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ACE 衛星による太陽大気中の C18 O/CO スペクトルの
観測

○山田明憲 1,2 、佐川英夫 3 、K. Walker4 、P. Bernath5 、C. Boone6 、
小嶋稔 1 、笠井康子 2
（1 東京大、2 情報通信研究機構、3 京都産業大、4 U. Toronto、5 ODU、
6
U. Waterloo）
酸素同位体は、太陽系の初期進化を探る重要なトレーサーである。酸素同位体比は化学
的・物理的反応過程において、質量に依存して、または質量には依存せずに変動する。質
量に依存しない同位体比の変動は同位体比異常と呼ばれ、隕石中の物質の酸素同位体比
異常（∆17 O）は −25h から 90h に及ぶ [4]。しかし、初期太陽系の酸素同位体比は不明
のため、この酸素同位体比異常の起源は未解明である。太陽大気中の酸素同位体比は原始
太陽系星雲生成時の酸素同位体比を保存している可能性が指摘されている。本研究では、
ACE 衛星の sun rise occultation（sr10063, 2007 年 2 月 2 日）から 13 本の赤外スペクトル
を用いて、太陽大気中の酸素同位体比を求める。過去の観測では、太陽の酸素同位体比は
ATMOS スペクトルを用いた観測により、δ 18O = 18 ± 67h [3]、δ 18O = −24 ± 44h [1]
と報告されているが、これらの値にはばらつきがあり、太陽大気中の酸素同位体比を精確
に求めることは重要である。
一次元放射伝達式を解いて得られた計算スペクトルが ACE による観測スペクトルに
フィットするように最小二乗法で太陽大気中の酸素存在度と炭素存在度を求める。太陽大
気の一次元放射伝達式を解いた。

dI = −κρI ds + κρB(T ) ds,

(1)

I は光の強度、κ は吸収係数 [cm2 ]、ρ は密度 [cm−3 ]、 ds は光路長 [cm]、B(T ) は温度
T の黒体輻射。吸収係数 κ は、H と H– 、He、電子による連続吸収と CO 分子による線吸
収の和である。CO 分子は局所熱平衡（LTE）と瞬間的な化学平衡（ICE）を仮定する。
CO 分子の吸収係数（κ(CO)）は吸収強度 S と CO 分子の吸収線形 Φ の積として計算する
κ(CO) = S(ν0 ) × Φ(ν − ν0 )。CO 分子の吸収線形はガウス関数を仮定する。
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ν は周波数 [cm−1 ]、ν0 は吸収線の中心周波数、ξ はマイクロタービュレンス。温度と ξ
は、それぞれ 13C16 O と 12C16 O の吸収線から求めるフィッティングパラメータである。
一次元放射伝達モデルは 1%未満の精度で ACE 衛星の赤外スペクトルを説明できる。ス
ペクトルのフィッティングにより、ξ = 1.15 km/s、太陽大気の最低温度は Tmin = 4030 ±10
K と求まった。ξ は従来の研究と同程度であり、Tmin は三次元放射伝達式を解いた従来の
研究（∼ 4000 K [3]）と矛盾はない。δ 18O は現状では使ったスペクトルが少ないので SNR
が低く、誤差が ±100h である。今後、δ 18O の精度を上げるためにスペクトル数を 1000
程度の積算が必要である。
[1] T. R. Ayres et al., ApJ, 765(1):46, 2013. [2] K. D. McKeegan et al., Science,
332(6037):1528–1532, 2011. [3] P. C. Scott et al., Astron. Astrophys, 456(2):675–688, 2006.
[4] H. Yurimoto et al., Rev. Min. Geochem., 68(1):141–186, 2008.

An estimation of oxygen isotopic ratio on sun derived from ACE/FTS spectra
∗
A. Yamada1,2 , H. Sagawa3 , K. Walker4 , P. Bernath5 , C. Boone6 , M. Ozima1 , Y. Kasai2
(1 U. Tokyo, 2 NICT, 3 Kyoto Sangyo U., 4 U. Toronto, 5 ODU, 6 U. Waterloo)
– 179 –

3A02

星間塵表面反応で生成する水の水素同位体組成
○大場 康弘，渡部
（北大低温研）

直樹，香内
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これまでに 170 種以上発見されている星間分子の中には，その重水素置換体の存在度
が地球の海水（D/HSMOW～1.5×10-4）や全宇宙の平均重水素存在度（D/H～1.5×10-5）に
比べて著しく高いものが発見されている。たとえば，低質量原始星 IRAS16293 では，
ホルムアルデヒドの重水素置換体の存在度 HDCO/H2CO は～0.14 [1]，水の重水素置換体
の存在度 HDO/H2O は～0.05 であり [2]，D/HSMOW と比べて二から三桁ほど高い。この
ような星間分子の重水素濃集は，気相でのイオン‐分子反応のみでは説明することがで
きない。そこで極低温星間塵表面（～10 K）での反応が不可欠だと考えられてきたが，
最近の我々の研究によってそれが証明された [3]。
星間塵表面反応における星間分子の重水素濃集は，分子生成時および分子生成後にお
こりうる。たとえば，水分子は星間塵表面で以下の 3 種の反応経路：
O + H → OH, OH + H → H2O
(1)
O + H → OH, OH + H2 → H2O + H (2)
O2 + H → HO2, HO2 + H → H2O2, H2O2 + H → H2O + OH
(3)
でおもに生成する。そのため，反応物のいずれか（OH や H など）に重水素置換体（OD
や D など）が関与する場合，水の重水素置換体 HDO や D2O が生成される。経路（1）
の反応はいずれも活性化障壁がないので，生成する水の重水素存在度は，塵表面への D
原子/H 原子のフラックスの比でおおよそ統計的に決まる。一方，経路（2）と（3）に
よる水生成反応（それぞれ OH + H2 →H2O + H，H2O2 + H → H2O + OH）には大きな活
性化障壁（～2000 K）が存在する。そのため極低温の星間塵表面では熱的におこりえず，
水生成は量子力学的なトンネル反応で進行すると考えられる。トンネル反応で生成する
水の同位体組成を議論する場合，反応の同位体効果を加味する必要がある。
一方，水分子は 10 K という極低温では非常に反応性が低いため，分子生成後の重水
素濃集は無視できる [4]。以上のことから，極低温の星間塵表面では，水分子の重水素
濃集は分子生成時に限定されることがわかる。
本講演では，極低温星間塵表面における経路(1)－(3)による水分子生成に関する実験
結果をもとに，星間分子雲における水分子の重水素濃集について詳細に議論する。
References: [1] van Dishoeck et al. (1995) Astrophys. J., 447, 760，[2] Coutens et al. (2012)
Astron. Astrophys., 539, A132, [3] Uras-Aytemiz et al. (2001) J. Chem. Phys., 115, 9835. [4]
Watanabe & Kouchi (2008) Prog. Surf. Sci., 83, 439.
Hydrogen isotopic composition of water formed by grain-surface reactions in molecular clouds.
*Y. Oba, N. Watanabe, and A. Kouchi (Inst. Low Temp. Sci., Hokkaido Univ.)

