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はじめに 土壌中の微量の放射性セシウム(
137

Cs)の動態は、土壌固相における 137
Cs の

選択的な吸着に支配される。この選択的な吸着に主に寄与するのは、フレイド・エッジ・

サイト(FES)と呼ばれる、風化した 2:1型層状ケイ酸塩鉱物の膨潤層と非膨潤層の境界部

分であると考えられる。この FES における 137
Cs の吸着性は、放射性セシウム捕捉ポテ

ンシャル(Radiocaesium Interception Potential: RIP; mmol kg
-1

)によって評価できる。RIPは、

中長期的な 137
Cs の土壌中の浸透や植物への移行を予測する重要なパラメータである。

本研究では、RIP と土壌理化学性の関係を明確にすることを目的とした。 

試料と実験方法 福島県、栃木県および茨城県の農耕地と森林から、51 地点の表層土

壌(0~15 cm)を採取した。土壌の RIP は、Wauters et al. (1996)の手法で測定した。土壌の

粘土(< 2 µm)含量(Clay)はピペット法で、土壌 pHは純水：風乾土=1：2.5 で、陽イオン

交換含量(CEC)は 0.015 M 銀チオ尿素(AgTU)－0.1 M NH4OAcを用いて測定した。強熱

減量(LOI)は 105 °C で 24 h乾燥した土壌を使用し、550 °C で 9 h加熱し測定した。0.2 M

酸性(pH3)シュウ酸抽出アルミニウム(Alo)、およびピペット法で採取した粘土画分をメ

タホウ酸リチウム融解による全量分解分析に供し、K含量(Kclay)を測定した。 

結果と考察 本実験で分析した 51点の土壌は、幅広い Cs 吸着特性(RIP：80~4000 mmol 

kg
-1

)と粘土含量(0.6~35%)を示した(表 1)。LOIと Aloは、RIP と有意な負の相関がみられ

た(表 2)。他方、粘土含量は RIP と正の相関を示したが、相関の有意性は比較的低かっ

た(表 2)。この土壌には、15 点の黒ボク土(土壌図より)を含んでいた。黒ボク土に多量

に含まれる非晶質粘土鉱物は、層状ケイ酸塩鉱物の風化に由来する FES を持たない一方、

黒ボク土以外の土壌では、FESが 137
Csの選択的吸着サイトとなっていると考えられる。

RIP を土壌理化学性から推定できると、福島原発事故で 137
Cs に汚染された広域の土壌

に対して 137
Cs の動態や植物移行を推定できる可能性がある。本研究はこのようなモデ

ルの構築に貢献すると考えられる。 

引用文献 Wauters, J. et al., 1996. Appl. Geochem., 11(4): 589-594. 

表 1 土壌理化学性の範囲と平均値 (N = 51) 

Clay pH CEC LOI Alo Kclay RIP

% cmolc kg-1 % g kg-1 g kg-1 mmol kg-1

Max 34.8 6.71 31.4 22.1 43.8 19.7 4009

Min 0.6 4.09 8.7 4.1 1.1 2.8 80

Mean
a

16.8 5.53 18.9 11.8 11.4 9.0 1140

a
Arithmetic mean, 

b
No replicates for Clay and Kclay, tripricate for others. 

表 2 RIP と土壌理化学性の 

相関係数 r (N = 51) 

Clay pH CEC LOI Alo Kclay

r 0.39 0.32 0.38 -0.57 -0.55 0.13

** * ** *** *** NS

***, **, *: Significant at P < 0.001, < 0.01, < 0.05.  
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吸着剤を用いた土壌からのセシウムの長期脱離挙動 

 

○室田健人 1、斉藤拓巳 2、田中 知 1 

（1東京大学、2日本原子力研究開発機構） 

 

 

放射性セシウムを含んだ除染土壌の処理や処分には土壌からのセシウムの脱離速度

を知ることが不可欠である。セシウムは、土壌中のイライトなどの粘土鉱物に取り込ま

れ、固定化されることが知られている。従来行われてきた抽出・脱離実験は、一度脱離

したセシウムが土壌に再吸着するため、脱離率や脱離速度が過小評価されていると考え

られる。そこで本研究では、吸着剤を用い液相中のセシウム濃度を低く抑えることで土

壌への再吸着を抑制した条件で長期間の脱離実験を行い、土壌からのセシウムの脱離速

度定数を求めるとともに、競合イオンが脱離に与える影響や、安定セシウム（133Cs）と

放射性セシウム（137Cs）の脱離挙動の違いを明らかにすることを目的とした。 

事故から約 40日後に福島県内で採取された 4種類の土壌試料を異なる濃度の KCl溶

液中、または、イオン交換水に分散させ、透析膜に入れたイオン交換樹脂を浸漬させた

状態で脱離実験を行った。開始から 20週後までに 10回樹脂を交換し、樹脂に吸着した
137Cs、133Cs、及びその他の陽イオンの量をそれぞれ Ge半導体検出器、ICP-MS、ICP-AES

を用いて測定した。得られた 137Cs の脱離量の時間変化に対して、3 つの吸着サイトを

仮定した脱離反応のモデルでフィッティングすることで、脱離反応の速度定数を求めた。 

脱離実験の結果から吸着剤を用いることで従来の脱離実験においてイオン交換で脱

離可能とされる割合を超える 137Csが脱離された。また、異なる KCl濃度での結果（Fig.1）

を比較すると、実験開始直後では、K+イオンが高濃度の場合に 137Cs の脱離が阻害され

たが、最終的には低 K+濃度の場合の脱離量を上回った。また、全試料において、133Cs

の脱離挙動は 137Cs と異なり、4 週間後

に急激な脱離量の増加が見られた。これ

は、133Cs が事故由来の 137Cs とは異なっ

た状態で土壌中に存在することを示唆

している。 

求めた脱離速度定数について、脱離速

度が比較的速い 2 つのサイトからの速

度定数が、粒径の小さな粘土画分の含有

量が大きい土壌ほど小さくなったため、

土壌中の粘土画分に短期間で脱離可能

な吸着サイトが存在することが示唆された。 

Long-term desorption kinetics of caesium from soils with an adsorbent 

*K. Murota1, T. Saito2, S. Tanaka1 (1The University of Tokyo., 2Japan Atomic Energy Agency.) 

Fig.1 異なる KCl濃度での Cs137脱離割合. 
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植物中の放射性セシウムの実効半減期 
 

○田上恵子、内田滋夫 

（放射線医学総合研究所） 
 

1. はじめに 
	 東京電力福島第一原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性セシウム

（Cs）の環境挙動を解明するための多くの研究が、陸域（森林、市街地、農耕地等）、
淡水域、海水域に渡って精力的に行われている。淡水および海水中の放射性 Cs 濃度は
時間経過とともに減少し、陸域および海域に生息するほとんどの生物中の放射性 Cs 濃
度も徐々に減少している。現在のこのような過渡的状態において確からしい長期的な環

境影響評価を行う上で、適切な環境移行パラメータを得ることが重要である。特に汚染

地域における環境モニタリングは必要であるが、断片的なデータセットでは将来予測が

難しい。可能な限り同じサンプリングポイント・対象物について継続的にデータ収集す

ることで状況を把握することができるが、そのような研究は限られている。我々は放医

研敷地内において事故後１ヶ月から植物サンプリングを継続的に行っており、広葉常緑

樹、広葉落葉樹および草本植物についての経時変化を調べてきた。本発表では、将来予

測に欠かせない放射性 Csの環境半減期について考察した結果を中心に報告する。 

2. 材料および方法 
	 植物試料は放医研敷地内（千葉県千葉市）において採取した。我々は敷地内建物屋上

で降下物の総量を測定しており、約 14.8 kBq/m2であった（Ishii et al., Health Phys. 104, 
189-194, 2013）。サンプリングエリアの土壌を 2011-2014にそれぞれ複数回採取した結果、
各年度の幾何平均値として 9.2-14.9 kBq/m2が得られており、ほぼ同じ降下量のエリアで

あるといえる。広葉常緑樹としてビワとベニカナメ、広葉落葉樹としてカキとサクラを

2011年 4月末~6月からサンプリングを開始している。対象部位は葉とし、適当な時期
にサンプリングし、濃度の経時変化を測定した。また土壌から植物への可給態量を推定

