1D01

金属腐食反応を利用したメタン生成菌による CO2 資源化
促進	
 
○大友陽子 1,2、井尻暁 1,2、稲垣史生 1,2
（1 海洋研究開発機構高知コア研究所・地下深部生命研究グルー
プ、2 海洋研究開発機構海底資源研究開発センター・地球生命工
学研究グループ）

	
  地球温暖化の主要因である大気への人為的CO2排出量削減技術の一つとして、メタン
生成菌が行うCO2−メタン変換を促進し、CO2を再資源化しようとの試みが為されている。
しかし、CO2−メタン変換反応は電子供与体として水素ガスが必要であり（CO2	
 +	
 4H2	
 →	
 CH4	
 
+	
 2H2O）、水素ガスの工業的な生産にはエネルギーを要するため、結果得られるエネル
ギーは少なくなる。本研究では、鉄腐食に伴う水素生成	
 (Fe	
 →	
 Fe2+	
 +	
 2e−,	
 2H+	
 +	
 2e−	
 →	
 
H2)によりメタン生成菌がどの程度活性化するかを実験的に検証した。実験には海洋研
究開発機構・高知コア研究所で開発された高圧培養リアクターを使用した。実験では、
嫌気環境下でシリカビーズと鉄粉末（4−5g）を熱収縮チューブに詰めた反応カラムにメ
タン生成菌（Methanoculleous	
 submarinus）を植菌し、リアクターに設置した後CO2と
嫌 気 培 地 の 混 合 流 体 を 通 過 さ せ た ( 培 地 流 量 :	
  0.01–0.04mL/min 、 CO2 流 量 :	
 
0.00001–0.00015mL/min、間隙水圧:	
 12MPa、拘束圧:	
 13MPa、温度:	
 45℃)。カラムを通
過した溶液は保圧状態で回収した後、溶存ガスの定量分析を行った。比較のため鉄粉を
加えないカラムも作成して同様の実験を行った。実験の結果、鉄添加カラムを通過した
溶液から水素濃度及びメタン濃度の増加がみられた。メタン生成活性は
0.2–3.7µmol/mL/dayであり、二酸化炭素濃度が最大450mMでもメタン生成が確認された。
鉄を添加していないカラムからは水素とメタンの生成は確認されなかった。また、実験
中、鉄添加カラムからの溶液試料の全炭酸濃度は、鉄を添加していないカラムからの試
料の約半分程度を保っていた。実験後の鉄添加カラムのXRD,	
 SEM-EDS分析ではシデライ
ト(FeCO3)の生成が確認されており、注入したCO2の一部は鉄の腐食により溶出した鉄イ
オンと反応してシデライトとして沈殿したと考えられる。	
 
	
  現在、大規模にCO2を削減する技術として、CO2の地下貯留	
 (CCS)が検討・実施されて
いるが、地下に生息するメタン生成菌がCO2をメタンに変換すれば、隔離貯留と同時に
CO2の再資源化が可能となる。本研究成果は、CCS現場環境や類似の陸上CO2変換施設にお
いて、CO2還元型のメタン生成活性を促進させる手法の一つと考えられる。	
 
	
 
Methanogenesis promoted by iron corrosion under deep subsurface condition
*Y. Ohtomo1,2, A. Ijiri1,2 and F. Inagaki1,2 (1Geomicrobiology Group, Kochi Institute for Core
Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC),
2
Geobio-Engineering and Technology Group, Research and Development (R&D) Center for
Submarine Resources, JAMSTEC)
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1D02

天然ガス開発が水溶性ガス田深部帯水層における生物
的メタン生成活性及び経路に与える影響	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○片山泰樹 1、吉岡秀佳 1、坂田将 1、村本良幸 2、宇佐美潤 2
（1 産業技術総合研究所、2 関東天然瓦斯開発株式会社）

