3P01

回転翼航空機を利用した富山県上空の微量気体成分の
測定
○西部美雪 1、矢地千奈津 1、平井泰貴 1、山崎暢浩 1、中川佳祐 1、
塩田典子 1、渡辺幸一 1
（1 富山県立大学）

大気中の過酸化物 (過酸化水素(H2O2)、有機過酸化物(ROOH)) は、主にオゾン(O3)介
した光化学反応によって生成される。また、二酸化硫黄(SO2)の液相酸化を促進させる
ことや、PM2.5 の主成分でもある硫酸エアロゾルの生成に大きく寄与していることから、
過酸化物は大気中で非常に重要な働きを果たしている。近年、国内のバックグラウンド
大気中の O3 濃度の増加が報告されており、H2O2 の生成が促進されていると考えられる。
そのため、H2O2 の測定データの蓄積が重要となる。特に上空大気中の過酸化物濃度の
測定は、SO2 の液相酸化や硫酸エアロゾルの生成過程などを考察するために重要である
が、国内での鉛直プロファイルのデータは非常に少ない。本研究では、ヘリコプターを
利用して、富山県射水市上空の H2O2、SO2、O3 などの測定を行った結果について報告す
る。
2013 年 8 月 7 日および 2014 年 3 月 17 日に、ヘリコプターを利用して富山県射水市
上空の大気観測を行った。高度 2000 ft (600 m) 毎に 10 分間旋回水平飛行し、高度 10000
ft (3000 m) まで上昇した。旋回水平飛行中に、ミストチャンバーにより大気中の過酸化
物を採取した。試料採取終了後、富山県立大学構内へ下降し、過酸化物を採取した捕集
液を学内に投下させ、速やかに HPLC・ポストカラム・酵素式蛍光法により分析を行っ
た。また、O3、SO2 は、自動計測を行った。
2013 年 8 月については、SO2 は地表付近で濃度が高く、上空で低濃度であった。一方、
H2O2 は上空で高濃度であり、SO2 濃度よりも高かった。このことから、上空では十分な
酸化能力があり、SO2 の不足が雲水の過度の酸性化を防いでいるものと考えられる。ま
た、2013 年は通常の夏季と異なり、アジア大陸起源の越境汚染の影響を受けており、
北陸地方上空の O3 や H2O2 が高濃度になったと考えられる。
2014 年 3 月の観測時には、SO2 は地表付近よりも上空で非常に高く（高度 8000 ft で
11 ppb）、SO2 濃度に対して H2O2 濃度が低い状態(Oxidant limitation)であった。このとき、
雲が発生しても雲粒内での SO2 の酸化が抑制されるものと考えられる。2014 年 3 月の
観測時にも、アジア大陸起源の越境汚染の影響を大きく受けており O3 などが高濃度で
あったが、日射量が小さく、夏季に比べて H2O2 濃度が一桁程度低い値になったと考え
られる。
Measurements of the vertical profiles of atmospheric hydroperoxides over Toyama, Japan using
a helicopter
*M. Nishibe1, C. Yachi1, T. Hirai1, N. Yamazaki1, K. Nakagawa1, N. Shiota1, K. Watanabe1
(1Toyama Prefectural University)
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3P02

北陸地方における大気環境中の二酸化硫黄及び硫酸塩
粒子の動態
○松原弘樹¹、金聖鈞¹、山崎暢浩¹、 塩田典子¹、
岩本洋子²、山田怜奈³、沢野未佳³、松木篤³、渡辺幸一¹
（¹富山県立大学、²東京理科大学、³金沢大学）

近年、日本海沿岸域にアジア大陸からの大気汚染物質が多く越境輸送されてきている。
汚染大気中に含まれる代表的な物質である硫酸エアロゾル(Sulfate)、オゾン(O3)、二酸化
硫黄(SO2)と同様に、最近ではメディアでも多く取り上げられている PM2.5 もアジア大陸
から多く輸送されてきている。ここで硫酸エアロゾルは PM2.5 の主成分の一つである。
また、2010 年以降、桜島の火山活動が活発化しており、硫酸塩粒子を多量に含む噴煙
が北陸地方に輸送されていることも確認されている。硫酸エアロゾルなどの微小粒子は、
雲を形成する際の雲核として働き、降雨・降雪を酸性化させる原因となる。本研究では
石川県珠洲市において、硫酸塩粒子および二酸化硫黄濃度などを測定し、越境汚染や噴
煙の影響を明らかにし、大気汚染物質の起源などについて考察する
石川県珠洲市においてアンダーセンサンプラーAN-200(東京ダイレック株式会社社
製)により大気を粒径ごとに採取したものを純水に抽出し、イオンクロマトグラフ法に
よってイオン成分を測定した。二酸化硫黄 (SO2)の計測には、乾式の紫外線パルス蛍光
法による二酸化硫黄自動計測計で行なった。硫酸エアロゾルの計測は、乾式の気化還元
法-紫外蛍光法の測定機であるサルフェイトモニター(Thermo Fisher Scientific)社製サル
フェイト濃度測定装置を用いた。
2013 年 7 月 12～13 日に比較的高濃度の SO2 が観測されたが、7 月 10 日に桜島の昭和
火口において、非常に大きな噴火があり、その時の気塊が北陸地方に輸送されていたも
のと考えられる。また、2013 年 8 月 7～15 日に採取したエアロゾル粒子中に高濃度の
SO42－及び NH4＋が観測された。アジア大陸の工業地帯から排出された大気汚染物質が珠
洲市に輸送されてきたものと考えられる。通常の夏季であれば、太平洋高気圧の影響で、
大陸からの気塊が輸送されることは少ないが、2013 年 8 月は、太平洋高気圧が例年に
比べ西側に位置していたため、西からの気塊が輸送されやすかったものと考えられる。
2013 年 11 月 3～7 日の珠洲市において高濃度の硫酸塩粒子が観測された。後方流跡線
解析の結果から、この期間、東アジア大陸の工業地帯からの越境汚染の影響を受けてい
たものと考えられる。また，11 月 16～18 日において非常に高濃度の SO2 および硫酸塩
粒子が観測されたが、珠洲市に中国の黒龍江省やアムール河流域付近を通過した気塊が
輸送されていたものと考えられる。2013 年秋季のハルピン市において、世界保健機構
が定める指標の 40 倍近い濃度の PM2.5 の濃度が観測されていた。また 11 月 1～15 日の
期間、アムール河流域において森林火災が何件か発生しており、その際に発生した大気
汚染物質が北陸地方に飛来していた可能性も考えられる。
Sulfur dioxide and Salfate in the atmosphere in Hokuriku district
*H.Matsubara¹, S.Jin¹, N.Yamazaki¹, N.Shioda¹, Y.Iwamoto², R.Yamada³, M.Sawano³,
A.Matsuki³, K.Watanabe¹(¹Toyama Prefectural University, ²Tokyo University of Science,
³Kanazawa University)
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3P03

富山県における積雪中のイオン成分及び
アルデヒド類の特徴
○中川佳祐１）, 平井泰貴１）, 矢地千奈津１）, 山崎暢浩１）,
西部美雪１）, 松原弘樹１）, 金圣钧１）,
塩田典子１）,
渡辺幸一１）, (１）富山県立大学)

日本海に面している北陸地方は、アジア大陸から様々な物質が飛来してくる地域であ
る。排ガスには多量の汚染物質が含まれ、アルデヒド類や過酸化水素などの光化学生成
物の生成を促進させているものと考えられる。アルデヒド類は生態系に有害な物質の一
つであり、自然環境悪化が懸念され、生物多様性の衰退や生態系破壊等の生態系への悪
影響が示唆される。立山・室堂平(36.6˚N，137.6˚E, 標高 2450 m)では、晩秋季から春季
にかけて膨大な量の積雪があり、約半年間の大気環境情報を記録しているため、室堂平
での積雪試料の化学分析は、観測が困難な期間の大気環境を考察する上で極めて重要と
なる。本研究では、4 月の立山室堂平において積雪断面観測及び採取を行い、主要イオ
ン成分及びアルデヒド類濃度について分析し、寒候期の定期環境情報を確認すると共に、
それらの大気水圏中における濃度動態について考察を行った。
積雪断面観測は、2013年4月の立山・室堂平で行った。積雪層位の観測を行い、鉛直
約10 cm間隔で試料をサンプリングした。採取した試料は融解させないまま富山県立大
学まで持ち帰り、冷凍保存した。アルデヒド類の分析を行う際は、試料を測定直前に融
解させ、1,3-シクロヘキサンジオン-ポストカラム誘導体化による高速液体クロマトグ
ラフ法・蛍光検出法を用いて測定した。各サンプルのイオン成分の分析も高速液体クロ
マトグラフ法で行い、積雪層位の鉛直分布を作成し、アルデヒド類と各イオンの比較を
行った。
2013 年 4 月立山・室堂平における積雪断面層位及び各イオン成分の鉛直分布をみる
と、NH4＋、nssCa2+、NO3－、nssSO42－のイオン成分については、比較的類似した深度で
高濃度のピークの一致がみられた。また、ピーク一致がみられた 3 m 40 ~ 50 cm の深度
では、汚れ層(黄砂層)を観測した。黄砂粒子には炭酸カルシウムなどが含まれており、
積雪層位の深度 3 m 40 ~ 50 cm の層では、人為的起源汚染物資である NO3－、nssSO42－
と nssCa2+のイオン成分ピークが一致していることから、黄砂と人為的起源汚染物資は
共に飛来及び長距離輸送され堆積したと考えられる。一方、深度 1 m 付近の汚れ層は、
nssCa2+のみが高く、気塊は乾燥地域のみを通過し飛来したと考えられる。ホルムアルデ
ヒド濃度は、上下に隣接する各層ごとの濃度変化が小さく、各イオン成分と異なり、特
定のピークが顕著ではなかったため、ホルムアルデヒドは堆積後に拡散していると考え
られる。積雪層上部(深度 0～2m)では、nssSO42－とホルムアルデヒドとは弱いながら正
の相関があり、ホルムアルデヒド（あるいはその前駆物質）についても、nssSO42－など
の人為起源成分と同様に、長距離輸送され、雲水や降雪中に取り込まれているものと考
えられる。
Characteristics of ionic constituents and aldehydes in the snow cover in Toyama,in Japan
*K.Nakagawa1, T.Hirai1, C.Yachi1, N.Yamazaki1, M.Nishibe1, H.Matsubara1, S.Jin1, N.Shioda1,
K.Watanabe1 (1TOYAMA Prefectural University)
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3P04

Using chemical components and stable isotopes in snow
cover to evaluate the volcanic gas impact in Jigoku Valley,
Tateyama Mountain
○Kimso1, Jing Zhang1, Naoya Wada1
(1University of Toyama)

[Introduction] Acidic substance which be frozen in the snow cover will be released to the ground when
the snow melts, then it brings a serious negative impact to the ecological environment. The recent
research of investigating the growth condition of pinus pumila on the eastern of Jigoku valley indicates
that compared to 2008, the growth of pinus pumila in 2013 decreased by 25.08% (Matsuda et al., 2014),
the main reason is that acidic substance which stored in snow cover affects the soil acidification. But now,
there are few studies about the acidic substance in this area, the component and origin of this acidic
substance is not clear. Murododaira of Tateyama Mountain conserves the snow from the middle of
October every year to the middle of April next year (Nakagawa et al., 1976), and it prevents the snow
from the large-scale pollution because of the high elevation, so the snow here is the best evidence for
reflecting the change of the ecological environment. The purpose of this study is clarifying the acidic
substance component and origin in the snow cover which is surrounding Jigoku Valley volcano.
[Sample and methods] Snow samples were taken in the five stations
in the eastern of the Jigoku Valley volcano on April during 2013-2014
year. After detecting the temperature in snow cover, the samples
were analyze the pH, electrolytic conductivities, major ions (Metro
Compact IC 761, RSD: ±5%), and stable isotopes (PRISM model,
precise: 0.1‰; PRISM model, Optima).
[Result and Discussion] The mean of pH in snow cover of five

Fig. Sample sites

stations in 2013 is between 3.53 and 4.98, all of them are much smaller than the 5.2 in 1999 (Iwasa,
1999), it suggests the acidity in snow cover changes to be stronger. Especially in the St.3, all the lowest
pH value are 2.81 in two years (2013, 2014), meantime, the distribution of pH have a good correlation
with EC’s in the same snow layer, it reports that an acidic pollutant source exists near the five stations,
and the St.3 suffered acidic impact most serious. Non-sea-salt [nss] ions are calculated based on sea-salt
+

+

-

ions. In the total quantity of H of St.3 in two years, all the H which be supplied by nss-Cl account for
-

96.1% and 95.6%. Therefore the HCl is the main reason for causing acidity in this area; the nss-Cl and
2-

-

2-

nss-SO4 in the coordinate shows the positive relativity, it implies that nss-Cl and nss-SO4 come from
34

the same origin. By analyzing δ S, the result suggests the amount of sulfate is from Jigoku volcano, and
18

it also proves indirectly that the massive chloride is from volcano. According to δ O, it can be known
that in mid-March, the acidic substances make negative impact on ecological environment more serious.
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3P05

富山市と立山の高度差 3000m で観測される降水の化学成
分、δ18O に見られる高度効果
○朴木英治 1、渡辺幸一 2、久米篤 3、上原佳敏 3、檜山哲哉 4、
上田晃 5、岡北渚沙 5
（1 富山市科学博物館, 2 富山県立大学, 3 九州大学, 4 名古屋大学,
5
富山大学）

目的
立山は富山平野に面しており、観測点をうまく配置することで、平野から山頂部まで、
連続した観測が可能である。本報告では、富山市市街地(標高 13m)および立山有料道路
沿い(桂台料金所(標高 660m)～室堂平(標高 2,450m))での観測結果と浄土山に設置されて
いる富山大学立山施設(標高 2,839m)での同等な観測結果から、標高差 3,000m の降水の
化学成分濃度・組成、水の同位体比に見られる高度効果の特徴について報告する。なお、
立山有料道路沿いでは降水の観測にバルクサンプラーを使用し、7 箇所(2005 年以降)～
10 箇所(2010 年～現在)設置した。また、霧水の採取に細線式パッシブ霧サンプラーを使
用し、3 箇所(室堂平、弥陀ヶ原(標高 1,930m)、美女平(標高 970m))に設置した。浄土山
でも同様な機材を使用した。
結果と考察
2008 年 8 月 22 日～9 月 12 日までの 2 回分の試料の平均値の場合、降水量は富山市か
ら室堂平まで標高が高くなるにつれて増加したが、浄土山では減少した。δ18O の値は
降水量が減少した浄土山も含め、標高の高まりと共に低下した。イオン成分では、NO3の濃度は室堂平まで標高の高まりと共に低下したが、浄土山では逆に高まった。これに
対 し て 、nssSO42- は浄 土山まで 標高の高 ま りと共に 濃度が低 下 した。こ のため 、
NO3-/( NO3- + nssSO42-)の値は富山市で高く(0.30)、室堂平までは低下したが(0.16)、浄土
山で再び高くなり(0.26)、標高 680m～970m の観測点と同程度の値となった。また、2012
年 9 月 18 日～27 日の試料では、富山市から弥陀ヶ原(標高 1,930m)まで、観測点標高が
高くなるほど降水量が減少する事例が観測された。このような場合においてもδ18O の
値は標高が高くなるほど低下し、化学成分濃度も観測点標高が高くなるほど濃度が低下
しており、通常の高度効果と同等な結果となった。富山市と立山でのこれらの降水の観
測結果と霧水の解析の比較からこれらの降水粒子の化学成分濃度・化学組成や同位体比
の変化の過程がどのように起きていたのか見えてくる可能性がある。
Altitude effects of chemical constituents and δ18O of precipitations observed from Toyama
City to Mt. Tateyama with 3000 m of differences in Altitude.
*H. Honoki1, K. Watanabe2, A. Kume3, Y. Uehara3, T. Hiyama4, A. Ueda5, N. Okakita5 (1Toyama
Science Museum, 2Toyama Prefectural University, 3Kyushu University, 4Nagoya University,
5
Toyama University)
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3P06

富山県の降水の水素・酸素同位体組成の特徴と地中熱利
用を目的とした地下水の流動状況の解明
○岡北渚沙 1、上田晃 1
（1 富山大院理工）

【はじめに】
富山県内の扇状地域は、地下水に富んでおり、その水温は年間を通して一定である。富
山県の最高・最低気温は、夏に約 30℃・冬に約 0℃であり、地下水との温度差は約 15℃
に達する。地中熱ヒートポンプシステムを導入すると、農業用温室や融雪・冷暖房とし
てこの温度差を利用することが可能である。しかし、地中熱ヒートポンプシステムを導
入するためには、地下水の流動状況の解明が必要となる。
富山県内の場合、地下水の涵養源の推定や流動状況の把握等様々な研究が過去に行われ
てきた。その指標の 1 つとして水の水素や酸素の安定同位体比が用いられている。しか
し、地下水の涵養源となる降水の水素・酸素同位体組成の値は富山市内 1 地点(佐竹ら，
1984)に限定されており、富山市以外の地域に関する降水の水素・酸素同位体組成の値
は明らかになっていない。そのため本研究では、富山県内全域の降水の水素・酸素同位
体組成の特徴を明らかにすることと、地下水への降水寄与を算出し、地下水の涵養源を
明らかにすることを目的とした。
【結果・考察】
富山県内全域で、夏期と冬期の雨をもたらす気団の違いによる降水の同位体組成の差が
見られた。また、酸素同位体比では高度効果(-0.2～-0.25‰ per 100m,r=0.97)・羽咋海岸
からの最短距離で内陸効果(-0.81‰ per 100km)も確認された。上記の事は水素同位体で
も確認された。これは、富山県の地形的特徴より、東側や南側にある山脈によってこの
地方からの雨の供給が限定され、西側からの降水による影響を強く受けているからだと
推測される。また、算出した降水の同位体比より地下水の降水寄与率を再計算した結果、
降水寄与率の高い地点と低い地点があった。河川付近では河川からの涵養が多くなるた
めの降水寄与率が下がり、山地に近いほど降水が涵養されている割合が高くなる。

Characteristics of hydrogen and oxygen isotopic compositions of precipitation and clarification
of groundwater flow in Toyama Prefectures.
*N. Okakita1, A. Ueda1 (1 University of Toyama.)
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3P07

富山県河川水の主要成分・微量元素に基づく水質解析
○水畑和子 1,堀川恵司 1,中野孝教 2,申基澈 2,張勁 1
（1 富山大学院理工,2 総合地球環境学研究所）

【はじめに】富山県は水資源の豊富な地域で,県東部には標高 3000m 級の立山があり,北
東部,西部および平野部には田畑や工業地,住宅地が広がっている。それぞれが河川に影
響を及ぼし,また水資源を活用している。これらの河川は富山湾に流入しており,高低差
4000m をつなぐ水循環の重要な役割を担っている。これまで富山県の河川においては主
要成分や酸素,水素,窒素同位体を用いて水質形成を解明する研究などが行われてきた。
その一方,肥料及び工業排水あるいは温泉水に多く含まれるホウ素（B）,イタイイタイ病
の原因の Cd などといった微量元素に関する研究はそれほど行われていない。微量元素
データの集積は富山市とその近傍では行われているが,県全域的に測定された例はほと
んど見られず,また,水の循環様式を解析する方法の一つである Sr 同位体に関するデータ
はまだない。そこで本研究では,県内河川水の主成分・微量元素濃度および Sr 同位体比
を基に河川水質マップを作成することで,その化学成分の地理的分布について明らかに
し,河川水の水質形成,涵養源,水の循環様式,人為的影響の度合いを評価することを試み
た。
【試料と方法】河川水試料は,2013 年 9 月～11 月にかけて 76 地点において採水し,水
温,pH,EC 等の現場測定を行い,孔径 0.2 μm のディスポーザブルメンブレンフィルター
でろ過した試料水を褐色瓶と酸洗浄済み PP ボトルに保存し冷蔵して持ち帰った。微量
元素用試料は,12 時間以内に,2％HNO3 になるよう試料水に高純度濃硝酸を添加し,分析
まで冷蔵保存した。主要成分(Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3-, SO42-)はイオンクロマトグラ
フ，全炭素・無機態炭素・全有機炭素は炭素分析計を用いて測定した。微量元素は，河
川水標準認証物質 JSAC0302-3b(日本分析化学会)とともに ICP-MS を用いて分析した。
【結果・考察】B に関して,立山連邦を源流とする称名滝では,他の河川水試料と比べて
3~50 倍の濃度であった(B:約 100ppb)。県北東部に関しては温泉が複数存在することから
農業だけではなく温泉起源の影田畑が広がっている県北東部,北西部,神通川流域におい
て,濃度の低い試料と比べ,5 倍程度の濃度であった(B:15~25ppb)響の可能性もある。
Cd 濃度に関して,県内で最も高かったのは称名滝(Cd:0.07ppb)であり,その他の地点は
0.001~0.003ppb 程度であった。
今後はストロンチウム同位体比も併せてデータに加え,考察を深めていく予定である。
Analysis of river water in Toyama Prefecture.
*N.Mizuhata1, K. Horikawa1, T. Nakano2,K. Shin2, J. Zhang1 (1Graduate school Division of
Science and Engineering, Univ. of Toyama, 2.Research Institude for Humanity and Nature)
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成長初期段階の雲粒径の変化:能登半島での通年地上観
測から
○木ノ内健人 1、岩本洋子 2, 3、松木篤 2
（1 金沢大院、2 金沢大・環日セ、3 東京理科大）

大気エアロゾルはそれ自身が太陽光や赤外放射を反射・吸収する直接効果だけでなく、
雲凝結核 (cloud condensation nuclei: CCN) として働くことで、雲の光学特性や寿命など
を変化させ、気候システムに影響を与える間接効果を持つ．CCN が雲粒へと活性化す
るためには、1)大気の水蒸気過飽和度、2)CCN の粒径、3)CCN の化学組成の 3 つが重要
な要素と考えられる．特に CCN として有効に働くサブミクロン粒子の化学組成は、地
域によって化学種の割合が異なり、さらに有機物の存在度が非常に大きいということが
観測によって明らかになった (Zhang et al., 2007)．有機物はその多様さから CCN として
の働きについて理解が遅れているのが現状であり、初期の雲粒成長に有機物が与える影
響を捉えることを目的とした．
本研究は、石川県能登半島先端の珠洲市に設置した能登スーパーサイト (NOTO
Ground-based research Observatory: NOTOGRO) において観測を行った．大気エアロゾル
試料は地上高約 15 m の PM10 インレットから採取した後、CCN カウンタ (CCNC) とエ
アロゾル化学種別分析モニター (ACSM) に導入し、それぞれから CCN の活性化後の粒
径 (初期段階の雲粒粒径、Dambient) と化学組成を得た．
NOTOGRO で観測行った 2012 年 10 月‐2013 年 8 月までのデータのうち、各季節を
代表する月 (10 月、12 月、5 月、8 月) をそれぞれ解析した．その中で、最も雲粒粒径
の変動が激しかったのは 10 月であった (Dambient/DAS=0.75 (SS 0.1%)) (DAS は無機 CCN の
代表格である硫酸アンモニウムから活性化した雲粒粒径)．5 月も同様に雲粒粒径が比較
的大きく変化する期間があった．これらの季節に共通することは、大陸からの西寄りの
風が卓越し、硫酸塩と有機物の全体に占める割合が激しく変化することである．硫酸塩
などの無機物の割合が高いと Dambient/DAS は 1 に近い値を示すが、一方で有機物の割合が
高くなるとその値は低くなる傾向にあり、この特徴は 10 月に最も顕著であった．8 月
は、観測を行ってきた期間の中で最も硫酸塩の濃度が高く、雲粒粒径の変動は他の月ほ
ど顕著に見られなかった．
Variations in the cloud droplet diameter at initial growth stage: A year-long ground based study
at NOTOGRO
○Kento Kinouchi1, Yoko Iwamoto1, 2, Atsushi Matsuki1 (1Kanazawa Univ. , 2now at Tokyo
Univ. of Science)
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能登地域における大気エアロゾルナノ粒子の特性評価
○鬼塚大史 1、松木篤 2、畑光彦 3、古内正美 3、侯麗 4
（1 金沢大・自然科学研究科自然システム学専攻、
2
金沢大・環日研セ、3 金沢大・理工研究域環境デザイン学系、
4
金沢大・自然科学研究科環境デザイン学専攻）

PM2.5 よりさらに細かいナノ粒子(<100m)は、呼吸器に吸引されると容易に胸深部に沈着
し、非常に高い健康リスクを示すことが懸念されている。また太陽光を散乱、吸収する
ことから、気候変動の観点でも大きなインパクトを持つ。ナノ粒子は大気環境中に遍在
しているが、発生源が多種多様である上に、挙動は非常に複雑である為、粒径選別され
た詳細な化学成分情報を含む大気中ナノ粒子の特性と大気汚染の影響に関してはほと
んど知られていない。そこで本研究では、能登半島先端に拠点（37.45ºN, 137.36ºE）をも
つ能登スーパーサイト「NOTOGRO」において、粒子を慣性によって低圧損、高流量で
粒子を捕集できる「Nanosampler」を用いたフィルタ捕集を行った。φ55mm の石英繊維
フィルタ上に大気を 40L/min で吸引し 1 週間ごとに粒子を捕集した（Fig.1）。現在、捕
集済フィルタを後処理し、カーボンエアロゾル分析装置（東京ダイレック社製）を用い
た分析が進行中である。発表では粒径別の炭素成分（OC および EC）を分析した結果に
ついて報告する。

Fig.1 Nanosampler の概略図（左）及び捕集済フィルタ（右）
○D. Onizuka1, A. Matsuki2, M. Hata3, M. Furuuchi3, R. Koh4
(1Department of Nature System, Kanazawa Univ., 2Inst Nature and Environmental Technology,
Sci., Kanazawa Univ. 3Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa Univ.
4
Department of environmental Design, Kanazawa Univ.)
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「波の花」に含まれる有機物を測る	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○岩本洋子 1,2
	
  	
  	
  （1 金沢大学環日本海域環境研究センター、
	
  	
  	
  	
  2 東京理科大学理学部第一部）

【はじめに】 海洋表面に存在するマイクロレイヤーには、界面活性の有機物が濃縮し、バ
ルク海水と比べ粒子や微生物が豊富に含まれる。海水中の気泡が海洋表面で破裂すると
き、バルク海水の成分と共にマイクロレイヤー中の粒子や微生物もエアロゾルとして大
気中へと輸送される。マイクロレイヤーは大気海洋間の物質循環を考えるうえで重要な
場であるにも関わらず、その化学的特徴については知見が乏しい。
	
  冬の日本海の風物詩である「波の花」は、海洋起源の有機物が、強い風や波にあおら
れて海水面につくる泡状物質のことである。
「波の花」は、エアロゾルに寄与するマイク
ロレイヤー起源の有機物を調べるうえで格好の対象と考えられる。本研究では、冬季に
能登半島の日本海側で、「波の花」、バルク海水を同時に採取し、それぞれに含まれる有
機物の濃度や化学的特徴を調べた。
【方法】 「波の花」およびバルク海水試料の採取は、2013 年 12 月 27 日、石川県珠洲市
真浦海岸において行った。実験室に持ち帰った「波の花」およびバルク海水試料をガラ
ス繊維フィルタで濾過し、粒子態と溶存態に分離した。フィルタ試料に蒸留水またはメ
タノールを加え、超音波で有機炭素を抽出した。各抽出液をシリンジフィルタで濾過し、
全炭素アナライザによる有機炭素の定量分析およびプロトン核磁気共鳴（H-NMR）によ
る有機物種の同定に用いた。
【結果】	
  「波の花」試料の溶存態、粒子態にはそれぞれ 140 mgC L-1、180 mgC L-1 の水溶
性有機炭素が含まれていた。既往研究により、表層水の溶存態有機炭素濃度は 1〜1.5 mgC
L-1、粒子態有機炭素濃度は〜0.5 mgC L-1 と報告されている。このことから、
「波の花」に
は、バルクの海水に比べ、溶存態・粒子態共に少なくとも 90〜360 倍の有機炭素が含ま
れていたことがわかった。「波の花」には水では抽出できない有機炭素も含まれるため、
実際はさらに高い濃度の有機炭素を含むと考えられる。
「波の花」の溶存態および粒子態
成分に含まれる水溶性有機炭素の H-NMR スペクトルは酷似しており、3.6〜3.8 ppm 付近
にみられる鋭いピーク群と 1.2〜1.3 ppm 付近にみられる幅広いピークが特徴的であった。
前者は糖類由来、後者は脂質由来と考えられ、これらが「波の花」の構成成分として重
要であることがわかった。
【謝辞】	
 本研究を遂行するにあたり、金沢大学環日本海域環境研究センター・松木篤准教授、
金沢大学大学院自然科学研究科・木ノ内健人氏に、試料採取時に協力頂きました。名古屋大学大
学院環境学研究科・持田陸宏准教授には、試料前処理に協力頂きました。ここに謝意を評します。	
 

Characterization of organics in sea foam
*Y. Iwamoto1,2 (1Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa Univ., 2Faculty of
Science Division I, Tokyo Univ. of Science)
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炭素・窒素安定同位体比から見るホタルイカと日本海の
食物網
○張勁 1、山崎奈津実 1、稲村修 2
（1 富山大院理工、2 魚津水族館）