– 180 –

3A03

Magnesium and chromium isotope systematics of Allende
CAIs.
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[Introduction] Magnesium and chromium isotope systematics have shown to be powerful tools
in unraveling the chronology of early solar system materials such as CAIs and chondrules.
Advances in analytical techniques using modern MC-ICPMS and TIMS now allow for
determination of Mg and Cr isotope ratios from fragments of single CAI’s and chondrules with
high precision. Here we report combined high-precision Mg and Cr isotope data of five CAIs
from the Allende (CV3) carbonaceous chondrite.
[Samples and analyses] All CAIs were obtained from the University of Alberta meteorite
collection. The shape of the CAIs ranged from spherical (A25-1, A63, A194) to irregular (A123
and A42). The weight of spherical CAIs ranged from 0.66 to 1.08 grams. Coarsely crushed
fragments and mineral separates weighing sub- to few mg from each CAI were used for Mg
isotope work. For spherical CAIs, additional ~50mg fragments were pulverized for Cr isotope
analysis. All isotope ratio measurements were performed at UC Davis.
[Results and discussion] Figure 1 shows the internal 26Al-26Mg isochron of the “single” CAI
A25-1. The δMg* shows strong correlation with the
1.5
Al/Mg ratio, defining a line with a slope that translates
to 26Al/27Al = (5.16 ± 0.11) x 10-5. The 26Al/27Al of
1.3
other CAIs in this study ranged from (5.15± 0.08) to
(5.02 ± 0.12) x 10-5. These values are in excellent
1.0
agreement with the value reported in Jacobsen et al.
0.8
2008 (EPSL, 272, 353), reinforcing the “canonical”
value of ~5.2 x 10-5. The Cr from these CAIs shows
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anomalies in both ε53Cr and ε54Cr, with ε53Cr
27
24
55
52
Al/ Mg
correlating with
Mn/ Cr. Further chronological
implications, as well as the petrological properties, of Fig. 1. Al-Mg systematics of CAI A25-1
the CAIs will be discussed.
Magnesium and chromium isotope systematics of Allende CAIs.
*Katsuyuki Yamashita1, Josh Wimpenny2, Matthew Sanborn2, Qing-zhu Yin2, Seiji Maruyama3（1 Graduate School
of Natural Science & Technology, Okayama University, 2 Department of Earth and Planetary Sciences, University
of California, Davis, 3Kyoto Fission-Track CO., Ltd.）
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超高精度同位体分析によるコンドライト隕石全岩の Nd
同位体比測定	
 
○	
 深井稜汰 1、横山哲也 1、高橋宏和 1
（1 東工大地惑）

コンドライト隕石の全岩試料に観察される重元素同位体異常（地球試料に対する同位
体比のずれ）は、様々な元素（Cr, Sr, Mo など）に対して報告されている[eg. 1-2]。これ
らの結果は、初期太陽系星雲での同位体不均質性を示唆している。その原因として SiC
やダイヤモンドといったプレソーラー粒子が太陽系内で不均質分布していた可能性が
指摘されているが、具体的にどのようなプロセスによって不均質分布が形成されたのか、
その詳細については未だ不明な点が多い。Nd は、近年飛躍的に分析精度が向上した次
世代 TIMS によって、同位体異常の研究が盛んである元素のひとつである。特に著名な
のは、コンドライト隕石の 142Nd/144Nd 比が地球試料より 20ppm 低い値を持つという報
告である[3]。この原因は地球の初期分化に伴う Sm/Nd の分別であるとされているが、
その真偽は明らかではない。一方、安定同位体である 148Nd、150Nd にも同位体異常が報
告されている[4]。母天体の異なるコンドライトごとに同位体異常の大きさが異なること
から、母天体形成時にとりこんだプレソーラー粒子の種類・量に違いがあったと考えら
れている。しかしこの結果は、隕石試料の分解時に耐酸性であるプレソーラー粒子を完
全溶解できずに得た、誤ったものである可能性も否定できない。
本研究では隕石全岩の完全分解法と超高精度 Nd 同位体分析を組み合わせることで、
隕石中の Nd 同位体異常をより詳細に議論する。予察的な実験として、Murchison
（CM2）
・Chargach（H5）
・Saratov（L4）
・NWA4814（R）を高圧分解システム（Digestec
DAB-2）を用いて酸（HF/HNO3/H2SO4）で完全分解し、Nd 同位体比を測定した。その
結果、142Nd/144Nd 比は地球試料から 23 3ppm 低い値を持っていたのに対し、148Nd/144Nd
比や 150Nd/144Nd 比には地球試料との有意な差は見られなかった。この結果は、原始太陽
系星雲で Nd 同位体は均質分布しており、地球の初期分化によって Sm/Nd の違いが生ま
れた可能性を示唆している。現在、より高精度の Nd 同位体測定を実現するため、検出
器の経年劣化を補正可能なダイナミック・マルチコレクション法の開発を行っている。
標準試料（JNdi-1）を繰り返し測定したところ、142Nd/144Nd : ±6 ppm、148Nd/144Nd : ±5 ppm、
150
Nd/144Nd : ±18 ppm という繰り返し再現性が得られた。今後、さらなる精度向上を実
現させ、母天体環境や変成度の違った、より多くの隕石を測定することで、詳細な議論
を行っていく予定である。
References: [1] Moynier et al. (2012) ApJ 758, 45. [2] Burkhardt et al. (2011) EPSL 312, 390.
[3] Boyet and Carlson (2005) Science 309, 576. [4] Carlson et al. (2007) Science 316, 1175.
High precision Nd isotope measurements for bulk chondrites
*R. Fukai1, T. Yokoyama1, H.Takahashi1 (1Dept. of Earth & Planet. Sci., Tokyo Tech)
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惑星物質のカルシウム同位体組成
○三澤啓司 1、横山立憲 2、米田成一 2
（1 国立極地研究所、2 国立科学博物館）

難揮発性親石元素に分類される Ca は、6 つの安定同位体をもち (m = 40, 42, 43, 44, 46,
48)、その相対質量差 (Δm/m) は 20%に達する。近年、新世代のマルチコレクター質量
分析計を用いることにより、Ca 同位体の高精度分析が可能となっている。40Ca (存在度
96.98%) には 40K の β–壊変の寄与があり、著しく K に富んだ物質では K–Ca 同位体系の
適用が可能である [1-3]。アルカリに乏しい始原的な物質が太陽系初期の Ca 同位体組成
を反映していると仮定すれば、Sr 同位体と同様にして (たとえば BABI [4])、Ca 初生同
位体組成から起源物質の K/Ca 進化を議論することができるはずである。地球マントル
の K/Ca 比 (~0.01) が小さいことから、初生比として 40Ca/44Ca = 47.1487 (≡ Earth’s mantle)
が提唱されている [5,6]。この値を隕石に適用できるか、検証が必要である。太陽系初
期に形成されたコンドライトやアルカリに乏しいエコンドライト (アングライトやユ
ークライト) 全岩試料の Ca 同位体データは限られている [7–9]。これまでに分析した
Ca 標準試料 NIST SRM 915a の再現性は ± 0.99 ε-units (2σ error, n = 24) である (Fig. 1.の
破線)。普通コンドライト (Leedey, Peace River, Shaw, Zhaodong) と D’Orbigny アングラ
イト全岩試料では、ε40Ca 値に差が認められるようにもみえる。しかし、現時点では SRM
915a の再現性 (± 1 ε-units) を超えるものではない。さらに高精度なデータ (< ±0.5

