1P01

西シベリア上空における対流圏 N2O アイソトポマー比の
経年変化
○豊田 栄 1 、町田 敏暢 2 、遠嶋 康徳 2 、石島 健太郎 3 、
吉田 尚弘 1,4
（1 東工大・総理工、2 国立環境研、3 海洋研究開発機構、4 東工大・
地球生命研）

一酸化二窒素（N2O）は対流圏では CO2 の約 220 倍の放射効率をもつ温室効果気体、
成層圏では CFC の全廃後最も重要なオゾン層破壊物質として知られている。全球平均
濃度は 2011 年現在で約 324 ppb (nmol mol-1)であり、0.73 ppb yr-1 で増加している（IPCC,
2013）。北極圏には欧州、ロシア、北米の人為発生源（農業など）、バイオマス燃焼（森
林火災）、海洋などの自然発生源が存在し、人間活動の変化や将来の気候変動によりこ
れら発生源の強度や相対比率が変化することも予想される。
N2O のアイソトポマー比（元素別窒素、酸素同位体比のみならず非対称 NNO 分子内
の 15N 分布も考慮した種々の同位体を含む分子種の存在比）は N2O の起源や生成・消滅
過程や全球収支の推定に有効な指標である。これまでに 10-30 年間保存された中・高緯
度大気試料や極域のフィルン（万年雪）中に保存された過去 100 年におよぶ大気の分析、
あるいは低緯度大気モニタリングに
より、アイソトポマー比の経年変化が
報告され、14N に富む「軽い」N2O を
放出する発生源が N2O 濃度の増加に
寄与していることが明らかになった。
しかし北極圏に関しては、大気中にお
ける継続的な観測の報告例がない。
演者らは西シベリア・ノボシビルス
ク（55°N, 83°E）の上空 500m および
7000m において毎月航空機を用いて
採取されている大気試料中の N2O ア
イソトポマー比の分析を、2005 年採
取分から継続して行っている。N2O 濃
度の増加傾向や窒素同位体比の減少
図 1. ノボシビルスク高度 500m における N2O 濃度お
傾向は既往の報告と概ね一致したが、
よびアイソトポマー比の経年変化
高度による相違や、窒素同位体比の減
少傾向が近年変化している可能性が明らかになってきた。大気輸送モデルによるシミュ
レーション結果との比較も行いつつこの原因を議論する。
Trend of tropospheric N2O isotopomer ratios over western Siberia
*S. Toyoda1, T. Machida2, Y. Tohjima2, K. Ishijima3, and N. Yoshida1,4 (1Insterdisciplinary Grad.
Sch. Of Sci. & Eng., Tokyo Inst. Tech., 2National Inst. for Environ. Studies, 3Japan Agency for
Marine-Earth Sci. & Tech., 4Earth-Life Sci. Inst., Tokyo Inst. Tech.)
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1P02

火山起源エアロゾル中の鉄の化学種同定と
海洋への溶解性の評価
○宮原彩 1、古谷浩志 2、植松光夫 2、高橋嘉夫 3
（1 広島大・院理、2 東京大・大海研、3 東京大・院理）

【序】北太平洋は、高栄養塩・低クロロフィル（HNLC）海域の一つとして知られている。HNLC 海域
における植物プランクトンの一次生産は、表層海水中の鉄（Fe）の濃度により制限されていると言われ
ており(Martin and Fitzwater, 1988)、それ故に生物が利用しやすい可溶性の Fe の供給源を明らかにするこ
とは重要である。Fe は、河川から海洋へと流れ込むが沿岸域において速やかに沈殿生成し除去されや
すいため、遠洋域へは運ばれにくい。従って、遠洋である HNLC 海域への Fe の供給にはエアロゾルの
沈着が重要な役割を果たすと考えられており(Jickells et al., 2005)、近年では火山噴火による火山灰の沈着
が海洋表面に生物利用可能な Fe を供給していることも示唆されている(Langmann et al., 2010; Duggen et
al., 2010)。一方、エアロゾルに含まれている Fe の海洋への溶解性はその化学種に依存するが、エアロ
ゾル中の Fe の化学種や溶解性については未解明な点が多い。そこで本研究では、火山起源のエアロゾ
ル試料を含む海洋エアロゾル試料、火山灰試料および黄砂の標準試料を用いて、起源の異なるエアロゾ
ルに含まれている Fe の化学種および海水への溶解性を調べ、その結果を比較・考察した。
【試料・方法】本研究では、白鳳丸 KH-08-2 航海において西部北太平洋で採取した海洋エアロゾル（試
料 1～9）を用いた。後方流跡線解析や硫酸塩濃度の結果から、本航海と同時期に噴火した Okmok 火山
由来の火山灰の寄与が示唆されたため、噴火時の火山灰を入手し、3 つの粒径に分画（<20、20-32、32-250
µm）して実験に用いた。また北太平洋における Fe の主要な供給源の 1 つであるダスト（黄砂）の標準
試料
（CJ-1, CJ-2, ゴビ黄砂）
も用いた。
Fe 化学種の解明には XAFS 法を用い、
試料中の Fe の総濃度
（T-Fe）
および模擬海水によって抽出された試料中の溶解 Fe の濃度（D-Fe）は ICP-AES を用いて測定した。Fe
の溶解性（S-Fe）は、24 時間以内に溶液中に溶出した Fe の割合（S-Fe(%)=(D-Fe/T-Fe)×100）から求め
た。また、火山ガラス中の Fe の分布を調べるために、火山灰試料を FE-SEM 等を用いて調べた。
【結果・考察】試料 5、6 と火山灰試料とでは、Fe/Al 比はほぼ同じ値を示した。この結果からも、試料
5、6 には Okmok 火山由来のエアロゾルの寄与があることが示唆された。Fe の XAFS 解析からは、試料
5、6 には magnetite、fayalite および硫酸鉄(II) が、火山灰には augite、fayalite および pyrite が含まれてい
ることが分かった。硫黄の XAFS 解析からは、火山灰中に含まれていた硫化物が長距離輸送途上で硫酸
塩に変化したことが示された。さらに試料 5、6 の S-Fe（S-Fe = 18.5%、36.3%）は、火山灰（<20 µm）
の S-Fe（S-Fe = 0.19%）より約 2 桁高かった。また、FE-SEM の結果から、火山ガラス中で Fe やマグネ
シウム（Mg）は不均一に分布していることが確認され、元素の組成から olivine や augite が含まれてい
ることも示唆された。全球的に大気に供給される火山灰のフラックス（176–256 Tg/yr; Durant et al., 2010）
は、ダストのフラックス（1000-2000 Tg/yr; Tegen and Schepanski, 2009）の約 10 分の 1 である。しかし、
上記の溶解性を考慮すると、可溶性 Fe の沈着量はダスト（0.012 Tg/yr）よりも火山灰起源のエアロゾル
（2.9 Tg/yr）の方が大きいことが本研究の結果より示唆された。
Solubility of Iron in Aerosol of Volcanic Origin with Iron Speciation Analysis
*A. Miyahara1, H. Furutani2, M. Uematsu2 and Y. Takahashi3 (1Hiroshima University, 2Atmosphere and Ocean
Research Institute, The University of Tokyo, 3Graduate School of Science, The University of Tokyo)
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1P03

太平洋で採取された海洋大気中の鉄含有粒子：
水溶性物質との混合状態
○三木裕介 1、岩本洋子 1、三浦和彦 1、古谷浩志 2、植松光夫 2
（1 東京理科大学、2 東京大学大気海洋研究所）

海洋表層の生態系動態は、大気から海洋へ供給される物質の化学成分や沈着量の変化によっ
て影響を受ける。とりわけ鉄は、その不足により海洋生物の生育が制限されることが知られて
おり、海洋大気中の鉄含有粒子の詳細を明らかにすることは重要である。鉄含有粒子の水溶性
物質との混合は、沈着過程に影響を与える可能性があるが、個々の粒子の混合状態については
知見が乏しい。本研究では、学術研究船白鳳丸 KH-13-7 次研究航海において海洋大気サンプリ
ングを行い、個々の鉄含有粒子の水溶性物質との混合状態を調べた。
KH-13-7 次研究航海（2013 年 12 月 11 日〜2014 年 2 月 12 日）は、太平洋を緯度方向に幅広
くカバーしており(Fig. 1(a))、特に南太平洋の西経 170 度線に沿った海域での海洋大気エアロゾ
ルの物理・化学的特徴を捉えることができた。航海中の気塊の後方流跡線解析から、アジア大
陸起源、北太平洋起源、赤道域起源、赤道域ソロモン諸島起源、南太平洋起源、南極域起源の
空気塊を明白に区分できた(Fig. 1(a), (b))。気塊の起源の変化に伴い粒子数濃度も変動していた。
特に Leg1(東京～パゴパゴ)では顕著であり、気塊の起源がアジア大陸から北太平洋、赤道域と
変化するにつれて、個数濃度が段階的に減少していた(Fig. 1(c))。エアロゾル粒子採取は緯度方
向 5 度ごとに 1~2 回行い、総じて 50 個の試料を得た(Fig. 1(d))。以上から、本航海で各海域に特
徴的な気塊における大気エアロゾル試料の採取ができたと考えられる。
発表では、透過型電子顕微鏡を用いた個別粒子解析の結果から、海洋大気中の鉄含有粒子の
混合状態とその海域による違いについて報告する。

Fig. 1 (a)航路と航路上からの 120 時間前までの後方流跡線、(b)流跡線の区分、(c)粒子数濃度
(RION, KC01-D, 粒径>0.3, 0.5, 1, 2, 5 µm)、(d)電子顕微鏡分析用試料のサンプリング状況
Atmospheric Fe-containing particles collected over the Pacific Ocean: the mixing states with
water-soluble materials.
*Y. Miki1, Y. Iwamoto1, K. Miura1, H. Furutani2, M. Uematsu2 (1Tokyo University of Science,
Atmospheric and Ocean Research Institute, The University of Tokyo)
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1P04

飛沫から生成する海洋起源エアロゾルの化学的特徴	
 
—植物プランクトンを培養した海水を用いた室内実験	
 
	
 
○岩本洋子 1,2・持田陸宏 1・Sandric C. Y. Leong3, 4・石坂丞二 4
	
  	
  	
  （1 名大院環境、2 東京理科大学理学部第一部、
3
National University of Singapore、4 名大水循環セ）

	
  海面に生じた泡の破裂（飛沫）から生成するエアロゾル（Primary Marine Aerosol; PMA）
は、雲凝結核として働くことで雲の放射特性や寿命を変化させ、地球の気候に影響を与
える。これまでの野外観測や室内実験から、PMA の化学組成は元の海水とは異なり、
特に直径 1 µm 以下の微小な粒径範囲で有機物に富むことや、海洋生物生産の高い時季
に PMA に含まれる有機物の割合が増加することが報告されている。有機物はエアロゾ
ル粒子の成長・蒸発過程に影響を与え、PMA の雲凝結核能を変化させるため、その詳
細を明らかにすることは重要である。本研究では、生物によってつくられた有機物が
PMA の物理・化学的特徴に与える影響を調べるため、植物プランクトンを培養した海
水を用いた粒子生成実験を行った。
	
  粒子生成実験には、プリムネシオ藻 Isochrysis galbana を f/2 培地でバッチ培養した海
水を用いた。外径 95 mm、高さ 1500 mm のガラス製ボトルに海水 6 L を入れ、ボトル内
に設置したガラスボールフィルタに乾燥空気を吹き込んで気泡を発生させた。水面の飛
沫によって生成した粒子を拡散ドライヤーに通
して除湿し、サブミクロン領域の粒径分布を走
査 式 移 動 度 粒 径 測 定 装 置 （ Scanning Mobility
Particle Sizer; SMPS）で計測した。また粒子に含
まれる有機物の質量濃度を時間飛行分離型エア
ロゾル質量分析計（High Resolution Time of Flight
Aerosol Mass Spectrometer; HR-ToF-AMS）で同時
に計測した（Fig. 1）。実験では、海水中を泡が
上昇する距離と生物量の指標であるクロロフィ
ル a 濃度をそれぞれ変化させて計測を行った。
発表では、2011 年 7 月〜8 月にかけて行った実
験結果を基に、PMA に含まれる有機物の質量割
合を左右する因子と、有機物の質量スペクトル
Fig. 0. 実験装置の概要
の特徴について紹介する。
Chemical characteristics of primary marine aerosols –a laboratory experiment using seawater
with cultured phytoplankton
*Y. Iwamoto1,2, M. Mochida1, S. C. Leong3,4, J. Ishizaka4 (1Graduate School of Environmental
Studies, Nagoya Univ., 2Faculty of Science Division I, Tokyo Univ. of Science, 3National
University of Singapore, 4HyARC, Nagoya Univ.)
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1P05

沖縄におけるエアロゾル中バイオマス燃焼の有機トレ
ーサーの冬季最大値について	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○朱春茂 1、河村公隆 1
（1 北大低温研）

中国北部や東北部では、冬季のバイオマス燃焼が一般的であり、バイオマス燃焼により
微粒子の排出はアジア地域の大気環境に影響を与えている。２００９年１０月から２０
１２年２月にかけて、沖縄の辺戸岬でエアロゾル試料を採取し、バイオマス燃焼起源の
脱水糖類を有機物トレーサーとして測定した。Levoglucosan や Mannosan が冬季に高く、
夏季に低い明らかな季節変動を示した。後方流跡線や火災スポット解析により、その季
節変動はアジア大陸でバイオマス燃焼の排出の影響を受けている事が分かった。また、
Levoglucosan/Mannosan (L/M)の比が季節により変動し、バイオマス燃焼の基質が変わっ
ている事が示された。エアロゾル中の全脱水糖類は、水溶性有機炭素（WSOC）に対し
て０．２２％、全有機炭素（OC）に対して０．１３％を占めることが分かった。また、
バイオマス燃焼の影響が高い冬季に、全脱水糖類は WSOC の０．３７％、全有機炭素
の０．２５％を占めることが分かった。また、沖縄エアロゾル中の高いレベルの脱水糖
類に対応して、中国北部や東北部、モンゴル、ロシアのバイオマス燃焼のイベントが観
測された。本研究の結果は、アジア地域におけるバイオマス燃焼が西部北太平洋の大気
環境に大きな影響を与えていることがわかった。

Wintertime maximum of biomass burning organic tracers in ambient aerosols from Okinawa
*C. Zhu1 and K. Kawamura1 (1Inst. Low Temp. Sci., Hokkaido Univ.)

–5–

1P06

沖縄辺戸岬で採取した大気エアロゾル中の
人為起源金属成分の挙動解析
○村山仁美 1、畦地総太郎 1、津波古愛 1、宮城陽一 1、笠羽知葉 1、
新垣雄光 2
（1 琉球大学大学院理工学研究科、2 琉球大学理学部）

【はじめに】
近年、アジア諸国での目覚ましい経済発展の陰で、深刻な大気汚染が問題視されている。大
気汚染物質には、化石燃料の燃焼や野焼きなどが主な起源として挙げられる。アジア諸国で排
出された大気汚染物質は、空気塊（気団）にのって日本列島に到達し、健康被害を引き起こし
ているという報告もある(Onishi et al., 2012）
。
沖縄本島は、季節ごとに異なる気団によって支配されるという特徴的な気候を有している。
また大規模な工業地帯がなく、地域的な汚染が低いため、越境汚染物質の影響を見積もるには
最適な観測場所と言える。
本研究では、沖縄本島で採取した大気エアロゾル中の各金属成分間の相関や経年変化を調べ
ることで、沖縄本島に飛来する越境人為大気汚染物質の挙動を解析することを目的とした。と
りわけ、重油燃焼の指標である V/Mn 比と野焼きの指標である K に着目した。
【実験方法】
国立環境研究所辺戸岬大気・エアロゾル観測ステーション(CHAAMS)でハイボリュームエアー
サンプラーを用いてエアロゾルを捕集した。吸引量を毎分 500 L に設定し、石英フィルター上
にバルクエアロゾルを 1 週間単位で採取した。
採取したサンプルフィルターの 1/8 片をマイクロ波前処理装置で混酸を用いて分解し、0.45
µm メンブレンフィルターでろ過したものをサンプル溶液とした。このサンプル溶液を原子吸光
光度計と誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）を用いて金属成分の測定を行った。
【結果・考察】
2006 年 1 月～2014 年 4 月末までのデータを用いて解析を行った。重油燃焼の指標となる V/Mn
比は、他の季節に比べ夏期にもっとも高い値を示した。これは、太平洋からの清浄気団に覆わ
れる夏季に地殻由来である Mn の濃度が他の季節よりも低いことと V の発生源が沖縄島内（辺戸
の南側）にあることに起因しているためと考えられる。また非海塩性 K(nss-K)と全有機炭素
(TOC)の相関は R2 = 0.66 と高い値を示した。しかし、nss-K は Al や Fe などの地殻元素との相
関も高かったため、野焼き由来の K と地殻由来の K を分けて考える必要がある。

Investigation of anthropogenic-origin-metals in the atmospheric aerosols collected at Cape Hedo,
Okinawa
*H. Murayama1, S. Azechi1, A. Tsuhako1, Y. Miyagi1, T. Kasaba1, T. Arakaki2 (1Graduate School of
Engineering and Science, University of the Ryukyus, 2Faculty of Science, University of the Ryukyus)
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モンゴルウランバートル市における SPM の化学組成とそ
の起源推定
○福田紘之 1、長谷川精 2、山本鋼志 1
（1 名大院環境、2 名大博物館）

【はじめに】SPM（浮遊粒子状物質）は滞留時間が短く，その発生源も様々であるため，地域的・
局所的な発生源を特定することが重要である．その発生源の特定において，金属イオンは，化学反
応により消失したり，揮発したりしないため発生源の推定のためのトレーサーとして有用とされて
いる．中国の北京や上海と同様に，モンゴルの首都であるウランバートル市（以下 UB）でも，大気
エアロゾルを原因とする大気汚染が深刻である．UB は、年平均気温が-1.3℃と寒冷なこと，冬期風
がほとんど吹かないこと，内陸の盆地であること，伝統的な移動式住居であるゲル地域に囲まれて
いること等が特徴として挙げられる．本研究では，UB 市内において SPM サンプルを回収し，それ
に含まれる金属元素の定量分析を通じて，１）その化学的特徴を経年的に見ること，また，２）そ
の化学組成から SPM の起源を推定することを目的とする．
【試料・方法】対象試料は 2013 年 12 月から 2014 年 4 月にかけて 1 週間毎に UB 市内（47°55’19” N ,
106°55’16” E）に設置したハイボリウムエアーサンプラー（SHIBATA HV1000‐R）により採取した
エアロゾルサンプルである．試料採取は分粒装置を通し，SPM を石英繊維ろ紙（SHIBATA QR-100）
に採取した．採取した試料フィルターの一部を PTFE 容器に移し，HF，HNO3，HClO4（TAMAPURE
AA-100）を用いて加熱分解した．乾固後，2% HNO3 に溶解し，ICP-MS（Agilent 7700x）によって微
量金属元素の定量分析を行った．定量した金属元素は，Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn, Sb, Pb, Al,
Ti, V, Se である．この分析と同時に，UB で使用されている石炭，土壌，ゲルの灰等も同様に分析を
行った．また，一部の試料フィルターを用いて元素分析計（Vario EL CUBE）により C, H, N, S の定
量分析も行った．
【結果・考察】SPM 中の全炭素濃度は厳冬期に最大の約 50%であり，春先になるにつれて約 10％ま
で減少する季節変化が確認できた．H, N, S の濃度もそれぞれ 1-7%で，同様に厳冬期に高く，春季に
向かって減少した．H, N, S の全炭素との相関を見ると，全て R2 が 0.91 以上と高い相関を見せた．
この高い相関から，炭素成分の化学組成には大きな変化がなく，その起源が同一である可能性を示
す．逆に Al, Ti, Fe, Mn, Co, Ni は真冬から春先にかけて 2-6 倍の増加を確認した．これらは，冬期に
人為的に大量に発生した炭素成分が，春になり減少したことにより，相対的に土壌粒子が占める割
合が増加したことに由来する．発表では，金属元素濃度を用いた各発生源からの寄与率についても
述べる予定である．