するために、草本植物の測定も行った。ただし、草本植物でも、2011 年 3 月時点です
でに地上部があったものは、地上部からの吸収された放射性 Cs が生長点へ転流すると
考えられたため、2011年試料については出芽が 4月半ば以降の種類を選別して用いた。
試料は原則乾燥後粉砕し U8容器に詰めたものを用い、定量はゲルマニウム半導体検出
装置（Seiko EG&G）で行った。 

3. 結果および考察 
	 草本植物の Cs-137濃度変化を図１に示す。横軸は 2011年 3月 11日からの経過日数
である。用いた試料はイタドリ、アカツメグサ、ヨモギ、ギシギシ、ツクシ、オヒシバ

等である。これらの結果から、600日目以降は Cs-137濃度減少率が低下していることか
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ら、次に示す二成分の対数近似曲線でフィッ

ティングした。 

Yt = A × exp(-λa × t) + B × exp(-λb × t) 

ここで、Ytは t日における植物中の Cs-137濃
度、λaは速く減衰する成分の、また λbは遅い

成分の定数であり、Aおよび Bはそれぞれ速
い成分および遅い成分の初期濃度である。こ

れらから、速い環境半減期 Teff_aは ln(2)/λaで、

また遅い環境半減期 Teff_bは ln(2)/λbで表せる。

その結果、Teff_aと Teff_bはそれぞれ約 140日と
約 1200日が導かれ、今後は Teff_bで減少すると思われる。なお、可給態は 100日後に比
べ 1200日後では 1/10に減少していた。環境半減期は土壌によって異なると考えられる
ためこれらの値は目安でしかないが、これらの結果は、今後、土壌中の可給態はある程

度維持され続けるため、植物体中濃度の減少速度は遅くなることを示している。 
	 次に木本植物と草本植物の根圏域を比較すると、木本植物の根圏域は深いため、仮に

全ての放射性 Cs が経根吸収で木本植物に供給されれば、草本植物よりも樹木葉中の濃
度が低くなるはずである。そこで、ベニカナ

メの緑葉と新芽の経時変化を、草本植物の推

定値と比較したものを図 2 に示す。初期濃度
はベニカナメで高く、測定期間中における減

少速度は一次成分だけで表すことができ、

Teff_aは 200-270日であった。対象としたビワ、
カキ、サクラも同様に一次成分のみでフィッ

ティングでき、これらの木の Teff_aは 190-270
日の範囲であった。広葉常緑樹、広葉落葉樹

の差は明確ではなく、どの樹種でも遅い成分

が見られないことから、将来予測のためには、

より長期の測定を要することがわかった。 
	 さらに広葉落葉樹では、秋から春先にかけての放射性 Cs 濃度変化として、落葉直前
において減少し、一方、出芽直後の新芽では、前年の緑葉よりも放射性 Cs 濃度が高く
なる傾向があった。これは放射性 Csが植物体内で再利用されていることを示している。 
 
	 本研究の一部は，資源エネルギー庁放射性廃棄物共通技術調査等事業費の予算で行われた。 
 
Effective Half-life of Radiocesium in Plants 
*K. Tagami and S. Uchida (National Institute of Radiological Sciences) 

図１ 草本植物中 137Cs濃度の経時変化 

図 2 ベニカナメ葉中 137Cs濃度の経時変化 
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Compact	 STXM による河川懸濁粒子中の有機物—粘土鉱物

複合体の分析：チェルノブイリと福島の比較	 

	 

○菅大暉 1,3、Q.H. Fan2、武市泰男 3、田中万也 4、坂口綾 5、 
加藤憲二 6、井波暢人 3、間瀬一彦 3、小野寛太 3、高橋嘉夫 1,2 
（1広大・院理、2東大・院理、3KEK-PF、4広大・サステナセ、 

5筑波大・院数理、6静岡大・院理） 
 

	 河川懸濁粒子は粘土鉱物や天然有機物 (腐植物質など) からなる混合物である。過去
に行われた純粋な粘土鉱物に吸着させたセシウム (Cs) に対する広域X線吸収微細構造 
(EXAFS) 法による測定結果から、Cs が一部の粘土鉱物の層間に内圏錯体として取り込
まれることが分かっている。そのため、Cs は粘土鉱物から脱着しにくい性質がある。
しかし有機物が多く共存する環境では、有機物が粘土鉱物を覆うことによる阻害効果が

起きるため、(i)Csが粘土鉱物の層間に侵入し難くなること(Fan et al., 2014)、(ii)脱着し
やすい外圏錯体として吸着される割合が増えること(Nakao et al., 2008)、などが示唆され
ている。これらのことから、有機物による阻害効果がよくはたらく環境では、溶存 Cs
が増加し、結果的に河川や海に多くの Cs が流出することにつながる。しかし、これま
でに単一粒子に対してこのような有機物のイメージング及び化学種同定を行った研究

は無く、有機物による Cs吸着の阻害効果を確認するには至っていなかった。 
	 このような背景を受けて、本研究では単一粒子中の有機物-粘土鉱物複合体を分析す
るため、高エネルギー加速器研究機構 Photon Factory (KEK-PF) にてナノスケールでの
有機物のキャラクタリゼーションが可能な軟 X 線顕微鏡 (compact STXM) の開発を行
った（Takeichi et al., 2014）。そして、有機物による阻害効果がよくはたらくと考えられ
るウクライナ・チェルノブイリ地域のプリピャチ川中の懸濁粒子と、阻害効果があまり

はたらいていないと考えられる福島地域の口太川中の懸濁粒子を対象として、STXMに
よる有機物-粘土鉱物複合体中の有機物のキャラクタリゼーションを行った。 
	 まず、プリピャチ川懸濁粒子に吸着させた Cs の LIII端 EXAFS から、この試料に Cs
は主に外圏錯体として吸着されること、過酸化水素で有機物を除去した場合内圏錯体が

増加することなどが分かり、有機物による Cs 吸着の阻害が起きていることが示唆され
た。同じ粒子に対する STXM 分析から、有機物を多く含むプリピャチ川で有機物が粘

土鉱物の周囲を覆い、Cs 吸着に対する阻害効果が実際に起き得る状態にあることが分
かった。また炭素K端XANESから、その有機物が腐植物質であることが分かった (Suga 
et al., 2014) 。講演ではさらに、福島地域の河川懸濁粒子の分析結果についても触れる。 
Analysis of organic-clay minerals composite in the river particulate matters by compact STXM: 
comparison between Chernobyl and Fukushima,*H. Suga1, Q.H. Fan2, Y. Takeichi3, K. Tanaka4, 
A. Sakaguchi5, K.Kato6, N. Inami3, K. Mase3, K. Ono3, and Y. Takahashi1,2 (1Hiroshima Univ., 
2Univ. of Tokyo., 3KEK-PF., 4ISSD, Hiroshima Univ., 5Univ. of Tsukuba., 6Shizuoka Univ. ) 

3C04
 

– 224 –



福島県いわき市ため池における放射性 Cs の堆積過程 
〇青井裕介 1、福士圭介 1、富原聖一 2、糸野妙子 1、朝日一成 1、長尾誠也

1、柏谷健二 1 

 (1金大、2ふくしま海洋科学館) 
 

はじめに 2011 年 3 月、東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波により福島県第一原子力発電所が

水蒸気爆発を起こし、Cs を主とする放射性元素により広範囲にわたる放射能汚染をもたらした。福

島県(2013)は、ため池底質の放射性 Cs の濃度を調査し、その中でも非常に高い放射能を示すため池

があることを報告している。これはため池集水域の汚染土壌が降雨などにより連続的に侵食･運搬さ

れ、ため池に堆積したからと考えられる(Aoi et al. 2014JMPS)。これらの研究に用いられる汚染堆

積物は、グラブ式採泥機や堆積物コアなどで採取されているが、それらのデータだけでは事故からの

3 年間という時間軸を考慮することは難しく、その為ため池への

汚染堆積物の堆積過程を理解することは困難である。福島の農業

を復興する上でため池への放射性 Cs の堆積が懸念されており、

ため池への放射性 Cs 堆積過程の理解が課題の一つとされている。

そこで我々はセディメントトラップを用いてため池堆積物を一

定期間ごとに採取し、ため池に堆積する放射性 Cs 汚染堆積物の

堆積過程及び堆積過程の変化の要因を検討した。 
実験方法 セディメントトラップを福島県いわき市に位置する 2
つのため池(上池と下池)の底に設置し、2013 年 6 月から 2014
年 6 月までの期間で 6 回 (上池は 5 回) 堆積物を採取した。上