南関東ガス田は、関東平野南部一帯に賦存する日本最大の水溶性天然ガス田である。海
水起源の地層水にメタンが溶存しタービダイト砂泥互層に胚胎するため、ガス生産にお
いては帯水層からガス付随地層水をくみ上げる。南海トラフ等海底堆積物中に賦存する
メタンハイドレート（MH）との、地質学的類似性（タービダイト）、及び、地化学的類
似性（生物起源メタン・タイプ III ケロジェン）の観点から、南関東ガス田における生
物的メタン生成機構を調べることは、地球最大規模の生物起源メタン貯蔵庫と言われる
海底 MH 成因解明にも資し得る。我々は、南関東ガス田での天然ガス開発生産による物
理化学的作用が、深部地下帯水層中のメタン生成微生物に与える影響について報告する。
計 24 ヶ所のガス生産井からガス付随地層水を採取し、地化学的・分子生物学的分析
を行った。ラジオトレーサーを用いたメタン生成活性測定の結果、すべての地層水試料
において水素資化性の方が酢酸分解性メタン生成活性よりも高かった。調和的に、454
パイロシーケンシングによる 16S rRNA 遺伝子配列において、水素資化性メタン生成菌
が優占した。また、水素・二酸化炭素を添加した地層水の培養では多くの試料からメタ
ンが検出されたのに対し、酢酸添加培養ではメタンが生成された試料数は少なかった。
添加した水素のほとんどはメタン生成に利用されており、基質供給が原位置メタン生成
の律速要因と示唆された。採取した生産井のガス生産量と水素資化性メタン生成活性に
高い相関が認められた。これまでの研究において、地層水に泥岩コア堆積物を添加する
とメタン生成速度が飛躍的に高まることから、泥岩堆積物は基質の供給源となり得る。
従って、ガス生産により生じる帯水層と隣接する泥層との圧力差が駆動力となって、泥
層から帯水層に基質が供給されメタン生成が活性化されたと推察した。掘削から数年以
内のガス生産井からはメチル化合物資化性メタン生成菌が優占し、メチル化合物添加培
養からメタン生成が認められた。様々な石炭層地層水におけるメチル化合物資化性メタ
ン生成菌の優占、及び、石炭とタイプ III ケロジェンにおける化学構造の類似性から、
掘削によって新たに露出された堆積有機物物が供給源になり得た可能性が示唆された。
本フィールドと地質・地化学的類似性を持つ海底 MH 分布域は活動的大陸縁辺部にある。
本研究の結果から、地震等による海底堆積物への物理化学的作用が生物起源 MH の形成
に関与する可能性を推察した。
本研究は JOGMEC 石油・天然ガス基礎研究委託事業の一部として行なわれた。
Impacts of natural gas developments on methanogenesis in deep aquifers in natural gas field.
*T. Katayama1, H. Yoshioka1, S. Sakata1, Y. Muramoto2, J. Usami2 (1Advanced Industrial
Science & Technology, 2Kanto Natural Gas Development)
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1D03

メタンハイドレート濃集帯を含む東部南海トラフ深部
地下圏における微生物のメタン生成活動
○吉岡秀佳 1、片山泰樹 1、坂田将 1、天羽美紀 2
（1 産業技術総合研究所、2 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

近年日本近海の海底下に、メタンハイドレート(MH)が広く分布していることが分かってきた。東部
南海トラフには、海底扇状地のタービダイト砂泥互層中に MH が分布することが多く、BSR の直上
に濃集帯があることから資源として注目されており、2008 年に当該地域の原始資源量が評価され、
さらに、2013 年 3 月に世界で初めて海洋におけるメタンガスの生産試験が行われた。一方、MH の
成因については、地化学研究から主に微生物起源のメタンで構成されていると推定されているが、
どこでメタンが生成されどのように集積して MH が形成されたか、多くの点で不明である。我々は、
海底堆積物中の微生物のメタン生成能力を評価し、MH 集積メカニズムの解明に貢献するために、
東部南海トラフの表層から濃集帯を含む深度までのボーリングコア試料を採取し、堆積物中のガス
や間隙水の地化学分析や、培養実験によるメタン生成及び酸化活性評価試験、堆積物の遺伝子解析
を行った。
コア試料は、愛知県～三重県沖合の第二渥美海丘において深部探査船「ちきゅう」によって採取
され、ガス組成の分析や間隙水のイオン分析等は船上で行われた。メタン生成・酸化活性評価は、
堆積物を滅菌人工海水と混合したスラリーを作成し、トレーサー実験によって行った。冷凍保存し
たコア堆積物から DNA を抽出し、454 パイロシークエンス法による大量シークエンス解析を用い

てアーキア群集構造解析を行った。
培養実験の結果、表層から濃集帯まで全体的にメタン生成活性が検出され、主なメタン生成経路
は炭酸還元経路であった。これは、メタンの炭素と水素の同位体比から推察された結果と調和的で
あった。また、アーキア群集においては水素資化メタン生成菌が優占し、活性評価の結果と調和的
であった。培養実験ではメタン酸化活性も検出され、メタンの一部は消費されている可能性がある
が、メタン生成菌のバイオマーカーと考えられる PMI（2,6,10,15,19 ペンタメチルイコサン）は、様々
な深度で検出され、その炭素同位体比はメタン生成活動が優勢であることを示唆した。これらの結
果は、メタン生成は SMI の直下の浅い深度よりも、MH 分布域を含む深い深度で活発である可能性
を示唆する。
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Methanogenic activity in deep marine subsurface including methane hydrate concentrated zone
in the eastern Nankai Trough
*H. Yoshioka1, T. Katayama1, S. Sakata1, M. Amo1 (1Advanced Industrial Science and
Technology, 2 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)
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1D04