Chemical composition and origins of SPM in Ulaanbaatar, Mongolia
*H. Fukuda1, H. Hasegawa2, K. Yamamoto1 (1Nagoya University Graduate School of
Environmental Studies, 2 Nagoya University, Museum, Field Research Center)
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1P08

XAFS 法から探るイオン半径に応じた沈殿速度と
分配係数の関係
○徳永 紘平 1、横山 由佳 1、高橋 嘉夫 2
（1 広大・院理、2 東京大・院理）

鉱物の結晶格子内に元素を取り込む共沈反応は、水圏での微量元素の挙動を支配する重要な
化学プロセスである。一般的に共沈反応は、鉱物表面への微量元素の吸着のしやすさ(＝化学的
な親和性)と、鉱物構造内での安定性(＝構造規制)の 2 つによって支配されている。図 1 は先行
研究により示された、微量元素のカルサイトへの分配における分配係数と沈殿速度の関係を示
しており、カルシウムイオンよりもイオン半径の大きいストロンチウムとバリウムは沈殿速度
の増加により分配係数は上がり、逆にマンガン、コバルト、カドミウムでは低下している。これ
らは、水‐固液界面でのカルシウムイオンと微量元素イオンの移動速度(吸着/脱着)と取り込み
速度(固定/解離)の違いが影響しているといわれているが、その具体的なメカニズムはまだわか
っておらず、またその研究例も少なかった。そこで本研究では、イオン半径に応じた沈殿速度
と分配係数の関係を明らかにするため、X 線吸収微細構造法(XAFS 法)を用いて置換された元素
の化学状態や局所構造に対する分子レベルでの解析を行った。また、これらの関係を用いるこ
とで、過去の環境での沈殿速度を復元する地球化学的な指標としての利用可能であるかの評価
を行った。
本研究では、鉱物中に取り込まれる微量元素として、類
似した化学的な性質で異なる配位構造を持つセレンのオ
キソアニオン(セレン酸: SeO42-, 亜セレン酸: SeO32-)と異
なるイオン半径を持つ希土類元素(REE)を、また鉱物相と
してバライト(BaSO4)に着目して実験を行った。共沈実験の
結果、バライトへのセレンの分配係数は沈殿速度の増加に
図 1 沈殿速度と分配係数の関係
対して亜セレン酸はほぼ一定の値であったが、セレン酸は
(Lorens, 1981; A. J. Tesoriero, 1996)
減少する傾向を示した。また XAFS 解析を行ったところ、
バライト中のセレン酸の局所構造は沈殿速度が遅いほどバライトに近い安定な構造をとるのに
対し、亜セレン酸の局所構造には変化がほとんど見られなかった。これらの結果は、沈殿速度
に応じたバライト結晶化度の上昇により、置換される硫酸イオン(SO42-)と構造的に類似したセ
レン酸はより安定な構造で取り込まれていくのに対し、構造的に異なる亜セレン酸はバライト
結晶度が上昇しても不安定な状態で取り込まれることを示唆している。これらの結果から、微
量元素の鉱物への分配において、置換されるイオンの構造との類似性から、沈殿速度と分配係
数の関係を決定するということが示された。また、異なるイオン半径を持つ希土類元素(REE)に
対して同様の実験を行ったところ、沈殿速度に応じて異なる REE パターンを示すことが分かっ
た。これらの結果は、バライト鉱物中の REE の分配パターンを利用することによって、過去の
バライトの沈殿速度、つまり溶液中の硫酸イオン濃度の復元が可能であるということを示唆し
ている。
Influence of precipitation rate on distribution behavior between mineral and water by XAFS analysis

*K. Tokunaga1, Y. Yokoyama1, Y. Takahashi2 (1Hiroshima Univ., 2 Univ. of Tokyo)
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1P09

マレーシアの汚染河川における REE,	
 U,および Th の地球
化学的挙動	
 
○伊藤茜 1，大竹翼１，安楽総太郎 1，Kamar Shah Ariffin２，Fei Yee
Yeoh２，佐藤努１
（ 1 北海道大学大学院工学院， 2School of Materials and Mineral
Resources Engineering, Universiti Sains Malaysia）
所属機関の下で一行改行。

	
  レアアースはグリーンテクノロジーなどの先端産業において必要不可欠な元素であ
り，今後の需要増加に備え新たな鉱床の開発が期待されている．しかしながら，火成起
源や漂砂型のレアアース鉱床の開発においては，鉱石鉱物であるモナザイトやゼノタイ
ムなどが放射性元素であるThやUを含み，これらが生産過程，特に製錬過程において濃
集するため，放射性物質の環境への漏洩を考慮しなければならない．そのため，レアア
ース鉱床の開発には環境影響評価指標を確立し，適切な環境影響評価を行う事が重要で
ある．したがって，本研究では，かつて鉛尾鉱から回収された重鉱物からレアアースが
製錬され，また現在もチタン鉄鉱などのプロセシングが行われているマレーシア・イポ
ー市周辺地域において河川水や堆積物への影響を評価し，汚染河川中での放射性元素や
レアアースの挙動について明らかにすることを目的とした．	
 
	
  調査はイポー市を南北に流れるキンタ川とレアアース製錬所跡地付近を流れる支流
に着目し，石灰岩分布域および花崗岩分布域において水・堆積物試料の採取を行った．
採取した水試料は，溶存陰イオン濃度をイオンクロマトグラフィー，溶存陽イオン濃度
をICP-AESで，REE，Th，Uなどの微量元素濃度をICP-MSで測定した．分析結果より，石
灰岩分布域の試料水はアルカリ度やCa濃度が高く，花崗岩分布域の試料水は電気伝導度
やアルカリ度が低い値を示した．これらのことから，この地域の河川の水質は主に地質
学的な条件によって支配されていることが明らかとなった．一方，製錬工場跡地付近の
支流は石灰岩分布域に属するが，試料水は非常に低いpH(2.6-6.2)と高いCl濃度
(920-3700	
 ppm)，Fe濃度(4.4-780	
 ppm)を示した．さらに，これらの試料水からは高い
ΣREE濃度(24	
 ppm)，Th濃度(60	
 ppb)，U濃度(230	
 ppb)が検出され，これらの値は一般
的な河川水中の平均値を大きく上回っていた．また，レアアースパターンから，これら
の異常は現在行われている重鉱物プロセスによる人為的な影響であることが示唆され
た．河川水中のREE，Th，U濃度はpHの上昇に伴って減少するが，これらはClの希釈率を
基準に求めた濃度よりも低い値を示した．ThはREEやUに比べ減少の割合が大きく，原因
として，Thが水溶性の錯体を作りにくく，pHの上昇に伴う溶解度の低下による沈殿や，
鉄水酸化物などとの沈殿・吸着により河川水中から除去されたことが考えられる．	
 
Geochemical behaviors of REE, U, and Th in contaminated stream waters in Malaysia
* A. Ito1, T. Otake1, S. Anraku1, K. S. Ariffin2, F. Y. Yeoh2, T. Sato1 (1Graduate School of
Engineering, Hokkaido University, 2School of Materials and Mineral Resources Engineering,
Universiti Sains Malaysia)
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1P10

Ca2+-Mg2+-CO32-溶液からの鉱物生成・変質のその場赤外分光観察
○白井涼大 1・福士圭介 1・北台紀夫 2（1 金沢大, 2 東工大）

カルシウム炭酸塩は地球上に普遍的に存在し、生物作用によっても無機的作用にも生成す
る。地球表層環境において、水溶液からのカルシウム炭酸塩生成には生物作用によるもの
でも、無機的作用によるものでも、準安定かつ短命な種（アモルファス炭酸カルシウム(ACC)
など）を経てから生成することが指摘されている。したがってカルシウム炭酸塩生成の理
解には、準安定かつ短命な種の生成・変質挙動の理解が本質的に必要であると考えられる。
短命種の生成・変質条件を理解するためには、時間解像度の高い測定方法が必要である。
これを満たすためには、水溶液中で反応を観察できる手法が望ましい。減衰全反射赤外分
光(ATR-FTIR)法は、溶液中に鉱物が存在する状態で鉱物を構成する分子の結合状態をその
場で観察することができる。地球表層のほぼすべての水溶液（生体内も含む）は、主要陽
イオン(Na, Mg, K, Ca)を高濃度に含む。このうち Mg は ACC の生成や変質挙動に多大な影
響を与えることが知られている。本研究では ATR-FTIR 法により、Ca2+-Mg2+-CO32-溶液か
らの鉱物生成・変質のその場観察を試みた。
反応溶液には CaCl2 と MgCl2.6H2O の混合溶液に Na2CO3 を加えて作成した。なお
Na2CO3 を加えた瞬間溶液は白濁する。溶液の白濁は微粒子の生成が示している。反応溶液
は[Ca]+[Mg]=[CO3]=0.05M かつ Mg/(Mg+Ca)に表わされる Mg 割合が 0,10,20,40,60%にな
るように設定した。本実験では反応容器を赤外分光機外部に設置した。反応容器中の固体
を含む溶液は相液ポンプを用いてシリコンチュ
ーブ経由で ATR 結晶上を通り、再びボトルにも

360min

どるよう循環経路を設けた。反応容器内は常時撹

345min
330min
315min
300min
285min
270min
255min
240min
225min
210min
195min
180min
165min
150min
135min
120min
105min
90min
75min
60min
45min
30min
15min
3min

拌を行い、pH 複合電極により pH と温度をモニ
ターした。測定時間は 1440 分とし、IR スペクト
ルの測定時間間隔は 15 秒もしくは 3 分とした。
図は Mg 割合 40%で得られた結果を示す。時間
の経過ともに 1300～1600cm-1 に認められるブロ
ードなピークは２つに分かれ、850 cm-1 付近のピ
ーク強度が増加する。観察される IR スペクトル
の時間変化は ACC からモノハイドロカルサイト
への変質に対応している。発表ではその場観察よ

1600

1400

1200

1000

800

り明らかとなった ACC 変質挙動を中心に報告す
図 IR スペクトルの時間変化の一例

る。

In-situ infrared spectroscopic observations of mineral formation and transformation
from Ca2+-Mg2+-CO32- solutions
○R. Shirai, K. Fukushi (Kanazawa Univ.) and N. Kitadai (Tokyo Tech.)
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シリカゲルの溶解に及ぼす Zn と Cd イオンの影響
1

1

1

2

3

○荒木理成 、江藤真由美 、川本大祐 、大橋弘範 、本間徹生 、
1

岡上吉広 、横山拓史
1

1

2

3

（ 九大院理、 九大基幹教育院、 JASRI/Spring-8）
【緒言】土壌圏における重金属の循環を考察する上で、植物への移行は重要な過程である。
その過程を研究する上で、土壌圏から植物への重金属の移行量に加えて、植物の根による
重金属イオンの取り込み機構、植物体内における重金属の存在状態や植物体内での移動と
蓄積過程の化学を研究することが不可欠である。本報告は、イネ中に蓄積されるカドミウ
ム(Cd)とその同族元素である亜鉛(Zn)に関するものである。イネは代表的な“ケイ酸植物”で
あり、イネの根の周囲のケイ酸濃度は約 20 ppm (SiO2)程度であるが、導管溶液中のケイ酸
濃度は 500 ppm (SiO2)近くに達する[1]。また、ケイ酸は必要な部位（葉、茎、籾殻など）に
プラントオパールとして沈殿する。そのような背景から、イネ中で Zn や Cd の挙動を研究
する上で、ケイ酸と Zn や Cd との相互作用に関する研究が必要であると考えられる。本発
表では、イネ中での Zn と Cd の挙動に関する研究の一環として、シリカの溶解に及ぼす Zn
と Cd イオンの影響についての研究結果を報告する。
-3
3
【実験】硝酸亜鉛と硝酸カドミウム水溶液(0, 0.05, 0.1, 0.2 mol dm )をそれぞれ 250 cm 調製し、

pH を 5.5 または 7.5 に調整した。それらの懸濁溶液にシリカゲル 0.25 g を添加した。適当な
時間毎に懸濁溶液の一部を取り出し、0.45 μm メンブランフィルターでろ過した。ろ液中の
Zn と Cd を原子吸光法で測定、シリカゲルへの吸着量を見積もるととともに、ろ別したシ
リカゲルに吸着している Zn と Cd の K 端の XAFS スペクトルを SPring 8 のビームライン
BL14B2 で測定した。
【結果と考察】pH 5.5 において、Zn と Cd イオンが存在することでシリカゲルの溶解が促進
された。しかし、シリカゲル上に Zn および Cd イオンは吸着しなかった。この結果から、
Dove et al.が述べているように、その促進は金属イオンの水和水の交換反応によるシリカゲ
ル表面近傍での活発な水分子の運動によりシロキサン結合への水分子の攻撃の頻度が増加
することに起因すると考えられる[2]。pH 7.5 の場合、Zn イオンが存在する場合の方が Cd
イオンが存在する場合よりシリカゲルの溶解が促進された。Zn イオンはシリカゲルに吸着
されたが、Cd イオンは吸着されなかった。この結果と XAFS の結果から、シリカゲル表面
上に Zn/ケイ酸複合体が生成することで溶解が促進されたと考えられる。
[1] S. Bai, et al: Cryobiology and Cryotechnology, 53, No. 1, 33(2007)
[2] P.M.Dove, et al: Geochim.Cosmochim.Acta, 54, 955(1990)

Effects of zinc and cadmium cations on the dissolution of silica
*M.Araki1, M.Etou1, D.Kawamoto1, H.Ohashi2, T.Honma3, Y.Okaue1, T.Yokoyama1 (1Faculty of
science, Kyushu Univ., 2Faculty of arts and science, Kyushu Univ., 3JASRI/Spring-8)
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海底熱水鉱床探査ツールとしての	
 
深海用水銀センサーの開発	
 
○山本正浩 1、児玉谷仁 2、河野百合子 2、武内章記 3、高井研 1、
冨安卓滋 2、丸茂克美 4
（1 海洋研究開発機構、2 鹿児島大学、1 国立環境研究所、
4
富山大学）

	
  深海熱水噴出孔から噴出する熱水には高濃度の水銀が含まれ、環境への主要な供給源
となっていると考えられる。熱水中の水銀の振る舞いは共存する他の金属元素の種類や
量に左右されることが知られており、したがって熱水域の水銀量や同位体比を測定する
ことで海底下熱水鉱床の規模と含有金属の品位をある程度予測可能になると期待でき
る。そこで我々は、深海で使用可能な水銀センサーを作製し、海底資源探査ツールに応
用することを目的とした。また、深海用水銀センサーは、鉱床開発に伴う近隣海域の水
銀汚染の監視にも役立つと期待される。
	
  深海で海水中の水銀濃度を直接検出する手段としてストリッピングボルタンメトリ
ー(SV)法を選択した。最初に遠隔操作無人探査機(ROV)で作動可能な深海用の電気化学
測定装置(D-POTE)で試験を行った。水銀を高感度で検出できるように直径 26mm の大
型の金ディスク電極を作用極とし、また電着効率を上げるために電極表面に水流を作る
プロペラを装備した。対極には白金メッシュ電極、参照極には銀/塩化銀電極を用いた。
10〜20 分間の電着の後、微分パルスボルタンメトリー法によって水銀による電流を検
出した。実際に沖縄トラフや伊豆・小笠原海溝の熱水噴出域での潜航実験を行い、現場
での水銀の検出を試みた。同じ地点での採水も行い船上・陸上で還元気化冷原子吸光光
度法(CV-AAS)により水銀の定量を行った。さらに AUV でも作動可能な自律式のセンサ
ーの開発を行い鹿児島湾において水銀の濃度計測を行った。その結果、本研究で開発し
た深海用水銀センサーで ppt レベルの濃度の水銀の測定が可能で、海水中の水銀濃度の
異常を検知できることが確認された。一方、熱水噴出孔近傍では高濃度の硫化水素によ
る干渉が起こり水銀の検出ができなかったことから、熱水噴出孔近傍でのこの水銀セン
サーの使用は不適当であることが判明した。この深海用水銀センサーは活動中の熱水噴
出孔から遠く離れた海域での熱水の影響の検知と、活動を終えた潜頭性鉱床の探査に役
立つ可能性を秘めている。

Development of the deep-sea mercury sensor for prospecting of the sea-floor hydrothermal
deposit
*M. Yamamoto1, H. Kodamatani2, Y. Kono2, A. Takeuchi3, K. Takai1, T. Tomiyasu2 and K.
Marumo4 (1JAMSTEC, 2Kagoshima Univ., 3NIES, 4Toyama Univ.)
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Sr、Nd 同位体比と化学組成から読み解く
オホーツク海北西陸棚域におけるアムール川
起源砕屑物の分布と輸送過程
○安田友紀 1,、淺原良浩 1、市川諒 1、中塚武 2、西岡純 3、
南秀樹 4、長尾誠也 5
（1 名古屋大・院環境、2 地球研 3 北海道大・低温研、4 東海大・生物
5

金沢大・環日本海域）

オホーツク海は、生物生産の高い海域として知られている。中でも特に、北西陸棚域及びサ
ハリン島東岸において高い生物生産を誇っており、世界最大級の河川であるアムール川から供
給される栄養塩及び溶存態鉄の供給によってこの海域の生物生産が支えられていることが指摘
されてきた。また近年では、北西陸棚域で採取された懸濁物中の粒子態鉄が生物生産に直接的
に寄与することも実証されている。このように、アムール川供給物質がオホーツク海の生物生
産を支えていることが指摘される一方、アムール川供給物質がオホーツク海をどのように輸送
され、分布しているかは明らかにされていない。そこで、本研究ではアムール川懸濁物及びオ
ホーツク海懸濁物、表層堆積物に含まれる珪酸塩砕屑物成分の Sr、Nd 同位体比及び微量・希土
類元素組成分析を行うことで、アムール川供給砕屑物の分布及び輸送過程の解明を試みた。
分析の結果、オホーツク海北西陸棚域の砕屑物は 3 つの供給源によって構成されており、ア
ム ー ル 川 供 給 物 質 (87Sr/86Sr=0.711~0.715, Nd=-7.6~-7.3) 、 オ ホ ー ツ ク 海 北 域 に 隣 接 す る
Okhotsk-Chukotoka 火山帯の火山岩起源砕屑物(87Sr/86Sr=0.702, Nd=+7~+8)、サハリン島北部の砂
質堆積岩起源砕屑物(87Sr/86Sr=0.709~0.710, Nd=-10.2~-9.2)であることが明らかになった。また、
Sr、Nd 同位体比に加えて、砕屑物の化学組成もこの 3 つの供給源を持つことを強く示した。頁
岩で規格化した希土類元素パターンは、火山岩起源砕屑物ではフラットなパターンを示したの
に対して、他の２つの供給源の砕屑物の寄与の大きい堆積物では軽希土類元素に富むパターン
を示した。また、V、Cr、Co、Ni、Zn、等の微量元素濃度と、Fe 濃度はアムール川供給砕屑物
の影響の強い堆積物で高い値を示し、一方、サハリン島北部砂質堆積岩由来の砕屑物では相対
的に低い値を示した。これはアムール川由来砕屑物が粒度の細かい泥質の砕屑物であるのに対
して、サハリン島北部砂質堆積岩由来砕屑物は粒度の粗い砂質の砕屑物であることが原因と考
えられる。Sr および Nd の同位体比から上記 3 成分の寄与率を計算し、アムール川砕屑物の分
布に着目してみると、北西陸棚域の Sakhalinsky Bay 及びサハリン島東岸に分布していることが
読み取れ、オホーツク海の中でも特に生物生産の高い海域にアムール川供給物質が輸送されて
いることが明らかになった。
Distribution and transport processes of detritus from the Amur River in the northwestern shelf of the
Okhotsk Sea revealed by the Sr and Nd isotopes and chemical compositions.