池と下池は 450m 離れており、上池から流出した水は下池に流入

する。期間内に堆積した堆積物の重量、放射性 Cs 濃度(ORTEC, 
GEM-25-P4)を測定し、それらから 137Cs フラックスを求めた。 
結果と考察 図 1 にセディメントトラップから求めた、上池及び

下池の 137Cs フラックスの時間変化を示す。下池では上池よりも

大きな変動があることが確認できる。図２に 137Cs フラックスと

単位時間あたりの降水量の関係を示す。上池では明瞭な相関は認

められないが、下池では明瞭な正の相関が認められる。この相関

は下池では放射性 Cs の蓄積は降水によって支配されることが

示唆している。 
 

Sedimentation Processes of Radioactive Cesium in Storage Reservoirs after Fukushima Accident
〇Y.Aoi1, K.Fukushi1, S. Tomihara2, T. Itono1, K. Asahi1, S. Nagao1 and K, Kashiwaya1 
(1 Kanazawa Univ., 2Marine Science Museum, Fukushima Prefecture)  

図１137Cs フラックスの時間変化 

図 2 137Cs フラックスと降水強度の関係 
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つくば市の降水に含まれる福島第一原発由来の 

トリチウム、ヨウ素-129 の変遷 

○丸岡照幸 1、川武當崇正 2、大野剛 2、村松康行 2、松本拓也 3、

松崎 浩之 4, Pradeep Aggarwal3 

（1筑波大学・生命環境系、2学習院大学、3IAEA、4東京大学） 

 

The earthquake on 11 March 2011 off the Pacific coast of Japan and the subsequent 

tsunami triggered a series of accidents in the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FNPP1). The 

accidents caused the release of a mixture of radioactive substances into the environment, which were 

produced in the nuclear reactors and stored in the spent-fuel. 

Iodine-129 (t1/2 = 1.57×107 y) can be used to reconstruct the distribution of 131I (t1/2 = 8 

days) after the accident. Iodine-131 is one of the most harmful radionuclides produced in nuclear 

reactors; therefore, the activity of iodine-131 around the accident site should be precisely evaluated 

in order to estimate the health impact. However, iodine-131 has a short half-life and is no longer 

detectable after several months. Therefore, the distribution and behavior of iodine-129 in the 

environment should be evaluated as it remains much longer in the environment and moves 

identically with iodine-131. 

We report the concentrations of tritium and iodine-129 in precipitation at Tsukuba, 170 km 

southwest from the FNPP1 over the first year after the accident. Tritium concentrations were 

determined in the Isotope Hydrology Laboratory of IAEA by liquid scintillation spectrometry. 

Iodine-129 concentrations were determined using accelerator mass spectrometer (AMS) at MALT 

(Micro Analysis Laboratory, Tandem accelerator) of the University of Tokyo (Muramatsu et al., 

2008). Cation compositions (K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, and Mn) were determined using ICP-MS at 

Gakushuin University. 

 Particularly high tritium concentrations were observed in the rainwater samples collected 

within 4 weeks after the power plant explosions. The tritium concentrations of subsequent rainwater 

samples decreased steadily with time and returned to the levels before the accident, indicating that 

tritium in the atmosphere was washed out by precipitation. Iodine-129 concentrations also decreased 

after the explosions; however, several pulses of high iodine-129 concentrations were observed (> 

10-6 Bq/kg: more than two orders of magnitude higher than the minimum concentration for the year). 

This means that incorporation of iodine-129 in the atmosphere occurred at the time of the explosions 

and also several times after the explosions. No evidence of continuous release of radiogenic volatile 

substances from FNPP1 was detected after the explosions. Therefore, the source of the iodine-129 

pulses was most likely atoms that had been deposited on the soil surface and then redistributed back 

into the atmosphere. The cation compositions of rain water samples with a high concentration of 

iodine-129 support this conclusion. 

 

Tritium and iodine-129 in precipitation at Tsukuba, Japan, after the March 2011 Fukushima 

Daiichi Nuclear Plant Accident 

*T. Maruoka1, T. Kawamutou2, T. Ohno2, Y. Muramatsu2, T. Matsumoto3, H. Matsuzaki4, and P. 

Aggarwal 3 (1University of Tsukuba, 2 Gakushuin University, 3IAEA, 4University of Tokyo) 
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長半減期ヨウ素 129 を用いたヨウ素 131 沈着量の推定	 
○村松康行 1、松崎浩之 2、大野剛 1、遠山知亜紀３、楠野葉瑠香 2	 

（1学習院大理学部、2東大タンデム加速器施設、３JAMSTEC） 
 
	 原子力事故で放出される放射性核種の中で放射性ヨウ素は甲状腺に濃縮されるため、

被ばく評価上大変重要と考えられている。チェルノブイリ事故では約５年後から小児の

甲状腺腫の増加が見られた（国連科学委員会報告書、2008）。福島第一原子力発電所事

故による放射性ヨウ素の放出量はチェルノブイリ事故に比べて 1／10 程度であったが、

その影響を評価するためには、I-131 の広がりや被ばく線量を調べる必要がある。	 

	 2011 年 6 月に文部科学省が中心になり、大学や研究機関の研究者が参加して、大規

模な土壌採取と放射能測定が行われた。約 2,200 箇所の分析データを基に、I-131 の沈

着量（Bq/m2）マップが作成された。しかし、I-131 については半減期が短いため試料採

取が行われた時点ではかなり減衰してしまい、検出できたのは全体の 2割以下であった。	 

	 そこで我々は、不足しているデータを補う目的で、I-131 と同時に放出されたヨウ素

同位体である I-129（半減期 1570 万年）を指標にして、放射性ヨウ素の沈着量を復元

することを試みた。試料としては文科省が集めた土壌や我々が独自に集めた試料を用い

た。I-129 は微量であるため、試料からヨウ素を化学分離した後、加速器質量分析法	 

(AMS)で測定する方法（Matsuzaki	 et	 al.,	 2007;	 Muramatsu	 et	 al.,	 2008）をとった。

まず、I-131 が定量された試料を選び、その中に含まれる I-129 を分析し、両者の濃度

の関係を調べた。その結果、I-129 と I-131 濃度の間には良い相関が見られた。また、

I-129 の深度分布を調べたところ、約半年経過した時点でも殆どが上層 5cm に存在して

いることが確認できた。これらのことから、表層土壌中の I-129 を分析することにより

I-131 沈着量を推定できることが分かった。	 

	 約 700 箇所から採取された土壌を用い、その中に含まれる I-129 濃度を AMS 法により

分析した。今まで I-131 データが殆どなかった福島原発から 20	 km 圏内や南西側の地域

を中心に、I-131 沈着量（土壌採取が行われた 2011 年 6 月 14 日時点の値）を推定した。

これらの値が加わったことで、I-131 沈着量の地域分布の特徴がより鮮明になってきた。

例えば、I-131 が高い値（5,000	 Bq/m2	 以上）を示した地域は北西及び南側に延びてい

ることが分かった。また、福島第一原発の真北についてのデータはほとんどなかったが、

今回得られた結果から判断すると北側の沈着量は低めであった（概ね 1,000	 Bq/m2	 以下）。

Cs-137 の汚染マップと比べると、I-131 では分布が異なり、I-131／Cs-137 比は原発の

南側が高い傾向にあった。 
	 

謝辞：本研究の一部は、文部科学省の平成 24 年度放射性物質測定調査委託事業として、日本原

子力研究開発機構からの受託研究により行われた。	 
	 

Analysis of long-lived I-129 for the estimation of I-131 deposition following the Fukushima accident. 
＊Y. Muramatsu1, H. Matsuzaki2, T. Ohno1, C. Toyama3, H. Kusuno2 (1Gakushuin Univ., 2The Univ. of 
Tokyo, 3JAMSTEC) 
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福島第一原子力発電所事故により放出された放射性核

種の海水・沈降粒子・海底堆積物における分布の実態	 

	 