【はじめに】ホタルイカは日本海沿岸域の重要な水産生物で、一生を日本海内で過ごし、
資源量も多いため、日本海の物質循環を考える上でも重要な生物と考えられる。本研究
では、気候変動を顕著に反映する日本海における食物網を、入手容易なホタルイカを用
いて特徴付け、日本海における環境指標種としての有効性を検討した。
【試料採取及び分析】2013 年 2～6 月に、富山県富山市の定置網及び兵庫県浜坂町の底
引網によって漁獲されたホタルイカを試料とした。また、長崎大学水産学部附属練習船
｢長崎丸｣によって、2012 年 9 月及び 2013 年 5 月に日本海の数地点において動物プラン
クトンを採取し、ホタルイカの餌生物とされるアミ類、オキアミ類、大型カイアシ類(体
長 2 mm 以上)、大型端脚類(体長 5 mm 以上)、毛顎類を試料とした。ホタルイカ及び餌
生物は、炭素・窒素安定同位体比（δ13C・δ15N）を測定し (測定誤差はδ13C：±0.01‰，
δ15N：±0.15‰)、ホタルイカでは外套長の測定も行った。
【結果・考察】ホタルイカの外套長は、全ての採取日において富山産が兵庫産より有意
に大きかったことから、生育場所がそれぞれ異なることが示唆された。兵庫産が富山産
に比べて小型なのは、山陰・若狭沖のホタルイカ資源量が富山湾の約 10 倍と多く、餌
の競争が激しいために体サイズが小さくなったと考えられた。ホタルイカのδ13C・δ15N
はばらつきの少ない纏まった値で、植物プランクトンを起点とする食物網の二次消費者
として、植物食性の動物プランクトンが主な餌源であることを示した。産地別にホタル
イカのδ13C・δ15N を比較すると、兵庫産のδ13C は採取日が遅いほど高くなる傾向
(R=0.65)が認められたが、富山産ではみられなかった(R=0.20)ため、富山産と兵庫産の生
育域環境が異なると推測された。日本海においては、水温上昇に伴ってクロロフィル a
濃度の高い海域が 4 月に日本海西部海域で、5~6 月には日本海北部で確認され、春期で
は低緯度ほど早く植物プランクトンのブルーミングが起きることから、兵庫産のホタル
イカは日本海西部海域で生育し、早期の植物プランクトンのブルーミングを反映したた
め、採取日が遅いほど炭素同位体比が大きくなったと考えられた。
以上より、ホタルイカは、餌生物である動物プランクトンの同位体比のばらつきを平均
化しており、日本海における水温の差異により生ずる植物プランクトンの繁殖状況を反
映している可能性も示された。
Carbon and nitrogen isotope composition of Watasenia scintillans and the food web in the Japan
Sea
*J. Zhang1, N. Yamazaki1, and O. Inamura2
(1Univ. of Toyama, 2Uozu Aquarium)
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Sr、Nd 同位体と REE 組成を用いた北極海チュクチ海域の
沈降粒子中の珪酸塩の起源および季節変動の解析
○竹内晟也 1、淺原良浩 1、原田尚美 2、長島佳菜 2、小野寺丈尚太郎 2
（1 名古屋大・院環境、2JAMSTEC）

はじめに
ベーリング海峡の北に位置するチュクチ海は、北極海で生物生産が高い海域のひとつであるが、
ベーリング海峡から流入する陸源物質がこの生物生産を支えていると考えられている（e.g. 高橋・
池谷，2002）
。このような陸源物質の起源地域や運搬プロセスの解明は、北極海の生物生産過程を探
る上で不可欠である。本研究では、チュクチ海ノースウインド深海平原 St. NAP (75°N 162°W) のセ
ディメントトラップ試料を利用し、沈降粒子中の珪酸塩砕屑物（lithogenic material: LM）の起源解析
を行った。St. NAP の沈降粒子中の LM の割合は年間を通して 60〜80%と高い（Watanabe et al., 2014）。
また、この沈降粒子フラックスは、夏季だけでなく極夜が始まる 11 月頃も高い（Watanabe et al., 2014）。
本研究では、Sr、Nd 同位体比と REE 存在度を指標とし、チュクチ海沈降粒子中の LM の起源と季節
変動の要因を探った。
試料・実験方法
試料は、チュクチ海の St. NAP セディメントトラップにて、2010 年 10 月から 2011 年 9 月まで水
深 180m および 1300m で約 2 週間ずつ採取された沈降粒子である。試料から珪酸塩砕屑物（LM）を
化学的に抽出するため、酢酸、塩化ヒドロキシルアミン、炭酸ナトリウム、過酸化水素を用いて自
生成分、生物起源成分を除去した。残渣の LM フラクションに対し、フッ酸分解、化学分離などの
処理をした後、TIMS で Sr、Nd 同位体比を、ICP-MS で Rb、Sr、REE の濃度を測定した。
結果・考察
St. NAP 水深 180m の沈降粒子中の LM の REE パターンは、いずれの時期においてもカナダ北部
のマッケンジー川河口域の堆積物にみられる特異的なパターンに類似していた。この REE パターン
と 87Sr/86Sr 比、εNd 値の特徴から、沈降粒子中の LM にはマッケンジー川起源物質が大きく寄与して
いること、さらに、この LM には、北東シベリア起源物質と、ベーリング海堆積物の主要構成成分
であるユーコン川（アラスカ）起源物質も含まれていることが明らかとなった。
St. NAP 水深 180m の沈降粒子中の LM の 87Sr/86Sr 比および εNd 値の時系列変化より、季節による
供給源の変化も明らかとなった。この LM 中のマッケンジー川起源物質の割合は、2011 年 1 月～3
月の沈降粒子フラックスが小さい時期に 90%に達するが、2010 年 11 月および 2011 年 4 月～8 月の
フラックスが大きい時期には 40～60%に低下する。すなわち、ユーコン川起源物質および北東シベ
リア起源物質の割合が 40～60%に増加する。REE パターンと εNd 値に基づくと、特に北東シベリア
起源物質の寄与がより大きいことがわかった。11 月の北極海、ベーリング海への河川懸濁物流入量
が小さい（Gordeev et al., 1996; Brabets et al., 2000）ことを考慮すると、チュクチ海陸棚域に堆積して
いるユーコン川起源物質や北東シベリア起源物質が、ブライン水や海洋渦（Watanabe et al., 2014）な
どにより再懸濁され、運搬されている可能性がある。本発表では、水深 1300m の分析結果もあわせ
て議論する予定である。

Provenance and seasonal variation of lithogenic material in the Chukchi Sea: Sr and Nd isotopic and REE
geochemistry
*S. Takeuchi1, Y. Asahara1, N. Harada2, K. Nagashima2, J. Onodera2 (1Nagoya Univ., 2JAMSTEC)
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貝殻成長線解析と安定同位体分析による二枚貝の成長
様式推定〜地球化学の水産学への応用〜	
 
○	
 白井厚太朗 1、杉原奈央子 1、清家弘治 1、
（1 東京大学大気海洋研究所）

	
  水産資源種の資源保全を考える上で，それらの生活史およびその生息に適した環境を
把握することは非常に重要である．二枚貝の場合，その貝殻は微細な成長線を刻みなが
ら付加成長する．このことは，二枚貝の殻の化学・同位体組成を解析することにより，
二枚貝が経験してきた環境や成長様式の履歴を復元できることを意味する．古気候学の
分野では，アイスランドガイを代表とする長寿二枚貝殻を用いて数百年スケールの気候
変動を復元する研究が広く行われている．一方，このような手法を水産学的試料に応用
することで，従来の水産学的手法では得ることが困難であった新規性の高い知見を得る
ことができる．本研究では成長線解析と安定同位体分析の組み合わせによる古環境学的
解析手法が水産学的にどのような意義があるのかを，岩手県大槌町から採取したマルス
ダレガイ科の二枚貝であるコタマガイを例として紹介する．
	
  2012 年 9 月に岩手県大槌湾で採集したコタマガイを分析に供した．貝殻を最大成長
線に沿って切断し，研磨を行った．貝殻断面の外層を縁辺部から 1 mm 毎に分析用の試
料を削りだし，酸素安定同位体比を分析することで成長時の水温履歴を推定した．また
貝殻断面の微細成長線の観察を行うためにマトベー溶液でエッチングを行い，成長線の
間隔を測定し成長速度を見積もった．
	
  貝殻の化学・同位体組成の解析の結果，以下のことが明らかとなった．本調査地のコ
タマガイは冬期の水温が低い時期に成長が低下していた．この時期の成長速度は約 30
µm/日であった．また貝殻断面には複数の成長阻害輪が認められ，完全に成長を停止す
る時期もあった．それに対して 6－8 月の水温が高い時期には成長が良好で，成長速度
は約 150 µm/日であった．ただし，8 月以降の高水温期では成長速度が低下した．この
ように，本研究では酸素安定同位体比と微細成長線を合わせて解析することで，二枚貝
の成長の変化や水温変動，およびその関係を数週間のスケールで明らかにすることがで
きた．また，このような手法を用いることで，齢査定，漁獲適切期，成長抑制要因など
に関する知見を得ることが可能である．他の水産上有用な二枚貝への応用も期待できる
ことから，地球化学と水産学の分野横断的研究の発展が望まれる．

Evaluation of bivalve shell growth based on combined sclerochronological and geochemical
analysis: Application of geochemical technique to fisheries science.
*K. Shirai1, N. Sugihara1, K. Seike1 (1Atmosphere and Ocean Research Institute, The University
of Tokyo)
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カワシンジュガイ殻中の微量な軽元素の濃度分布解析
と古環境指標としての応用	
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○為則雄祐 1、吉村寿紘 2
(1JASRI/SPring-8、2JAMSTEC)

	
  炭酸カルシウムの硬組織をもつ二枚貝は、低緯度から高緯度、さらには淡水から深海
域まで様々な環境に生息する。種によっては数十年～数百年の長期間にわたって付加成
長し、殻に取り込まれる特定の化学組成には生息環境が反映される。このような特徴か
ら、二枚貝は古気候・古環境分析においても重要な研究対象の一つとなっている。本研
究では、栄養塩指標としてのリンや硫黄などに注目し、淡水二枚貝の中でも特に長寿で
知られるカワシンジュガイ(Margaritifera laevis;イシガイ目・カワシンジュガイ科)殻に含
まれる、微量な軽元素の化学形態ならびに濃度の空間分布について分析を行い、古環境
指標としての可能性について評価を行った。
	
  分析したカワシンジュガイは、2013 年 8 月に石狩川水系の支流である千歳川上流域
において採取した。試料はエポキシ樹脂に包埋して固定し、岩石カッターで蝶番から殻
の先端部にわたって成長線と垂直な測線で切断した。切断した試料は、切断面を研磨し
た後に超純水で洗浄して、分析を行った。分析は、SPring-8/BL27SU において実施した。
試料断面にφ15μm に集光した軟 X 線を照射し、試料位置を走査しながら蛍光 X 線ス
ペクトルを測定することで、元素分析ならびにその濃度の空間分布の測定を行った。ま
た、リン(〜2150eV)ならびに硫黄(〜2450eV)の K 殻吸収端近傍において、X 線吸収分光
測定(μ-XAS)による元素の化学状態分析を行った。
	
  2.54keV の軟 X 線を励起光とした蛍光 X 線分析により、炭酸カルシウムを構成する主
要元素に加えて、Fe, Na, Sr, P, S などの元素が観測された。試料中のこれら元素濃度の
空間分布を観察したところ、特に殻皮において高い濃度で P と S が検出された。殻中の
様々な部位において、硫黄の化学形態をμ-XAS 分析により評価したところ、内層や外
層では 6＋の硫黄が卓越する一方で、殻皮においては 2－，6＋の硫黄がともに高濃度で
観測された。2－の硫黄の XAS スペクトルは、S-C 結合や S-H 結合を持つ有機硫黄分子
の特徴を示し、6＋の硫黄は硫酸イオンの特徴を示した。殻表面は炭酸カルシウムの溶
解を防ぐために有機物（殻皮）で覆われていることから、殻皮で観測された P や S は、
そのような有機物に由来する成分であると考えられる。一方で、殻の内部においては、
外層よりも内層において Sr, P, S が高い濃度で観測されるとともに、その空間分布には
成長線と対応する明瞭な周期構造が観測された。また、これらの元素濃度分布に現れる
周期構造は、蝶番部においてより鮮明に観測することができた。発表では、これらの元
素濃度の空間分布の特徴について報告するとともに、環境指標との相関についても検討
し、古環境指標としての可能性について議論を行う。
Reconstruction of nutrient abundances in rivers by using phosphorus in biogenic carbonate.
〇Y. Tamenori1 and T. Yoshimura2, (1JASRI/SPring-8, 2JAMSTEC)
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淡水棲二枚貝イケチョウガイ殻の酸素・炭素同位体比、
ストロンチウム同位体比、微量元素濃度の時系列変化
○永石一弥 1、松岡 淳 1、石川剛志 2、谷水雅治 2、池原 実 3、
若木重行 2、坂井三郎 2、吉村寿紘 2、鈴木 淳 4、J-DESC コアスク
ール コア同位体分析コース受講者一同 5
（1 マリン･ワーク･ジャパン、2 海洋研究開発機構、3 高知大学、
4
産業技術総合研究所、5 日本地球掘削科学コンソーシアム）

地球掘削科学における研究手法や計測技術の普及・レベルアップ、若手研究者の育成
を目的として、日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）の主催により毎年様々な
J-DESC コアスクールが開催されている。高知コアセンターでも、その一環として大学
院生以上を対象として同位体分析技術のスキルアップを目的とし、2006 年より毎年 3
日間の日程でコア同位体分析コースを開催している。地球科学で利用する質量分析技術
の習得が主な目的であるが、分析実習では地球化学的に意義のある試料として茨城県霞
ヶ浦水系新利根川において淡水真珠の母貝として養殖されていた二枚貝のイケチョウ
ガイ（Hyriopsis sp.）を用いた。貝殻の成長線方向に沿った時系列のサブサンプリング
を行い、酸素同位体比（18O）、炭素同位体比（13C）、ストロンチウム同位体比（87Sr/86Sr）、
微量元素濃度を測定した。
海水域あるいは淡水域に生息する貝類は、炭酸カルシウムで形成された殻を持ってお
り、その炭酸塩殻の同位体比や微量元素濃度は、殻形成時の周囲の環境を記録している
ことが知られている。これまでに得られたイケチョウガイ殻の同位体比や微量元素組成
を元に、炭酸塩殻の化学組成に影響を与える因子について検討を行ったので報告する。
殻の18O は既存の研究同様、水温と逆相関を示すが、降水量から推定した河川水の
18
 O、および渇水（蒸発）の影響を受けていることがわかった。一方、13C には、は
っきりとした周期変化は認められなかった。殻の Sr/Ca 比、Ba/Ca 比は冬場より夏場に
高くなる傾向を示し、生物学的な要因の一つである成長速度に強く影響されているとい
う解釈（Gillikin et al.,2005, Izumida et al.,2011 など）と一致する。殻の 87Sr/86Sr 比は 5～7
月頃に低くなる傾向が見られ、水温や Sr/Ca 比などとは相関を示さない。これは新利根
川最上流の取水堰から取水される河川水が、関東北部の第四紀火山および鬼怒川低地帯
の第四紀テフラ層を起源とした低い 87Sr/86Sr 比を持っており、その河川水の割合が流域
水田の営農に伴った新利根川の水収支により、その時期に増えている可能性が考えられ
る。
＜謝辞＞コア同位体分析コース開催にあたり、J-DESC 事務局の方々、海洋研究開発機
構の阿波根直一博士、菊田宏之氏、福冨 淳氏には大変ご尽力頂きました。また、本コ
ースの開催にあたり J-DESC および高知大学（掘削コア科学に関わる若手研究者・技術
者育成のためのコアスクールの実施）から実習に必要な消耗品の提供を受けました。
Seasonal variation of oxygen, carbon and strontium isotope and trace elements in freshwater
pearl mussel, Hyriopsis sp. shell from Shintone River, Lake Kasumigaura, Japan
*K. Nagaishi1, J. Matsuoka1, T. Ishikawa2, M. Tanimizu2, M. Ikehara3, S. Wakaki2, S. Sakai2,
T. Yoshimura2, A. Suzuki4 and J-DESC core school, Core isotope analysis course participants5
(1Marine Works Japan Ltd., 2JAMSTEC, 3Kochi Univ., 4AIST, 5J-DESC)
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リュウキュウマツ年輪セルロースの酸素安定同位体比
による沖縄の相対湿度変動の復元
○植村美希 1、植村立 1、佐野雅規 2、中塚武 2
（1 琉球大理、2 総合地球研）

【序論】
樹木年輪は、機器観測が始まる前の気候変動を復元することができる重要なプロキシ
である。近年、年輪セルロースの酸素安定同位体値（δ18O）が、過去の降水量や相対湿
度を推定する指標として、注目を集めている。しかし、沖縄では、年輪の明瞭な樹木が
少ないことに加え、戦災や台風による影響で長い時間スケールをカバーできる試料が少
なく、このような研究は行われていない。沖縄の歴史書には、1830 年代に度々台風や
干ばつの被害があったことが記録されている。樹木年輪から当時の気候を復元すること
ができれば、定量的なデータと歴史書に記録された人間社会との関係性について考察で
きることが期待される。
本研究では、沖縄本島で松くい虫のために 1980 年に伐採されたリュウキュウマツを
用いて、セルロース δ18O の変動を明らかにし、過去の気候を復元することを目的とす
る。
【試料と測定】
琉球大学資料館（風樹館）所蔵のリュウキュウマツ円盤（長径 1.8 m、短径 1.5 m、年
輪数 182、1980 年 9 月に伐採）から、マルノコを用いて 2 本の年輪コアを切り出した。
試料は厚さ 1 mm の薄板を切り出し、亜塩素酸ナトリウム、NaOH、アセトンなどを用
いてセルロースを抽出した後、年層ごとに切り分けた。サンプルは TCEA-IRMS を用い
て δ18O を測定した。
【結果と考察】
セルロース δ18O を、那覇気象台の観測データ（1891-1980 年）と比較したところ、セ
ルロース δ18O は相対湿度と負の相関（r =−0.45）をもち、相対湿度が低いほど高い値を
示した。戦後最大の干ばつが起きた 1963 年や 1971 年の δ18O は前後よりも 1.1-2.4‰ 高
い値を示した。発表では、別個体から採取したセルロース δ18O データも用いて、歴史
書に記録された干ばつ・飢饉が起きた年との関係性も検討する予定である。

Relative humidity history reconstructed from oxygen isotope ratio of tree ring cellulose in
Okinawa, Japan
*M. Uemura1, R. Uemura1, M. Sano2, T. Nakatsuka2 (1Universtiy of the Ryukyus, 2Research
Institute for Humanity and Nature)
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網走湖堆積物中有機物分析による過去 300 年間の環境変
化
○栄田直樹 1、山本修一 1、関 宰 2、瀬戸浩二 3
（1 創価大学・工学研究科、2 北海道大学・低温科学研究所、3 島
根大学・汽水域研究センター）

網走湖堆積物には表層から 257cm に樽前山噴火による Ta-a テフラ（1739）、296cm に
駒ヶ岳噴火による Ko-c2 テフラが確認[1]されており、91～94 mm yr-1 と堆積速度が速い
ことが知られている。そのため詳細な古環境の変化を解析できる可能性がある。しかし
ながら、これまで網走湖表層堆積物中の有機炭素、窒素、イオウの分析[2]が行われてい
るのみで、有機化合物に関する報告はほとんどない。本研究では、高い時間分解能をも
つ網走湖堆積物コアを用いて、有機化合物組成の変動から過去約 300 年間の環境変化の
解析を行うことを目的とする。
試料は 2010 年に網走湖湖心部にて採泥された 10AB-5C コア（322cm）を使用した。
元素分析として、全有機炭素量（TOC）、全窒素量（TN）、全硫黄量（TS）の測定を行
い、Offline-TMAH 法により GCMS で有機化合物分析を行った。その結果、主に飽和脂
肪酸(n-C10-C30 FA)、不飽和脂肪酸(n-C16:1, C18:1 FA)、バニリル類(V)、シリンギル類(S)、
シンナミル類(C)のリグニンフェノール、クチン酸(Cutin A, B, C, D)、フィトール、ホパ
ノールやテトラヒマノールなど多様な有機物が検出された。
主に植物プランクトンに由来する中鎖脂肪酸（n-C12-C18 FA）、不飽和脂肪酸、フィト
ールは、いずれも深さ 56cm から現在に向かって濃度上昇が見られた。これは、1950 年
代以降人間活動の増大などに伴い植物プランクトンの生産が大きくなったことを示唆
している。
一方、陸上植物に由来するリグニンフェノールおよびクチン酸は、いずれも過去約
300 年前から現在にかけて緩やかな減少傾向が見られた。これは、C/N 比の結果と一致
し、人間活動による森林伐採などを反映している可能性が考えられる。リグニンの植生
指標である S/V 比、C/V 比は 0.2～0.6、0.4～1.4 と低い値を示し、針葉樹の影響が強く
表れていた。さらに針葉樹に特徴的な組成の違いを持つクチン酸 A（A-1: 8,16- or A-2:
9,16- or A-3: 10,16-diOH C16 acid）の同族体組成を検討した結果、A-2 が高い割合を示し
たことから、モミ属トウヒ属針葉樹の多い北海道の植生を反映していることがわかった。
[1]瀬戸浩二 (2011) 海跡湖に記録された小氷期以降の汎世界的な環境変動と人為的環
境変化, 2008-2010 年度科学研究費補助金成果報告書
[2]三瓶良和 (1997) サロマ湖・網走湖低質の有機炭素・窒素・イオウ濃度,、Res. Org.
Geochem., 12, 51-60
Organic matter records of environmental changes in Lake Abashiri sediments during the past
300 yrs
*N. Eida1, S. Yamamoto1, O. Seki2, K. Seto3 (1Grad. Sch. Eng., Soka Univ., 2Inst. Low Temp.
Sc., Hokkaido Univ., 3Res. Ctr. Coastal Lagoon Env., Simane Univ.)
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薩摩硫黄島の造礁サンゴ骨格を用いた熱水活動史
の復元
○渡邊	
  剛１、神村奏恵１、大森一人１、山崎敦子 2、関谷祥子１、F.	
 Le	
 Guern3、
清川昌一 4（1 北大院理、東大大気海洋研、3LSCE,	
 CNRS	
 4 九大院理）	
 

	
  造礁サンゴの骨格は過去及び現在の地球表層環境の変遷を高時間解像度で復元することのできる
指標としてこれまでに多くの研究が行われてきた。代表的なものは、骨格中の酸素同位体比、炭素
同位体比、ストロンチウム／カルシウム比、ホウ素同位体比などの分析から水温、塩分、日射量、
人類起源の二酸化炭素の増加率、海洋の酸性度など変遷を月単位—数百年間の時間帯で復元する手法
がある。薩摩硫黄島は、鹿児島県薩摩半島から南に約40kmにあり、7300年前に大噴火した鬼界カル
デラの中央火口丘の北西縁に位置する火山島であるが、現在も活発な噴火活動が行われており周辺
の海底では様々な熱水活動が行われている。海底から種々の熱水や温泉水、火山性の二酸化炭素が
噴出している場所が点在する。	
 
	
  我々は、近年、薩摩硫黄島の周囲を探索し、カルデラ縁の外側２地点とカルデラ縁の内側で２地
点の４つの環境の異なる地点にそれぞれ大型のハマサンゴ群体を発見した。さらに、数回に渡る水
中掘削により大型ハマサンゴが発見された４カ所から計１１本の柱状試料を採取した。得られたコ
ア試料について、厚さ５mmの平板状に切断され、画像解析および軟X線写真撮影による年輪解析を行
った。さらに、成長線に沿って0.2-0.5	
 mm	
 間隔でミリングを行い、地球化学的解析のための粉末試
料を作成した。得られた粉末は分取され、それぞれ酸素同位体比、炭素同位体比、Sr/Ca比, Mg/Ca
比, Ba/Ca比, F/Ca比が分析された。サンゴ年輪および酸素同位体比、Sr/Ca比の季節変化から推定された
年間の伸張量は、1-3 mmであり、他の海域のハマサンゴのそれら（10-20 mm）に比べると低く、火山／熱水
による影響がストレスになりながらも数百年間に渡り生存してきたことが伺える。本講演では、活発な熱水活
動が行われている造礁サンゴにとって極限環境におけるサンゴの生存／適応機構を考察し、その骨格
に刻まれた地球化学的分析の結果の解析からこれまで明らかにされてこなかった過去の熱水活動の
高時間解像度で復元するという試みを紹介する。	
 

Reconstruction of hydrothermal events using reef building corals in Satsuma
Iwo-jima
* T.WATANABE1, K. KAMIMURA1, A.YAMAZAKI２, 1, K. OMORI1, S/ SEKIYA, F. LE GUERN3 AND S. KIYOKAWA4
(1 Hokkaido Univ., 2AORI, Univ. Tokyo, 3 LSCE, CNRS, 4Kyushu Univ.,)
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インドネシア･ジャワ島の鍾乳石に記録された
過去千年間の炭素・酸素同位体変動
○渡邊裕美子 1、田上高広 1
（1 京都大学）

本研究では、大気の対流活動が最も活発な赤道域の気候変遷を明らかにすることを目指
し、アジア赤道域の中核に位置するインドネシア・ジャワ島において、鍾乳石を用いた古
気候／古環境の復元を進めている。
≪鍾乳洞の地質調査≫ ジャワ島西部のスカブミ地域、中部のカランボロン地域、東部の
グヌングシュー地域においてフィールド調査を行い、数多くの鍾乳石試料（石筍・つらら
石）を採取した。鍾乳石の採取と合わせて、鍾乳洞周辺の水文学的調査も行った。
≪古気候指標としての評価≫ インドネシア・東部ジャワの鍾乳石試料（BRI10a）は U-Th
年代測定により絶対年代が決まり、鍾乳石中の成長縞の計数結果と合わせて鍾乳石の『年
代モデル』を構築することができた。この鍾乳石の炭素・酸素同位体比を年々スケールで
分析し、過去約 50 年間にわたる当該地域の降水量と時系列比較をした結果、両者には有
意な負の相関があった。さらに詳細に、季節/月スケールの降水量と相関解析すると、雨季
降水量と最も強い相関を示した。そこで、“東部ジャワの鍾乳石の同位体組成は、過去の
降水量（とくに 雨季降水量）の指標として有効である”ことが明らかになった。これは
西部ジャワの鍾乳石の結果（Watanabe et al., 2010）と整合的であり、インドネシアの離れ
た 2 地点で採取された鍾乳石の同位体比が降水量に対して同様に逆相関するので、この逆
相関はジャワ島広域の鍾乳石にみられる代表的な特徴であることを確認できた。
≪過去 1000 年間にわたる炭素・酸素同位体比変動≫ 西部ジャワと東部ジャワの鍾乳石
試料（CIAW15a; BRI10a）について、過去 1000 年間と過去 400 年間にわたる炭素・酸素同
位体比の時系列変動を取得し、他地域の降水量プロキシと比較対照した。数十年～百年ス
ケールで降水量に振幅があることを確認でき、その時空間的な広がりから、このタイムス
ケールの降水量変動は熱帯収束帯の位置／強度に関連している可能性が高いと考えられ
る。

Carbon and oxygen isotopic variations over the last millennium recorded in stalagmites from Java
Island, Indonesia
* Y. Watanabe 1 and T. Tagami 1

(1 Kyoto Univ.)
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日本の歴史時代における気候変動研究の課題
○中塚 武 1、佐野雅規 1、XU Chenxi1
（1 総合地球環境学研究所）

●はじめに 過去約 2 千年間の歴史時代における気候変動の復元は、その時間スケール
が来るべき地球温暖化現象（数十～数百年）と合致するため気候モデルの検証に有用で
あると同時に、気候変動が人間社会に与えた影響を詳細に理解する上でも重要である。
そこでは樹木年輪、古文書、鍾乳石、サンゴ年輪、年稿堆積物などのさまざまな古気候
プロキシーが用いられるが、時間解像度や復元気象要素が微妙に異なるため、日本では
これまで復元結果が相互に検証されることはなく統一的な理解が進んでいなかった。一
方近年、世界中で過去 2 千年間の高分解能古気候データを統合する取り組みが進められ
（PAGES 2k-network, 2013）、東アジアでも年輪幅データベースに基づく AD800 以降の
夏季平均気温の年単位での復元が行われている（Cook et al., 2013）。また演者らはアジ
ア各地で樹木年輪セルロースの酸素同位体比による夏季降水量の復元を行い、日本では
既に過去 4 千年に及ぶ年単位のデータを集積してきている。本講演ではそれらのデータ
に、古文書・古日記記録などの日本の既存データを加えて、気候学・歴史学の双方の観
点から日本における歴史時代の気候変動を概観し、今後の研究課題を明らかにする。
●気候学的側面 年単位で明らかにされた東アジアの夏季平均気温及び本州中部の夏
季降水量は、時代毎に正負両方の様々な相関を示す。海洋気団に覆われる日本では降水
量は温暖化によっても寒冷化によっても増加（減少）することが理由だが、江戸時代に
は古日記による総観気候場の復元が可能であり、年輪酸素同位体比についても本州と屋
久島や東南アジアのデータを空間的に比較することで、18 世紀の前半と 19 世紀の初頭
には、夏季モンスーンの一時的拡大による温暖化が日本を覆っていたこと等が分った。
●歴史学的側面 中世の 12-15 世紀には気温の変動、特に数十年周期変動が極めて大き
くなる一方、弥生時代から江戸時代まで一貫して、約 400 年に一度の割合で、降水量の
数十年周期の変動成分が大きくなる。こうした時代には日本でも多くの飢饉や反乱・内
乱が発生しており、それが農業生産量の大きな変動を伴っていることも分かって来た。
これから気候変動と社会応答の間をつなぐ、より詳細な歴史学的研究が期待される。
●今後の課題 ①気温データの時空間被覆の拡大（AD800 以前への延伸、年輪密度・サ
ンゴ同位体等による日本のデータの取得、）②降水量データの拡大（各種酸素同位体比
プロキシーによる広域・長期間・高分解能データの取得、古文書データとの統合）、③
堆積物プロキシー等による長周期データとの融合、③気温・降水量変動の気候学的メカ
ニズムの理解、④古気候データを同化する気候モデルの構築などが、求められる。
Problems in paleoclimate reconstruction during last two millennia in Japan.
*T. Nakatsuka1, M. Sano1 and C. Xu1 (1Reasearch Institute for Humanity and Nature)
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礼文島久種湖堆積物中の極細粒元素状炭素量の過去 3 千
年間の時代変化演題目	
 
○	
 入野 智久 1，中井 淑恵 1，山本 正伸 1，宮崎 雄三 1，河村 公
隆 1，山田 和芳 2，米延 仁志 3
（1 北海道大学，2 静岡県庁，3 鳴門教育大学）

