
山岳および回転翼航空機を利用した北陸地方の大気環

境観測  

 

○渡辺幸一 1、矢地千奈津 1、平井泰貴 1、山崎暢浩 1、上原佳敏 2、

朴木英治 3
 

（1富山県立大学、2九州大学、3富山市科学博物館） 

 

北陸地方は、日本海を挟んでアジア大陸と直面しており、越境大気汚染物質や黄砂粒

子等が活発に輸送されてきている。越境輸送されてくる様々な物質は、自然環境へ大き

な影響を与えている可能性が懸念されるため、演者らは夏期や秋期を中心として、富山

県の立山等の山岳域において、微量気体成分やエアロゾル粒子の観測、霧水・露水・降

水の採取・分析等を行っている。また、春期の立山・室堂平（標高 2450 m）で、（富山

大学が中心となり）積雪の断面観測・分析を実施し、寒候期の大気環境の考察を行って

いる。さらに、ヘリコプターを利用した新しい上空大気観測を展開している。 

室堂平において霧水（雲水）の採取・分析を行ってきた結果、霧水中の化学成分には、

年度による大きな違いがみられ、中国の工業地帯等から気流が輸送されやすくなる条件

で、酸性度が高く、硫酸イオンの割合も高くなる明瞭な傾向がみられた。また、霧水や

露水中には高濃度の過酸化物が度々観測され、二酸化硫黄の酸化力能力が十分高いこと

が示された。ヘリコプターを利用した上空大気観測の結果、夏期においても越境汚染や

桜島からの噴煙の影響でエアロゾル粒子等が高くなる現象もしばしば観測された。特に、

2013 年 8 月は太平洋高気圧が例年よりも南西側に位置していたため、越境汚染の影響

を大きく受けていた。また、大気中のオゾンや過酸化物（過酸化水素およびメチルヒド

ロペルオキシド）は、地表付近よりも上空で濃度が高く、大気中の光化学反応や、高所

における生態系への影響が懸念される。一方、二酸化硫黄、窒素酸化物やアルデヒド類

については、通常地上付近で高かった。 

秋期の立山でエアロゾル粒子を観測してきた結果、高濃度の硫酸塩粒子（PM2.5 の主

成分）が度々観測され、（後方流航跡線解析等から）中国の大都市部や工業地帯からの

越境汚染による影響が大きいものと考えられる。特に、中国等で石炭暖房が実施される

10 月下旬以降に高濃度のエアロゾル粒子が輸送されてくる傾向がみられた。黄砂粒子

については、春期だけでなく、夏期や秋期においても輸送されてきており、植生が積雪

の覆われる春期よりも直接的な生態系への影響が大きいものと考えられる。また、（秋

期に）立山へ輸送されてくる黄砂には大きな年々変化がみらた。 

 

Observation of atmospheric environment over Hokuriku district at mountainous sites and using 

a helicopter  

*K. Watanabe
1
, C. Yachi

1
, T. Hirai

1
, N. Yamazaki

1
, Y. Uehara

2
, Honoki

3
 

（1
 Toyama Pref Univ, 

2
Kyushu Univ, 

3
Toyama Sci Museum） 
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立山の森林における大気由来のイオン供給の重要性  

 

○久米 篤 1、上原佳敏 1、中野 孝教 2、申 基澈 2、中島 春樹 3、

石田 仁 4、朴木 英治 5、渡辺 幸一 6 

（1 九州大農、2 総合地球環境研、3 富山県森林研、4 岐大応生、 
5 富山市科博、6 富山県立大工学） 

 

森林土壌は、森林から供給されるリターと基岩の風化産物によって生成されると考え

られているが、日本のように多雨・多雪な地域においては、植物体や土壌からの溶脱が

卓越する傾向がある。そのため、基岩の影響が直接的に観察されるのは蛇紋岩や石灰岩

が卓越した地域に限られ、斜面方位や斜度、斜面上の位置など、地形要素の方が植物の

成長や分布に大きな影響を与えている。このことは、上部から土砂が供給される谷部や

平野部以外の場所では、大気からの物質沈着が栄養塩循環に大きな影響を及ぼしている

可能性を示唆している。 

日本海に面し、多雨・多雪地域の代表的な山岳域である中部山岳国立公園の立山・浄

土平（標高 2839m）において、ハイマツ林冠の物質動態を測定した結果、ハイマツは針

葉表面に付着した無機窒素成分の 70％を吸収していた。一方、多量の K+イオンや Mg2+

イオンが針葉表面から溶脱しており、針葉の濡れ時間と SO4
2-イオン供給に比例してい

た。Ca2+イオンも溶脱していたが、年によっては吸収傾向も確認された。ハイマツ林内

雨の 87Sr/86Sr は、大気沈着の値や海塩の値と非常に近い値となったが、樹体（葉、枝）

やリターでは、黄砂の値（0.7103）に近かった。周囲の高山植物の値はおおよそ大気沈

着の値に近かった。 

次に、立山の標高別に成立する各森林での物質循環を比較するために、美女平のスギ

林（標高 977m）、ブナ平のブナ林（1200m）、弥陀ヶ原のオオシラビソ林（1930m）で林

内雨と樹幹流を測定した。その結果、スギ林とオオシラビソ林の林内雨と樹幹流の
87Sr/86Sr は、いずれも大気沈着の値に近かったが、ブナ林での値は黄砂の値とほぼ一致

した。イオンクロマトグラフィーによる分析結果は、いずれの林冠においても活発な樹

冠との相互作用が確認され、オオシラビソ林では Ca2+イオン、ブナ林では大量の K+の

溶脱が生じていた。 

これらの結果は、立山ではいずれの森林地帯でも大気からのイオン供給が物質循環の

主体をなしており、基岩の影響は非常に小さいこと、また、黄砂が重要な陽イオン供給

源になっている可能性を示した。 

 

Importance of atmospheric deposition for nutrient ion supply on the forests of Mt Tatyana 

*A. Kume1, Y. Uehara1, T. Nakano2, K. Shin2, H. Nakajima3, M. Ishida4, H. Honoki5, K. 

Watanabe6 (1Kyushu Univ, 2Res Inst Humanity and Nature, 3Toyama Pref Forest Res Inst, 
4Gifu Univ, 5Toyama City Sci Museum, 6Toyama Pref Univ) 
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能登半島における大気エアロゾルの 

化学成分が雲凝結核能に与える影響 

 

○松木篤 1、岩本洋子 2、木ノ内健人 3
 

（1金沢大・環日本海域環境研究センター、2東京理科大・理学部、
3金沢大・自然科学研究科） 

 