○山田正俊 1、科研費 ISET-R 海洋班一同 
（1弘前大学被ばく研） 

 
【はじめに】 
	 福島第一原子力発電所事故によって環境中にどの程度放射性物質が放出されたか、ま

た、どこにどのように移行していくかを明らかにすることは、喫緊の重要な課題である。

そこで、科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）として、「福島原発事

故により放出された放射性核種の環境動態に関する学際的研究(ISET-R)」（領域代表：

恩田裕一筑波大学教授）が採択され、地球化学、海洋学、大気科学、水文地形学、生態

学、森林科学、放射化学など、多分野の研究者による有機的な連携のもと、学際的な研

究が平成２４年度から開始された。	 

	 ISET-R の計画研究のひとつである海洋班では、海洋および海洋底における放射性物

質の分布状況､要因を把握し、外洋まで含め､海洋および海洋底にどの程度放射性物質が

分布しているか､その物理、化学、生物過程を細密に調査し､モデル化を図ることを目的

とした。そのために、福島県沖海域のみならず北太平洋の広域で海水中の放射性セシウ

ム（134Cs・137Cs）濃度を分析することで、福島第一原子力発電所から海洋に放出された

放射性セシウムの総量を推定し、その鉛直分布と経時変化から、海洋における移流およ

び内部循環過程を解明することとした。また、海水中の 3H、90Sr、129I、Pu 同位体の動

態および福島県沖海底堆積物中の放射性セシウムと Pu 同位体の分布と挙動を把握する

こととした。さらに、JAMSTEC 西部北太平洋定点においてセジメントトラップ係留系に

よる沈降粒子の採取を行い、北太平洋にもたらされた放射性セシウムの沈降粒子束およ

び沈降除去過程を明らかにすることとした。観測データとの比較を通じ、海水中の濃度

分布のモデルおよび懸濁物質、海底土への移行モデルの高度化を図り、観測結果の再現

性の向上を図るとともに漏洩量や濃度分布などに関する実態解明を行うこととした。	 

	 以上の目的達成のため、以下のメンバーで研究を行っている。	 

研究代表者：山田正俊（弘前大）；研究分担者：加藤義久（東海大）、永井尚生（日本大）、

浜島靖典（金沢大）、本多牧生（JAMSTEC）、鄭建（放医研）、津旨大輔（電中研）、熊本

雄一郎（JAMSTEC）、田副博文（弘前大）；連携研究者：植松光夫（東京大）、青山道夫（福

島大）、川上創（JAMSTEC）、池原研（産総研）、入野智久（北海道大）、高畑直人（東京

大）、升本順夫（東京大）、磯辺篤彦（愛媛大）、木田新一郎（JAMSTEC）、立田穣（電中

研）；研究協力者：日下部正志（海生研）；公募研究：猪股弥生（アジア大気汚染セ）、

内山雄介（神戸大）、張勁（富山大）	 

【研究成果】 
	 ISET-R 海洋班の２年間における主な研究成果は、以下のとおりである。 
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（1）海水中の放射性セシウムの分布	 

	 北太平洋表層での 137Cs の濃度が 10	 Bq/m3を越えていることを指標として事故起源の

放射性セシウムの東への広がりを見てみると、10	 Bq/m3を越える領域は 2011 年 6 月に

は東経 160 度までしか到達していなかったが、その後東に移動し、2011 年 10－12 月に

は東経 170 度程度まで広がっていることが明らかとなった。この結果から移動速度は、

一日当たり 7	 km と推定された。	 

	 西太平洋の東経 149 度線における 134Cs 濃度の断面分布から、黒潮続流より南側の亜

熱帯域では、深さ約 300	 m の亜表層で 134Cs の極大値が観測された。事故直後に黒潮続

流の南側に降り注いだ 134Cs は表面海流に沿って東向きに輸送されただけでなく、事故

後約 10 ヶ月以内に亜熱帯モード水の形成および沈み込みにより南向きにも輸送された

ことが明らかとなった。	 

（2）海水中の 3H、90Sr、129I、Pu 同位体の分布	 

	 3H 濃度は当初予想していたほどは高くなく、0.07	 Bq/L（バックグラウンドレベル）

から 0.7	 Bq/L であった。原発近傍海域 5-20	 km 圏の 90Sr および 137Cs はともに原発の南

方の海域に高濃度に分布しており、沿岸流とともに南下する様子を捉えることに成功し

た。90Sr/137Cs 比と原発近海の長期的な 137Cs に関するモニタリングデータから 90Sr の放

出量を見積もった。	 

（3）海底堆積物中の放射性セシウムと Pu 同位体の分布	 

	 福島原発沖から南方の犬吠埼に至る陸棚域および斜面域における海底堆積物中の放

射性セシウムの蓄積量は 0.13-	 21.5	 kBq/m2の範囲であった。誘導結合プラズマ質量分

析法にて堆積物および海水 20L 程度から Pu 濃度と同位体比(240Pu/239Pu、241Pu/239Pu)を分

析する際に、238U の干渉のない新たな分析法を開発した。福島沖海域で採取した堆積物

と海水試料の Pu 濃度と同位体比を分析した結果、事故後も海洋環境における主要な Pu

汚染源は、大気圏核実験とビキニ水爆実験のフォールアウトによることが分かった。	 

（4）粒子による放射性セシウムの沈降過程	 

	 西部北太平洋外洋域および半外洋域のセジメントトラップで捕集された沈降粒子中

の放射性セシウム濃度の時系列変化を測定した。外洋域の水深約 5000m では事故約一ヶ

月後（2011 年 4 月 6 日～4 月 18 日）に捕集された沈降粒子から放射性セシウムが検出

され始めた。粒状放射性セシウムの沈降速度は約 54	 m/day と見積もられた。	 

（5）海洋における放射性物質の移行過程のモデル化	 

	 沿岸域モデルによって、1 年間の 137Cs の直接漏洩量の推定を行い、3.6±0.7	 PBq で

あるという結果が得られた。また、日本学術会議の環境モデリング WG に参加し、10 モ

デルの相互比較を行った。	 

 Distribution of radionuclides in seawater, settling particles and marine sediments after the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. 
*M. Yamada1 and Scientific team of ISET-R Ocean Research (1Inst. Radiat. Emergen. Medicine, 
Hirosaki Univ.) 
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西部北太平洋亜寒帯循環域における東京電力福島第一

原子力発電所事故由来粒状態セシウムの沈降速度	 

○	 本多牧生 1、川上創 1 
（1海洋研究開発機構） 

 
	 2010 年 11 月〜2012 年 6 月、西部北太平洋の観測定点 K2（北緯 47 度／東経 160 度）

の水深 500m と水深 4810m に設置したセジメントトラップにより沈降粒子を捕集し、福

島第一原子力発電所事故由来の放射性セシウム（137Cs）を測定した。その結果、水深 500m

では 2011 年 3 月 25 日〜4月 6日に捕集された沈降粒子から、水深 4810m では 2011 年 4

月 6 日〜4月 18 日に捕集された沈降粒子から 137Cs が検出された。このことから、先の

論文では、500〜4810m における粒状態 137Cs の沈降速度は約 180	 m	 day-1以上（4310	 m	 /24

日）とした（Honda et al., Biogeosciences 10, 3525-3534, doi:10.5194/bg-3525-2013, 2013）。
しかし水深 500m では 137Cs フラックスと 137Cs 濃度は、概して、3月下旬から徐々に低下

し2012年2月には検出されなくなったのに対し、水深4810mでは137Csフラックスと137Cs

濃度はしばらく上昇し、137Cs フラックスは 6月 5日〜6月 17 日、137Cs 濃度は 5月 24 日

〜6月 5日に最大となった。137Cs 濃度はその後徐々に低下したのに対して、137Cs フラッ

クスは 10 月頃まで高い状態が続き、その後徐々に低下した。そして 2012 年 4 月 2 日〜

4月 18 日に捕集された沈降粒子まで 137Cs は検出された。そこで水深 500m で捕集された
137Cs総量と4810mで捕集された 137Cs総量が同じで水平方向からの付加はないと仮定し、

4810m における徐々に増加する蓄積量と経過時間から粒状態 137Cs の沈降速度分布（変

化）を算出した。その結果、粒状態 137Cs の 1％の沈降速度は約 260	 m	 day-1、3%は約 156	 

m	 day-1と算出されたが、5%では約 66	 m	 day-1となり、その後はほぼ 50	 ±	 15	 m	 day-1、

粒状態 137Cs 全体の沈降速度は約 54	 m	 day-1と算出された。これはこれまでの報告値よ

り小さいものであった（Honda and Kawakami, Geophys. Res. Lett. 41, 
doi:10.1002/2014GL060126, 2014）。最初の粒状態 137Cs の沈降速度が大きかった理由とし

て以下の２点が考えられた。	 

○観測定点K2に空輸された一部の粒状態 137Csは重金属に富んだ大きくて重い粒子だっ

たのに対し、多くのものは比較的小さく溶存し易い硫酸塩粒子であった。	 

○初期の頃は溶存 137Cs 濃度が高かったので、大きくて比表面積の小さい沈降速度の大

きい粒子でも溶存 137Cs を吸着できたが、その後は溶存 137Cs 濃度が低かったため小さく

て比表面積の大きい沈降速度が小さい粒子のみ溶存 137Cs を吸着できた。	 

	 また沈降粒子を有機物の有無で化学分画して 137Cs を測定した結果、多くの 137Cs は鉱

物粒子に吸着している可能性が示唆された。	 

	 