遠距離輸送されるバイオマス燃焼起源物質の定量を目指して，堆積物中の極細粒元素状
炭素（EC）量評価のために，Thermal optical transmittance 法の応用を検討した．スクロ
ース，フミン酸，フルボ酸，フラーレンの EC・有機炭素（OC）分析を行った結果，O2
雰囲気，550℃-700℃に耐える OC も存在することが分かったので，700℃-850℃で検出
されるフラクションのみを EC として定義した．
この方法で，礼文島・久種湖の湖底堆積物コアから選んだ試料を，2μm を境に粗粒お
よび細粒に分画し，それぞれの粒度画分について EC・OC 分析を行った．その結果，粗
粒・細粒画分中の EC・OC 変動が異なる事が分かり、粗粒 EC はローカルな，細粒 EC
はローカル，遠方両方のバイオマス燃焼起源である可能性が示唆された．
EC の細粒/粗粒比変動は大陸規模でのバイオマス燃焼変動を反映する可能性がある．

Temporal variation of very fine elemental carbon in sediments from the Lake Kushu in the
Rebun Island during the last 3000 years
*T. Irino1, Y. Nakai1, M. Yamamoto1, Y. Miyazaki1, K. Kawamura1, K. Yamada2, H.
Yonenobu3 (1Hokkaido University, 2Shizuoka Prefectural Government, 3Naruto University of
Education)
– 307 –

3P22

鍾乳石中の流体包有物の同位体比測定法の改良：
石筍同一層内の均一性の検証
○三嶋悟 1、仲村賢作 1、植村立 1
(1 琉球大理)

【序論】
正確な年代測定を行うことができる鍾乳石は、陸域における古気候復元の対象とし
て注目を集めている。鍾乳石の一種である石筍は、CaCO3 生成時の原料である滴下水を
流体包有物として取り込んでいる。この流体包有物の H2O と CaCO3 の酸素安定同位体
比 (それぞれ、δ18Ow と δ18Oc とする) を両方測定することで、過去の石筍生成時におけ
る同位体分別係数を求めることができる。分別係数は、気温依存性から気温を復元でき
るほか動的同位体効果の評価指標にもなる。当研究室では、δ18Ow をキャビティーリン
グダウン式分光計 (CRDS) で測定する手法を開発してきた。石筍の流体包有物は標準
試料が存在しないため、一般的に再現性は同一層から採取した試料の繰り返し測定によ
ってテストされる。しかし、同一層内で δ18Ow と δDw がどの程度均質であるかどうかは
わかっていない。そこで、本研究では同一層内での δ18Ow と δDw の均一性の評価を行っ
た。また、現在の測定装置は操作の煩雑さや、メモリー効果等の問題が残されている。
これらの問題点を解決するために、測定手法の改良も試みた。
【試料と方法】
同一層内の流体包有物の同位体比の均一性を調べるために、沖縄県南大東島の星野
洞で採取された石筍から同一年代層 (2 mm) を切り出した。切り出した層は、成長軸を
中心とした半径 12.5 mm の扇形で、この層を同心円状に 4 分割した。分割した試料は、
さらに 2–4 区画に切り分け、計 13 個の試料 (39–88 mg) を採取した。δ18Ow と δDw を開
発した前処理装置と CRDS (Picarro:L2130-i) で測定した。δ18Oc と δ13Cc は gas-bench
CF-IRMS で測定した。また、鍾乳石を破砕し、水の抽出・精製を行う前処理装置は、
水の吸着を軽減するために部品の大半をガラス化し、煩雑なバルブ操作の自動化等を行
った。
【結果と考察】
同一層内での流体包有物の同位体比の変動は、δ18Ow で± 0.45‰, δDw で± 4.2‰ (n = 8)
と参照水の測定精度 (δ18Ow で± 0.21‰, δDw で± 0.8‰) よりも大きく変動しており、少な
くともこの層については流体包有物の同位体比は不均一であることを示唆している。今
後、測定データを増やすと共に δ18Oc と δ13Cc との関係等の解析を行う。発表では、改良
した装置の測定精度・メモリー効果等についての性能評価も報告する予定である。
Improvement for stable isotope analyses for inclusion water from speleothems
*S. Mishima1, K. Nakamura1, R. Uemura1 (1University of the Ryukyus)
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カリフォルニア沖における融氷期のメタン放出イベン
ト
○中國正寿 1、関宰 2、山本修一 1
（1 創価大・工学研究科、2 北大・低温研）

温室効果をもたらすメタンガスは、古環境においても急激な温暖化に影響を及ぼして
いたことが示唆されている。南極のボストークやグリーンランドから採取された氷床コ
ア中の過去 10 万年間におけるメタンガスの量は、ダンスガード・オシュガーサイクル
と同調し、温暖な時期に増加、寒冷な時期に減少していた(Chappellaz et al.,1990)。この
発生源の一つに、温暖化にともない湿原の微生物が活性化し有機物分解が起こりメタン
ガス生成されるという、湿原からの正のフィードバックが考えられている(Chappellaz et
al.,1990) 。しかしながら、この現象のみでは、大きなメタンガス量の増加をうまく説明
できない。
近年、海底からのメタンガスの発生が、古環境における急激なメタンガスの放出に大
きく寄与していた可能性が示唆されている。メタンなどのガスは、海底よりタールなど
の石油物質と共に浸潤してくることが知られている。Hill et al. (2006)は、カリフォルニ
ア沖における海底堆積物中のタール量の変化を調べ、ベーリング・アレレード期（B/A
期）に大きなメタンガスの放出が起こったことを示唆した。これによって見積もられた
メタンガス放出量は、海洋全体で 90 Tg にも上り、B/A 期におけるメタン放出量(170～
185 Tg)の 3 分の 1 を占めることが示唆されている。このことが事実であれば、海洋から
のメタン放出は地球環境に大きな影響を与えていた可能性が高い。しかしながら、ター
ル物質の濃度のみで直接的なメタン放出の証拠は得られていない。
本研究では、メタン放出の直接的証拠として利用できると考えられるジプロプテンに
着目した。ジプロプテンは、13C が-29.5‰ではシアノバクテリア(Schoell et al., 1994)、
-55～-40‰ではメタン資化性菌(Freeman et al., 1994; Valentine et al., 2001)に由来すること
が知られている。メタンが放出された海洋中では、そのメタンを利用するメタン資化性
菌が発生していたことが十分に考えられ、ジプロプテンの同位体比を用いてそれを検証
できれば、メタン放出が起こっていたという確かな証拠となり得る。測定の結果、石油
由来化合物の Hopane 類の増加している B/A 期に、ジプロプテンが-40‰と軽い値をとり、
メタン栄養バクテリアに由来することが示唆された。これは、これまで示唆されてきた
カリフォルニア沖におけるメタン放出イベントを説明する直接的証拠となり得る。
Abrupt Methane release event of interglacial in California margin
*M. Nakakuni1, O. Seki2, S. Yamamoto1
(1Grad. Sch. Eng., Soka Univ., 2Inst. of Low Temp. Sci., Hokkaido Univ.)
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シングルステージ加速器質量分析装置を用いた微量放
射性炭素分析による古気候研究	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○横山祐典 1、宮入陽介 1、山根雅子 2、平林頌子 1、石輪健樹 1、
沢田近子 1、阿瀬貴博 1、大河内直彦２
（1 東大・大気海洋研・高解像度環境解析研究センター、2 海洋研
究開発機構・生物地球化学研究分野）

	
  放射性炭素(C-14)の定量分析には加速器質量分析装置(AMS)が広く用いられているが、
高感度分析が必要なため、1MeV 以上に加速できるタンデム型加速部を備えた装置によ
る分析が一般的である。二段階加速を行うことにより高感度分析が可能となっているが、
加速部に絶縁ガスを充填するタンクが必要であるなど大規模な施設が必要であった。近
年、C-14 に特化した AMS が開発され、加速電圧を 250keV にまで押さえた装置が登場
した。演者らは最先端次世代研究開発支援プログラムなどによりこの装置を日本で初め
て導入し、東大大気海洋研究所に新しく設置された高解像度環境解析研究センターにて
運用を開始した。これまですでに標準試料を含め 2000 検体以上の分析を行ってきたが、
IAEA の標準物質の分析再現性は推奨値との一致が極めて良く、安定同位体の分析精度
も安定していることが明らかになった。導入当初は心配された、加速電圧が下がること
によるバックグラウンド値の上昇も 45,000 年程度と大きな問題ではないことが明らか
になった。安定した分析が行えることでハイスループットの分析が可能となり、これま
での AMS による C-14 分析の概念を変える多試料の高精度分析が可能となり、本装置は
特定有機化合物や微量試料の分析を用いた C-14 分析を可能とした。現在分析精度の向
上など、安定した測定技術の開発も行っている。実際、これまで 1mgC で行ってきた分
析を 70-100µgC で分析可能となり（Yokoyama et al. 2010）、さらに試料量を減らした分
析法の開発を進めている。この結果、1) 南極堆積物試料の特定有機化合物を使った高
精 度 年 代 軸 の 確 立 (Yamane et al. 2014) 、 2) 湖 堆 積 物 の 試 料 別 年 代 傾 向 の 把 握
(Nakamura et al., 2012)、3) 海洋堆積物を用いた海水準の復元 (Ishiwa et al., submitted)な
どを展開している。スモールスケール AMS 法により、古海洋学で重要な堆積物中の生
物擾乱の影響についても定量的に明らかにすることが可能となり、いわゆるモダンアナ
ログを適用する際に注意すべき重要なポイントとして考慮され始めてきている(eg.,
Keigwin and Guilderson, 2009)。共同研究に基づく共同利用も開始しており、上述のよう
な試料を用いた古気候研究が広く展開されることが期待される。
References; Ishiwa,T.et al. (2014) Quat Int; Keigwin & Guilderson, (2009) Paleoceanogr.
24, PA4212; Nakamura, A. et al., (2012) JQS, 27: 125-128; Yamane M. et al., (2014)
Radiocarbon 56 in press; Yokoyama, Y. et al. (2010) Radiocarbon, 52:310-318
Paleoclimate study using radiocarbon measured by Single Stage Accelerator Mass Spectrometry
*Y. Yokoyama1, Y. Miyairi1, M. Yamane2, S. Hirabayashi1, T. Ishiwa1, C. Sawada1, T. Aze1,
and N. Ohkouchi2 (1 ACES, AORI, UTokyo, 2Dept. Biogeochem., JAMSTEC)
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バイカル湖湖底堆積物の酸化還元元素の定量分析と古
気候復元
○池田久士 1、柴田健二 2、國分(齋藤)陽子 2、村上拓馬 2、勝田長
貴1
（1 岐阜大学教育学研究科、2 日本原子力研究開発機構）

アジア大陸内陸部は、日射量変動に対して地球上で最も鋭敏に応答してきた地域であ
り、気候変動に対する陸域の応答メカニズムを解明する上で重要な場と見なされてきた。
バイカル湖の湖底堆積層は、その歴史を克明に記録する媒体として、これまで様々なア
プローチで古気候情報の抽出が行われている。このうち、酸化還元元素のひとつである
ウランが集水域の乾燥湿潤指標となり得ることが、過去 5500 年の濃度変動記録と古気
候指標の比較から示されている（Murakami et al. 2012）。本研究では、この結果にもとづ
き、最終氷期から完新世の堆積記録を有するバイカル湖湖底コアの還元固定元素（U, Mo,
Cu, As, S）ならびに、古気温指標の生物起源シリカ（Sibio）の定量分析を行った。
分析に用いたバイカル湖湖底コアは、全長は約 4.7 メートルを有する。本研究では、
2.3 センチ間隔（約 300 年の分解能）で分取した 207 試料を用いた。また、このコアは
過去 3.3 万年にわたる連続した堆積記録を有することが放射性炭素年代測定により示さ
れている（Nara et al. 2010）。堆積物の定量分析については、Sibio は Na2CO3 溶解・ICP-AES
分析により決定し、珪酸塩起源のシリカ補正は、Demaster 法をもとづき行った。微量元
素濃度（U, Mo, Cu, As）はマイクロ波加熱分解・ICP-MS 法、有機微量元素（TS, TOC, TN,
TIC）は CHNS コーダーによりそれぞれ定量した。
Sibio と U から推定されるバイカル湖周辺地域の気候変動は、最終氷期に寒冷乾燥化し、
ベーリング/アレレード温暖期（約 15.0~12.5 ka）で温暖湿潤化したのち、ヤンガードリ
アス寒冷期（約 12.5~11.7 ka）に乾燥化した。その後、約 11.7~5.5 ka で徐々に温暖湿潤
化していき、約 5.5~4.0 ka で寒冷湿潤、約 4.0 ka~現在で温暖乾燥化の傾向にある。
これらの気候変動に対して、TOC は類似の変化を示し、その増減は集水域からの供給
量（C/N > 9.0）に起因する。このうち、完新世における TOC の変動は、還元固定の 4
元素（Mo, Cu, As, S）と類似することから、これら 4 元素は有機物に由来するものであ
ると見なすことができる。Mo, As, S は、これらの変動に加えて、それぞれいくつかの
ピークが認められる。このうち、3 元素組合せで特徴付けられるピークがヤンガードリ
アス寒冷期末（約 11.7 ka）と完新世中期（約 5.5 ka）で確認された。これらのピークは、
前者が温暖化に伴う水塊密度成層の形成で、後者が過剰な有機物粒子の沈降により、そ
の当時の深層水塊が一時的に還元化したものと考えられる。
Concentration variations in redox-sensitive elements in Lake Baikal sediment: their
paleoclimatic implications
*H. Ikeda1, K. Shibata2, T. Murakami2, Y. Saito-Kokubu2, and N. Katsuta1 (1Grad. Sch. Educ.
Gifu Univ., 2JAEA)
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Nd isotopic composition of foraminiferal test from sediment
cores collected near Papua New Guinea 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○

	
 Hiroshi Amakawa , Yi-Chi Chen, Tsai-Luen Yu, Li Lo and
Chuan-Chou Shen
（HISPEC, Department of Geosciences, National Taiwan University）
Introduction
Nd isotope composition of marine carbonate samples such as foraminiferal test has been
frequently used as a paleo-archive to reveal the past changes in marine environment. Here we
report Nd isotopic composition of foraminiferal sample near Papua New Guinea to discuss
paleoenvironmental changes in the area.
Samples
We analyzed planktonic foraminiferal tests sampled from two sediment cores (MD05-2921:
4°51’S, 154°46’E, 2015 m; MD05-2925: 9°21’S, 151°28’E, 1661 m) collected off the eastern
side of Papua New Guinea. For the former core, three species (Globorotalia (G.) menardii,
Globigerinoides (G.) sacculifer, and Pulleniatina (P.) obliquiloculata) were picked up from a
core catcher. We picked up planktonic foraminifer (Globigerinoides (G.) ruber) and clay
samples from the later core at two periods showing a low foraminiferal Nd/Ca ratio (49.5~50.1
ky) and a high foraminiferal Nd/Ca ratio (58.8~60.6 ky). Before the analysis, the samples were
cleaned by the methods described in Bayon et al. (2002) and Shen et al. (2011).
Results and discussion
The cleaned planktonic samples from MD05-2921 core show εNd values of -1.4, -1.5 and -1.4,
respectively. These values are clearly different from that of the Upper Circumpolar Deep Water
(UCDW; εNd = ~ -5) occupying the bottom depth of sampling site. Instead, the values are closer
to a surface seawater value (Grenier et al., 2013: εNd = -0.5±0.1; 1°21’S, 156°00’E) near the core
sampling site indicating that the εNd values of planktonic foraminiferal samples reflect the
surface water εNd signal rather than the bottom water signal.
The εNd values of G. ruber at two periods of core MD05-2925 show similar values (49.5~50.1
ky; -1.1, 58.8~60.6 ky; -1.3), which are lower than the clay values (0 to +0.7). Again, the
foraminiferal values are different from UCDW values. These facts suggest that the values reflect
that of surface seawater and that the influence of clay is negligible. The similar εNd signal with
different Nd/Ca ratio of two periods may be indicative of difference in flux of Nd (REE) from
land area between those periods induced by climate changes.
Nd isotopic composition of foraminiferal test from sediment cores collected near Papua New
Guinea
*H. Amakawa, Y.-C. Chen, T.-L. Yu, L. Lo and C.-C. Shen (HISPEC, Department of
Geosciences, National Taiwan University)
– 312 –

3P27

Neogloboquadrina pachyderma(s)の Mg/Ca 比古水温
計による氷期南大洋太平洋セクターの水温復元
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○脇坂 恵都子 1，堀川 恵司 2，原田 尚美 3，小平 智弘 1，張勁 2
（1 富山大学院理工学教育部，2 富山大学院理工学研究部，
3
JAMSTEC）

【はじめに】最終氷期には，北半球を中心として，ダンスガード・オシュガーイベントと呼ばれる数百
から数千年スケールでの周期的な気候変動が起きていた．しかし，この急激な気候変動イベントに対し，
南大洋太平洋セクターがどのように応答したかは，十分なデータセットが得られていないため，詳細に
は理解されていない．そこで，本研究では，海洋研究開発機構の「みらい」MR-08-06 次航海においてド
レーク海峡の水深 864m 地点(55º42’S, 66º08’W)で採取された海底堆積物試料（PC09 コア）を用い，浮遊
性有孔虫 Neogroboquadrina pachyderma(s)殻の Mg/Ca 比水温計により，最終氷期から過去 8 万年間の南大
洋太平洋セクターの水温復元を行い，氷期南大洋太平洋セクターの応答を解析した．

【結果・考察】本研究では，ICP-MS (Element II, Thermo)を用い，浮遊性有孔虫 N.pachyderma(s)の殻の Mg/Ca
比，Sr/Ca 比，Ba/Ca 比の分析を行った．分析区間は，コア全長 997.2 cm のうち，コア深度 5cm から 952cm
とし，計 181 層準で Mg/Ca 比等の分析を行った．また，このコアでは 15 層準において浮遊性有孔虫殻の
14

C 年代が分析されており，コア深度 588 cm が，過去 4 万 8 千年間程度であると想定される．
測定された N.pachyderma(s) の Mg/Ca 比は，0.67–1.61 mmol/mol の間で推移し，Nürmberg (1995) の

N.pachyderma(s)の Mg/Ca 比水温換算式を用いると，およそ 1.9℃~10.9℃の水温変動と復元される．南大洋
域における N.pachyderma(s)は夏期 200m 以浅に多産するため，復元された Mg/Ca 比水温は，夏期の表層
水温を記録していると考えられる.本コアの年代モデルは，浮遊性有孔虫殻の 14C 年代と，コア深度 754cm
付近に確認される大きな水温低下イベント（酸素同位体ステージ（MIS）4 に相当）を南極ドーム C のδ
D 値の変動と対応させ，年代モデルを構築した.この年代モデルから，ドレーク海峡の最終氷期最寒冷期
の夏期表層水温が 1.9℃程度であることが明らかになった．また，過去 8 万年間の水温変動は，南極ドー
ム C コアの気温変動と概ね調和的な傾向を持つことも明らかになり，南極温暖イベントの A4 イベントで
は，ドレーク海峡の夏期表層水温が 5℃程度上昇する傾向が確認された．更に，MIS5a では，Mg/Ca 比の
増加に加え Ba/Ca 比も大きく上昇しており，これは MIS3 において観察される Ba/Ca 比の変動幅のおよそ
10 倍の上昇幅であった．MIS5a に見られる Ba/Ca 比の増加の原因として，水温上昇に伴うパタゴニア氷
床の融解による淡水流入が考えられ，南大西洋への低塩分水の供給源として重要であった可能性が指摘
される．

Neogroboquadrina pachyderma(s) Mg/Ca-derived sea surface temperatures in the glacial Southern Ocean
*E. Wakisaka1, K. Horikawa2, N. Harada3, T. Kodaira1, J.Zhang2 (1 Graduate School of Science and Engineering
for Education, Toyama University, 2Graduate School of Science and Engineering for Research, Toyama University,
3

JAMSTEC)
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カリフォルニア沖堆積物中有機物からみた
過去 13 万年間の古環境変動
○島田 学 1、大力 千恵子 1、中國
（1 創価大学・工学研究科）

正寿 1、山本

修一 1

近年、カリフォルニア沖堆積物における有孔虫の酸素安定同位体比(e.g., Kennett et al.,
2000)や、アルケノンによる表面海水温度（SST、e.g., Seki et al., 2002）の研究により、
氷床コアで見られたような気候変動が北大西洋だけでなく北太平洋でも見られ、北半球
規模の気候変動である可能性が指摘されてきた。このような気候変動に、海洋生物や陸
上生物がどのように応答してきたのかを明らかにすることは、大きな課題の一つである。
そこで本研究ではカリフォルニア沖堆積物中の有機物分析結果から、過去 13 万年間、
特にエーム間氷期と完新世についての古環境を比較し、考察することを目的とする。
試料は 1996 年にカリフォルニア沖にて採取された ODP Hole 1017E コア（24.9 m: 130
kyr）を使用した。カリフォルニア大陸棚縁辺は堆積速度が速く、数百年単位の高時間
分解能での分析が可能である。分析方法は offline-TMAH-GC/MS 法を用いて、有機化合
物分析を行った。ここでは、リグニンフェノールについて報告する。
リグニンフェノールのバニリン類（V）、シリンギル類（S）、シンナミル類（C）の変
動を完新世とエーム間氷期で比較すると、全てのリグニンフェノールでエーム間氷期の
方が高濃度であった。また、完新世およびエーム間氷期の双方で、SST の上昇とリグニ
ンフェノールの増加には時間差があり、SST の上昇に対してリグニンフェノールの増加
が遅れていることがわかった。これは温暖期に入った時代と氷河融解時期の時間差が関
係し、ほとんどの氷河融解を待って森林が発達したことを示唆している。完新世におい
ては温暖化が約１万年前に始まるが、北米大陸を覆っていたローレンタイド氷河の全融
解は約 5000 年前に終わったことが推定されている（Boulton et al., 1985）ことから、エ
ーム間氷期に同程度の氷河が発達していたとすれば、完新世と同程度の時間差があって
しかるべきであろう。
さらに、完新世とエーム間氷期の植生を比較するために、リグニンフェノールの S/V
比（裸子植物に対する被子植物の寄与）と C/V 比（木本植物に対する草本植物の寄与）
の指標から検討した。完新世とエーム間氷期の S/V 比の平均値は、それぞれ 0.51±0.06
と 0.46±0.05 と大きな違いはないが、C/V 比においてはエーム間氷期の値が 1.53±0.29
と完新世の値である 1.13±0.29 よりかなり大きい。このことから完新世に比べ、エーム
間氷期の方が草本植物の寄与が大きかったことを示唆している。

Paleoenvironmental changes from organic matter composition in the California margin
sediments during the last 130kyrs
*M. Shimada1 ，C. Dairiki1 ，M. Nakakuni1, S. Yamamoto1（1Grad. Sch. Eng., Soka Univ.）
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3

H，CFCs を利用した地下施設周辺の浅層地下水の浸透状
態の推測
○岩月輝希 1，大森一秋 1，萩原大樹 1，長谷川琢磨 2，中田弘太郎 2

（1 日本原子力研究開発機構，2 電力中央研究所）
高レベル放射性廃棄物の地層処分場の建設・操業時には，長期的に坑道に湧水する地
下水を地上へ排水することで周辺地下水の水理・化学的な環境条件が変化するため，施
設閉鎖後の環境条件が施設建設前と異なる可能性がある。施設閉鎖後の定常状態の環境
条件を推測するためには，施設建設・操業に伴う周辺の環境変化を詳細に理解しておく
必要がある。深度 500m までの花崗岩中に建設された瑞浪超深地層研究所（以下，研究
所）の例では，研究坑道の掘削開始から現時点まで（約 10 年間），日量数百トンの地下
水を継続して排水した結果，周辺地下水の水位低下が研究坑道を中心として，最大で百
数十 m に及んでいる。この水位低下に伴い，深度 400m 程度までの地下水の水質が浅層
地下水の水質に変化しつつある。本研究では，地下水位の低下に伴う浅層地下水の浸透
状態を推測する指標として，一般的に地表水や浅層地下水にのみ含まれているトリチウ
ム（3H），クロロフルオロカーボン類（CFCs）の有用性について考察した。
研究所の研究坑道から掘削したボーリング孔を利用して，深度 500m までの地下水中
の 3H，CFCs 濃度を定期的に観測した結果，深度 400m までの観測地点において，施設
建設当初には観測されなかった 3H，CFCs が徐々に検出されるようになり，浅層地下水
の混入割合が時間とともに増加していることが確認された。花崗岩を覆う堆積岩中の浅
層地下水に含まれる 3H，CFCs 濃度と花崗岩中のそれらの濃度を比較すると，深度 200
～400m の花崗岩中の地下水には，浅層地下水が数％から最大 50％程度の割合で混入し
ていると推測された。これは，排水量が数万トン／月程度の地下施設を建設し，数年間
操業した場合の周辺の地下水環境に対する影響事例といえる。
また，3H が未検出で CFCs が検出される地点が数点あり，時間とともに放射壊変によ
り 3H 濃度が検出限界値以下となった地下水において，放射壊変による濃度低下のない
CFCs が残留していると推察された。浅層地下水の指標としての CFCs の活用は，3H 濃
度が減衰して検出限界以下となる数十年前以上の年代を持つ地下水に対して有効と考
えられる。瑞浪地域では浅層地下水の 3H 初期濃度は約 2.5TU であり，検出下限が 0.3TU
程度の 3H では，浅層地下水の混入割合が 15％を下回ると混入の有無の判別が不可能と
なるが，初期濃度が 28.1pg/kg，検出下限が 0.5pg/kg の CFCs（CFC-12 の場合）では，
浅層地下水の混入割合が 5％まで判別可能となり，3H で判別できない浅層地下水の混入
についても同定できるため，より感度の高い指標として有効と考えられた。
Estimation of groundwater replacement by shallow water around deep underground facility
based on 3H and CFCs concentrations
*T. Iwatsuki 1, K. Ohmori 1, H. Hagiwara 1, T. Hasegawa 2, K. Nakata 2 (1 JAEA, 2 CRIEPI)
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地層処分における花崗岩割れ目表面の	
 
希土類元素の存在形態	
 
○石渡健太郎 1、鈴木章悟 1、小瀬村隆 1、竹野竜平 1、野村雅夫 2
（1 東京都市大学、2 東京工業大学）

[はじめに]	
  地層処分では地層中での様々な要因を考慮し，高レベル放射性廃棄物中
に含まれるマイナーアクチノイド（MA）等の放射性核種の移行挙動の評価を行うこと
が重要となる。本研究では、花崗岩中の地下水の主な流れみちとなる割れ目の表面を対
象とし、天然中に存在する元素のうち MA と化学的性質（主に電荷、イオン半径等）が
類似している希土類元素（REE）の存在状態を把握することで間接的に MA の移行挙
動を推測した。	
 
[方法]	
  岩石試料は日本原子力研究開発機構（JAEA）瑞浪超深地層研究所にて、深度
400m ステージの水平ボーリング孔から採取された割れ目を含んでいる岩石コア 2 種
（水平距離 33.0m 及び 44.6m 地点）を用いた。割れ目の表面の変質部をヤスリで削り
取り“割れ目表面試料”とし、割れ目を含まない岩石コアの内部を“内部試料”とした。
REE の存在形態別抽出を目的として逐次抽出法を適用した。逐次抽出試料および岩石
試料中の REE の測定には、ICP-MS を用いた。測定の際、岩石試料及び逐次抽出処理
後の残渣についてはアルカリ融解にて試料を融解させた。	
 
[結果および考察]	
  逐次抽出の結果、内部試料中の軽 REE は酸化物態の抽出溶液に
含まれており、全体の 40%を占めていた。次に硫化物態の抽出溶液に含まれる軽 REE
が、全体の約 20-30%を占めていた。重 REE については、全体の約 80%が抽出されず
残渣の中に残っていた。これに対し割れ目表面部の試料では、二つの試料において軽
REE の抽出率の傾向に違いが見られた。33.0m 地点の割れ目表面試料の軽 REE は硫化
物態の抽出溶液に約 50%、炭酸塩態の抽出溶液に約 20%含まれていた。44.6m 地点の
割れ目表面試料では酸化物態の抽出溶液で軽 REE が約 40%、硫化物態の抽出溶液で約
30%含まれていた。重 REE に関しては内部試料と同様の傾向が見られ、残渣の中に約
60-70%が抽出されず残っていた。このように、重 REE においては割れ目表面であって
もほとんどがケイ酸塩鉱物の中に存在しており、コア試料内部との存在形態に違いは見
られず、重 REE は変質などの作用を受けにくいと考えられる。軽 REE にいては割れ
目表面とコア試料内部で存在形態が異なっていた。さらに、二つの割れ目表面試料を比
較したところ、その存在形態は炭酸塩態、硫化物態、酸化物態と異なる結果を示した。
割れ目表面での存在形態の違いは割れ目表面の二次鉱物の組成に影響を受けていると
考えられる。
	
 
Existence form of rare earth elements of granite surface cracks in geological disposal
*K. Ishiwata1, S. Suzuki1, T. Kosemura1, R. Takeno1 and M.Nomura2 (1Tokyo City Univ.,
2
Tokyo Institute of Technology.)
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下水汚泥焼却灰中の
濃度低減方法	
 	
 	
 

137

Cs の化学状態の解明及び放射能

香西直文 1、鈴木伸一 1、青柳登 1、坂本文徳 1、○大貫敏彦 1、
（1 日本原子力研究機構）

緒言
	
  2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所の事故により、大量の放射性物質が東
日本の広い範囲に降下した。それらの放射性物質が下水道に流入した結果、高濃度の放
射性物質（主に 137Cs）が濃縮した下水汚泥焼却灰が各地で発生した。これらの焼却灰
を安全に埋設処分するためには、焼却灰中の 137Cs の化学状態及び特性を明らかにする
こと、放射能濃度を低減する技術の開発が必要である。このため、本研究では、実際の
下水汚泥焼却灰を用いて 137Cs の溶解実験及び静的浸出実験を行った。
方法
	