大気中のエアロゾル粒子の一部は雲凝結核（Cloud Condensation Nuclei: CCN）として

働くことで知られる。人為的な影響により CCN数が増加すれば、形成する雲の微物理

構造が変化し、結果として雲の寿命、降水強度にも影響が及ぶ。大気中での CCN濃度

を決定する要素には①水蒸気の過飽和度（Super Saturation: SS）、②粒子のサイズ（粒径）

に加えて、その③化学組成（無機、有機両成分の混合状態）も重要だと考えられるため、

実際の大気エアロゾルが示す雲凝結核能を理論的に再構築するためには、CCN活性と

化学成分との同時観測が有効だと考えられる。しかし、これまでの研究は集中観測に基

づいたものが主体で、長期にわたって観測が行われた事例は依然限られている。 

東アジア地域は世界的に見ても CCN 濃度が高い地域として認識されているが、明瞭

な四季やモンスーンの存在がどの程度地域の CCN 活性に影響を与えるかについては十

分に理解されていない。そこで、本研究では能登半島の先端（37.45ºN, 137.36ºE）に位

置する大気観測拠点（Noto Ground-based Research Observatory: NOTOGRO）において、

2012年夏季以降、CCN活性（粒径ごとの NCCN/NCN比）と化学成分（PM1.0）の同時観測

を継続して行っている。 

大気エアロゾル試料は地上 14.7mの高さに設置した PM10インレットより導入され、

各装置へと分配される。CCN活性の測定にあたっては、粒子を拡散ドライヤにより除

湿、微分型移動度分級器（Differential Mobility Analyzer; DMA）により粒径選別した後、

凝結核計数器（CNカウンタ）および CCNカウンタに分岐して導入することで、全粒子

に占める CCNの割合（NCCN/NCN）の粒径分布を得る（Moore et al., 2010）。CCNカウン

タ内の水蒸気過飽和度（Super Saturation: SS）には 0.1, 0.2, 0.5, 0.8%の 4点を設定した。

選別された粒径ごとに、NCCN/NCNの比をプロットすることで CCNの化学成分や混合状

態を反映した CCN 効率スペクトルが得られる。スペクトル上で NCCN/NCNの比が 0.5と

なるところが、その SSにおける CCN活性化粒径（50%の粒子が CCNとして活性化す

る）dactに相当する。SS と dact の関係からケーラー理論において化学成分の寄与（ラウ

ールの効果）を表す吸湿度パラメータ κを見積もった（Peters and Kreidenweis, 2007）。

化学成分については、微小エアロゾル（PM1.0）のうち 600 ℃で揮発する成分の質量ス

ペクトルをリアルタイムで得ることができるエアロゾル化学種別分析モニター（Aerosol 

Chemical Speciation Monitor: ACSM）を用いた。 

図１に NOTOGROで観測された吸湿度 κの範囲を示す。季節ごとの κを比較すると、

夏＜秋＜春の順に高くなる傾向が見られた。κの値は微小エアロゾルに多く含まれる成
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分のうち、硫酸アンモニウムで 0.61、有機物で 0~0.25 の値を取ることが知られている。

NOTOGROで観測された実大気エアロゾルの κ（0.15～0.3）は中間的な値を取り、CCN

活性への両成分の寄与が示唆された。事実、ACSMにより得られた有機物と硫酸塩の質

量比（Org/SO4）と吸湿度 κの間にはよい対応が見られた（図１）。このことから、バル

ク化学組成と粒径分布のデータのみからでもおおよその CCN 数濃度を予測することは

可能だと考えられる。しかし、ある季節（例えば Autumn 2012）におけるエアロゾルの

CCN活性を一定の吸湿度 κ（=0.3）で代表させた場合、特に SSが低く（0.1%）dactが大

きい（135nm付近）、または SSが高く（0.8%）dactが小さい（40nm付近）場合に、観測

から得られた κとのずれが大きくなる傾向が見られ、有機物と硫酸塩の質量比が粒径に

依存して変化することが示唆された（図２）。このことは、低 SS条件では系統的に CCN

濃度を過小評価、逆に高 SS 条件では CCN 濃度を過大評価することを意味し、CCN 濃

度の正確な予測にあたっては κの粒径依存性が重要となる可能性を示した。 

【参考文献】 

Moore R. H., et al.: Scanning Mobility CCN Analysis—A Method for Fast Measurements of 

Size-Resolved CCN Distributions and Activation Kinetics, Aerosol Science and Technology, 44, 861-871 

(2010) 

Peters M. D. and Kreidenweis S. M.: A Single Parameter Representation of Hygroscopic Growth and 

Cloud Condensation Nucleus Activity, Atmos. Chem. Phys., 7, 1961-1971 (2007) 

 

 

 

 

 

Effect of chemical composition on the CCN activity of atmospheric aerosols at Noto peninsula 

*A. Matsuki
1
, Y. Iwamoto

2
 and K. Kinouchi

3
 (

1
Institute of Nature and Environmental 

Technology, Kanazawa Univ., 
2
Faculty of Science, Tokyo Univ. of Science, 

3
Graduate School of 

Natural Science and Technology, Kanazawa Univ.) 

図 1. Org/SO4比と吸湿度の関係 図 2. 吸湿度と CCN 活性化粒径 dactの関係．

観測(○)と吸湿度一定□△の

条件との比較．実線は解析期間(Autumn 2012

のみ)の平均エアロゾル個数粒径分布を表す． 
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立山積雪層より採取した黄砂エアロゾルによって増殖

する大型珪藻類 

○朝日裕也 1、牧輝弥 1、石川輝 2、青木一真 3、松永智樹 1、堀内

周 1、長谷川浩 1、岩坂泰信 4
 

（1 金沢大学物質化学専攻、2 三重大学生物資源学研究科、3 富山

大学地球化学研究機構、4滋賀県立大学） 

 

中国大陸沙漠地帯から日本へと飛来する黄砂は、中国沿岸の工業地域や都市部で発生

した人為起源的汚染物質に汚染される。これらの黄砂が海洋に沈着した際、海水の化学

組成を変動させ、海洋微生物群を消長させると言われている。そこで、本研究では、黄

砂を海洋試水に添加する船上培養実験を実施し、試水の化学組成の動態を分析化学的に

解析するとともに、微生物生態系に及ぼす影響を評価した。 

はじめに、富山県立山連峰の室堂平（2450m）において、春季に積雪断面調査を実施

し，積雪のよごれ層から、黄砂鉱物粒子を含むと考えられる積雪試料を採取し、粒子を

濾過捕集し、ろ液も試料として得た。また、純白層の積雪試料も採取した。よごれ層の

積雪試料は、純白層に較べ、粗大粒子密度が高く、高濃度の硝酸窒素が含まれていた。 

2013 年 5 月および 11 月に、貧栄養海域である紀伊半島沖合(5 月:138.32°E 34.01°N; 11

月:136.21°E 33.41°N)へ三重大学勢水丸で出向き、採取した海水に、積雪調査で得た黄砂

試料を添加し、それぞれ 3日間および 2日間培養する船上実験を行った。海水培養から，

数日間隔で海水試料を分取し、栄養塩の定量、DAPI 染色法を用いた微生物の直接計数、

画分毎の Chl.a 濃度の測定を行った。 

5 月の海洋実験では、調査地点の硝酸窒素濃度が

低く、よごれ層の試料を添加した海水では、期間中

に、硝酸窒素及び珪酸濃度が著しく減少するととも

に、植物プランクトンの生長がみられた(Fig.1)。特

に 20μm＞の画分で Chl.a 濃度が大きく増えたため、

大型珪藻類が生長促進されたと推察できる。11 月の

海洋実験では、もともと海水に含まれる硝酸窒素濃

度が高く、5 月の調査ほどの積雪試料添加による効

果はみられなかったが、黄砂粒子を含む系では、僅

かに植物プランクトンの生長が見られた。また、5 月の調査では、積雪試料の添加区で、

細菌細胞密度も増大したため、超並列シーケンサーを用いて、細菌群集構造の動態解析

も試みたので合わせて報告する。 

 