Sinking velocity of particulate radio-cesium emitted from Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant accident in the Northwestern Pacific subarctic gyre 
*M. C. Honda1, H. Kawakami1 (1Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) 
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福島県東方沖における放射性セシウム粒子束 

 

○乙坂重嘉 1, 佐藤雄飛 1, 鈴木崇史 1, 成田尚史 2 
（1 原子力機構, 2 東海大学海洋学部） 

 
東京電力福島第一原子力発電所（福島第一原発）によって海洋に放出された放射性セ

シウムのうち、海底に沈着した割合は数パーセント程度であると報告されている。その

一方で、海底堆積物中の放射性セシウムの濃度は海水中での濃度に比べて減少が遅いこ

とから、海底環境の継続的な監視や予測が望まれている。本研究では、福島沖における

海底付近での粒子状放射性セシウムの輸送過程について議論するため、福島第一原発の

約 100 km 東方において 2 年間にわたってセジメントトラップ実験を行った。 
セジメントトラップは、福島沖（北緯 37 度 20 分、東経 142 度 10 分、海底水深 989 m）

観測点の 873 m 層に設置し、2011 年 8 月から 2013 年 6 月までの間、26 日間隔で 26 期

間の沈降粒子試料を採取した。事故由来の放射性核種として 2 つの放射性セシウム同位

体（134Cs, 137Cs）の濃度を、沈降粒子の特性の指標として、主要成分（生物起源ケイ酸

塩、生物起源炭酸塩、陸起源ケイ酸塩、有機物）と鉛-210（210Pb）の濃度を測定した。

係留観測点および周辺の海底堆積物試料も採取し、沈降粒子と同様に分析した。 
沈降粒子からは、観測期間を通して事故由来の放射性セシウムが検出され、137Cs 濃

度は 2011 年 12 月に最大値（412 Bq kg-1）を示した（放射能は 2011 年 3 月 11 日に減衰

補正、以下同様）。137Cs 粒子束は観測序盤に高く、2011 年 9 月に最大 (98 mBq m-2 day-1) 
となった後、年 3 回の極大を示しながら全体として減少し、観測終了時（2013 年 6 月）

には 1 mBq m-2 day-1 であった。沈降粒子中の 134Cs/137Cs 放射能比は 1.0±0.1 であること

から、検出された放射性セシウムはほぼすべてが事故由来であると推定された。 
放射性セシウムの粒子束は、主に 2 つのモードで制御されていた。一つ目は表層水中

で放射性セシウムを取り込んだ粒子の急速な鉛直輸送（鉛直モード）であった。このモ

ードは、特に事故後の早い段階で支配的だったと考えられ、表層海水から除去された放

射性セシウムが素早く鉛直輸送され、観測点付近の海底における放射性セシウムの分布

を形成したと推測される。 
二つ目のモードは、海底付近に運ばれた粒子状放射性セシウムの再移動であった（水

平モード）。沈降粒子中の 137Cs/210Pb 比を周辺の堆積物のそれと比較することにより、

水平モードに再移動する粒子は、セジメントトラップ観測点近傍の陸棚斜面（概ね水深

500 m 以深）を起源としていると推定された。水平モードにおける粒子状放射性セシウ

ムの輸送は、大規模ではないものの、放射性セシウムの再分布を長期にわたって制御す

る主要機構として注目すべきと言える。 
 
Sinking fluxes of radiocesium off Fukushima 
*S. Otosaka1, Y. Satoh1, T. Suzuki1, H. Narita2 (1Japan Atomic Energy Agcy., 2Tokai Univ.) 
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東京電力福島第一原子力発電所近海における表層海水

中の 90Sr 濃度分布 

○田副博文 1、山形武靖 2、増田雄基 3、永井尚生 2、山田正俊 1 
（1 弘大被ばく医療、2 日大文理、2 日大院相関理化） 
 

 
【はじめに】 東京電力福島第一原子力発電所事故により 137Cs, 134Cs に代表される多く

の放射性核種が陸上や海洋へと放出された。放射性ストロンチウムである 90Sr は Cs よ
りも沸点が高いため大気経由での影響は小さく、陸上での 90Sr/137Cs 比は 1/1000～1/100
程度であった。しかし、その後の汚染水の流出や貯留タンクからの漏えいにより、高 90Sr
濃度の海洋への放出が懸念されており、継続的なモニタリングが不可欠である。 
【方法】 東京海洋大学 海鷹丸 UM13-5 次研究航海（2013 年 5 月 14 日~5 月 23 日）

および海洋開発研究機構 新青丸 KS14-6 次研究航海(2014 年 4 月 30 日~5 月 9 日)にお

いて表層海水試料の採取を行った。試料は船上において孔径 0.5μm のフィルターでろ過

し、シュウ酸塩共沈法により濃縮して持ち帰った。シュウ酸塩沈殿は電気炉で加熱分解

した後、塩酸に溶解した。90Sr-90Yが放射平衡になった 2週間後、Y (0.1mg)および Fe (3mg)
を担体として添加し、鉄共沈法で 90Y をミルキングした。90Y はアイクロム社製 DGA レ

ジンを用いて化学分離した後、2πガスフロー型比例計数管(LB4200, Canberra, USA)を用

いてベータ線計測 (80,000 sec) を行った。134Cs, 137Cs 濃度においても同時に採取した海

水試料を AMP 法により濃縮し、高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いてγ線計測を

行い、定量した。 
【結果】 2013 年の観測では福島原発から東方 5km 地点に位置する NP-2 と南方沿岸の

AN7 でもっとも高くそれぞれ 16.4 Bq/m3 および 18.3 Bq/m3 の 90Sr が観測された。同地点

の 137Cs 濃度も外洋域に対し優位に高く、その 90Sr/137Cs 比は 0.4 であった。この値は原

子力発電所南方の放出口付近で長期的にモニタリングされている 90Sr および 137Cs のデ

ータと一致している。このことはタンク貯留汚染水などの拡散による一過性の値を反映

したものではなく、原発からの継続的な放出を示唆していると考えられる。また、これ

らの高濃度の海水は、沿岸流によって南方へと輸送されている様子が観察された。この

沿岸流は 3-4 日のサイクルで南北方向に転換するとの報告があり、2014 年の観測ではよ

り近傍の原発から 1 ㎞地点(NP0)での観測を行ったが、その 90Sr 濃度は 7.6 Bq/m3 であっ

た。 
 
Spatial and temporal variations of 90Sr concentration in the surface seawater near the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant in 2013 and 2014. 
*H. Tazoe1, T. Yamagata2, Y. Masuda3, H. Nagai2 and M. Yamada2 (1IREM, Hirosaki Univ., 
2College of Science and Humanities, Nihon Univ. 3Graduate School of Integrated Basic Science, 
Nihon Univ. ) 
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	 	 	 	 	 東電福島原発事故による 14C 放出の可能性  

	 	 	 	 	 	 	 	 ○中村俊夫 1，緒方良至 2，箕輪はるか 3，佐藤志彦 4，渡邊隆広 5 
                   (1名大年測セ，2名古屋大，3慈恵医大，４筑波大，5日本原研東濃) 
 
１．はじめに    2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力
福島第一原発事故により大量の放射性物質が環境中に放出された．大気粉塵，土壌，

植物などの放射能分析から大気中に放出された核種の種類とおおよその量が見積も

られている．一方，地質学・考古学試料について約 5 万年までの高精度年代測定に利
用されている放射性炭素（14C；半減期：5730 年）に関しては，その放出の化学形態
や数量はきちんと確認されていない．事故のあった福島第一原発付近への立入は制限

されており，採取できる試料には限りがあるが，海産物試料および陸産試料を採取し

てそれらの 14C 濃度を測定し，原発事故前のデータや原発事故の影響が及ばない遠く
離れた地点に生育した試料の 14C 濃度と比較した．  
２． 14C 測定試料の採取     共同研究者らにより，福島第一原発から南に 20~30km
離れた広野町の海岸付近で，2012年 6月に生きた貝類や魚類，海底泥土が採取された．
これらの試料について γ 核種の分析が行われ 134Cs, 137Cs が有意に検出され，福島第一
原発の影響が確認されている（緒方ほか 2012）．一方，福島第一原発から北西に約 60km
離れた福島大学金谷川キャンパスにおいても福島第一原発事故に起因する空間線量