○T. Yasuda1, Y. Asahara1, R. Ichikawa1,T. Nakatsuka2, J. Nishioka3, H. Minami4, S. Nagao5
(1Nagoya Univ., 2RIHN., 3Hokkaido Univ., 4Tokai Univ., 5K-INET)
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従来のケイ藻オパール分析法では捉えられない
ケイ藻ケイ酸殻の化学組成
○江本真理子 1、赤木右 1、高橋孝三 1, 2
（1 九州大学・理、2 北星学園大学）

[研究背景]
ケイ藻は海洋における第一次生産の半分以上を占めており、鉛直方向の物質輸送において重
要な役割を担っている。ケイ藻ケイ酸殻はこれまで考えられていたほど純粋なオパールではな
く、アルミニウムや希土類元素などを始めとする様々な金属元素を不純物として含んでいるこ
とが明らかになりつつある。そのため、ケイ藻ケイ酸殻が水柱を沈降する間に溶解したり、変
質を受けたりすることで海洋の物質循環に大きな影響を与えていると予想される。このような
背景から、これまでにセディメントトラップ試料を用いてケイ藻ケイ酸殻の化学組成の分析を
行ってきた。
しかし、セディメントトラップ試料にはケイ藻ケイ酸殻のほかに放散虫や陸源のケイ酸塩も
混在しており、これらを化学的に分離することは極めて困難である。電子顕微鏡でケイ藻ケイ
酸殻を観察したところ、アルミニウムがケイ酸殻に遍在していることが確認された。変質の影
響を大きく受けたケイ藻ケイ酸殻は陸源のケイ酸塩と明確に区別できない可能性がある。そこ
で、セディメントトラップ試料をいくつかの段階に分けて分解処理し、金属元素の化学組成を
測定した。ケイ藻ケイ酸殻の溶解速度論に基づく考察からケイ藻の生産性が 200 mg m-2 day-1 以
上の試料は未変質のケイ藻ケイ酸殻であるとした。
[研究方法]
本研究では，ベーリング海 (Station AB) 及び北太平洋亜寒帯域 (Station SA) で採取されたセ
ディメントトラップ試料を分析した。Station AB と SA はともに生産性が非常に高い海域であり、
用いた試料のオパールフラックスは 39-595 mg m-2 day-1 である。各試料をエタノール、Milli-Q、
酢酸 (A)、塩酸 (B)、過酸化水素水 (C)、炭酸ナトリウム溶液 (D)、硝酸 (E) の順に処理し、最
後に溶け残った残さをフッ酸・過塩素酸・硝酸 (F) ですべて溶解した。(A) ～ (C) によってそ
れぞれ炭酸塩相、酸化物相、有機物相が溶解すると考えられる。(D) のアルカリ溶融ではケイ
藻を主とするオパールが溶解するが、ケイ藻ケイ酸殻の一部は溶け残り (F) の画分に含まれる
と期待される。
[結果]
ジルコニウムや希土類元素では、D + E < F の関係が得られた。未変質のケイ藻ケイ酸殻の化
学組成はオパールフラックスの最も大きな試料で代表できるとすれば、この結果はケイ藻ケイ
酸殻に従来法では分解できない形態の不純物が存在していることを示している。

Unseizable composition of diatom frustules with conventional methods
*M. Emoto1, T. Akagi1, K. Takahashi1, 2 (1Fac. Sci., Kyushu Univ., 2Hokusei Gakuen Univ.)
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魚歯化石のネオジム同位体比を用いた	
 
日本海底層水の起源解析	
 
	
 
○小坂由紀子 1，堀川恵司 1，淺原良浩 2，張勁 1
（1 富山大学，2 名古屋大学）

	
  日本海は水深 3500 m に達する日本海盆を有しているが，狭く浅い海峡によって外洋と隔離されて
おり，海水の交換が制限された半閉鎖的な環境になっている。このため，外洋と独立した深層水循
環を持ち，約 300 m 以深は溶存酸素量に富んだ日本海固有水と呼ばれる，ほぼ均質な海水で占めら
れている（Senju et al., 2005）。日本海が形成（約 1640 万年前以降，小笠原，2011）されてから，ど
のような海洋環境の変遷を経て，日本海固有水が形成されるようになったかについては，これまで
多くの研究で議論されてきた。放散虫群集解析によると，800 − 350 万年前については北太平洋に類
似した群集であったのに対し，350 万年前以降から外洋と異なる特異な群集へと変化したことが示唆
されている（上栗・本山，2007）。この他にも，底層水の溶存酸素量と表層水温の変化や底生有孔虫
の出現・消滅をあわせて検討した研究例があるが，底層水の溶存酸素量の変化ついては複数の仮説
があり，その検証が課題となっている（Tada, 1994; 花方ら，2001）。そこで，本研究では日本海の
底層水塊の起源の変遷を復元することを目的とし，過去 900 万年間を対象として，海洋堆積物中の
魚歯化石のネオジム同位体比（143Nd/144Nd）の分析を行った。現在の海洋表層のネオジム同位体比は，
日本海で比較的低い値（~ −9εNd）であるのに対し，東シナ海（−4.9εNd）やオホーツク海（−3.6εNd），
太平洋（~ −2εNd）は比較的高い値を持っている（Amakawa et al., 2004; 2000）。このネオジム同位体
比の差を利用し，底層水塊の起源の推察を試みる。
	
  本研究では，2013 年 8 月に採取された IODP Exp.346 の日本海掘削コア試料：U1425D（39º29.44’N,
134º26.55’E, 1909 m water depth, 431 m long）を用いた。堆積物試料は，>125 µm のサイズフラクショ
ンから顕微鏡下で魚歯/骨片化石を 20 個程度拾い出し，洗浄・溶解させた（ca. 100 ng [Nd]）。魚歯
化石の産出しない層準については，バルク堆積物から鉄-マンガン酸化物を抽出した。これらの試料
溶液について，陽イオン交換樹脂カラム（三菱化学 MCI GEL CK08P）および，Ln-樹脂カラム（Eichrom
Tru-Spec 50–100 µm）を用いてネオジムを単離した。ネオジム同位体比は，名古屋大学の TIMS
（IsoProbe-T）で分析を行った。
	
  U1425 コアの魚歯化石および鉄-マンガン酸化物のネオジム同位体比は，約 400 万年前以降に−
4.5εNd から−5.5εNd への減少傾向を示した。これは，上栗・本山（2007）によって放散虫群集の変化
が見られ始めた 350 万年前と概ね一致している。また，北太平洋中層と類似した群集が確認されて
いた 800 − 350 万年前のネオジム同位体比は約−4.5εNd であった。外洋の値として測定した四国沖
DSDP296 コア（水深~2900 m）においても，約 350 万年前のネオジム同位体比が~ −4.5εNd であり，
放散虫群集解析の結果と同様に，北太平洋深層と日本海深層のネオジム同位体比が類似しているこ
とが示された。
Provenance of Japan sea bottom water inferred from Nd isotopes of fossil fish teeth
* Y. Kozaka1, K. Horikawa1, Y. Asahara2, J. Zhang1 (1University of Toyama, 2Nagoya University)
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Biogeochemical process of surface sediment in
the Chukchi Sea by using rare earth element
○Kai JIANG, Jing ZHANG
University of Toyama

【Introduction】 The Chukchi Sea is one of the most abundant marine ecosystems in the world. Besides,
waters from the Chukchi are an important source of nutrients, heat and freshwater for the Arctic Ocean.
Globally, the freshwater throughflow is an important part of global water cycles (Rebecca Woodgate, et
al). Thus, it is important to pay attention to the environment condition of the Chukchi Sea. Marine
sediment which transported by water masses, records many biogeochemical information of aquatic
environment. The purpose of this research is to focus on the biogeochemical process of surface sediment
by using rare earth elements (REEs) to reflect marine environment of Chukchi Sea. REEs, superior to
other tracer，can offer multiple geochemical information, at the same time, greatly decreasing workload
of research. In this research, an approach was established to distinguish different biogeochemical
processes by REEs first. Then the condition of marine environment was evaluated through analyzing
the REEs data of different processes, respectively.
【Sampling and method】Sediment samples were collected by multiple corer during the Oshoro-Maru
C255 cruise from14June – 07August 2013. The first 0.5 cm surface sediments were analyzed in this
research, reflecting the recent 3 years sedimentary information according to the sedimentary rate
0.145cm/a in the Chukchi Sea(Ma Hao, et al., 2008). Two sequential extraction techniques, both of
which divide sediment to four fractions (A: exchangeable-bound to carbonates, B: bound to iron and
manganese oxides (amorphous manganese hydroxide), C: bound to organic matter and D: residual) by
sequential three steps, however, with different extract reagents, were used to distinguish different
biogeochemical processes. REEs in each fraction were analyzed by ICP-MS. The standard material
(GBW07309) was also used to evaluate these two methods for determination REEs.
【Results and conclusion】The results showed that four fractions reflect different geochemical processes,
respectively (for the case of Chukchi Sea) – Fraction A: ion-exchangeable processes and formation of
carbonate (sensitive to pH changes); Fraction B: process of fresh water and sea water mixing (changes
of pH and salinity); Fraction C: biological process (primary productivity); Fraction D: information of
original source. From fraction A to D, the average anomaly value of cerium and europium is 0.75 and
1.11, 0.95 and 1.04, 0.17 and 1.01, 1.33 and 1.50, respectively; REEs pattern is middle REEs enrichment
pattern, middle REEs enrichment pattern, light REEs depletion pattern and flat REEs pattern,
indicating the environment situation of Chukchi Sea, such as oxidation-deoxidation condition, primary
productivity. For the further discussion of marine environment situation, a relative standard valve is
needed to compare with, reflecting the changes with the spatiotemporal variation.
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東シナ海大陸棚縁辺域におけるクロロフィルおよび
栄養塩の分布と基礎生産の推定
○藤城 義久 1、張 勁 1、松野 健 2、石坂 丞二 3
（1 富山大院理工、2 九大応力研、3 名大水循環セ）

【はじめに】東シナ海は、面積が約 125 万 km2 であり、その７割は水深 200m 以浅の大
陸棚である。流入する水が豊富な栄養分を供給するため、古くから漁業資源の豊かな海
として知られている。豊かな水産資源は、植物プランクトンのクロロフィルによる光合
成によって支えられている。クロロフィル量が基礎生産量の指標になると考えられるた
め、クロロフィル量から海域における生産を評価することができる。本研究は、海洋観
測結果から東シナ海におけるクロロフィル極大水塊の分布について検証し、クロロフィ
ル量から基礎生産を推定することを目的とした。
【使用データと解析手法】本研究では長崎大学水産学部附属練習船長崎丸により 2003
年、2004 年及び 2009 年から 2011 年の 7 月に行われた NN03-07、NN04-07、NN286、NN309、
NN333 次航海から得られた CTD(塩分・水温・深度)及び蛍光光度センサーと溶存酸素セ
ンサーによる観測データと、ニスキン採水による試料データ(リン酸・ケイ酸・硝酸・
亜硝酸・クロロフィル a)を使用している。蛍光光度センサーより得られた蛍光値はクロ
ロフィル a 量に換算し、鉛直的に積算した値をその観測点におけるクロロフィル a 量と
した。なお、水深による影響を考慮し、表層から水深 200m まで積算を行なった。
【結果と考察】各航海において、クロロフィル極大層は水深 10m から 40m に分布して
いた。これはリン酸・硝酸・亜硝酸等の栄養塩躍層に対応しており、夏季の東シナ海に
おける植物プランクトンの分布は、栄養塩に支配されると考えられた。また、栄養塩分
布は塩分や水温から求められた等密度面に必ずしも沿うものではなかった。2009 年か
ら 2011 年に行われた東シナ海外部陸棚域北部における観測結果及び 2003 年・2004 年に
行われた陸棚縁辺部を含む観測に関して、単位面積あたりのクロロフィル積算値を比較
したところ、30.7~49.9mg/m2 となり、夏季には少なくとも 30mg/m2 程度のクロロフィル
は対象海域全域に存在していると推測された。さらに、2003 年・2004 年の陸棚縁辺部
を含む観測では、陸棚斜面域に対して陸棚上の積算値が 20～27%程度大きい傾向にあっ
た。クロロフィル積算値を生産の結果として捉えたとき、東シナ海外部陸棚域において
もクロロフィル極大層の形成に寄与する栄養塩供給が安定していることが示唆された。
Water mass interaction and chlorophyll/nutrient distribution in the cross-slope area of the
northwestern edge of the East China Sea
○Y. Fujishiro1, J. Zhang1, T. Matsuno2, J. Ishizaka3
(1Fac. of Sci., Univ. of Toyama, 2RIAM, Kyushu Univ., 3HyARC, Nagoya Univ.)
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化学トレーサーを用いた東シナ海低酸素水塊構造の実
態解明
○欒志遠 1、張勁 1、麻 洪良 2
（1 富山大学院理工、2 中国海洋大学）

【はじめに】
東シナ海は太平洋西部の縁辺海の一つである。生産力が高く、日本・中国・韓国といっ
た周辺各国の漁場となっており経済的に重要な海域である。1989 年に実施された中国
とアメリカの合同観測航海では、長江河口域で低酸素水塊が観測された。1999 年の観
測では、長江河口域の低酸素水塊面積は 13700km２と推測された（Jing Zhang et.al）。2008
年には外部陸棚域でも低酸素水が観測された（Simizu and Matsuno）
。済州島南西沖は生
物生産力が高い海域とされ、日本海への物質輸送を考えるうえでは唯一の経路となる本
海域での低酸素水の実態解明は急務である。本研究は化学トレーサーとして希土類元素
及び酸素同位体比を用いて外部陸棚の低酸素水塊の構造を把握し、その起源や挙動の解
明を目的とする。
【試料分析およびデータ解析】
2009、2010、2011、2012、2013 年の長崎大学付属練習船「長崎丸」によって得られた現
場観測データ（塩分、水温、溶存酸素濃度）および採水データ(塩分、溶存酸素、栄養
塩、酸素同位体、希土類元素)を使用した。また、2013 年中国海洋大学「東方紅 2 号」
によって得られた現場観測データ（塩分、水温、溶存酸素濃度）と比較した。
【結果と考察】
2013 年の T-S 図によって、東シナ海の水は KSW(黒潮表層水)、KSSW(黒潮次表層水)、
KIW(黒潮中層水)、SMW(陸棚混合水)、CDW(長江希釈水)にわけることができる。SMW
の層には、密度 23－24 の LDOW が存在していた。LDOW の酸素同位体比は-1.3‰～－
1.2‰であり、一般的な海水の同位体比より低い値を示した。
2009 年と 2010 年のデータからも、密度 23-24 付近に LDOW が存在しており、分布域も
一致していた。この水塊は塩分(31－31.5‰)、水温(15－17.5℃)であることがわかった。
LDOW の酸素同位体比と塩分のプロットから得られた切片は－7.91‰であり、過去に観
測された洪水期（－7.1‰）と乾期（－8.4‰）の切片値（Zhang et.al 1990 ）の間であっ
た。このことから、LDOW は冬期残留水と夏期陸水（降雨及び河川水）の混合水と考
えられた。冬期残留水は不変と仮定すると、低酸素水の陸水の割合は 1.5～3％であった。

Elucidation of hypoxic water masses structure in the East China Sea by using chemical tracers
* ZY. Luan1, J. Zhang1 , HL.Ma 2( 1 University of Toyama, 2Ocean University of China)
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幌延地域の地下深部環境におけるメタンおよび二酸化
炭素の生成過程について

1P19

○宮川和也 1，水野崇 1，廣田明成 2，小松大祐 3,4，角皆潤 3（1 日
本原子力研究開発機構，2 産業技術総合研究所，3 名古屋大学大学
院，4 現在：東海大学）
【はじめに】

幌延深地層研究センターでは，堆積岩を対象とした深地層の科学的研究の一環

として，地下深部における地球化学環境の長期変遷解析手法の開発を行っている．その中で本
研究では，炭酸塩鉱物の生成過程に着目した解析手法の開発を行った．
地上からのボーリング調査の結果，幌延地域の稚内層の中の炭酸塩鉱物の炭素同位体組成は，
+6 ~ +26‰の値をとる．これは，炭酸の供給のない環境において，メタン生成菌による CO2 の
還元反応に伴う同位体分別が影響していると考えられている（岩月ほか，2009）が，その詳細
な形成過程は明らかにされていない．また，地上からのボーリング調査で溶存ガス量や炭素同
位体組成が得られているが（舟木ほか，2012 など）
，それらは大きなばらつきを示したため，地
下施設を利用した信頼性の高いデータを取得する必要がある．本研究では，地下施設を利用し
て得られたデータをもとに炭酸塩鉱物の生成に関与する CO2 の起源について考察を行った．
【試料と分析方法】 溶存ガス分析のための地下水試料
は，地下施設内のボーリング孔にシリンジ針を取り付け，
真空引きしたガラスバイアルビンに 0.2µm のフィルター
を通して採取した．この操作によって，地下水が大気に
触れることなく，またサンプリング操作によって原位置
で遊離ガスを生じさせることなく，試料を採取すること
ができる．採取した試料を利用し，δ13CCH4 とδDCH4，
δ13CCO2 および CH4 と CO2 の溶存ガス量の分析を行った．
【結果と考察】

溶存ガス中のδ 13CCH4 の値は-61.7 ~

図：δ13CCH4 とδ13CCO2 の深度分布

-56.8‰を示し，δ13CCO2 の値は+11.4 ~ +14.1‰を示した．δ13CCH4 とδ13CCO2 の値との差は，+71.1
± 1.1‰ (n=8, 2SD)であった．また，δDCH4 の値は-201 ~ -188‰を示した．δ13CCH4 とδDCH4，
δ13CCO2 の結果から，地下施設周辺で観測される CH4 の主要な起源については，微生物活動に
よる CO2 の還元反応であるというこれまでの報告と同様の結果が確認された．一方で，炭酸の
供給の無い環境を仮定した場合には，溶存 CO2 量とδ13CCO2 との間に負の相関が期待されるが，
結果は無相関であった．また，堆積環境が同じ場合は深度に依存してδ13CCO2 の値が大きくなる
ことが期待されるが，結果は深くなるほどδ13CCO2 の値が小さくなる傾向が見られた（図）
．こ
れらのことから，炭酸は，深部から供給されている可能性が示唆される．例えば，比較的低温
における有機物のカルボキシル基からの脱炭酸反応などが考えられる．

Generation processes of methane and carbon dioxide at deep underground of Horonobe area,
Hokkaido, Japan
*K.

