測定の結果より、付加体の深部地下水は非常に低い酸化還元電位
（嫌気性）を示すこと、沿岸部の掘削井から採取された地下水は高い塩分を示すこと
（2,000-3,100	
 mS/m）、中山間部の掘削井から採取した地下水は中程度の塩分を示すこ
と（400-2,000	
 mS/m）、山間部の掘削井から採取した地下水は低い塩分を示すこと（<400	
 
mS/m）が明らかとなった。付随ガスの組成分析より、沿岸部および中山間部の掘削井か
ら採取した付随ガスは 96％以上の割合でメタンを含むことが明らかとなった。一方、
山間部の掘削井から採取された付随ガスには 50-80％のメタンとともに、20-50％の割
合で窒素ガスも含まれていた。付随ガスに含まれるメタンと地下水に含まれる溶存態無
機炭素（主に、重炭酸イオン）の炭素安定同位体比分析を行った結果、沿岸部の付加体
のメタンは有機物の熱分解起源であることが示された。一方、中山間部と山間部の掘削
井で採取されたメタンは、微生物起源であることが示された。	
 
	
  アーキアおよびバクテリアの 16S	
 rRNA 遺伝子の解析より、付加体の深部帯水層中に
は水素発生型発酵細菌と水素資化性メタン生成菌が優占することが示された。また、付
随ガスに窒素ガスを多く含む山間部の深部地下水においては、脱窒細菌に由来する 16S	
 
rRNA 遺伝子も検出された。深部地下水に有機基質を添加する嫌気培養を試みたところ、
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水素発生型発酵細菌と水素資化性メタン生成菌の共生によるメタン生成が確認された。
特に、中山間部および山間部のサイトの深部地下水を用いた嫌気培養において、高い水
素ガス生成ポテンシャルおよび高いメタン生成ポテンシャルが示された。さらに、窒素
ガスを多く含む付随ガスが見られた山間部の深部地下水に有機基質と硝酸を添加した
嫌気培養では、脱窒細菌による高速での窒素ガス生成も確認された。	
 
	
  地球化学と微生物学を融合させた一連の研究手法により、沿岸部の付加体の地下圏で
は、有機物の熱分解によりメタンが生成されることが示された（有機物	
 →	
 CH4）。一方
において、中山間部の付加体の地下圏では水素発生型発酵細菌と水素資化性メタン生成
菌の共生によって堆積層中の有機物が分解されて、高速にメタンが生成されることが示
された（有機物	
 →	
 H2	
 +	
 CO2	
 →	
 CH4）。さらに、山間部の付加体の地下圏では、水素発
生型発酵細菌と水素資化性メタン生成菌の共生によるメタン生成が起こると同時に（有
機物	
 →	
 H2	
 +	
 CO2	
 →	
 CH4）、堆積層に含まれる有機物またはメタンを電子供与体とし、
硝酸を電子受容体とする脱窒が起こっている可能性が示された（有機物	
 +	
 NO3-	
 →	
 N2	
 +	
 
CO2	
 or/and	
 CH4	
 +	
 NO3-	
 →	
 N2	
 +	
 CO2）。	
 
Microbial potential and carbon-nitrogen cycles in deep aquifer associated with the accretionary
prism in Southwest Japan
*H. Kimura1, M. Matsushita1, S. Ishikawa2, M. Kaneko2, Y. Takano2, and N. Ohkouchi2
(1Shizuoka Univ., 2JAMSTEC)
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1C11