海水中のメタンプルーム分布を利用した海底からのメ
タン放出量定量法開発	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○原修一 1、角皆潤 1、 小松大祐 1#、中川書子 1、芦寿一郎 2、中
村光一 3、砂村倫成 4、土岐知弘 5
(1 名大院環境、2 東大大気海洋研、3 産総研、4 東大院理、5 琉球大、
#
現在：東海大海洋）

メタンは還元環境下の深海底堆積物中に広く分布しており、地球上の主要な炭素リザ
ーバーの 1 つとなっている。その量はハイドレート化したものだけで大気中のメタンの
3000 倍かそれ以上と言われており、その一部でも大気中へ漏出すると、気候への影響
が無視できない。したがって海底下に胚胎されたメタンの海水中への放出量を定量化す
ることは、気候変動を考察するうえで極めて重要である。
高知県沖の足摺海丘（山頂水深 543m）直上の海水中ではメタンの高濃度異常が観測
されており、この海丘から海水中にメタンが放出されているものと考えられている。本
研究では、この足摺海丘のメタン湧出フラックスや、大気へのメタン漏出の可能性の有
無を検討することを目的として、2013 年 9 月に足摺海丘およびその周辺において海水
試料を採取し、海丘直上及び周辺海水中のメタン濃度分布を定量化した。更にメタンの
炭素・水素安定同位体比も同時に分析し、その成因が微生物起源か、それとも熱分解起
源であるのか、また海水中における微生物酸化分解の有無に関する考察を行った。
分析の結果、足摺海丘直上の試料から高濃度のメ
タンが検出された（最高 145 nmol/L）。また海水中の
メタン濃度分布から、海丘から見て北東方向の水深
450 m～660 m の範囲に、メタンプルームが広がって
いることが明らかになった。これは、足摺海丘頂上
の深度と一致するため、足摺海丘頂上付近が放出源
となり、そこから水平方向にプルームが広がってい
るものと考えられる。濃度分布から算出されたメタ
ン放出量は、新潟上越沖メタンハイドレート露出域
からの放出量を上回ることや、湧出するメタンは、
熱分解起源である可能性が高いことが明らかとなっ 図 1 足摺海丘の位置及び海底地形
た。	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
Quantifying methane seeping flux from seafloor using distribution of methane in the water
column
* S. Hara1, U.Tsunogai1, D.D. Komatsu1, F. Nakagawa1, J. Ashi2, K. Nakamura3, M. Sunamura4,
T. Toki5 (1Grad. School Environ. Studies, Nagoya Univ., 2AORI, Univ. Tokyo, 3AIST, 4Grad.
School Sci., Univ. Tokyo, 5Univ. Ryukyus)
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1D05