  2011 年 5 月から 2012 年 5 月に福島県、茨城県、千葉県の下水処理施設で発生した下
水汚泥焼却灰 5 試料を用いた。これらの試料は、1)乾燥させた状態、あるいは 2)遊星ボ
ールミルで 1µm 以下に微粉砕した状態で実験に用いた。実験は、1)試薬溶液による溶解
実験、及び 2)静的浸出実験の２種類を行った。溶解実験では、塩酸水溶液などの試薬溶
液の入った容器に焼却灰を入れ、25℃、60℃、及び 95℃で 2 時間から 24 時間加熱した。
溶解前後の 137Cs 放射能及び溶解した元素を定量した。静的浸出実験では、焼却灰及び
実験１の溶解残渣を模擬環境水（純水及び人工海水）に入れ、25℃及び 60℃で静置し
た。所定期間後、遠心分離によって固液分離し、液相に浸出した 137Cs を定量した。
結果
	
  焼却灰中の 137Cs は、一部がアルカリ金属の塩に、大部分が酸化鉄に、残りがケイ酸
塩（石英、長石）に含まれていた。焼却灰中の 137Cs の約 80-90％がアルカリ金属の塩及
び酸化鉄に含まれており、塩酸水溶液中で加熱することでそれらの固相の大部分が溶解
した。焼却灰を微粉砕したのち塩酸水溶液中に入れ 95℃で加熱することにより、それ
らの塩酸溶解性成分を完全に溶解させることができ、ほぼケイ酸塩のみの残渣が得られ
た。この残渣には、焼却灰の約 10-20%の 137Cs が残留した。粉砕していない焼却灰では
137
Cs の約 6%が人工海水に溶出したが、微粉砕試料の塩酸溶解残渣からは 137Cs は全く
溶出しなかった。

Title of Presentation Chemical states of 137Cs in sewage sludge ash and radioactivity
concentration reduction method
N. Kozai1, S. Suzuki1, N. Aoyagi2, S. Sakamoto2, *T. Ohnuki2 (1Japan Atomic Energy Agency)
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MnO4 イオンの微生物還元挙動の解明
○加藤友彰 1、大貫敏彦 2、斉藤拓巳 2、Yu Qianqian3
（1 茨城大理、2 日本原子力研究開発機構、3 九州大学）

[目的]
ゼオライト、リン酸塩鉱物は Sr、Co を吸着する。しかし、塩濃度が上昇するとその
吸着は低下し、特にイオン強度が 0.1M を超えると低い場合に比べて 1/10 以下になる。
そのため、有効な回収方法が望まれている。Mn 酸化物は形成過程で様々なイオンを取
り込むことが知られている。多くの研究は、Mn（II)の微生物酸化による生成過程にお
ける取り込みを調べている。微生物による酸化はゆっくり進むので、投入した Mn イオ
ンなどが地下水により移流拡散されて、Mn 酸化物生成が進まないことが懸念される。
MnO4 イオンは、微生物などの有機物の還元により Mn 酸化物が形成される。しかし、
その機構、速度,イオンの取り込み挙動は不明である。そこで、MnO4 イオンの微生物に
よる還元挙動を調べた。
[実験]
Pseudomonas fluorescens 菌体を集菌後、0.1 M NaCl 溶液に菌濃度を 0、7.35×106、
8.64×106、12.8×106、25.5×106、10.7×107 number/mL に調節した。その溶液 40 mL
に KMnO4 を 10~20 ppm 加え 21 時間 25℃の振盪培養器に静置した。21 時間後、上澄
み溶液を 0.22 m フィルターによりろ過し、得られたろ液中の溶存 Mn 濃度を ICP-OES、
Mn(Ⅶ)濃度を UV/Vis を用い測定した。また、ろ過によりフィルターに残った固相部分
は Xanes 法を用いて Mn の酸化状態を決定した。
[結果と考察]
KMnO4 添加量 10 ppm で実験を行った結果、どの菌濃度サンプルでも黒色沈殿が生成
し、さらに Mn(Ⅶ)由来の 525 nm の吸光が減少したことから微生物による過マンガン酸
の還元が確認された。Mn 濃度の経時変化から、菌濃度が低い際は液相中の溶存 Mn の
減少が確認された。一方、菌濃度が高い際は溶存 Mn の減少の後わずかな増加が確認さ
れた。KMnO4 添加量を 20 ppm に増加させた場合、菌濃度が低い場合でも、添加初期で
は溶存 Mn の濃度が減少し、2 時間の時点でほぼ 0%なったのち再び液相中の溶存 Mn 濃
度が増加していることが確認された。また、XANES スペクトルの測定結果から、菌濃
度の増加に伴い Mn(Ⅳ)の割合が増加しているのが確認された。さらに、1.1×108
number/mL のサンプルでは Mn(Ⅳ)の割合が減少し Mn(Ⅲ)、Mn(Ⅱ)が多くを占めている
ことが確認された。これらの結果より添加された KMnO4 は、微生物により還元され
Mn(Ⅶ)→Mn(Ⅳ)となり、高菌濃度ではさらに Mn(Ⅳ)→Mn(Ⅲ,Ⅱ)の還元が菌により起き
たと考えられる。

Elucidation of microbial reduction of permanganate.
*T. Kat 1, T. Ohnuki2, T. Saito2, Y. Qianqian3 (1Ibaraki Univ., 2JAEA, 3Kyushu Univ.)
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嫌気高圧培養実験を用いた深部花崗岩地下水中微生物
の硫酸還元活性と炭酸還元活性の評価
○廣田明成 1、東郷洋子 1、福田朱里 2、伊藤一誠 1、鈴木庸平 3、
角皆潤 4、小松大祐 5、岩月輝希 6
（1 産総研、2 明治大学、3 東大院理、4 名大院環境、5 東海大海洋、
6
日本原子力研究開発機構）

近年の研究によって、深部地下水中には硫酸還元菌、硝酸還元菌、鉄還元菌、酢酸生
成菌、メタン生成菌などの様々な種類の微生物が存在することが分かってきた。これら
の微生物は地下水中の化学物質をエネルギー源として利用することから、地下水中の酸
化還元状態に影響を与える要因となっている。本研究では日本原子力研究開発機構瑞浪
超深地層研究所の研究坑道において花崗岩中の深部地下水を採取し、各種化学分析を行
うと共に、深部地下環境を維持または再現した条件下で地下水中の微生物活動を観察し、
原位置での代謝活性の評価を行った。
メンブレンフィルターを用いて、嫌気状態を維持したまま地下水をろ過し微生物を回
収した。微生物を採取したメンブレンフィルターは嫌気冷蔵状態で実験室に持ち帰り、
地下水のろ液を使って嫌気チャンバー内で微生物濃縮懸濁液を作成した。この濃縮懸濁
液に硫黄安定同位体（34S）でラベリングした硫酸ナトリウムと炭素安定同位体（13C）
でラベリングした炭酸水素ナトリウムを加え、1000mL の耐圧容器（Swagelok 製）に封
入した。次に容器内をアルゴンガスとアルゴンに水素を 10000、1000、100、30、10、
1ppm 加えたガスで順番に置換し、原位置に近い高圧状態（3MPa）で保持し、25℃のチ
ャンバー内で培養実験を行った。
その結果、チャンバー内の硫化水素濃度が上昇したことから、微生物の硫酸還元活性
があることが確認できた。また、高い水素濃度条件よりも原位置環境に近い低い水素濃
度条件でより活性が高かった。さらに、培養後のサンプルのメタンの炭素同位体比を測
定したところ、水素濃度の低い条件で重い炭素同位体比を持つメタンが検出され、重い
炭素同位体でラベリングされた炭酸イオンが還元されてメタンが生成したと考えられ
る。さらに、培養液の一部をメンブレンフィルターでろ過して微生物細胞を回収し、
NanoSIMS 分析を行った。分析の結果、水素濃度の低い条件で微生物による 34S と 13C
の取り込みを確認できた。以上のことから、瑞浪地域の地下水中の微生物には硫酸還元
活性、炭酸還元活性があり、それらの活動は原位置環境に近い低い水素濃度で活発にな
ることが分かった。本研究は原子力規制委員会原子力規制庁「平成 25 年度地層処分に
係る地質評価手法等の整備（水理関連情報の整備）として実施した。
Microbial sulfate reduction and CO2 reduction at deep granitic aquifer by anaerobic and high
pressure culture experiment.
○A. Hirota1, Y. Togo1, A. Fukuda2, K. Ito1, Y. Suzuki3, U. Tsunogai4, D. D. Komatsu5 and T.
Iwatsuki6 (1AIST., 2Meiji Univ., 3Univ. of Tokyo, 4Nagoya Univ., 5Tokai Univ., 6JAEA.)
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南部アンデス弧(SVZ)火山岩類におけるフッ素の挙動
○遠山知亜紀 1,2、折橋裕二 3、新正裕尚 4、角野浩史 5、村松康行 2
（1JAMSTEC、2 学習院大理、3 東大地震研、4 東経大経営、5 東大院
理）

【序論】ハロゲン元素は水に選択的に取り込まれ易く、また、岩石の溶融やメルトの脱ガ
スなどの過程において元素間で異なる挙動を示す。これにより、ハロゲン元素は海水や間
隙水、堆積物等で異なる元素比を示すため、海洋や海底堆積物に関連した地下流体の起源
や挙動を調べるトレーサーとして用いられている(e.g., Fehn et al., 2003)。最近では、流体を
含むプレートの沈み込み等の物質循環を探るトレーサーとして注目した研究も行われてい
る(e.g., Sumino et al., 2010)。一方、大陸弧火成作用におけるハロゲン元素の挙動については、
ほとんど明らかになっていない。そこで、本研究では、大陸弧火山の結晶分化過程におけ
る F の濃度変化及びマグマソースへの流体相の寄与を調べるため、南部アンデス弧の
Southern Volcanic Zone (SVZ)の火山岩中の F 濃度の測定を行った。
SVZ は南米大陸南部のアンデス弧・第四紀火山地域に位置する。南緯約 47°のタイタオ半
島沖には、チリ中央海嶺とナスカプレート、そして、南極プレートが沈み込む三重点が存
在する。アンデス弧は、この三重点周辺約 350km の地域において非火山地帯となり、これ
を境に SVZ と Austral Volcanic Zone (AVZ)に区分される。今回、年代の異なるプレートの沈
み込みに伴う地球化学的特徴の変化を見るために SVZ の最南端、南緯 46°の Hudson 火山
からアンデス弧沿いの南緯 34°までの SVZ のフロント上火山について分析を行った。尚、
本研究で用いる試料は既に B を含む主・微量元素の分析が行われており(Shinjoe et al., 2013)、
様々な元素(特に F と同様に流体に親和的な B)との比較が可能である。
【結果・考察】まず、単一の火山で複数の試料の分析を行い、SiO2 量と FeO*/MgO に対す
る F 濃度の変化を観察したところ、SiO2=55wt%、FeO*/MgO=4.2 付近で屈曲が見られ、apatite
の晶出・分別が推測された。以下の議論では、apatite が分別する前の試料を考察に用いる。
F 濃度 vs. B 濃度のプロットでは、複数のトレンドがみられた。そこで、F/Nb、B/Nb、Zr/Nb
を調べたところ、F と B は incompatibility は異なるが、共に流体に親和的であることがわか
った。このことから、F vs. B で見られたトレンドは、これらの試料が様々な B/F 比を持つ
流体の影響を受けていることを示唆している。そこで B/F を緯度と比較したところ、SVZ
の最南端から南緯約 39°に位置する Villarrica 火山にかけて B/F 比は上昇し、それ以北は緯
度に関係なく、低い B/F 比を示すことが分かった。SVZ の最南端から Villarrica にかけては、
チリ中央海嶺が沈み込む三重点から北方に沈み込むプレート年代が古くなることから、
Villarrica 以南の地域の試料が示す B/F 比のトレンドは、沈み込むプレートの年代の違いに
よるスラブ由来流体の成分の違いを反映するものとみられる。
さらに、B/F vs. Nb/Zr 比のプロットでは、L 字型のトレンドが見られた。すなわち、Southern
SVZ (SSVZ)の試料は、B/F 比に大きな違いはないが、Nb/Zr 比が大きく変動する。一方、Central
SVZ (CSVZ)の試料は SSVZ と対照的に B/F 比が大きく変化する。このことから、SSVZ の
試料は沈み込んだスラブ融解メルトの影響の違いを、CSVZ の試料はスラブ流体の影響の違
いを示していると考えられる。
Behavior of fluorine in the southern Andean arc (SVZ) volcanic rocks
*C. Toyama1,2, Y. Orihashi3, H. Shinjoe4, H. Sumino5 and Y. Muramatsu2 (1JAMSTEC,
2
Gakushuin Univ., 3ERI, Univ. of Tokyo, 4Tokyo Keizai Univ., 5Univ. of Tokyo)
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模擬分子雲環境下で合成した有機物の質量分析法の構
築	
 	
 	
 
○石橋之宏 1，三田肇 2，中山美紀 2，奈良岡浩 1，橘省吾 3，羽馬
哲也 4，遠藤由希子 3，香内晃 4
（1 九大・理，2 福岡工大・工，3 北大・理，4 北大・低温研）

隕石などの地球外物質に含まれる有機物が持つ同位体組成や分子構造などの物質情報は，太
陽系や惑星物質の進化を議論する上で重要である．これら宇宙有機物の生成および化学進化の
過程を解明することを目標として本研究では，分子雲環境を模擬した室内実験で光化学合成し
た有機物に対して高感度かつ高質量分解能の液体クロマトグラフィ－質量分析（LC-MS）を行
い，同位体を含めた分子組成および構造を網羅的に同定する手法の開発を目指している．
	
  模擬分子雲環境下での有機物合成実験は北海道大学にて実施した．真空チャンバー内で，
12-16 K に冷却した金メッキ銅板表面に UV 照射環境下で原料ガス（H2O, CH3OH, NH3 など）を
蒸着して，合成した有機物を金属板ごと常温環境下で輸送容器に封入した．福岡工業大学のク
リーンベンチ内で輸送容器を開封して金属板表面に付着物があることを目視で確認した．そこ
にごく少量のメタノール（総量約 50μℓ）を滴下して付着物の一部を溶かして回収し，LC-MS
分析を実施した．分析装置は Thermo Scientific 社製 “Q Exactive”（質量分解能 140,000@m/z=200）
を用いた．
	
  はじめに分析手法を探るための予備分析（合成された有機化合物の有無の調査，使用するカ
ラムの選定と溶離液の確認，データ解析法の検討，そして分析作業の効率化に向けての条件出
し）を行った．UV 照射時温度 12～16K，H2O : CH3OH : NH3 ＝ 2 : 1 : 1 の条件で合成した試料
の LC-MS 分析（逆相分配カラム，溶離液はアセトニトリルと 0.1%蟻酸の混合液）では，陽イ
オン側で主に 4 つ，陰イオン側で主に 2 つ，それぞれの溶出区間においてイオン質量（m/z）ピ
ーク群が検出された．例えば早い溶出区間の陽イオンでは m/z＜180 の範囲に高いピークが見ら
れた（最高は m/z = 155）．それらが示唆する組成の C 原子数は 6～7 が中心で，複数の N 原子を
持つ化合物群（C4H7N2+，C3H8N3+，C6H13N4+，C7H15N4+，等）やさらに O 原子を 1 個持つ含 N
化合物群（C5H11ON2+，C4H10ON3+， C6H13ON2+， C6H13ON4+，等）が多かった．データ解析に
おける現状の課題は小さなピークを選択する際に作業者が目視判断している点と，ピークのひ
とつひとつを手作業で処理しているため，網羅的な解析を行うには作業時間を要する点である．
	
  今後は LC-MS 分析条件を決定した後に標準物質を用いた参照データの作成も行う予定であ
る．これを用いて合成有機物群からより多くの化合物を同定することと，定量化の検討を行う．
そして隕石中に確認されている有機物との比較を進めて，宇宙有機物の生成および化学進化の
過程を議論する際に重要となる分子を見出したい．
A procedure for the LC-MS analysis of organic matter produced in the laboratory simulating interstellar
molecular clouds.
*Y. Ishibashi1, H. Mita2, M. Nakayama2, H. Naraoka1, S. Tachibana3, T. Hama4, Y. Endo3, and A.
Kouchi4 (1Faculty of Sci., Kyushu Univ.,

2

Faculty of Eng., Fukuoka Inst. of Tech., 3Faculty of Sci.,

Hokkaido Univ., 4Inst. of Low Temp. Sci., Hokkaido Univ.)
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局所Ｕ−Ｐｂ年代分析にむけたポストイオン化 SNMS の
開発
○上岡 萌 1,寺田 健太郎 1,豊田 岐聡 1,石原 盛男 1,中村 亮介 2,青木
順 1,日野

裕太 1,河井

洋輔 1,諏訪

太一 1

（1 大阪大学大学院, 2 大阪大学産学連携本部）
Ｕ−Ｐｂ年代分析法は太陽系や地球の進化を解明する上で非常に有用な手法のひとつである。特
にジルコンやアパタイトなど、閉鎖温度が比較的高くＵを多く含む鉱物をターゲットとした２次イ
オン質量分析器（ＳＩＭＳ）による局所Ｕ−Ｐｂ絶対年代分析は地球惑星科学の発展に多大な貢献
をしてきた。
（例えば、Terada and Sano 2012）。一般に、このような U や Pb の局所分析には、イオン
化効率の比較的高い O2-ビームを用いるのが一般的であるが、それでもイオン化効率は１％以下と低
く、２次イオン検出のボトルネックとなっていた。このような背景のもと、阪大理では、中性原子
を高強度フェムト秒レーザーでポストイオン化することで２次イオンの収量を増加させる「レーザ
ーイオン化ＳＮＭS（Sputtered Neutral Mass Spectrometry）」を開発してきた（Ishihara et al.2010 , 中林
ほか、日本地球化学会 2013 年会）。本発表ではサブミクロンスケールの高精度Ｕ−Ｐｂ年代分析を
行う事を目標とし、１次イオン源としてビーム径を 0.04μm まで絞れるＧａイオンを用い、高強度
フェムト秒レーザー(35.mJ/pulse, パルス幅 40nsec, 波長 795nm)、多重周回型 Time of Flight (MULTUM
Ⅱ)を備えたレーザーイオン化ＳＮＭS 開発の進捗状況について報告する。Ｐｂ板の測定においては、
1.2

1014W/cm2 のレーザー照射時にイオン化効率を最大で 700 倍に増加させることに成功した。ま

た２次イオンを MULTUM Ⅱで長時間飛行させることで質量分解能約１万を達成した（従来の磁場
型のＳＩＭS では約５０００）。今後、さらにサンプル表面のチャージアップを防ぐための電子銃を
新たに導入し、非導電性の天然鉱物の分析へ応用する。

Development on U-Pb dating method by Laser post-ionized SNMS
*Kamioka Moe1, Terada Kentaro1, Toyoda Michisato1, Ishihara Morio1, Nakamura Ryosuke2,
Aoki Jun1, Hino Yuta1, Kawai Yosuke1, Suwa Taichi1
(1Osaka Univ. 2Office for University-Industry Collaboration ,Osaka University)
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フェムト秒レーザーアブレーション-ICPMS による普通
コンドライト金属相の局所微量元素分析	
 
○横山隆臣 1、平田岳史 2
（1 東大院理地惑、2 京大院理地惑）

	
  始源的隕石(コンドライト)中に見られる金属相はコンドライトの主要な構成鉱物の
一つである。金属相には親鉄性元素が選択的に分配され、またその分配挙動は温度・圧
力・酸素分圧等の物理化学的条件によって大きく変化する。従って、金属相に含まれる
親鉄性元素の濃度・分配挙動を調べることで、金属相の形成過程に直接的な知見を引き
出すことができる。普通コンドライトに含まれる mm サイズの金属相には、粒子毎に親
鉄性元素濃度が大きく変化することがわかっているが、その分別挙動が粒子毎の成因を
反映したものなのか、形成領域を反映したものかが明確ではなく、金属相の形成過程を
系統的に理解するには至っていない。この背景には、金属相中の微量親鉄性元素を系統
的かつ正確に定量分析を行うことが困難であるという分析学的な問題がある。そこで本
研究では、各金属粒子内での均質性・不均質性を評価しつつ正確な微量親鉄性元素濃度
を決定するための新しいレーザーアブレーション-ICP 質量分析法を開発し、粒子毎の
親鉄性元素の分配挙動、各粒子内での不均質性を評価することとした。また本研究では、
先行研究で殆ど報告例がない非平衡コンドライトに注目し、金属相中の親鉄性元素を分
析した。	
 
	
  この結果、分析した 3 つのコンドライト(Salaices H4, Julesberg L3.6, Richfield LL3.7)
全てにおいて、主成分濃度（Fe-Ni-Co）および揮発性元素（Au, Pd, Cu, Ge）の変動を伴
わない難揮発性親鉄性元素の濃度変動が確認できた。Re, Os, Ir および Pt 濃度は、非平
衡コンドライト（Julesberg、Richfield）の金属粒子間で数桁のオーダーで変動し、なお
かつ測定した全ての金属粒子において相互に強い相間を示した。一方で、Os, Ir, Pt の 3
元素は同じ挙動をするのに対し、Ru, Rh は濃度変動幅が小さい（1 桁程度）うえ、相互
に濃度相関がなく、Os, Ir, Pt の 3 元素とは明らかに異なる挙動をとっている。本研究で
見られた重 PGE および Re と軽 PGE の分別に近い親鉄性元素パターンを持つ物質とし
て現在知られているものは、CV コンドライトの Fremdringe の外縁部に存在する金属相、
および schreiberite ((Fe, Ni)3P)のみである。本研究で得られた重 PGE および Re に乏しい
親鉄性元素パターンを示す普通コンドライト中の金属粒子の前駆物質は、金属相形成以
前、あるいは溶融時に形成した schreibersite との関連が示唆される。	
 
In-situ trace element analysis of metal grains in ordinary chondrites using femtosecond laser
ablation-ICPMS
*T. D. Yokoyama1, T. Hirata2 (1Dept. Earth and planetary sci., the Univ. Tokyo, 2 Dept. Earth
and planetary sci., Kyoto Univ.)
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ICP-MS 法を用いた地球化学的標準試料中の Zn, Cd, In,
Tl, Pb, Bi の定量 (1)―火成岩
○横塚 佑太、寺井 早紀、白井 直樹、海老原 充
（首都大学東京大学院 理工学研究科）

【はじめに】本研究の目的元素である Zn, Cd, In, Tl, Pb, Bi は宇宙化学的に揮発性元素群
に属している。一方、地球化学的には、親銅元素であり、火成活動の際には、不適合元
素として振る舞う。そのため、核の形成と火成活動の知見を得るために興味深い元素群
である。しかし多くの標準試料中のこれらの元素の分析例は少なく、参考値あるいは文
献値がないものある。そこで本研究では ICP-MS 法により標準試料中のこれらの 6 元素
（Zn, Cd, In, Tl, Pb, Bi）の定量を行うことを目的とした。
【試料】今回分析した試料は次の通りである。[（）内の数字は発行年]
JB-1
玄武岩（1968）
JB-1a
玄武岩（1984）
JB-1b
玄武岩（1996）
JB-3
玄武岩（1983）
JA-1
安山岩（1982）
JA-2
安山岩（1985）
JA-3
安山岩（1986）
JH-1
角閃石岩（1992）
【実験】Zn, Cd, In, Tl, Pb は同位体希釈法で定量を行い、Bi は Pb を内標準元素として検
量線法で定量した。試料 100～200mg に安定濃縮同位体（67Zn, 111Cd, 113In, 203Tl）を加え、
酸分解した。酸分解した溶液の一部に 207Pb の安定濃縮同位体を加え、化学操作を行わ
ず、Pb と Bi の定量を行った。残りの溶液から溶媒抽出により Tl を分離し、マトリック

CI chondrite
normalized value

ス元素から陰イオン交換樹脂を使い、Zn, Cd, In を分離し定量を行った。
【結果】本研究で分析した標準試料の 6 元素の定量値は文献値とのよい一致を示した。
これまでの揮発性元素の定量は 1 元素ごと行われることが多かったが、本研究では 6 元
素を同一試料で高確度に定量することができた。CI コンドライトで規格化した定量値
を図 1 に示す。Zn, In, Cd は
地殻
どの試料も近い値であった
が Pb, Bi, Tl は大きなばらつ
きがあった。これはマント
ルでの分溶融における固相
と液相の分配係数を反映し
ていると考えられる。
図 1. CI コンドライトで規格化した各試料中の揮発性元素の含有量

Determination of Zn, Cd, In, Tl, Pb and Bi in geochemical reference samples by ICP-MS
(1)－igneous rocks
*Y. Yokozuka, S. Terai, N. Shirai, M. Ebihara (Tokyo Metropolitan University)
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ICP-MS 法を用いた地球化学的標準試料中の Zn, Cd, In,
Tl, Pb, Bi の定量 (2)―堆積岩, 堆積物
○寺井 早紀、横塚 佑太、白井 直樹、海老原 充
（首都大学東京大学院 理工学研究科）

CI- normarized

【はじめに】Zn, Cd, In, Tl, Pb, Bi は宇宙化学的に揮発性元素であり､コンドライト隕石中
の揮発性元素の含有量は凝縮過程や熱履歴の違いに起因すると考えられている。環境試
料では Cd, Tl, Pb, Bi が環境汚染の指標となるため､堆積物等に含まれるこれらの元素の
定量は重要である。しかし､分析法の評価等の際に用いられる標準試料では､参考値や文
献値がないものも少なくない。そこで本研究は、標準試料中の上記 6 元素の同位体希釈
法, 検量線法による高確度な定量を目的として行った。
【実験】以下の試料について分析を行った。( )内は発行年を示す。
JSl-1 スレート (1988)
JSl-2 スレート (1989)
JLk-1 湖底堆積物 (1987)
JSd-1 河川堆積物 (1988)
JSd-2 河川堆積物 (1989)
JSd-3 河川堆積物 (1989)
67
111
113
203
粉末試料 100-200mg に Zn, Cd, In, Tl の安定濃縮同位体を加え酸分解した。酸分
解した溶液から一部分取し､207Pb の濃縮同位体を加え､Pb 及び Bi の定量を行った。残り
の溶液を Tl, Zn, In, Cd の定量に用いた。まず溶媒抽出を行い Zn, In, Cd から Tl を分離し
た。その後、陰イオン交換樹脂を用いて､マトリックス元素から Zn, In, Cd を分離した。
濃縮同位体を加えた 5 つの元素については同位体希釈法を用いて定量を行い、Bi は Pb
を内標準として検量線法により濃度を求めた。
【結果】本研究の定量結果を評価す 1000
るため、JB-2 と JR-1 も同時に分析
JSl-1
JSl-2
JLk-1
し、得られた結果は文献値とよく一
JSd-1
100
JSd-2
JSd-3
致した。今回分析を行った 6 つの標
地殻
準試料の定量結果は、文献値と一致
した。図 1 に CI コンドライト隕石
10
で規格化した値を示す。定量を行っ
た JSl-1, JSl-2, JLk-1, JSd-1 の揮発性
1
元素含有量は、地殻と似た傾向を示
した。一方、JSd-2 は Bi~Cd に平坦
な傾向が、また JSd-3 には Bi, In の
0.1
Pb
Tl
Bi
In
Zn
Cd
正の異常が見られた。
図1. 標準試料の揮発性元素含有量

Determination of Zn, Cd, In, Tl, Pb and Bi in geochemical reference samples by ICP-MS
(2)－sedimentary rocks and sediments
*S. Terai, Y. Yokozuka, N. Shirai, M. Ebihara (Tokyo Metropolitan University)
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メソシデライト中リン酸塩鉱物の希土類元素組成

3P40
[概要]

○羽場麻希子 1、白井直樹 2、山口亮 1
（1 国立極地研究所、1 首都大学東京）

メソシデライトには多量のリン酸塩鉱物が存在している。これらのリン酸塩鉱物には、

ケイ酸塩岩石片に元々含まれていた火成起源のものと、金属 FeNi とケイ酸塩岩石片の混合時にでき
た変成起源のものがある（Harlow et al., 1982）
。この変成起源のリン酸塩鉱物の希土類元素（REE）

濃度は、火成起源のものに比べ低く、岩石片の変成度に応じて変動することが報告されている
（Wadhwa et al., 2005）
。それ故、メソシデライト中の変成起源のリン酸塩鉱物の REE 濃度は、
メソシデライトの熱変成履歴を反映すると考えられる。しかしながら、これまでに変成度の異
なるメソシデライトを用いた系統的なリン酸塩鉱物の微量元素濃度に関する研究は行われてい
ない。本研究ではまず、変成度の異なる Vaca Muerta (1A)、Asuka [A]-882023 (3A)、Estherville
(3–4A)の 3 試料を用い、試料中に存在するリン酸塩鉱物の産状と REE 組成からメソシデライト
の熱履歴を明らかにすることを試みた。
[試料と分析方法]

各試料を樹脂に埋め、表面を鏡面研磨した後、電子プローブマイクロアナラ

イザを用いてリン酸塩鉱物の同定および定量分析を行った。次に、国立極地研究所所有の
Nd:YAG（213 nm 波長）レーザーアブレーションシステムを装着した高分解能 ICP 質量分析計
（ELEMENT XR）を用いて、リン酸塩鉱物の REE 濃度定量分析を行った。レーザー径は試料の
粒径に応じて 20 μm もしくは 40 μm を選択した。標準物質として NIST610、NIST612 を用い、
内部標準同位体は 43Ca を使用した。また、濃度が既知である Durango アパタイトを分析し、リ
ン酸塩鉱物の分析条件の評価を行った。
[結果と考察]

本研究で用いた試料中のリン酸塩鉱物は全てメリライト（Ca3(PO4)2）であり、そ

れらの多くがメタルとシリケイトの境界部分に存在している。Vaca Muerta 中のメリライト（3
粒子）の CI コンドライトで規格化した REE パターンでは、LREE から HREE までほぼ一定であ
り（100 × CI）、Eu 異常は見られない。A-882023 のメリライト（9 粒子）の REE パターンでは、
LREE から HREE までほぼ一定であるが、Vaca Muerta のメリライトと比較して 2 倍程度濃度が
高く、負の Eu 異常が観察された。Vaca Muerta と A-882023 ではそれぞれ、個々の粒子における
REE 濃度の変動が小さい。一方で、Estherville 中のメリライトの REE 濃度は大きく変動してお
り（La: (50–200) × CI、Lu: (80–300) × CI）
、個々の粒子または同一粒子内においても濃度の不均
一性が見られる。また、Eu 異常についても、正から負の Eu 異常まで大きな変動を示している。
本研究で分析した全てのメリライトの REE 濃度は、 火成起源の メリライトの濃度（La:
10000 × CI、Lu: 2000 × CI（Wadhwa et al., 2005））と比較して明らかに低いため、変成起源のメリ
ライトであると判断される。従って、観察された試料間におけるメリライトの REE 濃度の違い
は、メリライトが変成作用を受けて生成された際のメルトの組成を反映していると考えられる。
Estherville 中のメリライトで観察された REE 濃度および Eu 異常の大きな変動は、メリライトを
形成したメルトの REE 組成が局所的に不均一であったことを示唆している。