海洋におけるヨウ素の化学形態変化への微生物の寄与
○岡部宣章 1、村松康行 1、天知誠吾 2
（1 学習院大学理、2 千葉大学園芸）

【序論】ヨウ素は、環境中で様々な化学形態をとり、循環していることが知られている。
特に海洋では、I-,IO3-,溶存有機ヨウ素(DOI)が共存している。現在の海洋環境は酸化的
であるため IO3-が支配的である。しかし、海洋表層では IO3-の減少と I-の増加が起こる
ことが確認されている。これは熱力学的には矛盾しており微生物、特に硝酸還元菌が
IO3-を I-へ還元していると考えられてきた(Tsunogai and Sase, 1969)。一方で、近年の
研究から IO3-を特異的に還元する微生物の存在が確認されており（Amachi et al., 2007）
ヨウ素の化学形態変化は生物地球化学的視点から興味深い。そこで、本研究では実際に
採集された海水を培養し、ヨウ素の化学形態変化を HPLC-ICP-MS で測定・分析した。
【実験試料】実験試料は、駿河湾沼津海岸及び東京湾お台場で採取された海水を使用し
た。駿河湾は黒潮などの外洋からの影響を強く受けている。一方、東京湾は半閉鎖的な
湾であり、還元的な環境に陥りやすいことが知られている。
【培養条件】培養条件は、①濾過による微生物・微粒子除去海水、②オートクレーブに
よる滅菌海水、③抗生物質添加によるバクテリア不活性海水、④阻害剤による藻類不活
性海水、⑤未濾過海水の 5 種類であり、それぞれ明所・暗所の違い、LED 光源と太陽光
との比較を行った。なお、各試料は 3 バイアルずつ培養し、その数値を平均化した。

濃度 ( μM )

【結果・考察】LED 光源と太陽光の下での培養結果を比較すると LED では IO3-の減少
は確認できたが I-の増加は確認できな
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かった。一方、太陽光の下では IO3 の
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ら、IO3-から I-への還元は中間体を経
た二段階反応であると推察される。

図1 太陽光とLEDでの化学形態変化の比較

Contribution of marine microorganisms to change iodine species in seawater
*N. Okabe1, Y. Muramatsu1, S. Amachi2
(1Gakushuin Univ., 2Chiba Univ.)
– 40 –

1C12

黒潮系外洋水における円石藻の出現特性
*萩原直樹 1、千賀康弘 1
（1 東海大海洋）

はじめに
円石藻は，光合成と石灰化による 2 通りの方法で無機炭酸を固定するため炭素循環を考える上
で重要な微生物である． 1990 年頃から円石藻ブルームが日本近海で報告されてきたが優占種の
種組成は Gephyrocapsa oceanica だった.筆者らが遭遇した 2007 年 10 月駿河湾表層での円石藻
ブルームは Emiliania huxleyi が優占種であった.その後も駿河湾表層で出現特性を追求し、円
石藻は春に増殖し始め 5 月に黒潮の影響を強く受けた水塊で極大を迎えることが分かった.本発
表では，年間を通してもっとも増殖が見込まれる 5 月下旬に鉛直方向に焦点を絞り、黒潮の本流
やその影響の強い海域を対象にして円石藻の鉛直分布傾向を捉えることを試みた．
方法
2014 年 5 月 20 日～26 日にかけて本学所有の望星丸航海において駿河湾から屋久島にかけての 5
つの測点で観測した.20 日に駿河トラフ上で 3 点（湾奥、湾央、湾口）と 22 日に屋久島沖 2 点（黒
潮本流、屋久島沖北東）において深度 0,10,25,50 m（4 層）のニスキン採水および CTD 観測をおこ
なった。円石藻の同定は，採水試料 20 ml を Nuclepore filter（0.2 μm）で 1 滴/秒の速度で吸
引ろ過、金蒸着 30 秒を行った後、走査型電子顕微鏡で計数した．他の植物プランクトン同定は試
料をホルマリン固定したのち光学顕微鏡で計数した.
結果
1. 駿河湾奥では、0 m 層で E. huxleyi の円石が 458 枚/ml, G. oceanica が 20 cells/ml,円石が
100 枚/ml,25m 層では G. oceanica が 20 cells/ml 出現した． 駿河湾中央では、円石は極め
て少なかったが、25 m 層に G. oceanica が 20 cells/ml 出現した．駿河湾口でも、円石は少
なかったが、0 m,10 m 層に G. oceanica がそれぞれ 20 cells/ml，40 cells/ml 出現し,25 m
層で E. huxleyi が 20 cells/ml 出現した．
2. 屋久島沖の黒潮本流上では 25 m 層で E. huxleyi が 60 cells/ml 出現した.屋久島沖北東部で
は 25 m 層に E. huxleyi が 540 cells/ml 出現した.
3. 以上の結果より本航海では，駿河湾では Gephyrocapsa oceanica が優占していたが、屋久島付
近では Emiliania huxleyi が優占した.駿河湾では水温が 17℃と低く，屋久島付近では水温が
21.5℃と高かったため 2 種の温度による対応性が考えられる.