Miyakawa1, T. Mizuno1, A. Hirota2, D.D. Komatsu3, 4, and U. Tsunogai3 (1JAEA, 2AIST, 3Nagoya Univ., 4Tokai Univ.)
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UT13 航海における日本海の表層型ガスハイドレートの
生成とガス・間隙水の地球化学
○尾張聡子 1、鈴木善晴 1、戸丸仁 1、松本良 2、表層ガスハイドレ
ート研究コンソーシアム
（1 千葉大学院理学研究科、2 明治大学ガスハイドレート研究所）

隠岐トラフおよび秋田―山形沖の堆積物中には，上越沖の表層型ガスハイドレートが発達する地
域と同様の“ガスチムニー構造”が見つかっている．本研究では 2013 年 7 月下旬から 8 月上旬にか
けて東京海洋大学の実習船「海鷹丸」によって(UT13 航海)隠岐トラフおよび秋田‐山形沖から採取
された堆積物における間隙水化学成分・間隙水溶存ガスの地球化学分析を行い，日本海東縁に広が
るガスハイドレート胚胎状況やガスハイドレートの形成・分解と堆積物中の化学的環境の変動要因
について考察した．
隠岐トラフでは 0.5-3cm 程度のフレーク状ガスハイドレート片が，秋田‐山形沖では直径 8cm 程
度のガスハイドレート塊が 1～6mbsf の表層堆積物中で確認された．ガスハイドレートを含まないコ
アの間隙水からは上越沖に匹敵する高濃度のメタンが検出されたほか，硫酸イオン濃度による SMI
深度は調査海域全体で～2.7mbsf と極めて浅くメタンフラックスが高いことが示唆される．またど
の海域でも塩化物イオン濃度はガスハイドレートの分解による不規則な低濃度異常がみられ，最大
～20pore%程度のガスハイドレート飽和率を持つ小規模なガスハイドレートの濃集が観察され，ガス
ハイドレート生成能は調査海域全体で高いことが明らかになった．
間隙水に溶存するガスの化学組成・同位体組成は，ガスは大部分が堆積物表層で形成される微生
物分解起源のメタンであるものの，微量のエタンを含む熱分解起源の混合を示した．また一部の試
料では有意な量の硫化水素が認められた．エタンや硫化水素の付加はガスハイドレート形成の安定
領域を拡大しうるため，調査海域では浅部でもガスハイドレートが形成しやすい環境となっている
と考えられる．
間隙水分析からはカルシウムとマグネシウムイオン濃度は SMI 以深で硫酸イオン濃度に同調して
微量な増減がみられた．硫酸とカルシウム・マグネシウムイオン濃度とアルカリ度は嫌気的メタン
酸化や有機物の分解，炭酸塩生成により濃度プロファイルに相関がある．そのため現在の SMI 以深
でのこれらの成分の増減は，過去の SMI の変動を記録している可能性がある．
本研究は科研費による調査(明治大・松本良特任教授)として実施された．

Formation of shallow gas hydrates and geochemistry of gas and pore water from UT13 cruise in
the eastern margin of the Japan Sea
*S. Owari1, Y. Suzuki1, H. Tomaru1, R. Matsumoto2, Shallow Gas Hydrate Research Consortium
(1Chiba University, 2Meiji University)
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メタン生成アーキアの存在および嫌気的メタン酸化環
境のバイオマーカーである 2-および 3-ヒドロキシアー
キオールの立体化学	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○山内	
  敬明
（九大院理•地球惑星）

ヒドロキシアーキオールは，メタン生成アーキアの膜脂質コアの主成分であり，特
徴的な飽和イソプレノイドジエーテルのイソプレノイド鎖の 3’ 位に水酸基を持つ。グ
リセロール 2 位または 3 位に水酸基をもつイソプレノイド鎖がエーテル結合した異性体
が存在し，微生物種により 2-ないし 3-ヒドロキシアーキオールのいずれかを生産する。
ヒドロキシアーキオールは，環境中でメタン生成アーキアを含む微生物群集の存在と硫
酸還元菌とメタン資性化菌によるメタン酸化環境を示す分子指標として利用されてい
る。しかしこの 3’ 位水酸基の立体配置を含むエーテル鎖部分の立体化学は，これまで
論じられていなかった。またヒドロキシアーキオールは，現状ではメタン菌の培養でし
か得られず，標品を大量に得て様々な分析に供するにはやや問題がある。
	
  そこでまずグリセロールについては立体化学を規定し，イソプレノイド中の水酸基の
立体配置についてはラセミ体である化合物を簡便かつ大量に合成し，環境分析の標品と
して機能するか検討した。飽和イソプレノイド鎖部分は，市販フィトールにより簡便に
得られる相当する部分のメチル基はラセミ体である化合物を用いた。
2-ヒドロキシアーキオール相当化合物については，キラルグリセロール誘導体に先に
フィタノール由来炭素鎖をエーテル結合させ，脱保護の後得られた 1,2-ジオールと市販
のイソフィトールより誘導したアルデヒドでアセタールを形成させ，還元して生成する
2 成分のうち高極性の成分を単離して得た。エーテル鎖のメチル基と水酸基に関して，
4 種ジアステレオマー混合物に相当する。生成物は，トリメチルシリル誘導体のガスク
ロマトグラムで２つのピークを示し，13C NMR スペクトルでの既報データからの比較か
らも 2 つの化合物として認識されるような挙動を示した。同様に 3-ヒドロキシアーキ
オールも化学的に合成し，分析を行ったが，こちらは，ガスクロマトグラムは分離せず
１つのピークを与え，13C NMR スペクトルとしては 2 つの化合物として認識された。合
成物は水酸基の立体化学，または水酸基とメチル基の相対立体配置による異性体混合物
であることを示していると思われる。様々なガスクロマトグラフ分析例のある環境中の
2-hydroxyarchaeol は単一の立体化学を持つ化合物であると推定された。現在 2-ヒドロキ
シアーキオールの飽和イソプレノイド部分の水酸基の立体化学の決定に向け合成を行
っておりその経過と結果も報告する。
Stereochemistry of the isoprenoidal residue of the hydroxyl group of 2- and 3-hydroxyarchaeol,
biomarker for the existence of methanogen and anoxic oxidation of methane.
*N. Yamauchi (Dept of Earth and Planetary Sci, Fac. Sci., Kyushu Univ.)
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減衰全反射顕微赤外分光(ATR-IR)法による石炭マセラ
ルのキャラクタリゼーション
○塔ノ上亮太 1、桂誠 1、中嶋悟 1、中西一晃 2、矢澤明子 2
（1 大阪大学、2 ジャスコエンジニアリング株式会社）

石炭はマセラルと呼ばれる顕微鏡で区別できる要素と鉱物で構成される．各マセラル
はそれぞれが植物の異なる成分に由来し，また堆積後も異なる反応を受けているため，
その化学的性質は石炭の成因やその反応特性に対し重要な知見を与える．
そこで本研究では，減衰全反射顕微赤外分光(ATR-IR)法によって，石炭マセラル組
織の赤外イメージング測定を試みた．ATR-IR 法とは，試料の測定面に高屈折率の結晶
を密着させ，結晶面/測定面で全反射した赤外光を測定する手法である．高屈折率結晶
のレンズ効果により，従来の顕微赤外分光より高空間分解能での測定が可能である．

図 1．インドネシア産石炭研磨片の a) 正反射顕微赤外スペクトルイメージ，b) -ATR-IR スペクトルイメー
ジ， c) 光学顕微鏡画像． 芳香族 C=C の吸収（1614cm-1）ピーク高さをグレースケール(黒→白)で表示した．

図１b に，インドネシア産石炭研磨片の芳香族 C=C 結合由来吸収ピーク高さの分布イ
メージを示す．従来の正反射顕微赤外分光法（図 1a）よりも高空間分解能(<10m)のイ
メージを得ることに成功した．芳香族 C=C の多い部分（白色），少ない部分（黒色）は
それぞれ，ビトリナイト（木質由来）とリプチナイト（花粉などの脂質由来）に対応し，
光学顕微鏡画像の明暗と一致した．また，スペクトルの再現性も従来の手法より優れて
いる．今後この方法によって，石炭化過程のミクロな不均一性に関するより定量的な解
析が可能になることが期待される．
Characterization of Coal Maceral by Attenuated Total Reflection Infrared Micro-Spectroscopy
(ATR-IR)
*R. Tonoue1, M. Katsura1, S. Nakashima1, K. Nakanishi2, A. Yazawa2 (1Department of Earth and
Space Science, Osaka Univ., 2 JASCO ENGINEERING CO., LTD.)
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閉鎖系・準開放系熱分解実験による石炭起源ガスの排出
温度推定
○髙橋幸士 1、鈴木德行 1, 2、齋藤裕之 2
（1 北大院・理、2 北大・創成）

[はじめに] 炭層起源炭化水素ガスの安定炭素同位体比 (13C) は，石炭の熱クラッキン
グ (熱熟成) が進行するにつれて増大する．炭層から排出される炭化水素ガスの13C 値
と石炭の熟成指標 (例えばビトリナイト反射率 VR%) の関係が明らかになれば，貯留岩
に集積している石炭起源炭化水素ガスの13C 値から，それらが排出された時の炭層の熟
成度を知ることができる．炭層の熟成度は反応速度論的に変化するが，当該地域のおお
よその熱史や埋没史がわかれば，炭層の熟成度から炭化水素ガス排出時の温度やさらに
は深度を推定することが出来る．そのため，これまで多くの開放系・閉鎖系熱分解実験
が行われてきた．しかし，自然界における炭層からの炭化水素ガス排出は，開放系と閉
鎖系の間で生じている．また，実験系の違いが炭化水素ガスの13C 値に与える影響も不
明である．本研究では，閉鎖系と準開放系での熱分解実験を行い，それぞれの場合の炭
化水素ガスの13C 値の変化と VR との関係を明らかにした．その結果に基づいて，自然
界における石炭起源炭化水素ガスの排出温度を推定する方法を提案した．
[試料と実験] 北海道中央に分布する始新統石狩層群夕張層から亜瀝青炭 試料
(VR=0.46%)を採取した．熱分解実験は SUS316 製の容量 30mL の高温・高圧リアクター
（日東高圧）に 5~7mm に砕いた試料約 5.0g を封入後，He 雰囲気下で行った．準開放
系実験では 330，340，350，370，390°C で 72h 加熱する毎にリアクター内の熱分解ガス
を随時回収した．閉鎖系実験では 325~390°C，24~168h の条件で石炭を熱熟成させ，生
成した熱分解ガスを回収した．気体試料の化学組成は，PDHID を装着した GC により定
量した．炭化水素ガスの δ13C 測定は GC-C-IRMS を用いて行った．VR は可視分光器を
装着した反射顕微鏡によって測定した．
[結果と考察] 準開放系実験におけるメタン (C1) ，エタン (C2) ，プロパン (C3) の13C
値は，VR が 1.0~1.8%へ増加するにつれて，それぞれ C1：-37~ -24‰，C2：-28~ -19‰，
C3：-26~ -17‰と増加した．閉鎖系実験においても VR の増加と共に C1：-39~ -28‰，C2：
-30~ -24‰， C3：-26~ -24‰と増加した．熟成の進行と共に，閉鎖系と準開放系間の炭
化水素ガスの13C 値の違いが大きくなる傾向を示した．これは，準開放系実験の場合で
は，低熟成度で生成された 12C に富む C1~C3 や，その起源化合物が系外に除かれるため
である．自然界では，石炭起源ガスの13C 値と VR の関係は，本研究の準開放系と閉鎖
系の間に位置すると考えられる．この関係から古第三紀石炭起源炭化水素ガスが排出さ
れた時の温度を推定することが出来る．また，これまで報告されている新生代の石炭起
源炭化水素ガスの炭素同位体組成と本研究の結果は調和的であった．
Estimating the expulsion temperature of coal-derived gases by closed and semi-open system
pyrolysis. *K. U. Takahashi1, N. Suzuki1, 2 and H. Saito2 (1 Faculty of Science, Hokkaido Univ.,
2
CRIS., Hokkaido Univ.)
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高圧下におけるベンゼンの安定性と重合反応
○篠崎彩子 1、三村耕一 2、鍵裕之 1、小松一生、野口直樹、
後藤弘匡
（1 東大院理、2 名大院環境、3 広大院工、4 東大物性研）

1.はじめに
炭素は、マントルにおいて炭酸塩鉱物やダイヤモンドなどの固体相、メタンや二酸化炭
素などの C-O-H 流体相に加えて、炭化水素として存在していると考えられている。た
とえば、高温高圧実験や熱力学計算から、マントル条件での炭酸塩鉱物からの炭化水素
の生成が報告されている[1, 2]。さらに、マントル捕獲岩から様々な炭化水素が見つかっ
ており、その起源や成因が注目されている[3]。マントルにおける炭化水素の存在状態や
挙動を明らかにするためには、まず、マントル条件での炭化水素の安定性や組成の変化
を明らかにする必要がある。そこで最も単純な芳香族炭化水素であるベンゼン(C6H6)を
モデル物質として、マントル条件下での挙動を調べることを計画した。本発表では、室
温高圧下におけるベンゼンの安定性と重合反応について報告する。
2. 実験方法
本研究では、もっとも単純な芳香族炭化水素であるベンゼン（C6H6）を出発物質として
用いた。高圧の発生には対向型ダブルトロイダルアンビルおよび高圧プレスを用いた。
カプセル状のガスケット(SUS304)を用いることで、揮発性の高いベンゼンを保持したま
ま、高圧実験と常圧への回収を可能とした。まずベンゼンと圧力スケールの NaCl を出
発物質として放射光を用いて NaCl の XRD パターンを測定した。NaCl の状態方程式よ
り圧力を求め、荷重と発生圧力の関係式を求めた。次に、出発物質をベンゼンのみとし
て高圧実験を行った。放射光実験で求めた関係式から発生圧力を見積もった。減圧後、
ガスケットごと試料を回収し、GC-MS により反応生成物の同定、定量分析を行った。
3.結果と考察
約 5 GPa、10 GPa、13 GPa、16 GPa 相当までの高圧実験を行った。回収試料の GC-MS
分析の結果、5 GPa、10 GPa では重合生成物はほとんど観察されなかった。13 GPa 以上
ではベンゼンが残っている一方で、ベンゼンの二量体やナフタレン、ビフェニル、ター
フェニルが検出され、圧力誘起のベンゼンの重合反応が起きた事が示された。16 GPa
では、これらの重合生成物の量の増加がみられた。本発表では、実験結果をもとに圧力
誘起のベンゼンの重合メカニズムを議論する予定である。
文献[1] J. Kenny et al. PNAS 99, 10 (2002)
[2]H. Scott et al. PNAS 101, 14023 (2004)
[3] R. Sugisaki, K. Mimura, Geochem. Cosmochem. Actra 58, 2527 (1994)
Stability and oligomerization of benzene under high pressure condition.
*A. Shinozaki1, K. Mimura2, H. Kagi1, K. Komatsu2, N. Noguchi1,3, H. Gotou4
(1Univ. Tokyo. 2 Nagoya Univ., 3Hiroshima Univ., 4ISSP, Univ. Tokyo)
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好熱性アーキアによるアンモニア酸化の窒素・酸
素同位体分別
○西澤学、酒井早苗、高井研
（海洋研究開発機構）

硝化は有機物の微生物分解等によって生成されたアンモニアを硝酸に変換する微生物
プロセスである。生成物の硝酸は脱窒によって生物がきわめて利用しにくい窒素分子や
N2O となって生態系外へと放出されるため、天然環境における硝化の駆動・制御機構の
理解は生物生産速度や N2O 生成速度の決定要因を特定するうえで重要である。硝化は二
段階の反応で、アンモニア酸化（NH3→NO2-）は一段目の反応である。これまでアンモ
ニア酸化はアンモニア酸化酵素を持つ特有のバクテリアが行っていると考えられてき
たが、近年の分子生態学解析や難培養微生物の培養法の発展によって海洋ならびに陸上
においてタウムアーキア門に属するアーキアが主にアンモニア酸化を担っている可能
性が出てきた。しかし実際にアーキアによるアンモニア酸化を起点として、どのくらい
の硝酸が生成されているのか実測値は極めて乏しい。これを知るためには硝酸の窒素・
酸素同位体比が有効な指標となるかもしれないが、アーキアによるアンモニア酸化の窒
素・酸素同位体分別値は海洋の１種しか報告例がない(Santoro and Casciotti, 2011)。今回、
我々は陸上温泉に卓越するアーキアの培養に成功し、このアーキアがアンモニア酸化を
行うことを発見した。そこでこの好熱性アーキアによるアンモニア酸化の窒素・酸素同
位体分別値を実験的に決定した。発表ではこれについて報告する。

Nitrogen and oxygen stable isotopic systematics of ammonia oxidation by thermophilic Archaea
○M. Nishizawa, S. Sakai, K. Takai (JAMSTEC)
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FTICR-MS により同定された分子式に基づく土壌フミン
酸の成分組成の比較
○池谷康祐 1,2、Rachel L. Sleighter3、Patrick G. Hatcher3、渡邉

彰1
（1 名大院生命農、2 現名大院環境、3Chem. Biochem., Old Dominion
Univ.）

土壌中の腐植物質は作物生産性および各種物質循環に関わっているが、その構成成分
は十分に明らかにされていない。超高分解能により個々の構成成分の分子式を決定でき
るフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析（FTICR-MS）が天然有機物試料
の組成解析に用いられているが、土壌腐植物質への適用例は少ない。本研究では、黒色
度が異なる各種土壌フミン酸に FTICR-MS を適用し、成分組成を比較した。
【試料および方法】黒ボク土 5 点、褐色森林土 2 点を含む各種土壌から調製した黒色度
の多様な（A、B、P および Rp 型）フミン酸 10 点を供試した。試料を少量の NH4OH を
含む水／メタノールに溶解し、ネガティブモードの電子スプレーイオン化法で試料成分
をイオン化し、12 Tesla Apex Qe FTICR-MS（Bruker Daltonics）を用いて、m/z 200～2000、
S/N>4 で分析した。実測値との m/z 差が<±1 ppm となる分子式を求め、既知化合物の
H/C–O/C 分布との比較により分子種を同定した。各構成成分の H/C、m/z、二重結合等
量（DBE）およびピーク強度と、黒色度および芳香族 C 含有率との関係を解析した。ま
た、Kendrick mass defect 解析を行い、一部の縮合芳香族成分の化学構造を推定した。
【結果】1) H/C–O/C 図の解析より、脂質・タンパク質・ほか脂肪族成分に類似の化合物
（H/C>1.5）は、DBE 値 0～7 を有し、黒色度に依らず m/z 200～700 で検出された。
2) リグニン類似化合物（0.7<H/C<1.5）のうち、m/z 500～650 かつ DBE 値 15～20 の成
分は、黒色度の低いフミン酸でより多く検出され、特に m/z 450～650 の成分は黒色度の
増大に伴い減少する傾向を示した。
3) 縮合芳香族類似化合物（H/C<0.7）のうち、300<m/z<500 かつ DBE 値 15～20 の成分、
および m/z>300 かつ DBE>20 の成分は、黒色度の高いフミン酸でより多く検出され、DBE
値の高い（～33）成分は黒色度が最も高い A 型フミン酸に特徴的であった。それらのピ
ーク強度の総和は、黒色度 A600/C および芳香族 C 含有率とそれぞれ高い正の相関を示し
た（P<0.05）。
4) 可能性のある構造として、鎖状および網状型の各種縮合芳香環を骨格とし複数のカ
ルボキシ基を側鎖にもつ化合物が推定された。それら型ごとのピーク強度の総和は、黒
色度と高い正の相関を示した（P<0.05）。
Comparison of the composition of soil humic acid components based on the molecular formulas
assigned by FTICR-MS
*
K. Ikeya1, 2, R.L. Sleighter3, P.G. Hatcher3 and A. Watanabe1 (1Bioagricul. Sci., Nagoya Univ.,
2
Environ. Stud., Nagoya Univ., 3Chem. Biochem., Old Dominion Univ.)
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沖縄トラフ伊平屋北熱水域における IODP	
 Exp.331 掘削
の事後潜航調査が明らかにした 5 つの事実	
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○川口慎介
（海洋研究開発機構）

	
  	
  2010 年 9 月，沖縄トラフ伊平屋北熱水域で「ちきゅう」による掘削調査（IODP	
 Exp.	
 331）
が行われた。この情報を事前に入手した我々は，掘削の直前および直後を含む 2 年間にわたり，半
年に 1 度の頻度で掘削孔の様子を調査し続け，次に挙げる 5 つの事実を明らかにした[ref]。	
 
	
 
	
  事実 1．掘削孔から高温熱水が噴出する「人工熱水」噴出が 2 年以上継続している。	
 
	
  事実 2．掘削前の熱水は総じて‘甘い’組成であったが掘削後は‘辛い’組成になった。	
 
	
  事実 3．掘削前は成長しなかった天然チムニーが掘削直後は急成長した。	
 
	
  事実 4．掘削後に成長した上記チムニーはいわゆる黒鉱の化学組成であった。	
 
	
  事実 5．掘削孔の周辺に低温熱水が拡散しはじめると，ただちに生態系が構築された。	
 
	
 
IODP	
 Exp.331 では，コア間隙水の組成から「‘辛い’海底下熱水湖（あるいは熱水の河）」が存在
することを指摘しており，事実 1 と事実 2 はまさにこれを裏付けるものである。事実 3 と事実 4 は，
事実 2 から導かれるようにも思われるが，掘削後の‘辛い’熱水でさえ塩化物イオン濃度は 620	
 mM
程度でチムニーの組成を劇的に変化させるほど液相成分を濃集させてはいないだろう。それ以上に，
熱水と海水の混合の仕方が変化したことが重要ではないだろうか，というのが我々の考えである。
つまり，従来は長年の蓄積により「カチッとしたパイプ状の流路」が形成されており，これを通じ
て海底面まで上昇してきた熱水は，勢いそのままに海水へと放出されてから海水と混ざっていたた
め，海底面で沈殿することはなかった。一方，掘削によって「グチャグチャに撹拌された海底下の
熱水流路」が形成されたことで，上昇してきた熱水が海底面直下付近でちょっとだけ海水と混ざる
ようになり，比較的高温で沈殿する鉱物からなる黒鉱組成のチムニーが成長した，という説明であ
る。熱水流路がグチャグチャになって海底面で熱水海水混合物が湧出するようになることは，事実 5
と調和的である。事実 3 と事実 4 は，海底面での熱水/海水混合比が高い（熱水/海水比が 10 ぐらい）
である場合に，事実 5 は混合比が低い（熱水/海水比が 0.1 ぐらい）である場合に，それぞれ都合良
く説明される。事実 5 については，低温熱水の拡散開始から数ヶ月以内に生態系ががっちり構築さ
れたというタイムスケールも，生態系の分布あるいは海底開発の環境影響評価という観点から重要
な情報であろう。	
 

[ref] Kawagucci S., et al. (2013), Geochem. Geophys. Geosyst., 14, 4774–4790.