北海道新生代コールベッドメタンの炭素同位体組成
○齋藤裕之 1，鈴木德行 1,2
（1 北大創成 JAPEX，2 北大理）

【はじめに】石炭化作用の初期に生成された微生物起源のメタンは水に溶解し，圧密に
ともなって炭層の外へ排出される．その後，一度埋没した炭層が隆起し，浸透性の高い
炭層に天水が流入すると新たに微生物起源メタンが生成することがある．このようなメ
タンは二次微生物起源メタン(secondary biogenic methane)と呼ばれ有用なメタン資源と
して期待されている(Faiz and Hendry, 2007)．しかしながら，その生成メカニズムや分布
については未だ明らかではない．本研究では，北海道に分布する新生代露頭炭を用いて
ガス分析を行い，微生物起源 CBM の可能性を検討するとともに，炭素同位体組成から
石炭内部での微生物起源 CBM の分布について考察した．
【試料と分析方法】北海道留萌炭田雨龍地区に露出する中新統本陣の沢層，美唄市三美
炭鉱に露出する始新統美唄層，夕張市三角山に露出する始新統夕張層，登川層において
試料を採取した．露頭を 0.5~1m 堀り，採取した石炭試料を約 5mm に砕き，バイアル瓶
に入れ封管した．バイアルに封管した石炭試料から自然に脱着してくるガス，脱着が平
衡に達した後に粉砕して得られるガス(GP: gas obtained by pulverization)，粉砕した試料
を 100ºC で加温することで得られるガスを測定した．ガス分析は GC-PDHID による無
機・有機成分同時測定と，一部のガスについては GC/C/IRMS を用いて炭素同位体比分
析を行った．
【結果と考察】本陣の沢層試料から得られた脱着ガスでは，メタンとエタンが高濃度で
検出され，試料中の全メタンの 8 割を占める．C1/C2 比は 10 以下と低いが，メタンの炭
素同位体組成(13C)は-90.3‰と著しく小さく微生物起源を示す．一方，美唄層，夕張層，
登川層の石炭試料では総じてメタン濃度が低く，脱着ガス中のメタンは試料中の全メタ
ンの 0~3 割を占め，13C 値は-47~ -45‰，GP 中には試料中の全メタンの 7~10 割が存在
し，メタンの13C 値は-27~ -33‰であり，ともにメタンが熱分解起源であることを示す．
脱着ガスとして検出されたガスは，塊状の石炭試料を 5mm 大に砕いた時に破壊される
クリートやマクロ孔(径 50nm 以上)に主に存在し，GP として検出されたガスは，ミルを
用いた粉砕時に破壊されるより小さなメソ孔(径 2~50nm)やマイクロ孔(径 0.8~2nm)に主
に存在していたと考えられる．脱着ガスと粉砕によって得られる GP 中のメタンの13C
値には，10‰以上の差が認めら，特に微生物起源メタン量が相対的に多い本陣の沢層試
料では 32‰とその差は大きい．このことは，クリートやマクロ孔では微生物起源メタ
ンが，メソ孔やマイクロ孔には熱分解起源メタンが主に存在していることを示唆する．
微生物起源 CBM の生成には，流体の流入や直径 1m 程度の大きさである微生物の存在
が不可欠であり，微生物起源 CBM の分布と調和的である．
Carbon isotopic composition of coalbed methane in Hokkaido Cenozoic coals
*H. Saito1 and N. Suzuki1, 2 (1JAPEX, CRIS, Hokkaido Univ., 2Fac. Sci., Hokkaido Univ.)
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1D06

頁岩と泥質変成岩中の水素の同位体組成と起源
○鈴木德行 1, 2、星野太一 1，齋藤裕之 2
（1 北大院・理、2 北大・創成）

はじめに：比較的高濃度の H2 ガスが，断層ガス，深層ガス，あるいは地熱地帯やオフ
ィオライト地帯の天然ガスに認められている．これらの H2 は岩石の破壊にともなった
Si-OH 基の形成や蛇紋岩化作用などの還元反応により H2O から解離した H2 が起源では
ないかと考えられている．一方，頁岩や泥質変成岩中にも H2 が検出されている．泥質
堆積岩は有機物を含んでいるため，頁岩や泥質変成岩中の H2 は有機物に由来している
可能性がある．本研究では，古地温や変成温度が 150～600℃の範囲にある一連の頁岩
や泥質変成岩に注目して，それらに含まれる遊離 H2 の起源について考察した．
試料と分析方法：基礎試錐「三島」より得た頁岩と四国地方に露出する四万十帯～三波
川変成帯の頁岩や泥質変成岩を試料として用いた．乾燥試料をアルミナ製ボールミルで
粉砕し，粉砕過程で生成した気体成分（残留ガス）を GC-PDHID によって定量した．
CH4 や H2 の炭素・水素同位体組成は GC-c-IRMS，GC-tc-IRMS によって測定した．
結果と考察：頁岩・泥質変成岩中の残留ガスの主要な成分は CO2, CH4, H2 であった．最
大被熱温度（Max.T）が 200℃以下の残留ガス中では CO2 が主要成分であるが、Max.T
が 200℃を超えると CH4 が，300℃を超えると H2 が主成分となる．H2 体積濃度の増加
は CH4 体積濃度の減少とおおよそ呼応している．泥質変成岩残留ガス中の H2 体積濃度
は 500～1500(µL/gTOC)の範囲にある．H2 の水素同位体組成（δ2HH2）は-800～-650‰の
範囲にあり，共存する CH4 の炭素同位体組成（δ2CC1）と水素同位体組成（δ2HC1）は，
それぞれ-45～-30‰，-205～-150‰の範囲にある．MaxT が 250℃以下の温度帯では，温
度上昇にともなったδ2CC1 とδ2HH2 の増加が顕著に認められた．Max.T が 250～600℃の温
度帯では CH4 濃度の漸減，δ2CC1 値の減少，H2 濃度の漸増，δ2HH2 値の減少が認められ
た．δ2HC1 には系統的な変化が認められなかったが，300℃以上では-185‰以下で低い傾
向がある．CH4 濃度の減少と H2 濃度の増加は CH4 のグラファイト化にともなって H2 が
生成したことを示唆している．しかし，閉鎖系を仮定すると比較的大きなδ2HC1 値を持
つ CH4 の水素だけから H2 の極めて小さなδ2HH2 値を説明するのは難しい．H2 の一部は
共存する H2O の解離に由来したδ2HH2 値の小さい H2 に由来しているものと考えられる．
Max.T の上昇によってδ2HH2 値が小さくなるのは，含水変成鉱物と H2O 間の同位体交換
が関係している可能性がある．一方，Max.T が 300℃以下での温度上昇に伴ったδ2HH2
値の増加は環化反応，芳香族化反応，グラファイト化による H2 の生成が関係している．
Origin and isotopic composition of hydrogen in shales and metapelites
*N. Suzuki1, 2, T. Hoshino1 and H. Saito2 (1 Faculty of Science, Hokkaido Univ., 2 CRIS.,
Hokkaido Univ.)
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米国テキサス州 Eagle Ford シェールの石油根源岩評価
○早稲田 周、黒川将貴、西田英毅、奥村文章、冨田
（石油資源開発株式会社）