Growth of diatoms by the asian dust (Kosa) collected on Mt.Tateyama 

* Yuya Asahi
1
, Teruya Maki 

1
, Akira Ishikawa

2
, KazumaAoki

3
, Tomohiro Mastunaga

 1
, Amane 

Horiuchi
1
, Hiroshi Hasegawa

1
, and Yasunobu Iwasaka

4
 (

1
 College of Science and Engineering, 

Kanazawa University, 
2
Graduate School of Bioresources, Mie University, 

3
 Department of Earth 

Sciences, Faculty of Science, University of Toyama,
 4

Community Research Service Group, 

University of Shiga Prefecture) 
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Multilocus sequence typing (MLST)解析を用いた黄砂バイ
オエアロゾルの長距離輸送の検討 
 
○河合賢人 1、牧輝弥 1、小林史尚 1、陳彬 2、石廣玉 2、青木一真
3、金亮勲 4、洪天祥 5、長谷川浩 1、岩坂泰信 6 

（1 金沢大学自然科学研究科、2 中国科学院大気物理研究所、3 富

山大学地球科学研究機構、4忠北大学校自然科学大学、5韓国外国

語大学校、6滋賀県立大学） 

 

近年、黄砂と共に風送される微生物群（黄砂バイオエアロゾル）が及ぼす人健康や生

態系への影響が懸念されている。しかし、黄砂現象による微生物の長距離輸送を直接実

証した研究はない。本研究では、黄砂時の大気粒子から細菌株を分離培養し、細菌株の

飛来源を、Multilocus sequence typing (MLST)解析を用いて遺伝子レベルで推定した。 

黄砂発生地（タクラマカン沙漠：敦煌市）及び飛来地（能登半島：珠洲市，金沢市）

において、係留気球あるいは航空機，建物屋上を用いて、大気エアロゾルを採取する大

気観測を実施した。また、富山県立山に降雪と共に降り積もった黄砂粒子を積雪中から

捕集した。更に、金沢市近郊の水や葉などの試料も採取した。各試料を高 NaCl 濃度の

液体培地に接種し、環境ストレス耐性細菌を選択的に集積培養したところ、合計 177の

細菌株を分離培養した。次に、細菌株の 16S rRNA遺伝子塩基配列を決定し、近隣結合

法によって系統樹を作成した。系統樹上では、64株が Bacillus属に属し、Bacillus subtilis

と近縁となった。本細菌種は、細胞内に芽胞を形成し、環境ストレスに耐性があるため，

大気中で生残し、優占しやすいと考えられる。更に、B. subtilis と近縁となった細菌株

を株レベルで比較し、その地理的違い

を、検証する目的で、gyrA, rpoB, purH, 

polC 及び groEL 遺伝子塩基配列を決

定し、系統分類学的に解析した。その

結果、B. subtilis subsp. spizizeniiグルー

プの中で、「敦煌市大気」，「立山積雪

中の黄砂粒子」及び「黄砂飛来時の金

沢市大気」から得た株が、互いに一つ

のクラスターを形成した（Fig.）。故に、

本菌株は中国から日本へと黄砂によ

って風送されてきた可能性がある。 

 

Investigation of long-range transport of Asian dust (KOSA) bioaerosols using Multilocus 

sequence typing (MLST) analysis 

*K. Kawai1, T. Maki1, F. Kobayashi1, B. Chen2, G. Shi2, K. Aoki3, K. Yang Hoon4, Chun-Sang Hong5, H. 

Hasegawa1, and Y. Iwasaka6(1College of Science and Engineering, Kanazawa University, 2Institute of 

Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, 3Department of Earth Sciences, Faculty of Science, 

University of Toyama , 4Chungbuk National University, 5Hankuk University of Foreign Studies, 6University of 

Shiga Prefecture) 

Fig. B.subtilisグループに属した細菌株の 
5つの遺伝子を用いたMLST解析による系統樹。 
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水月湖年縞堆積物が示唆する気候変動の原因論           
 
○中川	 毅 1、水月湖年縞プロジェクトメンバー一同 2 
（1立命館大古気候研、2 www.suigetsu.org） 

 
 
水月湖水月湖から 2006 年に採取された年縞堆積物コア（いわゆる SG06 コア）に対

しては、年縞の計数と 800 点以上の放射性炭素年代測定により、世界でも最高精度の
年代軸が与えられている。そうして作られた水月湖の年代目盛りは、IntCal（国際的に
共有される放射性炭素較正モデル）の主要構成要素として採用され、2013 年からは全
世界の研究者による使用も始まった。しかし、年代目盛りはそれ単独では単なる「も

のさし」にすぎない。次のステップとしては、この年代目盛りを用いた過去の気候変

動の復元、さらには復元された変動パターンの対比および比較が重要である。気候変

動のタイミングを異なる地域の間で比較し、その時間的な前後関係を明らかにするこ

とができれば、気候変動のメカニズムの理解が大きく進む可能性がある。このことは

原理としては明白であるが、実際に

適用できるケースは、グリーンラン

ドと南極などごく限られた例しか存

在していなかった。 
たとえばカリアコ海盆は、水月湖

以前の IntCal の中核を支えた研究地
点であるが、過去における海洋のリ

ザーバー効果が厳密には未知である

ことから、ほかの地域との対比とい

う点では常に不確かさを持っていた。

グリーンランドも過去の気候変動を

考える上でしばしば標準テンプレー

トのように用いられるが、年代軸が

年層の係数のみによって成り立って

おり、放射性炭素年代などとの整合

性が検証されていなかったため、ほ

かの地点との本当の意味での対比は

ほとんどなされていなかった（上述

の南極との対比は例外である）。  
以上の認識にもとづき、水月湖の

晩氷期の堆積物に対して高分解能

（約 14 年間隔）の花粉分析と、モダ

水月湖の年縞堆積物。明色層と暗色層の一

組が一年に対応する。一年分の層の厚さは

およそ 0.6	 mm ほど。上の方に見られる厚い

明色層は、大規模な洪水によるものと考え

られている。	 
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ンアナログ方による定量的な気候復元を実施した。その上で、復元された気候変動の

パターンを主としてグリーンランドと比較した。検証の結果、完新世の開始は日本と

グリーンランドで同時であるが、いわゆるベーリング期の開始は日本の方が先行した

ことが明らかになった。これにより、完新世の開始時における急激な温暖化は、氷期

を特徴付ける千年スケールの気候変動（いわゆるダンスガード・オシュガーイベント）

にしばしば見られる急激な温暖化とは発生メカニズムが異なることが分かった。それ

ぞれどのようなメカニズムであったかは、現時点において厳密には未知であるが、講

演では発表者なりのアイディアと、その検証のための研究プロトコルを提案する。 
 

参考文献： 
Reimer et al. (2013) "IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years 

cal BP". Radiocarbon 55 (4), 1869-1887 
Smith et al. (2013) "Identification and correlation of visible tephras in the Lake Suigetsu SG06 

sedimentary archive, Japan: chronostratigraphic markers for synchronising of east Asian/west 
Pacific palaeoclimatic records across the last 150 ka". Quaternary Science Reviews 67, 121-
137 