Post-drilling investigations in the Iheya-North hydrothermal field, Okinawa Trough
*S. Kawgaucci (JAMSTEC)
– 27 –

1P28

IODP 第 338 次航海で採取した海底堆積物中のアミノ酸
の分布とその特徴
○淵田茂司，岡崎香生里，益田晴恵
（大阪市立大学大学院 理学研究科）

【背景】
海洋堆積物は有機物の重要なリザーバーとして機能する。とくに，生物起源のタンパ
ク質やアミノ酸は全有機炭素(TOC)の 10–15wt.%を占めると考えられている。これまで
海洋堆積物中のアミノ酸の分布を調べた研究がいくつか存在し，表層から深部にかけて
アミノ酸濃度が急激に減少する様子が観察されている。しかし，それらの大部分は浅部
堆積物(100–200mbsf 程度)を対象としているため，海洋底深部域のアミノ酸の分布は詳
しくわかっていない。本研究では IODP 第 338 次航海(2012–2013)で採取された堆積物コ
ア(最大 913mbsf)に含まれるアミノ酸を測定し，海洋底深部域におけるアミノ酸の分布
と特徴について考察した。
【実験】
堆積物コアは熊野灘沖(33°18’N, 136°38’E)で深部探査船ちきゅうによって採取された。
堆積物試料は乾燥後，6N の塩酸と混合し加水分解処理を行い，溶出したアミノ酸量を
HPLC で測定した。TOC 値は航海中に船上分析で得られた値を用いた。
【結果・考察】
全加水分解性アミノ酸(THAA)の濃度は最浅部(200mbsf)で最も高く，819.9μmol/g であ
っ た 。 そ の 後 ， THAA 濃 度 は 深 度 と と も に 急 激 に 減 少 し ， 最 深 部 (913mbsf) で は
177.1μmol/g であった。400mbsf 付近では THAA 濃度がやや増加している。これはこの
深度付近にメタンハイドレートが存在し，周辺の生物密度が高くなっていることを示唆
している。堆積物コア中の TOC の濃度は 0.52–0.63wt.%とほとんど変化しなかった。TOC
のうち THAA が占める割合は 1.6%から 0.2%であり，その分布は THAA の分布と類似し
ていた。また，浅部域では各種タンパク質性アミノ酸がほとんど同じ割合で検出され，
THAA の組成はタンパク質の組成と類似していた。しかし，最深部ではセリンの存在比
が増加し，THAA の 21%を占めていた。アミノ酸続成作用に伴って加水分解性のケロジ
ェンが生成する際に，THAA 中のセリンおよびグリシンの割合が増加することが報告さ
れている(Andersson et al., 2000)。よって，深部域ではアミノ酸がケロジェンなどの腐食
物質に変化する熟成反応が進んでいると考えられる。
Distributions of hydrolysable amino acids in deep seafloor sediments collected Kumano Basin
during IODP Exp. 338
*S. Fuchida, K. Okazaki and M. Masuda (Osaka City Univ.)
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アミノ酸分析によるアタカマ砂漠土壌の生命活動評価
	
 
○ 石川優人 1，栗塚泰平 1，宮本妃菜 1，大林由美子 1，金子竹男 1，	
 
癸生川陽子 1，小林憲正 1,2，Rafael Navarro-Gonzalez3	
 
	
 	
 	
 	
 （1 横浜国大院工/理工，2 自然科学機構，3 メキシコ国立自治大）	
 

１．緒言	
 
近年、地球上のさまざまな極限環境(人間のよく知る一般的な動植物、微生物の生育環
境から逸脱するような環境)にも生物活動が知られるようになった。アミノ酸は主要な生
体分子であり、地球上の生物活動の評価にアミノ酸濃度を用いる可能性が考えられる。	
 
本研究では、地球極限環境の土壌試料として世界でもっとも乾燥しているとされる南
米チリのアタカマ砂漠土壌のアミノ酸分析を行い、アミノ酸分析が極限環境試料中の生
命活動評価法として用いることができるか検討した。	
 
２．実験	
 
アタカマ砂漠土壌は、2002年10月に、アタカマ砂漠の西経70°付近において南北に南
緯24°～28°の間で採取され、常温保存されていたものである。比較のため、一般的な
環境試料として横浜国大キャンパス土壌を使用した。	
 
土壌試料約0.1	
 gを洗浄したテフロン密閉容器にいれ、5	
 M	
 HF-0.1	
 M	
 HClを3	
 mL加えて
密閉し、110℃で24時間加熱分解した。これを加熱乾固した後、6	
 M	
 HCl	
 1	
 mLを加えて
110℃で24時間酸加水分解を行った。酸加水分解後に溶液を試験管に移し、遠心乾燥を
行った。残渣に0.1	
 M	
 HClを加えて溶解させ、AG-50W-X8で脱塩・分画し、そのアンモニ
ア画分を試験管に移して再び遠心乾燥を行った。残渣に超純水を加えて溶解し，メンブ
レンフィルターでろ過後，陽イオン交換HPLC-ポストカラム誘導体化-蛍光検出法でアミ
ノ酸を同定、定量した。	
 
３．結果および考察	
 
横浜国立大学土壌とアタカマ砂漠土壌中のアミノ酸濃度を比較したところ、アタカマ
砂漠土壌のアミノ酸濃度は、横浜国立大学土壌のアミノ酸濃度の1/750～1/70程度であり、
アタカマ砂漠のような極限環境土壌中のアミノ酸濃度が極めて低いことが確認できた。	
 
アタカマ砂漠土壌試料間では、降水量が少なくてより乾燥している地点ほどアミノ酸
濃度が低くなった。細菌数や酵素(ホスファターゼ)活性値でも同様の傾向がみられ、生
物活動の評価にアミノ酸濃度が使用し得ることが示された。しかし、今回の実験方法で
は操作ブランクにおける検出量が多いアミノ酸種があり、実験操作に改善が必要である
ことが示された。	
 
今後は、土壌試料中のアミノ酸と生物活動や変成作用との関係を調べるため、逆相HPLC
やGC/MSを用いたD/L比の測定を行う予定である。さらに、本法をよりアミノ酸濃度の低
いと予想される炭素質コンドライト中のアミノ酸測定に適応する予定である。	
 
	
 
Evaluation of biological activity in Atacama Desert soils by amino acid analysis
*Y. Ishikawa1, T. Kurizuka1, H. Miyamoto1, Y. Obayashi1, T. Kaneko1, Y. Kebukawa1, K.
Kobayahi1,2, R. Navarro-Gonzalez3 (1Yokohama Natl. Univ., 2Natl. Inst. Nat. Sci., 3Mexico Natl.
Autonomous Univ.)
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非メタン炭化水素測定時に使用する水から発生する非
メタン炭化水素とその除去法
○猪狩俊一郎
（産業技術総合研究所）

【はじめに】当所では、地球温暖化物質であり光化学オキシダントの原料物質である空
気中非メタン炭化水素(NMHC)の測定を定期的に行っている。その際、試料容器内の空
気を真空ポンプで NMHC 濃縮カラムに引き込むと、同量の水が試料容器に入る構造の
装置を用いている。空気中の NMHC 濃度は数 ppb 程度であり低濃度であることが多い
ため、使用した水からの NMHC 放出による汚染が問題となる。また、天然ガス中の
NMHC 濃度の測定は天然ガスの起源を解釈するために重要であるが、シリンジを用い
て測定を行う際、シリンジでガスを採取すると同量の水が試料容器に入るため、水から
の NMHC の放出が問題となる。しかしながら現在のところ、軽質の NMHC を除去でき
る市販の純水製造装置は、ほとんど無い。そこで、通常の蒸留水や水道水を用いた場合
どの程度の NMHC の汚染があるか、また、どのような処理をすれば NMHC を除去でき
るか検討を行ったので結果を報告する。
【実験】試料容器（ビール瓶）に純ヘリウムを封入し、ストップコックが二個ついたシ
リコンゴム栓で栓をする。ストップコックの一方を、シリコン管を介して、液体窒素で
冷却した NMHC 濃縮管（石英砂入りステンレスチューブ）に接続する。もう一方のス
トップコックはシリコンチューブを介して、各種の水が入ったステンレス瓶に接続する。
その後、真空ポンプにより試料容器内のヘリウムを濃縮管に引き込むと、同時にステン
レス瓶内の水が試料容器内に入る。この水からは微量の NMHC が発生し、濃縮管内に
濃縮される。その後、濃縮管を室温まで加熱すると NMHC は脱着するので、これをガ
スクロマトグラフで測定した。測定成分は。エタン、エチレン、アセチレン、プロパン、
イソブタン、n-ブタンである。使用した水の種類は水道水、蒸留水、イオン交換水、お
よびそれらを市販のポットで沸騰後数時間 98 OC で保温し、それをステンレス容器に移
して室温まで自然冷却したものである。
【結果および考察】水道水・イオン交換水をそのまま使用した場合には、比較的高濃度
の NMHC の放出が観察された。古い蒸留水製造装置で製造した蒸留水を使用した場合
には低濃度ながら NMHC の放出が観察された。また、新しい蒸留水製造装置を用いる
と比較的高濃度の NMHC の放出が観察された。水道水・蒸留水を市販のポットで沸騰
後数時間保温し、それをステンレス製容器に移して一晩保存したものでは、ほとんど
NMHC の放出は観察されなかった。ポットで加熱しなかった蒸留水で NMHC の放出が
観察されたのは、蒸留水がたまるポリエチレンタンクに原因あるものと推定される。
このように、ポットでの加熱が NMHC の除去に有効であることが明らかになった。
このような方法は簡便であり、空気中 NMHC 測定時のみならず、天然ガス等のさまざ
まな微量 NMHC 測定時に使用する水の前処理として有効であるものと考えられる。
Concentration and removal method of nonmetahne hydrocarbon from water used for
measurement of nonmethane hydrocarbon
S. Igari (AIST)
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始生代ケロジェンとその構成炭素質物質の分布と構造
○杉田隼人 1 、北島富美雄 1、島田和彦 1、奈良岡浩 1、清川昌一 1
(1 九大・院・理)

１. はじめに
西オーストラリア・ピルバラ地塊の黒色頁岩の可溶性有機物からバイオマーカーを発見した
という報告がかつてなされた（Brocks et al., 1999）。このバイオマーカーは報告当時世界最古の
ものであると考えられたが、炭素同位体比の証拠によって汚染であると結論づけられた
（Rasmussen et al., 2008）
。このように始生代のような古い年代の堆積物には、常に汚染の問題が
存在し過去の地球環境を考察する上で検出された化合物が堆積当時の物質を反映するものであ
るか検討することは極めて重要である。そこで本研究では堆積当時の地球環境についての情報
を得るために不溶性有機物（ケロジェン）を研究対象とした。ケロジェンは酸、アルカリ、有
機溶媒に不溶であり、構造の大部分を占める縮合芳香環にエーテル結合などを介してバイオマ
ーカーが捕捉されることが報告されている（Schaeffer et al., 1995）。また、ケロジェンはこの不
溶性という特性から可溶性有機物と比べると汚染による影響を受けにくいとされている
(Marshall et al., 2007)。
2. 実験
西オーストラリア・ピルバラ地塊の Millstream で採取された Roy Hill Shale (2.7Ga)および Tom
Price 鉱山で採取された Mt. McRae Shale (2.5Ga)の 2 種の黒色頁岩をサンプルとして用いた。炭
素含有量は 2~5%である。分析は以下の 2 つの方法を用いて行った。まず、サンプルを CsF-HF
で処理し、ケイ酸塩鉱物を除去することで炭素を濃縮し分析した。また、局所的に炭素が濃集
している部分を探索し赤外分光などの顕微分光法による分析を試みた。
3. 結果と考察
SEM-EDS 分析で CsF-HF 未処理のサンプルを観察したところ、炭素の分布は不均質であり炭
素が濃集している微粒子が存在することがわかった。この炭素微粒子について赤外分光分析を
行った結果、濃縮した炭素と比較するとグラファイト化が進んでおらず、未熟成な構造を持っ
ていることが示唆された。この未熟成炭素微粒子のみを回収するためにサンプルを凍結-融解法
で処理後、ポリタングステン酸ナトリウムを用いて重液分離を試みた。その結果、比重 2.4 以下
のフラクションに炭素が濃集していることが元素分析と SEM-EDS 分析によりわかった。また、
比重 2.4 以下と比重 2.4 以上のサンプルについて赤外分光分析を行うと、比重 2.4 以下のサンプ
ルにより多くの未熟成炭素微粒子が存在していることがわかった。

Carbonaceous matter in the Archaean kerogen from the Pilbara Craton, western Australia. - Its
distribution and structure.
*H. Sugita1, F. Kitajima1, K. Shimada1, H. Naraoka1 and S. Kiyokawa1.
(1Depart. of Earth Planet. Sci., Faculty of Science, Kyushu University)
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火成岩貫入による泥岩の最高到達温度の見積もりと泥
岩中有機物の組成変化
○浅居大記 1、西田民人 1、奥村文章 2、Simon Wallis1、三村耕一 1
（1 名大院環境、2 石油資源開発(株) 技術研究所）

【はじめに】
有機化合物は、分子内の化学結合が無機化合物に比べて小さな活性化エネルギーで切断、再結合を起
こすため、熱に対する反応性が高い特徴を持つ。これまで、有機化合物の熱に対する反応性の高さにつ
いては、数多くの研究がなされてきた。例えば、室内における有機化合物の人工的な熱分解の研究
(Laboratory heating)や、熱を被った天然試料の有機組成変化に注目した研究(Natural heating)がある。Natural
heating では、火成岩貫入により熱を被った堆積岩を試料として、試料中の有機物の組成変化をビトリナ
イト反射率などの熱指標を用いて評価するのが主流である(e.g. Simoneit et al., 1981; Clayton and Bostick,
1986) 。そのため、火成岩貫入によって上昇した温度を熱拡散の観点から見積もり、泥岩中有機化合物の
熱変質を評価するような研究は現在のところ皆無である。本研究では、火成岩貫入を経験した泥岩の最
高到達温度を熱拡散モデリング(Spear, 1993)で見積もり、その温度に対する有機物の組成変化について報
告する。
【試料・実験手法】
試料の採取場所は鹿児島県甑島列島の中甑島白崎である。白崎には、白亜紀の泥岩が露出しており、
その岩体には幅 10m のデイサイトが走向 N45°E、傾斜 30°N で貫入している。この貫入岩と泥岩の接
点より真東に遠ざかりつつ、泥岩を 7 試料採取した。試料の経験した最高到達温度は、火成岩の厚さと
貫入温度、泥岩の熱拡散率と初期温度を使って、熱拡散モデリング(Spear, 1993)により算出した。有機物
分析は、試料を粉末化し、ジクロロメタンで抽出し、可溶性有機物試料とした。抽出後の残試料を塩酸・
フッ酸処理をした後、重液分離により回収した不溶性有機物の C、H、N の含有量を、元素分析計にて測
定した。可溶性有機物については、ヘキサンで溶媒置換してヘキサンに不溶な成分を asphaletene(Asp)と
し、ヘキサンに可溶な成分をシリカ＋アルミナカラムに吸着させ、極性の異なる溶離液を用いて、3 つの
画分(aliphatic hydrocarbon:Alp、aromatic hydrocarbon:Aro、resins:Res)を得た。そして、Asp、Alp、Aro、Res、
の 4 つの画分それぞれの重量を測定した。
【結果と考察】
モデリングにより算出した最高到達温度は、貫入岩から離れるにつれて指数関数的に低下する。また、
得られた最高到達温度を、ビトリナイト反射率から求めた温度(Sweeney and Burnhum, 1990)と比較すると、
貫入岩付近では近い値を示すが、貫入岩から離れたところでは有意に低い値を示した。不溶性有機物の
元素比(C/H、C/N)に着目すると、最高到達温度の逆数に対する C/H と C/N の対数値は、傾きが負の直線
を示した。このことは不溶性有機物中の H や N が熱によって系外に脱ガスし、温度が高くなるにつれ、
その程度が大きくなることを示唆している。可溶性有機物の 4 つの画分の割合に着目した場合、温度が
高くなるに伴い、Asp の割合は減少した。Aro の割合も減少傾向にあるが、増加している部分も見られた。
この増加は、泥岩中有機物の 99%以上を占める不溶性有機物の分解により、Aro が生成したと考えること
が現時点では最も合理的である。また、Alp や Res は、温度の最も高いサンプルにも存在することは、Aro、
Asp に比べて、熱に対して安定であることを示唆している。

Estimate of the maximum temperatures on shales heated by igneous intrusion and compositional
changes of organic matter in shales
*D. Asai1, T. Nishida1, F. Okumura2, S. Wallis1, K. Mimura1 (1Graduate School of
Environmental Studies, Nagoya Univ., 2JAPEX Research center)
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旧水銀鉱山周辺土壌における総水銀および
メチル水銀の分布
○児玉谷仁、前田千尋、外薗寿宗、神崎亮、冨安卓滋
（鹿児島大院理工）

【はじめに】環境中に放出された水銀は、環境中で特に有毒なメチル水銀に変化し食物
連鎖を通じ生体に蓄積することが知られている。しかしながら、環境中に放出された水
銀がどこでどのようにメチル水銀化するのかは詳細には明らかになっていない。本研究
では、自然水銀が産出することで知られた旧イトムカ水銀鉱山周辺で、水銀の環境挙動
とメチル水銀の生成について調査した結果について報告する。
【実験】試料：土壌試料は、ライナー採土器（直径 5.5cm 長さ 30cm）により円柱状試
料を採取した。これを土壌層ごとに分割して凍結乾燥し均一化することで試料とした。
また河川底質や植物を採取し、同様に処理して試料とした。さらに大気試料は多孔質金
捕集剤を取り付けた定流量ポンプにより採取し、水試料はテフロンボトルに採取した。
測定法：土壌・底質，植物中の総水銀濃度（T-Hg）の測定には、湿式分解－還元気化冷
原子吸光法、大気試料の測定には金アマルガム捕集－加熱気化冷原子吸光法、水試料の
測定には、還元気化冷原子蛍光法を用いた。メチル水銀の測定には著者らが開発した
HPLC-化学発光検出法を利用した[1]。また総有機炭素量（TOC）測定，蛍光Ｘ線分析を
行った。
【結果と考察】山中で採取した 4 本のコア試料中のT-Hgは、表層が高く下層になるに従
い総水銀濃度が低下した（表層平均 24.3±23.2 mg/kg，最下層平均 0.72±0.62 mg/kg，n =
4）。そしてT-HgとTOCの間に有意な相関が確認された（r2 = 0.7975， n = 17）。一方、河
川敷で採取した 1 本のコア試料では、T-Hgは土壌層により大きく変動し、TOCとの間に
相関は見られなかった。これらの結果は、山中の土壌に存在する水銀は大気により運ば
れ、有機物にトラップされ蓄積している大気由来のものであるのに対し、河川敷土壌中
の水銀は。河川の氾濫等によって土石が運ばれるのに伴い同時に移動している岩石由来
のものであるためと考えられる。その一方で、5 本すべてのコア試料でコアにより傾き
は異なるが、TOCとメチル水銀濃度の間に相関がみられた。このことから土壌中でのメ
チル水銀の存在量は、土壌中のT-Hgよりも共存する有機物量（TOC）とその存在環境に
大きく依存するものと考えられる。測定されたメチル水銀の最大濃度は、75.1 µg/kg
（T-Hg: 10.5 mg/kg）であった。水、植物、大気等の測定結果についても報告する。
【謝辞】本研究は、環境省の環境研究総合推進費（5RF-1303）により実施された。
【参考文献】[1] H. Kodamatani et.al., J. Chromatogr. A, 1228 (2013) 155.
Distribution of total and methyl-mercury concentrations in soils around a native mercury mine
*H. Kodamatani, C. Maeda, T. Hokazono, R. Kanzaki, T. Tomiyasu
(Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University)
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化学種解析にもとづくタリウムの
水-土壌・堆積物間の分配挙動