Rare earth element compositions in phosphate grains from mesosiderites
*M. K. Haba1, N. Shirai2 and A. Yamaguchi1 (1National Institute of Polar Research, Tokyo
Metropolitan University)
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炭素質コンドライトの Ni 同位体異常	
 
宮本恒 1、○山下勝行 1
（1 岡山大学大学院自然科学研究科）

	
  ニッケル同位体は、初期太陽系物質の進化プロセスを明らかにするための重要なトレ
ーサーとしてこれまでにも多くの研究で用いられてきた。例えばその同位体の一つであ
る 60Ni を利用した 60Fe-60Ni 年代測定は、Vesta や火星の核形成の年代決定に用いられて
いる（Tang and Dauphas 2012, 2014）。また、MC-ICPMS を用いた超精密同位体分析法の
開発に伴い、多くの隕石から 62Ni や 64Ni の同位体異常も報告されている（Steele et al. 2011,
2012, Tang et al. 2012 など）。しかし鉱物レベルの Ni 同位体不均一性については高精度
のデータが少なく、初期太陽系物質の起源を考察する上で重要な課題となっている。本
研究では炭素質コンドライトを異なる酸溶液を用いて段階的に分解し、その Ni 同位体
比を求めることで、始原的隕石中の Ni 同位体不均一性について調べた。
	
  使用した炭素質コンドライトは Allende と Murchison で、いずれも粉末にした試料を
0.5M 酢酸 (L1)、0.2N HNO3 (L2)、1N HCl (L3)、6N HCl (L4)、HF-HNO3 (L5)を用いて分
解した。また、これと並行して全岩試料の分析も行った。ニッケルは Yamakawa et al.
(2009)に改良を加えた方法で分離・精製を行い、MC-ICPMS を使って同位体比を測定し
た。ε60Ni と ε62Ni の繰り返し再現性はそれぞれ~0.1εと~0.2 εであった。
	
  今回使用した Allende と Murchison の全岩分析の結果は先行研究で報告されているデ
ータと良い一致を示した(Steele et al. 2012, Tang et al. 2012)。Allende の L1 から L5 は、
56
Fe/58Ni = 0.9 ~ 48 の広がりを示したが、それらのε60Ni は全て誤差範囲内で一致した。
ε62Ni に関しても L1 から L5 の間で不均一性は確認できなかった。Murchison については、
全岩、L1、 L2、 L4 のみ分析が終了しているが、いずれも Allende と同様、ε60Ni やε62Ni
に大きな変動はみられず、鉱物レベルでの Ni 同位体不均一性は確認できなかった。以
上の結果から、Allende と Murchison の Ni 同位体比は、鉱物レベルで均一であったか、
あるいは母天体形成後の 2 次的な作用によって均一化されたことが考えられる。ただし
現時点ではデータ数が限られているため、今後さらに多くの隕石の Ni 同位体比を分析
すると同時に、ε64Ni を含めた分析法の開発を進めていく必要がある。
[References] Steele et al. (2011) GCA, 75, 7906; Steele et al. (2012) ApJ, 758, 59; Tang et al.
(2012) EPSL, 359-360, 248; Tang et al. (2014) EPSL, 390, 264; Yamakawa et al. (2009) Anal.
Chem., 81, 9787.
Nickel isotopic anomalies in carbonaceous chondrites
H. Miyamoto1, *K. Yamashita1 (1Graduate School of Natural Science and Technology,
Okayama University)
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プロトン捕獲による質量数 130−150 の p 核存在量の解明
○木下哲一 1、上野慎吾 2、林和憲 2、横山明彦 3
（1 清水建設技術研究所、2 金沢大院自然、3 金沢大理工）

鉄よりも重い元素の大半は速い中性子捕獲（r プロセス）や遅い中性子捕獲（s プロセ
ス）で元素合成される。一方で、中性子不足核（p 核）も少ない同位体組成で存在して
いるが中性子捕獲では生成せず、p 核の生成経路には熱分解、ニュートリノとの核反応、
プロトンやα粒子の捕獲反応が考えられている。また、元素合成にかかる時間にも、短
時間に生成されるモデルと 100 億年程度の時間をかけてゆっくりと生成されるモデル
が考えられているが、いずれも同位体組成の定量的な解明には至っていない。質量数
130−150 には天然に存在する p 核が 136Ce、138Ce、138La、144Sm の 4 種類あり、中性子の
魔法数 82 も存在するので物理的にも興味深い。更に、年代法に利用される p 核 146Sm
も存在するので、これらの天然に存在する p 核の存在量を説明可能なモデルを構築した
上で、146Sm に適用すれば年代の議論に結びつけることもできる。本研究では、温度、
密度、元素合成時間をパラメータに、s 核へのプロトンの捕獲によるシナリオで 136Ce、
138
Ce、138La、144Sm の存在量の説明を試みた。
中性子密度 4×108 n/cm3、4×108 K の温度下で、133Cs を出発物質に Ba 同位体組成と 141Pr
を出発物質に Nd と Sm 同位体組成を計算し、r 過程の影響のない純粋な s 過程による同
位体組成を見積もった。中性子密度 4×108 n/cm3 、プロトン密度 103−106 g/cm3 、温度
(0.5−2.0)×109 K において、質量数 130−150 における p 核の存在量の時間変化を s 過程に
より生成した Ba、Nd、Sm 同位体へのプロトン捕獲に理論計算を行った。中性子捕獲と
プロトン捕獲の核反応断面積には NON-SMOKER コードを用いた。また理論計算におい
て、中性子とプロトンとの核反応および生成核の放射壊変を考慮した。
s 核に対する p 核の原子数比、すなわち 136Ce/134Ba、138Ce/134Ba、138La/134Ba、144Sm/142Nd
比は、(5−8)×108 K が 1 年以上持続すれば、現在のおおよその説明が可能である。しか
しながら、136Ce/138Ce 比はこの温度では現在の同位体比の 1/4 以下となり、長時間にわ
たる元素合成のシナリオでは説明がつかない。一方で、短時間での元素合成のシナリオ
に着目すると、1000 g/cm3 のプロトン密度下では、(1.2−1.5)×109 K の温度が 1−10 秒持続
すれば、上記の s 核に対する p 核の原子数比および 136Ce/138Ce 比すべてが説明可能にな
った。質量数 130−150 における現在の太陽系内の p 核の存在量は、プロトン捕獲により
説明可能であることが示唆された。

Abundance of p-nuclei with mass number 130 − 150 synthesized by proton capture reaction
*N. Kinoshita1, S. Ueno2, K. Hayashi2 and A. Yokoyama (1Inst. Tech., Shimizu Corp., 2Grad.Sch.
Nat. Sci. Tech., Kanazawa Univ., 3Coll. Sci. Eng., Kanazawa Univ.)
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沈み込み帯の流体とメルト生成と移動：U-Th 放射壊変
系列を含む数値シミュレーションからの制約
池本昭彦 1、岩森光 1,2
（1 東京工業大学、2 海洋開発研究機構）

沈み込み帯の火成活動はスラブから流体が放出され、流体がマントルウエッ
ジを上昇し、融点降下を引き起こしてマントルが融けるなど、様々なプロセ
スが関与している複雑な現象である。その理解のために火山岩微量元素組成
(e.g., Tatsumi&Kogiso, 1997; Kimura&Yoshida, 2006 ) や Sr、Nd の同位体比(e.g.,
Nakamura&Iwamori, 2009 )といった化学的情報を利用したある種のトレーサー
を利用した研究が行われている。しかし、これらの手法は、火成活動の各プ
ロセスの物理的機構や時間的制約に乏しい。時間的制約を与えることができ
るのは U-Th 放射壊変系列の非平衡を利用した研究 (e.g., Bourdon et al., 2003;
Yokoyama et al., 2003)であるが、U-Th 放射壊変系列に関しては、複数の脱水・
溶融過程による分別、分別後の連続的反応（例えば流体がマントルウエッジ
を上昇しながら固液反応を起こす）や放射壊変などが存在し、定量的モデル
と解析が不可欠である。そこで、本研究では沈み込み帯の U-Th 放射壊変系列
を理解するために、沈み込み帯の 2 相流数値計算モデル (e.g., Iwamori 1998)
で予想される温度場、流体移動、マグマ生成の一連のプロセスにおいて、U
と Th がどのように分別、輸送されるのか、数値モデルを構築し、予測計算を
行った。具体的には、お互いに反応する固液 2 層流、それによる U と Th の輸
送、岩石と流体間での分配、それぞれの放射壊変を計算する数値計算のコー
ドを作成し、最終的に流体の流入により融点降下で生じるマントルメルト中
の U と Th を計算した。その結果、生成されたマグマ 230Th の 238U は放射平衡
からのずれ、U-excess がみられ、観測で得られる火山岩のものの傾向と一致し
ていた。これはスラブ流体がマントルウエッジと反応した結果であることが
分かった。また、得られたメルト中の 230Th/232Th は、場所により不均質である
ことも分かった。これは流体の影響により U/Th の変化したマントルが放射壊
変することによって 230Th/232Th に空間変化が現れるためである。そのため、
U-Th 放射平衡を考える上で今まで無視されることが多かったウエッジ内での
流体とマントルとの反応、それに伴う流体の U/Th の変化、ウエッジ内での同
位体放射壊変が重要であることが示唆された。

Generation and migration of fluid and melt in subduction zones: constraints from numerical
simulation including the U-Th decay chain
*A. Ikemoto1, H. Iwamori1,2 (1Tokyo Institute of Technology., 2JAMSTEC)
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ハロゲンと希ガスをトレーサーとした水の沈み込み過
程の解明
○小林真大 1、角野浩史 1、長尾敬介 1、石丸聡子 2、荒井章司 3、
芳川雅子 4、川本竜彦 4、熊谷仁孝 4、小林哲夫 5
（1 東京大、2 熊本大、3 金沢大、4 京都大、5 鹿児島大）

水は、海洋プレートの沈み込みとともに地球表層からマントルへと運ばれ、少量であ
ってもマントル構成岩石の融点や地震波伝搬速度、電気伝導度等の物性を大きく変化さ
せ得る重要な物質である。しかし、沈み込む水について、スラブから放出された際の組
成、同位体情報を最も保持していると考えられる、水に富む流体包有物を含む火山フロ
ント産のマントルかんらん岩を用いた研究例は少ない。ハロゲンと希ガスは水と同様に
含水鉱物に取り込まれ沈み込んでいると考えられるが、その地球化学的性質からマント
ルに沈み込んだ水の有用なトレーサーであると期待されている。スラブの直上で水に富
む流体を捕獲したマントルウェッジかんらん岩のハロゲンと希ガス組成は、海底堆積物
中の間隙水によく似ていることが報告されている[1]。
本研究では、火山フロントに位置するアバチャ火山とピナツボ火山で産出したマント
ル捕獲岩と、過去マントルウェッジに位置していたとされる幌満かんらん岩体のかんら
ん岩[2]のハロゲン、希ガス組成を求めた。いずれの試料も水に富む流体包有物の存在が
確認あるいは示唆されており[2-4]、マントルへ沈み込んだ水について鮮明な情報が得ら
れると期待される。マントル物質中の極微量なハロゲンは、原子炉で試料に中性子を照
射してハロゲンを特定の希ガス同位体へと変換し、高感度希ガス同位体分析を行うこと
により定量した[5]。また、試料を物理的に破砕して希ガスを抽出することで、流体包有
物に由来する情報を選択的に得た。
得られた I/Cl 比はマントルの組成に比べて数桁高く、I/Br/Cl 組成は海底堆積物中の間
隙水とよく一致する。希ガス元素比や同位体比も同様に間隙水の強い寄与を示している。
様々な地域で産出した水に富む流体包有物に間隙水的なハロゲンと希ガスがみられた
ということは、少なくとも火山フロント直下のマントルウェッジにおいて間隙水起源の
水の供給が支配的であることを示唆している。本発表ではさらに、同一試料の流体包有
物について得られている NaCl 濃度[4,6]も用いて、その水がどのようにハロゲンや希ガ
スの組成を維持して沈み込んでいるかについても議論する。
[1] Sumino et al., 2010, EPSL. [2] Arai and Hirai, 1985, Nature. [3] Ishimaru et al., 2007, J. Petrol.. [4]
Kawamoto et al., 2013, PNAS. [5] Turner, 1965, JGR. [6] 石丸他, 2012, 地球化学会年会.

Subducted water into the mantle traced by halogens and noble gases
*M. Kobayashi1, H. Sumino1, K. Nagao1, S. Ishimaru2, S. Arai3, M. Yoshikawa4, T. Kawamoto4,
Y. Kumagai4 and T. Kobayashi5 (1Univ. Tokyo, 2Kumamoto Univ., 3Kanazawa Univ., 4Kyoto
Univ., 5Kagoshima Univ.)
– 330 –

3P45

伊豆小笠原・沖縄トラフ海底熱水域における水銀同位体
組成の特徴	
 
○武内章記 1、山本正浩 2、児玉谷仁 3、冨安卓滋 3、丸茂克美 4	
 
（1 国立環境研究所、2 海洋研究開発機構、3 鹿児島大学、4 富山大
学）

火山や熱水活動は、主要な自然由来の水銀放出源である。水銀は毒性が高く、生物
濃縮性および残留性も高いことが知られている金属であり、こうした自然由来の水銀が
原因となる環境汚染が懸念されている。また同時に、海底熱水域はその性質から水銀濃
度が高い水塊になる。そのため、水銀をトレーサーとした海底熱水鉱床の探査および成
因に関する研究が進められている。本研究では、こうした海底熱水由来の水銀の特徴を
解明するために、硫化物と底質の水銀同位体比を計測した。本研究で分析対象とした試
料は、NT11-19、NT12-10、そして KY14-02 航海で採集された。
水銀同位体比（δ202Hg）は酸化還元作用や気液分離などの物理化学的な現象による
質量依存同位体分別（MDF）を示すのと同時に、奇数の同位体比（δ199Hg & δ201Hg）に
は気化と光還元反応による質量非依存同位体分別（MIF）を示すことが知られている。
水銀同位体計測は、粉末化した試料を加熱王水分解し、濃度調製を実施した後に、国立
環境研究所の CV-MC-ICP/MS を用いて測定した。
火山や熱水活動に伴う水銀の同位体組成は、その揮発性から地殻中を上昇する過程
で気液分離が起こり、気相に濃縮された比較的低いδ202Hg であると提言されている。本
研究での分析結果も概ね負のδ202Hg（-2.0 – 0.5‰）を示しており、地殻中での気液分離
の影響を受けていると考えられる。また伊豆小笠原海底熱水域で採集されたサンプルに
は、概ね約 0.1 – 0.2‰のΔ199Hg ( = δ199Hg – 0.252 x δ202Hg) が検出された。これは平衡状
態下での気液分離に伴って気相に濃縮される水銀にしか示さない MIF であり、気液分
離の影響を確証付けるものである。反対に、沖縄トラフ海底熱水域で採集されたサンプ
ルには、概ね負のΔ199Hg（-0.2 – -0.1‰）が検出されており、これは伊豆小笠原海底熱水
域に存在する水銀とは発生源が異なることを示唆している。沖縄トラフ海底熱水域では、
ホウ素などのその他の元素が底質由来であることが提言されており、水銀も同様の挙動
をしている可能性がある。

Characteristics of Mercury Isotopic Variations in the Izu-Ogasawara and Okinawa Deep-sea
Hydrothermal Systems
*A. Takeuchi1, M. Yamamoto2, H. Kodamatani3, T. Tomiyasu3, and K. Marumo4
(1NIES, 2JAMSTEC, 3Kagoshima Univ., 4Toyama Univ.)
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海底熱水の微量アルカリ元素の特徴

○蝦名直也 1 石橋純一郎 1
（1 九大院理）
海底下の岩石／堆積物と海水が相互作用して形成される熱水には、多くの元素が高い
濃度で溶存している。この中でアルカリ元素である Rb と Cs はイオン半径が大きいこと
から、固相（岩石／堆積物）から溶出して液相（熱水）へ移動するものが卓越すると考
えられる。このことから、熱水の微量アルカリ元素組成から、海底下の熱水岩石相互作
用に関する情報を得ることができると考えられる。
本研究では，近年採取された伊豆・小笠原弧の３つの熱水活動域（明神海丘，明神礁
カルデラ，ベヨネース海丘）の熱水試料、および過去に採取されたマリアナトラフの２
つの熱水活動域（Alice Springs Field，Forecast Vent Field）の熱水試料、について Rb およ
び Cs 濃度の分析結果を報告し、その特徴を議論する。
熱水試料の Rb, Cs 濃度の分析は ICP-MS を用いて行った。主要成分組成（Na, K, Mg, Ca,
SO4, Cl）については、ICP-AES, IC などを用いて別に分析をした。試料の分析結果を
Mg に対する二成分ダイアグラムにプロットし、各熱水域の熱水端成分の Rb, Cs 濃度を
推定した。こうして得られた Rb および Cs 濃度の
端成分を、図１に示した。中央海嶺の海底熱水系
である EPR 熱水域[1]，沖縄トラフの伊平屋北熱水
域[2]，埋積海嶺であるエスカナバトラフの熱水域[3]
の報告値も合わせて示している。
伊豆・小笠原弧とマリアナトラフの熱水の Rb,
Cs 濃度は、それぞれの海域では似た値を示した。
また、Rb/Cs 比をとると、海域ごとに違いがある。
中央海嶺の海底熱水系に近い値をとった。一方，
海底が堆積物で覆われた熱水域である沖縄トラフ
およびエスカナバトラフでは、熱水中の Rb, Cs 濃
度が極めて高い特徴があった。これらの特徴は、
熱水域を胚胎する岩石／堆積物の Rb, Cs 組成の特徴を反映している可能性がある。
[1] Palmer and Edmond (1989) Earth and Plan. Sci. Let., 95, 8-14.

[2] Kawagucci et al. (2013) Geochem. Geophys. Geosyst., 14, 4774-4790
[3] Campbell et al. (1994) U.S. Geol. Surv. Bull, No.2022, 201-221.
Geochemistry of alkali trace elements in seafloor hydrothermal fluids
*
N. Ebina1 and J. Ishibashi (1Graduate School of Sciences, Kyushu University)
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九州南部の高温海岸温泉の熱水地球化学

○堤彩紀 1、石橋純一郎 1、今野祐多 2、下中智美 3、益田晴恵 3
（1 九州大理、2 海洋研究開発機構、3 大阪市立大理）
〖はじめに〗
九州の火山フロントを南方に延長した線上に、4 つの巨大海底カルデ
ラが存在している。トカラ列島の小宝島は、その中の１つである宝島カルデラの外輪山
上に位置し、島の北東部の海岸で 90℃を超える温泉が噴出している。一方、鹿児島湾
南端の湾口部を構成する阿多カルデラの薩摩半島側には伏見地熱系があり、それに隣接
する伏目海岸の砂浜で干潮時に 100℃近い温泉の噴出が見られる。本研究は、この２つ
の高温温泉水の主成分組成、水素・酸素同位体組成、微量元素組成（As, Sb, Rb, Cs）を
比較しながら考察し、小宝島の熱水系の化学的特徴を議論する。
〖試料採取と分析方法〗
小宝島の温泉水試料は 2013 年 5 月に、伏目海岸の温泉水
試料は 2013 年 11 月と 2014 年 2 月に、それぞれ採取した。試料は採取後ただちに 0.45μm
のフィルターでろ過し、硝酸を一部添加してポリ瓶に入れて持ち帰った。Cl はモール滴
定法、SO42- はイオンクロマトグラフィー、Na, Ca, Mg, K は ICP-AES 法、As, Sb, Rb, Cs
は ICP-MS 法で分析した。
〖結果〗
小宝島の温泉水と伏目海岸の温泉水の主要元素組成は似た特徴を示した。
すなわち、海水の組成と比べると、Mg2+, SO42- がほとんどゼロまで欠乏しており、Na+
がやや乏しいのに対して K+, Ca2+ に富んでいる。アルカリ元素の微量成分である Rb と
Cs については、小宝島の温泉水で Rb/Cs=8.0、伏目海岸の温泉水で Rb/Cs=6.3-7.4 と、
これも似た特徴を示した。小宝島の温泉水の As, Sb 濃度は、我が国の高温地熱系（大沼、
葛根田、八丁原）で報告されているものに匹敵する高い濃度であった。
〖考察〗
伏目地熱系については、過去の多くの地球化学的研究から（e.g. Okada et al.,
2000)、地下 1000-1500m の帯水層で海水を起源とする熱水が 350℃以上の高温で周囲の
岩石と反応しているというモデルが確立されている。伏目海岸の温泉水は、この熱水が
地熱系の周縁部から漏れ出しているものである可能性が高い。
小宝島の温泉水は、これらの伏目地域の熱水と化学的特徴が一致している。さらに、
地化学温度計を適応すると約 270℃という帯水層温度が推定されること、As, Sb 濃度が
高温地熱系での濃度に匹敵すること、から小宝島の温泉水も 300℃近い高温で海水由来
の熱水と岩石が反応して形成されたと考えられる。もし、そうであれば隣接する宝島カ
ルデラに規制された熱水系が海底下に存在する可能性がある。
Fluid geochemistry of high-temperature hot springs along the seashore in the south Kyushu
*S. Tsutsumi1, J. Ishibashi1, U. Konno2, T. Shimonaka3, H. Masudai3 (1Grad. School of Sciences,
Kyushu Univ., 2JAMSTEC, 3Grad. School of Science, Osaka City Univ.)
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阿蘇火山火砕流堆積物中のアパタイトの揮発性元素
組成

3P48

○道久真理絵 1、佐野有司 2、高畑直人 2、石田章純 2、小池みずほ
2
、吉田健太 3、小木曽哲 1
（1 京大人環、2 東大大気海洋研、3 京大理）
【研究背景】
地球の水は、表層や内部において生命活動やマントルダイナミクスなどに大きな影響
を及ぼしている。そのような水の起源の解明のためには、初期地球内部の水の量を明ら
かにすることが重要である。この手がかりとして，地球最古のジルコンが包有する初生
的なアパタイトがある。アパタイトはその結晶中に揮発性成分(

)を持つため、こ

のアパタイト包有物から初期地球内部の水についての情報が得られることが期待され
る。しかし、アパタイト-メルト間の揮発性成分量の関係についての知識は不十分であ
る。よって本研究では，メルトインクルージョンの分析によりメルトの含水量が推定さ
れている阿蘇火山火砕流堆積物中のアパタイトの組成を分析し、アパタイト-メルト間
の揮発性成分量の関係性について検討した。
【分析結果】
本研究では、Aso-3 と Aso-4 それぞれの安山岩質軽石と流紋岩質軽石の計 4 試料を用
いた。各試料の斜長石中のメルトインクルージョン組成の分析によって、含水量は流紋
岩質メルトの方が安山岩質メルトより多いと推定されている(小豆畑, 2009)。新たに試料
からアパタイトを取り出し，EPMA(京大理・平島研/日本電子 JXA-8105)で組成分析した
結果、1 試料中のアパタイトの 濃度はほぼ一定である一方，F 濃度に幅があった。こ
れは と

が交換関係にあることを示す。同試料の nano-SIMS 分析(東大大気海洋研・

佐野研)によって得られた OH 濃度も、これを支持する結果となった。
また、アパタイト中の OH 濃度と
て または
パタイトの

各濃度に正の相関が見られた。よっ

の挙動に影響を与えている要因として、
濃度とメルトの

の存在が考えられる。ア

濃度には負の相関が見られた。さらに、アパタイトの

M サイトに入る陽イオン量は酸素 13 に対し 5 と期待されるが、本試料では 4.66~4.88
と少なく、

濃度と正の相関があることがわかった。そのため、M サイトに入る可能

性のある元素について、さらなる分析が必要である。
Volatile components of apatite grains from pyroclastic flow deposits of Aso volcano.
*M. Dokyu1, Y. Sano2, N. Takahata2, A. Ishida2, M. Koike2, K. Yoshida3 and T. Kogiso1 (1HES,
Kyoto Univ., 2AORI, Univ. Tokyo, 3School of Sci, Kyoto Univ.)
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マイクロガラスビード/蛍光 X 線法による極微量(1mg)
試料の元素組成分析—考古遺物の起源推定に向けて—
○市川慎太郎 1、中村利廣 2
（1 明治大学研究・知財戦略機構、2 明治大学理工学部）

土器をはじめとする考古遺物の分析では、破壊が許されないことや極微量のサンプリ
ングしかできないことが多い。しかし、代表化学組成を得るのに有効なガラスビード /
蛍光 X 線法は、測定試料の調製に比較的多量 (数百～数千 mg) の試料粉末を必要とす
る。そこで、考古遺物の起源推定への適用を目指し、測定に必要な試料量を大幅に削減
した化学組成分析法の開発を試みた。本研究では、1.1 mg の粉末試料を用いたマイク
ロガラスビード (試料 : 融剤 = 1:10) の調製方法を考案した。さらに、マイクロガラス
ビードを用いた蛍光 X 線分析法の正確さを検証した。
波長分散型蛍光 X 線装置には Rigaku RIX3100 を用いた。X 線管球には Rh を用い、管
電圧 50 kV, 管電流 80 mA で主成分 (Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe) の分析線 (Kα
線) を励起した。蛍光 X 線強度の測定径は 3 mm とした。
試料には、旧地質調査所発行の地球化学標準試料 JA-1 (安山岩), JB-1a (玄武岩), JR-3
(流紋岩), JSd-1 (河川堆積物), JSd-2 (河川堆積物), JSd-3 (河川堆積物)を用いた。マイクロ
ガラスビードは、試料粉末 1.1 mg とアルカリ融剤である無水四ホウ酸リチウム 11 mg
で調製した。白金るつぼに、剥離剤として塩化リチウム水溶液 (1.84 mass%) を 10 μl
滴下し、その液滴中に、試料粉末とアルカリ融剤との混合粉末を加えた。高周波誘導加
熱で混合粉末を熔融した後、急冷・ガラス化し、直径 3.5 mm 程度の半球状マイクロガ
ラスビード試料 (試料 : 融剤 = 1:10) を得た。検量線の作成には、前掲の定量成分を含
む特級試薬を混合し、実試料と同じ希釈倍率で調製した検量用マイクロガラスビード標
準を用いた。
検量用ガラスビードで作成した検量線の直線性はいずれも良好であり、相関係数は r
= 0.997–1.000 であった。本法による地球化学標準試料 6 種類の分析値は、推奨値と良
く一致した。従来法 (試料 400 mg, 試料 : 融剤 = 1:10, 直径 35 mm のガラスビード、
測定径 30 mm) と比較すると、試料の量が著しく少なく、測定径が小さいにも関わらず、
岩石・堆積物中の主成分酸化物を良好に定量することができた。したがって、開発した
この方法は、極少量のサンプリングしか許されない土器などの考古遺物への応用が期待
できる。
【謝辞】本研究は、科学研究費若手研究(B) (課題番号 26750099) の成果の一部である。
X-ray fluorescence analysis with micro glass beads using one milligram of siliceous samples for
archeology
*S. Ichikawa1 and T. Nakamura2 (1Organization for the Strategic Coordination of Research and
Intellectual Properties, Meiji Univ., 2 School of Science and Technology, Meiji Univ.)
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地球外物質中に含まれる Ti の分離方法の開発	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○西原克 1、後田祥吾 2、山下勝行 1
（1 岡山大学大学院自然科学研究科、2 岡山大学理学部地球科学科）

[は じ め に ]	
  隕石中に見られる同位体異常の解析は、初期太陽系物質の起源と進化を考える上
で極めて重要である。いくつかの先行研究で、始原的隕石から Ti の同位体異常が報告されてい
る(Leya et al. 2009; Zhang et al. 2011 など)。Ti は 5 つの安定同位体をもち、それぞれ異なる元素
合成起源に起因しているため、初期太陽系における物質進化のプロセスを解明する上で重要な
トレーサーとなり得る。しかし、精密な同位体データが求められている隕石試料は限られてお
り、Ti 同位体と他の元素の相関に関するデータはさらに少ない。本研究では組成の異なる惑星
物質から高純度の Ti を分離し、さらに比較対象となりうるいくつかの元素の回収をも見据えた
化学処理法の開発に着手した。
[実 験 と 結 果 ]	
  これまで開発してきた方法では、[1] フッ化物沈殿を利用した処理と、[2] 3 段
階のイオン交換処理で Ti を分離・精製していた。しかし試料によっては Ti の回収率が 100%を
達成しておらず、化学処理のどの段階で Ti が失われているかを特定することが課題であった。
本研究ではその検証を、組成の異なる火成岩（超塩基性から酸性の火山岩）と Allende 隕石を用
いて進めている。[1] の HF 処理では約 30M の HF を用いて分解した試料からフッ化物沈殿を取
り除いて上澄みを回収した。ICP-AES/ICP-MS で測定した結果、試料の組成によらず 99%以上の
Ti が HF 溶液に分配されることが明らかになった。HF 溶液には、Ti の他に Fe, Ni, Zr なども比
較的高い割合で分配される一方で、Al, Ca, Mg や Ce を除く希土類元素などは、その大半がフッ
化物沈殿中に分配することも明らかになった。Ti や Fe, Ni, Zr を含む HF 溶液は蒸発乾固したの
ち、3 段階のイオン交換法を用いて Ti の精製を行った。第１カラムでは、1mL の AG1-X8 と HF、
HF-HCl 混合溶液を用いて Ti を Zr, Hf を除くほとんどの元素から分離した。この時の Ti の回収
率は JP-1 を除いてほぼ 100%であった。第２カラムでは、Eichrom Technologies 社の TODGA resin
を用い、第 1 カラムでは取り除くことのできなかった Zr と Hf を Ti から分離した（cf. Zhang et al.
2011）。TODGA resin は、カラムに詰めた後に樹脂の上にフィルターをし、浮き上がるのを防ぐ
ことで Ti の欠如を軽減することができる。この段階でわずかに残っていた不純物や、第２カラ
ムで生じた有機物を取り除くために、第１カラムと同様の処理を 0.3mL のカラムを用いて行っ
た（第３カラム）。回収率に関しては、第一カラム同様の結果が期待される。今後、この一連の
化学処理手法を隕石試料に応用していく予定である。
[参 考 文 献 ]	
 