Staff et al. (2013a) "The multiple chronological techniques applied to the Lake Suigetsu SG06 
sediment core, central Japan". Boreas 42 (2), 259-266 

Bronk Ramsey et al. (2012) "A complete terrestrial radiocarbon record for 11.2 to 52.8 kyr 
B.P.". Science 338 (6105), 370-374 

Marshall et al. (2012) "A novel approach to varve counting using µXRF and X-radiography in 
combination with thin-section microscopy, applied to the Late Glacial chronology from Lake 
Suigetsu, Japan". Quaternary Geochronology 13, 70-80 

Nakagawa et al. (2012) "SG06, a fully continuous and varved sediment core from Lake 
Suigetsu, Japan: stratigraphy and potential for improving the radiocarbon calibration model 
and understanding of late Quaternary climate changes". Quaternary Science Reviews 36, 
164-176 

Schlolaut et al. (2012) "An automated method for varve interpolation and its application to the 
Late Glacial chronology from Lake Suigetsu, Japan". Quaternary Geochronology 13, 52-69 

Walker et al. (2009) "Formal definition and dating of the GSSP (Global Stratotype Section and 
Point) for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and selected 
auxiliary records". Journal of Quaternary Science 24 (1), 3-17 

 
 
Mechanism of climate change as recorded in the Lake Suigetsu varved sediments 
*T. Nakagawa1, Suigetsu Varves 2006 Project Members2 
(1Res. C’tre for Palaeoclim., Ritsumeikan Univ., 2 www.Suigetsu.org) 
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佐渡沖における過去 7千年間の高精度水温復元 

 

○小平智弘 1，堀川恵司 1，池原研 2，村山雅史 3，張勁 1 

（1富山大，2
AIST，3高知大） 

 

最終氷期以降，地球規模の温暖化と海水準の上昇によって日本海表層に親潮が流入し，約 1

万年前になると対馬暖流が流入し始めた（e.g. Oba and Murayama, 1995; Itaki et al., 2004; Koizumi 

et al., 2006）。Domitu and Oda （2008）は，現在の日本海西部で卓越する浮遊性有孔虫

Neogloboquadrina incompta 産出時期から，日本海表層が対馬暖流の影響下になったのは約 7 千

年前だったと指摘している。日本海への対馬暖流の流入は，表層水温だけでなく，隣接する陸

域の気候や植生にも大きな影響を与えた可能性が高い。富山県立山，弥陀ヶ原の湿原では，花

粉化石解析から約 7 千年前を境に乾燥・寒冷な気候から，湿潤・温暖な気候に変わったと報告

されている（吉井, 1988）。しかし，環日本海地域の過去の気候変遷を詳細に理解するために極

めて重要な，定量的で詳細な過去の日本海における表層水温記録は未だに得られていない。そ

こで本研究では，日本海佐渡沖を対象に N.incompta のMg/Ca 比から定量的な過去の表層水温の

復元を試みた。 

本研究では海洋研究開発機構（JAMSTEC）の研究船「よこすか」によって佐渡沖（水深738 m）

で採取された海底堆積物試料（PC09）を用いた。年代モデルは，浮遊性有孔虫殻の14
C年代を8

層準で測定し，歴年代への較正にはMarine13を用いた（ΔR=0±100年とした）。N. incomptaの酸

素同位体比（δ
18

Oc）は高知大学海洋コア総合研究センターのIR-MS （MAT-253），Mg/Ca比は

富山大学本研究室のSF-ICP-MS（Element II）を用いて測定した。 Mg/Ca比の分析精度は，炭酸

塩標準試料であるBAM RS3を複数回分析し，RSDは1.0%（n=100）であった。 

 本研究で対象とした PC09 では 6800 年前以降に N.incomptaの産出が確認され，佐渡沖表層は

6800 年前に対馬暖流の影響下になったと考えられる。そこで，本研究では過去約 7 千年間に相

当するコア深度 170 cmより上部について約 60年の時間解像度で N.incompta の δ
18

Oc とMg/Ca

比の分析を行った。分析された Mg/Ca 比は，本研究で 16 試料の日本海表層堆積物から作成し

た N.incomptaの Mg/Ca比-水温換算式（Mg/Ca = 0.43*exp(0.044T)(r = 0.85)）を用いて水温に換算

した。復元された過去 7 千年間の表層水温は約 16°C から 10°C の間で変動しており，4 回の温

暖期と寒冷期が確認され，現在は比較的寒冷な時代に相当することが示された。水温の変動傾

向は対馬暖流流域で卓越する珪藻種 F.doliolusの産出頻度（Koizumi et al., 2006）と対応するよう

な傾向を示し，佐渡沖の表層水温が対馬暖流の勢力変化の影響を受けて変化していたことが示

唆された。さらに，石筍の酸素同位体比から復元された北陸地域の過去の降水・降雪量変化（Sone 

et al., 2013）とも類似した傾向を示し，日本海の表層水温変化が陸域の気候にも影響を与えてい

た可能性が示された。発表では，過去の北陸地域の植生変遷との対応関係についても発表する。 

High accuracy reconstruction of past temperatures off Sado during the last 7kyr BP 

*T. Kodaira
1
, K. Horikawa

1
, K. Ikehara

2
, M. Murayama

3
, J. Zhang

1
 (

1
 University of Toyama, 

2
AIST, 

3
University of Kochi ) 
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硝酸態窒素同位体比による急流河川の栄養塩輸送状況

の解明～富山県東部河川を例として           

○張勁 1、佐野和広 1 

（1富山大院理工） 

 

 

【緒言】河川水中の硝酸態 N・P・Si 等の栄養塩類供給は、沿岸海洋の基礎生産にとって重要で

ある。河川水中の栄養塩は、流下の過程で付着藻類等によって消費される一方で、生活排水や

農耕地からの排水等の流入により添加される。河川水により海洋に流入した栄養塩類は沿岸で

の生物生産にも影響するため、河川の栄養塩輸送状況を知ることは重要である。富山湾へ流入

する栄養塩の負荷量は Kobayashi et al.（1960）の報告があるものの、その由来や自然起源と人

為起源の割合は不明である。本研究は、富山県東部の急流河川において、流下に伴う栄養塩の

輸送状況を δ15N-NO3を用いて解明することを目的とした。 

【研究地域・方法】富山県東部の魚津市付近に位置する早月川・角川・片貝川の上流部（採水

地点標高 790・200・420m）から下流にかけて、2009 年 11 月から 2011 年 10 月で計 18 地点よ

り採水・分析を行い、水温、電気伝導度、pH、主要化学成分(Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl－, NO3
－, SO4