1P34

○渡辺勇輔、高橋嘉夫
（東京大・院理）
【はじめに】 タリウム(Tl)は殺鼠剤や農薬に使用されていた有害元素であり、非常に高い毒性を持
つ。Tl は亜鉛や銅などの硫化鉱物から金属を精製する際の廃液や煙灰、石炭の燃焼等から環境中へ
放出される。アメリカ合衆国環境保護庁は Tl を優先汚染物質に指定するなど、Tl による環境汚染の
可能性を危惧している。Tl は主に 1 価と 3 価の価数で存在しておりそれぞれ挙動が異なる。しかし
環境中での Tl の分配挙動や存在状態については未解明な部分が多い。本研究では、水‐土壌系での
Tl の化学形態を水側は HPLC-ICP-MS、土壌側は XAFS を用いて決定することで、環境中の Tl の分
配挙動の解明を目指した。
【方法】 ＜室内実験＞ 茨城県つくば市の水田土壌 10 g に異なる量の水を加えることで、酸化還元
状態の異なる水-土壌系の試料を作成した。各試料の水分度(Ws(%) = (水の体積/土壌の体積)×100)を、
140～300%となるように調製した。各試料に Tl 溶液を添加し、一週間後、土壌中の Eh および pH を
測定した。試料を遠心分離器で水と土壌に分離し、水(液相)側を 0.45 μm のフィルターで濾過し、
HPLC-ICP-MS によって Tl の価数と濃度を測定した。土壌(固相)側は採取後すぐに冷凍保存し、Tl
の L3 吸収端 XAFS スペクトルを SPring-8 の BL01B1 で測定した。
＜天然試料測定＞ 天然の河川で高濃度の Tl が報告されている宮城県栗原市鉛川で、河川水及び堆
積物のサンプリングを行った。試料は上流から下流まで約 10 km の範囲で 7 地点、下流で鉛川に合
流している支流 1 地点の計 8 地点で採取した。試料中の Tl の化学形態は河川水、堆積物共に室内実
験と同様の手法を用いて測定した。
<サイクリックボルタンメトリー(CV)> 一定濃度に調製した Tl(III)溶液と、Tl(III)と有機錯体を生成
していると考えられる有機配位子を持つポリアクリル酸を混合し、溶液中の Tl の酸化還元電位の測
定を行った。
【結果と考察】 ＜室内実験＞ 高濃度の Tl を添加した場合、全ての Ws 試料で液相、固相ともに大
部分が 1 価として存在していた。
＜天然試料測定＞

工場からの排水が合流している地点では高濃度の Tl(29.6～48.9 μg/L)が検出さ

れ、そのほとんどが Tl(I)として存在していた。また、堆積物中の化学形態も Tl(I)であった。工場排
水の影響を受けていない上流 2 地点と支流では Tl 濃度は低く(0.028～0.64 μg/L)かつ、Tl(III)の割合
が高い地点が存在した。
＜両実験の比較＞ 実験系、天然系共に低濃度(1 μg/L 以下)の液相では Tl(III)が 30～60%含まれてい
た。これは先行研究による湖沼水の調査結果と一致するが、無機化学種のみを仮定した Tl のスペシ
エーション計算による結果とは異なる。一方で高濃度の Tl が存在する環境では、実験系、天然系共
に大部分が Tl(I)として挙動することが確かめられた。室内実験において Tl(III)濃度と腐植物質の濃
度が高い相関を示したこと、有機配位子と共存させた場合 Tl(I) / Tl(III)の酸化還元電位が低下したこ
とから、天然環境中に Tl(III)と安定な錯体を生成する有機物が存在し、Tl(III)の安定化が起きている
と考えられる。

Distribution behavior of thallium in soil - water system based on speciation analyses
*Y. Watanabe and Y. Takahashi (Graduate School of Science, Univ. of Tokyo)
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都市域における環境中のヒ素の挙動に関する研究
○青木隆太朗、小豆川勝見、松尾基之
（東京大学大学院 総合文化研究科）

【はじめに】
近年、アジア各地でヒ素汚染による被害が拡大し、また我が国でも地下水や土壌中に環境基準
を超えたヒ素(As)が検出される事例が各地で報告されている。これらのヒ素汚染の重要なプロ
セスの１つに共存物質、特に鉄(Fe)との相互作用性が大きいことが挙げられている。Fe は As に
対し高い吸着能を持ち、高効率に As の共沈を起こすことが明らかになっている。また、国内の
天然の As は非汚染地域の土壌においても 2～5 mg/kg 存在することが知られており、土壌環境
の変化に伴い低濃度ながらも環境中への溶出の可能性は大いにある。そのため、都市域のよう
な非汚染地域においても、鉄共沈によって天然由来の As が濃集し、そこを起源とする汚染・拡
大の可能性はあり得る。そこで、本研究ではこれらの知見に基づき、環境中で Fe が析出してい
る地点に As が共沈している可能性があると推測し、Fe が多く見られる地域でサンプリングを
行い As の濃集が起こるか検証を行った。
【実験】
都市域で Fe の析出物が見られる地点数か所において、土壌、水のサンプリングを行った。土壌
試料 0.6 g に 1M 硝酸 20 mL を加えて 24 時間振とうし、遠心分離（1500 rpm、10 min、25℃）
後、上澄み液を 0.45 µm メンブランフィルターで濾過し検液とした。一方、水試料は濾過し、
予備還元として濾液 1 mL、ヨウ化カリウム(200 mg/L) 2 mL、1M 塩酸 3 mL を混合した後、超
純水で 20 mL に定容したものを検液とした。各検液を HG/ICP-OES 法にて As の定量を行った。
【結果及び考察】
東京都江東区大島地区で採取した試料において、土壌中からは最大で 10900 mg/kg と土壌含有
量基準(150 mg/kg)の 72.7 倍の As が検出された。土壌試料においては Fe を多量に含む試料には
As も多量に含まれており、
特に Fe の析出物を多く含んだ試料に高濃度の As を確認した。また、
土壌に含まれる Fe と As に高い正の相関が見られたことから、As に対する Fe の吸着能が大き
く起因していることが考えられ、環境中で Fe が多く析出している地点においては鉄共沈により
As の濃集が起きる可能性があることが示唆された。また、土壌採取地点近傍の水相中からも
As が 0.02 ~ 0.32 mg/L と高濃度で検出されたことから、サンプリング地点近辺で As が溶出し
ている可能性が示唆された。現在は、環境中の Fe によって濃集された As の挙動に着目し更な
る測定を続けていくと同時に、大島地区における高濃度の As の流出原因・経路について検討を
進めている。
A Study on Behavior of Environmental Arsenic in Urban Area.
*R. Aoki, K. Shozugawa, M. Matsuo (Grad. School of Arts and Sci., Univ. of Tokyo)
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富栄養化湖沼における窒素循環速度の定量：
硝酸の天然同位体トレーサーを用いた解析
○中川書子 1・大山拓也 1・角皆 潤 1・小松大祐 2・梅田 信 3
（1 名大院環境，2 東海大海洋，3 東北大院工）

湖沼において、窒素は一次生産（光合成）を制限する主要元素の一つである。一般の
水環境中では、窒素は主に硝酸(NO3-)の形で存在していることから、水環境における
NO3-の挙動を理解し、その循環速度を定量化することは、富栄養化や窒素飽和といった
環境問題の対策を検討する上できわめて重要である。これまでは、対象となる水試料に
対して人工同位体濃縮トレーサーである 15NO3-等を添加した上で、それを現場に近い環
境下で培養する 15N トレーサー法が、湖沼等における窒素循環速度の定量に広く用いら
れてきた。しかしながら、この方法は手間や時間がかかる上に、得られた窒素循環速度
が大きな確度誤差を伴う危険性があった。そこで我々は、培養に頼らずに湖沼における包
括的な窒素循環速度を定量することを目的に、湖水中に溶存する NO3-の天然同位体ト
レーサーである三酸素同位体組成（∆17O）を指標に用いた窒素循環速度の定量法（∆17O
法）を開発した。NO3-の∆17O 値は、大気中の窒素酸化物（NOx）の酸化・沈着に由来する大
気硝酸（NO3-atm）
（Δ17O 値 = +26 ‰程度）
と、有機態窒素の再無機化に由来する再生硝酸（NO3-re）
（Δ17O 値 = ±0 ‰）との間で値が大きく異なる上に、一般の同位体分別過程（同化や脱窒など）
では変化しない。従って、水環境中の NO3- の Δ17O 値を定量することで、水塊内の全硝酸
（NO3-total）に占める NO3-atm の混合比を定量化することが出来るので、これに大気から湖面
への NO3-atm 沈着速度データを加えて解析することで、湖水に対する NO3-re 供給速度や一
次生産速度が定量出来る可能性がある。我々は、まずは貧栄養湖である摩周湖、支笏湖、
倶多楽湖等にこの手法を応用し、各湖沼の窒素循環解析に成功した。そこで本研究では、
富栄養湖の窒素循環解析に初めて挑戦したので、その結果を紹介する。
調査は、福島県にある三春ダム（湛水面積：2.9 km2、最大水深：25 m）で行った。観
測は、2013 年の 7 月、10 月、12 月の計 3 回行い、三春ダムの湖心および主要な流出入
河川で採水した。水試料は，直ちに 0.2µm のフィルターでろ過し，分析まで冷蔵保存し
た。NO3-の各同位体組成の測定には化学法を使って試料中の NO3-を N2O に変換し，こ
れを連続フロー型の質量分析システムで定量した。分析の結果、ダム湖内の NO3-の Δ17O
値は+0.5 ‰前後であり、NO3-atm の混合比は 2 %程度であることが分かった。これは、貧栄養湖
における NO3-atm の混合比（摩周湖 10 %、支笏湖 12%、倶多楽湖 21 %）に比べると有意に
低い。この混合比と大気からの沈着速度（0.8 kmol/day）を用いて、湖内の総硝化速度
（NO3-re 生成速度）を見積もったところ、河川からの NO3-流入速度と同程度であること
が分かった。また、得られた総硝化速度と湖内の総 NO3-量から見積もった湖内の NO3の平均寿命は、およそ 50 日程度であった。これは貧栄養湖における NO3-の平均寿命（1 年～数
年）より有意に短く、貧栄養湖に比べて生産（硝化）も消費（同化）も活発であることが
確認された。
Quantifying nitrate dynamics in eutrophic lake using the triple oxygen isotopes as tracers
*F. Nakagawa1, T. Oyama1, U. Tsunogai1, D.D. Komatsu2, and M. Umeda3
(1Grad. Sch. Env. Nagoya Univ., 2Sch. Mar. Sci. Tech., Tokai Univ., 3Grad. Sch. Eng. Tohoku Univ.)
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天野川の塩基性化に関する研究 (1)
○中口 譲 1、池田善紀 1、濱屋
（1 近畿大・理工）

心 1、高山真太郎 1、朝倉知也 1

目的）海洋酸性化（Ocean acidification）は化石燃料の燃焼に伴い大気中へ放出された CO2
が海洋に溶解し、海水を酸性化する現象で、様々な分野で注目され広く研究が行われて
いる。それに対し塩基性化（basification）そのものを研究する試みはあまり行われてい
ない。ところが、夏季に奈良県から大阪府下を流下する一級河川・天野川において塩基
性化する現象が認められた。一般的な淡水の pH は 5.8 から 8.6 の範囲にありこれをはず
れる例はほとんどない。そこで本研究においては、天野川において連続サンプリングを
行い、塩基性化のメカニズムの解明を目的に研究を行った。
方法）天野川河川水試料は大阪府枚方市内かさ
さぎ橋下で 2013 年 8 月 12 日～13 日にかけて
ポリバケツにて採取した。現場にて気温、水温、
溶存酸素、pH を測定した。研究室ではアルカ
リ度、FDOM、重金属の分析を行った。
結果）pH と水温の連続観測の結果を図１に示
したが、pH と水温は日の出とともに徐々に上
昇し、16 時には最大値 9.65 を示し、その後徐々
に、次の日の日の出時刻まで減少する傾向を確
認した。一般に温度が高くなると水のイオン積
が増大するので pH は小さくなると考えられて
いるが、そのような結果にはならなかった。ま
た pH メーターによる pH 測定では温度による校正が自動的に行われるので、単に水温
が上昇しても pH が上昇することはない。従って天野川河川水の塩基性化は別の要因が
考えられる。ため池などの閉鎖性水域では繁茂する藻類が光合成により CO2 を消費し、
以下に示した平衡が左方向へ移動し H+が減少することにより塩基性化すると考えられ
ている。光合成による CO2 の減少は O2 の増加を伴うので、理論的には溶存酸素は増加

する。しかしながら、天野川は流れもあり、閉鎖系ではない。さらに同時に測定した溶
存酸素と pH の間には有意な相関関係は認められず、塩基性化を光合成活動のみでは説
明できなかった。
Studies on the basification of the Amano River (1)
*Y. Nakaguchi1, Y. Ikeda1, S. Hamaya1, S. Takayama1 and T. Asakura1 (1School of Sci. &
Engineer., Kindai Univ.)
– 115 –

1P38

河床礫付着物の化学組成および炭素・窒素安定同位
体比	
  —三重県松阪市櫛田川における事例研究−	
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ○杉谷健一郎 1、森直樹 1、笠井光 1・上野振一郎 1、佐藤都 2、
原田尚美 2
（1 名古屋大学・院環境、2 海洋研究開発機構）
	
  河床礫付着物は，藍藻（シアノバクテリア），緑藻，珪藻等の付着藻類と，他のバク
テリア，原生生物，そしてシルト・粘土に代表される陸源性砕屑物や自生鉱物の混合物
であり，その化学組成もそれぞれの画分が占める割合によって大きく影響を受け，かつ
それぞれの画分の化学組成も河川の汚濁の程度等の環境要因によって変化する，極めて
複雑な系である。この河床礫付着物を生物地球化学的な視点から系統的に解析すること
が本研究の目的である。
	
  我々は三重県中部を流れる一級河川・櫛田川を対象として，ダムのある支流蓮川を含
めその全域約 30 地点で河床礫付着物と河川水を採取し，付着物については炭素，窒素
を含む主要・微量化学組成，炭素・窒素同位体組成，オパールシリカ量を，河川水につ
いては主要陽・陰イオン濃度，溶存シリカ濃度，鉄，マンガン，亜鉛濃度を蛍光 X 線分
析法，ICP 発光分光法，分光光度法等で測定した。
	
  河床礫付着物の乾燥後の強熱減量（生物量に相当）は 13.4-60.7%で，場所によって付
着物に含まれる無機成分量が大きく変動することが分かった。また Al と Ti の相関性が
高い（cc=0.90）こと，全 Si 濃度がオパール態 Si 濃度よりはるかに高いことから，この
無機成分はケイ酸塩鉱物であると結論づけられる。蓮ダム下流とダムのない本流の付着
物を比較すると，前者（特にダム直下）において鉄，マンガンの濃度が高くなった。こ
の傾向はダム下流の河川水中におけるこれらの濃度変動と調和的で，ダム湖底から溶出
した鉄とマンガンが付着物によって除去されたことを示す。付着物のδ15N 値は中流か
ら下流にかけて明瞭な増加傾向を示し，それは河川水中の硝酸濃度の変動と調和的であ
る。生活排水等にゆらいする硝酸の負荷とその付着藻類への取り込みを表すものと考え
られる。本講演ではその他の結果の概略についても報告したい。

Geochemistry and isotopic (C, N) compositions of biofilms attached on riverbed gravels
–Case study of the Kushida River in Mie Prefecture−
*K. Sugitani1, N. Mori1, H. Kasai1, S. Ueno1, M. Sato1, and N. Harada2
(1Nagoya Univ., 2JAMSTEC)
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ベトナム北部を流れる紅河河川水の主成分の季節変化
○井上凌 1、益田晴惠 1、米澤剛 2、Truong Xuanluang3、
Hang Do Thi3、新谷毅 1、日高伸也 1
（1 大市大理院、2 大市大環境都市研究科、3 ハノイ鉱山
地質大学）

紅河は中国雲南省に源流をもつ全長 1,200km の川である。ベトナム領内では 3,000m 級の山々から
なるホアンリエン山脈にほぼ平行に沿って流れており、ハノイの上流約 60km 地点でダー川、ロー
川の 2 支流と合流し、下流域には紅河デルタを形成している。本研究では乾期と雨期にベトナム領
内で紅河とその支流から採取した河川水試料（分析試料数は乾期：45、雨期：29）の分析を行った。
得られたイオン濃度の特徴に基づいて紅河本流をラオカイ、ラオカイ‐ハノイ間、ハノイ以南の 3
つの地域に区分し、それぞれについて主成分と季節変化について述べる。
3 つの地域とすべての支流において陽イオンでは Ca2+、陰イオンでは HCO3-が卓越していた。また、
ほとんどの成分が雨期よりも乾期に濃度が高くなる傾向が見られた。これは雨期には降水に希釈さ
れると考えられる。
中国との国境に接している最上流のラオカイとその周辺地域は乾期、雨期ともに最も総イオン濃
度が高い地域であった（乾期：陽イオンまたは陰イオンの総当量濃度どして 6.2～6.3meq/L、雨期：
4.4～5.3meq/L 以下同様）
。Cl-や SO42-の濃度も最も高く、中国領内における生活排水など人為起源に
よる汚染物質が原因と判断された。
ラオカイ‐ハノイ間はラオカイに比べて総イオン濃度が低い（乾期：4.0～6.2meq/L、雨期：1.7～
2.7meq/L）
。これはホアンリエン山脈を涵養域とする支流から本流よりも低濃度な水が流入すること
が原因である。支流からの流入は雨期の試料で行った水の酸素・水素同位体比の分析結果からも明
らかである。ラオカイ周辺の水は δ18O が-9.9～-10.0‰であるのに対し、ホアンリエン山脈を涵養域
とする支流の水の δ18O は-12.9～-13.0‰である。合流後の本流の δ18O が-11.8～-11.9‰であり、支流
からの流入量は大きい。この影響は雨期に顕著で、総イオン濃度はラオカイの半分以下にまで下が
る。一方、乾期にはこれらの支流の一部で Na+、K+、NO3-が本流よりも高い濃度を示した。分析し
た試料ではおおむね Na+と Cl-は良い相関を持つが、この様な支流では Cl-に対して Na+の濃度が高か
った。
K+と NO3-の増加を考慮すると流域に広がる耕作地での施肥による影響が現れたと考えられる。
ハノイ以南は総イオン濃度の変化が比較的小さい（乾期：4.0～4.2meq/L、雨期：3.3～3.5meq/L）。
しかし、Ca2+や HCO3-などの割合が緩やかに減少し、対照的に Na+や K+、Cl-や SO42-、NO3-などの割
合が緩やかに上昇している。これは、生活排水など人為起源の汚染物質の流入が原因であると考え
られる。
最大の支流であるダー川の総イオン濃度は季節による変動が比較的少なく（乾期：3.7meq/L、雨
期：3.5meq/L）
、大きく変動しない。ダー川の水質が紅河のイオン組成に与える影響は大きい。
Seasonal change of the major dissolved components of Red river water, northern Vietnam.
* R. Inoue1, H. Masuda1, G. Yonezawa1, Truong Xuanluang2, Hang Do Thi2, T. Shinntani1, S. Hidaka, (1 Osaka
City University, 2 Hanoi University of Mining Geology)
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スズ箔への直接蒸発乾固による天水中の硫黄同位体比
測定法の検討
○眞坂昂佑 1、植村立 1、宮城正宙 1、松本理誠 1、植村美希 1
（1 琉球大理）