率の増加が検出されている（松葉採取地点近傍で，3.59~0.41 µSv/h (2011/3~2012/3)）．
この地点で，2010 年，2011 年に生育した松葉を 2011 年 10 月に採取した．   
	 これらの試料について福島第一原発起源の 14C の影響の有無を調べるために，名古
屋大学に設置してあるタンデトロン加速器質量分析装置（AMS 14C system）を用いて
14C 濃度を測定した．  
３． 14C 測定結果及び考察     カキ，カサガイ，イガイの 3 種の貝試料について，
内蔵部と貝殻に分けて 14C 濃度を測定した．貝殻は，直近に形成されたと考えられる
先端部分を用いた．結果として，内蔵部と貝殻の順に，カキでは 101.9±0.3, 
102.8±0.2pMC, カサガイでは 102.8±0.3, 103.2±0.02pMC，イガイでは 1015±0.3, 
102.6±0.2pMC と，事故以前の 14C 濃度と同様な数値が得られ，原発事故の影響は確認
できなかった．また，2010 年生育の松葉で 14C 濃度は 102.8±0.3 pMC，2011 年生育の
松葉で 102.0±0.3pMC となり，両者の 14C 濃度は誤差範囲内で一致し，福島第一原発事
故の影響は見られなかった．一方，Inoue et al.(2011)は，飯舘村（事故地点から 40km）
で採取した植物試料中に事故による 14C 濃度の微少な増加を検出したと報告している．
しかし，今回分析した試料は，福島第一原発事故発生地点から，20km 以上も離れた

箇所から採取されたものであり，14C の生成・放出量が小さい値であれば，事故発生
地点の近くで 14C 測定試料を採取することが肝要であろう．  
緒方良至・箕輪はるか・佐藤志彦・小島貞男・石榑信人・伊地知紗希(2012)福島湾岸で採取した貝類に

含まれる γ 核種分布．日本放射線安全管理学会第 11 回学術大会講演要旨集，p.109. 

Aki INOUE et al. (2011) Measurement of 14C/12C ratios by AMS in plant samples for studying the changes of 

atmospheric radiocarbon levels.EA-AMS4Symposium, Dec16-18 2011, Takeda Hall, U. Tokyo. 

Survey of 14C emitted from the Fukushima Atomic Power Plant (I) accident in 2011 
○T. Nakamura1, Y. Ogata2, H. Minowa3, Y. Sato4, T. Watanabe5 (1Center for Chronological 
Res., Nagoya Univ., 2Nagoya Univ., 3Jikei Univ., 4Tsukuba Univ., 5Tono GeoScience, JAEA) 
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モンテカルロシミュレーションで空気放射線量率に地形

の影響を定量化 
メイリンズ・アレックス１、奥村雅彦１、斎藤公明２、町田昌彦１ 

（１日本原子力研究開発機構システム計算科学センター、２日本原

子力研究開発機構福島環境安全センター） 

 

モンテカルロ輻射輸送モデリングシミュレーションは、原発事故によって放出された

放射性核種の環境動態の理解のために不可欠なツールである。この手法 は、空間線量率

から地表の汚染密度への変換係数の導出に使用され、それを用いれば、環境中に放出さ

れた放射性核種の活性や分布の定量化が可能である。逆 に、環境中の放射性核種の動

きや崩壊を予測するモデルの結果から将来の空間線量率を予測するためにも用いられ

る。我々は PHITSコードを用いて、地表 から高度 300mまでの範囲にわたって地形が空

間線量率に及ぼす影響を評価した。地形は、円錐を切って表現した台地と盆地、二つの

斜面に挟まれた谷の二 つを考えた。前者は円錐の頂点の角度を、後者は水平面からの

斜面の角度を変えて、地表の表面汚染密度と空間線量率の関係を求めた。その結果、地

表における 空間線量率よりも、高度が高い所の空間線量率の方が地形の影響を受けや

すい事が分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantifying the effect of land topography on air radiation dose rates using Monte Carlo radiation 

transport modeling 

*A. Malins1, M. Okumura1, K. Saito2 and M. Machida1  

(1Center for Computational Science & e-Systems, Japan Atomic Energy Agency, Kashiwa, 
2Fukushima Environmental Safety Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokyo) 
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セシウム 137 の将来分布予測における土地利用及び地

形データの解像度の影響について 

○小田好博 1、山口正秋 1、新里忠史 1、北村哲浩 1 
（1（独）日本原子力研究開発機構） 

 
はじめに：東京電力福島第一原子力発電所事故から 3 年余りが経過し、事故由来の放

射性物質のうち空間線量率の支配的核種は、放射性セシウム(Cs-134, Cs-137)となってい

る。Cs-137 は約 30 年の半減期を持つため、長期間にわたる影響が懸念されている。地

表に沈着した放射性セシウムの移動については、セシウム元素が持つ土壌に強く吸着さ

れる性質のため、その移動挙動の主たる部分は、土壌侵食及び地表流による土砂移動と

考えられる。この土砂移動においては、土地利用形態や地形が大きく影響することが知

られており、放射性セシウムの将来的な分布の予測において、重要な要素となっている。

そこで土砂移動を主体とした放射性セシウムの将来予測における土地利用データ等の

解像度等に関する検討を行った。 
解析方法：解析には、放射性セシウムの将来分布を解析するために日本原子力研究開

発機構（以下、機構）が開発した SACT(Soil And Cesium Transport)モデルを使用した。

土壌に吸着された放射性セシウムが土砂とともに移動するものとして土壌流亡予測式

(USLE)に基づいて土壌の侵食量を計算し、更に地表流による侵食・堆積を伴う土砂移動

をモデル化している。放射性セシウムの濃度については、放射性壊変による減衰に加え

て、土壌中の深度分布及び濃度の粒度依存性を考慮している。土地利用分布については、

解像度 100m（国土交通省「河川および土地利用」）、約 30m(ALOS Ver.14.02©JAXA)及び

1m の 3 種類を、地形に関しては、国土交通省国土地理院が管理する航空レーザ測量デ

ータを基に 3 種（解像度約 10m 標高単位 1m、約 10m-0.1m、及び 1m-0.1m）使用した。

なお土地利用分布データは、作成時期が異なるため定性的比較のみとした。解析対象領

域は、福島県内の土地利用の約 7 割を占める森林を多く含む山間地とした。 
結果と考察：土砂が侵食する場所では放射性セシウムの流出が大きく、逆に堆積する

場所では放射性セシウムの沈着量が増えることになる。土地利用分布の解像度が低い場

合、堆積量･侵食量ともに大きく見積もられる傾向があった。これは低解像のために侵

食場と堆積場の空間スケールが大きくなったために、侵食と堆積が限られた場所に集中

したためと考えられる。地形については、標高単位が詳細な方が、そして解像度が高い

方が、堆積量が大きくなった。一方で侵食についても同様の傾向が見られたが、その影

響は堆積に比べて小さかった。これは、解析したほとんど全ての領域が侵食場であるの

に対し、詳細化・高解像度化によって堆積場が更に限定されたためと考えられる。今後、

侵食場・堆積場を精度よく予測するために、現地調査で得られた堆積量等と比較を行い、

データの最適な解像度等と解析に必要なパラメータの適切な値を検討する予定である。 
The influence of the data resolution for the prediction of the long-term 137Cs distribution 
*Y. Oda1, M. Yamaguchi1, T. Niizato1, A. Kitamura1 (1Japan Atomic Energy Agency) 
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光化学過程における質量非依存分別のメカニズムと最近の研究 

○セバスチアン  ダニエラチェ 1＊ 

（1上智大学）  

The application of isotopic effects in the field of geochemistry has 

developed decades of fruitful experience where countless atoms, both light and 

heavy, have been used to trace the geochemical mechanisms operating in space and 

planetary systems. Among the different types of isotopic mechanisms operating 

in physical and chemical phenomena, light induced chemistry still lacks a general 

theory capable to explain isotopic effects that produces mass dependent and 

non-mass dependent effects.  

The application of non-mass dependent isotopic effects produced during 

photochemical reactions has been reported for di and tri-atomic systems such as 

O2, CO, SO2, OCS, CO2, H2S, etc. The applications and usages of these effects range 

far and wide in the field yet there is still a lack a general theory capable to 

predict the existence and quantification of such effects. I will present a summary 

of the latest experimental measurements and theoretical work reported in the 

literature, present the rationale that will be serve as the ground where a 

predictive theory of isotopic effects will be constructed upon in the future. 