2

－, HCO3
－, SiO2：測定精度 0.01mg/L)、安定同位体比(δ18O, δD：測定精度 0.1‰, 1‰）、δ15N-NO3

（陰イオン交換樹脂・凍結乾燥を用いた δ15N-NO3測定法：測定精度 0.2‰）を測定した。 

【結果と考察】各河川の水質は、夏期の片貝川下流及び冬期の角川下流を除き、年間を通じて

Ca-HCO3型を示した。また、角川では流下に伴う Ca2+と HCO3
－の濃度上昇が認められた。酸素・

水素同位体比は、3 河川とも年間を通じて富山県での天水線の間に収まったが、河川ごとに季節

変化がみられた。3 河川ともに、森林域での降水が地下に浸透した後、土壌に浸透・混合されて

から河川に流出するが、流出までに時間差があることが示され、角川と片貝川では春期・夏期

の全地点の平均 δ18O が等しく（d=20）、早月川に比べて降水から流下までに時間を要すること

が示唆された。また、早月川・片貝川では試料より算出した涵養源標高が上流から下流まで変

わらず、山地森林域への降水がそのまま流下していることを示した。角川では、流下に伴う NO3

－濃度上昇が認められ、NO3-N の起源を明確にするため自然起源のみと考えられる片貝川上流

部の Cl－/NO3
－比（Cl－/NO3

－=1.60；Ajit, 2007）と比較した結果、角川は Cl－過多であった。また、

δ15N-NO3 の分析では、年間の早月川・角川・片貝川ではそれぞれ－1.6‰・0.0‰・－1.1‰であ

り、土壌・植物（δ15N=－4.0～－1.0‰；山城&柳川, 2001）や富山市降水（δ15N=－7.8～+1.6‰：

加重平均－3.8‰；西島, 2005)と近い値となった。落葉及び腐葉土の分解による影響を受けたと

考えられる。 年間 NO3
－濃度と日平均流量より富山湾への NO3

－輸送量を見積もったところ、早

月川 15×103t/年、角川 6×103t/年、片貝川 19×103t/年となった。また、流量と δ15N 値から NO3
－の

内訳を算出したところ、早月川・片貝川は自然起源が 9 割以上だったが、角川では下流域で人

為起源が約 9 割となり、各河川を取り巻く環境要因が反映されたものと考えられた。 

Nutrient transport via fast flow river systems using isotopic composition of nitrate-nitrogen 

*J. Zhang 1, K. Sano1 (1Fac. of Sci., Univ. of Toyama) 
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シラエビ Pasiphaea japonica の炭素・窒素安定同位体
比を用いた富山湾の食物網解析へのアプローチ 

○浦沢知紘 1、張勁 1、稲村修 2
 

（1富山大院理工、2魚津水族館） 

 

【はじめに】日本海は他海域に比べ、地球温暖化に伴う海水温の上昇率が高く、今後予

測されている地球温暖化の影響をいち早く反映すると予想される。富山湾は日本海側の

中央部に位置する深湾で、表層を流れる対馬暖流水や日本海固有水が沿岸近くまで流れ

込んでおり、日本海の縮図として温暖化の影響をモニタリングするのに適した地域とい

える。富山湾において、今後の温暖化による生態系への影響を明らかにするためには、

まず、富山湾の食物網の特徴を明らかにする必要がある。本研究では富山湾を代表する

重要な水産資源であり、生息域が富山湾内に限られているシラエビ Pasiphaea japonica

を対象に炭素・窒素安定同位体比（δ13
C・δ15

N）解析を行い、富山湾の食物網の特徴

を把握するために、シラエビの環境指標種としての有効性を検討した。 

【試料と方法】2013年 4～11月に、新湊沖と岩瀬沖で漁獲されたシラエビを試料とした。

シラエビの餌である動物プランクトンは、富山県東部の入善町深層水活用施設で水深

384ｍから定期的に採集したものと、船舶を用いて富山湾内で採集したものを使用した。

シラエビ、動物プランクトン、懸濁態有機物のδ13
C・δ15

Nを測定し（測定誤差はδ13
C：

±0.01‰、δ15
N：±0.15‰）、シラエビでは体長と頭胸甲長の測定も行った。 

【結果と考察】①月別変化：シラエビのδ13
C・δ15

Nは、採取月の変化や地域による差

はなく、1年を通してほぼ一定の餌環境であることが推測された。②成長と安定同位体

比：シラエビの頭胸甲長とδ13
C・δ15

N の相関をみると、頭胸甲長とδ13
C の相関は認

められなかったが、頭胸甲長とδ15
Nでは成長に伴って値が高くなる傾向がみられた（新

湊：R=0.61 、岩瀬：R=0.59）。この結果は、シラエビの成長に伴う餌生物の摂食割合の

変化によるものと推測できた。③食物網解析：δ13
C・δ15

Nから、シラエビは植物プラ

ンクトンを起点とする食物網の二次消費者に位置することが分かった。また、δ13C の

値から陸域からの影響を受けていないことが示唆された。④環境指標種としての有効

性：同位体比を測定したシラエビ（86 個体）のδ13
C 値とδ15

N 値は、ともにばらつき

が非常に小さく、少量の試料で富山湾の食物網を特徴づける環境指標種としての有効性

が示された。 

  

Carbon and nitrogen stable isotope ratios of Pasiphaea japonica : An approach of food web 

analysis in Toyama Bay 

*C. Urasawa 
1
, J. Zhang

1
 and O. Inamura

2
 (

1
Univ.of Toyama, 

2
Uozu Aquarium) 
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中央構造線沿いに湧出する有馬型温泉水の分布と起源

～REEs 組成からの考察～  

○中村仁美 1,2、岩森光 1,2，千葉紀奈 2，中井俊一 3，木村純一 1，

常青 1，風早康平 4 

（1 海洋研究開発機構，2 東京工業大学・地球惑星，3 東京大学地

震研究所，4 産業技術総合研究所） 

 

沈み込み帯におけるスラブ起源流体の化学的性質と挙動については，高圧実験，地球

化学的モデリングや地球物理学的観測から制約されつつある．特に，スラブ起源流体の

地球化学的特徴は，火山岩や温泉水中に，スラブ起源流体の寄与の痕跡として検出され

ている（例えば，Nakamura et al., 2008; Nakamura et al., accepted）．また，その実体は，塩

濃度の高い流体と考えられている（Kawamoto et al., 2013）． 

近年，我々は，初めて有馬温泉水中の希土類元素（REEs）の定量とともに，Sr-Nd-Pb

同位体比組成を得ることに成功した（Nakamura et al., accepted）．有馬温泉水は，非火山

域に湧出し，塩濃度が高く（～６ｗｔ％），特徴的な水素酸素同位体比と高い He 同位体

比を示すという特徴がある (Matsubaya et al., 1973)．有馬温泉は，六甲山の北斜面に位

置し，基盤岩は主に古生代～中生代堆積岩と白亜紀～古第三紀火成岩で構成されている．

有馬高槻構造線とその分岐断層が多く分布しており，その分岐断層沿いに湧出する． 

標準添加法で温泉水中の REEs 濃度を定量した結果， DMM に比べ３～５桁低く，火

山域の温泉水と異なり，ほぼフラットでやや下に凸のパターンを示す．これは，低温（～

５００度）で脱水したスラブ起源流体の組成と河川水の混合で説明することができる．

一方，重元素同位体はフィリピン海スラブ起源流体と同じ組成を示し，この説を支持す

る．これらのことは，スラブ起源流体は非火山域であっても，構造線などの大断層沿い

に上昇している可能性があることを示唆する． 

そこで，本研究では，溶存イオン種と濃度，軽元素同位体情報を基に，中央構造線沿

いの有馬型温泉水を調査・採水し，標準添加法により REEs 組成を定量分析する．これ

らの結果に基づき，スラブ起源流体を含む有馬型温泉水の特徴が，非火山域である西南

日本から，火山域も含む中部日本にかけて，どのように変化するか，もしくは変化しな

いかについて制約を与える． 

 