Refs. [1] Shih C.-Y. et al. (1993) GCA 57, 4827–4841. [2] Shih
C.-Y. et al. (1994) GCA 58, 3101–3116. [3] Yokoyama
Tatsunori et al. (2013)LPSC 44, #1972. [4] Papanastassiou D.A.
& Wasserburg G.J. (1969) EPSL 5, 361–376. [5] Russell W.A.
et al. (1978) GCA 42, 1075–1090. [6] Marshall B.D. &
DePaolo D.J. (1982) GCA 46, 2537–2545. [7] Simon J.I. et al.
(2009) ApJ 702, 707–715. [8] Caro et al. (2010) EPSL 296,
124–132. [9] Chen H.-W. et al. (2011) ApJL 743, L23. [10]
DePaolo D.J. (2004) Rev. Min. Geochem. 55, 255–288.
Calcium isotopic composition of planetary materials
*

40

Ca = [(40Ca/44Ca)sample/(40Ca/44Ca)std - 1] x 10 4
47.1644

ε-units) の取得が望まれる。
相対質量差が大きいことに起因する天然の
Ca 同位体質量分別は、惑星物質についても大規 15
模な地球化学サイクルのトレーサーとなり得る
(δ44Ca = [(44Ca/40Ca)sample/(44Ca/40Ca)std – 1] x 103)
10
42
43
[10]。これらを検出するために、 Ca- Ca ダブ
ルスパイクを用いた同位体分析を検討している。 5
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Figure 1. 40Ca/44Ca results, normalized to
42
Ca/44Ca = 0.31221 [5], for five chondrites
and an angrite. The solid line is the average
value for SRM 915a (40Ca/44Ca = 47.1644).
Dotted lines are 2σp values.

K. Misawa1, Tatsunori Yokoyama2 and S. Yoneda2 (1Natl. Inst. Polar Res., 2Natl. Mus. Nat. Sci.)
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月最表層物質中にみられるバリウム同位体変動
○日高

洋 1、米田成一 2
（1 広島大院理、2 国立科博）

月表層物質は銀河宇宙線照射の影響を受け，その物質内に核破砕や中性子捕獲などの
核反応生成物が蓄積した結果，いくつかの元素の同位体組成においては検出可能なほど
の変動が認められる。演者らは，以前に，銀河宇宙線照射がもたらす中性子捕獲反応
149
Sm(n,)150Sm, 157Gd(n,)158Gd による Sm および Gd の同位体組成変動を用いて月表層レ
ゴリス試料のキャラクタゼーションを行い，その堆積環境等に関する考察をおこなった
（Hidaka et al., 2000; Hidaka and Yoneda, 2007）。本研究では，NASA のアポロミッショ
ンによって持ち帰られた月レゴリス試料のうち，月面から 5 mm 以内の深さから回収さ
れた５種の最表層試料 78481, 10084, 12001, 14259, 15001 を用い，銀河宇宙線以外に太陽
風の照射がもたらす核反応に伴う同位体変動の検出を試みた。
各試料約 50～60 mg を分取し，0.5 mM HNO3 と 0.002 mM HF の混酸，2 M HCl，王水
を用いて段階溶出し，最後に残さを完全に酸分解することにより，各試料から計４つの
フラクション（順に L1～L4）を得た。なお，本化学操作における最初のフラクション
（L1）にははケイ酸塩微粒子の最表面から約 1 m 厚の部分が選択的に溶出されている
（Nishiizumi and Caffee, 2001）と考えられる。上記によって得られた各フラクションを
二分し、その大部分は所定のイオン交換法を用いて Sr, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Gd を化学分
離後，表面電離型質量分析計（Triton-Plus）による高精度同位体比測定に用い，残りは
ICP 質量分析計（Agilent 7500cx）による Rb, Sr, Cs, Ba, REE の元素濃度測定に用いた。
現在，Ba と Sm のみ全５試料全４フラクションについて同位体測定を終了しており，
ここではこの２元素のデータからの考察について記す。各試料の L1 フラクションにお
ける Ba 同位体比は軽い同位体（130Ba=+11.4～+21.4，132Ba=+13.4～+28.3），および重い
同位体（137Ba=+0.16～+4.9，132Ba=+1.5～+6.0）に顕著な過剰が確認された。Ba に見ら
れるこれらの同位体過剰は溶出する酸の強度が増すにつれてその変動幅が小さくなる
傾向が見られた。より重い同位体，つまり中性子過剰核 137Ba, 138Ba における同位体過剰
は中性子バーストなどの高中性子密度雰囲気下におかれた物質においてしばしば報告
されている。一方，軽い同位体，つまり陽子過剰核 130Ba, 132Ba の顕著な同位体過剰につ
いてはこれまで報告例はない。現在，その他の元素（Sr, La, Ce, Nd, Gd）についても同
位体測定を行っている。ちなみに同一試料の同一フラクションから得られた Sm 同位体
組成変動より見積もられる中性子フルエンスは(3.8～8.1)×1016 n cm-2 であり，これは約
5 億年間の銀河宇宙線照射による中性子捕獲効果の蓄積を反映しているアポロ 15 号レ
ゴリスコア試料に相当するレベルである。
Barium isotopic variations observed in lunar surficial soils
*H. Hidaka1 and S. Yoneda2 (1Hiroshima Univ., 2National Museum of Nature and Sci.)
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r 核種中性子星合体起源説を示唆する銀河の化学進化	
 
○辻本拓司 1、茂山俊和 2
（1 国立天文台、2 東京大学ビッグバン宇宙国際研究センター）

r 核種の起源は未だベールに包まれている。これは長年にわたる宇宙物理学上の課題
というだけではなく、太陽系の隕石に見られる重元素同位体異常の起源を断定する上で
も重要な意味を持つものであり、地球化学への深い接点を持つテーマと言える。r 核種
の起源としては、中性子の密度が極端に高い状況であることが要求され、それを実現で
きるサイトしては主に２つに限られている。一つは大質量星の中心核が最後に収縮して
中性子星になるときに起こす大爆発である超新星であり、もう一つの候補が中性子星同
士からなる連星の合体の際にできるとするものである。近年まで中性子星合体説では銀
河系における r 核種の化学進化と矛盾するという指摘から、超新星起源説が圧倒的な支
持を得ていた。ところが、ここ１、２年で流れは大きく変わることになる。これは 2013
年に中性子星合体が起源とされる短時間ガンマ線バーストと呼ばれる現象において、そ
の際に合成された r 核種が起因と考えられる近赤外波長域での増光が発見されたことに
端を発する。さらに、最新の数値計算からは、超新星では爆発の際に大量に発生するニ
ュートリノが中性子の多くを陽子に変えてしまうため、r 核種を作り出すのに十分な中
性子が存在する環境は実現できないことが明らかになってきたのである。
このような状況の中、本講演では銀河の化学進化そのものが、r 核種の中性子星合体
説を支持することを報告する。銀河系の周りには多くの矮小銀河が存在するが、その質
量は太陽の 10 万倍程度と極めて小さい。このような銀河では、中性子星合体が極めて
稀な現象であることから、もし r 核種の起源がその現象に起因するのであれば、それら
の銀河では r 核種の増加が全く見えないことが予言される。そこで、我々は Eu の元素
量の変化を複数の近傍矮小銀河について時間の関数として評価してみたところ、矮小銀
河の中でも質量の小さい銀河には Eu の増加は全く見られないことを明らかにした。さ
らに、問題とされていた銀河系における r 核種の化学進化を矛盾なく再現できることを
示す。ここで要となるのは、中性子星合体から飛び出す r 核種の星間ガス中の伝搬過程
である。過去の研究においては、超新星からの鉄と同様な伝搬をすると仮定されていた
が、実際は光速の 10%から 30%という超新星よりはるかに速いスピードを持って放出さ
れるため、非常に広範囲なガスの中を擾乱磁場に沿いながら、超新星からの鉄のおよそ
1000 倍もの距離をジグザク運動しながら伝搬していくのである。その詳細を報告する。
Chemical evolution of galaxies suggests the origin of r-process nuclides is a neutron star merger.
*T. Tsujimoto1, and T. Shigeyama2 (1National Astronomical Observatory of Japan, 2Research
Center for the Early Universe, Univ. of Tokyo)
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3A08