The building blocks of such a theory will definitely involve bounding and 

dissociative type of exited states, non-adiabatic effects, 

rotational-vibrational densities and more importantly surrounding conditions 

that step outside of the boundaries of traditional chemical enquiry to relate 

molecules in its geo-physical environment.       

 

 

 

Latest developments in the research of non-mass dependent fractionations 

produced by photochemical reactions.  

○S. O. Danielache1＊ (1Sophia University) 
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量子化学的手法を用いた分子内振動解析による質量依

存同位体効果の評価 

○藤井俊行 1 

（1 京都大学原子炉実験所） 
 
 
 化学同位体効果、すなわち化学交換反応における同位体分別、は質量依存の同位体効

果と非質量依存の同位体効果の和として発現する。前者は同位体置換された分子

isotopologue の分子内振動エネルギーが異なるために生じる。その振動エネルギーの差

は、置換する同位体の質量差に律されるため、同位体効果は質量依存の特徴を示す。後

者は原子核の体積（大きさや形）が同位体間で異なるために生じる。原子核の体積変化

は質量数の増減、すなわち中性子数の増減には比例しないため、同位体効果は非質量依

存の効果となる。この効果は重い元素でより顕著に発現する。 
 周期表前半の元素の化学同位体効果においては、質量依存の効果の寄与が大きいため、

化学反応に関与する isotopologue の分子内振動を正確に評価することができれば、同位

体分別の大きさを見積もることができるはずである。本研究では、汎用量子化学計算プ

ログラム Gaussian を用い、密度汎関数法により鉄等の第一遷移金属の種々の水和錯体の

分子構造及び振動解析を行った。得られた計算結果から換算分配関数比を算出した。 
 実測される同位体分別の大小は、計算から得られる換算分配関数の大小と比較し、議

論されることが多いが、本研究ではこのことを踏まえ、関係する化学種の錯生成定数を

導入し、同位体分別の大きさを、酸性度（pH）や電位（Eh）等の関数として表現する

ことを試みた。 
 海水を模擬した水和無機錯体間の同位体交換系では、重い同位体が硫酸錯体、炭酸錯

体、及び加水分解種に濃縮しやすいことが分かった。pH の増加と共に、炭酸錯体に重

い同位体が濃縮される傾向が確認された。硫化物が生成する条件になると、硫化物が軽

い同位体を濃縮する効果が強く、他の化学種との間に大きな同位体分別が起こることが

分かった。 
 植物の代謝を模擬した系として、リン酸錯体、リンゴ酸錯体、クエン酸錯体、等の同

位体効果を評価した。クエン酸錯体やリンゴ酸錯体は、リン酸錯体よりも軽い同位体を

濃縮する傾向があり、このことは、根から、茎、葉に向かって、軽い同位体が濃縮する

という実測報告を裏付ける結果となった。 
 同様な評価法を用いて、ほ乳類の生体内における遷移金属元素の同位体比のばらつき

を説明できるかどうかを検討した。 
 
Mass-dependent isotope effect estimated by ab initio intramolecular vibrational frequency 
analysis 
*T. Fujii1 (1Res. Reactor Inst., Kyoto Univ.) 
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隕石同位体異常の検出に向けた表面電離型質量分析計

によるモリブデン同位体比分析法の開発：酸素同位体組

成変動による同位体比シフト	 

○永井友一朗 1，横山哲也 1 
（1東京工業大学地球惑星科学専攻） 

 
	 近年の質量分析技術の発展により，元素によっては分析誤差 10 ppm以内の同位体比
変動が観測できるようになった．特に，隕石中のいくつかの重元素では，同位体異常と

呼ばれる地球岩石の質量分別では説明できない同位体比変動が報告されている（Sr[1]，

Ba[2]など）．モリブデン（Mo）には，隕石中の同位体異常が報告されている[3]一方で，

同位体異常がないことを支持するデータ[4]も存在する．これは，隕石の分解法，質量分

析技術，あるいは試料の不均質性の違いにより生じたものだと考えられる．そこで，本

研究では，隕石中の Mo 同位体異常の評価に向けて，表面電離型質量分析計（TIMS）
による高精度Mo同位体比分析法の開発を行った． 
	 本研究では，東工大地惑所有の TIMS“TRITON plus”（ThermoFisher Scientific社）に
よる測定を行った．Mo 標準試料として，原子吸光用 Mo 標準溶液（関東化学）を用い
た．Mo は HNO3-HCl の混酸に溶かし，脱ガスを行った Re フィラメント上で乾燥させ
た．実験中の質量分別は exponential law（98Mo/96Mo = 1.413173[5]）により補正した． 
	 Mo は酸化物の陰イオン（MoO3

-）として検出される．先行研究では，酸素同位体組

成を一定値であると仮定した補正が行われてきた[4,6]．しかし，本研究による測定によ

り，97Mo/96Mo〜1×10-4，100Mo/96Mo〜2×10-4 程度のシフトを引き起こすことが分かっ

た．そこで，Mo 同位体組成と同時にモニターした酸素同位体組成で補正を行ったとこ
ろ，同位体比シフトは見られなかった．このとき，97Mo/96Mo = 0.23×10-4，100Mo/96Mo = 
0.28×10-4のくり返し再現性（n = 12）を得られた．また，TIMS測定におけるMoブラ
ンクは 56 pg以下であった．最後に，同位体異常の確度を評価するために，3種類の濃
縮同位体（92Mo，97Mo，100Mo）を標準試料と混合し，同位体異常を持つ試料を人工的
に作成した．この試料を測定したところ，誤差の範囲内で計算値に一致した．従って，

この手法を用いることで隕石中のMo同位体異常を高精度に検出することが可能になる． 
 
reference: [1] Moynier et al. (2012). ApJ, 758, #45. [2] Hidaka et al. (2003). EPSL, 214, 455. [3] 
Burkhardt et al. (2011). EPSL, 312, 390. [4] Becker and Walker (2003). Nature, 425, 152. [5] 
Lu and Masuda (1994). Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 130, 65. [6] Yin et al. (2002). Nature, 
415, 881. 
 
Molybdenum isotopic analysis by using N-TIMS for the study of isotope anomalies in 
meteorites: influence of oxygen isotopic compositions during measurements 
*Y. Nagai1 and T. Yokoyama1 (1Dept. of Earth and Planet. Sci., Tokyo Tech) 
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塩素同位体比測定の改良と地質学への応用 

 

○石川厚 1、山崎真由香 1、梅元悠 1、三浦朋子 1、保柳康一 2、 

吉野和夫 1
 

（1信州大学理学部化学科、2信州大学理学部地質科学科） 

 