Theme title
Characteristics of Coccolithophore appearance in Kuroshio water
*N. Hagiwara1, Y. Senga1 (1Fac. of Marine Science and Technology ,Tokai Univ.,)
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1C13

深海底熱水活動域に存在する酸化鉄被膜地帯での
微生物調査
○牧田寛子 1、布浦拓郎 1、平井美穂 1、高木善弘 1、菊池早希子 2、光延聖 3
土岐知弘 4、山中寿朗 5、宮崎淳一 1、中村謙太郎 6、高橋嘉夫 6、高井研 1
（1JAMSTEC、2 広島大学、3 静岡県立大学、4 琉球大学、5 岡山大学、6 東京大学）

【背景・目的】	
 
	
  近年、世界各地（ハワイ沖のロイヒ海山、北東太平洋のファンデフカ海嶺、サモアのVailulu'u
海山、ニュージーランド沖ケルマディック弧、トンガ弧、マリアナ弧など）の深海底において、
酸化鉄で覆われた海底面が確認されている。それらは、海底の岩石（玄武岩）や地殻内に含ま
れる鉄を直接的あるいは間接的に利用する微生物の生理・生態を理解する上で最適な研究フィ
ールドであると考えられている。鉄利用微生物は海底や海洋地殻の規模を踏まえると圧倒的な
存在量を誇り、光の届かない栄養の乏しい環境での生態系を支える重要な一次生産者であると
予想される。このような考えから、鉄利用微生物の一次生産活動や物質循環における役割が注
目されるようになり、各地の酸化鉄被膜地帯での微生物調査が実施されている。
	
  しかしながら、いまだ培養や試料採取の困難さなどから、酸化鉄被膜地帯での微生物の多様
性、それぞれの存在量、エネルギー獲得様式、さらに生息環境における役割についてほとんど
明らかとなっていないのが現状である。本研究では酸化鉄被膜地帯に生息する微生物群につい
て新たな知見を得るべく、沖縄（多良間海丘）とマリアナ（ウラシマサイト、スネイルサイト、
北西栄福海山）の深海底熱水活動域に存在する酸化鉄被膜地帯での微生物学的調査を行った。
【方法】
	
  SSU rRNA遺伝子、機能遺伝子を用いた多様性解析や定量PCRを行い、酸化鉄被膜地帯に生
息する微生物群を分子生物学的手法により明らかにした。
【結果・考察】
	
  本研究で調査した全ての酸化鉄被膜地帯には、鉄酸化能を有すると考えられている
Zetaproteobacteriaが存在していた。しかしながら、各地のサンプルから検出された微生物種は
非常に多様であり、必ずしも Zetaproteobacteriaが優占的に存在してはおらず、鉄酸化よりも
窒素化学種を代謝することによりエネルギーを獲得する微生物群が多く確認されることもあ
った。本研究で用いた酸化鉄被膜地帯の化学的な環境背景は様々であり、鉄の供給方法も異な
るが、鉄酸化細菌は継続的に鉄が供給される環境、もしくは鉄の循環機構が整っている場所に
は必ず存在すると示唆された。鉄酸化細菌の酸化鉄被膜地帯での役割としては、持続的な一次
生産活動よりも鉄を酸化することでその場に留めることであるかもしれず（微生物の足場ある
いは住居として機能）、さらにそれらの非結晶な酸化鉄が微量元素やリンを吸着・保持するこ
とで、生物にとって必要な元素・成分の循環機構や供給源の形成に貢献していると考えられる。
	
 

Microbial ecosystems in the iron-rich environment of the deep-sea hydrothermal fields.
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