 

Distribution of Arima-type hot spring having a potential of slab-derived fluid origin: constraints 

from REEs pattern of water 

*H. Nakamura1,2, H. Iwamori1,2, K. Chiba2, S. Nakai3, J. Kimura1, Q. Chang1 and K. Kazahaya4 

(1JAMSTEC., 2Tokyo Institute of Technology, 3Univ. of Tokyo, 4AIST) 
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中央構造線の断層帯における地震時の流体岩石相互作

用と深部流体の寄与 

○石川剛志 1，廣野哲朗 2，松多範子 2，河本和朗 3，藤本光一郎 4，

亀田純 5，西尾嘉朗 1，前川由佳 2，本多剛 2 

（1 海洋研究開発機構，2 大阪大，3 大鹿村中央構造線博物館， 
4 東京学芸大，5 北海道大） 

 

断層岩の金属微量元素・同位体分析は，地震時の断層における流体岩石相互作用およ

び断層すべりメカニズムの理解に有効であることが最近明らかとなってきた（石川・廣

野, 地球化学 2012 の総説参照）。原岩と流体の組成が既知であれば，断層岩の微量元素・

同位体組成から地震時の流体岩石相互作用の有無および温度を見積もることができる。

これまでに，台湾チェルンプ断層や房総・四万十・コディアック付加体中の化石断層に

おいて地震時の高温（>350℃）流体岩石相互作用の痕跡が見出されている。 

今回研究を行った中央構造線の断層帯は長野県安康地域で 2010 年に発見されたもの

で，この地域では最新の断層活動の産物と見なされる。断層帯は，領家花崗岩起源のカ

タクレーサイト，灰色ガウジ，黒色ガウジ，緑灰色ガウジ，および三波川変成岩起源の

ブレッチア化した緑色岩からなる。このうち，厚さ 5～10 cm の黒色ガウジは特に強い

変形構造を示すほか，数 10 nm～<1μm の超微細粒子を特異的かつ多量に含み，部分的

にアモルファス化しており，地震性の断層すべり帯と認定される。 

カタクレーサイト，灰色ガウジ，黒色ガウジ，緑灰色ガウジの化学組成は，基本的に

は原岩である領家花崗岩の特徴をよく留めているが，黒色ガウジだけは明瞭に異なる特

徴を示す。黒色ガウジの組成変化の一部（Mg，Cr の増加等）は断層活動に伴って少量

の緑色岩が三波川帯側から物理的に取り込まれたことで説明される。しかしながら，Li

の顕著な増加や Sr 同位体比の明瞭な増加はそのような過程では説明できない。 

ところで，中央構造線沿いには Na に富むいわゆる有馬型の冷湧水の存在が知られて

いる。安康路頭の南北に位置する鹿塩，遠山，山室で採取された冷湧水の組成はいずれ

も同様の高 Na 流体と天水の混合で支配されており，またそれらは海水に比べて数 100

倍高い Li/Na 比で特徴づけられる。平均的な冷湧水組成を仮定してモデル計算を行った

ところ，黒色ガウジの組成的特徴は最高 250℃の流体との相互作用でよく説明されるこ

とが分かった。このことは，地震時の断層すべりが高 Li/Na の深部流体の存在下で起こ

り，摩擦熱で加熱された流体と断層岩の間で相互作用が生じたことを示している。 

 

Coseismic fluid-rock interactions and involvement of deep fluids in the fault zone of the Median 

Tectonic Line 

*T. Ishikawa1, T. Hirono2, N. Matsuta2, K. Kawamoto3, K. Fujimoto4, J. Kameda5, Y. Nishio1, Y. 

Maekawa2 and G. Honda2 (1JAMSTEC, 2Osaka Univ., 3Oshika Museum of Japan Median 

Tectnic Line, 4Tokyo Gakugei Univ., 5Hokkaido Univ.) 
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ホウ素同位体比を用いた沖縄トラフにおける海底熱水

の反応温度の推定 

○土岐知弘 1、蛯名直也 1、新城竜一 1、石橋純一郎 2 

（1 琉球大学理学部、2 九州大学大学院理学研究院） 

 

 
沖縄トラフは，フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる琉球弧にお

ける背弧海盆であり，複数の海底熱水活動が報告されている。沖縄トラフには，ユーラシア大

陸から大量の陸源性堆積物が供給されており，海底熱水中の化学組成においても，海底堆積

物の影響が見られていると考えられている。このような沖縄トラフにおける海底熱水系への堆

積物の関与は，多くの研究によって指摘されてきているが，温度環境などに関する詳細などは

いまだに定量的には明らかにされていない。そこで，本研究では，沖縄トラフに見つかってい

る複数の海底熱水系から採取した海底熱水中のホウ素同位体比を調べ，海底熱水が反応し

た海底下における固相のホウ素同位体比及び反応温度に関する情報を導き出すことを目的と

している。 
海底熱水試料は，WHATS 採水器を搭載した Hyper Dolphin やしんかい 6500 を用いて，伊

平屋北海丘，伊是名海穴（JADE サイト及び HAKUREI サイト），鳩間海丘，第四与那国海丘

から採取した。試料は，船上においてメッシュサイズ 0.45 μm のメンブレンフィルターを用いて

ろ過し，硝酸を添加して持ち帰った。測定に当たっては，コニカルバイアル瓶を用いてホウ素

を単離し，50 ppb のホウ素が含まれている 5 mL 以下の溶液とした。測定は，Thermo Fisher 
SCIENTIFIC 社製のマルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置 Neptune plus を用いて

行い，標準試料 NBS SRM 951（11B/10B = 4.0056±0.5）を用いて規格化した。分析精度として

は，標準海水 NASS-5 を 5 回測定した値が+39.39±0.33‰であった。 
沖縄トラフ海底熱水中には，堆積物のない中央海嶺における海底熱水系と比べると，ホウ

素濃度が高く，10B に富んでいた。また，フィールド間においても違いが見られ，第四与那国で

最も 10Bに富んでおり，伊是名海穴における JADE及びHAKREIサイトがこれに続く値を取り，

伊平屋北海丘及び鳩間海丘における海底熱水中のホウ素同位体比が最も 10Bに乏しかった。 
海底熱水中の δ11B は，これまで報告されているメタンの炭素同位体比と極めて高い相関性