覚

[はじめに]
従来浸透性が低く開発できなかった頁岩（シェール）中の石油・天然ガス開発は、近
年の技術革新により商業化され、非在来型の炭化水素資源として北米を中心に飛躍的に
生産を伸ばしている。開発の対象となっているのは、根源岩層そのものであり、熱熟成
により炭化水素の生成・排出が起こった後に根源岩中に残留している炭化水素である。
米国テキサス州に分布する白亜系 Eagle Ford 層は現在開発中のシェール層である。その
根源岩性状を把握する目的でテキサス州西部に露出する Eagle Ford シェールの地表試
料 2 試料（試料 A, B）について、有機炭素・ロックエバル・抽出物バイオマーカー・炭
素同位体組成の分析を実施した。
[結果・考察]
試料 A、B ともに石灰質であり、A は 73.3、B は 64.6％を炭酸塩が占める。試料 A は
黒色でラミナがみられ強い油臭を示す。試料 B は暗灰色で A より粗粒にみえるが、ラ
ミナは A より発達しており、油臭は認められるが A ほど顕著ではない。TOC（全有機
炭素量）は、A が 3.60、B が 5.29%である。ロックエバル分析の HI（水素指数）は A
が 661、B が 652、Tmax は A が 428、B が 421℃である。これらの値は両試料が Type II
（油生成指向）ケロジェンからなる優秀な石油根源岩であり、未熟成帯～油生成帯の境
界付近の熟成度（ビトリナイト反射率換算で 0.5％前後）にあることを示す。有機物抽
出の結果、ビチューメン（抽出性有機物）量は一般的な泥質岩では 0.1%程度であるの
に対し、今回の試料では１桁含有量が高かった（A：2.90、B：1.25%）。ビチューメンの
バイオマーカー・炭素同位体組成分析から、これらの試料は有機物の保存されやすい還
元的な海成環境に堆積したと推定される。バイオマーカー・データに基づくビチューメ
ンの熟成度は、試料 A、B ともにビトリナイト反射率換算で 0.8％程度と推定され、油
生成帯最盛期の熟成度を示している。したがって、ケロジェンとビチューメンでは熟成
度が異なる。通常ケロジェンの熱分解で生成する炭化水素を示すロックエバル分析の
S2 ピークがビチューメン抽出後に大きく減少したことから、ビチューメンの影響でみか
け上 Tmax が低くなっている可能性が考えられた。このことを確かめるため、更に抽出を
行い再測定したところ、S2 ピークは更に減少したものの Tmax 値に変化は認められなかっ
た。これらの結果は、ビチューメンが試料内部で生成したものではなく、より熟成した
ケロジェンから生成した後、試料中に移動してきたものである可能性が高いことを示す。
Petroleum Source Rock Evaluation for the Eagle Ford Shales, Texas, U.S.A.
*A. Waseda, S. Kurokawa, H. Nishita, F. Okumura and S. Tomita (Japan Petroleum Exploration
Co., Ltd.)
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(Keynote)

Shale gas methane in groundwater of eastern Canada:
carbon fluxes from continents
○ Daniele L. Pinti1,2, Anja Moritz3, Sophie Retailleau2, Diogo
Barnetche2, Marie Larocque2, Jean-François Hélie2, Yves Gelinas3
（1AORI, Un. Tokyo、2GEOTOP, UQAM、3GEOTOP, Un. Concordia）