太陽系内の熱プロセスと隕石の重元素同位体異常
○横山哲也 1、深海雄介 1、永井友一朗 1、中本泰史 1
（1 東京工業大学地球惑星科学専攻）

太陽系の形成はガスとダストからなる分子雲の一部が重力収縮し、原始太陽と原始太
陽系星雲を作ることにより始まった。地球型惑星の原材料であるダストは超新星や巨星
など様々な星環境に由来し、それぞれ大きく異なる同位体組成を持つ。従来、分子雲や
円盤内においてダストは均質化を受け、その結果、原始太陽系星雲は元素毎に一定の同
位体組成を持つと考えられてきた。しかし近年、隕石に様々な重元素同位体異常が発見
され（Cr, Sr, Mo, Ru, Nd, Sm, Ba など）、初期太陽系は同位体的に不均質であったことが
明らかとなった。一方、そのような同位体異常を示さない元素も存在する（Te, Hf, Os
など）。このことは原始太陽系星雲内において均質化された元素とされない元素が存在
することを示唆するが、その具体的メカニズムについては未だ不明である。
我々はこれまでに報告されている隕石全岩と酸処理液の重元素同位体異常に関する
データをコンパイルし、それを元に初期太陽系の同位体不均質について検討した。異な
る元素の同位体異常の程度を定量化するため、太陽系平均組成と比べそれぞれの隕石に
s 核種がどれだけ富んでいるかを表すファクター（s-process enrichment factor）を導入し
た。その結果、重元素の同位体異常は元素の凝縮温度（T50）に応じた次の 3 グループ
に分類できることが分かった。
1：隕石全岩および酸処理液の双方に同位体異常が存在（1300 K < T50 <1600 K）
2：隕石全岩に同位体異常がなく、酸処理液に同位体異常が存在（T50 >1600 K）
3：隕石全岩および酸処理液の双方に同位体異常がない（T50 <1300 K）
グループ 1 は Mo, Cr, Sr, Ru, Sm, Nd, Ba など、宇宙化学的には難揮発性に分類される元
素群である。グループ 2 は Hf, Os など、グループ 1 より更に難揮発性の元素である。一
方、グループ 3 は Te や Cd など、中程度の揮発性を持つ元素群である。このように隕石
に観察される同位体異常は元素の揮発性と強い関係を持つ。我々は、太陽系内の熱プロ
セスによりダストの一部が選択的に破壊される際、グループ 1 の元素は固相と気相の双
方に分配され、その後の固相―気相分離により同位体異常が形成されたと考えている。
このとき、グループ 2 の元素は主として固相に、グループ 3 の元素は気相に分配される
ため、同位体異常を引き起こせない。熱プロセスを被った物質は移流拡散により太陽系
内に再分配され、最終的な同位体分布が作られたのだろう。
Thermal processing in the early solar system and isotope anomalies in meteorites.
*T. Yokoyama1, Y. Fukami1, Y. Nagai1, and T. Nakamoto1 (1Department of Earth and Planetary
Sciences, Tokyo Institute of Technology)
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3A09

Allende 隕石の耐酸性残渣中のテルル同位体異常	
 
○深海雄介 1、横山哲也 1、奥井航 1
（1 東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻）

	
  始原的コンドライト中に見られる元素合成過程由来の同位体異常は、太陽系を形成し
た原材料物質の起源を知る上で重要である。テルルは 8 つの安定同位体を持ち、それぞ
れが p、s、r 過程の異なる元素合成過程由来であるため、同位体異常の検出に適した元
素の一つである。本研究では、Reisberg et al. (2009)の方法に基づいた段階的酸処理を
Allende、Murchison、Tagish Lake の 3 つの炭素質コンドライトに対して行い、得られた
酸処理液中のテルル同位体分析を TIMS により行い、同位体異常の検出を試みた。
	
  Allende の耐酸性残渣を除き、Allende、Murchison、Tagish Lake の酸処理液中のテルル
同位体組成はテルル標準試薬の同位体組成と誤差の範囲内で一致した。Allende、
Murchison については、報告されている類似の実験と同様の結果が得られた。Allende、
Murchison に比べプレソーラー粒子存在度の高い Tagish Lake についてもテルル同位体異
常は見られず、これらの酸処理液の結果はプレソーラー粒子が保持していた元素合成由
来のテルル同位体異常がコンドライト母天体形成以前のネビュラプロセスによって消
失したことを示唆している。
	
  一方で、Allende の耐酸性残渣のテルル同位体組成には、130Te/128Te 比に負の同位体異
常が見られた。これまでに報告されているテルル同位体異常や元素合成モデルの予測に
よる同位体組成との比較を行った結果、本研究で測定された Allende 耐酸性残渣中のテ
ルル同位体異常は、Maas et al.(2001)で計算された II 型超新星爆発由来のテルル同位体組
成由来の異常で説明できる可能性が最も高い。しかし、Richter et al. (1998)で報告されて
いる Allende 中のナノダイヤモンド由来のテルル同位体異常との混合によって説明でき
る可能性もあり、本研究で測定された Allende 耐酸性残渣中のテルル同位体異常の原因
を明確にするためにはより高精度の同位体分析が必要である。

Tellurium Isotope Anomaly in Acid Resistant Fraction of Allende Meteorite.
*Y. Fukami1, T. Yokoyama1, W. Okui1 (1Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo
Institute of Technology)
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3A10