Trinquier et al. (2009) Science, 324, 374-376; Leya et al. (2009) ApJ, 702, 1118-1126;

Zhang et al. (2011) JAAS, 26, 2197-2205.
Chemical separation and mass spectrometry of Ti in extraterrestrial samples
*S. Saibara1, S Goda2 and K. Yamashita1 (1Graduate School of Natural Science & Technology, Okayama
University, 2Department of Earth Sciences, Okayama University)
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希土類元素安定同位体地球化学の為の前処理法の検討
○石橋卓也 1、大野剛 1、村松康行 1
（1 学習院大）

[序論] 近年、同位体分析技術の進歩に伴い、天然における重元素の同位体分別について
報告がなされるようになってきた。希土類元素(REE)の同位体分別に関する報告もその
一例である(Ohno and Hirata, 2013)。REE は海底において主にマンガン団塊や熱水鉱床中
などに存在しているが、REE は海底において堆積物に吸着する際、様々な物理学的、化
学的プロセスを通し同位体比が変動すると考えられている(Nakada et al., 2013)。一般に、
同位体分別は変成作用に強く、古い年代の情報を保持しているため REE の同位体比を
分析することで古環境の情報が得られる可能性がある。これまでの研究では、Ce・Nd
など軽希土類元素(LREE)の同位体分別が報告されているが、重希土類元素(HREE)の同
位体比についてはまだ報告がなく、それらについても調べることで、古環境についての
更なる理解が深められる可能性がある。そこで本研究では、環境試料中における HREE
の同位体比を調べることを目標に、まず前段階として標準試料を用い、各 REE を単離
して同重体元素を除去するための迅速で容易な方法の検討を行った。また、実際の環境
試料を測定する際、岩石に含まれる主成分元素が妨害になる恐れがあるため、REE と分
離する必要がある。そこで主成分元素と REE の分離方法の検討も行った。
[実験]①0.01 M 硝酸で調整した 100 ppb の REE 標準溶液 0.5 ml を、REE の分離に特化し
た樹脂である Ln2 resin(カラムの高さ約 12 cm、内径)に通して吸着させ、0.1M、0.25 M、
0.6 M、1 M、2 M の濃度の塩酸を 0.2 ml ずつ、それぞれ 4 ml、4 ml、3.2 ml、2.8 ml、3.8
ml 通し、0.2 ml ずつ分取した。②REE と主要元素とを分離する方法として、①と同じ
REE 標準溶液を陽イオン交換樹脂(AG50W-X12、カラムの高さ約 6 cm、内径約 7 cm)に
通して吸着させ、2 M 塩酸を 30 ml、次に 2 M 硝酸を 6 ml、最後に 5 M 硝酸を 30 ml
通し、各 3 ml ずつ分取した。③4 M 硝酸で調整した REE 標準溶液を RE resin(カラムの
高さ約 1.5 cm、内径約 5 mm)に通し、4 M 塩酸を 2 ml、次いで超純水を 2 ml 通し、それ
ぞれ 0.2 ml ずつ分取した。各操作で得られたフラクションは全て希釈して ICP-MS で測
定した。
[結果]本実験において、Ln2 resin を用いて塩酸を上記の濃度の順に樹脂に通すことで各
REE の単離に成功した。また、①、②、③の実験とも収率はほぼ全ての REE において
90%以上を達成した。今後は、多くの重要な金属を含み、地球環境を調べる上で有効な
指標になりうる炭酸塩鉱物 JDo-1 と海底堆積物 JMn-1 に着目し、これらの堆積物から各
REE を単離する方法を検討していく予定である。
Chemical separation method for stable isotope geochemistry of rare earth elements
○T. Ishibashi1, T. Ohno1, Y. Muramatu1 (1Gakushuin Univ.)
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炭酸塩鉱物沈殿反応における
アルカリ土類金属元素同位体分別
○肆矢俊浩 1、大野剛 1、下田玄 2、後藤孝介 2、村松康行 1
（1 学習院大、2 産業技術総合研究所）

[序論]
炭酸カルシウム（CaCO3）を主成分とする炭酸塩鉱物は、どの時代にも普遍的に存在
するため、古環境の返遷を知る重要な地球化学試料である。これまでの研究では、軽元
素（酸素や炭素）の同位体組成変動が用いられてきたが、近年の分析技術の進歩により
重元素についても同位体組成変動が検出できるようになった。本研究では、炭酸塩鉱物
に含まれるアルカリ土類金属元素から新たな環境解析指標を開発することを目標に、模
擬海水から無機的に炭酸塩鉱物を生成させた。微量元素濃度や水温の変化が、生成物で
ある炭酸塩の結晶構造、微量元素組成、ストロンチウム、マグネシウムの同位体分別係
数に与える影響を調べた。
[実験方法]
海洋において生成する CaCO3 の結晶構造は、Calcite と Aragonite の 2 種類があり、ど
の結晶構造になるかは、海水の化学組成によって決まる。本研究では模擬海水の化学組
成を制御することにより、純粋な結晶を得ることを試みた。NaHCO3、CaCl2、MgCl2、
SrCl2 の溶液を用い、それぞれの濃度を変化させた模擬海水を出発物質とした。模擬海水
を水温 15、25、35℃に設定した恒温槽に入れ CaCO3 を沈殿させた。沈殿物を回収し乾
燥させた後、XRD により結晶構造の同定をおこなった。試料を溶解させ ICP-MS を用い
て元素濃度を測定し、炭酸塩鉱物と母液間の元素分配係数を求めた。また、同位体分別
係数を求めるため、炭酸塩鉱物中のストロンチウムは Sr resin を用いて分離回収し、マ
グネシウムは陽イオン交換樹脂を用いて分離回収した後、MC-ICP-MS を用いて同位体分
析を行った。
[結果と考察]
模擬海水の濃度を CaCl2 8mM、NaHCO3 10mM、Aragonite は MgCl2 80mM、SrCl2 0.2mM、
Calcite は、MgCl2 10mM、SrCl2 1.5mM に調整することにより純粋な炭酸塩が得られた。
ストロンチウムの同位体分別係数は、Aragonite で温度が低いほど同位体分別係数が小さ
くなるという温度依存性が見られ、Calcite でほとんど変化しないという結果が得られた。
本講演では、マグネシウムの同位体分別係数の結果と合わせて同位体分別のメカニズム
について議論する予定である。
Isotopic fractionation of alkali earth metals during carbonate precipitation
T. Yotsuya1, T.Ohno1, G. Shimoda2, K.T. Goto2, Y. Muramatsu1 (1Gakushuin Univ., 2AIST)

– 338 –

3P53

ICP 質量分析法を用いたδ7Li 値迅速分析法の確立
○谷水雅治 1、永石一弥 2
（1 海洋研究開発機構高知コア研究所、
2
マリン･ワーク･ジャパン）

我々のグループでは、ICP 質量分析法を用いた軽元素同位体比精密分析法の確立とそ
の地球化学的研究への応用を進めている。昨年までの数年間、ホウ素同位体分析に関し
て測定法の確立を、迅速分析性・試料量の低減・高精度分析・低バックグラウンドの４
点から行っており、現在では炭酸塩・海水試料からは 50 ng B 量から精度±0.2‰程度、
岩石試料からは±0.3‰程度の繰り返し再現性と、自動測定化により一日に約 15 試料の
分析が可能となっている（本年会要旨: 永石・谷水, 2012、永石ほか, 2013）。
ホウ素と並んで軽元素安定同位体のなかで、リチウム同位体比は特に岩石－流体反応
で大きく変動すると予想され、地殻流体や温泉水の起源推定などへの応用が期待される。
我々のグループでも Li 同位体分析については本年会で報告済みであるが（西尾・谷水,
2005）、さらに迅速分析性能の向上のために、分析法の改良を試みたので報告する。
Li には 6Li と 7Li が存在し、その同位体比は標準物質 L-SVEC の値に対する千分率で
表す(δ7Li 値)。Li の場合 B とは異なり、化学処理環境からの汚染の心配は少ない。一方
で、マトリックス元素からの単離に一般的に使われる陽イオン交換樹脂を詰めたカラム
から最初に溶出するために、樹脂との吸着能力が高いほかの元素がイオン交換サイトに
選択的に吸着することによる有効カラム長の減少により、溶出点がマトリックスに依存
して変動するという問題点が存在する。また、測定には脱溶媒装置を用いてドライプラ
ズマ条件下で分析を行う例が多いが、メモリー効果により測定が進むにつれてバックグ
ラウンドが次第に上昇し、それを洗浄するために長い時間が必要となるという問題点も
ある。我々は、ICP 質量分析法での迅速分析性能を最大限重視し、以下の条件で Li 同位
体分析法を最適化した。メモリー効果を低減するために、ドライプラズマ条件の高感度
を犠牲にして、ウエットプラズマ条件を採用し、この条件下でどこまで必要試料量を低
減できるかを検討した。また、その分析に必要な Li 量に応じた試料量（岩石、海水、
炭酸塩）に最適なイオン交換カラム量を見積もった。
その結果、上記条件で分析に必要な Li 量は 10 ng、分析時間は約 20 分間であり、こ
の必要 Li 量に相当する、主な地質学的試料からの Li 単離に必要な陽イオン交換樹脂量
は 2.5 mL であることがわかった。岩石、海水のδ7Li 値繰り返し再現性は±0.3‰であり、
分析結果は報告値とよく一致していた。本発表では、炭酸塩標準試料の Li 同位体分析
結果についても報告し、最適な標準物質の選定についても議論する予定である。
Optimization of ICP-MS for rapid determination of δ7Li values
*M. Tanimizu1 and K. Nagaishi2 (1Kochi Institute, JAMSTEC, 2Marine Works Japan)
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B-Cl 同位体比を用いた指宿深層流体中の B-Cl 起源について
○武蔵正明 1,2、大井隆夫 3、Rob Kreulen1,4
（1Univ. Utrecht, 2 芝浦工大, 3 上智大, 4Iso Lab, NL）

【緒言】指宿温泉は九州南端の阿多カルデラに位置し、その深層流体は Na-Ca-Cl 型の
高塩水である。この流体は、深さ 110km 以深に沈み込んだスラブから二次鉱物と共に
脱水した流体と天水の混合溶液であると報告されている 1)。D-18O の測定結果は、こ
の深層流体が海水‐天水‐マグマ発散物を起源とする混合流体であると報告している
2,3)。本研究では親水性かつ揮発性元素のホウ素及び塩素に着目し、沈み込み帯における
揮発性物質循環を考察することを目的として、海岸性深層流体起源物質の B/Cl 比、B
同位体比（11B）及び Cl 同位体比（37Cl）を推定することを試みた。
【実験】試料は 1993 年に鹿児島県指宿温泉地区のボーリング井（深度 100ｍ～780ｍ）
から採水した試料であり、主要元素分析、11B 分析は上智大学 4)で、37Cl 分析は 1995
年に Utrecht 大学で実施済みのものである 5)。
【結果と考察】指宿深層流体について得られた結果を Cl/B – 11B/37Cl 散布図（Fig.1）
で示す。この図は、希釈率を表す11B/B 比と37Cl/Cl 比を合成したものに他ならない。
分析値は、傾きの異なる 2 種類（実践と破線）の希釈線上に分類され、両線の交点は、
指宿に近い薩摩硫黄島火山ガス（890oC）凝縮水の値に近接した。実線は、37Cl 増加と
10B 減少するような傾きで、マグマ由来物質と海水水熱変成による流体（IWB）が混合
した流体の存在を示唆した。破線は、
Cl/B 比がほぼ同じだが11B/37Cl 比が異
なることから、天水による希釈効果は考
えにくい。むしろ異なる11B/37Cl 比を
持つ起源物質の混合流体であると考え
られる。
以上のことから、指宿深層流体の B 及
び Cl の起源は、水熱変成海水やマグマ
発散物や、マグマ発散物の Cl/B 比とほ
ぼ等しいが11B/37Cl 比が異なる起源物
質の、これら三種の混合であると考えら
れる。現在この第三者の特定と、湧出機
構について検討中である。
Fig.1 指宿深層流体中の Cl/B – 11B/37Cl 散布図
1)
3)

Nishijima, J. Hot Spring Sci., 2007; 57: 42,

2)Matsubaya

et al., Geochem. J., 1973; 7: 123,

4)

Matsubaya et al., Bull. Geol. Survey Jpn. 1975; 26: 375, Oi et al., Geochem. J. 1996; 30: 273, 5)Musashi et

al., submitted.

A boron-chlorine isotopic diagram characterizing origins of B and Cl in Ibusuki deep
fluids. *M. Musashi1,2, T. Oi3, R. Kreulen1,4 (1Univ. Utrecht, 2Shibaura Inst. Tech.,
3Sohia Univ., 4Iso Lab)
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Nano and Micro-scale Geological Metrology with Atom Probe
Tomography
M. Ishikawa1, D. Reinhard2, J. Valley3, D. Larson2, D. Olson2, D. Lawrence2, I.
Martin2, T. Prosa2, R. Ulfig2 and T. Kelly2
(1AMETEK Co., Ltd., 1-1-30 Shibadaimon, Minato-Ward, Tokyo 105-0012,
Japan, makishi.ishikawa@ametek.co.jp, 2CAMECA Instruments, Inc., 5500
Nobel Drive, Madison, WI 53711 USA, 3WiscSIMS, Department of Geoscience,
University of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA)

Atom probe tomography (APT) has proven to be valuable for three-dimensional
chemical characterization of a wide range of materials types [1]. The classes of
materials that can be studied with APT has broadened markedly since the
introduction of modern laser pulsing to Local Electrode Atom Probe (LEAP)
instruments circa 2006 [2]. Whereas simple materials like brittle metal alloys and
nanoscale silicon structures were early candidates for laser-pulsed atom probe
tomography, LEAP applications have been expanding into microscale applications
that include insulating materials, some of which overlap markedly with SIMS
applications. Success with simple dielectrics [3] as well as more complicated
semiconductor structures clearly suggested feasibility for analyses of geological
materials; however only recently have substantial studies come to fruition [4,5].
This work provides an overview of the basic operating principles of APT, and the
process by which data are collected and analyzed. The strengths and the limitations
of APT for geological analysis will be presented. These include sub-nanometer
compositional mapping, isotopic sensitivity, and high analytical sensitivity (<10
ppm) in datasets approaching a billion atoms. An exciting example of the recent
expansion of APT applications include geochronology where Pb/Pb isotope dating
in nanoscale features of ancient zircons compliments SIMS data. In these materials,
analysis of the nanoscale microstructural features have greatly enhanced the
understanding of the history of the earth [4]. Further examples of magnetite and
hydroxyapatite minerals as models for biominerals will also be shown to highlight
the types of information that can be obtained from APT [5].
[1] T.F. Kelly and D.J. Larson, (2012) Ann. Rev. Mat. Sci. 42, 1-31.
[2] J.H. Bunton et al., (2007) Microsc. Microanal. 13:418-27.
[3] D. J. Larson et al., (2008) Microsc. Microanal. 14(S2):1254-1255.
[3] J.W. Valley et al., (2014) Nature Geoscience 7, 219-223.
[4] J. W. Valley et al., (2014) Am. Mineral. submitted.
[5] L. Gordon, Ph.D. (2014) Thesis, Northwestern University.
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レーザーイオン化質量分析を用いたさまざまな
有機化合物の測定条件最適化に関する基礎実験	
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
○林雅也 1、薮田ひかる 1、青木順 1、河井洋輔 1、豊田岐
聡 1、寺田健太郎 1
（１阪大理）
【はじめに】近年、地球外物質に含まれる微小な有機物の官能基・同位体組成をほぼ非
破壊で、その場測定するさまざまな分析技術（例えば、μ-Raman, μ-FTIR, STXM, SIMS,
TEM など）が急速に適用されている。一方で、有機物の微小領域における質量情報を
明らかにできる手法の開発は遅れをとっている。本研究では、MALDI (Matrix Assisted
Laser / Desorption Ionization) - ToF (Time of Flight) 型質量分析装置による隕石有機物の
イメージング分析法を目指した基礎研究として、さまざまな有機化合物を波長 335 nm
のレーザーでイオン化させて質量スペクトルデータの取得を行った。
【実験】炭素質コンドライトに含まれる主な可溶性有機化合物から選定した 8 種の化合
物（α-アミノイソ酪酸、コハク酸、吉草酸、ノナン酸、テトラデカン、フルオレノン、
ピレン、フェナントレン）、およびセルロース、リグニンの、水またはトルエン溶液（0.01,
0.1, 1, 10 mg/ml）を調製した。各溶液試料を試料板に 4 μl 滴下し乾固後、マトリックス
（α-シアノ-4-ヒドロキシシナミン酸（CHCA）、または 2,5-ジヒドロキシ安息香酸（DHB））
を 4 μl 塗布し、飛行時間型質量分析システム（Applied Biosystems / MDS SCIEX 4700
Proteomics Analyzer with TOF/TOF Optics）で測定した。レーザーは波長 355 nm, 200 Hz
の Nd：YAG laser を用い、レーザー強度を 7900－5000 の範囲で変化させて質量スペク
トルを取得した。
【結果と考察】	
  α-アミノイソ酪酸 (m/z 104)、フルオレノン (m/z 181)、ピレン (m/z 202,
204)、フェナントレン (m/z 178)については、CHCA マトリクス共存下でそれぞれの分
子量あるいはプロトン化分子イオンに相当する質量スペクトルを検出することができ
た。ピレンについては、濃度を 1000 分の 1 に希釈したものでも分子イオンのスペクト
ルを認めることができた。一方で、コハク酸、吉草酸、ノナン酸、テトラデカンといっ
た有機酸関連化合物や、セルロース、リグニンといった高分子有機物についてはマトリ
クス共存下でも十分なイオン化がなされなかった。DHB マトリクスを用いた場合とマ
トリックスを塗布しなかった場合ではいずれの化合物もイオン化しなかった。今後、無
機マトリックスを適用したりレーザー波長を変えたりするなどの工夫をはかりながら
各化合物のイオン化最適条件を見出す必要がある。
Basic experiment on optimization of MALDI ToF analyses of organic compounds
*M. Hayashi1, H. Yabuta1, J. Aoki1, Y. Kawai1, M. Toyoda1, K. Terada1 (1Dept. Earth and Space
Science, Osaka Univ.)

– 342 –

3P57

MC-ICP-MS による地質標準試料の Sr-Nd-Hf-Pb 同位体分
析	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○福山繭子 1、岡林識起 1、石山大三 1、Hoang Nguyen2、小笠原正
継3
（1 秋田大学・工学資源学研究科、2 ベトナム科学技術アカデミー・
地質科学研究所、3 産業技術総合研究所・地質情報研究部門）

	
  秋田大学では平成 26 年 2 月にマルチコレクタ誘導結合プラズマ質量分析システムを
導入した。本システムは、セクター型マルチコレクタ誘導結合プラズマ質量分析装置で
ある Nu Plasma II (Nu Instruments 社), 四重極誘導結合プラズマ質量分析装置である
Agilent 7700 (Agilent 社)、そしてエキシマレーザーNWR193UC（NewWave 社）から構成
される。導入された Nu Plasma II の検出部は 16 個のファラデーカップと 5 個のイオン
カウンターから構成され、地質・環境分野で必要とされる同位体分析において、ピーク
ジャンプなしでの同時測定が可能である。
	
  岩石・鉱物の Sr, Nd, Hf,および Pb の同位体組成は、その岩石の形成されたプロセスを
解明するための地球化学的指標として、また形成年代を得るために利用される。そこで、
本システム導入後、秋田大学に設置されているメタルフリー・クリーンスペースにおい
て、産業技術総合研究所の標準岩石試料である JA-1, JA-3, JB-1a, JB-3, JG-1, JG-2, JGb-1,
JP-1, JR-1 およびアメリカ合衆国地質調査所の標準岩石試料である AGV-2, BCR-2 から、
イオン交換樹脂を用い Sr, Nd, Hf, Pb の各元素の分離抽出を行った後、MC-ICP-MS を用
いて各同位体分析を行った。今回分析を行った 11 個の標準試料中のそれぞれの元素濃
度は、Sr (3.3-658 μg/g)、Nd (0.07-30μg/g)、Hf (0.2-5.1μg/g)、Pb (0.12-31.5μg/g)と大
きな範囲をとるが、そのような元素濃度範囲での抽出の妥当性の検討も行った。元素抽
出には、Sr resin（Eichrom Technologies 社）、Ln resin (Eichrom Technologies 社)、および
AG50W-X8（Bio-Rad 社）を用いた。SRM987 (Sr)、JNdi (Nd)、JMC475 (Hf), SRM981 (Pb)
を標準試料とし、脱溶媒システム(Aridus II)を用いた MC-ICP-MS (Nu Plasma II)による測
定 の 精 度 と 正 確 さ は 87Sr/86Sr=0.710232 ± 17 、 143Nd/144Nd=0.512098 ± 3 、
170
Hf/177Hf=1.886689±15、206Pb/204Pb=16.9356±8 と得られている。
	
  本講演では、本システムの概要と MC-ICP-MS による産業技術総合研究所および USGS
の地質標準試料を用いた Sr、Nd、Hf、Pb 同位体比測定の結果を報告する。

Sr-Nd-Hf-Pb isotopic analysis of geological reference materials using MC-ICP-MS.
*M. Fukuyama1, S. Okabayashi1, D. Ishiyama1, N. Hoang2 and M. Ogasawara2 (1Akita Univ.,
2
VAST and 2GSJ, AIST.)
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同位体希釈 ICP 質量分析による 14 希土類元素の定量	
 	
 
○ 田中 剛 1,3、Seung-Gu Lee1、Taehoon Kim2、Jungjin Moon2、
Hyo Min Lee2、Seung Ryeol Lee2、Jong Ik Lee2
（1 韓国地質鉱物資源研究院、2 韓国極地研究所、3 名大 年代セ）

はじめに：	
  	
  ICP 質量分析は、表面電離法ではイオン化が困難だった元素のイオン化と四重
極による広質量域の高速度スキャンにより、迅速な同位体分析を可能とした。しかし、多元素
のイオン化はその反面、多様な同重体干渉を引き起こす。それらの包括的補正法として、イン
ジウムや錫などを添加する内標準補正や化学操作による共存元素の除去などが試みられてきた
（たとえば,平田 2010,地球化学講座第 8 巻“地球化学実験法”）。希土類元素の分析においては、
表面電離質量分析法による同位体希釈分析が精度の高い手法であると認められるものの、その
分析に要する手間と長い時間（10 元素で丸２日）から、その試みは減少している。	
 
	
  本報告では、高速度スキャンが可能な四重極 ICP 質量分析と、回収率や感度補正に有効な同
位体希釈分析の利点を併せ持たせた「同位体希釈 ICP 質量分析」を試みた。さらに、本定量値
を非スパイク同位体（たとえば 146Nd や 155Gd）のピーク法による値と比較することにより二法の
感度比を得、その率を隣接するプラセオジムやテルビウムなどの単核種元素に敷衍、内標準分
析に用いた。二法を併せて、全 14 希土類元素の迅速定量に良い結果を得た。	
 

分析：	
  希土類元素スパイクには、これまで筆者らにより表面電離同位体希釈分析に用いてき
た、138La,	
 142Ce,	
 145Nd,	
 149Sm,	
 151Eu,	
 157Gd,	
 163Dy,	
 167Er,	
 171Yb	
 and	
 176Lu の濃縮同位体を用いた。
これらの濃縮同位体には、138La，142Ce と 176Lu を除き、隣接する元素の同重体が無く、ICP 質量
分析に適している。スパイクを添加した試料を酸分解の後、陽イオン交換樹脂で希土類元素を
主成分元素から分離した。希土類元素のなかで酸化物や水酸化物イオンによる干渉を防ぐため、
α̶HIBA を用いて、軽希土類元素(La,	
 Ce,	
 Pr,	
 Nd)、中希土類元素(Sm,	
 Eu,	
 Gd,	
 Tb)、重希土類
元素（Dy,	
 Ho,	
 Er,	
 Tm,	
 Yb,	
 Lu）の３つにグループ分離した。試料は 1%	
 硝酸溶液とし、測定	
 
には,韓国極地研究所（KOPRI）の ICP-MS	
 (Elan	
 6100,	
  Perkin	
 Elmer)を用いた。	
 

結果： 	
 	
 JA-3,JB-3,BCR-2 をそれぞれ２回分析した。それらの内、JB-3 の値を、平田（2010）
による地球化学講座第 8 巻“地球化学実験法”図 4-8（TIMS-ID 規格図）上に示す。	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
  	
  	
 	
 	
 

	
 

Precise determinations of 14 REE with isotope dilution ICP mass spectrometry
*T. Tanaka1,3, S-G. Lee1, T. Kim2, J. Moon2, H. M. Lee1, S. R. Lee1 and J. I. Lee2
(1Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources, 2Korea Polar Research Institute, 3KOFST
Brain Pool Researcher on leave from Center for Chronological Research, Nagoya University)
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普通コンドライト隕石中のリン酸塩鉱物の LA-ICPMS 法
による U-Pb 年代測定法の開発	
 
◯伊藤正一 1、坂田周平 1、服部健太郎 1、平田岳史 1
（1 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻）

	
  普通コンドライト隕石を用いた微惑星の形成年代は、Göpel et al. (1994)以降の従来の
研究により、主にリン酸塩鉱物の Pb-Pb 年代から見積もられている（e.g., Allégre et al.,
1995）。特に H コンドライト隕石の熱変成度が４から６へと増加に伴い、4.563x109 から
4.504 x109 年へと若い形成年代を示すことが知られている（e.g., Allégre et al., 1995）。こ
れは、オニオンーシェルモデルと呼ばれる微惑星中心からの半径距離に対応した冷却速
度の違いにより、リン酸塩鉱物中の U-Pb 年代系の閉鎖温度の違いから、母天体中心部
から熱変成度が６から４へと変化している結果であることが一般的に受け入れられて
いる。しかしながら、LL コンドライト隕石の年代値は、熱変成度との違いに対応した
Pb-Pb 形成年代を示さず LL6 の方が LL5 より古い年代値を示し、昨年の本年会で報告し
た同位体宇宙化学によるリン酸塩鉱物の水素同位体組成も LL6 のみ特異な同位体異常
を示す事から、H コンドライト隕石母天体のような層構造と熱変成度が対応しているか
不明瞭である。そこで、本研究では、リン酸塩鉱物の水素同位体組成に対応した鉱物毎
の U-Pb 年代値を明らかにし、水素同位体組成の進化を明らかにすることで、これまで
不明瞭であったリン酸塩鉱物から推定されている微惑星の熱史に制約を与える事を目
指している。
	
  本講演では、リン酸塩鉱物の U-Pb, Pb-Pb 年代測定法の開発に向けたプレリミナリー
な結果、分析における試料準備方法も含めた問題点を議論し、LL4-6 普通コンドライト
隕石中のリン酸塩鉱物の年代測定法の開発を議論する。

Development of of U-Pb ages in phosphate minerals from ordinary chondrites by LA-ICPMS
*S. Itoh1, S. Sakata1, K. Hattori1 and T. Hirata1
(1Department of Earth and Planetary Sciences, Kyoto University)
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レーザーアブレーション ICP 質量分析法における元素分
別機構の解明とその低減	
 
	
 
○	
 平田岳史 1、藤本万寿人 1、坂田周平１、服部健太郎 1、
高橋けんし 1
（1 京都大学大学院理学研究科、2 京都大学生存圏研究所）

レーザーアブレーション試料導入法を組み合わせた ICP 質量分析法（LA-ICP 質量分
析法）は、固体試料の微量元素・同位体分析に有効な分析手法である。最近 10 年間で、
ICP 質量分析計のさらなる高感度化、レーザー発振および集光技術の進歩、さらにはレ
ーザーアブレーション機構の解明等により、定量精度および分析空間分解能は飛躍的に
向上した。しかし現状の LA-ICP 質量分析法は、マトリックス効果に起因する系統誤差
や、信号の安定性に由来する分析性能の低下等の問題があり、さらなる分析性能の改善
が必要である。先行研究を通じて、分析感度、信号の安定性、分析結果の信頼性が、レ
ーザー照射により生成される試料エアロゾルの粒径分布に深く関係していることがわ
かって来た。講演者らの研究グループでは、レーザー光の短波長化（紫外線化）および
短パルス化の組み合わせにより、試料エアロゾルの微小化を図ってきた。しかし、より
高い繰り返し再現性および定量性能を達成するには、エアロゾルサイズの微小化だけで
はなく、エアロゾルの粒径分布（サイズのばらつき）を小さくしなければならないこと
が明らかとなった。
そこで本研究では、異なるレーザー（波長、
パルス幅）のレーザーを用い、様々なレーザ
ー照射条件でレーザーアブレーションを行
い、生成される試料エアロゾル分布が定量性
能に与える影響を定量的に検討することと
した。粒径分布分析の一例を下図に示す（試
料：(a) ガラス標準物質、(b) ジルコン）。い
ずれの試料でも、ICP イオン源内で完全イオ
ン化が到達できない粒子（>200nm 以上の粒
子）が含まれている。本発表では、レーザー
種類や照射条件と粒径分布の違い、そして粒
径分布が与える定量性能への影響、さらには
これらを低減する手法を議論する。
Reduction of the elemental fractionation during the laser ablation
*T. Hirata1, M. Fujimoto1, S. Sakata1, K. Hattori1, K. Takahashi2 (1 School of Science, Kyoto
Univ., 2 Inst. Sustainable Humanosphere, Kyoto Univ.)
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名古屋大学東山キャンパス各所の放射線量を	
 