を示した。このことから，堆積物中の有機物が熱水と反応して生成したメタンとホウ素の特徴が

一致していることが示唆された。沖縄トラフにおける堆積物の δ11Bは負の値を取ることが知られ

ており，高温であればあるほど溶出するホウ素の δ11Bは堆積物の値に近づいていくことは実験

的に示されている。このことを考慮すると，最も δ11B の値が低い第四与那国海丘における海底

熱水は，最も高温で堆積物と熱水が反応しており，δ11B が高い伊平屋北あるいは鳩間海丘に

おける海底熱水では，比較的低温で熱水が堆積物と反応していることが示唆された。このこと

は，メタンが有機物の熱分解起源に卓越している第四与那国海丘の海底熱水系では堆積物

が高温で熱水と反応しており，メタンが微生物起源に卓越している伊平屋北や鳩間海丘では

低温で熱水が堆積物と反応していることを示している。これらのことから，海底熱水中の δ11Bは

涵養域における熱水と堆積物の反応温度を推定する良い指標となることが示唆された。 
Estimation of reaction temperature of hydrothermal fluids in Okinawa Trough using B isotope 
*T. Toki1, N. Ebina1, R. Shinjo1 and J. Ishibashi2 (1Faculty of Science, University of the 
Ryukyus, 2Graduate School of Sciences, Kyushu University) 
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水素流体がケイ酸塩鉱物の化学組成に与える影響 

○篠崎彩子 1、鍵裕之 1、平井寿子 2、大藤弘明 2、岡田卓 3、 

中野智志 4、八木健彦 1
 

（1東大院理、2愛媛大 GRC、3東大物性研、4
NIMS） 

 

【はじめに】地球深部の揮発性流体は、共存するケイ酸塩鉱物の融点や化学組成に大き

な影響を与えることから、マントルの物質循環やダイナミクスを考える上で非常に重要

な物質である。流体の組成は周囲の酸化還元状態により大きく変化する。酸化的な地殻

やマントル上部では水や二酸化炭素として存在している。一方でマントルは深部に向か

うにつれて還元的になり、200 km より深くでは水に加えて水素が存在しうることが指

摘されている[1]。また、浅い領域でも蛇紋岩化に伴い水素が生成することが報告されて

いる [2]。このように、地球深部の様々な領域での水素の存在が推測される。そこで、

本研究ではマントル条件での高温高圧実験から水素がケイ酸塩鉱物の安定性や組成に

与える影響を検討した。 

【実験方法】出発物質には鉄を含まない forsterite (Mg2SiO4)もしくは orthoenstatite

（MgSiO3）と水素を用いた。高温高圧の発生にはレーザー加熱ダイヤモンドアンビル

セルを用いた。圧力の測定にはルビー蛍光法を、温度の測定には輻射光のスペクトル分

光を用いた。加熱急冷した試料を KEK PF BL18-C に持ち込み、室温高圧下での粉末 X

線回折実験を行い、生成相の同定を行った。さらにラマンスペクトルや赤外吸収スペク

トルを測定し流体相を評価した。常温常圧に回収した後 走査型電子顕微鏡や透過型電

子顕微鏡を用いて回収試料の組織や結晶構造の観察を行い、生成条件を考察した。 

【結果と考察】約3 GPaから15G Pa、1400 K以上で加熱後のXRDパターンからMg2SiO4-H2 

系ではpericlase (MgO)とquartzもしくはstishovite (SiO2)が、MgSiO3-H2系ではforsteriteと

periclase、quartzもしくはcoesite, stishovite (SiO2)が見つかった。流体が共存しない場合に

は本実験の温度圧力条件は、それぞれforsterite、enstatite（orthoenstatiteおよびHigh pressure 

clinoenstatite）の安定領域であることから、本研究で観察された分解反応は水素の影響

によると考えられる。回収試料の観察から、クエンチ組織を持つquartz及びその高圧相

が見つかった。高温高圧下でSiO2成分が溶けた後、冷却時に再結晶化したと考えられる。

一方で、新たに生成したpericlaseやforsteriteは出発物質の外形を保ったままであることか

ら、高温高圧下で結晶化したと考えられる。本研究の結果から、水素流体へとSiO2成分

が溶け、共存するケイ酸塩鉱物の組成が大きく変化することが示された[3]。 

文献[1] D. Frost and C. McCammon, Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 36, 389 (2008) 

[2]N. H Sleep et al., PNAS. 101, 12818(2004) 

[3]A. Shinozaki et al. Ame. Mineral. 98, 1604 (2013) 

Influence of H2 fluid on the chemical composition of coexisting silicate minerals.  

*A. Shinozaki
1
, H. Kagi

1
, H. Hirai

2
, H. Ohfuji

2
, T. Okada

3
, S. Nakano

4
, T. Yagi
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2
ISSP, Univ. Tokyo, 
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GRC, Ehime Univ., 
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土器残存脂質分析による縄文時代の海産物資源利用の

評価           

○宮田佳樹 1、堀内晶子 2、 

 

（1 金沢大学低レベル放射能実験施設、2 国際基督教大学） 

 

縄文時代のゴミ捨て場である貝塚などの遺跡から出土した魚や陸獣，海獣の骨，貝殻

などの動物遺体，クルミやドングリなどの堅果類，炭化種実などの植物遺体の出土状況

を詳細に検討することによって，縄文時代の人々が，季節に応じて様々な食料を自然の

中から計画的に調達して，暮らしていたことがわかってきた（cf: 縄文カレンダー）。

しかし，遺跡から直接食材推定につながるような動植物遺体が出土するよりも，日本の

ような酸性土壌の地盤では，土器が出土する方が一般的である。土器で調理を行うと，

土器内面には調理された食材を起源とするコゲが，土器外面には燃料材を起源とするス

スが付着する。そして，土器胎土には食材を起源とする有機残渣が吸着するはずである。

さらに，調理の用途によって，さまざまな土器の形（器種）を使い分けていたとも推定

されている。したがって，土器残存有機物を用いて古食性復元を行えば，動植物遺物が

あまり出土していない場合や，遺物の残りやすさや残りにくさも考慮して，縄文時代の

食生活を詳細に復元できることが期待される。 

そこで，本研究では，とくに，縄文時代全般にわたって，さまざまな海産物に依存し

ていた海岸近くに暮らしていた人々の生活を，遺跡出土土器に残存する有機物組成や土

器付着炭化物の安定同位体組成，炭素年代値を用いて復元することを目的とした。 

 礼文島浜中２遺跡，石川県真脇遺跡，愛知県渥美半島にある保美貝塚，伊川津貝塚な

どの出土土器を用いて，土器型式や部位，器種を考慮して，脂質組成と調理食材との関

係を考えていくつもりである。 

 資料提供者の方々と分析に協力頂いたBristol Univ.のProf.Richard Evershedに感謝致し

ます。本研究は H25-28 年度科研費基盤 B（代表者宮田佳樹；25282072）の研究成果の

一部である。 

Evaluation of marine resources by use of pottery excavated from coastal archaeological site at 

Jomon period. 