アエンデコンドコンリュール及びマトリックスのスト
ロンチウム安定同位体異常
○奥井航、横山哲也
（東工大院理工地惑）

84Sr

太陽系の形成には同位体組成が異なる様々な恒星由来の粒子が寄与したと考えられている。
これらの粒子は太陽系星雲内での物質循環プロセスなどにより混合され、太陽系内の同位体組
成は大局的に均質化されたと考えられてきた。しかし近年の同位体分析精度の向上により、始
原的隕石であるコンドライト中にごくわずかな同位体異常がストロンチウム[1]などの元素で検
出され、同位体組成の均質化は不完全であったことが判明した。一方コンドライトが同位体異
常を示さない元素も存在しており（オスミウム[2]など）、初期太陽系内で生じた物質循環、物
質進化プロセスがどのようなものであったか未だ不明な点が多い。球状ケイ酸塩であるコンド
リュールと、それを埋める基質であるマトリックスは多くのコンドライトで体積の大部分を占
めるため、初期太陽系星雲の固体成分は主にこの両者で構成されていたと考えられる。したが
って初期太陽系星雲内での物質の振る舞いを解明するにはこれらの物質の安定同位体分析を高
精度で行い、比較することが有効である。
本研究ではAllende (CV3)コンドリュールのSr同位体比(µ84 Sr値:標準試薬NIST987の84 Sr/ 86Sr比
との差の百万分率)の測定をTIMSを用いて行い、四重極型ICPMSを用いて測定したEr/Yb比と比
較した。ErはREE中で凝縮温度の高い元素であり(~1600K)、YbはREE中で凝縮温度が低い元素
(~1450K)である。
Allendeコンドリュールのストロンチウム同位体比(+53ppm、図1)は全岩(+76ppm、[1])と近い
値を示す。一方、CV3タイプのCAIはµ 84Sr値が高い(+137ppm、[1,3])。マスバランス計算により
マトリックスのストロンチウム同位体比を求めるとコンドリュールの平均値よりも有意に低く
なる(-85ppm)。これはコンドリュールとマトリックスがストロンチウムの同位体比に差がある
ことを意味し、両者が時空間的に異なる環境で形成したことを示す。
また、図1は熱プロセスとコンド
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[1]Moynier, et al.(2012) [2] Yokoyama,
図1. µ84 Sr: 標準試薬NIST987の 84Sr/86Sr比
et al. (2007) [3] Paton, et al. (2013)
との差の百万分率

Strontium Isotope Anomaly in Allende Chondrule and Matrix
* W. Okui, T. Yokoyama (Department of Earth and PlanetarySciences, Tokyo Institute of
Technology)
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3A11

AGB 星 He 層内で生成される s プロセス核種の同位体の温
度・中性子密度依存性とプレソーラーSiC との比較
○寺田健太郎 1、岩本信之 2、青木和光 3、吉田敬 4
（1 大阪大学、2 原子力開発機構、3 国立天文台、4 京都大学）

一般に、天然に存在する鉄よりも重い核種の約半数は、遅い中性子捕獲反応（以下、
s プロセス）で生成されたと考えられている。最近の元素合成理論によると、この s プ
ロセス核種が生成される物理環境として、
(i) 中小質量星の AGB 星段階の熱パルス休閑時、He 層上層部の比較的低温・低中性
子密度でおこる 13C(α, n)16O 起源。 [T<10keV, Nn~107 /cm3]
(ii) 中小質量星の AGB 星段階の熱パルス時、He 層底部の高温・高中性子密度でおこ
る 22Ne(α, n)25Mg 起源。 [T=25-35keV, Nn=108~1010/cm3]
（iii）大質量星の He コア燃焼時の高温環境における 22Ne(α, n)25Mg 起源。[T=25-35keV,
Nn=2 107 /cm3]
の３種類が提唱されている。特に、iii は「弱い s プロセス」と呼ばれ、質量数 100 以下
の元素に寄与すると考えられている。我々は、153Eu/151Eu 同位体比が温度や中性子密度
に敏感であることに着目して以来(Terada et al. 2006)、プレソーラー粒子の Eu や Ba 同位
体比測定と、AGB 星 He 層内における Eu, Ba 同位体比の温度-中性密度依存性について
報告してきた (2006, 2007, 2011 年の地球化学会で報告)。本講演では、実測の同位体比
から恒星内部の温度・中性子密度の直接制約を試みる我々のこれまでの取り組みを紹介
するとともに、質量数 100 以下である Sr 同位体比の温度-中性子密度依存性とプレソー
ラー粒子の分析データと比較した結果について報告する。

Dependency of isotopic composition of s-process nuclides on Temperature and Neutron density
in AGB stars and comparison with observed isotopic ratios of presolar SiCs
*K. Terada1, N. Iwamoto2, W. Aoki3, T. Yoshida4 (1Osaka Univ., 2JAERI, 3NAOJ, 4Kyoto
Univ.)
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3A12

始原的エコンドライト NWA6704 の鉱物化学的研究	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
-初期太陽系年代学への適用に向けて—	
 
○日比谷由紀 1、飯塚毅 1、山口亮 2
（1 東京大学大学院理学系研究科、2 国立極地研究所）

	
  消滅核種年代法は隕石の高精度年代測定に利用できるが、相対年代のみを与えるため、絶対
年代に変換するには、消滅核種年代測定と U-Pb 絶対年代測定の両方が適用可能な隕石（絶対年
代基準）が必要となる。現在、絶対年代基準として最もよく用いられるのはアングライト隕石
D’Orbigny (4564.42±0.12Ma; Amelin et al., 2008) であるが、初期太陽系における消滅核種の均質
性を評価する為には、他の天体から飛来した絶対年代基準となり得る古い隕石が必要である。
	
  NWA6704 は、2010 年にアルジェリアで発見された超苦鉄質な始原的エコンドライト隕石で
あり、4563.75±0.41Ma と非常に古い U-Pb 年代を示す(Iizuka et al. 2013)。また、かんらん石(Olv),
輝石(Px), 斜長石(Pl), クロマイト(Chr), メタル, リン酸塩鉱物, など様々な鉱物を含み、衝突変
成の影響が小さく結晶質な隕石であるため、消滅核種年代法の絶対年代基準となり得る。そこ
で本研究では、NWA6704 の主要鉱物について、SEM-EDS による観察•主要元素定量分析と
LA-ICP-MS による主要•微量元素定量分析を行い、適用可能な年代系を調べた。
	
  SEM 分析の結果から、Low-Ca Px (Fs34-40En57-65Wo2-6) には微細な離溶組織を示すもの、ブロッ
ブ状の Augite (Fs17En45Wo39) をもつものが確認された。また、NiFe-メタルの中にはゾーニング
を示すものが見つかり、Pl (Ab86-95An2-10Or2-7) には 10 µm 程度のリン酸塩鉱物を伴っているもの
が存在した。また、Olv は Fa46-51、Chr は Cr/(Cr+Al) = 81-99 の値を示した。ゾーニングを示した
メタルに関しては、コアからリムにかけて Si が減少する傾向が見られた。そして、主要鉱物の
主要•微量元素組成から、NWA6704 には以下の長寿命及び短寿命核種年代系が適用できること
が分かった。
長寿命核種
1) Lu-Hf 系：Px (Hf ~ 0.08 ppm, Lu/Hf ~ 0.20) − Chr (Hf ~ 0.24 ppm, Lu/Hf ~ 0)
2) Rb-Sr 系：Metal (Sr ~ 0.02 ppm, Rb/Sr ~ 4.3) − Pl (Sr ~ 43 ppm, Rb/Sr ~ 0.22)
短寿命核種
3) Al-Mg 系：Pl (Mg ~ 34 ppm, Al/Mg ~ 3.3×103) − Olv (Mg ~ 15 wt%, Al/Mg ~ 0)
4) Fe-Ni 系：Chr (Ni ~ 0.26 wt%, Fe/Ni ~ 1.1×102) − Metal (Ni ~ 85 wt%, Fe/Ni ~ 0.30)
5) Mn-Cr 系：Olv (Cr ~ 76 ppm, Mn/Cr ~ 35) − Chr (Cr ~ 54 wt%, Mn/Cr ~ 0)
6) Hf-W 系：Px (W ~ 0.06 ppm, Hf/W ~ 1.4) − Metal (W ~ 2.1 ppm, Hf/W ~ 0)
7) Nb-Zr 系：Px (Zr ~ 3.9 ppm, Nb/Zr ~ 0.07) − Chr (Zr ~ 15 ppm, Nb/Zr ~ 1.3)
今後、これらの年代測定を実施するとともに、Cr や Ti 安定同位体比測定により NWA6704 の初
期太陽系における母天体の性質に制約を与えていく。
A mineralogical and chemical study of primitive achondrite NWA6704 and its potential use for early
solar system chronology.
*Y. Hibiya 1, T. Iizuka1, A. Yamaguchi2 (1Dept. Earth & Planet. Sci., Univ. of Tokyo, 2NIPR.)
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3A13