大学初年次教育に用いる	
 
冨山慎二 1,2、加藤ともみ 1,2、坂田 健 1,2、○田中 剛 2,3
（1 名大 環境学研究科 基礎セミナー担当 TA、
2
名大 年代測定総合研究センター、3 韓国地質鉱物資源研究院)

	
 

はじめに： 	
  2011 年 3 月に起こった東京電力福島第一原子力発電所での事故は、これまでの
日常生活において、気に留める必要がなかった様々な物理化学量を、意識の内に持ち込んだ。
その中には、放射性核種や放射線についての物理量がある。ヘルシンキの最高気温がマイナス 5
度、あるいはダマスカスの最低気温が 30 度であると聞けば、どのような服装で現地に赴けば良
いか、過去の体験に照らし合わせ、判断にさほどの誤りは生じない。しかし、
『政府は、被爆線
量を年１ミリシーベルト以下にする目標を掲げ・・・』や『地中の汚染水を調べる井戸から、
１リットルあたり 50 万ベクレルのトリチウムが・・・』の新聞記事を見た時、自分にその経験
がなければ、内容の評価は難しくなる。	
 
	
  原子力発電所の事故で放出された放射性物質そのものを、名古屋で直接観察する事は、容易
には出来ない。しかし、自然界には、ウランやトリウムの娘核種やカリウムの放射壊変に伴う
放射線が飛び交い、その量は、キャンパス内においても場所により大きく異なる。本発表は、
大学初年次を対象とした授業「基礎セミナー」における試みである。	
 

測定：	
  放射線測定は、(1)受講生が日常の生活において被爆している線量を知る。(2)名古屋
大学東山キャンパス内の様々な場所の線量の違いとその変化が何に起因するかを体得する。(3)
その線量を今回の発電所事故による値と比較する。この 3 点を目標とした。測定器具は、名古
屋大学アイソトー	
 プ総合センターから借用した。(1)の測定には、5 月の連休期間中アロカ社電
子ポケット線量計「マイドーズミニ	
 PDM-111	
 型」と予備電池を受講生全員に渡し、自宅あるい
は大学生活を含む１日(24	
 時間)の生活時間における被爆線量を測定した。(2)の測定には 2 名 1
組のグループが、アロカ社シンチレーションサーべイメータ	
 TCS-161 を持ち、キャンパス内を
室内/屋外を問わず、それぞれのグループが注目した任意の場所での線量を測定した。	
 

結果： 	
  受講生の１日(24 時間)の被爆線量は、測定者(場所)による差はほとんど見られず、
1.7~2.3μSv/24 時間であった。受講生は、その多くの時間を、大学と自宅(下宿)で過ごしたよ
うで、この値は、後述の名古屋大学キャンパス内での測定値のうち、
“室内”の空間線量に対応
しており、室内での被曝量が通常の生活環境下での被曝量を規定している事がわかる。	
  	
 
	
  キャンパス内での測定は、受講生が興味をもった任意の場所での測定をおこなった。学生達
は、人工物から放射線がでている事を気にしているようで、アイソトープセンターの放射性廃
液貯蔵タンクや原子核工学実験棟近辺がまっ先に測定の対象となった。線量が高かったのは屋
外の花崗岩石像やモニュメント脇、低かったのは、チャート礫を含む八事層中にある運動場で
あった。一般にコンクリート建物室内の空間線量は、屋外より高い。これらの理由を考えなが
ら、授業は、放射年代測定や環境トレーサーの話へと展開する。が、なによりも、ピッピッピ
ッと線量計からでる音は、眠い５月の強力な覚せい剤であった。	
 

Turning the topic of radioactivity in the Nagoya University Campus to an instructive material
for the First Year Seminar.
By S. Tomiyama1,2 , T. Katoh1,2, K. Sakata1,2 and *T. Tanaka2,3
(1Grad. School of Environ. Studies, 2Center for Chronol. Res., Nagoya Univ., 3KIGAM)
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汽水域における放射性セシウムの分布状況と挙動把
握：福島県松川浦での事例
○神林翔太 1，張 勁 1，廣上清一 2，成田尚史 3，柴沼成一郎 4，
相馬双葉漁業協同組合松川浦支所一同
（1 富山大院理工、2 富山大 RI 施設、3 東海大海洋、4 シーベック）

【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福島第一原子力
発電所(FDNPP)事故により，放射性セシウム(Cs)を含む大量の放射性核種が放出された。
水・物質循環において河口―沿岸域は陸域と海洋の接合部であり，物理的拡散及び溶存
物質の不溶化や沈降，再溶出等が展開される場所であるが，同域における FDNPP 由来
の放射性核種に関する研究は少ない。本研究では，複数河川が流入し時空間的に塩分変
動が報告されている松川浦を河口―沿岸域のモデル域として，汽水域での放射性 Cs の
分布状況を把握し，河川－汽水域－海洋の系における放射性 Cs の輸送実態を明らかに
することを目的とした。
【試料採取及び分析】流入河川及び松川浦の調査は 2013 年 9 月より，流入河川の河口
域及び浦内で，河床・海底堆積物を 13 の定点で継続的に採取した。また，2013 年 11
月 26 日から 12 月 19 日にかけて浦内にセジメントトラップを設置し，沈降粒子を捕集
した。試料は，凍結乾燥後，Ge 半導体検出器を用いて放射能測定を行った。
【結果と考察】汽水域である松川浦と流入河川河口域で放射性 Cs インベントリーを比
較した結果，松川浦に比べ河川河口域で多く蓄積していることが明らかになった。また，
松川浦では湾口に比べ湾奥で多く蓄積していた。このことから汽水域では，潮汐の影響
で再移動及び沈降を繰り返す微細粒子が存在し，河口域及び湾奥に集積することが示唆
された。また，定点での放射性 Cs 蓄積量が時間に対して不規則に変動することから，
汽水域における放射性 Cs の分布は潮汐による細粒子の再移動により変動することが明
らかになった。セジメントトラップ試料中の放射性 Cs は，ほとんどの地点でセジメン
トトラップ直下の堆積物に比べて高濃度で検出された。また，湾奥に比べ，湾口付近に
設置したトラップで粒子束が大きいことから，潮汐に伴い再懸濁した粒子の一部は湾奥
及び河口域に堆積するものの，多くは湾口から外海へ移動することが示唆された。今後
は，堆積物及び懸濁物質の化学・鉱物・粒度分析を進め，堆積物及び懸濁物質の起源推
定を試みるとともに，分析結果と潮汐情報を組み合わせることによって時系列濃度変化
の詳細を定量的に明らかにする。
Distribution and Behavior of Radioactive Cs in Brackish Water: A Case Study of the
Matsukawa-ura Lagoon, Northern Fukushima, Japan
*S. Kambayashi1，J. Zhang1，K. Hirokami2, H. Narita3，S. Shibanuma4，and
Soma Futaba Fisheries Co-operative Associations Matsukawa Ura Branch members
(1Graduate School of Sci. and Eng. Univ. of Toyama, 2Laboratory of Radioisotope, Univ. of
Toyama, 3School of Marine Sci. and Tech. Tokai Univ., 4C-bec)
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常磐沖海底堆積物中における 137Cs,134Cs の分布
○富岡裕 1、鈴木章悟 1、岡田往子 1
（1 東京都市大学）

1.はじめに
2011 年 3 月 11 日東京電力福島第一原発事故によって放射性セシウムが大気中に拡散
した。セシウム 137(137Cs)は半減期が 30.1 年と長く、そのため土壌及び日本近海におけ
る汚染の長期的影響が懸念される。また、事故によって拡散した放射性セシウムの分布、
汚染状況の確認は重要な課題となっている。そこで、本研究では常磐沖 3 ヶ所（Ⅰ,Ⅱ,
Ⅲ）の海底堆積物中の放射性セシウムの放射 能濃度を求め、 137Cs と鉛 210(210Pb)
(T1/2=22.3y)の放射能濃度からそれぞれの堆積速度やインベントリを求め比較すること
によって、セシウムの堆積後の挙動の把握を目的とする。また、逐次抽出を行うことで
堆積したセシウムの化学的性質を明らかにする。
2.実験
本研究で分析を行った海底堆積物試料は、2012 年 8 月、2013 年 8 月に (独)水産総合
研究センター中央水産研究所の協力によって採取した。採取した試料（鉛直方向約 30cm
のコア）は 2cm 間隔に切り、乾燥及び粉砕処理を施した後、U8 容器に詰め込み、高純
度 Ge 半導体検出器を用いて γ 線の測定を 80,000s 行った。逐次抽出は超純水、酢酸ア
ンモニウム、酢酸、塩化ヒドロキシルアンモニウム、過酸化水素水の順で処理を行った。
各処理の過程で採取した上澄みを乾固した後、高純度 Ge 半導体検出器で γ 線を測定し、
Seiko EG&G 製 Spectrum Navigator の環境分析プログラムを用いて解析を行った。
3.結果及び考察
本研究で用いた試料の放射能濃度から過剰 210Pb 法によって各採取場所の堆積速度を
求めた。セシウムの分布については、2012 年の常磐沖Ⅰ、Ⅱにおいて 134Cs が最上層か
らそれぞれ 8cm、10cm のところまで検出された。134Cs は原子炉内で放射化により生成
し、半減期は約 2.1 年である。よって今回検出された 134Cs の起源は福島第一原発事故
にあると考えられる。つまり、今回採取した試料中の 134Cs の堆積深度分布から 134Cs
は海底泥に堆積した後、下層の方向へと移動いていると考えられる。また、137Cs も 134Cs
と化学的性質がほぼ同じであるため 134Cs と同様に海底泥に堆積後、下層へと移動して
いると推測できる。
各地点でのインベントリの値を算出し、134Cs の値から各採取地点における事故由来
の 137Cs の値を求めた。134Cs の堆積分布、インベントリの値から 2012 年の常磐沖Ⅰ、
Ⅱにおいて事故の影響が明らかであり、その影響はこの海域において水深が浅くなるに
つれて明確に現れている。
Distribution of 137Cs and 134Cs in marine sediments from off the Joban
*H.Tomioka1, S.Suzuki1, Y.Okada1, (1Tokyo City University)
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富山市及びその周辺地域に降下した大気圏内核実験由
来の放射性セシウム濃度の深度変化
山中潤一 1、〇丸茂克美 2、廣上清一 3、土屋秀二 1、高瀬尚人 1、
山田優子 1
（1 応用地質株式会社、2 富山大学理工学研究部、3 富山大学放射
性同位元素実験施設）

富山市及びその周辺地域の丘陵地において、未耕作土の土壌を覆っている落ち葉を除
去し、深度 25 cm までの土壌を深度ごとに採取し、蛍光Ｘ線分析装置と全有機体炭素計
を用いて主成分・微量成分化学分析と全有機体炭素量を測定するとともに、ゲルマニウ
ム半導体検出器を用いて放射性セシウムの核種同定とその存在量を測定し、これらの放
射性セシウムが大気圏内核実験由来の放射性セシウムか、あるいは福島第一原発事故に
起因して放出された放射性セシウムかを調べた。
その結果、これらの土壌からは、半減期が 30 年のセシウム 137 が 20～180 Bq/kg 検出
されるものの、半減期が 2 年のセシウム 134 はまったく検出されていないことが確認さ
れた。従って、これらのセシウム 137 は、福島第一原発事故に起因して放出された放射
性セシウムではなく、1980 年までに撤廃された大気圏内核実験に起因して、33 年以上
前に大地に降下したものであることが明らかにされた。
土壌中のセシウム 137 量は深度と共に減少するものの、セシウム 137 の一部は深度
25 cm まで到達しており、その量は表層土壌の４分の 1 程度となることが確認された。
表層土壌（腐植土）には 10～15 wt.%の有機体炭素が含まれるのに対し、深度 10～15 cm
の土壌と深度 25cm の土壌にはそれぞれ 3～ 8 wt.%、2～7 wt.%の有機体炭素が含まれて
おり、有機体炭素量は深度の増加と共に減少する傾向にある。セシウム 137 の量は有機
体炭素量が多い土壌ほど多い傾向にある。従って、セシウム 137 は腐植物質などに吸着
していて、有機物コロイドと共に雨水によって地下に移行している可能性がある。
次に、1981 年に埋め込み客土工法や上乗せ客土工法によるカドミウム汚染対策が施
された水田を対象に、地下に埋設されたカドミウム汚染土壌を深度ごとに採取し、土壌
中の亜鉛濃度とセシウム 137 量を調べた。その結果、亜鉛含有量が 200 mg/kg 以上のカ
ドミウム汚染土壌のみからセシウム 137 が検出され、カドミウム汚染土壌が埋設された
地点の下位の土壌からはセシウム 137 が全く検出されなかった。このことから、カドミ
ウム汚染土壌と共に 1981 年に地下に埋設された大気圏内核実験由来のセシウム 137 は、
客土工法の耕盤土によって雨水の流れを断たれた環境下で、カドミウムや亜鉛と共に、
33 年間地下に残留していることが判明した。
Downward migration of radioactive fallout cesium in soils in Toyama city and its surrounding
area
J. Yamanaka1, *K. Marumo2, S. Hirogami3, S. Tsuchiya1, N. Takase1, and Y. Yamada1 (1Oyo
Corporation, 2Faculty of Science Univ. of Toyama, 3Radioisotope lab. Univ. of Toyama)
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ガンマ線測定による地表面上に降下した放射性物質の
動態研究	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
	
 
○渡邊利奈、小豆川勝見、松尾基之
（東京大学大院総合文化研究科）

【はじめに】
2011 年 3 月の東日本大震災に伴って起きた福島第一原子力発電所の事故により環境中に大量の
放射性物質が放出された。放射性物質が環境中で移動することは 1986 年のチェルノブイリ原子
力発電所の事故等からも知られている。2011 年 3 月に都内で観測された放射性セシウムの沈着
量は 137Cs が 8,100 Bq/m2、134Cs が 8,500 Bq/m2 であったことが報告されている[1]。環境中で放射
性セシウムが動かないと仮定すると、半減期に従って理想的に減衰するはずだが、実測値は予
測される値よりも明らかに低い値だった。この差分が移動した放射性セシウムである。しかし、
放射性物質の移動について一定面積以上を対象にした正確な測定は大変難しい。そこで本研究
では放射性物質の濃縮や拡散を広範囲かつ高速に測定する手法としてマッピングを採用した。
【実験】
マッピングは位置情報（東経・北緯）に空間線量率を組み合わせた三次元データを地図上に表
示させる手法である。空間線量率は、地上 5 ㎝にてスペクトルサーベイメータを用いてガンマ
線を測定したカウント数を変換して得た。現在、行政などが実施している空間線量率の測定は
1m 高が一般的だが、放射性セシウムの動態を明らかにすることを目的とする本研究では 1m 高
は不適であると考え、検討した結果 5 ㎝高に設定した。更に放射性物質の同定を線量率の測定
と同時に行うことで、いわゆるホットスポットの成因が放射性セシウムに起因するのか、ある
いは 40K に代表される天然核種に拠るものなのかを判断可能にした。
【結果と考察】
これまでに都内の小学校や茨城県守谷市などで測定を行ってきた。ほぼ一様に低い値を示す校
庭のグラウンドでも雨水タンクの下では、0.192µSv/h と放射性物質の濃縮が見られた。また、
同小学校の中庭では高い線量率を示す二箇所のスポットを発見した。ガンマ線スペクトルをと
ることで、一方は放射性セシウムの汚染によるもの（0.217µSv/h）であり、もう片方は天然放射
性物質の 40K や 232Th とその娘核種に起因するものであることを現場で明らかにできた。守谷市
の歩道における測定では植栽が高い線量率（最小値:0.515µSv/h、最大値:2.035µSv/h）を示した。
これは植栽が雨水を集積するような構造になっており放射性物質がトラップされ易いためだと
考えられる。現在はこれまでの測定の確からしさや、より正確な測定のための条件について更
に検討を進めている。
[1] 環境放射能水準調査結果(月間降下物)
（http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/2000/1881/24/1060_03_gekkan_2.pdf）
A Study on Dynamics of Radioactive Materials Fell on Ground Surface by Gamma-ray Measurement.
*

R. Watanabe, K. Shozugawa, M. Matsuo (Grad. School of Arts and Sci., Univ. of Tokyo)
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ナトリウム-マグネシウム混合溶液によるスメクタイトからの
微量セシウム脱離挙動
○吹上朋、朝日一成、酒井遥、福士圭介（金沢大）

はじめに
2011 年 3 月、東北地方太平洋沖地震に起因する津波により福島第一原子力発電所で水素
爆発が起こり、放射性物質による土壌汚染が深刻な問題となっている。半減期・総放出量
の関係から、この放射能汚染の主な原因はセシウム(Cs)であることが報告されている。これ
までに我々は、スメクタイト標準試料にもともと保持される微量セシウムを対象に、様々
な陽イオンを用いた Cs 脱離実験を行ってきた。その結果、２価の陽イオンが添加された場
合、粒子の凝集が促され Cs の脱離は阻害される一方、Na が添加された場合は粒子の分散
が維持され Cs は可逆的に脱離することを見出した(Fukushi et al. submitted)。天然水はさ
まざまな陽イオンのミクスチャーである。したがって、個々の陽イオンから得られた結果
を複数の陽イオン混合系への適用できるかどうかは検証される必要がある。本研究では、
Na-Mg 混合溶液によるスメクタイトからのセシウム溶出挙動を検討した。
実験方法
試料はクニミネ工業株式会社のクニピア F（Na 型モンモリロナイト）を使用した。試料
には 12nmol/g の Cs が保持されていることが確認されている。本実験は pH を HCl の添加
により 6-7 に調整した 1g/l のスメクタイト懸濁液を用いた。スメクタイト懸濁液に対し、
高濃度の Na および Mg を微小量添加し、懸濁液の Na 濃度と Mg 濃度を 0.0001～0.1M の
範囲内で様々な混合状態になるように調整した。塩の添加後 24 時間反応させ、固液分離を
行い、ICP-MS により Cs 濃度を測定した。なお、ひとつの実験条件につき４つのバッチ実
験を行い、再現性を確認するとともに実験誤差を見積もった。またナトリウム-マグネシウ
ム溶液にスメクタイトを添加した懸濁液の粒度分布を測定した。
結果と考察
我々の先行研究から、Mg 単独を系に添加した場合、0.001～0.2M の範囲内で Cs の脱離
量は 2～3nmol/g 程度にとどまることが確認されている。なおいずれの条件でもスメクタイ
ト粒子は凝集状態にあることが粒度分析より示されている。一方 Na 単独を系に添加した場
合、0.01M では 2nmol/g 程度が溶出する一方、添加量の増加とともに Cs 溶出量は増加し、
0.2M では 7nmol/g までの溶出が確認された。なお Na が添加された条件ではスメクタイト
粒子は分散状態にあることが示されている。本研究において 0.01M NaCl と 0.001M MgCl2
の混合溶液を懸濁液に加えた場合、およそ 5nmol/g のセシウムの脱離が確認された。この
脱離量はいずれの陽イオンが単独で存在する場合よりも２倍以上大きかった。またスメク
タイト粒子はほぼ分散状態にあることが確認された。以上よりナトリウムは分散剤として
機能し、分散剤の存在下では Mg は有効に Cs を脱離させる働きをすることが示唆される。
Cs desorption from smectite by mixed sodium-magnesium solutions
○T. Fukiage, K.Asahi, H. Sakai, and K. Fukushi (Kanazawa Univ.)
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Study of iodine dynamics in soil from depth profiles of iodine-127 and iodine-129
* H. Matsuzaki1, W. Kijima1, Y. Miyake1, 2, A.T. Bautista1, H. Tokuyama1, H. Kusuno1, M. Honda2, Y.
Muramatsu3, Y. Maejima4, T. Yamagata5 (1MALT, Univ. Tokyo, 2Univ. Tsukuba, 3Gakushuin Univ.,
4
NIAES, 5Nihon U.)
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福島第一原発周囲の表層土壌中の長半減期核種の測定	
 
○三宅泰斗 1、松崎浩之 1
（1 東大・院工）

1. 緒言
2011 年 3 月に生じた福島第一原子力発電所事故により、多量の放射性核種が環境中に
放出された。ヨウ素 131 や放射性セシウム等の比較的短半減期の核種は被ばくの主な要
因として注目され、事故後多くの研究者により測定され多数の報告があった。一方でヨ
ウ素 129 や塩素 36 などの長半減期核種は、検出の難しさからこれまでほとんど報告さ
れていない。
ヨウ素 129 は半減期が 1570 万年であり、ヨウ素 131 の同位体であるため、環境中の
挙動が同一であると考えられる。そのため、事故当初のヨウ素 129 とヨウ素 131 の同位
体比(129I/131I)が分かれば、ヨウ素 129 を測定することでヨウ素 131 の分布の遡及的再構
築が可能となる。塩素 36 もヨウ素 129 と同様に半減期が約 30 万年の長半減期核種であ
るが、炉内では核分裂で生成せず、主に炉内に不純物として含まれる塩素 35 の中性子
捕獲反応により生成すると考えられる。
いずれの核種も事故前から炉内に存在し、今回の事故で環境中へ漏洩した可能性があ
る。また、これらの核種は半減期が長いために、核種の環境中での動態を調べるトレー
サーとしても有用であり、継続的な調査が求められる。
本研究ではこれまで、事故後に福島第一原子力発電所周囲から採取された表層土壌中
のヨウ素 129 を加速器質量分析(AMS; Accelerator mass spectrometry)により測定し、ヨウ
素 129 とヨウ素 131 の事故当初の同位体比の推定を行ってきた。この度、ヨウ素 129 を
測定済みの土壌について、新たに塩素 36 の測定を試みたので、その結果を報告する。
2. 実験方法
AMS 用の試料を作成するために、塩素を土壌から抽出した。まず、土壌に 0.01M の
硝酸を加え塩素を土壌から抽出した。抽出溶液中の有機物を除去するために、活性炭を
加え有機物を吸着してから、30%過酸化水素水を加えて吸着しきれなかった有機物を分
解して除去した。溶液を濾過してから酸性条件下で 0.05M 硝酸銀を加え、塩化銀の沈澱
を作成した。作成した塩化銀の沈澱は AMS 測定用のカソードにプレスして詰め、東京
大学タンデム加速器施設にて AMS を行い、塩素同位体比(36Cl/Cl)を測定した。
3. 結果
	
  本研究ではヨウ素 129 が測定済みの土壌について塩素同位体比(36Cl/Cl)の測定を試み
た。測定結果は、一番高いもので同位体比は 36Cl/Cl=9×10-11 となった。事故前の福島第
一原子力発電所周辺のバックグラウンドは 36Cl/Cl 比で 4.6×10-13 であり、測定結果は有
意であると考えられる。
Measurement of long half-life nuclides in surface soil around F1NPP
*Y. Miyake1, H. Matsuzaki1 (1Sch. Eng., Univ. Tokyo)
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ため池堆積物からの主要陽イオンによるセシウム脱離実験
○朝日一成 1、青井裕介 1、福士圭介 1、富原聖一 2
(1.金沢大学,2.ふくしま海洋科学館)

はじめに
東北地方太平洋沖地震に起因する福島第一原子力発電所の事故により、原発周辺の広範囲にわたる地域で放射性セシ
ウム(Cs)による放射性汚染が深刻な問題となっている。原発周辺の汚染土壌では放射性 Cs は土壌の表層部の細粒物質に
濃集していることが確認されており、土壌に普遍的に含まれる層状粘土鉱物が Cs の取り込み媒体である可能性が指摘
されている。層状粘土鉱物は層状の結晶構造を持っており、層間には溶液中の交換性陽イオンが入る。土壌に一般的に
認められる層状粘土鉱物はスメクタイト、バーミキュライト、イライトであり、福島県の土壌や河川堆積物にも存在が
確認されている。イオンの結晶学的半径の大きい Cs＋は層間への親和性が特に高く、放出された Cs は層状粘土鉱物の
層間に強固に保持されていることが予想されている。一方、溶液中の主要陽イオンが高濃度である場合、強固に保持さ
れた Cs＋であっても他の陽イオンとの交換により、Cs＋は溶脱する可能性がある。移行過程において土壌粒子が様々な
水質条件にさらされる状況において、主要陽イオンによる層状粘土鉱物からの Cs＋溶出挙動の予測は、放射性 Cs の天
然環境における拡散挙動や健康影響の理解に不可欠であると考えられる。本研究では、福島県いわき市のため池から採
取した堆積物の粘土鉱物学的特徴を詳細に検討するとともに、主要陽イオンによる Cs(133Cs,137Cs を対象)脱離挙動をシ
ステマティックに検討する。
実験方法
青井他（本年会）により検討されている福島県いわき市猿倉地域のため池より表層の堆積物をグラブ式採泥器により
採取した。採取した試料は室内においてよく撹拌し、均質化させた。その後試料を-30℃で冷凍し保管した。冷凍させた
試料の一部を凍結乾燥し、粉末 X 線回折(XRD)による鉱物同定、ガンマ線スペクトロメータ(ORTEC,GEM-25-P4)によ
る放射性 Cs 濃度および粒度分布測定器(SHIMADZU,SALD2200)を用いた粒度分布の測定を行った。また土壌試料から
粘土画分を抽出し、エチレングリコール(EG)処理および 500℃により加熱処理(Heated)を行った定方位試料の XRD 測
定により粘土鉱物の同定を行った。
結果と考察
S+V

採取した試料の放射性 Cs 濃度を測定した結果 610Bq/kg であった。

S

粘土画分試料の粉末 X 線ｋ¥解説の XRD プロファイルを図に示す。

Notreat
EG

S+V+I

ュライトに卓越し、微量のイライトを伴うことが明らかとなった。

に、セシウムの取り込み媒体であることが期待される。発表では堆

K

V
I

試料の粘土鉱物組成はカオリン鉱物、スメクタイトおよびバーミキ

スメクタイト、バーミキュライトは構造内に永久負電荷を持つため
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粘土画分の各処理ごとのＸＲＤプロファイル

積物からの主要陽イオンによるセシウム脱離特性を報告する。
Cs desorption from reservoir sediment by major cation
○ K.Asahi1,Y.Aoi1,K.Fukushi1,and S.Tomohara2 (1.Kanazawa Univ., 2.Marine Science Museum, Fukushima
Prefecture)
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土壌中のセシウムの深度プロファイルとその化学状態
の関係	
 
Fan Qiaohui1、○栗原 雄一 1、高橋 嘉夫 1、恩田裕一 2
（1 東京大院・地惑、2 筑波大院・生命環境）

【はじめに】これまでの研究から、福島第一原発から放出され、陸域に沈着した放射性
セシウム（Cs）は、土壌表面に強く固定されることが示されている。この現象は、土壌
に広く存在する 2:1 型層状ケイ酸塩に放射性セシウムが安定に取り込まれるためだと
考えられている。しかし、土質によっては放射性セシウムが深部まで浸透している場合
があり、鉱物組成や有機物量などが影響していると考えられているが、セシウムと土壌
の実際の相互作用に関する情報は乏しい。我々はこれまで、土壌に吸着されたセシウム
の局所構造を広域 X 線吸収微細構造法（EXAFS 法）で調べ、土壌粒子との結合が土壌
粒子中の酸素とセシウムの直接的な結合（内圏錯体）によるのか、それとも水和したイ
オンとの静電的な相互作用で直接的な結合を伴わないか（外圏錯体）、などの情報から、
セシウムの吸着態が安定であるかを議論してきた。そこで本研究では、137Cs の深度プ
ロファイルが大きく異なる土壌に対してセシウムを添加し、その局所構造を EXAFS か
ら調べることで、137Cs の深度プロファイルと化学状態の関係を調べた。
【実験】土壌深度プロファイル：土壌コア試料をスクレイパーを用いて 0.5 cm ずつ分取
し、その 137Cs 濃度を測定した。EXAFS 分析：粘土鉱物、土壌・堆積物の各試料 0.10 g
を 0.76 mol/L の塩化セシウム（CsCl）溶液に添加した。所定の時間振とうし、平衡にな
った後で、各試料をろ過により回収した。得られた各試料を超純水で 2 回洗浄し、残存
している CsCl 溶液を除いた。得られたスラリー状の試料をポリエチレンバッグに封入
し、セシウム L3 吸収端 EXAFS を Photon Factory の BL-9A あるいは BL-12C で測定した。
【結果と考察】福島県川俣町の草地および牧草地を対象にした試料の 137Cs 濃度の深度
プロファイルから、前者では表面 2 cm 以内に 90%以上の 137Cs が含まれているが、後者
では 5 cm 以上の深さまで 137Cs が浸透していた。これらの試料に上記の方法でセシウム
を添加して EXAFS を得た。動径構造関数では、2.5 Å 付近に現れるピーク（Cs-O1）は
水和水の酸素とセシウムの結合を表し、3.5 Å 付近に現れるピークは（Cs-O2）吸着され
たセシウムとセシウムを吸着した鉱物中の酸素との直接の結合を表す。草地と牧草地を
比べると、内圏錯体の生成を意味する Cs-O2 ピークは、相対的に草地の土壌試料で大き
かった。このことは、上記で述べた深度プロファイルと整合的であり、土壌中の浸透の
し易さは、土壌粒子に対するセシウムの吸着状態、特に全体に占める外圏錯体の割合に
支配されることが推定された。これらの土壌で外圏錯体と内圏錯体の比を決定する因子
として、鉱物組成や有機物濃度が考えられ、講演ではこれらについても議論する。
Relationship between depth profile of radiocesium in soil and local structure of Cs adsorbed on
the soil. Q. Fan1, *Y. Kurihara1, Y. Takahashi1, Y. Onda2 (1The Univ. of Tokyo, 2Univ. of
Tsukuba)
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硫酸の光解離ダイナミクスの理論的研究
○村上龍大 1、Danielache Sebastian O.1、南部伸孝 1
（1 上智大院理工）