Continental fluxes of methane are not well constrained except for specific environmental
compartments (e.g., wetlands). However, the methane seepage rate from continents is an
important step of the global carbon cycle that needs to be quantified. The recent development of
shale gas exploitation in several countries is a unique opportunity to obtain measurements on the
global methane seepage rates. Here we present new data of methane, ethane, propane and
associated non-hydrocarbon gases (He, Rn) from the St. Lawrence Lowlands, Province of
Quebec, eastern Canada. Here shale gas from Ordovician Utica Fm. is considered for
exploitation. The initial goal of the project was to determine the concentrations of gaseous
hydrocarbons CH4, C2H6 and C3H8 in shallow groundwater and, through an isotopic study, to
determine the sources of methane (bacteriogenic vs. thermogenic). Non-hydrocarbon gases such
as radiogenic 4He and 222Rn, often associated to methane in petroleum fields, were also
measured. Because of its inert character and its relatively simple isotopic variations, helium can
be useful in these circumstances to trace the origin of gas and migration within the basin.
Results of 130-water wells survey show highly variable methane concentrations, from less
than the detection limit of 0.6 µg/L up to 45.9 mg/L with a median value of 0.1 mg/L. Ethane
and propane are present only in traces. The measured δ13C values range from -24.8 ‰ to
-105.1 ‰ indicating the occurrence of both 13C-rich thermogenic and 13C-depleted bacteriogenic
methane. The δ13C median value is -60‰ indicating that the majority of methane is a mixing of
these two sources. The C1/C1+C2 ratio shows that part of the samples have been affected by
methane oxidation in shallow oxic environments, which altered the original δ13C towards
heavier values. The majority of methane in this area is of bacterial origin except for a few
samples containing thermogenic methane. The spatial distribution of methane shows that the
largest concentrations are found in groundwater from the fractured aquifer of the productive
Lorraine shale which overlies the Utica shale. Interestingly, the higher concentrations of 4He (up
to 10-6 to 10-5 cm3STP/g) are found in groundwater circulating in this formation close to the
Logan Line, a major tectonic feature of the region. Both helium and methane concentrations
increase in wells approaching this thrust fault that separates two geological domains. Another
spatial anomaly of methane, accompanied by some high 4He content is found in the western part
of the domain, where Late Pleistocene stagnant brackish waters are concentrated. The
occurrence of stagnant waters possibly creates a favorable environment for methane production
by methanogenesis and accumulation of radiogenic helium produced in aquifer rocks.
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Non-volcanic fluxes of carbon and helium
○Yuji Sano（Atmosphere and Ocean Research Institute, University
of Tokyo, Kashiwa 277-8564, Japan）

Carbon and helium have been discharging for a long time from the Earth’s mantle to the
atmosphere through volcanic and hydrothermal activity. They are also derived from
faulted-seismogenic areas related to earthquakes, which are defined here as non-volcanic fluxes.
Irwin & Barnes [1] reported that CO2-rich springs occur worldwide along major zones of
seismicity. They further suggested that some of the CO2 is derived from the mantle. Carbon
isotopes may provide information of the origin. When the delta13C value of spring gas in
seismogenic area shows -6‰, it is explained by either mantle carbon or a mixing of marine
carbonate (0‰) and sedimentary organic matter (-30‰), if the isotope fractionation is negligibly
small. It is difficult to estimate the origin of carbon only based on the carbon isotopes. If the data
are combined with helium isotopes, however, we can deconvolve the mantle contribution
quantitatively [2].
There are several evidences of mantle carbon and helium degassing from seismogenic
areas. Kennedy et al. [3] reported the mantle helium flux in the San Andreas fault system located
at boundary between the Pacific and North American plate. Significant CO2 discharges were
observed at the same time. A part of CO2, up to 3.3% may be derived from the mantle as well [4].
Similar discharges have been observed in the North and East Anatolian fault zones [5,6]. These
fluxes are typical steady-state degassing from seismogenic areas.
Non steady-state, catastrophic degassing of carbon and helium were reported in the 1995
Kobe earthquake, although they are originated in shallow crust [7,8]. On the other hand,
increase of helium isotopes in bottom seawater in the trench region after the 2011 Tohoku-oki
earthquake suggested substantial input of mantle helium [9]. There may be a fluid flow induced
by the earthquake, which would carry helium and methane from the mantle wedge to the trench
through the entire plate boundary. This may provide abiogenic methane flux.
Reference [1] Irwin & Barnes, 1980. JGR 85, 3115-3121. [2] Sano & Marty, 1995. Chem Geol
119, 265-274. [3] Kennedy et al., 1997. Science 278, 1278-1281. [4] Kulongoski et al., 2013.
Chem Geol 339, 92-102 [5] de Leeuw et al., 2010. App Geochem 25, 524-539. [6] Italiano et al.,
2013. Chem Geol 339, 103-114. [7] Sano et al., 1998. Chem Geol 150, 171-179. [8] Famin et al.,
2008. EPSL 265, 487-497. [9] Sano et al., 2014. Nature Commun 5, 3084.
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地球深部起源の炭素に関する諸問題
○兼岡一郎 1
（1 東京大学地震研究所）