*Y. Miyata1, A. Horiuchi2 (1LLRL, Kanazawa Univ., 2 International Christian University) 
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        化学処理による炭化物の 14
C年代の比較 

○冨山慎二 1、南雅代 1、中村俊夫 2、鍵裕之 3
 

（1名大院環境、2名大年代測定センター、3東大院理） 

 

【はじめに】 

炭化物は、有機物が熱分解されることで生成される。植物の場合、形成するリグニン

やセルロースなどが熱分解されることで、多環芳香族に富んだ構造が形成される。この

ような構造は長期間の埋没環境下でも化学的に安定であるため、遺跡から出土する炭化

物は、14
C 年代測定の試料として有用である。炭化物の 14

C 年代測定のための化学処理

では、土壌由来の炭酸塩および腐植物質を取り除くために ABA（Acid-Base-Acid）処理

が一般に用いられている。しかし近年、ABA 処理より効率的に汚染が除けるという点

で、ABOX（Acid-Base-wet Oxidation）処理が注目されている（Bird et al., 1999）。両者の

方法によって 14
C 年代値が異なる例が報告されているが（例えば Higham et al., 2009）、

その要因について、処理後の試料の化学構造の違いという視点からの議論はされていな

い。本発表では、ABA 処理と ABOX 処理後の炭化物の化学構造の違いと、それによる
14

C 年代値への影響について述べる。 

【実験方法】 

試料は、和歌山県の根来寺が 1585 年に焼き払われた際にできたと報告されている炭

化米を用いた。ABA処理は、1.0M-HCl・1.0M-NaOH・1.0M-HCl の順で、ABOX処理は、

1.0M-HCl・1.0M-NaOH・0.1M-K2Cr2O7/2.0M-H2SO4の順で行った。それぞれの化学処理

後の試料に対し、KBr 錠剤法で赤外吸収スペクトルを観測し、元素分析計で C・H・O

の元素含有率の測定を行った。また、試料を燃焼させ、CO2ガスを生成し、H2で還元し

グラファイトを作成し、AMS で 14
C 年代測定を行った。14

C 年代の暦年較正は、IntCal13

（Reimer et al., 2013）の較正曲線データに基づく OxCal4.2（Ramsey, 2013）を用いた。 

【結果と考察】 

 ABA処理後の試料では、O/C 値が平均 0.33、H/C

値が平均 0.73を示した。一方、ABOX処理後の試

料では、O/C 値が平均 0.24、H/C 値が平均 0.48 を

示し、ABA試料に比べ低い値を示した。赤外吸収

スペクトルから、ABOX 試料において、ABA 試料

の場合より、芳香族の炭素の二重結合による吸収

ピークが明瞭に観測された。これらの結果より、

炭化米の ABOX処理では、ABA処理に比べ、分

子量が比較的大きな多環芳香族に富んだ成分を得

ることが示された。図 1より、14
C 暦年較正年代（±1σ）は、ABA試料に比べ、ABOX

試料において想定される年代値（AD1585）を示す結果が得られた。以上の結果より、

ABOX試料では、ABA 試料に比べ、分子量の大きな多環芳香族を得ることができるた

め、外来炭素による汚染のない、より信頼性のある 14
C 年代を示す可能性があると考え

られる。 

Comparison of radiocarbon ages of charcoal treated with different methods. 

○S. Tomiyama
1
, M. Minami

2
, T. Nakamura

2
, H. Kagi

3
 (

1
Grad. School of Environmental Studies, Nagoya 

Univ., 
2
 Center for Chronological Research, Nagoya Univ., 

3
Grad. School of Science, Univ of Tokyo.) 

図 1：IntCal13による較正年代の確立分布 
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愛知県豊田市の里山からキツネが消えた日	 

○南 雅代 1、鈴木和博 1、中村俊夫 1、池田晃子 1 
（1名大年代測定センター） 

 
	 キツネは50年ほど前まで里山の至る所に生息していた最もポピュラーな野生動物で
あり、愛知県豊田市の市街地から北東に約17km離れた山間集落である小手沢にも、1960
年代初めまでは多くのキツネが生息していた。しかし、キツネは1960年代後半から次第
にいなくなり、現在では全く目撃されなくなっている。キツネが消えた後、1980年代に
なるとイノシシが田畑に出没し始め、年々その被害が拡大している。もし、キツネが消

えたのが1970年代末なら“キツネがイノシシの人里進出を抑制していた”という因果関
係が認められる。そこで、本研究では、小手沢集落の旧地蔵堂の解体（2010年1月17日）
中に床下から見つかったキツネ遺骸の歯および骨の14C濃度から、それぞれ誕生および
死亡年代を求め、キツネが里山から消えた時期を明らかにすることを目的とした。この

キツネの遺骸の脇には1971−1983年版のチキンラーメンの袋が見つかっていることから、
キツネが消えた時期を解明する鍵になると考えられる。本発表においては、14C年代測
定の他、C・N・Srの安定同位体比の測定も行ない、キツネの食性を推定することによ
り、キツネが里山から消えた原因も考察する。	  
	 キツネの骨コラーゲンの14C濃度は129.0±0.4 pMCであり、大気の14C濃度変化曲線
（Hua and Barbetti, 2004）と照らし合わせることにより、死亡年代が1962年あるいは1979
〜1980年であることが明らかになった。さらに、チキンラーメンの袋の製造年代と組み
合わせることにより、キツネの死亡した時期が1979−1980年であると推定された。さら
に、歯の炭酸ヒドロキシアパタイトの14C測定も行い、キツネの誕生年を大気の14C濃度
変化曲線から推測することにより、キツネの死亡した時期の確定を行った。 
	 キツネの骨のδ13Cは−17.8‰、δ15Nは+9.3‰であり、草食動物のシカやイノシシより
も大きく、雑食の可能性が示唆された。また、キツネの骨の87Sr/86Sr比は0.70946±0.00002
と、周辺の水（〜0.71008）、イネ（0.70984−0.70991）、土壌の交換性Sr成分（0.70991−
0.70995）いずれよりも分析誤差を超えて低いことから、87Sr/86Sr比が低い地域外の食物
を摂取していることが示唆された。1970年代の小手沢には、家畜の試料として米国産の
穀物が現在よりもはるかに大量に入ってきており、米国産小麦には87Sr/86Sr比が0.708以
下の低いものもあること、家畜の飼料はC4植物のトウモロコシや魚粉も配合されている

こと、を考えると、旧地蔵堂床下で死んだキツネが、家畜の配合飼料など、外来の食物

も恒常的に高い割合で摂取していたことが伺える。 
	 以上の結果から、里山からキツネが消えた時期とイノシシが田畑に侵入し始めた時期

はほぼ一致していることがわかり、キツネがイノシシの田畑侵入を促成していた可能性

が示唆された。小手沢町の旧地蔵堂床下から見つかったキツネは、里山の生態系が微妙

なバランスの上に成り立っていることを提示している。  
	 なお、本発表の大部分は、鈴木ほか（2011）で既報済である。 
  
The day when a fox disappeared from Sato-yama in Kodenosawa, Toyota, Aichi prefecture.  
*M. Minami1, K. Suzuki1, T. Nakamura1 and A. Ikeda1 (1Center for Chronological Research, 
Nagoya Univ.) 
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