大気の組成や化学反応サイクルを知るために硫黄同位体についての研究は活発に行
われている。 25 億年以上前の古代大気において硫黄同位体質量非依存濃縮現象
(Non-Mass dependent Fractionation; NMF)が起こったと言われている。古代大気で発生し
た NMD は硫酸鉄や硫酸バリウムや元素状硫黄として保存され、地表や海に堆積してい
る。これらのシグナルは現代の岩石等から発見されており、このシグナルは当時の大気
組成や化学反応サイクルを知るための重要な手がかりであると考えられている。これま
で二酸化硫黄（SO2）においては大きな NMF が発生すると言われている。さらに、一
酸化硫黄(SO)の光解離反応中の非断熱遷移により NMF が起こることが最近研究された。
しかしながら、硫黄含有化合物は気相においては腐食性・活性が高く、実験は困難を強
いられるため紫外線における硫酸などの安定性を実験的に調べるのは困難である。
そこで、当研究室で開発した Ab Initio 半古典分子動力学(Ab Initio SemiClassical
Molecular Dynamics; AI-SCMD) 計算プログラムを実装し、硫酸(H2SO4)の光解離反応を
理論的に研究した。実装法について以下に示す。基底状態(S0)での最安定構造での基準
振動を求め、基準振動を元に初期座標、運動量をランダムに発生させ、古典軌道
(Trajectory)計算を行った。ポテンシャルエネルギーとそのグラジエントは、Ab initio 計
算により励起状態を考慮できる CASSCF 法を用い求め、次の座標、運動量はタイムステ
ップの 2 次の次元まで考慮された速度ベルレ法により古典的に求め、時間発展させた。
これらの計算を繰り返し行い、非断熱遷移が起こる場合には、朱－中村理論に基づく古
典軌道ホップ (Zhu-Nakamura version of Trajectory Surface Hopping; ZN-TSH)法により正
確に評価した。
Kasting (2001)は、H2SO4 は SO2 へ直接光解離することを提唱したが、本研究では、SO2
への直接解離は見られなかった。第二励起状態(S2)へ光励起された H2SO4 は、ほとんど
すぐに第一励起状態(S1)へ非断熱遷移を起こし、硫酸水素(HSO4)へ光解離した。しかし、
S2 状態へ留まったまま HSO4 へ解離する反応経路を進むと、ポテンシャルエネルギー障
壁にぶつかり跳ね返されて、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸水素(HSO3)へ光解離することが明
らかとなった。また、以前の SO の光解離の研究から非断熱遷移が NMF を起こす原因
の一つであることは明らかであるので、H2SO4 における NMF が起こるエネルギー領域
を非断熱遷移が起こるエネルギー帯から予測することができる。現在、本研究に関する
論文は投稿中である。詳細は、当日は発表する。
Theoretical studies on the mechanism of photodissociation dynamics of sulfuric acid
*T murakami1, S. O. Danielache1 and Shinkoh Nanbu1 (1Faculty of Science and Technology,
Sophia University)
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海洋グライダーによる pH/pCO2 の連続観測の試み	
 
下島公紀 1、○坂本敦史 1、Bruce Howe2、Jan Kaiser3	
  	
  	
 
（1 九州大学・I2CNER、2 ハワイ大、3 イーストアングリア大）	
 

【はじめに】	
  海洋の現場において、試薬等を必要とせず、目的の成分を直接計測できる化学センサは、
時間的・空間的に連続したデータの取得に最適なツールである。近年、このような化学センサをプロファ
イリングフロートや海洋グライダーなどの海洋観測プラットフォームに搭載して広範囲な海洋への展開
が求められており、海洋酸性化研究等への適用が期待されている。発表者は海洋中の pH および二酸化
炭素分圧（pCO 2 ）を高精度に現場計測するため、pH 電極にイオン感応式電界効果型トランジスター
（ISFET）を、参照電極に塩化物イオン選択性電極を用いた pH センサを開発し、この pH センサの電極
部を内部液で満たしてガス透過膜で封止した pCO2 センサを開発してきた。さらに、基板の小型・高性
能化とマルチチャンネル化を進めてきた。本発表では、この pH/pCO2 センサを海洋グライダー（Seaglider）
に搭載し、外洋域における連続観測に適用した結果を示す。
【方法および結果】	
  Seaglider へ搭載した pH/pCO2 センサは、RS232C を介して Seaglider のメイン制御
システムに接続した。pH/pCO2 センサの現場計測データは、温度・塩分などの他の計測データとともにア
ップロードされ、海表面に浮上した際に陸上の受信局に送信される。図１はハワイ・オアフ島沖合海域に
おいて UH 所有の Seaglider（水深 500m まで、4 日間）に、図２は地中海・サルデニア島西方海域におい
て UEA 所有の Seaglider（水深 1,000m まで、15 日間）に、それぞれセンサを搭載して観測を行った時の
ものである。また、サルデニア島西方海域の観測では、２台のセンサ（Seaglider 接続仕様とスタンドアロ
ーン仕様）を搭載した。
	
  図１右に示したオアフ島沖合海域で計測された pH の鉛直分布は、HOT 観測点で得られたものとよく一
致していた。サルデニア島西方海域では、G02 ライン（矢印）側線の鉛直断面が取得できた。これまでの
２回の観測で、Seaglider とセンサの接続方法（センサ校正方法、計測シーケンスの設定、電源供給方法な
ど）にいくつかの改善すべき点が明らかになり、改良した方法による次回の連続観測が期待される。

	
  	
  	
  	
  	
  図１ オアフ島沖合海域での観測	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  図２ サルデニア島西方海域での観測
Observation by using the ocean glider installed with pH/pCO2 sensor
K. Shitashima1, ○A. Sakamoto1, B. Howe2, J. Kaiser 3
1

International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER)･Kyushu University, 2University of Hawaii

(UH), 3University of East Anglia (UEA)
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海底熱水系周辺における底質及び生体試料中水銀濃度	
 	
 	
 	
 	
 	
 
○冨安卓滋 1、尾畑勝義 1、児玉谷仁 1、河野百合子 1、神崎亮 1、
山本正浩 2、武内章記 3、丸茂克美 4
（1 鹿児島大学、2 海洋研究開発機構、3 国立環境研究所、
4
富山大学）

	
  海底熱水噴出孔は海水中水銀の主要な起源の一つと考えられ、その周辺環境への影響
に関心がもたれている。そこで、活発な熱水活動が行われている伊平屋北海丘と明神礁
カルデラで採取された底質及び生体中の総水銀、有機水銀の濃度を測定し、熱水噴出孔
から周辺への水銀の拡散や化学形の変化、また周辺に生息する生体への影響について考
察した。	
 
	
  試料は、海洋研究開発機構調査船なつしま搭載の無人探査機ハイパードルフィンによ
って採取された。伊平屋北海丘では、底質試料及び生体試料(ゴエモンコシオリエビと
シンカイヒバリガイ)を明神礁、明神海丘カルデラでは底質試料を採取した。	
 
	
  柱状に採取された底質試料は、船上で 3	
 cm 厚にカットし、チャック付ポリ袋に入れ
て持ち帰り、40℃で 3〜7 日間乾燥し、その後メノウ乳鉢を用いて粉砕し均一化した。
表層のみの試料はそのままチャック付ポリ袋に入れて、同様に処理を行った。ゴエモン
コシオリエビは体長を測定して尾の筋肉部を採取、シンカイヒバリガイは殻長を測定し、
軟体部を採取した。採取した試料は凍結乾燥器を用いて乾燥し、粉砕することで均一化
した。	
 
	
  総水銀濃度は、試料を硝酸−過塩素酸、硫酸を用いた加熱酸化分解処理を行った後、
塩化スズ(II)を還元剤として用いた冷原子吸光光度法で測定した。試料中の有機水銀は、
3M 塩酸(3%塩化ナトリウム)溶液で溶出させ、トルエンで抽出した後、硫化ナトリウム
溶液で逆抽出した。その水相に含まれる有機水銀を総水銀定量操作により測定した。	
 
	
  伊平屋北海丘、明神礁、明神海丘カルデラにおいて、表層底質中総水銀濃度は、いず
れも熱水域に最も近い地点で最も高い値（それぞれ 13	
 mg	
 kg-1、34	
 mg	
 kg-1、99	
 mg	
 kg-1）
を示し、そこから離れるにつれて低下する傾向を示した。一方、底質中の有機水銀濃度
は、ほとんどの地点で検出限界	
 (0.6	
 µg	
 kg-1)以下であった。シンカイヒバリガイ(n=11)
とゴエモンコシオリエビ(n=8)中総水銀濃度は 13.2‐71.3	
 mg	
 kg-1、3.4‐6.2	
 mg	
 kg-1
と周辺の底質と同程度であり、熱水域から放出される水銀は生体にも影響することが確
認された。さらに有機水銀濃度は、それぞれ 19	
 -	
 42	
 µg	
 kg-1、16	
 -	
 496	
 µg	
 kg-1 で、総
水銀に対する有機水銀の濃度比は 0.04‐0.31％、0.65‐8.0％とわずかではあるが、生
体中に有機水銀が存在することが分かった。底質中には有機水銀はほぼ存在しなかった
ことから、生体中への水銀濃縮のいずれかの段階で有機水銀が生成されている可能性を
示す結果となった。熱水系における水銀の拡散や生体への濃縮に関する情報は少なく、
挙動解明のために今後の継続的な調査が必要である。	
 
	
 
Distribution of total and organic mercury concentrations in sediments and living organisms
around hydrothermal fumaroles
*T. Tomiyasu1, K. Obata1, H. Kodamatani1, Y. Kono1, R. Kanzaki1, M. Yamamoto2, A.
Takeuchi3 and K. Marumo4 (1Kagoshima Univ., 2JAMSTEC, 3NIES, 4Toyama Univ.)
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西部太平洋で観測された APO の年平均値の緯度分布の
ENSO イベントに関連した変動について
○遠嶋康徳、寺尾有希夫、向井人史、野尻幸宏、町田敏暢
（国立環境研究所）

大気中の酸素（O2）濃度は主に大気－陸上生物圏間と大気－海洋間でのガス交換で決
まる。そのうち前者は呼吸・光合成の際の O2 と二酸化炭素（CO2）の交換によるもので、
それぞれの交換量は-O2:C 交換比率（1.1）によって密接に関連付けられる。この点に着
目し、大気－陸上生物圏間のガス交換に対して保存量となる大気ポテンシャル酸素
（APO）が次式によって定義される（Stephens et al., 1998）。
APO = O2 + 1.1×CO2
(1)
APO は主に大気－海洋間のガス交換を反映するトレーサーであり、その時空間変動か
ら大気－海洋間のガス交換に関する情報が得られるものと期待されている。
国立環境研究所は日本と北米、および、ニュージーランド・オーストラリアの間を定
期運航する貨物船を利用し、大気サンプリングおよび船上観測に基づく O2 および CO2
濃度の広域観測を実施し、北部および西部太平洋における APO の季節変動や年平均値
の空間分布を明らかにしてきた。中でも特筆すべき特徴は、APO の年平均値の緯度分
布が赤道付近に極大値をもつことで、このことは O2 および CO2 が中・高緯度の海域で
海洋に吸収され赤道域で大気に放出されるという大規模循環が存在するという推定結
果と整合するものであった（Tohjima et al., 2005, 2012）。
ところで、エルニーニョ・南方振動（ENSO）のような地球規模の現象は大気-海洋間
のガス交換や大気輸送に影響すると考えられ、APO の分布を変化させる可能性がある。
例えば、El Niño の際には貿易風の弱化に伴って東太平洋赤道域の湧昇が弱まり、深層
から低温・貧酸素・高 CO2・高栄養水塊の表層への供給が弱まる。その結果、同海域の
表層は平年値に比べ低温・低 pCO2・高 pO2・低栄養となるため、大気-海洋間のガス交
換にも影響を及ぼすと予想される。観測結果を調べると、中規模の El Niño 現象が発生
した 2009-2010 年にかけて APO の赤
道域の高まりが南半球で平坦化し
たことが分かった。さらに、APO 年
平 均 値 の 25-0°S 間の緯度勾配の
年々変化を調べると、ENSO イベン
トの指標である Niño 4 インデック
スと有意な逆相関が見られた（図 1）。
発表では、モデルを用いた大気輸
送の影響評価や、熱帯太平洋域にお
けるガスフラックスの ENSO に関連
した変動の推定、さらに、pCO2 の観
測や大気インバース計算に基づく
図 1、APO 年平均値の緯度勾配（25-0°S）の年々変動。
フラックスの時間変動の推定値と
実線および一点破線はフラスコ分析および船上観測
による結果、点線はモデル計算結果を表す。
の比較を行う。
ENSO-related variations in the latitudinal distribution of the annual mean APO observed in the
western Pacific; *Y. Tohjima, Y. Terao, H. Mukai, Y. Nojiri, T. Machida, (National Institute for
Environmental Studies)
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Establishment of research platform for synthetic observational study on atmosphere-terrestrial
biosphere exchange
*Y. Takahashi1, N. Saigusa1, M. Ueyama2, A. Tani3 and T. Mochizuki4 (1NIES, 2Osaka Pref.
Univ., 3Univ. of Shizuoka, 4Hokkaido Univ.)
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海底熱水鉱床探査への化学センサの適用	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
下島公紀 1、○坂本敦史 1、藤井輝夫 2
（1 九州大学・I2CNER、2 東京大学生産技術研究所）

【はじめに】
	
  有用な金属を多量に含んでいる海底熱水鉱床は、資源が乏しい日本にとって貴重な鉱物資源
になることが期待されている。これまで多くの海底熱水鉱床が発見されてきたが、広大な海域
から新たな海底熱水鉱床を迅速かつ効率的に発見することは極めて困難である。文部科学省「海
底資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」では、新規の海底熱水鉱床の探査に適
用できる化学センサの開発、現場海域における性能評価や汎用化を行っている。
本発表では、実海域において化学センサ群を新規の海底熱水鉱床探査に適用した結果を示す。
【観測】

	
  海底熱水鉱床探査は独立行政法人海洋研究開発機構所属の研
究船「なつしま」および化学センサ群を搭載した無人探査機「ハ
イパードルフィン」により実施した。ハイパードルフィンに図 1
に示した pH/pCO2/ORP センサおよび CTD-T プロファイラ(塩分・
水温・深度・濁度)を搭載して、船上でのリアルタイム計測および

採水器

H2Sセンサ

自己記録式の pH/pCO2/ORP センサによる現場計測を実施した。ま
た、他の研究者により H2S センサ、Mn や ATP の現場分析計が海
底熱水鉱床の探査に用いられた。

pH/pCO2/ORPセンサ

Mn現場分析計
CTD-Tプロファイラ

図 1 ハイパードルフィン

【結果】
28°00’N

	
  北東伊是名海域(図 2)において、化学センサ群を搭載したハイパー
ドルフィンによる新規の海底熱水活動の探査を実施した。ハイパード

27°50’N

伊平屋海丘群

ルフィンによる潜航調査中に、リアルタイム計測を行っていた

27°40’N

pH/pCO2/ORP センサおよび CTD-T プロファイラに熱水の存在を示す

調査海域
カルデラ・小海丘群

異常値が認められた。この異常値をハイパードルフィンで追跡しなが

27°30’N

潜航予定海域図1

伊是名海穴

ら集中的に探査したところ、調査海域内での熱水活動の兆候が認めら

27°20’N

潜航予定海域図2

れた。北東伊是名海域での探査の結果、カルデラ北東斜面において高
温の熱水噴出を確認し、未知の海底熱水活動地帯が発見できた。

27°10’N

126°50’E

127°00’E

127°10’E

-5000 -2000 -1500 -1250 -1000 -500

発表では北東伊是名海域での探査結果の他に、これまで実施した海

127°20’E

127°30’E

0

図 2 探査海域

底熱水探査についても紹介する。
Application of chemical sensors for investigation of sea-floor hydrothermal deposits
K. Shitashima1, * A. Sakamoto1, T. Fujii2
(1International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER)・Kyushu University, 2Institute of
Industrial Science, the University of Tokyo)
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リチウム同位体をトレーサーとする大気エアロゾルの発生源推定法
－黄砂トレーサーとしての有効性－
○ 坂田昌弘 1, 2，今井

佑 2，光延 聖 1, 2

（1 静岡県大・環境生命科学科，2 静岡県大院・環境物質科学専攻）
１．背景および目的
リチウムは2つの安定同位体（6Li、7Li）を有し、それらの相対質量差が約16%と大きいために自然
界では大きな同位体分別が起こる。リチウム同位体（δ7Li）は、これまでに、岩石風化や地球内部の
物質循環等に関する地球科学研究における有力なトレーサーとして利用されてきたが、それを大気エ
アロゾルの発生源評価に利用した研究は無い。そこで本研究では、中国大陸からの大気汚染物質や黄
砂の越境輸送に着目し、δ7Liをそれらの発生源を推定するためのトレーサーとして利用することを検
討した。このため、大気エアロゾルの発生源となる各種粉じん試料および長崎県松浦市で採取した大
気エアロゾル試料についてLi濃度とδ7Liを測定した。
これらのデータおよび後方流跡線解析の結果を基
に、エアロゾロ中のLiの発生源を考察した。さらに、エアロゾル中のLiの存在形態とδ7Liとの関係に着
目して、黄砂トレーサーとしてのLi同位体の有効性を評価した。
２．結果および考察
各種粉じんへの Li の濃縮度を調べるため、試料
中の Li および Al 濃度を用いて、地殻の平均組成
に対する Li の濃縮係数（Al 基準）を算出した。
その結果、粉じん試料はいずれも 1～3 程度の濃縮
係数であり、Li を高濃度で濃縮していないことが
わかった。一方、粉じんの δ7Li はゴミ焼却と自動
車粉じんが正の値、他の粉じんが負の値を示した。
松浦市のエアロゾル中の Li 濃度と Al 濃度との

中国
黄土

間には正の相関関係（r2=0.85, p<0.001）があるこ
とから、Li は主として表層土壌を発生源としてい
ることが示唆された。中国大陸北部からの風向が
卓越する冬季には、Li 濃度と δ7Li の増加が観測さ
れたが、これを上記の各種粉じんの値で説明する

図 1 大気エアロゾルの Li 溶出率と δ7LiHNO3 の関係

ことはできなかった。そこで、エアロゾル中の Li の存在形態に着目し、1%HNO3 で溶解した非ケイ酸
塩鉱物中の Li 濃度から算出される Li 溶出率と δ7Li（δ7LiHNO3）の関係を調べた。その結果、両者の値
は、Li 溶出率および δ7LiHNO3 が高いグループとそれらの値が低いグループに分類できることがわかっ
た（図 1）。岩石が化学的風化を受けると 6Li よりも 7Li が優先的に溶出するため、地下水の δ7Li は風
化の進行とともに増加することが報告されている。また、大気の乾燥化は、土壌表層への地下水の移
動とそこでの塩の析出を促進する。これらのことから、エアロゾル試料中の Li 溶出率と δ7LiHNO3 は、
黄砂発生地域の表層土壌における岩石風化や大気の乾燥化の違いを反映していることが推測される。
それ故に、δ7Li を黄砂トレーサーとして利用できる可能性がある。
Effectiveness of lithium isotopes as a tracer of Kosa particles from Asian continent. ○ M. Sakata1, 2, T. Imai2
and S. Mitsunobu1, 2 (1Department of Environmental and Life Sciences, University of Shizuoka, 2Graduate
School of Nutritional and Environmental Sciences, University of Shizuoka)
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Applications of the improved Jørgensen equation to the REE
patterns of kimuraite and lanthanite, and to the REE
partitioning between the coexisting REE3+ species
〇Jiao Wenfang1, Kawabe Iwao1, Kato Takenori2
(1. Department of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University; 2. Centre
for Chronological Research, Nagoya University)

In our study, the improved Jørgensen equation for the tetrad effect of REE3+ were employed to fit
the chondrite-normalized REE patterns of five kimuraite samples and one lanthanite sample from
southwest Japan as well as six kimuraite samples and one lanthanite sample from the Pavlovskoe
REE-coal deposit in Russia, since all of them were suggested to display tetrad effects (Akagi et al.,
1993; Akagi et al., 1996; Kawabe et al., 2012). In addition, the REE partitioning between kimuraite
and lanthanite, which are coexisting REE3+ species in a hydrothermal fluid, was also examined by the
theoretical equation.
When the chondrite-normalized REE patterns of two lanthanite samples reported by Nagashima et
al. (1986) and Seredin et al. (2009) were applied to the theoretical equation, the former was proved to
show a tetrad effect as it can be quantitatively described by the equation, except for the negative Ce
anomaly. In contrary, the latter was not able to be reproduced by the equation, as this lanthanite
sample is described as an ore sample, which raises the possibility that it is probably not a pure
lanthanite. When suitable corrections were made for HREE, it became compatible with the
theoretical equation. At the same time, the chondrite-normalized REE patterns of three kimuraite
samples from Japan and six kimuraite samples from Russia were investigated by the improved
Jørgensen equation. The kimuraite sample of Nagashima et al. (1986) and kimuraite B of Akagi et al.
(1993) had their chondrite-normalized REE patterns regressed by the equation, and both of them
display W-type tetrad effects. In comparison, the chondrite-normalized REE patterns of the kimuraite
of Jiao et al. (2013), as well as all kimuraite samples from Russia, were not able to be reproduced by
the equation immediately, if the excessive amount of LREE possibly caused by the contamination of
lanthanite was not corrected. This result means the kimuraite samples reported by Seredin et al.
(2009) are not pure kimuraite either. Four other samples, which were described as mixtures of
kimuraite and lanthanite by Seredin et al. (2009), were immediately fitted by the improved Jørgensen
equation with rather faint tetrad effects, suggesting that these samples might represent the REE
compositions of a certain homogeneous phase. In addition, the REE partitioning between kimuraite
and lanthanite was also studied with the theoretical equation. As a result, the improved Jørgensen
equation immediately reproduced the lanthanite-normalized REE patterns of three kimuraite samples,
confirming that the fractionation pattern of REE between kimuraite and lanthanite can yield a faint
tetrad effect. The convex octad effect for lanthanite-normalized REE pattern is consistent with the
larger coordination number of REE3+ in lanthanite relative to that in kimuraite, though the intrinsic
tetrad effects are concave.
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日本の第四紀広域テフラの元素組成	
 
	
 
○丸山誠史 1、平田岳史 2、檀原	
  徹 1
（1 株式会社	
  京都フィッション・トラック、2 京大院理）

	
  日本列島と周辺地域における第四紀層の広域テフラ（火山ガラス）の研究はこれまで、
分布や年代、層序等に関して盛んに行われてきた。しかし化学組成に関しては、EDX
などを用いて測定された主要元素組成の記載が主流であり、火山活動に関する種々の重
要な物質科学的情報を有すると考えられる微量元素の組成については、未だ限定的なも
のに留まっている状況である。
	
  本研究では、四重極型 ICP-MS（ThermoFisher Scientific iCAP Qc）と紫外線レーザーア
ブレーション装置（ESI NWR-Femto）を用いて、テフラに含まれるリチウムからウラン
までの合計 59 元素を同時測定し、元素濃度パターンの比較を試みた。図１は主要元素
組成が似通っているとされるテフラ（AT：姶良 Tn；K-Tz：鬼界葛原；SK：三瓶木次）
の元素濃度パターン（地殻存在度で規格化）の例であるが、希土類元素のみならずイッ
トリウム、ジルコニウムなど幾つかの元素に関して、それぞれ異なる値を示しているこ
とが読み取れる。微量元素も含めた各種元素の濃度およびパターンを用いることで、テ
フラの識別および成因の推定が、従来以上に厳密かつ詳細に行えるものと期待できる。

図１.	
  3 種類のテフラ（AT、K-Tz、SK）の元素濃度パターン.
Element compositions of volcanic glass shards in the Quaternary widespread tephras in Japan.
*S. Maruyama1, T. Hirata2, and T. Danhara1 (1Kyoto Fission-Track Co., Ltd., 2Division of Earth
and Planetary Sciences, Kyoto Univ.)
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レーザーアブレーションマルチイオンカウンティング
ICP-質量分析法によるジルコン中の U-Pb 年代測定
服部健太郎 1、坂田周平 1、平田岳史 1
（1 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻）

レーザーアブレーション-ICP 質量分析法（LA-ICPMS 法）は、固体試料中の同位体比
分析に応用されている 1)。応用例の一つが、ジルコン中の U 及び Pb の同位体比を分析
することによる U-Pb 年代測定法である。従来の LA-ICPMS 法を用いた U-Pb 年代測定
法の問題点として、U と Pb の物理的・化学的性質の違いに起因する元素分別が挙げら
れる 2)。特に、レーザー照射時間の増加に伴う深いクレーター（アスペクト比増加）を
用いた分析では、元素分別が顕著に現れ 2)、得られたデータの精度・確度が低下するこ
とが指摘されている。さらに、深く掘削することで、ジルコンに含まれる包有物等をレ
ーザーアブレーションする可能性も高まり、年代データの質の低下が懸念される。本研
究では、複数のマルチプライアーを並べたマルチイオンカウンティング法を用いること
で、信号の積分時間を変えることなく、レーザー照射時間を低減することができた。こ
れにより、従来のレーザーアブレーション（クレーター深さ〜10µm）に比べ、クレー
ター深さを低減（～数 µm）することが可能である。この深さは、二次イオン質量分析
計や電子線プローブアナライザー（EPMA）、カソードルミネッセンスにおける観測深
さと同等であり、得られる年代データの信頼性を改善出来る。
本研究では、Nu Instruments 社製 MC-ICPMS 装置（Nu Plasma II）を用い、6 個のマル
チプライアーにより 202Hg 、 204Pb、 206Pb 、 207Pb 、 208Pb 、 238U の信号を全て同時
に検出した。年代分析を行ったのは Plešovice ジルコン、マスバイアスの補正には Nancy
91500 ジルコンを用いた。レーザーアブレーションシステムは ArF エキシマレーザー
（ESI 社製 NWR193）を用いた。本発表では、マルチイオンカウンティングシステムの
安定性と信号出力直線性、さらにはデータ積分時間やレーザー照射条件と得られる
206
Pb/238U 比及び 207Pb/235U 比の精度・確度を比較する。本分析法は、より小さな試料か
らの年代測定にも応用できることから、将来的にはジルコン以外の鉱物に対しても活用
できると期待できる。
参考文献
1) J.Koch and D.Günther, Applied Spectroscopy, 65(5), 155A-162A (2011).
2) I.Horn, R. L Rudnick and W. F. McDonough, Chemical Geology, 164, 281-301 (2000).
Determinations of zircon U-Pb ages by Laser Ablation Multi Ion Counting ICPMS
*K. Hattori1, S. Sakata1, H and T. Hirata 1
(1Department of Earth and Planetary Sciences, Kyoto University)
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花崗岩起源河川堆積物の粒径別 Sr 同位体比
〇城森由佳 1、南雅代 1、鈴木和博 1
（1 名大・年測センター）

【はじめに】
河川堆積物は、地表面の基盤岩や土壌から風化により生成された砕屑物であり、流域の平均
的化学組成を反映することから地球化学図の試料として用いられてきた。地球化学図は、地表
面での元素の分布情報を地図上に示したものであり、日本においては既に全国の元素濃度地球
。その一方で、もう一つの元素情報である同位体比
化学図が公表されている（今井ほか，2010）
の地表面分布については公表されているデータが少ない。我々は、生物の必須元素である Ca と
挙動が似ており、岩石に比較的多量に含まれる Sr に着目し、日本全国規模の 87Sr/86Sr 地球化学
図の作成に取り組んでいる。河川堆積物は粒径分画ごとの風化の程度や鉱物組成が均一でない
ことから、87Sr/86Sr が変動する可能性が考えられ、まず詳細を検討する必要があった。そこで、
愛知県の花崗岩分布域を研究域とし、
河川堆積物の粒径分画別の化学組成および 87Sr/86Sr がどの
程度変動するのか、母岩との比較を行い、河川堆積物の粒径別の特徴を明らかにした。
【試料と実験】
伊奈川花崗岩 III 型が分布する愛知県豊田市において、矢作川の支流 4 地点で河川堆積物を採
取し、粒径 1000−500、500−300、300−180，180−75、75 μm 以下の 5 分画に篩い分けた。各分画
の主成分・代表的微量成分の定量は蛍光 X 線分析により行い、87Sr/86Sr は表面電離型磁場型質
量分析計により測定した。また、各分画中に含まれる鉱物を確認するために XRD 測定を行った。
河川堆積物との比較を行う為、伊奈川花崗岩 III 型も採取し、同様に分析を行った。
【結果と考察】
河川堆積物の主成分・微量成分元素の多くは細粒分画ほど濃度が高くなる傾向が見られた。
特に、
花崗岩の副成分鉱物であるジルコンに含まれるZr の細粒分画での濃度は非常に高く
（2697
ppm など）
、XRD 分析の結果でも、ジルコンのピークが粒径 75μm 以下の分画に顕著に見られ
るため，細粒分画に濃集していることが明らかとなった。このような粒径別の元素濃度変動は、
鉱物の各分画中の量比がそれぞれ異なるためであり、要因としては各鉱物の物理的風化に対す
る耐性の違いや比重の違いが考えられる。87Sr/86Sr でも粒径分画ごとに多少の変動があったが、
河川堆積物の値は母岩の値にほぼ等しい結果が得られ
（母岩: 0.7102，
河川堆積物: 0.7099−0.7105）
、
87
86
87 86
地点間のばらつきは 300−75 μm 分画で最も小さかった。また、 Rb/ Sr− Sr/ Sr 図上で母岩の
アイソクロン（Tsuboi, 2005）と河川堆積物の値を比較したところ、特に粗粒分画では 87Rb/86Sr
が高いことでアイソクロンより右下の領域にプロットされ、300−75 μm 分画で最もアイソクロ
ンに近い値が得られることが明らかになった。これは粗粒分画が化学的風化をよく受けている
一方で、300−75 μm 分画は比較的新鮮であることを示唆すると考えられた。そこで各粒径分画
について CIA（Chemical index of alteration）を主成分元素濃度から算出したところ、300−180 μm
分画で全粒径分画中最も低い値（57.7−59.0）が得られ、考察と矛盾しない結果が得られた。以
上の事から、河川堆積物は各粒径分画で鉱物比が異なり、化学的風化の程度も異なるため、本
研究域においては、300−180 µm 分画の河川堆積物の元素濃度・87Sr/86Sr が最も母岩に近い値を
示し、地点間のばらつきを最小に抑えられることが明らかになった。
Particle-size dependence of 87Sr/86Sr in stream sediments derived from granitic rocks
*Y. Jomori1, M. Minami1 and K. Suzuki1 (1Center for Chronological Research, Nagoya Univ.)
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