炭素は地球におけるあらゆる生命体の基本的な構成元素であるばかりでなく、人類社
会にとって不可欠なエネルギー源としても重要な役割を果たしている。これまでも炭素
循環を含むさまざまな観点から研究が進められてきているが、地球表層における炭素に
ついて議論されてきていることが多く、地球深部における炭素の移動や存在状態につい
ては不明な点が多い。
CI コンドライトを基準にすると、地球は Si に対して C,N,S などが相対的に少ない。
C,N,S は酸化還元状態によってその化学的挙動が左右され、核内に取り込まれているか
地球形成前に失われた可能性などが指摘されているが、定説はない。He を含む希ガス
同位体比からは、下部マントル中に相対的に脱ガスされていない領域があることが推定
されているので、不足の C,N,S などが下部マントル中に残されている可能性がある。
希ガスなどの同位体比は、それらの一部は下部マントルから地表までマントルプリュ
ームなどによって運ばれてくることを示唆しているので、C なども地球深部からもたら
されている可能性は否定できない。地球深部からの情報を担っていると考えられるカー
ボナタイトやキンバーライトを含む各種の火成岩やダイアモンドなどについては、それ
らの C 同位体比はδ13C として 0 から-10 パーミル程度の範囲にはいるものが圧倒的に多
い。しかし 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 3He/4He などのように放射性起源同位体比を含む同位
体比は、中央海嶺玄武岩と海洋島玄武岩では明確な差が識別されるが、C 同位体比では
それらが必ずしも反映されていないように見える。C 同位体比などの安定同位体比は、
マグマ源物質の差だけではなく、マグマの生成過程やそれらが経た環境などを反映する
が、地球深部では温度が高く、一般的には大きな同位体比変動は生じにくいと考えられ
ている。一方、放射性起源同位体を含む同位体比は、親元素と娘元素の比が定まった時
点から放射壊変によって生じる同位体比の年代効果を反映しているので、地球深部にお
ける異なった領域の識別が可能となる。
そのため、地球深部の C の起源を識別するためには、放射性起源同位体を含む同位体
比と C 同位体比の組み合わせ、さらには深部起源の C を論ずる際には無視できない N
などの同位体比との対応や各種試料の C/N 比などを検討していくことも必要となろう。
またダイアモンドでは、δ13C として-40 パーミルにも達する値も報告されており、地
表起源物質の沈み込みなどが原因ともされている。しかし他の火成岩などでは必ずしも
そのような値が見られず、深部起源の C の同定のためにはさらにさまざまな観点からの
考察が必要である。
Some issues on carbon derived from the deep Earth
*I. Kaneoka1 (1Earthquake Research Institute, University of Tokyo)
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(U-Th)/He 法を用いたダイアモンドの年代決定の試み
○本田勝彦 1、ジェイクス リントン 1、ヨウ ハンリング１、
ハウウェル ダン 2
（1 オーストラリア国立大学地球科学研究所、
2
マッコーリー大学 GEOMOC ARC ナショナルキーセンター）