＜序論＞
降水や地下水などの天水に含まれる硫酸エアロゾルは、雲の凝結核として働くこ
とが知られており、対流圏の化学・物理過程を理解するうえで重要な物質である。
硫酸エアロゾルの硫黄の安定同位体比（δ34S）は、起源ごとに特有の値を示すため、
天水中の δ34S 測定によりその起源を推定することができる。従来の測定法では、多
量の試料から BaSO4 を沈殿させ、フィルター等で回収して測定していた。本研究で
は、試料量の削減と簡易化を目的にして、スズ箔製のカップ中に直接 BaSO4 を蒸発
乾固させる手法の検討を行った。
＜試料と測定＞
濃縮過程での同位体分別の有無を検証するため、テスト試料として異なる濃度
（35-200 ppb）に希釈した海水を作成した。降水試料は、琉大屋上において、2012
年 7 月－2014 年 7 月の降水を採取し、0.45 μm メンブレンフィルターで濾過した。試
料は半月ごとに混合し、イオンクロマトグラフで陽・陰イオン濃度を測定した。
測定は、試料溶液を硫黄のモル数が 0.3 μmol になるように分取し、クリーンブー
ス内でヒーターを用いて約 2 mL まで濃縮した。この溶液を、0.01M BaCl2 100 μL を
入れたスズカップに滴下し、ヒーターと乾燥 N2 ガスを用いて BaSO4 として蒸発乾固
した。スズカップは、元素分析計（EA）で燃焼させ、CF-IRMS で δ34S を測定した。
＜結果・考察＞
測定の結果、海水は濃度に関係なく 20.4 ± 0.2‰で一定であった。これは、前処理
過程で同位体分別が起きていないことを示している。現在、測定が終わった約１年
分の降水試料の δ34S は、4.8-19.7‰と大きく変動した。降水中の δ34S と硫酸イオンの
非海塩寄与割合の間には強い負の相関（r = −0.95）が見られた。これは降水中の硫酸
イオンは、海塩と非海塩の２つの起源が単純に混合したものであることを示唆して
いる。今後、開発した手法を用いて南極表層の雪やアイスコア等を測定し、同位体
比変動のプロセスと起源を推定する予定である。
Sulfur isotope ratio measurement in meteoric water by evaporating to dryness onto a tin cup
*K. Masaka1, R. Uemura1, T. Miyagi1, R. Matsumoto1, M. Uemura1(1University of the Ryukyus)
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地球化学的手法を用いた岡山県一級水系の水質研究	
 	
 
	
 
○亀井隆博 1、山下勝行 1、大西彩月 2、栗原洋子 2、千葉仁 1、中
野孝教 3
（1 岡山大学大学院自然科学研究科、2 岡山大学理学部地球科学科、
3
総合地球環境学研究所）

	
  瀬戸内海式気候に属する岡山県は年間降水量が全国平均よりも低く、安定した水資源
の利用が課題となっている。岡山県をほぼ南北に流れる一級河川の水は農業用水や水道
水として利用されているが、多くの元素濃度や同位体比を用いた詳細な地球化学的研究
はされていない。本研究では、岡山県の一級水系
である旭川水系、吉井川水系、高梁川水系を研究
対象とし、河川水中に含まれる主要溶存成分、微
量元素、O-H-S-Sr 同位体比について分析した。本
研究において用いる試料のうち旭川水系は 2011
年 3 月、吉井川水系は 2012 年 4 月よりサンプリ
ングを開始し、季節変動の観測を目的としたサン
プリングも行っている。また旭川・吉井川水系で
は比較対象のために中国山地を超えた鳥取県で
もサンプリングを行っている。サンプル数は旭川
水系が 152 地点 199 試料、吉井川水系が 119 地点
163 試料である。高梁川水系は 2014 年 4 月からサ
ンプリングを開始し 2014 年 6 月末時点において
55 試料を得た。図 1 にサンプリング地点を示す。 図 1	
  岡山県及び鳥取県の採水地点
旭川・吉井川の水質は一部を除き似た傾向を示す。各流域において、重水素過剰値(d
値)は源流域の中国山地で 20 以上の高い値を示し、冬季の降水の寄与が強く表れている
と考えられる。下流域に向かうにつれて d 値は低く(<12)なり、それが本流に流れ込むこ
とによって本流の d 値も低下している。d 値の同一地点における季節変動は 3~4 程度
であり、地理的変動よりも小さいことが確認された。Ca, Mg などの主要溶存イオンや
Sr,	
  Ba などの微量元素は上流から下流に向けて濃度が増加する。Sr 同位体比は旭川流
域では一部の例外を除いて下流に向かうにつれで値が上昇(0.7051 から 0.7085)する。上
流域では主に第三紀~第四紀の火成岩類が分布しているが、中流域以南は古生代の堆積
岩類や火成岩類が分布する。それに対して吉井川流域の源流域では Sr 同位体比は
0.7060~0.7065 の値をとる。旭川流域の値（~0.705）とは明らかに異なり、これは吉井川
の源流域に中生代の花崗岩類が広く分布しているためだと考えられる。高梁川に関して
は北西部以外のサンプリングは終了しているので今後分析を進めていく予定である。
Geochemical and isotopic study of the major rivers in the Okayama Prefecture
*T. Kamei1, K. Yamashita1, A. Onishi2, Y. Kurihara2, H. Chiba1 and T. Nakano3
(1Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 2Faculty of
Science, Okayama University, 3 Research Institute for Humanity and Nature)
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Helium, carbon and nitrogen in a bedrock aquifer of the
St-Lawrence Lowlands, eastern Canada
Pauline Mejean1, ○ Daniele L. Pinti1,2, Naoto Takahata2, Hsin-yi
Wen2,3, Yuji Sano2, Marie Larocque1
（2AORI, Un. Tokyo、1GEOTOP, UQAM、3National Taiwan Un.）

Groundwater flow patterns and residence times are fundamental parameters for quantifying
water resources, yet difficult to estimate and needs an integrated isotopic approach. Noble gases
are excellent groundwater tracers and chronometers because they are inert and have isotopes
produced by radioactive decay of U, Th and K. Recently we performed several groundwater
studies for drinking purposes in a region close to the most populated region of eastern Canada,
between Montréal and Quebec. Radiogenic helium (4He) is often in excess compared to the
amount that can be produced in aquifers. This excess of 4He suggests the presence of enhanced
vertical flow between the superficial granular aquifers and deeper fractured regional aquifers. In
order to decipher helium sources and migration processes in the basin, a geochemical
investigation of water was undertaken in a restricted watershed (Vaudreuil-Soulanges, Quebec)
by analysing He, Ar, Ne, N2, CO2 and CH4 amount and isotopes. The Vaudreuil-Soulanges
watershed is a small area (895 km2) covered by silty Quaternary formations directly on
Cambrian sandstone and dolostone fractured aquifers where gases dissolved in groundwater
were collected. Fractured Cretaceous alkaline intrusions and Precambrian bedrock (Mont
Rigaud) outcrop in the northwestern part of the basin, creating a favourable area of recharge for
the aquifers. The 3He/4He ratio, δ15N, δ13CCO2 and δ13CCH4 were measured and coupled to gas
composition analysis. Tritium analyses for 3H/3He ages are currently measured. Preliminary
results of 16 water-wells show variable helium contents from 6.15.10-8 to 1.32x10-5 ccSTP/g,
indicating the presence of radiogenic 4He excesses compared to the amount of atmospheric
helium dissolved in water (ASW; 4.8 x 10-8 ccSTP/g). The helium isotopic ratios range from
2.47x10-7 to 3.22.x10-6 clearly indicating the occurrence of both radiogenic 4He and tritiogenic
3
He excesses compared to the atmospheric composition (1.386 x 10-6). 3He/4He ratios vs. the
N2/Ar ratios show two groups of waters, one with atmospheric helium recharged recently and
another with large tritiogenic 3He recharged approximately 30-40 yrs ago in the system, both
diluted by a common water component containing radiogenic helium. 3He/4He ratios versus the
δ13C(CO2) ratios show a significant trend with most radiogenic helium-rich waters having δ13C(CO2)
of -24‰ indicating an organic source of carbon and the most tritiogenic having heavier δ13C(CO2)
of -20‰ likely indicating dilution with freshwater containing atmospheric carbon (δ13C of ca.
-7‰). The organic source of carbon is related to methanogens activity as suggested by the
δ13C(CH4) for the two most depleted CO2-carbon samples with values of -60.01‰ and -92.85‰.
δ15N vs N2/36Ar indicate that nitrogen is mostly atmospheric with δ15N varying between +0.5‰
to -2‰ possibly indicating some nitrification processes at depth.
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大阪平野の地下水流動系可視化のための水質三次元マ
ッピング
○新谷毅 1、益田晴恵 1、井上凌 1、淵田茂司 1、Emile EVEN1、
根本達也 1、升本真二 1、森川徳敏 2、安原正也 2、中野孝教 3
（1 大市大理院、2 産業技術総合研究所、3 総合地球環境学研究所）

【はじめに】
大阪平野は優良な地下水賦存地帯であり、近年は深度 100m から 300m に掘削された
井戸を用いた専用水道が盛んになりつつある。高度経済成長期の地盤沈下の要因となっ
たこの深度の地下水は長年利用されていなかったために、水質の特徴が明らかにされて
いない。本研究では、地下水に残された地盤沈下の影響を評価するために、大阪平野の
100m 以深の取水井戸を主な対象として採水し、一般水質と水素・酸素安定同位体比を
分析した。また、その結果を既存の地下水分析結果と合わせて、3 次元マップを作成し、
大阪平野の地下水流動系の全体像の可視化を試みた。その結果を報告する。
【結果と考察】
地下水の分析結果のうち、Cl 濃度、水素・酸素の安定同位体比の値をフリーソフトの
GRASS GIS により 3 次元図にプロットした。その結果、同位体比の小さい地下水は、
上町断層西側の低地を中心に大阪平野中心部に分布することが明らかであった。上町台
地西側の海抜 0m 地帯において深度 100m 以浅の地下水は海水の影響を受けているが、
100m 以深の地下水には影響がみられない。また、深度 100m 以深の地下水の同位体比
（δD:-50‰～-60‰、δ18O:-8‰～-9‰）は周辺の降水を起源とする地下水（δD:-40‰
～-50‰、δ18O:-6‰～-7‰）よりも小さい。これらの地下水水質は希薄なナトリウム‐
炭酸水素型である。大阪市南部の上町台地と低地の境界にある阿倍野区において断層を
挟む 200m 離れた 2 地点で採取された深度 100m 以深の被圧帯水層の試料で、水質が大
きく異なり、水の酸素同位体比が 1‰以上も違う地下水がみられた。これらのことから、
上町断層による涵養は、低地の被圧地下水には及んでいないことが明らかである。地盤
沈下発生時に難透水層である粘土層から絞り出された地下水は今も存在しており、新た
な涵養によっては十分に地下水が回復していないと推定される。

3-D mapping of groundwater chemistry to trace flow system of the Osaka Basin
*T. Shintani1, H. Masuda1, R. Inoue2, S. Fuchida2, E. Even2, T. Nemoto2, S. Masumoto1, N.
Morikawa2, M. Yasuhara2, and T. Nakano3 (1Graduate school of science, Osaka city Univ,
2
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3Research Institute for
Humanity and Nature)
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地下水試料における採取後の炭素同位体比の変化	
 
○高橋浩 1、半田宙子 1
（1 産業技術総合研究所）

	
  水試料の溶存無機炭素の炭素同位体について、試料容器に保管している間に、試料中
の炭酸塩鉱物との反応、生物活動、大気 CO2 との交換等によって、値が変化してしまう
ことがある。温泉水のように溶存成分濃度が高く、温度が高い場合には、採取後の温度
低下により沈殿物を生じることがあり、このときに同位体比が変化する可能性がある。
また、海洋試料等においては、毒物を添加して生物活動を抑える手法が定着しているが、
地下水試料では一般的ではない。これは、地下水・温泉水・湧水は、飲用が可能な場合
も多く、毒物を添加しなくても生物活動による影響が低いと考えられているためや、試
料採取地点が管理された研究区域ではないため、毒物使用を避ける傾向があるためと思
われる。そこで、いくつかの地下水試料について、試料採取からの経過日数による同位
体比の変化を測定した。
	
  検証用の試料として、塩濃度、炭酸濃度ともに高い温泉水（RICE-W03）、塩濃度が高
く、炭酸濃度が低い温泉水（RICE-W04）、塩濃度、炭酸濃度ともに低い地下水（堆積層
と花こう岩の帯水層，RICE-W05, W06）、試薬から調製した水（RICE-W07）を用いた。
試薬から調製した試料を除いた温泉水試料と地下水試料については、採取から分析まで
の期間は冷蔵庫で保管した。
	
  温泉水試料（RICE-W03, W04）と試薬（W07）では、炭素同位体の変化が少なかった
が、地下水試料（W05, W06）では、生物活動の影響と思われる同位体比の低下が見ら
れた。これらの地下水試料では、井
戸から採取場所までの導水途中に、
有機物の付着した区間が認められる。
ここで混入した微生物の活動によっ
て、保管期間中に同位体比が変化し
たことも考えられる。ここまでの結
果では、同位体比の変化の有無が、
温泉水と地下水の違いによるとは言
いきれないが、水試料のなかには、
殺菌等の特別な処置をしなくても、
１年程度は同位体比が変化しないも
のもあることが示された。
Secular change of stable carbon isotopic ratio for groundwater samples during the sample
storage in laboratory
*H. A. Takahashi1 and H. Handa1 (1Geological Survey of Japan, AIST)
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地下水試料の放射性炭素分析における採取容器による
経時変化の違い	
 
○高橋浩 1、南	
  雅代 2、半田宙子 1、荒巻能史 3、中村俊夫 2
（1 産業技術総合研究所、2 名古屋大学、3 国立環境研究所）

	
  放射性炭素（14C）は、年代測定のツールとしての利用ばかりではなく、環境動態解
析においても重要なトレーサーとして利用されている。地下水の滞留時間は、数十万年
を超えるものから１年以下のものまでと 14C の濃度レベルがさまざまである。
	
  14C 分析では、分析の前処理やコスト等の問題から、試料採取から試料処理までの期
間が長くなってしまうことがたびたびある。この期間に、試料中の植物プランクトン等
の光合成といった同位体分別による炭酸濃度の変化があっても、δ13C を指標とすること
で、14C 濃度の変化は補正できる。しかし、大気 CO2 が混入する等、14C 濃度の異なる
炭素成分が外部から加わると、その変化は補正できない。そのため、試料の保管が重要
となる。そこで、水試料の 14C の経時変化と容器の材質についての検討を行った。
	
  容器の材質以外に 14C 濃度が変化する要因を排除するために、試薬から検討用の試料
を調製し、ガラス、PAN 樹脂、PP 樹脂の容器に分取した。PAN 樹脂はガス透過率が低
い容器として販売されているものである。ガラス容器は、容量が 130mL 程度で、グリ
スを塗布した摺合せ栓で密閉しており（ビニールテープで固定）、容器内の上部に数 mL
程度の大気が残っている。PAN 樹脂と PP
樹脂の容器は、容量が 300mL 程度で、内
部に大気が残らないようにして PP 製の
スクリューキャップで密閉して、分析ま
での期間は上下を逆さまにして保管した。
	
  14C 濃度の経時変化は、glass 容器と
PAN 樹脂容器で小さく、PP 樹脂容器で
大きい結果となった。一方で、PP 樹脂容
器の δ13C は大きな変化をしていない。混
入してきた炭素成分との値の差が 14C と
は異なるためと思われる。PP 樹脂容器は
水試料の採取では一般的に用いられるが、
炭素同位体分析用の試料容器には不向き
であることが示された。
Radiocarbon change for groundwater sample during the sample storage in laboratory
*H. A. Takahashi1, M. Minami2, H. Handa1, T. Aramaki3, T. Nakamura2 (1Geological Survey of
Japan, AIST., 2Center for Chronological Research, Nagoya Univ., 3Center for Environmental
Measurement and Analysis, NIES)
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水試料の化学処理法の違いによる 14C 相互比較	
 
○	
 南 雅代 1、高橋 浩 2、荒巻能史 3、半田宙子 2、板木さゆり 3、
中村俊夫 1
（1 名大年代測定セ、2 産業技術総合研、3 国立環境研）

	
  水中の溶存無機炭素（DIC）の放射性炭素（14C）分析のための化学処理法としては、水試料
に SrCl2 試薬等を添加して炭酸塩を生成させた後、酸を添加して CO2 を発生させる方法（沈殿
法）が古くから用いられている。一方、現在は、水試料に酸を注入し、N2 ガス等でバブリン
グすることにより、水試料から CO2 を分離抽出する方法（バブリング法）が広く用いら
れている。この他、水試料を導入する容器のヘッドスペースを利用して CO2 を抽出させ
る方法（ヘッドスペース法）も用いられている。海水試料については、バブリング法を用
いた WOCE 基準と呼ばれる国際標準の処理法が取り決められているが、海水以外の水試料
の 14C 分析法についての取り決めはない。そこで我々は、水試料の化学処理法の違いによ
る 14C 相互比較を行うプログラム（RICE-W: Radiocarbon Intercomparison on Chemical
Experiments, Water series）を立ち上げ、DIC 濃度・塩濃度の異なる水試料（海水、温泉
水、地下水等）を 6 研究機関に配布して 14C 相互比較を開始した。本発表では、これま
でに得られた結果のうち、化学処理法による違い、水銀添加の効果、14C 濃度の経時変
化について報告する。
	
  図 1 に示すように、化学処理法の違いによる 14C 値の違いはほとんど見られなかった。
DIC 回収率はいずれも場合もほぼ 90％以上であった。高い塩濃度の RICE-W03 試料に
沈殿法を用いた時のみ、約 75％と低かったが、14C 値には違いが見られず、この程度の
回収率の低下は 14C 分析には影響がないと考えられる。水銀添加の有無による違いは、
特に RICE-W06（地下水）において
顕著であり、採水から 120 日後、殺
菌無しの水は、殺菌済みの水に比べ、
約 4000 年若い 14C 年代を示した。
この 14C 濃度の増加は、試料中に混
入した微生物によるものと考えら
れ、DIC 濃度が低いために、生物活
動による若い 14C 年代の寄与が顕著
に現れたものと考えられる。この結
果は、δ13C 結果とも矛盾しない。
	
  今後、新たに水試料の種類を増や
し、 14C 相互比較を推進していく予
定である。水試料の 14C 研究を現在
実施中もしくは実施予定の研究機
関で、興味のある方は是非参加をお
図 1	
  水試料の 14C 濃度の経時変化
願いしたい。
Radiocarbon intercomparison of water samples treated by the different chemical preparation methods.
M. Minami1, H. A. Takahashi2, T. Aramaki3, T. Nakamura1, H. Handa2 and S. Itaki3 (1Center
for Chronological Research, Nagoya Univ., 2 Geological Survey of Japan, AIST, 3NIES)
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熊野灘南海トラフにおけるヒ素の分布
○吉西晴香 1、益田晴恵 1、土岐知弘 2、中野孝教 3、申基澈 3
（1 大阪市立大学、2 琉球大学、3 総合地球環境学研究所）