タイプ７コンドライトの化学組成的特徴
○吉岡拓真 1，白井直樹 1，海老原充 1
（1 首都大学東京大学院 理工学研究科）

【はじめに】初期太陽系にて形成されたとされるコンドライト隕石は岩石学的にタイプ
１からタイプ６まで分類でき，普通コンドライトは熱変成作用の程度によってタイプ３
から６に分類される．さらにタイプ６以上に熱変成作用を受けて再結晶したと思われる
ような隕石の発見により，タイプ７が追加された．しかし，タイプ７コンドライトが経
験した強い熱変成作用による化学組成への影響はまだ明確になっていない．本研究では
H7 コンドライト（Y-790960，A-880844）と LL7 コンドライト（Y-74160，A-880933）の
化学組成を求め，タイプ３～６の普通コンドライトと比較し，熱遍歴の影響を考察した．
【実験】隕石試料の断片（約 170~320 mg）を粉末状にし，一部を分取して分析に用い
た．分析手法は機器中性子放射化分析法，ICP 発光分光法，ICP 質量分析法を用いた．
【結果】本研究のタイプ７コンドライトは概ねタイプ３～６の普通コンドライトと同様
の元素組成を示した．しかし Y-74160 は通常の LL コンドライトと比べて親鉄元素の含
有量が著しく低かった．特に Ir は他の親鉄元素（Ni，Co）以上に枯渇していた（図 1）．
また，強い熱変成作用を受けた他の LL コンドライト [1] も同様に Ir が減少していた．
図 2 には希土類元素について，CI コンドライトと Mg の値で規格化した REE 存在度パ
ターンを示した．本研究の試料はすべて重希土類元素に富み，Eu の負の異常を示した．
これらの特徴は強い熱変成作用によってもたらされたものであると推測される．

図 1．Ir，Co，Ni の関係．十字のシンボルはイン

図 2．タイプ７コンドライトの REE 存在度

パクトを受けた LL コンドライト[1]を示している．

[1] Fukuoka T. et al., 1983, Antarctic Meteorites VIII. Nat. Inst. Polar. Res., Tokyo. pp. 51-52 （abstr.）.

Chemical characteristics of type 7 ordinary chondrites
*T. Yoshioka1, N. Shirai1, M. Ebihara1 （1Tokyo Metropolitan University）
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3A14

玄武岩質ユークライトの 146Sm-142Nd 年代測定に向けた
高精度 Nd 同位体分析法の開発
○鏡味沙耶 1、横山哲也 1
（1 東京工業大学大学院地球惑星科学専攻）

ベスタは地殻・マントル・コアに分化した小惑星であり、ユークライトはベスタの地
殻部分から飛来してきた隕石と考えられている。ベスタは NASA の Dawn mission によ
る観測と隕石の両方から情報を得られる数少ない天体の１つである。ユークライトの年
代を高精度で測定することは、初期太陽系における母天体の火成活動の期間を制約し、
分化過程や熱史を理解する手掛かりとなるため、非常に重要である。本研究の目的は
Sm-Nd 放射壊変系（147Sm-143Nd 法, T1/2= 1.06×1011 年；146Sm-142Nd 法, T1/2= 6.8×107 年
[1]）を用いてユークライトの年代を精密測定することである。
ユークライトの Sm-Nd 年代を決定するには、高精度 Nd 同位体分析を行うと同時に、
アイソクロンの横軸である Sm/Nd 比を精密に求める必要がある。本研究ではまず、145Nd
及び 149Sm スパイクを用いた同位体希釈 ICP-MS 法により Sm/Nd 比を測定する手法を開
発した。この方法では 145Nd/146Nd 比および 147Sm/149Sm 比を測定するので、元素分離な
しで測定した場合、130Ba16O や 133Cs16O が干渉する可能性がある。酸化物の影響を調べ
るため、玄武岩試料（JB-3）を酸分解し、溶液に 145Nd–149Sm スパイクを加えた後、TRU
樹脂を通した試料と通さない試料の分析を行った。その結果、双方の Sm/Nd 比には 0.3 %
の系統的な違いが生じ、酸化物の影響は無視できないことがわかった。樹脂を通した試
料の繰り返し再現性は 0.17%であり、年代測定を行うために十分な精度が得られた。
一方、TIMS での Nd 同位体測定では Nd を高純度で単離する必要がある。我々が試み
た HIBA を用いたカラム分離では、Ce/Nd 比を 10-4 以下にするため同一カラム操作を 3
回繰り返した上、Nd 回収率が 50%以下と低かった。そこで文献[2]を参考に、試料に酸
化剤である KBrO3 を混合し、Ce を 4 価に酸化してから Ln resin を通すことで、1 度のカ
ラム操作で Nd 回収率 100％かつ Ce/Nd～3×10-5 を達成した。また、TIMS による Nd 同
位体分析では Faraday cup の劣化を補正するためダイナミック法での測定を行った。500
ng の標準物質を使用した場合、142Nd/144Nd の繰り返し再現性は±6 ppm であった。
講演では、開発した方法を用いて、玄武岩質ユークライト NWA 7188 の Sm-Nd アイ
ソクロン年代を発表する。
References: [1] N. Kinoshita et al., Science, 335, 1614, (2012). [2] H. Tazoe et al., JAAS, 22,
616-622, (2007)
Development of highly precise Nd isotope analysis for 146Sm-142Nd chronology of basaltic
eucrites
*S. Kagami1, T. Yokoyama1 (1Dept. of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of
Technology)
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ユークライト中ジルコンの U-Pb 年代及び微量元素組成
から読み解く小惑星ベスタの初期地殻進化	
 
○	
 飯塚 毅 1，山口 亮 2，羽場 麻希子 2，アメリン ユーリー3，
ホールデン ピーター3，アイルランド トレバー3
（1 東大地惑，2 国立極地研究所，3 豪州国立大地球科学研究所）

	
  ユークライトは最も多く見つかっている玄武岩質隕石であり，ホワルダイトやダイオジェナ
イトと共に，小惑星ベスタに起源をもつと考えられている．したがって，ユークライトは地球
型惑星における最初期の地殻の形成・進化過程について有用な情報を提供しうる．しかし，殆
どのユークライトは，熱変成・衝撃変成・交代作用など二次的な地質過程を複数回経験してい
るため，ユークライトからベスタ地殻の初期進化を読み解くのは難しい．ジルコンは，酸性−中
性火成岩や高変成度変成岩に産する副成分鉱物であり，その結晶化年代を U-Pb 年代法により高
精度で決定できる．また，ジルコンは物理的・化学的に安定であるため，変成・変質作用を経
ても結晶化当時の年代・化学情報を保持しうる．このため，近年ジルコンの高精度年代測定と
微量元素地球化学が初期地球岩石や月岩石試料に適用されている（e.g., Valley et al., 2014）．そ
こで本研究では，Agoult ユークライト中のジルコン（~80 µm）について，微量元素定量（SHRIMP）
と高精度 U-Pb 年代測定（ID-TIMS）を実施し，ベスタ地殻の初期進化に制約を与えた．
	