ダイアモンドの年代決定は地球の４５億年間の進化、マントルの構造、ダイアモンドの
形成プロセス、将来の探査の対象になる地域の特定等を考える上で重要である。ダイア
モンド年代の知識はダイアモンド中に捕獲されている、ケイ酸や硫化物鉱物の放射年代
（例えば, Sm-Nd、Re-Os 法による）に限られている。ダイアモンド捕獲鉱物の年代は
３５億年から１０億年と報告されていて、ダイアモンドを産出する個々のキンバライト
鉱山の形成年代より格段に古い。唯、ダイアモンドの捕獲鉱物年代はダイアモンド自体
の形成年代と同一なのかよく分かっていない。ダイアモンドの形成はキンバライトのマ
グマ活動に関連する地球内部での流体活動に起因するという説も存在する。この場合は
ダイアモンドの形成年代はキンバライト鉱山の形成年代に近くなる。もしダイアモンド
自体の形成年代を独自に決めることが出来れば、これらの議論に決着をつけることが出
来るかも知れない。
ダイアモンドの硬さ、熱や化学反応に対する強さは、ダイアモンドが形成した後の地球
化学的な情報が現在まで保持される事を意味し、ダイアモンドは地球史を研究する上で
の有益なタイムカプセルである。もしダイアモンド中に充分な U や Th が存在すれば、
ダイアモンドの形成時から現在までに壊変で出来る放射性起源の ４He がダイアモンド
中に蓄積され、ダイアモンド中の U, Th、放射性起源４He を測定する事によって、
（U-Th）
/He 法による年代決定が可能である。
本研究では、２試料のコンゴ産出の繊維状構造キューブダイアモンドに（U-Th）/He 法
年代決定を試みた。使用したキューブダイアモンドはコンゴ、ムブジマイ キンバライ
ト鉱山からの産出と思われ、キンバライト噴出年代は７１Ma である。U, Th の定量は
LA-ICPMS を用いた、スポットアナリシスによって行われた。同一の試料を真空中で石
墨化する事により He を抽出し、He の定量を行った。２試料の（U-Th）/He 年代は 715 (+-84),
969 (+-245) Ma と決定された。この年代はムブジマイ キンバライト鉱山からの産出し
た単結晶ダイアモンド中のジルコン年代(618 +- 12 Ma)に近似している。繊維状構造ダ
イアモンドは従来、キンバライト噴出直前に形成されたと考えられていたが、本研究で
ははるかに古い（U-Th）/He 年代が得られた。この事は本研究で使用した繊維状構造ダ
イアモンドはキンバライト中に捕獲結晶として存在していた事を意味する。
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The gas geochemical characteristics in the hydrothermal
plumes near Tokara Islands
○Hsinyi Wen1,2, Naoto Takahata1, Akizumi Ishida1, Kentaro Tanaka1,
Yama Tomonaga1, Takanori Kagoshima1, Kotaro Shirai1, Jun-Ichiro
Ishibashi3, Hisayoshi Yokose4, Urumu Tsunogai5, Yuji Sano1
（ 1AORI, Univ. Tokyo, 2National Taiwan Univ., 3Kyushu Univ.,
4
Kumamoto Univ., 5Nagoya Univ.）

There was a new finding submarine volcano near the Tokara Islands by a multi beam echo
sounder survey, but still less geochemistry data. To estimate helium-3 flux and understand the
mechanism of carbon cycle in this region, we analyzed helium isotopes, methane abundance and
its carbon isotopes in the seawater at hydrothermal vent sites in the adjacent region of Tokara
Islands, South of Kyushu, Japan. Seawater sampling was carried out by CTD-CMS hydrocasts
during the Shinsei maru KS-14-10 cruise (25 June – 5 July, 2014) in the region from Kagoshima
bay to Amani Daiichi Kaikyu. For noble gases analysis, the samples in the Niskin bottles were
immediately transferred in about 60 cm long copper tubes without exposure to the atmosphere.
Both ends of tubes were sealed by steel clamps for storage. In the lab, we connected the tubes to
a high-vacuum line and extracted the dissolved gases. 3He/4He ratios were measured on a
conventional noble gas mass spectrometer (Helix-SFT, GV Instrument). For methane analysis,
samples were carefully introduced into 125 mL glass vials without air bubbles. After two times
of volume overflow, we removed the Teflon tubes slowly and added 0.6 mL saturated mercury
chloride solution for sterilization. The samples were sealed and kept in a refrigerator until
analysis. Around Amani Daiichi Kaikyu, strong signals of hydrothermal activities were
identified by the turbidity, pH values, and ~50% of excess 3He in the seawater. We also found a
correlation between 3He/4He and 20Ne/4He, which shows that the helium isotopic ratio of the
fluid source is 4.5 RA (where RA is the ratio normalized to that of the atmosphere, 1.39×10-6). In
Kodakara Shima region, hydrothermal anomalies appeared at the bottom of water columns at the
depth of 130 m. The turbidity and preliminary helium isotopes indicate a negative correlation
with depth.
The gas geochemical characteristics in the hydrothermal plumes near Tokara Islands
* H. Wen1,2, N. Takahata1, A. Ishida1, K. Tanaka1, Y. Tomonaga1, T. Kagoshima1, K. Shirai1, J.
Ishibashi3, H. Yokose4, U Tsunogai5, Y. Sano1
（1AORI, Univ. Tokyo, 2National Taiwan Univ., 3Kyushu Univ., 4Kumamoto Univ., 5Nagoya
Univ.）
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