【はじめに】
ヒ素は海成の泥質堆積岩に濃縮することが知られているが、現世の海底堆積物中での
濃縮過程について研究された例はない。本研究では、付加体堆積物の初期続成作用に伴
うヒ素の挙動を探ることを目的として、堆積物および間隙水を分析した。
【試料と方法】
本研究では、統合国際深海採掘計画（IODP）Expedition.338 によって南海トラフ、熊
野海盆沖（C0002、C00021、C0022 の 3 地点）で採取された間隙水と間隙水を絞った残
りの堆積物を用いて分析を行った。ヒ素濃度は ICP-MS で測定した。間隙水は希釈し、
堆積物試料は真空乾燥させ粉末化したものをアルカリ溶融によって溶液化したものを
希釈して、検量線法を用いて定量した。
【結果と考察】
間隙水濃度には深度に伴う増減が見られた。C0002 地点（200−500 mbsf: 海底面から
の深度）では深度が増すに従いヒ素濃度が増加し 400 mbsf 付近で最大値 220 ppb となり、
400 mbsf 以深で緩やかに減少する。C0021 (0-200 mbsf)、C0022 (0-400 mbsf)では 130～180
mbsf で最大値（約 100 ppb）をとり、それ以外の深度では濃度はほぼ一定(<50 ppb)であ
る。一方、堆積物のヒ素濃度はいずれの地点でも 3～15ppm の範囲で、深度による増減
は見られない。堆積物中の最大ヒ素濃度は C0002 地点の 330 mbsf における 13 ppm であ
った。間隙水と堆積物のヒ素濃度には、明白な関係性は認められない。
C0002 地点において、間隙水中のヒ素濃度が最大となる 400 mbsf では，メタンハイド
レート起源の淡水の希釈により、塩化物イオン濃度が最小であった。また、間隙水中の
ヒ素濃度の高い試料中の溶存鉄濃度は低い傾向がある。堆積物中でのヒ素の挙動は鉄に
規制されると考えられることが多い。しかし、本研究で用いた堆積物カラムでは、ヒ素
と鉄含有鉱物は同時に挙動せず、メタンハイドレート中の淡水とともに移動している可
能性が示唆される。

Arsenic distribution in the porewaters and host sediments of Kumano Basin, Nankai Trough
*H.Yoshinishi1, H. Masuda1, T. Toki2, T.Nakano3, Kicheol Shin3
(1Osaka City Univ., 2Univ. Ryukyus, 3Research Institute for Humanity and Nature)
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鹿児島湾奥部姶良カルデラ底から噴出する CO2 のフラッ
クス見積への CH4 酸化の及ぼす影響	
 
	
 
○金銅和菜 1、奥西勇介 1、山本智子 2、山中寿朗 1
（1 岡大理、2 鹿児島大水産）

	
  鹿児島湾湾奥部海底には姶良カルデラと呼ばれる火山性陥没地形が存在する。その東
部海底には現在活動中の火口の一つと考えられている若尊火口が存在し、古くから「た
ぎり」として知られる活発な噴気活動が認められている。この姶良カルデラでの海底噴
気由来ガスのフラックス推定は Horibe et al. (1980)による報告がある。火山ガスモニタリ
ングは火山活動状態の変化を見ることができる有用な方法の一つである。本研究ではマ
グマ起源である CO2 及び有機物の熱分解起源とされるメタンの濃度および昨年採取し
た海水試料中の全炭酸の炭素同位体比を測定し、①過去 6 年間におけるフラックスの推
定②フラックス算出へのメタン酸化由来 CO2 の影響を調査することを目的とした。
	
  鹿児島湾では海水温度が年間で最も低い 3 月に鉛直混合が起こる。反対に、暖かい時
期には成層構造が発達している。若尊火口は姶良カルデラ底より 60m ほど深くなった
水深 200m の凹地地形を成すため、成層構造が発達する時期には停滞水塊が生じる。本
研究では底層水中のこれらガスの増加速度からフラックスを見積った。
	
  見積ったフラックスを表に示す。CO2 フラックスは日本でも有数の活発な火山である
有珠山(120,000t/y)、薩摩硫黄島(29,000t/y)と同等のオーダーである。CH4 フラックスは
2009 年以降大幅に減少しており、この原因として、メタンの生成源である有機物の枯
渇やメタン酸化細菌による消費の可能性などが考えられる。全炭酸の δ13C 値から、噴
気サイト海底直上の δ13C 値は約-10‰であるのに対し、噴気が観測されていないサイト
では-20‰という値をとった。このことから、若尊火口内においてメタン酸化が活発に
起こっていることが考えられる。
	
  噴気サイト海底から海底直上 40m までの間で δ13C 値が最大で約 7‰低下している。
一方で、メタン濃度も上記の深さで 表	
  姶良カルデラの CO フラックスと CH フラックス
2
4
著しく減少しており、最大で約
1200nM の低下が見られた。このこ
とから、拡散による濃度減少の影響
も考えられるが、およそ mM オーダ
ーのメタンがメタン酸化細菌によ
って消費され、CO2 フラックスに寄
与していることが考えられる。
Contribution of methane oxidation into estimation of CO2 flux emitted from Aira Caldera in
Kagoshima Bay, southern Kyusyu, Japan
*K. Kondo1, Y. Okunishi1, T. Yamamoto2, T. Yamanaka1 (1Okayama Univ., 2Kagoshima Univ.)
– 126 –

1P49

プロテノイドミクロスフェアとそれを形成するプロテ
ノイド
香田輝、仲井貴弘、金丸博、鶴山真美、桑原裕典、○三田肇
（福岡工大・生命環境）

緒言：アミノ酸、あるいはその前駆体は、炭素隕石などいろいろな宇宙物質の中から検
出され、様々な前生物的環境を模擬した実験で生成することが報告されている。生命の
誕生のためには、これらのアミノ酸が縮重合してポリアミノ酸が生成し、機能を発現す
ることが次に必要なステップになる。これまでに、ポリアミノ酸の生成については、リ
ンゴ酸モノアンモニウムの加熱熔融(Harada et al., 1959)、熔融尿素中でのアミノ酸の縮
合（Terasaki et al., 2002, Mita at al., 2005）、アスパラギン水溶液の加熱（Kovacs et al., 1953,
Munegumi et al., 1994）をはじめ、様々な研究が報告されている。さらに、機能発現に関
しては、構造形成（Fox et al., 1959; Yanagawa et al., 1988）や触媒活性（Fox et al., 1962;
Nakashima and Fox, 1981）などが論じられているが、まだ研究例はさほど多くない。こ
こでは、リンゴ酸モノアンモニウムの加熱熔融系について、構造形成と構造形成に伴う
分子の選択などについての研究を行った結果について報告する。
実験：標準的に、リンゴ酸モノアンモニウムの粉末を減圧封管中で 180℃で 6 h 加熱す
ることで、加水分解によりアスパラギン酸を生成するポリアミノ酸であるタンパク質様
物質であるプロテノイドを得た。このプロテノイドに水分散させた後、沸騰水中で加温
し、プロテノイドを溶解させた。溶解しないプロテノイドは、速やかにメンブランフィ
ルターで濾別した。飽和溶液を、室温までゆっくり冷却させることで、プロテノイドミ
クロスフェアを得た。このプロテノイドミクロスフェア分散液を、少量とり、メンブレ
ンフィルター上に析出物を集め、走査型電子顕微鏡（SEM）で観察した。また、分散液
を動的光散乱計（DLS）にかけた。
結果：リンゴ酸モノアンモニウムを加熱して得られたプロテノイドを、水に分散・加熱・
冷却して得られた球状構造物であるプロテノイドミクロスフェアを SEM で観察すると、
直径はおおよそ 1 µm 程度であり、ミクロスフェア形成時に共存するイオンを Na+や K+
から、Mg2+に変えると大きなミクロスフェアが形成した。また、金属イオン濃度が高く
なると、粒径がより大きくなることがわかった。ただし、粒径が大きくなるとミクロス
フェアの凝集や沈殿が生じ、均一な分散状態が失われた。このため、DLS でイオン濃度
が高い場合、凝集物を観察することになり、SEM に比べてかなり大きな直径を示しし
た。一方、イオン濃度が低い場合、SEM 観察では乾燥時に構造体が潰れるためか、DLS
に比べてやや大きめの直径を示した。このことは、ミクロスフェア内部は、プロテノイ
ドが詰まった構造をしているのではないことを示唆しているものと考えられる。
Proteinoids synthesis and proteinoid microsphere formation.
Koda, H., Nakai, T., Kanamaru, H., Turuyama, M. Kuwahara, Y., and *Mita, H (Fukuoka Inst.
Technol.)
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陸上蛇紋岩温泉における炭化水素生成メカニズムの解
明：白馬八方温泉の安定同位体比分析	
 
○須田好 1、上野雄一郎 1,2,3、Alexis Gilbert2、山田桂大 4、吉田尚
弘 2,4、丸山茂徳 1,2
（1 東工大地球惑星科学、2 東工大地球生命研究所、3 海洋研究開
発機構、4 東工大化学環境学）

地球上の生命がいつ・どこで・どのように誕生したのかは、地球史上最大の謎の一つで
ある。生命誕生場の有力候補として、蛇紋岩に胚胎する熱水あるいは温泉環境が考えら
れている。この蛇紋岩系の特異な特徴は、蛇紋岩化反応と呼ばれる岩石―水反応によっ
て生成される高濃度の水素ガスと強アルカリ性である。また深海や陸上といった地質環
境の違いによらず炭化水素の存在が報告されており、無機的に生成された可能性が示唆
されている[e.g. Charlou et al., 2001; Etiope et al., 2011]。しかしながらその生成メカニズム
に関しては未だ十分に理解されていない。そこで、陸上の蛇紋岩体中に位置する白馬八
方温泉において継続的かつ系統的な(C, H)安定同位体比解析を行い、炭化水素の生成メ
カニズムを解明することを目的とした。白馬八方温泉は深度 500 m 以上の掘削温泉であ
り、2 本の源泉井戸（1 号井と 3 号井）から直接試料を採取することが可能である。温
泉水は pH=10.5 を超える強アルカリ性であり、高濃度の H2 および CH4 ガスを含む。ま
た CH4, H2, H2O の水素同位体組成は、白馬八方温泉の CH4 が無機的に合成された可能性
を示唆している[Suda et al., 2014]。本研究では微量ガス成分に着目し、2013 年 11 月と
2011 年 1 月に 1 号井と 3 号井の試料採取を行った。ガスクロマトグラフによる濃度分
析の結果、両方の源泉井戸の温泉ガス中に炭素数 5 までの炭化水素が検出された。炭化
水素の濃度比と炭素同位体組成はいずれも海底の蛇紋岩熱水系である Lost City Site と
類似する特徴を示した。さらに 1 号井と 3 号井とでは、直鎖炭化水素の安定炭素同位体
組成に異なるトレンドがみられることが明らかになった。1 号井では炭素数の増加に伴
って δ13C 値が減少するトレンドがあるのに対し、3 号井では δ13C 値が増加するトレン
ドが観測された。また枝分かれをもつブタンの構造異性体が、直鎖ブタンに比べて 5‰
以上 13C に富むことが分かった。炭化水素の構造異性体の解析が、生成メカニズム解明
の鍵になることが期待される。

Production mechanisms of hydrocarbons from continental serpentinite-hosted hot spring: Stable
isotope analyses for Hakuba Happo hot spring
*K. Suda1, Y. Ueno1,2,3, A. Gilbert2, K. Yamada4, N. Yoshida2,4, and S. Maruyama1,2 (1Dept.
EPS, Tokyo Tech., 2ELSI, Tokyo Tech., 3JAMSTEC, 4Dept. ECE, Tokyo Tech.)
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35 億年前の南アフリカ・バーバートン緑色岩帯における
高解像度四種硫黄同位体比分析
○三島郁 1、上野雄一郎 1、Maarten de Wit2、Harald Furnes3、齋藤
拓也 1、
（1 東京工業大学、2 ネルソンマンデラメトロポリタン大学、3 ベ
ルゲン大学）

地球大気の化学組成は 46 億年の固体地球と生命活動の変化の結果、劇的に変化して
きたと予想される。Farquhar et al. (2000)は 24.5 億年前以前の堆積岩から硫黄の質量に依
存しない同位体分別（S-MIF）を発見したことにより、現在とは異なる硫黄循環と還元
的大気を主張した。さらに近年 4 種（32S, 33S, 34S, 36S）の硫黄同位体比を高精度で分
析することにより D36S/D33S 比に関する議論が可能になった。D36S/D33S 比は室内光
化学実験などにより大気化学組成の変動によって変わる事が報告されている。また微生
物活動による分別や、後の変成イベントによる分別は質量に依存する分別であるためこ
の傾きを変化させることは考えにくい。つまり太古代の堆積物の D36S/D33S 比は大気
組成変動の強力なトレーサーである。従来の研究では大気酸素濃度に焦点が当てられ、
酸素発生型光合成生物の繁栄(27～22 億年前)や 2 度の氷河期(29 億年前、24 億年前)が起
こる後期太古代を対象とし S-MIF の研究が活発に行われてきたが、30 億年以前で
D33S-D36S の変動を報告した例は少ない。太古代の初期における D36S/D33S 比を决定
することにより、後期太古代の変動と対比することは極めて重要である。
本研究では約 35 億年前の堆積岩類・火山岩類が露出する、南アフリカ・バーバート
ン緑色岩帯を研究対象地域とし、そのドリルコア試料を用いて全岩 4 種硫黄同位体分析
を行った。予察的な露頭試料の分析により D36S/D33S 比が一つのチャート層内で変化
する事が分かった（D36S/D33S=-0.6~-1.0）。この連続的な変化は当時の大気組成変動を
意味していると考えられる。またこの D36S/D33S 比は後期太古代（D36S/D33S=-0.9~-1.5）
と比べて明らかに低い。この差は大気酸化還元状態を反映している可能性がある。この
地域のコア試料を用いた高分解能高精度の 4 種硫黄同位体比測定は太古代表層環境の
硫黄の非質量依存同位体分別と硫黄循環に対して新たな見解を与えるだろう。

Multiple sulfur isotope study in the Barberton Greenstone Belt, South Africa
* K. Mishima1*, Y. Ueno1, M. de Wit2, H. Furnes3, T. Saitou1 (1Tokyo Institute of Technology,
Japan2 Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa3 University of Bergen, Norway)

– 129 –

1P52

南アフリカ・バーバトン地域ムーディーズ層群中の縞状
鉄鉱層中におけるクロム濃集の空間的広がり
○石川宏 1、大竹翼 1、川井洋二 2、佐藤努 1、掛川武 2
（1 北海道大学大学院工学研究院 環境循環システム部門、2 東北大
学大学院理学研究科 地学専攻）

地球表層の酸化は酸素発生型光合成細菌の出現が原因であると考えられているが、その
進化時期と初期地球表層環境の変遷については明らかになっていない。主に先カンブリア
時代に産出する鉄に富む化学堆積岩である縞状鉄鉱層の微量元素や同位体組成は、形成当
時の海洋溶存成分を反映していると考えられ、初期地球表層環境の推定に用いられてきた。
特にクロムは酸化的環境下において高い溶解度を持つことから、縞状鉄鉱層中のクロム含
有量や同位体比を用いた研究が行われている[1]が，太古代において様々な堆積環境で形成
された縞状鉄鉱層について行われた例は少ない。本研究の目的は，南アフリカ・バーバト
ン地域において主に浅海性堆積岩から構成されるムーディーズ層群中の約 32 億年前に形
成した縞状鉄鉱層中で発見されたクロム濃集[2]の空間的広がりを明らかにすることであ
る。そのため、バーバトンから南西に 10km ほどに位置する、先行研究においてクロム濃
集がみられた Moodise Hills (MH)および北東に 10km ほどに位置する Eureka syncline にある
Gate of Paradise (GP)において調査を行った。
GP で調査を行った露頭は鍵層である２つの礫質珪岩に挟まれており，MH においてクロ
ム濃集がみられた縞状鉄鉱層と同時代に堆積したものであると考えられ、この露頭におい
て縞状鉄鉱層を確認し、試料を採集した。顕微鏡観察から，微細な石英と赤鉄鉱からなる
赤色層と 50μm ほどの比較的粒形の大きな磁鉄鉱から構成され，砕屑性粒子を含むことが
あるものの典型的な酸化物型の縞状鉄鉱層であることが明らかになった。含 Cr 鉱物として
はクロム鉄鉱が確認され，上下のシルト質砂岩、縞状鉄鉱層中ともに認められた。WD-XRF
による全岩組成分析の結果，GP の縞状鉄鉱層は，MH のような高い Cr/Ti 比は示さず、ク
ロム濃集は確認できなかった。この理由として、GP の縞状鉄鉱層は MH よりも深い場で
堆積し、酸化的環境は特に浅海域に限られていた可能性がある。しかしながら、本研究で
は一部試料に関して、Ti が検出限界以下であったため、試料を全溶解後、ICP-AES により
Ti 濃度を測定することで、再検討する必要がある。
[1] Crowe et al. (2013) Atmospheric oxygenation three years ago. Nature, 501, 535-539.
[2] Otake et al. (2013) Chromium enrichment in sedimentary rocks deposited in shallow water in the
3.2 Ga Moodies Group, South Africa, Mineralogical Magazine, 77, 1901.
Spatial distributions of chromium enrichment in ~3.2 Ga Banded Iron Formations, Barberton
Greenstone Belt, South Africa
*K. Ishikawa1, T. Otake1, S. Kawai2, T. Sato1, T. Kakegawa2 (1Division of Sustainable Resource
Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, 2Department of Earth Science,
Graduate School of Science, Tohoku University)
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玄武岩とコマチアイトの四種硫黄同位体比から制約す
る太古代海底下の微生物硫酸還元活動
○青山慎之介 1、上野雄一郎 1, 2, 3
（1 東京工業大学、２地球生命研究所）

微生物硫酸還元は地球史を通じて普遍的に行われてきた微生物代謝方法の１つであ
る[Canfield, 1998]。現世の海底下での微生物硫酸還元の存在はよく知られている[e.g.
Kallmeyer et al., 2012]。近年、現世の微生物硫酸還元活動が海底下の静的な環境だけで
なく熱水場でも、活発に行われていることが明らかになった[Aoyama et al., 2014]。一方、
最も古い微生物硫酸還元活動の記録は 35 億年前まで遡る[Ueno et al., 2008; Shen et
al.,2009]。地質学的に当時の熱水場であったと解釈される西オーストラリア・ドレッサ
ー累層の barite–pyrite 間の四種硫黄同位体比の分別は、培養実験から得られる硫酸還元
菌に特有のそれと良く一致することから、これを当時の硫酸還元菌の証拠としている。
これらドレッサー累層での報告も含め、一般に太古代で観測される sulfate-sulfide 間の硫
黄同位体分別は最大でも 20‰程度であり、現世で観測される分別と比較して小さいこ
とから太古代の海水硫酸濃度が 200 µM 程度と推定されている[Habicht et al., 2002]。
ところが、太古代海洋地殻を形成した玄武岩及びコマチアイトは大きな分別を示す可
能性がある。玄武岩とコマチアイトは熱水変質により硫酸還元菌の基質となる水素を多
量に供給することが可能である[Yoshizaki et al., 2009]ため、 当時の活発な微生物活動を
反映した大きな硫黄同位体分別を観測できるかもしれない。さらに、微生物活動の深度
とアクティビティを制約することは、太古代当時の地下生物圏の下限深度を決めること
に他ならない。本研究では西オーストラリア・ノースポール地域に産出する玄武岩 6 試
料、コマチアイト 2 試料の計 8 試料から硫化鉱物の硫黄を抽出し、四種硫黄同位体比を
測定した。玄武岩のδ34S は–17.9‰ – 0‰, Δ33S は–0.13‰ – –0.02‰, Δ36S は–0.9 – –0.1‰、
コマチアイトのδ34S は–22.3‰ – –6.3‰, Δ33S は–0.10‰ – –0.08‰, Δ36S は–0.53 – –0.01‰
のバリエーションを示した。これらの観測結果を定量的に解析するためバッチ反応モデ
ルを構築し解析した結果、ドレッサー累層の barite から推定されている海水硫酸硫黄同
位体組成 からは観測結果を説明できないこと、及び初生的な火成岩の硫化鉱物濃度を
100 ppm とすると、δ34S が–20‰程度の硫化鉱物を説明するためには 60‰以上の大きな
分別係数が必要であることがわかった。これらの結果は太古代海洋において初生的な硫
化鉱物と硫酸濃度のマスバランスが見かけの同位体分別を支配していたことを示唆し
ている。
Microbial sulfate reduction below seafloor in the Archean constrained by quadruple sulfur
isotopes of 3.5 Ga basalt and komatiite in the North Pole area, Pilbara craton, Western Australia
*S. Aoyama1, Y. Ueno1, 2 (1Titech Dept. EPS, 2ELSI)
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