  Agoult は高温変成作用時に強く再結晶化したグラニュライトであり，その全岩の微量元素組
成は部分溶融を経験したことを示す（Yamaguchi et al., 2009）．本研究のジルコンの Ti 濃度測定
結果から，ジルコンの結晶化温度は 905 ± 32 ˚C (2σ)であったことが分かった．この結晶化温度
は，Agoult 中のトリディマイト（870–1470 ˚C で安定）の存在と調和的だが，ユークライトの共
融点（ca. 1060 ˚C, Stolper, 1977）よりも有為に低く，Agoult の変成温度ピーク（部分融解時）よ
り低い．この結果と，Agoult のイルメナイト中にバッデリー石（ZrO2）の離溶組織が見られる
ことから，ジルコンの結晶化は高温変成作用の冷却時に Zr がイルメナイトから放出され周囲の
シリカと反応したことにより引き起こされたと解釈できる．また，U-Pb 年代測定により，ジル
コンの結晶化年代は 4554.5 ± 2.0 Ma であることが分かった．したがって，本研究の結果は，ベ
スタ地殻が火成結晶化した後に部分融解を伴う高温熱変成イベントを 4554.5 ± 2.0 Ma に経験し
たことを示す．さらに，ジルコンの希土類元素パターン（Ce 異常の程度）から，ジルコン結晶
時の酸素フガシティ（fO2）は鉄—ウスタイト（IW）バッファにおける fO2 よりも低いことが分
かった．この見積もりは，先行研究（Stopler, 1977; Jurewicz et al., 1993）による，ユークライト
の火成結晶化時の fO2 の見積もりと調和的であり，ユークライトが高温の変成作用時においても
還元的環境を保持していたことを示す．これは，普通コンドライトなどが熱変成時に酸化され
たことと対象的であり，その当時ベスタ地殻に水などの酸化剤が枯渇していたことを示唆する．

Early crustal evolution on Vesta from U-Pb dating and trace element chemistry of eucrite zircon
* T. Iizuka1, A. Yamaguchi2, M. Haba2, Y. Amelin3, P. Holden3, T. Ireland3 (1DEPS, Uni.
Tokyo, 2NIPR, ANU RSES)
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段階的酸処理法による火星隕石 Tissint の Pb 同位体分析
○森脇涼太 1, 臼井寛裕 1, 横山哲也 1, J. I. Simon2, J. H. Jones3
（1 東京工業大学地球惑星科学科, 2Center for Isotope Cosmochemistry
and Geochronology at ARES, NASA-JSC, 3NASA-JSC）

火星マントルの化学進化の解明には、火星マントルの溶融液を起源とするシャーゴッ
タイト隕石を用いた地球化学的研究が最も有効である。一方で、シャーゴッタイト隕石
はその地球化学的な多様性から、火成作用中に生じた地殻同化作用の影響が示唆されて
いる。本研究では、地殻同化作用に非常に敏感である U-Th-Pb システマティクスを地球
化学的トレーサーとして用いることによって、シャーゴッタイトの経験した地殻同化作
用の影響を評価し、火星における岩石生成プロセスに制約を与えることを目的とする。
2011 年にモロッコに落下した火星隕石 Tissint は液相濃集元素に乏しく、地球化学的
に枯渇した特徴を持つことから、火星マントルの化学的情報を保存している可能性の高
いシャーゴッタイトであると考えられている。また、地球への落下直後に回収された落
下隕石であるために、地球上での汚染の影響も極めて小さいと予想される。本研究では、
Tissint 隕石に 5 段階の酸処理を行うことによって 5 つの抽出液（L1-5）と残留物（R）
を得た。それら抽出液および残留物について、誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS,
Thermo Fisher X-SeriesⅡ）を用いて主成分元素・微量元素存在度の測定を行い、化学的
な特徴から抽出液に含まれる構成鉱物相についての考察を行った。さらに、高精度同位
体分析に必要な量の鉛を含む 2 つの抽出液（L3, 5）と残留物については表面電離型質量
分析計（TIMS, Thermo Fisher Triton Plus）を用いて鉛同位体比測定を行った。
初期の抽出液（L1, 2）には地球上での汚染成分が含まれている可能性が高い一方で、
後期の抽出液（L3-5）および残留物には汚染の影響は認められなかった。火星成分のみ
からなる L3 以降の初生 Pb 同位体組成に関し、火成作用後期に晶出するリン酸塩鉱物を
多く含む抽出液（L3）が、初期に晶出するカンラン石・輝石からなる残留物（R）と比
較して多くの放射性 Pb 成分（高 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb）を含むことが明らかとなった。
このことは、Tissint 隕石の経験した火成作用の後期に、地球化学的に富む特徴を持つ火
星地殻成分が混入したことを示す。以上により、枯渇した地球化学的特徴を持つ Tissint
隕石でさえ、地殻同化作用を経験していることが明らかとなった。この結果から、シャ
ーゴッタイトを用いて火星マントルの議論を行う際には、本研究で用いたような段階的
酸処理法により、隕石試料から地殻成分の影響を取り除いた純粋な火星マントル成分を
抽出することが必要不可欠であると言える。
Preliminary report on U-Th-Pb isotope systematics of the olivine-phyric shergottite Tissint
*R. Moriwaki1, T. Usui1, T. Yokoyama1, J. I. Simon2, J. H. Jones3 (1Dept. of Earth and Planet.
Sci., Tokyo Institute of Technology, 2Center for Isotope Cosmochemistry and Geochronology at
ARES, NASA-JSC, 3NASA-JSC)
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炭素質コンドライト中の含窒素環状化合物のシミュレ
ーション合成	
 
○ 山下陽平 1、奈良岡浩 1、三田肇 2
（1 九州大院・理、2 福工大・工）

	
  始原的な隕石である炭素質コンドライトでは、これまでに様々な有機化合物が発見さ
れてきた。有機化合物の存在度や同位体比は、その形成環境や反応経路などの情報を持
つ。CM2 隕石中に、アルキルピリジンをはじめとする含窒素環状化合物（例えば、ア
ルキルイミダゾールやアルキルピリジンカルボン酸など）の一連の同族体を報告した
（Yamashita and Naraoka, 投稿中）。アルキルピリジンは、アルデヒドとアンモニアの水
溶液中での反応により生成する（チチバビンのピリジン合成）。本研究では、含窒素環
状化合物の形成環境推定のため、隕石母天体過程の水質環境を想定とした予備的な合成
実験を試みた。
	
  種々のアルデヒド(約 10mM – 1.6M)・アンモニア（約 100 – 800mM）・水(≧10wt.%；
対オリビン比) を出発物質に用い、オリビン粉末（約 0.03 – 1g）を触媒とした。各原料
物質をアンプルへ入れ、窒素ガスパージ後に密封し加熱(60 – 100℃, 70 – 120 h)を行った。
その合成物を、高速液体クロマトグラフ質量分析計（HPLC/MS）により分析した。
	