【緒言】塩素同位体比の地球化学研究が近年増えてきた。同位体比分析には Cs2Cl
+分子

イオンを使う方法（表面電離型質量分析 TIMS）と CH3Cl
+分子イオンを使う方法（気体

質量分析）の二つがあるが、これらの方法に基づく報告値には、著しい不一致がある場

合がある。そこで TIMS 測定における塩素同位体の分別効果、およびその効果を抑える

改良測定法を研究した。標準試料と地球化学試料への適用例も述べる。 

【原理】金属フィラメント上に塩化セシウムを塗布後、この上に黒鉛懸濁液を滴下し、

乾燥させ混合物試料とする。この試料フィラメントをイオンソース内で熱すると黒鉛表

面より Cs2Cl
+分子イオンが生成する。天然のセシウムは 133 同位体のみであるから、

Cs2
35

Cl
+分子と Cs2

37
Cl

+分子との信号強度比を測定することで塩素同位体比が得られる。 

【実験】試料調製条件ごとに塩化セシウム試薬の塩素同位体比の長時間連続測定を行っ

た。信号強度の低い段階から、塩素同位体比を測ることで塩素同位体分別機構を推定し、

あらたな試料調製条件の設定と測定を繰り返した。信号強度の低い段階を把握するため、

放射温度計で試料温度を確認しながらフィラメント電流を調節し同位体比を測定した。 

【結果】文献に従って塩素同位体比([
35

Cl]/[
37

Cl] = R)を測定したところ、信号強度の増

加と時間の経過とともに R の値は徐々に低下した。穏やかな昇温や少ない試料量でも著

しい低下が常にあった。原因は黒鉛層を通過しない金属表面からの CsCl 分子の直接気

化によるものと仮定し、この過程を抑制すると考えられる試料調製法（黒鉛層への

CH3OH 含浸および黒鉛へのポリエチレングリコールの添加）を工夫した。その結果、

同位体比の低下はある程度改善した。加えて、黒鉛表面からの CsCl 分子の直接気化も

仮定し、これを抑える目的で黒鉛懸濁液の重ね塗りも行った。これら二つの処理を行っ

たところ、低下はなくなり、同位体比は定常値となった。検証のため二種類の塩素同位

体比標準試料(公証値：NIST SRM 975a, R = 3.1279±0.0047(2σ); IAEA ISL 354, R = 

3.1285±0.0089(2σ))について、塩素同位体比を測定した。SRM 975a について 25 のフィ

ラメントを作成し、同位体比を 7206 回測定した。測定値は正規分布に近似でき、平均

値は 3.1273±0.0016(2σ)となった。ISL 354 についても 25 のフィラメントを作成し、同

位体比を 7990 回測定した。測定値は完全に正規分布で、平均値は 3.1276±0.0019(2σ)で

あった。また、IODP317 の大陸棚掘削試料（ニュージーランド南島沖）を本方法で測定

した。塩素同位体比の年代変化は、ユースタシー曲線の海進・海退周期に対応した。 

Effective modifications for measuring Cl isotope ratios and its application for geology 

*A. Ishikawa
1
, M. Yamazaki

1
, H. Umemoto

1
, T. Miura

1
, K. Hoyanagi

2
, and K. Yoshino

1
 (

1
Dept. 

Chem. Fac. Sci. Shinhsu Univ., 
2
Dept. Geol. Fac. Sci. Shinshu. Univ.) 
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フラグメンテーション法を用いた硫化カルボニルの硫

黄同位体計測法：測定法とその応用	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

○	 服部祥平 1、豊田朱梨 1、豊田栄 1、石野咲子 1、上野雄一郎 1, 2、

吉田尚弘 1, 2 
（1東京工業大学、2地球生命研究所） 

 
 

硫黄の大気循環は雲凝結核となる硫酸エアロゾル形成に関わるため、地球の放

射平衡に影響を与え、負の温室効果要因として重要である。しかし、他の温室効果関連

気体(CO2, CH4, N2O)と比較すると大気への供給源や反応過程に不明点が多い。大規模な
火山噴火により成層圏へ供給される硫黄により成層圏硫酸エアロゾル(SSA)の量が増加
し、地球の気温を下げることが知られている。しかしながら、大規模火山噴火のない時

期においても SSA は安定に存在している。硫化カルボニル(OCS)はバックグラウンド
SSA の起源物質として注目されてきた。著者らは、安定同位体情報を用いて、OCS の
バックグラウンド SSAへの寄与を解明するために研究を進めている。 

本発表では、OCSを安定質量分析計(IRMS)に導入した場合にイオンチャンバー
内で精製される S+フラグメント(m/z: 32, 33, 34)を測定することで、簡便に OCSの硫黄同
位体組成を計測する方法を報告する。5-8 nmol程度の試料を導入した場合の繰り返し測
定精度(1σ)は、δ34S、Δ33Sに対してそれぞれ 0.4‰、0.2‰であった。一方、5 nmol以下
の試料に対しては、硫黄同位体組成の量依存性が見られた。本手法で測定された OCS
の硫黄同位体組成と、OCSを SF6に化学変換しデュアルインレット法で求めた硫黄同位

体組成を比較したところ、測定精度の範囲内で等しい結果となった。以上より、本手法

は従来法と比較可能な測定法であることが示唆された。 
次にこれまで測定例のない大気 OCSの硫黄同位体組成を決定するため、神奈川

県川崎市で捕集された大気試料中の OCS を濃縮ラインで精製・捕集し、本手法を用い
て測定した。その結果、大気 OCSのδ34S値は約 5‰程度であり、その値は推定値である
11‰に比べて低い値を有していた。本研究で測定された大気 OCS のδ34S 値と成層圏に
おける OCS 消滅過程における硫黄同位体分別を用いた硫黄同位体マスバランスから解
析したところ、バックグラウンド SSA の硫黄同位体組成(δ34S=2.6‰)を説明することが
可能となり、OCSは SSAの起源として矛盾しないことが示された。 

 
 
 
Determination of OCS sulfur isotopic compositions via GC-IRMS using S+ fragment ions. 
*S. Hattori1, A. Toyoda1, S. Toyoda1, S. Ishino1, Y. Ueno1,2, N. Yoshida1,2 
(1Tokyo Institute of Technology, 2Earth-Life Science Institute) 
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*K. Nakashoji1, 2, H. Matsuzaki1, 2, Y. Miyake1, 2, M. Honda3, A. Sakaguchi3 (1Sch. Eng., Univ. 
Tokyo, 2MALT, Univ. Tokyo, 3CRiED, Univ. Tsukuba) 
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High precision stable Sr isotope analysis of igneous rocks 
*S. Wakaki1, Y. Tanioka2, Y. Wakasugi2, T. Motohiro2, T. Ishikawa1 (1KOCHI, JAMSTEC, 
2Kwansei Gakuin. Univ.) 
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ICP-MS/MSによるストロンチウム90分析法の開発	 
○大野	 剛 1、廣野	 睦 1、村松康行 1 
（1学習院大学理学部化学科） 

 
	 東日本大震災により生じた福島第一原子力発電所の事故で様々な種類の放射性核種

が放出された。放出量の多い放射性セシウム・ヨウ素の汚染実態については精力的に調

査されており、東日本全域の汚染実態が明らかになりつつある（文部科学省, 2011; 
Muramatsu et al., 2014）。一方、放射性セシウム・ヨウ素と同様に原子炉内で生成される
放射性ストロンチウムに関する知見は極めて限定的である。これはセシウム 137やヨウ
素 131がゲルマニウム半導体検出器で比較的容易にγ線を測定できるのに対し、ストロ
ンチウム 90の場合、化学分離を必要とし、娘核種であるイットリウム 90のβ線を測定
するため、その操作に２週間程度必要となり分析に時間がかかるためである。 
	 近年、迅速分析が可能な ICP-MSを用いて福島土壌試料中のストロンチウム 90を測定
する方法が試みられている(Takagai et al., 2014)。ICP-MS法は原発周辺の汚染土壌や汚染
水など濃度の高い試料の測定に有効な迅速分析法と考えられる。一方、ICP-MS 法を用
いる場合、注意しなければならない点はアバンダンス感度、すなわち安定ストロンチウ

ム 88 の質量数 90 への干渉の問題である。ICP-MS 法を用いた研究では、安定ストロン
チム 88の妨害がストロンチウム 90の測定に影響する割合が 3×10-9（質量数 90の妨害
信号/88Sr比）との報告がある(Feuerstein et al., 2008)。一般に、土壌試料には安定 Srが多
量に含まれるため、多くの試料が 90Sr/88Sr比で 10-9を下回ると考えられる。 
	 本研究では、学習院大学設置の ICP-MS/MS（Agilent 8800）を用いてストロンチウム
90 測定法の検討をおこなった。ICP-MS/MS は四重極を二つ持つため、アバンダンス感
度は理論上掛け合わされ、10-12まで改善されることになる。このため、安定ストロンチ

ウムのテーリングによるスペクトル干渉の問題が解決できると考えられる。安定ストロ

ンチウム溶液を用いて、質量数 90の妨害信号/88Sr比を測定したところ、5×10-12の値が

得られた。これは土壌中に安定ストロンチウムを含んでいても通常の ICP-MS 法に比べ
影響が少ないことを意味している。また、ICP-MS/MSは二つの四重極の間にリアクショ
ンセルを持つため、前段の四重極を用いてリアクションセルに導入させるイオンを質量

数 90のみにすることができる。ICP-MS法と同様にリアクションガスに酸素を用いるこ
とにより同重体であるジルコニウム 90 を酸化物としてマスシフトさせ、一方で
ICP-MS/MS の前段の四重極で酸化物として質量数 90 に干渉する可能性のあるイオンを
除去することができるため、バックグラウンドノイズを効果的に低減化することが可能

となった。本発表では福島原発事故により汚染された土壌試料の測定例を紹介し、

ICP-MS/MSを用いた極微量放射性同位体分析の有用性について議論を行う。 
 
Determination of strontium 90 by ICP-MS/MS 
*T. Ohno1, M. Hirono1 and Y. Muramatsu1 (1Faculty of science, Gakushuin Univ.) 
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