  合成物からは、アルキルピリジンや、隕石中から
同定されたその他の含窒素環状化合物と思われるイ
オン質量ピークが検出された。しかし、同族体の存
在範囲の違いや、構造異性体の相対存在度の違い（
図. 1）などが見られた。隕石と比較すると、アルキ
ルピリジンは、低質量域に対する高質量域の相対存
在度が低く、飽和アルキル鎖に対する不飽和アルキ
ル鎖の相対存在度は極めて低い。合成実験において、
水溶液中でのアルドール縮合が十分に進行していな
いことが原因と考えられる。しかし、本研究の結果
は、不溶性有機物の合成経路として提唱されている
母天体上でのアルドール縮合(e.g. Kebukawa et al., 20
13) が可溶性有機物の生成にも貢献している可能性 図 1. m/z122(+)のマススペクトル
を示唆し、同時に隕石有機物生成におけるアンモニ（上から隕石、合成物、3-ethyl-5アの重要性も示した。
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  methylpyridine）
The simulation experiments producing N-containing cyclic compounds with relevance to their
occurrence in carbonaceous chondrites
*Y. Yamashita1, H. Naraoka1, H. Mita2 (1Dept. Earth and Planetary Science, Kyushu University,
2
Dept. Life, Environment and Material Science, Fukuoka Institute of Technology)
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3A18

はやぶさカテゴリ３有機物試料中の水素、炭素と窒
素同位体組成	
 
○伊藤元雄 1、上椙真之 2、奈良岡浩 3、薮田ひかる 4、北島富美雄
3
、三田肇 5、高野淑識 1、唐牛譲 2、矢田達 2、石橋之宏 2、岡田達
明 2、安部正真 2	
 
（1 海洋研究開発機構、2 宇宙航空研究開発機構、3 九州大学、4 大
阪大学、5 福岡工業大学）	
 

	
 
	
  小惑星イトカワから持ち帰った惑星物質は主としてオリビンやパイロキシンなどの
鉱物であり、酸素同位体や鉱物学的研究を通じて、それらは小惑星起源（LL4-6）のも
のと結論づけられている（例えば Yurimoto	
 et	
 al.,	
 2011;	
 Nakamura	
 et	
 al.,	
 2011）。
しかしカテゴリ３と呼ばれる有機物を主とする炭素質物質については、それらが地球起
源の汚染物質なのか、それとも小惑星起源の地球外有機物なのか定かになっていない。	
 
	
  隕石や宇宙塵には様々な地球外有機物が含まれている（例えば薮田,	
 2008）。それら
有機物の殆どは水素、炭素や窒素の同位体比が地球の値から特徴的に異なる事が多数報
告されている。例えば、隕石中の有機物の δ13C と δD は地球起源の有機物と比べて重く、
明らかに異なる（例えば Sephton & Botta, 2005）
。特に水素同位体比は地球のもの比較す
ると高く、また hot	
 spot と呼ばれるサブミクロンスケールの特異的な同位体の濃縮領
域が存在する（例えば Alexander	
 et	
 al.,	
 2007）。この地球外有機物が D に富むという
特徴は、太陽系外縁部で形成された物質や星間分子雲のような極低温下（10K）が起源
であると考えられている。	
 
	
  そこで本研究では、海洋研究開発機構・高知コア研究所の NanoSIMS	
 50L による同位
体 イ メ ー ジ ン グ 法 を 用 い て 、 は や ぶ さ カ テ ゴ リ ３ 試 料 （ RB-QD04-0047-02,
RA-QD02-0120, RB-QD04-0001）それぞれの水素、炭素と窒素同位体比を測定し、それ
らの起源の解明を目的としている。	
 
	
  測定の結果、三つの試料の水素、炭素と窒素同位体比は測定誤差の範囲内で地球の値
であり、また地球外有機物にみられる同位体の hot	
 spot も確認されなかった。このカ
テゴリ３試料の同位体の特長は、地球外有機物（nano-globule,	
 IOM,	
 IDP や彗星塵）
とは明らかに異なる。従って、同位体組成比のみからはカテゴリ３試料が地球外有機物
であるという積極的な証拠は得られなかった。しかし地球外有機物は母天体上の水質変
成や熱変成に大きく影響されるので（Alexander	
 et	
 al.,	
 2007）、今後はイトカワのよ
うな LL4-6 中の有機物の同位体組成を比較検討する必要がある。また SIMS による同位
体の研究だけではなく、FT-IR,	
 ToF-SIMS,	
 ラマン分光,	
 XANES や TEM を複合的に使用
する事で、カテゴリ３の起源がより明らかになると期待される。	
 
	
 
H, C and N isotopic compositions of HAYABUSA Category 3 organic samples
*M. Ito, M. Uesugi, H. Naraoka, H. Yabuta, F. Kitajima, H. Mita, Y. Takano, Y. Karouji, T.
Yada, Y. Ishibashi, T. Okada, M. Abe (1JAMSTEC, 2JAXA, 3Kyushu Univ., 4Osaka Univ.
5
Fukuoka Inst. Tech.
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The chemical composition of Australasian tektites
collected from Dalat, Vietnam
○Rabeya Akhter, Naoki Shirai and Mitsuru Ebihara
（Department of Chemistry, Tokyo Metropolitan University）

Introduction: Tektites were originated from the melted continental crust during the hyper velocity
impact of meteorite on the earth and it is assumed tektites may preserve some information about impact.
There are few research works which identified meteoritic components and types of projectile regarding
tektites. In this study, we have determined the elemental abundances of indochinite tektites of the
Australasian strewn field, specially focusing on the siderophile elemental compositions to verify the
chemical characteristic of these tektites.
Experimental: We have analyzed 13 splash form tektites collected from Dalat, Vietnam. Instrumental
neutron activation analysis, inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy and inductively
coupled plasma-mass spectrometry were used to determine
the elemental abundances in the tektites.
Results and Discussion: Our results for major and trace
elements abundances in Dalat tektites are in good agreement
with literature data. Abundances of major elements presented
by Na, Mg, Al, K, Ca, and Fe are quite consistent among
different sampling locations of Vietnam, which indicates that
source materials have very close resemblance for major
elements. CI chondrite- normalized REE abundance pattern
of Dalat tektites is very similar to that for the post Archean
Australasian shale (PAAS) which is considered as the parent
material for Australasian tektites. Our data for the trace
elemental abundances of Dalat tektites and literature value
for tektites from different localities in Vietnam show - Dalat
tektites have high contents of siderophile elements specially Co

Fig1: Co vs. Ni and Cr abundances for Dalat
tektites from this work and literature.

and Ni compared with PAAS. The enrichment of these siderophile elements may be due to the presence
of either meteoritic component or ultramafic materials. The Co-Ni-Cr interrelations of our samples and
also literature data for Dalat tektites are appreciably positive and these pattern show close similarity to
the mixing calculations of both CI chondrite and ultramafic rock. [Fig: 1]. But this quantity (~7-15%) of
ultramafic rock to be present in the parent material is not geologically feasible. So a probability of the
presence of meteoritic component seems to be higher, but we need to perform more analyses specially
for highly siderophile elements like platinum group elements to ensure this.
講演題目 -- ベトナム・ダラットから回収したオーストライトテクタイトの化学組成
*R. Akhter, N. Shirai and M. Ebihara (Tokyo Metropolitan University)
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